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平成２６年第１２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年１２月５日（金）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 中 野 貴 博 

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 

指導主事 石 田 玲 奈    

 

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３２号 東村山市立小・中学校学校医（耳鼻科）の委嘱 

 議案第３３号 東村山市いじめ問題調査委員会委員の委嘱 

 議案第３４号 東村山市文化財の指定に係る諮問 

 

報告事項 

①平成２７年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針策定に

向けて（庶務課） 

②平成２６年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習

慣等調査結果について（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④特別支援教育運営委員会啓発授業について（教育支援課） 

⑤市民のつどいについて（社会教育課） 

⑥成人式について（社会教育課） 
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⑦「全生園とハンセン病を知る ブックリストと資料」の改訂に

ついて（図書館） 

⑧こども縄文塾報告（ふるさと歴史館） 

⑨その他 

午前９時３２分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第１２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。

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、ただいま傍

聴を希望の方が６名おりますので、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、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３３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ておりませんので、御了承いただきたいと

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申

し上げます。 

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３２号、東村山市立小・中学校医（耳鼻科）の委嘱について

お願いしたいと思います。 

○佐藤学務課長 議案第３２号、東村山市立小・中学校医（耳鼻科）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２６年１２

月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立

小・中学校校医（耳鼻科）の委嘱。学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）第２３条の規定により、別紙のとおり委嘱することに議決
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を得たい。説明、学校医（耳鼻科）の辞職により、後任医を委嘱する

ため本案を提出するものであります。 

補足説明です。 

平成２６年１１月２６日に八坂小学校・萩山小学校・南台小学校・

北山小学校・富士見小学校・東村山第一中学校の耳鼻科の学校医であ

ります等松医師より、平成２６年１２月３１日付にて学校医を辞職し

たいとの届出がございました。そこで、東村山市医師会に後任の医師

の推薦依頼をいたしまして、３名の医師を推薦いただいたところでご

ざいます。 

渡邉氏、菱沼氏、安達氏におかれましては、それぞれ現在も市内の

学校医として委嘱させていただいている方々です。 

任期といたしましては、等松氏の残りの任期でございます平成２７

年１月１日から平成２７年３月３１日まででございます。 

御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上です。 

○町田委員長 学務課長より説明が終わりました。この件につきまして

御意見、御質問がございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。

いかがでしょうか。 

これは医師会からの推薦ということで、等松医師におきましては本

当に長い間担っていただいてとても良い先生でした。 

私も小学生のときはいつも等松先生に診てもらって、そのときから

もう長くやっていただきました。 

では、特に御質問がないようですので、採決したいと思います。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、本案は原案どおり可決いたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第３３号、東村山市いじめ問題調査委員会委員の

委嘱についてお願いします。 

○川合教育部次長 それでは議案第３３号、東村山市いじめ問題調査委

員会委員の委嘱。上記の議案を東村山教育委員会に提出する。平成２

６年１２月５日提出。提出者、東村山教育委員会教育長、森純。東村

山市いじめ問題調査委員会委員の委嘱。東村山市いじめ問題調査委員

会に関する規則（平成２６年東村山市教育委員会規則第５号）第３条
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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、東

村山市いじめ問題調査委員会に関する規則に基づいた、いじめ問題調

査委員会の立ち上げに伴い、別紙のように推薦された候補者に委嘱す

るため、本案を提出するものであります。 

次の４ページを御覧ください。 

既にこの教育委員会で前回いじめ問題調査委員会の規則につきまし

て御承認をいただきました。その中で、新任候補者として以下の５名

を挙げさせていただきました。 

一番上にいらっしゃいます元小学校教員経験者という枠で、野﨑芳

昭様。前西東京市の教育長でいらっしゃいまして、日野市の教育委員

会でも教育行政に御活躍なされ、また、平成１４年度から本市の校長

としても御活躍をいただきました。小学校経験という意味では大変豊

富な方であろうかと思います。 

２つ目の枠としまして、元中学校教員経験者ということで、高橋秀

美様。前国立音学大学の教授でいらっしゃいますが、この方も東京都

の教育委員会でも教育行政に指導主事として、あるいは管理主事とし

て御活躍なされた方でありまして、もちろん、中学校の社会科の教員

としても御活躍なされました。本市では教員の研究会の講師としても

お手伝いをいただいた経緯もございますので、この方も中学校教員経

験者という枠において非常に造詣の深い方であると思っております。 

３つ目の枠で臨床心理士ということで、小笠原恵様。現在、東京学

芸大学の教授でいらっしゃいますが、この方は本市の特別支援教育専

門家チームの一人として御尽力をいただいているところでございます。

様々な点においてこの臨床心理としての専門性を生かして御活躍され

ているところ、本市の、このいじめ問題調査委員としても御活躍いた

だけることと思っております。 

４つ目の枠、小児科医では、栗原亞紀様。現在、多摩北部医療セン

ター小児科の医師でございます。この方も本市の特別支援教育専門家

チームの一人として御尽力いただいております。 

そして最後の枠、保護者代表としましては、藤田理加子様。前東村

山市立小・中学校ＰＴＡ連合協議会の会長でいらっしゃいます。この

方は本市の前回御可決いただきました、教科書選定運営委員会の一人

としても御尽力をいただいた方でございまして、様々な点で保護者の

御意見を十分に反映させていただける方であろうと思っております。 
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以上、５名の方をこの東村山市いじめ問題調査委員の委員として委

