
１ 

平成２７年第３回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２７年３月２日（月）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。（４名）  

  町田 豊、當摩 彰子、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５号 東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学

校薬剤師の委嘱 

 議案第６号 東村山市スポーツ推進委員の委嘱 

 議案第７号 東村山市立公民館複写機の利用に関する規則等

の一部を改正する規則 

 議案第８号 東村山市文化財の指定に係る答申 

 議案第９号 東村山市文化財調査員の委嘱 

 

報告事項 

①３月定例市議会について（教育部長） 

②新教育委員会制度に伴う３月定例市議会条例提案について（庶

務課） 

③卒業式及び入学式の出席及び告辞について（庶務課） 
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④平成２６年度東村山市教育研究会研究発表会について（指導

室） 

⑤平成２６年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期募集にお

ける合格者発表後の進路決定者及び未決定者について（指導

室） 

⑥第３回いじめにかかわる実態調査の結果について（指導室） 

⑦平成２７年度指導室主管事業について（指導室） 

⑧平成２７年度市教委定例訪問について（指導室） 

⑨平成２７年度学校周年行事について（指導室） 

⑩教職員の研修等について（指導室） 

⑪教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑫スーパードッジボール大会について（社会教育課） 

⑬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３回東村山市教育委員会を

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。

よろしくお願いいたします。 

○田中庶務課長 本日、吉村委員が会議を欠席となっておりますが、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項により過半数

の委員の出席が確保されておりますので、本委員会が成立することを

御報告させていただきます。 

  また、本日の定例会でございますが、傍聴希望者が５名いらっしゃ

いますので、傍聴の許可についてお諮りいただきたいと思います。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。許可をしたいと思

いますが、皆様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３２分 休憩 

 

午前 ９時３３分 再開 
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○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、御了承をお願いしたいと思い

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５号、東村山市立小・中学校医、学校歯科医、学校薬剤師の

委嘱についてお願いします。 

○佐藤学務課長 議案第５号、東村山市立小・中学校学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の委嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２７年３月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱。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を得たい。 

  説明、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱期間が平成２７年

３月３１日で満了するため、本案を提出するものであります。 

  補足説明です。学校医等の推薦を東村山市歯科医、東村山市歯科医

師会、東村山市薬剤師会より別紙のとおりいただきました。校医退任

される先生と新任の先生は内科医につきましては、北山小学校が平澤

一則先生から、新任で村上綾子先生に、東村山第三中学校の渡辺治先

生が退任され、平澤一則先生へ、東村山第七中学校の栗須慧太郎先生

から栗須崇先生となります。 

薬剤師につきましては、回田小学校の神山麗子先生が退任され、新

任で浅沼直子先生、南台小学校の菅野俊子先生が退任され、黒沼薫先

生になります。 

眼科医、耳鼻科医、歯科医につきましては、変更ございません。 

委嘱期間につきましては、平成２７年４月１日より平成２９年３月

３１日までとさせていただきます。 

以上、御審議の上、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 ただいま説明が終わりましたけれども、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 これはそれぞれの先生方の御尽力で成り立っている大切な

ことですので、このまま継続させていただきたいと思います。 

○町田委員長 そのような意見が出ましたが、よろしいでしょうか。こ
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の全員推薦された方ということで、すばらしい先生ばかりだと思いま

す。 

では、採決をとりたいと思います。よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 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、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

続いて、議案第６号、東村山市スポーツ推進委員の委嘱について、

お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第６号、東村山市スポーツ推進委員の委

嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年３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

ツ推進委員の委嘱。東村山市スポーツ推進委員に関する規則（昭和３

７年東村山市教育委員会規則第２号）第４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、現スポーツ推進委員の欠員補充に伴い、本案を提出するもの

であります。 

補足説明をさせていただきます。１５ページを御覧ください。 

名簿の上段にございます新任候補、吉田裕氏でございますが、現在、

萩山町にお住まいで、高齢者住宅サービスセンター、白十字八国苑に

勤務されておりまして、萩山町体力つくり推進委員会の方から推薦さ

れた方でございます。また、ラジオ体操連盟公認２級ラジオ体操指導

士の資格も有しておりまして、東萩山小学校において地域の方々と毎

朝ラジオ体操を行い、地域におけるコミュニティの醸成や健康保持増

進にも御尽力をいただいているところでございます。 

吉田氏の地元であります萩山町体力つくり推進委員会では、委員の

欠員により担当のスポーツ推進委員が配置されていない状況でござい

ますので、御可決をいただければ地域の方のための新たな力としてそ

の指導力を発揮していただけるものと考えております。 

現在、２７期の任期途中ということではございますけれども、本件、

スポーツ推進委員の委嘱につきまして御審議をいただき、御可決を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 
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○町田委員長 スポーツ推進委員の新任候補ということで、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。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 スポーツ推進委員は活動を見させていただくととても大

