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平成２８年第４回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年４月８日（金）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 田 中 香代子 

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２２号  東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部 

          を改正する規則 

 

報告事項 

①平成２８年度教育関係予算について（教育部長） 

②小学校通学路防犯カメラの設置・運用について（学務課） 

③東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

④平成２８年度東村山市立小・中学校教育課程の状況について 

 （指導室） 

⑤平成２８年度東村山市立小・中学校教育課程編成上の特色につ 

 いて（指導室） 

⑥平成２８年度市教委定例訪問等の予定について（指導室） 

⑦教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

・平成２８年度における市立小・中学校の研究校等 
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・平成２８年度における習熟度別指導（少人数・習熟度別指 

 導）ガイドラインに則った指導の実施校 

・平成２８年度における不登校対応加配校 

・東京都英語教育推進地域事業 

・東京都理科支援ボランティア活用モデル地域 

⑧西武鉄道株式会社からの感謝状について（ふるさと歴史館） 

⑨有機ＥＬ照明付き展示ケースの寄贈について 

 （ふるさと歴史館） 

⑩その他 

午前９時４３分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第４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、傍聴のお申し出がありました。傍聴を許可した

いと思いますけども、皆さん、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、よろしくお願いし

ます。 

それでは、休憩いたします。 

 

午前９時４５分 休憩 

 

午前９時４６分 再開 

 

○森教育長 再開いたします。 

最初に、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

だきますようよろしくお願いいたします。 

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。 
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議案第２２号、東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２２号、東村山市立学校の管理運営に関する

規則の一部を改正する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出

する。平成２８年４月８日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、

森純。東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則。

東村山市立学校の管理運営に関する規則（昭和５３年東村山市教育委

員会規則第４号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。

説明、学期及び休業日の変更に伴い、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。 

具体的には、改正内容が２点ございます。１点目は、第３条第１項

における学期の分け方をこれまでの２学期制から３学期制に変更し、

期間は、１学期を４月１日から８月３１日まで、２学期を９月１日か

ら１２月３１日まで、３学期を１月１日から３月３１日までとするも

のでございます。 

２点目は、第３条の２第１項第２号における冬季休業日をこれまで

１２月２６日から翌年１月５日までとしていたものを１２月２６日か

ら翌年１月７日までと変更するものでございます。改正の理由といた

しましては、昨年度３月２９日に開かれました教育委員会臨時会にお

いて、平成２９年４月１日からの東村山市立小・中学校における教育

課程の方向性が決定されたためでございます。 

説明は以上となります。つきましては、本案につきまして、御審議

いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

○森教育長 説明が終わりました。前回の教育委員会臨時会で、２学期

制にするか３学期制にするかということで検討いただいた結果、３学

期制に戻すという御可決をいただいたということがまずございます。

その関係で、規則が変更されるということでございます。また、それ

に伴いまして、冬休みの終了時期を、この間の会議では余り御意見は

出なかったのですけれど、少し遅らせて、３学期のスタートが始まる

という形で変更しますという内容です。このことに関しまして、何か

御質問、あるいは、御意見がございましたらお願いいたします。 

○吉村委員 前回の臨時教育委員会で決まったことを規則化していただ

いたので、何らこれに関して意見はないのですが、休業日のことにな

りますけれども、規則の中で夏休みとか冬休みというのは、いつから
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いつまでというのは明記されていないのですか。 

○清水庶務課長 東村山市立学校の管理運営に関する規則の第３条の２

では、休業日の指定がございます。その中に夏季休業日、冬季休業日

などの指定の日付がございます。夏季休業日については、７月２１日

から８月３１日までの休業日の指定になってございます。 

○森教育長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 寒冷地域では夏休みが短いというようなことはありますよ

