
１ 

平成２６年第９回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年９月３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 

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 

 議案第２７号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 議案第２８号 東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

①平成２６年度東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（平成２５年度分

について（庶務課） 

②平成２６年度 全国学力・学習状況調査の結果について（指導

室） 

③夏季休業中の研修会参加状況について（指導室） 

④９月から１２月までの指導室関連事業について（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑥就学相談について（教育支援課） 
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⑦なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑧青少対地区キャンプについて（社会教育課） 

⑨運動公園プール夏季開放終了について（市民スポーツ課） 

⑩市民スポーツセンター平成２５年度事業報告について（市民ス

ポーツ課） 

⑪アスリートスポーツ教室の開催について（市民スポーツ課） 

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９回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。 

  それでは、本日の署名委員を吉村委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○田中庶務課長 本日の定例会でございますが、傍聴の希望者が７名申

し出をしておりますので、傍聴の許可についてお諮りをいただきたい

と思います。お願いします。 

○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、休憩いたします。 

 

午前 ９時３０分 休憩 

 

午前 ９時３２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ておきます。今定例会におきまして、録

音、撮影の許可はいたしませんので、御了承を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２７号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱について、お願

いします。 

○田中図書館長 議案第２７号、東村山市立図書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９月３日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立図書館協
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議会委員の委嘱。東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村

山市条例第１９号）第３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、委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推

薦された候補者に委嘱するため、本案を提出するものであります。 

  補足説明をさせていただきます。第２０期東村山市立図書館協議会

委員の任期につきましては、平成２７年７月３１日までとなっており

ますが、学校関係者枠の萩山小学校の椙田副校長先生の人事異動に伴

いまして、一番委員を副校長会より新たに御推薦いただきました。新

任候補となりますのは、武蔵野市立大野田小学校より萩山小学校に着

任されました、日高宏政副校長先生です。他市での御経験を踏まえた

上での当市の小学校における読書推進について、新たな視点で御意見

をいただけるものと考えております。 

  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま図書館長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。 

  副校長会の推薦ということと、図書館長の説明のとおり、問題はな

いということでよろしいでしょうか。 

では、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（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

す。 

  続きまして、議案第２８号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委

嘱についてお願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第２８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９月３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

第３条の規定に基づき、別紙のとおり東村山ふるさと歴史館協議会委

員を委嘱することに議決を得たい。説明、新たに推薦された候補者に

委嘱するため、本案を提出するものであります。 

  東村山ふるさと歴史館協議会委員の任期につきましては、平成２８

年３月３１日となっております。校長会より新たに御推薦いただきま

した、秋津小学校の校長であります倉田正信校長先生でございます。
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倉田校長先生におきましては、学校教育や生涯学習の場として積極的

に今までの経験を活かした御意見をいただけるものと考えております。 

  どうぞよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○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。本案に関

しまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

○森教育長 倉田委員は現実的には全く問題ないのですが、倉田先生の

再任用の期間が今年度で終わりますので、実質、５か月ぐらいしか任

期を全うできないことになりますが、それは御承知の上で御本人が了

承されたということでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 そのようにお伺いしております。 

○森教育長 では、特に問題はないですね。 

○栗原ふるさと歴史館長 はい。 

○森教育長 その段階でまた新たな委員を選出していただくということ

で進めるということになりますね。 

○栗原ふるさと歴史館長 そのとおりでございます。 

○町田委員長 この５カ月の間に何回委員会はありますか。 

○栗原ふるさと歴史館長 昨年同様、２回から３回を予定しております。 

○町田委員長 わかりました。この残りの５カ月の間には２回ぐらいあ

るということですね。 

○栗原ふるさと歴史館長 はい。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問はいかがでしょうか。よろしいで

すか。 

○小関委員 接続という点については、ある程度の期間をやってくださ

る方のほうが良いかと思います。ただ、校長会の中でもこういった役

割分担はかなりきちんとした引き継ぎが行われるので、そういう点で

は残り数カ月ということであっても、スムーズに次の方に引き継がれ

ると思いますのでこれで良いと思います。 

○町田委員長 わかりました。ほかはよろしいですか。 

○當摩委員 前任者はどなたでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 青葉小学校長の三浦先生でございます。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問がないようでしたら、採決をとり

