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平成２６年第５回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年５月２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 教育支援課長 高 橋 功 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 社会教育課長 平 島 亨 

教育部次長 川 合 一 紀 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１９号 平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択要綱につい

て 

 議案第２０号 平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査研究に係る

諮問 

 議案第２１号 東村山市スポーツ推進審議会委員の任命 

 議案第２２号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 議案第２３号 東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

 

報告事項 

①平成２６年度部の運営方針と年間計画について（教育部） 

②児童・生徒・学級数について（学務課） 

③学校評議員全体会について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 
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⑤学校いじめ防止基本方針について（指導室） 

⑥就学相談ガイダンスについて（教育支援課） 

⑦「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について（社会教育

課） 

⑧「文化のつどい」について（社会教育課） 

⑨その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第５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ます。よろしくお

願いいたします。 

○肥沼教育部次長 本日の教育委員会定例会で、傍聴希望者が７名申し

出をしておりますので、傍聴の許可についてお諮りをいただきたいと

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 それでは、休憩します。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３３分 再開 



３ 

○町田委員長 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１９号、平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・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。 

○川合教育部次長 議案第１９号平成２７年度使用東村山市立小学校及

び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択要綱について、上記の議

案を提出する。平成２６年５月２日。提出者、東村山市教育委員会教

育長、森純。平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校特別

支援学級教科用図書の採択要綱について。平成２７年度の東村山市立

小学校及び小・中学校特別支援学級で使用する教科図書の採択要綱に

ついて議決を得たい。説明、平成２７年度に東村山市立小学校及び

小・中学校特別支援学級で使用をする教科用図書を採択するための採

択要綱設置のため本案を提出するものであります。 

今年度は平成２７年度に使用をする市立小学校及び小・中学校特別

支援学級教科用図書の採択がございます。この採択要綱は平成２７年

度に東村山市立小学校及び東村山市立小・中学校特別支援学級で使用

をする教科用図書を採択していただくための要綱でございます。 

小・中学校で使用します教科書につきましては、学校教育法第３４

条で文部科学大臣の検定を経た教科用図書または文部科学省が著作の

名義を有する教科用図書を使用しなければならないと規定されており

まして、小学校は平成２２年度に、これは採択が行われてから４年ぶ

りになります。 

一方で、特別支援学校と特別支援学級におきましては毎年採択が行

われまして、学校教育法の附則第９条に規定する教科用図書以外の一

般図書を使用することができるともなっております。このことを受け

まして、通常の学級における子供たちや東村山市の子供たちにあった

教科書を採択するとともに、特別支援学級においては障害の種類や程

度、能力、特性等を考慮した一人一人の子供たちに適した教科書を採

択することになっております。 

採択までの流れを簡単に御説明させていただきたいと思います。議

案書の５ページの３、組織構成図、それから別添の資料１、平成２７
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年度使用東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書採

択の概要をあわせて御覧ください。 

まず、教育委員会の諮問を基に教科書選定運営委員会が、各学校の

代表教員からなる各教科の教科書調査委員会及び特別支援学級設置校

の教員からなる特別支援学級用教科書調査委員会に調査を依頼いたし

ます。これを受けて教科書調査委員会では、子供たちの実態や東村山

市の指導方針に鑑み、また特別支援学級用教科書調査委員会では、来

年度在籍予定の児童・生徒一人一人について、その障害の種類や程度、

能力、特性等を考慮して選定された教科用図書を調査研究し、各学級

で使用したいと考えている教科用図書についての協議を行い、調査研

究報告書を作成いたします。その調査研究報告書を教科書選定運営委

員長１名、特別支援学級教科書調査委員長１名、保護者２名、有識者

２名で構成されます教科書選定運営委員会で審議し、答申を教育委員

会にいただき採択を行うという流れでございます。 

なお、資料１には日程や会場の構成などを含めた資料が添付してご

ざいますので、あわせて御参考いただければと思います。 

以上でございます。よろしく御審議いただき、御可決賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 次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、御質問はございませんでしょうか。 

今まで教科書採択を行っている中で、近年、この方式で行っていた

だいておりますが、とても細かく見ることもできますし、最終的に

我々が判断をする中でもいい資料ができると思います。 

特になければよろしいですか。 

  （ 異議なし ） 

○町田委員長 では、御意見がないようですので、採決をしたいと思い

ます。 

それでは、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、原案のとおり可決いたします。 

続きまして、議案第２０号、平成２７年度使用東村山市立小学校及

び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査研究に係る諮問について、

お願いします。 

○川合教育部次長 議案第２０号、平成２７年度使用東村山市立小学校
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及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査研究に係る諮問につい

て。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年５月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成２７年度使

用東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・

研究に係る諮問について。平成２７年度の東村山市立小学校及び小・

中学校特別支援学級で使用をする教科用図書を選定するため、教科書

選定運営委員会に諮問することに議決を得たい。説明、教科書選定運

営委員会の調査項目等を明確にし、その答申を得るため本案を提出す

るものである。 

諮問文につきましては、東村山市立小学校及び小・中学校特別支援

学級の教科用図書について、教科書選定運営委員会に諮問をするとい

うものでございます。諮問文の内容を確認させていただくため、諮問

文を読み上げさせていただきます。 

諮問文。 

次の事項について諮問します。 

平成２７年度使用東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級教

科用図書の調査・研究について。 

平成２６年５月２２日。これは第１回の運営委員会の日程でござい

ます。 

東村山市教育委員会。 

１、諮問理由。 

小・中学校で使用する教科用図書（以下、「教科書」という）は、

学習指導要領に示されている目標を達成するため、子供たちにとって

自ら学び考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確

実な定着を推進する最も基本的な教材として位置付けられています。 

また、特別支援学級で使用する教科書については、学校教育法附則

第９条により、毎年度異なる一般図書を採択することができますが、

何よりも子供たち一人一人の実態に合った教材が求められます。 

つきましては、東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級の児

童・生徒が平成２７年度使用するのに最も適した教科書を教育委員会

が採択するにあたり、教科書選定運営委員会に対し、次のとおり調

査・研究するよう諮問します。 

２、諮問内容。 

（１）小学校の教科書の調査・研究にあたっては、見本本が届いて
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いるすべての教科書について調査・研究すること。 

