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平成２９年第１１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年１１月２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 吉村 正、當摩 彰子、小関 禮子、佐々木 洋子 

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 野 崎 満 指導主事 杉 本 全 久 

教育部次長 田 中 宏 幸 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 

教育総務課長 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 新 倉 敦 子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 公民館長 服 部 浩 明 

指導主事 鈴 木 賢 次 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 教育総務課 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３０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９回中学生「東京駅伝」大会について（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④東村山市健全育成学習室（希望学級）分室設置要領について 

                    （子ども・教育支援課） 

⑤青少年健全育成大会について（社会教育課） 

⑥第５３回市民大運動会の開催について（市民スポーツ課） 

⑦くめがわ電車図書館開館５０周年記念イベントについて（図書館） 

⑧その他 

午前９時２８分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９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。 
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それでは、本日の署名委員を當摩委員にお願いいたします。 

○清水教育総務課長 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

ては、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たいと思いま

す。 

議案第３０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、お願いします。 

○清水教育総務課長 議案第３０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２９年１１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、学校教育法施行令の改正に伴

い、本案を提出するものであります。 

では、詳細について説明させていただきます。 

まず、今回の規則の一部改正について、一つ目としては、学校教育
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法施行令第２９条に新たな１項が追加されたことによるものでござい

ます。改正前の学校教育法施行令第２９条を見ていただきますと、学

期及び休業日の規定を定めたものでございます。 

そして、学期及び休業日は、市町村において当該の教育委員会が定

めるものとしております。そのため東村山市立学校の管理運営に関す

る規則の第３条及び第３条の２で市立学校の学期及び休業日を定めて

おりました。 

学校教育法施行令第２９条については、キッズウィークに関する改

正案が盛り込まれたことによっての条項ずれが発生しております。第

２９条の改正案には、夏休みなどの休暇に加え、家庭や地域における

体験的な学習活動のための休業日、これをいわゆる「体験的学習活動

等休業日」と申し上げておりますが、こちらのほうを各教育委員会が

定めることができるとしております。この「体験的学習活動等休業

日」がキッズウィークでございます。キッズウィークとは、自治体ご

との公立小学校、中学校または高校も含めて、学校の長期休暇を分散

させて大型連休をつくるものとされております。例えば、夏休みの一

部を１０月や１１月に持ってくるといったことができるというような

意味合いになります。 

大人と子供が向き合う時間を確保すること、有給休暇の取得の促進

をすること、また、休日における多様な活動機会の確保を目的として

おります。 

できたばかりのものでございますので、あまり例はございませんが、

渋谷区では１０月５日から既存の３連休を組み合わせて５連休の秋休

みを設定しております。 

また、熊本県の人吉市では、１０月９日に開催される「おくんち

祭」という地元のお祭りにあわせて小・中学校の休業日を設定してお

ります。 

そのようなことから、第３条及び第３条の２については、学校教育

法施行令第２９条の条ずれにあわせて改正をしたいと考えております。 

二つ目の改正は、第２７条第１項第９号、「警備日誌」を「管理日

誌」に名称を変更したく改正をさせていただいております。現在、夜

間や休日の学校の管理については、シルバー人材センターへ委託し、

管理人として、業務結果をこの日誌に記入していただいているもので

ございます。日誌を記入していただいている方は警備員ではなく管理
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人でございます。市民の方からの御指摘もございまして、「警備日

