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平成２５年第１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年１月７日（月）東村山市教育委員会を東村山市いきいき

プラザ４階教育委員会室に招集した。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（５名）  

  町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 禮子、森 純 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１７条第２項により助

言のために出席した者は次のとおりである。 

  教育長 森 純 

〇教育長の助言のために出席したものは次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 指導主事 板 澤 康 矩 

教育部次長 間 野 雅 之 指導主事 木 下 信 久 

庶務課長 田 中 宏 幸 社会教育課長 神 山 正 樹 

学務課長 平 島 亨 市民スポーツ課長 森 脇 孝 次 

指導室長 川 合 一 紀 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

副参事 村 木 尚 生 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 小 林 宏 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 佐藤 道徳 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第１号 平成２５年度東村山市教育委員会の教育目標及

び基本方針 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２５年１月からの教育活動に向けて（指導室） 

②平成２４年度いのちとこころの教育週間 

－東村山市立小・中学校の取り組み－（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（再掲） 

④市民の集いの開催について（社会教育課） 

⑤平成２５年度 第５０回市民大運動会について（市民スポーツ

課） 

⑥平成２５年度スポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員会スケ
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ジュールについて（国体推進室） 

⑦第１９期東村山市立図書館協議会委員の退任について（図書

館） 

 

午前 ９時３０分 開会 

○町田委員長 新年あけましておめでとうございます。ただいまより、

平成２５年第１回東村山市教育委員会定例会を開催いたします。本日

の署名委員を當摩委員にお願いしたいと思います。それでは、議事日

程に従いまして進めさせていただきます。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会についてですが、傍聴の希望

の申し出をされている方が３名いらっしゃいますので、ご許可をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 傍聴の方がいるということですが、皆さん、よろしいで

しょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、傍聴を許可いたします。 

  それでは、休憩いたします。 

午前 ９時３２分 休憩 

 

午前 ９時３４分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

 まず、傍聴の方に申し上げておきます。 

 本定例会におきまして、録音撮影等の許可はいたしませんので、あ

らかじめ御了承いただきたいと思います。また、携帯電話の電源はお

切りになりますよう、お願い申し上げます。 

 それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきますが、本日、

年頭ということですので、各委員より一言ずつ、今年の抱負等、お話

をしていただきたいと思います。私から、挨拶をさせていただきたい

と思います。 

皆さん、あけましておめでとうございます。平成２５年のスタート

ということで、このように皆さんとともに新年あけましておめでとう

ございますと言えますことは、本当にうれしいことでありますし、喜

ばしいことではないのかと思っています。 
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  平成２５年といいますと区切りの良い周年の年だと思います。ご存

じのとおり政権も新しくなり、また東京都におきましては知事も新し

くなったということで、全てが新しいところからスタートするのでは

ないかと思っております。教育委員会におきましても２５年という節

目の意味では新たなスタートということで、いろいろとお願いしたい

と思います。 

  言うまでもなく、平成２５年、２０１３年は国体開催の年で、これ

までいろいろと皆さんで準備してきた中、いよいよ本番の年というこ

とになります。この国体は、全市を挙げての大きな行事になるのでは

ないか思います。ぜひ皆さんの力で、そして本当に行なって良かった

と思えるような国体になればと思っております。子供から、大人、そ

れから高齢者まで、本当に幅広い年齢の方々の気持ちが一つになる大

イベントだと思いますし、このチャンスにいろいろなことを進めてい

けるのではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  正月の行事としては皆さんもテレビでご覧になっているかと思いま

すが、大学生駅伝があり、私も２日・３日と見させていただきました。

毎年正月の行事として見ている中で、どこの学校、誰がという、特に

応援する選手はいないのですが、一人一人の走っている姿を見て、そ

して襷を受け渡す姿を、毎年見ていて感動させられます。それは何か

といいますと、やはり襷を持って走っている人は次の人に渡すぞとい

うその信念、そして渡すからには尐しでも良いタイムで、次の人に良

いところで渡したいというその思い、それはまさに我々の生活の中で

も全てではないのかと思います。私たちは、今、この社会で、歴史の

線でいえばその１本につながっている中の一部を任されているのが、

我々の今ではないかと思います。ぜひ、今を一生懸命頑張っていただ

いて、そして次の世代に良いところでバトンタッチできるような、そ

のようなつもりでいてもらえれば本当にすばらしいのではないのかな

と思います。ぜひ、一つになって頑張っていただきたいと思います。 

  自分の今年の抱負としましては、健康はやはり大事だと思いますの

で、健康に注意して、そして尐しでも自分自身の余力をつけられるよ

うにと思っています。体力だけではなくて、いろいろ仕事の面でも、

今まで体調を崩したりしていましたが、尐しでも余力をつけていろい

ろなことができればと思っています。ぜひこの１年、皆さんと頑張っ

ていきたいと思いますのでお願いしたいと思います。 
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  以上です。ありがとうございました。 

