
１ 

平成２６年第６回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年６月４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 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 

学務課長 佐 藤 道 徳 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

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 木 下 信 久 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 石 田 玲 奈 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 

  なし 

 協議事項 

  全国学力・学習状況調査の結果公表について 

報告事項 

①東村山市いじめ実態調査の実施について（指導室） 

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） 

④夏季休業中の研修について（指導室） 

⑤八国山芸術祭について（社会教育課） 

⑥「子どもと本を知る」講座の開催（図書館） 

⑦平成２７年度耐震補強工事に伴う、実施設計委託について 

 （公民館） 

⑧その他 
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午前９時３１分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第６回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  本日の署名委員を吉村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。 

○肥沼教育部次長 本日の教育委員会定例会へ、傍聴希望者が６名申し

出をしておりますので、傍聴の許可についてお願いしたいと思います。 

○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、皆様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３２分 休憩 

 

午前 ９時３３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、録音、撮

影等の許可はいたしませんので御了承をいただきたいと思います。 

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。 

本日は議案がございませんので、協議事項に移ります。 

協議事項、全国学力・学習状況調査の結果公表について。 

○谷口統括指導主事 全国学力・学習状況調査の結果公表について。本

年度の実施状況と変更をされた実施要領の内容についてお伝え申し上

げます。 

本年度の全国学力・学習状況調査はこれまでと同様に、小学校６年

生及び中学校３年生を対象に平成２６年４月２２日火曜日に実施をさ

れました。 

評価に関する調査といたしましては２種類の出題が出されています。 

一つは、身につけておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及

ぼす内容や、実生活において不可欠であり、常に活用できるようにな

っていることが望ましいとされる知識や技能などを中心とした出題。 

もう一つは、知識、技能等を実生活の様々な場面に活用をする力や、
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様々な課題解決のための構想を立て、実践し、評価、改善する力など

にかかわる内容を中心とした出題でございました。 

出題形式につきましては、記述式の問題が一定割合で出されており

ます。 

また、質問紙調査によって学習の意欲、学習方法、学習環境、生活

の諸側面等に関する質問が実施されました。 

調査内容につきましてはこれまでと変更はございませんでしたが、

本年度の調査より調査結果の取り扱いについて変更がございました。

これまで調査結果の公表について文部科学省では、市町村教育委員会

は域内の学校の状況について、個々の学校名を明らかにした公表は行

わないこととしておりました。 

しかし、今年度の実施より、自らが設置管理をする学校の状況につ

いて、それぞれの判断において公表をすることが可能であることとな

りました。 

個々の学校名を明らかにした公表を行う場合、その教育上の影響等

を踏まえ、必要性について慎重に判断をすること。このように変更が

なされております。 

つきましては、本市教育委員会の公表に関する方向性や御判断をい

ただきたく協議事項として挙げさせていただきましたので、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

○町田委員長 ただいま、統括指導主事より説明が終わりました。この

件につきまして、協議に入りたいと思います。御意見、御質問はござ

いますでしょうか。 

○森教育長 この学力・学習状況調査の公表につきましては、教育委員

の中でも勉強会のような形で今後どうなっていくのかなどを確認して

おりますが、議会でもどのような方向で決めていくのかという質問を

出されて、私としては、各学校長の意見、そして保護者の意見なども

踏まえた上で教育委員会の中で検討をして、結論を出していきたいと

答弁をしておりますので、学校の状況、校長先生、あるいは教職員が

どのような考えを持っているのか。また、保護者はどういうお考えで

いらっしゃるのかをお分かりになる範囲でお尋ねしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 学校長へのヒアリングを通しまして、それから学

校を通しての保護者のお声もいただいておりますので、ここで御紹介

をさせていただきます。 
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まず、学校に関しましては、学校名を明らかにして公表をすること

