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平成２９年第７回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年７月５日（水）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 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

教育総務課長 清 水 高 志 図書館長 新 倉 敦 子 

学務課長 森 脇 孝 次 公民館長 服 部 浩 明 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 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 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。 

専決処分報告（非公開） 

  ①東村山市立小学校教諭の服務事故にかかわる処分内申(指導室) 

議題 

 議案第２３号 東村山市就学援助に関する規則の一部を改正す

る規則 

 議案第２４号 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

書の調査・研究に係る答申 

 議案第２５号 東村山市社会教育委員の委嘱 

 議案第２６号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

報告事項 

①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） 

②平成２９年度夏季休業中の取組について（指導室） 

③平成２９年度第３８回東村山市中学校スポーツ大会開会式について 

 （指導室） 

④平成２９年度東村山市立小・中学校音楽鑑賞教室について（指導室) 
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⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑥青少年対策地区白州キャンプについて（社会教育課） 

⑦運動公園プールの開放について（市民スポーツ課） 

⑧その他 

午前９時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第７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。 

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、８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、議事日程に従って進めさせていた

だきたいと思います。 

本日の専決処分報告①、東村山市立小学校教諭の服務事故にかかわ

る処分内申については、教育委員会会議規則第１０条のただし書きに

規定する人事に関する事件に該当いたしますので、公開しない会議に

したいと思いますが、こちらについて、討論をしないで採決をしたい

と思います。本件について、公開しない会議とすることに賛成の方、

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すので、専決処分報告①につきまし

ては、公開しない会議といたします。 

  それでは、休憩します。 

 

午前９時３２分 休憩 

 

午前９時４５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
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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になるか、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２３号、東村山市就学援助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。 

○森脇学務課長 議案第２３号、東村山市就学援助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７月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東

村山市就学援助に関する規則の一部を改正する規則。東村山市就学援

助に関する規則（平成２０年東村山市教育委員会規則第１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、就学援助資格を

有する者に対して支給する援助金の支給内容の一部を改正するため、

及び「東村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」の一部改

正に伴い、第１号様式（第４条）の内容の一部を改正するため、本案

を提出するものであります。 

それでは、補足説明をさせていただきます。ここで改正する内容が

２点ございますので、１点ずつ整理をして説明をさせていただきます。  

まず１点目の就学援助資格を有する者に対して支給する援助金の支

給内容の一部改正について御説明を申し上げます。 

要保護者への援助につきましては、「国の要保護児童生徒援助費補

助金」により経費の一部を補助しておりますが、平成２９年度より入

学時のランドセル代や制服代などの費用として支給される新入学児童

生徒学用品費等の補助単価の改正がこのたび行われました。 

準要保護に対する支援は、各市町村が独自に就学援助制度を実施し

ておりますが、このたびの国の補助単価の引き上げにあわせまして、

準要保護に対しましても、入学準備金を増額支給するものでございま

す。 

別表第１（第３条）の支給内容等の欄にお示ししております小学１

年生１人につき２０，４７０円から４０，６００円に、また、中学１

年生１人につき２３，５５０円から４７，４００円への改正となって

おります。 

なお、この規則につきましては、平成２９年４月１日より適用いた
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します。 

続きまして、２点目でございますが、「東村山市行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例」の一部改正に伴い、第１号様式（第４条）

の内容の一部を改正することについて説明を申し上げます。 

まず、国より平成２５年５月３１日付の「行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる番号法で

すけれども、それに基づき、平成２８年１月１日より行政手続におい

て個人番号（マイナンバー）の利用ができるようになりました。 

本市におきましても、番号法で決められております事務におきまし

て、個人番号を利用する方針のもと、市役所内部におけるそれぞれの

執行機関内での特定個人情報の利用についてのみを規定した条例を制

定し、個人番号の利用をスタートしております。 

このたび、当市では市民等多くの方の利便性の向上や行政事務の効

率化がより図られるよう、番号法に規定されていない事務の中から、

市独自の個人番号の利用について、１２の事務が追加をされ、個人番

号及び特定個人情報の利用を可能とし、また、市の別の事務で利用で

きたり、市の他の機関への提供ができるなど、執行機関内における情

報連携が可能となるような条例の改正が行われました。 

この改正により、新たに個人番号を利用する事務として、本件の

「就学援助に関する事務」も含まれており、これまで申請者が準備し

ていた所得証明等の書類が、内部で情報連携が可能となり、省略でき

ることから、利便性の向上が図られるようになりました。 

第１号様式（第４条）の新様式を御覧ください。中段の真ん中あた

り、続柄の横にあります職業・学校名の上段に個人番号を記載する欄

を設けております。この欄に番号を記載していただければ、申請者が

今まで他の部署で取得していた証明書を添付することが不要となりま

す。 

以上、雑駁ではございますけれども、御審議の上、御可決賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

○森教育長 ただいま、学務課長から説明がございました。そのことに

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。 

よろしいですか。 

（ なし ） 
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○森教育長 特に、意見がございませんので、それでは、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２３号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２４号、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２４号、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の調査・

