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平成２６年第１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年１月８日（水）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 教育支援課長 高 橋 功 

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 

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１号 平成２６年度東村山市教育委員会の教育目標及

び基本方針 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①平成２６年１月からの教育活動に向けて（指導室） 

②平成２５年度いのちとこころの教育週間―東村山市立小・中学

校の取り組み―（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成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑤市民の集いについて（社会教育課） 

⑥その他 

午前９時３０分 開会 
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○町田委員長 おはようございます。新年明けましておめでとうござい

ます。 

  それでは、ただ今より平成２６年第１回東村山市教育委員会定例会

を開催いたします。よろしくお願いします。 

  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。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会定例会でございますが、ただ今傍聴

希望者が５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、皆様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３２分 休憩 

 

午前 ９時３４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。  

  年頭ですので、各委員より一言ずつ、新年の挨拶をお願いしたいと

思います。まず、私から新年の挨拶をさせていただきます。 

  改めまして皆様、明けましておめでとうございます。こうして平成

２６年の新春を皆様で迎えることができ、そしてまたこのようにスタ

ートできますことを本当にうれしく思うとともに、喜ばしく思ってお

ります。ぜひ、今年も１年間よろしくお願いしたいと思います。 

  教育におきましては毎年新たな課題、新たな事業が出てきており、

本当に大変かと思います。学校教育におきましては、外国語教育、道

徳教育、そしていじめ問題等様々あります。また、２０２０年の東京

オリンピックに向けての活動や、市民の方が潤いのある生活ができる

東村山市ということでは、一人一人が、どの年齢においても、文化・

スポーツ等に親しみ、学べる場であるべきではないかと思います。そ
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の中で、教育委員会の方々におかれましては、一人一人が各部署で頑

張っていただきたいと思っております。 

  私が少し気になっていることとしましては、地方教育行政の中で教

育委員会の立場がいろいろと取りざたされており、今後教育委員会制

度がどのようになっていくのかということです。  

  教育委員会制度を見直す発端は、例えばいじめ問題等で対応が遅れ

たこと、責任の所在が曖昧であることだと思います。現在の組織の中

で、なぜそのような対応となってしまったのかを考えてもらいたいと

思います。これは対応を急ぐべき部分は急ぎ、また、じっくり考えて

行動を起こさなければいけない部分もありますので、そのバランスを

うまくしていくことを一人一人が意識し、組織改革等をするのではな

く、東村山市の教育委員会は今までどおりの組織でもしっかりとした

活動ができればいいのかなと思っております。 

  次に、自分自身の新年の抱負です。今年は更に幅広くいろいろなも

のを吸収し、自分自身の考えが持てる１年にしたいと思っております。  

  最後に、健康を第一に考えていきたいと思います。 

  一生懸命務めさせていただきますので、ぜひ皆さん方もご協力をお

願いしたいと思います。 

  簡単ですけれども、新年の挨拶とさせていただきます。よろしくお

願いします。 

  それでは、続きまして當摩委員お願いします。 

○當摩委員 皆様、明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよ

ろしくお願いいたします。 

  私事なのですが、私の夫は１０年近く山形県の米沢市に単身赴任を

していた時期がありました。今も月に何回か通っているのですが、お

正月はいつも東村山市に帰っておりましたので、米沢市のお正月がど

のようなものかは知りませんでした。 

  昨年１２月に米沢市から送られたカタログにて、米沢市のお正月料

理を取り寄せられることを知り注文してみました。その中に「からか

い煮」という干したエイを戻して大根と煮た料理がありました。雪国

ですから、海産物を保存して使うということが原点だったようです。

また、「小豆カボチャ」はとっても優しいやわらかい味でした。これ

らのお正月料理は、ゆっくり、じっくりといろんなことに取り組んで

きた結果であり、決して華やかな色合いとかはないのですが、古くか
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らのものなのかと思ってほのぼのいたしました。 

