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平成２８年第５回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年５月６日（金）東村山市教育委員会を東村山市いきいき

プラザ４階教育委員会室に招集した。 

〇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 菅 野 僚 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 子ども・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 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 

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 

  議案第２３号  学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則 

          を廃止する規則 

  議案第２４号  平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支 

          援学級教科用図書の採択要綱 

  議案第２５号  平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支 

          援学級教科用図書の調査研究に係る諮問 

  議案第２６号  東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

  議案第２７号  東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

  議案第２８号  東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 

 

報告事項 

①平成２８年度部の運営方針と年間計画について（教育部） 

②教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 
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③東村山市公立学校における体育的活動に関する安全対策について 

 （指導室） 

④台風接近等に伴う風水害等の発生が予想される場合の学校の対応に

ついて（指導室） 

⑤特別支援学級・特別支援教室開級及び平成２８年度学級編制につい

て（子ども・教育支援課） 

⑥「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について（社会教育課） 

⑦「文化のつどい」について（社会教育課） 

⑧年中行事展「こいのぼり」について（ふるさと歴史館） 

⑨その他 

午前１０時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第５回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。 

それでは、本日の署名委員を町田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、ただいま傍聴の希望とい

うことで、３名の方が申し出ております。こちらについての傍聴の許

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考えております。 

○森教育長 ただいま、傍聴のお申し出がありましたけれども、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１０時３１分 休憩 

 

午前１０時３２分 再開 

 

○森教育長 再開いたします。 

初めに、傍聴の方に申し上げておきます。 

本定例会におきまして、録音、撮影等の許可はいたしておりません

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たいと思い
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ます。 

議案第２３号、学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則を廃

止する規則について、お願いいたします。 

○森脇学務課長 議案第２３号、学校給食調理員の定数算定の基準に関

する規則を廃止する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出す

る。平成２８年５月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、

森純。学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則を廃止する規則。

学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則（昭和４４年東村山市

教育委員会規則第６号）を別紙のとおり廃止することに議決を得たい。

説明。学校給食調理員の定数算定の基準に関する規則について、給食

調理業務を全校民間委託し、市職員による直営の学校給食調理業務が

廃止されたことに伴い、本案を提出するものであります。 

補足の説明をさせていただきます。 

萩山小学校を最後に、平成２７年度をもちまして、市職員による直

営の学校給食業務が廃止されました。本規則は、市が直営で業務を行

う際に適用する規則であることから、本規則を廃止するものでありま

す。平成２８年度からは、全校民間委託となりましたので、委託業者

と業務内容等が明記された仕様書を定め、契約を取り交わし、円滑な

業務に努めております。今後とも、安全・安心、おいしい学校給食の

提供に努めてまいります。 

なお、この規則は、公布の日から施行とすることとなります。 

雑駁な説明でございますが、御可決賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

以上でございます。 

○森教育長 学務課長からの説明が終わりました。御意見、御質問があ

りましたら、お願いいたします。 

○町田委員 この件には問題はないのですけれども、委託業者がもしわ

かれば教えていただけますか。 

○森脇学務課長 小学校１５校のうち、平成２８年度、委託をしており

ます業者は４社ございます。 

業者名を申し上げますと、ハーベストという業者に６校を委託して

います。あと、給食センターが７校、東京ケータリングという業者が

１校、レパストという業者が１校で、合計で１５校委託しております。 

以上でございます。 
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○町田委員 ありがとうございます。 

○森教育長 よろしいですか。他にございませんか。 

（ なし ） 

○森教育長 他に御意見、あるいは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２３号については、原案の

とおり可決いたしました。 

次に、議案第２４号、平成２９年度使用の東村山市立小・中学校特

別支援学級教科用図書の採択要綱について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第２４号、平成２９年度使用東村山市立小・中

学校特別支援学級教科用図書の採択要綱。上記の議案を東村山市教育

委員会へ提出する。平成２８年５月６日提出。提出者、東村山市教育

委員会教育長、森純。平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別支

援学級教科用図書の採択要綱。平成２９年度の東村山市立小・中学校

特別支援学級で使用する教科用図書の採択要綱について議決を得たい。

説明。平成２９年度に東村山市立小・中学校特別支援学級で使用する

教科用図書を採択するための採択要綱設置のため、本案を提出するも

のである。 

補足説明をさせていただきます。 

本年度は、平成２９年度に使用する小・中学校特別支援学級教科用

図書の採択がございます。 

この採択要綱は、平成２９年度に東村山市立小・中学校特別支援学

級で使用する教科用図書を採択していただくための要綱でございます。  

小・中学校で使用します教科書につきましては、学校教育法第３４

条で、文部科学大臣の検定を得た教科用図書、または文部科学省が著

作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないと規定してお

ります。 

特別支援学校と特別支援学級におきましては、毎年採択が行われ、

学校教育法の附則第９条に規定する教科用図書以外の教科用図書を使

用することができるとなっております。 

このことを受けまして、障害の種類や程度、能力、特性等を考慮し

た、一人一人の子供たちに適した教科書を採択することになっており
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ます。 

ここで、採択までの流れを簡単に御説明させていただきます。 

この採択要綱（案）の３、組織構成図及び「平成２９年度使用東村

山市立小・中学校特別支援学級教科用図書採択の概要（案）」を御覧

ください。 

まず、教育委員会の諮問をもとに、教科書選定運営委員会が小・中

学校特別支援学級設置校の教員から成る小・中学校特別支援学級用教

科書調査委員会に調査・研究を依頼いたします。 

これを受け、小・中学校特別支援学級用教科書調査委員会では、来

年度在籍予定の児童・生徒一人一人について、その障害の種類や程度、

能力、特性等を考慮して選定された教科用図書を調査研究し、各学級

で使用したいと考えている教科用図書について協議を行い、調査研究

報告書を作成いたします。 

その調査研究報告書を教科書選定運営委員長１名、小・中学校特別

支援学級用教科書調査委員長１名、保護者２名、有識者１名で構成さ

れます教科書選定運営委員会で審議し、答申を教育委員会にいただき、

採択を行うという流れでございます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 教育部次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。 

（ なし ） 

○森教育長 では、私から質問なのですが、特別支援学級の教科書採択

は毎年行っていますよね。これは、なぜ毎年なのか、補足説明をいた

だけたらありがたいと思います。 

○青木教育部次長 先ほども申し上げましたが、障害の種類や程度、能

力、特性を考慮して採択しているものでありますが、特別支援学級に

ついては、そういった、その年によって障害の種類や程度、能力、特

性というものを十分考慮する必要があるというところから、毎年行う

ということになります。 

○森教育長 ということは、毎年新しい児童・生徒が入学してきて、そ

の子たちに適した教科書を採択するために、毎年、採択している、そ

ういうことで理解してよろしいですか。 

○青木教育部次長 はい。 
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○森教育長 他にございますか。 

