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平成２９年第４回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年４月５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 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 

 なし  

 

報告事項 

①東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

②平成２９年度東村山市立小・中学校教育課程の状況について（指導

室） 

③平成２９年度東村山市立小・中学校教育課程編成上の特色について 

(指導室） 

④平成２９年度市教委定例訪問等の予定について（指導室） 

⑤教職員、児童・生徒・学校の状況について（指導室） 

⑥その他 

午前９時４８分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第４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。 
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それでは、本日の署名委員を當摩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、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 異議なしということでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

それでは、休憩いたします。 

 

午前９時４９分 休憩 

 

午前９時５０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。 

それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきます。 

本日は議案がございませんので、報告事項に移りたいと思います。 

報告事項①、東村山市立小・中学校教職員の異動について、お願い

いたします。 

○青木教育部次長 平成２９年４月５日現在の小・中学校教員の異動の

状況について、御報告いたします。異動者全体の数は、昨年より減少

傾向にございます。現在、確定している転入者は８７名で、３月３０

日の臨時教育委員会の時点と比べて変動はございません。今後、久米

川小学校で１名の教員が採用予定となっております。学級増が確定し

た４月１日時点での配置となり、本日、異動カードを教職員係が東京

都教育庁人事部のほうに受け取りにいっております。明日、本市教育

委員会にて面接を行い、来週の採用予定となっております。指導室と

いたしましても期限付き任用教員を含めた新規採用教員が昨年度と同
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様多くなっておりますので、研修を充実させ、児童・生徒の教科指導

や生活指導はもとより、教員自身の服務事故を起こさせないような教

職員同士のチェック体制を強化するなどの研修を盛り込むなど、指導

や助言をしてまいりたいと思います。さらに、昨年度、産休・育休代

替教員による事故も起こったことから、新規採用教員はもとより、産

休・育休代替等の臨時的任用教員につきましても教育アドバイザーや

指導主事による授業観察等を適時、適切に行い、学校への支援を行っ

てまいりたいと考えております。 

説明は以上になります。 

○森教育長 何か質問ございますか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、次に移りたいと思います。 

報告事項②、平成２９年度東村山市立小・中学校教育課程の状況に

ついて、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項の②から⑤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 お願いいたします。 

○小林統括指導主事 はじめに、報告事項②、平成２９年度東村山市立

小・中学校教育課程の状況についてと報告事項③、平成２９年度東村

山市立小・中学校教育課程編成上の特色について、をまとめて御報告

させていただきます。 

昨年度末に、全校の平成２９年度の教育課程を受理いたしました。

平成２９年度から２学期制の成果を活かした３学期制となります。平

成２８年度と比べまして、各学校とも夏季休業期間における授業の実

施や、振替休業日を伴わない土曜授業の開催等、弾力的に授業日を設

定することを通して、十分な授業時間数を確保してまいります。また、

学力向上に向けた取組につきましては、多くの学校におきまして、本

年度も重点目標として上げております。長期休業期間中における補習

学習の実施、また、朝学習の定期的な位置づけをしているところでご

ざいます。オリンピック・パラリンピックに向けましては、東村山市

体力向上アクティブプランに基づき、自校で作成したアクティブプラ

ンを活用しながらオリンピック・パラリンピック教育を推進してまい

ります。今後、定例訪問等、教育委員の皆様には御支援、御助言いた

だく機会があろうかと思いますので、御参加、御指導をよろしくお願
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いいたします。 

続きまして、報告事項④、平成２９年度市教育委員会定例訪問等の

予定について、でございますが、今年度の定例訪問等につきましては、

予定表のとおりとなっております。先日、委員の皆様には御予定を伺

いまして、日程等、委員の皆様をこのように割り振らせていただきま

した。御都合を付けて、当日、御指導をいただきたいと思います。ま

た、詳しい内容等、時程等につきましては、それぞれの開催時期が近

づきましたら、改めて指導主事から委員の皆様に御連絡申し上げます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、報告事項⑤、教職員、児童・生徒・学校の状況について、御

