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平成２８年第８回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２８年８月３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 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３０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 

 

報告事項 

①平成２８年度東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する報告書（平成２７年度分）につい

て（庶務課） 

②「平成２７年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する

調査結果」について（指導室） 

③平成２８年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査について 

 （指導室） 

④平成２８年度図書室・読書活動についてのアンケート調査（６月）

について（指導室） 

⑤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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⑥東村山市特別支援教育推進計画第４次実施計画の策定にあたって 

 （子ども・教育支援課） 

⑦なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑧東村山市スポーツ優秀選手表彰について（市民スポーツ課） 

⑨その他 

午前１０時４４分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第８回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。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、ただいま傍聴を希望とい

うことで、６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 それでは、休憩いたします。 

 

午前１０時４５分 休憩 

 

午前１０時４６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、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。 

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。 

本日は、議案第３０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を議題といたします。提案説明をお願い

いたします。 

○青木教育部次長 議案第３０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。上記の議案を東村山市教育委員

会に提出する。平成２８年８月３日提出。提出者、東村山市教育委員
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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。東村山市立小・中学校特別支援学級で平成２９

年度に使用する教科用図書について協議し、採択を得たい。説明、平

成２８年７月１日の教育委員会定例会において受けた答申を基に採択

するため、本案を提出するものでございます。 

答申までの経過については、７月１日の答申の際に御説明したとお

りです。本日は、教科書選定運営委員会からの答申と調査・研究資料

を参考にしていただき、東村山市立小・中学校特別支援学級教科用図

書の採択を行っていただきます。資料については、７月１日に配付い

たしました教科書選定運営委員会の作成した教科用図書の調査・研究

資料を御参照ください。 

小・中学校特別支援学級教科用図書につきましては、小学校のもの

として７１点、中学校のものとして３１点ございます。内訳といたし

まして、小学校、国語１０点、書写１２点、社会１点、地図１点、算

数１２点、理科１点、生活科１点、音楽１点、図画工作１点、家庭１

点、体育、保健２点、生活２８点、総計７１点です。 

中学校の内訳は、国語３点、書写３点、社会５点、地図１点、数学

３点、理科２点、音楽３点、美術３点、保健体育２点、技術・家庭３

点、英語３点、総計３１点です。その中で、学校教育法附則第９条の

規定による教科用図書は小学校が５９点、中学校が２３点です。文部

科学省の検定本は小学校が１２点、中学校が８点でございます。 

最後に、本市の公立学校で使用する教科用図書の採択につきまして

は、その権限が本市教育委員会にあることから、教科書選定運営委員

会の方針や調査・研究の報告等を参考にしていただき、教育委員の皆

様に御審議をいただきますようお願い申し上げます。審議の結果、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用の教科用

図書の採択をお願いいたします。 

説明は以上となります。 

○森教育長 ただいま、教育部次長より採択について説明をいただきま

した。また、教科書選定運営委員会で作成した調査・研究資料につき

ましても確認をさせていただいたところでございます。 

本日は、各委員からのお考えをお伺いして、教科、種目ごとに本市

小・中学校の特別支援学級で平成２９年度に使用する教科用図書につ

きまして、審査並びに採択をしていただきたいと考えていますので、
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御協力のほど、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、小・中学校特別支援学級教科用図書の審議に入ります。

