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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の实施方針について  

   

１ 策定理由 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行われ、新たに「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価等」が規定され、实施が義務づけられたため（平成２０年４月１

日施行）。 

 

２ 趣旨 

 東村山市教育委員会は、毎年、主要な施策や事務事業の取組状況について点検及び評価を行い、

課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。  

 また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表する

ことにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。  

 

３ 实施方法 

(1) 毎年度策定する「東村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策」を対象とし、点検及

び評価を行う。 

(2) 点検及び評価は、前年度の施策・事業の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組

の方向性を示すものとし、毎年１回实施する。 

(3) 施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で、教育委員会に

おいて点検及び評価を行う。 

(4) 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「点検・評価に関する有識者」

を置く。 

①「点検・評価に関する有識者」は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育委員会が

委嘱する。 

②「点検・評価に関する有識者」の任期は２年とする。 

(5) 教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を東村山

市議会へ提出する。また報告書は公表するものとする。 

 

 

参 考 

１ 根拠法令 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行われ、新たに「教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価等」が規定された。（平成 20 年４月１日施行） 

第二十七条（一部省略） 

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 

２ 東村山市教育委員会の基本方針 

●東村山市教育委員会の基本方針（平成２１年４月１日改定） 

基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成 
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基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長 

基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充实 

基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進 

 

 

※ 執行状況及び評定について 

 

（基本方針に掲げる施策事業の達成度による評定とする。） 

 

 

達成度 

 

説明 

 

Ｓ 

 

基本方針に掲げる施策事業を上回り達成している。 

 

Ａ 

 

基本方針に掲げる施策事業を達成した。 

 

Ｂ 

 

基本方針に掲げる施策事業に一部遅れ等あったが、概ね達成した。 

 

 

Ｃ 

 

基本方針に掲げる施策事業に複数の未達成部分がある。 

 

 

Ｄ 

 

基本方針に掲げる施策事業の進展が見られない。 
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東村山市教育委員会の概要 

 

東村山市教育委員会は、東村山市長が東村山市議会の同意を得て任命した５人の委員よ

り組織される合議制の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を管理執行し

ている。委員の任期は４年である。 

 教育委員会には教育長が置かれ、教育委員会の指揮監督の下にその事務をつかさどって

いる。その組織としては、平成２５年度に特別支援教育の更なる充实を図るため教育支援

課を新たに設置し、一部１０課、教育部、庶務課、学務課、指導审、教育支援課、社会教

育課、市民スポーツ課、国体推進审、図書館、公民館、ふるさと歴史館となっている。 

 教育委員の会議は、毎月１回定例会を開催し必要に応じて臨時会等を行っている。平成

２４年度は、定例会１２回、臨時会２回、を開催し、議案３８件、報告事項８４件につい

て審議等を行った。また、定例の学校訪問（年間、全校２３校）、市立小・中学校の研究発

表会や道徳授業等地区公開講座等、各学校や市が主催する文化・スポーツ等の行事への参

加、研修会の講師、ＰＴＡ、市民団体等との懇談等を適宜行っており、委員としての研修

にも参加し自己研鑽を行っている。 

 東村山市教育委員会は、当市の教育行政の基本となる「教育目標」と、この目標を達成

するための「基本方針」を毎年度審議し策定をしている。これらに基づき、各所管、各学

校が様々な計画を行い活動に取り組んでいる。 
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東村山市教育委員会の委員（教育委員）の活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校数小学校１５校 

中学校８校（分校を含む） 

※周年行事实施校 青葉小学校   （創立４０周年） 

   秋津小学校   （創立５０周年） 

    

 

 

 

 

 

活 動 内 容 实 施 数 日 数 

教 育 委 員 会 

定 例 会 
毎月１回 

１２回 
１２日 

臨 時 会 ２回 ２日 

学 校 訪 問 ２３回 ２３日 

式 典 ６回 ６日 

行

事 

入 学 式 １０か所 ２日 

卒 業 式 １１か所 ３日 

運 動 会 ２３か所 １０日 

周 年 行 事 ２か所 ２日 

その他（研究発表会等） 多数 
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平成 24 年度 東村山市教育委員会の教育目標 

 

 

 教育は、常に、普遍的かつ個性的な文化の創造と豊かな社会の实現を目指し、平和的

な国家及び社会の形成者として自主的精神にみちた健全な人間の育成と、わが国の歴史

や文化を尊重し国際社会に生きる日本人の育成とを期して、行われなければならない。  

 同時に、教育は、社会の変化に対応して絶えずそのあり方を見直していかなければな

らないものであり、経済・社会のグロ－バル化、情報の技術革命、地球環境の問題、尐

子高齢社会の到来など、時代の変化に主体的に対応し、日本の未来を担う人間を育成す

る教育が、重要になっている。  

 特に、東村山市の教育においては、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 

東村山」の实現を目指し、東村山市を愛し、互いに助け合い、物心ともに豊かなまちづ

くりに貢献できる市民の育成を期して、行われなければならない。 

  東村山市教育委員会は、このような考え方に立って、以下の「教育目標」に基づき、

東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会と連携して、積極的に教育行政を推進す

る。 

 

東村山市教育委員会は、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間

性豊かに成長することを願い、 

 

○ 互いの生命及び人格を尊重し、思いやりと規範意識をもって行動する人間 

○ 社会の一員として、社会に貢献しようとする人間 

○ 自ら学び自ら考えて行動する、個性と創造力豊かな人間 

 

の育成に向けた教育を重視する。 

 また、学校教育及び社会教育を充实し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で学び、

支え合うことができる社会の实現を図る。 

 そして、教育は、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行わ

れなければならないものであるとの認識に立って、すべての市民が教育に参加する

ことを目指していく。 



 

- 6 - 

平成２４年度東村山市教育委員会の基本方針 

 

東村山市教育委員会は、「教育目標」を達成するために、東村山市の特性を生かし、以

下の「基本方針」に基づいて、総合的に教育施策を推進する。 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

 多様な人々が共に暮らす東村山市にあっては、 

 すべての大人や子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思い

やりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神を

はぐくむことが求められる。 

 そのために、人権教育及び自他の生命を尊重するなど心の教育を充实するとと

もに、権利と義務、自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

 

（１）児童・生徒が、自他をいつくしみ生命を大切にするなど、健やかで人間性豊かに

成長できるよう、 

「いのちとこころの教育」を学校教育を含めた東村山市全体で適切に实施するととも

に、学校・家庭・地域・行政の連携のもとに、「こころとからだの健康づくり」を推進

する。 

（２）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国が

策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」や「東京都人権施策推進指針」等を踏

まえるとともに、学校教育や社会教育等を通じて、ハンセン病回復者、子供、高齢者、

障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、犯罪被害者やその家族、

その他の人権問題など様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図るため人権教育

を効果的に推進する。 

 ① 東村山市における人権教育にかかわる課題の解決に向け、学校・家庭・地域・行

政が一体となった人権教育を一層推進する。 

 ② 東京都男女平等参画基本条例や東村山市男女共同参画条例に基づき、男女が互い

の違いを認めつつ、個人として尊重される男女両性の本質的平等の理念を児童・生

徒に理解させ、その具現化を図るため、適正な男女平等教育を推進する。 

 ③ 相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ義務を確实に果たす
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ことや人への思いやりが实際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活

動などの学習の機会を充实する。また、学校における道徳教育等と地域における多

様な体験活動との関連を図り、児童・生徒に豊かな心を育てる幅広い教育活動を促

進する。 

（３）いじめや不登校など、児童・生徒の多様な課題に対応するため、互いに認め合い

共に学び合う学校づくりを進めるとともに、学校における相談体制の充实を図る。ま

た、児童・生徒の实態に基づく指導の充实を図るとともに、関係機関との連携を強化

するなど、児童・生徒の健全育成の充实を図る。 

（４）児童・生徒が、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けるとともに、

地域の担い手として、社会貢献の精神をはぐくむため、家庭や青尐年対策地区連絡協

議会等の地域諸団体等と連携し、東村山市の特性を生かした「いのちとこころの教育」

を推進する。また、健全育成のための環境整備の充实に努める。 

 ① 社会の一員としての自覚を高め、社会性をはぐくみ、健全で豊かな心を育成する

ことをねらいとして、「青尐年健全育成大会」「輝け！東村山っ子育成塾」等を实施

し、自然体験・ボランティア体験等の充实を図る。 

 ② ２月１日から同月７日の「東村山市いのちとこころの教育週間」に「市民の集い」

等の「いのちとこころの教育」にかかわる取組を東村山市全体で实施する。各種の

事業を通して、児童・生徒の自主的な活動を促し、心豊かで、たくましく生きるこ

とのできる子供たちを育成する。 

 ③ 子供たちに善悪の判断や社会生活上のルールの遵守等、規範意識をしっかりと身

に付けさせる指導を一層充实させるとともに、火災や自然災害等を踏まえた避難訓

練を实施し、自分の安全を守るために必要な危険に対する知識や安全な行動の仕方

等、基礎的・基本的事項の確实な定着を図り、危険を予測し回避する能力と、他者

や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成するための安全教育及び防災教育を推

進する。また、子供たちを犯罪や災害等から守るために、安全確保・安全管理の徹

底や家庭・地域・関係諸機関とのネットワークの強化を図る。 

 

【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

 グローバル化と情報技術革命が進む社会にあっては、 

 国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の思考力、判

断力、表現力などの資質・能力を育成することが求められる。 
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 そのために、基礎的な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を伸ばす教

育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

（１）国際社会の中で活躍し、我が国や東村山市の発展に貢献する人材を育成するため、

独創性や才能を伸ばす、多様な教育手法や制度を導入・拡充する。  

 ① 子供に対する一貫性のある指導を行うため、幼稚園・保育所からの各校種間の連

携を重視した教育を推進する。 

特に、小学校への円滑な接続を図るために、幼稚園・保育所・小学校が連携した

就学前からの教育の在り方を改善する取組を進める。 

 ② 児童・生徒が自らの資質・能力を発見し、自己实現を図る力をはぐくむことがで

きるよう、学校の特色を生かした教育課程の編成や指導方法の工夫・改善を進める。

また、学習指導要領のねらいを達成するため、教育課程の適正な实施について各学

校へ適切な指導を行う。 

（２）児童・生徒一人一人の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立ち、子

供たちと向き合う時間を大切にし、時間的・精神的なゆとりの中でじっくり学び、学

習意欲を高め、基礎的・基本的な内容を確实に身に付ける教育を推進し、確かな学力

を育成する。 

 ① 習熟の程度に応じた尐人数指導やティームティーチングの充实等、個に応じた多

様な教育を推進する。 

 ② 「全国学力・学習状況調査」や「児童・生徒の学力向上を図るための調査」等の

結果を踏まえ作成する「授業改善推進プラン」の实施・検証・改善を通して、児童・

生徒の学力向上を推進する。また、基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動を支

えていることから、家庭との連携を図り生活習慣の改善を促進する。  

（３）東村山市子ども読書活動推進計画に基づき、児童・生徒に進んで読書を行う態度

と豊かな心をはぐくむ教育を推進するとともに、環境整備に努める。 

（４）児童・生徒の勤労観・職業観や主体的に進路を選択する能力・態度をはぐくむた

め、関係諸機関との連携体制を整備し、職場見学や職場体験等の体験学習を推進し、

キャリア教育の充实を図る。 

（５）東村山市特別支援教育推進計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする児童・

生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業までのライ

フステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることのできる力や地域
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の一員として生きていける力を培う教育を着实に推進する。 

 ① 教育相談审・幼児相談审、健全育成学習审、特別支援学級（固定学級・通級指導

学級）及び特別支援学校等との連携の充实を図る。 

 ② 特別支援教育の理念に基づき、小・中学校に在籍する特別な教育的支援を必要と

する児童・生徒への教育及び支援を具体化し一層の充实を図る。 

（６）個性を発揮し、創造的な活動の基盤となる健康や体力に関する意識を高め、健康

を保持増進する資質や能力をはぐくむとともに、体力の向上を目指し、学校・家庭・

地域が連携・協力した児童・生徒の健康・体力つくりや食育を推進する。 

（７）児童・生徒の情報活用能力を育成するとともに、学習に対する興味・関心を高め、

理解を深めるために、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラルを身に付け、適切に

活用できるよう学習活動を充实させる。 

（８）日本や世界の伝統ある文化や芸術に触れる機会の充实を図り、郷土に対する愛着

や誇りをはぐくむとともに、多様な文化に対する理解を深め、世界の中の日本人とし

てのアイデンティティーを育てる教育を推進する。 

（９）喫緊の課題である地球温暖化防止のために、小・中学校におけるＣＯ 削減や省

エネルギー・省資源にかかわる環境教育の充实を図り、持続可能な社会の实現を推進

する。 

 

【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充实】 

 尐子高齢社会の中で「明日を拓く、豊かな心と創造力を育てるまち」を目指す東村山

市にあっては、（改行） 

活力ある社会を築いていくよう、個人の生活を充实するとともに、一人一人が社会に

貢献できるようにすることが求められる。 

 そのために、人々が生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加で

きる機会の充实を図る。 

 

（１）生きがいやゆとりある人生を送ることを目的とした生涯学習を推進するため、学

習や交流の機会、情報提供、社会参加の仕組みの整備など、市民の多様なニーズに対

応した生涯学習計画を策定し、総合的・広域的に支援する。 

（２）公民館・図書館・ふるさと歴史館などの機能を十分に発揮して、社会教育活動の

充实を図るとともに、学習成果を地域の活動に生かせる人材を育成し、家庭や地域の

2 
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教育力の向上を図る。 

（３）市民のだれもが芸術・伝統文化などに親しみ参加できる機会を提供するとともに、

市民の文化の創造・交流の場の充实を図る。 

（４）東村山市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、国宝の正福寺地

蔵堂や八国山たいけんの里にある東京都指定下宅部遺跡漆工関連出土品等、東村山市

の特色ある文化財の公開・活用を進める。 

（５）平成２４年にリハーサル大会、平成２５年には、スポーツ祭東京２０１３として

開催される第６８回国民体育大会バスケットボール競技尐年女子大会やデモンスト

レーション行事として、ティーボール大会の開催に向け、スポーツ都市宠言を行って

いる東村山市として市・教育委員会・公益社団法人東村山市体育協会・体力つくり推

進委員会及び各関係機関と市民が一体となり、開催準備を進める。また、スポーツ祭

東京２０１３に向けて、公益社団法人東村山市体育協会がすすめる選手育成・強化事

業を支援するとともに、更なるスポーツ推進と体力つくり活動の推進によりスポーツ

を生涯の友とする「生涯スポーツ社会」の实現を図る。 

 

【基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】  

 ２１世紀の教育改革を推進するためには、 

 家庭・学校・地域の協働とすべての市民の教育参加を進め、市民感覚と経営感

覚をより重視して、教育行政を力強く展開することが求められる。 

 そのために、東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会との緊密な連携・

協力のもとに、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとと

もに、効率的で透明性の高い開かれた学校経営の支援を目指す。 

 

（１）二学期制の充实に伴い、学校経営の更なる改革を推進し、継続的かつ計画的に教

育活動の質的な向上を図る。 

（２）学校評議員制度の積極的な活用を図り、保護者や地域住民の参画を求めるととも

に、適正な学校評価を实施し、その結果を学校経営に反映させ、開かれた学校づくり

を一層推進する。  

（３）地域との連携を図るための教育ネットワークづくりを推進するとともに、地域に

おける「土曜講座」などの多様な体験活動の充实を図り、地域に根ざした教育を一層

推進する。 
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（４）学校教育の改善に対する各学校の自主的・自律的な取組を進めるため、校長のリ

ーダーシップの確立を図るとともに、主幹教諭や主任教諭の配置と活用により学校の

組織的な課題対応力の向上を図る。 

（５）教員の資質・能力の向上を図るため、教員の職層やライフステージに応じ、人事

考課と連動した能力開発型の研修を行うなど、体系的な研修の質的充实を図る。 

（６）保護者、地域住民等の学校外の人材を活用するなどして、学校経営のより一層の

充实を図る。 

（７）学校内外における児童・生徒の安全を確保するため、セーフティ教审の实施や学

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充实を図るとともに、防犯体制の整備や

ボランティアへの巡回の働きかけ等、警察・学校・保護者・地域が一体となった取組

を推進する。 

（８）学校をはじめとする教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、学校施設・

機能の開放や施設の一層の効率的な運営を図る。 

（９）学校における個人情報の管理を徹底し、外部への流失等を防止する。 

（１０）東村山市耐震改修促進計画に基づき、学校施設の耐震化を推進する。 
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平成 24 年度 東村山市教育委員会の基本方針に基づく 

主要施策の点検及び評価 

 

【基本方針１ 「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成】 

 多様な人々が共に暮らす東村山市にあっては、 

 すべての大人や子供たちが、人権尊重の理念を正しく理解するとともに、思い

やりの心や社会生活の基本的ルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神を

はぐくむことが求められる。 

 そのために、人権教育及び自他の生命を尊重するなど心の教育を充实するとと

もに、権利と義務、自由と責任についての認識を深めさせ、公共心をもち自立し

た個人を育てる教育を推進する。 

 

（１） 児童・生徒たちが、自他をいつくしみ生命を大切にするなど、健やかで人間性

豊かに成長できるよう、「いのちとこころの教育」を、学校教育を含めた東村山

市全体で適切に实施するとともに、学校・家庭・地域・行政の連携のもとに、「こ

ころとからだの健康づくり」を推進する。 

担当課：指導审・社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「いのちとこころの教育週間」における教育活動の公開 

・各学校において、児童・生徒が心身の健康や命の大切さについて学んでいる様子を広

く市民に公開し、それぞれの学校の特色を生かした教育活動について、市報や教育委

員会ホームページ等においても周知した。 

・道徳の時間等の授業公開だけではなく、大学教授やスクールカウンセラー、国立ハン

セン病資料館語り部や学芸員、看護師長、東京都教育委員会指導主事等を講師に、様々

なテーマで講演会が各学校で实施された。また、人権作文の取組や言葉について考え

る授業等をとおして、人権教育を推進した。 

Ａ 

②（指導审）「道徳授業地区公開講座」の实施 

・各学校において、道徳の授業を広く保護者や市民に公開するとともに、意見交換会や

講演会等を行った。 

・道徳の授業を公開することによって、道徳の授業の資料や指導法の工夫・改善を行っ

た。 
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・市立小・中学校全校（小学校１５校、中学校８校、計２３校）で实施し、平成２３年

