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平成２９年第６回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年６月６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。（４名） 

  教育長職務代理者 吉村 正 

  出席委員 當摩 彰子、小関 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 宮 﨑 忍 

教育部次長 田 中 宏 幸 指導主事 杉 本 全 久 

教育部次長 青 木 由美子 子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 

教育総務課長 清 水 高 志 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 森 脇 孝 次 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 図書館長 新 倉 敦 子 

指導主事 鈴 木 賢 次 公民館長 服 部 浩 明 

 

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２２号 東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する

要綱 

 

報告事項 

①市立小学校特別教室空調設備設置工事について（教育総務課） 

②第３６回東村山市学校保健大会の開催について（学務課） 

③平成２９年度児童・生徒数及び学級数（確定版）について(学務課) 

④平成３０年度使用東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中

学校特別支援学級教科用図書採択について（指導室） 

⑤東村山市いじめ実態調査の実施について（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夏季休業中の研修について（指導室） 

⑧平成２９年度就学相談について（子ども・教育支援課） 

⑨青少年委員の委嘱について（社会教育課） 

⑩東村山市スポーツ推進審議会第２１期委員の選任について 
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 （市民スポーツ課） 

⑪市立中央図書館耐震補強工事等について（図書館） 

⑫ボランティア講座「高齢者施設での紙芝居」について（図書館） 

⑬その他 

午前９時３０分 開会 

○吉村教育長職務代理者 ただいまより、平成２９年第６回東村山市教

育委員会定例会を開会いたします。よろしくお願いします。 

それでは、本日の署名委員を佐々木委員にお願いいたします。 

○清水教育総務課長 本日、教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望

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。 

○吉村教育長職務代理者 ただいま、傍聴の申し出がありました。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 ） 

○吉村教育長職務代理者 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 

 

○吉村教育長職務代理者 それでは、再開いたします。 

本日は、森教育長が欠席のため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１３条第２項の規定により、教育長職務代理である私が議

事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

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、議事日程に従って進めていきたいと思います。 

議案第２２号、東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する要綱

について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 議案第２２号、東村山市就学支援委員会

要綱の一部を改正する要綱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出
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する。平成２９年６月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、

森純。東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する要綱。東村山市

就学支援委員会要綱（昭和５６年東村山市教育委員会訓令第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、特別支援教

室の全小学校設置に伴い、就学支援委員会組織の見直しを行うため、

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。東村山市就学支援委員会は、障害

のある就学予定児童・生徒に対し、適切な就学支援を行うために設置

され、就学相談及び見学相談に関すること、就学後における学校での

適応状況などに関することについて、調査、審議いたします。 

本改正は、平成２９年度より全ての小学校に特別支援教室が設置さ

れたことにより、組織の見直し及び文言整理を行うものです。 

第３条第１号、第４号及び第５号につきましては、特別支援教室の

全校配置により変更及び追加をいたしました。第５号を追加したこと

で、これまで第５号であったものが第６号に移行となっております。 

また、第５条第５項につきましては、委員会の開催に支障が起きな

いよう委員長及び副委員長の代理について、明文化いたしました。第

３条第７号及び第８条につきましては、他の条例や規則に表現を合わ

せるための改正となります。 

以上、雑駁ではございますが、議案第２２号の御説明とさせていた

だきます。よろしく御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○吉村教育長職務代理者 子ども・教育支援課長からの説明が終わりま

した。御意見、御質問はございませんか。 

○當摩委員 このままで通させていただいてよろしいと思います。 

○吉村教育長職務代理者 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） 

○吉村教育長職務代理者 全員が賛成ということで、議案第２２号につ

い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、市立小学校特別教室空調設備設置工事について、お願

いいたします。 
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○清水教育総務課長 報告事項①に続きまして、学校施設に関する事故