誌」から「管理日誌」という名称に改めさせていただきたいと考えて

おります。 

以上、説明とさせていただきますが、よろしく御審議の上、御可決

賜りますようお願い申し上げます。 

以上です。 

○森教育長 教育総務課長からの説明が終わりました。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。 

○當摩委員 二つ目の改正に関しましては、実情に合わせたことによる

文言の変更ということで大変に結構なことだと思います。次に一つ目

の改正のことですが、確かにそういう報道を聞いておりまして、すぐ

にこういう改正につながってくるのかなと思いました。ただ、今伺っ

た渋谷区や人吉市の場合、それぞれの実情に基づいて設定されている

とは思うのですが、各御家庭によってはこのような休業日を定めたか

らといって、その時期に果たして、保護者の方と子供たちが一緒に何

かをできるかということについては、これだけ働き方がいろいろある

時代ですと、そこを見極めることはとても難しいことかなというよう

な気持ちもしないでもございません。悪いと言っていることではなく

て、そうした分散ということは、これから考えられてもいい時代かも

しれませんが、ゆっくりと実情を見ながら本市も考えていけるとよろ

しいのかなというような気持ちがしております。 

○森教育長 御意見ということでよろしいですかね。 

○當摩委員 意見です。 

○吉村委員 感想としては、非常に良いです。英語ではフィールドワー

クですね。この２０年ぐらい、体験学習が日本ではなかなか評価され

なかったのですが、座学と同じぐらい、それ以上に重要だということ

がいろいろなところで認められつつあるものですから、学校教育法に

入ることは非常に良かったと思います。 

○森教育長 他に御意見はございますでしょうか。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３０号につきましては、
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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、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 平成２９年度の東村山市学校保健会全体研修会の開催

について報告をさせていただきます。 

平成２９年１２月２日土曜日、午後２時より市民センターにて、平

成２９年度の東村山市学校保健会全体研修会を開催いたします。今年

度の全体研修会での講演会は、小金井眼科クリニック院長の大森美依

奈氏を講師にお迎えいたしまして、「こどもの眼について」をテーマ

に御講演をいただきます。 

先日、委員の皆様には開催の案内を郵送させていただきました。本

日、委員会終了後、出欠の確認をさせていただきたいと思いますので、

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。 

○森教育長 特によろしいですね。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、次へまいります。 

続いて、報告事項②、第９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と③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 お願いします。 

○小林統括指導主事 初めに報告事項②、第９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。 

今年度は、平成３０年２月４日日曜日に行う予定でございます。会

場は昨年度と同様、味の素スタジアムと都立武蔵野の森公園で特設周

回コースを設置して実施いたします。 

昨日の午後、出場選手の選考会を東村山第一中学校で行いました。

第一中学校から第七中学校、それから、女子は、私立の桜華女学院か

らも参加がございました。男女各６０名ほどが選考会に参加をしてお

ります。この後、記録等を鑑みて補員を含めて男女各２１名を選出す

る予定となっております。 
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昨年度は、東京都内２３区、２６市、１町の合計５０チームが参加

して、女子は１１位、男子は２４位、総合１７位という結果でござい

ました。選考された選手は、この後、練習会を兼ねまして２月４日の

当日に向けて準備をしていく予定でございます。 

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います。 

次に報告事項③、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。 

１１月の定例訪問は、３校を予定しております。委員の皆様におか

れましては、また、御挨拶、御指導のほど、改めてよろしくお願いい

たします。 

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、２点報告がございました。このことについて、

御意見、御質問がございましたらお願いいたします。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項④、東村山市健全育成学

習室（希望学級）分室設置要領について、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、東村山市健

全育成学習室、希望学級の分室について御報告をさせていただきます。 

本事業は、５月の教育委員会定例会で御報告させていただいたとお

り、東京都教育委員会の教育センター機能強化モデル事業を活用して

実施するものです。これまでも不登校児童・生徒への支援につきまし

ては、学校やスクールソーシャルワーカー、教育委員会が連携し、

様々な取り組みを進めてまいりました。そのことにより一定の成果も

あったところですが、一方で外出することや希望学級にも通級するこ

とが難しい児童・生徒への支援が課題となっておりました。 

希望学級分室では、このような児童・生徒や保護者への支援を行う

場として、いきいきプラザ４階、子ども相談室に設置するものです。

また、名称につきましても、希望学級分室では親しみにくいので、

「ほーぷ」という名前にいたしました。 

本日、お手元に配付した要領は、「ほーぷ」の運営について明記し

たものです。「ほーぷ」では、不登校児童・生徒について居場所を提

供するとともに遊びや学習を通じて直接働きかけを行い、外出のきっ

かけづくりや希望学級への通級、学校復帰、進学への意欲を高めるこ
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とにつなげていく活動をしたいと考えております。 