各委員の皆様方の御意見をお願いしたいと思います。いかがでしょう

か。 

○町田委員 この件に関しまして、本市においては、特別支援教育の運

営委員会において、特別支援学級の先生方が日ごろより授業研究や情

報交換を行っているということを伺っております。そのような中で、

特別学級の図書に関しましては、実際に現場にいらっしゃいます学校

の先生方が児童・生徒一人一人の障害の状況を理解し、また、教育的

ニーズを踏まえた中で選んでいただいていると思っております。この

ことからも、選んでいただいた先生方の意見を尊重して採択するのが

妥当ではないのかと思っております。 

以上です。 

○森教育長 他にはいかがでしょうか。 

○當摩委員 今、町田委員もおっしゃってくださいましたように、特別

支援学級で使う教科用図書につきましては、それぞれの児童・生徒の

皆さんの障害の程度ですとか、今、どんなことを教えてあげなくては

いけないのかというそういった特性に応じて、現場を見ている先生方

が一番よくわかってくださっている中でのこうした教材図書の選定で、

それを答申いただいていると思っておりますので、これをそのまま受

け入れたいと思いますとともに、１点つけ加えさせていただきますと、

どうしても検定教科書以外は、民間のものになりますと次年度使えな

いとか絶版になってしまったこともかつてあったような気がいたしま

すが、今回、そのような点に関してはきちんとお調べいただいている

と思っておりますので、今後もその点だけ御留意いただければ、この

ままこの形で受けとめたいと思っております。 

以上でございます。 

○森教育長 他にはいかがでしょうか。 

○吉村委員 調査・研究資料を拝見しましたところ、一般図書の推薦理

由として、写真や絵、イラスト、図などが多く、１ページ、１ページ

がとてもシンプルで子供にとって視覚的にもわかりやすい工夫がなさ

れていることが挙げられておりました。このことから、委員の先生方

がユニバーサルデザインに配慮したものを選定されていることがわか

りました。私は、特別支援教育への具体的な配慮、すなわち全ての児
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童・生徒にとって、見やすくて学びやすいような具体的に工夫されて

いることが何より大事であると受けとめております。 

以上です。 

○森教育長 それでは、他にはいかがでしょうか。 

○小関委員 まず、文部科学省の検定教科書についてでございますが、

総則にも示されているとおり、通常の学級との交流というのがますま

す大事になることから、共同学習についても、その点での活用と校外

学習の事前準備等に向けた活用など、児童・生徒一人一人の障害の程

度に応じて、学校の内外で多様な機会を捉えて、特に体験的に交流が

できるように配慮して活用していただきたいと思っています。 

それから、特別支援学級で使用する教科用図書でございますが、日

常的に児童・生徒一人一人の状況をよく理解してくださって、把握し

てくださっている先生方の御意見がまず一番尊重されることが大事か

と考えています。 

以上です。 

○森教育長 ４人の委員の皆さんに御意見をいただいたところですけど、

言い忘れたとか、もう少し言いたいという方は特にいらっしゃいませ

んか。よろしいですか。 

本市では、この後、平成２９年度から推進をしていきます東村山市

の特別支援教育推進計画の第４次実施計画の策定を進めているところ

でございます。本実施計画におきましては、これまで特別支援学級で

実践してきた児童・生徒一人一人の教育的ニーズに沿った指導の実績

を踏まえ、指導方法ですとか教材教具、学習環境等のさらなる工夫に

ついての検討も行っているところでございます。 

このように、本市の特別支援教育のさらなる充実を図るという上で

は、先ほどから、各委員さんがおっしゃっていますように、各学校の

先生方が子供たちの実態を十分見据えた上で、この教科書が適切であ

ろうということでお選びいただいたということでございますので、そ

のあたりを尊重していくということは私も重要だと捉えているところ

でございます。 

それでは、特に他に御意見がございませんので、特別支援学級教科

用図書につきましては、原案のとおり決定したいと思っておりますが、

賛成の方の挙手を求めたいと思います。 

（ 賛成者挙手 ） 
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○森教育長 全員賛成ということでございます。特別支援学級の教科用

図書につきましては、調査・研究資料にあるように決定させていただ

きたいと思います。 

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

採択については、以上のとおり決定いたしました。これをもちまして、

議案第３０号を終了させていただきたいと思います。 

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たいと思います。 

報告事項①、平成２８年度東村山市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（平成２７年度

分）について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価についてでございますが、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」第２６条に基づいて、毎年行っているも

