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平成２５年第８回東村山市教育委員会定例会会議録 

【公開分】 

〇平成２５年８月６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 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 

指導主事 小 林 宏 図書館長 田 中 香代子 

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３２号 東村山市立中学校教員の服務事故にかかわる処

分内申 

 議案第３３号 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調査・研究に係る答申 

 議案第３４号 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 

 議案第３５号 東村山市立図書館資料複写取扱規則の一部を改

正する規則 

 議案第３６号 東村山市スポーツ優秀選手表彰 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①「平成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査結果」から（指導室） 

②平成２５年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査から
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（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

④学校図書館専任司書の活用状況について（指導室） 

⑤なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑥平成２５年度第１回スポーツ推進審議会の開催について（市民

スポーツ課） 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 只今より、平成２５年第８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當摩委員にお願いしたいと

思います。 

○田中庶務課長 本日の定例会なのですが、傍聴希望者が４名申し出が

ございましたので、傍聴の許可についてご審議いただければと思いま

す。 

○町田委員長 只今、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、皆様、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、異議なしということで許可したいと思います。 

○森教育長 本日の議案第３２号でございますが、東村山市立中学校教

員の服務事故にかかわる処分内申、これは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する「人

事に関する事件」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 只今、教育長から議案第３２号は非公開会議としてはど

うかという発言がありましたので、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。 

（ 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３２号、東村山市立中学校

教員の服務事故にかかわる処分内申につきましては、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４３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３３号、平成２６年度使用東村山市立小・中学校特別支援学

級教科用図書の調査・研究に係る答申についてお願いします。 

○川合指導室長 議案３３号、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調査・研究に係る答申。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年８月６日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  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

調査・研究に係る答申。 

  平成２５年５月２３日に教科書選定運営委員会に対して諮問した平

成２６年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書

の調査・研究について答申を受けるものである。この件について議決

を得たい。 

  説明。平成２６年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級

教科用図書採択のため、本案を提出するものである。 

  お手元に、平成２５年７月２６日付の教科書選定運営委員長より受

けました調査・研究報告書についての答申文がございます。ご確認の

上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○町田委員長 指導室長の説明が終わりました。この件に関しましての

ご意見・ご質問等ございますか。 

            （ なし ） 

○町田委員長 特にご意見・ご質問ないようですので、採決をとりたい

と思います、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、議案第３３号は原案どおり可決

いたしました。 

  続きまして、議案第３４号、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。 

○川合指導室長 議案第３４号、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。 

  上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年８月６日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  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。 

  平成２６年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級教科用

図書について協議し、採択を得たい。 

  説明。平成２６年度に使用する東村山市立小・中学校特別支援学級

教科用図書採択のため、本案を提出するものであります。 

  初めに、今回の教科書採択にかかわる答申までの経過についてご説

明させていただきます。 

  平成２５年５月１日に開催されました第５回教育委員会定例会にお

いて、第１９号議案として提出をさせていただきました、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要綱を決

定いただきました。その要綱に基づきまして、平成２５年５月２３日

に第１回教科書選定運営委員会を開催し、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調査・研究について諮問した

ところでございます。 

  諮問の内容といたしましては、教科用図書の調査・研究につきまし

て、東村山市小・中学校の特別支援学級で使用する教科用図書につい

て調査・研究を行うこと。また、新しい学習指導要領の目標等を踏ま

えて、内容の選択、構成・分量、表記・表現等の合わせて７項目につ

いて調査・研究を行うことでございます。 

  また、小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究につきまし

ては、新しい学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別や児童・生徒

の実態等を考慮して、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９

条による教科書について、内容の選択、構成・分量、表記・表現等に

ついて調査・研究することをお願いいたしました。 
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  この他に、各教科書の特に優れている点や、児童・生徒の実態等を