また、利用に当たりましては、児童・生徒それぞれの特性を踏まえ

た対応が大切であるため、子ども相談室、スクールソーシャルワーカ

ー、希望学校で継続的に相談を受けている児童・生徒のうち「ほー

ぷ」での支援が適切であると思われる方に直接お声をかけさせていた

だいております。実施日については、月２回を原則といたしますが、

参加する児童・生徒の状況によっては、実施回数や時間の調整が今後

必要であると考えております。 

１０月３１日に初回を実施いたしました。小学生１名、中学生１名

とその保護者の方の参加があり、相談員とカードゲームなどをして過

ごしていかれました。初めての取り組みであるため手探りでございま

すが、不登校児童・生徒への支援に一助になるよう積極的に取り組み

を進めていきたいと考えております。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○森教育長 新たな取り組みということで御報告をいただきましたけど、

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いたし

ます。 

○佐々木委員 すごくいい取り組みだなと思いました。実際に子供たち

の中で、不登校の子が年々、身近に増えていっているのをすごく痛感

していますので、実際に通学ができない子供たちがどのように過ごし

ているのかということが保護者としてもすごく気になっていたので、

取り組みが素晴らしいなと思いました。 

実際、市全体で不登校のお子さんが小・中それぞれ何名ぐらいいら

っしゃるのか、あと、希望学級に通われているお子さんがどれぐらい

なのかがわかりましたら教えていただければと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 不登校の概念は様々ありますので、８月

の教育委員会等でも報告のあった問題行動状況調査の結果ですと、平

成２８年度の段階になりますが、小学生が５２名、中学生が１７７名

となっています。希望学級は９月末の数字ですと正確な数字は何名ま

でかはわかりませんが、登録人数は４０名から５０名の間だったかと

記憶しております。 

○森教育長 よろしいですか。 

○佐々木委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 
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○當摩委員 希望学級の指導員と指導補助員という表現がございますけ

れども、この差異や人数を御教示願います。また、こういった方々が

携わって子供たちを見てくださるというお話ですけれど、具体的に役

割分担などがイメージできればありがたいと思いますので、お教えい

ただければと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 希望学級指導員は、実際に希望学級で指

導しております東京都の非常勤の先生方で、市内で教員をやられてい

た方々が指導をしてくださっておりまして、現状７名おります。希望

学級指導補助員というのは、臨時職員として私ども市のほうで雇用し

ていて、今、実際希望学級には心理の勉強をした者が１名おります。

今回の「ほーぷ」の設置に当たっては、より児童・生徒の年齢の近い

方をということで、心理や教育を学んでいる学生の方を新たに臨時職

員として採用して携わっていただこうと思っています。 

○當摩委員 今のお話で、参加者の実情にあったすみ分けができるとい

うことを伺って、とてもうれしい気持ちがいたします。子供たちにと

って、いろいろな段階の中から、補助員という形の中で、近い年齢の

人たちに見てもらえるということは、やはり段階を追って希望学級の

学習に向かえるようにすることへの手順の一つとしても考えられると

いうようにとってよろしいでしょうか。 

○大西子ども・教育支援課長 今、おっしゃっていただいたとおりでご

ざいます。 

○當摩委員 よろしくお願いいたします。 

○森教育長 今まではざまにあったようなお子さんに対応できるという

こと、それから、今あったように年齢ができるだけ子供たちに近いと

いうことで、子供たちが違和感なく接触できるという意味では大変意

義深いかなと思っております。 

○小関委員 月に２回、各回１時間ということで月に２時間ということ

になりますね。子供たちの負担感ということもあるので、そのあたり

の時間の幅というのもかなりあるのだろうと思うのですが、状況によ

って実施回数や時間の変更とあります。この辺の幅はどのぐらいを考

えていらっしゃいますか。 

○大西子ども・教育支援課長 実施回数につきましては、相談員のほう

も相談業務を行いながらになりますので、本当に多く想定しても週１

回できればいいかなというところです。ただ、こういうお子さん方は
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なかなか安定的に通うことが難しいので、行っていることで、プレッ

