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平成２５年第４回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２５年４月４日（木）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 木 下 信 久 

教育部次長 間 野 雅 之 社会教育課長 平 島 亨 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

学務課長 肥 沼 卓 磨 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 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 磨 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 石 田 玲 奈 教育支援課長 高 橋 功 

 

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 なし 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２５年度教育関係予算について（教育部長） 

②平成２５年度の児童・生徒学級数について（学務課） 

③平成２５年度のスタートにあたって（指導室） 

④平成２５年度東村山市立小・中学校教育課程の状況について

（指導室） 

⑤平成２５年度東村山市立小・中学校教育課程編制上の特色につ

いて（指導室） 

⑦「東村山市版 算数基礎ドリル」について（指導室） 

⑧教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 
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⑨平成２５年度 企画展「讀む、古文書」について（ふるさと歴

史館長） 

⑩その他 

午前 ９時４０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２５年第４回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  それでは、本日の署名委員を小関委員にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、傍聴を希望

している方が１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、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、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 では、休憩します。 

 

午前 ９時４１分 休憩 

 

午前 ９時４２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。ご了承く

ださい。 

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。 

本日は議案がありませんので、報告事項に移ります。 

報告事項①平成２５年度教育関係予算についてお願いします。 

○曽我教育部長 最初に３月議会の一般質問通告の説明を尐しさせてい

ただきます。 

数多くの議員から、今回も教育委員会に質問をいただきました。 

まず、議席番号２５番議員ですけれども、「子どもの権利に向かい

合う取組みを」という質問がございました。これは、子供の居場所関

係についての質疑でございまして、教育委員会の行っている事業の説
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明をさせていただきました。学校の校庭を開放している遊び場開放事

業、土曜講座、放課後子ども教室、多摩六都のヤングライブフェステ

ィバルなど、子供を取り巻く事業を实施していることの説明で、今後

もその時々に応じたニーズに応えられるように取り組んでいくことが

必要と考えており、事業を継続してまいりたいと答弁をさせていただ

きました。 

２４番議員ですけれども、「子どもたちの声なき声をもっと丁寧に

受け止めよう」ということでございました。これは、いじめや体罰に

ついての質疑で、文部科学省からの体罰の实態調査について答弁させ

ていただきました。現在、児童・生徒にアンケート調査を行っており、

教職員については校長から聞き取り調査を行っています。教育委員会

に報告があったものについては、詳細を確認しているところであると

答弁をさせていただきました。 

また、就学援助関係についての質問がございまして、経済的に厳し

い家庭についてどのように支援しているかということでございました。

国の制度の就学援助制度について児童・生徒、保護者に制度の活用に

ついて周知徹底を行っていると答弁させていただきました。 

２２番議員ですけれども、「高齢者の聞こえについて」ということ

で、ヒアリングループの設置についての内容でございます。耳の不自

由な方が特殊な補聴器をつけましてマイクを通してクリアな音を拾う

ように、会議室の周りを磁気ループで囲います。その中で会議をする

と、非常にその補聴器から音が聞こえやすいということで、その機械

を設置したらどうかということでございます。 

いきいきプラザ３階のマルチメディアホールにはその設置がありま

して、耳の不自由な方にはその補聴器を貸し出して音が聞こえやすい

ように工夫しているということでございました。 

公民館では、近隣市の公民館の状況を把握したいということ、効果、

予算について今後、研究させてもらいたいという答弁をいたしました。 

また、「就学援助について」という質問がございました。こちらは

就学援助の認定水準で、当市としては生活保護基準の１．４倍を基準

としているわけですが、これは所得なのか収入なのかという質問で、

総収入を算定の基礎としていると答弁をさせていただきました。 

２０番議員ですが、「いじめ、不登校の解決へ「学校緊急対応チー

ム」の設置を」ということでございました。不登校の解決へ「学校緊
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急対応チーム」、これは板橋区が行っているのですが、「ＳＴＡＲ

