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平成２８年第２回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２８年２月２日（火）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 教育支援課長 大 西 弥 生 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 社会教育課長 平 島 亨 

教育部次長 青 木 由美子 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

庶務課長 清 水 高 志 図書館長 田 中 香代子 

学務課長 佐 藤 道 徳 公民館長 前 田 寿美子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

指導主事 石 田 玲 奈    

 

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２号  東村山市立中学校学校歯科医の委嘱 

議案第３号  東村山市立小・中学校長の内申 

議案第４号  東村山市立小・中学校副校長の内申 

 

報告事項 

①平成２８年度「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針」につ

いて（指導室） 

②教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

③平成２７年度就学相談結果について（教育支援課） 

④第３５回東村山市特別支援学級小・中合同作品展について 

 （教育支援課） 

⑤特別支援教育理解啓発事業「子供の困り感に寄り添う支援」につい

て（教育支援課） 

⑥成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑦市民の集いについて（社会教育課） 
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⑧ヤングライブフェスティバルについて（社会教育課） 

⑨ブックリスト「本で知ろう！ハンセン病」の発行について 

 （図書館） 

⑩中央公民館耐震・改修工事の竣工及び完成記念式典について 

 （公民館） 

⑪こども縄文塾について（ふるさと歴史館） 

⑫その他 

午前１０時２０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第２回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。 

本日の会議録の署名を町田委員にお願いします。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会定例会へ、ただいま傍聴人の希望と

いうことではまだございませんが、こちらについて、今後希望される

方について、傍聴可能な範囲で、傍聴の許可についてお願いしたいと

考えております。 

○森教育長 よろしいですか。許可したいと思いますが。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 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。 

本日の議案第３号、東村山市立小・中学校長の内申及び第４号、東

村山市立小・中学校副校長の内申は、人事に関する案件でございます

ので、教育委員会会議規則第１０条のただし書きに規定する人事に関

する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。

これをまず初めにさせていただいて、その後、傍聴の方に入っていた

だいて、教育委員会を再開するという形で、よろしくお願いしたいと

思います。 

賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 それでは、全員賛成ということですので、議案第３号、東

村山市立小・中学校長の内申及び議案第４号、東村山市立小・中学校

副校長の内申につきましては、公開しない会議とし、先に議案３号及

び第４号より審議をいたします。 

では、休憩します。 
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午前１０時２２分 休憩 

 

午前１０時４７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になるか、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。 

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。 

初めに、議案第２号、東村山市立中学校学校歯科医の委嘱について、

お願いいたします。 

○佐藤学務課長 議案第２号、東村山市立中学校学校歯科医の委嘱。上

記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２８年２月２日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立中学校学校歯

科医の委嘱。学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３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、学校

歯科医の辞職により、後任医を委嘱するため、本案を提出するもので

ある。 

補足説明です。平成２８年１月１５日に、東村山第二中学校の学校

歯科医であります千田竣之氏より、平成２８年３月３１日付にて学校

歯科医を辞職したいとの届出がございました。そこで、東村山市歯科

医師会へ後任の歯科医師の推薦を依頼し、青葉町の「かさまつ歯科」

の歯科医師、笠松健氏を推薦していただいたところでございます。任

期といたしましては、千田氏の残りの任期でございます、平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までとなっております。 

以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

以上です。 

○森教育長 学務課長からの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。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に意見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。賛成の方の挙手をお願いいたします。 
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（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２号につきましては、原

案どおり可決とさせていただきます。 

続きまして、報告事項①、平成２８年度「東村山市いじめ防止等の

ための基本的な方針」につきましてお願いいたします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①、②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。 

○森教育長 よろしくお願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、報告事項①、平成２８年度「東村山市

