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平成２５年第３回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年３月５日（火）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 木 下 信 久 

教育部次長 間 野 雅 之 社会教育課長 神 山 正 樹 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 森 脇 孝 次 

学務課長 平 島 亨 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

指導室長 川 合 一 紀 図書館長 田 中 香代子 

副参事 村 木 尚 生 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 小 林 宏 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

指導主事 板 澤 康 矩    

 

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６号 東村山市教育委員会事務局組織規則等の一部を

改正する規則 

 議案第７号 東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する

要綱 

 議案第８号 平成２５年度東村山市立小・中学校の学級編制 

 議案第９号 東村山市生涯学習協議会設置規則の一部を改正

する規則 

 

協議事項 

①生涯学習計画について（社会教育課） 

②暴力による体罰の実態把握調査について（指導室） 

 

報告事項 
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【教育委員会】 

①３月定例市議会について（教育部長） 

②卒業式及び入学式の出席及び告辞について（庶務課） 

③平成２４年度東村山市教育研究会研究発表会について（指導

室） 

④平成２４年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期募集にお

ける合格者発表後の進路決定者及び未決定者について（指導

室） 

⑤第３回いじめにかかわる実態調査の結果について（指導室） 

⑥平成２５年度指導室主管事業について（指導室） 

⑦平成２５年度市教委定例訪問について（指導室） 

⑧平成２５年度学校周年行事について（指導室） 

⑨教職員の研修について（指導室） 

⑩教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑪社会科見学終了（お礼）（ふるさと歴史館） 

⑫「東山道武蔵路跡」を「東村山市指定史跡」にする要望書につ

いて（ふるさと歴史館） 

⑬東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画について（学務

課） 

⑭東村山市通学路危険箇所対策について（学務課） 

⑮その他 

 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２５年第３回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。 

  それでは、本日の署名委員を吉村委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会の定例会でございますが、ただいま

傍聴を希望している方が８名申請を申し出ております。傍聴の許可に

ついてお諮りいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○町田委員長 ただいま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。 
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午前 ９時３２分 休憩 

 

午前 ９時３４分 再開 

 

○町田委員長 では、再開いたします。 

最初に傍聴の方に申し上げておきます。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、携帯電話の電源はお切りいただき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。 

議案第６号、東村山市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正す

る規則について、お願いします。 

○田中庶務課長 議案第６号、東村山市教育委員会事務局組織規則等の

一部を改正する規則。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月５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事務局組織規則等の一部を改正する規則。 

東村山市教育委員会事務局組織規則（平成９年東村山市教育委員会

規則第５号）等の一部を、別紙のとおり改正することに議決を得たい。  

説明。教育支援課を設置することに伴い、組織の一部の見直しを行

い、教育行政の効率的な運営を図るため、本案を提出するものであり

ます。 

まず、今回の規則の一部改正についてでございますが、教育委員会

事務局組織規則第１条、第２条として教育相談室設置規則、第３条と

して健全育成学習室設置規則の３件でありますが、教育支援課の創設

に伴いまして、同一の理由になりますことから、一つの議案として第

１条から第３条を一括対応しているものでございます。それによりま

して、規則等、「等」をつけて表記をしております。 

それでは、大きな条項の第１条、東村山市教育委員会事務局組織規

則の一部改正でございますが、部、課、室及び係の設置を規定してお

ります第２条の２の中の、学務課就学支援係、指導室教育相談係を統

合いたしまして、「教育支援課」を設置しまして、「特別支援教育

係」並びに「教育相談係」の２係を設置するものでございます。 

教育支援課につきましては、就学相談、教育相談、特別支援教育専
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門家チーム、教員サポーター等、各々が専門性を発揮することで、ま

た連携を高めることで、子供たちを支援する体制を強化し、特別支援

教育の更なる充実を図るために新たな課を設置するものでございます。  

続きまして、第４条の分掌事務の規定でございます。こちらにつき

ましては、旧規則の学務課より就学支援係の業務が削除されておりま

す。また、指導室から指導係の特別支援教育に関すること、並びに教

育相談係の事務分掌業務を削除して、教育支援課の特別支援教育係と

教育相談係の事務分掌として集約をしております。 

続きまして、大きな条項の第２条といたしまして、東村山市教育相

談室設置規則の一部改正でございます。こちらにつきましても、「教

育支援課」が設置されることに伴い、旧指導室の表記から「教育支援

課」に表記変更がなされているものでございます。 

続きまして、大きな条項の第３条についてです。 

東村山市健全育成学習室（希望学級）設置規則の一部改正でござい

ますが、こちらも先ほどと同様に、指導室の事務分掌から「教育支援

課」に表記が変更されているものでございます。 

以上三つにわたりまして一部改正の内容でございますが、これら３

件の規則につきましては何れも平成２５年４月１日から施行するもの

でございます。 

以上、説明とさせていただきますが、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いたします。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま庶務課長からの説明が終わりました。この件に

関しまして、ご意見・ご質問ございますか。 

○當摩委員 昨今、特別支援教室等が非常に課題になっており、個に応

じた教育に対しての課を設置するということは、大変に時宜を得たよ

いことだと思います。 

尐しお伺いしたいのですが、例えば近隣市は、こうした形での独自

性を持たせて課というような、いわゆる一つくくりとして昇格したと

いう感想を持つのですが、そうしたことが今、大きな流れになってい

るのかどうか伺わせていただければと思います。 

○平島学務課長 課にすることを、２年かけて教育委員会で協議させて

いただきました。私も日野市、西東京市に行ってまいりました。先進

市は、課で進んでおります。ただ、まだ課になっていないというとこ
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ろもありますが、だんだん、方向性的には課になってきているという

のが現状でございます。 

○當摩委員 どうもありがとうございます。 

○曽我教育部長 今、学務課長が申し上げたとおりでございまして、特

別支援教育というのは非常に重要な国の施策の一つであり、市でも重

要なポイントと捉えているところです。今まで学務課と指導室という

２課にまたがっていたものを、ひとつの課を設けまして、連携を持ち

ながらいい施策展開をしていきたいと考えております。 

○町田委員長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○吉村委員 非常にすっきりしてよかったのではないですか。 

○町田委員長 ほか、よろしいでしょうか。重要視すべき部分が一つに

なって円滑に事業が遂行できるというのはいいことだと思います。保

護者の方にとって学校に就学するに当たって心配な部分というのを一

気に引き受けてやっていただけるのは、私もいいと思います。 

ほかよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ほかにご質問等ございませんので採決をとりたい

と思います。 

（ 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） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第６号につきましては原