（２）小学校の教科書の調査・研究にあたっては、学習指導要領の

目標等を踏まえ、次の各調査項目の視点で、各教科書の違いが明瞭に

なるように調査・研究すること。①内容、②構成・分量、③表現・表

記、④使用上の便宜、⑤学習指導要領の目標を達成するための工夫、

⑥教科書編集上の特筆すべき事項、⑦その他、教科の特性に基づき、

特に調査・研究を要する事項。 

（３）小・中学校特別支援学級用の教科書の調査・研究にあたって

は、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別の児童・生徒の実情等

を考慮し、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、次の各調査項目の視点で調査・研究すること。①内容、

②構成・分量、③表現・表記、④使用上の便宜、⑤学習指導要領の目

標を達成するための工夫、⑥教科書編集上の特筆すべき事項、⑦その

他、教科の特性及び障害の種別、程度に基づき、特に調査・研究を要

する事項。 

（４）各教科書の特に優れている点、児童・生徒の実情等を考慮し

た点について調査・研究すること。 

（５）その他、教科書採択に当たって必要と思われる事項について

調査・研究すること。 

（６）調査・研究した以上の事項についてまとめ、「調査・研究資

料」を作成すること。 

なお、教科書採択の在り方については、文部科学省や東京都教育委

員会からも開かれた採択を行うことが強く求められています。 

また、教科書採択にあたっては、現在、多くの市民が強い関心を示

すとともに、その動向に注目しております。 

このような背景を踏まえ、各委員は委員としての自覚をもち、自ら

の責任において、適正かつ公正に教科書の調査・研究を行うとともに、

教育委員会が教科書の採択に当たって参考になるような「調査・研究

資料」の作成をお願いいたします。 

このような諮問を基に、平成２７年度に使用をする東村山市立小学

校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択を行ってまいりたい

と考えております。 

以上でございます。よろしく御審議いただきまして、御可決賜りま

すようお願いいたします。 
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○町田委員長 次長より説明がございました。この件に関しまして御意

見、御質問がございましたらお願いします。 

○森教育長 今、説明をいただいた内容はいいと思いますが、数年前に

せっかく調査委員が時間をかけて検討し、選出した教科書が絶版にな

っていて、学校に配付できなかったことがございましたけれども、そ

れを防ぐために教育委員会事務局としてどういう対策をしようと思っ

ているのか。また、万が一、そのようなことが発生した場合にどうい

う措置をとられるのか教えていただければと思います。 

○川合教育部次長 おっしゃるとおり、せっかく選んだ教科書が絶版と

いうことでは選んだ意味がないということになってしまいますので、

事前に各教科書会社に、わかる範囲ではございますけれども、絶版に

なる可能性、あるいはもう既に絶版になっているという教科書につい

ては集約をして、調査委員会に伝える方法をとっていきたいと思って

おります。 

また、実際にそうはいうものの時期的なもので、調査・研究報告が

上がった後に絶版になってしまった場合について考慮し、特に特別支

援学級では必ずしも一つの教科書だけが採択されることではありませ

んので、子供たちの実情にあわせた教科書を幾通りか選んでおいてい

ただいた中から更に選定することが次の段階になりますので、その旨

を調査委員会運営委員会にお伝えしたいと思っております。 

以上です。 

○森教育長 ありがとうございます。せっかく調査委員が時間をかけて

選んだ物ですので、そのようにならないよう、十分、御配慮をいただ

ければと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○町田委員長 お願いします。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

この諮問文のとおり調査・研究をしていただいて、いい物を選出し

ていただければ我々も本当に選考に当たってのいい資料になると思い

ますので、ぜひよろしくお願いします。 

特にないようでしたら採決をとりたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

  （ なし ） 

○町田委員長 賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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○町田委員長 全員賛成ということで、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２１号、東村山市スポーツ推進審議会委員の任

命について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第２１号、東村山市スポーツ推進審議会

委員の任命。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６

年５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

市スポーツ推進審議会委員の選任。東村山市スポーツ推進審議会条例

第３条の規定により、別紙のとおり任命することに議決を得たい。説

明、第１９期委員の途中退任（死亡）により、残任期間の補欠委員を

選任するため、本案を提出するものであります。 

第１９期のスポーツ推進審議会委員につきましては、昨年６月より

平成２７年６月１１日までの２年間の委嘱をさせていただいていると

ころでございますけれども、第１号委員で社会体育関係者の川上健治

氏が、去る３月１８日にお亡くなりになったことに伴いまして、議案

書１３ページの第１９期東村山市スポーツ推進審議会委員名簿の上段

に記載してございます１番の社会体育関係者の鈴木克也氏を川上氏の

残任期間の補欠委員として選任するものでございます。 

なお、鈴木氏につきましては、川上氏の急な御逝去によりまして、

去る４月８日に改正されましたスポーツ推進委員会第２７期第１回定

例会におきまして、会長に就任されたところでございます。 

以上、御審議をいただき、御可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○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

まして御意見、御質問がございましたらお願いします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、特に質問はないようですので採決をとります。 

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、原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２２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２２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２６年５月２日提
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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、委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推

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。 

第２０期東村山市立図書館協議会委員の任期につきましては、平成

２５年８月１日から平成２７年７月３１日までになっておりますが、

学校関係者枠について、今年度の人事異動に伴いまして、１番の委員

について新たに委嘱させていただくこととなりました。副校長会より

御推薦いただきましたのは、本年度、東久留米市立第九小学校より萩

山小学校に赴任されました椙田文久副校長です。当市の小学校におけ

る読書推進について他市での御経験を踏まえた新たな視点で御意見を

いただけるものと考えております。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま、図書館長からの説明が終わりました。御意見、

御質問はございますでしょうか。 

  （ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうか。副校長会から推進された先生を後

任にということで特に問題はないですね。質問がないようでしたら採

決をとります。 

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、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２３号、東村山立公民館運営審議会委員の委嘱

についてお願いします。 

○前田公民館長 議案第２３号、東村山市立公民館運営審議会委員の委

嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年５月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立公民

館運営審議会委員の委嘱。東村山市立公民館運営審議会条例（昭和５

５年東村山市条例第３号）第３条の規定により、東村山市立公民館運

営審議会委員を別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。提出理由

を説明いたします。学校長会から推薦された委員が変更されたことに

より、新規に学校長から推薦された候補者を委嘱するため、本案を提

出するものであります。 
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次の２１ページを御覧ください。 

