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平成２８年第３回東村山市教育委員会定例会議録 

 

〇平成２８年３月２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 

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。 

議題（非公開） 

  議案第９号  東村山市立中学校教員の服務事故にかかわる処分 

         内申 

議題 

  議案第５号  東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する 

         規則 

  議案第６号  文化財保護審議会委員の委嘱 

  議案第７号  ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

  議案第８号  文化財調査員の委嘱 

 

協議事項 

①東村山市立小・中学校における教育課程の検討について 

 

報告事項 

①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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②平成２７年度東村山市教育研究会研究発表会について（指導室） 

③平成２７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） 

④いじめにかかわる実態調査の結果について（指導室） 

⑤平成２８年度指導室主管事業について（指導室） 

⑥平成２８年度市教委定例訪問について（指導室） 

⑦平成２８年度学校周年行事について（指導室） 

⑧教職員の研修等について（指導室） 

⑨教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑩特別支援教育理解啓発事業「子供の困り感に寄り添う支援」実施結

果報告（教育支援課） 

⑪東村山市民スポーツセンター指定管理者選定スケジュール及び選定

委員会委員について（市民スポーツ課） 

⑫乳幼児向けブックリスト等の発行について（図書館） 

⑬企画展「なつかしい暮らしと道具たち」について（ふるさと歴史館） 

⑭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、本日の署名委員を吉村委員にお願いいたします。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会定例会へ、ただいま傍聴人の希望と

いうことで、９名の方が申し出をしておりますので、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、傍聴の申し出があったということでございます。

傍聴を許可したいと思いますが、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ございます。では、議事日程に従っ

て進めさせていただきたいと思います。 

本日の議案第９号、東村山市立中学校教員の服務事故にかかわる処

分内申は、人事に関する案件でございますので、教育委員会会議規則

第１０条のただし書きに規定する人事に関する事件に該当いたします。

したがいまして、公開しない会議にしたいと思いますが、こちらにつ

いて討論をしないで採決をしたいと思います。本件について、公開し
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ない会議にすることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員賛成ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

議案第９号、東村山市立中学校教員の服務事故にかかわる処分内申

につきましては、公開しない会議といたします。 

先に、議案第９号より審議をしたいと思います。 

では休憩します。 

 

午前９時３２分 休憩 

 

午前９時４４分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

最初に、傍聴の方に申し上げます。本定例会におきまして、録音、

撮影等の許可はいた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。 

議案第５号、東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則

についてお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第５号、東村山ふるさと歴史館処務規則

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２８年３月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則。東村山ふるさ

と歴史館処務規則（平成８年東村山市教育委員会規則第８号）の一部

を別紙のとおり改正することに議決を得たい。説明、組織改正に伴い、

本案を提出するものであります。 

東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則につきまして、

説明させていただきます。 

今回の規則の一部を改正する規則は、東村山ふるさと歴史館及び八

国山たいけんの里を一層活性化するために、歴史館内での組織を編成

するために行うものでございます。一部改正は、庶務系の職員の係と

専門職系の職員での係で編成しております。これにより、学芸員を中

心とした専門職の係に歴史館やたいけんの里の資料、調査、整理、事
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業等を行い、歴史館全体の運営を庶務系職員で担うということを強化

した点にございます。 

第５条第４号の他機関との連絡及び協力に関することにつきまして

は、今までも教育普及係、文化財係内で行ってきたことを強化し、教

育普及係の業務の柱に置くために明文化したものでございます。 

同条第６号の歴史館等の統計、調査及び広報に関することにつきま

しては、今までの広報に関して旧規則にありますが、一層組織的に運

営を調査、研究し、今後の館のあり方を考える術を得るために明文化

したものでございます。 

それでは、第５条を次のように改める。係の分掌事務、第５条、係

の分掌事務は、次のとおりとする。新規則、第５条、教育普及係に、

次の第４号、第６号を加える。旧規則、第５条、教育普及係の第４号、

第６号は、新規則、文化財係の第９号、第１０号に移動させる。新規

則、第５条、文化財係の第１号に「保護」を置く。同条第９号、第１

０号は、先ほど説明したとおりでございます。 

附則、この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

以上、東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則につき

まして、御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

以上、提案説明とさせていただきます。 

○森教育長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。御意見、御

質問がございましたらお願いいたします。 

○當摩委員 今、お示しくださった中で、教育普及係というものを私の

理解としては、事務系のことを中心としていくということだと思うの

ですが、ここで、旧規則の中の教育普及係の４号が、歴史館等の教育

活動及び学習支援等に関することということが、新規則の中では、文

化財係に移行していると認識しておりますが、新規則の中で、教育普

及係というのが適切な名称なのかどうかということが、疑問に感じる

ところでございますので、今後の検討課題にしていただけるとありが

たいという気持ちがいたします。 

○森教育長 いかがでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 ただいま、當摩委員がおっしゃったとおりで

ございますので、今後、考えていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
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○森教育長 そもそも仕事の割り振りを変えようという理由はどういっ

たことなのですか。 

○栗原ふるさと歴史館長 今、教育普及係の中で、学芸員が一緒にいる

ということがありまして、文化財係に学芸員を分けて、今後、教育普

及係で計画・立案等、明文化した中で庶務の業務を柱においていきた

いと思っております。 

以上でございます。 

○森教育長 私の認識が不足しているのかどうかわかりませんが、学芸

員の方は文化財係にいて、教育普及係は学芸員の方はいらっしゃらな

い、そのために、文化財係のほうにそういう仕事を集めたという理解

でよろしいのですか。間違っていますか。 

○栗原ふるさと歴史館長 学芸員はいますが、行政職となっております

ので、一旦に教育普及係の職については文化財係の庶務の強化をする

ということで、今後行っていきたいと考えております。 

○森教育長 旧規則ですと、仕事分担が数的には同じぐらいの数ですが、

新しい規則になると、文化財係がかなり多くなりますよね。職員の数

とか学芸員の数も含めて、偏りはないでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 今までの教育普及係の関係業務を文化財係に

移行した内容につきましては、専門職として文化財係ができる区分と

して、明文化させていただいたということで、専門職が事業として行

っていく内容を学芸員の方が、その専門事業として事業を行っていけ

るように、今後、それぞれの携わる係として協力し合う、また、事業

を行っていけるようにさせていただきました。 

以上でございます。 

○曽我教育部長 補足させていただきます。 

教育普及係の名称につきましては、本来であれば庶務係に変えたか

ったという意向はあります。ただ、今回時期的なこともありまして、

そのような観点から、今年度は教育普及係ということで、来年度以降

には庶務係に変えていきたいと考えております。 

また、教育長が言われた事務の振り分け等ですが、専門職と一般事

務職ということですけれども、一般事務職につきましては、係長も一

般職という形になっていますので、学芸員が全部この文化財に集合さ

れたとは考えておりません。 

それとあと、やはり予算があり、企画があり、事務があるというこ
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とで、それに文化財の事業がついてくるという一つのくくりで教育委

員会としては考えておりますので、縦割りを今、ふるさと歴史館長の

ほうからも言われたとおりで、しっかりしていこうということなので、

庶務系については、予算管理等をしっかりやっていく中で、業務関連

を持たせていくと、もう一つは、事業を強化していくためには、一つ

文化財係ということでの専門職の位置づけの色が濃くなったというよ

うな考え方で、こういう組織を持たせていただきたいと思っておりま

すので、従来からの仕事内容とは特段大きな変更はないと思います。

ただ、明確に事務系のところはしっかり管理していこうということと、

事業はしっかり事業を行っていこうと、そこは縦に切られたような感

じに見られますけども、事業関連は今までどおり同じような業務で行

っていきたいと考えております。 

以上です。 

○森教育長 よくわかりました。 

それでは、他に御意見、御質問ございませんでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、採決をとりたいと思います。賛成の方

の挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第５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６号、東村山市文化財保護審議会委員の委嘱につきま

して、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第６号、東村山市文化財保護審議会委員

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２８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

化財保護審議会委員の委嘱。東村山市文化財保護条例（昭和４３年東

村山市条例第７号）第１９条の規定に基づき、別紙のとおり東村山市

文化財保護審議会委員の委嘱することに議決を得たい。説明、文化財

保護審議会委員の任期が、平成２８年３月３１日をもって満了となる

ため、本案を提出するものでございます。 

議案第６号、東村山市文化財保護審議会委員の委嘱につきまして、

説明させていただきます。 

東村山市文化財保護審議会委員の委員構成は、５名以内でございま
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す。現在、保護審議会におきましては、新たな市指定の文化財候補の

検討を継続しているところでございます。文化財保護に深い造詣を持

ち、当市の文化財保護行政を熟知していることから、次期東村山市文

化財保護審議会委員の根岸茂夫氏を初め、全委員の留任をお願いした

いと考えております。任期は、平成２８年４月１日から平成３０年３

月３１日まででございます。 

以上、東村山市文化財保護審議会委員の委嘱につきまして、御審議

いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上、提案説明でございます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問はございませんでし

ょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に、ないということでございますので、採決をとりたい

と思います。賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員賛成ということで、議案第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、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につき

まして、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第７号、東村山ふるさと歴史館協議会委

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２８年

３月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山ふ

るさと歴史館協議会委員の委嘱。東村山ふるさと歴史館協議会条例

（平成８年東村山市条例第８号）第３条の規定に基づき、別紙のとお

り東村山ふるさと歴史館協議会委員を委嘱することに議決を得たい。

説明、東村山ふるさと歴史館協議会委員会任期満了により、別紙第１

１期東村山ふるさと歴史館協議会委員会候補者の名簿の委員を委嘱す

るため、本案を提出するものであります。 

議案第７号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につきまして、

説明させていただきます。 

委嘱につきましては、説明のとおり任期満了に伴い、第１１期の東

村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につきまして、審議をお願いす

るものでございます。 

第１１期の委員候補者の人選につきましては、昨年１１月頃から既



８ 

存の委員の全員と面談を行い、必要に応じて、２、３人の方とは複数

回にわたり面談を行うなどの対応をとってまいりました。 

また、新規候補者の人選につきましては、安定かつ信頼性のある人

材を確保する観点から、東村山ふるさと歴史館協議会の日笠山会長よ

り、また、委員からの紹介や地域での評判により、こちらから個別に

お声をかけて面談を実施したところでございます。 

新任候補者につきまして、補足説明させていただきます。新任候補

者の大井芳文氏は、東村山郷土研究会会長でございます。市内最大の

郷土研団体の会長で、東村山の郷土を研究し熟知しておられること、

元校長先生で学校教育現場での経験もあり、学校教育の側面からアド

バイスをいただけるものと考えます。また、東村山観光振興連絡会の

会長を行い、東村山市を活性化する観光という側面からも歴史館のこ

れからを考える情報を提供していただける方であると考えております。  

東村山ふるさと歴史館協議会の委員構成は１０名以内でございます。

初めに、学校教育関係者では小泉ひとみ氏、古閑啓之氏に継続委員と

して考えております。 

次に、社会教育関係者では、前回まで１０期務めていただき、御協

力いただきました日笠山会長につきましては、１期２年、副会長、６

期１２年、２０年にわたり務めていただきましたが、１０期をもって

との申し出があり退任することになりました。増田康人氏は継続委員

として考えております。 

続きまして、家庭教育の向上に資する活動を行う者では、長嶺すみ

江氏、當間シマ子氏を継続委員として考えております。 

次に、学識経験者では、石田武久氏、木村茂光氏、浜野進氏を継続

委員として考えております。任期は、平成２８年４月１日から平成３

０年３月３１日まででございます。 

以上、第１１期東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につきまし

て、御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

以上、提案説明とさせていただきます。 

○森教育長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。御意見、御

質問がございましたらお願いいたします。 

○當摩委員 大井先生に新たにお願いするということで、大変良いこと

だと思っています。一つ、ふとこれを改めて見ていて思ったのですが、

学校教育関係者がお二人とも小学校籍であられますよね。今までもそ
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ういう形でおいでになったのかもしれないけれども、今後の検討課題

として、もしできましたらお一人小学校、お一人中学校とか、そのよ

うな形で出ていただけることが可能でしたら、学校教育の場で、小学

校での歴史の様々な教育普及、それから中学校への教育普及について

のお話し合いになっていただけることも、今後可能なことであるのか

なと思いましたので、その旨申し上げたいと思いました。 

○森教育長 いかがでしょうか。 

○栗原ふるさと歴史館長 委員のおっしゃるとおり、今後、学校教育関

係者には小学校のみならず、中学校からもということで考えてまいり

たいと思います。 

○曽我教育部長 学校教育関係につきましては、校長会を通しながら、

委員を割り振っていただいている経過がありますので、そのような意

見をいただきながら、今後、必要があれば、小学校、中学校というバ

ランスのある方法がとれればと思っておりますけれども、まず、校長

会を通しながら最初は依頼させていただいて、その御返事が今後のお

答えになると思いますので、少し検討させていただきたいと思います。  

○森教育長 校長役員会等で多少検討させていただいて、前進できれば

と思っております。 

他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に意見がございませんので、採決をとりたい

と思います。賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第７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８号、東村山市文化財調査員の委嘱について、お願い

いたします。 

○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２８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２８年度も引き続き委嘱を行うため、本案を提出す
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るものでございます。 

議案第８号、東村山市文化財調査員の委嘱につきまして、説明させ

ていただきます。 

東村山市文化財調査員委嘱につきまして、説明のとおり平成２８年

度も引き続き、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの

１年間の任期、委嘱について、審議をお願いするものでございます。 

候補者は再任で、林寿子氏、山本菜摘氏の２人でございます。 

補足説明をさせていただきます。初めに、林氏の職務につきまして

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、

目録作成作業を行います。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、お願いいたします。 

次に、山本氏の職務でございますが、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います。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、お願いいたします。 

以上、御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

以上、提案説明とさせていただきます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問がございましたら、

お願いいたします。 

○當摩委員 それぞれ再任ということですが、それぞれ関わってくださ

っていらっしゃるお仕事について、今後もこのような形での調査員の

方の必要性について、伺っておきたいと思います。 

○栗原ふるさと歴史館長 平成２６年度、２７年度に、比留間家に関す

る資料の整理を行ってまいりました。まだ整理の途中でございますの

で、これにつきましては、整理を行っていく必要があると考えており

ます。 

そして、山本氏の関係ですが、フィルム等のデジタル画像につきま

して、まだ整理、保存を行っていかなければならないということがご

ざいますので、そのデータベース化をこれからも行っていくというこ

とで、今回もお願いしていく次第でございます。 

以上でございます。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 
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（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に御意見、御質問がないようですので、採決

をとりたいと思います。賛成の方の挙手をお願いしたいと思います。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第８号につきましては、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ので、続きまして、

