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日程 議          題 

第１  会議録署名委員の指名 

第２ 議案第５３号 

小金井市公民館企画実行委員の選任に関し同意を求め

ることについて 

第３ 報 告 事 項 

１ 平成２４年度小金井市立小・中学校読書感想文コン

クールの表彰結果について 

２ その他 

第４ 議案第５４号 職員の分限処分について 
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開会 午後１時３０分 

 

伊藤委員長   皆様、こんにちは。 

 ただいまから平成２４年第１２回小金井市教育委員会定例会を

開会する。 

 日程第１、会議録署名委員の指名。本日の会議録署名委員は、鮎

川委員と宮本委員にお願い申し上げる。よろしくお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

伊藤委員長   次に、日程第２、議案第５３号、小金井市公民館企画実行委員の

選任に関し同意を求めることについてを議題とする。 

 提案理由のご説明をお願いする。 

 

津幡教育長   提案理由についてご説明する。 

 第２２期小金井市公民館企画実行委員（成人教育・文化活動部門）

に欠員が生じ、追加委嘱する必要があるので、本件を提出するもの

である。 

 細部については公民館長からご説明するので、よろしくご審議の

上、ご議決賜るようお願い申し上げる。 

 

大関公民館長  それでは、細部についてご説明する。 

 過日、本館及び東分館の企画実行委員２名の方から、一身上の都

合により退任届が提出されたこと、また、本年７月に改選のため、

新たな２２期の企画実行委員の募集を行ったところ、１名が欠員だ

ったことに伴って、このたび合計で３名の補充選出を行った。 

 内容については、１０月１５日の市報で公募を行って、１１月６

日に本館にて説明会を実施し、１１月１６日の午後５時まで推薦、

立候補を受け付けた。この時点において、立候補者、立候補届け出

者が４名いたことから、１１月２０日に候補者調整会を行ったとこ

ろである。 

 その結果、別紙のとおり３名の方を選出したので、小金井市公民

館条例第２１条に定める小金井市公民館企画実行委員を、選出要綱

に基づき、追加候補者名簿に登載し、また、選任した上、追加委嘱

したいと考えているので、何とぞご審議の上、ご同意賜るよう、よ
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ろしくお願いする。 

 

伊藤委員長   説明が終わった。ご質問、ご意見はあるか。 

 よろしいか。では、以上で質疑を終了する。 

 お諮りする。 

 議案第５３号、小金井市公民館企画実行委員の選任に関し同意を

求めることについては、原案のとおり可決することにご異議はない

か。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊藤委員長   異議なしと認め、本案については原案のとおり可決することと決

定した。 

 次に、日程第３、報告事項を議題とする。順次、担当からご説明

をお願い申し上げる。 

 報告事項１、平成２４年度小金井市立小・中学校読書感想文コン

クールの表彰結果についてをお願いする。 

 

平田指導主事  平成２４年度小金井市立小・中学校読書感想文コンクールの表彰

結果について、報告させていただく。 

 「報告事項１資料」をごらんいただきたい。 

 平成２４年度は、昨年度より３０２件多い、１,５４８件の読書

感想文が小・中学校から提出された。これは全児童・生徒数の約２

割に当たる。 

 １０月２９日月曜日に選考会を行った結果、平成２４年度の入賞

作品が資料のとおり決定した。 

 表彰式は、１１月２０日火曜日に前原暫定集会施設で行った。表

彰式には、教育長ほか最優秀賞と優秀賞を受賞した児童・生徒と保

護者、受賞した児童・生徒の学校の校長、副校長が出席して行われ

た。 

 なお、入選、佳作の受賞者については、学校を通して表彰状を渡

す予定である。 

 ご報告は以上である。 

 

伊藤委員長   すまない、ちょっと聞き損なった。千何件だったか。 



 -３-

 

平田指導主事  １,５４８点である。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 ご質問とかご意見はあるか。 

 

鮎川委員長   これは課題図書とか、自由図書とか、そのような区分けはあるの 

職務代理者  か。 

 

平田指導主事  課題図書は設定していない。フィクション、ノンフィクションな

どの好きなものを選んで、いろいろな感想文を書くようになってい

る。 

 

鮎川委員長   小学校の低学年の部など、同じ図書が選ばれているのは偶然なの 

職務代理者  か。 

 

平田指導主事  はい。 

 