いじめ防止等のための基本的な方針」についてでございます。 

本市のいじめ防止等のための基本的な方針につきましては、平成２

６年８月にこの教育委員会定例会で確認していただきまして、方針を

策定したことが経緯としてございます。その後、平成２７年１月に行

われました学校生活指導連絡協議会で、２７年度の基本的な方針の見

直しを行いました。しかしながら、そこで出された意見としましては、

まだ、この方針を策定してから半年程度しかたっていないので、２７

年度はこの方針のとおりにやりましょうということで、２７年度は大

きな変更、それから、細かな変更含めてございませんでした。今回、

２８年１月に、改めて学校生活指導連絡協議会において、２８年度の

方針の見直しを行いました。そこでは、様々な御意見をいただきまし

て、それを反映したものを本日資料として配付させていただいており

ます。 

本日は案としてお配りしておりますが、まず、学校生活指導連絡協

議会のあり方につきまして、年間２回程度定期的に開催しております

が、「必要に応じて臨時開催をすることもある」という文言をつけ加

えました。 

それから、「基本的な方針」について、「学校生活指導連絡協議会

で意見集約したものを参考にして、教育委員会にてその内容及び取組

について協議をする」という文言をつけ加えました。 

さらには、この組織の構成メンバーといたしまして、教育支援課長

がおりますが、今後、組織改編を予定している部分もありますので、

変更する可能性があります。 

さらには、スクールソーシャルワーカーもメンバーの１人として加

えたほうが良いということで、ここに改めて記載をしてございます。 
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次に「いじめ問題調査委員会」のことについてでございます。これ

まで「いじめ問題調査委員会」は、重大事態が発生したときに、教育

長の指示のもと、委員長の招集により開催をすることになってござい

ました。しかし、重大事態が発生しない場合においても、本市の取り

組みの現状、いじめの実態、これを把握していただくためにも「定期

的に、年１回程度開催することが望ましい」ということで、この文言

を記載してございます。 

次にいじめ防止等に関する具体的な取組の「未然防止」について、

若手教員から管理職の「職層ごとの研修会」という言葉に改めました。 

さらには、教育相談員につきましても今後関連してきますので、変

更しております。 

また、具体的な取組については、これまでは、④の「重大事態発生

時」のところでとどめておりましたが、⑤の「その他」を起こしまし

た。「生活指導主任会等を通して、各学校のいじめ防止に関する取組

について情報を交換し、効果的な取組については、実態に合わせて各

学校で取り入れるよう指導・助言する。」この文言を加えました。実

際には、生活指導主任会だけでなく管理職も含めて、様々な学校の取

組を情報交換しております。有効な取組については、各学校で積極的

に取り入れることを指導・助言しているところでございます。 

続きまして、学校における取組、（３）の①の「未然防止のための

取組」に、昨年度と本年度の生徒会サミットで「いじめ防止宣言」、

「生徒が作ったインターネット等の利用に関する共通ルール」を作成

いたしましたので、この掲示を各学校で行うという文言をつけ加えて

ございます。 

変更点は以上でございます。 

  続きまして報告事項②、教職員、児童・生徒、学校の状況把握につ

いてでございます。 

１つ目は、東京都教育委員会言語能力向上拠点校の研究発表会です。

平成２８年２月１９日金曜日、回田小学校で予定してございます。講

師には、教育委員でもあります帝京大学大学院教授の小関 子先生に

お越しいただき、御指導いただく予定でございます。 

続きまして、平成２７年度東村山市立小・中学校教育研究会発表会

を２月１７日水曜日、午後３時から南台小学校で開催を予定しており

ます。例年、公民館で開催しておりましたこの研究発表会でございま
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すが、今年度、公民館の工事のために臨時的に南台小学校の体育館を

