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平成２５年第２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年２月５日（火）東村山市教育委員会を東村山市いきいき

プラザ４階教育委員会室に招集した。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（５名）  

  町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 、森 純 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１７条第２頄により助

言のために出席した者は次のとおりである。 

  教育長 森 純 

〇教育長の助言のために出席したものは次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 指導主事 木 下 信 久 

教育部次長 間 野 雅 之 社会教育課長 神 山 正 樹 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 森 脇 孝 次 

学務課長 平 島 亨 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

指導室長 川 合 一 紀 図書館長 田 中 香代子 

副参事 村 木 尚 生 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 小 林 宏 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

指導主事 板 澤 康 矩    

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 佐藤 道徳 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第２号 東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者

の委嘱 

 議案第３号 東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学

校薬剤師の委嘱 

 議案第４号 東村山市立小・中学校長の内申 

 議案第５号 東村山市立小・中学副校長の内申 

 

報告事頄 

【教育委員会】 

①教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

②ヤングライブフェスティバルについて（社会教育課） 

③多磨全生園ビデオ上映会について（ふるさと歴史館） 
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午前１０時３０分 開会 

 

○町田委員長 ただいまより、平成２５年第２回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。よろしくお願いします。 

  本日の署名委員を小関委員にお願いします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会の定例会でございますが、ただいま

傍聴を希望の方が４名いらっしゃいます。傍聴の許可についてお諮り

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま傍聴の申し出がありました。傍聴を許可しても

よろしいでしょうか。 

○森教育長 本日の議案は４件用意されておりますけれども、そのうち

の議案第４号、東村山市立小・中学校長の内申、及び議案第５号の東

村山市立小・中学校副校長の内申についての議案でございますが、こ

の２件を先に審議することを提案したいと思います。これは人事に関

する議案でございますので、東村山市教育委員会会議規則第１１条の

ただし書きの規定によりまして、公開しない会議とすることを提案し

たいと思います。 

○町田委員長 ただいま、森教育長から議案第４号及び第５号を先に審

議し、また非公開の会議にしてはどうかというご提案がありました。

検討しないで採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、議案第４号と議案第５号を先に審議し、公開

しない会議とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

全員賛成ということで、議案第４号、東村山市立小・中学校長の内

申、及び第５号東村山市立小・中学校副校長の内申につきましては、

先に審議し公開しないことといたします。 

それでは、休憩いたします。 

 

午前 ９時３４分 休憩 

 

 

午前 ９時４７分 再開 
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○町田委員長 それでは、再開いたします。 

最初に傍聴の方に申し上げておきます。本委員会におきまして、録

音・撮影等の許可はしておりませんので、ご了承いただきたいと思い

ます。また、携帯電話は電源をお切りいただきますようお願い申し上

げます。 

それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきます。 

議案第２号、東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱についてお願いします。  

○田中庶務課長 議案第２号、東村山市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱。上記の

議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年２月５日提出。提

出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の

委嘱。東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価実施要綱（平成２０年東村山市教育委員会訓令第４

号）第４条の規定により、点検及び評価に関する有識者を別紙のとお

り委嘱することに議決を得たい。説明、東村山市教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するにあたり、

点検及び評価に関する有識者を委嘱するため本案を提出するものであ

ります。 

本件につきましては、先ほど申しました、東村山市教育委員会の権

限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱第４条

におきまして、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るた

め、委員会に点検及び評価に関する有識者をとなっております。この

有識者につきましては、今までは小関 氏、並びに髙山博之氏の２

名の方からご助言をいただいておりましたが、昨年の１０月に小関氏

より辞退の申し出があり、現在、高山氏１名となっております。 

このたび、小関氏の後任といたしまして、新任候補と記載されてお

りますが、現国立音楽大学教授の高橋秀美氏の就任についてお諮りを

するものでございます。任期につきましては、平成２５年４月１日か

ら平成２７年３月３１日までの２年間となっております。 

高橋秀美氏は、昭和４７年に公立中学校の社会科の教員として教員

生活をスタートされました。その後、東京都教育委員会等におきまし

て、指導主事、統括指導主事、主任指導主事、管理主事といったお立
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場で教育行政並びに指導行政等でご活躍をされております。平成１５

