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平成２９年第１２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年１２月６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 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 

指導主事 宮 﨑 忍    

 

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。 

議題 

 議案第３１号 東村山市文化芸術表彰規程の一部を改正する規

程 

報告事項 

①平成３０年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方針策定に向け

て（教育総務課） 

②市立小学校特別教室空調設備設置工事について（教育総務課） 

③平成２９年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等

調査結果について（指導室） 

④教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑤成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑥東京２０２０オリンピック・パラリンピック啓発事業 

 「オリンピアン指導者による講演会」開催報告（市民スポーツ課） 

⑦その他 

報告事項（非公開） 

⑧東村山市立小学校教諭の服務案件について（指導室） 
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午前９時２７分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第１２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、本日の署名委員を小関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、８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、傍聴のお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、全員異議なしということでございますので、議

事日程に従って進めさせていただきたいと思います。 

それから、本日の報告事項⑧、東村山市立小学校教諭の服務案件に

つきましては、教育委員会規則第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。こちらにつきましては、討論しないで採決したいと思います。

本件については、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、報告事項⑧につきましては、

公開しない会議として、全ての議事終了後に議題とさせていただきま

す。 

それでは、休憩いたします。 

 

 午前９時２９分 休憩 

 

午前９時３０分 再開 

 

○森教育長 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。 
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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。 

議案第３１号、東村山市文化芸術表彰規程の一部を改正する規程に

ついて、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 議案第３１号、東村山市文化芸術表彰規程の一部

を改正する規程。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成

２９年１２月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市文化芸術表彰規程の一部を改正する規程。東村山市文化芸術

表彰規程（平成１６年東村山市教育委員会規程第６号）の一部を別紙

のとおり改正することに議決を得たい。説明、文化芸術振興基本法の

改正に伴い、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。本件につきましては、平成２９年

６月１６日、文化芸術を推進するための法律、「文化芸術振興基本

法」の改正法案が国会で可決・成立されました。今回の改正は、文化

芸術そのものの振興にとどまらず、観光やまちづくり、国際交流、福

祉、教育、産業など幅広い関連分野の施策を法律の範囲に取り込むと

ともに、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、

発展及び創造に活用するものであり、法律の名称も「文化芸術基本

法」に改められました。 

「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」が平成２９年６月２

３日に平成２９年法律第７３号として公布、施行されたことにより、

東村山市文化芸術表彰規程（平成１６年教育委員会規程第６号）の一

部を改めるとともに文言整理をするものでございます。 

この一部改正は、東村山市文化芸術表彰規程に定める第１条と第３

条第２項の「の振興」を削除し、第２条の「文化芸術振興基本法」を

「文化芸術基本法」に改め、文言整理を行うものでございます。 

以上、雑駁ではございますが、御審議の上、御可決賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 社会教育課長からの説明が終わりました。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。 

よろしいですか。法改正に伴う改正ということですので、特別なこ

とがなければと思います。 

それでは、他に意見がないようでございますので、採決をとりたい

と思います。賛成の方の挙手を求めます。 
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（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３１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ます。 

報告事項①、平成３０年度東村山市教育委員会教育目標及び基本方

針策定に向けて、をお願いいたします。 

○清水教育総務課長 報告事項①及び②まで続けて御報告させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○清水教育総務課長 報告事項①、平成３０年度東村山市教育委員会教

育目標及び基本方針策定に向けてでございます。Ａ３判の新旧対照表

のようになっていて、現行案と修正案という形でまとめさせていただ

いたものがございます。雑駁ではございますが、説明させていただき

たいと思います。 

まず、教育目標及び基本方針、また、主要施策としての「９の取り

組み」につきまして記載させていただいておりますが、例年と違いま

して、昨年度と比較しまして１カ所変更がございます。 

【基本方針３、「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実】の欄の

文章でございます。昨年度、総合的な教育力については、この文章か

らは読み取りにくいという御指摘がございました。今回、その部分を

見直し、「家庭・学校・地域の教育力を高め、その連携が進むように

支援する」という言葉を追加しております。 

また、前段の部分の東村山市が目指すまちのテーマを第４次総合計

画後期基本計画にあわせて「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むま

ち」と修正させていただいております。教育目標、基本方針、「９の

取り組み」についての修正点は以上となります。 

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紹介さ

せていただきます。 

まず、取組１でございます。（１）①については、国語基礎ドリル

の追加と中学校英語における習熟度別・少人数指導の文言を追加させ

ていただきました。国語基礎ドリルは新たに完成したもの、また、中

学校英語の習熟度別の少人数指導については、既に東村山第一中学校

及び東村山第四中学校で実施していることから追加をさせていただい
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た状況でございます。 

