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平成２９年第２回東村山市教育委員会臨時会会議録 

 

〇平成２９年３月３０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 吉村 正、當摩 彰子、小関 子、佐々木 洋子 

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 菅 野 僚 

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 

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。 

議案 

  議案第１２号  東村山市教育委員会事務局組織規則の一部を改 

          正する規則 

  議案第１３号  東村山市教育委員会文書管理規程の一部を改正 

          する規程 

  議案第１４号  東村山市スクールソーシャルワーカーに関する 

          規則の制定 

  議案第１５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 

 

報告事項 

  ①小学校通学路防犯カメラの設置について（学務課） 

  ②平成２８年度東京都立高等学校における合格発表後の進路決

定者及び未決定者について（指導室） 

  ③台風接近等に伴う風水害等の発生が予想される場合の学校の対
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応について（指導室） 

  ④教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

  ⑤東村山市特別支援教育推進計画第四次実施計画の策定について

（子ども・教育支援課） 

  ⑥青少年委員の委嘱について（社会教育課） 

  ⑦その他 

 

報告事項（非公開分） 

  ⑧東村山市立小・中学校管理職の異動について（指導室） 

  ⑨教育部指導室配属の指導主事の異動について（指導室） 

  ⑩東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

   

午前９時３０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臨時

会を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

  それでは、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 本日の教育委員会臨時会へ、ただいま傍聴を希望され

る方については、０名ということになっております。 

  今後の傍聴の許可について可能な範囲で御許可いただけるよう、お

願いいたします。 

○森教育長 ただいまのところ、傍聴者はおりませんが、その後、傍聴

者が来た場合は、傍聴の許可を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ございます。 

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。 

  本日の報告事項⑧から⑩については、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、こちらについて討論なしで裁決

したいと思います。 

  本件につきまし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、報告事項⑧から⑩につきま



３ 

しては、公開しない会議とし、全ての議事終了後に議題とさせていた

だきたいと思います。 

  それでは、休憩いたします。 

 

午前９時３２分 休憩 

 

午前９時３３分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

  まず初めに、議案第１２号、東村山市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する規則について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 議案第１２号、東村山市教育委員会事務局組織規則の

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２９年３月３０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）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、組

織改正に伴い、本案を提出するものであります。 

  では、補足説明をさせていただきます。今回の規則の一部改正につ

きましては、平成２９年度の組織改正により、庶務課を教育総務課に

名称変更を行い、学務課の保健給食係を学校保健係と給食係の二つに

分けることが概要となっております。 

  まず、教育総務課に変更した理由でございますが、現在、庶務課で

は、経理など庶務的なことだけではなく、教育委員会の全体的な総務

を業務としているところでございます。 

  そのため、実情に合わせ、また、市民にわかりやすく説明させてい

ただくために、改めるものでございます。 

  また、保健給食係を学校保健係と給食係に分けました理由といたし

ましては、保健及び安全衛生に関する業務を整理するとともに、学校

給食の地域連携や衛生管理、アレルギー対応の強化を図るためのもの

でございます。 

  それでは、規則の一部改正につきまして、新旧対照表に沿って説明

させていただきます。 

  まず、部、課、室及び係の設置を規定しております、第２条第２項
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の中の旧規則における庶務課を教育総務課に変更するものでございま

