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平成２８年第１０回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年１０月５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。 

〇教育長及び出席委員は、下記のとおりである。（５名） 

  教育長  森 純 

  出席委員 町田 豊、吉村 正、當摩 彰子、小関 子 

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 菅 野 僚 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 子ども・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 森 脇 孝 次 図書館長補佐 新 倉 敦 子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 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３２号  東村山市文化芸術表彰 

  議案第３３号  東村山市民スポーツセンター指定管理候補者の 

          決定 

  議案第３４号  東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

  議案第３５号  東村山市教育委員会公印規程の一部を改正する 

          規程 

 

報告事項 

①平成２８年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果について 

 （指導室） 

②「いのちとこころの教育」の推進に向けて（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④第４３回市民文化祭について（社会教育課） 

⑤第２回八国山芸術祭について（社会教育課） 
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⑥第５３回東村山市民体育大会総合開会式開催報告について 

 （市民スポーツ課) 

⑦町民運動会について（市民スポーツ課） 

⑧秋の特別展について（ふるさと歴史館） 

⑨その他 

午前１０時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第１０回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

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。 

○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、１２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、お願いしたいと思っております。 

○森教育長 ただいま、傍聴のお申し出がありました。傍聴を許可した

いと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 異議なしということでございますので、よろしくお願いい

たします。それでは、休憩いたします。 

 

午前１０時３１分 休憩 

 

午前１０時３３分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず初めに、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきまし

て、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申し上げます。 

では、議事日程に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

議案第３２号、東村山市文化芸術表彰についてお願いいたします。 

○平島社会教育課長 議案第３２号、東村山市文化芸術表彰。上記の議

案を東村山市教育委員会に提出する。平成２８年１０月５日提出。提

出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化芸術表彰。東

村山市文化芸術表彰規程（平成１６年東村山市教育委員会規程第６
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号）第３条により、別紙のとおり表彰することに議決を得たい。説明、

東村山市の文化芸術の振興に特に功労のあったものを表彰するため、

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。 

今回、文化芸術表彰者は１団体でございます。東村山市文化芸術表

彰規程第３条第２項に該当する１団体で、ＮＰＯ法人東村山市文化協

会副会長で市民文化祭実行委員長の酒井氏より推薦がございました。

第３条第２項に該当する団体は、東村山写真クラブでございます。東

村山写真クラブは昭和５５年に設立し、現在約３０人の会員で「文化

のつどい」や「文化祭」への参加、市議会ミニミニコンサートのロビ

ーで展示など幅広く活動しています。 

今年４月に創立３５周年を記念して、中央公民館ギャラリーにて第

６７回特別写真展を開催し、多くの市民の方に東村山市の風土をテー

マにした作品を見ていただきました。東村山写真クラブの活動は、東

村山市の文化芸術の発展に大きく貢献されました。よって文化芸術表

彰規程第３条第２項に該当すると判断し、表彰をお願いするものであ

ります。 

なお、御可決いただいた表彰受賞者に対しましては、平成２８年１

１月５日土曜日、中央公民館ホールで、午前１１時より第４３回市民

文化祭セレモニーにおいて表彰式を行います。 

以上です。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問等ございましたらお

願いいたします。 

〇當摩委員 推薦の事由を読ませていただきますと、市民の皆様に密着

した写真を介して様々な活動をしており、とても良いことと思います

ので、表彰することについては喜ばしいことです。 

そこでお伺いしますが、他に市内には、例えば写真の同好会のよう

な団体が幾つぐらいあるのかということについてはおわかりになりま

すか。 

○平島社会教育課長 手元に資料がございませんので、写真クラブのよ

うな団体が幾つあるのかについては、現状わかりません。 

〇當摩委員 今、それを伺いましたのは、こうしたところから今年１団

体が表彰されたということで、せっかくすばらしい表彰でございます

から、では私たちも、あるいは、あの団体もというような形で、写真
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に限らずにそうしたことが今後広がっていくことができればいいかな

と思いましたので、そんなことを申し上げました。 

○森教育長 他によろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に御質問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 ） 

○森教育長 全員賛成ということでございますので、議案３２号につい

ては、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第３３号、東村山市民スポーツセンター指定管理

候補者の決定についてお願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第３３号、東村山市民スポーツセンター

指定管理候補者の決定。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２８年１０月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森