変で、なかなか候補者が現れない中で、途中からですけれども１人増

えるというのは大変良いのではないかと思います。今、御説明をいた

だきましたように、いろいろと地元で活躍されている方ということで

安心しました。 

では、御意見等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、第６号につきましては原案どお

り可決いたしました。 

次に議案第７号、東村山市立公民館複写機の利用に関する規則等の

一部を改正する規則について、お願いします。 

○前田公民館長 議案第７号、東村山市立公民館複写機の利用に関する

規則等の一部を改正する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提

出する。平成２７年３月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育

長、森純。東村山市立公民館複写機の利用に関する規則等の一部を改

正する規則。東村山市立公民館複写機の利用に関する（平成１２年教

育委員会規則第８号）及び東村山市立図書館資料複写取扱規則（平成

元年東村山市教育委員会規則第６号）東村山ふるさと歴史館複写機等

の利用に関する規則（平成１８年教育委員会規則第１１号）の一部を

改正することに議決を得たい。 

  提出理由を説明いたします。東村山市立公民館複写機の利用に関す

る規則第７条において、教育部公民館の金銭出納員は月末に徴収費用

を集計し、会計管理者に納入しなければならないとなっています。公

民館におきましては、中央と地区館の徴収費用額、職員人数等に違い

があるため、現在、中央公民館においては現金の長期にわたる保管を

行わないために、３日ごとに会計管理者に納入しております。 

  また、地区公民館においては、週締めで会計管理者に納入しており

ます。 

  このように一律的な対応ができず、条文と現状の統合性がとれない
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ため、この条文を削除いたしたく本案を提出するものであります。 

  また、複写機に関しましては、教育部内で東村山市立図書館資料複

写取扱規則第７条中に、また東村山ふるさと歴史館複写機等の利用に

関する規則第８条中に同様な条項があるため、併せて改正するもので

あります。 

  新旧対照表を御覧ください。 

東村山市立公民館複写機の利用に関する規則第７条を削除し、第８

条を第７条とします。東村山市立図書館資料複写取扱規則第７条を削

除し、第８条を７条とします。また、東村山ふるさと歴史館複写機等

の利用に関する規則第８条を削除し、第９条を第８条といたします。

東村山市会計事務規則第１９条を同一科目で日々調停するものについ

ては、会計管理者への報告は毎週分、毎月分を取りまとめ通知できる

という規則に沿い、各所管の公金管理マニュアルに従い実施しており

ます。 

御審議の上、御可決賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

○町田委員長 公民館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。 

○森教育長 公金管理の問題では統一して、現金を手元に置いておく期

間は短いほうが良いだろうとは思いますが、このことによって職員の

負担が大きくなってしまうなどの問題点は特にありませんか。 

○前田公民館長 各所管、全ての職員に確認し、この方法がやりやすい

とのことです。以前は１カ月ごとという規則になっていましたが、１

か月も現金を保管するよりも、３日ごと又は１週間ごとに会計管理者

に渡せて、スムーズに事務処理が進められるほうが良いとのことでし

た。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。ほかに御意見等ございますでしょ

うか。 

○肥沼教育部次長 補足説明ですけれども、これは法務課とも相談をさ

せていただきまして、本来、徴収金額に関しては速やかに納入するこ

とは当たり前のことだということで、毎月末に徴収費用を集計しとい

う文言を外しまして、公金管理マニュアルに書かれておりますとおり、

基本的に徴収されたものは速やかに会計へ持っていくという形で統一

させていただくという趣旨でございます。 
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以上です。 

○町田委員長 分かりました。 

  他に御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

確認ですけれども、これを削除し、公金管理マニュアルを使っての

対応ということでよろしいですね。 

○肥沼教育部次長 はい。 

○町田委員長 分かりました。 

では、ほかに御意見、御質問はないようですので、採決をとりたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 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、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