よろしいですか。 

（ 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。 

賛成の方の挙手を願います。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員賛成ということで、議案第２４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２５号、平成２９年度使用東村山市立小・中学校特別

支援学級教科用図書の調査研究に係る諮問について、お願いいたしま

す。 

○青木教育部次長 議案第２５号、平成２９年度使用東村山市立小・中

学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問。上記の議案を

東村山市教育委員会に提出する。平成２８年５月６日提出。提出者、

東村山市教育委員会教育長、森純。平成２９年度使用東村山市立小・

中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問。平成２９年

度の東村山市立小・中学校特別支援学級で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に諮問することに議決を得たい。説

明。教科書選定運営委員会の調査項目等を明確にし、その答申を得る

ため、本案を提出するものである。 

この諮問文につきましては、東村山市立小・中学校特別支援学級の

教科用図書について、教科書選定運営委員会に諮問するというもので

ございます。 

諮問文の内容を確認させていただくため、諮問文を読み上げさせて

いただきます。 

諮問文。次の事項について諮問します。平成２９年度使用東村山市

立小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・研究について。平成２

８年５月６日。東村山市教育委員会。 

１、諮問理由。小・中学校で使用する教科用図書（以下、「教科

書」という）は、学習指導要領に示されている目標を達成するため、

子供たちにとって自ら学び考える力の育成を図るとともに、基礎的・

基本的な内容の確実な定着を推進する最も基本的な教材として位置づ

けられています。 
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また、特別支援学級で使用する教科書については、学校教育法附則

第９条により、毎年度異なる一般図書を採択することができますが、

何よりも子供たち一人一人の実態に合った教材が求められます。 

つきましては、東村山市立小・中学校特別支援学級の児童・生徒が

平成２９年度使用するのに最も適した教科用図書を教育委員会が採択

するにあたり、教科書選定運営委員会に対して、次のとおり調査・研

究するよう諮問します。 

２、諮問内容。（１）小・中学校特別支援学級用の教科用図書の調

査・研究にあたっては、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別の

児童・生徒の実情等を考慮し、文部科学省著作教科書及び学校教育法

附則第９条による教科用図書について、次の各調査項目の視点で調

査・研究すること。①内容。②構成・分量。③表現・表記。④使用上

の便宜。⑤学習指導要領の目標を達成するための工夫。⑥教科書編集

上の特筆すべき事項。⑦その他、教科の特性及び障害の種別、程度に

基づき、特に調査・研究を要する事項。 

（２）各教科用図書の特にすぐれている点、児童・生徒の実情等を

考慮した点等について調査・研究すること。 

（３）その他、教科書採択に当たって必要と思われる事項について

調査・研究すること。 

（４）調査・研究した以上の事項についてまとめ、「調査・研究資

料」を作成すること。 

なお、教科書採択の在り方については、文部科学省や東京都教育委

員会からも開かれた採択を行うことが強く求められています。 

また、教科書採択にあたっては、現在、多くの市民が強い関心を示

すとともに、その動向に注目しております。 

このような背景を踏まえ、各委員は委員としての自覚をもち、自ら

の責任において、適正かつ公正に教科書の調査・研究を行うとともに、

教育委員会が教科書の採択に当たって、参考になるような「調査・研

究資料」の作成をお願いいたします。 

このような諮問をもとに、平成２９年度に使用する東村山市立小・

中学校特別支援学級教科用図書の採択を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。よろしく御審議いただきまして、御可決賜りま

すようお願いいたします。 
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○森教育長 教育部次長からの説明が終わりました。御意見、御質問が

ありましたら、お願いいたします。 

○町田委員 特別支援学級の教科書ということで、「一人一人の」とい

うことなのですけれども、私も定例訪問で授業を拝見させていただい

てはいますが、どの範囲で一人一人になっているのですか。 

例えば、その学校の何年生はこの教科書というようにくくっている

のか、それともあそこに座っている子供たちはみんな一つずつ違うも

のを持っているのか、今、ふと素朴な疑問ではないけれども、どのぐ

らいの分け方になっているのか、わかりますか。 

○森教育長 おわかりになりましたら、お願いします。 

○青木教育部次長 わかる範囲内になりますが、個別の指導をするとき

には、個々の教科用図書を使うことも可能かと思いますが、学習する

ときには、集団ごとにある程度の習熟度に合わせた個別の集団をつく

ったりもしておりますので、そういったところでは同じ教科書を使う

ということもあるかと認識しております。 

○町田委員 わかりました。ちょっとその辺がよくわからなかったもの

ですから。 

○當摩委員 来年、小学校１年生で特別支援学級に入学してきてくださ

るお子さんたちに関しての採択を、今、するわけですよね。そうする

と、例えばこの採択をしていない教科書を補助的に使うようなことが

あるのかどうなのか。 

そうしたことの教科書のありようというのはどうなのか、もしおわ

かりいただく範囲で教えていただけると、将来のために理解ができる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○青木教育部次長 やはり次年度入学してくる児童は、この採択の段階

では決定しておりませんので、それは特別支援学級の教員の、今回の

採択する調査委員等の専門的な見地から、それを判断していくことに

なります。 

ただ、参考までに、特別支援学級の使用教科書には４段階ありまし

て、１年生なら１年生、中学生なら中学生という当該学年で使用する、

いわゆる文部科学省の検定用教科書というのが第１段階で、その次の

段階として、その検定用教科書の下の学年の、例えば中一であっても

小学校の検定する教科用図書、それでもまだ十分理解が難しいという

場合に、いわゆる「星本」といいまして、教科書の表紙に星印が書い
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てある、これは文部科学省の著作の教科書なのですが、そういった

「星本」というのがありまして、国語と算数と音楽のみが発行されて

おります。 

私も実際に見たことがあるのですけれども、絵が多かったり、文字

が大きかったり、かなり易しい内容になっています。それが３段階目

で、４段階目としては、先ほどから申し上げている「９条本」。学校

教育法附則第９条に書かれている、一般の絵本などの一般図書、教育

委員会で採択された図書、そういった４段階で子供たちの教科書を採

択することができるようになっております。 

○森教育長 よろしいですか。 

○當摩委員 はい。 

○森教育長 他にございますか。 

 よろしいですか。 

（ 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。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２５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２６号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱について、

お願いいたします。 

○田中図書館長 議案第２６号、東村山市立図書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５月６日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立図書館協

議会委員の委嘱。東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村

山市条例第１９号）第３条の規定により、別紙のとおり委嘱すること

に議決を得たい。説明。委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推

薦された候補者に委嘱するため、本案を提出するものであります。 

補足説明をさせていただきます。 

東村山市立図書館協議会第２１期の委員の任期につきましては、平

成２７年８月１日から平成２９年７月３１日までとなっておりますが、

今年度の学校関係者枠につきましては、校長会並びに副校長会より新

たに御推薦いただいております。 
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校長先生につきましては、前任の大岱小学校長の川畑庄二先生にか