のでございます。教育長及び委員の皆様方のお手元には、Ａ４判両面

刷りの概要版と点検評価の冊子を配付させていただいております。 

平成２７年度の東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針に基づ

いて、主要施策の点検及び評価について雑駁でございますが、御説明

させていただきたいと思います。 

まず、こちらの冊子については、様式を大きく変更させていただい

ております。この冊子は、見開きで一つの目標について成果を説明さ

せていただくようになっております。右側のページには、より具体的

に施策がわかるように写真などの資料を添付するように変更されてお

ります。 

また、平成２７年度からは教育目標及び基本方針の下に、９つの取

組を設けておりますので、それに合わせて評価しております。そして、

昨年度までは、一つの目標に対して複数の部署がかかわっている場合

は、それぞれの部署がそれぞれの評価をしていましたが、今年度から

は一つの目標に対して複数の部署がかかわっていても一つの評価に変

更しております。 

そのため、点検・評価の内容でございますが、平成２７年におきま

しては、主要施策として４５項目の点検・評価を行いましたが、昨年

度は９５項目の点検・評価を行っておりますので、昨年度と比べれば

大きく減少している状況でございます。 
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さて、４５項目の内容でございますが、Ａ項目については５項目、

Ｂ評価については３８項目、Ｃ評価については２項目、Ｄ評価につい

ては０項目となっております。Ａ項目の５項目について御説明を申し

上げたいと思います。 

まず、取組２（２）の①で、社会教育課、図書館が取り組んだ市民

の集い、いのちの大切さを考える本の紹介の事業でございます。こち

らは、学校や行政、地域と連携し、事業及び本を通して、健全育成の

環境整備に大きく貢献したことでこの評価につながっております。 

次のＡ項目の評価としましては、取組７の（５）の①、子ども・教

育支援課が取り組んだ幼児相談室と教育相談室の一元化、特別支援教

室及び大岱小学校特別支援学級の開設の事業でございます。こちらは、

子ども・教育支援課が精力的に取り組み、平成２８年度への準備を無

事行うことができたことへの評価になっております。 

３つ目のＡ評価が、取組８（３）、図書館、公民館、ふるさと歴史

館が取り組んだ親子が参加する各イベントの事業でございます。こち

らは、多くの親子に参加していただき、好評であったため、Ａ評価に

なっております。 

４つ目が取組８（４）の図書館が取り組んだブックリスト、案内リ

ーフレットなどの作成、館内整備の事業でございます。リーフレット

などの作成により効果的なＰＲができたこと、また、館内整備の事業

では、授乳コーナーや子供用トイレの設置など、親子の読書環境整備

を進めたことによる評価になっております。 

最後に取組９（１）の④、ふるさと歴史館が取り組んだ下宅部遺跡

を初めとする指定文化財の保護、公開事業でございまして、こちらは、

諏訪神社の本殿の補修工事及び下宅部遺跡を初めとする文化財の公

開・活用を進めることができたことへの評価となっております。 

先ほど申し上げたとおり２６年度は９５項目でございました。その

内訳は、Ａ評価が９項目、Ｂ評価が８１項目、Ｃ評価が４項目、Ｄ評

価が１項目となっており、比べることは難しいのですが、割合で言え

ば、Ａ評価については、今年は少し増えたという状況でございました。

有識者からの助言をいただいておりますが、こちらは、冊子の１０４

ページからお二方の有識者からの助言を記載させてもらっております。 

今後の取り扱いにつきましては、市議会議員の各議員に９月議会の

開会までにこちらの冊子を配付する予定になっております。また、あ
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わせて市のホームページにも掲載させていただき、広く公表をしてい

くものでございます。 

私からは以上です。 

○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。 

私からよろしいでしょうか。 

今のＡ項目については説明がありましたけど、Ｃ項目の２つについ

ては、いかがなのでしょうか。 

○清水庶務課長 Ｃ項目の２項目について御説明申し上げます。 

取組７の（２）でございます。こちらは、教育課程の適正な実施と

いう目標になっておりますが、東村山第三中学校の保健体育の件がご

ざいましたことから、未達成の部分があるということでのＣ評価とさ

せてもらっております。 

もう一つのＣ評価が取組９（１）の①でございます。こちらは、

「東村山市スポーツ推進計画」の策定に向けた準備を予定しておりま

したが、明確にすることが困難な状況に陥り、再検討を必要とすると

いうところを踏まえまして、Ｃという評価になっております。 

以上でございます。 

○森教育長 あと、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、次に移りたいと思います。 

続きまして、報告事項②、「平成２７年度児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査結果」について、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項②から⑤まで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 お願いいたします。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項②、「平成２７年度児童生徒の