続きまして、議案第８号、東村山市文化財の指定に係る答申につい

てお願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第８号、東村山市文化財の指定に係る答

申。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年３月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化財

の指定に係る答申。平成２６年１２月５日付で、東村山市文化財保護

審議会に対して諮問した東村山市文化財の指定について答申を受ける

ものでございます。 

  説明、諏訪神社本殿の市文化財指定について、本案を提出するもの

であります。 

別紙の答申を御覧いただきたいと思います。 

平成２７年１月１８日付の東村山市文化財の指定に係る答申につき

まして、東村山市文化財保護審議会をもって、東村山市教育委員会に

提出いたします。 

平成２６年１２月５日付で東村山市教育委員会から東村山市文化財

保護審議会に諮問がなされた件につきまして、下記のとおり答申いた

します。 

１、答申事項、諏訪神社本殿の市文化財指定について。２、答申内

容等、一間社流造の見世棚造で、板葺の建物は稀有な例である。棟札

等は発見されていないが、その様式から江戸時代初期の建築と推定で
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きる。小振りな社ではあるが、蟇股に鎌を交差させた絵様が彫られて

いるなど、珍しい意匠も施されている。よって、諏訪神社本殿は学術

的価値が高く、市の歴史上重要なものであることから、東村山市文化

財指定基準の「一 市有形文化財 １建造物 （２）歴史的又は学術

的価値の高いもの （３）東村山市の歴史又は地域的特色において貴

重なもの」に相当し、東村山市有形文化財に妥当である。 

つきましては、上記の答申概要におきまして、どうぞよろしく御審

議の上、御可決賜りますよう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 ふるさと歴史館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 この答申を頂戴して、市の文化財になって市民の財産とし

て考えられるようになることはとてもうれしいと思います。先だって

イスラム国が大切な遺跡を破壊しているという非常に悲しいことがあ

りましたが、文化財を残して、継承するのにふさわしいものだという

ことをきちんと考え、決めて、そして守っていくことは大切だと思っ

ています。 

一つお願いでございますが、市にはすばらしい市の指定の文化財が

ございますので、ぜひ小・中学生にいろいろな機会を作って、こうし

た市の財産を共有してもらえるように考えていただきたいと思います。 

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。よろし

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 本当に諏訪神社の本殿がすばらしいものだということが

ここで証明されますので、これからも文化財の保護をお願いしたいと

思います。 

では、御意見、御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、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

続きまして、議案第９号、東村山市文化財調査員の委嘱について、

お願いします。 
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○栗原ふるさと歴史館長 議案第９号、東村山市文化財調査員の委嘱。

上記の議案を東村山市教育委員会へ提出する。平成２７年３月２日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化財調査

員の委嘱。東村山市文化財調査員設置等に関する規則（昭和４８年東

村山市教育委員会規則第３号）第３条の規定により、別紙のとおり東

村山市文化財調査員を委嘱することに議決を得たい。 

説明、文化財調査員について平成２７年度も引き続き委嘱を行うた

め、本案を提出するものでございます。 

補足説明をいたします。次ページを御覧ください。 

東村山市文化財調査員の任期につきましては、平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日の１年間となります。林寿子氏と山本菜摘

氏は２人とも再任でございます。 

始めに林氏の業務につきましては、歴史資料である近世文書に関す

る専門知識を有する調査員として目録作成作業を行っていきます。市

内の近世や近代の文書資料を所蔵している方から資料を借用し、それ

がどのようなものであるかを整理し、具体的には１点１点の文書資料

を解読して、題名、目次を付け、中性紙封筒に入れて保存していきま

す。文書資料に関する知識や経験が豊富な林氏を、文化財調査員とし

て委嘱したくよろしくお願いいたします。 

次に、山本氏の業務でございますが、民俗資料に関する専門知識を

有する調査員として、ふるさと歴史館が収蔵及び保管している資料の

データベースの校正と入力作業を行ってまいります。具体的には、デ

ータベース上でリンクを張っている１点１点の館蔵資料と撮影画像を

照合し、整理いたします。民俗資料に関する知識や整理の経験が豊富

で、コンピュータ上の作業もできる山本氏を文化財調査員として委嘱

したく、よろしくお願いいたします。 

どうぞ、両名の委嘱につきまして御審議の上、御可決賜りますよう

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 ただいま、ふるさと歴史館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。よろし

