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平成２８年第１１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年１１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 図書館調査資料係長 野 口 淳 

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 

  なし 

 

専決処分報告（非公開） 

  ①東村山市立中学校教員の服務事故にかかわる処分内申（指導室） 

 

専決処分報告 

  ①子ども相談システムの導入について（子ども・教育支援課） 

 

報告事項 

①東村山市学校保健会全体研修会の開催について（学務課） 

②第８回中学生「東京駅伝」大会について（指導室） 

③英語教育推進地域事業について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑤第１回子ども相談室検証委員会について（子ども・教育支援課） 



２ 

⑥青少年健全育成大会について（社会教育課） 

⑦第２回八国山芸術祭について（社会教育課） 

⑧第４３回市民文化祭について（社会教育課） 

⑨第５２回市民大運動会開催報告（市民スポーツ課） 

⑩第２９回多摩北部５市美術家展の開催について（公民館） 

⑪その他 

午前９時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第１１回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の署名委員を小関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、６名の方が申し出ております。こちらについての傍聴の許

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、お願いしたいと思います。 

○森教育長 ただいま、傍聴のお申し出がございました。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すので、よろしくお願いします。 

  それでは、議事日程に従って進めさせていただきたいと思います。 

本日の専決処分報告①、東村山市立中学校教員の服務事故にかか

わる処分内申については、教育委員会会議規則第１０条のただし書き

に規定するその他の事件に該当いたしますので、公開しない会議にし

たいと思いますが、こちらについて、討論をしないで採決をしたいと

思います。 

本件について、公開しない会議とすることに賛成の方、挙手をお願

いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員賛成ということですので、専決処分報告①につきまし

ては、公開しない会議といたします。 

  では、休憩します。 

 

                      午前９時３２分 休憩 

 

                      午前９時４６分 再開 
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○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず初めに、傍聴の方々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、専決処分の報告に移ります。①、

子ども相談システムの導入について、お願いいたします。 

〇大西子ども・教育支援課長 では、専決処分報告について御報告させ

ていただきます。 

専決事項（子ども相談システム導入作業委託に伴う東村山市個人情

報保護運営審議会への諮問）の報告。東村山市教育委員会の権限委任

に関する規則（昭和３９年東村山市教育委員会規則第３号）第３条の

規定に基づき、子ども相談システム導入作業委託に伴う東村山市個人

情報保護運営審議会への諮問について専決したので、同規則第４条の

規定により報告し、東村山市教育委員会の承認を求める。平成２８年

１１月２日報告。東村山市教育委員会教育長、森純。 

補足説明をさせていただきます。平成２８年度よりスタートいたし

ました子ども相談室におきましては、０歳から１８歳の子供とその保

護者を対象に年間約１，０００件の相談対象者に対して、相談面接や

療育、関係機関との連携などを進めることとなっております。相談者

の状況の適切な管理及び相談員の情報共有などを目的とする子ども相

談システムを導入するに当たり、導入作業及びソフトサポートにつき

まして、専門知識を有する業者に委託したく、平成２８年１０月２５

日開催の東村山市個人情報保護運営審議会に諮問をさせていただきま

した。本来であれば、教育委員会での議決後、諮問するところでござ

いますが、個人情報保護運営審議会の開催日の決定が１０月５日の午

後であり、その開催日が１０月２５日であったことから決定に急を要

する必要があり、東村山市教育委員会の権限委任に関する規則第３条

に基づき専決させていただきました。 

諮問内容について御説明をいたします。 

諮問書の２、委託内容、３、受託者が取り扱う個人情報の種類にあ

るとおり、システム導入及びソフトサポートの作業におきまして、受

託者が個人情報を取り扱う作業は、①システム導入時の動作確認、テ
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スト作業、②システム導入時のデータ移行、③システムの障害発生時

