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平成２６年第１０回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年１０月２日（木）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 中 野 貴 博 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 高 橋 功 

教育部次長 川 合 一 紀 社会教育課長 平 島 亨 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

学務課長 佐 藤 道 徳 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 仁科 雅晴 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 ２６選挙第１

号 

東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職

務代理の指定 

 議案第２９号 東村山市文化芸術表彰 

 議案第３０号 東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

 

報告事項 

①市議会９月定例会について（教育部長） 

②「いのちとこころの教育」の推進に向けて（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④「『家庭教育の手引き書』活用シート」について（指導室） 

⑤第４１回市民文化祭について（社会教育課） 

⑥第５１回東村山市民体育大会総合開会式開催報告について（市

民スポーツ課） 

⑦「サッカー夢教室」開催報告（市民スポーツ課） 
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⑧第５０回市民大運動会の開催について（市民スポーツ課） 

⑨東村山ふるさと歴史館及び東村山市たいけんの里条例の一部改

正について（ふるさと歴史館） 

⑩その他 

午前９時３１分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第１０回東村山市教育委員会

定例会を開催します。 

  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。

よろしくお願いいたします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、傍聴希望の

方が４名おりますので、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 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 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時３２分 休憩 

 

午前 ９時３３分 再開 

 

○町田委員長 それでは、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、撮影等の許可はいたしませんので、御了承願いたいと思います。

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。 

２６選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職務

代理の指定を議題といたします。 

事務局からの説明をお願いします。 

○田中庶務課長 説明させていただきます。 

２６選挙第１号、東村山市委員会委員長の選挙及び委員長職務代理

の指定。地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第１２条の規定により東村山市教育委員会委員長の選挙

及び委員長職務代理の指定を行うものである。平成２６年１０月２日
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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

会委員長の選挙及び委員長職務代理の指定。 

説明でございます。 

教育委員会委員長の任期が平成２６年１０月６日をもって満了とな

るため、委員長の選挙及び委員長職務代理の指定を行うものでござい

ます。 

補足の説明をさせていただきます。 

この選挙は先程申しました地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１２条第２項におきまして委員長の任期は１年とする。ただし、

再任されることができると規定をされております。また、第４項では、

委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはあらかじめ教

育委員会の指定する委員がその職務を行うと明記されておりますので、

東村山市教育委員会会議規則第７条の規定によりまして、この会議で

委員の互選の方法により、委員長の選出をお願いするものでございま

す。 

また、同規則第７条第３項によりまして、委員長選挙の方法を準用

した中で委員長職務代理の指定をお願いするものでございます。 

説明は以上です。 

○町田委員長 事務局から議案の説明がございました。 

ただいまより委員長の選挙を行います。選挙方法は委員の互選です

ので、御意見はございますでしょうか。 

○吉村委員 今までの実績がある町田先生に引き続きやっていただける

と大変ありがたいと思っております。 

○町田委員長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 わかりました。今、私をということで推薦をいただきま

したけれども、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 どうもありがとうございます。 

それでは、受けさせていただきたいと思います。 

続きまして、委員長職務代理の指定を行います。東村山市教育委員

会会議規則第７条第３項の規定によりまして、委員長選挙の方法を準

用いたしまして、委員長職務代理の選挙を行いたいと思います。選挙

方法は委員の互選ですので、何か御意見ございますでしょうか。 
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○吉村委員 やはりこれも実績のある當摩委員にお願いできれば大変あ

りがたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○町田委員長 はい。當摩委員をということですので、よろしいでしょ

うか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、２６選挙第１号、東村山市教育委員会委員長

の選挙及び委員長職務代理の指定についてお諮りしたいと思います。 

今、お話がございましたように、委員長を町田、そして、職務代理

を當摩委員に決定することで賛成の方の挙手を求めます。 

（ 全員挙手 ） 

○町田委員長 では、全員賛成ということで、このように決定をさせて

いただきたいと思います。 

なお、任期につきましては、平成２６年１０月７日から平成２７年

１０月６日までの１年間です。どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○森教育長 ただいま選出いただきました委員長と委員長職務代理のお

