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平成２８年第１２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年１２月５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 鈴 木 賢 次 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 指導主事 菅 野 僚 

教育部次長 青 木 由美子 子ども・教育支援課長 大 西 弥 生 

庶務課長 清 水 高 志 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

学務課長 森 脇 孝 次 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 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 

 

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 

  なし 

 

協議事項 

①特別支援教室の名称（案）について 

 

報告事項 

①平成２９年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針策定に向け

て（庶務課） 

②東村山市中学校給食スクールランチリーフレットの配布について 

 （学務課） 

③平成２８年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等

調査結果について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑤成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑥第２回八国山芸術祭について（社会教育課） 
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⑦東村山市民スポーツセンター指定管理者の指定について 

 （市民スポーツ課） 

⑧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１２回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の署名委員を吉村委員にお願いいたします。 

○清水庶務課長 本日、教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望する

ということで、８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、傍聴のお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 ） 

○森教育長 異議なしということでございます。 

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。 

本日は議案がございませんので、協議事項に移ります。 

協議事項①、特別支援教室の名称（案）についてお願いいたします。 

〇大西子ども・教育支援課長 特別支援教室の名称（案）について、子

ども・教育支援課よりお話をさせていただきます。 

特別支援教室につきましては、平成２８年度に富士見小学校、八坂

小学校、南台小学校３校において先行で設置をいたしました。現在、

他１２校への設置に向けて準備を進めているところです。 

先行実施した３校では、協議の上、「スペシャル教室」という愛称
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を使用してまいりました。平成２９年度より全ての小学校において特

別支援教室を設置するに当たり、市内で認識の違いが生じないよう統

一の名称を定めることへの意見が学校や保護者の方より寄せられてい

たところです。 

特別支援教室の導入につきましては、平成２７年度、２８年度にお

いて、東村山市立特別支援教室導入検討委員会を設置し、円滑な導入

に向けて準備を進めております。導入に当たりましては、昨日学校を

通じて、全保護者の方に周知文を配付したところです。 

また、入級相談も現在多く受けており、平成２８年４月当初、２２

名でスタートした特別支援教室は、１１月末現在、４６名、平成２９

年度の学級編成は１１０名以上を予測しているところです。 

まず、名称の選定経過でございますが、先ほど申し上げた特別支援

教室導入検討委員会において、事務局より候補案を複数提案させてい

ただきました。検討委員会からは小学校校長会に諮りたい旨の御提案

をいただき、１１月の校長会において、六つの案をお示しいたしまし

た。 

その後、小学校校長会で御協議いただき、三つに絞っていただきま

した。校長会での選定に当たっては、全市をまたがるものか、小学生

が使用しやすいものかなどの視点で選定していただいたとのことです。

三つの案をいただいた後、事務局において協議し、本市にとって普遍

的なものか、小学生にとって親しみやすく使いやすいものか、個人の

主観で印象が変わらないかなどの視点で選定を行いました。 

最終案は、「けやき教室」とさせていただきました。「けやき」は

昭和４９年に市の木に指定されており、市内の小学校をはじめ、いた

るところで目にすることができます。また、市の公式キャラクターの

「ひがっしー」は、「けやきの妖精」をモチーフとしており、小学生

にとっても親しみやすく、また、低学年においても発音しやすいと考

えております。これまで小学校固定制の特別支援学級が「青葉学級」、

通級指導学級が「わかたけ学級」「きりの木学級」など緑に関連した

名称でもあったことから、「けやき教室」を選定させていただきまし

た。 

小学校特別支援教室の呼び名を「けやき教室」とすることについて、

御協議いただきたく、御意見を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。 



４ 

○森教育長 ただいまの子ども・教育支援課長からの説明について協議

をさせていただきたいと思います。御意見がございましたらお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

○當摩委員 この六つの案については、それぞれいろいろお考えの中で

出していただけたと思うのですけど、今日の協議事項を見たときに、

ついに愛称が決定するということで、この「けやき教室」というのを

見て、良い名前だなと思いました。市の梅岩寺の「けやき」など、

「けやき」の木はいろいろなところで見られるということと、やはり

大きく育っていく姿、育っている姿が感じられます。「つつじ」とい

うのも確かに市の花で、「ヤマツツジ」の愛らしい赤っぽい色の花を

イメージできるのですけれども、発音から考えても、「つつじ」とい

うより「けやき」というほうが明瞭に聞こえるということもあります

し、何よりも大きく育ち、四季で木がそれぞれの姿を変えて私たちの

生活の身近にいてくれること、それから、「ひがっしー」も子供たち

にいろいろなところで人気ですよね。子供たちのほうが、実は「ひが

っしー」が「けやきの妖精」だということはよく知っていまして、そ

ういうことからも、この名称がとてもふさわしいのではないかと思っ

て、とてもうれしい気持ちがしています。この言葉がしっかり定着し

て、有意義な運営ができるようにお祈りしております。 

以上でございます。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

〇町田委員 私も「けやき」で良いと思います。ただ、良い名前過ぎて

他市や市内で何か「けやき」を使用している場合もあると思いますが、

その点は大丈夫でしょうか。 

〇大西子ども・教育支援課長 他市において、同じような名称を使って

いるかどうかを調査させていただき、府中市、町田市、杉並区などを

掲載させていただきました。また市内でも学校だよりに「けやき」を

使っているような学校もあるかとは思うので、重複してしまいますが、

それは市の象徴であるということで、御理解いただければと思ってい

るところです。 

以上です。 

〇町田委員 わかりました。 

○森教育長 よろしいでしょうか。 

他にいかがでしょうか。 
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〇吉村委員 大変素晴らしい名前だと思っています。賛成です。 

