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平成２６年第７回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年７月２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 教育支援課長 高 橋 功 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 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 

指導主事 中 野 貴 博    

 

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 

①副校長の異動について（指導室） 

②平成２７年度使用東村山市小学校及び小・中学校特別支援学級

教科用図書採択について（指導室） 

③平成２６年度夏季休業中の取組について（指導室） 

④平成２６年度第３５回東村山市中学校スポーツ大会開会式につ

いて（指導室） 

⑤平成２６年度音楽鑑賞教室について（指導室） 

⑥教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑦就学相談ガイダンス報告（教育支援課） 

⑧青少年対策地区キャンプについて（社会教育課） 

⑨なぎさ体験塾について（社会教育課） 
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⑩八国山芸術祭について（社会教育課） 

⑪運動公園プールの開放について（市民スポーツ課） 

⑫その他 

午前９時３２分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第７回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  では、本日の署名委員を當摩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、傍聴を希望者が９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。許可をしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、休憩いたします。 

 

午前 ９時３３分 休憩 

 

午前 ９時３５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、報告事項に移ります。 

報告事項①副校長の異動についてお願いします。 

○谷口統括指導主事 ①から⑥の報告事項をまとめて報告させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、報告事項①副校長の異動について。 

○吉村委員 確認をさせていただきますけれども、非公開ではないので

すか。 

○町田委員長 人事案件ですので、本来であれば非公開ということにな
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ると思いますが、報告になりますので公開したいと思います。 

○谷口統括指導主事 ６月の教育委員会定例会で萩山小学校の副校長欠

員に対して、後補充がなされる旨を御報告いたしました。本日は７月

１日付で新たな副校長が発令を受けましたことについて御報告をいた

します。 

名前は日高宏政、年齢は４５歳です。６月末までは武蔵野市立大野

田小学校で主幹教諭として教鞭をとっておりました。平成２４年度に

管理職候補者となり、平成２５年度には長期社会体験研修生として多

摩教育事務所指導課の課務担当係長として、行政職にも触れながら研

修をしてまいりました。 

年度途中ではありますが、この度、縁あって東村山市に着任をする

こととなりました。 

我々としても一日も早く東村山市に慣れ、理解をして、子供たちの

ために尽力していただきたいと願っております。 

続きまして、報告事項②平成２７年度使用東村山市立小学校及び

小・中学校特別支援学級教科用図書採択についてでございます。 

次回、８月４日月曜日午後２時から予定をされております第８回教

育委員会定例会において、教科用図書の答申・採択を行います。現在

までの進捗状況ですが、各学校における調査・研究報告を受けて、各

教科教科書調査委員会及び小・中学校特別支援学級調査委員会の調査

研究資料を調査委員にまとめていただいているところでございます。 

今後は７月２２日火曜日に予定されている教科書選定運営委員会に

おいて、調査委員会から提出された研究資料と、本日まで図書館で行

っている教科用図書の法定展示における市民の御意見等を基に選定資

料をまとめ、８月４日の教育委員会で答申される予定でございます。 

続きまして③平成２６年度夏季休業中の取り組みについてでござい

ます。 

まず、各学校の授業実施予定について御報告いたします。 

東村山市立小・中学校の夏季休業中の授業実施予定、補習学習予定

などを一覧表にまとめてあります。昨年度と比較しまして、授業日や

補習学習の設定日に多少の増減はありますものの、全ての学校で子供

たちの学習の機会を設けております。後程お時間のあるときに御覧い

ただければ幸いです。 

続きまして各種研修会でございます。 
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第４９回夏季宿泊研修についてでございます。 

