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平成２７年第６回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年６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 、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 高 治 圭 吾 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 大 西 弥 生 

庶務課長 清 水 高 志 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 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 

 

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２９号 東村山市スポーツ推進審議会委員の任命 

 議案第３０号 東京都文化財指定に伴う東村山市文化財の指定

解除に係る諮問 

 

報告事項 

①小学校トイレ改修工事の入札について（庶務課） 

②東村山市いじめ実態調査の実施について（指導室） 

③学校評議員全体会について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑤夏季休業中の研修について（指導室） 

⑥平成２７年度重点課題「不登校児童・生徒の減少」の対応に関

する説明会の報告（教育支援課） 

⑦ボランティアのための「子どもと本を知る」講座の開催 

                        （図書館） 
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⑧中央公民館耐震化工事等の入札について（公民館） 

⑨その他 

午前９時３１分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第６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、ただいま傍聴の希望者が

９名申し出ておりますので、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。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 では、休憩します。 

 

午前 ９時３２分 休憩 

 

午前 ９時３３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。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、御了承を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２９号、東村山市スポーツ推進審議会委員の任命について、

お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第２９号、東村山市スポーツ推進審議会

委員の任命。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７

年６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

市スポーツ推進審議会委員の任命。東村山市スポーツ推進審議会条例

第３条の規定により、別紙のとおり任命することに議決を得たい。説

明、第１９期委員の任期満了に伴い、第２０期委員を選任するため本

案を提出するものであります。 

議案書の３ページ、第２０期委員候補者名簿を御覧ください。 
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社会体育関係者、１号委員の４名と、学校体育関係者、２号委員の

６番、田所德雄氏、学識経験者、３号委員の７番、吉永武史氏につい

ては再任を予定しております。 

再任予定者のうち、社会体育関係者、１号委員の１番、朝岡晃一氏

及び３番、吉野卓夫氏については、東村山市附属機関等の設置及び運

営に関する要綱に定める任期及び年齢の目安を上回っておりますけれ

ども、朝岡氏については公益社団法人東村山市体育協会会長を務める

かたわら、当市のスポーツ科学委員会の副委員長も務められておりま

す。 

また、吉野氏については、富士見町体力つくり推進委員会委員長を

務めておりまして、両氏ともに現在も当市のスポーツの推進に御尽力

をいただいており、委員の継続に意欲を示されていることから、次期

についてもお受けしていただきたいと考えておりますが、吉野氏につ

いてはこの第２０期、次期をもって御勇退することを本人と確認済み

でございます。 

新委員といたしましては、学校体育関係者、２号委員に５番、秋津

小学校長の矢部崇氏と、学識経験者、３号委員として当市のスポーツ

科学委員会委員長である８番の酒井雅司氏を、関係行政機関の職員、

４号委員として健康増進課長補佐の江川裕美氏を選任したいと考えて

おります。 

一方、ここに記載はございませんが、現第１９期委員である学校体

育関係者の浮須勇人氏と、本審議会設置当初から１９期、３８年にわ

たり御尽力をいただいております学識経験者の吉田健一氏、同じく学

識経験者、３号委員で３期の６年にわたり御尽力をいただいておりま

す藤枝賢晴氏、関係行政機関職員の第４号委員の菅野津代子氏につき

ましては、今期をもって退任予定となっております。 

なお、次期委員数につきましては９名でのスタートとなる予定でご

ざいます。条例では１０名以内としておりますので、要件を満たして

いるものでございますけれども、１０名とすることが望ましいことか

ら、かねてからの懸案事項であります年齢や男女比率等を考慮した委

員の人選という点にも考慮をしながら、引き続き適任者の選任に努め

てまいりたいと考えております。 

説明は以上です。御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し

上げます。 
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○町田委員長 市民スポーツ課長からの議案説明でございました。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。挙手にてお

願いします。いかがでしょうか。 

新しい方にしましても皆様御存じの方で、既に様々なところで御活

躍をされている方だと思います。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、現時点で第２０期にスポーツ推進に関する審議会