ね。東村山は本ルールに完全に準拠して、３学期制でもやるというこ

とですよね。 

○青木教育部次長 そのとおりでございます。 

○森教育長 私から質問ですが、夏休み中の前半、部分授業をやるとか、

あるいは９月になる前、８月後半に授業をやるというのは、全く規則

とは別なもので、長期休業期間中に授業をやるだけの話ということで

理解すればよろしいでしょうか。 

○清水庶務課長 この場合、同じ第３条の２に記載がございまして、休

業日に授業をしようとする場合には、あらかじめ届け出を出すことに

よって、足りるものとするとなっておりますので、それは可能でござ

います。 

以上でございます。 

○森教育長 それでは、年間指導計画の中で示されていれば、全く問題

はないということですね。 

○清水庶務課長 おっしゃるとおりです。 

○森教育長 わかりました。 

他に御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、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、議案第２２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が、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年度教育関係予算について、お願いいたしま

す。 
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○曽我教育部長 では、平成２８年度当初予算につきまして、お手元の

資料に基づきまして、説明をさせていただきます。 

まず、本年度の予算編成方針につきましては、第４次総合計画後期

基本計画のスタートを迎え、東村山創生を進める予算となっておりま

す。後期５年間の基本計画のスタートの年となるわけでございます。

後期基本計画では、「まちの価値の向上」「ひとの活力の向上」「く

らしの質の向上」の３点に視点を絞りまして、予算の編成をさせてい

ただいたところでございます。以下、重点課題につきましては、①か

ら⑥までの分野を中心に、重点的な予算配分を行ったところでござい

ます。最終的に「住みたいまち・住み続けたいまち」の実現を目指し

ていくところでございます。 

それでは、一般会計の予算規模でございますが、過去最大規模の５

４０億１，１３０万１，０００円、前年度比１０億８，３９９万８，

０００円の増となっております。これにつきましては、毎年、過去最

大規模になっておりますが、それだけ市で取り組む事業等がかなり多

くなってきているということのあらわれだと考えております。 

東村山創生を進める主な事業といたしまして、「まちの価値の向

上」でございますが、地域公共交通事業の充実ということで、一路線

の増ということになっております。また、連続立体交差事業の推進、

またそれに伴いまして、鉄道沿い道路の整備のため、予算を計上して

いるところでございます。 

続きまして、「ひとの活力の向上」でございますが、ワーク・ライ

フ・バランスの推進、また、ゆりかご・ひがしむらやま事業の予算化

をしているところでございます。また、新しいところでは、妊婦健診

の充実、妊婦歯科健診の個別化、後は、環境整備でございますが、中

学校特別教室の空調設備設置工事事業等が計上されているところでご

ざいます。 

また、「くらしの質の向上」では、シティプロモーションを推進し、

まちの活性化を行います。また、本庁舎耐震補強工事の改修事業が大

きな事業となっております。後は、地域創生ということでは、農産物

ブランド化推進事業、北山公園の生物調査・保全推進事業等を計上さ

せていただいたところでございます。 

今、御説明させていただいたのは、一般会計予算でございまして、

２８年度予算は、２７年度予算と比較しまして、伸び率は２．０％で
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ございます。 