考慮した点について調査・研究をすることを併せてお願いすると共に、

その結果を調査・研究報告書として作成するよう諮問したところでご

ざいます。 

  尚、教科書選定運営委員会は、委員長１名、特別支援学級教科書調

査委員長１名の他、公正・中立を確保し開かれた教科書採択を行うた

めに有識者を１名、保護者代表の方２名を加えた５名で構成をさせて

いただきました。 

  次に、平成２５年５月２３日に開かれました教科書選定運営委員会

の開催後に、第１回小・中学校特別支援学級教科書調査委員会を開催

し、各教科用図書についての調査・研究の内容につきまして教育委員

会として説明をさせていただいたところでございます。 

  具体的な調査・研究の方法といたしましては、在籍している児童・

生徒の障害の程度、能力・特性に相応しい内容のものであるか、また

挿絵や文字、色使い等、児童・生徒の興味や関心を引くものであるか。

特に、ユニバーサルデザインやカラーユニバーサルデザイン等、児

童・生徒の障害特性に配慮した構成や表現が工夫されているか。次に、

各教科の目標や児童・生徒の身に付けさせたい力に沿った内容のもの

になっているか。これにつきましても、特にわかりやすさや活動を進

める上で参考にしやすいものとなっているか、また、児童・生徒の活

動に結び付けやすいものであるかどうか。更には、上学年或いは中学

校で使用することとなる教科書との関連性や系統性は適切であるか等

の点を中心に検討していただくことを申し伝えました。 

  その上で、現在使用している教科用図書を来年度も継続して使用し

ていく場合については、現在の活用状況が児童・生徒にとって適切で

あるか、また新規に使用していく教科書については、その特徴や良さ、

教科の目標や児童・生徒の実態に沿った適切な内容のものであるか、

更には教科書の無償給与予算との関連から、各教科用図書の価格につ

いて、今年度の実績を考慮する等高額なものに偏らないこと。また、

市販の一般図書につきましては、絶版や品切れ等の供給が不能となる

ケースがありますことから、発行者や出版元に平成２６年度も供給可

能であるかどうかを確認することにも十分に配慮した調査・研究資料

の作成を依頼いたしました。 

  これらのことを受けまして、小・中学校特別支援学級教科書調査委
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員会は平成２５年６月２８日までに合計で４回の調査・研究を行って

いただきました。続いて、平成２５年７月２６日には第２回教科書選

定運営委員会において、特別支援学級教科書調査委員長から調査・研

究のご報告をいただき、調査・研究の資料についての協議を行うと共

に、答申及び調査・研究報告書を作成していただきました。そして、

本日の教育委員会におきまして、教科書選定運営委員会より答申と、

調査・研究報告書をご提出いただいたところでございます。 

  続きまして、調査・研究報告書についてご説明をいたします。 

  東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図書としまして、教科書

選定運営委員会が作成しました教科用図書の調査・研究報告書を添付

させていただきました。 

  最後に、教科書の採択についてですが、本市の小・中学校で使用す

る教科用図書の採択に関する事務につきましては本市教育委員会が取

り扱うことから、本日説明いたしました教科書選定運営委員会の答申

や、有識者や保護者からいただきましたご質問やご意見等の内容等を

参考にしていただきまして、教育委員会の皆様方にご審議いただきま

すようお願い申し上げます。 

  ご審議の結果を受けまして、平成２６年度に使用する東村山市立

小・中学校特別支援学級教科用図書の決定をお願いいたします。 

  以上です。 

○町田委員長 只今、本日の採択に至るまでの流れと、本日の審議の進

め方についてご説明がありました。私たちの立場としましては、教科

書を採択する責任を負っておりますから、説明にもありました教科書

選定運営委員会でまとめていただいた調査・研究報告書を参考にして

採択を進めてまいりたいと思います。 

  本日は、各委員からお考えをお伺いし、教科、諮問ごとに本市小・

中学校の特別支援学級で使用する教科書を決定していきたいと思いま

すので、ご協力をお願いいたします。 

○川合指導室長 それでは、具体的な採択に入りますが、小・中学校特

別支援学級教科用図書につきましては、小学校特別支援学級用のもの

として、お手元の報告書にございますように、国語・書写が全部で３

０冊ございます。算数が１７冊、生活が３０冊、音楽が１冊、図画・

工作が１冊の合計７９冊でございます。 

  また、中学校特別支援学級用としましては、国語・書写が７冊、社
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会・地図が６冊、数学が４冊、理科が２冊、英語が３冊、音楽が２冊、

美術が３冊で保健・体育が２冊、技術・家庭科が３冊、合計で３２冊

でございます。 

  学校教育法附則第９条の規定による教科書が、小学校でこの７９冊

中７０冊、中学校では３２冊中２８冊となっており、文部科学省が直

接執筆している教科書につきましては、小学校は９冊、中学校では４

冊となってございます。 

  本日ご審議並びにご決定いただく教科書について説明させていただ

きました。これらの教科書につきましては、本日の教育委員会におき

まして、これまでの調査・研究をまとめた答申文と、調査・研究報告

書を提出させていただきました。答申文と調査・研究報告書もご参考

にしていただきまして、平成２６年度に使用する東村山市立小・中学

校特別支援学級で使用する教科用図書の決定につきましてご審議並び

にご決定をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○町田委員長 指導室長から説明していただきました、小・中学校特別

