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平成25年 教育委員会第１回臨時会 会議録 

 

  日 時  平成25年３月29日（金）       午後１時22分～午後１時45分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 議案 

【子ども総務課】 

（１）『議案第７号』千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則 

（２）『議案第８号』千代田区立学校事案決定規程の一部を改正する訓令 

（３）『議案第９号』千代田区立中等教育学校の経営企画室に関する規程の

制定 

（４）『議案第22号』平成25年度教育委員会事務局幹部職員の異動 

 第 ２ 報告 

     【子ども総務課】 

     （１）第１回区議会定例会報告 

     （２）平成25年度教育委員会事務局一般職員の異動 

 第 ３ その他 

 

 出席委員（５名） 

 教育委員長  中川 典子 

 教育委員長職務代理者  近藤 明義 

 教育委員  市川  正 

 教育委員  古川 紀子 

 教育長  山﨑 芳明 

 

 出席職員（７名） 

 子ども・教育部長  高山 三郎 

 次世代育成担当部長  保科 彰吾 

 子ども総務課長事務取扱 

 子ども・教育部参事 
 高橋 誠一郎 

 子ども施設課長  辰島  健 

 子ども支援課長  依田 昭夫 

 児童・家庭支援センター所長  山下 律子 

 指導課長  佐藤 興二 

 

  欠席職員（２名） 

 参事（子ども健康担当）  木村 博子 
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 学務課長  平井 秀明 

 

 書記（２名） 

 総務係長  小宮 三雄 

 総務係員  鶴田 優子 

 

中川委員長 

 

 開会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は傍聴を許可することと

しますので、ご了承ください。 

 ただいまから、平成25年教育委員会第１回臨時会を開催します。 

 本日、木村参事、子ども健康担当、平井学務課長は、所用のため欠席し、

佐藤指導課長は、所用のため、途中から出席します。 

 今回の署名委員は、古川委員にお願いいたします。 

古 川 委 員  承知しました。 

 

◎日程第１ 議案 

     子ども総務課 

（１）『議案第７号』千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則 

（２）『議案第８号』千代田区立学校事案決定規程の一部を改正する訓令 

（３）『議案第９号』千代田区立中等教育学校の経営企画室に関する規程の

制定 

（４）『議案第22号』平成25年度教育委員会事務局幹部職員の異動 

 

中川委員長  日程第１、議案に入ります。 

 議案は４件あります。 

 初めに、『議案第７号』千代田区立学校の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則、『議案第８号』千代田区立学校事案決定規程の一部を改正す

る訓令、及び『議案第９号』千代田区立中等教育学校の経営企画室に関する

規程の制定の３件について、子ども総務課長よりご説明お願いいたします。 

子ども総務課長  前回、継続審議ということで、大変ご迷惑をおかけしました。前回いろい

ろ議論となりました中等教育学校の組織整備の説明につきまして、不十分な

点がありましたことをお詫び申し上げます。 

 そこの補足からさせていただきたいと存じます。 

 まず、九段中等教育学校の組織整備に関する経緯でございますが、九段中

等教育学校の円滑な学校運営に資するため、新年度から同校の事務機能の拡

充を図ろうということで、区役所の中の組織整備の担当と課長級の室長を置

くということで、協議を、平成24年度中に重ねてきたところでございます。

このプロセスの中で、九段中等教育学校の業務内容という観点から、室長ポ

ストの新設は理解いただいたところなんですが、これまで区の中では、学校

に課単位の組織を置いたという経緯は全くございませんでした。また、庁内
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の他の部署との組織バランスを考えた場合、九段中等教育学校に単独の課長

