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平成２６年第３回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年３月５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 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 髙 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 麿 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    

 

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 

  ふるさと歴史館長   中村 眞治 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第５号 東村山市就学援助に関する規則の一部を改正す

る規則 

 議案第６号 平成２６年度東村山市小・中学校の学級編制 

 議案第７号 東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱 

 議案第８号 東村山市スポーツ推進委員の委嘱 

 議案第９号 東村山市民スポーツセンターのスポーツ医科学

室に従事する非常勤職員の任命 

 議案第１０号 東村山市文化財保護審議会委員の委嘱 

 議案第１１号 東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①３月定例市議会について（教育部長） 
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②卒業式及び入学式の出席及び告示について（庶務課） 

③給食費（小学校）の改定について（学務課） 

④平成２５年度東村山市教育研究会研究発表会について（指導

室） 

⑤平成２５年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期募集にお

ける合格者発表後の進路決定者及び未決定者について（指導

室） 

⑥第３回いじめにかかわる実態調査の結果について（指導室） 

⑦平成２６年度指導室主管事業について（指導室） 

⑧平成２６年度市教委定例訪問について（指導室） 

⑨平成２６年度学校周年行事について（指導室） 

⑩教職員の研修について（指導室） 

⑪教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑫その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第３回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。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たいと思います。 

○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、傍聴の希

望者が６名おりますので、傍聴の許可についてお諮りをいただきたい

と思います。 

○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３３分 休憩 

 

午前 ９時３５分 再開 
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○町田委員長 再開いたします。 

まず、傍聴の方に申し上げます。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５号、東村山市就学援助に関する規則の一部を改正する規則

について。 

○肥沼学務課長 議案第５号、東村山市就学援助に関する規則の一部を

改正する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２

６年３月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村

山市就学援助に関する規則の一部を改正する規則。東村山市就学援助

に関する規則（平成２０年東村山市教育委員会規則第１号）の一部を

別紙のとおり改正することに議決を得たい。説明、就学援助受給資格

を有する者に対して支給する援助金の支給内容の一部を改正するため、

本案を提出するものであります。 

説明をさせていただきます。この規則は学校教育法第１９条の規定

等に基づき、経済的理由等によりまして就学が困難な児童及び生徒の

保護者に対して、必要な援助をすることによって義務教育の円滑な実

施に資することを目的としております。 

今回の規則の一部改正につきましては、平成２６年４月１日より消

費税率が現行の５％から８％に引き上げることに伴い、また、要保護

児童・生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費国庫補助対象限度額の

金額を他市の例に合わせ、引き上げるところでございます。 

改正内容につきましては、新旧対照表に沿って御説明させていただ

きます。 

別表第１、支給費目の学用品・通学用品費における支給内容等にお

きまして、「１０，８００円」を「１１，１００円」に、「１２，９

６０円」を「１３，３００円」に、「２１，１２０円」を「２１，７

２０円」に、「２３，４００円」を「２４，０６０円」に改めます。

同じく同項目、新入学学用品費における支給内容につきまして、「１

９，０００円」を「２０，４７０円」に、「２２，０００円」を「２

３，５５０円」に改めるものでございます。 

なお、この規則一部改正につきましては、平成２６年４月１日から
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施行をするものであります。 

以上、よろしく御審議の上、御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 学務課長からの説明が終わりました。この件に関しまし

て御意見、御質問はございますでしょうか。 

○肥沼学務課長 先程、要保護特別支援の関係で補助対象額の限度額を

他市の例に合わせるということでございますけれども、この金額にお

きましては入学準備金のところでございまして、他市に比べまして本

市は最低レベル、２６市中一番低い数字で今まで来ていましたので、

今回の改正に伴って他市と合わせ引き上げさせていただいているとこ

ろでございます。 

以上です。 

○町田委員長 今の補足に関してですけれども、２６市の中でどのくら

いの位置になるのでしょうか。 

○肥沼学務課長 横並びです。 

○町田委員長 わかりました。 

では、特に質問等はないようですので、賛成の採決をとりたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

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

す。 

次に、議案第６号、平成２６年度東村山市立小・中学校の学級編制

について。 

○肥沼学務課長 議案第６号、平成２６年度東村山市立小・中学校の学

級編制。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３

月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成２６年

度東村山市立小・中学校の学級編制。東村山市教育委員会事案決定規

程（平成１３年東村山市教育委員会規程第６号）別表２の規程に基づ

き、別紙のとおり学級編制することに議決を得たい。説明、学級編制

については、地方公共団体の教育委員会が、児童・生徒の実態を考慮

して行うこととなったため、平成２６年度の学級編制を行うにあたり、

本案を提出するものであります。 

説明をさせていただきます。 
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当市におきましては、平成２３年５月１日の標準法改正を受け、小

学１年生を３５人学級の編制とし、平成２４年度には東京都の教員加

配による基準の変更により、小学校２年生においては３５人で編制を

し、中学校１年生においても３７人で編制をしたところでございます。 

また、本年度、平成２５年度におきましては、中学生１年生におき

まして、東京都教育委員会の基準の変更を受け、３５人で編制をし、

小学生１年、２年生、中学生１年生において１クラス３５人で編制さ

せていただきました。 

平成２６年度におきましては、東京都教育委員会より制度変更は特

にないことを確認していますので、平成２５年度同様、小学校１年生、

２年生を３５人学級とし、中学１年生を中１ギャップ、３５人学級と

して学級編制をしたところでございます。 

右の学級数の米印、これが小学校２年生、中学校１年生の加配対象

のクラスとなっております。市教育委員会も東京都に準じて平成２６

年度も小学校１年生、２年生と中学校１年生を３５人学級で学級編制

を実施いたしたく、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い

いたします。 

以上です。 

○町田委員長 学務課長からの説明が終わりました。この件に関しまし

て御意見、御質問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、採決を採りたいと思います。 

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、議案第６号については原案ど

おり可決いたしました。 

では、次に議案第７号、東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱に

ついて。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第７号、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２６年

３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

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委員規

則（平成４年教育委員会規則第１号）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、現委員の任期が、平成２６
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年３月３１日をもって満了となるため、本案を提出するものでありま

す。 

東村山市スポーツ科学委員会の委嘱につきましては説明のとおり、

現委員の任期に伴う第１２期の東村山市スポーツ科学委員会委員の委

嘱について御審議をお願いするものでございます。 

在任者ナンバー１の酒井雅司氏からナンバー１０の小松佳代子氏ま

での方につきましては、第１１期に引き続き委嘱をする予定でござい

ます。 

あわせて、新任候補といたしまして１名の方に委嘱してまいりたい

と考えております。 

新任候補者について説明させていただきます。 

新任候補者の西村一弘氏は管理栄養士でございまして、緑風荘病院

健康推進部主任でいらっしゃいます。そのかたわら、特定非営利活動

法人西東京臨床糖尿病研究会の理事をお勤めいただいており、更に平

成２６年度からは公益社団法人東京都栄養士会の会長となる予定と伺

っております。市民スポーツ活動での健康維持、増進を医科学的側面

から支援していただける方であると考えております。 

一方、こちらの名簿には記載がございませんが、本委員会設置当初

から委員を委嘱しております矢島美津子委員につきましては、今期を

もちまして御退任される予定でございます。 

第１２期におきましても、市民の皆様のスポーツ活動による健康維

持、増進と体力向上に生かしてまいりたいと考えております。 

以上、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○町田委員長 市民スポーツ課長からの説明が終わりました。御意見、