  この東村山市で私たちが日ごろ見守っている子供たちの親にもいろ

いろふるさとがあり、そのふるさとで培ってきた伝統的な食文化がお

正月料理にも根づいているのかもしれない。東村山市にもうどんなど、

とてもすてきな食文化があり、学校給食などを通じて理解してもらっ

ていると思います。 

  そう考えてみますと、やはり同じ日本人といえども、実は、自分が

生まれ育ったところが違うと他文化を共生しているのではないかと、

改めてその米沢のお正月料理を実際に目にして、食べてみて、思いま

した。長い国土を持った日本ですから、いろいろな地方のいろいろな

文化がある。今、私たちが見守っている子供たちも、ここにずっとと

どまってくれる子供たちもいれば、この東村山を一つの足がかりとし

ていろいろなところでのこれからの活躍もあるのかと思ったときに、

改めてこの子たちは何を私たちと共有して育っていくのかなって、考

えてみると楽しいお正月でした。 

  私の今年の抱負は、そうした日本にある他文化を理解しながら、自

分の興味の対象を広げられればうれしいかと思っています。 

  皆様、私もそうなのですけれども御健康に留意されて、１年間また

御一緒できればうれしいと思います。どうぞ本年もよろしくお願いい

たします。 

○町田委員長 では、続きまして吉村委員、お願いします。 

○吉村委員 おはようございます。今年もよろしくお願いします。 

  昨年は、何といってもＮＡＦＡ（北米ファストピッチソフトボール

協会）に殿堂入りした私の年でした。今年は皆さんの年になりますよ

うに、よろしくお願いします。 

  人を選ぶことにつきましてお話しさせていただきます。昨日スポー

ツ科学部の授業を行いまして、そこに陸上部の生徒が出席しておりま

した。その生徒は高校時代、非常に速い記録を出し早稲田大学に来ま

した。箱根駅伝では２年生の時に区間２位で、昨年３年生のときは少

しよくありませんでした。今年も年末のスターティングラインナップ

では１０番目に走るということになっていたのですが、往路の２日は

３位で、復路の３日は優勝のチャンスがないことが分かり、渡辺監督

が３年生以下の選手を抜てきした。その生徒は、この４年生、３日の

最終ランナーにかけていた。その思いを監督の一つの判断で潰されて
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しまった。昨日、どういう思いでいるのだと聞いたら、ぽろぽろっと

涙を流しましてね。教育におきまして、人を選ぶことはものすごく難

しいと改めて感じさせられました。 

  皆様、人を選ばれることが多々あるかと思いますけれども、十分な

配慮をしなくてはならないと思った次第でした。 

  本年もどうぞよろしくお願いします。 

○町田委員長 では、続きまして小関委員お願いします。 

○小関委員 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしく

お願いいたします。 

  私も、先ほど委員長がおっしゃったように、教育委員会制度等いろ

いろな制度の変更や変革ということに大変関心を持っています。国の

動向もですが、特に教育の変革は社会の変化に対応しておりますので、

これまで行われてきた様々な変革が十分に検証されないうちに、また

次の制度の改革が行われているような気がしてなりません。これにつ

いてはもう少し、「じっくり」一つ一つの検証をしていくべきではな

いか、それは国レベルになってしまいますが、やはり東村山市におき

ましても一つずつじっくりと検証していくことが大事ではないかと思

っています。 

  教育委員にさせていただいてから１年と少し、皆様と一緒にいろい

ろな仕事をさせていただいていますが、学校現場で見ていたときより

もはるかに予想を超えて、皆様がお仕事をされるときに一人一人の子

供観・教育観というものがきちんとありました。子供観や教育観とい

うのは、いろいろな仕事をしていく中で磨かれていきます。学校現場

の教員もそうなのです。授業をやりながら、研究授業を繰り返し、生

活指導をすることによって、子供観や指導観はどんどん磨かれていき

ます。教育現場の中でも、そしてそれぞれの部や課の中でも、子供観

がかなりきちんと真ん中に据えられて、そしていろいろな形で話が進

み、皆様の子供観が更に磨かれていくのだと実感いたしています。ぜ

ひ、今年もまたそういう機会をたくさんつくって、事務的にいろいろ

なお話をすることも大事ですが、「子供とは」とか「教育とは」とい

うことを中心に据えたいろいろな話をしていきたいと強く思っており

ます。よろしくお願いします。 

  私自身は、教員になってからもう長いこと環境教育と消費者教育を

ライフワークにしてきました。当時は消費者教育も環境教育も学習指
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導要領にはないと言われました。例えば、子供たちの物の使い方とか、