続きまして、特別会計としまして、国民健康保険、介護保険、下水

道、後期高齢者医療の各会計がございますけれど、全体での伸びとい

たしましては、介護保険事業が９億１，０００万円、率で７．９％伸

びております。 

逆に、国民健康保険事業は、伸びが０．５％の増と、伸びが抑制さ

れている予算となっております。国民健康保険と介護保険は、非常に

関連性がございますので、国民健康保険の伸びが落ちついてきたとい

うことは、お年寄り等の保健事業に係る給付費が伸びているという現

状ではないかと推測されます。 

款別の予算でございますけども、１番の議会費から１４番の予備費

まででございます。全体的の増減額につきましては、３番の民生費が

１３億３，９１８万４，０００円の増で、市の全体予算の構成比とし

ては５３．０％、率にいたしまして４．９％の伸びです。これは毎年、

民生費の扶助費が伸びているという傾向でございます。 

続きまして、１０番の教育費でございますが、５２億１，２９３万

３，０００円を２８年度予算で計上させていただきました。２７年度

対比でございますけれど、３億４，５９１万円の減、構成比といたし

ましては９．７％、予算の伸び率は、６．２％の減でございます。 

それでは、教育費の内容につきまして資料をつくらせていただきま

したので、資料に基づきまして、説明をさせていただきます。 

教育関係予算を示させていただきましたけれど、０６幼稚園費とい

うものが計上されております。これにつきましては、教育予算という

ことで捉えております。 

個々の説明をいたしますが、まず、教育総務費でございます。教育

委員会費としましては、１，０３５万３，０００円の増となっており

ます。これは人件費等の動きがございますので、８００万円ほど増と

なっております。また、防犯カメラ工事が２７年度より１校増で１３

０万円の増でございます。おおむね、このようなものが主な増要因と

なっております。 

育英事業費でございますけども、予算的には大きな変動はございま

せん。奨学金の貸付事業の変動なしということで明記させていただき

ました。 

教育指導費でございますが、８８２万４，０００円の増となってお
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りますが、これにつきましては、ＡＬＴの委託料で１５０万円の増、

これは単価アップの増でございます。あと、オリンピック教育推進校

事業費として４００万円の増の他、人件費等が伸びております。これ

は、嘱託職員の増ということで、３７０万円ほど増となっております。 

教育相談室費では２，２２０万６，０００円の増となっております。 

続きまして、小学校費でございますが、全体の小学校の管理運営等

に伴う予算でございます。学校管理費でございますが、６２２万１，

０００円の増となっております。これは、光熱水費、校内の管理点検、

また、清掃等の委託業務で増えている内容でございます。 

続きまして、教育振興費でございますが、２，７９３万５，０００

円の減となっております。これは、就学援助費にかかわる減と、小学

校の教科書、指導書の経費が今回発生しておりませんので、前年度比

で２，２２０万円ほど減になっております。 

続きまして、学校保健衛生費でございますけれど、委託料の増加等

で７３万６，０００円の増となっております。 

学校給食費につきましては、調理員が４名減となっておりまして、

人件費が２，４６０万円の減となっております。それにあわせまして、

給食の委託化、民営化になりましたことから、２，０６０万円を委託

料で計上させていただいております。その他に熱風消毒器等の新規備

品等の購入がございまして、そのあたりの金額が大幅に増えておりま

して、トータル的には３３９万３，０００円の増となっているところ

でございます。 

続きまして、学校建設費でございますけども、２７年度に４校のト

イレ改修工事の完了に伴いまして減となっております。 

中学校費でございますが、まず、学校管理費でございます。これに

つきましては、２４２万８，０００円の増となっておりまして、維持

費、または、光熱水費等の増となっております。 

続きまして、教育振興費でございますけれど、１，３６４万７，０

００円の増となっております。要保護、準要保護児童援助費の減等が

ある一方、増部分では中学校の教科書採択がございましたので、それ

に伴う指導書で１，４２８万円の増、また、教育用コンピューター使

用料等が４６１万円増となっております。これはコンピューターのレ

ンタル等の入れ替えがございましたので、そのあたりが増となってお

ります。 
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続きまして、学校建設費でございますけども、４億３，２６５万３，

０００円の増で、これは、空調設備に伴う予算の増でございます。 

続きまして、社会教育費でございますけども、社会教育総務費、ま

た、青少年問題対策事業費、文化財保護費、図書館費、管外市民施設

費、あと、ふるさと歴史館費につきましては、大きな変動はございま

せんが、公民館費につきましては、６億７，６９９万８，０００円の

減となっております。これは、中央公民館の耐震化補強工事が終了い

たしましたので、減とさせていただいたところでございます。社会教

育費につきましては、八国山芸術祭に伴う経費が増となっております。 

あと、保健体育費でございます。これは、主にスポーツセンターに

係る経費でございますけれど、保健体育振興費で２５１万９，０００

円増となっております。これは、東京オリンピック・パラリンピック

啓発事業の委託料の増を計上させていただいております。 

あと、スポーツセンター費でございますけれど、嘱託職員２名の減

ということで、８０１万８，０００円ほど減にさせていただいており

ます。この２名減につきましての事業をどのように行うかということ

ですが、これは、指定管理者の東京ドームのほうに委託をさせていた

だきましたので、事業等での影響等はないという状況でございます。 

雑駁ではございますけども、２８年度予算につきまして、説明させ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

