
 平成２７年第１０回東京都北区教育委員会定例会 

会 議 月 日 平成２７年１０月１３日（火）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 委 員 長 檜 垣 昌 子 委 員 嶋 谷 珠 美

委 員 森 岡 謙 二 委 員 森 下 淑 子

委 員 加 藤 和 宣 教 育 長 内 田  隆

欠 席 委 員     

事務局職員 事務局次長 教育政策課長（教育未来館長） 

 学校改築施設管理課長 学校支援課長 

 学校地域連携担当課長 教育指導課長 

 教育改革・教育支援担当副参事 生涯学習・スポーツ振興課長 

 スポーツ施策推進担当課長 東京オリンピック・パラリン 
ピック担当課長 

 体育協会事務局長 飛鳥山博物館長 

 中央図書館長  

 学校適正配置担当部長 学校適正配置担当課長 

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ５９号
東京都北区立滝野川第二小学校、柳田小学校及び飛鳥

中学校に係る行政財産の使用許可について 
承認

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

２ ６３号 平成２８年度北区谷村教育基金活用事業について 了承

３ ６４号 知的障害者サッカー教室の開催について 了承

４ ６５号 後援・共催事業に関する報告 了承

５ ６６号
平成２８年度区立幼稚園園児募集結果に伴う学級編制

について
了承
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平成２７年第１０回東京都北区教育委員会定例会会議録 

平成２７年１０月１３日（火）１３：３０ 

檜垣委員長 

学校改築施設

管理課長 

檜垣委員長 

学校改築施設

管理課長 

 それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、会議は成立しております。これ

より、平成２７年第１０回北区教育委員会定例会を開会いたします。 

日程第１、第５９号議案「東京都北区立滝野川第二小学校、柳田小学校及び飛鳥中学

校に係る行政財産の使用許可について」を議題に供します。事務局から説明をお願いし

ます。 

委員長 

学校改築施設管理課長 

それでは、第５９号議案、東京都北区立滝野川第二小学校、柳田小学校及び飛鳥中学

校に係る行政財産の使用許可について、ご説明させていただきます。恐れ入ります、２

ページの説明欄をごらんください。 

東京都環境影響評価条例に基づく、首都高速中央環状王子線の工事完了後における大

気質測定のため、１ページ目にお示しの申請者である、株式会社市川環境アセス及び一

般財団法人日本気象協会に、それぞれ使用許可をしようとするものでございます。 

なお、今回の申請者は２社とも、この大気質測定業務の受注者でありまして、大もと

の発注者は首都高速道路株式会社となってございます。 

次に、８ページをごらんください。まず、３校に共通して設置されます大気質測定の

ための機器ですが、立面図と平面図をお示ししてございます。測定機器と、それを収納

する測定小屋と、大気を採取するための採取口、それを支える仮設柱からなってござい

ます。 

この測定小屋を首都高速王子線の沿道に位置します柳田小学校と滝野川第二小学校に

加えまして、先方の測定地点の選定基準としまして、飛鳥山トンネル内の排気がなされ

る飛鳥山トンネル換気塔から半径９００メートル以内の任意の地点として、飛鳥中学校

の計３校が指定されてございます。 

また、３校それぞれにおける測定小屋等の設置場所を、５ページから６ページ、７ペ

ージと学校ごとにお示ししてございますが、いずれも学習活動に影響のない場所を学校

長と協議の上、選定してございます。 

なお、滝野川第二小学校のみ測定小屋の設置とは別に、５ページ左下の写真になりま

すが、屋上に風向風速計を設置する内容となってございます。 

それでは、１ページにお戻りいただきまして、１の申請者、使用許可する財産、使用

料等でございます。 

１の株式会社市川環境アセスについては、滝野川第二小学校について、土地１０㎡、

建物０．２５㎡を、２の一般財団法人日本気象協会については、柳田小学校と飛鳥中学

校について、土地５．０３５㎡ずつを、３でお示ししている使用許可期間について、そ
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檜垣委員長 