問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」について、御報告

させていただきます。 

まず、年間３０日以上の欠席をしている不登校児童・生徒の人数と

出現率について御報告いたします。 

平成２７年度は小学校が７８名、中学校が１８９名となり、残念な

がら前年度より増加する結果となってしまいました。なお、この人数

の中には、平成２７年度内に既に学校復帰をしている児童・生徒、ま
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た、健全育成学習室の希望学級に年度途中より入室している児童・生

徒も含まれております。 

各学校では、不登校の未然防止策や早期解決策を講じているものの

不登校の原因が複雑化しており、解決が困難なケースが多いと学校か

らも報告を受けております。特に、不安を中心とした情緒的な混乱、

本人の課題にかかわる混乱というのが原因として挙げられているケー

スが多くございます。漠然とした不安を訴え登校しないといった児

童・生徒が多いということもこの調査結果から判明しております。 

現在、今年度より東京都から不登校加配をいただいております東村

山第三中学校及び第四中学校で取り組みを進めております。この２校

における実践につきまして、また、昨年度から立ち上げておりますス

クールソーシャルワーカーのより効果的な活用につきましても、それ

ぞれ実践を踏まえた取り組みについては、各学校の生活指導主任の先

生が集まっていただいております、生活指導主任会等で情報共有をす

るとともに、いじめの問題も含めまして各学校で組織的に取り組むこ

とにより、よりよい人間関係の構築を目指して、今後の不登校対策に

ついてより一層力を入れて対策を講じてまいりたいと考えております。

今年度も引き続き１人でも学校へ復帰できるようにという言葉を合い

言葉に対応の見直し、改善を図ってまいりたいと考えております。 

続きまして、平成２７年度中に認知されたいじめの総件数及び解決

件数等について、御報告をさせていただきます。 

いじめの認知件数につきましては、昨年度より小学校では４６件、

中学校では１２件増加しております。このことはアンケート等学校の

取り組みによる発見が多くを占めております。 

この件につきましては、報告事項③、平成２８年度東村山市立学校

におけるいじめの実態調査における４月から６月までの発生件数及び

解決件数等の御報告とあわせてその実態についてお話をさせていただ

きたいと思います。 

先ほど御報告させていただきました平成２７年度のいじめの実態調

査と同様にいじめの認識につきましては、小・中学校ともにアンケー

ト等学校の取り組みによる発見が多くを占めております。直接相談し

にくいと感じている児童・生徒に配慮したこのきめ細かな対応を継続

していくことが大切であると考えております。 

また、解決の態様につきましては、小・中学校ともに継続支援中の
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割合が半数以上を占めております。当初のいじめの発見の原因につき

ましては、一定の解決は行われているということでございますが、そ

の後も継続して当該児童・生徒の変化や様子を継続的に丁寧に見守っ

ていますという意味での継続支援中ということでございます。学校は

一つのいじめの問題について解決が図られたということで終結するこ

とではなく、被害、加害両者ともに継続して見守っていく必要がある

ということを学校が認識しているということが、今回の調査におきま

してはっきりしてまいりました。 

報告事項④に移らせていただきます。平成２８年度図書室・読書活

動についてのアンケート調査（６月）について、御報告をさせていた

だきます。 

本アンケート調査は、毎年度６月と２月に実施しております。設問

項目５及び設問項目６の読書の好き・嫌いにかかわる調査におきまし

ては、小・中学校ともに昨年度の６月と同じ比率の結果になっており

ますが、読書に対して否定的に捉えている主な理由につきましては、

小学校では「本を読む時間が少ないから」、中学校では「読みたい本

がないから」と回答する児童が何名かございます。ただ、昨年度６月

の調査に比べますと、この数は減少しているという傾向にございます。  

このことから、学校が学校図書館を利用する機会を意識的に設定し

たり、学校図書館専任司書が子供の興味・関心や発達段階に応じた選

書に心がけていただき、お勧めの本を紹介したりすることが大切であ

るということがわかりました。このことによって、「時間がないで

す」とか「読みたい本がない」といった回答をする児童・生徒が減少

しているのではないかということが捉えられます。  

今後も各学校より図書館だよりや保護者会を通して家庭への啓発を

推進したり、児童・生徒の各学校の図書委員会、こういった活動を通

して子供たちが主体的に本にかかわる活動を積極的に推奨したりして

いきたいと考えております。  

次に、報告事項⑤、教職員、児童・生徒、学校の状況把握について、

御報告させていただきます。  

夏休みが明けた９月及び１０月の市教育委員会定例訪問は８校を予

定しております。委員の皆様方におかれましては、御挨拶や御指導を

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  

最後に、７月２５日現在で指導室に報告がありました各学校の各種
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大会に出場する児童・生徒の一覧をまとめております。今週末にはリ

