
１ 

平成２５年第１０回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年１０月２日（水）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 、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 石 田 玲 奈 

教育部次長 間 野 雅 之 教育支援課長 高 橋 功 

庶務課長 田 中 宏 幸 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 肥 沼 卓 磨 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

指導室長 川 合 一 紀 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 磨 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 小 林 宏 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 木 下 信 久 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 

 ２５選挙第１号 東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職

務代理の指定 

 議案第３８号 東村山市文化芸術表彰 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①「いのちとこころの教育」の推進に向けて（指導室） 

②教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

③市民文化祭について（社会教育課） 

④青尐年健全育成大会について（社会教育課） 

⑤学校教育法施行令の一部を改正する政令の公布・施行について

（教育支援課） 

⑥議会関係について（部長） 
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午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただ今より、平成２５年第１０回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。本日の署名委員を吉村委員にお願いします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、ただ今傍聴

を希望の方が６名申し出をされておりますので、傍聴の許可について

お諮りいただきたいと思います。 

○町田委員長 ただ今傍聴の申し出がありました。傍聴を許可したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３４分 再開 

 

○町田委員長 再開いたします。 

  最初に傍聴の方に申し上げます。本委員会におきまして、録音・撮

影等の許可はいたしませんので、ご了承願いたいと思います。また、

携帯電話は電源をお切りいただくようお願いいたします。 

  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。 

  ２５選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職務

代理の指定を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

○田中庶務課長 ２５選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及

び委員長職務代理の指定。 

  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１６

２号）第１２条の規定により、東村山市教育委員会委員長の選挙及び

委員長職務代理の指定を行うものである。 

  平成２５年１０月２日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、

森純。 

  東村山市教育委員会委員長の選挙及び委員長職務代理の指定。 

  説明。教育委員会委員長の任期が平成２５年１０月６日で満了とな

るため、委員長の選挙及び委員長職務代理の指定を行うものでござい

ます。 
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  この選挙は、先程申しましたように、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１２条第２項におきまして、委員長の任期は１年とす

る、ただし再任されることができると規定されております。また第４

項では、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あ

らかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行うとされておりま

すので、東村山教育委員会会議規則第７条の規定により、この会議で

委員の互選の方法によりまして委員長の選出をお願いするものでござ

います。 

  また、同規則第７条第３項によりまして、委員長選挙の方法を準用

いたしまして委員長職務代理の指定を併せてお願いするものでござい

ます。 

  説明は以上です。 

○町田委員長 庶務課長からの説明が終わりました。 

  ただ今から委員長選挙を行います。選挙方法は委員の互選というこ

とです。ご意見ございますか。 

○吉村委員 町田委員長に継続して委員長をぜひお願いしたいと思いま

す。 

○町田委員長 ほか、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、再任ということで、私、町田を東村山市教育

委員会委員長となることにご異議ございませんでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 ありがとうございます。 

では、続きまして委員長職務代理の指定を行います。 

  東村山市教育委員会会議規則第７条第３項の規定により、委員長選

挙の方法を準用しまして委員長職務代理の選挙を行います。 

  選挙方法は委員の互選ということになります。ご意見ございますか。 

○吉村委員 當摩委員に、ぜひ続けてお願いできればと思います。 

○町田委員長 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、當摩委員を東村山市教育委員会委員長職務代

理に指定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、よろしくお願いします。 
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  それでは、２５選挙第１号、東村山市教育委員会委員長の選挙及び

委員長職務代理の指定について諮りたいと思います。 

  互選の結果、委員長は、町田、委員長職務代理は當摩委員に決定す

ることに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すので、決定させていただきま

す。 

  なお、任期は平成２５年１０月７日から平成２６年１０月６日まで

の１年間です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 ただ今、委員長そして委員長職務代理が決まりましたので、