協議事項に移りたいと思います。 

協議事項①、東村山市立小・中学校における教育課程の検討につい

て、お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 それでは、指導室より、本日御協議いただきます

東村山市立小・中学校における教育課程の検討について、御説明いた

します。 

平成２７年９月の教育委員会定例会におきまして、教育課程検討委

員会の設置について、御承認いただき、その後、本日までに検討委員

会を３回開催いたしました。 

検討委員会では、主に次の２点について検討を行いました。１点目

は、学期制のあり方についてでございます。そして２点目は、冬季休

業日の指定についてでございます。 

１点目の学期制のあり方につきましては、小学校６年生と中学校３

年生の保護者、学校評議員、全小・中学校教員を対象に意向調査を行

い、その結果を参考に検討を進めてまいりました。 

委員の皆様の御意見では、大方が三学期制への変更を支持する御意

見でございましたけれども、何点か御紹介いたしますと、月に２回ま

での土曜日授業の実施も可能となり、夏季休業中の４日間の授業も可

能となったことから、授業時間の確保という観点からは、三学期制で

実施することに問題はなくなった。子供たちの学習意欲の連続性とい

う面では、二学期制で前期の途中に長期休業、夏休みになりますが、

これを挟むことは維持させていく上でなかなか難しい。それから、二

学期制の成果を踏まえた上で、三学期制を実施することが大切である。

そのような意見が出されました。その結果、委員会として、平成２９

年４月１日より二学期制を改め三学期制とするということで方向性の

原案をまとめました。 

２点目の冬季休業日の指定についてでございますが、これまで本市
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においては、東村山市立学校の管理運営に関する規則において、１２

月２６日から翌年１月５日までとしておりました。この冬季休業期間

は、近隣市と比較しても１日か２日間ほど短く、校長会、役員会から

検討依頼がありまして、本検討委員会で議題として挙げ、委員の皆様

から御意見をいただきました。 

委員の皆様の御意見といたしましては、二学期制の検討と同様に、

授業時間は十分に確保できるようになったこともあるので、近隣市と

同様に１月７日までとしてはどうかとの意見がありました。そして平

成２９年４月１日からの三学期制施行にあわせて、休業日も同じよう

に変えてはどうかという御意見がありました。 

また、小・中学校校長会にも伺ったところ、どちらの校長会も総意

として、冬季休業期間の延長を望む声があったことを参考までに加え

ておきます。 

本日、教育委員の皆様には、これまでの議事録をまとめたものやア

ンケート調査の結果、そして現在の学校休業日について定めておりま

す学校の管理運営に関する規則を配付しております。検討委員会から

の御報告ということでまとめてございます。 

つきましては、教育委員の皆様に、今後の学期制のあり方及び冬季

休業日の指定、この２点について御協議いただきまして、今後の方向

性を決めていただきますようお願い申し上げます。 

説明は以上でございます。 

○森教育長 ただいま、統括指導主事より説明がございましたけれども、

３回に分けた教育課程検討委員会で話し合われた内容のごく一部、さ

わりだけを説明させていただいたような形になると思いますので、各

委員の方から御意見、あるいは御質問をたくさん出していただいて、

協議を進めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

どなたか御意見ございますか。 

○町田委員 まず、今のお話にもありましたし、９月の定例教育委員会

での教育課程検討委員会の設置についてのときの話の中で、私も二学

期制の導入に当たっては、そのころ教育委員としていろいろ考えさせ

ていただいたように、研究した一人として、あのときには、授業時数

がとにかく足らないということで、何とかして授業時数を確保してい

こうという中で、考え抜いた結果が二学期制だったと思います。今、

検討委員会でいろいろ報告があったと思いますけれども、実際、二学
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期制の当初の目的というか、成果はあったかどうかということについ

て、事務局としてはどのように捉えているのか、説明してもらいたい

と思います。 

○谷口統括指導主事 平成２４年度に行われました検証委員会での報告

まとめから引用させていただきますと、この二学期制の成果といたし

ましては、大きく３点ございました。 

１点目は、学校行事の充実という点で、非常に効果があったという

ことが挙げられております。これは、夏休み直前まで学校行事を入れ

ることができたという点、特に修学旅行などを７月に入れている中学

校が多く、これは予約が非常にとりやすいというお話がありました。 

２点目といたしましては、子供と向き合う時間の確保ができたとい

うことが効果として挙げられております。具体的には、面談や家庭訪

問の機会を設けることができたということです。特に中学生は、家庭

でなかなか保護者に学校の様子を伝えることが少ないものですから、

学校と家庭が生徒理解を深めて連携していくことには大きな効果があ

ったと報告を受けております。 

３点目といたしましては、教員の意識改革ということが挙げられま

した。評価のあり方が工夫されたり、あるいはきめ細かな指導と評価

ができるようになったと、また子供たちを見るポイントなども教員の

指導力の向上につながっていった、この３点が挙げられていると確認

しております。 

以上でございます。 

○町田委員 確かにあのときに、子供との向き合う時間が確保できると

いうのも二学期制のメリットとしてあるだろうということだったので

すけれども、それが実際あったということで、わかりました。ありが

とうございました。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 先ほど、統括指導主事からも御説明をいただき、三学期制

についての賛成意見というのを御紹介いただいたのですが、先ほどお

話しいただいた以外にも、どのような御意見が検討委員会で出された

かということを伺いたいと思います。 

○谷口統括指導主事 先ほど、御紹介させていただいた検討委員会での

意見以外のものを御紹介させていただきます。 

まず１つ目、中学校の定期考査、これは二学期制の場合には出題範
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囲が広く、つまずきの状況がつかみにくいという御意見がありました。 

それから、部活動などでは、他地区との対外試合の際に、二学期制

のために試験の直前や直後に入ってしまうことで、この兼ね合いから

不都合が生じていったという中学校側の御意見もいただいてございま

すので、三学期制のほうが良いという賛成意見があります。 

それから、評価を３回行うということは、学力を把握できる機会が

多くなり、その後の指導に有効活用ができるという意見もございまし

た。 

最後に、中１ギャップへの対応を考えると、やはり夏休み前に子供

たちの学力の定着の度合いを確認することで、夏休みを有効活用でき

るのではないか、もっと言いますと、長期休業の夏休みをもっと有効

に活用していきたいという御意見でありました。 

以上でございます。 

○當摩委員 今の話を伺うと、中学校の中では、三学期制という形への

移行がよろしいのではないかという捉え方でよろしいのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 検討委員会の中の出された意見の中には、やはり

中学校のほうが、二学期制では不都合が生じているという意見が多く

ございました。小学校側はどちらかというと、今の二学期制のままで

いくことについて、三学期制に変わったとしてもどちらでも可能では

あるものの、ただ、もう既に二学期制の中で様々な行事を行っており

ますので、そちらを整理していくことをやはりじっくり時間をかけて

行っていく必要があるだろう、このような意見が出されております。 

○當摩委員 わかりました。 

○森教育長 他に、いかがでしょうか。 

○吉村委員 まずは、小・中学校の教育課程の検討についての資料、お

まとめ等していただき、ありがとうございました。 

そこで、アンケートの結果で、小学校で二学期制継続を希望する割

合が２５％、中学校が１５％、中学校の１５％よりも１０ポイント多

いのですね。そこから何がどのようにわかるか、御説明いただけると

ありがたいのですが。 

○谷口統括指導主事 今回のアンケートの調査は、先ほどの説明にもあ

り、重なってしまいますけれども、保護者、教員、それから、学校評

議員の皆様にアンケート対象となっていただき、調査を行わせていた

だきました。 
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今回、小学校で二学期制の継続を希望する割合が２５％と、中学校

との差が生まれた大きな要因といたしましては、小学校の教員による

二学期制希望、二学期制継続の希望が５２％に上がったということが

挙げられます。この二学期制継続に関する小学校教員の主な意見とい

たしましては、二学期制であればゆとりがあって、子供へしっかりと

目が向けることができる。あるいは、学校行事を計画するのにゆとり

が持てる。先ほどと重なりますが、二学期制に伴って増えたものが減

らなければ負担が大きくなる。このようなものがございました。 

以上でございます。 

○吉村委員 わかりました。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 ９月のときにもお話ししたのですけれども、二学期制導入

