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施策の方向性  

１．子供が安心して意欲的に学べる質の高い教育環境を推進する 

主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（１）質の高い教育環境を整える 

■教育課程の編成及び指導方法の工夫・改善 

・子供たちが自らの資質・能力を知り、自己実現を

図る力を育むことができるよう、学校の特色を生か

した教育課程の編成や指導方法の工夫・改善を進め

ます。 

 

（ア）校長会、副校長会、教務主任会

等での各学校への指導・助言 

（イ）教育課程の適正な管理 

（ウ）東村山市教育委員会研究奨励校

の指定、指導・助言 

 

（ア）校長会、副校長会、教務主任会等の折に、各学校の教育

課程の適正な実施について周知、指導を行った。 

（イ）各学校から前期、後期が終了する際に時数の提出を求め、

教育委員会で各学校の授業時数の実施について把握し、適宜指

導した。また、各学校が校外に出て学習を行う際には、校外学

習届の提出を求め、事前に教育委員会で学習内容等を把握し、

安全に学習を挙行できるよう適宜学校へ指導・助言した。 

（ウ）東村山市研究奨励校として、八坂小学校及び東村山第二

中学校が特色ある教育活動について発表を行った。 

■小・中学校間の連携の強化 

・小・中学校間における児童・生徒同士、教員と

児童・生徒、教員相互の交流活動を推進する中で、

教育内容及び健全育成の情報交換を密接に行いま

す。 

（ア）生活指導主任会、教務主任会

等各種委員会における中学校区別協

議会の実施 

（イ）中学校区別 小中連携懇談会 

（ア）生活指導主任会や教務主任会等の機会に児童・生徒の健

全育成や学力向上に向けた取組について小・中学校の教員が情

報交換や協議を行い、共通理解を図っている。 

（イ）各中学校区内の小・中学校が、授業参観や協議会を通し

て、９年間を見通した教育活動を協議することにより、今後の

教育課程編成等を充実させる。 

 

施策ごとの取組状況 
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

■いじめ防止等に関する取組の推進 

・いじめや不登校など、子供たちの多様な課題に

対応するため、互いに認め合い共に学び合う学校づ

くりを進めます。 

（ア）いじめ防止対策の取組 

（イ）不登校未然防止対策の取組 

（ア）東京都教育委員会のいじめ防止総合対策【第２次】（平

成２９年２月）を踏まえ、「東村山市いじめ防止等のための基

本的な方針」を策定し、「学校生活指導連絡協議会」、「いじめ

問題調査委員会」を実施した。また学校においても「学校いじ

め対策基本方針」を作成し、校内組織の構築やスクールカウン

セラーによる小５、中１の全員面談などを実施した。 

（イ）「東村山市不登校未然防止・早期発見・早期対応マニュ

アル」を作成し、不登校を未然に防ぐための初期対応マニュア

ルを作成し、特に、欠席し始めの３日間で学校が行うべき対応

について明記した。 

■学校施設の老朽化対策等の推進 

・学校施設の老朽化対策を継続します。また、災

害時の緊急避難場所としての機能を確保するため、

引き続き安全対策の整備を実施します。 

【施設再生推進課】 

包括施設管理委託の導入 

【教育総務課】 

（ア）中学校特別教室空調設備設置

工事 

（イ）小中学校水飲栓直結給水化工

事 

（ウ）化成小学校グラウンド整備工

事 

（エ）小中学校雨水枡修繕 

【施設再生推進課】 

課ごと、施設ごとに契約している様々な管理業務を包括的に契

約することで、管理水準の向上による安全・安心の確保と業務

の効率化を目指す「包括施設管理委託」の導入に向け、必要な

調整を行った。（小学校・中学校の管理業務の一部も包括化の

検討対象とし、平成 30 年 4 月からの導入を予定。） 

【教育総務課】 

（ア）中学校全７校の特別教室においてガスヒートポンプエア

コンを設置し、教育環境の向上を図るための工事を実施した。 

（イ）秋津小・萩山小・野火止小・第三中・第五中の５校で既

存配管の更新及び配管経路を変更し、より衛生的で冷たい水を

供給するための工事を実施した。 

（ウ）市立化成小学校校庭の土壌改良を行い、降雨・降雪後の
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

グラウンドの回復が速やかになるように教育環境の向上を図る

ための工事を実施した。 

（エ）東萩山小・秋津東小・第一中の雨水枡の修繕を行い、豪

雨対策を行った。 

（２）教員の資質・能力を高める 

■体系的な研修の質的充実 

・教員の資質・能力の向上を図るため、教員の職

層やライフステージに応じ、人事考課と連動した能

力開発型の研修を行うなど、体系的な研修の質的充

実を進めます。 

 

 

各種研修会の実施（初任者研修、２

年次研修、３年次研修、１０年経験

者研修、ミドルリーダー授業力向上

研修、新任主任教諭研修、学校リー

ダー育成研修、主幹教諭研修、管理

職研修 、東村山市立学校教員研修

（全教員悉皆研修）等） 

 

