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平成２６年第１１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年１１月５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 指導主事 石 田 玲 奈 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 高 橋 功 

教育部次長 川 合 一 紀 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 佐 藤 道 徳 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 仁科 雅晴 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第３１号 東村山市いじめ問題調査委員会に関する規則 

 

報告事項 

①平成２６年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果につ

いて（指導室） 

②第６回中学生「東京駅伝」大会について（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④第４１回市民文化祭について（社会教育課） 

⑤青少年健全育成大会について（社会教育課） 

⑥第５０回市民大運動会の開催報告（市民スポーツ課） 

⑦諏訪神社の市の文化財指定について（ふるさと歴史館） 

⑧その他 
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午前９時２分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第１１回東村山市教育委員会

を開催いたします。 

  それでは、本日の署名委員を當摩委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○田中庶務課長 本日の委員会の定例会でございますが、傍聴希望の方

が１１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。 

○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、皆様よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、休憩いたします。 

 

午前 ９時０２分 休憩 

 

午前 ９時０５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、御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３１号、東村山市いじめ問題調査委員会に関する規則につい

てお願いします。 

○川合次長 それでは、議案第３１号東村山市いじめ問題調査委員会に

関する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６

年１１月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村

山市いじめ問題調査委員会に関する規則。東村山市いじめ問題調査委

員会に関する規則を別紙のとおりつくることに議決を得たい。 

説明、いじめ防止対策推進法第２８条に基づく組織として、いじめ

問題に係る重大事態発生時における事実関係を明確にするための調査

組織を別紙のように東村山市教育委員会規則を定めることにより、

「東村山市いじめ問題調査委員会」を設置するため、本案を提出する

ものである。 
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なお、規則を定め組織を設置するにあたっては、第三者性を担保す

るために、委員は教育委員会外部者とし、会議の招集も互選により定

められた委員長が行うものとする。 

補足説明をいたします。既に御案内のとおり、本市ではいじめ防止

対策推進法に基づきまして、東村山市いじめ防止等のための基本的な

方針を策定いたしました。その中でいじめの未然防止に積極的に取り

組むことを考えまして、未然防止を実行的に行うために、あえて条例

化はせずに学校生活指導連絡協議会を立ち上げました。既に第１回を

済ませたところでございます。 

一方で、重大事態が発生した場合には速やかにその内容を調査し、

市長並びに教育委員会に報告する旨、必要とするのがこの法律でもう

たわれておりますので、そのために、以下、この東村山市いじめ問題

調査委員会に関する規則としてうたうことによって、本市としても対

策、対応を図っていきたいと考えているところでございます。 

第３条にありますように、調査委員は委員５人以内をもって組織す

るということで、教育委員会の外部者として以下、５人の方々を選出

させていただきたいと思います。 

もちろん、万々が一重大事態が発生した場合ということでございま

して、この対策につきましては学校生活指導連絡協議会を通して、ま

た日々の学校との連携を密にすることによって、未然防止を第一にし

たいと思ってございますが、以下、こういった事態が発生した場合に

は、この規則にのっとって進めさせていただきたいと思っているとこ

ろでございます。 

よろしく御審議の上、御可決を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、室長から説明が終わりました。この件に関し

まして、御意見、御質問はございますでしょうか。 

○森教育長 今、御説明をいただきましたが、条例化しない理由をもう

少し詳しく、具体的な理由があれば教えていただきたいと思います。 

○川合次長 条例化をして様々な機関を設置していくにあたって、その

機関を立ち上げて調査をするということがまず一つ考えられる中で、

日々、私どもが学校の調査に入るところでこういったいじめの問題で

あるとか、あるいはそれ以外の問題も、現実問題としては教育委員会
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事務局指導室が常に学校と連携を図って対応をしてまいりました。今

後、そこについて何ら大きく変わるところはないと思っています。そ

のことを重視し、そして、その機動性、即時性、速やかに学校と連携

を図りながら保護者、当該児童・生徒などの意見聴取を図ることによ

って解決を図り、なおかつ、多くの方々の意見をいただくために、先

程申し上げました学校生活指導連絡協議会を定期的に開くことによっ

て、様々な角度から助言をいただいて、速やかに展開できるというこ

とを重視いたしまして、このような形をとらせていただいております。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 スピードを重視するために設置しないということだと思い