それから資源の使い方とか、それが環境に非常に大きな影響を与える

ということを言ってきたのですが、「学習指導要領にないでしょう」

という言葉で随分簡単に片づけられてしまいました。平成元年の学習

指導要領からは、かなり、商品、環境という言葉が強く出されてきて、

今では学校教育法にも教育基本法にも「環境保全」という言葉が使わ

れるようになりました。もう一度、自分自身が４０年間研究してきた

ことをまとめていこうと思っています。 

  それをほかの教育とリンクさせて、そして指導観や教育観や子供観

にきちんとおろして、自分の研究をまとめられたらいいなと思ってい

ます。そろそろ大学の研究も私はもう終わりかなと思っていますので、

自分なりにきちんとしたけじめがつけられたらいいな、東村山市の中

でも、消費、環境に関する教育がもっと充実すればいいなと考えてい

ます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、教育長お願いいたします。 

○森教育長 明けましておめでとうございます。 

  事務局の皆様には年頭の６日に御挨拶をさせていただきましたので、

重複する部分も多々あるとは思いますが、お話をさせていただきたい

と思います。 

  先ほど、町田委員長、そして小関委員から、教育委員会制度の改革

についてのお話がございました。大津の問題が原因になって、制度そ

のものがどうなのかということで今に至っているのだろうと思ってお

りますが、東村山市に関しては教育委員会そのものが非常に有効に機

能していると思いますので、大きく変える必要もないとは思います。

国でどのような方針が出されるのかでございますけれども、もし変わ

るとすれば大きく影響を受けるのは私の立ち位置でございますので、

非常に興味津々というところではあります。教育長会でも多少話題に

はなるのですが、大方は従来の方法でいいのではないかということで

すが、やはりそれぞれの都道府県の首長の影響が結構大きく出ている

と思っております。 

  １月６日に職員には、教育委員会のスローガン、標語の「共創と連

環」をなぞるようにお話をさせていただきました。本市の教育委員会

は、地域の皆様、子供たち、学校、そして教育委員会が共にものを創
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り上げていくというところ、そして、そのためには強いきずなをもっ