として求められているようなものがありましたら簡単に説明をしてい

ただきたいと思います。 

○中澤市民スポーツ課長 今の御質問のあった点でございますけれども、

第２０期の委員につきましては、様々なスポーツに関することの審議

をする場になりますが、まずはオリンピック・パラリンピックがあり

ますので、そのオリンピック・パラリンピックに備えての機運醸成の

審議と、例年開催している市民大運動会の内容についての精査をして

いきたいと思っております。 

また、今年から準備に入る予定でございますスポーツ推進計画の点

についても、この審議会の中でも様々な御意見をいただきたいと考え

ているところです。 

以上でございます。 

○町田委員長 いかがでしょうか。特に意見がないようでしたら採決を

とりたいと思います。 

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

す。 

続きまして、議案第３０号、東京都文化財指定に伴う東村山市文化

財の指定解除に係る諮問について、お願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第３０号、東京都文化財指定に伴う東村

山市文化財の指定解除に係る諮問。上記の議案を東村山市教育委員会

に提出する。平成２７年６月３日提出。提出者、東村山市教育委員会

教育長、森純。東京都文化財指定に伴う東村山市文化財の指定解除に

係る諮問。下宅部遺跡の文化財指定解除について、文化財保護審議会

に諮問することに議決を得たい。説明、下宅部遺跡が平成２７年３月

１６日付で東京都史跡指定を受けたため、東村山市文化財指定を解除
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することについて、その答申を得るため、本案を提出するものであり

ます。 

それでは、補足説明をさせていただきます。 

７ページの東京都文化財指定に伴う東村山市文化財の指定解除に係

る諮問（案）につきまして、東村山市文化財保護条例（昭和４３年東

村山市条例第７号）第５条に基づき、東村山市文化財保護審議会に下

記のとおり諮問いたしたく、よろしくお願いいたします。 

記、１、諮問事項。下宅部遺跡は平成１８年５月２６日付で市史跡

として東村山市文化財に指定されておりましたが、平成２７年３月１

６日付におきまして、東京都史跡指定を受けたため、東村山市文化財

保護条例（昭和４３年東村山市条例第７号）第４条（指定の解除）第

４号に該当することから、市文化財指定を解除することにつきまして、

諮問いたします。 

以上、御審議をいただき、御可決賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○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

つきまして御意見、御質問はございますでしょうか。 

○吉村委員 これは第４条の指定解除だと思いますが、これは自動的に

なるのでしょうか。法令を教えていただきたいと思います。 

○栗原ふるさと歴史館長 条例規則によりますと、解除はできる規定に

なってございますので、第４号におきまして私どもはその条例の関係

を法務課と協議を重ねた結果、やはり一本化することが望ましいとい

うことで指定の解除に至りました。 

以上でございます。 

○町田委員長 吉村委員、よろしいでしょうか。 

○吉村委員 良いものは東村山市でも当然指定していただいて、都でも

していただくのが良いのではないでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 それも、法務課と時間をかけて協議を重ねた

結果、例規集等にも載るということで、市の指定、また東京都の指定

ということで複雑になるというところがございまして、一本化にする

のが望ましいということに至りました。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○當摩委員 これは下宅部遺跡が東京都の指定を受けたときに、指定の

レベルが上がっていくことは理解できますが、他の自治体も都の指定
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を受けて解除をしているのかという所が１点。それと東京都の指定に

なった場合のメリットが分かりましたら教えていただきたいと思いま

す。 

○栗原ふるさと歴史館長 まず１点目でございますが、今までも市の指

定につきまして、やはり東京都なり指定をされた経過もございます。

それらについては一本化というところで、一件一件東京都で指定がさ

れた場合はそれを受けて、解除をしてきているというところです。法

務課とも協議を経て、このように至ったわけでございます。 

もう１点ですが、平成１６年にはっけんのもりが開園しまして、そ

の後１８年、市の史跡として文化財指定をされたほか、日本の歴史公

園１００選にも選ばれておりますことから、都史跡指定を受けたこと

は、東村山市の史跡が文化財として更にグレードアップされることに、

期待をしていきたいと考えております。 

また、東京都からの補助金の関係も期待をしていきたいところでも

ございます。 

以上でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○曽我教育部長 確かにこの指定に関しては東京都の指定ということで、