ますが、条例化をした場合にどういう部分で遅くなりますか。例えば

こういう手続が必要になってくるので迅速性に欠けるのだとか、そう

いうことというのは特にないのでしょうか。 

○川合次長 例えば重大事態が発生した場合、多くの方々に集まってい

ただくために連絡調整・日程調整を図って、会議を開催することが当

然必要になってきます。なかなかその外部の方々が集まっていただく

日程調整から何から図るのは非常に難しい状態も発生し得ることは考

えられます。 

しかしながら、重大事態ですのでそういったことは必要と考えられ

ますが、日々の未然防止に対しては随時、学校に足を運んで、指導主

事がその実態を見るなどといった対応をしておりまして、やはりこち

らを重視することのほうが重要なのではないかと思ったところでござ

います。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 委員会のメンバーについて質問をしたいのですけれども、

（１）、（２）、（３）の方々は非常にわかりやすい。小学校教職員

経験者、中学校教職員経験者、臨床心理士。（４）と（５）の小児科

医はこれでいいのか。小児科医は十分、東村山市周辺にいらっしゃる

のか。医師という記載で小児科医をお呼びするほうがいいのではない

かというのが一つ。 

２つ目が、その他教育委員会が必要と認める者というのは、どのよ

うな方をイメージされているのかをお教えください。 

○川合次長 今、御指摘をいただきましたとおり（４）につきましては、



５ 

医師と称して小児科医をお呼びするほうがよろしいのではないかとい

う御意見が妥当かと思いますが、もともと小児科医を選定させていた

だいたのは、精神科等の心理、特に子供の心理を十分に御理解いただ

ける、精神疾患等も専門とされている方をという意味で小児科医と挙

げさせていただきました。 

それから（５）その他の教育委員会が必要と認める者につきまして

現在考えておりますのは、保護者の代表、いわゆるＰＴＡの前年期会

長等、一般的な方々の御意見も必要とするのではないかと考えている

ところでございます。 

○吉村委員 大変結構だと思いますけれども、（４）の小児科医という

のは比較的優しい方というようなイメージなので、今回、一番に来る

のは生徒ですよね。そうすると、結構粗っぽい気持ちをもった子供が

くることも想定されますので、くくりを広くしておいて、その状況に

よって先生を決めさせていただけると、対応がしやすいのではないか

と考えます。 

○町田委員長 意見ということでよろしいでしょうか。 

○吉村委員 はい。 

○曽我教育部長 先程、医師へという御意見が出ておりますけれども、

小児科医というのは中学生までの範囲と定めておりますので、小児科

医とさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 小児科医は十分いらっしゃるわけですね。今、不足してい

るようですが。 

○町田委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○當摩委員 この調査委員会というのは、できれば開催されないほうが

良いものだと思っております。そういう意味で条例化というより、

日々の未然防止できることに力を入れたいという、その気持ちを私は

尊重させていただきたいという気持ちがあるとともに、ただ、そうは

いっても、不測のことが起きた場合に、こうしたことの計画を立てて

おくことの重大性というのも今の時代には大変必要なことなのかなと

思います。 

これを条例としてしまわない本市のいじめに対する取り組みの意気

込みを支えさせていただきたいと思います。あえて条例にしないとい
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うことを本市の方針とすることに対しては、私も賛成でございますが、