年度からは公立中学校の校長職として学校経営にご尽力されました。

平成２１年度からは、現在、現職であります国立音楽大学にて教授と

して現在もご活躍をされております。 

当市におきましても、教員の研修会講師として、また教科書選定運

営委員会等においても有識者としてご指導・ご助言をいただいており

ます。 

高橋氏は教育現場並びに行政のお立場での経験が大変豊富であり、

その知見を十二分に発揮いただけるものと考えておりますので、よろ

しくご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま庶務課長の説明が終わりました。新任候補者の

方の委嘱ということですが、この件に関しましてご意見、ご質問ござ

いますか。 

庶務課長の説明で細かくお話ししていただいたので、特によろしい

でしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 特にご意見ございませんので、この件に関しまして採決

をとりたいと思います。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 ありがとうございます。全員が賛成ということで、議案

第２号につきましては原案のとおり可決いたします。 

続きまして、議案第３号、東村山市立小・中学校学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の委嘱についてお願いします。 

○平島学務課長 議案第３号、東村山市立小・中学校学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の委嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２５年２月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱。学校

保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条の規定により別紙の

とおり委嘱することに議決を得たい。説明、学校医、学校歯科医、及

び学校薬剤師の委嘱期間が平成２５年３月３１日で満了するため、本

案を提出するものであります。 

最初に、後任の学校医等の推薦を東村山市医師会・東村山市歯科医

師会・東村山市薬剤師会に依頼したところ、別紙のとおり推薦がござ



５ 

いました。 

内科医でございますけれども、青葉小学校の武先生が退任され、新

任に森田大児先生に変更となっております。その他変更はございませ

ん。 

次に眼科でございます。 

浅谷浩正先生が退任され、新規で浅谷哲也先生、北川貴明先生、堀

川沙紀先生が新たに３名加わっております。 

委嘱につきましては、平成２５年４月１日より平成２７年３月３１

日までの２年間とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ありがとうございました。今、学務課長からの説明が終

わりました。この件に関しましてご意見、ご質問等ございますか。 

これは、各学会から推薦ということです。これでよろしいですか。 

ご質問ないようでしたら、この件に関しまして採決をとりたいと思

います。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、原案通り可決いたしました。 

それでは、議案第３号で全ての議事が終了いたしました。 

では、休憩いたします。 

 

午前 ９時５６分 休憩 

 

午前 ９時５９分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

続きまして、報告事頄に移らせていただきます。 

報告事頄①教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてお願いし

ます。 

○村木副参事 報告事頄①につきまして４点ご報告をさせていただきま

す。今年度の東村山市立小・中学校教育研究会発表のご案内をさせて

いただきます。 

平成２５年２月１３日水曜日午後３時から東村山市立小・中学校教
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育研究会の報告会、並びに研究発表会の紙上発表、こちらには３０の

