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平成２７年第１１回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年１１月６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 髙 治 圭 吾 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 大 西 弥 生 

教育部次長 青 木 由美子 社会教育課長 平 島  亨 

庶務課長 清 水 高 志 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 鈴 木 賢 次    

 

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 

 なし  

 

報告事項 

①中学校給食スクールランチリーフレットの配布について（学務課） 

②第７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青少年健全育成大会について（社会教育課） 

⑤第５１回市民大運動会開催報告（市民スポーツ課） 

⑥その他 

午前９時３０分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第１１回東村山市教育委員会

を開会いたします。 

  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。 
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○清水庶務課長 本日の教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望とい

うことで、５名の方が申し出ております。こちらについての傍聴の許

可及び随時この後希望される方に対して、傍聴可能な範囲で、傍聴の

許可についてお願いしたいと思います。 

○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、皆さん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 では、再開します。 

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くか、マナーモードにしていた

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。 

本日は議案がございませんので、報告事項に移ります。 

報告事項①、中学校給食スクールランチリーフレットの配布につい

て、お願いします。 

○佐藤学務課長 学務課では、東村山市中学校給食スクールランチリー

フレットの配布について、御報告させていただきます。 

学校給食運営委員会委員長回田小学校曽我部校長先生の御協力によ

り、中学校スクールランチリーフレットの作成をいたしました。この

リーフレットは、平成２７年１１月２５日水曜日に行われます各中学

校での学校説明会において配布させていただき、新１年生、現在の小

学校６年生の保護者に対しまして、中学校のスクールランチと、小学

校給食にて使用しております食材、調理工程等に差がないこと、また、

１日に必要な栄養素の３分の１をスクールランチで賄えることなどを

理解していただき、少しでもコンビニのお弁当などを利用する生徒が

減ってくれればと考え、作成したところでございます。来年度以降も、

このリーフレットの改訂等を行いながら、作成、配布していく考えで
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ございます。 

学務課からは以上です。 

○町田委員長 ただいまの御報告につきまして、御質問等ございますで

しょうか。 

○當摩委員 数校の定例訪問の折に、こういったものの用意ができてい

るということを伺わせていただいたのですが、今、私も実物を初めて

見させていただきまして、まず、すてきですね。小学校の給食につい

ては、とても心を込めて作ってくださっていて、非常に栄養バランス

も内容に関しても、子供たちに食文化をきちんと捉えてもらえるよう

な形で、食育がなされていると思っています。それを中学校に移行す

るときに、本市の場合、お弁当でも良い、このスクールランチを選ん

でも良いという制度ができて、もう大分時間がたっていると思ってお

ります。やはり中学生というのは、思春期でもあるし、食べ盛りでも

あるし、食事に対しても、いろいろな嗜好性の中での個々のバランス

を欠くことができてくる時期かなと思います。やはり、こうしたもの

が用意されているということを広く御家庭の方にも知っていただいて、

それからどうしても、ランチボックスに入っているということで、小

学校のときのその場で盛りつけるのとは違うということで、もしかす

ると抵抗があるのかもしれませんが、中学校に上がるときに活用して

いただけると、すごく良いことだと思います。こうした試みが、また

今後も取り組まれるように、また、メニューに関しても、随分いろい

ろな意味での工夫がなされていると思いますので、またこれを進めて

いただけたら、とてもうれしいと思います。どうぞ、現場の皆様にも

よろしくお伝えください。 

以上です。 

○町田委員長 ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

○小関委員 質問になりますが、学校説明会で小学校６年生の保護者に

説明することはとても良い試みだと思っておりますが、中学生になる

子供たちへの具体的な説明の場というのは、どこかであるのでしょう

か。 

○佐藤学務課長 入学式後に、給食事務員がおりますので、ランチの紹

介と、ランチカードの使い方、申し込み方法等については、個別に行

っております。 

今回リーフレットをつくるきっかけは、小学校の給食四者協議会に
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て、保護者の方に、スクールランチのイメージについての確認をさせ

