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施策の方向性 1．子供が安心して意欲的に学べる質の高い教育環境を推進する 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（１）質の高い教育環境を整える 

■教育課程の編成及び指導方法の工夫・改善 

 ・子供たちが自らの資質・能力を知り、自己実

現を図る力を育むことができるよう、学校の特色

を生かした教育課程の編成や指導方法の工

夫・改善を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指導室】 

①平成２９年度からの３学期制

及び新学習指導要領への移行 

②「授業改善推進プラン」の活用 

③「全国学力・学習状況調査」や

「児童・生徒の学力向上を図るた

めの調査」等の結果分析、指導

主事の学校訪問・授業観察等に

おける指導・助言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指導室】 

①令和元年度における各学校の

届出教育課程が適切に実施され

ているか指導主事による学校訪問

を通して指導・助言を行った。授業

時数の報告を学期ごとに全学年全

学級の時数を提出するよう求めた。 

②国や都の学力調査の結果を市

全体の児童・生徒の学力の傾向と

して分析した資料を作成し、各学

校の授業改善推進プラン作成の際

に活用するよう指導・助言するとと

もに、教務主任会及び進路指導

主任会において、新学習指導要領

へ移行するに当たり、各教科の指

導内容や学校行事等の実施時期

を検討するとともに、学校行事の精

選（事前事後学習含む）につい

て協議した。 

③小・中学校への定例の学校訪

問において、当該校の授業改善推

【指導室】 

①教育課程の実施状況を把握し、臨時

休業等における学習内容や今後の指導

計画等について指導・助言を行った。教務

主任会において、これまでの取組について

協議し、児童・生徒一人一人を大切に

し、児童・生徒と向き合う時間を確保する

方法や、学期ごとの節目を利用して振り

返りや新たな目標を設定するなどの指導に

ついて意見交換をした。また、授業時数だ

けでなく、学習指導要領に示された内容を

実施するための適切な計画について協議

し、自校の教育課程の改善を図った。 

②各学校の授業改善推進プランは、各学

校のホームページにも掲載するよう指導

し、地域や保護者に対しても、つまずきや

指導のポイントを明確に伝え、改善の方

策を示した。主幹教諭研修において、授

業改善推進プランを活用した授業改善の

方策について協議し、自校の授業改善推

進プランの作成に生かすようにした。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

 進プランを活用して指導主事から

話をするとともに、実際の授業観察

を通して、「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けて指導・助言を

した。 

③「主体的・対話的で深い学びの実現」

や「学習のねらいと振り返りの重視」など、

指導主事による授業観察を通し、各学校

の授業力に係る課題を指摘し、課題解決

のための具体的な方法について指導・助

言することを通し、教員の指導力の向上を

図ることができた。「東京ベーシック・ドリル」

診断シートによる実態把握調査結果で

は、全体的に昨年度よりも向上傾向が見

られた。 

■小・中学校間の連携の強化 

 ・小・中学校間における児童・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

を密接に行います。 

 

【指導室】 

生活指導主任会、教務主任会等

各種委員会における中学校区別

協議会の実施 

【指導室】 

生活指導主任会や教務主任会等

の機会に児童・生徒の健全育成や

学力向上に向けた取組について中

学校区別の協議の時間を設け、情

報交換を行い、共通理解を図っ

た。 

【指導室】 

生活指導主任会や教務主任会等の機

会に児童・生徒の健全育成や学力向上

に向けた取組について情報交換や協議を

行ったことから、小・中学校が共通理解の

下で、児童・生徒の指導に当たることがで

きた。 

■いじめ防止等に関する取組の推進 

 ・いじめや不登校など、子供たちの多様な課題

に対応するため、互いに認め合い共に学び合う

学校づくりを進めます。 

 

【指導室】 

①いじめ防止対策の取組 

②不登校未然防止対策の取組 

【指導室】 

①「東村山市いじめ防止等のため

の基本的な方針」に基づき、各学

校で作成した「学校いじめ対策基

本方針」を児童・生徒の実態に合

わせて見直し、校内組織の構築を

【指導室】 

①学校いじめ対策基本方針の見直しに

当たり、生活指導主任会等で各校の取

組について情報交換したことで充実させる

ことができた。市独自のいじめ実態調査を

年間３回実施したことで定期的な実態把
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

行った。また、ホームページ等を活

用し、家庭や地域社会に学校の取

組を周知していった。 

②スクールソーシャルワーカー３名を

配置し、２２５件のケースに対応

した。対応にあたっては在籍する学

校をはじめ関係機関と連携を図り

不登校児童・生徒の課題解決に

取り組んだ。 

握ができた。 

②スクールソーシャルワーカーの認知度の

高まりにより、活動内容や活動方法に広

がりがみられた。支援の結果、長期間不

登校であった生徒の進学意欲の高まりが

みられ、それをサポートする体制を確保す

るなど、生徒の将来につながる支援が図れ

た事例が増えてきた。 

訪問支援員を配置し、不登校傾向の児

童の登校支援や居場所支援を行い、不

登校の未然防止対策を図った。 

■学校施設の老朽化対策等の推進 

・学校施設の老朽化対策を継続します。また、

災害時の緊急避難場所としての機能を確保す

るため、引き続き安全対策の整備を実施しま

す。 

【資産マネジメント課】 

・包括管理委託の導入 

【教育総務課】 

① 小中学校ブロック塀等改修

工事 

② 給食用リフト改修工事 

【資産マネジメント課】 

・課毎、施設毎に契約している

様々な管理業務を包括的に契約

することで、管理水準の向上による

安全・安心の確保と業務の効率化

を目指す「包括施設管理委託」の

契約を締結し、平成３０年４月

から事業開始した。 

【教育総務課】 

小学校１０校（化成小・大

岱小・秋津小・八坂小・萩山

小・南台小・久米川小・東萩

【資産マネジメント課】 

・平成３０年４月以降、小学校・中学

校の管理業務の一部について「包括施設

管理委託」により包括化されることで、管

理水準の向上による安心・安全の確保、

業務の効率化を図れるようになった。 

 

 

【教育総務課】 

① 小学校１０校及び中学校５校の改

修が必要な既存ブロック塀を撤去・改

修したことにより、学校施設を利用す
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

山小・青葉小・野火止小）及

び中学校５校（東村山第一

中・東村山第二中・東村山第

三中・東村山第四中・東村山

第五中）の改修が必要な既

存ブロック塀を撤去し、新たにコ

ンクリート壁及びフェンスを設置

した。 

① 久米川小学校及び野火止小

学校の老朽化した給食用リフ

トについて、安全に支障がなく

使用するために、主要な設備

の更新を行った。 

る児童・生徒などの安全を確保するこ

とにつながり、教育環境の安全性が向

上した。 

② 改修を行う前は、老朽化した給食用

リフトに不具合が発生すると、給食の

配膳に支障をきたしていたが、故障の

原因につながる主要な設備を更新し

たことにより、円滑な給食の配膳が出

来るようになり、教育環境の向上につ

ながった。 

（２）教員の資質・能力を高める 

■体系的な研修の質的充実 

 ・教員の資質・能力の向上を図るため、教員の

職層やライフステージに応じ、人事考課と連動

した能力開発型の研修を行うなど、体系的な

研修の質的充実を進めます。 

 

【指導室】 

・各種研修会の実施（初任者研

修、２年次研修、３年次研修、

中堅教諭等資質向上研修、新任

主任教諭研修、主幹教諭研修、

管理職研修、東村山市立学校教

員研修（全教員悉皆研修）等） 

【指導室】 

・初任者研修 年間１１回 

・２年次研修 年間３回 

・３年次研修 年間２回 

・中堅教諭等資質向上研修Ⅰ 

年間８回 

・新任主任教諭研修 年間１回 

・主幹教諭研修 年間２回 

・管理職研修（校長 年間１回、

副校長 年間２回） 

【指導室】 

研修を通して、各職層に応じた教員として

の資質・能力を育むとともに、新学習指導

要領の趣旨を理解する研修や特別支援

教育、不登校等への対応など喫緊の教育

課題に対する理解を深める研修を行うこと

ができた。特に、新学習指導要領の趣旨

を踏まえ、教育課程の適正な進行・管理

について全教職員の理解を深める研修を

行うため、主幹教諭を中心にした学校の
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

・東村山市立学校教員研修（全

教員悉皆研修） 年間１回 

中核的な教員に対する研修を充実させる

ことができた。夏季に実施した悉皆研修で

は、指導主事より特別支援教室での教員

間の連携について話をするとともに、「子ど

もの多様性に応じた支援・指導〜発達障

害児の理解と対応から〜」というテーマで

教育委員会櫻井委員に講演をしていただ

いた。特別支援教室に対する理解を深め

るとともに、子どもの多様性に応じた指導を

する際の留意点について学ぶことができた。 

■学校の組織的な課題対応力の向上 

 ・学校教育の改善に対する各学校の自主的・

自律的な取組を進めるため、校長のリーダーシ

ップの確立を図るとともに、主幹教諭や主任教

諭の配置と活用や校内におけるＯＪＴの充実

を図り、学校の組織的な課題対応力を高めま

す。 

 

