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資料 1 

○東村山市交通安全対策会議条例 

平成２３年１０月６日 

条例第１７号 

改正 平成２５年１２月２７日条例第２９号 

令和３年３月２９日条例第１号 

（設置） 

第１条 東村山市（以下「市」という。）における交通安全計画の作成及び実施を推進するた

め、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１８条第１項の規定に基づき、東

村山市交通安全対策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 対策会議の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 東村山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の

企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第３条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその

職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(１) 東京都の職員のうちから市長が委嘱する者 １人 

(２) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者 １人 

(３) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者 １人 

(４) 東村山市教育委員会教育長 

(５) 市長が指名する市の部長職（部長相当職を含む。）にある職員 ３人以内 

(６) 公募市民 ２人以内 

(７) 東村山交通安全協会会長、東村山市立小・中学校PTA連合協議会の推薦する役員、東

村山市立小・中学校長会の推薦する校長、その他市長が必要と認める者 ５人以内 

６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期
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間とする。 

（会議） 

第４条 対策会議は、会長が招集する。 

２ 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 対策会議の議長は、会長が務める。 

４ 対策会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第５条 対策会議の庶務は、まちづくり部において処理する。 

一部改正〔平成２５年条例２９号・令和３年１号〕 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日条例第２９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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○東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針 

平成21年5月25日市長決裁・制定 

平成22年11月19日一部改正の市長決裁 

平成23年11月4 日一部改正の市長決裁 

平成28年4月20日一部改正の市長決裁 

(目的) 

第1 この指針は、東村山市情報公開条例(平成10年条例第28号。以下「情報公開条例」とい

う。）第20条に規定する情報提供施策のひとつとして附属機関等の会議を公開することによ

り、市政への市民参加を推進し、市政の透明性、公平性を向上させるため、必要な事項を定

めるものである。 

(対象) 

第2 この指針の対象とする附属機関等とは、東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要

綱（平成13年東村山市訓令第1号）第2条第3項に規定する附属機関等をいう。ただし、指定

管理候補者選定委員会及びプロポーザル方式による受託候補者の審査委員会については、本

指針の対象外とし、「指定管理者選定情報の公表に関する指針」又は「東村山市プロポーザ

ル方式の実施に関する指針」に従うものとする。 

＜東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱＞ 

(定義) 

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3

項の規定に基づき、法律又は条例により市長が設置するものをいう。 

2 この要綱において「協議会等」とは、次の各号に掲げるものを除き、利害の調整、市政に

関する市民の意見反映等を目的として、市長が規則等により設置するものをいう。 

(1) 市職員のみを構成員とするもの 

(2) 他の地方公共団体、関係機関等が構成員である協議会等で、当該構成員である団体の

負担金等により運営され、市の機関内部に事務局が置かれているもの 

(3) 市民が主体となって運営している市民組織的な性格を有するもので、その事務局のみ

が市の機関内部に置かれているもの 

(4) 前3号のほか、この要綱の対象とすることが不適当と市長が認めたもの 
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3 この要綱において「附属機関等」とは、第1項に規定する附属機関及び前項に規定する協議

会等をいう。 

 

 

（会議開催の周知） 

第3 附属機関等の庶務を担当する組織の長（以下「庶務担当課長」という。）は、会議の開

催に当たっては公開・非公開の別にかかわらず、当該会議開催日のおおむね2週間前に、次

の(1)から(9)を市のホームページに掲載するとともに、「会議開催のお知らせ」（参考様式

1）を情報コーナー及び図書館に配架するものとする。 

(1) 会議名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 議題 

(5) 会議の公開又は非公開の別 

(6) 会議の全部又は一部を非公開とする場合においては、その理由 

(7) 傍聴手続方法と傍聴者の定員及び希望者が定員を超えた場合の処置 

(8) 担当所管名（問合せ先） 

(9) その他必要な事項 

2 庶務担当課長は、附属機関等の委員に対し、原則として開催日の一週間前までに会議資料

を送付するものとする。ただし、会議直前まで調整を要する部分等については、この限りで

ない。 

3 前の1及び2の規定にかかわらず、会議を緊急に開催する必要が生じたとき等やむを得ない

場合は、この限りでない。 

 