御質問はございませんでしょうか。 

○曽我教育部長 少し補足させていただきます。西村氏におきましては、

健康課の生活習慣病対策でもかなり御活躍をされておりまして、生活

習慣病の指導を緑風荘病院でやっていただいております。また、先程

御紹介があったとおり、全国の生活習慣病の糖尿病対策の委員でもあ

り御活躍されています。この方は単なる管理栄養士ではなくて、運動

指導士という資格を持っていまして、健康面の管理、運営が非常に上

手ですので、このような方が市の中に入っていただけるというのは非

常にありがたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い
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ます。 

○町田委員長 西村氏は小学生のサッカー指導等も幅広くやっている方

です。 

よろしいですか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 御質問等なければ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、議案第７号は原案のとおり可決

いたしました。 

続きまして、議案第８号、東村山市スポーツ推進委員の委嘱につい

て、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第８号、東村山市スポーツ推進委員の委

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３月５

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市スポー

ツ推進委員の委嘱。東村山市スポーツ推進委員に関する規則（昭和３

７年東村山市教育委員会規則第２号）第４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、現委員の任期が平成２６年

３月３１日をもって満了となるため、本案を提出するものでございま

す。 

東村山市スポーツ推進委員の委嘱につきましては、説明のとおり任

期満了に伴う、第２７期の東村山市スポーツ推進委員の委嘱について

審議をお願いするものでございます。 

第２７期の委員候補者の人選につきましては、昨年の１２月頃から

既存の推進委員及び新規の候補者全員と面談を行いつつ、状況により

必要に応じて１人の方と複数回にわたり面談を行うなどの対応をとっ

てまいりました。 

新任候補者の人選につきましては、既存の推進委員、また他の紹介

や地域の評判等によりこちらからお声をかけさせていただきまして、

面談を実施してきたところでございます。 

結果といたしまして資料に記載してございます方々に２７期の委員

として委嘱してまいりたいと考えております。 

また、新任候補として２名の方に委嘱をしてまいりたいと考えてお

りますので説明させていただきたいと思います。 
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新任候補者のナンバー１、高橋豊氏は工学博士の学位をお持ちの方

でございます。現在、エムエス・ソリューションズ株式会社代表取締

役として会社を切り盛りするかたわら、横浜市立大学質量分析学の客

員教授並びに非常勤講師をされておりまして、富士見町に在住されて

いたころから小平市に移られた現在でも青少年対策第１地区委員会の

活動にも積極的に協力をしていただいたり、富士見小学校のスポーツ

クラブ、サッカー部のコーチもされております。また、御本人自身が

いろいろなスポーツをされておりまして、スポーツに大変理解のある

方でもあります。地域のスポーツ推進のコーディネーターとして、ま

た行政とのパイプ役として、スポーツを通じて地域に貢献していただ

ける方であると考えております。 

次に、ナンバー２の石岡千恵子氏でございますが、現在、多摩湖町

在住で、御主人も同町の町内体力つくり推進委員会活動に御尽力いた

だいて、当推進委員会が実施する各種スポーツ大会やスポーツ推進委

員会主管のビーチボール大会に以前から積極的に参加されております。  

また、御本人は過去にスイミングのインストラクターやスポーツク

ラブのトレーナー等もされた経験がありますので、その経験を大いに

生かしていただいて、地域スポーツの推進に御協力をいただきたいと

考えてございます。 

なお、こちらの表には記載されておりませんが、第２６期委員とし

て御協力いただきました伊藤功氏と三島幸子氏、そして１４年のお勤

めいただきました副会長の長谷川しのぶ氏につきましても、一身上の

都合で２６期をもって御退任をされます。 

定員数が２５名という中で２７期は１６名体制のスタートというこ

とでございますけれども、今後も候補者の発掘に努めてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

以上、御審議をいただきまして、御可決賜りますよう、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 市民スポーツ課長からの説明が終わりました。この件に

関しまして御意見、御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 定数は２５名で、退任が３名、新任が２名ですと、来期は

今期よりマイナス１ということですね。この定数に対しての人数では
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皆様にかなり御負担をおかけするような中で今までもやってきたと思

いますが、１６名でやっていただくということは、前期からそれほど

の変化がなくこなしていただけると考えて良いのかをお伺いしたいと

思います。 

○中澤市民スポーツ課長 ２５名定数の中で、２６期は１７名、次は１

６名で１名減ってしまいます。１７名体制も大変でしたが、委員から

も何とかやっていけそうだというお話を伺っておりまして、今回、２

名の新任の方をお諮りさせていただいておりますが、現在、１名職場

の了承待ちの方がいらっしゃいまして、その方が引き受けてくださる

ということであれば、また別途、お諮りしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○當摩委員 わかりました。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

ほかはいかがでしょうか。 

スポーツ推進委員は精力的に活動をされていて、本当に大変だと思

います。そういった中で人数が増えればと思いますが、スポーツ推進

委員が大変なだけに人集めも難しいです。各地域にも指導をしたり、

ビーチボールバレー等で精力的に活動をされていてとても良いと思い

ます。これからも頑張っていただければと思っております。 

委員会の委員長を決める方法はどのようになっていますか。 

○中澤市民スポーツ課長 スポーツ推進委員会の会長につきましては、

教育委員会で任命をするということになっておりまして、現在、川上

会長が１期終わったところでございますけれども、その方に引き続き

お願いするというお話をさせていただいております。 

○町田委員長 わかりました。 

では、ほかに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。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、本案は原案のとおり可決いた

します。 

続きまして、議案第９号、東村山市民スポーツセンターのスポーツ

医科学室に従事する非常勤職員の任命について。 
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○中澤市民スポーツ課長 議案第９号、東村山市民スポーツセンターの

スポーツ医科学室に従事する非常勤職員の任命。上記の議案を東村山

市教育委員会に提出する。平成２６年３月５日提出。提出者、東村山

市教育委員会教育長、森純。東村山市民スポーツセンターのスポーツ

医科学室に従事する非常勤職員の任命。東村山市民スポーツセンター

のスポーツ医科学室に従事する非常勤職員に関する規程（昭和５８年

東村山市教育委員会規程第１号）第３条の規定により、別紙のとおり

任命することに議決を得たい。説明、現職員の任期が平成２６年３月

３１日をもって満了となるため、本案を提出するものでございます。 

東村山市民スポーツセンターのスポーツ医科学室に従事する非常勤

職員に関する規程に基づきまして、栄養士１名、看護師２名の非常勤

職員が市民スポーツセンター内の医科学室で市民の栄養相談、健康相

談、体力測定等に従事しておりますが、引き続き医科学室の非常勤職

員としてこちらに記載しております方々を非常勤職員として任命して

まいりたいと考えておりますので、御審議をいただきまして、御可決

をいただけますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課からの説明が終わりました。御意見、御

質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 全員再任で、今までしっかりやられてきたということで

よろしいでしょうか。 

御意見、御質問がないようでしたら採決をとります。 

（ 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、本案は原案どおり可決いたし

ます。 

続きまして、議案第１０号、東村山市文化財保護審議会委員の委嘱

について。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１０号、東村山市文化財保護審議会委

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

３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

文化財保護審議会委員の委嘱。東村山市文化財保護条例（昭和４３年
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東村山市条例第７号）第１９条の規定に基づき、別紙のとおり委嘱す