【指導室】 

①校長・副校長対象の管理職研

修の実施 

②主幹教諭研修の実施 

③新任主任教諭研修の実施 

【指導室】 

①校長研修会  年間１回実施  

  内容「人権教育の推進に向け

て学校管理職に期待すること」 

 副校長研修会 年間２回実施 

  内容「東村山市教育委員会各

課業務内容等説明」 

 「多様な性から考える ―全ての

子どもが過ごしやすい学校とは―」 

②主幹教諭研修 年間２回実施  

  内容「『特別の教科 道徳』に

おける新学習指導要領の趣旨を

踏まえた指導と評価の在り方につい

【指導室】 

①〜③各研修会において、喫緊の教育

課題への対応を図るために、国や都の動

向を踏まえた研修内容を吟味し、各研修

会を計画、運営することができ、管理職や

ミドルリーダーとして校内におけるＯＪＴの

取組を充実させ、職層に合った教員の資

質・能力を育成することができた。特に主

幹教諭を対象にした研修会では、「『特別

の教科 道徳』における新学習指導要領

の趣旨を踏まえた指導と評価の在り方」に

関する研修を行い、教科化された特別の

教科 道徳について各校で主幹教諭が主
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

て」 

 「学校組織のリーダーに期待する

こと－地域・保護者からの期待に

応える学校経営への参画－」 

③新任主任教諭研修 年間１回

実施  

 内容「主任教諭の役割と人材育

成」 

任教諭や教諭にＯＪＴを通してその実現

を図ることができるよう、理解を深めることが

できた。 

■服務に関する研修の充実 

 ・学校における個人情報の管理を徹底し外部へ

の流失を防止する等、学校との連携を強化し

て服務に関する研修を充実させます。 

【指導室】 

①教員等の暴力的指導が発覚し

た場合の対応マニュアル活用に向

けた指導・助言 

②各学校における服務研修及び

定例の学校訪問における指導の

実施 

③初任者研修会等において「体

罰の禁止」に関する研修の実施

④体罰調査の実施 

【指導室】 

①「教員等の暴力的指導が発覚し

た場合の対応マニュアル」の周知・

徹底を図るとともに、校長会・副校

長会等において本マニュアルの効果

的な活用方法について指導・助言

した。 

②定例の校長会及び副校長会に

おいて、教育部学校教育担当次

長より各学校の管理職へ服務研

修の実施について指導するととも

に、各学校において服務研修を実

施した。各学校において個人情報

に関する取り扱い規定を定めさせ、

提出を求めた。 

【指導室】 

①本マニュアルを各学校の職員室に掲示

し、体罰根絶に対する教員の意識を高め

るとともに、定期的に教員研修において活

用することができた。 

②教育部学校教育担当次長より、定例

の校長会及び副校長会において各学校

の管理職へ服務研修の実施について指

導するとともに、市立全小・中学校対象の

定例の学校訪問において教員一人一人

に服務の厳正について指導することで、各

学校での服務事故の未然防止につなげる

ことができた。 

③各学校において服務研修を実施するこ

とを通して、教員への体罰の禁止や服務
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

③初任者研修会において、市立

小・中学校長を講師とし、「体罰や

不適切な行為をなくすために」につ

いて研修を実施した。また、臨時的

任用教員を採用する際には、面接

を行うとともに、体罰の禁止について

厳に指導した。 

④東京都教育委員会からの依頼

に基づき、市立全小・中学校で体

罰調査を実施した。 

事故の未然防止についての意識を向上さ

せることができた。 

④初任者の教員に対して研修を実施する

ことにより体罰の禁止等についての意識の

醸成や具体的な指導の在り方についての

知識を身に付けさせることができた。 

（3）家庭及び地域・社会の教育力向

上を図る 

■子供たちの生活習慣の改善 

 ・基本的生活習慣の確立が望ましい学習活動

を支えることから、「家庭教育の手引き書」を活

用した学校と家庭との連携を強化し、子供たち

の生活習慣の改善を進めます。 

【指導室】 

①生活指導主任会での「家庭教

育の手引き書」の活用についての

周知 

②各学校における学校保健会等

の開催 

【指導室】 

①定例の学校訪問時に、指導主

事等から教員対象の研修会を実

施し、平成２６年度に家庭教育

の手引き書活用委員会が作成した

資料を紹介し、家庭教育の手引き

書を用いた保護者会の進め方など

を指導した。 

②各学校では、保護者や地域、学

校医等と連携した学校保健委員

会を開催した。 

【指導室】 

①「家庭教育の手引き書」について教員に

活用方法を示すとともに、家庭との連携の

在り方について理解を深めることができた。 

②児童・生徒の体力や生活習慣の状況

について、保護者と意見交換を行うととも

に、学校医等の専門的な助言を受けるこ

とができた。 

■家庭との連携の推進 

 ・保護者の立場とニーズに基づいて、保護者や

【社会教育課】 

・ＰＴＡ研修会 

【社会教育課】 

・ＰＴＡの主体的な取り組みで行

【社会教育課】 

［成果］ 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

地域と定期的に情報交換を行います。 ・教育委員会との二者懇談会 う研修会、理事会等での各校の情

報交換、教育委員会との二者懇

談会を開催。 

・健康をテーマに近隣市の乳製品工場の

見学及び講演会「乳製品（チーズ、ヨー

グルト）を摂り入れて健康なカラダづくり」を

受講した。毎日の食事に乳製品（チー

ズ、ヨーグルト）を摂ることにより、腸内環

境・腸内フローラが整うことの重要性や免

疫細胞が食物アレルギーや炎症性腸疾

患等の病気だけでなく、その他の病気との

関連性など、家庭での食育、健康理解を

深めることができた。 

・教育委員会との二者懇談会では、各校

のＰＴＡ活動の取組みについて情報交

換・情報共有を行い、連携を深めることが

できた。 

［課題］ 

・毎年、役員の改選が行われるが、各校の

役員選考で苦労されている。 

■市民・地域との協働の推進 

 ・社会教育活動を充実させるとともに、学習成

果を地域の活動に生かせる人材を育成し、地

域の教育力向上を目指します。 

【指導室】 

①学校評議員制度の充実 

②学校評価の実施 

③学校運営協議会制度の検討 

 

 

【指導室】 

①各学校において、原則として毎

学期につき１回は評議員を招集

し、必要に応じて評議員が意見又

は助言する機会を設けた。 

②各学校では、学校評議員等に

【指導室】 

①学校評議員会では、学校公開や日常

の登下校等、児童・生徒や学校の教員と

の関わりの中で感じたこと等、建設的なご

意見を伝えてもらった。 

②各学校では、学校評価を基に改善策
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会教育課】 

土曜開放推進事業「土曜講座」 

依頼して、前・後期の学校評価を

実施し、保護者や地域に評価結

果の公表を行うとともに、ホームペー

ジにて広く周知を図った。 

③本年度から東京都の補助金事

業を活用し、市立小学校２校

（回田小、青葉小）において「東

村山市型学校運営協議会」の導

入することを決定した。現行の学校

評議員規則の一部改正と、東村

山市型学校運営協議会設置要

領を作成した。 

 

【社会教育課】 

多くの地域の協力者を指導者とし

て協力してもらい、地域の教育力の

活性化に繋がった。講座の指導・

協力をしていただいた指導者は、子

供達との交流をすることで、地域コミ

ュニティの推進が図られた。（21 校

にて実施）                 

土曜講座「令和元年度小学校 

159 講座 中学校 22 講座」 

を検討し、今後の学校運営に生かすことが

できた。 

③市立小学校２校において「東村山市

型学校運営協議会」を導入していることを

踏まえ、それぞれの成果と課題を整理し、

各学校へ周知するとともに、「学校と地域

の協働推進」のための委員会を新設し、

市内全小・中学校のおける学校運営協

議会制度への移行を進める。 

 

