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平成２７年第１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２７年１月７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 中 野 貴 博 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 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 佐 藤 道 徳 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 木 下 信 久 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 石 田 玲 奈 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１号 平成２７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 

①平成２７年１月からの教育活動に向けて（指導室） 

②平成２６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市民のつどいについて（社会教育課） 

⑥その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 新年明けましておめでとうございます。 

  それでは、ただいまより平成２７年第１回東村山市教育委員会定例
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会を開催いたします。 

  本日の署名委員を吉村委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○田中庶務課長 本日の定例会でございますが、傍聴の希望者が６名申

し出をされておりますので、傍聴の許可についてお諮りをいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○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

いと思いますけれども、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３１分 休憩 

 

午前 ９時３３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が、年頭

にあたりまして、各委員より一言ずつ新年の抱負、御挨拶をお願いし

たいと思います。 

大変恐縮ですけれども、私からさせていただきたいと思います。 

改めまして、明けましておめでとうございます。このように平成２

７年が始まり、教育委員会の皆様とともにまたスタートできることは

本当に喜ばしく思っております。ぜひ、皆様方のチームワークで今年

も一年良い年でありますよう、お願いしたいと思います。 

今年といいますと、昨年は５０周年、一昨年は国体と大きな山があ

りましたが、どうしても大きな山を越えた後というのは、ぽかっとあ

くものであります。しかし、教育は止まったり、休んだりできないの

で、その山を乗り越えた次は５年後に控えるオリンピックを目指して、

力強く進んでいっていただければと思っております。 

また、今年は教育委員会の制度の改革がございまして、細かい事務

的な部分や流れが変わってくると思います。ただでさえ忙しい教育委
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員会で、事務の改定等労力を使うことも多いと思いますけれども、ぜ

ひ良い改革であってもらいたいと思います。 

何かと教育改革といいましても、以前に例えばゆとりや、週五日制

など大きく変わった部分がありますけれども、必ずその後には改定し

てうまくいかない部分が出てくると思います。今回は内部のことです

ので、子供たちに特に問題はないだろうとは思いますけれども、後に

なってそのことが裏目に出ないように、しっかりとできれば良いと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。 

抱負ですけれども、私の本当に個人的な部分になりますが、今年の

正月に思ったこととしましては、新たなスタートだと思いました。そ

れはどうしてかと言いますと、昨年は父が亡くなって、私が園長とい

うことは変わらないのですが、理事長になりました。そういった中で、

もう何年も前から自分でやっていたことですが、父がいたということ

だけで、何かそこに頼っていた部分があったと思います。亡くなって

みて初めて何か頼るものがなくなったと少し思いました。よく言えば、

これで本当に独り立ちというか、自立ができたのかと思いますけれど

も、気を改めて人に頼らなくてもできる自分になりたいと思いました。 

教育委員会も、また自分の仕事も頑張っていきたいと思いますので、

どうぞ、皆様の御協力をお願いしたいと思います。以上でございます。

ありがとうございました。 

では、続きまして當摩委員にお願いしたいと思います。 

○當摩委員 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。 

抱負というほどのことではないのですが、昨年の４月からのＮＨＫ

朝の連続ドラマで、花子とアンという赤毛のアンの翻訳者の村岡花子

さんの生涯がドラマになったことは、まだ御記憶に新しいと思います。

大体の女の子はアンの世界などを読んで育つと思います。私も例外な

くそうした中で育ちましたが、そのような少女たちが読む小説の中で、

ポリアンナという小説があります。そのポリアンナというのは牧師さ

んの娘で、お母さんは亡くなってお父さんと二人きりで暮らしていま

す。ポリアンナは慰問袋の中にお人形を願っていたのですが、松葉づ

えが間違って届いてしまいました。そのときにとても悲しんでいると、

牧師のお父さんが「松葉づえをつかないで暮らせる幸せをもつ。」と

言います。それから、お父さんも亡くなってしまいますが、彼女はお
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ばさんのところに引き取られ、幸せゲームを広めていって、町中の人