今回、指定をされたわけでございますけれども、吉村委員が話された、

市と都で両方での指定ということも考えられなくはないとは思います

けれども、やはり市の指定、東京都の指定の両方よりも、はっきり東

京都の指定として認識してＰＲしていきたいと考えております。 

また、當摩委員から出されました他市の状況につきましては、確認

ができておりませんので、後ほど御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

また、ふるさと歴史館長から補助金の話がありましたが、私もふる

さと歴史館長に補助金等について東京都から何か優遇をされる措置は

ないのかを確認したところ、今のところはないということなので、何

のための都の指定なのか、ということは話をしたことがありますけれ

ども、今度、公園等の整備につきましても、いろいろボランティアの

方や、市の関係職員が協力をし合いながら管理を行っておりますので、

東京都が指定するのであれば、管理しやすいような東京都からの補助

がないか、確認を今後させていただきながら、下宅部遺跡がよりよい

公園となるよう管理を進めていきたいと思っております。 
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また、漆工関係でも東京都の指定とされましたことから、今後、市

の課題としてもありますとおり、国に文化財指定されるように、今、

歴史館の学芸員も一生懸命頑張っておりますので、資料作成等を含め

て、今後、全国にＰＲをしていけるような、全国的にも有名になるよ

うな下宅部遺跡になるように、教育委員会もＰＲを含めながら全国に

発信していきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○町田委員長 ほかに御質問等はございますでしょうか。本当に大切に

している下宅部遺跡がステップアップしていくというところを理解し

ていただければ良いと思っております。 

では、特に質問がないようでしたら採決をとりますが、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 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

本日の議案は２点ということになります。 

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小学校トイレ改修工事の入札について、お願いします。 

○清水庶務課長 小学校トイレ改修工事の入札について、御報告をいた

します。 

昨年度、入札不調のためトイレ改修工事が中止となってしまいまし

た回田小学校、南台小学校、北山小学校、富士見小学校の４校でござ

いますが、５月２０日に無事入札されましたことを御報告いたします。 

また、あわせて学校水飲栓直結給水化工事につきましても、５月２

０日、２１日の両日に入札が行われまして、小・中学校５校、内訳と

しましては八坂小学校、久米川小学校、青葉小学校、東村山第四中学

校、東村山第六中学校でございますが、無事入札されましたことを御

報告いたします。 

工事につきましては夏休みを中心として、安全を第一に考え、工事

を進め、学校環境の改善に努めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいまの報告について、何か御質問はございますでし
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ょうか。 

