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平成２５年第１２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年１２月６日（金）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 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 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 

 議案第３９号 東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①１２月定例議会について（教育部長） 

②副校長の異動について（指導室） 

③平成２６年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針の策定

に向けて（指導室） 

④平成２５年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習

慣等調査結果について（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑥就学相談、就学支援シートの実施状況について（教育支援課） 
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⑦青少年問題協議会委員の委嘱について（社会教育課） 

⑧教育部内の職員の人事異動について（教育部次長）  

午前９時３１分 開会 

○町田委員長 ただ今より、平成２５年第１２回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。 

  本日の署名委員を小関委員にお願いしたいと思います。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、傍聴の希望

者が４名いらっしゃいますので、傍聴の許可についてお諮りいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○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３２分 休憩 

 

午前 ９時３３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、御了承願ます。また、携帯電話の電

源はお切りいただきます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。  

  議案第３９号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱について。  

○中村ふるさと歴史館長 議案第３９号、東村山ふるさと歴史館協議会

委員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年１２月６

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱。 

東村山ふるさと歴史館協議会条例（平成８年東村山市条例第８号）

第３条の規定に基づき、別紙のとおり東村山ふるさと歴史館協議会委

員を委嘱することに議決を得たい。 

説明。委員の退任により新たに推薦された候補者を委嘱するため、

本案を提出するものであります。 
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続きまして、補足説明を延べさせていただきます。  

ふるさと歴史館協議会委員の構成は１０名以内でございます。学校

教育関係者の第９期の委員であります八坂小学校、三浦英之委員から

諸事情により、平成２５年１２月３１日をもって、ふるさと歴史館協

議会委員を辞退したい旨、連絡を受けました。後任として、倉田正信

氏を新規委員として予定いたしております。倉田氏は、秋津小学校校

長でございまして、三浦委員からの推薦による選任でございます。任

期につきましては、平成２６年１月１日から３月３１日まででござい

ます。よろしく御審議賜り、御可決賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

以上です。 

○町田委員長 ただ今ふるさと歴史館長から、議題の説明が終わりまし

た。御意見、御質問ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうか。選任した校長先生で問題ないと思

います。 

  では、御意見、御質問はないようですので、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、議案第３９号については、原

案どおり可決いたします。 

  予定されていました議案審議はすべ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。 

  報告事項①１２月定例議会についてお願いします。 

○曽我教育部長 では、１２月定例議会の内容につきまして、説明をさ

せていただきます。 

１２月定例議会は１１月２９日金曜日から開会し、現在一般質問を

終了しております。まず、一般質問の内容につきまして、説明をさせ

ていただきます。 

議席番号５番議員ですけれども、運動公園の「Ｄ５１」保存の問題

点について質問をいただきました。運動公園に設置している「Ｄ５

１」という蒸気機関車の管理についてと設置した経過についての質問

でございました。設置した経過につきましては、社会教育課が働きを

かけて、今の都市環境部に設置の準備をしていただきました。市がＪ
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Ｒ（旧国鉄）に約１年以上かけて設置のお願いをしてきたということ