度を上回る保護者４４０７名及び地域住民１５０名が参加した。 

Ａ 

③（指導审）「道徳授業改善委員会」の開催 

・中学校長を委員長、小学校副校長を副委員長にし、各校の道徳教育推進教師等２２名

が委員となり構成される委員会を、年間６回实施した。（うち３回は授業研究） 

・各学校の道徳教育の推進を図るため、情報交換や協議を行うとともに、授業研究を实

施した。 

・分科会ごとに３回の授業研究会を行い、その成果を報告書にまとめた。各学校におけ

る道徳の時間の充实を図るため、報告書を全校に配布した。 

Ａ 

④（指導审）「体力つくり検討委員会」の開催 

・小学校長を委員長とし、小学校の体育主任等１５名が委員となり構成される委員会を、

年間７回实施した。 

・小学校におけるスポーツテストの实施にかかわることや児童の体力向上に向けた検討

を行うとともに、健康教育等にかかわる指導内容や指導計画等について検討した。 

・小学校におけるスポーツテストの結果を考察し、児童の体力向上に向けた研究の成果

を冊子にまとめ、全小学校に配布した。 

Ａ 

⑤（指導审）「中学校第３学年生徒を対象とする救命講習会」の实施 

・東村山消防署に指導依頼し、３月に市内全中学校において第３学年生徒を対象に普通

救命講習（講習時間３時間）を实施した。 

・平成２４年度の受講者は、１２７７名であった。 

Ａ 
⑥（社会教育課）「いのちとこころの教育週間」をはじめ、各事業「輝け！東村山っ子

育成塾」「なぎさ体験塾」において「いのちとこころの教育」を取り入れ实施した。 

今後の取組 

①（指導审）市報やホームページへの掲載等をとおして、保護者や市民への周知に一層力を入れ、

各学校における取組の实態が伝わるようにする。「いのちとこころの教育週間」の趣旨が各学

校の取組に十分反映されるように、指導・助言を行うとともに、教員を対象とした研修会を实

施する。 

②（指導审）道徳授業の公開後に实施する意見交換会における一層の内容の充实を図るため、曜

日や時間の設定、形態、周知の方法を工夫・改善できるよう、東京都教育委員会が作成した实

施の手引を全校に配布したり、「道徳授業改善委員会」において各校の取組を情報交換したり

する。 
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③（指導审）授業研究を中心とする研究の成果を報告書にまとめ、全校に広める。 

④（指導审）研究の成果を基に、運動の日常化及び体つくり運動（遊び）の理解・推進を図ると

ともに、東京都児童・生徒体力･運動能力、生活・運動習慣等調査結果を活用し、児童・生徒の

体力向上に向けた取組（一校一取組や一学級一实践）の内容を充实させる。 

⑤（指導审）今後も継続して、東村山消防署と連携し、中学校第３学年全生徒を対象に救命講習

会を实施するとともに、小学校児童を対象とした取組も推奨していく。 

⑥（社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」等の各種事業において、学校教育

とはアプローチの仕方に変化を持たせた事業展開を行っていく。 

 

（２）人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆる偏見や差別をなくすため、国が

策定した「人権教育・啓発に関する基本計画」や「東京都人権施策推進指針」等を踏

まえるとともに、学校教育や社会教育等を通じて、ハンセン病回復者、子供、高齢者、

障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者等、犯罪被害者やその家族、

その他の人権問題など様々な人権課題にかかわる差別意識の解消を図るため人権教

育を効果的に推進する。  

 ① 東村山市における人権教育にかかわる課題の解決に向け、学校・家庭・地域・行

政が一体となった人権教育を一層推進する。 

担当課：指導审・社会教育課・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「人権教育推進委員会」の開催 

・小学校長を委員長、中学校副校長を副委員長とし、各校の人権教育担当者２３名が委

員となり構成される委員会を、年間６回实施した。（うち２回は授業研究） 

・本市における地域や児童・生徒の实態に応じた人権教育推進上の課題を解明し、教育

方法や内容の一層の充实を図るとともに授業研究を行い人権教育を推進した。 

・近隣市における、東京都教育委員会人権尊重教育推進校のブロック連絡会や研究発表

会に参加し、他市の研究成果を本市及び自校における人権教育の推進に役立てた。 

Ａ 
②（社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」等の各種事業において、

事業实施の中で人権学習について取り組んだ。 

Ａ 

③（図書館）人権教育を進めるための情報提供 

・中央図書館、秋津図書館に設置している「ハンセン病を知る本」コーナーについて、

継続して関連資料収集による充实を図り、貸出を行った。  
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・「全生園とハンセン病を知る―ブックリストと資料」の改訂を行い、館内での活用の

ほか、教育週間や「市民の集い」等の市内の人権に関わる各事業での資料配布や図書

展示を行い、啓発や情報提供を進めた。 

今後の取組 

①（指導审）授業研究を中心とする研究の成果を各校に広め、本市及び各校の特色を生かした人

権教育の充实を図る。平成２４・２５年度東京都人権尊重教育推進校及び東村山市教育委員会

研究奨励校である東村山第七中学校の实践を、各学校の取組に生かしていく。 

②（社会教育課）今後も事業展開する中で、人権について考える機会を提供していく。 

③（図書館）今後も継続して資料収集を行い、提供の方法を工夫する。 

 

 ② 東京都男女平等参画基本条例や東村山市男女共同参画条例に基づき、男女が互い

の違いを認めつつ、個人として尊重される男女両性の本質的平等の理念を児童・生

徒に理解させ、その具現化を図るため、適正な男女平等教育を推進する。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「人権教育推進委員会」の開催【再掲 １－（２）①】 

・小学校長を委員長、中学校副校長を副委員長とし、各校の人権教育担当者２３名が委

員となり構成される委員会を、年間６回实施した。（うち２回は授業研究） 

・本市における地域や児童・生徒の实態に応じた男女平等等に関する人権教育推進上の

課題について話し合い、教育方法や内容の一層の充实を図るとともに授業研究を行っ

た。 

・近隣市における、東京都教育委員会人権尊重教育推進校のブロック連絡会や研究発表

会に参加し、他市の研究成果を本市及び自校における人権教育の推進に役立てた。 

今後の取組 

①（指導审）授業研究を中心とする研究の成果を報告書にまとめ各校に広める。平成２４・２５

年度東京都人権尊重教育推進校及び東村山市教育委員会研究奨励校である東村山第七中学校の

实践を、各学校の取組に生かす。 

 

 

 



 

- 16 - 

③ 相互に支え合う社会づくりを目指して、自他の権利を重んじ義務を確实に果たす

ことや人への思いやりが实際の行動につながるよう、社会体験や自然体験、交流活

動などの学習の機会を充实する。また、学校における道徳教育等と地域における多

様な体験活動との関連を図り、児童・生徒に豊かな心を育てる幅広い教育活動を促

進する。 

担当課：指導审・社会教育課・公民館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｓ 

①（指導审）「生徒会サミット」の開催 

・市立中学校の生徒会同士の連携をとおして、各学校の生徒会活動の一層の活性化に役立

てた。 

・「学校ＰＲ大作戦！ 望ましい人間関係づくり ～いじめ撲滅への取組～」をテーマに、

学校と家庭・地域の方々とのかかわりや各校の特色ある取組について、生徒会役員によ

る協議を行った。平成２４年度は、学校評議員やスクールサポーターへも参加を呼びか

け９名が参加した。 

Ａ 
②（社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」や小平市との連携事業として開催する「な

ぎさ体験塾」で社会体験や自然体験を異年齢集団の中で展開した。 

Ａ 

③（公民館）親子講座の開催                           

夏休みに、親子で体験する「羽田空港とＪＡＬ 機体整備工場見学」を实施した。   

市バスでの定員が限られているので、毎年抽選になる人気の講座で、親子で夏休みの 

思い出及び体験学習ができた。（参加者２７名） 

Ｂ 

④（公民館）小学生向け体験講座                          

小学生・オモシロ科学あそび「～紫外線ってなんだろう～」を開催、科学あそびに対す

る興味を持たせることができたが、参加人数（２０名）が募集人員（４５名）ほど集ま

らなかったことが残念であった。 

Ｂ 

⑤（公民館）親子映画会の開催  

「コロボックルのすてきなおくりもの」を開催。昨年度は、緊急雇用対策の一環で夏休

み子ども映画会を中央・富士見・廻田公民館で計３回開催することができたが、今年度

は中央公民館での１回の開催にとどまった。（参加者１７名）                                    

今後の取組 

①（指導审）生徒会活動の一層の活性化が図られるよう、指導审から生徒会役員生徒や担当教員

への支援を行う。学校評議員や関係諸機関等へ周知し参加を呼びかける。 
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②（社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」は、異年齢集団活動として定着してきており、今後

も趣向を凝らした事業を展開し、参加者に常に新鮮で魅力的な企画を提供していく。「なぎさ体

験塾」は、交流事業として大変有意義であったが今年度において市長会助成金の３カ年が終了

する。２５年度においては、交流事業が継続できるように新たな企画を検討する。 

③（公民館)親子で語り合える講座及び社会体験などの学習の機会となる事業を、参加者のニーズ

に合わせ、これからも提供する。 

④（公民館）今後も児童・生徒に向けての事業を提供し、夏休みの課題学習につなげていきたい。

周知方法を拡大することで、参加者の増を図りたい。 

⑤（公民館）豊かな心を育むような上映内容を検討し、今後も次世代育成事業として、各地区館

を含めた５館で夏休み中の映画会を提供していく。 

 

（３）いじめや不登校など、児童・生徒の多様な課題に対応するため、互いに認め合い

共に学び合う学校づくりを進めるとともに、学校における相談体制の充实を図る。ま

た、児童・生徒の实態に基づく指導の充实を図るとともに、関係機関との連携を強化

するなど、児童・生徒の健全育成の充实を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「健全育成学習审（希望学級）」の運営 

・通常の学校生活に適応できず、不登校傾向にある市立小・中学校の児童・生徒に対して、 

集団生活への適応や学校への復帰を支援した。 

・平成２４年度は、中学生男子１１名、女子７名、計１８名が通級し、適応指導、教育相

談、学習指導、進路指導、体験活動等を行った。 

・指導审長、副参事、教育相談係長、指導主事、教育相談审主任が月１回程度訪問し、 

健全育成学習审（希望学級）指導員等と情報交換や協議を行った。 

Ｓ 

②（指導审）「学校不適応対策連絡会」の開催 

・小学校長１名、小・中学校副校長各１名の合計３名を顧問にし、各校から１名ずつが参

加する連絡会を、平成２３年度まで年間３回实施していたところを年間５回实施した。 

・本連絡会では、不登校の未然防止や不登校傾向にある児童・生徒の学校復帰を支援する

ために中学校区ごとに情報を共有し、具体的な対応について協議を行った。また、本連

絡会開催時には、健全育成学習审（希望学級）指導員や子ども家庭支援センターの職員

も参加し、より实践的な対応について協議を行うことができた。東京都教育相談センタ
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ーの臨床心理士を講師とした研修会も实施した。 

Ａ 

③（指導审）「学校適応状況調査」の实施 

・毎月、各学校から適応状況が心配される児童・生徒について欠席、遅刻、早退の状況や

通級指導学級や健全育成学習审への通級の状況について報告を受け、欠席日数が３０日

を超える児童・生徒や、３０日未満であっても心配される児童・生徒の状況を調査し、

傾向等を分析・考察した。 

・報告内容のとりまとめを健全育成学習审で行うことにより、より迅速に各校の児童・生

徒の適応状況について把握することができるようにした。 

・調査の結果は、例月の校長会や副校長会等で報告し、各校の問題解決の一助とした。 

Ａ 

④（指導审）「いじめ实態調査」の实施 

・いじめの早期発見・早期対応を図るとともに、いじめの未然防止に向けた組織的対応の

充实を図るために实施した。 

・調査は年３回实施し、調査期間は第１回４月１日から６月３０日まで、第２回７月１日

から１０月３１日まで、第３回１１月１日から１月３１日までである。 

・調査の結果は、例月の校長会や副校長会等で報告し、各校の問題解決の一助とした。 

今後の取組 

①（指導审）平成２５年度から健全育成学習审（希望学級）の主管が教育支援課に移行するため、

教育支援課との連携を強化していく。不登校児童・生徒数に比べて、希望学級入級児童・生徒

数の割合が尐ないため、教員及び保護者等へ健全育成学習审（希望学級）のより一層の理解啓

発を行う。 

②（指導审）不登校の未然防止や不登校児童・生徒の学校復帰に向けて、対応方法を共有化する。

また、教育支援課との連携を強化するとともに、子供たちの自尊感情や自己肯定感を高める取

組について、各学校へ指導・助言する。 

③（指導审）報告対象となった児童・生徒への対応が充实するよう、成果のあった対応方法をま

とめ、全校に周知する。 

④（指導审）次年度以降も継続实施していく。また、いじめの未然防止の基盤となるいじめを許

さない学級風土を醸成するために、学校訪問等の機会を利用し、学年・学級経営の一層の充实

について指導する。いじめの早期発見と早期対応を組織的に行うことができるよう、管理職研

修において留意点等を扱い、本調査を活用した各校における取組の充实を図る。また、毎回必

ず児童・生徒アンケートを实施し、实態把握に努める。校内において組織的に対応できるよう、
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生活指導主任会や教員対象研修会等において、さらに教員一人一人の指導力や対応力の向上を

図るような研修等を企画する。 

 

（４）児童・生徒が、思いやりの心や社会生活の基本的ルールを身に付けるとともに、

地域の担い手として、社会貢献の精神をはぐくむため、家庭や青尐年対策地区連絡協

議会等の地域諸団体等と連携し、東村山市の特性を生かした「いのちとこころの教育」

を推進する。また、健全育成のための環境整備の充实に努める。 

 ①  社会の一員としての自覚を高め、社会性をはぐくみ、健全で豊かな心を育成する

ことをねらいとして、「青尐年健全育成大会」「輝け！東村山っ子育成塾」等を实施

し、自然体験・ボランティア体験等の充实を図る。  

担当課：社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（社会教育課）青尐年健全育成大会では、中学生の主張（作文・絵画イラスト）大会を

实施し、社会との関わりや自分の役割を考える機会とした。また、「家庭の日」の取り

組みを青尐対等の協力を得て、社会の一員としての自覚を持たせることを地域と家庭で

取り組むよう推進した。（来場者６５７人） 

Ａ 

②（社会教育課）「輝け！東村山っ子育成塾」では、異年齢集団活動を通して、規範意識

やチームワークの大切さを学ぶことと合わせ、自主性と協調性を養う事業を展開した。

（参加者延べ２８６人） 

Ａ 
③（社会教育課）「なぎさ体験塾」を柏崎市、小平市との交流事業として实施した。「海」

をテーマに体験活動を行い、交流事業を展開した。（参加者７０人） 

今後の取組 

①（社会教育課）作文は１，４５８編の応募があったが、絵画・イラストについては、学校によ

って出品にばらつきがあるが、２５０点の応募があった。美術教諭の理解・協力を得ながら、

各学校のばらつきがないよう出品数を増やしていく。 

②（社会教育課）今後も、異年齢による集団活動を推進し、「いのちの大切さを学びともに生きる」

プログラムを展開していく。また、多くの体験活動を取り入れ、参加者に常に真新しい新鮮な

事業を展開していく。 

③（社会教育課）「なぎさ体験塾」は東京都市長会の助成事業であり交流事業の必要性は特に重要

である。２４年度までの３カ年で現状の事業形態は終了する。２５年度においては、交流事業

が継続できるよう新たな企画を検討する。 
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 ② ２月１日から同月７日の「東村山市いのちとこころの教育週間」に「市民の集い」

等の「いのちとこころの教育」にかかわる取組を東村山市全体で实施する。各種の

事業を通して、児童・生徒の自主的な活動を促し、心豊かで、たくましく生きるこ

とのできる子供たちを育成する。 

担当課：指導审・社会教育課・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ｓ 

①（指導审）「生徒会サミット」の開催【再掲 １－（２）③】 

・市立中学校の生徒会同士の連携をとおして、各学校の生徒会活動の一層の活性化に役立

てた。 

・「学校ＰＲ大作戦！ 望ましい人間関係づくり ～いじめ撲滅への取組～」をテーマに、

学校と家庭・地域の方々とのかかわりや各校の特色ある取組について、生徒会役員によ

る協議を行った。平成２４年度は、学校評議員やスクールサポーターへも参加を呼びか

け９名が参加した。 

Ａ 

②（指導审）「市民の集い」における生徒会からの発表及び税に関する作文や人権作文の

発表 

・市民の集いの第一部において、「生徒会サミット」での協議を基に、生徒会役員から１

校５分程度ずつ、各校の特色ある取組について発表を行った。また、市内中学生による

税に関する作文や人権作文の発表を行った。 

・中学生のボランティアが受付や会場誘導を行うことで、自己肯定感や達成感を味わわせ

ることができた。 

・市内の小・中学校や都立高等学校の生徒による和太鼓や吹奏楽の発表を行った。参加児

童・生徒が、東村山市いのちの詩・こころの詩「いつもみんないっしょ」を合唱し、命

を大切にする心を表現した。また、「いのちとこころの教育週間」では、各学校で「い

つもみんないっしょ」の音楽を校内放送で流した。 

Ａ 

③（社会教育課)２月３日(日)に实施した「市民のつどい」では第１部として中学生によ

る人権作文等の発表と生徒会による東日本大震災の取組みの発表。第２部として杉山裕

太郎氏を招き「家族の絆がいのちを救う」と題して歌と講演。第３部として市内中・高

生による吹奏楽の演奏。(来場者４９４人) 