ることに議決を得たい。説明、文化財保護審議会委員の任期が平成２

６年３月３１日をもって満了となるため、本案を提出するものであり

ます。 

説明をさせていただきます。 

文化財保護審議会委員の委員構成は５名以内でございます。現在、

保護審議会におきましては、新たな市指定文化財候補の検討を継続審

議しているところでございます。 

文化財保護に深い造詣を持ち、当市の文化財保護行政を委嘱してい

ることから、次期文化財保護審議会委員の根岸茂夫氏を初め、全員の

留任をお願いしたいと考えております。よろしく御審議いただき、御

可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上です。 

○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。この件に

関しましては、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 それでは、この件につきまして、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、議案第１０号は原案どおり可決

いたしました。 

次に、議案第１１号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につ

いて。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１１号、東村山ふるさと歴史館協議会

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３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

ふるさと歴史館協議会委員の委嘱。東村山ふるさと歴史館協議会条例

（平成８年東村山市条例第８号）第３条の規定に基づき、別紙のとお

り委嘱することに議決を得たい。説明、東村山ふるさと歴史館協議会

委員の任期が平成２６年３月３１日をもって満了となるため、本案を

提出するものであります。 

説明をさせていただきます。 

東村山ふるさと歴史館協議会委員構成は１０名以内でございます。
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学校関係者の欄では倉田正信氏、古賀啓之氏を継続委員として予定し

ております。 

次に、社会教育関係では、日笠山正治氏、増田康人氏を継続委員と

して予定しております。 

今回、新たに家庭教育向上に資する活動を行う者ですが、平成２４

年６月議会におきまして、東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部改

正を行いました。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るため、関係法律の整備に関する法律により、東村山ふるさと歴

史館協議会委嘱について自治体ごとに定めることになったことにより

条例改正を行ったものです。 

１０期より委員構成を改めることとなりました。長峯すみ江氏は我

楽久多文庫の役員や放課後子ども教室コーディネーターなどに携わり、

子供とのかかわりの多い方です。新たな委員候補者としてお招きした

いと思っております。 

當間シマ子氏は、前回、学識経験者の欄で活動をしていただきまし

たが、今回は家庭教育向上に資する活動を行う者としてかかわってい

ただきたいと思っています。 

学識経験者の欄では、前回まで９期務めていただきました野崎氏が、

体調が思わしくなく、委員会出席にも差しさわりがあるという申し出

がございまして、退任をすることになりました。 

その他、石田武久氏、木村茂光氏、浜野進氏を継続委員としており

ます。 

よろしく御審議賜り、御可決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 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。この件に

関しまして御意見、御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、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、本案は原案どおり可決いたしま

した。 

予定をされていました審議事項は全て終了となります。 
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それでは続きまして、報告事項に移ります。 

報告事項①３月定例市議会についてお願いします。 

○曽我教育部長 ３月定例議会につきまして、御報告をさせていただき

たいと思います。 

３月議会につきましては２月２６日水曜日より開催されております。

まず、２月２６日水曜日、初日の定例会でございますけども、この日

には教育委員会委員の選任で、吉村委員の選任が承認されましたので

御報告をさせていただきます。 

代表質問が２月２７日木曜日にございまして、その中で質問がござ

いましたのは、市政５０周年についてということで、東村山市体育協

会も５０周年ですが、東村山市体育協会の５０周年は行うのかという

御質問がございました。これにつきましては東村山市体育協会の設立

５０周年に当たり、記念事業の一環として４月６日日曜日に、春季市

民体育大会総合開会式を開催するということ、１１月３０日日曜日に

創立５０周年の記念式典、祝賀会を実施すること、また、記念紙の発

行も予定しているということを答弁させていただきました。 

次に、学校施設関連について、国の平成２５年度補正予算がござい

ましたけれども、今後の活用方法という御質問でございました。こち

らにつきましては、国の平成２５年度の補正予算は去る２月６日木曜

日の国会において、平成２５年度補正予算の巡回実現のための経済対

策が政府案どおり成立したところでございます。これを受けて、市で

も平成２５年度補正予算における事業に該当するか否かを見極めまし

て、可能であればその財源を最大活用していきたいということでござ

います。 

対象事業によりますけども、学校の外壁、トイレなどの工事を進め

ること。平成２５年度予算でございますので、予定としては予算の成

立になれば平成２５年度、この３月議会で補正額が確定をされまして、

平成２６年度の工事となりますことから繰越明許費と申しまして、平

成２５年の補正予算で一度予算計上をいたしまして、平成２６年度で

使っていくように対応していきたいと答弁をさせていただきました。 

次に、いじめ対策について質問が出されておりました。それにつき

ましては、いじめ対策はいじめの防止対策推進法が施行をされたこと

によりまして、今後、各教育委員会と学校ではどのように対策を講じ

ているかということでございます。学校いじめ防止基本法を策定して、
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スクールカウンセラーなど心理の専門家を含めて構内で構成をする学

校いじめ対策委員会を設置することが義務になっておりますので、各

学校にはこれを設置するように指導室から通知は出させていただいて

おります。 

また、本市におきましても、東京都教育委員会や近隣市の動向を参

考にしながら、いじめ防止対策基本法を策定していくということで、

これも策定をしなければならないとなっておりますので、指導室を中

心に、今後、策定方針を進めてまいりたいと考えておりますと答弁を

させていただきました。 

次の議員の、教育委員会制度改革についてという内容の御質問がご

ざいました。これは御案内のとおり、今、中央教育審議会で方針が出

された内容についての質問で、市長と教育長の見解を伺うということ

でした。 

内容については、教育の政治的中立性を担保できるか危惧している

ということの御質問でございました。確かに、中央教育審議会の答申

では、教育長及び教育委員会の権限と責任の明確化と政治的中立性、

継続性、安定性の確保、また首長の責任の明確化が提示されていると

ころでございます。この部分については現在も国において検討がされ

ており、教育委員会としても、今後、動向を注視して見守ってまいり

たい、と答弁をいたしました。 

また、教育委員会標語として共創と連環を掲げておりますので、教

育委員会のみならず、首長と教育委員会がともに連携を行っていく必

要があると考えていると答弁をさせていただきました。 

代表質問で、学校の環境改善ということで、エアコンの設置関係で

ございます。体育館、特別教室へのエアコンの設置を要望したいとい

うことでございました。答弁の内容でございますけども、今までも東

京都から補助金が確保されれば、特別教室への対策をしていきたいと

いう答弁をさせていただいておりました。東京都も予算化についての

内定がございましたが、今、本会議中ですので、その後の詳しいとこ

ろを見ないとまだ判断はできません。したがいまして、補助要綱など

の詳細についてはまだ通知がなされていないこともあり、引き続き、

動向に注視してまいりたいということと、あと、体育館へのエアコン

設置については、東京都の補助金要綱が、これは確定通知ではござい

ませんが、通知の中では東京都の補助金としては見込まないとなって
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おりますので、市の答弁としては、都の補助金が見込まれない現状に

