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平成２９年第８回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

○平成２９年８月２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。 

○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 

○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    

 

○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 

○会議事件は次のとおりである。 

議題 

なし 

 

報告事項 

①平成２９年度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報告書（平成２８年度分）につい

て（教育総務課） 

②夏休み小学生親子クッキングの報告について（学務課） 

③中学生のお弁当作りの開催について（学務課） 

④「平成２８年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題

に関する調査結果」について（指導室） 

⑤平成２９年度東村山市立学校におけるいじめの実態調査について

（指導室） 

⑥平成２９年度図書室・読書活動についてのアンケート調査（６月）

について（指導室） 
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⑦教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

⑧なぎさ体験塾について（社会教育課） 

⑨青少年対策地区白州キャンプについて（社会教育課） 

 ⑩東村山市スポーツ優秀選手表彰について（市民スポーツ課） 

⑪その他 

午前１０時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第８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、本日の署名委員を當摩委員にお願いいたします。 

○清水教育総務課長 本日、教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望

ということで、９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 特に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。 

では、休憩いたします。 

 

午前１０時３１分 休憩 

 

午前１０時３３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

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。 

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。 

それでは、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報告書（平成２８年度

分）について、お願いいたします。 
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○清水教育総務課長 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報告書でございますが、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条に基づいて実施して