のときに、私は小学校の現場におりまして、中学校にあわせて小学校

もというような形だったと思います。当初いろいろどういう形でとい

うようなこともあったのですけれども、二学期制の良さを積極的に見

出して、生かしていくということをやってきました。特に子供と向き

合う時間の確保、子供一人一人をしっかり見つめる時間がとれるとい

うことは、小学校にとってものすごく重要なことだったのです。そう

いうことから考えますと、今のお話の小学校の先生方の気持ちという

のは、私はとてもよくわかるので、三学期制に変更することに疑問を

感じています。 

先ほど、當摩委員の御質問に統括指導主事の御説明をいただきまし

たけれども、これは委員会としてのお話だったので、逆に事務局では、

三学期制にするメリットというのはどんなことがあると考えていらっ

しゃるのか、それをお伺いしたいと思います。 

○谷口統括指導主事 検討委員会での御意見もいただきながら私どもも

事務局として、様々整理、まとめをしていくところでございますが、

事務局としての三学期制にすることのメリットは現在のところ３点ほ

どあると考えております。 

１点目は、通知表などの評価が２回から３回に変わるということで、

子供たちの学力や体力の状況、学校での様子などを知らせる機会が物

理的に増えるということで、これまで以上により説明責任を果たすこ

とができるようになるのではないかという点です。 

２点目といたしましては、学校生活の節目となる学期の変わり目、
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これが２回から３回になることで、めりはりのある学校生活が送れて、

長期休業である夏季休業日を挟んで、気持ちの切りかえも子供たちに

とってはできるのではないだろうかということです。 

３点目といたしましては、先ほどの中学校の御説明と重なりますが、

定期考査の回数が増えて間隔が短くなります。そのために集中的、重

点的に学習をすることができるのではないだろうか。また、部活動な

どの対外試合とか、あるいはコンクールなど、他市との兼ね合いにな

りますけれども、こういったことが重なることがなく実施することが

できるので、子供たちにとっても集中して部活動などを行うことがで

きるのではないだろうか。このようなメリットを３点ほど考えてござ

います。 

以上でございます。 

○當摩委員 意見になりますが、過去二学期制になるときに、どのよう

にこの通知表などの評価を適切にやっていくかということは課題にな

っており、それぞれの学校で工夫してきました。これから、学校現場

ではカリキュラムマネジメントが大事だというようなことを言われて

いるのですけど、評価もそれぞれの学校のカリキュラムマネジメント

にすごく深い関連があると思うのです。評価そのものの考え方を、も

っときちんと整理しなければいけないのではないかと考えます。中学

校の課題、部活の問題であるとか、それから、進路との関わりである

とかということについては、よくわかる気もしますが、例えばメリハ

リがつくということの良さ、一方で、向き合う時間をとることの良さ

ということについて、どこに重きを置くのかということで、私は今、

ここで判断することが難しい状態ではいます。 

○森教育長 私のほうからも伺いたいのですが、今の小関委員の発言と

も関わるのですけど、子供たちと関わる時間を確保するということで、

二学期制は非常に意義があったというお話だったのですけど、三学期

制になった場合に、そのあたりの時間は削られてしまうのでしょうか。

それとも同じようにできるのでしょうか。そのあたりはどうお考えで

すか。 

○谷口統括指導主事 やはり二学期制と三学期制の主な違いは、物理的

な部分になるかもしれませんが、いわゆる学期の区切りが１回分増え

るということで、学期末と学期始めの様々な子供たちへの指導の様子

というのが変わってくると思います。 
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そうすると、それに付随した準備の期間であったり、あるいは資料

作成であったりというところで、その意味では、子供との接する時間

というのは多少なりとも少なくなっていく可能性はあります。 

しかしながら、ここで大切にしていきたいと考えておりますのは、

子供たちと向き合うときの様々な教員の指導力については、やはり二

学期制、三学期制どちらにも関わらず、やはり教員に身につけていた

だきたいと思っておりますので、そういったところは、研修なども通

して指導力向上を図ってまいりたいと考えているところです。物理的

な部分では、若干少なくなるであろうということは予想されます。 

以上です。 

○森教育長 他に意見は、いかがでしょうか。 

○町田委員 先ほどの私の話の中で、授業時数の確保ということで、学

力向上のために時間をいかに多くとるかというのが問題にあった中で

の二学期制だったという話をしている中で、あと、夏休みも授業がで

きるようになったということで、多少、夏休み期間中に授業を入れて

いたりすると思うのですけど、今現在、どのような状況で、実際、夏

休み期間中の授業を行っているかという資料はありますか。 

○谷口統括指導主事 平成２７年度の実績でお答え申し上げます。夏休

み期間に３日間授業を行った学校が、小学校１校。２日間授業を行っ

た学校が、小学校５校。１日授業を行った学校は、小学校２校と中学

校２校でございました。 

ちなみに、平成２８年度の予定といたしましても、小学校８校と中

学校１校が２日間の夏休み中の授業の実施を予定しております。１日

だけ予定している学校は、中学校１校ございます。 

以上でございます。 

○町田委員 ありがとうございました。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 今、町田委員は夏季休業中の授業ということでの御質問で

ございましたけれども、私、先ほどもう一つあった、土曜日について、

授業ができるようになったということですけれど、改めまして、その

あたりどうしてそういうことになったのかということについて理解を

していきたいと思いますが。 

○谷口統括指導主事 これまでも土曜日、あるいは日曜日などに学校の

行事を入れまして、振替休業日をとって行っていたという経緯はござ



１８ 

いましたけれども、この振替休業日をとらずに土曜日の授業を実施し

てよいということが始まりました。平成２２年１月１４日付で東京都

教育委員会の通知で、小・中学校における土曜日の授業実施にかかる

留意点という通知が出されました。この通知をもちまして、翌年度、

平成２２年度になりますけれども、ここから月２回を上限に、各学校

で土曜日の授業を振替なしでできるということになってございます。

これが経緯でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○當摩委員 はい。 

○森教育長 ちなみに、他の地区は結構、教育委員会のほうで、何日と

何日は授業をやりなさいということで指定している場合が多いのです

が、本市の場合には、各学校の実態等を加味して、学校の特色を生か

した中で授業時数さえ十分達していれば、それなりに学校ごとに設定

してくださいということで、各学校にはお話をしているところでござ

います。 

○當摩委員 もう一つ、今、統括指導主事のお答えと教育長がおっしゃ

ってくださったことをもう少し膨らませていただきますと、市で土曜

日授業の扱いについて、方針を出してほしいという意見があるという

ことですが、具体的にはどういうことなのでしょうか。このあたり伺

っておきます。 

○谷口統括指導主事 先ほどの教育長のお話と重なるところも多分にあ

りますけれども、土曜日に授業を行うことで、授業時数の時間数を確

保したいという意見が委員の中からもありました。しかし、現在は土

曜講座なども開かれていることから、地域との連携状況という観点か

ら学校の判断だけではなかなか難しい部分もあるというお声がありま

して、そのことを踏まえた上で、市教育委員会から一律、例えば、第

二土曜日は授業日とするというような指定をしていただくことはでき

ないだろうかという御意見が出されておりました。 

他市でも、例えば東村山の名前を使わせていただきますと、東村山

教育の日というような名称で、土曜日振替なしの一律授業を行う日を

設定している自治体もございます。 

以上でございます。 

○當摩委員 感想になりますけれども、たしか、土曜日を休みにしよう

と言ったときに、反対に少しずつ休みを増やしていったような記憶が
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あるのですね。そのことで、土曜日をどのように使うかということに