て、連携をもって進めていきましょうと運営してきております。それ

を上手に運営していくためには、やはり教育長が、あるいは部長が、

課長がという形だけではうまくいかない。組織そのものが一丸となっ

て進めなければならない。そのためには、職員一人一人が目標・自覚

を持って、日々の活動に取り組んでいくということが大事になるので、

この１年間よろしくお願いをしますとお話をさせていただきました。 

  課長たちはもう十分に理解されていると思いますけれども、職員一

人一人に徹底できるように、またいろいろとご指導いただきたいと思

っておりますので、この１年間よろしくお願いしたいと思います。 

○町田委員長 各委員からお話いただきました。 

  それでは、議事日程に従いまして進めていきます。 

  議案第１号、平成２６年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針についてお願いします。 

○田中庶務課長 議案第１号、平成２６年度東村山市教育委員会の教育

目標及び基本方針。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平

成２６年１月８日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

平成２６年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針。平成２６

年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針を、別紙のとおり定

めることに議決を得たい。 

説明でございます。東村山市における平成２６年度の教育目標及び

基本方針を定めるため、本案を提出するものでございます。  

  初めに資料の１でございますが、この教育目標と基本方針の主な変

更点をまとめたものでございます。 

  続きまして、資料２でございますが、案として変更箇所を見え消し

にして修正点が見えるようになっていたものでございます。  

  そして、最後にＡ４判の横刷りになっているものですが、この教育

目標と基本方針の比較表ということで、平成２５年度、平成２６年度

を比較したものとなっております。 

  まず、この本案は前回の１２月の教育委員会におきまして案のお示

しをさせていただいておりましたが、本日改めましてこの比較表によ

り、主な追加点、修正点等の改正点について御説明をさせていただき

たいと思います。 

  平成２６年度の東村山市の教育委員会の教育目標につきましては、



８ 

年度の部分だけの変更でございまして、新年度におきましても引き続

き本市の教育理念を踏襲することになっております。 

  次に、平成２６年度の東村山市教育委員会の基本方針でございます。

この基本方針につきましては、１から４までございます。この全般に

おける基本方針の１から４の大項目についての変更点はございません

が、それぞれの中項目、括弧書きのところで追加・修正等が８カ所ご

ざいます 

  基本方針の２、「豊かな個性」と「創造力」の伸長のところで、中

項目の（４）におきまして、特別支援教育推進計画に「（第３次実施

計画）」を加えて、計画年度にあわせ正確な表記に修正を行うという

ことと、その下の①におきましては、教育支援課内部の関係施設等を

外して実質的に連携する機関等の名称に変更することにより、わかり

やすく整理をしたものでございます。 

  続きまして、中項目の（８）でございますが、子ども読書活動推進

計画に「（第２次）」という表記を加えて、より正確な表記に改める

という形で追加をしたものでございます。 

  こちらが、基本方針２における変更・修正点でございます。  

  続きまして、基本方針３、「総合的な教育力」と「生涯学習」の充

実でございますが、まず（１）におきまして、東村山市生涯学習計画

を平成２５年度に作成いたしましたので、「計画に基づき」という表

記に文言の変更を行ったところでございます。  

  また、同じく（５）におきましては、スポーツ祭東京２０１３が無

事終了したことによりまして、スローガン等の関係記述を削除いたし

まして、生涯スポーツ社会の実現を推進するため、「いつでも」「ど

こでも」「誰もが」「いつまでも」という具体的なキャッチフレーズ

を追加し強調したものでございます。 

  こちらが、基本方針３における変更・修正点でございます。  

  次に、基本方針４、「市民の教育参加」と「学校経営の改革」の推

進の項目でございますが、まず（１）の二学期制の実施につきまして

は、平成２４年度に検証を行いまして二学期制を継続するという一定

の方向性を見出したことから、文言の変更を行ったところでございま

す。 

  続きまして、（１０）の学校施設の関係でございますが、災害対応

マニュアル等が作成されまして避難所運営連絡会も各学校で立ち上げ
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始めているという状況から、「避難場所としての機能維持のために安

全対策の整備推進」という表現を追加しております。  

  以上が変更箇所、追加・修正箇所となっており、この８点につきま

して雑駁ではございますが説明とさせていただきます。よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○町田委員長 庶務課長からの説明が終わりました。この件に関しまし

