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平成２５年第５回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年５月１日（水）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 禮子、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項により助

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 社会教育課長 平 島 亨 

教育部次長 間 野 雅 之 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

庶務課長 田 中 宏 幸 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

学務課長 肥 沼 卓 磨 図書館長 田 中 香代子 

指導室長 川 合 一 紀 公民館長 内 野 昌 樹 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 磨 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

指導主事 小 林 宏 教育支援課長 髙 橋 功 

指導主事 木 下 信 久    

 

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１９号 平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支

援学級教科用図書の採択要綱 

 議案第２０号 平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支

援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問 

 議案第２１号 東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱 

 議案第２２号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 議案第２３号 東村山市文化財の指定に係る答申 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２５年度教育部の運営方針と年間計画について（教育部） 

②学校評議員全体会について（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 
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④二学期制実施の検証報告について（指導室） 

⑤輝け！東村山っ子育成塾の実施について（社会教育課） 

⑥第２２回東村山市民文化のつどいについて（社会教育課） 

⑦「スポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員会第４回総会報告

について」（国体推進室） 

⑧「東村山朗読研究会」から「東村山音訳の会」への名称変更に

ついて（図書館） 

⑨下宅部遺跡報告書について（ふるさと歴史館） 

⑩その他 

 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２５年第５回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  本日の署名委員は吉村先生にお願いします。よろしくお願いします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、傍聴の希望

者が５名いらっしゃいますので、そのご許可についてお諮りいただき

たいと思います。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 では、休憩します。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３３分 再開 

 

○町田委員長 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・撮影等の許可はいたしませんので、

ご了承願いたいと思います。 

また、携帯電話の電源はお切りいただきますようお願いいたします。 

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１９号、平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学

級教科用図書の採択要綱についてお願いします。 
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○川合指導室長 議案第１９号、平成２６年度使用東村山市立小・中学

校特別支援学級教科用図書の採択要綱について議案としてご説明させ

ていただきます。 

議案第１９号、平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学

級教科用図書の採択要綱について。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年５月１日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書の

採択要綱について。 

平成２６年度の東村山市立小・中学校特別支援学級で使用する教科

用図書の採択要綱について議決を得たい。 

説明。平成２６年度に東村山市立小・中学校特別支援学級で使用す

る教科用図書を採択するための採択要綱設置のため、本案を提出する

ものである。 

今年度は、平成２６年度に使用する小・中学校特別支援学級教科用

図書の採択がございます。なお、文部科学省及び東京都教育委員会の

通知により、小・中学校特別支援学級における教科用図書を除く義務

教育諸学校用の教科書につきましては、平成２５年度と同一の教科書

を採択することとなります。この採択要綱は、平成２６年度に東村山

市立小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書を採択していただ

くための要綱でございます。 

小・中学校で使用します教科書につきましては、学校教育法第３４

条で、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学省が著

作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないと規定してお

りますが、特別支援学校と特別支援学級においては附則第９条に規定

する教科用図書以外の教科用図書を使用することができることとなっ

ております。このことを受けまして、障害の種類や程度、能力、特性

等を考慮した一人一人の子供たちに適した教科書を採択することにな

っております。 

ここで、採択までの流れを簡単にご説明申し上げます。 

まず教育委員会の諮問を基に、教科書選定運営委員会が特別支援学

級設置校の教員からなる特別支援学級教科書調査委員会に調査を依頼

いたします。これを受けて、特別支援学級教科書調査委員会では、来

年度在籍予定の児童・生徒、一人一人についてその障害の種類や程度、
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能力、特性等を考慮して選定された教科用図書を調査・研究し、各学

級で使用したいと考えている教科用図書について協議を行い、調査・

研究報告書を作成いたします。その研究報告書を、教科書選定運営委

員長１名、特別支援学級教科書調査委員長１名、保護者２名、有識者

１名で構成されます教科書選定運営委員会で審議を行いまして、答申

を教育委員会にいただき採択を行います。 

以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 只今指導室長より説明がございました。この件に関しま

して、ご意見・ご質問はございませんでしょうか。 

○森教育長 例年、採択後に教科書が廃版になってしまったということ

が問題になっておりますが、その場合、どのような流れに変わってい

くのか、また、今年はその心配がないのか、分かる範囲でお話しいた

だけたらと思います。 

○川合指導室長 実はその実績は昨年度もございまして、採択したにも

かかわらず廃版・絶版に急遽なった事例がございました。その場合に

つきましては、各学校にその実態をお知らせした後、本来的に申し上

げれば、文部科学省の検定を受けている教科書が採択されてございま

すので、そちらで指導が可能であるかどうか、また他に一般図書とし

て採択されている教科書で指導が可能であるかどうか、そういった内

容を検討していただきまして各学校での採択に進めていくということ

になります。しかしながら、どうしても選ばれている別の一般図書や、

或いは他学年を対象としたとしても検定本を使用することが不可能で

あるという場合には、改めて採択ということになってまいります。そ

ういった実態は、昨年度はございませんでした。 

そのためにも、今年度は早い段階から絶版になるかどうか等、情報

収集に努めながら対処をしていきたいと考えてございます。 

以上です。 

○町田委員長 他にご質問・ご意見等はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

大きく例年と変わらないということと、今までこの採択の要綱で不

採択される教科書が今も使われているとのことなので、特にご意見等

はないのかと思います。 

では、ご意見・ご質問がないようでしたら採決をとりたいと思いま
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すけれども、よろしいでしょうか。 

（ 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、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２０号、平成２６年度使用東村山市立小・中学

校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問についてお願いし

ます。 

○川合指導室長 議案第２０号についてご審議をお願い申し上げます。 

議案第２０号、平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学

級教科用図書の調査・研究に係る諮問について。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年５月１日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書の

調査・研究に係る諮問について。 

平成２６年度の東村山市立小・中学校特別支援学級で使用する教科

用図書を選定するため、教科書選定運営委員会に諮問することに議決

を得たい。 

説明。教科書選定運営委員会の調査項目等を明確にし、その答申を

得るため、本案を提出するものであります。 

この諮問文につきましては、東村山市立小・中学校特別支援学級の

教科用図書について教科書選定運営委員会に諮問するものでございま

す。諮問文の内容をご確認いただくためにも諮問文を読み上げたいと

存じます。 

諮問文。 

次の事項について諮問します。 

平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書の

調査・研究について。 

平成２５年５月２３日。東村山市教育委員会。 

これは、５月２３日に第１回の運営委員会があるため、その日にち

になっております。 

１、諮問理由。 

小・中学校で使用する教科用図書（以下、「教科書」という）は、

学習指導要領に示されている目標を達成するため、子供たちにとって
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自ら学び考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確