など、保守管理作業上、必要なときとなります。 

また、受託者が扱う個人情報の種類として、１点目は相談申込書等

に記載される個人情報、２点目は相談・支援の経過記録に記載される

個人情報となっており、相談方針の決定、各機関との連携、適切な相

談や支援に役立つ情報となっております。個人情報を取り扱う作業に

おいては、受託者による外部への持ち出しや保持は一切行わず、情報

政策課サーバー室、子ども・教育支援課事務室において作業を実施い

たします。作業に当たっては、業務従事者の身分等確認の上、職員立

ち会いのもと行うことといたしております。 

また、作業中に作業端末からインターネットへ接続することも不可

能となっております。プロポーザル審査において選定した委託予定事

業者は、シャープビジネスソリューション株式会社を予定しており、

これまで都内だけでも約１０自治体において、相談情報管理システム

を導入、稼働させてきた実績を持っております。 

また、契約締結に当たっては、契約情報、仕様書、個人情報の取り

扱いに関する特約条項、東村山市個人情報セキュリティーに関する合

意書において、様々具体的対応などセキュリティーに関する事項を取

り決め、確認することとしております。 

以上、作業委託につきまして、専決にて東村山市個人情報運営審議

会へ諮問させていただきましたことについて、御承認をお願いいたし

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。 

では、私からよろしいですか。 

市のサーバーとは切り離したものを使い、また、人数的にも何千何

百という資料ではないと思いますので、そんなに大きくはないのでは

と想像はしているのですけど、そのあたりはどうなのですか。 

〇大西子ども・教育支援課長 システムのサーバー機は情報政策課のサ

ーバー室にて管理いたしますが、市のサーバーそのものと違うものに

なりますので、別のサーバーとなります。情報については、今年度か

ら相談に来た方からのものが蓄積されていくことになりますので、以

前の方についての移行は今のところは考えておらず、およそ１，００



５ 

０件程度と当初は考えております。 

 なお、相談員が作業するパソコンにつきましては、現在使っている

パソコンでそのままつながる形になりますので、相談員が一人ずつ持

っているパソコンで直接作業することができます。クライアント機は

２１台を予定しております。 

○森教育長 セキュリティーは先ほども説明にありましたけれど、問題

ないという理解でよろしいでしょうか。 

〇大西子ども・教育支援課長 セキュリティーに関しましても、保護で

あったりログの管理やサーバーの使用についてもセキュリティー管理

をきちんとしておりますので、特に問題はないと考えております。 

○森教育長 わかりました。他に質問ございませんか。 

○小関委員 余りこういう機器に明るくないので、少し違った質問にな

ってしまうかもしれないですけれども、受託者が取り扱う個人情報の

種類ということで、通常は相談者の個人情報は扱わないということで

すが、システムの障害発生時など保守管理作業上必要なときは取り扱

いが発生するということで、こうしたトラブルが起こる可能性も多々

あると思うのですけど、このときに、ではお願いしますというような

形だとその時点で個人情報が漏れるというか、取り扱われるという可

能性がありますよね。このことに関する細かい取り決めなどはあるの

でしょうか。 

〇大西子ども・教育支援課長 保守管理ですね。このシステムの障害等

の取り決めにつきましては、発生時には情報政策課及び子ども・教育

支援課からの問い合わせにまず対応し、必要なときに保守管理を行う

こととしています。保守管理時には、情報政策課サーバー室や子ど

も・教育支援課相談係の事務室内で行い、必ず身分の確認と職員の立

ち会いのもと、作業を行うこととさせていただいております。 

○小関委員 それで、しっかり守られるということですね。 

〇大西子ども・教育支援課長 そうです。必ずそばで作業をしているの

を確認していくという形になります。 

○小関委員 わかりました。 

○森教育長 よろしいですか。 

他にございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、本専決処分内容につきまして、承認の採決をと
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りたいと思います。 

本内容につきまして、承認に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、本専決処分については承認され

ました。 

続きまして、報告事項に移ります。 

報告事項①、東村山市学校保健会全体研修会の開催についてお願い

いたします。 

○森脇学務課長 学務課より、東村山市学校保健会全体研修会の開催に

ついて報告させていただきます。 

平成２８年１２月３日土曜日、午後２時より市民センターにて、東

村山市学校保健会全体研修会を開催いたします。今年度の研修会での

講演会は、杏林大学医学部附属病院整形外科、助教の長谷川雅一氏を

講師にお迎えをいたしまして、学校健診における運動器検診の役割と

いうことをテーマに御講演をいただきます。 

後日、委員の皆様には開催の案内、リーフレットを郵送させていた

だきます。また、あわせて、出席の確認についても返信はがきを同封

しますので、返信のほうもよろしくお願いいたします。 

学務課からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○森教育長 何かございますか。 

この日に久米川小学校の５０周年記念式典がございますけれども、

それとの兼ね合いは検討されているのでしょうか。 

○森脇学務課長 この日は午前中に久米川小学校の５０周年記念式典に

続き祝賀会が催されるということで、委員の先生方は御出席されるこ

とと思います。確認したところ、祝賀会の終了時間が午後１時３０分

とのことで、研修会の講演は午後２時３０分頃からになり、時間的に

は間に合うと思いますので、もし御都合よろしければ参加をしていた

だければと思います。 

○森教育長 わかりました。３０分ずらしていただいたそうで、それで

この時間だということですね。 

このことにつきまして、他に御意見、御質問ございましたらお願い

いたします。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 
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○森教育長 それでは続いて、報告事項②、第８回中学生「東京駅伝」