○森教育長 それでいいですか。 

〇吉村委員 はい。 

○森教育長 小関委員、よろしいですか。 

〇小関委員 私も皆さんがおっしゃったとおりと思いますけれど、総合

的な学習の時間が始まったころ、各学校が何々活動の時間ということ

で、けやき活動というのを使っていた学校があったので、どうかなと

思ったのですけど、校長会で既に話し合いができているということな

ので、今はもう総合という言い方に置きかわっているのかなと思いま

すが、校長会において大丈夫ということなのですよね。 

〇大西子ども・教育支援課長 市内１５校の校長先生方から３案に絞っ

ていただいた中に「けやき」が入っておりましたので、その点につい

ては大丈夫かと思います。 

○森教育長 よろしいでしょうか。その他御意見ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

私も説明の中にありました子供たちが発音しやすいというところが

非常に良いのかなと思います。「けやき」というのは親しみやすい名

前でもありますし、そういう意味ではふさわしい名前かなと思います。  

それでは、特段その他の御意見がなければ、子ども・教育支援課で

お示しさせていただきました「けやき教室」を特別支援教室の愛称と

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 異議なしということですので、「けやき教室」の名称で事

務局としては対応をお願いしたいと思っております。 

それでは、続きまして、報告事項に移ります。 

報告事項①、平成２９年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方

針策定に向けて、お願いいたします。 

○清水庶務課長 私のほうより、平成２９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、案を示させていただきました。 

資料として、Ａ３判の平成２９年度東村山市教育委員会の教育目標

及び基本方針（案）及びＡ４判の主な変更点、１６項目を用意いたし

ました。こちらの資料に沿って説明をさせていただきます。 

まず、平成２９年度の教育目標、基本方針の取組につきましては、

引き続き本市の教育理念を踏襲するものとなっておりまして、昨年度
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とは変更はございません。また、「９の取組」の下にあります施策数

でございますが、昨年度は３５個ございましたが、来年度は一つ増え

る案としておりまして３６個となっております。 

続きまして、各取組における修正項目・新規項目について、御説明

申し上げます。 

まず、取組１（１）の①でございます。「小学校では、第４学年ま

でに身に付けさせる必要がある」「中学校においては」「少人数」の

それぞれ文言の削除及び「及び「東村山市版数学基礎ドリル」」「生

徒」の文言を追加いたしました。こちらについては、中学校の数学基

礎ドリル版が完成いたしまして、活用していくことから文言の追加整

理を行いました。 

取組２でございます。取組２の（１）「性同一性障害」「自尊感情

を高め」という文言を追加いたしました。こちらについては、ＬＧＢ

Ｔ、性的少数者を意識したものでございます。自尊感情については、

子供たちにはまず自分に価値があることを知ってもらいたいという思

いから文言を追加いたしました。 

続きまして、取組２（２）の①でございます。「各小・中学校にお

ける教育実践」等の文言追加と「各種の事業を通して、子供たちの自

主的な活動を促し、心豊かで、たくましく生きることのできる子供を

育成する。」という文言の削除整理を行いました。この期間というの

は、いわゆる「東村山市いのちとこころの教育週間」ということで、

公開授業などを学校では取り組んでいることから、その具体的な実践

を記載させていただきました。 

次に、②でございますが、こちらは平成３０年度から「特別な教科

道徳」を全面実施することについての文言を追加整理させていただき

ました。 

（４）でございますが、東村山市特別支援教育推進計画については、

現在、第３次実施計画を実施しているところでございますが、平成２

９年度からは「第４次実施計画」へと変わりますので、文言を修正い

たしました。第４次実施計画については、現在作成中でございます。 

続きまして、取組３に移ります。取組３の（３）と（４）は文言修

正になっておりまして、「ＣＯ２」の２を小さくしたことや、「アイ

デンティティー」の棒線の削除をしています。 

続きまして、（６）でございます。こちらが先ほど施策数が増えた
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という部分の新規のものでございます。平成３０年度から小学校英語

