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平成２９年第３回東村山市教育委員会定例会会議録 

 

〇平成２９年３月６日（月）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。 

議題 

 議案第 ６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に関する有識者

の委嘱 

 議案第 ７号 東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学

校薬剤師の委嘱 

 議案第 ８号 東村山市立学校職員服務規程の一部を改正する

規程 

 議案第 ９号 東村山市少年野球場貸出規程の一部を改正する

規程 

 議案第１０号 東村山市文化財調査員の委嘱 

 

議題（非公開） 

 議案第１１号 東村山市職員の分限及び懲戒に関する審査委員

会からの答申 

 

報告事項 
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①卒業式及び入学式の出席及び告辞について（庶務課） 

②平成２９年度「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針」につ

いて（指導室） 

③平成２８年度東村山市いじめ実態調査（第３回）について 

 （指導室） 

④平成２９年度以降の「運動会」等への東村山市教育委員会の対応方

針について（指導室） 

⑤平成２８年度生徒会サミットのリーフレットについて（指導室） 

⑥平成２８年度東村山市教育研究会研究発表会について（指導室） 

⑦平成２８年度東京都立高等学校第一次募集・分割前期募集における 

 合格発表後の進路決定者及び未決定者について（指導室） 

⑧平成２９年度指導室主管事業について（指導室） 

⑨平成２９年度市教委定例訪問について（指導室） 

⑩平成２９年度学校周年行事について（指導室） 

⑪平成２９年度教職員の研修等について（指導室） 

⑫教職員、児童・生徒、学校の状況について（指導室） 

⑬東村山市子ども相談室検証委員会報告（子ども・教育支援課） 

⑭平成２８年度就学相談報告（子ども・教育支援課） 

⑮白州山の家継続契約について（社会教育課） 

⑯第２１回スーパードッジボール大会について（社会教育課） 

⑰東村山市民スポーツセンター基本協定書・年度協定書の締結につい

て（市民スポーツ課） 

⑱東京２０２０オリンピック・パラリンピック啓発事業開催報告につ

いて（市民スポーツ課） 

⑲企画展「なつかしい暮らしと道具たち」について（ふるさと歴史館） 

⑳その他 

 

専決処分報告（非公開） 

①東村山市教育委員会職員の懲戒に関する審査に伴う東村山市職員の分

限及び懲戒に関する審査委員会への諮問 

午後３時００分 開会 

○森教育長 ただいまより、平成２９年第３回東村山市教育委員会定例

会を開催いたします。 

それでは、本日の署名委員を佐々木委員にお願いいたします。 
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○清水庶務課長 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、６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 特に異議がないということでございますので、議事日程に

従って進めさせていただきたいと思います。 

本日の議案第１１号、東村山市職員の分限及び懲戒に関する審査委

員会からの答申及び専決処分報告①、東村山市教育委員会職員の懲戒

に関する審査に伴う東村山市職員の分限及び懲戒に関する審査委員会

への諮問については、教育委員会会議規則第１０条のただし書きに規

定するその他の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、公開しない会議に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１１号及び

専決処分報告①につきましては、公開しない会議とし、全ての議案終

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。 

 

午後３時０２分 休憩 

 

午後３時０３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、議事日程に従って進めさせていただきます。 

議案第６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
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行の状況の点検及び評価に関する有識者の委嘱について、お願いいた

します。 

○清水庶務課長 議案第６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に関する有識者の委嘱。上記の

議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２９年３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に関する有識者の

委嘱。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（平成２０年東村山市教育委員会訓令第４

号）第４条の規定により、点検及び評価に関する有識者を別紙のとお

り委嘱することに議決を得たい。説明、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を実施するにあたり、

点検及び評価に関する有識者を委嘱するため、本案を提出するもので

あります。 

本件につきましては、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第４条に記載されています

「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、委員会に

点検及び評価に関する有識者を置く。」ことになっております。有識

者については、現在、髙山博之氏と高橋秀美氏の２名の方に委嘱させ

ていただいておりますが、３月末で高橋氏の任期が満了となることか

ら、再任についてお諮りするものでございます。任期につきましては、

平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの２年間となって

おります。 

高橋秀美氏につきましては、昭和４７年より教員生活をスタートさ

れ、東京都や荒川区教育委員会にて指導主事、統括指導主事及び管理

主事などを歴任され、その後、調布市や大田区において校長職を歴任

されております。 

また、平成２１年度から２５年度までは、国立音楽大学の教授とし

ても御活躍されております。当市におきましては、教員の研修会講師

や教科書選定運営委員会の有識者として御指導いただいており、いじ

め調査問題委員会の委員の御就任をいただいております。また、点

検・評価につきましても、平成２５年度から現在まで御指導、御助言

をいただいております。以上のように高橋氏は、教育現場、行政の立

場での経験が大変豊富で、幅広い視野でその知見を十二分に発揮して
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いただけるものと考えております。 

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。 

○森教育長 庶務課長からの説明が終わりました。何か御質問、御意見

がございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

高橋先生は今までもやっていただいておりますので、特別な問題は

ないと思います。 

では、特に意見、質問等ございませんので、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６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７号、東村山市立小・中学校学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の委嘱についてお願いいたします。 

○森脇学務課長 議案第７号、東村山市立小・中学校学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の委嘱。上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。

平成２９年３月６日提出。提出者東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市立小・中学校学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱。学校

保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３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、学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の委嘱期間が平成２９年３月３１日で満了するため、本

案を提出するものであります。 

それでは、補足説明をさせていただきます。このたびの学校医等の

推薦につきましては、三師会であります東村山医師会、東村山歯科医

師会、東村山薬剤師会に依頼をしたところ、各会より御推薦をいただ

きました。まず、学校医の内科の先生につきましては、回田小学校の

前任者であります小林永子先生から東村山第三中学校の校医でありま

した平澤一則先生に変更となっております。 

次に、東村山第三中学校の平澤一則先生からこのたび新任として、

秋津町でまつたに内科クリニックを開院されております松谷憲政先生

が、後任として推薦をいただいております。 

続きまして、耳鼻科の先生は前回と変更はございません。 

続きまして、眼科の先生もこのたび変更はございません。 

続きまして、学校歯科医の先生につきましても、このたび変更はご
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ざいません。 

最後になりますが、学校薬剤師の先生につきましては、南台小学校

の黒沼薫先生から所沢市在住で、多摩あおば病院に勤務されておりま

す近江谷雅代先生に、北山小学校の藤原澄子先生から久米川町在住で、

Ｔ．Ｉファーマシー株式会社に勤務されております齊藤真美先生に、

また、久米川東小学校の遠藤かのう先生から久米川町在住で、かめや

薬局に勤務されております金子克子先生にそれぞれ変更となっており

ます。３名とも新任として御推薦をいただいております。 

このたびの学校医の推薦につきましては、三師会に御尽力をいただ

き、適任の先生を御推薦していただきました。委嘱期間につきまして

は、平成２９年４月１日より平成３１年３月３１日までとさせていた

だきます。 

以上、雑駁ではございますが、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 学務課長からの説明が終わりました。何か御意見、御質問

がございましたらお願いいたします。 

いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 特に御意見、御質問がないようですので、それでは、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 全員賛成ということでございますので、議案第７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８号、東村山市立学校職員服務規程の一部を改

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８号、東村山市立学校職員服務規程の一部を

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２

９年３月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村

山市立学校職員服務規程の一部を改正する規程。東村山市立学校職員

服務規程（平成元年東村山市教育委員会規程第３号）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、東村山市立学校職員の事

務引継に関し、必要な規定を整備するため、本案を提出するものであ

ります。 

補足の説明をさせていただきます。今回の服務規程の一部改正は、
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東京都立学校職員服務規程が一部改正され、平成２９年２月１日から