実な定着を推進する最も基本的な教材として位置付けられています。 

特別支援学級で使用する教科書におきましては、学校教育法附則第

９条により、毎年度異なる一般図書を採択することができます。 

つきましては、東村山市立小・中学校特別支援学級の児童・生徒が

平成２６年度使用するのに最も適した教科書を教育委員会が採択する

にあたり、教科書選定運営委員会に対して、次のとおり調査・研究す

るよう諮問します。 

２、諮問内容。 

（１）小・中学校特別支援学級用の教科書の調査・研究にあたって

は、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別の児童・生徒の実

情等を考慮し、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９条

による教科書について、次の各調査項目の視点で調査・研究する

こと。 

①内容の選択 

②構成・分量 

③表現・表記 

④使用上の便宜 

⑤その他、教科の特性及び障害の種別、程度に基づき、特に調査・

研究を要する事項 

（２）各教科書の特に優れている点、児童・生徒の実情等を考慮し

た点等について調査・研究すること 

（３）その他、教科書採択に当たって必要と思われる事項について

調査・研究すること 

（４）調査・研究した以上の事項についてまとめ、「調査・研究資

料」を作成すること 

なお、教科書採択の在り方については、文部科学省や東京都教育委

員会からも開かれた採択を行うことが強く求められています。 

また、教科書採択にあたっては、現在、多くの市民が強い関心を示

すとともに、その動向に注目しております。 

このような背景を踏まえ、各委員は委員としての自覚をもち、自ら

の責任において適正かつ公正に教科書の調査・研究を行うとともに、

教育委員会が教科書の採択にあたって参考になるような「調査・研究

資料」の作成をお願いいたします。 
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このような諮問を基に、平成２６年度に使用する東村山市立小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択を行ってまいりたいと思います。 

以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま指導室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・ご質問等はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、他にご意見・ご質問ないようですので、採決

をとりたいと思います。 

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、議案第２０号については原案

どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２１号、東村山市スポーツ科学委員会委員の委

嘱についてお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第２１号につきましてご審議をお願いし

ます。 

東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年５月１日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱。 

東村山市スポーツ科学委員会規則第５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。委員の欠員補充に伴い、新たに推薦された候補者を委嘱する

ため、本案を提出するものであります。 

スポーツ科学委員会の新委員２名の委嘱につきましては、スポーツ

科学委員の欠員に伴いまして、スポーツを専門とする学識経験者、ま

たスポーツ医科学に関する知識を有する医師の立場から選出をさせて

いただきました。 

議案書に新任者と書いてある２名の方を選出させていただいており

ます。 

吉永武史氏は、スポーツを専門とする学識経験者でございまして、

現在、早稲田大学のスポーツ科学学術院の准教授としてご活躍をされ

ております。体育科教育学を専門分野とされ、学校体育におけるボー
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ルゲーム指導に関する研究等を研究課題とされております。日本体育

科教育学会、日本スポーツ教育学会、体育授業研究会の理事を務めら

れておりまして、日本ティーボール協会の評議員としてもご活躍をさ

れております。また、市内に在住されており、久米川東小学校の学校

評議員にもなっておられまして、当市の体力づくりにおいても活躍を

されております。 

続きまして、スポーツ医科学の知識を有する医師であります菊地隆

宏氏は、本年３月より久米川駅北口にあります久米川メディカル清光

ビル内にて久米川整形外科を開業されております。これまで大学院や

大学関連病院で整形外科専門医として、整形外科疾患の全般、スポー

ツ障害、リュウマチ、リハビリテーションなどの臨床経験を積まれて

こられました。日本整形外科学会に所属されておりまして、スポーツ

医、運動器リハビリテーション医、認定専門医等の指定を受けられて

おります。 

このように、お二人におかれましては当市のスポーツの推進に対す

る適切なご意見・ご指導をいただけると考えております。 

以上、ご審議をいただきましてご可決を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

以上です。 

○町田委員長 只今市民スポーツ課長からの説明が終わりました。ご意

見・ご質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 この委員のメンバーの方の定数は何名ですか。 

○中澤市民スポーツ課長 定数は１７名です。現在は９名ということで、

２名の追加で、都合１１名という予定になっております。 

○町田委員長 追加の２名の方ですが、課長の説明より相応しい方では

ないのかと思っております。では、質問がなければ採択に移りたいと

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 全員が賛成ということで、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２２号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱に

ついてお願いします。 

○図書館長  

議案第２２号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱。 
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上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年５月１日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市立図書館協議会委員の委嘱。 

東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村山市条例第１９

号）第３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。委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推薦された候補者

に委嘱するため、本案を提出するものであります。 

第１９期東村山市立図書館協議会委員の任期につきましては本年７

月３１日までとなっておりますが、学校関係者枠について今年度の人

事異動に伴いまして副校長会より新たに推薦いただきました。 

會田均氏は、今年度、東村山第五中学校より回田小学校に転任され

ました副校長先生です。図書館においては、第二次子ども読書活動推

進計画の推進に向けて、中学校の状況も含めてご意見をいただけるも

のと考えております。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 図書館長の説明が終わりましたけれども、この件に関し

ましてご意見・ご質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 副校長会の推薦ですし、相応しい方だと思います。では、

ご意見がないようでしたら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 全員賛成ということで、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２３号、東村山市文化財の指定に係る答申につ

いてお願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第２３号、東村山市文化財指定に係る答

申。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年５月１日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市文化財指定に係る答申。 

平成２４年８月６日に東村山市文化財保護審議会に対し諮問した東

村山市文化財の指定について答申を受けるものであります。 

説明。熊野神社遺跡出土陶磁器及び川島人形店「はなびや」押絵羽

子板製作関連資料の市文化財指定について本案を提出するものであり
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ます。 