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 今、再任のための理由ということで、作業の話をしてい
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ただきました。２名とも引き続き委嘱するということで、特に問題な

いと思います。 

では、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。 

以上で予定されていました審議は全て終了いたします。 

それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

①  ３月定例市議会についてお願いします。 

○曽我教育部長 それでは、３月定例市議会の代表質問、一般質問、予

算特別委員会等につきまして少し御報告をさせていただきたいと思い

ます。 

会期は２月２６日、先週の木曜日から始まっております。２７日に

は代表質問がございまして、市長、教育長から代表質問の答弁をさせ

ていただきました。代表質問につきましては、４月から始まります教

育委員会制度改革についての質問、また、小学校通学路上にに備えつ

けていきたい防犯カメラの設置の問題、そして、スクールソーシャル

ワーカーの配置についてでございました。内容につきましては、予算

の際に説明をさせていただいたとおりですので、答弁もそのような前

向きな答弁をさせていただきました。 

そして、明日から一般質問がございまして、３日、４日、５日の３

日間で議員の質問を受けます。お手元に資料を配付させていただきま

した一般質問通告書を御覧いただきたいと思います。 

教育委員会といたしましても、１０人の議員から質問をいただきま

した。まず２４番議員につきましては、学校図書館の充実に向けてと

いうことで、学校図書館の専任司書の関係、配置におけるその効果と

検証等の質問でございます。また、子ども貧困対策にどう取り組むの

かという質問をいただいております。こちらつきましては、スクール

ソーシャルワーカーを配置していくことと関連しての質問ですので、

配置に向けた方向性を説明させていただければと思っております。 

また、２３番議員につきましては、教育委員会制度改革で東村山の

教育はどうよくなるかということでございますけれども、こちらにつ

きましては、教育委員会制度の内容等も含めて説明をさせていただき

たいと思います。 
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また２番の未来を担う子供たちが健やかに育つ社会をみんなでとい

う質問につきましては、経済的に少し難を抱えている子供の取り扱い

についてということで、これもスクールソーシャルワーカーとの関連

が出てくると思いますので、丁寧に説明をさせていただきたいと思い

ます。 

２０番議員につきましては、学校のＬＥＤ化ということですので、

今までのＬＥＤ化の進捗状況、また今後の考え方を説明させていただ

きたいと思っております。 

１８番議員につきましては、いじめ防止等のための基本的な方針と

いうことで、学校の基本方針、教育委員会の基本方針が策定されてい

ますので、その内容、また、いじめが起きたときの調査委員会等の質

問が出ておりますので、ここも丁寧に説明をさせていただきたいと思

います。 

１７番議員につきましては、学校でのアレルギー対策、どのように

アレルギー対策を進めているかという質問ですので、こちらにつきま

しては食物アレルギー対応指針がこの３月に教育委員会での策定が終

了いたしますので、その内容を含めて説明をさせていただきたいと思

っております。 

１６番議員につきましては、安全教育の更なる充実で、震災等を含

めた安全対策はどうかということですので、これは以前にも答弁をし

ておりまして、同じような答弁になるかと思っております。 

２番につきましても、東村山市特別支援教育第三次実施計画につい

てでございまして、この第三次の内容につきましては進捗状況等につ

いて説明をさせていただきたいと思っております。 

１４番議員、２番のこれからのスポーツ行政ということで、東村山

市における今までのスポーツのレガシー等の説明を含めて、今後のス

ポーツ行政の在り方を説明させていただければと思っております。 

１２番議員、教育委員会の会議録公表についてということで、前回

の議会終了後に教育委員会で説明をさせていただきましたとおり、こ

の教育委員会の会議録の公表の仕方ということですので、なるべく前

向きな答弁にさせていただきたいと思っております。 

次に、９番議員でございますけれども、化成小学校の水はけが悪い

校庭の改良ということで、以前からこの化成小学校につきましては、

どうしてもグラウンドがこの時期霜等で体育の授業に支障を来してい
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るということですので、どのように対策をしていくかということの答

