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平成２７年第１０回東村山市教育委員会定例会議録 

 

○平成２７年１０月５日（月）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。 

○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 

○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 

○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 高 治 圭 吾 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 大 西 弥 生 

教育部次長 青 木 由美子 社会教育課長 平 島 亨 

庶務課長 清 水 高 志 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 石 田 玲 奈 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 鈴 木 賢 次 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

 

○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 

○会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 ２７選挙第１号 東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職

務代理の指定 

 議案第３６号 東村山市文化芸術表彰 

 

報告事項 

①小中学校の特別教室のクーラー設置について（庶務課） 

②東村山市における学校事務共同実施について（指導室） 

③平成２７年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果につ

いて（指導室） 

④「いのちとこころの教育」の推進に向けて（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑥第４２回市民文化祭について（社会教育課） 

⑦第５２回東村山市民体育大会総合開会式開催報告について（市

民スポーツ課） 
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⑧町民運動会について（市民スポーツ課） 

⑨第５１回市民大運動会の開催について（市民スポーツ課） 

⑩図書館開催事業について（図書館） 

⑪川越鉄道全通１２０周年記念企画展について（ふるさと歴史

館） 

⑫その他 

午前１０時４５分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第１０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、本日の署名委員を小関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。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望とい

うことで９名の方が申し出ております。こちらについての傍聴の許可

及び随時この後希望される方に対して、傍聴可能な範囲で傍聴の許可

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、皆さん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 １０時４６分 休憩 

 

午前 １０時４８分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

まず最初に、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、御了承願いたいと思い

ます。また、携帯電話の電源はお切りいただきますか、マナーモード

にして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。 

２７選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職務

代理の指定を議題といたします。 

事務局からの説明をお願いします。 

○清水庶務課長 ２７選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及
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び委員長職務代理の指定。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定により、東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職

務代理の指定を行うものである。平成２７年１０月５日提出。提出者、

東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市教育委員会委員長の選挙

及び委員長職務代理の指定。説明、教育委員会委員長の任期が平成２

７年１０月６日で満了となるため、委員長の選挙及び委員長職務代理

の指定を行うものであります。 

補足の説明をさせていただきます。 

この選挙は、先ほど申し上げました地方教育行政の組織及び運営に

関する法律附則第２条におきまして、「旧教育長に関する経過措置」

の規定がございます。 

こちらは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が、平成２７

年４月１日に施行されましても、在任中の教育長が教育委員として任

期が満了するまで教育長として在職している間は、従来どおり教育長

と非常勤の教育委員長が併存することを規定しております。 

次の第２項では、改正後の第２章を適用せず、改正前の第２章の規

定を有効とする旨が書かれています。 

改正前の第２章には、第１２条の規定「教育委員会が委員（教育長

を除く）のうちから、委員長を選挙しなければならない」ことが規定

されております。 

これらのことから、委員長の任期は、平成２７年１０月７日から現

教育長の任期、平成２７年１２月３１日までとなります。 

また、こちらの改正前の法律では、委員長に事故があるときには、

または委員長が欠けた場合には、あらかじめ教育委員会の指定する委

員がその職務を行うと明記されておりますことから、委員長職務代理

の指定をお願いするものでございます。 

委員長職務代理の任期についても委員長同様、平成２７年１０月７

日から平成２７年１２月３１日までとなります。 

選出方法ですが、東村山市教育委員会会議規則の附則により、改定

前の東村山市教育委員会会議規則の７条の規定となり、この会議で委

員の互選の方法により、委員長の選出をお願いするものでございます。  

また、改正前の東村山市教育委員会会議規則第７条第３項によりま

して、委員長の選挙の方法を準用した形で委員長職務代理の指定もお
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願いするものでございます。 

説明は以上となります。 

○町田委員長 事務局から議題説明がありました。 

ただいまから、委員長の選挙を行います。 

選挙方法は、委員の互選ということになっております。御意見ござ

いますでしょうか。 

○吉村委員 今までどおり、町田委員長、御見識、御経験も豊富であり

ますし、立派ですので、ぜひ引き続きやっていただければありがたい

と思っております。 

○町田委員長 ありがとうございます。 

他にご意見はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、皆さん今、異議なしということで私が言うのも申