おいては導入は非常に厳しいと答弁をさせていただきました。 

次の議員の代表質問も同じエアコンについてでしたので、代表質問

はそのような内容でございます。 

次に一般質問でございます。 

まず、２３番議員から質問が出されておりまして、子ども貧困対策

にどう取り組むかということでございました。 

まず一つ目の問題として、子供の教育でいいますと、就学援助率が

どういう推移を示しているかということでございました。これにつき

ましては、数字でもお示しさせていただきましたけども、過去５年間

の数字でございましたので、各年度ごとに説明をさせてもらいました。

就学援助率は微増でございまして、小・中学校の平成２１年度の全体

が１７．２％でございます。これは先程学務課長から説明がございま

した就学援助費でございます。児童・生徒に援助をしているかという

パーセンテージですけども、平成２１年度が１７．２％でございます。

そして、平成２５年度の１２月末現在でございますけども、１７．７

９％で、全体としては微増傾向にありますという答弁をさせていただ

きました。 

要因としては、昨今の経済状態や、学務課で行っております案内の

充実や入学者全員への案内配付などをして、漏れのないように努めて

いるため、多少、微増傾向にありますという説明をさせていただきま

した。 

この議員の内容ですけども、最終的には話がずれてしまい、高校進学

をした子供たちへの支援をどのように行っていくのかという御質問で

した。高校を中退する子のための相談窓口を市教育委員会で明示しな

さいということでしたけれども、それについては、平成２５年度教育

相談室が、中学校からの引き続き高校生も２１名相談を行っていると

答弁させていただきました。ただ、最終的に言われたことは、高校を

転学ができる制度があり、その周知をちゃんと図ってほしいというこ

とで、これは各中学校で、高校入試のときに説明をしておりまして、

今後も行っていけると思いますので、各学校長を通じてもう一度確認

をしていきたいと思います。 

次の議員は教育委員改革のことでしたので、先程説明をした内容と

同じような内容で答弁をさせていただきました。 
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１６番議員ですけれども、小・中学生に対する自転車の安全な乗り

方の指導をしていただきたい、ということでした。これにつきまして

は、当然、そのような指導をしていかなくてはならないのですけれど

も、道路交通法の一部改正がございましたことにより、各学校へは乗

り方についての周知と指導の徹底を図ったということの説明をさせて

いただきました。 

また、保護者の危険の管理意識が少し足りないのではないかという

ことで、啓発をしていただきたいということで、私もそのように思っ

ておりますので、各場面を通して保護者が多く参加できるように、自

転車の安全教室等を含めて周知徹底を図ってまいりたいというような

答弁をさせていただきました。 

そのためには「きょういく東村山」という年２回発行をされる教育

広報がございますけども、その中でぜひ自転車の乗り方を特集してほ

しいということでしたので、この周知は大いに行っていく必要がある

と思います。自転車事故では子供たちも加害者、また被害者にもなる

わけですけども、そのときの賠償命令が事例で４，８００万円ほど出

ています。子供たちへの自転車の保険等を含め、今後、教育委員会も

考えていかなければならないと思っておりますので、「きょういく東

村山」の中に、乗り方の啓発の記事の掲載を検討したいと答弁させて

いただいたところでございます。 

もう一つ、今、アレルギーや集団食中毒等の問題が起きていますの

で、その中でより一層、安全でおいしい給食の提供をということで質

問がございました。内容としては、給食調理業務委託業者にこのよう

な二つの大きな事故があったために、どのような指導をしているかと

いうことでしたので、業者には文部科学省が定めた学校給食の衛生管

理の基準というのがございます。また、当市が定めております調理業

務などの作業の基準に従った調理を行っていますと答弁いたしました。 

従事者につきまして、定期的な健康診断、また腸内細菌検査などの

実施の徹底を図っていく、また、日ごろより学校及び教育委員会にお

いて、安全及び衛生管理面についての責任を持って業者に指導をして

いくと答弁をさせていただきました。 

３番議員は各学校でＡＥＤがちゃんと使えるのかという御質問でご

ざいました。ある高校生の女の子が部活中倒れ、てんかんと勘違いし

てＡＥＤを使用せず亡くなったという事故の話がありました。それに
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ついて各学校でもそのような講習とマニュアルを作っていただけない

かということでございました。その高校ではこのマニュアルを作成し

た経過があり、良いマニュアルでございました。各学校もこのＡＥＤ

の使用については講習会を実施しているということの説明と、このＡ

ＥＤを使うためにも各学校で簡易的な緊急対応のマニュアルを作成さ

せていただいて、各学校には対応がきちんとできるようにお配りをし

たいと答弁をさせていただきました。 

２番議員ですけれども、はっけんの森公園のボランティアたちが非

常に熱心に活動を行っていただいているということを市としてもちゃ

んと認識して、保全に当たっているのかという御質問でございました。

本当にそのボランティアのはっちこっくメイトの皆様には感謝を申し

上げますということを答弁させていただきました。また、本当にあり

がたいことで、５年を通じて、はっけんの森の清掃業務や、草むしり

等のボランティア活動をしていただいており、教育委員会も感謝状等

を検討していきたいという答弁をさせていただきました。 

また、管理については各立て札等を立てながら、管理を今後もして

いきたい。立て札というのは『犬のふんはちゃんと持ち帰りましょ

う』や、『自転車乗入れ禁止』等で、今も立ててありますけれども、

これからも充実をさせて周知を図ってまいりたいと、公園をいつまで

もしっかり管理ができるように教育委員会も努めてまいりたいと答弁

をさせていただきました。 

私からは以上でございます。 

○町田委員長 ただいま部長より３月議会の説明を伺いました。今の件

で何か御質問等はございますか。よろしいですか。 

では、続けます。 

報告事項の②卒業式及び入学式の出席及び告示について。 

○田中庶務課長 庶務課からは卒業式、入学式の出席と告辞の件で御報

告をさせていただきます。 

告辞につきましては、前回、御考案いただきまして、御指摘いただ

いた内容等を含めて、若干文言修正が行われておりますので、更にお

気づきの点がございましたら、一両日中に庶務課まで御連絡等をいた

だければ、再度調整をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

また、製本につきましては、３月２０日木曜日に中学校の卒業式が

ございますので、委員の皆様にはそれ以前にお届けをしたいと思って
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おります。よろしくお願いいたします。 

次に卒業式の日程、それから入学式の日程ということで、各御担当

の委員の皆様、管理職を表示させていただいております。もし、これ

につきまして何かございましたら御連絡をいただければと思います。 

私からは以上でございます。 

○森教育長 告辞の御報告をいただきましたが、例年、業者に委託をし

ておりますが、結構、内容の割には高いのかなという感じがいたしま

して、内部でつくるというのはかなり無理があるものなんでしょうか。

学校分必要ということになりますから、数はかなり多くはなると思う

のですが、昨年は読みにくく、間隔があいているようなところもあり

ましたので、業者にも十分指導をいただきたいと思います。 

○田中庶務課長 昨年度、教育長から文字のポイント数が小さい等で見

づらいというところもありまして、何とか構成を印刷業者にもお願い

をした経過がございます。 

内部印刷につきましては、一部とかということであれば手作業でや

っていくということも不可能ではないかと思いますが、部数多く短期

間に行わなければいけないというところで、業者印刷にお願いをして

いる状況です。 

ただ、単価についても極力予算の範囲内、抑えた中で更に精度の高

いものにしていくということは調整をしていきたいということと、や

はり、何度か刷って、ポイント数も含めて確認等の準備刷りもござい

ますので、まずは事務局の中で精査をして、対応を図ってまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

よろしいですか。この件に関しまして。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、報告事項③給食費の改定について。 

