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平成２７年第５回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年５月１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 

 議案第２１号 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有識者

の委嘱 

 議案第２２号 平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択要綱 

 議案第２３号 平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査研究に係る

諮問 

 議案第２４号 東村山市スポーツ推進審議会条例施行規則の一

部を改正する規則 

 議案第２５号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 議案第２６号 東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

 議案第２７号 東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 議案第２８号 東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正す

る規則 
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協議事項 

①非公開会議の議事録の公表について 

 

報告事項 

①平成２７年度部の運営方針と年間計画について（教育部） 

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大岱小学校特別支援学級開設準備について（教育支援課） 

⑤特別支援教室について（教育支援課） 

⑥「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について 

                  （社会教育課） 

⑦「文化のつどい」について（社会教育課） 

⑧平成２６年度東村山ふるさと歴史館における学校対応 

                 （ふるさと歴史館） 

⑨その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 それではただいまより、平成２７年第５回東村山市教育

委員会定例会を開会いたします。 

  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では、ただいま傍聴を希望する方が１０名

いらっしゃいますので、許可についてお諮りいただきたいと思います。 

○町田委員長 ただいま傍聴の申し出がありました。傍聴を許可いたし

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、休憩いたします。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３３分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 



３ 

初めに、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきましては、

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。 

議案第２１号、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有識者の委嘱について、お願いし

ます。 

○清水庶務課長 議案第２１号、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有識者の委嘱。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年５月１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有識者

の委嘱。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

況の点検及び評価実施要綱（平成２０年東村山市教育委員会訓令第４

号）第４条の規定により、点検及び評価に関する有識者を別紙のとお

り委嘱することに議決を得たい。説明、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を実施するにあたり、

点検及び評価に関する有識者を委嘱するため本案を提出するものであ

ります。 

３ページを御覧ください。 

本件につきまして、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実施要項第４条で、「教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るため、委員会に点検及び評価に関

する有識者を置く」ことになっております。有識者については現在２

名の方について委嘱させていただいております。６月１０日で髙山氏

の任期が満了することから、再任についてお諮りするものでございま

す。 

任期につきましては、平成２７年６月１１日から平成２９年６月１

０日までの２年間となっております。 

髙山博之氏につきましては、京都教育大学名誉教授で、現在は当市

の文化財保護審議会委員として御指導いただいております。以前も総

合計画審議会会長や生涯学習協議会委員長を歴任されており、幅広い

分野で市行政に御尽力をいただいております。 

また、点検、評価につきましては、平成２１年６月より現在まで３
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期にわたり御助言をいただいております。以上のように学識経験はも

とより、行政の計画策定などの経験が大変豊富であり、当市との関わ

りも深いことから、その知見を十二分に発揮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申し上げます。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいま庶務課長から説明がございました。議案第２１

号につきまして、御質問、御意見のある方は挙手にてお願いします。

よろしいですかね。 

（ なし ） 

○町田委員長 髙山先生はもう皆さん御存知ですし、すばらしい方だと

思います。 

それでは、異議がないようですので採決をとりたいと思います。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第２１号については原案

どおり可決いたします。 

次に、議案第２２号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書の採択要綱について、お願いします。 

○青木教育部次長 それではお手元の議案書５ページを御覧ください。 

議案第２２号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の採択要綱について。上記の議案を東村山市

教育委員会に提出する。平成２７年５月１日。提出者、東村山市教育

委員会教育長、森純。平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択要綱について。平成２８年度の東

村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書の

採択要綱について議決を得たい。説明、平成２８年度に東村山市立中

学校及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書を採択するた

めの採択要綱設置のため、本案を提出するものである。 

議案書７ページを御覧ください。 

今年度は平成２８年度に使用する市立中学校及び小・中学校特別支

援学級教科用図書の採択がございます。この採択要綱は平成２８年度

に東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図

書を採択していただくための要綱でございます。小・中学校で使用し
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ます教科書につきましては、学校教育法第３４条及び第４６条で文部

科学大臣の検定を得た教科用図書または文部科学省が著作の名義を有

する教科用図書を使用しなければならないと規定されておりまして、

中学校は平成２３年度に採択が行われてから４年ぶりになります。 

一方で、特別支援学校と特別支援学級におきましては、毎年採択が

行われまして、学校教育法の附則第９条に規定する教科用図書以外の

一般図書を使用することができるともなっております。 

このことを受けまして、通常の学級における子どもたちや東村山市

の子どもたちにあった教科書を採択するとともに、特別支援学級にお

いては障害の種類や程度、能力、特性等を考慮した一人一人の子ども

たちに適した教科書を採択することになっております。 

採択までの流れを簡単に御説明させていただきたいと思います。 

議案書の９ページの３、組織構成図、それから別添の資料、平成２

８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書

採択の概要（案）をあわせて御覧ください。 

まず、教育委員会の諮問をもとに教科書選定運営委員会が各学校の

代表教員からなる各教科の教科書調査委員会及び特別支援学級設置校

の教員からなる特別支援学級用教科書調査委員会に調査を依頼いたし

ます。これを受けて、教科書調査委員会では子どもたちの実態や、東

村山市の指導方針を鑑み、また特別支援学級用教科書調査委員会では、

来年度、在籍予定の児童・生徒一人一人について、その障害の種類や

程度、能力、特性等を考慮して選定された教科用図書を調査研究し、

各学級で使用したいと考えている教科用図書についての協議を行い、

調査研究報告書を作成いたします。その調査研究報告書を教科書選定

委員会委員長１名、特別支援学級用教科書調査委員長１名、保護者２

名、有識者２名、各教科教科書調査委員長９名で構成されます教科書

選定運営委員会で審議し、答申を教育委員会にいただき、採択を行う

という流れでございます。 

以上でございます。よろしく御審議いただき、御可決賜りますよう

お願いいたします。 

○町田委員長 ただいまの件に関しまして御意見、御質問等はございま

すでしょうか。よろしいですか 

ずっとこの要綱で採択できていると思いますけれど、特にありませ

んか。よろしいですかね。 
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（ なし ） 

○町田委員長 では、御質問はないようですので、採決をとりたいと思

います。 

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

す。 

続きまして、議案第２３号、平成２８年度使用東村山市立中学校及

び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問につい

て、お願いします。 

○青木教育部次長 お手元の議案書１１ページを御覧ください。 

議案第２３号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問について。上記の議

案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年５月１日提出。提出

者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成２８年度使用東村山市立

中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮

問について。平成２８年度の東村山市立中学校及び小・中学校特別支

援学級で使用する教科用図書を選定するため、教科書選定運営委員会

に諮問することに議決を得たい。説明、教科書選定運営委員会の調査

項目等を明確にし、その答申を得るため、本案を提出するものである。 

諮問文につきましては、東村山市立中学校及び小・中学校特別支援

学級の教科用図書について教科書選定運営委員会に諮問をするという

ものでございます。諮問文の内容を確認させていただくため、諮問を

述べさせていただきます。 

お手元の１３ページをお開きください。 

次の事項について諮問します。 

平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級教

科用図書の調査・研究について。 

平成２７年５月１日。 

東村山市教育委員会。 

１、諮問理由。 

小・中学校で使用する教科用図書（以下、「教科書」という）は、

学習指導要領に示されている目標を達成するため、子どもたちにとっ

て自ら学び考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の
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確実な定着を推進する最も基本的な教材として位置付けられています。  