オのオリンピック・パラリンピックも始まる予定になっています。子

供たちがスポーツを通じて、あるいは東村山第六中学校におきまして

は、今年度も演劇部が全国大会に出場しております。夏休みの子供た

ちの活躍を大いに期待したいところでございます。 

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、報告が終わりました。このことにつきまして、

御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 

それでは私から、２点ほど質問いたします。 

１点目は、残念ながら不登校児童・生徒が２７年度は増えてしまっ

たということですが、その対応ということでＳＳＷを配置したのです

が、その効果はこの表の中ではまだあらわれていないという理解でよ

ろしいでしょうか。来年度に期待するというか、効果は来年度になら

ないと数字の上では出てこないということなのでしょうか。 

それから、２点目はいじめのことですけども、これだけいろいろや

っているにもかかわらず件数が増えている理由がわかりましたらお願

いしたいと思います。 

○小林統括指導主事 １点目の不登校児童・生徒にかかわるＳＳＷの取

り組みについてでございます。昨年度から立ち上げまして、年度当

初は学校の実態把握ということが中心でございましたが、昨年度の

後半からは具体の実働に移っております。ただ、平成２７年度間で

の３０日以上ということですので、昨年度の後半におきましては、

実際に学校に復帰できている児童・生徒、あるいは、上手に希望学

級につないで、希望学級への登校が進んでいるという児童・生徒も

ございます。 

ただ、２７年度から１年間に見ますと、３０日以上を超えてしまっ

ている児童・生徒が人数にあらわれておりますので、実際のところは

小学校７８名、中学校１８９名の中には既に３０日を超えていてもそ

の後、学校へ復帰している子供たちもいますし、希望学級につながっ

ているという児童・生徒もおります。ただ、数的にはそれほど多くご

ざいませんので、今年度はより一層ＳＳＷの活用といったものを学校

と教育委員会で連携を図って、１人でも多く学校復帰に向けて対応を

図ってまいりたいと考えております。 

２点目のいじめの数が増えていることにつきましては、いじめの認
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知件数の把握をするためのアンケート調査による認知件数が随分増え

ております。東村山では数年前より各学校で、年３回いじめ実態調査

を行っています。特に小学校の場合ですと、１年生、２年生、低学年

におきましては、「きのう、誰々ちゃんに嫌なことを言われた」とい

うことも全てアンケートに記録してございます。そういった細かいア

ンケートの結果も学校で把握して、一人一人丁寧に担任、それから、

ここはというものについては管理職も含めて子供たちから聞き取りを

行っています。そういったなかなか今まではアンケートをするまでは

声の上がらなかった子供たちでも、アンケートを通しながら直接先生

方やスクールカウンセラーから声をかけて、子供たちの思いを酌み取

るといった意味で認知件数が増えたということで把握しております。 

以上でございます。 

○森教育長 大変よくわかりました。 

 他に、よろしいですか。 

○小関委員 図書室・読書活動についてのアンケートのことでお尋ねし

たいのですが、１点目として、小学校３年生の１カ月間に学校図書館

に行った回数の中に放課後の記載がないのですが、放課後という選択

肢がなかったのでしょうか。それとも、放課後は行かれないようなこ

とになっているのでしょうか。 

それから、２点目ですけど、本に関することで司書に相談した経験

の有無で、中学校２年生の「ある」という回答が少ないのですが、こ

れはどんな原因であると考えたらいいでしょうか。 

○小林統括指導主事 小学校３年生の放課後にということについては、

アンケートの項目自体に載せてございませんので、こちらは、確認が

できていないところでございます。実態についてはまた、本市の指導

室が所管しております学校図書館担当者の連絡会がございますので、

こちらで確認をさせていただければと思います。 

それから、中学校の本に関する司書に相談した経験の有無について、

「ある」が１６名ということでございますが、この少ないという理由

につきましても、実際の理由については調査の中では把握し切れてご

ざいません。あわせて放課後の調査につきましても同様に、司書に相

談した有無についての数の少なさ、実際に学校図書館専任司書と中学

生が直接かかわるという場面につきましては、追ってまた、各学校に

確認をしながら、小学校と同様になるべく専任司書と生徒が直接かか
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わるような場を意図的に設定する必要があるということも感じており