二人に御挨拶をしていただければと思います。よろしくお願いします。 

○町田委員長 では、改めまして、ただいま委員の互選によりまして、

引き続き委員長の職務をさせていただきます町田でございます。 

本当に教育委員会というのは一つになってこそ本領を発揮するので

はないのかなと思います。私は本当に役不足ではございますけれども、

皆様のお力をお借りして、精一杯頑張っていきたいと思いますのでお

願いします。 

また、ここで教育委員会制度の見直し等がありまして、いろいろと

制度が変わってくると思います。私の個人的な考えとしては、改革を

しなくても委員会はこれだけ活発に動けることを表に出していきたい

と思っております。一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。  

○當摩委員 引き続きまして、町田委員長を少しでもお支えできるよう

な気持ちを持って職務にあたってまいりたいと思います。今、町田委

員長がおっしゃってくださいましたように、一つになって何か子供た

ちのため、そして生涯学習のために、いつも働ける教育委員会の一員

としてともに汗を流していきたいと思っております。どうぞ今後とも

よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 
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続きまして、議案第２９号、東村山市文化芸術表彰について、お願

いします。 

○平島社会教育課長 議案第２９号東村山市文化芸術表彰。上記の議案

を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年１０月２日提出。提出

者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化芸術表彰。東村

山市文化芸術表彰規定（平成１６年東村山市教育委員会規定第６号）

第３条により別紙のとおり表彰をすることに議決を得たい。説明、東

村山市文化芸術の振興に特に功労のあったものを表彰するため、本案

を提出するものでございます。 

補足説明をさせていただきます。 

個人で推薦書が４ページから６ページ、３名の方、団体の４組の推

薦書が７ページから１０ページになっております。 

最初に個人３名の方は、第３条の第１項に該当をする方でございま

す。 

１人目は横田和子様です。横田様は１０年以上にわたり萩山小学校

の土曜講座マジック教室の講師をしていただき、年間１５回程度の活

動をしています。また、平成２３年度に社団法人日本善行会より表彰

を受け、皇太子殿下にもお会いしているそうです。 

２人目は竹内久美子様です。竹内様は書道で日本武道館賞や平成２

５年度に文部科学大臣奨励賞、また平成２６年度には東京都議会議長

賞などを受賞されております。 

３人目は河野みち子様です。河野様は、現在、新日本美術協会委員

であり、平成２３年度には東京都知事賞など数々の賞を受賞されてお

ります。 

個人３名とも大会等において優秀な成績をおさめておりますので、

推薦をさせていただきました。 

また、団体４組でございますけれども、第３条の第２項に該当する

方でございます。 

最初に東村山市吟詠連盟並びに東村山短歌会の２団体は、市民文化

祭の当初から参加している団体でございます。また、東村山市福寿学

苑会は、現在、１３０名の会員がおり、市民文化祭、文化の集い、議

場でのミニミニコンサートに出演するなど、幅広く活動を行い、今年

で４０周年を迎えます。次に、東村山市野口雅楽振興会は、昭和３９

年、市制施行のときに浦安の舞を雅楽とともに披露をされ、今年で５
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０周年を迎えます。また、今年度、１０月１日号の市報に浦安の舞を

行うと掲載しております。この４団体とも東村山市の文化芸術の振興

に大きく貢献をされました。これらの活動は文化芸術表彰規定第３条

の第１項に個人３名と、第３条第２項に４団体が該当するものと判断

し、表彰をお願いするものであります。 

なお、御可決いただいた表彰者に対しましては、１１月１日土曜日

午後１時より中央公民館ホールでの第４１回市民文化祭セレモニーに

おいて表彰を行うこととなっております。以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課からの説明が終わりました。この件に関しま

して御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○當摩委員 今年は個人、団体とも、特に団体は４団体を表彰させてい