シャーとして与えたくなく、開いているので好きなときにおいでとい

うような位置にしていきたいことから時間を多くとりたいなとは思う

のですが、相談業務を行いながらということになるので、多くても週

１回行えればいいかなと思っているところです。 

先ほど申し上げた１０月３１日に来たお子さんは、時間開始を１１

時と伝えていても、１１時に来たお子さんはやはりいらっしゃらなく

て、１１時過ぎにふわっと来て、開いているよって声をかけてお部屋

に入ってもらうような状況でありましたので、もしかしたら回数より

も時間を多くゆとりを持って好きな時間に来たらというお声かけがい

いのかもしれないですが、それも来るお子さんの状況を見ながら柔軟

にやっていきたいと考えております。 

○小関委員 全部一人一人によって違うとは思うのですね。その辺の見

極めはすごく難しいとは思うのですけど、ただ、やはり将来的に希望

学級に向かうといったことを考えたときに、ふと思いついたときに行

うというだけではやはり意図的、計画的にはならないというジレンマ

を感じてはいます。でも大変良い内容だと思います。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 私は逆に心配しています。これだけのスタッフがそろうわ

けですよね。子ども相談員、スクールカウンセラー、希望学級指導員、

希望学級補助指導員。そうすると、生徒は居心地が良すぎて、そこに

行き過ぎる可能性が出るので、この要領の中に、週１回を限度とする

とか書いておかれたほうが良いのではないですかね。毎日来たがる子

もいるかもわからない、と私はそういうのを心配しますね。いかがで

すか。 

○大西子ども・教育支援課長 実際にかかわる人は、ここにいろいろ列

記はしてありますが、来た人数によってということになるのですけど

も、先ほどの要領の中にあったように、これまでも子ども相談室やス

クールソーシャルワーカー、希望学級などで継続的な相談を受けてい

た方なので、その方にとってどういうペースで学校復帰、また、学校

復帰までいかなくても希望学級につなげていくかということは個々に

よって違いますので、毎日行うことですごく居心地が良くならないよ

うなすすめ方もプログラミングした上で実施はしていきたいと思いま
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す。例えば、小学校１年生のお子さんと中学校３年生のお子さんが同

じ場所にいることはなかなか難しいでしょうし、来たお子さんの状況

にあわせて対応できるようにスタッフの体制はとっておきながら、そ

こが居心地良くならないように、御心配いただいたようなものになら

ないように行えるようなプログラミングを個々に組んでいきたいと思

っております。 

○吉村委員 非常に良いのですが、小学校・中学校あわせて２３０人ぐ

らいいらっしゃるわけでしょう。 

○大西子ども・教育支援課長 不登校のお子さんが皆さん外出も難しか

ったり、希望学級になかなかつながらないというわけではもちろんな

く、定期的に学校に行っている、あるいは、保健室登校はできている

お子さんも含まれての人数でございます。私たちとしては、外に出る

きっかけづくりだったり、さらにその一歩先へ本人が行ける気持ちを

つくるための場所で、それを必要としているお子さんは何百人とはも

ちろんおりませんが、丁寧な対応をしていければなとは考えておりま

す。 

○吉村委員 大変ですけど、頑張ってください。 

○森教育長 その辺、今後の状況を見ながらいろいろと工夫を加えなが

らやっていただければと思います。 

他によろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑤、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 青少年健全育成大会でございます。平成２９年１

１月１９日日曜日、今年度はサンパルネのコンベンションホールで、

午後１時から３時までの予定で実施されます。 

森教育長には開会のお言葉をいただきたいと思っております。また、

委員の皆様にはお時間がございましたら、見に来ていただければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 このことに関しての御意見、御質問はございますか。 

〇吉村委員 その同じ時間にスポレクフェスティバルがあるのですが、

どちらに行けばよろしいのでしょうか。 

○平島社会教育課長 吉村委員にお任せいたします。 
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○吉村委員 わかりました。 