案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第７号、東村山市就学支援委員会要綱の一部を改

正する要綱についてお願いします。 

○平島学務課長 議案第７号、東村山市就学支援委員会要綱の一部を改

正する要綱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月５日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する要綱。 

東村山市就学支援委員会要綱（昭和５６年東村山市教育委員会訓令

第４号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

説明。教育委員会組織改正に伴う表記の変更及び文章整理を図るた

め、本案を提出するものでございます。 
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補足説明をさせていただきます。 

最初に萩山小学校と第四中学校の特別支援学級の増設に伴い、第３

条の１号及び３号中の「８人以下」を「１０人以下」に改め、第３条

４号中の「１４人以下」を「１２人以下」に改める。 

次に、教育委員会組織改正に伴い、第３条６号中の「教育相談室及

び」を削り、第３条７号中の「及び就学相談員」を削り、「４人」を

「１０人以下」に改める。 

また教育委員会の組織改正に伴い、第８条中の「教育委員会学務

課」を「教育委員会教育支援課」に改めるという形でございます。 

ご審議の上、ご可決賜りますよう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。 

ただいま学務課長から説明ございましたけれども、この件に関しま

して、ご意見・ご質問等ありましたら挙手にてお願いします。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですね。 

○森教育長 第３条組織ですが、人数が大分変わっていますが、何故こ

のように変えたのかという補足説明をお願いできたらと思います。 

○平島学務課長 まず、第３条の１号から３号というのは、「８人以

下」から「１０人以下」というのは特別支援学級、通級も含めて、こ

のたび萩山小学校と東村山第四中学校が増えたことによって１０校に

なり、８人というより１０人へ変えさせていただきました。 

  第３条の７号中の「及び就学相談員を４人」を「１０人以下」でし

たが、今まで就学支援係は２名体制だったのですが、今回新たに旧教

育相談係と一緒になるということで、１０人以下という形で、学務課

で３名、それから指導室で７名、合わせて１０人以下という形に変え

させていただいた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。 

  他にはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら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 全員賛成ということで、議案第７号につきましては原案
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どおり可決いたします。 

  続きまして、議案第８号、平成２５年度東村山市立小・中学校の学

級編制についてお願いします。 

○平島学務課長 議案第８号、平成２５年度東村山市立小・中学校の学

級編制。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月５日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  平成２５年度東村山市立小・中学校の学級編制。 

  東村山市教育委員会事案決定規定（平成１３年東村山市教育委員会

規定第６号）別紙２の規定に基づき、別紙のとおり学級編制すること

に議決を得たい。 

  説明。学級編制については、地方公共団体の教育委員会が児童・生

徒の実態を考慮して行うこととなったため、平成２５年度の学級編制

を行うにあたり本案を提出するものでございます。 

  補足説明をさせていただきます。 

平成２４年度は小学校１年生・２年生を３５人学級とし、中学校１

年生を中１ギャップ３７人学級で学級編制を実施いたしました。平成

２５年度は、２月１５日に東京都教育委員会より平成２５年第３回東

京都教育委員会定例会において、中学校１年生を３５人学級編制に変

更し、小学校１年生、２年生、中学校１年生を３５人学級に学級編制

基準を改正し、平成２５年４月１日から施行することになりました。 

平成２５年２月２８日時点でございますが、右の学級数のところで

※がついているところ、小学校１年生、２年生、中学校１年生、ここ

が３５人学級の対象クラスになっております。東村山市教育委員会も

東京都に準じて、小学校１年生、２年生と中学校１年生を３５人学級

で学級編制を実施していきたいと思っております。 

ご審議の上、ご可決賜りますよう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。 

  学務課長の説明が終わりました。この件に関しましてご意見・ご質

問等ありましたらお願いします。 

  よろしいでしょうか。 

○吉村委員 単純な質問ですけれども。東京都なのかわかりませんが、

小学校１年生が３５人編制ですね。３年生から６年生までが４０人編

制。４０人に慣れた児童が、中学校１年生になると３５人になるので
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すよね。それはどういう意図なのですか。その後、また中学校２年・

３年生は４０人に戻りますよね。 

○川合指導室長 現在、法規上は４０人学級が大半ということになって

おりますが、東京都或いは国は小学校から中学校に上がる段階で、既

に多くのところで使われている言葉ですが、中１ギャップということ

で、中学校になかなかなじめない、小学校のいわゆる担任が指導して

いる体制から教科担任制というのに対応しきれないということによっ

て、不登校生徒が増えている現状にあることを勘案して、東京都は段

階的に４０人から３９、３８、３７と試行的な、学級を減らす、人数

を減らすことの検証をしてまいりました。そのことによって、最終的

に尐なくすることが適切であるという判断のもと、３５人学級を策定

するということに至った経緯でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 わかりました。 

○町田委員長 他にはよろしいでしょうか。特にないようでしたら、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 それでは、賛成の方の挙手を求めます。 

  全員が賛成ということで、議案第８号につきましては原案どおり可

決させていただきます。ありがとうございました。 

  続きまして、議案第９号、東村山市生涯学習協議会設置規則の一部

を改正する規則についてお願いします。 

○神山社会教育課長 議案第９号、東村山市生涯学習協議会設置規則の

一部を改正する規則。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月５日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市生涯学習協議会設置規則の一部を改正する規則。 

東村山市生涯学習協議会設置規則の一部を別紙のとおり改正するこ

とに議決を得たい。 

説明。東村山市の生涯学習計画を策定するため、必要な事項の検討

等を行うために設置した東村山市生涯学習協議会の任期を延長するた

め、本案を提出するものであります。 

旧規則は平成２５年３月３１日限りということでございましたが、

その期限を平成２５年８月３１日まで延ばすものでございます。 
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それでは、補足説明をさせていただきます。 