議案２３号、東村山市文化財指定に係る答申につきまして補足説明

をさせていただきます。 

平成２４年８月６日開催の平成２４年第８回市教育委員会定例会に

おいて、議案第４７号、東村山市文化財の指定に係る諮問を上程しご

議決いただき、９月７日開催の第１回東村山市文化財保護審議会に対

しまして、諮問事項として平成２４年東村山市文化財指定について諮

問をしたところでございます。そして、平成２５年３月１日開催の第

３回東村山市文化財保護審議会において答申をいただきまして、今回

その答申につきまして議案を上程するものでございます。 

熊野神社遺跡出土陶磁器は熊野神社遺跡周辺が中世の重要な地域で

あったことを推測することができ、中世の時代に東村山が東アジアと

つながっていたことがわかる資料であります。出土された陶磁器は、

完形或いはほぼ完形で貴重な資料であること。川島人形店「はなび

や」押絵羽子板製作関連資料は、押絵羽子板の下絵から完成品までを

網羅したコレクションで、押絵づくりの全工程の資料が一軒の人形店

にあるということは稀であり、質・量とも充実した資料等であること

と共に、市の歴史の重要なものであります。 

ご審議賜りご可決いただきますようお願い申し上げ、補足説明を終

わります。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりましたが、ご意

見・ご質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 市の文化財という形で、東村山市固有の歴史的な財産が更

に広められることはとても良い機会だと思います。今後も、市民に伝

えていける企画展等がなされると、より文化財を市民の方々と共有し

ていただけると思いますので、是非色々な企画展をしていただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 よろしいですか。 

他にございますか。 

○吉村委員 熊野神社の件、川島人形店の件、非常に結構だと思います。

こういうものをお渡しする場合、他の神社や他の店でこういう類のも

のはあるのかないのか、より慎重に調べていただくというのも大事な

のかなと思っております。いかがなのでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 この熊野神社の陶磁器並びにはなびやの押絵
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羽子板等でございますけれども、文化財保護審議会の委員の皆さんで

ご検討していただいて出た結論でございますので、間違いないと考え

ております。 

以上です。 

○町田委員長 他によろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 東村山市の文化財として指定をされて、これを大切にす

るというのはもちろんですけれども、広く市民の方に知っていただき、

東村山の文化というものを広めていただければと思っております。 

他にご意見・ご質問がないようでしたら、採決をとりたいと思いま

すが、よろしいですか。 

（ 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、原案どおり可決いたします。 

それでは、本日の議案は全て終了いたしました。 

では、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

報告事項①平成２５年度教育部の運営方針と年間計画についてお願

いします。 

○曽我教育部長 平成２５年度教育部の運営方針を説明させていただき

たいと思います。 

平成２５年度の運営方針でございます。 

教育部は教育委員会の教育目標を達成するため、以下４点のものを

推進しながら総合的に教育施策を推進してまいりたいと考えておりま

す。そのためにも、子どもたちが自他を慈しみ生命を大切にし、豊か

な心を育めるよう、地域と家庭と学校が一体となって環境の整備を進

めていく。また、基礎的な学習や個性豊かな教育活動の推進などを通

じ、確かな学力が育めるよう学校教育の充実に取り組んでいくところ

でございます。 

また一方、社会教育につきましては、生涯学習推進計画に基づきま

して、人々が生涯を通じて自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会

参加できる機会の充実を図ってまいりたいと考えております。 

そのためにも、事業運営にあたりましては、教育制度の現在改革期

にありますが、本年度より新しく変えさせていただきました教育委員
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会標語でございます、「共創と連環」の考えに基づきまして、創意工

夫や改善を行い、内外組織と連携をさらに深め、組織としての活性化

を図り、より効果的・効率的な事業推進に努めてまいる所存でござい

ます。 

また、課題の取り組みでございますが、各課の課題の取り組み内容

となっております、主に①といたしまして、いのちの教育推進プラン

の具現化がございます。これは議会でも質問が出ておりまして、充実

についてどのように考えているかという質問も出ておりましたので、

課題との取り組みとして取り上げさせていただきました。関係機関、

諸団体との連携を図りながら、いのちの教育推進プランに基づく事業

及び、その集大成である教育習慣における取り組みを充実させていき

たいと考えております。 

２といたしましては、特別支援教育への対応でございます。 

平成２５年度より新しく教育支援課を設けましたことによりまして、

東村山市特別支援教育推進計画に基づく第三次実施計画のスタート年

度でもございますので、市立小中学校及び関係機関との連携を図り、

事業を計画的に進めてまいります。 

３番目といたしまして、子供の安全安心の確保。 

耐震と空調の設備関係は終了いたしましたが、それに伴いまして児

童・生徒に安全教育及び防災教育を実施すると共に、学校を中心とし

たネットワークの構築、また市民への見守りの要請の推進、屋内運動

場の非構造部材耐震化の実施等、様々な観点から子供の安全確保に取

り組んでまいります。 

４点目といたしまして、生涯学習施設の市民満足度の向上。 

平成２５年度は生涯学習推進計画のスタート年度でございます。現

在、策定に向けて社会教育課が事務局となりまして協議会を設置しな

がら進めておりますけれども、８月までには資料としてお示しできる

状況でございます。その計画書の中にある目指すべき方向性に向けま

して、教育委員会各公共施設の機能が効果的・効率的に活用され、信

頼される施設として多くの市民から利用されるよう市民満足度の向上

を図ってまいります。 

５点目といたしまして、スポーツ祭東京２０１３開催に向けた取り

組みでございます。 

今年度開催するスポーツ祭東京２０１３尐年女子バスケットボール
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大会及び各グラウンドで行うティーボール大会の円滑な実施に向けま

して、諸関係団体と連携をいたしましてその推進を図ってまいります。 

６点目といたしましては、下宅部出土漆工の国の重要文化財指定に

向けた取り組みでございます。 

平成２５年度以降に、国より重要文化財の指定を受けられるよう、

今後、国及び都に資料提供を行い動向を注視するとともに、漆工資料

を通じ市民への周知を図り指定に向けた取り組みを図ってまいりたい

と考えております。 

平成２５年度の教育運営方針でございます。 

所管につきましては、所管課より簡潔に説明をさせたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

始めに、庶務課から説明をさせていただきます。 

○田中庶務課長 庶務課の説明を申し上げます。 

運営方針の中で前段にあります、施設の安全確保対策の中で、老朽

化対策が最重要課題と考えております。特に、平成２４年度補正予算

で行われます重点事業の①から③が今年度実施する事業でございます。

また、④については実施計画事業として平成２７年度までの計画の中

で実施をしていく事業の今年度予定されている事業でございます。 

その中で、学校施設の安全対策を最重要課題と考えておりまして、

国の予算の関係もありますので、こちらを今年度中に完了させる。そ

して、工事に際しては児童・生徒の安全確保を最重点に考えながら学

校と協議を進めていきたいと考えています。 

また、その他の①から③でございますが、①の小規模な修繕等につ

いては環境整備係と施設係との連携を図りながら対応に努めていくと

いうこと、②についても事務の連携を図って遺漏がないように進める

こと、③としては教育委員会のスムーズな運営に努めるということを

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○肥沼学務課長 平成２５年学務課の運営につきましては、教育委員会