ますので、あわせて連絡会のほうでお伝えをさせていただければと考

えております。 

以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

他に御質問ございますか。よろしいですか。 

（ 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⑥、東村山市特別支援教育推進計画第４次実施計画の策定に

あたって、をお願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課からは、東村山市特

別支援教育推進計画（第４次実施計画）の策定にあたって、御説明を

させていただきます。 

平成２５年度から４年間の計画期間で実施しておりました第３次実

施計画につきましては、今年度が最終年度となっております。今年度

中に新たな実施計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 

第４次実施計画策定に当たりましては、東村山市特別支援教育推進

計画策定委員会を設置し、公開にて会議を開催してまいります。この

策定委員会のメンバーにつきましては、設置要領を御覧ください。 

第３にある組織の項目には、委員会の構成メンバーを示してござい

ます。まず、東村山市特別支援教育専門家チームの委員１名、東村山

市立小学校の校長が２名、こちらは特別支援学級設置校及び特別支援

教室の設置校の校長先生に依頼してございます。また、東村山市立中

学校校長１名、こちらは特別支援学級の設置校の校長先生に依頼して

ございます。東京都立清瀬特別支援学校関係者といたしまして、市川

校長先生に御出席を依頼しております。市川校長先生におかれまして

は、昨年度まで東京都の指導部のほうに勤務しており、東京都の特別

支援教育の施策を御担当されていた校長先生でございます。 

また、５番目から１０番目までの教育部長、教育部次長、統括指導

主事、庶務課長、子ども・教育支援課長、障害支援課長は、行政職員

で構成してございます。１１番目、１２番目にございます市内幼稚園

関係者、保育園関係者とは園長先生にお願いをしているところです。 

第３次の策定のときとの大きな違いは、この１３番目に市内小・中

学校に児童・生徒を在籍させている保護者の代表の方、３名に委員と
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なっていただいております。現在、委員となっていただいている方は、

ＰＴＡ連合会からの推薦の方が１名、特別支援学級にお子さんを通学

させている保護者の方が１名、特別支援教室に保護者を通学させてい

る方の保護者の方が１名となっております。 

近年、特別支援教育を取り巻く状況は大きく変化しております。特

に、平成２５年９月の学校教育法施行令の一部改正、また、平成２８

年２月の東京都発達障害者教育推進計画の策定、平成２８年４月の障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行など、これらの

大きな国や東京都の情勢を踏まえながら第４次実施計画を策定してい

くこととなります。 

これらのことから市が取り組むべき課題が明確になっており、それ

を実現するために本市として何を進めていくのか具体的に実施計画に

盛り込んでいきたいと考えております。 

計画の期間につきましては、東村山市の第４次総合計画後期基本計

画、また、先ほど申し上げました東京都発達障害者教育推進計画の計

画期間と同様、平成３２年度までを予定しております。 

７月１９日には既に第１回目の策定委員会を開催し、第３次実施計

画の成果と課題について御意見をいただいたところです。委員会は今

年度中にあと４回予定しており、年明けにはパブリックコメントも実

施していく予定です。２９年３月には本教育委員会にもお示しをさせ

ていただく準備を整えてまいります。本市におきまして実効性のある

実施計画を策定していきたいと考えております。 

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。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、特にないようですので、次へ行きたいと思いま

す。 

報告事項⑦、なぎさ体験塾について、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 私からは、姉妹都市である新潟県柏崎市で実施さ

れるなぎさ体験塾について、御報告いたします。平成２８年８月１９

日から２２日の３泊４日で、柏崎市、小平市、東村山市の７０名で実

施される事業でございます。 
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森教育長、町田委員におかれましては、８月１９日に現地で開校式

