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平成２７年第２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２７年２月５日（木）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２号 東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者

の委嘱 

 議案第３号 東村山市立小・中学校長の内申 

 議案第４号 東村山市立小・中学校副校長の内申 

 

報告事項 

①学校におけるいじめ防止のための対応について（指導室） 

②教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

③成人の日のつどいについて（社会教育課） 

④市民の集いについて（社会教育課） 

⑤ヤングライブフェスティバルについて（社会教育課） 

⑥スポーツ都市宣言４０周年記念事業 スポーツアスリート講演
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会の開催について（市民スポーツ課） 

⑦第３次東村山市子ども読書活動推進計画の策定について（図書

館） 

⑧その他 

午前９時３１分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第２回東村山市教育委員会定

例会を開催いたします。 

  本日の会議録の署名を當摩委員にお願いします。 

○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

聴の希望者が４名いらっしゃいますので、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。傍聴の許可をした

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、議事日程に従いまして、進めさせていただき

ます。 

○森教育長 本日の議案第３号東村山市立小・中学校長の内申及び第４

号、東村山市立小・中学校副校長の内申は、人事に関する案件でござ

いまして、教育委員会会議規則第１１条のただし書きに規定する「人

事に関する事件」に該当いたしますので、公開しない会議としたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 ただいま、教育長から議案第３号及び第４号は非公開会

議にしてはどうかとの発言がありましたので、討論しないで採決した

いと思います。よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、公開しない会議とすることに賛成の方の挙手

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すので、議案第３号、東村山市立

小・中学校長の内申及び議案第４号、東村山市立小・中学校副校長の

内申につきましては、公開しない会議とし、審議いたします。 

  では、休憩します。 

午前９時３３分 休憩 
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午前 ９時４９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２号、東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱についてお願いします。 

○田中庶務課長 議案第２号、東村山市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱、上記の

議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年２月５日提出。提

出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の

委嘱。東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価、実施要綱（平成２０年東村山市教育委員会訓令第４

号）第４条の規定により、点検及び評価に関する有識者を別紙のとお

り委嘱することに議決を得たい。説明、東村山市教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するに当たり、

点検及び評価に関する有識者を委嘱するため、本案を提出するもので

あります。 

３ページをお開きください。本件につきましては、先程も申しまし

た東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価実施要綱の第４条では、「教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るため、委員会に点検及び評価に関する有識者を置

く」となっております。有識者につきましては、現在髙山博之氏と、

今回再任候補として上げさせていただく高橋秀美氏の２名の方に、現

在委嘱をさせていただいております。 

高橋秀美氏の任期が３月末で満了となることから、再任についてお

諮りをするものでございます。任期につきましては、平成２７年４月

１日から平成２９年３月３１日までの２年間となっております。 

再任候補の高橋秀美氏につきましては、昭和４７年より教員生活を

スタートされ、東京都や区の教育委員会にて指導主事や管理主事など

を歴任されまして、その後、調布市や大田区におきまして、校長職と
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しても学校経営に御尽力をいただいておりました。また、平成２１年

度から平成２５年度まで、国立音楽大学の教授としても御活躍をされ

ておりました。 

当市におきましても、教員の研修会講師や、教科書選定運営委員会

の有識者として御指導をいただいており、また、本年１月には、いじ

め問題調査専門委員会の委員にも委嘱されております。また、先程申

しましたように、「東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価」につきましても、平成２５年度から現

在まで、御指導・御助言をいただいております。 

以上のように、高橋氏におきましては、教育現場、行政の立場での

経験が大変豊富であり、幅広い視野でその視点を十分に発揮いただけ

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

お願い申し上げます。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま庶務課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・御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 今までも本当にしっかりした考察をいただいているお二人

でございますので、継続してお願いさせていただくのがよろしいと思

います。 

○町田委員長 よろしいのではないかという御意見ですけれども、ほか

はよろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ほかに御意見がないようですので、採決を採らせ

ていただきたいと思います。 

ただいまの件に関しまして、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、原案どおり高橋秀美氏の再任に

ついては可決させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日の議案は終了でございます。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学校におけるいじめ防止のための対応について、お願い

します。 

○谷口統括指導主事 報告事項①と②をあわせて御報告させていただき
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ます。報告事項①各学校におけるいじめ防止のための対応について、

