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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実施方針について  

   

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、実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 実施方法 

(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回実施する。 

(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」の充実 

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、一部９課、教育部、庶務課、学務課、指導室、教育支援課、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

２５年度は、定例会１２回、臨時会２回、を開催し、議案４０件、報告事項９５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） 

※周年行事実施校 東村山第四中学校  （創立５０周年） 

    

    

 

 

 

 

 

活 動 内 容 実 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 ４回 １日 

行

事 

入 学 式 １０か所 ３日 

卒 業 式 １１か所 ３日 

運 動 会 ２３か所 ９日 

周 年 行 事 １か所 １日 

その他（研究発表会等） 多数 
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平成 25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実現を目指し、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、少

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」の実現を目指し、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実し、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実現を図る。 

 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。 
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平成２５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実するとと

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実施するととも

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実に果たす
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ことや人への思いやりが実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実する。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、学校における情報の共有や相談体制の充

実を図る。また、いじめや不登校にかかわる調査を分析し、その結果を児童・生徒の

実態に基づく指導の充実に生かすとともに、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実を図る。 

（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、家庭や青少年対策地区連絡協

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実に努める。 

 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、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」「青少年健全育

成大会」等を実施し、自然体験・ボランティア体験等の充実を図る。 

 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実施する。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実させるとともに、火災や自然災害等を踏まえた避難訓

練を実施し、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・基本的事項の確実な定着を図り、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、「東村山市立小・中学校災

害対応マニュアル」等を活用し、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、 
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 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、自己実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、教育課程の適正な実施について各学

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・基本的な内容を確実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少人数指導やティームティーチングの充実等、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」の実施・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、

キャリア教育の充実を図る。 

（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・
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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実に推進する。 

 ① 教育相談室・幼児相談室、健全育成学習室、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実を図る。 

 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実を図る。 

（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実させる。 

（８）日本や世界の伝統ある文化や芸術に触れる機会の充実を図り、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実を図り、持続可能な社会の実現を推進

する。 

 

【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】 

 少子高齢社会の中で「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、個人の生活を充実するとともに、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

きる機会の充実を図る。 

 

（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

応した東村山市生涯学習計画に基づき、総合的・広域的に支援する。 

2 
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（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

充実を図るとともに、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。 

（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・交流の場の充実を図る。 

（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２５年にスポーツ祭東京２０１３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少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、スポーツ都市宣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、「みんなで創る、みんなの国体」として開催する。また、公益社団法人東村

山市体育協会と協働し、ジュニアの育成・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」の実現を図る。 

 

【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）二学期制実施上の課題を整理し、学校経営の更なる改革を推進するとともに、計

画的かつ効果的な教育活動の充実に努める。 

（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。 

（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
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に、適正な学校評価を実施し、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。  

（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実を図り、地域に根ざした教育を一層

推進する。 

（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。 

（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実を図る。 

（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

充実を図る。 

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

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充実を図るとともに、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。 

（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。 

（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。 

（１１）学校施設の老朽化対策や教育環境の改善を図る。 
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平成 25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実するとと

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

市全体で適切に実施するとともに、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：指導室・社会教育課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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実施された。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（指導室）「道徳授業地区公開講座」の実施 

・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）で実施し、保護者３，

２８９名及び地域住民１０５名が参加した。 

Ａ ③（指導室）「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２３名

が委員となり構成される委員会を、年間６回実施した。（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、道徳教育に識見の深い講師を招き、心を耕す道

徳の時間の展開方法を委員が学ぶとともに、指導案検討・授業研究後の研究協議をと

おして、授業力の向上を図った。 

・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

る道徳の時間の充実を図るため、報告書を全校に配布した。 

Ａ ④（指導室）「東京都教育委員会人権尊重教育推進校、東村山市研究奨励校の研究発表

会の開催」 

・東村山第七中学校において、平成２４年度、平成２５年度の２年間にわたり「互いに

認め合い、思いやりの心をもつ生徒の育成～道徳教育を中心として～」を研究主題と

した人権教育の推進に係わる取組を実施した。その研究の成果である、研究発表会に

は、市内小・中学校の教職員２７６名が参加した。 

Ａ ⑤（指導室）「体力つくり検討委員会」の開催 

・小学校校長を委員長とし、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回実施した。 

・小学校におけるスポーツテストの実施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 ⑥（指導室）「中学校第３学年生徒を対象とする救命講習会」の実施 

・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）を実施した。 

・平成２５年度の受講者は、１，１５８名であった。 

Ａ ⑦（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」を取り入れ実施した。 
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今後の取組の方向性 

① （指導室）市報やホームページへの掲載をとおして、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実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究会を実

施する。 

② （指導室）道徳授業の公開後に実施する意見交換会における一層の内容の充実を図るため、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「道徳授業改善委員会」において

各校の取組の情報交換をし、保護者や地域の方の参加者数を増やす。 

③ （指導室）授業研究を中心とする研究の成果を高めるため、道徳教育に識見の深い講師の講演

を受けた後に、指導案検討をし、研究授業・研究協議を実施し、その成果を報告書にまとめ全

小・中学校に広める。 

④ （指導室）人権尊重教育推進校としての取組を市内全小・中学校に周知するために、「道徳授

業改善委員会」や「人権教育推進委員会」において、繰り返し、東村山第七中学校の人権教育

の取組の成果の周知を行う。 

⑤ （指導室）小学校対象で開催していた「体力つくり検討委員会」を中学校と合同開催すること

とし、小・中連携して児童・生徒の更なる体力の向上を図る。本委員会での研究の成果を基に、

運動の日常化及び体つくり（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

組や一学級一実践）の内容を充実させる。 

⑥ （指導室）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

会を実施するとともに、小学校児童を対象とした取組を推奨していく。 

⑦ （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
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政が一体となった人権教育を一層推進する。 

担当課：指導室・社会教育課・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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５回実施した。（うち１回は授業研究） 

・人権教育推進委員としての各校内での役割を確認するとともに、人権教育上の特色あ

る自校の取組や、全生園での学習形態等を中学校区で情報交換することにより、小・

中連携した人権教育の実践を図った。 

・東京都教育委員会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

山第七中学校の研究発表会に参加することにより各学校での人権教育の推進を図っ

た。 

Ａ ②（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」を取り入れ実施した。 

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、

連携して資料保存を図るとともに、継続して関連資料収集し、貸出を行った。  

・図書館発行の「全生園とハンセン病を知る―ブックリストと資料」を館内で活用する

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。 

今後の取組の方向性 

① （指導室）本市及び各校の特色を生かした人権教育の充実を図るため、全生園での学習形態等

について改めて検討・確認し、児童・生徒の実態に応じた学習の充実を図る。また、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

学校の実践を、各学校の取組に生かす。 

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、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。 

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。 

  ２６年度は「全生園とハンセン病を知る－ブックリストと資料」の改訂を行う。 
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 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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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５回実施した。（うち１回は授業研究） 

・人権教育推進委員としての各校内での役割を確認するとともに、人権教育上の特色あ

る自校の取組や、全生園での学習形態等を中学校区で情報交換することにより、小・

中連携した人権教育の実践を図った。 

・東京都教育委員会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

山第七中学校の研究発表会に参加することにより各学校での取組に生かした。 

今後の取組の方向性 

① （指導室）本市及び各校の特色を生かした人権教育の充実を図るため、全生園での学習形態等

について改めて検討・確認し、児童・生徒の実態に応じた学習の充実を図る。また、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

学校の実践を、各学校の取組に生かしていく。 

 

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実に果たす

ことや人への思いやりが実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実する。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：指導室・社会教育課・公民館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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。 

・「望ましい人間関係づくり ～市内全中学校で連携した具体的な取組を考える～」をテ

ーマに、各中学校での特色ある生徒会生徒を中心とした自主的な活動を、発表をとおし
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て価値付けた。また、市内全中学校で連携した取組を全生徒会役員で考え、各校の「望

ましい人間関係づくり」に向けた標語を取りまとめた広報誌を作成し、市内全中学生に

配布した。平成２５年度も、学校評議員やスクールサポーターへも参加を呼びかけ７名

が参加した。学校評議員には各中学校での協議に参加していただき、地域の方の意見を

参考にしながら、生徒が標語作成に向けて取り組んだ。 

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 

・夏休みに親子講座として「株式会社ナック クリクラ町田工場見学」を実施した。 

工場を実際に見学することで改めて水の安全性と大切さを学ぶことができた。 

（参加者１３組３２名）【２４年度参加者２７名】 

Ａ ④（公民館）小学生向け体験講座 

・おもしろ科学あそび「きみはコロンブスを越えられるか ～たまごの実験～」ダチョ

ウのたまごを持ち重さや殻の感触を体験し、また鶏の卵に実際乗ってたまごの強さを

体験する講座を実施。参加者は小学１年生～６年生まで参加し、科学あそびに興味を

もたせることができた。（参加者３７名）【２４年度参加者２０名】 

Ａ ⑤（公民館）親子映画会の開催 

・「ぼくときどきぶた、ちびまる子ちゃん、忍たま乱太郎、」を開催。昨年度は中央公民

館での１回の開催のみであったが、今年度は３日間開催し、全公民館（５館）で実施

した。 

（参加者２５０名）【２４年度参加者１７名】 

今後の取組の方向性 

① （指導室）生徒会活動の一層の活性化が図られるよう、指導室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、地域と学校が連携した

活動へと発展するような仕組みづくりを行う。 

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２４年度において市長会助成金の３カ年

が終了した。２５年度から２７年度の３カ年は、継続できるように新たな企画を検討し交流事

業が継続できるようにして行きたい。 
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③ （公民館）親子のふれあいと社会体験を通じ、ともに学習の機会となる事業を今後も提供して

いく。 

④ （公民館）児童の夏休み課題学習、自由研究の場として低学年から高学年まで楽しく参加しや

すい講座を工夫し開催していきたい。 

⑤ （公民館）今後も次世代育成事業として、公民館全館で夏休み親子映画会を開催し、映画を通

じて人への思いやりや豊かな心を育てていきたい。 

 