鮎川委員長   そういうことなのか。わかった。ありがとう。 

職務代理者 

 

伊藤委員長   ほかにはないか。よろしいか。 

 それでは、報告事項５、その他、学校教育部から何かあるか。 

 

尾上学校    私のほうから、平成２４年第４回市議会定例会についてご報告す 

教育部長   る。１１月２６日の議会運営委員会で決定されたもので、まだ本会

議の中で確定したものではないけれども、予定とする内容について

ご報告する。 

 会期は１１月２９日から１２月２０日までの２２日間で、１２月

２日に日曜議会が開催される。これには議長を除く議員全員、２２

人が持ち時間２０分で一般質問をされる。 

 学校教育部に関連するものを先にご報告するけれども、２件ある。 

 「就学援助「準要保護」児童生徒の支給費目の拡大を」というこ

とで、地方交付税との関係もあるけれども、それの一般質問を受け

るということが予定されている。 
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 もう１点は、「子ども参加で、いじめのないまちへの取り組みを」

ということで、藤沢市がＮＰＯとともに推進しているということで、

「いじめ防止プログラム」というのがあるようだが、まだ私も拝見

していないけれども、これを導入しないかというような内容となっ

ている。 

 また、１２月５日、６日に、これは持ち時間４０分ということに

なるけれども、一般質問が予定されている。学校教育部に関するも

のは、５人の議員からご質問を受ける予定である。 

 なお、質問内容等、これからご報告する内容は一般質問通告書の

文書の記載から拾い上げたものであるので、また詳細は、来年にな

るけれども、１月８日の教育委員会でご報告いたしたいと思う。 

 ちなみに、「通学路の安全対策について」ということで、これは

文部科学省にも報告していて、その中で、通学路の耐震化方針を問

うとかという形で、問われるものである。 

 ２番目が、「青少年のキャリア教育の充実について」ということ

で、これは実社会との本格的な接点となる中学生の職場体験につい

て、その受け入れ先を、より多様化、充実させないかということで、

これは市役所の仕事だけではなくて、ごみ収集作業など委託業者が

受けている仕事、あるいは、シルバー人材センターが請け負った仕

事などについても、職場体験の受け入れ先として、市役所が先頭を

切って拡大していかないかということである。また、将来を見据え

た、市・市教育委員会・ＰＴＡ・商工会議所などがともに手を携え

て、青少年のキャリア教育の環境を変えないかという質問である。 

 次は、端的に「小学校給食の民間委託はやめよ」という表題にな

っている。 

 ４点目は、不登校の取り組みということで、不登校となっている

児童・生徒、あるいは家庭へのサポート体制のさらなる充実をとい

うことで、スクールカウンセラーとかの配置状況、あるいは、もく

せい教室の利用状況、あるいは、家庭へのサポート体制は整ってい

るかということで、ご質問を受ける予定である。 

 最後になるけれども、児童発達支援センター、これは子ども家庭

福祉における学校教育で対応というか、来年９月１４日に開設され

る児童発達支援センターにかかるものであるけれども、子どもたち

が安心して支援を受ける運営体制にしてくれというような内容で、

これは個別に聞かないとわからないけれども、学校教育も関係して
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いるので、その中でご質問を受けるのかと思う。 

 あとは、一般会計補正予算だけれども、その主なものとしては、

債務負担行為ということで、２４年度から３４年度までのＧＨＰエ

アコン借上料、それから２４年度、２５年度と学校給食調理委託料

ということであるが、これは中学校のほうである。 

 あと、特別支援学級に関するものと就学援助に関係する経費等が

ある。 

 以上、非常に雑駁だけれども、私のご報告とさせていただく。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 