て御意見、御質問ございましたらお願いいたします。 

○吉村委員 修正点に関しては、私は大変結構だと思います。今回違う

視点から教育目標及び基本方針を通読させていただいて、何点か問題

を提起するというような形でよろしいでしょうか。「てにをは」に関

してでございます。 

  まず、最初の教育目標のところにつきましての提案です。「同時に、

教育は」とありますけど、これは「教育とは」の方がいいかと思って

います。後で説明します。 

  それから、日本の未来を担う人間を育成する「教育」とありますけ

ど、これは「こと」の方がいいかと思います。これは、最初に「教育

とは」がきていて、そこからずっと動詞を追っていくと、ここは「こ

と」になり得るような気がします。もし、この６行目の「育成する教

育」を残すとしたならば、４行目の「教育とは、ならないものであ

り」とありますが、これは「ある」で切ってしまうとこの６行目の

「育成する教育」は残してもいいのかと思います。これ通読して、御

検討いただければと思っています。 

  次に、（２）のところの同和問題、４行目、「高齢者、障害者、同

和問題、アイヌの人々」のところですけれども、この「同和問題」と

いうのを下の「その他の」の後に「同和問題や人権問題など様々な人

権課題にかかわる」と持っていったほうがいいと思います。その理由

は、（２）の３行目、ハンセン病回復者、子供、これ全部人ですね。

そして同和問題だけ人ではない。アイヌの人々、外国人、人、ＨＩＶ、

これ人ですね、被害者、人って、「その他の」ですから、「同和問題

や人権問題など、様々な人権課題にかかわる」の方が文章としていい

のではないかという提案です。これが二つ目です。 

  最後、読んで疑問に感じたのは、基本方針４の（３）です。「校長

のリーダーシップの確立を図るとともに」の後、「主幹教諭や主任教
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諭の配置と活用」云々とあるのですが、この間に副校長がないので副

校長は要らないのかなという素朴な疑問です。なくてももちろんいい

のですけれども、通読してみると、副校長というのは結構大変な職で

はないかと理解したものですから、入れる必要はないのかと疑問に感

じました。 

  ぜひじっくり時間をかけて通読していただき、整合性を考えながら

検討していただければと思います。 

  以上です。  

○田中庶務課長 ただ今ご指摘をいただいた件につきまして、もう一度

確認をさせていただき、通読して、前後との兼ね合い等も確認した中

で整合性をとりながら修正等を考えてい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 大きく文が変わることはありませんね。 

○吉村委員 はい。「てにをは」だけです。 

○町田委員長 その修正は今後していただくということを約束していた

だくということでよろしいでしょうか。 

○吉村委員 修正した方がいいのではと皆様がご判断なされれば修正し

ていただいて、今までどおりでもいいのではということであれば、修

正いただかなくて結構です。 

○町田委員長 わかりました。では、もう一度よく検討をお願いしたい

と思います。 

○吉村委員 最初の基本教育目標の６行目は少し熟読してもらうと、教

育、教育とかぶりますしね。多分、どこかの文章を切っていたのを使

用し続けられたことによって問題が生じたのかと思います。 

○町田委員長 わかりました。そのまま審議するものとして考えてもら

えればいいですね。 

○吉村委員 はい。 

○小関委員 吉村委員の提案に検討してくださるということでしたが、

次の教育委員会で、それについての検討なり修正についてというのが

出るのでしょうか。 

○田中庶務課長 基本的には、ここの本日議案としてお示しをさせてい

ただいていますので、今、御議論をいただいて決定という形にしてい

ただきたいと思います。 

○町田委員長 今は吉村委員からの御指摘だけでございますが、まだこ
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の後修正等あった場合には否決し、２月の教育委員会で議決してもよ