（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、学校における情報の共有や相談体制の充

実を図る。また、いじめや不登校にかかわる調査を分析し、その結果を児童・生徒の

実態に基づく指導の充実に生かすとともに、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実を図る。 

担当課：指導室・教育支援課 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（指導室）「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

加する連絡会を年間５回実施した。 

・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、健全育成学習室（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、より実践的な対応について協議を行うことができた。 

Ａ ②（指導室）「学校適応状況調査」の実施 

・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室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室で行うことにより、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 ③ （指導室）「いじめ実態調査」の実施 

・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



 

- 19 - 

充実を図るために実施した。 

・調査は年３回実施し、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。 

Ａ ④ （指導室）「学校いじめ防止対策基本方針」の策定 

・いじめ防止対策推進法の策定を受け、校長会・副校長会をとおして「学校いじめ対策委

員会」の設置と、「学校いじめ防止対策基本方針」の策定を図った。 

Ａ ⑤ （教育支援課）「健全育成学習室（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２５年度は、男子２０名、女子１１名、計３１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。 

・教育支援課長、統括指導主事、指導主事、教育相談室相談員が月１回程度訪問し、健全

育成学習室（希望学級）指導員等と情報交換や協議を行った。 

Ａ ⑥ （教育支援課）東京都スクールカウンセラーの全校配置により、学校における相談体

制の充実を図るとともに、年３回のスクールカウンセラー連絡会を通じて、情報の共

有を図った。 

今後の取組の方向性 

① （指導室）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 （指導室）報告対象となった児童・生徒への対応が充実するよう、成果のあった対応方法をま

とめ、全校に周知する。 

③ （指導室）次年度以降も継続実施していく。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実

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実を図る。また、毎回必

ず児童・生徒アンケートを実施し、実態把握に努める。校内において組織的に対応できるよう、

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。 
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④ （指導室）各小・中学校で作成した「学校いじめ対策基本方針」を取りまとめて各学校に周知

することにより、基本方針の更なる充実を図る。また、東京都のいじめ防止対策基本方針の内

容を受け止めた「東村山市いじめ防止対策基本方針」を策定する。また、各小・中学校におい

て、いじめや不登校児童・生徒の出現を防ぐため、自尊感情や自己肯定感を高めるための研修

や、いじめの未然防止に向けた研修を定例訪問等を活用し実施する。 

⑤(教育支援課)平成２５年度から教育支援課が担当所管となったが、「学校不適応対策連絡会」と

の連携など指導室との連携を強化していく。併せて、教員及び保護者等へ健全育成学習室（希

望学級）の一層の理解啓発を行う。 

⑥（教育支援課）不登校の未然防止や不登校児童・生徒の学校復帰、いじめの未然防止やに向け

て全校配置である東京都スクールカウンセラーと指導室との連携を強化する。 

（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、家庭や青少年対策地区連絡協

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実に努める。 

 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、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」「青少年健全育

成大会」等を実施し、自然体験・ボランティア体験等の充実を図る。  

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）青少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 

を実施した。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

取り組みを青少対等の協力を得て、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５２１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ように努めた。

（参加者延べ３５２人）【２４年度参加者延べ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実施した。「海」 

をテーマに体験活動を行い、交流事業を展開することができた。 

（参加者７０人）【２４年度参加者７０人】 

今後の取組の方向性 
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① （社会教育課）作文は１２７２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、４７０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した。２５年度から２７年度の３カ

年は、継続できるように新たな企画を検討し交流事業が継続できるようにして行きたい。 

 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実施する。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：指導室・社会教育課・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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。 

・「望ましい人間関係づくり ～市内全中学校で連携した具体的な取組を考える～」をテ

ーマに、各中学校での特色ある生徒会生徒を中心とした自主的な活動を、発表をとおし

て価値付けた。また、市内全中学校で連携した取組を全生徒会役員で考え、各校の「望

ましい人間関係づくり」に向けた標語を取りまとめた広報誌を作成し、市内全中学生に

配布した。平成２５年度も、学校評議員やスクールサポーターへも参加を呼びかけ７名

が参加した。学校評議員には各中学校での協議に参加していただき、地域の方の意見を

参考にしながら、生徒が標語作成に向けて取り組んだ。 

Ｓ ②（指導室）「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、「望ましい人間関

係をはぐくむために」をテーマとした市内全中学校で連携した取組を発表し、その成果

物である、各校の標語を取りまとめ広報誌を参加者に配布した。広報誌は、市民の集い
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終了後、市内全中学校の生徒に配布することにより、全生徒会の活動を価値付けた。 

・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。 

Ａ ③(社会教育課)２月２日(日)に実施した「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「望ましい人間関係づくり」の取組みの発表。第２部

として福田直樹氏を招き「宇宙の奇跡とかけがえのない命」演奏とナレーション（中学

生）コラボ。第３部として市内中・高生による吹奏楽の演奏。 

(来場者４６４人) 【２４年度来場者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」

をテーマにした授業や講演を実施。社会教育課と指導室が連携して、市報や統一チラシ

を作成し周知を図った。 

Ａ ⑤（図書館）「いのちとこころの教育」関連事業 

・互いの違いを認め合うことの大切さを描いた本を紹介したブックリスト「みとめあうっ

てすてきだね」を作成・配布し、関連図書の展示や貸出を行った。 

・市立小中学校における人権教育に関わる授業にあわせて、学校に関連図書を貸出した。

また、紙芝居サークルが学校で演じる作品の貸し出し、活動を支援した。本や紙芝居を

通していのちの大切さを考える機会をつくることができた。 

今後の取組の方向性 

① （指導室）生徒会活動の一層の活性化が図られるよう、指導室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、地域と学校が連携した

活動へと発展するような仕組みづくりを行う。 

② （指導室）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ので、今後も継続実施していく。発表テーマは、「望ましい人間関係づく

り」とし、いじめ撲滅に特化した取組を行うように周知する。 

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、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。子どもたちや保護者に聞いてもらってよ

り成果の上がる講師を選定したい。 

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、様々な切り口の 

ブックリストを作成し、関連図書の貸出を継続する。 
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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実させるとともに、火災や自然災害等を踏まえた避難訓

練を実施し、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・基本的事項の確実な定着を図り、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に、「東村山市立小・中学校災害対応マニュ

アル」等を活用し、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・指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ① （学務課）児童通学確認員の配置（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。（平成 25年度下校時配置校：久米川小学校・久米川東小学校） 

・（社）シルバー人材センターに業務委託した。（委託料：平成 25 年度予算額 6,313 千円） 

Ａ ② （学務課）小学校通学路合同実査点検の実施 

・教育委員会、都市環境部、警察署、学校・ＰＴＡ等保護者にて合同で、市内小学校（３

校）通学路を実査し、要望があった箇所につきストップマークを設ける等対策を行った。 

Ａ ③（指導室）「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回実施した。 

・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。特に、喫緊の課題の一つである、情報モラルの低下に

対応するため、東村山警察に講師を依頼し、ネット上のトラブルへの対応にかかわる研

修会を実施した。 

Ａ ④（指導室）「ケース会議」の実施 

・学校だけでは解決困難な事案が発生した場合に、指導室や学校、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（指導室）「セーフティ教室」の実施 

・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

実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
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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部構成で実施した。 

Ａ ⑥（指導室）「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」の周知 

・校長会・副校長会・生活指導主任会等において、地震発生時の組織的な対応等について、

「東村山市立小・中学校災害対応マニュアル」の活用を周知した。 

今後の取組の方向性 

①（学務課）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とともに、学校・保護者・地域の方々と連携し児童の安全確保

に努めていく。平成 26 年度下校時交通安全確認員配置予定校（萩山小・南台小・東萩山小） 

②（学務課）今後も各種関係所管や学校・ＰＴＡ等保護者と連携・調整し、予算的にも可能なも

のから、順次、速やかに対応を図っていく。 

③（指導室）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（指導室）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（指導室）学習活動の内容の充実を図るとともに、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（指導室）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」「避難訓練実施計画」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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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実践の交流等を行った。 

・各学校の特色を生かした教育実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。 

Ａ ②（指導室）「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、平成２５年度も継続し

て内容や構成の大幅な見直しをした。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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、各学校の実態に応

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、教育支援課と連携強化し、特別支援教育を充

実させ、教育相談体制を強化する。 
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②（指導室）平成２６年度は、前年度の改訂を踏まえて、「家庭教育の手引き書活用推進委員会」

を立ち上げ、本手引き書の学校及び家庭での有効活用について検討し、各小・中学校に活用方

法を指導・助言する。 

 

② 児童・生徒が自らの資質・能力を発見し、自己実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、教育課程の適正な実施について各学

校へ適切な指導を行う。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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２４・２５年度研究奨励校（野火止小、第七中）が研究発表会を実施した。 

・平成２５・２６年度奨励校（南台小・北山小・野火止小）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（指導室）「新任教務主任研修」の実施 

・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実施し、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（指導室）「教務主任会」の開催 

・小学校長各１名、小・中学校副校長各１名の合計３名を顧問にし、各校の教務主任２３

名から構成される主任会を年間７回実施した。 

・教務主任としての資質や能力の向上を図るとともに、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・実施に資するように指導・助言した。 

Ａ ④（指導室）「東村山市教育委員会定例訪問」の実施 

・小学校１５校、中学校８校、市内全校において実施した。 

・教育委員、教育長、教育部長、教育部次長、庶務課長、学務課長、指導室長、教育支援

課長、統括指導主事、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い、管理職との情報交換・情報共有を図った。 

・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、それぞれの学校の実

態及び教育上の課題を把握した。 
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・授業観察の際は、各学校から提出された授業改善推進プランを活用し、本プランに基づ