を望む学校はございませんでした。 

保護者の声といたしましては、学校の序列化につながってしまうの

で公表をするとしても市の平均値までが望ましいのではないかという

こと。平均値を出すと数字がひとり歩きをしてしまう心配があること。

公表をされないことを望みますが、公表をするのであるならば十分に

配慮をしていただきたいというものがありました。そのほかには、保

護者の受けとめ方にも温度差があり、そこに関心を向けている保護者

の割合というのが比較的少ないという実情がある。しかしながら、教

科によっては学力向上のためには二極化しているというような状況も

ある。特に下位層の学力を高めることが必要であって、学校全体の様

子は、平均値はなかなか表れてこないのではないだろうか、というお

声をいただいております。 

○森教育長 大体はわかりましたが、学校名を明らかにして公表をする

ことを望む学校がなかったということですけれども、その理由として

は保護者の意見と同じような御意見が多いのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 保護者の御意見とも似通ったところがございまし

て、一つは序列化につながっていくことが懸念されるということがご

ざいました。それから、この学力調査の数値を上げるために、その対

策に偏った教育がなされてしまうことも懸念される、といったような

御意見もございました。 

以上でございます。 

○町田委員長 ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。 

○吉村委員 私も公表については慎重になるべきだと思っております。

学校ごとの平均値の公表は校長先生もおっしゃったように序列化につ

ながることが当然予想できます。このことは本来の調査の趣旨からか

なり離れるのではないかと懸念しております。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 事前にいろいろな勉強をさせていただいた中で、学校ごと

の平均値を公表するメリットを感じられないのですが、近隣の自治体

の中で、学校ごとの平均値を公表しようと考えているところがあるか

をお伺いしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 ５月末現在ではございますけれども、近隣市の様

子についても事務局で調査をいたしました。約２０弱の市への問い合
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わせになりましたが、その中では学校ごとの公表をしない方向で考え

ている市が多くございました。 

ただ、１市、グラフ化をして、学校ごとの公表をすることについて

はどうだろうかということで、学校側と少し検討をしている市はござ

いました。以上でございます。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○森教育長 確認ですが、２６市の大方の市は学校ごとの公表はしない

という方向で検討を進められているということでよろしいですか。 

○谷口統括指導主事 はい、そのとおりでございます。 

○町田委員長 ほか、よろしいですか。 

今、学校ごとの平均値の公表について皆様の御意見を伺っておりま

す。私も皆様方の御意見のとおりだと思っております。公表をするこ

とによってのメリットが感じられないということと、逆にデメリット

の部分、序列化につながることが強く懸念されると思います。 

では、特にないようでしたら、学校ごとの平均値の公表については

特に公表をしないという形で進めていきたいと思いますので、御了承

を願いたいと思います。 

それでは、次に市の平均値の公表について御意見を伺いたいと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○當摩委員 市の平均値を公表しないという理由は特にないのですが、

学校ごとと同様に数値だけがひとり歩きしてしまうという懸念がある

こと。学力調査を受けている一人一人の児童が、本来どのような形で

自分の苦手なところを克服していけるかということに、最終的に至る

ことが大事な要素なのではないかと確信しておりますので、公表する

際には十二分に配慮をしていただきたいと思います。 

○町田委員長 わかりました。 

ほかにございますでしょうか。 

○小関委員 當摩委員がおっしゃったように、数値がひとり歩きしてし

まうことは問題だと思いますし、また、数値のみにとらわれるという

傾向が出てきてしまうことがとても心配です。平均値を載せることよ

りも、東村山市全体の課題や傾向等を明らかにして、課題への具体策

などを公表する方がいいのではないかと考えます。 

○町田委員長 はい、わかりました。 

ほかにいかがでしょうか。 
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○森教育長 近隣市の状況としては公表するかどうか。また、公表する

場合どのような方法で行うのかをお伺いしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 先程２０弱の近隣市の情報をお伝え申し上げまし

