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平成２８年第１回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２８年１月６日（水）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。 

〇教育長及び出席委員は、下記のとおりである。（５名） 

  教育長  森 純 

  出席委員 町田 豊、吉村 正、當摩 彰子、小関 子 

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 

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 

指導主事 鈴 木 賢 次 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

      

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１号  平成２８年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方

針 

報告事項 

①教育長職務代理者の指名について（庶務課） 

②平成２８年１月からの教育活動に向けて（指導室） 

③平成２７年度いのちとこころの教育週間 

 一東村山市立小・中学校の取り組み－（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成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑥市民の集いについて（社会教育課） 

⑦市指定有形文化財 諏訪神社本殿について（ふるさと歴史館） 

⑧「なつかしい暮らしと道具たち」開催について（ふるさと歴史館） 

⑨その他 

午前９時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第１回東村山市教育委員会定例



２ 

会を開催いたします。 

それでは、本日の署名委員を當摩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。 

○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、２名の方が申し出ております。こちらについて、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。 

○森教育長 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 ） 

○森教育長 それでは、休憩いたします。 

 

午前 ９時３１分 休憩 

 

午前 ９時３２分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず最初に、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきまし

ては、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申し上げます。 

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が、年頭

ということですので、各委員より一言ずつ新年の御抱負ということで

進めさせていただきたいと思います。 

恐縮ですが、私から初めに挨拶をさせていただきたいと思います。

改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願

いしたいと思います。私は、昨年１２月議会初日に選任同意をいただ

きまして、１月４日、仕事始めの朝、市長から辞令をいただきました。

例年ですと、辞令交付に際しまして、教育委員の皆さん方にも同席を

していただくのですが、市長が教育長を選任するという理由なのか、

あるいは副市長も再任されたという理由なのかよくわからないのです

が、今回は一足早く辞令をいただいたということでございます。その

あたり、教育委員の皆様にも御理解をいただければありがたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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この１月からは、本市の教育委員会制度が始まりまして、今まで以

上に教育長、私の果たす役割が多くなるとともに責任も重くなるとい

うことで、大変身の引き締まる思いでございます。今日から町田教育

委員に替わりまして、教育委員会の進行役を務めさせていただきます

けれども、不慣れですので、慣れるまでは不手際もあるかと思います

が、よろしくお願いしたいと思います。 

新年の御挨拶ということでございますけども、今日は、新教育長と

しての思いを簡単にお話させていただきたいと思います。これまで、

私は良い管理職を１人でも多く配置できるように努力をしてきたつも

りでございますが、その理由としては、教育は人なりといわれるよう

に、良い校長のもとであれば副校長も教員も成長し、教員の資質向上

が図られ、指導体制が充実すると考えているからでございます。その

結果、子供たち一人一人が知性、感性、道徳心や体力を育むことにつ

ながるのではないかということを考えております。そのために、これ

からも良い管理職、良い教員をできるだけ多く配置できるように努め

てまいる覚悟でございます。 

また、これまでも教育改革に向け、多くの改善や制度改革が行われ

てきましたけれども、現在も特別支援教室の設置や都事務の共同実施、

いじめの防止、学力向上、不登校児童生徒への対応、幼児相談と教育

相談の一元化、小学校の英語の教科化、などなど教育委員会として対

応しなければならない課題が山積しているという現状がございます。

これらを一つ一つ着実に進めていくのが私の責務であると考えて努力

していきたいと考えているところでございます。今後３年間どこまで

やれるかわかりませんけれども、精一杯努力したいと思っております

ので、皆様の御支援、御協力をお願い申し上げて、私からの新年の挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次に、町田委員、よろしくお願いいたします。 

○町田委員 皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろし

くお願いしたいと思います。今、森教育長からお話がありましたよう

に、ここで制度が新しくなるということで、委員としてまた、今年１

年頑張らせていただこうと思います。今まで、東村山市の教育委員会

委員長の流れとしますと、委員長が終わるとそのまま、委員をやめる

から委員長が終わるのでしょうけれども、委員で残るというのは今ま

で無かったことだと思います。ですが、今回こういうような流れにな
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りまして、私としましても、もちろん委員長のときも一生懸命やりま