・初任者研修 年間１１回 

・２年次研修 年間３回 

・３年次研修 年間２回 

・１０年経験者研修 年間８回 

・ミドルリーダー授業力向上研修 年間７回 

・新任主任教諭研修 年間１回 

・学校リーダー育成研修 年間３回 

・主幹教諭研修 年間２回 

・管理職研修（校長 年間１回、副校長 年間２回） 

・東村山市立学校教員研修（全教員悉皆研修） 年間１回 

■学校の組織的な課題対応力の向上 

・学校教育の改善に対する各学校の自主的・自律

的な取組を進めるため、校長のリーダーシップの確

立を図るとともに、主幹教諭や主任教諭の配置と活

用や校内におけるＯＪＴの充実を図り、学校の組織

的な課題対応力を高めます。 

 

（ア）校長・副校長対象の管理職研

修の実施 

（イ）主幹教諭研修の実施 

（ウ）新任主任教諭研修の実施 

（ア）校長研修会  年間１回実施  

 内容「特別支援教育の推進に向けて学校管理職に期待するこ

と」 

   副校長研修会 年間２回実施 

 内容「東村山市教育委員会各課業務内容等説明」 

   「子供たちをインターネットトラブルから守るために」 

（イ）主幹教諭研修 年間２回実施  

 内容「多様な教育課題に対応したカリキュラムモデルの開
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

発」 

   「学校組織のリーダーに期待すること－地域・保護者か

らの期待に応える学校経営への参画－」 

（ウ）新任主任教諭研修 年間１回実施  

 内容「主任教諭の役割と人材育成」 

■服務に関する研修の充実 

・学校における個人情報の管理を徹底し外部へ

の流失を防止する等、学校との連携を強化して服務

に関する研修を充実させます。 

（ア）教員等の暴力的指導が発覚し

た場合の対応マニュアルの作成 

（イ）各学校における服務研修及び

定例の学校訪問における指導、校長

会・副校長会での指導の実施 

（ウ）初任者研修会等において「体

罰の禁止」「個人情報の適正な管理」

等に関する研修の実施 

（エ）体罰調査の実施 

（オ）臨時的任用教員への任用時の

面接の実施 

（ア）「教員等の暴力的指導が発覚した場合の対応マニュア

ル」を作成し、市教育研究会総会において統括指導主事から全

教員に向け指導し、周知・徹底を図った。 

（イ）定例の校長会及び副校長会や定例の学校訪問において、

教育部学校教育担当次長より、各学校の管理職をはじめとする

全ての教職員に直接指導・助言するとともに、各学校における

服務研修を実施した。 

（ウ）初任者研修会において、市内小・中学校長等を講師と

し、「体罰や不適切な行為をなくすために」「個人情報の適正な

管理」等について研修を実施した。 

（エ）東京都教育委員会からの依頼に基づき、市内全小・中学

校で体罰調査を実施した。 

（オ）臨時的任用教員への任用時の面接において、「体罰の禁

止」や「個人情報の適正な管理」等、服務の厳正について指

導・助言した。 

（３）家庭及び地域・社会の教育力向上を図

る 

■子供たちの生活習慣の改善 

 

 

（ア）定例の学校訪問での「家庭教

 

 

（ア）定例の学校訪問時に、指導主事等から「家庭教育の手引
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

・基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動を

支えることから、「家庭教育の手引き書」を活用し

た学校と家庭との連携を強化し、子供たちの生活習

慣の改善を進めます。 

育の手引き書」の活用についての周

知 

（イ）各学校における学校保健委員

会等の開催 

き書の活用」をテーマとした教員対象の研修会を実施し、望ま

しい生活習慣について保護者会で取り上げるよう指導した。 

（イ）各学校では、保護者や地域、学校医等と連携した学校保

健委員会を開催した。また、保健だより等を通して、家庭への

理解・啓発を実施した。 

■家庭との連携の推進 

・保護者の立場とニーズに基づいて、保護者や地

域と定期的に情報交換を行います。 

 

ＰＴＡ研修・二者懇談会・家庭教育

講演会 

「ＰＴＡ研修」「二者懇談会」では教育委員会との情報交換を

行い、「家庭教育講演会」では、東京都青少年・治安対策本部

総合対策部より講師を派遣していただき、今を生きる子供たち

の人間関係をどう育んでいったら良いか、また、非行や犯罪に

走らないために親として何をすべきかを講演し、家庭の教育力

向上を図ることに貢献した。                                                                   

（参加人数） 

「ＰＴＡ研修」平成２８年度 ５７人【２７年度 ３７人】 

「二者懇談会」平成２８年度 ６３人【２７年度 ６０人】 

■市民・地域との協働の推進 

・社会教育活動を充実させるとともに、学習成果

を地域の活動に生かせる人材を育成し、地域の教育

力向上を目指します。 

【指導室】 

（ア）学校評議員制度の充実 

（イ）学校評価の実施 

【社会教育課】 

土曜開放推進事業「土曜講座」 

【指導室】 

（ア）各学校において、原則として毎学期につき１回は評議員

を招集し、必要に応じて評議員が意見又は助言する機会を設け

た。 

（イ）各学校では、学校評議員等に依頼して、前・後期の学校

評価を実施し、保護者や地域に評価結果の公表を行うととも

に、ホームページにて広く周知を図っている。 

【社会教育課】 

児童・生徒はもちろん、多くの協力者を指導者として得られ
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

