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平成２９年第９回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年９月６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 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 

指導主事 宮 﨑 忍    

 

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２８号 東村山市立学校におけるセクシュアル・ハラス

メントの防止等に関する規則の一部を改正する

規則 

 議案第２９号 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する

指針の一部改正について 

報告事項 

①平成２９年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査について 

                          （指導室） 

②平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果について（指導室） 

③夏季休業中の研修会参加状況について（指導室） 

④９月から１２月までの指導室関連事業について（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑥平成２８年度東村山市子ども相談室報告書について 

                    （子ども・教育支援課） 

⑦なぎさ体験塾について（社会教育課） 
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⑧平成２９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） 

⑨平成２８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） 

⑩第５４回市民体育大会総合開会式開催報告について 

                      （市民スポーツ課） 

⑪大人のためのプレミアム紙芝居の開催について（図書館） 

⑫フレッシュコンサートについて（公民館） 

⑬その他 

報告事項（非公開） 

⑭東村山市立学校教諭の服務案件について（指導室） 

午前９時２８分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第９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、本日の署名委員を佐々木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、傍聴のお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 ） 

○森教育長 では、議事日程に従って進めさせていただきたいと思いま

す。 

本日の報告事項⑭、東村山市立学校教諭の服務案件につきましては、

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、検討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、報告事項⑭につきましては、

公開しない会議とし、全ての議事終了後に議題とさせていただきます

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。 
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午前９時３０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いたします。 

では、議事日程に従って進めさせていただきたいと思います。 

議案第２８号、東村山市立学校におけるセクシュアル・ハラスメン

トの防止等に関する規則の一部を改正する規則をお願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２８号、東村山市立学校におけるセクシュア

ル・ハラスメントの防止等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９月６日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立学校における

セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の一部を改正する

規則。東村山市立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等

に関する規則（平成１５年東村山市教育委員会規則第８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、センター相談員に

関する規定内容の整理等を行うため、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。東村山市立学校におけるセクシュ

アル・ハラスメントの防止等に関する規則につきましては、東村山市

立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための

措置並びに苦情処理に関し、適切に対応するために必要な事項を定め

ているものでございます。 

学校で発生した案件については、まず校長、または学校に設置され

る学校相談員が、児童や保護者等から苦情や相談を受け付け、解決に

当たりますが、その対応が困難と学校相談員が判断した場合で、相談

等をした者の同意があったときには、東村山市教育委員会教育相談室

に設置されるセンター相談員にその対応を委ねることとされておりま

す。 

今回の規則の一部改正につきましては、このセンター相談員を設置

する部署について、これまでは東村山市教育委員会の教育相談室とさ
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れていたところ、指導室に改めますとともに、そのセンター相談員の

選任についても、教育相談室の職員ではなく、指導室の職員の中から

行うことにすると改めるものでございます。 

教育相談室につきましては、平成２８年度の組織改正において、既

に子ども相談室と改めているところであり、本来であれば、その改正

にあわせて今回の規則改正もされていなければならなかったところで

す。改正が遅れてしまったことにつきましては、まことに申し訳ござ

いません。 

それでは、規則改正の改め文の内容につきまして、新旧対照表に沿

って説明させていただきます。 

まず、第９条第１項におきまして、センター相談員を設置する部署

を「教育相談室」から「指導室」に改めるとともに「東村山市教育委

員会指導室」の略称規定を「指導室」と規定するものでございます。

この改正を受けまして、第９条第２項と第１０条第５項においては、

略称規定を「指導室」と改めたことに伴いまして改正を行うものです。  

センター相談員を指導室に設置し、その職員の中から選任すること

とした理由につきましては、規則の制定当時は、教育相談室は指導室

内の組織であったところ、現在は子ども相談室として、子ども・教育

支援課の組織に変更となっていること、また、センター相談員は、校

長、または学校相談員からその後の対応を委ねられるものであり、児

童や保護者等から直接に相談を受けるものではないことから、必ずし

も子ども相談室の相談員など専門的な知識を有する者としなければな

らない理由はないとの判断によるものです。 

最後に、附則についてですが、この一部改正規則の施行日につきま

しては、一日も早く施行する必要があることから、公布の日とさせて

いただくものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。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。 