これは学校だけではなく、東村山市全体のこともあわせて御報告いた

します。 

本市のいじめ防止に関する基本的な方針を策定した後のいじめ防止

に関する取組の進捗状況についてでございます。 

まず、生活指導担当の小・中学校の校長先生方、そして東村山警察

署生活安全課の方々、そして庁内の担当部署の方々に御出席をいただ

きまして、いじめ問題を含んだ市立小・中学校全体の問題行動等を全

体的に扱います学校生活指導連絡協議会を開催いたしました。 

これまでの間、１０月と１月の２回にわたって開催いたしまして、

市の基本方針に掲載されております取組内容についての検討、それか

ら小・中学校において実際に市内で起きた事例を基に協議を行いまし

た。協議の中では、市の方針策定から間もないこともあり、次年度も

同様の取組を行っていくことなどもあわせて確認いたしました。 

事例につきましては、小学校では、小学校時代に一定の解決が見ら

れなかったまま中学校に進学して、家庭に学校への不信感を抱かせて

しまったケースを扱いました。中学校では、先の逮捕事件について、

再発防止に向けた具体策の在り方を検討いたしました。 

小学校のケースからは、小学校での指導や対応の経過、そして卒業

時における課題などについて、小・中学校間の管理職による情報共有

の重点化が論点となりました。また、中学校のケースでは、学校と警

察との情報連携や、長期休業前の学校における未然防止策の強化など

が話し合われました。 

これらのことは今後、校長会を通じて各学校に伝えるとともに、

小・中学校の生活指導担当の校長先生にも御出席をいただきましたの

で、校種別の校長会で議題にしていただいて、各学校の実態に沿った

具体策を更に詰めていただくことになっております。 

次に、重大事態が発生したときに、その事実把握を行うために調査

を行いますいじめ問題調査委員会についてですが、委員の方々への委

嘱を行うため、１月９日金曜日に開催いたしました。この調査委員会

でも市の基本方針について説明させていただきまして、委員の皆様か

ら次年度の取組を進めていく上で、大変貴重な御意見を伺うことがで

きました。 

児童・生徒たちの取組といたしましては、１月定例会でも御案内い
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たしましたとおり、生徒会サミットにおいて全校に配布いたしますい

じめ防止宣言書を作成いたしました。先日の市民の集いにおいても、

生徒会サミットでの取組や、学校での取組を生徒会から発表させてい

ただいたところでございます。本日は、その関連資料もあわせて配布

させていただきました。 

現在、市立全小・中学校で、この宣言書を活用しながら、自分たち

でできる、いじめ防止のための未然防止策の取組を行っているところ

でございます。 

最後に、学校では年度末を迎えるに当たりまして、全小・中学校が

自校の学校いじめ防止基本方針の見直しを行い、次年度の方針作りを

行っております。これは、このＡ３判の資料も活用しながら、次年度

の計画作りを現在学校が行っているところでございます。教育委員会

といたしましても、ホームページにこの基本方針、そしていじめ防止

の宣言書を掲載して、市民の皆様から御意見をいただきながら、定期

的に見直し、改善を行っているところでございます。 

続きまして、報告事項②教職員、児童・生徒、学校の状況把握につ

いてでございます。幾つか研究発表会がありますので、それを列挙さ

せていただきました。 

まず、一つ目は、研究奨励校であります久米川小学校、本年度１年

目になりますが、中間報告会を２月２０日金曜日に予定しております。

教科は、国語科と算数科の授業を中心に行っていますが、特に算数科

を中心に教職員による報告があるとのことでございます。 

それから、東京都教育委員会の言語能力向上拠点校といたしまして、

回田小学校が２月２０日金曜日に予定されております。講師といたし

まして、小関委員にも御指導いただくことになっております。 

そして、２月１８日水曜日に東村山市立小・中学校の教育研究会の

発表会がございます。こちらは、中央公民館で毎年行っているもので

ございます。今年度は、三つの部会、中学校国語部会、中学校英語部

会、そして児童文化部会が舞台発表を行う予定でございます。 

そのほかには、小・中学校の校長会、そして副校長会の研究発表会

の日程も記載させていただきました。更には、３月の定例会で御案内

申し上げますが、３月７日土曜日には東村山第三中学校で東京都教育

委員会の言語能力向上拠点校の報告会がございます。 

各学校からは報告はございません。以上でございます。 
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○町田委員長 報告事項①と②を説明いただきました。ただいまの件に