○森教育長 入札が順調に進んだことは大変喜ばしいことですが、前回

の議会等でも問題になったオリンピックの関係や、あるいは東日本大

震災の関係で工事の業者について、なかなか手配がつかない等で前回、

入札が不調になったということですが、今年の状況を伺いたいと思い

ます。 

○清水庶務課長 今年の状況としましても同じように人手不足のような

状況はありましたけれども、昨年度は年度の途中ということでござい

まして、既に手配済みという形になっている工事がございました。今

年度につきましては市の営繕課と連携をいたしまして、入札の金額、

最低価格の金額の工夫や、年度初めにすることによって手配しやすい

状況をつくりまして、今回の入札に至ったという状況でございます。 

以上でございます。 

○曽我教育部長 補足説明をさせていただきます。今、教育長が言われ

たとおり非常に厳しい入札でございました。昨年度は１０月というこ

ともありましたので、年間予定は業者のほうでも非常に厳しかったと

思います。その分、今年はそのようなことがないよう、この５月に、

早い入札をしたい、契約をしたいということで早めにさせていただき

ましたけれども、現状としては、積算単価を２月に国から示された積

算の基準で行ったことにより、適正な積算の基準を用いてさせていた

だきました。 

ただ、やはりオリンピック等の関係でかなり業者が都内に出ており、

非常に厳しい状況でございました。入札の経過でございますが、１回

目で落札されたのは小学校の１件しかございませんでした。他の件に

つきましては入札を２回、３回行って落札したところもございますし、

また、最終的に入札金額との折り合いがつかないところがございまし

て、そちらは法律に基づいての不落随意契約で一番金額が低いところ

との交渉をさせていただいたと報告を受けております。依然としてこ

ういう工事関係につきましてはかなり厳しい状況だと言えると思いま

す。したがいまして、今回、早い入札の手続をとれたということは非

常に教育委員会としての取組はよかったのだと思います。 

以上でございます。 

○町田委員長 この件に関しまして、ほかはよろしいでしょうか。 

せっかく予算をつけてもらって、子供たちの学校の環境をよくする



９ 

ことになっていたところが、遅れてしまったということがありました

けれども、今回、それを進めていけてよかったと思います。 

では、続きまして報告事項②東村山市いじめ実態調査の実施につい

て、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②から⑤までを続けて御報告させていた

だいてもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②東村山市いじめ実態調査の実施につい

て。本年度も年間３回、６月と１１月と２月に東村山市のいじめ実態

調査を行ってまいりたいと考えております。この６月、１１月、２月

というのは東京都が指定をしております「ふれあいいじめ防止強化月

間」にあわせて行います。 

東京都の調査も行われ、東村山市独自の調査も行っていくというこ

とになります。 

そのほかにも、学校が独自で定期的に、年間を通じてアンケート調

査を実施しております。 

先般の校長会においては、教育長から無記名式のアンケートの実施

についても検討をいただきたいと伝えておりますので、今年度も各学

校がアンケート調査の実施を積極的に取り組んでいただけることと思

います。その上で早期発見につなげていきたいと考えております。 

続きまして、報告事項③学校評議員全体会についてでございます。 

５月１５日、金曜日に午後６時から１時間ほど行いました。本日は

資料１を用意いたしましたので、御覧ください。 

学校評議員全体会については、参加者１３４名の方々にお越しいた

だきました。大きく２部制になっておりまして、前半は全体会、そし

て後半は分科会という柱を立てました。 

全体会については、本年度の教育委員会の目標や基本方針、そして

９つの取組について御説明を申し上げました。そして、４月１日から

始まっております教育委員会制度の説明をさせていただきました。 

そして、更には昨年度のいじめ防止に関する取組の報告を行いまし

た。これは、教育委員会としての取組と各学校での取組として小・中

学校の校長先生、副校長先生方に御報告をいただきました。 

その後、４人グループによる協議、分科会を行っております。学校

評議員の皆様には、それぞれの学校で取り組んでいる学校評議員会の
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様子について、二つの視点でお話しいただきました。ここで出された