大会についてお願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項②から④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 どうぞ。 

○小林統括指導主事 それでは、初めに、報告事項②、第８回中学生

「東京駅伝」大会について、御報告させていただきます。 

本年度は、平成２９年２月５日日曜日に行う予定です。会場は味の

素スタジアムと都立武蔵野の森公園で、特設周回コースを昨年度と同

様に設置いたします。本日の午後、出場選手の選考会を実施する予定

でございます。 

委員の皆様におかれましては、御都合がよろしければ当日応援に参

加していただければと思っております。 

続きまして、報告事項③、英語教育推進地域事業について御報告さ

せていただきます。 

平成３２年度より小学校学習指導要領の改訂があることを鑑みまし

て、本市におきましては、先駆的に平成２８年度、２９年度の２年間、

東京都教育委員会の英語教育推進地域の指定を受け、教員及び児童の

英語力の向上に関する取り組みを検討し、現在実施しているところで

ございます。 

本事業の主な取り組みは二つございます。一つは、民間事業者と業

務委託を行い、外国人講師による児童を対象とした放課後子供英語教

室と教員を対象とした英語力スキルアップ研修を実施いたします。こ

れらの取り組みを通して、児童の英語に対する興味・関心や小学校教

員の英語力の向上を図ってまいります。 

さらに、もう一つの取り組みは、市内各小学校に順次タブレット型

端末及び英語の学習ソフトを導入し、ＩＣＴを効果的に活用した英語

の授業展開を行うことでございます。英語の学習を児童に視覚的、聴

覚的にわかりやすく提示することにより、聞くこと、話すことに加え

て、読むこと、書くことの育成も含めたコミュニケーション能力の基

礎の定着を図ってまいります。 

次に、報告事項④、教職員、児童・生徒の状況について、御報告さ

せていただきます。 

１１月の市教育委員会定例訪問の日程でございますが、４校を予定
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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

申し上げます。 

また、今月２５日の金曜日には、八坂小学校の本市研究奨励校研究

発表会も予定されておりますので、御予定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

以上、指導室からの報告事項でございます。 

○森教育長 ただいま、②から④まで報告事項がございましたが、この

ことに関しまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたしま

す。 

○小関委員 英語の放課後子供教室のことですけれど、１５名ずつとい

うのは、どんな基礎なのでしょうね。児童数の多い学校もあるし、そ

うじゃない学校もあると思うのですけれど、その中の１５名というこ

とで、希望者が多数の場合はどうするのだろうか、心配になります。 

○小林統括指導主事 こちらの事業につきましては、東京都教育委員会

の指定を受けまして、東京都の事業として予算措置をされているとこ

ろで、委託業者とプロポーザルを行いまして検討した結果、各学校、

全ての学校でというのをまず第一に捉えました。人数も限定せざるを

得ない部分もございまして、各学校１５名ということで、今現在、各

学校では家庭に希望を募っているところでございます。ただ、限られ

た人数で希望者が１５名を超えた場合は、こちらは抽選という形で１

５名に絞らせていただくということについて通知を含めて周知してい

るところでございます。 

○小関委員 相手の業者のほうの枠なのですかね。せっかく子供たちが

様々な形で触れることができるということは本当にいいことだと思う

のですけれど、わずかな人数というところにひっかかりを感じており

ます。 

○小林統括指導主事 実際に現在、小学校５、６年生で外国語活動を実

施している中で、本市では外国人の講師としてＡＬＴ（外国語指導助

手）を５、６年生各学級年間１２時間派遣しております。ふだんの授

業において、外国人講師と触れ合うという機会は全ての子供たち、５、

６年生においてはそういった形で対応を図らせていただいているとこ

ろですが、放課後子供英語教室におきましては、予算等も鑑みまして、

今年度におきましては１５名程度ということで実施を予定しておるも

のでございます。 
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○森教育長 程度ということは、例えば希望者が１７名だったので認め