  では、続きまして、當摩先生よろしくお願いします。 

○當摩委員 あけましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしく

お願いいたします。 

  今、町田先生がすてきな今年の抱負を言ってくださり、私も今年は

どんな年にしたいかと暮れから考えていました。もう６０歳を超えて、

何か自分の年代にできることというのがあるのかとしみじみ考えられ

る年になってきました。震災の後、１年以上たって２回目のお正月を

迎え、悲しさをみんな忘れない中で、みんなが求めていることがつな

がることであるならば、どのようにしたら一番うまくつながることが

できるのかということを日本全体で考えているのではないかと思いま

す。恐らく子供たちが一番そのことに迷っているかと思います。 

自分自身のささやかなことを考えてみますと、もう１１回目になる

大学のサークルのＯＢ会を行います。私が活動していたのはバンドで

すので、１０バンドぐらいが音出しをして、今回は７３人が集まりま

した。一番年上の方はもう７０歳近くになられた方です。三々五々集

まってきて、ご家族とか友人も一緒に集まり、つながれることの自然

体の中で、自分たちが好きなことからつながってきたことだなとしみ

じみ思える年になりました。 

そこで、私の今年の課題としては、つながることを積極的に、どん

なことをしたらみんなでつながれるかということです。町田先生は襷

を渡すということをおっしゃってくださいましたけれども、横につな

がる中でお互いの襷を一緒にかけ合えるような、そういう同時代を生

きていけるようなことを皆さんとさせていただければうれしいと思い、

何ができるかと今考えている年の初めでございます。どうぞ今年もい

ろいろ皆様からのお知恵をいただいて、つながるためのアイデアをい

ただければうれしいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 どうもありがとうございました。 

  では、続きまして、吉村委員。 

○吉村委員 おめでとうございます。 

  この１年、何がキーポイントかと考えますと、やはりスポーツ祭東

京だと思います。町田先生がおっしゃいましたけれども、本大会まで

徹底して準備して、そして余力を持って全国からのお客さんをお迎え

して、東村山の良さを思い切りＰＲしてもらえば良いと思っておりま
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す。私も、私の立場でぜひ全力投球させてもらいたいと思っておりま

すので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  続きまして、では、小関委員にお願いしたいと思います。 

○小関委員 あけましておめでとうございます。 

  教育委員に任命され、やっと３カ月が経ちました。１０月、１１月、

１２月とまだ自分の肩の力が抜けていないかと思うところもあるので

すけれども、それでも、ある意味古巣に帰ってきたという思いもあり

まして、皆様方にいろいろと支えていただきながら３カ月が経ったと

いう感じです。 

  私は、自分が小学校の中にいたということで、やはり子供たちの実

態がすごく気になります。ところが、だんだん年をとると実態に目を

向ける、目を向けると言いながら、表面的な子供たちの見方しかでき

ていないのではないかと思うことがあります。今年は子供たち一人一

人の実態をさまざまな角度から探っていきたいと一番に考えていると

ころです。もちろん学校生活もそうですけれども、地域においての子

供はどうなのか、家庭生活ではどうなのかという、子供たちの一人一

人についての実態をどのように自分のきちっとした情報にしていくか

ということを課題にしたいと考えております。 

  その中で、TIMSSの学力の調査、科学、数学の面ですが、日本の子

供たちの学力が上がったということを言われていますが、それをつぶ

さに見ると、子供の生活の質というのがかなり学力に関わっていると

いうことが言われています。朝食を食べているだけではなくて、その

朝食の中身が何なのかということです。そういうことからいきますと、

やはり子供の生活の質ということをもっと考えていかなければいけな

い、つまりは、大人の生活の質も考えていかなくてはいけないと思っ

ています。その生活の質と子供の実態とを結びつけて、今年１年間の

私の課題にしていきたいと思っています。 

  もう尐し肩の力を抜いて、頑張っていきたいと思っていますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 どうもありがとうございました。 

  では、続きまして、教育長お願いします。 

○教育長 おめでとうございます。 

  今年、年が明けて最初に皆さんに行なっていただかなければいけな
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いのは、政権が交代し緊急経済対策に向けての準備、いろいろな交付