森岡委員 

檜垣委員長 

森岡委員 

学校改築施設

管理課長 

檜垣委員長 

学校改築施 

設管理課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

れぞれお示しの使用料で使用を許可するものでございます。 

なお、使用許可期間ですが、約９カ月間となってございますが、実際には各学校１回

につき２週間の測定を行い、その都度撤去をし、また設置をして、これを４回繰り返す

と、延べ５６日間使用する計画となってございます。そのため使用料につきましては、

５６日分の使用料となってございます。 

以上、ご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

委員長 

森岡委員 

素朴な質問で申しわけないのですけれども、この環境調査の測定の結果はどの課でど

のように対応して発表されるのでしょうか。 

委員長 

学校改築施設管理課長 

庁内の担当部署としましては、生活環境部の環境課になってございます。実際に環境

上の影響評価を行いますのは、工事の主体となります首都高速株式会社になりますの

で、調査結果がまとまりましたら、みずから環境に影響のなかったことを公表しなけれ

ばいけないという仕組みになってございます。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

（質疑・意見なし） 

それでは、ただいま各委員のご意見を伺いますと、本件に対し特に反対意見はないよ

うですので、本件については原案どおり、承認することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定いたします。 

次に、報告事項に移ります。日程第２、報告第６３号、平成２８年度北区谷村教育基

金活用事業について、事務局から説明をお願いします。 

委員長 
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檜垣委員長 

教育政策課長 

教育政策課長 

それでは、報告第６３号に基づきまして、ご説明させていただきます。平成２８年度

北区谷村教育基金活用事業についてでございます。 

こちらの基金につきましては、東京都北区谷村教育基金条例に基づきまして、故谷村

はる子氏からの寄附金１億円をもとにいたしまして、学校教育及び生涯学習の振興を図

っていくという目的で使わせていただいております。 

活用につきましては、東京都北区谷村教育基金運営審査委員会におきまして、基金活

用事業の選定等を行っているところでございます。今年度につきましても、この審査委

員会を開催いたしまして、今回は各学校からの申し出のみでございましたが、審査いた

しました結果、平成２８年度北区谷村教育基金の活用事業を決定させていただいたとい

うものでございます。 

応募件数は９件、それから総額がお示しのとおり１，２７６万５，３８７円となって

おります。内容につきましては、この別紙でご説明させていただきます。Ａ３判の裏表

の資料となっております。 

先ほど申し上げましたように９件ございますが、まず、最初の１項目め、西ヶ原小学

校からの天体望遠鏡を活用した理科授業の充実・発展という内容でございます。天体望

遠鏡、屈折式と反射式というものがあるようでございまして、わかりやすく言います

と、太陽観測ができるもの、できないものということで、それぞれの方式が一応このセ

ットの中には入っております。また、このシステムで組み込みまして、例えば何か星座

を見たいというと、一応それをすぐ探し当てられるようになっているようなもの、非常

に便利なものとなっております。 

それぞれの小学校の理科の授業、３年生、４年生、６年生の内容に活用するほか、地

域の方々に天体観望会をこれまでも開催しているところでございますが、新たにこちら

を購入した際には、さらにそうした活用も図ってまいりたいという趣旨でございまし

た。 

備考のところにございますように、定価ベースでございましたので、見積金額の８

５％ということでの措置をさせていただくものでございます。 

それから、次の２番目と３番目、４番目、５番目、それぞれ金管楽器等の楽器関係で

ございます。２番、３番につきましては、それぞれ先ほどと同様、定価ベースでござい

ますので、８５％とさせていただいております。 

また、３番につきましては王子桜中学校、こちらは最初２７０万円余で出されており

ましたけれども、非常に他校に比べまして額が高額、また昨年度も要望が出されており

まして、そうした点を勘案するという審査会のご意見がございまして、こちらにお示し

のとおり優先順位の高い上位２種類、マリンバ及びビブラフォンを採用するということ

での決定とさせていただいたものでございます。 

４番、５番は、お示しのとおり、それぞれの希望のあった額に即した措置となってお

ります。 

６番でございます。稲田小学校でございますが、実は今北区では、順次パソコンの端
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檜垣委員長 

