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平成２７年第８回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２７年８月４日（火）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 鈴 木 賢 次 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 指導主事 髙 治 圭 吾 

教育部次長 青 木 由美子 教育支援課長 大 西 弥 生 

庶務課長 清 水 高 志 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 石 田 玲 奈 公民館長 前 田 寿美子 

 

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 

 27請願第１号 今年度採択される中学校・特別支援学級などの

教科書に関する請願 

 議案第３３号 平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係

る答申について 

 議案第３４号 東村山市スポーツ優秀選手表彰 

 

報告事項 

①平成２７年度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報告書（平成２６年度

分）について（庶務課） 

②「平成２６年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関

する調査結果」について（指導室） 

③平成２７年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査につい
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て（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑤青少対地区白州キャンプ視察について（社会教育課） 

⑥その他 

午前１０時４３分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第８回東村山市教育委員会定

例会を開催します。 

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。

よろしくお願いします。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会定例会におきまして、ただいま傍聴

の希望者が１５名申し出ておりますので、傍聴の許可についてお諮り

いたしたいと思います。 

○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、皆様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 １０時４４分 休憩 

 

午前 １０時４６分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

まず、傍聴人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。 

２７請願第１号については、教科書採択に関する内容ですので、こ

の後、教科書選定運営委員会からの答申があります。本日、結論を出

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、請願第１号の請願趣旨について、お願いします。 

○清水庶務課長 私から、２７請願第１号の請願について読ませていた

だきます。 

  ２７請願第１号、今年度採択される中学校・特別支援学級などの教

科書に関する請願。 
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  請願要旨別紙のとおり。 

  平成２７年８月４日。請願人、篠原勇。 

  東村山市教育委員長殿。 

  続きまして、請願本文を読ませていただきます。 

  ２０１５年６月３０日。東村山市教育委員会委員長、町田豊様。 

  篠原勇。 

  今年度採択される中学校・特別支援学級などの教科書に関する請願。 

  日々、東村山市の教育などのためにご尽力下さり、感謝申し上げま

す。 

  教科書採択の請願であるにも拘わらず、以下のような記述から始め

なければならないことは、子どもたちにとっても大変不幸な時代であ

ると言わざるを得ません。請願者は、その子どもたちの現在と未来に

対して、ひとりのおとなとして些かなりとも責任を感じ、当請願を提

出させて戴きました次第です。 

  「マスコミを懲らしめるには、広告料収入がなくなるのが一番」

「沖縄の歪んだ世論」「本当に沖縄の二つの新聞社は絶対につぶさな

ゃあかん」。安倍首相に近い自民党議員が自民党本部で開催した「勉

強会」での発言です。明らかに憲法違反であるのに、笑うものはいて

も止める者は誰もいなかったといいます。 

  沖縄の市民は、昨今の選挙で、米軍基地辺野古移転に反対の意志を

示しました。かつて国民を守るはずの日本軍から苛酷な被害を受け、

県内の米軍基地は、国内にある米軍基地の７０％以上をも占めていま

す。 

  平和を願う沖縄市民や世論調査を無視して安倍首相は、ほとんどの

憲法学者から「違憲」と判断された、戦争のできる《安保法制案》に

ついて、『正当性、合法性には完全に確信をもっている』と主張して

います。 

  そして安倍内閣は、教育委員会制度を改変し、教育に対する首長の

介入を強めました。さらに政治資金規正法違反で刑事告発されている

文部大臣が務める文部科学省は、国立大学法人に対してまで、教職員

養成系と人文社会系学部・大学院の廃止や改編を求める通知を出して、

介入しようとしています。報道した新聞は《大学の権力批判封じ込め

目的か》と名打ちました（6月25日東京新聞、資料添付）。 

  こうした民主主義に反し、憲法を改変しようとしている安倍首相ら
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がバックアップした教科書が検定に「合格」しました。そこには、現

行憲法の説明が明治憲法の半分程であったり、「押し付け憲法」であ

ることをことさら強調するために事実を歪曲したり、「大東亜共栄

圏」を文言を使って、東南アジアへの進攻・占領を、欧米の植民地支

配からの解放と述べたり、沖縄の人々が日本軍により「集団自決」さ

せられた事実などを隠蔽したり、「集団的自衛権の行使」の閣議決定

に対して《改憲》を誘導したり、「国民主権」とは国民ひとり一人の

ことではなく、国全体といったように歪曲しています。また、公共の

福祉とは社会秩序を守ることのように述るなど、数々の問題点があり

ます。 

  自民党は、先の衆議院選挙において、小選挙区では約２４％、比例

区に至っては１６％の獲得票で、議会議員数の６０％を獲得しました。

その内閣が今、国民の信を問うこともなく、憲法を実質改変し、その

目的のために子どもたちの教科書もあからさまに変えようとしていま

す。 

 【請願の要旨】 

  一、偏狭なナショナリズムを煽ることなく、歴史を真摯に受け止め、

日本と世界の平和をめざす教科書を選定して下さい。 

  一、教科書採択に当たっては、現場の教員の意見を尊重し、公正、

公平、公開を旨に進めて下さい。 

  以上でございます。 

○町田委員長 ２７請願第１号について読んでいただきましたので、審

議したいと思います。 

  各々考えがあると思いますので、ぜひ、御意見を出していただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○當摩委員 ただいまのこの請願の第１号を読みまして、教科書採択に

