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平成２５年第７回東村山市教育委員会定例会会議録 

【公開分】 

〇平成２５年７月２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 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 髙 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 

 議案第２８号 東村山市職員の分限及び懲戒に関する審査委員

会からの答申 

 議案第２９号 東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部

を改正する規則 

 議案第３０号 東村山市社会教育委員の委嘱 

 議案第３１号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級 

教科用図書採択について（指導室） 

②平成２５年度夏季休業中の取組について（指導室） 

③平成２５年度第３４回東村山市中学校スポーツ大会開会式につ
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いて（指導室） 

④平成２５年度音楽鑑賞教室について（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運動公園プールの開催について（市民スポーツ課） 

⑦夏の企画展 地域密着型日本史教科書から探る東村山（ふるさ

と歴史館） 

⑧算数基礎ドリルについて（指導室） 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただ今より、平成２５年第７回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。本日の会議録の署名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 本日の定例会でございますが、傍聴希望の方が４名い

らっしゃいますので、それについての傍聴の許可をお諮りいただきた

いと思います。 

○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

と思いますけれども、皆様、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、傍聴を許可いたしたいと思います。   

○森教育長 議案第２８号でございますが、東村山市職員の分限及び懲

戒に関する審査委員会からの答申でございますが、人事に関する案件

でございますので、教育委員会会議規則第１１条のただし書きに規定

いたします人事に関する事件、これに該当いたしますので、公開しな

い会議とすることにいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 ただ今、教育長から議案第２８号は非公開会議にしては

どうかとの発議がありましたので、討論しないで採決したいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、公開しない会議と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 全員賛成ということで、議案第２８号、東村山市職員の

分限及び懲戒に関する審査委員会からの答申につきましては、公開し

ない会議とし審議いたします。 

 では、休憩します。           
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                     午前 ９時３３分 休憩 

 

午前 ９時５１分 再開 

 

○町田委員長 それでは、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、

ご了承願います。 

また、携帯電話は電源を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２９号、東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則についてお願いします。 

○川合指導室長 議案第２９号、東村山市立学校の管理運営に関する規

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７月２日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  東村山市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則。 

  議案第２９号、東村山市立学校の管理運営に関する規則（昭和５３

年東村山市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正すること

に議決を得たい。 

  説明。 

  東京都教育委員会では、「東京都立学校の管理運営に関する規則」

（昭和３５年東京都教育委員会規則第８号）を改正し、平成２５年４

月から都立学校において新たに「指導教諭」を設置しております。平

成２６年度から区市町村においても設置を予定しているため、本案を

提出するところであります。 

  東村山市の管理運営に関する規則の第６条の３を繰り下げて、第６

条の４に持ってきまして、その上に新たに第６条の３に指導教諭の説

明を加えてございます。「第６条の３、学校に指導教諭を置くことが

できる。２、指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに

教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な

指導及び助言を行う」という、この一文を追記させていただきたいと

いうところでございます。 

  ここで、規則の改正に向けての経緯をご説明いたします。 
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  平成１９年度に学校教育法が改正され、第３７条第１０項に指導教

