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平成２７年第１２回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年１２月７日（金）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 髙 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 

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 石 田 玲 奈 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

指導主事 鈴 木 賢 次    

 

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平成２８年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針策定に向け

て（庶務課） 

②レシピサイト｢東村山学校給食中学版キッチン｣の開設について 

 （学務課） 

③平成２７年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等

調査結果について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑤成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑥その他 
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午前１０時４６分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第１２回東村山市教育委員会

を開催いたします。 

それでは、本日の署名委員を當摩委員にお願いしたいと思います。 

○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、１４名の方が申し出ております。こちらについて、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４７分 休憩 

 

午前 １０時４９分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開します。 

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、携帯電話の電源を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申し上げます。 

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、平成２８年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方

針策定に向けて、をお願いしたいと思います。 

○清水庶務課長 平成２８年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針案について、御説明申し上げたいと思います。 

まず、平成２８年度の教育目標と基本方針につきましては、引き続

き本市の教育理念を踏襲するものとなっており、内容については昨年

度と大きな変更はございませんが、文言について２カ所変更がござい

ます。１つ目は、教育目標にございます「情報の技術革命」という言

葉でございます。こちらについては、「情報技術の進歩」という言葉

に置きかえさせていただきました。情報技術の革命という言葉は少し
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大げさではないかという御意見がございまして、進歩という形でのお

言葉に置きかえさせてもらっております。２つ目は、「少子高齢化社

会の到来｣という言葉でございますが、既に少子高齢化社会であるこ

とを踏まえまして、到来という言葉を削除いたしました。 

全体的なこととして、施策数のことでございますが、統廃合や追加

などを行った結果、昨年度３３施策数でございましたが、３５となり

２つ増加しております。 

また、文言を東京都の形式に合わせました。具体的には、平仮名表

記であるものを漢字に直しております。 

また、昨年度より引き続きまして、表現方法を「推進する」という

概念的な表記につきましては、できる限り具体化した表現に変更させ

ていただき、一層の進展を目指す姿勢をあらわしました。 

では、各取組における修正項目、新規項目について御説明します。 

まず、取組１でございますが、（１）の④です。保育所・幼稚園・

小学校の連携について、項目を取組７の（３）へ移動・統合いたしま

した。こちらについては、後ほど説明させていただきたいと思います。  

取組２（３）でございますが、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎ

さ体験塾」「青少年健全育成大会」の施策を２つに分けました。変更

前の文章が自然体験とボランティア体験と青少年健全育成大会のつな

がりが見えづらいというところがございましたので、２つに分けさせ

てもらったところでございます。 

次に、（４）でございますが、副籍交流活動等を通して、障害があ

る人と障害がない人の相互理解を図ることを新たな追加項目とさせて

いただきました。 

取組４でございます。取組４の（１）の②です。「パラリンピック

教育」「体力向上」の文言の追加をさせていただきました。こちらの

ほうは、取組は体を鍛える項目であるにもかかわらず、変更前のほう

は、この体力向上のことがオリンピック・パラリンピックのところに

ついて触れておりませんでしたので、体力向上の文言を追加させてい

ただきました。 

取組５でございます。まず、（２）についてでございますが、安

全・安心な学校給食の提供及び食物アレルギーの対応に関する文言の

整理をしたものです。（３）については、従来の（３）、（４）の安

全教育・防災教育を整理・統合いたしました。 
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取組６でございます。取組６の（１）「ライフステージ」という言

葉を「キャリアプラン」、取組６の（２）の「悉皆研修｣を「全教員

を対象とした研修」という文言に変更いたしました。「ライフステー

ジ」という言葉は、最近は「キャリアプラン」という言葉に置きかえ

ることが多くございますので、こちらの言葉に変更し、また悉皆研修

については、一般的な方々からするとちょっとわかりづらいというお

声がございましたので、皆さんにわかるような形で、「全教員を対象

とした研修」という文言に変えさせてもらいました。 

次に、取組７でございます。まず、（１）でございますが、二学期

制に関する施策につきまして、「検討を深める」という表現に変更し

てございます。 

続きまして、（３）でございますが、先ほど申し上げました取組１

の（１）の④、保育所・幼稚園・小学校の連携という言葉をこちらの

ほうに統合させていただきました。 

（５）の②でございます。こちらのほうは、「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律｣、いわゆる障害者差別解消法の｢合理的

