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平成２５年第９回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年９月２日（月）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 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 指導主事 石 田 玲 奈 

教育部次長 間 野 雅 之 教育支援課長 高 橋 功 

庶務課長 田 中 宏 幸 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 肥 沼 卓 磨 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

指導室長 川 合 一 紀 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 磨 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 小 林 宏 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

 

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３７号 東村山市文化財の指定 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①市議会９月定例会について（教育部長） 

②平成２５年度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報告書（平成２４年度

分）について（庶務課） 

③夏季休業中の研修会参加状況について（指導室） 

④９月から１２月までの指導室関連事業について（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑥就学相談について（教育支援課） 
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⑦生涯学習計画について（社会教育課） 

⑧なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑨青尐年問題協議会について（社会教育課） 

⑩市民スポーツセンタートイレ改修工事の終了について（市民ス

ポーツ課） 

⑪東村山市民スポーツセンター平成２４年度事業報告について

（市民スポーツ課） 

⑫特別展徳蔵寺展－元弘の板碑と寺にまもられてきた文化財－に

ついて（ふるさと歴史館） 

 

午前９時３５分 開会 

○町田委員長 只今より平成２５年第９回東村山市教育委員会を開会い

たします。よろしくお願いします。 

  それでは、本日の署名委員を小関委員にお願いしたいと思います。 

○田中庶務課長 本日の定例会でございますが、傍聴を希望の方が６名

申し出ておりますので、傍聴の許可についてお諮りいただきたいと思

います。お願いいたします。 

○町田委員長 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 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時３６分 休憩 

 

午前 ９時３７分 再開 

 

○町田委員長 再開いたします。 

  まず、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきまして、録

音・撮影等の許可は致しませんので、ご了承いただきたいと思います。

また、携帯電話の電源を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３７号、東村山市文化財の指定について、お願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第３７号、東村山市文化財の指定。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年９月２日提出。
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提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。 

  東村山市文化財の指定。東村山市文化財保護条例（昭和４３年東村

山市条例第７号）第３条の規定に基づき、別紙文化財調書のとおり市

文化財に指定することに議決を得たい。説明、東村山市文化財保護審

議会の答申を受け、市文化財に指定するため、本案を提出するもので

あります。 

議案第３７号につきまして補足説明をさせていただきたいと思いま

す。 

  平成２５年５月１日開催の平成２５年第５回市教育委員会定例会に

おいて、議案第２３号、東村山市文化財の指定に係る答申を上程しご

可決いただきました、熊野神社遺跡出土陶磁器及びはなびや人形店押

絵羽子板製作関連資料につきまして、東村山市文化財の指定をご議決

いただきたく上程するものであります。 

  説明。名称、熊野神社遺跡出土陶磁器。種別、東村山市有形文化財

（考古資料）。員数、１３点。指定理由は、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る、中世の時代に東

村山が東アジアとつながることがわかる資料で、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等により、学術的に価値

が高く重要な資料であります。 

  名称、はなびや人形店押絵羽子板製作関連資料。種別、東村山市有

形民俗文化財。員数、１万８千７０３点でございます。指定理由につ

きましては、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、下絵、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

ことは大変稀であり、質、量とも充実した貴重な資料等であります。 

これらは、市の歴史上、大変な貴重なものであります。また、指定

日につきましては、東村山市文化財の指定に係る答申をご可決いただ

きました５月１日に遡及取得、更に、はなびや人形店押絵羽子板製作

関連資料の指定名称は、旧所有者からの申し出及び東村山市文化財保

護審議会の見解をいただき、個人名を削除した名称へ変更しておりま

す。 

  以上、ご審議賜りご可決いただきますようお願い申し上げます。 

○町田委員長 只今、ふるさと歴史館長からの説明、補足説明もしてい

ただきました。この件に関しまして、ご意見、ご質問ございましたら

お願いします。 
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○當摩委員 教育委員会でも何度かご説明いただきまして、こうした文

