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平成２８年第７回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年７月１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２９号 平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支

援学級教科用図書の調査・研究に係る答申 

 

報告事項 

①小・中学校水飲栓直結給水化工事の入札状況及び夏季休業中の工事

日程について（庶務課） 

②平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書採

択について（指導室） 

③平成２８年度夏季休業中の取組について（指導室） 

④平成２８年度第３７回東村山市中学校スポーツ大会開会式について

（指導室） 

⑤平成２８年度東村山市立小・中学校音楽鑑賞教室について 

 （指導室） 

⑥教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑦特別支援教室の運営について（子ども・教育支援課） 
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⑧青少年対策地区白州キャンプについて（社会教育課） 

⑨運動公園プールの開放について（市民スポーツ課） 

⑩東村山市民スポーツセンター指定管理者選定事務について 

 （市民スポーツ課） 

⑪その他 

午前９時２８分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第７回東村山市教育委員会を開

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したいと思います。 

○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する

ということで、９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、お願いしたいと思います。 

○森教育長 ただいま、傍聴の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、よろしくお願いい

たします。 

それでは、休憩いたします。 

 

午前９時２９分 休憩 

 

午前９時３１分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず最初に、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お願いいたします。 

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２９号、平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支援学

級教科用図書の調査・研究に係る答申について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２９号、平成２９年度使用東村山市立小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る答申。上記の議案を
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東村山市教育委員会に提出する。平成２８年７月１日提出。提出者、

東村山市教育委員会教育長、森純。平成２９年度使用東村山市立小・

中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る答申。東村山市立

小・中学校特別支援学級で平成２９年度に使用する教科用図書を選定

するため、教科書選定運営委員会からの調査・研究に関する答申につ

いて議決を得たい。説明、平成２９年度に使用する東村山市立小・中

学校特別支援学級の教科用図書の調査・研究について、平成２８年５

月１８日に、教育委員会より教科書選定運営委員会に諮問いたしまし

た。その後、平成２８年６月２８日に行われた第２回教科書選定運営

委員会において、調査・研究結果が資料としてまとめられました。そ

こで、平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図

書の採択のため、答申として本案を提出するものでございます。 

ここで、答申までの経過及びまとまりました調査・研究報告などに

ついて御説明いたします。 

初めに、答申までの経過についてですが、平成２８年５月６日に開

催されました教育委員会において、第２４号議案として提出させてい

ただきました平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教

科用図書の採択要綱を決定していただきました。その要綱に基づきま

して、５月１８日に第１回教科書選定運営委員会を開催し、平成２９

年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究

について諮問いたしました。 

その際、小・中学校特別支援学級用の教科用図書につきましては、

学習用指導要領の目標等を踏まえ、障害種別や児童・生徒の実態等を

考慮して、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９条による教

科用図書について内容や構成、分量、表現、表記などについて、調

査・研究を行うことをお願いいたしました。 

基本的な方針といたしましては、それぞれの教科書の内容や特徴等

について調査・研究を行い、次に挙げる７点について、調査・研究資

料を作成していただきました。 

１点目は、学習指導要領の目標等を踏まえ、東村山市立小・中学校

特別支援学級に在籍している児童・生徒の実態にあった内容であるか

どうか。２点目は、基礎的、基本的な内容の定着を助ける構成や分量

であるかどうか。３点目は、児童・生徒の発達段階を考慮したわかり

やすい表現や表記がなされているかどうか。４点目は、使用上の便宜
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として、児童・生徒が使いやすい工夫がなされているかどうか。５点

目は、学習指導要領の目標を踏まえ、基礎的・基本的な知識や技能の

習得と活用が工夫されているか。また、言語活動を取り入れた工夫が

されているかどうか。６点目は、他教科との関連や小学校との関連が

図られているかどうか。また、特別支援教育に対する配慮がなされて

いるかどうか。７点目は、その他教科の特性に基づき、特筆すべき事

項があるかどうか、といった点についてです。 

なお、教科書選定運営委員会は委員長１名、小・中学校特別支援学

級用教科書調査委員会、委員長１名のほか、公正中立を確保し、開か

れた教科書採択を行うために有識者１名、代表者、保護者代表２名の

方々に加わっていただき５名で構成いたしました。 

第１回教科書選定運営委員会の開催後、５月３１日に第１回教科書

調査委員会を開催し、調査・研究の内容及び進め方について、教育委

員会事務局から説明いたしました。それを受けて、調査委員会は、６

月１６日までの間に調査・研究を行っていただきました。 

調査委員会では、東村山市立小・中学校特別支援学級における調

査・研究資料に基づいて協議し、答申及び調査・研究資料を作成して

いただきました。なお、平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別

支援学級教科用図書調査・研究資料にお示ししている教科用図書及び

一般図書の内訳は次のとおりです。 

小学校、総計７１点。内訳、国語１０点、書写１２点、社会１点、

地図１点、算数１２点、理科１点、生活科１点、音楽１点、図画工作

１点、家庭１点、体育、保健２点、生活２８点。中学校、総計３１点。

国語３点、書写３点、社会５点、地図１点、数学３点、理科２点、音

楽３点、美術３点、保健体育２点、技術・家庭３点、英語３点。 

本日は、教科書選定運営委員会からの答申と調査・研究資料を配付

いたしました。 

説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○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。 

○町田委員 毎回のことですけれども、指導者の先生方が一人一人を見

て、こういうもので良いということで出ていますので、特に良いので

はないのかと思います。 

○當摩委員 毎年、この作業に携わっていただいて、とても貴重なこと



５ 

だと受けとめさせていただいています。特に、特別支援というのは、

社会の中にも大切な教育の中の要素となっていまして、この教科書を

こうして選定していく作業というのは、注意深く行っていただけてい

ることと思って、ありがたく思っているのですが、例えば、毎年どの

ぐらいの人数で新たなものが入っているかということがわかりました

らお願いします。 

○青木教育部次長 本日配付いたしました資料でございますけれども、

その中で網かけになっているところが今年度、新規のものということ

になっております。 

○當摩委員 やはりそれは現状において、子供さんたちのありようや、

指導の方法も様々にスキルアップしていることによっての見直しと捉

えてもよろしいでしょうか。 

○青木教育部次長 おっしゃるとおりでございます。 

○當摩委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 特別支援学級の対象児童者数と対象生徒数はどれぐらいな