た。地域の教育力の活性化につながった。講座の指導・協力を

してくれた大人は、子どもとの交流を喜び、自分たちが地域の

ために役立っているという満足感を得ている。（実施校 ２１

校） 講師（地域・保護者）からは・児童、生徒と一緒に活動

していると癒されるし、楽しい。・子どもたちからエネルギー

をいただいています。・街で出会うと挨拶してくれる。               

児童・生徒・保護者からは、・安全、安心な居場所になってい

る。・学校ではやっていない遊びができる。                                                                                                

土曜講座     小学校１８９講座・中学校３２講座                                         

「平成２７年度」  小学校１９３講座・中学校３４講座                             

課題は、土曜休業日が減り、学校授業が増えてきたこと。 
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施策の方向性 ２．生きる力を育む学校教育を充実する 

主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（１）体を鍛え、学びの基礎を徹底する 

■健康を保持増進する資質や能力の向上 

・創造的な活動の基盤となる健康や体力に関する

子供たちの意識や、健康を保持増進する資質や能力

を高めます。 

 

（ア）コオーディネーショントレー

ニング地域拠点校（久米川東小学

校）の実践 

（イ）スーパーアクティブスクール

（東村山第一中学校）の実践 

（ウ）オリンピック・パラリンピッ

ク教育推進委員会の取組 

 

 

（ア）コオーディネーショントレーニングを体育授業の体つく

り運動や補助運動の運動内容に導入したり、全校朝会、休み時

間、放課後、運動部活動等の様々な機会に取り入れたりした。 

（イ）平成３２年度までに体力水準を全国平均値以上にするこ

とを目指し、優れた実践を研究開発し、全中学校に発信した。 

（ウ）各校の教育課程にオリンピック・パラリンピック教育を

位置付けるよう指導するとともに、アクティブプラン to ２０

２０（オリンピック・パラリンピック教育推進計画）作成し、

「体力の向上」「国際理解教育の推進」「人権教育の推進」を柱

に、更なる推進を図った。 

 

■基礎的・基本的な内容を確実に身に付ける教育の

推進 

・子供たち一人一人の「生きる力」を育成すると

いう基本的な考え方に立ち、子供たちと向き合う時

間を大切にします。時間的・精神的なゆとりの中で

じっくり考え、学習意欲を高め、基礎的・基本的な

内容を確実に身に付けられる教育を推進し、子供た

ちの確かな学力を育成します。 

（ア）「東京ベーシック・ドリル」の

活用と調査 

（イ）基礎学力向上推進委員会にお

ける「東村山市版中学校数学基礎ド

リル」「東村山市版小学校国語基礎ド

リル」の作成 

（ウ）「指導方法工夫改善加配」の活

用、指導主事による全校への授業観

察の実施 

（エ）「授業改善推進プラン」の活用 

（ア）「東京ベーシック・ドリル」診断シートを活用し、第２

学年から第６学年まで年間２回（年度当初及び年度末）に児童

の定着度を把握するよう指導した。また、各学校より、第５～

６学年については定着状況の結果を提出するよう求めた。 

（イ）基礎学力向上推進委員会において、昨年度作成した「東

村山市版中学校数学基礎ドリル」の活用、加筆修正及び印刷製

本を行った。また、「東村山市版小学校国語基礎ドリル」の作

成を立ち上げ、「確認シート」「復習シート」の作成に着手し、

試行版を各学校へ配布した。 

（ウ）個に応じた指導を充実させるために、各校の実態に合わ
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（オ）「全国学力・学習状況調査」や

「児童・生徒の学力向上を図るため

の調査」等の結果分析、指導主事の

学校訪問・授業観察等における指

導・助言 

せて習熟度別・少人数指導やティームティーチングに要する教

員を小学校１５校と中学校７校に加配し、習熟度別指導ガイド

ライン（東京都教育委員会）に基づいたきめの細かい指導を実

施した。 

（エ）国や都の学力調査の結果を市全体の児童・生徒の学力の

傾向として分析した資料を作成し、各学校の授業改善推進プラ

ン作成の際に活用できるようにするとともに、教育委員会の取

組としてまとめた。 

（オ）小・中学校への定例の学校訪問において、当該校の授業

改善推進プランを活用して指導主事から指導・助言を行い、更

なる推進を図った。 

■オリンピック・パラリンピック教育の推進 

・オリンピック・パラリンピックの歴史や意義、

国際親善や世界平和に果たす役割についての正し

い理解を深められるよう、オリンピック・パラリン

ピック教育を推進します。 

（ア）オリンピック・パラリンピッ

ク教育推進校及び重点校の取組 

（イ）オリンピック・パラリンピッ

ク教育推進委員会の取組 

（ア）市内全校（小学校１５校うち重点校２校・中学校８校）

が、東京都教育委員会オリンピック・パラリンピック教育推進

校の指定を受け、自己の取組を市内各小・中学校に啓発した。 

（イ）各校の教育課程にオリンピック・パラリンピック教育を

位置付けるよう指導するとともに、アクティブプラン to ２０

２０（オリンピック・パラリンピック教育推進計画）作成し、

「体力の向上」「国際理解教育の推進」「人権教育の推進」を柱

に、更なる推進を図った。 

（２）豊かな人間性を培い、規範意識を高め

る 

■子供たちの人権教育の推進 

・人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆ

 

 

(ア)人権教育推進委員会の開催 

(イ)人権意識を高めるための情報提

 

 

(ア)年間５回実施した人権教育推進委員会において、中学校区

別にハンセン病、障害者、高齢者、インターネットによる人権
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

