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平成２５年第１回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２５年３月２７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。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（５名）  

  町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 、森 純 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１７条第２項により助

言のために出席した者は次のとおりである。 

  教育長 森 純 

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 曽 我 伸 清 指導主事 木 下 信 久 

教育部次長 間 野 雅 之 社会教育課長 神 山 正 樹 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 森 脇 孝 次 

学務課長 平 島 亨 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

指導室長 川 合 一 紀 図書館長 田 中 香代子 

副参事 村 木 尚 生 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 小 林 宏 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

指導主事 板 澤 康 矩    

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 佐藤 道徳 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第１０号 東村山市教育委員会統括指導主事の内申 

 議案第１１号 東村山市教育相談員の任命 

 議案第１２号 東村山市特別支援学級補助員の任命 

 議案第１３号 東村山市青尐年委員の委嘱 

 議案第１４号 東村山市スポーツ推進委員の委嘱 

 議案第１５号 平成２５年度東村山市民スポーツセンターの管

理に関する協定の締結 

 議案第１６号 東村山市文化財調査員の委嘱 

 議案第１７号 東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正す

る規則 

 議案第１８号 東村山市郷土史料編纂員設置に関する規程を廃

止する規程 
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報告事項 

【教育委員会】 

①東村山市立小・中学校管理職の異動について（指導室） 

②教育部指導室配属の指導主事の異動について（指導室） 

③東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

④第４回中学生「東京駅伝」大会の結果について（指導室） 

 

午前 ９時３５分 開会 

 

○町田委員長 ただいまより、平成２５年第１回東村山市教育委員会臨

時会を開催いたします。 

本日の議事録の署名を、當摩委員にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

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。 

議案第１０号、東村山教育委員会統括指導主事の内申。 

○田中庶務課長 議案第１０号、東村山教育委員会統括指導主事の内申。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山教育委員会統括指導主事の内申。 

平成２５年度東村山市教育委員会統括指導主事の内申をすることに

議決を得たい。 

説明。東京都教育委員会に統括指導主事を内申するため、本案を提

出するものであります。 

議案の３ページをお開きください。今回、内申をさせていただく統

括指導主事でございます。 

補足説明をさせていただきます。 

現在、東村山市教育委員会副参事、学校指導教育担当の村木尚生氏

の派遣期間終了に伴いまして、新たに東京都教育委員会から派遣され

るものでございます。お名前は谷口雄麿氏でございます。現在の所属

は国分寺市立第八小学校で、平成２３年４月より副校長職として任用

されております。任期につきましては、平成２５年４月１日から平成

２８年３月３１日までの３年間を予定しております。 

なお、谷口氏は副校長職でありますことから、市の職位としては統

括指導主事なのですが、主幹という扱いで対応するものでございます。 
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経歴を申し上げます。平成２年４月に清瀬市立第九小学校に初赴任

以来、平成８年、練馬区立上石神井北小学校、平成１４年からは新宿

区立四谷第六小学校、平成１８年には小平市立第十一小学校において

管理職Ａ選考に合格され、平成１９年からは小平市教育委員会の指導

主事として従事なさっております。平成２３年には、国分寺市立第八

小学校の副校長に昇任され現在に至っております。 

以上の経歴から、区部、市部、両方の学校経験はもちろんのこと、

市自治体の教育行政職にも従事しておりますことから、学校現場、教

育指導事務、並びに行政分野にも精通した有用な人材であることを期

待するものでございます。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま庶務課長から説明がございましたけれども、こ

の件に関しましてご意見・ご質問等はございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうかね。 

では、ご意見ないようですので賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、この件は原案どおり可決させて

いただきます。 

続きまして、議案第１１号、東村山市教育相談員の任命。 

○川合指導室長 議案第１１号、東村山市教育相談員の任命。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市教育相談員の任命。 

東村山市教育相談員に関する規則（昭和５９年東村山市教育委員会

規則第５号）第３条の規定により、別紙のとおり任命することに議決

を得たい。 

説明。平成２５年東村山市教育相談員を新たに任命するため、本案

を提出するものであります。 

７ページ目に名簿をつけさせていただきました。この資料にござい

ますように全て再任でございまして、欠員補充はございません。引き

続き、この５名の相談員体制で進めてまいりたいと思っております。

人材といたしましては、この１年間を見ましても、何れの方も専門性

を高く持ち相談対応も適切であるという評価をいただいております。 
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よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○町田委員長 ただいま指導室長より説明がございました。この件に関