いるものでございます。 

平成２８年度東村山市教育委員会の教育発表、基本方針に基づいて、

主要施策の点検及び評価について、雑駁でございますが、説明させて

いただきます。 

まず、様式でございますが、昨年度と比べて大きく変更はしてござ

いませんが、若干変更点はございます。主要施策について点検・評価

をさせていただいておりますが、１の評価対象施策等の項目には昨年

度までですと、順番としては、施策、目標、主な事業という形で書か

せてもらっておりましたが、今回は目標、施策と目標、主な事業の順

番に変更させていただいております。この点に関しては、昨年度、評

価委員である髙山委員から施策の欄には大目標が書かれており、目標

のところには具体的な施策が書かれているということから、そのよう

な修正をさせていただきました。また、同様の御指摘として、最後に

Ａ、Ｂ、Ｃを入れた欄がありますが、ここを評価と書いているところ

を、評定と表現させていただいております。こちらは、２の評価とい

う欄がありますが、こちら全て３項目を評価した上で、総合的な評価

は「評定」になるという御意見がありましたところから、このような

変更をさせていただいたということでございます。 

次に、点検評価の内容でございますが、平成２８年におきましては、

主要施策として４８項目について点検評価を行いました。Ａ項目につ

いては、６項目。Ｂ評価については、４２項目。Ｃ評価、Ｄ評価につ

いては、０項目となっております。昨年度と比較しますと、昨年度は、

主要施策として４５項目ございまして、その点検評価は、Ａが５項目、

Ｂが３８項目、Ｃが２項目でした。昨年度と比べて３項目増加してお

り、また、Ａ評価は１増、Ｃ評価は２減となっております。 

では、Ａ評価について説明させていただければと思います。 

まず、取組２「豊かな人間性を培い、規範意識を高める」の（３）

の②、社会教育課が取り組んだ「青少年健全育成大会」「八国山芸術

祭」の事業でございます。今回、このＡ評価については八国山芸術祭

が大きく取り上げられます。児童、生徒たちが集まり、文科系の部活

動、例えば、美術部や吹奏楽部、合唱部、演劇部、ダンス部や和太鼓



４ 

部など、様々な文科系の部活動について参加をいただきましたが、そ

の成果を発表する場としては大変貴重な場となり、健全で、豊かな心

を育む一助となったことから、Ａ評価とさせていただきました。 

次に、取組７「質の高い教育環境を整える」の（３）「子供たちに

対する一貫性のある指導を行うため、保育所・幼稚園・小・中学校間

の連携を強化し、幼児・児童・生徒同士、教員と児童・生徒、教員相

互の交流活動を推進する中で、教育内容及び健全育成の情報交換を密

接に行う」という項目で指導室が取り組んだ、東村山市保・幼・小の

連絡会事業でございます。こちらは、平成２７年度から準備を行い、

２８年度初めて東村山市公立保育所、私立保育所、私立幼稚園、公立

小学校による連絡会を行いました。意見交換会や講演会を実施して、

連携を強化することができました。 

三つ目が、取組７の（５）「東村山市特別支援教育推進計画（第３

次実施計画）に基づき、特別な教育的支援を必要とする子供たちの一

人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業までを

見通した多様な教育を展開し、社会的自立を促し地域の一員として生

きる力を培う教育を着実に進める」の①です。子ども・教育支援課が

取り組んだ保育所・幼稚園との連携、小・中学校との連携、特別支援

学校との連携の事業です。こちらは、子ども相談研修や保育コーディ

ネーター研修を精力的・意欲的に取り組んだことや、子ども相談員に

よる移行支援をきちんと行ったことがＡ評価とされました。 

四つ目が、取組７の（６）「早期発見・早期からの継続的な支援を

行うために、０歳から１８歳までの子供やその保護者等について、早

い時期からの一貫した相談支援を行う」の子ども・教育支援課が取り

組んだ、「東村山市子ども相談室」の開設事業です。こちらは、２６

市の中でも画期的な０歳から１８歳までの相談室の開設を速やかに、

また、混乱なく開設できたことが大きな評価となっております。 

五つ目が、取組７の（７）「東村山市子ども読書活動推進計画（第

３次）に基づき、子供たちが自主的に読書ができるように本に出会う

ための働きかけを行い、学校での読書活動や図書館の整備・活用を進

める」です。学務課・指導室・図書館が取り組んだ、子供の読書推進

活動が評価されています。子供の読書活動の推進は、指導室や図書館、

学務課及び子育て支援課が相互に連携しつつ、読み聞かせのボランテ

ィアの活動の支援、司書教諭や学校図書館専任司書に対する研修の実
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施、定期検査などを活用した保護者への啓発活動などを行った結果、

図書館の個人貸し出しの全体の冊数が減少する傾向になる中で、２８

年度におきまして、全体の児童書貸出数が増加したことが顕著な成果

であるとして、Ａ評価としたところでございます。 

六つ目が、取組７の（１０）「学校事務の共同実施により、業務の

役割分担や連携の在り方を構築することで、組織的な学校運営体制を

作る」で、指導室が担当している学校事務共同実施事業です。学校事

務共同実施事業とは、各学校の事務室の都事務職員と、市事務職員が

１名ずつ配置され業務を執行してきたものを、小・中学校を数校ずつ

に分け、拠点校に共同事務室を置き、都事務職員を集中的に配置して

事務を行う事業でございます。各学校事務室には、市事務職員と都事

務職員のかわりに配置された支援員を配置して業務を行い、業務の効

率化、校務改善を図るものでございます。大きくは、副校長の業務改

善及び教員の業務軽減が主目的となっております。２８年度は、東村

山第三中学校を拠点校に、萩山小学校、東萩山小学校を連携校として、

試行的実施を行い円滑に実施されたことがＡ評価とされました。 

以上が、Ａ評価の６点となります。 

有識者からの助言をいただいております。髙山委員、高橋委員、お

二方から助言をいただいております。 

市民の方からの評価、また、教育委員からの御指摘、また有識者の

御指摘などを踏まえながら、少しずつ変えさせていただいて、来年度

に活かさせていただきたいと思っております。 

今後の取り扱いとしましては、市議会の各議員に９月市議会開会ま

でに配付を予定しております。あわせて、市のホームページに掲載し、

広く公表していくものでございます。 

説明は以上となります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問等ござ

いましたらお願いいたします。 

○吉村委員 この評価委員がどなたであるか、説明されましたか。 

○清水教育総務課長 髙山委員と高橋委員です。 

○吉村委員 二人だけですか。 

○清水教育総務課長 はい。 

○吉村委員 二人でこんなに評価をするのですか。 

○清水教育総務課長 評価自体は、自己評価になりますので、まず最初
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に、各課が評価したものを教育部長及び教育部次長が点検する形と