たけれども、その中で１３市には市の平均値の公表につきましても伺

いました。教育委員会が発行をしている教育委員会だよりや教育委員

会のホームページ、あるいはその両方で公表をしている市が１３市の

うちの９市でございました。残り４市はどちらも公表はしていない状

況でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 公表をしない理由はどのようなものでしょうか。 

○谷口統括指導主事 本来のこの調査のねらいである、子供たちの学力

をいかに上げていくかということに重点を置いており、市の平均値の

数値がひとり歩きしてしまう懸念も含めまして、公表は控えていると

いう理由が多くの市でございました。 

○森教育長 逆に、公表をする理由はどうですか。時代的にある程度公

表をしていく方向になっておりますが。 

○谷口統括指導主事 それぞれの自治体が行っている教育活動、あるい

は施策の説明責任の部分があって公表をしているという回答でござい

ました。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

では、ほかにございますでしょうか。 

○吉村委員 調査そのものについて質問をしたいのですが、東京都が実

施している児童・生徒の学力向上を図る調査と、国が実施している全

国学力・学習状況調査とは主にどの辺がどのように違うのでしょうか、

お教えいただければと思います。 

○谷口統括指導主事 学力調査に関しては大きく２つの調査がございま

して、国の行っている全国学力・学習状況調査と、東京都が実施して

おります児童・生徒の学力向上を図るための調査がございます。 

まず、それぞれのねらいが違います。国の調査につきましては小学

校６年生、そして中学校３年生で実施しております。これはそれぞれ

最終学年における学力の定着の状況を把握することを主なねらいとし

ております。 

東京都の調査につきましては学年が一つ下がりまして、小学校５年

生、それから中学校２年生で行います。実態を把握するところでは同
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様ですけれども、調査の後の授業改善を図ることを主なねらいに置い

ているところでございます。 

調査の教科にも違いがございます。国は国語と算数、数学。２教科

になります。そして、問題については知識と活用に関する問題、この

２種類の出題となっております。東京都は、小学校は国語、算数、理

科、社会の４教科、そして中学校は外国語も含めて５教科の問題にな

りますが、これは学習指導要領にも記載されているような評価の観点

別の問題が作られていたり、「読み解く力」といった観点で問題が構

成されたりしております。こういったところが違いでございます。 

○小関委員 東京都の話が出ましたが、東京都の調査については統括指

導主事から御説明があったように授業の改善を図るということがねら

いですよね。今、公表をするかしないとかというのは全国学習状況調

査のことなので分けて考えたいと思います。 

都のほうは調査の結果を生かして、各学校で授業改善推進プランを

作って、具体的にどう取り組むかということも行っているので、ここ

では全国の学力・学習状況調査の公表ということについてのお話で確

認してよろしいでしょうか。 

○谷口統括指導主事 東京都の調査につきましては、授業改善推進プラ

ンというものを各学校が作っておりまして、それは各学校で公表をし

ております。保護者や地域の方々に見ていただきながら、このような

取り組みをしていきますということが公開されております。 

御指摘のとおり、全国の学力・学習状況調査、国の公表についてど

うするかに焦点化して、お話を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 国の結果の公表について御意見を伺いたいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

○當摩委員 市の平均値を公表することは、その数値だけがひとり歩き

してしまうという懸念と関わらなければならないことだと思います。 

ただ、この時代では説明責任とも関わらなければならないと考えて

おります。何を今の段階で最初に行うことができるかと考えたときに、

数値を載せずにその全国平均や東京都平均と比較ができるようなグラ

フで表すこと。数字だとどうしても序列化を図ってしまうことがある

と思いますが、グラフであればそのような序列化を避けることができ

るのではないかと考えております。 
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○町田委員長 ほかに御意見、また御質問等はございますでしょうか。