第１７期の東村山市立公民館運営審議会委員の名簿でございます。

委員の任期は平成２６年５月２日から平成２６年１０月３１日までの

６カ月間でございます。 

学校教育関係者についてでございますが、中学校校長会からの御推

薦により、東村山第五中学校長、高野和美先生にお願いするものでご

ざいます。また、小学校校長会からの御推薦で、東萩山小学校長、齋

藤健二先生にお願いしたところでございます。 

御審議の上、御可決いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

○町田委員長 公民館長からの説明を終わりました。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。よろしいでしょうか。 

学校関係者ということで、学校の先生の異動に当たって、新しく各

小・中学校の校長会より推薦をいただいたということで特に問題はな

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

す。 

予定されてい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２６年部の運営方針と年間計画についてお願いし

ます。 

○曽我教育部長 それでは、平成２６年度教育部の運営方針を説明させ

ていただきたいと思います。 

お手元に配付させていただきました資料に基づきまして説明をさせ

ていただきます。 

運営方針でございます。教育部は教育委員会の教育目標を達成する

ため掲げております４点の教育委員会の基本方針に則りまして、総合

的に教育施策を推進する。 

学校教育につきましては、子どもたちが自他をいつくしみ、生命を

大切にし、豊かな心を育めるよう地域と家庭と学校が一体となって環

境の整備を進めること。また、基礎的な学習や個性豊かな教育活動の

推進などを通じ、確かな学力が育めるよう学校教育の充実に取り組む

こと。 
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社会教育につきましては、生涯学習推進計画に基づきまして、人々

が生涯を通じて自ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる

機会の充実を図ること。 

事業運営にあたりましては、教育制度の変革期にある現在、教育委

員会標語でございます「共創と連環」の考えに基づき、創意工夫や改

善を行い、内外組織と連携を更に深め組織としての活性化を図り、よ

り効果的・効率的な事業推進に努めること。そのためには「東村山市

みんなで進めるまちづくり条例」第８条に定められております「職員

の責務」を深く自覚するとともに、第４次総合計画に定める将来都市

像「人と人、人とみどりが響きあい、笑顔あふれる東村山」及び実施

計画並びに第４次行財政改革大綱を鑑み、教育部運営方針に基づき、

取り組むべき課題を設定したところでございます。 

課題の取り組みといたしましては、１番といたしまして、児童・生

徒の健全育成の取り組みでございます。特に今年度につきましては、

いじめ防止・非行防止、学校不適応、不登校児童・生徒の減少に取り

組んでまいります。 

２番目といたしましては、特別支援教育への対応。第３次実施計画

がスタートしましたが、平成２５年度からスタートいたしました事業

の検証を行うとともに、今後も計画的に進めてまいります。 

３番目といたしましては、子供の安全安心の確保ということで、平

成２５年度に引き続きまして校舎の老朽化対策として、平成２６年度

も外壁、トイレ改修工事の実施など、様々な観点から子供の安全確保

に取り組んでまいります。 

４番目といたしましては、生涯学習施設の市民満足度の向上でござ

います。生涯学習推進計画の進捗状況の検証を進めて、更なる市民満

足度の向上を図ってまいります。 

５番目といたしましては、食物アレルギーの対応に向けた取り組み

でございます。児童・生徒に安全安心な学校給食の提供を行うため、

危機管理対策といたしまして、東村山市版の「食物アレルギー対応に

ついて」のガイドラインを部内関係所管と学校が連携いたしまして、

今年度、策定をさせていただきたいと思っております。 

６番目といたしましては、下宅部遺跡の国より重要文化財の指定を

受けられるように適正な資料を提供いたしまして、国、都の動向を注

視するとともに、市民への周知を図り、指定に向けた取り組みを行っ
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てまいりたいと考えております。 

部の大きな今年度の取り組みについては以上でございます。 

以下、課の課題等の取り組みにつきましては、各課長より説明をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

○肥沼教育部次長 庶務課の運営方針の説明をさせていただきます。 

運営方針の中で前段にありますとおり、施設の安全確保対策におき

ましては、老朽化対策が最重要課題と考えております。平成２６年度

は昨年度に引き続き、国の平成２５年度補正予算を活用し、重点事業

の①外壁等改修工事、②トイレ改修工事を実施し、今年度で全ての学

校が完了する予定となっております。 

また、③の水飲栓直結給水化工事につきましては、実施計画事業と

いたしまして、今年度、予定をされている学校でございます。平成２

８年度までに全ての学校で水飲栓直結給水化を完了する予定となって

おります。 

なお、工事に際しましては、児童・生徒の安全確保を最重点に考え

ながら、学校と協議を進めていきたいと考えております。 

工事予定行程表（案）につきましては、裏面のとおりとなっており

ますので、御参照いただければと思います。 

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が行われた

場合につきましては、国・都の動向を注視し、遺漏のないように努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

次に、その他の①から③でございますが、①につきましては、小規

模な修繕等については環境整備係と施設係との連携を図りながら対応

に努めていくということ、②につきましては、事務の連携を図って、

遺漏がないように進め、教育委員会のスムーズな運営に努めていくと

いうこと、③につきましては、災害や不審者対応等が起こった場合に

備え、緊急時における教育部の連絡、連携を含めた活動体制案を作成

してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○佐藤学務課長 平成２６年度の学務課の運営につきましては、教育委

員会標語である「共創と連環」を念頭に２つの運営方針を掲げ、７項

目の重点項目事業として進めてさせていただきたいと思います。 

まず、運営方針につきましては、学籍・就学援助制度事業の充実と

し、児童一人一人に応じたきめ細やかな指導の確立を目指す一環とし
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て、学級編成における整備・充実を図り、就学援助につきましては、