る偏見や差別をなくし、様々な人権課題にかかわる

差別意識の解消を図るともに、多磨全生園がある東

村山市として、地域の特性を生かした子供たちの人

権教育を進めます。 

供 

(ウ)道徳教育推進委員会の開催・道

徳授業地区公開講座（市立全小・中

学校で実施） 

侵害に関わる授業実践の情報交換をしたり、授業研究を実施し

たりした。また、東京都教育委員会人権尊重教育推進校の研究

発表会に参加した。 

(イ)人権週間の取組として、小中学生向けのブックリスト「本

で知ろう！ハンセン病」を活用し、学校図書館で人権の本コー

ナーとして展示による紹介等を行った。また、市立図書館と連

携して、各学校への資料紹介や本の貸し出し等を行った。 

(ウ)年間５回開催した道徳教育推進委員会において、道徳教育

に識見の深い講師を招いて研修会及び授業研究を実施し、「特

別の教科道徳」の趣旨を踏まえた授業実践について報告書にま

とめ、各学校に配布した。また道徳授業地区公開講座では道徳

の授業を公開し、保護者・地域の方との意見交換会も実施し

た。 

■「いのちとこころの教育」の推進 

・子供たちに思いやりの心や社会生活の基本的

ルールを身に付け、地域の担い手として社会貢献

の精神を育むため、家庭や青少年対策地区連絡協

議会等の地域諸団体等と連携し、東村山市の特性

を生かした「いのちとこころの教育」を進めます。 

(ア)「東村山市いのちとこころの教

育週間」や道徳授業地区公開講座の

実施 

(イ)生活指導主任会の実施 

(ウ)セーフティ教室の実施 

（ア）子供たちに「いのちの大切さ」や「思いやりのこころ」

を育むため、各学校において「いのちとこころの教育週間」の

取組や道徳授業地区公開講座を実施した。 

（イ）毎月の生活指導主任会では、各学校における生活指導上

の課題を共有するだけでなく、課題解決の方法について協議

し、学校間の連携を図るとともに、生活指導主任のマネジメン

ト能力向上のための講演会や研修会を実施した。 

（ウ）各学校では、セーフティ教室を実施し、薬物乱用防止教

室や非行防止や犯罪被害防止に関わる授業を実施するととも

に、保護者と共に規範意識について意見交換の機会を設けた。 
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（３）健康・安全に生活する力を培う 

■学校給食を活用した食育の推進 

・子供たちが、食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身に付け、健全な食生活を送るとともに、

食を通して地域の産業や文化への理解を深めるこ

とができるよう、学校給食を活用した食育を推進

します。 

 

（ア）食育推進プランの推進（給食

運営委員会）                             

（イ）料理教室（親子料理教室、中

学生によるお弁当づくり、スポーツ

食育教室） 

（ウ）地場野菜の導入 

（エ）出前授業（中学校調理実習） 

 

（ア）給食運営委員会において平成 28 年度研究テーマ『「進

んで「食」を知り「食」を考え、行動する子の育成」にして研

究を行い食育推推進プランに基づいた授業を各小・中学校で行

った。 

 

 

（イ）料理教室の開催では、各学校で児童、保護者対象の親子

料理教室の開催や学校保健会主催の夏休み親子料理教室、中学

生お弁当づくりにおいて人気給食レシピ５０を活用した料理を

実施した。また、スポーツ食育教室においては、保護者対象に

栄養相談や調理実習を実施した。 

 

 

（ウ）市内小・中学校全校で地場野菜の日（7 月、11 月、12

月）の日を設け、給食に地場野菜を多く使用した献立を取り入

れた。また、市内の農家と連携し、地場野菜に関する授業も行

った。 

（エ）中学校において、鰹節卸問屋の協力により出前授業を行

い、日本伝統の味である「だし」のとり方や「うま味」を習得

する調理実習を実施した。 
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

■学校におけるアレルギー疾患に関わる事故の防

止 

・学校におけるアレルギー疾患に関わる事故を

防止するため、保護者・校長・担任・養護教諭・栄

養士等と連携し、安全・安心な学校給食を提供しま

す。 

給食四者協議会 

給食運営委員会 

市内小学校におけるアレルギー対応について、国や都の動向を

見ながら、養護教諭部会、栄養士事務連絡会、給食運営委員会

（年 5 回）等にて対応について協議を行い、平成２７年３月策

定の東村山市食物アレルギー対応指針の見直しを行い、安全・

安心な学校給食を提供した。 

 また、緊急時の搬送先として、多摩北部医療センターと提携

し、緊急時の児童・生徒の対応が円滑に行われるよう安全の確

保に努めた。 

■安全教育及び防災教育の推進 

・自分の安全を守るために必要な危険に対する

知識や安全な行動の仕方等、基礎的・基本的事項

の確実な定着を図り、危険を予測し回避する能力

と、他者や社会の安全に貢献できる資質や能力を

育成するための安全教育及び防災教育を進めま

す。 

 

安全教育及び防災教育の推進 

 

（ア）各学校の教育課程の中に、例月の避難訓練はもとより、

セーフティ教室や交通安全教室、薬物乱用防止教室等を位置付

け、家庭と連携した取組を推進するよう指導した。 

（イ）安全教育及び防災教育の指導に当たっては、「３．１１

を忘れない（東京都教育委員会）」や「安全教育プログラム

（東京都教育委員会）」、「防災ノート『東京防災』」の活用を図

るよう指導した。 

（ウ）例月の生活指導主任会では、各校が実践している安全教

育及び防災教育について情報交換を行い、特色ある取組を行っ

ている学校を紹介した。 

（４）社会の変化に対応できる力を高める 

■キャリア教育の充実 

・子供たち一人一人の社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育むため、職場

 