○森教育長 今、青木教育部次長から説明がございました。この件に関

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。組織改編の関係で、改めなければいけないという

ことですね。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に御意見、御質問がないようですので、採決
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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２８号については、原案ど

おり可決いたしました。 

続きまして、議案第２９号、セクシュアル・ハラスメントの防止等

に関する指針の一部改正について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２９号、セクシュアル・ハラスメントの防止

等に関する指針の一部改正について。上記の議案を東村山市教育委員

会に提出する。平成２９年９月６日提出。提出者、東村山市教育委員

会教育長、森純。セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針

の一部改正について。セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する

指針の一部を改正し、別紙のとおり設定することに議決を得たい。説

明、被害を受けた者の性的指向や性自認にかかわらず、当該者に対す

る職場におけるセクシュアル・ハラスメントについても、本指針の対

象とする等の規定整備を行うため、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。本指針につきましては、先ほどの

議案第２８号にて御審議いただきました規則、東村山市立学校におけ

るセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の第４条を根拠

に定めているもので、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関して、

学校職員が遵守する責務として、教育長が定めている指針でございま

す。 

今回の指針の一部改正につきましては、厚生労働大臣が定める指針

であります事業主は職場における性的言動に起因する問題に関して、

雇用管理上講ずべき措置についての指針（平成１８年厚生労働省告示

第６１５号）が今年１月に改正され、ＬＧＢＴなどの性的少数者に対

する職場におけるセクシュアル・ハラスメントも、同指針の対象とな

る旨が明確化されたことを受けまして、本市が定めるセクシュアル・

ハラスメントの防止等に関する指針におきましても、基本的に同じ内

容を規定するため改正を行うものでございます。 

それでは、改正後の指針の内容につきまして、新旧対照表に沿って

説明させていただきます。 

第１、学校職員が認識すべき基本的な事項として、セクシュアル・

ハラスメントをしないようにするための認識の持ち方について定めて

おりますが、ここに新たな規定としまして、第５項「同性に対する言
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動も、セクシュアル・ハラスメントに該当すること。」という規定と、

第６項「被害を受けた者の性的指向や性自認にかかわらず、当該者に

対する職場におけるセクシュアル・ハラスメントも、本指針の対象と

なること。」という規定を加えるものでございます。 

これらの規定は、同性に対する言動についても、セクシュアル・ハ

ラスメントに該当し、また、ＬＧＢＴなどの性的少数者に対する職場

におけるセクシュアル・ハラスメントについても、本指針の対象とす

る旨を明確化するものでございます。 

次に、第３の第４号につきましては、相談を受けた校長、または学

校相談員が、解決困難な場合に連絡する相談機関について、これまで

は「教育委員会教育相談室」であったところ、新しく「教育委員会指

導室」に改めるものでございます。この改正については、先ほど議案

第２８号にて御審議いただきました東村山市立学校におけるセクシュ

アル・ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正におきまして、

センター相談員を設置する部署を「教育相談室」から「指導室」に改

めたことに伴うものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。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。 

○森教育長 青木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、御質問がありましたらお願いいたします。 

○當摩委員 今、世の中、性的少数者に対する理解も深めるときという

ことが、大変大きく言われておりますけど、これは理にかなった提出

だと思っておりますので、賛成いたします。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

本議会でも、ＬＧＢＴについては、話題にもなっておりますのでね。 

では、特に御意見がないようでしたら、採決をとりたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 それでは、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２９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。 
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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２９年度東村山市立学校におけるいじめの実態調

査について、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

だいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい、どうぞ。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項①、平成２９年度東村山市立学