しましてご意見・ご質問等ございましたらお願いします。 

こちらもよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 特にないようでしたら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） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、本案は原案どおり可決いたし

ます。ありがとうございました。 

議案第１２号、東村山市特別支援学級補助員の任命。 

○川合指導室長 議案第１２号、東村山市特別支援学級補助員の任命。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市特別支援学級補助員の任命。 

東村山市特別支援学級補助員に関する規則（昭和６３年東村山市教

育委員会規則第６号）第３条の規定により、別紙のとおり任命するこ

とに議決を得たい。 

説明。平成２５年度特別支援学級補助員を新たに任命するため、本

案を提出するものであります。 

資料１１ページをごらんいただきたいと思います。 

一番下の６番目、久保田晴奈さんが新任でございます。この度、年

度末をもちまして山懸補助員が退任され１名の欠員補充が発生したた

め、市報等に嘱託職員の募集を掲載し、応募のあった方から論文及び

面接の選考を行いました。その中で、今回採用を考えております方は、

資料にあります６番目の久保田晴奈さんでございます。この方は学童

保育所指導員や本市の教員サポーターを経験されており、とても明る

く前向きな方です。こちらの方の経験を生かし、本市に貢献していた

だけることと考えております。この方を特別指導学級補助員をとして

採用したいと考えております。任命につきましてよろしくご審議のほ

ど、お願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま指導室長より説明がありました。この件に関し

ましてご意見・ご質問ございましたら、挙手にてお願いします。 
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○森教育長 公募したときに希望者は何人位いらして、その中のお一人

ということですね。何人位いらっしゃったのですか。 

○川合指導室長 実際に面接をさせていただいたのは５名の方で、その

中から１名を選ばせていただきました。 

○町田委員長 他にご質問はございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

今、説明ですばらしい方だということですので、特にないようです

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） 

○町田委員長 全員賛成ということで、原案どおり可決いたします。あ

りがとうございました。 

続きまして、議案第１３号、東村山市青尐年委員の委嘱についてお

願いします。 

○神山社会教育課長 議案第１３号、東村山市青尐年委員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市青尐年委員の委嘱。 

東村山市青尐年委員に関する規則（昭和４０年東村山市教育委員会

規則第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。現青尐年委員の任期が平成２５年３月３１日をもって満了す

るため、本案を提出するものであります。 

今回、委嘱を予定する１４名の名簿でございます。１４名のうち１

３名は前期に引き続き青尐年委員をお願いするもので、№７の夏梅智

仁氏を新たに委嘱するものでございます。 

夏梅氏につきましては、現在、社会医療法人武蔵村山病院に看護師

として勤務されております。小学生のときは青尐対の地区キャンプに

参加者として参加、中学生からはその地区キャンプのジュニアリーダ

ーとして参加者の面倒等を見ていただきました。また、高校生になっ

てからは、教育委員会と青尐年委員の主催事業でありますリーダー養

成スクールや白州町の交流事業でありましたジュニアリーダー講習会

にヤングリーダーとして熱心に参加し、何年にもわたりましてご活躍
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いただきました。第三地区ではヤングリーダーとしても積極的に参加

されまして、現在は地区委員としても活躍されております。 

今回、この夏梅氏を含め名簿に記載されております１４名の委嘱に

ついて、ご審査の上ご可決いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、青尐年委員の定員は１５名でありますが、現在１名が欠員と

なっております。この間、積極的に委員の候補者に当たってまいりま

したが、きょう現在、委嘱をお願いするところまで至っておりません。

今後も精力的に候補者を探してい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。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま社会教育課長の説明が終わりました。この件に

