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平成２７年第１回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２７年３月２５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 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 中 野 貴 博 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 教育支援課長 高 橋 功 

教育部次長 川 合 一 紀 社会教育課長 平 島 亨 

庶務課長 田 中 宏 幸 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

学務課長 佐 藤 道 徳 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 公民館長 前 田 寿美子 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

指導主事 石 田 玲 奈    

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 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１０号 東村山市教育委員会指導室長の内申 

 議案第１１号 東村山市教育委員会会議規則等の一部を改正す

る規則 

 議案第１２号 東村山市教育委員会公印規程等の一部を改正す

る規程 

 議案第１３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実施要綱の一部

を改正する要綱 

 議案第１４号 東村山市立中学校生徒派遣費交付規則を廃止す

る規則 

 議案第１５号 東村山市就学援助に関する規則の一部を改正す

る規則 

 議案第１６号 東村山市立学校職員服務規程等の一部を改正す

る規程 

 議案第１７号 東村山市教育相談員の任命 
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 議案第１８号 東村山市特別支援学級補助員の任命 

 議案第１９号 東村山市青少年委員の委嘱 

 議案第２０号 東村山市文化財の指定 

 

報告事項 

①「東村山市就学援助に関する審査基準等」の一部改正（学務

課） 

②平成２６年度東京都立高等学校における合格者発表後の進路決

定者及び未決定者について（指導室） 

③学校図書館専任司書の活用状況について（指導室） 

④平成２６年度就学相談実施状況（教育支援課） 

⑤ペアレントトレーニング講座報告（教育支援課） 

⑥中央公民館耐震化に伴う利用者説明会について（公民館） 

⑦学校アレルギー対応方針について（学務課） 

⑧その他 

 

午後２時００分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２７年第１回東村山市教育委員会臨

時会を開催いたします。 

  本日の署名委員を吉村委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○田中庶務課長 本日の教育委員会臨時会でございますが、傍聴の希望

者がおりませんので、その旨の御報告をさせていただきます。 

○町田委員長 分かりました。 

  それでは、議事日程に従って進めさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 本日の議案第１０号でございますが、東村山市教育委員会

指導室長の内申及び報告事項①から③につきましては、人事に関する

案件でございまして、教育委員会会議規則第１１条のただし書きに規

程いたします人事に関する事件に該当をいたしますので、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 ただいま教育長から議案第１０号及び報告事項①から③

は非公開の会議にしてはどうかと発議がありましたので、討論をしな
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いで採決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 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 全員賛成ということで、議案第１０号東村山市教育委員

会指導室長の内申及び報告事項①から③につきましては公開しない会

議とし、審議をいたします。 

  休憩いたします。 

午後 ２時０２分 休憩 

 

午後 ２時１５分 再開 

 

○町田委員長 それでは、再開いたします。 

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１１号、東村山市教育委員会会議規則等の一部を改正する規

則についてお願いします。 

○田中庶務課長 議案第１１号から議案第１３号までは教育委員会制度

の改革に伴ってのものでございますので、一括して説明をさせていた

だいてもよろしいでしょうか。 

○町田委員長 お願いします。 

○田中庶務課長 議案第１１号、東村山市教育委員会会議規則等の一部

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

２７年３月２５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会議規則等の一部を改正する規則。東村山市教育

委員会会議規則（平成１１年東村山市教育委員会規則第８号）等の一

部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

説明です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、本案を提出する

ものでございます。 

それでは、議案の新旧対照表をもって説明させていただきたいと思

います。 

はじめに、この３つの議案につきましては、平成２６年６月２０日

に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が
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公布され、平成２７年４月１日の施行に伴い、今回、関係する７つの

規則の改正と附則の規程を追加するものでございます。 

主な改正内容といたしましては、教育委員長の職が廃止され、教育

長に一本化されるため、教育委員長の名称を教育長に変更するものが

主な内容でございます。 

まず、第１条の東村山市教育委員会会議規則の一部改正でございま

す。こちらの第１条は法律の引用条文の条ずれによるものでございま

す。旧法律の第１５条が第１６条に条がずれたことによっての文言の

修正でございます。 

続きまして、第２条から第６条につきましては「委員長」の名称を

「教育長」に変更するものでございます。 

旧規則第７条におきまして、委員長職が廃止になることに伴い、そ

の選出方法の規定を削除するとともに、それ以降の条が１条ずつ繰り

上がるものでございます。したがいまして、旧第７条につきましては

削除をさせていただきまして、旧第８条から順次繰り上がりをしてい

くものでございます。 

なお、第８条から第２６条までの変更点、下線の引いてあるところ

については、「委員長」の名称を「教育長」に変更をするものでござ

います。 

また、第２３条の第２項及び第２５条の（２）については、教育長

が現在は教育委員ではございますが、新しい制度になりますと教育委

員ではなくなるため、「教育長及び出席委員」という形で「教育長及

び」という表記を新たに追加するものでございます。 

また、第２５条の（３）におきましては、「委員及び傍聴人を除き、

会議に出席した者」と簡略化したものを、より詳細な表現にしたもの

でございます。「会議に出席した関係者」と言いますのは、状況によ

っては校長先生等に出席いただく場合も考えられるので「関係者」、

また、「職員」については事務局職員のことを指しているものでござ

います。 

続きまして、第２７条会議録の公表でございますが、こちらにつき

ましては改正法の第１４条の第９項に議事録の公表の努力義務が新た

に追加をされました。当市では従来より教育委員会において議事録の

公表等については対応をしてまいりましたが、今回、法改正によって

改めて明記をさせていただいたものでございます。 
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具体的な内容につきましては、今後、教育委員の皆様方とも協議を