関わる市民の方々の意識が大変に高いということを改めて感じており

ます。請願の内容は、教科書の検定に関することや教科書採択に当た

って現場の先生方の意見をよく聞いてほしいといったことでした。教

科書の検定については、文部科学省が行っているわけですけれど、指

導室では、どのように考えを把握していらっしゃるかを伺わせてくだ

さい。 

○青木教育部次長 教科書検定の主な流れとしましては、申請のあった

図書について、文部科学省の常勤職員で、大学等の教職の経験がある
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教科書調査官が調査を行い、教科用図書検定調査審議会、これは先ほ

ど申し上げた教科書調査官と調査委員、毎年度、数百人が選ばれるこ

とになっておりますが、その審議会にかけられます。審議会において

は、検定基準に基づいて、適正かつ公正に審査が行われ、適切か否か

が判断されます。 

  この検定基準には、各教科共通の条件が記されており、学習指導要

領に示す事項を不足なく取り上げ、不必要なものは取り上げていない

こと、政治や宗教の扱いは公正であり、特定の政党や宗派またはその

主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはな

いこと、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところ

はないことなどの項目があります。 

  以上でございます。 

○當摩委員 つまり、そのような条件を通った図書が検定済みの教科用

図書として目録に掲載されてくるという認識でよろしいでしょうか。 

○青木教育部次長 おっしゃるとおりでございます。 

○當摩委員 そうなりますと、請願の一つ目の内容は含まれた上での検

定済み教科書となるということですよね。二つ目の現場の先生方の御

意見については、いかがでございましょうか。 

○青木教育部次長 この点につきましては、採択要綱の平成２８年度使

用教科用図書選択の方針の（５）で、教科書の採択にあたっては、従

来の研究の成果や教員及び有識者や保護者、市民の意見も反映させる

となっております。 

○町田委員長 他にございますでしょうか。 

○吉村委員 具体的には、どのような方法で、現場の先生方や保護者、

市民の意見を反映させることになるのかを確認させてください。 

○青木教育部次長 採択にあたっては、５月１１日から各学校でも調査

研究を行っております。各学校で、それぞれの教科や特別支援学級に

おいて、現場の先生方に見本本をもとに調査研究を行っていただき、

その結果を資料にまとめ、教科書調査委員会に提出していただいてお

ります。また、市民の皆様には、市内五つの図書館において、見本本

の展示を行い、アンケートを通して、御意見をいただいているところ

でございます。 

  以上です。 

○町田委員長 他にはございますでしょうか。 
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○小関委員 今、指導室長から御説明があったとおりで、今回の請願の

内容については、東村山市のいわゆる採択要綱の調査研究事項にもう

既に位置づけられていると思います。各学校の先生方や市民の皆様、

それから各委員会からの御意見や調査結果などを参考にして、公正で

公平な教科書採択を行うこと、それが私たちの責任であると改めて考

えているところです。 

  以上です。 

○町田委員長 今、各委員のお話を聞かせていただきました。当市の採

択要綱の中に提出されている請願の内容が含まれているというのが、

各委員の意見ではないかと思いますけれども、他に御意見がありまし

たら、お願いしたいと思います。 

○吉村委員 請願要旨の中に公開という言葉がありましたが、公開する

ものと公開できないものがあると思います。改めて事務局で整理して

いただくとありがたいです。 

○青木教育部次長 まず、教科書選定運営委員や調査委員の会議などは、

関係する方々への不要な圧力を避け、公平性、公正性を確保するため

に、採択まで非公開となっております。教育委員会での採択に関しま

しては、８月６日（木）の９時３０分から市役所６階にある第２委員

会室で臨時教育委員会を開催する予定です。この臨時教育委員会は、

公開いたします。教科書採択については、市民の皆様の関心も高く、

傍聴の方も人数が多くなることが予想されますから、広い会場で開催

する予定でございます。 

  以上です。 

○町田委員長 本当に多くの方が関心を示されているというのを感じま

すけれども、この機会に多くの方にぜひ見ていただくのが良いと思い

ます。ありがとうございました。 

  請願の内容について、いろいろと意見を伺っているところですけれ

ども、この請願の取り扱いについて、具体的に御意見がありましたら、

お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○當摩委員 この請願の中には、２段落目あたりから沖縄県の諸問題や

安保の法制案ですとか、それから、５段落目には憲法問題など、教科

書採択とは少し離れた説明が述べられているように捉えられます。教

育委員会としては、中立的な立場から教科書採択を行う必要がありま

すので、この請願に関しては不採択としてよろしいと私は考えており
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ますが、いかがでございますでしょうか。 

