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平成２９年第１０回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年１０月５日（木）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 禮子、佐々木 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 野 崎 満 指導主事 杉 本 全 久 

教育部次長 田 中 宏 幸 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 

教育総務課長 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 新 倉 敦 子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 公民館長 服 部 浩 明 

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 教育総務課 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副校長の異動等にかかわる内申（指導室） 

 

議題 

 なし  

 

報告事項 

①平成２９年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果について

（指導室） 

②「いのちとこころの教育」の推進に向けて（指導室） 

③教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

④第４４回市民文化祭について（社会教育課） 

⑤東村山市文化芸術表彰について（社会教育課） 

⑥第５３回東村山市民大運動会について（市民スポーツ課） 

⑦平成２９年度学校活動支援団体等に対する感謝状贈呈団体の決

定について（図書館） 
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⑧東村山フレッシュコンサートについて（公民館） 

⑨企画展「東村山の神社」について（ふるさと歴史館） 

⑩その他 

午前１０時３４分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第１０回東村山市教育委員会定

例会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の署名委員を吉村委員にお願いいたします。 

○清水教育総務課長 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、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、お願いしたいと思います。 

○森教育長 ただいま、傍聴の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、議事日程に従って進めさせていただきたいと思

います。 

本日の専決処分報告①、副校長の異動等にかかわる内申につきまし

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

につきまして、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、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１０時３６分 休憩 

 

午前１０時５３分 再開 

 

○森教育長 再開をいたします。 

  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ます。
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また、携帯電話の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。 

  本日は議案がございませんので、報告事項に移ります。 

  報告事項①、平成２９年度児童・生徒の学力向上を図るための調査

結果について、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項の①から③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 よろしくお願いいたします。 

○小林統括指導主事 はじめに、報告事項①、平成２９年度児童・生徒

の学力向上を図るための調査結果について、御報告させていただきま

す。 

指導室報告事項、資料１、平成２９年度「児童・生徒の学力向上を

図るための調査結果から」を御覧ください。 

平成２９年７月６日に小学校５年生と中学校２年生で、実施いたし

ました本調査について、調査結果に基づき、本市の課題とそれに対す

る手立てをまとめました。 

昨年度と同様、小・中学校ともに、どの教科も東京都の平均値を下

回る結果となりました。小学校につきましては、特に課題として見ら

れたのは、「教科の内容」を問うＡ問題において、国語の読む能力や

言語事項、社会の知識・理解、算数の技能、理科の知識・理解の項目

でありました。また、「読み解く力に関する内容」を問うＢ問題にお

いては、国語・算数の取り出す力、社会・理科の読み取る力の項目で

した。 

中学校につきましては、各教科の観点別の結果を見ますと、「教科

の内容」を問うＡ問題においては、国語の話す・聞く能力、数学の思

考・判断・表現や技能、英語の各観点の項目に課題が見られました。

また、「読み解く力に関する内容」を問うＢ問題においては、国語の

取り出す力、社会・数学の読み取る力、英語の解決する力、の項目に

課題が見られました。 

前回、先月の教育委員会では、小学校６年生、中学校３年生に実施

しました全国学力学習状況調査の結果について、御報告させていただ

きました。昨年度の５年生が６年生になり、全国学力学習状況調査を

行いまして、先月、報告させていただいたところでは、小学校・中学
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校とも、全国の学力の平均値を上回る結果となりました。その６年生