進めた中で詳細を定めてまいりたいと考えておりますので、御協力の

程よろしくお願いいたします。 

続きまして、第２８条から第３５条までは、先程と同様に、「委員

長」の表記を「教育長」へ変更をするものでございます。 

続きまして、第２条の東村山市教育委員会傍聴人規則の一部改正で

ございます。 

まず、表題については「傍聴人」を「傍聴」へ変更をするもので、

内容等に影響を及ぼすものではございません。 

こちらの傍聴規則につきましては、「委員長」の表記を全て「教育

長」に変更をする内容となっておりますので、それ以外の変更点はご

ざいません。 

続きまして、東村山市教育委員会公告式規則の一部改正でございま

す。こちらにつきましては、先程申しました法律の条ずれ、第１２条

が法律で新設されたことに対応をして、引用条項が変更となるもので、

内容等については従来と変更はございません。いわゆる条ずれとなっ

ております。 

続きまして、第４条、東村山市教育財産管理規則の一部改正でござ

います。こちらにつきましても、法律の条ずれに対応をするもので、

内容の変更はございません。従来、第２３条の第２号が第２１条の第

２号に変更という形になっております。 

続きまして、第５条、東村山市教育委員会事務局組織規則の一部改

正でございます。こちらは法律の条ずれに対応をするもの、それから、

今回、幼児相談、教育相談との今後の一元化に向けて、第４条の教育

支援課教育相談係の分掌事務の中におきまして、従来、「教育相談

室」に関する表記がございましたが、「教育相談に関すること」と

「室」を削除する形になっております。こちらについては、今まで教

育相談室に関することだけに特化せず、教育相談全般に対応をすると

いうことから「室」の削除を行うものでございます。 

続きまして、教育長の職務代理の件でございますが、旧規則の第５

条を削除するものでございます。従来は委員長の職務代理と教育長の

職務代理がそれぞれございました。教育長の職務代理につきましては、

改正前の旧法律の第２０条第２項に事務局を統括する規程がございま

したが、この中において教育長に事故があるとき、あるいは欠けたと
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きには事務局職員での職務代理を指定する規程が明記されておりまし

た。 

しかしながら、今回、委員長職が廃止になり教育長に一本化される

ことに伴いまして、改正法の第１３条第２項において、教育長の職務

代理については、あらかじめ指名する教育委員がその職務を行う旨の

規程に統一されましたので、本改正時に事務局職員への職務代理の規

程を削除するものでございます。 

続きまして、中段の第６条でございます。東村山市教育委員会の権

限委任に関する規則の一部改正でございます。こちらにつきましても、

法律の条ずれに対応をするもの、それから、規則の第３条におきまし

て、教育長の専決の規程を新たに設けるとともに、法律の第２５条第

３項におきまして、教育長に委任された事務や教育長の専決事項を教

育委員会へ報告する旨の規程が新たに追加されたことから、規則の第

４条の規程を新たに追加するものでございます。 

次に第７条、教育長に対する事務委任規則の一部改正でございます。

こちらにつきましては、従来、教育委員会が教育長と委員長の任命を

行ってまいりましたが、委員長職が廃止されることと、教育長の任命

は首長が行うことに変更となることから、旧規則の第１条（８）の教

育長及び委員長の任命を行うことの規程を削除するものでございます。 

最後に附則でございますが、こちらについては経過措置の内容でご

ざいます。現在の教育長の在任期間中、当市で申しますと平成２７年

１２月３１日まで、この期間中につきましては改正前の規則を適用す

る旨を経過措置として明記しているものでございます。 

以上が、この会議規則の一部改正についての内容でございます。 

それでは、議案第１２号、東村山市教育委員会公印規程等の一部を

改正する規程でございます。上記の議案を東村山市教育委員会に提出

する。平成２７年３月２５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公印規程等の一部を改正する規程。東

村山市教育委員会公印規程（平成４年東村山市教育委員会規程第２

号）等の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

説明です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、本案を提出する

ものでございます。 

こちらにつきましても、先程と同様に関連する三つの規程を一括し
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て改正させていただくものでございます。内容につきましては、委員

長職の廃止に伴う委員長の名称を教育長に変更するものでございます。  

初めに、第１条東村山市教育委員会公印規程の一部改正でございま

す。こちらの第８条第２項（１）におきまして、委員長職の廃止に伴

い、「教育委員会委員長印」を削除し、別表第１、第５条における公

印名「東村山市教育委員会委員長之印」の欄を一括で削除し、新たに

寸法が３０ミリメートルの「東村山市教育委員会教育長之印」を追加

するものでございます。 

また、別表第２のひな形において、旧の規程の１－４が新しい規程

の１－５に変更となるものでございます。 

続きまして、第２条教育長の権限に属する事務の一部委任に関する

規程の一部改正でございます。こちらの内容につきましても、法律の

条ずれに伴う引用条項のみの改正となっております。 

続きまして、第３条東村山市教育委員会事案決定規程の一部改正で

ございます。別表第４条の人事に関する事案におきまして、教育長の

任命に関することは、従来、委員会の権限でございましたが、今回、

教育長の任命権が首長の権限になることから、（１）の項目を削除す

るものでございます。 

続きまして、委員長職の廃止に伴いまして、委員長の選出及び委員

長職務代理の指定に関することの表記を、教育長職務代理者となる委

員の指名に関することと表記の変更を行うものでございます。 

また、その権限が従来は教育委員会に帰属しておりましたが、今回

は教育委員会ではなく教育長が指名をすることになりますので、

（1）が委員会のところから教育長の権限のところに移行をするとい

う変更を行うものでございます。 

最後に附則についてでございますが、先程の規則改正と同様に、現

教育長の在任期間中につきましては、改正前の規程を適用する旨の経

過措置を明記したものでございます。 

こちらが規程に関しての一部改正の内容でございます。 

続きまして、議案第１３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実施要綱の一部を改正する要

綱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年３月２

５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実施
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要綱の一部を改正する要綱。東村山市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び施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）の一部を別紙のとおり改正することに議決を