配慮」の言葉を追加し、文言修正・整理をさせてもらったものです。 

続きまして、（６）でございますが、早期からの一貫した相談支援

の施策を追加するものでございます。文言としては、「０歳から１８

歳までの子供やその保護者等について、早期からの一貫した相談支援

を行う」という言葉でございます。 

（１０）については、来年度から試験的に行う学校事務の共同実施

について、施策の追加を行いました｡ 

取組８の（３）でございます。「子育てに役立つ情報提供の方法を

工夫し、親子で参加できる行事や講座などを開催する。」「講座」と

いう言葉を追加させていただきました。 

取組９の（１）の①です。スポーツ推進における指針の検討の追加

とオリンピック・パラリンピックの機運の醸成の部分を分けさせてい

ただきました。文章の①について、長くわかりにくいという言葉があ

りましたので、２つに分けさせていただきました。 

以上でございますが、本内容については、また１月に議案として上

程することから、委員の皆様にはお目通しをいただきまして、修正な

どの御意見、御指摘がございましたら、１２月１８日金曜日までに庶

務課まで御連絡いただきますようお願い申し上げます。 
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御意見、御指摘を受けて、修正したものを年内に各委員の皆様にお

届けしたいと考えております。 

私からは以上でございます。 

○町田委員長 今、１２月１８日までに御意見があればということです

けれど、この場でもし確認しておきたいようなことがありましたら御

質問等、よろしいですか。 

○曽我教育部長 先ほど行われました総合教育会議の中で、３点ほど内

容を追加させていただきたいということで御意見がありましたが、整

合性を図るためには、この目標と一致させていく必要があると考えて

います。 

先ほど、全生園という文言をということで言われた経過があります

が、取組２の（１）にあるハンセン病回復者という文言で、対応させ

ていただければと思いますけれども、どうも人権教育と申しましても

そこだけではなくて、東京都の人権施策の推進方針を踏まえています

ので、この文言で良ければ、これで留めさせていただければと思って

います。 

それとあと、當摩委員から出されました正福寺の関係がございまし

た。そこのところについては文化と歴史ということで、取組９、地

域・社会の教育力向上を図るというところで、（１）の⑤に、「国宝

の正福寺地蔵堂や」ということで入れさせていただいているので、そ

こは整合性が図れると思っています。 

あと、先ほど言われましたシチズンシップ教育の内容になりますが、

この目標では掲げさせていただいていないもので、取組３の社会の変

化に対応できる力を高めるというところの（１）で、「キャリア教育

を充実させる」ということもうたわせていただいておりますが、その

中で取り組むのは難しいと思っていますので、項目をまた設けて掲げ

させていただけたらと思っていますが、なかなか（１）の中で集約さ

せるのは難しいという感じもしていますので、教育長のほうからも、

別の項立てでという御指摘が施策方針大綱にも御意見としていただき

ましたので、考えさせていただきたいと思っています。そして、委員

のほうにまたお示しをさせていただいて、最終的な方針案にさせてい

ただければと思っていますが、そのことについて御意見いただければ

と思います。よろしくお願いします。 

○町田委員長 ただいま、部長から先ほどの大綱案とまた基本方針との
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整合性ということでのお話がありましたけれども、それにつきまして、

