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平成２９年第５回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年５月２日（火）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 

 議案第１６号 東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者

の委嘱 

 議案第１７号 平成３０年度使用東村山市立小学校「特別の教

科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図

書の採択要綱 

 議案第１８号 平成３０年度使用東村山市立小学校「特別の教

科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図

書の調査・研究に係る諮問 

 議案第１９号 東村山市立図書館協議会委員の委嘱 

 議案第２０号 東村山市立公民館運営審議会委員の委嘱 

 議案第２１号 東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱 

 

報告事項 

①平成２９年度部の運営方針と年間計画について（教育部） 

②平成２９年度児童・生徒数及び学級数について（学務課） 
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③教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

④平成２９年度特別支援学級等 児童・生徒数について 

 （子ども・教育支援課） 

⑤「輝け！東村山っ子育成塾」の申込み状況について（社会教育課） 

⑥第２６回「文化のつどい」について（社会教育課） 

⑦市民スポーツセンター内トレーニング室等のリニューアルについて 

 （市民スポーツ課） 

⑧市民スポーツセンターのスポーツ医科学室に従事する非常勤職員の

任命（市民スポーツ課） 

⑨スポーツ科学委員会委員の委嘱について（市民スポーツ課） 

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５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、よろしくお願いい

たします。 

それでは、休憩いたします。 

 

午前１０時３５分 休憩 

 

午前１０時３７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。本定例会につきまし

ては、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
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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。 

議案第１６号、東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱について、お願いし

ます。 

○清水教育総務課長 議案第１６号、東村山市教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱。

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年５月２日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市教育委員会

の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する有

識者の委嘱。東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価実施要綱（平成２０年東村山市教育委員会訓令

第４号）第４条の規定により、点検及び評価に関する有識者を別紙の

とおり委嘱することに議決を得たい。説明、東村山市教育委員会の権

限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するにあ

たり、点検及び評価に関する有識者を委嘱するため、本案を提出する

ものであります。 

では、補足説明させていただきます。本件につきましては、ただい

ま申し上げたとおり東村山市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価実施要綱第４条に規定されておりまして、

こちらでは「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、

委員会に点検及び評価に関する有識者を置く」となっております。有

識者につきましては、現在２名の方に委嘱させていただいております。

平成２９年６月で髙山氏の任期が満了することから、再任についてお

諮りするものでございます。任期につきましては、平成２９年６月１

１日から平成３１年６月１０日までの２年間となっております。 

髙山博之氏につきましては、京都教育大学名誉教授でございます。

以前も総合計画審議会会長や生涯学習協議会委員長を歴任されるなど、

幅広い分野で市政に御尽力いただいております。 

点検、評価につきましては、平成２１年６月より現在まで４期にわ

たり御助言をいただいているところでございます。このように学校で

の教職経験もあり、行政の計画策定などの経験も豊富であり、当市と

のかかわりも大変深くございます。その知見を十二分に発揮していた

だきたいと考え、髙山氏の再任をお願いしたいと考えております。 
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よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上です。 

○森教育長 説明が終わりました。何かこの件に関しまして、御意見、

御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に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。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 全員賛成ということで、議案第１６号につきましては原案

どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１７号、平成３０年度使用東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択要

綱について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第１７号、平成３０年度使用東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択要

綱。上記の議案を東村山市教育委員会へ提出する。平成２９年５月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平成３０年度使

用東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級

教科用図書の採択要綱。平成３０年度の東村山市立小学校「特別の教

科道徳」及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書の採択要

綱について議決を得たい。説明、平成３０年度に東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級で使用する教科用図

書を採択するための採択要綱設置のため、本案を提出するものである。  

補足説明をさせていただきます。この採択要綱は、平成３０年度に

東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び東村山市立小・中学校特別

支援学級で使用する教科用図書を採択していただくための要綱でござ

います。小・中学校で使用します教科書につきましては、学校教育法

第３４条で文部科学大臣の検定を得た教科用図書、または文部科学省

が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないと規定し

ております。 

小学校では、平成３０年度から「特別の教科道徳」が施行されるこ

ととなるに当たって、小学校で使用する「特別の教科道徳」の教科用

図書の採択をいたします。特別支援学校と特別支援学級におきまして

は、毎年採択される学校教育法の附則第９条に規定する教科用図書以



５ 

外の教科用図書を使用することができるとなっております。このこと

を受けまして、通常の学級における子供たちや東村山市の子供たちに

あった「特別の教科道徳」の教科書を採択するとともに特別支援学級

においては、障害の種類や程度、能力、特性等を考慮した一人一人の

子供たちに適した教科書を採択することとなっております。 

ここで、採択までの流れを簡単に御説明させていただきます。 

まず、教育委員会の諮問をもとに教科書選定運営委員会が各学校の

代表からなる「特別の教科道徳」の教科書調査委員会及び小・中学校

特別支援学級設置校の教員からなる小・中学校特別支援学級用教科書

調査委員会に調査研究を依頼いたします。これを受け、小学校「特別

の教科道徳」教科書調査委員会では、子供たちの実態や東村山市の指

導方針等に鑑み、また、小・中学校特別支援学級用教科書調査委員会

では、来年度在籍予定の児童・生徒一人一人について、その障害の種

別や程度、能力、特性を考慮して選定された教科用図書を調査研究し、

各学級で使用したいと考えている教科用図書について協議を行い、調

査研究報告書を作成いたします。 

その調査研究報告書を教科書選定運営委員長１名、小学校「特別の

教科道徳」教科書調査委員長１名、小・中学校特別支援学級用教科書

調査委員長１名、保護者２名、有識者２名で構成されます教科書選定

運営委員会で審議し、答申を教育委員会にいただき採択を行うという

流れでございます。 

なお、お手元に配付させていただきました平成３０年度使用東村山

市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科書図

書採択に関する日程・会場・構成等についてを参考にしていただけま

したらと存じます。 

よろしく御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問がございましたらお

願いいたします。 

では、私のほうからよろしいでしょうか。「特別の教科道徳」の教

科書採択要綱なのですが、初めて道徳について採択をすることになる

わけですけども、今までの教科書、普通の教科の採択要綱と特に違っ

たところというのはありますか。 

○青木教育部次長 小学校の「特別の教科道徳」という文言が加わった
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だけで、大きな内容について変更はございません。 

○森教育長 そうですか。もう一点質問しますが、「特別の教科道徳」

の教科書調査委員会と、それから、特別支援学級用教科書調査委員会

は並行して同じ日付で行うという理解でよろしいですか。 

○小林統括指導主事 第１回目の教科書調査委員会におきましては、本

市教育委員会で、この後採択をいただきます。こちらの採択要綱につ

いての御説明をさせていただきますので、第１回目につきましては、

同じ日で行います。それ以降につきましては、それぞれの委員会の先

生方の日程を調整して、調査研究報告書を作成していただき、選定運

営委員会に出していただくという流れになっております。 

○森教育長 わかりました。 

他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 「特別の教科道徳」ということですが、「特別の教科」と

つくのはどういう意図があるのでしょうか。 

○青木教育部次長 これまでは道徳は教科ではなく、特別活動・道徳、

総合的な学習の時間というのは、領域という内容の学習内容でござい

ました。今回は学習指導要領が改正されまして、道徳が教科化され、

「特別の教科道徳」という名称になりました。教科化されたというの

がこれまでと大きく違うところでございます。 

○吉村委員 その説明はわかるのですけども、それは説明であって、道

徳だけじゃだめなのですか。例えば、特別の教科体育とか、特別の教

科国語とかは使わないじゃないですか。何を意図しているのか私には

わからないです。 

○森教育長 文部科学省からは何か来ていないですか。 

○青木教育部次長 国が「特別の教科道徳」という名称に変更したわけ

ですが、これまでも全ての教科を通して道徳教育を進めていましたが、

教科としては制度化されていませんでした。教科とそうでないものと

どう違ってくるかというと、「特別の教科道徳」は、国が指定する教

科書ができるということ、評価をしていくということも大きく異なっ

てくる点であるかと認識しております。 

○森教育長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

他にいかがでしょうか。 

○佐々木委員 これまで、教科化されていないときも、教科書というか

本も一応配付されていたのですが、割と先生方によっては、個別に資



７ 

料を持ってきてくださっていて、子供たちに指導いただいていたこと

もあったのですけど、教科となると教科書をもとに指導し、それに付

随して何か必要なときだけ先生たちが資料を用意して指導するという

形になるのですか。 

○青木教育部次長 御指摘のとおりで、これまでは副読本として、読み

物資料が各子供たちに配付されていたところでございます。それぞれ

の指導者によって、読み物資料を活用したり、あるいは、自作の資料

を活用したり、そのようなことで授業を展開していました。来年度か

らはその教科書に基づいて指導するということになります。 

○森教育長 よろしいですか。 

○佐々木委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようでございますので、御意見がなければ採決を

とりたいと思います。賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１７号につきましては原

案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１８号、平成３０年度使用東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・