森下委員 

末リースの満了期間を迎えました学校から、タブレット端末への切りかえを行っている

ところでございます。こちらの稲田小学校につきましては、平成３１年度ということで

非常に後ろの時期に予定されているところでございますが、現在この稲田小学校におき

ましては、研究指定校といたしまして言語活動の充実をテーマにいたしまして、発表に

つきましては来年度の予定でございますが、教育活動をしておりましたところから昨年

度、この谷村教育基金、タブレットの購入経費といたしまして、学校からの申請に対し

まして、半額を措置したという状況がございました。今回、また新たにこうした形での

内容が出てまいりましたので、審査会で審査の結果、今回も全体の必要額の半額を措置

するという決定となったものでございます。 

裏面をごらんいただきたいと思います。７番の豊川小学校でございます。こちらにつ

きましては、先ほど申し上げましたように、北区の方針といたしまして、順次ＩＣＴの

環境を整備しているところでございますが、こちらの２３９万円余の内容でございます

が、スティック型パソコンという内容でございまして、テレビのＨＤＭＩ端末につなぎ

まして、テレビの画面をパソコンの画面と同様に映し出して、いろいろ対応するという

ものでございます。 

こちらにつきましては、審査の結果、基本的にパソコンと同様の内容ではないかとい

うご意見等が出されまして、今回は不採用という結論に達したところでございます。 

続きまして８番でございます。こちらは、常時気象観測システム、柳田小学校からで

ございます。こちらは、小学校では百葉箱ということで子どもさんたちがデータを測定

したりして、気温ですとか湿度等の記録をとったりしている状況がございます。 

こちらのシステム、この１２５万円余でデータを随時測定できると、平たく言います

と、人の手を介さなくても機械に測定してもらえると。これが何年後か一定の時間の中

でいろいろなところに整備された場合には、例えば北区の防災情報等にも役立つのでは

ないかという、また子どもたちにもそうしたデータの変化がわかることによって役立つ

のではないかというご提案でございましたが、いろいろ子どもさんたちの活用の仕方、

これがどのように学校教育等に役立つのかということが審査会でも議論されまして、今

回は不採用という審査会での結論でございました。 

最後の９番目の赤羽小学校、マーチンｸﾞ活動の充実ということでございますが、こち

らにつきましては、定価ベースではなくて実際の購入ベースという見積もりで出されて

おりましたことから、ご案内のような措置となっております。 

合わせまして、今回１，２７６万５，０００円余のそれぞれの要求に対しまして査定

いたしました結果、お示しの６４６万５，０００円となっております。一つの予算の目

安といたしましては、各年度１，０００万円を目途に措置をさせていただいております

が、今回は結果的に６４６万５，０００円という査定結果となったものでございます。

以上でございます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

委員長 
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檜垣委員長 

森下委員 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

学校支援課長 

森下委員 

２点ご質問等をさせていただきたいと思います。この谷村教育基金は大変ありがたい

と従来から思っておりますが、まず１点目の西ヶ原小学校が採用ということで買ってい

ただくことになられたこの天体望遠鏡ですけれども、この天体望遠鏡というものの活用

は大人にとってはもちろんのこと、子どもたちが小さいときに夜空を見るというその感

動はとても大きいと思うのですね。それを西ヶ原小学校のみならず、せめてそのサブフ

ァミリーの学校間で活用というものを図れるようなものなのかどうか、ぜひ活用された

らいいなという思いが１点です。 

それから、９件の申請の中で、５件が吹奏楽、いわゆるスクールバンド関係の申請の

ように見受けました。そして、それが全て合格されているということで、スクールバン

ドは学校、学校によって指導される先生の状況ですとか、また児童・生徒の人数だとか

いろいろな面で差はあると思うのですけれども、今北区４９校の中でスクールバンドを