たいと思います。よろしいですか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 それでは、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

  予定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平成２６年度東村山市教育委員会の権限に属する事務の

管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書について、お願い

します。 

○田中庶務課長 東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価についてでございますが、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２７条に基づいて行っていくものでござい

ます。 

  委員の皆様方のお手元にＡ３判の片袖折りになっている概要版、そ

れから点検評価の冊子を配布させていただきましたが、この概要版に

沿いまして、雑駁ではございますが説明をさせていただきます。 

  こちらにつきましては、平成２５年度の東村山市教育委員会の基本

方針に基づいて主要施策の点検及び評価について、この度取りまとめ

たものを御報告させていただくものでございます。 

  平成２５年度におきましては、主要施策として１２９項目について

点検評価を行いました。Ｓ項目については４項目、Ａ評価のものにつ

いては１２１項目、Ｂ評価については４項目となっております。 

  有識者から助言をいただいているものといたしまして、各方針に沿

って幾つかの施策を立てて実行をするという構成が分かりやすく、充

実していくということ、それから多面的に各取り組みを評価していっ

ているというお言葉をいただいております。こちらにつきましては５

９ページ以降にお二方の有識者からの助言が記載をされているもので

ございます。 

  また、その一方、御指摘でございますが、教育目標、それから基本

方針、各施策の整合性、一貫性の検討は引き続き行っていただきたい

という御意見をいただいています。具体的に申しますと、各施策がこ

の基本方針の中で項目に沿って書かれておりますが、その具体的な目

標をより明確にして、その目標の達成度を評価する方法の工夫、施策

の取り組み状況で前年度の主な改善点、それから実施結果並びに取り
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組みの実績などを工夫して記載をしてほしいという御指摘。更には、

今後の取り組みの方向性につきまして、次年度以降どのように工夫・

改善をするか、そのような考え方を記載することが望ましいという御

指摘も受けております。また、今年度はＣとＤの評価が昨年に引き続

きないこと自体はよいことではあるが、課題を明確化して、新たな取

り組みを生み出すきっかけにもなることから、評価方法や評価をする

者の選択の工夫も含めて、更に検討していただけるとよろしいのでは

ないかという御意見を頂戴しております。 

  本来、ＣとＤの達成度の基準は複数の未達成部分があるとか、事業

として後退をしているというところからいたしますと、ないことが望

ましいと捉えております。今後も御指摘をいただいた内容を踏まえて、

次年度以降また更に改善を図ってまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  庶務課からは以上です。 

○町田委員長 ただいま、庶務課から報告がございましたけれども、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 それでは、次に進めさせていただきます。 

  報告事項②平成２６年度の全国学力・学習状況調査の結果について

お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②から⑤まで続けて報告をさせていただ

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 それでは、報告事項②平成２６年度全国学力・学

習状況調査の結果について報告いたします。 

  本年、４月２２日に実施された本調査について、８月末に結果が届

きました。本市の課題とそれに対する手だて、それから指導室として

の取り組みをまとめましたので、資料１を御覧ください。Ａ３判のも

のを委員の皆様には配布させていただいております。 

  まずは全体的な傾向についてお伝えいたします。 

  小学校ですが、Ａ問題と言われる主に知識を問われる問題、それか

ら主に活用をする力を問われるＢ問題、この両方において東京都全体

の平均値を下回る結果となりました。特にＡ問題においては、文章を

的確に捉える問題や漢字の読み、書き、そして計算など基礎的、基本
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的な内容を問われる問題に課題が見られる結果となりました。 