全国平均や都平均とグラフ化を通して比較できるようなものとし公表

をしたらどうかという御意見でした。また、公表の仕方等について何

か御意見があればお願いしたいと思います。 

○森教育長 数値で示すことも一つの方法ではありますけれども、いろ

いろと御意見が出ていますように、ひとり歩きしてしまう心配が非常

にありますので、グラフ等である程度の傾向が公表できれば十分では

ないかと思っております。それよりも市として、今後、子供たちに指

導をする中でどの部分に力を入れていかなくてはいけないのかが示さ

れるような内容であればいいのではないかと考えております。 

○町田委員長 わかりました。 

市民へ周知の方法はいかがでしょうか。ホームページやきょういく

東村山等もございますが。 

○森教育長 ホームページではインターネット接続されていない家庭も

ございますので、全戸に配布されるきょういく東村山が一番適切かと

思います。 

○町田委員長 そうですね。きょういく東村山は各市民に配布をされま

すから、インターネットを接続していなくても、どのような状況でも

見ることができる点でふさわしいと思います。 

ホームページではなくきょういく東村山で周知したいと思います。

よろしいですか。 

今回の協議の中で集約としては、市の平均値は公表をしない。そし

て、グラフに表して全国平均や東京都の平均と比較ができるようにし

グラフに数値は載せない。そして、今後の課題を明確にし対応策の記

載をする。公表方法はきょういく東村山で全戸配布。特にホームペー

ジでは出さないという形にしていきたいと思います。まず、このよう

な形でスタートをさせていくのがいいと思います。 

今後、いろいろな状況の変化によって変わることも考えられますけ

ども、それは随時対応をしていきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

○曽我教育部長 今、委員の皆様よりいろいろな御意見をいただいて、

きょういく東村山に載せていきたいことはよくわかりました。 

しかしながら、国の調査結果の発表が秋ごろ、９月以降になると思

いますが、きょういく東村山は１２月の発行になりますので、タイム
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ラグが２カ月ぐらい出てしまいます。きょういく東村山を多少早く発

行できるよう準備をしたほうがよろしいでしょうか。 

○町田委員長 きょういく東村山の発行は年２回ですね。 

○曽我教育部長 １２月議会の対応としても少し早めのきょういく東村

山市の発行を少し考えさせてもらってもよろしいでしょうか。 

○森教育長 あるいはホームページにも載せるかどうかですね。 

○曽我教育部長 もう一度、ホームページに載せるかどうかもあわせて

御検討いただけないでしょうか。インターネットもかなり普及してき

ております。ただ、全ての家庭がインターネットの接続はされていな

いと思いますので、全戸配布のきょういく東村山での掲載は御意見ど

おり進めさせていただきますが、インターネットでの公表も審議して

いただきたいと思います。 

○町田委員長 わかりました。部長からきょういく東村山での公表もい

いですが、年２回の発行ですと少しタイムラグができてしまうという

御意見がありました。そうなりますと一番先に出せるのはホームペー

ジになると思います。 

○森教育長 確かに急いで見たい方、国で公表をした時点で東村山市は

どうかと疑問に思う方もいらっしゃると思います。そういう方は積極

的にサイトを探していただければわかる状況にしておくのも大事かと

思いますので、ホームページに載せてもいいかと思います。 

○町田委員長 わかりました。ほかはいかがでしょうか。 

それでは２本立てで公表するということでよろしいでしょうか。 

○吉村委員 ホームページに出すデメリットはどういうものでしょうか。 

○森教育長 ホームページのみで公表する場合のデメリットとしては、

全戸全ての人が見ることができないということぐらいだと思います。 

○吉村委員 先程のお話ですと、きょういく東村山でできるだけ多くの

市民に公表するので、ホームページで早く出して、各戸のためにきょ

ういく東村山を出すというのは非常にスムーズかもしれませんね。 

○森教育長 ほかの市の公表の方法は何かわかりますか。 

○谷口統括指導主事 先程、１３市のうち９市が公表をしていると申し

上げましたが、その９市は全て教育委員会のホームページには掲載さ

れております。教育委員会だよりには載せていないけれども、ホーム

ページには載せているという市のほうが多い状況になっております。 

○森教育長 両方に載せればより丁寧ですね。 
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○町田委員長 では、ホームページときょういく東村山両方で公表する

ということでよろしいでしょうか。そうしますときょういく東村山に

載せるのが遅くなったとしても、急いで見たい人はホームページで御

覧下さいと説明をできますね。 

わかりました。では、先程の話に加えて、公表はきょういく東村山

とホームページに載せるということで進めていきたいと、協議として

まとめていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

この件に関しまして、ほかよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、続きまして報告事項に移ります。 

報告事項①、東村山市いじめ実態調査の実施についてお願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①から④をまとめて御報告をしてもよろ