 

 

 

【社会教育課】 

［成果］ 

地域の方々の協力を得て、子供達は、伝

統文化・スポーツの等の活動を行う中で、

普段触れ合う事の無い世代との交流する

ことが出来た。                           

［課題］ 

土曜日の授業が増えている関係で講座の

減少、また指導者の後継者の育成に課

題がある。 
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施策の方向性 2．生きる力を育む学校教育を充実する 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（１）体を鍛え、学びの基礎を徹底する 

■健康を保持増進する資質や能力の向上 

 ・創造的な活動の基盤となる健康や体力に関す

る子供たちの意識や、健康を保持増進する資

質や能力を高めます。 

【指導室】 

①東京都統一体力テストの実施 

 

【指導室】 

①市内小・中学校全学年にて東

京都統一体力テストを実施し、本

市の児童・生徒の体力の課題を明

らかにし、校長会等を通して改善

方法について発信した。 

 

【指導室】 

①東京都統一体力テストの結果、小学

校では「握力」「長座体前屈」「反復横と

び」「２０ｍシャトルラン」が東京都の平均

より低く、中学校では、男女ともに「反復横

跳び」「立ち幅跳び」が東京都の平均を下

回った。児童・生徒が自身の過去の記録

を基に目標をもって運動に取り組み体力

向上を図ることができた。また、東京都の

平均と比べることで、自校の課題となってい

る運動を焦点化することができた。 

 

■基礎的・基本的な内容を確実に身に付ける教

育の推進 

 ・子供たち一人一人の「生きる力」を育成すると

いう基本的な考え方に立ち、子供たちと向き合

う時間を大切にします。時間的・精神的なゆとり

の中でじっくり考え、学習意欲を高め、基礎的・

基本的な内容を確実に身に付けられる教育を

推進し、子供たちの確かな学力を育成します。 

【指導室】 

①「東京ベーシック・ドリル」の活

用と調査 

②平成３０・令和元年度東村山

市教育委員会研究奨励校 

③「指導方法工夫改善加配」の

活用、指導主事による全校への

授業観察の実施 

【指導室】 

①「東京ベーシック・ドリル」診断シ

ートを活用し、小学校２年生から

６年生まで年間２回（年度当初

及び年度末）に児童の定着状況

を把握し、個に応じた指導を行うよ

うにした。また、第４学年までの学

習内容の定着状況を把握するた

め、各学校より、第５・６学年の結

【指導室】 

①「東京ベーシック・ドリル」診断シートによ

る実態把握調査結果では、全体的に年

度当初よりも向上傾向が見られ、基礎

的・基本的な学習内容の定着を図る上で

繰り返し問題に取り組んだり、つまずきいて

いる学習内容に立ち戻ったりする指導を行

った。 

②平成３０・令和元年度東村山市研究
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

果を提出するよう求めた。 

②東村山市研究奨励校では、東

村山市立小・中学校が特色ある教

育活動を展開していくために必要な

教科・領域等について行う研究活

動に対し、教育研究奨励推進事

業費を活用することにより、学校教

育の充実を図った。特に令和元年

度は、学習指導要領の趣旨を踏ま

え、プログラミング教育の指導法や

小学校各教科における「主体的・

対話的で深い学び」を実現するた

めの授業改善について研究を深め

た。 

③個に応じた指導を充実させるた

めに、各校の実態に合わせて小学

校算数及び中学校数学・英語に

おける習熟度別・少人数指導に要

する教員を小学校１５校と中学

校７校に加配し、習熟度別指導

ガイドライン（東京都教育委員

会）に基づいたきめの細かい指導

を実施した。 

奨励校として、富士見小学校が「論理的

に考え、課題解決を図る児童の育成〜プ

ログラミング教育を通して〜」、大岱小学

校が「主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善〜授業のユニバーサル

デザイン化を通して〜」と研究主題を位置

付け、具体的な授業改善の方法について

研究を深めた。 

③算数科・数学科における習熟度別指

導ガイドライン（東京都教育委員会）及

び英語科における少人数・習熟度別指導

ガイドラインに則った指導が図れるように、

指導主事等による全校の授業観察及び

管理職からの取組状況の聞き取りを行っ

た。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

■オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 ・オリンピック・パラリンピックの歴史や意義、国際

親善や世界平和に果たす役割についての正し

い理解を深められるよう、オリンピック・パラリンピッ

ク教育を推進します。 

【指導室】 

①オリンピック・パラリンピック教育

推進校及びオリンピック・パラリン

ピック教育アワード校の取組 

②オリンピック・パラリンピック教育

推進委員会の取組 

【指導室】 

①市内全校が東京都教育委員会

のオリンピック・パラリンピック教育推

進校の指定を受け、自校の取組を

市内各小中学校に啓発した。ま

た、オリンピックアワード校として、回

田小学校、南台小学校が指定を

受けた。 

②各校の教育課程にオリンピック・

パラリンピック教育を位置付けるよう

指導するとともに、学校アクティブプ

ラン to 2020（オリンピック・パラリ

ンピック教育推進計画）を作成し、

「体力の向上」「国際理解教育の

推進」「人権教育の推進」を柱に、

更なる推進を図るため、授業実践

を通し、オリンピック・パラリンピック教

育の推進状況を共有した。 

 

【指導室】 

①各学校では、学校アクティブプラン to 

2020 に基づき、オリンピアン・パラリンピア

ン等を招聘するなど、特色ある取組を行

い、オリンピック・パラリンピック教育を推進す

ることができた。また、様々な教科や領域

の学習とオリンピック・パラリンピック教育を

関連付け、体験的な学習を取り入れる等

指導の工夫を行った。 

②オリンピック・パラリンピック教育推進委員

会では、「レガシー」として大会後も各学校

に残せる取組を授業研究のテーマとして研

究授業を実施した。教科の中にオリンピッ

ク・パリンピック教育で育む資質を位置付け

提案することができた。また、各学校の取

組を報告書にまとめ各学校へ配布し、普

及・啓発を行った。 

（２）豊かな人間性を培い、規範意識を

高める 

■子供たちの人権教育の推進 

 ・人権尊重の理念を広く社会に定着させ、あらゆ

【指導室】 

①人権教育推進委員会の開催 

②道徳教育推進委員会の開催 

【指導室】 

①年間５回実施した人権教育推

進委員会において、「性同一性障

害・性的指向」を題材に授業研究

【指導室】 

①各学校が実践している人権教育の具

体的な取組について報告書を作成し、各

学校が連携を図っている関係機関や取り
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

る偏見や差別をなくし、様々な人権課題にかか

わる差別意識の解消を図るともに、多磨全生園

がある東村山市として、地域の特性を生かした

子供たちの人権教育を進めます。 

を実施し、ＬＧＢＴに関わる人権

侵害に関わる授業実践の情報交

換を行うとともに、多磨全生園の山

吹舎の見学やハンセン病回復者の

平沢保治氏の講演を通してハンセ

ン病や人権課題への理解を深める

ことができた。また、東京都教育委

員会人権尊重教育推進校の研究

発表会に参加した。 

②年間５回開催した道徳教育推

進委員会において、道徳教育に識

見の深い講師を招いて研修会及び

授業研究を実施し、「特別の教科 

道徳」の趣旨を踏まえた授業実践

についてリーフレットにまとめ、各学

校に配布した。 

扱っている教材を共有することで小・中学

校９年間を見通した系統的な人権教育

を推進することができた。東京都人権尊重

教育推進校として萩山小学校の取組を

人権教育推進委員会において取り上げ

普及を図った。 

②道徳教育推進委員会では講師による

講演会や授業実践を通して、「特別の教

科 道徳」の適正な実施に向け、「考え、

議論する道徳」への質的転換を図るよう

教員の授業力を向上させ、授業の質を高

めるために「発問の工夫」を視点にして授

業研究を行い、その成果をリーフレットにま

とめ提案した。 

                                                                                                                                                                                                             

