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婁員藻渉た「だいまから第、1回教育委員会定例会巻開催「ざせでいだだぎまサぎド・

　・．1本賃の議事録の署名委員は宮坂委「貫・に船1願い1いた七・ます蓄

・慧1本目の議事、臼程・は、読ご案内いたぐしま1ドし・たとおり、〕報告：事項衡ぎ7’件となぢでおりま（ずの

歯欝く舞脚ろ灘し四くお願いいだじます。｝　　　　　　　　　　　　　　貯浄

　、ゴそれ恩は、頒程第1・詩報告聴取応入り・ますげ第1番冒とじ宅串杉並藍立学校適慮規模検詩萎員

拷会答申について讐、・庶務課長か・ら蜜説明をお願い戚だしま」す5　　・…肺』γ鎌汽薦衛藁隔に

磯務繰幾器薫杉並琶立学校適疋幾模検討委員会の容申匿つい《聡藩報轡きせ萎い産漣響ま学1韓乱盆4

（茎の資料丁枚と“答申本文をご用意させで群だだびておりま・す。すで幡笹爾‘にぢきま℃で1ほ幹難1月

　に答申をいただいた後、すぐ委員の方々にお送りさせていただきましたので、衝潔に説明ざぜて

蔭vyただきます葛笛　訴ザ　　’　ズ　ノ　　’続…一　　・1・ミ蝿1鴇〔磨

、・嚇濤ずr「経過」ですが～筑本委員会の設置1にり唐ましてほ、平成璽4年管月織び樹の委貰会で報告

　したとおりですので、簡単にその後の経過を記載させていただき讐むた詐平成・14攣鰹月飴1泊に

讐第1繁瞬を垂持ちま・しr亡》1似降8回検討しまし宅ξ「適正規模1ご範》》イ七fめ検討を蟄と（めだ…と～、夢呂売とで

＝糞すも曇㌶教P，一　～穏　y　　暁ン1欝銭｝1自蹄懸墾・　獣夢（～　　礁肇・

　、ズ畷鋤r答申婁概要∫1ですがξ1・rはビあに』どいろごとで1本菱は・1二ぺ一ジ1がぢ2硬一ド夢になり

1ますゼ検討委員会の設置の経過、『検討方針等ぜ参い宅iまどめ亡あゆまずぎミ本支みゴ漣一ジ巷き覧

いただきたいのですが、ギ具体的な学校の統廃合は結論付けなヤ、という立場で、詫事供だ彦あ學がが

鑑齢り豊力輪ごなり炉楽・じい学校生清を送るごとができ器學稜教鳶覆境めあが労を検射矛る蟹添う基

逢本的な考え方に基蟻識次の方針を定めだも影εいう芭ど塾検酎拶蟄歎21と蔚膨基禾芳騨あ…む潜で

「験討を進めだどいケごどを記載じております。Ψ「　一掴　諜』塾礪磯察自曝1疑擁騰桑ミ

感蜜憲た4枚の資料に疾1うていだだきまして、・2「洋杉並区の現1釈1と1諌題ゴです話ξ彦夢みぼう・蔭3

ぺ一ジから9ぺ一ジということで、項目だげ串し盤げますをく（王）塗捲童」蛋徒、F寧級数の減少」、

圭…（2）嬢学校規模玉（3》搾小規模校及び爽規模梗にづいて」、・（41F學校蓮営恕織み翼藤葺（51事通学1薩球に

っいて』、‘＝③r施毅整備・維持蓮営あ実態ゴ亀遮糞緒あπり慧ず齢

　それから、3「杉並区立学校における適正規模♪と》、ろピと廼ご10ぺ乙ジがち1flぺ蕊夢に詑識

　してあサます小学校の学級数な“r12学級以上118学級以雫」“弔学綬あ攣級薮ほ～r冨牽線徴上、

蝋琶学級以丁韮、小学校み1寧年あたりの学級数ほr2かち「3壕級ま、『中学稜みi攣準あだ渉あ寧級

下数は羅ぎかち4学級ヨが望ま1し㌧、と。’杏わ冠で季級規模1こっい七はい「多様雇学びを礎娯牽畜窺点

鰯ぞら、1学級め人数を柔軟に考えていぐ歳送」といづ答申捻郵だ漣いておあま勢ぎ擁自

　次縫・徽育環境め整廟鋤ぎえ務でザ賦コ謝ぼ簸の磁～1蘇藤勇踊識薩訪ら唱ま

憩㌔ぼ今を生きξ未来を生きる子供たちに豊が淫教脊環境誉塗創る評こと馨夫夫め喪霧遷謬蓄ゴと
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いう考え方に基づきまして、蔭適蚤規模を検討す局中で、・羅供の艶体的・・自立的な学びを保障する