（ア）中学校職場体験学習 

（イ）進路指導主任会の開催 

 

（ア）各学校のキャリア教育全体計画及び年間指導計画に基づ

き、全中学校で第２学年生徒及び特別支援学級生徒が職場体験

学習を１～２日間実施した。 
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

体験等の学習をとおして、自己理解を深め、自己の

生き方を考えるキャリア教育を充実させます。そ

の際に幼稚園や保育園、高等学校等との連携・接続

を配慮した教育を進めます。 

（イ）進路指導主任会を通して、各学校のキャリア教育年間指

導計画や指導の実際について情報交換を行うとともに、職場体

験における事前・事後の指導の工夫について検討した。 

■シチズンシップ教育の推進 

・選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられるこ

とを踏まえ、将来を担う児童・生徒一人一人が社会

に参画する意識や力を高めるために、市民として

の権利や責務について学ぶシチズンシップ教育を

推進します。 

（ア）中学校職場体験学習 

（イ）進路指導主任会の開催 

（ウ）中学校生徒会サミット 

（ア）各学校のキャリア教育全体計画及び年間指導計画に基づ

き、全中学校で第２学年生徒及び特別支援学級生徒が職場体験

学習を１～２日間実施した。 

（イ）進路指導主任会を通して、各学校のキャリア教育年間指

導計画や指導の実際について情報交換を行うとともに、職場体

験における事前・事後の指導の工夫について検討した。 

（ウ）東村山市の各中学校の生徒会による生徒会サミットを実

施し、今年度は、「Welcome to Higashimurayama！私たちの

まち 東村山のよさ『たのし むらやま』発見！よりよいまち

づくりのために私たちができることを発信しよう！」をテーマ

に協議を行った。 

■環境教育の充実 

・小・中学校におけるＣＯ２削減や省エネルギ

ー・省資源に関わる環境教育を充実させ、持続可能

な社会の実現を進めます。 

環境教育の実施 各学校において、各学校の実態に基づき環境教育を教育課程に

位置付け、年間を通じて省資源・省エネルギーに関わる取組を

実施した。 

■子供たちの情報活用能力の育成 

・子供たちの情報活用能力を育成するとともに、

学習に対する興味・関心を高め、理解を深めるため

に、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラルを身

（ア）情報教育推進委員会の開催 

（イ）ＳＮＳ東京ノートの活用 

(ア)年間３回実施した情報教育推進委員会により、東村山市立

小・中学校におけるＩＣＴを活用した授業についての情報交換

やＳＮＳ東京ノートの活用について協議・検討した。 

(イ)情報モラルの推進については、情報教育全体計画及び年間
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

に付け、適切に活用できるよう学習活動を充実させ

ます。 

指導計画を各学校で作成するとともに、セーフティ教室を実施

した。特に、東京都情報モラル推進校として指定を受けた東村

山第五中学校では生徒が「ＳＮＳ五中ルール」の作成に取り組

むとともに、地区内の小学校児童にも発信した。 

 

  



17 

 

施策の方向性 ３．子供一人一人に応じた支援を充実する 

主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（１）充実した学校生活になるように支援す

る 

■特別支援教育体制の充実 

・特別な教育的支援を必要とする子供たちの一

人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期

から学校卒業までのライフステージを見通した多

様な教育を展開し、社会的自立を促し地域の一員

として生きていける力を培う支援を着実に進めま

す。 

 

 

（ア）特別支援教育専門家チームの

派遣 

（イ）教員サポーターの派遣 

（ウ）特別支援教育運営委員会の活

用 

（エ）特別支援教室の開設 

（オ）子ども相談室の活用 

 

 

（ア）特別支援教育専門家チームによる巡回相談を１１６回、

言語相談を６回、連絡会等を３５回実施した。 

（イ）教員サポーターを２２校に配置した。 

（ウ）特別支援教育運営委員会における特別支援教育コーディ

ネーター研修や情報交換、啓発部会で教員向けの発達障害に関

する理解啓発リーフレットを作成した。 

（エ）小学校３校に特別支援教室を開設するとともに、平成２

９年度の全校開設に向けて準備を行った。 

（オ）子ども相談員が小・中学校教員、スクールカウンセラ

ー、就学相談担当、指導室等で連携し、特別な教育的ニーズの

ある児童・生徒への具体的な指導や支援について情報提供や助

言などを行った。 

■学校での読書活動や図書館の整備・活用の推進 

・子供たちが自主的に読書できるように本に出

会うための働きかけを行い、学校での読書活動や図

書館の整備・活用を進めます。 

【学務課、指導室、図書館】 

学校図書館担当者連絡会の開催、学

校図書館専任司書の配置 

 

(ア)学校図書館蔵書の充実 

(イ)学校図書館専任司書の配置・担

当教諭等への研修会の実施 

(ウ)学校および学校図書館への支援 

【学務課、指導室、図書館】 

年間３回の学校図書館担当者連絡会において、学校図書館の運

営にかかわる情報交換、協議を行うとともに、６月と２月に小

学校第３学年の児童及び中学校第２学年の生徒を対象に児童・

生徒の読書活動や図書館活用アンケートを実施し、児童・生徒

の読書に対する意識調査を行った。 

 