本年度の宿泊研修会では、初日の午前中に教育委員の小関委員に御

講演をいただき、その後、大学の准教授の先生や現職、そして御退職

をされた校長先生方、本市の指導主事が講師となって研修会を進めて

まいります。 

宿泊施設は本年度も東大和市にあります中小企業大学校東京校をお

借りして、初任者が２泊３日、２年次教員が１泊２日で行います。 

小関委員におかれましては、御指導のほど、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

そのほかの研修については、夏季集中研修が８月１８日から２０日

まで、教育相談研修が８月２０日から２２日まで行われます。また、

悉皆研修として行う東村山市立学校教員研修は資料３に記載のとおり

の内容で行います。前半は指導主事より体罰防止に関する講話を、後

半は講師の先生をお招きしまして、学校問題等のよりよい解決に向け

て～多様化する保護者等の意見、要望への対応～という演題で御講演

をいただきます。 

委員の皆様におかれましては、お時間がございましたら御参加いた

だければ幸いです。 

夏季休業日の生活指導についてでございます。 

夏季休業中の生活指導について、学校宛てに６月３０日付で配付し

た資料の写しを添付させていただきました。昨年度の内容に自殺予防

や不審者への対応などを加えております。特に、長期休業明けは、こ

れまで学校に来られなかった児童・生徒が学校に登校するきっかけと

なりますので、休業中には家庭訪問や保護者面談等を通して家庭との

連携を強化していただくよう、学校には実施をお願いしております。

この点についても、今年度、追記をしております。 

報告事項④平成２６年度第３５回東村山市中学校スポーツ大会開会

式についてでございます。 

既に御案内が届いているかと思いますが、１３日日曜日に市民スポ

ーツセンターにおいて東村山市中学校スポーツ大会が開会されます。

御都合がよろしければぜひ御出席いただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

報告事項⑤平成２６年度音楽鑑賞教室についてでございます。 

６月２７日金曜日に所沢ミューズにおいて、小学校５年生、中学校
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１年生を対象として実施いたしました。当日は午前、午後を合わせて

およそ２，３００人の子供たちが東京室内管弦楽団の生の演奏を聞く

ことができました。 

演奏終了後の出口付近では、子供たちは指揮者の方から握手をして

もらったり、声をかけてもらったりして喜んで学校に帰る姿が見られ

ました。子供たちにとっては本物に触れる貴重な時間を過ごすことが

できたのではないかと思います。 

報告事項⑥教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでござい

ます。 

（ア）には市教育委員会の定例訪問の日程を記させていただきまし

た。委員の皆様におかれましては、どうぞ御挨拶と御指導のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

（イ）の各学校からは特にございません。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 ただいま指導室より①から⑥までの報告がありました。

何か御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょ

うか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、次に進みます。 

報告事項⑦就学相談ガイダンス報告について。 

○高橋教育支援課長 ６月の教育委員会で御連絡させていただきました

東村山市就学相談ガイダンスの報告をさせていただきます。 

１、実施概要ですが、日時、平成２６年６月１３日金曜日、午前１

０時から１１時３０分まで行いました。会場は、市民センターの第１

会議室です。参加人数は、４９名でございました。 

内容は、パワーポイントを使用し、就学相談について、特別支援学

級の御案内、都立清瀬特別支援学校の御案内、東村山市の特別支援教

育について、就学相談の申し込みについて説明いたしました。 

２、就学相談のその後、その会場にて申し込みを行いました。新小

学生が１５名、新中学生が４名、合計１９名のお申し込みがその場で

ありました。 

３、アンケートですが、参加をしていただきました保護者にアンケ

ートを行いました。その結果といたしまして、知りたい情報を得るこ

とがある程度できたという保護者が多く、意見の中にもガイダンスを
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受けることで安心できたという意見がありました。 