■「いのちとこころの教育」の推進 

 ・子供たちに思いやりの心や社会生活の基本的

ルールを身に付け、地域の担い手として社会貢

献の精神を育むため、家庭や青少年対策地区

連絡協議会等の地域諸団体等と連携し、東

村山市の特性を生かした「いのちとこころの教

育」を進めます。 

【指導室】 

①「東村山市いのちとこころの教

育週間」リーフレットの作成 

②道徳授業地区公開講座（市

立全小・中学校で実施） 

【指導室】 

①次世代を担う子供たちに「いのち

の大切さ」「人を思いやるこころ」を

培い、「東村山市いのちとこころの

教育週間」の意義を再認識するた

め、過去の報告書や提言、現在の

取組等をまとめたリーフレットを作成

【指導室】 

①いのちとこころの週間リーフレットを作成

することにより、児童・生徒や学校関係者

だけでなく広く市民に発信するとともに、い

のちとこころの教育週間では、校長講話等

による児童・生徒、保護者への趣旨説明

に活用した。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

した。 

②道徳授業地区公開講座では道

徳の授業を公開し、保護者・地域

の方との意見交換会を実施した。

特に小学校では、「特別の教科 

道徳」として全面実施となり、教科

書を用いた授業を公開した。 

②道徳授業地区公開講座ではより多くの

保護者や地域の方の参加に向けた意見

交換会の実施内容や方法を工夫するた

め、東京都教育委員会が作成した「意見

交換会導入ビデオ資料」を活用した。         

（３）健康・安全に生活する力を培う 

■学校給食を活用した食育の推進 

 ・子供たちが、食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身に付け、健全な食生活を送るととも

に、食を通して地域の産業や文化への理解を

深めることができるよう、学校給食を活用した食

育を推進します。 

【学務課】 

①食育推進プランの改訂・促進

（給食運営委員会）                   

②料理教室(親子料理教室、中

学生によるお弁当づくり、スポーツ

食育教室） 

③地場野菜の導入  

【学務課】 

① 給食運営委員会において令

和元年度研究テーマ『日本の

食事の良さを知り、進んで発信

できる子の育成』〜東村山市

の食育計画の基づく食育の推

進 オリンピック・パラリンピック教

育から〜の研究を行い食育推

進プランに基づいた授業を各

小・中学校で行った。  

② 料理教室の開催では、各学校

で児童、保護者対象の親子

料理教室の開催や学校保健

会主催の夏休み親子料理教

室、中学生お弁当づくりにおい

て地場野菜を活用した料理を

【学務課】 

① 各校で食育推進プランに基づいた授

業を行い、授業内容の改善などを研

究した。研究発表校では、小学１年

生を対象に「食と健康」をテーマに学

び、いろいろな食材の知識の幅を広げ

ることによって児童・生徒一人一人が

望ましい食生活を実践する力を身に

つけることができた。 

② 親子料理教室では、各学校の人気

のあるメニューやオリンピック・パラリンピ

ックを意識した世界の料理をテーマに

にし、親子で楽しめる食育の充実を図

った。また、中学生お弁当づくりでは、

中学校給食の献立をもとにお弁当を

作り、栄養バランスを考慮した給食を
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

実施した。 

③市立全小・中学校で地場野菜

の日（７月、１１月、１２月）

の日を設け、給食に地場野菜を多

く使用した献立を取り入れた。ま

た、市内の農家と連携し、地場野

菜に関する授業も行った。 

つくり、家庭や地域で実践できる食育

を行った。   

③ 給食においての地場野菜使用率は、

前年度より上昇しており（1２.９％

⇒１３．２％）、安定供給を目指

し、地場野菜納入会議の開催など農

家との連携を図りながら、食を通じて

多くの児童、生徒に地場野菜の良さ

を周知できた。 

■学校におけるアレルギー疾患に関わる事故の

防止 

 ・学校におけるアレルギー疾患に関わる事故を

防止するため、保護者・校長・担任・養護教

諭・栄養士等と連携し、安全・安心な学校給

食を提供します。 

【学務課】 

給食四者協議会、給食運営委

員会 

【学務課】 

平成３0 年 4 月策定の東村山市

食物アレルギー対応指針の見直し

を行い、改訂版の発行を受け、給

食四者協議会（保護者・学校・

委託業者・学務課）において、給

食の運営及び内容の充実を図るた

めに食物アレルギー対応の説明を

行った。 

【学務課】 

改訂した東村山市食物アレルギー対応指

針の内容について、対応レベルを明確に

し、給食四者協議会（保護者、学校、

委託業者、学務課）において、アレルギー

対応等の共通理解を深めることができた。

緊急時の搬送先としては、多摩北部医療

センターと提携し、緊急時の児童・生徒の

対応が円滑に行われ安全が確保できた。                              

また、未然防止や再発防止を図るため対

応指針に基づき、各小学校のアレルギー

対応委員会の設置を強化し、食物アレル

ギーの具体的な対応内容を検討し、方針

を決定することができた。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

■安全教育及び防災教育の推進 

 ・自分の安全を守るために必要な危険に対する

知識や安全な行動の仕方等、基礎的・基本

的事項の確実な定着を図り、危険を予測し回

避する能力と、他者や社会の安全に貢献でき

る資質や能力を育成するための安全教育及び

防災教育を進めます。 

【地域安全課】 

①交通安全教室 

②スケアード・ストレイト方式を用

いた自転車安全教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域安全課】 

①小学校での交通安全教室で

は、各学年に適した交通安全教育

を警察と連携して行い、横断歩道

の渡り方や自転車実技教室、その

他 DVD による視聴覚教養等を各

小学校で年間２３回実施した。 

②中学校において、具体的な自転

車事故事例や、交通事故を起こし

た場合の責任、自転車の交通違

反に対する罰則の内容等を中心と

した講話を警察と連携して行うこと

と併せて、プロスタントマンを用いてど

のような危険が生じるか、実際に交

通事故を再現し直視体験させる

「スケアード・ストレイト方式」の自転

車安全教室を、該当各校で年間

２回実施した。 

 

 

 

 

 

【地域安全課】 

①交通安全教室を実施することで、日常

生活において、安全に行動するための意

識の向上・能力の育成を図ることができ

た。また、警察と連携し、講話等で教養後

に、道路または校庭で実際に体験させるこ

とで、正しい交通ルールやマナーについての

理解を深め、交通安全に関する知識を身

に付けさせることができた。 

②実施した該当各校の参加者アンケート

集計では、自らの自転車の乗り方について

見直す等の意見が、全体の９割にもおよ

び、参加者の交通安全に対する意識改

善を図ることができた。実施した２回のうち

１回は休日の学校公開日、１回は天候

不順による延期により平日開催となった

が、保護者や地域住民にも参加いただくこ

とができたことは地域の交通安全意識向

上に少なからず寄与したと考える。今後も

保護者や地域住民がより参加できるよう

学校側との調整に努めなければならない。 
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【防災安全課】 

総合水防訓練（秋水園グラウン

ド） 

東村山第六中学校 地域に学ぶ

会 

総合防災訓練（東村山第七中

学校） 

市内全小中学生に対する防災備

蓄食料配布 

消防団第１分団による特別授業

（秋津東小学校） 

北山小まち探検（消防団第４分

団） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災安全課】 

［成果］ 

・総合水防訓練において、秋津小学校児

童に各種訓練を体験してもらうことで意識

啓発が図れた。 

・職員による被災地派遣の経験をもとに、

被災地の現状や「災害時に小中学生とし

てできること」の紹介を行ったことで意識啓

発が図れた。 

・総合防災訓練において、避難訓練を消

防団と共同で実施したことで、より現実的

な訓練となり災害時の行動を学んでもらう

ことができた。 

・防災備蓄食料の配布を行い、実際の災

害時の食料を知ってもらうことで防災意識

の醸成を図ることができた。 

・消防団が特別授業等に出向くことによ

り、地域の防災力についてより深く、学んで

もらうことができた。 

 

[課題] 

・市主催訓練への参加人数増 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

【指導室】 

①安全教育の推進 

②防災教育の推進 

【指導室】 

①各学校の教育課程の中に、セー

フティ教室や交通安全教室、薬物

乱用防止教室等を位置付け、家

庭と連携して、児童・生徒の健全

育成を図る取組を推進するよう指

導した。例月の生活指導主任会で

は、各校が実践している安全教育

について情報交換を行い、特色あ

る取組を行っている学校を紹介する

とともに、東村山警察署等の外部

機関との連携の在り方について協

議した。 

②防災教育の指導に当たっては、

「安全教育プログラム（東京都教

育委員会）」や「防災ノート 〜災

害と安全〜」の活用を図るよう指導

した。総合的な学習の時間等を活

用し、体験的な学習を取り入れた

り、ゲストティーチャを招いて外国の

防災教育の実態を学んだりしながら

各学校で工夫しながら取り組んだ。 

 