部会をまとめさせていただいたものを本日ご紹介させていただきます。

また当日、発表会におきましては、中学校の数学部会、さらには中学

校の保健部会、そして小学校の国際理解・外国語活動部会、こちらか

ら口頭での発表が予定をされております。場所は中央公民館です。ぜ

ひご出席いただきご指導賜れればと思います。 

次に東村山市立小・中学校長会研究発表会についてご案内をさせて

いただきます。 

平成２５年２月２２日金曜日午後５時半から３階のマルチメディア

ホールにおきまして、小学校の校長会は「いのちとこころ」を大切に

する人権教育の推進と校長のリーダーシップという研究主題のもとに、

さらに中学校長会は、昨年度に引き続きまして防災教育の推進、副題

が中学生の地域貢献活動の推進と防災実践力（防災リーダー）の育成

ということで、１年間ご研究いただいたものの発表会を行っていただ

くことになっております。当日の指導・講評の講師は、川合室長がお

話をされることになっております。 

続きまして、副校長会の研究発表会のご案内ですが、こちらは平成

２５年３月８日金曜日午後５時半から北庁舎第２会議室で行ないます。

小学校の副校長会は震災発生時における副校長の役割ということで、

本市教育委員会から各学校に配布しました防災対応マニュアルを熟読

いただき、その中身を検証していただくとともに、具体的な副校長の

役割について研究をいただいております。また、中学校の副校長会に

関しましては、感染症対策における副校長の役割ということでご研究

いただいております。私が指導・講評を行う予定です。 

最後ですが、学校からのうれしい報告です。本市では初めてではな

いかと思います。東村山第六中学校演劇部におきまして第１３回全国

中学校総合文化祭山口大会に出場することが決定いたしました。こち

らは都大会の結果として最後に記載させていただいておりますが、東

京都中学校連合演劇発表会が平成２５年１月１４日（月）に行われ、

２７校の中からご推薦をいただいて来年度の全国大会出場ということ

が決定いたしました。 

大会日は平成２５年８月１９日月曜日、２０日の火曜日となってお

り、会場は、山口県立大学の講堂です。子供たちが頑張って取り組ん

できました演目につきましては、「なっちゃんの夏」で、いじめをテ
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ーマにした演劇ということでご紹介をいただいております。 

○町田委員長 ありがとうございました。ただいま報告いただきました

けれども、この報告に関しましてご意見、ご質問等ございますか。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 幾つも研究発表会がありますので、お時間がございまし

たら皆様お越しいただきたいと思います。 

「なっちゃんの夏」はすごいですね。山口県で行なわれるのですか。 

○當摩委員 年度をまたがってしまいますが生徒の出演者は、どのよう

な構成なのですか。 

○村木副参事 この１月に行われた演劇が３年生を除く１・２年生で構

成され、その子たちが新しい年度を迎えての発表ということになりま

す。 

○當摩委員 同じ子たちが出演するのですね。 

○森教育長 最近、スポーツだけでなく文化的な活動もかなり活躍をし

ております。 

○町田委員長 すばらしいことで、本当に楽しみです。 

 では、よろしいですか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 続きまして、ヤングライブフェスティバルについて、社

会教育課お願いします。 

○神山社会教育課長 先日の市民のつどいにご参加いただきましてあり

がとうございました。おかげさまで、把握できました人数で４９４人、

推測していた人数より来場いただきました。小学生、中学生、高校生

と参加も多数ありました。ありがとうございました。 

第６回多摩六都ヤングライブフィスティバルでございますが、来週

の平成２５年２月１０日日曜日に全部で１８バンドが参加いたします。

主に中心は高校生ですが、中には社会人のグループもおりまして、清

瀬市役所の職員の方が入っており、最後にみんなで盛り上がるような

１曲をお願いしました。 

午前１０時から午後５時頃まで行なっております。また、前日１日か

けてリハーサルし、照明などもかなり手が込んでおりますので、ぜひ

皆さん、お時間がございましたらお越しいただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
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次に、生涯学習計画の冊子を、素案という形でお配りしております。

