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平成２９年第１回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年１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 吉村 正、當摩 彰子、小関  洋子 

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 

庶務課長 清 水 高 志 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 森 脇 孝 次 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 石 田 玲 奈 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 鈴 木 賢 次 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 仁科 雅晴 

〇会議事件は次のとおりである。 

専決処分報告（非公開） 

①東村山市立中学校校長の服務事故にかかわる処分内申（指導室） 

議題 

議案第２号  平成２９年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方

針 

報告事項 

①教育長職務代理者の指名について（庶務課） 

②東村山市学校給食展の開催について（学務課） 

③平成２８年度東村山市いじめ実態調査（第２回）（指導室） 

④平成２９年１月からの教育活動に向けて（指導室） 

⑤平成２８年度いのちとこころの教育週間（指導室） 

⑥教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑦子ども相談システム導入作業委託に伴う東村山市個人情報保護運営

審議会答申について（子ども・教育支援課） 

⑧成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑨市民の集いについて（社会教育課） 
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⑩「こども縄文塾」報告（ふるさと歴史館） 

⑪その他 

午前９時３８分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第１回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。 

本日の署名委員を小関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、７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、傍聴の申し出がございました。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、議事日程に従って説明させていただきたいと思

います。 

専決処分報告①、東村山市立中学校校長の服務事故にかかわる処分

内申については、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ので、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、公開しない会議と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すので、専決処分報告①につきまし

ては、公開しない会議といたします。 

  では、休憩をいたします。 

 

午前９時３９分 休憩 

 

午前９時５２分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず最初に、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
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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。 

まず、議案の前に、平成２８年１２月１０日に教育委員でありまし

た町田氏の退任に伴いまして、１２月１１日より新たに佐々木洋子委

員が就任されました。就任に当たり事務局より御紹介いただければと

思います。 

○清水庶務課長 それでは、町田委員の後任の佐々木委員につきまして、

御紹介させていただきます。 

佐々木委員は、化成小学校のＰＴＡ会長、東村山市立小・中学校Ｐ

ＴＡ連合協議会会長を歴任され、子供たちのことや学校の状況を把握

され、積極的に学校運営事業に協力していただきました。また、青少

年問題協議会委員、東村山市立小・中学校教育課程検討委員など、市

の行政運営の会議に参画して尽力をいただいております。また、温厚

かつ実直で、非常に見識が高く、さらに現役の保護者の立場として、

当市の教育行政に対しまして大きな貢献がいただけるものと考えてお

ります。平成２８年１１月２９日の議会にて承認され、先ほど市長か

ら任命、委嘱されたところでございます。 

以上です。 

○森教育長 そうしましたら、佐々木委員から一言御挨拶をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○佐々木委員 佐々木と申します。東村山第二中学校の２年生と化成小

学校の６年生に息子がおります。教育委員としては初めてのことなの

で、まずは一生懸命、精いっぱいできるように努めさせていただきた

いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○森教育長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

そうしましたら、年頭ということですので、他の各委員からも一言

ずつ新年の抱負ということで、進めさせていただきたいと思いますが、

恐縮ですけども、それでは、私のほうから御挨拶をさせていただきた

いと思います。 

皆様、明けましておめでとうございます。私、仕事納めが２８日で

すので、２９日から休みになったのですが、その日から風邪を引きま

して、短い六日間の休みをほとんど風邪の治療に専念していて、寝込

んでしまうというほどではなかったのですけど、どうもぐあいが悪く
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てせきが出たりということで、気分の悪い中、障子を張りかえたり、

ガラスを磨いたりということで、余計治りが悪かったのかなとは思っ

ております。ただ、やっと昨日あたりからまともな状況になってきた

かなと思っておりますので、もう大丈夫だと思っております。 

教育委員会の関係ですけれども、今年に限らずここ１０年ぐらいは、

教育改革ということで、いろいろな方面で制度も、もちろん教育委員

の制度も変わったりしていますので、そういうことも含めて大きく教

育内容が変わってきているところでございます。そういう中にあって、

今年の東村山市の教育委員会は、どういう改善を図っていくのかとい

うことが幾つか上がってくると思うのですけども、一つは、今、進め

ております都事務の共同実施ということで、何校かの都の事務員さん

を一カ所でまとめて事務作業をしていただき、そのかわりに事務の補

助員という方に入っていただいて、今までの各学校での補助の仕事を

やっていただく。これは何がプラスになるかといいますと、校務分掌

にない仕事は大体副校長がやっていたのですが、副校長の負担が非常

に重たくなってくるということがございましたので、そのあたりを解

消するということによって、教員との意思疎通もスムーズになります

し、しいていえば、子供たちの教育に還元できるということから、進

めているということですね。 

その他、昨年から始まりました０歳から１８歳までの教育相談をさ

らに一層、充実していかなくてはいけないということで、東京都の補

助もいただきながら補助員を増やしていくというようなことも進めて

いきたいところでございます。 

また、できればコミュニティスクールも何校か試行的にやってみて、

その結果、今の評議員制度と比べてどうなのかというあたり検証しな

がら、検討を進めていければと思っているところでございます。 

小学校の英語の教科化というのが東京都の全体的に示されているわ

けですけれども、東京都はそれを前倒しにして、今年度から進めてい

きたいということを検討しております。 

本市は、そういう意味では、小学校の英語教育の推進地域というこ

とで指定されておりますので、力を入れていきたいと考えているとこ

ろでございます。昨年の暮れには、全ての小学校の子供たちに塾のよ

うな形で、放課後子供英語教室を実施しました。つい最近は、教員に

向けて、今度は教員が日本語をしゃべらずに英語だけで進めるという
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研修もやらせていただいたというところでございます。 