○町田委員長 今、不採択という意見がございましたが、皆様、いかが

でしょうか。 

○小関委員 今、當摩委員がおっしゃったことに重ねて、一部の教科書

を支持しないでほしいと読み取れる部分もあるように思われます。先

ほどから話が出ていますように、教科書採択に対しては、私たちは本

当に公平、そして公正でなければならないと思っています。そういう

点で、せっかくの請願ですけれども、不採択が適切かと思います。 

○町田委員長 吉村委員はいかがでしょうか。 

○吉村委員 私も同じ意見ですね。最も大切なことは、本市の採択要綱

にのっとって、厳正な教科書採択を行うことが重要であると思います。

當摩委員の御意見のとおり、本請願は、教科書採択に関する請願とし

ては、教育委員会の立場からいかがなものかと私も思います。したが

いまして、不採択でいいのではないかと私は思います。 

○町田委員長 わかりました。 

○森教育長 委員皆様のお話にありましたとおり、小・中学校の児童・

生徒が使用する教科書の採択にあたりましては、公平・公正が非常に

大切だと思っております。よって、結論といたしましては、不採択が

適切ではないかと考えております。 

○町田委員長 請願の取り扱いについて、各委員からの御意見を伺いま

した。いずれも不採択という御意見でございました。 

  他に意見等がないようでしたら、採決を採りたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、ただいまの２７請願第１号を不採択にしたい

と思いますけれども、賛成の方の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、２７請願第１号を不採択といた

します。 

  それでは、次に進みます。 

  次に、議案第３３号、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・

中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る答申について、お

願いします。 

○青木教育部次長 議案第３３号、平成２８年度使用東村山市立中学校
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及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る答申につ

いて。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年８月

４日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成２８年度

使用東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調

査・研究に係る答申について。東村山市立中学校で平成２８年度から

使用する教科用図書及び小・中学校特別支援学級で平成２８年度に使

用する教科用図書を選定するため、教科書選定運営委員会からの調

査・研究に関する答申について議決を得たい。説明、平成２８年度か

ら使用する東村山市立中学校の教科用図書及び平成２８年度に使用す

る東村山市立小・中学校特別支援学級の教科用図書の調査・研究につ

いて、平成２７年５月２５日に、教育委員会より教科書選定運営委員

会に諮問いたしました。その後、７月２２日に行われた第２回教科書

選定運営委員会において、調査・研究の結果が資料としてまとめられ

ました。そこで、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の採択のため、答申として、本案を提出する

ものでございます。 

  ここで、答申までの経過及びまとまりました調査・研究報告などに

ついて、御説明いたします。 

  初めに、答申までの経過ですが、平成２７年５月１日に開催されま

した教育委員会において、第２２号議案として提出させていただきま

した、平成２８年度使用東村山市立中学校及び小・中学校特別支援学

級教科用図書の採択要綱を決定していただきました。その要綱に基づ

きまして、５月２５日に第１回教科書選定運営委員会を開催し、その

際に、中学校の教科用図書につきましては、見本本が届いている全て

の教科書について、調査・研究を行うこと、学習指導要領の目標等を

踏まえて、内容や構成、分量、表現、表記などの７項目について、調

査・研究を行うことをお願いいたしました。また、小・中学校特別支

援学級の教科書につきましては、学習指導要領の目標等を踏まえ、障

害種別や児童・生徒の実態等を考慮して、文部科学省著作教科書や学

校教育法附則第９条による教科書について、中学校教科用図書と同様

に、内容や構成、分量、表現、表記などについて、調査・研究を行う

ことをお願いいたしました。 

  基本的な方針といたしましては、それぞれの教科書の内容や特徴等

について調査・研究を行い、次に挙げる７点について、調査・研究資
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料を作成していただきました。 