ただけるようなことで、とてもこの制度そのものが幅を持ってきてう

れしいなと思っています。この皆様方、また、団体は特にお一人では

ないわけですから、多くの方に対してこれからもどうぞ頑張ってくだ

さい、ということをお伝えできることをとてもうれしく思っておりま

す。 

○町田委員長 ほかによろしいでしょうか。 

今、當摩委員からもお話がありましたように、本当にすばらしい方

を表彰できると考えております。個人にいたしましても、団体にいた

しましても、十分に実績がございますし、ここで表彰をさせていただ

くことによって、更に活発に活動をしていただければという気持ちで

ございます。よろしくお願いしたいと思います。 

特に御意見、御質問等がないようでしたら採決をとりたいと思いま

す。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。 

（ 全員挙手 ） 

○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す。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第３０号、東村山市立公民館運営審議会委員の委

嘱について、お願いします。 

○前田公民館長 議案第３０号、東村山市立公民館運営審議会委員の委

嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年１０月

２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立公
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民館運営審議会委員の委嘱。東村山市立公民館運営審議会委員条例

（昭和５５年東村山市条例第３号）第３条の規定により、東村山市立

公民館運営審議会委員を別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。

説明、第１７期委員の任期満了により、第１８期委員候補者を委嘱す

るため、本状を提出するものであります。 

補足の説明をいたします。 

公民館運営審議会委員の任期は２年間となっており、第１７期の委

員の任期が平成２６年１０月３１日までとなっているため、平成２６

年１１月１日から平成２８年１０月３１日までの第１８期委員の候補

者を委嘱するため、本状を提出するものであります。 

次のページをお開きください。 

第１８期の東村山市立公民館運営審議会委員候補者の名簿でござい

ます。委員の年齢につきましては、東村山市附属機関等の設置及び運

営に関する要綱、平成１３年１月１２日、訓令第１号第６条に委員等

の年齢が規定されており、第１８期の委員の中には７０歳を超える委

員がいらっしゃいますが、中央公民館は平成２７年度に耐震化工事を

予定しており、平成２７年７月から平成２８年２月まで閉館し、トイ

レ、給排水の改修工事などもあわせて行う予定になっております。 

また、公民館の運営形態の検討も継続をしているところです。 

このように課題が多いため、第１７期の委員の方に引き続き第１８

期も委嘱し、継続している検討課題も合わせて審議していただければ

と思います。どうか御審議の上、御可決いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま公民館長からの説明がございました。この案件

に関しまして御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいです

か。 

（ なし ） 

○町田委員長 公民館長からお話がありましたように、公民館はここで

一度工事のため閉館して、また新しく踏み出すというところですので、

経験のある委員を残して、その方たちに引き続きやっていただくとい

う説明でしたが、それが良いのではないかと思います。ほかに御意見

がないようでしたら採決をとりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（ なし ） 
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○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 全員賛成 ） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案件は原案どおり可決いたし