支援学級教科用図書につきまして審議に入ります。 

  ご意見をお願いします。 

○吉村委員 この調査・研究報告書に挙げられている教科用図書の推薦

理由を拝見しますと、写真や絵・イラスト、図等が多く、１ページ１

ページがシンプルで視覚的にわかりやすく工夫がなされている点が上

げられています。このことは、ユニバーサルデザイン、特にカラーユ

ニバーサルデザインに配慮しているものを選定されているものと感じ

ています。 

  私は、特別支援教育への具体的な配慮、即ち全ての児童・生徒にと

って見やすく学びやすいように工夫されていることが何より大切だと

受けとめております。 

○町田委員長 只今、吉村委員からユニバーサルデザインについてのお

話が出ました。特に、視覚特性を配慮したカラーユニバーサルデザイ

ンが広く取り入れられているということは、障害のある児童・生徒へ

の指導を考えると、とても大切なことであると思います。この点につ

きましては、是非本日の審議の大切な視点として意識していただきた

いと思います。他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 本市におきましては、年間を通して、特別支援教育運営委
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員会と特別支援学級の先生方が授業研究や情報交換を大変に密に行っ

ているということを日頃より伺っております。このような日頃の研修

を踏まえて、特別支援学級の教科用図書の調査委員会では、市内にあ

ります小学校４校、中学校２校の固定の特別支援学級が設置されてい

る学校からの調査・研究報告を参考にして、現在使用されている教科

用図書の活用状況、それから児童・生徒がどのようにそれを学ぶ実態

であるか、更には小・中学校間の活用状況について様々な情報の交換

を行っていて、非常に継続した、小学校から中学校で継続した指導の

あり方について検証を重ねていらっしゃっていると伺っております。 

  この教科用図書の内容の中で、例えば書き込みができるものがあり、

またどこまで学習したかが分かって、児童・生徒の学習の進度が非常

にその特性に応じて活用ができ、担任の先生がかわられても、内容的

に教科書に沿って教えていけば非常に進度が確認しやすいものになっ

ていると伺っております。 

  また、シリーズ本などでは、小学校で使用するものと中学校で使用

するものとの関連性や系統性が大変に考えられておりまして、発達段

階の応じた使い方ができているとも伺っております。 

  このように、現在使用されている教科用図書の課題を積極的に見直

して、また小・中学校間の連携にも配慮をしていただいているという

ことにとても重要な点があると考えております。 

○小関委員 通常学級との交流や共同学習についてですけれども、これ

は新しい学習指導要領の総則で明記されたことです。この共同学習と

いうことをまず尐し念頭に置いてみたところ、文部科学省が直接執筆

している教科書の選定については、通常学級との交流、それから共同

学習での活用というようなことです。校外学習や宿泊学習での事前準

備等における活用等、児童・生徒が多様な機会を捉えて学校内外で体

験的に交流できるように配慮していただいたと伺っています。この点

がまず評価できることです。 

  また、市販の一般図書についてなのですが、来年度、絶版や品切れ

等による供給が不能となるケースもあることから、各発行者や出版元

に平成２６年度も供給が可能であるかどうかをしっかり確認していた

だいているようですから、この調査・研究報告書を尊重したいと思い

ます。 

○森教育長 本市では、今年度から東村山市特別支援教育推進計画の第
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三次実施計画を推進しております。本実施計画につきましては、これ

まで特別支援学級で実践してきた、児童・生徒、一人一人の教育的ニ

ーズに沿った指導の実績を踏まえ、指導方法、教材・教具、学習環境

等の更なる工夫を推進してまいりたいと考えております。 

  このように、本市の特別支援教育の更なる充実を図る上で、特別支

援学級の教科用図書は、児童・生徒、一人一人の障害や理解の程度に

応じて、先生が一人一人の状況をよく把握した中で選定しているとい

うことはとても重要なことだと考えております。 

  どの本が良いと言うことよりは、私も選んでいただいた先生方のご

意見を十分尊重して採択することが望ましいと考えています。 

○町田委員長 皆様方からご意見をいただきましたが、他にご意見はご

ざいませんでしょうか。 

            （ なし ） 

○町田委員長 それでは、他にご意見がないようですので、特別支援学

級で使用する教科書につきましては、それぞれの児童・生徒の障害や

理解の程度に応じて、更には児童・生徒の特性に応じて使用する教科

書が変わるべきだと考えております。従いまして、児童・生徒に直接

関わっている担任の先生方のご意見を尊重することが最も重要である

と判断します。他にも意見がないようですので、この特別支援学級教

科用図書につきましては原案どおりに決定したいと思います。 

            （ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、意見がないようですので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、特別支援学級の教科用図書に