また、特別支援学級で使用する教科書については、学校教育法附則

第９条により、毎年度異なる一般図書を採択することができますが、

何よりも子どもたち一人一人の実態に合った教材が求められます。 

つきましては、東村山市中学校及び小・中学校特別支援学級の児

童・生徒が平成２８年度使用するのに最も適した教科書を教育委員会

が採択するにあたり、教科書選定運営委員会に対して、次のとおり調

査・研究するよう諮問します。 

２、諮問内容。 

（１）中学校の教科書の調査・研究にあたっては、見本本が届いて

いるすべての教科書について調査・研究すること。 

（２）中学校の教科書の調査・研究にあたっては、学習指導要領の

目標等を踏まえ、次の各調査項目の視点で、各教科書の違いが明瞭に

なるように調査・研究すること。①内容、②構成・分量、③表現・表

記、④使用上の便宜、⑤学習指導要領の目標を達成するための工夫、

⑥教科書編集上の特筆すべき事項、⑦その他、教科の特性に基づき、

特に調査・研究を要する事項。 

（３）小・中学校特別支援学級用の教科書の調査・研究にあたって

は、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別の児童・生徒の実情等

を考慮し、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９条による教

科書について、次の各調査項目の視点で調査・研究すること。①内容、

②構成・分量、③表現・表記、④使用上の便宜、⑤学習指導要領の目

標を達成するための工夫、⑥教科書編集上の特筆すべき事項、⑦その

他、教科の特性及び障害の種別、程度に基づき、特に調査・研究を要

する事項。 

（４）各教科書の特に優れている点、児童・生徒の実情等を考慮し

た点等について調査・研究すること。 

（５）その他、教科書採択にあたって必要と思われる事項について

調査・研究をすること。 

（６）調査・研究した以上の事項についてまとめ、「調査・研究資

料」を作成すること。 

なお、教科書採択の在り方については、文部科学省や東京都教育委

員会からも開かれた採択を行うことが強く求められています。 

また、教科書採択にあたっては、現在、多くの市民が強い関心を示
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すとともに、その動向に注目しております。 

このような背景を踏まえ、各委員は委員としての自覚をもち、自ら

の責任において、適正かつ公正に教科書の調査・研究を行うとともに、

教育委員会が教科書の採択にあたって、参考になるような「調査・研

究資料」の作成をお願いいたします。 

このような諮問をもとに、平成２８年度に使用する東村山市中学校

及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択を行ってまいりたいと

考えております。 

以上でございます。よろしく御審議いただきまして、御可決賜りま

すようお願いいたします。 

○町田委員長 議案第２３号の説明が終わりました。この件に関しまし

てご意見、ご質問はございますでしょうか。こちらもよろしいでしょ

うか。 

○小関委員 小学校のときにもかなり丁寧に各教科についてそれぞれの

委員の調査結果を伺って、教育委員会としても大変細かくやってきた

と思っておりますけども、この採択の概要を拝見して、一番下に各学

校における調査研究が５月１１日から２９日まで、最初の調査委員会

が５月２５日になっております。２９日までが各学校、第１回が２５

日というこのタイムラグが気にかかるのですが、というのは、やはり

それぞれ、今、次長がお話をされたように、委員の方々が本当に自覚

をもって調べてくださると思っておりますが、幅広い視点から調査・

研究をするということ、それから先生方にとっては子どもたちが使う

ということで、もう一回教科書を見直すという研修にもなりますよね。

各学校における調査・研究というのはとっても大事で、この時間をし

っかりとってほしいなと思います。そういう点でこのタイムラグが多

少気になるので、学校における調査・研究の日程について各学校に十

分にとるようにというようなご指導をいただければと思います。 

○町田委員長 この決められた中でもそれを特に学校が注意をしてとっ

ていただければ大丈夫だと思います。よろしくお願いいたします。 

ほかに御意見、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 では、ないようでしたら採決をとりたいと思います。 

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 全員賛成ということで、議案第２３号については原案ど

おり可決いたします。 

次に、議案第２４号、東村山市スポーツ推進審議会条例施行規則の

一部を改正する規則について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第２４号、東村山市スポーツ推進審議会

条例施行規則の一部を改正する規則。上記の議案を東村山市教育委員

会に提出する。平成２７年５月１日提出。提出者、東村山市教育委員

会教育長、森純。東村山市スポーツ推進審議会条例施行規則の一部を

改正する規則。東村山市スポーツ推進審議会条例施行規則（昭和５２

年東村山市教育委員会規則第２号）の一部を別紙のとおり改正するこ

とに議決を得たい。説明、条文の整理を行うため、本案を提出するも

のであります。 

本規則の改正につきましては、東村山市スポーツ推進審議会条例と

同条例施行規則に生じております齟齬について、法務担当所管と協議

し、その解消を行うとともに、不要な条文を削除し、条文の整理を行

うものでございます。 

議案書の２０ページ、２１ページの新旧対照表を御覧ください。 

まず、旧規則第２条にございます、委員の定数でございますが、こ

ちらは本条例第２条において定められており、施行規則への記載は不

要であることから、旧規則第２条の見出しにあります定数及びの文言

と、同条第１項を削除いたします。 

また、１項の削除に伴いまして、同条第２項中「審議会」を、「東

村山市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）に改めるとと

もに、「以下（委員）という。」を削り、同項を同条第１項といたし

ます。 

また、旧規則第３条にあります、会議の招集方法につきましては、

会議開催においては当然のことであり、一般的には例規に記載しない

事項であることから同条を削り、それに伴いまして第４条を第３条と

いたします。 

また、第５条についてですが、分科会については同条例第６条内に

あります、置くことができるとの規程と矛盾していることから削除し、

それに伴いまして、第６条を第４条といたします。 

説明は以上でございます。御審議いただき御可決賜りますよう、お
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願い申し上げます。 

○町田委員長 市民スポーツ課長からの説明が終わりました。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。 

文言の整理ということでよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、御意見がありませんので、採決をとりたいと思い

ます。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第２４号につきましては、

原案どおり可決いたします。 

次に、議案第２５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２５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２７年５月１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

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。 

２５ページをお開きください。 

東村山市立図書館協議会第２０期の委員の任期につきましては、平

成２５年８月１日から平成２７年７月３１日までとなっておりますが、

今年度の学校教育関係者枠につきましては、副校長会より新たに御推

薦をいただいております。前任の萩山小学校副校長の日高宏政先生に

かわりまして、新任候補として北山小学校副校長の伊藤幸一先生を御

推薦いただきました。 

北山小学校では学校全体で本を活用した授業が行われ、学校図書館

の活動についても学校図書館専任司書や、保護者との連携による本に

出会うためのさまざまな工夫により、生き生きとした活動が行われて

おります。図書館協議会において、学校における読書推進について、

実情に即した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。 
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○町田委員長 図書館長からの説明が終わりました。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。 

こちらも同じ内容ということで、またそれでいい先生が来ていただ

いたということで、特にではないようですね。 

（ なし ） 

○町田委員長 ないようですので、採決をとりたいと思います。 

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、議案第２５号につきましては、

原案どおり可決いたします。 

次に、議案第２６号、東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて、お願いいたします。 

○前田公民館長 議案第２６号、東村山市立公民館運営審議会委員の委

嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年５日１

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立公民

館運営審議会委員の委嘱。東村山市立公民館運営審議会条例（昭和５

５年東村山市条例第３号）第３条の規定により、東村山市立公民館運

営審議会委員を別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。提出理由

を説明いたします。学校校長会から推薦された委員が変更されたこと

により、新たに学校校長会から推薦された候補者を委嘱するため、本

案を提出するものであります。 

次に、２９ページを御覧ください。 

第１８期の東村山市立公民館運営審議会委員の名簿でございます。

委員の任期は、平成２７年５月１日から平成２８年１０月３１日まで

でございます。 

名簿一番上の学校教育関係者についてでございます。中学校校長会

からの御推薦により、東村山市立東村山第四中学校校長、海老塚俊一

先生にお願いするものでございます。 

どうか御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。

以上になります。 

○町田委員長 公民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。こちらもよろしいでしょうかね。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは質問はないようですので、採決をとります。 
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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