持っている学校がどの程度の割合であるか存じませんけれども、恐らくたくさんあるの

ではないかと思うのですね。そういう学校については、充実させるためには器楽の楽器

類等を充実したいという思いは強くある中で、ここには出てこないというのは、いわゆ

るその配当予算内で充足していくのに足りているという意味なのでしょうか。せっかく

だからこちらで申請して、もっと充足すればいいのにというそんな余計な心配なのです

けれども、そんな２点をちょっと感じました。 

委員長 

教育政策課長 

まず１点目でございます。この審査会の中でも、そうしたファミリーでの活用等がで

きないかというお話も出ておりました。そちらにつきましては、当然、いろいろな形で

天体望遠鏡を多くの方たちで活用できるようにということでのご意見も出されておりま

した。 

それから２点目でございます。実際に指導者の関係等で学校により現状は、まだ必ず

しも全ての学校でというわけではないように承っております。例えば、この２番目の紅

葉小学校につきましても、これまではそうした活動がなかった学校と聞いております

が、たまたまそうした指導者の先生が配置されたということで、昨年度当たりから徐々

にということで、近隣の学校から楽器を借りての対応ということをさせていただいたと

いうことで、改めてこの谷村教育基金でその楽器の充実を図りたいという内容もござい

ました。 

また、その他の学校でも、経年化で買いかえたいというご要望もございます。できる

だけ多くの学校で、子どもたちがそうした機会に触れ合えることは非常に大切だと思い

ますので、そうした対応も教育委員会としては図ってまいりたいと考えております。 

委員長 
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檜垣委員長 

学校支援課長 

森下委員 

檜垣委員長 

森下委員 

檜垣委員長 

加藤委員 

檜垣委員長 

加藤委員 

学校支援課長 

今委員から各校で、学校配当予算の中で足りているのかというお話もあったかと思い

ます。私のほうで聞いておりますのは、やはり学校配当予算の中で工夫してそろえてい

ただいている学校が多いのかなという感じでございます。ただ、こういった楽器につき

ましては、高額なもの、数十万、また百万円を超えるものもございます。そういったこ

ともございまして、昨年度いわゆる共用楽器という形で、中学校でございますけれど

も、稲付中学校と滝野川紅葉中学校、こちらのほうに高額な楽器を購入して置いておい

ていただいて、ほかの学校でもそれを共用していただくということを試しにモデル的に

やってみました。 

ただ、実際にはなかなかそれを各学校で共用して使うというのは、どうしても管楽器

等ですと、それぞれ生徒さんが同じ楽器をずっと使って練習したいということもあっ

て、当初の想定どおりにうまく活用されている状況にはないと考えています。 

ただ、今後こういった谷村基金等も活用していただいて、共用楽器の充実のほうにも

図っていただければと考えているところでございます。 

委員長 

森下委員 

ご説明いただいて、ありがとうございます。やはり子どもたちにとって、小学校や中

学校でこういう楽器に触れてスクールバンド等を経験するということが、将来に向けて

大事なことだと思いますし、伺うところによりますと、王子桜中の卒業生の方も卒業し

た後、活躍されているということも聞いておりますので、ぜひそういう意味で今後とも

申請に対する柔軟なお考えで接していただければありがたく思います。 

ありがとうございました。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

委員長 

加藤委員 

一つ教えてほしいのですが、この谷村基金１億円をいただいて、それを基金として毎

年活用されていると思うのですが、これは１０年たつと約１，０００万円ずつという、

実際今回は６００万円台ですけれども、１０年たつとほとんどなくなってしまうという

感じがあると思うのですが、そのほかに谷村教育基金に区のほうからそこに入れていく

ようなお金とか、そういうものがあって維持しているのか、ちょっと教えていただきた

いなと思うのですが。 
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教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