続きまして、（１）②では、「カリキュラム・マネジメント」とい

う文言を追加させていただきました。「カリキュラム・マネジメン

ト」は、主体的、対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニング

とともに次期学習指導要領のキーワードの一つに挙げられています。 

カリキュラム・マネジメントとは、「学習指導要領などで受けとめ

つつ、子供たちの姿や地域の実情を踏まえて、各学校が設定する教育

目標を実現するために、学習指導要領などに基づき教育課程を編成し、

それを実施、評価し、改善していくこと」でございます。もう少しか

み砕いた言い方をさせていただきますと、学校の教育目標、年間の行

事計画、教科の年間指導計画、もっと言いますと日々の授業、学級経

営が個々にばらばらにあるのではなくて、きちんとつなげて学校職員

全体で組織的かつ計画的に来年度の教育課程を考えるということでご

ざいます。 

取組２でございます。（１）①ですが、「性同一性障害」を「ＬＧ

ＢＴ」に変更しております。こちらの変更理由といたしましては、Ｌ

ＧＢＴという言葉に対する世間的認知度を考慮、また、性同一性障害

については、ＬＧＢＴは性同一性障害を含めた広い内容であることか

ら変更させていただきました。 

続いて、（３）では、中学校における平成３１年度からの「特別の

教科 道徳」の全面実施について、文言を追加させていただいており

ます。 

続きまして、（４）ですが、こちらは社会教育に関するものでござ

います。①、②の文章を削除いたしました。こちらは、具体的なイベ

ント名も記載され、教育目標という意味では細か過ぎるという御指摘

がございました。また、「青少年対策地区連絡協議会」という具体的

な団体名ではなく、広く「地域」という言葉で表現を変えさせていた

だいております。 

続いて、取組３でございます。（５）については、「アイデンティ

ティー」という言葉から「自覚と誇り」へと修正させてもらっており

ます。なるべくわかりやすくするため日本語表記とさせていただきま

した。 

（７）ですが、小学校英語教科化先行実施に関する取り組みの文章

を整理させていただいております。 
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取組４ですが、（１）②です。こちらでは、「ボランティアマイン