報告させていただきます。 

平成２９年度における市立小・中学校の研究校等につきましては、

本年度の市の研究奨励校は、２年目となる学校が化成小学校と東萩山

小学校の２校となり、研究発表会を予定しているところでございます。

また、今年度からスタートする１年目の学校が久米川東小学校と東村

山第一中学校の２校となります。そのほかにも東京都教育委員会の研

究指定として、オリンピック・パラリンピック教育推進校をはじめ、

持続可能な社会づくりに向けた教育推進校まで記載されている各学校

が研究を推進してまいります。なお、オリンピック・パラリンピック

教育アワード、パラリンピック競技応援校は平成２９年度、新たな東

京都の事業でございます。ただ、東京都教育委員会でもまだ委員会報

告が終わっておりませんので、実際に決定通知がまだ来ておりません。

４月中には決定通知が来るということですので、改めて確認の上、お

示しをさせていただければと思います。 

次に、平成２９年度における指導方法工夫改善加配校につきまして

は、今年度も小学校全校に東京都教育委員会より加配をいただくこと

ができましたので、全校において、習熟度別学習指導を算数科で実施

してまいります。中学校におきましては、教科によって違いこそあり

ますが、習熟度別学習指導や少人数学習指導、ティームティーチング

の学習形態での授業を展開してまいります。 

次に、平成２９年度における不登校対応加配校につきまして、本年

度は東村山第三中学校と東村山第七中学校に不登校加配の教員が配置

されることとなりました。 

また、平成２９年度における学校マネジメント強化モデル事業につ
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きましては、今年度新たな取組でございます。回田小学校と東村山第

二中学校で実施いたします。本事業は副校長を支援するための人材と

して１校あたり１名の臨時職員を配置し、副校長の業務負担軽減を諮

る東京都教育委員会の事業でございます。 

また、平成２８・２９年度東京都英語教育推進地域事業につきまし

ては、平成２８年度から引き続き、東京都教育委員会の指定を受けま

して、平成３０年度から始まる小学校英語教科化の先行実施ができる

よう、引き続き、教員の指導力向上や授業改善を諮ってまいりたいと

思います。 

最後に、平成２８年度・２９年度東京都理科支援ボランティア活用

モデル事業につきましても、平成２８年度から引き続き、東京都教育

委員会の指定を受けまして、地域人材、保護者、学生などの無償ボラ

ンティアを活用しながら小・中学校の理科授業を充実させてまいりま

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。 

○佐々木委員 小学校の算数では、習熟度別の指導が全校で行われてい

ますが、中学校においては、東村山第二中学校と東村山第四中学校で

は行われていないのはなぜでしょうか。 

○小林統括指導主事 習熟度別学習指導は、クラスを習熟度別に、例え

ば２年生を、５クラスありましたら、６つ、７つに分けてということ

で、時間割り編成と講師の配置等も兼ねあってまいりまして、数学に

おきましては、東村山第四中学校では、数学ではなく外国語のほうで

習熟度別指導を行ってまいる予定でございます。英語の授業の週５時

間程度のコマ数と数学の授業のコマ数を学年で調整するのは難しいと

いう実際的な実態もございます。また、東村山第一中学校と東村山第

四中学校につきましては、外国語を重点的に習熟度別指導で実施して

いくという学校の方針もございます。東村山第二中学校におきまして

は、学級数も多いということもありまして、ティームティーチング、

こちらは学級を解体することなく、二人の教員で指導を行うという意

味合いからも、理科で重点的に教員をあてながらティームティーチン

グで学力向上を目指すという学校の方針ということでございます。 

  以上でございます。 
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○青木教育部次長 補足してもよろしいですか。 

  東村山第六中学校につきましては、数学の少人数指導と合わせて保

健体育のティームティーチングも行っているところでございます。東

村山第二中学校は、学校規模が大きく、教室の関係で少人数に分ける

ことが物理的に難しいということですが、校長の方針として、何とか

充実させたいということでティームティーチングを行っているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○佐々木委員 はい、しようがないのですね。 