そういった細かいことを言えばいっぱいございますけれども、そう

いうところを今後も地道に進めていきたいと思っているところでござ

います。その点も含めまして、皆さんの御理解と御協力をいただき、

今年１年頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

それでは、次に吉村委員、よろしくお願いいたします。 

○吉村委員 皆さん、おめでとうございます。 

今日、佐々木洋子委員が就任されて、私はいつだったかなとこう考

えていましたら、２０００年の３月。となると、この第１回の会議で

挨拶させてもらうのが１７回目ということになります。その１７回全

てに町田豊委員がいらして、大変すばらしい相棒で、いい仲間でいい

スクラム組めて、皆さんと一緒にやれたことを非常に光栄に思ってい

たわけです。でも、今日からは佐々木委員がお見えになって、これか

らは新しいステージに入るんだななんて思ったりしています。 

４人の教育委員のうち男性が１人になりますので、男性の立場とし

ても、この委員会でアドバイスしていければとてもいいなと思ってお

ります。本年もどうぞよろしくお願いします。 

○森教育長 ありがとうございました。それでは、次は當摩委員、お願

いいたします。 

○當摩委員 明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしく

お願いいたします。 

今、吉村委員からすてきな御挨拶ありましたけれども、私も佐々木

新委員さんに先ほど、お話させていただきまして、実は、私もＰＴＡ

会長とＰＴＡ連合協議会という体験を持っておりまして、そうした意

味で、大分前の先輩なのですけれども、こんなフレッシュな後輩が来

てくれて、これからまた、町田委員が私たちと一緒にしてくださった

ことと違った新たなステージを一緒に築けるかなと思っております。 

今年は、自分がどのように過ごそうかなと思うと、一日一日を自分

でしっかり見据えて、大切に、そして、自分ができることって何かな

って考えたときに、神様がこんな才能のない私にたった一つだけくれ

た才能があるって自負しているのです。それは何かというと、私の周

りにいてくださるすてきな方をまた、こっちにいてくださるすてきな

方とおつなぎ合わせるということの力だけは、私は全然すてきな人間
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でも何でもないのだけど、神様がこんな私でもくれたたった一つのす

てきな才能だと思っているのですね。ですから、私の周りにいてくだ

さるすてきな方々をまたもっとさらにすてきな方々につなぎ合わせて

いただける１年にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○森教育長 ありがとうございました。それでは、最後に小関委員、お

願いいたします。 

○小関委員 改めまして、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

昨年も本当にいろいろなことがあったなと思うのですけれど、毎回、

私、皆さんの本当に心からなる一つ一つのことに対する丁寧な対応を

本当にすばらしいなと思ってきました。昨年のさまざまな出来事、そ

れをまた乗り越えて頑張っていかなくてはいけないなと思っていると

ころです。 

私自身は、教育委員４年が終わったというところなのですけれど、

学校とか教育というのは、本当に自分の経験だけで語れるほど単純な

ものではないということをいつも思っているのですね。長く学校にい

ましたし、またその後、大学でということでもありますが、それでも、

なかなかわからないということがたくさんあります。そのために、で

はどうするかといったら、自分で考えるということなんだなと思うの

ですね。いろいろなもの、教育改革もそうなのですけど、そのまま受

け売りにするのではなくて、やはり自分で読み解いて、そして解釈し

て、自分の考えを入れてという非常に難しいことなのですけど、今度、

学習指導要領が３月までに出るわけですが、それで、このように変わ

っているからこうするんだということだけでは、やっぱりうまくいか

ないなって思っています。 

そのことから行けば、今年はさらに自分でものを考える観点をたく

さんつくりたい、さまざまな観点から本当にいろいろなものを解釈し

ていきたい、考えていきたいと思っています。それがまた、本当に多

様性に対応することかなというようなことも考えます。 

そんなことを考えていたら、昨日、日本老年学会とそれから、日本

老年医学会から新たな提案がありました。御存知でしょうか。今まで

６５歳以上が高齢者ということになっていたのですが、６５歳までは

准高齢者となるということで、もうそろそろ自分は後期高齢者かなと

思っていたのですけど、私はまだまだ准高齢者。そういう目で見てい
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くと、たくさんの准高齢者が東村山にいるのですよね。学習者ですよ

ね。ただの社会参加を促すための准高齢ということではないと思いま

す。小さな子供からもちろん壮年、老年ね。学習者はたくさんいるわ

けで、そういう学習者をやはり頭に入れて、さまざまなことを考えて

いきたい。何となくだんだん高齢期とかいろいろな言葉が入ってくる

ときに、准という言葉だけでなんかぱっと一つ明るくなったというか、

これはきちんと注視していかないと社会保障とかそういったところに

もかかわってくるというようなこともあるので、心配はあるのですけ

れど、やはりまだまだ年老いてはいられないなというそういう気持ち

を新しく持ったところでもあります。頑張りたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

○森教育長 どうもありがとうございました。一通りお言葉をいただき

ましたので、議事日程に従いまして進めさせていただきたいと思いま

す。 

議案第２号、平成２９年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本

方針についてお願いいたします。 

○清水庶務課長 議案第２号、平成２９年度東村山市教育委員会の教育

目標及び基本方針、上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平

成２９年１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年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針。平成２９