それぞれ２人の方にご挨拶をいただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

○町田委員長 改めまして、皆様の推薦によりまして委員長を再任させ

ていただきました町田でございます。教育委員長という職を拝命させ

ていただきまして、大変、身の引き締まる思いであり、緊張しており

ます。これからも更に東村山市の教育が良くなりますよう、教育委員

会の皆様と共に手を取り合いまして尽力して参りたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○當摩委員 委員長職務代理ということで、一つ一つのことを考えなが

ら良くしていけるよう、更に充実した教育委員会を皆様と共に考えて

いければとても幸せだと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○町田委員長 よろしくお願いいたします。 

  では、続けさせていただきます。 

  議案第３８号、東村山市文化芸術表彰についてお願いします。 

○平島社会教育課長 議案第３８号、東村山市文化芸術表彰。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年１０月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  東村山市文化芸術表彰。 

  東村山市文化芸術表彰規程（平成１６年東村山市教育委員会規則第

６号）第３条第２号により、別紙のとおり表彰することに議決を得た

い。 

  説明。東村山市の文化芸術の振興に特に功労のあった者を表彰する

ため、本案を提出するものでございます。 
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  補足説明です。今回、文化実行委員長酒井氏より個人２名の推薦が

ありました。一人目は清水千明氏。清水氏は、第８回の市民文化祭

（昭和５６年）から東村山菊盆栽愛好会の代表として参加され、市民

文化祭実行委員会では副実行委員長並びに会計の役職に就かれ、長年

にわたり東村山市の文化芸術の振興に大きく貢献されました。 

  二人目は赤羽ふみ子氏。赤羽氏も第２回の市民文化祭（昭和５０

年）の短歌大会から参加され、そこから会が誕生いたしました。また、

第５回の市民文化祭（昭和５３年）から東村山市短歌会にて参加され、

東村山短歌会副会長として長年にわたり東村山市の文化芸術の振興に

大きく貢献されました。 

  以上の２名でございますが、これらの活動が文化芸術表彰規程第３

条第２号に相当するものと判断し推薦をするものでございます。 

  なお、ご可決いただきましたら、平成２５年１１月３日日曜日の中

央公民館ホールで午前１１時３０分より第４０回市民文化祭セレモニ

ーにおいて表彰を行いたいと思っております。 

  以上です。 

○町田委員長 ただ今説明のありました件につきまして、ご意見、ご質

問をお願いします。 

○當摩委員 清水さんの菊は私も何度か拝見させていただいたことがあ

りまして、植物を育てることに大変なご努力をされており、表彰をお

受けになることは素晴らしいと思います。推薦で上がった方々の長年

にわたるご努力、一朝一夕でここに出てきたわけではないということ

をしみじみ感じまして、表彰させていただくには本当に相応しいお二

人ではないかと思い、とても嬉しいです。 

  以上です。 

○町田委員長 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

  當摩委員から話がありましたように、素晴らしい方だということ、

またしっかりと推薦状が書かれていますので、特に問題はないかと思

います。 

  ほかにご意見ないようでしたら採決をとりたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第３８号につきましては

原案どおり可決いたしました。 

  以上で、予定されていました議案審議は全て終了いたしました。 

  続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

○谷口統括指導主事 報告事項①、②を続けてご報告させていただきた

いと思います。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 始めに①「いのちとこころの教育」の推進に向け