したが、また、今度委員の立場として、一生懸命やっていきたいなと

改めて思いました。 

自分自身のことということになりますと、自分自身の仕事の中では、

やはり幼児教育というものがあるのですけれども、昨年の新制度に移

行してからというもの、幼児教育という部分では、どうしてもいかに

預かるかというほうが強く出てきてしまいまして、本当の意味での幼

児の教育という部分についてが、決して無くなったわけではないので

すが、表向きの部分では、そのようになってきたなというのを強く思

っています。幼稚園という中での幼児教育をしている自分としまして

は、より教育という部分を強く、また、今回の方針の中にもあります

けれども、幼稚園単体というわけではなくて、その先の小・中との流

れの中で、同じ教育機関としての立場をさらにしっかりとれるような、

そんな施策をしていきたいなと、今年改めて思った次第です。ぜひそ

のように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それからまた、自分自身のことといいますと、昨年末、自宅の向か

い側の家で大きな事故がありまして、かなり自宅にも被害がありまし

た。その中で、まさに事故が起こった翌日の朝、惨状を見て、手がつ

けられないというような状況だったのですけれども、そのときに、地

域の方、また日ごろいろいろつき合いのある方たちが朝から６、７人

来ていただいて、まだ２５日ですので仕事がある中ですけれども、仕

事を休んだりあけてもらって、みんなに集まってもらいました。そし

て、１日では終わらないなと思ったような片づけも１日できれいに片

づけていただくことができました。本当に地域の方、日ごろからおつ

き合いしている方たちのそういう気持ちに、それから行動にうれしく

思いました。やはり地域があって、地域に根づいているからこのよう

に接してもらえたんだなと改めて思ったわけですけれども、そんな中

で、自分も地域のためにできることは、さらにしていきたいなと思い

ました。やはり東村山の地域に生きるということは、みんなで力を合

わせてやっていくことが何よりだと思います。それが全てかなという

ぐらい強く思ったところですので、自分でも進んでいろいろなところ

に出ていって、頑張れればなと思っております。そのようなことが今

年の１年の当初思ったことです。これから１年頑張っていきたいと思

いますので、皆様方御協力お願いしたいと思います。ありがとうござ
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いました。 

以上でございます。 

○森教育長 どうもありがとうございました。続きまして、當摩委員、

お願いいたします。 

○當摩委員 皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

今、森教育長と町田委員からのお話を伺って、私は何を話せばいい

のかと、この場になって考えているのですが、実は自分の中で、年の

暮れからお正月にかけて、教育委員会制度の新たなスタートに向けて、

一つのキーワードが頭の中をずっとめぐっていました。それは教育現

場の方々が、よく、大変好んで口にされる不易流行という言葉なので

す。やはり新制度の発足は確かに流行ではあるけれども、やはり不易

ではないかと私は捉えたいと思っています。ですから、それぞれが関

わることの関わり方というのは、制度として少し国の方針で違ったと

しても、やはり不易なものが何かということを私たちはとても大切に

して、これからもともにお仕事をさせていただかないといけないのか

なというような気持ちで、今日は実はここに参りました。それで、そ

う考えたときに、では流行とは何だろうと思うのです。その流行とい

うのが今、非常に目まぐるしく変わっている中で、私たちは時には、

苦労しなければいけないこともあるのではないかと思うのですけど、

そのときにやはり不易という、なんで教育者の方々が、これだけこの

言葉を大事にされてきたのかなということに立ち返ってみると、変わ

らぬことは何かなということを自分の中でしっかりとつかみたいと、

私、もう一度自分で思いました。 

それで、去年いろいろ人権に関して考える機会が多くあったと思う

のですが、人権とは何かと考えたときに、よく皆様とお話しすること、

人権教育は、「ねばならない」ということから入ってはいけないので

はないかと、常に自分の中で思っているのです。もし、「ねばなら

ぬ」ということがあるとしたら、それは２つなのかなと考えます。１

つは、人を殺してはいけない。自分を殺してはいけない。要するに自

分で死んではいけない、自傷してはいけない。この２つだけは絶対

「ねばならぬ」ものなのかなと、絶対があるとしたら、ここから本質

はあるかなということです。人を殺してはいけないということを考え

てみると、やはりそこは戦争否定したいということにつながってくる
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し、自分の命を大切にするということは、教育長が先ほどおっしゃっ