施行されたことを参考に、東村山市立学校職員服務規程においても、

同様の改正を行わせていただくものです。 

これまでの旧規程では、第１４条において、休職、退職、転任等に

おいて、事務引継を行う際には、ただし書きにありますとおり、学校

職員は例外なく上司の承認を得たときは、口頭による事務引継を行う

ことができるとされていたものが、新しい規程では第２項の括弧書き

にあるとおり、「校長及び副校長を除き、上司の承認を得たときは、

口頭により事務引継を行うことができる。」となる点が改正する点で

ございます。 

したがって、校長及び副校長は、口頭ではなく第４号様式を作成し、

後任者または上司の指定する学校職員に引き継がなければならないこ

ととなります。これまでは、事務引継について、口頭による事務引継

を行うことができるとする例外規程を設けておりましたが、今回の改

正によって校長及び副校長につきましては、口頭による事務引継を原

則として行うことができないこととしました。 

ここで、原則としてと申し上げましたが、第２項の括弧書きの中の

さらに括弧書きに「これら、つまり校長、副校長のうち別に定めるも

のを除く。」とありますとおり、業務に関する内容が日常的に記録さ

れ、組織で共有されているなど、引き継ぐ事項について改めて事務引

継書を作成しなくとも、後任者が業務を行う上で支障がない場合には、

上司の承認を得たときは口頭により事務引継を行うこともできること

といたしました。これにつきましても、東京都立学校職員服務規程第

１４条の運用に合わせて例外規程を設けたものでございます。 

また、旧規程では、引き継ぎの結果を上司に報告しなければならな

いとしておりましたが、新規程では、第３項で「前２項の学校職員の

上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な

措置を講じなければならない。」とし、新たに上司の責務として、部

下の事務引継について、事前または事後に引継内容を確認し、必要な

措置を講じることと義務化いたしました。 

それに合わせて改正いたします第４号様式につきましては、第４号

様式中「殿」を削り、「別紙目録を調整して、後任者（職氏名）と照

合し、関係書類を引き渡しました。」を「、後任者（職氏名）に対し、

別添のとおり引継ぎを行いました。」に改めました。 
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説明は以上となります。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。 

○森教育長 青木教育部次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 具体的には、例えば現場では、どのようなことがこのよう

な内容に当たるのかの説明を頂戴してもよろしいでしょうか。 

○青木教育部次長 これまで本市においては、各校長から様式第４号に

よる文書における事務引継の提出を求めておりました。今回、東京都

教育委員会からの説明では、今回の一部改正の背景として、詳細につ

いては伺っておりませんが、豊洲市場の移転問題を受けての改正であ

ると聞いております。 

この第４号様式につきましては、前任者、後任者、立会人の氏名と

印鑑をもって引継書となるのですが、別添の資料につきましては、具

体的には学校日誌、教職員名簿、教職員の履歴カード、児童・生徒の

指導要録、出席簿、学校沿革誌、卒業証書の授与台帳などとなります。

そのほかにも校長印、公印、学校の旗、校旗などを引き継ぐことにな

っており、それらの目録となる別添資料を添えて、この第４号様式を

引継書として上司に提出するということになっております。 

○森教育長 いかがですか。よろしいですか。 

このことについては、証拠を残すということなのでしょうか。確か

に引き継いだよということで、豊洲の問題でうやむやなものがあるか

らなのかと思いながら聞いていましたけど、何かありますか。 

○青木教育部次長 詳細については説明を受けておりませんので、予想

するにそういうことかもしれませんが、確かに引き継いだことを証拠

として残すということと、今後、やはり上司に当たる者は、引き継い

でいるかの確認をきちんとしなさいということで、このような改正に

なったと認識しております。 

○森教育長 わかりました。 

  他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

○吉村委員 第１４条の第２項のところで、括弧の中に同じ括弧がある

というのは余り見たことがないので、これでいいのかどうか。それと、

もう一つ、その中に句読点の丸があるのですけど、これも必要なのか。

規程だから法律の専門家がお書きになっているのだろうと思うのです

けども、そのあたり、問題ないということを教えていただけますか。 
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○青木教育部次長 本来であれば、市としてわかりやすいものをつくる

ということも可能でありましたが、東京都がこのように示して、東京

都の改正でこのようになっておりますので、今後、規程のメンテナン

ス等のことも考えて東京都のとおりの文言に合わせたほうがいいだろ

うと判断しまして、そのようにいたしました。非常にわかりにくいも

のではあると思うのですが、説明については先ほど申し上げたとおり

でございます。 

○森教育長 よろしいですか。 

○吉村委員 はいというしかないです。 

○森教育長 他にございますか。 

○小関委員 新規程の様式ですけれど、「別添のとおり引ぎ」ですね。

そこの文字が抜けているので、お願いします。 

○青木教育部次長 訂正を申しおくれました。「別添のとおり引継ぎを

行いました」と訂正していただければと思います。漢字の「継」とい

う字をつけ加えてください。 

○清水庶務課長 議案の修正になりますと、正式に議案書をつくり直し

て、もう一度提出させていただかなければなりませんので、訂正させ

ていただければと考えております。そのため、今の採決はお待ちいた

だければと思います。 

○森教育長 議決につきましては後ほど行うということにいたします。 

では、休憩いたします。 

 

午後３時２３分 休憩 

 

午後３時２６分 再開 

 

○森教育長 それでは、再開いたします。 

今、事務局のほうで訂正をしておりますので、体裁が整いましたら

また再度、採決をとらせていただきたいと思います。 

それでは、先にとりあえず進みたいと思います。 

続きまして、議案第９号、東村山市少年野球場貸出規程の一部を改

正する規程について、お願いいたします。 

○中澤市民スポーツ課長 議案第９号、東村山市少年野球場貸出規程の

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。
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平成２９年３月６日提出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。

東村山市少年野球場貸出規程の一部を改正する規程。東村山市少年野

球場貸出規程（昭和５３年東村山市教育委員会規程第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、第６条で定める使

用日を決める抽せん会の時間を変更するため、本案を提出するもので

あります。 

補足の説明をさせていただきます。東村山市の少年野球場の貸し出

しにつきましては、少年野球場の使用団体として事前に登録した団体

が、毎月１５日の午後７時３０分より東村山市民スポーツセンターに

おいて、翌月分の使用日を決める抽せん会の結果に基づいて、施設を

使用していただいております。 

このたびの規程の改正は、抽せん会参加者より抽せん会の開始時間

を規程で定めている時間より１時間早い午後６時３０分に変更してほ

しいという要望を受けたことに伴い、時間の変更について、抽せん会

参加者にお伺いしたところ、参加者からの理解を得られたことから、

当該抽せん会の開始時間及び抽せん会の受付の時間を改正するもので

ございます。 

旧規程では、抽せん時間の開始時間につきまして、第６条でござい

ますけど、毎月１５日午後７時３０分より市民スポーツセンターで行

いますと書かれてございますけども、新規程では、毎月１５日午後６

時３０分より東村山市民スポーツセンターにおいて、翌月分について

行うとさせていただきたいと思います。 

また、第２項の受付時間でございますが、旧規程では、受付は午後

７時から７時３０分までとさせていただいておりますが、新規程では、

受付は午後６時から午後６時３０分までということで、それぞれ１時

間、時間を繰り上げるという改正でございます。 

以上、雑駁でございますが、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。 

○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。 

よろしいですか。 

使用団体からの要望、それから、団体の皆さんが了解したというこ

とですので、特に問題はないかなとは思っておりますが。 

それでは、他に質問、あるいは意見がないようですので、採決をと
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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９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１０号、東村山市文化財調査員の委嘱について