標語である「共創と連環」を念頭に、二つの運営方針を掲げ、８項目

の重点項目事業として努めさせていただきたいと思います。 

まず、運営方針につきましては、学籍・就学援助制度事業の充実と、

２番目としましては、児童・生徒の安全安心の確保と、この二つの方

針で努めさせていただきたいと思います。 
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学籍・就学援助制度事業の充実につきましては、児童・生徒一人一

人に応じたきめ細やかな指導の確立を目指す一環として、学級編制に

おける整備・充実を図る。就学援助につきましては、制度の周知徹底

を図ると共に、基準の見直し如何についての内容の検討を行ってまい

りたいと思います。 

児童・生徒の安全安心の確保につきまして、学校給食におきまして

は衛生管理基準の遵守や、個別のアレルギー除去対策等を含め、安全

安心でおいしい給食を実施していくと共に、児童・生徒の心身の健全

な発達を促すべく、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う重要

な役割として、学校給食を通じ食育の推進・啓発に努めてまいります。 

学校保健につきましては、次代を担う児童・生徒及び教職員の心身

両面の健康を保持するため、保健・安全衛生に対し学校保健活動の更

なる充実に努めてまいります。 

また、市立小学校に通学する児童の安全や防犯につきましては、学

校・地域・家庭及び各種関係機関との連携を深め、安全で安心な通学

路を目指し、児童の安全確保に努めてまいります。 

以下、重要項目につきましてはまず３５人編制学級です。こちらは

小学校１・２年生、中学校１年生と、現在３５人学級となっておりま

すけれども、今後においても３５人学級を推進していく場合、教室不

足につながることが予測されておりますので、弾力的な運用を行い、

地域の子供は地域で育てることを基本としながら、関係所管と連携し

て対応を図ってまいります。 

次に、就学援助制度基準の見直しでございます。 

国におきまして、平成２５年度生活保護基準の見直しが８月に予定

されていることから、現在の認定基準と大きな差異が生じないよう、

関係所管と連携を図り、今後の就学援助基準の検討を行ってまいりま

す。 

通学路の安全対策です。 

小学校の通学する児童の安全・防犯のため、確認員を登下校時に全

校に配置すべく、平成２５年度は久米川小学校、久米川東小学校で配

置してまいります。 

市制５０周年記念「給食レシピ」の作成です。 

学校給食運営委員会が中心となりまして、今年度、「給食レシピ」

を年度内に作成してまいりたいと思います。 
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「学校保健（白書）」の作成準備です。 

平成２６年度に「東村山市の学校保健（白書）７」を発行するにあ

たりまして、今年度は準備委員会を設け、年度内の原稿作成に向け調

整を図ってまいります。 

放射能対策事業です。 

平成２４年度より実施しております学校給食に使用する食材の放射

性物質の検査でございますけれども、こちらを平成２５年度も継続し

安全・安心な学校給食の提供を図ってまいります。 

給食費の値上げにつきましては、消費税増税に伴いまして給食費の

値上げを今後検討してまいりますが、他市の動向を注視すると共に、

平成２５年度、協議検討を図ってまいりたいと思います。 

最後に、小学校給食の委託化の推進です。 

小学校の学校給食運営につきましては、現在直営となっております

のが萩山小学校の１校だけとなっております。こちらにつきまして、

第４次行革大綱、第１次実行プログラムに位置付けており、適切な運

営と安全で衛生的な給食を提供することを基本とし、今後の給食調理

業務の民間委託に向けた調整を図ってまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○川合指導室長 指導室の運営方針でございます。運営方針としまして

は、教育部の運営方針に則り、且つ東村山市教育委員会の教育目標を

達成するため以下の３点の重点事業として掲げました。 

１点目の学校経営の活性化につきましては、平成２４年度に引き続

きまして、その４点につきまして校長を指導しながら進めていく所存

でございます。 

２点目の学習指導要領に基づく「生きる力」を育む教育活動の推進

につきましては、１点目に、今年度、算数基礎ドリルを活用した児

童・生徒の一人一人の確かな学力向上に向けて取り組んでまいります。  

並行して体力つくり検討委員会における取り組みを中心とした心と

体の健康づくりを推進してまいります。 

更に、教育支援課との連携を図りながら、東村山市特別支援教育の

第三次実施計画の推進に向けて取り組んでまいります。 

大きな３点目の児童・生徒の健全育成の推進につきましては、今年

度、指導室の最重要課題でございます学校不適応、不登校児童・生徒

数の減尐に取り組んでまいります。このためにも、学校だけでは推進
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できないこの課題の改善に向けて、家庭教育の手引き書を有効に活用

することで、いじめの根絶や、不登校児童・生徒数の減尐に組織的に

対応してまいります。 

更に、この全ての課題を解決するために、昨年度と比べますと小さ

い組織になりました指導室の１１名全員が一丸となって情報共有を図

りながら、係を超えて互いの仕事を理解し合うことによって推進して

まいりたいと思っております。よろしくお願いします。 

以上です。 

○高橋教育支援課長 平成２５年度の教育支援課の運営方針でございま

す。 

運営方針につきましては、教育委員会の目標、基本方針の下、東村

山市特別支援教育推進計画に基づき特別支援教育の充実を図る目的で

各事業を展開いたします。 

先ず、今年度立ち上がった組織ですから、事業を円滑に推進するた

め、組織機能を高め関係機関等と連携を図るということを方針にして

います。重点事業としましては二つの大きな柱がありまして、先ず第

１点目、特別支援教育の推進ということがあります。 

①通級指導学級の整備事業 

児童・生徒の障害等の程度に応じた、指導及び適正な入級判定を行

うためのガイドラインの作成を進めることです。今まで通級指導学級

につきまして、入級につきましては、ガイドラインが定まっていなか

ったので、今年度よりガイドラインの作成を進めるということであり

ます。 

②特別支援専門家チームの事業 

小・中学校１校あたり４～６回、通常の学級におきましては４回、

特別支援学級の設置校につきましては６回なのですが、巡回相談を行

うと共に、言語相談、医師による相談会、研修会を実施して、専門家

チーム委員から教員に指導助言を行うという事業であります。 

③教員サポーター派遣事業 

教員サポーター２名を増員し、１８名を市立小・中学校に派遣し、

学校における特別支援教育の充実を図る。また、研修会、連絡会等を

通じて教員サポーターとして資質向上を図るということでございます。

順次、サポーターが学校に配置できるよう、準備を進めているところ

であります。 
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④東村山市特別支援推進計画第三次実施計画の推進 