いた授業改善が図られているか確認をし、協議会において、指導主事から指導・助言を

行った。 

・毎回、指導主事等による研究授業等への指導・助言や学校の要望するテーマに即した研

修会を実施し、教員の授業力等を向上させた。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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（指導室）平成２６年度においても東村山市役所会議室における通所研修を継続する。教育課

程の適切な編成・実施ができるよう資質・能力の一層の伸長を図る。 

③（指導室）教育課程の適正な実施ができるように指導・助言を行う。 

④（指導室）学校経営の適正で円滑な実施を支援するため、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。また、授業改善推進プランを活用した各小・中学校の授業改善への

取組を把握し、指導主事が指導・助言を行うことにより、教員の授業力の向上を図る。 

 

（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・基本的内容を確実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少人数指導やティームティーチングの充実等、個に応じた多

様な教育を推進する。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「指導方法工夫改善加配」の活用 

・個に応じた指導を充実させるために、少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・数学科を中心に少人数指導に活用した。 

・指導主事及び教職員係が、全校の授業観察や実施状況の聞き取り調査を行った。 
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Ａ ②（指導室）「東村山市教育委員会定例訪問」の実施【再掲 ２－（１）②】 

・小学校１５校、中学校８校、市内全校において実施した。 

・教育委員、教育長、教育部長、教育部次長、庶務課長、学務課長、指導室長、教育支援

課長、統括指導主事、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い、管理職との情報交換・情報共有を図った。 

・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、それぞれの学校の実

態及び教育上の課題を把握した。 

・授業観察の際は、各学校から提出された授業改善推進プランを活用し、本プランに基づ

いた授業改善が図られているか確認をし、協議会において、指導主事から指導・助言を

行った。 

・毎回、指導主事等による研究授業等への指導・助言や学校の要望するテーマに即した研

修会を実施し、教員の授業力等を向上させた。 

Ａ ③（指導室）「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２５年度は、７０人のボランティアの登録があり、１８校（小学校１１校、中学校 

７校）に派遣した。 

Ａ ④（指導室）「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２５年度は４６８，０００円を補助金として支出した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）少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、各学校の実態に応

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

なる充実に努めるよう指導・助言する。 

②（指導室）学校経営の適正で円滑な実施を支援するため、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。また、授業改善推進プランを活用した各小・中学校の授業改善への

取組を把握し、指導主事が指導・助言を行うことにより、教員の授業力の向上を図る。 

③（指導室）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。 
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④（指導室）東村山市教育研究会会長との連携を図り、学習指導要領の記載内容の実施に資する

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。 

 

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」の実施・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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「授業改善推進プラン」の活用 

・東京都の実施する「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実施結果を基に、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、ホーム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。 

・各小・中学校への定例訪問において、授業観察を行う際は、各学校から提出された授業

改善推進プランを活用し、本プランに基づいた授業改善が図られているか確認をし、協

議会において、指導主事から指導・助言を行った。 

Ｓ ②（指導室）「基礎学力向上推進委員会」における「東村山市版算数基礎ドリル」の作成 

・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

を継続して設置した。平成２４年度に作成した「四則計算編」の活用と検証を行い、内

容修正を加えた上で製本化し、全小・中学校に配布した。また、平成２５年度には「量

と測定編」を作成した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）平成２６年度も、東京都教育委員会の実施する「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実施し、実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実態把握を行い、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。 
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②（指導室）平成２６年度は、平成２５年度に作成したドリル（量と測定編）の活用と検証を行

うとともに、「図形編」「数量関係編」など、領域を拡大した教材開発を進めていく 

 

（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・指導室・図書館 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ① （学務課）蔵書内容の充実と増設 

・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実に努める

とともに、単価入札実施により予算を有効活用し、小学校で５，１５０冊、中学校では

３．１０２冊の蔵書を増やした。 

Ａ ② （学務課）学校図書館の円滑な運営の推進 

・毎年作成の「学校図書館の手引き」中に、学校図書館専任司書の名簿を掲載し、関係所

管との連携が取りやすいように計らい、学校図書館の円滑な運営を実施した。 

Ａ ③（指導室）「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回実施した。 

・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（指導室）「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。 

・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・助言を行っ

た。 

・平成２５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）

を担当して実施した。 

・定例訪問時に、必ず学校図書館を巡回し、専任司書配置による具体的な効果を確認した。 

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実を図った。 
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・小・中学生向け夏休みブックリストは市立小・中学校の学校図書館だよりに掲載し、児

童・生徒に配布した。紹介した本は多数用意し、館内で展示・貸出した。 

・おはなし会の開催については、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２２回開催し、４２２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会を２２２回開催し、大人８３６人、子ども    

１，８４２人が参加した。小学生を対象とした会は７１回開催し、子ども３９５人が参

加した。 

・夏休み親子図書館体験（５館で３８組８５人参加）、親子豆本作り教室（１４人参加）

等の行事を実施した。 

・中学生以上に対しては、学生ボランティア（登録７９人、作業延べ１６０回）、職場体

験（９１人）の受け入れを実施した。 

Ａ ⑥（図書館）学校および学校図書館への支援 

・授業で利用するための図書や学級文庫用の図書として、特別貸出を実施した。 

（６４７件 １５，５４７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１１校２６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３校、図書館見学（小学校１４校の

３年生３５クラス等）の受入を実施した。 

・学校図書館専任司書への支援として、図書館だより用コンテンツ、新刊図書情報、学年

別推薦図書リスト、教科書単元別支援例等を提供した。 

・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』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、３０

人参加）開催により、情報共有の場の充実を図った。 

・ボランティアの育成・活動支援のため、『ボランティアのための「子どもと本を知る」

講座』（全５回、２８２人参加）、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」を開催した。 

・「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実を図った。 

・地域児童図書館への支援事業として、補助金助成（１団体）を行った。 
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Ａ ⑧（図書館）市内関連施設への支援 

・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、２０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（１４６件、５，７４６冊）を行った。 

・「子どもと本の人材バンク」乳幼児への読み聞かせボランティア派遣（３９か所、３１

９回）等を実施した。 

・児童クラブの図書コーナーの整備をボランティアとともに実施した。 

今後の取組の方向性 

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

購入方法の検討や図書館との連携等、また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（指導室）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（指導室）学校図書館の一層の整理及び充実を図るために、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、学校図書館専任司書と、学校図書館担

当者が一層の連携を深めるために、合同の研修会を開催する。 

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

業を今後も継続的に実施する。 

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実、

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実に努める。特にボランティ

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

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。 

 

（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、

キャリア教育の充実を図る。 

担当課：指導室 
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達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「中学生職場体験」の実施 

・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日間実施した。 

Ａ ②（指導室）「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回実施した。 

・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実施ができるようにした。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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、職場体験の充実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（指導室）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実に向

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。 

 

（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実に推進する。 

 ① 教育相談室・幼児相談室、健全育成学習室、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実を図る。 
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担当課：教育支援課 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（教育支援課）教育支援課の設置により教育相談室と就学相談担当が連携をし、就学相

談や転学相談入級相談を円滑に進めることができ、また特別支援学級との情報共有も積

極的に行うなど、相談・支援体制を整備した。 

Ｂ ②（教育支援課）幼児相談室については、就学前の児童について、就学相談において連携

を図ったが、ケースによっては情報共有が図れないなど十分な支援体制整備には至らな

かった。 

Ａ ③（教育支援課）特別支援学校については、特別支援教育コーディネーターの巡回指導を

頂くなどセンター校との連携を図り、特別な教育的支援の必要な児童・生徒について助

言をいただいた。 

Ａ ④（教育支援課）就学相談を通じて個々のケースごとに情報交換を行うなど、円滑な就学

に向けて早期に支援体制の共有を図った。 

今後の取組の方向性 

①（教育支援課）教育相談室、就学相談担当、スクールカウンセラーがそれぞれの専門性を発揮

し、相談・支援体制を更に整備する。 

②（教育支援課）幼児相談室に限らず、幼稚園・保育所・子ども家庭支援センターなどケースに

応じて連携を図っていく。 

③（教育支援課）特別支援学校と市教委だけでなく、特別支援学校と特別支援学級の連携を強化

し、障害のある児童・生徒への指導・支援を充実させる。 

④（教育支援課）件数の増加だけでなく、多様化・複雑化する相談に対応するため、相談担当職

員の資質の向上を図り、個に応じた円滑な就学に向けて充実を図る。 

 

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実を図る。 

担当課：教育支援課・指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ｂ ①（教育支援課）特別支援教育専門家チームによる巡回相談について、回数の増加及び内

容の充実に努め、市立小・中学校において個々のケースに対応するための具体的な支援

をすすめたが、巡回相談内容の多様化・複雑化により支援の必要な全ての児童・生徒に

ついて支援の具現化には至らなかった。 
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Ａ ②（教育支援課）特別支援教育専門家チーム医師による相談会１０回実施し、児童・生徒

への支援について医学的見地からの助言を頂き、学校内での支援に活用した。 

Ａ ③（教育支援課）特別支援教育運営委員会において、研修会の実施や情報交換を実施し、

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実を図るため支

援や指導内容の共有化を図った。 

Ａ ④（教育支援課）教育相談室を中心に、特別支援教育担当、就学相談担当、スクールカウ

ンセラー、指導主事等が連携を図り、市内の児童・生徒の教育相談及び諸問題について

の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 ⑤（教育支援課）２２校の小・中学校に１８名の教員サポーターを派遣し、特別な教育的

支援の必要な児童・生徒在籍する学級での指導の充実を図った。併せて教員サポーター

連絡会を年３回開催し、研修及び情報交換を実施し、教員サポーターの資質の向上を図

ったが、派遣時間数等について学校要望との差が生じている。 

Ａ ⑥（指導室）特別支援教育の理念の普及と教員の授業改善 

・市教委による定例訪問において、特別支援教育の視点に立った基礎的・基本的な学習環

境の整理や、授業改善のための視点を指導・助言した。 

今後の取組の方向性 

①（教育支援課）東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画に基づき、特別支援教育専門家

チーム委員の派遣を充実させると共に、頂いた助言について集約を図る。 

②（教育支援課）相談について学校からのニーズが高いため、実施回数の充実を図る。 

③（教育支援課）特別支援教育運営委員会の内容の充実を図ると共に、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、校内委員会を充実させ、学校内での組織的な支援を実施する。 