ろしいのですか。 

○森教育長 日程の関係がありまして、今日、議案として出したわけで

ございますので、御議決いただきたいと思います。 

○吉村委員 今日、吟味するために年末いただいたのですね。それで読

ませていただいて、今日の提案ですよね。 

○田中庶務課長 はい。 

○吉村委員 順序としておかしくないですよね。 

○田中庶務課長 はい。 

○小関委員 その手順はわかるのですが、今さしたる変更ではないけれ

どということでしたが、また修正・検討いたしますということだと、

議決については次の教育委員会で行うと思いましたので。 

○曽我教育部長 私も訂正でできるかと思ったのですけれども、議案と

して上程させていただいておりますので、この場で諮っていただきた

いです。今回否決されますと、修正を加えたものを再度、修正案で上

程させていただくことになりますので、今、ここで委員皆様の御意見

を聞いて、御承認のもと議案を通していただきたく、訂正を考えた上

で御審議していただければと思います。 

○町田委員長 わかりました。吉村委員はそれでよろしいでしょうか。 

○吉村委員 はい。 

○小関委員 内容的には大事なことを漏らさず出していただいていて、

本当にこういう目標と方針でということで頑張ろうという気持ちにな

ります。ただ、少し時間をかけて、これからもっと構造的に見ていく

必要があるかなと全体を見て感じました。これについては、来年の提

案までに少し構造化してみようかと思いました。 

  基本方針４の「学校経営の改革」というところなのですが、（１）

二学期制についてはお話がありました、昨年とこのように変えたとい

うことです。このまま読むと、二学期制を実施して「学校経営の更な

る改革を推進する」と読めてしまうのですが、もう二学期制は十分浸

透していると思っているのです。東村山市の特徴でもありますし、ま

たその中で二学期制のよさを生かした様々な教育活動が行われている

と考えています。そういう点では、この（１）の初めに「二学期制を

実施し」という言葉があると、実施して経営が改革されると読み取れ

てしまう。「学校経営の更なる改革を推進するとともに」、例えば
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「二学期制のよさを生かし」というようにして、「計画的かつ効果的

な教育活動の充実に努める」でいいのではないかと考えました。それ

が１点目です。 

  それから２点目ですが、同じく基本方針の４なのですけれど、

（３）、先ほど「主幹教諭や主任教諭の配置」というお話、吉村委員

からありました。これは、主幹教諭、主任教諭というのはなかなか全

校に配置されるものではないということからですね。それで、配置と

活用というように書いてあるのだと思うので、副校長の配置とはまた

少し別に考えるのかと捉えております。主幹や主任をもっと育てる必

要があると思っているので、（３）（４）と連動するのですけれども、

（４）の研修体制、これは非常に一般的で、東村山市としてミドルリ

ーダーを育成する研修の充実あるいは重視というようなことをもう少

し出せないかなというところが一つです。「資質・能力の向上を図る、

職層やライフステージに応じ能力開発型の研修を行う、体系的な研修

の質的充実を図る」ということで、ミドルリーダーの育成もこの中に

入っていると言われればそのとおりですが、若い人が増えていく、そ

の若い人を指導する主任・主幹に育てるために、ミドルリーダーの育

成研修をより充実するなどより重視するという文言がどこかに入ると

いいのではないかと考えました。 

  それから、基本方針の１なのですが、「人権尊重の精神」、「社会

貢献の精神」の育成に絡んで、（４）思いやりの心、社会生活の基本

的ルール、その他ということで、（４）がありまして（４）の①、②、

③とつながります。③なのですが、まず文章が内容的にかなり盛り込

まれ過ぎているのではないか、少し煩雑になっているのではないかと

いうことが一つです。社会貢献、人権尊重という大きな基本方針の１

から来た（４）であると考えれば、「犯罪や災害から守るために」と

いうところ、安全教育にもかかわるのだと思います。これを独立させ

るか、あるいは安全教育については基本方針２の（６）にキャリアあ

るいは健康体力づくり、食育というのがありますので、ここに同じよ

うに教育課題として安全教育を入れ込むという方法もあるのではない

かと考えました。 

  以上です。 

○町田委員長 わかりました。 

  今、吉村委員と小関委員の指摘された部分も、確かに重要な部分と
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いえば重要な部分ですけれども、先ほど部長からもお話ありましたよ