○肥沼学務課長 学務課からは、給食費の改定についての御報告をさせ

ていただきます。 

別紙を用意させていただきました。給食費の改定についての２ペー

ジ目に詳細を書かせていただいておりますが、小学校給食におきまし

ては、前回、平成２２年度に給食費の改定を行っておりますが、それ

以降、平成２３年度には牛乳が東毛酪農に変更したことでの値上がり、

それと、今回平成２６年度において消費税率が５％から８％に上がる
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ということで、これまでぎりぎり、いろいろな対応をして給食の提供

には努めてまいったところでございますが、給食の栄養基準、食品構

成基準を満たすためにもやむを得ず給食の値上げが必要となったとこ

ろでございます。 

１食単価につきましては低学年、中学年、高学年とそれぞれ１１円、

１２円、１３円という差で値上がりをここで書かせていただいている

とおりとなっております。 

なお、中学校のスクールランチにつきましては、直接食材費に影響

を与えるのが食品構成でございますけれども、学校給食基準の一部改

正に伴って、中学校におけるエネルギーの基準値は小学校よりも大幅

に引き下げられたというところで、まだ現地点においては食品構成基

準を満たすところになっておりますので、今後、消費税が１０％に引

き上げられたときにおいては、再度、また小学校とあわせて調整を図

らせていただければと思います。 

なお、この額に関しましては、給食運営協議会並びに校長会で諮っ

ておりまして、改定時期を平成２６年４月１日からということで値上

げをさせていただくということでよろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○町田委員長 この件に関しまして、何か御質問ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、続けます。報告事項④平成２５年度東村山市教育

研究会研究発表会について。 

○谷口統括指導主事 ④から⑦までの４つを続けて報告をさせていただ

きます。 

まず初めに④平成２５年度東村山市教育研究会研究発表会について

でございます。 

先般、２月１９日水曜日に中央公民館のホールで行われました実践

研究については３部会が発表を行いました。小学校体育部会、中学校、

社会部会、そして情報教育部会の三つの部会が発表をいたしました。 

当日の参加者につきましては、４９０名の教職員、また、御来賓は

２１名御参会いただきました。教育委員の皆様におかれましても、御

多用の中御参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

また、当日は市長もお見えになりまして、御挨拶をいただいたこと

をここで御報告させていただきます。 
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続きまして⑤平成２５年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期

募集における合格者発表後の進路決定と未決定者についてでございま

す。これはあくまでも現時点での進路状況に関しての御報告というこ

とになります。 

中学校３年生の生徒が全部で１，２４９名、これは特別支援学級在

籍者も含んでおりますけれども、進路がこの時点で決定している生徒

数が１，１８７名になっております。進路未決定者は６２名、全体の

４．９６％、５％弱ということになります。 

昨年度のこの時点での未決定者数が７．６７％であったことからも、

若干数値は下がり、決定している子供たちが多いことがわかります。 

次に⑥番、第３回いじめにかかわる実態調査の結果についてでござ

います。 

いじめにつきましては、年間を通して３回の実態調査を行ってまい

りました。今回ご報告をするのは２月のふれあい月間、いじめ防止月

間と関連させた３回目の調査結果でございます。 

報告の上がったいじめの認知件数。これは小学校が１３件、中学校

が１３件ありまして、そのうち解消済みのものは小学校１件、中学校

４件でございました。 

現在指導中、つまり未解消のものになりますが、小学校が１２件、

中学校が９件ございます。現在、学校でも継続をして指導を重ねてい

るところではございますが、その報告を指導室としても待っていると

ころです。 

いじめ防止につきましては、いじめ防止対策推進法の施行を受けま

して、現在、各学校で組織編成と学校の基本方針策定を行っておりま

す。年度末には各学校の方針が整備される予定となっております。 

次年度以降の主な変更点には、スクールカウンセラーによる児童・

生徒の面接、いじめ防止に関する授業の計画的な実施、校内における

組織的な対応などがあります。これまでも各学校ではいじめ防止に向

けた様々な取り組みが行われてきましたが、教員個人の力量に頼るこ

とが多かった部分を校内で情報共有したり、別の職員が当該の児童・

生徒にアプローチしたりするなど、複数の職員が対応に当たるといっ

た組織的な対応を行えるようにしたいと考えております。いじめの未

然防止はもちろんのこと、早期発見、早期対応に力点を置いた指導が

望まれるようになってきます。各学校には、実質的に機能をする組織
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体制を整備していただくよう指導をしております。 

続いて、⑦平成２６年度指導室主管事業についてでございます。 

初めに、平成２６年度指導室年間事業予定（第４版）でございます。

次年度の指導室関連の事業や学校の研究発表会、周年行事など主だっ

た予定が記載されております。次年度の教育委員会定例会でも随時お

知らせしてまいります。特に研究奨励校の発表会の予定につきまして

は、報告事項にも別途記載しておりますが、次年度の発表校は小学校

が３校となります。 

１校目が南台小学校、教科は算数でございますが、平成２６年１０

月３１日金曜日に発表会を予定しております。 

２校目は、秋津小学校。こちらは国語になりますが、１１月１４日、

金曜日を予定しております。 

そして３校目、北山小学校も国語になりますが、年明け１月２３日、

金曜日を研究発表会の予定としております。 

ここまでが⑦番の報告でございます。 

○町田委員長 今、④番から⑦番まで指導室より報告がございました。

ここまでの中で御意見、御質問等ございますか。 

では、ないようでしたら続けて⑧番からお願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、⑧番、平成２６年度市教育委員会定例

訪問についてでございます。 

日程につきましては、資料３のとおりになります。委員の皆様にお

かれましては、次年度も御多用の中、大変恐縮ではございますが、御

指導、御挨拶をお願い申し上げます。 

⑨平成２６年度学校周年行事についてでございますが、これは報告

事項に記載のとおり、次年度は東村山第七中学校が１０月１７日、金

曜日に３０周年の式典を取り行う予定になっております。 

報告事項⑩教職員の研修についてでございます。 

資料４は次年度の教職員の研修会、連絡会等の一覧になります。変

更をしたものについては網かけになっております。回数の変更あるい

は名称の変更などが主なものでございますけれども、内容的にも変更

をしたものがありますので、幾つか紹介させていただきます。 

まずは体力つくり検討委員会です。これまで小学校の教員が各学校

１名ずつ委員となって編制されておりました。この委員会での主な検

討協議内容は、小学生の児童の体力調査にかかわる結果分析あるいは
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課題解決のための授業のあり方の実践研究等でした。 