嘱をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしく御審議の上、

御可決賜りますよう、お願い申し上げます。以上です。 

○町田委員長 次長より説明が終わりました。この件に関しまして御意

見、御質問等はございますでしょうか。 

○森教育長 質問ですが、この会の流れの上での位置付け、学校でいじ

めが発生して、校内で調査委員会のようなものを開きますよね。その

後、らちが明かないような場合にここですぐやるのか、あるいはもう

一つ会があって、別なところでやった上でこれをやるのか、説明をい

ただければと思います 

○川合教育部次長 このいじめ問題調査委員会というのは、重大事態が

発生したときにお集まりいただくメンバーということでございまして、

今、教育長より御質問がありましたように、まず学校でそのいじめの

調査を詳細に行います。そのことと並行して、本市が独自に立ち上げ

ています生活指導連絡協議会という会で、更にそのいじめ問題につい

て関係所管との協議を済ませ、その時点で解決を図るというのが第一

義的な問題だと思っております。 

しかしながら、重大事態という例えば命を落とすような事態が発生

してしまった場合に、これはやはり客観性も公にしなければならない

部分も出てくるかもしれませんので、そういった場合のいじめ問題調

査委員会の委員ということでございます。できることならば開かれな

いほうがよろしい会だと思っておりますが、私どもとしては万全の態

勢をということでの委員委嘱でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○森教育長 ありがとうございました。 

○町田委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○當摩委員 少しめずらしいなと思ったことは、女性が３名で男性が２

名という男女比について、いじめ問題調査という趣旨のものではとて

もよろしいという気持ちをもちました。今、次長がおっしゃったよう

に、開かれないで済むものなら本当に済ませたいという中でも、万全

を期してこのような布陣をしておくことは賛成でございます。以上で

ございます。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。 

本当にこの５名の方は私も存じ上げている方で、皆様こういうこと
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に関してはすばらしい方ばかりではないかと思っております。 

では、ほかに御意見、御質問がないようでしたら採決をとりたいと

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、本案は原案どおり可決いたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第３４号、東村山市文化財の指定に係る諮問につ

いてお願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第３４号、東村山市文化財の指定に係る

諮問。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年１２

月５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文

化財の指定に係る諮問。諏訪神社本殿の文化財指定について、文化財

保護審議会に諮問することに議決を得たい。説明、諏訪神社本殿を東

村山市の歴史の正しい理解のために、重要な文化財として東村山市文

化財に指定することについて、その答申を得るため本案を提出するも

のであります。 

議案の別紙を見ていただきたいと思います。 

それでは、議案３４号、東村山市文化財の指定に係る諮問、諏訪神

社本殿について補足説明をさせていただきます。 

本件の位置は東村山市北西部の諏訪町１丁目４番地に現在まつられ

ております。江戸時代に描かれた「野口村絵図」にも、現在とほぼ同

じ位置に書き込まれております。 

右の地図を見ていただきますと、下の市立化成小学校のほぼ真上に

位置しております。 

諏訪神社の経緯ですが、神社の創立年等は不明ですが、現在確認さ

れている初出資料は貞享２年に書かれた文書で、少なくとも江戸時代

初期にはあったことが分かっております。現在に至るまで、諏訪町を

中心とする地域の氏神として信仰をされ、長く徳蔵寺が別当であった

ことから、神仏混合時代の様相を色濃く残しております。 

境内に現存する遺構のほとんどは江戸時代後期以降のものですが、

本殿については第一次市史編纂時の調査以来、「江戸時代初期をさほ

ど下らないものと思われ」、重要視されてきました。平成５年に社殿

が建て替えられ、ほぼ雨ざらし状態となっていた本殿は屋内に移設さ

れ、保存環境は整えられましたが、調査を実施できずにいました。平
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成２４年度、平成２５年度に文化財調査を実施し、次の特色が明らか

になりました。 

諏訪神社本殿の形式と特徴は、神社本殿の建築の形式の中でも最も

多く流布した流造で、間口が一間と小規模で、見世棚造となっており

ます。屋根は板葺で、厚板を二枚重ねに葺き、しころ葺きになってい

るのは古風な形式でございまして、この形式で現存する例は稀でござ

います。通常の建築様式では、一段や銅板で葺く屋根が多く、下の図

面のように二段屋根が現存しているのは珍しく、一間と小規模だから

こそ残っていたと考えられます。 

和様建築の身舎柱は、本来丸柱ですが、角材となっております。壁

はその柱に溝をきって横板張りとしており、本格的な技法で建てられ

ております。 

上記の写真を見ますと、身舎の扉が開いていますが、通常は閉めら

れております。諏訪神社の本殿は建物にゆがみが生じているため、現

在開いたままの状態でまつられています。一時は、棒を渡して閉めて

いたと思われる部材が取り付けられていることからも、建物のゆがみ

はかなり以前からのことと推測されます。 

頭貫や虹梁には絵様が施され、欠き眉の繰形を付けています。 

右の写真ではその正面中央部、蟇股が据えつけられており、下の絵

では中央に鎌を交差させた絵様が施されています。この意匠は独創的

な珍しい絵様でございます。 

右の妻飾りの蕪懸魚もつくりの良い形状となっております。小規模

ながら形状がとてもよく、きちんと作られているのが格調高く、類例

のないものと思われます。通常はもっと簡単に作られている物が多い

と言われております。 

また、右の写真の下の部分を見ていただくと、蕪はすなわち食べる

蕪を指しております。その上に、人字形の絵様が残されております。 

棟札が発見されていないため、確実な建築年代は不明ですが、上記

の建築様式から、江戸時代初期と考えられ、現在市内で確認されてい

る建造物の中で正福地蔵堂の次に古い建造物です。後世の補修等が見

られるものの、主軸となる部材のほとんどは当初からの物であり、建

築当初の姿を現在に伝えております。 

主な部材とは柱、梁、棟、屋根、壁板であるほとんどが当初のもの

で、本格的な技法で建てられ残っております。同類の建造物に豊鹿島
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神社本殿や熊川神社本殿があり、いずれも東京都有形文化財に指定さ