(ア)・購入図書を選ぶための展示会を開催し、新刊書の現物選
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

(エ)市内の子どもの読書活動推進に

向けた取り組み 

定や出版情報収集の機会を提供した。 

・展示会会場での市立図書館再利用本コーナー設置や、夏期

「学校図書館向けリサイクル会」の実施により蔵書充実への支

援を行った。 

(イ)・司書教諭等に対しては、年３回学校図書館担当者連絡会

を開催し、学校図書館の運営に関わる情報交換、協議を進め

た。学校図書館専任司書に対しては、全体研修のほか、小学

校・中学校各図書館を会場にして実務研修を実施した。両者の

合同研修として外部講師を招き、百科事典の指導方法や子ども

の本の現状について学ぶ機会を提供した。 

・『学校図書館の手引き』を更新し、学校図書館の管理・運営

の事務方針を示した。 

・児童・生徒の読書活動や図書館活用アンケートを実施した。 

(ウ)・市立図書館から調べ学習用図書、学級文庫用図書、百科

事典、図鑑セット等の貸出を行った。 

・市立図書館から小学校へのブックトーク訪問・小中学校への

夏休みおすすめ本の情報提供、学校図書館便りや調べ学習用ワ

ークシートのフォーマット提供等を行った。 

・市立図書館で「学校図書館用見出し板を作る会」を３回開催

し、希望する学校に分類入り見出し板を配布した。 

(エ)市立図書館では、児童コーナー・ティーンズコーナーに幅

広い蔵書を用意すると共に、子どもが多様な本に興味・関心を

持つことができるように季節やテーマに合わせた展示やブック
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

リストによる本の紹介を行った。更に時季やニーズに合わせ、

オリンピック・パラリンピック関連本の収集展示や発達障害児

の読書についての講座を行った。また、６月と２月に第３学年

児童を対象に児童・生徒の読書活動や図書館活用アンケートを

実施し、児童の読書に対する意識調査を行った。 

（２）相談体制を整備する 

■相談体制の強化 

・幼児相談と教育相談について、０歳から１８歳

まで切れ目のない相談・支援体制を整えます。幼児

相談・教育相談担当、就学相談担当、スクールカウ

ンセラー、特別支援教育コーディネーターがそれぞ

れの専門性を発揮できるよう体制を整備します。 

 

・東村山市子ども相談室の開設 

・早期発見、早期支援体制整備の支

援 

・小・中学校校内教育相談体制整備

の支援 

 

・臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士による継続的な専門相

談を実施（１，０４４件延べ５，２０５回） 

・幼稚園、保育所等への訪問相談の実施（８８回） 

・スクールカウンセラー連絡会(３回）の実施 

・就学相談事業との連携 

・保育コーディネーター研修（９回）及び子ども相談研修（６

回）の実施 

・幼稚園、保育所、小・中学校、特別支援学校、児童発達支援

施設等との連携 

・子育て支援課（子ども家庭支援センター、母子保健担当）と

の連携 

・利用者アンケートの実施 

■関係諸機関等との連携・接続の推進 

・保育所・幼稚園、小・中特別支援学級（固定学

級・通級指導学級）、特別支援学校との連携・接続

を充実させます。また、進学や就職をふまえた中学

校教育を充実させるため高等学校等との連携・接

【指導室】 

（ア）生活指導主任会、教務主任会

等各種委員会における中学校区別協

議会の実施 

（イ）東村山市保・幼・小連絡会 

【指導室】 

（ア）生活指導主任会や教務主任会等の機会に児童・生徒の健

全育成や学力向上に向けた取組について小・中学校の教員が情

報交換や協議を行い、共通理解を図っている。 

（イ）平成２８年度から東村山市公立保育園、私立保育園、私
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

続を図っていきます。 （ウ）特別支援教育の理解・啓発と

授業改善 

【子ども・教育支援課】 

・東村山市子ども相談室の開設 

・保育所・幼稚園との連携 

・小・中学校との連携 

・都立特別支援学校との連携 

・就学相談の実施 

立幼稚園、公立小学校による連絡会を実施し、意見交換会や講

演会を実施した。 

（ウ）教育委員会による定例訪問や若手教員研修、１０年経験

者研修、東村山市立学校教員研修（全教員の悉皆研修）等の各

種研修会において、特別支援教育の視点に立った基礎的・基本

的な学習環境づくり、授業改善のための視点を指導・助言し

た。 

【子ども・教育支援課】 

・就学相談(６８件）や就学支援シート（１８３名）の実施な

ど、保育所・幼稚園との情報の共有などの連携を図った。 

・子ども相談員による、幼稚園、保育所等への訪問相談（８８

回）を行った。 

・夏季休業中に子ども相談研修を実施した。 

・就学相談対象者について、円滑な就学につながるよう小・中

学校適切な情報提供を行った。 

・子ども相談員による移行支援を行った。 

・研修会や巡回相談の実施など、都立特別支援学校との連携を

図った。 

・副籍事業の実施（６４名） 
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施策の方向性 ４．健やかで豊かな心をもつ青少年を育成する 

主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（１）青少年育成環境の充実を図る 

■ 青少年の心を育てるための健全な地域環境づく

り 

・学校、家庭、地域などがそれぞれの役割を担い、

子供たちを健全に育成するための環境を整えると

ともに、体験を通して社会のルールや協調性を養う

取組を行います。 

 