報告をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

○吉村教育長職務代理者 はい。 

○清水教育総務課長 報告事項①、市立小学校特別教室空調設備設置工

事について、御報告いたします。 

市立小学校の特別教室への空調設備設置につきましては、平成２９

年度及び平成３０年度の２カ年で設置工事を計画しております。平成

２９年度の対象校は、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、久米川東小学校の

８校となっております。 

５月２４日に入札が行われ、全て無事に落札されました。昨年の中

学校と同様、夏休みを中心に工事を行い、１２月までの完了を目指し

てまいります。工事は、学校活動と並行作業となることから、学校と

連携を密にとりながら安全第一に考え、安全・安心な学校づくりに引

き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

続きまして、東村山第三中学校における窓サッシ落下事故について、

報告させていただきます。 

事故については、東村山第三中学校、南校舎の３階、２年Ｄ組の窓

サッシが地上に落下したというものでございます。日時は、平成２９

年６月３日土曜日の午後３時ごろでございます。状況といたしまして

は、当日は東村山第三中学校では運動会が開かれておりました。市教

育委員会も午前中に訪問させていただいております。午後３時ごろ、

閉会式が終わって、ちょうど子供たちが着替えに教室へ戻ったという

状況で、おそらく空気の入れかえをしようとしたのだと思いますが、

窓を開けようとしたところ、３階より２年Ｄ組の窓サッシごと下に落

ちてしまったという状況でございます。 

けが人はございませんでした。ただ、けが人がいないからといって

この事故を見逃せるものではございません。すぐに教育総務課長と係

長が駆けつけ、校長、副校長とその場において防止策の会議を開かせ

ていただきました。そして、当日と翌日の日曜日に、三中の全ての校

舎の全部の窓について、点検させていただきました。点検の内容とし

ましては、窓がきちんと開閉できるかどうか、後は正しくストッパー

がついているかどうか等の安全点検をさせてもらいましたが、問題の

ある箇所はございませんでした。ただ、ストッパーが少しずれていた
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ところもございます。そこは修繕させていただきたいと考えておりま

す。 

また、原因につきましては、ガラスの専門業者と建築業者の２業者

に土日及び月曜日、緊急に見てもらいましたが、原因は残念ながら不

明でございます。 

本人の証言では、下から窓が落ちたという証言をされています。要

するに窓を開けたら、下部のレールから窓サッシがはずれて落ちたと

いうような感じだったのですが、ふだん窓の開閉をしている先生方は、

上のほうが危ないのではないかというお話でございました。ただ、原

因が不明では、対応策はとれませんので、どちらが原因だったとして

も防げるように、窓に落下防止金具を設置する予定で、業者及び学校

と話し合っているところでございます。 

また、三中だけではなく、月曜日には各学校に総点検をお願いした

ところでございます。ただ、学校だけにお願いするのではなくて、私

どももやはり点検は必要だと考えておりますので、夏休みになりまし

たら教育総務課のほうでも、全校点検をしていきたいと考えておりま

す。 

落下事故についての報告は、以上になります。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございますか。 

○當摩委員 伺わせていただくと、そのような窓が落下したという大き

な事故にもかかわらず、まず、けがをした人がいなかったことについ

ては本当に胸をなでおろしたのですが、今、課長からも御説明ござい

ましたが、通常、ストッパーというのは、窓の何カ所についているも

のなのでしょうか。お教えいただけますでしょうか。 

○清水教育総務課長 各学校によって、また、建てた年代によって、多

少窓のつくりが違うところはございますが、三中の場合は、上に穴が

あいた部分がありまして、そこにストッパーがついています。そのス

トッパーを外して穴があいているところに窓を合わせて、そこを上に

持ち上げると窓が外れるような状況になっています。まずそこが１カ

所になっていまして、下にも窓がとめられるようになっております。

ただ、窓の構造上、端の４点のうち、１点が外れたとしても他の３点

が外れていなければ、普通は外れません。今回、原因としてはまだ不

明ですが、何らかの原因で１点だけではなく他の点も外れたところで
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落ちたのはないかと考えております。 

○吉村教育長職務代理者 よろしいですか。 

○當摩委員 もう一点、夏休みには総点検を図ってくださるということ

でございますけど、とても大事なことだと思うのですね。やはり中心

としては、ストッパーがきちんと作用しているかということとか、ま

た、私も窓の耐用年数ってわからないのですが、そうしたことも含め

て他のいろいろな事例も調べていただきながら当たっていただければ、

安全・安心につながると思いますので、大変な作業だとは思うのです

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○清水教育総務課長 学校の協力も得ながら、当課の施設係、または環