弁をさせていただきたいと思います。これは庶務課を中心に検討をし

ておりますので、他府県の状況等も含めて説明をさせていただければ

と思います。今は大分覆土する土等も改善されておりますので、そち

らもできれば資料に基づいて説明ができればと思っております。 

最後の２番議員でございますけれども、発達支援センターを自分ら

しく生きる支援の場とさせようということで、平成２７年４月から教

育委員会と子ども家庭部で連携をさせていただきながら、幼児相談室

と教育相談室の一本化を進めることにつきまして説明をさせていただ

きたいと思います。 

以上、１０人の議員から質問を受けております。また後日の議会等

を含めて答弁の内容を説明させていただければと思っておりますので

よろしくお願いします。 

私からは以上です。 

○町田委員長 ただいま部長より３月の定例市議会について報告をいた

だきましたけれども、何か御質問等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、次に進みます。 

続いて報告事項②新教育委員会制度に伴う３月定例市議会条例提案

についてお願いします。 

○田中庶務課長 報告事項②と③は庶務課より続けて御報告をさせてい

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。 

○田中庶務課長 それでは、最初に②新教育委員会制度に伴う３月定例

市議会の条例提案でございます。 

既に御承知おきのとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律が平成２６年６月に公布をされました。本年

４月１日の施行に伴いまして、関係する条例を本議会に提案するもの

でございます。 

今回の議会に提案をさせていただくものは２件ございます。 

１件につきましては、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例。こちらについては複数の案件にまた

がりますので、人事課での提案となります。 
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それからもう１件が、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例。こちらにつきましては、現在、教育長が

教育委員としての非常勤の身分と、教育長という常勤の身分をあわせ

もっておりますが、今改正に伴いまして、常勤の特別職に一本化され

るため改正を行うということで提案をさせていただくものでございま

す。 

こちらにつきましては、常任委員会での対応となりますので、よろ

しくお願いいたします。 

続きまして③卒業式及び入学式の出席及び告辞についてでございま

す。 

前回、案をお示しさせていただきまして、御指摘いただいた内容等

については校正をさせていただいた上で、印刷をかけさせていただき

たいと考えております。 

１枚目は割り振りになっておりますが、各委員の皆様方も御担当の

学校につきまして御予定をしていただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

なお、入学式につきましては、４月以降になりますので、人事異動

等がありました場合には、新しい職の方に御対応をいただく予定でお

りますので、その旨を御承知おきいただければと思います。 

庶務課からは以上でございます。 

○町田委員長 庶務課より２件の報告がございましたけども、この件に

関しまして御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。卒業式、入学式の件ということもあり

ましたけれども、よく御確認をいただきたいと思います。 

では、次に進みます。 

報告事項④平成２６年度東村山市教育研究会研究発表会についてお

願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項④から⑪までをまとめて御報告をさせて

いただきます。 

まず④平成２６年度東村山市教育研究会研究発表会についてでござ

います。本研究発表会は２月１８日水曜日に中央公民館ホールで行わ

れました。児童文化部会、中学校英語部会、中学校国語部会の３部会

による実践報告、そして、そのほか２６の部会も含めた紙上報告がさ
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れました。当日は御来賓の方々も含め、４６９名の御参加をいただき