制度の周知徹底を図るとともに、基準の見直しを本年４月より行いま

したので、経過を踏まえ、内容の検討を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

次に、児童・生徒の安全安心の確保として、学校給食におきまして

衛生管理基準の遵守や個別のアレルギー除去対策等を含め、安全・安

心でおいしい給食を実施していくとともに、児童生徒の心身の健全な

発達を促すべく、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う重要な

役割として、学校給食を通じ食育の推進・啓発に努めてまいります。 

また、学校保健につきましては、次代を担う児童生徒及び教職員の

心身両面の健康を保持するため、保健・安全衛生に関し、学校保健活

動の更なる充実に努めてまいります。 

また、市立小学校に通学する児童の安全や防犯につきましては、学

校・地域・家庭及び各種関係機関との連携を深め、安全で安心な通学

路を目指し、児童の安全確保に努めてまいります。 

重要項目は７項目ございまして、まず３５人編制学級に関しまして

は、今後において３５人学級を推進していく場合、教室不足につなが

ることが予測されておりますので、弾力的な運用を行いながら、地域

の子供は地域で育てることを基本としながら、関係所管と連携して対

応を図ってまいります。 

就学援助制度基準の見直しでございますが、平成２５年８月より生

活保護基準の見直しが行われ、本年４月より実施されていることから、

今後の経過を踏まえ、就学援助基準の内容の検討を行ってまいりたい

と考えております。 

通学路の安全対策ですが、市立小学校に通学する児童の安全、防犯

のため、確認員を登下校時に全校配置すべく、平成２６年度は萩山小

学校、南台小学校、東萩山小学校にて配置してまいります。 

「学校保健（白書）」の作成です。学校保健会と連携を深めながら、

平成２６年度中に発行いたします。 

放射能対策事業です。平成２４年度より実施しております学校給食

に使用する食材の放射性物質の検査でございますが、こちらは今年度

も継続をし、安全・安心な学校給食の提供を図ってまいります。 

小学校給食の委託化の推進です。小学校の学校給食直営校は萩山小

学校の１校となっておりますが、人事課などの関係所管と連携し、調
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整を図ってまいります。 

最後に、学校給食における食物アレルギー対応についての見直しで

すが、平成２３年３月に「学校給食における食物アレルギーの対応に

ついて」という冊子を作成しているところではありますが、平成２４

年に発生した他市の事故を教訓に、新たな東村山版の見直しを栄養士

や養護教諭、学校保健会などと連携して作成してまいりたいと思って

おります。 

学務課は以上です。 

○川合教育部次長 平成２６年度指導室運営方針につきましては東村山

市教育委員会の教育目標を達成するために、何よりも校長先生方の学

校経営の支援のため、校長先生方に地域社会に信頼を得られる教育活

動が展開していただけるような指導・助言をしてまいります。 

そのために以下、重点事業として３点書かせていただきました。 

一つ目は学校経営の活性化です。特色ある教育活動が推進できるよ

う支援してまいります。 

二つ目に、服務事故等を防止するためにも、教育公務員としての自

覚と意識改革に向けた取組を進めてまいります。 

三つ目に、若手教員研修の体制を整えるため、教員の指導力及び授

業力向上を図ります。ひいては、保護者、地域から信頼される学校づ

くりということでも支援をしてまいります。 

２点目、大きくは「生きる力」をはぐくむための教育活動の推進で

す。平成２４年度から進めてまいりました算数基礎ドリルを活用して、

学力の向上を図ってまいります。一方で、体力づくりについては、

小・中学校の連携を図った委員会を活性化させて、ともに体力、学力

の向上を両面から支えてまいります。 

また、東村山特別支援教育推進計画の第三次実施計画に基づいて、

特別支援教育を更なる推進を図ってまいります。 

３点目、大きくは児童・生徒の健全育成の推進です。「東村山市い

のちとこころの教育週間」を更に充実させて、豊かな心を育んでまい

ります。 

また、いじめ防止、体罰、更に不登校児童・生徒の減少に取り組む

よう考えてまいります。 

最終的にこの３点の事業を進めるためには、指導室の職員が互いに

コミュニケーションの活性化を図りながら、事務ミスをなくすという



１５ 

努力を進めていくとともに、事業マニュアルを作成して、誰もが担当

外の職務も理解し合って、互いにフォローし合えるということによっ

て学校を支えることができると思っております。 

平成２６年度はこのように取り組んでまいります。 

以上です。 

○高橋教育支援課長 平成２６年度の教育支援課の運営方針でございま

す。 

東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針のもと、東村山市特別

支援教育推進計画に基づき、特別支援教育の充実を図る目的で各事業

を展開してまいります。 

重点事業といたしましては、まず数だけではなくて様々なニーズが

ある、通級指導学級整備事業があります。様々なニーズに応えること

ができるようなガイドラインの作成を進めていきたいと思っておりま

す。 

２番目としましては、特別支援専門家チーム事業でございます。

小・中学校１校当たりから４回から６回の巡回相談を行うとともに、

言語相談、医師による相談会を実施いたしますが、言語相談もより専

門性の高いスーパーバイザーを用意しました。また、医師による相談

会も回数を多くして、先生方の需要に応えられるように設置いたしま

した。 

教員サポーターの派遣事業でございますが、今年度は２名増員し、

２０名を小・中学校全校に派遣して、特別支援教育の充実を図ってま

いります。 

また、研修会・連絡会等を通じて、教員サポーターの資質向上を図

ってまいりたいと思っております。 

東村山市特別支援推進計画第三次実施計画の推進でございますが、

平成２５年３月に策定された計画の周知を図り、小・中学校、幼稚

園・保育所など関係機関と連携し、特別支援教育の推進を図ってまい

りたいと考えております。 

就学相談機能の充実でございますが、就学相談ガイダンスといいま

して、就学相談を事前に保護者に説明をするという会も今年度新たに

設けまして、就学相談機能の充実をしてまいりたいと思います。 

２番目としまして、教育相談体制の充実でございます。 

東京都のスクールカウンセラーは御存じのように、平成２５年度か
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ら小学校、中学校全校配置になりました。今年度はいじめ対策としま