境整備係のほうで、二つ、三つの目で見ながら点検させていただきた

いと思っております。学校が不安に思っている、また、環境整備係が

これはちょっとおかしいと思った点については、当然修繕に入ります

し、先ほど申し上げました万が一外れても、上下で支えるような形で

落下しないような防止策を施しておきたいと考えております。 

○小関委員 今の万一、外れた場合のということなのですけど、プレー

トをつけるということですよね。採光とか換気とかというのに影響は

ないのですか。 

○清水教育総務課長 プレートを外につけますので、窓の開閉について

は大きな影響はないという状況になります。ただ、三中ではまだ対応

策はとれていませんので、換気のことについては、どうしようかとい

う話になりましたが、子供たちにはとりあえず触らせないという話を

しているところです。これから暑くなりますので、エアコンをつける

ようにという話をさせていただいたという状況です。どうしても窓の

換気が必要な場合は、先生方が開くようにという話をしております。 

○小関委員 本当に早い対応をしていただいてよかったと思います。市

内全部の小・中学校の点検ということはすごく大事だと思いますけど、

ただ単に目視して、ストッパーが機能しているかどうかということだ

けでは不十分だと思うのですね。先ほどのお話があったように、たま

たま外すときのための穴にぴったりはまってという、そういう勢いみ

たいなもので外れるということもあると思うので、その点検はいいと

は思いますが、点検の具体的な中身とかそういったことについては、

もう一度御確認いただければと思います。 
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○清水教育総務課長 かしこまりました。 

○吉村教育長職務代理者 よろしいですか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 早い対応で大変結構だと思いますし、何より

も生徒の命にかかわることですから、誠実な対応をよろしくお願いし

たいと思います。 

それでは、次に、報告事項②、第３６回東村山市学校保健大会の開

催について、お願いいたします。 

○森脇学務課長 報告事項②から③までまとめて報告させていただいて

よろしいでしょうか。 

○吉村教育長職務代理者 お願いします。 

○森脇学務課長 報告事項②、第３６回東村山市学校保健大会の開催に

ついて、報告をさせていただきます。 

平成２９年６月２４日土曜日、午後１時１５分より市民センターに

て開催されます。一部の総会後、二部の講演会では、駒沢女子大学教

授で市内の緑風荘病院運営顧問であり、本市のスポーツ科学委員とし

て運動と栄養の観点から社会体育の推進に御尽力をされております西

村一弘氏をお迎えして「成長期に必要な栄養素について」をテーマに

講演を開催いたします。委員の皆様、御多忙とは存じますが、参加を

よろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項③、平成２９年度児童・生徒数及び学級数

（確定版）について、報告をいたします。 

第５回の教育委員会におきまして、平成２９年４月７日現在の児

童・生徒数及び学級数を報告させていただきましたが、学校基本調査

基準日の５月１日の児童・生徒数と学級数が確定となりましたので、

報告をさせていただきます。今後の参考にしていただければと思いま

す。 

４月７日現在との変更点としましては、小学校全体で２名の増、中

学校全体で４名の増ということで、小・中合わせて４月７日現在から

５月１日の確定の間では、児童・生徒が６名増えております。学級の

増減には影響していません。 

以上でございます。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問ございませんか。よろしいでしょうか。 
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（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 続いて、報告事項④、平成３０年度使用東村

山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・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④から⑦を続けて御報告させていただい