Ａ 

④（社会教育課)この期間中、学校、社会教育関係施設が統一して「いのちとこころの教

育」をテーマにした事業（各所管における様々な事業）を实施。社会教育課を中心にし

て、市報や統一チラシを作成し周知を図った。 
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Ａ 

⑤（図書館）「いのちとこころの教育」関連事業 

・いのちをつなぐことの大切さをテーマに、ブックリスト「つながるいのち」の作成・配

布と関連図書の展示や貸出を行った。 

・市内小中学校における人権教育に関わる授業にあわせて、図書の特別貸出や紙芝居サー

クル等の紹介・派遣等の支援を行い、物語に共感し感動することによって、身近なでき

ごととして命の大切さを考える機会をつくることができた。 

今後の取組 

①（指導审）生徒会活動の一層の活性化が図られるよう、指導审から生徒会役員生徒や担当教員

への支援を行う。学校評議員や関係諸機関等へ周知し参加を呼びかける。 

②（指導审）市民の集いにおける生徒による発表は、市民の方々へ広く中学生の活躍を披露でき

る貴重な機会であるため、今後も継続实施していく。発表テーマについては、年ごとに工夫・

改善し、様々な角度から各学校の取組について周知できるようにする。 

③（社会教育課）「市民の集い」に参加する市民も固定化傾向が見受けられるので、内容の検討や

広報を活発に行い多くの市民に参加してもらえるよう工夫をする。 

④（社会教育課)教育委員会での取り組みを多くの市民に知ってもらえるように、市報やチラシだ

けではなくホームページ等も多く活用する。 

⑤（図書館）今後も、本を通していのちの大切さを考えることができるように、資料紹介の工夫

や貸出を継続する。 
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 ③  子供たちに善悪の判断や社会生活上のルールの遵守等、規範意識をしっかりと身

に付けさせる指導を一層充实させるとともに、火災や自然災害等を踏まえた避難訓

練を实施し、自分の安全を守るために必要な危険に対する知識や安全な行動の仕方

等、基礎的・基本的事項の確实な定着を図り、危険を予測し回避する能力と、他者

や社会の安全に貢献できる資質や能力を育成するための安全教育を推進する。また、

子供たちを犯罪や災害等から守るための安全確保・安全管理の徹底を家庭・地域・

関係諸機関とのネットワークの強化を図り推進する。 

担当課：学務課・指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（学務課）交通安全確認員の配置（全小学校１５校に配置） 

・交通車両や防犯上の安全確保の観点から、児童の登下校の際に学校から要望のあった箇

所に配置した。 

・（社）シルバー人材センターに業務委託した。 

Ａ 

②（学務課）小学校通学路緊急合同点検の实施 

・教育委員会、都市環境部、警察署、学校・保護者関係者合同で、市内小学校通学路にお

ける危険箇所について、対応も含め総点検（９７ヶ所）を实施した。 

Ａ 

③（指導审）「生活指導主任会」の開催 

・中学校長１名、小・中学校副校長各１名の合計３名を顧問にし、各校の生活指導主任２

３名で構成する主任会を、年間１１回实施した。 

・生活指導主任としての資質や能力の向上させるため、生活指導や教育相談にかかわる研

修や情報交換、協議等を行った。 

Ａ 

④（指導审）「ケース会議」の实施 

・学校だけでは解決困難な事案が発生した場合に、指導审や学校、児童相談所、警察署、

子ども家庭支援センター等の関係者と連携・協議し、情報を共有するとともに、様々な

角度から問題の解決を行った。 

Ａ 

⑤（指導审）「セーフティ教审」の实施 

・児童・生徒が非行を行ったり、犯罪被害にあったりすることなく、心身ともに健康で充

实した学校生活を送ることができるよう、保護者や都民の参加の下に、家庭や地域と連

携した非行・犯罪防止教育を推進した。 

・各学校において、教育課程に位置付け、児童・生徒を対象とする学習活動と保護者や地

域住民、関係諸機関等による意見交換会等の２部構成で实施した。 
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Ｓ 

⑥（指導审）「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」の作成及び周知 

・地震発生時の組織的な対応等について、各学校が实施すべき基本的な考え方を示すこと

ができた。 

今後の取組 

①（学務課）学校・保護者・地域の方々と連携し児童の安全確保に努めるため、交通安全確認員

においては限られた人員での対応となっているが、今後においても、状況に応じ適宜有効活用

を図っていく。 

②（学務課）各種関係所管や学校・保護者と連携・調整し、可能なものから、順次、速やかに対

応を図っていく。 

③（指導审）各校の抱える生活指導上の諸課題について情報交換をより密にし、小学校と中学校

がそれぞれの段階で適切な対応ができるようにする。 

④（指導审）今後も、緊急性の高い事案が発生した場合は、迅速に連絡・調整を行い、課題の解

決に向けた支援を行う。 

⑤（指導审）学習活動の内容の充实を図るとともに、意見交換会の一層の活性化が図られるよう、

他校の事例を紹介し指導・助言する。 

⑥（指導审）本マニュアルに基づき、各学校が作成している「危機管理マニュアル」や「安全指

導全体計画」「避難訓練实施計画」等の見直しや改善を行う。 
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【基本方針２ 「豊かな個性」と「創造力」の伸長】 

 グローバル化と情報技術革命が進む社会にあっては 

 国際社会に生き社会の変化に対応できるよう、子供たち一人一人の思考力、判

断力、表現力などの資質・能力を育成することが求められる。 

 そのために、基礎的な学力の向上を図り、子供たちの個性と創造力を伸ばす教

育を重視するとともに、国際社会に生きる日本人を育成する教育を推進する。 

 

（１）国際社会の中で活躍し、我が国や東村山市の発展に貢献する人材を育成するため、

独創性や才能を伸ばす、多様な教育手法や制度を導入・拡充する。  

 ① 子供に対する一貫性のある指導を行うため、幼稚園・保育所からの各校種間の連

携を重視した教育を推進する。 

特に、小学校への円滑な接続を図るために、幼稚園・保育園・小学校が連携した

就学前からの教育の在り方を改善する取組を進める。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「小中連携教育懇談会」の設定 

・児童・生徒の健全育成を目指し、小・中学校の連携を深めるために、中学校区ごとに教

員が集まり、校長及び副校長が助言者となり協議会や教育实践の交流等を行った。 

・各学校の特色を生かした教育实践の交流や情報交換、教育課題に対応した協議ができる

ように指導・助言した。 

Ｓ 

②（指導审）「家庭教育の手引き書改訂委員会」の設置 

・昭和５８年に発行した「家庭教育の手引き書」について、前回の改訂（平成１７年）か

ら７年経過していたため、平成２４年度に改訂委員会を設置し、内容や構成の見直しを

した。 

今後の取組 

①（指導审）学習規律や生活指導上のきまり、小学校と中学校の学習の系統性、小学校外国語活

動と中学校外国語科の関連、中学校における部活動、地域行事への参加等、各学校の实態に応

じて具体的な視点で連携・交流ができるよう指導・助言する。また、幼稚園・保育所・小学校

が連携した就学前からの教育の在り方について、平成２５年度から開設する教育支援課との連

携強化に基づき、特別支援教育を充实させ、教育相談体制を強化する。 
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②（指導审）平成２５年度は、前年度の改訂を踏まえて、さらに内容や構成を見直す。学校及び

家庭での有効活用について指導・助言する。 

 

② 児童・生徒が自らの資質・能力を発見し、自己实現を図る力をはぐくむことがで

きるよう、学校の特色を生かした教育課程の編成や指導方法の工夫・改善を進める。

また、学習指導要領のねらいを達成するため、教育課程の適正な实施について各学

校へ適切な指導を行う。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「東村山市教育委員会研究奨励校」の指定 

・各教科・領域に関する研究の推進を図り、教育活動を向上させた。 

・平成２３・２４年度研究奨励校（青葉小、第亓中）が研究発表会を实施した。 

・平成２４・２５年度奨励校（野火止小・第七中）を指定し、校内研究について助言を行

うなどの支援をした。 

Ａ 

②（指導审）「新任教務主任研修」の实施 

・新任教務主任を対象とした研修を夏季集中研修において实施し、教務主任の役割と教育

課程への理解を深めるとともに、学校における人材育成や学校運営とマネジメント等に

ついての理解を深め、学校の特色を生かした教育課程の編成に資する能力を養った。 

Ａ 

③（指導审）「教務主任会」の開催 

・小・中学校長各１名、小・中学校副校長各１名の合計４名を顧問にし、各校の教務主任

２３名から構成される主任会を年間７回实施した。 

・教務主任としての資質や能力の向上を図るとともに、新しい学習指導要領の全面实施に

際し、教務全般にわたる研修や情報交換、協議を行い、教育課程の編成・实施に資する

ように指導・助言した。 

Ａ 

④（指導审）「東村山市教育委員会定例訪問」の实施 

・小学校１５校、中学校８校、市内全校において实施した。 

・教育委員、教育長、教育部長、教育部次長、庶務課長、学務課長、指導审長、副参事、

図書館長、指導主事等が学校を訪問し、施設・設備も含めた教育活動全体の視察を行っ 

た。 

・校内の視察や各教員の授業参観や授業研究会への参加をとおして、それぞれの学校の实

態及び教育上の課題を把握した。 
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・毎回、指導主事等による指導・助言を行い、教員の授業力を向上させた。 

今後の取組 

①（指導审）研究１年次の学校への学校訪問において、校内研究等で指導・助言を行い今後の研

究の方向性について支援するとともに、研究２年次の学校においては研究発表に向けた具体的

な支援を行う。 

②（指導审）平成２５年度においても東村山市役所会議审における通所研修を継続する。新しい

学習指導要領への対応を円滑に行うことのできるよう資質・能力の一層の伸長を図る。 

③（指導审）小学校は新しい学習指導要領の全面实施３年目、中学校は全面实施２年目を受けて

教育課程の適正な实施ができるように指導・助言を行う。 

④（指導审）学校経営の適正で円滑な实施を支援するため、教職員の状況や指導上の課題につい

ての聴き取りを重視する。 

 

（２）児童・生徒一人一人の「生きる力」を育成するという基本的な考え方に立ち、子

供たちと向き合う時間を大切にし、時間的・精神的なゆとりの中でじっくり学び、学

習意欲を高め、基礎的・基本的内容を確实に身に付ける教育を推進し、確かな学力を

育成する。 

① 習熟の程度に応じた尐人数指導やティームティーチングの充实等、個に応じた多

様な教育を推進する。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「指導方法工夫改善加配」の活用 

・個に応じた指導を充实させるために、尐人数指導やティームティーチングに要する教員

を加配した。 

・小学校１４校と中学校７校に教員を加配した。 

・主に算数科・数学科における尐人数指導に活用した。 

・指導主事及び教職員係が、全校の授業観察や实施状況の聞き取り調査を行った。 

Ａ 

②（指導审）「東村山市教育委員会定例訪問」の实施【再掲 ２－（１）②】 

・小学校１５校、中学校８校、市内全校において实施した。 

・教育委員、教育長、教育部長、教育部次長、庶務課長、学務課長、指導审長、副参事、

図書館長、指導主事等が学校を訪問し、施設・設備も含めた教育活動全体の視察を行っ 
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た。 

・校内の視察や各教員の授業参観や授業研究会への参加をとおして、それぞれの学校の实

態及び教育上の課題を把握した。 

・毎回、指導主事等による指導・助言を行い、教員の授業力を向上させた。 

Ａ 

③（指導审）「東村山市教育学生ボランティア」の派遣 

・各学校に教育学生ボランティアを派遣し、教育活動全般にわたり学級担任や教科指導者

の支援を行った。 

・平成２４年度は、５８人のボランティアの登録があり、１９校（小学校１４校、中学校 

５校）に派遣した。 

Ａ 

④（指導审）「東村山市教育研究会補助金の交付」 

・東村山市教育研究会へ補助金をあて、各部会（全３０部会）で活用を図ることをとおし

て、各教科・領域等の研究を支援し、東村山市全体の教育力を向上させた。 

・平成２４年度は４６８，０００円を補助金として支出した。 

今後の取組 

①（指導审）尐人数指導またはティームティーチングはよりきめ細やかな指導が可能となること

から、児童・生徒の学習内容の定着に関して効果的である。次年度以降も、各学校の实態に応

じて継続して活用していく。なお、各学校において、計画通りの实施及び習熟度別指導のさら

なる充实に努めるよう指導・助言する。 

②（指導审）学校経営の適正で円滑な实施を支援するため、教職員の状況や指導上の課題につい

ての聴き取りを重視する。 

③（指導审）教員養成系大学への周知を図り、ボランティアを希望する学生の人数と質を確保し、

各校の要請に応えられるようにする。 

④（指導审）東村山市教育研究会会長との連携を図り、新しい学習指導要領の全面实施に資する

ことができるよう指導・助言を行うとともに、継続して補助金を支出して支援する。 
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② 「全国学力・学習状況調査」や「児童・生徒の学力向上を図るための調査」等の

結果を踏まえ作成する「授業改善推進プラン」の实施・検証・改善を通して、児童・

生徒の学力向上を推進する。また、基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動を支

えていることから、家庭との連携を図り生活習慣の改善を促進する。  

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「授業改善推進プラン」の活用 

・東京都の实施する「児童・生徒の学力向上を図るための調査」において、市内全小・中

学校から報告を受けた实施結果を基に、東京都及び本市の傾向を分析し、資料を作成し

た。作成した資料は、各学校の授業改善推進プラン作成の際に活用できるよう配布した。 

・広く保護者や市民に、授業改善推進プランを活用した授業改善の取組を周知し、各学校

の取組についての理解を深めるために、ウェブページ上に授業改善推進プランを公開す

るよう指導した。 

Ｓ 

②（指導审）「基礎学力向上推進委員会」設置及び「東村山市版算数基礎ドリル」作成 

・小学校算数における基礎学力の定着及び学力の向上を図るため、子供たちが学習の中で

達成感を味わい、興味や関心を高める教材の開発を行いその活用を推進する特設委員会

を設置した。また、本委員会において、四則計算について、計算の仕方やつまずきのポ

イントを学びながらスモールステップ型の練習問題を盛り込んだ「東村山市版算数基礎

ドリル」を作成した。 

今後の取組 

①（指導审）平成２５年度も、東京都教育委員会の实施する「児童・生徒の学力向上を図るため

の調査」を全校において自校採点方式で实施し、实施後の調査結果を基に本市の児童・生徒の

学力向上にかかわる实態把握を行い、各校の授業改善に反映させる。また、学校訪問等の機会

を活用し、各校が児童・生徒の学力向上に向けた授業改善推進プランをより効果的に活用する

よう指導・助言する。 

②（指導审）平成２５年度は、平成２４年度に作成したドリル（四則計算編）の活用と検証を行

うとともに、「量と測定」など、領域を拡大した教材開発を進めていく。 
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（３）東村山市子ども読書活動推進計画に基づき、児童・生徒に進んで読書を行う態度

と豊かな心をはぐくむ教育を推進するとともに、環境整備に努める。 

担当課：学務課・指導审・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（学務課）蔵書内容の充实と増設 

・学校図書館専任司書及び関係所管と連携し、展示会の開催など蔵書内容の充实に努める

とともに、単価入札实施により予算を有効活用し、蔵書数を増やした。 

Ａ 

②（学務課）学校図書館の円滑な運営の推進 

・「学校図書館の手引き」（毎年作成）をもとに、関係所管が連携を持ち、学校図書館の円

滑な運営を实施した。 

Ａ 

③（指導审）「学校図書館担当者連絡会」の開催 

・小学校長を会長にし、各校の司書教諭や学校図書館担当者等から構成される連絡会を、

年間３回实施した。 

・本連絡会では、学校図書館の運営にかかわる情報交換や協議により、司書教諭としての

資質・能力を向上させた。 

・開催に際しては、学務課及び図書館との緊密な連携をとった。 

Ａ 

④（指導审）「学校図書館専任司書」の配置 

・図書館開館・蔵書整理等の学校図書館の運営業務、教職員の補助としての読書指導や図

書館の利用指導及び本を活用した授業支援等を行った。 

・平成２４年度は、年度当初から１２名体制で、１人２校（内２名は１校と中央図書館）

を担当して实施した。 

Ａ 

⑤（図書館）図書館利用者への読書推進 

・各図書館の児童コーナーでは、本を選びやすくするための案内表示の工夫や時機をとら

えた展示本コーナーの充实を図った。 

・小・中学生向け夏休みブックリストは学校を通して全児童・生徒に配布し、高校生等の

若者向けブックリストは市内高校に配布し、館内での展示・貸出を实施した。 

・０～１歳を対象としたおはなし会（赤ちゃん絵本ひろば、中央図書館・本町児童館）を

２１回開催し、５２３組の親子が参加した。また、各図書館で乳幼児から幼児を対象と

したおはなし会を２２３回開催し、大人１，１２８人、子ども２，０７９人が参加した。 

・小学生を対象としたおはなし会については、児童の参加が減尐してきており、学校や地

域で行われる読み聞かせへの支援充实へと移行する形で図書館での開催回数を減らし
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た。（７４回開催、子ども４８４人参加） 

・夏休み親子図書館体験（５館で４３組９３人参加）、親子豆本作り教审（１５人参加）

等の行事を实施した。 

・中学生以上に対しては、学生ボランティア（登録６９人、作業延べ２１５回）、職場体

験（９８人）の受け入れを实施した。 

Ａ 

⑥（図書館）学校および学校図書館への支援 

・小・中学校教師向け利用案内を発行して積極的な利用を促すと同時に、先生からの相談

を受けて、授業で利用するための図書や学級文庫用の図書として、特別貸出を实施した。

（６６４件 １６，５３２冊） 

・学校での読書推進を図るため、ブックトーク訪問（４年生対象１４校３５クラス、３～

６年生対象１校・年３回ほか）青葉学級おはなし会４校、図書館見学（小学校１３校の

３年生３１クラス等）の受入等を实施した。 

・学校図書館専任司書の通年配置初年度に当たり、学校への支援の仕組みを整理しつつ、

その内容を工夫し、大幅に拡大した。 

・図書館だより発行に向けて、テーマ別図書紹介や図書館基礎知識などのコンテンツを提

供したり、授業支援ができるように教科書単元別の支援例や関連図書の情報共有を図る

など、学校図書館専任司書の活動が充实したものになるように支援をした。 

・継続事業として学校図書館担当者連絡会での研修や図書購入相談、管理・運営マニュア

ル『学校図書館の手引き』（管理・運営マニュアル）の内容を更新した。 

Ａ 

⑦（図書館）子どもの読書に関わる市民活動の支援 

・子どもの読書活動推進についての情報提供や研修・講座開催、「子どもと本の人材バン

ク」による活動の場の提供などの支援を継続实施し、講座受講者やおはなし会参加者か

らも好評を得ている。関連団体との事業も多彩で安定感のあるものとなった。 

・子どもの読書活動に関わる市民を対象とした東村山子ども読書連絡会（２回開催、４１

人参加）開催により、情報共有の場の充实を図った。 

・学校で読み聞かせをする保護者のための「読み聞かせ入門講座」や学校図書館整備に関

わる保護者のための「学校図書館ボランティア研修会」の開催など、活動を支援するた

めの事業を継続して实施した。 

・市民との協働事業として５年目となるボランティア育成のための連続講座「子ども読書

応援団養成講座」（全５回開催、４８４人参加）を实施した。 

・「乳幼児への読み聞かせボランティア」の研修や交流の機会を継続して提供し、３～４
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か月児健診や関連施設での乳幼児への読み聞かせ活動の充实を図った。 