のでしょうか。それから、全てに特徴があるわけですけど、傾向とし

てどういう特徴があるのでしょうか。わかる範囲で教えてください。 

○青木教育部次長 ４月７日時点で、対象の児童が８１名、それから、

中学校対象生徒が４８名となっております。 

基本的には知的障害になります。ただ、ケースによっては知的障害

がなくても、大きな集団では難しいというお子さんもその中には含ま

れることになります。 

○吉村委員 わかりました。 

○森教育長 あと、よろしいでしょうか。 

○町田委員 あくまでこれが研究・調査ということで、この中からまた、

現場の先生たちがより良いというものについて、抜き出すということ

ですよね。 

○森教育長 そのあたりの採択方法について、再度説明をお願いできま

すか。 

○青木教育部次長 こちらの図書が選ばれたものということで、これに

基づいて８月３日に採択していただくということになります。 

○町田委員 わかりました。 

○森教育長 私のほうから伺います。その場合に、各学校にいろいろな
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特別指導の子がいますよね。その子にあった教科書を選ぶのか、それ

とも全体として選ぶのか、そのあたりはどうなのでしょうか。 

○青木教育部次長 この図書が全体のものなので、その中から選んでい

くという形になります。 

○森教育長 選んでいくというのは、市として選ぶ、あるいは、学校独

自、あるいはその子に向けて、学校ごとに選んでいくということです

か。 

○青木教育部次長 はい。これは市の中で採択して選んだものなので、

その中から子供に応じてということになります。 

○森教育長 わかりました。 

他にございますか。よろしいですか。 

○吉村委員 市で、先に教科用図書を絞り込む必要はあるのですか。と

いうのは、個人の特徴というのはそれぞれ違いますよね。そうなると、

もう市販されている全ての教科書から各学校と運営委員会で調べるの

が妥当なのではないでしょうか。前もって市で絞り込んで、さらにそ

こから選んでいくのは、ちょっと圧力をかけ過ぎではないかという気

がするのですが。 

○青木教育部次長 いろいろな障害特性に応じてということなので、文

部科学省が決定をする「検定本」だけでなくて、いわゆる一般図書な

ども選ぶことができるということなので、各学校の特別支援学級の先

生方が中心になって、本当にたくさんある図書の中から、教科書だけ

でない一般図書の中からこういうものが特別支援学級にはふさわしい

のではないかという図書を選んだものがこちらということになってお

ります。 

○森教育長 よろしいですか。 

○當摩委員 もう一度確認しますが、今日答申で出された教科書全てを

１人のお子さんが使うということではなくて、ここの中からそれぞれ

に応じて使えるように、その範疇を教育委員会で採択すると捉えさせ

ていただいてもよろしいのでしょうか。 

○青木教育部次長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

あと、他に御意見等ございますか。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、採決をとりたいと思います。
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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２９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、小・中学校水飲栓直結給水化工事の入札状況及び夏季

休業中の工事日程について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 小・中学校水飲栓直結給水化工事の入札状況について、

まず御報告させていただきます。 

今年度は、秋津小学校、萩山小学校、野火止小学校、東村山第三中

学校、東村山第五中学校で予定しております。それぞれの入札は、中

学校では５月２５日、小学校では６月８日に入札が行われ、無事落札

されたことを御報告いたします。 

工期は、それぞれ５月下旬または、６月中旬から９月下旬までにな

っております。子供たちの安全を第一に考え、工事を進めていき、学

校環境の改善に努めてまいりたいと考えております。 

さらに、今年度は中学校特別教室の空調設備工事も予定をしており

ます。入札は、７月６日を予定しております。 

また、平成２９年度、３０年度には、小学校の特別教室の空調設備

設置工事を予定しております。平成２９年度は、大岱小学校、秋津小

学校、萩山小学校、南台小学校、北山小学校、秋津東小学校、野火止

小学校、久米川東小学校で行っていきたいと考えております。残りの

化成小学校、回田小学校、八坂小学校、久米川小学校、東萩山小学校、

青葉小学校、富士見小学校は、平成３０年度の予定としております。

こちらは、平成２３年度、２４年度に普通教室の空調設備設置工事を

行った順番の逆にしております。このような順番で計画しております。  

私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。 

○小関委員 給水管の工事ですけれど、工期に夏休みが加わっているの

で、影響は少ないのかなと思いますが、９月３０日までというのは９

月丸々ですよね。児童・生徒にはどのような点で影響があるのでしょ

うか。 
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○清水庶務課長 子供たちに影響のある部分については、夏休みを中心

に先に工事をさせていただく予定になっておりまして、残りの９月に

学校の授業に影響のない部分について工事をさせていただく予定にな

っております。ただ、夏休みについては、学校開放が中断するなど、

少し影響があるかと考えております。 

○小関委員 夏季休業中の学校の取組についてという表をいただいてい

るのですが、学校によっては、夏季休業中も子供たちが登校してくる

場合や、部活などの活動も予想されるので、できる限りそうした影響

が少ないような配慮をしていただきたいと思います。 

○清水庶務課長 なるべく影響が出ないように、既に学校側と打ち合わ

せをさせていただいておりますが、順次学校側の都合、また、生徒の

日程等も含んでおりますので、そのあたりの都合を鑑みながら安全を

第一に進めてい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。 

○當摩委員 水飲栓の直結給水化工事は今回で終わりでしょうか。 

○清水庶務課長 これで全校無事終了となります。 

○森教育長 よろしいですか。 

○町田委員 特別教室の空調工事ということですが、全部の特別教室に

入るということですか。 

○清水庶務課長 基本的には、全て入る予定になっておりますが、既に

入っている教室もございます。例えば、図書室などはすでに入ってい

る学校もありますので、精査させていただきます。 

○町田委員 はい、わかりました。 

○森教育長 御質問等なければ次へ行きたいと思いますが、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②、平成２９年度使用東

村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書採択について、お願いい

たします。 

○小林統括指導主事 報告事項②から⑥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 初めに、報告事項②、平成２９年度使用東村山市
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立小・中学校特別支援学級教科用図書採択について、御報告させてい

ただきます。 

繰り返しになりますが、先ほど議案第２９号で答申の議決をいただ

きましてありがとうございます。今後、８月３日の教育委員会におき

まして、採択を行う予定でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、報告事項③、平成２８年度夏季休業中の取組について、