るとかいうこともあり得るわけですか。 

○小林統括指導主事 １５名以内ということでございます。 

〇青木教育部次長 学校側からも、できれば全員対象でというようなお

話も当然ございました。こちらとしても、なるべく多くのお子さんに

というように考えてはおるところですけれども、東京都からもかなり

の予算措置をいただいたなかで、こういう計画を立てております。た

だ、２年間の予算措置ということなので、今年度だけでなく来年度も

あることから、もう少し増やした形でとは考えておりますが、２年間

にわたって少しでも多くの子供たちに生の英語に触れさせたいという

ことで考えております。 

もう一つは、その子供たちを教える教員を育成するということが非

常に大事であろうということで、オールイングリッシュでの２日間の

研修を小学校の教員に受けさせようということなので、こちらも多少

限定にはなるのですけれども、そういったところで英語力の向上を図

ってまいりたいという考えでございます。 

〇當摩委員 もう少し質問をさせていただいてよろしいでしょうか。 

小学校は１５校ありますが、同じ業者で同じ内容で行われるのかど

うかということと、対象となる子供たちが５、６年生ということで、

今でも外国語活動をしていますけれども、今行っていることとの整合

性については十分加味していただけているのかどうか、そのことも知

っておきたいと思います。 

○小林統括指導主事 ご指摘のとおり、現在、５、６年生で外国語活動

を行っております。全ての学校でかかわる業者は１社でございます。

同一の内容で行います。現在、行われている外国語活動の内容をプラ

スアルファするような形での内容となっております。実際に、こちら

にかかわる業者については、他の自治体でもそういった放課後子供英

語教室、あるいはＡＬＴの派遣事業も行っている業者でございますの

で、その内容は確認をしているところでございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

〇當摩委員 結構です。 

○森教育長 他にございませんか。 

では、何点か質問がございましたけれども、それ以外はないという

ことですので、次に行きたいと思います。 
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続きまして、報告事項⑤、第１回子ども相談室検証委員会について

お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課からは、４月よりス

タートいたしました子ども相談室について、教育部、子ども家庭部、

健康福祉部の関係各課で、第１回子ども相談室検証委員会を平成２８

年１０月３１日に開催いたしましたので、その内容について少しお時

間をいただきまして、御報告をさせていただきます。 

本日、お手元に資料をお配りしておりますが、こちらは当日の委員

会資料でございます。委員会では、担当より４月から１０月の相談状

況等を御報告させていただき、委員の皆様から御意見をいただきまし

た。内容について御報告をさせていただきます。 

まず、子ども相談室事業の状況でございますが、体制が変わったこ

とに伴いまして、広報活動に力を入れてまいりました。具体的には、

３月１５日号の「市報ひがしむらやま」において、１面で東村山市子

ども相談室の紹介をいたしました。また、各リーフレットや各相談機

関で配っている情報につきましても、全て更新をしてきたところです。 

さらに、来月１２月１５日発行分以降の「きょういく東村山」にお

いては、連載枠をいただきまして、相談室の紹介や相談にかかわるト

ピックスなどを連載していきたいと考えております。 

次に、来室相談の状況です。幼児相談室からの引き継ぎ件数は２９

８件ございました。今年度、９月末日現在までに新規でお申し込みを

いただいた方は合計２４６件ございまして、これまでの継続相談と含

めて８１２件の相談が現在、動いております。 

前年度同時期と比較をすると、今年度は減少しているように見えま

すが、実は、これは就学相談などで幼児相談室、教育相談室双方でカ

ウントされている方もいらっしゃいますので、現状としては大きな差

はないと捉えております。 

子ども相談室では、臨床心理士の相談に加え、医師や言語聴覚士、

作業療法士による相談支援も開始したところです。 

また、８月に実施いたしました就学相談におきましても、切れ目の

ない相談支援体制の利点を生かし、子ども相談室の機能を就学相談に

も活用したところです。 

利用する保護者の声も幾つかいただいております。例えば、就学後

も相談が続くことで安心につながる。具体的には、２歳、３歳から就
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学後の支援、学校生活について御心配をされている保護者の方につい

