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平成２８年第９回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年９月１日（木）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３１号 東村山市立小学校学校医の委嘱 

 

報告事項 

①夏季休業中の研修会参加状況について（指導室） 

②９月から１２月までの指導室関連事業について（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

④なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑤平成２８年度運動公園プール夏季開放終了について（市民スポーツ

課） 

⑥平成２７年度市民スポーツセンター事業報告について（市民スポー

ツ課) 

⑦フレッシュコンサートについて（公民館） 

⑧その他 

午前９時３０分 開会 
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○森教育長 ただいまより、平成２８年第９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、本日の署名委員を吉村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する

ということで、５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、傍聴のお申し出がありましたけれども、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、よろしくお願いいたします。

それでは、休憩いたします。 

 

午前９時３１分 休憩 

 

午前９時３２分 再開 

 

○森教育長 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たいと思いま

す。 

議案第３１号、東村山市立小学校学校医の委嘱についてお願いいた

します。 

○森脇学務課長 議案第３１号、東村山市立小学校学校医の委嘱。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２８年９月１日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立小学校学校医

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ります。 

補足説明を若干させていただきます。東村山市立野火止小学校の学

校医であります福田博元氏より平成２８年９月３０日付にて学校医を
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辞職したいとの届け出がございました。そこで、東村山市医師会へ後

任の医師の推薦を依頼し、恩多町の万年橋たかやまクリニックの院長

でございます高山卓也氏の推薦をいただいたところでございます。任

期といたしましては、福田氏の残りの任期でございます平成２８年１

０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。 

○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

ざいましたらお願いいたします。 

では、私から質問します。高山先生の専門科目は何になるのでしょ

うか。 

○森脇学務課長 高山先生は、今、恩多町で開業されておりますが、専

門は内科や生活習慣病関係でございますが、がんの治療関係について

も専門でいらっしゃるとお聞きをしております。 

○曽我教育部長 高山先生の経歴ですが、大阪大学医学部付属病院に勤

務され、その後、アメリカの大学病院に行かれ、戻ってきてからは、

消化器系のがんの専門の先生として、有明のがんセンターや東京大学

医科学研究所の講師等を務められた先生でございます。また、守口市

にあります２４時間体制の救急医療の現場で実践を積んでいた先生で

ございます。東村山市にはおよそ７年前から恩多町でたかやまクリニ

ックを新しく開業し、現在は東村山市医師会で活躍されている先生で

ございます。 

以上です。 

○森教育長 説明いただきましてありがとうございます。 

では、特に質問がないということでよろしいでしょうか。 

他に御意見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ございますので、議案３１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、夏季休業中の研修会参加状況についてお願いいたしま

す。 
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○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 どうぞ、お願いします。 

○小林統括指導主事 はじめに報告事項①、夏季休業中の研修会参加状

況について御報告させていただきます。 

平成２８年８月８日から初任者を対象に２泊３日で東大和市にあり

ます中小企業大学校東京校において実施いたしました。３０名の初任

者が参加いたしました。吉村委員を初め大学の先生方、現職の校長先

生、他市の統括指導主事にお越しいただきまして充実した研修を実施

することができました。 

８月１８日から３日間予定しておりました教育課題研修につきまし

ては、８月２２日の月曜日に予定していた研修会が、台風の上陸に伴

いまして延期の対応をさせていただきました。 

予定どおり実施いたしました２日間の研修会では、教員の授業力向

上を図ることを主眼に置いた研修会と学校のミドルリーダーや教職経

験１０年者を対象とした研修会を実施いたしました。本年度は延べ１

２２名の参加がございました。多くの講師の先生方にお越しいただき

まして、こちらも充実した研修を実施することができました。 

受講者のアンケートからは、「教員経験１１年目を迎え、改めて服

務の厳正、人権教育の推進、教育法規の理解について学ぶことができ、

校内の若手教員へも伝達していきたい」「いじめ問題、体罰問題など

について考える機会も多かったが、弁護士の先生から御講義をいただ

き、今までより広い視野でこれらの問題を考え直すきっかけとなりま

した」といった声が聞かれ、おおむね肯定的な評価を得ることができ

ました。 

小関委員におかれましては、８月２２日月曜日に予定しておりまし

た教職経験３年次研修を台風の影響で１０月２４日月曜日に延期させ

ていただくことになりました。どうぞ御指導のほど、よろしくお願い

いたします。 

教育相談研修につきましては、子ども・教育支援課が主管となりま

して、半日単位の研修会を４回実施いたしました。参加人数は延べ１

１９名でした。こちらも８月２２日月曜日に予定していました研修会

につきましては、台風上陸に伴いまして延期の対応をとらせていただ

くことになっております。 
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また、東村山市立学校教員研修として、８月２５日木曜日に全教員