お願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 議案第１０号、東村山市文化財調査員の委嘱。

上記の議案を東村山市教育委員会へ提出する。平成２９年３月６日提

出。提出者、東村山市教育委員会教育長、森純。東村山市文化財調査

員の委嘱。東村山市文化財調査員設置等に関する規則（昭和４８年東

村山市教育委員会規則第３号）第３条の規定により、別紙のとおり東

村山市文化財調査員を委嘱することに議決を得たい。説明、文化財調

査員について、平成２９年度も引き続き委嘱を行うため、本案を提出

するものであります。 

補足説明をいたします。東村山市文化財調査員の任期につきまして

は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの１年間とな

ります。林寿子氏と山本菜摘氏は、２人とも再任でございます。初め

に、林氏の業務は、歴史資料である近世文書に関する専門知識を有す

る調査員として、目録作成、作業を行っています。市内の近世や近代

の文書資料を所蔵している方から資料を借用し、それがどういうもの

なのか整理を行い、文書資料を解読し、題名をつけ修正し、封筒に入

れて保存しております。文書資料に関する知識や経験が豊富な林氏を

文化財調査員として委嘱することをよろしくお願いいたします。 

次に、山本氏の業務でございますが、民俗資料に関する専門知識を

有する調査員として、ふるさと歴史館が収蔵及び保管している資料の

データベース構成と入力作業を行います。民俗資料に関する知識や整

理の経験が豊富で、コンピュータ上の作業もできる山本氏を文化財調

査員として委嘱したくよろしくお願いいたします。 

以上、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。 

○森教育長 ふるさと歴史館長から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 このお二人がどのような時間帯の中で、月に何回こちらの

お仕事に入っていただいているのかということが一つ。それから、将
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来的な見通しとして、例えば、今おっしゃられました資料等の文書の

ことというのは、恐らくかなりの長い間続くと思うのですけど、そう

したことへの見通しと、それから、現在、歴史館の中で学芸員さんた

ちもそれぞれの分野の中でお仕事をしてくださっています、そうした

コラボレーションに関しても、ちょっと伺えればうれしいなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 予算の範囲で振り分けしており、週１日から

週２日で９時３０分から１６時の時間、来ていただいているところで

ございます。 

次に見通しでございますが、林氏につきましては、近世・近代の資

料について、比留間家の文書を平成２５年度から借用しておりまして、

２６年度より継続している調査になります。２８年度は私書類の整理

を行い、一紙ものや刊本などの近世・近代文書は中性紙文書箱、５０

余箱に整理し、８割程度終了しているところでございます。 

山本氏につきましても、今後の見通しといたしましては、郷土館の

ころに受け入れていた資料の番号のつけ方、データベースでの検索を

しやすいように入力し直す作業を現物と確認しながら行っております。

番号のつけ方というのは、枝番をなくすことを主な作業としておりま

して、また、データベースの検索と申すのは、一つの資料に対して、

一つの資料を行っているということでございます。 

○森教育長 休憩します。 

 

午後３時３７分 休憩 

 

午後３時３９分 再開 

 

○森教育長 再開いたします。 

○曽我教育部長 市の規程では、今、審議いただいております文化財調

査員につきましては、非常勤の特別職になっております。非常勤特別

職というのは、日額に指定されていまして、それが１回につき１日な

のですけども、時間はともかく何時間かというのはこちらで設定され

ておりまして、先ほど館長のほうから答弁した勤務時間だと私のほう

は捉えておりますけども、その中で、先ほど御答弁させていただいた

とおり市の規程によりまして、報酬及び費用弁償に関する条例の中で、
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日額９，３００円と定められておりまして、２９年度の予算の中で日

数等が定まってくるということでございます。２９年度の予算につい

ては、手元にないもので日数等は割り振りができませんが。 

○肥沼教育部次長 学芸員同士のコラボレーションに関しては、今、非

常勤特別職ということで、先ほど館長が申し上げたとおり職務に関し

ては各々決まった業務をしているところですが、今後は、学芸員間の

連携を深めあいながら、企画展等を含め、コラボレーションしていけ

るよう進めてまいりたいと考えております。 

○森教育長 よろしいですか。 

私のほうから一つ質問なのですけど、昭和４８年の規則第３号とな

っていますので、昭和４８年からスタートしたのだろうと思いますが、

そのころはどんなことを行っていたのか、例えば古文書みたいなもの

をつくっていくというのが中心だったのでしょうか。パソコンは当時、

発展していなかったので、山本さんのような仕事というのは、そのこ

ろは余りなかったのかなという気がするのですけど、おわかりになる

範囲で教えていただけたらと思います。 

○栗原ふるさと歴史館長 以前からフィルムとデジタルの画像を整理や

保存の方法が変わるだけではなく、デジタルカメラの性能自体が革新

的に進歩しているので、デジタル画像、データ、そのものに大きな格

差が出てきてしまっているということで、画像一つのデータベース、

ソフトに乗せて使いやすく稼働させていくよう現在に至っているとこ

ろでございます。 

○森教育長 かつてはフィルムの編集というか、みたいなことをやって

いたということですね。 

○曽我教育部長 確かに今、私も条例見させていただいて、教育長の言

われるとおり昭和４８年４月１日から施行となっておりまして、その

下に５２年９月２２日にこの規則は文化財保護条例の一部改正に伴う

条例の施行日から施行するとなっておりますので、読み込みですけど

も、文化財保護条例の規程から受けて最初はスタートしたのではと推

測しています。というのは、当市におきましては、文化財がかなりご

ざいましたので、そのあたりの調査が最初の仕事の始まりというよう

に捉えることができると思います。 

それで、今、言われたとおり時代とともにそういう調査内容も変わ

ってきているということで、今はふるさと歴史館長が説明した内容の
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仕事だと思っていますけども、当初から文化財保護の調査員がいて、

職員は最初からいなかったのではないかと考えられますが、東村山の

歴史をたどっていきながら、次回、ふるさと歴史館長のほうからその

あたりは説明させるようにさせたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○森教育長 他にいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

（ なし ） 

○森教育長 他に御質問、御意見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ございますので、議案第１０号に

つきましては、原案どおり可決いたしました。 

○清水庶務課長 先ほど御審議が中断してしまいました第８号議案につ

いて、修正が終わりましたので、教育長、教育委員の皆様、また、傍

聴の方々に資料を再提出させていただきまして、御審議をしていただ

いてもよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 

それでは、休憩いたします。 

 

午後３時４５分 休憩 

 

午後３時４６分 再開 

 

○森教育長 では、再開いたします。 

事務局のほうから何か説明はございますか。 

○青木教育部次長 大変失礼をいたしました。新規程の本文の２行目で

すが、「別添のとおり引継ぎを行いました」に訂正させていただきま

す。「引継ぎ」の「継」という字がございませんでしたので、加えさ

せていただきます。これは東京都の準則に合わせて、このようにさせ

ていただきました。よろしくお願いいたします。 

○森教育長 訂正が今、終わったということでございます。他に何か質

問ございませんか。よろしいですか。 

（ なし ） 
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○森教育長 それでは、特に御意見ないようですので、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 全員賛成ということで、議案第８号につきましては、訂正

を受けて、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、卒業式及び入学式の出席及び告辞についてお願いいた

します。 

○清水庶務課長 卒業式及び入学式の出席及び告辞について、でござい

ます。 

前回、案をお示させていただきまして、御指摘をいただいた内容に

つきましては、校正させていただいた上で印刷をかけさせていただけ

ればと考えております。 

１枚目には日程表を、２枚目には小学校の告示、中学校の告示を載

せさせていただいております。各委員の皆様にも御担当の学校につき

ましては、御予定をいただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、入学式につきましては、４月以降になりますので、人事異動