そのほか、通級指導学級についての説明や、小平特別支援学校の様

子についても知りたいという声がありました。 

今後、相談業務を行う上で、保護者に寄り添った相談を望む声があ

りましたので、事務的な対応をとらないよう工夫していきたいと思っ

ております。 

４、参考ですが、６月３０日で就学相談の申し込みを終了いたしま

した。新小学生が４６名、新中学生は２３名で、昨年よりも若干多い

状況です。今後、申し込まれた場合には追加相談として行います。 

以上でございます。 

○町田委員長 就学相談についての報告がございましたけれども、御質

問はございますでしょうか。 

○森教育長 アンケートの結果で、通級指導学級についてとか、小平特

別支援学校の様子についてもっと知りたいという意見があったことは

もっともだろうと思いますが、ガイダンスに入れなかった理由として

は時間の問題とかが大きかったのか、それとも、かかわる子供たちの

障害の種別でしょうか。 

○高橋教育支援課長 理由といたしましては時間の問題と、対象の人数

がすごく少なかったこと、清瀬特別支援学校の方が多かったことです。

会場には肢体不自由の方もいらっしゃいまして、ぜひ聞きたいという

ことでした。 

ただ、時間の配分が難しいと考えており、今後はこれを参考にして、

少しでも説明できたらと考えております。 

○森教育長 個別の相談はその後行ったのですか。 

○高橋教育支援課長 個別相談ではなく、次回はいつ検査を受けるとい

う申し込みを行いました。しかし、中には少し相談もしたいというこ

とで、相談に来られた方も一、二名いらっしゃいます。 

その中で、保護者の気持ちに寄り添って相談を受けてもらいたいと

いうような御意見がありました。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 就学に際しては、本当に心配をしている保護者の方が多

いと思いますので、ガイダンス等の機会をより多くし、安心して就学

できるようにしていただきたい思います。よろしくお願いします。 
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では、次に進めさせていただきます。 

青少年対策地区キャンプについてお願いします。 

○平島社会教育課長 ⑧、⑨、⑩を続けて御説明させていただきます。 

 最初に、平成２６年度の青少年対策地区白州キャンプの日程が決ま

りました。７月２５日金曜日から８月１日金曜日まででございます。

教育委員の皆様には、７月３１日木曜日の７地区と１地区に御視察い

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

また、７月２７日の３地区、４地区に関しましては、社会教育委員

が管外視察に行っていただく予定となっております。 

白州キャンプにつきましては以上でございます。 

続きまして、⑨なぎさ体験塾でございます。 

６月３０日で募集を締め切り、東村山市の人数は３０名のところ４

３名の申し込みがございました。本日、朝、教育長が抽せんを行い３

０名が決定いたしました。 

また、小平市では予定人数は２０名でしたが応募が２４名ございま

したので抽選となっております。柏崎市も予定人数は２０名でしたが

２２名でしたので、３市とも抽せんを行い、最終的に７０名が参加す

る予定となっております。 

市制施行５０周年記念事業の八国山芸術祭を８月２日土曜日、中央

公民館で開催いたします。式典の際に、町田委員長より開会の言葉、

実行委員会会長の市長の挨拶、各委員の紹介という形になります。そ

の後、午前中の部で東村山第六中学校の演劇が行われ、午後２時半に

終了する予定となっております。 

今、最終打ち合わせを行っております。７月１５日の市報では一面

で子供たちの写真を載せていただけるということで、とても子供たち

が生き生きしており、張り切っていると伺っております。子供たちに

は夏休みの大変忙しいときに来ていただきますので、ひがっしーのス

トラップを記念品として贈ろうと思っております。 

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３点の御報告がございました。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。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 白州キャンプにつきましては、最後の視察ということで
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お願いをしたいと思います。 

○平島社会教育課長 白州の熊の出没情報は、白州の山の家の近くでは

ございませんが、今年度３件出ております。地区キャンプにつきまし

ては、校長会からも、寝るときにはテントではなく施設でという話が

ございまして、前回、青少年対策地区の委員長会議のときにその説明

をしましたところ、本来、四つの地域がテントで寝るという話でした

が、子供の配慮が必要だろうということで、テントは張りますが、寝

るときは施設で寝るという形で統一するようになりましたので、御報

告させていただきます。 

○町田委員長 わかりました。 

これは必要以上の配慮が必要と思います。フェンスを張ることは難

しいですからね。 

○平島社会教育課長 はい。予算的に難しいと考えております。 

ただ、照明を点灯する等対策は行っております。 

○町田委員長 わかりました。 

現在も十分配慮をしていると思いますが、何か起きてしまってはい

けないのでよろしくお願いいたします。何かいい方法があればいいと

思いますけれども、わかりました。 

ほか、この件に関してよろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、続けさせてもらいます。 

報告事項⑪運動公園プールの開放についてお願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課から運動公園プールの開放に