ド」、「障害者理解」、「スポーツ志向」、「日本人としての自覚と

誇り」、「豊かな国際感覚」の５つの資質を育成する文言を追加いた

しました。東京オリンピック・パラリンピック実施方針の中で、重点

的に規定する５つの資質として重きをおかれていることから追加させ

ていただきました。 

取組５については、全体的に文章を、文言を整理したという状況で

ございます。 

続いて、取組６でございます。（４）ですが、具体的な内容を割愛

し、あわせて服務事故の一例として「ハラスメント」という言葉を追

加させていただきました。 

取組７については、（１）の３学期制の移行についての文章を廃止

いたしました。そのため（１）を廃止したことにより項ずれが起きて

いるという状況でございます。（２）と（４）には「認定こども園」

の文言を追加しております。 

少し戻りまして（３）では、「訪問支援員」の削除と「希望学級」

の言葉の追加をさせていただいております。（３）の文章については、

いじめや不登校についての文章でございますが、訪問支援員につきま

しては、東京都の施策の事業として、来年度事業としては廃止される

予定があることから、「訪問支援員」の言葉を削除させていただきま

した。また、「希望学級」は、当市で力を入れている事業として言葉

を入れさせていただきました。 

（８）の老朽化対策のところでございます。こちらのほうは、「耐

震化」という言葉を削除させていただきました。図書館の耐震化対策

が終了したことを受けて、言葉を削除させていただいております。 

（９）では、働き方改革を受けまして、「教員のワークライフバラ

ンス」という文言を追加させていただいております。 

続きまして、取組８については、全体的に文言整理をさせていただ

いた上で、（４）を廃止させていただいております。（４）の廃止に

つきましては、少し具体的な文章になり過ぎていますので、教育目標

としては、先ほどの青少年対策地区連絡協議会と同じように具体的過

ぎるものについては廃止させていただいたということでございます。 

最後に、取組９になります。取組９の（１）の②でございます。こ

ちらには、中華人民共和国を相手国としたホストタウンの登録のこと



７ 

の文言を追加させていただきました。オリンピック・パラリンピック

の盛り上がり、気運醸成を踏まえて、こちらの文言を追加させていた

だいたところでございます。 

全体的な施策数でございますけれども、昨年度３７だったものを３

５とし、整理させていただきました。本内容につきましては、１月に

議案として上程することから、委員の皆様にはお目通しをいただきま

して、修正、御意見、御指摘がございましたらば、１２月１５日の金

曜日までに教育総務課まで御連絡いただきますようお願い申し上げま

す。御意見、御指摘を受けて、修正したものにつきましては、年内に

各委員にお届けしたいと考えております。 

続きまして、報告事項②、市立小学校特別教室空調設備設置工事に

ついてでございます。 

小学校の空調設置工事につきましては、学校の授業の影響を避ける

ために７月下旬に工事を開始いたしました。順調に進みまして、１１

月中旬ごろ、無事に大岱小学校、秋津小学校、萩山小学校、南台小学

校、北山小学校、秋津東小学校、野火止小学校、久米川東小学校の８

校にて空調設備の設置が行われ、児童の教育環境の改善を図ることが

できました。残りの７校の小学校につきましても、実施計画に基づき、

平成３０年度までに特別教室への空調設置に鋭意取り組んでまいりた

いと考えております。 

教育総務課からは以上となります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問などご

ざいましたらお願いいたします。 

○吉村委員 報告事項ですけども、少し意見を述べさせてもらいます。

事前に３０年度の基本方針の修正案等御報告いただいてありがとうご

ざいました。 

２点ばかりご検討いただきたいなと思ったのは、まず１点目は、性

同一性障害、これをＬＧＢＴに変えるという件ですが、それと関連し

てＬＧＢＴがまだ十分わからないということと、資料を見ていきます

と英語表記でＩＣＴってありますよね。それと、ＯＪＴやＰＴＡもあ

りますね。ＰＴＡは日本語みたいものなのですが、でも若い人にとっ

てはわからない。最後のところに注釈みたいなものをつけられたらよ

ろしいのではないかと思います。片仮名、日本語、漢字はわかります

が、英語表記が気になりましたので、丁寧に御説明いただくとありが
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たいなというのがありました。 

それから、２点目として、取組４の体を鍛えるという項目の（１）

②のところに「東村山市アクティブプランｔｏ２０２０」に基づきの

ところで、あえて「市立」と入れられたのは、「私立」は除くという

意味なのですか。 

○清水教育総務課長 １点目の注釈については、承りました。２点目の

「市立」については、御指摘のとおりでございまして、基本的には、

現行では全小・中学校というように書かせてもらっていたのですが、

実際に「アクティブプランｔｏ２０２０」に基づいて、お話をさせて

いただいているのは、残念ながら「市立」の小・中学校という形にな

っていますので、そこは正確に記載したほうがいいという話になりま

して、「市立」と限定して書かせていただきました。 

○吉村委員 「私立」のほうもこれからお声掛けしていく気はないとい

うことですか。そのように見られる可能性があるのではないかなと思

ったのです。私立の学校もありますよね。これは報告事項ですから、

意見を言っていいのかどうか躊躇したのですが、御検討いただければ

と思います。 

○清水教育総務課長 検討させていただきます。 

○吉村委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

今、吉村委員から何点か御指摘いただきましたけれど、注釈をつけ

るというアイデアは大変すばらしいと思います。全体を見ても、ただ、

文言整理というだけではなくて、法改正や指導内容の変更に伴って適

切に修正されているかなという感じがして、すっきりした感じはいた

しますので、もう一度各委員さん方には目を通していただいて、先ほ

どございましたように１２月１５日金曜日までにもし何かございまし

たら、御意見をお寄せいただければと思っております。 

他に何か御意見等は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、次に参りたいと思います。 

報告事項③、平成２９年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生

活・運動習慣等調査の結果について、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項③、④を続けて御報告させていただいて