  １点目は、学習指導要領の目標等を踏まえ、東村山市立中学校及び

小・中学校特別支援学級に在籍している児童・生徒の実態に合った内

容であるかどうか。２点目は、基礎的・基本的な内容の定着を助ける

構成や分量であるかどうか。３点目は、児童・生徒の発達段階を考慮

したわかりやすい表現や表記がなされているかどうか。４点目は、使

用上の便宜として、児童・生徒が使いやすい工夫がなされているかど

うか。５点目は、学習指導要領の目標を踏まえ、基礎的・基本的な知

識や技能の習得と活用が工夫されているか。また、言語活動を取り入

れた工夫がされているかどうか。６点目は、各教科との関連や小学校

との関連が図られているかどうか。また、特別支援教育に対する配慮

がなされているかどうか。最後に７点目は、その他教科の特性に基づ

き、特筆すべき事項があるかどうかといった点についてです。 

  なお、教科書選定運営委員会は、委員長１名、各教科等教科書調査

委員長１０名のほか、公正・中立を確保し、開かれた教科書採択を行

うために、有識者２名、保護者代表２名の方々に加わっていただき、

１５名で構成しました。 

  ５月２５日の教科書選定運営委員会の開催後に、第１回の教科書調

査委員会を開催し、調査・研究の内容及び進め方について、教育委員

会として説明いたしました。それを受けて、各調査委員会は、６月３

０日までの間に分科会を開催し、調査・研究を行っていただきました。  

  また、６月１日から７月２日までの期間、本市の市立図書館全館で

見本本を展示いたしました。展示期間中には、市民の方々から直接御

意見をいただけるよう、図書館全館にアンケート箱を設置したところ、

２７３件の御意見をいただきました。その内容につきましては、全て

のアンケートの写しを本日ご用意しております。 

  ７月２２日には、第２回教科書選定運営委員会を開催し、各調査委

員長から調査・研究に基づいて協議し、答申及び調査・研究報告を作

成していただきました。 

  説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 この件に関しまして、御意見・御質問ございますでしょ

うか。 

  答申に対しまして、よろしいでしょうか。 

（ はい ） 
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○町田委員長 大変丁寧にまとめていただいたということで、大変感謝

しております。 

  では、特に意見がないようでしたら、採決を採りたいと思います。

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、議案第３３号につきましては、

原案どおり可決いたします。 

  次に、議案第３４号、東村山市スポーツ優秀選手表彰について、お

願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第３４号、東村山市スポーツ優秀選手表

彰。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年８月４

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

ツ優秀選手表彰。東村山市におけるスポーツ優秀選手の表彰者につい

て、別紙のとおり決定することについて議決を得たい。説明、東村山

市スポーツ優秀選手表彰審査委員会において選出した各種大会成績優

秀者を表彰するため、本案を提出するものであります。 

  平成２７年度の東村山市スポーツ優秀選手表彰は、各種スポーツ大

会において、当該選定基準に定める成績を収め、東村山市のスポーツ

の振興に貢献した市内在住・在勤・在学の個人及び団体に対し、来る

９月６日（日）に開催予定の市民体育大会総合開会式におきまして、

その栄誉をたたえ、表彰するとともに、広く市民の皆様に周知するも

のでございます。 

  候補者の推薦については、市報７月１日号で一般市民へ周知すると

ともに、同じく７月上旬に公立、私立の小・中学校及び高等学校へ文

書により推薦の御案内をさせていただいたところ、個人競技、団体競

技併せて４１の推薦がございました。７月１５日の推薦締め切りの後、

去る７月２１日にスポーツ優秀選手表彰審査委員会を開催し、推薦さ

れた方々について、選定基準に基づき、審査をいたしました。 

  まず、市長表彰でございます。こちらに関しましては、オリンピッ

クや世界選手権、ユニバーシアード等の世界大会に出場した方が表彰

の対象に該当するもので、審査委員会におきまして審議した結果、こ

こに記載の２名の方が承認されたということでございます。なお、荒

井大地さんにつきましては、出場大会が二つ記載されておりますけれ

ども、こちらの（１）のグラススキージュニア世界選手権が市長の表
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彰に該当するとして、市長賞に承認されたところでございます。 

  次は教育委員会表彰でございます。２２の個人・団体に対し、表彰

することについて審議し、承認をされたところでございます。 

  最終的に市長表彰が２、教育長表彰が２２、体育協会表彰が１１の

個人・団体が表彰の対象として承認されたところでございます。 

  また、最後の六つの個人・団体につきましては、推薦をいただきま

したが、選考基準に該当しないということ、また、昨年、同じ大会で、

既に表彰されていたところが、間違えて、また同じ大会を推薦してこ

られたということでございまして、この六つの個人・団体につきまし

ては、残念ながら却下になっております。 

  なお、この審査会後から９月６日の市民総合体育大会の開会式まで

の間に表彰の対象となる成績を残された選手について推薦が上がって

きた場合などにつきましては、審査基準の第６条の規定に基づきまし

て、市長あるいは教育長の一任により、処理する形で対応させていた

だきたいと考えております。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○町田委員長 市民スポーツ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。いかがでしょ

うか。 

○吉村委員 皆様素晴らしい選手で、東村山市としてはこれからも期待

しております。その誇らしい成績を上げた人たちに対し、推薦者で気

になる方がいました。これが校長先生や、それぞれのスポーツ連盟の

方の推薦であれば、非常に筋が通るのですけれども、お父さんかお母

さんと思われる方が、推薦者のところにあります。もし、推薦者がお

父さんで、水泳選手の場合であれば、水泳連盟を通すとか、推薦者と

連名にするとか、団体を通して推薦してあげるほうが、より良い選手

を多くの人に知らせるために重要ではないだろうかと思うのですが、

そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 今、吉村委員が御指摘のとおり、推薦者につ

いては、親御さんであったり、学校の先生であったりというような現

状で今やっております。今、御意見いただいた件につきましては、毎

年、選考委員会を開催いたしますので、選考委員会の際に、教育委員

会からそういった御意見があったということでお伝えをして、推薦人
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を、今言われたとおり、何か連盟なり、そういう団体を通して推薦を