てよろしいでしょうか。 

○吉村教育長職務代理者 お願いします。 

○小林統括指導主事 はじめに、報告事項④、平成３０年度使用東村山

市立小学校「特別の教科道徳」及び小・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。 

過日、５月２日の教育委員会において御承認いただきました採択要

綱及び諮問に基づきまして、５月１１日に第１回教科書選定運営委員

会並びに第１回教科書調査委員会を開催いたしました。現在、各学校

での調査研究を終え、教科書調査委員会において、調査研究を進めて

いるところでございます。７月５日の教育委員会において答申を行う

予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項⑤、東村山市いじめ実態調査の実施について、

でございますが、本年度も東村山市独自のいじめ実態調査を年間３回

実施いたします。各学校で作成しております学校いじめ防止基本方針

に基づき、早期発見を主眼においた調査を定期的に実施することでい

じめに関する実態を学校と指導室が把握し、早期解決に向けた手だて

を講じてまいります。調査結果につきましては、改めて御報告させて

いただきます。 

続きまして、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。 

６月から７月までにおける市教育委員会定例訪問につきましては、

６校を予定しております。委員の皆様には、御挨拶、御指導のほど、

どうぞよろしくお願いいたします。 

また、１学期における市立小・中学校の運動会は、６月に２校、先

週土曜日に行われました。小学校では５月、６月で３校、中学校では

７校が予定どおりの土曜日に実施することができました。２学期には、

９月から１０月にかけて小学校１２校と萩山分校が予定をしておりま

す。 

平成２９年度の東村山市立小・中学校音楽鑑賞教室につきましては、
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６月２２日木曜日に所沢ミューズにおいて、午前の部は小学校５年生、

午後の部は中学校１年生を対象として予定どおり実施してまいります。 

次に、報告事項⑦、夏季休業中の研修について、でございますが、

まず、夏季宿泊研修会について御報告させていただきます。 

本年度の宿泊研修会では、教育委員の當摩委員に御講演をいただき、

その後、大学の先生などを講師とした研修会を進める予定でございま

す。宿泊施設は、今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、初任者の教員が二泊三日で行います。 

當摩委員におかれましては、初日の御指導、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、夏季集中研修が８月１７日から２１

日までを予定しております。また、子ども相談研修につきましては、

８月２１日から２３日まで行われます。現在、最終的な講師の調整を

図っているところでございます。改めて７月の教育委員会で御説明さ

せていただきますので、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２４日に中央公民館で行います。研修内容につきましては、「防

災教育の充実に向けて」を予定しております。詳しくは、また次回の

教育委員会でお伝えさせていただきますので、委員の皆様におかれま

しては、お時間がございましたら御参加いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で指導室からの報告事項を終わります。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問ございませんか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 ないようですので、報告事項⑧、平成２９年

度就学相談について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課からは報告事項⑧に

ついてと追加で特別支援教育リーフレット等の配布について、続けて

御報告させていただいてよろしいでしょうか。 

○吉村教育長職務代理者 お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 では、まず、報告事項⑧、平成２９年度

の就学相談の実施について、御報告をさせていただきます。 

就学相談は、障害のある幼児・児童の可能性を最大限に伸長し、社
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会参加するために基礎となる力を培うこと、一人一人の教育的ニーズ

に応じた適切な教育を保障する必要があるため、教育、医学、心理学

等の観点から総合的な判断を行い、ライフステージを見通した就学先

の決定を保護者の方と相談しながら進めていくものです。 

５月２９日に東京都教育委員会におきまして、就学相談事務担当者

説明会が実施され、いよいよ今年度の就学相談がスタートいたしまし

た。昨日、６月５日には就学相談ガイダンスを実施し、就学相談の流

れや内容、特別支援学級や特別支援教室、特別支援学校の教育内容な

どについて御説明をさせていただきました。 

新小学校１年生の方を対象とした会には３７名の方が参加、新中学

校１年生の方を対象とした会には１７名の方の御参加があり、ガイダ

ンス終了後には、個別の相談やお申し込みを受け付けしたところです。 

今後、７月３１日、８月３日を一斉相談日とし、それぞれ翌日には

ケース会議を予定しております。また、１０月と１２月には追加相談

も予定しております。 

昨年度より子ども相談室が設置されたことで、就学相談のあり方も

少しずつ変化してまいりました。今後ともお子さんと保護者の方にと

って最善な方法で丁寧な就学相談を実施してまいりたいと考えており

ます。 

では、続きまして、リーフレット等について、御報告をさせていた

だきます。 

理解啓発リーフレット、「東村山市の特別支援教育」及び「特別支

援学級案内」を配布しております。子ども・教育支援課では、保護者

の方を始めとする市民の方に東村山市の特別支援教育に関する理解を

深めていただくことを目的に各種リーフレットを作成しております。 

「東村山市の特別支援教育」については、６月中に小学校、中学校

を通じて全ての世帯に配布をさせていただきます。委員の皆様におか

れましても、ぜひ御一読いただき参考にしていただければ幸いです。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございませんか。 

