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平成２８年第１回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２８年３月２９日（火）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 町田 豊、吉村 正、當摩 彰子、小関 子 

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 髙 治 圭 吾 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 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 

庶務課長 清 水 高 志 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 石 田 玲 奈 ふるさと歴史館長 栗 原 芳 男 

指導主事 鈴 木 賢 次    

 

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（非公開分） 

  議案第１０号  東村山市立小学校教員の服務事故にかかわる処 

分内申 

  議案第１１号  東村山市教育委員会統括指導主事の内申 

 

報告事項（非公開分） 

  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） 

 

議題 

  議案第１２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１３号  東村山市教育課題研究室設置規則を廃止する規 

          則 
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  議案第１４号  東村山市教育相談に関する規則の制定 

  議案第１５号  東村山市教育相談室設置規則及び東村山市教育 

          相談員に関する規則を廃止する規則 

  議案第１６号  東村山市教育委員会事務局組織規則等の一部を 

          改正する規則 

  議案第１７号  東村山市就学支援委員会要綱の一部を改正する 

          要綱 

  議案第１８号  東村山市特別支援教育運営委員会規則の一部を 

          改正する規則 

  議案第１９号  東村山市スポーツ推進委員の委嘱 

  議案第２０号  東村山市スポーツ科学委員会委員の委嘱 

  議案第２１号  東村山市民スポーツセンターのスポーツ医科学 

          室に従事する非常勤職員の任命 

 

協議事項 

①東村山市立小・中学校における教育課程の検討について 

②学校の運動会等における安全対策について 

 

報告事項 

①平成２８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） 

②その他 

午前９時３０分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２８年第１回東村山市教育委員会臨時

会を開催いたします。 

本日の会議の署名を當摩委員にお願いいたします。 

○清水庶務課長 本日の教育委員会の傍聴に、ただいま傍聴希望という

ことで、８名の方が申し出ております。こちらについて、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、傍聴の申し出がありました。傍聴を許可したい

と思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 異議なしということで、それでは、議事日程に従って進め
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させていただきたいと思います。 

本日の議案第１０号、東村山市立小学校教員の服務事故にかかわる

処分内申、議案第１１号、東村山市教育委員会統括指導主事の内申及

び報告事項①から③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１０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、公開しない会議にしたいと思いますが、こちらに

ついて検討をしないで採決をしたいと思います。本件について、公開

しない会議とすることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員賛成ということですので、議案第１０号、議案第１１

号及び報告事項①から③につきましては、公開しない会議といたしま

す。 

  では、休憩します。 

 

午前９時３２分 休憩 

 

午前９時４９分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

最初に、傍聴の方に申し上げておきます。本臨時会におきましては、

録音、撮影等の許可はいたしておりませんので、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。 

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１２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、お願いいたします。 

○佐藤学務課長 議案第１２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

２８年３月２９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、行政不服審査

制度の見直しに伴い、第２号様式（第５条）及び第３号様式（第５

条）の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。 
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補足説明です。平成２８年４月１日より行政不服審査法の改正が行

われます。制度自体に大きな変更はございませんが、同法にて文言の

整理等が図られたことに伴い、「東村山市就学援助に関する規則」第

５条の第２号様式及び第３号様式上の教示文の文言整理や追加、審査

請求期間の変更を行うものでございます。なお、規則の第５条条文自

体に変更はございません。 

第２号様式、就学援助認定通知書には、今まで不服審査に対する教

示文がございませんでしたが、認定結果等に不服がある場合の審査請

求についての教示文の追加を行います。なお、この教示文は次の第３

号様式の教示文と同様でございます。 

第３号様式、就学援助否認定通知書につきましては、今までも教示

文はございましたが、行政不服審査制度の見直しによる文言整理等に

て、「異議申立て」を「審査請求」へ変更し、「６０日」を「３か

月」へ期間の延長を行い、行政不服審査法の使いやすさの向上を図り

ます。また、「異議申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁

決」へ変更するものです。また、処分取消しの訴えを提起できる期間

を明確にした文言を追加したものでございます。なお、この規則は、

平成２８年４月１日施行とすることとなります。 

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。 

以上でございます。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問ございましたらお願

いいたします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 他に御質問がないようでございますので、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 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１２号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１３号、東村山市教育課題研究室設置規則を廃

止する規則について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第１３号、東村山市教育課題研究室設置規則を

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２
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８年３月２９日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東

村山市教育課題研究室設置規則を廃止する規則。東村山市教育課題研

究室設置規則（平成３年東村山市教育委員会規則第８号）を別紙のと

おり廃止することに議決を得たい。説明、平成３年より設置した東村

山市教育課題研究室は一定の成果が得られたことから、本案を提出す

るものであります。 

東村山市教育課題研究室は、東村山市の学校教育の充実を図るため

東村山市久米川町４丁目１１番１の東村山市立久米川小学校内に設置

しておりました。本研究室には、開設当初、室長、指導室長が勤務し

ておりました。指導員５名を置き、当時の教育課題解決のために啓発

資料の作成などを行ってまいりました。その後、平成２０年度からは

指導員を配置せず、資料の保管場所として活用してまいりました。そ

れまでに作成した啓発資料等は、東村山市における学校教育を充実、

発展させる一助として有効に活用され、様々な成果を上げることがで

きました。 

このたび、久米川小学校の児童数増加に伴い、研究室を設置してい

た場所を普通教室として使用することとなったため、研究室は閉鎖す

る運びとなりました。そのため、東村山市教育課題研究室設置規則も

廃止いたしたく、本案を提出するものでございます。 

説明は以上となります。つきましては、本案について御審議いただ

き、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。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問ございましたらお願

