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平成２７年第９回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年９月２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 鈴 木 賢 次 

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 

 

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 

協議事項 

  ①東村山市立小・中学校教育課程検討委員会設置について 

報告事項 

①平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について（指導

室） 

②夏季休業中の研修会参加状況について（指導室） 

③９月から１２月までの指導室関連事業について（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就学相談について（教育支援課） 

⑥切れ目のない相談支援体制について（教育支援課） 

⑦なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑧青少年対策地区キャンプについて（社会教育課） 
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⑨平成２７年度運動公園プール夏季開放終了について（市民スポ

ーツ課） 

⑩平成２６年度市民スポーツセンター事業報告について（市民ス

ポーツ課） 

⑪ボランティアのための「子どもと本を知る」講座・後期の開催

について（図書館） 

⑫その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第９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いたします。よろし

くお願いします。 

○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とい

うことで、６名の方が申し出ております。こちらの方についての傍聴

の許可及び随時、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

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、傍聴を許可したいと思います。休憩いたしま

す。 

 

午前 ９時３３分 休憩 

 

午前 ９時３４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、御了承いただきたいと思いま

す。また、携帯電話は電源をお切りいただくか、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。 

本日は議案がございませんので、協議事項に移ります。 

協議事項①東村山市立小・中学校教育課程検討委員会設置について、
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お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 それでは、東村山市立小・中学校教育課程検討委

員会の設置について、御説明申し上げます。 

  東村山市立小・中学校における二学期制の導入から、試行期間を含

めまして、１４年間が経過いたしました。この間、学習指導要領は２

回改定されまして、ゆとり教育の充実から生きる力の育成へと変遷を

たどってまいりました。この変遷の中で、新しい学習内容の導入に伴

う授業時間数の見直しが行われまして、国際社会で活躍する日本人を

育成するための教育が推進されたのは、御案内のとおりでございます。

本市でも、この授業時間の確保を主な目的といたしまして、二学期制

の教育課程を導入することにより、様々な教育課題に対応してまいり

ました。 

  今後の教育の動向といたしましては、平成３０年度に小学校、平成

３１年度には中学校の新しい学習指導要領が示される予定でありまし

て、現在、この移行期間を目前に控えているところでございます。  

指導室といたしましては、新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた教育

活動の実施に向けて、指導方法や評価方法の見直しを行うとともに、

これまで実施してきた教育課程の在り方、二学期制の実施についても、

改めて検討したいと考えております。 

  そこで、東村山市立小・中学校教育課程検討委員会設置要領にあり

ますように、検討組織を立ち上げまして、二学期制の実施が今の子供

たちの実態に合っているのかといった視点に改めて立ち、検討を進め

てまいりたいと考えております。 

それでは、設置要領について、第１条から第６条までございます

が、簡単に御説明をさせていただきます。 

  まず、第１条は設置についてでございます。東村山市立小・中学校

が教育委員会の目標を達成し、特色ある教育活動を一層推進すること

を目指し、より効果的な教育課程の在り方を検討するために、教育課

程検討委員会を置きます。 

  第２条は、検討事項でございます。１点目が二学期制の成果と課題

に関すること。２点目が平成２９年度以降の学期制の在り方に関する

こと、３点目がそのほか教育長が認める事項でございます。 

  第３条は構成でございます。委員会は、次に掲げる委員をもって構

成する予定でございます。有識者２名、小学校校長会代表２名、中学
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校校長会代表２名、保護者２名、そして教育部長でございます。委員

会には、委員長、副委員長を置く予定でございます。 

  第４条は会議でございます。委員長は委員会を招集し、会議を主催

します。委員長に事故があったとき、又は欠けたときには、副委員長

がその職務を代理することになります。 

  第５条は庶務でございます。委員会の庶務は、教育部指導室におい

て処理を行います。 

  そして、第６条は補則でございます。この要領に定めるもののほか、

委員会の運営に関し、必要な事項は、教育長が別に定めるということ

になります。 

  附則といたしまして、この要領は平成２７年９月１日から遡って施

行することを考えてございます。 

  今後の予定といたしましては、検討委員の皆様から二学期制の実施

についての御意見を伺いながら、アンケート等による意識調査の実施

を通して、教職員や保護者の皆様からの御意見を集約し、本年度内に

は、今後の方向性を明らかにしたいと考えております。また、仮に、

二学期制を変更し、新しい教育課程で実施することになった場合には、

保護者の皆様への周知や学校の教育課程編成のための準備期間も必要

となりますので、平成２９年度からのスタートと考えてございます。 

  本日は、教育委員の皆様から御意見を頂戴いたしまして、今後のこ

の検討委員の組織運営に活用させていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ただいま説明が終わりました。この件に関しまして、御

意見、御質問等ございますでしょうか。 

○吉村委員 私が聞き漏らしてしまいましたので確認したいのですが、

小学校の指導要領改定は何年後でしたでしょうか。 

○谷口統括指導主事 平成３０年度でございます。 

○吉村委員 中学校は当然、その次の年ですね。 

○谷口統括指導主事 はい。 

○吉村委員 ありがとうございました。 

○森教育長 質問になりますが、この教育課程検討委員会の中に、二学

期制の検討委員会が含まれるということですか。 

○谷口統括指導主事 現在の二学期制を検討することになります。それ
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を教育課程検討委員会という名称にいたしました。つまり、同じもの