す。 

  分掌事務におきまして、従来の保健給食係の分掌、五つのうち、学

校保健係には、（１）児童、生徒又は教職員の保健衛生及び安全に関

すること（指導室に属するものを除く。）の事務を、給食係には、残

りの（２）学校給食の運営に関すること、（３）調理業務の委託に関

すること、（４）食育への取り組みに関すること、（５）高齢者ふれ

あい給食に関すること、の四つの事務を担当とすることとして、係を

分けることに伴って、分掌事務を再配分した改正になっております。 

  規則の一部改正につきましては、平成２９年４月１日から施行する

ものでございます。 

  以上、説明とさせていただきますが、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。 

  以上です。 

○森教育長 庶務課長からの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。 

○當摩委員 時宜に合った、こうした組織につなげていくことは、重要

なことだと思うのですが、このことによりまして、人員的な面で、増

員等ございますのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。 

○清水庶務課長 教育総務課においては、特に、人員増員はございませ

ん。ただ、学務課といたしましては、学校保健係のほうに一人減がご

ざいます。また、その減の分を指導室に一人追加という状況になって

おります。 

○當摩委員 わかりました。 

○森教育長 よろしいでしょうか。 

○曽我教育部長 もう少し説明させていただくと、教育総務課につきま

しては、業務内容でみると、庶務課という名称では収まらず、教育委

員会を背負っている職場としては、教育委員会の総務的な役割が強い

だろうということで、教育総務課に変えさせていただきました。 

  あと、学校保健係のほうは、庶務課長から説明があったとおり、学

校の給食のあり方につきまして、ここを強化していかなくてはならず、

安全で安心な食の提供につきまして、今後、ますます子供たちの食育

について推進していかなくてはいけないという立場から、係長職とし

て１名、栄養士の資格を持つ職員を新しく係長としての任命をさせて
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いただく予定です。 

  以上でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 では、私から一つ質問をいたしますが、今まで給食係は係

長がいなくて、保健給食係として一つになってやっていたところです

けど、そこに支障があったというわけではなくて、今回、新たに、そ

ういう方向性を定めたので、分けますよという意味合いと捉えてよろ

しいのでしょうか。 

○森脇学務課長 今まで支障があったわけではありませんが、小・中学

校の給食業務に関しましては、今、市民の方や議会でも注目をされて

いますし、安全・安心の面では、非常に重要視されますので、そこに

係長職を専門として置くことで、より専門性を高めていきたいという

ところでの組織改正になっております。 

○森教育長 わかりました。 

  他に御意見はございませんか。よろしいですか。 

（ 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

をしたいと思います。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、東村山市教育委員会文書管理規程等の

一部を改正する規程について、お願いいたします。 

○清水庶務課長 議案第１３号、東村山市教育委員会文書管理規程等の

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２９年３月３０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文書管理規程等の一部を改正する規程。東村

山市教育委員会文書管理規程（平成１１年東村山市教育委員会規程第

３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、

組織改正等に伴い、本案を提出すものであります。 

  補足説明をさせていただきます。今回の規程の一部改正につきまし

ては、多くが、先ほど説明させていただきました、平成２９年度の組

織改正、その他を教育総務課に名称変更にするものの影響での規程変
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更となっております。 

  それでは、規則の一部改正につきまして、新旧対照表に沿って説明

させていただきます。 

  まず、東村山市教育委員会文書管理規程は、文書の取り扱いについ

て、必要な事項を定めたものでございます。 

  こちらの第７条の文書の記号、第９条の到達文書の配布、第１３条

の審査、第１６条の議案の処理方法及び第１７条の議案番号等にござ

います庶務課長の文言を全て教育総務課長に改めるものでございます。 

  続きまして、東村山市教育委員会公印規程の一部改正でございます。

こちらは、公印の管理及び使用を定めたものでございます。 

  第６条の公印台帳、第７条の公印の新調・改刻・廃止、第８条の旧

印の引継ぎ・保存・廃棄、第１０条の公印の事故、第１２条の公印の

事前押印及び印影の印刷、第１３条の電子計算機処理した公印の印影、

第１５条の公印の使用状況の調査等、及び別表第１にございます庶務

課長の文言を全て教育総務課長に改めるものでございます。 

  続きまして、東村山市教育委員会事案決定規程の一部の改正でござ

います。こちらは、事務にかかわる決定権限と手続を定めたものでご

ざいます。 

  こちらは、庶務課長から教育総務課長へ改めるものと少し異なりま

す。 

  まず、第２条第４項及び第５項でございます。こちらは、東村山市

教育委員会事務組織規則を見ていただくとわかりやすいかと思います。

第２条第４項は、課長補佐の定義を指している部分ですが、東村山市

教育委員会事務局組織規則の第３条第１１項です。課長補佐を指して

いるものではなく、副参事、所管の職責を規程しているものでござい

ます。 

  同じく、第２条第５項は、係長の定義をしておりますが、東村山市

教育委員会事務局組織規則の第３条第１４項は、課長補佐の職責を規

程しているものでございました。これは、それぞれ条ずれを起こして

いる状況でございました。 

  こちらは、副参事が、職責として入ったときに、改正しなければい

けなかった部分が、見逃されていたと推察しております。 

  次の別表第４条、決定事案の修正では、項目１９、委員会を行う処

分に係る審査基準、不利益処分の基準及び標準処理期間の設定および
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変更に関することで、指定協議先が、法務課長になっておりますが、