などがありました場合には、新しい方に御対応いただく予定でござい

ますので、その旨を御承知おきしていただければと思います。 

庶務課からは以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、御意見、御質問ござい

ましたらお願いいたします。 

よろしいですか。内容につきましてはこの後、読んでいただいて、

何かあれば庶務課長のほうに連絡いただくということでよろしいです

か。 

（ 異議なし ） 

○森教育長 では、何かありましたら、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

それでは、続きまして、報告事項②、平成２９年度「東村山市いじ

め防止等のための基本的な方針」についてお願いいたします。 

○小林統括指導主事 指導室からの報告事項が、②から⑫と長きにわた

っておりますので、はじめに②から⑦を続けて御報告させていただい

てよろしいでしょうか。 
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○森教育長 お願いいたします。 

○小林統括指導主事 それでは、初めに、報告事項②、平成２９年度

「東村山市いじめ防止等のための基本的な方針」について、御報告さ

せていただきます。 

指導室報告事項、資料１、平成２９年度東村山市いじめ防止等のた

めの基本的な方針（案）を御覧ください。 

このことにつきましては、過日、いじめ問題調査委員会及び学校生

活指導連絡協議会においても、御意見をいただきまして、改めて平成

２８年度の基本方針から幾つか変更させていただきました。資料の中

にはアンダーライン等で表記させていただいております。変更点の確

認をさせていただきます。 

まずは、上段枠組みでございます。平成２９年２月に東京都教育委

員会からいじめ総合対策【第２次】が示されました。そのことを踏ま

えまして、東京都いじめ総合対策【第２次】におけるいじめ防止等の

対策を推進する六つのポイントを掲載させていただきました。 

２点目は、同じく下段に当たります（３）教員の指導力を向上させ、

組織的に対応する＜学校一丸となって取り組む＞のところの２行目か

ら３行目にかけての文章表記を変更いたしました。これまでは「教員

個人による対応に頼るだけで」と、あたかも教員個人に頼っていたと

いうような受けとめ方になってしまうのではないかということで、全

くそういうことではないのですが、改めまして、「教員個人が対応す

るのではなく、いじめを認識した時点で、すぐに情報を共有し、組織

的に対応する」というところを強調するために文章表記の修正を行わ

せていただきました。 

続きまして、②早期に発見するために、の部分です。これまでもア

ンケート調査を定期的に実施しているところですが、アンケート調査

だけでなく学級担任等による個別面談、あるいは悩み相談等、丁寧に

子供たちの日ごろの様子を聞き取るという行動をするようにというこ

とで追記させていただきました。 

二つ目の丸の部分です。スクールカウンセラーの面談は、東京都に

おきますと、小学校５年生と中学校１年生は必ず毎年全員面談をする

ということになっていますが、そのほかの学年においても、あるいは

学級においても、その学校の実態に応じて小学校５年生、中学校１年

生以外の児童・生徒への面談等も実施し、ということで、文言を追記
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させていただきました。 

それから、②早期発見のための一番下の丸です。ここは文章を追記

しました。平成２８年１０月に本市の喫緊の課題である不登校対策と

いたしまして、「東村山市不登校未然防止・早期発見・早期対応マニ

ュアル」を作成しました。改めて、平成２９年度版の方針の中に文言

として入れまして、いじめの有無について確認をする。確認をした後、

そういった状況が生まれるようでしたら対応するということで、改め

て追記した文章でございます。 

続きまして、学校における取組についてです。（３）の学校におけ

る「学校いじめ防止基本方針」につきまして、改めて先ほどお話をさ

せていただきました東京都教育委員会から２月に示されました、いじ

め総合対策【第２次】の中に、「四つの段階に応じた具体的な取組」

が東京都から示されましたので、四つの段階に応じた具体的な取組を

記載させていただきました。 

続きまして、①未然防止の取組のためにというところで、保護者へ

の理解啓発も図るということで、改めて追記しております。 

②早期発見のための取組の四角囲み、③早期対応のための取組の四

角囲み、④重大事態への対処の四角囲み、これは先ほど申しましたよ

うに２月の東京都教育委員会の【第２次】の対策で示された内容をそ

れぞれの取組の段階に応じて東京都の内容を入れ込んでございます。 

戻りまして、②早期発見のための取組について、中黒の点で２点追

記をしております。最近は、新規採用の教員も多々ふえております。

毎年毎年教職員が「いじめ」の定義について共通理解を図るというこ

とで、改めて文言として追記をさせていただきました。 

また、「いじめ実態調査」の実施・分析・活用と表記させていただ

いたところ、「いじめ実態調査」を活用し、継続的に支援を行うこと。

これまでも活用で終わっていたわけではございませんが、継続的に支

援を行うという文言を追記させていただきました。 

早期対応のための取組のア、初期対応の取組の２点目の中黒です。

学校いじめ対策委員会を早急に開催し、対応策を検討する。（状況の

正確な把握、教職員の役割分担の明確化）、改めまして、学校いじめ

対策委員会を、いじめを認知した段階で早急に開催して組織的対応を

図るということの意味合いを込めまして、文章を追記させていただき

ました。 
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最後、調査を行ったときは必ず児童・生徒とその保護者、被害児

童・生徒、あわせて加害児童・生徒とその保護者と情報を共有し、家

庭と連携して対応を図るということを追記させていただきました。 

また、最後にはアンケート、毎年３回東村山市ではアンケートをも

とにした実態調査を学校に依頼しているところですが、アンケートの

資料の保管期間を５年間ということで年限を設定したというところで

ございます。 

以上が、平成２８年度から加筆修正した点でございます。今後、校

長会等において周知をさせていただき、各学校においても、本市の基

本的な方針を踏まえて、平成２９年度のいじめ防止基本方針の策定を

進めていく予定となっております。 

次に報告事項③、平成２８年度東村山市いじめ実態調査（第３回）

について、御報告させていただきます。 

指導室報告事項、資料２を御覧ください。 

いじめ実態調査における実態把握につきましては、本市において、

年間通して３回実態調査を行っております。今回御報告するのは、１

２月から１月末までの期間で調査いたしました今年度第３回目の調査

結果でございます。報告の上がったいじめの認知件数は、小学校、２

５件、中学校は１９件あり、昨年度同時期の調査結果と比べまして、

小学校、中学校ともに認知件数が減っております。このことは、学校

が日常的に児童・生徒の人間関係について、細かな変化も見逃さず、

さまざまな未然防止の取組、いじめ防止の授業の実施、またはスクー

ルカウンセラー等の面談、あるいは担任等による声かけ、面談など、

未然防止によるさまざまな取り組みに努めていただいていることがう

かがえます。 

ただ、いじめがゼロになっているわけでもございません。数が減っ

たからといって対応がよくなったと捉えるだけではなく、やはり細か

ないじめ、その疑いがあることにつきましては、早期に発見し、早期

に対応するという、先ほどお伝えさせていただきました平成２９年度

の本市のいじめ防止等のための基本的な方針を改めて踏まえていただ

きながら、さらなる児童・生徒のいじめ防止についての意識を一人一

人の教員が高めていく。また、児童・生徒がいじめだけでなく、さま

ざまな悩みを相談できるような機会を設定して、子供たちと教員の信

頼関係を深めていくよう各学校に本市の２９年度の基本的な方針とあ
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わせて、指導、助言してまいりたいと考えております。 