なっております。評価委員には、有識者の助言という形で記載をさ

せてもらっているという状況です。 

○吉村委員 評価委員一覧とかはあるのですか。 

○清水教育総務課長 一覧とかはございませんが、毎年、この形で２名

の評価委員から助言をいただいている状況でございます。有識者か

らの助言という形です。 

○吉村委員 この助言をなされる前に評価を職員の方や市民の方が行っ

たとかいうのではないのですか。 

○清水教育総務課長 基本的に、評価方法としては、まず、自分たちで

昨年度立てた基本目標に対して取り組みと成果を書かせていただき

ます。それに対して自己評価をさせてもらったものを教育部長及び

教育部次長などが点検をします。そして完成したものを事前に有識

者の方にお渡ししまして、御助言をいただいている状況でして、そ

の助言をいただいたものを、また、来年に活かしているというよう

なサイクルで行っている状況でございます。 

○吉村委員 それなら、結構です。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○佐々木委員 夏休みの小学校校庭利用についてですけれど、夏休み中

の８月１日から１５日まではお休みということですが、使用ができ

ない理由がわかれば教えていただきたいのと、あと、中学生のボー

ル遊びをする場所が、本当に今なくて、それに関してはどのように

お考えなのかということを伺えればと思います。 

○平島社会教育課長 夏休みの校庭開放ですけれども、この８月１日か

ら１５日の間の閉鎖については、教職員の休暇取得のため、また、

コミュニティ開放推進委員会の委員長会議にもお話をして、委員会

からも暑い時期なのでここのところは避けるということも言われて

いるところから、１日から１５日間は閉鎖をしております。それ以

外の日は、全校貸し出す形にはなっております。ただ、この１日か

ら１５日までの間、開放してほしいという市民の方、それからスポ

ーツ開放利用団体の野球やサッカーなどのチームからも開放してほ

しいという意見はないのが、現状でございます。 

○佐々木委員 中学生はどうでしょうか。ちょっと遊びたいなと思った

としても、小学校には多分立ち入ってはいけないですよね。中学校
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からも、小学校のほうには遊びに行かないでくださいという指導が

入っているのですが。 

○平島社会教育課長 以前、中学生が来て、体格がいいということもあ

って、小学校の施設が壊れてしまうということもあって、小学校の

ほうからは、やはり中学生はグラウンドであれば構わないのですけ

れども、いろいろな施設で遊ばれてしまうと壊れることが多いとい

うことで、できればそこのところはやめていただきたいということ

だったので、「中学生以上の方は利用できません。」とうたってお

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。 

○吉村委員 できればではなくて、絶対禁止でなくてはだめだと思いま

す。 

  やはり、発育発達の過程で、中学３年生が小学校の校庭の遊具、道

具を使うというのは、あってはならないことだと思います。それは、

重ねて、指導者がいた場合はという条件をつけられるのがいいので

しょうけれども、どうなのでしょうか。 

○平島社会教育課長 今、委員が言われたとおり、小学校のほうでは中

学生は認めていないということを言っておりますので、文言をかえ

て、利用できないという形で付記したいと思っております。 

○森教育長 よろしくお願いします。 

よろしいですか。他にいかがですか。 

○小関委員 数年前ですけれども、この事務の管理と執行の状況の評価

についての有識者として関わらせていただきました。そのころから

比べると、内容が大変具体的になっていいかなとは思っています。

ただ、資料をつけていただいてはおりますが、ほとんど、この資料

が読み取りにくい小さな資料になっていたり、薄くなっていたりし

て、エビデンスとしてつけているとは思うのですけれど、わかりに

くいです。このあたり、少し改善していただくとありがたいと思い

ます。 

  それから、最も基本的には、この評価をするということについては、

法律にもあるわけで、それに沿って実施していただいているのだと

は思いますが、今回、評定という表現が入ったということですよね。
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「優れた成果があった」「概ね達成した」などがあるのですけれど、