平成２５年３月に策定されました計画の周知を図り、小・中学校、

幼稚園、保育所など関係機関と連携し、特別支援教育の推進を図る。 

⑤就学相談機能の充実 

東村山市特別支援推進計画第三次実施計画に基づき、保護者等に対

する相談体制の充実に向け、就学相談機能の充実を図る。毎年、就学

相談の人数が増えておりますので、より充実した相談ができるよう準

備を進めてまいりたいと思います。 

重点事業の大きな柱の２番目でございます。教育相談体制の充実。 

スクールカウンセラー相談事業であります。 

今年度より、東京都のスクールカウンセラーが全校配置になりまし

たため、今年度、巡回相談員は配置しません。市内全てのスクールカ

ウンセラーと教育相談が連携し、学校と連携して活用の充実に努める

ということであります。 

②教育相談機能の充実 

学校・保護者からの相談ニーズに対応し、関連機関との連携などス

ピード感がある対応が取れるよう、相談体制の機能の充実を図る。相

談のニーズも最近尐し変化がありまして、子供さんの発達障害等がわ

かるような検査を実施してもらいたいと、その検査の結果を指導につ

なげたいというニーズがとても増えてまいりました。そのため、その

ようなニーズにスピーディに応えられるように準備を進めたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○平島社会教育課長 社会教育課の運営方針でございますが、青尐年の

健全育成と市民の生涯学習への支援を行ってまいりたいと思っており

ます。 

重点目標を五つ挙げさせていただきました。 

１番目に、生涯学習計画の取り組みでございます。生涯学習協議会

や庁内組織の生涯学習検討会議等の議論を重ね、平成２５年８月まで

に計画を策定できるよう務めてまいりたいと思っております。 

２番目ですけれども、いのちとこころの教育の関係で、「市民の集

い」という形でございます。 

「いのちの大切さ」「人を思いやるこころ」等を考えながら、そこ

に相応しい講師を選んでいきたいと思っております。また、多くの市
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民の方に参加していただければと思っております。 

３番目は白州山の家でございます。 

平成２４年度より期間を４月～１０月に拡張させていただきました。

これによって多くの方に使っていただきたいと思っていますので、努

力しなくてはいけないと思っています。 

４番目ですけれども、青尐年の育成で「青尐年健全育成大会」並び

に「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」の実施を行ってまい

りたいと思っております。 

５番目ですけれども、生涯学習の支援につきましては、市民文化祭

やコミュニティ開放の推進、人材バンクの活用、「放課後子ども教

室」「多摩六都ヤングフェスティバル」の充実を図ってまいりたいと

思っております。 

以上でございます。 

○中澤市民スポーツ課長 平成２５年度の市民スポーツ課の運営方針で

ございますけれども、スポーツを通じて市民の体力の向上と健康の増

進を図りまして、生涯現役でスポーツに親しめる環境を整備するため

に体育協会及び指定管理者と連携をしましてスポーツを推進すると共

に、施設等の効率的な運営を図ってまいりたいと思います。 

また、体力つくり推進委員会等の活動の支援をしてまいりたいと考

えております。 

重点事業といたしまして、６点程掲げさせていただいております。

１点目、スポーツ祭東京２０１３の開催に向けた取り組みということ

で、スポーツ祭東京が成功裏に終わるように市民スポーツ課といたし

ましても関係機関に対して協力・支援を要請しまして、一体となって

取り組んでまいりたいと考えております。 

２点目のモニタリングの実施です。平成２４年度から市民スポーツ

センターと屋内プールで指定管理者制度を導入したところであります

けれども、今年度以降、モニタリングの実施をしまして、利用者の満

足度の向上と適正な運用を図ってまいりたいと思っております。 

３点目の屋外体育施設の適正な維持管理と効率的・効果的な運営と

いうことでございます。屋外体育施設の適正な維持管理と効率的・効

果的な運営を図ります。特に、久米川テニスコート、尐年野球場、運

動公園等の借地料に関しましては、市民による事業評価結果を踏まえ

まして、適正化に努めてまいりたいと考えております。 
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また、スポーツ祭東京２０１３開催までに、スポーツセンター内ト

イレの改修工事を行う等、適正な管理に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

その他、屋外体育施設のＰＲ等についても積極的にホームページ等

を活用して情報発信をしまして、利用者増に努めてまいりたいと思っ

ております。 

４点目のスポーツの推進でございますが、東村山市体育協会と連携

をしまして引き続きスポーツの推進を図ってまいります。 

５点目の地域団体との協働・活性化ですが、体力つくり推進委員会

と協働しまして、スポーツを通じた地域住民の体力の向上・活性化を

図ってまいりたいと思います。 

最後、６点目、第５０回市民大運動会に向けては、市制施行５０周

年記念事業の一つとして、今年度は延期とさせていただきまして、来

年度、５０回市民大運動会を開催したいと思っておりまして、その開

催に向けまして周年事業に相応しいプログラムの内容を今年度から検

討・策定してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○池谷国体推進室長 国体推進室の運営方針でございますが、本年いよ

いよ東京国体が５０年ぶりに開催されます。当市ではバスケットボー

ル、そしてデモンストレーションとしましてティーボールを開催いた

します。スポーツ祭東京２０１３を契機に、スポーツ都市宣言の理念

に基づきまして、市民総ぐるみでおもてなしの心を持った接遇を実践

しながら、「みんなで創る みんなのスポーツ祭」をスローガンに、

スポーツ祭東京２０１３を成功裏に導いてまいりたいと思っておりま

す。 

重点事業が４点ございます。 

１点目は、１０月４日から７日に行いますバスケットボール尐年女

子、高校生女子の競技につきまして、日本バスケットボール協会や東

京都バスケットボール協会等の関係機関団体と連携を密に図りながら、

成功裏に導いていきたいと思っております。 

２点目ですけれども、ティーボールの関係でございます。 

平成２５年９月２１日に開催をしますデモンストレーションスポー

ツ行事としてのティーボールにつきまして、東村山市ティーボール連

盟や日本ティーボール協会東京都連盟等の関係機関と連携を図りなが
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ら成功裏に導いてまいりたいと考えております。 