教育環境の整備について、次のような多角的な意見や論点が鵡された。」といケ潔とで冠①～⑤の

、意見がございまして、r今後教簿環境を整備していく際に留意すべき考え方を。次のようにまとめ

た。」ということです。こちらにっきましては、廻～14ページですが、丁教育環境の整備方針の考

1蒸友奏肇漁う鱗髭で愛恵1翼や論点≧して鴨こ藁きは記載の5項目をまとめさ趨で猷、ただ唐漢じ・た。

これらを踏まえまして、まず、1隅挙びの場』〆嫁レでの挙校卦と蟻う所にっき喜じては事霧墜供

、の墨考や探求の方法をそれぞれ登かに形成す鐙瞥と、『主体的匿学ん雄いく麓力を麿成す冷蕎ピを

　目指レてめかなけれぱ獣るない。」ということで、環境整備について以下の提書を刃、ただいでおり

審す・

　13ぺ一ジの（2）は、「集鐡生活の場としての学校」ということで、こちらにつきましては、「仲問

柔交瀬できる場や思い撮の場とな る匡居場所ルとすることが露要であ，る玉という鑑とで、・記載の

と却り卯提案烈熊だいており、ます6

　（3瞬・，「地域の人々とのかかわりの場としての学校上ということで・「生活から学校を孤立させ

ずに匿かかわり』匿つながり邊を重視した学ぴの場が不可欠である」ということで、以下の提設を

V、ただいて布ゆ葎す。ここに記載してある星3ぺ一ジの下から2行臥「今後懇定される仕経みを

「緬粥し」と》う志うなことにつきましては・園等で検討されてV）る今後の新し斌仕維みというこ

、と「で考え蔭いるものです。

　14球7㌢の（4嫉導れからの学確旗設建築」騰つヤ、でというこ㌶で、［一方的な知識伝達を行う空

間から脱却し、灘びや生活経験、栓会経験などを通じて、子どもたちが自律的に学ぶご・とを促す

質の高い学校にする必要がある。」ということで、以下3点の提琶をいただいております。この中

で、最後の所ですが・「幼小遮携教育」という中で、r小学校施設に幼稚園を併設することを検討

　していく．」之いったような提言もいただいております。

　次に、．（51r教環配置聴ぴ校務分掌について」というこ薄で、「弾力的な教職員定数灘当や学校規

模に応じた校務分裳により、それぞれの学校に最も適し秦運営をすう導とが疹要であ、る。」といっ

、、撫こ 彰で、以下の畢書をい為だいております。

　続けて奉文の厭で説開させていただきます。5F今後の堆進に向廿て」ということで・こうい

　っな提言をま七鴫たというこ．とを舜けまして、15ページの真ん中の段落ですが・「杉並区の教膏を

取り巻く現状、将来の児童・生徒数の減少、校舎の老朽改纂の負撮を考えると、，杉並区において

も学校の適正配置、通学区城の見直しが必要と考えられる。今後の方針策定に当たっては、本検

討委員会の答申を踏まえ、児童・生徒数の将来推計、学校の特色・教育活動の現状、地域性、老

朽改築計画との整合性など十分に考慮し、多角的に検討することを求めるものである」といった
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　形で提言をいただいております。

、鷺最初のお枚の資料にお戻りいた1だ，きまし・て1、喰銀「今後の鶏程rで～す1が諺今旧本委員会に答題盤

・i受け取った、旨、曳報告さ．せてヤ￥だだき、ま・じだ♂そζれ1から、自1今i後文教委員会に報告するとともに詳一

、二＾般畢こ蔭ま「広報すぎなみ」　等で周知じでいぐと》、うヒと｛を考況～でしおり’まミすも・iだだじ、又すでに答申を

慨、，ただき齢し菰、答串文を学校、讐P筆A等に配る・どどもにイノ区議会議員全員に漏づでおり・藻す。

　それから、図書館等で閲覧できるという状溌を整えております。これぢに基づ魯まiしで忍ごの3

・一月慧懲にば、舞先ほ，ど書ぢだ適鵬配置屍巌じ等にづい｝で憾基本方鈴を策定じ、巽塵丹以降蕊糞体化計

r翻の策定を着黍してWぐ習い1蓼だ日程羅考拠・懸応る竃の廼寒詳答粛に難づ嚇慧1の報告ば以ミビです苫

委曼畏灘では、毒ご質問、こご意晃力饒夢び蜜1候だらお願いむ謙ず∈（鴛畷’貯指ノ㍑ゴ　享髪霧難華黛一

蜜本委鍵．鐘蕊酎置と通学区域の見直磐が泌饗どいうごどで螺がひこ鋸は全区酌に通学麟域を見薩

（タすどいうこ「と驚なるの1ですミか6熊智1．黛羅糖曝漁、自∫＞べ“妊繋党寮張鰻4茂一5一、聴 鷺麟き難

庶務謙長．…こ・れ｝は適正規模1と…榔う答申が礁豪じたの・で、憾こ，れ1を！踏讃薙で1謹区全体砂中で考えで麟く

葵と墨い・う一ごとですびただ、⊃∫現実にゼ邑ケい携だ形！建な掛て窟嬢が藤い・う1⑪ぽ藩その具体化の中で決め

議癒擬障くiどい1う髪ごと、に な｝り肖ます。隊ぢ・ま「撰と蔚汚力嚢ゆ≧に季く器が蓼だカ、も耐じ罰）ま・せソ書が、歴全体で適疋規模と

［矯戯うのが出まliじ1だか…ら礼ンこ…れを踏まこえて、鎖先ほ「ど書Vl、1まW凄だ窓壌サ赫ろ、い参留意ずべぎ事項等を勘案

　，レながら、弓どれンだけの学校数が必要Pになづて∫くもる弱、1とi華～1う㍗中・で1欝通学区域も瀞緒塵環1蔭しで帆く

・1「どV壕、参こ幅とノに，な寧でく1るのです！がヨ務ぞの酎置計画・麟よ傷1て麺1どご1がどサ償顔蕊都に慶導で》誉ぐか

1と二，喰う呉体酌な所になbてiぐる》どレ掌う器羅すもエ㍑・、一厚ξ『善難艶　r

蜜本黍員　っまり適鎚な規模で適正に学鮫を醸置するというふうに取っていいわけでサめ穏デ磐墾

鷹灘謬藻燦ごれから切検討では譜ご参騨すだ答串を踏ま『だで、も適疋規模で論律ど蜻う話藤むなかな

rが》ヤかなヤY。ヒ小規模校を）どうし1でい：くか乏卵熱蕎ゐ㍉瑠ぎいろ福ミろ幼ノ賛遷携を彪らんだ学校をと多う

濁残・ぴでいぐ一か∫と：が、霧いろ1いろな蓬1と・が磁憲くる乏思うので参蓄魚潔ザ海感掻iで1む、’ざ・れを踏ま乱え｝ま

燈て、全鮭齪譲騨凝轍酵の・ぐぢ幅鄭噛暢潜泰漆ど飾舞、運の輔、
li蜜然繋統廃合の手法に描がかわ6嘘笑ぐ夢φでず1が評あ畜V勤ま諮統廃合ど協う形で整理ず者と藤う

〔マ〕こノどでぼな｛ぐで、通学底域柁「け老見鶯1〔》てノ、冶ぞの寧校が残るρどがξ～｝い葛憲～ろiな崖～どが出でぐると

鏑思〔うくφですら毒それ1らがこれカ、ら検討ぎれ1る受と藩、うご7ど按｝δでサも鰭毒ゑ夢患｝㌧”繋聯　・

霜鱗郎・こ禰絢沖唄校1詮翻の寵轡鵜ご騨磯逮虞雛窃き酵娩曝・
庶鶉繰長　ぞ券いろ「だ留意すべ壱奮墳を賦ろいち考ξ擬蒼こセてぞ轡麗がむ基ボガ針の弔で定めで、「そ

》の1ガ錯に華1づいて先ほ’ど訊萄ま死∫た具擢縫をどづずるもがど“聖づ妃llどllこ兼らfて1くるめでず乞…諾緊

霧嫁萎頁一それも含めて。　　P　…㍑矯縮況湯紙ぐ嘱撚ご・ゴ痴罫ノ難il“解

癒務課畏はい、そういう判質ビな抜ぎま航ヤ・ぢレ｛ろ灘麗驚藤じ也｛が姦戯劇悔ない
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　ということになります。