研究に係る諮問について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第１８号、平成３０年度使用東村山市立小学校

「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の調査・

研究に係る諮問。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成

２９年５月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。平

成３０年度使用東村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校

特別支援学級教科用図書の調査・研究に係る諮問。平成３０年度の東

村山市立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級で使

用する教科用図書を選定するため、教科書選定運営委員会に諮問する

ことに議決を得たい。説明、教科書選定運営委員会の調査項目等を明

確にし、その答申を得るため、本案を提出するものである。 

この諮問文につきましては、東村山市立小学校「特別の教科道徳」

及び東村山市立小・中学校特別支援学級の教科用図書について、教科

書選定運営委員会に諮問をするというものでございます。諮問文の内
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容を確認させていただくため、諮問文を読み上げさせていただきます。  

諮問文。次の事項について諮問します。平成３０年度使用東村山市

立小学校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書

の調査・研究について。平成２９年５月２日。東村山市教育委員会。

１、諮問理由。小・中学校で使用する教科用図書（以下、「教科書」

という）は、学習指導要領に示されている目標を達成するため、子供

たちにとって自ら学び考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本

的な内容の確実な定着を推進する最も基本的な教材として位置付けら

れています。 

また、特別支援学級で使用する教科書については、学校教育法附則

第９条により、毎年度異なる一般図書を採択することができますが、

何よりも子供たち一人一人の実態に合った教材が求められます。 

つきましては、東村山市立小学校及び小・中学校特別支援学級の児

童・生徒が平成３０年度使用するのに最も適した教科書を教育委員会

が採択するにあたり、教科書選定運営委員会に対して、次のとおり調

査・研究するよう諮問します。 

２、諮問内容。（１）小学校「特別の教科道徳」の教科書の調査・

研究にあたっては、見本本が届いているすべての教科書について調

査・研究すること。 

（２）小学校「特別の教科道徳」の教科書の調査・研究にあたって

は、学習指導要領の目標等を踏まえ、次の各調査項目の視点で、各教

科書の違いが明瞭になるように調査・研究すること。 

①内容、②構成・分量、③表現・表記、④使用上の便宜、⑤学習指

導要領の目標を達成するための工夫、⑥教科書編集上の特筆すべき事

項、⑦その他、教科の特性に基づき、特に調査・研究を要する事項。 

（３）小・中学校特別支援学級用の教科書の調査・研究にあたって

は、学習指導要領の目標等を踏まえ、障害種別の児童・生徒の実情等

を考慮し、文部科学省著作教科書及び学校教育法附則第９条による教

科書について、次の各調査項目の視点で調査・研究すること。 

①内容、②構成・分量、③表現・表記、④使用上の便宜、⑤学習指

導要領の目標を達成するための工夫、⑥教科書編集上の特筆すべき事

項、⑦その他、教科の特性及び障害の種別、程度に基づき、特に調

査・研究を要する事項。 

（４）各教科書の特に優れている点、児童・生徒の実情等を考慮し
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た点等について調査・研究すること。 

（５）その他、教科書採択に当たって必要と思われる事項について

調査・研究すること。 

（６）調査・研究した以上の事項についてまとめ、「調査・研究資

料」を作成すること。 

なお、教科書採択の在り方については、文部科学省や東京都教育委

員会からも開かれた採択を行うことが強く求められています。 

また、教科書採択にあたっては、現在、多くの市民が強い関心を示

すとともに、その動向に注目しております。 

このような背景を踏まえ、各委員は委員としての自覚をもち、自ら

の責任において、適正かつ公正に教科書の調査・研究を行うとともに、

教育委員会が教科書の採択に当たって、参考になるような「調査・研

究資料」の作成をお願いいたします。 

このような諮問をもとに、平成３０年度に使用する東村山市立小学

校「特別の教科道徳」及び小・中学校特別支援学級教科用図書の採択

を行ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。よろしく御審議いただきまして、御可決賜りま

すようお願いいたします。 

○森教育長 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。 

（ なし ） 

○森教育長 特に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。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 全員賛成ということで、議案第１８号については原案どお

り可決いたしました。 

それでは、続きまして、議案第１９号、東村山市立図書館協議会委

員の委嘱について、お願いいたします。 

○新倉図書館長 議案第１９号、東村山市立図書館協議会委員の委嘱。

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年５月２日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立図書館協

議会委員の委嘱。東村山市立図書館協議会設置条例（昭和４９年東村

山市条例第１９号）第３条の規定により、別紙のとおり委嘱すること
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に議決を得たい。説明、委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推

薦された候補者に委嘱するため、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。第２１期の委員の任期につきまし

ては、平成２７年８月１日から平成２９年７月３１日までとなってお

りますが、今年度の学校教育関係者枠につきましては、中学校校長会

より新たに御推薦いただいております。 

昨年度は校長会、副校長会より１名ずつ御推薦いただきましたが、

校長先生、副校長先生とも小学校からの選出であり、昨年度の図書館

協議会の協議の中で、ぜひ中学校からも御推薦いただきたいとの意見

がございました。そのため御相談させていただいたところ、中学校か

らは東村山第五中学校の高野和美校長先生を御推薦いただきました。 

なお、小学校からの推薦につきましては、昨年度から引き続き、青

葉小学校の杉山直道校長先生を御推薦いただいております。 

学校での読書活動につきましては、各校の状況に応じた授業での取

り組みが行われ、学校図書館の活動についても、学校図書館専任司書

や保護者との連携による本に出合うためのさまざまな工夫がなされて

おります。 

図書館協議会におきましては、図書館からの学校支援を含め、子供

の読書推進についても御協議いただくことになりますが、実情に即し

た御意見をいただけるものと考えております。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 図書館長からの説明が終わりました。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。充て職みたいなものですからね。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、特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。 

（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１９号につ

きましては原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２０号、東村山市立公民館運営審議会委員の委

嘱について、お願いいたします。 

○服部公民館長 議案第２０号、東村山市立公民館運営審議会委員の委
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嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年５月２

日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市立公民

館運営審議会委員の委嘱。東村山市立公民館運営審議会条例（昭和５

５年東村山市条例第３号）第３条の規定により、別紙のとおり委嘱す

ることに議決を得たい。説明、委員の退任による欠員補充に伴い、新

たに推薦された候補者に委嘱するため、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。新任委員の任期は、平成２９年５

月２日から平成３０年１０月３１日までの１年６カ月間でございます。  

公民館運営審議会は、東村山市立公民館運営審議会条例第３条の規

定により、学校教育関係者２人以内、社会教育関係者４人以内、家庭

教育の向上に資する活動を行う者２人以内、学識経験者４人以内の１

２人以内をもって組織するとされており、現在、第１９期では１０人

の委員で組織されているところでございます。 

新任候補、学校教育関係者についてでございます。小学校校長会か

らの御推薦により南台小学校校長、栗原康裕先生にお願いするもので

ございます。また、中学校校長会からの御推薦により東村山第二中学

校校長、渡邉宏一先生にお願いするものでございます。 

よろしく御審議の上、御可決賜りたくお願いを申し上げます。 

○森教育長 公民館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、御質問ございましたらお願いいたします。 