平成２５年１月２１日月曜日から、前回お話させていただきましたが、

平成２５年２月３日日曜日までパブリックコメントを、各公共施設、

公民館、図書館、スポーツセンター、ふれあいセンター等で行なった

ところでございます。平成２５年２月１２日火曜日に４回目の協議会

があり詰めていきたいと思っています。 

教育委員の皆様に、本日お配りし、見ていただいて、何かご意見が

ございましたら、お伝えいただければありがたいと思います。よろし

くお願いします。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。ただいま社会教育課より報告

がございました。ご意見、ご質問等ございますか。 

○森教育長 念のために伺いたいのですが。 

 生涯学習計画のパブリックコメントの質問は今のところほとんどない

のですか。それとも何件か来ていますか。 

○神山社会教育課長 ふれあいセンターでは、余りなかったのですけれ

ども、公民館とか図書館等でご意見をいただいております。 

○森教育長 かなり意見はありましたか。 

○社会教育課長 たくさん書いておられる方とか、長く書いてある方も

いらっしゃいますので、その中では建設的なご意見があるかと思いま

す。また今後、いろいろな委員会もございますので、伺った中で取り

まとめていきたいと思います。 

○町田委員長 ほか、いかがでしょうか。 

○當摩委員 成人式のことでご報告があるような気がして、特に今年は

雪ということでしたので、私は拝見していて、教育委員会の皆様が一

生懸命、晴れ着のお嬢さんたちの足元のため雪を絶え間なく掃いてく

ださったり、メガホンで車の誘導をしてくださったり、悪天候の中で

のご努力、支えてくださったことはすごく感謝いたします。所管の方

たちで、口頭でもよろしいので、一言感謝の念を、ここであったらい

いと思います。 

○神山社会教育課長 今年対象者が１，４５９名で、当日お見えになっ

た方が９０１名、６１．７％の参加率でした。昨年は約５８％でした。

雪の中で執り行なったにしては、人数的に昨年とほとんど変わりませ

んでした。雪の中で、式典に来ていただけて非常によかったと思って
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います。 

當摩委員からもお言葉をいただきましたが、教育委員会の職員の皆

様が、特に外回りの方が３時間の間、雪空のなか作業いただきありが

たく思います。教育委員会の力というのを感じました。また、教育委

員の先生方にも参加いただいてありがとうございました。 

以上です。 

○町田委員長 お疲れさまでした。 

６１．７％というのはすごいですね。確かに大勢いるなとは思いま

した。よかったと思います。 

○小関委員 ６１．７％という数字で余計感じるのですけれども、しお

りをいただいて、それぞれの学校の担当の先生、あるいは校長のコメ

ントがありましたが、一つの学校がありませんでした。全校にコメン

トがあれば良いと思います。一つだけないというのは、その学校の子

供たちはすごく寂しい思いをするのではないかと思いました。ただ、

余りしつこく出せ出せとも言えないだろうとは考えたのですが、せめ

て校長先生はついこの間まで在職していたので、ちょっと声をかける

とかということができたらよかったなというようには思いました。 

○神山社会教育課長 連絡した先生もいたのですが、お留守等で連絡が

取れなかったこともありました。そこは来年度以降コメントをいただ

くように努力していきます。 

○町田委員長 わかりました。僕は全く気がつかなかったので、失礼し

ました。確かに、来た子供たちにとっては懐かしくいろいろな先生の

コメントを見てそう思うのでしょう。ないとなると、取り残されたよ

うな感じがする、確かにそうですね。校長先生の一言でもあればよか

ったなと思います。今後、それは抜けないようにということでお願い

したいと思います。 

○森教育長 事前にこちらとしても把握しておりましたので、うまくな

いだろうとお願いをして連絡をさせていただきました。連絡がつかな

い、お留守等でどうしても間に合わなくなってしまいました。今回は、

申し訳なかったのですが、このような形にさせていただきました。来

年以降はこのようなことのないように注意をしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 わかりました。 

このようなことにならないように、早目に進めていただければと思



１０ 

います。よろしくお願いいたします。 

（ なし ） 

○町田委員長 先ほど言いましたように、この生涯学習計画、ここまで

形になっていますので、あともう尐しご意見をいただいた中でいいも

のに仕上がればと思います。私はこれを見せてもらうと、意見よりも、

よくできているなと感心してしまうほうなのでいけないのですが、い

ろいろと厳しい方もいらっしゃると思いますので、よくその意見を聞

いていただき、いいものに仕上げていただきたいと思います。 

では、他にないようでしたら次に進めさせていただきたいと思いま

す。 

報告事頄の③多磨全生園ビデオ上映会についてお願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 平成２５年２月１日金曜日から社会科見学対