す。 

次に、議案第２７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２７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２７

年５月１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

（平成８年東村山市条例第８号）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、第１１期東村山ふるさと歴史館協議会委員１名より委員の辞退

があったため、平成２７年５月１日から平成２８年３月３１日までの

残任期間を別紙委員候補者に委員を委嘱するため、本案を提出するも

のであります。 

補足説明をいたします。３３ページをお開きください。 

学校校長会から推薦された委員が変更されたことにより、新たに学

校校長会から推薦された候補者を委嘱するため、本案を提出するもの

であります。第１１期の東村山ふるさと歴史館協議会条例の名簿でご

ざいます。 

名簿一番上の学校教育関係者において、小学校校長会からの推薦に

より、東村山市立萩山小学校校長、小泉ひとみ先生にお願いするもの

でございます。 

委員の任期は平成２７年５月１日から平成２８年３月３１日までで

ございます。 

どうか御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

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。御意見、

御質問はございますでしょうか。 

こちらも同等ですので、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは御意見、御質問はありませんので、採決をとり

たいと思います。 



１３ 

賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、議案第２７号について原案どお

り可決いたします。 

次に、議案第２８号、東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正

する規則について、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処務規

則の一部を改正する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出す

る。平成２７年５月１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処務規則の一部を改正する規則。東村山

ふるさと歴史館処務規則（平成８年東村山市教育委員会規則第８号）

の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。説明、組織改正

に伴い、本案を提出するものでございます。 

ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則の新旧対照表、４０

ページ、４１ページを御覧ください。 

旧規則第３条の下線部を組織改正に伴い、第３条の「、特命事項担

当に主査（係長相当職とする。）を」を削る。 

次に、第５条の下線部も組織改正に伴い、第５条たいけんの里担当

の項を削る。この内容につきましては、新規則となり、この規則は、

公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山ふるさと歴史館

処務規定は平成２７年４月１日から適用することになります。 

どうかよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げま

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。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。 

○森教育長 ちょっと確認します。一応、組織改正によって変わったと

いうことはわかりますが、たいけんの里の業務は誰が担当するのです

か。それは明記しなくてよろしいのでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 文化財係長の兼任がございまして、その兼任

が解かれ、このことにより組織改正に伴って、文化財係長が配属され、

特命事項担当者の係長相当職が教育普及係に含まれるということにな

ります。 

以上です。 

○森教育長 ということは、それぞれの係に吸収されるので、特に表記
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は必要ないと、そういう意味ですか。 

○肥沼教育部次長 もともと規則の中に歴史館等施設ということで記載

がありますので、たいけんの里も含まれるという形で、本来は入れる

必要はなかったところですけれども、もともと入っていたものを今回

は整理させていただいたというところです。 

以上です。 

○町田委員長 そういうことで整理をされたということですけども、ほ

かに御意見や御質問はございますか。よろしいですか。 

では、議案第２８号につきまして御意見、御質問がないようでした

ら採決をとりたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第２８号は原案どおり可

決します。 

以上で本日の議案は終了させていただきます。 

続きまして、協議事項に移らせていただきたいと思います。 

協議事項①、非公開会議の議事録の公表について、お願いしたいと

思います。 

○清水庶務課長 新教育委員会制度に伴う関連の法律の改正、いわゆる

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第９項において、

教育長が教育委員会の会議の終了後、遅滞なく教育委員会規則に定め

るところによりその議事録を作成し、これを公表するよう努めなけれ

ばならないという条文が新設され、会議録の公表が努力義務とされま

した。既に当市では公開の会議においては会議録を作成し、平成２１

年開催分からはホームページにおいて公表しているところでございま

す。 

しかし、非公開の会議につきましては、特段、公表はしておりませ

ん。非公開会議の公表のあり方について御協議をいただきたいと考え

ております。 

○町田委員長 ただいま庶務課長より説明があった内容につきまして、

各委員の方の御意見を伺いたいと思います。御意見はございますでし

ょうか。 

○當摩委員 非公開会議といってもさまざまな理由で非公開にしてきた



１５ 

と思っておりますけれども、この際、非公開会議について、どのよう

な種類に分けられるかというのは拝見しておりますが、これを一応明

確にしていただければありがたいと思いますけど、よろしくお願いし

ます。 

○清水庶務課長 非公開案件については三つに大別できるものと考えら

れております。一つ目は人事案件もしくは継続的に審議をしている案

件でございます。二つ目は既に報道などがされている事案で、市民が

一定の情報を得ている場合の事案でございます。三つ目は情報公開請

求と同様、個人情報に関する部分以外の会議録全てを公表してもよい

と思われるものでございます。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○當摩委員 はい。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。 

○小関委員 会議の内容にもよるとは思いますが、教育委員会として配

慮をしなくてはならないというのは、まずは子どもたちを守ることを

最優先にするということだと思います。例えばいじめなどの事案につ

いて、教育委員会で協議をすることになった場合に、その内容につい

てまずその事件に関わった子どもたちのことを第一に考える、それが

最初だと思っています。そういう場合、協議の内容によっては公表を

控えなければならないものも出てくるのではないかと思います。 

質問しますが、よく個人情報を黒塗りにして公開しているというよ

うなことを見かけますよね。そういう公開の方法もあるということで

しょうか。 

○清水庶務課長 おっしゃるとおり、個人情報を黒く塗り潰して、会議

録として公開する方法もございます。 

また、全てを公開するのではなくて、概要程度として公表をするこ

とも可能かと考えております。 

○町田委員長 ほかにはございますか。 

○森教育長 今、庶務課長のほうから公表の方法について何点かご説明

をいただきましたが、人事案件ですとか、事件が継続しているような

案件につきましては多方面に与える影響が非常に大きいこと、場合に

よっては混乱をしかねないということがございますので、公表はすべ

きではないと考えております。 
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ただ、既に報道をされている事案等で、市民が一定の情報を得てい

るような場合の事案につきましては、公表するタイミングを考慮する

必要があるのではないかと思っております。そういった事案ごとのケ

ースもあると思いますので、一律に対応をするというのは難しいので

はないかと考えます。したがいまして、その会議ごとに、概要版など、

どのような公表の仕方にするのがいいのかを判断する必要があるので

はないかと考えているところでございます。 

○町田委員長 わかりました。ほかにいかがでしょうか。 

○當摩委員 そうですね、今、教育長がおっしゃられましたように、非

公開の会議の内容については本当にさまざまなものが今までもあった

ように記憶しております。これからもそういったことが出てくると思

いますので、統一的な方法を定めていくのはかなり難しいと感じてい

ます。 

したがいまして、その公開の会議の案件に応じて、教育委員会でど

のような公表の仕方をするのか、あるいは場合によってはこれは公表

をしてはいけないのではないかと判断する、そういう形がよいのでは

ないかなと私は考えております。 

○町田委員長 わかりました。 

○吉村委員 今まで会議を非公開にしてきたのは、公開できない理由が

あるからなのです。今までやってきたやり方に私は何ら問題ないと思

っております。 

ただ、公表となると慎重に判断する必要は間違いなくあると思って

います。 

○町田委員長 そうですね。 

○森教育長 今、各委員さんのほうからそれぞれの事案について慎重に

検討するというご意見が出されましたが、それぞれ非公開の案件につ

きましては個別に判断をする必要があるのかなと私も考えております。  

また、それはちょっと別の件になりますが、先日の市議会におきま

しては、過去の非公開会議の議事録も公開すべきではないか、という

意見がありましたので、そのことにつきましても御協議していただき

たいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 庶務課長、どうでしょうか。 

○清水庶務課長 おっしゃられるとおり、いつの非公開会議の会議録か

ら公表対象とするかについてもぜひ御協議いただければと思います。 
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○町田委員長 庶務課長よりそのようなお話ありましたが、いかがでし