Ｔ」というスクールソーシャルワーカーの機能を含んだ機関を設置す

る考えはないかということでございました。 

スクールソーシャルワーカーを採用することにつきましては予算関

係や条件が非常に厳しいという答弁をし、学校からは現在取り組んで

いる教員サポーターやスクールカウンセラー等の充实が強く求められ

ていますので、そういった方面の充实を図って、東村山市教育委員会

は今後も取り組んでいきたいと答弁をさせていただきました。 

１９番議員ですけれども、「学校の非構造部材の耐震化推進を」と

いう質問でございました。これは、体育館等のガラスの非構造部材の

取り替えや、つり天井がなっていないかどうか、照明器具が落下しな

いかどうか等、そのような対策をしていかないのかという質問でござ

いました。 

文部科学省の学校における非構造部材の耐震点検及び耐震対策状況

は、非構造部材の点検については天井材また照明器具、窓ガラス、外

装材、内装材や設備機器、家具等の破損落下等の地震時に想定される

被害を回避するため、市職員や学校関係者による目視点検を实施し、

国に動向報告を行ったところでございます。 

異常箇所については、書庫やロッカー等転倒の可能性が高いものや、

固定されていないテレビ等については固定措置を行いましたと答弁を

させていただきました。また、ガラスの飛散防止措置や軽易な外壁の

落下防止措置を行い、適宜、学校と連携をしながら対応を図っている

と答弁をさせていただきました。 

１７番議員ですけれども、「「いのちとこころの教育」の更なる充

实を」ということで、いのちとこころの教育習慣の期間に、道徳授業、

地区公開講座を行っていますが、それが有効なものになっているのか

というご質問でございました。 

これにつきましては、保護者、地区の方々にも参加していただき、

学校・家庭・地域が連携し道徳教育の推進を図るために实施を行って

おり、道徳の授業を広く保護者、市民に公開し、授業を見ていただく

ことに大きな意義があり有効なものとなっておりますと答弁をさせて

いただきました。 

次に、「教職員定数の改善等に関して」は、習熟度別尐人数指導を

担当している教諭は定数配置されているのかというご質問でした。定
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数配置ではなく、加配による配置となっており、平成２５年度小学校

には算数で１４校に、中学校には数学５人、理科で１人、保健体育で

１人、英語で１人、計８人を配置する予定となっていると答弁をさせ

ていただきました。 

１６番議員ですけれども、「北朝鮮による日本人拉致問題への取り

組みについて」という質問でございます。これにつきましては、拉致

問題を教育の場でどのように取り上げているかということでございま

す。 

都の人権プログラムを活用し、東村山市人権教育推進委員会を中心

に、人権問題、北朝鮮当局による拉致問題について、毎年度、各学校

が児童・生徒に指導を行っていると答弁させていただきました。 

１４番議員ですけれども、「学校施設について」ということで、老

朽化対策の関係です。学校施設を長寿命化し、社会的要望に応じた設

備を行うレトロフィットにしなければいけないのではないかとのこと

でございます。レトロフィットというのは、古いものを新しい設備に

変えようということでございますが、学校の建て替えは、費用面、環

境面でも難しいと、長寿命化のための大規模改修が必要となってきて

いることは承知しております。国の方針も改築から改修への方向性が

示されており、国庫交付金事業のメニューも拡充されていますと答弁

をさせていただきました。 

現在、経営政策部で全体的な施設の再生計画を行っている公共施設

再生計画と整合性を図り、対応を实施していく必要がありますと答弁

をさせていただきました。 

「公立学校の校庭の芝生化について」は、久米川東小学校の校庭が

芝生になっており、メリット・デメリットについての質問でございま

した。 

メリットは、集団遊びや素足での活動の増加、すり傷の減尐、校庭

の温度の低下、ほこりの減尐、自然に対する意識の変化や環境教育の

向上、またボランティア活動による地域との強化などが挙げられると

答弁させていただきました。 

デメリットといたしましては、芝生の養生期間の使用制限。また、

メンテナンスを含めた費用面でも尐し問題がありますと答弁させてい

ただきました。 

次に、１２番議員でございます。 
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「学校教育について」は、いじめの把握の方法についての質問でご