応の企画展を開催しておりますが、委員長を始め、當摩職務代理、教

育長にお越しいただき、またいろいろご意見を頂戴しまして心強く思

っているところです。 

続きまして、多磨全生園ビデオ上映会ですが、平成２５年２月９日

土曜日午後２時から３時半の間、歴史館の研修室において開催いたし

ます。時間等、都合が合えばおいでいただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

それでは、ふるさと歴史館の報告につきましてご意見ご質問ござい

ますか。 

○當摩委員 このビデオ上映会なのですが、これは「未来への虹」はア

ニメですよね。それと平沢さん関係を含め３本ともやるのですか。 

○中村ふるさと歴史館長 ここに書いてありますとおり、平沢保治さん

による小学校高学年を対象とした講演会のシーンを収録したものを、

そのときは上映いたします。 

○當摩委員 昨年、他の集まりでこの会場に行かせていただいた時に、

人数は入らないではないですか。 

○中村ふるさと歴史館長 はい。 

○當摩委員 なぜそのようなことを言うかというと、これが市報に先に

載ったものですから、平沢さんから私のところに問い合わせがあり、

自分が依頼を受けて行くのだろうかと、もしそうであれば歴史館から
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正式な文書を出してくれるのかと、そうではないと私は理解していた

ので、確認させていただいたのです。 

せっかくこのような形でやるのならば、事前の時間とか、もう尐し

ちゃんとやっておかないと、せっかくの場所を使った企画がうまくい

かないかと思います。ビデオを上映するとして、２本だと約１時間く

らいだと思います。その間の時間とか使い方とかどのように行なうの

かとの思いがありました。今後毎年行なっていくのならば、１週間の

教育週間の中で歴史館が行う一つの事業としてなさることが非常に大

切だと思います。もう尐しきめ細かく対応をとっておいていただくと

いいかと思います。平沢さんはご理解いただいたので大丈夫です。そ

の辺を誤解というか、理解の仕方に尐し今回差異が出てしまったみた

いなので、一応お伝えしておきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 今後調整させていただきたいと思います。 

○町田委員長 確かにこれだけ見ると、講演会かなと思いますね。では、

そのようによろしくお願いします。 

他にふるさと歴史館の報告につきましてご質問等ございますか。よ

ろしいですか。他に報告事頄をお持ちの方いらっしゃいますか。 

○吉村委員 先ほど社会教育課で東村山生涯学習計画案って出ましたね。

レイアウトが文部科学省の学習指導要領の解説と似ていますね。それ

は構わないのですか。あえて似させた方がいいのか、私の勘違いなの

か、その辺、もしお分かりになればお願いします。 

○神山社会教育課長 特に意識して作成したわけではありません。 

○吉村委員 これで問題ないというのであれば別に結構です。 

○神山社会教育課長 あくまでも素案でございます。今いただいたご意

見を参考にしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○吉村委員 東洋出版から、文科省が出しているものと尐し類似してい

ます。むしろ類似しているのがいいのかというのもあるし、独自性を

出した方がいいのではないかというのもあります。その辺よくご検討

いただきたいと思います。 

○町田委員長 わかりました。では、ご意見ということでよろしくお願

いいたします。 

よろしいですか。 

（ 異議なし ） 
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○町田委員長 それでは、報告事頄をまだお持ちの方いらっしゃいます

か。 

○曽我教育部長 ３月議会の日程等の報告を私からさせていただきたい

と思います。 

（資 料 配 布） 

○曽我教育部長 平成２５年２月２２日に定例会の初日となります。教

育委員会の議案としてはございません。 

２月２６日、代表質問がございます。この内容につきましては、市

長からの初日の施政方針の内容について代表質問が行われるわけでご

ざいます。教育委員会の施政方針内容につきまして述べさせていただ

きますが、生涯学習計画の進捗状況という内容で、平成２４年度まで

に市の実施計画の中ではこの策定を完了させるという目標がございま

したが、丁寧にこの計画を作っていこうということで、平成２５年度

にも延長させていただき、より慎重によりよい計画の策定をさせてい

ただきたいという内容でございます。 

もう一点は、二学期制の検証という内容です。現在、保護者、子供、

評議員、教諭からアンケートの調査結果、アンケートの内容を検証さ

せていただきまして、課題等を含めて検証させていただきながら、ま

た二学期制のよりよい取り組みに向けてという内容でございます。 

もう一点は、耐震の補強工事、空調の工事が無事終了したという内

容の報告となっております。 

また一点は、国体の今後のスケジュール等の報告でございます。そ

れに伴って、市民大運動会は、今まで毎年行われてきたわけでござい

ます。ただ、国体と開催が同時期となることから、非常に運営上難し

いということでございまして、平成２５年度の１０月の市民大運動会

につきましては延期とさせていただきたいというような、市長からの

施政方針となります。 

若干つけ加えますと、市民大運動会ですけれども、市制５０周年を

記念して５０回という開催となることから、平成２６年度に盛大に実

施していきたいと考えているところでございます。 

続きまして、２月２７日から２８日、３月１日と一般質問でござい

ます。まだここの質問内容についての通告は後日となっておりますの

で、今日現在では内容等についてはまだ報告ができない状況でござい

ます。 
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続きまして、３月５日、６日、常任委員会がございます。生活文教

