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平成２７年第７回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年７月１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 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３１号 東村山市社会教育委員の委嘱 

 議案第３２号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

①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

級教科用図書採択について（指導室） 

②平成２７年度夏季休業中の取組について（指導室） 

③平成２７年度第３６回東村山市中学校スポーツ大会開会式につ

いて（指導室） 

④平成２７年度音楽鑑賞教室について（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特別支援教室の導入について（教育支援課） 

⑦運動公園プールの開放について（市民スポーツ課） 
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⑧東大和市立図書館との相互利用の一部変更について（図書館） 

⑨東村山市立図書館開館４０周年記念誌の発行について（図書

館） 

⑩その他 

午前１０時３６分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第７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、本日の署名委員を當摩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におきまして、ただいま傍聴

の希望者が１１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 １０時３７分 休憩 

 

午前 １０時３９分 再開 

 

○町田委員長 それでは、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３１号、東村山市社会教育委員の委嘱について、お願いしま

す。 

○平島社会教育課長 議案第３１号、東村山市社会教育委員の委嘱。上

記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年７月１日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市社会教育委員の

委嘱。社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第２項及び

東村山市社会教育委員に関する条例（昭和４７年東村山市条例第６

号）第２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。
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説明、現社会教育委員の任期が平成２７年７月３１日をもって満了と

なるため、本案を提出するものでございます。 

補足説明をさせていただきます。３ページをお開きください。今回、

第２１期の社会教育委員の委嘱を予定する１０名でございます。１０

名のうち９名は、引き続き社会教育委員をお願いし、１名を新たに追

加するものでございます。平成２７年度は役員とブロック幹事で１０

月に事例発表、講演会を東村山市で開催することにあたり、現在の社

会教育委員が協議していることから、９名の継続で委嘱したいと思っ

ております。 

また、前任の伊藤俊次氏が病気治療のため退任することになり、新

たな１名は１０番の片岡了氏をお願いするものでございます。片岡氏

につきましては、現在、明治大学・日本社会事業大学等の講師につい

ており、大学では担当科目は生涯学習概論の講習・講義をされており

ます。 

また、国分寺市・昭島市・川崎市などで公民館運営協議会委員とし

て活躍されていることから、社会教育委員としてふさわしいと考えて

おります。 

なお、社会教育委員には、毎月１回の定例会及び年４回の東京都市

町村社会教育委員連絡協議会での協議、また、第２１期の社会教育委

員は、社会教育に係る補助金の審査・生涯学習計画のローリング・ブ

ロックでの研修事例発表、意見交換等をしていただく予定になってお

ります。 

なお、任期につきましては、平成２７年８月１日から平成２９年７

月３１日までとなっております。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。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま社会教育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、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 皆様すばらしい先生ばかりですので、続けていただいて

特に問題ないと思います。 

それでは、採決を採りますが、よろしいでしょうか。 

では、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 全員が賛成ということで、本案は、原案どおり可決いた

します。 

続きまして、議案第３２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３２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７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、委員の任期が平成２７年７月３１日をもって

満了となるため、本案を提出するものであります。 

７ページをお開きください。図書館協議会は、中央図書館の開館当

初から設置されており、図書館長の諮問に応ずるほか、図書館奉仕に

ついて意見を述べることができるとの位置付けで、現在年３回の開催

となっております。 

第２１期の協議会では、図書館の重点事業の実績や課題の報告につ

いて意見をいただいてシートにまとめるほか、実施計画事業や子ども

読書活動推進計画事業、運営の見直し等について、その都度御意見や

御提案をいただきたいと考えています。 

第２１期につきましては、第２０期に引き続き８名の委員の方には

継続をお願いする予定です。第２１期の新たな委員候補者について御

説明いたします。学識経験者の宮川健郎氏は、現在、武蔵野大学教育

学部児童教育学科教授として教鞭をとっておられます。児童文学や教

育が御専門で、著書には「国語教育と現代児童文学のあいだ」等の教

育に関するものや児童文学の研究書、子供向けのアンソロジーの編集

等、多くの本をまとめていらっしゃいます。子供の読書についての深

い見識を持って様々な分野で活躍されており、平成２３年には当市の

ボランティア対象の講座にも講師としておいでいただきました。図書

館協議会におきましても、今後の図書館運営について多様な視点での

御意見をいただくことができると考えています。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。 

○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、御質問を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 
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（ なし ） 

○町田委員長 こちらも先程と同様、皆様すばらしい方が続けていただ

けるということですので、特に問題はないと思います。 

それでは、採決を採りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

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。よろしくお願いします。 

それでは、議案は全て終わりました。 

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。 

それでは、報告事項①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について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項の①から⑤まで、続けて御報告させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、報告事項①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についてでご