とお考えいただければと思います。 

○森教育長 分かりました。 

○町田委員長 いかがでしょうか。 

○森教育長 今までの二学期制に関しましては、私は三学期制でも二学

期制でもどちらでもそれなりの意義はあるだろうと思っています。今

まで二学期制を行ってきて、割と各学校にとって良かったと思われる

のは、授業時数が確保しやすくなったということがまず一つ。それか

ら、行事を設定する場合、特に中学校などは、修学旅行の時期を１学

期に行くか、２学期に行くかということ、また、非常に微妙な進路の

こともございますので、というところがあったのですけれど、そのあ

たりが学校の特色を生かして、設定しやすかったという意味合いがあ

るかと思います。 

  ただ、保護者からは、夏休み前に通知表のようなものが出るところ

もあるのですけれど、全く出ないところもあるということで、推薦入

試の場合に、夏休みに高校へ行って、その高校と本人がいろいろな約

束事を行うのですが、それがうまくできないという意見もございまし

たし、それから、進路絡みでなくても、夏休みに向けて、子供が学習

意欲をなかなかもてないのではないかという意見があったのは事実で

す。 

  そのほか、別の意見で聞いたのは、中学３年生が小学校から中学校

までずっと二学期制で過ごしてきて、卒業した後、高校は三学期制に

なり非常に戸惑いがあるということなので、慣れれば良いのですが、

最初は戸惑うことがあるので、できれば統一してもらいたいという意

見も伺っています。 

  従いまして、いろいろな御意見がある中で、本市の子供たちにとっ

て、どのような方法が良いのかというところは、ある程度時間をかけ

て検討していくことが必要ではないかと思っているところです。 

○町田委員長 他に御意見ございますか。 

○當摩委員 検討委員会を設置していただくことにはもちろん異存はご

ざいませんが、２点のお願いをさせていただきたいと思います。 

  １点目は、二学期制が導入された頃、８月の末には既に授業が始ま

っていて、そのあたりが市内の学校を見ましても、かなり柔軟的にや

られています。これは良いことでもあると思うのですが、柔軟性とい
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うのはどのぐらいがそれぞれの学校の教育課程にとって一番良いかと

いう御意見をこの際公開していただけると、ありがたいと思います。 

  もう１点は、この中の保護者の方についてですが、今、教育長がお

っしゃられましたように、先だってのタウンミーティング等でも市長

のお話を伺っておりますと、保護者からの御要望が強いというお話を

伺ったのですが、検討委員会では保護者全員からお話を伺うというこ

とではないので、委員として出ていただける保護者２名の方が、御自

分の意見だけではなくて、広く保護者の意見を集められるような形に

ついての模索を一緒にして差し上げないと、自分の意見は自分の意見

としてあるとしても、どういった形で保護者という立場を伝えられる

かということに関しては、悩むこともございますので、そのあたりを

配慮いただけると、ありがたいなと思います。 

  以上でございます。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 検討委員会設置要領について、私は賛成です。ぜひ、これ

は真剣に吟味、検討しなければならないことかと思っています。それ

を行う前に、一つ下調べをしなければならないことがあると思ってい

るのは、高校のレベルがどのようにお考えになっているかをお教えい

ただきたい。 

  なぜかというと、１０数年、小学校、中学校が二学期制に移ってし

まって、大学等はもう昔から二学期制ですよね。そこに挟まれている

高校は、疑いなく二学期制に変えなくてはいけないかと思っていると

ころもないわけではないだろうと推察できます。そこを高校が二学期

制に移そうとしているのに、小学校、中学校が動くというのも少しよ

く考えなければならないことなのかと思いますので、ぜひ、高校の動

きや文部科学省の考え方も情報収集しておいてもらうと、大変ありが

たいと思います。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 私がちょうど校長のときに、二学期制になったのですけれ

ども、そのときに考えたのは、授業時数の確保ということがやはり一

番大きかったと思います。今、それを殊さら考えなくても良いという

ことであれば、もう一回見直すということではありますが、教育課程

検討委員会と名付けた、二学期制検討委員会ではなくて、教育課程の

検討委員会だとしたことにすごく意味があると思います。やはり単に
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二か三かということではなくて、どのような教育活動を展開していく

のかということの中に、二学期制なのか三学期制なのかということが

あると思います。 

  そういう点では、この検討事項が（１）、（２）となっていますが、

やはり（３）に関わるような、文部科学省でも初等中等教育課程の在

り方についての諮問も出ているので、学ぶ内容や学び方、評価なども

今、諮問されています。そのあたりを広く見ながら検討していく必要

があると思います。 

  小学校の場合は、中学校が全面的に二学期制になり、さて小学校は

ということで、ではどうするかという話だったと思います。そのとき

は、合わせよう、合わせようとすごく努力をしたと思います。 

  夏休み前の通知表は確かにない。でも、子供たちが夏休みに一人一

人の課題をきちんと受けとめて取り組むだけの資料は、各学校用意し

たと思います。だから、夏休み前に通知表が出ないからというだけの

理由でまた三学期制に戻るというのは、あまり根拠がないのではない

でしょうか。むしろ夏休みの使い方について、しっかり各学校は取り

組んできたという気がしていて、本当に中学校の二学期制を受けて、

小学校が合わせてきたことがどうだったのだろうかという気持ちも半

分はもっています。 

  余計、どのような教育活動を展開するのかを、もう一度、各学校が

それぞれの学校の特色を踏まえて見直すことで、二学期制なのか、あ

るいは三学期制なのかを話し合っていただきたいなと思います。 

○町田委員長 私も皆様と同じような意見になりますけれども、とにか

く二学期制、三学期制という、そこの二か三というところだけが注目

をされているようですけれども、皆様方からのお話がありましたよう

に、理由がはっきりないところで、二が良いのか、三が良いのかを比

べることになるのかと思っております。 

  二学期制は確かにいろいろな各学校の特色が出せたとか、また、授

業時数が増えたなど、我々も当時、三学期制から二学期制にするとき

に、いろいろと検討したときにいたものですから、やはり二学期制の

良さが三学期制の良さよりも上回るという結果でそこに至りました。

実際、運用し大分慣れてきたから余裕が出てきて、三学期でも良いの

ではないかということが出てきたのかと思っております。 

  特に、この検討委員会を設置するにあたって、ここで委員会のメン
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バー構成が出ていますが、二学期制と三学期制のメリット、デメリッ