委員畏　ほかにありませんか。では、培私か、ら1点だけ申し上げたいのですが、．犬変難しい闘題をう

　訳く、まとめられたというふうに思います。ごれは大変だったと思い憲ず。ですから、このタイ』ト

　ルなども、かなり難しいタイトルでずよね。r望ましい学校規模」》とか、いま間題になったような

　夢適正規模」類か礒う欝葉が、ど，う恥う膚葉なのがと騨う、のは難しいし、ゴ。そ砂辺で随分議論された

　のでぱなし、、か＆思瞭，ま．す冨、こ　；矩軒り愈、こ曇㌧ゴ、ご＝＞．1撤一鱗1鐘鐸、、．靴

　．業今後の推進に何けてと鴇ケと爵儘、爆参考に「して熱ただ嫉ればい塾のですが、資料としては載っ

　て，いるのですが‘学校の敷地面積だとか校庭の規模だと）か蓄・校灘の規模は入っでV←、、なかっ、たけれ

　ども、敷地の規模だと入っているのです、ねしレ、ろ・いろ今後の理想的な常校とマ、うものを考えで磯

鷲？た場合・に、き、こ．こで中心になって書かれているよう．な学級数だどかも圭学級あたりの人数だどか、翼

　建物だとか、そういうものだけではなくて、学校の環境というのばどうあるべきかと。ですから

　・環境というのは、ド校庭遊含めた格好で、｛どういうふうにそれを受け、止め，ていっ．たらいいのが、「自考P、、

　え，ていく、のか。いある場合には、．狭すぎて、『その周囲を貿って広くしろと私の所に言って来られる

　方も・いらっしゃるぐらいなのです。学校のあの校庭では狭すぎると。、それで、今後は多目的な活

　網，とヤ．、うの瀕考えられるし、・学校だけではなくて、、、コミュ蕊ティ・として学校を位置づけるのだっ

　たら、理想的塗ものを考える場合、・学校の校庭というものはゼうあるべきなのかとい．うことも、

　学校の建物と、同様に考えていかなけ1ればいけない、と恩うのですね。その辺の考察というのがちょ

　っと書かれてなかったので、今後そういったことも合わせて勘案されていったら，・と，思います。1

　点がそれで渉。鷲…．

　　2点目，嫉、小澤さんは専門でザよく知っている学芸大の方なのですが、いわゆる学校の鐙学圏

　という力酋サービスの範魏というものをどうするのかというのは、192α隼代に、1つの淡められ

．た形というか、．誘致距離とか誘致圏とか、・そういうふうな君葉のサービス範闘というものが、学

　校についても徴界的弦議論された時期かあるのです。そういう都市計画論的な話もあるし、それ

　が、杉亜鱗恭いてどういゑ愚う．にある嘆きなのか、二あまり遠くなって1麟い鍵な恥，盈、文学的な胴

　語では幾いてあ？たと属うのですq．驚れ炉ゼのくらいの範睡の中1に納まっているのが望まし恥の

　かと、学校というものを公其財とレて考えて鱒った場合に1む一応ペースとしてやはりその辺も

　絡めて考えておくこ．とが今後大事ではないかなと思うのです。子傑にとって物理的な距離柔』・与

　ものは、・肉体的なそういう もので限られたものになづて醐てきますし・「乳母車生澹圏」とか奪徳

　歩生活圏」とか、そういう用語で表されるように、範照というものもできるだけそれに準じた形

　で、考え方とすれぱ、原則麗いておいたほうがいいのかなと思います。その辺、今後の課題で参

　考にしていただ硬たらと思いますので・よろしくお願いいたします。
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大藏委畏　私は今日は、、ごの報告書を受け取ったということだけなので、その報告だと患鑑ており