まして、次年度の各学校における教育活動に大変参考となる報告がな

されました。 

報告事項⑤平成２６年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期募

集における合格者発表後の進路決定者及び未決定者についてでござい

ます。 

ここには未定と書かせていただいております。本日が都立高校の一

次分割前期の合格発表日となっておりまして、現段階では未定となっ

ております。この後、明らかになってくるということになります。 

本年度は１月１０日現在ですが、１，２２８名の中学校３年生が進

路選択を行っているということになります。進路の状況につきまして

は、また３月の臨時会で御報告をさせていただきたいと考えておりま

す。 

報告事項⑥第３回いじめにかかわる実態調査の結果についてでござ

います。資料１を御用意いたしましたので御覧ください。 

小学校のものと中学校のものがそれぞれ別様に印刷をしてあります。

第３回の報告件数につきましては、第２回に比べまして減少しており

ます。保護者や地域に対していじめ防止への取組に対する理解、啓発

が進んできたこともありまして、これまでの調査に比べましていじめ

認識の端緒別の内訳で、保護者からの訴えといったものの割合が増え

てまいりました。また、教員の意識向上も図られたことから、小学校

では学級担任による早期発見も多くの割合を占めてございます。件数

そのものは少なくなっておりますが、占める割合としてはそのような

ものが多くなっている傾向にあります。 

中学校ではアンケート調査による発見の割合が多くなったという結

果になっております。 

いずれにいたしましても、学級担任に限らず、誰にでも相談できる

ように複数の相談窓口を常設したり、子供との良好な関係を築いたり

すること、このような相談しやすい環境づくりが今後も求められるこ

とになります。校長会、副校長会などを通じましてこの結果を知らせ

るとともに、次年度の各学校のいじめ防止基本方針への見直しの材料

として本結果を活用していただこうと考えております。 

報告事項⑦平成２７年度指導室主管事業についてでございます。 

平成２７年度の指導室年間事業計画の第４版を資料の２として御用
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意させていただきました。新たに加わった点といたしましては、後程

御案内申し上げます定例訪問の日程、それから指導主事の業務の予定

などが入れてございます。下線を引いた部分が新しく加わったものと

なります。 

次に平成２７年度、平成２８年度東村山市教育委員会研究奨励校の

取組についてでございます。 

記載させていただいたのは、平成２６年度、平成２７年度の研究を

進めていただきました２つの学校の研究発表会の予定を次第に入れさ

せていただきました。 

１校目の久米川小学校は平成２７年１１月２７日金曜日が研究発表

会の予定でございます。本校は国語科と算数科、２教科の授業を通し

ての研究となります。 

そして、もう１校が東村山第六中学校でございます。これは、平成

２８年１月２９日金曜日になります。この学校ではＯＪＴをいかに組

織的に進めるかということを研究の柱として進めておられます。両校

とも来年度の研究発表会になりますので、教育委員の皆様におかれま

してはどうぞ御予定いただければありがたいと思います。よろしくお

願い申し上げます。 

続きまして報告事項⑧平成２７年度市教委定例訪問についてでござ

います。資料の３を御用意いたしました。 

例年ですと６月に入ってからの市教育委員会定例訪問でございます

けれども、少し前倒しで５月２７日の北山小学校を皮切りに、最後が

１月２７日水曜日、東村山第一中学校を現段階では予定しております。

また、この後調整があるかもしれませんが、その折にはまた御案内申

し上げたいと考えております。どうぞ、御予定いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

報告事項⑨平成２７年度学校周年行事でございます。 

来年度、周年行事としては予定がございません。 

報告事項⑩教職員の研修等についてでございます。まず、資料４を

御覧ください。 

本日、資料４として配布させていただきましたのは、平成２７年度

の主任会・委員会・研修会の一覧表でございます。大きく変更点はご

ざいませんが、１点だけ体力つくり検討委員会のところに網かけをさ

せていただきました。実はこの体力つくり検討委員会の中からプロジ
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ェクトチームを起こしまして、東村山市の小・中学校の子供たちの体