これも先ほどと同じ学校教育関係者ですので、充て職ということで

特によろしいかなと思いますが、よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、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。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２０号につきましては原

案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第２１号、東村山ふるさと歴史館協議会委員の委

嘱について、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第２１号、東村山ふるさと歴史館協議会

委員の委嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９

年５月２日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山
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ふるさと歴史館協議会委員の委嘱。東村山ふるさと歴史館協議会条例

（平成８年東村山市条例第８号）第３条の規定により、東村山ふるさ

と歴史館協議会委員を別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。説

明、委員の退任による欠員補充に伴い、新たに推薦された候補者に委

嘱するため、本案を提出するものであります。 

議案第２１号につきまして、補足説明いたします。東村山ふるさと

歴史館協議会の委員の構成は１０名以内でございます。第１１期東村

山ふるさと歴史館協議会委員の学校教育関係者枠の退任によりまして、

新たに学校校長会より推薦いただきましたのは、南台小学校の栗原康

裕校長先生でございます。栗原校長先生につきましては、学校教育や

生涯学習の場として御経験を踏まえた上で、当市の学校における教育

の在り方など新たな視点で御意見いただけるものと考えております。

任期は平成２９年５月２日から平成３０年３月３１日まででございま

す。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○森教育長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。御意見、御

質問がございましたらお願いいたします。 

○當摩委員 先ほどの公民館運営審議会の委員のところで申し上げさせ

ていただこうか、どうしようかと思ったのですが、実は学校関係者の

方というのは、一応、充て職というのでしょうか、そこから選んでい

ただくのですけども、昨年もこのようなことがあったと思うのですが、

二つの委員を兼ねていただくということの中で、今年新たに御着任く

ださった校長先生であられるので、御負担は大丈夫なのでしょうか。

もちろんやっていただけるということはありがたいのですけども、そ

のあたりのことについて、今後、どのように校長会を含めて考えてい

くのか。実際にこうしてお加わりいただいた以上、その中で委員の皆

様といろいろな意見を交換して有意義に過ごしていただけることが一

番で、本当に様々な知見がおありになる方々ですので、御負担度とか

いうことも、今後考えていかないといけないのかなと思うのです。こ

れはこれで、御本人がきちんと大丈夫だよって言ってくださっている

と思いますが、今後の課題かなと思っていますので、申し上げておき

たいと思います。 

○森教育長 わかりました。ふるさと歴史館長のほうは、学校のほうか



１３ 

ら、あるいは校長先生のほうから直接何かその辺のところは伺ってい

ますか。 

○栗原ふるさと歴史館長 御本人ではなくて学校校長会から連絡をいた

だいてございます。 

○森教育長 他の委員と重なっていませんかということの確認はなさら

なかったわけですか。 

○栗原ふるさと歴史館長 私どもとしては、実際、校長会で御推薦とい

うことでお話があり、今回の件は後からわかったものですから。 

○森教育長 わかりました。公民館長のほうも同じですか。 

○服部公民館長 私どもにつきましては、４月の校長会で両校長先生が、

公民館運営審議会の委員を受けていただくというお話をいただきまし

て、所管のほうから就任の依頼の文を差し上げまして、それに対しま

して御同意を頂戴している、そのような状況でございます。 

○森教育長 そうですか。一応、手順は踏んでいらっしゃるということ

のようですけども、今、當摩委員からございましたように、一人の方

に偏ってしまって負担が大きくなってもいけませんので、来年以降、

依頼する場合は、図書館も関係する場合があるかもしれませんけど、

役割分担が重ならないようにということで、校長会のほうに御依頼を

していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

よろしいですか。他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 この件、大事なので、教育長からも指導されたらいいので

はないでしょうか。 

○教育長 校長会でですか。それを話すとしたら。 

○吉村委員 できるだけばらけるようにしてくださいね、ぐらいの話を

していただければと思います。 

○森教育長 それはできますので、話はしておきたいと思います。 

では、よろしいでしょうか。 

○吉村委員 はい。 

○森教育長 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。 

（賛成者挙手） 

○森教育長 一応、全員が賛成ということでございますので、議案第２

１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。 
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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２９年度部の運営方針と年間計画について、お願

いいたします。 

○野崎教育部長 それでは、平成２９年度の教育部の運営方針とその後、

各所管から課の運営方針、あるいは重点事業等御報告申し上げます。 

まず、部の運営方針といたしましては、教育委員会の基本方針、あ

るいは、これに基づいた九つの取組、教育の施策の大綱に示された施

策の方向性や主要施策に基づきまして、着実に事業を進めてまいりた

いと考えております。 

それを踏まえまして、教育行政の事業運営にあたっては、教育委員

会標語である「共創と連環」に基づき、創意工夫や改善を行い関係諸

機関と連携を更に深め、組織力の向上を図り、市民・子供たちからよ

り信頼されるものとなるよう部として取り組むべき課題を設定させて

いただきました。 

課題については御覧のとおりでございます。先ほどの総合教育会議

での御指摘もありましたけれども、教育部だけでは解決できない問題

というのがたくさんございますので、庁内、あるいは地域、家庭との

連携を念頭に部として着実に事業を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

それとあわせまして、それを出すためには我々、教育部の職員が元

気で生き生きと仕事をするということが前提になろうかと思いますの

で、今、ここにいる管理職を中心に部の職員についても、風通しのい

い組織づくりに心がけて取り組んでまいりたいと思います。今年度も

御指導のほど、よろしくお願いいたします。 

○森教育長 それでは、教育総務課から順次、課の説明を行政順にして

いただくことになりますけども、時間に限りがありますので、ポイン

トを絞って簡潔に御説明いただきたいと思います。 

○清水教育総務課長 では、教育総務課の運営方針を説明させていただ

きます。 

教育部の運営方針３にございました、児童・生徒の安全安心の確保

及び環境整備のことについてございましたことから、他の運営方針に

つきましても、児童・生徒への安全安心な学校づくりが最重要課題と

考えております。 

平成２９年度では、重点事業の①、小学校特別教室空調設備設置工
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事を実施してまいります。こちらは、理科室や図工室、家庭科室、音

楽教室などを対象として空調を設置してまいります。昨年度は中学校

を対象に行いましたけど、本年度は同様のものを小学校版として行っ

てまいります。こちらは２カ年計画になっております。２９年度、３

０年度で１５校を設置する予定でございます。今年度の対象は、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校を予定しております。 

工事のスケジュールでございますが、予定では５月２４日に入札を

行い、夏休みを中心に足場などの工事を行い、１２月までに完了する

予定としております。 

このほか大きな工事としましては、北山小学校、野火止小学校で、

プールサイドの工事を予定しております。これらの工事に関しては、

児童・生徒の安全確保を最重点におきながら、学校と連携、協議を進

めてまいりたいと考えております。 

②につきましては、小規模な修繕などについても環境整備係という

係が担当しておりますが、そこと大規模改修の施設係との連携を図り

ながら対応し、職員自身も安全を意識してもらいながら仕事を進めて

いきたいということでございます。 

③につきましては、事務の連携を図って、漏れがないように進め、

教育委員会のスムーズな運営に努めていきたいということでございま

す。 

④につきましては、学校事務の嘱託でございます。学校事務を担う

市事務職員につきましては、予算執行など学校運営をしていく上でも

欠かせないポジションでございますが、今後、市事務職員となってい

く再任用職員の絶対数が少なくなっていくことを予測しまして、嘱託

員を配属していくものでございますが、そういった嘱託職員につきま

しては、学校事務も行政経験もございませんので、それらの職員に対

してはしっかりと研修を行い、学校事務に支障がないように支えてい

くことと考えております。 

最後、新財務会計システムへの対応でございます。財務会計システ

ムが今年度、新しくなりました。システムが変更されますとどんな場

合でも混乱が起きることを予測しております。先ほど申し上げました

学校事務や契約事務が滞らないようベテランの市事務職員も含めまし

て、丁寧に支援をしていきたいと考えております。そして、この１年
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の経験をもとに来年度以降の事務に生かせるようマニュアル作成など