ポストを設置するのはなかなか難しい、そういったことも指摘されました。

そうした中で、教育委員会事務局全体の中での業務の一端を見直せるという

中での副参事を置いたらどうかといった提案というんでしょうか、協議の結

果、副参事という職を置くというふうにしたところでございます。 

  それで、補足になりますが、教育委員会資料で、平成25年３月29日付のも

のでございまして、Ａ３のこれで、一番上の表紙が、「別紙」という紙がつ

いておりまして、３枚つづりのものでございます。 

 前回ご指摘いただきました、特命担当の副参事と経営企画室長、この担当

はどういうことなのかということにつきまして、改めまして、口頭ではなく

て、紙に記載させていただいたものでございます。 

 副参事の担当職務といたしましては、九段中等教育学校のみならず、在来

中学校２校と九段中等教育学校の連絡調整、こうした中で、いろいろと課題

となっております在来型中学校への充実強化について、その先導役を、また

中等が担うといったところもありますし、中等教育のあり方ということも今

後検討していく中で、そういった役割がございます。また、区議会に関する

こと、これは教育委員会事務局の副参事ということで、区議会にも出席して

もらい、中等教育学校の実態等にもきちんと説明する体制を置きたいと思い

ます。その他特命事項というのは、その時々に起こります特命事項について

の事務処理を行うということを考えているところでございます。 

 また、下段の経営企画室長の事務でございますが、これは前回もご説明し

たところでございますが、学校事務の事務統括を行うことと、学校経営の一

翼を担うということで、三つの丸を記載させていただきました。そして、こ

の三つ目の丸、教育委員会に関することというところと、副参事というとこ

ろで、連携強化ということがございます。 

 そして、この根拠規定が右側にあろうかと思いますが、１枚おめくりいた

だきますと、この副参事を置くということの根拠をお示ししたところでござ

います。教育委員会事務局の処務規則の第４条の２項に、「事務局に担当課

長及び副参事を置くことができる」、できる規定がございまして、「担当課

長及び副参事は、委員会がこれを命ずる」という位置づけでございます。 

 また、今般、議案として上がっておりますのは、下の欄の区立学校の管理

運営に関する規則、区立学校事案決定規程、区立学校の経営企画室に関する

規程、これら３点の規則、規程、訓令についてご議決いただきたいというも

のでございます。 

 そして、３枚目の大きい紙、これも前回お示ししなかったところでござい

ますが、前回のご説明の中では、九段中等教育学校の組織についてのみのご

説明でございましたが、今般お示ししました組織図、これは今回の教育委員

会全体の事務局の組織図でございまして、改正案の真ん中の列ですか、この

副参事というポスト、そしてこの右側には説明が記載しております。これが

申し上げました副参事の任務であると。 
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 そして、下段にございます九段中等教育学校、ここに経営企画室長を置く

と。そして、その任務が、この右側に記載したところでございます。 

 前回の図は、書いてある内容は変わりませんが、ここの副参事の位置づけ

と経営企画室長の位置づけ、これが重なる、兼務をしていただくというもの

でございます。 

 加えまして、子ども施設課の中に、従前、「計画主査」というポストがあ

りましたが、１名でございました。ここを、学校・園の施設整備が進んでい

く中で、業務が増えるということで、１名の係長ポストを増やすというこ

と、そして、下の子ども支援課には、幼保一体施設整備が完了したためとい

うことで置いておりました計画主査というポスト、これを廃止し、ポストを

１つ減らし、１つ増やしたということがあわせてあったものでございます。 

 組織につきましては、こういう状況でございます。 

 また、議案の内容につきましては、前回ご説明申し上げましたので、省略

させていただきたいと存じます。 

 よろしくご審議のほど、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

中川委員長  説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問等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」の声あり） 

中川委員長  それでは、特にないようですので、採決に入りたいと思います。 

 採決は一括して行いたいと思います。 

 議案第７号、議案第８号及び議案第９号の３件について採決します。 

 賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長  全員賛成につき決定することといたします。 

 次に、議案第22号、平成25年度教育委員会事務局幹部職員の異動につい

て、子ども総務課長より説明お願いいたします。 

子ども総務課長  議案22号、平成25年度教育委員会事務局幹部職員の異動（案）につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 お手元にＡ４縦の資料があろうかと存じます。１枚紙でＡ４縦の資料があ