得たい。 

説明です。先程と同様に、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）の施行に伴い、

本案を提出するものでございます。 

内容につきましては、先程と同様でございます。 

新旧対照表で御説明させていただきたいと思います。 

訓令の第１条、目的の部分において法律の引用条文が条ずれになっ

たことによって、要綱におきましても条ずれに対応をして、引用条項

の変更を行うものでございます。 

今回、三つに分けさせていただいた理由としましては、まず規則を

一括して改正するものが議案第１１号、それから規程に関する変更を

行うものが議案第１２号、そして、要綱等が訓令という表記になって

おりますので、この訓令に関して改正をすることで、議案第１３号と

して提案をさせていただいたものでございます。 

大変雑駁ではございますが、御可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま、庶務課長より議案１１号から議案１３号の説

明をいただきました。 

この議題に対しまして何か御質問、御意見等はございますでしょうか。 

○森教育長 説明をしていただいて大方理解しましたが、３つほど確認

も含めてお聞きしたいと思います。 

まず１点目ですが、教育委員長の職が廃止されて、新教育長がその

任を担うということは、例えばこの教育委員会、この場で新教育長は

委員長としての議事を進行させるという理解でよろしいですね。 

○田中庶務課長 従来、委員長が行っていた議事進行につきましては、

新しい制度にかわりまして、新教育長が議事進行を行っていくという

内容でございます。以上です。 

○森教育長 分かりました。 

２つ目ですが、３３ページの第５条の教育長の職務代理というのが

削除されたということですが、教育長が欠けたとき、あるいは事故が
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あるときには教育委員の中から代理の方が行うということですが、そ

れぞれお仕事があったり、お忙しい立場でいらっしゃる方が多く、突

然お願いすることは難しいと思いますが、そのような場合にその方が

教育委員会事務局に委任するということができると理解しております

が、そのとおりでしょうか。 

○田中庶務課長 あくまでも法律は教育長の職務代理者は委員の中から

選ぶことになっております。 

しかしながら、実際の事務執行につきましては、委員の方は非常勤

という立場もございますので、なかなか全てに携わることは難しいと

考えております。こちらにつきましては、法律でもその職務を職務代

理者から教育委員会事務局職員に委任することが可能とうたわれてお

りますので、職務代理者から事務局職員に委任いただく手続は必要に

なるかと思いますが、実際の事務運営は事務局で担うことも可能とな

っております。以上です。 

○森教育長 では、職務代理者は決めておかなければいけないというこ

とですね。分かりました。 

３つ目ですけれども、第３条に「委員会が処理する事項で急を要す

るものについては、教育長が専決することができる」とありますが、

これは具体的にはどのような例がございますか。 

○田中庶務課長 例規集の第２巻３，０１４ページをお開きください。 

４、財務に関する事案の中に、事案の決定者等の表がございます。 

例えば、規則の制定や改正につきまして、本来は教育委員会に諮っ

て行うものを、緊急な対応の場合に教育長の決裁をもって決定をさせ

ていただいて、後日、教育委員会で報告をさせていただくという事案

も考えられます。 

更に、委員の委嘱や任命において、本来、委嘱を予定していた方が

急遽御辞退され、早急に任命・委嘱等をしなければならず、教育委員

会を開いている時間がない場合に教育長の決裁等で対応をさせていた

だき、後日、報告をさせていただくというケースも想定されておりま

す。 

また、可能性は低いと考えられますが、例えば東日本大震災のよう

な災害が発生した際も同様な対応を行うことが想定されます。 

以上です。 

○町田委員長 よろしいですか。 
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○森教育長 分かりました。 

○町田委員長 この改正に当たっては責任の所在と、何よりも迅速に対

応する部分が大切になってくるのではないかと思います。 

議案第１１号から議案第１３号につきまして特によろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、採決をとりたいと思います。 

議案第１１号から議案第１３号まで、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、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１４号、東村山市立中学校生徒派遣費交付規則

を廃止する規則についてお願いします。 

○田中庶務課長 議案第１４号、東村山市立中学校生徒派遣費交付規則

を廃止する規則。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成

２７年３月２５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市立中学校生徒派遣費交付規則を廃止する規則。東村山市立中

学校生徒派遣費交付規則（昭和６２年東村山市教育委員会規則第３

号）を別紙のとおり廃止することに議決を得たい。 

説明。東村山市立中学校生徒派遣費交付規則について、市の規則と

して制定することに伴い、本案を提出するものでございます。 

こちらにつきましては、東村山市立中学校生徒派遣費の補助に関す

る規則が市の規則に移行することに伴って、教育委員会の規則を廃止

する内容でございます。 

現行規則の実態が、部活動を行っている者に対して交付をするとい

う補助金としての性格が強いものと考えられました。法務課とも協議

を行った中で、現行の例規のままでも問題はないのですが、補助金の

規則が全て市の補助金規則で統一化されております。ほかの補助金と

の整合性を図る上でも、統一化をしたほうがより望ましいとの判断か

ら、この度、市の補助金規則を制定することにいたしまして、この教

育委員会の規則を廃止するという御提案をさせていただいたものでご

ざいます。 

雑駁な説明ではございますが、御可決賜りますようお願い申し上げ

ます。以上です。 

○町田委員長 説明が終わりました。議案第１４号につきまして御意

見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 
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（ なし ） 