ていただきました。すると、小学校の時点から、あまり良くないイメ

ージがありましたので、その誤解を解くために、小学校給食と同じ作

り方や食材を使っているということをアピールしたくて、今回紹介さ

せていただいております。 

○小関委員 やはり、子供自身の本当に自分の体のためにも、しっかり

こうした充実した給食を食べていこうという意識はとても大事だと思

っております。どうしても中学校進学時は、具体的に手続をこのよう

にすれば、スクールランチを食べることができるというところに、ど

うしてもウエートがかかってしまうと思いますが、そうではなくて、

スクールランチの良さというか、食の大切さという観点で、子供たち

にどこかの場で、学校の中でも良いのですけど、説明の場があるとい

いなと思います。 

それから、あわせて、本当にすてきなパンフレットなので、実際に

保護者の方が、小学校では試食会が年に何回か持たれますので、保護

者の方も何らかの形で、やはり機会があれば、きょうはちょっと無理

だけど、この次行かれるかなというようなこともあると思いますので、

できる限り機会をつくって、保護者の方自身がスクールランチに触れ

るような機会も設定していただけるとありがたいと思います。 

○佐藤学務課長 小関委員から言われた、保護者に対しての試食会を、

各中学校で行っておりまして、そこで、保護者の方から御意見とかを

いただいて、改良していくような形の場を設けているところではござ

います。ただ、参加する方が限られていますので、幅広く参加してい

ただけるよう努力していきたいと思います。 

以上です。 

○森教育長 小学校６年生のほうの保護者に対してのスクールランチの

試食会は実施していますか。 

○佐藤学務課長 小学校６年生の保護者には、スクールランチに関して

は、ございません。中学校の保護者に対しては、必ず各校、年１回は

試食会を行っております。 

○小関委員 年に１回も設定するのがどれだけ大変かというのは、本当

によくわかります。でも、１回ではやはり回数として、ピンポイント

ですよね。だから、学期に１回、せめてそれくらいあると、機会がた

くさんあれば、このときは無理だけど、では次回はというようなこと



５ 

も出てくると思うので、大変なこととはよくわかりつつ、お願いをい

たします。 

○吉村委員 まず、中学校給食そのものが非常に立派だなと、皆さん方

の御努力に心から敬意を表したい。その次に、お母さん、お父さんも

お呼びして試食会をやるのもすごいことだなと思います。もう一つと

いうか、ずっと先になるかもわからないけれども、これからは超高齢

社会ではないですか。おじいちゃん、おばあちゃんを呼んで、中学生

と一緒に食事をすると。逆に言えば、さらに進んで、中学校の一部に

コミュニティセンターみたいな感じで、昼食を食べるおじいちゃん、

おばあちゃんの会とか。そういうような教育の場から、地域の発展に

貢献するというのは、おもしろいものかなと思います。それは、どこ

かで魅力のある企画かなと思ったりしております。 

○町田委員長 他、よろしいでしょうか。 

今、本当に皆さんの御意見のとおり、中学校のこのスクールランチ

はとてもおいしいし、コンビニ弁当と比べたらもう雲泥の差で、よく

考えられたもの、そして、しかもこれだけのボリュームを３００円で

食べられるなんて、うそのような話です。牛乳一つにしたって、こだ

わったおいしい牛乳が出ていますので、その写真も出していただけれ

ばと思います。 

○當摩委員 それに続いて、御報告させていただきたいと思っておりま

すが、今、吉村委員がおっしゃってくださったような形で、いろいろ

な方が食べてみる機会ということで、実は、１０月３１日に、多文化

共生を旗印にしている地球市民クラブというボランティア団体の中で、

イベントをさせていただいたのですが、そこで、１００人を超える市

民の方々に、小学校給食を食べていただきました。やはり、地域の

方々、市民の方々、給食を食べてくださる機会というのは、本当にな

いのですよね。本当に、みんなびっくりして喜んでくださって、給食

の話はとてもおもしろくて、自分の時代はこうだったと、必ず話にな

るのです。随分上の年代の方だと、俺の時代には給食は食えなかった

とか、それから、私と同じ年でも秋田で生まれ育った人は、秋田はま

だ小学校給食もなかったという話でした。非常に盛り上がって、それ

で今の給食というと、こんなにおいしいものをこんな形で、子供たち

が食べているのかとびっくりしていただけるのですね。だから、私た

ち、企画した側にとっても、びっくりした意外な場だったのですが、
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そうした教育委員会やいろいろなところの民間と協力し合いながら、