ます。 

以上で予定をされていました議案審議は全て終了をいたしました。 

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市議会９月定例会についてお願いします。 

○曽我教育部長 それでは、私から９月定例議会につきまして、御説明

をさせていただきたいと存じます。 

９月定例議会につきましては、御案内のとおり８月２９日からスタ

ートいたしまして、昨日、無事に終了いたしました。 

内容といたしましては、理事者の代表質問、また、部長級の一般質

問、９月は決算特別委員会がございまして、補正の審議という内容で、

昨日、終了させていただきました。 

まず代表質問ですが、以前にも御説明をさせていただきました、い

じめ防止の東村山市の基本的な方針の内容の質問がございまして、そ

の内容につきましては、市の方針の説明をさせていただきました。   

東京都は条例制定するが、東村山市は条例制定しないのかというこ

とも問われましたが、そちらにつきましては、東村山市は未然防止が

一番大切だろうということと、発生した場合、条例化し、きちんと決

められた手続を順々に行っていくよりも、迅速な対応を優先したいた

め、あえて条例制定はいたしませんと答弁をさせていただきました。 

条例制定と言いましても、東京都の区、市は何市かございますけど

も、東京都のいじめ防止の条例をそのまま持ってきているだけで、特

色のある、市の条例となっていない内容でしたので、それよりも東村

山市はきちんと基本方針の中に定めていくと答弁をさせていただきま

した。 

ただ、当市の特色としては、学校生活指導連絡協議会を生活指導担

当、学校長と警察のスクールサポーター、子ども家庭支援センター、

教育支援課、指導室が入った中で、ここで年間ずっとどのような問題

が東村山市にあるのか、どのような解決方法が良いのかという協議会

を立ち上げることをうたっています。重大事態になった場合に学校か

ら連絡が入り次第調査委員会を立ち上げることを、教育委員会の規則

で定めさせていただきたいと思います。こちらは現在、指導室を中心
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に総務部の法務課・人事課と打ち合わせをしております。 

何にせよいち早くそのような取り組みをして、東村山市はいじめ防

止対策に取り組んでまいりたいと答弁をさせていただきました。 

一般質問につきまして説明させていただきたいと思います。 

まず２４番議員です。子どもの育ちを切れ目なく支援するシステム

の構築をということで、日野市と小金井市と稲城市を視察した結果、

そういう良いところを全部取り入れてほしいという質問でございまし

た。具体的に言うと、日野市はリソースルームという個別の学習支援

室を設けているので、東村山市も設けてくれないかという内容でした

が、特別支援の構想につきましては御案内のとおり、東京都で第三次

実施計画のガイドラインが今後示されますので、それを注視しながら、

東村山市は特別な教室を今は作る予定はないと答弁をさせていただい

ています。 

次に、発達支援センター化の早期構築ということで、今、申し上げ

ました３市につきましては、子どもの幼児相談から教育相談までをセ

ンター化しています。それを東村山市でもやっていただきたいという

質問でしたが、一本化はなかなか難しいですが、途切れない支援はす

る必要がありますので、一本化的なツールは、今後、検討をしていき

たいと答弁させていただきました。 

今、当市は２階と３階と４階がつながっていますので、子供が生ま

れてから、子供の半年健診等を含めた中で教育委員会の教育相談まで

をつなげていくツールを何とか考えていきたいと考えております。 

次の２３番議員ですけども、性同一性障害についてということで、

小・中学校にそういう子供はいないかという質問でした。教育委員会

としては文部科学省から調査依頼が来ていましたので、その調査の内

容については学校からはそういう見解、認識、疑いのある児童・生徒

に関する学校からの報告はないと答弁させていただきました。そうい

う子供についての不登校やいじめの事案はないかということで、教育

委員会としては今のところ事案はないというお話をさせていただきま

した。 

次の１８番議員ですけれども、中央公民館の再生計画についてで、

耐震化に伴うほかの設備をどのようにしていくかという質問でござい

ました。その内容につきましては、空調、トイレ、その他の設備につ

いては優先順位をつけて、予算の範囲内で実施していきたいと答弁さ
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せていただきました。 