トの差が少なければ、ディベートではないけれども、二学期制だ、三

学期制だ、と討論し、それに勝ったほうの意見になるというように、

どちらにも推せるような状況にあるのではないのかと私は思っており

ます。 

  委員会の構成メンバーを中立な方たちにして、皆様方の御意見があ

りましたように、子供たちのために、また、学校の今後のために良い

方法をしっかり見出してもらってこそ、次があるのかなと思いますの

で、構成メンバーを選定するにあたっても、よく考えていただければ

と思っております。 

○森教育長 先ほど小関委員がおっしゃったように、二学期制がスター

トしたときは、それなりに校長、もちろん教育委員の方もいろいろ考

えてくださいましたし、その当時の校長もそれなりに意欲をもって取

り組んで、そういう方向性が出てきたことは確かだと思うのですが、

それから、１０数年経つ中で、校長も、各学校の教員も入れ替わって

いて、保護者の皆様も若くなってきているということもございますの

で、この会議を通して、もう一度じっくりと考えていただいて、どう

いう方法が良いのかということを明確にしていただいて、各学校の校

長、あるいは教職員の人たちにも、きちんと意識付けをしていくこと

が非常に大事になってくるのかと思います。 

  ですから、結論はどちらになろうと、そのあたりをしっかりと考え

ていただくことが大切と思いますので、ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。 

○町田委員長 そうですね。保護者の方からという言い方をすると失礼

かもしれないけれども、三学期制がいいというのは、多分、自分たち

が経験してきた流れの中で、子供たちに話しをするにあたって、自分

たちの経験が言いにくいところがあるのではないのかと思います。保

護者の方がずっと三学期制で小学校、中学校を過ごしてきて、子供が

学校に行くようになって、二学期制という言葉を聞いたときに、多分、

子供はそのまま自然の流れでなじむのだろうけれども、保護者の方が

「一学期」「二学期」という言葉を使いたくなるところもあるのでは

ないのかと思います。 

  では、皆様から様々な御意見をいただきましたけれども、協議事項

ということですので、ここで御意見がまだあれば、お話を伺いたいと
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思います。よろしいですか。また、御意見があれば、指導室にお話し

していただくことにしたいと思います。皆様御了承願えれば、よろし

いでしょうか。 

（ はい ） 

○町田委員長 では、他に意見がないようでしたら、この協議は終了さ

せていただきたいと思います。 

  では、続きまして、報告事項に移らさせていただきたいと思います。 

  報告事項①平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について、

お願いしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 報告事項①から④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 それでは、報告事項①平成２７年度全国学力・学

習状況調査の結果についてでございます。 

  本年度の４月に行いました小学校６年生、そして中学校３年生を対

象とした全国の学力・学習状況に関する調査の結果でございます。 

  全体的な傾向といたしましては、小学校も中学校も全国そして東京

都の平均を若干下回るような結果となりました。今回、課題として浮

き彫りになりましたのは、やはり本市の子供たちの基礎的・基本的な

内容の定着がまだ十分ではないことがはっきりとしてまいりました。

この基礎・基本の内容の定着に重心を置いた指導が今後も求められて

いくことになります。 

  そのためには、子供たちがつまずいているところを繰り返して指導

をしていくことが大切ということになります。例えば、漢字の書き取

りにかなり課題があったわけなのですけれども、国語だけに限らず、

様々な教科において、習った漢字を積極的に活用する、あるいは、指

導者側が積極的に活用するように意識して指導を行う。こういったこ

とが今後の課題解決の手だてになっていくであろうと考えております。  

  もう一つ課題として浮き彫りになりましたのが、やはり前回と同様、

記述を求める問題に対しての無回答率が高い傾向にあったことでござ

います。自分の考えをもつ、そして、そのための根拠も明らかにして、

発信をしていく指導の重要性が再度問われています。先ほどの御協議

の内容と重なりますが、学習指導要領も改定されていきますので、学

びのプロセスに今後、重心を置いた指導が全校で行われるよう、教育
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委員会としても、指導室としても取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

  今後の予定といたしましては、教育委員会の取組として、まず、こ

の結果を全校へ周知して、各学校の定例訪問等の折に、それぞれの学

校の抱えている課題について、そして、具体的な手だてについて指

導・助言をしてまいりたいと考えております。また、指導室主催の教

務主任会、あるいは基礎学力向上推進委員会などの会を活用いたしま

して、今回の市全体の結果の分析を更に深く分析していただき、具体

的な授業改善の方策を考えてまいりたいと考えてございます。 

  報告事項①については、以上でございます。 

  報告事項②夏季休業中の研修会参加状況についてでございます。表

記のとおりの人数の先生方にお集まりいただきました研修を今年度実

施いたしました。特に、東村山市立学校教員研修というのは悉皆研修

となってございまして、本年度は公民館の工事のため、明法中学校・

高等学校をお借りいたしました。明法中高学校の高等学校の先生方に

も御参加いただきました。 

  今回のこの悉皆研修は講演会を行い、株式会社コーチング・システ

ムズから講師の先生をお招きいたしまして、子供たちへのコーチング

を教育に生かすという内容で、御講演をいただきました。この講演会

を通して、参加した先生方から、「夏休み明けからぜひ意識して取り

組んでいきたい」というようなお声や、「特に聞くスキルについて、

学級やその場で生かせそうだと感じた」、「実際に生徒に体験させな

がら、聞き手について考えさせていきたい」という意見をいただいて

ございます。多くの先生方から、肯定的な評価をいただいてございま

す。 

  報告事項③９月から１２月までの指導室関連事業についてでござい

ます。 

  市教育委員会の定例訪問は１２校、道徳授業地区公開講座を１２月

までの間に予定している学校が２校、そして、研究奨励校の発表会が

久米川小学校、１１月２７日（金）を予定しています。更には、監査

がこの９月４日（金）から１０月にかけて実施されます。全１１校で

行う予定でございます。 

  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。 
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  先ほどの市教育委員会の定例訪問に関連しますが、１０月の予定を

