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平成２７年第４回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２７年４月３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 石 田 玲 奈 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

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。 

報告事項 

①平成２７年度教育関係予算について（教育部長） 

②東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

③平成２７年度東村山市立小・中学校教育課程の状況について

（指導室） 

④平成２７年度東村山市立小・中学校教育課程編成上の特色につ

いて（指導室） 

⑤平成２７年度市教委定例訪問等の予定について（指導室） 

⑥「東村山市版 算数基礎ドリル」について（指導室） 

⑦教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

 ・平成２７年度における市立小・中学校の研究校等 

 ・平成２７年度における習熟度別指導（少人数・習熟度別指

導）ガイドラインに則った指導の実施校 
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⑧東村山市スクールソーシャルワーカーの配置について（教育支

援課） 

⑨その他 

午前９時４５分 開会 

○町田委員長 それではただいまより、平成２７年第４回東村山市教育

委員会定例会を開催いたします。よろしくお願いします。 

  それでは、本日の署名委員を當摩委員にお願いします。   

○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する

方が８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、皆様よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、休憩いたします。 

 

午前 ９時４６分 休憩 

 

午前 ９時４７分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

初めに、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・撮影等の許可はしておりませんので、御了承いただきたいと思

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。本日は

議案がございませんので、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平成２７年度教育関係予算について、お願いします。 

○曽我教育部長 それでは、予算関係について説明をさせていただきま

す。 

その前に、３月議会が終了し、代表質問、一般質問、また、予算の

審議をしていただきました。特徴といたしましては、一般質問、予算

等では、教育委員会制度改革に伴う質問、また、平成２７年度から教

育委員会ではスクールソーシャルワーカーを設置しておりますが、そ
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の内容に関しての質問が多く出されました。 

質疑の結果、平成２７年度予算は全て承認されましたので、内容に

つきまして御説明させていただきたいと思います。 

配布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

きたいと思います。 

まず、平成２７年度予算の概要の資料に基づきまして説明させてい

ただきます。市全体の予算編成方針では、第四次総合計画の前期基本

計画の仕上げと、後期基本計画作成に向けた新たな政策内容を決める

予算とさせていただきました。 

次に、各会計予算規模でございます。一般会計が平成２７年度５２

９億２，７３０万３，０００円という今までで最大規模の予算となっ

ております。伸率が５．６％になっており、２８億１，９５８万４，

０００円の増額となっております。 

特別会計につきましては、以下、表のとおりでございまして、国民

健康保険事業特別会計の伸率は１４．９％とかなりの伸びを示してお

ります。これは高額にかかる医療費の制度が変わりまして、その負担

金が増えたことによる増となっております。 

ただ、これは増えましても歳入で入ってきますので、予算的には負

担はかかっていない予算となっております。 

それでは一般会計につきまして説明をさせていただきたいと思いま

す。 

次の歳出・款別予算額を見ていただきたいと思います。 

予算額の増額が大きいものとして、まず、３の民生費でございます。 

２７２億５，８７８万６，０００円、構成比が５１．５％で、予算

の半分以上を民生費が占めております。 

これは社会保障制度に伴いますものと、あとは福祉政策、これは主

に生活保護関係の扶助費の伸びと捉えております。 

続きまして、１０の教育費でございます。伸率で１０．５％、教育

費全体では５５億５，８８４万３，０００円でございまして、１０億

３，５７２万１，０００円の増となっております。この内容につきま

しては、後ほど説明させていただきますけれども、公民館の耐震に伴

う改修工事の伸びというふうに捉えていただければと思います。 

それでは平成２７年度の教育関係予算科目別表に基づきまして説明

をさせていただきたいと思います。 
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まず、教育総務費でございますけども、１，９８１万２，０００円