しかし、体力調査の結果を小・中学校９年間で系統的に見ますと、

先般、御案内のとおり様々な課題が浮き彫りになっております。例え

ば、小・中学校を共通して反復横飛びなどに代表をされる敏捷性にか

かわる力に課題があるということ。小学校段階で課題とされている持

久力などが、中学校段階では都の平均を上回るほど向上されているこ

となどが挙げられます。 

そのため、次年度からはこの体力つくり検討委員会に中学校の先生

方にも加わっていただきながら、中学校体育のノウハウを小学校教員

にも伝えたり、あるいは各学校で体育の授業時間以外の体力向上を図

る取り組みを検討したりするなど、東村山市の小・中学生の子供たち

の体力を全体的に底上げしていきたいと考えております。 

もう一つ紹介させていただきますと、家庭教育の手引き書活用推進

委員会というのがございます。これまでは手引き書の改定にかかわる

記載内容の検討を主に行ってまいりましたが、次年度は名称のとおり、

活用に重心を置いた委員会にしてまいります。 

具体的には手引き書に記載されている内容の理解啓発を推進してい

くためにも、保護者会や地域懇談会等で積極的に活用できるよう、演

習事例集を作成して、各学校にデータ配信をしてまいります。実践検

証も行いながら各学校での活用を促して、家庭の教育力の向上を図っ

てまいりたいと考えております。 

そのほかの研修につきましては記載事項にもありますが、夏季宿泊

研修、夏季集中研修、教育相談研修、そして東村山市立学校教員研修

を記載のとおりの日程で行いますので、御予定いただければありがた

いと思います。 

なお、最後の東村山市立学校教員研修は、今年度はいのちと心の教

育週間１０年目となり、全教職員、悉皆の研修を取り行いました。こ

れを継続して毎年一度、東村山市全体の教育課題を全教員で考えてい

く機会を持ちたいと考えまして、名称を変え、８月２５日月曜日に行

う予定でございます。 

なお、次年度のこの研修会では、仮の題ではございますけれども保

護者の意見、要望等への対応というテーマで講師の先生をお呼びして

研修を行いたいと考えております。 

最後に、報告事項⑪教職員、児童・生徒、学校の状況についてでご
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ざいます。 

現在、次年度の各学校の教育活動の計画書となります教育課程を受

理しております。次年度の教育課程を編成するに当たっては、指導室

より３点ほど重点化して各学校にお伝えいたしました。 

１点目は、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえて、各学校が策定

している基本方針を基に学校いじめ対策委員会、そして学校サポート

チームを校務分掌に位置付けることなど、組織的にいじめ防止対策を

行うこと。２点目は、道徳の時間を確実に確保して、道徳教育推進教

師、これを中心とした校内体制を整備して、道徳教育の充実を図るこ

と。そして、３点目は、登下校中の事故防止あるいは防犯に関する安

全指導の徹底を図ること。この３点を学校にお伝え申し上げ、各学校

とも教育課程に何らかの形で反映していただき、次年度、具体的に教

育活動を展開していただくことになります。 

また、各校の教育課程の傾向については、昨年度、定例訪問のおり

に、重点的に指導室より指導をしてまいりました子供たちの自尊感情

あるいは自己肯定感をはぐくむ取り組みについて、計画的に取り組ん

でいこうとしている学校が徐々に増えてまいりましたので、この場を

おかりしてご報告させていただきます。 

以上でございます。 

○町田委員長 指導室より⑧番から⑪番までご説明をいただきました。

この中で御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 次に進めます。 

ほか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。 

○田中図書館長 図書館から１点目といたしまして、インターネットを

活用した情報提供の実施状況について、２点目といたしまして、アン

ネの日記関連図書の破損被害での対応について御報告をさせていただ

きたいと思います。２件続けてお話し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。 

○田中図書館長 はじめに、お手元にオンラインデータベースが利用で

きますという案内を御覧いただければと思います。 

図書館では、市の実施計画事業として昨年１０月よりインターネッ

トを活用した新たなサービスを開始したところでございますので、そ
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の利用状況についてここで御報告をいたします。 

中央図書館では、利用者用のインターネット端末を３台設置し、そ

のうちの１台では、オンラインデータベースが検索できるようになっ

ております。お手元の資料はそのデータベースの一覧で、法律や判例

の文献、明治期からの新聞記事など、豊富で信頼性の高い情報が検索

でき、また職員によるレファレンス業務にも活用することができてい

ます。 

インターネット端末は１回の利用を３０分とし、待つ人がいなけれ

ば継続利用ができるようにしておりますが、３０分以上続けて利用さ

れる方が多く、月五、六十件程度の利用となっております。 

データベース検索専用の端末はまだ利用が少なく、積極的なＰＲが

必要であると考えております。 

来年度に向けましては、データベースの内容の見直し等を行い、利

用者が直接検索できるデータの範囲の拡大や障害者サービスの一環と

して視覚障害者等に提供するための音声デイジーデータが活用できる

仕組み等、提供できる情報の拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

続けまして、アンネの日記関連図書の破損被害への対応について御

報告いたします。 

２月下旬から新聞等で取り上げております、アンネの日記関連図書

の破損被害でございますが、当市の図書館では被害が出ておりません。

現在の対応状況につきましては、開架スペースにあったものをカウン

ター内に集めて、あわせて利用者からの請求に応じて貸出や館内での

閲覧ができるように、館内での掲示を行っております。 

図書館の資料はどなたでも自由に閲覧できるように、できるだけ開

架スペースに置くものと考えておりますが、今回は被害が隣接する市

の図書館で起こっていること、そして当館には防犯カメラ等の設備が

ないことから、開架に置いた状態を維持することとなりますと、館内

巡視を厳しくせざるを得ず、結果として利用しずらい環境になる可能

性が高いと考えまして、一時的に対面での利用とさせていただいてお

ります。 

ただし、どのような本があるかについては利用者の方にも見えるよ

うに、カウンター内の見えやすい場所に置くなど、関心のある利用者

には丁寧に対応をするように努めているところでございます。 
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以上です。 

○町田委員長 図書館長より２点報告がございました。この件に関しま

して御質問等ございますでしょうか。 

○小関委員 アンネの日記関連ということですけども、杉原千畝の関連

も同じ対応ですか。 

○田中図書館長 実際には、新聞等でも杉原千畝の本やホロコースト関

連の本等幅広く報道されています。著名にアンネの日記と書いていな

くても、図書館のデータは件名やキーワード検索等いろいろな検索の

方法がございまして、そういったテーマで検索をすることができると

いう意味では、今、引き上げているのはある程度幅を広げて、アンネ

の日記、アンネ・フランクということだけではなく、杉原千畝の本も

含めて、幾らか引き上げるという対応をさせていただいております。 

○森教育長 新聞等で騒がれる以前からか、報道されてから対応をとっ

たのかを教えていただけますか。 

○田中図書館長 実際、この事実の幾らかを知ることができたのは新聞

報道がされる１週間ほど前に多摩六都科学館で行われた館長会でござ

いました。その中では西東京市と東久留米市に被害が出ているという

ことで、被害が起こり得る可能性があることは存じておりましたが、

その段階では書架にそのまま置いた状態でありました。 

２月２１日金曜日から２２日土曜日の夜にかけて新聞やニュース等

で大きく取り上げられまして、図書館としては２３日日曜日から引き

上げるという措置をとっております。新聞報道等でとても広く報道を

されたため、本当に犯人が直接行うことだけではなく、話題になって

いる本ということで模倣犯も出るのではないかと、急遽措置をとった

ところでございます。日曜日は緊急対応でございましたので、当日勤

務の係長と私とで判断をいたしまして、週明けすぐに全体の係長から

の聞き取りもし、また、司書を集めて、東村山市の図書館としてはど

のように対応をしたらいいのかということを論議いたしました。本当

に中に入れるのか、出したままにするのかということについては様々

な検討を行いましたが、先程申し上げたような理由で、東村山市とし

ては一時的に引き上げるという考え方をとったところです。 

○町田委員長 ほか、よろしいですか。 

○吉村委員 これから図書館内に防犯カメラを設置するのかどうかを常

に意識の中でしっかり持っていかなければなりませんね。 



２６ 

○田中図書館長 防犯カメラの設置につきましては、図書館は利用をし

ているという実態そのものも個人のプライバシーと考えるということ

で、カメラの設置については明確な考え方を持つことが必要であると

考えております。 

しかし、今回のような本の破損ということだけではなく、館内での

利用者同士のトラブル等も、今後想定されることもございますので、

市全体の防犯カメラの設置の考え方に沿って、またほかの自治体での

設置をされる状況等も検証をしながら、東村山市としてはどうしてい

くのか、いつの段階で取り組むのかということについては、情報を積

極的に集めて検討をしていきたいと思っています。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

ほかに報告事項お持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○高橋教育支援課長 前回の教育委員会で御連絡をいたしました第３３