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 それでは、まず①東村山市いじめ実態調査の実施

についてでございます。 

本年度、東村山市独自のいじめ実態調査を年３回実施いたします。

この調査は東京都による「ふれあい（いじめ防止強化）月間」や東村

山市が行っております「いのちとこころの教育週間」などとも関連さ

れながら実施しております。早期発見を主眼に置いたこの調査を定期

的に実施することで、いじめに関する実態を学校、教育委員会が把握

をして、早期解決に向けた、また長期化させないための手だてを講じ

てまいります。 

特に、本年度は各学校において学校いじめ防止基本方針も策定いた

しましたので、学校は計画立てた対応策を、必要に応じて講じていく

ことになろうかと思います。 

この調査結果につきましては、改めて定例会で御報告をいたします。 

②学校評議員全体会についての御報告でございます。 

５月１６日、金曜日に実施されました学校評議員全体会についてで

ございますけれども、午後６時から約１時間、市民センターで行いま

した。この会には１４０名の方々に御参加をいただきまして、盛会に

終えることができました。 

本年度はテーマを「いじめ防止とその対応」にしぼりまして、学校

ごとに分かれた分科会で学校の職員と評議員の皆様とが話し合えるよ
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うな形式で進めました。各学校が策定しましたいじめ防止の計画につ

いて、その取り組みの内容を共有化するとともに、評議員の立場から

取り組みに対する御意見、御感想をいただくことになりました。 

具体的な内容の話し合いになったこともあって、参会者からは有意

義な時間を過ごすことができたというお声をいただきました。 

今後も学校評議員の皆様にはいじめ防止の計画の見直し、検討の際

に各学校で御意見をいただいていく予定でございます。 

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。今

回は市教育委員会の定例訪問の日程を載せさせていただきました。こ

の予定につきましては５月の定例会でも御連絡いたしたものから変更

はございません。委員の皆様には御挨拶、御指導をよろしくお願い申

し上げます。 

④夏季休業中の研修についてでございます。 

夏季休業中の研修につきましては、こちらに記載されているとおり

になります。特に裏面にはこの夏、８月１８日から８月２２日まで、

教育課題そして教育相談、２種類の様々な研修の内容を掲載させてい

ただきました。このように長期休業期間を活用しながら、教職員の指

導力の向上に努めてまいりたいと思います。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 統括より報告事項が４つございました。この件に関しま

して御質問等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 では進めます。 

報告事項⑤八国山芸術祭について、お願いします。 

○平島社会教育課長 八国山芸術祭につきまして大部分が決まってまい

りました。 

８月２日、土曜日、１０時開始でございます。 

司会が第七中学校、受付・会場案内が第三中学校のボランティア、

午前の部が第六中学校の演劇部、午後には第四中学校の琴の演奏、東

村山高校のダンス部、第一中学校、第六中学校の吹奏楽、閉会が１４

時２５分となっています。ポスターが６月の中旬にでき上がる予定で

ございます。よろしくお願いいたします。 

２枚目は八国山芸術祭の開会式の配置でございます。右側が実行委

員会の会長、副会長。左側が教育委員長を初め教育委員会並びに教育
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長、中学校校長会の会長となっております。今回、この八国山芸術祭

は市制施行５０周年事業の実行委員会、教育委員会、それから事業部

会で行う形になっております。 

開会の言葉を町田委員長に、挨拶は実行委員会会長の市長にしてい

ただきたいと思っておりますので、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 社会教育課よりの八国山芸術祭について御報告がござい