何か御意見ございますでしょうか。 

私も今、部長が言われたとおり、前もって教育目標のほうが合わせ

るのではなく、教育目標に対して大綱が合わせたという形になるほう

が良いと思いますが、いかがでしょうか。 

○吉村委員 取組３、社会の変化に対応できる力を高めるというところ

の（１）の最後に、キャリア教育を充実させるとありますね。もう少

し熟読しなくてはいけないのですけれど、キャリア教育やシチズンシ

ップ教育を充実させるぐらいで流しておいたほうが無難かと思います。 

○曽我教育部長 そうしていただけると非常にやりやすいと思っており

ます。 

○吉村委員 先ほどの会議で私が発言しなかったのも、キャリア教育と

いう概念、キャリアエデュケーション、欧米でどういうふうに判断す

るだろうかというのを考えていて、一、二年たって、これが安定した

言葉として使われるようになってからでもいいのかなと思います。そ

のあたりを心配していましたので、一つの提案です。 

○町田委員長 確かにそのとおりかもしれません。 

○森教育長 吉村委員の話、良いのではないでしょうか。 

○吉村委員 特に、タイトルが良いじゃないですか。社会の変化に対応

する力を高める、そこでシチズンシップ教育とこうなるわけだから。 

○町田委員長 今、吉村委員のお話されたような形で、でも一応言葉だ

けが入っているというのは良いかなと思うのです。 

○曽我教育部長 そこの中に入れさせていただくということで、非常に

助かります。 

○町田委員長 確かに今、私も必要だとは思いますけれども、それをま

だしっかりしていないところで行うことについては、吉村委員がその

ようにお話されているので間違いないということでお願いすると。 

他、いかがでしょうか。 

これから見て、またそういうのがあれば、修正点等お話されても、

今、ここでお気づきの点がありましたらと思いますけど、大綱とそう

やって文言を合わすという部分と、他、よろしいですか。 

○小関委員 キャリア教育、自己の生き方というのが最終的ですけど、

キャリア教育にしてもシチズンシップ教育にしても、主体的な判断

力・行動力というのが最終的なものだと思っております。そうしたこ
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とが包括できるといいなと思いました。 

○町田委員長 ありがとうございます。 

他、いいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、先ほどお話がありましたように、この後、１２月

１８日までに御質問、御意見等ございましたら庶務課に言っていただ

いて、それで修正してもらうという形に進めていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

では、次に進みます。 

報告事項②、レシピサイト｢東村山学校給食中学版キッチン｣の開

設について、お願いします。 

○佐藤学務課長 料理レシピサイト、クックパッドを活用した「東村山

学校給食中学版キッチン」の開設についてです。 

学務課の栄養士が中心となり、東村山市の学校給食のおいしさを

多くの方に広く知っていただきたく料理レシピサイト、クックパッド

を活用して、「東村山学校給食中学版キッチン」を作成し、平成２７

年１１月２０日より公開しています。 

東村山の子供たちが食べている人気メニューや東村山の地場野菜

を使用したメニューなど家庭でも簡単に作れるように紹介しておりま

す。１２月７日現在１７品目を紹介しており、アクセス数は１万２，

７５４件となっております。 

今後もレシピの数を増やし、また、小学校給食のレシピも掲載し

ていく計画となっており、御家庭で保護者と子供たちが一緒に料理を

楽しんでいただければと考え、今後も作成していくつもりです。 

以上です。 

○町田委員長 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 質問ですが、これはインターネットでクックパッドと検索

すると出てくるのでしょうか。 

○佐藤学務課長 「東村山 クックパッド 給食 中学校」と入力する

と出てきます。 

○森教育長 どうやって一般市民の方には周知していくのですか。 

○佐藤学務課長 まだ一般市民の方への周知というのは、現状特に行っ

てはいなかったのですが、まずは第一弾として１月１５日号の市報に
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て紹介をさせていただきます。市のホームページ上から、直接ここに