校におけるいじめの実態調査について、御報告させていただきます。 

本件につきましては、８月の教育委員会で既に御報告させていただ

いたところでございますが、その後、東京都の調査との整合性を図り

ましたところ、小学校で１件、中学校で２件発生件数が増えました。

修正させていただいた数値につきましては、報告事項の表の中にアン

ダーラインを引かせていただいております。 

修正した理由につきましては、１件の事案に対して、複数の被害児

童・生徒がいたというところでございます。８月の教育委員会の際に

は、いじめがあった件数で、そのあった件数で被害児童・生徒が２名

いたということでございます。２名の被害児童・生徒が、他の児童・

生徒からいじめを受けたということでございますので、東京都への報

告との整合性を図るため、被害児童・生徒の数に合わせて修正をさせ

ていただいたものでございます。 

指導室報告事項の資料１につきましても、修正を図らせていただき

ました。 

なお、調査結果の分析につきましては、８月の教育委員会で御報告

させていただいた内容と特に大きな変化はございませんでしたので、

資料の数値と変更したもので御確認をしていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

報告事項②、平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果について、

御報告させていただきます。 

指導室報告事項、資料２を御覧ください。 

全国学力・学習状況調査は、４月１８日に実施されました。この調

査結果に基づきまして、本市の課題とそれに対する手だてを指導室と

してまとめた資料でございます。今週、校長会がございますが、校長

会の折にも助言をしてまいりたいと思います。 

まず、小学校の調査結果です。国語、算数ともにＡ問題、Ｂ問題と
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も全国平均は上回ってございます。ただ、小学校の算数Ａは東京都と

同じ割合、数値となっておりますが、その他につきましては、東京都

の平均値を若干下回るという結果でございました。 

課題といたしましては、国語については、特に漢字を書くことに課

題がございました。国語の時間の漢字練習だけではなく、日常的な文

章を書く活動で、漢字を積極的に使うよう先生方に指導していただく

よう、教育委員会としても各学校に伝えてまいりたいと思っておりま

す。 

また、Ｂ問題である主に「活用」に関する問題につきましては、記

述式の問題で無回答率の割合が多かったです。問題に対して、回答に

ついて文章で説明をするというところは、本市に限らず東京都や全国

の調査結果も回答、正答率は低かったところではございますが、改め

て様々な授業における言語活動の充実、各活動の充実が必要かなと捉

えております。 

中学校におきましては、Ａ問題、国語、数学とともに全国平均値を

上回っております。また、国語については、東京都の平均値と同じ正

答率でございました。例年に比べまして東京都の平均正答率と同じ傾

向ということで、正答率が上がったと判断しております。 

一方で、課題として挙げられるのは、小学校と同様にＢ問題におき

まして、やはり記述を求める問題については、無回答率が高かったと

いうことでございます。小学校、中学校ともに各活動の充実、あるい

は言語活動の充実を図って、子供同士で説明し合うなどの学びあう活

動の充実を進めていく必要があるということが、改めて今回の調査で

わかったところでございます。 

一方で、基礎的な知識理解のＡ問題の正答率が高かったということ

は、本市で作成しております国語、算数・数学基礎ドリルの成果が少

しずつあらわれてきたあかしかなと思います。基礎学力向上推進委員

会で先生方が、子供たちの実態に応じたドリルを作成していただいて

いる成果だと捉えております。より積極的な活用を促してまいりたい

と思います。 

それから、生活習慣や学習状況に関する子供たちのアンケート調査

につきましては、小・中学校ともに家庭でＳＮＳ、あるいはゲームな

どを利用している時間の多い子供は、各教科に関する平均正答率が低

いという実態がございます。 
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また、家庭での学習時間というものが、やはり影響があるというこ

とが改めてこの調査結果でわかりました。各学校、保護者会等で家庭

と学校が連携して、学習習慣をどのように確立していくかについては、

各学校で対応しているところだと思いますが、改めて家庭との連携の

重要性が必要であるということを学校のほうに指導、助言してまいり

たいと考えております。 

続きまして、報告事項③、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。 

次第の③に夏季研修会の参加人数をお示しさせていただいておりま

す。８月７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し、２８名が参加しました。當摩委

員を初め大学の先生や現職の校長にお越しいただき、充実した研修を

実施することができました。ありがとうございました。 

また、８月１７日から４日間実施しました教育課題研修会につきま

しては、教員の授業力向上を図ることを主眼においた研修会や学校の

ミドルリーダー、教職１０年経験者を対象とした研修会を実施し、今

年度は延べ１５１名の参加がありました。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」また、「理科や体育の実技研