続きまして、報告事項④、平成２９年度以降の「運動会」等への東

村山市教育委員会の対応方針について、御報告させていただきます。

指導室報告事項、資料３を御覧ください。 

今年度につきましては、「組み体操」を実施する場合は、いわゆる

「ピラミッド」や「タワー」については、休止とさせていただきまし

た。東京都教育委員会の都立学校宛ての通知等に倣って休止とさせて

いただきましたが、このたび、都立学校における東京都教育委員会の

対応方針を踏まえまして、改めて平成２９年度以降において、「ピラ

ミッド」や「タワー」については、禁止することといたしました。東

京都も都立学校宛てに改めて平成２９年度以降は、「ピラミッド」

「タワー」については、原則禁止という通知が発出されました。本市

もそれに倣い、「ピラミッド」「タワー」について禁止することとい

たしました。 

なお、今年度の各学校における「組み体操」を含めた運動会各種目

の事故等の状況について、平成２８年度運動会実施報告【別添資料】

にまとめさせていただきました。 

今年度、「組み体操」を実施した小学校が１０校、中学校が１校ご

ざいます。実施するに当たっては、あらかじめ教育委員会に指導計画

を提出し、学校と協議を進めながら子供たちの安全配慮を確認した上

で、今年度それぞれの学校で実施していただいたところでございます。

実際にけがの状況について何点かございます。練習中にバランスを崩

してけがをする。あるいは当日、けがをする。何点かけがの報告も上

がりました。 

また、「組み体操」以外の種目につきましても、例えば、騎馬戦、

中学校では大ムカデといいまして、クラスの全員が足をつないで二人

三脚のような形で競技を行うといったものがございます。「組み体

操」以外の種目についても、やはり幾つかけがの報告がございます。

改めて今年度、各学校に依頼をしまして、実施報告をまとめたところ

によりますと、やはり事前にしっかり全ての教職員が実施方法につい

て共通理解をすること。事前に子供たちにこういった運動はこのよう

な危険性があるということを踏まえて、事前指導を行って練習をスタ

ートすることの大切さというのを、本報告をまとめている中で感じま

した。それでもけがが起きてしまうということが、現実的に今年度の
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結果からもあらわれております。 

つきましては、今回の別添資料を踏まえながら平成２９年度以降に

つきまして、「ピラミッド」や「タワー」を含まない「組み体操」や

運動会での各種目、そのほか体育的活動も含めて、別添資料の実施報

告を参考に万全の安全対策を講じるとともに、児童・生徒の発達段階

に応じた安全指導の徹底を図るよう各学校に指導、助言してまいりた

いと考えております。 

なお、「ピラミッド」や「タワー」を実施しない「組み体操」につ

きましては、平成２９年３月２７日に東京都が主催をしまして、安全

な「組み体操」の指導について講習会が予定されております。各自治

体から指導主事及び代表教員２名が参加して、講習会に参加し、本市

においては、講習会に参加した先生方が、４月１１日に市内の各学校

の先生方を集めて、より安全な指導のあり方について、伝達講習を行

うという予定になっております。 

また、平成２９年度の実施につきましても、改めて各学校と指導計

画、安全配慮等確認をしながら実施を進めていきたいと考えておりま

す。 

次に、報告事項⑤、平成２８年度生徒会サミットのリーフレットに

ついて、御報告させていただきます。 

今年度の生徒会サミットの取組について、また、その取り組みを市

民の集いについて報告させていただいたことを踏まえまして、指導主

事が生徒会サミットや市民の集いでまとめたことをＡ３判にカラー印

刷でまとめさせていただきました。私たちのまちの「東村山市のよ

さ」とよりよいまちづくりのために自分たちにできることをまとめた

ものになっております。こちらは、各学校へ配付するとともにホーム

ページにおいても、広く市民の皆様に周知してまいりたいと考えてお

ります。 

続きまして、報告事項⑥、平成２８年度東村山市教育研究会研究発

表会について、御報告させていただきます。 

２月１５日に中央公民館において、道徳部会、中学校家庭科部会、

中学校保健体育部会の３部会が発表しました。当日の参加教職員数は

４５４名でございました。御多用のところを御参加いただきました委

員の皆様、まことにありがとうございました。 

次に、報告事項⑦、東京都立高等学校第一次募集・分割前期募集に
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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。 

都立学校の第一次募集・分割前期募集の合格発表が３月３日に行わ

れました。 

現段階で、第一次募集と分割前期募集の合格発表後の結果につきま

しては、本市中学校第三学年生徒数、１，１９７名のうち、進路決定

をしている者は１，１４６名です。進路未決定者は５１名となってお

ります。今後、３月１０日に都立学校は第二次募集・分割後期募集の

入試が予定されているところでございます。 

以上、報告事項⑦まで報告をさせていただきました。 

○森教育長 ②から⑦までの報告が終わりました。このことにつきまし

て、何か御質問、あるいは御意見がございましたらお願いいたします。 

○吉村委員 ２点あるのですけど、まず、いじめ実態調査の小学校の分

析のところで、本人からの訴えの割合は２６年度が０％、２７年度が

３６％と非常に多いですね。２８年度は０％なので、昨年は何だった

のでしょう。そういう分析はどのようになされているのでしょうか。 

もう一つは、運動会のことで、何でもかんでも安全にしてしまって

いいのかということが非常に気になって、けがをしない程度の痛みが

わかるような体育というのも重要だということもあわせて教えておい

ていただければありがたいと思っております。これは要望です。 

○小林統括指導主事 まず、いじめ実態調査（第３回）に関しまして、

本人からの訴えは２６年度が０％、２７年度は３６％、２８年度は

０％というところで、人数としましては、本人からの訴えは２６年度、

２８年度は０人で、２７年度は８人ということで、パーセントであら

わすと３６％になります。今年度で申しますと、いじめの認知件数が

小学校では２５件ありました。そのうち、まず一番最初に認識したと

ころでの内訳です。本人からの訴えの項目と他の項目のすみ分けがな

かなか難しいところなのですが、まずは、学級担任が、様子がいつも

と違うなということで声かけをして、実はということで悩みを訴えて

きた場合で、２８年度の場合、学級担任が発見したというのが４名お

ります。同じように担任以外の教職員が、例えば、専科の時間に周り

の子とうまくいってなさそうだなというところで、声をかけていじめ

の発見のきっかけが一番最初になったというところが担任以外の教職

員となっております。 
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また、本人からの訴えというのは直接口頭で、僕が、私はいじめら

れているんだということを直接担任なり他の教員なりに伝えた場合に

は、本人からの訴えになります。ただ、本人が書いたアンケートで発

覚して、担任等が聞き取っていじめというのが発覚したというのがア

ンケート等学校の取組の中に集約されてしまっているというところで、

こちらの区分けの仕方がわかりにくいところがあろうかと思います。

表現の仕方については今後検討する必要があると思います。 

運動会等につきましては、安全指導等も含めて学校には指導、助言

してまいりたいと思います。 

○森教育長 よろしいですか。 

○吉村委員 はい。 

○森教育長 他にいかがでしょう。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、引き続き報告事項⑧から⑫までを

お願いいたします。 

○小林統括指導主事 続きまして、報告事項⑧、平成２９年度指導室主

管事業について、でございます。指導室報告事項、資料６を御覧くだ

さい。こちらは平成２９年度の年間事業計画（第５版）で、現在まで

確定している各種事業の予定になっております。指導室だけではなく

各課各事業の予定、あるいは、学校の研究発表会と主だった予定が掲

載されております。また、平成２９年度になりましても、定例会にお

いて随時お知らせしてまいりたいと思います。 

なお、平成２９年度の本市の教育委員会研究奨励校の発表は、化成

小学校と東萩山小学校が予定されております。化成小学校は、平成３

０年１月２６日金曜日、東萩山小学校は、平成２９年１０月１３日金

曜日の予定になっておりますので、委員の皆様におかれましても、御

予定いただきますようよろしくお願いいたします。 

次に、報告事項⑨、平成２９年度市教委定例訪問について、御報告

させていただきます。指導室報告事項、資料７、本日付の定例訪問の

予定表となっております。平成２９年度も市内２３校全ての学校の定

例訪問を行います。 

御多用のところ、まことに恐縮でございますが、平成２９年度にお

かれましても、御挨拶、御指導のほど、よろしくお願いいたします。

なお、教育委員会の皆様の日程について、後日、担当指導主事がお伺
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いさせていただきますので、スケジュールの御確認と御協力のほど、

どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、報告事項⑩、平成２９年度学校周年行事について、でござい

ます。平成２９年度は、東村山第一中学校が１０月２７日金曜日、７

０周年を予定しております。近づきましたら詳しい時程等お示しさせ

ていただきますので、委員の皆様におかれましても、御予定いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

次に、報告事項⑪、平成２９年度教職員の研修等について、でござ

います。指導室報告事項、資料８を御覧ください。 

主に指導室が所管しております各種主任会、委員会、研修会の日程

でございます。こちらは、先ほどの年間事業計画にも落とし込んでご

ざいますので、指導室がかかわる各種委員会等一覧でございます。 

また、平成２９年度の夏季休業中に予定されております宿泊研修、

集中研修、また、子ども・教育支援課所管の子ども相談研修、東村山

市立学校教員研修の詳細につきましては、次第のほうに載せさせてい

ただいております。初任者の悉皆研修について、例年、中小企業大学

校で行う予定なのですが、まだ日程等の最終的な確定が出ていないと

ころでございますが、予定として今年度同様に行うと思っております。  

最後になります。報告事項⑫、教職員、児童・生徒の学校の状況に

ついて、御報告させていただきます。 

まず、毎年行っています東京ベーシック・ドリル「診断シート」に

おける小学６年生の実態調査結果について、報告事項、資料９でお示

しをさせていただいております。東京ベーシック・ドリルというもの

は、東京都教育委員会が繰り返し学習して基礎・基本を身につけるこ

とができるように作成したドリルでございます。本資料は、小学校６

年生が４月と２月に実施した算数における診断シートの結果でござい

ます。５年生、６年生ともに４月から２月にかけて全体的に基礎学力

の向上が図られている実態がうかがえますが、また、改めて継続した

支援が必要な児童がいることもあらわれております。 

本市で作成しております東村山市版算数基礎ドリル、また、今年度

は中学校版の数学基礎ドリルも作成が終わりました。小中連携した引

き継ぎですとか、継続的な指導など改めて４月から中学生になる子供

たちの基礎学力の定着に向けて、各学校へ指導、助言してまいりたい

と考えております。 
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次に、教員の海外派遣研修報告書につきまして、御報告させていた

だきます。今年度は、久米川東小学校、主任教諭の中野剛先生がオー

ストラリアへ、東村山第三中学校萩山分校、主任教諭の山﨑隆義先生

がアメリカ合衆国へそれぞれ２カ月余り海外研修に派遣されました。

お二人の先生方の実践をまとめたリーフレットを作成いたしましたが、

本市は英語教育推進地域に東京都から指定されておりますので、今後

の英語教育の推進に向けて活用していただきますよう各学校へ配信し

てまいりたいと考えております。 

最後に、第８回中学生「東京駅伝」大会の結果について、お伝えさ

せていただきます。女子は予定どおり全員が当日参加することができ

ました。５０チーム中１１位と大健闘でした。男子は当日、インフル

エンザ等の体調不良等で３名欠席しました。ただ、補員の生徒が４名

おりましたので、補員の生徒も頑張りまして、５０チーム中２４位、

総合成績は１７位でした。男女ともに東村山市のこれまでの過去の最

高記録にあと何十秒というところまで迫る活躍をしてくれました。来

年度も中学生の活躍を期待したいところでございます。 

長くなりましたが、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⑧から⑫につきまして、質問、意見等ございまし

たらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようですので、次の報告事項に行きたいと思いま

す。 

報告事項⑬、東村山市子ども相談室検証委員会報告について、お願

いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 報告事項⑬、⑭を続けて報告させていた

だいてよろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 

○大西子ども・教育支援課長 報告事項⑬、東村山市子ども相談室検証

委員会での協議について、御報告させていただきます。 

こちらにつきましては、子ども相談室開設初年度ということになり

ますので、少し詳しく御報告をさせていただきたいと思います。 

平成２９年２月１３日に開催されました第２回検証委員会では、平

成２８年度の子ども相談室の運営状況について、報告と協議を行いま
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した。会議の報告内容については、本日資料をお配りしております。

子ども・教育支援会①の資料を御覧ください。 

まず、相談室の運営の主軸でございます来室相談につきましては、

１月末日現在、９７５件でございました。前年度同時期の幼児相談室、

教育相談室を合わせた件数は１，００６件でありましたので、若干減

少しているように見えますが、年長児の相談など５０件程度が幼児相

談室、教育相談室両方にダブルカウントされておりますので、件数に

ついて大きな増減はないと考えております。 

子ども相談室では、これまでの臨床心理士のほか、言語聴覚士と作

業療法士を新たに配置し、より専門的な相談及び療育を行ってまいり

ました。また、専門医による本人・保護者面接や相談員の助言も多く

いただき、多角的な視点を持った相談活動を実施してきました。 

次に、子ども相談室で新たに取り組みを始めた事業である、幼稚

園・保育所への訪問相談について御報告します。延べ数として、こち

らはまだ年度途中でございますが、平成２８年１２月末現在、６９施

設に訪問を行いました。早期発見、早期支援の視点から重要な取り組

みと考えております。訪問相談の成果と課題については、資料にも記

載しておりますが、お子さんへのアプローチだけでなく、そのお子さ

んの育ちの背景に関する相談など、訪問相談の枠組みだけではなく対

応が難しい事例も多くございました。その際には、子ども家庭支援セ

ンターなどと連携し、対応を図ってまいりました。 

次に、関係所管との連携について伝えさせていただきます。子ども

育成課の手厚い保育事業との連携や、子ども総務課の子育てひろばに

おける専門相談など、子ども相談員の専門性を関係所管の事業に活用

していただくとともに子ども相談員にとっても、関係所管の事業を知

ることによって自らの相談活動の幅が広がり、適切な情報提供等がで

きていると考えております。 

次は、平成２９年１月１１日から２月１３日まで実施いたしました

子ども相談室利用者アンケートについての御報告になっております。

回収した６８件の御回答のうち、満足が４０件、おおむね満足が２６

件、少し不満が１件となっており、多くの方より肯定的な評価をいた

だくことができました。 

記述回答についても、多くの御意見をいただくことができましたの

でいくつか抜粋し、資料のほうに記載させていただいております。ま
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ず、良かった点ですが、「話を聞くだけでなく、気づきや助言、先の

見通しを持つことで気持ちの持ち方が変わった」など、話をするだけ

でなく保護者の方がどうやってお子さんに接したらいいかという助言

について、「良かった」という御意見を多くいただきました。 

次に、気になった点ですが、余り話を聞かれたくない方、逆に緊密

にやりとりをしていきたい方など、相手方のニーズを捉えていくこと

の難しさなどの課題をいただいたものとなっております。 

続いて、子ども相談室の利用を通して役立ったこと、子育てへのヒ

ントになったことへの御回答では、進学や進路のことの答えが多くご

ざいました。２歳や３歳の方の御相談であっても、幼稚園、保育園生

活の先にある小学校、また、中学校にむけた不安を話される保護者の

方も多く、切れ目なく相談を進めること、また、早期に情報提供をす

ることが求められていることがよくわかります。 

最後に、一元化への移行についての御意見では、不安や戸惑いもあ

ったが、良かったという御意見を多くいただくことができました。ア

ンケートについては、次年度以降も引き続き実施し、より良い相談室

の運営につなげていきたいと考えております。 

資料の最後には、その他相談室の活動として、研修等について記載

してございます。保育コーディネーター研修につきましては、東京都

立小児総合医療センターと連携して実施してまいりました。年間９回

の連続講座ということで実施いたしましたが、欠席がほとんどない充

実した研修となりました。こちらについては、同じく小児総合医療セ

ンターのお力を借りながら平成２９年度も実施してまいりたいと考え

ております。 

検証委員会では、以上の御報告をさせていただいた後、健康福祉部、

子ども家庭部、教育部の方々より意見をいただきました。連携してい

る事業については、行政の役割や事務手続など、お互いに共通理解を

持った中で、円滑に進められていることが確認されました。一方、課

題としては、平成２８年度採用となった職員の資質、専門性の向上、

さらなる人材育成の必要性を所管として私のほうからお伝えさせてい

ただきました。 

以上、子ども相談室の検証委員会についての御報告です。 

次に、報告事項⑭、平成２８年度就学相談について、御報告させて

いただきます。子ども・教育支援課資料②を御覧ください。 
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本年度は例年になく、現時点で全ての方の就学先が決定いたしまし