して小学校５年生、それから中学校１年生に対しましてスクールカウ

ンセラーが全員面接を行う予定になっております。既に行ったところ

もあります。それに基づきまして、教育相談室との連携も重要になっ

てまいると思いますので、その動向を注視しながら連携してまいりた

いと考えております。 

２番目、教育相談機能の充実でございますが、昨年度、教育相談員

の半数が産休、育休ということで産休代替の対応をしてまいりました。

今年度、全員戻ってまいりましたので、組織力を高めるという目標で、

体制の機能の充実を図ってまいりたいと思います。 

そして、教育支援課は窓口にて様々な市民の方の対応をするところ

でございますので、今年度、教育支援課では、誠実で丁寧な対応を目

標にしてまいります。こちらが誠実で丁寧だと思っているのではなく

て、相手の方がそのように思っていただくような対応を目標にしてま

いりたいと思います。 

以上でございます。 

○平島社会教育課長 社会教育課は、今年度、新規採用職員が１名入り

まして、１年目、２年目の職員が１人ずついるという形になっており

ます。 

社会教育課では学校・家庭・地域と連携をし、青少年の健全育成と

市民の生涯学習への支援を行うことを基本的な視点として取り組んで

まいりたいと思っております。 

重点事業でございますけれども、第四次実施計画にもうたわれてお

りますが、いのちの教育推進事業、これは「市民のつどい」でござい

ます。「いのちの大切さ」、「人を思いやるこころ」を広く市民に理

解してもらうため、多くの人に来場をしていただけるように努力して

まいりたいと思っております。 

続きまして、生涯学習計画でございますが、こちらも第四次実施計

画には載っておりますが、昨年、生涯学習協議会や庁内組織の生涯学

習検討会議等で議論を重ね、平成２５年９月に策定されました。また、

今後、社会教育委員と連携を図り、毎年、現状把握を行っていきたい

と思っていますので、よろしくお願いいたします。 

また、青少年の育成ということで、地域の人々に青少年の育成をす

ることには、青少年委員会、それから青少年対策地区委員会と連携を



１７ 

図って、小学校、中学校、高校、大学生を地域の事業へ参加していた

だけるようにつなげてまいりたいと思っています。また、これに関し

ての事業でございますが、「青少年健全育成大会」、「輝け！東村山

っ子育成塾」、「なぎさ体験塾」がございます。 

また生涯学習の支援でございますけれども、教育の各機関、地域関

係者や文化協会等の団体と連携をし、市民文化祭やコミュニティ開放

の推進、人材バンクの活用並びに「放課後子ども教室」、「多摩六都

ヤングライブフェスティバル」を充実してまいりたいと思っておりま

す。 

以上でございます。 

○中澤市民スポーツ課長 平成２６年度の市民スポーツ課の運営方針で

ございます。昨年度からの取り組みに対する振り返りや、現在の社会

体育を取り巻く状況を踏まえまして作成したものでございまして、運

営方針につきましては、スポーツを通じた市民の体力の向上や健康増

進、また生涯スポーツに親しめる環境を整備するために、引き続き公

益社団法人東村山市体育協会及び指定管理者と連携をしまして、スポ

ーツの推進や施設等の効率的な運営を図ってまいりたいと考えており

ます。 

また、体力つくり推進委員会等との連携、協働によりまして、地域

に根ざしたスポーツ活動を支援し、市制施行５０周年及びスポーツ都

市宣言４０周年に相応しい取り組みを行ってまいりたいと考えており

ます。 

そして、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に

向けまして、市民スポーツの機運を醸成するとともに、スポーツ都市

宣言の理念の実現を目指してまいりたいと考えております。 

また、重点事業といたしましては５点掲げております。 

１点目が、市制施行５０周年及びスポーツ都市宣言４０周年記念の

実施ということで、市民大運動会でございます。国体で去年は延期に

なりましたが、今年度は実施してまいりたいと考えておりまして、運

動会のほかにも周年を記念した事業を実施するということで、６月に

ふれあい運動会、また町民運動会への支援ということで、スポーツ推

進大使になりました「ゆりーと」の派遣を考えております。 

また、秋季市民体育大会総合開会式を含む各種体育会も考えており

ます。こちらは５０周年を記念しましたメダルの授与を予定をしてい
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るところでございます。 

２点目が体育施設の適正な維持管理と効率的・効果的な運営という

ことでございまして、今年度は主にスポーツセンターの屋内プール棟

の電源装置の改修工事をメインに行ってまいりたいと考えております。 

また、借地料に関しましては、市民による事業評価を踏まえ、引き

続き地主から理解を得られるように説得をして、適正化に努めてまい

りたいと考えております。 

その他、様々な手法を用いまして、市民に情報を発信し、利用者増

に努めてまいりたいと考えております。 

屋内プールの改修工事につきましては、おおむね２４０万円程度を

予定してございます。５月から準備に入りまして、７月に入札、８月

から工事着手をいたしまして、１０月ぐらいに工事が終わるという予

定でおります。 

借地料については、特に久米川テニスコートに関して市民による事

業評価において規模縮小との評価結果を受けておりますので、市の方

針である３倍程度に近づくように交渉を行いたいと考えております。 

３点目にモニタリングの実施ですけれども、平成２４年度より導入

をしましたスポーツセンター指定管理者制度について、今後も引き続

きモニタリングを実施しまして、更なる利用者満足度の向上と適正な

運用を図ってまいりたいと考えております。 

４点目は、市民スポーツの機運醸成及び推進ということで、２０２

０年東京オリンピック・パラリンピックがございます。市民のスポー

ツの機運を醸成するとともに、公益社団法人東村山市体育協会また関

係団体と連携をし、より一層スポーツ推進を図る取り組みを行うとい

うことで、来年の１月下旬にスポーツシンポジウムを、予定をしてお

ります。 

また、秋にアスリートスポーツというものを予定してございます。

こちらは東京都市長会の多摩・島しょスポーツ振興助成金を活用して

行うものでございます。 

最後に地域団体との協働・活性化で、体力つくり推進委員会と協働

し、スポーツを通じて地域住民の体力向上及び地域コミュニティの活

性化を図りますということで、こちらの取り組みにつきましては、体

力つくり推進委員会委員長会議を適宜開催してまいりたいと思います。 

また、教育委員会の主催の研修会を６月に予定してございまして、
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通常はスポーツ実技の研修ですが、今年度はスポーツ都市宣言４０周