御意見や御感想などがこの資料にまとめてあります。 

この中で主なものを御紹介させていただきますと、課題も幾つかご

ざいまして、例えば「学校の取組状況をどのように把握されておられ

ますか」という視点については、例えば「学校が情報発信をどのよう

にしていくかが課題である」「学校便りやホームページを見てもよく

わからない」というような御意見もいただきました。 

それから評価シートというものがありますが、「学校に行く機会が

なかなかもてないために、評価につなげることがとても困難である」

というような御意見もいただきました。今後、各学校にはいただいた

意見を参考にしていただきたいと考えております。 

学校評議員全体会については以上でございます。 

続いて、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。 

市教育委員会による定例訪問が既に始まっており、小・中学校各１

校の２校を終えているところでございます。６月そして７月の予定に

ついては、先月の再掲にはなりますが、このような予定で進めてまい

りたいと思います。委員の皆様には御挨拶と御指導をよろしくお願い

申し上げます。 

報告事項⑤夏季休業中の研修についてでございます。 

夏季宿泊研修は御案内のとおりでございます。そして、東村山市立

学校教員研修を８月２４日、悉皆で明法中学校の講堂で行うことも御

案内のとおりでございます。 

本日は資料２を用いまして、夏季の集中研修、それから教育相談研

修について御報告を申し上げます。 

本年度の夏季の教員対象の研修内容、それから講師の先生方が決ま

りました。具体的に幾つか御紹介させていただきますと、例えばＡ－

１というものがございます。Ａ－１というのは１０年経験者研修対象

者、また、希望する教員が対象のものでございますが、服務について

の研修でございます。講師は本市の小学校の副校長先生にお願いをし

ようと考えています。これは副校長会が昨年度、服務についての研究

を行い、研究発表を行っていることとの関連から、ぜひ指導室主催の

この服務に関する研修についても、副校長先生のお立場からお話をい

ただきたいと御依頼申し上げているところでございます。 
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そのほかには、学習指導、生活進路指導の指導力を向上させるもの

だけでなく、外部との折衝力を向上させる研修、それから学校経営や

学校運営に関わる力を向上させる内容の研修を今回は計画してござい

ます。 

更に、教育相談系の研修につきましては、副籍制度の充実を図るた

めに、清瀬特別支援学校の副校長先生にもお越しいただきながら進め

たり、不登校の児童・生徒の理解や対応について、他市のスクールカ

ウンセラーに講師の先生としてお越しいただいたりして、教員の指導

力を向上させていきたいと考えております。 

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②～⑤の報告をいただきました。こ

れらの件について何か御質問がございましたらお願いします。 

○森教育長 確認ですが、夏季各種研修会のＢ－２「感情のコントロー

ル力を高める支援方法」は教育相談のジャンルなので、多分、子供の

感情という意味合いだと思いますが、教員が体罰を振るわないように

するための研修ということではなくて、子供ということで考えてよろ

しいのでしょうか。 

○大西教育支援課長 教育相談研修のＢ－２のアンガーマネジメント研

修は昨年度も実施しておりまして、昨年度一番大勢の、４０人以上の

先生に御参加いただいた研修です。子どものストレスマネジメントに

近いものであったり、感情をコントロールするために行っていく研修

という形で、講師の先生には依頼をしております。 

○森教育長 教員の研修ではない。 

○大西教育支援課長 教員向け研修にはなります。 

○森教育長 影響もある。参考になる部分もあるわけですね。 

○大西教育支援課長 参考になる部分は多くあるかと思います。 

○森教育長 分かりました。 

○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。 

なければ先に進めます。 

報告事項⑥平成２７年度重点課題「不登校児童・生徒の減少」の対

応に関する説明会の報告について、お願いします。 

○大西教育支援課長 私からは５月２８日に実施いたしました不登校児

童・生徒の減少の対応に関する説明会の御報告と、スクールソーシャ
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ルワーカー派遣までの流れについて御説明をさせていただきます。 