てくださった、様々な子供たちが抱える課題を教育委員会としても解

決していかないといけないと、改めて思いました。 

では、自分の小さい力で何ができるのかなと思ったときに、これも

随分考えたのですけれど、自分でできることは、自分が今、取り組ま

なければいけないということから逃げないという、そこと立ち向かう

なんて偉そうなことは言えないですが、きちんと受け入れて、自分は

何ができるかを考えて行動に移していく、その丁寧な一つずつの積み

重ねしかできないかなと考えた今年のお正月でした。ですから、そん

な気持ちで、またこの１年を精一杯させていただきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 ありがとうございました。では、次に、吉村委員お願いい

たします。 

○吉村委員 森教育長が最初に挨拶されて、町田委員が２番目というこ

とで、新しい体制がスタートしたんだなと今、認識しております。そ

こで、この教育委員会で、どのような立ち位置で、どのような発言を

していいのか、どのようにサポートしたらいいのか、これからゆっく

り考えさせていただこうかなと思っております。 

私も、今年から教育委員会と同じように新たなステージに入ります。

今年の３月で、４１年間勤務しました早稲田大学を退職いたします。

４月からは、３つの仕事を少し気合い入れてやろうかなと思っていま

す。１つ目は、教育委員会とは言わないで３つ目にしましょう。 

１つ目は、現職のまだ大学の教員ということで、中国の大学の客員

教授を昨年９月１５日、拝命いたしましたので、そこで健康福祉科学

部を作るという仕事について、日本人としてアドバイスさせてもらお

うかなと思っています。だから、大学の教員としてずっとやらせてい

ただこうかと思っています。 

２つ目は、ティーボールです。全国にこれほど広まってきますと、

日本のティーボールは誰が作ったのかわからない、そういう時代に入

ってきましたので、この４月から私が作ったんだということを日本に、

アジアに、世界に言いまくっていこうと思っています。 

３つ目は、かなり自由がきくようになり、地域にいることが多くな

り、また、教育委員会でこのような大きなポジションをいただいてお

りますので、できるだけ地域のことをもう少し深く広く学習できるよ
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うにしていきたいなと思っております。いずれにせよ新体制になると

いうのは、新しい気持ちを引き締めるときでもありますので、この１

年間皆様方と一緒に楽しくしっかりとすきのないように、また、皆様

方を応援できればいいなと思っています。本年もどうぞよろしくお願

いします。 

○森教育長 どうもありがとうございました。それでは、最後に、小関

委員よろしくお願いいたします。 

○小関委員 改めまして、明けましておめでとうございます。昨年、こ

の席で私はお約束をしたことがあります。新聞の切り抜きを続けます

というお話をさせていただきました。続いています。ただ、ちょっと

整理がうまくいかなくて、ばらばらとなってしまっていますけども、

幾つか新聞を読みながら、そこに見出しをつけたり、自分でコメント

を入れたりして、その切り抜きをしているというのは続いています。 

先ほど、教育長が教師の成長についてのお話をされましたけれども、

そこである本を今、思い出したのですが、それは思考に関する本で、

たまたまコラムに、ドイツの若い教員のことが書いてありました。ド

イツの新卒の教員は、世界一離職率が高いということなのです。それ

を政府が非常に危惧してなぜなのかと原因を調べたところ、給料が低

いからでもない、子供の人数が多いからでもない、仕事が煩雑だから

でもないということなのです。その理由のトップは、子供の心ない言

葉に心が折れたというものでした。コラムにはそれしか書いていなか

ったのですが、それを読んだときに、日本ではそうしたときに、教師

同士が支え合う文化があるというようなことを感じました。その文化

が少しずつ薄れてきているという話はあるのですが、まだまだ日本で

は、先生方がお互いに厳しい状況のときに支え合ったり慰め合ったり、

あるいは、本当に学び合ったりという同僚性があると思います。ドイ

ツの例もそれほど単純なものではないと思いますけれども、そうした

教師の文化ということを考えたときに、教師の意欲に関わって、どう

いうことが一番強いだろうと思うのですが、子供の成長が目の前で見

えることは、やはり教師にとって一番の生きがいですし、やりがいで

す。その次に、やはり教師同士の学び合い、支え合いというのはとて

も大きいと思うのです。同僚性と私たちは呼んでいます。意図的な研

修ということも非常に重要ですが、やはり同僚性を構築していくとい

うことも同時に考えていかなくてはいけないことではないかというこ



８ 

とを考えておりまして、今年は、教師の成長に関わって、教師の意欲

とも関わって、同僚性、そして研修のあり方を私なりに考えていけれ

ばなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 ありがとうございました。今、各委員のほうから新年に当

