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平成２７年教育委員会第１０回定例会会議録 

開会日時  平成２７年１０月 ９日  午前 １０時００分 

閉会日時     同      上   午前 １０時４５分 

 場  所  教育委員会室 

 出席委員  委 員 長  塚  本   亨 

同職務代理  天 宮  久 嘉 

       委  員  松  本   實 

       委  員  杉 浦  容 子 

       委  員  竹 髙  京 子 

       教 育 長  塩 澤  雄 一 

 議場出席委員 

・教 育 次 長    前田 正憲 

・庶 務 課 長    杉立 敏也 

・施設整備担当課長    長南 幸紀 

・指 導 室 長    中川 久亨 

・統括指導主事    加藤 憲司 

・生涯学習課長    小曽根 豊 

・中央図書館長    橋本 幸夫 

・学校教育担当部長    平沢 安正 

・学校施設課長    青木 克史 

・学 務 課 長    鈴木 雄祐 

・統括指導主事    駒崎 彰一 

・地域教育課長    尾形 保男 

・生涯スポーツ課長    倉地 儀雄 

・教育委員会事務局副参事     中島 英一 

書  記 

・企画係長  齊藤 正幸 

開会宣言  委員長 塚 本  亨 午前 １０時００分 開会を宣する。 

署名委員  委 員 塚 本  亨  委 員 天 宮  久 嘉  委 員 塩 澤  雄 一 

     以上の委員３名を指定する。 

議事日程  別紙のとおり 
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開会時刻１０時００分 

○委員長 おはようございます。出席委員は定足数を満たしておりますので、ただいまから平

成 27年教育委員会第10回定例会を開会いたします。 

議事日程に入る前に、ひとこと。前回の臨時会で話をしそびれたのですが、今般の常総市の

関東東北の豪雨で、まだまだ復興作業の中、瓦れきの撤去などでボランティアの方も力を尽く

していらっしゃるとの話ですが、大変胸が痛い悲惨な状況が気にとられるところでございます。 

では、議事日程に戻ります。本日の会議録の署名は、私に加えまして天宮委員と塩澤教育長

にお願いいたします。 

 本日は議案等が２件、報告事項等が５件、その他の事項が３件ございます。 

それでは、議案第 53号「 飾区教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則の一部を

改正する規則」を上程いたします。 

 庶務課長。 

○庶務課長 それでは、議案第 53号「 飾区教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規

則の一部を改正する規則」でございます。提案理由をごらんください。 飾区個人情報の保護

に関する条例の改正に伴い、関連する規定の改正等をする必要があるので、本案を提出するも

のでございます。 

 それでは、２枚おめくりいただきまして新旧対照表をごらんください。新旧対照表の１ペー

ジ目でございます。第３条「同意の手続」のところをごらんください。下線部でございます。

その代理人のところで括弧書きとして「本人が未成年者若しくは成年被後見人の場合の法定代

理人又は本人の委任による代理人をいう」というような形で定義をしてございます。こちらに

ついては、条例が改正されたことに伴い文言を同じような形で整理するものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして３ページをごらんください。一番上にございます第９条第２項

でございます。今般、条例の改正が行われた理由の一つに、個人番号法の改正がございます。

そちらの施行に伴いまして、今まで保有個人情報が１本だったものが、新たに個人番号が付加

されているものが保有特定個人情報という形で定義されました。それに伴い新たに条項を新設

するものでございます。 

 第２項でございます。条例の第16条の２が新たに新設されたことに伴いまして、「条例第 16

の２第２項の規定により保有特定個人情報」、こちらは先ほど言いましたように個人番号が付加

されている情報でございます。「の目的外利用をしようとするものは、保有個人情報目的外利用

申請書又は口頭により管理責任者に申請しなければならない」という規定を追加するものでご

ざいます。 

 同じようにその下第 11条に書いてございますように、こちらについても「保有特定個人情報

を除く」という形で括弧書きを加えさせていただいてございます。 
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 １枚めくりまして５ページをごらんください。「訂正等の通知」でございます。こちらも新た

に「訂正等の通知」という条例第 21条の２が新たに規定されたことに伴いまして、「保有個人

情報訂正等通知書によるものとする」という規定を整備するものでございます。 

 その他下線部、多岐にわたってございますが条例改正、それから区の規則改正に伴う文言改

正に伴いまして、細かな文言等を整理したものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。ただいま庶務課長から議案第 53号に関しての個人情報の