を行っていきたいと考えております。 

教育総務課からは以上でございます。 

○森教育長 次、学務課長、お願いいたします。 

○森脇学務課長 続きまして、平成２９年度の学務課の運営方針を説明

させていただきます。学務課運営につきましては、三つの運営方針を

掲げ、６項目の重点事業を定めて、事業運営に努めてまいります。 

運営方針でございますが、１にあります学籍・就学援助制度事業の

充実。そして、２でお示ししております児童・生徒の安全安心の確保、

３にあります市民・関係機関等との連携の推進を柱に学務課の事業を

展開してまいりたいと考えております。 

次に、平成２９年度の重点事業でございますが、学務課の運営方針

に基づき以下、６項目ほど挙げておりますので、簡潔に御説明させて

いただきます。 

１にお示ししております３５人編制学級への対応については、今後

の国の動向を踏まえつつ、児童・生徒一人一人に応じたきめ細かな指

導の確立のため、学級編成における整備、充実を関係機関とも連携し

ながら推進してまいります。 

続きまして、２の通学区域の調整でございますが、平成２３年度よ

り学区の調整区域を設け実施しておりますが、昨年度に引き続きこれ

までの状況等を把握しながら、今後の児童・生徒数の推移等を踏まえ

て、今後を見据えた方向性を検討してまいります。 

３に挙げております就学援助制度の充実でございますが、就学援助

制度の周知徹底をより一層図りながら援助が必要な児童・生徒の保護

者に対して適切に援助ができるよう努めてまいります。今年度は、就

学援助の対象者に入学準備金の増額や前倒し支給について、実施に向

けて検討してまいります。 

次に、児童・生徒の安全、防犯について、４にお示ししております

通学路防犯カメラ設置事業では、市立小学校に通学する児童の安全や

防犯のため、小学校通学路上に防犯カメラを設置いたします。平成２

９年度は、４校各３台、合計１２台の設置を行います。平成３０年度、

来年度までには、小学校全校の通学路上に設置をしていく予定でござ

います。 

次の５の通学路の安全対策事業につきましては、日々周辺の道路や



１７ 

交通環境の変化がありますことから、引き続き児童の安全や防犯のた

め安全対策が必要な箇所については、柔軟な対応がとれるよう対応し

てまいります。 

最後になりますが、昨年度より取り組んでおります６の地域活性化

包括連携事業では、昨年、学校給食の献立をイトーヨーカ堂と連携し、

展示をしてまいりましたが、今年も毎月、学校給食を展示させていた

だき、児童・生徒の保護者だけでなく、地域にも給食の良さをアピー

ルしてまいります。 

ここには明記はしておりませんが、今年度は地域企業でありますポ

ールスタアと連携をいたしまして、黒焼きそばのソースを無料で提供

していただき、小・中学校で黒焼きそばの日を設定させていただいて、

全校に黒焼きそばを提供してまいりたいと考えております。このこと

は地域貢献にもつながって、さらなる地域活性化の推進につながるも

のと考えております。 

学務課からは以上でございます。 

○森教育長 次に指導室、お願いします。 

○青木教育部次長 平成２９年度指導室運営方針について説明させてい

ただきます。 

運営方針につきましては、本市教育委員会の教育目標を達成するた

め、基本方針に基づき各事業を展開いたします。また、児童・生徒、

保護者及び地域社会の信頼を得た教育活動が展開できますよう指導・

助言、支援を行います。 

重点事業につきましては、大きく三つ挙げております。特に本年度

の重点や変更点、新しい取組などについて説明いたします。 

１点目は学校経営の活性化でございます。六つの項目を挙げており

ます。その一つは各学校が校長のリーダーシップのもと、特色ある学

校教育が推進できるよう支援します。特に今年度からは３学期制に変

更いたしますので、各学校が円滑な移行を進められるように支援して

まいります。 

（２）として、全ての教職員に対して、服務の厳正を徹底し、特に

体罰を初めとする服務事故を起こさない取組を進めます。 

（５）として、学校事務の共同実施、学校マネジメント強化モデル

事業など、東京都の補助金事業を活用し、校務分掌の見直しや校務改

善に取り組んでまいります。 
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（６）として、市内小学校２校に地域とともにある、特色ある学校

を目指したコミュニティスクールの導入を検討してまいります。 

２点目は学習指導要領に基づく「生きる力」を育む教育活動の推進

です。八つの項目を挙げております。まず、一つ目は、本市が昨年度

末に作成した東村山市版算数・数学ドリル、昨年度から作成している

国語ドリルの活用などを通して、児童・生徒の学力向上を図ります。 

（２）として、本年度から各学校が長期休業日や土曜日を活用した

十日程度の授業日を設定しています。それを活用して、授業時数を確

保するとともに指導の充実を目指します。 

（４）として、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催

に向けて、各学校で取り組んでいる取組を通して、児童一人一人の体

力向上、国際理解、障害者理解等を推進いたします。 

（５）として、危機予測、回避能力等を身につけさせるための安全

教育、防災教育を推進します。本年度の生徒会サミットでは、防災教

育に視点を当てた取り組みを実施するとともに、夏の本市全教員対象

の悉皆研修も防災教育をテーマとした講演会にするなど、教員にも児

童・生徒にも防災教育の充実を推進したいと考えております。 

（７）として、本市は昨年度から英語教育推進地域として東京都の

指定を受けており、その取組として外国人を講師とする放課後子ども

英語教室と小学校教員研修、さらにタブレット等ＩＣＴを活用した授

業改善に取り組みます。 

３点目は、児童・生徒の健全育成の推進です。四つの項目を挙げて

おります。 

一つ目は、本市にとって大事な取組であります、「東村山市いのち

とこころの教育週間」における取組の充実です。道徳教育、人権教育

の充実を通して、児童・生徒の豊かな心を育成します。 

（２）として、本市の課題の一つである不登校児童・生徒について、

学校はもとより、子ども・教育支援課、子ども家庭支援センター等関

係所管と連携するとともに昨年度指導室で作成した「東村山市不登校

未然防止・早期発見・早期対応マニュアル」の周知を図り、活用を促

すことなどを通して、不登校児童・生徒の減少に取り組みます。 

これらの指導室事業を展開するに当たり、四つのことに取り組みま

す。５Ｗ１Ｈを念頭に置き、マネジメントサイクルを活用した事業展

開。指導室の三つの係における課題把握と進行管理。報告、連絡、相
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談はもちろんのこと、日常的なコミュニケーションを活性化させ、事

務の効率化を図ること。係長会や指導室会を定期的に行い、組織とし

ての協力体制を築くこと。 

以上でございます。 

○森教育長 それでは、次に子ども・教育支援課長、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課の平成２９年度運営

方針及び重点事業について御説明いたします。 

部運営方針にあるとおり特別支援教育への対応、あわせて児童・生

徒の健全育成に向けて取り組みを進めてまいります。また、子ども・

教育支援課はさまざまな職種の職員が所属しておりますが、効率的・

効果的に事業を遂行するため、個々の資質の向上を図るとともに互い

に連携、協力し合いながら組織機能も高めてまいりたいと考えており

ます。 

では、重点事業について御説明いたします。 

平成２９年度子ども・教育支援課は３本の柱を重点事業として各事

業に取り組んでまいります。一つ目の柱、特別支援教育の推進では、

平成２９年３月に策定いたしました「東村山市特別支援教育推進計画

第四次実施計画」を各校において着実に実行するため、小・中学校全

ての教員への周知及び理解啓発を進めてまいります。 

また、平成２９年度より全ての小学校に開設いたしました特別支援

教室「けやき教室」において、特別な教育的ニーズのある児童・生徒

への指導及び支援の充実を図るために各校での入級判定や指導内容に

ついて差を生じさせないなど、安定的な運営に向けて小学校への支援

を行います。さらに中学校特別支援教室の開設に向けた研究及び検討

も進めてまいります。 

二つ目の柱、０歳から１８歳までの切れ目のない相談・支援の推進

では、昨年度スタートいたしました子ども相談室について、その相談

機能の充実を図ってまいります。子供や保護者の方だけでなく、関係

機関の方からの相談にも対応し、切れ目のない体制になったことのよ

さを十分発揮できるよう努めてまいります。 

あわせて、就学相談機能につきましても、就学相談ガイダンスの内

容の見直しを図るとともに子ども相談室と連携し、お子さんのこれま

での育ちを大切にした、その子の能力を最大限に伸長させることがで

きるよう丁寧な相談を実施してまいります。 
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三つ目の柱、不登校対策の推進では、今年度より嘱託職員となりま