また、公民館の耐震とリニューアルをした後に指定管理者制度等の

導入は考えないのかという質問でしたが、この中では指定管理者制度

をセンター化にした場合はそのようなことも考えられるが、現在の耐

震化が終了した平成２７年度中にはないと答弁させていただきました。 

その後は、やはり第二次の行革プログラムにも運用形態の見直しと

いうことが入っておりますので、そこも含めて、今後は検討をしてい

く必要もあるということでの答弁はさせていただきました。 

公民館については以前より運営形態につきまして行財政改革から指

摘をされておりますので、そこは慎重に検討をしていきたいと考えて

おります。 

次の１４番議員ですけれども、スポーツ都市宣言４０周年について

ということで、４０周年事業は今後どういうものがあるかという質問

でした。それについては、先日、実施をさせていただきましたサッカ

ー夢教室、元日本代表の福田選手から子どもたちに教室を開いていた

だいたこと、第５０回市民大運動会と、もう１点市民スポーツ課で考

えておりますのが、スポーツアスリートを招致いたしまして、講演を

開くことでございます。これは１月中に行う予定でございます。 

あともう１点、２０２０年東京オリンピックのテニスの練習会場に

招致をしていただきたいということでしたが、これはもう事前に決ま

っておりまして、有明テニスの森で決まっておりますと答弁をさせて

いただきました。 

事前キャンプ地について、これは手を挙げてくれということでした

ので、今後、東京都の動向、またＪＯＣの関係はどうなのかを注視し

て、手を挙げられるものであれば手を挙げていきたいのですが、市の

状況を考えるとなかなか整備計画も行っていかなくてはならないので、

非常に難しいのではないかと考えております。 

次の１０番議員ですけれども、これは以前からも話がございまして、

山形県の鮭川村との小・中学校との交流を行っていただきたいという

質問でございます。 

現在、小・中学校は海外交流、柏崎市との交流、その他交流をして

いただいておりますので、これ以上交流を増やすのは非常に時間的に

も難しいと答弁させていただきました。 

学校給食を通しての交流についてはどうかとのことでしたので、給



１１ 

食の献立に鮭川村の郷土食を取り入れ、子供たちに郷土料理の提供を

通じた交流を検討していきたいと答弁をさせていただきました。 

４番議員ですけれども、障害者が室内プールを利用したときに、障

害者に付き添う介助員の取り扱いについて、なぜ料金が普通の人と同

じなのかという質問でございました。介助員の取り扱いにつきまして

は、以前からも会議をしておりましたので、より多くの介助員、障害

者の方にプールを使用していただきたい、また体育館を使用していた

だきたいという意味から、介助員・付添人については全額免除とする、

という答弁をさせていただきました。これは指定管理者の東京ドーム

と以前から打ち合わせをしておりまして、８月の末に決定をさせてい

ただき、そのような免除をさせていただくことで決定しておりますと

答弁とさせていただきました。 

最後に２番議員ですけれども、児童発達支援の途切れない支援につ

いてでございまして、この方も２４番議員と同じような質問内容です

ので、先程言った３市については、発達支援シートがございましたの

で、東村山市も検討をしていく必要があるだろうと答弁をさせていた

だきました。いずれにしろ、発達障害についても今後ますます議会で

施策を求められるような方向性になるのかと思っておりますので、教

育支援課、また指導室を中心に学校を含めて、連携を深めながら良い

発達支援につなげていければと思っております。 

一般質問は以上でございます。 

決算特別委員会は各課長のほうで一生懸命答弁をしていただきまし

て、教育委員会は何も問題なく認定をいただいたところでございます。

昨日の最終補正につきましては、問題になったのは公民館がやはりあ

りましたので、１，２００万円ほど補正予算を挙げさせていただきま

した。こちらは、来年度は空調工事を行う予定ですので設計委託費を

計上させていただきました。どういう空調設備になるのかということ

でしたので、性能が良い物に替えていきたいと答弁をさせていただき

ました。新しい物に替えていく設計費と説明させていただきました。 

委員の皆様にも様々な御協力をいただきながら９月議会を無事に終

了させていただきましたので、御報告とさせていただきます。 

○町田委員長 ただいま部長より議会について報告をいただきましたけ

れども、御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 続きまして、報告事項②「いのちとこころの教育」の推