・地域児童図書館への支援事業として、補助金助成（１団体）のほか、庶務課との連携に

よりくめがわ電車図書館の車体塗装修繕の協力を行った。 

Ａ 

⑧（図書館）市内関連施設への支援 

・子ども関連施設向け利用案内を配布して、図書館の積極的な利用を促した。 

・子育て関連施設に「おすすめ絵本パック」（絵本２０冊のセット、１８カ所）を配置し、

セット内容の更新やメンテナンスも継続した。また、保育園・児童館等からの相談に応

じた図書貸出（１０８件、３，２２８冊）も行った。 

・乳幼児への読み聞かせボランティア派遣（３９か所、３１４回）等を实施した。 

今後の取組 

①（学務課）今後も引き続き、展示会の開催などにより、蔵書内容を充实させていくとともに、

第４次総合計画における实施計画要望、及び、購入方法の検討等、更なる予算の有効活用を図

りながら、蔵書数の増設に努める。 

②（学務課）学校図書館専任司書及び関係所管との更なる連携に努め、円滑な運営を図る。 

③（指導审）今後も、学務課及び図書館と連携し、学校図書館の整備や運営及び保護者等による

ボランティアの効果的な活用等についての情報交換・協議を進め、学校図書館担当教員として

の資質を向上させる。 

④（指導审）学校図書館の一層の整理及び充实を図るために、学校図書館専任司書と司書教諭や

図書ボランティアとの連携の在り方を検討する。また、学校図書館や専任司書の活用に関する

調査を行い、有効活用に向けた指導・助言を行う。 

⑤（図書館）図書館を中心とした本との出会いの場の充实を図り、年齢に合わせた啓発やＰＲ事

業を今後も継続的に实施する。 

⑥（図書館）引き続き関係所管の連携を進め、学校・学校図書館専任司書への支援事業の充实、

継続に努める。 

⑦（図書館）今後も市民間の連携及び市民と行政との協働体制の充实に努める。特にボランティ

ア養成事業については、第４次総合計画实施計画事業に位置付け、継続实施していく。 

⑧（図書館）子ども関連施設との情報の共有や調整を今後も継続し、安定的な連携を図る。 
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（４）児童・生徒の勤労観・職業観や主体的に進路を選択する能力・態度をはぐくむた

め、関係諸機関との連携体制を整備し、職場見学や職場体験等の体験学習を推進し、

キャリア教育の充实を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「中学生職場体験」の实施 

・東村山市立中学校副校長会が作成するパンフレットを活用し、各事業所等に市内全中学

校の職場体験の日程と内容の周知を図るとともに受入依頼を行った。 

・東村山市商工会や青年会議所及び市役所内各部署等の協力を得て、受入事業所の確保を

行った。 

・キャリア教育の全体計画及び年間指導計画に基づき、全中学校で２～３日間实施した。 

Ａ 

②（指導审）「進路指導主任会」の開催 

・中学校長１名、中学校副校長１名の合計２名を顧問にし、各中学校の進路指導主任８名

から構成される主任会を、年間６回实施した。 

・本主任会では、職場体験を含め、進路指導にかかわる情報交換および協議を行うととも

に、成績一覧表作成上の配慮事項等の検討を行った。 

・職場体験学習については、各校のこれまでの受入事業所リストを統合して一覧表を作成

し、職場体験の一層の円滑な实施ができるようにした。 

今後の取組 

①（指導审）各中学校において担当教員間の引継ぎを徹底させるよう指導し、受入事業所との緊

密な連携を図り、職場体験の充实を通したキャリア教育を推進する。また、職場体験において、

受入依頼から事業所へのお礼まで、生徒のマナーや教員の対応上の留意点等について指導・助

言する。 

②（指導审）職場体験をはじめとするキャリア教育の具体的取組についての情報交換・協議等を

行うとともに、学校間の連絡を密に市内の中学校が各校の特色を生かした進路指導の充实に向

け指導・助言する。また、各小学校も作成しているキャリア教育全体計画及び年間指導計画と

の関連が図れるよう、教務主任会や「小中連携教育懇談会」等を通して、小中連携したキャリ

ア教育の推進に向けた指導・助言を行う。 
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（５）東村山市特別支援教育推進計画に基づき、特別な教育的支援を必要とする児童・

生徒等の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業までのライ

フステージを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることのできる力や地域

の一員として生きていける力を培う教育を着实に推進する。 

 ① 教育相談审・幼児相談审、健全育成学習审、特別支援学級（固定学級・通級指導

学級）及び特別支援学校等との連携の充实を図る。 

担当課：学務課・指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 
①（学務課）教育相談审や特別支援学級については、就学相談や転学相談、入級相談を通

じて個々のケースの情報の共有を積極的に行い、相談・支援体制を整備した。 

Ｂ 
②（学務課）幼児相談审については、就学前児童の様子について、就学相談をはじめ連携

に努めたが、十分な早期支援体制の整備には至らなかった。 

Ａ 

③（学務課）特別支援学校については、特別支援教育専門家チーム委員として助言や指導

をいただくなど、センター校との連携を強化し、市立小・中学校においてその助言を活

用した。 

Ａ 
④（学務課）特別支援学校については、就学相談や転学相談など個々のケースについて連

携を図り、円滑な就学に向けて早期支援体制を強化した。 

Ａ 

⑤（指導审）「指導审・教育相談审・健全育成学習审（希望学級）指導員等との連絡会」

の開催 

・指導审長、副参事、指導主事、教育相談係長、教育相談員、健全育成学習审（希望学級）

指導員、通級指導学級担当教員が参加し、月に１回程度实施した。 

・通級児童・生徒の状況や指導审・相談审からの情報等を共有することにより、支援体制

の整備を行った。 

・本連絡会での協議事項を、指導审の所管する主任会・委員会等において周知し、学校と

の一層の連携強化を行った。 

Ａ 

⑥（指導审）「適応指導連絡協議会」の開催 

・指導审長、副参事、指導主事、教育相談係長、教育相談員、健全育成学習审（希望学級）

指導員、通級児童・生徒の原籍校学級担任が参加し、年２回实施した。 

・通級児童・生徒の状況について、健全育成学習审（希望学級）の担当指導員と原籍校の

学級担任とが情報交換できる機会にし、原籍校復帰チャレンジ期間の対応等についても

一層推進した。 
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今後の取組 

①（学務課）これまで所管をまたがって連携体制を整えていたが、教育支援課の設置により更に

連携体制を強化するとともに各機関の専門性を発揮し、相談・支援体制を更に整備する。 

②（学務課）教育支援課の設置により、連携の窓口を１本化し個々のケースについて、情報の共

有化を円滑にする。 

③（学務課）これまで以上に特別支援学校の専門性を活かし、市立小・中学校の特別支援学級と

の組織的な連携を図り、特別支援学級の充实を図る。 

④（学務課）東京都の動向を把握すると共に、近隣市とも連携を深め、相談・支援体制を強化す

る。 

⑤（指導审）平成２５年度から健全育成学習审（希望学級）は、教育支援課の主管となるが、指

導主事等による定期的な訪問を实施し、成果と課題を明確にした迅速な対応を行う。また、指

導审の所管する主任会・委員会等に、健全育成学習审（希望学級）指導員が参加し、より直接

的な学校との連携を行う。 

⑥（指導审）平成２５年度から健全育成学習审（希望学級）は、教育支援課の主管となるが、今

後も通級児童・生徒の通級の状況について情報を共有する。 

 

② 特別支援教育の理念に基づき、小・中学校に在籍する特別な教育的支援を必要とす

る児童・生徒への教育及び支援を具体化し一層の充实を図る。 

担当課：学務課・指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ 

①（学務課）特別支援教育専門家チーム委員による巡回相談や研修を通じて、市立小・中

学校について個々のケースに対応するための具体的な支援を進めたが、特別な教育的支

援の必要な児童・生徒の増加や多様化により、支援の必要な全ての児童・生徒への支援

の具現化には至らなかった。 

Ｂ 

②（学務課）特別支援教育運営委員会において、研修会の实施や情報交換を实施し、特別

支援教育コーディネーターの資質の向上や、各校の校内委員会の充实を図るため支援や

指導内容の共有化を図ったが、校内委員会について、学校事情などの理由から全ての

小・中学校での十分な体制の整備には至らなかった。 

Ａ 

③（指導审）教育相談审の充实 

・指導审長が教育相談审長を兹任し、係長、指導主事、主任、専任教育相談員５名体制で、 

市内の児童・生徒の教育相談及び児童・生徒以外からの教育指導上の諸問題についての
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相談に応じるとともに、学校との連携を十分に図り、学校で行う教育相談のセンター的

役割を担った。 

Ａ 

④（指導审）巡回相談員の配置 

・巡回相談員やスクールカウンセラーの配置により学校の教育相談機能を充实させた。 

・小学校６校に東京都健全育成支援員を配置するとともに、小学校９校に巡回相談員が巡

回し、児童、保護者、教員からの相談に応じた。 

・中学校各校に１名のスクールカウンセラーを配置し、生徒、保護者、教員からの相談に

応じた。 

Ａ 

⑤（指導审）「教員サポーター派遣事業」の实施 

・特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が在籍する通常の学級に人材を派遣し、個々

の教育ニーズに応じた指導方法等の充实を図った。 

・教員サポーターには論作文及び面接によって選考された教員免許取得者を充て、学校の

要請を審査した上で、平成２４年度は１６名を２２校（小学校１５校、中学校７校）に

配置した。 

今後の取組 

①（学務課）東村山市特別支援教育推進計画第三次实施計画に基づき、特別支援教育専門家チー

ム委員の派遣を充实させ、具体的な指導や支援を实施する。 

②（学務課）教育支援課の設置により、特別支援教育運営委員会の内容の充实を図ると共に、各

小・中学校において特別支援教育コーディネーター、専門家チーム委員、スクールカウンセラ

ー、教員サポーターなどの連携を強化し、校内委員会の充实をする。 

③（指導审）平成２５年度から教育相談审は、教育支援課の主管となるが、教育相談及びその他

教育指導上の諸問題についての情報を共有し、学校や保護者、児童・生徒の課題解決を積極的

に支援する。 

④（指導审）平成２５年度からスクールカウンセラーは、教育支援課の主管となるとともに、市

立小・中学校全校に配置されるが、指導主事等がスクールカウンセラー連絡会等に出席し、本

市における教育相談機能を一層充实させる。 

⑤（指導审）平成２５年度から教員サポーターは、教育支援課の主管となるが、指導主事等が学

校における活用の实態を学校訪問等により把握する。 
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（６）個性を発揮し、創造的な活動の基盤となる健康や体力に関する意識を高め、健康

を保持増進する資質や能力をはぐくむとともに、体力の向上を目指し、学校・家庭・

地域が連携・協力した児童・生徒の健康・体力づくりや食育を推進する。 

担当課：学務課・指導审・市民スポーツ課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（学務課）「スポーツ・食育教审」の实施  市民スポーツ課との共催 

・学務課・市民スポーツ課共同事業として、成長期における運動と栄養バランスの必要性

と大切さの意識啓発を図るため、全６回のカリキュラム（6/30・7/14・9/8・10/6・10/27・

11/24）で「スポーツ・食育教审」を实施。 

・参加募集は、各校にて開催チラシの配布及び市報掲載等を行い広く周知した。24 組 48

名の親子が参加。 

・関係所管の職員（学務課：栄養士、市民スポーツ課：栄養士、スポーツトレーナー、体

育協会、スポーツ科学委員会等）が連携し、役割分担のなか、栄養指導・調理实習・運

動指導を児童・保護者へ適切な指導を行った。 

Ａ 

②（指導审）「体力つくり検討委員会」の開催【再掲 １－（１）④】 

・小学校長を委員長とし、小学校の体育主任等１５名が委員となり構成される委員会を、

年間７回实施した。 

・小学校におけるスポーツテストの实施にかかわることや児童の体力向上に向けた検討を

行うとともに、健康教育等にかかわる指導内容や指導計画等について検討した。 

・小学校におけるスポーツテストの結果を考察し、児童の体力向上に向けた研究の成果を

冊子にまとめ、全小学校に配布した。 

Ａ 

③（指導审）「スポーツ教育推進校」の指定 

・児童・生徒が積極的にスポーツに親しみ、健康増進や体力向上を図るとともに、スポー

ツの意義と役割を正しく理解し、心身の調和的な発達を遂げ、進んで平和な社会の实現

に資することができるようスポーツ教育を推進するため、青葉小学校、野火止小学校、

東村山第一中学校を「スポーツ教育推進校」に指定した。 

・指定校においては、体育授業の改善・充实を図るとともに、体力テストの結果を踏まえ

た体力向上の取組等を行った。 

Ａ 

④（市民スポーツ課）「スポーツ・食育教审」の实施  ※学務課との共催事業 

・成長期における運動と栄養バランスの必要性と大切さの意識啓発を図るため、親子で楽

しく体を動かすとともに、栄養に関する講義を行い、生涯にわたり健康に過ごしていく
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ためのきっかけつくりとして６日間のプログラムを实施した。 

・前年度より充实したプログラム内容とするため、前年度参加者の要望、スポーツ科学委

員会、栄養士、スポーツトレーナーの意見等を、事後アンケートや会議等により把握し、

プログラムに反映させた。 

・各校に対し開催チラシの配布及び市報・市ＨＰ等を活用し、広く周知・募集を行なった。 

・結果として２４組４８名の親子が参加し、前年度（Ｈ２３年度）の参加数を上回る事が 

できた。（Ｈ２３年度：１９組３８名） 

今後の取組 

①（学務課）今後も、成長期の児童・保護者に対し、正しい食生活・運動を身に付け、長期的に

意識づけが行えるよう、学校及び関係機関と連携・協力し、普及啓発を促進するため、継続し

て「スポーツ・食育教审」を实施していく。 

②（指導审）研究の成果を基に、運動の日常化及び体つくり運動（遊び）の理解・推進を図ると

ともに、東京都児童・生徒体力･運動能力、生活・運動習慣等調査結果を活用し児童・生徒の体

力向上に向けた取組（一校一取組や一学級一实践）の内容を充实させる。 

③（指導审）平成２４年度の取組成果を市内の他の小・中学校に広めるとともに、平成２５年度

においても、指定校を変更し、東村山市全体のスポーツ教育を推進する。 

④（市民スポーツ課）より多くの参加が得られるよう、また充实した内容の事業とするために、

市報、市ホームページ、成長期の児童が在籍する小・中学校および保護者等、広く周知・募集

するとともに、参加者の要望、スポーツ科学委員会、栄養士、スポーツトレーナー等の意見を

考慮したプログラム内容で次年度も实施していく。 

 

（７）児童・生徒の情報活用能力を育成するとともに、学習に対する興味・関心を高め、

理解を深めるために、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラルを身に付け、適切に

活用できるよう学習活動を充实させる。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「情報教育推進委員会」の開催 

・小学校長を委員長に、中学校副校長を副委員長にし、各小・中学校の情報教育担当者が

委員となり構成される委員会を、年間３回实施した。 

・本委員会では、東村山市立小・中学校におけるＩＣＴを活用した授業の推進と充实を図

るとともに、情報モラル教育に関する課題について協議した。また、講師を招き、「小・
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中学生に対する情報モラル教育の实際」や「保護者、家庭と連携した情報モラル教育の

在り方」について講義と演習を行い、本市における情報モラル教育を充实させた。 

・本委員会の委員が、東京都教育委員会が開催する「サイバー犯罪対策シンポジウム」に

参加し、自校においてネットワーク上のルールやマナーなど情報コミュニケーション技

術を指導することにより、サイバー犯罪から児童・生徒を守り、サイバー犯罪の防止と

健全育成を目指した。 

今後の取組 

①（指導审）日々変化する情報技術の動向やＩＣＴにかかわる児童・生徒を取り囲む社会的状況

について正しく理解し、対応できるように、関係諸機関との連携や情報交換を行うとともに、

生活指導主任会と連携し、問題行動の未然防止や対応を行う。 

 