諭の位置づけについて追記されました。この指導教諭というのは、

「児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育

指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」とされてい

ます。これを受けて、東京都でも平成２４年度に東京都立学校の管理

運営に関する規則を改正し、今年度から都立学校においても指導教諭

が置かれることとなりました。 

  つきましては、平成２６年度から小・中学校へも配置を予定してい

ることから、各自治体における公立学校の管理運営に関する規則改正

が求められてまいりました。 

  さて、この指導教諭という職ですが、これは現在の主幹教諭と同等

級の職務で、給料号級の４級で４級職と呼ばれるところの選考を行い

ます。給与号級でいえば主幹教諭と同等ということでございます。 

  有資格者は、現在の主任教諭を２年以上の方、そして現在の主幹教

諭から登用されるということでございます。職務内容は学校経営に参

画するような管理職の補佐的立場であるこの主幹教諭とは違いまして、

教科指導の専門性を生かして授業の在り方改善や教材開発等々をして

指導技術を普及させることにあります。 

  例えば、年間３回程度、模範授業を実施して、校内教員はもとより、

近隣校の校外教員へも公開をします。またそれ以外にも、積極的に授

業公開を行い、講師となって指導・助言を行う等、いわゆる現在の指

導主事の職に近い内容を学校に居ながらにしてこなすということにな

ります。 

  東京都では、平成２６年度から５年間で、小学校で約２１０名、中

学校で約１３０名の配置を予定しており、これは有資格者の人数から

して約１３０人に１人という極めて指導力の高い優秀な人材であると

いうことが言えます。 

  今後、指導教諭が定着していくことを鑑みまして、本市の市立学校

における管理運営規則に関する規則の改正を議案としてご提出するも

のでございます。ご審議いただきまして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 指導室長からの説明が終わりました。ご意見・ご質問は

ございますか。 
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○森教育長 指導教諭の数ですが、全都的に公立の小・中学校で指導教

諭を希望している方というのはどれ位いますか。 

○川合指導室長 現在、正確な数というのは把握していないところです

が、実は今申し上げましたように、平成２６年度から５年間で、国語、

算数、数学、理科、社会と呼ばれるような各教科を揃えていくに当た

って、平成２６年度に向けては国語・算数・理科を中心にまとめてい

こうというのが東京都の考え方でございます。その中で、かなり近隣

地域にも公開するという、条件つきでございますので、かなり近隣も

ある程度のブロックごとでその指導教諭を集めていくという考え方が

ございまして、そのブロックで調整を図ったところ、各ブロックで２

人ないし３人希望者がいるかどうかという実態でございます。全都的

にはブロックは１０区ほどございますので、向こう５年間で小学校２

１０名、中学校１３０名に値するところの１０区でつまり２０人から

３０人程度、本年希望があるかというところでございます。なかなか

都立高校で定着しているかどうかという情報も十分に入ってこない中

で、公立小・中学校においての実施でございますので、尐し定着には

時間がかかるのかと思っているところでございます。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 先ほど主任教諭と主幹教諭の中から選考し、非常に専門性

を持つことで、身分的には主幹教諭と同じというご説明を頂戴したと

思います。もしその選考に合格した場合は、主幹教諭ではなくて、名

称としてはこちらの名称が使われるという理解で良いのですか。 

  そうなると、それだけの専門性を持つ方が、人事的にどうして同じ

グレードの中で位置付けられるのかという、その辺を室長に答えてい

ただくのも変な話ですが、東京都はどのような考えなのかと尐し思い

ます。 

○川合指導室長 ご質問の同等で良いのかどうかというところになろう

かと思いますが、元来、この主幹教諭と呼ばれている、従来からの主

幹教諭は、将来的には管理職を目指していただくという、学校経営、

運営にまで携わるという力量の方を選考してまいりました。給与号級

では４級職ということになっています。一方で、やはり各学校におい

ては生涯一教員というお考えの先生方もたくさんいらっしゃいます。

そのような力量を十分に持っていながらも、力に見合うだけの給与号

級に値せずしてお仕事いただいているという実態もありました。 
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  しかし、東京都としてはそのような職を、将来的にはやはりある程

度一本化していきたい、指導力があるという方向性と管理職としての

力量のあるという方向性も含めて、将来的には学校を支えていただく

という方向性に持っていきたいという考えがあって、東京都の考え方

としては４級職と呼ばれる給与号級に一律並べたようでございます。

いずれ５級職、６級職という、副校長、校長職への将来性を培ってい

きたいという考えがあると聞いております。 

○當摩委員 ありがとうございました。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 学校現場では、専門分野で長くすばらしい実践をしている