金等が考えられますので、準備をしていただきたいと思っています。

また、国体が今年の一番のイベントであろうと思いますので、先ほど

来、各委員の先生方からお話がありましたように、一丸となって国体

が成功するように努力をしていきたいと思っているところでございま

す。 

  そのほか、各課におきましても、それぞれ課題といいましょうか、

目標といいましょうか、あろうかと思います。 

ふるさと歴史館は、出土品の重要文化財の指定に向けて着々と準備

を進めていただきたいと思いますし、市民スポーツ課は体育館の外壁

工事、トイレの改修、具体的にやらなくてはいけない部分がたくさん

あるだろうと思います。また、指定管理がスタートしてから順調には

きておりますけれども、まだまだすり合わせをしていかなくてはいけ

ない部分もあろうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

  指導室は、いつも話題になりますけれども、学力向上に向けての努

力、そして、今年は二学期制の検証をするということがございますの

で、その辺もあわせてお願いしたいと思います。 

  学務課では、今までの放射能測定、あるいは地場産の食材をいかに

導入していくかというところでご尽力いただいている訳ですけれども、

今後もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  庶務課は、今最初に申し上げましたような校舎の大規模工事が交付

金等でできるかどうかという部分がありますので、それについてぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

  社会教育課は、生涯学習計画の大詰めを迎えているということで、

協議会との検討もあわせて、またパブリックコメントも間もなくスタ

ートするということになりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

っています。 

  図書館も、いろいろと施設が老朽化する中で難しい運営を強いられ

ているところではありますけれども、電車図書館でも力を入れていた

だいて、環境整備係の方にも力を貸していただいて、きれいになった

ということでございます。図書館は、内部のことだけではなくて外部

にもいろいろ目を配っていただいて努力をしていることに感謝をして

おりますが、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  いろいろな課についての課題を申し上げさせていただきましたけれ
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ども、物事を進めていくときに課の中だけでできれば十分ですけれど

も、もしそれが難しいような場合には、やっぱり教育部全体で協力し

て進めていきたいと思っておりますので、ぜひご協力のほどをよろし

くお願いしたいと思います。 

  事務的なお話で大変申し訳なかったのですが、よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○町田委員長 どうもありがとうございました。一通り皆さんのお言葉

をいただきました。新年のスタートということでお話いただきました

が、繰り返しますけれども、教育委員、そしてまた教育部の皆さん、

教育委員会として一つになって平成２５年も頑張っていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきます。 

  議案第１号、平成２５年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針についてお願いします。 

○田中庶務課長 議案第１号、平成２５年度東村山市教育委員会の教育

目標及び基本方針。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年１月７日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  平成２５年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針。 

  平成２５年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針を別紙の

とおり定めることに議決を得たい。 

  説明。東村山市における平成２５年度の教育目標及び基本方針を定

めるため、本案を提出するものであります。 

  それでは、お手元の資料をご確認願います。まず議案に載っており

ます教育目標及び基本方針が議案として綴ってあります。 

続きまして、資料としてお手元の資料の１から３までございます。

資料の１が主な変更点について列記したものでございます。変更点と

しては全１８カ所を掲載しております。 

  続きまして、資料の２をご確認ください。こちらにつきましては、

議案に提示されているものと同じものでございますが、変更箇所を下

線で表示しているものでございます。 

  続きまして、資料３をご確認ください。こちらにつきましては、Ａ

４判の横になっておりますが、平成２４年度と平成２５年度の新旧対
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照表にて変更点を表示させていただいております。平成２５年度の変

更点にアンダーライン並びに吹き出しをつけさせていただいて表示を

させていただいておりますので、この資料３をもとに主な変更点につ

いてご説明をさせていただきたいと思います。 

  それでは、この変更点につきまして、まず教育目標でございますが、

こちらにつきましては、昨年と変更はございません。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いけない。経済や社

会のグローバル化、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て日本の未来を担う人間を

育成する教育が重要となっております。特に、当市の教育におきまし

ては、東村山市のスローガンにもなっております「人と人 人とみど

りが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現を目指して、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っていく。このようなもとに、東村山市の教育