研究に係る答申について。上記の議案を東村山市教育委員会に提出す

る。平成２９年７月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、

森純。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の調査・研究に係る答申について。

平成３０年度の東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校

特別支援学級で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５月１１日に教育委員会より教科書選定運営委員会へ「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」の調査・研究について諮問いたしました。

その後、平成２９年６月２６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３０年度の東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校

特別支援学級で使用する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２９年５月２日に開

催されました教育委員会において、第１７号議案として提出させてい

ただきました平成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１１日に第１回教科書選定

運営委員会を開催し、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の調査・研究につい
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て諮問いたしました。 

その際、小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級用

教科用図書につきましては、学習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、東村山市立小学校及び

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中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、特出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、選定運営委員長１名、小学校「特

別の教科道徳」教科書調査委員会委員長１名及び小・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２名、保護者２名の方々に加わっ

ていただき、７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、小学校「特別の教科道徳」

教科書調査委員会及び小・中学校特別支援学級用教科書調査委員会と

ともに５月１１日に第１回教科書調査委員会を開催し、調査・研究の
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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。 

それを受けまして、調査委員会には、６月２０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、東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・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、方針及び調査・研究資料を作成していただき

ました。 

なお、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「特別の教科道徳」は８社。小学校特別支援学級用教科用図

書は総計７３点になり、内訳は、国語９点、書写１２点、社会１点、

地図１点、算数１６点、理科１点、生活科１点、音楽１点、図画工作

１点、家庭１点、保健１点、生活２７点、道徳１点。 

中学校特別支援学級用教科用図書は総計３６点になり、内訳は、国

語３点、書写３点、社会５点、地図３点、数学４点、理科３点、音楽

３点、美術３点、技術・家庭４点、保健体育２点、英語３点です。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

しております。 

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 青木教育部次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。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、御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。賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２４号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２５号、東村山市社会教育委員の委嘱について

お願いいたします。 

○田中教育部次長 議案第２５号、東村山市社会教育委員の委嘱。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年７月５日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市社会教育委員の

委嘱。社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第２項及び

東村山市社会教育委員に関する条例（昭和４７年東村山市条例第６
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号）第２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、現社会教育委員の任期が平成２９年７月３１日をもって満了と

なるため、本案を提出するものでございます。 

第２１期社会教育委員の任期が、先ほど申しました平成２９年７月

３１日で満了となることに伴い、今回、第２２期の社会教育委員の委

嘱を予定する１０名の委員のうち８名の方につきましては継続をして

いただき、新たに２名の方を新任で追加するものでございます。 

新しいお二方の経歴について申し上げます。まず、森田明美氏でご

ざいますが、平成２９年３月末まで７期１４年にわたり青少年委員と

して、また、そのうち５期の間副会長を務めていただいた方でござい

ます。青少年委員会では、体験活動を中心とした「輝け！東村山っ子

育成塾」におきまして、児童・生徒の健全育成のためによりよい青少

年活動の事業を実施していただき活躍をしておられました。 

続きまして、上田幸夫氏でございますが、平成１０年４月より日本

体育大学体育学部教授として着任をされ、平成２９年３月に退職をさ

れました。また、その後、平成２９年４月より同大学体育学部の招聘

教授として着任をされており、専門分野は社会教育学公民館でござい

ます。主な活動といたしましては、平成２７年より日本公民館学会の

副会長、それから、平成２６年より川崎市社会教育委員の議長を務め

られておられる方でございます。 

お二方とも社会教育委員としてふさわしい方と考えております。今

回、第２２期の社会教育委員の皆様には、定例会、東京都市町村社会

教育委員連絡協議会、社会教育に係る補助金の審査、生涯学習計画の

ローリングの評価シートの作成、点検・評価の検討、それから、各市

ブロックでの事例発表、成人式、白州キャンプの視察等や意見交換を

していただく予定となっております。 

任期につきましては、平成２９年８月１日から平成３１年７月３１

日までとなっておりますので、よろしく御審査の上、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 田中教育部次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 大変お二方ともすばらしい経歴と体験をお持ちでいらっし

ゃいますので、ぜひ社会教育にいろいろなお力を注いでいただきたい

と思います。とてもいい人事だと思います。 



９ 

○森教育長 他に御意見ございますか。あるいは御質問でも結構です。

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、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２５号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２６号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱に