していただくような形にするのかということについても、審査会の中

で議論をしていきたいと思います。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 ぜひ、そうしてもらえたらと思います。 

○町田委員長 私もそう思います。たとえ、推薦者が保護者であったり

しても、何かしらの連盟なり所属があるわけですから、ぜひ、次回か

らその点を注意してもらって頂ければ良いのかなと私も思います。 

○森教育長 確認させていただきたいのですが、ここに選ばれている選

手は、昨年の総合開会式以降からこの間の審査会までの間に入賞なり

出場した方々が載っているという理解でよろしいでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 選考基準上では、昨年の８月から本年の７月

までの間が基準になっております。ただし、今、インターハイのシー

ズンであったり、市町村大会も７月にあったり、今回、甲子園が８月

にある中で、例えば、小学６年生や中学３年生の児童・生徒が、該当

した場合に、来年に回してしまうと、卒業してしまい、連絡先がつか

めなくなる場合がありますので、そういった方については、前倒しと

いうか、もう期限は過ぎてしまっておりますけれども、教育長、市長

の一任ということで、本来は翌年に申請するところですが、そのよう

な事情がある場合等については、その年に入れてしまうこともありま

す。 

○森教育長 だから、去年も出して今年も出すというようなことが生じ

てしまうという理解ですが、よろしいですかね。 

○中澤市民スポーツ課長 今、教育長がおっしゃったのは、相撲大会に

おける羽出山さんのことと思いますが、これはもう単純に去年申請し

て、表彰されたのです。おっしゃられたとおり、また今回、同じ大会

で申請したというような現象が起きてしまったということです。 

○町田委員長 他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 ないようでしたら、採決を採りたいと思います。 

  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。 
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  予定されていました審議は、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ます。 

  報告事項①平成２７年度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報告書（平成２６年度

分）について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 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いてでございますが、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２６条に基づいて行っているものでござい

ます。 

  委員の皆様のお手元には、概要版２枚と点検評価の冊子を配付させ

ていただいておりますが、今回は概要版２枚に沿いまして、雑駁では

ございますが、こちらから御説明させていただきます。 

  こちらにつきましては、平成２７年度の東村山市教育委員会の基本

方針に基づいて主要施策の点検及び評価について、このたび取りまと

めたものを御報告させていただくのでございます。 

  前回との変更点でございますが、前回までは、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

の５段階で評価しておりましたが、今回からはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段

階へと変更させていただきました。平成２７年度におきましては、主

要施策としては、９５項目について点検・評価を行いました。Ａ項目

については９項目、Ｂ評価のものについては８１項目、Ｃ評価につき

ましては４項目、Ｄ評価につきましては１項目となっております。 

  また、有識者の方からも助言をいただいているものといたしまして、

少し御紹介させていただきます。「点検・評価の構成について筋が通

っており、分かりやすい」「施策の取組状況に実施回数や参加者数な

どの実績に関する記載が大幅に増えたことを評価したい」というお言

葉をいただいております。こちらの有識者のご助言につきましては、

冊子のほうの５０ページ以降にお二方の御助言を記載させていただい

ているものでございます。 

  ただ、その一方で、御指摘もございます。教育目標、それから基本

方針、各施策、評価基準の整合性の検討・見直しは継続的に行ってい

ただきたいということ、施策の取組状況及び今後の取組の方向性の記

載内容に具体性などの工夫改善が必要だという御意見をいただいてお

ります。また、一般の方にもわかりやすいような文章、語句を使用す

るよう留意してほしいという御指摘もございました。今後も、御指摘
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をいただいた内容を踏まえて、次年度以降、さらに改善を図ってまい

りたいと考えておりますので、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 庶務課長からの説明が終わりました。 

  この報告に関しましては、ご質問等ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

○森教育長 要望をさせていただきますけれども、各課の課長をはじめ、

職員の皆様にもこれを熟読していただいて、特に有識者の方の助言の

部分を読んでいただいて、来年度以降に生かしていただければと思い

ますので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

○清水庶務課長 かしこまりました。十分に呼びかけをしていきたいと

思います。 

○町田委員長 そうですね。作成しておしまいでは話になりませんので。

これを有効に使っていただいて、更により良い方向に進めていただき

たいなと思います。 

では、次に進めます。 

  報告事項②「平成２６年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問

題に関する調査結果」について、お願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②番から④番までを続けてご報告させて