し訳ありませんけれども、町田豊を東村山市教育委員会委員長として、

当選人と定めることに、御異議ございませんでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 ありがとうございます。 

では、続きまして委員長職務代理の指定を行います。 

東村山市教育委員会会議規則の規定によりまして、委員長選挙の方

法を準用するということですので、ただいまから、委員長職務代理の

選挙を行います。 

選挙方法は、委員の互選ということになります。 

御意見ございますでしょうか。 

○吉村委員 見事なサポートをされています當摩委員が職務代理に一番

良いのではないか思うのですが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 皆さんよろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、職務代理は當摩委員ということで、御異議は

ございませんね。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、２７選挙第１号東村山市教育委員会委員長の

選挙及び委員長職務代理の指定について、お諮りします。 

互選の結果、委員長を私、町田、そして委員長職務代理には當摩委

員ということで、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員の賛成ということですので、さように決定させてい

ただきたいと思います。 

なお任期は、平成２７年１０月７日から平成２７年１２月３１日ま

でになります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 早速、今、委員長と職務代理を選んでいただきましたので、

一言ずつ御挨拶をいただけたらと思います。 

○町田委員長 ただいまの選挙によりまして、教育委員長ということで

任命をいただきましてありがとうございます。 

大変短い任期でございますけれども、東村山市教育委員会内でも、

いろいろな諸課題があると思います。誠心誠意頑張っていきたいと思

いますので、皆様の御協力をお願いしたいと思います。どうもありが

とうございました。 

以上でございます。 

では、當摩委員、お願いします。 

○當摩委員 誠心務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○町田委員長 では、よろしくお願いします。 

それでは、続けていきたいと思います。 

次に、議案第３６号、東村山市文化芸術表彰について、お願いいた

します。 

○平島社会教育課長 議案第３６号、東村山市文化芸術表彰。上記の議

案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年１０月５日提出。提

出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化芸術表彰。東

村山市文化芸術表彰規程（平成１６年東村山市教育委員会規程第６

号）第３条により、別紙のとおり表彰することに議決を得たい。説明、

東村山市の文化芸術の振興に特に功労のあったものを表彰するため、

本案を提出するものであります。 

今回の文化芸術被表彰者は、２団体でございます。 

東村山市文化芸術表彰規程第３条の第１号と第２号に該当する２団

体で、市民文化実行委員長の酒井氏より、推薦がございました。 

第３条の第１号に該当する団体は、シルクの会でございます。 

シルクの会は、平成６年に秋津公民館のシルバー学級が母体となり
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発足し、全国まゆクラフト作品展において、平成２５年度に「きず

な」、平成２７年度に「北山公園しょうぶ祭り」という題の作品にお

いて、大日本蚕糸会会頭賞を受賞されました。 

続きまして、第３条の第２号に該当する団体は、東村山市盆栽愛好

会でございます。 

東村山市盆栽愛好会は、昭和５１年に５９名が集まって発足し、第

３回東村山市民文化祭から参加している団体で、幅広く行動を行い、

今年度で４０周年を迎えます。 

２団体とも東村山市の文化芸術の振興に大きく貢献されました。 

２団体の活動は、文化表彰規程第３条第１号と第２号に該当するも

のと判断し、表彰をお願いするものであります。 

なお、御可決いただいた表彰受賞団体には、１０月３１日、土曜日、

富士見公民館ホールで、午後１時より、第４２回市民文化祭セレモニ

ーにおいて、表彰を行うことになっております。 

以上でございます。 

○町田委員長 今、社会教育課長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。いかがでしょうか。 

○當摩委員 両団体とも、とてもそれぞれ趣味を活かしたり、とても長

く続けていらっしゃるということで、大変ふさわしい団体だと思いま

すので、結構なことだと思います。 

もしできましたら、何人ぐらいの方が活動していらっしゃるかとい

うことが、今後わかる内容だと、さらにイメージが膨らむと思います

ので、そのあたりのこと、来年以降よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 今、わかりますか。 

○平島社会教育課長 シルクの会は、会員が１２名でございます。秋津

公民館で、大体月１回程度、教室を開いていると聞いております。 

盆栽愛好会ですけれども、発足時は５９名でありましたが、現在は

１１名と聞いております。 

○町田委員長 他、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 本当に両団体とも文化祭等で、とてもすばらしい展示を