ょうか。 

○小関委員 例えば先ごろの失神ゲームのような、ああいう会議の内容

ですね。公表をしてしまいますと、その会議録を見て子どもたちがそ

の事件に対しての強い好奇心というか、関心をまた持ってしまうので

はないかと、そういう不安を抱いてしまいますね。そのように考えま

すと、これからの非公開会議を対象にしていくということがすっきり

していいのではないかなと思っております。 

○吉村委員 私も過去はもういいのではないかと思っています。あえて

過去にさかのぼらずに、本日以降に開催をした非公開会議についての

みこれから協議していったらいいのではないかなと思います。 

○當摩委員 私も２人の委員さんと同じように、これからの会議でそう

いったことを公表していけばよろしいのかなと思っております。 

○町田委員長 わかりました。今、各委員の方々に御意見を伺いました

けれども、今のお話をまとめてみますと、非公開案件の公表について

は、全て個別に判断していきたいということです。公表をする場合は

全部公表をするのか、また概要版または個人情報を黒塗りにした、塗

りつぶした会議録を出すのか、そこで判断していければいいのではな

いのかなと思います。 

また、過去には遡らず、本日からというか、今後、開催をした非公

開会議のものを対象にしていくということを、今のまとめにさせてい

ただくという考えでおりますが、皆さんどうですかね。よろしいでし

ょうかね。 

（ はい ） 

○町田委員長 そうしましたら、今のお話を、私が最後に言いましたこ

とを非公開会議の公表についてということで、あとは事務局のほうで

まとめていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ はい ） 

○町田委員長 そういうことで、協議事項は終了をさせていただきます。 

それでは、続きまして報告事項に移らせていただきたいと思います。 

報告事項①平成２７年度、部の運営方針と年間計画について、お願

いします。 

○曽我教育部長 それでは、平成２７年度教育部の運営方針につきまし

て、説明をさせていただきたいと思います。 
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私から説明をさせていただいた後、各課長のほうから課の重点施策

につきまして説明をさせますので、よろしくお願いしたいと思います。  

運営方針につきましては、お手元の資料に基づきまして説明をさせ

ていただきますけども、市の基本方針に則りまして、今年度より新し

く主要施策として「９の取組」を重点的に取り組み、教育施策を推進

するということが基本的な運営方針の考え方になります。 

以下のところにつきましては、各学校教育、社会教育、また運営に

あたってということで資料にお示しをさせていただきましたので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

そして、教育部としての課題の取組といたしまして、１点目に児

童・生徒の健全育成と基礎学力の向上ということを掲げさせていただ

きました。その中でも今回、新しくスクールソーシャルワーカーを活

用し、いじめ防止、非行防止、学校不適応、不登校児童・生徒の対策

に学校と連携し取り組んでまいります。 

また、子どもたちが学習の基礎・基本を身に付け、問題や課題を自

ら解決できる力を育むことができるよう、学力向上推進事業を充実さ

せていきます。これは算数ドリルの充実ということでございます。 

２点目として特別支援教育への対応でございます。第三次の実施計

画に基づきまして、事業の検証を行うとともに、計画的に進めてまい

ります。また、今年度より平成２８年度の発達障害等の支援相談窓口

の一本化に向けまして、子ども家庭部と連携を深めながら組織能力を

高め、連携を図りながら準備をさせていただきたいと思います。この

準備は平成２７年度までに完了をさせます。 

続きまして３点目でございますけども、児童・生徒の安全安心の確

保でございます。これにつきましては、児童・生徒に安全教育及び防

災教育を実施するとともに、学校を中心としたネットワークの構築、

市民への見守り要請を推進するということでございます。 

これは３・１１以降の防災教育並びに、今、子どもたちが犯罪に巻

き込まれないように市民の力を借りて、安全を推進してまいりたいと

いうことでございます。 

また、安全・安心の学校づくりということで、今年度につきまして

はトイレの改修、水飲栓の直結給水化の改修工事を実施してまいりま

す。 

４校のトイレ改修事業につきましては、５月の下旬に入札がござい
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ますので、それを注視してまいりたいと考えております。 

また、児童・生徒が安心して、安全に登下校ができるよう、通学路

の安全・防犯対策を実施してまいります。これにつきましては、今年

度より新事業といたしまして、防犯カメラを小学校通学路上に設置し

てまいります。今年度は３校に対し実施してまいりたいと考えており

ます。 

続きまして４点目でございます。生涯学習計画の推進により市民満

足度の向上を図るを掲げさせていただきました。これにつきましては、

生涯学習推進計画が本市では策定されておりまして、それに基づきな

がら、目指すべき方向性に向け、計画を推進してまいります。 

また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を鑑

み、誘致等を含めまして、多くの市民がスポーツに取り組むことがで

きるような環境整備を進めてまいりたいと考えております。 

これにつきましては、誘致といいましても事前キャンプ誘致を基本

的に考えていきたいと考えております。 

また、「第３次子ども読書活動推進計画」の推進を図るということ

で、市民ボランティアと連携を深めながら支援をしてまいりたいと考

えております。 

また、公民館につきましては、耐震補強工事、または他の改修工事

を計画的に進めまして、平成２７年度に全工事を終了させてまいりま

す。 

次に５点目といたしましては、第四次の行財政改革大綱への取組。

これにつきましては、学校給食調理事業につきまして、残り１校、萩

山小学校がございますけども、平成２７年度に準備をいたしまして、

翌２８年度より民間委託化をさせていただきたいと考えております。 

次に６点目の歴史・伝統文化の活用でございますけども、これは学

校と連携を深めまして、学校教育や生涯学習の場として積極的にふる

さと歴史館、たいけんの里を活用してまいりたいと考えております。 

最後、７点目でございますけども、市民・関係機関等との連携の推

進ということで、これは言うまでもございませんけども、市内の小・

中学校と連携を深めていきます。また、地域の関係団体との協働を図

ってまいりたいと考えております。 

また、今も情報公開のお話をさせていただきましたけども、東村山

市の教育委員会の情報提供を積極的に行ってまいりたいと考えており
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ます。 

雑駁ではございますけども、部としての運営方針の説明をさせてい

ただきました。 

続きまして、各課長より説明をさせますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

○町田委員長 では、順次よろしくお願いします。 

○清水庶務課長 庶務課の運営方針について説明させていただきたいと

思います。 

運営方針の中で中段にありますとおり、施設の安全確保対策におき

ましては、やはり老朽化対策が最重要な問題だと考えております。平

成２７年度は昨年度に引き続きましてトイレ改修工事及び水飲栓直結

給水化工事を実施してまいりたいと思っております。 

なお、工事に対しましては、児童・生徒の安全確保を最重点に考え

ながら、学校と連携協議を進めた上での実施を考えております。 

工事の予定になりますが、５月２０日入札後、トイレ改修工事は１

０月中旬、水飲栓直結給水工事化につきましては、９月中旬までを工

期として、夏休みを中心の作業として進めてまいりたいと思っていま

す。 

また、新教育委員会制度の開始になりましたので、近隣市の動向を

把握しながら、適正な把握と円滑な運営に努めてまいりたいと思って

います。 

次に、その他の①から④でございます。 

①につきましては、小規模な修繕などについては、当課の環境整備

係と施設係との連携を図りながら対応し、また、職員自身にも安全を

意識させて仕事に努めていくということを目標にしております。 

②につきましては、事務の連携を図って漏れがないように進め、教

育委員会のスムーズな運営に努めていくということでございます。 

③につきましては、災害や不審者対応などが起こった場合に備え、

緊急時における教育部の連絡、連携を含めた活動体制案を作成してま

いりたいと考えております。 

そして最後に、④の「きょういく東村山」、当市では６月と１２月

に発行をしておりますが、こちらのレイアウトを工夫し、より読みや

すくなるよう努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 
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以上でございます。 