たちを幸せにする。 

これは私が大好きな話なのですが、何が大好きかというと、ものご

との考え方として、否定から捉えるか肯定から捉えるかということが

とても大事ではないかと思っております。自分がこうして今ここにい

られる幸せを、もう一度かみしめることによって、また、育ってくる

子供たちにもそうした考え方の手法を自然の中で身につけてもらえる

ような教育を行っていくことが必要だと思います。私自身でできてい

る自信がないので今年の抱負としたいのですが、誰かの嫌なところを

先に見つけるよりも、すてきなところを先に見つけて、否定よりも肯

定でものごとを進めていくと、こういういろいろなことを変革しなけ

ればいけなかったり、不安定な世情の中でも良い方向へ向かうことが

できると思います。今年は幸せ探しと、良いところ探しの１年にした

いと思います。どうぞ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 どうもありがとうございました。 

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。本年もどうぞよろしくお願いします。 

今年は私にとって特別な年になります。今、勤務をしている大学で

の教員生活は４１年で、今年が最後の年になります。今年は一日一日

を大事にしたいと思っております。 

もう一つ新年に当たって考えていますのは、この東村山市の基本方

針の取組１④の、「子供たちに対する一貫性のある指導を行うため、

保育所・幼稚園からの各校種間の連携を重視した教育を推進する。」、

ここが大事だと思います。今年は「特に、小学校への円滑な接続を図

るために、保育所・幼稚園・小学校が連携した就学前からの教育の 

在り方を改善する取組を進める。」とありますが、隣の清瀬市では今

年の４月から、おそらく「認定こども園」というのをスタートさせる

と思います。これは国の消費税との絡みもあって、予算のつけ方もい

ろいろあると思いますが、東京都、そして周辺の市が市主導で保育所

をどうするのか、幼稚園をどうするのか、「認定こども園」をどう位

置付けていくのかを決めなくてはならない最初の年になるのかと思い

ます。その中心が教育委員会かどうかはまだ定かではないのですけれ

ども、教育に携わっている人間としては、それを正確に理解していか
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なければならないと思っておりますので、森教育長からのアドバイス

を受けたり、町田委員長のアドバイスを受けたりして、その知識も増

やしていきたいと思っています。 

本年もどうぞよろしくお願いします。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

では、続きまして、小関委員、お願いします。 

○小関委員 おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨年は人生初の骨折というけがをいたしまして、本当に大勢の皆様

に御迷惑をおかけしたり、また御心配をおかけいたしました。そのと

きのことを思い出しましても、４カ月近く大変な日々だったのですけ

れども、皆様の御厚情、本当に今でも感謝をしています。 

足は９割くらい戻ったのですが、まだ戻らないことがあります。そ

れは骨折をしたときに少し無理がきかない状況で自分に言い訳をして、

それまでやってきたことをかなりやらなくなったことです。それまで

私は新聞を数紙読んで、そして切り抜きをしていました。切り抜きを

するだけではなくて、少しコメントを付けて。つまり、自分でそこで

読んだときに自分なりの考えをそこに入れることを長い間やってきま

した。仕事柄ということもあるのですが、学校現場にいましたときも、

それから大学の教員になったときも、それがとても役に立ちますので、

時間がなくてもたくさんの新聞に目を通すことだけはやってきました。

じっとしているのに、寝ているだけのけがなのに新聞を読まなくなっ

てしまったのです。ざらざらっと読む。それから、切り抜きをしなく

なる、もちろんコメントは書かないことが今でも続いています。これ

によって新聞の読み方が変わり、本当に一方的に情報を聞く、受けと

めるだけになってしまいました。考えなくなってしまうことがいけな

いと考えたところです。これは年末に考えて、新年早々から少し打開

しなくてはと思っておりましたが、テレビコマーシャルで「ゆるく」

「さくっと」という学生が結構使う言葉が出てきて、それをずっとや

っていくと、何か一つきちんと突き詰めてやるということをしなくな

るのではないかという気がしまして、新年からは気持ちを切りかえて、

各社社説を読み、社説の切り抜きをまた始めました。 

ただ、やはり無理をしなくなったのが、いまだにしみついてしまっ

ているので、どれぐらい続くのかが少し不安ではありますけれど、こ

こで宣言をして、また元へ戻ろうと思っています。 
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そういったことを考えても、努力をするということは人間大事だと