　霧むたよ中身やいろいみなごとについて1は、基本方針策定と・いうのが3丹の所に・出ておりますの

きで㍉・滴然討議されると思強て、・私は今日は書わないうもり’でいたのですけれども、』いくっか皆さ

層んおっし、やいましたので擬私も一誉言うておきます。学級数が婁いてありますけれ2む、1＼現在学

　級数ぱ40人を単位としで考えでいるわけですね。莞　　　「『　』・購　　践　一

　捲塁しか1ノ宅ドこ・こでも出ま1じたけれども、蔚がぢ杉並匿ではξも勢少し少なぐiしだほうがい添どい

亭．う 激だ方があ縦ます』yぞれで3その追茄のお金を払えぽ、・〆杉並匿ぷ養出ずれぽ、ニクラ気謄承ぎく

　することがいまできるわけですね。だから、そういうふうにしようと順づゼどにな6老熔ます。

棄掌級数だけで書いて謬り・まずけれども、その学級ほ響当然細狭を基本の単位どし七著え…ら勝てい

　自る1と思いま［す訪級1モ私な’もぢと小さい学級であ・り得るど。ぞう｛ずる『ど鷺例えば淫0「人1でをク箏ズと㍉、

辮撃のが“実は鶏クラスになる’こどもあり得番ど思うのですね詳そう 叡う送とも噂楚懇、・将来亭供

　のだめ．匿蟹ケする「のが噺磯かというごとを縄み込1ま自なけ鷺ばならないだぢうと。』だかぢ奪心概に

ノ文部科学雀が蒸本…と、じ慈淡めでいるよ「うな縁α人をマギジマムとじ宅考えているのではないごども、

　私たちは討議しなければならないだろうと。しかし、それは※然予算を伴い壽ずか叡・薩長部局

透等しどの調整が必要懸1ザね。1轡誉そ証を）申・し五げ宅鮎き衷ず。熱翫

黍最長磁ほがにあ・づ≧ませ拓かポよろし』廓憲すかもξではギ次に進め遙ぜ1ゼ“濾港ぎます詳i艦』

　　2番目にr学校の安発衛生についで聾、ぎ学穫運営課婁がらお頴溶群簿しまず。り

勢騨翼蛍裸喪i　F学校め安全衛蛋匿う》、宅ヨ’自ピ報告iいだし醤屡。ンお手亮の蚕料をご覧いた…だぎたい

　と患います。まず、r室内空気中化学物質濃度検査の結果について」ご報告いたします評今回み検

査は、夏嚇前に実施いたしました7校を除》・た全校翻劇ご海年塩減礫茜己…洩旋講

　これにま∫りますと、～基準値を超過しだ教室が苧ポルムデルヂ葱ド煮3籔室、晒ドガ孟ジゼ蚕讃室、

‘iギジ拶…ジはす肉て基準値以丙l　l穴夢ジラ菱iゴ白ぜジゼジゼ2薮霊！ど誌弓だドよう瑠結果ゼ1しだ審超過

　した教室につきましては、ホルムアルデヒドにつきましては基準値をわずかに超えだ程優窃状況

ナでしたの噂、P冬傑みも含めまして｛著換気の徹底を學稜に指奪毛て巻憲毛1菱ぎま瀧轡その艦謬搭攣

ド物質にづぎましてはぐ検盗慮甫に、 例え量ば藁猜の授藁で豫！又塗すの作業を沓一らだ、撫ぞう斗恕慶だよ

弩な作業を行い、「‘捻おがづ、作縮を教室内廉大量1ば保管してV‘、だど廓ぢ搭ま箏な状涜ぷ参挙たと

』か、‘rあゐいほイ浄イ拶み秀香剤がノぐラジク壱曽ベンゼシを含泥楚ものを債馬しそ轡ま馨轡ど》、っ

　だよう塗状海があり’ましせ、ほとんどの教室がそあ療歯を特建できで1お勝讐すあセぎ3學期あ開

・姶1前にいすべての換気の徹底に加えまじで、亨ビれぢめ激歯除芸め措藤を℃てぎました石藁

　　その上で、去る1月6日と7覆の爾βでい薄i象教室を中心績尋横査を実施い「た「し’ましだ。［榛査

　結果はまだ検登機関がぢ出ぞ蕊りま蕪んけれどもマ1方一、し蒋度墓準を超遍矛呑まザなごとがあれ
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　ぱ涯教察の剛時使馬中比と恥ったような措置と合わせまして、原園究明、また再検奄などを実施

　いたしまし額，、・合わ章で換気扇の設置などの必要な鑓策も検討していきたい’と考えており・ます。

　緯き章して・・裏面の・「学校安全衛盆委員会の設置に・ついて、」ご報告いたします。区立学校の安

，全衛焦管理体制につきま、しては、平成M年4月に“各学校に衛生推進者を設置し、豪た、平成15

　年12月10日の前回教育委員会においてご決定いた『だ惑ま1した〕lr学校安全徳鑑委員会設置規程ヨ

．は基づ尊まレ，で1、岡昼雛日・に第．ヌ曝の委員会を闘催跡た珍ました戯なお、麺学校安全衛生委員会」

．の概要につきましマ、曝騨設麗規程をζ審議恥ただ塾た際にご説明をきせていただい薫おりますの

　で、．割愛させていなだきます酬、「

　・第轟暉婁餐会で曝、・平球エ5㌧年廉職鳳琿康診駈の結果にっレ、での報吉を行づた後・今後の検討課

　題と部会の設置についで。審議決定をしていただい薫おり等すゼまず、今後の検討課題について

　ですが・健康診断・また健康相談・特にメ7タルヘルスの充実といづたような項臥また・産業

，医の設置・、あと・・執務スペでスや休憩室、、分煙な昌・・そういっ・た執務環境の整備の問題・また・

、セクシャルハラスメント対策なとfにつきまして、議題として今後取り上げ・検討していくという

　謹，≧骸しております。

　　次に部会の設置としては、これまで畢長部燭での「箕全徳盗委員会」の部会としまして設置さ

　れておりましたr学校給食場部会」といっ為ような部会がみりますg・この部会をr学校安全衛生

　委員会」の部会として、啄長部殿から移管絃，マ設騰糞することとしております。『一

　ゴ母後｝郵第2園の委員会に？きまして1叡・畢成、弩年度中に開催すう予定でおります。三 私かiらはら

摂以些です酬・

委艮畏　．ご質問やご意見湖あひ球した、覧お頴蟄し章す膨、

　　笹礒ありませんかPな恥、ようですので・この件に？きまもては承？たことにいたします。

「、、、では、次嗜3点．目r平成16．年麿新入学予定者への就学通知書発単状祝にっいて玉学務課長か

　5お題聴します。．「

学驚課母・巨平成16年度新み学予摩者への郵学通知書の難送状況にっいて上ご報膏をさせてい鳶だ

　きます。資牌奪ご箪いただけれぱと思い議外、郵掌事穆手続に？毒・まして1亀学校教育法ある炉

　は施得令礒葵づき手続を進めさ、せ1て鱒慈摂め，でいうとこうで玄競れ．ども、その手締 と燐て、初め

　に学齢簿の編成というのを10月膨行い津もて、それから、就学前の健康診断、あるいは今回の就

　学通簿。今邸の就学通知をもって、ぐこ璽蛍校へ行ってくだ毒いということが決まうわけですが、

　それを踏まえた上での指定校の変更、あるいは区域外就学、あるいは國・私立への流繊等々あり

，講、して、4月1；蕉式な入学煮難瀞決定す、喬とき、う漉むになマています彰

　　そういう中で、今圓の発送数ですが、資料の発送対象者数の合計に示されておりますように、
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　小学校で2，860名、中学校で3，192名ぺ発送をしたところですざその内訳と…膨て、｛ぢま署ど細が