○森教育長 今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。 

○吉村委員 報告事項ですけれど、０６の幼稚園費ってありますよね。

これが新たに出て、大変ありがたいことですが、保育園とか子ども園

に関してはどうなのでしょうか。 

○曽我教育部長 幼稚園費がなぜ教育に含まれているかというと、これ

は国の省の関係がございまして、文部科学省の部分ですので、教育費

の中に入れさせていただいております。ただ、仕事につきましては、

子ども家庭部で業務をしておりまして、これは補助金等の関係の予算

でございます。実際には、教育部の担当ではございませんが、予算は

計上させていただいているところでございます。 

今、御質問のございました保育関係につきましては、厚生労働省の

管轄でございまして、その分につきましては、子ども家庭部で、一般

会計として予算措置をしているということであります。予算の科目が
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教育予算ではなく、子ども家庭部の予算としての民生費として捉えて

いるというところでございます。 

以上です。 

○吉村委員 そうだろうと思いました。であっても、保育も子ども園も

教育ですよね。ですから、こういう場合は、私は参考として保育園で

はどうだとか、子ども園ではどうだというのを書くべきなのではない

だろうかという考えを持っているのですけれど、ぜひこれからのこと

としてお考えいただければと思っています。幼保一体化、幼保一元化

というのは、もう三、四十年前から言われていることであって、常に

幼稚園は保育所を見ながら成長していかなければならないし、その反

対も当然あり得るわけですから、そういうこともぜひ視野に入れてご

検討いただくとありがたいと思います。 

○曽我教育部長 保育予算も幼稚園は幼稚園費で出てくるのですが、保

育園に係る経費は、数多く細かく出ております。そのため、全体予算

の中で、予算の説明はできると思います。個々の説明は非常に多岐に

わたっておりますので、保育園に係る人件費や保育園に係る事業費、

保育園に係る嘱託の経費等、かなり細かく事業は分かれております。

幼稚園費の予算につきましては補助金等の予算ですので、このように

お示しはできるのですが、民生費につきましては、かなり予算が多岐

にわたっておりますので、どのように出せるか考えさせていただきた

いと思います。 

○森教育長 それでは、検討含めてよろしくお願いします。 

他にいかがでしょうか。 

私のほうから確認になりますが、教育費が３億４，５００万円ほど

減になっていますけど、これはトイレの工事や公民館の工事が終わっ

たということで理解してよろしいですか。 

○曽我教育部長 全体的な予算で３億４，０００万円ほど減となってお

りますけれど、大きな予算的動きといたしましては、公民館の耐震補

強工事で約７億円、それとあと、トイレ改修工事で２億円程度かかっ

ていたと思います。それと今度の空調が約４億円ぐらいですので、大

きくはそのあたりの差し引きの関係で比較しますと、３億４，０００

万円ほど２８年度予算が減になっているというところでございます。

後は、個々にはございますけども、大きく見て要因はその３点だと思

っております。 
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○森教育長 はい、わかりました。他、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、特にないようですので、続きまして、報告事項②、