て、学校生活のイメージをお伝えしながら、継続的な相談を進めてお

ります。 

また、ニーズに柔軟に応じてもらうので利用しやすいという声もあ

ります。具体的には、幼児相談室は月１回第何週の何曜日というよう

な固定の相談枠を設けておりましたが、子ども相談室では保護者の方

の予定に合わせて相談日程を組んでおります。また、就学前と就学期

に御兄弟がいらっしゃる相談につきましても、同日に相談を実施する

ことで保護者の方の負担の軽減がされているところです。 

また、子供の様子や具体的なアドバイス、幼稚園や御家庭での支援

についてもアドバイスをさせていただいているので、それがわかりや

すいというような声をいただいております。 

資料の（ウ）、幼稚園・保育所等を対象とした訪問相談は、今年度

子ども相談室の新たな取り組みとして始めたものです。９月３０日ま

での実施回数は、こちら全て延べとなりますが、訪問園が４０施設、

対象とした児童数は６８名。対応した職員、いわゆる相談を一緒にか

かわった幼稚園・保育園の職員数は１５６名となっております。 

保育士からの相談に心理士の専門性をもって応じていることや、訪

問相談をきっかけに子ども相談室の来室に至ったケースもございます。

幼稚園・保育園からも以前は「訪問まで時間がかかってしまうことも

あったが、今年度は訪問をお願いしたら、レスポンスよく訪問しても

らった」など、繰り返し利用することで園内での職員の子供理解が深

まったなどの声もいただいているところです。 

資料の（エ）、その他といたしまして、今年度新たな取り組みを少

し載せさせていただきました。関係機関向けの各種研修の開催です。

こちらは清瀬市との共催で、東京都立小児総合医療センターの御協力

を得て、保育コーディネーター研修を連続枠として、大体月１回で９

回実施しております。清瀬市と共催ではございますが、会場は本市の

いきいきプラザ３階、マルチメディアホールを利用しております。こ

れは来年度も継続される事業となりますので、次年度以降の実施の準

備を今、進めているところです。 

また、これまで小・中学校の教員のみを対象としておりました夏期

の教育相談研修につきましても、内容を幼稚園・保育園の先生方でも

活用できるようなものを盛り込み、幼稚園・保育園にも御案内をさせ
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ていただいたところです。こちらについては、全体で１００名以上の

受講があった中で、まだ幼稚園・保育園の先生方の受講が１桁にとど

まっていることから、周知についてまだまだ検証が必要だと考えてお

ります。 

関係機関向けだけでなく相談員も新たな相談を始めたことから様々

な研修に参加しております。具体的には精神医学、小児医学、臨床心

理学について、専門家の先生をお呼びし、研修会を実施しているだけ

でなく、庁内の福祉と教育をつなぐという視点から庁内の関係機関の

事業内容を理解する研修も実施しております。また、昨年度は実際に

公立の保育園に相談員が出向き、数日間の実習もさせていただいたと

ころです。 

次に、各所管の事業との連携ですが、生活福祉課、障害支援課、子

ども総務課、子育て支援課、子ども育成課、学務課、指導室等、多く

の機関と連携をしながら相談事業を進めています。特に子育て支援課

につきましては、相談員が子育て支援課職員と同じフロアで机を並べ、

日常的に子ども相談員と保健師、子ども家庭支援センターのケースワ

ーカーが情報共有を図り相談支援を行っております。 

今回は年度途中での検証ではありましたが、利用者や関係機関の方

から特段厳しい御意見は寄せられておりません。今後、秋以降は新年

度の入園、入学、進級に向けた移行支援の時期となっております。切

れ目のない相談支援体制の利点を大いに発揮していきたいと考えてお

ります。また、年度末には同様に改めて検証もしていく予定でござい

ます。 

以上、御報告とさせていただきます。 

○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。 

では、私のほうから、２点ほど質問があるのですが、１点目は幼児

相談と教育相談を１本化するということで、議会でもかなり不安視す

るような声が上がっていたのですが、実際スタートしてみて、保護者

等からそのことについての意見が上がったのかどうか。 

それから、２点目として、この間の第１回子ども相談室検証委員会

の中で、現段階で大きな課題となっているようなものがもしございま

したら、お知らせいただければと思っております。 

○大西子ども・教育支援課長 １点目の利用者の方からの不安の声とい
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うのは、実際にもう既に利用を始めている方なので、不安だったけれ