つきましては、以上のように決定させていただきました。ありがとう

ございました。 

  続きまして、議案第３５号、東村山市立図書館資料複写取扱規則の

一部を改正する規則についてお願いします。 

○田中図書館長 議案第３５号、東村山市立図書館資料複写取扱規則の

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８月６日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

  東村山市立図書館資料複写取扱規則の一部を改正する規則。 
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  東村山市立図書館資料複写取扱規則（平成元年東村山市教育委員会

規則第６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。中央図書館での利用者用インターネット端末の設置に伴い、

新たな複写取扱業務を適正に行う運用とするため、本案を提出するも

のであります。 

  補足説明をさせていただきます。 

  図書館では、第四次総合計画実施計画事業であるインターネットを

活用した中央図書館における情報提供の充実として、平成２５年１０

月より市民が調べ物のために直接操作することができるインターネッ

ト端末を中央図書館に３台設置いたします。そのうちの１台では、オ

ンラインデータベースを活用して、法律や判例の文献、明治期からの

新聞記事など、豊富で信頼性の高い情報を自由に検索できる環境を整

えます。それに伴い、データベースの情報をプリントアウトして１枚

１０円で提供できる運用としたいと考えております。 

  つきましては、その料金の受領について、適正な公金管理業務の流

れの下で実施できるようにするため、東村山市立図書館資料複写取扱

規則の一部改正が必要となったものでございます。 

  当規則に基づいて現在実施しておりますコピーサービスにつきまし

ては、コインキットを使用した料金受領であるため、領収書の発行に

ついては利用者から請求のあった場合のみとしております。新たに実

施するオンラインデータベース情報のプリントアウトにつきましては、

直接職員が現金受領することになるため、必ず領収書を発行する運用

とし、業務上の公金管理を適正に実施できる仕組みといたします。 

  具体的な条文の改正について説明させていただきます。 

  旧規則におきましては、費用の徴収を定めた第６条の２で、領収書

は原則として発行しないものとし、発行できるのは「利用者から請求

があった場合」を挙げております。新規則では、領収書を発行できる

場合として新たに第２号として、「前号のほか、東村山市教育委員会

が発行を必要と認める場合」を加えたものでございます。 

  先にご説明いたしましたオンラインデータベース情報のプリントア

ウトにつきましては、この第２号に該当するものとして、必ず領収書

を発行する必要がある業務と位置付け、適正な公金管理を実施してま

いりたいと考えております。 

  説明は以上とさせていただきます。 
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○町田委員長 図書館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・ご質問はございますか。 

  私から質問です。この複写に関して著作権は、個人で使う場合には

全く関係ないということでよろしいのですか。 

○田中図書館長 やはり、図書館において複写をするということについ

ては、著作権法をきちんと遵守した形で実施してまいります。今回の

有料データベースにつきましては、契約の段階で有料データベースを

提供する相手との合意のもとにプリントアウトができるものだけとい

うことで契約を予定しておりますが、プリントアウトが認められない

件が１件ございます。それから、３台設置するうちの１台で、ただ今

申し上げた有料データベースが使えるような環境が整えることになっ

ておりますが、残りの２台につきましてはごく普通のインターネット

検索ができるものとなります。従いまして、その内容のプリントアウ

トにつきましては、やはり著作権法を遵守するということで制約が大

きいものでありますことから、プリントアウトができるような接続を

いたしません。有料オンラインデータベースの端末のみプリンターと

接続して、プリントアウトができるという運用にしたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○町田委員長 わかりました。 

  他にご質問・ご意見ございますか。 

            （ なし ） 

○町田委員長 採決をとりたいと思います。よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 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、只今の件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３６号、東村山市スポーツ優秀選手表彰につい

てお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第３６号、東村山市スポーツ優秀選手表

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８月６日

提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 
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  東村山市スポーツ優秀選手表彰。 