ついては、過程の中でも随分いろいろな検討をしながら受け皿をつく

ったりとかとした中での例えば土曜講座だったように記憶しておりま

すが、二学期制、三学期制の検討とともに、子供たちがどのように一

番過ごしていくのが、勉学の面からも様々なことを社会的に学ぶこと

も大切かということについては、これからも私たちが大切に考えなが

ら、子供たちの将来に向き合っていってあげなければいけないのかな

と、今のお話を伺って改めて思いました。 

○吉村委員 もし学期制を変えるとするならば、学校だけではなくて、

広く市民にも教育課程を変更することを周知、徹底する必要があると

思うのですけれども、その場合、どのようなスケジュールをお考えに

なっていますでしょうか。 

○谷口統括指導主事 委員御指摘のとおり、学校だけでなく広く市民に

も周知を図っていくことが大切であると事務局側でも考えてございま

す。そのため来年度には、もし変更があればということになりますけ

れども、保護者、そして地域向けのリーフレットを作成し、夏休み前

後あたりを予定してございますけれども、配付を考えております。そ

れから、教育委員会のホームページなども活用しながら市民の方々に

は周知を図っていきたいなと考えております。 

以上でございます。 

○吉村委員 その場合、市民のほうから反対が多かったらどうするんで

すか。 

○谷口統括指導主事 様々な御意見は市民の方からも真摯に受けとめた

いと考えてございます。しかしながら、今回、実は、アンケートの調

査対象を決めるに当たりまして、対象をどなたにするかということで、

様々議論を重ねてまいりました。市民の方にも伺うかというようなこ

ともありましたし、地域の方もどこの範囲で調査対象として御協力い

ただくかということもありました。 

その意味で、小学校の６年生と中学校の３年生の保護者にお願いを

したことになったわけですが、学校のことをよく知っている６年間子

供を通わせた保護者と９年間子供を通わせた保護者を対象にしたとい

うところから、市民の御意見もここに反映されているというような捉

えでこのような対象とさせていただきました。 

以上でございます。 
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○森教育長 よろしいですか。後はよろしいでしょうか。 

○小関委員 なんか今の話だとだんだん変更する方向になっているよう

ですけど、もうちょっと時間が欲しいなという気がしております。例

えば、さっきカリキュラムマネジメント等の話をしましたけど、二学

期制になったとき、それまで使っていた教科書というのは、ある程度、

はっきり分けているわけではないけれど、三学期制を想定したような

教科書になっていたところを、二学期制にあわせるのに、では自分の

学校の子供たちに対して、どういう指導をしていくのかということで、

教育課程そのものについて、かなり突っ込んだ議論がそれぞれの学校

であったのですね。そういう原点に戻るということがすごく大事では

ないのかという気がしていて、私はもうちょっと待って欲しいという

気持ちが今、とても強いのです。 

ついでということになり申し訳ないのですが、冬季休業のお話があ

りましたけど、比較的近隣市と比べると短いというお話がありました

けれど、実際に近隣の市について、どんな状況なのか教えていただけ

ればと思います。 

○谷口統括指導主事 隣接している清瀬市が１月６日までで、それ以外

には、西東京市、東大和市、武蔵村山市、東久留米市、小平市、少し

離れますけど、小金井市、これらの市は全て１月７日まで冬季休業期

間となってございます。１月５日までというのは本市のみでございま

した。 

以上でございます。 

○小関委員 その経緯はどんな形でなったのでしょうか。 

○谷口統括指導主事 二学期制を導入いたしました平成１８年度から秋

休みを２日間設定しておりました。この２日間分は冬季休業期間を短

縮することによって確保していたという経緯がございます。 

その後、秋休みを平成２１年度からなくしまして、ただ、冬季休業

期間までまた延ばしてしまうと、授業時間数の確保という観点からな

かなか難しいということから、冬季休業期間を１月５日までとして残

しておいたという経緯でございます。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

冬季休業期間の検討について、今、小関委員からありましたけど、

他の委員さんのほうから、これに関わって何か御質問はございますで
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しょうか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に、冬季休業期間についての御質問はないということな

のですが、学期制の検討につきましては、今、各委員さんから様々な

御意見をいただいて、協議を進めてきたのですが、一つの意見、二学

期制を続けるのか、三学期制に変えるのかという決定をするまでには

意見が煮詰まっていないのではないかなという感じがいたしますので、

各委員さんには宿題ということで、次回の教育委員会までにじっくり

検討していただいて、できれば次回の臨時の教育委員会で決定ができ

ればいいのかなと思っております。 

○町田委員 今の話のことですけど、今、いろいろ説明していただく中

で、検討するに当たって、アンケートの結果を随分お話していただい

たけれども、何かこういうのを決めるときに、アンケートとか市民投

票とかいうのがいろいろ多くなっておりますけれども、それはあくま

で検討材料として、それを専門の知識を持った者がどっちにするかを

決めるという形で行くべきだと思います。だから、今日、これでどっ

ちが多かったからこっちにしましょうとかということではなくて、も

う一度、皆さんが考えてもらうというのが何よりだと思います。 

○森教育長 町田委員のほうからもお話がありましたように、今日決め

るというのは、急ぎ過ぎという部分がありますので、次回、また協議

をしてできたらという形で進めたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 そのときに、あわせて、冬季休業期間に関してもまとめて

決定をしていきたいと思っております。 

それでは、続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

報告事項①、卒業式及び入学式の出席及び告辞について、お願いい

たします。 

○清水庶務課長 私からは、卒業式及び入学式の出席及び告辞について、

御報告いたします。 

１枚目は、平成２７年度の卒業式並びに２８年度の入学式の日程表

及び出席の担当者の名前を記載したものでございます。 

こちらは各委員の皆様方にも担当の学校がございますので、予定を
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していただきまして、御出席いただけるようよろしくお願いしたいと

思います。 

２枚目以降は、小学校の卒業式、中学校の卒業式、また小学校の入

学式、中学校の入学式の告辞でございます。前回、案を示させていた

だきましたが、御指摘、御意見が多数ございました。御意見をふまえ

て校正させていただきました。こちらについて印刷をかけさせてもら

いまして、蛇腹にした上で、委員の皆様にお送りさせていただきます。 

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

などが発生いたします。この場合は、新しい職の方に御対応いただく

よう、その旨を御相談させていただきます。 

庶務課から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、御質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

もし御都合が悪いという場合には、早急に庶務課のほうに連絡をい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項②、平成２７年度東村山市教育研究会研究発

表会について、お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 報告事項が大変多いのですが、報告事項②から⑨

まで続けて御報告させていただいてもよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 それでは、報告事項②、平成２７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。 

平成２８年２月１７日水曜日に、南台小学校の体育館で、東村山市

教育研究会研究発表会がありました。当日は、実践研究発表として、

いつも３部会に発表していただくのですが、中学校の理科、小学校の

保健、そして、小学校の音楽、この３つの部会が檀上で発表を行いま

した。 

どの部会の発表についても、実践に基づく具体的で効果的な内容で

あったために、各学校ですぐに実践できる大変すばらしい発表であっ

たと思っております。 

当日、参加者４４１名もの多くの参加がございまして、盛況に終え

ることができました。 

報告事項③、平成２７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
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います。 