○町田委員長 御質問がないようですので、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、議案第１４号に関しましては原

案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１５号、東村山市就学援助に関する規則の一部

を改正する規則についてお願いします。 

○佐藤学務課長 議案第１５号、東村山市就学援助に関する規則の一部

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

２７年３月２５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市就学援助に関する規則の一部を改正する規則。東村山市就学

援助に関する規則（平成２０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。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）の一部改正に伴い、就学援助の内容を改正するため、及び

就学援助受給資格を有する者に対して支給する援助金の支給内容の一

部を改正するため、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。 

まず、第３条の見出し中ですけれども、「内容」を「内容等」に改

めまして、同条中、「有する者」の次に「受給資格者」を加えさせて

いただき、その中のただし書きを削りまして、第２項を追加させてい

ただきました。 

経過ですが、平成２６年１０月に中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国をした中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律が一部改正されました。これに伴い、全庁的にこの中国

残留邦人の支援に関する法律の見直しが図られました。その際に中国

残留邦人に対して、今までは生活保護費から支援を行っていましたが、

平成２０年４月に中国残留邦人の支援金として別に保護、支援をして

いたことが判明しました。東村山市で該当している中国残留邦人に関

しましては、今までは該当がなかったのですが、法務課と相談しまし

て、今後該当者があった場合を考えて、一部改正をさせていただくと
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いう形になります。 

また、中国残留邦人支援法の規程に基づく教育に係る支援給付また

はその他の支援金に相当する給付を受けたときは、就学援助費と重複

を行わないようにするための改正でございます。 

また、２項の４行目以降ですが、このほかに援助金を受給している

対象者。例えば学校教育法第７２条中の特別支援学校に通われている

方は都の援助を受けておりますので、重複支給を避けるための改正と

なります。 

次に、別表第１の支給費目、学用品、通学用品を今までは小学校１

年生については１人につき１万１，１００円、それを１万１，４２０

円に、小学校２年生から６年生が児童１人につき１万３，３００円だ

ったものが、１万３，６５０円に、中学１年生が生徒１人につき２万

１，７１０円だったものが、２万２，３２０円に、中学２年生、３年

生、生徒１人につき２万４，０６０円だったものが２万４，５５０円

に一部金額改定し、学用品、通学用品の支給金額を要保護児童生徒援

助費、国庫補助金の単価と同等に引き上げるための改正でございます。 

御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。

以上です。 

○町田委員長 分かりました。議案第１５号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。よろしい

ですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、御質問等がないようですので、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、議案第１５号につきましては原

案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１６号、東村山市立学校職員服務規程等の一部

を改正する規程についてお願いします。 

○川合教育部次長 議案第１６号、東村山市立中学校職員服務規程等の

一部を改正する規程。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２７年３月２５日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森

純。東村山市立学校職員服務規程等の一部を改正する規程。東村山市
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立学校職員服務規程（平成元年東村山市教育委員会規程第３号）、東

村山市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関

する事務取扱規程（平成元年東村山市教育委員会規程第５号）及び東

村山市立学校職員出勤簿整理規程（昭和３９年東村山市教育委員会規

程第３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。東京都における非常勤職員制度の見直しにより、東村山市立

学校の職員に係る服務、兼業兼職、出勤簿整理の規程整備を図るため、

本案を提出するものであります。 

補足の説明といたしまして、まず経緯について御説明申し上げます。 

国の総務省通知が平成２６年７月に発出されました。その内容は、

非常勤職員の任用等に係る留意すべき事項について改めて考え方を整

理したものでございます。ここで具体的に問題となった点は、非常勤

職員の一般職及び特別職の位置付け、任用でございます。国の通知で

は業務内容が補助的、定型的であったり、一般職と同一と認められる

ような職や勤務管理や業務遂行方法において、特段の専門性を必要と

しない職においては、本来、一般職として任用をされるべきであり、

特別職として任用をすることは避けるべきとの助言を行っているとこ

ろです。 

東京都の非常勤職員及び非常勤教員は従前より特別職としての位置

付けでありました。そのため、東京都はこれを一般職として改めて位

置付け、任用を変更し、法整備を行いました。当市もそれに伴い、規

程改正を行う必要が発生しましたので、今回の改正案となったところ

でございます。 

それでは、新旧対照表で御説明をさせていただきます。 

まず、東村山市立学校職員服務規程についてですが、第１条で東京

都の一般職非常勤教員が適用となるように文言を改めたところです。 

その下の第３条第２項及び第３条の２では、服務規程の一部を変更

しております。まず、第３条第２項では、本籍のある都道府県名の変

更については、異動届を提出しなくてもよいというものでございます。 

第３条の２では、旧姓使用についてですが、異動による取り扱いの

規程がなかったため追加したものでございます。 

第４条では、職員証について、一般職非常勤教員用に様式設定を行

いました。 

第１１条では、一般職非常勤教員が勤務を割り振られない日に登校
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するときの取り扱いについて規程いたしました。一般職非常勤教員は