こちらを削除いたしました。こちらは、法務課からの要請でございま

す。 

  指定協議先を削除することにより、相談に応じない、協議に応じな

いということでは、当然ございませんが、基本的に、項目１９につい

ては、教育委員会で行うべきことであり、例規として、及び法的に市

長部局である法務課に協議先として義務づけるものではないというこ

とで、整理をさせていただきました。 

  最後に、項目２６、寄附受領に関することで、指定協議先が秘書課

長となっておりますが、現在、秘書課長ではなく、秘書広報課長と名

称が変更になっておりますので、改めさせていただきました。 

  以上、説明とさせていただきますが、よろしく御審議の上、御可決

賜りますようお願い申し上げます。 

  以上です。 

○森教育長 庶務課長からの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。 

  よろしいでしょうか。 

  組織名が変わったことによる、いろいろな変更ということで、条例

中の文言を含めて教育総務課に変えていくというのが、中心だろうと

思います。 

  よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、採決をとりたいと思います。賛成の方、挙手を

お願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１３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１４号、東村山市スクールソーシャルワーカー

に関する規則の制定について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 議案第１４号、東村山市スクールソーシ

ャルワーカー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２９年３月３０日提出。提出者、東村山市教育委員

会教育長、森純。東村山市スクールソーシャルワーカーに関する規則

の制定。東村山市スクールソーシャルワーカーに関する規則を別紙の



８ 

とおり制定することに議決を得たい。説明、東村山市スクールソーシ

ャルワーカーを任用するにあたり、必要な事項を定めるため本案を提

出するものであります。 

  補足説明をさせていただきます。平成２７年度より、不登校児童・

生徒の対応を図るため、スクールソーシャルワーカーを３名配置して

まいりました。 

  スクールソーシャルワーカーが配置されたことにより、各校におけ

る不登校児童・生徒の実態把握と児童・生徒個々の状況に合わせて、

担任や関係機関とかかわることで、不登校の改善につながったなどの

成果が見えてきたところです。 

  今後も、安定的に不登校の未然防止、改善及び解決を図っていくこ

とを目的に、平成２９年度より、スクールソーシャルワーカーを東村

山市嘱託職員に関する規則に基づき任用することにより、その職務な

どについて本規則を制定するものであります。 

  第１条の目的については、今申し上げたとおりです。第２条では、

スクールソーシャルワーカーが、その職務内容上、専門知識や現場で

の多くの経験を必要とすることから、必要な資格を定め、また、年齢

による制限を行わない旨を定めております。 

  第３条では、きめ細かく、不登校児童・生徒の支援を行うための具

体的な職務を定めております。 

  以上、簡単ではございますが、議案第１４号の提案と説明をさせて

いただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、よろしく

お願いいたします。 

○森教育長 子ども・教育支援課長からの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。 

○當摩委員 今、不登校の児童・生徒の皆さんに対して、有益な方法を

学校がされていることをうれしく感じますが、スクールソーシャルワ

ーカーの方々の勤務時間というのは、おおむね週にどのぐらいなのか、

伺わせてください。 

○大西子ども・教育支援課長 それぞれが、週３日勤務で、朝９時から

夕方５時半までの７．５時間勤務となっております。 

○森教育長 よろしいですね。 

  他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 
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○森教育長 他に特に御意見、御質問がないようですので、採決をとり

たいと思います。賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（ 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。 

続きまして、議案第１５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、お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第１５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２９年３月３０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