純。東村山市民スポーツセンター指定管理候補者の決定。東村山市民

スポーツセンター指定管理候補者の決定について、別紙のとおり議決

を得たい。説明、東村山市民スポーツセンター指定管理候補者の決定

を行うため、本案を提出するものであります。 

補足説明をさせていただきます。本議案は多様化する市民ニーズに

効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活

用した市民サービスの向上などを図ることを目的に平成２４年度より

導入した指定管理者制度につきまして、平成２９年３月３１日をもっ

て現指定管理者の指定期間が終了することに伴い、平成２９年度から

平成３３年度の指定管理者について、東村山市民スポーツセンター指

定管理者選定委員会において、当該指定管理者候補者を選定いたしま

したことから本案を提出するものでございます。 

別紙配付しております資料、東村山市民スポーツセンター指定管理

者の選定資料を御覧ください。施設につきましては、市民スポーツセ

ンターのスポーツセンター棟と屋内プール棟の施設の管理運営を指定

管理者に担っていただきたいと考えております。 

続きまして、指定管理者に行わせる業務につきましては、スポーツ

センターの維持管理に関する業務、教育委員会が行う事業を除いたス

ポーツセンターで行う事業の運営に関する業務、使用の承認等に関す
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る業務、その他、委員会が必要と認める業務となっております。 

次に、指定管理候補者の概要でございます。指定期間につきまして

は、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５カ年とな

っております。 

代表構成員として東京ドームグループ、第２構成員として株式会社

東京ドームスポーツ、第３構成員として株式会社東京ドームファシリ

ティーズといった三つの共同事業体により管理運営をしていただくこ

とになっております。 

次に、指定管理者の候補者の決定までの経過について御説明させて

いただきます。 

平成２８年６月１５日より指定管理候補者の公募要項の配布を開始

しまして、６月３０日と７月１日に施設見学会を開催いたしました。

施設見学会には１９社から申し込みいただきましたが、当日は１７社

の参加でございました。その後、参加資格審査については８社から申

し込みがあり、最終的には三つの団体から応募がございました。 

その後、都合２回の選定委員会を開催いたしました。選定委員会に

つきましては、公募委員２名の方を含めた方々に担っていただきまし

た。 

８月８日に、第１回東村山市民スポーツセンター指定管理者選定委

員会、第１次審査を開催いたしました。第１回選定委員会では、応募

のあった団体のうち４団体に絞り込む予定でございましたけれども、

応募団体数がそれに満たなかったことから各団体からの提案内容や財

務状況等の内容を選定委員により確認した上で、応募された全ての団

体の２次審査、第２回選定委員会の通過を承認いたしました。 

その後、８月１８日に第２回目の選定委員会を開催いたしまして、

第１次審査を通過した団体によるプレゼンテーションと質疑の後、各

委員の皆様に評点をしていただきました。審査の項目といたしまして

は、１２項目を設けまして、合計１３０点満点で項目ごとに評点をし

ていただきました。 

以上の審査、評点をしていただき、総合得点第１位の団体を市民ス

ポーツセンターの次期指定管理候補者として、第２の団体を次点の候

補者として選定をしたところでございます。 

第２次審査の総合点で、第１位は東京ドームグループで１，１２６

点、第２位の団体は９３１点、第３位の団体は７７０点という結果と
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なりました。この結果により第１位の東京ドームグループを指定管理

候補者とし、第２位の団体を次点候補者とさせていただきたいと考え

ております。 

今後、東京ドームグループと仮協定を締結いたしまして、本年１２

月の議会議案として上程してまいりたいと考えてございます。 

以上、御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問がございましたらよ

ろしくお願いいたします。 

〇町田委員 選定委員で応募された方２名ということでございますが、

どのような方々だったのでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 一般公募の２名の選定委員でございますけれ

ども、市報と市ホームページにて広く募集したところ、市民スポーツ

センターの利用者３名から応募をいただきまして、その方々に作文等

を書いていただいて２名を採用させていただいたというところでござ

います。 

○曽我教育部長 あくまでも一般公募ということでしたので、市報等で

お知らせした中で何人か応募された方がいらっしゃったのですが、そ

の中で今、市民スポーツ課長が申し上げたとおり、作文等の審査の結

果、たまたまスポーツセンターの利用者２名が選定委員となったとい

う経過がございます。 

以上です。 

○森教育長 結果として、利用者さんになったということですね。よろ

しいでしょうか。 

〇町田委員 わかりました。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

〇吉村委員 非常に初歩的な質問ではございますけど、タイトルが指定

管理候補者の決定ですよね。私はこれで良いとは思うのですけど、候

補者の「者」なのでしょうか。事業社名の「社」ならわかるのですが、

候補者となると、普通、人ですよね。 

○曽我教育部長 指定管理者という言い方で、「者」を使っているので

はないかと思います。 

〇吉村委員 人で選んでいるのではなくて、多分、今回は会社で選ばれ

ていると思いますので。 
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○曽我教育部長 今、吉村委員からいただいた指定管理者の「者」につ