でございます。 

東村山市立小・中学校の夏季休業中の授業実施予定、また、補習学

習の予定などを一覧表にまとめてございます。各学校、特に７月中に

は補習授業等が予定されています。また、夏季のプール指導も各学校

で行う予定になっております。 

次に、各種研修会について、でございます。まずは、夏季宿泊研修

についてです。 

本年度の宿泊研修では、教育委員の吉村委員に御講演をいただきま

す。よろしくお願いいたします。その後、大学の先生や現職の校長先

生、他市の統括指導主事が講師となり研修会を進める予定でございま

す。 

宿泊施設は、本年度も東大和市にあります中小企業大学校東京校を

お借りして、初任者を対象として２泊３日で行われます。吉村委員に

おかれましては、御指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

その他の研修につきましては、６月の教育委員会にもお示しさせて

いただきましたが、日程、内容等が確定いたしましたので、改めて御

報告させていただきます。夏季集中研修が８月１８日から２４日まで、

夏季教育相談研修が８月２２日から２４日まで行われます。 

こちらも小関委員におかれましては、８月２２日、３年次研修の御

講義をお願いさせていただいております。どうぞ御指導のほど、よろ

しくお願いいたします。 

また、悉皆研修として行う東村山市立学校教員研修につきましては、

８月２５日に行う予定でございます。 

講師には、白梅学園大学教授の堀江まゆみ先生をお招きいたしまし

て、「障害者差別解消法と合理的配慮－特別支援教育に期待すること、

教育のユニバーサルデザインを目指して－」という演題で御講演をい

ただく予定となっております。委員の皆様におかれましては、お時間
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がございましたら御参加いただければ幸いでございます。 

次に、「夏季休業日の生活指導について」を各学校に６月２２日付

で通知しております。昨年度の内容に、今年の２月の市民の集いにお

ける中学校の生徒会サミットで御報告させていただきましたインター

ネット等の利用に関する共通ルール、また、昨年の１１月に東京都か

ら示されましたＳＮＳ東京ルールなどを加え、インターネットの利用

に関するルールを決めることを促すなど、保護者と連携して指導を行

うよう各学校には通知してございます。 

また、長期休業明けは、これまで学校に来られなかった児童・生徒

が学校に登校するきっかけとなるチャンスともなりますので、夏季休

業中には家庭訪問や保護者面談等を通して、家庭との連携を強化して

いただくよう、この点についても追記しております。 

続きまして、報告事項④、平成２８年度第３７回東村山市中学校ス

ポーツ大会開会式について、報告させていただきます。 

既に委員の皆様には御案内が届いているかと思いますが、７月８日

金曜日に、東村山市民センターにおいて、東村山市中学校スポーツ大

会が開会されます。御都合がよろしければ、御出席いただけますよう

よろしくお願いいたします。 

報告事項⑤、平成２８年度東村山市立小・中学校音楽鑑賞教室につ

いて、報告をさせていただきます。 

６月２４日金曜日に、所沢ミューズにおいて、午前の部が小学校５

年生、午後の部が中学校１年生を対象として実施いたしました。当日

は、午前、午後合わせておよそ２，２００人の子供たちが東京室内管

弦楽団の生の演奏を聞くことができました。当日演奏終了後、出口付

近では、指揮者の方や演奏者の方が子供たちを送る際には、握手をし

たり、声をかけていただいたりしました。子供たちは十分満足した笑

顔で帰校する様子が見られました。子供たちにとっては、本物に触れ

る貴重な時間を過ごすことができたと思っております。 

当日は、町田委員におかれましては、御多忙の中、御来場いただき

ましてありがとうございました。 

最後に、報告事項⑥、教職員、児童・生徒、学校の状況把握につい

て御報告させていただきます。 

夏休み前の７月の市教育委員会定例訪問は、１３日水曜日、富士見

小学校を予定しております。こちらも小関委員には御挨拶、御指導等
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よろしくお願いいたします。 

指導室からは以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項、５つほどございましたけども、御意

見等ございましたらお願いいたします。 

○吉村委員 個人的なことですが、夏期宿泊研修の講演時間、それから、

聞く人たちの人数を教えてください。８月８日月曜日、１０時１５

分から何時まででしょうか。 

○小林統括指導主事 吉村委員には、８月８日の夏季宿泊研修での御講

演について、よろしくお願いします。時間が限られて大変恐縮では

ございますが、午前１０時１５分から午前１１時１５分までを予定

しております。対象の初任者の人数でございますが、小学校の教員

が２０名、中学校の教員が１０名、計３０名を予定しておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 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⑦、特別支援教室の運営

についてお願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 私からは、本年度４月にスタートいたし

ました特別支援教室の運営につきまして、これまでの状況、現状に

ついて御報告をさせていただきます。 

特別支援教室は、情緒障害等通級指導学級で行ってきた指導を全て

の小学校に設置する特別支援教室において実施する制度です。市内に

拠点校を定め、拠点校に配置された巡回指導教員が巡回校に出向き指

導を行います。 

東村山市では、平成２９年度までの設置に向け導入計画を立て、今

年度富士見小学校を拠点校とし、八坂小学校、南台小学校の３校にお

いて指導をスタートしたところです。平成２９年度には、残りの１２

校全てに設置をする予定で現在準備を進めております。 

指導をする巡回指導教員につきましては、区市町村ごとに１単位時

間以上の指導を受ける児童数に合わせて教員が配置されます。具体的

には市内全体の中で、児童１０名につき１人の教員が配置されるとい

うことになっております。配置された教員につきましては、各市が市

全体のバランスを考慮し、教員の配置校を決定いたします。これまで

学級ごとの人数に合わせて、教員が配置されていた制度と大きく変わ



１２ 

っております。 

在籍人数につきましては、４月７日のスタート時において、特別支

援教室、また、通級指導学級で指導を受ける児童が７６名おりました。

そのうち、富士見小、八坂小、南台小で指導を受ける児童は２２名と

なっております。この人数を踏まえまして、東村山市では、平成２８

年度の経過措置を活用し、１０名の教員を配置いただいたところなの

で、久米川小学校に４名、萩山小学校に３名、特別支援教室に３名の

教員を配置し、授業をスタートしました。 

６月３０日までに既に入級希望者、また、入級判定を行った児童が

おり、７６名でスタートした児童数が、現在は８４名となっておりま

す。 

巡回体制といたしましては、特別支援教室３名の巡回指導教員が、

月曜日と水曜日は富士見小学校に３名が行き、火曜日、木曜日、金曜

日は八坂小学校、南台小学校にそれぞれ振り分けて指導を行っており

ます。各特別支援教室での指導人数に大きな差があることから、こち

らの教員配置の巡回体制を今後、どう組んでいくことが課題と考えら

れます。 

また、巡回指導教員の他にも東京都より人員の配置がございました。 

年間１０回程度ですが、臨床発達心理士等の巡回が行われます。業

務内容としては、児童・生徒の障害の状況の把握や指導の必要性など

について助言をするとともに、在籍学級や巡回指導教員への助言など

を行っていただきます。 

また、特別支援教室専門員という非常勤の職員も配置されておりま

す。業務内容は、時間割の調整・巡回指導教員等との連絡・調整等を

行っております。２８年度につきましては、これはたまたまではござ

いますが、東村山市内の小・中学校の固定学級、通級指導学級での指

導経験のある非常勤職員が配置されたところです。 

対象となる児童・生徒については、これまでの通級指導学級と同様

に通常の学級に在籍して知的障害のない発達障害または情緒障害であ

り、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要

とする程度の児童となっております。これらをもとに、発達検査や日

常の学習の様子、友人関係の様子等を見まして、総合的に入級を判断

してまいります。 

今後、課題となってくるのは、知的障害特別支援学級での学習が本
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来は適しているのではないかと思われる児童について、なかなか保護