ク担当課長 

檜垣委員長 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

ク担当課長 

委員長 

教育政策課長 

これまでのところは、その１億円を原資にいたしまして、何か一般財源等を投入して

の対応はしておりません。ただ、現在のところ、ほぼ三千数百万円等の残高となってお

りますので、今後どのように対応していくかというのは、また今後の必要性だとかも勘

案しながら対応を考えてまいりたいと思います。 

失礼しました。５，０００万円の寄附金が入っておりますので、ちょっと確認させて

いただきます。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

（質疑・意見なし） 

ほかに、ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了いたし

ます。 

次に、日程第３、報告第６４号、知的障害者サッカー教室の開催について、事務局か

ら説明をお願いします。 

委員長 

東京オリンピック・パラリンピック担当課長 

それでは、報告第６４号、１枚おめくりをお願いいたします。障害者スポーツへの理

解・促進の取り組みでございます。２０２０年に向けまして、さまざまな障害を対象と

いたしました取り組みをしていこうということでございまして、当課におきまして初め

て知的障害者の方を対象にした取り組みを行うものでございます。 

事業の内容でございます。１枚チラシを添付してございますので、そちらでご説明を

させていただきたいと思います。カラー刷りのものでございます。 

日時、お示しのとおり、１１月８日、午前中でございます。会場、対象、その他お示

しのとおりでございますけれども、サッカーの基本練習、それからゲームを通じまして

挑戦することのすばらしさ、それから夢を持つことの大切さ、相手を思いやる気持ち、

こういったものを育んでいこうというものでございます。 

下のほうにございます午後につきましては、選抜チームの交流試合を行うということ

で、対戦相手が今のところ未定でございますけれども、そういった試合も行う、それの
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檜垣委員長 

嶋谷委員 

檜垣委員長 

嶋谷委員 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

ク担当課長 

檜垣委員長 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

観戦もしていただこうという取り組みでございます。 

資料にお戻りいただきまして、３のところでございますけれども、今後さまざまな障

害を対象にしました取り組みを実施してまいりたいと考えてございます。例えば、視覚

障害、あるいは聴覚障害、こういったもののスポーツ体験会等を実施してまいろうと考

えているところでございます。 

資料の裏面でございます。今後の障害者スポーツの関連事業、現時点未定の分も含み

まして、参考として掲げてございます。車いすのフェンシング体験会、お示しのとおり

の日程で二日間実施を予定してございます。 

（２）の講演会でございます。１２月５日の午後でございます。現在のところ、車い

すダンス、障害者スポーツの中でもかなり注目されている種目がございます。この車い

すダンスのプロの方、奈佐誠司さんというメディア等でも最近露出している方、かなり

テレビ等にも出演されている方がいらっしゃいます。この方をお招きいたしまして開催

したいと考えてございます。 

それから、ハートスポーツフェスタ、これは東京都の障害者総合スポーツセンターと

共催でございます。 

それから、北区のテニスフェスティバル、これは１２月２０日でございます。こうい

った障害者スポーツ、理解・促進の取り組みの実施を予定しているところでございま

す。 

以上、説明とさせていただきます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

委員長 

嶋谷委員 

１点教えていただきたいのですけれども、知的障害者サッカーに興味がある方となっ

ていますが、対象は別に子どもから大人まで年齢制限は関係ないということでよろしい

のでしょうか。 

委員長 

東京オリンピック・パラリンピック担当課長 

知的障害者の方、その方自身も含みますし、それを理解していただくという意味で、

健常者の方も含みます。それから、年齢を問わず、性別を問わず、さまざまな方に参加

をしていただきたいということで、どなたでもご参加いただけると、そのような趣旨で
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ク担当課長 

檜垣委員長 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

ク担当課長 

檜垣委員長 

東京オリン 

ピック・パ 

ラリンピッ 

ク担当課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

開催をするものでございます。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

では、檜垣から一つお願いいたします。大変有意義な体験会、教室、ありがたいなと

思っております。ただ、さまざまな障害の方がいらっしゃるので、コーチはどうやって

選抜されているのか、その辺を教えていただければありがたいのですが。 

委員長 

東京オリンピック・パラリンピック担当課長 

それぞれの障害者スポーツですけれども、大きく肢体不自由、それから知的障害、そ

れから聴覚障害、視覚障害等、それぞれ大別しますとございまして、それぞれ主幹の連

盟、協会がございますので、そういったところにお願いをして実施するものでございま

す。今回につきましてはお示しのとおり、東京都知的障害者サッカー連盟の皆さんにお

願いをするということで予定してございます。 

ありがとうございます。 

ほかに、ご質疑、ご意見はございませんか。 

（質疑・意見なし） 

ほかに、ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了いたし

ます。 

次に、日程第４、報告第６５号、後援・共催事業に関する報告について、事務局から

説明をお願いします。 

委員長 

教育政策課長 

報告第６５号に入ります前に、先ほどの谷村教育基金の件につきまして説明させてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