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②「平成２６年度の児童生徒

の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」から、不登校児

童・生徒の状況といじめの状況について、御報告申し上げます。 

  まず、不登校児童・生徒の状況についてですが、小学校が昨年度と

比べまして、０．１４ポイントの減少です。それから、中学校は、同

じく昨年度と比較しまして、０．４６ポイントの増加となっておりま

す。 

  次に、いじめについてですが、平成２６年度、１年間で認知された

いじめの総件数、そして解決件数を記載させていただきました。小学

校は３５件、前年度比１３件の増です。中学校は１５０件、前年度比

８３件の増となっています。小・中学校とも増加をしておりますが、

指導室といたしましては、学校だけでなく、児童・生徒、それから地

域や保護者の皆様方にもいじめ防止に関する認識が広がって、顕在化
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してきていると捉えております。 

  解決の件数ですが、小学校は、現在指導中のものはゼロ件でござい

ます。中学校に関しては、この年度末の段階で指導中のものが７件ご

ざいましたが、これは現在、７件全て一定の解決が図られております。  

  続きまして、報告事項③番、平成２７年度東村山市立学校における

いじめの実態調査についてでございます。先ほどの平成２６年度のい

じめの状況とも関連いたしますが、その後、平成２７年度に入りまし

て、４月から６月までの３カ月間のいじめの発生件数は、小学校が８

件、中学校が７１件でございます。解決の件数は、小学校２件、中学

校４５件となっておりますが、その中でも、小学校は指導中のものが

３件、中学校では指導中のものが６件ございました。これは６月末の

段階でございます。 

  現在ですが、夏季休業前には全てのこの指導中の件については、一

定の解決が図られておりまして、継続支援中となっております。この

長期休業中には、各学校がこの児童・生徒に対して、そして家庭に対

して、定期的な家庭への連絡であったり、あるいは、家庭訪問を行っ

て支援していく予定です。 

  報告事項④、教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてです。

市教育委員会の定例訪問は、９月はございません。１０月の予定を載

せてあります。委員の皆様におかれましては、御指導と御挨拶のほど、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  そして、各学校からの情報といたしまして、本日は資料１を添付さ

せていただきました。これは各種大会における児童・生徒の大会出場

状況を平成２７年７月２７日現在で、各学校から御連絡いただいたも

のでございます。全国大会に出場しているものが５件、関東大会に出

場しているものが１件でございます。種目といたしましては、柔道や

野球、ティーボール、バドミントン、水泳の運動系のほか、演劇とい

った文化系のものも１件ございました。 

  報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室より報告がございましたけれども、こちらのこと

に関しまして、質問、御意見ございますでしょうか。 

○森教育長 いじめについての報告が小・中学校とも増加をしているわ

けですが、その背景は指導室としてはどのように捉えていらっしゃい

ますか。 
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○谷口統括指導主事 昨年度、各学校がいじめ防止に関する基本方針を

策定いたしまして、授業でもいじめを取り扱ったものを実際に行った

り、あるいは教員を対象にした研修や子供たちにいじめについての話

を各学校でもしたりしました。このことから、各学校で児童・生徒た

ちにもいじめに対する認識が広がっているのだろうなと考えています。

いじめられているということを自分で言うことに一つの壁を持ってい

た子供たちが、勇気を出して、「自分がいじめられている」と、いじ

められた経験を語れるようになった、このように捉えております。 

  以上です。 

○森教育長 では、意識が子供たちも含めて、周りの大人も含めて、そ

れなりに高まってきた結果が、いじめの増加数に反映されているので

はないかと、そういう理解でよろしいですか。 

○谷口統括指導主事 現在のところ、指導室ではそのように捉えてござ

います。 

○森教育長 わかりました。 

○町田委員長 他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 今、教育長からもお話がありましたけれども、いじめに

関しては、やっぱりそうやって一人一人が意識を持つようになっても

らって、早期発見、早期解決が一番だと思います。だけど、なかなか

見えないのがいじめの難しいところだと思いますけれども、これから

もさらによろしくお願いしたいと思います。 

  では、ないようですので、次に進めます。 

  報告事項⑤、青少対地区白州キャンプの視察について、お願いいた

します。 

○平島社会教育課長 ７月２５日から８月１日まで青少対地区白州キャ

ンプが無事大きなけがもなく終了いたしました。７月２８日には、教

育委員の皆様には一日中暑い中、本当にありがとうございました。お

礼を申し上げます。 

  また、８月１９日から８月２２日の３泊４日になりますが、市主催

の「なぎさ体験塾」について、姉妹都市である新潟県柏崎市の海での

体験に行ってまいります。そのときには、町田委員長並び森教育長に

も行っていただくということで、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 白州キャンプについてのお話でしたけれども、この件に