れております。 

以上、簡単でございますが補足説明とさせていただきます。御審議

いただき、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長より説明が終わりました。御意見、御

質問はございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 

○當摩委員 文化財とすることをとても楽しみにしておりますが、現在、

例えばこれを見たいと思って簡単に一般の人たちが見ることができる

状態になっていますか。 

○栗原ふるさと歴史館長 これは今、諏訪神社の社殿という大きな建物

の中に本殿がございまして、宮司さんだけが見られることになります。 

ただし、８月２７日、２８日の例大祭では本殿を見ることができま

す。以上です。 

○當摩委員 わかりました。ありがとうございます。 

○森教育長 これは大分以前からあったものだったと思いますけれども、

これが平成２４年、平成２５年の調査でいろいろな特色が明らかにな

ったということは分かりますが、それをもって、今回、文化財に指定

をしたいということでしょうか。それとも、以前からそういう考えは

あったんだけれども、はっきりとしないので今の時期になったという

ことでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 資料では２０件ほど候補を挙げておりました。

平成２１年度の第１回東村山市文化財保護審議会で５候補挙げさせて

いただきまして、指定を２年、３年に１回していきたいということで、

今回、平成２４年、平成２５年の調査を行いまして、今回、諏訪神社

に至りました。以上でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 それでも分からないのですが、調査をする前には文化財の

指定には考えていなかったということでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 説明不足で大変申しわけございません。平成

２１年度に東村山市文化財保護審議会の中で５候補が挙げられており

まして、諏訪神社が第４候補に挙げられていました。 

○森教育長 そのうちの一つだったということ。 

○栗原ふるさと歴史館長 はい。それで、まず２２年度に陸軍少年通信

兵学校そして、平成２５年度に熊野神社と進めておりましたので、優
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先順位として調査が後回しになってしまい、平成２４年、平成２５年

度に調査を行い、市の文化財として重要であるということが分かった

ので、ここで諮問を提出していくということになります。 

○森教育長 わかりました。 

○當摩委員 今、市の指定文化財はいくつもありますけども、例えば文

化財として指定された場合に指定された物に対して市としてどのよう

なことを行っていくか、金銭的な面を含めてお伺いしたいと思います。  

○栗原ふるさと歴史館長 まず、市内で文化財を指定された後には、市

内の方または市外の方に年に一度はその本殿をお見せできるような形

をとっていく、また、指定文化財の管理者にその公開等に関する委託

料を支払っていくことになります。そして、文化財としていろいろな

資料などを出させていただいて、皆様に文化財を楽しんでいただいた

り、勉強をしていただくようなものを考えております。 

○當摩委員 先程、質問をさせていただいたのは、現在、要するにどの

ような形で公開されている、我々が見る機会があるかといったら、例

大祭でというお話でしたよね。いつもは囲まれていて、日頃は宮司さ

んしか御覧になれないのですが、今の文化財に対しての考え方だと、

年に一度本殿を公開することが好ましい条件だったとすると、将来的

に例えばここを指定ができたとして、もし、例大祭以外のときに広く、

いろいろな形で見ていただけるようにお話し合いしていただきたいと

思います。そうしないと、例えば文化財として指定をして、これが大

切だといったことも大事だと思いますし、例えば正福寺の千体地蔵堂

はいつも外から見られますが、中にある千体地蔵のそのもの関してい

えば、１１月に１回とか、それから年に１回とか３回というふうに見

られるということがあります。保存のこととか、知ってもらうという

ことだというと、実物が見られる機会というのは非常に重要な要素だ

という考えを持ちますので、可能な限り公開について考えていただき

たいと思います。 

例えば熊野神社というのは歴史館でお皿の常設展示をしてあります

よね。 

文化財に指定をするということは、もちろん安全への配慮も必要で

すが、皆様に親しんでいただけるようにしないとあまり意味がないよ

うにも感じておりますので、今後、いろいろ審議会の方々にもお考え

いただきながら指定等を行っていただければと思います。以上でござ
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います。 

○栗原ふるさと歴史館長 １点説明不足でございましたが、指定された

場合は氏子さん方にお話をさせていただきまして、例大祭とは別の１

日に公開していただける予定です。大変失礼いたしました。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

この諏訪神社本殿ということで、今、御説明をいただきまして、本

当に東村山の歴史的資料の中では貴重なものではないのかなと思いま

すので、そうやって指定をすることによって、今後も長く保存をして、

それで、また市民に限らずいろいろな方に広めていただきたいと思い

ます。 

では、ほかになければ採決をとりたいと思いますが、よろしいです

か。 

○森教育長 文化財に指定をされた場合には補助対象の経費がかかると

いうことですが、これは市の義務としてやらなければいけないのか、

あるいはできる規定なのか、どちらでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 補修等がございましたら市の方針、また予算