よろしいでしょうか。 
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○森教育長 よろしくお願いします。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項③、平成２９年度東京都児童・

生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果について、御報告さ

せていただきます。 

まず初めに小学校です。本調査結果から小学校男子につきましては、

主に握力、反復横とび、２０ｍシャトルラン、５０ｍ走の調査結果が

東京都の平均を下回り、筋力・敏捷性・全身持久力・スピードに関す

る動きについて課題が見られました。 

小学校の女子につきましては、主に握力、反復横とび、２０ｍシャ

トルランの調査結果が東京都の平均を下回り、筋力・敏捷性・全身持

久力に関する動きが課題であると捉えております。 

また、男女ともに１年生と３年生において、「運動が好き、やや好

き」と答えた児童の割合が東京都平均を下回り、主体的に運動する意

欲の育成に課題があると捉えております。 

中学校におきましては、男子は上体起こし、長座体前屈、反復横と

び、５０ｍ走、立ち幅とびの調査結果が東京都の平均を下回り、筋

力・柔軟性・敏捷性・スピード・瞬発力に関する動きについて課題が

見られました。 

中学校女子につきましては、立ち幅とびの調査結果が東京都の平均

を下回り、瞬発力に関する動きが課題であると捉えております。 

また、中学校の男子の３年生、女子では２年生において、「運動が

好き、やや好き」と答えた生徒の割合が東京都の平均をやや下回り、

主体的に運動する意欲の育成を高めていく必要があると捉えておりま

す。 

これら各種種目の課題に対する手だてといたしましては、それぞれ

の学校の課題となっている運動を焦点化して、その動きを継続的に取

り組むことができるよう、学年間の系統性を意識した年間指導計画を

立て、全学年で取り組むことが大切です。小学校においては、多様な

動きを取り入れた運動遊びの体育的活動を実施し、全校で体力の向上

及び日常的に運動に親しむ態度を養う取り組みを継続的に実践したり、

特に小学校１年生は、入学して間もなく体力テストを実施する際には、

まずは事前に十分に理解させること、また、自己の目標記録を明確に

意識して臨めるよう工夫、改善したりすることが必要かと捉えており

ます。 
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中学校におきましては、これまでも長縄大会や持久走大会などを実

施しております。運動部活動に所属していない生徒の体力を高めるた

めのこれら「一校一取組」運動の充実を図ることや各学校で作成して

おります「アクティブプランｔｏ２０２０」の目標値や前年度の自己

の記録を参考に、具体的に一人一人が目標値を決めて運動に取り組ま

せるなど各学校に指導・助言してまいりたいと考えております。 

次に報告事項④、教職員、児童・生徒の学校の状況把握について、

お伝えさせていただきます。 

まず、市教育委員会の定例訪問の日程につきましては、１２月・１

月で４校を予定しております。年が明けて１月２９日が本年度の定例

訪問の最終日となっております。委員の皆様には改めて御挨拶や御指

導をどうぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、研究発表会の御案内です。こちらも年が明けまして、