思いました。努力というと歯を食いしばって何かを行うイメージがあ

りますが、努力というのは本来すばらしいものだし、楽しいものだと

思います。大事だからやるというだけではなくて、楽しいし、すばら

しいからもっと努力をしていこうということを学生たちにも言ってい

きたいと思っています。 

宣言しました。新聞をちゃんと切り抜いて、自分のコメントも付け

て、またスクラップを続けていきたいと思っています。今年もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

では、続きまして教育長、お願いします。 

○森教育長 明けましておめでとうございます。私は部内で年度当初に

もお話をしていましたので、同じような話になって大変恐縮でござい

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

今年は、一昨年の国体、そして、昨年の５０周年という大きなイベ

ントが終わりましたと町田委員長よりお話がございましたが、教育委

員会としてまだまだ継続的な問題を抱えていると思っております。い

じめ防止対策推進法を受けていろいろな組織の整備をしていかなけれ

ばいけない。万が一、いじめが発生した場合にどう対応をしていくか

をきちんと詰めていかなくていけない大事な年になってきております。 

それから、教育委員会制度が変わるということで、教育委員会内部

の制度ももちろん変わりますが、市長部局との関係が今まで以上に密

接になってくるということもございますので、そちらの整備もきちん

と進めていかなければいけない。 

また、４月には統一地方選挙がありまして、議員の構成も変わるの

ではないかと考えております。市長が立候補するかどうかという問題

もございますし、そういうことも含めると、いろいろな変化がある年

ではないかと思っております。国体にせよ、５０周年にせよ、教育委

員会の皆様の団結力といいましょうか、いざというときには本当に力

を出して、協力しあっていける、力のある教育委員会だと思っており

ますので、今年もぜひお互いに協力をしながら、「輪」を大事にした

教育委員会であってほしいと願っております。よろしくお願いいたし

ます。 

以上でございます。 
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○町田委員長 どうもありがとうございました。 

それでは、皆様方にお言葉をいただきましたので、これより議事日

程に従いまして、進めさせていただきたいと思います。 

それでは議案第１号、平成２７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 それでは、議案第１号、平成２７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２７年１月７日提出。提出者、東村山市教育委員会教育

長、森純。平成２７年度東村山市教育委員会の教育委員会の教育目標

及び基本方針。平成２７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。 

説明です。東村山市における平成２７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。 

補足の説明をさせていただきたいと思います。 

お手元に議案がございますが、それに附属する資料をお配りしまし

た。資料１として主な変更点。資料２として基本方針の案。これは議

案と同じですが、変更箇所をアンダーライン、それから平成２６年度

との比較ができるように、平成２６年度ではどこに記載をされたのか

というコメント付きの資料でございます。それから、資料３として平

成２６年度の教育目標及び基本方針。資料４としては、東京都教育委

員会の教育目標。資料５として、東京都教育ビジョン。資料６として、

１２月に素案として御提示させていただいたものを、議案として出さ

せていただくに当たって御指摘をいただいた内容、それに対する対応

をまとめたものとなっております。 

説明につきましては資料１、並びに資料２を中心にさせていただき

たいと思いますので、そちらを御覧いただければと思います。 

資料１につきましては、来年度に向けての主な変更点を書き記した

もので、全体的な変更点にかかわるものと、新たな項目あるいは修正

をした項目を列記させていただいております。 

それでは、内容について説明させていただきたいと思います。 

初めに、資料２の１ページ、２ページの教育目標と基本方針でござ

います。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

っておりまして、継続的に行っていくということもございますので、

教育目標、基本方針についての変更点はございません。 
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続きまして、３ページをお開きいただきたいと思います。 