わりまして、世田谷区立給田小学校より青葉小学校に転任されました

杉山直道校長先生を、また、副校長先生につきましては、前任の北山

小学校副校長の伊藤幸一先生にかわりまして、久米川東小学校の小関

真澄副校長先生を御推薦いただきました。 

学校での読書活動につきましては、各校の状況に応じた授業での取

組が行われ、学校図書館の活動についても、学校図書館専任司書や保

護者との連携による本に出会うための様々な工夫がなされております。 

図書館協議会におきましては、図書館からの学校支援を含め、子供

の読書推進についても御協議いただくことになりますが、前任校での

御経験や実情に即した御意見をいただけるものと考えております。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 

○森教育長 図書館長からの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。 

これは校長先生、副校長先生だから、毎年変わるわけですよね。 

○田中図書館長 はい。 

○森教育長 わかりました。 

他に、御意見、御質問はないですか。 

○町田委員 この名簿につきましてのお願いですけれども、本当に図書

館は、今お話がありましたように、子供の読み聞かせと、それからと

にかく読書に関しては注目されるところですので、ぜひ、この協議会

が活発に活動されて、良い図書館になることを望みます。 

以上です。 

○森教育長 他に御意見、御質問はございますか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、ないようですので、採決をとりたいと思います。 

賛成の方の挙手を願います。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということですので、議案第２６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２７号、東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて、お願いいたします。 

○前田公民館長 議案第２７号、東村山市立公民館運営審議会委員の委
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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５月６

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立公民

館運営審議会委員の委嘱。東村山市立公民館運営審議会条例（昭和５

５年東村山市条例第３号）第３条の規定により、別紙のとおり委嘱す

ることに議決を得たい。 

提出理由を御説明いたします。 

委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推薦された候補者に委嘱

するため、本案を提出するものであります。 

第１８期の東村山市立公民館運営審議会新規委員の任期は、平成２

８年５月６日から平成２８年１０月３１日までの約半年間になります。 

学校教育関係者についてでございます。 

小学校校長会からの御推薦により、青葉小学校学校長、杉山直道先

生にお願いするものでございます。 

また、中学校校長会からの御推薦により、東村山第一中学校学校長、

深谷恭司先生にお願いするものでございます。 

どうか、御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上になります。 

○森教育長 公民館長からの説明が終わりました。これも、先ほどの図

書館協議会と同じように、学校の先生方の入れ替わりということが基

本になっております。 

御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

○小関委員 確認ですが、この公民館運営審議会は、年に何回ぐらいあ

るのでしょうか。 

○前田公民館長 年に４回、定例で開催されておりますが、今年度につ

いては、運営形態の見直しという重みのある課題がありますので、あ

と２回増やしまして、６回の開催ということになっています。 

以上です。 

○森教育長 よろしいですか。 

○小関委員 杉山先生がちょっと大変だなと思いました。頑張っていた

だかないといけないですね。 

○森教育長 杉山先生は、両方から推薦されておりますが、校長会で話

し合って決まったことだと思います。よろしいですか。 

（ なし ） 

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
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いと思います。賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということですので、議案第２７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２８号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱につ

いて、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第２８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５月６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。委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推薦された候補者に

委嘱するため、本案を提出するものであります。 

補足説明いたします。「東村山ふるさと歴史館協議会委員名簿」を

御覧ください。第１１期東村山ふるさと歴史館協議会委員の学校教育

関係者枠の退任によりまして、委員を新たに推薦いただきました。 

東村山市教育研究会社会科部より御推薦をいただきましたのが、化

成小学校、時田俊輔先生でございます。時田先生につきましては、教

育や生涯学習の場としての御経験を踏まえて、当市の学校における、

また、ふるさと歴史館教育のあり方など、新たな視点で御意見をいた

だけるものと考えております。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○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、御質問がありましたらお願いいたします。 

よろしいですか。これも学校関係者だということです。 

（ 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。 

賛成の方の挙手を願います。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２８号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 
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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、平成２８年度部の運営方針と年間計画について、お願

いいたします。 

○曽我教育部長 それでは、私どものほうから、平成２８年度教育部の

運営方針につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 

平成２８年度の運営方針でございますが、教育部は、教育委員会の

教育目標に掲げております４項目の基本方針に則りまして、主要施策

であります「９の取組」を重点的に取り組みまして、教育施策を推進

してまいります。 

学校教育につきましては、子供たちが自他をいつくしみ、生命を大

切にし、豊かな心を育めるよう、地域と家庭と学校が一体となって環

境の整備を進めてまいります。 

また、基礎的な学力向上や個性と創造力を伸ばす教育活動の推進を

通じ、確かな学力が育めるよう学校教育の充実を図ってまいります。 

次に、社会教育につきましては、平成２５年８月に策定させていた

だきました生涯学習推進計画に基づきまして、人々が生涯を通じて自

ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会参加できる機会の充実を図っ

てまいります。 

その教育行政の事業運営に当たりましては、教育委員会目標であり

ます「共創と連環」の考えに基づき、創意工夫や改善を行い、関係諸

機関等と連携を更に深め、組織力の向上を図り、より効果的・効率的

な事業の推進に努めてまいります。 

そのためには、「東村山市みんなで進めるまちづくり条例」第８条

に定めます「職員の責務」を深く自覚するとともに、第４次総合計画

に定めます将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれ

る 東村山」を実現するため、実施計画及び第４次行財政改革大綱並

びに教育部の運営方針に基づき、取り組むべき課題を設定させていた

だきました。 

特に、今年度は各管理職には、スピード感を持った対応を図ってい

ただきたい、と指導をしているところでございます。 

それに伴いまして、課題と取り組みでございますが、今年度、大き

く７項目を設定させていただきました。 

まず、１項目目といたしまして、児童・生徒の健全育成と基礎学力
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の向上でございます。 

