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平成２９年第２回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年２月２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。（４名） 

  教育長  森 純 

  出席委員 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 鈴 木 賢 次 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 子ども・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 森 脇 孝 次 図書館長 田 中 香代子 

主幹（統括指導主事） 小 林 宏 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 

 

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） 

議案第３号  東村山市立小・中学校長の内申 

議案第４号  東村山市立小・中学校副校長の内申 

 

議題 

議案第５号  東村山市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する規

程 

 

報告事項 

①教職員、児童・生徒、学校の状況把握について（指導室） 

②特別支援教育理解啓発事業「特別支援教育の視点から考える身近な

支援」の開催（子ども・教育支援課） 

③第３６回東村山市特別支援学級小・中合同作品展について 

 （子ども・教育支援課） 

④成人の日のつどいについて（社会教育課） 

⑤市民の集いについて（社会教育課） 
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⑥ヤングライブフェスティバルについて（社会教育課） 

⑦東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への機運醸成

事業の開催について（市民スポーツ課） 

⑪その他 

午前１０時３５分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第２回東村山市教育委員会定例

会を開会いたします。 

本日の署名委員を吉村委員にお願いいたします。 

○清水庶務課長 本日、佐々木委員が欠席となっておりますが、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項により、教育長及

び委員の過半数の出席が確保されておりますので、本委員会が成立す

ることを御報告させていただきます。 

また、本日の教育委員会定例会へ、ただいま傍聴を希望ということ

で、７名の方が申し出ております。こちらについての傍聴の許可及び

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、傍聴のお申し出がありました。傍聴を許可した

いと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 では、異議なしということで、よろしくお願いしたいと思

います。 

それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきたいと思いま

す。 

本日の議案第３号、東村山市立小・中学校長の内申及び第４号、東

村山市立小・中学校副校長の内申は、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します人事に

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、そちらについて、討論なし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ございますので、議案第３号、議案

第４号につきましては、公開しない会議といたします。 

  では、休憩します。 
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午前１０時３７分 休憩 

 

午前１１時１６分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

まず最初に、傍聴の方に申し上げておきます。本定例会におきまし

て、録音、撮影等の許可はいたしませんので、御了承お願いいたしま

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、議事日程に従って進めさせていただきます。 

議案第５号、東村山市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する

規程について、お願いいたします。 

○青木教育部次長 議案第５号、東村山市立学校職員出勤簿整理規程の

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２９年２月２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出勤簿整理規程の一部を改正する規程。東村山市

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

都における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７

年東京都条例第４５号）の改正に伴い、学校職員出勤簿整理規程を整

備する必要があるため、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。東村山市立学校職員出勤簿整理規程

の一部を改正する規程の内容については、次のとおりです。 

別表中４７の項を４８の項とし、２９の項から４６の項までを１項

ずつ繰り下げ、同表２７の項の次に、事由として「介護時間」を、表

示として「介時」を新たに加えるものでございます。 

また、附則につきましては、次のとおりです。（施行期日）１、こ

の規程は、公布の日から施行する。（経過措置）２、この規程の施行

の日前までに行った出勤簿整理については、この規程による改正後の

東村山市立学校職員出勤簿整理規程に基づき行ったものとみなす。 

東村山市立学校職員出勤簿整理規程の一部改正の理由について、説

明いたします。東京都において、東京都立学校職員出勤記録整理規程

の一部改正が行われ、平成２９年１月１日から施行されております。
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今回の改正によって、新たな休暇として「介護時間」が導入され、都

立学校の教育職員については、介護のための勤務軽減として介護時間

を取得することができるようになりました。よって、市立学校におい

ても、介護時間の取得を可能とする必要があることから本改正に伴い、

東村山市立学校職員出勤簿整理規程についても改定を行います。 

介護時間とは、配偶者、または２親等以内の親族の介護を行う職員

から請求があった場合において、公務運営に支障のない範囲で、１日

の勤務時間の一部を勤務しないことを承認する無給の休暇です。 

説明は以上でございます。よろしく御可決賜りますようお願いいた

します。 

○森教育長 説明が終わりました。御意見、御質問がございましたらお

願いいたします。 

（ なし ） 

○森教育長 では、意見が特に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５号につきましては、原

案どおり決定させていただきます。 

予定されました議案審議は、全て終了いたしました。 

続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

報告事項①、教職員、児童・生徒、学校の状況把握についてお願い

いたします。 

○小林統括指導主事 報告事項①、教職員、児童・生徒、学校の状況把

握について、御報告させていただきます。その前に、今週の月曜日、

１月３０日の南台小学校の定例訪問をもちまして、本年度の全校定例

訪問が終了いたしました。委員の皆様方には御多用なところを御指導、

御助言いただきましたこと、まことにありがとうございます。来年度

の定例訪問の日程等につきましては、３月の教育委員会の折にお示し

をさせていただきまして、その後、委員の皆様方の分担などを御相談

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

それでは、１月の教育委員会においても御報告させていただきまし

たが、改めて２月に予定されております各種研究発表会について、御

案内をさせていただきます。 
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初めに、東京都教育委員会言語能力向上拠点校として、回田小学校