アクセスできるようにしてあります。 

以上です。 

○町田委員長 これは誰が作成しているのですか。 

○佐藤学務課長 学務課栄養士が作成しています。 

○町田委員長 ここに投稿しているわけですね、わかりました。 

他、よろしいでしょうか。 

ぜひ見ていただいて、お家で中学校の給食を食べていただいたらと

思います。本当にＰＲとして、食を増やすという部分では大変良い試

みではないのかなと思います。 

○吉村委員 教育委員会側でも中学校の給食を食べようかというプラン

もあってもいいかもわからないですね。終わるのが１２時ごろじゃな

いですか。 

○當摩委員 何か家族で作ってみようとか、そういったことまで発展さ

せていただくと、コミュニケーションが生まれることもあると思うの

で、ぜひバージョンアップもよろしくと栄養士の皆様にお伝えくださ

い。 

○町田委員長 そのスタートとなれば本当に良いと思います。クックパ

ッドで、若い方は携帯を見ながらいろいろ料理を作るということです

ので、そのように使われているらしいですね。これからもよろしくお

願いします。 

次に進みます。 

報告事項③、平成２７年度東京都児童･生徒体力・運動能力、生

活・運動習慣等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③と④を続けて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。 

○谷口統括指導主事 報告事項③、【東村山市】平成２７年度東京都児

童･生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果について、御報

告をいたします。 

今回の調査結果から、やはりまだ課題として残っているところは、

握力、長座体前屈、反復横とびです。このあたりが小学校での主な課

題となっていることについては昨年度と変わりませんでした。また、

中学校においても、反復横とびが東京都の平均値より下回っています
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ので、課題に挙げられます。 

しかしながら、昨年度１年間の取組の中で、非常に改善されてきた

ところが１点ございまして、運動の好き嫌いの数値については、平成

２６年度の子供たちの意識調査の結果と比較をしまして、わずかでは

ありますけれども、運動が好き、あるいはやや好きと答える子供が増

えてきたということが改善された点として挙げられます。 

今後、小学校においては、この体力統一テストをもとにしながら、

自分の体力について自己目標を設定して、それを子供たちに意識をさ

せながら体力つくり運動の指導を行っていきたいと考えております。

同様に中学校においても、継続的に補強運動などのさまざまな領域の

運動を助けるような、基礎体力を高める運動を積極的に取り入れてい

きたいと考えております。 

現在、東村山市教育委員会では、東村山市アクティブプラン（オリ

ンピック・パラリンピック教育を通して）ということで、３つの柱を

立てて推進しているところでございます。そのうちの１つが体力の向

上となっております。今後、体力つくり検討委員会では、東村山市ス

タンダード、これはこの学年であればこのぐらいの体力を一つの目安

に頑張ろうというような子供たち向けのカードを現在作成していると

ころでございますので、これを活用しながら子供たちの体力向上を図

ってまいりたいと考えております。 

報告事項④、教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでござ

います。 

１つ目は市教育委員会の定例訪問です。東村山第三中学校萩山分校

の定例訪問は、年間の計画ではもっと前でありましたが、平成２７年

１２月１０日木曜日に変更となりました。小関委員におかれましては、

どうぞ御予定いただき、また、御挨拶、御指導のほどよろしくお願い

申し上げます。 

それ以外の日程の野火止小学校、秋津小学校、青葉小学校について

は予定どおりとなっております。委員の皆様どうぞよろしくお願いい

たします。 

それから、市研究奨励校の研究発表会が平成２８年１月２９日に東

村山第六中学校で行われます。本校では、校内組織を改めて見直し再

構築しております。「主任教諭を中心としたＯＪＴ・ミニ研修を通し

て」という研究主題で、２年間の研究成果の発表を行います。当日は
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講師の先生に、公益財団法人、国際理解支援協会シニアアドバイザー