したスクールソーシャルワーカーを活用し、学校より提出されており

ます不登校等児童・生徒個人支援票に基づき、個々に応じた支援を学

校や関係機関と連携して進めてまいります。 

また、東京都のモデル事業などを活用し、多様な施策も展開してい

きたいと考えております。 

子どもたちが将来に希望を持ち、心豊かに成長することができるよ

うに子ども・教育支援課としての役割を十分に発揮できるよう努めて

まいります。 

以上です。 

○森教育長 次に社会教育課長、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 それでは、社会教育課の運営方針でございます。 

社会教育課が行う事業は、主に青少年の健全育成と市民の生涯学習

への支援であり、そのことを基本的な視点として取り組んでまいりま

す。 

重点事業でございますけれども、１番にいのちの教育推進事業「市

民の集い」の充実でございます。「いのちの大切さ」「人を思いやる

こころ」を広く市民に理解してもらうため、多くの人に来場していた

だくように推進してまいります。 

２番目は、青少年の育成でございます。青少年委員会・青少年対策

地区委員会等などの地域と連携をし、小学校、中学校、高等学校、大

学生まで幅広く地域の事業へ参加していただくようにつなげてまいり

ます。 

３番目ですけれども、生涯学習の支援でございます。 

各教育の関係機関並びに文化協会等の団体と連携をして、市民文化

祭・文化のつどい・コミュニティ開放を推進してまいります。 

最後に、「教育目標及び基本方針」の取組２で二つございます。一

つ目は、「輝け！東村山っ子育成塾」「なぎさ体験塾」を実施し、子

供たちに自然体験・郷土体験・世代間交流・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を教えていきたいと思

っております。 

もう一つは、「青少年健全育成大会」でございます。青少年の健全

育成の一層の充実を図ってまいります。 

もう一つ、取組８でございます。家庭教育力の向上でございます。
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こちらは、ＰＴＡが主体となって私たちと二者懇談会並びに研修会を

実施し、地域・学校・家庭の連携を進めてまいります。 

以上でございます。 

○森教育長 次に市民スポーツ課長、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、市民スポーツ課の運営方針につい

て御説明を申し上げます。 

運営方針につきましては、市民の体力の向上および健康増進を図り、

スポーツに親しめる環境を整備するために、関係機関などと連携をい

たしまして地域スポーツの推進をし、施設等の効率的な運営を図って

まいりたいと考えております。 

また、地域に根ざしたスポーツ活動を支援しつつ、東京２０２０オ

リンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた市民の機運を醸

成してまいります。 

また、諸外国との相互理解と交友親善の促進を図るとともに、当市

の今後のスポーツ推進施策の方向性の検討に先立ちまして、市民のス

ポーツに対する意識やニーズ並びにスポーツ実施状況等を把握するた

めのスポーツに関する市民意識調査を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

重点事業といたしましては、５点掲げております。 

１点目は、市民スポーツの推進ということで、第５３回市民大運動

会の実施でございます。昨年は雨で中止となってしまいましたけれど

も、今年度は晴れることを願って開催していきたいと考えております。  

また、体力つくり推進委員会への支援、また、市民スポーツの推進

の中核としてスポーツの推進を担っていただいている体育協会とも連

携してまいりたいと考えております。 

２点目につきましては、スポーツを通した国際交流への取り組みと

いうことで、諸外国との相互理解と交友親善の促進を図ることを目的

に中国・蘇州市と当市児童によるサッカー交流事業というものを、経

営政策部、市民部の関係所管と連携して実施してまいりたいと考えて

おります。 

３点目につきましては、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク開催に向けた取り組みということで、東京都スポーツ振興等事業費

補助金を活用いたしまして、２０２０年オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会開催決定を契機とした地域スポーツの推進および機運醸成
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並びにそれらの理解を深めることを目的とした、全市民を対象とした

講演会を１１月の下旬ごろ予定をしてございます。 

４点目につきましては、今後のスポーツ推進施策への取り組みとい

うことで、２０２０オリンピック・パラリンピックの開催、また、ス

ポーツ都市を宣言している当市の今後のスポーツ推進施策の方向性の

検討に先立ちまして、オリンピック・パラリンピックに対する意識及

びスポーツニーズ、並びにスポーツ実施状況等を把握するための市民

意識調査を実施してまいりたいと考えております。 

本調査の結果を踏まえまして、東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピックに向けた市民の機運醸成や運動公園などを初めとした市体育

施設の改修や施設の再編、当市の地域スポーツ推進の要となっており

ます体力つくり推進委員会と行政のかかわり方などについて、より一

層の市民スポーツの推進による市民サービスの向上に資する施策を検

討する上での基礎資料としてまいりたいと考えております。 

最後の５点目につきましては、体育施設の適正な維持管理と効率

的・効果的な運営ということで、屋外体育施設の借用地がございます

けれども、こちらの借地料について適正な借地料とするために粘り強

く今後も引き続き交渉してまいりたいと考えております。 

それから、体育施設の適正な維持管理につきましては、指定管理者

制度を導入しております市民スポーツセンターについて、この業務管

理の実施状況の調査、モニタリングというものを実施してまいりたい

と考えております。 

それから、市民スポーツセンターのボイラーが２基ありますけれど

も、今年度、１基の更新工事を行って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 次に図書館長、お願いいたします。 

○新倉図書館長 図書館の運営方針といたしましては、市民の多様な学

習スタイルや読書要求に応える情報提供の充実に努めるとともに、ボ

ランティア活動への支援等を通して、市民相互のつながりを深める生

涯学習環境の整備に努めたいと考えております。 

平成２９年度の重点事業１点目といたしましては、第３次子ども読

書活動推進計画が３年目となりますが、子どもに関わる部署や関連施

設との連携、子どもの読書に関わる市民活動への支援等の継続事業の

更なる充実に努めていきたいと考えております。 
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２点目の資料提供の充実につきましては、図書館の最も基本的な役

割として、多様な市民ニーズに対応できる資料をバランスよく収集し、

集めた資料を有効に活用していただけるように提供方法を工夫してい

きたいと考えております。 

特に、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けての理解

促進のために中央図書館を始めとした各館での関連資料の展示等の事

業実施や図書館利用に障害のある方への御案内やサービスの充実など、

市民の関心や時機を捉えた提供を丁寧に進めてまいります。 

３点目の高齢社会に対応したサービスの充実につきましては、増え

つつある高齢者施設での読み聞かせ支援を目的に高齢者用紙芝居の紹

介や演じ方、ボランティア同士の交流などを行うほか、高齢社会に求

められる資料の充実を図ってまいります。 

４点目の読書環境の整備といたしましては、中央図書館耐震補強工

事を実施いたします。ほかには地震などの揺れによる資料の落下事故

に備えて各図書館の書架に滑りどめフィルムを貼る予定のほか、必要

な修繕工事を適切に進めてまいります。 

５点目の職員体制の充実につきましては、専門職としての対応が行

き届いたものにできるよう担当ごとの業務内容に応じた研修により人

材育成を進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○森教育長 次に公民館長、お願いいたします。 

○服部公民館長 平成２９年度公民館運営方針でございます。 

公民館は、多くの市民のための生涯学習の場として、中心的役割を

担う重要な拠点であり、また、様々な芸術・伝統文化、社会教育に関

する団体や教養グループ、趣味サークルなどが自主活動しやすい環境

の場を提供できるよう、多様化する市民ニーズに対応した事業展開並

びに施設利用ができるように努め、現状の利用実態を検証し、更なる

市民満足度の向上に努めてまいります。 

重点事業でございますが、１点目の市民サービスの向上。窓口でお

待たせしない言葉がけの実践やお問い合わせに対してカウンターの外

へ出まして、お客様と同じ目線での対応を心がけることによりまして、

迅速・的確な対応、更なる市民の利便性の向上に努めてまいります。 

次の二つは、公民館運営審議会との協議事項でございますが、２点

目の利用率向上に向けての利用目的の緩和。展示室や集会室の利用拡
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大を推進いたします。 