ざいます。この採択については８月６日（木）、午前９時半から臨時

会を開催いたしまして、採択について御審議をお願いしたいと考えて

おります。例年、この採択に関連して傍聴の方々も多くお見えになる

ことから、広い会場で、今年度は市役所６階の第２委員会室を予定し

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

報告事項②平成２７年度夏季休業中の取組についてでございます。 

まず一つ目は、各学校の夏季休業中の授業実施予定でございます。

資料１を御覧ください。本年度は小学校の９校、そして中学校の４校

が夏季休業中に授業日を設けて実施する予定でございます。昨年度と

比較して、授業実施日を設けている学校や補習学習を実施する学校が

若干少なくなっている現状でございます。 

続きまして、各種研修会の予定についてでございます。資料２を御

覧ください。今年度も宿泊研修を７月２９日から３１日までの２泊３

日で行います。今年度は初任者のみが宿泊研修に参加いたします。東

大和市の中小企業大学校において、今年度も行います。講師の先生方

は、大学の先生であったり、現職の校長先生であったり、様々な講師

の先生方をお呼びして、研修会を進めていきたいと考えております。
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研修の初日には、町田委員長にも御指導いただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

そのほかの夏季集中研修、教育相談研修、それから資料３を御用意

させていただきましたが、東村山市立学校の教員研修についても、記

載のとおりの日程で進めさせていただきます。 

児童・生徒への生活指導については、資料４を御覧ください。夏季

休業日の生活指導について、通知を各学校に発出しております。今年

度は特に、この長期休業中の事故、それから問題行動等への対応につ

いて、各学校で連絡体制を確実に構築するように、７月の校長会で指

導主事よりお伝えする予定です。 

続きまして、報告事項③平成２７年度第３６回東村山市中学校スポ

ーツ大会開会式についてでございます。７月１２日（日）になります

が、スポーツセンターにおいて開会式を行います。８時４５分からの

開始となります。委員の皆様におかれましても、御都合がよろしけれ

ば、どうぞ御出席いただきたいと存じます。 

報告事項④平成２７年度音楽鑑賞教室についてです。先週金曜日、

６月２６日に所沢ミューズにおいて、小学校５年生と中学校１年生全

員を対象とした鑑賞教室を実施いたしました。子供たちにとって大変

有意義な時間を過ごすことができ、帰る子供たちはみんな笑顔で帰っ

ていきました。室内管弦音楽団の皆様には大変お世話になりました。 

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。市教育委員会の定例訪問について、７月は２校を予定してござ

います。委員の皆様におかれましては、御挨拶、御指導のほど、よろ

しくお願い申し上げます。 

指導室からの報告は、以上でございます。 

○町田委員長 今、指導室から報告事項①から⑤までを報告していただ

きました。こちらに関しまして、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 この中に、夏季休業中の取組についてというものがあり

ますけれども、昨年生活指導が難しかった部分もあったと思いますの

で、ぜひお願いします。本当に子供たちが休みになって、監視下から

離れてしまうというのは大変難しいところにあると思いますけれども、

それをうまく補えるようにしていただきたいと思います。子供たちに
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とって夏休みというのは、ふだんできないことを体験するものですが、

あまり良くないものもあると思います。ぜひ、ここに書いてあるとお

りだと思いますので、よろしく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特別支援教室の導入について、お願いします。 

○大西教育支援課長 私からは、東村山市特別支援教室の導入について

少し御説明をさせていただきます。これまでの経過につきましては、

５月の定例会でも特別支援教室の概要、また導入に対する背景につい

てを御説明させていただきました。情緒障害等、通級指導学級で行っ

てきた指導を全ての小学校での特別支援教室で実施するように移行さ

れることになります。 

東京都では平成２７年度以降、導入計画を市町村が作成し、準備の

整ったところから巡回指導を開始してくださいというガイドラインが

示されております。東村山市といたしましても、この導入計画につき

まして教育委員会内、また学校の先生から御意見をいただきながら計

画を進めてまいりました。対象となる児童につきましては、これまで

の通級指導学級での指導の対象となっていた児童と変わりはございま

せん。 

また教員の配置につきましても、こちらに示してあるとおり、区市

町村の教育委員会が配置案を作成し、配置案に基づき都教育委員会が

任命するものとなりますが、市内の指導を受ける必要がある児童１０

名につき１名の教員が配置されることとなっております。 

各学校に設置されます特別支援教室の教室環境につきましては、各

学校によって空きスペース等の事情が違うため、学校事情に合わせて

活用してくださいというガイドラインとなっております。具体的には

毎日使用する教室ではないため、どこかの教室との兼用も可能である

と示されております。 

裏面を御覧ください。本事業を導入するにあたり、東京都から導入

の準備に際しまして教材等の物品購入、あるいは教室環境の整備に要

する簡易工事等につきまして、一定額の費用の補助があるということ

が示されております。こちらの費用の補助の期限が平成３０年度まで

に導入をするという条件がついているため、これを見越しながら市の

導入計画も進めてまいります。 

また、そのほか東京都から各特別支援教室への支援といたしまして
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は、臨床発達心理士等の巡回、特別支援教室専門員の配置が示されて