○小関委員 今年度、子ども相談室の設置や全ての小学校に特別支援教

室ができたということで、就学相談のガイダンスで中身が変わったこ

とがあれば教えていただきたいと思います。 
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○大西子ども・教育支援課長 就学相談ガイダンスにつきましては、昨

年度まで１回の開催で小学校、中学校合わせて説明をさせていただい

ておりました。御要望の中に特別支援教室の説明が欲しいというアン

ケート結果がございましたので、今年度は午前中、小学校の部という

ことで、特別支援教室、いわゆるけやき教室の先生にも直接来ていた

だいて、授業内容や手続の流れについても御説明をさせていただいた

ところです。 

また、就学相談だけではない移行支援の方法として、子ども相談室

を活用した移行支援であるとか、就学支援シートもありますというこ

とも、今年度のガイダンスでは御案内をさせていただいた変更点にな

ります。 

以上です。 

○吉村教育長職務代理者 他にございますか。 

○小関委員 特別支援教室が全ての小学校に置かれているというのは、

保護者にとっては本当にある意味すごく画期的だし安心なことだと思

うのですね。そのあたりを強調していただいて、子供たち一人一人の

ニーズに合うといったことをお示しいただければと思います。 

○當摩委員 大変個人的な感想の意見なのですが、私の娘が市内の幼稚

園で仕事をさせていただいていまして、やはりこうした制度がさまざ

ま導入されてから就学前の子供たちへの教育委員会の目がとても広が

ってくれているということをとても安心感をもって私に語ってくれて

おりまして、こうした一つ一つの地道な動きが０歳から１８歳までと

いうスローガンどおりのことにつながっているのかなと思って、大変

心強く思っております。皆様の御苦労が本当に偲ばれるのですが、ど

うぞいろいろなことでよろしくお願いいたします。 

○吉村教育長職務代理者 よろしいですか。すばらしい試みだし、立派

なリーフレットもでき上がりましたし、楽しみですね。ありがとうご

ざいました。 

続いて、報告事項⑨、青少年委員の委嘱について、お願いいたしま

す。 

○平島社会教育課長 では、報告事項⑨、青少年委員の委嘱について、

御報告いたします。 

前任者の粕谷有里氏が一身上の都合で、平成２９年４月３０日を

もって退任されたため、今回、１名の委嘱をするものでございます。 
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新しい１名の経歴ですけれども、髙橋真輝氏につきましては、現在、

本町にお住まいで、平成２３年度から２６年度まで久米川小学校のＰ

ＴＡ並びに青少年対策第七地区のキャンプ、子どもまつり等に参加し

て活躍されていました。これまで、高橋氏の児童・生徒たちの指導、

健全育成に力を発揮していることから、青少年委員としてふさわしい

方であると考えております。委嘱する任期は、平成２９年６月１日か

ら平成３１年３月３１日まででございます。 

以上です。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございませんか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 ないようですので、次に、報告事項⑩、東村

山市スポーツ推進審議会第２１期委員の選任について、お願いいたし

ます。 

○中澤市民スポーツ課長 では、報告事項⑩、東村山市スポーツ推進審

議会第２１期委員の選任について、御報告申し上げます。 

御覧いただいております名簿に記載しております方々を次期の第２

１期スポーツ推進審議会委員に選任してまいりたいと考えております。  

まず、社会体育関係者（１号委員）の朝岡晃一氏については、東村

山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱に定める任期及び年齢の

目安を超えておりますけれども、公益社団法人東村山市体育協会会長

を務める傍ら、本審議会の会長やスポーツ科学委員会の副委員長を務

めておられ、現在も当市のスポーツの推薦に御尽力いただいておりま

すことから、次期についても引き続き選任してまいりたいと考えてお

ります。 

また、新委員といたしましては、社会体育関係者（１号委員）から

廻田町体力つくり推進委員会委員長であります池谷俊幸氏と学校体育

関係者（２号委員）から大岱小学校長の黒羽次夫氏、同じく学校体育

関係者の東村山第一中学校長、深谷恭司氏を選任したいと考えており

ます。 

このことに伴いまして、第２０期委員である社会体育関係者の吉野

卓夫氏と学校体育関係者の田所德雄氏、矢部崇氏につきましては、今

期をもって御退任ということとなります。 

なお、次期委員数につきましては、第２０期と同様に９人となる予
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定でございます。条例では１０人以内としておりますので、要件は満