そのような機会で紹介していって人気が出ます、ということを実感し

ましたので、御報告をさせていただきます。 

あと、給食の牛乳ですが、本当に、今、おっしゃったように、ここ

に、確かに牛乳の写真もあったほうが良いと思いますので、次バージ

ョンでは、牛乳をぜひともお願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 皆さん、スクールランチについては応援していますので、

今後、利用者が増えて、子供たちが健康に育つようにお願いしたいと

思います。 

では、次に進みます。 

報告事項②、第７回中学生「東京駅伝」大会について、お願いしま

す。 

○谷口統括指導主事 報告事項②と③を続けて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。 

○谷口統括指導主事 報告事項②、第７回中学生「東京駅伝」大会につ

いてでございます。本年度は、平成２８年２月７日日曜日を予定して

おります。場所は、例年どおり、味の素スタジアム・都立武蔵野の森

公園の特設周回コースで行われます。開会式が午前９時半。女子の部

が１０時のスタート、男子の部が午後１時のスタートの予定になって

ございます。 

昨年度、中学生の出場した選手たち、大変頑張りまして好成績をお

さめたところではございましたが、当日、天候が余り良くなくて、か

なり気温が低かったために、体調を崩す子供たちも出ておりました。

今年度は、事前の子供たちへの連絡の段階で、体温をしっかりと保て

るような服装について、改めて伝えていきたいと思っております。 

現在、１１月４日に選考会を終えまして、いよいよこれから練習が

始まっていくという段階になってございます。 

続きまして、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。 

まず、市教育委員会の定例訪問が１１月１１日水曜日、大岱小学校、

そして、１８日水曜日に東村山第六中学校を予定しております。委員

の皆様におかれましては、御挨拶、御指導のほど、よろしくお願い申



７ 

し上げます。 

それから、１１月２７日金曜日に、研究奨励校の発表会が予定され

ています。久米川小学校で、研究主題は「自分の考えを表現して学び

合い、学習を深める児童の育成」というテーマになっております。国

語科と算数科の二つの教科を通して、２年間の研究に取り組んでいた

だきました。国語科では、言語活動の充実を中心に、そして、算数科

では、問題解決学習のあり方を中心に、子供たちが自分の考えを表現

して学び合う活動を重点的に取り入れた授業のあり方を研究しており

ます。２７日は、久米川小学校の発表会を午後に予定しておりますの

で、また、改めて御案内をさせていただきます。 

最後に、１１月１８日水曜日になりますが、回田小学校に東京都の

教育委員であります山口香委員がお見えになり、学校の視察を行う予

定でございます。回田小学校は、国際理解教育を重点的に取り組んで

おられる学校で、取り組んでいる研究の内容、あるいは子供たちの様

子などを視察したいという申し出がありまして、１８日にお見えにな

る予定でございます。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。 

ただいま、指導室より報告がございました。こ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。 

また、駅伝大会、楽しみですよね。行くときには、ぜひ声をかけて

いただいたら、また応援に行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。 

他、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進めさせてもらいます。 

報告事項④、青少年健全育成大会について、お願いします。 

○平島社会教育課長 東村山市「いのちの教育」推進プラン事業の青少

年健全育成大会でございます。１１月８日日曜日、午後１時から、今

年度は、市民センター１・２・３会議室で実施いたします。 

第一部は、第３４回中学生の主張大会ということで、絵画・イラス

ト部門では、１０人の方が表彰されることになっております。この絵

画・イラスト部門は、初めに、１５０人の生徒から応募していただい

て、予備審査、本審査で最終的に１０人が選ばれたところです。 
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続きまして、作文部門でございますけれども、１１人の表彰でござ