ふるさと歴史館長処務規則（平成８年東村山市教育委員会規則第８

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、組織

改正に伴い、本案を提出するものであります。 

  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きまして、

説明いたします。 

  新旧対照表の中の係の設置、第２条及び係の分掌事務、第５条中、

教育普及係を庶務係に改める。 

  附則、この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

  今回の一部を改正する規則は、庶務係にかかわる業務について歴史

館運営を庶務係が担い、教育普及係で行っていた計画立案等を明文化

した中で、庶務の業務を柱に置き、一部を改正するものでございます。 

  教育普及係の名称につきましては、本来であれば、昨年度に係の分

掌事務の一部の改正を行ったときと同時に庶務係と改めるべきところ

でございましたが、時期的なこともありまして、今年度に改めること

となりました。 

  以上、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、提案説明とさせていただきます。 

○森教育長 ふるさと歴史館長からの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。 

  よろしいですか。 

（ なし ） 



１０ 

○森教育長 他に特に御意見、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、挙手をお願いいたします。 

（ 賛成者挙手 ） 

○森教育長 全員が賛成ということで、議案第１５号については、原案

どおり可決いたしました。 

  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、小学校通学路防犯カメラの設置について、お願いいた

します。 

○森脇学務課長 学務課より小学校通学路防犯カメラの設置について、

報告をさせていただきます。 

  東京都の通学路防犯設備整備補助金を活用いたしまして、通学路に

おける児童の安全確保のため、平成２８年度には、化成小学校、回田

小学校、秋津東小学校、富士見小学校の４校の通学路上に各３台ずつ、

合計１２台の防犯カメラを設置いたしました。 

  設置箇所につきましては、市報やホームページにおきまして、それ

ぞれの小学校の通学路上に３台ずつ設置したことをお知らせする予定

となっております。 

  なお、平成２９年度には、大岱小学校、青葉小学校、北山小学校、

久米川小学校の４校の通学路上に設置を行い、最終年度となります平

成３０年度には、全ての小学校の通学路上に設置をしていく予定とな

っております。 

  引き続き、通学路上における児童の安全確保の強化を図ってまいり

たいと思います。 

  以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告事項におきまして、御意見、御質問がござ

いましたら、お願いいたします。 

  よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 順次、進めていただくよう、よろしくお願いします。 

  それでは、続きまして、報告事項②、平成２８年度東京都立高等学

校における合格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。 

○小林統括指導主事 報告事項②から④までを続けて御報告させていた
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だいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 はい。 

○小林統括指導主事 それでは、初めに、報告事項②、平成２８年度東

京都立高等学校における合格発表後の進路決定者及び未決定者につい

て、御報告させていただきます。 

  第３学年生徒数、１，１９７名のうち、都立高等学校の分割後期募

集、全日制第２次募集合格発表後の平成２９年３月１７日現在の進路

決定者数は、１，１７７名、進路未決定者数は、２０名です。 

  なお、進路未決定者のうち、１８名は進学希望で、都内の定時制高

校、あるいは通信制、あるいは私立の高校等を希望しており、現在も

受験中ということでございます。 

  次に、報告事項③、台風接近等に伴う風水害等の発生が予想される

場合の学校の対応について、でございますが、このことにつきまして

は、昨年の平成２８年４月１５日付の事務連絡において、もう既に学

校に周知しているところでございます。 

  今年度におきましては、特別警報、または、警報が午前６時の段階

で気象庁より発令されている場合は、市内小・中学校全て休校という

通知でございます。 

  このたびは、新年度にあたりまして、新たに１年生も入学してまい

ります。 

  また、異動してくる先生方もいらっしゃいますので、改めてこの台

風接近等に伴う風水害等の発生が予測される場合の学校の対応につい

て、保護者や地域の方々への周知を依頼する予定でございます。 

  なお、本件につきましては、もう既に今年度、本市のホームページ

にも掲載しているところでございます。 

  最後に、報告事項④、教職員、児童・生徒、学校の状況について、

御報告させていただきます。 

  平成２８年度の図書室・読書活動について、また、学校図書館専任

司書配置による読書活動の充実についてのアンケート調査の結果でご

ざいます。 

  本アンケート調査は、毎年度、６月と２月の年間２回実施している

ところです。昨年度の２月と比較しまして、小学校では、授業中に図

書館を利用する回数が増えております。中学校におきましては、１カ

月あたりに読んだ本の冊数が増えております。 
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  また、小・中学校ともに、読書が好きな児童・生徒の割合、また、

学校図書館専任司書への相談の割合も増加しております。 

  今後も学校図書館専任司書と教員が、各学校における読書活動を充

実させるとともに、本市の学校図書館担当者連絡会におきまして、各

学校の効果的な取り組みについて情報交換することや、学務課や中央

図書館と連携した研修会等の充実もより一層図ってまいりたいと思っ

ております。 

  以上で、指導室からの報告事項を終わります。 

○森教育長 報告事項②から④までの説明が終わりました。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。 

  特によろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続いて、報告事項⑤、東村山市特別支援教育推

進計画第四次実施計画の策定について、お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 子ども・教育支援課からは、東村山市特