ざいます。これについては、学校の担任・学級担任以外の教職員の発

見、アンケート調査、学校の取り組みによる発見、また本人からの訴

え、保護者からの訴えによる把握ということで答弁させていただきま

した。 

次に、「体罰についての教育現場における認識について」というご

質問でございます。体罰による指導は教育として成果を上げないばか

りか、体罰を受けた児童・生徒や学校全体の指導に失望を与える。ま

た、保護者や地域に対する信頼を失う行為であると認識しているので、

あってはならないものであると答弁させていただきました。 

９番議員ですけれども、「給食アレルギー事故の再発防止の取り組

みを」は、ある都内の小学校においてアレルギーで死亡した事件を受

けての質問でございました。 

東村山市の取り組みとして、平成２５年２月４日に行われた教育委

員会のアレルギーの疾患危機管理研修で重要と捉えた点はどこかとい

うご質問でございました。 

重要と捉えた点は早い対応であり、ショック症状が出た場合は躊躇

せずエピペンを使うこと、エピペンがない場合には安静に寝かせ、速

やかに救急車を呼ぶことでございます。また、市全体での教職員を取

り込んだ研修でございましたので、東村山市として、一貫性のあるこ

のアレルギーに対する教育指導ができたものであると答弁させていた

だきました。 

最後の６番議員の、「こどもがインターネットを正しく安全に使う

ために」ということで、これはファミリーｅルール講座の活用につい

ての質問でございました。 

これはインターネットを安全に使うにはどうしたらいいのかという

ことでございますけれども、各学校では東京都の教職員を招き講座を

活用している。また、インターネットを安全に使うために外部の関係

機関と連携いたしまして、民間企業の出前授業や講座を活用している

学校もあるので、正しく使うための指導を行っておりますと答弁をさ

せていただきました。 

本数で８０本を超えていますので、その中の大きなところを説明さ

せていただきました。教育委員会は平成２４年度も数多くの質問をい

ただきました。平成２５年度も多くの質問をまだこれからも受けるの
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かなと思っていますので、課長を含め、しっかりした答弁をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

次に、最終日、３月２５日に補正予算がございました。教育委員会

の予算ではございませんが、教育委員会の事業として行うものでござ

います。これは国の緊急経済対策における交付金に伴う事業を行うた

めに、一般管理費の予算から予算措置したものでありまして、实際に

は教育委員会庶務課で行っていく事業でございます。 

まず、日本経済再生に向けた緊急経済対策事業費でございます。下

に括弧で行政経営課と書いてありますけれども、予算額としては１２

億６千２５５万５千円という予算になっております。 

小学校外壁等改修工事实施設計委託等の委託料や、工事請負費、

小・中学校の外壁等改修工事、小学校屋内運動場非構造部材改修工事、

またトイレ改修工事、中学校屋内運動場非構造部材改修工事という内

容でございます。 

金額としては概ね１１億６千万円を教育委員会の事業執行分として

平成２４年度補正予算で可決いただきましたので、次年度に繰り越し

て平成２５年度に实施していくということでございますので、報告を

させていただいたところでございます。 

それでは、平成２５年度の当初予算の説明をさせていただきたいと

思います。 

平成２５年度予算額ということで、一般会計が４８８億４千２４３

万３千円となっております。これは、過去最大の予算規模となってい

るところでございます。特別会計と合わせまして、８３５億９千４１

０万１千円となっております。一般会計の増減額ということで、９億

１千１９８万３千円、これも一般会計から比較しますと比率が１．

９％伸びました。 

下水道事業の特別会計でございますけれども、増減額が１４億３千

６１０万５千円ですが、前年度は繰上償還がありましたのでその分が

マイナスになっております。 

続きまして、歳入の部でございますけれども、市税が２０１億３千

１２９万８千円。前年の増減額でございますけれども、１億９千３５

９万６千円と増えております。これは固定資産税が主に伸びておりま

して、７６億１千９６２万３千円が平成２５年度の予算でございまし

て、平成２４年度対比、１億４３７万４千円増となっております。 
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これにつきましては、大型規模の事業所、大きな店舗ができたこと