お借りして発表を行います。多くの部会については紙上発表でござい

ますが、口頭での発表は、中学校理科部会、小学校保健部会、小学校

音楽部会が予定しております。 

続きまして、平成２７年度東村山市立小・中学校校長会研究発表会

を２月１９日の午後５時半から、いきいきプラザ３階のマルチメディ

アホールで予定してございます。 

今年度の小学校校長会はテーマを「共に学び心豊かに生きる子供を

はぐくむ学校経営～特別支援教育の推進～」として研究を進められま

した。そして、中学校の校長会は、「若手教員の育成に向けて～組織

マネジメントと教職員組織の活性化～」に焦点を当てて研究を進めて

おります。 

指導・講評は、指導室長、青木由美子が担当させていただく予定で

ございます。 

次に、平成２７年度東村山市立小・中学校副校長会研究発表会でご

ざいます。２月１２日金曜日の午後５時半より、同じくいきいきプラ

ザ３階のマルチメディアホールで予定しています。 

小学校副校長会のテーマは「不登校児童の対応について」です。

「事例分析」や「関係諸機関、家庭との連携を通して」に焦点を当て

て研究を進めております。中学校の副校長会は、昨年度研究しました

「若手教員のためのハンドブック」を活用した校内ＯＪＴのあり方に

ついて研究を進めております。 

指導・講評については、私が担当させていただきます。 

各学校からの報告はございません。 

以上でございます。 

○森教育長 報告事項①と②を説明いただきました。ただいまの報告事

項につきまして、御意見、あるいは御質問がございましたらお願いい

たします。 

○町田委員 意見とかというわけではないのですが、つけ加えた中に、

「重大事態が発生しない場合においても」という文言がありますが、

これはとても良いと思います。せっかく会が設置してあっても実際何

もなければ集まらない会であると、避難訓練ではないですけれども、

いざというときにはこのような感じで集まってこのような話をしてい

くということで、練習にもなるのではないかと思いまして、良いこと
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だと思いました。 

以上です。 

○森教育長 ありがとうございました。先日、学校生活指導連絡協議会

を行わせていただいたのですが、大事件というのではないですけど、

現状のこういう事例がありましたということの報告をさせていただい

て、それに関していろいろな指導・助言をいただいたということで、

大変意義深いものであったと思いますけど、今後もそういう形で進め

ていけたらと思っているところでございます。 

あと、よろしいですか。 

○吉村委員 構成メンバーのところですけども、ずっと上から見ていく

と大体役職、あて職ですけども、今度加わったスクールソーシャルワ

ーカーという方は、どういうところからピックアップされたのでしょ

うか。 

○谷口統括指導主事 現在、本市においては、教育支援課所管にスクー

ルソーシャルワーカーが３名配置されております。このスクールソー

シャルワーカーの主な業務といたしましては、特に中１ギャップに焦

点を当てた不登校対策のために、学校と連携をとりながら、子供たち

あるいはその家庭への働きかけを行っているところでございます。こ

の不登校の原因の一つには、やはり人間関係がなかなかうまく構築で

きない、あるいは、いじめによって学校に登校できなくなってしまう、

というような事例がございます。そのため今回、学校生活指導連絡協

議会のメンバーとして加えさせていただきました。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 はい。 

○森教育長 他にございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、次に移りたいと思います。 

報告事項③、平成２７年度就学相談結果についてお願いいたします。 

○大西教育支援課長 報告事項③から⑤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。 

○大西教育支援課長 では、教育支援課からはまず、報告事項③、平成

２７年度就学相談結果について、御報告させていただきます。 
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就学相談につきましては、あと１回の追加相談を残しており、また、