本規則につきましては、昨年の１０月の教育委員会におきましてご

可決いただきました。その後に協議会を立ち上げて、１０月２６日に

第１回の協議会を開催し、今月の３月１８日に第５回目を開催させて

いただく予定になっております。 

この計画の策定に当たりましては、本協議会の他、教育委員会内部

の審議会・協議会の開催ごとにご意見をいただいており、市議会の生

活文教委員会におきましても所管事務調査ということでご意見をいた

だいたところでございます。いただきました意見の中に、年度内に策

定という期間を切って策定するのはいかがなものか、より中身の濃い

充実した内容の計画にするには、年度を越えて丁寧な議論をした中で

策定した方がよいのではないかというご意見をいただきました。所管

課といたしましては、より慎重に丁寧な議論を行い、内容のある東村

山市らしい計画を策定することとし、完成につきましては平成２５年

度まで先延ばしていただきたいということになりました。 

そのようなことから、計画を議論いただきます生涯学習協議会につ

きましても、年度を越えまして８月末日までの任期ということでお願

いしたいということでございます。 

よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

社会教育課長の説明が終わりました。この件に関しまして、ご意

見・ご質問ございますか。 

  これは言うまでもなく、いいものをつくるための期間を延ばすとい

うことです。 

  では、ご質問等ないようでしたら採決に移りたいと思います。 

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９号に関しましては原

案どおり可決いたします。ありがとうございました。 

  以上で本日の議題は全て終了しました。 

  続きまして、協議事項に移らせていただきたいと思います。 

  それでは、協議事項①生涯学習計画についてお願いします。 

○神山社会教育課長 生涯学習計画案につきましてお話しいたします。 
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  今ご可決いただきましたが、１０月に立ち上がりました生涯学習協

議会を今までに４回開催いたしました。教育委員会内部の様々な審議

会・協議会でご意見をいただき、また職員による庁内検討会議も開催

した中で、さらに年末にかけまして各所管との個別のヒアリングを行

いまして本案ができ上がったところでございます。 

この案につきましてパブリックコメントを行いました。１月２１日

から２月３日まで、市民の方々よりご意見をいただいたところでござ

います。 

意見をいただきましたのは、市のホームページを通じて、あるいは

本庁舎、公民館、図書館、ふれあいセンター等、スポーツセンター、

ふるさと歴史館、サンパルネ等、多くの場所で受付をさせていただき

ました。現在意見をいただいた段階でございますが、事務局として、

考え方、対応について意見を取りまとめて、そしていただいた意見を

計画の中になるべく生かしていいものをつくっていきたいと考えてい

るところであります。 

次に、この案に対しましてご意見をお伺いしております審議会・協

議会でございます。１月２３日、２月１８日に社会教育委員会議、２

月４日に公民館運営審議会、２月１２日に青尐年問題協議会、２月１

４日に生活文教委員会、２月１８日に図書館協議会、２月２７日にス

ポーツ審議会、３月１日に文化財保護審議会にてと色々なご意見をい

ただいたところでございます。 

この後、３月中に、今週３月８日に歴史館協議会が開かれて、そち

らでもこの案についてご意見をいただきたいと思っています。 

また、生涯学習協議会でございますが、２月１２日に第４回目が開

催されました。その中で、社会教育委員の会議、あるいは公民館運営

審議会、青尐年問題協議会の中で出た意見についてご報告するととも

に、協議会委員の皆様からもご意見を伺っているところであります。 

それぞれの審議会・協議会からいただいた中で幾つかお話しさせて

いただければと思います。 

公民館運営審議会と生涯学習協議会からご意見をいただいておりま

すが、こちらに総合計画がありまして、生涯学習計画があって、市に

あります生涯学習に絡むであろうと思われる計画が多く載っておりま

すが、学校教育の計画が載っていないのではないかということで、学

校教育については生涯学習の基礎づくりをしていく上で大変重要であ
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り、長期の計画はないけれども、何らかの形で工夫して載せていただ

けないかというご意見でございます。こちらにつきましても、「生涯

学習の基礎を培う学校教育など」の文言を入れるなど検討していけれ

ばと考えているところでございます。この部分は生活文教委員からの

ご指摘もございました。 

まず、１章の５ページで生涯学習の理念と経緯を載せさせていただ

いております。 

６ページからが第２節、第３節ということです。生涯学習の目的と、

それから計画の位置付けと計画の期間ということでございます。 

そして、７ページが今お話しさせていただきましたが、当市の総合

計画における生涯学習計画の位置づけということで載せさせていただ

いているところでございます。 

次に、９ページ以降が第２章、現状と課題、第１節といたしまして

は生涯学習を取り巻く今の社会の背景ということで書かせていただき

ました。 

そして、１１ページで第２節として様々な動向です。最初に１１ペ

ージが国の動向でございます。そして、１３ページ以降が東京都にお

ける取り組みという形で、生涯学習審議会の答申等を載せさせていた

だいております。 

１４ページ以降に、第３節として、東村山市における現状と課題を

載せさせていただいておりますが、やはり生涯学習を語る中で当市の

社会教育行政というのは切り離せない大きなところでございますので、

そこを中心に歩みという形で取り上げさせていただいております。 

最初に、こちらは写真入りで各施設を載せさせていただいておりま

す。１５ページから１９ページまでが色々な公民館、図書館、歴史館、

或いは社会体育、社会教育の歩みという形で、１ページごとに年代ご

とに見やすく、色々なポイントポイントで出来事を載せさせていただ

いた中で、今までの取り組みとかこれからのやるべきことを１ページ

ごとに載せさせていただいております。 

次に、２０ページが東村山市のこれからの現状と方向性を書かせて

いただいております。そして３番のところに、これを進めていく上で

の課題ということで、大きく６点にわたりまして載せさせていただい

ております。 

最初が２０ページで、地域社会における教育力と家庭教育力の向上
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です。２１ページに市民が要望する学習機会の提供と市民参加の促進、

２２ページの３番といたしまして、地域人材の育成と活用、次に、４

番といたしまして地域団体・グループ活動への支援、そして、２３ペ

ージのところで５番として学習情報のわかりやすい提供、６番として、

社会施設の整備と充実という形で載せさせていただきました。 

次に、第３章といたしまして基本的な考えと目標ということで、ま

ず第１節は、総合計画の中における生涯学習の基本的考え方という形

で載せさせていただきました。第２節のこちらの基本目標ということ

で、大きく四つを定めさせていただいております。 

基本目標の１が、学校・家庭・地域における生涯学習の展開と支援、

２が多様な生涯学習の展開と支援、３が団体・人材の発掘、育成と活

用の支援、４が生涯学習の基盤整備でございます。 

次に、２７、２８ページでございますが、四つの基本目標をはじめ

のところに置きまして、幾つかずつ目標を定めまして、さらにその下

に小項目施策で二つ、三つという形で定めさせていただいたところで

ございます。 

最後になりますが、第四章、２９ページ以降でございますが、これ

が今お話ししました基本目標、それから目標、そして小項目施策とい

うことで、それぞれ望ましい社会像、現状・課題、目指すべき方向性

ということで生涯学習に絡んでくるであろう庁内の様々な所管と調整

しヒアリングを行った中で、このような文言に整理させていただいた

ところでございます。 

最後に資料編ということで、６３、６４ページに関連用語の解説を

載せさせていただいて、読んでいく中でわからない文言についてそれ

ぞれご説明をさせていただいているところでございます。 

次に今まで色々なご意見をいただいておりますので、その中で尐し

お話しさせていただきたいと思います。 

まず、１０ページでございます。こちら社会教育委員の会議からい

ただきました、「戦後、日本における民主主義国家の多様化したニー

ズなど、国の根幹を脅かしかねない重大な事柄が多く存在していま

す」とありますが、尐し言葉を入れないと、多様化したニーズが国の

根幹を脅かしかねない重大な事柄を招いたというような印象になって

しまうので、手直しを依頼されております。 

そして、１４ページでございます。先ほどもお話しさせていただき
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ましたが、各施設の写真が載っておりますが、できればこれは建物だ