関しましてご意見・ご質問等ございましたらお願いします。 

○當摩委員 一つ伺っておきたいのですが、第三地区で長年活躍をして、

現在も第三地区でご活躍くださっているのですか。ご住所を拝見する

と、住所は市内でおられませんね。今の青尐年委員のこととはずれる

と思うのですが、青尐対というのはそれぞれ七つの地区で、基本的に

は多分そこに居住してくださっている方が委員としてご活躍なさって

いると感じているのですが、このような形でご住所を移されても、実

際にまた継続してご活躍いただいている方の実数というのは大体どの

ぐらい、他の地区も含めて、おいでになるのでしょうか。 

○神山社会教育課長 実数的に把握はしていません。殆どが地域密着型

といいますか、やはり青尐対活動ですから、大半の方が地域の方であ

ります。ただ、この方のように、三中の卒業生であり、転出後もまた、

隣の小平市ということで、かなり一生懸命頑張っていただけるという

ことです。 

何人かいるかもしれないのですが、具体的には把握はできておりま

せん、申し訳ございません。 

○町田委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

○間野教育部次長 １５名ということなのですが、委員の規則上は「委

員の定数は１５名以内」という考え方になっております。１５名いな

ければいけないという考え方ではございませんので、その部分をご理

解いただければと思います。よろしくお願いします。 

以上です。 
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○町田委員長 この青尐年委員というのは忙しいですので、多いほうが

よろしいかと思います。 

ほか、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら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） 

○町田委員長 では、本案は原案どおり可決いたします。ありがとうご

ざいました。 

続きまして、議案第１４号、東村山市スポーツ推進委員の委嘱につ

いてお願いします。 

○森脇市民スポーツ課長 議案第１４号、東村山市スポーツ推進委員の

委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市スポーツ推進委員の委嘱。 

東村山市スポーツ推進委員に関する規則（昭和３７年東村山市教育

委員会規則第２号）第４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。現スポーツ推進委員の欠員の補充に伴い本案を提出するもの

であります。 

名簿の上段にあります久野智弘氏でございますが、恩多町にお住ま

いで、現在、国分寺市役所の保険課に勤務されており、東村山市青年

会議所の第３５期のメンバーとして平成２０年度までご活躍をされて

おりました。恩多町の体力づくり活動にも積極的に参加されており、

本市のスポーツ推進委員活動にもご理解をいただいているところでご

ざいます。また、市内のシニアリーグのコーチとしても長年ご活躍を

されております。 

久野氏の地元であります恩多町体力づくり推進委員会は、平成２０

年度に解散した経過がございますので、ご可決をいただければ今後の

発展のために新たなお力としてその指導力を発揮していただきたいと

考えております。 

以上、第２６期の任期の途中ではございますが、１名のスポーツ推

進委員の委嘱につきましてご審議いただきご可決賜りますよう、よろ
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しくお願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 市民スポーツ課長からの説明が終わりました。この件に

関しましてご意見・ご質問はございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

１名増えたということで、本当に良かったと思います。いつもスポ

ーツ推進委員の活動は本当にハードだと聞いていますので、１人でも

多いほうがいいかなと思いますし、また恩多町の強化ということで本

当にいい人が見つかったと思います。 

では、他にご意見ないようですので賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

す。ありがとうございました。 

議案第１５号、平成２５年度東村山市民スポーツセンターの管理に

関する協定の締結についてお願いします。 

○森脇市民スポーツ課長 議案第１５号、平成２５年度東村山市民スポ

ーツセンターの管理に関する協定の締結。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

平成２５年度東村山市民スポーツセンターの管理に関する協定の締

結。 

東村山市民スポーツセンター条例（昭和５７年東村山市条例第１０

号）第２２条の規定に基づき、平成２５年度東村山市民スポーツセン

ターの管理に関する協定を別紙のとおり締結することに議決を得たい。  

説明。平成２５年４月１日より、東村山市民スポーツセンターを指

定管理者に管理運営させるため、本案を提出するものであります。 

本年度協定につきましては、東村山市教育委員会と東京ドームグル

ープが平成２４年２月１４日に締結いたしました基本協定に基づき、

施設の管理に関わる平成２５年度の協定を締結するものでございます。 

第１条では、施設の管理業務の各年度の業務内容、本業務の実施の

対価として支払われる指定管理料及び基本協定書に定めのない事項を

定めることを目的としております。 

第２条では、平成２５年度の業務内容の確認について定めておりま
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す。 