こちらにつきましては、主要施策として９つの取組という形で定義

させていただいております。従来、基本方針の後ろにそれぞれ施策を

明記させていただいておりました。平成２６年度まではそのような形

でしたが、今回は４つの基本方針に基づきまして、重点的に取り組む

主要の施策を知、徳、体、学校、家庭、地域社会、この６つに分類を

いたしまして、それぞれ９つの取組として独立をさせました。その取

組の中に、今回、３３の施策を細分化して列記をさせていただいてお

ります。 

この方式につきましては、お手元にあります資料５の東京都教育ビ

ジョンにあります１０の取組、２３の施策に準拠した形に平成２７年

度は変更をかけさせていただいております。 

今回、このような表記変更を行った理由としては、平成２７年度か

ら教育委員会制度が変革をすることも視野に入れた中で、今後、大綱

への足がかりとすることができるように見直しを行ったものでござい

ます。 

このように今まで１つの施策が複数の基本方針にまたがっていたも

のを、具体的な９つの取組に見直すことによりまして、一定の整理を

図ったものでございます。 

また、全体的な変更点といたしましては、「推進する」という概念

的な表現を、できる限り具体化した言い回しに変えることによって更

なる進展を目指すという姿勢を表しているものでございます。 

また、全体を通して「児童・生徒」という表現あるいは「子供た

ち」という表現が入りまじっていた部分がありましたが、今回整理し

て「子供たち」という表記に統一を図らせていただきました。 

それでは、平成２６年度との比較につきまして取組の項目ごとに進

めさせていただきたいと思います。 

資料２の４ページをお開きいただきたいと思います。 

アンダーラインが引いてあるところについては、平成２６年度と表

現を変更したところ、また後ろに黒括弧で囲まれているところにつき

ましては、平成２６年度までの基本方針におきましてどこに記載をさ

れていたかという形になっているものでございます。 

取組１の変更点でございます。まず、①におきまして、東京ベーシ

ック・ドリル、あるいは東村山市版算数基礎ドリルの活用を新たに明
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記して、指導体制の充実を図っていく。子供たちの学力向上につなげ