いいたします。 

○當摩委員 今の説明にありましたように、設置当時から様々な形でい

ろいろ有効な効果があったと思うのですけども、時代の流れの中で一

つの使命を終えたと理解させていただいて、このことには賛成ですが、

資料等に関しては、今後どのようにされるのですか。 

○青木教育部次長 今後も有効活用できますように、指導室のほうに保

管をしたりしていきたいと考えております。 

○當摩委員 わかりました。 

○森教育長 他によろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、他に御意見、御質問がないようですので、採決
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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 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１３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１４号、東村山市教育相談に関する規則の制定

について、お願いいたします。 

○大西教育支援課長 議案第１４号から第１７号までをまとめて御提案

及び御説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○大西教育支援課長 議案第１４号から第１７号につきましては、０歳

から１８歳までの切れ目のない相談支援体制の整備を図るため、平成

２８年４月の東村山市子ども相談室の開設に伴いまして、規則制定、

廃止及び改正を行うものでございます。 

議案第１４号、東村山市教育相談に関する規則の制定。上記の議案

を東村山市教育委員会に提出する。平成２８年３月２９日提出。提出

者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市教育相談に関する規

則の制定。東村山市教育相談に関する規則を別紙のとおり制定するこ

とに議決を得たい。説明、東村山市子ども相談室において実施する教

育相談事業の内容を明確にするため、本案を提出するものであります。  

議案第１５号、東村山市教育相談室設置規則及び東村山市教育相談

員に関する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２８年３月２９日提出。提出者、東村山市教育委員会

教育長、森純。東村山市教育相談室設置規則及び東村山市教育相談員

に関する規則を廃止する規則。東村山市教育相談室設置規則（昭和５

９年東村山市教育委員会規則第４号）及び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）を別紙のとおり

廃止することに議決を得たい。説明、東村山市教育相談に関する規則

を制定することに伴い、本案を提出するものであります。 

これまで東村山市教育相談室は、東村山市教育相談室設置規則及び

東村山市教育相談員に関する規則において、事業内容、休業日、組織

などを定めて運営してまいりました。平成２８年４月の東村山市子ど

も相談室の開設に伴い、教育相談室はなくなってしまうことになりま

すが、教育に関する相談業務は引き続き実施することから、東村山市

教育相談に関する規則を新たに制定し、教育相談の目的、事業などを
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規定するものです。 

また、子ども相談室は、これまで教育相談室で行ってきた内容を移

行するだけでなく、市長部局、子ども家庭部が行ってきました東村山

市いきいきプラザ条例、第６条第２項、子ども家庭支援センターの事

業の一部をあわせて実施することになります。このことから、東村山

市子ども相談室の運営に関する規程を新たに制定し、教育と福祉の機

能をあわせ持ち、障害の有無にかかわらず、０歳から１８歳までのお

子さんとその保護者の方のご相談及び幼稚園、保育所、小・中学校な

ど、関係機関との連携を行う東村山市子ども相談室の内容を定め運営

を行います。 

なお、東村山市子ども相談室の運営に関する規程は、いきいきプラ

ザを使用して実施する事業のため、市長部局で定めることとなり、教

育委員会での議案提出はございません。 

では、議案書、東村山市教育相談に関する規則を御覧ください。 

第１条には、目的を定め、第２条では、本規則でいうところの「児

童」及び「生徒」を定義しております。また、第３条では、教育相談

の事業内容を示しており、第２条の定義に当てはまらない高校生や、

高校生ではないが１８歳に満たない方については、第３条の条例中、

幼児、児童又は生徒等の等に含むこととして事業を行ってまいります。

第４条、相談時間は先ほど御説明いたしました、東村山市子ども相談

室の運営に関する規程から引用いたします。また、本規則の制定をも

って、東村山市教育相談室設置規則及び東村山市教育相談員に関する

規則は廃止いたします。 

次に、議案第１６号について、御提案、御説明をさせていただきま

す。 

議案第１６号、東村山市教育委員会事務局組織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２８年

３月２９日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山

市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則。東村山市教育

委員会事務局組織規則（平成９年東村山市教育委員会規則第５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、切れ目の

ない相談支援体制の整備に伴う「東村山市子ども相談室」の設置のた

め、本案を提出するものであります。 

本議案におきまして、３つの規則について、一部改正を行います。
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１つ目は、東村山市教育委員会事務局組織規則の一部改正です。第２