○森教育長 青少年健全育成大会は、青少年問題協議会、市、それから

教育委員会の三者合同による主催、スポレクフェスティバルは体育協

会主催ということなので、少々意味合いが違ってきますので、専門性

も考慮していただければと思います。 

○當摩委員 かつて、青少年健全育成大会は中央公民館のホールで開催

されていたと思いますが、公民館の改修を機に市民センターの第１か

ら第３の会議室を使用することが続いて、人数的なことで確かに中央

公民館のホールを全部埋めるのはなかなか難しいということは思って

おりますが、本年、サンパルネのコンベンションホールになさった経

緯というか、この会場での手狭感とか大丈夫であられるかどうかを伺

っておきたいと思います。 

○平島社会教育課長 以前は３部構成の中で、第３部として「子供たち

の発表」という形で中央公民館にて開催させていただいておりました。

昨年は八国山芸術祭が行われたためにその第３部を出してしまうと八

国山芸術祭自体の開催ができなくなってしまうので、行わなかったの

ですが、青少年問題協議会の中では、主張と表彰の２部構成でも構わ

ないのではないかということで決定されました。そして、市民センタ

ーよりはサンパルネのほうが良いのではないかという意見となったの

で、そのような形にさせていただきました。 

以上です。 

○當摩委員 会場を設定してそれに見合った人数の方々に来ていただく

ということを想定しながらやらなければいけないことってたくさんあ

ると思うのですね。今回、コンベンションホールをお使いになられる

のは初めてでいらっしゃることから、重箱の隅をつつかせていただい

たのですが、とても大事なことだと存じます。私としてはたくさんの

方が集まってくださることを祈っております。私はこちらに行かせて

いただきます。 

○森教育長 あと、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、次へ行きたいと思います。 

続きまして、報告事項⑥、第５３回市民大運動会の開催について、

お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課からは、第５３回市民大運動
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会の開催報告を申し上げます。 

１０月８日の日曜日、第５３回市民大運動会を開催いたしました。

昨年は天候不良のため中止となりましたけれども、今年は前日までの

雨も上がり、絶好の運動会日和となりました。後に物議を醸しだした

こともありましたが、予定されていた全ての競技を大きなけがや事故

もなく無事終了することができました。これもひとえに大会関係者含

め参加者全員のお力添えのたまものであると感謝を申し上げます。教

育委員の皆様におかれましても、御多用のところ御出席をいただきま

してまことにありがとうございました。 

当日は多くの市民の皆様にも参加をいただき、盛大な運動会となり

ました。参加人数は大会関係者を含めまして延べ４，５２８名という

ことでございました。 

その後、１０月２２日に運動会の反省会議を開催しました。会議で

は良かった点や改善すべき点などの御意見が出されましたので、今後、

それらの課題を改善したり改善の方向性を検討して、市民総ぐるみの

市のスポーツの祭典である市民大運動会をより充実した大会にしてま

いりたいと考えております。 

報告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 今、物議をというお話がありましたけれど、ルール違反で

という辺のやりとりのことでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 今、小関委員から御指摘いただいたとおりで

ございまして、競技の中で「むかで競争」があったのですが、その順

位は１位が廻田町、２位が萩山町という順位で１回は確定しました。

しかし、運動会を１日行っている中で、萩山町のほうから口頭レベル

でスポーツ推進委員のほうに、「ちょっと接触、進路妨害があったの

ではないか」のような話があったものですから、そのスポーツ推進委

員は審判長であるスポーツ推進委員の会長のほうに報告をしています。

そこでの判断としては、違反はないので廻田町が１位、２位が萩山町

ということではあったのですが、そのような話があって、その後、接

触した本人がそれを認めているというような話が入ってきたので、審

判長が「順位の判断は別としても事実関係だけはしたい」ということ

で事実を確認したところ、廻田町の走った本人も走路妨害を認めたと
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いう話があったものですから、終わり間際のところで、廻田町の委員