この「概ね」ということばが非常に曖昧だなと思っています。そう

いう点で、この評定をつけた後、では、具体的にこの「概ね」とな

ったところをどうするのかといったことが強く求められるのではな

いかと思うのです。年間を通して、ここまで今後の取り組みの方向

性まで具体的に書いていただいていて、評定ということで、全体の

評価基準を出しているわけでしょう、「概ねできた」とかというね。

これをやって、その成果がどうなのかということについて、年間を

通してぜひ検証していただきたいと思います。実際に、具体的に取

り組みをしていることについて、目標がどうであるのか、取り組み

の経過はどうであるのか、取り組みの結果はどうであるのかという

ことが、しっかりわかればいいのですよね。それで来年につなげれ

ばいいので、この評定というのが、Ａについてという説明を今いた

だいたのですが、そんなに重要なのかなというのが私の考えなので

すけれど、いろいろと試行錯誤してよりよいこのようなものをつく

っていただいているのだと思うのですけれど、ぜひ、年間を通した

検証をしていただければと思います。 

  以上です。 

○森教育長 評価については、他の所管、庁内全体との関わりもあるの

ですか。 

○清水教育総務課長 今までの評価としては、各課目標に対して、各課

がそれぞれ評価をしていたという経緯があって、２７年度から目標

一つに対して、各課組み合わせて、評価を一つにしようという流れ

となりました。こちらの資料をつくらせてもらったのも、以前は、

言葉だけだったので、多分読みづらい、または読んでもらえないの

ではないかという点から、写真や数字を入れて評価をわかりやすく

したものです。ただ、皆さんの御指摘もいろいろございますし、い

ろいろなやり方を確認または見直しをさせてもらっている状況でご

ざいますので、今回も皆様の御意見を反映させていただきながら、

少し変えさせていただければと思っています。また、有識者の御助

言もございますので、ここからまた変更させていただければと考え

ております。 

  以上です。 

○小関委員 直ちにいけないと言っているわけではないのです。ただ、
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かなりいろいろ改善していただいて、そして本当に資料もつけてい

ただいて、具体的な取り組みの状況はよくわかるような工夫をして

いただいているというのはよくわかっています。そして、非常に具

体的でいいと思っているのですが、こうやって流れてきて、今後の

取り組みの方向性、そして、評定というようになったときに、その

評定の考え方も「優れた成果があった」というのと、「概ね」とい

うことで、読んでいったときに、やはり私にはひっかかるものがあ

って、「うーん」というようなことがあるので、直ちにいけないと

言っているわけではないのです。１年間通して検証していただけれ

ばと申し上げたのは、そういうことです。 

○森教育長 今、いろいろ御指摘いただきましたので、今後、どのよう

に改善できるか検討いただきながら進めていただきたいと思います。

よろしいですか。 

○小関委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょう。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、次へ行きたいと思います。 

  続きまして、報告事項②、夏休み小学生親子クッキングの報告につ

いて、お願いします。 

○森脇学務課長 報告事項②、③を続けて報告させていただいてよろし

いでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○森脇学務課長 まずは、報告事項②、夏休み小学生親子クッキングに

ついて、報告をいたします。 

  本事業は、東村山市学校保健会の学校給食栄養部会が中心となりま

して、食育の取り組みとして毎年開催をしております。 

平成２９年７月２９日土曜日に富士見公民館の調理室におきまして、

親子１５組、総勢３３名の参加で開催をいたしました。今年度は、

「つくって学ぼう郷土料理」をテーマに、親子で郷土料理であります

肉汁つけうどんに挑戦していただきました。特に、うどんの麺打ちで

は、親子で協力しながら真剣に取り組まれている状況がございました。

麺も様々な形や、固め、やわらかめ等、いろいろとあり、手づくり感

が満載でございました。参加者からは「思ったより簡単にできた」

「夏休み中に親子で再チャレンジしたい」などというような感想をい
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ただいております。このような体験を通しまして、食に対する関心や