条「部、課、室及び係の設置」及び第４条分掌事務におきまして、

「教育支援課」とあるのを「子ども・教育支援課」に。また、「教育

相談係」とあるのを「子ども相談係」に改めます。 

２つ目は、東村山市健全育成学習室（希望学級）設置規則の一部改

正です。第３条、第５条、第６条、第７条につきましては、名称の変

更となります。第３条、事業、第１号において、「教育相談室」とあ

るのを「子ども相談員」に。第５条、対象者、第２号において、「市

教育相談室」とあるのを「市子ども相談室」に。第６条、組織、第２

項において、「教育支援課長」とあるのを「子ども・教育支援課長」

に。第７条、所管において、「委員会教育支援課」とあるのを「委員

会子ども・教育支援課」に改めます。また、これまで「登校拒否傾

向」という言葉を使用してきましたが、現在は、登校が難しいお子さ

んについては、様々な理由が想定されることから「不登校傾向」とい

うことを一般的に使うことが多いため、第２条の目的、第５条、対象

者、第１号において、「登校拒否傾向」とあるのを「不登校傾向」に

改める改正も同時に行いたいと考えます。 

３つ目は、東村山市特別支援教育専門家チームに関する規則の一部

改正です。第３条、組織、第５号において、「教育相談室相談員」と

あるのを「子ども相談員」に改めます。 

最後に、議案第１７号について、御提案、御説明させていただきま

す。 

議案第１７号、東村山市就学支援委員会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２８年３月２９日

提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市就学支援

委員会要綱の一部を改正する要綱。東村山市就学支援委員会要綱（昭

和５６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、東村山市就学支援委員会の組織体制

を見直すため、本案を提出するものであります。 

第３条、組織について、これまで各号に人数を示しておりましたが、

特別支援学級の設置校数の変更や就学相談の実施状況により人数に変

動が生じる場合があることから、人数の定めを消除し、あわせて第６

号の幼児相談室相談員についても消除をいたしました。また、第８条

庶務につきましては、名称変更により「教育委員会教育支援課」とあ
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るのを「教育委員会子ども・教育支援課」に改めます。 

以上、議案第１４号から第１７号について、提案と御説明をさせて

いただきました。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。 

○森教育長 説明が終わりました。大変な量の改正ということで、一度

にはなかなか難しいかもしれませんが、今、お聞きになってお気づき

になった点、あるいは、質問したい点がございましたら、ぜひお出し

いただければと思います。 

○町田委員 今、最後で人数の定めをなくしたということですけれど、

トータルで何人とか、そういう大まかなものは考えていらっしゃるの

ですか。 

○大西教育支援課長 就学支援委員につきましては、各学校から先生方

を派遣いただいているのですが、就学支援委員会の日程によって、同

じ先生がいらっしゃらない場合があります。その都度、何人の中で委

嘱をしてまいりますと人数が増えてしまうのですが、これまで現状ト

ータルで６０名近くの先生方に就学相談にはかかわっていただいてお

ります。 

以上です。 

○森教育長 よろしいですか。 

○町田委員 はい。 

○吉村委員 たくさんあったように思いますけどね、そのあたりは現状

にあわせていくということで、これでよろしいのではないでしょうか。 

○森教育長 他はいかがでしょうか。 

内容が変わって組織編成を行ったり、あるいは、名称が変わったり

というのがほとんどだと思うのですけど、特別ここの部分は今までと

大きく違いますよというところがもしあれば、御説明いただけますか。 

○大西教育支援課長 今回、新たに制定いたします「東村山市教育相談

に関する規則」に「教育相談室設置規則」「教育相談員に関する規

則」は移行される形になるのですが、新規規則の中に、相談員の身分

や服務について特に明記はしてございません。これにつきましては、

例規の中の「東村山市嘱託職員に関する規則」の中に全てのものが網

羅されているということで、今回は、教育相談は何をするところかと

いうことだけを明確にした規則に改めて変えさせていただいていると

ころです。 
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また、これまでも教育相談室は、子ども家庭支援センターの運営に

つきまして、「東村山市子ども家庭支援センターの共同運営事務に関

する規程」（平成１４年東村山市規程第２１号）に基づき、一緒に運

営を行ってきたのですが、今度は共同で行うのではなく、自らそこの

中に入って事業を行うということで、東村山市子ども相談室の運営に

関する規程の中で、教育相談も行っていくという形に改正をいたしま

した。 

以上です。 

○森教育長 気になったのが、子ども家庭支援センターは、今まで市長

部局の子ども家庭部のほうでやっていて、それとこちらが連携してい

る形になったわけですけど、今度一体になるということになると、職

員の配置等はどういう感じになるのですか。 

○大西教育支援課長 教育委員会の職員が市長部局の仕事を直接行うと

いうことは、身分上、できませんが、今回子ども相談員につきまして

は、子ども家庭支援センターの職員の併任辞令を受ける形になり、１

人の相談員が教育相談に関する規則の内容といきいきプラザ条例の中

に示されている内容の両方について同じ辞令を受けた者が行うという

形になります。 

○森教育長 併任辞令ということで、両方の仕事ができるようになりま

すということですね。わかりました。 

○小関委員 確認でよろしいでしょうか。希望学級の設置についてなん

ですけれども、新規則、事業、第３条第１号の市立小中学校並びに子

ども相談員と連携を図り、そして、旧規則では、市教育相談室という

ことになっているのですが、子ども相談員となると個ということにな

りますか、組織ではなく子ども相談員ということなのでしょうか。 

○大西教育支援課長 それにつきましては、東村山市子ども相談室の運

営に関する規程に定めておりますが、あくまでも子ども相談室という

のは、相談をする場所をあらわす言葉ということで、今回、市長部局

のほうで整備がなされました。そうすると、子ども相談室と連携を図

るとなると、子ども相談室という場所と連携を図るということになっ

てしまうので、そこで勤務する者と連携を図るということで、それぞ

れの相談員と連携を図っていくという形に今回、整備をとらせていた

だきました。 

○小関委員 よくわかりました。ただ、やはり個ということになると、
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希望学級に入ってくる子供たちは、本当に様々なので、多面的に見て