けの写真なので、やはり人が、例えば市民スポーツセンターであれば

何か運動しているものであるとか、山の家であれば育成塾でのキャン

プでの子供たちの様子がわかる生きた写真を載せていただければと伺

っています。またそのページの一番下に郷土館の写真がございまして、

こちらも幾つかのご意見がございました。ただ、文化財保護審議会に

お伺いしたところ、もう既にない施設なので、替わりにはっけんの森

の写真を載せていただきたいというご注文をいただきました。 

それから、１６ページ、市立公民館の歩みでございますが、昭和２

８年に「社会教育課が中心となり」とありますが、当時、こちら社会

教育課はないということが確認できましたので省かせていただきたい

と思っております。 

次に各施設、社会体育、社会教育の歩みということでございますが、

できれば順番を、最初に社会教育がきて、次に社会体育、図書館、公

民館、歴史館というような順番に変えさせていただければと思ってい

ます。 

それから、これは公民館運営審議会のご意見ですが、例えば公民館

であれば公民館運営審議会、図書館であれば図書館協議会、スポーツ

センターであればスポーツ審議会、社会教育ですと社会教育委員会と

か、色々な審議会や協議会があるのですが、これが載っていたり載っ

ていなかったりするもので、設置年度を条例で確認した上で、同じよ

うに例えば昭和５０年に設置という形で載せていくようにいたしまし

た。 

それから、１６ページの下から４行目に、公民館活動が市民に支え

られ生涯学習活動の拠点としていることをもう尐し入れて欲しいとの

ご意見をいただきましたので、その辺を整理させていただきたいと思

っております。 

次に、１９ページでございます。社会教育の歩みの中で、こちらに

青尐年の健全育成にご尽力いただいている青尐年対策協議会とか連絡

協議会の実績が余り書いていないので、その辺も載せていただきたい

というご意見がありました。また例えば図書館ですと電車図書館であ

るとか、それから公民館ですと設置の際に公民館専門委員会というの

が立ち上がったということや、歴史館で言いますと郷土研究会である

とか、祭囃子であるとか、そのような大きな足跡を残してきた団体に
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ついて記載していきたいと考えているところでございます。 

次に２０ページに表がございます。これは文部科学省の統計でござ

いますが、ここの部分、三世帯同居とか単独とか夫婦のみということ

なのですが、当市の実態も何とか載せられないかということで、確認

しましたところ資料がありましたので、こちらも当市の実態について

も載せていきたいと思います。 

次が、２５ページでございます。こちら、社会教育委員から指摘さ

れたのですが、一番下の行で、「このフレーズを基本的な考え方」と

いう記載がありますが、尐しこれでは軽いのではないかというご意見

をいただきまして、総合計画の中の基本目標の三つの目標があります

が、その辺を載せてもう尐し広げていきたいと考えております。 

それから、２６ページのところ、基本目標の２で、２行目に「独特

の文化を形成してきた」とございますが、独特の文化とは言えないの

で文章表現を考えて欲しいということをいただきましたので、こちら

について修正をするところでございます。 

次に、同じ部分の下から３行目に「歴史的背景を中心に体系化し直

し」とありますが、この文言はどういうことを言っているのかという

ご意見がございまして、今まで多種多様な生涯学習の推進をこれまで

社会教育行政が担ってきたという意味でございますので、尐し修正し

ていきたいと考えております。 

その次、３０ページ以降でございます。生涯学習協議会からのご指

摘でございまして、これはこの後、全部のページにつながってまいり

ますが。 

３０ページの一番上に基本目標とございます。それが２６ページを

見ていただきますと、基本目標の１という形で載っていると思います。

そしてその次に、学校・家庭・地域という形になっておりますので、

それ以降全部同じなのですが、このページの基本目標の１として２段

目の１は取って、学校・家庭・地域という形で、修正させていただけ

ればと思います 

それから同じく３０ページで、目指すべき方向性でございますが、

一番上に「母親の笑顔」というのがございますが、母親の笑顔という

のは一番重要であるというのはわかるが、子育てについては母親だけ

ではなく父親も重要な役割を担っているのではないか、そういう意味

では、例えば家庭であるとか、家族、保護者等の言葉が相応しいので
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はないかということがご意見でした。 

次、３２ページです。これは生涯学習協議会、公民館運営審議会か

らいただいておりますが、課題の３番に「習熟度別指導を充実し、そ

の成果を数値化できるようにすること」とございますが、習熟度別指

導と成果の数値は相応しくないのではないかというご意見をいただき

まして、これは所管とも相談いたしましたが、「習熟の程度に応じた

指導を充実させ、成果を上げる」というようなやわらかい文言にさせ

ていただくことを考えているところでございます。 

次に、５９ページでございます。３番の目指すべき方向性の③でご

ざいます。こちらにつきましては、公民館運営審議会、生涯学習協議

会、また、生活文教委員会の委員さんからのご指摘とご意見をいただ

いているところでございます。特に、「公民館からは」の３行です。

この文面は実は二通りのことが述べられておりまして、一つ目は公民

館が生涯学習の推進を担う中心的な機関であるということ。そしても

う一つは、施設の運営は民間活力導入などの管理運営の手法を検討す

るというものになります。今の文章では二つの内容を一文で記載して

いるために、手直しさせていただいて、協議会の中では文章を二つに

分けた中で記載していきましょうということでやっております。前段

につきましては、拠点施設として重要であるということの記載、そし

て後段は管理運営手法の導入ではなく、館の管理手法の検討をしてい

くなど、もう尐しやわらかな文章を用いるということで検討させてい

ただきます。 

こちらにつきましては、２月１８日の社会教育委員の会議でもご意

見をいただいておりますので、その辺、十分に文章を検討して考えて

いきたいと考えています。 

それから、６３ページ以降の関連用語の解説でございます。こちら

につきましては、いろいろな協議会で意見をいただきました。事務局

が見た中でわかるものと、市民の方が見たときにわからないものとい

うのが違うと思うのですが、市民の目線に立って見直しさせていただ

いているところです。 

次に６４ページの市民力と東村山学ということでございます。この

辺はもう尐しわかりやすく、或いは説明が必要だということで意見を

いただきまして、先日の文化財保護審議会で、東村山学については先

生方に文面を書いていただきまして、もう尐し詳しい文章で載せてい



１６ 

ただけるようになりました。 

そして最後になりますが、第４章以降につきまして、目標１、２、

３、４とありますが、これをできれば色をつけまして、見やすくして

いきたいと考えているところでございます。 

このような形で主なところを述べさせていただきました。 

以上でございますので、皆さんからのご意見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 ありがとうございました。 