はい、よろしくお願いします。 

平成２２年に財団法人北区教育会館、そちらが代表清算人のほうから、残余財産を北
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檜垣委員長 

檜垣委員長 

学校支援課長 

檜垣委員長 

学校支援課長 

区へ寄附いたしたいという申し出がございまして、金額にいたしまして、７，２６０万

１，４４８円でございますが、寄附の目的が区立の小中学生に役立てていただくためと

いう趣旨でございました。こちらを谷村教育基金のほうに充当させていただいて、現在

対応させていただいているものでございます。先ほどは大変失礼いたしました。 

そうしたものがございまして、改めまして平成２６年度末で５，５７９万１，０００

円の残高となっておりましたので、今回６４６万５，０００円を差し引きますと、４，

９３２万６，０００円余の残額になる見込みでございます。こちらも訂正させていただ

きます。申しわけございませんでした。 

それでは、報告第６５号について、報告させていただきます。今回につきましては、

名義使用承認報告６件と、事業実績報告４件でございます。 

まず、１件目でございます。家事家計講習会～くらしの自己プロデュース～という内

容でございます。お示しのとおりの内容で、赤羽文化センターで行われます。 

２件目め、第十回環境展でございます。こちらにつきましては、赤羽小学校でお示し

の１０月３１日に行われます。 

それから、おめくりいただきまして、３件目めでございます。屋敷要氏による北区ベ

ースボールアカデミー冬期でございます。旧教育未来館ではなくて、こちらの教育未来

館の体育館での開催となります。 

それから４件目め、『青色ＬＥＤを使って幻の「ホワイトライト」をつくりだ

せ！』、こちらは国立科学博物館での開催予定となっております。 

５件目め、知的障害者サッカー東京都選抜チーム交流会でございます。お示しのとお

り、１１月８日に赤羽スポーツの森公園競技場で行われる予定でございます。 

６件目めが、健康ハイキング御岳山、こちらは１１月２２日の予定で、お示しのとお

り開催予定でございます。 

事業実績報告につきましては、ご高覧いただきたいと存じます。 

以上でございます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

（質疑・意見なし） 

ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了いたします。 

次に、日程第５、報告第６６号、平成２８年度区立幼稚園園児募集結果に伴う学級編

制について、事務局から説明をお願いします。 

委員長 

学校支援課長 

それでは、私から報告第６６号、平成２８年度区立幼稚園園児募集結果に伴う学級編

制について、お手元の資料に沿いましてご報告を申し上げます。恐れ入りますが、１枚
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檜垣委員長 