の堀内一男先生をお招きして御指導いただく予定です。 

次は再掲になりますが、生徒会サミットです。１２月２４日に北庁

舎で行います。「東村山市立中学校のインターネット等の利用に関す

るルールづくり」をテーマとして行う予定です。現在各学校の生徒会

を中心に、学級、あるいは学年からそれぞれ自分たちが考えるルール

を出し、学校全体で話し合っていただいております。これを当日７つ

の学校が持ち寄って、東村山市の中学校のルールをつくることになり

ます。 

最後に、｢東村山いのちとこころの教育週間｣における各学校の取組

についてです。 

学校によってさまざま自校の特色を生かしながら、進めてまいりま

す。講演会等を予定している学校もあり、講師として、弁護士会であ

ったり、希望学級の先生であったり、あるいは、本市教育委員会図書

館長であったりという関係機関の方々、それから、パラリンピアンと

して車椅子の陸上競技選手や元車椅子プロバスケットボール選手など

をお招きして、それぞれの学校が「いのちとこころ教育週間」を進め

てまいります。 

委員の皆様におかれましては、御都合がよろしければぜひとも御参

加いただき、また、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室より２点報告がございました。こちらの件に関し

まして、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 なければ次に進みます。 

報告事項⑤、成人の日のつどいについてお願いします。 

○平島社会教育課長 成人の日のつどいについて、御報告させていただ

きます。 

今年度、成人の日のつどいにつきましては、平成２８年１月１１日

月曜日、受付を午後１時より、式典は午後１時３０分からで、明法中

学校・高等学校講堂にて開催させていただきます。 

対象者は、平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれで、男子

が７１５人、女子が７５５人の合計１，４７０人に案内通知を１２月
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４日に郵送いたしました。本年も卒業時の先生方のメッセージや新成

人の生まれた年の出来事などを手づくりにして、パンフレットで配付

したいと思っております。 

また、成人代表には、佐々木めぐみさんをお願いしています。佐々

木さんは青少年委員が実施している「輝け！東村山っ子育成塾」に小

学校５年生より参加し、高校生からはリーダーとして活躍されていま

す。また、市の行事である「なぎさ体験塾」にはリーダーとして高校

生から毎年参加していただいています。現在、佐々木さんは看護師を

目指して頑張っています。 

以上です。 

○町田委員長 成人の日のつどいということで、社会教育課長より報告

がございましたけれども、この件につきましていかがでしょうか。 

私のほうから、今、案内を見ると挨拶をと記載されているのですが、

もうこの時点で、私は委員長ではなくなっていると思うのですけれど

も。 

○平島社会教育課長 昨年は開会の言葉を森教育長にしていただいて、

お祝いの言葉と励ましの言葉を市長、議長、教育委員長という形でや

らせていただきました。２７年度ですけれども、２８年１月から教育

委員会制度が変更になりますので、教育委員会のほうでまずお祝いの

言葉、励ましの言葉については町田委員長にお願いしていたところを

森教育長にしていただこうと。それから、開会の言葉はでは誰にしよ

うかということで、司会や社会教育委員、あるいは議長などいろいろ

な御意見をいただいて、最終的に教育委員である町田委員長にお願い

しようという形で決まりました。 

○町田委員長 はい、わかりました。 

他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

成人を祝う会ですので、みんなでお祝いしたいと思います。 

なければ、次進みます。 

報告事項は以上ですけれども、他に何か、報告お持ちの方いらっし

ゃいますでしょうか。 

○清水庶務課長 東村山市立南台小学校屋内運動場の基礎工事における

杭打ちについて、報告させていただきたいと思います。 

今年１０月、横浜市のマンション傾斜問題に端を発した旭化成建

材による杭打ちデータ流用について、杭の施工不良が明らかになり、
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その他の建物の安全性に問題がないかの疑念を抱かせる大きな社会問