社会教育課長からの説明が終わりました。これから協議に入りたい

と思います。この件に関しまして、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。 

○當摩委員 これだけのものを短時間で協議していただきながらまとめ

て、それぞれの団体等に見ていただけるようになったことに本当に感

謝申し上げます。お話伺いまして、更にそれに加えさせていただきま

す。計画の期間は、大きくないですか。何か全体の流れの中で、図表

化されたもの、いわゆるグランドデザイン的なものと文章とをうまく

視覚に訴えたときに、一生懸命に読み込んだ人でなくても、これを読

みたい、どのようなことになっているのかという工夫を、これから時

間を延長して委員の方々とともに検討できるということですから、あ

とひと工夫あるとより読みやすいものになるのかと思います。 

また先ほど社会の背景というようなことや、全体に文章として表わ

していただいているところで読ませていただきながら思ったのですけ

れども、とても理論的なものの中に情感を込めていただいていると思

います。時とするとその情感を込めていただくことが言葉足らずにな

ってしまっているところがあるというのが私の印象でございます。そ

の具体的な例として、１１ページのところで、「日本の教育の現状と

課題は、戦後教育でおおむね成功したと言えます」というのは、これ

をどのように理解していいのかと思います。余りにも大きなテーマが

ここに来ていて、現在、東村山市でも、もちろん私たちはこの日本の

中で生きているのですから大事な要素なのですが、こういう言葉が出

てきたときにそこから何を自分がイメージすればよろしいのかという

ことにつながるということがなかなか難しいものというのは、もうち

ょっと咀嚼したほうがよろしいかと、そのように感じる文章というの

が何カ所かございました。 
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現在は途上段階と理解させていただきたいと思いますので、今後の

予定は、様々な協議会等にご審議いただいているということですが、

８月末まで委員の任期を延ばした中で、このような作業をしていただ

いて、更にご検討いただいたものを私ども、教育委員の手にもいただ

けると思います。大体その日程は、何月何日にどうするではなくて、

大体の進捗をどのように図られるおつもりかだけを伺って、私からの

お願いや質問を終わらせていただきたいと思います。 

○神山社会教育課長 今後の予定でございますが、３月１８日に、第５

回目の協議会を予定しており、色々いただいた意見が相当ありますの

で、再度検討していくことになります。次年度も開催できることにな

りましたので、またそこで出た意見も次年度につなげていければと思

っておりますし、修正したものを委員の皆様にお出しすることはでき

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 では、よろしいでしょうか。 

○間野教育部次長 今、當摩委員からお話がありまして、スケジュール

的なところでございます。各審議会や協議会、そして、この教育委員

会にも色々ご意見をいただきまして、大所高所からの内容を含めた中

で、最終的な案を作っていきたいと考えています。いただいたご意見

を３月末に協議会や検討会議がございますので、そこで一定のご意見

をいただき、それを今後、新年度の４月、５月頃に、事務局または部

内で会議を行いまして、最終案を策定していきたいと思います。 

  その策定案を再度、教育委員会とか実行委員会の方にお示しをしま

して、６月には最終的に決定をしていきたいと考えております。印刷

等には１カ月から１カ月半ぐらいの校正期間がかかりますので、大体

仕上がりが８月を目途ということで考えているところでございます。 

○當摩委員 ありがとうございます。 

○町田委員長 よろしいですか。 

ありがとうございました。 

それでは、他にご質問・ご意見ございますか。 

○吉村委員 読ませてもらって、力作だというのが最初の感想です。次

の思いは、通読の大切さだと思います。文言の整理とか鍵括弧の使っ

ているところ、使わないところ、結構、鍵括弧で強調されているよう

なところもあれば、他の部署では鍵括弧を全然使わないものもありま

すので、熟読、通読が必要かと思いました。 
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  もう一つ、教育委員に何を望まれるのかと思いました。今、當摩委