ました。この件に関しまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

○平島社会教育課長 一つ追加でございます。 

八国山芸術祭は中学生、高校生がメインとなって実施いたします。

１０月２６日の５０周年記念式典のセレモニーの中で第二中学校、第

五中学校、第七中学校の合唱がございます。 

以上です。 

○町田委員長 わかりました。盛り上がるような芸術祭になるようよろ

しくお願いします。 

動員やポスターはどうするのですか。 

○平島社会教育課長 ポスターは約３００枚用意しています。学校や地

域のあらゆるところに、特に駅には駅に大きいポスターを作って貼ら

せていただけたらと特大のポスターを１０枚用意しまして、東村山駅、

久米川駅、ＪＲ新秋津駅等の駅長に交渉していきたいと考えておりま

す。なるべく多くの保護者の方にも見に来ていただきたいと思ってお

り、チラシはＡ４サイズのカラー刷りのものが２万枚できますので、

多くの方に配布していきたいと思っています。 

以上でございます。 

○町田委員長 わかりました。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 次に進めます。 

報告事項⑥「子どもと本を知る」講座の開催について。 

○田中図書館長 お手元にチラシを配らせていただいておりますので、

御覧いただければと思います。 

図書館では、今年度の実施計画事業である「子ども読書活動ボラン

ティア養成事業」の一環として、このチラシにありますようにボラン

ティアのための「子どもと本を知る」講座を実施いたします。 
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当市では、たいへん多くの市民の方に子供と本をつなぐための活動

に御協力いただいております。図書館では「子供と本の人材バンク」

を設け、子育て広場や保育園等に延べ３１９回のボランティア派遣を

行って、乳幼児への読み聞かせの活動などをしていただいております。 

ボランティアの活動にあたりましては、研修や情報提供を初めとし

て、ボランティア同士のつながりを深め、地域でどのような活動が行

われているかを互いに知ることが大きな支えになると考え、様々な事

業を実施しています。 

この講座では、学校や地域で子供の読書に関わる活動をする方を対

象として、乳幼児の発達を踏まえた絵本の選び方やエプロンを舞台に

見立てたお話の楽しみ方など、専門の講師や当市の保健師、ボランテ

ィアの方の協力を得て実施いたします。 

今後も生き生きとしたボランティアの活動が継続されることで、よ

り良い読書推進を図ることができるように努めていきたいと考えてお

ります。 

以上です。 

○町田委員長 図書館長より説明がございましたが、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 大勢の方に講習を聞いていただけるといいと思います。 

では、次に進めます。 

報告事項⑦平成２７年度耐震補強工事に伴う、実施設計の委託につ

いてお願いします。 

○前田公民館長 御報告のために資料等は配付させていただいていませ

んので、お聞きいただければと思います。よろしくお願いします。 

平成２７年度中央公民館の耐震補強工事に伴う実施設計委託につい

て、平成２６年度に実施設計業者を入札して選定すべく準備を進めて

いるところです。 

また、施工期間をおおむね平成２７年７月から平成２８年２月とし

て、公民館利用者の安全を確保するために、中央公民館を閉館とする

予定でおります。閉鎖期間中には給排水設備工事、また、冷暖房工事

等も併せて実施できればと調整をしております。 

なお、ホールのお申し込み等については利用の１年前から予約がで

きるため、閉館の案内につきましては６月１５日号の市報、ホームペ
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ージ、公民館の広報紙等で繰り返し周知を行っていきます。利用団体

の皆様へは説明会を今月２５日の水曜日に公民館のホールで午前と午

後の２回行う予定でおります。皆様にも御不便と御迷惑をおかけいた

しますが、御理解と御協力の程よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 公民館の耐震について報告がありましたけれども、この

件に関しまして御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 中央公民館の御利用の団体の方に対して説明会を開くと報

告いただきましたが、ほかの地域公民館をお使いいただくような案内

があるのか、また、地区館にその余裕があるのかお伺いします。 

○前田公民館長 説明会のときには地域の施設を御案内できるようなチ

ラシを作っており、それを配布させていただきます。 

ただ、ほかの地区館も含めて、既に使っている団体に迷惑をかける

ことは避けたい。どうしても縮小してしまうので、御不便をおかけし

ますと丁寧に案内、説明をさせていただくしか方法はございません。 

ホールについては、近隣市のホールの御案内もできるよう調べてお

り、利用をされたい方は直接そちらに問い合わせを入れていただくと

いう御案内を用意させていただいています。 

○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。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 安全にするためにはある程度御迷惑をかけるとしても我

慢をしていただく部分も当然あります。わかりました。 

それでは、その他として報告事項をお持ちの方はいらっしゃいます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、終了させていただきます。 

以上をもちまして平成２６年第６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１６分閉会 

 