力向上を目指す、東村山市体力向上アクティブプランというものを作

成していきたいと考えております。体力つくり検討委員会の中から管

理職の先生方、そしてプロジェクトチームの委員の皆様と共に市全体

のプラン、そして各学校におけるプランを作っていきたいと考えてい

るために網かけにしてございます。 

そのほかの点については、授業の回数や研修の内容に若干変更がご

ざいますが、全て網かけにしてございます。どうぞ御確認いただけれ

ばと思います。 

そのほかの研修会について御案内申し上げます。 

夏季の宿泊研修、次年度は初任者の先生方を対象に行いたいと考え

ています。これまでは２年次の先生方も１泊２日で御参加いただいて

おりましたけれども、次年度以降については初任者のみ２泊３日で行

いたいと思います。 

現段階では市内にあります経済産業省の研修所を予定しておりまし

たが、なかなか調整がうまくいかない点もありまして、日程も含めて

変更の可能性があるということで下線を引かせていただきました。こ

ちらの研修会場につきましては、決定次第改めて御案内申し上げます。 

夏季の集中研修、そして教育相談研修も記載をさせていただきまし

た。更には悉皆の研修でございます、東村山市立学校教員研修を次年

度は公民館の工事もありますので、明法中学校をお借りしまして、午

前、午後やっていたものを午前で全教職員にお集まりいただき、１回

で行いたいと考えております。 

内容といたしましては、学校現場で必要なコーチングの基礎スキル

という仮題ではございますけれども、コーチングに焦点を当てて、コ

ーチの先生を招へいしながら、教職員ともに学んでいきたいと考えて

おります。 

最後に報告事項⑪教職員、児童・生徒、学校の状況についてでござ

いますが、今月３月は卒業を控えて、そして進級を控えて子供たちの

節目となる年度の末、年度の初めを迎える時期になってございます。

上級学年へ進学する子供たちへの意識向上、そして、中学校３年生は

上級学校へ、そして何より小学校６年生は中学校へ進学することにな

ります。ここで小・中学校間の連携を十分に行っていただき、円滑な

接続が行えるよう、私ども指導室といたしましても指導、助言をして
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まいります。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいま指導室より④から⑪まで続けて報告いただきま

したけれども、この中で御質問等がございましたらお願いします。 

○小関委員 ２点あります。 

１つ目はいじめ問題です。いじめについてはここに所見を書いてい

ただいたように、学校が環境づくりに努力して、相談しやすくなって

いることもあるかと思います。アンケートの実施は確かに実態把握は

できますが、即ということにはなかなかなりません。今回の川崎の少

年のことも考えますと、すぐにＳＯＳを発信できるようなことも同時

に行わなければならない。もう既にカードを配ったり、すぐに電話し

たりということを行っているとは思いますが、更に緊急性を把握でき

る体制をとることを各学校に要請していただきたいということです。 

２点目は、定例訪問について、今年度、訪問の内容を少し改善して

いただいて、私もいろいろな定例訪問を行かせていただきましたが、

授業研究であったり、それからいじめについての研修であったりと非

常に多様なアプローチをしていただいたと思います。それがとても各

学校の課題に迫っていて良かったと思っておりますが、その検証がど

れぐらいできているのか、また、来年度どのように継続されるのかを

お願いします。 

○谷口統括指導主事 まず、いじめの実態の緊急的な把握、そして、常

に相談ができる窓口、環境づくりについては委員の御指摘のとおり、

今後、努めてまいりたいと思います。特に３月校長会、副校長会も控

えておりますので、そこでも私どもからお伝え申し上げたいと考えて

おります。 

それから２点目の御質問も含めてになろうかと思いますが、今年度

の定例訪問については、御指摘をいただいたとおり３つの研修を用意

いたしまして、更に希望する学校については研究授業、研究協議会を

実施いたしました。多くの学校でこの３つの研修を取り入れていただ

いたところがございましたが、この３つのうち多く占めていたのは、

いじめに関する研修でございました。 

やはり、学校がいじめ防止の基本方針を策定はしたものの、その背

景にある法令のことであったり、あるいは具体的に今後、学校が取り

組むべきことであったりといったことを全職員に対して、指導室や指
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導主事を通して話を聞きたいという御要望がございましたので、この

いじめに関するものを選ばれている学校が多くありました。 

小学校はこれまでの校内研究会を継続して行いたいという学校もご

ざいました。そういった学校につきましては、授業としての研究協議

会を実施いたしました。 

次年度につきましては、研修会の数を３つの中から選ぶということ

のスタイルは変えてございません。もちろん、授業を通しての研究協

議会を行うという御希望があれば、そちらを選んでいただくこともで

きるようにしております。 

３つの研修を変えなかった主な理由といたしましては、どちらの研

修会を選ぶか迷われていた学校もあるため、平成２６年度選んだ研修

と平成２７年度は違うものを選びたいというお声もいただいていると

ころから、研修の枠、数、そのものは変えてございません。 

以上でございます。 

○小関委員 選択肢がたくさんあることはとても良いことだと思います

し、また実施に絡んで拝見させていただきましたが、指導主事の先生

方も様々工夫をされていて、とても良かったと思っているので、ぜひ

続けてください。 

○町田委員長 ほかに御質問等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 ④の計画もとてもしっかりできて、とても良かったと思

います。お疲れさまでした。 

では、次に進みます。 

スーパードッジボール大会についてお願いします。 

○平島社会教育課長 ３月７日土曜日に第１９回スーパードッジボール

大会が行われます。午前中が３、４年生、午後が５、６年生の大会と

なっております。役員につきましては、各地区の青少年対策委員、ス

ポーツ推進委員、青少年委員の１０７人で実施されます。教育委員の

皆様にはお時間がございましたらお越しいただければ幸いでございま

す。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいまスーパードッジボール大会につきまして報告ご

ざいましたけれども、御質問等ございますでしょうか。よろしいでし
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ょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 時間があれば応援に来ていただきたいということですの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