○佐藤学務課長 平成２７年度の学務課運営につきましては、教育委員

会標語であります「共創と連環」を念頭に、二つの運営方針を掲げ、

６項目の重点項目事業として取り組ませていただきます。 

まず運営方針につきましては、学籍・就学援助制度事業の充実とし

て、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな指導の確立を目指す一環

として、学級編成における整備・充実を図り、就学援助につきまして

は、生徒の周知徹底を図るとともに、平成２６年度より基準見直しを

行いましたので、経過を踏まえ内容の検討を行ってまいります。 

次に、児童・生徒の安全安心の確保として、学校給食におきまして、

昨年度作成いたしました「食物アレルギー対応指針」を基に衛生管理

基準の遵守、個別のアレルギー除去対策等を含め、安全安心でおいし

い給食を実施していくとともに、児童生徒の心身の健全な発達を促す

べく、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う重要な役割として、

学校給食を通じ食育の推進・啓発に努めてまいります。 

次に、学校保健につきましては、次代を担う児童生徒及び教職員の

心身両面の健康を保持するため、保健・安全衛生に対し、学校保健活

動の更なる充実に努めてまいります。 

また、市立小学校に通学する児童の安全や防犯につきましては、学

校・地域・家庭及び関係機関との連携を深め、安全で安心な通学路を

目指し、児童の安全確保に努めてまいります。 

以下は重点項目になりますが、まず３５人編制学級に関しましては、

今後において３５人学級を推進していく場合、教室不足につながるこ

とが予測されておりますので、弾力的な運用を行いながら、地域の子

どもは地域で育てるということを基本としながら、関係所管と連携し

て対応を図ってまいります。 

次に、就学援助制度の基準の検討でございますが、平成２６年４月

より新基準を実施していることから、平成２６年度の結果や今後の動

向を踏まえ、就学援助制度基準の検討を行います。 

次に通学路の安全対策ですが、小学校に通学する児童の安全、防犯

のため、確認員を登下校時に全校配置すべく、平成２７年度は大岱小

学校、北山小学校、秋津東小学校に配置してまいります。 

次に、児童の安全や防犯対策のために、通学路防犯カメラ設置事業

を新規に行います。東京都の補助金を活用いたしまして、平成３０年



２２ 

度までに全小学校各３台を通学路上に配置すべく、今年度は小学校３

校に各３台の防犯カメラの設置を自治会等の防犯カメラと重ならない

ように配慮しながら、効果的かつ効率的に設置してまいります。 

次に、放射能対策事業です。平成２４年度より実施しております学

校給食に使用する食材の放射性物質の検査でございますが、こちらを

今年度も継続して安全・安心な学校給食の提供を図ってまいります。 

最後に、小学校給食の委託化の推進です。現在、小学校の学校給食

直営校は萩山小学校の１校となっておりますが、関係所管と連携し、

平成２８年度より萩山小学校の民営化を円滑に移行してまいります。

学務課は以上です。 

○青木教育部次長 平成２７年度指導室運営方針について御説明いたし

ます。 

平成２７年度指導室運営方針につきましては、東村山市教育委員会

の教育目標を達成するために、各事業を展開します。そのための重点

事業は３点です。 

１点目は学校経営の活性化です。まず、特色ある学校教育が推進で

きるよう、各学校の校長先生を初め、教職員を支援します。そして、

服務事故の根絶に向けて、教育公務員としての自覚と意識改革に向け

た取組を進めます。 

さらに、若手教員を初め、教員の指導力や授業力の向上を図ります。

そのため、各種研修の充実、各校の研究への支援に努めます。各学校

が地域社会に信頼を得られる教育活動を展開していけるよう、指導・

助言をしてまいります。 

２点目は生きる力をはぐくむ教育活動の推進です。まず、東村山市

算数基礎ドリルを活用して、学力の向上を図ります。そして、東村山

市体力向上アクティブプランの策定をはじめ、児童・生徒の体力向上

を図るとともに、オリンピック・パラリンピック教育の推進を図りま

す。 

さらに教育支援課と連携を図りながら、特別支援教育のさらなる推

進を図ります。 

３点目は児童・生徒の健全育成の推進です。まず、「東村山市いの

ちとこころの教育週間」の取組を充実させ、児童・生徒の「豊かな

心」を育成します。 

そして、教育支援課所管の関係機関や外部関係機関と連携を図り、
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いじめ防止、不登校児童・生徒の減少、問題行動等の解決に迅速かつ

組織的に取り組みます。 

これら３点の事業を進めるために、指導室においては定期的な室会

を開くとともに、日常的に職員間における報告、連絡、相談を徹底し

職務にあたります。また、係を超えた指導内容の理解に努め、互いに

フォローをし合える協力体制を築き、指導室全体で、全力で学校の支

援にあたります。 

指導室からは以上でございます。 

○大西教育支援課長 では、平成２７年度教育支援課の運営方針につい

て御説明をさせていただきます。 

平成２５年度に創設されました教育支援課も、本年度で３年目を迎

えます。教育支援課として大きな転換期を迎えるこの年は、組織機能

を高め、さらに関係機関との連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。その上で重点事業として大きな２点を掲げてございます。 

大きな１点目は特別支援教育の推進です。東村山市特別支援教育推

進計画第三次実施計画に基づき、さまざまな事業を展開してまいりま

す。本年度につきましては、リーフレットの配布、就学相談ガイダン

スを実施するなど、特別支援教育制度の広報活動を積極的に行ってま

いります。 

また、特別支援教育専門家チームや、今年度、全ての小・中学校に

配置しました教員サポーターを有効に活用し、学校現場での特別支援

教育の推進も努めてまいります。平成２８年度の大岱小学校特別支援

学級の開設に向け、平成２７年度におきまして、施設設備を含め、円

滑な開設に向け、保護者説明等を行ってまいります。 

また、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づいた「特

別支援教室」の導入に向け、平成２７年度は検討を進めてまいります。 

就学相談につきましては、相談がその場で終わることのない、将来

を見据えた就学先や支援を決定するために丁寧な、心のこもった相談

事業を展開していきたいと考えております。 

大きな２点目といたしましては、教育相談体制の充実です。０歳か

ら１８歳までの切れ目のない相談支援体制を整備するため、幼児相談

室からの運営事業、また、ケースの移行を丁寧に行い、保護者の方、

子どもが困ることのないよう組織をしっかりとつくり、対応を図って

まいりたいと考えております。 
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次に、不登校対策事業につきましても、今年度よりスクールソーシ

ャルワーカーを導入し、学校を中心とし、希望学級、指導室、教育相

談室が密に連携をとりながら、一人でも多くの登校を進めていけるよ

う努力をしてまいります。 

そのほか、学校内におけるスクールカウンセラーの活用、また教育

相談室が学校へ出向き、スクールカウンセラーと連携を図るなど、充

実した相談を行っていくよう、職員一同努力をしてまいります。 

以上です。 

○平島社会教育課長 社会教育課でございます。 

まず、社会教育課では、職員には事業を円滑に進めるために各係が

協力し合い、輪を持って業務遂行に努め、チームワークとフットワー

ク、その二つのスローガンを持って進めてまいります。 

また、運営方針でございますが、学校、家庭、地域の連携など、協

力を進め、青少年の健全育成と市民の生涯学習への支援を行うことを

基本的な視点として取り組んでまいります。 

また、重点事業の七つでございますが、まず１の「いのちとこころ

の教育事業」ということで「市民の集い」でございます。また、これ

は教育目標の２にも掲げてありますけれども、「いのちの大切さ」

「人を思いやるこころ」を幅広く市民に理解してもらうため、多くの

方に来ていただければありがたいと思っています。 

ただ、今年度は公民館の耐震工事のために、場所が公民館から市民

センター会議室になりますので、人数的には多少、少なくなってしま

うと思っています。 

続きまして、２の生涯学習計画の取組でございます。これも取組の

９の中に入っております。平成２５年８月に作成された生涯学習計画

を社会教育委員と連携を図り、毎年、現状把握をし、ローリングを行

うという形になっております。 

次に３では、放課後子ども教室の拡充ということで、教育委員会と

子ども家庭部の連携を図って、計画的に整備をしていきたいと思って

います。学童クラブの６年生までというのもありますし、私たちの放

課後子ども教室のほうも、今、教室が足りないというのが現状です。

教室が足りなければランチルームとか、図工室とか、音楽室を借りて

でも進めていかなくてはいけないと思っております。 

続きまして、４の白州山の家でございます。白州山の家では、毎年、
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熊が出没するということで、昨年に引き続いて外でのテント泊を中止