修を通して、今後の授業に生かしていきたい」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。 

子ども相談研修につきましては、子ども・教育支援課が所管となり、

半日単位の研修会を６回実施し、今年度、参加人数は延べ３３７名と

なりました。特に特別支援教育にかかわる、あるいは子供の相談対応

にかかわる研修会の実施ということで、先生方の意識が高く、多くの

先生方に参加していただいたところでございます。 

また、昨年度から実施しております小学校教員対象英語力スキルア

ップ研修につきましては、丸二日間オールイングリッシュで、外国人

講師の指導を受けながら、教員一人一人が模擬授業を行うなど教員の

英語力向上と指導力向上を図ることができました。 

最後に、東村山市立学校教員研修として、８月２４日木曜日に全て
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の教員を対象とした悉皆の研修会を行いました。当日は、一般社団法

人防災教育普及協会事務局長の宮﨑賢哉先生にお越しいただきまして、

「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きました。 

受講者からは、「教師も子供も自分事として考えられる防災教育を

工夫したい」また、「これまで行っていた避難訓練などを見直すとと

もに今回の教員研修で体験した模擬授業を実践したい」といった声を

聞くことができ、次期学習指導要領でも強調されております、これか

らの防災教育に対する先生方の意識や実践に向けた意欲を高めること

につながりました。 

続きまして、報告事項④、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は、小学校１０校、中学校４校の計１４校が

実施予定でございます。また、周年行事といたしまして、東村山第一

中学校が７０周年の式典を１０月２７日金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２校が実施

予定で、東村山第二中学校と東村山第七中学校となります。その他、

多くの学校につきましては、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ございます。この道徳授業地区公

開講座は、全校が年１回以上実施することとなっております。 

次に研究奨励校ですが、本年度は東萩山小学校と化成小学校の２校

となっております。東萩山小学校が１０月１３日金曜日に算数科を研

究教科として、「考える楽しさ、わかる喜び」を研究テーマに、化成

小学校は、１月２６日金曜日に道徳を研究領域として、「人とのかか

わりを通して、よりよく生きる児童の育成」を研究テーマにその成果

を発表いたします。 

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。 

監査につきましては、教育総務課、学務課とともに、９月１日から

１１校において実施いたします。 

それでは、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。 

９月及び１０月の市教育委員会定例訪問の日程は、７校を予定して

おります。委員の皆様には御挨拶や御指導のほど、改めてよろしくお
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願いいたします。 