題となりました。 

それに伴い、当市営繕課では平成１０年までさかのぼり、基礎工

事におきまして、杭を用いている建物について調査を行ったところ、

平成２１年に施工した東村山市立南台小学校屋内運動場、いわゆる体

育館について、旭化成建材の杭を使用した工法での杭打ちであること

が判明いたしました。 

そのため、建設当時の施工報告書、工事写真などの工事関係書類

を確認して､データの改ざんや施工状況などに不適切な点があるかど

うかを確認いたしましたが、不適切な点は見受けられませんでした。

また、現地調査を行い、建物の傾きや有害なひび割れなどの確認を行

いましたが、そういったものは一切なく、現在安全性についても問題

がないことを確認しております。 

このことについては、１２月１日議会の初日に市長の所信表明が

行われまして、そこで報告させていただきました。そして午後には南

台小学校の校長と面会いたしまして、保護者の方にも文書を１２月１

日付で送ったところです。今のところ、南台小学校の保護者の方から

は反応は特にないという状況です。 

私たちといたしましても、今後も引き続き、国や都などの情報や

また対応を注視しながら、児童の安全・安心な教育環境を確保してい

きたいと考えております。 

私からの報告は以上です。 

○町田委員長 この件につきまして、何か御質問ございますか。よろし

いですか。 

発見してそれで問題なかったということで、良かったと思います。

ありがとうございました。 

他に、報告事項お持ちの方いらっしゃいますか。 

○青木教育部次長 私からは、二学期制の教育課程の実施における検討

について、進捗状況を報告いたします。 

これまで２回の検討委員会を開催いたしました。１０月に行われた

１回目は、委員の委嘱やこれまでの経緯、今後の流れをお伝えすると

ともに、それぞれのお立場からの御意見を伺いました。その中で保護

者、地域からアンケートによりお考えを集約することとなりました。

１１月に行われた２回目の委員会では、アンケートの内容や文言等に
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ついて検討し、小学校６年生と中学校３年生の保護者、それから学校

評議員、あとは学校の教員などからお考えを集約することとなりまし

た。現在アンケートを実施しており、次回２月に行われる第３回目で

結果を報告し、年度内には方向性を決定していく予定でございます。 

なお、議事録については、既に現在、ホームページに掲載しており

ますので、御参照いただければと思います。 

以上でございます。 

○町田委員長 こちらの件に関しまして、何かありますか。よろしいで

しょうか。 

（ なし ） 

では、次進みます。 

他にお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

○曽我教育部長 では、まだ議会が終わってはおりませんが、１２月１

日から１２月定例会が始まっておりまして、一般質問が全部終了いた

しました。 

教育委員会といたしましては、何人かの議員から質問をいただい

ていますので、若干ですけど説明させていただきたいと思います。 

２番議員ですが、幼児相談室・教育相談室の一元化を充実したもの

にということで、今の幼児相談室の引き継ぎ等の内容の確認をという

ことで質疑がありまして、その内容については、現在、幼児相談室・

教育相談室が一体となって、引き継ぎを行っているという内容での答

弁をさせていただきました。 

ご案内のとおり、今は、教育委員会で３人の引き継ぎ職員を担当と

して行っております。更なる保護者等の不安をなくすためにも、もう

保護者との引き継ぎの面接も行っておりますので、そのあたりの説明

をさせていただきました。 

ただ、私の説明に至らなかった点もあったと思いますが、かなり紛

糾しまして議会をストップさせてしまったということがあり、なかな

か理解していただくのに非常に苦労しまして、質問内容に私が確認で

きないような状況での質問もいただきましたので、そこでとめてしま

ったという内容でしたけれども、議員は納得していないと思います。

ですので、教育委員会の相談室の方によく話を聞いてくださいと言い

ました。なかなか事業のほうが理解していただけないような状況でし

たので、相談室の３人が接している状況とか、話を聞いて良く理解を
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してくださいということで、議場の外でお話をさせていただきました