させていただいております。今年も青少対の地区キャンプのほうも、

寝るときは施設で寝ることを、了解いただいているというのが現状で

ございます。 

続きまして、５の青少年の健全育成でございます。こちらは青少年

委員・青少年対策地区委員と連携を図って、こども祭、スーパードッ

ジボール大会、青少年健全育成大会、育成塾、なぎさ体験塾と幅広く

事業を行っております。これもずっと、継続をして子どもたちの健全

育成のために頑張っていきたいと思っています。 

最後に、７のＰＴＡの支援についてということで、これは取組８に

書いてありますが、家庭教育力向上を図るためのＰＴＡの主体的な取

組ができるように、ＰＴＡの役員会での情報交換や教育委員会との二

者懇談会、それからＰＴＡで行っている研修会などを支援していきた

いと思っております。 

以上です。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課の運営方針でございます。 

市民スポーツ課は、市民の中核的役割を担う公社、東村山市体育協

会及び指定管理者との連携をしまして、引き続きスポーツを推進する

とともに、施設等の効率的な運営を図ってまいります。 

また、体力つくり推進委員会活動などの地域に根ざしたスポーツ活

動を支援するとともに、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催に向けて、市民のスポーツの機運を醸成していきます。 

あわせてスポーツ都市宣言の理念の実現を目指した、その方向性を

示す計画としての「東村山市スポーツ推進計画」の策定に向けた準備

に入りたいと考えております。 

重点事項につきましては６点掲げておりまして、１点目が第５１回

の市民大運動会の実施でございます。こちらは、恒例の事業になって

おりますが、１０月１２日に予定してございます。今月から企画委員

会等々を立ち上げて進めてまいります。 

２点目は体育施設の適正な維持管理と効率的・効果的な運営という

ことで、まず、スポーツセンターの非常用照明交換工事を実施いたし

ます。続きまして、借地料について引き続き地権者の方との交渉を行

ってまいります。また、健康増進施設とスポーツセンターの運営につ

いて検討をしてまいりたいと考えております。更に運動公園内の展示
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資料の今後の処遇の検討ということもしてまいりたいと考えておりま

す。 

次に３点目として、市民スポーツセンターの指定管理者制度におけ

るモニタリングの実施、４点目が市民スポーツの機運醸成及び推進と

いうことで、２０２０年のオリンピック・パラリンピックの開催に向

けて、オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ地誘致への取組

も含めまして、市民スポーツの機運を醸成するとともに、東村山市体

育協会など関係団体と連携をして、スポーツの推進を図ってまいりま

す。 

５点目が地域団体との協働・活性化ということで、引き続き１３町

体力つくり推進委員会と連携し、スポーツを通じた地域住民の体力の

向上や健康増進、地域コミュニティの活性化を図ってまいりたいと考

えております。 

最後、重点目標６点目が、東村山市スポーツ推進計画でございます。

市民の誰もが気軽にスポーツに参画することができる生涯スポーツ社

会を実現するため、「東村山市スポーツ推進計画」の策定に向けた準

備に着手してまいりたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○田中図書館長 図書館の重点事業につきましては、１点目として、今

年度は第３次子ども読書活動推進計画の初年度として、子どもに関わ

る部署や関連施設との連携、子どもの読書に関わる市民活動への支援

等の継続事業のさらなる充実に努めてまいります。 

特に、今年度は乳幼児保護者向けの啓発事業として、乳幼児向けブ

ックリストの改訂と、保護者向け講演会を実施いたします。 

２点目の資料提供の充実につきましては、図書館の最も基本的な業

務として、インターネットを活用した情報提供をはじめとして、市民

の関心や、時機を捉えた提供の工夫を行い、丁寧に進めてまいります。 

３点目の読書環境の整備として、今年度は中央図書館の耐震診断の

実施並びにその結果に基づく今後の方向性の検討を行います。 

さらに、中央図書館、富士見図書館、萩山図書館にある子ども用ト

イレを洋式化するための改修工事を行います。 

４点目の職員体制につきましては、この４月に図書館内の係長３名

と嘱託職員８名の係間異動を行って、活性化を図るとともに、業務内

容に応じた研修や、ＯＪＴにより人材育成を進めてまいります。 
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今年度も市民の多様な学習スタイルや読書要求に応える情報提供の

充実と、読書にかかわるボランティア活動支援による生涯学習環境の

整備に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

○前田公民館長 平成２７年度公民館運営方針としまして、多くの市民

のための生涯学習の場として、中心的役割を担う重要な拠点と認識し

ております。さまざまな芸術・伝統文化、社会教育に関する団体や教

養グループ、趣味サークルなどの自主活動しやすい環境の場を提供で

きるよう、多様化する市民ニーズに対応した事業展開並びに施設利用

ができるように努め、現状の利用実態を検証し、市民満足度の向上に

努めていく所存でございます。 

今年度は、中央公民館の耐震化工事及び施設の改修工事を実施する

にあたり、多くの方々にご迷惑をおかけする年度になりますが、平成

２７年度中に改修工事を計画的に進めることで、再開時には皆さんに

喜んでいただけるような施設になるように頑張ってまいります。 

そういったことで中央公民館の工事及び施設の改修工事を実施する

にあたり、それに伴う利用者への周知を含めた周辺施設、また周辺住

民への対応に細心の注意を払い実施すると同時に、老朽化してきてい

る各地区館の適正な維持管理に努め、利用団体への生涯学習の場に努

めてまいりたいと思います。 

耐震化工事等の進捗状況も含め、公民館で実施する事業や、市民講

座等の情報提供を行っていくために、さまざまな媒体を通し、公民館

のＰＲを行い、さらに利用促進に努めてまいります。今年度も行革課

題である公民館の運営形態の見直しに向け、今後のあり方についても

さらに検討を進めてまいります。 

平成２７年度は先ほども申しましたように、耐震化工事が最大重要

事業と心得ております。そのほか重点事業として６点挙げさせていた

だきました。 

１点目といたしましては、親切窓口対応の向上。これは４月１日か

ら各地区館における地域サービス窓口の昼窓の開設を行いました。さ

らなる市民の方の利便性、あとは親切窓口の対応について、全職員に

心がけるように注視、徹底してまいります。 

これは窓口でお待たせしない言葉かけの実践、また集会室の貸し出

し以外の問い合わせについては、カウンターの外に出て、同じ目線で

の会話を心がけてくださいとすることで、徹底してまいります。 
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２点目が利用率向上に向けての利用目的の緩和。こちらは平成２５