小学校通学路防犯カメラの設置・運用について、お願いいたします。 

○森脇学務課長 学務課より小学校通学路防犯カメラの設置・運用につ

いて御報告いたします。 

この事業は、東京都の通学路防犯設備整備補助金を活用しまして、

平成２７年度には、秋津小学校、久米川小学校、八坂小学校の３校の

通学路上に各３台、合計９台の防犯カメラの設置をいたしました。平

成２８年３月３０日に検査が完了し、運用開始となりましたことを御

報告させていただきます。 

設置個所につきましては、防犯カメラの性格上、詳しい箇所を広く

市民の方にはお知らせすることはいたしませんが、５月１日号の市報

におきまして、それぞれの小学校の通学路上に３台ずつ設置したこと

をお知らせする予定となっております。 

なお、平成２８年度には、化成小学校、回田小学校、富士見小学校、

秋津東小学校の４校の通学路上に設置を行い、平成３０年度には、全

ての小学校の通学路上に設置していく予定となっております。引き続

き通学路における児童の安全確保の強化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

学務課からは以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

○町田委員 防犯カメラをどこかでモニターしているようになるのです

か。学校内で見ることができますか。 

○森脇学務課長 このカメラにつきましては、集中管理をしているもの

ではなくて、カメラごとにＳＤカードに記録して、１週間程度で自動

的に上書きされていくようなシステムになっています。 

○町田委員 普段は見られないのですね。何かあったときに取り出して、

確認するということですね。わかりました。 

○森教育長 よろしいですか。 

○町田委員 わかりました。 

○森教育長 他にございますか。 

それでは、特にないようでございますので、次に、報告事項③、東
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村山市立小・中学校教職員の異動について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 転入者の状況としましては、３月２９日に臨時の教

育委員会で報告させていただいたものと変動はございません。４月８

日現在の小・中学校教員の異動の状況について報告いたします。 

異動者全体の数は、例年より増加傾向にございます。現在確定して

いる転入者は１２７名です。昨年度は９２名でした。今後、小学校に

３名の教員が配置予定となっております。具体的には、回田小学校、

久米川小学校、八坂小学校、八坂小学校は養護教諭でございます。そ

の３校で、学級増が確定いたしました昨日４月７日で配置となりまし

て、本日付の採用予定となっております。中でも八坂小学校は、特別

支援学級を含めて２６学級となり、養護教諭が複数配置となりました。 

指導室といたしましても、期限付任用教員を含めた新規採用教員の

研修を充実させて、児童・生徒の教科指導や生徒指導はもとより、教

員自身の服務事故を起こさせないような教職員同士のチェック体制を

強化するなどの研修も盛り込むなど、指導や助言をしてまいりたいと

思います。 

さらには、昨年度、産休・育休代替教員等の指導についての相談も

少なからずあったことから、新規採用教員等の研修のほかに、教育ア

ドバイザーや指導主事による授業観察等を適時適切に行って、学校へ

の支援を行っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○森教育長 何か御質問ございますか。 

（ 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④、平成２８年度東村山市立小・中学校教育課程の状況に

ついて、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項④から⑦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 はい、どうぞ。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項④、平成２８年度東村山市立

小・中学校教育課程の状況と報告事項⑤、平成２８年度東村山市立

小・中学校教育課程編成上の特色について、まとめて御報告させてい

ただきます。 

平成２７年度末に全校の平成２８年度の教育課程を受理いたしまし
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た。今年度の学力向上に向けた各学校の取り組みにつきましては、多

くの学校が本年度も重点目標として掲げており、長期休業中の補習学

習の実施や朝学習の定期的な実施を位置づけております。 

また、教育課程編成上の特色については各学校の細かい特色を表現

させていただいておりますが、特に、東村山市体力向上アクティブプ

ランを平成２７年度に作成いたしました。このプランに基づきまして、

各学校では、自校で作成したアクティブプランを活用しながら、オリ

ンピック・パラリンピック教育を推進してまいります。 

続きまして、報告事項⑥、平成２８年度市教委定例訪問等の予定に

ついてでございますが、本年度の定例訪問等の予定は、資料４の一覧

のとおりとなります。委員の皆様方におかれましては、当日御挨拶、

また、教員への御指導をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

次に、報告事項⑦、教職員、児童・生徒、学校の状況について、御

報告させていただきます。 

平成２８年度における市立小・中学校の研究校等につきましては、

２年次が八坂小学校と東村山第二中学校の２校となります。また、今

年度からスタートする１年次の学校が、化成小学校と東萩山小学校の

２校となります。その他にも東京都教育委員会の研究指定として、オ

リンピック・パラリンピック教育推進校をはじめ、道徳教育推進拠点

校がございます。各学校が研究を進めてまいります。 

また、平成２８年度における習熟度別指導（少人数・習熟度別指

導）ガイドラインにのっとった指導の実施校を含みます指導方法工夫

改善加配校につきましては、本年度も小学校全校に東京都教育委員会

より加配をいただくことができましたので、全校において、習熟度別

学習指導を算数科で実施してまいります。中学校においては、教科に

よって違いこそありますが、習熟度別学習指導や少人数学習指導、ま

た、ティームティーチングの学習形態で授業を展開してまいります。 

平成２８年度における不登校加配校につきまして、本年度は、東村

山第三中学校と第四中学校に不登校加配の教員が配置されることにな

りました。 

東京都英語教育推進地域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、平成３０年度から小学校英語教科化の先行実施が