の範囲内で協力したいと思っております。 

○森教育長 例えば、予算がないから今年はとりあえず修理できないけ

れど、来年なら何とかなりますとか、そういうことであれば問題ない

ということでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館、市としては将来修復が必要

になった場合には、できる限り協力はしていきたいという考えはござ

います。以上でございます。 

○曽我教育部長 私から補足をさせていただきます。 

確かにこの１５条で、管理につきましては管理者の負担とあります

が、今、課長から説明があったとおり、予算の範囲内でそこを補助し

ていこうということが基本的なルールとなっております。 

今までの市の文化財の指定につきましても、一定割合、予算の範囲

内で補助を行っておりますので、ある一定の枠内では市としても補助

していかなければいけないと考えております。 

今の段階では、屋根などを見ていただけると分かるとおり、はがれ

ている状況でございまして、やはりきちんと修復していかなければい

けないというのが一つ考えられる点でありますので、この点を含めて
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予算の範囲内で、ここは補助的な要素かなと少し考えられるところで

すので、御了承をお願いしたいと思います。 

また、この指定に関しては平成２４年度、平成２５年度で指定の候

補に挙がっており、指定が可能かどうか事前に調査をさせていただい

た経過がございまして、我々が期待していたところは、よく建物に何

年に建てたというような棟梁等が刻み込む柱書がございます。それが

出てくると非常にありがたかったのですが、出てきませんでした。専

門家による調査により、この建物の建築様式から江戸時代初期だとい

うことが確定されてきていますので、そこのところをぜひ教育委員会

で諮問をさせていただいて、文化財保護審議会の委員方に答申をいた

だき、進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○町田委員長 分かりました、よろしいでしょうか。 

ほかに質問は、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、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 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

した。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、予定を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２７年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針

の策定に向けて、お願いしたいと思います。 

○田中庶務課長 本件につきましては、お手元の資料１から資料５に沿

って説明したいと思います。 

資料１が今回御提案をさせていただく案となっております。こちら

につきましては、資料２の主な変更点というものをベースに説明させ

ていただきたいと思っております。 

なお、資料３、４、５については、資料３が平成２６年度の教育目

標と基本方針、資料４につきましては、東京都の教育目標、そして資

料５については東京都の教育ビジョンという形になっておりますので、

後ほど御参考にしていただければと思っております。 

では、資料１の１ページ、それから２ページの教育目標と基本方針
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でございますが、こちらにつきましては本市の教育理念を踏襲するも

のとなっておりますので、昨年と変更なく同様な教育目標と基本方針

という形になっております。 

続きまして、３ページをお開きください。 

こちらにつきましては、９の取組ということで、教育委員会の主要

施策をこのような体系化した形でお示しをさせていただいております。

今回、全体に関する変更点といたしましては、資料２の１番の②でご

ざいますが、従来は、平成２６年度までは各基本方針の１から４の方

針の下にそれぞれの施策が明記をされておりました。しかしながら、

次回、平成２７年度に向けましては、基本方針に基づいて重点的に取

り組む主要施策ということで、こちらにあります知・徳・体、それか

ら下のほうになります学校・家庭・地域社会と、こちらの６分類に分

けた中で、９つの取組として独立をさせて、その独立をした取組の９

の中に、今回３３の施策を提案して、細分化をしていくという形にな

っております。 

この方式につきましては、資料５にございます東京都の教育ビジョ

ン第三次のところに掲載をされておりまして、東京都におきましては

１０の取組と２３の施策という形になっておりますが、こちらに準拠

をした形で今回、提案をさせていただくものでございます。 

なぜ、今回、このような表記変更を行ったかという理由に関しまし

ては、来年度から教育委員会制度が変革することを視野に入れまして、

大綱の足がかりとすることができるように、このような見直しを図っ

ていきたいと考えております。こうすることによりまして、従来、方

針の中で一つの施策が基本方針の１だったり２だったりという形で複

数の方針にまたがっていたものを、この取組に具体的にすることによ

って一定の整理が図れるものであるということと、従来、表示方法も

「推進する」というような概念的な表現が多かったものを、できる限

り具体化した表現にすることで一層の進展を目指すという姿勢も示し

ていきたいため、このような提案をさせていただいているものでござ

います。 

資料１の４ページから９ページにつきましては、９つの取組の具体

の内容になっておりますので、こちらについては新規の項目と修正点

を中心に説明させていただければと思っております。 

初めに、４ページをお開きいただきたいと思います。 
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まず、前提といたしまして、文書の後に太字の括弧で基本方針の２