就学先がまだ決定していないお子さんもいらっしゃいますが、ここま

での状況を報告させていただきます。 

小学校は、６２件、今後、追加相談が２件予定されております。中

学校につきましては、４１件、こちらについては、追加相談はござい

ません。 

今年度の傾向や特徴といたしましては、まず、相談件数の増加が挙

げられます。平成２６年度は小学校６０件、中学校が３４件だったこ

とに対し、それぞれの校種で相談の件数の増加が見られました。また、

このことに伴い、例年は１月中に追加相談、全ての相談が終わります

が、今年度は２月末まで追加相談を実施することとなっております。 

また、判定や就学先の特徴といたしましては、特別支援学校への就

学を御相談で勧めさせていただいた場合、ほとんどの方が、特別支援

学校への就学をお決めになられております。中学生の聴覚障害１件に

つきましては、現在まだ相談が進行しているところです。また、逆に

特別支援学級への就学をお勧めさせていただいた方につきましては、

通常学級への就学を強く希望される方が多く、現段階で判定と違う就

学先への決定の通知を出させていただいている方もいらっしゃいます。

こちらにつきましては、入学後の支援につきまして、保護者の方、ま

た、学校と一緒に今後の経過も含めて相談を進めていくこととなって

おります。 

今年度の大きな特徴の一つに、養育環境や保護者の養育能力不足等

から、子ども家庭支援センターとの連携が必要なケースが多くござい

ました。相談そのものに、子ども家庭支援センターのケースワーカー

と就学相談員が同行し、清瀬特別支援学校へ行きながら相談を進める

というようなケースも今年初めてございました。 

まだ、就学先が決まっていらっしゃらない方、また、就学先が決ま

っても継続的な支援が必要な方につきましては、教育相談室等とも連

携をしながら相談を進めてまいります。 

次に、報告事項④、第３５回東村山市特別支援学級小・中合同作品

展について、御案内いたします。 

児童・生徒の日頃の学習成果の発表の場として、また、特別支援学

級の教育内容の周知をさせていただく場として、毎年、合同作品展を

実施しております。本事業は、これまで中央公民館１階の展示室を会
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場としておりましたが、閉館中のため会場について様々模索をしてい

たところです。昨年度、５０周年記念事業といたしまして、中央公民

館での展示の後、一部作品をいきいきプラザ１階ロビーに展示したと

ころ、今まで以上に多くの市民の方の目に触れることができたという

ことから、今年は、展示作品数は少し減ってしまいますが、平成２８

年２月１７日から２３日までの間、いきいきプラザ１階ロビーを会場

とし、実施してまいります。 

委員の皆様におかれましても、子供たちの力強い作品をぜひ御覧い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

最後に、報告事項⑤、特別支援教育理解啓発事業「子供の困り感に

寄り添う支援」について、御案内いたします。 

広く市民の方に、特別支援教育の制度や障害に対する理解を深めて

いただきたく、昨年度より教育支援課では、特別支援教育理解啓発事

業といたしまして、市民向けの講演会を開催しております。昨年度は、

都立小児総合医療センターの先生に来ていただき、「ペアレントトレ

ーニング」をテーマに開催をいたしました。こちらについては、９０

名近い市民の方の御参加をいただきました。 

今年度も２月１９日金曜日に、都立清瀬特別支援学校の伴副校長先

生にお越しいただき、「子供の困り感に寄り添う支援」と題しまして、

特別支援教育の視点から御家庭や社会の中でもできる支援について、

お話をお伺いいたします。本講演会については、既に市内小・中学校

を通じて全ての御家庭にチラシを配布するとともに、保育所や幼稚園

にも周知を図ったところです。 

委員の皆様におかれましても、お時間がございましたらぜひ御来場

いただければと存じます。 

私からは以上です。 

○森教育長 ３点につきまして、教育支援課長から御案内がございまし

た。何か御質問ございますでしょうか。 

私のほうから、２つ質問させてください。 

初めにありました就学相談の結果ということなんですが、昨年に比

べて人数が大分増えているということですが、面接側とかそのあたり

の対応は、何とかやりくりができているのかというのが一つ。 

それから、最後に、「子供の困り感に寄り添う支援」ということで、

多分、発達障害を中心とした講演会だろうと思うのですが、ＰＲの方
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法はどのような形で行っていらっしゃるのか教えていただければと思