（８）日本や世界の伝統ある文化や芸術に触れる機会の充实を図り、郷土に対する愛着

や誇りをはぐくむとともに、多様な文化に対する理解を深め、世界の中の日本人とし

てのアイデンティティを育てる教育を推進する。 

担当課：社会教育課・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

① (社会教育課)地域の方の参画を得て各小・中学校で实施している「土曜講座」で、お 

茶や華道、和太鼓、お琴などの伝統文化を子どもたちに伝えることを行っている。また、

学校の課外活動等でも地域の方の協力を得て、お琴や民謡などの伝統文化を子どもたち

に伝えている。 

Ａ 

②（公民館）キッズ伝統芸能体験                          

一流の芸術家が先生となり「はじめての和のお稽古」を東京都との共催事業で日本舞踊

の稽古を中央公民館で实施し、日本の伝統文化に触れる機会の充实を図った。毎年ほぼ

同数の参加があり発表会は浅草公会堂にて实施した。（参加者２４名） 

Ａ 
③（ふるさと歴史館）郷土に残る正月飾り・節分・ひな飾り・盆棚飾り・月見飾りなどの

年中行事の展示を、年間を通じて实施し、伝統的な暮らしの紹介を行った。 

Ａ 

④（ふるさと歴史館）２４年度から、「東村山文化伝承サポーター」としてボランティア

組織を強化し、市内小学校２校（化成小・回田小）に稲わらを使うしめ縄かざりの出前

授業を实施した。 

Ａ 
⑤（ふるさと歴史館）子どもを中心とした「まゆ玉づくり」（参加者１０名）の体験事業

を伝承サポーターの協力を得て、实施した。 
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Ａ 

⑥（ふるさと歴史館）１月～３月には、市内小学校の「昔さがし」授業に対応する展示「な

つかしい暮らしと道具たち」を開催し、館内学芸員による展示説明や伝承サポーターの

協力を得た学習支援を行った。 

Ａ 
⑦（ふるさと歴史館）１月～３月には、市内小学校の見学者を対象とした「ゆでまんじゅ

うづくり」を实施した。 

今後の取組 

①（社会教育課)伝統文化を子どもたちに引き継いでいくことは大切なことであり、今後も関係団

体に協力をいただき、このような機会の提供を継続していく。 

②（公民館）一流の芸術家による本格的なお稽古を受けることができるし、日本舞踊という伝統

文化を学べる機会であり、質の高い子ども向けの事業として、これからも周知徹底を図り東京

都などと共催事業として取組みを行う。 

③（ふるさと歴史館）展示内容に沿ったくらし体験事業などの特別展示に連動したロビーでの展

示や郷土に関わるさまざまなモノをロビー・研修审・視聴覚审を利用して实施して、東村山の

歴史を紹介する。 

④（ふるさと歴史館）学校への出前授業を充实させ、歴史館・たいけんの里での見学・体験だけ

でなく、さまざまな学習機会をボランティアの協力を得ながら实施する。 

⑤（ふるさと歴史館）年中行事「まゆ玉づくり」事業に多くの子どもたちが参加できるような仕

組みや広報活動を实施する。 

⑥（ふるさと歴史館）市内の小学生だけでなく、一般来館者へのアプローチも充实させ、異世代

間の交流となる事業展開も視野に入れた方向性の検討を行う。 

⑦（ふるさと歴史館）東村山の昔の生活がしのばれる体験事業や出前授業を实施し、東村山らし

さを理解できる学習へと結びつけられるようにする。 
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（９）喫緊の課題である地球温暖化防止のために、小・中学校におけるＣＯ２削減や省

エネルギー・省資源にかかわる環境教育の充实を図り、持続可能な社会の实現を推進

する。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「ＣＯ２削減アクション月間」への参加 

・東京都教育委員会が６月に实施した「ＣＯ２削減アクション月間」に、全小・中学校が

参加し、保護者の協力も得ながら１週間にわたり、家庭での日常生活において二酸化炭

素の排出削減に取り組んだ。 

・本市の２４７１名の児童と１０３０名の生徒が参加し、平成２３年度を上回る約１３３

５１ｋｇの二酸化炭素の削減を達成した。 

今後の取組 

①（指導审）「ＣＯ２削減アクション月間」での取組に終始することなく、年間を通じて省エネル

ギー・省資源にかかわる環境教育を行い、持続可能な社会の实現を推進する。 
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【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充实】 

 尐子高齢社会の中で「明日を拓く、豊かな心と創造力を育てるまち」を目指す

東村山市にあっては、 

活力ある社会を築いていくよう、個人の生活を充实するとともに、一人一人が

社会に貢献できるようにすることが求められる。 

 そのために、人々が生涯を通じて、自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会

参加できる機会の充实を図る。 

 

（１）生きがいやゆとりある人生を送ることを目的とした生涯学習を推進するため、学

習や交流の機会、情報提供、社会参加の仕組みの整備など、市民の多様なニーズに対

応した生涯学習計画を策定し、総合的・広域的に支援する。 

担当課：社会教育課・市民スポーツ課・図書館・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（社会教育課）東村山市生涯学習人材バンク事業 

市民の生涯学習活動を支援する為に人材バンクを作り各種指導者を登録し市民に紹介

している（社会教育施設・情報コーナーに名簿の設置、市ホームページに掲載）また、

社会教育課のカウンター付近に、生涯学習に関する情報コーナーを設置し、市民に情報

を公開している。 

Ａ 

②（市民スポーツ課） 

・市民がスポーツに親しみ社会参加できる機会の充实を図るため、指定管理者、東村山市 

体育協会等と連携し、幼児から高齢者、将来のアスリート等を目指す市民向けに各種ス 

ポーツ教审を实施するとともに、施設の改修を行った。 

・地域住民が気軽に運動やスポーツができる環境を整備するため、各町体力つくり推進委

員会の活動に対し補助金を支出するとともに、各種ニュースポーツ講習会、市ホームペ

ージ等を活用したＰＲを行い、地域での活動を支援した。 

Ｂ 

③（図書館）資料提供の充实 

・多様な市民の暮らしに役立つ情報提供を行うため、幅広い情報収集に努め、生活情報を

含む市民の関心や時機を捉えた図書情報の展示（全館合計で１３７回）等を行った。予

約件数は約６千件増加したが、個人への貸出数は約１万５千冊（１．３％）減尐してお

り、資料費の確保と更なる情報収集の工夫が必要である。 
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・活字資料の利用が困難な方への対応として、大活字資料の予算配分を増額し、より多く

のタイトルを収集して、選びやすくするための所蔵目録を発行した。 

・利用目的に応じて複数の書架から関連付けて本を探すことができるように、類似の本が

ある書架や参考資料审、書庫の資料へ導くための見出し板を新たに配置した。 

・視覚障がい者への情報提供として、録音図書の作成・購入・貸出（貸出数６８３タイト

ル）、市報・市議会だより等の貸出（貸出数６８７巻）、対面朗読（１９９回）を行った。

さらに、７月から市報等の広報類のデイジー版発行・貸出を、さらに１０月からは市ホ

ームページ上で音声公開を開始した。 

Ａ 

④（公民館）市民講座の開催 １､市民からの講座テーマを募集し、市民講座ボランティ

アと協働して講座を企画運営した。テーマによっての参加人数のバラつきはあるものの

昨年より全体的に参加者増につながった。（１１講座２７５名）２､文化的、スポーツ的

な講座を实施した。この種の講座が定着してきたのか昨年より参加者増であった。（１

１講座１,５４５名）３､知的障害者青年学級として障害者に向けて生活習慣の習得と生

活圏の拡大を目指した講座を年間通して实施した。毎年ながら好評な講座であり、同様

に継続していきたい。（１２回参加者各１８名）４､シニア学級として６０歳以上の市民

を対象に实施、ニーズに応じたテーマが魅力であったのか前年度より参加者増につなが

った。（２講座参加者５７名） 

Ａ 
⑤（ふるさと歴史館）歴史館の展示、講座、講演会、体験学習审等を通じて、郷土に関わ

るさまざま講座を实施し入館者の増加に結びついた。 

Ａ 

⑥（ふるさと歴史館）はっちこっくメイトや東村山文化伝承サポーターなどのボランティ

ア活動を通じて、子どもたちへの指導スタッフとしてのモチベーションを高め、やりが

いや充实したボランティア活動を行った。 

今後の取組 

①（社会教育課）多様な市民ニーズに対応する為に、生涯学習人材バンクと生涯学習に関する情

報提供の充实を図る。 

②（市民スポーツ課） 

・市民がスポーツに親しみ社会参加できる機会の充实を図るため、引続き指定管理者、教育委 

  員会、東村山市体育協会等が主催する各種スポーツ教审を实施する。 

・地域住民の体力の向上、健康を保持増進させるため、各町体力つくり推進委員会に対し引き 

  続き補助金を支出するとともに、教育委員会主催による各種ニュースポーツの实技研修を实

施する。 
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③（図書館）今後も、市民の課題解決に役立つ情報の収集・提供・保存の推進に努める。活字資

料の利用が困難な方への配慮として、引き続き大活字資料の充实や音訳ＣＤの収集を進め、よ

り多くの利用につなげられるよう展示等のＰＲを行う。 

④（公民館）幅広い年齢層を募れる講座を開催していきたい。また、社会情勢の変化に対応した

講座の企画運営を心がけ、生きがいやゆとりのある生涯学習を推進する学習機会の提供に努め

る。 

⑤（ふるさと歴史館）従来の講演会・講座・体験事業に加え、生涯学習のきっかけとなる館内学

芸員による「東村山学」の实施や東村山市史を活用した事業の实施を行う。 

⑥（ふるさと歴史館）ボランティア活動の充实を図るための事業实施を歴史館・たいけんの里双

方で行う。また、ボランティアの拡充を図るための講座等の充实も図る。 

 

（２）公民館・図書館・ふるさと歴史館などの機能を十分に発揮して、社会教育活動の

充实を図るとともに、学習成果を地域の活動に生かせる人材を育成し、家庭や地域の

教育力の向上を図る。 

担当課：社会教育課・図書館・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（社会教育課）文化協会主催の「文化のつどい」や市民文化祭实行委員会主催の「市民

文化祭」を、中央公民館を中心に開催し、社会教育活動の充实を図ったことで、人材育

成や教育力の向上の場を提供した。 

Ａ 
②（社会教育課）健全育成大会・市民の集い・多摩六都ヤングライブフェスティバル等を

公民館で開催し、人材の育成と教育力の向上を図った。 

Ａ 

③（図書館）図書館関連団体との連携・共催事業の推進 

・東村山朗読研究会（平成２５年４月より、会の名称を東村山音訳の会に変更）との連携

により、視覚障がい者への提供情報としてデイジー資料（デジタル音声資料）作成の運

用を整備し、作成資料の中心をテープ版からデイジー版へと転換することができた。ま

た、音訳ボランティアの新規会員の募集および講習会を实施して、音訳資料作成体制の

安定化を進めた。 

・東村山製本研究会との共催による製本講座・親子豆本作り講座を開催して市民への啓発

を図るとともに、図書館資料修理の協力を得ることができた。 

・東村山布の絵本企画审の協力による「布の絵本プレイルーム」、おはなしグループ「ト

ックのかご」との共催による「大人のためのおはなし会」等を实施した。 
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Ａ 

④（図書館）子どもの読書に関わる市民活動の支援【再掲 ２－（３）】 

・子どもの読書活動推進についての情報提供や研修・講座開催、「子どもと本の人材バン

ク」による活動の場の提供などの支援を継続实施し、講座受講者やおはなし会参加者か

らも好評を得ている。関連団体との事業も多彩で安定感のあるものとなった。 

・子どもの読書活動に関わる市民を対象とした東村山子ども読書連絡会（２回開催、４１

人参加）開催により、情報共有の場の充实を図った。 

・学校で読み聞かせをする保護者のための「読み聞かせ入門講座」や学校図書館整備に関

わる保護者のための「学校図書館ボランティア研修会」の開催など、活動を支援するた

めの事業を継続して实施した。 

・市民との協働事業として５年目となるボランティア育成のための連続講座「子ども読書

応援団養成講座」（全５回開催、４８４人参加）を实施した。 

・「乳幼児への読み聞かせボランティア」の研修や交流の機会を継続して提供し、３～４

か月児健診や関連施設での乳幼児への読み聞かせ活動の充实を図った。 

・地域児童図書館への支援事業として、補助金助成（１団体）のほか、庶務課との連携に

よりくめがわ電車図書館の車体塗装修繕の協力を行った。 

Ａ 

⑤（公民館）音声ＰＣサポートセンター                         

１.東村山音声ＰＣサークルと協働して、視覚障害者に音声ＰＣの基本操作などサポー

トした。２.公民館が会場・設備の準備と運営の相談を受け、指導を東村山音声ＰＣサ

ークルで受け持ち月４回年間实施し、開催予定等変更に応じて対応を行なった。視覚障

害の方々への教育支援を行った。（年４３回参加者３５９名） 

Ａ 
⑥（ふるさと歴史館）歴史館内のボランティアを統合し、年間を通じての活動を行う「東

村山文化伝承サポーター」という組織化を行った。 

Ａ 

⑦（ふるさと歴史館）はっちこっくメイトの考古部会でのボランティア養成講座（参加者

１３２名）の实施等を行い、講座内容は、これからボランティアとして活動する内容を

はじめ東村山の歴史、考古学の基礎など学習した。 

今後の取組 

①（社会教育課）文化協会、文化祭实行委員会と連携を取り、施設を有効活用し、より一層の事

業充实を図る。 

②（社会教育課）特定の団体に限らず幅広く多くの団体に参加してもらえる様な企画を検討し、

観実の増員を図るなどより一層の事業の充实を図る。 
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③（図書館）今後も、多様な視点を持って地道な活動を継続している図書館関連団体と情報を共

有しつつ協働を進め、更なる図書館活動の充实を図る。 

④（図書館）今後も市民間の連携及び市民と行政との協働体制の充实に努める。特にボランティ

ア養成事業については、第４次総合計画实施計画事業に位置付け、継続实施していく。 

⑤（公民館）ＰＣ等の機器の老朽化やＯＳ等のソフトの更新が課題となっている。東村山音声Ｐ

Ｃサークルの指導力も向上していることから、今後もＰＣサークル団体の活動をバックアップ

し事業の推進及び人材の育成を図る取組みを行なっていく。 

⑥（ふるさと歴史館）「伝承サポーター」の今後の活動の幅を広げるような方向性をサポータの意

見を取り込み検討する。 

⑦（ふるさと歴史館）養成講座終了後のボランティアの活動の充实を図るため、はっちこっくメ

イトの意見を取り込み検討する。 

 

（３）市民のだれもが芸術・伝統文化などに親しみ参加できる機会を提供するとともに、

市民の文化の創造・交流の場の充实を図る。 

担当課：社会教育課・公民館・ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（社会教育課）市民文化祭の開催 

5 月には文化協会主催の「文化のつどい」、秋には市民（实行委員会）が中心に作り上

げる「市民文化祭」があり、社会教育・生涯学習団体（個人）１２０団体が参加し活動

の成果発表と交流を深めた。また、来館者には気軽に文化に触れられる機会を提供した。 

Ａ 

②（公民館）土曜寄席の開催                            

伝統芸能である「落語」を各館で開催し、市民交流の場を提供した。昨年度に比べ入場

者数も増え固定実の増が見受けられる。（５回延べ４８８名） 

Ａ 
③（ふるさと歴史館）郷土に残る正月飾り・節分・ひな飾り・盆棚飾り・月見飾りなどの

年中行事の展示を年間に实施し、伝統的な暮らしの紹介を行った。 

Ａ 
④（ふるさと歴史館）「しめ縄かざり」の事業を行い、昔ながらの「しめ縄づくり」を自

分たちの手で作る講座を实施した。（参加者：３４名） 

Ａ 

⑤（ふるさと歴史館）新規に「ゆでまんじゅうづくり」（参加者：１１５名）や「手打ち

うどんづくり」（参加者：３９名）などを实施した。 
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今後の取組 

①（社会教育課）市民文化の創造・交流の場として、継続して实施する。 

②（公民館）今後も継続して、各地区館の地域性を活かした市民交流の場を提供する。      

落語芸術協会との今後の開催方法・ＰＲ等工夫しながら更なる周知徹底を図る。 

③（ふるさと歴史館）特別展示での展示に連動した体験事業をふるさと歴史館・たいけんの里で

实施するとともに、学校への出前授業の提案を行う。 

④（ふるさと歴史館）参加人数への拡充とともに、伝承サポーターとしてのボランティアのモチ

ベーションを高めるような事業展開を行う。 

⑤（ふるさと歴史館）子ども対象の「郷土の食」関連事業を拡充する。また、学校での出前授業

などの实施を多く開催できる方策を検討する。 

 

（４）東村山市に伝わる有形・無形の文化財の保護に努めるとともに、国宝の正福寺地

蔵堂や八国山たいけんの里にある東京都指定下宅部遺跡漆工関連出土品等、東村山市

の特色ある文化財の公開・活用を進める。        

 担当課：ふるさと歴史館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 
①（ふるさと歴史館）たいけんの里で東京都文化財ウィークの参加に伴い、都指定下宅部

遺跡漆工関連出土品等をはじめとした文化財の公開をすすめた。 

Ａ 
②（ふるさと歴史館）たいけんの里・下宅部遺跡はっけんのもりで春や秋にイベントを行

い、下宅部遺跡を広く公開した。 

Ａ ③（ふるさと歴史館）市指定文化財に補助金等の交付を行った。 

Ａ 
④（ふるさと歴史館）歴史館の展示、講座、講演会、体験学習审等を通じて、郷土に関わ

るさまざま講座を实施した。 

今後の取組 

①（ふるさと歴史館）秋に行われる東京都文化財ウィークに参加して、市内にある文化財に興味

をもってもらうような事業展開を行う。 

②（ふるさと歴史館）イベントのみでなく、下宅部遺跡に関連した展示や講座を实施する。 

③（ふるさと歴史館）市指定文化財の管理者に補助金の交付等、今後も継続实施する。 

④（ふるさと歴史館）歴史館の展示、講座、講演会、体験学習审等を通じて、郷土に関わるさま
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ざまな講座を实施し、市内に限らず多くの方々が参加できるよう周知を図る。 

 

（５）平成２４年にリハーサル大会、平成２５年には、スポーツ祭東京２０１３として

開催される第６８回国民体育大会バスケットボール競技尐年女子大会や、デモンストレ

ーション行事としてティーボール大会の開催に向け、スポーツ都市宠言を行っている東

村山市として市・教育委員会・公益社団法人東村山市体育協会・体力つくり推進委員会

及び各関係機関と市民が一体となり、開催準備を進める。また、スポーツ祭東京２０１

３に向けて、公益社団法人東村山市体育協会がすすめる選手育成・強化事業を支援する

とともに、更なるスポーツ推進と体力つくり活動の推進によりスポーツを生涯の友とす

る「生涯スポーツ社会」の实現を図る。     

担当課：市民スポーツ課・国体推進审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（市民スポーツ課） 

・公益社団法人東村山市体育協会がすすめる選手育成・強化事業を支援するため、同協会

と連携し市報および市ホームページを通じて周知・募集を行いジュニア育成地域推進事

業实施した。（实施競技：サッカー、ソフトテニス、陸上、卓球、バレーボール 計５

競技） 

・「生涯スポーツ社会の实現」に向け、市内体力つくり推進委員会活動に対し補助金を支 

出するとともに、各種ニュースポーツ講習会を实施する等、地域住民の体力・健康つく 

りを支援した。 

Ａ 

②（国体推進审）競技別リハーサル大会を開催し、庁内の实施本部の設置や説明会を開

催し、大会運営のための庁内体制を整えた。また、市民の方を含めた競技会補助員を

募集し、リハーサル大会開催へ向け、説明会を实施した。 

 