また、運動会の予定につきましては、９月の終わりから１０月まで、

１３校が実施いたします。秋の運動会については、小学校が多く実施

する予定でございます。 

最後に、指導室報告事項、資料３を御覧ください。 

８月３０日現在で指導室に報告がございました各学校の各種大会に

出場した児童・生徒を一覧にまとめております。各学校の子供たちも

夏休み中、様々な大会で活躍していただきました。 

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、御報告がございました。このこと

に関しまして、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。 

では、私から一つ質問をいたします。 

先ほど、全国学力・学習状況調査の報告をいただいたのですが、小

学校、中学校ともに全国平均を上回っているということで、昨年に比

べたらかなり向上しているのかなと思いますけど、学年によっても子

供の学力気質といいましょうかね、大分違うので、一概には言えない

のですけど、全体的に上がったという要素というのは、どの辺に考え

られるのでしょうか。 

○小林統括指導主事 ここ数年、先ほど来、お話がございますＡ問題、

基礎学力をまずしっかり身につけさせるということに重点をおいて、

本市でも基礎学力向上推進委員会が平成２４年度から立ち上げて、取

り組んでまいりました。ドリルを作成するという一つの手法はござい

ますが、それとあわせて基礎学力の知識理解としたＡ問題について、

まず正答率を上げていこうという気持ちで、各学校から１名ずつ委員

の先生が出ていただいております。その委員の先生を通じながら各学

校で取り組んでいただいている成果でもあるのかなというのは、一つ

感じているところでございます。 

また、Ｂ問題につきましても、今の学習指導要領から言語活動の充

実をということで、各学校が子供たち同士で学び合ったり、話し合っ

たりというような授業を構築する傾向が強く見られるようになってま

いりました。Ｂ問題には課題はあるとはいえ、例年に比べて正答率が

上がっていることにつきましては、知識理解面、教え込む、指導すべ

き内容を確実に定着させるというのはもちろんそうなのですが、それ

に基づいて学習活動を工夫する、討論をしたり話し合ったり発表し合
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ったりと、そういった学習活動の充実のあらわれでもあるのかなとい

うことで認識をしております。 

○森教育長 いずれにいたしましても、教員の子供に対する指導内容の

工夫というのが、かなり効果を上げているのかなと感じさせていただ

きました。今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、報告事項⑥、平成２８年度東村山市子ども相談室報告

書について、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、平成２８年

度東村山市子ども相談室報告書について、御報告をさせていただきま

す。 

本報告書は、０歳から１８歳までの子供とその保護者の方、関係機

関の方々を対象に切れ目のない相談支援を行う、東村山市子ども相談

室について、開設１年目でございます平成２８年度の活動状況をまと

めたものとなります。１年目ということもございますので、少々お時

間をいただき、主な活動について御報告をさせていただきます。２ペ

ージを御覧ください。 

子ども相談室の主業務でございます。来室による相談件数につきま

しては、新規申込件数が４７８件、前年度からの継続件数が５６６件

で、相談総数は１，０４４件となりました。 

平成２７年度は、幼児相談室２９８件、教育相談室７７２件の合計

１，０７０件でありましたので、就学相談などがダブルカウントされ

ていたことを考慮いたしますと、同程度と捉えております。 

学年別男女別の相談件数については、詳細が３ページに示してござ

います。 

４ページには、主訴別相談件数の上位六つを示してございます。教

育相談室時代と同様、「発達障害の疑い」が最も多く、全体の４０％

強となっておりますが、対象年齢が拡大した平成２８年度におきまし

ては、「ことばの遅れ」を主訴とした件数が増加いたしました。これ

は、幼児期に保護者が目を向けやすい言語発達への心配が相談につな

がるきっかけとなることが多いことが想定されます。 

５ページ、６ページにあるとおり、医師や言語聴覚士、作業療法士

などより専門性の高い相談や療育活動も実施することができました。

医師につきましては、これまで教育相談室にかかわっていただきまし

た児童精神科医師、小児科医師、それに加え、これまで幼児相談室で
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かかわっていただいておりました小児神経科医師３名で相談体制をと

