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平成２６年第４回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年４月３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。（４名）  

  町田 豊、當摩 彰子、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 

指導主事 石 田 玲 奈    

 

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 なし 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２６年度教育関係予算について（教育部長） 

②東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

③平成２６年度東村山市立小・中学校教育課程の状況について

（指導室） 

④平成２６年度東村山市立小・中学校教育課程編制上の特色につ

いて（指導室） 

⑤平成２６年度市教委定例訪問等の予定について（指導室） 

⑥学校図書館専任司書の活用状況について（指導室） 

⑦「東村山市版 算数基礎ドリル（量と測定編）」について（指
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導室） 

⑧教職員、児童・生徒・学校の状況について（指導室） 

 ・平成２６年度 市立学校の研究奨励校等について 

 ・平成２６年度における少人数学習指導・ティームティーチン

グ等の実施について 

 ・平成２６年度における不登校児童・生徒への対応について 

⑨その他 

 

午前９時４５分 開会 

 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第４回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。よろしくお願いします。 

  本日の署名委員は、當摩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８名いらっしゃいますので、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 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時４５分 休憩 

 

午前 ９時４７分 再開 

 

○町田委員長 では、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は、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。 

○田中庶務課長 本日、吉村委員が治療のため欠席しておりますが、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項により過半数



３ 

の委員の出席が確保されておりますので、本委員会が成立することを

御報告させていただきます。 

○町田委員長 ただいま庶務課長より御報告がございましたとおり、会

議を開催いたしたいと思います。 

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。 

本日は議案がございませんので、報告事項に移ります。 

では、報告事項①平成２６年度教育委員会関係予算についてお願い

します。 

○曽我教育部長 それでは、平成２６年度の予算の概要につきまして、

報告させていただきたいと思います。 

まず、予算編成でございますけども、平成２６年度は市制施行５０

周年という節目の年に当たりまして、自治力・活力・魅力を高め、５

０年の歩みを明日の東村山へつなげる予算を編成方針としております。 

各会計の予算規模でございますけども、まず、平成２６年度予算額

一般会計でございます。５０１億７７１万９,０００円となっており

まして、前年度対比で１２億６,５２８万６，０００円の増となって

おります。５００億円を超えて過去最高となっております。 

続きまして、特別会計につきましては、介護保険事業特別会計と、

後期高齢者医療特別会計は増えておりますけども、これは医療費の増

という内容でございます。 

下水道事業の特別会計でございますけども、これは公債費の減で、

１億２，３１０万８，０００円の減となっております。 

平成２６年度予算額の合計でございますけども、８５８億４，８０

９万８，０００円と８５０億円強となっております。 

２ページでは予算規模の推移を示させていただいております。 

次に歳入を説明させていただきたいと思います。 

市税でございますけども、予算額としては市全体で２０５億１，９

４３万１，０００円。増減額でございますけども、３億８，８１３万

３，０００円の増となっておりまして、伸び率がプラス１．９％でご

ざいます。これはアベノミクスの影響と捉えております。また、好調

な企業としては銀行の伸びが著しいことを伺っております。 

次に、６の地方消費税交付金でございますけども、１６億６，００

０万円となっておりまして、増減額が３億１，９５０万９，０００円

ということで、これは４月より消費税が８％にアップとなったことに
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よる影響額がございます。それに伴い交付金が増えております。 