きまして、ここでなぜこのような漢字を使うのかというはっきりした

答弁ができませんが、市としても、議会に挙げるときには指定管理者、

「者」という漢字を使っていますので、そのあたりは統一させていた

だいている経過がございますけども、今後、はっきり御答弁ができる

ように準備をさせていただきたいと思っております。 

○森教育長 よろしいですか。 

他にいかがでしょうか。 

〇町田委員 今回応募のあった３社のうち、結果として東京ドームグル

ープが選ばれたということで、点数を見れば数字でははっきりと出て

いることはわかるのですが、選定委員会の中で特に際立った意見など

がありましたら、もう少し詳しく教えていただけますか。 

○中澤市民スポーツ課長 第１次審査は書類の選考ということで、意見

はなかったのですが、第２次選考のところでプレゼンテーションを受

けて、そこで評点を各委員にしていただいた中で、評点したコメント

をいただいております。その中であった御意見を幾つか申し上げます

と、東京ドームグループについては現指定管理者としての経験や努力

を踏まえた提案があったということ、あと、過去これまで５年間担っ

ていた実情ということで十分に把握した提案内容であったということ、

それから、現指定管理者として当市への認識が深いということと、ト

レーニングルームの床の改造など、かなりの費用を要するようなとこ

ろになるのですが、指定管理料の中で積極的に行っていきますという

ような提案をされてきたというようなところでございます。 

また、第２位の団体についても、東村山の特性などもよく調べてい

たなという感じで、とても良い提案が示されてはいたのですが、ただ、

地域性にどのように取り組んでいくのかについて、具体的な提案がな

かったのが気になったところがある中で、東京ドームグループについ

ては、今までの実績をしっかりと分析している部分が強みであり、ま

た、自社努力により新しい取り組みなども示されているというところ

が高評価につながったというようなコメントもいただいております。 

また、東京ドームグループに関しては、既に現指定管理者として地

域との連携の実績がありまして、また、東村山市が求めていることも

理解しており、今後、地域や市、教育委員会とも連携し、更なる発展

を望めると考えているというところでの評価というところでございま
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す。 

あと、もう一つ申し上げますと、やはり地域とのつながりなどに関

しては、現指定管理者である東京ドームグループについては良く理解

した提案がされているというようなこと、また、高齢者に対する提案

というところもいろいろとされていたというところが評価のポイント

になったというようなコメントをいただいております。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

〇町田委員 ありがとうございます。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

〇當摩委員 よろしいと思うことの理由を挙げさせていただければ、１

１名の委員の方がお時間をかけて３社に関して、精査していただけた

中での１，３００点満点ですよね。その中で、第１位の東京ドームグ

ループは１，１２６点という高得点ということをお示ししていただき

ますと、こちらにまたお願いするのがよろしいのかなと思いますので、

私はこれでよろしいのかなと思いました。 

○森教育長 他によろしいですか。 

〇吉村委員 これは報告事項ですか。ここで決定するのですか。 

○中澤市民スポーツ課長 １２月議会の案件になってございますので、

今回、教育委員会の議案として挙げさせていただいているということ

でございます。 

○森教育長 教育委員会で指定管理候補者の決定の承認をして、最終的

には議会の採決でということですか。 

○中澤市民スポーツ課長 はい、そういうことでございます。 

○曽我教育部長 契約案件でございますので、これは議会の議決が必要

となります。東村山市民スポーツセンター条例では指定管理者の指定

につきましては、教育委員会で指定管理候補者の決定の承認を得ると

いうことがうたわれておりますので、その承認を得た後に議会で議決

をいただくという運びになります。 

以上です。 

〇吉村委員 わかりました。 

○森教育長 それでは、採決をとりたいと思います。賛成の方の挙手を

求めたいと思います。 

（ 賛成者挙手 ） 
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○森教育長 全員賛成ということでございますので、議案第３３号につ

きましては、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第３４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。 

〇前田公民館長 議案第３４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２８年１０月

５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

５５年東村山市条例第３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、第１８期委員の任期満了により、第