ついてお願いいたします。 

○新倉図書館長 議案第２６号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱。

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年７月５日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立図書館協

議会委員の委嘱。東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村

山市条例第１９号）第３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、委員の任期が平成２９年７月３１日をもって

満了となるため、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。図書館協議会は、中央図書館の開

館当初から設置されており、図書館長の諮問に応じるほか、図書館奉

仕について意見を述べることができるとの位置づけで現在、年３回の

開催となっております。 

第２２期の協議会では、図書館の重点事業の実績や課題の報告につ

いて、意見をいただいてシートにまとめるほか、実施計画事業や子ど

も読書活動推進計画事業、公共施設再生計画のロードマップに基づい

た今後の図書館機能のあり方などについて、御意見や御提案をいただ

きたいと考えております。 

第２１期の委員の任期につきましては、平成２９年７月３１日まで

となっており、新たに平成２９年８月１日から平成３１年７月３１日

までの任期の第２２期の委員を委嘱するものであります。 

第２２期委員候補につきましては、東村山市立図書館協議会委員名

簿のとおりでございます。 

新任候補につきましては、社会教育関係者枠の第２号委員２名です。

この方について説明させていただきます。 

まず、社会教育関係者の小島恵津子氏は、図書館の障害者サービス
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に長く御協力いただいている東村山音訳の会の会長であるほか、音訳

の会の活動と並行して乳幼児への読み聞かせボランティアとしての活

動経験も長く、今後の図書館運営について多様な視点での御意見をい

ただくことができると考えております。 

また、もうお一方の黒尾和久氏は、市内の国立ハンセン病資料館の

学芸部長、館長代理を務められ、リニューアル後のハンセン病資料館

の中心的存在として多方面で御活躍されております。 

図書館とは、ブックリスト「全生園とハンセン病を知る」「本で知

ろう！ハンセン病」の改訂、作成等において、ハンセン病資料館と連

携した事業があり、接点も多く、同じ社会教育施設である博物館での

経験や見識は図書館運営についても、多様な観点からの御意見をいた

だくことができると考えております。 

なお、この他の委員につきましては、第２１期より継続でお願いし

ております。 

学識経験者枠につきましては、４名以内のところ３名ですが、現在

の候補委員により幅広い観点から十分に協議がなされると判断しまし

た。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。説明

は以上です。 

○森教育長 図書館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。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に御質問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 全員賛成ということで、議案第２６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、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①から⑤までを続けて御報告させていた
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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①、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。 

先ほど、議案第２４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。本日、お示しさせていただきました調査・研究資料を御参

考にしていただきながら、既に教育委員の皆様には８社の教科書を御

自宅にお届けさせていただいて、既に調査・研究をしていただいてい

るところかと思いますが、改めて本日、お示ししました調査・研究資

料なども御参考にしていただきながら、８月３日の臨時教育委員会で

採択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②、平成２９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

習等の予定を一覧にまとめてございます。今年度は特に各学校では夏

季休業中に授業日を設定している学校が多くございます。そのため補

習授業等の学習教室を設定している学校が、例年に比べて多少日数が

少なくなっているかと思いますが、授業日を８日間設定している学校

等もございます。夏休みにおいても、各学校では授業あるいは学習教

室、またはプール指導等、子供たちへの指導を行っていただく予定に

なっております。 

次に、各種研修会について、でございますが、まずは、夏季宿泊研

修について、でございます。 

本年度の初任者の教員対象でございます。今年度は教育委員の當摩

委員に御講演をいただき、その後、大学の先生、また現職の校長先生、

指導主事等が講師となり、研修会を進める予定でございます。宿泊施

設につきましては、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、二泊三日で実施する予定でございます。 

當摩委員におかれましては、御指導のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

また、８月７日初日には、教育長におかれましても、御挨拶のほど、

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、夏季集中研修が８月１７日から２２
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日まで、また、子ども相談研修が８月２１日から２３日までを予定し