います。 

○大西教育支援課長 まず、１点目の就学相談の件数増加に対する対応

になりますが、これまで、就学相談におきまして、保護者面接という

ものを行ってはいるのですが、これについては、必ず行うこととされ

ておりますので、市内の小・中学校特別支援学級設置校の校長先生方

に行っていただいています。ただ、新中学生につきましては、子供の

前で、子供の障害の状況だったり、困り感について話すのが心苦しい

という保護者の方もいらっしゃったり、また、時間の調整等させてい

ただく点から、お子さんが行動観察をしている時間を使って、保護者

の方の面接をするというような時間配分の調整を行ってきたところで

す。相談内容で何かをやめるということは、就学相談の性質上なかな

か難しいので、時間調整等の工夫を図ってきたところです。 

また、２点目の「子供の困り感に寄り添う支援」につきましては、

周知方法としましては、先ほど申し上げた市内全ての児童・生徒の方

に配布をさせていただいたことと、幼稚園、保育園のチラシポスター

の配布、また、市内随所へのポスター掲示やあと、ホームページ等で

周知をさせていただいております。 

以上です。 

○森教育長 わかりました。ありがとうございました。 

他に、いかがでしょうか。 

（ 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、成人の日のつどいについて、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑥から⑧を続けて報告させてもらっても

よろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○平島社会教育課長 最初に、報告事項⑥、成人の日のつどいの報告で

ございます。 

平成２８年１月１１日に、成人の日のつどいに教育委員の皆様、御

出席いただいてありがとうございました。対象者が１，４７０名で、

当日出席者は延べ１，０５０名、出席率にして７１％でございました。 

今年度はとても素直というか、優秀というか、良い子が多くて、明

法高等学校での滞在は午後３時半までですよと呼びかけたら全員が退
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出してくれたということで、私が社会教育課に来て初めてスムーズに

いったというところがございます。来年もこのような形で行きたいと

思っております。 

続いて、報告事項⑦、市民の集いの報告でございます。 

毎年、２月１日から７日までの１週間を「東村山市いのちとこころ

の教育週間」と定め、学校では、様々な人権に関する取り組みを実施

しております。市では、１月３１日日曜日、市民センターにおいて、

市民の集いを開催いたしました。 

今回は、市内の中学校生徒会による発表で、青少年問題協議会の会

長である渡部市長がコーディネーター役となり、進行させていただき

ました。一部では、税の作文の発表、人権作文の発表、それから、生

徒会による発表を、二部では、二中の三味線クラブ、四中の箏曲部、

それから、秋津東小のダンスクラブ（有志）による発表ということで、

とても子供たちが生き生きしていたと思いました。 

続きまして、報告事項⑧、ヤングライブフェスティバルについてで

ございます。第９回多摩六都ヤングライブフェスティバルを２月２１

日の日曜日、富士見公民館ホールにて開催いたします。 

今回、多摩六都ヤングライブフェスティバルは、参加者全員が高校

生バンドでございます。都立東村山高校、明治学院高校、都立小平高

校、白梅学園高校、都立久留米西高校の１６組が演奏いたします。青

少年の交流の場として、また、日頃演奏場所が少ないことから、多く

の市民の前で演奏する機会として、ヤングライブを開催いたします。

また、司会には、輝け！東村山っ子育成塾のリーダーが行います。 

また、この日にお時間がございましたら、皆様、御来場いただけれ

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 社会教育課長から３点、御報告ございましたけれども、御

意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

○町田委員 成人の日のつどいについて、本当にさっきのお話のとおり

とても静かにお話の聞ける成人で良かったと思っておりますが、始ま

るときは、これから始まりますよと言って開始したほうが良いのかな

と思います。形式的に、では、開会の挨拶と言っても、落ち着くまで

には時間がかかるかなと。それより真ん中に誰か出てきて、「今日朝

ご飯食べてきた人」とか、そのぐらいのレベルで良いと思うのですが、
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行ったほうが、そのあと落ち着いてから始まれば、申し分のないよう