１９期委員候補者を委嘱するため、本案を提出するものであります。 

次ページをお開きください。第１９期の東村山市立公民館運営委員

会委員の候補者の名簿でございます。新規委員の任期は平成２８年１

１月１日から平成３０年１０月３１日までの２年間でございます。 

公民館運営審議会は、東村山市立公民館運営審議会条例第３条の規

定により学校教育関係者、２人以内、社会教育関係者、４人以内、家

庭教育の向上に資する活動を行う者、２人以内、学識経験者、４人以

内の１２人以内をもって組織するとされており、現在、第１８期では

１０人の委員で組織されているところでございます。 

今回、第１８期の委員の中で社会教育関係者の枠から遠藤久子委員、

家庭教育の向上に資する活動を行う者の枠から滝川桜子委員、学識経

験者の枠から倉田哲也委員の３名の委員より退任の申し出をいただき

ました。７名の委員につきましては、継続して提案をさせていただい

ているところでございます。３名の委員の退任に伴いまして新たに３

名の候補者を推薦させていただきます。 

まず、社会教育関係者として池谷俊幸さんを推薦いたします。池谷

さんは現在、廻田町体力つくり推進委員会副委員長として社会教育に

資する活動をされております。また、地域に根づいた活動である自治

会の役員、廻田町上自治会体育委員など幅広く活動をされております。

また、市の職員として在職中には公民館館長補佐として平成１８年か

ら４年間在籍し、その勤務経験を生かしていただけると思い、委員と

して適任ではないかということで推薦をさせていただきました。 

次に、社会教育関係者として佐藤健治さんを推薦いたします。第１

８期をもって御退任される公民館利用者連絡会会長である遠藤久子委
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員より御推薦をいただきました。現在、東村山市公民館利用者連絡会

の世話人として活動し、また、公益社団法人日本写真家協会や公益社

団法人日本広告写真家協会に所属されているほか、日本リアリズム写

真集団東村山支部長を務められ、その活動の中で中央公民館や三多摩

の公民館を広く利用され、社会教育活動に熱心に取り組まれているこ

とから委員として最適ではないかということで御推薦をさせていただ

いております。 

次に、学識経験者枠といたしまして、岩松真紀さんを推薦いたしま

す。岩松さんは現在、明治大学非常勤講師として活躍されており、三

多摩地域の公民館研究にもかかわりの深い方で、日本公民館学会や日

本社会教育学会にも所属されており、国分寺市青少年問題協議会委員

も歴任され、また、東京都公民館連絡協議会の職員部会では研修の講

師を担うなど幅広い知識をお持ちであり、委員として適任ではないか

ということで御推薦させていただいております。 

東村山市立公民館運営審議会条例第３条の規定では、審議会は委員

１２人以内をもって組織するとなっておりますので、今後、委員とし

て適任の方がいらした場合は推薦を検討していきたいと考えておりま

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。 

以上になります。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問がございましたらお

願いいたします。 

（ なし ） 

〇森教育長 他に意見、質問がないようでございますので、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 ） 

○森教育長 全員賛成ということでございますので、議案第３４号につ

きましては、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第３５号、東村山市教育委員会公印規程の一部を

改正する規程についてお願いいたします。 

〇栗原ふるさと歴史館長 議案第３５号、東村山市教育委員会公印規程

の一部を改正する規程。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２８年１０月５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公印規程の一部を改正する規程。東村山市教

育委員会公印規程（平成４年東村山市教育委員会規程第２号）の一部
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を別紙のとおり改正することに議決を得たい。説明、「東村山市史編

さん委員会委員長印」を廃止するにあたり、東村山市教育委員会公印

規程の一部を改正いたしたく、議案を提出するものであります。 

改正文を掲載しておりますので、御確認いただければと思います。 

それでは、新旧対照表を御覧ください。初めに、旧規程の別表第１、

中段の東村山市史編さん委員会委員長印の項を削り、同表東村山市立

図書館印の項中７－１を６－１に改め、それぞれ繰り上げて改正する。

別表第２中の６－１のひな型を削り、７－１のひな型を６－１のひな

型とし、新規程の別表第１及び別表第２ひな型６－１に東村山市立図

書館印をそれぞれ繰り上げて改正をする。この規程は、公布の日から

施行する。 

次に、経緯につきまして御説明いたします。平成２７年度第３回定

期監査の結果報告に基づき、公印管理については平成１６年３月の事

業終了に伴い、東村山市史編さん委員会条例が廃止された。しかしな

がら、東村山市教育委員会公印規程を改正すべきところを行っていな

かった。適正に管理されたいとの指摘を受け、現在に至ったところで

ございます。当課として、その後の公印管理につきましては失念して

いたと考えております。今後は公印管理について適正に管理してまい

ります。 

以上、東村山市教育委員会公印規程の一部の改正する規程につきま

して、御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 説明が終わりました。この件に関しまして、御意見、御質

問がございましたらお願いいたします。 

〇町田委員 言っていることに関して、問題はないのですが、新旧対照

表で別表第２のひな型の記載が省略しているからかわかりにくいので

すが。 

〇栗原ふるさと歴史館長 新旧対照表では、このように表示されます。

旧規程の６－１、東村山市史編さん委員会委員長印をまず削りまして、

７－１以降をそれぞれ繰り上げて、新規程の東村山市立図書館印は６

－１に繰り上げております。 

〇肥沼教育部次長 ひな型等につきましては、全部で１０項目まである

のですが、そこのところが全て一つずつ項目ずれを起こしていますの

で繰り上げるという形で、ここでは、別表第１では略という形になっ
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ていてそのあとも続いているのですが、別表第２のところの図欄のと