掲載いたしました。そして、運動会もこの９月の終わりから土日で行

われます。主に小学校で多く実施されます。 

  最後に、各学校からということで、先月の教育委員会定例会で御報

告申し上げたもの以外の、各種大会における、子供たちが活躍した状

況を一覧で載せさせていただいてございます。ティーボール、それか

ら演劇、水泳、様々載ってございますので、また御覧いただければあ

りがたく存じます。 

  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報告事項①から④まで説明がござい

ました。この件に関しまして、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 それでは、次に進みます。 

報告事項⑤就学相談について、お願いします。 

○大西教育支援課長 報告事項⑤、⑥について、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。 

○大西教育支援課長 では、まず報告事項⑤就学相談について、御報告

をさせていただきます。 

  ８月７日から１２日にかけて、一斉相談日を設け、７４名の児童・

生徒の方の就学相談を実施させていただきました。協議の結果、お子

様にとって適した就学先であるということで、今後、保護者の方にお

示しをさせていただく判定先となっております。 

  夏の暑い時期に毎年行っているのですが、今年は特に猛暑だったと

いうこともあって、当日の欠席者が非常に多かったのですが、来てい

ただいた相談者の方につきましては、滞りなく相談を進めさせていた

だきました。 

  小学校、中学校それぞれの今年の特徴といたしましては、新小学校

１年生につきましては、支援学級の判定のお子様が今回は少なかった

ように感じます。また、一方、特別支援学校への就学が適していると

いう判定になったお子様が多い状況でございました。肢体不自由特別

支援学校としてお示しさせていただいたお子様につきましては、医療

的ケアが多く必要であるというお子様でいらっしゃいました。こうい



１２ 

うお子様の場合、就学相談の際にも、温度調節等でかなり配慮が必要

な部分が見られます。 

  また、今年度は、継続とさせていただいたお子様が３名いらっしゃ

います。こちらの方につきましては、発達検査の結果、発達検査の数

値と行動観察の様子、また、幼稚園・保育園での様子に随分乖離があ

るなど、どの状態が本来のお子様の力かというのがなかなか見極めき

れない、この数時間の間では見られなかったということもございまし

て、これから御本人の成長する部分も含めて、継続的にまた相談を進

めていくということになっております。 

  新中学生につきましては、特別支援学級への就学をお示しさせてい

ただく方が多くいらっしゃいました。これは近年、徐々に増えてきて

いる傾向でございます。特に小学校のときは通常学級で頑張っていた

けれども、中学校にあがって、学習内容の難しさ、また、人間関係の

煩雑さ等を考慮したときに、お子様の力を伸ばしていけるところはど

こだろうということを改めて考えていただく機会となっております。 

  今後、この就学相談を行った７４名の方につきましては、９月いっ

ぱいをかけて、直接、保護者の方にお会いし、１件１件丁寧に内容の

御説明をさせていただきます。また、必要に応じて、特別支援学級や

特別支援学校の見学や体験、通常の学級の学校公開日の御案内をさせ

ていただきながら、正しい情報提供、また、少しでも保護者の方の不

安を取り除くことができるように、随時進めていきたいと考えており

ます。また、１０月と１２月には、今回、実施できなかった方を含め

て、追加の申し込みを受け付けながら、追加相談を実施していく予定

です。 

  報告事項⑤については、以上です。 

  続いて、報告事項⑥切れ目のない相談支援体制について、御説明を

させていただきます。 

  前回も、進捗状況につきましては、御報告をさせていただきました

が、その後について、改めて御報告いたします。 

  今までは０歳から６歳までが幼児相談室、６歳から１８歳までが教

育相談室で相談業務を担ってきたところです。今後のイメージといた

しましては、幼児相談室と教育相談室の間が途切れることなく、一つ

のセクションで相談を進めていけるようになっております。 

  また、その発達年齢に応じて、関係している機関、障害の状況に応
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じて支援させていただくような内容、支援ができる機関等がございま

す。年齢ごとに関わる機関が変わる場合もございますし、同じように、

０歳から１８歳を通じて関わっていく機関があることもございます。 

  では、最後に、切れ目のない相談・支援体制で、今後取り組んでい

きたいと考えている内容について、少し細かく御説明をいたします。 

  相談内容といたしましては、１番目に０歳から１８歳までの子供と

保護者、その関係者との専門的な相談としております。相談員といた

しましては、臨床心理士や特別支援教育士、心理専門家を相談員とし

て準備し、子供の発達・身体・言語・性格・行動・知能・学業・進路

に関するあらゆる子育ての悩みを含めて、まず御相談をお受けしてい

きたいと考えております。相談をお受けした中で、この図にあるよう

に、適したサービスであったり、適した就学先、また必要とされる支

援の関係機関と一緒に、その子の育ちを考えていくことになります。  

  ２番目といたしましては、幼稚園、保育所、学校との連携です。こ

れまでも幼児相談室、教育相談室で行ってきましたケースごとに、ケ

ースに伴う学校や幼稚園、保育所の訪問、それ以外の要請にも今後は

対応していきたいと考えております。 

  ３番目は、子供を専門とする医師によるスーパーヴィジョン、また、

直接診察をしていただくことも、今回は考えております。これまで幼

児相談室では、小児神経科の先生に直接診察をしていただくことを行

ってまいりました。今後も、それについては継続して行っていきたい

と考えております。 

  ４番目は、障害児保育や特別支援教室に関すること。これは、相談

室以外の場所で、お子様が受ける支援について援助をしていきたいと

考えております。 

  また５番目は、福祉や教育に関する情報提供と利用までの援助です。

これは、先ほど申し上げましたが、本人の力を伸ばすことができる場

面、また、保護者の方を支援できる場面の情報の提供であったり、適

切な支援のつなぎを行っていきたいと考えております。 

  ６番目は、早期発見・早期支援を意図としたアウトリーチ機能です。

１歳半健診、３歳児健診はもとより、子育て広場、幼稚園、保育所で

の訪問による早期に支援が行える体制の構築も図っていきたいと考え

ています。 

  また、７番目といたしまして、これまでにない新しい機能とはなり
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ますが、療育的アプローチの実施ということで、言語発達、体の発達