保護に関する規則の一部改正をする規則の説明がありました。委員の方のご質問あるいはご意

見等がございましたらお受けしたいと思います。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 新旧対照表の１です。第５条の下から５行目、「保有個人情報提供等記録簿」とご

ざいますが、「提供等」の「等」というのはどういうことが想定されるのでしょうか。 

○委員長 庶務課長、お願いします。 

○庶務課長 申しわけございません。「提供等」とございますが「等」の内容については確認さ

せていただきまして、後ほど回答させていただきます。 

○杉浦委員 わかりました。ありがとうございます。 

○委員長 ただいまご質問ございました保有個人情報提供等の部分は、庶務課長から杉浦委員

にお返事をお願いしたいと思います。 

 ほかにどなたかございますか。よろしいですか。 

 それでは、お諮りいたします。議案第53号について、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 異議なしと認め、議案第 53号「 飾区教育委員会が管理する個人情報の保護に関す

る規則の一部を改正する規則」につきましては、原案のとおり可決といたします。 

 続きまして、議案第54号「 飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に関する規

則の一部を改正する規則」を上程いたします。 

 庶務課長。 

○庶務課長 それでは、議案第 54号「 飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方法に

関する規則の一部を改正する規則」につきましてご説明いたします。提案理由でございますが、

特別支援教育心理専門員の報酬を勤務日数ごとに改める必要があるので、本案を提出するもの

でございます。 

 １枚おめくりいただきまして新旧対照表をごらんください。現行、週４日間で月額21万8,300

円となってございます心理専門員の報酬の額を、右側の改正案にございますように週４日勤務
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の場合は21万 8,300円、３日勤務の場合は 16万 3,800 円、２日勤務の場合は 10万 9,200 円と

いうような形で３種類に区分することによって教育心理専門員の充実を図るものでございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいま議案第 54号に関しまして、庶務課長からご説明をいただきました。委員の

方から質問、ご意見等がございましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 やはり私どもの教育委員の願いとして、層を厚くしていきたいという部分の専門員の充実で

あろうと思います。特に人材の枯渇化というのは各方面でも叫ばれている昨今です。こういっ

た部分で子どもたちに実りあるような対応をこれからもぜひお願いしたいと思ってございます。 

 それでは、お諮りいたします。議案第54号について、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 異議なしと認め、議案第 54号「 飾区教育委員会非常勤職員の報酬の額及び支給方

法に関する規則の一部を改正する規則」につきましては、原案のとおり可決といたします。 

 続きまして、報告事項等に入ります。報告事項等１「夏季休業中の児童・生徒の活動状況に

ついて」、ご説明をお願いいたします。 

 指導室長。 

○指導室長 それでは、「夏季休業中の児童・生徒の活動状況について」ご報告いたします。こ

としの夏も都大会、関東大会、全国大会に出場し活躍した児童・生徒がたくさんいました。学

校に問い合わせをして大会の規模等、顕著なものにつきましてご説明させていただきたいと思

います。 

 それでは資料の１ページをごらんください。「小学校体育 個人」でございます。上から５番

目の原田小学校、菅野奈美さんと上から 10番目の花の木小学校飯田愛心さん、第 38回全国Ｊ

ＯＣジュニアオリンピック夏季水泳競技大会の 200 メートルメドレーにおいて１位になるとい

う活躍がございました。こちらのほうは年齢制限がございますので同じ種目名になってござい

ますけれどもご了承ください。 

 なお、続きまして３ページでございます。「小学校体育 団体」、上から９番目になります。

西亀有小学校と細田小学校の児童が所属しますリトル・マーメイドフェスタがジャパンカップ

マーチングバンド・バトントワリング全国大会におきまして、ジュニアバトントワリング部門

で第４位になるという活躍がございました。 

 続きまして４ページをごらんください。「中学校体育 個人」でございます。上から５行目、

常盤中学校の斎藤大さんが第 55回全国中学校水泳競技大会におきまして、男子 200メートル平

泳ぎで第９位となる活躍がありました。 
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 続きまして８ページをごらんください。「中学校体育 団体」でございます。上から３行目、