（３）と記載をしているものは、平成２６年度の基本方針のどこに記

載をされているかを示した内容でございます。また、新規というもの

は、今回、初めて搭載をするという内容のものでございます。また、

下線部分につきましては、表現の変更等を示したものでございますの

で、こちらは全ての項に共通するものとなっております。 

なお、従来、新旧対照表の形でお示しをしておりましたが、今回、

形式を一新することになりましたため、新旧対比ができずこのような

表記で説明させていただくことをお許しいただきたいと思います。 

各取組に応じる「新規」というものにつきましては、東京都の教育

ビジョンの視点に立ちまして、本市としてどのような取組ができるの

かを考慮し、新たに追加したものでございます。 

また、取組１のタイトルを御覧いただきますと、学びの基礎を徹底

し、個々の能力を最大限に伸ばすとなっておりますが、東京都ではこ

れを２つの取組に分けております。しかしながら、内部で検討をした

結果、こちらについては学習の取組、それから、その部分を徹底する

という意味では１つの取組としてよいのではないかということから、

取組を１つにまとめたという形になっております。そのため、東京都

より１つ取組が減っている状況でございます。 

取組１につきましては、（１）①が修正項目になっておりますが、

資料２①にも書いてございますように、「東京ベーシック・ドリル」

や「東村山市版算数基礎ドリル」ができておりますので、こちらの活

用を明記した表現に変更をしております。 

続きまして②でございますが、こちらにつきましては、言語能力の

向上を図る取組として、新たに追加をしたものでございます。 

取組２、それから５ページの取組３につきましては、下線部分の

「推進する」という表現を少し強めに、具体的に「行う」や「進め

る」という表記に変更をしておりますので、内容的な部分についての

大きな変更はございません。 

取組３についても同様でございます。 

続きまして、取組４に進めさせていただきます。（１）の①、②に

つきましては、体育指導やオリンピック教育に関する新規の項目でご

ざいます。 

６ページの（２）につきましてはオリンピック・パラリンピックが
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２０２０年に行われますが、こちらに向けての機運の醸成が追記をさ

れております。また、生涯スポーツ社会の実現に向けた「東村山市ス

ポーツ推進計画」を策定していくことを新たに明記したところが変更

点でございます。 

続きまして、取組５でございます。（１）については新規項目にな

っておりますが、従来、食育につきましては、ほかのグループと一緒

になっていましたが、今回、独立させて新規項目として表記をしたも

のでございます。 

続きまして（３）でございますが、こちらもアレルギーに関する具

体的な表記・取組を新たに追加した形で、このように新規という表現

になっております。 

続きまして、取組６に進めさせていただきます。（２）でございま

すが、従来の基本方針４に記載されていたものを、細分化して独立を

した内容となっているものでございます。 

続きまして、（４）でございますが、体罰根絶への取組を明記し

たということと、教職員全体の服務研修を基に服務研修を充実させる

ということを訴えていくため表記を変更しているものでございます。 

取組７でございます。（４）で本年策定されました「東村山市いじ

め防止等のための基本的な方針」を特出させていただいて、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用したいじめや不登

校の未然防止、早期解決を明記した内容に変更をしております。 

続きまして、（６）でございますが、こちらも今年度策定の東村山

市子ども読書活動推進計画（第３次）に基づいて表記、内容に修正を

図ったものでございます。 

続きまして、（１０）特に②でございますが、学校施設のみならず、

社会教育施設、公民館の耐震化対策を新たに明記、追加したものでご

ざいます。 

取組８でございますが、（１）につきましては、学校と家庭との連

携を更に強化する目的で表記を変更しているものでございます。 

また、（２）から（４）につきましては生涯学習関係の所管におき

まして、家庭の教育力を高めるための方策を新たに追加したものでご

ざいます。こちらにつきましては、各所管で何か取り組めるものはな

いかということで、各課より提案をしていただいた内容となっており

ます。 
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取組９でございますが、こちらについても文言の表記の変更という

形になっております。（３）の学校施設の開放や施設の複合的な活用

につきましては、放課後子ども教室への活用等の内容もありますので、

このような表記に変更している状況でございます。 

以上、雑駁ではございますが説明といたします。 

こちらをベースに委員の皆様に一度お持ち帰りをいただき、お目通

しをいただいて御意見・修正・加筆等がございましたら御連絡をいた

だきたいと思っております。 

なお、こちらにつきましては１月の教育委員会に議案として上程を

する予定でございますので、時間のないなか恐縮ではございますが、

御意見等がございましたら１２月１５日月曜日を目途に庶務課まで御

連絡いただければと思います。その後、御指摘の内容を取りまとめて、

修正し、なぜそうなったかという意見を付した中で、もう一度委員の

皆様にお返しをして、１月の教育委員会に議案として出していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

私からの説明は以上ですが、何か補足等がありましたらお願いした

いと思います。 

○谷口統括指導主事 それでは、少し補足をさせていただきます。 

資料の３ページを御覧いただけますでしょうか。 

先程、庶務課長より今回の形式を大きく変えた根拠等については御

説明をさせていただいたところでございますが、９の取組と表題を書

かせていただきました。下の図にありますとおり、知・徳・体と学

校・家庭・地域社会と、それぞれ６つのカテゴリーにまとめさせてい

ただきました。上３つは主に子供たちを中心に考えたもの、そして、

下３つは大人に関するといったもので分けさせていただきました。こ

の柱を基に９の取組をちりばめたものでございます。 

今回、これを編集するに当たりまして、これまでの基本方針をそれ

ぞれの観点別に分けたところ、どうしてもここの部分が不足している、

あるいはここの部分はどうしても重なっているなどの見直しを行いま

した。これは何度も精査を重ねたものではございますけれども、委員

の皆様の御意見をいただきながらよりよいものにしていきたいと思い

ますので、こちらの３ページが主軸になっているという御理解をいた

だければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 それでは、説明が終わりましたので、この件に関しまし
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て御意見、御質問がございましたらお願いします。 