の増となっております。その内訳として、まず教育委員会費でござい

ますけども、２，９８５万円の増となっております。内容につきまし

ては、１点目としては、教育相談員１名の増、２点目としては、総合

教育会議経費、これは教育委員会制度改革によるものでございます。

３点目としては、いじめ調査委員会の経費。４点目としては、教員サ

ポーターの報酬、１，８００万円ほどの予算の移行があります。５点

目としては、通学路の防犯カメラの設置で新規に４１１万円ほど予算

措置をさせていただきました。主に以上の内容により増額となってお

ります。 

次の育英事業費につきましては、奨学金貸付事業ですので、変更は

ございません。 

続きまして、教育指導費でございますけども、１０４万７，０００

円の減となっておりますけども、これは準要保護にかかわる事務補助

員の減ということで、それが１５０万円ほど減になっていることが影

響しております。 

教育相談室費でございますけども、８９９万１，０００円の減です。

これにつきましては、先ほど説明をさせていただきましたサポーター

報酬の予算が教育委員会費のほうに移行したことによる減、また、ス

クールソーシャルワーカーを配置していくための増で、差し引きした

ことによるものです。 

次に、小学校費の予算につきまして説明いたします。 

学校管理費につきましては、学校管理を運営するための光熱水費等

を含めまして４５１万８，０００円の増となっております。 

教育振興費でございます。８，３９０万１，０００円の増となって

おります。これは学校給食費の予算の移行がございまして、主に準要

保護、要保護の給食扶助費４，６５０万円ほどがこちらの予算に移行

となっていること、また、小学校の教科書、指導書が３，１００万円

ほどプラスになったことによるものです。 

続きまして、学校保健衛生費でございますけども、２５１万１，０

００円の減となっております。内容としては、教職員の健康診断委託

料が１００万円ほどの減、その他、需用費、役務費、水質等の委託料

などの減を見込んでおります。 

次に、学校給食費でございますけども、５，４３５万９，０００円
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の減となっております。これにつきましては、先ほどご説明をさせて

いただきました教育振興費のほうに給食費の助成事業費が移行となっ

ていること、また、萩山小学校において職員１名が退職になり減とな

ったところを再任用のパートで補うこととなったことにより８００万

円の減になったことが要因となっております。 

続きまして、学校建設費でございますけども、学校管理に伴う工事

等を含めまして、トイレ改修が４校、また、水飲栓の直結給水工事等

により３億８，８０１万８，０００円の増となっているところでござ

います。 

続きまして、中学校費の予算につきまして、説明をさせていただき

ます。 

学校管理費でございますけども、これにつきましては再任用職員等

の人件費を含めまして２０５万７，０００円の増となっております。 

続きまして、教育振興費でございますけども、小学校と内容は同様

でございまして、予算移行がございました。要保護、準要保護の児童

の奨励費を移行したために、給食費の扶助費等の増で２，２００万円、

また、教育コンピュータ経費４７０万円の減などを含め、相殺いたし

まして１，５７０万６，０００円の増となったところでございます。 

続きまして、学校保健衛生費でございますけども、１１７万６，０

００円の減となっております。これも小学校とほぼ同様でございまし

て、教職員等の健康診断委託料が６０万円の減、また、需用費、役務

費、水質等の委託料などの減を見込んでおります。 

続きまして、学校建設費でございますけども、３９７万８，０００

円の増となっております。これはアスベストの調査委託料が新規で１

３０万円ほど計上させていただいたものと、学校のプールろ過器の改

修工事で新規に５１５万円を計上させていただきまして、あとは全体

的な減も含めまして相殺させていただきました。 

学校給食費でございますけども、２，３３０万６，０００円の減と

なっております。これも予算の移行がございまして、先ほどご説明を

させていただきました要保護、準要保護の給食費に係る移行による減

等を含めたところでございます。 

続きまして、社会教育費の予算につきまして、説明をさせていただ

きます。 

社会教育総務費でございますけども、９６９万円の減となっており
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ます。この減につきましては、人件費等を含めたものであります。 