うに、これからのタイムスケジュールを考慮いたしますと、今日ここ

で進めておく必要もあるかと思いますが。 

○森教育長 今、吉村委員と、小関委員から御意見をいただいたのです

が、それを事務局で再度かみ砕いていただいて、訂正あるいは改良の

余地があれば修正してもらいますが、全体としてはこれでいいかどう

かを議決していただければと思います。時間がなくて大変申しわけあ

りません。 

○町田委員長 私も皆様が納得していただければいいのかと思います。 

○當摩委員 よろしいですか。少し確認をさせていただきたいと思いま

す。吉村先生が御指摘くださいました人権教育の目標につきまして、

こちらは東京都で表示されたものを本市の場合も使用して、このよう

な同和問題の位置になっていると理解をさせていただいてもよろしい

のでしょうか。 

○谷口統括指導主事 今の個別の話になってしまうのですが、よろしい

でしょうか。 

  こちらに列挙されていますものは、東京都教育委員会から出されて

いる人権教育プログラム、そちらの人権課題の順番になっています。

ただ、東村山市はその最初にハンセン病回復者というものを置いたと

いうことになります。先ほどの吉村委員御指摘のとおり、同和問題は

確かに問題という運びになりますので、人というものと異質のものに

なってしまいますが、こういった順序性といったものも加味しまして

この順番で載せさせていただいたという経緯があると思います。 

  最後の「その他の人権問題」というのが、これは「その他の人権問

題」という一つのくくりになっておりまして、そこに包括させて、

様々な人権問題というものを入れているのが東京都教育委員会の考え

方でございましたので、このような順番にさせていただいております。 

  教育目標の「教育」という文言が２回出てくることにつきましても、

東京都教育委員会の教育目標と準じておりまして、そのまま「教育」

としております。 

  御指摘いただいたとおり、これを文章としてもう一回再検討する必

要はあると思いますけれども、参考までに、その東京都の教育委員会

もこのように載っていることをお知らせいたします。 

○吉村委員 正直、知っています。それなので毎年指摘しなかったので
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す。しかしながら、東村山市の独自性を考えて、これを少し通読して

みて、東京都がおかしいのではないかというのを指摘することは極め

て重要なことだと思っております。 

○町田委員長 そうですね。ついつい何でも東京都からのものは間違い

ないというイメージで受け取ってしまうことが確かにありますからね。  

○曽我教育部長 様々なご意見をいただきながら今進めさせていただい

ておりますけれども、今教育委員会の中で修正し、変えていくことは

なかなか難しいと思います。この今指摘された部分を訂正また見直し

をするなりしたものを、再度委員皆様に御報告させていただくという

ことでの承認をさせていただければと思います。一度事務局に持ち帰

って、今御指摘を受けたところを修正する部分は修正し、再度、御通

知したいと思います。 

○町田委員長 今、部長からこのような話がございました。やはりここ

で承認を得て先に進まなければならない部分もありますし、いろいろ

変えなければならない部分も出てくるのかもしれません。まず、皆様

に御納得いただき、後でその修正をいただくということでよろしいで

しょうか。これが大きく変わるようでは承認することはできないのか

なと思いますけれども、文章的な部分で直すということであればいい

のかと思います。いかがでしょうか。 

○吉村委員 私は、それで結構だと思っています。ただ、東京都教育委

員会のものをそのまま載せる方がスムーズであれば、それで結構だと

思っています。 

○町田委員長 小関委員、いかがですか。 

○小関委員 私は、文言の微妙な訂正より、具体的に中身を少し増やし

ていただきたいということなので、もしそれで取り入れていただけれ

ばありがたいのですが、いや、やはりこれでいくのだということにな

ったとしたら、その理由をきちんと書いた上、通知していただければ

と思います。 

○町田委員長 よろしいですか。 

  そのような流れで進めさせていただきます。 

  ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。  

 

（ なし ） 
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○町田委員長 この教育目標の中に「市制５０周年」については特に入

れる必要はないのでしょうか。それに向けての何か試み等あればお話

しいただきたいです。 

○曽我教育部長 市制５０周年の市のキャッチフレーズや施策はござい

ますけれども、教育委員会独自や学校教育の市制５０周年に向けての

施策というのはございません。 

  また、社会教育関係につきましては、各事業でのお手伝い、協賛等

はありますけれども、それ以外は国体のようなものとは異なりますの

で、教育目標には組み込まなくてもいいのではないかと感じておりま

す。今回の教育目標の中には市制５０周年にちなんでの教育施策はご

ざいません。 

○町田委員長 わかりました。その説明だけお伺いできればいいと思い

ます。 

  では、ほかにないようでしたら、御承認いただきたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。 

  では、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、原案どおり可決させていただき

たいと思います。 

  それでは、予定された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。  

○谷口統括指導主事 報告事項①から③をまとめて御報告させていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 初めに、①平成２６年１月からの教育活動に向け