近隣はいかがな取り組みをしていらっしゃるかをわかる範囲でお教え

いただいてもよろしいでしょうか。 

○川合次長 この重大事態が発生した場合の調査委員会の設置について

は、このいじめ防止対策推進法にのっとっての設置義務がございます

ので、どの自治体もこれは基本的には条例ではなく、法にのっとって

設置をしているところが多くございます。中には、独自に条例化をし

ているところも幾つかは見受けられますが、基本的には法にのっとっ

て設置義務があるという認識をし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。 

○小関委員 調査委員会ということですが、第１条にも事実関係を明確

にするための調査を行うとあります。２条の（４）にいじめ問題の解

決に向けた措置等ということになっています。調査とその問題解決の

措置との関係を少し具体的にお話いただければと思います。 

○川合次長 まずはその背景にある実態を把握することはこの調査委員

会の第三者的な立場で図っていただくことが重要と思っています。一

方で、学校で当然ながら今後の対策というのは図っていくわけですが、

やはり、専門家、臨床心理士や小児科医その他地域の方々の御意見も

含めて、今後、どのように学校が対応をすることで二度とこういう事

態を起こさなくて済むのかという対応策も検討に必要かと思っていま

す。当然のことながら、このことはその前の段階の学校生活指導連絡

協議会でも話し合われるわけですが、それは学校の立場、教育委員会

の立場があって、そちらからの御意見も含めて、総合的な見地からの

御意見の必要性ということから、この１条と２条に掲げさせていただ

いたところでございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

ほかにいかがでしょうか。 

私から、教育委員会以外ということで小学校教職員経験者、中学校

教職員経験者ということですが、校長先生が退職された方などを見つ

けると考えてよろしいでしょうか。 

○川合次長 おっしゃるとおりでございまして、小学校の教職員を経験

された、例えば元校長先生であったり、あるいは行政の経験を持って

いらっしゃったり、今現在、例えば大学の教授をやっておられたりと

幅広い見地をお持ちになる、しかしながら、小学校、中学校のそれぞ
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れの経験をお持ちであって、こういった面で御意見をいただける方と

考えているところでございます。 

○町田委員長 わかりました。それなりの高齢の方ということでよろし

いですね。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

いじめを一つの事故と考えた場合には、まずその事故を未然に防ぐ

ための施策と、そして、万が一起こってしまった場合のときには、い

かに速やかにそれを処理するかということになると思いますけれども、

その両方が本当にバランスよくできていないといけないので、こうい

う規則をつくることによって、とにかくスムーズに、しかもスピーデ

ィーに対応することが一番大切になってくるのではないかと思ってお

ります。 

ほかに御意見がないようであれば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、本案は原案どおり可決したい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

審議事項はすべ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たいと思います。 

報告事項①平成２６年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結

果について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①から③まで指導室が担当をしておりま

すので、合わせて御報告をさせていただいて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、報告事項①平成２６年度児童・生徒の

学力向上を図るための調査の結果について、御報告をいたします。 

資料を御用意させていただきましたので、あわせて御覧ください。 

小学校と中学校の結果が裏表の印刷となっております。 

小・中学校の今回の調査結果を全体的にとらえますと、どの教科に

おいても、東京都の平均値を残念ながら下回る結果となってしまいま

した。今回の調査の中で特に課題として見られたことは、小学校、算

数の思考・判断・表現力に関するもの、それから読み解く力に関する
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問題。中学校、外国語の知識・理解や技能、こういったような項目で