ていくことを新たに追記させていただいたものでございます。 

また、②におきましては、言語能力の向上を図る取組として、新た

な項目として立ち上げをさせていただきました。 

③につきましては、表記の修正です。「児童・生徒」を「子供た

ち」に、「推進する」を「取り組む」というような形の表記の変更部

分でございます。 

④につきましては、今まで、「幼稚園、保育所」という形でしたが、

学齢順に「保育所、幼稚園」という表記に統一をさせていただいてお

ります。 

取組１につきましては、以上が変更点となっております。 

続きまして、取組２でございます。 

豊かな人間性を培い、規範意識を高める。こちらにつきましては大

きな変更点はございませんが、表現方法・文言の修正がございます。

当市に全生園があり人権教育等の兼ね合いもございますので、引き続

きその理念をもって、人権教育を進めることをうたった内容でござい

ます。 

続きまして、取組３でございます。 

社会の変化に対応できる力を高めるにつきましては、（１）として

勤労観・職業観というような社会的、職業的自立に向け必要な基盤と

なる能力、態度を育むため職場見学や職場体験等に関する体験学習や

話し合い活動を通して自己理解を深めるといった自己の生き方に関す

る学習活動などのキャリア教育を充実させるという記述を見直しさせ

ていただきました。 

また、（３）、（４）につきましては、環境教育あるいは伝統文化

理解教育を新たにこちらの項目へ移行をさせていただきました。そし

て、（５）にあります消費者教育に関する記述を新たに追加させてい

ただきました。こちらは平成２５年に制定をされました「消費者教育

推進法」を基に、新たに追記させていただいた内容でございます。 

その他の部分につきましては、文言の修正になっているところでご

ざいます。 

続きまして取組４、体を鍛えるでございます。①、②でございます

が、子供たちへの体育指導、それからオリンピック教育に関する新規

の項目でございます。体育授業の質を高め、運動量を確保するために



１０ 

指導内容の工夫・方法の改善等を示したものでございます。 

また、②に記載がありますように、オリンピック教育推進校の指定

やアスリートとの交流を通したオリンピック教育の推進を図るという

ことで、その内容を充実させるという記載となっているものでござい

ます。 

続きまして、取組５に進めさせていただきます。 

こちらにつきましては、健康・安全に生活する力を培うというとこ

ろで、主に食育に関する表記で、今まで一緒になっていたものを独立

させて、取組５に記載をさせていただいたものでございます。こちら

については食を通して地域の産業や文化への理解を深めることができ

るように、学校給食を活用した食育を推進することを目的としたもの

でございます。 

（２）はアレルギーに関しての表記でございます。こちらは、アレ

ルギーの疾患にかかわる事故を防止する、あるいは予防体制を確保す

る、緊急対応の確立をするということを新たに追加いたしました。 

また、前回、委員の皆様から御指摘をいただきましたように、健康

と安全という順に並べかえをさせていただきました。（１）、（２）

が健康に関する内容、（３）、（４）が安全に関する内容でございま

す。 

（３）、（４）につきましては、今までの防災教育等も含めて、そ

れを引き続き踏襲していくということで、文言の表記の変更にとどめ

ております。 

取組６でございます。こちらにつきましては、従来の基本方針４に

記載されていたものを細分化して、新たに独立をさせたものでござい

ます。（１）については表記の変更のみ、（２）が基本方針４の記載

内容を細分化し独立して、新たに立ち上げたものでございます。 

（３）についても表記変更となっております。 

（４）につきましては、体罰根絶への取組を明記して、教職員全体

の服務研修を充実させるという表記に変更させていただいております。

学校の教員を対象とした学校教育の運営上の課題などをテーマとした

研修を行うことで、教員の指導力を高めることを目的としております。 

続きまして、取組７でございます。質の高い教育環境を整えるでご

ざいます。（１）、（２）については文言の修正となっております。 

（３）でございますが、小中の連携あるいは協働を一層推進しなけ
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ればいけないことを踏まえ、今まで交流活動にとどめていたものを、

小・中学校間における情報交換や情報共有を行うことで一層連携を深

める、という意味合いを込めまして、このような表記に変更をさせて

いただいております。 

続きまして（４）でございますが、昨年策定された「東村山市いじ

め防止等のための基本的な方針」を特記して、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

並びに早期解決に向けた取組を行うことを明記したものでございます。 

（５）につきましては、特別支援教育に関するもので表記の変更と

なっております。 

（６）でございますが、東村山市子ども読書活動推進計画、今まで

第２次だったものが第３次に基づくと表記の変更をしたものでござい

ます。 

また、子供たちが読書活動を自主的にできるような働きかけ、また

学校図書館の整備、活用を進めるという表現に改めさせていただいた

ものでございます。 

続きまして（７）につきましては、表記の変更ということで、文言

の修正にとどめております。 

（８）でございますが、学校施設につきましては、引き続き老朽化

対策を継続することが一つと、今後、少子化に向けた人口動態を見据

えた中で、市民ニーズを検証して、どのような形で、その時々に応じ

て必要な施設の改修を行うかという、今後の見通しを含めた中での表

記に変更をさせていただいております。 

また、②として社会教育施設、公民館の耐震化あるいはほかの施設

の老朽化対策等の改善を図るということで、この項目を新たに追記さ

せていただいたものでございます。 

続きまして、取組８家庭の教育力向上を図るというところでござい

ます。（１）でございますが、「家庭教育の手引き書」の活用を明記

したところでございます。学校と家庭との連携を更に強化するという

ことで、このような表記に変更をかけさせていただいております。 

また、（２）から（４）、この３項目につきましては、新規に立ち

上げた項目です。こちらにつきましては、生涯学習系の所管におきま

して、家庭との教育力を高める方策としてどのようなことができるか

を検討し、取り入れられるものをこの３項目として追記をさせていた
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だきました。（２）についてはＰＴＡとの主体的な取組を支援する。

（３）は子育てに役立つ情報を提供して、親子で参加できる行事等を

開催する。これは公民館や図書館での追記になっております。 

また、乳幼児親子が市内でいろいろな絵本と触れ合う機会ができる

ように、「子育て中にたくさん絵本と出会えるまち」づくりを推進す

るにつきましては、図書館を中心とした子育て世帯への行事の開催を

特記したものでございます。 

最後に取組９でございますが、地域・社会の教育力向上を図るとい

うことで項目を立ち上げさせていただいたものでございます。 

（１）の①でございます。こちらにつきましては、オリンピック・

パラリンピックへの機運醸成を表記したものでございます。２０２０

年に向けての市民の機運を醸成するということが１点、それから生涯

スポーツ社会実現に向けて、「東村山市スポーツ推進計画」の策定に

向けて準備することを明記した内容でございます。 

また、②、③、④につきましては、文言の修正にとどめているとこ

ろでございます。 

また（２）、地域との教育ネットワークづくりにつきましても、

「土曜講座」等の開催を更に充実させるという表現の変更にとどめて

いるところでございます。 

最後、（３）でございますが、放課後子ども教室等への活用等も視

野に、今も行っておりますが、複合的な利用が考えられますので、そ

のような利用形態を含めて表記を変更したものでございます。 

こちらが、今回、基本方針に基づく９つの取組を３３の項目に細分

化して表した内容です。 

雑駁ではございましたが、私からの説明は以上となります。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 今、庶務課長より説明をいただきましたけれども、この