教科化が先行実施することになっておりますので、この施策を追加し

たものでございます。 

取組４と取組５には変更ございません。 

取組６の（４）についてでございます。こちらは、東村山市教育委

員会が作成した体罰に関する対応マニュアルの文言追加をいたしまし

た。 

取組７に移ります。取組７の（１）でございますが、平成２９年度

より３学期制への移行がございますので、それについて文言追加いた

しました。 

（３）については、保育園、幼稚園、小学校の連携について、具体

的な事業である「保・幼・小連絡会」の文言を追加いたしました。 

（４）については、「東村山市不登校未然防止・早期発見・早期対

応マニュアル」「訪問支援員」の文言を追加いたしました。訪問支援

員は、新たな不登校対策の事業となっております。 

（５）については、先ほど申し上げたとおり第３次実施計画を第４

次実施計画に変更いたしました。 

（６）では、「東村山市子ども相談室」の文言の追加と全体の文章

を整理したものでございます。 

（８）では、「土曜授業等」と「学校運営協議会制度」の文言を追

加いたしました。 

取組８については、（１）から（３）については、文言の整理修正

をいたしました。 

取組９に移りまして、（１）の①でございます。「市民のスポーツ

の取組状況やニーズ等を把握」の文言を追加いたしました。来年度は

市民のスポーツの取組状況やニーズなどのアンケートをとる予定にな

ってございます。 

以上、１６の修正点でございます。本内容については、１月に議案

として上程することから、委員の皆様にはお目通しいただき、修正な

どの御意見、御指摘がございましたらば、１２月１６日までに庶務課

まで御連絡いただくようお願いいたします。御意見、御指摘を受けて

修正したものを年内に各委員へお届けしたいと考えております。 

庶務課からは以上です。 

○森教育長 １２月１６日までにまず第１回目の調整をして、あと何回
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かはこのようにして意見を出し合う機会があるわけですね。 

○清水庶務課長 基本的には、各委員さんからもう一度いただいたもの

をまた事務局で整理させてもらいまして、年内に皆様に見ていただく

という日程になっております。そのため、１月では議案として出させ

ていただきますけれども、そこでの修正も可能です。 

○森教育長 そうですか。わかりました。 

そういうことですので、まだ時間はあるということなのですが、今、

お読みいただいて、お気づきになったところがございましたら、御意

見いただければと思います。また、御質問があればお願いしたいと思

います。 

○曽我教育部長 今、説明した内容で、補足させていただきたい箇所が

何点かございますので、青木教育部次長のほうから補足説明をさせて

いただきます。 

○森教育長 わかりました。 

〇青木教育部次長 まず、取組３の（６）についてでございます。新た

に加わった項目ということで、簡単に説明させていただきます。 

国としては平成３２年度から本格的に小学校の英語が教科化される

ということなのですけれども、本市は東京都の事業であります英語教

育推進地域、都内で１０地域が指定されているのですが、そのうちの

一つとして指定を受けて、現在取り組んでおり、平成３０年度から先

行実施するということで進めております。 

そうした中で、英語教育推進地域の指定を受けて大きく２本の柱で

進めているところです。１点は、ＩＣＴの効果的な活用に関する取組

で、小学校にタブレット教材を今年度導入しまして、タブレットを効

果的に使って英語教育の充実を進めております。 

もう一つは、子供たちや教師の英語力を向上させるため、業者に委

託して、「放課後子供英語教室」を進めているところです。もう既に

小学校では取り組んでおり、今週も３校が放課後に４５分程度実施し、

オールイングリッシュでの教室を行っております。各小学校５年生、

６年生で１５名ずつの募集で抽選になった学校もあります。放課後の

４５分間で外国人の講師の先生をお招きしています。また、今後、１

２月２６日に「英語キャンプ」として、小学校の教員対象のオールイ

ングリッシュの講習会を行うことになっています。そのような内容で、

今年度と来年度の２年間取組を行う予定になっておりますので、ここ
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へ項目を挙げさせていただきました。 

それから、もう一点は、取組７（３）になります。これまで保育園、

幼稚園、小学校の連携が課題になっていたところですが、昨年度、準

備委員会を発足させまして、今年度、保・幼・小の連絡会を立ち上げ

たところでございます。本年度２回実施いたしましたが、それぞれの

保育園、幼稚園、小学校の校長先生、園長先生等から御講演をいただ

き、また、保育士さんや先生方の情報交換をすることができまして、

有効に活用できているところでございます。 

それから、同じく（４）ですが、今年度、本市は不登校が都の標準

よりも数値的には多いということで、本市の重点課題の一つとなって

おります。やはり大事なのは未然防止や早期発見、早期対応であり、

各学校がスムーズに取り組めるように対応マニュアルを作成いたしま

した。１日でも原因がわからずに欠席をしたお子さんに対しては、す

ぐに家庭と連携をとることや、学校内でどういうことが原因で休んで

いるのかを確認するなど、早期に対応ができるように書き込んだもの

でございます。そういったものに基づいて、各学校で取り組んでいた

だきたいということで、ここに加えさせていただきました。 

さらに、訪問支援員については、本年度と来年度の東京都の事業で

す。担任が家庭訪問をしてもなかなか朝来れないという現状もあり、

不登校になっている児童・生徒のために小学校と中学校の数校に支援

員を配置して対応しているところです。支援員の訪問により登校につ

ながっているという成果も上がっておりますので、今年度、来年度そ

ういった対応で不登校を少しでも減らしていけたらと思っているとこ

ろです。それで盛り込ませていただきました。東京都のモデル事業な

ので、今後、それがどのように拡大していけるかは、東京都の事業の

状況を把握しながら、こちらも検討していきたいと思っております。 

それから、（８）でございます。学校運営協議会制度というのがご

ざいまして、これまで本市では、学校評議員制度として各学校、数名

から１０名ほどの学校評議員の方を指定して、学校の取組について、

評議員から評価をしていただいたり、意見をいただいたりしていたと

ころです。年間２回から３回にわたって各学校に集まっていただき、

会議等をしております。地域の方に支えられて、これまでも来ており

ました。学校運営協議会制度に今後発展させていきまして、国の事業

であるコミュニティ・スクールを本市も取り入れていこうと検討して
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いるところです。 