いくとか多様な対応が必要かと思うのですね。そのあたりのフォロー

はしっかりしていただけるのか、確認したいと思います。 

○大西教育支援課長 子ども相談員は大勢おりますが、一応子ども相談

係に所属する相談員となりますので、子ども・教育支援課の子ども相

談係として、しっかりかかわっていきたいと思っております。 

○森教育長 よろしいですか。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 他に御意見、御質問がないようですので、採決をとりたい

と思います。採決は議案ごとに行いたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

初めに、議案第１４号、東村山市教育相談に関する規則の制定に

ついて、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１４号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

次に、続きまして、議案第１５号、東村山市教育相談室設置規則及

び東村山市教育相談員に関する規則を廃止する規則について、賛成の

方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１５号についても、原案

どおり可決ということでございます。 

続きまして、議案第１６号、東村山市教育委員会事務局組織規則等

の一部を改正する規則について、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、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、最後、議案第１７号、東村山市就学支援委員会要綱の

一部を改正する要綱について、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 同じく全員が賛成ということで、議案第１７号についても、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１８号、東村山市特別支援教育運営委員会規則
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の一部を改正する規則について、お願いいたします。 

○大西教育支援課長 議案第１８号、東村山市特別支援教育運営委員会

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２８年３月２９日提出。提出者、東村山市教育委員会教育

長、森純。東村山市特別支援教育運営委員会規則の一部を改正する規

則。東村山市特別支援教育運営委員会規則（昭和４８年東村山市教育

委員会規則第６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、特別支援教育運営委員会の組織体制を見直すため、本案を

提出するものであります。 

東村山市特別支援教育運営委員会規則では、３つの専門部会を設置

し、特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の教育環境の向上に寄

与することとして、部会を機能させております。 

第４条、組織において、副委員長を３つの専門部会の長と位置づけ

るため、「２人」とあるのを「３人」に。各専門部会委員の構成につ

いても、特別支援学級の担任教諭に限らない場合も近年生じてくるこ

とから、「特別支援学級担任教諭」とあるのを「教諭」に改めるもの

です。 

特別支援教育運営委員会の組織を明確にするため、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。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問はございますでしょ

うか。 

○當摩委員 これも現状踏まえた中での実情にあったことと思いますの

で、よろしいと思います。 

○森教育長 他によろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 他に御意見、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 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１８号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１９号、東村山市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第１９号から第２１号まで提案説明をさ

せていただいてよろしいでしょうか。 
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○森教育長 はい、お願いします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第１９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２８年３月

２９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、現委員の任期が平成２

８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。 

補足説明させていただきます。第２８期の委員候補者の人選につき

ましては、昨年の８月から１２月にかけて、既存の推進委員と面談を

行いまして、次期継続の意向などの確認をしてまいりました。また、

新任候補者の人選につきましては、これまでは既存の推進委員からの

紹介や地域での評判などにより、こちらから個別にお声をおかけさせ

ていただく方式で人選しておりましたけれども、その方法だけですと

なかなか委員定数に近づけていくことが難しい状況もありましたので、

引き続き地域や既存のスポーツ推進委員へのお声がけは継続しつつ、

公募による募集を行いまして、応募された方と２月に面談を実施して

きたところでございます。 

在任者の高橋孝子氏から吉田裕氏までは、第２７期より引き続き委

嘱するものでございます。また、新任候補者として４名の方に委嘱し

てもらいたいと考えております。公募では６名の方から応募がござい

ましたけれども、内、お一方は後日辞退の連絡がございました。もう

お一方は、年齢が応募資格を超えており、かつ、市の附属機関等の設

置運営に関する要綱に定める年齢も超えていたということから御遠慮

いただいたところでございます。 

新任候補者につきまして、補足をさせていただきます。倉上利江子

氏は萩山町に在住されておりまして、学生の頃からテニスやバドミン

トンに親しまれております。また、毎日のようにスポーツセンターに

通い運動を楽しまれております。スポーツの楽しさを広めていきたい

との熱意を強くお持ちの方であり、女性の視点を持った地域のスポー

ツ推進のコーディネーターとして、また、行政とのパイプ役としてス

ポーツを通じて地域に貢献していただける方と考えております。 

長谷川賢士氏でございますけれども、現在、恩多町にお住まいでご
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ざいまして、野火止小学校のコミュニティ開放登録団体の代表を務め