員も言われたように、あれこれ問題点を言えば５時間、６時間、もの

すごくかかりますよね。それを一つずつ出すのかというところです。 

  それから、今、間野次長から回答がありましたように、再検討して

もう一度拝見させていただけるということですので、それを期待した

いと思っています。 

  次に、非常に個人的なところが三つぐらいあるのですけれども、 

  ４９ページで、ごみの問題なのです。リサイクルとか、教育委員会

ではなかなか問題に出来ない事なのでしようが、不法投棄が本当に多

いですよ、きれいなところ、道路が広いところ、また、その中で急に

狭くなったり、曲がりくねったり、学校の登下校の道の両サイドにた

くさん捨てられているというところがあるのです。そうなると、教育

委員会でもこの件は学校で取り上げて、ごみの分別以前に、不法投棄

はやはり教育上大きな問題があり犯罪だというような教育をされるこ

とが必要なのではないかというのを個人的に考えました。 

  それから、１８ページで学校教育をどうするかというのは、基本目

標のところに最初に学校、学校ときているのに、総合計画のときに一

切学校が入っていないというのはやはり不自然かというようなことを

思いました。これは先ほどの具体的な例なのですけれども、ふるさと

歴史館であるとか市立図書館の歩みのところに強調されているところ

はほとんど鍵括弧あるんですが、たまたま１８ページの社会体育の歩

みのところで、本来ならばその体育協会とか体力つくり推進委員会が

強調されるべきところに鍵括弧はないというようなことで、通読の大

切さというのを感じました。 

  あと、５６ページ、たしか高齢者とか、その範疇に入る人間として

ひっかかったのですが、①のところ、「団塊の世代といわれる戦後の

ベビーブーム世代が高齢期を迎えました」とありますね。また「高齢

者世帯、高齢者単独世帯が増加傾向にあります」とこうやって読むと

団塊の世帯がもう単独の世帯に入っていくのかと思うので、後期高齢

者とか言葉の使い方を上手にしていただくといいかと思いました。や

っぱり団塊の世代の方々に関しては、まだまだ単独世帯が増加傾向に

あるというところにはこないだろうと思うものですから、その辺の人

口が常に日本の中心となりますので、言葉の使い方を充分ご検討いた

だければと思っています。 
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  以上です。 

○町田委員長 では、今、吉村委員が質問していた部分で、教育委員会

なりにどう対応を、どういう見解を求めていくのかと。 

○吉村委員 みんなでもっと通読して、それで文言整理をしてください

というのが最終的なお願いです。 

○町田委員長 わかりました。 

○間野教育部次長 吉村委員からお話をいただいた、通読の大切さとい

うのは本当にブラッシュアップしていかなければいけないと思います。

トータル的な考え方をしっかりしていなくてはいけないということが

この計画の大事なところかと思っておりますので、そこは所管や各種

協議会等とか確認していきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

  それと、個別具体なところはいただいた意見として、またそれが  

反映できるかどうかというのは検討させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○小関委員 市民の声が反映されているということで、本当にそのとお

りだと思いますし、また色々な協議会や審議会から意見を吸い上げて

進めていただいているということはとてもよくわかります。ですが、

そのようにすればするほど、一本芯を通すというところがぶれてしま

うというようなところも可能性としてはあると思います。そのコーデ

ィネイトするところが、やはり一貫してこの理念を、いつでも、誰で

も、その生涯学習の理念を常にそこに立ち戻って、これはどうなのか

ということを検討していかないと、かなり分散してしまうものになっ

てしまうのではないかというのが、まず、それが一番大きいところで

す。 

通読というお話がありましたが、その通読とあわせて相互の関連を

見ていくという、そのような作業を行っていただきたいと思います。

かなりリンクして色々進んでいくのではないかと思いますし、また表

も色々取り入れていただいているのですが、例えば２７・２８に非常

にわかりやすく体系化していただいているのですが、これもそれぞれ

１について２だけとか、２について３だけというのではなくて、他に

リンクする部分があるのではないかと思います。それをどこかで補う

必要があるのではないかということです。 
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文言は、やはり非常に気になることがたくさんあって、句点だけで

止まっているとか、文章の流れの中に体言止めが幾つか出てきたり、

あるいは常体と敬体が混ざっていたりとかあります。明らかに誤植と

思われるところもありますので、その辺りはもう尐し精査する必要が

あるのではないかと思います。 

ただ、それぞれの基本目標について１ページでまとめたというのは

とてもわかりやすくていいと思います。現状、課題、それから目指す

べき方向と、１、２、３、４と、これはとてもわかりやすくていいと

思いました。 

やはり東村山市らしさというのを色濃く出す必要があると思うので

す。東村山市の良さもあるし弱点もあるという、その東村山市らしさ

がやはり東村山の計画には大事ではないかと思います。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

○森教育長 どうも貴重なご意見をいただきましてありがとうございま

す。まだまだ細かい部分はたくさんあると思いますので、お気づきの

点は、メモ書きでもいいので担当に渡していただけると逐一直してい

きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  実施計画が今年度中で終わりだったものを、理事者会議の中で先へ

延ばしていただいたという経緯もございますので、せっかく期間があ

りますので、実りあるものを作っていきたいと思っているところでご

ざいます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  私も、色々細かいところを見てきたのですけれども、皆さん一つ一

つ同じようなところを気づかれていたのかと思いました、各先生方が

お話しされていましたように、やはりこれを一本のものとして通じる

道をつけるというのは大切なのかと思います。これだけのボリューム

のものを作り上げるのは大勢の方の手がかかっているのではないかと

思いますが、それを一つにまとめて一つの冊子ができるというのが一

番ではないかと思います。 

 

  では、他にないようでしたら、教育長からも話がありましたように、

気づかれた点は担当の神山課長のところにお話をするということで進

めていきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 
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  では、生涯学習計画についての協議は以上にさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

  続きまして、協議事項の②なのですが、暴力による体罰の実態把握

調査についてということで進めさせていただきたいと思います。 

○森教育長 次の協議事項②なんですが、教育委員会規則の第１１条の

ただし書きに規定いたしますその他の事件に該当いたしますので、公

開しない会議としたいと思いますがいかがでしょうか。 

○町田委員長 ただいま教育長から非公開の会議にしてはどうかという

発言がありましたけれども、討論しないで採決したいと思いますけれ

ども、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、公開しない会議として協議することに賛成の方の

挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、この件に関しましては非公開

ということでの会議にしたいと思いますのでお願いしたいと思います。  

  では、休憩します。 

 

午前１０時５６分 休憩 

 

午前１１時５５分 再開 

 

○町田委員長 では、再開します。 

  報告事項の①の３月の定例市議会については、次回の報告に移させ

ていただきます。 

  では、②卒業式及び入学式の出席及び告辞について。 

○田中庶務課長 卒業式及び入学式の出席及び告辞についてご説明いた

します。お手元に、小学校卒業式、中学校卒業式、小学校入学式、中

学校入学式並びに萩山分校の卒業式という形で告辞文をご用意させて

いただきました。こちらにつきましては、平成２４年度の卒業式、平

成２５年度の入学式のものでございます。 

  平成２５年３月１９日に中学校の卒業式を皮切りに、その後、小学

校の卒業式、また４月には小・中学校の入学式等がございますので、

そちらの告辞の清書文を来週中にお届けをしたいと思います。 
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  告辞文の内容につきましては、既に素案をご確認いただいていると

ころで、ご指摘をいただいた箇所については修正を済ませております

が、改めてご確認をいただきまして、万一修正等がある場合には、印

刷発注の関係もございますので、平成２５年３月６日までにご連絡を

いただけるとありがたいと考えております。 

  なお、校長会にもこの文書をお示しさせていただいて、校長の挨拶

と重複をしないようにということは求めてまいりたいと考えておりま

す。 

  また、卒業式並びに入学式の日程表でございます。こちらにつきま

しては、委員長を始め、教育委員の皆様方に訪問いただく学校の開始

時間等をご確認いただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  なお、入学式につきましては、職員に異動等の関係があった場合に

は変更もあり得るということでご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  入学式、卒業式、よろしいでしょうか。 