９の地方交付税は４０億１，２５０万円で、８，１５０万円の減で

ございます。これは約１％国の補助金、交付金が圧縮されておりまし

て、その影響が出ております。 

次に、１７の繰入金でございます。昨年より５億８４７万１，００

０円増えておりますけども、これは平成２６年度の退職者３１名分を

見込みまして、退職手当基金を取り崩したところによる増でございま

す。 

以上が歳入の主な内訳でございます。 

２の支出、款別の予算額、２の総務費でございます。総務費の増減

額は１億４，９０８万６，０００円の増となっておりますけども、こ

れは庁舎内の耐震の設計の委託料が主な増理由となっております。庁

舎も大分古くなってまいりましたので、今年度、耐震設計を行いまし

て、その後、事業工事へ移ります。 

続きまして民生費でございます。民生費は毎年増えております。扶

助費等の額が主な内容でございますけども、かなり大きく１０億３８

２万８,０００円伸びております。 

８の土木費に関しましては、道路整備等の事業費の関係で４億６１

６万３，０００円伸びております。 

次に、公債費でございますけども、補助金等を利用して行う事業等

がございます。その関係で公債費が１億５，５２１万４，０００円増

えております。 

積立金でございますけども、これは新規で積立金が１つ入っており

ます。一番下の「子育てするなら東村山推進基金」ということで１，

０００万円ほど基金を積み立てております。こちらは、保育園の待機

児対策の基金でございます。 

次に主要事業の重立った事業を説明させていただきたいと思います。 

総務費の上から４つ目でございます。新規に市制施行５０周年記念

事業として２，０７４万６，０００円の予算を組んでおります。これ

は１０月２６日の式典等を含んだ金額となっております。 

次に、７つ下の本庁舎耐震補強改修事業費ということで、先程述べ

させていただいた実施設計の事業費でございます。 

防災無線は今年度で終了ということで、第３期の工事となりますけ

ども、６，６８３万１，０００円の予算を組ませていただいておりま
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す。 

続きまして、生活保護援助事業費が６０億円を超え、６０億８，８

６１万１，０００円計上しております。 

新規で衛生費でございますけども、眼科検診事業費ということで、

今回、初めて眼科検診を市民の方に実施するために３４３万７，００

０円の予算を計上しております。 

続きまして、都市計画道路３・４・２７号線の整備事業で予算が１

５億２，９７３万２，０００円となっております。そのうち３・４・

２７号線用地取得で、１３億４，０３３万２，０００円計上させてい

ただいております。 

新しく西武園駅エレベーター等整備費負担金ということで７，７０

０万円計上しております。 

次に、教育費でございますけれども、２０２０年の東京オリンピッ

クを目指して、学校のオリンピック教育推進校の事業費といたしまし

て２００万円計上させていただいております。 

また、教員サポーター報償で、１，６２２万２，０００円計上させ

ていただいておりますけども、教員サポーターの増員に伴う予算もこ

れに含ませていただいております。 

次に、新規で５０周年記念事業として小中合同作品展の消耗品を１

２万円ほど計上させていただいております。これは特別支援学級の合

同作品展の経常費でございます。 

続きまして、水飲栓直結給水化工事ということで、工事を４件計上

させていただいております。 

続きまして、中央公民館管理経費でございますけども、耐震化工事

実施設計委託料で１，０７０万円を計上させていただいております。

これは公民館前の道路が緊急避難道路に指定されており、平成２７年

度までに耐震工事を終了させていかなければならないので、今年度、

その耐震補強工事の実施設計の委託料を計上させていただいて、平成

２７年度に工事を進めていくこととなります。 

市民体育大会事業費で、５０周年記念事業費を３３７万円計上させ

ていただいております。これは市民体育大会５０周年記念として５０

周年記念のメダル等を作製していきたいということでございます。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいま部長より報告がございましたけれども、この件
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に関しまして御意見、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 では、続きまして、報告事項②平成２６年度東村山市立

小・中学校教職員の異動について、指導室よりお願いします。 

○川合次長 それでは、資料１を御覧いただければと思います。 

昨年度末、３月２５日の第１回教育委員会臨時会の際に、教員の人

数について御報告をさせていただきました。そのときと大きくかわっ

ておりませんが、変更点だけ御報告をさせていただきたいと思います。 

転出関係に変わりはございません。 

転入関係で下の欄、期限付任用、小学校で男性１。これは３月２５

日以降、この４月１日付で着任できるよう対応をした期限付任用教員

が１名、東萩山小学校に入りました。 

また、今後の採用予定で小学校に１、中学校に１となっております

が、これにつきましては南台小学校の１年生が７１名、学級増になり

ます。それから、第四中学校の通級指導学級が１学級増という形にな

りますので、今後の予定として、合計で３名。先程の期限付と含めて

３名、３月２５日の時点の９６名から９９名となりました。この人数

につきましては、ほぼ昨年度並みというところでございます。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいまの件に関して御意見、御質問はございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 それでは、続いて報告事項③平成２６年度東村山市立