者の方の理解を得ることができず、特別支援教室の活用を御希望され

たときに、どのような判断をしていくかということが今後の課題と捉

えております。その場合におきましても、八坂小学校のように固定学

級と特別支援教室が併設されている学校、特別支援教室しかない学校

によっても保護者の理解の仕方が違ってくると想定しております。 

指導の開始につきましては、校内委員会で、しっかりと吟味し、保

護者とも意思統一を図った上で教育委員会のほうに書類が上がってく

るという形になっております。 

開始や終了については、最終的には教育委員会が判断を行うことと

なりますが、特別支援教室の設置されている学校と十分議論した上で

判断していきたいと考えております。 

教室環境については、東京都の公立小学校特別支援教室設置条件整

備費補助金という補助事業を活用し、富士見小学校、南台小学校、八

坂小学校につきましては、環境の整備をしたところです。 

富士見小学校、南台小学校におきましては、空き教室があったため、

そちらの教室を整備し、今現在、指導を行っております。八坂小学校

につきましては、空き教室を確保することができず、ランチルームを

半分にパーテーションで仕切り、半分を特別支援教室というような形

で指導を行っております。 

ただ、特別支援教室は、この教室で指導するだけではなく、巡回指

導教員が直接、日常の通常の学習の場面に入っていき、その中での児

童の様子を見て、それを指導につなげていくということができるので、

これが特別支援教室の大きな強みであると考えております。 

今年度スタートした３校では、特別支援教室をスペシャル教室と呼

んでおります。できないから行く場所ではなく、頑張っている子、頑

張りたい子がスペシャルな授業を受けるところとして、子供たちには

伝えているとのことです。 

また、巡回指導教員が保護者会にも積極的に出席し、保護者への理

解啓発も行っております。平成２８年度の実施状況を参考に２９年度

の１２校の開始に向け、今、準備を整えているところです。 

また、中学校についても、東京都においてモデル校の検証が始まっ

ております。そちらの動向を見ながら適切に準備を進めていきたいと

考えております。 
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私からは以上です。 

○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。 

○當摩委員 新しい制度のスタートについては、注意深くいろいろなこ

とを見てくださったことを認識しております。ありがとうございま

す。 

例えば、通級の指導を要する児童が年度の途中で必要になってしま

った場合に、１０人に１人の教員配置という形ですが、そのことにつ

いての課題があればお伺いします。２点目として、今まで通級指導学

級に児童が出向いていくという形の指導でしたが、特別支援教室につ

いて児童本人の受けとめ方についてはどのように考えておられますか。

３点目として、八坂小学校に関しては、児童数が多いから、確保なさ

るのに大変だったと思いますが、ランチルームのパーテーションとい

うのは、もう恒久的なものなのかどうかという、その３点について、

お教えいただいてよろしいでしょうか。 

○大西子ども・教育支援課長 では、１点目の教員配置や年度途中の人

員の増加に対しましては、市内の指導が必要な児童数、１０名につき

１名の教員が配置されることになります。４月７日現在の人数を見て

７６名なので、本来であれば８名の教員しか来ない想定になります。

ただ、平成３２年度までは経過措置ということなので、平成２７年度

東村山市にこれらの指導している教員が１０名おりましたので、それ

を下回らせないという経過措置を得た中で、現在１０名の教員で指導

をしております。現在の東京都の教員配置基準ですと、具体的な数字

でいくと、１００名までの児童が指導できるという人数は配置されて

いるところです。 

また、人数の増加についても、４月７日から６月３０日で既に８名

の児童が増加しているように、特別支援教室になったからこそ増えて

いくということは、モデル事業の中でも実証されておりますので、ま

すます増えていくであろうと想定はしておりますが、逆に１０１名を

超えても年度途中での教員の配置はございません。ですので、そこで

の指導体制につきましては、指導時数等の調整等で行っていくことに

なるかと考えております。 

２点目、児童の受けとめ方です。実は、私どものほうも年度当初、

非常にこれを懸案しておりまして、富士見小学校から今まで萩山小学
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校に通っていた児童が、自分の学校で指導を受けることへの抵抗感が

大きいのではないかということ、また、保護者の方からもその点の不

安が一番多く語られておりましたので、そこを一応細心の注意を払っ

てまいりました。 

例えば、教室移動について、どんなタイミングで移動するかという

ことを各学校が個々に話し合いをしていただいて、結果として、全て

のお子さんが自分の学校で指導を受けるという形になりました。ただ、

どうしてもお子さんの特性上、それが難しいような場合があったとき

には、同じ拠点校を１つのエリアとする３校内であれば、違う学校で

も指導を受けられるというような制度としております。 

例えば、富士見小学校のお子さんが八坂小学校や南台小学校に行っ

て、指導を受けるということは可能としておりますが、ただ、エリア

以外の学校は指導する教員が変わってしまいますので、連絡や情報共

有の面からもエリア内の学校でということで、そこはお願いしている

ところです。現在のところ、その御希望というのはございません。 

３点目の八坂小学校のランチルームのパーテーションですが、これ

は実は、アコーディオンカーテンになっておりますので、必要があれ

ば広い状態で大きい部屋で何か活動するということも可能なようにな

っております。 

以上です。 

○當摩委員 どうもありがとうございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○吉村委員 感想になりますが、特別支援教室という言葉の使い方は、

東京都からの指示なのでしょうか。それがちょっと私、不思議だな

と思いました。特別支援学校があるわけですね。それの出張クラス

なのかなというイメージを持ちますね。それはどっちかというと、

青葉学級ですよね。青葉学級のほうが緩やかな響きがありますよね。

英語のほうは、スペシャルクラス。今、アメリカもスペシャルとか

ではなくて、むしろチャレンジとかチャレンジクラスにしたほうが

スムーズなんて言われてますよね。なので、東京都はそういう誤解

を招くような言葉の用い方をするのかなという感想です。親御さん

だってチャレンジしてくれるのでしたら、こんなうれしいことはな

いのではないですか。その点、少し教えてあげたらいいのではない

ですか。 
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○森教育長 何かございますか。 

○大西子ども・教育支援課長 おっしゃるように、特別支援学校、特別

支援学級、特別支援教室という３つのラインの学校があるところです。

特別支援教室を今、なぜスペシャル教室と言っているかというと、ス

ペシャルエデュケーションから来ているということになります。ただ、

これは通称名であります。今、私たちのほうで議論しているのは、こ

れが１５校に広がったときに、全部統一的な名前を設定するべきか、

それとも、各校の実態に合わせて教室名を設定するべきか、というと

ころがありますので、東京都のほうの特別支援教室ということばを私

たちのほうで変えるのはなかなか難しいのですが、校内で何らか子供

たちが通いやすい、また、保護者の方の理解が得やすい通称名につい

て、今年１年間かけて議論していきたいとは思っております。 

以上です。 

○森教育長 よろしくお願いしたいと思います。 

他にいかがでしょうか。 

私の方で２つほど聞かせてほしいのですが、拠点校が５つ示されて

いますが、この拠点校をこの学校にしたという理由をお話しいただき

たいというのが１つと、それから、今、２人の委員さんからお話があ

った中で、ある程度の課題は見えたのですけど、それ以外で、施行し

ている学校での課題がありましたら教えていただきたいと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 拠点校を５校に定めた理由は、まずエリ