を対象として悉皆の研修会を行いました。当日は、白梅学園大学教授

の堀江まゆみ先生にお越しいただき、「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きました。 

受講者からは、「合理的配慮の具体的な方策が理解できた」ですと

か、「特別支援教育の視点から児童・生徒一人一人にとって学びやす

く、生活しやすい環境を考えていきたい」といった声が聞かれました。 

続きまして、報告事項②、９月から１２月までの指導室関連事業に

ついて御報告させていただきます。 

市教育委員会定例訪問につきましては、１２月までで小学校１０校、

中学校５校の計１５校が実施予定でございます。また、周年行事とし

まして、久米川小学校が５０周年の式典を１２月３日土曜日に予定し

ております。 

道徳授業地区公開講座は、９月から１２月までの間には１校が実施

予定で、東村山第七中学校となります。第七中学校におきましては、

年間３回実施するうちの１回分となっております。多くの学校は２月

にございます、いのちとこころの教育週間にあわせて実施する予定で、

この道徳授業地区公開講座は全校が年間１回以上実施するということ

になっております。 

次に研究奨励校ですが、本年度は八坂小学校と東村山第二中学校の

２校となっております。八坂小学校が１１月２５日金曜日、国語科を

研究教科として自分の思いや考えを豊かに表現する子供の育成に焦点

を当てて研究し、東村山第二中学校におきましては、年が明けて１月

２５日水曜日に学級活動等を研究領域として、自尊感情や自己肯定感

を高める教育活動の工夫に焦点を当てて研究しております。それぞれ

その成果を発表するという予定になっております。 

委員の皆様におかれましては、御予定していただきますようどうぞ

よろしくお願いいたします。 

監査の実施につきましては、庶務課、学務課とともに、９月１日よ

り今年度は１３校において実施する予定でございます。 

次に、報告事項③、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。 

９月及び１０月の市教育委員会定例訪問につきましては、８校を予
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定しております。委員の皆様には御挨拶や御指導を改めてお願いいた

します。 

また、運動会の予定につきましては、９月終わりから１０月の終わ

りまで１１校が実施いたします。秋の運動会につきましては、小学校

で実施する予定でございます。 

最後に、８月の教育委員会では、今年度の夏、各種大会における児

童・生徒の参加予定ということでお伝えさせていただきましたが、先

週までの段階で各学校からその結果の報告をいただいております。そ

れぞれの学校、団体、個人等、夏休みにおいても活躍してくれたとい

う様子がうかがわれるところでございます。 

最後になります。委員の皆様方のお手元に例年作成しております東

村山市の学校教育、各学校の学校紹介リーフレットを配付させていた

だきました。前段に教育委員会における方針や取り組みを載せてござ

います。後段には、各学校の紹介をＡ４判表裏１枚にまとめたものが

全校つづられております。定例訪問の事前準備等で各学校の様子、状

況などについて御確認いただければと思っております。 

指導室からの報告事項は以上でございます。 

○森教育長 ただいま、統括指導主事から報告事項①から③について報

告をしていただきました。この件につきまして御意見、御質問がご

ざいましたらお願いしたいと思います。 

○小関委員 監査の実施ということで大変かと思いますが、具体的な中

身をお知らせください。 

○小林統括指導主事 指導室がかかわる監査の内容につきましては、児

童・生徒一人一人の指導要録を１枚１枚丁寧に見ております。また、

担任、あるいは各教科の教員が毎週作成しております週ごとの指導

計画についても確認をいたします。後は、出勤簿の整備状況ですと

か、出張等旅行届等々記載についての確認をさせていただくところ

でございます。 

庶務課、学務課におきましては、私費会計の部分ですとか、備品等

の管理等の監査をする予定になってございます。 

以上でございます。 

○小関委員 かつて、監査を受けた立場からすると、本当に監査をされ

る方のほうが大変だろうなと思いますけど、教育課程の厳正な実施

ということもありますので、大変なところですが、どうぞよろしく
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お願いします。 

○森教育長 他にございますか。 

○町田委員 今の報告に限ったことではないのですが、本日からいよい

よ夏季休業が明けるわけですが、ここのところ新聞等でも８月末か

ら、長い休みが終わった後でのスタートの仕方について、いろいろ

出ていましたけど、特に東村山で各学校に対して行ったことという

のがあれば教えてもらえればと思います。 

○小林統括指導主事 本市の小・中学校におきましては、今週の月曜日、

８月２９日からスタートしている小学校が１校ございます。８月３

０日からスタートしている学校は、小学校が５校、中学校が１校、

そして、８月３１日からスタートしている中学校が１校ございます。

それ以外につきましては、本日がスタートということになっており

ます。 

夏季休業期間中に特に大きな問題の報告はございませんが、夏季休

業後、最初の初日の段階で確実に子供たちの出欠を確認し、特に不登

校傾向があったり、登校しぶりがあったりというような状況の家庭に

つきましては、必ず保護者と連絡をとったり、可能であれば家庭訪問

をして、本人と現状の確認をとることにしており、初日の段階でその

日のうちに報告を上げるようにということで教育委員会が対応してい

るところでございます。特に大きな問題は、現状ではございません。 

以上でございます。 

○町田委員 ありがとうございます。 

○森教育長 よろしいですか。他にございますか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、続きまして、報告事項④、なぎさ体験