学校運営協議会制度は、学校評議員から規則改正をして学校運営協

議会を設置し、地域の方々の横のつながりを強化し、学校の課題解決

にあたり、地域で学校を支えていくというような組織をつくっていこ

うと検討しているところですので、学校運営協議会制度をここで盛り

込ませていただきました。また今後、いろいろ資料を作りまして御説

明していきたいと思っております。今後は当面、学校評議員制度と学

校運営協議会制度を併用しながら、組織力の強化を図っていこうと考

えております。 

以上でございます。 

○森教育長 補足説明がございましたけども、御意見、御質問がありま

したらお願いしたいと思いますが。 

では私から質問しますが、今の評議員制度と学校運営協議会制度の

違いなのですが、今の本市の評議員制度の場合には評議員ということ

ですけれど、コミュニティ・スクールになった場合には評議員制度で

はだめで、学校運営協議会制度に変わる、そういう捉え方でよろしい

ですか。つまりコミュニティ・スクールになったところは、学校運営

協議会でなければいけないという意味ですよね。 

〇青木教育部次長 はい。そういう意味です。 

○曽我教育部長 ニュアンス的に難しい部分があるのですけども、今、

国で進めている、地域の人と協力して学校の組織運営に協力していた

だくというコミュニティ・スクールというのが今、ここで出ているの

ですけども、国の捉え方としては、今、青木教育部次長が説明させて

いただきました学校運営協議会の組織体をコミュニティ・スクールと

称しても構わないというような流れですので、同じ組織体になります。

学校運営協議会がコミュニティ・スクールという形になりますので、

学校運営協議会については規則で今後作っていく予定ですけども、そ

の流れとして、各学校ではコミュニティ・スクールという呼び方をも

っての対応としても全然差し支えないと考えます。ですから、国も学

校運営協議会イコールコミュニティ・スクールですよという言い方を

していますので、少々わかりづらいかなと思います。今までの評議員

さんというのは、学校の評議、運営等に関わっていただきましたけど

も、範囲をもう少し広げていくような協議会になると思います。つま

り自治会とかＰＴＡとか、後は青少年対策地区委員会の人たちとかが



１１ 

集まって、協議会制度という組織体を作っていただいて、学校の管

理・運営を支えていただくというような組織体になると私たちは思っ

ていますので、今後、学校運営協議会を立ち上げていきたいと考えて

おります。 

〇青木教育部次長 国のほうでは、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に定められている制度で、学校運営協議会を置くことができる

というように、「できる規定」になっています。 

１０年ほど前からコミュニティ・スクール化をしている地区、学校

もあり、例えば三鷹市ですとか武蔵村山市、世田谷区などは市とか区

全体がコミュニティ・スクールを取り入れております。本市はまだ一

校も取り入れておりません。内容として何が違うかですが、合議体と

して委員長を置き、協議を通していろいろなことを決めることができ

ます。それぞれの地域で部会に分かれていたりするのですけども、環

境とか地域に関することですとか、学習に関すること、学校評価に関

することなど、幾つかの部会をつくっていきます。定期的に多いとこ

ろは月に一回行っている地区もありますし、２ヶ月に一回ぐらいとか、

年間を通して会議を行います。地域が学校を支援していこうという形

に発展していくことをこちらも目指して、国もそうですし、私たちも

目指しているところです。 

○清水庶務課長 一番の問題は、学校評議員制度と学校運営協議会の制

度の違いだと思います。 

  当市は、評議員制度を平成１３年４月から実施しております。評議

員制度については、評議員が助言をするという制度でございます。助

言については、校長が求めるという形をとっておりますが、協議会に

つきましては一緒に運営をしていくものです。ある一定の決定権が運

営協議会にはあるというところになりますので、より地域の方々が入

って一緒に学校の運営について決定をしていくというところが大きな

違いであると思われます。 

  こちらの制度については、当市はまだございませんが、三鷹市、世

田谷区などが有名なところで、多く始まっているという状況でござい

ます。 

  私からは以上です。 

○森教育長 今までの補足説明を含めまして、御意見がありましたらお

願いしたいと思います。 
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○當摩委員 学校評議員制度は基本的には地域の方々が、それぞれの学