３点目の公民館の運営形態の見直しにつきましては、今後のあり方

について、公民館運営審議会の開催回数を増やして検討を一層進めて

まいりたいと考えてございます。 

４点目の施設の適正な維持管理。老朽化いたしました各地区館の改

修箇所の割り出しを行いまして、優先順位をつけるなど、計画的に取

り組むこと。これらの取組によりまして、各主要課題に対応してまい

りたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○森教育長 それでは、ふるさと歴史館長、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館運営方針と重点事業を発表い

たします。 

まず、運営方針は以下の四つを挙げさせていただきました。 

１、市民が学べる生涯学習施設として、学校教育との相互連携とと

もに東村山の歴史と文化を伝え、博物館機能の充実を図ります。また、

ボランティアの活動を生涯学習に位置付け、講座や体験等の事業をボ

ランティアと協働して実施いたします。 

２、市民共有の財産である、有形・無形文化財や埋蔵文化財等の保

護に努めます。 

３、たいけんの里を地域周辺の自然を生かし、学習の場として、地

域に根ざした体験学習を実施いたします。 

４、ボランティア活動を支援し、市民や関係団体と協働した歴史と

文化の保存・活用・継承の取り組みを深め、市民とのパートナーシッ

プを進めます。 

次に、重点事業６点は、それぞれの事業期間、年間計画やイベント、

情報のＰＲを推進します。 

１点目の下宅部遺跡漆工関連出土品の重要文化財指定につきまして

は、重要考古資料のリストに選定された出土品のその後の動きを高め

るため、周知、ＰＲを市内外に下宅部遺跡の重要性を広く活用し、事

業を展開していきます。 

２点目のふるさと歴史館の充実につきましては、様々な企画展の開

催や講座、事業を初めとする生涯学習講座、講演会等の実施により生

涯学習の場を創出していきます。 

３点目の八国山たいけんの里の充実につきましては、体験事業を初
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めとした講座等を充実させ、参加者を引きつける事業を進め、工夫を

重ね、魅力ある企画を展開し、生涯学習に寄与していきます。 

４点目の学校教育への学習協力については、部の方針を推進し、郷

土および歴史、伝統文化等の学習に対し、「社会科見学」や各種「出

前授業」「職場体験」などにて協力し、次世代への継承・普及を目指

します。 

５点目の収集・調査・研究の（１）市指定文化財の指定・活用につ

きましては、計画的に文化財保護審議会の諮問を経て、新たに文化財

を指定し、活用を図っていきます。（２）収蔵資料の整理・活用につ

きましては、収蔵庫の体系的な整理を行い、公開、活用への検討を進

めてまいります。 

６点目の市民パートナーシップの推進の（１）市民団体への支援と

連携につきましては、各団体への支援を行い、連携を深め、地域博物

館としての機能を発揮してまいります。（２）市民ボランティアとの

協働につきましては、各ボランティアと協働し、歴史館たいけんの里

の事業を積極的に進めてまいります。 

以上でございます。 

○森教育長 結構長くなりましたけれども、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。 

○佐々木委員 子ども・教育支援課の方針のところで、スクールカウン

セラー事業がすごくいいなと思っているのですけれども、昨日も偶然

そういう話になったのですが、スクールカウンセラーによる面接の始

まる時期が、１年生はとても多いので、非常に早かったのです。それ

を夏休み前までに終えようと思うとすごいスピードで行っていかなく

てはならないのもわかるし、子供との会話も多分５分ぐらいだとは思

うのですけど、入学して二日目とか三日目ぐらいに始まったようです。

学校の保護者会でも説明があったのですが、出席番号順で分けている

のとランダムにやっていくので、自分はまだだからいつ行うのだろう

という話を昨日たまたましていたのですが、面接の時期が非常に早過

ぎるかなと思います。１年生は学校にまず慣れることが大事で、もと

もと通学はしていたけれども、新しい環境の中で、自分の居場所とか、

まず教科制に慣れるとか、小学校の先生と中学の先生とではすごく雰

囲気が違うと思うので、もう少し配慮して、やっぱり１カ月弱たつぐ

らいからカウンセラーを始めていただくと子供たちも部活動も始まっ
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ていますし、それなりに自分の楽しさとかもわかってくるので、そこ

は考慮いただけたらなと思いました。 

○森教育長 いかがでしょうか。 

○大西子ども・教育支援課長 今、委員から御指摘いただいたのは、ス

クールカウンセラーの全員面接に関するお話だと思います。この全員

面接というのが、平成２６年度から東京都のほうで実施されておりま

して、目的といたしましては、相談をしやすい雰囲気をつくりましょ

うということと、スクールカウンセラーがお子さんの実態を把握しま

しょうというところが大きな目的で実施されております。ただ、実施

の時期や集団面接なのか個別面接なのかという方法については、もち

ろん学校の規模であったり、あと、授業をやりながら実施をしなくて

はいけないという課題もございまして、時間の調整というのが非常に

難しいというのが、スクールカウンセラー側からもいただいている意

見ではあるのですけれども、在籍している学校の人数、また、スクー

ルカウンセラーの勤務曜日と授業の時間割の組み方から時期について、

この時期に絶対やらなくてはならないというものではなく、学校に任

せさせていただいているところです。ただ、７月までには終了させる

ようにということで、東京都のほうからは、今言った目的を達成する

ためには早い時期に実施しなくてはいけないというところから７月ま

でには実施をしているところではございますが、今、いただいた御意

見なども含めてカウンセラーや校長会等にもいろいろお話をさせてい

ただければと思います。ありがとうございました。 

○森教育長 よろしいですか。 

○佐々木委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○當摩委員 三つのセクションに関して御質問させていただきたいと思

うのですけど、１点目は学務課のところで、重点事業のところの３５

人編制学級への対応の中で、義務標準法ということばがありますが、

どういうものかというのが一つわからなかったということと、それと、

重点事業の２、通学区域の調整ということで、現在、市内で何校に関

して選べるという選択ができるようになっているのか、また今後、こ

うした人数的なことで、これを広げていくという考えがあるのか、お

答えいただきたいと存じます。 

それから、２点目は指導室にお尋ねさせていただきたいのですが、
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重点事業の中の６番にコミュニティスクールのことが出ておりますが、

これは小学校２校というような形で、とりあえず今年度、形としてや

ってみるということだと思うのですが、学校評議員の方がそのまま全

員残った形でのコミュニティスクールへの移行ということでなさるの

かどうかというようなことをお伺いさせていただきたいと思います。   

また、３点目はふるさと歴史館なのですけども、私もボランティア

の一員としてさせていただいて、なかなかボランティアというのは、

実はこうしてすばらしい取り組みをしていただいているのにもかかわ

らず、例えば、「はっちこっくメイト」の方々はだんだん歯抜け状態

になっている状況で、ボランティアについてのてこ入れをこうやって

呼びかけてみても、実際にどのように継続性をもっていくのかという

ことについてを伺いたいのと、重点事業の１番に下宅部遺跡のことが

ございます。これは本当に重要文化財指定してもらいたいというのは

喉から手が出るほどのことなのですが、ここに示されています「様々

なメディアを活用した」ということで、どのようなことを考えていら

っしゃるかということを、具体的なことで伺わせていただければと思

います。 

○森教育長 ３点ほどございましたので、まず、学務課のほうからお願

いいたします。 

○森脇学務課長 ３５人編制学級の件に関しまして、義務標準法という

ところですが、全国的なもので、小学校１年生に対して、小１問題と

いうことに対応するために、１クラス３５人学級とするものでござい

ます。あと、中学校のほうでは、中１ギャップ、小学校から中学校に

上がるときのギャップをなくすために都の制度でございますが、これ

も３５人学級という制度でございます。 

あと、通学区域の調整のところですが、非常に難しい課題として捉

えております。平成２３年のときに検討委員会を設けて、市内五つの

調整区域を設けてやっているのですが、現在、児童・生徒の各学年平

均３０人ぐらいがその調整区域を利用しております。 

現実、調整区域を活用されている児童・生徒さんはいらっしゃいま

すので、そのあたりは、この事業としては効果があるのではないかと

は考えておりますが、今後、大きな見直しの中で、今後の方向性を考

えていかなければいけないと考えております。 

特に八坂小学校について、動向を注視しております。今年は予測よ
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りも学級数が上がりませんでしたが、この地区は転出と転入の差が激