平成２７年度の重点課題であります不登校児童・生徒の減少に向け

た取組につきましては、教育委員会だけではなく、小・中学校と一体

となって取り組むことが重要であります。また、このことから急では

ございましたが、小・中学校の校長先生方にお集まりいただき、教育

委員会と学校の連携の必要性、不登校児童・生徒の現状と対策、また

スクールソーシャルワーカーの設置、希望学級の運営方針の変更点な

どを詳しく御説明させていただきました。 

中でもスクールソーシャルワーカーの派遣につきましては、派遣ま

での流れを具体的にお示しさせていただき、今後の見通しを持ってい

ただけたのでないかと考えております。 

派遣までの流れにつきましては、お手元に東村山市スクールソーシ

ャルワーカー派遣までの流れという資料をお配りしてございますので

御覧ください。 

派遣までの流れについて少し御説明をしていきたいと思います。 

これまで、不登校児童・生徒の状況を把握するために、指導室から

毎月学校へ学校適応状況調査という調査を実施しており、不登校児

童・生徒に関する人数、状況を把握していたところです。 

ただ、今後の取組を更に強化するに当たって、個々のケースの経過

を捉えながら対応していくことや、担任教諭などの取組状況を学校が

きちんと把握して、具体的な支援方法を検討する機会を設ける必要が

あるということで、基礎資料を作成いただくことといたしました。 

これが本日の資料のフローの中の不登校等児童・生徒個人指導票と

いうものになります。 

これまでも学校で取組はしておりましたが、個々の対応を管理職の

先生を初めとして、校内で詳細に把握していただくことによって、担

任の先生への助言やほかの事例との共有を図ることができ、次の支援

策につながるものになると考えております。 

しかし、本資料は学校適応状況調査に比べて記載内容が多いことや、

また、個々の対応の成果を、経過を踏まえながら確認していくものと

していきたいため、学校適応状況調査が毎月実施であったものに対し

て、年間４回の実施とさせていただきたいと御説明をいたしました。 

作成いただいた資料は指導室に写しの提出をいただき、スクールソ

ーシャルワーカーの活用を含めた支援策を講じる基礎資料とするとと
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もに、統計作成の基礎資料といたします。 

このフローの次の矢印の先にあるとおり、御提出いただいた資料を

基に指導室、教育支援課、スクールソーシャルワーカーなどのメンバ

ーで不登校児童・生徒対策検討会議を実施いたします。対策検討会議

では、不登校児童・生徒の実態の把握、小・中学校の取組の状況の確

認、及びそれに対する助言、スクールソーシャルワーカー派遣の検討

を行ってまいります。 

続いて、本日の資料の裏面を御覧ください。 

こちらは対策検討会議からの流れを少し詳細に示してございます。

各校から提出いただいた資料を基に、不登校児童・生徒対策検討会議

において協議を行い、ケースを大きく２種類に分けます。一つはスク

ールソーシャルワーカーが直接学校と協力し、対応をするケース。も

う一つは引き続き学校で対応をいただくケースです。 

スクールソーシャルワーカー対応ケースは、個々のケースにおいて

学校復帰を目指した支援計画を作成するなど、在籍する学校と協議を

行います。 

また、スクールソーシャルワーカー自身も個々のケースについて個

人カルテを作成し、支援の記録や情報共有のツールとしていきます。

その上で定期的な学校への訪問、また、保護者、生徒への訪問を含む

ケースに応じた支援を行ってまいります。 

一方、スクールソーシャルワーカーの対応でないと判断したケース

については、これまでの学校の対応をしっかりと確認し、必要に応じ

て指導室やスクールソーシャルワーカーからの助言、引き続き教育相

談室での相談支援などを行ってまいります。 

どちらのケースにつきましても、スクールソーシャルワーカーより

指導室、教育支援課へ定期的に報告をいただくことによって活動の様

子や支援の内容の確認、不登校児童・生徒の状況の変化を確認してま

いります。 

また、不登校等のケースがなく、書類の提出がなかった学校につき

ましても、スクールソーシャルワーカーが定期的に訪問をし、未然防

止に御協力をさせていただくこととなります。今後は６月中に資料の

作成、提出を学校に依頼し、７月には１回目の検討会議を実施してい

きたいと考えております。今年度の新しい制度です。まだまだ試行錯

誤の部分はありますが、「まずは一人の学校復帰から」を目指し、積
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極的に取組を進めてまいります。 