  東村山市における優秀選手を、別紙のとおり表彰することに議決を

得たい。 

  説明。東村山市スポーツ優秀選手表彰審査委員会において選出した

各種大会成績優秀者を表彰するため、本案を提出するものであります。  

  平成２５年度の東村山市スポーツ優秀選手表彰につきましては、各

種スポーツ大会において当該選考基準に定める成績を収め、東村山市

のスポーツの振興に貢献をしました市内在住・在勤・在学の個人及び

団体に対し、平成２５年９月１日の日曜日に開催予定の市民体育大会

総合開会式におきまして、その栄誉をたたえ表彰すると共に、広く市

民の皆様に周知するものでございます。 

  候補者の推薦に際しましては、市報７月１日号での一般市民への周

知と、同じく７月上旬に市内の公立・私立の小・中学校及び高等学校

へ文書により推薦を依頼させていただいたところ、個人競技による推

薦は２７人、団体競技による推薦が６団体、合計３３の推薦がござい

ました。推薦締め切り後、去る平成２５年７月２３日に優秀選手表彰

審査委員会を開催し、推薦された方々について選考基準に基づき審査

いたしました。 

  推薦のありました個人・団体を審査委員会で審査した結果、表彰す

るに相応しいと判断した方々を記載させていただきました。 

  お二人の方が、世界大会に出場とのことで市長表彰に該当し、それ

以外の個人・団体の方が教育委員会表彰に該当するとして、個人２７

人と５つの団体に表彰することを承認、確認したところでございます。  

  冒頭申し上げましたように、推薦といたしましては計３３の個人・

団体がありましたが、そのうちユニカール協会から萩山町の東村山市

チームが全国大会に出場し準優勝されたということで推薦がございま

した。しかしながら、この大会はエントリーすればどのチームでも参

加できる大会ということで、選考基準にございます、出場のための予

選会、或いは選考会を伴うものという選考基準を満たしていないとい

うことで、残念ながら却下となっております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課長の説明が終わりました。この件に関し

ましてご意見・ご質問等ございますか。 

○森教育長 尐し伺いたいのですが、この大会の日が平成２４年度と平
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成２５年度と混在しているのですが、どのようなことでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 去年の８月というところは、申請の締め切り

が７月の下旬であり、締め切り後に諦めてしまった方がおりましたが、

締め切り後でも選考基準の中に、選考委員会、教育委員会が終わった

後に推薦があった場合は、東村山市スポーツ優秀選手表彰推薦選考基

準第６により表彰できるとなっておりますが、その規定を知らない

方々が今回上がってきたところでございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

今の続きですが、結局、これは年度は関係なく、丁度その時期でと

のことでよろしいですか。 

○中澤市民スポーツ課長 選考の基準がありまして、その期間が前年の

８月から翌年７月末までの一年間となっております。 

○町田委員長 他にご意見・ご質問等ございますか。 

            （ なし ） 

○町田委員長 特にないようでしたら、採決をとりたいと思います。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、賛成の方の挙手と求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第３６号につきましては

原案どおり可決いたしました。 

  これで、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。 

  報告事項①「平成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問

題に関する調査結果」からお願いします。 

○川合指導室長 報告事項にあります①から④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。 

○川合指導室長 ①「平成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査結果」ということで、毎年、前年度分を次の年度

に報告調査結果をまとめているところでございます。そこで、平成２

４年度から遡りまして３年分をお示しいたしましたが、一つ、不登校

児童・生徒の状況につきましては、今年度、小学校では０．６９％の

出現率、中学校では３．３７％の出現率で、実は東京都や国の出現率

に比べますと、小学校では約２倍近い数値、それから中学校では、国
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の数値が２．６４％、都の数値が２．９３％で、やや高い数値となっ