化的な遺産が市の文化財として指定されるということは喜ばしいこと

だと思いますので、これをとても歓迎したいと思います。 

  以上でございます。 

○町田委員長 他にご意見ございますでしょうか。 

○吉村委員 全く同感です。もっと、このようなものが多く出てくると

いいなと思っております。 

○町田委員長 わかりました。 

  この２点とも大変貴重なものであると思いますし、今後、東村山市

の宝物になるのではないかと思います。是非、文化財に指定いたしま

して、これからもずっと長く保存し、また色々な部分で活用できれば

と思います。 

  では、特にご意見、ご質問等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、本案は原案どおり可決いたし

ます。 

  本日、予定されていました議案審議は全て終了しました。 

  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。 

○曽我教育部長 ９月定例市議会の代表質問、一般質問についてご報告

をさせていただきたいと思います。９月定例市議会は、８月３０日か

ら１０月１日までの間とされております。この内容につきましては、

代表質問、一般質問、今回は、平成２４年度の決算特別委員会が設け

られております。   

まず、代表質問通告書でございます。質問は小学校の外壁改修工事

等についてで、外壁工事をどのように進めていくかということでござ

います。 

  また、もう１点は久米川東小学校の校庭の芝生化でございますが、

芝生化になって６年が経過しているので地盤の改修が必要ではないか

というご質問でございます。内容によりまして、市長又は教育長から

答弁をさせていただきます。 

  次の質問が、今進めております小学校の屋内運動場の非構造部材の

耐震化でございます。この屋内運動場の非構造部材の点検と調査につ
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いて十分精度を高めるという内容でございます。 

  また、もう１点は給食費の公会計化についてでございます。当市に

ついては、ご案内のとおり学校で管理しておりまして私会計を行って

いるところでございます。他市では公会計を行っている学校もござい

ますが、市としては私会計を今後も行っていくことになると思います。

答弁ではメリット、デメリットについて触れさせていただきたいと思

います。 

  また、教育長の出前トーク等を用いて学校と連携を深めたらいかが

かという内容でございます。これにつきましては、教育委員と各学校

を訪問しておりますので、その内容を説明していただく予定になると

考えております。 

  次に、外壁の工事、トイレ改修工事をどのように進めていくかとい

う内容でございます。 

  また、一番下の３０人以下学級の３年生以降への適用という、尐人

数学級制度の教育委員会の考え方の質問でございます。 

  最後に、この夏の猛暑の影響を受けまして、各学校での部活動にお

いての熱中症対策をどのように行ったかという内容でございます。 

  次に、一般質問の内容でございます。主なものを報告させていただ

きます。まず、１４番議員の内容でございます。学校教育についてと

のことで、グローバル人材教育についてでございます。外国語活動の

導入が平成２３年度の新学習指導要領によって小学校５・６年生に導

入されましたが、その導入された目的・経過等の質問でございます。

またそれに伴って、小学校の授業でどのように外国語活動を実施して

いるかということ、導入から２年を経過したので、その効果等があっ

たかとの質問でございます。また、ＩＣＴの積極的な活用の質問を受

けております。 

  次に、安心・安全な学校環境の構造ということで、代表質問で出て

おりました、外壁・トイレ・非構造部材の工事についてのスケジュー

ルを質問されております。 

今後の学校施設の老朽化対策の計画についてということで、総括的

な質問をいただいているところでございます。 

  この安心・安全な学校環境の構造ということは、先程の代表質問で

ございましたが、平成２４年度に国の補助金を受けまして行う事業で

ございます。これを繰越明許費と申しまして予算を平成２４年度に計
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上いたしまして、平成２５年度に工事を行うという内容でございます。 