ております。 

また、全ての東村山市立小・中学校の教員を対象としております東

村山市立学校教員研修につきましては、８月２４日に行う予定でござ

います。 

今年度は、講師に防災教育普及協会事務局長の宮崎賢哉先生をお招

きいたしまして、「助け合う防災教育～学校・家庭・地域のつながり

をつくる～」という演題で御講演をいただく予定となっております。

次期学習指導要領にも防災教育の充実をということが求められている

ところでございます。本年度は防災教育のあり方について、先生方に

研修を行っていただく予定でございます。 

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

だければ幸いでございます。 

次に、「夏季休業日中の生活指導について」を既に学校には６月２

６日付で配付しております。例年配付させていただき、各学校では、

夏季休業日前に子供たちへの指導をお願いしているところでございま

すが、特に今年度におきましては、ＳＮＳ等の利用に関する注意喚起、

また、夏季休業日前、及び夏季休業日明けの児童・生徒への丁寧な観

察や声かけ、悩みや不安の解消に向けた支援など、保護者と連携して

指導・支援を行うよう特に強調して通知をしているところでございま

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。夏季休業日

中には家庭訪問、また、保護者面談等を通して、家庭との連携を強化

していただくよう校長会、副校長会においても、改めて周知徹底を図

ってまいりたいと考えております。 

次第に戻りまして、報告事項③、平成２９年度第３８回東村山市中

学校スポーツ大会開会式について、御報告させていただきます。 

既に教育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

７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。こちらも、御都合がよろしければ御出席いただ

きますようお願いいたします。 

続きまして、報告事項④、平成２９年度東村山市立小・中学校音楽

鑑賞教室について、御報告させていただきます。 
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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年生を対象として実施いたしました。当日は

午前、午後合わせておよそ２，３５０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。演奏終了後の出口付近では、

子供たちに指揮者の方が声をかけてくださり、子供たちの充実した満

足そうな姿を見ることができました。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。来年度も同

時期に開催予定でございます。 

最後に報告事項⑤、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。 

７月の市教育委員会定例訪問は、１２日水曜日の富士見小学校と１

９日水曜日の東村山第二中学校を予定しております。両日ともに吉村

委員にお願いをさせていただいてございます。当日は御挨拶、また、

御指導のほど、どうぞ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。 

○森教育長 報告事項①から⑤まで、たくさん説明がございましたけど

も、ただいまの報告事項につきまして、御意見あるいは御質問がござ

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、続きまして、報告事項⑥、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。 

○田中教育部次長 青少年対策地区のキャンプについての日程をお知ら

せいたします。 

毎年、夏休みの期間を利用して青少年対策地区のキャンプを行って

おりますけれども、本年度も７月２６日の７地区を筆頭に８月１日の

６地区まで開催をさせていただきます。 

今回は夏休みの授業等の関係がありまして、若干、日程を組みかえ

ております。 

教育委員の皆様には、８月１日、６地区のキャンプの視察をしてい

ただく予定になっております。参加される委員の皆様にはお手元に視

察の予定表があるかと思いますが、午前７時過ぎには出発という形に

なりますので、お忙しい中、恐縮ではございますが、御出席いただき

ますようよろしくお願いいたします。 
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○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

いますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、報告事項⑦、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⑦、運動公園プールの開放について、

御報告いたします。 

運動公園では、今年も７月１５日の土曜日から８月３１日の木曜日

までの期間、プールの夏季開放を開始いたします。運動公園のプール

につきましては、大分老朽化が進んでいる状況ではございます。現在、

プール内の清掃、また、各設備の点検など、開放に向けた準備をして

おりますが、一番心配しておりましたろ過機のほうも正常に作動いた

しまして、現在も問題なく作動している状況でございます。 

開放中の８月７日と８日の二日間につきましては、中学生以下の方

を対象に２時間までの無料開放を実施いたします。営業に際しまして

は、チラシをＡ３判のカラー刷りにいたしまして、グリーンバス内、

市立各小・中学校、各公共機関などにおいて掲示をお願いさせていた

だくと同時に７月１日号の市報で掲載、また、各町の自治会の掲示板

などを通じて地域の方々への周知をさせていただいたところでござい

ます。 

また、開放期間中においては、市役所いきいきプラザ市民センター

において、土日祝日を除く午前中に庁内放送をいたしまして、来場さ

れる市民の皆様へのＰＲもしてまいりたいと考えております。 

なお、８月４日の金曜日はメンテナンスにより１日休場ということ

になります。よろしくお願いいたします。 

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、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 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、

他に報告事項をお持ちの方、いらっしゃいますか。 

○森脇学務課長 地元企業の地域貢献について報告をさせていただきま

す。 
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このたび、黒焼きそばソースの提供がございます。市内にあります

ポールスタア株式会社より子供たちの食育、地域への社会貢献を目的

として、本市へ黒焼きそばソースを寄贈していただくことになりまし

た。 

本日この後、マルチメディアホールで寄贈式が行われます。１本、

２キログラム入りのソースを４２本ということで、金額で申し上げま

すと１５万円ぐらいのものを寄贈していただく予定となっております。  

７月１０日から１８日の期間で、黒焼きそばソースを使用して市内

の小・中学校で給食メニューとして黒焼きそばを提供していきたいと

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。 

今後、学務課も積極的に連携をして取り組んでいきたいと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 今日、記者会見があるということは、明日、何らかの新聞

に載る可能性が高いということでしょうか。 

○森脇学務課長 はい。 

○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。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、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２９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１０時２５分 閉会 