  中学校においては全国の平均値とほぼ同じか、それを上回る結果と

なりました。 

  そして、小・中学校とも共通して明らかになった課題は、これまで

と同様に記述式の回答を求める問題に無回答率が高い傾向にあったこ

とでございます。このことについては児童・生徒に自分の考えを持た

せるために考える視点を明確に示すこと、それから少人数での話し合

いの場面を意図的に設定して、授業の中に組み込むことなどの手だて

を講じることが求められます。 

  また、生活習慣や学習状況等に関する調査の結果では、メディアで

も取り上げられましたけれども、本市の結果においても携帯電話やス

マートフォンなどで通話やメール、インターネットをしている時間が

長時間になるほど正答率が下がる傾向にありました。また、本市の特

徴としまして、小学校では約２０％の児童が３時間以上のテレビゲー

ム等をしておりまして、これは携帯電話やスマートフォンについての

ゲームも含めておりますが、東京都の平均値を大きく上回っている実

態が明らかになっております。つまり長時間やっている子供が多いと

いうことになります。 

  また、中学校では家の人と学校での出来事を全く話さないと回答を

した生徒が約１０％もおりました。これも東京都の平均値が６．９％

でございますので、大きく上回る結果となりました。 

  この結果から、学校での指導だけでなく、家庭の協力も必要として

いることが分かります。これらの調査結果を基に指導室では課題分析

と今後講じていく必要があると判断された手だてを問題ごとに分けて

資料に掲載させていただいております。また、教育委員会指導室とし

ましても、今後の取り組みといたしまして、資料にあります８つを掲

げました。 

  八つの取り組みに関しては、これまでも行ってきたことも含まれて

おりますが、更に充実をさせていくことで児童・生徒の学力向上や基

本的な生活習慣の確立に向けて努めてまいります。 

  なお、本資料は小・中学校長会、副校長会で周知するとともに、教

育委員会のホームページ、そして「きょういく東村山」に掲載し、広

く市民にも公開してまいります。 

  続きまして、報告事項③夏季休業中の研修会参加状況について、報
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告いたします。 

  夏季宿泊研修については、７月３０日から初任者を対象に２泊３日、

２年次の教員を対象に１泊２日で東大和市にあります中小企業大学校

東京校において実施いたしました。参加人数につきましては書面のと

おり４８名でございます。小関委員をはじめ、大学の准教授の先生方

にお越しいただき、充実した研修を実施することができました。 

  小関委員、どうもありがとうございました。 

  次に、８月１８日から３日間行った教育課題研修についてでござい

ます。この研修会では、教員の授業力向上を図ることを主眼に置いた

研修会と、学校のミドルリーダーや教職１０年経験者、それから教職

３年経験者を対象とした人材育成に関する研修会を実施いたしました。

本年度は合計で１３３名の参加がありまして、受講者のアンケートか

らは、「常日ごろ、子供の変化や様子に目を向け、子供との信頼関係

を築くとともに、子供たち同士も自分の思っていることを伝え合える

関係を育てていきたい」とか、「いじめ問題、体罰問題について考え

る機会も多かったが、弁護士の先生から講義をいただき、今までより

広い視野でこれらの問題を考え直すきっかけとなった」といった声が

聞かれまして、おおむね肯定的な評価を得ることができました。 

  教育相談研修は教育支援課が所管となり半日単位の研修を６回、情

報教育研修については情報政策課が所管となって研修会を３回実施い

たしました。参加人数はそれぞれ１７７名、そして４７名となりまし

た。また、本年度は８月２５日、月曜日に東村山市立学校教員研修と

して、全教員を対象とした悉皆の研修会を行いました。当日は失敗回

避アドバイザーという肩書のあります長谷川孝幸先生にお越しいただ

きまして、多様化する保護者等の意見、要望への対応というテーマで、

学校の対応に対する不満などはなぜ起きるのか、あるいは日ごろから

どのようなことに留意すればいいのかなど、挨拶やおじぎの仕方など

の接遇も含めて御指導をいただきました。 

  アンケートの結果からは、事故や学校の課題解決に役立つ内容であ

ったという設問で、肯定的な評価をしていただいた先生方が全体の９

６．３％と非常に高い数字を挙げられたことから、多くの先生方のニ

ーズと合致した研修内容となったのではないかと考えております。 

  受講者のアンケートからは「実践的な内容でよかった」とか、「日

ごろの保護者対応などで悩んでいることに明快な回答を得ることがで
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きた。そして、具体的に考えながら進めていけると感じた」、「主幹