実は、一次の発表と分割前期の発表は、本日この後ということにな

りまして、具体的な進路先の人数というのは、ここにお示しすること

ができないのですが、本年度は、中学校３年生、１，２４５名の子供

たちが、２月１日現在でございますけれども、卒業を控えているとい

うことになります。この進路につきましては、決定次第、また随時お

伝え申し上げます。 

報告事項④、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。 

第２回と第３回の調査の結果を載せさせていただきました。小学校

では、学級担任や担任以外の先生にいじめにあったというような相談

をする件数の割合が多くございました。逆に中学校では、なかなか先

生方に直接子供がお伝えするというのが難しいという背景もあるので

しょうか、アンケートによる認知件数の割合のほうが非常に高くござ

いました。どちらも認知件数につきましては、年度を追うごとに増え

ている傾向でございます。これはいじめが非常に多くなってきたとい

うよりも、やはり子供たちの意識や教職員、それから、周りの大人た

ちのいじめに対する意識が向上してきたと肯定的に私どもも捉えてご

ざいます。といいますのも、解決の態様というグラフがあるのですけ

れども、未解決のままにしている案件は一つも今ございません。この

調査当時では、何件かまだ残ってございますが、早期に対応していた

だいているという現状がございます。やはりいじめが起きて早期に対

応することを子供たち自身がわかり感じとることは、次に自分が何ら

かいじめにあったり、いじめを見たりしたときに、すぐに大人に伝え

たり、あるいは、大人の助けを求めたりすることができやすい環境に

つながると考えておりますので、学校に対しては、今後も未然防止は

もちろんのこと、早期対応、ここにまた重点をおいて、今後の取り組

みを進めていただきたいと考えてございます。 

報告事項⑤、平成２８年度指導室主管事業についてでございます。 

来年度の指導室主管の事業は、年間事業計画に沿って校長会でもお

示しをさせていただきたいと考えております。この計画をもとに各学

校では、自校の教育課程を編成しているところでございます。 

特に取り上げて御説明申し上げますと、２８年度は、市の研究奨励

校の発表予定としては小学校では八坂小学校、中学校では東村山第二
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中学校が予定してございます。八坂小学校では、「書く力」を高める

指導、第二中学校では、楽しく豊かな学校生活と学び合う集団の育成

というテーマをおいておりまして、特に第二中学校では、自尊感情や

自己肯定感を育む、先ほどのいじめとも関連してくるのですが、この

ようなことを子供たちに育んでいきたいということで、発表会を予定

してございます。 

どうぞ、教育委員の皆様におかれましても、御予定いただければあ

りがたいと思っております。 

報告事項⑥、平成２８年度市教委定例訪問についてでございます。 

２８年度は、定例訪問予定表による日程で全校になりますけれども、

教育委員会の定例訪問を予定しております。 

また、教育委員の皆様には分担をしていただきまして、それぞれの

学校への御挨拶、それから御指導をお願いできればと思います。どう

ぞよろしくお願いします。またこの後、指導主事のほうから日程調整

をさせていただきたいと思います。 

報告事項⑦、平成２８年度学校周年行事についてでございます。来

年度は、久米川小学校が５０周年、そして、富士見小学校が３０周年

となります。久米川小学校は平成２８年１２月３日土曜日の午前中、

富士見小学校は平成２９年２月１８日土曜日の午後の日程で式典を予

定してございます。 

教育委員の皆様にも、どうぞ御予定いただければありがたいと存じ

ます。 

報告事項⑧、教職員の研修等についてでございます。 

１つ目は夏季宿泊研修でございます。初任者研修受講者を対象とし

て、平成２８年７月２７日から２９日を予定しておりますが、この宿

泊場所の予約の関係で現在のところ、八王子セミナーという宿泊施設

を予定してございます。八王子市にある施設でございまして、これま

では東大和市の駅のすぐそばにある中小企業大学校というところでし

たが、予約をとることが難しい状況です。現在は、八王子のセミナー

を予定しておりますが、日程を変更すると、中小企業大学校は予約が

できるということも聞いておりますので、また、決定次第お知らせ申

し上げます。 

それから、夏季集中研修、教育相談研修も予定しております。そし

て、来年度も悉皆の東村山市立学校教員研修、全教員を対象にした研
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修会を予定しております。来年度は特別支援教室が小学校３校で始ま

ります関係から、内容についても特別支援教室の開設に向けてという

ようなテーマを現在のところ予定しているところでございます。 

報告事項⑨でございます。教職員、児童・生徒、学校の状況につい

てということで、本日は、東京ベーシックドリル「診断シート」にお

ける小学校６年生の実態調査結果を御報告いたします。 

同じ小学校６年生を対象に、４月と２月に２回調査を行いました。

問題は、Ａ、Ｂ、Ｃ、３種類あるうちのＡ問題とＣ問題、問題は違い

ますけれども、内容としてはほぼ同じになります。この問題が東京ベ

ーシックドリルの「診断シート」と言われるものの中に用意されてお

りまして、追跡調査を行ったのですが、残念ながら基礎的、基本的な

内容の定着に伸びが見られませんでした。予想割合におけますＣ層、

Ｄ層の合計が１．６ポイント増加してしまうという結果になってしま

いました。 

この結果については、校長会でもお伝えして、特に今後残り１カ月

ではありますけれども、また来年度に向けて、基礎的、基本的な内容

の定着を図るために、具体的に私どもからお伝え申し上げようと思っ

ているところがございます。 

それは２点ほどありまして、まず、子供たちのつまずきの原因を的

確に把握することとして、同じような間違いをしている子がおります

ところから、つまずきの原因をきちんとつかんで指導に当たっていた

だくということが大事であろうということです。 

それから、もう一点は、繰り返して練習をするという絶対時間を確

保してあげるということです。やはり子供たち任せにならずに、その

時間を意図的にとってあげることによって、繰り返しやり基礎的、基

本的な力を確実に定着させていくことを伝えてまいりたいと思ってお

ります。 

長くなりました。報告事項でございます。 

○森教育長 たくさんございました。報告事項②から⑨まで報告がござ

いましたけれども、このことに関しまして、御意見、御質問はござい

ませんでしょうか。 

いかがでしょうか。何かございますか。 

○小関委員 定例訪問になりますけれども、今年も数校行かせていただ

いて、指導主事の先生のお話とかとても内容が豊富で、各学校の課題
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にも合っていて良かったなと思っているのですけど、この定例訪問の

内容について、幾つか学校に任せていましたよね。研究授業をすると

か、あるいは研修をするとか、ワークショップをするとかというよう

なことだったと思うのですが、これは来年度も同じような形と考えて

よろしいですか。 

○谷口統括指導主事 委員おっしゃるとおり、研修を幾つか御用意させ

ていただき、その中から学校が選択をする、あるいは研究授業を行っ

てそれについての研究協議会を行う、このスタイルについては、本年

度と来年度で変更はございません。 

しかしながら、研修の種類を若干増やしてございます。特に特別支

援教室の開設に関するものも、学校は準備を進めていかなくてはなら

ないこともありまして、そういったものも研修の中に今、追加をして

いるところでございます。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。他はいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、特にないようでございますので、続きまして、

報告事項⑩番、特別支援教育理解啓発事業「子供の困り感に寄り添う

支援」ということで、教育支援課から報告をお願いいたします。 

○大西教育支援課長 教育支援課からは、平成２８年２月１９日に実施

いたしました特別支援教育理解啓発事業「子供の困り感に寄り添う支

援」について、御報告をさせていただきます。 

特別支援教育に関する市民の方に理解啓発を目的に、今年度、都立

清瀬特別支援学校の伴副校長先生をお招きして、市民講座「子供の困

り感に寄り添う支援」を実施いたしました。当日は、３６名の市民の

方に御参加をいただき、伴先生の明るいキャラクターを生かして、家

庭や学校、幼稚園、保育園で日常的にできる支援について、楽しくわ

かりやすくお話を伺うことができました。 

参加された方のアンケートには、「支援と応援の違いがわかりやす

くお話が楽しかった」「自分にできることをやっていくことと、ポジ

ティブになること、ふだんの生活で意識してみようと思いました」ま

た、「ネガティブ言葉が子供の自尊心を低下させてしまうということ

に、自分の子供が泣いている姿が浮かびました」「自分の言葉一つで

子供を追い詰めてしまっていることを実感し、今日からは気持ちを切
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りかえ実践してみます」という御意見、一方、「通常の学級の中で、