３点目ですけれども、国体開催の記念事業としまして、今後、国体

のカウントダウンイベントや市内９駅一斉のあいさつ運動、また炬火

イベント、採火イベント等を開催しながら、市民への気運醸成を図っ

てまいりたいと考えております。 

４点目ですけれども、大会終了後には報告書を作成しまして、次期

開催市への速やかな引き継ぎを進めてまいりたいと考えております。 

また、花いっぱい運動等ですけれども、引き続き広報啓発活動の推

進を図ってまいりたいと思います。 

以上です。 

○田中図書館長 図書館の運営方針といたしましては、情報提供の充実

と子ども読書活動推進計画の推進を２本の柱といたしまして、関係所

管との連携、また市民のボランティア活動の育成支援等を大切にしな

がら事業を進めてまいりたいと考えております。 

重点事業といたしましては、１点目の子ども読書活動推進計画の推

進。こちらについては、本と人の輪でつながっていくものと考えてお

りますので、人のつながりを大切にしながら一つ一つ事業を進めてま

いります。 

２点目の資料提供の充実につきましては、インターネット情報の活

用並びに、活字資料の利用が困難な方への配慮ということで今年度は

中央図書館に利用者用のインターネット端末を１０月に設置できるよ

うに準備を進めてまいります。また、オンライン有料データベースの

活用も含め、資料提供の充実ということについては拡大が図れるもの

と考えております。 

また、読書環境の整備の一環といたしまして、図書館システムが５

年目を迎えハードリプレイスをするということを平成２５年１０月に

予定しております。新たなサービスの拡大ということよりは、今ある

資料をより充実して使っていただけるような環境を整えるという意味

で、機器の入れかえを中心としたリプレイス、従いまして経常経費に

ついては、削減幅が大きいものと考えておりますが、そのリプレイス

事業を適正に行っていきたいと考えています。 

また、職員体制の充実につきましては、現在、正職員、嘱託職員、

臨時職員を含めますと５０名以上に膨らんでいる職員体制でございま

すので、研修等の充実を図り人材の育成を適正に進めてまいりたいと
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考えています。 

以上です。 

○内野公民館長 公民館の平成２５年度の運営方針についてご説明をさ

せていただきます。 

先ず、運営方針といたしましては、公民館は生涯学習の中心的拠点

といたしまして、社会教育的見地から様々な事業、市民講座等を実施

してまいりたいと思います。この際、事業に参加された方や講座の受

講者に対してその都度アンケートを実施し、市民の意見を聴取いたし

まして、市民ニーズを反映させながら市民満足度の向上に努めてまい

りたいと考えております。 

また、昨年度実施された耐震診断の結果に応じました施設の対応を

検討していくと同時に、市内に５館、公民館がございますけれども、

老朽化しておりますので、各館の適正な維持管理に努め利用団体への

生涯活動の支援に努めてまいりたいと考えております。 

また、公民館で実施する事業や市民講座等の周知を図っていくため

に、市報、ホームページ、きょういく東村山、公民館だより等、様々

な媒体を通しまして公民館のＰＲを行い、更に今年度は初めての試み

ですが、利用者懇談会を実施したいと考えております。 

これにつきましては、一部の利用者の方から是非懇談会を開いて欲

しいというご要望もあり、公民館といたしましても市内５館の利用者

の方々と一緒に対面しながら親睦を深め、また市民の利用者の方のご

意見を伺いながら、公民館の色々な考え方もお示しできたらと考えて

いるところでございます。 

また、今年度は、行革の課題であります公民館の運営形態の見直し

につきまして、昨年度は市民アンケートを実施いたしましたが、その

結果も参考にしながら教育委員会全体として検討を進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

重点事業といたしましては、１１点挙げさせていただいております。 

１番、公民館の運営形態の見直し。 

２番、施設の適正な維持管理。 

３番、利用者懇談会の実施。 

４番につきましては、市民講座ボランティアの方と協働して市民講

座及びシニア学級の実施。現在、市民講座ボランティアの方が７名お

り、任期は２年ということで、この方々と一緒に行いたいと思ってお
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ります。 

５番目は自主事業の実施。 

６番目は知的障害者青年学級であります、かめのこ学級の実施です。

今年３２年目になりますが、現在１７名の方がおり、今年も１３回活

動を行ってまいりたいと考えております。 

７番目については土曜寄席の実施。これも各館、１回ずつ、落語芸

術協会と共催で実施してまいりたいと思っております。 

８番目は各課との共催事業の実施。生活文化課と平和のつどい、市

民スポーツ課と元気アップ教室等を実施してまいりたいと考えており

ます。 

９番目はキッズ伝統芸能体験講座の実施ということで、東京都関連

の方々と共催して伝統芸能の実施を考えております。 

１０番目につきましては、視覚障害者向けのパソコンサポートセン

ターの実施。こちらも平成１９年より続いておりますが、今年も一緒

に実施してまいりたいと考えております。 

１１番目は公民館だよりの発行ということで、年間３回、公民館の

ＰＲもしたいと思いますし、今年は利用者の方々の紹介等も検討して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○中村ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館の運営方針について説明いた

します。 

先ず、運営方針でございますけれども、３点挙げております。 

１点目、学校教育との相互連携の下に施設の広域ネットワークを深

め、東村山市の歴史と文化を伝え、市民が学べる生涯学習施設として

博物館機能の充実を図っていきます。 

２点目として、市民共有の財産であります埋蔵文化財や市指定文化

財等の保護に努めると共に、文献・考古・民族等の体系的な資料の収

集・調査・研究を進めてまいります。 

３点目として、ボランティア活動を支援し、市民や関係団体と協働

した歴史・文化の保存・活用・継承の取り組みを深め、市民とのパー

トナーシップを推進してまいります。 

重点事業としましては、４点ございますが、下宅部遺跡の重要文化

財指定でございます。 

東村山市民や都民の重要な文化財である下宅部遺跡漆工関連資料に
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つきまして、国民の重要な財産とするため、その機運を高め、下宅部