ども大丈夫だったという声はいただいているところです。 

また、２７年度の最後に相談を継続しないと申し出ていた方が、実

際に今年度に入って改めて相談の申し込みに来ているというような事

例もございますので、今の段階では特に大きな不安の声というのは、

直接は入っていないところです。 

また、検証委員会のほうで出た意見につきましても、まだ年度途中

というところで、幾つかこういう事業にも少し拡大してもらえればと

いう声はいただいたところですが、現状、特に困っているという声は

いただかなかったです。 

以上です。 

○森教育長 わかりました。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

○町田委員 子ども相談室に移行して順調に進んでいるということで、

うちの幼稚園でもわかりやすくなったということで活用させていただ

いておりますので、これをさらに進めていけば良いのではないかと思

います。 

○森教育長 他によろしいでしょうか。 

それでは、続きまして、報告事項⑥、青少年健全育成大会について

お願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑥から⑧まで一括して説明させていただ

いてよろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○平島社会教育課長 それでは、最初に報告事項⑥、青少年健全育成大

会についてでございます。平成２８年１１月２０日日曜日、市民セン

ターにて、青少年健全育成大会を行います。第１部を中学生の主張大

会、第２部を表彰式として行い、これまでは第３部として子供たちに

よる発表会が行われていたのですけれども、この後、控えている第２

回八国山芸術祭にて小・中学校の発表があるので、今回は第１部、第

２部で終わらせていただく形になりました。 

それで、最初の中学生の主張大会でございますが、絵画・イラスト

部門では１６０名の生徒から応募があり、まず、学校で５７名に絞っ

ていただき、その後、町田委員にも入っていただいているのですけれ

ども、青少年問題協議会の審査員による予備審査で２２名に、最終的
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には１１名という形で決定いたしました。また、作文部門ですけれど

も、１，１５７名の生徒から応募があり、学校で１３８名に絞り、予

備審査のほうで３０名に、最終的には１１名という形で決定いたしま

した。 

また、青少年善行表彰につきましては、１１名の応募があったので

すけれども、今回は８名ということで、落選した３名は１０歳の小学

校の児童の方で、本来「おおむね２５歳以下」という規程はあり、ま

だ１０歳の小学生ということで、まだ早いということもあり、８人と

いう形で決定させていただきました。 

この日は午後１時から開会しますけれども、第１部、第２部という

形で開催するということで青少年問題協議会のほうでも決定いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項⑦、第２回八国山芸術祭についてでございま

す。前回の教育委員会の中でもお話しいたしましたけれども、ポスタ

ー・チラシができ上がりました。今回、八国山芸術祭には市内の幼稚

園から高校生までの生徒さんに参加していただくことになっています。

このチラシにつきましては、参加する団体に配布をするとともに、

小・中学校に関しましては、全生徒に配付をしております。 

また、ホール部門、展示部門、おもてなし、プラネタリウムにそれ

ぞれ参加していただいた子供たちに関しましては、ひがっしータオル

を記念品ということで配布いたします。 

続きまして、第２回八国山芸術祭の特別イベントということで、映

画「あん」の原作者であるドリアン助川さんを講師としてお迎えして、

平成２８年１１月５日、午後１時から市民センターで、「ドリアン助

川さんと詩を創ろう」というイベントを実施いたします。小学校４年

生から大学生までを対象に参加の募集をしたところ、最終的に５５名

の応募がございました。そのときの子供たちの記念品がピンクのタオ

ルになっております。 

最後に、報告事項⑧、第４３回市民文化祭についてでございます。

こちらも前回の教育委員会の中でお話ししましたけれども、東村山市

民文化祭の後期に入ります。平成２８年１１月４日から中央、富士見、

秋津、廻田の各公民館で１１月６日まで行われます。また、１１月５

日はセレモニーを、明日、１１月３日は市民フェスティバルをそれぞ

れ中央公民館ホールにて行います。お時間がありましたら、見に来て
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いただければありがたいと思っていますので、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。 

〇町田委員 青少年健全育成大会のことですけど、本来であれば公民館

がいっぱいになるぐらいの内容だと私は思っているので、今回、市民

センターということもあり、会場が狭くなったからにはぎゅうぎゅう

に詰まるぐらいの動員をお願いしたいと思います。また、タイミング

がよければぜひ公民館に戻してもらいたいなという気持ちです。 

以上です。よろしくお願いします。 

○森教育長 そのことについてはいかがですか。 

○平島社会教育課長 各学校並びに青少年問題協議会の委員の中には、

防犯協会、商工会、ＰＴＡ、あるいは青少年委員などといった団体が

入っていますので、再度もう一回呼びかけて多くの人に来ていただく

ように頑張ります。 

以上でございます。 

○森教育長 会場については、今後もそのまま行く予定なのですか。 

○平島社会教育課長 今回は八国山芸術祭があったために中央公民館で

の開催はやめて市民センターで開催いたしますが、来年はもとに戻し

て、中央公民館で開催しようとは思っております。 

以上でございます。 

〇町田委員 わかりました。 

○森教育長 よろしいですか。他にございますか。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⑨、第５２回市民大運動