年を迎えると同時に体力つくり推進委員会も４０周年を迎えますので、

同委員会の歴史を振り返って、今後の発展を考えるために、体力つく

りの歴史に関する講演、また今後の体力づくり活動に何が必要かをテ

ーマに分科会で研修を行ってまいりたいと考えております。 

以上です。 

○田中図書館長 図書館の運営方針といたしましては、市民の多様な学

習スタイルや読書要求に応える情報提供の充実に努めるとともに、東

村山市子ども読書活動推進計画を推進すること。また、読書に関わる

ボランティア活動、地域活動を支援し、自治意識を育む生涯学習環境

の整備に努めることを柱といたします。 

重点的な事業として考えておりますのは、まず１点目といたしまし

て、子ども読書活動の推進でございます。第２次子ども読書活動推進

計画が今年度をもって終了ということで、その内容について評価、検

証をいたしますとともに、平成２７年度からの第３次計画の策定を実

施いたします。 

また、子どもの読書につきましては、多くのボランティアの方の充

実した活動が行われておりますが、そうした市民活動への支援と協働

事業の更なる充実を考えております。 

また、学校での読書推進に向けた学校図書館専任司書の育成及び支

援につきましては、指導室と連携を図りながら、より充実したものと

なるよう努めてまいります。 

２点目の資料提供の充実でございますが、図書館では貸し出しサー

ビスのほか、インターネットを活用した情報提供や、視覚障がいをお

持ちの方へのデイジー情報の提供など、市民の暮らしに役立つ情報提

供の充実について様々な手法で取り組んでまいります。 

３点目と４点目につきましては、これまでに挙げました図書館事業

を支える土台となる考え方でございますが、施設の老朽化を踏まえた

読書環境の維持、また、適切な情報提供ができるような職員体制の充

実を、研修等を進めながら考えてまいりたいと思います。 

また、５点目に図書館は開館４０周年の節目の年となっております

ので、これまでの図書館の活動を市民の方に見ていただくことで、図

書館の役割、あり方について御理解をいただきますとともに、今後の

更なる利用促進につなげられるように、館内での展示や資料集の作成
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等を行っていきたいと考えております。 

御報告を終わります。 

○前田公民館長 平成２６年度公民館運営方針になります。 

運営方針としては、公民館は生涯学習の中心的役割を担う重要な拠

点として、社会教育的見地から様々な事業、市民講座等を実施してい

きます。事業参加者や講座受講者からアンケート等をいただき、多様

化する市民ニーズに対応をした事業展開及び施設利用ができるように、

利用実態を検証し、市民満足度の向上に努めてまいります。 

今年度は施設再生計画のもと、平成２７年度に実施する耐震補強等

工事に伴う実施計画を早期に行い、それに応じた施設開設の対応を検

討していくと同時に、老朽化してきた各館の適正な維持管理に努め、

利用団体への生涯活動の支援に努めてまいります。 

耐震補強等工事の周知も含め、公民館で実施する事業や市民講座等

の情報提供を行っていくために、市報、ホームページ、きょういく東

村山、公民館だよりなど、様々な媒体を通して公民館のＰＲを行い、

更に利用促進に努めてまいります。 

今年度も行革課題である公民館の運営形態の見直しについて市民ア

ンケートの結果等も参考にしながら、更に検討を進めてまいります。 

重点事業といたしましては、まずは何より市民との接点、親切窓口

対応の向上を掲げております。利用率向上に向けての利用目的の緩和、

利用しやすい公民館を目指していきたいと思っています。 

公民館の運営形態の見直しは、快適に利用をしていただくための施

設の適正な維持管理、これは必要不可欠なものと思っております。 

平成２５年度から始めました利用者懇談会の実施、これも定例的に、

年２回程度開催していく予定になっております。 

ロビーコンサートも昨年３月、試行的に展示室を利用して行いまし

た。これを定期的な実施に向けて検討をしていきます。 

市民講座ボランティアとの協働による市民講座及びシニア学級の実

施。 

自主事業、コンサート、夏休み映画会、夏休み親子館外事業の実施。 

そして、知的障害者青年学級、かめのこ学級の実施。 

東村山土曜寄席の実施、落語芸術協会との共催事業になります。 

視覚障害者向けのパソコンサポートセンターも継続して行ってまい

ります。 



２１ 

最後に、年に３回公民館だよりを発行してまいります。 

以上になります。よろしくお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 平成２６年度ふるさと歴史館運営方針は４点

ございます。 

まず１点目でございますが、学校教育との相互連携とともに、社会

教育施設のネットワークを深め、東村山の歴史と文化を伝え、市民が

学べる生涯学習施設として、ふるさと歴史館の博物館機能の充実を図

る。また、ボランティアの活動を生涯学習のステージ位置付け、講

座・体験の場からボランティアとして活躍する場面を一連の計画とし

て位置付けを推進してまいりたいと思っております。 

２点目でございますが、市民共有の財産である埋蔵文化財や市指定

文化財等の保護に努めるとともに、文献・考古・民俗等の体系的な資

料の収集・調査・研究を進めてまいりたいと思っております。 

３番目は、八国山たいけんの里を八国山周辺の自然・地域の学習の

場として、地域に根ざした運営を進め、ボランティアと協働し、たい

けんの里ならではの体験学習を実施してまいりたいと考えております。  

４点目でございますが、ボランティア活動を支援し、市民や関係団

体と協働した歴史と文化の保存・活用・承継の取り組みを深め、市民

とのパートナーシップを推進していきたいと思っております。 

重点事業でございますが、第四次総合計画にございますとおり、下

宅部遺跡の重要文化財指定等を伴い、重要考古資料の選定のリストの

選定にするため、その機運を高めるための特別展「下宅部遺跡の漆」、

考古学講演会などの事業拡充を図っていきたいと思っております。 

歴史館の充実は、「東村山学」、「古文書講座」、「市史を読む

会」、「伝統的な暮らしの体験事業」をはじめとする講座・講演会等

の実施により生涯学習の場を創出してまいりたいと考えております。 

収集・調査・研究につきましては、市指定文化財の指定・活用はこ

れまでの文化財調査、研究を基に、計画的に進めてまいりたいと思っ

ております。 

収蔵資料の整理・活用は資料のデータベース化を推進し、公開・活

用への検討を実施してまいりたいと考えております。 

市民パートナーシップの推進につきましては、①といたしましては、

市民団体への支援と連携は歴史館を活用している郷土史研究団体との

相互協力と、各団体活動の側面的支援を行いながら連携を深め、地域
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博物館として機能を発揮してまいりたいと思います。 