（会議の公開） 

第4 附属機関等の会議は、条例の規定により非公開とされている場合を除き公開する。ただ

し、次の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、会長が会議に諮って決定することにより、

会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

(1) 情報公開条例第6条各号に規定する非公開情報を含む内容について審議等を行う場合 

(2) 会議を公開することにより、委員の率直な発言と意見交換に支障が生じるなど、公正
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かつ円滑な議事運営が損なわれるおそれがある場合 

2  附属機関等は、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定した場合は、その理由を明

らかにしなければならない。 

 

（公開の方法等） 

第5 附属機関等の会議の公開は、これを傍聴させることにより行う。 

2  附属機関等は、会議の傍聴を認める定員をあらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴

席を設けるものとする。 

3  附属機関等は、傍聴者に議事次第と会議資料を配付するものとする。ただし、次の(1)に

該当すると会長が判断した会議資料は、配付しない。(2)又は(3)に該当するときは、会長の

判断により配付に代えて閲覧に供することができる。 

(1) 情報公開条例第6条各号に規定する非公開情報を含むもの。 

(2) 資料の枚数が大量のとき、残部が少ない刊行物又は有償刊行物であるとき。 

(3)  傍聴希望者が多く、当日急きょ傍聴定員を増やしたとき。 

3の2 前の3の規定にかかわらず、附属機関等は、著作権者が委員以外への配付を禁じている

会議資料は、傍聴者に配付してはならない。著作権者が委員以外の持ち帰りを禁じている資

料は、配付後、傍聴者の退席時に回収するものとする。 

4  附属機関等は、会議を公開するにあたり、傍聴に係る手続及び遵守事項（参考様式2）を

定めるものとする。 

5   附属機関等は、前の4の規定に基づき定めた内容について、会場入り口に掲示する等の方

法により傍聴者に周知するものとする。 

 

（会議録の作成） 

第6 附属機関等の庶務担当課長は、審議経過等が明確となるように、会議の公開、非公開に

かかわらず、速やかに会議録（参考様式3）を作成しなければならない。 

2  会議録は、当該会議録に係る会議に出席した附属機関等の委員全員もしくは委員を代表し

て会長が内容を確認した後に確定するものとする。 

 

（会議録等の公表） 

第7 附属機関等の庶務担当課長は、公開により開催された会議の会議録及び会議資料（以下
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「会議録等」という。）を情報コーナー及び図書館へ配架するとともに、市のホームページ

へ掲載して公表する。ただし、情報公開条例第6条各号に規定する非公開情報が記載された

部分は公表しない。 

2  非公開により開催された会議の会議録等の公開については、情報公開条例の定めるところ

による。 

3  附属機関等の庶務担当課長は、委員の個人情報（氏名、職業、地位、会議の出欠、会長等

の別等）を市のホームページ等で提供する場合は、方法及び内容について、事前に当該委員

の了承を得るものとする。 

4   会議録等のホームページ掲載期間は、会議開催日の属する会計年度の翌年度から起 

算して3年を原則とする。 

附 則 

(施行期日) 

この指針は、平成21年6月1日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

この指針は、平成22年11月25日から施行する。 

 

 

 

附 則 

(施行期日) 

この指針は、平成23年11月15日から施行する。 

 

附 則 

(施行期日) 

この指針は、平成28年6月1日から施行する。 

 

 

 

 