年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針を別紙のとおり定め

ることに議決を得たい。説明、東村山市における平成２９年度の教育

目標及び基本方針を定め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。資料はＡ３判の現行、変更後が書

かれたものと、Ａ４判で平成２９年度東村山市教育委員会教育目標及

び基本方針の主な変更点、２１項目を用意いたしました。 

委員の皆様には、お忙しい中御確認いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

平成２９年度の基本目標及び基本方針につきましては、引き続き本

市の教育理念を踏襲するものとなっておりますので、変更はございま

せん。 

続きまして、各取組における修正項目・新規項目について、御説明

いたします。 

まず、取組１、学びの基礎を徹底し、個々の能力を最大限に伸ばす
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の項目でございますが、（１）①、「小学校では第４学年までに身に

付けさせる必要がある」「中学校においては」｢少人数」の文言を削

除し、「東村山市版数学基礎ドリル」などの文言を追加いたしました。

こちらは、小学校用だけではなく、中学校用の数学基礎ドリルが活用

されることにあわせて修正させていただきました。 

続きまして、（１）②は、全体の文章を修正いたしました。「言語

能力や課題解決力をはじめとする子供たちの資質能力の向上を育むた

め、各教科等において「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業

を実施する。」という形に修正をいたしました。こちらにつきまして

は、東村山市第４次総合計画後期基本計画にございます５ヶ年の施策

の方向性として、「自ら問題を解決する力を育む」という記載がござ

いましたので、「課題解決力」という言葉で追加をいたしました。ま

た、アクティブラーニングを意識した文言となっております。 

続きまして、取組２、豊かな人間性を培い、規範意識を高めるの項

目でございます。 

まず、（１）ですが、「性同一性障害」と「自尊感情を高め」とい

う文言を追加いたしました。性同一性障害につきましては、性差別の

ない社会を目指すこと、自尊感情につきましては、自分を大切にする

ことにより他者をも大切にする心を育むことを目的としております。 

続きまして、（２）でございますが、全体文章を整理いたしました。

整理の仕方としましては、まず、「いのちとこころの教育」と「特別

な教科道徳」を二つに分け、取組２の（２）と取組２の（３）といた

しました。それぞれ別項目を設けたという形になっております。 

（４）につきましては、「地域の担い手として社会貢献の精神を育

むため、学校や家庭、青少年対策地区連絡協議会等と連携」という言

葉が、旧取組２（２）にあったのですけども、そちらの言葉を（４）

のほうにつなぎまして、社会教育の分野ということで、整理させてい

ただきました。 

（５）でございます。こちらは、「第３次実施計画」を「第４次実

施計画」に修正し、全体の文章も修正いたしました。こちらは、旧目

標ですと、副籍交流だけが障害のない人とある人との交流と誤解され

てしまうところがございますので、学校内の交流など、さまざまなチ

ャンネルを通して交流を行うことを狙いとして修正をさせていただき

ました。 
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続きまして、取組３、社会の変化に対応できる力を高めるの項目で

ございます。 

旧取組３の（１）に「キャリア教育・シチズンシップ教育」という

言葉がございますが、こちらを「キャリア教育」と「シチズンシップ

教育」それぞれに分けさせていただきました。キャリア教育のほうは

そのままの文章を使わせてもらっていますが、シチズンシップ教育は、

取組３（２）として設けさせていただきました。こちらは、昨年度つ

くられました東村山市教育施策の大綱において、シチズンシップ教育

を重要視したことからの処置になっております。読み上げますと、

「将来を担う児童・生徒一人一人が主体的に社会へ参画する資質や能

力を高めるため、市民としての権利や責務等について学ぶシチズンシ

ップ教育を推進する。」とさせていただきました。 

続きまして、（７）です。こちらは、平成３０年度からの小学校英

語教科化先行実施に関する取組の施策を追加いたしました。読み上げ

ますと、「平成３０年度からの小学校英語教科化先行実施を踏まえ、

英語教育推進リーダーを活用した研修会等を開催するとともに、東京

都教育委員会の英語教育推進地域の指定を受け、ＩＣＴの効果的な活

用に関する取組と、教員及び児童の英語力の向上に関する取組を推進

する。」とさせていただきました。 

取組４は、体を鍛えるの項目でございますが、こちらの修正はござ

いません。 

取組５、健康・安全に生活する力を培うの項目ですが、大きく変え

させていただきました。こちらの項目では、食育・安全教育、防災教

育の充実を述べさせていただいておりますが、その構成を変更いたし

ました。取組４のように大きな目標をつくり、具体的な施策を①から

③といたしました。 

（１）の大きな目標を読み上げますと、「子供たちが生涯にわたっ

て健康で安全な生活を送れるようにするため、学校・家庭・地域・関

係機関と連携し、食育・安全教育、防災教育等を実施する。」とさせ

ていただきました。 

（１）の①は食育、②、③は、旧取組５の（３）を二つに分けて、

安全教育と防災教育の具体的な施策とさせていただいております。 

なお、旧取組５の（２）につきましては、こちらは安全・安心な学

校給食の提供及び食物アレルギーの対応に関するものでございますが、
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取組７（１１）へ移行させていただきました。その移行の理由につき