④（教育支援課）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指導室と共有し、学

校や保護者、児童・生徒の課題解決を積極的に支援する。 

⑤（教育支援課）各校１名配置を目指し、段階的に人数の充実を図ると共に、教員サポーターの

資質の向上を図る。 

⑥（指導室）特別支援教育の理念の普及と教員の授業改善の視点を明確にし、繰り返して指導・

助言を行うとともに、教員を対象とした研修会等を実施する。 
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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・指導室・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・食育教室」の実施  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５回のカリキュラム（6/22・7/13・7/20・9/7・9/14）

で「スポーツ・食育教室」を実施。 

・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。２５組５

１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・調理実習・

運動指導を児童・保護者へ適切な指導を行った。 

Ｓ ②（学務課）学校給食運営委員会において、給食メニューのレシピを紹介することにより

家庭において調理し、親子にて食育推進を図ることを目的に、市制５０周年記念「学校

給食５０のレシピ」を作成した。 

Ａ ③（指導室）「体力つくり検討委員会」の開催【再掲 １－（１）⑤】 

・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回実施した。 

・小学校におけるスポーツテストの実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 ④（指導室）「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実現

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、東萩山小学校、東村山第二中

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・充実を図るとともに、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 
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Ａ ⑤（市民スポーツ課）「スポーツ・食育教室」の実施  ※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

ためのきっかけつくりとして５日間のプログラムを実施した。 

・前年度より充実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等により把握し、プログ

ラムに反映させた。 

・市内公立小中学校への開催チラシの配布および市報・市ＨＰ等により、広く周知・募集

を行なった。 

・結果として２６組５２名の親子が参加し、前年度（２４年度）の参加数を上回る事がで

きた。（２４年度：２４組４８名） 

今後の取組の方向性 

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・食育教室」を実施していく。 

②（学務課）作成した「学校給食５０のレシピ」を「スポーツ食育教室」や「中学生のお弁当作

り」等の行事の中で活用し、食育の推進を促していく。 

③（指導室）小学校対象で開催していた「体力つくり検討委員会」を中学校と合同開催すること

とし、小・中連携して児童・生徒の更なる体力の向上を図る。本委員会での研究の成果を基に、

運動の日常化及び体つくり（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

組や一学級一実践）の内容を充実させる。 

④（指導室）平成２５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２６年度

においては、オリンピック教育推進校として他の学校を指定し、東村山市全体のスポーツ教育

を推進する。 

⑤（市民スポーツ課）より多くの参加が得られ、充実した事業を展開するために、次年度も市報、

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実施していく。 
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（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実させる。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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回実施した。 

・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実を図

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・

中学生に対する情報モラル教育の実際」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実させた。 

・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。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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実を図り、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・中学校で実施している「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。 
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Ａ ②（公民館）キッズ伝統芸能体験 

・キッズ伝統芸能体験は東京文化発信プロジェクトの一環として企画され、東京都との共

催事業により、一流の芸術家たちが指導者となり、中央公民館では、日本舞踊の稽古を

約７ヶ月間実施した。（参加者２２名）【２４年度参加者２４名】 

Ａ ③（ふるさと歴史館）郷土東村山で行われてきた、正月飾り・節分・ひな飾りなどの年中

行事等をロビーで展示する一方、戦争中の暮らしなどの展示も行った。また、研修室を

開放し、市内文化財の写真展を行った。また、１月～３月に市内小学校３年生の「昔さ

がし」授業のための展示を開催し、学芸員による解説や伝承サポーターの説明等を行い、

学校への支援を行った。２月、３月には、市内小学校３年生を対象に「ゆでまんじゅう

づくり」を歴史館で行った。また６月には中学校に「ゆでまんじゅうづくり」の出前授

業を行った。 

Ａ ④（ふるさと歴史館）市民ボランティア機織講座会員の協力を得て、機織り講座等の体験

事業を実施し、東村山にあった伝統的な技に興味を持つ事業を行った。また、市民ボラ

ンティアである伝承サポーターの協力を得て、昔の道具を使用した脱穀やしめ縄づくり

等の出前授業を学校に行った。また、子どもを中心とした「まゆ玉づくり」の体験事業

を伝承サポーターの協力を得て実施した。 

今後の取組の方向性 

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きたい。 

②（公民館）日本の伝統ある文化を学べる機会であり、一流の芸術家による本格的な指導を受け

られる貴重な事業として、今後も東京都と協力して更なる充実を図っていく。 

③（ふるさと歴史館）たいけんの里での体験学習も充実させ、多くの歴史的伝統的な事業を数多

く実施し、子どもから大人までの学習機会を増やす。 

④（ふるさと歴史館）ボランティアの協力を得て、上記の事業を展開することで、異世代間の交

流を図る中で、東村山らしさを理解できる学習へと結びつける事業展開を目指す。 

 

（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実を図り、持続可能な社会の実現を推進

する。 

担当課：指導室 
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達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）環境教育の実施 

・学習指導要領に基づいた環境に関する学習や、ゴミの分別やごみ減量への取組、資源ゴ

ミの回収等の環境教育を通して、家庭での行動の日常化に向けて取り組んだ。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）年間を通じて省資源・省エネルギーにかかわる環境教育を行い、持続可能な社会の

実現を推進する。 
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【基本方針３ 「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】 

 少子高齢社会の中で「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、個人の生活を充実するとともに、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実を図る。 

 

（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

応した東村山市生涯学習計画に基づき、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） 

・市民の誰もがスポーツに親しみ社会参加できる機会の充実を図るため、指定管理者、東 

村山市体育協会等とともに幼児から高齢者、将来のアスリート等を目指す市民向けに各 

種スポーツ教室を実施するとともに、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、１３町体力つくり推進 

委員会の活動に対する補助金の支出や、教育委員会主催のニュースポーツ実技研修会の

実施、市ホームページ等を活用したＰＲ等を行い、地域での活動を支援した。 

Ｂ ③（図書館）資料提供の充実 

・１０月から中央図書館に利用者用インターネットパソコンを３台設置し、そのうち１台

の端末にはオンラインデータベースを利用できる環境を整えた。レファレンスサービス

で活用するものも含めてオンラインデータベースを２種類から７種類に増やし、豊富で

信頼性の高い情報を迅速に提供することができるようになった。 
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・市民の多様な興味・関心に応えられるように幅広い情報収集に努め、身近な生活情報や

時機を捉えた図書の展示を行った。（全館合計で１７２回） 

・予約件数（２２１，５６７件）は引き続き微増傾向にあるが、個人への貸出数     

（１，１０４，５９３点）は前年より３．８％減少している。 

・活字資料の利用が困難な方への継続した取り組みとして、文学作品の朗読ＣＤや大活字

図書を重点的に収集して提供した。 

・視覚障害者への情報提供として、録音図書の作成・購入・貸出（貸出数７９２タイトル）、

市報・市議会だより等の貸出（貸出数７６０巻）、対面朗読（１７２回）を行った。 

Ａ ④（公民館）市民講座の開催 

・市民と一緒に公民館主催の市民講座を考え、市民ニーズに応えた事業を展開・実施する

ことが目的であり、市民講座ボランティアと公民館職員が市民講座を共に考え、企画運

営した。（１３講座２３５名）【２４年度１１講座２７５名】 

・手づくり人形、気功体験、ファミリーコンサート等、文化的・スポーツ的講座を実施し

た。（２０講座２０２０名）【２４年度１１講座１５４５名】 

・知的障がい者青年学級として集団生活を通して知識、技能を修得し、文化教養を高める

と共に、心身共に健康な身体を作ることを目指した講座を実施した。（１１回開催、延

べ１５１名）【２４年度１２回参加者各１８名】 

・６０歳以上の市民を対象としたシニア向け講座を実施した。「楽しく笑顔で」をテーマ

に講座を開催しとても好評であった。（１講座参加者２２名）【２４年度２講座５７名】 

Ａ ⑤（ふるさと歴史館） 

・伝承サポーターやはっちこっくメイトなどの活動を通じて、やりがいや充実したボラン

ティアの活動の充実を行った。 

Ａ ⑥（ふるさと歴史館） 

・歴史館の展示、展示付随事業、講座、講演会、体験事業等を通じて郷土に関わる学習機

会を多く開催した。 

今後の取組の方向性 

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

報提供の充実を図っていきたい。 

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実を図るため、引続き指定管理者、教育委員 

会、東村山市体育協会等が独自に主催する各種スポーツ教室や大会を実施する。 
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地域住民の体力の向上、健康の保持増進のため、引続き１３町体力つくり推進委員会に対する

補助金の支出や、教育委員会主催による研修会等、活動を支援するとともに、平成２６年度の

市政施行５０周年およびスポーツ都市宣言４０周年の節目の年を機会に、同じく組織化４０周

年を迎える１３町体力つくり推進委員会の歴史について、同委員会およびスポーツ推進委員会

含め教育委員会が再認識した上で、今後の方向性を検討していく。また、市民大運動会につい

ても、周年に相応しいプログラム内容により実施する。 

③（図書館）貸出数については近隣図書館でも同様の減少傾向にあり、インターネット等の情報

入手方法の多様化の影響も考えられるが、提供方法の工夫とともに資料費の確保と効率的な情

報収集に努める必要がある。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

とともに、活字資料の利用が困難な方への配慮として、引き続き大活字図書や音訳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。オンラインデータベースに