てについて報告いたします。 

  一つ目の青尐年健全育成大会は平成２５年１１月１６日土曜日に中

央公民館にて予定されております。 

  次に、生徒会サミットです。平成２５年１２月２６日水曜日、午前

１０時から正午までの約２時間、東村山市立全中学校の生徒会役員が

集まりサミットを行います。本年度のテーマは、昨年度と同様にいじ

め撲滅を中心に据え、「望ましい人間関係づくり」としました。各学

校で実践しているきずなづくりに関する取り組みの紹介はもちろんの

こと、いじめ問題に対する予防的・開発的アプローチとして、市内全

中学校が一丸となりオール東村山として全校で実施できる取り組みな

どについて話し合っていきたいと考えております。子供たちから出て

きた取り組みに対するアイデアは、指導室でも検討し実現に向けてバ

ックアップしていきたいと考えております。 

  この取り組みにつきましては、報告事項にも記載されております、

平成２６年２月１日土曜日からの「いのちとこころの教育週間」や２

月２日日曜日の「市民の集い」などにも関連付けていきたいと考えて

おります。 

  続きまして、報告事項②教職員、児童・生徒、学校の状況把握につ

いてです。 

  市教育委員会定例訪問、東村山第四中学校の周年行事、野火止小学

校の研究奨励校発表会については、再掲部分を含めて書面の日程とな

ります。ご挨拶、ご指導の程、改めてお願い申し上げます。 

  運動会の予定につきましても記載のとおりでございます。中学校に

ついては既に全校終了しておりますので、平成２５年１０月２６日土

曜日、小学校２校の実施をもって本年度の運動会は終了する予定です。  

  以上でございます。 
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○町田委員長 指導室よりの報告ございましたけれども、今の２点につ

きまして質問、ご意見等ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 続きまして、報告事項③市民文化祭について。 

○平島社会教育課長 ③と④一緒に説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 最初に市民文化祭についてです。カラーポスター

の絵は、東村山高校の小林さんに描いていただきました。 

  平成２５年１０月２５日金曜日、２６日土曜日、２７日日曜日、並

びに平成２５年１１月１日金曜日から１１月３日日曜日までの期間で、

セレモニーが１１月３日日曜日に行われます。 

  続きまして、青尐年健全育成大会です。平成２５年１１月１６日土

曜日、午後１時から開演となっております。一部では中学生の主張大

会、二部では表彰式、三部でアトラクションとなっております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課より２点の報告がございましたが、この件に

関しましてご意見、ご質問等ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 中学生の主張大会、ただ今審査途中でございます。１千

２７２編の中から３３編までしぼり込まれまして、あと一回本審査が

あり、そこで１３編になる予定です。今年も良い作品がたくさんあり、

聞き応えがあると思います。 

  また、絵画・イラスト部門は４５３点と書いてありますけれども、

昨年は２５０点、更に今年は倍近く作品が集まりました。絵画・イラ

ストの場合は提出のない学校もありましたが、今回は全ての学校にて

提出があり７校全ての中学校を審査することができそうです。こちら

も期待できるものだと思いますので、よろしくお願いします。 

  では、特にご質問等なければ先に進めさせていただきます。 

  では、その他の報告事項お持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

○高橋教育支援課長 東京都より、学校教育法施行令の一部を改正する

政令の公布・施行についての通知がありましたのでご報告いたします。

この度「学校教育法施行令の一部を改正する政令」が平成２５年８月

２６日に公布され、同年９月１日に施行されました。 
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  第１、改正の趣旨ですが、「就学基準に該当する障害のある子ども

は特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改

め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、

医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえ

た総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当であ

る。」との提言がなされたことなどを踏まえ、所要の改正を行うもの

であり、この報告においては、「その際、市町村教育委員会が、本

人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大

限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズ

と必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市

町村教育委員会が決定することが適当である。」となります。 

  なお、本改正の内容は、東京都教育委員会において、『障害のある

児童・生徒の就学相談にあたって』（平成１４年８月２７日付１４教

学義就第１０８号）で周知し、各区市町村教育委員会が既に取り組ん

できた内容となっております。 

  今後も引き続きこの内容で取り組みたいと思います。 

  以上でございます。 

○町田委員長 教育支援課長の説明が終わりましたけれども、何かこの

件に関しましてご意見、ご質問等ございますか。 

○森教育長 従来どおりの指導内容で、本市の場合には特に変わりはな

いということなのですが、あえて一部改正についての通知というのが

出された趣旨の説明をしていただけますか。 

○高橋教育支援課長 障害者基本法等も一部改正があり、インクルーシ

ブ教育を更に充実させていくということで通知が出されたと考えます。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、よろしくお願いいたします。 