ございました。中学校の外国語に関しましては、関連しまして関心・

意欲・態度、これも東京都の平均値を大きく下回る結果となりました。 

結果の分析をいたしますと、全般的に問題文から必要な情報を正確

にとり出す力が十分に身についていなかったということ。算数、数学

では問題として問われている内容やその意味が理解し切れていなかっ

たこと。特に数量関係の領域では、その傾向が顕著にあらわれました。

中学校の外国語では基礎的、基本的な単語の知識が十分に身について

いなかったりと、例えばヒアリングの問題では、時刻を聞き取ること

ができていても、その言い回しが変わった場合に正答率が下がる傾向

にありました。 

この言い回しというのは、例えば３時３０分というのを「３０ ｍ

ｉｎｕｔｅｓ ａｆｔｅｒ ３ ｏ’ｃｌｏｃｋ」などの言い回しで

音声が流れたときに、それが何時何分なのかが理解できなかったとい

うようなものでございます。 

また、つづりの間違いにとらわれることなく、４つ以上の英文で自

己紹介を書く問題がありました。これも昨年度、教育委員会でお話を

させていただきましたけれども、微増ではありますがまだ３割弱の生

徒が書き切ることができていなかったという現状がございました。 

今後、指導室としましては、校長会あるいは教務主任会などを通じ

て、子供たちに多くの活字に触れさせる機会を意図的に設けること、

それから、学習をした内容を子供たちが実際に活用をして、相手に伝

えたり、あるいは聞いたりするという活動をこれまで以上に充実させ

ていくよう指導、助言をしてまいります。 

また、学校が作成しております授業改善推進プラン、これを形骸化

させることなく、定例訪問などの折に指導主事から指導、助言の中に

取り入れることによって、意識化をするように伝えていきたいと考え

ております。 

報告事項②第６回中学生東京駅伝大会についてでございます。 

本年度は年明け２月８日、日曜日に行う予定です。昨年度は前日ま

でに降りました大雪の影響を受けて中止となりましたので、それまで

練習を重ねてきた生徒たちのことを思うと、今年度はぜひ実施できる

ことを指導室としましても心より望んでおります。 

場所は味の素スタジアムと都立武蔵野森公園で、特設周回コースを
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昨年度と同様に設置いたします。現在、出場選手の選考も終えて、監

督、コーチの指導のもと、選手たち練習に励んでいるところでござい

ます。委員の皆様におかれましては、御都合がよろしければ、ぜひ、

当日、応援にお越しいただければと思っております。 

報告事項③教職員、児童・生徒、学校の状況についてでございます。 

市教育委員会の定例訪問は記載のとおりの日程です。１１月１２日

の東村山第六中学校を皮切りに、１２月２日の八坂小学校への訪問分

まで記載させていただきました。 

また、今月１４日、金曜日には秋津小学校の研究発表会も予定され

ておりますので、ぜひ、御予定いただきたいと思います。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 ただいま指導室より３点報告がございました。この３点

につきまして御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

ぜひ、今年は中学生東京都駅伝大会が開催され、応援ができればと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは次に進めます。 

報告事項④第４１回市民文化祭について、お願いします。 

○平島社会教育課長 ④、⑤を一緒に報告させていただいてよろしいで

しょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 先に④第４１回の市民文化祭について。まず、前

期、１１月１日から３日まで実施されることになりました。１１月１

日にはセレモニーで、教育委員会より文化芸術表彰の７名の方を表彰

いたしました。今年度は１２８団体が出ております。また、後期が１

１月７日から９日、金曜日から日曜日で、産業まつりと重なってしま

いますが、中央公民館で行われますので、また多くの市民の方にお越

しいただきたいと思っています。 

続きまして、⑤青少年健全育成大会でございます。平成２６年１１

月１６日日曜日、午後１時より中央公民館ホールにて行われます。一

部に行われる中学生の主張大会で、絵画・イラスト部門に関しまして

は、東村山第一中学校から東村山第七中学校まで５５６点出されまし

て、委員の方に２８点に絞っていただいて、資料右側の方が選ばれて

おります。 
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また、作文につきましては、東村山第一中学校から東村山第七中学

校と明治学院中学校から１，４５３点出ておりまして、そこから２０

点、最終的に１０点と絞られました。こちらは町田委員長を中心とし

て作文をお読みいただきありがとうございました。 

２部は、その方々の表彰式並びに青少年善行表彰の表彰式を行いた

いと思っております。 

また、３部では小学校と中学校の合唱で回田小学校、東村山第二中

学校が行いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 市民文化祭と青少年健全育成大会の２点の報告がござい

ました。この件に関しまして御質問等はございますでしょうか。 

○森教育長 内容的なものにつきましては理解をしたところですが、例

年と違って、ここは工夫しましたというような場所があれば御説明い

ただきたいということと、要望としては、ややもするとこういうもの

は例年行っているものですので、ワンパターンになりがちですが、で

きる限り趣向を凝らして、毎年、市民の皆様にお集まりいただけるよ

うな内容になるよう工夫していただきたいと思っていますが、所管と

してはどうお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○平島社会教育課長 教育長からございましたように、マンネリ化しな

いよう、毎年いろいろな工夫を考えておりますが、この青少年健全育

成大会は１部、２部とも昨年と同様の形をとっております。 

ただ、３部の場合には例年高校が入っておりますが、今回は回田小

学校の単独、それから東村山第二中学校の単独、それから小学校、中

学校と一緒になって合唱を行う予定でございます。 

また、今年度行われる２月１日の市民の集いは少し変化をもたせよ

うと考えております。 

○森教育長 ぜひよろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ほかはよろしいでしょうか。 

市民文化祭と青少年健全育成大会は、本当に内容的なものに関して

はすばらしいと思います。市民文化祭はすばらしい作品が見られます

し、青少年健全育成大会にしましては、中学生の作文、そしてまた絵

画・イラストの作品が本当にすばらしいものだと思います。特にこの

発表は、かなりいいものがたくさんありまして、毎年言っているのか
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もしれませんが、足を運んでくれた方はみんなよかったと言ってくれ