ているところでございます。 

  このことにつきましては、平成２５年度の指導室喫緊の課題として

改善を図るために目標として掲げているところでございます。ついて

は、各学校において様々な委員会を通してこの不登校児童・生徒の改

善を図っていくためのお願いを申し上げていると共に、「家庭教育の

手引き」を有効に活用する手法をご紹介する等して、家庭の協力も得

られるような取り組みを図っているところでございます。 

  更には、今年度当初の校長先生方における教育方針の中で、是非こ

の不登校児童・生徒の改善を最大の課題に持ち上げていただきたいと

いうお願いを申し上げ、全校で取り上げていただいているところです。 

  是非、平成２５年度の結果につきましては、改善が図られるよう取

り組んでまいりたいと思っているところです。 

  続いて、いじめについては平成２４年度間に認知された総件数は、

平成２３年度に比べますと、小学校で７件の減尐、しかし、残念なこ

とに中学校では１３件の増加となっております。これについては、平

成２３年度も、或いは平成２４年度につきましても、より丁寧に子供

たちの実態を把握し、改善を図ろうということから、今まで見過ごさ

れていたと言っていいのでしょうか、そのような状況についても先生

方が丁寧に取り上げて対応していることから件数が増えているのでは

ないかと考えているところです。 

  即ち、それは隣の解決件数にございますけれども、中学校で１３件

の増加ではあるものの、解決件数が８６．１％となっているのは、前

年度、前々年度に比べると数値が随分と増加しているところでござい

ますので、先生たちの前向きな取り組み、積極的な対応がこのような

数値が増えているところだと思っております。なお一層、いじめの改

善に向けては、早期発見・早期対応が必要かと思っておりますので、

学校に指導・助言してまいりたいと思っています。 

  同様に、それを裏付けるように、②平成２５年度東村山市立学校に

おけるいじめの実態調査ということで、これは平成２５年度４月から

６月の３カ月間を示してございます。小学校では７件、中学校では３

７件ということで、これは前年度の同時期に比べると、小学校では減

っているものの中学校で尐し増加しているところでございます。これ

も、小学校でのいじめの状態がそのまま中学校で引き続き、この３カ
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月間行われているような状況があるかと思われるところであります。 

  解決に向けての取り組みも積極的に行っていただいてはいるものの、

なかなか尐ない状況に持っていくことは難しいというところでござい

ますが、各学校へは、今申し上げました、早期発見・早期対応はもと

より、開発的アプローチということで、自尊感情の、或いは自己肯定

感の醸成ということで、未然にその状況を防いでいく、子供たちの心

の育成を図っていくということを重要課題としてご提示しているとこ

ろでございます。 

  続きまして、③教職員、児童・生徒、学校の状況把握につきまして

は、一つ目、市教育委員会定例訪問が９月に入りまして３回ございま

す。当日はよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、各学校から、昨年度から尐し細かくご提示させていただくよ

うにいたしましたが、平成２５年７月２６日現在で様々な競技で子供

たちの活躍している状況を集約いたしました。全国大会へ出場する者、

関東大会へ出場する者、かなり年々このご報告が増えているところで

ございます。中でも全国大会出場の第六中学校演劇部、第七中学校朗

読部等、運動部以外の活動も前向きに取り組んでいただいている実態

があります。大変喜ばしいと思っています。 

  更に、ここでは平成２５年７月２６日付での報告でしたので入って

はおりませんが、第４３回関東中学校バスケットボール大会に東村山

市立第六中学校の女子バスケットボール部が出場することになりまし

た。既に昨日から茨城で関東大会が始まっており、８月５日からの３

日間の大会です。また、喜ばしい報告をいただきたいと願っていると

ころでございます。 

  続いて、④でございますが、学校図書館専任司書の活用状況につい

てです。学校図書館専任司書につきましては、平成２３年の秋から導

入を図りまして、１年半程過ぎたところでございます。様々な先生方

からこの学校図書館専任司書については、有効活用していただいてい

る、とてもありがたいというお声を聞く一方で、正確なアンケート調

査を行ったことはございませんでしたので、改めて各学校に依頼をし

たところです。 

  小学校１５校での第３学年の１学級を抽出、中学校７校の第２学年

の１学級を抽出してこのようなアンケート調査を行いました。例えば、

「学校図書館専任司書が配置されたことにより児童・生徒の読書感想
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が充実しましたか」という意味では、「小学校で調べ学習に必要な本