た。このことは、申込件数が減少したことが影響していると考えてお

ります。その申込件数ですが、小学校は４４件、中学校は２４件、合

計６８件でございました。前年度が、小学校６４件、中学校４１件、

合計１０５件であったことから大幅に減少しています。 

要因といたしましては、子ども相談室の開設がまず一つ大きな要因

として考えられます。そのほかの要因としては、就学時健康診断のお

子さん方の様子や就学支援シートの提出枚数などから就学相談を必要

とする児童が少ない年度であったということが考えられます。 

それぞれの就学先については、表にあるとおりとなっております。

小学校の傾向としては、特別支援学校への就学をお決めになった方は、

相談時、既に見学などを済ませているなど、あらかじめ就学先を決め

ていたという方が多くいらっしゃいました。また、特別支援学級に入

学する９名のうち４名が一つの学校に入学するなど地域的なばらつき

があったのも今年度の特徴となっております。 

中学校の傾向といたしましては、都立の特別支援学校以外の特別支

援学校を受験する生徒が増加傾向にありました。また、特別支援学級

をお勧めさせていただいているものの通常の学級への就学を選択され

た事例のほとんどが、保護者の方の意向ではなく本人が強くそれを希

望するという事例が多くございました。 

東京都への引き継ぎは既に全て完了しており、そのほかの方につい

ても、順次必要に応じて校長面談を設定し、引き継ぎを行っていると

ころです。現在、相談をお受けになった方へのアンケート調査も実施

しており、次年度の運営に生かしてまいりたいと考えております。 

子ども・教育支援課からは以上です。 

○森教育長 報告事項⑬、⑭の御報告をいただきました。何かこのこと

に関しまして、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 それでは、続きまして、報告事項⑮、白州山の家継続契約

についてお願いいたします。 

○平島社会教育課長 報告事項⑮、⑯を続けて御報告させてもらってよ

ろしいでしょうか。 

○森教育長 お願いいたします。 
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○平島社会教育課長 まず、報告事項⑮、白州山の家継続契約について、

でございます。 

  白州山の家の賃貸借契約については、平成２９年３月３１日をもっ

て２０年間の契約が終わりになってしまいます。白州山の家は、青少

年の健全育成を目的とした野外施設でございます。平成１２年５月に

現在の建物が完成し使用していることから、引き続き平成２９年４月

１日から平成４９年３月３１日の２０年間、北杜市と継続契約を結び

ます。 

  続きまして、報告事項⑯、第２１回スーパードッジボール大会につ

いて、でございます。 

  平成２９年３月４日土曜日に、青少年対策地区委員会主催の第２１

回スーパードッジボール大会が実施されました。教育委員の皆様に出

席いただきまして、まことにありがとうございました。午前の部では、

３、４年生で５６チーム、４７９人の参加。午後の部では５、６年生

で５４チーム、４４８人の参加でございました。大きなけがもなく会

場はとても盛り上がったイベントになりました。負けて泣いてしまう

子供もいましたが、それも勝負なのかなと思っております。来年もぜ

ひ楽しいスーパードッジボール大会にしたいと思っております。 

  以上です。 

○森教育長 ただいまの報告事項につきまして、何か御意見、御質問が

ありましたら、お願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 特にないようでございますので、次に行きたいと思います。 

続きまして、報告事項⑰、東村山市民スポーツセンター基本協定

書・年度協定書の締結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⑰、⑱、それから、昨日開催されま

した「東村山みんなで走ろう会」の報告もさせていただきたいので

すが、よろしいでしょうか。 

○森教育長 どうぞ。 

○中澤市民スポーツ課長 それでは、報告事項⑰、東村山市民スポーツ

センターの管理に関する基本協定書・年度協定書の締結について、

御報告をいたします。 

  平成２９年度から向こう５年間の東村山市民スポーツセンターの管
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理・運営につきましては、昨年の教育委員会１０月定例会におきま

して、東京ドームグループを指定管理候補者とすることを御可決い

ただいたのち、指定管理者の指定につきましても、市議会１２月定

例会において御可決いただいたところでございます。 

  本年４月１日から、改めて東京ドームグループに市民スポーツセン

ターの指定管理者として管理・運営を行っていただくに当たりまし

て、東村山市民スポーツセンター条例第２２条、「協定の締結」の

規定に基づきまして、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１

日までの期間の市民スポーツセンターの管理にかかる業務に関しま

して、基本協定並びに年度協定を締結してまいりますので、締結に

先立ちまして御報告をさせていただきたいと存じます。 

  まず初めに、基本協定書のほうから御報告をさせていただきます。 

  皆様に配付させていただいております資料、東村山市民スポーツセ

ンターの管理に関する基本協定書（案）を御覧ください。こちらに

ついては、中盤ぐらいまでが基本協定書の内容になっています。後

半は別紙とか仕様書というような内容となっておりますが、こちら

の基本協定書のことについて御説明申し上げます。 

  この基本協定書につきましては、教育委員会及び指定管理者が相互

に協力し、施設の管理業務を適正かつ、円滑に実施するために必要

な基本的事項を定めたものでございます。本協定書につきましては、

５年前に現指定管理者である東京ドームグループとの間で締結した、

基本協定書をベースとしておりますけれども、これまでの経過等を

踏まえ、何点か内容を修正させていただきました。この場では、そ

の大きな変更点について御説明させていただきたいと存じます。 

  まず、第１６条でございますけれども、現在の基本協定書の第３２

条に記載しております「モニタリングの実施」というものを、ここ

の１６条のほうに記載するとともに、その次の第１７条に「利用者

アンケート調査」を追加いたしました。記載・追加をいたしました

理由としましては、東村山駅西口の東村山市市民ステーションサン

パルネの管理に関する基本協定書内容との統一を図るためでござい

ます。 

  次に第２２条、「施設の修繕等」でございます。同条の第１項第１

号及び第２号の文中に、消費税及び地方消費税を含まないと記載し

てございます。こちらの部分につきましては、これまでの協定書で
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は消費税及び地方消費税を含むとしておりましたけれども、指定管