ついては、利用方法やデータベースの種類について精査するとともに、ＰＲを行う。 

④（公民館）多様な市民ニーズに対応するために、市民に役立つ情報を提供できる事業として企

画を検討し実施していく。 

⑤（ふるさと歴史館）より多くの事業を開催して市民のニーズにあった事業を探りつつ、充実さ

せていく。また、たいけんの里での体験事業を充実し、ボランティアのモチベーション向上を

図る。 

⑥（ふるさと歴史館）生涯学習のきっかけになるようなボランティア向けの講座を実施、ボラン

ティアとして学習機会、活動機会の創出を図る。 

 

（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

充実を図るとともに、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」や市民文化祭実行委員会主催の「市民文化祭」を、中

央公民館を中心に開催し、社会教育活動の充実を図ったことで、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、
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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 

・東村山音訳の会（平成２５年４月に会の名称を東村山朗読研究会から変更）との連携に

より、視覚障害者への音訳資料の提供を行った。また、音訳資料作成ための会員向け技

術向上研修を１３回実施して、その安定化を進めた。 

・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室の協力による「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」等を実施した。 

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、３０

人参加）開催により、情報共有の場の充実を図った。 

・ボランティアの育成・活動支援のため、『ボランティアのための「子どもと本を知る」

講座』（全５回、２８２人参加）、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」を開催した。 

・「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実を図った。 

・地域児童図書館への支援事業として、補助金助成（１団体）を行った。 

Ａ ⑤（公民館）音声ＰＣサポートセンター 

・東村山音声ＰＣサークルとの協働事業により、公民館が運営及び会場設営等の準備を

し、指導を東村山音声ＰＣサークルが受け持ち実施した。音声ＰＣの基本操作及びメ

ール作成・インターネット接続がスムーズにできるよう視覚障害の方々へ教育支援を

行った。（年４２回開催、参加者３１４名）【２４年度年４３回参加者３５９名】 

Ａ ⑥（ふるさと歴史館） 

・伝承サポーターの研修・活動を年間を通じて行い、さまざまな場面で活躍する機会を創

出した。 

Ａ ⑦（ふるさと歴史館） 

・はっちこくメイトの考古養成講座や自然のワークショップを実施し、学習面からの支援

事業も実施した。 
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Ａ ⑧（ふるさと歴史館） 

・古文書学関連のボランティアの会が２５年度から始動した。 

今後の取組の方向性 

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

業充実を図って行きたい。 

②（社会教育課）企画を検討し、観客の増員を図るなどより一層の事業の充実を図る。 

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

有しつつ協働体制を維持し、更なる図書館活動の充実を図る。 

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実に努める。特にボランティ

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

⑤（公民館）機器の老朽化やＯＳソフトの更新等が課題となっている。東村山音声 PC サークルと

協力、連携して生涯学習の場として事業の推進を図る。また多くの方に参加していただけるよ

うホームページ等を活用し周知していきたい。 

⑥（ふるさと歴史館）市民ボランティアの充実を図り、より参加しやすい会運営を目指す。 

⑦（ふるさと歴史館）継続的な活動となるための運営形態の検討を行う。 

⑧（ふるさと歴史館）継続的な活動となるための運営形態の検討を行う。 

 

（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・交流の場の充実を図る。 

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（実行委員会）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）１１５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  

・市民の文化の創造・交流の場として伝統芸能である「落語」を年間５回各館で実施した。

昨年度より入場者数も増えており好評だった。特に ２０代、３０代などの若い世代の
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方の参加が増えている。（５回開催、参加者７４０名）【２４年度参加者４８８名】 

Ａ ③（ふるさと歴史館） 

・郷土に残る年中行事等の展示をはじめ、郷土に残る館資料を利用した「なつかしい暮ら

しと道具たち」をはじめ、「徳蔵寺展」・「古文書展」等の展示を実施した。 

Ａ ④（ふるさと歴史館） 

・講座・講演会・体験事業を数多く実施し、多くの市民が参加できる事業を行った。 

（参加者：１１，４４５名）【２４年度参加者９，３１９人】 

今後の取組の方向性 

①（社会教育課）市民文化の創造・交流の場として、継続して実施する。 

②（公民館）今後も市民の文化の創造・交流の場として、継続して実施する。また多くの市民に

参加していただけるようポスターの掲示やチラシ、市報、ホームページ等により周知を図る。 

③（ふるさと歴史館）特別展示室の展示のみならず、ロビー、研修室等の他の歴史館の施設を利

用した展示を行う。 

④（ふるさと歴史館）歴史館の事業のみならず、たいけんの里での体験事業をはじめとして、ギ

ャラリートークやおはなし会等の学齢前の児童から大人向けの事業を実施計画する。 

 

（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。 
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Ａ ④（ふるさと歴史館） 

・歴史館の展示、講座、講演会、体験学習室等を通じて、郷土に関わるさまざまな講座を

実施した。 

今後の取組の方向性 

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検討する。 

②（ふるさと歴史館）下宅部遺跡に関連した展示や講座を実施し、たいけんの里でのギャラリー

トークを実施する。 

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、今後も継続実施する。 

④（ふるさと歴史館）歴史館の展示、講座、講演会、体験学習室等を通じて、郷土に関わるさま

ざまな講座を実施し、市内に限らず多くの方々が参加できるよう周知に努める。 

 

（５）平成２５年にスポーツ祭東京２０１３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少年女子大会や、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、スポーツ都市宣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、

「みんなで創る、みんなの国体」として開催する。また、公益社団法人東村山市体育協

会と協働し、ジュニアの育成・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」の実現を図

る。 

担当課：市民スポーツ課（旧国体推進室） 

達成度及び施策の取組状況 

Ｓ ①（市民スポーツ課（旧国体推進室）） 

・５４年ぶりに東京都にて開催された第６８回国民体育大会「スポーツ祭東京２０１３」

は、当市においても全国から選手・監督をはじめ、市民等、多くの皆様の来場のもと、

正式競技である「バスケットボール競技会（少年女子）」及びデモンストレーションと

してのスポーツ行事である「ティーボール」を実施し、成功裏に終了することができた。 

 

第６８回国民体育大会バスケットボール競技会（少年女子） 

平成２５年１０月４日～平成２５年１０月７日  会場 市民スポーツセンター 
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選手・観客及び大会運営等参加者２１,７３５人（延べ） 

 

デモンストレーションとしてのスポーツ行事「ティーボール」 

平成２５年９月２１日 

会場 明法中学・高等学校、日体桜華高等学校、経済産業省経済産業研修所 

参加チーム数７２チーム 

参加者数１，０８１人 

大会役員及び協力団体参加者９１９人 

 

・公益社団法人東村山市体育協会が主催するジュニア育成地域推進事業実施に際し、市報

および市ホームページを通じて周知・募集を行う等、同協会がすすめる選手育成・強化

事業を支援するとともに、「生涯スポーツ社会の実現」に向け、市内体力つくり推進委

員会活動に対する補助金の支出や、教育委員会主催による各種ニュースポーツ講習会等

の研修を実施する等、地域住民の体力・健康つくりを支援した。 

今後の取組の方向性 

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」を実現させるため、引続き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。 
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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）二学期制実施上の課題を整理し、学校経営の更なる改革を推進するとともに、計

画的かつ効果的な教育活動の充実に努める。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）教育課程の適正な管理 

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

た、教育課程届出の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学習指導

要領の趣旨が反映されるように指導・助言した。 

・二学期制の検証において、児童・生徒、保護者の肯定的評価が最も高かったのは「学校

行事の充実」であった。二学期制の利点である「授業時数の確保」ができた結果であっ

た。二学期制実施を更に充実させるために、教務主任会において、課題点である「長期

休業日の活用」や「子供と向き合う時間の確保」「個に応じた指導の工夫」についての

協議を実施した。 

・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、適正な実施に向けて指導

した。 

Ａ ②（指導室）二学期制実施上の課題整理 

・平成２４年度に教務主任会を中心に行った二学期制実施の検証をもとに、課題点（学び

や評価の継続性を活かした授業改善の実施、長期休業日前または長期休業期間中の面談

や学習指導の実施等）に対する具体的な対策を教務主任会で考えることにより、課題把

握と具体的な対策の検討を行った。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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
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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（指導室）平成２４年度にまとめた「二学期制実施の検証報告書」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実施や、長期休業日前または長期休業期間中の面談や学習

指導の実施等、さらなる教育活動の充実を図るための指導・助言を行う。 

 

（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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「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

加する連絡会を年間５回実施した。 

・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、健全育成学習室（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、より実践的な対応について協議を行うことができた。 

Ａ ②（指導室）「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回実施した。 

・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。特に、喫緊の課題の一つである、情報モラルの低下に

対応するため、東村山警察署に講師を依頼し、ネット上のトラブルへの対応にかかわる

研修会を実施した。 

Ａ ③（指導室）「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実践の交流等を行った。 

・各学校の特色を生かした教育実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。 
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今後の取組の方向性 

①（指導室）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（指導室）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（指導室）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、各学校の実態に応

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、教育支援課と連携強化し、特別支援教育を充

実させ、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、適正な学校評価を実施し、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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「学校評議員制度」の充実 

・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回程度学校評議員会を実施し、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実施し、教育長より「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「教育活動を充実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（指導室）「学校評価」の実施 

・学校評価及び学校関係者評価を市内全校で年２回実施し、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。 
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今後の取組の方向性 

①（指導室）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（指導室）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。 

 

（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実を図り、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実施 

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

いる。特色ある講座の実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。 

今後の取組の方向性 

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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「管理職研修」の実施 

・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、研修を実施した。 

・校長研修会（年間１回）「人材育成～各界の著名人に学ぶ～」 

・副校長研修会（年間２回） 

「学校問題のよりよい解決に向けて～多様化する保護者や地域住民の要望への対応」 

「副校長の職務と副校長への期待」 
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Ａ ②（指導室）「主幹教諭研修」の実施 