てについてです。 

  この資料は、明日予定されております定例校長会で、指導室より各

学校にお伝えする内容でございます。本年度も残り３カ月となりまし

て、学校は１年間の総仕上げの時期に入ります。そこで、各学校に再

確認してほしいこと、これから取り組んでほしいことなどの要点を資

料にまとめてあります。 

  特に、今年度は、重点的な取り組みといたしまして、不登校児童・
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生徒の学校復帰、それから未然防止のための指導の徹底を挙げており

ます。「まずは一人の学校復帰から」をキャッチフレーズに、他校の

成功事例を参考にして各学校では具体的な取り組みを進めております。

改めて各学校においての、その方法が本当に有効だったのかというこ

とを、そのような視点から、年度末に向けて再確認と取り組みの実践

をお願いしていきたいと考えております。 

  また、いじめ防止対策推進法の制定に関連しまして、今後各学校が

基本方針の策定等、組織づくりを行ってまいります。そのための準備

を確実に行っていただくことも伝える予定でございます。  

  次に、②平成２５年度いのちとこころの教育週間―東村山市立小・

中学校の取り組み―についてでございます。 

  １２月の教育委員会定例会でも御案内したものと変更はございませ

ん。ホームページへは１２月１７日付で掲載をしておりまして、広く

市民の皆様にもお知らせしているところでございます。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来校いただければと思

います。よろしくお願い申し上げます。 

  最後に、③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いては、記載のとおりでございま

す。１月２９日水曜日が本年度の定例訪問の最終日となります。改め

て、御挨拶、御指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

  研究発表会についても、１２月定例会で御案内のとおりでございま

すが、青葉小学校が１月２４日金曜日、東村山第七中学校が１月３０

日木曜日となります。御都合がよろしければご参加いただきますよう、

重ねてよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ただ今の報告につきまして御質問、御意見等ございます

でしょうか。 

  よろしいですか。 

（ なし ） 

 

○町田委員長 では、次に進めさせてもらいます。 

  ④成人の日のつどいについて。 

○平島社会教育課長 ④成人の日のつどい並びに⑤市民の集いをお話し
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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。 

○平島社会教育課長 最初に、委員の皆様にはお手元に成人の日のつど

いの来賓用リーフレットを配布させていただきました。日程は１月１

３日月曜日、受付が１時、式典は１時半から明法高等学校の講堂で行

います。また、この運営に携わる職員ですけれども、教育委員会の職

員が４８人、市の青少年委員の方が１０人、交通安全協会が６人、そ

して東村山警察は会場周辺のパトロールをお願いしております。 

  成人の対象者は１，４８２人となっております。週間の天気予報を

見ますと今年は晴れとなっていますので、昨年のように大雪にはなら

ないと思いますが、晴れることを期待したいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

  平成２６年２月２日日曜日に中央公民館で市民の集いを行います。

Ａ３版のポスターは全学校に配布、チラシも中学生並びに小学生にも

配布する予定になっていますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○町田委員長 ただ今の報告事項につきまして、御意見、御質問等ござ

いますでしょうか。 

○谷口統括指導主事 市民の集いに加えて御案内をさせていただきたい

と思います。市立中学校生徒会による発表がございまして、昨年１２

月２６日木曜日に行われました生徒会サミットで東村山市の中学校の

生徒会の皆様にお集まりいただきまして、それぞれの取り組みや実践、

その報告をしていただきました。更には、今年度オール東村山でどん

なことを子供たち中心にできていくのだろうかということを、生徒会

の皆様で話し合い、決めたことがございました。そういったような取

り組みを、この市民の集いの場をお借りして発表をさせていただきた

いと思っております。 

  以上でございます。 

○町田委員長 市民の集いも成人の日のつどいも楽しみですね。よろし

いでしょうか。 

（ なし ） 

 

○町田委員長 では、次に進めさせていただきます。 

  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。よろし



１８ 

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようですので、以上をもちまして定例会を閉

会させていただきます。 

  以上をもちまして、平成２６年第１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３２分閉会 

        