月平均１６日勤務、大体年間で１９２日の勤務になりますが、週休日

及び休日以外に勤務の割り振られない日というのがございまして、そ

れをあえて規程したところでございます。 

次に、兼職兼業に関する規程でございます。 

こちらも第１条で東京都の一般職非常勤教員も適用できるように文

言改正を行いました。 

続いて第４条ですが、通常、教職員の兼業の許可権者は当市教育委

員会教育長ですが、一般職非常勤教員の兼業の許可権者は学校長とな

りますので、その点を規程に加えました。 

次に第１３条ですが、教職員が勤務時間に兼業を行った場合は、給

与を減額いたしますが、一般職非常勤教員の場合は給与ではなく報酬

として支給されていますので、報酬を減額するという規程を加えまし

た。 

更に、これらについての申請許可をするための様式を変更いたしま

す。 

具体的には、許可権者である当市教育委員会教育長の文言を削除し

まして、学校長名を入れられるように空欄にしたところでございます。  

出勤簿整理規程がございますが、こちらも第１条で東京都の一般職

非常勤教員も適用できるように文言改正をいたしました。 

出勤簿の表示方法については、別表（第４条）にて変更をいたしま

した。具体的には、半日単位の有給休暇あるいは短期の介護休暇及び

配偶者同行休業を加えました。更に、一般職非常勤教員にのみ適用さ

れる傷病欠勤、介護欠勤、先程申し上げた勤務を割り振られない日に

ついての表示を定めました。 

説明は以上でございます。御審議の上、よろしく御可決くださいま

すようお願いいたします。 

○町田委員長 ただいま議案第１６号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。 

○森教育長 非常勤教員に関して規程が変わるということですが、例え

ば昨年あたり東京都では、非常勤教員の職務内容、特に校長を退職し

て非常勤教員になった方の職務内容を変えるよう指示が来ております

が、それと関わっているのかどうかということ。 

次に、具体的にどのような場合がそれに該当するのか、法律的な文
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書ではなく、具体的な学校の教員等の事例でイメージが湧くように説

明をいただきたいと思います。 

○川合教育部次長 職務内容自体について影響してここで変更をしたと

いうよりは、国としては一般職と特別職は分けて規程をしていた。と

ころが、非常勤教員あるいは非常勤職員、学校現場でいえば再任用短

時間と呼ばれるような学校にいる初任者育成担当教員等や、あるいは、

非常勤教員、年間で１９２日フルタイムではない人たちが対象になっ

ていまして、職務内容が特段の専門性を必要としないのに特別職とし

て従来位置付けてきていた。それを規程の改正、国の状況の助言のと

おりに改正するべきであろう、そのために一般職に戻すと、今まで常

勤職務規程しかなかったので、そこの一般職のところに非常勤教員や

非常勤職員の文言も盛り込んだということでございます。 

○森教育長 校長退職者の勤務場所等の問題ありますよね。 

○川合教育部次長 それとはまた別と捉えております。 

○森教育長 全く別な問題だと捉えている。分かりました。 

○町田委員長 ほかに御質問はございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、ないようですので採決をとりたいと思います

がよろしいですか。 

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議案第１６号については原案どお

り可決いたしました。 

続きまして、議案第１７号、東村山市教育相談員の任命について求

めます。 

○高橋教育支援課長 議案第１７号と議案第１８号をまとめて御説明さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

○高橋教育支援課長 議案第１７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２７年３月２５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条の規程により、別紙のとおり任命することに議
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決を得たい。 

説明。現教育相談員の任命が平成２７年３月３１日をもって満了と

なるため、本案を提出するものであります。 

資料にございますように、東村山市教育相談員に欠員補充等はござ

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

います。人材としては、いずれの方も専門性が高く、相談対応も適切

であると評価いただいております。 

任命につきまして御審議いただき、御可決を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 

続きまして、議案第１８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２７年３月２５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条の規程により、別紙の

とおり任命することに議決を得たい。 

説明。現特別支援学級補助員の任期が平成２７年３月３１日をもっ

て満了となるため、本案を提出するものであります。 

資料にございますように、東村山市特別支援学級補助員に２名の欠

員が発生したため、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

ております方は笹川礼子さん、北原結花さんでございます。 

笹川玲子さんは、東村山市の教員サポーターや特別支援学級で臨時

職員を経験されています。 

また、北原結花さんは、市内の児童クラブの職員として勤務してい

た方です。 

２人とも障害のある子供たちとの関わりの経験があり、とても熱心

で前向きな方です。これらの経験を生かし、本市に貢献していただけ

ると考えております。この方々を特別支援学級補助員として採用をし

たいと考えます。任命につきまして御審議いただき、御可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○町田委員長 ただいま議案第１７号、議案第１８号の説明をしていた

だきました。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。 

○森教育長 教育相談員の方は５名いらっしゃいますが、全て同じ日数、
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１週間に２日や３日で勤務されていますか。それとも人によって日数

が異なりますか。 

○高橋教育支援課長 教育相談員につきましては、規程で週４日勤務と

なっております。 

ただし、勤務する曜日は異なります。 

○森教育長 分かりました。 

○町田委員長 ほかはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、採決をとりたいと思います。 

議案第１７号につきまして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、議案第１７号に関しましては原

案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１８号の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、議案第１８号に関しましても原

案どおり可決いたします。 

それでは続きまして、議案第１９号、東村山市青少年委員の委嘱に

ついてお願いします。 

○平島社会教育課長 議案第１９号、東村山市青少年委員の委嘱。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年３月２５日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市青少年委員の委

嘱。東村山市青少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条の規程により、別紙のとおり委嘱することに議

決を得たい。 

説明。現青少年委員の任期が平成２７年３月３１日をもって満了と

なるため、本案を提出するものでございます。 

補足説明をさせていただきます。 

青少年委員の任期が平成２７年３月３１日で満了となるため、今回

の委嘱を予定する１５名の名簿でございます。１５名のうち１１名は

引き続き青少年委員にお願いし、４名を新たに追加するものでござい

ます。 

新しい４名の経歴でございますが、１番の池田みのり氏につきまし
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ては、現在、久米川町にお住まいで、久米川東小学校、東村山第二中