回特別支援学級小・中合同作品展の件について、御報告をさせていた

だきます。 

２月１９日、水曜日から２３日の日曜日まで公民館１階フロアで実

施いたしました。大勢の教員、大勢の市民の皆様に御覧いただきまし

た。委員の先生方の中にも御覧いただいた先生がいらっしゃいます。

感謝を申し上げます。 

この事業は特別支援教育の理解啓発事業につなげて次年度も実施さ

せていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

以上です。 

○町田委員長 この件に関してよろしいでしょうか。 

私も見させていただきまして、大変よくできていたし、このような

活動をしていることを見ていただけるいい機会でないかと思いました。 

ほかに報告はございますでしょうか。 

○内野公民館長 公民館から２点御報告をさせていただきます。 

まず１点目ですが、公民館利用者懇談会を開催ということで、３月

２日日曜日に平成２５年度第２回の利用者懇談会を開催いたしました。  

この利用者懇談会につきましては、今年度の公民館の目標といたし

まして、公民館職員と利用者の方及び利用者の方々同士の親睦を深め

るという目的。また、利用者の方と直接懇談会を開いて、公民館をよ

りよく運営していくためにアドバイスをいただきたいという点も含め

て今年度から利用者懇談会を開催させていただいております。 
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前回につきましては、８月３１日日曜日に１回目を開きまして、そ

の際には利用者の方からいろいろな意見を聞いて、その意見に答える

ような形をとりましたが、先だっての日曜日につきましては、各館ご

とにグループ討議を行う形をとりました。参加者につきましては２７

団体、３６名の利用者の方に集まっていただきまして、１０時から１

１時半まで、各館ごとにグループを作りまして、中央公民館について

は２グループ、ほかの各館については１グループずつで計６グループ

作りまして、公民館をもっとよく利用をしてもらうためにはどうした

らいいのかということをテーマにグループ討議を行いました。 

いろいろな意見をいただく中で、無料化にしてほしい、設備面をも

う少しきれいにしてほしいなどのご意見もいただきましたけれども、

発展的な意見としては、各館で公民館を盛り上げるために祭りを開催

してはどうか、利用者の方々に企画をしてもらって、公民館の講座を

開いてみてはどうか等、１時間半という時間ではありましたが利用者

の方から建設的な御意見をいただきました。参考になる御意見もいた

だいておりますので、今後、公民館の中で協議をして考えていきたい

と思っております。 

今後も引き続き利用者懇談会につきましては、年に２回ほど開催す

る予定で考えておりまして、公民館の課題等についても利用者の方と

話し合いながら、御意見をいただいて進めていきたいと考えておりま

す。 

もう１点につきましては、展示室の利用目的の緩和がございます。

かねてから公民館の展示室については、利用されてないときには照明

が点灯されていないため暗いこと、また、１階のロビーと隣接してい

るので利用者以外の市民の方にも憩えるような考えはないのかという

御意見をただいております。公民館の展示室を展示で利用をするとい

うのが一義的な目的でありましたが、利用目的の緩和しほかの目的で

使用できるように検討をしてまいりました。公民館運営審議会にも、

展示室をはじめ各集会室につきましては、一義的な利用目的はありま

すが、空いている場合には一定の目的においては使用しても構わない

のではないかと相談し御了承をいただいており、展示室についても展

示以外でも使用していただこうと現在進めております。 

つきましては、３月１６日の日曜日ですが、試行的に展示室にてフ

ルートコンサートを実施したいと考えております。フルートコンサー
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トにつきましては、フルートの団体の方より展示室で開催してみては

というお話もいただいておりました。 

近隣の各市を調査いたしましたところ、例えば東久留米市のマルニ

エホールでは、定期的に展示室を利用してコンサートを実施している

状況もございました。展示室の利用についてはコンサート以外でも検

討をしていきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

以上です。 

○町田委員長 公民館より報告がございましたけども、この件に関しま

してよろしいでしょうか。 

３月１６日は何時からでしょうか。 

○内野公民館長 １２時半から１時半の予定です。 

○町田委員長 わかりました。 

○内野公民館長 お忙しい中恐縮でございますが、御来館いただけまし

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ほかによろしいでしょうか。 

では、ほかに報告をお持ちの方いらっしゃいますか。 

○池谷国体推進室長 国体から先日行われました国体の解散総会につい

て、ご報告させていただきます。 

国体も皆様のお力添えにより無事に終了することができました。あ

りがとうございました。先月の２月１７日月曜日に国体は解散総会を

開催いたしまして、事務報告並びに収支計算について御承認をいただ

きました。総会の終了後には市長より解散宣言を行っていただきまし

た。この解散総会をもって終了となりますが、今大会の成功を踏まえ

まして、今後の、当市のスポーツ行政を更に発展させたいと考えてお

りますので、引き続き教育委員の皆様の御支援、御協力をよろしくお

願い申し上げます。 

また、町田委員長におきましてはお忙しい中、総会へ御出席をいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

なお、当市の開催競技でありますバスケットボール、それからティ

ーボールをデザインしました記念碑をスポーツセンターの第一体育室

の前に飾らせていただいておりますので、御来場の際にはどうぞ御覧

いただければと思います。 

また、東京都から国体マスコットキャラクターのゆりーとをスポー
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ツ推進大使として、今後、スポーツ全体に活用をしてもらいたいとい

うことでしたので、当市におきましてもスポーツ推進大使になりまし

た。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○町田委員長 この件に関しまして何かございますか。 

ゆりーとダンスはどうなりますか。 

○池谷国体推進室長 東京都に確認をいたしましたところ、具体的に進

めてほしいということではなく、単にゆりーとが推進大使になったと

いうことでしたので、もし御要望があればやっていこうと思います。 

○町田委員長 わかりました。 

では、ほかに報告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 私から３点ほど御報告をさせていただきます。 

まず１点目が、先程部長から一般質問のお話をさせていただきまし

た。今後の議会の関係でございます。３月１０日月曜日に生活文教委

員会が開催されます。生活文教委員会では、教育委員会関係が４本の

議案が出ております。一つは、東村山市奨学資金貸付条例の一部を改

正する条例、次に東村山市立学校施設使用条例の一部を改正する条例、

この２本は条例の条ずれ、段ずれが起きていたため、これを訂正し整

理をするものでございます。特に内容についての変更はございません。 

次に東村山市社会教育委員に関連する条例の一部を改正する条例、

東村山市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の２本につきま

しては地域主権改革によりまして、国のほうが各市町村、自治体に権

限委譲をされるということで、改めて委員のきちんとした定めをする

ということで、これも上位法が変わったことによって改正をするもの

ですので、特段、内容に変更はございませんが議案として出させてい

ただきます。 

次に所管事務調査ということで、引き続き特別支援教育の推進結果

について議論をされるということでございます。 

また、請願におきましては学校の体育館、特別教室に空調をという

請願が出ているので、こちらが審査されるという内容でございます。

こちらが３月１０日月曜日の生活文教委員会でなされるものでござい

ます。 

３月１４日金曜日から１９日水曜日の間は、平日の４日間でござい

ますが、平成２６年度の新年度予算について審議をされる予定でござ

いまして、教育委員会は４日目に審議に入ると思います。 
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そして、３月２６日水曜日、最終日ですけれども、追加議案という