  最後の質問でございますが、小・中学校の特別教室への早急なエア

コン設置というご質問をいただいております。この内容につきまして

は、主に特別教室へのエアコン設置をお願いしたいとのことでござい

ます。 

  今回、一般質問は２人の議員からいただいておりますので、こちら

は私と教育長で答弁をさせていただきたいと思います。 

  私から、９月市議会の内容の報告とさせていただきます。 

以上でございます。 

○町田委員長 只今、部長より市議会関係のお話いただきましたけれど

も、この中で何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。ありがとうございました。 

  それでは、報告事項②。 

○田中庶務課長 庶務課からは、平成２５年度の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報告

書、内容としては平成２４年度の事業の内容を自己点検、評価をして、

それを有識者の方からご意見をいただいて、今回、報告書としてまと

めさせていただきました。   

こちらは、主要施策１２９項目につきまして点検、評価を行いまし

た。従来との変更点についてですが、今までは評定が３段階で、「達

成した」、「おおむね達成した」、「不十分であった」という基準で

行っておりましたが、今回は、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、

「Ｄ」と評定の仕方を５段階に変更し、また基本方針の１から４まで

の評価の仕方を表形式にすることで視覚的にも見やすく改善を図りま

した。概要といたしましては、Ｓ評価が６項目、Ａ評価が１１６項目、

Ｂ評価が７項目、ＣとＤについてはゼロとなっております。 

  有識者のご意見といたしましては、今後の取り組み欄のところで、

内容が具体的な表記になってわかりやすかったという評価をいただい

ている一方で、「今後、更に検討します」という抽象的な記述が散見

されたということが改善点ではないかとご指摘いただいております。

また、何が達成できて何ができなかったかを明確にして、未達成課題

をどのように次に克服していくかというＰｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅとい

う手立てが重要であって、ＣとＤの評価があってもいいのではないか
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というご指摘もいただいております。 

  今後につきましては、ご指摘いただいた内容を踏まえまして、次年

度に向けて更なる改善を図ってまいりたいと考えております。 

  庶務課からは以上です。 

○町田委員長 庶務課からの報告ございましたが、この件に関しまして

ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○森教育長 では、よろしいでしょうか。 

庶務課長から報告をいただいたとおりなのですが、特に髙山先生の

助言の中に評価の方向について示されております。先程、Ｓ・Ａ・Ｂ

はあり、Ｃ・Ｄの評価がゼロという点には尐々疑問を感ずると記述さ

れています。Ｃ・Ｄがないというのは一見良さそうに見えますが、実

際にどうなのだろうかと、厳しく採点すればＣ或いはＤがあっても仕

方がないのではという部分もあると思うのです。各課の課長を含めて、

この報告書を特に後段の助言の部分を良く読み、来年の評価に当たっ

ては十分配慮しながら点検・評価いただければありがたいと思ってお

ります。よろしくお願いしたいと思います。 

○町田委員長 わかりました。 

  他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 今、教育長からもお話ありましたように、この報告書、

是非有効に今後活用していただいて、そして色々問題点があればそれ

を直していくという大切なものだと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  では、次に進めさせていただきます。 

○谷口統括指導主事 ③夏季休業中の研修会参加状況等についてご報告

をいたします。 

  夏季宿泊研修については、７月３１日から初任者を対象に２泊３日、

それから２年次の教員を対象に１泊２日で東大和市にあります中小企

業大学校東京校において実施いたしました。参加人数については資料

のとおりとなります。當摩委員長職務代理を始め、大学准教授の先生

方にお越しいただき、充実した研修を実施することができました。 

  次に、８月１９日から３日間行った教育課題研修についてでござい

ます。この研修会では、教員の授業力向上を図ることを主眼に置いた

研修会と、それから学校のミドルリーダー或いは教職１０年経験者を
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対象とした人材育成に関する研修会を実施いたしました。本年度は合