興味等、意識が高まるよう、今後も創意工夫しながら食育の推進に努

めてまいりたいと考えております。 

  続きまして、報告事項③、中学生のお弁当づくりの開催について、

報告をいたします。 

  今年度も、スクールランチのお弁当容器を使用しまして、アイデア

料理や人気給食メニューなど、お弁当を手作りすることで、仲間と

一緒に食育について考えることを目標にこの事業を開催いたします。 

  日程につきましては、当初、昨年の参加チームが多かった状況から、

３日間を予定しておりましたが、今年度の申し込みが８組というこ

とでございましたので、８月８日火曜日、９日水曜日の２日間に変

更をさせていただいて開催いたします。いずれも、午前９時半から、

いきいきプラザ２階の調理室で開催を予定しています。今年度もで

きたお弁当を私たちのほうで食べさせていただき、優秀賞を決めさ

せていただいて、１０月以降、自分たちで考案したメニューを、ス

クールランチに採用し、市内の中学生の皆さんに食べていただくこ

とも企画しております。そういった面で、興味や関心の面におきま

しても高めて行きながら食育の推進に努め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 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問があり

ましたらお願いします。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④、「平成２８年児童生

徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」につ

いて、お願いします。 

○小林統括指導主事 報告事項④から⑦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 はい、どうぞ。 

○小林統括指導主事 初めに、報告事項④、「平成２８年度児童生徒の

問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」について、

御報告させていただきます。 

  まず初めに、年間３０日以上の欠席をしている不登校の児童生徒の

人数と、出現率について御報告いたします。 
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  平成２７年度までは、増加傾向であったところでございますが、平

成２８年度は、小学校５２名、中学校１７７名となり、前年度より減

少する結果となりました。なお、この人数の中には、年度内に既に学

校復帰をしている児童生徒や、健全育成学習室である「希望学級」に

入級している児童生徒もございます。各学校では、昨年度本市教育委

員会で作成いたしました「東村山市不登校未然防止・早期発見・早期

対応マニュアル」を各学校で活用していただいたり、また、スクール

ソーシャルワーカーを効果的に活用したりするなど、不登校の未然防

止策や早期解決策を講じた成果のあらわれであると捉えております。

特に、２６年度から配置しました３名のスクールソーシャルワーカー

の方ですが、庁内におきましては、なかなか連絡の取りにくい家庭に

何度も電話で連絡をとっていただいたり、足しげく学校に通っていた

だいたり、家庭と学校をつなぐ役割を、毎日していただいております。

また、先ほど総合教育会議で小関委員からもお話がございました、

「不登校になる要因は様々であります。本人に関わるもの、あるいは、

家庭環境に関わるもの」。そういった面におきまして、指導室だけで

はなく、子ども・教育支援課、あるいは他の課・部署、子ども家庭支

援センターですとか生活福祉課等、連携を図りながら家庭と学校をつ

ないで不登校の未然防止・早期発見に対応しているところでございま

す。そのあらわれが、平成２８年度の結果につながったのではと思い

ます。ただ、不登校児童生徒がゼロということではございません。今

後も引き続き、学校と家庭、また、行政と連携を図りながら、一人一

人の学校支援に向けてより一層対応の見直し、改善を図ってまいりた

いと考えております。 

  続きまして、いじめについての平成２８年度中に認知された総件数

及び解決件数でございます。 

  いじめの認知件数につきましては、昨年度より小学校では３８件増

加し、中学校では５３件減少しております。２８年度につきましては、

主にアンケートと学校の取り組みによる発見が多く占めております。

これにつきましては、続けての報告事項⑤と合わせて御報告させてい

ただきます。 

  報告事項⑤、平成２９年度東村山市立学校におけるいじめの実態調

査について、４月から６月までの発生件数及び解決件数等の御報告を

させていただきます。 
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先ほど御報告させていただきました、平成２８年度のいじめの実態