先生や他の子供たちに理解、協力してもらうにはまだハードルが高い

気がします」という、様々な御意見をいただいております。 

ただ、全体として、今後もこのような講演会の開催を望んでいると

いう声が多く、わかりやすく、また身近なことを題材に、特別支援教

育や発達障害等についての理解を深めていただけるような講演会も２

８年度も実施していきたいと考えております。 

私からは以上です。 

○森教育長 ただいまの報告につきまして、御意見、御質問ございます

でしょうか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、ないようですので、続いて、報告事項⑪番、東村山

市民スポーツセンター指定管理者選定スケジュール及び選定委員会

委員について、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑪、東村山市民スポーツセンター指

定管理者選定スケジュール及び選定委員会委員につきまして、御報告

をさせていただきます。 

市民スポーツセンターでは、平成２４年度から指定管理者制度を導

入いたしまして、東京ドームグループが指定管理者として民間の活力

を発揮した施設の管理運営に努めております。 

教育委員の皆様にも去る９月に開催されました教育委員会定例会に

おきまして、指定管理者の事業報告をさせていただいたところでござ

いますけれども、この指定管理者が平成２８年度をもって指定管理期

間である５年を満了することから、平成２９年度から向こう５年間の

スポーツセンターの指定管理者を選定するための準備行為を平成２８

年度に行いたいと考えております。 

最初に、指定管理者選定スケジュールでございます。 

募集要項等につきましては、５月中をめどに作成したいと考えてご

ざいます。その後、募集要項の配付と設計図書の閲覧を６月２０日か

ら７月６日、現場説明を７月６日、書類の提出を７月１１日から７月

２１日といたしまして、その後、委員さんに書類を審査していただい

た後、第１回の選定委員会を８月８日に、第２回の選定委員会を８月

２４日に行いたいと考えております。その後、１０月５日の教育委員
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会定例会にて御承認をいただいた後に、１１月中に仮協定書を締結し、

平成２８年１２月議会におきまして、指定管理者の指定の議決を経て、

平成２９年４月から平成３４年３月までの指定管理者による管理を今、

予定しているところでございます。 

続きまして、選定委員会委員について、御報告させていただきます。 

選定委員の構成といたしましては、東村山市スポーツ推進審議会と

東村山市スポーツ科学委員会からそれぞれ１名、財務に関する見識を

有する方１名、それから副市長、教育長、教育部長、教育部次長、経

営政策部次長の１名、健康福祉部次長、そして、公募による一般市民

２名以内の計１１名での構成を予定しております。 

なお、選定委員会の委員長につきましては、教育長を予定しており

ます。 

前回の指定管理者制度の導入の際の選定委員構成と異なる点といた

しましては、スポーツ推進員が入っておりましたけれども、そちらを

除きまして、新たに副市長、健康福祉部次長、それから、公募による

一般市民２名の追加を行いました。 

一般市民２名の公募委員につきましては、４月１日号の市報、また

市のホームページにおいて、市民の皆様に周知をいたしまして、委員

の募集を行う予定とさせていただきたいと考えております。 

選考方法につきましてですけれども、作文と履歴書による書類選考

ということを考えておりまして、作文については、「スポーツを通し

た健康管理について」という題材で、字数１，０００字以内というこ

とで予定してございます。 

今後、教育委員会の場におきまして、随時協議、御報告等させてい

ただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 報告が終わりました。何か御意見、御質問がございました

らお願いいたします。 

○吉村委員 委員の報酬は幾らになりますか。 

○中澤市民スポーツ課長 謝礼の支払いについてでございますけれども、

東村山市の附属機関等の設置及び運営に関する要綱というのがござい

まして、そちらの第７条で、原則、報酬、報償について無償とすると

ありますけれども、専門的知識を有する方については、謝礼をお支払

いすることができるとなっておりますので、今、考えておりますのは、
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スポーツ推進審議会の委員、スポーツ科学委員の委員、あと、財務に

関する見識を有する方については、謝礼を考えているところでござい

ます。 

金額については、財務に関する見識を有する方、スポーツ科学委員

につきましては、８，０００円を考えております。それから、スポー

ツ推進審議会委員につきましては、６，０００円という形で謝礼を今、

考えているところでございます。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、次に移りたいと思います。 

それでは、報告事項⑫番、乳幼児向けブックリスト等の発行につき

まして、お願いいたします。 

○田中図書館長 報告事項⑫、乳幼児向けブックリスト等の発行につい

て、御報告をさせていただきます。お手元に配付させていただきまし

た手のひらサイズのブックリストと縦長のリーフレットは交付金を活

用したもので、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の地方創

生先行型事業として予算がとれまして、作成いたしました。乳幼児健

診時や図書館で今後配付する予定となっております。 

これまでにもブックリストは庁内印刷で作成してまいりましたが、

カラー印刷にすることで、絵本や読み聞かせの魅力をより活かした紹

介ができるものと考えております。桃色の赤ちゃん向けの２冊につき

ましては、３～４か月児健診、それから、水色の幼児向けの２冊につ

きましては、３歳児健診のときに配らせていただきます。 

また、リーフレットでは、「子育て中にたくさん絵本に出会えるま

ち」づくりとして、おはなし会を楽しんでいただける場を紹介してお

ります。これは、保育園や子育てひろばなど読み聞かせのボランティ

アを派遣しております市内の施設等でもＰＲに御利用いただく予定で

す。 

また、この地方創生先行型事業として、子供用トイレの洋式化改修

や富士見図書館児童コーナーカーペット張替、中央図書館授乳コーナ

ー設置等を合わせて行いました。 

今後も乳幼児親子に図書館を利用していただき、保護者が読み聞か

せを楽しんで子育てに役立つ情報を得られるような取り組みを進めて
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いきたいと考えております。 

以上です。 

○森教育長 今、報告がございましたけれども、御意見、御質問ござい

ましたら、お願いいたします。 

○當摩委員 本の紹介と保護者に向けてのどのように子供と触れ合って

読書を楽しんでいこうかということが、この２つに分かれていて、と

ても夢があって、すてきな試みだと思います。 

○森教育長 後はよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、特にございませんので、次に、報告事項⑬、企

画展「なつかしい暮らしと道具たち」について、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 それでは、企画展及び市内小学校３年生対応

の社会科見学対応の展示報告「なつかしい暮らしと道具たち」につい

て、報告いたします。 

今回、企画展は平成２８年１月１４日から３月１３日までまだ行っ

ておりますので、今回は小学校３年生、社会科見学対応の「なつかし

い暮らしと道具たち」について、御報告させていただきます。 

場所につきましては、ふるさと歴史館特別展示室、常設展示室で行

っております。１月１５日の富士見小学校から東萩山小学校は明日、

３月３日になりますが、市内小学校１５校で社会科見学として来館し、

職員３人で対応してまいりました。 

そして、今回展示の成果といたしましては、昭和５０年に作成され

た東村山市郷土かるたの展示、青少年委員会主催の「輝け！東村山っ

子育成塾」の子供たちのつくった郷土かるた等も展示しました。 

また、この学習の手助けとなる教材として、学校へ「東村山市郷土

かるた」を今日現在で合計８１セット貸出をさせていただきました。 

また、開催から２月末現在でございますが、入館者数が一般と３年

生を含めて約３，２００人、１日平均９１人になったことを御報告い

たします。 

あと１点、「これ、なんだ？」という問題シートを、小学校３年生

に配布して毎年答えてもらっております。今回学芸職員が作成しまし

て、説明時にあわせて、問題について、これについてはこういうこと

だよということで、あえてヒントを与えながら行ってまいりましたの

で、ほとんどの小学生３年生は１００点ということでお聞きしており
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ます。 