・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

修を実施した。 

・全主幹教諭対象 「自尊感情や自己肯定感を高める教育の推進のために」 

・新任主幹教諭対象「学校の危機管理対応について」 

・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

一環として参加した。 

Ａ ③（指導室）「主任教諭研修」の実施 

・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、

研修を実施した。 

「主任教諭の役割と人材育成」「学校におけるリーダーとしての学校づくり」をテーマ

とし、講義及び演習を行った。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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を検討する。 

②（指導室）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を検討する。 

③（指導室）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を検討する。 

 

（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実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）研修事業の実施 

・「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」を希望者対象に実施した。 

「特別支援教育の視点からの学習指導」 
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「授業力の向上に向けて＜特別活動＞＜授業の構造化＞＜道徳＞」 

「理科指導法研修」 

「学校組織のリーダーとしての学校づくり」 

「学校の危機管理対応」 

「子供の自尊感情や自己肯定感を高める指導のあり方」 

・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」を実施した。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。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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少、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実を行う。また、ミドルリーダー養成研修

は、教員経験４年目以上１１年目未満の対象から、１１年目以上の経験者にも参加できるよう

に枠を広げるとともに、対象者に求める力を授業力に特化し、「ミドルリーダー授業力向上研

修」に名称変更を行う。 

 

（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

充実を図る。 

担当課：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）「学校評議員制度」の充実【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回程度学校評議員会を実施し、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実施し、教育長より「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「教育活動を充実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（指導室）「東村山市教育学生ボランティア」の派遣【再掲 ２－（２）①】 

・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
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の支援を行った。 

・平成２５年度は、７０人のボランティアの登録があり、１８校（小学校１１校、中学校 

７校）に派遣した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）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（指導室）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、セーフティ教室の実施や学

校での地域安全マップの作成等、安全教育の充実を図るとともに、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・指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ① （学務課）児童通学確認員の配置（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。（平成 25年度下校時配置校：久米川小学校・久米川東小学校） 

・（社）シルバー人材センターに業務委託した。（委託料：平成 25 年度予算額 6,313 千円） 

Ａ ② （学務課）小学校通学路合同実査点検の実施 

・教育委員会、都市環境部、警察署、学校・ＰＴＡ等保護者にて合同で、市内小学校（３

校）通学路を実査し、要望があった箇所につきストップマークを設ける等対策を行った。 

Ａ ③（指導室）「セーフティ教室」の実施【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

実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部構成で実施した。 

Ａ ④（指導室）「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、実施内容を充実させた。 
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・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

での確実な実施を促した。 

今後の取組の方向性 

①（学務課）児童通学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とともに、学校・保護者・地域の方々と連携し児童の安全確保

に努めていく。平成 26 年度下校時交通安全確認員配置予定校（萩山小・南台小・東萩山小） 

②（学務課）今後も各種関係所管や学校・ＰＴＡ等保護者と連携・調整し、予算的にも可能なも

のから、順次、速やかに対応を図っていく。 

③（指導室）学習活動の内容の充実を図るとともに、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（指導室）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、学校施設の開放

に努め市民利用していただくことに努めた。（２５年度申請件数：２６８件） 

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。また、学校施設を最大限有効・適正に活用するため、平成２６年分の登録申請時に

おける提出書類および審査方法の見直しを図った。 
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・開放実績（延べ人数） 

校 庭   １６３，３７９人 

体育館   ２１９，９６１人 

テニスコート  １，６３３人（※中学校のみ実施） 

Ａ ④（公民館）元気アップ教室の開催 

市民スポーツ課主催事業である元気アップ教室を開催し、市民の健康維持推進の場とし

て実施した。（参加者６７６名）【２４年度参加者６０３名】 

今後の取組の方向性 

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が出来るよう調整する。 

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したい。 

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徹

底する。 

④（公民館）全公民館での開催を実施し、施設の効率的な運用が図られた。今後も市民スポーツ

課と協力して事業の推進を図る。 

 

（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：指導室 

達成度及び施策の取組状況 

Ａ ①（指導室）服務事故防止についての指導の徹底 

・指導室長から定例の校長会、副校長会、全ての小・中学校を対象に実施する定例訪問に

おいて、服務事故防止事例を取り上げ、服務事故防止に向けた具体的な予防策等を周知

した。 

今後の取組の方向性 

①（指導室）平成２６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

室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）学校施設の老朽化対策や教育環境の改善を図る。 

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２５年度について、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

必要性のあるものについて補強工事を行い、児童・生徒及び市民の安全確保を図ること

ができた。 

Ａ ②（庶務課）平成２５年度において、小学校５校、中学校１校の外壁改修工事を完了し、

児童・生徒の安全確保を図ることができた。 

Ａ ③（庶務課）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を

完了し、児童・生徒の教育環境の改善を図ることができた。 

Ａ ④（庶務課）平成２５年度において、小学校２校、中学校１校について水飲栓直結給水化

工事を完了し、児童・生徒の教育環境の改善を図ることができた。 

今後の取組の方向性 

①（庶務課）施設の老朽化対策が課題と捉えており、公共施設再生計画や総合計画（実施計画）

との整合性を図りながら、教育環境の質的改善に努める。 

②（庶務課）平成２６年度において小学校７校、中学校５校について外壁改修工事を実施予定。 

③（庶務課）平成２６年度において小学校６校、中学校２校についてトイレ改修工事を実施予定。 

④（庶務課）平成２６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を実

施予定。 
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髙 山  博 之 

（京都教育大学名誉教授） 

 

１ はじめに 

 目下、国を挙げての教育再生が進行中です。学校制度や教育委員会の在り

方などの制度上の手直しをはじめ、教育内容の改善にまで改革の手がさしの

べられています。近年、国際化の広がりと共に、社会の変動が世界的規模で

急速に進んできました。特に、情報機器・技術の進歩に伴う情報化の進展は、

人々の関心の持ち方や知性の在り方に大きな変化をもたらし、伝統や文化の

継承の難しさ、倫理観や道徳心の希薄化などが懸念される事態が顕著になっ

てきました。教育は、社会の急激な変化に対応できない実態があると思われ

ます。 

 学校においても、つい目先の雑多な出来事への対応に追われ、先を見据え

た長いスパンで教育を考え行動することを忘れがちになることが多いであろ

うと推察されますが、教育の本来の役割は文化の継承と伝達です。そのよう

な観点に立って施策の点検・評価を進めることが大切だと考えます。 

 東村山市教育委員会の教育施策は、まず大きく教育目標を掲げ、その目標

達成を目指して四つの基本方針を定め、各方針にそっていくつかの施策を立

て実行するという構成になっています。たいへん分かり易く、充実した構成

です。重要なことは、教育目標、基本方針、各施策の整合性です。この点に

ついての検討は継続して行なう必要があります。 

 

２ 基本方針１の点検と評価 

 人権尊重の教育と社会貢献を目指す教育の二本立ての方針のもとに施策が

展開されていますが、この二つは相互に関連し、道徳教育とも繋がる基本的

な教育施策です。方針１の文面には、多様な項目や用語が並んでおり、ある

方向性を持った方針として捉えにくい感じがあります。方針の中身や目標を
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いくつかに分析して、施策に結びつけるとよいでしょう。 

 （１）の「いのちとこころの教育」は、長年にわたる東村山の教育の根幹

ですが、特長的で優れた教育実践が毎年発表されており高く評価してよいと

思います。道徳の公開授業も定着し、人権教育の研究発表などへの取り組み

も見られる点なども注目されます。 

 紙面では把握できませんが、いわゆる「こころの教育」は教室内の授業だ

けでは大きな効果は期待できません。様々な体験、奉仕やボランティアの活

動による実感的認識と行動力育成を伴った実践が求められますが、その点に

関する施策はどう展開されているのでしょうか。 

 （２）の③にも示されていますが、自然体験、社会体験、交流活動などの

学習の機会をぜひ広げてほしいと思います。このような観点から、「生徒会サ

ミット」や社会教育課が進める「なぎさ体験塾」「東村山っ子育成塾」など異

年齢集団による活動、公民館の「親子講座」などは注目に値します。参加す

る人数をぜひ増やしていきたいものです。 

 （３）の①には「Ｂ」の評定がありますが、どんな課題があるのでしょう

か。③の「いじめの実態調査」については、関わった担当者の努力を多とし

ます。浮かび上がった問題点は何だったのでしょうか。教員その他関係者の

指導力の向上、更なる研修の充実を望みます。 

 （４）は、社会生活のルールを身に付けること、地域の担い手として社会

貢献を目指すこと、いずれも重要な施策で、体験学習を重視している点も注

目されます。祭り、運動会その他のスポーツなどの地域行事への関わりを通

して社会参加を継続的に実践できるようにするのも一つの方法でしょう。２

月の教育週間に関しては、指導室、社会教育課、図書館、公民館などの連携

によって優れた効果を生んでいることが窺えます。 

 ③の安全教育は、リスク教育と合わせて策定し、大災害の予想のもとに学

校の役割や地域諸団体との協働・連携を構想することが必要でしょう。単な

る防災・減災という考え方から更に進めて、災害の歴史を学ぶ、災害に強い

町づくりや危機管理、社会的責任などへの意識を高め、新たな視点で郷土を

見つめる学習展開が求められます。 
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３ 基本方針２の点検と評価 