長も含めて、委員長全員を集めてそういう話をさせていただいたとこ

ろ、その場で廻田町の委員長もそういうことであればということで認

めたという経緯がございます。結果的には判定を覆したということで、

その後の反省会議の中でも廻田町は納得がいかないということで、抗

議といいましょうか、結局廻田町が優勝したのでそれはいいんだけど、

今後はひっくり返すようなジャッジの判断はやらないようにというこ

とで、来年に活かしてくださいということで御意見があったというよ

うなところであります。今後、いろいろなアイデアがその日も出たの

ですが、その辺を詰めながら来年大会に向けて取り組んでいきたいと

考えています。 

以上です。 

○小関委員 大変だったと思いますけど、今後というお話なので、今後

十分にというふうに考えますけど、やはり時間がたってからさっきの

はということになると大変だと思うので、例えば、その場で走路妨害

があったというようなときには、進行をとめるのはすごく難しいこと

とはと思うのですが、審議にしておくといった形で何かしていかない

と、見ているほうは「もうこれで終わりだね、どこどこが優勝でしょ

うね」というような話をしているときに審判団の方が集まり、そして、

委員長たちが集まるというようなことがあったので、そのあたりぜひ

御検討いただければと思います。ただ、本当に中身はすごくいい市民

運動会だったと思います。 

○森教育長 今、御意見がございましたように今後、検討よろしくお願

いしたいと思います。 

あと、他には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⑦、くめがわ電車図書館

開館５０周年記念イベントについて、お願いいたします。 

○新倉図書館長 くめがわ電車図書館開館５０周年記念イベントについ

て、御報告させていただきます。 

美住町にありますくめがわ電車図書館が、今年開館５０周年を迎え

たことを記念して、図書館と共催で１１月２５日、２６日の２日間、

中央公民館展示室でイベントを行います。両日のイベント内容など詳

細はお手元のチラシのとおりです。 
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電車図書館の歩みを紹介したり、電車の本を展示するほか、日替わ

りで、牛乳パックで電車をつくる工作や布の絵本の汽車ぽっぽで遊べ

るコーナーも用意します。図書館の読み聞かせボランティアの方々に

よるおはなし会も予定しております。 

また、電車図書館応援団の鉄道マニアの方々の御尽力により西武鉄

道から実際の電車の８分の１サイズ、縦横２メートル程度ですが、正

面の模型を借用し、記念撮影用に会場に展示することになっておりま

す。 

くめがわ電車図書館は、昭和４２年、まだ東村山市立図書館がない

時期、久米川公団の自治会が中心となり、西武鉄道の廃棄車両をもら

い受けて地域文庫活動を始めました。現在の黄色い車両が２代目にな

ります。 

地域の子供たちの豊かな成長を願って子供たちが自由に本と出会い、

友達と親しみ、大人と触れ合うことのできる読書施設として長く親し

まれてきました。このイベントは、電車図書館とその活動をＰＲし、

実際に利用してもらうきっかけづくりの場と考えております。図書館

としても引き続き電車図書館を支援し、連携することで市内の子供の

読書活動推進を進めてまいりたいと考えております。 

委員の方々におかれましても、お時間がございましたら御覧いただ

けると幸いです。 

報告は以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 私も電車図書館のことは、七中の校長に着任したときから

よく知っているのですが、ボランティアの方がかなり頑張っていただ

いて今まで来ているということもございますので、ぜひお時間ござい

ましたら見に行っていただけたらありがたいなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

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、いらっしゃいますか。 

○中澤市民スポーツ課長 ９月の本委員会でも報告をさせていただいて

おりましたスポーツに関する市民意識調査の件で若干報告をさせてい

ただきたいと存じます。 
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９月の下旬に１８歳以上の無作為に抽出した市民２，０００名に対

して調査票を発送いたしまして、１０月１３日の日に締め切りました。

結果として約８５０通の回答がございまして、目標としておりました

回答率４０％を超えたということで、市民のスポーツへの関心が高い

なと感じております。現段階では、単純集計結果ということになって

おりますけれども、今後、業者において内容分析等を行いまして、来

年の２月に成果物が納品される予定でございます。 

この調査結果を踏まえまして、市の附属機関でありますスポーツ審

議会において、今後のスポーツの市民スポーツにおけるソフト面、ハ

ード面の施策の方向性を検討してまいりたいと考えておりますので、

御承知おきいただきたいと思います。 

以上です。 

○森教育長 何か御質問はございますか。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 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２９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１０分 閉会 