されており、シルクの会は多数の受賞もされているということで、表

彰に値するのではないのかと思っております。 

皆さん、他に御意見がないようでしたら、採決を取りますけれども、
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よろしいですか。 

では、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 全員挙手 ） 

○町田委員長 全員の賛成ということで、議案第３６号につきましては、

原案どおり可決いたします。 

これで、予定されていました議案審議は全て終了いたしました。 

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小中学校の特別教室のクーラー設置について。お願いし

ます。 

○清水庶務課長 東村山市立小中学校特別教室の空調設備の設置工事計

画について、説明させていただきたいと思います。 

既に、平成２３年度、２４年度の２カ年におきましては、児童・生

徒が学校生活の大半を過ごします普通教室内の空調設備設置について

行ってまいりました。 

しかしながら、特別教室については、空調設備設置ができずにおり

ました。 

平成２６年４月に東京都は、東京都公立学校施設冷房化特別支援事

業実施要項をつくり、平成３０年度までを補助期間とし、事業を立ち

上げました。 

しかし、対象の特別教室が、音楽室と視聴覚室、図書室とパソコン

教室と大変少ないものでございましたので、東京都市教育長会から、

東京都教育委員会に対しまして、全ての特別教室を補助対象とするよ

う、要望を提出したところでございます。 

そして、平成２７年６月になりまして、都の補助要項が改正されま

して、ほぼ全ての特別教室が、補助対象ということになりましたので、

検討した結果、計画させていただいたという経緯がございます。 

まずは、平成２７年度に中学校について、実施設計を行っていきた

いと考えております。 

平成２８年度には実施設計を小学校で行います。中学校の空調設置

工事は平成２８年度に行います。 

平成２９年度、３０年度、２カ年にわたって、小学校の空調設置工

事を行っていきたいという計画を出しております。 

対象の特別教室を一応詳細に申し上げますと、音楽室、視聴覚室、

図書室、パソコン教室、理科室、家庭科室、調理室、被服室、図工室、
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美術室及び技術室、また、それに準じた教室の予定になっております。  

対象になっていない教室となりますと、会議室、多目的室、教育相

談室ということになります。 

概算の予算総額ですが、実施計画を含めまして、約８億２，３００

万円となっております。これに係る補助金の内訳としては、国の補助

金が約１億８００万円。都の補助金が２億４，７００万円となってお

り、その他、一般財源・起債という形になります。 

金額については、あくまでも概算でございます。 

工事金額や各教室の使用頻度、学校の状況などを踏まえて、最終的

な調整を行ってまいりたいと考えています。 

現時点の計画では、以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

クーラーの設置についてということですけれども、この件に関しま

して、御質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 本当に特別の教室も授業するところですので、本当に良

かったと思います。ただ、かなりの金額がかかるということで、みん

などの学校もありがたく使うようにしてもらいたいと思います。 

では、次に進みます。 

報告事項②東村山市における学校事務共同実施について、お願いし

ます。 

○青木教育部次長 私からは、本年度準備を進めております学校事務の

共同実施について、説明いたします。 

本事業は、東京都教育委員会の支援事業として実施します。これま

で都内では、江東区、武蔵村山市、清瀬市が取組を始めております。

本市では、これまでも昨年度までに、「東村山市における学校事務共

同実施に向けた検討会議」を立ち上げて検討を続けてきたところであ

り、その結果、市内小中学校の３校をモデル校として学校事務を共同

実施することといたしました。本年度中に、共同事務室の拠点校とな

る第三中学校に共同事務室を整備し、平成２８年度に、第三中学校に

おいて共同事務室を開設いたします。 

これまでは、各学校の事務室に、都事務職員と市事務職員が一人ず

つ配置されて、学校事務に係る業務を行っておりましたが、共同事務

室では都事務職員のみを複数配置し、該当する３校分の教職員の、旅
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費や福利厚生、給与などの業務を共同で行うこととなります。来年度