「東村山市いのちとこころの教育週間」における取り組みにつきま

して、関係機関・諸団体との連携を図り事業を充実させてまいります。

これにつきましては、平成１４年１月２５日の路上生活者を死に至ら

しめた事件を風化させないということでも充実を図ってまいりたいと

考えております。 

次に、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを活

用し、いじめ防止・非行防止、学校不適応、不登校児童・生徒の対策

に取り組んでまいります。 

続きまして、子供たちが学習の基礎・基本を身につけ、問題や課題

を自ら解決できる力を育むことができるよう、学力向上推進事業を充

実してまいります。 

これにつきましては、先ほどの総合教育会議で出ておりましたけれ

ども、東村山市版の算数ドリルまたはベーシックドリルを活用して、

学力の向上の推進を図ってまいりたいと考えております。 

２項目目といたしまして、特別支援教育への対応でございます。 

「東村山市特別支援教育推進計画第三次実施計画」に基づきまして、

市立小・中学校及び関係機関と連携を図りまして、事業の検証を行う

とともに計画的に進めてまいります。 

今年度で第三次の実施計画が終了するために、第四次の実施計画の

策定に取り組んでまいります。 

また、０歳から１８歳までの発達障害等支援の相談窓口については、

円滑に組織的効力を高めて、関係部署との連携を図って支援をしてま

いりたいと考えております。 

次に、３項目目といたしまして、児童・生徒の安全安心の確保及び

環境整備でございます。 

児童・生徒に安全教育及び防災教育を実施するとともに、学校を中

心としたネットワークの構築、市民への見守りの要請を推進してまい

りたいと思います。 

これも先ほど総合教育会議で出ておりましたが、児童の安心・安全

をどうするのか、早い対応を行っていきたいと考えております。その

ためには、学校と教育委員会が連携して、情報の共有化に対応してい

くところでございます。 

また、児童・生徒が良好な環境で授業が受けられますよう、安全・
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安心の学校づくりの観点から、国、都の予算を活用しながら、実施計

画に基づき、学校と連携を図り、今年度、特別教室の空調設備設置工

事を中学校に、平成２９年度、３０年度には小学校に予定しておりま

す。 

また、水飲栓直結給水化改修工事を円滑に進めてまいります。 

今年度をもちまして、全学校が水栓の直結給水化工事を終了する運

びとなります。 

また、児童・生徒が安心して、安全に登下校できるよう、通学路の

安全・防犯対策を実施してまいります。 

これにつきましては、防犯カメラの設置を含めまして、安全強化を

図ってまいるところでございます。 

次に、４項目目といたしまして、生涯学習計画の推進により市民満

足度の向上を図ってまいります。 

生涯学習推進計画の進捗状況の検証を社会教育委員と社会教育課が

行いまして、教育委員会各公共施設の機能が効果的・効率的に活用さ

れ、親しまれる施設として多くの市民から利用されるよう、目指すべ

き方向性に向け計画を推進してまいります。 

また、市民スポーツセンター指定管理者選定事業を円滑に行ってま

いります。 

今年度で東京ドームグループの指定管理期間が満了するに当たりま

して、今年度、指定管理者の選定について、スケジュール等、市民ス

ポーツ課の立てましたスケジュールに従いまして、円滑に進めてまい

りたいと考えております。 

また、生涯スポーツを基盤とする地域団体や指定管理者と連携し、

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催を鑑みまして、

啓発事業に取り組んでまいります。今年度は、東京ドームグループと

の連携を深めながら、啓発事業に取り組んでまいるところでございま

す。 

続きまして、「第３次子ども読書活動推進計画」の推進を図るため、

子供に関わる部署並びに関連施設との連携や、特に市民ボランティア

を多く図書館としては活用しておりますので、その活用に当たっての

支援を進めてまいります。 

５項目目といたしましては、第四次行財政改革大綱への取り組みで

ございます。 



１６ 

生涯学習の拠点として、時代のニーズに適応した公民館のあり方、

運営形態の見直しに向け、今後のあり方について方向性を協議してま

いります。これにつきましては、今後、公民館の運営審議会や社会教

育委員と活発な協議を進めてまいるところでございます。 

６項目目といたしまして、歴史・伝統文化の保護・振興でございま

す。 

これにつきましては、下宅部遺跡の出土品につきまして普及・啓発

を行ってまいりまして、国の重要文化財の指定を目指してまいります。  

次に、最後の項目といたしまして、市民、関係機関との連携の推進

でございます。 

子供たちが心豊かに育むため、市内の小・中学校と連携するととも

に、地域の関係団体と協働を図ってまいります。 

特に、これは社会教育の分野でございます社会教育課で担ってまい

りますけれども、地区の青少年対策地区委員会との連携、また、地域

コミュニティの活性化に当たってまいるところでございます。 

あと、市民へ教育委員会の情報提供を積極的に行ってまいります。 

これにつきましては、インターネット等や「きょういく東村山」を

通しながら、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。  

また、市制施行５０周年記念事業として平成２６年度に開催した八

国山芸術祭でございますけれども、今年度、２回目の八国山芸術祭に

取り組んでまいります。 

これは主に学校と連携を深めてまいらなくてはいけない事業と捉え

ております。 

あと、地域活性化包括事業を推進してまいります。 

これは何かと申しますと、イトーヨーカドーとの共同事業を進めて

まいります。 

共同開発によるお弁当づくりやレシピ本「５０のレシピ」を作成さ

せていただきましたけれども、そのようなレシピ本を多くの市民の方

にイトーヨーカドーさんと協力しながら提供できればと考えておりま

す。そのような事業を包括的に行ってまいりたいと考えております。 

大きく７項目を、今、説明させていただきました。そして、今年度、

教育委員会としては、少々、組織的な見直しの検討をさせていただき

たいと考えております。 

それは、教育委員会の予算について、学校予算が多岐にわたってお
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り、特に学務課、庶務課、そして指導室が担っております。各部署で

同じような予算の項目に分かれていることがございまして、それを組

織の予算を一本化できるような課・係の置き方ができないかを、組織

的な見直しも含めて、次長と管理職の中で組織を立ち上げながら検討

するように、私のほうから指示をさせていただいております。その内

容につきましては、また、今後、説明させていただく時間をいただき

たいと考えています。 

その他、各課の取り組みにつきましては、これから各課長の方から

説明させますので、よろしくお願いしたいと思います。 

私からは、以上でございます。 

○清水庶務課長 続きまして、まず庶務課の運営方針からお話しさせて

いただきます。 

庶務課の運営方針につきましては、教育部の方針にもございました

とおり、児童・生徒の安心・安全な学校づくりが最重要課題と考えて

おります。 

具体的には、重点事業である水飲栓直結給水化工事と、中学校特別

教室空調設備設置工事が一番重要な課題として考えております。 

工事の予定につきましては、水飲栓直結給水化工事は、６月の入札、

１０月までの完了を、中学校の特別教室空調設備設置工事は、７月入

札、１２月までの完了を予定しております。 

いずれも夏休みを中心として対応を進めていく考えでございます。 

次に、その他の１から４を簡単に申し上げます。 

１につきましては、小規模な改修などにつきましては、庶務課につ

いては、施設係と環境整備係の二係を持っておりますので、連携を図

りながら対応し、職員自身も安全を意識した仕事に努めていきたいと

考えております。 

２につきましては、事務の連携を図って、漏れがないよう進めてい

き、教育委員会のスムーズな運営ができるよう努めていきたいと考え

ております。 

３につきましては、災害の対応について作成してまいりたいと考え

ております。 

４につきましては、中学校の学校事務の嘱託化のことについて書か

せてもらいました。 

中学校の学校事務につきましては、現在、再任用の方、６０歳を超
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えられて勤めていただいている方を中心として配置させていただいて