原案は前回も教育委員の皆様に見ていただいて、また、庶務課より

個々に内容に関しての問題点は報告をしていただいたと思いますけれ

ども、ただいまの説明につきまして何か御質問、御意見がございまし

たらお願いします。 

○森教育長 資料２の６ページ、取組５の（２）の④ですが、この真ん

中あたりに、保護者・学校長・担任・養護教諭と書いてあります。こ

この学校長という言葉は一般的にはよく使われますが、こういう法的
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な文書で学校長という表現をするかどうか確認していただきたいと思

います。校長ではないかと思いますが、もし違っていたら直していた

だきたいと思います。 

○町田委員長 以前、そのような話を聞いたことがあります。 

○田中庶務課長 今、御指摘をいただいた点につきましては確認をして、

場合によっては校長という表記に変更・修正をしていきたいと考えて

おります。 

○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。 

○小関委員 承認をするという立場で、内容は東京都の方針を踏まえて

おりますが、東村山市の独自性がかなり出てきていて、東村山の子供

たち、住民を含めてですが、本当にこの教育が達成されればすばらし

いものになるだろうと思いました。 

事前に提示していただいたので読み深めることができて、指摘事項

も幾つか出させていただきましたが、年末のすごく忙しいときに何度

もやりとりをしてくださって、そして、こういう成案になり本当に事

務局の方は大変だっただろうと思います。でも、それによってより明

確な方針ができたのではないかと思っています。できればもう少し検

討をする時間があると良かったです。いただいて、１週間ぐらいしか

なく少し忙しかったので、次回はもう少し時間があるとありがたいと

思います。 

本当にきちんと指摘について対応もとてもよくわかります。このよ

うに考えてくださって、こうなったんだというのを、資料６を見てと

ても納得できました。ありがとうございました。 

○町田委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

○吉村委員 ９ページ取組９の（１）のその後の①、これはどの辺でお

考えになったのですか。資料１の８ページ、取組９地域・社会の教育

の向上を図るとあり、そのときの資料にはこの①の文言はなく、これ

をつけ加えられたのは非常に結構だと思いますが、どういういきさつ

でつけ加えられたのかを教えていただきたいと思います。 

○田中庶務課長 １２月にお示しをした段階では、体を鍛えるというと

ころにこの項目を載せておりました。 

子供たちの体を鍛えるという取組４に最初は記載をさせていただい

ておりました。 
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ただ、このオリンピックへの機運醸成、それから生涯スポーツ社会

というのはどちらかというと大人・地域の方も含めてですので、取組

４からこの取組９に移行をさせていただいたところでございます。 

○吉村委員 それに関連して、基本方針に入れてもらわなくていいので

すが、ここでオリンピック・パラリンピックに向けて市民の機運を醸

成し、その後、市民スポーツ推進と体力づくり活動を推進する。これ

は非常に大事だと思います。そして、私はパラリンピックを強調する

のはとても大事で、そのために福祉都市を創り上げるのはとても大事

だと思います。 

でも、もう一つ、二つ忘れてはいけないのは、スペシャルオリンピ

ックスだとか、デフリンピックだとか、違う障害を持っている世界大

会がございます。これはお書きになる必要はないですけれども、パラ

リンピックを通してその障害のある人たちのスポーツや運動を考える

教育というものを学ぶ必要があるのではないかと思うので、それを含

みとして御理解いただければとてもありがたいと思っております。 

身体障害者の方々のスポーツだけ脚光を浴びるというのは、私は少

し違うのではないかと思っているからです。 

○町田委員長 では今のお話ですと、変えないけれども、ぜひそこを含

んでもらってということでよろしいでしょうか。 

○田中庶務課長 今、吉村委員から御指摘をいただいた内容につきまし

ては、今後、この内容を踏まえて、また点検・評価等にも結びついて

くる部分もあるかと思いますので、そのような中で反映をさせていく

なり、また、次回のまた御提案の中で反映ができるところがあれば反

映を考えていきたいと考えています。よろしくお願いします。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