ろうかと思います。こちらを用いながらご説明申し上げます。 

 まず、部長級でございます。 

 子ども・教育部長に、新たに区民生活部長の大畠康平が異動してまいりま

す。前任の高山子ども・教育部長は定年退職ということでございます。 

 次世代育成担当部長に、私、高橋が横転で就任させていただき、保科次世

代育成担当部長は、監査委員事務局長に異動になります。 

 子ども健康担当参事、並びに保健福祉部地域保健担当部長、保健所長でご

ざいますが、木村参事が西多摩保健所長に転じまして、豊島区から田中敦子

参事が転入してまいります。 
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 続きまして、課長級の異動でございます。 

 子ども総務課長に、私の後任といたしまして、総合窓口課長の村木が転入

してまいります。 

 子ども支援課長には、現在、児童・家庭支援センターで事業係長を行って

おります亀割が昇任で参ります。 

 学務課長に、現在、子ども支援課長の依田が着任いたします。平井学務課

長は、定年退職になります。 

 また、九段中等教育学校の経営企画室長、課長級を充てるということでご

ざいますが、ここには再任用の課長ということで、現在、環境安全部参事、

清掃事業担当ということで、千代田清掃事務所長をやっておりました大井良

彦、３月末日付で定年退職し、改めて再任用の課長として九段中等教育学校

に参ります。 

 説明は以上でございます。 

中川委員長  ありがとうございました。 

 ご説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問等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」の声あり） 

中川委員長  では、特にないようですので、議案第22号について採決します。 

 賛成の方は挙手お願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

中川委員長  全員賛成につき決定することといたします。 

 

◎日程第２ 報告 

     子ども総務課 

     （１）第１回区議会定例会報告 

     （２）平成25年度教育委員会事務局一般職員の異動 

 

中川委員長  日程第２、報告に入ります。 

 報告は２件あります。 

 初めに、子ども総務課長より報告をお願いいたします。 

子ども総務課長  それでは、第１回区議会定例会報告をさせていただきます。 

 こちらにつきましては、資料がございません。口頭で行わせていただきた

いと存じます。 

 大きく２つの案件がございます。まず、条例議案についてのご報告をいた

します。 

 １つは、昨年の区議会定例会の中で、行政委員会委員、監査員の報酬及び

費用弁償に関する条例が提案されたところでございます。当教育委員会の中

でも情報提供をさせていただいたところでございまして、この中では、教育

委員の報酬を、月額と日額の２本立てにするといった提案をしましたという
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ところを報告したところでございます。 