おりますが、残念ながら再任用される絶対数が少なくなっております。

そこをカバーするために嘱託職員を入れるという対応を今年から始め

ております。 

残念ながら、学校事務や行政経験はされておりませんので、そこを

庶務課がいかに研修し、フォローしていくか、支援をしていくかとい

うことが課題になっておりますので、そこをスムーズにして、学校事

務の内容の改善を図っていきたいと考えております。 

庶務課からは以上になります。 

○森脇学務課長 続きまして、学務課の運営方針について説明をさせて

いただきます。 

平成２８年度学務課の運営につきましては、先ほど教育部長の方か

らお示しいただきました平成２８年度の教育部の運営方針として、学

務課の重点事業に基づき、運営に努めてまいります。 

運営方針でございますが、昨年度と同様に、学籍・就学援助制度事

業の充実、そして、児童・生徒の安全安心の確保を柱に、事業運営を

推進します。 

今年度は、市民・関係機関等との連携の推進を新たに加えさせてい

ただきまして、学務課の事業を展開してまいりたいと考えています。 

次に、平成２８年度の重点事業でございますが、学務課の運営方針

に基づき、具体的に事業を行ってまいります。 

まず、３５人編制学級への対応についてでございますが、今後の国

の動向を踏まえつつ、児童・生徒一人一人に応じたきめ細やかな指導

の確立のため、学級編制における整備充実を関係機関と連携しながら

推進してまいります。 

通学区域の調整でございますが、平成２３年度より学区の調整区域

を設け実施してまいりましたが、これまでの状況等を把握し、今後の

児童・生徒数の推移等を踏まえ、検討委員会を立ち上げ、今後を見据

えた方向性を検討してまいりたいと考えております。 

次に、児童・生徒の安全、防犯について、市の総合計画に掲げてお

ります通学路の防犯カメラ設置事業では、市立小学校に通学する児童

の安全や防犯のため、小学校通学路上に防犯カメラを設置いたします。 

平成２８年度は４校、各３台、合計１２台の設置を行います。 

平成３０年度までには、小学校全校の通学路上に設置していく予定
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でございます。 

また、通学路の安全対策事業につきましては、既に平成２７年度で

児童通学確認員の全校配置が完了しておりますが、日々、周辺の道路

や交通環境の変化がありますことから、引き続き、児童の安全や防犯

のため、安全対策が必要な箇所について、柔軟な対応がとれるよう対

応してまいります。 

最後になりますが、今年度より取り組んでおります地域活性化包括

連携事業では、地域活性化に向けた緊密な総合連携と協働による活動

を推進することにより、より一層の地域活性化や市民サービスの向上

を図ることを目的に実施いたします。 

具体的には、学校給食の献立をイトーヨーカドーのお弁当や総菜等

で販売することにより、保護者だけでなく地域にも給食の良さをアピ

ールしていきたいと考えています。 

また、先ほどもありましたが、本市で作成しております人気給食５

０のレシピ本を広くアピールすべく、できれば販売も視野に入れて展

開してもらいたいと考えています。 

以上、雑駁でございますが、学務課より報告させていただきます。 

○青木教育部次長 指導室の運営方針について説明させていただきます。 

運営方針につきましては、本市教育委員会の教育目標を達成するた

めに、基本方針に基づき各事業を展開します。 

また、児童・生徒、保護者及び地域社会の信頼を得た教育活動が展

開できますよう、指導、助言、支援を行います。 

重点事業につきましては、大きく３点上げております。 

１点目は、学校経営の活性化でございます。 

四つの項目を挙げております。 

まず、各学校が校長のリーダーシップの下、特色ある学校教育が推

進できるよう支援します。 

また、服務の厳正を徹底し、服務事故を起こさない取り組みを進め

ます。 

さらに、若手教員の育成はもとより、様々な機会を通して、教員の

指導力及び授業力の向上を図ります。 

今年度は、特に新規採用教員や臨時的任用教員など、経験の浅い教

員への支援にも配慮していきたいと考えております。 

最後に、学校関係者評価を実施し、保護者・地域から信頼される学
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校づくりを図ります。 

重点事業２点目は、学習指導要領に基づく「生きる力」を育む教育

活動の推進です。 

七つの項目を挙げております。 

まず、東京ベーシックドリルや東村山市版算数・数学ドリルの活用

などを通して、児童・生徒の学力向上を図ります。 

次に、授業時数の確保と各種調査の結果に基づく授業改善推進プラ

ンによる各学校の目標達成の実現に向けて、指導・助言します。 

次に、昨年度から取り組んでおります東村山市体力向上アクティブ

プランに基づき、オリンピック・パラリンピック教育の推進を図るこ

とを通して、児童・生徒の心と体の健康づくりを推進します。 

次に、危機予測・回避能力等を身につけさせるための安全教育、防

災教育を推進します。 

また、東村山市特別支援教育推進計画（第三次実施計画）に基づい

て、子ども・教育支援課と連携し、特別支援教育を更に推進します。 

さらに、英語教育推進地域の指定を受けたことを活用し、とりわけ

小学校の教員の指導力向上と授業改善を図ります。 

最後に、「特別の教科 道徳」の実施に向けて、教員の指導力向上

と授業改善を図るとともに、地域と連携した道徳教育の充実を図りま

す。 

重点事業３点目は、児童・生徒の健全育成の推進です。 

四つの項目を挙げております。 

まず、本市にとっての大きな取り組みであります「いのちとこころ

の教育週間」や道徳教育や人権教育の充実を通して、児童・生徒の

「豊かな心」を育成します。 

次に、スクールカウンセラーや昨年度から配置されたＳＳＷ、スク

ールソーシャルワーカー等と連携し、いじめ防止や不登校児童・生徒

の減少に取り組みます。 

次に、各家庭に配付しております「家庭教育の手引き書」の活用や

各関係機関との連携を通して、家庭教育の充実や児童・生徒同士のよ

りよい人間関係づくりを進めていきます。 

最後に、ＩＣＴ等を活用して、情報教育や情報モラル教育の充実を

図ります。 

これらの指導室事業を展開するに当たり、次の点に留意して取り組
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んでまいります。 