は３校ということで、３人の都事務職員が配置になることになります。

３校のこれまでの事務室には、都事務職員に代わって都費の非常勤職

員が配置となります。今後は、平成２９年度に、拠点校である東村山

第三中学校を含む周辺７校程度を一つの地区として共同事務を拡大し

ます。さらに平成３０年度までに、市内全域の小中学校を３つの地区

に分けて、市全体で学校事務の共同実施を進めていきます｡ 

学校事務の共同実施のねらいですが、東京都から示されているねら

いが三つあり、（１）事務職員等による副校長業務への支援の強化。

（２）事務の集中処理による正確性向上と効率化。（３）組織化によ

る事務職員の人材育成です。 

平成２８年度は、東村山第三中学校に共同事務室を設置し、３人の

都事務職員が配置になります。第三中学校を含む３校の事務室には、

都事務職員に代わって、それぞれ都費の非常勤職員と、これまでどお

りの市事務職員が配置になります。 

また、平成２９年度は、東村山第三中学校を拠点校とし、周辺７校

程度の学校を一つの地区として共同事務を行っていきます。 

平成３０年度には、この地区が三つになるということになります。 

以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

この件に関しまして、御質問、御意見ございますでしょうか。 

○森教育長 少し確認をしたいのですが、今の話で大体分かりましたが、

今年、三中の共同事務室の工事が行われますけれども、終わった後、

今年度中に何日か試行をしてみるということはないのでしょうか。正

式には来年度からになりますか。そこをお聞かせいただければと思い

ます。 

○青木教育部次長 おっしゃるとおり、これから工事に入りますが、今

年度事務室が完成した際には、３校の都事務職員が何回か集まって、

例えば今後のマニュアルづくりなどを進めていきたいと思っておりま

す。 

○森教育長 ある程度の進展は、そこでやっていくということでしょう

か。 

○青木教育部次長 はい。来年度は３人ということで、まだまだ本格実

施というところまではいきませんが、来年度３校の共同事務室がスム
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ーズにスタートできるように、本年度準備を進めてまいりたいと思い

ます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

他、いかがですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 このねらいとしての効率についてはそのとおりだと思い

ますけれども、本当に最初は難しいと思いますので、しっかりお願い

したいと思います。 

なければ、次へ進みます。 

報告事項③平成２７年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結

果について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項③④⑤と続けて、御報告させていただき

ます。 

まずは報告事項③、平成２７年度児童・生徒の学力向上を図るため

の調査結果についてでございます。 

全体的に東京都の平均値を下回る結果となってしまいました。特に

基礎的、基本的な内容になりますが、知識・理解の定着に今回は課題

が見られております。 

例えば、小学校の社会科では、東京都４４.３％の正答率に対し、

東村山市の小学生は３７．４％。また同じく社会科になりますが、中

学校は、東京都の平均値が５２．０％に対し、４８．２％。国語は、

読むというところも６６．３％に対し、東村山市の生徒は６３．３％。

若干、下回る結果になりました。 

また、他の課題点といたしましては、資料の読み取りにも、課題が

見られました。複数の資料から読み取りをし、その読み取った内容を

もとに関連づけ、自分の考えを持つといったところが、苦手な生徒が

多くいました。 

この改善策といたしましては、それぞれの授業において、読み取り

をさせるときには、読み取る視点をまず明確に指導者が示していくこ

と。そして複数の視点を関連づけ、子供たちに考えさせる場合には、

子供同士の交流活動。例えば話し合う活動を積極的に取り入れていく

といった手だてを考えてございます。 

さらには自分の考えを述べるときには、これは交流の場面でも同じ

ことが言えますが、どのように自分の考えを相手に伝えたらいいか分
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からない子供たちもいると学校から聞いておりますので、話し方を示