が昨年の５年生の都の学力調査においては、都の平均を下回っていま

す。やはり、今年度につきましても、現在のこの５年生の結果を踏ま

えて、各学校では、授業改善推進プランを作成し、既に各学校ともホ

ームページの方に掲載しているところでございます。今後、各学校に

おきましても、それぞれの学校での課題をしっかり受け止めて、各教

科等において、授業改善を進めていただくよう指導室といたしまして

は、校長会、教務主任会、または各職層に応じた授業研究会などを通

して、各教科の課題に応じた授業改善のポイントについて、指導・助

言してまいりたいと思います。 

この授業改善推進プランも各学校で毎年作成していただいておりま

すが、これが形骸化することなく、定例の学校訪問の機会と指導主事

等から指導・助言の中に授業改善のポイントを取り入れて、研修会を

実施し、先生方、一人一人の意識を高めていくよう伝えてまいりたい

と考えております。 

続きまして、報告事項②、「いのちとこころの教育」の推進につい

て、御報告させていただきます。 

青少年健全育成大会につきましては、１１月１９日日曜日にサンパ

ルネで予定をしております。また、生徒会サミットにつきましては、

１２月２６日火曜日にいきいきプラザ３階、マルチメディアホールで

予定をしております。今年度のテーマは、「我が町 東村山市の中学

生によるボランティア活動！発信しよう、中学生の力！」となってお

ります。各中学校の各学級で生徒一人一人が中学生にとってのボラン

ティア活動の在り方について考え、ボランティア活動の経験やボラン

ティアの意義について話し合ったことを生徒会がまとめ、生徒会サミ

ットの当日に意見交換する予定となっております。なお、生徒会サミ

ットで話し合われたことにつきましては、平成３０年１月２８日日曜

日の市民の集いで報告をさせていただきます。 

続きまして、今年度も、いのちとこころの教育週間を平成３０年２

月１日木曜日から７日水曜日までの間実施いたします。１月後半から

２月の前半にかけて、各学校では、道徳授業地区公開講座等、学校公

開を行う予定でございます。各学校の日程や取り組み内容の詳細につ

きましては、１２月の教育委員会で御連絡させていただきます。市民

の集いにつきましては、平成３０年１月２８日日曜日に中央公民館で
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予定をしております。 

以上、「いのちとこころの教育」の推進に向けて、様々な取り組み

を予定しておりますが、委員の皆様におかれましては、御予定いただ

きますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、報告事項③、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。 

１０月及び１１月の市教育委員会定例訪問の日程は、６校を予定し

ております。委員の皆様には、御挨拶・御指導の程、どうぞ改めてよ

ろしくお願いいたします。 

また、研究発表会につきましては、１０月１３日金曜日に東萩山小

学校で、本市の研究奨励を受けての発表会がございますので、教育委

員の皆様におかれましては、御予定いただきますようお願いいたしま

す。 

なお、当初、予定しておりました、当日の講師の青山学院大学特任

教授坪田耕三先生ですが、御体調を崩されているということで、当日

の講師対応ができなくなりましたので、足立区立千寿常東小学校の校

長でいらっしゃいます加藤敦彦先生にお願いをさせていただくことに

なりました。御承知おきいただければと思います。 

最後に、今年度の残りの運動会については、７校の小学校が予定し

ております。ただ、当初、回田小学校は、１０月２２日日曜日に予定

していたところなのですが、このたび、衆議院議員選挙が入りまして、

１０月２１日土曜日に実施ということで、予定が変更されております

ので、御了承いただければと思います。 

以上で、指導室からの報告を終わらせていただきます。 

○森教育長 ただいま３点の報告事項で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 特にないようですので、次にまいります。 

報告事項④、第４４回市民文化祭について、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項④、⑤と続けて報告させていただいても、

よろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 
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○平島社会教育課長 はじめに、報告事項④、第４４回市民文化祭につ

いて、でございます。 

第４４回東村山市民文化祭につきましては、中央公民館で前期を

１０月２７日から２９日までの期間でスタートさせていただいて、後

期は１１月３日から１１月５日までの期間で、公民館全館、５館にて

実施をいたします。 

  続きまして、報告事項⑤、東村山市文化芸術表彰について、でござ

います。 

今回、文化芸術表彰者は、個人の方１名でございます。東村山市

文化芸術表彰規程第３条第１項に該当する方で、東村山市在住の写真

家、佐藤氏より推薦がございました。宇井眞紀子氏でございます。宇

井氏は、平成２９年に写真集「アイヌ、１００人のいま」を刊行され、

２５年間、アイヌを撮り続け、公益社団法人日本写真家協会が設けた

第１回「笹本恒子写真賞」を受賞しております。また、現在、東村山

市で募集している第１８回「大好き東村山写真コンクール」の写真部

門で審査委員を行うということを聞いております。宇井氏は、東村山

市の文化芸術の振興に大きく貢献され、東村山市文化芸術表彰規程第

３条第１項に該当すると判断し、表彰するものであります。なお、表

彰受賞者に対しましては、１１月４日土曜日、中央公民館ホールで、

午後１時より、第４４回市民文化祭セレモニーにおいて表彰を行いま

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、御質問がござ

いましたら、お願いいたします。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、次へまいります。 

続きまして、報告事項⑥、第５３回東村山市民大運動会について、

お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課から、第５３回東村山市民大

運動会の開催について、御案内を申し上げます。 

  来たる１０月８日の日曜日になりますが、５３回目となります東村

山市民大運動会を、運動公園を会場に開催いたします。これまでに５

月の大運動会企画委員会議と７月の運営会議を開催し、競技内容や役

員の役割分担の確認などを行ってきたところでございます。また、９
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月の下旬には、役員全体会議を開催し、先週の土曜日には、スポーツ