校の中で活動していて、ある一定の成果をあげていると思います。 

  今、私の知るところでは、学校評議員に関しては、１校ではなくて、

２、３校ぐらいまでは、評議員を兼ねていらっしゃる方もお見受けし

ているような気もいたします。 

  今、庶務課長からの御説明もございましたように、校長の諮問機関

のように基本的に私は受けとめさせていただきながら、その概要のお

話を伺ったこともあるのですが、ここで今度、文部科学省が求めてい

る学校運営協議会制度の委員さんは、どなたがどのような形で選考を

して、どなたに任命権があるのかなど、評議員制度との差異であると

か、求めるものとかということを、私たちにもお示しいただければと

思います。それで世田谷区とか、三鷹市の場合のお話は私も伺うとき

があるわけですけれども、その中で、このような効果があらわれてい

るとかというようなことを伺う中で検討していければいいのかなと思

っております。 

  それから、もう一つ大切なことは、今の学校評議員は８名前後の人

数であると認識しておりますが、今後、この新制度に移行していくと

すると、どのぐらいの人数がこの協議会として望ましいのか。 

  それから、今のお話だと、より頻繁に会議を持つことが、様々なこ

とを共に考えて、共にその決定していくところの力となるためには必

要だと思いますので、そうしたことを、具体的にお示しいただく資料

を頂戴できればと思っております。 

○青木教育部次長 答えられる範囲になりますが、まず、メンバーにつ

いてですけれども、今まで評議員をやっていただいた方と、それほど

変わらないで進められるかと認識しております。 

  例えば、ＰＴＡの会長、副会長、青少年対策地区委員会の方、民

生・児童委員の方、保護者など、各学校によって様々メンバーは違う

と思います。さらに、有識者として、例えば、元管理職の方であった

り、異校種との連携という点で、小学校であれば幼稚園の園長先生で

あったり、中学校であれば高等学校の管理職の方であったり、そのよ

うな方々が現在もメンバーになられていますが、そういう方で構成さ

れるとよろしいかと考えております。 

  選定については、校長先生にしていただいて、委嘱は教育委員会が

行うというような進め方になるかと思います。 



１３ 

  人数は１０人程度を想定しているところです。 

  メンバーの中には、校長や副校長、主幹の先生も入って、学校の様

子を御紹介して、それについての御意見をいただいたり、御支援をい

ただいたりという形になります。 

  回数については、世田谷区などにお聞きすると月１回、私が前任で

いた武蔵村山市も月に１回やっておりました。 

  ただ、今までの評議員が年に２回か３回だということを考えて、年

に６回ぐらいでどうかなというように検討しているところでございま

す。 

  メリットとしては、現状では校長が経営方針をお示しして、それを

承認いただくというような形ですが、コミュニティ・スクールでは、

年間を通じて、学校経営について御意見をいただくことができ、いじ

め問題をはじめ、いろいろな問題が起きたときに、すぐ御相談してい

ける、介入していけるということもメリットになるかと思います。 

  ちなみに、前任でいた私の学校でも、本当に御協力いただきまして、

例えば、学期ごとの大掃除にも、地域の方が協力してくれて、本当に

地域の方が一緒になって大掃除に取り組んでいただくなど、子供たち

の健全育成に関わっていただきました。学校によっては、高校入試の

ための面接練習にもコミュニティ・スクールの方に関わっていただく

など、学校によって独自性を持って取り組んでいただいているという

ようなことは伺っております。 

  小学校は特に登下校の見守り活動ですとか、芝生のグリーンサポー

ターですとか、そういうところに、活用している学校もあるというよ

うに伺っております。 

  以上でございます。 

○森教育長 学校によって様々やり方はあるということですね。 

  それと、まだ、今は募っている段階なのですね。できれば、２校、

あるいは、３校ぐらい、試行的に進められればというところですので、

まだ決定はしていないところではあるのですが、そのあたりが固まれ

ば資料は出せるとは思いますけれども。 

○肥沼教育部次長 先ほど當摩委員からお話がありました委員の関係で

すけれども、基本的に委嘱は教育委員会のほうでします。ただ、メン

バーは校長先生が決めてくださいというような形になっております。 

  それで、学校運営協議会制度になりましたら、複数の学校での兼任
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はできなくなりますということですので、今は評議員制度と学校運営

協議会制度と、複数にまだ並行して行っている分には構わないのです

けれども、学校運営協議会同士の学校の中での兼任というのはできな

いという形です。 

  もともと、この学校運営協議会制度というのは、地方行政の法的に

も昭和３２年度からもうありまして、その中で評議員制度というのは

通達で来ていたものなので、基本的に学校運営協議会のほうは、御意

見をいただいた中で、組織的・人員的なところまでも踏み込んだよう

な形もできるとうたわれているのですが、そこまでだと学校のほうと

しても厳しいだろうということで、評議員制度が一般には出回ってい

たというところであります。今回、コミュニティ・スクール化になり

まして、学校運営協議会制度を用いてコミュニティ・スクールになる

と、今後、補助金等がついてきますので、今、無報酬でやっていたと

ころは、回数も増えてきますので、委員さんたちには微々たるもので

すけれども、謝礼もつくというような形になります。また、副校長先

生が、今まで委員の皆さんやいろいろな地域の方々が入ってきた中で

取りまとめていたものを、ここで新たに部会を立ち上げ、各部会でリ

ーダーになっていただき、部会を通して、地域で学習支援や地域支援

というところができれば望ましいかなというところで、今は進めてい

ます。 

○森教育長 いろいろ御質問、それから、説明等ございましたけれども、

学校運営協議会についてはよろしいですか。 

○町田委員 どのようなものかと思ったけど、今、青木教育部次長がい

ろいろ具体的な話をされたから、何となくわかってきた感じがします。

子供たちのメリットがどうなのかはわからないですが。 

○小関委員 私、大学ではこれが専門だったのです。今、お話があった

ので、おおよそのコミュニティ・スクールの形は、大体そのとおりと

思うのですけどね、かつて、予算権とか人事権とかというのを握って、

コミュニティ・スクールで比較的、校長先生にもしわ寄せが行くよう

なところがあったのですよね。それで、コミュニティ・スクールにつ

いて、少し学校も懐疑的になるというようなところがあったのですが、

かなり緩やかになって、校長の経営方針など学校の主体性はどこまで

も堅持して、その中で具体的により地域に密着した形で、地域の方の

様々な支援をいただくということが、もう本当に大もとであると思い
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ます。 