遺跡漆工関連資料の重要性を認識していただくため、考古学講演会等

を行いたいと考えております。 

２点目、歴史館の充実でございます。 

様々な企画展の開催や、「東村山学」「古文書講座」「伝統的な暮

らしの体験事業」を始めとする講座・講演会等の実施により、生涯学

習の場を創出してまいります。 

３点目として、収集・調査・研究でございます。 

①  市指定文化財の指定・活用でございます。 

これまでの文化財調査・研究を基に、計画的に文化財保護審議会の

諮問を受けて、新たに文化財を指定していきたいと考えております。

また、文化財については積極的に活用を図っていくところでございま

す。 

②として、収蔵資料の整理・活用でございます。 

市民共有の収蔵資料の更なる活用を図るため、収蔵室の体系的な整

理を行い、資料のデータベース化を推進して、随時公開に努めていき

たいと考えております。 

４点目として、市民パートナーシップの推進でございます。 

①市民団体の支援と連携でございます。 

歴史館を活用している郷土史研究団体との相互協力と、各団体活動

の側面的支援を行いながら連携を深めてまいりたいと考えております。 

②市民ボランティアとの協働でございます。 

市民ボランティアである「東村山文化伝承サポーター」「はっちこ

っくメイト」「古文書ボランティア」と協働して、ふるさと歴史館・

八国山たいけんの里の事業を積極的に進めていきたいと考えておりま

す。 

以上です。 

○曽我教育部長 各課長から、各課の新規事業・継続事業等の目標に向

かっての説明をさせていただきました。平成２５年度、しっかりと市

民の目線に立って大きな視野で事業を捉えていき、成果を上げていき

たいと考えております。そのためにも進捗状況をしっかり見守って業

務を管理していきたいと考えております。 

今年の一番大きな重点事業といたしましては、平成２５年９月にテ

ィーボール大会、１０月に尐年女子バスケットボール大会。市民と一
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緒に無事国体を成功裏にさせないといけないという大きな使命を預か

っておりますので、教育部が組織の柱となりながら国体を無事終了さ

せたいと思っております。委員におかれましても、今、各課の課題・

事業等を説明させていただきましたけれども、１年間また国体を柱と

してお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

○町田委員長 部長、各課長より説明がございましたけれども、この件

に関しましてご質問またはご意見等はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。しっかりお願いしたいと思います。 

それでは、続きまして報告事項に移らせていただきたいと思います。 

報告事項②学校評議員全体会についてお願いします。 

○谷口統括指導主事 先ず、②学校評議員全体会についてです。 

平成２５年５月２４日金曜日、午後６時から７時までの予定で、市

民センター２階の第１～第３会議室で行います。 

続きまして、③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について３点

程ございます。 

１点目は、市教委定例訪問でございます。 

市教委定例訪問は６月１２日水曜日の北山小学校をスタートに、６

月・７月の予定はこちらに載せさせていただいたとおりとなっており

ます。委員の皆様におかれましては、当日のご挨拶、そしてご指導を

お願いいたします。 

次に、運動会です。 

運動会は５月２５日をスタートに５月・６月の予定を載せさせてい

ただきました。５月２６日日曜日の野火止小学校なのですが、こちら

は例年秋に実施しておりましたが、今年度、研究発表会を予定してい

るために春に変更となっております。 

そして、３点目が東村山市教育研究会定期総会についてでございま

す。５月１５日水曜日、午後３時３０分から中央公民館で予定してお

ります。東村山市教育研究会というのは、小・中学校の先生方が任意

で活動をしているものでございまして、授業力向上等を主な狙いとし

ているものです。ご指導をよろしくお願いいたします。 

また、町田委員長には、当日ご挨拶をいただくことになっておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。 
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最後に、二学期制実施の検証報告についてご報告させていただきま

す。 

この二学期制実施に関する主な成果といたしまして３点程挙げさせ

ていただきます。 

一つ目といたしましては、夏休み直前まで行事を行うことができる

ので、ゆとりをもって行事を計画できるようになったということ。二

つ目としましては、子供と向き合う時間を確保できたので面談や家庭

訪問等の機会を活用し、生徒理解に役立てているということ。三つ目

としましては、子供たちの学習状況を評価する期間が長くなったこと

で、適正な評価、それから授業改善につながっていること。こういっ

たことが成果として挙げられるようになりました。 

一方、この二学期制実施の課題として挙げられたことについては、

「長期休業日の活用」に関して保護者や生徒からの評価が他の項目に

比べて低かったということ。二つ目に、小学校の児童から「先生と過

ごす時間」について肯定的な評価が他の項目よりも低かったというこ

と。三つ目としましては、「個に応じた指導の工夫」について中学校

教員の評価が低かったこと等が挙げられております。 

今後は、計画的に長期休業日を過ごせるようにするための工夫や、

子供たちが気軽に教員に相談できる環境づくり、それから二学期制の

特徴を有効に活用した「個に応じた指導時間の確保」や指導内容の質

的な向上を行っていく必要があります。指導室としましても、今年度、

研修会や学校訪問等の機会を捉えて、肯定的な評価を得ている学校の

実践を積極的に紹介していくことで課題の解決を図ってまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○町田委員長 今、統括の説明がございました。この件に関しましてご

意見・ご質問等はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

この二学期制についてしっかり検証していただいたのですけれども、

特色あるものとして進めた以上、しっかりした道筋をもって更に進め

ていただけるようにお願いしたいと思います。 

では、次に進みます。 

報告事項⑤輝け！東村山っ子育成塾についてお願いします。 
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○平島社会教育課長 最初に育成塾でございますが、今年度８回事業を

やることになっております。４月１５日から２２日に募集をかけまし

て、昨年度と同数の４７名の応募していただきました。中学生１４名、

小学生３３名で４７名になっております。昨年と同じということで、

追加募集を４月３０日から５月７日までさせていただいて、３名の追

加応募がございましたので、参加者は５０名という報告をさせていた

だきます。今年度８回、今のところ５０名で頑張っていきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、市民の文化祭のつどいでございます。 

５月２５日土曜日、２６日日曜日、６月１日土曜日、中央公民館で

文化祭が行われますので、お時間がございましたら公民館に足を運ん

でいただければありがたいと思っています。 

以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課長より説明がありました。こちらの件につき

ましてご質問等はないでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

続いて、報告事項⑦「スポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員会

第４回総会報告について」お願いします。 

○池谷国体推進室長 国体推進室より、スポーツ祭東京２０１３東村山

市実行委員会第４回総会について報告させていただきます。 

去る４月２０日土曜日、市民センターの２階でスポーツ祭東京２０

１３東村山市実行委員会第４回総会報告を開催いたしました。 

報告事項といたしましてスポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員

会委員の変更及び専門委員の変更、また昨年実施しましたリハーサル

大会でのデモスポのプレ大会の報告事項等６件。また、審議事項とい

たしまして、平成２４年度の事業報告、収支報告、平成２５年度の事

業計画、収支予算につきまして、議案４件につきまして審議され全て

承認をいただいたところでございます。 

また、大会終了後に引き続きポスターコンテストの表彰式をさせて

いただきました。最優秀賞の関野さんを始め、優秀賞１０名を含めて

１１名の皆様に賞状と記念品を贈呈させていただきました。特に優秀

賞１０名の中に、久米川幼稚園の園児６名の作品が含まれておりまし

た。なお、最優秀賞の関野さんの作品につきましては、今後、スポー
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ツ祭東京２０１３東村山市実行委員会の今年度のポスターとして活用