関しましては何かありますか。 

○小関委員 行かせていただいてありがとうございました。異年齢で、

子供たちが活動していたり、それから、地域の方が本当に献身的に動

いてくださったりということで、やっぱり良いなと思ったところです

が、ずっと熊の被害の話が出ていて、私はずっと学校にいるときから

行っているのですけれども、今年初めて猿の姿を見て、熊についてと

いう問題もありますが、今後、どんどん人里に猿が出てきてとかとい

うことになると、また違う被害とかが出てきはしないかという心配が

あるのですが、その辺は、今のところはないでしょうか。 

○平島社会教育課長 まず、昨年は、ごみの集積所をきれいにして、対

応いたしました。また、夜には、ライト、ラジオをつけて熊対策とい

う形で、青少年地区対策委員会、それから市民の方には、白州山の家

にお泊まりのときには、テント泊は中止させていただいて、施設で寝

ていただくという形になっております。また、確かに熊も今年は５件

出ているのですが、近くには出ていません。ただ、熊よりもやっぱり

猿のほうが多くなってきたなというところで、猿も白州山の家の前の

道までは来るのですが、まだ敷地の中には入ってきたという報告はい

ただいていません。ですけれども、やはりそこのところの対応を考え

ていかないといけないのかなと思っております。 

  以上です。 

○町田委員長 かなりの数でしたよね。 

  バスでのレクリエーションはもう行わないと聞いたのですが、みん

などの地区も行っていなかったのですか。というのは、今まで我々が

行っていたときには、東村山から出発して白州に行くまでの間、ヤン

グリーダーが大体、バスの中でゲームをしたり歌を歌ったりするなど

のレクリエーションを行っていましたが、この間、地区の方に聞いた

ところ、もう一切椅子から立てないから行わないで、みんなで寝てき

たみたいなことをおしゃっていたのですが、そのあたりの話はどうで

すか。 

○平島社会教育課長 実際に行っているところと行っていないところが

確かにございます。やはり今、青少年地区対策委員会のほうのリーダ

ーの育成ということで、地区のリーダーの方の研修を今年どこかで開

きたいなと思っています。地域の方もやはりリーダーを育てるという
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ことで大変なところもありますし、育っているところもありますので、

青少年地区対策委員会の委員の方々と話しながらやっていきたいと思

っております。 

○町田委員長 私の聞いた理由は、今、高速道路のシートベルトを着用

しなくてはならないことから出た話なのですが、行われているところ

は行っていたりして、わかりました。ありがとうございました。 

  他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、本当お疲れさまでした。ありがとうございました。 

  その他、報告事項はありますか。 

○佐藤学務課長 特に資料はございませんが、市内業者であります株式

会社保谷納豆の市長表敬訪問及び近隣小学校への納豆寄贈についてで

す。 

  東村山市青葉町にございます炭火造りの株式会社保谷納豆様が、平

成２７年２月２８日に行われました第２０回全国納豆鑑評会において、

全国から出品されております２０４点の中から、今回の開催地である

水戸市の水戸市長賞、小粒・極小部門賞を受賞されました。納豆の本

場である水戸市で開催されたこのイベントは、全国的にも注目が集ま

る鑑評会となりまして、その中で東村山市のメーカーが水戸市長賞を

受賞されたことは、納豆発祥の地と言われる地元メーカーも驚いたと

いうことを伺っております。 

  そこで、受賞報告を兼ねまして、東村山市長へ表敬訪問を８月７日

（金）、１１時半から市長公室にて行うこととなりました。また、受

賞記念といたしまして、青葉町周辺の青葉小学校・野火止小学校にぜ

ひ納豆を食べていただきたいということで、会長から寄贈していただ

くこととなりましたので、御報告させていただきます。 

  小学校給食では、１０月５日（月）にその納豆を食する予定となっ

ております。 

  以上です。 

○町田委員長 この件に関しましては、よろしいですか。 

  保谷納豆さん。ありがとうございます。 

  他にございますか。 

○青木教育部次長 私も資料はございませんけれども、スクールソーシ

ャルワーカー事業について、簡単に御報告させていただきます。 
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  今年度は、不登校児童・生徒の支援をするために、スクールソーシ