以上です。 

○町田委員長 ただいまの件に関しまして御質問等はございますでしょ

うか。 

○小関委員 学校適応状況調査は今まで毎月実施であったということ、

それをなくして６月、９月、１月、３月ですか。具体的な内容が細か

く出てくるとか、対応が詳細に記載されるということでは個人指導票

は良いと思いますが、例えば４月、５月に起きたこと、あるいは子供

のいろいろな状況というのは、６月まで待つということになりますか。 

○大西教育支援課長 状況を待つというより、そこまで詳細に、きっか

けであったりとか、それまで対応をした経過までを含めて６月に実施

するということになります。 

ただ、平成２７年度が６月ということでございまして、これはスク

ールソーシャルワーカー導入年度が今年度なので対応がこの時期にな

りますが、平成２８年度以降は１回目を５月に実施する予定でおりま

す。 

○小関委員 今年度については分かりますが、学校が具体的にどのよう

なことを行っているかも含めて、毎月、何らかの形で把握ができるほ

うが良いかと思います。あまり間があいてしまうと、各学校はそれぞ

れ努力をしていると思いますし、また、学校の中でのそうした組織も

きちんと機能していると思うのですが、そこと教育支援課との連携に

ついて、少し間があくのではないかという危惧がありますが、いかが

でしょうか。 

○大西教育支援課長 資料の提出自体は年４回としてございますが、そ

の間、スクールソーシャルワーカーによる定期訪問や、個人の対応の

やりとりについては常にこの間もやらせていただくので、学校でとり

ためた資料を年４回出していただくという形になります。 

例えば６月には不登校でなかった児童・生徒がいて、９月になって

新しく出てくる場合があるかもしれませんし、６月には不登校であっ

たが、その後、スクールソーシャルワーカーとの対話があって、９月

には今度、提出することがないような児童・生徒もいらっしゃると思

います。これまでの学校適応状況調査ですと、数の確認はできるので

すが、一人の経過というものが確認しづらい形になっておりましたの

で、今回はその経過が確認できる資料をということで、あえて少し間
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をあけさせていただいております。 

ただ、委員が御心配のとおり、間があいていることで学校の対応等

や教育委員会が把握することができないということがないように、ス

クールソーシャルワーカーの派遣等は行っていきたいと思っておりま

す。 

○小関委員 それこそ初めてのことなので、それぞれ模索をしながら行

っていかなくてはと思いますが、不登校のきっかけは本当に小さいも

のでも、それが非常に長引く結果になる可能性もありますので、やは

り本当にきめ細かい見方が大事だと思います。 

そういう点ではあまり間があかないような、連続的、継続的な観察

や、また連携というのをぜひ工夫していただきたいと思います。 

○谷口統括指導主事 指導室からもそのことについて少し御報告を申し

上げたいと思いますが、平成２７年度につきましては４月、５月に適

応状況調査を実施しました。４月、５月段階での不登校の状況という

のはすでに把握しておりまして、平成２７年６月から新規にこのスク

ールソーシャルワーカーの取組がスタートいたします。 

それから、委員の御指摘のとおり、この３月から４月、５月にかけ

て、不登校の芽が出始める時期になりますので、この３月で作成した

資料を十分に生かしながら、子供たちの不登校に関する情報を的確に

教育委員会としても把握してまいりたいと考えます。御指摘をありが

とうございました。 

○町田委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 新制度ということで、期待しておりますのでよろしくお

願いします。 

次に進みます。 

報告事項⑦ボランティアのための「子どもと本を知る」講座の開催

について、お願いします。 

○田中図書館長 図書館では、今年度の実施計画事業である「子ども読

書活動ボランティア養成事業」の一環として、これもチラシにありま

すように、ボランティアのための「子どもと本を知る」講座を実施い

たします。 

当市では、たいへん多くの市民の方に、子供と本をつなぐための活

動に御協力いただいております。図書館では、「子どもと本の人材バ
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ンク」を設け、子育てひろばや保育園等に、昨年度は延べ３２７回の

ボランティア派遣を行って、乳幼児への読み聞かせの活動を支援して

まいりました。 

ボランティアの活動につきましては、研修や情報提供をはじめとし

て、ボランティア同士のつながりを深めることが大きな支えになると

考え、様々な事業を実施しております。 

前期の講座としては、乳幼児の発達を踏まえた絵本の選び方や本の

修理の方法などを当市の保健師やボランティアのかたの協力を得て行

い、小学生への読み聞かせについては、学校司書として豊かな経験を

持つ専門の講師をお招きする予定です。 

今後もいきいきとしたボランティアの活動が継続されることで、よ

りよい読書推進を図ることができるように努めていきたいと考えてお

ります。 

以上です。 

○町田委員長 この件に関しまして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 では、続きまして報告事項⑧中央公民館耐震化工事等の