先生方がたくさんいると思います。そのような方々にある意味光を当

てる、そういうことであると思いますが、恐らくそれほど希望者はい

ないだろうということですね。 

  経営に関わるよりは子供たちにいつまでも関わっていたいという教

員が多いわけですから、そのような方々が指導教諭になって若手を指

導していくというのはとても大事だと思います。発掘と言いますか、

育成がすごく重要だと思いますが、それはどのような形でなされるの

でしょうか。当市だけではないですが、東京都全体でもどのような形

で育成をしようとしているのか。現在、すばらしい実践をしている人

たちが指導教諭として指導していこうという気持ちになってもらう、

そういう育成の方法を伺いたいと思います。 

○川合指導室長 まさにおっしゃるとおりでございまして、この指導教

諭の向こう５年間で人数を揃えていく中で、もしその力量に疑問が生

じてきた場合には、言葉は適切かどうかわかりませんが、入替え制の

形をとっていきたい。最終的には、１３０名、２１０名の数の範囲は

広げないで、力量ある者を次から次へと登用していき、残念ながら力

量検査をした結果、それが維持できないものについてはその職を下り

ていただくというような方向性を東京都は持っているようです。 

  そのためには、東京都を挙げて研修センターを含めた研修システム

の構築というところは検討の余地ありと考えているようでして、都立

高校は先行的に今年度から行っているところでございますが、小・中

学校と都立学校の大きな違いは、抱えている持ち時間数の問題がござ

いまして、なかなか小・中学校の時間数が多い中で、この指導教諭と

いう全面的に指導を中心とした授業が並行して行えるのかどうかとい
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う点も、力量の向上という点では考えていかなければならないと思っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○小関委員 主幹教諭には主幹軽減というのがあります。指導教諭の負

担ということからいって、研修時間の保証とか軽減等はあるのでしょ

うか。 

○川合指導室長 現在、東京都が申している中では軽減はございません。 

○小関委員 難しいですね。 

○町田委員長 他にいかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 指導教諭はこれから期待すべきところだと思います。 

  質問がないようですので、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２９号につきましては

原案どおり可決いたしました。 

  続きまして、議案第３０号、東村山市社会教育委員の委嘱について

お願いします。 

○平島社会教育課長 議案第３０号、東村山市社会教育委員の委嘱。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年７月２日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  東村山市社会教育委員の委嘱。 