㌧な所も書いてあ／り’ますけれども｛例えば外国人め就学串請者が、小学校であれば15鴉、；中学稜で

　あれば19名ヤそういらた内訳ですポ

　紙濫の3年間ζ学校蕃望制度をやうてぎたところですがイ今回の発送先ば、新しい希望制度匿創

1らだ学校への就学通知という形で送らさせていただいでいる七ころでじで、「ド記載のような数、一小

　学校で申し上げれば、約16％、中学校で申し上げれば、約19％の方々には希望校べの就学通知と

　い）う〔形で送らさせていただいているところです。『なお、轡圓就学通知を発送しながヴだガと螂う

　ことで、参考までに下のほうに欝いてありますけれ翼も翠例えばすでに国・私立への天学届が出

醤されで貸る坊、犠1あゐいは繊区への就学届を済ませでいる方影例えば障書をお持ぢのPお争さんで就

ζ学相談をざれ1瞭おり、今後養護学校等1の入学等の可能性が訪る方轡々が㍉i発送対象1外、1ある・いは

一発遜を保留鉱て1い1ると…いザこ匙で、・寵載のまうな数値になづています。「私からの報告は以上瞭ず。

委畏畏寧ご質問やゴ慧発がありましたらお願猟膨ま渉ぎ

営坂萎員鐸分かれぼで結構ですがご降禦ど紘べ｛壷何パ謀ぜソト「ぐらいなのが。諺大体の数字で結構

贈ぴす』。ンそ漉轡、講もヴrづ、ギ就学串請堵i葱特別入1学）韮どいうあ炉おりますがで二iこ裂れ1は・ピづ’》ヤうケ

磨群毅ス娘渉1が。頒涯　r嵩瀦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壽装灘

学務課喪孝「まザ莞1ぼ「lr就学準請者lll（特別入寧麹§どいう、壱の懸ずがいこ瓦ば窪蔑盛錐がな》篭φぞ奮け

、撚ども墜実際応住んでいるという薯ど宅す欝＆の勇が実陳そ瀬穆ど螂う琶老1治ば癒奨で屡参の事

　例で申杉上げまずと、’例えばサ’ラ金業者の方から追われiて・いる乏三’が、『そういう理葭博寸織だがなか

淫磯1良登録がでぎないまうな状溌φ涛とい隔とこぢです。賠馨　誤バ汽鑑ゲ　ー　㍑ゾ　…1類“

　一それがら、；昨年度との比較ですが顎微減どいづごとでず詳ごれノはこの2、自3年間の中でむ岡様

難でず淋い昨傘よづも承学校懸P30名減“中学校で約50名減〕といっ完傾向ゼすぎ

ぐ潅欝レ」建げ漏れ1で℃豪ったのでず炉詐資料め中で誤学があめま『自じで、発送対象著数合欝かぢ2段

P’峯め準就学時健診来受診者」のr受診鎗のlr診」が午信」になって“ますがξ健康診断でチみ宅、

　r診」です。同じく、学校希望制度の申請舗度の内訳の2段目にも、岡様の問違いがあ6ましだ。

日1お詫びして訂正させでいただきまサ詳

婁奪喪鴬ほがにあめませ万か。自よろし“宅ずかゴ特1彪な騨よデでずのぞ、ゼめ響慮夢》》て1は承ぢた

痔どいづごヌど垂ごいだし暮野ず。

　蝋雌鍵ぜ郡た越酵・’14翻雰彬躯輔翻飲鯵後麟鹸感諮覧3茜
　番目の「杉蛇匿中学校対抗駅伝大会＆ファミリー駅伝大会2003の結果について」、16番蔚が『平

械王4牟璋杉並置個別外部監査へめ対応1にらい宅玉祇会教鳶ス栄訟ツ課喪関連は含件ありますの

群猷説明めほうは一括してお願いし蜜す。
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枇会教育スポーツ課長　まず1件目r杉並匿教育委員会共催・後援癌義使用承認一覧」にっいて、