ったところです。 

７ページには、幼稚園・保育所、小・中学校への訪問による活動を

示してございます。平成２８年度から新規事業といたしまして、幼稚

園・保育所等からの要請に応じた訪問相談を実施しております。こち

らは８８回訪問相談を行ったところです。 

その他、８ページ以降は、夏期教育相談研修、保育コーディネータ

ー研修、子ども相談員を対象とした研修を初めとする各種研修活動に

ついて示してございます。これら研修につきましては、平成２８年度

より内容や受講対象者を広げて実施したところです。 

この他、関係機関との連携や平成２９年１月に実施いたしました利

用者に対するアンケートの調査結果、スクールカウンセラー活用事業、

希望学級の事業、スクールソーシャルワーカー事業につきましても、

平成２８年度の活動について、まとめを示してございます。どの事業

とも子ども相談室との連携は非常に重要であると考えております。 

開設１年目の成果といたしましては、これまで幼児相談室、教育相

談室とともに臨床心理士などの心理職が中心の相談でございましたが、

言語聴覚士や作業療法士を配置したことにより、より専門性の高い相

談が実施できるようになりました。 

また、このことにより子供の困り感を的確に捉え、具体的な相談、

療育活動ができたと考えております。 

また、保育園・幼稚園、小学校連携や小・中連携の必要性から進学

や就学前後に子ども相談員による移行支援の実施、兄弟について同じ

相談員が担当することができるようになったことは、保護者の負担軽

減につながったと考えております。 

さらには、子ども相談員が、子ども・教育支援課と子育て支援課の

併任辞令を受けることで、福祉と教育の相互の視点を持つことで相談

活動に広がりができ、実際に関係する機関が増えた、ということもご

ざいます。関係機関との連携を図りながら保護者に寄り添い、子供の

育ちを支援してまいりました。 

今後の課題といたしましては、早期発見・早期支援の理念のもと、

市民の方及び関係機関へのさらなる周知が必要であること。また、移

行支援についても、さらに制度を整えていきたいと考えております。 

利用されている方々から信頼を得ることができる高い専門性の上に
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成り立つ安心感のある相談室を目指し、今後も個々の相談員及び組織

としての資質の向上を図ってまいりたいと考えております。 

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。 

では、私から質問します。０歳から１８歳までという一貫した相談

体制がスタートして約２年がたつわけですけども、来庁いただく保護

者の皆さんからの意見としては、どのような御意見があるのでしょう

か。プラス面、マイナス面あると思うのですけど、両方もし、お示し

いただけたらお願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 実際、１３ページに２９年１月に実施し

たアンケートの結果を載せさせていただいておりますが、相談そのも

のの利用に関しては、９９％の方が満足、またはおおむね満足とお答

えをいただいているところです。良かったと思ってくださっている理

由は、「話を聞いてもらうところがあるだけでなく、子供にどうやっ

てかかわっていったらいいのかということがわかった」であるとか、

小学校入学にあたる進路、また、今ですと、幼稚園・保育園の入園に

関する御相談を受けていますが、「進路に関することで助言をいただ

いて、実際に子供のより良い生活につながった」というような声をい

ただいています。別に悪いイメージというか、そのときにいただいた

意見の中では、どうしても成育歴についてです。どのような出生を経

て、どのような育ちをしてきたかということを相談の中では必ずお聞

きします。それはお子さんの特性を把握する上でとても重要になるの

ですが、それをお聞きすると、それ自体がちょっと聞かれ過ぎるよう

な気がするとお答えになる方も実際にはいらっしゃいますので、その

ときにはその重要性をお伝えしているところです。 

ただ、これまでは、幼児相談室でそれを聞き、教育相談室でも同じ

ことを聞いていたのが、一度で済むということが、これからそれの良

さというか成果がさらに見えてくるのではと思っております。 

また、去年・今年と、２回就学相談を実施したところですが、平成

２９年度の就学相談は、子ども相談員が従来よりかかわっているケー

スの保護者の方に寄り添うことで、就学相談を受ける保護者の方々が

不安感を持つことなく、「どんなことをするのかよくわかった」とい

うようなお話をいただいておりますので、切れ目のない体制になった
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良さが、少しずつ出てきたかなと思っております。 

○森教育長 大方はいい評価をいただいているのかなと思いますね。 

他に御意見、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、他にないようでしたら、続きまして、報告事項⑦、

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 それでは、報告事項⑦、なぎさ体験塾について、

報告いたします。 

東村山市、小平市、柏崎市の児童７０人とスタッフ３３人の合計

１０３人で、平成２９年８月２０日から２３日まで、柏崎市のほうで

実施いたしました。開校式には教育長初め教育部次長にも参加してい

ただいて、本当にありがとうございました 

子供たちは毎日晴れて、自然や人との出会いを大切にということで

交流を深めてまいりました。来年もできるように頑張っていきたいと

思っております。 

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、御質問などご

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 それでは、続きまして、報告事項⑧、平成２９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⑧から⑩まで、一括して御報告させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、報告事項⑧、平成２９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月の教育委員会におきまして、運動公園プールの開放について御

報告を申し上げたところでございますけれども、今年度もけが、事故

なく、８月３１日をもって開放を終了いたしました。 

今年度は、梅雨明け後、一転晴れの日がありましたけれども、天候

の急変などが相次ぎまして、天候不良による終日開放中止が二日、途

中開放の中止が七日間もありました。来場者につきましては、昨年が

約１万１，８００人でございましたが、今年度は９，６２８名となり、
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使用料につきましては、１６１万４，３４０円ということで、昨年度