進に向けて、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②から④までまとめて御報告させていた

だいてもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②「いのちとこころの教育」の推進に向

けてについて御報告をいたします。 

一つ目の青少年育成大会につきましては、１１月１６日、日曜日に

中央公民館にて予定されております。このことについては、１１月の

定例会で改めて社会教育課から御報告いたします。 

次に、生徒会サミットでございます。１２月２６日、金曜日、午前

１０時から正午までの約２時間程度、東村山市立全中学校の生徒会の

皆様に集まっていただき、本年度もサミットを行う予定でございます。

本年度は昨年度の実践を踏まえて、更に焦点化した「いじめを生まな

い、許さない学校づくりに向けて私たちにできること」といったテー

マをもとに進めてまいります。いじめ防止の意識啓発を更に充実させ

ていくためにも、子どもたちによる取り組みを推進してまいります。 

それからいのちとこころの教育週間、市民の集いに関しましては記

載のとおりの日程で今年度も実施していきます。 

続いて報告事項③教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてで

ございます。 

市教育委員会定例訪問、東村山第七中学校の周年行事、南台小学校

の研究奨励校発表会については、再掲の部分も含めまして記載の日程

となります。御挨拶、御指導をいただくこともありますので、改めて

お願い申し上げます。 

運動会の予定につきましては記載のとおりで変更はございません。

中学校につきましては、分校以外、既に全校終了をしておりますので、

最後の１０月１８日、土曜日での小学校４校の実施を受けて、本年の

運動会は終了をする予定でございます。 

最後に報告事項④「『家庭教育の手引き書』活用シート」について

でございます。資料を３種類御用意させていただきました。この活用

シートや学校への通知（案）、Ａ３判で概要をまとめたものを御用意

させていただきましたので、あわせて御覧ください。 

東村山市で昭和５８年から作成され、見直しを重ねてきた家庭教育
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の手引き書ですが、大変内容が充実したものでありながら、なかなか

活用されないという実態がございました。このことからこれまで各学

校を訪問した折に、学校だよりや保健だよりなどで内容を掲載して、

保護者への周知や啓発を図っていただくよう伝えてまいりましたけれ

ども、本年度、市内小・中学校の先生方１０名で構成しました活用推

進委員会を発足して、手引き書の記載内容について保護者会などで活

用できる演習シートの作成を行いました。これは保護者会などの折に

その場で保護者に情報交換のためのシートを記入していただき、それ

を基にグループで話し合ったり、手引き書の内容を互いに学び合った

りして、保護者同士のコミュニケーションの活性化や子育ての支援の

一助として活用されることをねらいといたしました。 

不登校児童・生徒の減少に向けた一つの方策として、家庭の教育力

を向上させることを目指し、今後、各学校での活用を推進してまいり

たいと考えております。報告は以上でございます。 

○町田委員長 ただいま、統括指導主事より指導室の報告をいただきま

したけれども、この件に関して御質問等はございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めます。 

報告事項⑤第４１回市民文化祭についてお願いします。 

○平島社会教育課長 第４１回東村山市民文化祭でございます。先程ご

ざいましたとおり、中央公民館で１１月１日から３日まで、また７日

から９日まで、秋津・富士見・廻田公民館では１１月１日から３日ま

で行います。今年度は１２８団体という多くの団体に御参加いただき

披露されますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 社会教育課長より市民文化祭についての報告をいただき

ました。この件に関しまして何か御質問はございますでしょうか。よ

ろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは次に進めます。 

報告事項⑥第５１回東村山市民体育大会総合開会式開催報告につい

てお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑥、⑦、⑧を一括報告させていただ
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いてよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑥第５１回東村山市民体育大会総合