 基本方針２の内容は、学校教育の中核をなすものですが、施策は多岐にわ

たり充実した構成になっています。ただ、方針の文中には、思考力、判断力、

表現力、基礎的な学力、創造力などの用語が出てきますが、相互の関係がど

のようになっているのか、用語の使い方の整理や表現の工夫が必要でしょう。 

 （１）①にある校種間の連携は、時宜にかなった重要なテーマであり鋭意

研究を進めることを期待します。後にもふれますが、最大の課題は校種によ

る教員の気質や意識などの違いですから、相互の交流を密にすることや授業

を交換して行なうなどの積極的な実践が大切になると思います。 

 （１）の②、（２）の①、②には、子供の学力を培うための様々な施策が展

開されており、成程と納得できます。施策が実際に効果を生み出すためには、

何といっても教員の資質と能力、研究と実践の努力が第一に必要です。その

観点に立って、各学校の教育計画、校内研究の実際、家庭との連携などを点

検・評価し向上を図ることが大切かと考えます。 

 基本方針３の分野にもありますが、図書館の施策への取組みは多様に具体

的に示されており、その努力は高く評価できます。情報機器が急速に普及す

る中で、読書指導をどうすべきかは喫緊の課題です。書物には良書も悪書も

ありますから、その選択や読み方をどう指導するか司書や教員の力量が問わ

れています。このことと関連して、（７）の情報活用能力育成の施策において

は、ＩＣＴ活用や情報モラルの指導と合わせて読書にも目を向けさせる工夫

ができないものかと考えますが、如何なものでしょうか。 

 （５）の特別支援教育は年々充実してきている感があり、よくやっている

という感想を持ちます。施策の内容に関する記述が、やや抽象的で分かりに

くい所があります。課題を具体的に挙げ、努力している姿を市民にアピール

するよう記述の工夫をお願いします。（６）の健康・体力つくりの分野では、

新しく食育に力を入れている点が大変よいと思います。体力つくりに関して

は様々な試みがなされ、効果が上がっている様子が分かりますが、他方、日々

の体育の授業の在り方が基本的に重要ですから、そのことの点検・評価も重

視すべきです。 

 （８）の伝統・文化に関しては、社会教育課や公民館、図書館、ふるさと

歴史館などの創意ある活動が様々に見られ、その努力を多とします。学校教
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育との連携を深め、子供や親たちの自由な参加を増やすことが課題でしょう。 

 （９）の環境教育については取組みの実態がよく分かりません。国際的に

も資源・エネルギー問題、環境悪化の問題が進んでいる状況ですから、校種

間を通して環境教育を充実させることが大切です。ＥＳＤ（持続可能な開発

のための教育）にも目を向ける必要があると思います。 

 

４ 基本方針３の点検と評価 

 基本方針３は、生涯学習に関わる分野で、取組みの方向は多岐にわたるた

め散漫になりやすいという実態があるでしょうが、（１）、（２）に見るように

種々の施策を各パートで工夫しており、努力の様子が分かります。スポーツ、

文化の各施策については、市民の参加状況を報告して課題を示してくれると

いいと思います（市民講座の参加状況は分かります）。文化活動の分野では、

サークル活動のための公共の施設その他の場の提供などの課題もあるようで、

多くの市民の参加をどう実現するか、知恵がほしいところです。 

 （５）にある「生涯スポーツ社会」は、どのように構想されているのでし

ょうか。具体化した施策の公表が望まれます。（３）、（４）の文化的な事業や

文化財保護の施策については、社会教育課や公民館、ふるさと歴史館などの

各パートでは熱心に取り組んでおり効果も大きいと思われます。ただ、スポ

ーツなどと比べ市民の関心は必ずしも高いとはいえず、普及も難しいと思わ

れます。 

 この件は観光事業とも大いに関わっています。周知の通り、近年、世界遺

産ブームなどもあって文化財を中心としたエリアに観光客を呼び込もうとす

る動きが、国内はもちろん世界的に高まってきています。このことが文化財

の価値の見直しや保護の動きを後押ししているのです。 

 東村山市は幸い北西部を中心に観光資源に恵まれていますが、その価値を

利用しようとする積極的な施策が、まだまだ不足しているように思われます。

観光客を呼び込むための環境整備（道路、駐車場、その他諸施設）や多彩な

イベントなどに工夫を凝らしてほしいものです。まず事業を進めるための行

政面の責任ある組織を固めることが重要です。他方、学校教育においても郷

土学習を充実させ、郷土の自然・文化への意識を高めていきたいものです。 
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５ 基本方針４の点検と評価  

 基本方針４は、東村山市の教育行政の中核ともいうべき施策の方針を示し

たものと理解します。（１）の二学期制については、近年、元に戻す動きがま

ま見られるようです。よく運営されているようで利点は分かりますが、問題

点はないのでしょうか。（２）の小・中学校の円滑な接続に関しては、全国的

に研究が進められているようですが、本市においても鋭意取り組んでいる点

は高く評価したいと思います。その方向性は、生活指導上の問題解消に偏ら

ず、③の施策にあるように教育実践の面に踏み込んでいくことが大切かと思

います。教科教育における小中一貫性の研究も進めるべきでしょう。小・中

学校相互に授業参観や授業の交換をするなども実施できたらと願います。 

 （３）と（４）は、「地域に根ざした教育」、「開かれた学校」を実現するた

めの重要な施策ですから、体験活動を中心に更なる拡充を期待します。教員

の積極的な地域参加が最も効果をもたらすのですが、難しい課題でしょう。 

 （５）、（６）、（７）の施策は、校長をはじめ教員の力量形成を目指すもの

だと理解します。教育の効果は、何といっても第一に教員の資質・能力の向

上により高まります。研修の内容が具体的に記述されており、その多様性や

回数から見て充実ぶりを窺うことができます。校長、副校長をはじめ幹部教

員の研修が盛んなことは分かりますが、一般教員を対象とした研修がどうな

っているのかがよく見えません。初任者研修、年次研修以外は希望者対象な

のでしょうか。 

 「教員は忙しくて教材研究の暇がない」という言葉をよく耳にします。民

間の研究会や学会への教員の参加者は少ないのが実態ですが、教員が研修や

教材研究に力を入れなくなったら学校教育は崩壊します。研修・研究に力を

入れることができるよう時間と場を確保する工夫をぜひ進めてほしいと思い

ます。全教員が、年に一度は研究発表をしたり研究レポートを提出するよう

な教育現場の在り方を期待しますが、無理な願いでしょうか。 

 （８）の安全の問題も喫緊の事柄であり、地域との協働も進んでいるよう

で、良い施策だと思います。（１０）の個人情報の件も安全教育の一環として

重要です。最近の大災害を経験して、「リスク教育」の重要性が各界で指摘さ

れ実践に移されるようになりました。安全教育と並べてリスク教育をどう進

めるかについても、ぜひ検討していただきたい。かつて、学校は「地域の文
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化センター」の役割を果たしてきました。社会の変化が進んでも、この理念

は変わっていないと信じます。（９）にある学校施設や機能の開放やそれを使

っての活動は、地域との協働で更に進めていかなければなりません。 

 

６ おわりに 

 時代が変わっても教育の基本的な理念は変わりませんが、激しい社会の変

動の中にあっては見直しを迫られる問題も絶えず出てきます。教育目標や基

本方針も例外ではありません。教育基本法や学習指導要領も改定されました

が、公教育としては、これら国の方針との整合性も検討する必要があります。 

 個人の尊重に加えて、「共同・協働・協力・共生」などの理念を繋げていく

とか、欠けている「家族の重視」を入れるとか、単なる「社会の一員」では

なく「国家・社会の一員」とするなどの文言の吟味も重要であると思います。 

 基本方針には様々な多くの要素が入っていますから、分析して各施策の具

体的目標を明確にし、その目標達成度を評価する方法を工夫するとよいでし

ょう。具体的目標が評価規準になるわけです。評定は殆どが「Ａ」になって

います。それ自体は結構ですが、Ｃ、Ｄを付けることは決しておかしいこと

ではなく、むしろ課題を明確化し新しい取り組みを生み出す効果をもたらし

ます。評価の方法、評価者の選択も合わせ、更に検討を続けてほしいと期待

します。 

 実際の活動現場を確認せずに、報告書の文面だけで教育施策を検討させ

ていただきましたが、全体的に見て「大変だなあ」「多面的によくやっている」

「担当者は随分と努力している」というのが率直な感想です。検討・評価に

ついては、誤解とか恣意的な判断のそしりを免れないと危惧しますが、一私

見としてお汲み取りいただきたい。当局の努力を多とするとともに、東村山

市の教育が益々発展することを願っております。 
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高 橋  秀 美 

   （元国立音楽大学教授） 

 

 

１ 基本方針の改定、組織の改編及び各事項記載内容の概括的検討 

 教育委員会は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、教育

目標及び基本方針等の策定、事業計画の作成・執行、事業の執行状況の点検・

評価・公表等に努めている。このことを踏まえ、以下の検討を行う。 

(１) 基本方針の下位項目の改定 

 平成 25 年度の基本方針については、基本方針１の(３)における「いじめや

不登校にかかわる調査を分析し」等の文言追加、同４の(１)における「（二学

期制）実施上の課題を整理」の文言追加、同(11)における「学校施設の老朽

化や教育環境の改善」への全文改定等、計７か所の改定が行われた。 

基本方針１の(３)は、指導室担当の学校適応状況調査やいじめ実態調査の 

実施を踏まえている。また、同４の(１)は、指導室が、二学期制の検証を行い、

課題を整理して対応の具体策を検討したことに基づいている。同４の(11)は、

庶務課が担当し、平成 24 年度に校舎・屋内運動場の耐震化を前倒しで達成し

たことによるもので、事業の執行状況を反映している。 

基本方針及びその下位項目を普段に見直し、取組全体の一貫性整合性を図 

り、有効適切な事業執行に努めることは必要であり、高く評価したい。 

(２) 組織の改編 

 平成 25 年度は、教育支援課が開設され、国体推進室の事業が終了した。取

組のニーズや執行状況を踏まえて組織の改編を適宜適切に行うことは、重要

であり、高く評価したい。 

 新設の教育支援課は、特別支援教育関係の 10 事業（他課からの移管事業９、

新規事業１）を担当している。新規事業の「専門家チーム医師による相談会」

は、実施の待たれた事業である。また、平成 24 年度のＢ評定３事業の内、１

事業がＡに向上した。今後の取組の更なる改善充実を期待したい。 
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 (３) 事業数と評定 