小・中学校教育課程の状況についてお願いいたします。 

○谷口統括指導主事 報告事項③番から⑧番までを続けて御報告させて

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 まず③番、④番をあわせて御報告させていただき

ます。 
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平成２６年度東村山市立小・中学校の教育課程の状況、そして編成

上の各学校の特色についてでございます。資料の２と３を御用意させ

ていただきました。 

昨年度末に全校の教育課程を受理いたしました。各学校の特色等に

つきましては、資料３、全体の傾向につきましては資料２のようにま

とめさせていただいております。本日は全体を捉えた傾向についての

み御報告をさせていただきます。 

特に、学力向上につきましては、多くの学校が本年度の重点目標と

して掲げております。長期休業中の補習学習の実施、それから朝学習

の定期的な実施などを位置付けております。 

また、資料への記載はございませんが、東村山市版算数基礎ドリル

を使った学習は昨年度、全小学校が様々な場面で行っており、本年度

も継続をして行う予定を全小学校が立てております。 

更には、中学校においても補習学習として活用が始まっていると、

このような報告も受けております。 

続きまして⑤番、平成２６年度市教委定例訪問等の予定についてで

ございます。 

本年度の定例訪問等の予定は、資料４の一覧のとおりとなります。

委員の皆様には、本年度も御挨拶や御指導をどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

平成２６年度東村山教育委員会定例訪問についてという資料を御用

意いたしましたので御覧ください。 

本年度の定例訪問の持ち方を若干変更しようと考えております。変

更点は（３）の午後の内容の部分となります。これまで午後の５時間

目、学校の５時間目に研究授業を行い、その後、研究会を実施してい

る学校もありましたが、今年度はこの研究会の部分を基本的には研修

としていただき、記載されている３つのテーマから学校に選択しても

らうようにいたしました。 

その理由は、これらの内容をぜひ学校全体で、職員に意見交換をし

ていただきながら行っていただきたい、こういった点にございます。

いじめの防止、自尊感情、自己肯定感を育む指導、保護者同士のコミ

ュニケーションを活性化させる取り組みはどれも学校が一体となって

取り組んでいただきたいと考えております。 

なお、これまで同様、研究授業を行いたいという学校もあろうかと
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思われますので、その場合には指導室と御相談をさせていただき、学

校の考えを尊重していきたいと考えてはおります。 

⑥番、学校図書館専任司書の活動状況について、資料５を御用意い

たしました。昨年度、学校図書館専任司書の活用状況等を把握するた

めに、６月と２月に年間２回、小学校３年生と中学校２年生の同じ学

級の子供たち、そして、各学校の図書館担当の先生方を対象にアンケ

ート調査を行いました。本日お配りした資料は１枚目が年間２回とっ

た、この２回分の変容に関する資料。そして、２枚目の裏表印刷のも

のがアンケート第２回の調査結果のまとめとなっております。 

変容や実態については１枚目にまとめてありますが、考察の下線を

引いた部分が主なものになります。幾つか御紹介をさせていただきま

す。小学校３年生の場合には、１カ月間に学校図書館を利用する回数

が大幅に増えました。また、専任司書へ相談をする児童の割合も徐々

に増えております。中学校２年生においても微増ではありますけれど

も、１カ月に読んだ本の冊数や、学校図書館を利用する回数などが増

えております。 

読書に関する意識調査についても、小学校３年生で約９割、中学校

２年生で約８割の子供たちが好き、あるいはどちらかというと好きと

いった肯定的な回答を示しております。 

ただ、裏返して考えますと、小学生、中学生を比較して約１割の子

供たちが否定的な回答が増えていると、小学校に比べ中学校のほうが

増えているということを読みとることができるかと思います。 

このことからも、中学校においては読書に関する環境の整備だけで

はなく、本を読むことの必要性などが実感できるような指導を取り入

れることが求められます。この課題につきましては、今年度の取り組

みに反映をさせていきたいと、このように考えております。 

続きまして、⑦番、東村山版算数基礎ドリル「量と測定編」につい

てでございます。 

資料６はこの算数基礎ドリルの概要となる部分をまとめてございま

す。そして、本日配付をしましたのが、昨年度１年間かけて基礎学力

向上推進委員会が作成しましたドリルの「量と測定編」の試作版でご

ざいます。この「量と測定編」につきましても、本年度１年間をかけ

て見直し、検討を行って、完成版を作成してまいります。 

また、本年度は「図形編」、そして「数量関係編」というものの試
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作版づくりにも着手していきたいと、このように考えております。更