続きまして、第３条は本業務の実施の対価として支払う年額の指定

管理料を定めております。指定管理料につきましては、２年目の平成

２５年度は総額１億３千８００万３千円となっております。 

第３条第２項におきまして、当該月分を請求に基づき支払いする旨

を定めております。 

別表におきまして、平成２５年度の月額の指定管理料をこのような

別表で定めております。 

第４条では、防火管理者の選任及び届出を定め、第４条第２項でそ

の責務の遂行について、第３項では火災予防等の関係法令等の遵守に

ついて定めております。 

第５条は、今年度新たに総合行政ネットワークの適切な利用につい

て条件を明記し、その遵守について条項を追加しております。 

第６条で、年度協定に定めのない事項など、疑義等の決定について

定めております。 

以上、ご審査の上ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

以上です。 

○町田委員長 市民スポーツ課長の説明が終わりました。この件に関し

ましてご意見・ご質問等ございましたらお願いします。 

○吉村委員 東京ドームとの契約は何年間でしたか。 

○森脇市民スポーツ課長 ５年です。 

○吉村委員 ５年ですね。１年ごとの総括というのを出されているので

すか。 

○森脇市民スポーツ課長 １年で年度の総括としまして、細分化し色々

チェック項目がありますので、そこでモニタリングをさせていただい

ています。また、協議会を今回立ち上げて、行政、市民、東京ドーム

が入るという形で組織をさせていただき、その中で協議をしながらチ

ェックをしていっております。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○吉村委員 ぜひ厳しいチェックをお願いしたいと思います。 

○森脇市民スポーツ課長 はい。 

○町田委員長 他にご意見・ご質問はございますか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 よろしいですか。 

では、ご質問ないようで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） 

○町田委員長 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

す。ありがとうございました。 

議案第１６号、東村山市文化財調査員の委嘱について。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１６号、東村山市文化財調査員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市文化財調査員の委嘱。 

東村山市文化財調査員の設置等に関する規則（昭和４８年東村山市

教育委員会規則第３号）第３条の規定に基づき、別紙のとおり東村山

市文化財調査員を委嘱することに議決を得たい。 

説明。文化財調査員について、平成２５年度も引き続き委嘱を行う

ため本案を提出するものであります。 

委嘱の補足説明をさせていただきます。 

東村山市文化財調査員等設置等に関する規則により、文化財資料を

専門的な知識を持って調査・研究の補助を行うことが文化財調査員の

委嘱の目的でございます。平成２５年度の文化財資料調査については、

歴史館の館蔵資料をデータベース化するに当たっての整理作業を行う

予定であります。館蔵資料の文化財的基礎データを整理・蓄積するこ

とは、急務であると考えているところでございます。 

平成２４年度に引き続き、泉泰輔氏、林寿子氏を再任いたしたいと

考えております。委嘱期間は、平成２５年４月１日から平成２６年３

月３１日までの予定でございます。 

以上でございますが、よろしくご審議賜りご可決いただきますよう

お願い申し上げます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりましたけれども、

この件に関しましてご意見・ご質問ございますか。 

○當摩委員 二人の１週間の勤務は、どの位の時間数なのかということ

と、データベース化ということで、引き続きだと思うのですが、この

データベース化がいつ頃までかかるかということ。また、二人のご専

門がそれぞれ民族学と歴史学ということでございますので、どのよう
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なお仕事の内容の仕分けができていてこうした専門分野をご提示いた

だいているのかということをお教えいただければと思います。 

○中村ふるさと歴史館長 １週間に２日程度の予定で考えているところ

でございます。予算の範囲内ということでございます。 

２点目の専門性の有無でございますけれども、泉泰輔氏におきまし

ては、大学院で、民族学、博物学を修めてきた方でございます。林寿

子氏につきましては、平成４年、東村山市の市史編纂室等に調査員と

してご活躍をいただいております。 

データベース化につきましては、今年度からスタートする作業でご

ざいますので、今のところいつまでという終了の見込みは立っていな

いところでございます。 

二人の振り分けですが、泉調査員につきましては歴史館に収蔵され

ている民族資料のうち、食に関わる資料、食器や調理器具、押絵羽子

板等のことについてデータベース化の作業を行っています。林作業員

につきましては、寄贈された金塊、金銭、金殿、現代の文書資料のう

ち、江藤家及び川島人形店の文書資料について内容を解読してデータ

ベース化の作業を行っているところでございます。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○當摩委員 今のお話を伺うと、押絵羽子板に関して歴史館として力を