に直接的なアプローチも今後は考えていきたいと考えております。 

  現段階、まだこれは検討の途中ではございますが、おおむねこの方

向性で様々体制を整えていけるよう、また９月からも丁寧な引き継ぎ

を行っていきたいと考えております。 

現在の引き継ぎ状況ですが、４月より職員が２名配置されて、事

業の内容であったりとか個別のケースの引き継ぎはどのように進めて

いくかというようなことを中心に検討を行ってまいりました。１０月

からは、現在、幼児相談室で実際に相談をしていらっしゃる方の個別

の引き継ぎに入ります。それにつきましては、専門の相談員を配置い

たしまして、丁寧に引き継ぎを行っていこうと思っておりますが、方

法としては、幼児相談室の相談に直接同席をさせていただく場合であ

ったり、ケース会議のような場所に同席をさせていただくということ

を想定しております。また、１０月以降、新規に幼児相談室を利用し

たいとお申し込みをいただいた方については、短いスパンで担当者が

変わるということは、保護者の方も御不安だろうということで、あら

かじめ新しい体制の相談員も一緒に最初の相談から関わっていくとい

うことを予定しております。 

  私からは以上です。 

○町田委員長 教育支援課より２点報告がございました。こちらの報告

に関しまして、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○小関委員 各種医療機関とありまして、医療との連携はすごく重要だ

と思うのですけれども、この場合、これから教育支援課の中で、専門

的に医療機関と連携していく窓口ができるのか。それとも、その都度

なのかという、子供たちの身体的特性と他の発達的な部分とやはり常

に一体化して見ていくことがとても大事だと思うのですが。今後でい

いのですけれども。 

○大西教育支援課長 関係してくる医療機関につきましては、私どもの

ほうから紹介をさせていただく機関、あるいは、もともと主治医の方

がいらっしゃる方もおられると思うので、様々な医療機関を想定して

おります。現在、主に紹介させていただいているところについては、

多摩北部医療センター、東京小児療育病院が大きな紹介機関となって

おります。これは、今、申し上げた医療機関からドクターを派遣して

いただいているという経過からも、その医療機関を紹介しております。  
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  ただ、小関委員がおっしゃったとおり、お子様の発達であったり、

身体の状況においては、関係する医療機関は更に広がってくるかと思

うので、特定医療機関ということではなく、ありとあらゆる機関と連

携をとっていきたいと、想定しております。 

○小関委員 医療機関は幾つかあることはわかりましたけど、こちらの

ほうで、お子様のいろいろな事例とか特質を聞いたときに、では、そ

れはこういうところが良いですよというようなお話ができる、そうい

うセクションがあるのでしょうか。 

○大西教育支援課長 それにつきましては、改めて新たなセクションと

いうことではなく、この相談支援体制の中で、相談員が本人の特性、

または、保護者の方の御希望に沿って、御紹介していくことになるか

と思います。 

○小関委員 今後になりますが、やはり幅広く医療との連携ということ

を考えていって、特に今、問題がなくても、例えば、こういうことが

できますよとか、こういうこともありますよというようなことを常に

紹介できていくというのが、保護者にとってはすごく安心だと思うの

です。そういう点で、それらを掌握できる立場の人がいるといいなと

考えています。 

○町田委員長 よろしいですか。 

○森教育長 療育に関して、現在、幼児相談室は、どういう手だてをと

っているのでしょうか。 

○大西教育支援課長 現在、幼児相談室では、療育という言葉が適して

いるかどうか分かりませんが、音楽療法というものを１点行っており

ます。それは、４人ぐらいの少人数のお子様に限られた空間で音楽を

用いて、御自分の表出をしていく、表現を促していくというような療

法をやっていることが１点。あと、ソーシャルスキルトレーニングを

するグループ活動というのも、現在行っております。 

○森教育長 では、医者につなげるようなことは、特には行っていない

のですか。 

○大西教育支援課長 今、幼児相談室は、定期的に小児神経科のお医者

様がいらっしゃっていて、東京小児療育病院に割と頻繁につないでい

くことは行っております。 

○森教育長 それも継続して今後も行っていくし、新たにいろいろな病

院との関係も構築していきたいということなのでしょうか。 
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○大西教育支援課長 療育の細かい内容については、今のまま同じもの

を必ず行うとかということではなく、お子様の状態、また、多くある

ニーズに合わせて、私どものほうで設定していきたいと考えておりま

す。お医者様につきましても、お子様の特性であったり、各医療機関

の特徴であったり、そういうものに合わせて、御紹介ができると捉え

ております。 

○森教育長 分かりました。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 今、教育支援課長からお示しいただいた二つの就学相談と

いただきましたイメージというのは、非常に連携したものだと今日改

めて捉えさせていただきました。それは、スポットで、例えば教育相

談、就学相談を行うという時期が来れば、確かにどの学校を選ぶかと

いうことは、保護者の方と決めなければいけないことですけれども、

そのときに行き着くための長いスパンをかけて、共に考えていけると

いうことを考えると、それが切れ目のないという表現だと思います。 

  なかなかこれは大変なことだと思いますし、例といたしまして、お

母さんが１歳ぐらいの子の発達が他のお子さんと違うということに気

がついて、本市ではないのですが、そこでの相談をお受けになられた

方がいました。その市は大変そういった相談業務が充実しており、そ

れが保護者の方にとっては、安心できたと聞いております。 

  それと、もう一つ、この目を障害のあるお子様のみならず、やはり

周りでそれを見守る社会の目として育てていただけるようなことも、

みんなで支援していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 他いかがでしょうか。よろしいですか。 

  ここで拝見させていただきますと、判定と違う就学先へという方は

いなかったので、本当に丁寧な対応ができたのだろうと思います。そ

れで、本当に保護者の方にしてみれば、こんな不安なことはないし、

心配なことはないと思いますけれど、そこを丁寧に相談していただけ

たということは良かったと思います。そして、この切れ目のない相談

というのは、まさにお子様にとって、そして、また、保護者の方にと

って、大切なことではないかなと思いますので、ぜひ、この形でうま

くいきますようお願いしたいと思います。 

  では、ないようでしたら、次に進めさせていただきます。 
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  続きまして、報告事項⑦なぎさ体験塾について、お願いします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑦、⑧を続けてお話しさせていただいて

もよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 まず、報告事項⑦なぎさ体験塾でございます。８

月１９日から８月２２日まで、東村山市、小平市、柏崎市の合同で、

なぎさ体験塾が開講され、大きなけがもなく、無事終了いたしました。

今年度は、海が初めてだという児童が６人来られました。泳げること

は泳げるとは言っていましたけれども、海は初めてだと。ぜひ、来年

もなぎさ体験塾に参加したいというお話をしておりました。また、柏

崎日報から写真つきの新聞を出していただき、２日目にはラジオ局の

インタビューを受けました。なお、町田委員長、森教育長、曽我部長、

肥沼次長には、開講式に参加していただいて、本当にありがとうござ

いました。 

  続きまして、報告事項⑧青少年対策の白州キャンプでございます。

７月２５日、３地区からスタートし、８月１日の２地区で全て終了と

いうことで、大きなけがもなく終了させていただきました。今年度も、

熊の出没関係で、寝るときは施設という形でやらせていただきました。

また、今年度の参加人数になりますが、６７９名ということで、昨年

７２２名いましたので、４３名の減にはなっております。なお、教育

委員会の皆様には、暑い中、視察に来ていただいて、本当にありがと

うございました。また、別の日には、社会教育委員の皆様、また渡部

市長にも視察に来ていただきました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 今、２点、社会教育課より報告がございました。この件

に関しまして、何か御質問、御意見ございますでしょうか。 

○當摩委員 熊もそうですが、猿は出没されましたか。 

○平島社会教育課長 教育委員の視察のときに、川のほうへ行ったとこ

ろ、猿がいっぱい出てきました。白州山の家には、まだ敷地内に入っ

てきているということはございません。また、昨年、雪の関係で、ご

みの集積場が壊れて、新しくしましたので、そこもきちんとしている

ということで、今のところは、そういう報告は受けておりません。 

  以上でございます。 

○町田委員長 では、なぎさ体験塾と白州キャンプということで、本当
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に多くの青少年委員の皆様もそうですけれども、リーダーもボランテ

ィアの方が大勢関わってくれて、子供たちに良い体験ができたという

ことで良い事業でした。どうもお疲れさまでした。 

  続きまして、報告事項⑨平成２７年度運動公園プール夏季開放終了

について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑨、⑩を同時に説明してよろしいで

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⑨平成２７年度東村山市

運動公園プール夏季開放終了について、報告いたします。 

  ７月の教育委員会におきまして、運動公園プールの開放について、

御報告申し上げたところでございますけれども、先日、８月３１日を

もって、開放を終了いたしました。今年は、８月の中旬ぐらいまでは

お客様もたくさん来ていただいて好調でありましたけれども、それ以

降、ほとんど晴れの日がなく、現在もこういう状況というようなこと

もありまして、天候不良による中止が４日間ということで、全て８月

１７日以降の中止ということになりました。 

  来場者数につきましては、平成２６年度の約１万３，０００人に対

しまして、今年度は約１万２，７００人。使用料につきましては、平

成２６年度の約２２１万円の収入に対しまして、平成２７年度、今年

度は約２１４万円ということで、来場者数、使用料ともに、平成２６

年度を若干下回る結果となったところでございます。また、今年度、

利用者に対しまして、あくまで任意ではありますが、利用者実態調査

をいたしまして、市内、市外の利用者の状況について把握したところ

でございまして、利用者のうち、おおむね３割程度の来場者が市外か

らの利用者ということが判明いたしました。 

  運動公園のプールについては、老朽化も進んでいる状況でございま

すけれども、利用者の安全を第一優先に考えると同時に、ただいま申

し上げました利用者の実態調査の結果を踏まえまして、来年、適正な

運営に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

  続きまして、報告事項⑩平成２６年度市民スポーツセンター事業報

告についてでございます。 

  既に委員の皆様方も御存じのとおり、市民スポーツセンターでは、

平成２４年度から指定管理者制度を導入して、東京ドームグループが
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管理者として指定をされまして、公の施設として役割を継承しつつ、

民間活用力を発揮した施設運営に努めているところでございます。制

度の導入に伴いまして、開館日及び開館時間、各種教室、館内での物

販等のサービスなどを例年どおり実施をしてまいりました。 

  平成２６年度に特化しました新たな取り組みといたしましては、産

業振興課を介した地元農家でとれた野菜の即売、障害のある方の利便

性の向上のため、昨年９月から介助者の使用料、原則１名免除という

ことになりました。また、施設利用者によるスポーツセンター発表会

というものを、今年の１月にダンスや体操の発表会を、東京ドームグ

ループの企画で行いました。 

  市民のスポーツをする機会の拡充に努めてきたところでございまし

て、また、施設管理面につきましても、引き続き定期的な点検、清掃

などを適切に実施をしまして、快適にスポーツに取り組める環境を提

供してきたところでございます。 

  利用者数につきましては、ただいま申し上げました取組などにより

まして、平成２５年度は、当市の管理目標である制度導入前比較の２

０％増を大きく上回る約４０％を達成したところですが、平成２６年

度はさらに上回る５１％増を達成することができたところでございま

す。引き続き、市民の誰もがスポーツセンターを御利用いただけるよ

う、指定管理者とともに検討し、更なる利用者数の向上を図ってまい

りたいと考えております。 

  また、一方で、施設が老朽化している中で稼働率が高い状況で運営

をしているということもありまして、今後、施設の故障等のリスクも

ございますので、利用者の安全面を第一優先に考えて、まずは、当面

は老朽化した施設の改修を行っていくという方向で、今後も指定管理

者と協議していく必要があると考えております。 

  次に、収支報告でございますけれども、平成２６年度は、収入のほ

うが２億４，０８６万７３１円、総支出のほうが２億３，９９５万６，

４１８円ということで、差し引きをいたしますと、９０万４，３１３

円の利益がございました。結果といたしまして、その５０％に当たり

ます４５万２，１５６円が、市に納入される成果配分納入金というこ

とになります。 

  平成２６年度は、利用者が増えていることにも関わらず、成果配分

が前年度を下回っておりますけれども、これは消費税率や公共料金の
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上昇、また、これは屋内プールの冷温機になりますが、定期点検項目