別支援教育推進計画第四次実施計画の策定について、御報告をさせて

いただきます。 

  本計画の策定に当たっては、専門家チーム委員の宮本先生をはじめ、

小・中学校長、幼稚園・保育園園長、保護者の方、教育委員会職員な

どで構成されます、東村山市特別支援教育推進計画策定委員会におい

て、７月から５回にわたり協議を行ってまいりました。 

  毎回、各委員からは、活発に意見が出され、大変意義のある委員会

を実施することができました。 

  特に、３名の保護者の方からは、保護者としての願い、本計画に期

待することなど、多くの意見をいただくことができました。 

  さらに、平成２９年１月１９日から２月７日まで、計画案に関する

パブリックコメントを実施し、２７名の方から１０３件の御意見をい

ただきました。市民の方の関心の高さを改めて感じる結果でございま

した。 

  パブリックコメントでいただいた意見につきましても、本日、お手

元に配付してございます。お時間があるときに、ぜひ御覧いただけれ

ばと思います。 

  では、計画の内容について、御説明をさせていただきます。 
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  本計画は、障害の有無にかかわらず、すべての子供たちが豊かに暮

らすことができる社会の実現を目指すことを基本理念とし、乳幼児期

から学校卒業までのライフステージを見通した多様な教育を展開し、

社会的自立を図ることのできる力や、地域の一員として生きていく力

を培い、共生地域の実現に寄与するための取り組みを進めてまいりま

す。 

  計画期間は、平成２９年度からの４年間といたしております。 

  取り組みにつきましては、第１章から第５章にまとめ、２０の施策

に取り組んで参ります。 

  主な重点施策について、御説明させていただきます。第１章、相談

支援体制の充実に向けてでは、平成２８年度に開設いたしました子ど

も相談室や、近年、状況が変化してきております、就学相談や入級相

談について充実を図ってまいります。 

  第２章、幼稚園・保育所等と小学校との連携及び小・中学校の連携

の充実に向けてでは、幼稚園、保育所への支援体制の充実をはじめと

する、早期発見、早期支援、また、発達年齢に応じた、所属機関の間

における切れ目のない連携体制の推進について、充実を図ってまいり

ます。 

  第３章、小・中学校の指導や支援体制の充実に向けてでは、これま

でも実施してきました、特別支援教育専門家チームの巡回相談や、教

員サポーターについて継続的に充実を図っていくとともに、これらを

活用した校内委員会の充実、そして、何より直接児童生徒に接する教

職員の資質の向上を図ってまいります。 

  第４章、特別支援学級の充実に向けてでは、中学校への特別支援教

室の設置、また、これまで本市にはございませんでした、自閉症・情

緒障害特別支援学級、いわゆる情緒の固定学級について、調査・検討

を経て、開設に向けた準備を進めてまいります。 

  本施策については、今回の推進計画において、初めてお示しをさせ

ていただくものです。この件については、パブリックコメントにおい

ても、最も多くの意見が寄せられたものでございました。 

  第５章、教育環境の整備に向けてでは、施設や教具、教材の整備を

図ってまいります。また、将来の社会自立に向け、引き続き、一人通

学についても推進を図ってまいります。 

  障害者差別解消法の施行、東京都発達障害教育推進計画の策定、東
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京都特別支援教育推進計画第２期第一次実施計画の策定など、昨今、

特別支援教育を取り巻く状況は、大きく変動しております。 

  ただいま、御説明させていただきました、本市の第四次実施計画は、

これらに沿ったものとなっておりますが、今後も、国、都の動向を注

視していくとともに、本計画を効果的に実行してまいりたいと考えて

おります。 

  なお、本計画につきましては、明日以降、ホームページ等で公表を

行ってまいります。 

  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、御質問がござ

いましたら、お願いいたします。 

○佐々木委員 中学校でも、副籍を行っていると思うのですけれど、実

際にどういう活動を一緒にしているのでしょうか。 

○大西子ども・教育支援課長 現在、特別支援学校に在籍している児

童・生徒については、全員が、副次的な籍、副籍を地域の学校に設け

ることとしています。 

  活動内容については、中学生は、非常に難しくてデリケートな点が

あります。作品の展示であったり、直接児童や生徒が書いたお便りを

交換するということが、主なものとなっております。 

○佐々木委員 実は、知り合いが副籍で中学校に来ていますが、娘のク

ラスではないので、どういう活動をしているのかを把握できていなか

ったのですけど、実際に、登校されているということだったので、中

学校では、どんな感じで過ごしているのかということが、もっと何か

目に見える形だといいのかと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 平成２８年度については、直接登校した