  ほかに報告事項お持ちの方いらっしゃいますか。 

○曽我教育部長 市議会関係につきましてご報告をさせていただきます。 

  市議会は平成２５年８月３０日に初日、昨日の平成２５年１０月１

日に終了いたしました。 

まず、一般質問につきまして説明させていただきたいと思います。 

  大きな点ではグローバル人材教育についての推進で、新学習指導要
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領により小学校５年生・６年生に英語が用いられましたが、今までの

２年間の経過でどのような効果があったかとのことでした。 

  これの目的は、英語を小学校５・６年生に取り入れてコミュニケー

ション能力を向上させることで、東村山市も外部指導員として外国の

講師を招いて取り組んでいると説明させていただきました。 

  次に、特別支援教育推進計画につき第３次実施計画がスタートしま

したが、それに併せて今年度から教育支援課を設置させていただき、

議員からも特別支援教育の推進をお願いしたいということでしたので、

第３次実施計画を着実に進捗させていくこと、また、幼児相談と連携

を深めていきたいと答弁させていただきました。 

  もう１点は空調関係で、普通教室には全教室空調が設置されました

が、特別教室についても設置をしていただきたいということでした。

特別教室への設置ですと予算的には、約１２億円は超えてしまうと考

えられます。補助金も活用しないと当市の一般財源の力では難しく、

今後も東京都や国の補助金がどのようになるのか注視していきたいと

答弁をさせていただきました。 

  決算において主なものを申し上げます。 

まず公民館について、展示室の１階フロアが尐し暗いので、明るく

していただきたいという質問が出ております。公民館は展示室を改善

し、空調関係を直させていただきました。また、照明器具もＬＥＤに

交換し室内は明るくさせていただきました。議員からは、今後展示室

の活用方法を展示だけではなくほかにも使えるように考えていただけ

ないかということでした。公民館長から前向きな姿勢で研究していき

たいと答弁させていただきました。 

  もう一つは、公益社団法人東村山体育協会の決算の数字が見えてこ

ないということでございました。確かに、内訳等が非常に煩雑で、決

算の内訳が見えづらいということでしたので、今後検討していき分か

り易い決算書になるようにしたいと考えております。 

また、市政５０周年記念行事として東京都の補助金を活用しまして

レシピ集の作成をしております。式典に併せて配布したいと教育委員

会では考えております。配布部数は１千部を予定していると答弁させ

ていただきました。議員から、良いものを作っていただきたいという

質問が多く出されまして、市としてもいろいろ工夫しながら、東村山

市の地場産の給食のメニュー等、または旬のものを学校給食で取り入
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れてうまくレシピ集にまとめたいと答弁させていただきました。 

  また、プロの写真家に協力をいただいているので、良いものができ

るのではないかと答弁させていただきました。私も期待しております

ので、よろしくお願いしたします。 

  議会関係は以上でございます。 

  次に、先般行われました国体デモンストレーション大会のティーボ

ールにつきましては、数多くの参加者に集まっていただき、また吉村

委員にもご臨席賜りまして誠にありがとうございました。１千人以上

の参加者でかなり賑わった大会となりました。晴れやかな天気の中で

実施できたのは、非常に嬉しく思っております。子供たちが怪我する

こともなく無事終了させていただきまして、各会場の学校からも立派

な大会ができて良かったという本当に温かい言葉をいただきました。 

  今週末からスポーツ祭東京２０１３バスケットボール大会が始まり

ますけれども、事務局も一丸となって仕事を進めております。教育委

員の方からもひとつ温かい心を持って１０月４日の式典にご参加いた

だければと思っておりますので、今後も引き続きよろしくお願いした

いと思います。 

  以上です。 

○町田委員長 ただ今部長より市議会関係の話いただきましたけれども、

この件に関しましてご意見、ご質問ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ティーボール大会も無事にということで、本当によかっ

たと思います。 

  では、次に進めます。 

  ほかに報告事項お持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、報告事項がないようですので、以上をもちまして

委員会を閉会させていただきます。 

  以上をもちまして、平成２５年度第１０回東村山市教育委員会定例

会を閉会いたします。 

   

午前１０時０５分閉会 

 

 