あと、青少年問題対策事業費と文化財保護費につきましては、大き

な予算の乖離はございません。 

図書館費でございますけども、３７５万９，０００円の増となって

おります。これにつきましては中央図書館の老朽化がかなり進んでい

ますので耐震診断等を行うということに伴うものでございます。 

次に、公民館費でございます。教育費の今回の特色といたしまして

は、この公民館費でございまして、６億５，６９９万７，０００円の

増となっております。これはご案内のとおり、中央公民館の耐震化工

事に伴う増と空調による増、この２点だけで、４億円近くいっており

ます。なお、空調関係は予算的には３億７，０００円ほど見ておりま

す。 

あとは舞台装置等のつり物等の改修工事に６，１００万円ほど、座

席のシートを交換させていただいて、２，１００万円ほど、事務室の

カウンターの受付のところの改修工事、エレベーターの改修工事を２，

２００万円ほどそれぞれ計上させていただきました。 

教育費の増としてはかなり大きな額が公民館の増と捉えていただけ

れば結構だと思っております。 

続きまして、管外市民移設費でございますけど、これは白州山の家

の運営に伴う２２万７，０００円の増でございます。 

ふるさと歴史館費につきましても５４万５，０００円、これも歴史

館またはたいけんの里の事業運営に伴う増でございます。 

続きまして、保健体育費の予算につきまして、説明をさせていただ

きます。 

保健体育振興費でございますけども、１，０３６万５，０００円の

減となっております。これは再任用職員１名の減、また、昨年度は５

０周年の冠事業がかなり多くありました。ご存じのとおり市民体育大

会または運動会等を含めまして、その冠事業がなくなりましたのでそ

の減と、あとは体育協会の補助金１，１００万円ほどの減でございま

す。これは人件費等を含めまして精査をさせていただきました減とな

っております。 

次にスポーツセンター費でございますけども、これはスポーツセン

ター管理運営に係る予算でございまして、全体的な管理運営に伴う１

５３万３，０００円を増とさせていただいた内容でございます。 
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雑駁な説明で申しわけございませんけども、教育委員会の平成２７

年度の予算会計につきまして、説明をさせていただきました。よろし

くお願いしたいと思います。 

○町田委員長 ただいま部長より予算関係の説明をしていただきました

けれども、説明の中で何か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。 

報告事項②東村山市立小・中学校教職員の異動についてお願いし

ます。 

○青木教育部次長 それでは、資料１をごらんください。 

４月３日現在の小・中学校教員の異動の状況について御報告をいた

します。 

異動者全体の数は例年とほぼ同程度の異動でした。現在、確定して

いる転入者、２番の転入関係のところをごらんください。９２名です。

昨年度は９９名でした。 

転入者の状況としては児童・生徒数の変動により学級数の増減があ

り、新規採用教員や期限付任用教員の数がこの数日間でも変動をして

おります。３月２５日時点と比べて新規採用教員の増加が３名あり、

新規採用教員の総数が期限付任用教員と合わせて２９名となりました。 

今後の採用予定で下段のところにあるかと思いますが、小学校に１

名、中学校に３名となっております。これにつきましては、久米川小

学校、東村山第五中学校、東村山第六中学校、東村山第七中学校で学

級増や、あと補充教員が発生したことから、現在、採用予定となって

おります。この後も４月７日時点での学級増等により期限付任用教員

が増える場合がございます。指導室といたしましても、期限付任用教

員を含めた新規採用教員の研修を充実させ、児童・生徒の教科指導や

生活指導はもとより、教員自身の服務事故を起こさせないような教職

員同士のチェック体制を強化するなどの研修も盛り込みながら、指導

や助言をしてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○町田委員長 ただいまの件に関しましてご質問等はございますでしょ

うか。異動についてということで、よろしいですか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 では、次に進みます。 

報告事項③平成２７年度東村山市立小・中学校教育課程の状況につ

いてお願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項③から⑦までを続け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、まず初めに③、平成２７年度東村山市

立小・中学校教育課程の状況について、そして④の教育課程編成上の

特色について、あわせてお伝え申し上げます。 

まず、全小・中学校の教育課程の状況につきましては資料２、そし

て各学校の特色につきましては資料３をご用意させていただきました。  

全体的な傾向といたしましては、大きく学力向上と健全育成の大き

な２本の柱でそれぞれの学校が平成２７年度についても取り組んで参

ります。学力向上については、朝学習や長期休業中の補修時間の確保

を通して、子どもたちの学力を個々のニーズに合った形で少しずつ伸

ばしていくということになります。その際には、東村山市で作成いた

しました算数基礎ドリル、それから今回、本格的に活用してまいりま

す、東京ベーシックドリル、これらをあわせて学力の向上を狙ってま

いります。 

それから中学校におきましても東村山市版算数基礎ドリルを活用し

ていただいております。補習の時間などを使って数学の力、算数が数

学の基礎になりますが、学力の基礎固めをしていただけるということ

でございます。 

また、健全育成の面といたしましては、いじめ防止の取組をこの１

年間ですが、各学校が取り組んできたものがございました。これは学

校のいじめ防止基本方針を策定して、それぞれの学校の実態に合った

形で取り組んでまいりましたが、１年を通してどうであったかという

見直し、検証を年度末に行いました。 

そして、この年度の初めにそれぞれの基本方針を見直しまして、新

たな平成２７年度版の学校の基本方針を、現在、策定しているところ

でございます。 

見直しに当たりましては、全小・中学校の取組状況を指導室よりご

提示させていただきまして、他校の実践も参考にしながら、現在、策

定しております。 
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続きまして⑤、平成２７年度市教委定例訪問等の予定について、資