おり、巡回指導員の負担の軽減、また特別支援教室を設置した学校へ

の専門家の派遣等が示されているところです。 

東村山市の導入計画といたしましては、他市の状況なども確認をし

ながら、こちらに書いてございます①から⑥までの点について留意を

しながら導入計画を検討いたしました。 

東村山市といたしましては、まず市内の小学校１５校を３校ずつの

５エリアに分割いたします。３校のうち１校を拠点校として、その拠

点校からほかの２校に巡回する形をとってまいりたいと思っておりま

す。 

まず平成２８年度には、そのうちの１エリアで先行実施し、検証を

行います。今年度中には先行エリアの管理職の先生、また現在の通級

指導学級の先生、教育委員会事務局で検討委員会を開催し、具体的な

導入の準備を進めてまいります。 

前記の検討委員会での検討内容につきましては、巡回指導体制の整

備、また必要な場所、備品等の準備、指導開始、終了システムの仕組

みづくりなどを話し合ってまいります。 

今後は検討委員会、また施設の整備、必要があれば工事等も行いな

がら教員への周知や市民の方、保護者の方への周知も順次進めていき

たいと考えております。 

以上です。 

○町田委員長 教育支援課長より説明が終わりました。この件に関しま

して、何か御質問等ございますでしょうか。 

○森教育長 今、特別支援教室の設置に向けて、いろいろと進めていた

だいているところなのですが、現段階で教室の設置の困難なところが

あるのか、ないのか。あるいは平均的にはどれぐらいのスペースが取

れるのか、もしお分かりになりましたら、お願いいたします。 

○大西教育支援課長 現在、各校での施設状況については調査中ではあ

ります。 

ただ、平成２７年度の教室配置等、私どもが見させていただいた中

で、かなり厳しいであろうという学校もございます。今後、通常の学

級の学級数の変動などを踏まえながら、できれば毎年特別支援教室が

移動することも視野に入れながら、教室の準備を考えていきたいと思

っております。 
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○町田委員長 ほかにいかがでしょうか、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 これからスタートということで、うまく活用されるよう

にお願いしたいと思います。 

では、次に進みます。報告事項⑦運動公園プールの開放について、

お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課から報告いたします。運動公

園プールでは、今年も７月１８日（土）から８月３１日（月）までの

間、開放を行います。開放期間中の８月６日（木）、７日（金）の２

日間は中学生以下の方を対象に、２時間まで無料開放デーを実施いた

します。受け入れに際しましては、お手元に配付しておりますチラシ

をＡ３判のカラー刷りにいたしまして、市立各小・中学校、グリーン

バス内、各公共機関等において掲示をお願いさせていただくと同時に、

７月１５日市報への掲載や各町の掲示板などを通じて、地域の方々へ

周知してまいります。 

また開催期間中は、庁舎内において土日・祝日を除く、午前中と午

後の１日２回、庁内放送を通じて来庁される市民の皆様へ周知するな

ど提案してまいりたいと考えております。 

なお、８月５日（水）はメンテナンスにより休業とさせていただき

ます。 

以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課長より説明が終わりましたけれども、こ

の件に関しまして御質問ございますか、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、次に進みます。報告事項⑧東大和市立図書館

との相互利用の一部変更について、お願いします。 

○田中図書館長 報告事項の⑧、⑨を続け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。 

○田中図書館長 東大和市立図書館との相互利用の一部変更について、

お手元の資料を御覧ください。図書館の自治体間の相互利用とは、そ

れぞれの自治体の運用範囲内で、両市内に居住する市民が両市の図書

館を互いに利用することができるように協定書を取り交わして行うも

のでございまして、東大和市立図書館との相互利用は、平成１５年か
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ら実施しているものです。 