  では、続きまして、平成２４年東村山市教育研究会研究発表会につ

いて、指導室よりお願いします。 

○村木副参事 報告事項の③から⑩までをまとめてご報告させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○村木副参事 それでは、平成２４年東村山市教育研究会発表会につい

てご報告いたします。 

  平成２５年２月１３日に中央公民館ホールにて開催されました。当

日は小学校の国際理解・外国語活動部、中学校の数学部、中学校の保

健部の３部会が口頭による発表を行っております。それ以外の部会に

つきましては、研究冊子に基づいて紙上発表を行っております。当日

の参加教職員数は４７５名、来賓者数は１５名で、盛大に行われまし

た。 

  平成２４年度東京都立高等学校第一次募集、更には分割前期募集に

おける合格者発表後の進路決定者及び未決定者についてご報告いたし

ます。 

  第３学年の在籍生徒数は、特別支援学級の生徒も含めまして１，２
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７７名、そのうち、この時点で進路決定がなされている者が１，１７

９名となっており、未決定の者が９８名で全体の７．６７％を占めて

おります。前年度に比べますと、前年度が５４名、総数に対して４．

４３％であることから、尐し割合が高くなっております。この原因を

各学校に連絡をとって状況を確認しましたところ、都立一本で受験を

する生徒が増えた、そういったことで残念ながら結果が厳しかったと

いう報告を受けております。 

  この後は、定時制の二次の試験が平成２５年３月２６日に行われる

予定です。更には、分割後期の試験は今週末、平成２５年３月９日に

予定をされております。 

  この報告をいただいてから、既に３０人ほどがもう進路を決定して

おりますので、現時点で把握している状況では、６９名の生徒がまだ

未決定であると受けとめていただいても結構です。 

  第３回いじめにかかわる実態調査の結果についてです。 

小学校版における認知件数は、第３回は１３件とかなり数は減って

おります。解決の態様を見ていただきますと、１３件のうちの７件は

新規、６件は第２回からの継続ということになっています。 

いじめの認識については、本人からの訴え、或いはアンケート等、

学校の取り組みで把握した割合が高くなっております。これらのこと

から、学校が相談しやすい状況を構築することに努めていただいてい

るということが言えると思います。引き続き、アンケート調査を継続

して行うということは学校には指導してまいりたいと思います。 

  中学校についてご説明をさせていただきます。 

  認知件数が１９件ということで、第２回より１０件ほど減っており

ます。新規が１８件、継続が１件ということで、状況については小学

校と若干解決の状況が違うのかなと思われます。 

学校におけるいじめの認識については、本人からの訴え、学級担任、

更には本人の保護者からの訴え、そして追加していただきたいのです

が、「アンケート等、学校の取組」、この文言が抜けておりますので、

コメントの１行目の中盤に「アンケート等、学校の取組」という表現

を入れていただきたいと思います。学級の担任が６件、それから本人

からの訴えが４件、アンケートの取組や本人の保護者からの訴えがそ

れぞれ各３件という内訳になっております。中学校は組織的な対応が

図られ、解決につながっているということが言えると思います。 
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また、このいじめの実態調査の他に別刷りで、こちらは参考資料と

して大津市の第三者委員会の報告書の提言を概要としてまとめさせて

いただいたものを本日お手元に配布させていただいております。 

大津市のこの提言、様々な角度からご示唆されていますけれども、

従来の学校としての機能が健全に維持されていれば、これらのことは

どの学校でも当然やっていることだと受けとめております。ただ、こ

の事案のように大きな課題を伴う学校の状況もありますので、提言の

中身を熟読しまして、その内容を勘案したものを「平成２５年度のス

タートにあたって」と、この中に盛り込みながらさまざまな指導室関

連の事業の構築を、平成２５年度に向けて計画を立てているところで

す。 

「平成２５年度のスタートにあたって」というところで、幾つかお

話をさせていただきたいのは、最初に大きなフレーズとして、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、

そのためにどんな教育活動を行っていくのかということをうたわせて

いただいております。特に（２）でいじめ問題にかかわる調査の実施

ということで、二重線を引いた部分を新たに変更・追加しております。  

３ページの後半部分、二つ目のフレーズとして「いのちを大切にす

るこころや態度」「人を思いやるこころをはぐくむ」、そういった教

育活動はどういうことが挙げられるのかというところで盛り込んでご

ざいます。特に、５ページの（５）に至りましては、特別支援教育の

推進ということで、計画を立てるだけではなく丁寧な取組を保護者に

も伝わるように行っていくことの大切さを追加させていただいており

ます。 

最後の三つ目のフレーズとして、保護者や地域との連携に努め期待

に応えるということで、特に二学期制実施の検証報告書が３月までに

上がってきますので、それらを受けて教育活動の見直し、更には改善

を図っていくと盛り込んでおります。 

服務事項に関わるところの修正、そして大津の事件を受けての、特

に体罰、更には体罰だけにとどまらず、精神的な苦痛を伴うような行

為等の言葉遣いや教員の態度、そういったところも振り返って「人権

感覚を高めることに努めていただきたい」という文言を入れてありま

す。 

大津の提言とともに、従来から、１月からのスタートとともに「２
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５年度のスタート」ということを各学校に周知はしておりますが、改

めて来年度に向けて指導徹底を図ってまいりたいと考えております。 

次に平成２５年度の指導室主管事業についてです。前回、資料提供

はさせていただいておりますが、指導室の年間事業計画第４版、更に

はレジュメの中に小学校と中学校の研究奨励校の取り組みについて、

それぞれ主題と発表の日程をお示しさせていただきました。 

平成２５年度の市教委の定例訪問についてです。 

定例訪問のほかに、平成２５年１０月１８日の野火止小学校研究奨

励校の発表会、それから平成２６年１月３０日第七中学校の発表会を

入れてございます。 

平成２４年度は、服務事故の未然防止、更には教育課程への手引き

書の有効活用ということで、私や指導室長から定例訪問の協議会の後

半の中で、そういったお話をさせていただいております。特に、服務

事故の未然防止については、資料配布を行わせていただき、各学校に

おける未然防止に努めていただきたいということで繰り返しお話をさ

せていただいているところです。 

教職員の研修については、資料の４とともに夏季宿泊研修について

は２泊３日で初任者、更には２年次の研修受講者を対象に、今年度か

ら東大和市の中小企業大学東京校に場所を変えて行っております。２

年次研修は１泊２日となっております。 

また、２点目の夏季集中研修につきましては、平成２５年８月１９

日から２１日の期間で、対象者は多岐にわたっておりますが、特に、

学校リーダー育成研修の対象者も新規で追加ということになっており

ます。 

３点目の教育相談研修につきましては、３日間の受講とともに、備

考のところに書いてありますが、８月２６日の月曜日は全教員を対象

とした東村山市のいのちとこころの教員研修を計画しております。東

村山市の事故を受けて、それを風化させないということとともに、子

供たちの道徳教育や健全育成に向けて本市は力を入れておりますので、

そのことの研修の深まりを全員に対して行ってまいりたいと考えてお

ります。 

資料の４について補足をさせていただきます。 

平成２５年度は、主任会、委員会、研修会ということで、下線を引

いたものを新規として盛り込んであります。１つは「家庭教育の手引
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き書」改訂委員会を立ち上げ、これまで活用してきた小・中版の家庭