たしておりますけれども、１０人とすることが望ましいことから、か

ねてからの懸案事項であります年齢や男女比率等を考慮した委員の人

選という点にも考慮しながら、引き続き適任者の選任に努めてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございませんか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 ないようですので、続いて、報告事項⑪、市

立中央図書館耐震補強工事等について、お願いいたします。 

○新倉図書館長 図書館からは報告事項⑪から⑫までをまとめて説明さ

せていただきますが、よろしいでしょうか。 

○吉村教育長職務代理者 お願いします。 

○新倉図書館長 図書館からは、２件の報告をさせていただきます。 

初めに、報告事項⑪、市立中央図書館耐震補強工事について、御報

告いたします。 

市立中央図書館の耐震補強工事につきましては、平成２７年度に実

施した耐震診断で国の基準で定める必要な耐震性能を有しておらず、

地下の壁の一部を補強する必要があるとの結果であったことから実施

するものであります。５月１０日に入札が行われ、無事に落札されま

した。９月末の完了を目指して取り組んでまいります。 

また、耐震診断で、振れどめ不備が指摘されておりました吊り下げ

照明器具と誘導灯につきましても、今年度、交換工事を行います。吊

り下げ照明交換工事につきましても、５月１０日に入札が行われ、無

事落札されました。水銀灯から天井設置型のＬＥＤ照明器具に交換し、

安全性を確保するとともに消費電力の削減効果が期待できます。誘導

灯の交換についても手配を進めているところであります。 

耐震補強工事については、基本的に開館しながらの工事となります

が、６月１９日から２７日は休館して、音の出る工事を集中的に行う

ほか、足場を組む必要のある吊り下げ照明器具交換工事等を行う予定

です。 

工事については、図書館利用者や周辺施設への影響を最小限にとど

められるよう配慮し、また、利用者の安全対策を第一に考え、安全・
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安心な図書館の環境整備に取り組んでまいります。 

続きまして、報告事項⑫、ボランティア講座「高齢者施設での紙芝

居」について、御説明いたします。 

本年度の図書館重点事業として、高齢社会に対応したサービスの充

実に取り組んでおりますが、高齢者施設でのボランティア活動の支援

事業として紙芝居の講座を企画しました。紙芝居は子供向けだけでな

く、高齢者ケアの観点から利用されており、図書館にも老人ホームな

どでボランティアをされている方から高齢者向けの紙芝居で何かいい

ものはないかなどの相談が増えているため、今回、企画したものであ

ります。市内の紙芝居サークルの方に実践報告をしていただくほか、

介護紙芝居研究者による講演とボランティア交流会を企画しておりま

す。今後も生き生きとしたボランティアの活動が継続されるよう支援

に努めていきたいと考えております。 

図書館からは以上です。 

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございませんか。 

○當摩委員 実は前回の教員委員会の重点施策の中で、高齢者への紙芝

居ということを伺って、とてもすてきだなと思ったのです。早速、計

画を立ててくださり、こうした講座を設けて実践し、進めてくださる

ことはすごくうれしいと思います。さまざまボランティアで老人ホー

ムに伺ったりさせていただく機会が多かったのですが、日々いろいろ

なことの中で、御自身の今までの人生を振り返る中で、ただ、体の自

由とかが昔ほどきかなくなった中で、どれだけ子供のころの思いであ

るとか、子供たちとはまた違った楽しみという形でしょうか。こうい

う着眼というのがすばらしいなと思いましたので、こうした事業を一

つずつ丁寧に進めていっていただきたいと思います。すごくうれしい

です。よろしくお願いします。 

以上でございます。 

○吉村教育長職務代理者 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 予定されていました報告事項は以上ですが、

他に報告事項をお持ちの方は、いらっしゃいますか。 

○野崎教育部長 今、６月定例市議会開催中でございますが、先週一般

質問が終わりました。教育委員会関係のものについて、その質問と答
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弁の概要を御報告させていただきたいと思いますが、今回は個別具体

