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平成２６年第２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２６年２月６日（木）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 子、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 石 田 玲 奈 

教育部次長 間 野 雅 之 教育支援課長 高 橋 功 

庶務課長 田 中 宏 幸 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 肥 沼 卓 磨 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

指導室長 川 合 一 紀 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 磨 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 小 林 宏 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

 

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２号 東村山市立小・中学校長の内申 

 議案第３号 東村山市立小・中学校副校長の内申 

 議案第４号 東村山市体育施設条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 

報告事項 

【教育委員会】 

①東村山市立学校 学校いじめ防止基本方針について（指導室） 

②児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

③成人の日のつどいについて（社会教育課） 

④市民の集いについて（社会教育課） 

⑤第７回多摩六都ヤングライブフェスティバルについて（社会教

育課） 
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⑥第１８回スーパードッジボール大会について（社会教育課） 

 

午前９時３２分 開会 

 

○町田委員長 ただ今より、平成２６年第２回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。よろしくお願いします。 

  本日の会議録の署名を當摩委員にお願いしたいと思います。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会の定例会でございますが、傍聴希望

者が４名申し出をされておりますので、傍聴の許可についてお諮りい

ただきたいと思います。お願いします。 

○町田委員長 ただ今、傍聴の申し出がありました。傍聴の許可をした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

○町田委員長 では、異議なしということで進めさせていただきたいと

思います。 

○森教育長 本日の議案第２号、東村山市立小・中学校の校長の内申、

及び３号、東村山市立小・中学校副校長の内申につきましては、人事

に関する案件でございますので、教育委員会会議規則第１１条のただ

し書きに規定する「人事に関する事件」に該当いたしますので、公開

しない会議としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 ただ今、教育長から議案第２号及び３号は非公開会議に

してはどうかという発言がありましたので、討論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、公開しない会議とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○町田委員長 全員賛成とのことで、議案第２号、東村山市立小・中学
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校長の内申、及び議案第３号、東村山市立小・中学校副校長の内申

につきましては、公開しない会議とし、審議します。 

  それでは、休憩します。 

   

 

午前 ９時３５分 休憩 

 

午前 ９時４９分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

  まず、傍聴の方に申し上げます。本定例会におきまして、録音・撮

影等の許可はしておりませんのでご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きますようお願い申しあげます。 

  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４号、東村山市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則

について、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第４号、東村山市体育施設条例施行規則

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２６年２月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則。東村山市体育

施設条例施行規則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、条文の整理を行うため、本案を提出するものであります。 

  今回の改正は、本規則の別表に記載されております、一部施設の開

業時間及び同別表に記載されております文言を整理するためのもので

ございます。 

  新旧対照表に記載されておりますように、トラック競技場を含む運

動公園野球場と同公園内庭球場、そして久米川庭球場の開場時間につ

きましては、施設の状況やグラウンドのコンディションを良好な状態

に保つなどの理由により、開場時間を変更して貸し出しを行っている

ため、現状に合わせた開場時間に別表記載を改めさせていただくもの

でございます。 

  また、同表中に表現されております文言の整理につきましては、他

の条例等の表現に合わせたものに改めるというものでございますので、

その変更により休業日が変わるものではございません。 
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  なお、条例施行規則の一部を次のように改正いたします。 

  別表中、「１２月２８日～１月３日」を「１月１日～３日及び１２

月２８日～３１日」に改め、同表東村山市野球場の項及び東村山市庭

球場の項会場時間の欄を次のように改めます。 

  １月から３月及び１２月、午前７時から午後５時まで。４月から１

１月まで、午前７時から午後９時まで。 

  夜間の取り扱い。４月から９月まで、午後６時から午後９時まで。

１０月及び１１月、午後５時から午後９時まで。 

  別表、東村山市久米川庭球場の項会場時間の欄を次のように改めま

す。 

  １月から３月まで及び１０月から１２月まで、午前９時から午後５

時まで。４月から９月まで、日曜日及び祝日、午前８時から午後６時

まで。上記以外の日、午前９時から午後６時までとなります。 

  運動公園のこの時間の改正は今申し上げたとおりの内容になってお

りまして、休場日の期間の変更ですけれども、これは今の規則の表現

ですと１２月から３月までという表現になっているのですが、これを

１月を先頭にして考えた場合の表現に改めるということでございまし

て、特に休業日が変わるような内容ではございませんので、ご報告い

たします。 

  以上、ご審議を賜りましてご可決いただきますように、よろしくお

願いいたします。 

  以上です。 

○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

関しまして御意見、御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 内容的にすっきりした、現状に合ったものにしたいものな

のはよくわかっておりますが、文言の整理として、「原則として」と

いう言葉を取っていますね。その「原則として」という表現は確かに

非常に曖昧なところもありますが、かつて原則を超えるような形での

使用をせざるを得なかったようなことがあるのかどうか。それから、

今後はこの「原則として」という言葉を外すことによって時間が非常

に明確に守られるようにするのかどうかを伺っておきたいと思います。 

○中澤市民スポーツ課長 過去に原則を超えるようなことというのは、

今申し上げましたように、例えば運動公園の開場時間は９時までの規

則となっておりますが、冬の期間、霜がおりてしまうなどのグラウン
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ドコンディションが悪い場合午後５時までということもございまして、