○當摩委員 通読をさせていただきまして、とても身近なものにしてい

ただけるような取組ができていると思いますが、今後、毎年こうした

作業があるときに向けてのお願いでございます。今年は、私はこれで

やってみて良いと思っておりますが、文章的に全部を通して読んだと

きと、あるいはそれを聞いてみるときに、言葉としてそれぞれにふっ

と落ちてくるものにまだ練り込めていないと思います。どこがという

ことではないのですが、そんな印象をもちました。これはすばらしい

取組の改革だと思います。定めることは大事だけれども、定めたこと

をみんなで共有することのほうがもっと大事だと思っていますので、
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そういう共有のときをもつことによって、そこから出てくるこれって

この言い回しのほうが良いのではというような、内部であったり、学

校関係者、それからＰＴＡの方に読んでいただいたりしながら、この

平成２７年は集めていく年とすれば、より一層これが活きてくると思

いますのでお願いします。 

その中で気がついたのは、ＰＴＡの理事会という言葉になっており

ましたが、先程、学校長と校長ということがあったように、理事会と

いう言葉で使っている学校はあるのかと思いました。以前は理事では

なく、運営委員会という言い方であったと思います。現場と合った言

葉にしていくために、そうしたことにお力を注いでいただけたら、よ

り一層これがみんなのものとして活きていくような気がいたしました。 

すばらしい作業だと思います。本当にありがとうございました 

以上です。 

○町田委員長 ほかはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 いろいろお話が出ましたけれども、本当に数年ぶりに、

大きく分類を分けたということで、この準備をするまで本当に大変だ

ったのではないのかと思います。 

取組１、２をまとめたこともすごく分かりやすいし、また、これか

ら、今、當摩委員からもありましたように、多くの人にこれを理解し

てもらうという部分では分かりやすいものになってきたのではないか

思います。 

ほかに御意見がないようですので、これの採決をとりたいと思いま

すけども、よろしいでしょうか。 

では、本案に賛成の方の挙手を求めます。 

（ 挙手全員 ） 

○町田委員長 全員の賛成ということで、本案は原案どおり可決させて

いただきたいと思います。 

何度も言いますようですけども、これを作っただけのことではなく

て、これをいかに伝えて、使っていくかというのが大切だと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、本日は以上で議案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たいと思います。 

それでは、①平成２７年１月からの教育活動に向けてということで
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お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①から③までをまとめて御報告させてい

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 それでは、報告事項①平成２７年１月からの教育

活動に向けてについて報告申し上げます。 

資料１から３枚ほど御用意をさせていただきました。こちらの資料

を活用して、校長会、そして副校長会を通じて各学校がこの年度末ま

でに重点化して取り組んでいただきたいことをまとめて伝えたいと考

えております。昨年度も同じような資料を出させていただいたのです

が、今年度はかなり精査をいたしまして、三つの柱でまとめさせてい

ただきました。 

一つ目が、「自他の命を大切にする心や人を思いやる心を育む」で

す。新しく記載したものといたしましては、いじめの撲滅を特に強調

して各校には伝えていきたいと考えてございます。 

昨年の終わりに生徒会サミットを開催いたしました。中学校の生徒

会の皆様にお集まりいただいて、いじめを撲滅していくために各学校

ができること、生徒たちができることはどんなことだろうという話し

合いの機会をもちました。こういったことも例示しながら学校にお伝

えしたいと思っております。 

なお、この生徒会サミットでは、東村山市のいじめ防止宣言書を作

成いたしました。今、最後の調整に入っているところでございますの

で、この宣言書は今後、各学校、小学校も含めて様々なところに掲示

して、啓発をしていきたいと考えております。 

次の柱が「児童・生徒一人一人に自分は大切にされているという実

感をもたせる」です。いわゆる自尊感情や自己肯定感を育むことでご

ざいます。その中でもやはり生命の安全を保障するためにというとこ

ろで、２の（１）にも記載させていただいておりますが、交通安全指

導の徹底を重点的にお伝えしたいと思います。 

自転車による事故が例年と同様多いことがございました。これは自

転車に乗って加害側になるケースもありましたし、被害に遭うケース

もございました。それから、不審者の情報もかなり多く寄せられたと

いうことで、その意味でも生命の安全というところを強調していきた

いと考えております。 
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それから三つ目の柱といたしましては、「保護者や地域との連携に