料４を御覧ください。 

本年度は記載のとおりの日程で進めてまいりたいと考えております。

教育委員の皆様におかれましては、本年度も御挨拶と御指導のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

この書面には記載されておりませんが、現在のところ各学校から指

導室への希望ということで、さまざま研修や研究授業についての指導、

助言をお願いしたいという依頼を受けております。概要を説明させて

いただきますと、自尊感情やいじめに関する研修を希望している学校

が全部で６校、それから家庭の教育力の向上に関する研修を希望して

いる学校が２校、授業研究を希望している学校が９校。この９校は昨

年度と大きくは変わっておりません。さらには、その他の研修といた

しまして、７校が例えば特別支援教育に関する研修であったり、学校

危機管理に関する研修であったり、こういった内容を希望しておりま

す。詳細についてはまた指導主事を各学校に事前に派遣をして、学校

長と打ち合わせをしながらこの定例訪問の内容を詰めていきたいと、

このように考えております。 

それから報告事項⑥「東村山市版 算数基礎ドリル」について、こ

ちらも資料５を用意しましたので御覧ください。 

現段階で第２冊目となります量と測定編、こちらのドリルが製本さ

れて、完成いたしました。四則計算編の次にでき上がったものでござ

います。 

そして、昨年度、図形編と数量関係編の試作版を作成しましたので、

平成２７年度はその活用と検証を行い、最終的に製本をしていくとい

うことになります。 

それと並行いたしまして、中学校版の現在数学を考えておりますが、

数学の基礎ドリルを作成するに当たり、中学校の先生方にもプロジェ

クトチームを組んでお集まりいただき、作成作業を進めていきたい、

このように予定してございます。そのことを資料５の書面にまとめて

ございます。 

最後になります。報告事項⑦、教職員、児童・生徒、学校の状況に

ついてでございます。 

まずは平成２７年度における小・中学校の研究校等の御報告をいた

します。 
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今年度が発表となる市の研究奨励校でございますが、久米川小学校

と東村山第六中学校を予定してございます。そして、本年度から始ま

る市の研究奨励校は八坂小学校と東村山第二中学校でございます。 

次に東京都の研究になりますが、オリンピック・パラリンピック教

育推進校、これがこの記載の全９校になりました。昨年度は全４校で

ございましたが、東京都教育委員会からもこの「オリンピック・パラ

リンピック教育推進校を重点的に増やしていく、そして、全都で倍の

学校に研究を行っていただく」というお話を伺っておりまして、本市

におきましては倍以上になりましたけれども、全９校の学校がこのオ

リンピック・パラリンピック教育の推進校となりました。 

なお、久米川東小学校においてはコーディネーショントレーニング

の実践研究校であり、研究開発校としての指定も受けてございます。 

それから言語能力向上拠点校は回田小学校が、これは１年間の研究

になりますが、昨年度から引き続き行います。 

そして、新規事業となります。これも都の事業ではありますが、日

本の伝統文化の良さを発信する能力・態度の育成事業に係る実施校と

いうのがございます。これが回田小学校、秋津東小学校となります。 

回田小学校は三つの研究を受ける形になりますが、回田小学校の考

えといたしましては、オリンピック・パラリンピック教育を推進する

中で、国際理解教育をこれまでの実践をもとにしながら進めていきた

い。そして、この国際理解教育の観点から日本の伝統文化の良さを改

めて子どもたちにも考えさせてみたい、その言語能力を向上させる観

点から、地域や他校への、もちろん友達へのというのもありますけれ

ども、発信していきたい、このように考えていると校長から伺ってご

ざいます。 

そして、平成２７年度における習熟度別指導、そして括弧書きでは

ございますが、少人数・習熟度別指導、ガイドラインに則った指導の

実施校、これをお伝え申し上げます。 

平成２７年度から小学校の算数の授業においては、習熟度別指導を

ガイドラインに則って行うことになります。ここでは少人数という言

葉が外れました。つまりは人数の制限よりも、習熟度別を主眼に置い

た指導をしていくということになります。 

では、そのガイドラインというのは一体どんな考え方かといいます

と、「三つの徹底を図る」となっております。一つ目が習熟の程度に
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応じた習熟度別指導の徹底、これは従前のとおりでございます。  