の追加による支出増が主な要因となっているところです。その他、適

切な人員の確保及び人材育成等の研修、事故や災害時に備えた訓練な

どの実施、地域活動主体との協力体制についても、今後、推進してい

く必要があると考えております。 

  以上、課題もございますけれども、平成２６年度についても、制度

導入の成果があったと判断しております。今後についても、指定管理

者の民間活力を発揮した公の施設の発展に努めていただきながら、市

民スポーツの推進に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課より２点報告がございました。こちらの

件に関しまして、御質問ございますでしょうか。 

○吉村委員 収入が約２億４，０００万円とありますが、この会計報告

をチェックする委員会、団体というのは、どこになるのでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 モニタリングを毎年実施しておりまして、市

の委員が、スポーツセンターに来て、中の館内を全部チェックすると

いうことと、あと、モニタリングシートを用いて、指定管理者の評価

と行政の評価、モニタリングの評価という形で、会計等全てのものに

ついて検査をしていただくことを行っております。また、この実績報

告書については、教育委員会の教育長までの決裁の中で報告を受けて

いるという状況でございます。 

○曽我教育部長 モニタリングというのは、東京ドームグループがどの

ような運営をしているか、１年間の事業内容の点検をしています。そ

の内容では、今、お示しさせていただいた決算報告書は、ごく一部の

ものでありまして、中身については、そこでの東京ドームグループか

らの報告を受けていまして、そこでも目を通して、承知しているとこ

ろでございます。 

  また市民スポーツ課から上がってきます決算内訳書がありまして、

その内容を確認し、教育長が決裁いたします。 

○吉村委員 約２億４，０００万円という大事な税金や使用料を使われ

ているので、それだけのお金を東村山市のどのレベルの方がチェック

されたのかということを報告してもらう必要があると思います。 

○町田委員長 他いかがでしょうか。 

○森教育長 利用者が順調に増加しており、大変好ましいことではあり
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ますが、利用者が増えたことによって、今、抱えている課題はありま

すか。 

○中澤市民スポーツ課長 今の報告の中でも触れさせていただいたので

すが、利用者が増えているのは良いのですが、施設が大分古くなって

きていることとか、故障がある中で、稼働率が高い状態で機械を回し

ておりますので、施設の部分に懸念があります。 

  また、水道の配管が構造上、本来少し勾配があって下に行くのです

が、横に下水の配管が入っているところがありまして、水道の流れが

悪かったりすると、詰まってしまうところもあります。あとは、施設

内を桜の木が囲っているのですが、木の根が管の中に入ってしまい、

詰まってしまうことがよくあるなど、施設面の部分で、多くの方が利

用していただくのは非常にありがたいのですが、そういうところの使

う頻度が高くなっていくので、故障とか不具合というのも懸念してい

るところではあります。 

  ただ、そこは、順次、業者を入れてメンテナンスを行い、配管をき

れいにするとか、修繕をするというところは行っているところではご

ざいますが、大きなところについては、費用的な部分もございまして、

完全に行い切れないところはあります。 

  以上です。 

○曽我教育部長 今、教育長から言われた利用者について、団体利用者

が平成２６年度は３６万４，２７０人ということで、かなり増えてお

ります。また、個人利用者も平成２６年度はかなり増えているという

ことで、当初目標にしていた２０％増の平成２１年度の目標からはか

なり多く、１２０％どころではなくて、１４０％以上伸びているとい

う状況でありまして、利用団体からは、部屋がとりにくいという状況

もあり、体育協会参加の団体がとれやすいようにしていただけないか

というような御意見もいただいております。 

  また、それに伴いまして、駐車場のスペースが少ないということで、

東京ドームグループからは駐車場を有料駐車場にしてくれないかとい

うような希望もあります。ただ、これは、市が持っている公共施設の

駐車場は無料ですので、それと絡めて、今、有料にはできないという

ような状況ではあるのですが、そのような駐車場の問題も発生してい

るところです。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 
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  今、団体利用というところで気になったのですが、ここのスポーツ

センターが行っている水泳教室では、東京ドームグループでコーチを

入れて行われているのを見たのですが、あれは団体利用とは言わない

わけですね。 

○中澤市民スポーツ課長 水泳教室は東京ドームグループ、あるいは体

育協会のほうでも、水泳連盟に依頼をして行われているので、団体利

用の中には含まれません。 

○町田委員長 分かりました。 

  もし、水泳教室を行うのであれば、水泳の利用料を団体として徴収

するべきかなと思ったりもしましたが、違うということですね。 

  他いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、次に進みます。 

  報告事項⑪ボランティアのための「子どもと本を知る」講座・後期

の開催について、お願いします。 

○田中図書館長 平成２７年度実施計画事業でありますボランティアの

ための「子どもと本を知る」講座・後期の開催について、御報告いた

します。 

  この講座は、専門家による講義をはじめ、図書館職員や市民ボラン

ティアによる実践を交えた内容の連続講座で、前期が６月中旬から７

月中旬にかけて３講座を実施いたしましたが、このたびは、第３次子

ども読書活動推進計画の「読書活動や図書館利用がしにくい子どもへ

の取り組み」の一環として、対象児への理解を深める講座等３講座を

実施いたします。 

  ２回目に予定しております「発達障害と絵本」では、臨床心理士を

講師として、発達障害についての基礎知識や発達障害のある子供の特

性、更に保護者への声かけやどんな絵本が効果的かなどについて、お

話しいただく予定です。地域で活動するボランティアの方に子供と本

について理解を深めていただき、より充実した活動につなげることが

できるように努めてまいりたいと考えております。 

○町田委員長 図書館長より報告がございました。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 それでは、次に進みたいと思います。 
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  報告事項その他をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○清水庶務課長 総合教育会議について、簡単ではございますが、御報