塾についてお願いいたします。 

○平島社会教育課長 なぎさ体験塾につきましては、平成２８年８月１

９日金曜日から８月２２日月曜日までの３泊４日で東村山市、小平

市、新潟県柏崎市の小学校５、６年生、７０人とスタッフ３４人、

合計１０４人で実施いたしました。 

初日の開講式では、柏崎市の本間教育長、高橋生涯学習課長に、ま

た東村山市からは森教育長、町田委員、曽我部長、肥沼次長に参加し

ていただきました。ありがとうございました。 

また、開講式には柏崎日報の取材がございまして、翌日、新聞に掲
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載していただきました。 

４日間とも晴天で自然体験活動等のプログラムが予定どおり進み、

楽しく交流ができました。また、大きな事故もなく実施でき、帰りも

台風が東京に来ているということで心配にはなりましたが、到着した

時には去った後ということで、無事、保護者に引き渡すことができま

した。 

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 ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑤、平成２８年度運動公

園プール夏季開放終了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⑤、⑥をまとめて報告させていただ

いてよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、報告事項⑤、平成２８年度運動公

園プール夏季開放終了について御報告いたします。 

７月から運動公園のプールを開放しておりましたけれども、無事け

が、事故なく、昨日８月３１日をもって開放を終了いたしました。今

年は、梅雨明け後、一定の晴れの期間がありましたけれども、まず梅

雨明けがおくれたということと、８月に２回台風が来たという影響も

ありまして、天候不良による中止が例年は３、４日で、平成２７年度

は４日だったのですが、今年は、それより２日多い６日ということに

なりました。 

来場者につきましては、昨年の約１万２，７００人に対し、約１万

１，８００人。使用料については、平成２７年度の２１４万円の収入

に対し、約１９３万円ということでございました。こちらにつきまし

ては、昨日終了したものですから、正確な数値の報告が委託業者のほ

うから上がってきていないということで、「約」というような言い方

をさせていただいております。 

運動公園プールについては、かなり老朽化のほうも進んでいる状況

ではありますけれども、利用者の安全を第一に優先に考えまして、ま

た来年も実施できるように進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、報告事項⑥、平成２７年度市民スポーツセンター事業

報告について御報告申し上げます。 
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市民スポーツセンターでは、平成２４年度から指定管理者制度を導

入いたしまして、東京ドームグループが指定管理者として公の施設の

役割を継承しつつ民間の活力を発揮した施設運営に努めているところ

でございます。 

制度導入以降、開館日及び閉館時間の延長、引き続き、各種館内で

の物販やレンタルなどのサービスなど、多くの市民にご利用いただけ

るよう努めてまいりました。現指定管理者として取り組んでまいりま

した平成２７年度の新たな取り組みといたしましては、まず１点目は、

今まで夏に野菜の販売を行っておりましたが、冬の期間にも野菜を販

売、即売をするようになりました。 

２点目は、成人の短期水泳教室の実施、３点目が点字の表示の追加、

４点目がトレーニング室のマシンに杖のフックを設置するなど、指定

管理者制度導入以降、年につれて高まっておりますスポーツセンター

や施設を管理している指定管理者に対する要望に応えながら、さらな

る利用者満足度を高めていくとともに市民のスポーツをする機会の拡

充に努めてきたところでございます。 

また、施設管理面につきましても、引き続き定期的な点検、清掃な

どの実施をしまして、市民の皆様が快適にスポーツに取り組める環境

を提供してまいりました。 

お手元に配付しております平成２７年度のスポーツセンター事業報

告書(抜粋)につきましては、指定管理者から提出されました平成２７

年度事業報告書が非常に分厚い膨大な量になっておりますので、そち

らの抜粋となっております。 

まず、最初に平成２７年度のスポーツセンター利用状況に関するこ

とが記載されております。指定管理者が掲げた平成２７年度のスポー

ツセンターの利用者数の目標値は５０万１，０００人でございました

けれども、冒頭申し上げました取り組みなど、指定管理者の企業努力

によりまして、その実績は延べ６０万８，５８３人の方に施設をご利

用いただき、直営で施設を管理運営していた平成２０年度と比較をい

たしますと、２２万２，１５６人増えまして１５７％増となりました。  

また、施設利用者数の推移にあります平成２６年度の５８万３，２

７７人と比較をいたしますと、平成２７年度は２万５，３０６人の増、

パーセンテージで言いますと４％の増ということとなりました。 

次に、平成２７年度の収支報告でございます。平成２７年度の総収
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入が２億４，９４９万４，２３５円に対し、総支出額は２億２，７４