ますので、魅力をＰＲしていただいて一人でも多くの方に来ていただ

きたいと思います。お願いしたいと思います。 

では、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 次に進めます。 

報告事項⑥第５０回市民大運動会の開催報告についてお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課より御報告いたします。 

去る、１０月１２日日曜日、市制施行及び体育協会５０周年、スポ

ーツ都市宣言４０周年記念事業であります第５０回市民大運動会を運

動公園グラウンドにおいて２年ぶりに開催いたしました。台風の発生

により開催が心配されましたけれども、当日は絶好の運動会日和とな

りまして、初の試みなどもあった関係で少し時間がおしてしまったこ

ともございましたけれども、大きなけがや事故もなく、無事に終了を

したところでございます。 

当日は御多用のところ、教育委員の先生方をはじめ、また、森教育

長におかれましては役員の集合時間より御対応いただきまして誠にあ

りがとうございました。 

また、体育協会傘下各競技連盟の皆様、教育委員会管理職、職員、

スポーツ推進員の皆様にも御協力をいただき、この場をおかりしまし

て御礼を申し上げます。 

当日は多くの市民の皆様の御参加、御協力をいただきまして、改め

てスポーツ都市宣言にふさわしい東村山市のスポーツに対する熱意を

再確認したところでございまして、関係者を含めまして、延べ６，０

００人を超える方々の御来場、御参加をいただきました。 

近隣市の武蔵村山市が１０月にスポーツ都市宣言を掲げましたが、

当市は４０年も前からこれを掲げて取り組んでおります。武蔵村山市

に負けじとということではありませんが、これからが新たなスタート

だという意識をもちまして、市民大運動会に限らず、２０２０年のオ

リンピック、パラリンピックに向けての機運醸成を含めまして、今後、

更なるスポーツの推進のための取り組みや地域の方々の体力向上、健

康増進に努めてまいりたいと考えております。 

教育委員の先生方におかれましては、引き続き御指導を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 
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以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課より市民大運動会の報告がございました

けれども、御意見、御質問等はございますでしょうか。よろしいです

か。 

本当に第５０回にふさわしい、誇れる運動会ができたのではないか

と思います。 

今回は例年よりも子供たちの参加が多いと感じましたが、何かそれ

に対して行ったこと等ありましたら教えていただけますか。 

○中澤市民スポーツ課長 今回は５０回記念大会でございましたので、

参加をされた皆様に記念品といいましょうか、５０周年を記念したひ

がっしーの絵が入ったクリアファイル、あと東京都から今年で東京オ

リンピック５０周年ということもあり、様々なその関連グッズ、ボー

ルペンやうちわ等が送られてきましたので、そちらもあわせて配布さ

せていただきました。あとは、毎年開催の前に市民大運動会の周知を

市報で行っておりますが、今年は５０周年でしたので、一面に大きく

掲載をさせていただいたり、あとポスター等々で周知を行いました。

小学校にもチラシを配布させていただいたことが子供の参加が増えた

要因なのではないのかと考えております。 

以上です。 

○町田委員長 本当に良いことだと思いますので、うまくいった方法は

うまく次につなげてもらって、更に増やしていただければと思います。 

子供が来れば大人も来ることになると思います。盛大に、そういった

楽しいものづくりをこれから更によくしていただきたい思います。 

本当に細かい話になりますが、終わった後に久米川町の打ち上げに

行ったところ、今までになく子どもが多くて、大概は役員の集まりに

なるのですが、親子で来てもらって、久米川町三丁目にあるふれあい

センターが本当にあふれんばかりになりました。私は準備をする係だ

ったので、余ったらどうしようと片づけることを考えていたのですが、

足りないぐらいの盛況となりました。ずっとやってきた中でもかなり

多かったのは、運動会が良かったからではないかと思います。これを

５０回から更に続くようお願いしたいと思います。 

では、続きまして諏訪神社の市の文化財指定についてお願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 諏訪神社に係る市文化財の指定についてです