ことで、３月補正の内容について審議をする予定でございます。 

議会関係は以上でございます。 

２点目でございますが、お手元に新聞の切り抜きを配布させてい

ただきました。こちらは、ソチオリンピックの女子アイスホッケー日

本代表、スマイルジャパンの床亜矢可さん、育ちは釧路でございます

が、東村山生まれで富士見町に住んでおられます。２月２７日木曜日、

床亜矢可さんに東村山の市役所を訪問していただきまして、オリンピ

ック出場報告、そして教育委員会、市からその労をねぎらうというこ

とで開催をさせていただきました。次回の４年後はまたピョンチャン

の大会を目指して頑張るという報告をいただいたところでございます。  

また、教育委員会としては、今後、スポーツセンターにそのご本人

の写真や道具をお借りして飾るとともに、スポーツの推進、また本人

の応援をしていきたいと考えているところでございます。 

妹さんも、全日本にもうすぐ入れるのではないかということなので、

４年後は姉妹で参加できることを願っているところでございます。 

東村山市でも引き続き応援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。 

３点目になりますけども、３点目は先日の２月７日、１４日に大雪

がございました。それによって教育委員会も施設の被害状況がありま

すので、各課長から順次報告をさせていただきます。 

○田中庶務課長 初めに学校関連でございますが、当初、２月７日選挙

の当日ということもあり、現業職員で選挙会場の雪かきの応援体制を

図らせていただきました。そのときには大きな被害は特に出ておりま

せんでしたが、２月１４日の２回目の大雪のときに、１回目よりも雪

の質も重かったということもあるのか、各学校で、倒木したというこ

とはございませんが、枝が折れるという被害が若干ございました。ま

た、しばらく雪がかなり積もっていたということもございまして、第

二中学校の２階の玄関のひさしから雨漏りが生じておりまして、現在、

２階の玄関の昇降口と事務室が雨漏りしているため、天井からビニー

ル等で迂回措置をして、今、雪が引いた状態になりましたので、今後、

防水の対応を年度内に対応を図っていきます。 

学校関係は以上です。 

○平島社会教育課長 白州山の家でございます。白州山の家の被害はお
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風呂の外にある目隠しが屋根からの雪により全部破損いたしました。

被害状況はまだはっきりしておらず、来週の火曜日に社会教育課が山

の家に行って確認をし、被害状況を出す予定になっています。 

○内野公民館長 公民館につきましては、３館で４件故障と事故がござ

いました。 

まず、中央公民館ですが、２月１４日金曜日の雪で線路側の入り口

の雨除けのアクリル板に雪が落ちて３カ所割れてしまって、今、ガム

テープで一時的に補修しておりますが、取りかえの対応をしたいと思

っております。 

富士見公民館ですが、２月１４日金曜日の雪で正面入口の向かって

左にある駐輪場脇の赤松の大きい枝が折れまして、駐輪場に１カ所ぶ

つかったり、歩道に枝が倒れましたということがございました。枝は

すぐに横によけて、通路の邪魔にならないように処置をしまして、先

週、業者に依頼して枝の撤去と、折れかかってまだひっかかっている

枝の撤去をした状況でございます。 

富士見公民館でもう１件、事務所側の上の天窓が破損いたしました。

朝方だったことと、休館日というのもありましたので職員はいない状

況でしたが、事務室内にガラスが飛び散りました。板で補修をしてい

ましたが、月曜日に修理をしてもとどおりに補修をいたしました。 

最後に廻田公民館ですが、廻田公民館文化センターの室外機が故障

しまして、２月１４日、金曜日の夕方から空調が止まりまして、すぐ

業者にも対応を依頼しましたが、大雪のため業者も対応をしきれない

ということで、利用者の方にはすぐに連絡をし、土曜日、日曜日等に

ついてはキャンセル等の対応、もしくは、使われるという場合には中

央公民館から電気ストーブを持ってきて対応をするというような状況

がございました。原因といたしましては、屋根がないところに室外機

に雪がかぶってしまい故障、動かなくなったということと、その後も

ファンベルトが切れまして故障がひどくなったということですが、週

明けの月曜日に改修は終わりまして、今は動いております。 

以上でございます。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課でございますけども、スポー

ツセンター、また、屋外の体育施設がありますけれども、特段、双方、

施設そのものに破損等はありませんでした。 

ただ、敷地内の桜の木の枝が若干折れたことと、屋外の施設につい
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ては積雪によりまして、しばらく利用ができない状況がございました

けれども、職員で雪かきを行いまして、今は再開をしております。 

以上になります。 

○川合指導室長 各学校の授業関連の雪にかかわる中止、繰り下げの件

でございますけども、２月７日の雪に関しては、土曜日になりますが

東村山第七中学校が道徳授業の地区公開講座を予定しておりましたが、

午後カットで子供たちを帰したという実態がございました。 

それから、２月９日日曜日には東京駅伝が予定されておりましたけ

れども、直前になりまして中止という報告が入りましたので、この５

回目はなくなりました。 

その後の２月１５日には、廻田小学校の研究発表でございましたけ

れども中止となりまして、更に週が明けた月曜日は時間を２時間ほど

繰り下げて授業を行うことになりました。その他の学校も全て、職員

が総出で雪かきをして、何とか対策を講じたわけですけれども、実態

としてこういう授業の繰り下げ、その他、中止がありました。 

以上です。 

○中村ふるさと歴史館長 八国山たいけんの里ですけれども、屋根の形

状が非常に滑りやすい形状になっておりまして、その雪が１点集中で

落ちてしまい、３メートルほどの大きな雪山になりまして、一部は窓

に少し接するような形でしたので、そこは緊急対応で除雪をして、

徐々に山を崩していく対応をしております。 

また、屋根についての雪どめですが、一部曲がってしまったところ

があります。 

本町の浅間塚にある枯れた木が今回の雪で倒れたため対応を進めて

いる状況でございます。 

以上です。 

○間野教育部次長 各課長から、報告をさせていただきましたけれども、

このような雪による影響がございました。 

また、２月９日は東京都の都知事選がございました。各学校が投票

所ということになりまして、教育委員会でも環境整備班、または職員

が総出で雪かきを等の対応をさせていただきました。 

全庁的には大雪でしたので、除雪の作業をしたり、業者に駅前や、

庁舎内、駐車場等の除雪を依頼したところも一部ございました。道路

関係は少し影響を受けたという報告は受けておりますけども、そうい
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ったものは今後修繕をして、予算は予備費を活用して、その修繕を行

っているところでございます。今後、その予備費につきましては、国

の特別交付税で歳入をいただけるように、今、お願いをしているとこ

ろでございます。 

以上で報告を終わります。 

○町田委員長 本当に記録的な降雪であっただけに、各所でいろいろな

被害があったと思います。農家のハウス等では軒並み潰れて大変な被

害でした。 

ほかに報告をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。よろしい

ですか。 

以上をもちまして、平成２６年第３回東村山市教育委員会定例会を

閉会いたします。 

 

午前１１時１７分閉会 

 