ので、だんだん理解していただけると思います。 

３番議員ですが、公立小中学校の学習環境・施設管理についてとい

うことで、トイレ工事について、１系統させていただきましたが、２

系統目の工事のほうを早く進めていただきたいというような質疑でし

た。ただ、これは、全体的な予算のバランスがありますので、今後、

優先順位を取りながら計らっていきたいという答弁をさせていただき

ました。 

後は、空調関係の質問もありました。来年度から特別教室への空調

設置を行っていきます。そして２９、３０年度で、小学校には全部設

置していくわけですが、その順番をということでしたけれども、その

順番については２８年度の中で考えさせていただくという答弁をさせ

ていただきました。 

４番議員ですが、学校管理下における重大事故の対応にということ

で質問をいただきました。 

内容的には、ＡＥＤの活用について教職員の更なる周知の徹底をし

ていただきたいという質問でしたので、教職員のＡＥＤの講習が３年

に一度ありますが、その参加率が少し悪いので、参加率を向上させて

いきたいという答弁をさせていただきました。 

１０番議員ですが、中央公民館のリニューアルオープンについてと

いうことで、今の公民館の進捗状況の質疑がございまして、全工程が

平成２８年２月１９日までに完了できるというお話をさせていただき

ました。というのは、業者からは無事に工事が進んでいますという内

容のお話をいただいておりますので、最終的には検査も全部２月１９

日までには終わりますという答弁をさせていただきました。 

また、オープン式典のようなことは行わないのかという質疑をいた

だきました。それにつきましては既に３月から一般の使用貸出予約が

入っておりますので、式典については２月末に予定させていただいて

おります。はっきりとした日にちはまだ確定しておりませんが、その

中で、利用者団体から何か披露していただくとか、あと、ぜひ学校に

も参加していただいて、子供たちの発表の場としてもできれば良いと

は考えているところですが、まだはっきりした事業内容は決定してお

りません。ただ日にちも近いことからそろそろ教育委員会でも決定し

ていきたいと思いますので、そのあたりは決定次第、委員にお話をさ
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せていただきたいと思います。 

あと、化成小学校の校庭の土壌改良についてということで、化成小

学校には校庭の霜がおり、校庭が荒れてしまって冬の校庭使用が不可

能状態になっておりますので、その土壌改良をということで、夏に一

部５００平米程度になりますが、新しい改良法の土を混ぜさせていた

だきまして、今、その状況の確認をしておりまして、雨が降ったとき

はかなり吸い込みが良いという話を学校や庶務課からもいただいてい

るのですが、実際に霜がまだおりていませんので、更なる確認をさせ

ていただきたいということで答弁をさせていただきました。 

１１番議員ですが、内容的には、学校の消耗品と備品の予算につい

てもう少し奥行き予算をつけていただきたいという質疑でしたので、

限られた予算の中で、学校と教育委員会とで連携を深めながらより良

い執行に進めていきたいという話をさせていただきました。 

あと、もう１点、ＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーの活用と結

果はどうなっているかということでしたが、ご案内のとおり、ＳＳＷ

の先生方３人に資料を作成していただきまして、全部で１３３名でし

たでしょうか、不登校の児童・生徒の内容点検、また、福祉に行って

福祉の状況の確認、あと、包括センターで今までの相談の経過や、教

育支援課での相談のケース、また、学校での授業や家庭の内容を聞き

取った調査表を作りまして、それを活用して今、学校の取り組みの指

導をしておりまして、児童・生徒たちの状況に好転の兆しが見えてき

ているという話をさせていただきました。実際に不登校だった児童・

生徒が小学校でも数名、中学校でも数名、普通教室に通うことができ

ております。あとは、希望学級とか通級、または、学校での保健室対

応とか、そういう対応で、５０％近い子供たちに改善があったという

ことです。 

これは非常に教育委員会としても、本当に喫緊の課題であります不

登校対策に、先生方が非常に御尽力いただいて結果が出てきたと思っ

ているところで、これをより良く活用していただいて、何しろ学校が

非常に対応に困っていた部分があると思うのです。その分、やはり学

校だけではなく教育委員会の取組も一生懸命やっていますということ

で、学校からも理解を示していただいて良い対応が今後も図れると思

いますので、私も期待しているところでございます。 

あと、先ほど問題になりました１８歳以降の選挙権についての御質
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問もいただきまして、先ほどのシチズンシップ教育ではございません