できるよう教員の指導力向上や授業改善を図ってまいります。 
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最後に、東京都理科支援ボランティア活用モデル地域につきまして

も、東京都教育委員会の指定を受け、地域人材や保護者、学生などの

無償ボランティアを活用しながら小・中学校の理科授業を充実させて

まいります。 

以上、指導室からの報告事項を終わります。 

○森教育長 報告事項④から⑦まで報告がございました。何か御質問ご

ざいますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようでございますので、次に、報告事項⑧、西武

鉄道株式会社からの感謝状について、よろしくお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 報告事項⑧、⑨を続けて報告してよろしいで

しょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 それでは、報告事項⑧、西武鉄道株式会社か

らの感謝状についてでございます。 

西武鉄道株式会社からの感謝状の贈呈・受領式が平成２８年３月

９日、ふるさと歴史館研修室において行われ、教育部ふるさと歴史館

が西武鉄道株式会社取締役社長若林久様より、感謝状を受領いたしま

した。 

西武鉄道株式会社が平成２５年度より３年間にわたり「西武鉄道１

００年アニバーサリー」という事業を展開され、その期間内に鉄道の

展示を行った博物館に感謝状を贈呈することとなり、昨年秋の企画展

「鉄道たちの交差点─東村山近代化の夜明け─」を開催したふるさと

歴史館も贈呈先となりました。 

式典後、当館常設展示室にて、川越鉄道の展示やその他にも興味を

持っていただき、展示室に笑顔が漏れ、楽しく御覧いただきお帰りに

なりました。 

次に、報告事項⑨、有機ＥＬ照明付き展示ケースの寄贈式について、

報告いたします。 

去る３月２４日、ふるさと歴史館研修室において、市内在住の有機

ＥＬ研究者、當摩照夫様より次世代の照明と言われる有機ＥＬ照明付

き展示ケース２台を寄贈していただきました。最大の特徴は、紫外線

や赤外線を出さず、発熱もほとんどないため、展示物を傷めず、また、

自然光に近く影も出にくいことから、展示物鑑賞に適しています。 
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多摩地域の博物館として初の事例となり、３月２６日の読売新聞多

摩版に掲載されました。また、タウン通信では、「最先端の照明が縄

文土器を照らす」と大きく取り上げられ、近隣市に１０万部発行して

いるとお聞きいたしました。 

現在、歴史館では、研修室におきまして、５月２９日まで有機ＥＬ

照明付き展示ケースと市内在住の写真家である野中昭夫さんが撮影し

た下宅部遺跡出土品の漆製品の写真も展示しております。今後は、東

京都指定文化財にもなっている出土品なども、このことをきっかけと

して国の重要文化財に指定されることを目指していきたいと考えてお

ります。 

ふるさと歴史館からは以上です。 

○森教育長 説明が終わりました。何か質問ございますでしょうか。 

有機ＥＬのすばらしい展示ケースもいただきましたので、それを有

効に活用していただいて、今後、ふるさと歴史館がますます充実する

ように御努力をお願いしたいと思っています。 

あと、よろしいでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 ただいまの教育長のお話にありますように、

今、ホームページも立ち上げ、また、東村山郷土研究会に御協力いた

だきながら、郷土研究会が出されている冊子などにも提供していただ

くような形で配付をお願いしているところでございます。 

以上でございます。 

○森教育長 ありがとうございました。 

特にないようでございますので、次へ移りますけれども、予定され

ておりました報告事項は以上でございます。他に報告事項お持ちの方

はいらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○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４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２７分 閉会 