○森教育長 確認ですが、昨年のこの教育目標を作る際、発表をする前

に多少スケジュール調整に苦慮した記憶がありますが、今年は考慮を

してあるのでしょうか。１２月１５日までということで１０日ぐらい

しかない中で読み上げてチェックをするのですが、いかがでしょうか。 

○田中庶務課長 昨年の反省を踏まえて、今回、お時間のない中ではご

ざいますが、委員の皆様からの意見を１５日までに出していただいて、

それを事務局で内容を叩いて、皆様から出てくる意見は共通の意見と

個別の意見があると思いますので、こちらで変更をかけられる部分、

変更をかけることが難しい部分というのがあるかと思いますので、そ

こについては意見書ではないですが、こちらで考えた内容を踏まえた

書類を年内に委員の皆様にお戻しをして、御意見を求めたいと考えて

おります。教育委員会のときには整った形で議案として出していきた

いため、少しスケジュールがタイトになっておりますが、そのような

考え方で進めていきたいと思っております。 

○吉村委員 東京都が目指すこれからの教育は１０の取組、１０ですよ

ね。東村山市は９ですね。大した問題ではないですが、取組１・取組

２を東村山市では一緒にする形をおとりになったのは、どういう意図

があるのかお教えください。 

○谷口統括指導主事 委員御指摘のとおり、東京都の教育ビジョンにつ

いては取組１の文言を２つに分けてあります。具体としましては学び

の基礎を徹底するということと、個々の能力を最大限に伸ばすという

ことでございました。これにつきましては、本市の教育委員会事務局

でも検討をいたしまして、最終的には子供たちの個々の能力は伸ばし

ていきたい、これは変わらないのですが、そのためにはまず学びの基

礎を徹底することを重点化する必要があるだろうということで、こち

らの（１）の中に①から④までの取組を書かせていただきました。こ

れらはほとんどがこの学びの基礎を徹底するというところにポイント

を置いたものになりますので、こちらを重点化するということから、

東京都の教育ビジョンの２つに分かれたものを１つにしてまとめたと

いうことになります。以上でございます。 

○吉村委員 結構です。 

○町田委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

今、お話がありましたように、１２月１５日までにチェックをする。
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大きく様式を変えるというところで、いろいろな御意見があるでしょ

うけれども、特に聞いておくようなことはよろしいですか。また何か

質問がありましたら直接お話を伺ったらいいのではないかと思います。 

続きまして、報告事項②平成２６年度東京都児童・生徒体力・運動

能力、生活・運動習慣等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②、③を続けて御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 初めに、②平成２６年度東京都児童・生徒体力・

運動能力、生活・運動習慣等調査の結果について御報告をいたします。 

資料１を御覧いただければと思います。 

資料は小学校と中学校、それぞれ１枚ずつ印刷しております。また、

東京都の平均を数値的に下回るもの、あるいは課題と考えられるもの

については今年度も網掛けとさせていただきました。 

まず小学校ですけれども、握力、長座体前屈、反復横とび、立ち幅

とびの結果の多くが東京都の平均値を下回りました。先般、反復横と

びなどはこれまでの調査以降、最高の数値が出たという報道がござい

ましたけれども、本市におきましてはまだまだ十分結果は得られてい

ないということになります。 

これらの種目につきましては、いわゆる柔軟性、敏捷性、それから

瞬発力といったものが小学校での課題であると考えております。 

一方、２枚目の中学校、こちらでも反復横とびの結果が東京都の平

均値を下回る結果となりました。多くの種目において小学校の段階で

課題となっていたものが、中学校では向上をしているという現状は昨

年度と大きく変わっているものではございません。 

それから、運動やスポーツに対する意識調査の結果につきましても、

小学校での多くの学年が網掛けとなっておりまして、中学校での網掛

けの部分はございませんでした。 

これらのことからも、中学校での専門的な指導がどのように行われ

ているのかを小学校教員が知ること、それから運動やスポーツに取り

組む絶対時間が小・中学校でどれだけ違うのかといったことを把握す

ることなど、本年度から中学校の教員にも出席いただいている体力づ

くり検討委員会を活用して、今後、市として何ができるのか協議して

まいりたいと考えております。 
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また、小学校教員の体育学習の指導について、苦手意識を持ってい

る教員がいることも予想されることから、まずはその実態を把握して、

その後、指導事例集等を学校が活用できるようにしていきたいと考え

てございます。 

体力等の調査結果については以上でございます。 

続きまして、③教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでご

ざいます。 

市教育委員会の定例訪問の日程につきましては記載のとおりでござ

います。今回は１月分まで記載いたしましたけれども、１月３０日が

本年度の定例訪問の最終日となってございます。 

続いて、研究発表会の御案内です。１２月１２日金曜日には東京都

教育委員会の言語能力向上拠点校としまして久米川東小学校が発表会

を行います。また、１月２３日金曜日には北山小学校が市の研究奨励

を受けて発表をする予定でございます。市の研究奨励につきましては、

教育委員の皆様、全員に御出席をお願いできればと考えております。 

また、黒丸のところですが、任意団体の発表会でございますけれど

も、本日５日、大岱小学校で全国国語科教育研究大会がございます。 

そして、１２日金曜日には、先程の久米川東小学校の日程と重なり

ますけれども、萩山小学校で東京都図画工作研究大会が開催されます。

御都合がよろしければ御参加をお願いいたします。 

各学校の情報につきましては、「いのちとこころの教育週間」にお

ける学校の取組について御報告をいたします。 

資料２を御覧ください。 

一覧表にまとめてございますけれども、本年度も多くの学校が道徳

授業地区公開講座と関連させて、様々な分野のゲストティーチャーを

お招きして実施いたします。これらの取組につきましては、市のホー

ムページからも発信し、広く市民の皆様にもお知らせする予定でござ

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

学校のこれらの取組を御覧いただければと思っております。報告は以

上でございます。 

○町田委員長 指導室より報告がございましたけれども、こちらの件に

関しまして、御質問、御意見等はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、次に進めさせていただきます。 
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報告事項④特別支援教育運営委員会啓発事業についてお願いします。 