計で１７９名の参加がありまして、受講者のアンケートからは、いじ

め問題に限らず、組織であたることの大切さを再認識した、また、こ

の研修で学んだことを９月からの学級で実践に生かしていきたいとい

った声が聞かれ、概ね肯定的な評価を得ることができました。 

  教育相談研修は、教育支援課が所管となり半日単位の研修会を４回、

それから情報教育研修は情報政策課が所管となって研修会を３回実施

し、参加人数につきましては書面にあるとおりでございます。 

  また本年度は、「いのちとこころの教育」教員研修として８月２６

日の月曜日に全教員を対象として、悉皆の研修会を行いました。２６

日は、医学博士で臨床心理士の曽根維石先生にお越しいただき、発達

障害のある子供の行動の様子や対応の仕方、自殺予防等に関して学校

が留意すべきこと等をご指導いただきました。   

続きまして、報告事項④、９月から１２月までの指導室関連事業に

ついてご報告いたします。 

  市教育委員会定例訪問は、小学校９校、中学校５校の計１４校を実

施予定です。また、周年行事として東村山第四中学校が創立５０周年

の式典を１１月２日の土曜日に予定しております。そして、道徳授業

地区公開講座、これは９月から１２月までの間には２校が実施予定で、

富士見小学校と東村山第七中学校となります。富士見小学校の１２月

に３回実施と書かれておりますのは、低・中・高学年と実施日を分け

て行うためでございます。また、東村山第七中学校は年３回実施する

うちの１回分がこの１２月までの間にあるということになります。そ

の他の多くの学校は、２月にあります「いのちとこころの教育週間」

に合わせて実施する予定で、この道徳授業地区公開講座は全校が年１

回以上実施することになっております。 

  続いて研究奨励校ですが、本年度は野火止小学校と東村山第七中学

校の２校となっております。野火止小学校は、１０月１８日の火曜日

に算数を研究教科として、問題解決学習のあり方について焦点を当て

て研究をして、その成果を発表いたします。当日は３人の講師の先生

方をお招きして鼎談（ていだん）を行う予定でございます。委員の皆

様におかれましては、ご予定していただきますようお願い申し上げま

す。 

  ちなみに、野火止小学校の髙安校長先生は、指導室主催の基礎学力
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向上推進委員会の委員長もお願いしております。先般、報告させてい

ただいた東村山市版算数基礎ドリルの活用もこの研究の中で積極的に

行っていただいております。 

  続きまして、監査の実施です。監査の実施につきましては、庶務課

と共に９月３日から書面にある１１校において実施いたします。 

  続いて、⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてです。市

教育委員会定例訪問の日程は、再掲部分も含めて記載のとおりとなり

ます。運動会の予定につきましては、９月の終わりから１０月の終わ

りまで１３校が実施いたします。この秋の運動会につきましては、小

学校が多く実施するということになります。 

  最後に、各学校からの報告を２点いたします。 

  まず１点目でございますが、学校紹介リーフレットの前段には、教

育委員会における方針や取り組みを載せております。後段には各学校

の紹介を、１校当たり表裏１枚にまとめておりまして、全校分が綴ら

れております。教育委員会の部分につきましては、重点とします三つ

の柱、今年度も特に変更はありませんが、組織図につきまして教育支

援課が新設されたことにより変更されております。 

  続いて、夏季休業中に事故として重い事案がありましたので、ここ

で改めてご報告をいたします。 

  市内小学校の男子児童２名が、自宅前の路上で、８月７日午後７時

頃遊んでいたところ、乗用車にひかれたという事案でございます。命

に別状はありませんでしたが、１人の児童の足の上に乗用車が乗り上

げたままの状態であったことから、当該の児童は足の骨折だけでなく

大きなやけどを負ってしまう結果となってしまいました。児童・生徒

の自転車の事故が７月までの間に多くあったことから、夏季休業明け

の９月には改めて各学校へ交通安全に関する指導を徹底していきたい

と思っております。 

  報告は以上でございます。 

○町田委員長 統括より指導室の報告がございましたけれども、この件

に関しましてご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいです

か。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めさせていただきます。 

○高橋教育支援課長 平成２５年度の就学相談の経過報告をさせていた
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だきます。来年度、小学校に入学を予定の方、４１件の相談がありま

した。来年度、中学１年に進学する児童の相談が１４件ありました。

判定としては、特別支援学校１０件、特別支援学級９件、通常の学級

２０件、継続２件がありました。新中学生につきましては、特別支援

学校１件、特別支援学級９件、通常の学級３件、継続相談が１件とな

りました。現在のところ、追加の相談が４件ずつあります。 

  今年度、教育支援課が発足して初めての就学相談でしたが、教育相

談室と就学相談員との連携が非常にスムーズにいきまして、検査など

も非常にスムーズにできました。昨年度まではこの就学相談とケース

会議を１日で行っていたのですが、今年度は第一中学校学区の対象の

児童、それから第二中学校学区を対象の児童を分けまして、計４日間

で実施いたしました。丁度半々に、２０件ずつ分かれたのですが、時

間をしっかりかけまして、十分審議をして判定を出すことができまし

た。９月９日からこの５５件の保護者に対し判定結果をお伝えして、

就学先の参考にしていただきます。 

  以上でございます。 

○町田委員長 教育支援課より説明がございましたが、この件に関しま

して何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○森教育長 先程、十分審議ができたというお話だったのですが、教育