１万７，０２３円ということで、収支差し引きいたしますと、２，２

０７万７，２１２円の利益となりました。 

そして、指定管理者との協定によりその利益の５０％の１，１０３

万８，６０６円が市に納入される成果配分納入金ということになった

次第でございます。 

引き続き障害のある方など社会的弱者の方やスポーツをすることに

なじみのない方、若い方や年配の方など誰もがスポーツセンターを御

利用いただけるように指定管理者とともに検討し、さらなる利用者数

の向上を図ってまいりたいと考えておりますが、一方で、施設の老朽

化が進む中で、非常に稼働率が高い状況で運営しておりますので、こ

ちらのほうも利用者の安全面ということを第一に考えまして、老朽化

した施設の改修を小まめに行っていく方向で指定管理者と調整してい

きたいと考えております。 

その他、適切な人員の確保及び人材の育成研修、事故や災害時に備

えた訓練の実施など地域の活動主体との教育体制についても今後、推

進していく必要があると考えております。 

課題もありましたが、平成２７年度についても制度導入の効果、成

果があったと判断しております。今後、市民によるモニタリングを実

施しまして、指定管理者が行った平成２７年度の事業について評価を

していただく予定となっております。 

今年度は現指定管理者の指定期間が満了する年度となりますけれど

も、今後もスポーツセンターの管理運営についても、指定管理者制度

における民間活力を発揮した公の施設運営を行い、市民のスポーツの

推進に努めてまいりたいと考えております。 

市民スポーツ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⑤、⑥について、御意見、御質問等ご

ざいましたらお願いしたいと思います。 

○町田委員 今のスポーツセンターの件ですけれども、利用者が増えた

という成果が出てよかったと思います。よくわからないところとし

て、指定管理料を支払っている中で、指定管理してもらう前と比べ

てどのぐらい市の負担が減ったとかいうのは、どこかでわかるので

すか。 

○中澤市民スポーツ課長 すみません。手元に資料がございませんので、
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答えられない状況でございます。 

○町田委員 わかりました。市の負担が減って利用者が増えたというこ

となら、指定管理してもらってよかったと思いますけれども、指定

管理料がそれなりに増えているのであればどうなのかということで、

そこを聞きたかっただけです。わかりました。 

○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 無いようでございますので、続きまして、報告事項⑦、フ

レッシュコンサートについてお願いいたします。 

○前田公民館長 公民館よりフレッシュコンサートの開催について御案

内させていただきます。 

平成２８年１０月２日日曜日、午後２時より中央公民館ホールにお

きまして、フレッシュコンサートを開催いたします。本フレッシュコ

ンサートはことしで２２回目を迎え、本年も新人部門が１９組、学生

部門が１２組、計３１組の応募がありました。去る８月７日日曜日に

オーディションを行いまして、新人部門が５組、学生部門が５組合格

し、合計１０組の方々が当日生演奏をする予定になっております。 

若者の居場所づくりの一端を担う事業であり、将来有望な演奏家の

皆さんに発表の場を提供するとともに、市民の方々や近隣市の方々に

音楽のすばらしさを楽しんでいただくことを目的としております。 

当日は、教育長におかれましては御挨拶をお願いいたします。また、

教育委員の皆様方には本日、入場整理券をお渡ししておりますので、

当日御都合がつきましたら、御来館いただければと存じます。よろし

くお願いいたします。 

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、御質問等ござい

ましたらお願いいたします。 

特によろしいですか。 

（ 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

ますが、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。 

○青木教育部次長 指導室から１点、平成２８年７月２０日水曜日に青

葉地区で、本市小学校６年生の女子児童が自転車走行中、自動車とぶ
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つかり救急搬送されたという事案がありました。その後の経過につい

て、簡単ですが、御報告をさせていただきます。 

その後、しばらく意識不明の重体となっておりましたが、１週間後

の８月２日、意識を回復したという報告をいただきました。その後、

リハビリを中心に行う病院に転院し、リハビリを継続しております。

昨日報告をいただいたところでは、２日ほど自宅への外泊許可が出た

ということで、そこまでの回復に至っております。現時点では特に目

立った後遺症もなくリハビリ等を継続しているという状況です。今後、

心のケアですとか、学習のケアなどを学校が適切に対応できるように

指導室としても支援してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○森教育長 何か御質問等ございますか。 

本当によかったと思います。後遺症もないということで、何よりで

ございます。今後のケア、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ないようでしたら以上をもちまして、定例会を閉会とさ

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９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０２分 閉会 