していくというのも、一つの手だてとして紹介をしていきたいと思い

ます。 

最後にもう一つ、これも今後の課題として挙げられましたものを報

告いたします。中学校の外国語（英語）でございますが、知識・理解

はやはり東京都の平均値より、若干、下回った結果となりました。外

国語活動（英語）の場合には、聞く・話す・読む・書くの四つの技能

が求められますが、この四つの技能をバランスよく伸ばしていくこと

が、今後、東村山市としても課題として挙げていきたいと考えていま

す。 

特に話す技能については、子供たち一人ひとりが、ＡＬＴ、あるい

は英語の担当教員を相手に話す時間を確実に確保していくこと。全体

でスピーキングというだけでなく、一人ひとりが話す場面の時間を確

実に確保していく。このような手立てについて校長会を通じて学校に

は伝えて、指導をしていきたいと考えております。 

報告事項④「いのちとこころの教育」の推進に向けてでございます。 

青少年健全育成大会は、２７年１１月８日、市民センターで予定を

してございます。 

生徒会サミットにつきましては、２７年１２月２４日、北庁舎で行

う予定でございます。 

これは昨年度、子供たちが作成いたしました「いじめ防止宣言」の

話し合いの中で出てきた「インターネットやＳＮＳなどによる誹謗中

傷」が課題となっていることから、今年度のテーマを「東村山市立中

学校インターネット等の利用に関するルールづくり」といたしまして、

子供たちで東村山の中学校全体でのルールを考えていきたい、このよ

うに予定しております。 

本日、第１回目の担当者連絡会、生徒会担当者連絡会を行います。 

いのちとこころの教育週間は、平成２８年２月１日から各学校で行

います。そしてこのことに関連させた「市民の集い」は、平成２８年

１月３１日の日曜日を予定しております。 

報告事項⑤教職員、児童・生徒、学校の状況についてでございます

が、こちらの記載内容につきましては、これまでの定例会で掲載して

いた内容の再掲となります。 

委員の皆様におかれましては、御挨拶、御指導のほど、どうぞよろ
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しくお願い申し上げます。 

報告以上でございます。 

○町田委員長 指導室より、御報告ございました。こちらの件につきま

して、御質問ございますでしょうか。 

○吉村委員 １点だけ。中学校の国語のＢの読み解く力に関する内容の

解決する力ですが、これは東村山市の中学生はすばらしいのですよね。

この数字は正しいのでしょうか。東京都の２５．４％というのは３５．

４％ではないですかね。ここだけが他の表と見て、整合性が取れない

ような感じに思えますが。 

○谷口統括指導主事 この数値につきましては、何度も確認させていた

だきました。ただ、数値が非常に大きいのは、解決する力に当たる設

問の数が比較的少ないものですから、どうしても数字の変動の幅が大

きくなってしまうことは考えられます。 

○吉村委員 非常によくわかりました。 

○森教育長 今の続きみたいになりますが、国語の教科も、他もそうな

のですが、都の平均と比べると低くなっていますけれども、やはり国

語というのは、いろんな教科で問題を読む際に、基本になる教科だろ

うと思いますので、算数基礎ドリルがある程度完成した暁には、国語

基礎ドリルをぜひつくっていただきたいなという気持ちがありますけ

れど、そのあたりはいかがでしょうか。 

○谷口統括指導主事 教育長から御指摘いただきましたので、検討して

まいりたいと思います。 

○森教育長 ぜひよろしくお願いします。 

○町田委員長 他、いかがでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ぜひ、この結果から、より良い指導ができるようにとい

うことでお願いしたいと思います。 

では、なければ次に進めさせていただきます。 

報告事項⑥第４２回市民文化祭について、お願いします。 

○平島社会教育課長 皆さんのお手元に第４２回東村山市民文化祭のチ

ラシをお配りしております。 

この絵は、東村山高等学校の生徒さんに作成していただきました。 

また、冊子でございますけれども、こちらは、東村山西高等学校の

生徒さんに書いていただきました。 
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また今年度は、中央公民館の耐震工事のために、日程が変則になっ

ております。これまで中央公民館にて出ていただいていた団体の方々

は、１０月２４日、２５日、それから１１月１４日、１５日、この４

日間で、富士見公民館にて開催することになっております。 

また、今年は市民センターも開催会場となっております。 

１０月３０日、３１日、１１月１日については、富士見公民館、秋

津公民館、廻田公民館の３会場で通常どおり開催いたします。 

また、セレモニーは、１０月３１日に、市民フェスティバルは１１

月３日にそれぞれ富士見公民館にて開催いたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 市民文化祭について、いかがでしょうか。 