Ａ 

③（国体推進审）本大会開催に向けては、引き続き常任委員会及び各専門委員会を開催

し、各関係機関・団体との連携をこれまで以上に強化した。また、気運醸成のため、

啓発用ポロシャツを販売し、販売益を広報啓発活動に活用したり、コミュニティバス

のラッピングや、駅周辺の装飾、全戸配布リーフレット等の作成を行い、市内での広

報活動を展開した。 
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今後の取組 

①（市民スポーツ課） 

・地域におけるジュニアスポーツ普及・推進および選手を発掘・育成する等、ジュニア育成地域

推進事業の支援および市民スポーツの水準を向上させるため、引続き市報および市ホームペー

ジ等により、市民に広く周知・募集を行う。 

・「生涯スポーツ社会」を实現させるため、市内体力つくり推進委員会による地域におけるスポ

ーツを通じた体力・健康つくりの取組みに対し、補助金を支出する。      

 

②（国体推進审）引き続き常任委員会及び専門委員会を開催し、リハーサル大会の経験を踏まえ、

体育協会・スポーツ推進委員会・体力つくり推進委員会及び各関係機関への協力、連携体制を

確立させ、本大会に向けた準備を進める。 

③（国体推進审）今後、更なる国体開催への周知及び気運醸成については、庁内から発信する広

報活動と、市内各所での行事等でのＰＲ活動を強化し、商工会やスポーツ関連団体との関係と

協力体制を更に強化する。 
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【基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進】  

 ２１世紀の教育改革を推進するためには、 

 家庭・学校・地域の協働とすべての市民の教育参加を進め、市民感覚と経営感

覚をより重視して、教育行政を力強く展開することが求められる。 

 そのために、東京都教育委員会及び他の区市町村教育委員会との緊密な連携・

協力のもとに、地域の特性を踏まえた広域的な視点に立つ教育行政を進めるとと

もに、効率的で透明性の高い開かれた学校経営の支援を目指す。 

 

（１）二学期制の充实に伴い、学校経営の更なる改革を推進し、継続的かつ計画的に教

育活動の質的な向上を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）教育課程の適正な管理 

・各校の教育課程編成において、学校訪問や教務主任会において指導・助言を行った。ま

た、事前相談等の際に二学期制の利点を生かした取組の推進や新しい学習指導要領の趣

旨が反映されるように指導・助言した。 

・授業時数集計表により各学校の進行状況を確認するとともに、適正な实施に向けて指導

した。 

Ａ 

②（指導审）二学期制实施の検証 

・二学期制实施について、児童・生徒や保護者、学校評議員の教育活動に対する理解や満

足の度合いを捉えるとともに、实際に指導している教員の意識について把握した。さら

なる教育活動の充实を図るため、平成２４年度の教務主任会を中心に検証を行った。 

今後の取組 

①（指導审）二学期制の利点を生かした取組を支援するとともに、学校訪問等を通して教育課程

の管理について指導・助言を行い、学校経営の更なる改革を推進する。 

②（指導审）平成２４年度にまとめた「二学期制实施の検証報告書」を踏まえて、学びや指導と

評価の継続性を活かした授業改善の实施や、長期休業日前または長期休業期間中の面談や学習

指導の实施等、さらなる教育活動の充实を図るための指導・助言を行う。 
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（２）小学校と中学校の円滑な接続に努め、児童・生徒間、教員と児童・生徒間、教員

間の交流活動を推進する中で、小・中学校間の教育内容及び健全育成の連携をより深

め、児童の市立中学校進学への期待と生徒の自己有用感を高める。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「学校不適応対策連絡会」の開催【再掲 １－（３）】 

・小学校長１名、小・中学校副校長各１名の合計３名を顧問にし、各校から１名ずつが参

加する連絡会を、平成２３年度まで年間３回实施していたところを年間５回实施した。 

・本連絡会では、不登校の未然防止や不登校傾向にある児童・生徒の学校復帰を支援する

ために中学校区ごとに情報を共有し、具体的な対応について協議を行った。また、本連

絡会開催時には、健全育成学習审（希望学級）指導員や子ども家庭支援センターの職員

も参加し、より实践的な対応について協議を行うことができた。東京都教育相談センタ

ーの臨床心理士を講師とした研修会も实施した。 

Ａ 

②（指導审）「生活指導主任会」の開催【再掲 １－（４）③】 

・中学校長１名、小・中学校副校長各１名の合計３名を顧問にし、各校の生活指導主任２

３名で構成する主任会を、年間１１回实施した。 

・生活指導主任としての資質や能力の向上させるため、生活指導や教育相談にかかわる研

修や情報交換、協議等を行った。 

Ａ 

③（指導审）「小中連携教育懇談会」の設定【再掲 ２－（１）①】 

・児童・生徒の健全育成を目指し、小・中学校の連携を深めるために、中学校区ごとに教

員が集まり、校長及び副校長が助言者となり協議会や教育实践の交流等を行った。 

・各学校の特色を生かした教育实践の交流や情報交換、教育課題に対応した協議ができる

ように指導・助言した。 

今後の取組 

①（指導审）不登校の未然防止や不登校児童・生徒の学校復帰に向けて、対応方法を共有化する。

また、教育支援課との連携を強化するとともに、子供たちの自尊感情や自己肯定感を高める取

組について、各学校へ指導・助言する。 

②（指導审）各校の抱える生活指導上の諸課題について情報交換をより密にし、小学校と中学校

がそれぞれの段階で適切な対応ができるようにする。 

③（指導审）学習規律や生活指導上のきまり、小学校と中学校の学習の系統性、小学校外国語活

動と中学校外国語科の関連、中学校における部活動、地域行事への参加等、各学校の实態に応
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じて具体的な視点で連携・交流ができるよう指導・助言する。また、幼稚園・保育所・小学校

が連携した就学前からの教育の在り方について、平成２５年度から開設する教育支援課との連

携強化に基づき、特別支援教育を充实させ、教育相談体制を強化する。 

 

（３）学校評議員制度の積極的な活用を図り、保護者や地域住民の参画を求めるととも

に、適正な学校評価を实施し、その結果を学校経営に反映させ、開かれた学校づくり

に一層推進する。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「学校評議員制度」の充实 

・市内の小・中学校が保護者や地域の信頼に応え､より開かれた特色ある学校づくりを推

進するため、学校を支援する学校評議員を定めた。 

・各校では年間３回程度評議員会を实施し、学校経営の他、児童・生徒の様子等について

意見をいただき、教育活動への評価や今後の方針について助言を得た。 

・５月に学校評議員全体会を实施し、指導审長より「東村山市の教育の現状と今後の方向

性」について、指導主事より「教育活動を充实させるために学校評議員に期待すること」

について理解を求めた。 

・市のホームページに「東村山市学校評議員の取組」を掲載し、広く市民に周知を図った。 

Ａ 

②（指導审）「学校評価」の实施 

・学校評価及び学校関係者評価を市内全校で年２回实施し、評価計画と評価報告書の提出

を求めた。 

・学校評価報告書について、各校のホームページへ掲載し、周知を図った。 

今後の取組 

①（指導审）学校評議員全体会等で、学校評議員の役割としてお願いしたいことを具体的に示し、

学校評価への参加を促進させ、学校経営の改善に資することができるようにする。 

②（指導审）学校評価及び学校関係者評価により明らかになった課題を学校経営の一層の改善に

つなげることができるよう指導・助言を継続する。 
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（４）地域との連携を図るための教育ネットワークづくりを推進するとともに、地域に

おける「土曜講座」などの多様な体験活動の充实を図り、地域に根ざした教育を一層

推進する。 

担当課：社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（社会教育課）土曜開放推進事業の实施 

市立小・中学校において、土曜開放推進団体による児童・生徒向け事業が实施されてい

る。特色ある講座の实施や取組が行われている。地域を巻き込みイベント等も開催され

地域・家庭・学校が連携している。 

今後の取組 

① (社会教育課)地域に根ざした教育を推進していくために、今後も学校・家庭・地域の連携を強

化し、事業を支援していく。 

 

（５）学校教育の改善に対する各学校の自主的・自律的な取組を進めるため、校長のリ

ーダーシップの確立を図るとともに、主幹教諭や主任教諭の配置と活用により学校の

組織的な課題対応力の向上を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「管理職研修」の实施 

・本市における教育課題についての理解を深めるとともに、学校管理運営に関する資質・

能力等の向上を図るため、研修を实施した。 

・校長研修会（年間１回）「東日本大震災被災地視察研修伝達講習」 

・副校長研修会（年間２回） 

「特別支援教育の实際」「東日本大震災被災地視察研修伝達講習」 

Ａ 

②（指導审）「主幹教諭研修」の实施 

・本市における教育課題についての理解を深めるとともに、校長・副校長の補佐、調整、

人材育成、指導・監督などの主幹教諭の職務に必要な資質・能力の向上を図るため、研

修を实施した。 

・全主幹教諭対象 「主幹教諭の役割 ～学校経営計画の具現化に向けて～」 

・新任主幹教諭対象「学校組織におけるリーダーに期待すること」「苦情対応」 

・全主幹教諭は、東京都教育委員会の主催する「人権教育研究協議会」に主幹教諭研修の
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一環として参加した。 

Ａ 

③（指導审）「主任教諭研修」の实施 

・主任教諭としての職務内容を理解するとともに、必要な資質・能力の向上を図るため、

研修を实施した。 

「主任教諭の役割と人材育成」「校内における助言力の向上に向けて」講義及び演習を

行った。 

今後の取組 

①（指導审）教育界の動向に注視するとともに、本市の学校管理職のニーズの把握に努め、講師

選定も含めて研修内容の一層の充实を図る。 

②（指導审）学校運営において主幹教諭が効果的に機能し、学校の組織的運営に資するよう、講

師選定も含めた研修内容の一層の充实を図る。 

③（指導审）学校運営において主任教諭が効果的に機能し、学校の組織的運営に資するよう、講

師選定も含めた研修内容の一層の充实を図る。 

 

 

（６）教員の資質・能力の向上を図るため、教員の職層やライフステージに応じ、人事

考課と連動した能力開発型の研修を行うなど、体系的な研修の質的充实を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）研修事業の实施 

・「初任者研修」「２年次研修」「３年次研修」「４年次研修」「１０年経験者研修」に

おいて、授業研究を含め、年次に合わせた指導方法の工夫・改善に資する研修を系統的

に行った。 

・夏季休業日中に以下の内容で「夏季集中研修」を希望者対象に实施した。 

「よりよい人間関係や社会を高める学年・学級経営」「授業力の向上に向けて」 

「ミドルリーダーとしての役割と人材育成」「理科指導法研修」「苦情対応」 

「児童・生徒理解と学級経営」「学校組織におけるリーダーに期待すること」 

・東京都教職経験５年以上程度の職務遂行意欲の高い教員で、学校長から推薦された者に

対して「ミドルリーダー養成研修」を实施した。本研修をとおして、校内で中核的な役

割を果たすことができるように、演習を中心に行った。 



 

- 54 - 

今後の取組 

①（指導审）年次や職層、及び受講者のニーズや本市の将来的な教育の方向性を踏まえて、研修

体系や研修内容を検討する。また、若手教員の増加や管理職受験者数の減尐、特別支援教育の

推進等の課題を踏まえ、各種研修内容のさらなる充实を行う。 

 

 

 

（７）保護者、地域住民等の学校外の人材を活用するなどして、学校経営のより一層の

充实を図る。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（指導审）「学校評議員制度」の充实【再掲 ４－（３）】 

・市内の小・中学校が保護者や地域の信頼に応え､より開かれた特色ある学校づくりを推

進するため、学校を支援する学校評議員を定めた。 

・各校では年間３回程度評議員会を实施し、学校経営の他、児童・生徒の様子等について

意見をいただき、教育活動への評価や今後の方針について助言を得た。 

・５月に学校評議員全体会を实施し、指導审長より「東村山市の教育の現状と今後の方向

性」について、指導主事より「教育活動を充实させるために学校評議員に期待すること」

について理解を求めた。 

・市のホームページに「東村山市学校評議員の取組」を掲載し、広く市民に周知を図った。 

Ａ 

②（指導审）「教員サポーター派遣事業」の实施【再掲 ２－（５）②】 

・特別な教育的支援を必要とする児童・生徒が在籍する通常の学級に人材を派遣し、個々

の教育ニーズに応じた指導方法等を充实させた。 

・教員サポーターには論作文及び面接によって選考された教員免許取得者を充て、学校の

要請を審査した上で、平成２４年度は１６名を２２校（小学校１５校、中学校７校）に

配置した。 

Ａ 

③（指導审）「東村山市教育学生ボランティア」の派遣【再掲 ２－（２）③】 

・各学校に教育学生ボランティアを派遣し、教育活動全般にわたり学級担任や教科指導者

の支援を行った。 

・平成２４年度は、５８人のボランティアの登録があり、１９校（小学校１４校、中学校 

５校）に派遣した。 
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今後の取組 

①（指導审）学校評議員全体会等で、学校評議員の役割を具体的に示し、学校評価への参加を促

進させることで、学校経営の改善に資するようにする。 

②（指導审）平成２５年度から教員サポーターは、教育支援課の主管となるが、指導主事等が学

校における活用の实態を学校訪問等により把握する。 

③（指導审）教員養成系大学への周知を図り、ボランティアを希望する学生の人数と質を確保を

し、各校の要請に応えられるようにする。 

 

（８）学校内外における児童・生徒の安全を確保するため、セーフティ教审の实施や学

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充实を図るとともに、防犯体制の整備や

ボランティアへの巡回の働きかけ等、警察・学校・保護者・地域が一体となった取組

を推進する。 

担当課：学務課・指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（学務課）交通安全確認員の配置（全小学校１５校に配置） 

・交通車両や防犯上の安全確保の観点から、児童の登下校の際に学校から要望のあった箇

所に配置した。 

・（社）シルバー人材センターに業務委託した。 

Ａ 

②（学務課）小学校通学路緊急合同点検の实施 

・教育委員会、都市環境部、警察署、学校・保護者関係者合同で、市内小学校通学路にお

ける危険箇所について、対応も含め総点検（９７ヶ所）を实施した。 

Ａ 

③（指導审）「セーフティ教审」の实施【再掲 １－（４）③】 

・児童・生徒が非行を行ったり、犯罪被害にあったりすることなく、心身ともに健康で充

实した学校生活を送ることができるよう、保護者や都民の参加の下に、家庭や地域と連

携した非行・犯罪防止教育を推進した。 

・各学校において、教育課程に位置付け、児童・生徒を対象とする学習活動と保護者や地

域住民、関係諸機関等による意見交換会等の２部構成で实施した。 

Ａ 

④（指導审）「地域安全マップ」の作成 

・市内全小学校において、教育課程に位置付けて「地域安全マップ」の作成を行った。 

・作成指導員等の人材を活用し、实施内容を充实させた。 

・全小学校に地域安全マップ作成計画を教育課程届の補助資料として位置付け、各小学校
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での確实な实施を促した。 

今後の取組 

①（学務課）学校・保護者・地域の方々と連携し児童の安全確保に努めるため、交通安全確認員

においては限られた人員での対応となっているが、今後においても、状況に応じ適宜有効活用

を図る。 

②（学務課）各種関係所管や学校・保護者と連携・調整し、可能なものから、順次、速やかに対

応を図る。 

③（指導审）学習活動の内容の充实を図るとともに、意見交換会の一層の活性化が図られるよう

他校の事例を紹介し指導・助言する。 

④（指導审）毎年の取組であるが、常に地域の状況の変化に合わせ、内容を更新していくよう指

導・助言する。 

 

（９）学校をはじめとする教育施設は市民の共有財産であるとの観点から、学校施設・

機能の開放や施設の一層の効率的な運営を図る。 

担当課：庶務課・社会教育課・市民スポーツ課・公民館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（庶務課）学校行事・学校施設コミュニティ開放等の使用のない時間帯において、学校

施設を開放し市民に利用していただくことに努め、また、使用許可書申請書の様式変更

により申請書記入の簡易化を図った。 

Ａ 

②（社会教育課）学校施設コミュニティ開放事業 

 市民の多様なニーズに対応し、学校施設を学校教育以外にも活用するため、施設の開放

を積極的に行い、地域のコミュニティセンターとして、また、生涯学習の場として活用

されている。 

各学校単位で、学校施設コミュニティ開放推進委員会が組織され、地域住民の自主的な

関わりの中で積極的に運営されている。 

Ａ 

③（市民スポーツ課）学校施設コミュニティ開放事業（スポーツ開放） 

・学校施設コミュニティ開放事業の一環として、市民のスポーツ活動等を支援するため、

市内小中学校の校庭及び体育館、テニスコート（テニスコートは中学校のみ）を開放し

た。 

・開放实績（延べ人数） 
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校 庭  １８０，６４６人 

体育館  ２３４，３０２人 

テニスコート ２，４６０人（※中学校のみ实施） 

Ａ 

④（公民館）元気アップ教审の開催                         

市民スポーツ課主催事業である元気アップ教审開催のための場を提供し、一定の市民の

健康維持に対する効果があった。定着しての開催が必要であり施設の効率的な運用が図

れた。（延べ参加者６０３名） 

今後の取組 

①（庶務課）学校施設開放は、学校行事等により貸出制限があるため、積極的に貸出推進するこ

とが困難であるが、空いている時間は極力貸出を行うよう調整し、また学校掲示板等を利用し

学校施設開放の周知を行う。 

②（社会教育課）学校教育に支障がない範囲での施設開放であるため、使用に制限はあるが地域

と学校が連携し効率的な運営を継続していくための支援を行う。 

③（市民スポーツ課）生涯学習の必要性・重要性の高まりに伴う本事業について、学校施設を最

大限有効・適正に活用するために、登録申請時における提出書類および審査方法の再確認を行

う。 

④（公民館）事業の推進を図るため今後も協力を行う。 

 