  社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第２項及び東村

山市社会教育委員に関する条例（昭和４７年東村山市条例第６号）第

２条の規定により別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。 

  説明。 

  現在、社会教育委員の任期が、平成２５年７月３１日をもって満了

となるため、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。第２０期は平成２５年８月１日か

ら平成２７年３月３１日までの任期でございます。第１９期の任期が、

平成２５年７月３１日で終わり、この第２０期の委員の中からまず１

０名中７人の委員は継続していただき、新たに３人新規で委嘱を予定



８ 

しております。 

  この社会教育委員は、現在、生涯学習計画等々を話し合っていただ

いて、９月に完成の目途を立てるとなっております。また、それ以降

は各所管の問題点等を話し合っていただくということを行っていきた

いと思っています。また、社会教育委員の組織上の割り当てはござい

ません。 

３人の新規の方ですが、まず前任の吉井四郎氏に代わりまして伊藤

俊次氏でございます。伊藤氏につきましては、前金沢大学の教授で、

現在、早稲田大学、中央大学の非常勤講師をされております。また、

富士見小学校と单台小学校の子ども講座の委員長であって、当初から

携わっていただき、この方が適正ではないかということで選ばせてい

ただきました。 

  続いて２人目ですが、桑名氏でございます。前任は第六中学校の宗

像校長でした。任期が終わって小学校の校長会からの推薦で、秋津東

小学校校長の桑名淳氏を推薦されましたので、この方を選任したいと

思っています。 

  続いて３番目ですけれども、福島氏でございます。前任は小山栄子

氏でしたが、家庭の事情でどうしても今期で退任したいという本人か

らの申し出がございました。福島真理氏でございますが、平成２３年

度、平成２４年度とＰＴＡ連合会の会長、それと同じく平成２３年度、

平成２４年度と生涯学習委員会の委員でおられます。また、現在は

東 村 山 市 青 尐 年 対 策 第 一 地 区 委 員 会 の事務局にて携わっており、

この方も社会教育に色々な形で熱心な方ということで、この３人の方

を新規でお招きしたいと思っています。 

  この委員の方の任期は平成２５年８月１日から平成２７年３月３１

日までとなっています。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。 

  それでは、社会教育課長からの説明が終わりました。ご意見・ご質

問はございますか。 

  私から確認があります。以前はこの社会教育委員に色々区分けがあ

ったのが無くなりましたが、同じ分野から出てきて交代したと認識し

てよろしいでしょうか。 

○平島社会教育課長 先ほど述べましたように、条例には組織は決まっ
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ておりません。しかし、こちらからすると前と同じように社会教育関

係で５名の方、学識経験者の方が４名、それから学校関係という形で

分けております。 

○町田委員長 バランスは崩れていないということですね。ありがとう

ございます。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、他に意見がございませんので、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 全員賛成ということで、議案第３０号につきましては原

案どおり可決いたしました。 

  それでは、続きまして議案第３１号、東村山市立図書館協議会委員

の委嘱についてお願いします。 

○田中図書館長 議案第３１号、東村山市立図書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７月２日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  東村山市立図書館協議会委員の委嘱。 

  東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村山市条例第１９

号）第３条の規定により別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。 

  説明。 

  委員の任期が平成２５年７月３１日をもって満了となるため、本案

を提出するものであります。 

  図書館協議会は、中央図書館の開館当初から設置されており、図書

館長の諮問に応ずるほか、図書館方針について意見を述べることがで

きるとの位置付けで、現在、年３回の開催となっております。第３次

東村山市行財政改革大綱における図書館の運営形態の見直しの際には、

指定管理者制度の導入についても検討して意見をいただいた他、開館

時間や延滞資料に関わる貸出制限など運営の見直しに際して、客観的

な意見や提案をいただいております。 

  初めに、委員構成の変更についてご説明いたします。 

  新たに「家庭教育の向上に資する活動を行う者」２人を加え、学識

経験者６人以内を４人以内といたしました。 
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  変更の経緯といたしましては、昨年６月議会におきまして、東村山

市立図書館協議会設置条例の一部改正を行いました。「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」により図書館協議会委員の委嘱について自治体ごとに定

めることになったことにより、条例改正を行ったものでございます。 

  第１９期は経過措置といたしまして、この度の第２０期より委員構

成を改めることとなりました。 

  新たな委員候補者についてご説明いたします。 

  社会教育関係者の斎藤氏は、東村山音訳の会、これは東村山朗読研

究会が名称を改正したものでございますが、平成２５年度の会長を務

めていらっしゃいます。 

  家庭教育の向上に資する活動を行う者といたしまして、石河氏は、

現在、北山小学校の図書館ボランティアとして中心的な役割を担って

いただいております。また、元多摩湖町児童図書館こどもの家では長

年に渡る文庫活動の中で、家庭で行われる読書活動を支える活動をし

ていただきました。 

  持丸氏は、元幼稚園教諭で、退職後に当市での読み聞かせボランテ

ィアとして活動されております。市立図書館の子どもと本の人材バン

クとして保育園等での読み聞かせに派遣させていただいておりますが、

派遣先からも好評を得ており、活動の報告からも個々の子どもや施設

等を捉える視点をしっかりお持ちであることが窺える方です。何より、

お二人とも市民に対する温かい視線をお持ちで、地域の実情に即した

意見をいただけるものと期待しております。 

  学識経験者の堀氏は、国分寺市立図書館長を昨年定年退職されまし

た。多摩地域の図書館では相互協力など様々な連携事業を進めてきて

おりますが、その牽引役を長年に渡って務められ、図書館長会の中で

もリーダー的な役割を担っていただきました。現在は、ＮＰＯ法人共

同保存図書館・多摩の理事を務めていらっしゃいます。この共同保存

図書館・多摩は、公立図書館が処分する本の中から、多摩地域で１冊

は残して保存して地域の図書館から提供する仕組みづくりをするため

の活動を中心としながら、図書館に関わる講演会等も実施している団

体です。 

  以上、４名の新規委員を加えて協議会を実施していきたいと考えて

おります。ご審議いただきました上、ご可決賜りますようよろしくお
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願いいたします。 