１点目は、５Ｗ１Ｈを明確にするとともに、マネジメントサイクル

を活用し、課題把握と進行管理を行うこと。 

２点目、報告、連絡、相談だけでなく、日常的なコミュニケーショ

ンを活性化させ、事務の効率化を図ること。 

３点目、教職員係、指導係、指導主事の各係が、係内で担当職務を

明確にすることはもとより、係を超えた協力体制を築くこと。 

４点目、係長会や指導室会を定期的に行い、課題等の組織的な解決

を図ります。 

以上でございます。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課の平成２８年度運営

方針及び重点事業について御説明いたします。 

平成２８年度より、名称も新しくなり、組織の人数も増えました。 

課題の多い事業ばかりですが、円滑な運営が進められるよう、組織

機能を高めてまいりたいと考えております。 

平成２８年度子ども・教育支援課は、特別支援教育の推進と０歳か

ら１８歳までの切れ目のない相談支援体制の充実の２本の柱を中心に

各事業に取り組んでまいります。 

一つ目の柱、特別支援教育の推進では、「東村山市特別支援教育推

進計画第三次実施計画」に基づき、特別支援教育の各事業を進めてい

くことにあわせて、新たな国や東京都の動向を踏まえ、平成２９年度

以降の第四次実施計画の策定を進めてまいります。 

教員サポーターの派遣事業につきましては、平成２８年度より、東

京都の補助金を活用していくことといたしました。 

また、平成２８年度、３校でスタートいたしました特別支援教室に

つきましては、３校の運用の検証を行うとともに、残り１２校の開設

に向けて準備を進めてまいります。 

二つ目の柱、０歳から１８歳までの切れ目のない相談支援体制の充

実では、第一に、今年度スタートいたしました子ども相談室機能の充

実を図ってまいります。 

子供や保護者の方だけでなく、関係機関の方からの御相談にも対応

し、切れ目のない相談・支援体制になったことの良さを発揮できるよ

う努めてまいります。 

あわせて、就学相談機能につきましても、子ども相談室と連携し、
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お子さん方のこれまでの育ちを大切にしながら、将来を見据えた相談

を丁寧に実施してまいります。 

また、不登校対策の充実といたしましては、昨年度より配置いたし

ましたスクールソーシャルワーカーについて、勤務日数を増やし、よ

り個々に応じた支援を、学校や希望学級などの関係機関と連携し、丁

寧に進めてまいります。 

さらに、小・中学校における校内相談体制の充実については、スク

ールカウンセラーによる小学校５年生、中学校１年生の全員面接の実

施など、組織的に活用し、不登校やいじめ、学校不適応などの課題に

取り組んでまいります。 

子供たちが心豊かに成長することができるように、専門職が担って

いる専門性を発揮する分野、また、一般行政職が担っております施策

を充実していく分野をしっかりと絡ませて、子ども・教育支援課とし

ての役割を発揮できるよう努めてまいります。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○平島社会教育課長 社会教育課の運営方針でございます。 

社会教育課が行う事業は、主に青少年の健全育成と市民の生涯学習

への支援であり、そのことを基本的な視点として取り組んでまいりま

す。 

重点事業でございます。 

５点ございます。 

１点目は、第４次総合計画にも出ております、「第２回八国山芸術

祭」でございます。 

平成２６年に市政５０周年記念事業で八国山芸術祭を行いましたけ

れども、多くの市民の方々が見られました。東村山市教育委員会とし

ましては、文化芸術活動に取り組める環境を一層充実させるために、

また、学習の成果の発表ができる場として、第２回目を開催する予定

になっております。 

実施につきましては、平成２８年１１月２６日土曜日、中央公民館

で行う予定になっております。 

続きまして、２点目でございます。 

教育委員会主要施策「９の取組」の取組２で、豊かな人間性を培い、

規範意識を高めるということで、「市民の集い」でございます。 

平成１４年１月に発生した中学・高校生による事件の反省に立ち、
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この事件の教訓を風化させないために、「市民の集い」を行っていき

たいと思っております。 

次に、３点目でございます。 

これも取組２でございます。 

青少年委員並びに青少年対策地区委員の方々と連携しながら、「各

地区のこどもまつり」「スーパードッジボール大会」「青少年健全育

成大会」「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」等を実施した

いと思っております。 

続きまして、４点目でございます。 

主要施策取組９でございます。 

地域・社会の教育力向上を図るということで、教育の各関係機関、

地域関係者や文化協会等の団体と連携をして、市民文化祭・文化のつ

どい・放課後子ども教室・コミュニティ開放の推進を図ってまいりま

す。 

最後に、５点目でございます。 

これは、主要施策取組８でございます。 

家庭の教育力向上を図るということで、ＰＴＡの支援でございます。 

ＰＴＡ役員会での情報交換、二者懇談会、それからＰＴＡ主催の研

修会を行っていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課の平成２８年度の運営方針で

ございますけれども、今年度もスポーツの推進と施設等の効率的な運

営、地域に根差したスポーツ活動の支援、２０２０年の東京オリンピ

ック・パラリンピックの開催に向けた市民スポーツの機運醸成、平成

２９年度以降の指定管理者の選定事業を円滑に行うべく、職場一体と

なって取り組んでまいりたいと考えております。 

重点事業といたしましては、大きく５つの事業を掲げております。 

重点事業の１点目、市民スポーツの推進では、第５２回市民大運動

会の実施、体力つくり推進委員会への支援・活性化、体育協会との連

携、スポーツ推進におけるソフト面に関する指針の検討といったこと

について取り組んでまいりたいと考えております。 

重点事業の２点目、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック

開催に向けた取り組みは、都の補助金を活用いたしまして、２０２０

年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた地域スポーツの推
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進とスポーツの機運を醸成する事業として、市内小学生等を対象とし

たトップアスリートによる体操教室を実施したいと考えております。 

実施日につきましては、当市のスケジュール等を確認しながら、お

おむね１１月ぐらいに実施したいと考えております。 

また、大会前に実施される事前キャンプ地の誘致を検証するにあた

りまして、関係所管と連携をして、主にスポーツ施設に関する改修工

事費用の調査等を行ってまいりたいと考えております。 

重点事業３点目、市民スポーツセンター次期指定管理者選定に伴う

取り組みにつきましては、今年度をもって指定期間が満了いたします

ので、平成２９年度以降の指定管理者の選定事務を円滑に行ってまい

りたいと考えております。 

４点目の体育施設の適正な維持管理と効率的・効果的な運営につき

ましては、屋外体育施設の借用地の減額交渉並びに市民スポーツセン

ターの管理業務の実施状況の調査、モニタリングでございますけれど

も、実施していきたいと考えております。 

最後に、調査・研究につきましては、健康増進施設のサンパルネと

市民スポーツセンターの位置付けについて考え方を整理し、運営の在

り方などを研究するとともに、老朽化が進む運動公園内の施設につい

て、今後の方向性を出すための調査・研究等を行ってまいりたいと考

えております。 

市民スポーツ課としては、以上でございます。 

○田中図書館長 図書館の運営方針といたしましては、市民の多様な学

習スタイルや読書要求に応える情報提供の充実に努めますとともに、

ボランティア活動への支援等を通して市民相互のつながりを深める生

涯学習環境の整備に努めたいと考えております。 

重点事業の１点目といたしましては、第３次子ども読書活動推進計

画が２年目となりますが、子供に関わる部署や関連施設との連携、子

供の読書に関わる市民活動への支援等の継続事業の更なる充実に努め

ていきたいと考えております。 

２点目の資料提供の充実につきましては、図書館の最も基本的な役

割として、多様な市民ニーズに対応できる資料をバランスよく収集し、

その集めた資料を有効に活用していただけるように、提供方法を工夫

していきたいと考えております。 

特に、市民生活に直接つながる健康や仕事、身近な法律に関する情
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報を集めた中央図書館の生活情報コーナーの刷新や、図書館利用に障