委員会は東京都並びに他の区市町村と連携を図りながら教育行政を図

っていくということで、この下の、囲みの中にあります目標を掲げて

おります。 

  この中では、子供たちが知・徳・体ということで人間性を豊かに成

長することを願って、一つ目として互いの生命及び人格を尊重し、思

いやりと規範意識を持って行動する人間。二つ目として、社会の一員

として社会に貢献しようとする人間。三つ目として、自ら学び自ら考

えて行動する個性と想像力豊かな人間。これらの育成に向けた教育を

重視して、学校教育並びに社会教育を充実させ、誰もが生涯を通じて

あらゆる場で学び、そして支え合うことができる社会の実現を図って

いく。この教育については、家庭、学校、地域がそれぞれの責任を果

たして連携して行わなければならないという認識のもとに立って、全

ての市民が教育に参加をしていくことを目指すということで、今年度

も昨年と引き続いてこのような教育目標を掲げさせていただいており

ます。 

  続きまして、基本方針に移らせていただきます。 

  こちらにつきましては、先ほど資料１でお示しをしておりますが、

変更点が１８カ所ございます。ただし、年度の変更については除外を

させていただいております。 

  新旧対照表の基本方針の１、（３）でございます。こちらにつきま
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して、基本方針１については大きく３点変更点がございます。 

第１に基本方針１の（３）でございますが、こちらにつきましては

今年度のいじめや不登校に関わる様々な取り組み、そして全国におけ

る事案の発生に関わるところで、情報の共有が非常に大切であるとい

うことです。さらにはこのいじめの調査結果等を活用した取り組みが

重要である、そういったことを含めまして、文言の追加をさせていた

だいております。 

（４）につきましては、社会教育関係でございますが、これまで

「なぎさ体験塾」が抜けておりましたので、その文言を追加させてい

ただいております。それに伴いまして、実施の順番を整理させていた

だいて、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」、「青尐年健

全育成大会」というような表現に順を追って変更させていただいてい

るところでございます。 

同じく③でございますが、こちらにつきましては、指導室で「東村

山市立小・中学校災害対応マニュアル」、こちらを作成いたしました

関係でその活用についての表現を盛り込ませていただいております。

こちらが追加の１カ所となっております。 

基本方針の２について変更点はございません。 

基本方針の３につきましては、変更点が（１）において２カ所、

（５）において３カ所ございます。 

はじめに、現在、東村山市生涯学習計画を策定中でございますが、

今年度中に完成を予定しております関係で、そのことを含めた文言の

追加並びに変更を行っております。（５）に移らせていただきます。 

こちらにつきましては、先ほどもお話がありましたように、スポー

ツ祭東京２０１３が今年度本実施を迎えるに当たりまして、「みんな

で創る、みんなの国体」という言葉をスローガンとして追加させてい

ただいております。また、生涯スポーツ社会の実現を図るため、体育

協会との連携、さらにはこれまで「選手」というような表記をしてお

りましたが、具体的に育成対象を図るということで「ジュニア」とい

う言葉に変更させていただいております。 

続きまして、基本方針の４に移らせていただきます。こちらについ

ては、（１）について４カ所の変更点を設けております。（１１）に

おいて変更箇所が１カ所ということで表記をしております。 

まず（１）でございますが、現在、本市における小・中学校の二学
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期制、全ての小・中学校の完全実施から６年が経過しております。特

に先行実施をしている小学校におきましては、１１年が経過をしてお

りますが、検証作業を教務主任会中心に行っております。この報告書

が３月までには取りまとめられることになっておりますので、二学期

制実施における教育活動のさらなる充実を図るため、これは三学期制

に戻すということではなくて、二学期制の教育活動の充実、そのこと

を狙いとしながら実施上の課題を整理して、課題解決に向けた取り組

みの必要性を明記すると、そのような意味合いでこのような表現に変

更させていただいております。 

なお、二学期制の検証結果を受けまして、さらに小・中学校の教育

活動を充実させるにはどういった取り組みが今後必要となってくるか

というところを、学校にも求めてまいりたいと、このように考えてお

ります。 

最後に（１１）になりますが、こちらは庶務課の関係でございます。

平成２４年度をもって全ての学校の構造体の耐震化が完了するという

ことから、こちらの二重線で書いてありますところを削除いたしまし

て、今後の課題となっております学校施設の老朽化対策、教育環境の

改善を図るという表現に変更をさせていただいたものでございます。 

以上、基本方針の１から４につきまして、全て１８カ所の変更点を

ご説明させていただきました。この点につきまして、委員の皆様方か

らご意見あるいはご指摘をいただいた中でこの表を修正して正式な教

育目標・基本方針にしていきたいと思いますので、よろしくご審議の

上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。ただいま庶務課長より説明が

ありました。議案第１号の件につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ましたら挙手にてお願いしたいと思います。 