（１０）学校における個人情報の管理を徹底し、外部への流失等を防止する。 

担当課：指導审 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ 

①（指導审）服務事故防止についての指導の徹底 

・全ての小・中学校を対象に实施する定例訪問において、指導审長から服務事故防止に向

けた講話を行った。その際、ＵＳＢメモリの紛失による個人情報についても具体的事例

として取り上げた。 

今後の取組 

①（指導审）平成２５年度についても、定例訪問や校長会、副校長会等の機会を活用して、指導

审長より服務に関する指導を行う。また、具体的な事例を取り上げて教員の意識の向上を図る

よう校内研修や各種委員会及び研修会等を行う。 
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（１１）東村山市耐震改修促進計画に基づき、学校施設の耐震化を推進する。 

担当課：庶務課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ 

①（庶務課）平成２７年度までに实施する予定であった計画の前倒しで工事を行い、平成

２４年度をもって市立小・中学校全校における校舎・屋内運動場の構造体としての耐震

性を確保することができ、児童・生徒の安全確保を図ることができた。 

今後の取組 

①（庶務課）平成２５年度において、災害時の避難所としても活用する市立小・中学校全校の屋

内運動場について非構造部材に対する点検・調査を行い、調査の結果、改善の必要性があるも

のについて補強工事を实施する予定である。校舎の非構造部材については、公共施設再生計画

との整合性を図りながら検討し、児童・生徒を始め、市民の安全確保に努める。 

また、施設の老朽化対策が耐震化の次の課題として捉えており、公共施設再生計画や総合計画

（实施計画）との整合性を図りながら、教育環境の質的改善を進める。 

 （１）平成２５年度において小学校５校、中学校１校について外壁改修工事の实施。 

 （２）平成２５年度において小学校２校、中学校２校についてトイレ改修工事の实施。 

 （３）平成２５年度において小学校２校、中学校２校について水飲栓直結給水化工事の实施。 

 



 

- 59 - 

  

 

髙 山  博 之 

（京都教育大学名誉教授） 

 

１ 東村山市教育委員会の主要施策の構成について 

 このところ我が国の教育の在り方を根本から見直そうとする動きが高まっ

て、教育行政に対しても様々な言説が広がってきており、国家的規模での教

育制度の改革が進む様相すら見えてきた。この大きな動向を念頭に置きつつ

日々の教育活動を見据え、確かな成果を目指し实践を進めなければならない。 

 東村山市の教育施策の構成は、まず大きく教育目標を設定し、目標達成の

ための四つの基本方針を建て、その方針のもとに具体的な施策を進める形を

とっている。この具体的な施策を点検し評価の対象としているのであるが、

その項目数は１２９もあり、教育行政がいかに多岐にわたり实施されている

かが良く分かる。その内訳は、学校教育関係７５項目、社会教育関係（公民

館、図書館、ふるさと歴史館等を含む）５４項目である。 

 社会の変動が速く激しい現代にあっては、教育目標、基本方針、各施策の

関係について常にその整合性を吟味し続ける必要がある。教育基本法が改正

され、学習指導要領の改訂も行なわれているが、それらとの整合性も重要で

ある。 

 本市の教育目標は、期待される人間像を簡潔・明瞭に示しインパクトがあ

るが、上のような意味で文言を検討することも大事であろう。例えば、正義、

責任、道徳心、郷土愛、自然や文化への感性等の精神性をどう盛り込むか、

また単なる「社会の一員」ではなく、「国家・社会の形成者」「国際社会の平

和と発展に貢献できる資質」といった積極的な姿勢を示すことはできないか

等々である。本市の将来都市像「人と人、人とみどりが響きあい、笑顔あふ

れる東村山」をどう具体化するかも一つの課題であろう。 

 今回、教育方針－施策－達成度－今後の取組、この一連の活動を表組みで

まとめて示した点は、分かり易く大変良かった。達成度を亓段階に評定する
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方法、「Ｓ」評定を加えたことも積極的な工夫が感じられ注目される。 

 点検・評価の役割は、施策の实施とその達成度、成果を吟味し反省を加え

て次の改善の方途を示すところにあるが、「今後の取組」の欄には各施策につ

いての評価結果が示されており、その内容は具体的で分かり易く適切である。

ただ、抽象的に「今後さらに検討する」式の記述も多く見られ、实施できる

目に見える方策の提示が求められる。 

 

２ 基本方針１の点検・評価について 

 ここは教育目標の１、２番目の人間像に迫る方針の具体化で、（１）～（４）

施策の構成は大変良いと思う。取組の方法も分かり易い。行事などの参加人

数を示したことも、实態が推定できるのでよい方法である。評価の項目数は

３３あるが、評定はＳが４、Ａが２７、Ｂが２、Ｃ，Ｄはゼロである。 

 Ｓ評定の「生徒会サミット」「学校不適応対策連絡会」「小・中学校災害対

応マニュアル」は、いずれも大きな施策であり、特に生徒会サミットは学校

間の交流を進め生徒の主体的な行動を促す効果があり、地域への貢献も期待

できる。災害対応マニュアルは時宜にかなった施策で、实践にどう繋げるか

が注目される。Ｂ評定の公民館の行事は、参加人数の尐なさがやや気になる

が、公民館に限らず他の文化関係の施設への子供の集まり、行事への参加が

全体的（特に中学生以上）に尐ない傾向があり、教育上の一つの課題として

今後も検討を続けなければならない。きめの細かい評価活動が望まれる。 

 Ｃ，Ｄ評定がゼロという点には尐々疑問を感ずるが、評価の方法に問題は

ないだろうか。学校の授業で言えば、学習目標を基に、何が分かればよい、

何が出来るようになればよい、これが身に付けばよいと具体目標を建て、そ

の達成を目指す。しかし、目標が十分に達成できないことも多い。その達成

度を吟味するのが評価であるが、何は出来たが何は出来なかったということ

を明確にすることがポイントになる。未達成の課題を次の授業に手立てを変

えて繰り越すことで授業の新たな活力が生まれ、Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅの

サイクルが発展的に継続するのである。 

 評価の機能面から上のように考えると、全ての評定がＳとＡになることを

目指すとしても、Ｃ，Ｄと評定することは決してマイナスではない。むしろ、

新しい施策や实践方法を工夫するという意味で、活性化の基を作るものと前
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向きに考えたい。これらの評定の傾向は、基本方針２～４にも共通して見ら

れることなので、今後の検討を期待したい。 

 

３ 基本方針２の点検・評価について 

基本方針２の評価対象は４６項目で、殆どが学校教育に関わるものである。

施策全体をきめ細かく分析して評価している点を多としたい。Ｓ評定をした

家庭教育や基礎学力向上に関する項目は、いずれも現今の重要な教育課題に

取り組んだもので、注目に値する。学校教育の成否の鍵は授業の質にかかっ

ていると言っても過言ではないが、授業改善プランは大いに良しとして、活

用の状況と成果についての評価方法とその結果をもっと知りたい。 

（１）の幼・保、小の校種間の交流・連携及び小・中連携は今後も積極的

に進めるべき課題で、特に生涯学習という視点に立った学校教育の在り方、

構想が求められるが、これまでの試みも披瀝してほしいと思う。（２）の「教

育学生ボランティア」は子供の学習支援という面だけでなく、教員養成の面

でも効果が大きいと見られるので施策の充实を期待したい。 

 （３）の読書指導については様々な努力の跡が見えるが、情報機器の急速

な発達の中にあって読書を勧める斬新な方法を学びたいところである。読書

の減退が知の貧困化を招いており、喫緊の教育課題である。（７）にあるＩＣ

Ｔとも関連するが、情報モラル教育の優れた实践報告が待たれる。（４）のキ

ャリア教育は、進路指導にとどまらず生涯学習の面からも重視すべきである

が、どのようなカリキュラムが作られ实施されているのかが知りたい。中学

生が様々な職場に参加しているようであるが、こうした体験活動は大きな効

果がある。この学習をきちんと評価し、個性の伸長に結びつけていきたい。 

 （６）で注目されることの一つは、食育である。食育を授業にも取り入れ

ることが広がってきた。家庭が担うべきことをなぜ学校で、という見方もあ

るが社会情勢の変化に鑑み、積極的な取組と発展的指導体制の構築が求めら

れる。 

 「体力つくり検討委員会」が小学校に限られているのはなぜなのか。スポ

ーツ推進校の指定、スポーツ振興策は大変良いが、スポーツ即体力つくりと

は言えない。子供の体力低下が云々される昨今の状況の中、基礎体力の向上

をどう図るか、学校の体育の授業はどうか等を問題にすべきだと思う。この
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ことに関する施策が明瞭ではないが、検討してほしい点の一つである。 

 （８）の伝統や文化に関する教育が公民館やふるさと歴史館を中心に展開

されており、内容も充实していると思う。これらの内容が、学校の授業や行

事ではどのように取り組まれているのかが見えない。国際社会で活躍できる

人材の育成を考えるとき、まず確かな自国理解と自国文化への自信を重視し

なければならないが、学校と関連施設が連携した教育計画とその实施が望ま

れる。（９）の環境教育に関しては、ここでは指導の具体が掴めない。これこ

そグローバルな課題であるものの、研究の先進校と低調な学校との差が大き

い。持続発展教育（ＥＳＤ）が叫ばれる中、エネルギー環境教育が大きな問

題として世界的に広がってきた。科学教育の高揚と併せて、その充实が求め

られる。 

 

４ 基本方針３の点検・評価について 

 基本方針３の評価項目数は２５で、主として社会教育に関する内容である。

公民館の市民講座や文化行事、図書館の情報提供や「子ども読書応援団養成

講座」、ふるさと歴史館の出前授業や伝統文化の普及活動、体験活動等々、各

機関の特色ある活動が見られ、その实施の努力は高く評価される。それぞれ

の活動の成果についての具体的な検証を公表すると共に、宠伝、広報活動を

活発化させ、より多くの市民の参加を促してほしいと念願する。 

 方針の大テーマは、「総合的な教育力」と「生涯学習の充实」とあるが、総

合的な教育力とは何か、内容の具体化が必要であろう。施策はいろいろな機

関が独立して構想し实施しているが、本市の社会教育が目指す理念、目標が

あって各機関はその目標に向けて施策を打ち出しているのかどうか。この点

は实際には大変難しいが、生涯学習計画を活かし行政が中心となって施策の

体系化を図ることが大切ではないだろうか。 

 民間団体が中心となって進めている文化の集い、市民文化祭、体力つくり

や市民運動会等の行事は、市民の主体的な活動として大きな役割を担ってい

るが、ここでは点検・評価の対象になっていない。スポーツセンターの活動

も同様である。市内の文化遺産をどう活用するか、文化財の保護を市民がど

う担うかについても同じことが言える。これらの事柄に対して行政はどんな

関わり方が良いのか、市民の活動を活発にするために行政サイドで出来るこ
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とは何かを、改めて問い直すことが課題となろう。 

 

５ 基本方針４の点検・評価について 

 基本方針４は市民の教育参加と学校経営の改革に関する内容で、評価項目

は２５である。市民の教育参加を進め、それを土台に学校経営を改革すると

いう発想は大変良いと思う。かつて学校は地域の文化的中心であり「おらが

学校」という住民の意識、皆で子供と学校を守り育てようとする郷土意識が

あった。しかし、都市化や家族、地域社会の変貌とあいまって、学校に対す

る住民の意識は大きく変化してきた。学校は新たな発想で経営改革を進めな

ければならない時である。その意味で、（１）～（１１）の評価項目は具体的

で、積極的な姿勢が見えるものが多い。（１）の二学期制はほぼ定着した感が

ある。「検証報告書」を見なければ分からないが、その利点は子供や保護者か

ら見てどう評価されているのか知りたいところである。 

（２）～（４）の項目からは、小・中学校の連携を進め、地域に根ざした

教育、外部の人材活用をという意欲を強く感ずる。ただ、「土曜開放」等の具

体的な实施内容（指導内容、指導者、参加者、規模等々）が分からないので、

何をどのように点検・評価したのかが不明である。（９）の教育施設の開放も

大きな改革だと思うが、何のために、何を、どう利用するのかの吟味と实施

の評価を徹底すべきであろう。（５）～（７）は、学校教育の根幹をなす項目

で、校長をはじめ教職員の資質、能力の高さこそが良い学校の基本である。

研修内容や人材活用の方針が細かく記述されているが、更なる内容の充实を

期待したい。（８）～（１１）の安全の確保のために地域の様々な人々が関わ

っている状況を見るが、これらを更に発展させたい。安全に関する教職員の

意識改革も重要であろう。 

 

６ おわりに 

教育活動は、長期にわたって实践を継続し目標達成を目指す場合が多い。

従って、Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｓｅｅのサイクルも長いスパンで考えなければな

らないものと、短期間で達成を目指すものとに分けて計画する必要がある。

しかし、長期の施策であっても年度毎に区切りを設けて点検・評価を繰り返

して、フィードバック機能を活かす工夫をしなければならない。 
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 評価にあたっては施策の担当者が主体となるのは当然であるが、実観性を

持たせるために、第三者（学校では子供や保護者、市民等）の声、評価を取

り入れる工夫が必要になる。全ての項目にわたる实施は困難であるが、重点

的に第三者の評価を取り入れる試みを行なってみることを勧めたい。そのた

めの目標の具体化（評価基準の設定）と評価方法の検討が重要であろう。 

国や地域の発展の基礎は、なんと言っても人材の育成であり、教育の使命

と責任は重い。教育の施策は多岐にわたるが、当局の努力に感謝すると共に、

なお一層の発展を願う次第である。 
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高 橋  秀 美 

   （国立音楽大学教授） 

 

 

１ 市の「将来都市像」の实現を目指す「教育目標」 

（１） 「まちづくり」を担う人材の育成 

 当市は、「目指すべきまちの姿（将来都市像）」として、「人と人 人とみど

りが響きあい 笑顔あふれる 東村山」(第 4 次総合計画基本構想)を掲げて

いる。このことを踏まえ、当市教育委員会は、東村山市を愛し、互いに助け

合い、物心ともに心豊かなまちづくりに貢献できる市民の育成を期して、教

育行政を積極的に推進するとしている。 

「教育目標」は、この考え方を端的に示すもので、そこに示された三つの

「人間」像は、「市民」像とも言えるものである。この「まちづくり」を担う

市民の育成という視点から、当市教育委員会の主要施策を概観すると、次の

(２)～(４)を指摘することができる。 

（２） 「まちづくり」の人材育成を担う学校教育 

 その第１は、当市の学校教育が、まちづくりの人材育成において重要な一

環を担っていることである。例えば、基本方針２の（１）で、各校種間の連

携を重視した一貫性のある指導を行うとしていることは、小一プロブレムや

中一ギャップへの対応にとどまらず、「国際社会の中で活躍し、我が国や東村

山市の発展に貢献する人材の育成」の点で積極的な意義がある。その意味で、

指導审担当の小中連携教育懇談会の開催や家庭教育の手引書の改訂を評価し

たい。同書の改訂は、学校・家庭の連携を進める取組の一環となる。また、

平成 25 年度発足の教育支援課が担当するとされる、幼・保・小の連携に関す

る具体的な取組に期待したい。 

（３） 「まちづくり」の人材育成を担う社会教育 

 第２は、当市の社会教育が、①郷土に根ざし、郷土愛をはぐくむ取組や、 

②学習成果を地域の活動に生かせる人材の育成に取り組んでいることである。



 

- 66 - 

これらはまちづくりにおいて大切なことであり、主として【基本方針３ 「総

合的な教育力」と「生涯学習」の充实】に関する諸施策が担っている。 

① の例としては、社会教育課の土曜講座、公民館のキッズ伝統芸能体験や 

ふるさと歴史館の様々な取組がある。同館の「今後の取組」にある「東村山

学」の实施とその成果を学校の教育活動に活用する取組に期待したい。 

 ②の例としては、図書館の子どもの読書に関わる市民活動の支援事業があ

り、市民の社会貢献活動を支援する取組にもなっている。 

（４） 家庭・学校・地域の協働と市民の教育参加を進める教育行政 

 第３は、施策の实施に当たり、①家庭・学校・地域の協働と、②市民の教

育参加に努めていることである。【基本方針４ 「市民の教育参加」と「学校

経営の改革」】は、この考え方を明確に示すものである。 

① の例としては、社会教育課の生涯学習人材バンク事業、公民館のボンテ 

ィアと連携した市民講座の企画運営や音声ＰＣサポートセンター事業、図書

館のデジタル音声資料の作成などがあり、市民や関連団体との協働を示すも

のである。公民館の市民講座参加者が増加したことは、協働の成果であろう。 

また、②の市民の教育参加の例としては、指導审の学校評議員制度の充实

がある。学校評議員全体会の開催、学校評議員の取組のＨＰ掲載、学校評価

及び学校関係者評価の年２回实施等の取組は、学校とその成立の基盤である

家庭・地域の三者による協働という点からも評価したい。学校評価が、学校

の運営や教育活動の改善とその成果の検証に結び付くことを期待したい。 

（５）当市の教育を貫く「まちづくり」を担う人材育成の視点 

 市民が「まちづくり」に主体的に参画し、当市の発展に貢献しようとする

意識を高めることや、市民による社会貢献活動を支援するための事業を推進

することは、今日ますます必要になっている。 

当市教育委員会が、「教育目標」に基づき、各担当課がそれぞれの役割を発

揮しつつ相互に連携して、全体としてのまとまりと一貫性をもって教育行政

を推進していることは、まちづくりの人材育成についても明瞭であり、高く

評価するとともに、その一層の充实に期待したい。 
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２ 基本方針に掲げる諸施策の執行状況について 