○高橋教育支援課長 東村山市特別支援教育運営委員会啓発部会の部会

啓発授業の報告でございます。 

お手元に６枚つづりの資料を御用意させていただきました。 

先月、１１月２１日の金曜日、市内の野火止小学校でこの授業を実

施いたしました。 

５番を御覧ください。「目に見えない困り感」について（他者を理

解する、思いやる、支援する）という主題で行いました。 

授業者は、野火止小学校６年生の担任の先生４名、それと特別支援

教育運営委員会の啓発部会の先生方がいわゆるチームティーチングで

行いました。野火止小学校の６年生、４クラスを対象に５時間目、６

時間目で実施いたしました。 

２枚目の学習指導案を基に、３枚目の迷路に鏡を立てまして、鏡を

見ながらこの迷路をなぞるという、いわゆる左右、上下が逆になるこ

とで困り感を体験するという学習を行いました。 

その学習について児童から振り返ってという感想を書いていただき

ました。この授業の実施の後、東京都立清瀬特別支援学校の専門家チ

ーム委員であります小野先生にも御参加いただきまして、研究協議会

を実施いたしました。 

最後、６枚目ですけれども、児童からこのような感想文がありまし

た。どのように支援をしたら良いかについて、４５分の授業でこうい

うことを感じたという成果が得られました。以上でございます。 

○町田委員長 この授業の報告についてお話しいただきましたけれども、

この件につきまして、何か御質問は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。 

次は報告事項⑤市民のつどいについて、お願いします。 

○平島社会教育課長 ⑤、⑥の説明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。 

○平島社会教育課長 最初に、皆様のお手元にもあります市民のつどい

でございます。毎年２月１日から７日までの１週間を「東村山市いの

ちとこころの教育週間」といたしまして、今年度はその期間中の平成
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２７年２月１日日曜日に中央公民館ホールで市民のつどいを行います。 

第一部が市内の中学生による税の作文と人権作文の発表、また、中

学校の生徒会による発表もございます。 

第二部は、東村山第二中学校演劇部の発表になっております。 

それから、第三部のパラリンピアンによる講演は佐藤真海さんをお

呼びし、「笑顔で、生きる」という講演をしていただく予定になって

います。 

１月の初めにはチラシが完成すると思いますので、チラシができ次

第、各学校の生徒などいろいろなところに配布をして、多くの参加を

呼びかけていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、成人の日の集いでございます。 

今年度は平成２７年１月１２日月曜日、祝日に行います。受付は午

後１時から、式典は午後１時３０分から明法中学校、高等学校の講堂

で行います。 

今回は平成６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方で、

男性が７８８人、女性が８２４人の合計１，６１２名が対象になって

おります。本年度も子供たちのために恩師の先生からのメッセージを

いただいたり、先生方に式典に来ていただいて盛り上げていきたいと

思っています。また、１，６１２名の対象者へのはがきは、本日発送

する予定になっております。 

また、成人の代表は床亜矢可さんで、ソチオリンピック五輪代表の

アイスホッケー女子の選手で、平成２６年度では東村山市のスポーツ

優秀選手賞、市長賞を受賞されている方です。以上でございます。 

○町田委員長 ２点、市民のつどいと成人式について報告をいただきま

した。この件につきまして、何か御質問、御意見はございますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

報告事項⑦「全生園とハンセン病を知る、ブックリストと資料」の

改訂について、お願いします。 

○田中図書館長 お手元の緑色の冊子を御覧ください。このブックリス

トはいのちの教育推進プラン関連事業として、平成１６年に全生園入

所者自治会並びに国立ハンセン病資料館の方々に御協力いただいて作

成したものです。この度、改訂第四版を作成しましたので御報告いた
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します。 

今回の改訂では、前回改訂以後の新刊書の差替えや、市と全生園入

所者自治会で作成したＤＶＤ発行を含めた年表等の追記をしました。 

また、全生園に入所した体験を基にした小説「いのちの初夜」の著者

である北條民雄の本名、出身地が死後８０年近くを経て今年になって

公表されたことを受けまして、北條民雄の項目も改訂しました。 

このリストは図書館・ふるさと歴史館に配布するほか、ハンセン病

資料館図書室や全生園まつりの人権パネル展等でも御活用いただいて

います。御高覧くださいますようお願いいたします。以上です。 

○町田委員長 図書館長からの報告、よろしいでしょうか。 

これは大体どのぐらい作られるのですか。 

○田中図書館長 当初、４００部ぐらい印刷をしておりますが、また、

必要に応じて増刷をしていきます。 

○町田委員長 自分たちで作られるということですね。 

○田中図書館長 そうです。 

○町田委員長 わかりました。ありがとうございます。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

報告事項⑧こども縄文塾報告について、お願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 お手元のＡ３のカラーのものを見ていただき