と、大きなマンションができたということで固定資産税を多く見てい

るということでございます。歳入の市税ではそのような特色がござい

ます。 

続きまして、３番の地方債を見ていただきたいと思います。これは

歳出でも出てきますけれども、秋水園のリサイクルセンター建設事業

で４億７千４８０万と地方債が大分増えております。これは秋水園の

ある施設を改修いたしまして、リサイクルセンターを建設するという

内容でございます。これは２５、２６、２７年の３カ年事業でござい

まして、平成２５年度の地方債の数字でございます。 

続きまして、一般会計の歳出の関係でございますが、特色あるとこ

ろだけ申し上げさせていただきたいと思います。 

民生費はかなり多くて、２４８億１千７１６万円となっております。

増減額、対比で３億６千８２２万６千円が増えており、１．５％の伸

び率となっております。これは、主に生活保護、障害者等に係る扶助

費の増でございます。構成比といたしましては、全体予算の５０．

８％と、半分以上が民生費という予算の特色となっております。 

次に、土木費でございます。４６億８千２７５万３千円が平成２５

年度予算でございまして、増減額が１０億８千４１１万３千円、伸び

率が３０．１％となっておりますが、これは、連続立体交差事業を今

年度から進めていくことで金額が増えているところでございます。 

教育費でございます。４４億９千４３９万８千円、平成２４年度予

算が５５億２２６万円、増減額１０億７８６万２千円の減となってお

ります。増減率としては１８．３％の減でございます。この主な要因

ですが、耐震工事と空調工事が平成２４年度で全て完了いたしまして、

その金額が落ちたという内容ですので、教育委員会の予算が減ったと

いうことではございません。 

教育委員会の最終予算の主なところを、説明させていただきます。 

まず、市立小学校交通防犯整理事業費ということでございますけれ

ども、７０１万２千円、前年比より６７万１千円増減いたしまして、

子供たちの安全対策を行っていく、安全員の人数を増やしたというこ

とでございます。 

特別支援教育専門家等委員報酬でございます。これにつきましても、

前年比よりも４５万円増の、２４３万円となっております。内容につ
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きましては、専門家チームにより多く学校に巡回予算を厚くしたもの

でございます。 

次に、基礎学力向上推進事業費でございます。これは土曜スクール

を公開し、講座を平成２４年度まで３カ年にわたり推進してまいりま

したが、新指導要領により中学校の授業時間数が伸びた関係もあり、

土曜日にこのスクールを持つことが難しくなってきました。平成２５

年度からは、東村山市の特色のある学力向上を推進する事業といたし

まして、平成２５年度に算数基礎ドリル及び手引書の作成をさせてい

ただきました。平成２５年度から活用していくわけでございます。そ

の印刷費といたしまして、３２万円を計上させていただいたものでご

ざいます。 

次の、教員サポーター報酬につきましては、教員サポーターの増員

を図って１千４５９万８千円を予算化させていただきました。 

主な事業としては今まで耐震補強工事で遅れておりました学校の直

結給水化工事を３校進めさせていただきます。 

生涯学習体系整備事業費といたしましては、平成２５年度完成に向

けて印刷費の予算を計上しました。 

図書館運用システム管理事業費といたしましては、新しくインター

ネットを使いまして管理業務を進めていくということでございます。 

スポーツ祭東京２０１３東村山市实行委員会補助金につきましては、

３千８６０万円をつけ、９月、１０月、ティーボールと尐年女子バス

ケットボールの開催に向けて頑張ってまいりたいと思っております。 

それに伴いまして、市民スポーツセンターのトイレ改修工事をさせ

ていただくということでございます。 

最後に、先ほど説明させていただきました、算数基礎ドリル及び手

引書についてですけれども、本日午後４時から教育委員会でこの算数

基礎ドリルによって子供たちの学力の向上を図っていくことにつきま

して記者会見をさせていただくことになっております。これを作成し

ていただきました編集の委員長であります野火止小学校の髙安先生、

また秋津小学校の副校長安西先生に記者会見の場に出席していただき

まして、教育長のご挨拶をいただき小林指導主事の説明、質疑は学校

長・副校長にも行っていただきますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

以上でございます。 
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○町田委員長 部長より報告がございましたけれども、この案件につき