大道中学校が第 45回全国中学校相撲選手権大会においてベスト 16になるという活躍がござい

ました。 

 また、続きまして 10ページをごらんください。「小学校 音楽・文化」でございます。上か

ら８番目、花の木小学校の澤野葵さんが全国ジュニアバレエコンクールジャパングランプリ

2015 において、児童の部第２位となる活躍がございました。 

 続きまして 12ページをごらんください。上から２行目です。本田中学校合唱部が第82回Ｎ

ＨＫ全国学校音楽コンクール（東京都本選）において優良賞を受賞いたしました。 

 14 ページをごらんください。「ボランティア活動」ではことしも介護施設や保育所などで多

くの児童・生徒がボランティア活動に参加し、人とかかわる楽しさや社会に貢献することの喜

びを味わい、望ましい勤労観・職業観を育むきっかけとすることができました。なお、この活

動状況につきましては、教育委員会発行の「かつしかのきょういく」に掲載する予定でござい

ます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。ただいま指導室長から夏季休業中の児童・生徒のスポー

ツからボランティア活動に至るまでの活躍状況をご報告いただきました。ご意見あるいはご質

問等がございましたらお受けしたいと思います。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 指導室長からご説明がございました。今、お話にならなかった他にも、多くの児

童・生徒が活躍してくださっていること本当に誇らしげに思います。こんなに多くの子どもた

ちが、東京都、また全国で活躍していたことを大変うれしく思い、また応援してくださってい

る校長先生を初め先生方、地域そして保護者の方に心から感謝申し上げます。今後、スポーツ

の面にしましては、オリンピック・パラリンピックにつながってほしいと思いますし、文化面

でもより一層、活躍していただきたいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。ほかにどなたかご意見等ございますか。 

 竹髙委員、お願いします。 

○竹髙委員 ご説明ありがとうございます。昨年も報告していただいたのですが、昨年より人

数が随分ふえているような気がして、とてもうれしい思いでいっぱいです。 

 学校名など、細かく載せていただきました。前回、団体競技など、どこの学校の生徒が入っ

ているかわからないので、学校名を明記していただきたいとお願いをしたのですが、この資料

では、しっかり調べて記載していただいております。どうもありがとうございます。 

 この子たちがオリンピックに向けて、いろいろな大会で名前が出てくるのではないかと、こ

れから先も楽しみですし、また見守っていきたいと思いました。ありがとうございました。 
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○委員長 応援のメッセージをありがとうございました。ほかにどなたかいらっしゃいますで

しょうか。よろしいですか。 

 それでは報告事項等２「平成 27年度第 63回小学校水泳記録会実施結果について」、ご説明を

お願いいたします。 

 指導室長。 

○指導室長 報告事項等２「平成 27年度第 63回小学校水泳記録会実施結果について」、ご説明

させていただきます。９月 11日金曜日に 15会場に分かれまして実施されました。対象は小学

校５年生で、１人２種目まで出場可能となってございます。平成 27年度の第１位から３位まで

の記録は資料に載せてあるとおりでございます。今年度は 50メートル自由形男子の部で、道上

小学校の横山和士君と 25メートル平泳ぎ男子の部で、小松南小学校の大宮琉君が歴代１位記録

を更新しました。その他六つの歴代記録が更新されました。 

 裏面をごらんください。参考資料としまして平成 25年度から５年生で実施した歴代記録と、

平成 21年度から 24年度まで６年生で実施した歴代記録を掲載してございます。当日はどの会

場でも学校の代表選手として堂々とした態度で記録会に参加することができておりました。参

加した５年生の児童一人一人は、現時点での自己ベストを目標に水泳記録会に臨むことができ

ました。さらに水泳学習の締めくくりであります６年生に向けての目標を高く持つことができ

たのではないかと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。ただいま指導室長から平成 27年度第 63回小学校水泳記

録会実施結果についてご報告いただきました。ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたし

ます。 

 松本委員。 

○松本委員 この大会、雨で１日延びて 11日に変更となりましたが、南奥戸小学校の会場に私

も応援に行きました。63回を重ねる大会で、恐らくプールがきちんと整っていない時代から始

まった、長い伝統と歴史がある大会だと感じました。みんな一生懸命泳いでいました。少し残

念だったのは、25メートルのゴールまで行く間に何回も途中で立たなければならない児童がい

たことです。ぜひゴールまで、ゆっくりでもいいからみんなが泳げるような目標で頑張ってほ

しいと思いました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。先ほどの報告事項等１もそうですけれども、やはり子ど