　報告をさせていただきます。あ手乖の資料をご覧いただきたいと思います。平成15年爲月分と

　いうことで、裟がありますが、恐れ入ります、訂正があります5定例の件数、社会教育スポマツ

　、課、「16、件」とありますが、嶺れは「王4件」であります。それと新規のほう「4件」が、「6件」

　ということで、新規2件が漏れておりましたので、新規6件、定例萱4件。準の12月分の合嵜の

　所も“窟例が擁9」1・とあり孝すのをF17」・、、新規r8」・とありますのをF10」と・いうぶうに誕韮1い

　ただきたいと賜いますoレたが？て・累計の勝も、楽月豪での「302件』の定例の分、これが給GO』。

　新爆頃8」が壁0」とい。うると澄、、ご訂正をお願いいたします。申し訳ありません。

　　それで曝新規に？きまして、 ご説明を申し上げます。4ベマ．ジ肩の恥1、新規共爆事業でも軸

，紐中学桟で行います土曜臥学校ですが、，罷れは教科の補習と淋う，議うなこ，どで行うゐのです醇1

　層10日から3、且いっぱいという日程で行います。それからNα2、新規後援。《れは杉並匿ス布一

　遮盟が行いますr週末スキー＆スノーボード菅平教室」ということで、、菅平商原で行う教室で嫁。P唱P

　それかう甑3「、新規後援。これは保健橿祉部管理課、杉並区の知的障害の育成会が共催しで律か

　ものです。これに対して、教育委員会は、後援という形で輿施するものです。新巻対談とコンサ

　ートー誰にもやさしいまちをめざして一というテーマで、区立井荻中学校の多鼠的会議室と体育

　館で1月縛Lβ．実絶でレた。それから甑婆が、新規後援。社団法人日本児童演醐協会が行セ、講蘇

　平成馬年度の「児童膏少年演翻優秀舞台公濾」に開しての後援ということで、・児童9青少年のた

　めの濠翻奪紹介するという，ものです。魍立オリンピック鵡念青少年総舎セ．ンターの小ホ｝ルで・

　2月21醸に行うというものです。それからNα14とNα15が、新規になったものです。Nα14が新規

　後採で、チ．干ル、ノブイリ子ども基金が行い孝す「チェルノブイ，リ鰺澗年救済コンサート」という

　ことで、チェルノブイソの予供たちを中心にして、いろいろな救援に必要なチャ．リティー等を行

　うという、コン塗一トです。セシ本ン杉並で・4月25臓の予定です。それから晦賂・これも新規の

　，俵援です。「3rdアニメーションフェスティバル諭杉並」ということで、セシオン杉並で行う

　ものです。、

　　裏側をめくっていただきますと、社会教育センターで受け付けたものですけれども、Nα1，彰恥

　2・これは新緯共催で・松渓噌学校と桃二小学校のゑTAがそれぞれ得います家庭学級で穿・、．晦

　1の松渓中学校のほうは、r惰操教育を趣蜜とする演奏会1というような形で行うものです。それ

　か転桃二小の揖うの構友会で寛けれども、こちらは防犯活動等の授業の内容を通じで、家塵学

　級を行っているというものです。

　　3ページ目、これは庶務課で承認したものです。恥王、新規後援。特定雰営利活動法人チャイ

　ルドライン支援センターが行います「チャイルドライン東京キャンペーン」ということで、教育
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その他の相談に開する事粟という1ごとでず6『

　，そ、れがら、．4ぺ｝ジ目切恥1、思れは指導室の新規後援です。¶菓煮都中学校社会科教育研勇会

が行矯ますξ第22回関東ブロ瀞ク中学校栓会科教育研究爽雲東癖汰套聴と糖うどと廼、」ゼジ矛ン

杉並で6月25βに宥うものです。共催・後援多義使用承認報告匿づ協でほ以上港学診糧・糠懲

、．・続ぎ劇。て蘇杉並区中学校封抗駅伝大会＆フケミリー駅伝炎会の結蝋ε1繊乾喜でず諮穿域玉5

「秀年鑑露丹通4潤に開催しました行事ですよ委員の方々彪ほ1聾お寒輪どε塔、・お忙し肺とεちや町諮出

鰐で卑ざたノだきまざじ遷「ありがとうごぎ尉豪したも構奔i歪　三（紋’ゴ　iを誓礁糠享卿妙建乳・

　、まザ結果でずがぴ中学校対航駅伝の部膿づきましてはξ参茄校め護㌃男ギ24校尾壁女字∫22：穫どい

‘与ごど懸》岱立φ中学校にづき謎しては、・23疲杢校が今薗参崩群走と済う＆どです♂男挙圭校出

、1嚇が姪き∫なか鰺輩だ乞鰹女子めほヌう・ば響校乏Pいづご’と㎏す1けれどむ宰’釜振ど＝してゴ覚畜ど、ド23‘校ぷ参加

　した大会になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獣鰐餅鰹講璽’

　t成績にっ薩では寵載のとおりです。2チーム出しているを豊ろ…奪あめ讐勘が華そ務ぞ腕最鋒ま

黙癒憲り切らていただいたという〕ことです。…特廉妥乎1の蔀藤づきま1じ・ぜぼ3著痘め薦宮態彪っぎま

懲じて…は競35分2ゆ秒「という大会新記録で、聾、ままでで繁ちぼ沁ヤ稀～寵繰愚あち禿ど智ぢごど塑勘。

裏側に区間賞があります。男子々）部ξ［女子め部ぞサ6〕△》

躍霧ぞれ渉ち、同時㍍行い・ま七iた1ラァ・ミ瞬嘉鋏伝め部に‘ろき濠じそ倦ギ2誉≠識公参茄と武箏 き諺で、

ゴ最低年齢4歳がら叢高年齢67歳の方まで入づてぐそれぞれヴァミリ論というごどで走づで斡だだ

為ぎた、ど那う豊とでず。昨年は10ヂームでじたの廼奪セ稽以正の参加に1なぢでぎ築と1毒偽バどど㌔、

ゼめヅデ靭訟駅伝についても、盛況なうぢに実施ができたとい1づふ徴濾ろ墜器づミま達。繊上

が中学校対抗駅伝とファミリー駅伝の結果にもいヤの報告セ績㌔1汎・

鞍簸擁紡獅、丁揮蘭4鞭擁鴎別櫓盤教の燃齢概紬勢菊続巌糀
腰轡だだ齪寵思纏す．憾鵬別外艦蚕硲翻鋸（樋鴎磁犬嫁鰯撫
「遠財薗絃対して行われだわけでずけ涯ども㍉ゼめ奔部藍査で招摘さ暴だ事墳とV“参みは瀞ぶなら広

ヨ罐にわたちておめま毛た。1ドそめだめ財朗独臼でぼ薄応が内難で参る…ど“ヂた誘1敏欝醒あほう切行

華本部套のもとに舞部監査対応蔀会を設置し、‘検請を重おて「きたど“写ヒ’と㌔すず島ごみ度い醤応1

霊策壱まとめたむのが出されまし菱あで、教育萎費套にお“てき報舎をき讐そ廓だだぎだ誤モ酵患い

・ます6疑　　ジ　　唱　　　』・・’　　　　「　唱自っ　…曙諺　｝ ・「罵　Jr　j自’隅・

響、艦麟鵜事項につ硬の編策虜鳶酸ずが、『権営論1ご孫甑艦醜摘

曝励中で鋤金魔獲施霧事業、唱それ務、管嘩営濾磁金戯薮難麹事葉、
　こういったものの中に人件喪奪が含まれてな㌧、ど蘇う蜜箏なこどぞ響齋面あ事秦み効率壱宿ぢも

『ガを適正に評価愉きる、Fぞういぢだ形だ改善すrるこノとが必婁一さぼな廓がどいうよう壕蟹橘があり
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ました。これにつきましては、指摘された内容等を踏まえ装して、補助金により笑施する、箏業と