います。作文のほうは、市内全中学校から１，５７２人の応募があり、

予備審査、本審査で１１人が選ばれました。 

第二部は、この主張大会の入選者表彰式並びに青少年善行表彰者２

名の表彰式が行われます。 

また、第三部は、市内の小学校・中学校による発表会で、今年度は、

東村山第三中学校の英語部と合唱部、それから、秋津東小学校の５年

生による秋津囃子の発表がそれぞれ行われます。 

大会は午後１時から４時までの時間帯で、市民センターにて行いま

すので、ぜひ教育委員の皆様、それから、教育部、管理職の皆様、お

時間ありましたら、生徒の発表を見に来ていただければありがたいと

思っております。 

以上です。 

○町田委員長 青少年健全育成大会についてということで、社会教育課

より報告ございました。この件につきまして、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 私も例年どおり、審査員として関わらせていただきまし

た。今年もすばらしい作品が選ばれています。絵画・イラスト部門は、

点数が少し昨年に比べると少なくなっていますけれども、技術的には

かなりレベルの高いものがあって、選ばれた方は、数が少ないからと

いうのではなくて、本当にその中で良い作品が出たという感じがしま

す。あと、作文に関しても、一人一人、いろいろな分野から、この視

点で、おもしろい主張が聞けると思いますので、ぜひ楽しみにしてい

ただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。 

では、次に進みます。報告事項⑤、第５１回市民大運動会開催報告

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報告いたします。 

去る１０月１１日の日曜日、第５１回の市民大運動会を運動公園に

おいて開催いたしました。当日は、途中まで雨が降っていた関係で、

開会式もセレモニー等を大幅に割愛しましたが、その後、雨も昼前に

は回復しまして、おかげさまで、予定されていた全ての競技を行うこ

とができました。 

教育委員の先生方におかれましては、当日、雨の中での御臨席、ま
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た、教育長におかれましては、準備前の早朝、大変早い時間から御対

応いただきまして、まことにありがとうございました。 

昨年は、市制施行５０周年等の周年を記念する大会ということで、

各種イベントやセレモニー、また、屋台の出店等ということを行って

きたこともありまして、関係者を含め延べ約６，０００人以上の御来

場をいただいたところですが、今年度については、これらの記念イベ

ント等は行わず、例年どおりの大会規模に戻したこともありまして、

３，９５９人の御来場ということでございました。 

また、その後、先月の２２日になりますけれども、運動会の総括会

議、反省会議が開催されました。その際に、良かった点であったり、

また、改善すべき点等の御意見が出されましたが、とりわけ多く出た

のが、競技の判定、審判に関することであったり、内容そのものに対

する御意見、また、毎年翌日に予備日を設定しておりますが、その部

分に対する御意見が多く出されましたので、今後、それらの課題につ

いて、主催者であります行政、体育協会、体力つくり推進委員会の三

者において協議を行い、次年度に向けて改善をしてまいりたいと思っ

ております。当日は、本当にありがとうございました。 

以上でございます。 

○町田委員長 お疲れさまでした。運動会についてということで、報告

がございました。この件につきまして、何か御意見ございますでしょ

うか。 

今回、反省会もあったということですけれども、何か、運動会の運

営について、来年度に向けてということで、あればお願いします。 

○吉村委員 雨の中での開会式になってしまい、各町で、テントの中に

児童・生徒が結構いたのですが、市長を初め多くの方々が話されてい

るときに背を向けているのです。やはり、あれは教育上、よろしくな

いと思います。そのときに、司会者が、テント内は雨がかからず、私

たちは雨に打たれているわけですから、「立ちましょう」「市長の話

に注目」というようなメッセージが一つほしかったなと思います。そ

れが一番気になりました。 

○中澤市民スポーツ課長 吉村委員が言われたように、そういうところ

があったのかなと思います。例年は、開会式は皆さんの前に出てきて

いただいて行うのですが、音響の環境もありまして、テントのほうか

らも聞こえづらいというような御意見をいただいておりました。それ
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らを改善したくて、音響の業者さんとも何度か話し合いを持ちました