ころで略が抜けていますが、そのような状況で繰り上げていくという

ことになっております。 

以上です。 

○森教育長 よろしいですか。 

〇町田委員 わかりました。内容的には、どういう経過があったのです

か。 

〇肥沼教育部次長 今回出ております東村山市史編さん委員会委員長印

につきましては、平成１６年度に事業が廃止になっておりますので、

本来そこで削らなくてはいけなかったところを業務上失念しておりま

した。今回、監査の指摘を受けましたので、そこを削りまして、以下、

図書館印、また、それに続く図書館長印、それ以降にもその他、各学

校の校長印などが続いていくのですが、そちらが順次繰り上がってい

くということになっています。 

以上です。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

（ なし ） 

〇森教育長 よろしいですか。他に御意見、御質問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 ） 

○森教育長 全員が賛成ということでございますので、議案第３５号に

つきましては、原案どおり可決いたしました。 

予定されました議案審議は、全て終了いたしました。 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

報告事項①、平成２８年度児童・生徒の学力向上を図るための調査

結果についてお願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項①から③までを続けて御報告させていた

だいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 

○小林統括指導主事 初めに報告事項①、平成２８年度児童・生徒の学

力向上を図るための調査結果について御報告させていただきます。 

指導室報告事項資料１、平成２８年度児童・生徒の学力向上を図る

ための調査結果からを御覧ください。 

平成２８年７月７日に、小学校５年生と中学校２年生で実施いたし
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ました本調査につきまして、調査結果に基づき本市の課題とそれに対

する手だてをまとめた資料でございます。昨年度は、小・中学校とも

にどの教科も東京都の平均値を下回る結果となりましたが、今年度に

おきましては、中学校において理科と英語が東京都の平均値を上回り、

他の教科につきましても東京都の平均値とは大きく変化はございませ

んでした。 

まず、小学校につきまして、課題として見られましたものは、教科

の内容を問うＡ問題におきまして、国語の書く能力や言語事項、社会、

算数、理科の技能の項目でした。また、読み解く力に関する内容を問

うＢ問題におきましては、国語、社会、理科の取り出す力、算数の読

み取る力の項目でした。 

中学校につきましては、東京都の平均値と比べて全体的に結果は昨

年度に比べ向上いたしましたが、各教科の観点別の結果を見ますと、

教科の内容を問うＡ問題において、国語の書く能力、数学、理科の思

考・判断・表現、英語の外国語理解の項目に課題が見られました。今

後、指導室といたしましては、校長会や教務主任会、職層や教職経験

年数に応じた授業研究会などを通じまして、各教科の課題に応じた授

業改善のポイントについて指導、助言してまいりたいと考えておりま

す。 

また、各学校の課題につきましても、それぞれ各学校が作成してお

ります授業改善推進プランを形骸化させることなく定例訪問などの機

会に指導主事からの指導、助言の中に授業改善のポイントを取り入れ

ることによって、先生方一人一人に意識化するよう伝えてまいりたい

と考えております。 

続きまして、報告事項②、「いのちとこころの教育」の推進につい

て御報告させていただきます。 

青少年健全育成大会は、平成２８年１１月２０日日曜日に市民セン

ターで予定しております。また、生徒会サミットは、１２月２６日月

曜日にマルチメディアホールで予定しております。今年度のテーマは、

「 Welcome to Higashimurayama！  私たちのまち  東村山市のよさ

『たのし むらやま』発見！ よりよりまちづくりのために私たちに

できることを発信しよう！」を予定しております。各中学校の各学級

で生徒一人一人が東村山市のよさを発見し、よりよいまちづくりのた

めに自分たちにできることを考え、各学級でまとめたものを各学校の
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生徒会がさらに学校の意見としてまとめ、生徒会サミットの当日に意

見交換いたします。なお、生徒会サミットで話し合われたことにつき

ましては、年が明けて１月２９日日曜日の「市民の集い」で報告する

予定となっております。 

続きまして、今年度のいのちとこころの教育週間を平成２９年２月

１日水曜日から７日火曜日に実施いたします。１月後半から２月の前

半にかけまして、各学校では道徳授業地区公開講座等学校公開を行い

ます。各学校の日程や取り組み内容の詳細につきましては、１２月の

教育委員会で御連絡させていただきます。 

市民の集いは平成２９年１月２９日日曜日に中央公民館で予定して

おります。 

以上、いのちとこころの教育の推進に向けて、様々な取り組みを予

定しておりますが、委員の皆様におかれましては、御予定していただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、報告事項③、教職員、児童・生徒、学校の状況についてご報