入れて見てくださると感じているのですけれども、そういう捉え方で

よろしいでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 押絵羽子板につきましては、川島人形店より

歴史館に寄贈されておりまして、また文化財保護審議会におきまして

検討していただいて、市の民族的資料ということで取り扱いを行うと

いうようなところでございます。 

○町田委員長 ほかにご質問ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、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） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１７号、東村山ふるさと歴史館処務規則の一部

を改正する規則についてお願いします。 
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○中村ふるさと歴史館長 議案第１７号、東村山ふるさと歴史館処務規

則の一部を改正する規則。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山ふるさと歴史館処務規則の一部を改正する規則。 

東村山ふるさと歴史館処務規則（平成８年東村山市教育委員会規則

第１号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

説明。平成２５年度から東村山市教育委員会組織の一部を改編する

ため、本案を提出するものであります。 

平成２５年度組織改編により、ふるさと歴史館が現在の２係のほか、

担当主査を配置されたこと、平成２４年度に廃止されました館長補佐

の記述がされていないこと等により、ふるさと歴史館処務規則を改編

するものであります。 

はじめに、旧規則の２条の見出し中、「係等」を「係」に改め、同

条第２項を削ります。 

次に、第３条の見出しを新規則では「職の設置」と改め、新規則で

は第３条を「歴史館等に館長補佐（課長補佐職とする。）を、前条の

係に係長を、特命事項担当（係長相当職とする。）主査を置く。」に

改めました。 

次に、旧規則の第３条の見出し「職務」は新規則の第４条でありま

すが、旧規則では館長補佐の記述がなく、また新たに特命事項担当が

配置されましたので、これらを加えた上で新規則第４条を改めました。  

次に、旧規則第４条「係の分掌事務」でありますが、新規則では第

５条とし、「教育普及係」及び「文化財係」の文言はそのままに、文

化財係の下に担当主査の分掌事務を加えました。 

次に、旧規則第７条を新規則の第８条に、６条を第７条に、第５条

を６条と改めました。 

附則でございますが、今回の改正規則は平成２５年４月１日から施

行するものでございます。 

以上、よろしくご審議の上ご可決賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○町田委員長 ただいまふるさと歴史館長より説明がありました。この

件に関しましてご意見・ご質問はございますか。 

（ なし ） 
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○町田委員長 では、ないようですので、この件に関しまして採決をと

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） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、原案どおり可決いたしました。

ありがとうございました。 

続きまして、議案第１８号、東村山市郷土資料編纂員設置に関する

規程を廃止する規程。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１８号、東村山市郷土資料編纂員設置

に関する規程を廃止する規程。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２５年３月２７

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市郷土資料編纂員設置に関する規程を廃止する規程。 

東村山市郷土資料編纂員設置に関する規程（昭和５３年東村山市教

育委員会規定第３号）を別紙のとおり廃止することに議決を得たい。 

説明。東村山市郷土資料編纂員設置に関する規程（昭和５３年東村

山市教育委員会規程第３号）を廃止するため、本案を提出するもので

あります。 

この規程は昭和５３年１０月に制定し、東村山市に係る郷土資料の

調査及び整理並びに編纂、記述、刊行等の事業を補佐するため、郷土

資料編纂員を雇用しました。昭和６３年にこの事業は終了し、職員も

退職し、現在までこの規程での職員の雇用や事業は行われず、今後も

任用しないため、東村山市郷土資料編纂員設置に関する規程を廃止い

たしたく提出したものでございます。 

なお、この廃止規程は平成２５年４月１日から施行するものでござ

います。 

以上であります。よろしくご審議の上ご可決賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長より説明が終わりました。この件に関