が、そのあたりの対応をお願いしたいということで、今も中学校３校

程度では実際に、選挙管理委員会から投票箱をお借りして行っている

のですが、今後子供たちが社会に出ていくためには、シチズンシップ

教育は大切だろうということですので、今後は、中学校全校にも対応

をお願いしていくようなことになりますが、学校にもまた、考え方が

ありますので、強制的にとは言いませんが、校長会を通してアナウン

スしていきたいと考えております。 

１７番議員については、｢いじめ根絶」の更なる取り組み強化を！

ということで、今までいじめ根絶に対して、生徒と学校とどのような

取組をしてきたのですかという質問がございまして、そこのところに

ついては、学校でも毎年いじめに対する方針を改善しながら取り組ん

でいますということと、生徒自身が学校での取り組み、生徒会を通し

てポスターの掲示とかをしながら、撲滅に取り組んでいるというお話

をさせていただきました。 

後は、いじめ調査委員会の内容につきまして、教育長より答弁がご

ざいました。教育長からは、重大事項での対応につきまして、こうい

うときにこういういじめ調査委員会を教育委員長の発令で行いますと

いう答弁をさせていただいたところです。 

１８番議員ですけれど、久米川東小学校の芝生校庭についてという

ことですが、これは芝生の維持管理について更なる充実をということ

で、もう少し予算化をしていただきたいということで、議員からも都

議のほうにもお願いしながら、芝生の維持管理に努めて行きましょう

というすごくありがたいお話をいただきまして、これにつきましては、

芝生の維持管理に年間で２５０万円ぐらいかかっているのですが、お

金としての予算措置が２４万円しか東京都から配付されませんので、

もう少し東京都にも見ていただきたいということで教育長会を通しま

して、我々も働きかけをしていきたいと思っています。維持管理には、

ボランティアの方とか学校とか児童や教職員も一緒になって維持管理

をしていますということの答弁をさせていただきました。 

最後に、１２番議員からは、幼児相談室と教育相談室の一元化に関

する修正提案ということで出ました。というのは、これは私の説明が

悪いのかどうかちょっとよくわからないのですが、なかなか納得して

もらえず、前からこの事業は教育委員会では無理だということをさん
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ざん言ってきた議員で、なんで無理なのかという実態をわかって質疑

されているのであれば良いのでしょうが、教育支援課の職員もあのよ

うな質問をされるとがっくりしちゃったのかなと思いまして、これま

で一生懸命答弁をさせていただいたところですが、修正提案というこ

とで出ました。というのは、はっきり申し上げまして、ことしやらな

くてもいいのではないかという話です。それはもう計画的に無理なの

で、それは無理ですよということでさんざん今までも話し合いをして

きたし、引き継ぎもしっかりやってきているということで、市長から

も答弁をしていただきました。 

それと、もう一つ修正は、今の職員を使わないのかということです。

社会福祉協議会の職員を使っていかないのかということで、何のため

の一本化だかということを市長からもお話をさせていただきまして、

教育委員会が取り組む今回の専門員ですが、非常に優れた経験も豊富

な方を３名配置させていただきまして、今後も東京都の障害福祉セン

ターの先生も来ていただけるという内定もいただいておりますので、

本当に充実した相談内容になると私は自負しています。 

ですから、はるかにバージョンアップというどころではないと思い

ますので、私も期待しているところですが、今後もまだ５名程度の職

員を採用していきますけれども、４月のスタートに向けて、よりよい

組織体制と教育委員会も一体となってそこをバックアップしていかな

くてはいけないと思っていますので、委員の方にも御協力をいただき

ながら、また、スタッフがそろいましたら御紹介をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

私からは以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。部長からの報告でございまし

たが、この件に関しまして、よろしいでしょうか。 

本当に相談室に関しては、いろいろ一生懸命やっているけれどもな

かなか理解を得るのが難しいところですね。 

他にございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 なければ、これで終了したいと思います。 

以上をもちまして、平成２７年第１２回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 
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午前１１時４４分 閉会 