  今、青木次長から２カ月に１回ぐらいというようなお話があって、

妥当かなと思ったのですが、やはり開かれた学校として、本当に地域

の方の参加、支援をお願いするという点では、とても良いのですが、

また逆に、運営上の課題として、あまり回数があると、出ていく先生

方の会議の問題とか、準備の問題など、様々あるわけですね。 

  ですから、その運営上の課題というのも見ていきながら、本市に合

った形をやはり作っていくことが必要だなと思います。ぜひよろしく

お願いします。 

○森教育長 他にはよろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、一応、学校運営協議会についてはここで終わります

が、それ以外の教育目標全体についてお願いしたいと思います。 

  それでは、私から質問しますけど、取組３の（６）、英語の教科化

に向けての先行実施の関係ですが、児童、それから、教員対象と二つ

あるわけですけど、回数的には何回ぐらいが良いと思っているのです

か。 

○青木教育部次長 児童の教室は各学校６回となっております。教員の

講習は２日間です。１２月２６日、２７日の２日間で午前・午後行い

ます。 

○森教育長 そうですか。 

  では、その他の御意見はいかがでしょう。じっくり目を通す時間は

なかったと思いますので、何かあれば１２月１６日までに庶務課のほ

うにお申し出いただくということでよろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 それでは、教育目標につきましてはこれで終わります。 

  続きまして、報告事項②、東村山市中学校給食スクールランチリー

フレットの配布についてをお願いします。 

○森脇学務課長 学務課から１点、報告をさせていただきます。 

  東村山市中学校給食スクールランチリーフレットについてでござい

ます。 

  学務課では、学校運営委員会の御協力によりまして、カラー刷りの

中学校給食スクールランチのリーフレットを作成いたしました。 

  このリーフレットを、１１月３０日に行われました各中学校の新入
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生学校説明会において、御配布させていただいて周知をさせていただ

きました。 

  来年、中学生になります小学校６年生の保護者に対しまして、中学

校給食スクールランチについて、なるべく多くの保護者の方に理解を

していただきたいということで作成をいたしました。 

  今後も引き続き、中学校給食スクールランチの試食会や説明会など、

あらゆる機会を利用しまして、周知をしていきたいと考えております。  

  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、御質問があり

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 では、特にないようですので、次に移りたいと思います。 

  続きまして、報告事項③、平成２８年度東京都児童・生徒体力・運

動能力、生活・運動習慣等調査結果についてお願いします。 

○小林統括指導主事 報告事項③、④を続けて御報告させていただいて

よろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項③、平成２８年度東京都児童・

生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果について御報告させ

ていただきます。 

  本調査結果から、小学校におきましては男女ともに握力、反復横と

び、立ち幅とびの調査結果が東京都の平均を下回りまして、筋力や敏

捷性・瞬発力等に関する動きが課題と捉えております。 

  また、低学年・中学年においては、「運動が好き」「やや好き」と

答えた児童の割合が東京都平均を下回り、主体的に運動する意欲の育

成にも課題があると捉えているところでございます。 

  次に中学校の調査結果におきましては、男子は上体起こし、長座体

前屈、反復横とび、立ち幅とびの調査結果が東京都の平均を下回って

おりまして、これも小学校同様、筋力・柔軟性・敏捷性・瞬発力等に

関する動きに課題があると捉えております。 

  女子につきましては、長座体前屈、反復横とびの調査結果が東京都

の平均を下回り、柔軟性や敏捷性に関する動きが課題であると捉えて

おります。 

  また、男子においては、「運動が好き」「やや好き」と答えた生徒
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の割合が東京都平均を下回っておりまして、中学校の男子における主

体的に運動する意欲の育成に課題があると捉えているところでござい

ます。 

  こういった課題に対する手だてといたしましては、自校の課題とな

っている各種目の焦点化を図り、その動きを継続的に取り組むことが

できるよう、学年間の系統性を意識した年間指導計画を立て、全学年

で取り組むことが必要と捉えております。 

また、小学校におきましては、多様な動きを取り入れた運動遊びの

体育的活動を実施し、全校で体力の向上及び日常的に運動に親しむ態

度を養う取組を継続的に実践することや、また、体力テストを実施す

る際には、特に小学校の場合は１年生から春に実施をすることになり

ますので、事前に実施方法について児童に十分に理解させることはも

とより、自分の目標記録を明確に意識しながら臨めるよう、工夫・改

善することが必要かと捉えております。 

また、中学校におきましては、現在も長なわ大会や持久走大会の実

施など、学校行事の工夫・改善を行っているところでございます。生

活習慣アンケートの実施、あるいは、休み時間を利用した体育的活動

の取組など、特に運動部の部活動に所属していない生徒の体力を高め

るための「一校一取組」運動の充実を図ることなど、各学校に指導・

助言をしてまいりたいと考えているところでございます。 

続きまして、報告事項④、教職員、児童・生徒、学校の状況につい

てでございます。 

市教育委員会定例訪問の日程につきましては、１２月は１２日の回

田小学校、１４日の化成小学校、今年度最後になります１月３０日の

南台小学校となっております。改めまして、委員の皆様には御挨拶、

御指導を、どうぞよろしくお願いいたします。 

続いて、研究発表の御案内です。 

先日１１月２５日には、八坂小学校の研究奨励校の研究発表会に御

参加いただきまして、ありがとうございました。 

今年度は、平成２９年１月２５日、水曜日、東村山第二中学校で本

市研究奨励を受けての発表会がございます。教育委員の皆様におかれ

ましては、また御予定いただきますよう、どうぞよろしくお願いいた

します。 

続きまして、今年度の生徒会サミットを平成２８年１２月２６日、
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月曜日の午前１０時より、いきいきプラザ３階のマルチメディアホー