調査と比較いたしまして、いじめの認識につきましては、小・中学校

ともに本人からの訴えによる発見が多く占めております。このことは、

児童生徒と教職員との良好な関係づくりが構築されてきているものと

考えられます。今後も、日ごろから児童・生徒、さらには保護者との

信頼関係を築き上げていくことが早期発見に向けて大切であると考え

ております。 

  また、解決の態様につきましては、小・中学校ともに解決済みの割

合が増えておりますが、一定の解決が図られた後も、当該児童生徒の

変化の様子を、継続的に丁寧に見守ることの大切さを今回の調査結果

を踏まえまして、校長会、副校長会、また、生活指導主任会等を通し

て、各学校へ指導助言してまいりたいと考えております。 

  続きまして、報告事項⑥、平成２９年度図書室・読書活動について

のアンケート調査（６月）について、御報告をさせていただきます。 

本アンケート調査につきましては、毎年６月と２月に実施しており

ます。特に、設問項目の「読書の好き・嫌い」及び「読書がどちらか

というと嫌い・嫌いの理由」に関わる調査につきましては、小学校で

は昨年度の６月と比較しましたところ、ほぼ同じような比率の結果に

なっておりますが、中学校におきましては、肯定的に捉えている生徒

の割合が増えております。 

小学校においては、「どちらかというと嫌い・嫌いの理由」に多く

掲げられております読書を否定的に捉えている児童に対して、文章や

活字への苦手意識を解消する取り組みが必要であり、例えば、読み聞

かせを通してさらに興味・関心を高めたり、読書が苦手な児童への本

の紹介をしたりするなど、読書が苦手な児童が本を手にする機会を増

やしていく必要があると考えております。 

中学校におきましては、学級活動等で教師や生徒がお勧めの本を紹

介する活動を設定したり、生徒への読書アンケートの結果をもとに興

味・関心に応じた本を学校図書館に取りそろえたりして、本への関心

を高める取り組みをさらに進めていくことが生徒の読書に対する興

味・関心をもたせる上で有効であると考えております。 

教育委員の皆様におかれましては、毎回の定例の学校訪問におきま

しても、図書室も御覧いただいて、実際に学校図書館専任司書からも

お話を聞いていただいていると思います。環境が年々充実していると
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ころと思いますが、子供たちの読書への興味・関心というのは、先生

方から今後の学習もそうですし、図書館の実際の利用率を上げるとい

うこともそうですので、先生方の指導に対する市教育委員会としての

指導・助言も、これからは継続して高めてまいりたいと思います。ま

た、図書館だよりや保護者会を通して、家庭への啓発を推進したり、

児童生徒の図書委員会の活動を通して、子供たちが主体的に本にかか

わる活動を積極的に推奨したりしてまいりたいと考えております。 

次に、報告事項⑦、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。 

９月及び１０月の市教育委員会定例訪問は、７校を予定しておりま

す。なお、東村山第七中学校の日程につきましては、年度当初の予定

と変更させていただいております。事前に當摩委員にも御了解をいた

だいているところでございます。９月２５日が第七中学校の予定とな

っております。よろしくお願いいたします。それぞれの学校へ委員の

皆様には御挨拶や御指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

また、１０月１３日には、東萩山小学校が本市教育委員会の研究奨

励校として研究発表会を開催いたします。委員の皆様方におかれまし

ても、御参加いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。詳

しい時程等は、また改めて担当より御案内申し上げさせていただきま

す。 

最後に、７月２１日現在で、指導室に報告のありました全国大会、

また関東大会など、各種大会における児童・生徒の出場が５件ありま

す。東村山第六中学校の演劇部につきましては、ここ数年連続して全

国大会出場ということになっております。また、７月２１日以降の子

供たちの参加及び結果につきましては、改めて９月の教育委員会のと

きにお伝えさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。  

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、次へ行きたいと思います。 

報告事項⑧、なぎさ体験塾について、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑧、⑨を続けて説明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 どうぞ。 