それから二つ目が、学年を超えてわからない箇所に立ち戻る指導の

徹底。つまりは、基礎的、基本的なことが十分に身についていなけれ

ば、前の学年の内容であってもそれをきちんと習熟させていくという

ことです。 

それから三つ目が、できる、わかるまで繰り返し指導の徹底。子ど

もたちが「できた」「わかった」というところまでしっかりと繰り返

しながら指導を行うということです。その上で小学校卒業時までに東

京ベーシックドリルを全員が達成することであったり、あるいは都の

学力向上を図るための調査の目標値をクリアすることであったり、こ

のような数値目標も設けて進められるということになります。 

さらには、その学力向上のための校内の推進体制も確立するという

ことで、平成２７年度は全小学校がこの加配を受けておりますので、

このガイドラインに則った計画を立て、現在、進めているところでご

ざいます。 

それから中学校数学も習熟度別ガイドラインに則った指導が平成２

８年度から実施校において始まります。平成２７年度は、前倒しで実

施希望の学校が記載のとおりとなります。本市の場合には全５校が記

載されておりますが、この全５校は数学でこのガイドラインに則った

加配をいただいて実施していくという学校でございます。 

それから、中学校外国語では少人数、これは具体といたしましては

２５人以内を一つの集団として進めていくという、子どもたちのコミ

ュニケーションの確実な時間の確保ということを狙っておりまして、

少人数で習熟度別の外国語活動を指導していきます。本市の場合には

その該当校はございません。 

しかしながら、外国語で加配を受けている学校は東村山第四中学校

でございます。平成２７年度においては、まだ移行措置期間でござい

ますので、平成２８年度からこのガイドラインに則った外国語教育の

体制づくりをこの１年かけて進めていくと、そのように校長からは伺

っています。 

報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室よりまとめて報告をいただきましたけども、これ

らの件につきまして何かご質問はございますでしょうか。 

○森教育長 報告事項⑦の教職員、児童・生徒、学校の状況のオリンピ
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ック・パラリンピック教育推進校ともう一つ、日本の伝統・文化の良

さを発信する能力・態度の育成事業に係る実施校がございますが、こ

の二つは言語能力向上拠点校のような研究発表は行うのでしょうか。

それとも特にそういう予定はないのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 まず、研究発表においては、オリンピック・パラ

リンピック教育の研究開発校は恐らく研究発表を行うことが指示され

ることになってくるかと思います。実施要綱にもそのように予定して

いると書かれておりました。 

それ以外の学校については各学校の希望に応じて発表を行うことに

なろうかと思いますが、基本的には最終的な報告書にまとめます。全

都のオリンピック・パラリンピック教育推進校の実践事例が冊子にな

って、最終的には都のほうから各自治体、各学校に発信されるという

流れとなります。 

それから日本の伝統文化の良さを発信するこの研究実施校につきま

しては、基本的に研究発表を行うということで要項には書かれており

ますので、新規事業ではございますけれども、この２校については、

それを今現在、予定しているというところでございます。以上でござ

います。 

○森教育長 大体わかったのですが、オリンピック・パラリンピック教

育推進校の中にある研究開発校は２年目に該当する学校ということに

なりますか。それとも指定をされるのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 教育推進校もこの研究開発校もコーディネーショ

ントレーニングの実践校も全て単年度でございます。ですので、たま

たま久米川東小学校の場合にはこれまでも続けておりましたが、研究

開発校という指定を受けたのは平成２７年度の開発校ということにな

ります。 

今年１年目に、新規で申し込んだ学校が研究開発校になることもご

ざいます。 

○森教育長 わかりました。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 私の記憶が正しいかどうかわからないですけども、オリン

ピック・パラリンピック教育推進校になると、たしか体育の授業で予

算がつきますよね。２５万円か３０万円か。それが２０２０年まで続

くと思ったのですが、単年だけなのですね。来年はつかないという可
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能性もあるわけですね。そういったことはまだわからないですかね。 

○谷口統括指導主事 この予算面では、今、１校約５０万円程度の予算

がつくということで、この内訳については講師を招聘する講師謝金で

あったり、あるいは消耗品を購入したりするものに使われるという、

使途は大体決まってございます。これはあくまでも単年度になってお

りますので、オリンピック推進校を一度指定されると、オリンピッ

ク・パラリンピックの実施の２０２０年までずっとというわけではな

くて、東京都の考えとしては、全都の、全ての学校というか、なるべ

く多くの学校にこの教育推進をしていただきたいということから、単

年度という形をとり、増やして、多くの学校で実践をしていただくと、

このような考えを持っていると伺っております。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 １校に継続して予算化されるということではなくて、その