開会式開催報告についてでございます。 

先日の９月７日日曜日なりますけれども、市民スポーツセンターに

おきまして多くの市民、選手、御来賓のもと第５１回の市民体育大会

総合開会式を開催いたしました。御出席いただきました町田委員長を

初め、教育委員の皆様におかれましては、当日は雨の中を御来場いた

だきまして誠にありがとうございました。 

来場者数につきましては、合計８９２名と昨年より若干少ない人数

となりました。また、昨年度から市民スポーツセンターに会場を変更

したことで、熱中症や天候の心配は軽減されたものと判断をしており

ます。 

競技は始まっておりますけれども、今後、３月にかけまして４０の

競技が開催されますので、御支援をお願い申し上げます。 

続きまして報告事項⑦「サッカー夢教室」について報告をいたしま

す。 

同じく９月７日日曜日、市民体育大会総合開会式の後、午後１時よ

り同じくスポーツセンターにおきまして元日本代表の福田正博さんを

お招きし「サッカー夢教室」を開催いたしました。本事業はスポーツ

都市宣言４０周年記念事業として市内の小学生を対象に実施したもの

で、募集定員８０名のところ、１３３人の小学生の申し込みがあり、

抽せんにより８４名の小学生が当選をいたしました。 

当日の参加数につきましては、参加者が７９名のほか、参加者の親

御さん、一般見学者など延べ約４００人の御来場をいただきまして、

盛況に終了したところでございます。 

小学校１年生から３年生の部と、同じく４年生から６年生の部、

各々約１時間２０分という大変短い時間ではありましたけれども、小

学生にトップレベルの指導をいただきまして、後半は福田選手率いる

大人チームとの試合形式のゲームを行う中で、みんなで協力すること

や、最後まで諦めないことの大切さを教えていただきました。 

教育委員会といたしましても、本事業を通じまして子どもたちにス

ポーツをすることや夢を持つこと、努力することの大切やすばらしさ

をお伝えすることができたのではないかと考えております。 
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続きまして報告事項⑧第５０回市民大運動会の開催についてでござ

います。 

来る１０月１２日日曜日、予備日翌日の１３日月曜日といたしまし

て、第５０回の市民大運動会を運動公園グラウンドにて開催をいたし

ます。午前８時２０分より開会式となります。昨年はスポーツ祭東京

２０１３の開催に伴いまして延期とさせていただきましたが、今年は

市制施行及び体育協会設立５０周年とスポーツ都市宣言４０周年の節

目の記念大会として盛大に開催いたします。 

昨年の年度当初から運動会企画委員会を定期的に開催しまして、市

民の皆様が当日を楽しく参加していただけるよう検討をしてまいりま

した。内容につきましては従来どおり、１３町の対抗戦というところ

が基本となりますけれども、当日参加できるオープン種目も用意して

ございます。 

また、記念セレモニーといたしまして、今年度もスポーツ優秀選手

表彰者から３名ほど御協力をいただきまして、聖火の点灯を予定して

おります。この点灯にあわせまして５００羽のハトを飛ばす演出を行

います。 

また、市内中学校生徒、こちらは第六中学校吹奏楽部による生演奏

での入場行進、また、商工会に御協力をいただきまして、里に八国ブ

ランドの出店、また市内キャラクターによる徒競争、数量限定ではご

ざいますが、各町のテントにお越しいただいた方への記念品の贈呈を

予定しております。 

また、東京都より東京オリンピックも５０周年のうちわとボールペ

ンが配布されておりますので、そちらもあわせて会場で配布したいと

思っています。 

おとといの火曜日になりますけれども、役員全体会を開催しまして、

各係の打ち合わせを行って、成功に向けて意思統一を図ったところで

ございます。 

教育委員の皆様におかれましては、既に御案内状を送付させていた

だいておりまして、その案内文の中にも記載させていただいておりま

すけれども、当日は教育長には開会の言葉を、町田教育委員長には閉

会の際に御挨拶をお願いしたいと存じます。 

また、教育委員の皆様におかれましても、ぜひ御出席いただきます

よう御案内を申し上げます。 
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以上でございます。 

○町田委員長 ただいま市民スポーツ課より３点の報告がございました。

この件に関しまして何か御質問等はございますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、続きまして報告事項⑨東村山ふるさと歴史館

及び東村山市たいけんの里条例の一部改正についてお願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 お手元にふるさと歴史館条例及びたいけんの