しましてご質問・ご意見はございますか。 

○森教育長 今お話を伺っていますと、大分前に実質この規程が運用さ

れていなかったということなのですが、なぜ今の時期になってこれを

廃止するということになったのか、お聞かせいただきたい。 

○中村ふるさと歴史館長 歴史館における規則とか規程とかいったもの



１４ 

を見直した中で、この規程が廃止されずにいたことを現職の私で判断

いたしまして、今回、廃止規程をお願いするというような形になりま

した。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 わかりました。一応、課長が点検したところで機能が発揮

できたと、そういう意味合いでよろしいでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 今、教育長のおっしゃっていただいたとおり

でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

他にはよろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、ないようで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） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、原案どおり可決いたします。

どうもありがとうございました。 

本日の議案は以上で終了いたします。 

続きまして、協議事項に移らせていただきます。 

協議事項、市内中学校の部活動情報についてということでお願いし

ます。 

教育長。 

○森教育長 次の協議事項でございますが、教育委員会会議規則の第１

１条のただし書きに規定いたしますその他の事件に該当いたしますの

で、公開しない会議としたいというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。 

○町田委員長 ただいま教育長から、非公開会議にしてはどうかという

発言がありましたので、討議しないで採決したいと思います。よろし

いでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは、公開しない会議とし協議することに賛成の方

の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 
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○町田委員長 全員賛成ということですので、公開しない会議として協

議をいたします。 

休憩します。 

 

午前１０時２０分 休憩 

 

 

午前１０時５５分 再開 

 

○町田委員長 再開します。 

報告事項に移ります。 

報告事項①東村山市立小・中学校管理職の異動についてお願いしま

す。 

○川合指導室長 それでは、報告事項①東村山市立小・中学校管理職の

異動につきまして、お手元にご配布させていただきました取扱注意と

いたしました資料１をごらんください。 

２月の定例教育委員会で、東京都への管理職異動配置の内申をご審

議いただきご可決いただきましたように、平成２５年度の管理職の配

置は資料に示させていただいたとおりでございます。 

まずは、学校長の異動配置は、再任用を含め、小学校では２校の校

長が交代しております。 

秋津東小学校では、区部からの転任配置となっております。中学校

では１校の校長が交代し、退職者後補充として市内の小学校の校長か

らの転任配置となっております。 

副校長においては、小学校のみで４校の副校長の交代がありました。

３校が市内主幹教諭からの昇任、１校が他の市よりの転任配置となっ

ております。 

転出されました管理職の方々は、中学校校長で１名が退職であり、

市内の健全育成学習室、希望学級への非常勤教員職として配置になっ

ております。副校長においては、小学校で２名が校長職へ昇任し、１

名が台東区、１名が目黒区へ異動しております。また、１名は退職し

市内の健全育成学習室、希望学級への非常勤教員職として配置になっ

ております。またもう一名は、教育庁人事部職員課の管理主事として

異動となりました。中学校では異動はございません。 
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続けて、資料２は指導主事の異動でございます。 