努め、期待に応える」ということです。今後、平成２６年度の教育活

動の検証の時期に入っていきますので、今年度の活動が各学校でどう

であったかを丁寧に検証していただきたい、そして見直しを図って、

平成２７年度計画に結びつけていただきたいということをお伝え申し

上げようと思います。 

更には、服務事故の未然防止。これは服務研修を行ってはおります

ものの、何度でも、定期的に実施していくことに意味があるかと思い

ます。例えば個人情報の紛失、交通事故、体罰、会計事故、わいせつ

行為等々をこの服務に関する研修において理解、啓発を更に進めてい

ただきたいと考えています。こういったところを重点化して各学校に

は校長会でお伝え申し上げようと考えております。 

報告事項②平成２６年度いのちとこころの教育週間、東村山市立

小・中学校の取組についてです。 

これは１２月の定例教育委員会でも御報告させていただいたもので

す。若干、内容が変わっているものもありますので、修正したものを

本日、Ａ３判で一覧にして配付させていただきました。このＡ３判の

ものが現在、市教育委員会のホームページにも掲載をされており、市

民にも広く周知を図って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各学校の取組に御参加いただ

ければありがたいと思っております。 

最後に報告事項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。こちらも１２月の定例教育委員会で報告したものを再掲

いたしました。市教育委員会の定例訪問、１月３０日をもって全小・

中学校の定例訪問が終了いたします。１月はこちらに記載のある５校

が定例訪問の対象校となっております。御挨拶、そして御指導のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それから、１月２３日には北山小学校が研究奨励校の研究発表会を

行います。こちらは東京都の言語能力向上拠点校の成果発表としても

行うものでございます。テーマはこちらに記載のとおりで、パネルデ

ィスカッションを予定しております。こちらもお時間があればどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 今、指導室より３点報告がございましたけれども、それ
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につきまして御質問等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、よろしくお願いします。 

続きまして、報告事項の④成人の日のつどいについてお願いします。 

○平島社会教育課長 ④、⑤を続けてお話し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 １２月の教育委員会で報告いたしました成人式で

ございます。手作りのパンフレットができ上がりました。多くの恩師

の先生方からコメントをいただいて、Ａ３の紙の裏面がぎっしりにな

り、本当にありがたいと思っています。この黄色のパンフレットは来

賓の方、成人の方にはこの水色のほうをお渡しする予定です。また、

昨年は来ていただく方が多くて、来賓の議員席を借りて対応をいたし

ました。ただ、立ち見も出てしまいましたので、今年度はどのぐらい

来るのかと思っております。保護者も入りたいという意見もありまし

たが、保護者が入ってしまうと成人が全然入れなくなってしまいます

ので御遠慮いただきます。 

成人の日のつどいの運営でございますが、教育委員会全体で行い、

４３名の職員に出ていただきます。また、市の青少年委員９名、それ

から交通安全協会から６名と合計５８名で対応をしていきます。 

また、成人の代表は床亜矢可さんに決定いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

また、開会の言葉を森教育長にお願いいたします。お祝いの励まし

の言葉ですけれども、町田委員長、よろしくお願いいたします。 

成人の日のつどいは以上でございます。 

続いて、市民のつどいでございます。２月１日から７日までの東村

山市いのちとこころの教育週間の期間中の２月１日に市民のつどいを

行うということで、チラシができ上がりました。明日、校長会でお話

をして、生徒に一斉配布いたします。場所によってはこれの大きなポ

スターが貼っております。 

ただ、なるべく多くの方々にお越しいただきたいと思っております

ので、いろいろなところで呼びかけていきたいと思っています。よろ

しくお願いいたします。 

以上です。 
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○町田委員長 社会教育課より２点お話がありましたけれども、この件

につきまして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 成人の日のつどいのは入り切らないということでしょう

けれども、市民のつどいもそうなるようにお願いしたいと思います。 

では、ほかに報告事項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 ないようですので終了させていただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２７年度第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３４分閉会 

 

 