【改正内容】第3第1項中、「イベント情報登録システムに登録して」の文言を削除 

【改正内容】①「委員への会議資料送付時期」について第3第2項に規定を追加②「傍聴

者への資料配布」について第5第3項を改正して規定を追加③「ホームページへの会議録

掲載期間」について第7第4項に規定を追加 

【改正内容】第2中、「ただし、指定管理候補者選定委員会及びプロポーザル方式に

よる受託候補者の審査委員会については、本指針の対象外とし、「指定管理者選定情報

の公表に関する指針」又は「東村山市プロポーザル方式の実施に関する指針」に従うも

のとする。」の文言を追加 
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東村山市交通安全対策会議の傍聴に関する定め 

 

 

第１ 目的 

この定めは、「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」第5の4の規定に

基づき、東村山市交通安全対策会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 傍聴者の決定等 

１ 傍聴者の定員は１０人以内とする。ただし、１０人を超える傍聴が可能と会長が

認めるときは、この限りでない。 

２ 傍聴希望者は、会場入口の受付において傍聴希望を伝え、事務局職員の指示に従

って着席しなければならない。 

３ 傍聴希望者数が定員を超える場合は、先着順により傍聴者を決定する。 

 

第３ 傍聴することができない者 

次の者は、傍聴席に入場することができない。 

（１）決定した傍聴者以外の者 

（２）危険物を所持している者、酒気を帯びている者、その他審議を妨害し又は他

人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

 

第４ 傍聴者の遵守事項 

傍聴者は、次の事項を守らなければならない。 

（１） 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と賛否を

表明してはならない。 

（２） 会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。 

（３） 会場内で食事及び喫煙をしてはならない。 

（４） 会場内で写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、事前に会長の許

可を得た場合は、この限りでない。 
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（５） 会場内で携帯電話等の無線機器を使用してはならない。 

（６） 傍聴により知り得た発言委員氏名を、インターネットや広報誌等で公表しては

ならない。発言委員氏名を広く公にすると、外部からの圧力等により委員の率

直な意見交換に支障が生じるおそれがあるため（市が後日ホームページ等で公

表する会議録も発言委員氏名は記載しない）。 

 

第５ 秩序の維持 

１ 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をし、又は事務局職

員に指示させることができる。 

２ 会長は、前項の指示に傍聴者が従わないときは、当該傍聴者を退場させることが

できる。 

 

第６ その他 

この定めに定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 

 

 

  附 則 

この定めは、令和２年２月６日の会議において決定し、同日から施行する。 
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修 正 箇 所 対 照 表 

 本表は委員の皆様に送付した第３次東村山市交通安全計画（原案）から変更した部分の修正箇所対照表になり、修正理由も記載しま

した。「  」が変更の箇所となります。 

ページ・ 

項目・行 
修  正  後 修  正  前 理  由 

Ｐ１６ 

(9)踏切事故の状況 

１～３行目 

第２次計画期間中市内における踏切

事故※は、ありませんでした。（警視

庁の統計より） 

 

第２次計画期間中市内における踏切の

事故※については、東村山市内では平成29

年と令和２年に１件発生しており、とも

に軽傷となっています。（警視庁の統計

より） 

統計確認の

誤り 

Ｐ１９ 

「子供の交通安全の確

保」のための関連施策 

第２編 鉄道踏切の交通安全 第２編 鉄道及び踏切の交通安全 記載の誤り 

Ｐ２１ 

「二輪車の安全対策の

推進」のための施策 

第２編 鉄道踏切の交通安全 第２編 鉄道及び踏切の交通安全 記載の誤り 

Ｐ３０ 

ページ数 

３０ ３１ 記載の誤り 

Ｐ４５ 

東村山市交通安全対策

会議委員名簿 

東村山市小・中学校ＰＴＡ連合協議会 

ＰＴＡ野火止会会長 

大塚
オオツカ

 栄子
エイコ

 

東村山市小・中学校ＰＴＡ連合協議会 

くめひが保護者の会会長 

鹿沼
カヌマ

 千寿
チズ

 

委員変更の

ため 

 