教諭という立場で職員室での役割を果たしていこうと思った」という

ような声が聞かれました。 

  続きまして、報告事項④９月から１２月までの指導室関連事業につ

いてでございます。９月から１２月の市教育委員会定例訪問は小学校

が７校、中学校５校の計１２校の実施予定でございます。 

  また、周年行事といたしまして、東村山第七中学校が３０周年の式

典を１０月１７日金曜日に予定しております。 

  道徳授業地区公開講座は９月から１２月までの間には２校が実施予

定で、富士見小学校と東村山第七中学校となります。富士見小学校が

１２月３回実施するのは、低、中、高学年と実施日を分けているため

でございまして、東村山第七中学校は年間３回実施するうちの１回分

になります。そのほかの多くの学校は２月にあります「いのちとここ

ろの教育週間」にあわせて実施する予定で、この道徳授業地区公開講

座は全校が年間１回以上実施いたします。 

  次に、理科教育地区公開講座についてでございますが、平成２５年

度から２カ年の理数フロンティア校として東京都教育委員会の研究指

定を受けて富士見小学校、それから東村山第二中学校がございました。

富士見小学校が１１月１５日、土曜日に公開授業を行います。東村山

第二中学校については、年明けの１月を予定しております。 

  次に、研究奨励校ですが、本年度は南台小学校と秋津小学校、久米

川東小学校の３校となります。南台小学校は１０月３１日金曜日に算

数を研究教科として、秋津小学校が１１月１４日金曜日に国語を研究

教科としてその成果を発表いたします。また、久米川東小学校は東京

都教育委員会の言語能力向上拠点校として３年間の研究の成果を発表

いたします。９月から１２月で発表会を行うのはこの３校となります。

委員の皆様におかれましては、御予定いただきますようお願い申し上

げます。 

  監査の実施につきましては、庶務課、学務課とともに９月２日から

書面にある１１校において実施いたします。 

  報告事項⑤、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の日程は再掲部分を含めて記載のとおりとな

ります。御挨拶、御指導のほど改めてお願いを申し上げます。 
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  運動会の予定につきましては、９月の終わりから１０月の終わりま

で１２校が実施いたします。秋の運動会については小学校が多く実施

する予定でございます。 

  最後に、児童・生徒の夏季休業中の大会への出場を資料２にまとめ

ました。前回の定例教育委員会でもこの大会への出場はお知らせいた

しましたけれども、その後、出場した子供たち、あるいは団体の情報

でございますので、後程また御覧いただければと思います。 

  以上で報告を終わります。 

○町田委員長 指導室より報告がございましたけれども、この内容につ

きまして御質問、御意見等はございますでしょうか。 

○森教育長 全国学力・学習状況調査につきまして、この年は第七中学

校が修学旅行で受験できなかったのですが、例年というのは昨年と比

べて、今年の成績は全国、あるいは東京都と比べてどうなっています

か。 

○谷口統括指導主事 昨年度の結果と比較をしまして、大きく変わって

いるところはありません。しかしながら、中学校においては昨年度、

全国の平均値を上回る結果で、東京都の平均値にも大分近い状態であ

りました。今年度は若干その差が見られました。小学校においても同

様でした。 

以上でございます。 

○町田委員長 ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

  ティーボールも全国大会に出場いたしましたが結果について吉村先

生、少し説明していただけないでしょうか。 

○吉村委員 ベスト８です。 

○町田委員長 ５位が４チームあったためベスト８ということでした。

久米川小学校のチームは他のチームと違ってクラスで集めてきたチー

ムでございまして、ほかのチームは野球のユニホームでしたが、久米

川小学校は学校の体操着のままという学校から出てきた格好でした。

教育長ももちろんみんなで見に行かせていただきましたが、今までは

第１試合でいつも負けて帰ってくるので、今回はすごい結果で本当に

よかったと思います。 

○吉村委員 理想的なチームでした。 

○町田委員長 ほかよろしいでしょうか。 
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（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めさせていただきます。 