アを先に決めさせていただきました。また、エリアからこれまでの

通級指導学級であった萩山小学校、久米川小学校は、特にこちらで

も議論することなく拠点校とさせていただいたところです。その他

の学校につきましては、教室の状況や教員が移動しやすいであろう

という想定の場所をこちらとしては拠点校とさせていただきました。 

また、先ほどの御質問以外の課題につきましては、児童・生徒数を

見ていただければわかるように、かなりばらつきがあります。支援が

必要な子が本当にいないのか、本当に多いのかという学校間のばらつ

きというのは恐らくそんなにはあるものではないと私たちとしては捉

えているのですが、では、これだけ教室のほうにつながるお子さんが

いたり、いなかったりというのは、どこに要因があって、それが正し

い形なのか、これは課題として捉えるものなのかということも今現在、

検証しているところです。 
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南台小学校につきましては、現在１名ではありますが、巡回指導教

員がその１名の指導をしながら、他のクラスの様子を見て、指導が必

要なお子さんへの声かけ、また、担任教諭が通常の学級の中でどのよ

うに指導していくかというところで声かけをさせていただいていると

ころです。 

以上です。 

○森教育長 大体わかりました。来年以降、５地域で一斉に実施すると

いうことになれば、また新しい課題も出てくるかもしれませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

他に御意見、御質問、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑧、青少年対策地区白州

キャンプについてお願いいたします。 

○平島社会教育課長 青少年対策地区白州キャンプでございます。平成

２８年７月２４日から７月３１日までということで、第４地区からス

タートしていただきます。視察については、７月２７日に社会教育委

員の皆様、２８日に市長、２９日には教育委員の皆様と教育部の職員

が行きますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 この件につきまして、何か御質問ございますか。よろしい

ですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、次へまいりたいと思います。 

続きまして、報告事項⑨、運動公園プールの開放について、お願い

いたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑨、⑩をまとめ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。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、報告事項⑨、運動公園プールの開

放について、でございます。 

運動公園では、今年も７月１６日土曜日から８月３１日までの期間、

プールの夏季開放を開始いたします。開放期間中、８月８日と９日の

２日間は、中学生以下の方を対象に２時間まで無料開放を実施いたし

ます。開放に際しましては、Ａ３判に大きくカラー刷りにしたチラシ
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を、市内の各小・中学校、公共機関等において掲示をお願いさせてい

ただくと同時に、７月１５日号市報への掲載や各町の掲示板などを通

じて、地域の方々へ周知していく予定となっております。 

また、開放期間中は、市役所、いきいきプラザ、市民センターにお

いて、土日祝日を除く１０時半に庁内放送をして、来庁される市民の

皆様へ周知するなど、多くの皆様にプールをご利用いただけるようＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。 

なお、８月４日木曜日は、メンテナンスにより休場ということにな

ります。よろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項⑩、東村山市民スポーツセンター指定管理者

選定事務について、御報告をさせていただきたいと思います。 

市民スポーツセンターの指定管理期間が、平成２８年度をもって満

了することから、平成２９年度から向こう５年間、平成３４年３月３

１日までになりますが、指定管理者の選定スケジュール等について、

今年の３月の教育委員会において御報告をさせていただいたところで

ございますけれども、その後、６月１５日より市報、市ホームページ

を通じて、公募要項の配付と参加申込の受付等を開始いたしました。 

今回の選定につきましては、前回に実施した平成２３年になります

けれども、選定事務の流れや本年４月に定められた東村山市プロポー

ザル方式の実施に関する指針を参考に協定書の締結に向けて進めてま

いりたいと考えております。 

平成２３年度の募集時との主な変更点といたしましては、指定管理

料の上限が増額したこと、参加資格審査を導入したこと、選定委員会

委員の構成が変わったこと、新たな審査項目の設定及び配点の一部変

更がされておりますが、その点につきまして御説明させていただきま

す。 

公募要項について、第１に公募概要を示しております。公募の目的

については、民間の活力ある能力を活用しつつ、最小経費で最大の効

果を上げ、市民サービスの向上等を図ることを目的としております。

引き続き指定管理者制度を導入することにより、活力ある能力を有す

る事業者を公募し、管理運営について創意工夫ある提案を募ってまい

ります。 

対象施設、指定期間につきましては、ただいま御説明させていただ

いたとおりでございます。 
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業務内容につきましては、大きく６つの項目に分かれております。

まず、施設運営及び維持管理に関する必須業務を示しております。以

降、各種スポーツ教室や物販事業などの自主事業として行うことので

きる事業名を記載してございます。 

それから、その他業務や当然のことではありますが、関係法令等の

遵守、職員の配置につきまして、示しております。 

第２に指定管理料では、指定管理料の上限額や業者側の指定管理料

を算定する際の留意点、リスク分担の考え方等を掲載しております。 

指定管理料の金額でございますけれども、こちらは、当方が算出し

た年額の上限額となっておりまして、業者の見積もりがこの額を超過

した場合は、その業者は失格ということになります。この上限額の算

出方法、考え方といたしましては、スポーツセンターと屋内プールに

おける指定管理者制度導入前の管理経費決算額の３カ年平均からおの

おの歳入額の３カ年平均を差し引いた金額ということで計算をさせて

いただいております。これは、５年前の初回導入時と同様の考え方に

基づき算出しておりますけれども、この初回導入する際の上限額と比

べますと、１，９２７万２，０００円の増額になってございます。こ

の上限額の増額分としては、大きいのが消費税の増税分、５％から

８％に変更して計算したことと、平成２３年に大体、体育室に空調設

備が入ったのですが、そちらのガス料金の増加を見込んだことによる

ものでございます。 

以降、（２）施設運営収入から（７）管理口座までは、業者側の指

定管理料を算定する際の留意点が記載されております。 

続きまして、リスク分担についての考え方として、リスクの内容に

対してどちらが負担するのかを記載しております。帰責事由の所在が

不明確になりやすいリスクについて、基本的な考えを示したものでご

ざいます。 

なお、これ以外のリスクに関する対応については、別途協議するも

のといたします。 

続きまして、第３に実施形式でございます。 

実施形式につきましては、前回の選定時と同様に参加希望を募って、

設計の取組み方などの提案を総合的に評価して、業者を選定する公募

型プロポーザル方式にて実施をいたします。この選定形式により、

「東村山市民スポーツセンター条例」及び「東村山市指定管理者制度
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検討会報告書『制度導入に関する基本的な考え方』」に基づいて公募