もたちが自己の目標を持って更新するのは、成長の過程においても自己肯定感という部分でも

非常に大事なものと、そして松本委員がおっしゃいましたように完泳するという部分もこれか

らも見守っていただきたいと思います。 
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 ほかにどなたかご意見等ございますか。 

 竹髙委員、お願いします。 

○竹髙委員 毎年水泳記録会を見させていただいております。参加学年が５年生になってから

「大丈夫かな、５年生」と思いずっと見守ってきましたけれども、一生懸命取組む姿とか、応

援する姿というのを５年生で経験できて、先ほど松本先生のお話にもありましたが、25メート

ルで立ってしまう子がいて、その子をみんなで応援して、６年生では 25メートルを全部泳ぐぞ

というように向かっていってくれたらと思います。 

 先ほどの報告事項等１で説明していただいた原田小の生徒さんが、水泳大会の記録の中に３

位に入っているということは、これは 50メートルですけれども、 飾区にはまだまだ水泳の力

を持っている子がたくさんいるのかというふうに見させていただきました。 

 多分、実施が１日ずれたことで、会場校など大変なところがたくさんあったと思うのですけ

れども、今後も参加学年５年生で続けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。ほかにどなたかご意見あるいはご要望、励ましの言葉等

いただければと思います。よろしいですか。 

 それでは、各委員からのご意見を踏まえて、また、64回目の大会に向けて頑張っていきたい

と思います。 

 それでは、報告事項等の３に入ります。「平成 27年度中学校連合陸上競技大会の実施結果に

ついて」でございます。 

 指導室長、お願いいたします。 

○指導室長 それでは、「平成 27年度中学校連合陸上競技大会の実施結果について」、ご報告さ

せていただきます。本年度も９月 29日に中学校連合陸上競技大会が総合スポーツセンター陸上

競技場で全 24校、752名の生徒が参加して開催されました。実施結果は資料のとおりでござい

ます。なお、３名の生徒が大会新記録を打ち出し表彰されました。そちらに出ておりますよう

に同じ種目のところで２名出てございますけれども、今までの記録を超えたものということで

１位、２位ということになります。 

 当日の競技中、それから練習中の大きなけがはございませんでした。天気に恵まれ、生徒た

ちは十分に自分の力を発揮できたものと思ってございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ご説明ありがとうございました。ご質問、ご意見等ございますか。よろしいですか。 

 松本委員、お願いします。 

○松本委員 私は過去にこの大会の運営に深くかかわっておりましたし、当日、出席いたしま

したので感想を述べたいと思います。 

 まず、参加した生徒の開閉会式の態度が大変すばらしくて、見ている方に好感を与えたので



－8－ 

はないかと思います。それから、過去にはこの大会の日に、学校が終わって生活指導上、かな

り問題のある生徒も会場に集まってきて心配な部分があったのですけれども、平和なうちに先

生もこの大会運営に集中し、子どもたちもきちんとできていたというのがよいことだと思いま

した。 

 プログラムに記載されていた大会記録を見ますと、昭和 40 年代、50 年代のまだ全天候では

ない、400 トラックではない時代の記録がかなり残っていて、現在大会に参加している子ども

たちの親や、おじいさんおばあさんくらいの人たちも過去には健闘して記録を残しているとい

うことも大変印象に残りました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。子どもたちがどこかでそういったことに触れることが、

またいい意味での次代を担う子どもたちへの継承となろうと思います。 

 ほかにどなたか。 

 天宮委員、お願いします。 

○天宮委員 この大会を初めて見させていただいたのですけれども、中学生の子どもたちは、

非常にリラックスした雰囲気で楽しく競技をしていたなという印象を持ちました。また校長先

生方もネクタイを締めて非常に張り切っておられたので、それが大変印象的でした。これから

もぜひ続けて頑張っていただきたいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

 竹髙委員、お願いします。 

○竹髙委員 先ほど松本先生もおっしゃっていたのですけれども、一言だけ。今まで４回見さ

せていただいているのですが、閉会式のときの姿が本当に立派だったと思います。一日中日差

しが強かったので、かなり疲れていたと思いますが、きちんと整列をして、きちんとした態度

で全ての人の表彰を見届けていたのはすばらしいと感動しました。３年生は体力も気力もある

とは思いながらも、今まではやはりくたびれている顔を見るのがほとんどでした。ことしはす

ばらしい陸上競技大会だったと思いました。 

 体育の担当ではない先生方も一生懸命でしたし、いらっしゃっている先生方が１日中頑張っ

ていらっしゃったので、感謝の気持ちでいっぱいです。 

○委員長 各委員から貴重なご意見をいただきました。やはり現場の校長先生方を通して、ま

た対応された先生方から子どもたちに伝わることを私も念じております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、報告事項等４でございます。「生涯スポーツ優良団体表彰（文部科学大