ャルワーカー、ＳＳＷと言わせていただきますが、ＳＳＷを配置して

います。現在の進捗状況を簡単に御報告させていただきます。昨年度

までも学校から報告書の提出を求めておりましたが、もっと一人一人

の状況を教育委員会や学校が把握できるように、新たな個別の表を作

成しました。それを活用して、各学校から不登校児童・生徒の実態の

報告をいただいているところです。それを７月、８月で集計・分析し

て、支援の体制を整備しているところです。８月中に校長等と調整を

図り、９月からＳＳＷの学校訪問を開始する予定でございます。 

  以上でございます。 

○町田委員長 この件に関しまして、何かご質問ございますか。よろし

いですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

  他にございますか。 

○大西教育支援課長 私のほうも、資料は御用意させていただいており

ませんが、ゼロ歳から１８歳までの切れ目のない支援体制、幼児相談

室、教育相談室の一元化の進捗状況について、御説明のほうをさせて

いただきます。 

  これまで引き継ぎに際し、幼児相談室の理念や事業内容を理解する

こと、また、保護者の方や幼稚園、保育園など、関係機関からお話を

伺うこと、また、何を不安に思っていらっしゃるか、直接、私たちが

肌に感じることを大切に、相談事業の進め方について、各部会を通し

ながら、協議を進めてまいりました。また、昨日、８月３日には、第

２回目の切れ目のない相談支援体制準備委員会を開催し、これまでの

内容の確認、また、今後の進め方について、確認をとったところでご

ざいます。本日はその内容について、少し詳しく御報告をしたいと思

っております。 

  新しい相談支援体制で対象となる年齢、あるいは内容につきまして

は、当初から言われておりますとおり、ゼロ歳から１８歳までの子供

とその保護者、また、その関係者とさせていただいております。内容

につきましても、子供の発達、身体、言語、性格、行動、知能、学業、

進路に関することや子育ての悩みというようなあらゆる相談に対応し

ていきたいと考えております。実際に相談をお受けする中で、必要に
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応じて、関係機関との連携というものが出てくるかと思いますが、入

り口といたしまして、色々な相談を受け付けるところからスタートし

ていきたいと考えております。 

  切れ目のない相談支援体制では、継続的な相談が可能な体制をつく

るというのが一番の目的でございますので、どの年代での御相談をお

受けしても、保護者の方のニーズ、あるいは、それに応じた相談体制

をきちんと整えていきたいと考えております。 

  そのほかの事業の内容といたしましては、幼稚園、保育所、学校と

の連携です。これまでも幼児相談室、教育相談室、双方が行ってきた

分野ではございますが、さまざまな機関がそれぞれの責任において、

子供に関わってかわっていく上で必要な関係機関同士の連携を強めて

いきたいと考えております。相談室を利用されている保護者のニーズ

に沿って、各施設を訪問すること、そういうこともあれば、幼稚園や

保育所、また学校が捉えた気になるお子さんへの支援について、御相

談をお受けし、訪問していくということも今後考えております。 

  次に、子供を専門とする医師によるスーパービジョン及び診察を想

定しております。こちらも、これまで幼児相談室でも教育相談室でも

実際に行ってきた分野でございます。市民の皆様にとって身近な相談

室で安心した気持ちで医療的鑑定の提供を受けるということは、東村

山市独自の特色でございます。切れ目のない相談支援体制でも、この

点については大切にしていきたいと考えております。 

  次に障害児保育や特別支援教育に関することです。その子供が本来

持っている力を限りある条件の中で、最大限発揮してもらえるよう、

周りの大人が理にかなった方法で、一生懸命関わる。また、子供と保

護者に日々の学校や保育の場での活動に充実感を持っていただくこと、

それらを目的とするために、相談室といたしましては、障害児保育や

特別支援教育にも深くかかわっていきたいと考えております。 

  次には、福祉や教育に関する情報提供と利用までの援助を想定して

おります。障害の有無に関わらず、福祉や教育の情報を必要とし、社

会的リソースにつながる必要がある子供、また、その親子はたくさん

いると想定されております。これまでも幼児相談室、教育相談室の体

制の中でもそれぞれ行ってきた分野ではございますが、今後も子供に

関する相談体制を持つ当たり前の機能として備えていきたい機能とな

っております。 
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  その他には、早期発見、早期支援を意図した機能です。なかなか相

談室まで足が運べない保護者の方、そういう方にも少し手を差し伸べ

る必要があるということが今回の中でわかってまいりましたので、地

域の中で、相談員がアンテナを伸ばしていくということにも広げてい

きたいと考えております。具体的には、子育て広場の事業に参加をさ

せていただくというようなことも考えております。また、母子保健係

との協働のもと、また、健康診断などでの相談室のＰＲであったり、

そこでの相談というのも視野には入れてございます。 

  最後には、療育的アプローチの実施を考えております。具体的にど

ういうものが必要かというのは、まだ検討の段階ではございますが、

利用者からのニーズに対し、また、そのお子さんの力を最大限伸ばし

ていくことに対し、専門性を持って応じられるような内容を今後、検

討していきたいと考えております。 

  今後は、具体的な運用方法、また、それぞれの個別ケースの引き継

ぎを行ってまいります。今後も進捗状況につきましては、教育委員会

等の機会に御報告をさせていただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○町田委員長 この件につきまして、何かご質問ございますか。 

  今、本当にお話しいただきましたけれども、やっぱり相談を要する

お子さんが増えてきているというのは間違いありません。ただ、今、

いろんなところに手を伸ばすという中では、やはり保護者、親御さん

にしてみると、なかなか敷居が高くて、本当に相談に行ってきたほう

が良いですよと言っても、なかなか行かないというか行けない。それ

が心配だからという理由ももちろんあるんですけど、少しでも今の話

のとおり、敷居を下げてもらって、みんなが気軽に相談することによ

って、みんなが安心してというか、不安を残していると良くないです

ので、そういったところでも、良い方向にできるのではないかと思い

ます。ありがとうございました。 

  他にお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、以上で、報告事項を終了させ

ていただきます。 

  以上をもちまして、平成２７年第８回東村山市教育委員会定例会を
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閉会いたします。ありがとうございました。 

 

午前１１時４５分閉会 