なものができたのではないかと思います。今回、自分が最初に言った

からというわけではないけれども、そのように感じました。参考にし

てください。 

○森教育長 最初に参加者に集中してもらう方法を工夫したほうが良い

のではないかということと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

他によろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、ないようですので、次にまいりたいと思います。 

報告事項⑨、ブックリスト「本で知ろう！ハンセン病」の発行につ

いてお願いいたします。 

○田中図書館長 ブックリスト「本で知ろう！ハンセン病」の発行につ

いて、御報告をさせていただきます。 

お手元に置かせていただきましたブックリストは、「いのちとここ

ろの教育週間」に向けて、新たに作成いたしました。このブックリス

トの作成にあたりましては、国立ハンセン病資料館に御協力をいただ

いております。掲載した本の多くは、ハンセン病資料館ホームページ

の「キッズコーナー」で紹介されているもので、市立図書館からの追

加情報として、後半の５タイトルを加えました。見開きの説明部分で

は、市立小中学校図書館に、平沢保治様からのご寄贈をきっかけに設

置した「いのちとこころの本」コーナーについても、改めて紹介させ

ていただきました。 

また、平沢様からは、「ぼくのおじさんは、ハンセン病」の改訂版

を出されたとのことで、市内小中学校と図書館にと３０冊御寄贈いた

だくことができました。 

このリストは、図書館で配付するほか、小中学校にお送りし、市ホ

ームページへも掲載しております。今後も本を通してハンセン病のこ

とを知り、「人権」や「命の大切さ」について考えるきっかけとして

いただけるよう取り組みを進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○森教育長 何かこの件につきまして、御質問ございますか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、次にまいりたいと思います。 
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続きまして、報告事項⑩、中央公民館耐震・改修工事の竣工及び完

成記念式典について、お願いいたします。 

○前田公民館長 報告事項⑩、中央公民館耐震及び改修工事の竣工と完

成記念式典について、御報告させていただきます。 

現在、東村山市立中央公民館は、耐震工事及び改修工事を施工して

おりますが、工事契約期間内である平成２８年２月１９日に竣工する

予定となります。今回、耐震・改修工事では、新しい耐震基準に対応

できるように柱の補強を中心に、耐震壁をつくるなどホールの天井も

含め耐震・補強を行いました。また、空調設備、トイレ、エレベータ

ー、ホール、座席なども改修いたしました。これらの工事は、２月上

旬に市の検査を行い、それぞれの契約期間内に竣工し、３月１日より

開館する予定となります。 

続きまして、お手元に完成記念式典の御案内を配付させていただい

ておりますので、お目通しをよろしくお願いします。開館に先立ちま

して、耐震及び改修工事完成記念式典を２月２８日日曜日にとり行う

予定でございますので、大変お忙しい中と存じますが、ぜひ御臨席賜

りたくよろしくお願いいたします。 

記念式典については、２月２８日日曜日、中央公民館３階ホールに

て、開場が午後０時半、式典は午後１時より開始になります。およそ

式典は２０分で、工事概要の説明とＤＶＤ、これはビフォーアフター

を上映させていただきます。その後、利用団体等によります舞台公演

を予定しております。今、４団体に声がけさせていただいております。

東村山市の民謡連盟、日舞で菊の会さん、子供のダンスとしてヒップ

ビーンズさん、あと、二中のコーラスということで４団体に、約２０

分ずつの予定で公演していただくこととなります。閉会については、

午後３時を予定しております。 

閉会挨拶については、森教育長、よろしくお願い申し上げます。 

同じくして、市民の皆さんには自由に内覧会をしていただく予定に

なっています。それが午後０時半から午後４時まで開館して、自由に

中を見ていただきます。当然、式典のほうに参加される方もいらっし

ゃるし、完成を心待ちにしていて、一日も早く見てみたいという方も

いらっしゃると思いますので、自由に見てくださいということで同時

進行します。 

１階展示室については、写真やお花の展示をお願いしています。あ
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と、１階喫茶コーナーのハナショウブさんについて、お店をオープン