告させていただきます。 

１０月及び１１月の市教委定例訪問の日程につきましては、１０校

を予定しております。委員の皆様には御挨拶や御指導のほど、改めて

お願いいたします。 

また、今年度残りの運動会につきましては、５校の小学校が予定を

しております。各学校からの報告については特にございません。 

以上、指導室からの報告事項です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

○吉村委員 報告事項①に関して質問させてください。小学校と中学校

の国語の「言語」と「書く」が、どうしてこれだけ東村山市は劣って

いるのでしょうか。その劣っていることについて、これからどのよう

に対策を練ろうとされているのか、そのあたりをお教えください。 

〇小林統括指導主事 資料１の表面では、小学校の国語の数値の下に枠

組みで課題となっている点、その授業改善のポイントについて、簡単

ではございますが、まとめさせていただきました。書く能力につきま

しては、改善のポイントとして目的や意図をもって複数の資料を読み

取って、内容を関連づけながら解釈をした上でまとめ直すという指導

が必要であると考えております。 
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言語事項につきましては、漢字の書き取り、読み取りというものを

含めております。各学校では丁寧に対応しているところですが、繰り

返し習熟を図っていくということが必要かと思っております。 

本市では、これまで算数、数学について、本市独自の基礎ドリルを

作成してまいりました。今年度は小学校において、国語の基礎ドリル

に着手しております。東京都でもベーシックドリルという形で国語、

算数、理科、社会の小学校のドリルがございますが、本市におきまし

てもさらに基礎的、基本的な内容を習熟できるような形でということ

で作成に取り組み始めているところでございます。これらも活用しな

がら本市児童・生徒の国語の書く力、あるいは、言語事項の習得に向

けて指導、助言してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○森教育長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

〇吉村委員 はい。 

○森教育長 例えば、簡単に作文をたくさん書かせるとか、あるいは本

をたくさん読ませるとか、そういうことだけでは難しいとお考えです

か。 

〇小林統括指導主事 書く活動、読む活動、読書、これは学校図書館専

任司書を入れて読書活動を充実、それもさらなる充実というものが必

要かと思うのですが、読む活動と書く活動をリンクさせながら、例え

ば筆者の思いを読み取った、そのことについて子供たちが感想をまと

める。ただ、読んでおもしろかった、楽しかったということではなく、

読み取ったことを踏まえながら書く活動につなげるということも改め

て大切であるということをこの結果をもって判断いたしましたので、

そういった活動の充実をということにつきましても、各学校に指導、

助言してまいりたいと考えております。 

○森教育長 わかりました。関連を持たせたほうがより効果が上がると

いうことで考えるという理解でよろしいですね。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項④、第４３回市民文化祭

についてお願いいたします。 

〇平島社会教育課長 報告事項④、⑤と続けてお話しして、よろしいで

しょうか。 
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〇森教育長 お願いいたします。 

〇平島社会教育課長 まず、報告事項④、第４３回東村山市民文化祭に

ついてでございます。 

市民文化祭の日程は前半が平成２８年１０月２８日から３０日まで、

後半が１１月４日から６日までとなっております。また、文化祭です

けれども、中央公民館の参加団体につきましては昨年、中央公民館の

耐震工事があったために、その他の３館の公民館にて参加していただ

いたところでございますが、今年度はリニューアルした公民館で参加

できるということで、昨年度よりも２５団体増え、１２６団体が参加

することになっています。お時間がございましたら見に来ていただけ

ればありがたいと思っております。  

なお、市民文化祭のセレモニーが１１月５日土曜日にございますけ

れども、教育長におかれましては御挨拶がありますので、よろしくお

願いいたします。 

続きまして、報告事項⑤、第２回八国山芸術祭についてでございま

す。平成２６年度の市制施行５０周年記念事業で八国山芸術祭を行い、

多くの市民の方に見に来ていただきました。文化芸術活動の取り組め

る環境を一層充実させたいと思い、今年度次世代を担う市内の園児、

児童、生徒が表現活動の喜びや楽しさを仲間とともに体験できるよう、

生徒による芸術祭の発表を行いたいということで、平成２８年１１月

２６日土曜日、中央公民館にて、第２回八国山芸術祭を実施いたしま

す。 

今年度は幼稚園から東村山市にある高等学校まで参加していただい

て発表を行うことと、また、中学校、高等学校による展示もございま

す。また、おもてなしとして、お茶席を設けるなど、第２回目を大々

的に開催することになりました。 

このときには式典がございます。教育委員の皆様には式典に参加し

ていただきたいと思っています。また、教育長におかれましては御挨

拶がありますので、よろしくお願いいたします。 

また、続けてでございますが、第２回八国山芸術祭の特別イベント

ということで、文化芸術家と直接かかわり児童・生徒に文化芸術の魅

力を再確認していただくための事業を企画いたしました。 

平成２８年１１月５日土曜日、１３時３０分から市民センター第

１・２・３会議室にて、今回、映画でもおなじみの「あん」の原作者
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であるドリアン助川さんを講師としてお迎えして、小学校４年生から