  報告事項⑥就学相談についてお願いします。 

○高橋教育支援課長 平成２６年度就学相談・転学相談結果を報告させ

ていただきます。 

  これは８月４日から７日までの４日間、夏の一斉就学相談の結果で

ございまして、今年度全体の結果ではございません。小学校が４４件、

中学校が２３件ございました。 

  結果ですが、小学校特別支援学校適が１５件、特別支援学級適が９

件、通常の学級が１８件、継続は２件でございました。中学校につき

ましては、特別支援学校適が１件、特別支援学級適が１４件、通常の

学級６件、継続が２件ございました。 

  特徴といたしましては、小学校の相談につきましては、特別支援学

校適のお子さんが多かったこと。中学校につきましては、昨年度は１

４件でしたが、中学校の相談件数が多くなったことが特徴としてあげ

られます。また、今年度初めて就学相談のガイダンスを行いましたけ

ども、前回お伝えしましたように、その場で１９件の申し込みがあり

ました。それも影響が出ているのではないかと考えられます。 

  また、参考までですが、転学相談の結果、途中経過も含めてですけ

ども、小学校が５件、中学校５件ありまして、現在、このように進行

中でございます。 

  この就学相談につきましては、この結果に基づきまして、本日から

教育支援課の職員が保護者の方へ個別に結果をお伝えして、就学先を

決定していくという動きになります。 

以上でございます。 

○町田委員長 教育支援課長より説明がございましたけれども、こちら

につきまして御意見、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 就学相談に来られる方は本当に心配して来られると思う

ので、これからも丁寧な御助言をお願いしたいと思います。 

  では、次に進めさせていただきます。 

  報告事項⑦なぎさ体験塾についてお願いします。 

○平島社会教育課長 ⑦と⑧を一緒に報告させていただいてよろしいで
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しょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 それでは、なぎさ体験塾の報告をさせていただき

ます。皆様のお手元に柏崎日報の新聞をコピーしてまいりました。８

月２０日木曜日から２３日土曜日までの３泊４日で新潟県柏崎市へ行

ってまいりました。町田委員長、教育長、部長、次長には視察に来て

いただきまして、ありがとうございました。小平市２０人、東村山市

３０人、柏崎２０人の７０人で行ってまいりました。今年度は３泊４

日とも晴れて、子供たちは海のスポーツを楽しめて本当によかったと

思っています。来年もまた継続して行いますので、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、青少対地区キャンプでございます。お手元の資料がご

ざいますけれども、７月２５日から２地区がスタートして、８月１日

まで１地区が最後になりました。右に参加人数が出ています。大型バ

スが２台のところと３台のところがございました。 

  また、今年度は熊の対応として、テントは張りましたが寝るときは

施設で寝ていただくという形で実施させていただきました。大きな事

故もなく、子供たちも川遊びや山などの体験で楽しく自然とふれあい、

無事に終了してよかったと思っています。 

以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課より報告が終わりましたけれども、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。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 青少年対策委員会のキャンプですが、各地区の青少年対

策委員会の委員の皆様には本当に大勢出ていただいて、そして、また

子供たちのために一生懸命、各地区いろいろな特色を持って行ってい

ったことは本当にすばらしいと思います。無事に終わりよかったと思

います。お疲れさまでした。 

  では、次に進めさせていただきます。 

  続きまして⑨運動公園プール夏季開放終了についてお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 ⑨、⑩、⑪を一括して報告をさせていただい

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 それでは⑨運動公園プール夏季開放終了につ
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いてでございます。 