させていただく予定でございます。 

また、この作品につきましては、今回１１６点の応募がありました。

この作品については、６月２１日の金曜日から２３日の日曜日までの

３日間でございますけれども、中央公民館の展示室にて展示をさせて

いただく予定でございます。どうぞ皆様、お越しいただければと思い

ます。 

なお、当日、町田教育委員長には実行委員として出席をいただき誠

にありがとうございました。 

今後も国体開催に向けまして準備に取り組んでまいりたいと思いま

すので、委員の皆様のご指導・ご協力をよろしくお願い申し上げます。  

以上です。 

○町田委員長 国体推進室よりの説明がありました。ご質問等はござい

ますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

ポスターの表彰式は受賞者が全員来てもらえて、本当によかったと

思います。みんな喜んでいたと思います。ありがとうございました。 

では、続きまして報告事項⑧「東村山朗読研究会」から「東村山音

訳の会」への名称変更についてということでお願いします。 

○田中図書館長 「東村山朗読研究会」の名称が「東村山音訳の会」へ

と変更されたことについてご報告いたします。 

「東村山朗読研究会」としての活動は、中央図書館の開館の翌年よ

り図書館の生涯サービス体制の一環として発足し、以降３８年間にわ

たって継続して対面朗読や録音図書の作成の他、市報や市議会だより

の音声化にご協力をいただいております。会の名称については、これ

までの「朗読」という言葉から「音訳」に変更することにより、ボラ

ンティアとしての活動目的がより明確にできるのではないかとの意図

により、４月１０日に開催されました平成２５年度の総会にて会員の

総意として決定されたものです。 

図書館といたしましては、今後も「東村山音訳の会」と連携を図り、

障害者サービス並びに市の広報を適切に進めていけるよう努めてまい

りたいと考えております。 

以上です。 
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○町田委員長 図書館長より報告がございましたけれども、この件に関

しまして何か、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、よろしければ先に進めさせていただきます。 

報告事項⑨下宅部遺跡報告書についてお願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 下宅部遺跡の漆工関連資料調査報告書でござ

いますが、下宅部遺跡から出土した漆に関連する資料を網羅的に再整

備し、縄文時代の漆物を復元することにより、下宅部遺跡の重要性を

広く知らしめるため作成いたしました。下宅部遺跡の漆工関連資料が、

その重要性が認められ、平成２１年３月に東京都指定有形文化財の指

定を受けています。しかし、これは漆工関連資料全体のごく一部でし

かありません。下宅部遺跡の出土品は２０万点以上であり、漆以外に

も重要な資料が多々あるため、平成１８年に刊行した報告書に掲載で

きたのは最低限のものでした。現在、都の指定や国の指定を受けるた

めに正式な報告書が刊行され、その存在が公なものになっていること

が必要条件とされています。また、単にカタログのような資料が並ん

でいるだけではなく、その資料がどのような重要性を持っているかを

明らかにする考察を加えることにより、学術的な付加価値を持つこと

になります。今回の報告書は、その点を見据えたものです。 

そうした取り組みの中、様々な新発見があり、課題とされてきた点

が解決し縄文時代の漆技術の全容が明確になってきました。恐らく一

つの遺跡で縄文の漆技術全般について書かれる遺跡は全国でも下宅部

遺跡しかないと考えています。 

先ず、１０ページから１５ページの漆の樹液を採取した証拠である

かき傷を持った部位は、縄文時代では下宅部遺跡が全国で唯一です。

弥生時代以降を含めても、５から６遺跡しかありません。最古の資料

でございます。 

２６ページから２９ページですが、今回この傷の分析から縄文人が

漆林の維持管理のため間伐をしていたことが明らかになりました。ま

た、漆加工や流布するときに使う容器も多数ございます。 

４４ページの写真、７８が新発見の資料で、漆が途中で乾いて固ま

ってしまわないように木の葉を蓋にしたパレットです。見た目は地味

ですが、漆技術を知る上で非常に重要な資料です。 

他にも色々ございますが、漆製品を作るための技術の多様性を明ら
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かにしたものが今回の報告書でございます。 

この報告書ですが、５月２日から１，０００円で販売する予定でご

ざいます。 

以上です。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長より報告がございましたけれども、何

かこの件に関してよろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 とてもすばらしい報告書で、色々なところで資料として

活用されれば本当にすばらしいものではないのかなと思います。あり

がとうございました。 

○吉村委員  報告書は非常に立派で、大変うれしく思うのですが、

「序」のところに森教育長が一文を寄せられておりますけれども、終

わりのこの文章は千葉先生がお書きになったのですか。これ、著者名

が千葉さんとあるのですが、それ以外に名前はないのですが。せっか

くこういったものであれば、担当された方のお名前が出てくるのでは

ないかと思うのですけれども、あえてお出しにならなかったのですか。 

○中村ふるさと歴史館長 特に、予定してございませんでした。 

○吉村委員 わかりました。 

○町田委員長 よろしいですか。 

これだけのものですから色々携わった方がいるのであれば載せて欲

しいです。今後そのようなことがありましたら、気を付けてもらいた

いと思います。 

他はよろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 以上で、挙げられている報告事項は終了ですけれども、

他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○間野教育部次長 全庁的な取り組みのご報告をさせていただきたいと

思います。 

先ず、クールビズの実施でございますが、５月１日から１０月の末

までということで、全庁的にノーネクタイ、そしてノー上着というこ

とで、今後の暑さ対策のため軽装となることをご了承いただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、そういった取り組みの中で国体のポロシャツを、職員が一丸

となって、毎週水曜日ですけれどもポロシャツの着用デーということ
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で統一しまして、今後の国体の開催に向けて気運醸成していこうとい

うことで方針決定をしているところでございます。 

夏の空調関係でございますが、庁内の室温、こちらを原則２８度と

設定をして、省エネ、そして経費削減に努めてまいりたいと思ってい

るところでございます。 

最後になりますが、議会の関係でございます。 

６月３日を初日としまして、６月の定例会が開催されます。会期は、

現在のところでは６月２０日までとなっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 次長の説明について何か、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ないようでしたら、これにて閉会したいと思います。 

  以上をもちまして、平成２５年度第５回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

 

午前１０時５５分閉会 

 

 

 