しい地区なので、そのあたりも調整区域を新しく設けるのか等慎重に

検討をしているところでございます。 

以上です。 

○森教育長 学務課についてよろしいですか。 

○當摩委員 大丈夫です。 

○森教育長 では、次に指導室からお願いいたします。 

○青木教育部次長 コミュニティスクールのことについてお答えさせて

いただきます。コミュニティスクールの事業は、国から３分の１と都

から３分の１の補助金を得て進めていく事業でございますが、本市と

しては回田小学校と青葉小学校の２校をモデル校として進めていきた

いと考えております。ただ、本年度につきまして、まだ準備として２

校の導入を進めるための検討をしていく１年間にしたいと思っており

ます。本年度につきましては、これまでの学校評議員のままのメンバ

ーで、今後のコミュニティスクールの導入に向けて説明をさせていた

だきながら来年度の準備期間、そして、平成３１年度に開設予定とい

うように進めていきたいと考えているところでございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○當摩委員 結構です。 

○森教育長 最後にふるさと歴史館長。ボランティアのほうですね。 

○栗原ふるさと歴史館長 まず、ボランティアの関係なのですが、毎年

はっちこっくメイトという全体会を行っております。その中で、それ

ぞれの方々からははっちこっくメイトを今後、どのように続けていく

か、また、どのようにはっちこっくメイトの活動のことを考えていこ

うかということも、以前から考えさせていただいてはおります。実際

は八国山たいけんの里での説明、または八国山の周辺の地域での自然

を生かした活動や、それと各、私どもの事業展開をボランティアの

方々にお手伝いをお願いしているところではございます。 

次に、様々なメディアということでございますが、昨年、企画展を

行った内容、また、今年度もそういう重要考古のリストの選定の出土

品を各広報、また、メディアを使って新聞記者へお願いして広報をす

るように行っている状態ではございます。 

以上でございますが。 

○森教育長 いかがでしょうか。よろしいですか。 
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○當摩委員 鋭意努力いたします。 

○森教育長 わかりました。他にいかがですか。 

○小関委員 指導室の学習指導要領に基づく「生きる力」を育むという

ことで、新学習指導要領対応だと思いますが、（８）まであります。

これはどれも本当にそのとおりだと思います。ただ、それこそ今後、

社会の急激な変化ということを見越していて、社会の変化への対応と

いうのは、環境の問題であるとか消費であるとかということを今まで

も出してきていると思います。そして、教育大綱にもそれを掲げてい

るのですね。そうしたことがこの（８）までの中にないのが残念だな

と思いまして、欲張ってということで言うと、２番の（１）の学習指

導要領の趣旨を踏まえた教育課程の更なる充実という中に、新しい学

習指導要領の趣旨に生活や社会のあり方と結びつけて指導するという

ことを強くうたっていますよね。そういったことで捉えていいのです

ねという確認をしたいということで、改めてここにまたつけ加えてい

ただくとなると、またそれなりの時間等必要だと思いますので、２番

の（１）にそうしたことがあるんだという捉え方をさせていただきた

いということが一つです。 

それから、もう一つは学務課なのですが、運営方針の１の（１）、

このとおり子供たち一人一人のきめ細やかな指導ということでぜひお

願いしたいと思います。学級編成における整備・充実というのはちょ

っとイメージしにくいのですが、言葉としてですね。さらにこの場合

の学級編成、私ども学校では、学年の子供を各学級に編成するときに

この「学級編成」という字を使う。そして、子供の数で先ほどの法に

基づいて学級を編制するときの編制は制度の「制」を使うということ

なんです。この学級編成はどちらなのでしょうか。 

以上です。 

○森教育長 ２点ございました。まず、指導室のほうからお願いします。 

○青木教育部次長 環境や消費などについて、回田小学校などで、研究

の充実を図っていただいているところです。また、新たな学習指導要

領に基づいた教育活動を進めていくに当たっては、そういった指導室

の運営方針の文言も整理していきたいと考えておりますが、委員に御

指摘いただいたようにこの趣旨を踏まえたというのは、そういうこと

も含めて取り組みさせていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 
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○森教育長 ということだそうですので、よろしくお願いいたします。 

○小関委員 よろしくお願いします。 

○森教育長 では、次に学務課長、お願いします。 

○森脇学務課長 確かに、この編成という意味合いは、多分違うところ

があると思います。方針のほうの編成につきましては、私ども日々学

校等のやりとりをして個別の対応をしているというところもあります

ので、それも踏まえた中での編成という捉えをさせているところでご

ざいます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○小関委員 わかりました。 

○森教育長 もし御不審な点がございましたら、後ほどでもお確かめく

ださい。 

○田中教育部次長 先ほど當摩委員のほうからございました歴史館のと

ころで、様々なメディアを活用してというところですけれども、今、

市において「たのしむらやま」という形でＳＮＳを使った発信をして

おりますので、ツイッターとかフェイスブック等、また更に研究して

充実を図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

○森教育長 他によろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項②、平成２９年度児童・

生徒数及び学級数について、お願いいたします。 

○森脇学務課長 平成２９年度児童・生徒数及び学級数について、報告

をさせていただきます。お手元の資料を御覧ください。 

この資料は、平成２９年４月７日現在の児童・生徒数及び学級数に

なってございます。現在、学校基本調査を行っておりますが、その基

準日が昨日の５月１日のため、本日の報告が最終的な児童・生徒数と

学級数の確定とはなっておりませんが、４月７日現在ということで、

速報として報告をさせていただきます。 

連休明けには、東京都に報告となっておりますので、後日、確定版

を委員の皆様に報告させていただきたいと考えております。御参考に

していただければと思います。 

以上でございます。 

○森教育長 今の報告事項につきまして、質問等ございますか。よろし

いでしょうか。 
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（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項③、教職員、児童・生徒、

学校の状況把握について、お願いいたします。 

○小林統括指導主事 報告事項③、教職員、児童・生徒、学校の状況把

握について、御報告させていただきます。 

初めに、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、４月の定例教育委員会で御報告させていただきましたが、こ

のたび改めて東京都教育委員会から正式に決定通知をいただきました

指定校について御報告させていただきます。 

パラリンピック競技応援校につきましては、障害者スポーツへの一

層の理解促進と普及啓発を図るため、学校が選択したパラリンピック

競技を観戦したり体験したり、また、ボランティアの参加等行うこと

を目的としまして、回田小学校がパラリンピック競技の「ボッチャ」

を選択して東京都教育委員会からの指定を受けました。 

また、オリンピック・パラリンピック教育アワード校につきまして

は、オリンピック・パラリンピック教育で求められております重点的

に育成すべき五つの視点の中のスポーツ志向の普及・拡大の内容をさ

らに重点的に取り上げて、オリンピック・パラリンピック教育を推進

するとともに、その取組成果を他校に普及啓発することを目的として

今年度、秋津小学校が指定を受けました。 

次に、５月、６月における市教育委員会定例訪問につきましては、

６校を予定しております。委員の皆様には御挨拶、また、御指導のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。日程が近づきましたら改めて

担当の指導主事から御連絡をさせていただきます。 

また、１学期における市立小・中学校の運動会につきましては、５

月から６月までの間に１０校を予定しております。御都合がよろしけ

れば御覧いただければと思います。 

最後に、平成２９年度の東村山市教育研究会定期総会につきまして

は、５月１０日水曜日、午後３時３０分より中央公民館で行います。

既に御案内のほうを御自宅にお届けさせていただいたかと思いますが、

委員の皆様には御参加いただきますようお願いいたします。 

また、森教育長につきましては、当日御挨拶のほど、どうぞよろし

くお願いいたします。 

指導室からは以上でございます。 
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○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④、平成２９年度特別支