年その年で認められた学校にはその分の予算はつきますよという理解

でよろしいですよね。 

○谷口統括指導主事 教育長お見込みのとおりでございます。 

○町田委員長 ほかによろしいでしょうか。 

○小関委員 質問というよりはお願いになりますが、算数の習熟度別指

導ですが、加配があるのはとても手厚くていいなと思っているところ

ですが、今まで算数基礎ドリルを使っていた現場ではその活用にいろ

いろな工夫があったと感じております。今度はベーシックドリルです

よね。そして、レディネステストがあって、子どもたちにも習熟度を

きちんと見極めさせて、そして立ち戻りをしていく、その方針はとて

も良いと思っておりますが、そのやり方が機械的になってしまうと、

「わかりません。」「じゃあ、前の学年に戻りましょう。」「はい、

やりましょう。」そのことで子どもの意欲がどうなるのかっていうこ

ともあるし、それから、やはりベースになるのは子ども理解だと思い

ます。それがないところで機械的に、「じゃあ、この方法でやりまし

ょう」ということで逆に算数嫌いをつくる可能性もあるわけですよね。

各学校の実態や子どもの実態ってすごく重要だと思うので、学校への

支援をぜひお願いしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 かしこまりました。 

○町田委員長 ほかにはよろしいでしょうか。いいですか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 それでは、次に進めさせてもらいます。 

続いて報告事項⑧東村山市スクールソーシャルワーカーの配置につ

いてをお願いします。 

○大西教育支援課長 東村山市スクールソーシャルワーカーの配置につ

いて、ご報告をさせていただきます。 

平成２７年度より不登校対策事業といたしまして教育支援課の教育

相談係にスクールソーシャルワーカーを配置いたしました。本日はお

手元に設置要領をお配りしてございます。私のほうからは職務等につ

いてご説明をさせていただきます。 

スクールソーシャルワーカーは不登校の未然防止、改善及び解決に

向けて、問題を抱える児童・生徒が置かれた環境への働きかけ、関係

機関等とのネットワークの構築や連携、調整、学校内における支援体

制への支援、助言、保護者、教職員などに対し相談、情報提供などを

行ってまいります。 

子どもに寄り添い、学校を中心に関係機関との連携を進めていただ

きたく、本年度は教員免許を有し、教職員としての経験が豊富な先生

を２名、また社会福祉士と臨床心理士の資格を有する者１名、計３名

で事業に当たります。 

３名の方は１日７時間、週１日から４日程度、教育支援課のほうに

事務室を構え、学校等に出向いていく形となります。 

今後は連携が想定されるこども家庭支援センターを初めとする福祉

所管との顔合わせや研修、またそのことと並行し、指導室や教育相談

室、希望学級において不登校の児童・生徒の状況の把握、各小・中学

校での聞き取りを進めてまいります。まずは一人の登校からを目指し、

不登校児童・生徒の問題解決につながるよう積極的な取り組みを進め

ていきたいと思っております。 

以上です。 

○町田委員長 説明が終わりました。この件に関しまして、ご質問はご

ざいますでしょうか。 

○森教育長 このスクールソーシャルワーカーの勤務形態についてです

が、今３人いらっしゃいますよね。そうすると、３人が同時に出てく

る日があるのか、あるいは一人ずつ来るのか、あるいは連絡調整とい

うのでしょうか、その辺りはどのような形で想定するように考えてい

らっしゃるのでしょうか。 
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○大西教育支援課長 スクールソーシャルワーカーの勤務形態につきま

しては、毎週水曜日を必ず全員がそろう日としております。そこで情

報の交換、また水曜日は教育相談員が全て出勤している日となります

ので、そこでも連携が図れるものと考えております。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 

○町田委員長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは本当に有効に機能すればいいと思います。よろ

しくお願いします。 

次に報告事項⑨その他ということになりますけど、その他の報告を

お持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○谷口統括指導主事 前回の定例会で昨年度中学３年生だった、この春

に卒業をした子どもたちの進路の様子についてご案内申し上げました

が、その後、３月３１日現在の状況報告もありますのでお伝え申し上

げます。 

進路未決定者は、当時３０名、その段階では決まっていない子ども

たちがいましたけれども、３１日現在で１５名、半分のお子さんの進

路が決まっております。 

今後は通信制の学校に通うお子さんも出てくるかと思いますので、

この１５名の子どもたちの進路については、今度も各学校と連携をと

りながら、また指導を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○町田委員長 中学３年生の進路ということでのお話でした。ご質問等

はございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 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。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、他に報告事項がないようでしたら、ここで終了さ

せていただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２７年第４回東村山市教育委員会定例会を

閉会いたします。 
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午前１０時２６分閉会 