３月末をもちまして、板澤康矩指導主事が昭島市立拝島第二小学校

へ異動することに伴い、後任の指導主事を迎えることとなりました。

後任といたしまして、現在、杉並区立桃井第二小学校の主幹教諭とし

て在籍し、帝京大学教職大学院派遣研修で勤務しております石田玲奈

主幹教諭を予定しております。 

平成１９年度から同校に勤務しており、専門教科は保健体育科です。

平成２３年度に管理職選考Ａ選考に合格され、このたび指導主事とし

て任用されることとなりました。 

続きまして、資料３を説明させていただきます。 

３月２６日現在、小・中学校教員の異動の状況についてご報告いた

します。特徴的なことを申し上げ、説明させていただきます。 

まず１点目は、今回も異動者が昨年度同様の規模となっているとこ

ろでございます。現在のところ、転入者が確定している分だけで１０

０名でございます。昨年度は１１０名でございました。 

転入者の状況といたしましては、近隣市からの異動ばかりではなく

区部からの異動者が増えてきています。これは、今回の異動に向けて

初めて東京都が取り入れたステージ制というシステムによる影響と考

えています。このステージ制というのは、区部と市部の２地域を経験

すれば、その後はどの地域への異動も自由にできるという自由度の高

まった異動の条件規定です。従来までは３地域経験というのが異動の

必須条件規定でございました。 

２点目は、転出者関係についてですが、これもステージ制の影響で

初任者の初異動は多くが区部へ異動いたしましたので、市外転出者が

多くなっているところでございます。 

３点目は、新規採用教員のことでございます。昨年度に比べると人

数的にはほぼ同規模の採用となりましたが、期限付き任用教員の数は

抑えられています。これは、早い段階から学級規模の増減を予測し、

各学校と逐次確認を行った結果、他地区からの転任者や新規採用教員

で多くの異動者を補充することができたものです。しかしながら、今

後は４月１日を境に、本日新たに３名の期限付教員を採らなければな

らない事態が出てきてしまいましたので、急な学級増があった場合に

は今後は期限付任用教員で対応することになると思っている状況であ

ります。 



１７ 

説明は以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。今３点、指導室の報告がござ

いました。この件に関しましてご質問等はございますか。 

○小関委員 ３名というお話をされましたが、今日現在はっきりしなく

て、また定員増というようなボーダーにいる学校とか学級数はどのく

らいあるのでしょうか。 

○平島学務課長 現在、南台小学校の４年生が４０人になっています。

あとはボーダー的には、増になったというのはある程度確認できてい

ますので、１校ぐらいでしょうか。 

○町田委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら次に進めさせていただきます。 

報告事項④第４回中学生「東京駅伝」大会の結果について。 

○村木副参事 平成２５年３月２０日、春分の日に第４回中学生による

「東京駅伝」大会が行われました。大会の結果だけをご報告させてい

ただきます。 

女子の部は５０チーム中１３位でした。男子の結果は５１チーム中、

１チームは南三陸町の中学生が参加をしておりますので女子より１チ

ーム多いチーム数になっておりますが、その中で２０位。総合順位は、

昨年は総合で１２位でしたが、残念ながら二つ下がりまして１４位と

いうことになっております。 

ただ、この大会を迎えるに当たりましては、第４回ということで、

第２回大会が中止となり、実情の３回の大会の中で今回大きく取り組

みとして変えてまいりましたのは、平成２４年１１月２１日に市内の

各中学校、男女１０名ずつ、記録の良い選手や子供たちを集めまして

選考会を東村山第四中学校で実施いたしました。そこがこれまでの大

会を大きく違うところで、いわゆる各学校の精鋭を集めて、その中で

尐しでも記録、それから意欲に富んだ子供たちを大会に参加させよう

ということで実施してまいりまして、１月から各月１回ずつの練習会

を経て当日に臨んでおります。 

また、それに合わせて教育委員会でも初めて横断幕、さらには上り

旗、上り旗は３０本ほど準備をしていただきました。それから、応援

幕２枚ということで、教育委員会を挙げて、更には市民も参加してい

ただいてということで応援に駆けつけたところであります。特に男子
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においては補員４名全員を使い切ってしまうような状況、つまり部活

動等で骨折をして緊急の事態も考えられたのですが、このような状況

中でも全力を出し尽くしてくれ、１４位ということになっております。  

以上でございます。 

○町田委員長 ありがとうございました。ご苦労さまでした。 

この件に関しまして、何かご質問ございますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 多尐順位が落ちたといってもいい記録ですよね。 

○森教育長 タイム的には伸びています。男子のタイムが去年と全く同

じで、女子が５分ほど縮めているのですが、順位が下がってしまいま

した。各チーム、相当力を入れてきていると考えられます。 

○町田委員長 どこも力をつけてきたのですね。 

○森教育長 ただ、この上位の順から数えてみると、人口・生徒数は東

村山市が一番尐ないです。人数が尐ない中で優秀な子供たちが多いと

いうことだと思います。 

○町田委員長 すごいですね、そのような意味では、真ん中以上の順位

ということですね。 

○森教育長 来年も頑張りたいです。 

○町田委員長 ありがとうございました。お疲れさまでした。 

ほかに報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

では、ご起立ください。 

以上をもちまして、平成２５年第１回東村山市教育委員会臨時会を

閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１１時００分閉会 

 

 