支援課ができたことによって今までとは大きく違った部分がもしござ

いましたらお話しいただければと思います。 

○高橋教育支援課長 教育支援課が発足することになりまして、就学相

談の担当の者と、教育相談の担当の者が一体となって動くことができ

るようになりました。そのために両方で対応しますので、非常にスム

ーズに保護者にも伝えることができますし、同時に日程調整も十分検

討することができましたので、４日間全てを就学相談にかけることが

可能になったことが大きな特徴だと思います。 

○森教育長 ありがとうございました。 

○町田委員長 他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 なければ、次に進めさせていただきます。 

○平島社会教育課長 生涯学習計画、平成２５年度から平成３２年度ま

での冊子でございます。これまで生涯学習協議会を開催し、委員の

方々には本計画の基本目標や理念、東村山市における生涯学習に関す
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る現状と課題、今後の方策等についてご意見をいただきながら進め、

審議会やその他の協議会にもご意見を伺った中、各所管とのヒアリン

グを行い積極的に策定作業を進めてまいりました。実施計画上におき

ましては、平成２４年度中に生涯学習計画を策定する予定で進めてま

いりましたが、より精度の高い、実現性の高い計画にするために、今

年度、平成２５年の８月までという２年間にまたがった形になってお

ります。 

  この生涯学習計画の期間ですが、平成２５年度を初年度といたしま

して最終年度が平成３２年度の８年間としております。また、平成３

１年度から平成３２年度の間には見直し作業も入っております。 

  ８２ページには、ここに携わっていただいた生涯学習協議会、生涯

学習の検討会議、社会教育委員、青尐年問題協議会、各公民館、図書

館、文化財保護、ふるさと歴史館、青尐年委員等、様々な委員の方か

らご意見をいただきました。その中で、地域における支援と展開です

けれども、この方向性に関しましては、毎年１回、社会教育委員会で

煮詰めるという話になっています。でき上がったら終わりということ

ではなく、社会教育委員から必ず１年に１回、ローリングをかけて確

認をしていきたいと考えております。 

  また、この後、９月１１日の生活文教委員会に報告をし、その後、

各議員、各所管に配布する予定になっております。また、市民の方の

パブリックコメントに関しましては、９月１３日にホームページにア

ップをするという形になっております。 

  続きまして、なぎさ体験塾でございますが、町田委員長並びに森教

育長には１泊２日で参加いただいて、８月１９日から８月２２日まで

の３泊４日、事故もなく無事に帰ってこられました。ただ、２日目の

バナナボート等、海でのイベントが雨で中止になってしまいました。

子供たちが本当に生き生きとした顔で、とてもいい授業をやっている

とつくづく感じております。 

  続きまして、青尐年問題協議会の委員の名簿でございます。平成２

５年９月３０日をもって第２６期が終わり、第２７期は平成２５年１

０月１日から平成２７年９月３０日までの委員の構成になっておりま

す。委員の議員２名、校長先生、それから東村山警察署のところが大

きく変わっているところでございます。 

  以上でございます。 
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○町田委員長 社会教育課より３点説明がございましたが、この件に関

しまして、ご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 この生涯学習計画も時間もかかりましたが、その分しっ

かり良い内容のものになったのではないかと思います。まずこの作り

が素晴らしく、最後に教育長もカラーで載っていますし、凄く立派な

ものだと思います。せっかくこれだけ時間をかけて多くの方の協力を

得て作ったので、今後有効に使っていただいきたいと思います。 

  ホームページに掲載するということは、全部のページが見られるよ

うになるのですか。 

○平島社会教育課長 パブリックコメントでは、９月１３日に予定して

おり、全面的なところは、まだいつ掲載するかは決まっておりません。 

○町田委員長 わかりました。これがこのまま全部掲載するのではなく

て、この一部を紹介するということですか。 

○間野教育部次長 社会教育課長から話がありましたように、生涯学習

計画、まずは公共施設関係に全て配布をしてそこで見ていただく形と、

こちらの市役所の１階の情報コーナーで閲覧できるようにしていきた

いと思います。また今後、庁内印刷をして市民にも安価で購入できる

ような形で頒布も予定をしており、広く生涯学習計画を市民の方に広

めていきたいと思っている次第でございます。 

  以上です。 

○町田委員長 わかりました。他に何かございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 なぎさ体験塾は教育長と一緒に行かせていただきまして、