１月２６日金曜日に化成小学校で、東京都道徳教育推進拠点校及び本

市の研究奨励校を受けての発表会がございます。皆様の机上に化成小

学校の最終案内を置かせていただきました。 

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。 

続きまして、今年度の生徒会サミットが１２月２６日火曜日の午前

１０時より、いきいきプラザ３階のマルチメディアホールで予定して

おります。 

なお、生徒会サミットで話し合われた内容につきましては、年が明

けまして、１月２８日日曜日に中央公民館で開催いたします、「市民

の集い」において、各中学校の生徒会役員の皆さんが発表を行う予定

となってございます。 

最後に、各学校からの情報につきまして、「いのちとこころの教育

週間」における各学校の取組について御報告いたします。 

本年度も多くの学校が道徳授業地区公開講座と関連させながら、

様々な分野のゲストティーチャーをお招きして実施いたします。まだ、

ゲストティーチャーの方の演題などが未定の学校もございますが、最

終的に改めて集約をしまして、市のホームページに掲載し、広く市民

の皆様にもお知らせさせていただく予定でございます。 

委員の皆様におかれましては、御都合がよろしければ、それぞれ学

校の様子などを御覧いただければと思います。 
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以上で、指導室からの報告事項は終わります。 

○森教育長 ただいま、報告事項③、④について報告がございました。

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。 

よろしいですか。特にいいですか。 

（ 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。 

報告事項⑤、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 成人の日のつどいにつきましては、平成３０年１

月８日月曜日の祝日、午後１時より受付、式典が午後１時３０分から

で明法中学校・高等学校の講堂で開催させていただきます。 

対象者は、平成９年４月２日から平成１０年４月１日生まれで、男

性が８３９人、女性が７９７人の合計１，６３６人に案内通知を昨日、

発送させていただきました。平成２８年度は１，５１６人ですので、

１２０人の増になっています。今年度も卒業時の先生方のメッセージ

など、手づくりのパンフレットを配付する予定になっております。 

なお、成人代表は、春田僚子さんにお願いしております。春田さん

は、東村山第一中学校３年生のときに生徒会の会長であり、現在、Ｉ

ＣＵ国際基督教大学に在籍し、現在、生活福祉課で実施している学習

支援事業にボランティアで参加しております。 

また、今年二十歳になるプロ野球選手で東北楽天ゴールデンイーグ

ルスのオコエ瑠偉選手にも、ぜひ参加していただけるように今、交渉

をしているところでございます。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項について、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 それでは、成人の日のつどいについてはよろしくお願いし

たいと思います。 

続きまして、報告事項⑥、東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック啓発事業「オリンピック指導者による講演会」開催の報告をお願

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報告いたします。平成２

９年１１月２６日の日曜日、中央公民館のホールにおきまして、オリ
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ンピアン指導者による講演会を開催いたしまして、一般市民の皆様や

市内のスポーツ関係者など、配付資料の画像にもございますけれども、

３５６人の多くの皆様に御来場をいただきました。 

講師は、至学館大学の教授で、日本レスリング協会の強化本部長で

あられる栄和人氏、また、栄氏のレスリングの教え子の一人でありま

して、国民栄誉賞を受賞され、レスリング世界大会の１６連覇という

ギネス記録を持っている吉田沙保里さんをスペシャルゲストとして迎

え、開催いたしました。  

講演会の内容といたしましては、冒頭オリンピック関連のＤＶＤを

放映した後、目標達成するためにはどのような意識を持って行動した

らいいのかなどを栄氏や吉田氏の実体験を踏まえながら、トークショ

ー形式によりお話をいただいたところです。  

間近でオリンピアン指導者やオリンピアン本人の生の声を体験いた

だいたことで、後の参加者アンケートでの本講演会の満足度について、

２１７人の方に御回答いただきましたが、２１１人の方に満足してい

ただくとともに、「オリパラへの興味が高まりましたか」という設問

についても、２５０人の方が「興味が高まった」という回答をいただ

きました。これからも３年後に迎える東京大会に向けて、市民の皆様

とともに気運醸成に取り組んでまいりたいと考えております。  

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。 

どなたか御覧になりましたか。私はちょっと出られなかったもので。 

○佐々木委員 行きました。 

○森教育長 それでは、佐々木委員、何か。感想などはありますか。 

○佐々木委員 とてもよかったです。 

○森教育長 特に御意見、御質問等はよろしいでしょうか。 

（ 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、他に報告事項お持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

（ 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２９年第１２回東村山市教育委員会定例会
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を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１０時 ３分 休憩 

 

午前１０時２７分 閉会 