西田生涯    生涯学習部からも、第４回定例会について、一般質問を受けてい 

学習部長   るので、そのご報告等をさせていただく。 

 先ほど学校教育部長が申されたのと同じだけれども、詳しいご報

告は年明けということにさせていただくが、表題だけ拾い集めたと

ころ、日曜議会で１件、残時間ということで１２月５日、６日に行

われる４０分のほうの質問が２件ほど、主に生涯学習部が関連して

いるというか、主になって答えなければならないご質問が出ている。 

 まず、日曜議会だけれども、スポーツ祭東京２０１３について、

気運醸成のための事業等についてのご質問がなされる予定である。 

 残時間のほうについては、図書・読書に興味を持ってもらえる企

画展の開催をしてもらいたいというようなもの、そして、市立図書

館の改善をしてもらいたいというような質問が予定されている。 

 もう一つは、市内の公民館や集会所の和室の利用ということで、

市民部や福祉保健部との協調、協力の中で、これから質問にお答え

をしていくという形になろうかと考えているが、障害者や高齢者が

使いやすいよう、マットを敷いて、パイプ椅子なども使えるように

というような趣旨の御質問が予定されているところである。 

 また、補正予算について、国体関連だけれども、先ほど日曜議会

の質問でも、気運醸成というお話をさせていただいたけれども、こ

れに関連した予算が提出されているところである。 

 第４回定例会についてのご報告は以上である。 

 

尾﨑国体推進  スポーツ祭東京２０１３小金井市実行委員会第３回総会を開催し 

担当課長   たので、口頭でご報告させていただく。 
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 開催日は、先週の１１月２２日木曜日、午前１０時から小金井市

商工会館において開催した。 

 内容は、報告事項が２件で、委員及び役員の変更について、もう

一件が、予算の流用についてご報告をさせていただいた。 

 議事は、議案第１号、スポーツ祭東京２０１３平成２４年度収支

補正予算案についてご提案をさせていただいた。この内容であるが、

９月に追加及び新規募集となった東京都の補助事業及び東京都市

長会の助成事業について、スポーツ祭東京２０１３気運醸成・開催

記念事業及び２０２０年オリンピック・パラリンピック東京招致に

関する気運醸成事業であり、関連事業７件を実施するため、実行委

員会交付金に９６６万円の増額をご提案申し上げ、審議いただいた。 

 特段の質疑もなく、ご承認をいただいた。 

 なお、これらの事業については、次の第４回市議会定例会におい

て第１回補正予算として提案し、ご議決をいただいた後に実施する

事業である。 

 以上である。 

 

伊藤委員長   お三方からご報告があったけれども、特別に何かあるか。 

 よろしいか。 

 それでは、今後の日程について、お願いする。 

 

倉澤庶務課  教育委員会の今後の日程について、報告する。 

庶務係長   平成２５年第１回教育委員会定例会が１月８日火曜日、午後１時 

３０分から８０１会議室で開かれる。全委員の出席をお願いする。 

 東京都市町村教育委員会連合会第３回常任理事会・第３回理事

会・第２回理事研修会が１月１０日木曜日、午後１時から、それぞ

れ東京自治会館第８会議室及び大会議室でとり行われる。これにつ

いては委員長の出席をお願いする。 

 東京都市町村教育委員会連合会研修会が２月５日火曜日、午後２

時から東京自治会館４階講堂でとり行われる。全委員の出席をお願

いする。 

 第２回教育委員会定例会が２月１２日火曜日、午後１時３０分か

ら８０１会議室で開かれる。全委員の出席をお願いする。 

 報告は以上である。 
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伊藤委員長   よろしいか。 

 これ以外に、１月の予定等で、私どもが知っておくべきようなこ

とはないか。 

 

西田生涯    それ以外に、成人式が１月１４日に予定されているので、そちら 

学習部長   にも、全委員さんにご招待状をこれから発送させていただくので、

よろしくお願いする。 

 例年のとおりの内容ということで予定しているけれども、よろし

くお願いする。 

 

伊藤委員長   例年、新年の集いというようなものがあるが、あれは今年もある

か。 

 

倉澤庶務課   はい。１月の初旬を予定している。また連絡させていただく。 

庶務係長 

 

伊藤委員長   成人式は、今年はどこで……。 

 

西田生涯    成人式のほうは市民交流センターで行う。去年と同じである。 

学習部長 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 では、また１月に幾つか追加があるようだが、よろしいか。 

 それでは、以上で報告事項を終了させていただく。 

 これから日程第４を議題とするところであるが、人事に関する議

案であるので、委員長は、本件は小金井市教育委員会会議規則第１

０条第１項に規定する事件に該当するため、非公開の会議が相当と

判断する。 

 委員の皆様、異議はないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊藤委員長   全員異議なしと認め、秘密会を開催する。 

 準備のため暫時休憩する。 
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休憩 午後１時４７分 

再開 午後１時５０分 

 

伊藤委員長   再開する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。これをもって平成２４年第 

１２回教育委員会定例会を閉会する。ありがとう。 

 

閉会 午後１時５０分 

 