子供たちの生き生きとした姿を見ることができました。本当に海のな

い地域の我々が、海の生活というのではないのですが、直接体験でき

ることは子供たちにとってとても良かったと思いますし、また小平、

そして柏崎の子供たちとの交流というのも、大変大きかったのではな

いかと思います。なかなか普段会うことのできない遠いところの子供

たちと会って、色々楽しく話をし、消灯時間を尐しでも延ばしてもら

って話がしたいというようなことまで子供たちは言っていましたので、

本当に楽しかったのではないかと思います。青尐年委員、社会教育課

の方々も本当に大変だったと思いますが、お疲れさまでした。良かっ

たと思います。 
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  では、次に進めさせていただきます。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑩でございます、市民スポーツセン

タートイレ改修工事の終了について報告させていただきます。 

  市民スポーツセンターでは、施設の老朽化及び来月開催されますス

ポーツ祭東京２０１３を控えまして、床面や外壁等の改修工事を段階

的に行ってきましたけれども、平成２５年度に入ってからは第一体育

室及びその周辺のトイレの洋式化工事を行いまして、８月の中旬に工

事が終わり８月２９日には完了検査を実施いたしまして、軽微なとこ

ろでの指摘、手直しはありましたが、検査員から合格をいただいたと

ころでございます。当初の予定より工事が早く完了しましたので、昨

日行われました市民体育大会総合開会式及びスポーツ祭東京２０１３

東村山市炬火採火式の際にご使用いただけることになったということ

で、一般利用者の他、ご年配の方やお体の不自由な方にも楽にご使用

いただけるようになったと考えております。今後も利用される方が気

持ちよく使用いただけるように、清潔感の保持も含め、管理の徹底に

努めてまいりたいと考えております。 

  なお、洋式化した箇所につきましては、第一体育室男女二つずつ、

トレーニング室、研修室前、武道場、それぞれ男女一つずつの計１０

個でございます。 

  以上でございます。 

  続きまして、⑪市民スポーツセンター平成２４年度事業報告につい

てでございます。 

  市民スポーツセンターでは、平成２４年度から指定管理者制度を導

入しまして、東京ドームグループが指定管理者として指定され、公の

施設としての役割を継承しつつ、民間活力を発揮した施設運営に努め

てまいりました。具体的には、運営面では制度導入に伴いまして休館

日を撤廃し通年営業となったということと、開館時間の延長というこ

とで閉館時間が１時間遅くなり夜１０時半までとなりました。また、

各種教室を展開しまして市民のスポーツする機会の拡充に努めると共

に、来館される利用者に対しまして館内での物販及びレンタル等のサ

ービスを行う等、利用者アンケートの回答からも好評をいただくこと

ができました。 

  施設管理面につきましては、新規トレーニング機器や空調設備の導

入、定期的な点検、清掃等を適切に実施してきたことで、利用者評価
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において満足な結果を得られております。その一方で、施設が老朽化

している中で以前より施設の稼働率が高い状況で運営しているという

こともございますので、今後、施設の故障等のリスクの課題も持ち合

わせている状況もあります。そのため公の施設の管理者として安全性

や利便性の向上を目的とした長期的な保全計画を作成しまして、それ

に基づいた修繕をする等課題の解決に向けた施設運営を行うというこ

とも求められている状況でございます。 

  次に、利用者数につきましては、只今申し上げました取り組み等に

よりまして、制度の導入前と比較しますと１９％増、概ね２割増の成

果を得られることができました。今後、障害を持った方等の社会的弱

者の方や、スポーツをすることに馴染みのない方、若い方や年配の方

等、誰もがスポーツセンターをご利用いただけるよう、指定管理者と

共に検討をして更なる利用者数の向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、収支決算でございますが、結果といたしまして約７８０万円