たって御挨拶をいただきましたけれど、當摩委員からも大変意味深い

お話を聞かせていただいたなと思っております。それを聞いて大変頼

もしく思いましたし、これから、また新教育長としてやっていく上で、

良いメンバーに恵まれて幸せだなと思っておりますので、今後とも、

ぜひよろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございまし

た。 

それでは、お一人お一人お話をいただきましたので、議事日程に従

いまして、これからは進めさせていただきたいと思います。 

議案第１号、平成２８年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針についてお願いいたします。 

○清水庶務課長 議案第１号、平成２８年度東村山市教育委員会の教育

目標及び基本方針、上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平

成２８年１月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

平成２８年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針、平成２８

年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針を別紙のとおり定め

ることに議決を得たい。説明、東村山市における平成２８年度の教育

目標及び基本方針を定めるため、本案を提出するものであります。 

では、補足の説明をさせていただきます。 

平成２８年度の教育目標と基本方針につきましては、引き続き本

市の教育理念を踏襲するものとなっており、内容については昨年度と

大きな変更はございませんが、文言について、２カ所の変更がござい

ます。１つ目は、教育目標でございます。こちらの「情報の技術革

命」という言葉がございますが、こちらを「情報技術の進歩」という

言葉に置きかえました。「情報の技術革命」という言葉は少し大げさ

ではないかという御意見があっての置きかえでございます。それに伴

いまして、基本方針２の文中に、やはりこちらにも、「情報技術革

命」という言葉がございますので、こちらは、「グローバル化と情報

の技術化」という言葉に修正させていただいております。 

２つ目には、「少子高齢社会の到来｣という言葉がございます。こ

ちらは、もう既に少子高齢社会は到来しているのではないかという御
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意見がございましたので、到来という言葉を削除させていただきまし

た。 

あと、全体的なことで申し上げます。施策数ですが、統廃合や追加

などを行った結果、昨年度３３であったものが３５となり、２つ増加

いたしました。 

また、全体的には、文言を東京都の形式に合わせました。具体的に

は、平仮名表記であるものを漢字に直したりしております。 

また、昨年度より引き続き、表現方法を「推進する」という概念的

な表記をできる限り具体化した表現に変更することで、一層の進展を

目指す姿勢をあらわしました。具体的には、「取り組み」とかそうい

った表現に直してあります。 

続きまして、各取組の修正点です。 

まず、取組１ですが、（１）の④、保育所・幼稚園・小学校の連携

についての項目を取組７の（３）へ移動・統合いたしました。 

取組２ですが、（３）でございます。「輝け！東村山っ子育成塾」

「なぎさ体験塾」「青少年健全育成大会」の施策を２つに分けました。

次に、（４）ですが、こちらは副籍交流活動等を通して、障害がある

人と障害がない人の相互理解を図るということを新たに追加させてい

ただきました。 

取組４ですが、（１）の②でございます。こちらは、「パラリンピ

ック教育」と「体力向上」の文言を追加させていただきました。取組

４については「体を鍛える」ということでございますので、国際理解

や障害者理解を図るとともに体力向上を取り組むという文言を追加さ

せていただきました。 

続きまして、取組５でございます。（２）についてですが、安全・

安心な学校給食の提供及び食物アレルギーの対応に関する文言につい

て、整理をしたものでございます。また、続きまして、（３）につい

ては従来の（３）、（４）の安全教育・防災教育を整理・統合したも

のでございます。 

取組６でございますが、（１）にある「ライフステージ」という言

葉を「キャリアプラン」へ、また、（２）にある「悉皆研修｣を「全

教員を対象とした研修」へと文言の変更をいたしました。「ライフス

テージ」という言葉は最近余り使われないということで「キャリアプ

ラン」に、また、悉皆研修は、余り一般的には知られていないという
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ことで、「全教員を対象とした研修」という言葉に直させていただき