が、これは諏訪町一丁目４番地３の化成小学校北側にある諏訪神社の
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社殿内に納められております本殿についてでございます。文化財的価

値と特色を調査いたしましたところ、建築様式から江戸時代初期と考

えられ、現在、市内で確認をされている建造物の中でも古い建造物と

されております。つきましては、来月、１２月の教育委員会の議案と

して条例に基づき、「市文化財の指定に係る諮問」を提出いたしたく

御報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの報告でございましたけれども、

この件に関しまして御質問等はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。では、来月、出していただくというこ

とでよろしくお願いします。 

それから、続きまして、報告事項その他をお持ちの方はいらっしゃ

いますでしょうか。 

○佐藤学務課長 ２点ほど報告させていただきます。 

まず１点目ですけれども、昨年度、作成いたしました人気給食レシ

ピ５０「いただきます！！こんな給食食べたかった」ですが、５０周

年式典にて一部の来賓の方々にお配りさせていただいたところでござ

います。また、平成２６年１０月１１日土曜日に、このレシピ本をも

とにした親子料理教室を開催いたしまして、１６組の親子の方に御参

加いただき、大変好評でした。 

今後、このレシピ本を広めていくために学務課の事業、直近ですと、

平成２７年１月２０日から２３日に予定しております給食展にて試食

やアンケート等参加いただいた方々にお配りするよう考えております。

また、今後も学務課の事業において参加していただいた方に対してお

配りできればと、考えているところでございます。 

もう１点です。１２月６日土曜日ですけれども、今年度も東村山市

学校保健会全体研修会を行います。 

場所は市民センター２階の第１会議室から第３会議室、時間が午後

１時４５分からとなっております。今年度もあしかがの森足利病院副

院長道廣成美先生をお招きいたしまして、「こだわりの強い子、パニ

ックをおこしやすい子とどう接するか」をテーマとし講演していただ

くことになっております。お忙しいと思いますが、御参加の程よろし

くお願いいたします。 

学務課からは以上です。 
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○町田委員長 学務課長からの報告、この件に関しまして御質問等ござ

いますでしょうか。 

○森教育長 ５０のレシピ本について伺います。在庫がどれぐらいある

かにもよると思いますが、一般の市民の方が欲しいという要望があっ

た場合にはお分けできますか。それとも、アンケートを書かないとも

らえないのですか。 

○佐藤学務課長 やはり数に限りがございますので、お申し出いただい

た方すべてにお配りするということはなかなか厳しいところがござい

ます。 

学務課の事業に参加していただいた方々配っていこうかと考えてお

ります。 

また、市内の図書館等にて、閲覧できるようにしていきたいと思っ

ております。 

以上です。 

○町田委員長 本当に５０のレシピ本はいいものができたので、それが

配布できないというのが、本当にもったいないと思いますけれども、

アンケートに答えたらなど、そうやって有効に使っていただければと

思います。 

この件はよろしいでしょうか。 

（ はい ） 

○町田委員長 ほかに報告をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○田中図書館長 第三次東村山市子ども読書活動推進計画策定の進捗状

況について御報告させていただきます。 

今年度は第二次東村山市子ども読書活動推進計画の最終年度であり、

その成果と課題を検討しながら、第三次の計画の策定を進めておりま

す。１１月１５日から１２月５日までの期間には計画案の公表を市ホ

ームページや各図書館、情報コーナー等で行い、市民の皆様からの御

意見を募集する予定です。その後、いただいた御意見を踏まえて修正

等を行い、今年度末には策定の運びとなっております。 

子供の読書活動の推進に当たりましては、関連機関の連携と多くの

市民協働の取り組みにより成果を上げることができております。子供

の読書に関する市の総合的な計画として策定をしっかり進めてまいり

たいと考えております。 

以上です。 
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○町田委員長 図書館長からの報告がございましたけれども、この件に

関しまして何か御質問はございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

ほかに報告をお持ちの方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それではほかに報告がないようですので、ここで定例会

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１１回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

 

午前９時４５分閉会 

 