ましては、取組５は、子供たちが健康、安全に生活する力を培うため

の項目となっておりまして、旧取組５の（２）は、市教育委員会が、

安全な学校給食を提供できるよう教育環境を整えるべき目標と判断し、

移行させていただきました。 

続きまして、取組６、教員の資質・能力を高めるの項目です。

（４）は、体罰根絶についての項目となっております。ここに、東村

山市教育委員会が作成した体罰の対応マニュアルに関する文言を追加

いたしました。 

取組７、質の高い教育環境を整えるの項目でございます。 

まず（１）では学期制の検討について述べておりますが、検討の結

果、平成２９年度は２学期制から３学期制への移行が決まっておりま

すので、それにあわせて文言修正を行っております。 

（４）では、いじめや不登校の防止・早期解決について述べている

項目になっておりますが、指導室のほうで「東村山市不登校未然防

止・早期発見・早期対応マニュアル」を作成いたしましたので、そち

らの文言の追加と東京都教育委員会の不登校対策事業でございます

「訪問支援員」について、子ども・教育支援課のほうで行いますので、

文言を追加いたしました。 

（６）につきましては、相談支援体制についての項目になっており

ます。相談室の名称が「東村山市子ども相談室」に決まりましたので、

文言の追加と整理を行っております。 

（８）につきましては、開かれた学校づくりについての項目になっ

ておりますが、こちらでは「学校運営協議会制度」いわゆるコミュニ

ティスクールについて、文言を追加させていただいております。 

続きまして、（１０）でございます。こちらでは、組織的な学校運

営体制のことについて述べさせていただいておりますが、旧の文章で

すと、学校事務の共同実施だけが組織的な学校運営体制づくりと捉え

てしまう可能性がございますので、文章の見直し及び校務改善などの

文言を追加いたしました。 

取組８、家庭の教育力の向上を図るの項目ですが、（１）から

（３）につきまして、文言の整理をさせていただきました。 

最後に、取組９、地域・社会の教育力向上を図るの項目です。 

（１）の①では、生涯スポーツ社会の実現について述べさせていた
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だいておりますが、ここに「市民のスポーツの取組状況やニーズ等を

把握」という文言を追加いたしました。こちらは、来年度、調査を行

う予定となっておりますので、文言の追加となっております。 

昨年度と比べまして、施策数は３５から３７と二つ増えてございま

す。雑駁な説明でございますが、以上が変更点でございます。よろし

く御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 

○森教育長 庶務課長からの説明が終わりました。これは前回の教育委

員会のときにお示しさせていただきました教育目標及び基本方針を、

その後、御検討いただいて、さまざまな御意見をいただいたものを事

務局を中心に手直しをさせていただいたものが本日、発表された内容

ということでございます。したがいまして、かなり変わっている部分

もあると思いますので、それぞれにつきまして、御意見、御質問がご

ざいましたらお願いしたいと思います。 

○吉村委員 ３点ほどあるのですが、取組２の（５）のなかで、「障害

のある人と障害のない人」については、その前に人権教育のことをう

たっているので、文言の整理を考えたということであれば、障害の

「害」を平仮名にしていかなくてはならない時代に来ているのではと

思いますので、ぜひ御検討を願います。 

次に、取組３の（７）のことで、これは質問になりますが、小学校

英語教科化先行実施はほぼ確定ですか。そう思っていますけれど、一

応確認です。 

それから、取組７の（６）、０歳から１８歳までの子供やその保護

者等について、「東村山市子ども相談室」とありますね。これ、前の

総合教育会議のときに質問したのですけど、１８歳で選挙権のある人

を子供と称していいのかという疑問なのですよ。そうすると、じゃあ、

対策はどうなるといったら、１８歳（選挙権を持たない）とか、そう

いうことが可能なのかな。感想と質問と確認ぐらいです。 

以上です。 

○森教育長 今、３点ほど御質問がございましたけども、いかがでしょ

うか。 

○大西子ども・教育支援課長 障害の「害」という字なのですが、現在、

さまざま法令や規則については、まだ漢字を使用していますので、今、

検討している特別支援教育推進計画の中においても、「害」は漢字の

ままとなっています。それは根拠法令、障害者差別解消法についても、
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漢字で表記していることから漢字を使用させていただいております。 

あと、３点目の子ども相談室の件ですが、以前もお話はさせていた

だいたことがあるかもしれませんが、児童福祉法の概念に基づいて、

１８歳はまだ子供であるというところから、１８歳までを対象として

います。１８歳の選挙権というところまでは加味するのは、難しいと

ころではあるのですが、１８歳であっても、高校生もいれば高校生で

はない子もいることなどを加味した中で、おおむね０歳から１８歳と

いうようなイメージをとっています。１８歳になった日から相談を受

けませんというものでもないですし、誕生日が来たらこれ以降は相談

できませんよという相談室では意味がないので、あくまでこれは相談

事業という、福祉的なサービスの要素もあるというところから１８歳

までという定義をしております。 

○小林統括指導主事 取組３の（７）、英語教科化先行実施につきまし

てですが、小学校の次期学習指導要領について、全面実施になるのが、

平成３２年度に予定されております。平成３２年度からの次期学習指

導要領では、小学校の３、４年生が年間３５時間の外国語活動、小学

校５、６年生が年間７０時間の英語が入ってまいります。現在は、小

学校５、６年生の年間３５時間の外国語活動のみとなっております。

東京都教育委員会は、これを踏まえて平成３０年度から英語教育の推

進に向けて、先行実施として１０地域を指定しておりまして、この地

域においては、３０年度から前倒しの先行実施を予定しております。

本市は、その１０の指定の中の一つの地域でございます。平成２８年

度、２９年度の指定を受けまして、東京都の予算措置を受けながら、

子供の放課後英語教室ですとか、先生方のオールイングリッシュの研

修、あるいは、タブレット型端末を小学校に導入して推進をしていく

ということで、３０年度に向けて、今年度、２９年度で準備をして、

３０年度の先行実施を迎えるという予定になっております。 

以上でございます。 

○森教育長 ３点について回答がございましたけど、よろしいでしょう

か。 

○吉村委員 見事な説明でありがとうございました。 

○森教育長 他にございますか。よろしいですか。 

○小関委員 これまでのプロセスで、本当にいろいろ出していただいて、

それについて、いろいろ質問や意見を述べましたけど、本当に細かく
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毎回対応していただいてありがとうございました。また、こうした具