推進委員などで用具の点検、それから、今週の月曜日には、トラック

への砂まきとフィールド内の草刈り作業を行ってきたところでござい

ます。今後、週末にかけまして備品の運搬、会場設営など最終的な準

備を進めてまいりたいと考えております。 

  教育委員の皆様には、既に案内状を送付させていただいております。

当日は、ぜひ御出席をお願い申し上げます。また、森教育長に開会の

言葉をお願いしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

昨年は、天候不良により、残念ながら中止ということになりました

が、今年度は、天気予報によりますと、終日おおむね晴れということ

で、開催できそうな状況ではあります。しかしながら、明日から前日

準備を行う土曜日の夜までは、雨ということですので、当日のグラウ

ンドコンディションや準備の進捗状況によっては、当日のスケジュー

ルが変わる可能性もありますけれども、そのようにならないように、

全力を挙げて準備をしてまいりたいと考えております。なお、万が一、

天候不良により中止となった場合は、教育委員の皆様には、個別に連

絡をさせていただきますので、もし、そうなった場合は、朝早いお時

間での御連絡となってしまいます。大変恐縮ではありますが、御承知

おきくださればと思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 何かご質問はございますか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑦、平成２９年度学校活

動支援団体等に対する感謝状贈呈団体の決定について、お願いいたし

ます。 

○新倉図書館長 図書館より御案内差し上げます。 

  お手元に感謝状贈呈団体一覧表をお配りしました。東京都は毎年、

学校教育活動に寄与し、その活動歴が長い個人・団体に対して、感謝

状贈呈をしております。活動歴の長さについては、おおむね毎月また

は年１０回以上の活動を５年以上ということが目安となっております。

今年度につきましては、当市から学校での読み聞かせ活動歴の長い２

団体を推薦したところ、内定の通知がございました。今年度の贈呈団

体は、お手元の資料のとおりでございますが、学校教育活動支援部門
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に載っております。１１月４日土曜日に、都庁で行われる東京都教育

の日記念行事の中で感謝状の贈呈式が行われます。 

『紙芝居サークル「原っぱ」』は、市内外の小・中・高校の授業の

中で、１０年以上、いのち・平和・生きるなどをテーマとした紙芝居

を演じており、平成２８年度は、市内１２校で上演実績があり、当市

のいのちとこころの教育週間でも御協力いただきました。『お話し宅

配便ポポ』は、秋津・青葉地区地域のボランティアグループですが、

秋津東小学校での朝の読み聞かせ活動は、１１年になります。平成２

８年度は、年間２８回実施したほか、秋津図書館のお話し会も共催で

行っていただいております。どちらの団体もこの感謝状の贈呈が活動

の励みになると大変喜んでおられました。 

図書館としても、引き続きこうしたボランティア活動支援の充実を

図り、市内の子ども活動推進計画を進めてまいります。 

以上です。 

○森教育長 本市では、２団体が贈呈ということで、大変喜ばしいこと

でございます。このことに関しまして、何か御質問はございますか。

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 続きまして、報告事項⑧、東村山フレッシュコンサートに

ついて、お願いいたします。 

○服部公民館長 これからの音楽文化の担い手である若き音楽家の皆さ

んに活動の場を広く提供するとともに、東村山市及び近隣の皆様によ

り多くのすばらしい音楽に出会える場を提供することを目的とする東

村山フレッシュコンサートでございますが、去る１０月１日日曜日に

中央公民館で開催をいたしました。おかげさまを持ちまして、当日は、

３０３名もの来場者をお迎えして、学生部門４組、新人部門６組の計

１０組の若き演奏家の演奏を御来場の皆様にお届けすることができ、

大変盛況に終えることができました。 

  以上、御報告でございます。 

○森教育長 フレッシュコンサートついて、何か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、続きまして、報告事項⑨、企画展「東村山の神

社」について、お願いします。 



９ 

○栗原ふるさと歴史館長 お手元に東村山の神社展のちらしを置かせて

いただきました。 

  企画展の会期ですが、９月３０日土曜日から１２月３日日曜日まで、

ふるさと歴史館におきまして開催しております。市内１３の神社の歴

史や文化財について、これまで十分に紹介されていませんでした。そ

こで神社ごとに、新たに明らかとなったことも含めとりまとめ、神社

所蔵の文化財や郷土館時代より当館へ御寄贈いただいてきた神社関係

資料を紹介いたします。 

  付随事業といたしましては、講演会「東村山の神社」を１１月４日

土曜日午後２時から、ふるさと歴史館視聴覚室にて行います。また、

展示説明会を会期の中で４回開催し、ロビー展示室内にて説明いたし

ます。問い合わせ等は、電話やメールで、また、ホームページ、公式

サイト東村山の楽しみ方、歴史・文化を学ぶからも御覧になれます。

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。 

○森教育長 このことにつきまして、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、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、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２９年第１０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１１分 閉会 