青少年対策地区（白州山の家）キャ

ンプ 

 

７月２４日～７月３１日に青少年対策１地区から７地区までの

一泊二日で白州山の家に宿泊し、自然体験や児童・生徒・地

域・学校の先生との交流を行った。 

参加者平成２８年度 ７２２名【平成２７年度 ６７９名】 

■ 小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりの

推進 

・放課後に学校の教室や校庭等を活用し、地域の

方々の参画を得て、子供たちに安全・安心な活動場

所（居場所づくり）を提供します。 

放課後子ども教室 放課後子ども教室は現在、市内小学校４校で実施をしておりま

す。実施にあたり、児童の放課後の安全・安心な居場所となっ

ており、地域の大人と交流を通じて学校や家庭では得られない

事を体験できること、子ども同士、学年を超えて交流がもてる

こと、スタッフから愛情をもって接してもらえることなど、児

童及び保護者の方々より高い評価をいただいております。ま

た、社会教育課、児童課と連携し国、東京都が推進している一

体型・連係型の推進の為、年６回の会議及び施設見学等を行い

放課後子ども教室、放課後児童クラブのスタッフ、指導員の間

で双方の事業の理解を深めました。 

■ 心豊かで自立した青少年を育成するための環境

づくり 

・自然体験・ボランティア体験・文化体験などの

活動や、異年齢とのかかわりの機会を通じ、青少年

の豊かな人間性を育むとともに、地域の担い手と

（ア）輝け！東村山っ子育成塾                                                                                                                                                                                               

（イ）なぎさ体験塾 

(ア)「輝け！東村山育成塾」は、年間８回の事業で小学５年生

から中学３年生が対象。青少年委員が中心になって企画・実施

した。                             

(イ)「なぎさ体験塾」は８月に姉妹都市の柏崎市で３泊４日で

小学５・６年生を対象として実施した。                                                                           
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

して活躍できる青少年を育成します。 (ア)年齢の違う子どもたちが、グループになって白州キャン

プ・郷土体験・高齢者との交流・食育等の活動を行うことで、

チームワークの大切さや規範・礼儀などを学ぶことができた。 

参加者平成２８年度 ５２人【平成２７年度 ４８人】                                                                  

(イ)子どもたちに自然体験や海洋体験を通じて仲間とのつなが

りやみんなで協力することの大切さや、他市との交流を深める

ことができた。 

参加者平成２８年度 ７０人（東村山市３０人・柏崎市、小平

市各２０人）【平成２７年度 同左】 
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施策の方向性 ５．生涯にわたる文化・スポーツ・学習活動を充実する 

主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

（１）市民文化・生涯学習活動の支援・充実

を図る 

■ 市民文化・生涯学習活動の推進 

・生きがいやゆとりある人生を送ることを目的

とした市民文化・生涯学習活動を推進します。市民

が市民文化・生涯学習活動に気軽に参加し、交流が

できるよう、各種活動の情報の提供を行います。 

 

 

（ア）市民文化祭                                                                                                                                

（イ）「ドリアン助川さんと詩を創ろ

う」 

 

 

（ア）文化協会・サークル・行政等が実行委員会を立ち上げ、

市民文化による創作活動展・合唱祭・ダンス・市民による伝統

楽器演奏やコンサート・お茶席等、たくさんの市民による文化

活動の発表を通じて、市民とのふれあいを深め、東村山の文化

を市内外にアピールすることができた。                                              

（イ）ドリアン助川さんを講師に迎え、直接指導のもと、詩作

の楽しさを肌で感じることや、児童・生徒に芸術の魅力を伝

え、理解や共感を広げるきっかけになればと小学校４年生から

６年生、中学生、高校生、大学生を対象に当日はたくさんの

方々に参加していただきました。「参加者 ５５人（市民セン

ター）」 

■社会教育施設の機能の充実と老朽化対策等の推

進 

・市民生活が豊かなものになるよう、公民館や図

書館、ふるさと歴史館など、社会教育施設としての

機能を高めます。社会教育施設を適切に維持する

ために、老朽化した施設・設備の整備を計画的に進

めます。 

【施設再生推進課】 

・包括施設管理委託の導入 

【図書館】 

・中央図書館の耐震補強工事実施設

計 

【ふるさと歴史館】 

・展示室内の空調機修理 

・歴史館天井雨漏り修繕 

・歴史館冷温水発生機操作回路修繕 

【施設再生推進課】 

課ごと、施設ごとに契約している様々な管理業務を包括的に契

約することで、管理水準の向上による安全・安心の確保と業務

の効率化を目指す「包括施設管理委託」の導入に向け、必要な

調整を行った。（図書館やふるさと歴史館の管理業務の一部も

包括化の検討対象とし、平成 30 年 4 月からの導入を予定。） 

【図書館】 

中央図書館では、平成２７年度に耐震診断で地下の一部に強度

が不足する部分があることが判明したため、耐震補強工事のた
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