会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 議事日程のほうでは、大運動会開催報告とな

っておりますけれども、御案内のとおり天候不良のため中止となりま

したので、中止の報告ということでさせていただきます。 

平成２８年１０月９日に予定をされておりました第５２回市民大運

動会は、天候不良により中止とさせていただきました。当日は、早朝

６時ごろの段階では雨は降っておりませんでしたけれども、予報がよ

くなくて、雷注意報も発令されていたことや、雨雲のレーダーを参考
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に教育部長にも現地に来ていただきまして、体育協会会長とスポーツ

推進委員会の会長とで協議をさせていただきました。 

当日、予報では昼ごろには雨がやむ予報でしたので、開会時間を遅

らせて行おうかというところも検討はしたのですけれども、やはり降

雨時間と降雨量がともに多い予報の中で、その後、雨が上がったとし

ても、良好なグラウンドコンディションを維持することが困難である

という判断をいたしまして、大会会長である市長のほうに状況を報告

し、御了解いただいた上で中止を決定させていただきました。 

運動会は中止になったのですけれども、その後、１０月２０日に１

３町の体力つくり推進委員の皆さんや体育協会の方に出席していただ

いて、運動会の総括会議を開催いたしました。 

今回、中止となりましたので、競技内容について特に町からの御意

見はございませんでしたけれども、来年の運動会の開催に向けて、競

技プログラムの内容については、今年の内容で行うのですが、各町の

テントの位置や対戦相手については毎回抽選で決めており、また来年

も抽選して行うということで、内容全般における取り扱いについて、

全体で確認をしたということでございます。 

また、当日の中止の決定に伴いまして、教育委員の皆様へは電話に

て御連絡をさせていただきました。また、市ホームページのほうにも

中止の旨の掲載をしたのですけれども、そちらのほうが、午前６時３

０分までにホームページに掲載をする予定でしたが、手際が悪くて３

０分ほどおくれ、午前７時ごろの掲載となってしまいまして、市民の

皆様をはじめ、体育協会の加盟団体から当日、役員として対応してい

ただく予定でありました皆様など多くの皆様に御迷惑をおかけしてし

まったところでございます。 

原因につきましては、通常業務で行わない不慣れな作業を短時間で

行わなければならない状況があったのですけれども、そのときに従事

する職員の不手際があり、あと、パソコンの接続不良という二重の事

態が生じてしまったということによるものでございましたけれども、

いずれにいたしましても、事務局の市民スポーツ課として、真摯に反

省をすると同時に、来年、万が一また中止となった際には、このよう

なことがないように注意徹底してまいりたいと考えております。 

教育委員会の皆様におかれましては、来年、開催に際しましても改

めて御案内をさせていただきますので、ぜひよろしくお願い申し上げ
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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。 

よろしいでしょうか。 

（ 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⑩、第２９

回多摩北部５市美術家展の開催についてお願いいたします。 

○前田公民館長 公民館より、第２９回多摩北部５市美術家展の開催に

ついて御報告させていただきます。 

平成２８年１１月１５日火曜日から２０日日曜日までの６日間、中

央公民館展示室で開催されます。開催時間は午前１０時より午後６時

まで、最終日は午後５時までとなります。本美術家展は圏域５市、東

村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市を巡回し、今年度、

第２９回展は東村山市での開催になります。圏域５市を代表する著名

な画家の作品を市民の方や近隣の方々に鑑賞していただき、市域を超

えて芸術家の方々と交流を図るとともに質の高い文化芸術の普及の推

進を図ることを目的としております。 

なお、教育長におかれましては、開催初日、１５日に行われますレ

セプションでの御挨拶をよろしくお願いいたします。お忙しいことと

は存じますが、ぜひ中央公民館に足をお運びいただけば幸いに存じま

す。 

以上になります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして御意見、御質問がござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

特にないようでしたら、次へ行きますが、よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 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、他にお持ちの方いらっしゃいますか。 

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

いただきます。 
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以上をもちまして、平成２８年第１１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１０時３０分 閉会 