そういう意味ではそこは原則から外れてしまったこともございます。

規則の中の表現で「原則として」というのは、そもそも規則が原則と

いうことになりますので、その中にまた原則と載せるのはあまり適切

ではないだろうという判断で、原則という文言も削除させていただき

たいと思います。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○當摩委員 はい。 

○町田委員長 ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

  基本的に現状に合わせて、特に大きく変更するわけではなく文章を

直したということですね。 

  では、ほかに御意見がないようですので、採決をとりたいと思いま

すけれども、よろしいでしょうか。 

  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、ただ今の件に関しましては原案

どおり可決いたします。 

  これで本日の議案は全て終了いたします。 

  続きまして、報告事項に移らせていただきたいと思います。 

  報告事項①東村山市立学校 学校いじめ防止基本方針についてとい

うことでお願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項①と②をまとめて御報告させていただい

てもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○谷口統括指導主事 それでは、まずはじめに、①東村山市立学校、学

校いじめ防止基本方針（案）についてでございます。別添資料をご用

意いたしましたので御覧ください。 

  この別添資料は、１ページから８ページまでが東京都のいじめ総合
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対策（いじめに関する専門家会議報告）の写しでございます。９ペー

ジ以降は国の資料となります。 

  昨年９月にいじめ防止対策推進法が制定、そして施行されました。

このことを受けまして、この別添資料、９ページを御覧いただけます

でしょうか。９ページにありますとおり、地方公共団体はいじめ対策

問題対策委員会を、そして学校はいじめ等の対策のための組織を設置

することが示されました。特に学校におきましては、組織の設置はも

とより、いじめ防止に関する基本方針を策定することも義務づけられ

ております。 

  東村山市教育委員会としましては、東京都教育委員会や近隣市など

の状況も参考にしながら、本市における組織づくりや基本方針の策定

を行っていきたいと考え、準備を進めている段階でございます。原案

が作成できましたら委員の皆様には御審議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いたします。 

  今回御報告いたしますのは、義務づけられている学校のいじめ防止

基本方針の策定に関するものであります。学校には法が施行されて以

降、これまでの取り組みを見直し、検討しながら準備を進めていただ

いております。教育委員会としましても、学校の基本方針の策定や今

後の組織づくりを円滑に行えるよう、主として全校共通のフォーマッ

トを作成いたしました。それが、本日配布させていただきました、学

校いじめ防止基本方針（案）【記入例】というものでございます。各

学校がいじめの撲滅に向けて、それぞれの特色を生かしながら実効性

のある行動計画を作成できればと考えております。 

  なお、学校が組織を編制するに当たりましては、校内におけるいじ

め対策委員会を組織としてまず立ち上げていただきます。そして、重

いケースの場合には、これまでもありました学校サポートチームを活

用するといったことになります。更に、それを超えた重大事態となっ

た場合には、教育委員会や関係機関の入る対応チームを編制する、こ

のような三段階の組織編制ということになりますので、学校において

は、申し上げた先ほど前半の二つの組織を編制していくことになろう

かと思います。 

  学校いじめ防止基本方針については以上でございます。 

  続きまして、②教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてでご

ざいます。今回は３件の研究発表会に関する御連絡でございます。 
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  ２月１９日水曜日、平成２５年度東村山市立小・中学校教育研究会

発表会が開催されます。この研究会は、小・中学校の先生方や事務職

員の皆様が指導力の向上や円滑な業務遂行を目指して自主的に研究を

進めているものでございます。１年間の研究の成果を互いに共有して、

日常の指導に生かしていくことを目的に発表会が行われているもので

す。本日お手元に配布した冊子、「研修」がございますけれども、そ

れが各部会の報告書となります。当日は、全部会の中から三つの部会

が共同発表を予定しております。本年度は、小学校体育部会、中学校

社会部会、情報教育部会が発表いたします。５月の総会に引き続き、

委員の皆様には御参加いただければ幸いです。また、町田委員長には

冒頭御挨拶をいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、小・中学校の校長会の研究発表会及び副校長会の研究発表会

のご案内でございます。 

  校長会は２月１４日金曜日を予定しており、小学校が「いのちとこ

ころ」を大切にする人権教育の推進と校長のリーダーシップをテーマ

に、中学校は特別支援教育の充実を図るための校内組織の構築－各中

学校における特別支援教育の現状－、これをテーマに発表いたします。  

  副校長会は３月７日金曜日を予定しております。小学校が、震災発

生時における避難所開設から学校再開までの副校長の役割、これをテ

ーマに、中学校は、若手教員に求められる力について～市内小中学校

副校長による調査研究を踏まえて～となります。 

  どの組織も、現在、それぞれ喫緊の課題として抱えていることをテ

ーマに掲げており、年間を通して研究を進めております。どちらの会

も、御都合がよろしければぜひご参加いただければと思っております。 

  報告は以上でございます。 

○町田委員長 指導室より２点報告がございました。ただ今の報告につ

きまして、御意見、御質問等ございましたらお願いします。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

  いじめ防止の基本方針ということで、しっかりしたものをつくって

いただいてそれが有効に活用できるように、ぜひしていただきたいと

思いますし、何かあると対応が遅いということを言われてしまいます
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ので、そういうことのないようにしっかりお願いしたいと思います。 