学校の保護者です。高校から地区のリーダーを始め、平成７年に善行

表彰を受賞され、平成１８年より青少年対策第五地区のキャンプや子

供祭りに参加し、平成２１年度より青少年対策第五地区委員会委員と

して、現在、活躍されております。 

８番の長谷川篤人氏につきましては、現在、萩山町にお住まいで、

陸上自衛隊小平学校に勤務されております。平成１０年から平成１５

年まで萩山町体力つくり推進委員、平成１５年から平成２３年まで東

村山市体育指導員、平成２５年から萩山町体力つくり推進委員として

現在も活躍されております。 

９番の飛澤誠氏につきましては、現在、恩多町にお住まいで、株式

会社エイワンプラスに勤務されております。平成１８年度より青少年

対策第五地区のキャンプ、子供祭りに参加し、平成２１年より青少年

対策第五地区委員会委員として現在も活躍されております。 

１１番の宮崎真吾氏につきましては、現在、久米川町にお住まいで、

株式会社宮崎内装に勤務されております。平成１３年より東村山市消

防団第二軍団班長として現在も活躍されており、平成１１年度より青

葉小学校、秋津東小学校のミニバスケットボールのコーチとして熱心

に指導をされ、現在も活躍されております。 

新たな４名は児童・生徒たちの指導、健全育成に力を発揮している

ことから、青少年委員としてふさわしい方であると考えております。 

１５名の委嘱する任期は平成２７年４月１日から平成２９年３月３

１日の２年間です。 

よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いします。

以上です。 

○町田委員長 社会教育課長の説明が終わりました。この件に関しまし

て御意見、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 青少年委員は１５名という人数で、かなりハードに活躍

してもらっています。今回、４名新しい方が入ってもらうということ

です。 

この池田みのりさんというのは、近藤みのりさんのことでしょうか。 

○平島社会教育課長 はい。旧姓は「近藤」です。 

○町田委員長 分かりました。 
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第二地区では活動をよくしていた方ですね。 

宮崎さんに関しては、ミニバスケットボールを一生懸命やっていま

すし、青年会議所の理事長もされていた方です。青少年活動に関して

は私も推薦できる方だと思っております。 

では、よろしいでしょうか。 

御質問等ないようでしたら、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 全員賛成ということで、本案は原案どおり可決いたしま

す。 

続きまして、東村山市文化財の指定につきまして、お願いします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第２０号、東村山市文化財の指定。上記

の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２７年３月２５日提出。

提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化財の指定。

東村山市文化財保護条例（昭和４３年東村山市条例第７号）第３条の

規程に基づき、別紙文化財調書のとおり市文化財調書のとおり、市文

化財に指定することに議決を得たい。 

説明。東村山市文化財保護審議会の答申を受け、諏訪神社本殿を市

文化財に指定するため、本案を提出するものでございます。 

補足説明をいたします。平成２７年３月２日付、東村山市文化財の

指定に関する答申を受けましたこのことについて、東村山市文化財の

指定に係る東村山市指定文化財調書の御説明をいたします。 

東村山市指定文化財調書につきましては、東村山市文化財保護条例

施行規則第２条第２項、当該号に定める書面に写真を添えて委員会に

提出したものでございます。 

東村山市指定文化財調書。１、名称、諏訪神社本殿。２、種別、東

村山市有形文化財（有権民家建造物）。３、所在地、東村山市諏訪町

１丁目４番地３。４、員数、１棟。５、所有・管理者、東村山市諏訪

町１丁目４番地３。諏訪神社代表役員、野口好久。６、説明と指定理

由につきましては、今までも諮問及び答申と重複しますので、次ペー

ジの６（５）指定理由を御説明いたします。小さい規模の見世棚造で

はあるが、その形式は古風で現存する例は少ない。棟札等は発見され

ていないが、その様式から江戸時代初期の建築と推定され、市内での

現存例としては正福寺地蔵堂に次ぐ古さである。境内地の縮小や社殿
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の建て替えなどにより、この本殿は移設を繰り返して来たが、建築当

初の姿を現在に伝えている。以上の点から、諏訪神社本殿は学術的価

値が高く、また市の歴史上重要なものであることから、東村山市有形

文化財（建造物）に指定するものでございます。７、現状及び保存状

況及び８、参考文献につきましても、重複されていますので割愛させ

ていただきます。９、指定基準、東村山市文化財指定基準、一、市有

形文化財、１建造物（２）歴史的または学術的価値の高いもの、

（３）歴史的または地域的特色において貴重なものに相当するところ

でございます。 

つきましては、調書、内容におきましてどうぞ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。以上でございます。 

○町田委員長 議案２０号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。 

（ なし ） 

○町田委員長 答申をいただいていますように、すばらしいものですの

で、大事にしていきたいものだと思います。 

では、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、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。 

以上で審議事項を終了します。 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

①東村山市就学援助に関する審査基準等の一部改正についてお願い

します。 

○佐藤学務課長 東村山市就学援助に関する審査基準等の一部改正につ

いて報告致します。 

お手元の東村山市就学援助に関する審査基準等の資料２ページ中の

（５）の下線が引かれている部分、「又は通常の学級に在籍し、学校

教育法施行令第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童・生

徒の保護者」ということで、今までは特別支援学級に在籍している児

童・生徒の保護者に対して、判定基準を用いる中の需要費として、２．

５より低い世帯者に対して就学援助を行っておりましたが、この度、

通常の学級に在籍していて、主に視覚障害者や聴覚障害者、知的障害

者などで通常学級に通っているお子さんに対しても、この２．５の基
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準を適用し手厚くする形の審査基準にさせていただきました。 