まして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 続きまして、平成２５年度の児童・生徒学級数について

お願いします。 

○肥沼学務課長 平成２５年度の児童・生徒学級数につきましては、お

手元の資料の「児童・生徒学級数一覧表（平成２５年４月１日）現

在」のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、学級数につきましては、３５人学級に伴う教員加配分の学級

数増といたしまして、昨年の小学校２年生に引き続きまして、今年度

より東京都の基準に準じ、中学校１年生に対しましても、東村山第二

中、東村山第三中、東村山第七中がとり行っているところでございま

す。 

以上です。 

○町田委員長 学務課長より報告がございましたけれども、この件に関

しましてご意見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 報告事項③平成２５年度のスタートにあたってというこ

とでお願いします。 

○川合指導室長 それでは、「平成２５年度のスタートにあたって」と

いう冊子につきましては、平成２５年４月３日付になってございます

が、内容詳細につきまして３月の定例教育委員会にて詳細をご説明し

たところでございます。新しく学習指導要領が変わりまして、小学校

では今年で３年目、中学校では２年目を迎えたところになります。一

層の充实を図っていただくためにも、この年度の切り替わり、４月の

校長会及び副校長会で改めて詳細なところをご説明申し上げる予定で

ございます。子供たち一人一人に対応していただける教育課程の实施、

また「いのちとこころの教育」を推進する本市の特色ある教育課程の

編成に伴った推進、そして实態は地域とともに活動していただくとい

う点において充实を図っていただくことを申し上げたいと思っている

ところです。 

２点目でございます。「平成２５年度 東村山市立小・中学校教育

課程の状況について」ということです。 
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３月末、平成２５年度に向けての教育課程の受理をさせていただき

ました。その中で、様々な学力向上に向けての取り組みを、小・中学

校において实施していただいているというところでございます。次年

度に向けましても、より一層充实した学力向上に向けての取り組みを

お願いしているところでございますので、指導室としましてもそのフ

ォローアップ、助言について取り組んでまいりたいと思っております。 

また、各種指定校というところをご覧いただきますと、平成２５年

度、本年度につきましては、東村山市教育委員会の研究奨励校を秋津

小学校、南台小学校、北山小学校の３校にお願いするところでござい

ます。これは、平成２５年度に向けて多くの学校から研究奨励の希望

がございました。その関係で、平成２５年度は３校の指定ということ

になりました。大変喜ばしいことだと思っております。奨励に向けて

一層取り組んでいただきたいと思っております。 

また、東京都の研究指定におきましては、東京都の教育委員会スポ

ーツ推進指定校が東萩山小学校と東村山第二中学校で、そして新たな

名称でございますけれども、理数フロンティア校として富士見小学校

と東村山第二中学校の指定を受けることとなりました。 

この理数フロンティア校につきましては、理数教育の充实に向けて

ということで、理数教育の強化・研究、それから幅広く校内において

研修をしていただきながら、小学校５０校、中学校５０校の東京都の

指定にこの富士見小学校と東村山第二中学校があたることとなりまし

た。校内において充实した教材開発であったり、それを広めていただ

くことによって、市内、それから全都においての理数教育の充实を図

っていただくという新たな取り組みでございます。この富士見小学校、

東村山第二中学校におかれましても、それぞれ小・中学校において理

数教育の推進にあたっていただきたいと思っているところでございま

す。 

３点目でございますが、平成２５年度東村山市立小・中学校教育課

程編制上の特色についてということで、今申し上げた内容をさらに詳

細に、各小・中学校での今年度の教育課程編制上の特色をまとめてお

示しいたしました。 

特色あることを申し上げますと、東京教師道場の部員がかなり本市

においては多く増えてきているところでございます。さらには、教師

道場に加えて学校によっては教育研究員というのも輩出しているとこ
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ろです。 