【指導室】 

①安全教育の内容を充実させるために、

自転車シミュレーターを活用した交通安全

教室やスタントマンによる自転車事故等の

再現による指導（スケアード・ストレイト）

等、工夫した取組を実施した。生活指導

主任会で「安全教育プログラム（東京都

教育委員会）」を活用し、「必ず指導する

基本的事項」の活用等、校内研修の進

め方について取り上げたことから、各学校で

日常の一声指導の充実が図られるように

なった。特に、小学校低学年における交通

事故（下校時や自転車乗車時）につい

て注意喚起するとともに下校時の交通安

全指導の工夫について情報共有を図っ

た。 

②各学校では、毎月実施している避難訓

練を通して、振り返りの時間に防災ノート

等活用しながら、児童・生徒が自ら危険を

予測し回避する能力や、他者や社会の安

全に貢献できる資質や能力を育むことがで

きた。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（４）社会の変化に対応できる力を高め

る 

■キャリア教育の充実 

 ・子供たち一人一人の社会的・職業的自立に

向け、必要な基盤となる能力や態度を育むた

め、職場体験等の学習をとおして、自己理解を

深め、自己の生き方を考えるキャリア教育を充

実させます。その際に幼稚園や保育園、高等

学校等との連携・接続を配慮した教育を進めま

す。 

【指導室】 

①中学校職場体験学習 

②進路指導主任会の開催 

【指導室】 

①各学校のキャリア教育全体計画

及び年間指導計画に基づき、市立

全中学校で２年生生徒及び特別

支援学級生徒が市内外各事業所

の協力の下、職場体験学習を１

〜２日間実施した。 

②進路指導主任会を通して、各

学校のキャリア教育年間指導計画

や指導の実際について情報交換を

行うとともに、職場体験における事

前・事後の指導の工夫について検

討した。職場体験の実施における

課題を共有し、事故やトラブルの未

然防止を図った。 

【指導室】 

①職場体験をきっかけに生徒の職業観・

勤労観を育み、自己の生き方について主

体的に考えるようになり、将来を展望し、

自己実現を図るための意欲を培うことがで

きた。 

②職場体験受入れ先事業所等一覧の

作成を行い、各学校が職場体験について

調整を行う際に活用することができた。実

施に伴う課題を共有することで、事故やト

ラブル等を未然に防ぐことができた。 

■シチズンシップ教育の推進 

 ・選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられるこ

とを踏まえ、将来を担う児童・生徒一人一人が

社会に参画する意識や力を高めるために、市民

としての権利や責務について学ぶシチズンシップ

教育を推進します。 

【指導室】 

①中学校生徒会サミット 

②職場訪問、社会科見学 

③ボランティア活動・地域清掃 

【指導室】 

①東村山市の市立中学校の生徒

会による生徒会サミットを行った。令

和元年度は、昨年度取り組んだボ

ランティア活動をさらに発展させるた

め、「我がまち 東村山市の未来に

向けて！〜オリンピック・パラリンピッ

ク教育の学びを通して東村山の未

【指導室】 

オリンピック・パラリンピック東京大会に向け

て、各校で進めてきた「オリンピック・パラリン

ピック教育」をテーマに取り組んだ。市内全

中学校の生徒一人一人がオリンピック・パ

ラリンピックの学習をどのように積み重ねてき

たのか、日々の学習内容を振り返り、さら

に未来の東村山を作るために取り組みた
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

来像を考える〜」をテーマに、各校

が行ってきたオリンピック・パラリンピッ

ク学習の発表を聞き、３０年後の

東村山の町について、グループごと

にキャッチフレーズを考えた。今後は

生徒会を中心に、各校で取組を進

めていく。 

②図書館や消防署、ごみ処理場、

地域のスーパーや農家を訪問し、

地域と自分とのつながりを確認する

とともに、地域のために何ができるか

を学んだ。 

③各校で、ボラティア活動や地域

清掃等の地域行事への参加を呼

びかけ、地域との連携を図った。 

い内容を考えることで、社会に参画する意

識を育成することができた。また、生徒会サ

ミットでの話合いの内容を市民の集いで発

表することで、各学校の生徒会役員のリー

ダーとしての意識が高まり、各学校の生徒

会活動や社会参画の意識の向上を図る

ことができた。 

②様々な公共施設や商店、農家を訪問

し話を聞くことで、地域とのつながりを強く意

識させることができた。 

③学校での呼びかけや中学校の部活動

等での活動により、ボランティア活動や地

域行事へ参加する生徒が一定数見られ

た。 

■環境教育の充実 

 ・小・中学校におけるＣＯ２削減や省エネルギ

ー・省資源に関わる環境教育を充実させ、持

続可能な社会の実現を進めます。 

【環境・住宅課】 

①親と子の環境教室 

②みどり環境ポスターの募集及び

展示 

③COOL CHOICE 普及・啓発

活動（出前講座） 

 

 

【環境・住宅課】 

①市内在住の親子を対象とし、環

境問題について学ぶことができる施

設を見学した。 

②市立小学校の児童を対象に、

「みどり環境ポスター」を募集し、応

募作品の中から 20 点の優秀作品

を選出した。また、市主催のイベン

【環境・住宅課】 

①参加者数 １８名（子ども１０名 

大人８名） 

②応募総数 １６１点 

 展示回数３回 

③実施した児童クラブ ６ヵ所 

 参加人数 ３２７名（児童２８４名 

指導員４３名） 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

 

 

 

 

 

 

 

【ごみ減量推進課】 

ごみの分別のおはなし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みどりと公園課】 

北山公園外来種防除事業 

 

トでの優秀作品の展示や選出者の

表彰を行った。 

③夏休み期間を利用し、児童クラ

ブにて小学生を対象とした地球温

暖化対策に関する出前講座を行っ

た。 

 

【ごみ減量推進課】 

東村山市一般廃棄物処理基本

計画に基づき、市内小学校を中心

にごみ処理の流れや処理方法、最

終処分の状況などについて知識を

広げてもらうとともに、ごみの減量や

分別の大切さを意識してもらうため

の出前授業を行う。 

主に対象とするのは小学校４年生

とする（小学校４年生が社会科の

授業でごみに関する勉強をしている

ため）。 

 

【みどりと公園課】 

北山公園における生物多様性の

保全推進のために、外来種の防除

 

 

 

 

 

 

 

【ごみ減量推進課】 

令和元年度は東村山市の小学校等にお

いて１５回の出前授業を実施した。市の

分別について説明を行ったほか、近年、世

界的な問題となっている海洋プラスチックに

ついて取り上げ、理解を深めてもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

【みどりと公園課】 

参加者：２５名 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を目的として、園内において外来植

物に関するレクチャー、ガイドウォー

ク、自主学習、識別試験を実施し

た後、外来植物の抜き取り作業を

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・北山公園及び周辺環境の変遷を学ぶこ

とで、公園内の自然環境の貴重さを知って

もらうことができた。 

・参加者の中には、北山公園に外来植物

が生えていることを知らなかった人もいた

が、イベントを通じて、外来種についての正

しい知識や外来種問題について理解を深

めてもらうことができた。 

・ガイドウォークで教わるだけでなく、自主学

習で自ら現物と図鑑を見比べて識別を行

ったことで、植物の見分け方のポイントを実

際に知ることができ、識別能力の向上につ

ながった。 

・外来種の識別方法や防除方法について

理解を深めてもらうことができ、外来種対

策のサポートができる人材を育成すること

ができた。 

・今後、イベント参加者は園内の外来種

駆除をある程度自由に行えるようにするな

ど、仕組みを整えていくことによって地域を

巻き込んだ駆除活動を展開できるようにな

り、地域活性にもつながると考えている。 

 



23 

 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

【指導室】 

①環境教育の実施 

 

【指導室】 

①各学校において、学校の実態に

基づき環境教育を教育課程に位

置付け、年間を通じて省資源・省

エネルギーに関わる取組を実施し

た。 

【指導室】 

①各学校においては、東京都水道局や本

市資源循環部、本市教育委員会学務

課等の関係諸機関と連携し教育活動を

行った。社会とのつながりを大切にしなが

ら、学習したことを実際の生活の中で活用

する活動や給食の残飯を減らす取組等を

推進し、児童・生徒の環境教育の日常化

を図ることができた。 

■子供たちの情報活用能力の育成 

 ・子供たちの情報活用能力を育成するとともに、

学習に対する興味・関心を高め、理解を深める

ために、ＩＣＴの活用を図るとともに、情報モラ

ルを身に付け、適切に活用できるよう学習活動

を充実させます。 

【指導室】 

①情報教育推進委員会の開催 

②ＳＮＳ東京ルールを基にした、

各校独自のＳＮＳルールの制定

と見直し 

 