体的なものが出てきたということで、本当に良かったなと思います。 

ただ、細かいことになるのですが、例えば、「子供」という字なの

ですけど、取組８、家庭の教育力向上を図るの項目で、（１）子ども

たちの「ども」は平仮名なのですね。あとは全部「供」となっていま

すよね。取組７の（７）、「東村山市子ども読書活動推進計画」は読

書活動推進計画だから、「子ども」はこのまま平仮名なのはわかるの

ですが、取組８の（１）の「子ども」はどうなのかなっていうような

ことです。それから、取組７の（１０）「校務分掌の見直」は、「見

直し」として、送りがなの「し」があったほうがいいなと思います。 

というように、もう一回、そういった細かいところを見ていただけ

ればいいなと思います。全体的に新しい学習指導要領や教育の方向に

対応はしつつ、ただ、言葉を並べているだけじゃない、ちりばめてい

るだけじゃないというところは本当にいいなと思います。ただ、毎年

なのですが、新たないろいろな課題が出てくると、その課題を入れ込

んでいかなくてはいけないので、それを具体的な目標にしていかなく

てはいけないということで、内容がやっぱり疎密になると思うのです

よね。すごく具体的なことが書かれていたり、あるいは非常に大きな

ものが大まかに書かれていることもあるので、このあたりはどこかで

一度整理をして、しっかり本当に大きな教育目標として見ていかなく

てはいけないのではないかなと思いました。 

○森教育長 何かございますか。よろしいですか。 

○清水庶務課長 皆様には本当にお忙しい中、たくさんの御指摘や御意

見をいただきまして、本当に助かりました。御指摘の点、まず、「見

直」の部分については「し」を入れさせていただきたいと思います。 

あと、「子供」のところについては、もう一度、こちらのほうで見

直しをさせていただきまして、全部統一をなるべくしたいのですけど

も、小関委員がおっしゃったとおり、「子ども」が平仮名になってい

る場合は平仮名にすると。そんな形で、もう一回見直しをさせていた

だいた上で、市民の方に御周知させていただければというふうに思い

ます。 

あと、最後に御指摘がございました疎密な部分でございますが、基

本的には（１）、（２）といった括弧の部分については、なるべく大

きな形で、①、②、③というところは、具体的な施策でという形で整
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理をさせていただいているところでございますけども、まだまだ見直

しが必要であると思っておりますので、今回これでやらせていただく

形にさせてもらっていますけども、絶えず見直しをさせていただけれ

ばと思っております。 

以上です。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 今、庶務課長のほうからありましたように、細かいところ

で語句の訂正等今後も出てくるかもしれませんけど、全体的なところ

でよろしければ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ございますので、議案第２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。 

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、教育長職務代理者の指名についてお願いいたします。 

○清水庶務課長 報告事項①、教育長職務代理者の指名についてでござ

います。 

森教育長が、教育長職務代理者に吉村正教育委員会委員を指名し

たことを御報告いたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第２項において、教育長に事故があるとき、または教育長

が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うとさ

れております。森教育長はその規定に基づき、平成２８年１２月１１

日に吉村正教育委員を指名したものでございます。任期につきまして

は、法律で定めはございません。教育長が新たな教育委員会委員を指

名するまでが任期となります。 

以上です。 

○森教育長 吉村委員に教育長職務代理をお願いするということで、よ

ろしくお願いしたいと思っております。 

それでは、ただいまの報告事項につきまして、何か御意見、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 それでは、続きまして、報告事項②、東村山市学校給食展
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の開催についてお願いいたします。 

○森脇学務課長 学務課より東村山市学校給食展について、報告をいた

します。 

東村山市学校給食展を平成２９年１月２４日火曜日から２７日金曜

日の午前９時から午後５時まで、四日間にわたりまして、いきいきプ

ラザ１階のロビーにて開催いたします。 

今年度は「美」「味」「食」をテーマに学校給食の様子や東村山市

が取り組んでおります食育について紹介をしていきます。期間中は毎

日、小・中学校の実物の給食を展示し、姉妹都市であります柏崎市の

お米「こしいぶき」や東毛酪農の低温殺菌牛乳、地場野菜について、

東村山市の学校給食の特色をご紹介いたします。 

最終日の１月２７日金曜日には、小学校給食運営委員会委員長であ

ります回田小学校校長の曽我部先生より「東村山市の給食ってこんな

においしい」というテーマで講演をいただく予定になっております。 

また、限定イベントといたしまして、中学校スクールランチの直売

や小学校給食の試食を開催しますので、委員の皆様もぜひ御来場いた

だければと思います。 

学務課より以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。毎年、結構評判もいいようですので、よろし

くお願いしたいと思います。 

（ なし ） 

○森教育長 では、特に御質問もないということでございますので、次

へ行きたいと思います。 

続きまして、報告事項③、平成２８年度東村山市いじめ実態調査

（第２回）についてお願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項の③から⑥までを続けて御報告させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○小林統括指導主事 初めに報告事項③、平成２８年度東村山市いじめ