という報告は確認しておりませんが、平成２７年度は、市内の中学校

に、肢体不自由特別支援学校に在籍していた生徒が、市内の小学校を

卒業しておりましたので、同じ小学校の卒業生が通う中学校に行って、

家庭科の授業等を行っていたということがございます。 

  現在、その生徒さんは中学校を卒業されていらっしゃいますので、

その後、他の方がどうされているか、まだ、報告書がまとまっていな

いので、確認できておりません。申し訳ございません。 

○佐々木委員 そうですね。１月に学校に行くという連絡があったもの

なので、すみませんでした。 
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○森教育長 よろしいですか。 

○佐々木委員 はい、大丈夫です。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

  このパブリックコメントの結果は、どのような形で公表されるので

しょうか。 

○大西子ども・教育支援課長 第５回目の会議記録とあわせて、また、

この本計画とあわせて、明日以降、ホームページで公表を行ってまい

ります。 

○森教育長 わかりました。他に、いかがでしょうか。 

○小関委員 特別支援教育に関する推進、それから、充実ということで、

とてもすばらしく骨子もきちんとしていると思うのですけど、ホーム

ページで公表するという話ですが、具体的に学校の先生方がこれを十

分に理解して、そして、学校現場で実際に子供たちに関わっていくと

きに、実のある取り組みということが求められると思うのです。 

  ただ、これを配布して、お読みくださいということでは、なかなか

理解は深まらないということですね。その啓発広報については、少し

工夫があるといいかなと思います。 

  それで、今、ダイジェスト的に項目についてお話しいただきました

けれど、そういった大きな項目だけでも、こんなことでというのを出

して、それで、詳しくはこれをというようなことですね。本当は、き

ちんとした研修が必要だと思いますが、時間的にも難しければ、何ら

かの形で、やはり実際に子供たちに関わる先生方に、十分に理解して

もらうという必要があるのではないかなと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 本計画には、教職員・特別支援教育コー

ディネーターの資質の向上という施策がございます。平成２９年度に

ついては、この実施計画の周知を全教員に行うということが、取り組

みの一つとして入れさせていただいております。 

  委員からあったように、配付だけではなく、特別支援教育コーディ

ネーターが毎月行っている特別支援教育運営委員会であったり、各校

長会、あと、さまざま教育相談の研修会等でも、改めて周知を行って

いきたいと思っております。また、４月に入ったら、全ての教員には

計画を配付させていただいていた上で、その研修等、校長先生方から

もやっていただけるような働きかけを積極的に行っていきたいと思っ

ております。 
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○小関委員 よろしくお願いします。 

○森教育長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。 

○吉村委員 大変立派なものができて、御苦労さまでした。 

  これほどのものが出てくると、結構読みたいなという気持ちになる

のですよね。これは、報告事項ですよね。今、ぱらぱらと見させても

らうだけですよね。だから、ちょっともったいないなという気がする

ので、１日でも２日でも前につくっていただいて、そして、報告して

くださると、我々の意見を皆さん方に反映できるのではないかと思っ

たりしますので、ぜひ、今後、御検討いただければと思います。 

○大西子ども・教育支援課長 申し訳ありませんでした。 

○森教育長 では、他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、続きまして、報告事項⑥、青少年委員の委嘱に

ついて、お願いいたします。 

○平島社会教育課長 第２７期の青少年委員の委嘱について、でござい

ます。第２６期の青少年委員の任期が、平成２９年３月３１日で満期

になるため、委嘱する１５名中、１２名は、引き続いて委員をお願い

し、３名を新たに追加するものでございます。 

  新しい３名は、粕谷有里氏、鈴木希衣子氏、そして三芳江里奈氏で

ございます。 

新たな３名も、児童・生徒の指導・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だと考えております。 

  今回、男性８名、女性７名、合計１５名の委嘱する任期は、平成２

９年４月１日から平成３１年３月３１日までの２年間といたします。 

  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、御質問がござ

いましたら、お願いいたします。 

○吉村委員 久米川町在住の方が多いですね。 

○平島社会教育課長 町名よりも、男女の比率というところをメインに

選出いたしました。 

○森教育長 よろしいでしょうか。他にいかがですか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは、予定されていた報告事項は以上でございますが、

他に報告事項をお持ちの方はいらっしゃいましたら、お願いします。 
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             （ なし ） 

○森教育長 よろしいですか。ないようでしたら、以上をもちまして、

公開分の定例会を閉会させていただきます。 

  以上をもちまして、平成２９年、第２回東村山市教育委員会臨時会

を閉会いたします。ありがとうございました。 

  続いて非公開の議事に入らせていただきます。休憩します。 

 

午前１０時１６分 休憩 

   

午前１０時４６分 閉会 