○森教育長 ティームティーチングは今後なくしていくという都教育委

員会の方針がありますよね。それに関してはどうなのですかね。 

○小林統括指導主事 この平成２９年度につきましても、東京都とやり

とりをさせていただく中では、ティームティーチング等については、

減らしていくというようなお話ではあったのですが、希望として改め

てあげさせていただきまして、２９年度においてもティームティーチ

ングは配置するということで決定をいただきました。 

○森教育長 では、要望すれば、実情、都教育委員会は考慮してくれる

という理解でよろしいのですかね。 

○小林統括指導主事 ３０年度に向けては何とも言えないところはござ

いますが。 

○森教育長 そのあたりは確認しておいていただけますか。実態が実態

ですので。よろしくお願いいたします。 

それから、もう一点ですが、教育課程の受理をしていただいたとこ

ろですけれども、２学期制から３学期制に変わったことによって、各

学校で苦慮したこととか、そういった情報はございましたでしょうか。 

○小林統括指導主事 教育課程を編成する上につきましては、特にこれ

まで２学期制でしたので、通知表等を作成する上で、前期ですと１０

月前後の時期に先生方が評価で慌ただしいということで、運動会、学

校行事等の実施時期が少し変更されております。これまでは、９月中

旬ですとか、あるいは前期の境を超えて１０月の後半に運動会を実施

していた時期を、検討されたというお話は伺っていますが、特にそれ

について不都合はないということでございました。ただ、地域とのか

かわりで土曜日の授業も多く実施していただくものですから、土曜子
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ども講座ですとか地域行事等の兼ね合いにつきましては、地域の方、

保護者の方と共通理解を図りながら教育課程を編成したというお話は

伺っておりますが、特に大きな課題としてということは伺っておりま

せん。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○小関委員 ２点、質問があるのですけれども、１点目は、大岱小学校、

八坂小学校、秋津東小学校、そして東村山第五中学校においては、関

係機関と連携した総合的な不登校児童・生徒の支援モデル事業とあり

ます。これは都の指定でしょうか、それとも国でしょうか、というこ

とと、簡単な内容をお知らせいただきたいということが１点です。 

  ２点目は、秋津小学校と南台小学校でモジュール学習とあります。

弾力的に各学校が独自に取り組むというのは、とても良いと思うので

すが、モジュールについては、やり方を十分に注意していかなければ

いけない部分もあるかと思います。そのあたりの点検といいますか、

チェックといいますか、具体的にどのようになっているのか、その２

点です。 

○大西子ども・教育支援課長 では、私のほうから１点目の関係機関と

連携した総合的な不登校児童・生徒支援モデル事業について、少し御

説明をさせていただきます。 

こちらは平成２８年度９月から実施した事業でございます。東京都

の指定を受けて、市内の小学校３校と中学校１校で実施しております。

具体的な内容といたしましては、訪問支援員の派遣を行っております。

今申し上げました４校に訪問支援員を派遣いたしまして、朝、不登校

傾向にあるお子さんを家庭まで、また通学路の途中まで迎えに出て、

学校まで導いていく。また、学校の中で不安感が高いお子さんについ

ては、別室で心が落ち着くまで対応を図るというような事業であり、

不登校の未然防止という位置づけで活動しているところです。また、

平成２９年度につきましてもこの４校については、訪問支援員を４月

当初から派遣いたしまして、同じような不登校の未然防止に大いに活

用してまいりたいと考えている事業です。 

  以上です。 

○森教育長 その件について、よろしいですか。 

○小関委員 ２８、２９年度ということは、２９、３０年度ではないと

いうことですね。一応、２９年度でということですか。 
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○大西子ども・教育支援課長 実際、この事業そのものは単年の事業に

なっております。ただ、たまたま２８年度については、年度当初では

なく、東京都のほうからぜひ東村山にもこれを入れてくださいという

ような働きかけをいただいて、年度途中から新たに活用させていただ

いた事業です。単年ごとなので、３０年度については、まだ確定はご

ざいません。 

○森教育長 では、２点目について、お願いします。 

○小林統括指導主事 秋津小学校と南台小学校のモジュールの授業につ

きましては、まず、前提といたしまして、秋津小学校は算数で週１回、

朝１５分間、南台小学校は同じく週１回、国語で取り組みます。それ

ぞれ算数と国語の標準授業時数は確保した上で、プラスアルファの実

施ということでモジュールの計画を立てております。秋津小学校にお

いては、算数でございますので、モジュール学習における年間指導計

画、評価計画の事前の提出を求めて確認をしております。また、南台

小学校は毎週水曜日の朝の１５分間と、その後、１時間目を国語の授

業で、いわゆる６０分授業というような形での計画を立てております。

また、南台小学校のモジュール授業につきましても事前に指導計画と

評価計画を提出していただいています。もちろん、提出後、実態とし

てどのような成果が上がったかという報告も市教育委員会に提出する

よう求め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。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、他に報告事項をお持ちの方、いらっしゃいますか。 

（ 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４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１０時１０分 閉会 