たいと思います。 

６月から１１月の６回にわたり縄文塾を実施してまいりました。対

象は小学校６年生を対象にしてまいりました。 

応募者２２名の延べ９８名の参加が得られ、皆勤者も１０名と多く

参加をしていただきました。今回は市内に下宅部遺跡や笹塚遺跡など

の縄文時代の遺跡が多く存在する中で、子供たちが縄文時代に使われ

ていた道具を自分で作り、縄文生活を体験することを通して、本当の

歴史を学習するとともに、物作りの中で先人の工夫や知恵を学び、現

在の生活との対比により子供たちが今を考えるきっかけとなるよう実

施した事業でございます。 

また、体験の里としては連続の講座を行うことで、一貫性の体験で

は得られない学習面を強化し、学校での歴史、環境教育への寄与を行

うことで体験の里のあり方を再認識することとなりました。 
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参加をされた児童は器用でございまして、理解度も高く、いろいろ

な道具を使って行う中で、弓矢などは結構難しかったと言っておりま

した。 

また、最後に土器などを焼いて、最終の縄文時代の存在を理解して

いただき、子供たちの縄文時代の考えを分かっていただいたのではな

いかと思っております。 

また、来年も各小学校１５校、そして、はっちこっくメイトボラン

ティアの御協力を得まして行っていきたいと考えております。 

以上、報告でございます。 

○町田委員長 こども縄文塾の報告ということでしたけれども、この件

につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。 

○當摩委員 質問ではありませんが、実は私、はっちこっくメイトとい

うボランティアをずっとさせていただいておりまして、この６回のう

ち、１０月５日だけは参加できなかったのですが、５回ボランティア

をさせていただききました。全市から６年生が集まってきて本当に生

き生きとやっています。２２名という人数が多い、少ないということ

ではなくて、みずから「やりたい」とやってきた子たちですから、一

つ一つ与えられた課題に関して自分たちの楽しみを持ちながら、真剣

に取り組んでくれている学校で見られない子供たちの姿がとてもうれ

しく思いました。 

このような課題をいろいろと社会教育分野で考えてあげることによ

って、学校教育の中だけでは子供たちが伸ばし切れないものをすくい

取ってあげることも大切だと思いました。館長がおっしゃったように、

とても器用な子が多かったのですが、武器作りなどは本物の土器を置

いてレプリカを作りましたが、やはり得意な子と不得意な子がいまし

た。来年に向けてのお願いとして、指導をしてくださる学芸員の方々

にも、土器はこのぐらいの底面を作ってあげればいいというのを定量

化して、例えば５０グラムを図って三段目までは積むなどをやると子

供たちが変な形にだれたりしないで作ることができると思いますので、

大人もスキルアップを図っていただければ、より子供たちに対して良

い機会を与えてあげられると思いました。いずれにしてもとてもすて

きな体験をさせていただきました。ありがとうございました。 

○町田委員長 ほかによろしいでしょうか。 

２２名の中の１０名が皆勤ということはかなり面白くて、次も休ま
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ず来たのではないのかなと思います。ぜひ、６年生になったらこれが

体験できるんだということで毎年行っていただいたら良いのではない

のかと思いました。 

では、ほかによろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。その他報告をお持ちの方はいらっ

しゃいますでしょうか。 

○田中庶務課長 トイレ改修工事の入札の不調に伴う事業の中止につい

てでございます。 

こちらにつきましては、今年度、外壁工事と併せてトイレ改修工事

を８校予定し、入札行為を行いました。１０月初旬から中旬にかけて

８校の入札を行いまして４校は無事入札が完了いたしましたが、回田

小学校、南台小学校、北山小学校、富士見小学校の４校については入

札が不調になりましたので、改めて１カ月後、１１月２６日に再度の

入札を実施いたしました。その際には応募する事業者を都内全域に広

げるなど幅広い業者の公募をいたしましたが、こちらにつきましても

残念ながら入札が不調になりました。随意契約の交渉等も行いました

が、どうしても折り合いがつかず、結果として不調となっております。 

要因等はこちらに書かれているとおりですが、３回目の入札を行う

かどうかにつきましては、理事者等とも協議をした中では、やはりこ

れから再度発注となると１２月の下旬とか、１月に入ってからの入札

が見込まれますので、そうなったときに期間が当然短い中で工事を行

うということは子供たちの教育環境を更に悪化させてしまうというこ

と、そこで入札に行っても結果的にまたできないという可能性もあり

ますので、この４校については今年度の事業を見送るという形で、教

育委員会名として各学校長宛てに発出をさせていただきました。 

学校としては、こちらに鑑文等をつけて保護者等にも周知をすると

いうことで、このトイレ改修工事については各学校からの要望が高い

ものですので、何としても教育委員会としては行いたいというところ

がございます。こちらにつきましては、市長の所信表明では今年度の

事業は中止し見送るとし、一般質問の中でも、教育委員会としてなる

べく早く行いたいと答弁をしております。 

教育委員会として本年度は中止いたしますが、ぜひとも来年、早い

時期に行っていきたいという思いもありますので、今後、また予算分
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も含めて調整を図っていきたいと考えている状況でございます。 

こちらの報告を１点追加させていただきました。以上です。 

○町田委員長 この件に関しまして御質問等ございますでしょうか。 

せっかく準備をして、きれいなトイレになると思っていたところ、

大変残念だと思います。うまくいかなかったことの反省等をよく踏ま

えて、来年度にはしっかり行っていただきたいと思います。 

特に、よろしいでしょうか。 

それでは、ほかに報告事項がないようでしたら、これで終了させて

いただきたいと思います。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 以上をもちまして、平成２６年第１２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５４分閉会 

 

 