  以上です。 

○町田委員長 図書館長からの説明が終わりましたが、ご意見・ご質問

はございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

  図書館長には細かく説明していただきまして、皆さん、すばらしい

方だと思います。 

  では、ご意見・ご質問がないようですので、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３１号については原案

どおり可決いたしました。 

  以上で、本日の議案を終了させていただきます。 

  続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

  報告事項①平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学級教

科用図書の採択についてお願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項の①から⑤まで続け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。 

○谷口統括指導主事 それでは、①平成２６年度使用東村山市立小・中

学校特別支援学級教科用図書採択についてです。 

  平成２５年８月６日火曜日、次回の教育委員会定例会におきまして、

この教科用図書の採択の答申、併せて採択の要綱を行わせていただき

たい、そのように考えております。どうぞよろしくお願いいたします。  

  今のところの進捗状況ですが、教科書の調査委員会から、そして各

学校から調査したものの資料が上がってきております。平成２５年７

月２６日金曜日を予定しておりますけれども、教科書採択の選定運営

委員会を経てこの８月６日を迎えたい、このように予定しております。  

  ②平成２５年度夏季休業中の取組について、ご報告をさせていただ

きます。 

  授業につきましては、夏季休業日期間には４日間まで各学校の裁量

において授業を行うことができると東村山市では例年行っております。
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昨年度に比べ若干増えまして、１４校の小・中学校がこの夏季休業中

に授業を行うということになります。 

  また、学習教室につきましては、これはそれぞれの学校によって形

態が違います。学年を決めて行う学校や、複数の学年で同時進行にて

行う学校がございます。特に中学校におきましては、かなりの日数で

学習教室が行われるということがご確認できるかと思います。 

  これが夏季休業中の各学校の授業日数、それから学習教室等の取り

組み状況でございます。 

  続きまして、各種研修会についてです。こちらは、もう既に前回の

教育委員会定例会でご案内させていただいたことの再掲となります。 

  第４８回の夏季宿泊研修、これは初任者２年次を対象にしておりま

す。また、夏季集中研修、これは平成２５年８月１９日から２１日に

行われます。続けて平成２５年８月２２日、２３日に教育相談研修が

行われます。 

  そして最後に、平成２５年８月２６日月曜日には、東村山市「いの

ちとこころの教育」教員研修を今年度は行います。ご都合がよろしけ

れば、教育委員の皆様も御来席賜ればと思っております。 

  （ウ）生活指導についてです。東京都教育委員会からの通知を受け

まして、東村山市でも夏季休業日の生活指導について、各小・中学校

にこちらの通知を発出させていただきました。今年度、昨年度と比べ

て変更させていただいた点については、いじめに関するものを強調し

て今回は各学校に通知をしております。 

  この４月から７月までの間に、生活指導に関する情報等が各学校よ

り寄せられております。その中で特に目立っているのが、子供たちの

危険な遊び、例えばエアガンでの遊びがあるというようなことや、中

学校においては、携帯電話、スマートフォンのＬＩＮＥを使った子供

たち同士の誹謗中傷に関するような事案、こういったものが目立つよ

うになってきております。これらを受けて、特に中学校のＬＩＮＥの

使用について、情報モラルの教育・指導を徹底していただくと共に、

いじめに関する指導を夏季休業日前、それから休業明けにも実施をし

ていただくように通知しております。これが生活指導についてのご報

告でございます。 

  報告事項③平成２５年度第３４回東村山市中学校スポーツ大会開会

式についてです。 
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  平成２５年７月１４日日曜日、午前９時からスポーツセンターで開