入札について、お願いします。 

○前田公民館長 東村山市立中央公民館の耐震化工事等の契約が締結さ

れましたので、御報告いたします。 

今回の工事では工事内容にあわせて取りまとめ契約を行い、経費の

削減を図ると同時に、８カ月の閉館としたことで利用者の安全と速や

かな工事の施工を計画的に実施することができ、また、工事の短縮を

図るようにいたしました。 

空調設備工事につきましては議会案件であることから、５月１９日

に開催されました臨時議会において御可決いただきました。 

その他、耐震化等工事、トイレ等改修工事、舞台吊物等及びエレベ

ーターの改修工事につきましても、５月２７日に入札が行われ、全て

の工事について契約が締結されました。 

本日、午後３時３０分より関係各社による顔合わせ及び説明会を予

定してありますことをあわせて御報告させていただきます。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま公民館長からの報告がございましたけれども、
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こちらの件に関しまして、何か御質問はございますか。よろしいです

か。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、よろしくお願いいたします。 

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。 

○曽我教育部長 議会の日程等について報告をさせていただきたいと存

じます。 

まず６月４日が議会の６月定例議会の初日となります。この日は本

会議となります。教育委員会といたしましては、議案として、教育委

員会委員の選任についてがございます。 

６月５日が一般質問となっております。あと８日、９日で一般質問

が終了いたしまして、常任委員会に移りますけども、生活文教委員会

は６月１５日になっております。このところでは案件はございません

ので、御報告等になると思います。この生活文教委員会の中で所管事

務調査がもしかしたら教育委員会、前回の生活文教委員会での所管事

務調査につきましては、特別支援教育についてということで行ってき

ましたけれども、また、今回、教育委員会のほうになる可能性はまだ

項目等には示されておりませんので、そのときにはまた御報告をさせ

ていただきたいと思います。 

そして、６月２５日が６月定例議会の最終日となっております。教

育委員会としては追加議案の予定はございません。 

日程につきましては、以上でございます。一般質問について、何人

かの議員からいただいております。答弁につきましては、教育長と私

のほうで答弁をしていくということとなりますけれども、どのような

項目の質問があるかということを報告させていただきます。まずハー

ド部分でいいますと、学校のトイレ改修等の質問がございました。教

育系の内容につきましては、毎回御質問がございます特別支援教育に

つきましても特別支援学級、平成３０年度までに各小学校に設置をし

ていく予定でございますけれども、東京都から示されたガイドライン

等につきましての質問がされております。 

青葉小学校の通学路、全生園脇の通学路に関して何人かの議員から

質問をいただいておりますので、教育委員会の方針につきまして説明

をさせていただきたいと思っております。青葉小学校の通学路につき
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ましては、三恵病院の工事に伴いまして、子どもの安全な通学路の確

保ということで全生園の中の北側の部分を通学路として使わせていた

だいておりますが、その継続につきましての質問となっておりますの

で、教育委員会もそこは安全確保のためにも使わせていただきたいと

いうことで、もう今、動きもしております。ただ、まだはっきりした

回答は出ておりませんので、そのあたりの答弁をさせていただきたい

と思っております。 

あと、今回は特別支援教育がだんだん各方面に浸透をしてきまして、

良いことだと思っています。各学校でもそういう質問をいただくと、

教員の中でも特別支援教育って必要だという意識が高まりますので、

そのあたりは非常にありがたいかなと思っております。ついては丁寧

な説明に努めてまいりたいと、このように考えております。 

以上です。 

○町田委員長 部長からの報告について、何か御質問はございますか。

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、平成２７年第６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２２分閉会 