がございますので、参加の方よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 この件につきましてよろしいですか。 

○町田委員 募集状況をお聞かせください。 

○平島社会教育課長 募集ですけれども、小平市が２２名、東村山市は

２９名、柏崎市は１９名の人数配分になりました。今回、東村山市に

は３５名申し込みがあり、定員が２９名となりましたので、６名が落

選ということになっております。また、小平市は３１名の申し込みが

あって２２名の参加、柏崎市は１９名の申し込みで１９名の参加とい

う形になりました。 

以上です。 

○町田委員 ありがとうございます。 

○森教育長 他によろしいですか。 

それでは、続きまして、報告事項⑧、東村山市スポーツ優秀選手表

彰について、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課より平成２８年度の東村山市

スポーツ優秀選手表彰について、御報告いたします。 

東村山市のスポーツ優秀選手表彰は各種スポーツ大会において、当

該選考基準に定める成績を収めて、東村山市のスポーツの振興に貢献

した市内在住・在勤・在学の個人・団体に対して、平成２８年９月４

日に開催予定の市民体育大会総合開会式におきまして表彰するもので

ございます。 

候補者の推薦については、市報７月１日号及び市ホームページにて

市民へ周知するとともに市内全ての小・中学校及び高等学校へ推薦の

御案内をさせていただいたところ、２１名の個人と２つの団体の推薦

をいただきました。 

７月１３日の推薦締め切りの後、７月１９日火曜日に各種大会成績

優秀者表彰審査会において、推薦された方々について、選考基準に基

づき審査をいたしました。 

市長表彰者はオリンピックや世界選手権、ユニバーシアードなどの

世界大会に出場した方が表彰の対象となっておりまして、推薦者より

提出された資料などに基づき審査会で審査をした結果、市長表彰とし

て承認された方となっております。 



１６ 

ただし、表彰番号２番以降の３名の方につきましては、当該大会の

日程がいずれも審査会の後となることから、事務局のほうで大会への

参加事実を確認することを条件に表彰を承認されたものでございます。  

次に、教育委員会表彰は、国体や全日本選手権、インターハイなど

の全国大会に出場された方や関東大会において第３位以上の成績を収

められた方が表彰の対象となってございます。審議の結果、１２の個

人、１つの団体が教育委員会表彰として表彰されたところでございま

す。 

なお、表彰番号１０番以降の４名の方につきましては、こちらも当

該大会の日程がいずれも審査委員会の後ということになることから、

事務局にて大会への参加事実を確認することを条件に表彰を承認され

たものでございます。 

続きまして、体育協会表彰については、都民体育大会において第３

位以上の成績を収めた個人または団体、東京都市町村総合体育大会に

おいて優勝した個人または団体、あるいは、本市体育協会加盟団体の

上部団体が主催する東京都大会及び都下市町村大会において優勝した

個人・団体が表彰の対象となっておりまして、審議の結果、３名の方

と１つの団体が承認をされたところでございます。 

最後に、御推薦いただいたものの審議の結果、いずれも選考基準に

該当されなかったため、残念ながら不承認となった方が２名となって

ございます。 

なお、審査会の後に、表彰の対象となる成績を残された選手に推薦

があった場合は、市長、教育長の一任により処理する形で対応させて

いただきたいと考えておりますので、御承知おきいただければと思い

ます。 

市民スポーツ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、御質問がござ

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 ないようでございますので、予定されておりました報告事

項は以上でございます。他に報告事項お持ちの方はいらっしゃいます

か。 

○平島社会教育課長 教育委員の皆様にお礼でございます。青少年対策



１７ 

地区の白州キャンプに、暑い中、視察していただきまして本当にあり

がとうございました。一地区と二地区の活動を見ていただき、児童、

ヤングリーダー、それから、青少年委員の皆さんと意見交換をしてい

ただき、教育委員さんのほうからもこのように改善したほうが良いの

ではないですかという意見もいただきました。それを生かして来年に

つなげていきたいと思っております。また、地区キャンプのほうも大

きな事故もなく３１日で終了したという報告でございます。 

以上でございます。 

○森教育長 他によろしいでしょうか。 

（ 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

いただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２８年第８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３３分 閉会 