ルで予定しております。 

東村山のよさ、あるいは、そのよさをまちづくりのために自分たち

にできることを生徒会サミットで協議することになっております。 

そのことにつきましては、年が明けて平成２９年１月２９日の日曜

日に、中央公民館で開催いたします「市民の集い」におきまして、昨

年度と同様、渡部市長がコーディネート役を務めていただき、各中学

校の生徒会役員の皆さんとシンポジウムを行う予定でございます。 

こちらもお時間の都合つきましたら、ぜひ御参加いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

最後に、各学校からの情報につきましては、別紙、指導室報告事項

資料②、平成２８年度「東村山市いのちとこころの教育週間」～東村

山市立小・中学校の取組～にお示しさせていただきました。 

本年度も多くの学校が道徳授業地区公開講座と関連させて、様々な

分野のゲストティーチャーをお招きして実施をいたすところでござい

ます。 

この取組につきまして、今現在、学校から集約しているものでござ

いますので、多少、修正等があるかと思います。今後、再度学校等、

確認をさせていただきまして、市のホームページ、または、市報等で

道徳授業地区公開講座等の予定につきまして、広く市民の皆様にも周

知していく予定になってございます。 

各学校ごとに、それぞれ１月の後半から２月の前半にかけて行うと

ころでございますので、御都合がよろしければ御覧いただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

以上で、指導室からの報告事項を終わります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問があり

ましたらお願いをいたします。何かございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようでございますので、次に行きたいと思います。 

  続きまして、報告事項⑤、成人の日のつどいについてをお願いいた

します。 

○肥沼教育部次長 社会教育課長が本日欠席ですので、私のほうより御

報告させていただきます。 

  報告事項⑤と⑥を一緒に御報告させていただいてよろしいでしょう
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か。 

○森教育長 お願いいたします。 

○肥沼教育部次長 それでは、まず、報告事項⑤、成人の日のつどいに

ついて御案内申し上げます。 

  今年度の成人の日のつどいにつきましては、平成２９年１月９日と

なります。 

受付は午後１時、式典は午後１時３０分より、明法中学高等学校講

堂にて開催いたします。昨年と同様となっております。 

  今回は、平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれの方、男子

７９３名、女子７２３名で、合計１，５１６名を対象に、案内はがき

を本日発送する予定となっております。 

  本年も、卒業時の先生からのメッセージや、新成人の生まれた年の

出来事などを載せた手づくりのパンフレットを配布したいと考えてお

ります。 

  また、今年度は開会式前に、ホール内で各小中学校の校舎等の映写

を実施いたします。 

  昨年、始まるときに、まだ会場に入り切らないで、ざわざわした中

でのスタートとなりましたので、できる限り、人が入って落ちついた

中でできるようにとの工夫で、今回、試しで行わせていただこうかと

思っております。 

  なお、成人代表は、リオオリンピック４００メートルリレーの選手

で、東村山第三中学校出身のウォルシュ・ジュリアン・ジャミイさん

で、成人式代表の誓いの御挨拶をお願いしております。 

  続きまして、報告事項⑥、第２回八国山芸術祭についての御報告で

ございます。 

  平成２６年度に、第１回の八国山芸術祭を市制施行５０周年の記念

事業の一環として行いましたが、今回、さらにバージョンアップとい

うことで、まず特別イベントといたしまして、平成２８年１１月５日、

土曜日に、市民センターにおいて映画「あん」の原作者であり、文化

芸術家として多岐にわたり御活躍されているドリアン助川氏を講師に

迎え、市内の小学校４年生から大学生までを対象に、「ドリアン助川

さんと詩を創ろう」を開催いたしました。 

  この企画は、子供たちが文化芸術家と直接触れ合うことで、表現や

創造の喜び、楽しさを理解し、文化を生み出す心を育むことを目的と
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いたしまして、当日は４１名の参加者のもと、ワークショップ形式に

より詩作の楽しさを肌で感じるなど、文化芸術の新たな魅力を再確認

していただいたところでございます。 

  続いて、１１月２６日の土曜日に、中央公民館にて開催されました

第２回八国山芸術祭につきましては、前回と比べて新たに市内の幼稚

園、小学校を加えるとともに、ホール部門の参加や展示等におきまし

て、前回以上に子供たちによる発表の機会を増やし、演劇や吹奏楽、

合唱、ダンス等の部活動を含めた総勢約１，０００人の参加者のもと、

多くの市民の皆様にも御鑑賞をしていただき、盛大にとり行われたと

ころでございます。 

  来館者につきましても、およそ延べ１，１００人ということで、参

加者を含めると２，０００人を超えた形で、終始ほぼ満席状態で盛大

に行われたところでございます。 

  この八国山芸術祭を通しまして、子供たちにいつまでも心の中に、

達成感や満足感が財産として残り、東村山市の素晴らしさを少しでも

体感していただき、愛着を持っていただければと考えております。 

  以上です。 

○森教育長 何か御意見、御質問あり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 よろしいですか。成人の日のつどいについて、またお世話