かれる予定でございます。 

  ④平成２５年度音楽鑑賞教室についてご報告いたします。 

  平成２５年６月２７日木曜日に、所沢ミューズにおいて東京室内管

弦楽団の演奏を、小学校５年生、中学校１年生が聴くことができまし

た。小学５年生については１，３００人、中学１年生については１，

２００人の児童・生徒がこの鑑賞教室に出席し、すばらしい音楽を聴

きました。 

  演奏曲は、子供たちにとって馴染みのある、例えばコマーシャルソ

ングに使われているような曲や映画の主題歌のような馴染みのある曲

を中心に演奏をしていただきました。子供たちにとっては本物のオー

ケストラに触れる機会となりまして、非常に充実感、満足感いっぱい

で子供たちは帰ってまいりました。 

  演奏が終わりますと、最後には出口の所に指揮者の方が見送りに出

ていただきまして、子供たちとハイタッチをしたり握手をしたりとい

った、ステージの上の素敵な人がすぐ目の前にもいるのだということ

で、子供たちの生き方にも関わるようなとても親近感あふれる会とな

りました。 

  最後に、⑤、教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてです。 

  （ア）の市教委定例訪問につきましては、ご案内のとおりでござい

ます。平成２５年７月１０日久米川小学校、平成２５年７月１６日東

村山第四中学校、平成２５年７月１７日東村山第七中学校と予定して

おります。７月の分だけを載せさせていただいておりますので、ご確

認のほどよろしくお願いいたします。 

  最後に、（イ）の各学校からですが、これは各学校からというより

も各学校にも全ての学校にも関するようなことでございます。 

  先般の平成２５年６月２８日ですが、都内の公立小学校において刃

物によって小学生が切りつけられるという残忍な事件が起きました。

これに関しまして、本指導室でも各学校の登下校中の安全管理につい

て、東京都教育委員会からの通知も受けながら再確認の依頼という通

知を出させていただいたところでございます。 

  特に一つ目は、学校が保護者・地域と一体となって行える安全確保

の体制を再確認していただくということ、子供への生活安全に関する

指導を行っていただきました。具体的には、例えば登下校中、学校の
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敶地外であるならば、「いかのおすし」の合い言葉をもとに、どのよ

うに対応したらいいのかということの再確認。或いは、こども１１０

番の家はどこにあるのか、通学路のどこにあるかを再確認するような

指導を各学校で行っていただいております。 

  このような登下校中の安全管理の徹底ではございますが、いずれに

しましてもこれは年に１回、２回やればいいというものではなく、定

期的に行っていかないとなかなか子供たちの危機管理意識の醸成とい

うのを図ることもできないと思いますので、これは継続して行ってま

いりたいと思っております。 

  報告は以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  ただいま指導室より①から⑤までの報告がございました。これらに

ついてご質問等はございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

  では、続けさせていただきます。 

  続きまして、報告事項⑥運動公園プールの開催についてお願いしま

す。 

○中澤市民スポーツ課長 運動公園プールの開催についてご報告いたし

ます。 

  運動公園では、平成２５年７月１３日土曜日から８月３１日土曜日

までの期間、プールの夏季開設を今年も開始いたします。また、開設

期間中の平成２５年８月８日木曜日と９日金曜日の２日間につきまし

ては、中学生以下を対象に、今年も２時間まで無料開放デーを実施す

ることになっております。 

  営業に際しましては、プールオープンのチラシを昨日付で市立各

小・中学校、グリーンバス内、各公共機関ともに配布し掲示をお願い

させていただいたところでございます。また、市報７月１５日号で開

催のお知らせをすると共に、各町の体力つくり推進委員会へもこのチ

ラシを配布しまして、町の掲示板等を通じて市民の方々への周知を図

っていただくようお願いする予定となっております。 

  さらに、開設期間中は、市役所、いきいきプラザ、市民センターに

おいて、土日祝祭日を除く１０時半と１３時半の１日２回、庁内放送

を通じて来庁される方へ周知徹底する等、多くの方々にプールをご利
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用いただけるようＰＲをしてまいり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。 