理期間中の消費税率の変更による施設修繕等の実施者区分の変更防

止の観点から、その様に改めさせていただきました。 

  同じく、同条第１項第４号に、施設管理の改修、増築、移設につい

て、甲の承認を得た場合、乙は自己の費用と責任において実施する

ことができるといった条項を追加いたしました。これは、５０万円

以上の施設修繕につきましては、原則、教育委員会の費用負担とい

うことになりますが、施設利用者の満足度向上等の観点から、指定

管理者から５０万円以上の費用を要する改修の提案があった場合は、

教育委員会の承認により指定管理者が実施できるようにするための

ものでございます。今回の指定に際しましても、指定管理者からの

利用者の満足度向上を資する提案によりまして、トレーニング室の

床面の全面張りかえといった、かなり高額を伴う費用を要する改修

を実施していただくことになっております。 

  続きまして、第２６条、第２７条において、備品をⅠ種、教育委員

会所有と、Ⅱ種、指定管理者調達備品というものに分類するととも

に、Ⅱ種備品につきまして、協議の上で所有権移転を妨げない旨を、

第２７条第１項第３号に追加をいたしました。これは、備品の所有

区分の明確化を図るとともに、指定管理者調達備品についても協議

の上、教育委員会に所有権移転をできるようにするためでございま

す。 

  以上が基本協定書に関しまして、になります。 

  続きまして、平成２９年度東村山市民スポーツセンターの管理に関

する協定書（年度協定書）につきまして、御説明をいたします。 

  配付させていただいております資料、平成２９年度東村山市民スポ

ーツセンターの管理に関する協定書（年度協定書）を御覧ください。

年度協定書に関しましては、施設の管理業務の年度ごとの業務内容

や、管理業務の実施の対価として支払われる指定管理料、及び基本

協定書に定めのない事項を定めているものでございますが、年度ご

との指定管理料の金額というものが主な内容となっておりまして、

平成２９年度の指定管理料といたしましては、１億４，７５５万２，

０００円となってございます。なお、前年度の年度協定書からの変

更点につきましては、盗難等犯罪防止の観点から次期指定管理者よ

り、スポーツセンター内に防犯カメラを設置する提案を受けまして、
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このたび、年度協定書の第６条に「防犯カメラ等の設置及び運用」

の条文を盛り込ませていただくとともに、別紙として当該防犯カメ

ラ設置及び運用基準というものを追加いたしました。その際にも変

更点がございますが、文言の整理等による変更でございますので、

皆様のお許しをいただけることと存じます。 

  基本協定書及び年度協定書に関する報告につきましては、以上とな

ります。 

  平成２９年度から向こう５年間の市民スポーツセンターの管理につ

きましても、東京ドームグループに担っていただくことになります

けれども、引き続き公の施設の役割を踏まえつつ、民間活力を用い

た施設運用を行い、さらなる市民サービスの向上を図るとともに、

市民の体力の向上や健康増進に努めていただけるものと考えており

ます。 

  続きまして、報告事項⑱、東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック啓発事業開催報告について、でございます。 

  配付させていただいております資料のとおり、２０２０年の東京オ

リンピックの開催に向けた機運醸成と地域スポーツのさらなる推進

などを目的とした、普及啓発事業といたしまして、平成２９年２月

１２日日曜日の午前中、市民スポーツセンターにおきまして、市内

在住・在学の小学３、４年生を対象に、オリンピックに出場された

選手による体操教室を開催いたしました。 

  ２部形式で、１部を小学３年生、２部を小学４年生による実施をい

たしまして、小学３、４年生合わせて１１５名の児童と、参加者の

保護者・一般観覧者約２５０人の約３６０人の参加をいただいたと

ころでございます。講師にはアテネオリンピックと北京オリンピッ

クの体操の団体におきまして金メダルと銀メダルを獲得した冨田選

手と、昨年のリオ大会の体操トランポリン競技におきまして４位と

６位に入賞した棟朝選手と伊藤選手をお招きいたしまして、跳び箱、

マット運動、ミニトランポリン、鉄棒といった４種目の指導をして

いただくことで、体操の基礎レベルの習得を目指すとともに、教室

の後も、引き続き運動が継続できるよう参加者や保護者に対しワン

ポイントアドバイスを記載したリーフレットの配付を行いました。 

  また、棟朝選手、伊藤選手には、競技にするトランポリンを実際に

使用して、世界のトップレベルのデモンストレーションをしていた
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だいたり、選手たちとの集合写真の撮影なども行いまして、子供た

ちに大変喜んでいただいたのではないかと感じております。 

  事業の効果といたしましては、お三方の御指導によりまして、事業

終了後のアンケートでは回答者の約８３％に当たる６８名が５段階

評価で最高の「５」を選択していただいたことや、事業終了後も継

続して体操指導が行えるよう配布した、各運動ワンポイントアドバ

イスについても、参加者数以上の配付枚数となったことからも、参

加者及び観覧者から好評を得るとともに、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となったものと判断して

おります。また、当日の参加者だけではなく、市報や市のホームペ

ージ、市内公共機関掲示板等での事業の広報活動を行うことにより、

市民に対しオリンピック・パラリンピック競技大会への意識づけも

図ることができたものと考えております。 

  平成２９年度以降におきましても、市民の皆様にオリンピックの理

解を深めるような事業や、機運醸成に資する事業というものの企画

を実施してまいりたいと考えておりますので、詳細が決まりました

ら教育委員の皆様にも御案内させていただきたいと存じますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

  最後に、昨日行われました「第４２回東村山みんなで走ろう会」に

ついて、御報告をいたします。 

  都立狭山公園におきまして、「第４２回東村山みんなで走ろう会」

が開催されました。一般の部、駅伝の部を含めまして７３６名の参

加ということで、昨年度より１２０名ほど多い参加となりました。

昨日は大変天候に恵まれまして大きな事故、けがなく無事に終了し

たところでございます。  

  森教育長におかれましては、御多忙のところを最後まで御覧いただ

きましてまことにありがとうございました。 

  来年の第４３回も参加される皆様に楽しく走っていただいて、市民

相互の親睦・連携が深められるような大会にしていきたいと思います。  

  以上でございます。 

○森教育長 このことにつきまして、御意見、御質問がございましたら

お願いいたします。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○森教育長 それでは続きまして、報告事項⑲、企画展「なつかしい暮
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らしと道具たち」についてお願いいたします。 

○栗原ふるさと歴史館長 企画展及び小学校３年生の社会科見学対応展

示の報告をいたします。 

  企画展会期は、平成２９年３月１２日まで特別展示室にて開催して

おります。社会科見学対応は１月１８日から２月２４日にわたり実

施いたしました。 

  展示構成は、「電気・ガス・水道のないころの暮らし」として、１

００年ほど前の展示と「高度経済成長期のころの暮らし」として、

６０年ほど前の庶民の暮らしを例に展示いたしました。着眼点とし

て、対比の中で子供たちに昔の道具をわかりやすく展示いたしまし

た。形状や材料による道具の移り変わりを見てもらい、特に、電話

やアイロンなどは現在の物と比較した説明を受け、子供たちは電話

に触れ、ダイヤルやダイヤルに指を入れ、戻ることや、アイロンは

炭火だったなど、びっくりしている子供たちが多く見られました。

市内小学校３年生児童の来館は１，２８８名でした。 

これからも、子供たちが現在の生活と対比により、今を考えるきっ

かけになればと思い、努力してまいりたいと考えます。 

以上でございます。 

○森教育長 ただいまの報告について、御意見、御質問がございました

らお願いいたします。よろしいでしょうか。 

（ 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、報告事項をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか。 

○森脇学務課長 学務課より、１点報告させていただきます。 

  学校給食における衛生管理の徹底及び食中毒の発生防止について、

報告をさせていただきます。先月、立川市、小平市におきまして、

学校給食のノロウイルスによる食中毒が報じられました。約１，１

００人の児童、教職員が嘔吐、下痢、発熱等の症状を訴える事例が

ございましたが、本市も速やかに市内小・中学校に食中毒の発生防

止に向けて手洗いの徹底、学校給食関係者の健康管理等、衛生管理

の徹底について周知徹底をさせていただきました。 

  先日、報道がございましたが、食中毒の原因の食物が特定業者の

「キザミのり」であったことが判明いたしました。本市におきまし

ては、同業者の「キザミのり」は使用しておりませんでしたが、改
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めて安全衛生の確保を肝に銘じ、今後も安全・安心でおいしい学校

給食の提供をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○森教育長 何か質問等ございますか。よろしいですか。 

  他にございますか。 

（ なし ） 

○森教育長 ないようでしたら以上をもちまして、公開分の定例会につ

いては閉会させていただきます。 

以上をもちまして、平成２９年第３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。 

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。 

 

午後４時５０分 休憩 

 

午後６時０１分 閉会 