この教師道場につきましては、教職員研修センターというところで

教科の専門性を高め、校内に広めていただくという取り組みです。教

育研究員というのは、東京都の指導部で同様の取り組みをしており、

その取り組みに積極的に本市は手を挙げていただいて教員がその勉強

に励んでいるというところでございますので、こういったところで学

んでいただいたことを校内で、また市内全体で広めていただくいい機

会ではないかなと思っているところでございます。是非、私ども、指

導室としても後押しをしたいと感じているところでございます。 

続きまして、東村山市教育委員会定例訪問の予定でございます。既

に、期日、訪問校につきましてはお示しさせていただきましたが、委

員のお名前と担当指導主事の名称を入れたものを改めてご配布させて

いただきました。日程の確認等、よろしくお願いいたします。 

続きまして、先ほど部長からもお話がございました、東村山市版算

数基礎ドリルについて、お手元には概要版をお配りいたしました。 

こちらも本日、夕刻からこの算数基礎ドリルについての記者会見を

行うわけですが、良い情報は積極的に伝えたいという東村山市からの

発信ということでの取り組みでございます。 

このドリルの作成につきましては、以前から東京都の児童・生徒の

学力向上を図るための調査の結果分析をしてまいりました中で、やは

り小学校の算数、それから中学校の数学にやや課題があるということ

がずっと懸念されていたところでございます。特に、小学校段階にお

いての基礎・基本の定着が、中学に向けても非常に有効であるという

ところから、この平成２４年度では、小学校の算数基礎ドリルの作成

に着手しようということで取り組んでまいりました。基礎学力向上推

進委員会を年間１０回行いまして、もちろん１０回だけではなく各学

校の担当者がこのドリルの作成に向けて様々な取り組みに時間を費や

していただきました。 

その結果、本ドリルは、四則計算、いわゆる足し算、引き算、掛け

算、割り算の計算の仕方やつまずきのポイントを学びながら、スモー

ルステップ型の練習問題を通して子供たちが達成感を味わう。それと

ともに、興味・関心を高めながら基礎的・基本的な学習の定着を図る

という目的で作成をさせていただきました。 

このドリルにつきましては、算数ドリル一覧表というのがございま
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す。ここでそれぞれの各単元の学習内容を示した上に、ほんの１行で

はございますけれども、指導のポイントというのを示してございます。

ここを押さえて先生方に指導していただきたいポイントを、全単元に

このように示しているわけでございます。 

更に实際のドリルを見ていただきますと、市販のドリルと違いまし

て計算問題だけを羅列したドリルではなくて、計算の仕方を順序だて

て丁寧に進められるように引き出しをつけてみたりなど、つまずきの

ポイントをそこに尐しコメントを入れてございます。これは教師が活

用する上でも活用できますが、子供たちもこのドリルを見て、ああ、

ここに気をつけるんだなということがわかるようになっていますので、

本当にスモールステップの段階でこれを行っていけるように作られて

います。 

また、本市の採択した教科書に準拠しておりますので、教科書に沿

って進めることができます。活用の方法としては授業の中でも使えま

すし、朝学習という使い方もできます。また、教科書を見ながら自宅

学習もできますので、そういった意味で活用の幅が広がっているので

はないかと思います。 

更には、この紙ベースで１冊、学校にはお送りいたしますけれども、

データを送りますので加工ができます。先生方の手づくりですから、

その中に数字を盛り込んで配布することもできますし、また数値を変

えて学校の子供たちの实態に即して活用させるということもできます

ので、大変この東村山市版という意味では内容の充实したものが作成

できたのではないかと思っています。 

今年度につきましては、この活用の検証と共に、今回、四則計算に

特化しましたけれども、さらに図形の領域や数量の領域に広げていき

まして、先々には中学校版の作成も考えていきたいと思っているとこ

ろでございます。 

このような形で算数基礎ドリルを充实させ、子供たちの学力向上に

今年度取り組んでまいりたいと思っているところでございます。よろ

しくお願いいたします。 

最後でございます。教職員、児童・生徒、学校の状況についてです。 

平成２４年３月２７日に臨時教育委員会がございまして、その際の

数値と大きくは変わってございません。転出関係は全く変わりがござ

いませんが、転入関係で期限付任用教諭が若干増えまして、現在、初
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任者と呼ばれる括りで言いますと、小学校が１９名、中学校が１７名