な事柄についての質問が多くございました。順次御報告申し上げます。 

最初に、３番議員ですけれども、３点いただきまして、全て教育で

ございます。まず、１点目の「栄養格差を縮めるために中学校の一律

完全給食化を！」というところですが、完全給食というのは全員給食

のことだと思います。御質問の概要といたしましては、現在、スクー

ルランチでは地場産野菜を使ったメニューを提供し、食育として郷土

への関心を高める取り組みをしているが、冷凍食品やレトルト食材を

使った弁当を持参する子供はそれを享受できない。また、貧困状態に

ある子供の栄養格差を縮めるためにも全員給食にすべきという御趣旨

でございます。 

これに対してのお答えといたしましては、郷土への関心ということ

については、授業の中での地場産野菜を取り入れた調理実習や献立作

成、市内農家での収穫体験を通じ、郷土への関心を高めている。また、

貧困による栄養格差については、その実態を把握するのは難しいけれ

ども、現状の弁当併用方式は誰でも注文ができる体制であるし、就学

援助という給食費の助成制度もある。また、子供の成長過程において

は、食に関して自ら選択するといったことや自らお弁当づくりをする

といったことも食育の一環であるし、また、弁当持参を希望する保護

者、生徒もいるという現状でございますので、現在の弁当併用方式を

継続していきたいというお答えをさせていただきました。 

２番目の「自尊感情を高めるＤＶ、ギャンブル依存症対策を」とい

うことですけども、御質問の趣旨は、ギャンブル依存症は自尊感情の

低さも要因の一つと言われている。当市は子供たちの自尊感情の現状

分析と自尊感情を高める教育の具体例、ギャンブル依存症予防講習を

実施すべき。また、市内の高校で実施しているが、中学校においても、

デートＤＶ予防教育をということでございました。 

この答えといたしましては、自尊感情の現状分析については、全国

学力学習状況調査の質問項目を活用し分析をしている。この分析を踏

まえ、道徳の授業や特別活動の実践などを通じ、指導をしている。ま

た、自尊感情や自己肯定感を高める教育の工夫をテーマに実施した研

究成果を全校へ普及するよう取り組む。中学校においてのデートＤＶ

予防教育については、他者への理解や思いやりの心を育む人権教育の

推進に取り組んでいるというお答えをさせていただきました。 
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３点目の「スクールゾーンの馬出しについて」ということですが、

御趣旨は、馬出しをしている保護者の負担感が大きいため、シルバー

人材センターにお願いしている児童通学確認員、見守りをしている方

に、馬出しをお願いできないかということでございました。  

お答えといたしましては、馬出しをする場所とその確認員の場所が

近い場合には、それは可能で実施しているけれども、やはり地域の方

やＰＴＡの方々の御協力がないと児童の安全確保は難しいので、引き

続き御協力をお願いしたいというお答えをさせていただきました。  

続きまして、１０番議員でございますけれども、「公立小中学校ト

イレの洋式化を進めるチャンス！」ということで、当市や近隣市の洋

式化整備状況ですとか、洋式化への課題、東京都の補助を活用して洋

式化すべきという趣旨でございます。  

その答えといたしますと、当市の洋式化率は約４５％、どの学校も

大体半分ぐらい洋式化をしているという状況で、近隣市もその前後の

整備数ではありますが、教育委員会としても必要性は認識している。

課題といたしましては、制度的には、国や東京都の補助金や交付金が

あるため、市の財政負担は２分の１ということになっているわけです

が、現実には、国の交付金が不採択、いわゆる国の交付金のパイの関

係でこれには当たらないという状況や、都の補助基準額も６分の１と

いうことなのですが、その基準になる額が、単価が実際の単価より低

くて、実際には１０分の１ぐらいの補助しか当たらないということが

ございまして、現状、見込める歳入からすると、全体工事費の１０分

の１程度しか見込めなくて、９割ぐらいが市の負担になるということ

で、財政負担が大きいことが課題であるというようなお答えをさせて

いただきました。  

続きまして、１３番議員でございますけれども、「東村山市の教育

のあり方と課題について」ということと「学校図書館の整備充実につ

いて」ですが、教育のあり方と課題ということについては、大きく二

つの点がございました。まず１点目が、東村山市教育施策の大綱では、

東村山市の特性を生かし施策を体系化したとのことだが、この特性と

いうのはどういうことかということと、東村山市の教育大綱と新指導

要領の大綱的基準について、どう整合を図っていくかといった趣旨で

ございます。  

それともう１点が、新学習指導要領について、カリキュラムマネジ
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メントとして教育課程をどのように工夫していくか。新指導要領の周