大学生までの１００人を募集対象として「ドリアン助川さんと詩を創

ろう！」という特別イベントを行います。一般の方については参加す

ることができませんが、見学席を設けて見ていただくこととしており

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、次に行きたいと思います。 

報告事項⑥、第５３回東村山市民体育大会総合開会式開催報告につ

いてお願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑥、⑦を続けて報告させていただい

てよろしいでしょうか。 

○森教育長 わかりました。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、まず、報告事項⑥、第５３回東村

山市民体育大会総合開会式の開催報告について、口頭で御報告させ

ていただきます。 

平成２８年９月４日日曜日、市民スポーツセンターにおきまして、

第５３回市民体育大会総合開会式を開催いたしました。教育委員の皆

様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきましてまことに

ありがとうございました。 

来場者数につきましては、合計で９０４名ということで、昨年より

２０名ほど少ない人数でございますけれども、盛大に開催されました。

今後、平成２９年３月９日までにかけまして各競技が開催されますの

で、御声援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

続きまして、報告事項⑦、町民運動会について御報告いたします。 

今年も廻田町の９月４日日曜日を皮切りに町民運動会が開催されま

した。９月１１日の日曜日に本町、青葉町、野口町、富士見町、諏訪

町、久米川町、美住町の７町、１８日には恩多町、多摩湖町、栄町の

３町、２４日には萩山町でそれぞれ開催されました。 

天候不良に当たってしまった町もありましたけれども、体育館で開

催するなど、全町、中止とすることなく開催ができたところでござい

ます。当日、運動会に御出席をいただきました教育委員の皆様におか
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れましては、お忙しい中御対応いただきまして、まことにありがとう

ございました。 

それから、前回の教育委員会におきまして既に御報告させていただ

いておりますけれども、１０月９日日曜日に、第５２回市民大運動会

を開催いたします。 

教育委員の皆様には、御案内状を送付させていただいております。

当日御参加のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

今のところ、土曜日も日曜日も余りよくない天気の予報となってお

りますけれども、何とか天候が回復して晴れた空の下、開催できれば

と思っています。 

なお、天候不良による中止の場合は、当日の朝６時半ごろまでにホ

ームページ等で掲載しますけれども、委員の皆様にも個別に御連絡を

申し上げますので、よろしくお願いいたします。なお、状況によって

は前日の段階で中止の判断をする可能性もあります。その場合は、前

日に御連絡が行くかもわかりませんので、よろしくお願いしたいと思

います。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、続きまして、報告事項⑧、秋の特

別展についてお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 報告事項⑧、秋の特別展についてでございま

す。 

秋の特別展、祝い着－子どもの成長と嫁入り－を平成２８年１０

月５日水曜日、本日から１２月１１日日曜日までふるさと歴史館にお

きまして開催いたします。会期を第一期、第二期に分け、現在に至る

までに収集された着物関係資料、約２３０点のこれらの資料の中から

本展では子供の誕生から結婚式に至る間に身につけられてきた「祝い

着」を公開いたします。どの時代においてもよろこび祝う心は同じで

す。その心を、文書資料とともに読み取っていきたいと思います。 

資料保護のため、着物関係資料は二期に分けさせていただき、入れ

かえを行ってまいります。付随事業といたしましては、同時開催展示
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の機織講座「村山絣を復元しよう」をふるさと歴史館研修室において、

また、機織の実演と体験、バス見学会などを行います。文書編と着物

編による関係資料それぞれについて、特別展示室を案内しながら説明

をしていきますので、ぜひふるさと歴史館へお越しいただければ幸い

です。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして御意見、御質問がござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、予定されておりました報告事項は以上でござい

ますけれども、他に報告事項をお持ちの方がいらっしゃいましたらお

願いいたします。 

○清水庶務課長 ９月議会最終日において、小関 子教育委員が再び選

任されたことを御報告いたします。任期については、平成２８年１０

月２日から４年間ということになっております。 

私からは以上です。 

○森教育長 他にございませんか。よろしいですか。 

〇曽我教育部長 休憩をとっていただいてもよろしいですか。 

○森教育長 休憩いたします。 

 

午前１１時２８分 休憩 

 

午前１１時２９分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

〇曽我教育部長 ９月議会につきまして報告させていただきます。 

この度、９月議会が終了いたしました。前回お渡しさせていただ

きました一般質問につきましても、無事、答弁を終了することができ

ました。 

内容につきましては、かなり多くいただいておりますが、当市の課

題である不登校の問題についての質問を多くいただきました。不登校

については実際の数値等をお示しさせていただきました。そして、不

登校対策としてスクールソーシャルワーカーを用いて、昨年から活動
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をしていただいている中で、今年度、いい傾向も見られているという