援学級等児童・生徒数について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 学務課同様ですが、平成２９年度４月７

日時点の特別支援学級の学級編制について、御報告をさせていただき

ます。 

小学校知的障害（固定学級）、いわゆる青葉学級につきましては、

大岱小学校が６名から１２名と倍増いたしました。化成小学校、東萩

山小学校では児童数が減少しており、学級数が全体で１学級の減とな

りましたが、市内５校の学級数の平準化がなされてきたものと見てお

ります。言語障害（通級指導学級）につきましては、在籍児童数は減

少したものの２０名で１学級を編制する制度となっておりますので、

学級数には大きな変動はございませんでした。 

次に、特別支援教室、けやき教室について、御報告いたします。 

特別支援教室は学級編制をいたしませんので、在籍児童数をお示し

してございます。なお、久米川小学校と萩山小学校について、平成２

８年度の児童数はわかたけ学級、きりの木学級の児童数となっており

ます。小計欄を御覧ください。 

平成２８年度の通級指導学級、特別支援教室在籍者数は７６名でし

たが、平成２９年度は１６４名と倍増しております。児童数の増加は

十分予測はしておりましたが、１月以降、特別支援教室を利用したい

という入級相談が各校とも非常に多くございました。潜在的にあった

ニーズに加えて、自校に設置されることにより通級への抵抗感が軽減

されていることのあらわれだと考えております。 

なお、巡回指導教員は、今年度１７名配置されております。そのほ

か特別支援教室につきましては、全ての特別支援教室に専門員という

職員が１名ずつ配置されております。 

中学校の特別支援学級等につきましては、資料にあるとおりですが、

東村山第二中学校において、児童数及び学級数ともに増加しておりま

す。学級数が４というのは、かなり特別支援学級としては大きい学級

となっているところです。通級指導学級につきまして、ここ数年大き

な変動はないのですが、先ほどの小学校特別支援教室の在籍児童数の
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状況から次年度以降、こちらの動向も注視していきたいと考えている

ところです。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項について、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 それでは、続きまして、報告事項⑤、「輝け！東村山っ子

育成塾」の申込み状況について、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑤、⑥と一緒に説明させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○平島社会教育課長 それでは、初めに報告事項⑤、「輝け！東村山っ

子育成塾」の申込み状況について、御報告いたします。 

青少年委員が中心となって、「輝け！東村山っ子育成塾」が行わ

れます。対象者は小学校５年生、６年生、中学１年生から３年生まで

で、年間活動のテーマは「いのちの大切さを知り、ともに生きる！」

として行います。小学校５年生が２１名、６年生が１４名、中学１年

生が６名、中学２年生と３年生が２名ずつの合計４５名で実施します。

平成２９年５月７日の説明会からスタートしてまいります。 

続きまして、報告事項⑥、第２６回「文化のつどい」について、御

報告いたします。 

平成２９年５月２７日土曜日から中央公民館を中心に「文化のつど

い」が行われます。５月２８日日曜日にはセレモニーということで、

教育長には式典のほうで御挨拶をいただくことになっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○森教育長 ただいまの件につきまして、質問ございますでしょうか。

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⑦、市民スポーツセンタ

ー内トレーニング室等のリニューアルについて、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑦から⑨まで御報告させていただい

てよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 
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○中澤市民スポーツ課長 それでは、初めに報告事項⑦、市民スポーツ

センター内トレーニング室等のリニューアルについて、御報告いたし

ます。 

市民スポーツセンターにつきましては、平成２４年度から導入いた

しました指定管理者制度が平成２８年度をもって当該指定管理期間が

終了し、この４月より第２期目の指定管理期間に入ったところでござ

いますけれども、そのことにあわせまして、平成２９年４月２日から

７日までの期間、市民スポーツセンター内のトレーニング室、ファミ

リースポーツ室、卓球室をクローズいたしましてリニューアル工事を

行うとともに第二体育室の入口とプール棟入口に下駄箱の設置、それ

から、武道場の男女更衣室のロッカーを新しいものに入れかえたとこ

ろでございます。 

まず、スポーツセンターのトレーニング室では、床全面と各器具の

シートの張替えや、筋力トレーニングマシンの新設、また、有酸素マ

シンの増設、また、有酸素マシンのエアロバイクを１０台、また、ニ

ューステップ２台というものが既存であるのですが、こちらのほうに

テレビモニターを設置いたしました。さらに体幹強化コーナーを設け

るとともにストレッチエリアの仕様変更を行い、バージョンアップを

図ったところでございます。 

次に、ファミリースポーツ室でございますけれども、こちらにつき

ましても、壁と天井の全面塗り替えと床面の張替えを行い、「ひがっ

しー」をあしらった自由に落書きやお絵かきができるホワイトボード

とＤＶＤ鑑賞のテレビを設置いたしまして、より一層親子で楽しめる

空間にバージョンアップをいたしました。 

また、卓球室につきましては、エアコンが設置されていない状況で

ありますけれども、このたび天井にシーリングファンを２基設置いた

しまして、今までより快適にプレーできるようになりました。 

そのほか第二体育室入口、プール棟入口に下駄箱の設置をいたしま

して、それから、武道場の男女更衣室のロッカーを新しいものに入れ

かえたところでございます。 

利用される市民の皆様により快適にスポーツに取り組んでいただい

て、市民の健康寿命の延伸に寄与できるスポーツセンターの運営に努

めてまいりたいと考えております。 

続きまして、報告事項⑧、市民スポーツセンターのスポーツ医科学
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室に従事する非常勤職員の任命でございます。 

東村山市スポーツセンターのスポーツ医科学室に従事する非常勤職

員につきましては、現在２名の看護師と１名の栄養士が従事しており

ますけれども、看護師の小松佳代子さんが一身上の理由により本年４

月末日をもって退職をされました。その後任といたしまして、香西聖

子氏を５月１日より当該非常勤職員として任命をいたしましたので、

報告させていただきます。 

香西氏につきましては、平成９年に看護師の資格を取得されまして、

多摩北部医療センターを初めとした医療機関での勤務を経て、現在は

当市の保健衛生業務の非常勤職員として、乳幼児健診等母子保健事業

にも携わっている方でございます。小松看護師の退職に伴い香西氏と

お話をさせていただいたところ、スポーツ医科学室の業務にも非常に

関心興味を持っていただくとともに、従事していただくことについて

も前向きにお考えになられていたことから、５月１日付で任命をさせ

ていただいたところでございます。 

なお、任期につきましては、平成３０年３月３１日までとなってお

ります。 

続きまして、報告事項⑨、スポーツ科学委員会委員の委嘱について

でございます。 

ただいま報告させていただきましたスポーツ医科学室の非常勤職員

に任命をさせていただきました香西聖子氏につきましては、市の附属

機関として設置されております東村山市スポーツ科学委員会の規則第

４条の規定によりまして、当該委員会委員として参加することになっ

ておりますので、こちらにつきましても香西氏に委員委嘱いたしまし

たので、ご報告いたします。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいまの件につきまして、御意見、御質問ございますで

しょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 予定されております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。 

○栗原ふるさと歴史館長 東村山市祭囃子保存連合協議会創立五十周年

のチラシを置かせていただきました。企画展内容は市内各地域に残る

六つの祭囃子の御紹介の展示でございます。祭囃子を保存・継承し、
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郷土、芸能の伝統を発展させることで、地域社会に寄与することを目

的として昭和４２年に結成されました。会期は既に始まっております

が、７月２日までふるさと歴史館で開催しております。 

また、６月２５日日曜日、市立中央公民館において記念式典並びに

祭囃子保存団体６社による記念共演を開催することになっております。

ぜひ委員の皆様にも御来場いただければと思います。 

ふるさと歴史館からは以上でございます。 

○森教育長 特に質問よろしいでしょうか。 

（ 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５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。 

 

午後０時１６分 閉会 