臣表彰）、東京都功労者表彰（スポーツ振興功労）及び東京都スポーツ功労賞の受賞について」、

ご説明をお願いいたします。 
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 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 「生涯スポーツ優良団体表彰（文部科学大臣表彰）、東京都功労者表彰（ス

ポーツ振興功労）及び東京都スポーツ功労賞の受賞について」ご説明をさせていただきます。 

 まず、「生涯スポーツ優良団体表彰」につきましては、本日表彰式が行われる予定でございま

す。 

 文部科学大臣表彰でございます。受賞団体は特定非営利活動法人こやのエンジョイくらぶ（か

つしか地域スポーツクラブ）でございます。こちらにつきましては平成20年９月 28日に設立

以来、平成 25年には特定非営利活動法人の認証を受け、平成26年度実績では 22種目 33プロ

グラムを年間 1,324回開催しており、年間プログラム参加者は延べ２万5,998 人を数え、会員

数も順調に推移しているところでございます。また、後段のほうになりますが、スポーツ祭東

京 2013 啓発イベント「ゆりーとダンスコンテスト」で入賞し、推進大使にも任命されてござい

ます。 

 次に、「東京都功労者（スポーツ振興功労）表彰」でございます。こちらは 10月１日に表彰

式がございました。受賞者は 飾区軟式野球連盟会長の金澤晟友さんでございます。金澤さん

につきましては、昭和 37年より 飾区軟式野球連盟の審判員として、また平成 25年４月から

は 飾区軟式野球連盟会長として長年にわたり軟式野球の普及発展に務めておられました。 

 また、 飾区体育協会役員として昭和63年から理事として参加し、 飾区のスポーツ普及・

底辺拡大のため、中学校部活動地域指導者制度の導入を提案し、指導者を登録した人材バンク

を立ち上げ、競技団体や中学校運動部活動へ人材を派遣することに努めてきました。 

 次のページでございますが、「３．東京都スポーツ功労賞」です。こちらは来週の 13日火曜

日に表彰式が予定されております。スポーツ功労団体といたしまして、まず協会・連盟等のス

ポーツ団体でございますが、こちらは 飾区ラジオ体操連盟、会長井上睦子さんでございます。

こちらにつきましては、昭和 46年に設立し、区民の体力向上を図るとともに有名指導者を招聘

したラジオ体操大会の開催、都民大会開会式への参加者派遣や、優良出席者を表彰するなどラ

ジオ体操の普及発展に努めてこられたところでございます。 

 次に、２点目が地域スポーツクラブでございまして、こちらは一般社団法人オール水元スポ

ーツクラブ（かつしか地域スポーツクラブ）でございます。こちらにつきましては平成22年３

月 27日に設立。以来、会員数も順調に推移し、今後設立を目指す地域の模範となってございま

す。 

 後段になりますが、地域に根づいたスポーツクラブとして、スポーツを通じたまちのコミュ

ニティづくりに貢献をしております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。ただいま生涯スポーツ課長からご説明をいただきました。
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ご意見あるいはご質問等ございましたらお受けしたいと思います。 