実態調査（第２回）について、御報告させていただきます。 

いじめの実態調査、実態把握につきましては、本市において、年間

を通して３回実態調査を行っているところでございます。今回御報告
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するのは、７月から１１月までの期間で調査した今年度第２回目の調

査結果でございます。報告の上がったいじめの認知件数につきまして

は、小学校では２８年度、５０件、中学校では２８年度、５３件とな

っておりまして、昨年度の同時期の調査と比べましても、また、前回

の第１回の調査結果と比べましても、小学校、中学校ともに認知件数

は増えております。このことは、いじめ認識の端緒別内訳として、学

級担任のみならず担任以外の教職員が発見する割合が小学校の場合、

増えてございます。 

さらに各学校が児童・生徒の様子や状況を適時把握できるように丁

寧に指導することで、相談しやすい関係を築いていることがうかがえ

ます。特に中学校におきましては、アンケート等の学校の取組による

発見が増えてございます。このことにつきましては、直接相談しにく

いと感じている児童・生徒に対する配慮を継続して、こういったアン

ケート調査を進めることによって実態を把握することが大切であると

いうことがうかがえると考えております。 

今後も、各学校で毎年作成しております学校いじめ防止基本方針に

基づきまして、これまでも実施しておりますスクールカウンセラーに

よる児童・生徒の面接、また、いじめ防止に関する授業の計画的な実

施、これについてはもちろんのこと、教職員全体で児童・生徒の状況

を把握して、その変化や兆候に担任のみならず全ての教員がその子の

兆候を気づくことによって、組織的にいじめの早期発見、早期対応に

努めるとともに、日ごろから保護者が学校に相談しやすい環境を整え

ていただくよう各学校に指導してまいりたいと考えております。 

次に、報告事項④、平成２９年１月からの教育活動に向けてについ

て、御報告をさせていただきます。 

来週予定されております校長会定例会におきまして、平成２９年１

月からの教育活動に向けてと題した資料を、指導室より各学校にお伝

えしますが、その内容となります。本年度も残り３カ月となり、学校

は１年間の総仕上げの時期に入ります。そこで、各学校に再確認して

いただきたいこと、これから、取り組んでいただきたいことなどの要

点を資料としてまとめております。 

特に来年度からの３学期制の導入に向けて、教育課程の編成及び年

間指導計画等の作成など、今年度の各学校の実態や課題を踏まえた工

夫と改善を求めているところでございます。 
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また、本市の重点的な取組として、不登校児童・生徒の学校復帰、

未然防止のための指導の徹底をかかげております。「まずは一人一人

の学校復帰から」をキャッチフレーズに、各学校では具体的な取組を

進めているところではございますが、今年度、市教育委員会で「東村

山市不登校未然防止・早期発見・早期対応マニュアル」を作成しまし

た。こちらは欠席があった場合、保護者からの連絡がなく欠席という

ケースも幾つかございます。１日目からあるいは、三日間連続して体

調不良等、特に病気等の原因がなく休みがちになっている子供に対し

て、必ず各学校は家庭と連絡をとって、子供の現況確認をするように

ということで、マニュアルを作成させていただきました。こういった

ものを活用しながら、年度末に向けて再確認と取組の実践をお願いし

ていきたいと考えているところでございます。 

さらに、来年度から全ての小学校で特別支援教室を開設するところ

ではございますが、希望する保護者との連携を十分に図るとともに校

内における教職員の共通理解など、４月の開設に向けて管理職を中心

に学校全体で組織的に推進していただくことも伝える予定でございま

す。 

続きまして、報告事項⑤、平成２８年度いのちとこころの教育週間、

東村山市立小・中学校の取組についてでございます。 

１２月の教育委員会定例会で御案内させていただいたものと変更は

ございません。本市のホームページへは１２月２１日付で掲載し、広

く市民の皆様にもお知らせしているところでございます。特徴的なも

のといたしましては、例えば、化成小学校、北山小学校では、子供た

ちのネットトラブル、ＳＮＳにかかわる子供たちの安全、安心な取組

ということで、講演会を予定する学校もございます。 

また、久米川小学校、久米川東小学校、富士見小学校、東村山第二

中学校では、地元の紙芝居サークル「原っぱ」による紙芝居を通して、

子供たちの命と心を育むという取組を行っていく予定の学校もござい

ます。また、萩山小学校や東村山第四中学校におきましては、本市の

多磨全生園の見学を予定している学校もございましたり、講演会の講

師として、スクールカウンセラー、あるいは本市のスクールソーシャ

ルワーカー等を活用した講演会を予定している学校等もございます。 

教育委員の皆様におかれまして、御都合がつきましたら御覧いただ

ければと思います。 
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最後に、報告事項⑥、教職員、児童・生徒、学校の状況について、

御報告をさせていただきます。 

１点目、市教育委員会定例訪問の日程につきましては、１月３０日

の南台小学校の定例訪問が本年度の最終日となっております。小関委

員におかれましては、当日の御挨拶、御指導のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。 

２点目、研究奨励校研究発表につきましては、１２月の定例会で御

案内をさせていただいております。１月２５日水曜日、東村山第二中

学校で、本市の研究奨励を受けての発表会がございます。 

教育委員の皆様におかれましては、御予定をいただければ幸いでご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