  ただいまの報告事項についてご意見・ご質問等はございますか。プ

ールの開催について、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、続けます。 

  報告事項⑦夏の企画展、地域密着型日本史、教科書から探る東村山

についてお願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 歴史館の夏の企画展としまして、地域密着型

日本史、教科書から探る東村山を行います。期間につきましては、平

成２５年７月１３日から９月１日を予定しております。 

  この歴史の教科書を通じて日本史の中の地域史として東村山を探る

という展示会を開催します。教科書では身近に感じられない日本史を、

再度身近な地域の歴史と一緒に考え、私たちが大きな歴史の中の一員

であることを感じていただければという趣旨の内容で構成しています。 

  内容につきましては三部構成で、「教科書あれこれ」、２番目とし

て「地域史と日本史」、３番目として「地域に残る日本史の証人」と

なっています。 

  ご予定が合いましたら、また歴史館に足を運んでいただいて見てい

ただければ幸いです。 

  次に、ロビーミニ展示を行います。東村山市の夏祭りということで、

平成２５年７月６日から２１日まで開催を予定しています。 

  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの報告事項につきまして何かご意見等はございますか。 

○當摩委員 この時期の企画は、夏休みですので小・中学生が歴史館で

調べたり学習したり、また毎年夏休みの宿題にということで、意識し

て毎年企画していただけているように感じているのですが、本年度に

ついてもそのような要素もあると考えておいてよろしいのでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 私ども歴史館では、毎年、この夏休みの期間、

夏休みの宿題ということを意識しながら企画を構成しております。今

年度についても、委員ご指摘のように、その趣旨に沿って企画を考え

ました。 
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  以上です。 

○町田委員長 ありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。 

○當摩委員 尐し補足ですが、学芸員の方に伺うと、五日市憲法をあき

る野市の郷土館から実物を借りて来られると伺っています。 

去年、秋水園、その前は文化財マップ、そのような形で毎年、尐し

ずつ違った視点から企画してくださっていてとても楽しみです。 

  ただ、出来ましたら子供たちにもわかりやすいということと共に、

せっかくの企画展ですので、対象をどこかに絞るのではなくて、多く

の年代の方がそれぞれの年齢から理解を深められるような、もちろん

企画展はそのようになっているのですけれども、この夏休みに対して

は特にそのような要素を盛り込んでいただけるとありがたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中村ふるさと歴史館長 ご指摘の点、重々気をつけながら取り組んで

いきます。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。 

  他、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 是非、時間があれば行かせていただきたいと思いますの

で、楽しみにしております。 

  では、以上で報告事項は終わりですが、他に何かございますか。 

○谷口統括指導主事 算数基礎ドリルの進捗状況について、尐しご報告

をさせていただきます。 

  昨年度、算数基礎ドリル試作版を、「数と計算」という領域で作り

ました。本年度、各学校、小学校でその取り組みを行っているところ

でございます。活用場面としましては、朝の学習や授業のとき、放課

後等の補習に使われているということでございます。夏休みが近づい

てまいりますので、夏休みの宿題として、課題として子供たちに出す

学校もあると聞いております。 

  この夏休み中には次年度の完成を目指している、「量と測定」とい

う領域のドリルの作成を手がけている訳でございますが、それに関係

するコンピューターのソフト、図形等の表記ができるソフトでござい

ますけれども、これが各学校、小学校３台ずつコンピューターに夏休

み入る予定でございます。 



１７ 

  発足された委員会の中では、昨年度作られた試作版をどのように活

用していくとより有効なのだろうか、或いは本当にこの中身で良いの

だろうかと検討しながら、それと並行しまして次年度版のドリルの作

成に当たっているところでございます。 

  報告は以上です。 

○町田委員長 指導室より報告がありましたけれども、この件質問等よ

ろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 わかりました。 

  他に報告事項を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 それでは、ないようでしたら、定例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７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３５分閉会 