関しまして、御質問等はございますでしょうか。 

○小関委員 今のいじめ防止宣言本当にすばらしいと、中学生たちの取

組を聞いていて思いました。特に、なぜこの字を選んだのかというそ

の説明が、一つ一つ迫るものがあってとても良いと思いました。先程

のいじめ防止の取組にも関連するのですが、やはり子どもから発信す

るといういじめ防止はとても大事だと思います。そのような点で、小

学校の子どもたちに自分たちが進む中学校はこういう取組で、こうい

う思いでこの字をと、そういうことが伝わると良いと思いました。 

ぜひ、何か広げていただければと思います。 

○町田委員長 そうですね。 

○谷口統括指導主事 中学校のこの生徒会で作成しましたいじめ防止宣

言書、こちらは現在小学校にも配布して掲載をしていただいておりま

す。全ての小学校ではないですが、中には自校の自分たちの学校のい

じめ防止宣言書を作り始めている小学校もあると伺っております。 

以上です。 

○小関委員 念のためなのですけれども、なぜこの文字にしたかという

のが、小学生にも伝わると良いと考えております。この文字なのです

ということだけではなくて、この文字にしたその取組、それぞれの中

学校の生徒の声が集約されていますね。いろいろな取組をしていて、

本当に考えてくれていると思ったので、そのプロセスを小学生に伝え

たいと思いました。 

○町田委員長 よろしくお願いいたします。本当に良いものでした。 

  ほかに、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、続けます。報告事項③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 最初に、１月１２日月曜日に行われた成人の日の

つどい、２月１日日曜日に行われた市民の集い、教育委員の皆様にお

かれましてはお越しいただきまして、ありがとうございました。成人

の対象者は１，６１２名で、参加者が１，０２０名でございました。

当初どうなるかなと思っていましたけれども、多くの人たちに来てい

ただき、はじめは席になかなかつかずに、少しざわついてしまったと

ころが反省点でございます。 
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また、車が南台小学校の南側に結構止まっていたことは来年に向け

て検討課題にしなくてはいけないと思っています。また、明法高等学

校の収容人数の関係もございますので、今後の対象者数を見ながら検

討していかなくてはならないと考えております。 

続きましては、市民の集いですけれども、延べ４３４名の方にお越

しいただきました。一部・二部の生徒の発表、三部にパラリンピアン

の佐藤真海さんに御講演いただきまして、誠にありがたく思っており

ます。特に、一部の税についての作文・人権作文・生徒会による発表

は、本当に多くの方にお聞きいただきました。今後はより多くの生徒

さんにお越しいただきたい思っています。 

最後ですけれども、お手元に第８回多摩六都ヤングライブフェステ

ィバルのチラシを配布させていただきました。今回の出ていただける

団体は６団体でございます。小平市が１団体、近隣の子どもたちが集

まったのが１団体、あとは東村山市の団体という形で、２月１５日日

曜日中央公民館で１４時から開催いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

以上です。 

○町田委員長 社会教育課より３点、成人の日のつどい、市民の集い、

それからヤングライブフェスティバルについて報告いただきました。

この件に関しまして、御意見・御質問等はございますか。 

成人の日のつどいに関して、本当に会場にもし入れないとなると、

またスポーツセンターとかということになると思いますけれども。 

○平島社会教育課長 別会場につきましてはスポーツセンターになるの

か、近隣だと二部制で行っているところもございますが、今のところ

は来年も明法高等学校にお願いしたいと考えております。とても素直

な良い子たちが多いので、一遍に行ってもできるのですが、席に座れ

ないと困ってしまうという現状でございます。 

○町田委員長 分かりました。今年も本当にとても良い式ができたので

はないかと思っております。 

ほかは、よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。スポーツ都市宣言４０周年記念事

業、スポーツアスリート講演会の開催についてお願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 スポーツ都市宣言４０周年記念事業、スポー
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ツアスリート講演会の開催について、御報告いたします。教育委員会

のスポーツ都市宣言４０周年を記念する事業といたしましては、多

摩・島しょスポーツ振興助成金を活用し、元サッカーの日本代表の福

田正博さんをお招きいたしましたサッカー教室や、第５０回の市民大

運動会を開催してきたところでございますけれども、去る１月２５日

日曜日の午前中に、同じく多摩・島しょスポーツ振興助成金を活用い

たしまして、スポーツアスリート講演会を市民センターの第１から第

３会議室におきまして開催いたしました。 

講師は、マラソンの元オリンピック日本代表で、現在はＤｅＮＡラ

ンニングクラブの総監督をされております瀬古利彦さんをお招きいた

しまして、瀬古さんの経験談を基に御講演いただき、体育関係者など

１２０名の参加がございました。内容的には、箱根駅伝やオリンピッ

クなど、スポーツ界のエピソードや、陰で努力することの重要性、ま

た、スポーツをすることのすばらしさなどをお話しいただきました。 

町田委員長を初め、当日御出席いただきました教育委員会の皆様に

おかれましては、御多用の中、誠にありがとうございました。 

本年度は、スポーツ都市宣言４０周年に当たり、様々な事業を実施

してきたところでございますけれども、今後も５年後に控えておりま

す東京オリンピック、パラリンピックに向けた市民の機運醸成、また、

スポーツを通じた地域活性化などの一助となるように努めてまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○町田委員長 スポーツアスリート講演会の件の報告につきまして、何