には、平成２７年度には中学校の基礎ドリルの作成ということになり

ます。 

⑧番、教職員、児童・生徒・学校の状況についてでございます。 

まず初めに、平成２６年度市立学校の研究奨励校等についてでござ

います。先程資料２にも掲載をさせていただきましたが、本年度の東

村山市の研究奨励校は昨年度から引き続く２年次が秋津小学校、南台

小学校、北山小学校の３校となります。この３校につきましては、研

究発表会も予定されております。 

また、本年度からスタートをする１年次の学校が久米川小学校と東

村山第六中学校となります。そのほかにも、東京都教育委員会の研究

指定としまして、オリンピック教育推進校が化成小学校、回田小学校、

萩山小学校の３校です。言語能力向上拠点校が回田小学校、北山小学

校、久米川東小学校、東村山第三中学校の４校となります。更に、理

数フロンティア校が富士見小学校、東村山第二中学校の２校となりま

す。以上が東京都教育委員会の指定の研究校となりますので、この場

で御報告をさせていただきます。 

次に、平成２６年度におけます少人数学習指導、ティームティーチ

ング等の実施についても御報告をいたします。 

本年度は本市の小学校全校に東京都教育委員会より教員加配をいた

だくことができましたので、全校において少人数学習指導を算数科で

実施してまいります。中学校においては、昨年度と同様、全校に加配

をいただきましたので、教科によって違いこそありますが、少人数学

習指導あるいはティームティーチングの学習形態で授業を展開してま

いります。定例訪問の折にはぜひ御覧いただければと思っております。

よろしくお願い申し上げます。 

最後に、平成２６年度における不登校児童・生徒への対応について

御報告いたします。 

本年度は東村山第四中学校に不登校加配の教員が配置されることに

なりました。平成２４年度まで配置されておりました東村山第一中学

校においては、大きな成果を上げることができております。今年度か

ら配置される東村山第四中学校においても、現在、具体的な取り組み

の計画を進めておりますので、指導室としましても支援をしてまいり

たいと考えております。 
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また、この東村山第四中学校の実践については、まさに市の拠点校

として加配のない学校でも取り組める不登校対策の手立てや、学校全

体のシステムのあり方などの実践研究も校長に御依頼申し上げており

ます。これらは他校でも参考にできるよう、各種委員会の研修会等を

通して、全校で共有をしてまいります。 

更に、今年度は希望学級と学校の連携も強化したいと考えておりま

す。全小中学校でまずは一人の学校復帰から、これを目標に掲げ取り

組んでまいります。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室より続けて報告をいただきました。御質問等ござ

いますでしょうか。 

○森教育長 図書館司書の配置による読書活動の充実アンケートについ

てでございますが、確かに子供たちが読書活動を盛んにすることは学

力向上に極めて重要なことになってくるだろうと思っております。小

学校でこれだけ数多くの児童が読書活動をしているにもかかわらず、

中学生になるとなぜ減ってしまうのか。部活動が始まること、あるい

は受験勉強のために時間が削がれてしまうことがあるだろうと思いま

すが、現段階である程度つかめている原因はございますか。 

○谷口統括指導主事 今回、全２回の調査を行ったことでこの読書率と

いうのでしょうか、割合が下がっていることが把握できた段階でござ

いますので、この原因分析については、今後、また詳しく調査してい

く必要があるだろうと考えております。 

しかしながら、教育長の御指摘のとおり、やはり絶対的な時間が少

ないのではないかということが予想されますので、ぜひ中学校の国語

科を中心とした授業の中でも読書の必要性、あるいは本そのものの面

白さを味わわせるような指導を展開していきたいというように考えて

おります。 

以上でございます。 

○森教育長 もう一度アンケートをとられることですけれども、なぜ減

ってしまうのかという原因を明確にする必要がありますし、それを受

けて、具体的にどうすれば読む時間が増えていくのかという対策も検

討をしていく必要があると思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 
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ほか、いかがでしょうか。 