実際、現在、該当をしている方は、平成２６年度で２名いらっしゃ

います。２ページの４に、「『公立小学校又は公立中学校』とは、都

道府県立又は」という規程がございますが、この中に今まではただし

書きで学校教育法第７２条に規定する特別支援学校を除くという文言

が入っておりましたが、先程の規則改正の 7その他で、重複して支

給・援助対象者は除くことを追加させていただいたことによって、削

除させていただきました。 

以上です。 

○町田委員長 分かりました。ただいま、説明をいただきました件に関

しまして御質問等はございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次に進みます。 

報告事項②、平成２６年度東京都立高等学校における合格者発表後

の進路決定者及び未決定者についてお願いします。 

○谷口統括指導主事 報告事項②と③をあわせ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、報告事項②、平成２６年度東京都立高

等学校における合格者発表後の進路決定者及び未決定者について、本

日現在のところ、把握しているものの進捗状況をお伝え申し上げます。 

現在、都立高校では全日制、そして定時制の一次の合格発表が終わ

りまして、更には全日制の２次の合格発表も終わっているところでご

ざいます。その中で第３学年の生徒数１，２４６名中１，２１６名の

進路が決定しております。そして今の段階での未決定者としまして３

０名となっています。 

今後は定時制の二次募集の合格発表があります。それから都立や私

立の通信制教育のところへ進学する生徒たちもおります。 

続きまして、報告事項③、学校図書館専任司書の活用状況について

御報告をいたします。資料１をあわせて御覧ください。 

本年度も第１回を６月に、そして第２回を２月に調査をいたしまし

た。そして、第１回と第２回目の比較したものを資料として今回は作

成いたしました。 

調査の対象児童生徒は１回目と２回目は同じ子供たちとなります。
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傾向を見ますと、小学校では授業中に図書館利用をしている子供の割

合が増加しておりますが、１カ月の読書量が減っていることや、読書

を肯定的に捉えている割合が減っていることが分かりました。 

中学校では小学校と同様に１カ月の読書量は減ってはいるものの、

読書そのものを肯定的に捉えている生徒の割合は増えてまいりました。 

今回、２回の調査を行って課題も明らかになってまいりました。一

つは、本を読むことに興味がない児童・生徒が多いこと。それから、

文書を読むこと、字を見ることがあまり好きではない児童・生徒の割

合が多いことが分かりました。小学校では約１０％の児童がそのよう

に答え、中学校では約２５％の生徒がそのように答えています。 

これは学力調査における、長い問題文が出されると、例えば読もう

としない、解決しようとしないといった無回答率の高さとの関係もあ

るかと分析中でございます。 

対応といたしましては、定期的な読書に関する調査はこれからも継

続していく中で、指導に当たる先生方にもこの実態を十分に知ってい

ただきながら、本や活字に触れる機会を意図的、計画的に取り入れて

いきたいと考えます。 

また、子供たちに読書に対する興味、関心をもたせる工夫のある取

組を今後も考えてまいります。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。この件に関しまし

て何か質問はございますでしょうか。 

○森教育長 進路決定者及び未決定者の御報告をいただきましたが、３

０名の生徒はどのような生徒でしょうか。例えば不登校気味や病弱等

の傾向は把握しておりますでしょうか。 

○谷口統括指導主事 詳しい数値を把握はしていないのですが、不登校

の生徒も多くおります。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

○森教育長 できればその割合もある程度調べておいていただきたいと

思います。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

○谷口統括指導主事 分かりました。 

○町田委員長 今回のこのアンケートとは関係ないのですが、学校図書

館に関しまして伺いたいと思います。土曜日に、練馬区の周辺を車で

走っていたところ、小学校で校庭開放という同じ看板に図書館開放と
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いうものがございました。良い案だと思いましたが、当市では考えら

れますか。あるいは、今、実際に何か行っていますか。 

○田中図書館長 私もつぶさに把握しているわけではございませんが、

一例を申し上げますと、ある自治体では地域開放をするために図書館

の出入り口を学校の校舎の廊下を通らずに、外から直接入ることので

きるような仕組みを作っております。また、開放するためにはそこに

人が配置されていなければいけないので、新たに地域に開放をするた

めの人を配置するという取組がまずハードの面で必要になります。 

次に、家族が身近なところで本に出会えるのでとても大切な取組だ

とは思いますが、どのような本を用意しておくと良いのかなどもござ

いますので、段階を追って整備をする必要があると考えております。 

子供の読書に対する肯定的な感覚がどうなのかという部分につきま

しては、これまでの東京都の子供読書活動推進計画ではたくさん読む

こと、不読率をいかに下げるかということを計画の目的に大きく掲げ

てありましたけれども、今回、第三次計画におきましては、たくさん

読むだけではなくて、質をどう高めるかについても大切に考えるべき

であることが初めて示されました。 

どうしても「たくさん読みましょう」という本との積極的な関わり

方が多くなると、苦痛と思っている子供にとってはますます腰が引け

る部分もあろうかと思いますので、たくさんということも抱えながら、

より「おもしろかったな」、「もっと読みたいな」という経験をもう

少し緩やかに広げていくことができるような取組を市内でも進めてい

きたいと考えています。 

○町田委員長 ありがとうございます。もし行うのであれば、課題はた

くさんあると思います。もし、実際に行っている市があればどのよう

に取り組んでいるのかを聞いていただきたいと思います。 

では、ほかにないようですので続けます。 

続きまして、報告事項④平成２６年度就学相談実施状況について、

お願いします。 

○高橋教育支援課長 ④と⑤をまとめて御報告させていただいてよろし

いでしょうか。 

○町田委員長 よろしくお願いします。 

○高橋教育支援課長 平成２６年度の就学相談結果がまとまりました。

お手元の資料を御覧ください。 
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左側の欄に記載されておりますように、新小学生は６１件、新中学