里条例の写しを配布させていただきました。この度、９月定例議会に

おきまして、条例の一部を改正する条例を上程し、９月１１日、生活

文教委員会において採択されました。 

一部改正内容は、両館とも休館期間を短縮する内容でございます。 

初めに、ふるさと歴史館の年末年始の休館日を変更するものでござ

います。 

旧条例では１月１日から１月５日まで、及び１２月２７日から１２

月３１日までを休館日とさせていただいておりますが、新条例では１

月１日から１月４日まで、及び１２月２９日から１２月３１日までを

休館日とさせていただきました。したがいまして、年末年始の休館期

間を３日間短縮することで歴史・伝統文化の学習・継承の拠点を今後

はこれまで以上に教育や生涯学習の場として、積極的に活用していた

だくものでございます。 

次に、たいけんの里につきまして、休館日の変更をさせていただく

ものでございます。 

旧条例の１２月２７日から１２月３１日までを休館日としておりま

すが、新条例にて１２月２９日から１２月３１日までと休館日を定め

させていただきました。この条例も先に説明をいたしましたとおり、

年末の休館期間を２日間短縮することで、市民の方へ積極的に活用し

ていただくものでございます。 

以上でございます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長より説明がございましたけれども、こ

の件に関しまして何か御質問等はございますでしょうか。 

○吉村委員 ちょっと聞き漏らしたかもしれないのですが、この条例の

一部改正はどの会議体で決定したのでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 生活文教委員会におきまして決定いたしまし



１７ 

た。 

これが議会に上程させていただきまして、それが本会議ではなく、

生活文教委員会に付託をされました。生活文教委員会ではそこはまだ

採択されたところでございますけれども、昨日、全議員の中で、最終

的には承認ということで、決定をされまして、今後、公布という形に

なります。 

○吉村委員 ありがとうございました。だから報告事項ということです

ね、了解いたしました。 

○町田委員長 では、よろしいでしょうか。 

○肥沼教育部次長 補足をさせていただきます。 

ふるさと歴史館とたいけんの里の関係ですけれども、２館の違いと

いたしましては、たいけんの里は１月３日までの休館。これは当初の

条例にうたわれているとおり、４日からの開館に変更はございません。

ふるさと歴史館は５日までが休館日で６日からの開館となっておりま

したところを、１日短縮して４日までを休館で５日からの開館といた

しました。１月の開館日がたいけんの里とふるさと歴史館で１日違い

ますが、そこの部分に関しましては、たいけんの里は館の規模が小さ

いので、職員が出勤と同時に開館できるため当時より条例化されてお

りました。 

歴史館におきましては、少し規模が大きいため、開館にあわせた準

備期間といたしまして、１日館の清掃や、空調の関係等の管理を事前

に行わなければいけないという理由でたいけんの里と１日ずれており

ますことを御報告させていただきます。 

以上です。 

○町田委員長 では、この件に関しましてはほかによろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、その他報告事項をお持ちの方はいらっしゃい

ますでしょうか。 

○平島社会教育課長 市制施行５０周年記念式典のチラシが、昨日、実

行委員会から配られて、本日、学校に配付をしております。裏面を見

ていただきますと、左側に記念式典というのがございます。午前中に

東村山第七中学校、午後に東村山第二中学校と東村山第五中学校が出

演する。ステージ、パフォーマンスのところには久米川小学校、大岱

小学校、久米川東小学校の生徒が出演していただけると記載がござい
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ます。 

また、出演された方につきましては、お手元にございます格好良い

タオルが配られます。 

うちわは、路上でパレードを出迎える際もって振るとのことです。

久米川小学校の生徒が約８０人来ていただけるということですので、

１００個用意してありまして、そのほかに路上で配ることになってい

ます。今、子供たちが一生懸命練習をしており、２４日にリハーサル

となっております。以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

○森教育長 当日、教育委員の動きはどうなっていますか。式典は出席

されると思いますが、１部、２部の両方を出るとすると昼休みのお弁

当の関係等あると思いますので。 

○平島社会教育課長 大変申し訳ありませんが、教育長の動きもまだわ

からないところがございます。教育委員の皆様には決まり次第、追っ

て御報告をさせていただきます。 

○森教育長 よろしくお願いします。 

○町田委員長 我々の動く流れの方もお願いいたします。 

○社会教育課長 承知いたしました。 

○町田委員長 よろしくお願いをいたします。 

５０周年記念式典につきましては、ほかはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、楽しみにしております。 

ほかに報告事項は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、ないようですので終了させていただきたいと思い

ます。 

以上をもちまして、平成２６年第１０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 

 

 