年度より公民館の運営審議会との協議事項としてまいりまして、展示

室の利用法の拡大、あとは集会室での飲食等ですね、今までは絶対だ

めですという形で利用していただいていたものを、飲食目的以外のも

の、その中での飲食等というのはオーケーしましょうという緩和をし

てきました。その中では大分利用もふえていますし、喜ばれている声

も多数聞かれています。 

３点目として、公民館の運営形態の見直し。これは他市のアンケー

トをまた再度ここで集計を出しております。今後のあり方についても

公民館運営審議会また利用者懇談会での意見を集約して、今後につな

げていきたいと考えております。 

４点目につきましては、中央公民館は今年度、耐震で大きな工事を

させていただきますが、４地区館についてはやはり冷暖房が効かなく

なったり、備品がぼろぼろだったりという声がやむなく続いておりま

す。そういったことで、地区館における改修箇所の割り出しを行って、

優先順位をつけて計画的に取り組んでまいるということで進めていき

たいです。 

５点目といたしましては、初の試みです。各地区館を利用されてい

る方ごとの利用者懇談会については今まで実施したことがありません。

中央公民館に全ての地区館の利用者も来ていただいての、５館合同の

利用者懇談会というのは２年前からやってはいるのですが、今年度は

中央公民館が耐震化でそれができないということもありまして、地区

館ごとに利用者を集めて、生の声を聞いていきたいというふうに考え

ております。 

６点目については、市民講座のボランティアとの協働による市民講

座の実施です。参加者のアンケートに全て目を通していくと、人が恋

しくて講座に参加しましたという声が結構あります。私もとても胸を

打たれているのですが、そういう方たちをどうにか引き込みたいとい

う意識、それは職員も同じ考えで、今年度はちょっと試みていきまし

ょうということになっています。 

公民館については以上になります。 

○栗原ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館運営方針４点と、重点事業５

点を掲げさせていただきました。 

まず、運営方針の１点目では、学校教育との相互連携とともに社会
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教育施設相互のネットワークを深め、東村山の歴史と文化を伝え、市

民が学べる生涯学習施設として、ふるさと歴史館の博物館機能の充実

を図ります。また、ボランティアの活動を生涯学習に位置づけ、講座

や体験等の事業をボランティアと協働し実施してまいります。 

２点目、市民共有の財産である、有形・無形文化財や埋蔵文化財等

の保護に努めるとともに、文献・考古・民俗等の体系的な資料の収

集・調査・研究を進めてまいります。 

３点目、八国山たいけんの里を八国山周辺の自然・地域の学習の場

として、地域に根ざした運営を進め、ボランティアと協働したたいけ

んの里ならではの体験学習を実施します。 

４点目、ボランティア活動を支援し、市民や関係団体と協働した歴

史と文化の保存・活用・継承の取組を深め、市民とのパートナーシッ

プを進めます。 

次に、重点事業の１点目ですが、下宅部遺跡漆工関連出土品の重要

文化財指定は、東村山市民や東京都民の重要な文化財である下宅部遺

跡漆工関連資料について、国民の重要な財産とするため、重要考古資

料に選定されました。その後の動きを高めるためにマスメディアを活

用し、事業拡充を行う等、下宅部遺跡を広く市内外に周知してまいり

ます。 

２点目ですが、ふるさと歴史館の充実として、ふるさと歴史館にお

ける博物館の基本的理念に基づいて、さまざまな企画展の開催や「東

村山学」「古文書講座」「市史を読む会」「伝統的な暮らしの体験事

業」をはじめとする講座・講演会等の実施により、生涯学習の場を創

出してまいります。 

３点目は、今回新たにたいけんの里の充実を図ってまいります。重

要文化財を目指す下宅部遺跡漆工関連資料の保護と活用を充実させま

す。また、たいけんの里の体験事業をはじめとした講座等を充実させ

ます。魅力があり、参加者を惹きつけることを意識して、工夫を重ね

た事業を進め、生涯学習に寄与してまいります。 

４点目の収集・調査・研究として、①市指定文化財の指定・活用は

これまでの文化財調査、研究をもとに計画的に、文化財保護審議会の

諮問を経て新たに文化財を指定します。また、文化財保護の施策を整

備し、積極的に活用を図っていきます。 

②収蔵資料の整理・活用は市民共有の収蔵資料の更なる活用を図る
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ため、収蔵室の体系的な整理を行い、資料のデータベース化を推進し、

公開・活用への検討を進めます。また、歴史的資料としての公文書が

散逸しないように、全庁的な文書所在管理システムと連携した文書の

選択・収集・保存・活用を図っていきます。 

５点目の市民パートナーシップの推進として、①市民団体への支援

と連携は、ふるさと歴史館を活用している郷土研究団体との相互協力

と各団体活動への支援を行いながら、連携を深め、地域博物館として

の機能を発揮していきます。 

②市民ボランティアとの協働は、市民ボランティアである「東村山

文化財伝承サポーター」「はっちこっくメイト」「古文書ボランティ

ア」と協働して、ふるさと歴史館・八国山たいけんの里の事業を積極

的に進めるとともに、市内にある都の史跡となった下宅部遺跡をはじ

めとする史跡・文化財の活用を確立してまいります。 

ふるさと歴史館については以上でございます。 

○町田委員長 ぜひ、平成２７年度、このような内容でお願いしたいと

思います。 

○森教育長 一つだけ確認というか、お願いになりますが、社会教育課

の重点事業の２、生涯学習計画を社会教育委員と連携して状況把握を

するということについては、その把握だけではなくて、それを受けて

教育委員会に提言をする。例えばこういう部分ではもっとこうしたら

良いのではないかとか、そういうことは考えていらっしゃらないので

しょうか。 

○平島社会教育課長 今、教育長が言うように、社会教育委員もそこの

ところは、考えています。 

現状、平成２５年８月からスタートをして、今年度から１年間やっ

てきたローリングという形でやらせていただいています。 

ただ、社会教育委員からは、１年ごとにコメントを入れていくこと

については、３年ぐらいずつ見てコメントを出していきたいというこ

とで、一応、３年たって、その次に第二次の見直しという年数が入る

というところもございます。ですので、そのどこかの途中でそういう

形で出てくると思っていますけど、今の段階ではまず３年後のところ

の、私たちのコメントをまず第一弾としてやっていきたいというのが

現状でございます。 

以上でございます。 



３１ 

○森教育長 よろしくお願いします。 

○町田委員長 ほかに今の全体からの、特によろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

報告事項②学校評議員全体会について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②と③を続けて御報告させていただきま

す。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②学校評議員全体会についてでございま

す。今年度は５月１５日、金曜日、午後６時から市民センターで予定

しております。 

資料１を御覧ください。当日の次第を御用意させていただきました。 

今年度の学校評議員全体会では、前半に教育目標と基本方針、そし

て主要施策９つの取組について。また、昨年度のいじめ防止に関する

取組について、教育委員会側と学校側がそれぞれ実践したことを御説

明いたします。 

後半は分科会に分かれて表記のテーマに基づいて協議を行う予定で

ございます。この話し合いの様子などにつきましては、参加人数も含

めて、改めて６月の定例会で御報告いたします。 

なお、この学校評議員全体会の開催につきましては、平成１２年の

学校評議員制度が始まってからこれまで十数年間にわたりまして開催

してまいりました。全校の評議員の皆様が一堂に会して全体会を行う

ことで、この制度のあり方、あるいは学校評価の方法などについて周

知や理解を図るなど、指導室としましても一定の成果が得られたと認

識しております。 

また、学校評議員会は、現在、各学校でも定期的に開催されており

まして、地域や社会に開かれた学校づくりが推進されており、学校が

家庭や地域と連携しながら特色ある教育活動を展開しております。 

これらのことから、今後はこの全体会を開催せずに、各学校での学

校評議員会を充実させていくことに重心を移して、指導室としまして

も学校での取組を御支援してまいりたいと、このように考えています。 

報告事項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。 

市教委の定例訪問、それから春の運動会、そして三つ目に東村山市
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教育研究会定期総会の日程を掲載させていただきました。委員の皆様