 松本委員、お願いします。 

○松本委員 課長が説明されましたように、どの団体、どの方もすばらしい実績があっての表

彰ですので、本当にうれしく思います。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。よろしいですか。 

 やはり 飾体育協会に関しましても、先ほどの児童・生徒のいろいろな活動でご指導いただ

きたいということですので、私ども教育委員会の柱にございます生涯スポーツという部分を含

めて、また委員会ともども応援してまいりたいと思います。 

 続きまして、報告事項等の５でございます。平成 27年９月に起きました関東・東北豪雨によ

る江戸川河川敷（柴又・第２柴又）の被害状況と対応報告をお願いいたします。 

 生涯スポーツ課長。 

○生涯スポーツ課長 それでは、「平成 27年９月関東・東北豪雨による江戸川河川敷（柴又・

第２柴又）被害状況と対応報告」でございます。 

 まず、「１ 経緯」でございますが、今回、９月９日から 10日に発生いたしました関東・東

北豪雨につきましては、生涯スポーツ課と公園課で連携いたしまして、江戸川の水位の上昇を

警戒しておりましたが、９月９日午後５時現在及び午後６時現在の水位、松戸になりますが、

その時点での状況では、その後の降雨により水位が上昇したとしても、江戸川河川敷運動施設

等が冠水するような状況ではないと判断をしておりましたが、深夜から 10日未明にかけまして

江戸川上流域での豪雨による降水が集中したため、江戸川の水位が急激に上昇し江戸川河川敷

運動施設等が冠水したものでございます。 

 「２ 被害状況」でございますが、（１）流木やその他漂着ごみの堆積がございました。 

 （２）グラウンドの表層土、部分的な中層土の流出があり、グラウンド等が使えないような

状況になってしまいました。 

 「３ 復旧作業」につきましては、グラウンド、倉庫、トイレ等の消毒、ごみの撤去・処分

及びグラウンドの整備でございます。 

 「４ 復旧対応期間」につきましては、９月18日からグラウンド等の作業を行わせていただ

きまして、今月末を目途に、現在、作業が進められております。 

 （１）でございますが、冠水した河川敷も水が引き、清掃作業が可能となりました９月 13

日から、順次、指定管理者による通常清掃作業といたしまして、トイレ清掃（消毒を含む）作

業を開始してございます。 

 （２）グラウンド復旧につきましては、雨天時は復旧作業ができず、また、雨天後はグラウ

ンドが乾くまで作業ができないため、場合によっては延びる可能性がございますが、昨日の作
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業状況を確認したところ、ここのところお天気が非常に安定しておりまして、場合によっては

10 月 25 日ぐらいにグラウンド等が使えるようになるかもしれないという状況で、作業のほう

はむしろ早目に、順調に進んでいるところでございます。 

 費用につきましては、記載のとおり合計で 7,239 万 4,992円となってございます。こちらに

つきましては、 飾区と指定管理者が締結いたします協定の変更を行い対応を行ってまいりた

いと考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。先ほど冒頭にお話し申し上げましたが、常総市の鬼怒川

の決壊の災禍を見るまでもなく、私どもの生涯スポーツの大事な施設が冠水してしまったとい

うご報告でございます。委員の方からのご意見あるいはご質問等ございましたらお受けしたい

と思います。 

 竹髙委員、お願いします。 

○竹髙委員 ご説明ありがとうございます。復旧が大丈夫かと心配しています。スポーツの季

節で様々なイベントがある中で、子どもたちが参加するスポーツの大会などで河川敷を使うな

ど、差し支えがないのかお聞きしたいのと、もし使う団体等が望めば、他の利用できる施設な

どを紹介してさしあげているのか教えていただければと思います。 

○委員長 生涯スポーツ課長、お願いいたします。 

○生涯スポーツ課長 江戸川の河川敷につきましては、主に野球場が多くなっております。ま

さにこの秋、河川敷を使っての野球大会等がかなり予定されておりましたが、全て 10月いっぱ

い使えないということで中止をさせていただいているところでございます。11月以降復旧をす

る予定でございますので、11月以降にスケジュールをずらしていただいたり、場合によっては

江戸川等の河川敷の野球場についてはさほど被害がなかったというお話を伺っておりますので、

そちらのほうで大会を行っていただくとか、そのほか他区の場所で使えるところがあればとい

うことで、一部野球の大会につきましては墨田区の錦糸公園の野球場のほうでやっていただい

たというような経緯もございます。それから、荒川の河川敷のほうも使えますので、そちらの

ほうへ振りかえたりもしてございます。 

○委員長 竹髙委員。 

○竹髙委員 ご説明ありがとうございます。きちんと子どもたちが使うために、復旧作業は大

変だと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 茨城県常総市を中心に、あるいは栃木県の被害を見ると、想定外のことでこの対

応はやむを得ないのではないかと思います。私も河川敷を活用している１人として、大雨が降

った前後にはよく観察に行くのですけれども、台風の予報があったとき、例年トイレとか倉庫
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とかは車輪がついていて、小高いところに引き上げていたのだけれども、今回はそれをやって