ていらっしゃいます。また、お子様と御一緒に恩多町の町民運動会に

も御参加されるなど積極的に地域とかかわりつつスポーツに親しんで

いらっしゃいます。スポーツ科学のほうにも御興味があるそうで、独

自に学びつつ筋力トレーニングも実践するなど学習意欲、実践力とも

非常に高い方と認められます。御応募されたきっかけのうち貢献を志

してのものであることから、現在の活動を通した地域とのつながりの

強さを生かし、地域スポーツの推進に御協力をいただけるものと考え

ております。 

木下康夫氏につきましては、東久留米市の在住ではございますが、

もともとは野口町に長くお住まいだったということでございました。

現在は、秋津町で空手道場を開設しまして、青少年を指導、育成に当

たっております。また、東村山市の商工会青年部にも所属しておりま

して、子供、大人を問わずスポーツの分野に貢献したいとの思いを持

って志望されており、ぜひ御協力いただきたいと考えておるところで

す。 

最後に長崎宣夫氏でございますが、東村山市陸上競技協会に所属し、

同協会及び東村山市体育協会、朝岡会長からの御推薦により御応募い

ただいたところです。御本人は、専門学校でスポーツヘルスを学び、

卒業後には東村山市第四中学校、また、第七中学校の陸上競技部外部

指導員を歴任されております。現在は、東京経済大学の陸上競技部及

び練馬区の石神井西中学校陸上競技部の外部指導員を務めていらっし

ゃいます。外部指導員を務める傍ら、大学の通信課程科目等履修生と

して法学を学ぶなど教養にあふれる方で、スポーツ推進委員への御協

力をいただきたいと考えております。 

なお、第２７期委員として御協力いただきました石岡千恵子氏、高

橋豊氏につきましては、一身上の都合により第２７期をもって御退任

されます。 

委員定数２５名の中、第２８期は１８名のスタートということで、

第２７期より都合２名増員されることになりますけれども、引き続き

推進委員を担っていただける方の発掘に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上、第２８期のスポーツ推進委員の委嘱につきまして、御審議い

ただき、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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続きまして、議案第２０号、東村山市スポーツ科学委員の委嘱。上

記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２８年３月２９日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市スポーツ科

学委員の委嘱。東村山市スポーツ科学委員会規則（平成４年東村山市

教育委員会規則第１号）第４条の規定により委嘱することに議決を得

たい。説明、現委員の任期が平成２８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。 

補足説明させていただきます。朝岡晃一氏から西村一弘氏までは、

第１２期に引き続き委員としてお願いしてまいりたいと考えておりま

す。 

また、新任委員といたしましては、朱寧進氏と伊藤雅之氏を考えて

おります。朱寧進氏につきましては、多摩北部医療センターにて整形

外科医長を務められており、整形外科医としての立場からスポーツ障

害などの分野で御支援いただきたいと考えております。また、伊藤雅

之氏につきましては、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究セン

ター病院にて神経研究所疾病研究第２部の室長を務められております。

小児分野を専門とされていることから、スポーツ科学委員会事業とし

て、学務課と共催で実施をしております市内小学生とその保護者を対

象としたスポーツ食育教室などにおいて、専門的な見地から御支援い

ただければと考えております。第１３期におきましても、心理スポー

ツの活動での健康維持、増進について、専門的な見地から御支援いた

だき、当市のスポーツの推進における一翼を担っていただきたいと考

えております。 

なお、現在、委員を担っていただいております、黒田克也氏、村瀬

訓生氏につきましては、第１２期をもって退任される予定でございま

す。 

以上、御審議をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、議案第２１号、東村山市民スポーツセンターのスポーツ医

科学室に従事する非常勤の職員の任命。上記の議案を東村山市教育委

員会に提出する。平成２８年３月２９日提出。提出者、東村山市教育

委員会教育長、森純。東村山市民スポーツセンターのスポーツ医科学

室に従事する非常勤の職員の任命。東村山市民スポーツセンターのス

ポーツ医科学室に従事する非常勤の職員に関する規程（昭和５８年東

村山市教育委員会規程第１号）第３条の規定により任命することに議
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決を得たい。説明、現非常勤職員の任期が平成２８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。 

補足説明させていただきます。栄養士１名、看護師２名であります

けれども、現在もスポーツセンター医科学室の非常勤職員として、栄

養相談、健康相談、体力測定などに従事をしており、勤務についても

良好で、スポーツセンター利用者からも好評なことから引き続き医科

学室の非常勤職員として任用してまいりたいと考えております。 

以上、御審議をいただき、御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。 

○森教育長 説明が終わりました。３つの議案について、まとめて説明

をしていただきましたので、質問に関しましても３つまとめて、御質

問あればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○町田委員 このような委員を見つけるのは大変なことだと思いますし、

また、スポーツ推進委員が、今回公募で４名見つかったというのは良

かったと思っております。実際、スポーツ推進委員の活動を見ていま

すと、土日に試合があるなど、かなりハードに動かれていると思いま

す。ぜひ良い方を見つけていただいたと思いますので、長くやってい

ただけるように期待したいと思います。 

以上です。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 スポーツ推進委員会の委員のメンバーには、人数制限とい

うのはあるのですか。 

○中澤市民スポーツ課長 スポーツ推進委員会としての人数は２５名が

定数ですけれど、今回、結果として２名増の１８名になる予定でござ

います。 

○吉村委員 わかりました。 

○森教育長 今まで２５名に達したことはあるのでしょうか。 

○中澤市民スポーツ課長 私もそのあたり、気になったのですけれど、

聞いた限りでは、２５名まで達したということは確認しておりません。

もしかすると、４０年ぐらい前は、体育指導員の頃に２５名というの

はあったのかもしれないのですが、スポーツ推進委員になってからは、

２５名の定数には達しておりません。 

○森教育長 何とか活動には支障のない人数はそろっていると考えてよ
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ろしいですか。 