○當摩委員 不登校に関しての対応を非常にきめ細かく対応されている

と伺いましたが、不登校等の状態になっている児童・生徒の状況は

個々で違っていて多様なものだと思います。東村山第一中学校・第四

中学校のように不登校加配の教員の配置のない学校でも取り組める不

登校対策の手立てのお話がございましたが、それについて具体的な流

れみたいなものがイメージできるように、もう少し伺いたいと思いま

す。 

○谷口統括指導主事 御指摘のとおり、不登校の児童・生徒が抱えてい

る問題の背景には様々な要因がそれこそ複雑に絡まっているというの

が現況だと思います。そして、不登校の状態に長い時間をかけてしま

っているもの、あるいはまだ初期段階のものがそれぞれあろうかと思

いますので、そういったあたりを様々な傾向として分けながら、少し

手立てを具体にまとめられたらと考えてはおります。 

ただ、そうは言いながらも、全ての子供たちにパターン化されて当

てはまるものかといいますと、そうではないのが現実でございます。

一つの指針として、各学校の先生方が持ち帰って活用できるようなも

のになればと考えているところでございます。 

○小関委員 定例訪問についてですけれども、今年度、私も何校か行か

せていただいて、授業研究や研修型のどちらも大変効果があり、よか

ったと思っているところです。 

その上での質問ですけれども、この定例訪問というのは学校の課題

を共有して、その課題解決を一緒に考えていく、教育委員会と学校と

が一緒に考えていくという趣旨があると思います。そうすると、この

三つのテーマ以外にも、学校によっては喫緊に学力で行いたいところ

もあるのではないかと思っております。今回、参加型で心の教育につ

いてを主なテーマにされていると思いますが、今後、平成２７年度以

降の幾つかテーマの候補があるのかということ。 

もう一つは、各学校授業研究が非常に盛んになり、お話があったよ

うに、指定校も受けていますし、かなり授業力の向上について取り組

んでいると思いますが、指導主事が直接学校の授業について指導をさ

れる機会が別にあるのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 まず１点目の平成２７年度の予定についてでござ

いますけれども、平成２６年度、まず、この研修会の中からの選択型
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ということを基本においてやった、その効果を踏まえてまた次年度の

計画を立てていきたいと考えております。 

ただ、委員の御指摘のとおり、学校のニーズに合致していないこの

時間を定例訪問で過ごすことはやはりおもわしくないかと考えますの

で、この定例訪問に当たりましては事前に指導主事を派遣して、学校

との打ち合わせを十分に行って、そして、定例訪問の内容を本年度も

決めてまいりたいと、このように考えております。 

それから、２点目の指導主事が授業等での講評をする機会があるか、

ないかという点でございますけれども、これはこの定例訪問以外の場

でも学校からのニーズに応じまして、あるいは要請に応じまして指導

主事を派遣して、御指導をさせていただくという場面はたくさんあり

ます。例えば、これは学校単位だけでなく、市教研という市の教育研

究会でも様々な教科でお声掛けいただいております。今後も積極的に

学校に伺いながら、指導、助言をし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 よろしいでしょうか。 

○小関委員 この３つは必ずどこの学校でもニーズはあると思いますが、

学力についてというのを喫緊の課題として持っている学校があるので

はないかと思います。もう一つに授業は命だということを私たちは繰

り返し先生方にも言っておりまして、授業をどう充実するかというこ

とはやはり教育委員会が直接かかわって、様々な場面で先生方と一緒

に作り上げるということがとても大事だと思います。そのような点で、

授業も同時進行だということを学校にぜひ示していただきたいと思い

ます。 

以上です。 

○谷口統括指導主事 まさにその授業は命だというところは我々も十分

に踏まえているところでございますので、ぜひそのようなことを学校

とも打ち合わせてまいりたいと思います。 

ただ、今回のこの研修３つを立てた理由につきましては、先程の説

明にはありませんでしたが、実はこれらは全て不登校児童・生徒の減

少への対応につながるものだと我々も考え、ピックアップさせていた

だきました。市全体の喫緊の課題であるこの不登校児童・生徒の減少、

これをまず念頭に置きながら、学校様にもそれを説明し、御理解をい

ただけたらと考えているところでございますので、そのような背景も
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あることをどうぞ御了承いただければと思います。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○小関委員 よろしくお願いいたします。 