ついて御報告をいたします。 

運動公園で、今年も７月１９日土曜日から８月３１日日曜日までの

期間、プールの夏季開放を開始いたします。 

開放期間中の８月７日と８日の２日間は中学生以下の方を対象に２

時間まで無料開放デーを実施することになっております。オープンに

際しましては、Ａ３判のカラー刷りのチラシを、各小中学校、グリー

ンバス内、各公共機関等において掲示をお願いさせていただくと同時

に、７月１５日号市報への掲載や、各町の掲示板などを通じて、地域

の方々への周知をしていく予定となっています。 

また、開放期間中は市役所、いきいきプラザ、市民センターにおい

て、土日、祝祭日を除く午前１０時半と午後１時３０分の１日２回、
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放送を通じて来庁される市民の皆様へ周知をするなど、多くの方々に

プールを御利用いただけるようにＰＲしたいと考えております。 

それから、ＰＲの方法といたしまして、グリーンバス内での放送が

できるかどうかを検討しており、関係所管と協議の上、可能であれば

掲示とともに、バスの中でＰＲをしていきたいと思っています。これ

については決まりましたら教育委員会でまた御報告をさせていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 市民スポーツ課長より運動公園のプールについて報告が

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 以前、スポーツセンターのプールで紙おむつを着用し入

れないかという話をされたことがありましたけども、その後、そうい

う話等はございましたか。 

○中澤市民スポーツ課長 ありません。 

○町田委員長 わかりました。紙おむつが取れてから入っていただきた

いと思います。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、その他報告をお持ちの方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

○前田公民館長 ６月定例会で御案内をさせていただきました中央公民

館の耐震化工事についての説明会の報告をさせていただきます。 

６月２５日水曜日、午前と午後の２回に分けて説明会を行いました。

９９団体、午前と午後を合わせて１０６名の方が説明会に参加してい

ただきました。 

説明概要といたしましては、パワーポイントでスクリーンに投影し

ながら耐震工事の必要性と耐震工事の施工方法、工事期間、閉館期間、

閉館期間中の地区公民館、ホールの利用案内等をさせていただきまし

た。 

質疑・応答では、耐震化工事の施工方法についてより詳しくという

内容もありました。あと、ＩＳ値の違い、こちらは営繕課の専門の職

員が来ていましたので、説明をいただきました。あとはやはり抽せん

予約と随時予約、部屋がとれなかった場合に優遇していただけるのか
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という御意見がかなり多かったです。 

そして、閉館期間に行うその他の附帯工事については、トイレに冷

暖房、舞台の装置、床等の改修は見込めるのかという御意見がたくさ

んありました。 

ただ、現段階では詳しい説明ができないと説明いたしました。 

以前、當摩委員からも御指摘がありました、閉館期間中の活動場所

についてが一番の不安要素でありました。７月１日が１回目のホール

の抽せん初日だったのですが中央公民館は周知徹底されていたのか、

１件もありませんでした。しかし、その分やはり富士見公民館のホー

ルを使いたいということで、今までは先着でできていたものが、話し

合いでもまとまらず、結局、くじ引きという形になってしまった。今

後、富士見公民館はかなりホールで獲得合戦になる予想があります。

廻田公民館と萩山公民館については１件もなかったという報告を受け

ております。 

以上になります。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 公民館長より耐震工事の間の閉館について報告をいただ

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。

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 確かに閉館期間中というのは利用されている方にとって

は不便かもしれませんけれども、より安全にするために多少の我慢は

必要かと思いますので、皆様の理解を得るようにしてください。 

ほかに、その他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 では、終了させていただきます。 

以上をもちまして、平成２６年度第７回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

   

午前９時５９分閉会 

 