○中澤市民スポーツ課長 スポーツ推進委員もこの人数だと市民大運動

会の審判とか日々の活動というところで、結構しんどいという御意見

はいただいておりましたので、何とか人数を増やそうということで、

今まで行っていたいわゆる一本釣りみたいな人選方法から、今回公募

をかけて、本来６名来られましたので、６名の方全員ということであ

ればもっと増えるところですが、辞退された方もありましたので、何

とか２名だけ増やすことはしますけど、今後も引き続き発掘に努めて

いきたいと考えております。 

○森教育長 よろしくお願いいたします。 

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、他に意見がないようですので、採決をとりたい

と思います。採決は議案ごとに行いたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

初めに、議案第１９号、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１９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２０号、賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２０号についても、原案

どおり可決いたしました。 

最後に、議案第２１号でございます。賛成の方の挙手を求めます。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第２１号につきましても、

原案どおり可決いたしました。 

予定されておりました議案、審議は、全てこれで終了ということで

ございます。 

続きまして、協議事項に移りたいと思います。 

協議事項①、東村山市立小・中学校における教育課程の検討につい

て、お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 本日、御協議いただきます東村山市立小・中学校

における教育課程の検討について、指導室より御説明申し上げます。 
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３月２日に行われました前回の教育委員会３月定例会からの継続協

議となります。本日におきましても、学期制のあり方と冬季休業日の

指定について、御協議をお願い申し上げます。 

前回の３月定例会では、委員の皆様から様々な御質問や御意見をい

ただきました。学期制のあり方につきましては、現在本市の小・中学

校で行っている二学期制の効果や成果について、そして、アンケート

調査の結果に伴う対象となった方々の主な意見について、今後のスケ

ジュール等についてなどがありました。 

冬季休業日の指定につきましては、近隣市の冬季休業期間の状況に

ついて、そして、本市で１月５日までとしていた理由、こういったも

のがございました。本日も教育課程検討委員会からの提言資料も参考

に御協議いただき、今後の方向性を決定していただきますようお願い

申し上げます。 

説明は以上でございます。 

○森教育長 前回に引き続き検討するということでございますが、約１

カ月近くじっくりお考えいただいてきたかと思います。今日はある程

度結果を出さなくてはいけないと思っておりますので、御意見をお出

しいただければありがたいと思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○町田委員 今日は決定するわけではなくて、まだ意見の段階でよいの

でしょうか。 

○森教育長 来年度の教育課程の関係がございますので、出来れば、今

日結論を出したいと思っております。 

○町田委員 はっきり自分の意見で言いますと、戻す必要はないと思っ

ております。実際、この間のいろいろアンケート等の結果を見ても、

まだ二学期制でもやっていけるというのもありますし、実際、三学期

制から二学期制に決断するときも、かなり考えたところでありますけ

れども、ここで今ぐらいの違いでもって変えるというのは、混乱を招

くのではないのかと私は思っております。 

以上です。 

○森教育長 他に意見はございますか。 

○當摩委員 私も一応の形は次年度に向かって出さないといけないと思

って、いろいろなことを考えてみました。町田委員がおっしゃったよ

うに、その当時、検討したときには本当に一生懸命考えて、当時の現
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状の中で、時間を生み出さなければならないということであったと思

っております。ただ、この前のアンケートの結果などをいただいた中

で、そのあたりに関しては、一定の現状の中での世の情勢にあったと

いうことの役割は担えたのかなと思っております。それから、今もア

ンケート等でお示しいただくと、中学生の保護者の方々の中に、やは

り受験のことを考えて、特に内申のことで三学期制については、特に

近隣がまた三学期制に戻したというようなこともあり、また小学校の

ほうに関して言えば、今のままでも大丈夫じゃないかという御意見も

あるようで、随分自分でも迷っています。 

ただ、もし一つの御家庭で見たときに、小学生も中学生もおいでに

なる御家庭は結構たくさんあると思いますが、そこで中学校だけ三学

期制にして、小学校は二学期制のままでいくというような形をとった

場合、特に冬休みでは、２日間ずれてしまうわけですよね。もし、現

状を生かしてまた、中学は例えば三学期制を導入するとしたら、ずれ

ることも考えられるわけですよね。そうしたことの中で、とても難し

いけれども、三学期制でいってみるという方向でやむを得ないのかな

というような、完全にそういい切れないですけれども、私の気持ちと

してはそういった形を持っております。 

○吉村委員 私は、三学期制で良いと思います。私はとにかく現場を第

一に考える人間ですので、一度、二学期制で行くと決めたときは結構

大変でした。それで行ってしまって、またそれを変えるというのは非

常に難しいです。今、こういうような状況になっているというのは、

現場の方々が汗して、もろもろの状況を考えた上でのこういう流れで

あることから、私はそれを大事にしたいと思っております。ですから、

冒頭申しましたように三学期制に関して戻すべきなのかなと思ってい

ます。 

○小関委員 私も前回の継続でずっと考えてきたのですけど、めりはり

があるという、プラスのお話がありました。そして、それは三学期制

にしたらということですよね。二学期制ではやはり子供と向き合う時

間がとれたという、その良さということのお話がありました。すごく

行きつ戻りつ考えているときに、広島の中学生の大変不幸な事件があ

って、学校現場についてもう一回考えたときに、やはり本当に子供と

向き合うということを言っていながら、なかなか向き合う時間がとれ

ていない。それだけが広島の事件が起きた原因だとは思わないですけ
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ど、その中で子供と向き合う時間がもっととれていたらというような