教育の手引きの大きな改定作業を来年度行うことで考えております。 

  また、「学校リーダー育成研修」につきましては、学校マネジメン

ト研修として、こちらは主任教諭２年目以上、そして年齢も３０歳以

上という条件がありますけれども、希望者を対象ということで新規に

予定をしております。それから、先ほど申し上げた東村山市独自の

「いのちとこころの教育」の教員研修として位置づけております。 

 以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。今、指導室より報告がござい

ましたけれども、その件についてご質問ございますか。よろしいです

か。 

  報告事項⑪社会科見学終了ということで、ふるさと歴史館長お願い

します。 

○中村ふるさと歴史館長 平成２５年１月９日水曜日から３月９日土曜

日まで、企画展として「なつかしい暮らしと道具たち」ということを

開催中でございますが、その中で東村山市１５校の小学校が来校して

いただいております。平成２５年１月１８日、富士見小学校を皮切り

に、３月８日大岱小で終了となりまして、また、教育委員にも見学を

していただいて大変ありがとうございます。また、企画付随事業とし

て郷土食づくりということでゆでまんじゅうを開催したのですが、多

くの小学生等に来ていただき、１００人を超えることがありまして、

好評でした。 

  続きまして、「東山道武蔵路跡」を「東村山市指定史跡」にする要

望書というのが、東村山市「歴史とロマン」市民の会と東村山郷土研

究会、東村山文化財をみる会の連名により提出されました。この件に

つきましては、文化財保護審議会等に諮りまして、また審議していき

たいというふうに考えております。 

  「東山道武蔵路」の遺構を示す標識の設置に関する要望ということ

で、２件の要望書が出されておりますので、これもあわせて検討して

いきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○町田委員長 社会科見学終了ということで報告いただきました。よろ

しいですかね。 

（ なし ） 
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○町田委員長 ありがとうございました。 

  続きまして、報告事項⑬東村山市特別支援教育推進計画第三次実施

計画について。 

○平島学務課長 今年度、特別支援推進計画第三次実施計画の策定を行

ないました。平成２４年７月に特別支援教育推進検討部会を立ち上げ、

八坂小学校三浦校長を部長とし、副部長を東村山第二中学校の岩尾校

長先生とし、部会員２１名で５回の部会を開催し、１０月に報告書を

作成しました。報告書を基に、１０月より特別支援推進計画策定委員

会を立ち上げ、化成小学校の浮須校長先生を委員長とし、副委員長を

東村山第三中学校の田所統括校長先生とし、委員１４名、専門家チー

ムの宮本先生並びに都立清瀬特別支援学校の関口校長先生等と報告書

を基に５回の委員会を開催いたしました。１２月にパブリックコメン

トの実施、それから定例教育委員会、生活文教委員会に中間報告をし、

今回、特別支援計画ができ上がりました。 

  主な変更点でございますが、３の計画期間ですけれども、東京都特

別支援教育推進計画が第三次実施計画の作成にあたって、長期計画の

期間を平成２８年度まで延長したことを受け、平成１９年から２４年

度としていた長期計画を２８年度まで延長し、平成２５年から２８年

度について第三次実施計画といたしました。 

主な重点事項でございますが、第二部の第１章、特別的な教育ニー

ズにある児童・生徒について、発達段階に合わせた一貫した指導や支

援を行うための関係機関との連携の強化を図ってまいります。また、

特に今回、教育委員会の組織の見直し、また専門家チームと子育て支

援課、子ども育成課、幼児相談室との連携の強化を図ってまいります。  

次に、第二部の第２章、就学相談を始めとする相談機関の充実や、

特別支援制度や障害に対する理解啓発、相談機関の周知のための広報

活動の充実、特に、特別支援学級の保護者のご意見並びに保護者から

のアンケートの中で、発達や障害、特別支援教育の取り組み等につい

て保護者の周知が不足しているということで、保護者を始め、周囲の

理解を得るために、啓発リーフレット、市のホームページ、講演会等

を活用し実施してまいります。 

続けて、第二部の第３章でございます。ここでは、特別支援専門家

チームの活用や教員サポーターの拡充など、学校への支援体制の充実

ということで、特に、パブリックコメントから教員の更なる向上のた
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めの研修開催もこれまで以上に取り組んでまいります。 

また、第二部の第４章、特別支援教育コーディネーターを始め、教

員の資質向上等が重要事項に挙げられます。今後とも、障害のあるな

しにかかわらず、全ての子供たちが豊かに暮らすことのできる社会の

実現を目指すという本計画の基本理念の実現に向けて、特別支援推進

計画を図ってまいります。 

今後ですが、明日、生活文教委員会での報告、並びに全市議会議員

に配布、平成２５年３月７日校長会、８日副校長会に配布予定でござ

います。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

特別支援教育推進計画について説明がございましたけれども、この

件に関して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、続けます。 

  報告事項⑭東村山市通学路危険箇所対策について。 

○平島学務課長 お手元に、東村山市通学路危険箇所対策一覧表を配布

させていただきました。これは、平成２４年５月３０日に文部科学省、

国土交通省、警察庁の３省庁が通学路の危険箇所を把握するというこ

とで、７月にＰＴＡ・保護者会から協議をいただいて、平成２４年７

月２４日から８月６日の間、緊急点検をさせていただきました。平成

２４年１２月７日の校長会でこの結果の一覧表はお渡ししたのですが、

この後、道路管理課が中心となってこれを市のホームページに掲載し

ていくということになりました。 

  以上です。 

○町田委員長 通学路の件、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。 

  次に進みます。 

  報告事項、その他お持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

  では、ないようですので定例会を閉会させていただきたいと思いま

す。 
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  以上をもちまして、平成２５年度第３回東村山市教育委員会定例会

を閉会します。 

  ありがとうございました。 

 

午後１２時２４分閉会 