 この行政委員の報酬を審議いたしますのが、区議会の企画総務委員会とい

う常任委員会で、１年間かけてご議論をいただいたところでございまして、

今年の第１回定例会の中で、当初は区長の提案、日額、月額ということで提

案したのですが、議会の場から、議員から、教育委員と監査員報酬について

は、従前どおりの月額制とし、選挙管理委員のみ日額制とする修正案が出さ

れたところでございます。 

 この修正案で、議員全員が賛成し、可決されたところでございます。 

 したがいまして、教育委員の委員報酬の算定につきましては、従前どおり

ということで、格別の変更がないところでございます。 

 こちらが１点でございます。 

 続きまして、教育委員会にかかわる２件の条例でございます。 

 １つは、神田保育園の本園舎が改築、竣工し、その位置が変わりますた

め、千代田区立保育所条例の一部を改正する条例の修正をお願いしたところ

でございます。 

 ２件目は、千代田区子どもの遊び場に関する基本条例の制定でございま

す。この２本の条例案とも、原案どおり、全員賛成で可決されたところでご

ざいます。 

 条例については以上でございます。 

 続きまして、人事案件でございます。 

 一昨日の３月27日の区議会本会議におきまして、山﨑教育長を副区長に選

任する、選任同意の議案が本会議に諮られました。直ちに採決が行われまし

たところ、賛成と反対、可否が同数となりました。可否同数となった場合、

規定があらかじめございまして、地方自治法の第116条の規定の中で、可否

同数の場合は、議長がその判断を決することとなっております。結果といた

しましては、議長がこの提案は否決ということで判断され、区議会として

は、この選任同意の提案に反対する判断をされたところでございます。した

がいまして、教育長はお変わりにならないということでございます。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長  では、この第１の報告につきまして、何かご意見、ご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」の声あり） 

中川委員長  それでは、続いてお願いいたします。 

子ども総務課長  続きまして、平成25年度の教育委員会事務局一般職員の異動でございま

す。年度が、これは25年度というふうに読みかえていただければと思いま

す。 

 記載のとおりでございますが、大きく変わりましたところは、現在、事務

局を担っております小宮三雄子ども総務係長が、政策経営部の総務課総務担

当主査、総務係長に異動となりました。新任の係長で、小宮の後任は、安全
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生活課の安全生活係長の久保が参ります。また、子ども総務課の事業係長、

溝口が定年退職いたしまして、その後任に丸山が参ります。 

 以下、記載のとおりでございます。後ほどご覧いただければというふうに

思います。 

 報告は以上でございます。 

中川委員長  報告が終わりました。 

 これにつきまして、ご意見、ご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」の声あり） 

中川委員長  それでは、これでご報告は終わりということにいたします。 

 

◎日程第３ その他 

 

中川委員長  それでは、その他、報告事項に入ります。 

 各課長より報告お願いいたします。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  それでは、教育委員の皆さんから何かありましたら、お願いいたします。 

中川委員長 １件、この間申し上げようと思って忘れてしまったんですが、今年が新し

い学校になって20年ということで、各学校でもっていろいろ記念行事や何か

をすることにはなっているんですが、校歌、校章も新しくなっているんです

よね。どこでもね。校歌ですが、全部を集めたＣＤをつくっていただけない

かなと思っています。といいますのは、どこでどういう校歌があるというの

ももちろんなんですけど、私たちが卒業式、入学式に行ったときに、できた

らなるべく歌えるようにしておきたいなというのがあります。それに作詞・

作曲の方たちも、それぞれ面白い方たちがつくっていらっしゃいます。どう

いう方がつくっているんだというのがわかるのもいいんじゃないかなと思い

まして、ご提案申し上げます。 

教 育 長  それは教育委員さんにお配りするということですか。それとも、もっと広

くという意味ですか。 

中川委員長  その辺は、どちらでも良いです。できたら本当はみんなに配れたほうがい

いかもしれないですが、それが難しければ…… 

子ども総務課長  そうですね。音源は多分あろうかと思いますので、調べて、新年度です

が、早い段階でお示しできるようにしていきたいなと思います。 

中川委員長  わかりました。 

子ども・教育部長  収録をきちんとしていないから、ＣＤの中にきれいに落ちるかどうか、そ

れは全部加工が必要になってくるから…… 

子ども総務課長  ただ、今、パソコンでできちゃうんですよね、音符があると。そういうの

もありますから、含めて検討させていただければと思います。 

教 育 長  目的は、卒業式や入学式に、歌えるようにということですね。 

中川委員長  そうですね。それが第１です。ただ、他の学校は、どんな校歌なのかとい
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うのはあってもいいのかなというのも思いましたので。常々感じていたもん

ですから、ご検討いただければと思いました。 

子ども総務課長  はい、わかりました。 

教 育 長  千代田区歌も入れて。 

子ども総務課長  千代田区歌もですね。 

中川委員長  はい。ということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

中川委員長  では、特にないようですので、以上をもって、本日の定例会を閉会といた

します。 

 