○森教育長 蛇足ですが、今、小関委員がおっしゃったように学力向上

につながるような研修も良いと思いますが、従来どおりのパターンも

あるということも加味されて、この３つだけではないという理解でよ

ろしいですか。 

○川合次長 おっしゃるとおりでございます。定例訪問に対して学校が

５時間目に校内研究を行って、学力向上に向けて取り組もうというこ

とについて、そのニーズを引き受けることは当然のことであると思っ

ています。 

ただ、今、統括が説明をしましたように、この３つのテーマ以外に

もこの平成２６年度に向けてどういったところが課題であろうかとい

うことは指導室で十分と話し合いをしました。そして、この平成２４

年度、平成２５年度を踏まえて、学校にぜひこのことを教育委員会指

導室として伝えていきたいという思いの結果、この３つのテーマをと

らえていただけないかと学校に申し入れをしたところです。学力向上

はもちろん、日々の指導主事の訪問の際や我々が行った際にも当然の

ことながら指導をしてまいりますし、あるいはこのテーマで５時間目

にそういったこの校内研究の中で取り入れていただけなかった場合に

は、別の機会を設けて学校に提供をしたいという思いもあります。 

いずれにしましても、学校のニーズと指導室のニーズをうまくすり

合わせて調整をしていきたいという思いでございます。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

ほかに御意見、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 本当にいろいろなお話がありましたけど、私はこのドリ

ルがまた作られ、更にこれから進んでいくというのは本当に心強いと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

では、ほかに報告事項をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 
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○田中庶務課長 私からは２件御報告をさせていただきたいと思います。 

初めに、平成２５年度に国の補正予算を使いまして、外壁工事６校、

トイレ改修工事４校を実施させていただきました。こちらについては、

当初、設計を行って、年度の中盤から後半にかけて、２月末までとい

う形で進めてまいりましたが、雪の影響等もありまして、若干、工期

の延長をした中で無事にトイレ改修、外壁改修が終わったところでご

ざいます。 

また、２２校の非構造部材。体育館の非構造部材の耐震改修につき

ましても、卒業式ぎりぎりまで学校には御負担をかけた中で工事を進

めさせていただきましたが、こちらも年度末をもって、無事終了をし

たことをまず報告させていただきたいと思います。 

それを受けまして、今後、平成２６年度におきましては、平成２５

年度補正予算を活用して、平成２６年度に事業を実施するという形の

中で、外壁改修工事につきましては、小学校７校、中学校５校の計１

２校、トイレ改修工事につきましては、小学校６校、中学校２校の計

８校でまずは年度当初に設計を行って、年度の予定としては外壁改修

工事については９月の中旬から２月の末を目途に、トイレ改修工事に

ついては１０月の中旬から２月の末を目途に対応をしてまいりたいと

思います。 

それを行うことによりまして、トイレにつきましては１系統にはな

りますけれども、全校のトイレ改修工事が一旦終了し、一定の教育環

境の整備が図れると考えております。 

また、外壁改修工事につきましても、今回、１２校を行い、全校の

外壁改修工事が完了をするということで、子供たち、避難所になる市

民の学校の安全確保に努められるのではないかと考えております。そ

の中で、工程も今回も昨年度のように年度末ぎりぎりまで工事を行う。

天候の不順等の影響もあるかと思いますが、これから学校に工事の関

係で御迷惑をかけていくところもございますので、綿密に調整を行い、

今年度の課題を踏まえて、安全確保に努めるのはもとより、きちんと

した工程管理をしていきたいと考えております。 

また、複数の工事が重複する学校も何校かありますので、そちらに

ついては、更に配慮していかなければいけないと考えております。 

それを受けまして、昨日ですが、外壁とトイレの工事に入る前の実

施設計について、外壁が７件、トイレが４件の入札を行いまして、無
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事に入札が完了をしたということで、これから外壁とトイレの実施設

計を進めていきまして、９月あるいは１０月の中旬からの工事に向け

て、対応を図っていただこうと考えております。工事件数も多いので

すが、そのような形で進めていきたいと思いますので、御報告させて

いただきます。 

庶務課は以上です。 

○町田委員長 庶務課より報告がありましたけれども、この件に関しま

して、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 では、本当に事故のないように工事をしていただきたい