  資料は前回ご提出いただきましたので、皆さん、お目通しいただい

ていると思いますので、その中でお気づきの点がありましたら言って

いただきたいと思います。 

  いかがでしょうか。 

○當摩委員 感想という形で述べさせていただきたいと思います。毎年

この時期に、１年間の基本目標に関して検討させていただいているの

ですが、１年の流れを改めて感じさせていただくということを、委員
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として強く思っております。例えば耐震に関しましても、地震の前か

ら多岐な課題であったことを、１年ではとても全部の学校をできる訳

ではありませんので、分けて行なってきたことが、今年度をもって一

応形として終了するのだというような感無量の気持ちでおります。 

私はこの変更点で本当に差し支えないと思っております。感想を含

めまして、ご努力とともに、これで１年間行なっていけるとよろしい

なと思っております。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  他にいかがでしょうか。 

  私も説明をお聞きしまして、また事前の資料を見させていただきま

して、一つ一つが、平成２５年度に力を入れていく点という意味で、

いじめや不登校、また新たな災害マニュアルを作成したことについて

とか、また生涯学習計画についてとか、それから二学期制をもう一度

よく検証するとか、本当に必要な部分が網羅されていて良いのかと私

も見させていただきました。 

  他にご意見がなければ採決をとりたいと思いますけれども、よろし

いでしょうか。 

○小関委員 基本方針があって、それぞれのタイトルが４とか２とかと

あるわけですけれども、その後の（１）とかある括弧は特に順番とい

うのはないのですね。これは全て同じ重さでということで捉えてよろ

しいですか。 

○田中庶務課長 これは優先順位をつけた表記ではございませんので、

あくまで項目立てをしたということで、全部並列というふうにご理解

いただければと思います。 

○小関委員 はい。 

  それに関連してなのですが、これを全て並列であるとしても、例え

ば、基本方針４の市民の教育参加と学校経営改革の推進ですが、

（１）から見ていきますと、（１）（２）（３）、特に学校経営に関

わり（４）で地域が出てきます。そして、（５）でまた主幹であると

か主任であるとかということで、校長の具体的な経営方針に関わって

きます。（６）で教員の研修が入り、そして（７）ではまた地域とい

うことがあるので、このあたりは整理ができないかと思います。順番

ですけれども、並列であるとしても、学校に関わること、それから地

域というような、そういう示し方はできないかなと思いました。 
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○町田委員長 どうでしょう。確かに、それのほうが読みやすいかもし

れないですね。 

○田中庶務課長 今のご意見をもとに、他のところも、再度見直しをし

た中で、なるべくグループごとに並べかえをして、再度お示しをした

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 私もそれがいいと思います。文言が変わるというわけで

はないですので、整理し直していただくということで、よろしくお願

いします。 

  他はいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、特にご意見もないようですので、議案第１号につ

きまして採決をとりたいと思います。賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、原案どおり可決させていただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  本日の議案は１件となっております。以上で議案を終了させていた

だきたいと思います。 

ここで休憩いたします。 

 

午前１０時０８分 休憩 

 