ました。 

取組７でございます。（１）ですが、二学期制に関する施策につき

まして、「検討を深める」という形で表現を直しております。（３）

ですが、これは先ほど申し上げました取組１の（１）の④、保育所・

幼稚園・小学校の連携について、こちらに統合させていただきました。

（５）では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律｣、

いわゆる障害者差別解消法におきまして、｢合理的配慮」が新たに使

われていましたので、「合理的配慮」という言葉を追加、文言修正を

させてもらったものでございます。（６）については、早期からの一

貫した相談支援の施策を追加したものでございます。続きまして、

（１０）につきましては、来年度から試行的に行う学校事務の共同実

施について、施策の追加を行いました。 

取組８の（３）でございますが、子育て情報に関する方法として、

「講座」を追加いたしました。 

最後に、取組９の（１）でございます。（１）の①について、スポ

ーツ推進における指針の検討の追加とオリンピック・パラリンピック

の機運の醸成の部分をわかりやすく、２つに分けたものでございます。 

改定点は雑駁でございますが、以上になります。よろしく御審議の

上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問等ございましたらお

願いいたします。 

今まで何回か変更いただいておりますので、大きく変更するところ

はないかとは思うのですが、表現とか文言等で気になるところはござ

いますでしょうか。 

○吉村委員 今、教育長がおっしゃいましたように、大きな流れ、大変、

結構ではないかなと思います。教育会議でも私、発言させてもらいま

したが、取組７の（６）の「０歳から１８歳までの」ところが引っか

かっているのです。１８歳未満までの子供やその保護者等のように、

「未満」という言葉を加えたほうが無難なのではないかと思うのです

が、今、文部科学省の動きはどうなっているのか、そのあたりもお教

えいただければと思っています。 

○清水庶務課長 吉村委員の御指摘のとおりなのでございますが、教育

支援課長と相談いたしました。高校生の教育相談を受けたときに、１
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８歳になったからすぐ相談が終わるということでもないというところ

がございました。本当にそこに「未満」を入れるのか、「まで」にす

るのかというところが本当に微妙なところではありますが、１８歳に

なって誕生日を迎えたから相談を放り投げるということをするつもり

は全くないという意見を踏まえて、「１８歳まで」という形にさせて

もらいました。 

○森教育長 教育支援課長、何か補足はございませんか。 

○大西教育支援課長 吉村委員がおっしゃっているのは、児童福祉法と

の関係で、子供を何歳と見るかというお話でしょうか。 

○吉村委員 今年から選挙権が与えられますよね。その整合性なんです。 

○大西教育支援課長 今回、これは相談活動というところに視点を当て

ておりますので、相談活動の対象となる方というような視点でいきま

すと、やはり高校生が高校を卒業するまでは、私どもとしては相談活

動の対象とさせていただきたいと考えます。１８歳未満ということに

してしまうと、先ほど庶務課長からもあったように、高校３年生のお

子さんが途中で相談が終わってしまうというような表現になってしま

いますので、高校卒業するまではしっかり相談活動させていただくと

いう視点で、この表現とさせていただいているところです。よろしい

でしょうか。 

○吉村委員 大変、結構です。ありがとうございました。 

○森教育長 他にございますか。 

○町田委員 私だけが知らない言葉かもしれないですけど、先ほどの基

本方針２のところで、「情報の技術革命」を「情報技術の進歩」とい

うことなんですけど、「技術の革命」はわかるし、「進歩」もわかる

んだけど、「技術化」はどういうときに使われていたのかなというこ

とを思って、自分がわからないだけで、別にこれが普通に使われてい

る言葉であれば何とも思わないのですが。 

○清水庶務課長 またここも、議論に上がったところでございますが、

紙ベースからパソコンへと移行する形のものは革命だろうという形で

捉えたものです。「技術化」の捉えた方は、パソコンや携帯、スマー

トフォンのものについて、そういった媒体のものについての進歩とい

うことで、技術が発達したものという形で技術化という言葉を使わせ

てもらいました。ただ、もう少し良い言葉があれば、ぜひここで議論

いただければ助かります。 
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○町田委員 説明していただければ、私はそれでいいです。 

○森教育長 私は言葉として「化」がなくてもいいのではないかと思う

のですが。「情報の技術が進む社会」でも十分通じる。「化」をつけ

るとちょっと意味合いが違ってきてしまうという感じがしております。 

○町田委員 なんか「技術化」という言葉がどうなのかなという感じが

します。 

○吉村委員 「化」をつけると「高度技術化」とか。 

○清水庶務課長 では、皆様の御意見を踏まえて、「情報の技術が進む

社会」ということで変えさせていただければと思います。 

○森教育長 よろしいですか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 他に、いかがでしょうか。 

１年間の方向性を決める大事なことですので、じっくり見ていただ

いて、今のうちにあればと思いますが。 

他にございませんか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に特に御意見、御質問がないようですので、