の利益がございまして、指定管理者との協定によりその利益の５０％

の約３９０万円が成果配分として市の歳入に入ることになっておりま

す。 

  その他、適切な人員の確保及び人材育成の研修や、事故や災害時に

備えた訓練等の実施、地域の活動主体との協力体制についても、今後

推進していく必要があると考えております。 

  以上、良かった点や課題もありましたが、平成２４年度については

制度導入の成果があったと判断しております。今後についても指定管

理者に民間の活力を発揮した公の施設の発展に努めていただきながら、

共に課題の解決に努め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 ただ今、市民スポーツ課より２点報告がございました。

この件に関しましてご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろし

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長  国体、スポーツ祭東京まで１カ月を切った中で、施設

が充実したということは本当に良かったと思います。これからも綺麗

に使っていただければと思います。また、事業報告につきましても、

指定管理者になってどうなるのかが、一番興味があるところだと思い
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ますけれども、しっかりと成果が出たのは良かったと思いますし、更

に成果が出るように取り組んでいただきたいなと思います。 

  では、なければ次に進めさせていただきます。 

○中村ふるさと歴史館長 ７月１３日の土曜日から９月１日の日曜日ま

で、「地域密着型日本史、教科書から探る東村山」を昨日まで開催し

ておりました。委員長、各委員、また教育長にお越しいただき、また

激励のお言葉をいただきまして大変うれしく思っております。 

  秋の企画展としまして、「徳蔵寺展」を開催します。会期につきま

しては、９月２８日の土曜日から１２月１日の日曜日でございます。   

徳蔵寺は福寿山と号し、臨済宗大徳寺派に属している寺です。開山

は元和年間であるといわれています。境内からは中世の文化財である

板碑や宝篋印塔（ほうきょういんとう）が発掘されていますが、徳蔵

寺周辺の地域は「西宿」と呼ばれ、中世から鎌倉街道の久米川宿の一

部であったことを伺わせています。また、新田義貞の鎌倉攻めを実証

した歴史資料でもあります「元弘三年の板碑」は、天明４年から文化

１３年まで八国山にあったことが村絵図や地誌等で記されています。

その後、徳蔵寺境内に移され守られてきました。本展示では、徳蔵寺

の歴史と共に徳蔵寺が所有する「元弘三年の板碑」を始めとする文化

財等を紹介します。展示構成としては四部構成で、臨済宗大徳寺派・

徳蔵寺、徳蔵寺と末寺等の歴史、板碑「元弘三年斎藤盛貞等戦死供養

碑」、寺宝と文化財で構成されております。また、付随事業につきま

しては、講演会「徳蔵寺の歴史と文化財」、徳蔵寺見学会・座禅体験、

講演会「中世の五輪塔・宝篋印塔－徳蔵寺所在資料を中心として－」、

その他特別展説明会を１０月１２日土曜日、２０日日曜日、１１月２

日土曜日、１６日土曜日、２４日日曜日に予定しております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの説明がございましたけれども、

この件に関しまして何かございますか。 

○小関委員 教科書から探る東村山、私も行かせていただいたのですが、

本当に具体的で充実した中身だったなと実感しました。特に、書店員

の方の並々ならぬ熱意というのが伝わってきて、実際にもっとたくさ

んの市民や子供たちに見て欲しいと思ったところです。 

  パネル化するという話がありまして、なかなか来ることの出来ない

子供たちや中学校の生徒にもパネルになったものを授業で使用しても
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らったらというようなお話もありました。是非校長会にパネルを持っ

ていって、内容についても尐し触れていただきながら校長先生方にま

ず伝え、各学校の、特に中学校の社会科でも使うという形で進めてい

ただきたいと思います。是非よろしくお願いします。 

○町田委員長 確かに、この間私も行かせていただいたときに、歴史館

の職員の方が、是非、学校で利用していただけたら良いのではないで

すかという話でした。今、小関委員がおっしゃったとおり、広くＰＲ

する、もちろんこのことも大切なことですけれども、学校に向けて利

用していただいたらいいのかなと私も思いました。よろしくお願いし

ます。 

  他によろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めさせていただきます。 

  その他、報告事項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 では、報告事項は以上になりますので、これで委員会を

閉会させていただきたいと思います。 

  以上をもちまして、平成２５年第９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２５分閉会 

 

 

 