○平島社会教育課長 最初に、報告事項⑧、なぎさ体験塾について、で

ございます。 

東村山市、小平市、柏崎市の三市合同で行われる「なぎさ体験

塾」でございます。今年度は、８月２０日日曜日から２３日水曜日

まで実施されます。東村山市の応募状況でございますが、５２名の

方に応募していただきました。また、小平市が４０名の応募、柏崎

市が１７名の応募で、東村山市と小平市は抽選を行い、最終的には

東村山市が３３名、小平市が２０名、柏崎市が１７名、合計７０名

の方が参加する予定になりました。また、スタッフのほうは、三市

合わせて３３名になりますので、合計１０３人名で８月２０日から

実施されることになります。なお、マスコミの報道で、教育委員会

等が主催する子供向けツアーが旅行業法に抵触する恐れがあるとし

て、中止に追いこまれているということで、今回の「なぎさ体験

塾」について、国のほうに確認しました。そうしましたら、子供た

ちの参加費のお金が、旅行に関係ない記録集とか帽子などといった

ものに全部充てて、後の残りの部分と補助金で旅行という形であれ

ば、今までどおり実施しても構わないということでしたので、当市

としてはそれを聞いて最終的にこの旅行ができるという形になりま

した。国のほうもなかなかどれがアウトでどれがセーフかという判

断がなかなか難しいということは言っていたのですけれども、東村

山市のほうは今までどおりやっても構いませんよと言っておりまし

たので、このまま実施させていただくことになりました。 

  続きまして、報告事項⑨、青少年対策地区白州キャンプについて、

でございます。 

委員の皆様、昨日は暑い中視察に来ていただきありがとうござい

ました。無事に今日の午後、帰ってくれば終了となります。１地区

から７地区まで、子供たちが４８３名、大人が２６６名、合計７４

９名の参加をいただいております。多少「ブヨ」に刺されたなどは

ありましたが、大きなけがはないという報告は受けております。ま

た、この青少年対策地区のキャンプの企画でございますけれども、

これも旅行業法の関係で、旅行企画実施は銀河鉄道株式会社にお願

いをしており、主催は東村山市青少年対策地区連絡協議会となって

おります。 
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  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、御質問がございました

らお願いします。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⑩、東村山市スポーツ優秀

選手表彰について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 市民スポーツ課より平成２９年度東村山市ス

ポーツ優秀選手表彰について報告をいたします。 

  東村山市スポーツ優秀選手表彰は、各種スポーツ大会において当該

選考基準に定める成績をおさめ、東村山市のスポーツの振興に貢献

した市内在住、在勤、在学の方に対し、９月３日日曜日に開催予定

の市民体育大会の総合開会式におきまして、表彰するものでござい

ます。候補者の推薦につきましては、市報７月１日号及び市のホー

ムページにて市民へ周知するとともに、市内全ての小・中学校及び

高等学校へ推薦の御案内をさせていただいたところ、３０人の個人

と２つの団体の推薦がございました。７月１３日の推薦締め切りの

後、７月１８日火曜日にスポーツ優秀選手表彰審査委員会において、

推薦された方々について選考基準に基づき審査をさせていただきま

した。配付させていただいております平成２９年度スポーツ優秀選

手表彰推薦一覧を御覧ください。こちらは、審査会において審議さ

れた方々の一覧となっております。市長表彰につきましては、オリ

ンピックや世界選手権、またユニバーシアードなどの世界大会に出

場した方が表彰対象となっておりまして、推薦者より提出された資

料などに基づき、審査委員会のほうで審査をした結果、市長表彰と

して承認された方々がここに記載をされてございます。ただし、表

彰番号３番の方につきましては、当該大会が８月７日ということに

なることから、事務局のほうで大会への参加事実を確認することを

条件に表彰が承認されたものでございます。なお、この方につきま

しては、ヒップホップダンスということで、これをスポーツとして

捉えるかという点も含めて審議はされました。こちらについては、

都のスポーツ推進計画におけるスポーツの定義、また、他自治体で

の事例、また平成２４年度の学習指導要領の改訂によって、学校の

体育の授業においてもヒップホップダンスが必修科目の選択肢の一

つとなっているなど、スポーツとして広く捉える状況というところ
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もございますので、そういったところを踏まえて、ヒップホップダ