○吉村委員 先ほどの２団体の文化芸術表彰推薦書に、推薦者酒井高子

と記載されていたのですが、どのような人物なのかがわからず肩書が

ほしいと思っていたのです。ただこちらを見させてもらって、こうい

う方だということが、よくわかりました。 

○平島社会教育課長 肩書は、東村山市の市民文化祭実行委員長であり、

また文化協会の副会長にもなられている方でございます。 

○町田委員長 推薦のところでわかっていた方がよかったということで

すね。 

○吉村委員 一般の人は、どのようなお方なのかと感じたと思います。 

○町田委員長 他、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、文化祭についてはよろしいですね。 

報告事項⑦第５２回東村山市民体育大会総合開会式の開催報告につ

いて、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項の⑦⑧⑨をまとめて御報告させてい

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、報告事項⑦第５２回東村山市民体

育大会総合開会式開催報告についてでございます。 

９月６日の午前中になりますが、市民スポーツセンターにおきまし

て、多くの市民、選手、御来賓の参加のもと、第５２回市民体育大会

総合開会式を開催いたしました。 

当日は、町田委員長初め、教育委員の皆様におかれましては、御出
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席いただきまして、まことにありがとうございました。 

来場者数については、合計９２５人ということでございまして、昨

年の８９２名より多い参加でございました。 

今後、３月ごろまでにかけまして、各競技の開催が行われますので、

お時間がありましたら、御声援のほどよろしくお願い申し上げます。 

なお、今年の総合開会式において、東村山市のスポーツ優秀選手表

彰対象者でありました関東第一高等学校のオコエ瑠偉さんについては、

当日欠席されてしまったのですが、新聞等、特番ニュースで御存じの

方も多いかと存じますけれども、去る１０月１日に市長に表敬訪問さ

れましたので、御報告申し上げます。 

続きまして、各町の運動会について、御報告いたします。 

今年も廻田町の８月３０日の日曜日を皮切りに、町民運動会が開催

されました。８月３０日に廻田町、９月１３日に７町、そしてその翌

週に３町、２７日に萩山町が開催されました。 

当日、御出席いただきました教育委員の皆様、また管理職の皆様、

お忙しい中御覧いただきましてありがとうございました。 

最後に、第５１回市民大運動会の開催について、御案内をいたしま

す。 

来る１０月１１日の日曜日、予備日を翌日の１２日の月曜日といた

しまして、第５１回市民大運動会を運動公園グラウンドにおいて開催

いたします。 

開会式は８時２０分でございます。 

昨年の５０回大会は、市政施行及び体育協会設立５０周年とスポー

ツ都市宣言４０周年の節目の記念大会として各種セレモニーや記念イ

ベント等を実施してまいりましたけれども、今年の第５１回大会につ

きましては、第４９回大会規模で開催をいたします。 

これまで５月の大運動会企画委員会議と７月の運営会議、先月２９

日には、役員全体会を開催しまして、第５１回大会の内容や役員の役

割分担の確認等を行ってまいったところでございます。 

また、先週の土曜日には、運動公園において、職員並びにスポーツ

推進委員で用具の点検を行いまして、今週は、いよいよ日曜日の本番

に向けまして、トラックへの砂まきやフィールドの草刈り作業、備品

の運搬等を行う等、最終的な準備を進めていく予定でございます。 

教育委員の皆様には、既に御案内状の送付をさせていただきました



１５ 

が、出欠の御連絡をいただきましてありがとうございました。 

当日は、森教育長には開会式において開会の言葉を、町田委員長に

は閉会式の際に御挨拶をお願いしたいと存じますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

また、森教育長におかれては、当日、役員が７時に集まるというと

ころがありまして、その際にまた御挨拶をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

３点報告ございました。この件に関しまして何かご質問等ございま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 本当に、総合開会式は大変大勢の方々が出ていただいて、