ことを考えています。それからもう一つ、子供と向き合う時間がとれ

るということは、教師のゆとりになるのですよね。教師にとってゆと

りは本当に大事であると思っています。それを考えたときに、やはり

向き合う時間、ゆとりということで来た二学期制をもっと大事にでき

ないかというそういう思いをたくさん強く思っています。 

中学校については、成績評価、進路との関係で、やはり課題が多い

というような報告がありました。ただ、中学校の評価についての課題

というのは、全くこの１０年間変わっていないわけですよね。少なく

とも、導入したときも同じだったはずですよね。その導入の段階で、

ではどうするかということで、現場が工夫をしてきたのではないかと、

前回もそう申し上げたのですけど、工夫をしてきたと思います。その

ことだけを考えれば、評価についての考え方も評定ではなく評価とい

う方向にシフトしていかなければいけないわけで、その中で、さらに

学校現場の先生方が子供を評価する、学習状況を評価することについ

て、もっと工夫する余地があるのではないか、その工夫は二学期制の

中でできるはずだという結論に至りました。 

三学期制に戻さなくても進路についての課題はクリアできる、評価

についての考え方を学校現場で工夫していくことによって、先生方の

学習とか学習指導とか評価についてももっと変えられる、改善してい

けるのではないかということを考えて、絶対三学期制が良いとか、絶

対二学期制が良いというようなことではないですけど、今、特別に制

度を変えなくても、これまでの中で工夫をしていくことでクリアでき

るのではないかというようなことを今、考えています。 

○森教育長 今、４人の委員の皆さんから御意見を伺ったのですが、そ

れぞれいろいろ悩んでくださっているということは十分伝わってまい

りました。 

私も、子供と接する時間を確保していくということは非常に大事な

ことだと思いますので、それは二学期制であろうと三学期制であろう

と、時間を上手に設定していけば、決して不可能なことではないだろ

うと思います。また、アンケート結果などを見ますと、多くの皆さん

が、三学期制に戻したほうがいろいろなデメリットがクリアできるの

ではないかという御意見をおっしゃっていると思いますので、二学期

制の良さを今後も生かしつつ三学期制に戻してみたらいかがかなと考
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えているところでございます。 

この後、一応結論を出さなくてはいけないのですが、意見がそれぞ

れございますので、最終的には採決をとってとは思っておりますけど

も、その前にこれだけは言っておきたいということがございましたら、

ぜひ御意見をお出しいただけたらと思います。 

○町田委員 今、皆さんのお話の中に出てきた中で、やはり中学校の受

験に対しての不利というのでしょうか、実際、二学期制にしてどれほ

ど受験に不利だったのか、それで不合格者が多く出たのかとか、数値

はないと思いますけれども、実際どうだったかというのはわかります

か。 

○谷口統括指導主事 実際にどれぐらいの不利であったかという数値化

したものは、確かにございませんが、多くの保護者から寄せられた意

見としましては、やはり夏休み前に評価があると、お子様の学力の状

況、あるいは、学校での様子を把握しやすいというようなものがあり

ました。それから、受験の際に夏休みに高校見学で資料を求められる

ことになるのですが、通知票がなくて、提出するものがなくて困った

というような御意見もありました。さらには、高校進学への選択の際

に、１０月半ばに前期の評価、通知票が出てくるわけですが、少し遅

過ぎるのではないだろうかという御意見もございました。参考になり

ましたでしょうか。 

○町田委員 数値がないのは仕方がないと思いますけれども、では、こ

の１０年間で下がったかというところが、全体を見て感じることがあ

るのかなと思っただけです。 

以上です。 

○森教育長 他にいかがでしょう。よろしいですか。 

それでは、非常に難しいところではございますけれども、採決をと

りたいと思います。それでは、三学期制に戻したほうが良いのではな

いかということに賛成の方、挙手をいただけますでしょうか。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 ３対２ということで分かれましたけれども、三学期制に戻

したほうがいいだろうという数が多かったということで、学期制につ

きましては、平成２９年度より二学期制の成果を生かした三学期制へ

の変更ということで、また、意見は出ていませんでしたけど、冬季休

業期間につきましても、１２月２６日から１月７日までということで、
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かなり以前の三学期制のときの状態に戻すということで、決定させて

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 ありがとうございました。ということで、一応結論をそう

させていただきたいと思います。 

それでは、続きまして、協議事項②、学校の運動会等における安全

対策について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 協議事項②、学校の運動会等における安全対策につ