続きまして、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。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課から報告をいたします。 

昨日、予定をしておりました第４０回のみんなで走ろう会でござい

ますが、朝６時の時点での天候やコース状態、またその後の降水確率

等を含めて予報を勘案いたしまして、体育協会と協議をした結果、中

止の判断をさせていただきました。昨年度も天候不良により中止した

経緯がございますので、今年は開催できるように準備をしておりまし

たけれども、小・中学生も参加対象になっていたこともありまして、

この狭山公園にはアップダウンがありコースでの路面不良によるけが

や、気温も低い中で参加されることによって風邪を引いてしまうなど

の可能性を考慮し、この時期の雨の中での開催については慎重に判断

させていただいたところでございます。 

結果としては２年連続中止ということになってしまいましたけれど

も、来年はぜひ開催できればと思っております。 

以上でございます。 

○町田委員長 確かに小・中学生が出るということまで考えると、昨日

は立川でマラソンやハーフマラソンがありましたが、それは大人のこ

とですので、子供のことや安全面を考えるとやむを得なかったかと思

います。これは天候ですので、本当に中止を決断するのは大変だった

と思います。 

○中澤市民スポーツ課長 １点、追加させていただきます。平成２７年

度になりますが、１２月２３日に多摩北部都市広域行政圏協議会が主

催となりまして４２．１９５キロのリレーマラソン大会を開催いたし

ます。都立小金井公園で実施すると、先日、読売新聞に記事が掲載さ

れたところでございます。当日は午前中に実施をする予定でございま

すので御報告をさせていただきます。 

以上です。 

○町田委員長 今、駅伝などは本当に盛り上がっておりますので、多く

の方が興味があり、良いことだと思います。 
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ほかはよろしいでしょうか。 

○谷口統括指導主事 中学生東京駅伝大会の結果について御報告をさせ

ていただきます。 

２月８日日曜日に味の素スタジアム、そしてその周辺で行われまし

た中学生東京駅伝大会でございますが、男子が２３位、そして女子が

９位、男女の総合として東村山市が１２位という結果になりました。

本当に寒い中ではありましたけれども、子供たち、中学生の皆さん、

選手、そして教員も含めて体調管理をしながらこれまで培ってきた成

果を十分に発揮していただいたものと思っております。 

監督やコーチの先生方にも大変お世話になりました。この場をおか

りして感謝を申し上げ、報告とさせていただきます。 

○町田委員長 中学生駅伝の報告でしたけれども、この件に関しまして

はよろしいですか。 

○曽我教育部長 非常に寒い中スタートいたしましたが、非常にすばら

しい中学生の姿を見させていただきました。女子は第１走者が３位で

戻ってきまして、第２走者が１位で戻ってきました。５０チーム中１

位ということで市長、教育長、私も非常に感動いたしました。最終的

には９位ということでしたが、生徒数から比較しますと東村山市が１

位相当の結果でございます。 

男子が少しかわいそうでしたが、寒い雨の中でのスタートとなりま

した。第１走者の子は非常に力があるということを伺っておりました

が、低体温症を発症して、ふらふらになりながら４７、４８位で戻っ

てきました。ただ、私もテントに行きまして中学生を激励いたしまし

たが、すごくチームワークが良いと感じました。 

しかし、その後だんだん追い上げて、第１５走者では１７位まで上

がりました。ただ、最終的には２３位でしたけれども、これも男子の

区市町村の生徒数で比較するとトップレベルのところでありました。 

東村山市の児童・生徒はすばらしいですね。文化でも東村山第六中

学校が演劇部で全国大会に出場し、また、東村山第二中学校も合唱で

東京都から金賞をいただいている。文化もスポーツも非常にすばらし

い生徒の姿を見させていただいておりますので、この姿も今後もずっ

と続けていけるように我々教育行政も頑張っていきたいと思います。

教育委員の皆様方も、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 本当に皆さん頑張っていて、大変盛り上がりました。寒
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い中でしたが御苦労さまでした。 

ほかはよろしいですか。 

ほかに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、定例会を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３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３０分閉会 