の、計３６名の初任者がおります。うち９名が期限付任用教諭でござ

います。この先、この数字で進むだろうと思っておりますが、現在の

ところあともう１名、中学校で増になる予定です。３７名で初任者の

対応ができるのではないかと思っているところでございます。 

先ほど学務課長からも話がありましたが、学級数の増減がここであ

る程度落ち着きましたので、教員の数もこれで確定できるのではない

かと思っているところです。 

私からの説明は以上でございます。 

○町田委員長 何かお気づきの点、ご意見等ございましたらお願いしま

す。 

○森教育長 尐し確認をしたいのですが、指導室長から報告いただきま

した、教育課程の状況についてということで、土曜日の授業日数が、

小学校と中学校では、小学校の中でも多いところでは５日、４日あっ

て、尐ないところは１日程度になっているのですが、中学校も６日と

か５日、１１日とか１０日とか随分差があるのですが、授業時数の中

でどういう関係でこんなに差が開いたのか教えていただきたい。 

○川合指導室長 土曜日の活用につきましては、東京都から月２回程度

の实施ということで、各学校でもそれを有効に活用しようというとこ

ろで土曜日の日数を増やしている学校、一方で土曜日を活用しなくて

も平常の授業の中で充实した授業時数を確保しようという学校の若干

の違いがあろうかと思っています。その中でも、教育課程編制上にお

いてはその内容を十分に把握して取り組んでいただけるということで、

私どもも教育課程の受理をさせていただきました。今後、土曜日をど

のように活用していくかという意味におきましては、尐しずつ学校に

よっては差が出てくるかと感じられているところです。 

○森教育長 数字だけ見ると中学校がかなり多いのですが、授業時数的

に厳しいということが言えるのですか。 

○川合指導室長 实際には年間９８０時間から１，０１５時間に増えま

したので、授業時数としても確かに厳しいということはあろうかと思

います。中学校の教育課程を編成する上で、特に１年生から３年生に

向けては、授業時数を生み出すのに非常に難しい状況にあろうという

ことがございますので、何とか土曜日をうまく活用して授業時数を確

保したいというのは正直なところだということを捉えております。 
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○森教育長 はい、わかりました。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

他にございますでしょうか。 

○小関委員 算数ドリルについてですけれども、これまでも恐らく、

様々な学校でこうした取り組みはあったかと思います。ただ、今回、

市としてどういう形で使用するとか、工夫も全て、色々な学校の今ま

での宝を集めて作られたということで大変すばらしいと思います。子

供たちが楽しく取り組めるということが大事なので、問題数もこれ位

で適切かと思います。 

その他のところに書いてありますが、これはこういう形で学校にお

話をされるときに是非学習習慣の定着ということも含めて、家庭学習、

家庭との連携についてそれぞれ強くお話をしていただくといいのでは

ないかなと思います。 

学校としてこのようなことをやりますよ、そして学習習慣を身につ

けさせたいということもあります。その学習習慣が、やはり学力の向

上に深く関わるのだということ。そういうことでお話をしていただく

となると、保護者会でも出したり、学校だより等に載せたり、積極的

に啓発を図ると、ありがたいと思います。 

○川合指導室長 小関委員にご指摘いただいた、家庭教育の中にどのよ

うに入り込むかということは大変大きな課題でございます。そういう

意味では、保護者会を通じて、或いは事あるごとに家庭の学習の充实

を訴えていくということが、私どもも大事だと思っておりますので、

これを機会に、積極的に推進してまいりたいと思っております。 

○町田委員長 他にございますか。 

○當摩委員 土曜日の使い方というのは、中学校で特にばらつきが出て

いるのを、地域性なども含めまして实感しています。それに関しては、

東村山市として、例えば１５の小学校、７つの中学校で、本市が学校

の自由選択制を持ってない以上、独自性はとても重要だと思うのです

が、大きなばらつきというのが長い間存在していると、家庭の中では

それぞれそのことに対しての対応ということを、うちの子供が行く学

校はどうなっているのかなと、あそこの学校はこうなのだけれどもと

いうことが必ず出てくると思っております。 

第四中学校の例を言わせていただきますと、土曜講座の替わりにホ

リデーネットワークという形で、地域で子供たちを積極的に様々なこ
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と、ボランタリーなことで社会参加させることによって育てていこう