か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。とても面白

く、良い講演で、会場が盛り上がっていたと思います。あのぐらいの

会場の大きさでよかったのか、知名度高い方だと大きいところでとい

うこともあったのですか。 

○中澤市民スポーツ課長 今回の講演会につきましては、体育関係者が

対象でございまして、体育協会傘下の連盟等々が対象となっておりま

したので、１５０人以内ぐらいが妥当ではないかというところで、市

民センターを設定いたしました。 

○町田委員長 分かりました。 

ほか、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 では、次に進みます。報告事項⑦第３次東村山市子ども

読書活動推進計画の策定について、お願いします。 

○田中図書館長 第３次東村山市子ども読書活動推進計画の策定につい

て御報告いたします。 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、

国や東京都の計画を基本として、当市の実情に合わせて策定してまい

りました。 

第１次計画では、市立図書館を中心として子供に関わる部署や施設、

市民が連携する仕組みを作り、第２次計画ではその仕組みを整え、軌

道に乗せて広げるための取組を行いました。 

第３次計画はこれまでの計画の基本理念・目的を継承し、乳幼児へ

の取組として「子育て中にたくさん絵本と出会えるまち」作りや、読

み聞かせボランティアの育成、支援による「子どもと本の人材バン

ク」等の事業の更なる充実を図ります。 

また、学校での読書推進に当たりましては、学校全体での体制整備

や、司書教諭・学校図書館専任司書とのより一層の連携を進めること、

更に読書活動や図書館利用がしにくい子供に向けても、その時々に応

じて必要な支援ができるようにつながりを深めていきたいと考えてお

ります。 

計画のコンセプトにつきましては、７ページに記載させていただき

ましたように、「この計画を市民の皆さんにお知らせし、子どもの読

書について関心を持っていただくために」、また、「楽しく読んでい

ただくために」、具体的にイメージしやすい表現を心がけました。 

また、これまで多くのボランティアの皆様に御協力いただきながら、

子どもと本をつなぐ活動が活発に行われてきており、そうした皆様の

思いや声が伝わるように、写真や「つぶやき」を掲載させていただき

ました。 

策定の経過につきましては資料編の３６ページに、パブリックコメ

ント結果と市の考え方については４０ページにまとめてあります。 

この計画は今後議会への御報告の後、公表させていただく予定です。 

本計画は、子供の読書に関する市の総合的な計画として取組を進め

てまいります。今後とも、御指導、御鞭撻を賜りますよう、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 ただいま図書館長より報告がございましたけれども、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。 

○當摩委員 まず、とても良い計画を立てていただいたという思いをも

ちました。ところどころにある「みんなのつぶやき」では思いを共有

できるという、計画というとかた苦しいものになりがちなのですけれ

ども、随所にこうした工夫をしていただけているというのはとてもう

れしいと思いました。 

また、地域の中で、こうした計画が実施されている様も、例えばエ

プロンシアターなども小さいお子さんたち相手にやってくださってい

るところに、私も現場に居合わせることができまして、とても溶け込

んでいるものだなと、等身大のものがたくさん本を読むということに

関して、つなげていただけていることですので、ぜひまた、すばらし

いことをこうして進めていっていただきたいと思います。二、三カ月

前に、あるお子さんの保護者の方から聞いたのですけれども、日本語

は両方から読みますよね。例えばこの計画は横書きですけれども、国

語の教科書や多くの読書するものは縦書きではないですか。私たちは

自然に両方を読める力はつけていると思うのですが、そのお子さんは、

横書きは平気だけれども、縦書きはとても何か拒否反応があり国語が

とても苦手なのですと、それで思い余って塾に行かせようと思いまし

たというのを聞きました。もしかするとそのような時代に入ってきて

いるかもしれない。その中で、こうして小さいころから、日本語とい

うか文字や言語に触れていく読み聞かせなどに触れて習得を図ること

がいかに大切かということ思いました。 

絵本というのは両方あると思ったのです。だから、お子さんたちの

成長に応じていろいろなものに触れさせていくことで、縦書き・横書

きという日本の持っているよさを伝えていただければと思います。 

ぜひ、またこうしたすばらしい計画が、みんなの糧になるように応

援させていただきたいと思いますので、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 ほかには、御意見等いかがでしょうか。よろしいですか。

私もこれを見させていただいて、とても見やすいということと、読書

習慣をつけるには乳幼児からお母さんたちが読み聞かせをすることが

とても大切なことではないかと、改めて思わせていただきました。 

ぜひ、ここに書いてあるとおり、皆様に知っていただいて、多くの
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方が読書に親しめるようになる環境を作っていただければと思ってい

ます。大変よくできていると思います。 

では、進めさせていただきます。 

報告事項の⑧で、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。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ほかにないようでしたら、終了させていただきま

す。 

以上をもちまして、平成２７年度第２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１７分閉会 

 

 