委員会がどちらの日になるかは議会運営委員会の決定となりますので、

まだ決定はされておりません。 

続きまして、３月１２日から１５日に予算特別委員会が開かれます。

委員会の内容につきましては、ご案内のとおり、平成２５年度の新年

度予算の審議となります。教育委員会も数多くの予算を計上させてい

ただいておりますので、この委員会につきましては課長の答弁となり

ますけれども、教育委員会としてはしっかりとした答弁で市民の方に

ＰＲをしていきたいと、このように考えております。 

最終日、３月２５日でございますけれども、３月定例会最終日でご

ざいます。これにつきましては、平成２４年度の補正第５号の審議を

させていただくということになります。大きな予算になると思います

が、教育委員会の予算も大きくなることが予想されております。なぜ

かといいますと、国の交付金等の決定が予算化されたわけですけれど

も、その内容につきまして、市のほうにどのぐらいの予算が配分され

てくるかわかりませんが、特に学校関係の非構造部材の改修工事等に

は予算がかなりおりてくるのかと思っております。その予算に伴いま

して、平成２５年度予算で、教育委員会が行なっていきたい内容を平

成２４年度に前倒し補正第５号に大きい予算の計上をさせていただき

たいと、このように考えております。最終日でその審議につきまして

ご可決をいただくという内容でございます。議会関係は以上でござい

ます。 

次に、小学校の卒業式が３月２５日に挙行されるわけでございます

けれども、この日が最終日の議会となっておりまして、私と教育長が

議会と重なっております。ただ、議会につきましては２５日の午前中

は委員会報告と思っております。委員会報告につきましては議案等で

ございませんので、教育長、私については卒業式に参加していくとい

うことで考えております。各委員さんにおかれましても卒業式、よろ

しくお願いしたいと思います。 

もう一点ご報告がございます。３月１６日から、皆様ご存じの特急

小江戸が西武新宿から川越までの間で、所沢に停車しておりましたが、

３月１６日から東村山駅にも停車するということが決定しております。

それにつきまして、３月１６日の朝８時半より、東村山駅新宿寄りの

ホームの先頭におきまして停車の祝賀イベントを実施していきたいと
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考えておりますので、もしお時間の都合がつくようであればぜひ小江

戸を見ていただきたいと思います。 

また、東村山もこれによりますます利用客も増えて、活発な駅に、

皆様に親しまれる駅となるのではないかなと考えております。 

私からの報告は以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。部長からの報告がありました

けれども、部長の報告の中でご意見、ご質問等ございますか。 

この１６日のイベントというのはどの程度の規模のイベントになる

のですか。 

○曽我教育部長 現在考えているのは、テープカットが、最初の式典に

なると思いますが、関係者をお呼びしたいと考えております。また、

１日駅長を公募して、小学生か幼稚園かまだ決定されておりませんが

公募した中から１日駅長を選んでいきたいと考えております。子供と

親子を１０組ぐらい選ばせていただいて、オープニングの式典に参加

していただくということです。 

教育委員会に依頼されているのはブラスバンドを手配してくれない

かということですが、卒業式前ということもありまして、なかなか人

数を揃えることは非常に難しいと考えております。 

○町田委員長 では、他にないようでしたら。 

（ なし ） 

○町田委員長 他に報告事頄をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ないようですので、閉会させていただきます。 

  それでは、以上をもちまして、平成２５年度第２回東村山市教育委

員会定例会を閉会いたします。 

 

 

午前１０時３０分閉会 

 

 

 

 