におかれましては、本年度も御挨拶と御指導をどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

最後に、資料にはございませんが、あわせてこの報告事項３の一つ

として御報告をさせていただきます。 

本年度の初任者の夏季宿泊研修の場所ですが、東大和市の中小企業

大学校に変更しましたので御報告をさせていただきます。本年度、こ

の参加者は２２名の予定でございます。 

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けども、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、進めさせてもらいます。 

報告事項④大岱小学校特別支援学級開設準備について、お願いしま

す。 

○大西教育支援課長 報告事項④と⑤を続けて御報告させていただきま

す。 

○町田委員長 お願いします。 

○大西教育支援課長 まず報告事項④大岱小学校特別支援学級開設準備

について御説明をさせていただきます。 

東萩山小学校青葉学級の児童数、学級数の増加に伴い、平成２８年

度大岱小学校への新規開設を目指し、本年度は準備を進めていくもの

でございます。 

お手元の大岱小学校特別支援学級開設準備についてというＡ４の資

料を御覧ください。 

４月２７日に第１回の開設準備委員会を開催いたしました。学区域

の設定、施設整備、開級までのスケジュールについて協議を行いまし

た。 

学区域につきましては、現在の東萩山小学校特別支援学級の学区を

２分割し、大岱小学校、野火止小学校の通常の学区域に当たる区域を

大岱小学校特別支援学級の学区域として設定してございます。 

今後はスケジュールにもあるとおり、新１年生については就学相談

ガイダンスなどを利用し、また学区域が変更となる東萩山小学校特別

支援学級の保護者の方につきましては、教育委員会が学校に出向き、
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直接ご説明をしてまいりたいと考えております。 

特に学区域の変更の対象となる児童、保護者の方がご不安にならな

いように、丁寧な説明をさせていただくとともに、円滑な移行を図っ

てまいりたいと考えております。 

また、このことと並行し、平成２７年度中にこれまで大岱小学校内

で特別教室や使用をしていなかった教室の空調設備工事及び教室の改

修、これまで通常の学級として使用をしてきた教室の特別支援学級へ

の改修工事も併せて行ってまいります。 

本日、資料一番下、教室配置となっているところに特別支援学級の

配置図を掲載させていただいておりますので、ぜひ御覧ください。 

引き続き、報告事項⑤特別支援教室について、御説明をさせていた

だきます。 

Ａ３判の資料を開いて御覧いただければと思います。 

東京都教育委員会は東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画に

おいて、特別支援教室構想を示してきました。平成２４年度より目黒

区、北区、狛江市、羽村市でのモデル実施を行い、平成２７年３月に

ガイドラインが示されたものです。 

本日はお手元に東京都教育委員会が発行いたしました、特別支援教

育通信に掲載された概要版をお配りさせていただいております。 

特別支援教室は従来の児童が通級して指導を受ける通級指導学級か

ら、各学校に設置された特別支援教室に拠点校から教員が巡回して指

導を行う方式へ転換するもので、平成２８年度より準備の整った自治

体から順次導入し、平成３０年度には全ての小学校での実施を目指し

ているものです。 

導入の目的は、本日お配りいたしました資料の２にあるとおり、発

達障害の児童が一人でも多く必要な指導、支援を受けられるようにす

ること、巡回指導教員による在籍学級担任への助言などにより、在籍

学級の運営の安定化を図ること、特別な指導、支援を受ける際に、児

童、保護者の負担を軽減することなどが挙げられております。 

今後は平成２７年３月に示されました東京都のガイドラインをもと

に、教育支援課、指導室、庶務課、通級指導学級設置校などを中心に

導入計画の策定など、検討を進めてまいります。 

以上です。 

○町田委員長 ２点報告がございましたけれども、こちらに関しまして
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御質問等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 では、続けます。 

報告事項⑥「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について、お

願いします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑥と⑦を一緒に御報告させてもらってよ

ろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 最初に資料はございませんけれども、「輝け！東

村山っ子育成塾」ということで、今日までが申し込みの最終日になっ

ております。今現在、中学生が１９人、小学生が３１人の５０人とい

う形になっております。 

５月１０日に説明会を実施しまして、そこからスタートするという

形になっております。 

続きまして、第２４回東村山市市民文化のつどいでございます。 

５月３０日土曜日、３１日日曜日、６月６日土曜日という形で行い

ます。 

参加団体は６０団体ということで、去年は４９団体でしたので１１

団体増えているというのが現状でございます。 

また、５月３１日日曜日、１３時からセレモニーがございます。セ

レモニーでは町田委員長、森教育長におかれましては御挨拶がござい

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 社会教育課より２点報告がございましたけども、こちら

の件に関しましてはいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では続けます。 

報告事項⑧平成２６年度東村山ふるさと歴史館における学校対応に

ついて、お願いしたいと思います。 

○栗原ふるさと歴史館長 白黒のチラシがお手元に置かれていますが、

これにつきましては、平成２６年度東村山ふるさと歴史館における学

校対応の報告でございます。出前授業として、学芸員、また職員がと

もに学校へ訪問し、授業を行ってまいりました。 

チラシ右側の下の写真の中央に歴史館学芸員が写っています。今回
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は１９回の出前授業を行ってまいりました。 

裏面でございますが、社会科見学で昔さがしをテーマに、市内の小

学校３年生を対象にふるさと歴史館へ勉強に来られました。１５校の

児童、約４００名が参りました。そのときの右側が展示しておりまし

た写真でございます。 

ふるさと歴史館からは以上でございます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館の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はございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、報告事項について、予定されていたのは以上

になりますが、その他をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○田中図書館長 東村山が舞台となりました映画「あん」の公開に向け

て、中央図書館内で展示を始めましたことについて御報告させていた

だきます。 

ハンセン病回復者をモチーフにした小説の映画化にあたり、市内並

びに図書館内でロケが行われたことについてはこれまでも御報告をさ

せていただいたところでございます。このたび、５月３０日に一般公

開されるということで、これをきっかけに多くの方に原作はもちろん、

より広くハンセン病や全生園のことを知っていただけるようにと考え

まして、中央図書館内で展示を始めております。 

映画館に張られているような大きなポスターに監督や原作のドリア

ン助川氏、それから主人公である樹木希林さんたちの直筆のサインが

記されたものを市にいただくことができたということで、中央図書館

に入りまして、カウンターの脇にそのポスターを飾ってあります。 

その裏面に市内の撮影場所について、職員の手づくりというところ

で、素朴な形ではありますが、どこで撮影が行われたかということが

わかるようにしてあります。 

それから、カウンターの真ん前のところに全生園、ハンセン病関連

のパンフレットとか、図書館で作成しましたブックリストであるとか、

またハンセン病コーナーのご案内等をしているというところです。 

図書館では開館当初から全生園に関する資料を収集して、皆さんに

見ていただけるようにという取組をしてまいりましたし、また、ブッ

クリストをつくったりとか、パンフレットの収集等、そういった取組

だけではなくて、原作のあんが出版されたときに、市内の小・中学生
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にぜひ読んでもらいたいということで複本もそろえて学校で紹介する

等の取組もずっとしてきたところでございます。 

こういったことについてもこの映画を一つの入り口として、これま

で以上に市民の皆さんにハンセン病療養所である全生園と、そこで暮

らしていらっしゃる皆様のこと、それから全生園の自然が大切に守ら

れてきたことであるとか、人権の森を守って未来に受け継いでいきた

いということ等、図書館の資料を使い、また映画を観るという中で、

市民の皆様に深く知っていただけるきっかけにできるといいかなと考

えております。 

以上です。 

○町田委員長 図書館からの報告がございましたけれども、何か質問等

はありますか。ないですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ほかに報告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 では、ないようでしたら定例会を閉会したいと思います。 

以上をもちまして、平成２７年第５回東村山市教育委員会定例会を

閉会いたします。 

 

午前１１時１７分閉会 