採決をとりたいと思います。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 ありがとうございました。全員が賛成ということで、議案

第１号については、原案どおり可決いたしました。 

予定されました議案審議は、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、教育長職務代理者の指名について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 森純教育長が、教育長職務代理に町田豊教育委員を指

名したことを報告いたします。地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１３条第２項には、「教育長に事故があるとき、または教育長

が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を行う」とされ

ております。森教育長はその規定に基づき、町田豊教育委員を指名し

たものでございます。任期につきましては、法律では定められており

ません。教育長が新たな教育委員を指名するまでが任期ということに

なります。 

私の報告は以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ
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いましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 続いて、報告事項②、平成２８年１月からの教育活動に向

けてをお願いいたします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②から④までを続けて報告させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、初めに報告事項②、平成２８年１月か

らの教育活動に向けてでございます。 

２８年１月から年度末の３月まで、各学校において、教育活動につ

いて留意して進めていただきたい、あるいは見直しをしていただきた

いものをまとめました。 

まず１つ目としましては、いのちとこころの教育週間が２月１日か

ら始まりますので、改めて趣旨を確認していただき、それぞれの学校

で取り組んでいただきたいということでございます。それから、年度

末までの主な取組としましては、平成２７年度の教育活動の検証を着

実に進めていただきたいということ、あわせて授業時数の確保、それ

から、次年度の教育課程の届け出作成に着手をしていただきたいとい

うことでございます。 

さらには、いじめの撲滅があります。これは、各学校が「学校いじ

め防止基本方針」を策定しておりますが、それぞれの学校で取り組ん

でいる内容が、本当に実効的な計画となって推進されていたかどうか

ということを観点に見直しを行っていただくよう指示したいと思って

おります。 

そして、特別支援教育の理解と推進ということで、次年度、小学校

３校において、特別支援教室が開設されますが、この準備をこの年度

末までの間で行い、４月に円滑なスタートができるよう進めていただ

きたいということでございます。 

最後に、服務事故の未然防止、そして、情報管理の徹底を掲げてお

ります。特に、児童・生徒の顔写真や活動の様子の写真などのデータ

を、学校において保持しているかと思います。写真などのデータはむ

やみに保持することなく、年度末には必要がなければ確実に消去して

いただくことや、教員の異動者がいる場合には、それを次の学校に持
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っていくことがないように、管理徹底を図っていただきたいというこ

とでございます。 

１月１３日に校長会定例会がございますので、「平成２８年１月か

らの教育活動に向けて」という資料を配付しまして、私どものほうか

ら指導、助言をさせていただきたいと考えております。 

報告事項②は以上でございます。 

報告事項③、平成２７年度いのちとこころの教育週間－東村山市立

小・中学校の取り組み－でございます。 

これは、前回の教育委員会定例会で報告したものと大きく変更点は

ございません。再掲となります。教育委員の皆様におかれましては、

御都合がよろしければ、各学校の取組の様子を御覧いただければと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

最後に、報告事項④です。教職員、児童・生徒、学校の状況把握に

ついてでございます。 

市教育委員会の定例訪問が１月に２校ございます。１月２０日水曜

日が東萩山小学校で當摩委員に、２７日水曜日が東村山第一中学校で

小関委員となっております。委員におかれましては御挨拶と御指導の

ほど、よろしくお願いいたします。この２校をもちまして、本年度の

市教育委員会定例訪問は終了となる予定です。 

それから、研究奨励校研究発表会がございます。１月２９日金曜日、

東村山第六中学校が研究発表会を行います。第六中学校では、若手教

員の育成を図るための校内組織の構築ということで、主任教諭を中心

としたＯＪＴ、それから、ミニ研修をこの２年間実施してまいりまし

た。組織やシステムを構築したことを研究の柱として、各学校に発信

することになります。講師には、公益財団法人国際理解支援協会シニ

アアドバイザーの堀内一男先生をお迎えいたしまして、この校内研修

のあり方について御指導いただく予定でございます。 

最後に、生徒会サミットの報告をいたします。平成２７年１２月２

４日木曜日に、市役所北庁舎で行いました。テーマは、｢東村山市立

中学校インターネット等の利用に関するルールづくり」ということで

行いました。生徒会の子供たちを中心に、４６名の生徒と教員の皆様、

管理職の皆様、学校評議員の皆様にもお越しいただきまして、盛大に

開催させていただいたところです。 

今回は、昨年度の「いじめ防止宣言」を話し合う中で出てきた、イ
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ンターネットやスマートフォンも含めた携帯電話などによる、誹謗中