が、あの規模の音響ですと、なかなか全部に行き渡るのは難しいとい

うこともありました。ただ、背を向けていたことについての注意は、

教育上の観点からも必要ですので、きちんと正すような配慮をしてい

きたいと思っております。 

○町田委員長 他、いかがでしょうか。 

私が見たところで、あの悪天候の中で、あれだけの大会ができたの

は、本当に準備がいろいろできていたからではないのかと思っており、

また、大変だったと思います。実際、３，９００人余りの市民が集ま

ったということで、大きな事業だったと思います。そして、雨が降っ

たから来なかったという人が意外と少なかったと感じています。あと、

私は地元で、何人かに直接言われたのですが、「あの雨でやったの」

「次の日に行きました」という方がいました。自治会の中では、「雨

でもやるよ」という連絡は前日に役員や選手にはありましたが、他の

人には連絡が行かなかったのですよね。まさか、やるとは思わなかっ

たという話を、自治会のほうで３人聞きました。ただあの状況で、全

員に知らせるのは、確かに難しい問題だと思います。あのとき、何人

かが、では防災無線でも使ったらと言ったら、また、防災無線を使っ

たら使ったで苦情が来るので、同じことだろうという話なんかもして

いたのですね。 

それから、終わった後、久米川町の慰労会に行ったら、今までにな

く最高の人が出てきてくれました。雨が降っていたから余り遊びに行

かないで、終わったらそのまま来ていただいて、私は、そこの食事担

当だったのですが、もう足りないくらいで、細かい話ですけど、昨年

はすごく天気が良くて、ものすごく大勢来ていただいたのです。それ

で、今年は、天気のことを考えないで飲み物の量を増やしておいたの

です。それで、雨が降っていたので、これまた残ったら大変だなと思

っていたら、今年も、さらに増やしたにもかかわらず、また、買いに

行きました。そのぐらい地域に定着したというか、みんなが楽しんで

くれて、一番の目的である親睦交流が、できたのではないかなと思い

ました。天気にそれは関係なかったというか、むしろそれが良い方向

に行った例かなと思いました。この大運動会というのは、やはり、東

村山らしい行事で、大変だとは思いますけれども、ぜひこれからも続

けてもらいたいと、そのときにもまた思いました。 
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では、他にないようでしたら、次に進めさせてもらってよろしいで

しょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 では、報告事項その他をお持ちの方いらっしゃいました

らお願いします。 

○佐藤学務課長 学務課からのお知らせです。学校保健会全体研修会に

ついてです。 

平成２７年１２月５日土曜日、市民センター２階、第１会議室から

第３会議室にて、午後１時１５分開場、午後１時４５分開会により学

校保健会全体研修会を行います。 

今回の講師は学校医部会からの御紹介で、獨協医科大学越谷病院、

作田亮一氏をお迎えいたしまして、「子どものこころの叫びへの対

応」をテーマとした講演が行われます。お忙しいところとは思います

が、ぜひ御参加のほど、よろしくお願いいたします。 

学務課からは以上です。 

○町田委員長 学務課より、学校保健会の全体研修会のお話がありまし

たけど、この件につきまして、何か御質問ございますか。 

よろしいですか。では、お時間があったら、ぜひ参加していただき

たいと思います。 

他に、報告事項、お持ちの方いらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、これで、定例会を閉会させて

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１０時０３分 閉会 