と比べて、減員、減額ということになりました。 

運動公園については、老朽化が大変進んでいる状況ではございます

けれども、利用者の安全というところを第一に考えて、来年も実施で

きればと考えております。 

次に、報告事項⑨、平成２８年度市民スポーツセンター事業報告に

ついて申し上げます。 

平成２４年度から導入いたしました市民スポーツセンターの指定管

理者制度が、平成２８年度をもって５年間の管理期間を終了いたしま

して、平成２９年度から向こう５年間の指定管理者の選定を行い、引

き続き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、各種教室、物販、メンタル等の自主事業を初め、民間活力を

発揮した施設運営を行い、多くの市民の皆様に御利用いただけるよう

努めているところでございます。 

お手元に配付しております平成２８年度東村山市民スポーツセンタ

ー事業報告書でございますけれども、こちらにつきましては、指定管

理者から提出をされました平成２８年度の事業報告書の抜粋となって

おります。 

報告書の１ページを御覧いただきますと、平成２８年度のスポーツ

センターの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

の掲げた平成２８年度のスポーツセンターの利用者の目標値は、５５

万人ということでございましたが、冒頭申し上げました取組などや指

定管理者の企業努力などによりまして、その実績は（２）の平成２８

年度施設利用状況に関する成果に記載されております延べ６１万６，

０７４人の方々に施設を御利用いただき、直営で施設を管理・運営し

ていた平成２０年度と比べますと、率にして６０％、２２万９，６４

７人の増となりました。 

また、（３）の施設利用者数の推移に記載しております平成２７年

度の６０万８，５８３人と比較しますと、平成２８年度は率にして１．

２％、７，５７６人の増という結果となりました。 

その次に、２ページには、平成２８年度の収支報告が記載されてお

ります。平成２８年度の総収入が２億５，２１９万８，９１５円に対

しまして、総支出額が２億３，０５３万５，２０８円ということで収

支を差し引きいたしますと、２，１６６万３，７０７円の収益がござ
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いました。 

そして、（２）成果配分に記載しておりますとおり、指定管理者と

の協定によりまして、その利益の５０％、１，０８３万１，８５３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あります。 

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、若い方や年配の方々など、誰もがスポーツセンター

を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けれども、施設のほう

も大変老朽化が進む中で、稼働率の高い状況で運営しておりますので、

こちらにつきましても、利用者の安全面というところを第一優先に考

えて、老朽化した施設の改修を小まめに行っていくよう、指定管理者

と協議してまいりたいと考えております。 

その他、適切な人員の確保、並びに人材育成研修や事故や災害に備

えた訓練などの実施、地域の活動主体との協力体制についても、推進

をしていく必要性という課題もございますけれども、今後も指定管理

者により一層民間活力を発揮していただいて、市民の体力の向上や健

康増進を図り、ひいては、健康寿命の延伸に寄与するとともに東京２

０２０オリンピック・パラリンピックに向けた利用者のスポーツの機

運醸成にも、指定管理者とともに図ってまいりたいと考えております。 

最後に、報告事項⑩、第５４回市民体育大会総合開会式開催報告に

ついて、でございます。 

去る９月３日の日曜日、午前中になりますけれども、市民スポーツ

センターにおきまして、多くの市民、選手、御来賓の参加のもと、第

５４回の市民体育大会総合開会式を開催いたしました。 

来場者数は、来賓が４９名、参加団体が５１７名、一般観覧者が１

１８名、大会役員が１７３名、スポーツ優秀選手表彰者が１９名、合

計８７６人ということでございました。 

開会式に出席された教育委員の皆様におかれましては、御多忙のと

ころ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 

会場等の都合によりまして、総合開会式の前から開催されている競

技もございますけれども、今後３月頃までにかけまして、各種競技が

開催されますので、御声援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

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につきまして、御意見、御質問がござ
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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 特にないようですので、それでは、続きまして、報告事項