が２月１７日金曜日に研究発表会を行います。本校は言語能力向上拠

点校として３年連続、３回目の研究発表会となります。 

教育委員の皆様におかれましても、御都合がよろしければ御参加い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、小関委員におきましては、年間を通じて本校の御指導、御助

言賜りましてありがとうございます。 

次に、東村山市教育研究会発表会につきまして、２月１５日水曜日

に中央公民館で開催されます。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、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、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ます。

当日は、全部会の中から道徳部会、中学校家庭科部会、中学校保健体

育部会が発表を予定しております。５月の総会に引き続き委員の皆様

には御参加いただけましたら幸いでございます。 

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

の御案内でございます。校長会の研究発表会は、２月１７日金曜日を

予定しており、小学校が「共に学び心豊かに生きる子供をはぐくむ学

校経営～特別支援教育の推進～」をテーマに、中学校は「シチズンシ

ップ教育」をテーマに発表いたします。 

副校長会の研究発表会は２月１０日金曜日を予定しており、小学校

が「児童が輝く特別支援教育の現状と課題～特別支援教室導入期の体

制づくり～」をテーマに、中学校は「業務改善のためのマークシート

方式、アンケート集計システムの導入～子供と向き合う時間の確保を

目指して～」をテーマに発表いたします。 

どの組織も現在、喫緊の課題として捉えていることをテーマに掲げ、

年間を通して研究を進めております。どちらの会におきましても、御

都合がよろしければ御参加いただければと思います。 

次に、こちらも１月の定例会で御案内のとおり、第８回中学生「東

京駅伝大会」についてお伝えさせていただきます。本年度は２月５日

の日曜日、今週の日曜日に行う予定でございます。会場は味の素スタ

ジアムと都立武蔵野の森公園で、特設周回コースを昨年度と同様に設

置いたしております。今現在の当日の天候ですが、雨マークが出てお

り、最高気温が１０度で、寒いという予報でまことに恐縮ではござい
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ますが、こちらも委員の皆様におかれましては、御都合がよろしけれ

ば当日、応援に参加していただければと思っております。 

最後に、平成２８年度東村山市小学校図工作品展についてお伝えさ

せていただきます。今年度は２月１１日土曜日から２月１５日水曜日

まで、午前９時３０分から午後４時３０分までの間、中央公民館の１

階展示室にて開催をいたします。 

こちらも委員の皆様におかれましては、御都合がよろしい時間帯に

御来場いただければと思います。なお、２月１３日の月曜日は公民館

が休館日となっておりますので、１３日だけは観覧ができないという

ことになっておりますので、御承知おきいただければと思います。 

以上で指導室からの報告事項を終わります。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いいたします。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようでございますので、続きまして、報告事項②、

特別支援教育理解啓発事業「特別支援教育の視点から考える身近な支

援」の開催について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 報告事項②、③を続けて御報告させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いします。 

○大西子ども・教育支援課長 報告事項②、特別支援教育理解啓発事業

「特別支援教育の視点から考える身近な支援」の開催について御案内

いたします。 

障害などの理由により、困り感がある幼児・児童・生徒への支援を

進める上で、周囲の方々の理解は大変重要なものです。子ども・教育

支援課では、特別支援教育理解啓発事業として、平成２６年度より市

民の方を対象とした講演会を実施してまいりました。今年度は明日、

２月３日、午前１０時から市民センターにおいて、東村山市特別支援

教育専門家チーム委員でいらっしゃいます植村芳美先生に御講演をい

ただくこととなっております。家庭の中でできる支援について、ペア

レントトレーニングにも触れながらお話をいただくこととなっており

ます。 

委員の皆様におかれましても、お時間がございましたらぜひお聞き

いただければと思います。 
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続いて、報告事項③、第３６回東村山市特別支援学級小・中学校合