ンスをスポーツとすることが審査会において確認されたところでご

ざいます。 

  次に、教育委員会表彰の対象については、国体や全日本選手権、イ

ンターハイなどの全国大会に出場された方、また、関東大会におい

て第３位以上の成績をおさめられた方が表彰の対象となっておりま

す。審議の結果、２３の個人・１つの団体が教育委員会表彰として

承認されております。なお、表彰番号２０番の方につきましては教

育委員会表彰になりますが、関東大会で３位ということになります。

他の方々については、全員が全国大会への出場ということで表彰の

対象となったところでございます。また、表彰番号２４番の団体に

つきましては、大会の日程が８月３日からの開催ということになり

ますので、事務局にて大会への参加事実を確認することを条件に表

彰を承認されたところでございます。 

  次に、体育協会表彰につきましては、都民体育大会において第３位

以上の成績をおさめた個人または団体、また、東京都市町村総合体

育大会において優勝した個人または団体、あるいは、本市の体育協

会加盟団体の上部団体が主催する東京都の大会や、都が市町村大会

において優勝した個人、団体が表彰の対象となっておりまして、審

議の結果、２つの団体が承認をされたところでございます。 

  最後に、御推薦はいただいたところではありますが、審議の結果、

いずれも選考基準に該当されなかったため、残念ながら今回は不承

認となった方々を記載しております。不承認と判断をされた理由に

つきましては、予選大会を伴わない大会であった、市内在住、在勤、

在学に該当しなかった、あと、参加国が限定されており、国際大会

とは認められないというものでございました。 

  なお、今後、市民体育大会総合開会式までに表彰の対象となる成績

を残された選手等について、推薦があった場合は、市長、教育長の

一任により処理をする形で対応させていただきたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御質問がございました

らお願いいたします。 

○吉村委員 推薦一覧の備考のところで、審議が必要と事務局で判断さ

れるところがありますね。これはどこで審議されているのですか。も
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っと具体的にいうと、市長表彰のところで、「また、他自治体におい

てもスポーツとして捉えていることから、ダンスをスポーツとして認

めても問題ない、と判断した。」とありますよね。私は、東村山市の

スポーツ審議会委員というのは、他の自治体よりもはるかにすぐれた

人が委員をなされていると思うのです。ですから、この東村山市のス

ポーツ審議会委員で認められたというほうが、説得力はあると思いま

す。そのあたり、どこで審議されてどのように決まったのか、教えて

いただきたいと思います。 

○中澤市民スポーツ課長 スポーツ優秀選手表彰につきましては、別に

審査委員を定めておりまして、教育部の部長、次長、私、あと、体育

協会の会長・副会長・常務理事、そして、小・中学校の校長です。大

岱小学校の黒羽校長と、東村山第一中学校の深谷校長、計１１名で、

７月１８日の審査委員会にて審査をさせていただいたところでござい

ます。他の自治体の事例というところは、事務局のほうで確認をさせ

ていただいたレベルで、神奈川県のほうで、実際は表彰の対象にはな

らなかったのですけれども、「ただ、スポーツになるよね」という認

識で審査に入ったようです。ただ、神奈川県は全員がもらえるのでは

なくて、人数が限られているということもあって、このヒップホップ

ダンスの選手は、残念ながら漏れてしまいましたが、でも、捉え方と

してはスポーツとして捉えているというところもあったものですから、

その辺のところを当日、審査委員会のほうで報告させていただいたと

ころ、審査委員のほうでも、スポーツとして捉えていいのではないか

というような結論となった状況でございます。 

○吉村委員 東村山市の審議委員会でお決めになられたのが一番だと、

それほどの方が集まっていらっしゃると思っています。 

○森教育長 では、文言についてちょっと検討しますか。 

○中澤市民スポーツ課長 今、教育長のほうから、御助言いただいたよ

うな形で、文言について整理をさせていただきたいと思います。 

○森教育長 よろしくお願いいたします。あと、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 以上、予定されてい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。 

（ なし ） 

○森教育長 よろしいですか。ないようでしたら、以上をもちまして、
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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８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２５分 閉会 