②といたしまして、市民ボランティアとの協働は、市民ボランティ

アである「東村山文化伝承サポーター」、「はっちこっくメイト」、

「古文書ボランティア」と協働して、ふるさと歴史館・八国山たいけ

んの里の事業を積極的に進めるとともに、市内にある下宅部遺跡をは

じめとする史跡・文化財の活用を確立していきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 平成２６年度の各運営方針、また重点事業ということで

御報告いただきました。これらの報告につきまして御質問等ございま

すでしょうか。 

○森教育長 教育支援課について、都市教育長会でも質問させていただ

きましたが、カウンセラーがいじめ対策として学年限定で面接を行っ

たところもあれば、これから行うところもあるということですが、そ

のことによってカウンセラーの本来業務であるカウンセリング活動に

支障をきたすのではないかと危惧しております。実態としてカウンセ

ラーからの反応はいかがでしょうか。 

○高橋教育支援課長 学校によって方法が様々なようです。ある実施し

たところでは、１日に１００人近く、全員を面接したというところも

あり、それだと面接内容が割とおおまかなになりますが、その後、子

供たちから声をかけられるようになったという効果もあるようです。 

全員面接の時期が夏休み前までですので、ほとんどの学校が授業時

間や、健診の時間で行い、放課後の自由相談にかからないところで行

っております。 

本当にいろいろな方法がありますが、それぞれの効果はあると聞い

ております。 

○森教育長 ありがとうございました。 

心配するほどの支障は出てなさそうですよね。わかりました。よろ

しくお願いします。 

○町田委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

○當摩委員 学務課に伺いたいのですが、登校時の確認員につきまして、

もう少し具体的に御説明をお願いしたいと思います。特に、今、登下

校時には学校によっては、ボランティアで子供たちの見回り隊の方々

がいてくださる学校が多くなっていると思いますが、それが例えば小
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学校１５校にどのぐらいいてくださるのか。また、確認員との重なり

ぐあいを御説明していただければと思います。 

○肥沼教育部次長 各学校市民ボランティア、ＰＴＡの保護者の方とで

かかわりを持っていただいているところですけども、学校でボランテ

ィアの方々に協力いただくところと学務課で確認員をつけているとこ

ろは、当然、重ならないような形はとってございます。ボランティア

の方々、ＰＴＡの方々に関しましては児童の卒業と同時に保護者の方

は変わってきますので、確認員につきましては、本当に危険箇所のと

ころを重点的に立っていただくように、現在、登下校でどちらでも確

認員がつけるような形で実施計画を立てているところでございます。 

登校時につきましては、現在、全校についておりますが、下校時に

ついても平成２７年度までに配置したいと考えており、毎年のように

学校でその場所についてはローテーションをつけたりなど、その都度、

学校で確認をしながら行っ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。 

○町田委員長 ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

○森教育長 市民スポーツ課にお伺いしたいのですが、各団体と連携を 

とりながら行っていくという説明を伺いましたが、それぞれの団体が

かなり高齢化おり、その高齢化をできるだけ若い人を入れていかなけ

れば、活動そのものが衰退をしていくというような心配がございます

が、何か講じられそうな対策はございますか。 

○中澤市民スポーツ課長 こちらは何年も前から課題になっている案件

でありまして、私も去年市民スポーツ課長に着任してから、各町の委

員長との会議などで様々な意見を聞く場面を設けておりますが、高齢

化により担い手がいなくなってきて、町の運営そのものも町によって

はぎりぎりだという状況がありました。 

市民大運動会も実施いたしますが、今回、５０周年の冠をつけて行

うということもあるので、こちらからは盛大に行いたいとお願いはさ

せていただきますが、ある町からは盛大に行うのはいいが、今は町の

運動会を行うだけでも精一杯な状況の中で、更に負担がかかってしま

い非常にきついという御意見もございました。 

教育委員会主催の体力つくり推進委員会の研修では体力づくりの歴

史などがわからない委員の方も多くいらっしゃるので、講演をいただ

き共有化をして、今後どうしていくか少し時間をかけて研修を行って
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いく。実技指導はやらずにそういうところで分科会を開いて、そこで

何かヒントがあればいいなと思っているところです。今の段階で具体

的な方向性というものがまだ出ていない状況ではあります。 

○森教育長 ＰＲ活動をするなど、いろいろな対策をお考えいただいて、

実施していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○町田委員長 今の関連をした話ですけれども、高齢化によって、実際

に動いてくれる人たちが本当に少なくなってきており、運動会にして

も参加者は高齢者と子供だけなど、その中間的な部分がどうしても抜

けてしまうというのがありますので、方策を考えていただきたいと思

います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

ほか御質問はいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、しっかりしたこの方針に基づいて各課、またその

係まで全員がこのことを共有するようにしていただいて、一つになっ

て進んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

では、次に進みます。 

報告事項②児童・生徒・学級数についてお願いします。 

○佐藤学務課長 平成２６年度の児童・生徒・学級数につきまして、お

手元の資料のとおりとなっておりますので、御報告させていただきま

す。また、今年度も引き続き小学校２年生、中学校１年生に関しまし

て３５人学級編制に伴う教員加配をさせていただいておりますので、

右側の米印にて印をさせていただいているところでございます。 

以上です。 

○町田委員長 この件に関しまして御意見、御質問ございますか。よろ

しいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めます。 

報告事項③学校評議員全体会について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 ③から⑤までの報告事項を続けて行わせていただ

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 では、まず③学校評議員全体会についてでござい
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ます。 