（１） 教育目標と基本方針との関連 

教育目標と基本方針との関連についてみると、教育目標が示す三つの「人

間」像の育成については、主として基本方針１と２が該当する。また、「学校

教育及び社会教育を充实し（後略）」については、主として基本方針３が該当

する。そして、「教育は、家庭、学校及び地域のそれぞれが責任を果たし（後

略）」については、主として基本方針４が該当する。このように、教育目標と

基本方針との関連は、一読して明瞭で、分かりやすいものとなっている。 

（２） 基本方針１「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成について 

 「いのちとこころの教育」は当市の特色ある取組であり、「いのちとこころ

の教育週間」を設け、指導审・社会教育課が主に担当して、人権教育、道徳

教育、健康・安全教育等に関する様々な取組を、学校教育・社会教育を含め

た市全体で、広く市民に公開して实施していることを評価したい。 

 なお、学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応が

課題となっている。当市においても取組の検証・改善は必要である。 

 ところで、人間の尊重を核心とする基本的人権の理念は、日本国憲法が明

示しているように「人類の多年にわたる自由獲得の成果」であり、「過去幾多

の試錬に堪」えてきた価値あるものとして普遍的な内容をもっているので、

社会生活に具体化する有効な基準となることから、人権教育・啓発の推進は

積極的な意義を有していると考えられる。各担当課が、前述の教育週間や「市

民の集い」と関連付けて实施していること、「全生園とハンセン病を知るブッ

クリストと資料」を改訂したこと、人権教育推進委員会が授業研究に取り組

んでいること、いじめ撲滅をテーマに生徒会サミットを開催したことなど、

多様な施策を展開していることを高く評価したい。 

 また、指導审が、学校不適応やいじめに関する实態調査の結果を踏まえ、

学校不適応対策連絡会等で対応策等を協議していること、不登校対応のため

健全育成学習审（希望学級）を運営していることは、必要な取組である。 

（３） 基本方針２「豊かな個性」と「創造力の伸長」について 

教育の基本理念とも言える「生きる力」をはぐくむ上で、確かな学力を育

成することが重要な課題となっている。当市においても、様々な施策を实施

している。中でも、指導审の基礎学力向上推進委員会の設置及び東村山市版
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算数基礎ドリルの作成は、高く評価したい。今後の取組として、その活用と

検証、「量と測定」編の作成に取り組むとしており、期待は大きい。 

また、指導审の指導方法工夫改善加配の活用や教育学生ボランティアの派

遣は、学校のニーズに応え、個に応じた指導の充实のため必要な施策である。 

読書活動の推進は、言語活動の充实のためにも重要な取組である。このこ

とについて、読書活動推進計画に基づき、学務課、指導审、図書館が連携し

て様々な施策を实施していることや学校図書館専任司書の配置を高く評価し

たい。また、学務課の蔵書内容の充实に向けた予算の有効活用や学校図書館

の手引きの作成、指導审の学校図書館担当者連絡会の開催、図書館の学校及

び学校図書館への支援と子どもの読書に関わる市民活動の支援等は、必要不

可欠な施策であり、今後も担当課の創意工夫ある取組を期待したい。 

 小・中学校に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への教育

及び支援については、学務課と指導审が連携して関係施策を進めている。学

務課の特別専門家チーム委員による巡回相談や研修、特別支援教育運営委員

会における特別支援教育コーディネーターの資質向上及び校内委員会の充实

を図るための支援、指導审の教育相談审の充实、巡回相談員の配置、教員サ

ポーター事業などの施策は、学校が特別支援教育を進めていく上で必要不可

欠である。教育委員会と学校とが、このような支援システムを活用して緊密

な連携を進めることにより、特別支援教育の充实につなげるよう期待したい。 

（４） 基本方針３「総合的な教育力」と「生涯学習」の充实について 

 平成 25 年は、第 68 回国民体育大会がスポーツ祭東京 2013 として開催され

る年である。当市では、その開催準備や選手育成・強化事業の支援を、国体

推進审と市民スポーツ課が担当しており、大会の成功を心から期待したい。 

 また、当スポーツ祭が、市民のスポーツと体力つくりの活動を推進する更

なる契機となることを期待したい。その意味で、例えば、市民スポーツ課の

幼児から高齢者、将来のアスリート等を目指す市民を対象とした各種スポー

ツ教审の实施や指導审の小学校を対象とした体力つくり検討委員会の取組は、

生涯スポーツ社会の实現につながることであり、必要な施策である。 

 なお、生涯学習の推進や家庭や地域の教育力の向上等に関する施策につい

ては、「１」でまちづくりを担う人材育成の視点から述べているので、お読み

いただきたい。 
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（５） 基本方針４「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進について 

 当市が实施している二学期制について、指導审は、平成 24 年度に児童・生

徒や保護者、学校評議員、教員を対象に調査を实施し、「二学期制实施の検証

報告書」をまとめている。このように適正な調査に基づく検証・改善を行い、

更なる教育活動の充实を図ることは、必要不可欠な取組であり評価したい。 

 教員研修については、①学校経営改革の一環として、学校の組織的な課題

対応力の向上のため、「管理職研修」「主幹教諭研修」等の職層に応じた研修、

②初任者から４年次及び 10 年経験者を対象とする年次に合わせた系統性の

ある研修、③５年以上程度の教員を対象としたミドルリーダー養成研修を实

施しており、いずれも必要な研修である。今後、教職経験 11 年以上の教員を

対象とする研修や校内研修の充实を図る取組の实施に期待したい。 

 学校施設の耐震化については庶務課が担当し、前倒しで工事を实施し、平

成 24 年度をもって終了するとともに、今後、屋内運動場の非構造部材の点

検・調査を行うとしていることを、高く評価したい。また、指導审が、市立

小・中学校災害対応マニュアルを作成したことは、重要な取組である。 

 

３ 施策の点検・評価にかかわる課題 

 今回、基本方針に掲げる施策事業の達成度の評語とその説明を改定したこ

とは適切である。その理由は、従前にはなかった「上回り達成している」場

合の評語を設けたことなどのためである。 

 今後、施策の点検・評価をより適切に实施するためには、①目的・目標の

明確化、②執行状況の的確な把握と提示、が必要である。①については、目

的・目標が明示され、それと取組状況を対比することで、適切な点検・評価

が可能になると考えるからである。②については、予算の執行状況や事業へ

の参加者数等とそれらの前年度比較等が把握・提示されることで、具体的な

点検・評価になると考えるためである。 

 なお、本稿は、報告書に依拠して作成している。ご了承をいただきたい。 
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２０東村山市教育委員会訓令第４号 

 

東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価实施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第２７条の規定に基づき、東村山市教育委員会（以下「委

員会」という。）が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価を实施するために必要な事項を定め、市民に信頼される教育行政を推

進することを目的とする。 

（点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象とする事務は、毎年度策定する「東村山市教育委員

会の教育目標及び基本方針」に基づく主要施策に関する事務のうち、教育行

政の推進上重要な課題に係るものその他点検及び評価を行うことが必要と認

める事務として委員会が選定したもの（以下「対象事務」という。）とする

とする。 

２ 委員会は、前項の規定による対象事務を選定するときは、あらかじめ、第

４条第１項の規定により置く点検及び評価に関する有識者（同項を除き、以

下「有識者」という。）の意見を聴くことができる。 

（点検及び評価の实施） 

第３条 点検及び評価は、前年度の「東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針」に基づく主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組

の方向性を示すものとし、毎年１回实施する。 

２ 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。 

３ 施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の

意見を聴取する機会を設けるものとする。 

４ 委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書

を作成し、東村山市議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。  
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（点検及び評価に関する有識者） 

第４条 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、委員会に

点検及び評価に関する有識者を置く。 

２ 有識者は、委員会の求めに応じ、教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の实施にあたり、施策・事業の進捗状況、課題及び今後

の取組の方向性等について、意見を述べるものとする。 

３ 有識者は、３人以内とする。 

４ 有識者は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、委員会が委嘱す

る。 

５ 有識者の委嘱期間は、２年とし、再任することができる。 

６ 有識者は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。当該委嘱を解かれた後も、また、同様とする。 

７ 委員会が委嘱する有識者に対しては、非常勤の特別職の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年東村山市条例第１２号）に準拠し、予

算の定めるところにより報償費を支払うものとする。 

（委 任） 

第５条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

教育長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年１月１日から施行する。 
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東村山市教育委員会 

教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課

程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、

並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し、執行する、

５人の委員をもって組織される合議体の執行機関です。 

教育委員会の会議は、毎月開催する定例会と、必要に応じて開催する臨時

会があります。 

 

東村山市の教育委員 

委員は、東村山市長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術

及び文化に関し識見を有する者のなかから、市長が、東村山市議会の同意を

得て、任命します。委員の任期は４年で、再任することができます。 

 委員長は、委員のなかから選挙によって選ばれ、教育委員会の会議を主宰

し、教育委員会を代表します。委員長の任期は１年で、再任することができ

ます。 

 教育長は、委員のなかから、教育委員会が任命し、教育委員会の指揮監督

の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどります。また、

事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督します。 
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教育委員会組織図 

 

教育委員会   教育長      教育部       庶 務 課 

 

                           学 務 課 

                           

                           指 導 审 

 

                           教育支援課 

 

                           社会教育課 

 

                           市民スポーツ課 

 

                           国体推進审 

 

                           図 書 館 

 

                           公 民 館 

 

                           ふるさと歴史館 

                 

 

 市立小学校 

                  （１５校） 

              

市立中学校 

                 （７校・分校１校） 

 

        （平成２５年４月１日現在） 
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東村山市教育委員会教育部の各課・审・館の業務内容 

 

庶務課 

庶務係 

1. 教育行政一般に関すること。 

2. 教育委員会の会議に関すること。 

3. 教育委員会提出議案のとりまとめに関すること。 

4. 事務局職員の人事に係る連絡調整に関すること。 

5. 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 

6. 奨学資金に関すること。 

7. 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総合調整に関

すること。 

8. 公印の管守に関すること。 

9. 教育委員会の文書の収受、配布及び発送に関すること。 

10. 教育委員会の公告式に関すること。 

11. 教育委員会の所掌に係る教育行政に関する相談に関す

ること。 

12. 教育委員会連合会及び教育長会に関すること。 

13. 教育委員会の庶務に関すること。 

 

施設係 

1. 学校施設の改修等の計画に関すること。 

2. 学校施設の補助金に関すること。 

3. 学校施設台帳の整備に関すること。 

4. 学校財産(土地及び建物)の管理に関すること。 

5. 学校施設に係る調査及び総合調整に関すること。 

6. 教育財産の取得及び処分についての連絡調整に関する

こと。 

7. 学校施設の維持、修繕及び管理に関すること。 

 

環境整備係 
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1. 学校施設の維持及び修繕に関すること。 

2. 学校の環境整備に関すること。 

3. その他学校用務に関すること。 

 

 

学務課 

学務係 

1. 通学区域及び通学路に関すること。 

2. 児童又は生徒の就学及び転退学その他学籍に関するこ

と。 

3. 学級編制に関すること。 

4. 就学援助に関すること。 

5. 学事調査統計に関すること。 

6. 教材備品の整備に関すること。 

7. 学校備品の管理に関すること。 

8. 予算、決算及び経理等に関すること。 

9. 課の庶務に関すること。 

 

保健給食係 

1. 児童、生徒又は教職員の保健衛生及び安全に関するこ

と(指導审に属するものを除く。)。 

2. 学校給食の運営に関すること。 

3. 調理業務の委託に関すること。 

4. 食育への取り組みに関すること。 

5. 高齢者ふれあい給食に関すること。 

 

指導审 

指導係 

1. 学校教育の指導に関すること。 

2. 教育課程、教科書内容及び教材備品の活用等の研究及

び指導に関すること。 
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3. 教科用図書の採択その他図書に関すること。 

4. 教職員の研修に関すること。 

5. 教育研究及び相談に関すること。 

6. 予算、決算及び経理等に関すること。 

7. 审の庶務に関すること。 

 

教職員係 

1. 教職員の人事に関すること。 

2. 教職員の給与に関すること。 

3. 教職員の賞罰に関すること。 

4. 教職員の福利厚生に関すること。 

5. 教職員の共済組合に関すること。 

6. 教職員の出張その他服務に関すること。 

7. 教職員組合に関すること。 

8. 教職員の免許に関すること。 

9. その他教職員に関すること。 

 

   教育支援課 

      特別支援教育係 

1. 特別支援教育に関すること。 

2. 就学相談に関すること。 

3. 特別支援学級に関すること。 

4. 予算、決算及び経理等に関すること。 

5. 課の庶務に関すること。 

       

教育相談係 

1. 教育相談审に関すること。 

2. 市立小・中学校の校内教育相談活動の推進に関するこ

と。 

3. 健全育成学習审（希望学級）に関すること。 
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社会教育課 

社会教育係 

1. 社会教育の総合調整に関すること。 

2. 社会教育に関する教育機関との連絡調整に関すること。 

3. 社会教育団体の指導育成に関すること(他の部署に属

するものを除く。)。 

4. 青尐年教育及び青尐年健全育成に関すること。 

5. 青尐年健全育成施設に関すること。 

6. 成人の日のつどいに関すること。 

7. 青尐年問題協議会に関すること。 

8. 青尐年委員に関すること。 

9. その他青尐年に関すること。 

10. 予算、決算及び経理に関すること。 

11. 課の庶務に関すること。 

 

生涯学習係 

1. 生涯学習推進計画の調整に関すること。 

2. 生涯学習の推進に関すること。 

3. 生涯学習情報の収集、提供及び学習相談に関すること。 

4. 学校開放(遊び場開放、教审開放、土曜開放)に関する

こと。 

5. 芸術文化に関すること。 

6. 社会教育委員に関すること。 

 

市民スポーツ課 

振興係 

1. スポーツ施設の維持管理に関すること。 

2. スポーツ施設の施設計画に関すること。 

3. スポーツ施設の利用に関すること。 

4. スポーツ施設の指定管理者業務の統括に関すること。 
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5. 地域スポーツ推進計画に関すること。 

6. スポーツ指導者の育成に関すること。 

7. スポーツ推進審議会に関すること。 

8. スポーツ推進委員に関すること。 

9. スポーツ科学委員会に関すること。 

10. 民間等スポーツ施設の利用に関すること。 

11. 学校施設のスポーツ開放に関すること。 

12. 地域スポーツクラブ等団体の育成及び援助に関するこ

と。 

13. 公益社団法人東村山市体育協会の育成及び援助に関す

ること。 

14. 体力つくり推進委員会に関すること。 

15. 庶務に関すること。 

 

国体推進审 

地域事業係 

1. 国体の開催に伴う地域事業に関すること。 

2. 国体の広報啓発に関すること。 

        

運営係 

1. 实施競技の運営に関すること。 

2. デモンストレーション行事の運営に関すること。 

 

図書館 

運営係 

1. 公印の管守に関すること 

2. 図書館の運営計画及び实施計画に関すること。 

3. 図書館施設の維持管理に関すること。 

4. 図書館電子計算組織の管理に関すること。 

5. 予算、決算及び経理に関すること。 

6. 統計、調査及び広報に関すること。 
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7. 施設貸出しに関すること。 

8. 資料のリサイクルに関すること。 

9. 地域児童図書館助成金交付に関すること。 

10. 図書館協議会に関すること。 

11. 他機関との連絡、調整及び協力に関すること。 

12. 利用者に関すること。 

13. 文書事務その他庶務に関すること。 

 

奉仕係 

1. 図書館の奉仕計画に関すること。 

2. 蔵書構成の調整に関すること。 

3. 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。 

4. 資料の貸出し、返却及び閲覧に関すること。 

5. 講演会、展示その他行事の開催に関すること。 

6. 他機関との資料相互貸借、連絡及び協力に関すること。 

7. 地域図書館活動への協力に関すること。 

8. その他資料及び奉仕に関すること。 

 

調査資料係 

1. 読書案内及び調査研究への援助に関すること。 

2. 参考資料に関すること。 

3. 地域行政資料に関すること。 

4. 市民資料に関すること。 

5. 逐次刊行物に関すること。 

6. 東村山市関連新聞記事に関すること。 

7. その他調査資料に関すること。 

 

地区館 

1. 図書館の奉仕計画に関すること。 

2. 図書館施設の維持管理に関すること。 

3. 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。 
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4. 資料の貸出し、返却及び閲覧に関すること。 

5. 講演会、展示その他行事の開催に関すること。 

6. 地域図書館活動への協力に関すること。 

7. 他機関との連絡及び協力に関すること。 

8. その他資料及び利用者に関すること。 

9. 文書事務その他庶務に関すること。 

 

公民館 

庶務係 

1. 公印の管守に関すること。 

2. 公民館の施設及び機材器具等の整備、維持管理、貸与

に関すること。 

3. 他機関との連絡、協力に関すること。 

4. 公民館の予算、決算等経理に関すること。 

5. 公民館運営審議会の庶務に関すること。 

6. 公民館の資料、統計、調査、広報に関すること。 

7. 文書事務その他公民館の庶務に関すること。 

8. 他の係に属さないものに関すること。 

9. 公民館の連絡調整に関すること。 

 

事業係 

1. 各種の学級、講座及び教审等の事業に関すること。 

2. 講演会、講習会、討論会、展示会、映画会等の開催に

関すること。 

3. 視聴覚教育に関すること。 

4. 自主グループ等への援助に関すること。 

5. その他、公民館の事業の实施に関すること。 

6. 事業予算の執行に関すること。 
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地区館 

1. 公民館の施設及び機材器具等の整理、維持管理、貸与

に関すること。 

2. 他機関との連絡、協力に関すること。 

3. 公民館の事務及び庶務に関すること。 

4. 自主グループ等への援助に関すること。 

5. その他、公民館の事業の实施に関すること。 

 

ふるさと歴史館 

教育普及係 

1. 公印の管守に関すること。 

2. 東村山ふるさと歴史館協議会に関すること。 

3. 歴史館等の施設の維持管理に関すること。 

4. 歴史館等の教育活動及び学習支援等に関すること。 

5. 歴史館等の予算、決算及び経理等に関すること。 

6. 歴史館等のボランティアに関すること。 

7. 歴史館等の広報に関すること。 

8. その他庶務に関すること。 

 

文化財係 

1. 文化財資料の収集、調査、整理、研究、保存及び活用

に関すること。 

2. 文化財保護審議会に関すること。 

3. 文化財資料の目録及び報告書等の作成に関すること。 

4. 資料の寄贈及び寄託の選定に関すること。 

5. 資料の閲覧及び貸出し等に関すること。 

6. 埋蔵文化財の保護及び調査に関すること。 

7. 文化財保護団体の育成及び支援に関すること。 

8. 歴史的に重要な公文書等の整理、保存及び活用に関す

ること。 

9. その他文化財に関すること。 
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たいけんの里担当 

1. たいけんの里業務に関すること。 

 

                         （平成２５年４月１日現在） 
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