害のある方への御案内やサービスの充実など、市民の関心や時機を捉

えた提供を丁寧に進めてまいります。 

３点目の読書環境の整備といたしましては、中央図書館耐震補強工

事の実施設計を行うとともに、非構造部材等の整備の進め方の検討を

行います。 

４点目の職員体制の充実につきましては、専門職としての対応が行

き届いたものにできるように、担当の部署の業務内容に応じた研修や

ＯＪＴにより人材育成を進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○前田公民館長 平成２８年度公民館の運営方針になります。 

運営方針については、公民館は多くの市民のための生涯学習の場と

して中心的役割を担う重要な拠点であり、また、様々な芸術・伝統文

化、社会教育に関する団体や教養グループ、趣味サークルなどが自主

活動しやすい環境の場を提供できるよう、多様化する市民ニーズに対

応した事業展開並びに施設利用ができるように努め、現状の利用実態

を検証し、更なる市民満足度の向上に努めてまいります。 

重点事業といたしまして、６点挙げさせていただきました。 

市民サービスの向上については、平成２７年度より、地区公民館に

おいて地域サービスの昼窓を始めたところ、大分、好評だと聞いてお

ります。 

窓口でお待たせしない言葉がけの実践等々、あとはカウンターの外

へ出て同じ目線での対応を心がけるように、より一層、市民満足度の

向上に努めてまいります。 

２点目の利用率の向上に向けての利用目的の緩和については、平成

２５年度、２６年度、公民館の運営審議会委員たちとともに、利用目

的の緩和の推進を図ってまいりました。 

展示室においては、５月にはイトーヨーカドーとの協定式等も公民

館の展示室で行いたいということも聞いておりますので、更なる利用

拡大に向けて頑張っていきたいと思っております。 

３点目の公民館の運営形態の見直しについては、教育部の運営方針

でもあります第四次行財政改革大綱への取り組みとして、今年度は公

民館の運営審議会の開催について定例より回数を多くして、充実した

審議をしてまいります。 
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４点目の施設の適正な維持管理については、各地区館においても空

調、雨漏り等、まだまだ修繕をしていかなければいけないところが

多々ありますので、こちらは優先順位をつけて計画的に進めてまいり

たいと思っております。 

５点目の各地区館における利用者懇談会については、昨年度、初め

て秋津公民館で実施させていただきましたが、公民館の職員との顔が

見えるつながりができたということで、大好評を得ております。 

残り３館についても、今年度中に実施していきたいと考えておりま

す。 

６点目の市民講座ボランティアとの協働による魅力ある市民講座の

実施については、昨年度は、土曜日とか日曜日の開催をかなり職員の

方の努力ですることができました。親子での料理教室や、あとはクリ

スマスに向けてのマジック等の市民講座など好評であります。 

今年度については、今まで実施したことがない夜間の講座等、タイ

ムリーなテーマがあれば実施していきたいと考えております。 

以上になります。 

○栗原ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館運営方針等、重点事業を発表

いたします。 

まず、運営方針は、以下の４つを挙げさせていただきました。 

１、学校教育との相互連携において、東村山の歴史と文化を伝え、

市民が学べる生涯学習施設として、歴史館の博物館機能の充実を図り

ます。 

また、ボランティアの活動を生涯学習に位置づけ、講座や体験等の

事業を協働し、実施します。 

２、市民共有の財産である、有形・無形文化財や埋蔵文化財等の保

護に努めます。 

３、八国山たいけんの里を、地域周辺の自然を生かし、学習の場と

して、地域に根ざした体験学習を実施します。 

４、ボランティア活動を支援し、市民や関係団体と協働した歴史と

文化の保存・活用の取り組みを深めていきます。 

次に、重点事業６点は、それぞれの事業期間、年間計画掲示やイベ

ント情報ＰＲを推進します。 

また、４番目は、今回から新たに入れさせていただきました。 

１、下宅部遺跡漆工関連出土品の重要文化財の指定については、重
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要考古資料のリストに選定されたため、その後の動きを高めるための

周知、ＰＲを市の内外に広く活用し、事業を展開していく。 

２、ふるさと歴史館の充実については、様々な企画展の開催や講座、

事業を初めとする生涯学習講座・講演会等の実施により、生涯学習の

場を創出する。 

３、八国山たいけんの里の充実は、体験事業を初めとした講座等を

充実させ、参加者を惹きつける魅力ある事業を進め、工夫を重ねた企

画の作成を行い、生涯学習に寄与していく。 

４、学校教育への学習協力は、部の方針を推進し、郷土及び歴史、

伝統文化等の学習に対し、「社会科見学」や各種「出前授業」「職場

体験」などに協力し、次世代への継承・普及を目指す。 

５、収集・調査・研究。 

（１）計画的に文化財保護審議会の諮問を経て、新たに文化財を指

定し、活用を図っていく。 

（２）収蔵庫の体系的な整理を行い、公開・活用への検討を進める。 

６、市民パートナーシップの推進。 

（１）各団体への支援を行い、連携を深め、地域博物館としての機

能を発揮していく。 

（２）各ボランティアの方と協働して、歴史館、たいけんの里の事

業を積極的に進める。 

以上になります。 

○森教育長 膨大な報告がございましたが、一遍にはなかなか頭に入ら

ないかもしれませんけれども、今日報告いただいた中で、特に気にな

った点、あるいは御質問したい点がございましたら、お願いしたいと

思います。 

では、終わってからゆっくり読んでいただいて、次回にまた質問を

していただきたいと思います。 

それでは、次に行きたいと思います。 

続きまして、報告事項②、教職員、児童・生徒、学校の状況把握に

ついて、お願いします。 

○小林統括指導主事 報告事項②から④までを続けて御報告させていた

だきます。 

まず、初めに、報告事項②、教職員、児童・生徒、学校の状況把握

について報告をさせていただきます。 
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市教育委員会定例訪問についてです。 

５月から７月までにおける市教育委員会定例訪問は、７校になって

おります。委員の皆様方には、御挨拶や御指導のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。 

運動会についてです。 

夏季休業前における市立小・中学校の運動会は、５月から６月まで

の間に、１２校を予定しております。 

御都合がよろしければ、御覧ください。 

東村山市教育研究会定期総会についてでございます。 

今年度は、平成２８年５月１１日水曜日の午後３時３０分より、中

央公民館で行います。 

委員の皆様には、御都合がよろしければ、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。なお、森教育長には、冒頭に御