  では、ないようでしたら次に進めさせていただきたいと思います。 

  報告事項③成人の日のつどいについて、お願いします。 

○平島社会教育課長 ③から⑥まで一括で報告させていただいてもよろ

しいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○平島社会教育課長 それでは、はじめに成人の日のつどいについて報

告させていただきます。１月１３日は、皆様にご協力いただきまして

ありがとうございました。１，４８２人中、参加していただいたのが

９８１人でございました。今回の成人式を振り返り、子供たちが今回

はとても静かに聞いてくれたこと。それから、明法高校が工事だった

ために門があいていたのでバイクの子が入ってきて、演台に上ってし

まったことが１件あったということです。 

  もう一つ、今年から中庭に保護者が三、四十人ぐらいいまして、保

護者も中に入れないのかという御意見があったのですけれども、明法

高等学校は１，０１４人が定員になっていますので、その中で成人が

９８１人いるということであれば保護者まで入れるわけにはいかない

と思っています。 

  続きまして、市民の集いですけれども、２月２日日曜日に公民館で

行いまして、延べ４６４人の方にお越しいただきました。一部では、

税についての作文、人権作文、生徒会による発表、二部では、福田氏

のピアノ、それから七中の朗読部による朗読がございました。三部の

アトラクションにおいては、回田小学校、明治学院、東村山高等学校、

第四中学校という沢山の学校が発表を行いました。もう少し短くなら

ないのかという意見がありましたので、何を見直していくのかを考え

ております。 

  続きまして、⑤のヤングライブフェスティバルですけれども、２月

９日日曜日に開催を予定しておりまして、お配りしました黄色のチラ

シにヤングライブの当日の子供たちが出るバンド名が全部書いており

ます。１２組出演します。この日は中学校の駅伝の日ということで、

社会教育課としては重なってしまい、大変申しわけないと思っていま

す。来年度は日程をずらして行う予定でございます。家族の方などこ

のヤングライブを聴きたいということがございましたら、来ていただ

ければありがたいと思います。 
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  最後にスーパードッジボール大会です。これは、青少年対策連絡協

議会が主催になっております。今年は小学校３年生から６年生までの、

１０９チーム、９２０人の参加になっております。３月８日土曜日に

行われますので、時間がございましたら応援に来ていただければあり

がたいと思っております。 

  以上です。 

○町田委員長 ただ今社会教育課より４点報告がございましたけれども、

この件に関しまして何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○吉村委員 今、平島課長がおっしゃいましたように、成人の日のつど

いの報告についてですけれども、一番大きく変わったのは男女別々に

座らせたことなのじゃないでしょうか。それは、大変私はよかったと

思うのですけれども、その報告がなかったので教えてください。 

○平島社会教育課長 今までは、大体、女性が前で男性が後ろ、今回は

青少年委員にお願いをして、きっちりと前は女性、後ろは男性と分け

て行うことにいたしました。これが、近隣の市町村も東村山方式とし

て取り入れております。西東京市は最初から入り口を分けて、１階は

女性、２階は男性という形をとっておりますが、東村山市の場合は、

青少年委員が誘導等をきちんとやっていただけまして前が女性できれ

いになったのかと思います。明法高校からも今年度はどこかを壊され

たという報告もないので、このパターンでやっていくように考えてお

ります。 

  以上です。 

○町田委員長 報告にありましたように、こんなに静かに話を聞いてい

る成人は初めてではないかと思いました。並べ方などの工夫、また、

成人たちもそういう落ちついた性格だったのでしょうね。拍子抜けす

るぐらい静かだったので、よかったと思います。ありがとうございま

した。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

  市民の集いは長いという意見もありますけれども、でも一つ一つ見

ると決して長いものじゃないのですよね。ただ、それが一遍に最初か

ら最後まで見ているとなると、３時間半かかるというのは、ずっと座

っている人からすると長いのかなと思いますが、本当に内容に関して

は決してどれを削除したらいいとかというものではなくて、どれも大

変よかったと思っております。特に、またピアノの演奏も、ただ単に
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演奏だけではなくて、中学生の朗読が入ったりとかすごくよくて、し

かも音楽だけではなくて、ちゃんと命の尊さみたいなものも、吸い寄

せられる宇宙と比較しておりよかったと思いました。 

  あと、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 それでは、次に進めさせていただきます。 

  ほかに報告事項をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。よろし

いですか。 

 

（ なし ） 

 

○町田委員長 では、ほかに報告事項がないようでしたら、以上をもち

まして終了させていただきたいと思います。 

  では、以上をもちまして、平成２６年第２回東村山市教育委員会定

例会を閉会いたします。 

 

午前１０時１０分閉会 

 

 