知をどう進めるかといった質問で、現状、大変多忙な教職員にどのよ

うに理解してもらい、そのための周知をどうするかといった、大きく

はこの２点でございますが、まず、市の大綱でいう東村山の特性とし

ては、東村山版学習ドリルの活用ですとか全生園とのかかわり、家庭

教育の手引書や地域との連携、特別支援教育での切れ目のない相談支

援体制等である。  

また、東村山市の大綱と新学習指導要領の整合については、必要に

応じ、総合教育会議で適宜検討していく。また、新学習指導要領につ

いては、組織的、計画的に各学校の教育活動の質の向上を図るよう定

例訪問や教員研修、学校評価などを通じ、指導、助言するとともに適

切な周知に努めていくというお答えをさせていただきました。  

続いて、学校図書館の整備充実ということですが、御質問の趣旨と

すると、蔵書検索及び市立図書館と各学校とのあいだをオンラインで

検索できるようにシステム化したらどうかということと、現状、２校

兼務の学校司書の増員をすべきということでございました。  

これに対しましては、システム、あるいは司書の増員、費用面から

今後の課題であると捉えている。市立図書館や地域ボランティアの方

たちと協力連携しながら、より充実した学校図書館を目指したいとい

うお答えをさせていただきました。  

続きまして、１７番議員でございますけれども、「特別支援教育の

より一層の充実を！」ということでございます。御趣旨とすると、特

別な支援が必要な児童の情報について、幼稚園、保育園等から小学校

へどう引き継がれたか。あるいは小学校から中学校へはどうか。また、

個別の教育支援計画、個別指導計画の作成に関する課題と解決策とい

った御質問で、特別な支援を要する子供については、切れ目のない支

援が必要、また、きめ細かい個別の指導計画が重要ということでござ

いました。  

これに対しまして、特別な支援を要するお子さんの状況把握につい

て、幼稚園、保育園等から小学校への引き継ぎについては、保護者と

幼稚園や保育園などがともに作成した就学支援シートのほか、指導要

録や保育要録により引き継いでいる。小学校から中学校へも保護者の

了解を得て、小・中学校双方の管理職、特別支援教育コーディネータ

ー、担任等により教育支援計画や個別指導計画を引き継いでいる。個
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別指導計画の作成に関する課題と解決策については、作成や活用に当

たって、保護者の理解を得られない場合がある。この解決には、まず

は全教員が計画の意義や効果を正しく理解し、適切に保護者に説明で

きるように努めていくというお答えをさせていただきました。  

最後に２４番議員でございますが、「就学援助について」というこ

とでございます。御趣旨は、今年度から増額された準要保護者の入学

準備金を前倒し支給すべきということで、現在、入学後８月ごろに準

備金を支給しているのですが、それを入学前に前倒し支給すべきとい

うことと、生活保護認定基準の引き下げに伴いまして、準要保護者の

対象者も減少しているので、市の認定基準の緩和をすべきということ

でございました。  

これに対しましては、入学準備金の前倒し支給については、国のル

ールも変わったので、それを受け現在、検討しているということ、ま

た、市の認定基準の緩和については、これまでも国の要保護者の認定

基準に準拠してきたところなので、市独自の認定基準の緩和は考えて

いないというお答えをさせていただきました。  

以上、雑駁でございますが、主に教育関係の概要を御説明させてい

ただきました。今回、私は、教育部の答弁が初めてということで、な

かなか的確に答えられない部分もありましたので、反省を踏まえて、

今後、議会の中でも、我々がしっかり教育行政を進めているというこ

とを主張できるように努めてまいりたいと思いますので、御指導のほ

ど、よろしくお願いしたいと思います。  

以上でございます。  

○吉村教育長職務代理者 ただいまの報告事項について、御意見、御質

問はございませんか。 

（ なし ） 

○吉村教育長職務代理者 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６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２１分 閉会 