という取り組みを長く行っていて、随分たくさんの生徒たちが地域の

中での学びということをしていただけたと思います。 

实際、幾つもの継続的な取り組みとしてあるわけですが、授業があ

れば当然、その土曜日にそのような可能性は尐なくなる。地域の中で

の説明ですとか、説明責任とか、そうしたことをしていくのとともに、

指導室の考え方としては何年ぐらいで、東村山の方向性を出そうとし

ているのか、土曜日の使い方、過ごし方とかいうことも、もう尐し

色々な形で検証を尐し深めていくことを考えないといけない時代に来

ているのかという気持ちがいたしますので、ご検討もよろしくお願い

します。 

○川合指導室長 ありがとうございます。ご指摘のとおりで、東村山市

として２２校がどのように取り組んでいくかということはとても大事

だと思っております。实際、教育課程の編制権が校長にありますが、

私ども、指導室として受理をする上で、指導・助言という立場がござ

います。そういう意味では、ご指摘いただきましたこと、東村山市の

小・中学校としてこの土曜日の扱いをどうしていくのかということを

統一して助言してまいりたいと思っておりますので、ご指摘いただき

ましてありがとうございました。 

○森教育長 尐し補足をさせていただきます。 

今ご指摘いただいたとおりだと思いますし、当初は、教育課程が新

しくなった段階では、それぞれの土曜講座をやっているところも多々

ございますので、その实態を踏まえながら学校独自である程度のこと

を決めてくださいということでスタートをしたのですが、足並みが揃

ってきたような部分もありますので、先ほど當摩委員からご指摘があ

ったようなところも検証する中で、そろそろある程度のレベルは統一

していく時期が来ているなとは考えております。この１年ぐらいかけ

て、来年度以降はある程度の方向性を示していく必要があろうかと思

っております。 

○町田委員長 他に、ご意見・ご質問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 算数基礎ドリルは、すばらしいものができたと思います。

なにより、それをプレス発表するということは、私は本当に良いと思
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います。教育委員会が、このようにしっかりと学力に向けて取り組ん

でいるというのは、やはりＰＲしなければわからないものであって、

どのように新聞に載るか楽しみにさせていただきたいと思います。 

また、今、指導室長の話の中で、各学校の先生方がとても研修に熱

心ということで、本当にうれしい限りで、やはり研修の東村山と言わ

れるぐらい、これからも伝統として受け継いでいってもらって、全て

の学校が良い学校だと言えるようになっていけばいいのではないのか

と思います。 

では、他にないようでしたら次に進めさせていただきます。よろし

いでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 続きまして、報告事項の⑨平成２５年度企画展「讀む、

古文書」について。 

○中村ふるさと歴史館長 平成２５年度春の企画展につきまして説明申

し上げます。 

今回、「讀む、古文書」ということで、ふるさと歴史館で収蔵して

おります古文書につきまして、これを活用しまして市民に還元すると

いう企画展でございます。江戸時代の東村山の生活ということで、会

期につきましては平成２５年４月２０日土曜日から６月３０日日曜日

で、付随事業につきましては、古文書講座入門と展示説明会を予定し

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 ふるさと歴史館長の説明がございましたけれども、この

報告事項について何かご質問等ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 身近な歴史を知ることができて楽しそうですので、是非

行かせていただきます。そのときはよろしくお願いいたします。 

報告事項を他にお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。よろし

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようですので、以上で定例会を閉会したいと

思います。 

   

午前１０時４０分閉会 