と、市民からの要望もあり、次代を担う子供たちに勇気を与える目的

で設置をさせていただいたと説明させていただきました。管理はその

後市民スポーツ課に移行しました。今までどのようなことを施してき

たのかという質問には、今まで２回ほど塗り替えと板金補修をしてき

たことを説明させていただきました。契約内容の質問につきましては、

昭和５１年１１月１日から無償の貸与契約をしており、当初５年契約

となっておりますが、その後、双方何もなければ１年ごとに継続の更

新が自動的にされることを説明させていただきました。「Ｄ５１」の

管理について今後質問していくということですが、かなり補修費がか

かりますので、どのように説明していくか考えていくことが必要だと

思っております。 

次の７番議員ですけれども、国体終了後のスポーツ振興についてで

ございまして、全体的には国体がすごく良かったというお話をいただ

きました。市としてどのようにおもてなしの心を持って対応してきた

かという質問でございましたけれども、市民のボランティア、また事

業者等に御協力いただき、市が一体となって国体が行えたと説明をさ

せていただきました。また、そのつながりの中でバスケットボールと

ティーボールを多摩六都、五市ですけれども、広域行政圏で進められ

ないかという質問につきましては、市民スポーツ課が多摩六都のスポ

ーツ担当となっておりますので、そちらから投げかけはさせていただ

きますと答弁をさせていただきました。 

９番議員は、緊急時の対応ということで、「子ども安心カード」を

導入したらどうかというご質問がございました。渋川市が導入してい

るものになりますが、消防と連携し事故があった場合にそのカードを

救急隊に提示すればよりよい、早い処置ができるのではないかという

ことでした。「子ども安心カード」は事故だけでなくアレルギー問題

もかかわっていますが、アレルギー対応につきましては、多摩北部医

療センターの小保内先生に講習をしていただいたり、各学校でエピペ

ンの打ち方等の研修を行ったりと万全を期しております。小保内先生

からは東村山市の児童・生徒のアレルギー問題があった場合には優先

的に全て受け入れるという状況が整っていること、それとともに、現

在、各学校でもそのカードを３種類ほど作り、養護の先生と学校の先

生等が個人の状況カード持っており問題が発生した際にも十分対応で
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きますので、市としては「子ども安心カード」の導入は考えておりま

せんと答弁させていただきました。 

１２番議員ですけれども、スクールソーシャルワーカーの配置、社

会福祉士の資格を持っている人の配置についてで、不登校の児童・生

徒にスクールソーシャルワーカーを用いて対応を図ったらどうかとい

う質問でございます。これは東京都の補助金で事業費の２分の１が出

るものでございまして、３５区市が補助金を用いて対応を図っている

と答弁させていただきました。ただ、東村山市みたいに幼児相談室と

子ども家庭支援センターと、教育相談と就学相談が一体になって活動

している市町村はなく、東村山市はうまく連携がとれております。ま

た、障害支援課と生活福祉課とも連携がとれており、学校もあわせて

今の状況がベストであり、新たにそれを配置しなくても市としては十

分対応を行っていると答弁をさせていただきました。市としては、教

育支援課を中心にスクールソーシャルワーカーについてみていきたい

と答弁をさせていただきました。これは議会では答弁しておりません

けれども、各３５区市の内容を見ますと、社会福祉士がスクールソー

シャルワーカーという持ち方をしているところはほとんどございませ

ん。社会福祉士を入れているところもありますが、元教員や学校に関

係する民生委員を配置している状況です。そういう状況でも東京都の

補助金が出ますので、その補助金を活用しているところがかなり多く、

実際に活動ができているかどうかは把握できておりません。今後そこ

は把握していかなければいけないと思っております。そのときは御報

告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

次に、１４番議員につきましても、国体の総括ということで、東村

山市の国体、市民を交えた中で本当に立派にやっていただきましたと

お褒めの言葉をいただきました。国体ではおもてなし、市のＰＲがう

まくできましたかという質問でございましたが、市が一体となってＰ

Ｒでき、ＪＡの農業団体等の事業者の方にもお手伝いをしていただき

ながら心からのおもてなしができたと答弁をさせていただきました。

以前よりも市民ボランティアの方が選手・関係者に声かけ等の温かい

おもてなしができたという答弁をさせていただきました。 

次の１６番議員につきましては、児童・生徒一人一人を伸ばす指導

の更なる充実という質問でございますが、これは全国学力調査テスト

の公表をどのように教育長が考えているかということでございます。
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東村山市としては、国の動向を見ていかなくてはならないのですが、