とても良い式ができたと思います。 

また町民運動会については、私も２町しか回れませんでしたけれど

も、どこも大変盛り上がっていて、良い開催ができたのではないかと

思います。 

今度の日曜日の大運動会、きっと盛り上がると思います。結構、ど

この町も熱くなりますので、準備も大変だとは思いますけれども、し

っかりお願いしたいと思います。楽しみにしております。 

では、次に進みます。 

報告事項⑩図書館開催事業について、お願いします。 

○田中図書館長 １０月から１２月にかけて開催いたします図書館事業

について、御報告いたします。 

お手元に置かせていただきましたチラシは、多摩六都図書館ニュー

スとして、５市共同で発行する案内で、東村山の部分になります。 

図書館の情報共有として、５市の市民向けにイベント等を周知する

ために、年４回発行しております。 

１０月以降の開催事業の御案内となりますが、四つの事業は、図書

館の関連団体との共催や、ボランティアの方の御協力をいただいて、

開催いたします。 

布の絵本プレイルームにつきましては、昨年３月に活動終了した東

村山布の絵本企画室の方が製作された布の絵本を会場内に広げて、親

子で自由に触って遊びながら指先を動かし、コミュニケーションを楽
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しんでいただけるように企画しました。 

また、製本講習会の講師を務めていただく東村山製本研究会の皆様

には、製本の技術を活かして、図書館の傷んだ本の修理等をお願いし

ており、昨年度は６７３冊を修復していただいております。 

今後も、市民の皆様との共同・連携により、多様な事業を実施して

いきたいと考えております。 

以上です。 

○町田委員長 図書館よりの説明は終わりました。何か御質問ございま

すでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、いろいろと事業ありますけれども、よろしくお願

いしたいと思います。ありがとうございました。 

続きまして、報告事項⑪川越鉄道全通１２０周年記念企画展につい

て、お願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 川越鉄道全通１２０周年記念企画展を御案内

いたします。 

企画展は、９月２６日から１２月２０日まで展示いたします。 

今回の展示は、川越鉄道全線開通１２０周年を記念して開催いたし

ます。東村山市内最古の駅は川越鉄道の東村山駅で、現在の場所に東

村山停車場が明治２８年８月にできて、平成２７年で１２０年となり

ます。 

また、付随事業としては、鉄道史跡を歩く散策を１０月２４日、午

後２時から行います。 

そして講演を１１月２１日、午後２時より「東村山をめぐる鉄道の

１２０年」と題して行います。 

ぜひ、皆様の御来場をお待ちしております。 

以上でございます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館からの説明でございましたけれども、こ

の件につきまして何か御質問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 では、私もぜひ見に行きたいと思います。よろしくお願

いします。 

あと、報告事項⑫その他で何かお持ちの方はいらっしゃいますでし
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ょうか。よろしいですか。 