午前１０時１０分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

  報告事項に移ります。 

  報告事項①平成２５年１月からの教育活動に向けて、指導室からお

願いします。 

○村木副参事 報告事項の①から③を一度にご説明させていただいても

よろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○村木副参事 それでは、よろしくお願いします。 

  ①平成２５年１月からの教育活動に向けてということで、お手元の

資料１をごらんください。 

  平成２５年１月からの教育活動に向けての資料は二つございます。



１３ 

まず、二重線を引きまして変更点を明記したものと、その二重線、下

線をとったものと二つ準備をさせていただいておりますが、本日は変

更箇所６点について、下線の引いてあるほうの資料に基づきましてお

話をさせていただきます。 

  残り３カ月間の小・中学校での教育活動のさらなる充実に向けて、

さらには年度が変わりました４月からの取り組みに向けて、各学校が

これから教育課程の編成作業に入ってまいります。その際の参考資料

ということで、各学校には周知をしながら、さらなる教育活動の充実

に向けて指導・助言を図っていきたいと考えております。 

  まず、「児童･生徒一人一人に、「自分は大切にされている」とい

う実感をもたせる。」中、１番の（１）東村山市立小・中学校災害対

応マニュアルの活用という、昨年指導室でこの災害対応マニュアル、

いわゆる避難所が開設されるまでの各学校の対応について、災害の大

きさ、さらには発生時刻等のさまざまな想定をしながら、どのように

学校が対応していくのかというマニュアルを作成いたしました。その

マニュアルを作成、参考にしていただき、そして各学校でつくってい

る学校危機管理マニュアルの見直しもしていただきながら、具体的か

つ計画的な避難訓練を実施していただくということを求めてまいりた

いと思っています。 

  次に２番（３）の特別支援教育の理解と推進に向けた部分の後半部

分に追記ということで、これまでは各学校に個別指導計画や個別の教

育支援計画の作成を求めてまいりましたが、やはりそのレベルで終わ

っているのではなくて、実際にそれを活用・運用していくということ

が保護者にわかるようにしなければいけない。そのような意味で、保

護者面談を行うとか、あるいは三者面談等でこれらの計画を示しなが

ら保護者に学校の取り組みを具体的に伝えて、安心感、さらには保護

者と連携した取り組みができるようにということでその文言を追加さ

せていただいております。 

  （４）は割愛させていただきます。 

  次に「「自他のいのちを大切にする心」や「人を思いやる心」をは

ぐくむ。」中２番の（１）です。「いじめや不登校にかかわる調査等

の活用をとおして」というのは、実態の把握とともに具体的に調査を

させていただいておりますが、国の調査、さらには東京都の調査が３

本、そして本市独自の調査が３本で、合計７本の調査を行なっており
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ますが、数が多ければいいということではなくて、実際にいじめや不

登校にかかわる未然防止、さらには早期解決、そうすることで課題の

ある子供たちが集団に早く復帰できる、あるいは学校に復帰できる、

そのような取り組みを積極的に行っていかなければいけないかと思っ

ております。特に、不登校にかかわる発生件数につきましては、本市

の大きな課題と受けとめていますので、各学校がさらに丁寧な取り組

みを行うように指導を求めてまいりたいと思っています。 

  さらに（１）の後半部分には、「配慮を要する児童・生徒について

は、新年度に向けた校内での引継ぎを確実に行うこと」、さらには

「小学校から中学校への正確な情報の引継ぎに努める」ということで、

各学校では具体的にこういった取り組みに努めていただいております

が、小学校の課題とするとやや学年間での引き継ぎが十分ではない、

そして組織としての取り組み、さらには中学校においても学級や学年

だけの取り組みから学校全体の組織を通した取り組みといったところ

が課題であると受けとめています。配慮を要するというのはいじめや

不登校だけではなくて、特別支援教育に関わるような子供たち、そし

て家庭に大きな課題を抱えているような子供たちに対してもどのよう

な取り組みをしていくのかというところを共通理解に図る必要がある

ということで、追記をさせていただいております。 

  次に「保護者や地域との連携に努め、期待に応える」中１番の

（１）につきましては、二学期制実施上の成果と課題、これまで６年

間の本実施を受けて教育活動がさらに充実するように、そのためには

新たにどういった計画、あるいは教育課程の編成を考えていかなけれ

ばいけないのかというところで、一つ一つ改善を図っていただきたく

このような表現を追加させていただいております。 

  最後に、同２番の（１）の服務事故の事前防止に向けましては、い

わゆる東京都の教職員における服務事故、この頻度の高い順に並びを

変えさせていただき、最近ではいわゆる会計事故、私費会計事故とい

うのでしょうか、このあたりの事案も増えてきていますことから追加

をさせていただいております。 

  大きく６カ所を変更させていただいている状況です。 

２点目の、「平成２４年度いのちとこころの教育週間－東村山市立

小・中学校の取り組み－」につきましては、資料の２といたしまして、

Ａ３判と、それから教育委員会内部の指導主事も含めた担当者の割当
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一覧、こちらを追加させていただいております。 

各学校の取り組みにつきましては、平成２５年２月１日金曜日から

７日木曜日までの１週間にかけまして、それぞれ道徳授業を公開する、

さらにはさまざまな講演会を企画するということで取り組み予定をご

報告いただいており、それをまとめさせていただいております。 

また、この資料につきましては教育委員会のホームページにも既に

掲載しているところです。 

最後の３点目ですが、教職員、児童・生徒、学校の状況につきまし

ては再掲をさせていただいております。改めて定例訪問、さらには第

五中学校における研究奨励校の研究発表のスケジュールをご確認いた

だければと思います。 

今年もどうかよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。指導室より報告がございまし

たけれども、その中で何かご質問等ございましたら。よろしいですか。  

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、続けます。 

  報告事項の④市民の集いの開催についてということでお願いします。 

○神山社会教育課長 それでは、市民の集いについて報告させていただ

きます。 

  平成２５年２月３日日曜日午後１時から開演となります。内容につ

きましては、第一部は、昨年から加えさせていただいております税に

ついての作文と人権の作文をそれぞれ１名ずつ発表していただきます。  

  ２番目といたしまして、生徒会の発表でございますが、今年は１２

月末に生徒会サミットが行われましたが、その中で「望ましい人間関

係づくり」ということでお話をされ、それについての各学校の発表を

させていただきます。 

  第二部は、例年のとおり講演会で、三咲順子さん、この方はライフ

ワークとして今全国で活動中なのですが、命の大切さとか人を思いや

る心を中心にお話をされているということで、この市民の集いにふさ

わしいということで今回お願いしております。市内のほうに在住され

ている方でございます。 

  第三部は、昨年から取り入れさせていただきましたが、アトラクシ

ョンという形で吹奏楽等の演奏ということで、今回は回田小学校と日
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体桜華高等学校、そして東村山第四中学校の生徒さんにお願いしてお