今後は公表することによってのメリット・デメリットをもう少し考え、

簡単に公表ということは言うべきではないという状況でございます。

学校、保護者、また教育委員の様々なご意見をいただきながら慎重に

進めていかなくてはいけないと教育長から答弁をしていただきました。  

２番のスポーツ祭東京２０１３の成功を機に市民スポーツを更に振

興させること、また、今後の公益社団法人東村山市体育協会と体力つ

くり推進委員会につきましては今後更に教育委員会と連携を深めて地

域の皆様の体力向上、健康増進に寄与できるように教育委員会も支援

していきたいと答弁をさせていただきました。  

１８番議員の公共施設再生計画策定についてということで、学校の

統廃合についての質問がございました。子供たちの今後の５年間の推

移は、微増傾向にありますので、現状ではなかなか学校統廃合しての

施設改善は難しいと答弁いたしました。今後、子供たちの数が激変す

ることがあれば考えていく必要がありますが、実際には学校を簡単に

統廃合というわけにはいかないと答弁をいたしました。 

２０番の議員ですけれども、これは運動公園を整備して、より安

全・安心の施設にという質問でございました。運動公園の非常時の照

明の明るさは十分かという質問には、照明灯を全灯すれば避難場所と

しては大丈夫だと答弁をさせていただきました。もう一つの安心の施

設については、学校の防火シャッターなど火災への備えについてとい

うことで、学校にある防火扉と防火シャッターはきちんと整備されて

いますかという質問でした。当市は防火扉・防火シャッターを平成２

４年度までにきちんと安全装置が働くシャッターに変更させていただ

いていると答弁をさせていただきました。防火扉は感知器で閉まりま

すが、防火シャッターは下りてしまうと子供が挟まってしまうという

危険性がありますので、当市につきましては挟まれても大丈夫なシャ

ッターに変えておりますが、事務室の廊下側のシャッターと、給食室

の中にありますシャッターの２カ所が未設置でございますので、今後

機会をとらえて、改修工事ができるようにしたいと答弁をさせていた

だきました。 

全体的にはそれほど多くの質問ではございませんでしたけれども、

８人の議員から質問をいただきました。 

本定例会の初日に即決議案が３つございました。まず、公平委員会
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の共同設置の一部改正の提案の改正がありまして、東村山市は府中に

ございます東京自治会館の中に設けている公平委員会に加入しており

ます。東村山市は全く関係ない改正でございまして、三鷹市とふじみ

衛生組合が新たに加入するということです。ふじみ衛生組合は三鷹市

と調布市の事務組合でございます。総務部の答弁の内容でした。 

もう一つは、東村山市の有料自転車駐輪場の指定管理者の指定で、

プロポーザルによる指定管理が決まったというところでございます。

指定管理のあり方について問われておりました。 

最後に秋水園のごみ焼却施設の灰出しシャッターの損傷事故に伴う

和解でございます。ごみの焼却灰を運んでいくトラックが、その排出

のところにあるシャッターを車がバックしているときに壊してしまい、

修理費用をその業者が支払うことで和解が成立したということでござ

います。即決議案はこの３本でございました。  

また、来週の生活文教委員会として議案はございませんが、特別支

援教育の第三次実施計画がスタートしておりまして、所管事務調査と

いうことで、委員に資料が提供されておりまして、今回２回目になり

ますけれども、１章からの質問をさせていただきたいということにな

っておりますので、高橋課長を先頭に答弁をさせていただきたいと思

っております。教育委員会は担当ではないのですが、議案は４つほど

上がっております。集会所の一部改正や市民センター条例の一部改正、

地域センター条例の一部改正、市税条例の一部改正でございますが、

市税条例については地方税法の一部を改正する法律の公布に伴う条例

改正になります。あとは、使用料の変更についての協議となります。

公民館とスポーツセンターの値上げはなく、現行どおりの料金で今後

もいくことが決まって使用料等審議会でも承認されましたので、教育

委員会の施設として使用料につきましては変更ございません。よろし

くお願いしたいと思います。 

私からは以上でございます。 

○町田委員長 部長より１２月定例議会の説明をしていただきましたけ

れども、この件に関しまして、御質問等ございますでしょうか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、先に進めさせていただきます。 

  報告事項②副校長の異動について。 
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○川合指導室長 それでは②副校長の異動につきまして、私から御報告

を申し上げます。 

１１月の定例教育委員会で東村山第七中学校の副校長欠員に対して

後補充がなされる旨を御報告いたしました。本日は１２月１日付で新

たな副校長が発令を受けましたことについて御報告いたします。名前

は、赤塚義知。年齢は５５歳です。１１月末までは青梅市立西中学校

で主幹教諭として教鞭をとっておりました。この度縁がありまして、

東村山市に着任することとなりました。着任して既に１週間弱が過ぎ

ましたが、学校の雰囲気にも早々と溶け込み、初日からてきぱきと職

務をこなしてくださっているということでございます。東村山第七中

学校の川崎校長からも穏やかな方で、一生懸命取り組んでくださるの

で助かっていますとお話をいただいております。我々といたしまして

も、１日も早く東村山市に慣れていただき、理解し、子供たちのため

に尽力していただきたいと願っているところでございます。  

以上でございます。 

○町田委員長 この件につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 うまく引き継げてよかったと思います。 