  ７月の教育委員会におきまして、運動公園プールの開放について御

報告を申し上げましたが、８月３１日をもちまして、けがや事故もな

く無事に開放を終了いたしました。今年は、天候不良による中止が４

日間あったということで、昨年より２日中止日が多かった年になりま

した。来場者数については、昨年の約１万８，０００人に対し、約１

万３，０００人、利用料につきましては、昨年の約３００万円の収入

に対しまして、約２２１万円となりました。 

  運動公園プールにつきましては、できてから４０年以上経過をして

おりまして、老朽化が進んでいる状況でございますけれども、利用者

の安全を第一優先に考えながら、危険な状態でないように施設充実を

図って、また来年も実施できればと考えております。 

  続きまして⑩市民スポーツセンター平成２５年度事業報告について

でございます。 

  市民スポーツセンターでは平成２４年度から指定管理者制度を導入

しまして、東京ドームグループが管理者として指定をされ、公の施設

としての役割を継承しつつ、民間活力を発揮した施設運営に平成２５

年度も努めてまいりました。 

  制度の導入に伴いまして、開館日及び開館時間、各種教室、館内で

の物販及びレンタル等のサービスなど、平成２４年度とほぼ同様に実

施をさせていただきまして、市民のスポーツをする機会の拡充に努め、

指定管理者が実施をした利用者アンケートの回答からも、好評の結果

をいただく内容が多かった年となりましたけれども、平成２５年度で

いうのであれば、夏季期間において、利用者が空調設備のない体育室

を使用する際の熱中症対策やサービスの一環といたしまして、凍った

おしぼりの提供や国体の開催がございました。更にスポーツセンター

が国体の競技会場だったということもありまして、東京ドームのほう

でも東京ドームゆりーとダンサーズ、キッズアンドアダルトチームと

いうものを結成いたしまして、国体を盛り上げていただいたところで

ございます。 

  施設管理面につきましては、平成２４年度から新機種のトレーニン

グ機器や空調設備を導入するとともに、引き続き定期的な点検、清掃

などを適切な実施に努めてまいりましたが、その一方で、施設が老朽

化している中で、以前より施設の稼働率が高い状況で運営をしている
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ような状況がありまして、施設の故障等のリスクもありますので、利

用者の安全面を第一優先に考え、当面は老朽化した施設の改修を行っ

ていく方向で、今後、指定管理者と協議をしていく必要があると考え

ております。 

  利用者数につきましては、ただいま申し上げました取り組みなどに

よりまして、当市の平成２５年度の管理目標として掲げました制度導

入前比較２０％増を達成することができました。約４０％の増という

ことでございました。 

  次に、収支決算でございますけれども、結果として２８９万７，６

１６円の利益がございまして、そのうち指定管理者との協定によりま

して、その利益の５０％の１４４万８，８０８円が成果配分として市

に納入されております。平成２５年度は利用者数が増えているにもか

かわらず、利益、成果配分とともに前年度を下回っておりますけれど

も、こちらは平成２４年度の年間事業費における修繕費が前年度に比

べて約４６３万円ほど増えているためのものでございます。その他、

適切な人員の確保及び人材育成の研修や事故や災害時に備えた訓練等

の実施、地域の活動主体との協力体制についても、今後、推進をして

いく必要があると考えております。 

  以上、課題もございますけれども、平成２５年度についても、制度

導入の成果があったと判断をしております。今後についても、指定管

理者に民間活力を発揮した公の施設の発展に努めていただきながら、

ともに課題の解決に努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

  続きまして、アスリートスポーツ教室の開催でございます。 

  既に御案内のとおり、今年度は市制施行５０周年の節目の年でござ

いますけれども、当市の政策の一つとして、昭和４９年に宣言をいた

しましたスポーツ都市宣言も４０周年を迎える年でございます。教育

委員会ではスポーツ都市宣言４０周年を記念する事業といたしまして、

アスリートによるスポーツ教室でありますサッカー夢教室を市内在住、

在学の小学生を対象に、９月７日の日曜日、午後１時から市民スポー

ツセンター第１体育室におきまして開催いたします。 

  競技種目はサッカーでございまして、元日本代表の福田正博さんを

講師としてお招きして開催をいたします。既にこちらについては市報

及び市ホームページにてお知らせをするとともに、市内の小学校児童
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にチラシを配付し参加を募ったところ、定員８０名に対して１３３名

の申し込みがあり、厳正なる抽せんを行いまして参加者を決定したと

ころでございます。 

  現在、所管におきまして、当日に向けて最終的な準備、確認作業に

入っているところでございます。この教室を通じまして子供たちにス

ポーツを行うことや夢を持つこと、また努力することのすばらしさや

大切さをお伝えすることができれば幸いに存じます。 

  当日は参加者以外の方も２階の観覧席からになりますけれども、自

由に見学できるようになっておりますので、教育委員の皆様におかれ

ましても、もしお時間がございましたら御覧いただけますと幸いに思

います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

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点報告がございましたけ

ども、こちらに関しまして御質問、御意見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、次に進めます。 

  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。よろ

しいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、以上をもちまして平成２６年第９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１１分閉会 

 