生は３４件でありました。 

新小学生の判定といたしましては、特別支援学校適が１９件、特別

支援学級適が１４件、通常の学級が２６件、継続２件の判定でありま

した。 

就学相談の結果としましては、特別支援学校が２０件、特別支援学

級が１１件、通常の学級が３０件、相談中が０件となっております。 

新中学生につきましては、特別支援学校適が３件、特別支援学級適

が２０件、通常学級適が８件、継続が３件ありましたが、就学先とい

たしましては、特別支援学校が２件、特別支援学級が１７件、通常の

学級が１５件、相談中は０件となっております。 

判定と違う就学先への就学のニーズでございますけれども、小学校

につきましては５件、中学校につきましては６件ありました。就学相

談の数から比べるとこの判定と違う就学先への人数は少ないものと考

えています。 

続きまして、ペアレントトレーニング講座でございます。３月１７

日の火曜日に開催し、参加者が８７名いらっしゃいました。予想が５

０名程でしたので、大幅に多かったと思います。 

内容としましても、講義だけではなく演習などもとり上げられまし

て、充実した講座でありました。今年度は第１回目ですので、来年度

はより充実した講演会を企画したいと考えております。以上でござい

ます。 

○町田委員長 教育支援課より２点報告がございました。こちらに関し

まして、御質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 それでは、次に進めます。 

報告事項⑥中央公民館耐震化に伴う利用者説明会についてお願いし

ます。 

○前田公民館長 以前よりお知らせさせていただいております中央公民

館耐震化工事等の御報告をさせていただきます。 

予定している工事といたしましては、耐震化工事、トイレ等の改修、

空調設備改修、エレベーター改修、舞台つり物等の舞台装置、更新工

事をはじめ、施設改修の基礎工事を予定しております。平成２７年度

予算の中で精査しながら、施行できるように準備を進めております。 
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また、公民館利用者の安全を確保するため、平成２７年７月から平

成２８年２月までは閉館し、工事を進めてまいります。 

中央公民館を主に活動場所とされている団体の皆様におかれまして

は、抽せん予約における登録先の変更手続をしていただくことになり

ますので、そのことに伴います説明会を３月２８日の土曜日、午後７

時から中央公民館レクリエーションルームにて行います。 

中央公民館閉館中の代替対応といたしましては、地区公民館の利用

を御案内すると同時に、市民センター、ふれあいセンターの御案内も

させていただいております。利用をされている団体の皆様には大変御

迷惑をおかけしますが、諸手続を簡略化し、速やかな切り替えやスム

ーズな館の異動ができるように配慮したいと考えております。 

以下、参考までに資料を４点つけさせていただきました。一枚目は

説明会に伴うお知らせです。２枚目は説明会のときに、プロジェクタ

ーで映しながら分かりやすく説明していくものです。３枚目の抽選館

変更の御案内は全ての登録団体をされている方に配布させていただい

ています。４枚目は、変更手続の申請書です。これは説明会当日にそ

の場で書いて申請をいただく予定になっています。 

以上です。 

○町田委員長 中央公民館の耐震化に伴う説明会について説明がござい

ましたが、この件に関しまして御質問はございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、次へ進めさせていただきます。 

報告事項⑦学校アレルギー対応方針についてお願いします。 

○佐藤学務課長 食物アレルギー対応指針が完成いたしましたので、配

布させていただきました。 

今回の指針の発行につきましては、近年、文部科学省の調査や東京

都の報告などで食物アレルギーを持つ児童・生徒は年々上昇傾向にあ

り、また、食物アレルギーという症状や学校へアレルギー保有の届け

出のない子供たちが給食後や教育活動中に突然発症するケースも目立

つようになりました。 

そこで、教育委員会では平成２３年３月に作成いたしました「学校

給食における食物アレルギーの対応について」の見直しを行いました。

現在、活用しておりますこの「学校給食における食物アレルギーの対
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応について」では、給食調理を中心とした事項に特化しておりました

が、この指針では就学前準備から万一発症したときまでの対応の流れ

を網羅しております。 

その中でも、今回、指針の中で注目していただきたいところは、各

学校において今まで苦慮した点の対応をＱ＆Ａ方式にまとめて確認し

やすいようしたところです。その指針につきましては、平成２６年４

月より東村山市の給食運営委員会、養護部会、学校保健会等の助言、

協力をいただきまして作成することができました。 

平成２７年３月６日に文部科学省から学校給食における食物アレル

ギーの対応指針が発表されたのですが、今回、作成した指針とほぼ同

様の内容であり、とても驚いております。大変すばらしい指針が作成

することができましたので、子供たちが安全で、安心して学校生活を

送れるよう、学校に配布いたしまして、本指針を活用してまいりたい

と考えております。学務課からは以上です。 

○町田委員長 学務課からの説明が終わりました。 

少し伺いたいのですが、この中に記録用紙やプランが出ていますが、

これはパソコンのデータで出力できますか。 

○佐藤学務課長 現在、インターネット等で取り出せるように工夫がで

きるか検討はしています。 

○町田委員長 学校でこれがそのまま使うことが出来ると便利だと思い

ますがいかがでしょうか。 

○佐藤学務課長 学校には元原稿を配布しておりますので、それを活用

することは可能です。 

○町田委員長 分かりました。 

ほか、ご質問等よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 その他報告事項をお持ちの方は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、報告事項を終了させていただきます。 

それでは、以上をもちまして、平成２７年第１回東村山市教育委員

会臨時会を閉会いたします。 

 

午後３時５０分閉会 