⑪、大人のためのプレミアム紙芝居の開催について、お願いいたしま

す。 

○新倉図書館長 図書館からは、事業として大人のためのプレミアム紙

芝居の開催の御案内を報告させていただきます。 

今年度は、図書館の重点事業として、高齢社会に対応したサービス

の充実に取り組んでおり、７月に高齢者施設でのボランティア活動を

される方向けに紙芝居の講座を実施いたしました。おかげさまで熱心

な参加者が多く盛況でした。 

今回は、市内の紙芝居サークルによる講演の御案内です。紙芝居サ

ークル「原っぱ」は、市立図書館の講座をきっかけに誕生し、「いの

ち」「生きる」「平和」などのテーマで、市内外の小学校・中学校・

高校に出向き、紙芝居の実演を続けているボランティアサークルです。

当市の「いのちとこころの教育週間」でも毎年御協力いただいており

ます。活動歴は１３年になり、その実績を評価され、平成２８年度に

は子供の読書活動優秀実践団体として、文部科学大臣表彰を受賞して

います。 

子供たちだけでなく広く一般の方々にも聞いてもらいたいと大人向

けに企画しました。昨年度初めて開催し、好評だったため、今年も開

催するものです。この講演がきっかけで、初めて図書館に来館される

方もあるなど新たな利用開拓にもつながりました。 

会場は、昨年は中央図書館の２階集会室で行いましたが、御高齢の

方の参加が多かったため、利便性を考慮し、今年度は市民センターに

会場を変更して開催いたします。 

委員の皆様もお時間ありましたら、ぜひ御覧ください。 

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。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑫、フレッシュコンサー

トについて、お願いいたします。 



１９ 

○服部公民館長 公民館では、これからの音楽文化の担い手である若き

音楽家の皆様に活動を行う場を広く提供するとともに、東村山市並び

に近隣の皆様により多くのすばらしい音楽に出会える場を提供するこ

とを目的に平成２９年１０月１日日曜日に東村山中央公民館にて、東

村山フレッシュコンサートを開催いたします。 

本コンサートは、去る８月６日に市内出身の方から近隣及び関東各

地からエントリーされました２１組によるオーディションを非公開に

て開催したところでございます。これは私、最初から最後まで聞かせ

ていただいたのですが、非公開とすることが大変もったいない水準の

ものでございました。当日は学生部門４組、新人部門６組、計１０組

の若き演奏家が出演をいたします。 

本日、委員のお手元に整理券をお配りさせていただきました。また、

これにあわせまして、市内五つの公民館の窓口でも整理券の配布を始

めたところでございます。 

委員の皆様におかれましては、本コンサートへ足を運んでいただけ

れば幸いでございます。 

以上でございます。 

○森教育長 私も毎年、これに伺わせていただいていますけど、なかな

かフレッシュないい演奏が聞けます。もしお時間ありましたら、ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

では、御意見等よろしいでしょうか。 

（ 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、他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

○中澤市民スポーツ課長 議会での市長からの所信表明でも報告があり

ましたけれども、今、市内でスポーツ施設、体育施設が非常に老朽化

しているということ、また、ソフト面については、地域の体力つくり

を担う体力推進委員会の活性化などの課題が山積しているような状況

がありまして、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて、

今後のスポーツの施策を検討していく判断材料ということで、９月の

下旬から１０月の中旬にかけまして、１８歳以上の市民２，０００名

を無作為抽出したスポーツに関する市民意識調査というものを実施さ

せていただきたいと考えております。 

こちらにつきましては、今後、アンケートにお答えをいただいて集
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計作業に入りまして、来年の２月ぐらいをめどに集計結果を出して、

来年度以降、スポーツの施設、ハード面、ソフト面の検討材料にして

いきたいと考えておりますので、御承知おきいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○森教育長 今の件につきまして、御意見、御質問はございますでしょ

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いたし

ますが、他にまだございますでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 以上をもちまして、公開分の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。 

続いて、非公開の議事に入らせていただきます。 

それでは休憩いたします。 

 

午前１０時２１分 休憩 

 

午前１１時００分 閉会 