ります。 

  お時間がございましたらよろしくお願いしたいと思います。 

  前回お話させていただきましたが、来週の月曜日、成人の日の集い

がございますので、併せてよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。社会教育課より報告がござい

ました。市民の集いの件、よろしいでしょうか。何かご質問等ござい

ますか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めます。 

  ⑤平成２５年度 第５０回市民大運動会についてお願いします。 

○森脇市民スポーツ課長 資料はございませんが、市民スポーツ課より

平成２５年度第５０回市民大運動会の開催につきましてご報告をさせ

ていただきます。 

  平成２５年に開催されますスポーツ祭東京２０１３の本大会と市民

大運動会が同時期に開催されますことから、スケジュールの関係、あ

と各種関係団体にお願いする大会役員など、両大会に関わる方々の負

担が当初より懸念されておりました。このことから、年度当初から主

催者団体であります東村山市体育協会、スポーツ推進委員会、１３町

体力づくり推進委員会、そして児童・生徒も関わりがございますので、

市内小・中学校の校長役員会と意見交換や協議を重ねてまいりました。

それらの関係団体の意見も踏まえまして、市及び教育委員会としての

方針及び考え方を出させていただきましたので、この場をおかりしま

してご報告をさせていただきます。 

  平成２５年度は５０年ぶりに東京で国体が開催される特別な年であ

り、市としてはデモンストレーション行事及び本大会を成功裏に終わ

らせ今後に生かすことが最優先であると考えております。平成２５年

度は国体に特化させていただき、同時期に開催予定であります第５０

回市民大運動会を延期させていただき、翌年の平成２６年度の市制５

０周年の冠大会と位置づけさせていただき、第５０回を盛大に開催し

たいと考えております。したがいまして、平成２５年度につきまして

は国体の機運醸成を図るため国体開催１００日前イベントとして６月
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ごろに市民参加型のイベントを開催したいと考えております。国体の

機運醸成のために、大会で役員等を務めていただく体力づくり推進委

員会及び体育協会傘下の団体、市内小・中学校の関係者が一堂に会し

て開催できればより一層機運醸成に効果があるものと考えているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。市民スポーツ課長より説明が

ございましたが、この件に関しまして何かご質問ございますか。 

  確かに同時期にあれだけのイベントを開くことは実際上不可能かな

という感じだし、無理も多いしね。力を分散させてしまうのはよくな

いとは思いますので、これはいいことだと思いますけれども。 

  町民運動会はどうなるのか、何か聞いていますか。 

○森脇市民スポーツ課長 体力づくり推進委員会ともいろいろ協議を重

ねてまいりました。その中では、町の運動会は逆に国体の機運醸成と

いう意味でいつものスケジュールで盛大にやっていただきたいという

ことでお願いをしているところでございます。 

○町田委員長 わかりました。町のことは町のことでありますから、わ

かりました。 

  この件に関しましてはよろしいですか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、そのようにお願いしたいと思います。 

  次は、⑥平成２５年度スポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員会

スケジュールについてということでお願いします。 

○池谷国体推進室長 お手元の資料をご覧いただければと思います。平

成２５年度スポーツ祭東京２０１３東村山市実行委員会スケジュール

（案）につきまして説明させていただきます。 

  昨年は、各委員の皆様には国体開催に向けましてご支援、ご協力を

いただきましてありがとうございました。本年はいよいよ本大会を１

０月に、そしてデモンストレーションの行事としてのティーボールが

９月に開催されますが、成功裏に終わらせたいと考えておりますので、

引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。 

  それでは、はじめに事業関係でございますけれども、国体の１００

日前イベントについてです。今年６月２０日が国体の１００日前に当

たります。６月２３日と記載してございますけれども、本年は都議会
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議員の選挙の関係もありますので、その状況によっては多尐日程が前