を素早く収集してもらい授業が充実した」。これは学校図書館専任司

書が学校図書館を十分に整理・活用し、どこにどういう本があるかと

いうことを十分に確認して子供たちに提供できる、先生たちに提供で

きるという専門性を持っているということが裏付けられます。 

  また一方で、中学校は、「お勧めの本を紹介してもらえるので生徒

の読書の幅が広がった」ということで、子供たちは概して自分たちの

趣味・主張で本を選ぶことの多い中で、この図書館専任司書から「こ

んな本はどう」という紹介を受けることによって、色々な本に触れる

ことができるようになった。いわゆる図書館専任司書がコンシェルジ

ュ的な対応をなさっていただいていると受けとめることができます。 

  裏面では、１カ月に読んだ本の冊数や、学校図書館を利用した回数

などをまとめることにいたしました。これは、今年度末にも改めて調

査を同様に行っていって、この６月時点とどのように変わったか、そ

れから今後、毎年、調査を実施して、どのようにこの活用を図ってい

ただいているかということに利用してまいりたいと思っております。

更に、この学校図書館専任司書の充実を図るためには、どのような方

向性を持っていったらいいかを調べるためにも、アンケートが必要か

と思っているところでございますので、まず６月の調査結果につきま

してご報告いたしました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 指導室より報告ございましたけれども、この件に関しま

してご質問等ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、報告事項⑤なぎさ体験塾について。 

○平島社会教育課長 平成２５年８月１９日から２２日まで、なぎさ体

験塾が実施されます。東村山市で３２人、小平市で１８人、柏崎で２

０人の合計７０人で行ってまいります。平成２５年８月４日の日曜日

に小平市で説明会を実施し、小平市の生涯学習課、それから青尐年委

員、リーダーの方、東村山市も同じメンバーで、保護者、児童に対し

て説明会を行いました。 

  東村山市として、海のスポーツですから安全面をしっかりしていき

たいと思っています。また、子供たちも楽しみにしているようなので、

楽しんで事故のないように実施できれば良いと思っています。 
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  次に、平成２５年７月３０日、暑い中、白州キャンプの視察ありが

とうございました。今年は本当に暑くて、また熊の対応ということで

施設にて就寝していただくよう地区にはお願いしましたが、最終的に

は施設で就寝したのが２地区、４地区、５地区、テントで就寝したの

が１地区、３地区、６地区、７地区です。東村山市の対応で、木の剪

定、ラジオ、それからライトアップし、明るくする対応をいたしまし

た。１地区から７地区まで大きな怪我もなく無事に終わりました。ま

た来年も委員の皆様に視察に行っていただければありがたいと思って

います。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 社会教育課からの報告を伺いましたけれども、何かご意

見・ご質問等ございますか。 

  なぎさ体験塾の３２人は、小平市が集まらなかったのですか。 

○平島社会教育課長 小平市は、市報だけで応募しているようです。１

８人応募があったので、追加せず東村山市２名の方が行けるようにな

りました。 

○町田委員長 東村山市は２人多く行けてよかったと思います。 

気をつけて行っていただくようにお願いしたいと思います。 

  では、続きまして、平成２５年度第１回スポーツ推進審議会の開催

について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 平成２５年度第１回スポーツ推進審議会の開

催についてです。 

  平成２５年８月２２日木曜日、夜７時から、スポーツセンター研修

室におきまして、第１回目のスポーツ推進審議会が開催されます。既

に７月下旬には各委員の方に開催通知を通知しておりまして、全員の

出席を確認しております。 

  当日の議題につきましては、任命書の交付後、スポーツ祭東京２０

１３の進捗状況、またスポーツセンタートイレの改修工事についてを

予定しております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課より報告がございましたけれども、この

件に関しましてご質問等ございますか。 

          （ なし ） 

○町田委員長 他に報告事項をお持ちの方いらっしゃいますか。 

○間野教育部次長 平成２５年度９月定例市議会の予定表でございます。 
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  平成２５年８月２３日金曜日に告示、そして一般質問・代表質問の

質問通告がございます。９月定例会の初日が平成２５年８月３０日金

曜日で、市長の所信表明が行われる予定でございます。 

  また、平成２５年９月３日が代表質問、そして４日、５日、６日が

一般質問、そして９月１０日、１１日、こちらが常任委員会、生活文

教委員会がこのどちらかに行われる予定でございます。９月１８日か

らは決算特別委員会があり、２４日までの４日間開かれます。１８日

の水曜日は歳入について審議をされます。 

  教育委員会におきましては、２４日の火曜日、こちらで歳出の決算

の委員会質疑に答弁がございます。平成２５年１０月１日に９月議会

の定例会最終日を迎えるという予定になっております。最終日には補

正予算が審議される予定でございます。 

  以上です。 

○町田委員長 只今次長より議会関係のお話がありましたけれども、ご

質問等ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 他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 以上をもちまして、平成２５年第８回東村山市教育委員

会定例会を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 

午前１０時３０分 閉会 

 

 