いなかったというのはちょっと残念でした。今後の大雨、台風についてはその判断が難しいと

は思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。非常に貴重なご意見だと思いますし、やはりそういった

上での平時での対応は大事なことだろうと思います。 

 ほかにどなたか。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 ９月９日から、江戸川の河川敷ということで気にしながらテレビ報道等を見てお

りました。ここにも記載がございますが、冠水するような状況ではないと判断されてというこ

とでした。そして深夜になり江戸川の水位が急激に上昇したということで、多分、職員の方が

大変な思いで対応してくださっているとニュース報道を見ておりました。深夜といいますか、

この報道が出たときに、ご自宅でも構わないですが、対応するため、どのぐらいの職員の方た

ちが待機されたのですか。 

○委員長 生涯スポーツ課長、お願いします。 

○生涯スポーツ課長 職場のほうでは、当然、待機できませんので、私どもの管理係の担当者

と係長と私は自宅のほうで待機をしてございました。 

○委員長 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 今回、 飾区はこの程度で済んだわけでございますが、今後、こういった水の被

害が想定外に起こってくるという可能性もございます。今、課長さんからご自宅で待機という

お話もございました。以前、 飾区は職員が交代で、 飾区役所の中で待機していたと伺って

おりました。たしか土日、夜間、勤務時間外の災害発生時にすぐ、対応できるような制度と記

憶しておりますが、今はなくなったのですか。 

○委員長 庶務課長、お願いします。 

○庶務課長 以前、管理職が交代で、今、おっしゃったように勤務時間外に当番で１人残って

いたということはございました。現在はその制度は実施されておりません。 

○杉浦委員 わかりました。今回の状況に関しましては、職員の方々が、いろいろこの紙面で

はわからないところでご苦労されたと思っております。その辺は感謝の思いでおります。あり

がとうございました。 

○委員長 先ほど来、各委員からもお話が出ましたが、突発的な天変地異と申しましょうか、

今回、たまたま水害という延長線上でございましたけれども、やはり 3.11を忘れてはなりませ

んし、教育委員会だけではなく、危機管理の部門との各課の整合もいただいて、ご自身の身の

安全を確保しながらなおかつ区の施設を頑張ってカバーしていただくということをこれからも

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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 それでは、「その他」の事項に入ります。庶務課長、一括してご説明をお願いいたします。 

○庶務課長 それでは済みません。「その他」の説明に入る前に、先ほど杉浦委員のご質問にお

答えできなかった部分がございますので、お答えしてよろしいでしょうか。 

○委員長 お願いします。 

○庶務課長 先ほど、「保有個人情報提供等記録簿」の「等」の範囲についてというご質問でご

ざいました。提供等記録簿に記載している内容は、個人情報に関する外部提供、それから目的

外利用の２種類の内容について記録している記録簿でございました。しかし、提供記録簿とい

う表記ですと、外部提供のほうは入っているということはわかるのですけれども、目的外利用

について記録していないように見えるものですから、「提供等」ということで「等」を入れるこ

とによって外部提供と目的外利用の二つの種類が記録されているよというのを明確にするため

に「等」を加えたということでございます。 

 先ほどは答えられなくて申しわけございませんでした。 

 それでは、引き続き「その他」の事項について入らせていただきます。 

 「１ 資料配付」でございますが、今回はございません。 

 続きまして「２ 出席依頼」でございます。今回、２件ございます。まず 12月 10日、読書

感想文コンクールでございます。こちらについては竹髙委員のご出席でお願いいたします。次

に 12月 12日土曜日、かつしかっ子宣言シンポジウム、こちらについては塚本委員長のご出席

でお願いいたします。 

 続きまして、３に次回の教育委員会の予定を記載してございますので、ごらんおきください。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。 

 ここで、委員の皆さんよりご意見、ご要望等、ご追加がありましたら、お願いします。 

よろしいですか。 

 メディア等では今般のノーベル賞、医学生理学あるいは物理について、特に理科大を中心と

して、これからまた逆に子どもたちへの未来に向けた取組み、オリンピックも大事なのですけ

れども文化面だけではなし、非常に社会環境がよくなっているような気もいたします。 

 それではこれをもちまして、平成27年教育委員会第 10回定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

閉会時刻１０時４５分 