後する可能性が出てきましたことをご承知おき願えればと思います。

いずれにしましても、市民が参加できるスポーツ種目、内容などを含

めまして、市民スポーツ課、東村山市体育協会、スポーツ推進委員が

体力づくりなどの関係団体と協議しながら詳細につきましては進めて

まいりたいと考えております。 

  続いて、炬火採火式でございますけれども、これはオリンピックの

聖火と同じような形の採火式でございます。６月の１００日前イベン

トで行うか、それとも９月１日に毎年総合開会式が行われております

けれども、そちらで実施するか、日程及び内容につきましては、検討

中でございます。内容につきましては、弓ぎり等の道具を使いまして

火を起こす予定をしております。その火につきましては、最終的には

６月２８日に味の素スタジアムで総合開会式が行われますので、そこ

の会場に各市町村が火を持ち寄ることになっているということでござ

います。 

  続いて、ティーボール大会でございますけれども、本年９月２１日

土曜日、予備日が２２日で予定しております。会場につきましては、

明法高校、日体桜華高校、経済産業省の３会場を予定しているところ

でございます。昨年同様、各小・中学校の参加の依頼をしてまいりた

いと考えております。依頼内容につきましては、小学校の３年から６

年生、各学年１チーム、それと中学生女子につきましては各学校、１

チームの参加を予定しているところでございます。またそのほか、障

害者の部、一般の部を含めて、合計８４チームを予定しているところ

でございます。また、この大会に向けまして審判講習会等も２回予定

をしているところでございます。 

続いて本大会でございますけれども、第６８回の国民体育大会バス

ケットボール競技大会でございますが、平成２５年１０月４日金曜日

から７日月曜日の４日間、スポーツセンターの第１体育室で開催をい

たします。４７都道府県のブロック大会を通過した１２チームの対抗

戦として、東村山市では予選から決勝までを行います。 

  なお、本大会につきましては、応援席を１階に仮設スタンドを建て

２００席を用意させていただき、その中で各小・中学校への観戦の依

頼を予定しているところでございます。 

  続いて広報・啓発活動でございますけれども、引き続きゆりーとダ
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ンスの普及活動に努めてまいりたいと考えております。また、関連事

業としまして、手づくりののぼり旗や横断幕、これにつきましては、

歓迎メッセージや応援メッセージなどを市内の小・中学校に依頼させ

ていただきまして会場内に掲示してまいりたいと考えております。 

また、花いっぱい運動につきましても、市内の小・中学校や障害者

団体、それからボランティア団体、それから協力団体に花の育成管理

などをお願いしまして、会場の周辺及び会場内に設置してまいりたい

と考えてございます。 

ポロシャツにつきましても、昨年同様、期間を限定し、販売してま

いりたいと考えております。 

その他、地元の名産品等のＰＲを兼ねたお土産品の開発や観光・観

戦ガイドマップなど、産業振興課や商工会などと協議しながら作成し

てまいりたいと考えているところでございます。 

いずれにしましても、これらの事業などの実施につきましては現在

予算を要求しているところでございますので、ご理解のほどをよろし

くお願い申し上げます。 

最後になりますが、教育委員の皆様におかれましては、本年度も引

き続き、ご指導・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。国体推進室よりスケジュール

の説明がございましたけれども、この件に関しまして何かご質問等ご

ざいますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ありがとうございました。 

  続きまして、⑦第１９期東村山市立図書館協議会委員の退任につい

てお願いします。 

○田中図書館長 資料はございませんが、第１９期東村山市立図書館協

議会委員の退任についてご報告させていただきます。 

  今期、図書館協議会において学識経験者として委員を務めていただ

いております内藤征三氏が、本年度開催の２回の協議会について体調

不良により欠席されておりましたが、このたび退任したい旨のお申し

出がありました。改めて慰留をお願いいたしましたが、聴力の衰えも

あり協議に参加しにくくなったことに加え、原因不明のひざの痛みに

より品川区から電車を乗り継いでの来館が困難になったということで、
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任期途中ではありますが退任の決意を示され、やむを得ない事情であ

るとして退任の届け出を受理いたしました。 

  第１９期の任期につきましては平成２５年７月３１日までの約７カ

月で、予定する協議会の回数も残り２回と限られて、新たな委員を迎

えての協議も困難であるため、在任期間は欠員とし、第２０期におい

て改めて新委員への委嘱を行いたいと考えております。 

  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。ただいま図書館長からの説明

で、ご質問等ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  では、ほかに報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますか。報告事

項はよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようですので、教育委員会を閉会させていた

だきたいと思います。 

  以上をもちまして、平成２５年度第１回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

午前１０時３５分閉会 

 