この度東大和市では、立川市との新たな相互利用を開始するにあ

たりまして、東大和市における相互利用の内容を統一するために一

部変更したい旨の申し入れがございました。 

具体的には、現在、東村山市民は、東大和市立図書館を利用する際

の予約受付は１２点となってございますが、それを６点としたいとい

う話です。これは東大和市を利用する武蔵村山市民、立川市民も同様

の運用となります。立川市が相互利用による利用者の予約を受け付け

ていないという運用であるということを考慮した上で、改めて検討さ

れたものと伺っております。 

当市の対応といたしましては、現在どおりの、東大和市民にも東村

山市民と同様の受付点数としたいと考えております。 

その判断の理由といたしましては、２点目に書いてございますよう

に、東村山市民と東大和市民の受付点数を異なる点数と定める場合に

は、図書館システムの修正が必要となり、受付事務も複雑となり、業

務量の増加や混乱が予想されるため、現状どおりの運用を維持するこ

とが望ましいと考えております。 

当市におきましては、相互利用者の予約受付については、今のとこ

ろ別段困った案件があるわけではありませんので、このままの運用継

続が全体的には望ましいと考えております。 

今後のシステム変更等のときには、システムをどのような組み立て

にするのかということで、相互利用についても改めて運用を考えてい

きたいと考えておりまして、図書館利用の利便性向上に向けて、相互

利用を今後も適切に進めていきたいと思っております。 

開始時期は７月１日、本日からということで、東大和市では裏面に

ございますチラシにて、ＰＲを行うことになっております。 

続きまして、お手元に東村山市立図書館開館４０周年記念誌を置か

せていただいております。図書館は昭和４９年の中央図書館の開館か

ら昨年の５月で４０周年を迎えました。これまでの図書館の足跡を整

理するとともに、市民の皆様の活動や図書館を御理解いただくための

サービスの紹介や記録をまとめて記念誌として作成いたしました。御

高覧いただきまして、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますよう、お願

いいたします。 

○町田委員長 図書館より２点、報告がございましたけれども、何か御
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質問ございますでしょうか。 

では、私から質問しますが、本の借り方がよくわからないのですが、

予約というのは借りてくるのではなくて、その前に、これが欲しいと

いうことを予約と言うのでしょうか。 

○田中図書館長 図書館で本を借りたいと思われたときに、貸出中のも

のを押さえたり、所蔵の無いものを購入や他の図書館からの借用で用

意することを含めて、予約とリクエストと二つの見方があるかと思う

のですが、当市においては両方とも予約という表現をさせていただい

ております。 

市民は、それぞれの図書館に行って登録をした上で利用をスタート

するということで、予約については東大和市の図書館に直接行くなり、

インターネットで予約をするなりして、それぞれの市民が直接サービ

スを受けることができるという仕組みになっております。 

○町田委員長 わかりました。もともとすごく丁寧にそういうことがで

きるということですね。 

ほか、何かよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、なければ次に進めさせてもらいたいと思います。

それでは、その他報告をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

○大西教育支援課長 教育支援課から１点追加で報告をさせていただき

ます。東村山市立大岱小学校への特別支援学級開設に向けた現在の進

捗状況です。 

昨日、東萩山小学校の特別支援学級在籍の保護者の方に、開設に向

けた説明会をさせていただきました。東萩山小学校青葉学級に在籍さ

れている児童につきましては、およそ半数が大岱小学校への転学の対

象となっている学区域に居住をされています。 

保護者の方には、まず概要、また、それまでの手続について御説明

をさせていただいた後、様々な質疑、御意見をいただきました。御意

見の内容は、特別支援学級が増えることに対しての、それはありがた

いという思いでいらっしゃるというようなお気持ちをいただいた中で、

ただ学校が変わることへの不安感を語られていらっしゃいました。 

私たちとしては、地域のお子さんは地域でという考えで、できるだ

け転学をしていただきたいということをお勧めさせていただきながら、

何か少しでも不安感を軽減できるような手だてはないかということで、
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これからも個別に保護者の方、また実際のお子さんにもお話をさせて

いただきたいと考えております。 

これまでの経過につきましては、東萩山小学校に現在在籍している

ということもございますので、東萩山小学校の担任の先生からも様々

な御意見をいただきながら進めておりますので、４月の開級に向けて、

一つ一つ御説明をしながら整えていきたいと思っております。 

以上です。 

○町田委員長 教育支援課からの報告がありましたが、これについて、

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ぜひスムーズな移行ができるように、よろしくお願いし

たいと思います。 

ほかにありますでしょうか。 

○前田公民館長 以前から御報告をさせていただいております耐震化工

事、耐震診断、実施設計を経て、今日より閉館ということで進めさせ

ていただいています。今、教育部の職員に応援を依頼し、１日、２日、

３日と、とにかく備品全てを富士見公民館に持って行ったり、廃棄の

物は秋水園に持って行ったりと、上から下への大騒ぎになっておりま

すが、この４日には、１メートル９０センチぐらいの高さのバリケー

ドを周辺に設置しますので、もういよいよ本当に工事だという流れに

なっています。また、公衆電話も撤去など細かいことは出てきますが、

今まで御報告させていただいておりますことが無事に進んでおります。

御迷惑、御心配をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 本当に大変だと思いますが、よろしくお願いしたいと思

います。 

ほか、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、他になければ、報告事項も終了させていただ

きます。 

以上をもちまして、平成２７年第７回東村山市教育委員会定例会を

終了いたします。 

 

午前１１時０８分閉会 