○曽我教育部長 私から何点か報告いたします。 

まず１０月２日に、皆さんもご承知のオコエ瑠偉選手が市長に表敬

訪問をいたしました。それで新聞記者が読売、毎日、朝日と、また、

ケーブルテレビのジェイコムが来まして取材を受けておりましたけれ

ども、非常に明るい前向きな選手で、非常に態度もよく、今後、本当

に期待されるところで、私も非常に会えてよかったです。 

その中で、やはりすばらしかったのは、今後プロになって自分の気

持ちをより厳しくいくことが、自分の将来につながりますというよう

なことなどすばらしいことを話していました。 

あと、お母さん、お父さんに育てられた環境が非常にすばらしいも

のであったと感じました。 

高校生の妹さんがいらっしゃるのですけれども、やはり全国的に活

躍されている選手で、いろいろ遠征とか合宿所とか費用がかかるとの

ことで、家庭にも非常に負担をかけている中で、私はプロとして活躍

することが、将来、家庭の親の孝行につながるというようなすばらし

い話を聞きまして、１８歳になる高校生が、このような発言ができる

のかと非常に感心させられました。 

あとは、ドラフト会議が今度ありますけれども、非常に市民が期待

していますという市長からお言葉があり、教育長からはドラフトに向

けてどこが今まで来ていますかねという話がありまして、個々に話し

ておりましたけれど、何か今まで事前のお話だと、１２球団の動きが

あるみたいな感じでお話されていましたので、１０月２２日にドラフ

ト会議がありますので、我々も期待しながら今後の行方を見守ってい

きたいと感じております。 

それともう一点ですけれども、議会が９月２日から開催されまして、

１０月２日をもって、皆様のおかげをもちまして終了させていただき

ました。 

今回の議会につきましては、代表質問があり、また２６年度の決算

審査が行われ、多岐多くの質問をいただいたところでございます。 

内容につきましては、個々にお話ししていると時間が非常に長いと

ころがございますが、先ほど庶務課長が話をさせていただきました空

調関係につきましての質問が多く出されておりました。 

空調関係につきましては、特別教室について全面的に入れていきた
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いという答弁で終わっております。 

また、先ほど次長から話がありました学校事務共同実施という内容

について、スケジュール等、また内容についての御質問がありました

ので、そのあたりの答弁をさせていただきました。 

それと、特別支援教室の導入について、同じように拠点校をもって

進めていくわけですけれども、そのあたりの質問がありましたので、

２８年度、２９年度で全校の特別支援教室を配置していきたいという

答弁をさせていただきました。 

あとは中央公民館の工事の進捗状況等の御質問もありましたので、

その内容につきましても、御説明させていただきました。 

それとあと、最後の追加議案で補正予算がございまして、運動公園

の敷地の買い取りについて、補正予算にて計上させていただきました。

約６，０００万円強の数字を計上させていただいたのですが、その内

容につきましては、運動公園野球場のコーナーの角地、レフト側の端

っこの方のランニングソールと植栽の部分が民有地となっており、３

５０平米ぐらいなのですが、そこを借りていた経過がありまして、借

用させていただいておりました。今回、その土地に相続が発生しまし

て、相続の主から、市で買い取っていただけないかということでした。

最初の契約のときに相続が発生した場合には、市が買い取ることとい

うような、はっきりした規定はありませんでしたが、買い取っていた

だきたいという御要望が入っておりましたので、そのあたりを尊重し

ながら、市の方では買い取るということで決定をさせていただきまし

た。 

他に質問として多かったのは、幼児相談との一元化、つながりのあ

る相談支援ということで、数多く出ておりました。 

ただ、勘違いされているのは、教育委員会の相談室が幼児相談室と

一緒の中で行うと勘違いされておりまして、そこが余りうまく伝わっ

ていないのかなと思います。 

教育委員会は教育委員会で、やはり学校との教育相談、学校を含め

た中の今後の子供たち、児童・生徒のための教育相談でありまして、

幼児相談室と一緒になって行うのではなく、また、予算は予算で別で

あるということが、しっかり伝わっていないようで、お母さんたちと

話しをすると、ああそうなんですかということで安心されるというこ

とで、今の教育相談の体制のまま、幼児相談を行うように勘違いされ
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ているのです。幼児相談と教育相談のつながりが非常に大切だという

ことは、以前から言われておりまして、情報の共有化、それは個人情

報等ありますけども、その中での業務の一貫性での個人情報をしっか

り遵守していきながら進めていくわけですので、そのあたりは今後、

まず乳幼児からの健診等を含めて幼児相談を、先ほど保育園、幼稚園

でもありましたけれども、そのあたりも含めて教育相談と一本化にす

るわけですので、ただ、その役割は皆さん違いますが、そこを一本化

にするだけなので、０歳から１８歳までのつながりについて、よりス

ムーズにいくと思います。 

ですので、今後は学校の関係、幼稚園とのつながりも今後、いろん

なツールを使いながら、そこは連携を深めていきたいと思っています

ので、つなぎのある支援相談の充実に向けて、教育委員会も一生懸命、

教育支援課長を先頭に、本当に頑張っております。ですので、今後も

総合教育会議の中でも話があると思いますけども、しっかりと教育委

員会は進めてまいりますので、御協力のほど、よろしくお願いしたい

と思います。 

私から以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

部長からお話ありましたけれども、何かその中で御質問等あります

か。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、他に報告がなければ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２７年第１０回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

午前１１時３８分閉会 