するのが４月になるであろうということのようですが、来館してお茶

も飲めないとちょっと寂しさもあるので、お声がけさせていただいた

ところ、ぜひにということなので、この日は臨時的に開店し、その時

間、コーヒーが多分２００円という金額になると思いますが、ゆっく

りくつろいでいただける場も設けます。後は、２階、３階、４階、地

下も含めて自由に見ていただく形をとります。 

あと、教育委員さんの皆様には、成人の日のつどいと同じように、

壇上に席を用意させていただきますので、出欠の御返事をお聞かせい

ただければありがたいと思います。 

公民館からは以上になります。 

○森教育長 この日は内覧会もあるということで、式典に参加する来賓

等も含めて、参加される方以外の一般市民の方が自由に中を見ること

ができるという理解でよろしいですか。 

○前田公民館長 そのとおりです。利用団体についても全部御案内は出

します。式典も行いますが、自由に見ていただくというところも設け

ていますので、どちらを目的に来ていただいても構わないということ

です。 

○森教育長 式典を見てもいいということですね。 

○前田公民館長 そうです。 

○森教育長 わかりました。他に何か質問ございますか。 

かなりきれいになっていると思いますので、大変楽しみなところで

す。 

よろしいですか、質問は。 

（ なし ） 

○森教育長 特に質問はないということですので、次に進みたいと思い

ます。 

報告事項⑪、こども縄文塾についてお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 平成２７年度こども縄文塾の報告をいたしま

す。 

こども縄文塾の目的は縄文時代の生活体験を通して、郷土の歴史を

学習するとともに、モノづくりの中で、先人の工夫や知恵を学ぶこと。

また、現在の生活との対比により、今を考える、きっかけとすること

で、行ったものでございます。 
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平成２７年５月３日の「プレ縄文塾！」自由参加の１回を含む、今

年度は、合計８回の塾を行いました。市内の６年生児童を対象に、本

年度の塾生は５校１０名、参加者数、延べ５９名、皆勤者数４名でご

ざいました。各小学校長先生をはじめ、また、はっちこっくメイトの

ボランティアの皆さんの御協力をいただき、平成２７年度こども縄文

塾を終了することができました。ありがとうございました。 

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、御意見あるいは御質問

ございましたら、お願いいたします。 

○當摩委員 実は私、はっちこっくメイトというボランティアの１人と

して、この催しをともに見守らせていただきました。今年は、昨年度

より応募してくれた子供たちは少なかったのですが、一対一で行き届

くというのかな、子供たちとゆっくり向き合うことができました。特

に最後の日のまとめのところで、学芸員さんであるこの縄文の下宅部

遺跡を掘った方からの子供たちへのメッセージを聞いて、非常に感動

しまして、それは、「今、君たちが見ている下宅部遺跡というのは、

日本でも有数の遺跡で、発掘しはじめてから１０年かけていろいろな

研究が進んでいるわけです。例えば栗なんかはある程度栽培していて、

お米はなかったということがこの下宅部遺跡からわかるから、君たち

は一番すごいところにいるんだよ」ということを聞いた子供たちの目

が本当に全員輝いたのです。だから、やはり社会教育の中で、子供た

ちが学校ではできない体験をするということについて臨場感をもって

見ることができましたので、私自身もとても良い体験をさせていただ

いたことを皆様にお伝えしたいと思いました。どうもありがとうござ

いました。 

○森教育長 大変中身の充実したもののようでございますので、ＰＲの

ほうも十分していただいて、できるだけ多くの子供たちが参加できる

ようにお願いできたらと思います。 

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、予定し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、報告事項お持ちの方いらっしゃいましたらお願い

いたします。ございませんか。 

（ なし ） 
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○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。 

以上をもちまして、平成２８年第２回東村山市教育委員会定例会を

閉会いたします。 

 

午前１１時２７分 閉会 