を行い、「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、指定候補者及び次点候補者を選定してまいります。 

第４の参加資格につきましては、①から⑪に掲げる全ての条件を満

たさなければプロポーザル方式への参加ができません。 

第５に応募方法及び参加資格の審査でございます。 

冒頭申し上げましたとおり前回の変更点といたしまして、この参加

資格審査の導入をこのたび実施いたします。これらは、本年４月にプ

ロポーザル方式の実施に関する指針が策定されたことにより、プロポ

ーザル方式による契約の公正性、透明性及び客観性を担保することを

目的に今回から導入するものでございます。 

プロポーザルに応募する事業者は、参加申込を行うとともに、参加

資格を満たしていることを確認した上で、別に定める誓約書の提出に

より、参加資格の有無について審査を受けることが必要でございます。 

以下、（１）プロポーザルの募集方法、（２）参加資格の審査への

申込方法等、（３）参加資格審査結果通知発送日については、記載の

とおりになっておりますので、お読み取りいただければと思います。 

第７に施設見学会でございます。スポーツセンターの施設を業者の

任意により個別に施設見学を行います。既に昨日から実施をしており

まして、本日の１６時まで行う予定でございます。今日も実際に行っ

ております。 

当初は、６業者から８業者程度と思っていたのですが、実際には想

定を大きく上回り、１８業者から申し込みがございましたので、急遽

二グループをつくって、二手に分かれて実施しているところでござい

ます。 

次に、第９の応募書類の作成及び提出でございます。 

参加資格を有すると審査を受けた事業者は、次に定めるところによ

り応募書類を提出することができます。 

続きまして、第１０の審査方法及び審査基準でございます。 

市民スポーツセンター指定管理者選定委員会で審査を行いまして、

その結果に基づいて、選定委員会が指定管理候補者及び次点の候補者

を選定いたします。 

その際、応募団体が１団体のみの場合であっても、選定委員会の定

める最低基準に満たない場合は、再度公募を行います。また、次点候
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補者となるためにも最低基準を満たすことが必要となります。 

また、選定委員の構成につきましては、３月の教育委員会において

も御報告させていただきましたとおりの方々となっておりまして、審

査につきましては、８月８日月曜日に実施される第１次審査、書類審

査でございますけれども、これにおいて、提出された企画提案書等を

審査をし、上位４業者までを第２次審査の対象といたします。 

第２次審査では、１次審査において選考された業者により、企画提

案についてのプレゼンテーションを８月１８日木曜日に実施し、再評

価を行います。 

そのうち最高得点を挙げた業者を指定候補者として選出するととも

に、次点候補者を決定いたします。なお、複数の事業者が同点の場合

は、選定委員会の総合的な審査により候補者を選定いたします。 

（３）審査項目及び配点につきましては、冒頭申し上げましたとお

り前回の募集時と変更してございます。 

⑨市・教育委員会との連携について、でございますけども、前回は

配点が５点でしたけれども、公の施設であることを鑑み、１０点に変

更とさせていただいております。 

⑩、⑪についても、おのおの５点から１０点に変更しております。 

⑩施設整備等要望については、施設の老朽化が今、課題となってい

ることから、点数配分を１０点に変更したところでございます。また、

⑫減点事項を新たに設けたところでございます。 

以上のような審査項目と配点によりまして、指定管理候補者を選出

し、１０月の教育委員会定例会での委員会議決の後、仮協定書の締結、

１２月議会の議決を経て、指定管理者として正式に指定を行った後に、

来年２月を目途に協定書の締結を行ってまいりたいと考えております。 

私からの説明は以上となります。 

○森教育長 東村山市民スポーツセンターの指定管理者の募集要項につ

いての説明など、２点報告がございました。このことにつきまして、

御意見、御質問がありましたらお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

では私から質問しますが、施設見学会に１８業者の申し込みがあっ

たということですが、そのうち、実際に申し込みをする企業というの

はどれぐらいと予想されますか。 

○中澤市民スポーツ課長 まず、前回の導入時の際には、現地説明会、
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施設見学会に申し込み、参加されたのは３６業者と確認しております。

そのうち６業者が手を挙げたという状況でございまして、単純に計算

すると今回１８業者なので、その半分、さらに手を挙げるとすると４

業者ぐらいになるように考えており、６業者までは行かないかなと想

定していますが、もう少し来るかもわからない状況ではあります。 

○森教育長 なるほど、予測ですからね。はっきりしたことは言えない

と思いますけど。 

あと、御質問ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、予定されておりました報告事項は以上でござい

ますけども、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。 

○曽我教育部長 それでは、報告事項その他といたしまして、６月議会

が終了いたしましたので、その内容につきまして、概略となりますけ

ども、説明をさせていただきたいと思います。 

まず、６月６日から６月２７日の間が６月議会の期間となりました。

本会議におきましては、本庁舎の耐震工事の入札案件が審議され、無

事契約関係の案件は承認されました。最終日の２７日には、今度の都

知事選挙の補正予算がありまして、その補正予算が可決され定例会議

は終了いたしました。 

その間の一般質問につきましては、各議員から数多く質疑をいただ

いております。 

最初に、２番議員ですけども、認知症の声かけ訓練の全市取り組み

ということで、学校関係で幾つかいただきました。内容としては、各

学校でどのような取り組みをしていますかということでしたので、平

成２７年度の実績として、久米川東小学校と北山小学校で実施しまし

たということと、認知症の方への接し方について、体験活動を通して、

具体的に学ぶことができましたと答弁させていただきました。 

次に、不登校の卒業生徒の進路先ということで、まず、８５人の生

徒が対象だったということと、後は、全日制へ１９人、また、定時制

へ２２人、通信制へ３４人、専修学校に１人、就職４人、未定が５人

ということで答弁させていただきました。 

後は、学校でどのような支援をしていますかということで、コーデ

ィネーターの支援ですけども、個別に面接を行ったり、高等学校の情
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報提供も行ったりしていることと、校内委員会で進路先の希望につい