告させていただきます。 

  先月、８月４日、教育委員の皆様にも御参加いただきましたが、総

合教育会議が開かれました。総合教育会議は、一連の教育委員会改革

の一つでございまして、市長が召集して、教育委員会もそこに入りま

して、意見交換をしました。会議の合意事項については、互いに尊重

しなければなりません。 

  総合教育会議では、教育大綱について策定が義務づけられておりま

す。第１回の総合教育会議では、市長と教育委員の皆様に、大綱につ

いて議論をしていただきました。次回以降も、教育大綱については議

論の対象になりまして、年度内で策定する予定になっております。第

２回は１０月５日の予定になってございますので、よろしくお願いい

たします。 

○町田委員長 総合教育会議、今、お話がありましたけれども、何か御

質問、御意見ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 他に報告をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

○谷口統括指導主事 現在、学校と指導室が行っております子供の自殺

予防に関する取組について、御報告をさせていただきます。 

  報道でもありましたとおり、内閣府からこの９月１日を挟んで、こ

の長期休業明けに、あるいは長期休業前に子供たちの自殺件数が非常

に増加するという報道があったかと思います。それから、ここ数日間

の間に、子供たちの自殺に関連する報道もあったのは記憶に新しいと

ころでございまして、今、指導室と、それから学校もこの授業開始前

日までに、例えば不登校傾向にあるお子さんであったり、あるいは、

日頃の指導の中で悩みを抱えて相談しているお子さん、更には、教員

側から見て、心配な傾向のあるお子さんに関しては、全ての家庭に御

連絡をして、そろそろ授業が始まるよと、これからも頑張っていこう

ねというような声かけをさせていただいております。更には、授業開

始日当日に欠席をした子供に対しても、それが事前に家庭からの連絡

がないまま欠席したところに関しては、全て現在、電話連絡あるいは

家庭訪問を行っているところでございます。 

  現在の取組について、報告させていただきました。 
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○町田委員長 指導室からお話がありましたけど、この件に関して、よ

ろしいでしょうか。 

  私もこの８月末には、いろいろな報道もそうですけれども、また、

夕方の情報番組みたいなところでは、自殺が多いからという、それを

特集でやっていたので、そういうものを見ると、連鎖ではないのでし

ょうけれど、何か怖いなと思って見ていたところでした。いろいろと

配慮していただきまして、ありがとうございます。 

  他よろしいでしょうか。 

○曽我教育部長 私から議会関係につきまして、お話をさせていただき

たいと思います。 

  議会につきましては、９月１日、昨日より開催されております。ま 

ず、最初に、代表質問について、明日、９月３日に、市長、教育長か

ら答弁をさせていただくこととなります。内容につきましては、教育

総合会議、また先ほど教育支援課長から説明がありました切れ目のな

い支援・相談という内容、また、エアコン設置について、あとは公民

館の耐震工事の進捗状況ということでの代表質問をいただいておりま

す。 

  続きまして、一般質問の関係につきましては、９月４日、７日、８

日の３日間で行われます。 

  まず、２２番議員がエアコンの関係と市内小学校の給食の食器にダ

ニが入っていた事故についてということでございます。このエアコン

につきましては、東京都の方針に従って、今後、計画を立てていく内

容のお話をさせていただきたいと思います。 

  これは非常におわびさせていただかなければならないことになりま

すけれども、給食の食器にダニがついていたというところでございま

すけれども、これは北山小学校の給食の配膳前に、食器にダニが付着

していたということで、内容につきましては、議会で答弁させていた

だきますけれども、鳥の巣が給食室の換気扇のそばにありまして、換

気扇は閉まっていたのですけれども、暖かいところをダニは好みます

ので、換気扇からおりてきてしまったということで、食器は表には出

さず、裏側にしているのですけれど、その食器の裏側に何匹かダニが

付着したということでございました。その内容につきまして、議会で

答弁させていただきたいと思います。 

  また、１７番議員につきましては、特別支援教育教室導入への対応
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については、東京都のガイドラインに沿った形での答弁をさせていた

だきたいと思います。 

  次に、１４番議員につきましては、特別支援教育全般につきまして、

御質問をいただいております。インクルーシブ教育等につきましての

御質問、また、先ほどお話しさせていただきました特別支援教室等を

含めた中で、就学相談につきまして答弁をさせていただきたいと思っ

ております。 

  １３番議員につきましては、来年から法的に実施してまいります、

障害者差別解消法というのが来年の４月から法律に則って実施される

のですが、それにつきまして、教育委員会の考え方ということでの合

理的配慮の考え方ということの御質問をいただいておりますので、そ

こを説明させていただくこととなります。 

  ９番議員につきましては、オリンピック関係につきまして誘致の施

策ということで、現在の東村山市の動きにつきまして、説明をさせて

いただきたいと思います。 

  ７番議員につきましては、八坂小学校の校庭の水はけについてかな

り前から水がたまってしまう傾向がございまして、そこの水はけ問題

ということで、今まで取り組んできた内容、今後の考え方について、

答弁をさせていただきたいと思っております。 

  ３番議員につきましては、児童の通学時間の見守り・防犯パトロー

ルの際に使う旗をどのような形でお配りしているのかということなの

で、そこは学務課との見守り・安全確認と話が違ってきていますので、

ここは環境安全部の中での対策としての旗の配布となると思いますの

で、御説明をさせていただきたいと思います。学務課では直接、旗は

配布していないので、そのあたりは連携を深めながらの答弁となると

思います。 

  あと、２番議員につきましては、どの子供も学習環境の保障をとい

うことですけれども、これは不登校の関係につきまして聞いてきてお

りますので、不登校の現状等の説明をさせていただければと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  今回も、代表質問と一般質問、数多くの議員からいただいておりま

して、今、まだ申し上げた以外にも二人ほど１問、２問いただいてお

りますけれども、そちらにつきましても、丁寧に答弁をさせていただ

きたいと思います。また、答弁内容については９月議会の終了後に御
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報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 議会関係の報告がございますけれども、御質問ございま

すか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 他にございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、終了したいと思います。 

  以上をもちまして、平成２７年第９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５３分閉会 