  では、続きまして、平成２６年度東村山市教育委員会教育目標及び

基本方針の策定に向けて。 

○谷口統括指導主事 報告事項③から⑤まで、まとめて御報告させてい

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。 

○谷口統括指導主事 ③平成２６年度の東村山市教育委員会教育目標及

び基本方針の策定に向けてについて御案内いたします。 

まず、今回は教育目標についての変更案はございません。今回、主

な変更点として考えておりますところは、基本方針における全７カ所

になります。全７カ所についてご説明をいたします。  

まず１点目、２点目につきましては、基本方針２「豊かな個性」と

「創造力」の伸長から、子ども読書活動推進計画には、「（第２

次）」という文言を、特別支援教育推進計画には「（第３次）」とい

う文言をつけ加えることによって、それぞれの計画を焦点化してとら

えられるようにいたしました。３点目は同じく基本方針２で、特別支
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援教育を推進していくに当たり、教育支援課が新設されたことに伴っ

て、実質的に連携する機関を整理して列挙することにいたしました。

４点目、５点目は基本方針３「総合的な教育力」と「生涯学習」の充

実に関する項目になります。スポーツ祭東京２０１３を終えたことに

伴いまして、平成２５年度に記載していたスローガン等を削除し、

「生涯スポーツ社会」の実現に向けた、具体的なキャッチフレーズを

追加いたしました。６点目、基本方針４「市民の教育参加」と「学校

経営の改革」の推進に関する項目です。二学期制の実施について本年

度までに検証を通して、一定の方向性を見出したことに伴い、文言の

整理をいたしました。最後に７点目も同じく基本方針４の中から学校

施設に関することで、学校向け災害対応マニュアルが作成されたこと

や、市において避難所運営連絡会を立ち上げ始めていることから、学

校施設の避難場所としての機能を確保すること、安全対策の整備を推

進すること、こちらの文言を追加いたしました。以上が主な変更点と

なります。こちらは１月の教育委員会定例会で議案として御審議いた

だきたいと考えておりますので、事前に御案内させていただきました。

どうぞ御検討のほど、よろしくお願いいたします。 

続きまして、④平成２５年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生

活・運動習慣等調査結果について、御報告いたします。 

今回の調査結果を見ますと、東村山市の子供たちの体力等の結果は

東京都全体の平均値と大きく変わるところはございませんでしたが、

幾つかの課題や傾向等が見られましたので、お知らせいたします。  

まず、小学校では長座体前屈、反復横とび、立ち幅とびの結果が多

くの学年で、東京都の平均値を下回りました。これは柔軟性や敏捷性、

瞬発力が問われる種目となってまいります。これらが小学校での課題

と考えられます。一方、中学校では、この３種目のうち長座体前屈、

立ち幅とびについては東京都の平均値を上回る結果となりました。こ

こ数年、同様の傾向が見られておりまして、中学校でこれらの体力が

向上されている現状が把握できます。しかし、反復横とびにつきまし

ては、小・中学校とも課題となっております。今後、敏捷性に関する

点を重点化して体力づくりを推進していきたいと考えております。  

次に体力調査です。東京都と比較しますと、多くの学年でＤ、Ｅ層

のグラフが短いことがわかります。このことは得点の下位層の子供た

ちの体力が底上げされているととらえることができます。日常の授業
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を中心とした体育学習の充実や学校外での運動時間の確保などが主な