ま愛託金膳典勢．実麺する事業、・、これを奏侮費も含めな上で区分して、 〆それぞれ評億してい．ぐどいう

、薄ζにレなものでず薦まな篤碗設管理業務の評価顎これ，も民問企業との比較も怨きるような形で、

評価…籔準を改…善する彦ゐ、うもので1窃61，、義、　享・難＝．．

　、、、2・点、目・・イ財國の運営形態にpい慈」。これにっきま1しで韓指摘事項の中に・財囲の箏業が不効

1燦で匿な恥か、，藩な、．毒無の所崔灘不閉確に鶴ρ照膝ないか61藁れは区¢）ほゆで従前全額補填を

　していくというようなことがありましたので、財団彰、しでの嚢任の所在が開確になっでいないの

で曝儀いか≧k、ゆ串う忽ご揖簸獲した叫これ隣2毒ま糠て1載纏額補助舗度簿を有効に活燈、して

やくとレ、うような曇≧で。今輿串し濠した射旛策にまpて、、網糞的、・効率的な運営を推進してい

1々だくと．いう．こ些書・その勅都性等につき、ま・し．ては・・所管課幟おいて公祇の経営評価等を活用も

て、常に点検を行い、必要があれば対応していくということす。

　　3．、蘇目・は、イ匿と財団の役割の明確化について」ということです。、薩と財団の役割がわかりにく

　く、重複している部分があるというような指摘がありまして、この点にっきましては、例えば広

報等匿つきましても聾．躰岡で鷹報してい竜もの、と海匿で広報し綴いるものがある焼その辺りで重

複等があるので、整理が必要ではないかというぶうなことでした。・

　基本方針“それから長期計駆等につきましては、区が行う。財’団にっきましては、具体的事業

の企薩・寒施を行っていく。これは、・、現行そういった形で行マ∫ζおりますけれども、．そうい？た

形で今後とも続けていζpまた、財園φ幾割につき逮しては、スポーツ振興計画等の中で、これ

は今後社会激奮分豚で作っでいく計薩です嫉れども・その中で・．改めてその位置づけ等を明確に

　していくということで対応していき．た蟻ということです。

　　蕪点臥r屡からの委託傘、補助金、利用料簿につきいて」「Φ都分ですが、委託金、補助傘の対象

，，籟頭が明確で塗い，崇蟄うような指摘がありまし準。また、利周料等にっきましては、平成9年以

・降、晃直しグされてやなレ》、～≠齢うこ、とがありましマ、見薩しすべき時期にきているのではないか

という、典ウな指摘が南りまレ挙P弓の颪はつきまし、ては・まず・・補助金薄象事業・それから黍託

露て瞭喬もの、蒜麹につき孝レては区分を明離にレて善「補助傘等に？裕て爆補助金等見直し部会、

　これが匿の、行革本部会璽下に穀けられていま劣のマいこの中で・補跡傘等につきま・して・区の全

体的な視野から検討をして、平成16年度中に結論を得ることとするというものです。それから、

施設運営にかかう委託傘1蓄，きましても・補助金との開遠がありますので・この搭摘事項を踏ま

えて、一体的に検討をしていきたいということです。また、定額補助鰯度につきましては、財団

の盒主的、自立的琿営φ促進という点から徹底をしていくというふうにしたものです。

　利胴料金につきましては、これも区において、区全体の公の施設の使用料のあり方、この中で
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検討していくということです。その鞄、入札方法め見直じにつ》、宅さ指摘があり讃しだけれども、