説明をさせていただきました。その中では、不登校の取り組みとして

学校が個々の児童・生徒にかかわるようになってきたということと、

その結果から希望学級に多くの生徒をつなげられているという結果が

出ていますという説明をさせていただきました。 

それと、また不登校の取り組みとして支援員などの質問も出ていま

したけども、支援員を活用して今後もスクールソーシャルワーカーと

連携を深めながら活動をしていきますという答弁をさせていただきま

した。 

あと、東村山第三中学校の保健科目の未履修問題のその後の経過と

いうことで御質問いただきました。その後の経過につきましては、指

導室で事情の聴取を終わりまして、東京都に報告を上げており、今後、

東京都の裁量決定を待ちますという答弁をさせていただいております。

ただ、その中で、やはり教育委員会にも一定の責任はあるのではない

ですかという質問が出ましたので、責任は感じておりますという答弁

をさせていただきました。 

それとまた、議員の言われている内容が、教育委員会の立場をはっ

きりさせなさいという質問であったと思っておりますが、そのあたり

のことは、今後、また東京都の裁量が決定次第、理事者等を含めて考

えていく必要があると思っております。 

後は、図書館の質問が出まして、図書館のあり方というのでしょう

か、議員がいろいろな図書館を視察してきた中での御質問でございま

して、広島にある指定管理者制度を導入している図書館を拝見されて

きたみたいで、その内容につきましての御報告があり、指定管理者の

導入という質問ではございませんでしたけども、今の図書館について

は運営がすばらしいという御意見をいただきまして、今後もそういう

市民にあった図書館運営をしていきますという答弁をさせていただき

ました。 

指定管理者というと市町村でも今、動きが出ていますけども、メリ

ットな部分とデメリットな部分があるというような点を指摘されてい

ますので、当市としても、図書館の運営審議会を通して今後もそのよ

うなあり方についても考えていきますという答弁をさせていただきま

した。 

後は、学校給食の関係でございました。中学校のランチについて全
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員給食化をということでございましたが、その内容につきましては、

栄養士の取り組みがしっかりされていまして、子供たちもおいしくい

ただいているというアンケート結果が出ておりまして、子供たちのア

ンケート結果もこのまま続けていただきたいというのが９０何％とな

っておりました。また、保護者のほうも９０％近くがこのままで良い

というアンケート結果がありましたので、アンケートの内容等の答弁

も含めまして、今後も引き続き安全安心な給食の提供に努めていきま

すという答弁をさせていただきました。 

市長からも今のあり方でのスクールランチの提供に努めていきたい

とはっきり申し上げていただきましたので、この件については一定の

整理ができたのではと考えております。 

あと、ＬＧＢＴ関係の質問を２本いただきましたけども、教員のＬ

ＧＢＴの考え方、また、研修のあり方ということで質問がありました

ので、東京都の人権教育のプログラムの中での研修を各学校で教員を

含めた中で行っておりますことから、今後もそういう子供が相談等に

来た場合には適切な配慮ができますという答弁をさせていただきまし

た。 

雑駁な説明で非常に申しわけございませんでした。一般質問はその

ような内容で終了させていただきまして、引き続き、補正予算がござ

いました。補正予算につきましては、今回大きいところでは庶務課の

予算がございました。化成小学校のグラウンドの状態のことが以前か

ら議会でも取り上げられておりまして、１２月から２月いっぱいぐら

いまでがいつも田んぼのような状態で子供たちが体育の授業で使えず、

また、休み時間の間も運動ができないという状況ということがござい

ました。そこで何とか改良したいということで、昨年の夏に土の一部

ですが、運動場の土壌改良をさせていただいた結果、霜がおりなかっ

たという結果がございまして、雨の浸透も良いという結果を学校から

も伺いました。あとは費用的な面が課題でしたけども、今回の補正予

算で２，０００万円強の予算を用いて化成小学校のグラウンドを４，

５００平米程度になりますが、全面的に土壌の改良をして子供たちの

体力向上に努めていきますということで補正予算が通りましたので、

御報告をさせていただきます。 

大きいところの補正予算としてはその金額でございましたが、後は、

指導室長初め、指導室の職員に頑張っていただいて、英語教育やスポ
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ーツ、あと、理科の支援ボランティアにつきまして、東京都の補助金

をかなり取るチャンスを得まして、何千万円単位の予算を決定いただ

きましたので、その予算を補正予算に計上し可決いただきました。今

後も子供たちに教育ができるように東京都、また、国の補助金の動向

を含めて、積極的に手を挙げて事業推進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○森教育長 何か質問ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

〇森教育長 ないようでしたら、以上をもちまして定例会を閉会させて

いただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２８年第１０回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１１時３７分 閉会 