３点目、東京都教育委員会言語能力向上拠点校として、回田小学校

が２月１７日金曜日に研究発表会を予定しております。本校は、東京

都の言語能力向上拠点校として３年連続、３回目の研究発表会となっ

ております。小関委員におかれましては、長年にわたり本校の御指導

ありがとうございます。当日は、国士舘大学教授の北俊夫先生に御講

演いただく予定になってございます。 

教育委員の皆様におかれましても、御都合がよろしければ御参加い

ただければと思います。 

４点目、東村山市立小・中学校教育研究会発表会、また、東村山市

立小・中学校の校長会並びに副校長会の研究発表会が来月予定されて

おります。詳しくはまた、２月の教育委員会でお伝えをさせていただ

きたいと思います。こちらにつきましても、御予定をいただきますよ

うどうぞよろしくお願いいたします。 

５点目、生徒会サミットの御報告です。平成２８年１２月２６日月

曜日に実施させていただきました。当日は、各中学校の生徒会役員５

名から７名参加して、協議をしていただきました。この生徒会サミッ

トで話し合われた内容につきましては、東村山市のよさ、また、自分

たちにできることについて、協議していただいたことについては１月

２９日の日曜日、中央公民館で開催いたします「市民の集い」におい

て、今年度も渡部市長がコーディネート役を務め、各中学校の生徒会

役員の皆さんとシンポジウムを行う予定でございます。こちらにつき

ましても、御都合がよろしければ御覧いただきたいと思います。 

最後に、第８回中学生「東京駅伝」大会について、お伝えをさせて
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いただきます。２月５日の日曜日に行う予定でございます。会場は、

味の素スタジアムとその周辺、都立武蔵野の森公園の特設周回コース

を昨年度と同様に設置しております。２月の大変寒い時期でまことに

恐縮ではございますが、こちらにつきましても、御都合がよろしけれ

ば当日応援に参加していただければと思います。 

以上で、指導室からの報告は終わりです。 

○森教育長 報告事項③から⑥まで報告事項がございましたけども、そ

れぞれにつきまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたし

ます。 

では、私のほうから質問します。いじめの実態調査で、認知件数が

増えているということは、教員の意識が高まったと考えてよろしいで

すか。 

○小林統括指導主事 小学校の場合、２６年度、２７年度、２８年度と

年を追って、認知件数は増えております。中学校においても同様に増

えております。こちらにつきましては、子供たち全てからアンケート

をとっております。子供たち一人一人が意地悪をされた、いじめられ

たということを感じることについては、全て担任が聞き取りを行い、

これは重篤かなと思われるものは、直接管理職も聞き取りを行うとい

うことを行っております。 

本市といたしましても、いじめにかかわる内容についてはしっかり

と対応するように、また、報告をするようにと求めております。教員

の意識もかなりきめ細やかな対応をしているというあらわれと認識し

ているところでございます。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。質問はよろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、続きまして、報告事項⑦、子ども相談

システム導入作業委託に伴う東村山市個人情報保護運営審議会答申に

ついて、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、平成２８年

１０月２５日に東村山市個人情報保護運営審議会に諮問いたしました

子ども相談システム導入作業委託の答申について、御報告させていた

だきます。 

答申に当たりましては、審議会委員より何点か御質問をいただきま

したが、作業委託につきましては、諮問どおり行うことを可とする答
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申をいただいたところです。現在は、委託業者であるシャープビジネ