今年度は５月１６日金曜日、午後６時から市民センターで行う予定

でございます。 

本日、資料１を御用意いたしましたので御覧ください。 

今年度の学校評議員全体会はテーマを「いじめ防止とその対応」と

いうことに焦点化して行う予定でございます。付随して、進め方を全

体会の後に、各学校ごとの分科会、そして、また全体会での報告と、

このような流れにいたしました。 

今年度の４月までに全校のいじめ防止基本方針が策定されたことも

あり、学校評議員全体会の場を活用させていただき、評議員の方々へ

学校のいじめ防止に関する取り組みを共有化すること。他校の取り組

み情報をもとに見直し、検討をするきっかけをつくること、この二つ

を狙いとして計画いたしました。６月の教育委員会定例会では参加人

数も含めて、話し合いの様子などを改めて御報告いたします。 

続けて④教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでございま

す。 

まず初めに、市教育委員会の定例訪問です。日程につきましては記

載のとおりとなります。６月と７月の分を載せさせていただきました。

委員の皆様におかれましては、当日の御挨拶と御指導をよろしくお願

い申し上げます。 

次に、運動会の予定でございます。５月と６月の土曜、日曜に記載

のとおりの学校、小学校４校、中学校７校、計１１校が運動会を行う

予定でございます。春に行う運動会は１１校になりますが、この後は

秋に行う学校もございます。御都合がよろしければ、ぜひ各学校の運

動会を御覧いただければと思います。 

そして、最後に東村山市教育研究会定期総会の御案内でございます。

５月１４日、水曜日、３時半から中央公民館にて行います。委員の皆

様にはご参加いただきますようお願い申し上げます。また、委員長に

は冒頭、御挨拶をお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

最後に⑤学校いじめ防止基本方針についてでございます。 

先程の報告と重なりますけれども、全小・中学校分の学校いじめ防

止基本方針がそろいましたので、資料２とあわせて御報告させていた

だきます。 
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資料２は全校分の計画が入っています。 

この基本方針には各学校がいじめの未然防止や早期発見、早期対応

にどのように取り組んでいくかという具体的な取り組み内容の記載が

されておりまして、いわば学校のいじめ防止に対する計画書となりま

す。 

策定に当たりましては、東京都のいじめ総合対策に示された内容を

もとに、それぞれの学校の実態にあわせて作成しており、学校が教員

個人の力量のみに頼ることなく、組織としていじめ撲滅を目指すもの

になります。 

なお、この基本方針は現段階ではあくまでも案としてつくられてお

ります。今後、市の基本方針が作成された後、見直しをしていくこと

になりますので、御了承ください。 

また、実際に組織的に機能するのか、よりよい方法はないのかとい

ったような視点においても、定期的に見直し、改善を行っていくこと

になるものでございます。 

現在、学校では先程教育支援課長からもありましたとおり、このい

じめ防止に向けた取り組みの一環としまして、スクールカウンセラー

による面接も行っております。対象は小学校５年生、中学校１年生の

全児童・生徒となりますが、それ以外の子供たちに対しても、通常の

面接やカウンセリングを行うことになります。この方法につきまして

も、個人面接を行うこともあれば、グループで面接を行う、あるいは

学級全体に対して、私がカウンセラーですと顔合わせを行うことをき

っかけに、一対一で悩みを抱えている子供たちがカウンセリングを受

けるという流れにしており、これは学校の規模に応じてそれぞれ形態

は違っているものでございます。 

このいじめへの対応が学校の職員だけのものとして閉じることなく、

子供たち一人一人にこの取り組みの趣旨を伝えていく、そして意識化

させていくことで学校からいじめがなくなるよう指導室としても学校

を支援してまいります。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室より、今、報告を続けてしていただきましたけど

も、これらについて御質問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、次に進めます。 
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報告事項⑥就学相談ガイダンスについてお願いします。 

○高橋教育支援課長 就学相談ガイダンスについて御説明させていただ

きます。 

就学相談ガイダンスは今年度初めて取り組む取り組みの一つであり

ます。毎年行っていますいわゆる就学相談の対象の保護者に対して、

事前に説明をする就学相談の説明会になります。 

目的は、平成２４年７月に中央教育審議会の報告で、「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進」及び平成２５年１０月に文部科学省から通知として出されま

した「障害のある児童生徒に対する早期からの一貫した支援につい

て」を踏まえた取り組みであります。 

いわゆる、就学相談は保護者にとっては非常に不安の高い相談です

ので、保護者の不安を軽減すること、それと、就学後の具体的な支援

や見通しを持って就学相談に当たっていただくということを目的とし

ております。 

対象は平成２７年４月に小学校、中学校へ就学するに当たり、心身

に障害の心配があり、特別な支援、教育的な支援を必要とするお子さ

んの保護者が対象となります。 

内容としましては、就学相談の進め方について、市内の特別支援学

級について、都立の特別支援学校について、東村山市の特別支援教育

についての説明をいたしたいと思っております。 

日時ですけども、平成２６年６月１３日の金曜日、２時間を予定し

ております。 

周知方法ですが、各関係機関にて周知文書と共に周知文を配布する

ことと、市報その他ホームページに掲載する予定でございます。 

以上でございます。 

○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。

よろしいですか。 

この中、今、周知方法でいろいろ挙げていただきましたけど、本当

に不安に思われている保護者の方は多いので、そういうお母さん方は、

保護者の方たちは意外をわからなくてどうしたらいいでしょう、どう

したらいいでしょうと聞かれるときがあるので、もちろんこれである

程度いいと思いますけど、なるべくいろんなところで周知できるよう

にできたらいいと思います。重要なことだと思いますのでね。よろし
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いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

⑦「輝け！東村山っ子育成塾」の申し込み状況についてお願いしま

す。 

○平島社会教育課長 ⑥、⑦を一緒に御説明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「輝け！東村山っ子育成塾」でございます。 

締め切りが４月２２日で終わりまして、参加者が６９名でございま

す。６９人の中の小学校が５３人、中学生が１６人、継続をして申し

込まれた方が２２人、新規で４７人ということで、今年度、６９人で

スタートいたします。昨年は５７人でしたので、１２人多い形になり

ます。 

また、この事業ですけれども、青少年委員の方が１４名、それから

リーダーという方、高校生以上ですけれども、１７人で全部で１００

人という形の大所帯で行っていきたいと思っています。 

続きまして、第２３回の東村山市民文化の集いでございます。 

５月２４日土曜日、２５日日曜日、５月３１日の土曜日に中央公民

館で行われ、２４日はセレモニーがございますので、お時間がござい

ましたら中央公民館にお越しください。文化協会の皆さんに頑張って

いただいて、文化のつどいも若返りを図りたいと高校生を誘い、今回

も参加しておりますので、見に来ていただければと思います。 

以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課から２点報告がございましたけど、この件に

つきまして、何か御質問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、次に進めます。 

その他、何か報告をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。よ

ろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、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５回東村山市教育委員会定例会を
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閉会いたします。 

 

午前１０時５０分閉会 