傷がいじめに起因するという子供たちからの発言をもとに、「インタ

ーネット等の利用に関するルール」を子供たちの中で作っていきまし

た。 

まず、各学校では講演会や講話などをそれぞれ行い、アンケート調

査をして実態の把握をしました。各学校で「学校のルール」を作りま

して、それを当日持ち寄り、東村山市の全体の中学校のルールを作り

上げたということになります。 

「社会のルール」「家庭のルール」「思いやりのルール」という３

つの観点からルールを作りました。一つ御紹介いたしますと、「社会

のルール」では、「第三者に見られているという怖さを知り、自分や

家族、友達の情報を守ります。」このようなルールを子供たちが作成

いたしました。 

今後の予定といたしましては、各中学校で、全生徒への発信はもち

ろんのこと、地域の小学校、それから各家庭に生徒会を中心として発

信をしていく予定でございます。さらには、この後、報告事項にござ

います１月３１日の市民の集いにおいて、市民の皆様にもメッセージ

を発信していきたいと考えております。 

以上で、報告を終わります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

各学校に今の生徒会サミットの内容を報告するというのは、紙ベー

スで１枚くらいのものですか。 

○谷口統括指導主事 教育長のおっしゃるとおり、今、子供たちが作成

したルールを紙ベースでまず作ります。その中には、決まったルール

というか考えられたルールの他に、これまでルール作成に至った経緯

なども載せて各学校に配信していきたいと思っております。 

○森教育長 量的にはどれぐらいになるのですか。 

○谷口統括指導主事 Ａ４サイズ１枚程度に考えております。 

○森教育長 そうですか、わかりました。 

他に何かございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 続いて、報告事項⑤、成人の日のつどいについてお願いい

たします。 
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○平島社会教育課長 報告事項⑤、⑥を続けて御説明させてもらってよ

ろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○平島社会教育課長 最初に、報告事項⑤、成人の日のつどいについて

でございます。卒業時の先生方からのメッセージを載せた手づくりの

パンフレットが、皆さんの手元にあると思います。こちらは、来賓向

けのパンフレットになっております。ピンクのパンフレットが成人向

けとしていて、２色に分けております。 

平成２８年１月１１日月曜日、受付を午後１時より、式典は午後１

時半からで、明法高等学校の講堂にて行われます。お忙しい中、大変

申しわけございませんけれども、よろしくお願いいたします。 

また、当日は教育部のほとんどの職員が成人式の対応にあたること

になっております。 

続きまして、報告事項⑥、市民の集いについてでございます。毎年

２月１日から７日までの１週間を東村山市いのちとこころの教育週間

と定め、学校では、様々な人権に関する取組を実施しております。教

育委員会では、１月３１日日曜日に、会場が今年度は中央公民館の耐

震工事のために、市民センターになりますが、市民の集いを開催いた

します。第一部では、税の作文の発表、人権作文の発表、それから、

生徒会による発表を、第二部では、第二中学校の三味線クラブ、第四

中学校の箏曲部、秋津東小学校のダンスクラブによる発表がそれぞれ

行われることになっております。 

なお、今回、市民の集いの当日に撮影が入ります。これは平成２８

年の４月頃に動画配信ということで、市のホームページのトップペー

ジで、東村山市の楽しみ方のところをクリックすると、写真、動画と

いう項目が出てきまして、その動画というところをクリックしていた

だくと市民の集いの会場内の様子が出てきます。動画のほうでお顔が

出てしまうかもわかりませんけれども、撮影が入るということで、よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

成人の日のつどいでは、私と町田委員の仕事分担が入れ替わってい

ます。今まで私が開会の言葉をしておりましたが、町田委員に開会の
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言葉をお願いして、私が励ましの言葉をということで変更しておりま

す。あとは、基本的には変わらないと思います。 

それから、動画については、別のものを見せていただいたのですけ

ど、顔が映っても小さくてほとんど見えませんので、そのあたりは問

題ないと思います。 

質問よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 続いて、報告事項⑦、市の指定有形文化財、諏訪神社本殿