スソリューション株式会社と基本設計内容について、最終的な確認作

業を行っているところです。 

本システムの導入につきましては、平成２８年度より子ども相談室

が設置されたことにより相談件数が増えたこと、また、そのことに伴

い、相談員の人数が増えたことなどに対応するため、相談内容や経過

の把握及び情報連携、適切な統計処理などを行うことを目的としてお

ります。 

また、その効果といたしましては、１、子供や家庭がどのような状

況に置かれているかを管理することにより、相談員が状況をしっかり

把握した上で対応を行うことができます。２、ケースに係る情報につ

いて、対応実績を時系列で管理することができます。３、検索機能・

統計機能・帳票作成機能などを活用し、事務の適性化、効率化を図る

ことができると考えております。 

これまでＥｘｃｅｌで名簿の管理を行っていましたが、このシステ

ムを導入することによっては、さまざまな機能が付随されてきます。

セキュリティーについては、相談員一人一人がログインＩＤとパスワ

ードを持ち、ユーザーとしてそのシステムに入っていきます。また、

ユーザーが操作した場合には、その記録をログとして半年程度管理す

ることとなっております。また、検索機能が備わったことにより、氏

名やいじめなどのキーワードによる全文検索ができることとなってお

ります。 

業務につきましても、ログイン時に各相談員のマイページ機能を活

用することによりその日、また、１週間、１カ月のスケジュール管理、

また、多くの相談員は勤務曜日がばらばらであることから、緊急の事

務連絡事項もマイページで伝えることができることとなっています。

対象の児童・生徒の基本情報を管理することはもちろんですが、管理

した情報の経過記録や関係機関などについても、その一つのシステム

の中で把握することができるようになります。 

また、ケース会議も多く実施しておりますが、ケース会議の情報も

同じように管理できます。ジェノグラム、いわゆる家系図みたいな組

織図についても、これまではいろいろなＷｏｒｄであったりＥｘｃｅ

ｌ等で作成したのですが、こちら、Ｅｘｃｅｌを入力することでジェ

ノグラムも一律に帳票として出すことができることとなっています。



２１ 

これまで、それぞれの相談員がケースファイル、また、Ｅｘｃｅｌや

Ｗｏｒｄなどで管理、作成していたものが、全てできることとなりま

す。 

また、統計につきましても、東京都で標準化されている統計だけで

なく、さまざまな角度からの統計分析ができるようになり、その後の

教育施策や相談施策に参考とすることができるなど、数値も捉えるこ

とができると考えております。また、夜間には、自動的にシステムの

バックアップをし、保守についても一定の確約がとれているものと考

えています。 

こちら、相談システムにつきましては、今後、操作研修会を二日程

度実施し、年度内には稼働予定となっておりますので、あわせて御報

告させていただきました。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○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。 

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、次へ行きたいと思います。 

続きまして、報告事項⑧、成人の日のつどいについてお願いいたし

ます。 

○平島社会教育課長 報告事項⑧と⑨を続けて報告してもよろしいでし

ょうか。 

○森教育長 はい。どうぞ。 

○平島社会教育課長 それでは、報告事項⑧、成人の日のつどいについ

てでございます。皆さんのお手元のところに緑色のパンフレットを用

意しております。来賓用は緑色で、成人の方はピンク色で区別をして

おります。今年度の対象者ですけれども、男性が７９３人、女性が７

２３人、合計で１，５１６人となっております。実際には、大体１，

０００人ぐらいの方が来ていただけるのではないかと思っております。

また、今年の成人の誓いは、リオデジャネイロオリンピック代表の４

００メートルと４×４００メートルリレーに出場されたウォルシュ・

ジュリアンさんに成人代表として来場していただけることになってい

ます。 

また、ＴＢＳテレビから、その日、ウォルシュさんの撮影をしたい
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という取材依頼が来ております。会場内にて、ウォルシュさんを映す

ことと、終了後にインタビューをしたいということを聞いております。 

また、ＴＢＳさんは、世界陸上ロンドン２０１７があるということ

で、関連の番組にしたいと言っておりました。 

また、当日ですけれども、担当する市の職員が３７人、青少年委員

が１４人、社会教育委員が８人、それから、交通安全協会から６人の

合計６５人で対応することになっております。 

また、昨年の反省として、開式時間の午後１時半ぎりぎりに、人が

ぞろぞろ入ってくるという状況がございました。今年度は、初めてな

のですけれども、音楽を流しながら、中学校の校舎とか、教室などを

上映して、早目に会場に入場していただくという試みをします。結果

がどのように出るのかわかりませんけれども、良ければ、また、来年

も行っていきたいと思っています。 

なお、天候は前日の日曜日が夕方から雨で、当日、月曜日が午前中

まで雨の予報になっていますので、職員にも雨の対応をよろしくお願

いしますと言いました。また、着物を着てこられる成人の方も大変な

状況になってしまうとは思っていますので、臨機応変になるべく会場

の近くで降ろして入れてあげたいなとは思っております。 

続きまして、報告事項⑨、市民の集いでございます。平成２９年１

月２９日日曜日に、今年は中央公民館ホールで行います。第一部では、

人権作文、納税作文の発表、それから、生徒会による発表を、第二部

では、平成２７年度に全国大会に出られた第六中学校の演劇部の方に

演技披露をしていただきます。また、ポスター、チラシにつきまして

は、１月１０日の火曜日に児童・生徒に配付予定になっております。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

よろしいですか。例年のことではございますので、よろしくお願い

したいと思っております。 

それでは、続きまして、報告事項⑩、「こども縄文塾」の報告につ

きましてお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 平成２８年度こども縄文塾の報告をいたしま

す。こども縄文塾の目的は、縄文時代の生活体験を通して、郷土の歴

史を学習するとともに、モノづくりのなかで、先人の知恵や工夫を学
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び、現在の生活との対比により今を考えるきっかけとすることで行っ

たものでございます。 

今年度、３回目になりますこども縄文塾を平成２８年６月５日から

１０月２日の毎月第１日曜日、午後１時から午後４時までの計４回と、

１０月３０日の日曜日、ミニ縄文人デビュー！の合計５回の塾を行い

ました。市内の６年生児童を対象に今年度の塾生は１２名、参加者数

は延べ５１名でした。これからも下宅部遺跡にかかわることをもっと

多くの方に知ってもらうため努力していきたいと思います。 

小学校を初め、はっちこくメイトのボランティアの皆様の御協力を

いただき、平成２８年度もこども縄文塾を終了できましたこと、本当

にありがとうございました。 

教育長、引き続き、なつかしい暮らしと道具たちの社会科見学の対

応の展示をお知らせしてよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。どうぞ。 

○栗原ふるさと歴史館長 小学校３、４年生の学習指導要領にあります

「昔さがし」の単元に合わせて開催する展示を行います。会期は平成

２９年１月１２日から３月１２日までとなります。付随事業としては、

「ゆでまんじゅうづくり」や「昔の道具を使ってみよう」などを行っ

てまいります。 

ぜひ委員の皆様も、ふるさと歴史館にお越しいただければと思いま

す。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいま、二つの内容につきまして報告がございました。

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。 

（ 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が、他

に、報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますか。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２９年第１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。 
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午前１１時０２分 閉会 