【指導室】 

①年間３回実施した情報教育推

進委員会では、市立小・中学校に

おけるＩＣＴを活用した授業につ

いての情報交換やＳＮＳ東京ノー

トの活用について協議検討した。ま

た、令和２年度から小学校で始ま

るプログラミング教育について授業

研究を行い成果と課題を共有し各

校へと周知した。 

②情報モラルの推進については、情

報教育全体計画及び年間指導計

画を各学校で作成するとともに、セ

ーフティ教室を実施した。また、市

【指導室】 

①市立小・中学校の教員が参加する情

報教育推進委員会では、ＩＣＴを活用

した授業についての情報交換により、ＩＣ

Ｔ活用の意識の醸成を図ることができた。

また、実際に小学校でプログラミング教育

の授業研究を行うことにより、各校での実

践に生かすことができた。 

②ＳＮＳ東京ノートの活用やセーフティ教

室の実施により、市内全校で各学校の実

態に合わせて制定した独自のＳＮＳに関

するルールを見直すとともに、保護者会等

でＳＮＳ学校ルールについて保護者同士

が話し合うことで児童・生徒、教員、保護



24 

 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

内すべての学校でＳＮＳを安全に

使用するためのルールを再検討し、

ホームページに公開して保護者や

地域社会への周知・啓発を行っ

た。 

者、地域の方々に情報モラルを守ることの

重要性について認識を高められた。 

 

  



25 

 

施策の方向性 ３．子供一人一人に応じた支援を充実する 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（１）充実した学校生活になるように支援する 

■特別支援教育体制の充実 

 ・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

卒業までのライフステージ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ていける

力を培う支援を着実に進めます。 

【子ども・教育支援課】 

①特別支援教育の理解・

啓発 

②特別支援教育専門家

チームの派遣 

③教員サポーターの派遣

④特別支援教育運営委

員会の活用 

⑤特別支援教室の開設

⑥教職員向け研修の実

施 

⑦子ども相談室の活用 

【子ども・教育支援課】 

○特別支援教育リーフレット「東村

山市の特別支援教育」の作成及

び配布 

○特別支援教育専門家チームに

よる巡回相談を９８回、言語相

談を１８回、連絡会等を１６回

実施した。 

〇教員サポーターを２２校に配置

した。 

○特別支援教育運営委員会を通

じて特別支援教育コーディネーター

研修や情報交換、個別の教育支

援計画・個別指導計画の様式の

見直しを行った。 

○全ての中学校に特別支援教室

を開設した。 

○子ども相談員が小・中学校教

員、スクールカウンセラー、指導室

等で連携し、特別な教育的ニーズ

のある児童・生徒への具体的な指

【子ども・教育支援課】 

○リーフレットの配布や市民講座の開催に

より、特別支援教育の施策や障害につい

ての理解促進につながった。 

○東村山市特別支援教育専門家チーム

委員や教員サポーターの派遣により特別

な教育的支援を必要とする児童・生徒へ

の指導及び支援の充実を図った。 

○全ての中学校に特別支援教室の設置

したことで、多様な学びの場の提供につな

がった。 

○引き続き、特別な教育的支援の必要

な児童・生徒の状況は一人一人異なるた

め、さらに個々の教員の資質の向上及び

学校の組織的な支援体制の構築が必要

である。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

導や支援について情報提供や助言

などを行った。 

■学校での読書活動や図書館の整備・活用の推進 

 ・子供たちが自主的に読書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・

活用を進めます。 

【学務課、指導室、図書

館】 

①学校図書館蔵書の充

実 

②学校図書館専任司書

の配置・担当教諭等への

研修会の実施 

③学校および学校図書

館への支援 

④市内の子どもの読書活

動推進に向けた取り組み 

【学務課・図書館】 

・購入図書を選ぶための展示会を

開催し、新刊書の現物選定や出

版情報収集の機会を提供した。ま

た、会場に市立図書館再利用本

コーナーを設置し蔵書充実への支

援を行った。 

【指導室】 

・６月と２月に小学校第３学年

児童・中学校第２学年生徒の読

書活動や図書館活用アンケートを

実施した。 

【指導室・図書館】 

・学校図書館担当者連絡会（年

間３回）を開催し、学校図書館

の運営に関わる情報交換、協議を

進めた。 

・学校図書館専任司書に対して

は、全体研修のほか、小学校・中

学校各図書館を会場にした実務

研修、新人研修、学校図書館支

【学務課、指導室、図書館】 

・学校図書館担当者連絡会を通して、学

校図書館専任司書との連携や、各校独

自の読書活動への取り組みなどについて

情報共有することができた。 

・学校図書館専任司書の通年配置が 8

年目となり、各校の状況に応じた学校図

書館の環境整備が進んだ。また、訪問支

援を行うことにより、各学校ごとの課題解

決に取り組むことができた。 

・教員と学校図書館専任司書の連携によ

る本を活用した授業が増え、児童・生徒

の読書量や学校図書館利用頻度が増加

した。 

・学校での読み聞かせや調べ学習等に市

立図書館の蔵書を効果的に活用してもら

うことができた。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

援担当による訪問支援を８回実

施した。また、司書教諭等との合同

研修を実施した。 

【学務課・指導室・図書館】 

・『学校図書館の手引き』を更新

し、学校図書館の管理・運営の事

務方針を示した。 

【図書館】 

・市立図書館から調べ学習用図

書、学級文庫用図書、百科事

典、図鑑セット等６４８件、１

６，５６６冊、の貸出を行った。 

・市立図書館から小学校へのブック

トーク訪問・小中学校への夏休み

おすすめ本の情報提供、学校図書

館便りや調べ学習用ワークシートの

フォーマット提供等を行った。 

・児童コーナー・ティーンズコーナーに

幅広い蔵書を用意すると共に、子ど

もが多様な本に興味・関心を持つ

ことができるように季節やテーマに合

わせた展示やブックリストによる本の

紹介を行った。オリンピック・パラリン
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

ピック関連本を収集展示し、夏休

みには「調べよう！オリンピック・パラ

リンピック」コーナーを各図書館に設

置し、調べ方ガイドとワークシートを

用意して百科事典等を使って調べ

る事業を実施した。 

（２）相談体制を整備する 

■相談体制の強化 

 ・幼児相談と教育相談について、０歳から１８歳まで

切れ目のない相談・支援体制を整えます。幼児相談・

教育相談担当、就学相談担当、スクールカウンセラー、

特別支援教育コーディネーターがそれぞれの専門性を発

揮できるよう体制を整備します。 

【子ども・教育支援課】 

○東村山市子ども相談

室の運営 

○困り感のある児童の早

期発見、早期支援体制

整備への支援 

○小・中学校校内教育相

談体制整備の支援 

【子ども・教育支援課】 

○公認心理師、臨床心理士、言

語聴覚士、作業療法士等による

継続的な専門性の高い相談支援

を実施した（年間１，３２８

件） 

○幼稚園、保育所、小中学校等

への訪問相談の実施（３１８

回） 

○スクールカウンセラーによる小中

学校内での相談活動の実施（児

童・生徒３，９１７回、保護者

２，０５１回、教員４，３７９

回、その他９８回） 

○スクールカウンセラー連絡会の実

施(2 回） 

○就学相談事業との連携 

【子ども・教育支援課】 

○子ども相談室において、切れ目のない

相談支援体制を整えることで、保護者や

幼児・児童・生徒について、安心感を持っ

てもらえる継続的な相談支援を実施した。 

○幼稚園・保育所・小学校・中学校への

相談員の訪問や子ども相談研修の実施

を通して、早期発見及び早期支援の体制

作りに寄与し、併せて、子どもを取り巻く

様々な課題への理解と対応について、学

べる機会を提供した。 

○就学相談事業やスクールカウンセラー、

特別支援教育コーディネーター及び関係

機関との連携により、特別な教育的支援

が必要な児童・生徒について、専門的な

視点をもって支援を実施することができた。 

○課題としては、多様化、複雑化する相
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

○子ども相談研修（６回）の実

施 

○幼稚園、保育所、小・中学校、

特別支援学校、児童発達支援施

設等との連携 

談に対応していくため、子ども相談員の資

質及び専門性の更なる向上が必要であ

る。 

■関係諸機関等との連携・接続の推進 

 ・保育所・幼稚園、小・中特別支援学級（固定学級・

通級指導学級）、特別支援学校との連携・接続を充

実させます。また、進学や就職をふまえた中学校教育を

充実させるため高等学校等との連携・接続を図っていき

ます。 

【指導室】 

東村山市保・幼・小連絡

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・教育支援課】 

○就学相談の実施 

○東村山市子ども相談

【指導室】 

東村山市の保育所・幼稚園・小学

校における、子供たちの生活スタイ

ルや保育及び指導の在り方を相互

に理解する機会をもつことにより、東

村山市の保育所・幼稚園・小学校

が共に連携を推進し、幼児期から

小学校低学年にかけた学びの連続

性をもたせるとともに「小１プロブレ

ム」の未然防止を図ることができた。

また、小学校におけるスタートカリキ

ュラムの活用について東京都教育

委員会指導主事による講演会を

実施し、理解を深めた。 

 