加藤委員 

檜垣委員長 

加藤委員 

学校支援課長 

檜垣委員長 

学校支援課長 

おめくりいただき、資料をごらんください。 

初めに、１の要旨です。先週１０月７日及び８日に行われました、区立幼稚園園児募

集の結果、ほりふな幼稚園は応募者数が１０名でした。その結果、「平成２８年度区立

幼稚園園児募集方針」に基づきまして、学級編制を行う応募園児数に充たなかったた

め、平成２８年度４歳児の学級編制は行わないこととするものでございます。 

次に、２の募集結果一覧でございます。六つの区立幼稚園の募集結果の一覧をお示し

させていただいたものでございまして、ほりふな幼稚園以外は、応募者数が１６名から

３６名となり、定員を超える幼稚園はございませんでした。 

次に、３の入園希望者への対応です。ほりふな幼稚園入園を希望した保護者に対しま

して、幼稚園から電話で連絡をするとともに、教育委員会から文書でご連絡を差し上

げ、募集結果並びに休級説明会を実施する旨、あわせて他の区立幼稚園への変更希望書

を同封したものを送付しているところでございます。 

４の今後の予定でございます。１０月１５日、休級に関する説明会。こちらは今回入

園を希望した保護者の方、並びに現在在園しております保護者の方を対象といたしまし

て、それぞれ時間をずらして実施いたします。１０月１９日に第２希望園の締切となり

まして、１０月２１日に入園説明会、これは各区立幼稚園のホールで実施をいたしま

す。 

なお、ほりふな幼稚園は今回の結果を受けまして、平成２８年度は年長クラスのみの

単学級で運営し、平成２９年３月をもって休園となります。教育委員会では、在園児の

教育活動に支障が生じないよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 

以上、ご報告とさせていただきます。 

本件について、ご質疑またはご意見はございますか。 

委員長 

加藤委員 

ほりふな幼稚園１０名ということで、１名足らなかったわけですけれども、今の課長

のお話ですと休園ということなのですが、これは廃園ではないのですか。休園でよろし

いのですか。 

委員長 

学校支援課長 

現状、今の段階では休園と考えております。これは、過去の区立幼稚園の廃園に際し

ましても、１回休園という形をとらせていただいています。また、今の施設、幼稚園が

東京都の都営住宅の下になっています。そういった跡地利用等も含めまして、とりあえ

ず休園と考えているところでございます。 
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檜垣委員長 

学校支援課長 

檜垣委員長 

学校支援課長 

檜垣委員長 

森下委員 

檜垣委員長 

森下委員 

学校支援課長 

檜垣委員長 

学校支援課長 

ただ、今後また検討をしてまいりまして、場合によりましては休園ではなくて閉園、

もしくは最終的に廃園ということも想定はできますけれども、現状では休園という形で

報告させていただきたいと思います。 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

それでは、檜垣からご質問をさせていただきます。来年度の募集はどのようになるの

でしょうか。それともしないということなのでしょうか。 

委員長 

学校支援課長 

来年度の募集は行いません。現在年中さんが、来年度は年長クラスだけの単学級での

運営となります。 

わかりました。 

委員長 

森下委員 

休園ということでとても残念ですが、やはり少子化ということも影響しているのかと

思います。第２希望園を締め切るとある、その上の３番のところに、他の区立幼稚園へ

の変更希望書とありますけれども、例えば現在４歳児に在籍していて、来年度５歳児に

なる、年子関係のお子さんがいらっしゃって、下のお子さんは入れないと、ほかの園を

希望すると。そのとき、上にいる今度年長になる人も一緒にその園にまた措置してもら

いたいとそういう場合とかも、もし出てきた場合とかは柔軟な対応をされる予定でいら

っしゃるのですか。今、小学校の統合に関してもそのようなことが出ておりますけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

委員長 

学校支援課長 

今回は、ほりふな幼稚園にお申し込みになられた方で、いわゆる上にお子さんがいる

方はいらっしゃいませんでした。もし、仮にそういったときというご質問でお答えいた

しますと、現状では転園については認めないと規定されております。これはどうしても

一人そういった形でよその園に動いてしまいますと、また残ったほうの園の運営も支障

が生じる場合もあるということで、そうなっています。 

以上でございます。 
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檜垣委員長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

教育政策課長 

檜垣委員長 

檜垣委員長 

ほかに、ご質疑またはご意見はございませんか。 

（質疑・意見なし） 

ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了いたします。 

委員長 

教育政策課長 

先ほどの谷村教育基金についてご説明させていただきましたが、残高につきまして改

めて確認いたしましたところ、先ほど一覧で今回の審査についての内容、これは平成２

８年度予算という内容で対応するものでございます。私、勘違いをいたしまして、今年

度末の数字を申し上げるところが、混乱いたしまして、最初３，５００万円余という金

額で申し上げましたが、そちらの数字のほうが正しい数字でございました。 

事務局からいただいた資料を読み違えまして、そこから平成２８年度分を差し引いた

り、足したりしてしまった関係で、こうした違った数字を読み上げてしまいましたの

で、本当にこういう大事な場でこうした数字を申し上げてしまったことについては、改

めましておわびさせていただきたいと思います。申しわけございませんでした。 

平成２７年度末の予定、こちらは利子等がこれから出てきますので、正確な金額は分

かりませんが、３，５００万円余という残高になる予定でございます。 

ご質疑、ご意見はございますでしょうか。よろしいですか。 

（質疑・意見なし） 

ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了いたします。 

以上で、本日の日程全てを終了いたしました。 

これをもちまして、平成２７年第１０回教育委員会定例会を閉会いたします。 