挨拶をよろしくお願いいたします。 

続きまして、報告事項③、東村山市立公立学校における体育的活動

に関する安全対策についてでございます。 

平成２８年３月２９日の教育委員会臨時会において御協議いただい

たことに基づきまして、４月５日付の事務連絡で市立小・中学校に周

知いたしました。 

改めて、学校行事で「組み体操」を実施している場合、いわゆる

「ピラミッド」と「タワー」については、不可抗力によるけが等の危

険性があることから、平成２８年度は原則として休止することといた

しました。 

また、「ピラミッド」「タワー」を除いた演技種目で「組み体操」

を実施する場合は、この事務連絡に記載した説明や報告を行うよう、

周知しております。 

いずれにいたしましても、運動会等の体育的活動に関する安全対策

及び児童・生徒の体力向上と危険予測、危機回避能力の育成を図って

まいります。 

最後に、報告事項④、台風接近等に伴う風水害等の発生が予想され

る場合の学校の対応についてでございます。 

このことにつきましては、昨年度、平成２７年４月２日付の事務連

絡において、当日、午前６時の時点で、気象庁より東村山市に暴風特

別警報、暴風雪特別警報、暴風警報、暴風雪警報が発令されている場
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合、全市立小・中学校で臨時休業とすることを周知しているところで

すが、昨今の激しい気象状況の変化に鑑みまして、大雨特別警報、大

雪特別警報が発令された場合につきましても、東村山市の公立小・中

学校の全校を休業することといたしました。 

以上で、指導室からの報告を終わります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問があり

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、報告事項⑤、特別支援学級・特別支援教室開級

及び平成２８年度学級編制について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 平成２８年度より新しくスタートした学

級及び今年度の学級編制について、４月での御報告が漏れてしまいま

したので、改めて御報告させていただきます。 

本市における７校目の固定制の特別支援学級として、大岱小学校に

青葉学級が開級いたしました。 

４月５日に開級式を執り行い、個に応じた指導の実施、通常学級の

児童との交流活動の充実などについて、黒羽校長先生のお話がござい

ました。 

大岱小学校の青葉学級は、新入生３名と東萩山小学校からの転校生

３名による６名の学級となり、非常にアットホームな雰囲気の中で、

現在、授業を行っております。 

次に、特別支援教室について御報告いたします。 

富士見小学校、八坂小学校、南台小学校に設置いたしました特別支

援教室には、現在、合わせて２２名のお子さんが在籍しております。 

富士見小学校に配置されました３名の巡回指導教員が週１日から３

日、各学校を巡回し、指導を行っております。 

特別支援教室は、４月１６日より本格的に指導を開始いたしました。 

本制度は、単に全ての学校に特別支援教室を設置するということだ

けではなく、全ての学校の全ての教員が、特別支援教育への理解を深

めていくことも目的にあると考えております。 

今年度、３校の運用を検証しながら、２９年度の全校開校につなげ

ていきたいと考えております。 

小学校の固定学級の児童数は平成２７年度より３名減少いたしまし
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たが、実際に学級数が減ったのは東萩山小学校だけでございました。 

八坂小学校、また、新たに開級した大岱小学校について、学級数が

増えたため、全体としては１学級の増加となっております。 

東萩山小学校の学級減につきましては、かねてからの懸案事項でご

ざいました東萩山小学校の学級数の適正化が図られたものと考えてお

ります。 

また、特別支援教室制度の導入により、小学校における情緒障害等

通級指導学級について学級を編制するという概念がなくなりましたの

で、今年度より学級数については記載してございません。 

ただし、ことばの教室につきましては、従来どおり、２０名で１学

級編制としておりますので、平成２８年度、児童数はかなり増加して

おりますが、２学級編制のままとなっております。 

中学校につきましては、固定学級の生徒数は増加しておりますが、

学級数について、東村山第一中学校において１学級減となっておりま

す。 

第一中学校、第二中学校とも、２４名という３学級ぎりぎりの人数

でのスタートとなりますが、今年度途中での転学者等が来た場合にど

のような対応をするかが、今後の課題となっております。 

通級指導学級につきましては、生徒数は増加しておりますが、学級

数についての大きな変動はございませんでした。 

今年度、既に入級相談や転学に関する相談が子ども・教育支援課に

は入ってきております。支援が必要な児童・生徒に適切な支援を進め

ることができるよう、丁寧な相談に応じてまいります。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○森教育長 御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、特にないようでございますので、続いて、報告

事項⑥、「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について、お願い

いたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑥、⑦を一緒に報告させてもらってもよ

ろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 

○平島社会教育課長 それでは、報告事項⑥、「輝け！東村山っ子育成

塾」の申込み状況についてでございます。 
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参加人数が決定しました。児童・生徒で、継続で申し込まれた方が

１４名、新規で３８名で、合計５２名になります。 

昨年よりも４名増という形になっております。 

また、リーダーが１８人、青少年委員が１５人、事務局３人で、合

計８８人で８回の事業を進めてまいりたいと思っております。 

続きまして、報告事項⑦、「文化のつどい」についてでございます。 

平成２８年５月２８日からスタートします。そして、５月２９日に

セレモニーがあるのですけれども、今回、つどいが２５回目というこ

とで、第五中学校の合唱部さんがセレモニーの終わった後に合唱して

いただける形になっています。 

また、このセレモニーには、教育長、大変申し訳ございませんけれ

ども、御挨拶がありますので、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、御質問はござ

いますか。 

よろしいですね。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続いて、報告事項⑧、年中行事展「こいのぼ

り」について、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 ただいま年中行事展「こいのぼり」をふるさ

と歴史館におきまして、平成２８年５月１５日、日曜日まで開催して

おります。 

ふるさと歴史館に収蔵しておりますこいのぼり、兜飾り、五月人形

等の端午の節句に関連する資料を展示しています。 

例年では、模擬展示で一部を公開しておりますが、今回は特別展示

として活用して、多くの資料をお見せしております。 

住宅都市化が進んだ現在の東村山ではなかなか大きなこいのぼりが

立てられない状態ですが、かつては家々で上げられていた収蔵資料を

未就学児の子供たちに見ていただき、御高齢の方々には、昔を懐かし

んでいただければと考えております。 

また、幼児がつくったこいのぼりの作品を西宿通り側にありますシ

ョーウインドウに展示しておりますので、ぜひ、ふるさと歴史館へお

越しいただければと思います。 

以上でございます。 
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○森教育長 このことにつきまして、御質問はございませんでしょうか。 

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ございますけれど

も、他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいですか。 

（ 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

ていただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２８年第５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５９分 閉会 