以上、私からは以上でございます。 

○森教育長 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。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 予定されておりました報告事項は以上ですけれども、他に、

報告事項をお持ちの方いらっしゃいますか。 

○曽我教育部長 私のほうからは、今、議会が進んでおりますので、そ

の内容につきまして、簡単に概要だけを説明させていただきたいと思

います。 

この議会から代表質問の方法が変わりまして、市長、教育長への一

問一答制に変わりました。これが今回の議会で大きく変わったところ

でございまして、一問一答の時間制限なしという形ですので、教育長

も随分大変だったと思いますけれども、教育長への質問につきまして

は、代表質問では、東村山市の教育施策の大綱ということで、今回作

成させていただきました大綱について、教育長のほうから説明をさせ

ていただきました。 

また、インターネットの利用についての教育指導ということで、生

徒会サミットでつくられました生徒のルールづくりというところで、

今後の学校のルールづくりにどのように活用していくのかという質問

について、教育長のほうからお答えさせていただきました。 

また、教育施策のほうでは、シチズンシップ教育になぜ置きかえる

のかということでいただきまして、市長のほうから、委員さんと意見

を交わしていただいた内容の答弁をさせていただきました。 

後は、代表質問で受けていましたのが、ゼロから１８歳までの子ど

も相談室のスタートに当たって、どのように今後進めていくのかとい

う内容で、ここは市長と教育長から答弁させていただきました。 

後は、スクールソーシャルワーカーとか、貧困問題と学校教育コミ

ットにつきましては、教育長のほうから答弁をさせていただきました。  

一般質問は今、委員さんのお手元に配付させていただいた内容でご

ざいます。それで、質問された議員と内容のところだけ少し説明させ

てください。 

２４番議員ですが、スクールソーシャルワーカーの成果と課題とい
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うことで、成果につきましては、スクールソーシャルワーカーの活躍

で５０％近い改善があったという答弁と、今後の課題につきましては、

どのように拡充を図っていくかということでの答弁をさせていただき

ました。 

２１番議員ですが、インターネット等の利用に関するルールという

ことで、これは共通のルール、生徒会サミット、また市民のつどいで、

生徒会による発表をさせていただきました内容につきまして、今後ど

のように学校で、また家庭でこのルールを推進していくかという質問

でございまして、学校と家庭とで、また地域と連携を深めながら推進

を図ってもらいたいという答弁をさせていただきました。また、イン

ターネット使用の条例を制定したらどうかというようなことでしたけ

れども、教育委員会としては今考えておりませんという答弁をさせて

いただきました。 

１８番議員ですが、学校選択制を用いる考えはあるのかということ

でございましたけれども、東村山市は、地域の子は地域で育てるとい

う観点から、学校選択制は考えておりませんということで答弁をさせ

ていただきました。 

また、プロ野球のオコエ選手の今後の活躍を期待して、スポーツイ

ベントとして、西武ドームにも当然来ますので、そのときに、応援隊

をつくったらどうかという温かい質問をいただきまして、今後、市と

しても重要な財産ですので、研究させてくださいということで、答弁

させていただきました。 

後は、郷土かるたにつきまして質問がございまして、郷土かるたの

各学校での使用状況ということで、今、ふるさと歴史館長からも説明

いたしましたけれども、多くの小学校で、昭和５０年につくられた郷

土かるたでございますが、数多く使っていますという答弁をさせてい

ただきました。 

１４番議員ですが、ひきこもりサポートネットとの連携についてと

いうことで、１８歳から３４歳までのひきこもりに対して市はどのよ

うに取り組みをしているのかということでしたけれども、社会教育課

が窓口になっているのですが、東京都のサポートネットへの連絡引き

継ぎの窓口としての業務を行っているという答弁をさせていただきま

した。これについては、東京都の事業として今、進められていますの

で、市としてはなかなか動きがとりづらく、東京都につなぐのですが、
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つないだ後の内容は一切こちらには知らせてこないということですの

で、今後も教育委員会の社会教育課では窓口のみの連携になると思い

ます。 

１１番議員ですが、学校のＷｉ－Ｆｉ環境の整備として、学校体育

館での避難所の運営にこれを用いないかという質問でございましたが、

今、考えておりませんという答弁をさせていただきました。あと、Ｉ

ＣＴに関して、その中で質問がありまして、タブレットを今後活用し

ていただきたいということで、特別支援教室のほうでは何校か使って

いるという答弁をさせていただきました。 

７番議員ですが、将来を描ける未来ある教育をということで、これ

はキャリア教育の質問でございまして、中学校のキャリア教育を推進

していただいておりますが、学校でも温度差があるのではないですか

ということでしたので、特色ある教育をしているので、多少の温度差

はありますという答弁をさせていただきました。 

その中で、議員は、社会保険労務士という労務管理とか社会保障制

度をよく知っている方などをお招きしてということでした。今も税理

士さんとか行政書士さんとか、いろいろな方をお招きしてやっていま

すので、こういう方も活用させていただきたいという答弁をさせてい

ただきました。 

３番議員ですが、学級崩壊対策とＤＶ予防教育についてということ

でした。学級崩壊対策として、学級が荒れた場合に、指導主事の先生

をどの学校にも配置してくれないかということでしたが、そのあたり

は学校が対策していく問題であって、指導主事の先生方は直接入るこ

とはないですよと。ただ、学校から要望があれば、指導、助言等はど

んどんしていきますという答弁をさせていただきました。 

後は、サポートチームをつくるべきではないかということでしたけ

ども、当市においてはありますという表現はできなかったのですけれ

ども、教育アドバイザーがおりますし、今年からはＳＷを配置してお

りますので、活用をしていきたいという答弁をさせていただきました。 

あと、ＤＶ予防教育ですけども、直接、私どもはそういうような教

育は行っていませんということで、人権教育を主として捉え、行って

いるので、その中の一環としてＤＶ予防ではないですけど、人権教育

を進めてまいりますということでの答弁をさせていただきました。 

２番議員ですが、子どもに関わる活動の後継者育成をすすめようと
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いうことで、特別支援教育における教室の今後の進め方とか、私も捉

え方が難しかったのですけれど、子供の見守りということで、土曜講

座とか交通安全の管理者の後継者とかそのような質問が出ました。 

特別支援教室につきましては、今年から３校にて進めていきまして、

今後、来年度に向けては全校で進めていきますという内容で話を進め

させていただきました。周知については今も徹底して、保護者とか学

校には周知しているという答弁をさせていただきました。 

あと、人材育成、後継者の関係ですが、地域的に少し年齢をとられ

ている方が増えてきたので、後継者問題には課題がありますねという

答弁をさせていただきましたけれども、青少年対策地区委員会の子供

たちのリーダーは大いに活躍しているので、今後地域の一員として活

躍を担っていただきたいという答弁をさせていただきました。 

あと、ＬＧＢＴ、性同一性障害の関係ですが、学校では配慮をする

ように指導しておりますというようなことと、東京都が発行している

人権プログラムに従って、学校では教員等の研修も行っておりますと

いう答弁をさせていただきました。 

考えてみれば、数多くの９人もの議員から今回も質問をいただきま

したので、いつも教育委員会は答弁が多くて大変ではございましたが、

代表質問、一般質問の答弁を終了させていただきました。 

私からの報告は以上です。 

○森教育長 何か御質問ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それ以外に、報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますで

しょうか。 

（ 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３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１１時３０分 閉会 

 

 