【子ども・教育支援課】 

○就学相談等の実施（就学相談

８２件・転学相談３１件・通級

【指導室】 

就学前教育におけるスタートカリキュラム作

成に向けて、取組内容の交流や具体的な

子供の姿についての協議を進めるだけでな

く、入学後２週間のカリキュラムとはどのよう

なものが適切か検討を始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・教育支援課】 

○子ども相談員が就学前機関と就学先

双方に関わる移行支援の実施によって、
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

室の運営 

○保育所・幼稚園との連

携 

○小・中学校との連携 

○都立特別支援学校と

の連携 

指導学級等入級相談１５３

件） 

○就学支援シートの引継ぎ（208

件） 

○子ども相談員による移行支援の

実施 

○小中高等学校及び幼稚園、保

育所等への訪問相談の実施（小

中高等学校１１５回、幼稚園保

育所２０３回） 

○副籍事業の実施（６８件） 

○都立特別支援学校の学校公開

及び研修会への参加 

○都立特別支援学校の特別支援

教育コーディネーターによる小中学

校への巡回指導の実施 

○東京都教育委員会より「特別支

援学級の専門性向上事業」の指

定を受け、都立清瀬特別支援学

校と連携をした。 

安定した就学のスタートにつながった。 

○就学相談等を実施することによって、児

童・生徒にとって必要とされる多様な学び

の場への接続を円滑に行うことができた。 

○幼稚園・保育所及び小・中学校等への

訪問相談の実施によって、個々の幼児・

児童・生徒にあった学びの場について的確

な情報提供につながった。 

○副籍事業の実施によって、障害の有無

にかかわらず、児童・生徒が互いに理解し

合うことにつながった。 

○関係所管との連携により、早期支援に

つながり、就学を見据えた相談支援を実

施することができた。 

○特別支援学校との連携により、市立小

中学校の指導の充実につながった。 
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施策の方向性 ４．健やかで豊かな心をもつ青少年を育成する 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（１）青少年育成環境の充実を図る 

■ 青少年の心を育てるための健全な地域環境づくり 

 ・学校、家庭、地域などがそれぞれの役割を担い、子供

たちを健全に育成するための環境を整えるとともに、体

験を通して社会のルールや協調性を養う取組を行いま

す。 

【社会教育課】 

青少年対策地区白州キャ

ンプ 

【社会教育課】 

７地区ある青少年対策地区委員

会のうち、第一・二・四・五・七地区

において７月２６日から８月１日

の期間で、一泊二日、白州山の家

に宿泊し、自然体験や児童・生

徒・地域・学校の教員との交流を

図った。第六地区は、台風の接近

に伴い、中止となる。 

参加者：３９７人 

【社会教育課】 

［成果］ 

・各地区の実情に合わせ、一泊二日、白

州の自然に触れ様々な体験活動を経験・

体験することで、心豊かな子ども達の健全

育成を図ることができた。 

［課題］ 

・役員等委員の減少により、令和元年度

については、地区１つが開催できなくなっ

た。 

■ 小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりの推

進 

 ・放課後に学校の教室や校庭等を活用し、地域の

方々の参画を得て、子供たちに安全・安心な活動場所

（居場所づくり）を提供します。 

【社会教育課】 

放課後子ども教室 

【社会教育課】 

放課後子ども教室は児童の放課

後の安全・安心な居場所となってお

り、市内の小学校 4 校で実施して

いる。地域の方々との交流を通じて

学校や家庭で得られない体験や学

年を超えて交流することで、助け合

いの気持ちを持った行動が出来て

おり、児童及び保護者からは、高い

評価を得た。また、学童との交流で

は、児童及びスタッフの間で双方の

【社会教育課】 

［成果］                                     

放課後子ども教室の活動の中で、協力す

る事の大切さや、他学年との交流で思い

やる気持ちの大切さを学ぶ事が出来た。                               

［課題］                                     

安定した運営するための、スタッフの確保や

活動場所の確保が課題である。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

事業の理解を深める事が出来た。 

■ 心豊かで自立した青少年を育成するための環境づく

り 

 ・自然体験・ボランティア体験・文化体験などの活動や、

異年齢とのかかわりの機会を通じ、青少年の豊かな人

間性を育むとともに、地域の担い手として活躍できる青

少年を育成します。 

【社会教育課】 

①輝け！東村山っ子育

成塾 

②なぎさ体験塾 

【社会教育課】 

①青少年委員が企画・立案した体

験・経験活動事業である「輝け！

東村山っ子育成塾」を（小学５年

生から中学３年生を対象）年７

回実施。９月実施の事業は、台

風接近により中止となる。 

参加者（延べ）319 人 

②「なぎさ体験塾」は姉妹都市であ

る新潟県柏崎市において、小学

５・６年生を対象に二泊三日で実

施。 

令和元年度募集数（東村山市

２５人・東久留米市１５人・新

潟県柏崎市１５人） 

参加者５３人 

 

【社会教育課】 

［成果］ 

①異年齢の子ども達がグループになり様々

な体験・経験活動を行うことで、「いのちの

大切さ」「人を思いやるこころ」を培うことが

できた。 

②海洋体験や生活体験活動を通し各市

の交流を深め、人と人とのかかわり方を学

び、社会性豊かな人間性を育むことができ

た。 

［課題］ 

①ボランティアリーダーの減 

②姉妹都市である新潟県柏崎市と子ども

達の交流事業は「なぎさ体験塾」のみであ

り、今後も各市と連携を取り、補助金が継

続できるよう努める。 
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施策の方向性 ５．生涯にわたる文化・スポーツ・学習活動を充実する 

施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

（１）市民文化・生涯学習活動の支援・充実を

図る 

■ 市民文化・生涯学習活動の推進 

 ・生きがいやゆとりある人生を送ることを目的とした市民

文化・生涯学習活動を推進します。市民が市民文化・

生涯学習活動に気軽に参加し、交流ができるよう、各

種活動の情報の提供を行います。 

【社会教育課】 

・市民文化祭 

【社会教育課】 

市民文化祭参加団体にて、実行

委員会を設立し行政と連携し創作

活動展、合唱・ダンス・伝統楽器演

奏・コンサート・お茶席等、市民によ

る文化活動の発表を行った。 

【社会教育課】 

［成果］ 

市民による文化活動の発表を通じて、市

民とのふれあいを深め、東村山の文化を市

内外にアピールすることができた。地区館に

おいても、文化祭の関心が高まってきてい

る。 

［課題］ 

ホールで行う演目については、増加傾向に

あるが、展示作品部門において、高齢化

が進んでおり後継者の育成に課題が残

る。 

 

■社会教育施設の機能の充実と老朽化対策等の推進 

 ・市民生活が豊かなものになるよう、公民館や図書館、

ふるさと歴史館など、社会教育施設としての機能を高め

ます。社会教育施設を適切に維持するために、老朽化

した施設・設備の整備を計画的に進めます。 

【資産マネジメント課】 

・包括管理委託の導入 

 

 

 

 

 

 

【資産マネジメント課】 

・課毎、施設毎に契約している

様々な管理業務を包括的に契約

することで、管理水準の向上による

安全・安心の確保と業務の効率化

を目指す「包括施設管理委託」の

契約を締結し、平成３０年４月

から事業開始した。 

【資産マネジメント課】 

・平成３０年４月以降、公民館や図書

館、ふるさと歴史館の管理業務の一部に

ついて「包括施設管理委託」により包括化

されることで、管理水準の向上による安

心・安全の確保、業務の効率化を図れる

ようになった。 
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

【公民館】 

・施設・設備の修繕 

・屋上防水・外壁等改修

工事実施設計 

 