いてでございます。 

運動会での組み体操における事故が続いておりますことを受け、東

京都教育委員会では、平成２８年３月２４日に東京都における「組み

体操」等への対応方針を発表いたしました。 

ここでは、都立学校において学校行事で「組み体操」を実施してい

る場合に、「ピラミッド」と「タワー」について、不可抗力における

けが等の危険性があることから、平成２８年度は原則休止するとして

います。また、学校行事で実施する他の種目についても、安全対策の

点検を行い、改めて必要性や妥当性について評価するとしています。

さらに、区市町村教育委員会における対策については、地域の特性や

実情等踏まえて、区市町村教育委員会が適切に判断するとなっており

ます。 

東京都教育委員会では、体育的活動における安全対策検討委員会を

設置し、これまで３回の会議を開催して検討を進めてまいりました。

東京都教育委員会から示された資料がございます。 

学校事故の現状や公的根拠などが示されております。また、検討委

員会における委員の意見がまとめられております。安全指導や安全対

策、対象とする運動、教員の指導、設置者及び学校としての対策の方

向性、危険予測・回避能力の育成についての意見でございます。これ

を受けまして、指導室といたしましては、東村山市公立学校における

体育的活動に関する安全対策について、次のように進めてまいりたい

と考えております。 

運動会等の体育的活動につきましては、児童・生徒の安全第一を基

本に据えて、学校事故防止に万全を期す必要があります。運動会など

での組み体操による事故が指摘される中、平成２８年度の運動会につ

いて、今後、十分な検討をする必要がありますことから、本市としま
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しては、小中学校において学校行事で「組み体操」を実施している場

合、いわゆる「ピラミッド」と「タワー」については、平成２８年度

は原則休止としたいと考えております。 

考え方としましては、「組み体操」を単に休止するということで、

運動会等の安全対策についての問題解決にはつながりません。大切な

ことは、各学校で各教員が当事者意識を持って話し合い、学校の現状

を踏まえた議論によって、安全と教育効果の調和点を図ることと考え

ます。このことから、各学校には、現状を踏まえた検討を重ねていた

だき、さらに児童・生徒に体力向上と危険予測・回避能力を育成し、

また、教員研修等によって指導力を向上させ、平成２９年度には、各

学校の実情に即した運動会が実施できるように取り組んでいきたいと

考えております。 

このことにつきまして、ぜひ御協議いただき、進めてまいりたいと

考えております。よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○森教育長 説明が終わりました。内容につきまして、御意見、御質問

があればお願いしたいと思います。 

早速、私のほうからですが、学校の校長先生方とかあるいは保護者、

そのあたりから「組み体操」、あるいは「タワー」についての意見と

いうのは、どういうものがあったのですか。 

○青木教育部次長 保護者等からはまだ直接は、私のほうにまでは伺っ

ておりませんが、校長会等通じて校長先生からは、やはり様々な事故

が続いておきる中で、考えていかなければいけないというように捉え

ていると伺っております。 

○森教育長 実際に市内での事故というのは多かったのですか。 

○青木教育部次長 実は今回の件を受けまして、「組み体操」の骨折の

現状について、改めて調査をいたしました。「組み体操」についての

骨折事案が過去５年間で、小学校では１２件、中学校では６件、計１

８件あります。骨折だけで言えば、過去５年間で７００件を超える、

本当に小さな骨折、体育だけではない骨折もありますので、そういっ

た中では、骨折全体の２％程度ではありますが、「組み体操」だけを

とってみると１８件という結果でございました。 

○森教育長 他に御質問、いかがですか。 

○吉村委員 「ピラミッド」とか「タワー」の休止は妥当だと思います。
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一切やらないというわけではなくて休止する。そのときの環境とか児

童・生徒の体力、そのあたりの調査とかいろいろなことを考えた上で、

体育らしい団体競技というものを考えていくべきだと思うので、現在

の段階で負荷がかかり過ぎているのかと思います。だから、そういっ

たものは一切やめるというのではなくて、他に何があるのかなという

のを模索していく必要があるのではないだろうかと考えます。 

○森教育長 休止は休止であっても具体的にどういう方法がとれるのか

とか、安全対策、それから、別の種目のようなものも考えられるので

はないかというような御意見だったと思います。 

他にいかがでしょうか。 

○町田委員 私も皆さんのお話と一緒で、何でもかんでも危険だったら

やめる、禁止するというのではなくて、やはりそこを考えるというの

が一番大切ではないのかなと思っております。ただ、「ピラミッド」

「タワー」と言っても、２段の「ピラミッド」もあるかもしれないし、

いろいろ工夫は本当に数え切れないほどあると思いますので、この文

章でとても良いと思います。各学校でそれを注意していただいて検討

していただければ何よりだと思っております。 

○森教育長 あと、いかがでしょうか。よろしいですか。 

特に反対という御意見はなかったと思いますので、各委員にも御理

解をいただけたのかと思っておりますので、各委員からいただいた意

見をもとに、事務局のほうで適切に対応していただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、続きまして、報告事項に移らせていただきます。①平成

２８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、お願いいたします。 

○谷口統括指導主事 平成２８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、３月１７日現在での状況を

御報告いたします。 

中学校第３学年生徒総数は、１，２６４名でございました。この中

には、特別支援学級在籍者も含んでございます。１，２６４名のうち

３月１７日現在になりますけれども、進路決定している者が１，２４

１名、未決定者が２３名となっております。未決定者２３名の中には、

内訳といたしましては、進学希望者が２１名、就職希望者が１名、未

定が１名となっております。現在、定時制の二次の発表があったり、
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それから、通信制のこれからの進路を考えている生徒さんもおります

ので、また、３月３１日現在で定期的に進路の決定状況については、

私どもも調査を進めていき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

ましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 そうしましたら、特に御意見がないということなので、予

定されておりました報告事項は以上でございますが、他に報告事項の

ある方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようですので、以上をもちまして、臨時会を閉会させ

ていただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２８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１０時５７分 閉会 