 平成 25 年度の総事業数は 118（再掲 11 事業を除く）で、この内、新規事

業（平成 24 年度に記載のない事業）は 10（8.5％）である。評定の内訳は、

Ｓが６(5.1％)、Ａが 105（89％）、Ｂが７（5.9％）である。平成 24 年度の事

業数は 117（再掲 12 事業を除く）で、評定の内訳は、Ｓが６（5.1％）、Ａが

104（88.9％）、Ｂが７（6％）である。したがって、事業数及び評定の内訳に

関しては、平成 24 年度と 25 年度との間に大きな差はない。 

 評定に変更のあった事業は 11（9.3％）で、この内、向上したのは５（4.2％）

である。内訳は、「Ａ→Ｓ」が２で、国体推進室の競技実施の成功と指導室の

「市民の集い」における生徒発表の取組である。また、「Ｂ→Ａ」が３で、教

育支援課の校内委員会への支援、公民館の小学生向けの体験事業と親子映画

会である。これらの改善努力を高く評価したい。 

 新規事業では、庶務課の学校施設・教育環境改善の３事業（外壁やトイレ

の改修工事等）に注目したい。児童・生徒の喜ぶ姿が目に見えるようである。 

（４）「施策の取組状況」と「今後の取組の方向性」 

 平成 24 年度と 25 年度の「施策の取組状況」の記載内容を比較すると、総

事業数 118（再掲の 11 事業を除く）の内、全面又は部分改訂（実績に関する

記述を除く）の「有」は 78（66.1％）、「無」は 40（33.9％）である。また、

実施回数や参加者数等の実績は、記述「有」が 67（56.8％）、「無」が 51（43.2％）

である。実績等の工夫改善の努力が伝わる記述を期待したい。 

「今後の取組の方向性」は、改訂「有」が 65（55.1％）、「無」が 53（44.9％）

である。改善に向けた考え方が示されることを期待したい。例えば社会教育

課は、「市民の集い」について、参加する市民が固定化傾向にある状況を踏ま

え、広報活動や講師選定の工夫を取組の方向性として挙げている。簡潔かつ

的確な記述であり、期待は自ずと高まる。  

 

２ 「まちづくり」を担う人材の育成 

 教育委員会紹介リ－フレット「東村山の学校教育（平成 25 年度版）」は、 

教育委員会標語「共創と連環」を掲げている。このことは、「まちづくり」の

人材育成においても貫かれている。 

（１）「連環」の教育 
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 教育目標前文は、「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」を掲げている。このことを踏まえ、基

本方針２の（１）①は、「幼稚園・保育所からの校種間の連携を重視」すると

している。その実現のため、指導室担当の「小中連携懇談会」や平成 26 年度

以降小中学校合同開催とする方向性を明らかにした「体力つくり検討委員会」

に期待したい。また、幼稚園・保育園と小学校が連携した就学前からの教育

の具体的進展による「連環」の教育の更なる強化にも期待したい。 

 特別支援教育については、乳幼児期から学校卒業までのライフステージを

見通した教育を支援するため、「幼児相談室」「教育相談室」「各校の校内委員

会支援」等の多様な事業が実施されている。その更なる充実を期待したい。 

 社会教育においても、各担当課が、幼児から高齢者までの多様な年代を対

象とした様々な事業を実施し、人材の育成に大きな役割を果たしている。注

目したいのは、郷土に根ざし、郷土愛をはぐくむ取組である。例えば、ふる

さと歴史館は、「徳蔵寺展」等の展示や下宅部遺跡の公開の他、郷土にかかわ

る講座・講演会・体験事業を数多く実施し、参加者数 11,445 名（前年度比

2,126 名増）の実績を上げており、高く評価したい。今後の取組の方向性と

して、平成 24 年度には記載されていた「東村山学」に期待したい。 

（２）「共創」の教育 

「共創」の教育の例として、①学校の教育活動への支援、②関係団体（個

人）やボランティアとの連携とそれらへの支援、の取組がある。 

① の例として、指導室の、社会教育課との連携による「いのちとこころの 

教育」をテーマにした授業・講演、学校評議員制度及び教育学生ボランティ

アの派遣、図書館の学校図書館への特別貸出、ブックトーク訪問及び学校図

書館専任司書への支援、ふるさと歴史館の「昔さがし」授業のための展示と

学芸員等による説明及びまゆ玉づくりなどの出前授業は、その好例である。 

② の例として、社会教育課の生涯学習人材バンク事業、図書館の東村山音 

訳の会や東村山製本研究会との連携・共催による事業実施、ボランティア支

援のための「子どもと本を知る」講座や乳幼児への読み聞かせのための研修

会等の開催、公民館の東村山音声ＰＣサークルとの協働事業や市民講座ボラ

ンティアの活動、ふるさと歴史館の伝承サポーターなどを挙げることができ

る。人材の活用は人材の育成に結び付くことであり、重要な取組である。 
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このように「まちづくり」を担う人材育成の取組が、「共創と連環」の観点

に立ち、統一性と一貫性を有していることは明瞭であり、高く評価したい。 

 

３ 基本方針に掲げる諸施策の執行状況について 

(１) 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る。「いのちとここ

ろの教育週間」では、各課が単独又は他課との共催で人権教育、道徳教育、

健康・安全教育等の様々な事業を、広く市民に公開して実施している。平成

25 年度は、従前からの取組に加え、人権教育推進校研究発表会を市立小中学

校教職員 275 名の参加を得て開催した。また、平成 26 年度に向けて、全生

園での学習形態等の検討（指導室）や「全生園とハンセン病を知るーブック

リストと資料」の改訂（図書館）を行うとしている。各事業の成果の普及・

活用に期待するとともに、本取組を充実する方向で継続していただきたい。 

 この「いのちとこころの教育」に関連して、いじめ問題の解決は学校教育

の重要な課題である。関係各課が、学校いじめ防止対策基本方針の策定を契

機に、所管の事業を通して得た情報の共有と合同のケース会議の実施など連

携・協力の実を上げることにより、取組の更なる強化を期待したい。いじめ

実態調査や学校適応状況調査は、その結果の活用があってこそ意味を有する。 

 なお、男女平等教育に関しては、内容の具体的な記載がなく不明である。 

(２) 基本方針２「豊かな個性」と「創造力の伸長」について 

 学力向上については、各学校が「授業改善推進プラン」を着実に実施する

必要がある。教育委員会による指導・助言や支援の取組の充実が期待される。

また、「東村山市版算数基礎ドリル」の作成を高く評価しており、「数学編」

の作成が待たれる。 

食育の推進とかかわって、学務課が市民スポーツ課と共催して行った親子

で参加する「スポーツ・食育教室」や学校給食運営委員会作成の市制 50 周年

記念「学校給食 50 のレシピ」は、興味深い企画であり注目したい。現在、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。この取組の点検・評価と公表は大切なことである。 

(３) 基本方針３「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実について 

社会教育課が他課と連携して行う市民文化祭に注目したい。社会教育・ 
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生涯学習団体（個人）の 115 団体にとって日頃の成果を発表する重要な機会

であり、その規模から市を代表する事業と考えられるからである。市制 50

周年を記念した企画に期待したい。 

 また、市民スポーツ課の各種スポーツ教室や公民館との共催による元気ア

ップ教室にも注目したい。幼児から高齢者までの多様な年齢層や将来のアス

リートを目指す市民をも対象としており、高校生以上の年代の若年層を引き

付け得る事業だからである。 

 図書館のオンラインデータベースの種類増（2 種類を７種類に）や図書展

示回数増（137 回を 172 回に）等、資料提供充実の取組を評価したい。 

(４) 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 

指導室が担当する二学期制について、平成 24 年度には記載のなかった検 

証結果や課題とその対応策が明記されたことは評価したい。 

 また、安全教育にかかわって、学務課の小学校通学路の「合同実査点検」

は、前年度の「緊急合同点検」を受けたものと考えられるが、ストップマー

クを設けるなどの対策を取ったことに意味がある。指導室のセーフティ教室

の開催や地域安全マップの作成も、基本方針１にある「災害対応マニュアル」

等の活用とともに重要であり、今後も継続していただきたい。 

 

４ 施策の点検・評価にかかわる課題 

 今回、項目名を、従前の「今後の取組」から「今後の取組の方向性」とし

たことに賛成である。作成時点での実情に沿うと考えるからである。 

今後の検討課題としては、①「施策の取組状況」に前年度の主な改善点と

その実施結果及び取組の実績・予算等を記載すること、②「今後の取組の方

向性」に次年度に向けた工夫改善の考え方を記載すること、を挙げたい。 

なお、本稿は、報告書に依拠して作成している。ご理解をいただきたい。 
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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実施要綱 

 

（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

び評価を実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。 

（点検及び評価の実施） 

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回実施する。 

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実施にあたり、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、再任されることができます。 

 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、再任されることがで

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。 



 

- 76 - 

 

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 室 

 

                           教育支援課 

 

                           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 

 

                             

                 

 

 市立小学校 

                  （１５校） 

              

市立中学校 

                 （７校・分校１校） 

 

        （平成２６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・室・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。 
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環境整備係 

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(指導室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。 

 

指導室 

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
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び指導に関すること。 

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. 室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. 教育相談室に関すること。 

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. 健全育成学習室（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. 青少年教育及び青少年健全育成に関すること。 

5. 青少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. 青少年問題協議会に関すること。 

8. 青少年委員に関すること。 

9. その他青少年に関すること。 

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、教室開放、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。 
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4. スポーツ施設の指定管理者業務の統括に関すること。 

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。 

 

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実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。 

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。 
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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。 

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。 
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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、講座及び教室等の事業の開設に関するこ

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、公民館の事業の実施に関すること。 

6. 事業予算の執行に関すること。 

 

 

 

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。 
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5. その他、公民館の事業の実施に関すること。 

 

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。 

        

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２６年４月１日現在） 
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