て関係教員間での情報共有を図り、生徒の特性にあった進路選択がで

きるように指導しておりますと答弁させていただきました。 

また、高校への特別な支援が必要な生徒の情報はどのようにしてい

るのかということでしたので、保護者の了解のもと、教育支援計画を

送付したり、また、中学校の担任が高等学校への相談等、面談や電話

連絡をしたりしておりますと答弁させていただきました。 

次に、３番議員ですけども、暴力をなくし、安全な公立小中学校の

学習環境ということで、これは、秋津東小学校の体罰事件の関係から

だと思いますけども、今回、体罰を受けた児童のその後の様子はどう

なっているのかということでしたので、毎日、校長からその後の様子

について連絡をいただいており、現在では、楽しく学校生活を送って

おりますと答弁させていただきました。 

後は、どうしても今回問題になりました臨時的任用職員の確認をど

のように行っているのですかということでしたので、採用する前に履

歴書を確認していることと、課題把握は管理職からの情報提供に基づ

いて市教育委員会による授業観察を行っていますと答弁させていただ

きました。 

後は、通学路における子供たちの安全の見守りをという質問でした。

その中で、自治会や各学校のＰＴＡなどと連携しながら子供たちの見

守りをしておりますという答弁をさせていただいております。 

あと、スクールゾーンの規制をしていても、侵入してきてしまう車

があることへの対応について、安全を確保するためには警察と連携し

て取り締まりも必要と考えていますので、警察にもそのときにはお願

いをしてまいりたいと答弁させていただきました。 

次は、１０番議員ですけども、化成小学校校庭の検証結果はどうか

ということで、化成小学校の冬季のグラウンド状態がよくないという

ことで、土壌改良をさせていただきました。改良させていただいたと

ころの校庭はぬかるみがないということが検証されました。まだ、未

改修の部分について、ぜひ早く進めていただきたいということでした

ので、前向きに検討していきますということで、その後、市長からも

答弁がありまして、前向きに検討していきますということなので、早

ければ９月補正で予算措置できればと思っております。 

次に、１１番議員ですけども、これはＩＣＴの活用を図ってくださ
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いということでしたので、その内容につきましては、いろいろな推進

事業をしていく中で、英語教育の推進ですけども、各小学校で３台の

タブレットの導入をして授業に取り組んでいきたいという答弁をさせ

ていただきました。 

課題はあるのかということでしたけども、各学校は既にＬＡＮケー

ブルの工事を終わっていますが、３０台、４０台とタブレットを使用

したときに、通信速度が遅くなってしまうということでしたので、設

備の環境を検討していく必要がありますという答弁をさせていただき

ました。 

次に、１２番議員ですけども、市として「子どもの相談・救済機

関」の設置を急げということでした。質問につきましては、いじめ、

体罰、不登校について、子供の人権問題を明確に市教育委員会は捉え

ているのかという質問でした。心の教育の充実を推進する観点から、

いじめ、体罰、不登校の問題を子供たちの人権問題として捉えて、そ

れらの根絶や禁止、あと、改善や解決に向けた教育の充実を図ってお

りますという答弁をさせていただきましたけども、秋津東小学校の件

があり、また子供たちをめぐる様々深刻な案件が発生していることか

ら、教育委員会も課題を真摯に受けとめておりますと答弁をさせてい

ただきました。 

次に出た質問が、「いじめ防止等のための基本的方針」の「等」と

いうのは何を指すのかということでした。いじめの未然防止、また、

いじめの早期発見、いじめの対処を意味している。その３点を「等」

と示していると答弁をさせていただきました。 

次に、学校での問題が起因して不登校になっている実態を教えてい

ただきたいということでしたので、不登校児童・生徒の個人指導票の

結果からいじめの理由としては、６．７％という答弁をさせていただ

きました。後は、友人関係が１８．３％、学業不振が１５．７％、そ

の他の理由は、学校の決まりや進路の不安という答弁をさせていただ

きました。 

また、最終的な質問としては、子供の権利利益を擁護するための公

的第三者機関を設置すべきということでした。東村山市では、子ども

相談室でやっておりますけども、そういうものを第三者的ではなくて、

第三者が受け付ける組織を立ち上げたらどうかということでした。た

だ、これはやっている自治体もあるのですが、東村山市としては、保
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護者・子供など誰もが子ども・教育支援課の子ども相談室を利用でき

るように今後も受けやすい対応を図っていくとともに、そういう相談

場所が市にはありますよということをもっとＰＲしていきたいという

ことで答弁をさせていただきました。 

次に、１３番議員ですけども、子供が自己肯定感を持って育つため

の環境整備という質問でした。大きく言えば、就学援助のことになり

ますが、生活保護世帯や準要保護世帯の就学援助はどうなっているの

かという質問でした。それで、就学援助に関しての国の調査資料を見

て、東村山市の就学援助にかかる費用がその数字より低いではないか

という質問でした。ただ、その資料の捉え方の違いがあり、換算する

と、そういうことは一切なくて、就学援助に伴う費用は、小学校は２，

０００円ほど下回ってはいましたが、中学校は逆に６，０００円ほど

高かったということがわかりましたので、そのことを答弁させていた

だきました。 

後は、給食費の関係です。給食費を現金で持たせるのは非常に危な

いのではないかという質問でした。ただ、教育委員会としては学校長

の判断に任せており、学校で負担にならないような集め方をしていた

だいているということで、２校が銀行口座に振り込みとなっておりま

して、あと、１３校は現金での取り扱いとなっていますけども、今ま

でトラブルは何もないというお話をさせていただいたのと、あと、ど

うしても口座振込になると未納の家庭が増えるという傾向がありまし

て、各市も口座振込を行っているところについては、非常に苦労して

いるという状況がございますので、現時点では、学校の判断に任せて

おりますということで答弁をさせていただきました。 

後は、幼児相談室と教育相談室との連携のところを質問しておりま

した。そこのところについては、１年かけて丁寧にやってきたという

ような内容で答弁をさせていただいております。 

次に、１４番議員ですけども、不登校状態にある児童・生徒にも学

ぶ権利をということで、インクルーシブ教育の全般的な話でした。こ

の方が一番言いたかったことは、特別な支援を要する子の個別指導計

画や個別の教育支援計画の作成の質問でした。そこのところについて

は、市では１００％とは行かないですけども、割合で、２２．５％で

すよという答弁をさせていただきました。これは、東京都の平均が１

０％ぐらいですので、東村山は、かなり作成割合は高いと思います。  
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あと、特別支援学級で使用している教科用図書だけではなくて、普