要因ではないかと考えております。今後も学校での教育活動や地域と

の連携活動を通して、時間、空間、仲間の３つの「間」を十分に確保

することによって、子供たちの更なる体力の向上を目指してまいりた

いと考えております。 

体力等の調査結果の報告については、以上でございます。 

最後に、⑤教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでござい

ます。市教育委員会定例訪問の日程につきましては、記載のとおりと

なっております。１月２９日水曜日が本年度の定例訪問の最終日とな

っておりますので、委員の皆様におかれましては、御挨拶並びに御指

導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

続きまして、研究発表会の御案内です。１月２４日金曜日には東京

都教育委員会の言語能力向上推進校として３年目を迎え青葉小学校に

て発表会を行う予定です。また、１月３０日木曜日には、東村山第七

中学校において、東京都の人権尊重教育推進校として、市の研究奨励

を受けての発表会が予定されておりますので、御案内申し上げます。

各学校の情報については、最後に「いのちとこころの教育週間」にお

ける学校の取り組みがまとまりましたので、御案内させていただきま

す。本年度も多くの学校が道徳授業地区公開講座と関連させて様々な

分野のゲストティーチャーをお招きして実施いたします。この取り組

みにつきましては、今後、ホームページにも掲載し、広く市民の皆様

にもお知らせいたします。委員の皆様におかれましても、御都合がよ

ろしければぜひ御覧いただきたいと思っております。 

以上、報告終わります。 

○町田委員長 指導室より報告３点ありましたけれども、その点につき

まして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

では、就学相談、就学支援シートの実施状況についてお願いします。  

○高橋教育支援課長 ８月に実施しました就学相談の結果は前回報告さ

せていただきました。その後追加就学相談を実施いたしましたので報

告をさせていただきます。１１月２８日木曜日、新小学生５名の就学

相談を行いまして、そのうち４名がケース会議に乗りました。４名の

新小学生のお子様すべて通常の学級「適」、と判定が出ました。今後、
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１２月９日月曜日に新中学生を４名と新小学生１名、合わせて５名の

ケース会議を行う予定であります。更に、１月に３名の追加の就学相

談の予定があります。それ以降は随時になります。 

就学支援シートの実施状況について、御報告いたします。就学前施

設から小学校への適応をスムーズにするための就学支援シートでござ

いますが、就学時健康診断にて保護者に配付いたしました。約１，３

５５名の方に就学支援シートを配付いたしました。１１月２３日土曜

日と１１月２８日木曜日に就学支援シートについての保護者に対する

説明会を行いました。それぞれ１７名ずつ保護者の参加があり、合計

３４名でした。今後、１月から２月にかけて回収いたしまして、その

後、学校に引き継ぐ予定であります。 

以上でございます。 

○町田委員長 教育支援課より説明がございましたけれども、この件に

関しまして、御質問等ございますでしょうか。 

○森教育長 就学支援シートは入学予定の児童全員の保護者に配付した

ということでよろしいですか。 

○高橋教育支援課長 就学時健康診断に参加した保護者ですので、私立

の小学校に進学される保護者はその中に入っていないと思います。た

だし、保育所や幼稚園にも配付してありますので、必要な方は受け取

ることが可能です。 

○町田委員長 就学相談、就学支援シートについて、よろしいですか。 

就学時健診のときに心配だったお子さんに対して、学校長が相談す

るようにと話をされた方がいたのですが、そこからがうまくつながっ

ていなくて、逆に就学に対して不安を抱いてしまったという話を聞き

ました。保護者より、就学支援シートを提出すると特別扱いをされて

しまうのではないかという不安の声を聞いております。もっと気軽に

提出するという言い方はおかしいですが、子供のために提出してもら

えるように説明することが必要ではないかと思います。学校によって

は、これを提出すると特別扱いするというような説明があったようで

す。今後気をつけていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

ほか質問等ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

続きまして、青少年問題協議会委員の委嘱について、お願いします。  
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○平島社会教育課長 青少年問題協議会の委員の民生委員・児童委員協

議会会長の大原喜美子氏の退任に伴い、平成２５年１２月１日付で丹

代了氏が会長になられたため、青少年問題協議会の委員を丹代氏にお

願いをするということで委嘱状を交付させていただきました。  

以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課から、青少年問題協議会の委員が１名替わる

ということですが、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 質問がなければ、進めさせていただきます。 

以上になりますけれども、その他報告事項をお持ちの方いらっしゃ

いますでしょうか。 

○間野教育部次長 教育部内の職員の人事異動についてご報告をさせて

いただきます。 

先日の国体終了に伴いまして、１２月１日に職員の人事異動がござ

いました。国体推進室は今まで５名体制でございましたが、２名、笠

原貴典課長補佐、川島隆之主任が別の部署に異動となりました。笠原

課長補佐におきましては、市民部の生活文化課へ、川島主任におきま

しては、同じく市民部の課税課に異動となりました。今後国体推進室

は、３名で運営をしていくことになります。笠原課長補佐と川島主任

は地域事業係を担当していたのですが、２人とも異動となりましたの

で、池谷国体推進室長が兼務し事務を遂行していくことになっており

ます。今後の事務は、国体の事業報告、補助金の報告書、そして、実

行委員会の常任委員会で事業報告を行うとともに解散式を行い、国体

は一定の終了を迎え、来年度国体推進室は解散となる予定でございま

す。この２人、一生懸命国体を頑張ったものですから、新しい部署で

もこの経験を生かして頑張ってくれると期待しております。 

以上でございます。 

○町田委員長 本当にお疲れさまでした。 

それでは、ほかに報告事項お持ちの方いらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、以上をもちまして、平成２５年第１２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１８分閉会 