と思います。 

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。 

○谷口統括指導主事 いじめの防止対策の各学校の進捗状況をここで御

報告させていただきたいと思います。 

学校はこの年度末までにそれぞれの学校のいじめ防止基本方針を策

定しているところです。提出も多くの学校、全校に近い数が出そろい

ました。ほぼといいますのは、実は新年度の体制になって再確認をし

たいので、４月をまたいで提出させていただきたいという学校が幾つ

かありましたものですから、積極的にその対策を具体化しようと考え

ていらっしゃるというところから、私ども指導室もわかりましたと回

答をしているところでございます。 

多くの学校でこの年度初めに新体制になりますので、そこで周知徹

底を再度図ると各学校の校長先生からも伺っております。それから、

中にはもうスクールカウンセラーとの小５、中１の子供たちを対象に

した全員面接がありますので、その計画を立てている学校もございま

した。 

また改めまして、この各学校のいじめ防止対策の進捗状況等につい

てはこの定例会で御報告をさせていただきます。 

以上でございます。 

○町田委員長 指導室からの御報告がございましたけども、この件に関

しまして御質問等ございますか。 
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（ なし ） 

 

○町田委員長 では、引き続きよろしくお願いします。 

○肥沼次長 ３月議会におきまして４本の条例改正における議案を提出

いたしまして、可決されましたので、この内容につきまして簡単に御

報告をさせていただきます。 

それぞれ新旧対照表を御参照いただければと思います。 

まず、１つ目です。東村山市奨学金貸付条例の一部を改正する条例

につきましてでございます。本議案は平成１９年４月１日並びに同年

１２月２６日に学校教育法の一部を改正する法律が施行をされたこと

に伴う条例の整理でございます。こちらに伴いまして、当該条例にお

いて、学校の表記並びに引用をする条項に変更が生じたことにより、

第１条におきまして、旧条例で「盲学校、ろう学校又は養護学校」と

なっているものを、新条例で「特別支援学校」という表記に改正する

ものでございます。 

また、平成１９年１２月２６日施行の学校教育法の一部改正により、

新たに特別支援教育に関する章が追加になったこと等に伴い、同じく

第１条におきまして、旧条例で第８２条の２となっているものを、新

条例で第１２４条と改正させていただくものでございます。 

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を御覧い

ただきたいと思います。 

こちらにつきましては、平成１９年１２月２６日、同じく学校教育

法の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、引用をする

条項に変更が生じたことにより、第１条におきまして旧条例で第８５

条となっているものを、新条例で第１３７条と改正させていただいた

ものでございます。 

条ずれ、項ずれにつきましては、本来、平成１９年度ということも

あり、速やかに改正を行わなければならないところでございましたが、

今回、市全体といたしまして条例改正についての条ずれ、項ずれに関

して見直しが一斉に図られたことに伴いまして、今回、このタイミン

グで行ったものでございます。遅れてしまったことは非常に申しわけ

なく思っており、おわび申し上げます。 

続きまして、東村山市社会教育委員条例の一部を改正する条例につ

いて御覧いただきたいと思います。 



１７ 

こちらにつきましては、社会教育法の第１５条及び第１８条が改正

されたことによりまして、社会教育委員の委嘱の基準を条例に委任す

るもので、条例で制定する基準について改正をしたものでございます。

この改正は社会教育委員の定数等を定める第２条、「委員の定数は１

０人とし」のところを、「委員の定数は１０人以内とし」に改正し、

あわせて委嘱者に対する具体的な項目を設けさせていただきました。 

最後になりますけれども、東村山市青少年問題協議会条例の一部を

改正する条例を御覧いただきたいと思います。 

こちらにつきましては、地方青少年問題協議法の第３条の２項及び

３項が改正されたことにより、青少年問題協議会の会長を市長に定め

たく条例の一部を改正させていただいたものでございます。 

以上、雑駁ではございますけれども、内容の御報告とさせていただ

きます。 

以上です。 

○町田委員長 今、次長より報告がございました内容につきまして、御

質問等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 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。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 では、ほかに報告事項がないようでしたら、ここで終了

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４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３４分閉会 