通教室で使っている教科書も置いておくべきだろうという質問がござ

いましたけども、もし揃えるとなるとかなりの数になり、予算的にも

財源が必要になりますと答弁いたしました。  

後は、希望学級関係で、希望学級の子供たちの年間の活動日数は普

通学級と同程度の２００日ですという答弁はさせていただきまして、

また、給食を子供たちに出したらどうかということでしたので、毎日

来る子供たちの人数がかなり違いますので、なかなか把握し切れない

という問題があるので、そこは非常に難しいという答弁をさせていた

だきました。  

次に、１５番議員ですけども、オリンピック・パラリンピックへの

各小学校・中学校での取り組みということでした。２７年度の成果を

説明させていただきました。小学校８校、中学校１校が推進校として、

オリンピアンやパラリンピアンを招いて直接講義を行って、貴重な話

などを聞くことができたと答弁させていただきました。  

また、２８年度の取り組みとして、障害者理解についてということ

でした。パラリンピックを題材とした授業モデルをただいま考案して

いるというような答弁と、そういう方を呼んで、卓越した技能や障害

を乗り越えてスポーツを楽しむ姿などに触れることや、実際にパラリ

ンピックスポーツを体験する学習を今後、検討していきたいと答弁さ

せていただきました。  

次に、１７番議員ですけども、これは、二学期制、三学期制の内容

でした。これは教育長が全部答弁させていただきましたので、内容に

つきましては、先生方と議論した内容の説明をさせていただいたので、

この場では省略をさせていただきたいと思います。  

次に、２０番議員ですけども、これは秋津東小学校の体罰の関係で

した。これは連携をきちんととっていただきたいということで、今回

の学校・市教育委員会・都教育委員会間の情報等の共有がどうだった

のかという内容でしたので、この事件を通して情報の共有に不備なと

ころがあったので、今後、注意していきたいということと、また、後

は、発達支援関係の理解、啓発に努めてまいりたいと、大きく言えば、

そういう答弁をさせていただきました。  

次に、２３番議員については、ＬＧＢＴの考え方で、教育関係の質

問で若干出ましたので、教員に対しては人権尊重について十分理解し
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なくてはいけないよということと、研修、ＯＪＴなどを通して人権に

関する理解を深め、教員全体としての人権感覚を向上させることが大

切ですということを答弁させていただきました。  

あと、最後ですけども、２５番議員です。子供の貧困についてとい

うことで、就学援助の関係でした。当市の場合は、生活保護世帯の１．

４倍の基準が準要保護の方たちとなっています。対象者を１．５にし

たらどのぐらい対象者が増えるのかということでしたけども、これは

実際、調べることは不可能であり、全世帯の所得を調べないとわかり

ませんので、そこは難しいということで答弁させていただきました。

ただ、総収入としては、１．４倍から１．５倍にその基準を上げた場

合に、３０万円から４０万円ほどの収入が上がる世帯が対象となって

くるという答弁をさせていただきました。  

後は、入学準備金の前倒し支給をしてくださいということでした。

入学準備にかかる金額が多額になるということは知っていますけども、

そのような支給をしているところが１市しかありません。その内容に

ついて調べたのですが、そこは、対象枠から外れても金額を返す必要

が無く、つまり市の政策がそういう考え方なのかなと思います。他市

についてはそういう前倒しの準備金をやっておりませんでしたが、そ

のあたりを考慮すると還付金などの新しい作業が出てきてしまいます。

一度払ったお金をもう一度戻してもらうというところでトラブルが発

生することは間違いないと思うので、今は考えていないという答弁を

させていただきました。ただ、今後、各市の状況も、１年に一回、そ

ういう調査がありますので、その調査書なども見ていく必要があると

思いますので、今後もそこは注視してみておきたいと思います。  

今回も数多くの質問をいただきまして、このように質問の数だけで

１２０ぐらいあったと思います。  

それと、三中の問題が出まして、議員全員への報告をしていただき

たいとのことで、６月２日の夜７時から、本当に一般質問みたいな感

じになりました。何も通告もない中で、１００問ぐらい答え、２時間

近くかかりました。また、今後、中間発表をする予定があると思って

いますので、また、そのときは御説明をさせていただきたいと思いま

す。  

私からは以上です。  

○森教育長 議会関係の報告がございましたけども、何か御質問ござい
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ますか。よろしいですか。 

○町田委員 最後の点ですけれども、２時間もかけて説明ということで

すが、どのようなことが出たかを聞きたいなと思います。 

○曽我教育部長 内容につきましては、「どこでそういう事件を知った

のか」「ＮＨＫはなぜ知ったのか」「ＮＨＫからいつ連絡が来たの

か」「どの程度の教員が関与していたのか」「なぜこういうことが起

きてしまったのか」「今後の対応として、今、いる在校生の生徒の子

供たちの対応をどうするのか」「今後、卒業された方の対応をどうし

ていくのか」とか、そういう質問が主でありましたけども、ＮＨＫか

らの取材につきましては、一般の市民の方からのリークだという話を

しておりますので、そういう説明はさせていただいております。 

それと後は、５月３１日に初めて教育委員会が知ったということで、

学校からの連絡を受けて、そこから教育委員会としても聞き取りを進

めていったというようなことをお話させていただきました。 

その中で、やはり一番気になった部分は、「なぜこういうことが起

きたのか」ということでしたので、毎週行う週案簿の確認が不徹底だ

ったということと、保健分野という考え方、また、体育分野の考え方

を学校が把握し切れていないということと、黙認をしてきたというこ

とで、やはり管理職の責任が一番強いということを、青木次長のほう

からも説明をさせていただきました。議員からは実際にそんなことが

本当にあるのだろうかと最後までそこは不思議がっていました。そこ

のところは最終的にもう一回説明していただきたいということでした。 

後は、子供たちの対応として、子供たちは安心して、授業に臨んで

いらっしゃるのかというようなことでしたので、学校が子供たちへの

説明会、また、保護者会にも説明会をしていく中で、子供たちは安定

して授業を受けているという説明をさせていただきました。 

また、あと、卒業された生徒さんですが、もう社会人になっている

方もいると思うのですね。そういう方たちを対象に夏休みとか、他の

土曜日とか日曜日、または、土曜、日曜に働いている方もいますので、

今後、普通の日の夜とかを使ってできるのかどうか、今後、検討して

いきたいということで、議会には説明させていただいております。 

今後、またそこのところは最終的な詰めになると思っていまして、

７月下旬あたりにもう一回議会でやっていただきたいという要望が出

ていますので、全員の説明会をやるようになるのかなと思っています。
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それまでには今までの報告を全部まとめておく必要がありますので、

忙しくなるのかなと思いますけども、青木次長を中心に進めさせてい

ただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○森教育長 よろしいですか。他にはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、それ以外に報告事項お持ちの方いらっしゃいま

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７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０２分 閉会 