活これにつき’ましては射見積も二ゆ方法、佳様書等の改善、，唱参加藁者δ拡大め並f夫な馨を財顧で1検討

するように求めるということです。

　、謁点目‘は、ぜ派遣制度、1財随の人事制度」．ですがζ派遣制度1さるぎましでは登咳どの協定に基づ

いて、原則3年ということがあります。この点について指摘事項の中では、」長期的視点に立らた

鼻火材育成というのが行恥にぐいめでは濾熔がじどレマザ凄う濠指摘ぷおゆま懸菱び晃れ1がむ、“撫鷹の

人事制度につきましては、固有職員の処遇などについて、いくつが指摘ざれ∫た曝1項があり1ま1疹た。

馨もど赴と財団め犬事倒度・にぎ嶽き寒雄で｛ま・、翻区の制度に藩蓉写で作参耗ゼ熔惹と。酵蓬麟藤婁み薦

1「i係も密接にあるどい撃ぎと縫購ながなが財団だけでは判断が蓉ぎな雛蔀券渉あ・げま1勢ナれどむ、

・1け1胃…テー・ジ磁動i・の溝夷であゐどか、懲ぞう～、が勤務体捌あ談善総ぞ鷺かぢ、蓄施設長め操甫墓準書個

…有職貫の興任塾準、懸そ聡がち難専門職員め幌置等にう轡ま竈罐溝町能な篤曲で財幽獲自i彪鰐応す

薫巻まめに財溺に求め持と斑驚ものです。必雛き 馨墾『f奪1越　　1ぎ蛛鉱販湊幾1訳こ…藤鋳擦雛こ

　それから、6点目はrその他」としまして、駐車場の利用料金にδ誉求ぴ宅もiき糟摘がありま

藤じだけれ・どむ、聾ご寿塗にう1ぎ許ま・膨卜＆はk驚41の1君匡用料金1と造群琶・ぐ乱粥底全露庭1お“iで考え墾習⇒結ぐ麦きも

野のゼいう惣と癒書使用料めあづ券め箪塾検討じでい醤だい婆温う語と製塾瀦鍵驚罵・

　似土｛努回の外部藍査砂指摘事項欲謝応幽錫の憾、鰯勧饗ぐ房部分力媛め！嚇6恕み1詠

　るとレパうと勉〕ろが次ンき・“わ：げ書で｝すむテれ鐸暮魂∫詳財団が猿窟讐取1ザ親め『るも｝のにづぎ…ぎぴでい努ガを

　要請‘憐ζ》“ぐセい箏こど憩サ6〆喜減昨隼度く噛瀬桜雰敬正ざ魎寮し塗ぎ醸彗楚轡理著綱慶∫が創

　設ざれま弄じ騰蒙惣騰にま男縁辱財団1が区1立ズ票」ヅ施設め運営を得鑑蓉溶ゼ懸め琵捲響平犠・iぎ年

　窟灯に並φ制度ぺあ移行が完杢彪さ航ま衛め宅｛旨ぞれ警で鵜尋民蘭杢業と荷響あ妨畢酌雄設蓮営

でを達成ずる…といζづこ乏が粟めち篶て“る～どV、ノうぜヨ墓媛i財団めほうざ轟ぎ1む伝えそヤぐぎだ蓉ど㍉｛夢ぶ1う

」ば思謬緒船め：ま）ず詳袴1画φ淋部監査を契機に拶蒙彫ぞ、自『癬圃【さ、嘉事業謡親織蓮営み劾率花を推進

憾じゼ気経営体質め強化庭取ゆ紐むことを璽響菌蓉に自な陽黛おぎがます1私がちは繊王廼す1

翻蔓：でぱ㍉ゼ蜘靴纐力傷り・ま齪ぢ繍ヤ砿ま魂翫鏑

　　特にありませんか。いま説萌されたような繋応策ど済うあぼ、今後どごだ擁喪き漏るiみで憂が』

糖鮪鯨靭瀬樽後区議鋤支教姦嫌報齢まLゼ礎薇、嘘の臆論獺会、
　ぞ雛がぢ、i監蚕事務局等にi報舎δまじてご曙め蜜、篭ピだあサま今まぢ従轡行輩ポ部套めもとの

それぞれの部会等で、所管の部分につ謙しては検飢郁ぐ藷δぽ騨糖鎖渠繭め

　雨で～改善廼暫る部分にづいては讃次遙ぢぎど畜、う形ぞ遙めぞ心、く事建セす若窓

季艮長　すい慧せん、‘い漆合番目が夢質蘭し』セ’じ寮尋“ま7拶鯵のぞ戻ザまごせ、’、4蕃唐め碓杉並嘩教

　育婁最会共催・後援名義使用承認一覧」のこどセ、曾質簡や冨意覚が謬すま℃たぢお籏いしまず選

三b・



　・ぶろレヤ、ですカ㌔では4番目は承ったこと：にします。

　　次に、昏秀環の［杉並区中学校対抗駅伝大会＆ファミリー駅伝大会2GG3の結果について」ドはいか

　がですか。

　就よろレ恥ですか。特にご意見がな恥ようでしたら、6番厨にっいても先ほ．ど説明された手続で

ゴぶうし、く，欝麗憾瞭たじ議す。粥．

　，1瀦は毒後蕪渉中来図叢館の通隼開館の実施及び地域図書館の休館日の晃直しについで奮、中鎌図

　講館次長からお騨醸桟、たセ。零す。

曳衆図蜜館凍長　　F中央図馨館の通年開館の実施及ぴ地域図書館の体館日の見直しにっ齢で卦ご報

．費申し上げ零す。、まず中央図書館のほうですが、毎週月曜9の定例休館9を廃比しまし懸、源則

・通毎開餌盈すゑ帆、喪1だし・施設¢維持管理やコ，ンピュータのメンテ大ンス等の必要から・・丹2圭日

ミ¢》体館昆を輩暁津r夷。．議た、地域図書館にっ意豪して．は、毎週月曜日の定例休館ヨを見直じ・・月

　曜田と金曜日の5館ずつの2グループ休館a男曙に分ける。、なお、実施につきましでは、平成16年

、4月から予定しております。

　　その中髪としては、議ず・中央園書館のほうは月2日の休館臼を設けますけれども、遣れは毎

　月第！木曜日と第3本曜日です。第王木曜日のほう1鋲．館内整理縫として、職員は出勤しますけ

　紅ども体鵯。碍妨する。第3木曜日のほうは、職員も出勤しない完全な休館醸とな、ります。．第王、

　第3木曜撮力｛祝日と1重なったとき蔭こは開館をし、翌E至金曜日訟が休館とヤ、うこ二と二尋こレなります。

　、それかう地域麟書館のほうですが、5館ずつの2グル即プに分けます。まず、楠木、高円寺、

、阻舞脊、蘇荻窪、・高弾戸図書館につ幸奉し蔭は、現行どおり毎渾月曜臼が定例休館日となります。

　そ塾か与第3木曜日で穿けれども、これも規行と岡じで、館内整理として休館となり・ます。・なお、

　裸鷺と重なったときには開館し、翌日が休館臓というふうになり現行と岡じです。もう1つのグ

ノ矯プの丞慰蜜鵠成臥蓉荻下緯園書鰍こつきましては・毎遇傘曜睦定例休館日と唱し

　ます。もう1獺は・他の館と同様第3木曜日が館附整理として体館巳となウます。なお・視日と

　露なったときには開館し、茜潤が休館というふうになります。鷹お漁平成16年度にっきましで嫉瞬

　篤3木曜貝が祝琿。と重なる日は、実質上ありませタ。

　　平成16年度は、こういう形で実施するわけですが、簗域図書館にっき蓉して矯、暫定的なもρ鴬

　いうふう幣考えております。平成17年度を目途に進めておりますけれども、全館、中央磁書館と

　同様・原則通年開館とする予定です。

　　周知方法につきましては、r広報すぎなみ」、杉並区の公式ホームページ、図書館のホームペー

　㌢・さらにチラシとかポスターを園書館や匿属センターに掲示する予定です。以上です。

委異長　ご質問やご意晃がありましたらお願いします。
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宮坂委艮　ちょっと参考までに、この休日の決め方というのは、何か基準があるのですか。例えぱ

　第3木曜日は、全部の園書館が休みですかね。この日はこちらの図書館が休みだからこちらを開

　けるとか、そういう配慮は特にされなかったのですか・

中央図欝館次長　現行では、定例休館日が月曜日と第3木曜獺というふうになっておりまして、定

　例休館獺の月曜臼のほうは見直しを行ったのですけれども、第3木曜日のほうは、全館的に休み

　にしないと、いろいろ研修とか会議とか、さらに個別的には各館で書架の位置を変えたり、催し

　物の準備をしたりとか、いろいろありますので、図書館サイドから考えますと、どうしても全館

　的に休みにしたいと：いうのが1つありまして、これは必要であろうと、図書館としては判断しま

　して、今圓は据置きで、同じ第3木曜日というふうになっております。

委艮長　よろしいですか。では、ほかにないようでしたら、今9の報告事項はすべて承りました。

　第1園教育委員会定例会はこれで終わりにさせていただきます。
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