めの実施設計を行った。地下に鉄筋コンクリート造の耐震壁を

増設し、柱に完全スリットを設置するなどの補強工事の設計に

ついて、評定機関の審査を受けた成果物を平成２９年１月に受

領した。 

【ふるさと歴史館】 

豪雨による雨漏りの修繕を行った。空調機に関しては、全面的

な入れ替えが難しいため、必要な部分の修繕に留まった。 

■ 市民文化・生涯学習活動の担い手の育成 

・市民文化・生涯学習活動が活性化されるよう、

各分野の指導者等を育成するための支援を行いま

す。 

第２回八国山芸術祭 第２回八国山芸術祭は東村山市の象徴する心の原風景「八国

山」のネーミングを当てた芸術祭で、芸術祭の主役は、次世代

を担う子どもたちとし、市内幼稚園・小学校・中学校・高等学

校の児童・生徒の発表と作品展示を実施した。【平成２８年度 

延べ１１００人（中央公民館）】 

（２）スポーツ活動の振興を図る 

■ スポーツ施設の環境整備 

・スポーツ施設を適切に維持するため、施設・設

備の整備を計画的に進めます。 

 

市内市立スポーツ施設の修繕等 

 

市内市立スポーツ施設について、故障・老朽化等に伴う施設の

修繕を実施するとともに、当該施設内の樹木剪定等を計画的に

行い、施設の適切な維持管理を図った。 

■ スポーツ教室やスポーツイベントの開催 

・健康の増進や交流の活性化を図るために、関係

機関との連携を強化し、市民のスポーツ活動への参

加を促進します。スポーツを通して健康増進が図れ

るよう、年代や利用者ニーズに合わせたスポーツ教

室やスポーツイベントを開催します。 

・スポーツ教室および健康運動教室

等の実

施                           

・スポーツイベント（東京２０２０

オリンピック・パラリンピック啓発

事業）の実施 

公益社団法人東村山市体育協会および市民スポーツセンター指

定管理者、市附属機関の東村山市スポーツ科学委員会と連携

し、各種スポーツ教室や健康運動教室等を実施し、健康寿命の

延伸含め、市民のより一層の健康増進や体力の向上を促進する

と同時に、当該事業を通じた市民相互の交流や絆づくりの醸成

に寄与した。また、市内小学生を対象にオリンピック出場選手

による体操教室を実施し、子ども達の運動能力の向上を図ると
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主要施策 主な事業 平成 28年度の取り組み状況 

ともに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催に

向けた気運を醸成した。 

（３）歴史・伝統文化の保護・振興を図る 

■ 文化財の保護と活用 

・市民共有の財産として後世に継承するために、

有形・無形文化財や埋蔵文化財などの文化財の体系

的な調査研究を進めます。「正福寺」「下宅部遺跡」

をはじめとする史跡の保存に努め、市民との協働に

よりその活用を図ります。多くの市民が郷土への理

解を深めるとともに、文化財保護への意識が向上す

るよう、文化財の公開・活用を進めます。 

 

・指定文化財管理・公開等業務委託

事業 

・ボランティアはっちこっくメイト

（自然分野）による自然観察会・草

木染・畑耕作 

・ボランティアはっちこっくメイト

（考古分野）による縄文土器づく

り、アンギンづくり、展示ガイド、

はっけんのもり整備 

  

・市指定文化財の管理・公開委託を行った。公開については、

固有財産である文化財に関して、見学の仕方や時間など、注意

を払ってもらうよう注意を促した。 

・ボランティアはっちこっくメイトによる自然観察会やはっけ

んのもり整備等、文化財保護に貢献している。 

■ 歴史・伝統文化の拠点整備 

・歴史・伝統文化を後世に継承していくために、

東村山市の歴史・伝統文化の学習・継承の拠点であ

るふるさと歴史館や八国山たいけんの里などの施

設を学校教育や生涯学習の場として積極的に活用

していきます。また、歴史資料・民俗資料・考古資

料等を体系的に収集し、保管・調査・研究に努め、

公開します。 

・小学 3 年生の社会科見学対応展

示、祭囃子やしめ縄づくり等の出前

授業。 

・八国山たいけんの里では、近隣の

小学校とのさつま芋の栽培 

・小学校 3 年生の社会科見学対応展示では、市内の全小学校が

来館し、学習に役立てている。又、しめ縄づくりの出前授業で

は、ボランティア「東村山文化伝承サポーター」が職員ととも

に学校に出向き活躍している。更に、無形民俗文化財「まつり

ばやし」は、6 つの保存会が協力して学校に出向き郷土芸能を

紹介している。 

・保管・調査・研究に関しては、文化財調査員による歴史資料

の記録を整理し、適切な管理のため、市の天然記念物である梅

岩寺のカヤは、樹木医による調査を行った。  

 



取組別担当課一覧

取組１
（１） ① 指導室

② 指導室
③ 指導室
④ 施設再生推進課 教育総務課

（２） ① 指導室
② 指導室
③ 指導室

（３） ① 指導室
② 指導室
③ 指導室 社会教育課

取組２
（１） ① 指導室

② 指導室
③ 指導室

（２） ① 指導室
② 指導室

（３） ① 学務課
② 学務課
③ 指導室

（４） ① 指導室
② 指導室
③ 指導室
④ 指導室

取組３
（１） ① 子ども・教育支援課

② 学務課 指導室 図書館
（２） ① 子ども・教育支援課 子ども家庭支援センター

② 指導室 子ども・教育支援課

取組４
（１） ① 社会教育課

② 社会教育課
③ 社会教育課

取組５
（１） ① 社会教育課

② 施設再生推進課 公民館 図書館 ふるさと歴史館
③ 社会教育課

（２） ① 市民スポーツ課
② 市民スポーツ課

（３） ① ふるさと歴史館
② ふるさと歴史館