になりますが、よろしくお願いします。 

  それでは、続きまして、報告事項⑦、東村山市民スポーツセンター

指定管理者の指定についてをお願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑦、東村山市市スポーツセンター指

定管理者の指定について御報告をさせていただきます。 

  本件につきましては、さきに行われました教育委員会１０月定例会

におきまして、東京ドームグループを東村山市民スポーツセンターの

次期指定管理候補者とすることを御審議、御可決をいただきまして、

その後、１１月２９日火曜日の現在開会中であります市議会１２月定

例会初日の本会議におきまして、東村山市市民スポーツセンターの指

定管理者の指定について御審議いただき、御可決をいただきました。 

  審議におきましては、各会派の議員さんから、これまでの５年間の

成果と課題は何かという質問や、施設整備や自主事業の内容、高齢者
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や障害者への配慮内容、市及び教育委員会とのさらなる連携方策、ま

た、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けた市民

の機運醸成など、東京ドームグループから提案をされた具体的な内容

等について、６５件の質疑があり、教育部長のほうから答弁をしまし

て、御理解、御可決をいただいたところでございます。 

  今後の予定につきましては、来年の２月中に協定書の締結を行いま

して、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までの５カ年、

市民スポーツセンターの指定管理者として施設の管理・運営を行って

いただきます。 

  引き続き、東京ドームグループが市民スポーツセンターの管理・運

営を行っていくわけでございますが、民間の活力を発揮した施設運営

を行い、さらなる市民サービスの向上を図るとともに、市民の体力の

向上、健康増進に努めていただければと考えております。 

  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、御質問ござい

ましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、予定されておりました報告事項は以上でござい

ますが、他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいませんか。 

○曽我教育部長 今、市民スポーツ課長のほうから、議会初日の議案報

告をさせていただきました。 

  今はまだ開会中ではございますが、１１月２９日から市議会定例会

が始まりました。その初日の本会議におきまして、町田委員の任期満

了に伴う教育委員の選任についての同意がありまして、新教育委員と

して佐々木洋子氏が選任されましたので、御報告させていただきます。 

  以上です。 

○森教育長 わかりました。ただいま教育部長から報告がありましたと

おり、教育委員に佐々木洋子氏が選任されたことに伴いまして、現教

育委員でございます町田委員が、平成２８年１２月１０日をもって任

期満了となります。 

  町田委員におかれましては、平成８年から２０年間、教育委員とし

て、また、教育委員長としても約１１年間にわたり、東村山市教育委

員会に御尽力をいただきました。 

  それでは、任期満了に際しまして、町田委員から一言御挨拶を頂戴
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できればと思います。 

○町田委員 今、お話がありましたように、私も２０年間教育委員をさ

せていただきまして、いよいよ今日が最後の委員会ということで、何

かすごく気持ちの中で、どきどきしているところがあります。 

  確かに、この２０年間を振り返ってみてというと、本当に幾ら時間

があっても足りないぐらいで、昨晩、今日の委員会で、一言話をさせ

ていただけるということなので考えてみたのですけれども、思い出を

語ったら、あれもあり、これもありで、どうにもならないなと思いま

して、また、それは何か別の機会に話をさせていただければと思って

おりますが、何が一番かと思いますと、やはり、こうやってできたの

も、教育委員会の皆さんのおかげ、もう本当にそれに尽きるかなと思

っております。 

  もちろん、東村山の教育委員会の特色ということではないですけれ

ども、教育委員がしっかりとしているというか、チームワークが良い

というのでしょうか。よその話を聞くわけではないですけれども、教

育委員同士の仲が悪くて、なかなか話が一つにまとまらないとかとい

う話はよく聞いたところですけれども、東村山の場合は、誰かが提案

すれば、「ああ、それがいいですね。」と。また、必ずしも全部、良

いと返事するだけではなくて、適所適所で、こういうところは、こう

いうふうにしたほうが良いのではないかという話を、本当にしっかり

していただけるのですね。 

  そのような仲間とともにやらせていただいたから、２０年間、本当

に楽しくできたのではないのかなと思っております。 

  また、教育委員会の皆様もそうですし、あと、よく考えてみれば、

私、３６歳のときに教育委員になって、月１回ですけれども、午前中

に定例会に出席してということで、私の家族も、その教育委員という

大役を受けているからということで、バックアップしていただいて、

また、職場の職員にしましても、必ずいないときがあっても、そこは

フォローしてもらって、安心してこの場に来ることができたというの

も、本当にありがたかったことだなと思っています。 

  ここではもう一回繰り返しますけども、皆様方に感謝申し上げて、

最後のお礼の言葉とさせていただきます。 

  本当にありがとうございました。 

  以上でございます。 
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○森教育長 どうもありがとうございました。町田委員が退任されると

いうことで、大変寂しい感じはございますけれども、今後もいろいろ

な場面で、御指導いただけることがあるだろうと思っておりますので、

退任後も健康に御留意をいただきまして、頑張っていただければなと

思っております。 

  本当にありがとうございました。 

○町田委員 ありがとうございました。 

○森教育長 それでは、次に行きたいと思います。 

  報告事項をお持ちの方は、他にいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようでしたら、以上をもちまして、定例会を閉会させ

ていただきます。 

以上をもちまして、平成２８年第１２回東村山市教育委員会定例会

を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１０時３８分 閉会 