同作品展の開催について御報告いたします。 

特別支援学級に在籍する児童・生徒の日ごろの学習の成果を発表す

る場であるとともに、広く市民の方に特別支援学級の学習を知ってい

ただく機会として、２月２２日水曜日から２６日日曜日まで、中央公

民館展示室において、合同作品展を実施いたします。市内７校の特別

支援学級在籍児童・生徒が制作した絵画や工作、手芸作品の展示にあ

わせて、通級指導学級や特別支援教室の紹介展示も行っております。 

委員の皆様におかれましても、ぜひ足をお運びいただき、生き生き

とした児童・生徒の作品を御覧いただければと存じます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○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。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、続きまして、報告事項④、成人の

日のつどいについてお願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項④から⑥まで続けて報告させてもらって

よろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○平島社会教育課長 それでは、報告事項④、成人の日のつどいの報告

でございます。平成２９年１月９日月曜日に開催した成人の日のつど

いに教育委員の皆様、出席いただいてありがとうございました。対象

者は１，５１６名で、当日の出席者は延べ１，２００名、参加率は７

９％でございました。 

今年は参加者も静かで式典が進んだということで、皆さんから言わ

れております。また来年も、できれば明法高等学校で開催していきた

いと思っております。 

続けて、報告事項⑤、市民の集いについてでございます。教育委員

会では、毎年、２月１日から７日までの１週間を「東村山市いのちと

こころの教育週間」と定め、学校では、様々な人権に関する取り組み

を実施しております。当市では、１月２９日日曜日に中央公民館にて、

市民の集いを開催いたしました。 

第一部では、税についての作文の発表、人権作文の発表、そして、
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市内の中学校生徒会による発表会でございましたが、青少年問題協議

会会長の渡部市長をコーディネーター役として進行していただきまし

た。また、第二部では、東村山第六中学校の演劇部による発表がござ

いまして、今年度関東大会に出場されると聞いております。参加者の

ほうは延べで５７５人でございました。 

最後に報告事項⑥、ヤングライブフェスティバルについてでござい

ます。第１０回多摩六都ヤングライブフェスティバルを２月１９日日

曜日に富士見公民館で開催いたします。今回は、東村山第七中学校と

多摩六都５市の１０校の高等学校のバンドが参加することになってお

り、合計で２４組の演奏が行われます。 

教育委員の皆様にも、お時間がございましたら富士見公民館のほう

に来ていただいて、聞いていただければありがたいと思っております。 

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 特にないということですので、続きまして、報告事項⑦、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への機運醸成事

業の開催について、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 報告事項⑦、東京２０２０オリンピック・パ

ラリンピック競技大会への機運醸成事業の開催につきまして、御報告

申し上げます。 

平成２９年２月１２日日曜日、市民スポーツセンター第一体育室に

おきまして、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会へ

の機運醸成事業といたしまして、市内在住の小学３年生と４年生を対

象にオリンピック出場者による体操教室を開催いたします。 

事業内容につきましては、鉄棒、跳び箱、マット運動、ミニトラン

ポリン体操の基礎レベルの習得を目指すとともに保護者と観覧者に対

し、各種目を行うに当たってのポイントなどアドバイスを記載したリ

ーフレットを配付しまして、本教室の実施が一過性にならず、その後

もお子さんが引き続き運動を継続できるよう配慮してまいりたいと考

えております。 

なお、観覧につきましては自由となっております。講師につきまし
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ては、アテネオリンピック体操競技団体で金メダル、個人平行棒で銀

メダル、次の北京大会におきましても、団体で銀メダルを獲得した冨

田洋之氏と昨年のリオデジャネイロオリンピック、トランポリン競技

におきまして、４位に入賞した棟朝銀河氏と同じくトランポリン競技

において、元世界ランキング１位で、同大会６位に入賞されました伊

藤正樹氏をお招きいたしまして、子供たちに御指導いただくとともに

棟朝氏、伊藤氏による実際の競技に使用するトランポリンをセッティ

ングしまして、デモンストレーションを行っていただく予定となって

おります。 

教育長におかれましては、当日、主催者挨拶をお願いしたいと考え

ておりますので、御多忙のところ恐縮でございますけれども、よろし

くお願い申し上げます。 

教育委員の皆様におかれましても、お時間がございましたら、ぜひ

御来場いただけますと幸いに存じますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

市民スポーツ課からは以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問がござ

いましたらお願いしたいと思います。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 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

に報告事項お持ちの方はいらっしゃいますか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようでしたら以上をもちまして、定例会を閉会させて

いただきたいと思います。 

以上をもちまして、平成２９年第２回東村山市教育委員会定例会を

閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

午前１１時３５分 閉会 

 