について、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 報告事項⑦、⑧を一緒に報告させていただい

てもよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 まず、報告事項⑦、諏訪神社本殿について報

告させていただきます。 

平成２７年３月２５日に文化財指定をいただき、今年度多くの事

業を展開してまいりました。１つ目として、文化財説明板をカラー写

真で、縦約３５センチ、横約４５センチ、地上１６０センチの高さで、

諏訪神社社殿に向かって右側前方に設置させていただきました。設置

完了しましたのが８月１２日になります。今回、初めてカラー写真で

納めさせていただきました。評判が良いと伺っております。 

２つ目の補修ですが、経過としましては、まず、９月９日、「文

化財現状変更許可申請書」の提出があり、それに基づき「文化財現状

変更許可決定書」の決定により、９月１５日から補修工事が着工し、

１０月３日に工事が完了いたしました。補修内容としては、建物のゆ

がみの補正と、屋根の欠損部分の材料の追加。そして、後世による補

修箇所を可能な範囲で建築当時に戻してまいりました。また、上記作

業に伴い生じた作業内容を行ってまいりました。 

次に、３つ目の新指定関連事業では、ふるさと歴史館でのロビー

展示を約３週間、９月３０日から１０月１８日までの間、文化財調査

にて作成した拓本、図面、写真などを公開いたしました。 

また、諏訪神社本殿についての講演会と見学会を１０月４日に、

建築史の稲葉先生により行いました。見学会については、本殿と社務

所の見学を稲葉先生により、１５名、二班に分かれて長い時間にわた

り本殿の説明をしていただきました。 
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最後になりますが、１０月３１日にバス見学会、「多摩地域の神

社めぐり」として、諏訪神社本殿同様といたしまして、福生市にござ

います熊川神社本殿、そして、東大和市にございます豊鹿島神社本殿

を１９名の参加にて見学いたしました。 

諏訪神社本殿につきましては、以上になります。 

次に、報告事項⑧、「なつかしい暮らしと道具たち」の開催につ

いてでございますが、例年どおりの企画展及び市内小学校３年生の社

会科見学対応として、平成２８年１月１４日から３月１３日までの２

カ月間にわたり東村山ふるさと歴史館特別展示室におきまして、展示

を行います。 

第１部といたしましては、「電気・水道のない時代－１００年前

の暮らし」をイメージした内容を皆さんに見ていただきます。 

第２部といたしましては、「高度成長期の暮らし－５０年前の暮

らし」として、電化製品などを中心に、形は違うが今の暮らしの道具

につながる資料を展示します。 

着眼点といたしましては、第１部と第２部の対比をわかりやすく

展示しております。形状等その道具の移り変わりを見せてまいります

ので、ぜひ御覧いただきたいと思います。 

また、今回の目玉といたしましては、子供たちが作った郷土のか

るたの展示を行ってまいりたいと考えております。ぜひ、御来場お待

ちしております。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

○町田委員 諏訪神社の説明板ですけれども、費用はどのぐらいかかる

のですか。 

○栗原ふるさと歴史館長 費用は１４万４千円で抑えることができまし

た。 

○町田委員 わかりました。 

それで、この写真だけでしか、実物をまだ見ていないのでわから

ないのですが、この看板、ちょうど角が子供の頭の高さぐらいですか

ら、子供が境内で遊んだときに危険度はないですよね。 

○栗原ふるさと歴史館長 看板の大きさはもう少し小さいと思われます

が、その枠には危険のないようになっております。 
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○町田委員 わかりました。ありがとうございます。 

○森教育長 高さ的には、板の下が何センチくらいになりますか。 

○栗原ふるさと歴史館長 ちょうど１６０センチから３５センチを引い

た高さですので、１２５センチ前後になります。 

○森教育長 角もつけてあるのですけど、様子見て、危険なようでした

ら何か、スポンジのようなものを貼るなど、工夫できたら良いかなと

思います。 

○栗原ふるさと歴史館長 危険等がございましたら、そのような処置を

してまいりたいと思います。 

○森教育長 よろしくお願いいたします。 

他にございますか。よろしいですか。 

予定されていました報告事項は以上でございますけども、他に、報

告事項お持ちの方いらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○森教育長 なければ、これで終了したいと思います。 

以上をもちまして、平成２８年第１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３３分 閉会 