 

 

 

 

【ふるさと歴史館】 

空調系統の修理・交換 

収蔵庫扉踏み板修繕 

非常用照明バッテリー交

換修繕 

展示装置点滅装置修繕 

電話設備更新工事                                   

【公民館】 

中央公民館では「屋上防水・外

壁等改修工事実施設計」をおこな

い、令和２年度に工事を実施する

予定である。 

この工事により外壁の落下、雨漏り

を防止し、市民の生涯学習の中心

的な役割を担う施設を維持する。 

 

【ふるさと歴史館】 

・社会教育施設を適切に維持する

ため、ふるさと歴史館内において左

記（主な事業）施設・設備の改

修等を行なった。 

【公民館】 

屋上防水・外壁等改修工事実施設計を

おこない令和２年度に工事を実施する。 

中央公民館では、老朽化したホール音

響・照明設備の改修等の課題を残すほ

か、複合施設については、今後も関係所

管と協議しながら改修を計画的に進めて

いく必要がある 

  

【ふるさと歴史館】 

常設展室の展示装置（ヒストリーマップ）

の修理および非常用照明バッテリーの交

換及び空調設備の修理をおこない、来館

者がより快適・安全に施設を使用できるよ

うになった。 

課題としては、設備の老朽化による故障、

或いは使用不能となることが懸念されるた

め、設備の全面入れ替えを視野に入れる

必要がある。 

 

 

■ 市民文化・生涯学習活動の担い手の育成 

 ・市民文化・生涯学習活動が活性化されるよう、各分

【社会教育課】 

「八国山芸術祭」 

【社会教育課】 

１１月２３日・２４日の２日

【社会教育課】 

ホールや展示室等において、文化・芸術
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

野の指導者等を育成するための支援を行います。 ・市内の文化・芸術活動

に取り組む環境を一層充

実させ、学習成果を発表

する機会の創出の一環と

して、３年ごとに開催す

る。 

・第４回八国山芸術祭は

令和４年度に開催（予

定） 

間、中央公民館において市内幼稚

園、市内小・中学校、市内高等学

校、都立特別支援学校、東村山

地球市民クラブの各参加団体の日

頃の取組や成果の発表を行った。 

 

活動の発表等を行った。 

ホール部門 17 団体、集会部門 2 団

体、展示部門 20 団体 

来場者（延べ）1,110 人 

（２）スポーツ活動の振興を図る 

■ スポーツ施設の環境整備 

・スポーツ施設を適切に維持するため、施設・設備の整

備を計画的に進めます。 

【市民スポーツ課】 

①市民スポーツセンター第

２体育室への空調設備

設置 

②市民スポーツセンター非

常用自家発電機の改修

及び受電設備・ケーブルの

更新工事の実施 

③運動公園グラウンド照

明器具の落下防止対策

工事の実施 

 

 

④運動公園庭球場照明

【市民スポーツ課】 

①市民スポーツセンター利用者が

安全に利用できるよう第２体育室

に空調設備を設置した。 

②経年劣化に伴い、市民スポーツ

センター体育館棟に設置されている

非常用自家発電機及び受電設

備・ケーブルの更新工事を行った。 

③平成３０年度に実施した劣化

度調査の報告書に基づき、運動公

園グラウンドに設置している照明器

具を固定し落下防止対策を行っ

た。 

④運動公園庭球場に設置している

【市民スポーツ課】 

①夏季の利用者の増へとつながった。 

 

 

②施設の管理を行う上で重要な設備の

改修及び更新工事を行うことで、施設の

延命につながった。 

 

③施設の安全管理を行うことで、使用者

が安心して使用できる環境を整えることが

できた。 

 

 

④計画的に設備の修繕等を行うことで、
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

器具の安定期交換工事

の実施 

照明器具の安定期の交換工事を

行った。 

適正な施設管理につながった。 

■ スポーツ教室やスポーツイベントの開催 

 ・健康の増進や交流の活性化を図るために、関係機関

との連携を強化し、市民のスポーツ活動への参加を促

進します。スポーツを通して健康増進が図れるよう、年

代や利用者ニーズに合わせたスポーツ教室やスポーツイ

ベントを開催します。 

【市民スポーツ課】 

①各種スポーツ教室及び

健康運動教室等の実施 

②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

気運醸成事業の実施 

【市民スポーツ課】 

①市内のスポーツ団体等と連携

し、スポーツ教室や健康運動教室

等を実施した。 

●スポーツ教室 

172 回 延べ 5,855 人  

●健康運動教室 

   23 回 延べ 3,177 人 

②東京 2020 パラリンピックの気運

醸成事業の一環とし、小学４年生

から中学３年生を対象とし、パラリ

ンピック競技の用具を使った６種目

が体験できる「パラスポーツ運動会」

を開催した。 

  参加者：１０４人 

 

【市民スポーツ課】 

①各世代に合った事業を展開することで、

スポーツに対する意識向上及び健康増進

や体力向上を促進することができた。 

 

 

 

 

②パラリンピック競技に使用する用具を実

際に体験することにより、障害者への理解

促進を図ることができ、来年に延期となった

東京 2020 パラリンピック競技大会への気

運醸成へとつながった。 

（３）歴史・伝統文化の保護・振興を図る 

■ 文化財の保護と活用 

 ・市民共有の財産として後世に継承するために、有形・

無形文化財や埋蔵文化財などの文化財の体系的な

【ふるさと歴史館】 

・市指定文化財「万年橋

のケヤキ」の保護作業及

び「浅間塚」の樹木伐採 

・指定文化財管理・公開

【ふるさと歴史館】 

市指定文化財「万年橋のケヤキ」

の倒木を予防のために樹高を低く

等の保護作業、「浅間塚」の樹木

の伐採等の保護事業を実施し保

【ふるさと歴史館】 

指定文化財管理・公開等業務委託は広

く市民に文化財を公開する機会となった。 

ボランティアはっちこくメイトの活動は、はっけ

んのもりの維持、管理など文化財保護に
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施策の方向性／主要施策／取組 主な事業 令和元年度の取り組み状況 成果・課題 

調査研究を進めます。「正福寺」「下宅部遺跡」をはじ

めとする史跡の保存に努め、市民との協働によりその活

用を図ります。多くの市民が郷土への理解を深めるととも

に、文化財保護への意識が向上するよう、文化財の公

開・活用を進めます。 

等業務委託事業 

・ボランティアはっちこっくメ

イトの自然分野による自

然観察会、草木染めや考

古分野による、縄文土器

づくり、あんぎんづくり、展

示ガイド、はっけんのもり

整備等 

護に努めた。 

指定文化財管理・公開等業務委

託を行なった。 

ボランティアはっちこっくメイトの自然

分野による自然観察会、草木染め

や考古分野による、縄文土器づく

り、あんぎんづくり、展示ガイド、はっ

けんのもり整備等を行った。 

貢献している。 

文化財の適正な維持管理について、検討

し対応していく必要がある。 

■ 歴史・伝統文化の拠点整備 

 ・歴史・伝統文化を後世に継承していくために、東村山

市の歴史・伝統文化の学習・継承の拠点であるふるさと

歴史館や八国山たいけんの里などの施設を学校教育や

生涯学習の場として積極的に活用していきます。また、

歴史資料・民俗資料・考古資料等を体系的に収集

し、保管・調査・研究に努め、公開します。 

【ふるさと歴史館】 

・小学 3 年生の社会科

見学対応展示 

・祭囃子等の出前授業 

・生涯学習の場としてのボ

ランティアによる事業支援 

・文化財調査員による歴

史資料の記録や整理 

【ふるさと歴史館】 

小学 3 年生の社会科見学対応

展示では、市内１４校の小学生を

受け入れ、出前授業では、無形民

俗文化財「まつりばやし」の保存団

体が、歴史館と協力して学校に出

向き、郷土芸能を紹介した。また、

中学生職場体験を受入れ歴史館

業務を体験してもらい、大学生の

博物館実習を行い、将来の学芸

員の育成支援を行った。 

 文化財調査員による歴史資料の

記録や整理を引き続き行なった。 

【ふるさと歴史館】 

社会科見学対応展示による、昔の暮らし

と道具にふれる学習支援ができた。また、

祭囃子の出前授業では、本物の郷土芸

能に触れる機会を提供できたことや、職場

体験や博物館実習など、教育普及活動

に貢献できた。 

歴史館業務を市民活動や学校等の授

業に活用できるよう周知していく。 

 


