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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２０号 

小金井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則 

第３ 議案第２１号 

小金井市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規

程 

第４ 議案第２２号 小金井市教育委員会公印規程の一部を改正する規程 

第５ 報 告 事 項 

１ 小金井市奨学資金の応募状況について 

２ 小学校オーケストラ鑑賞教室について 

３ 第２次小金井市子ども読書活動推進計画の進捗状

況について 

４ その他 

５ 今後の日程 
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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５回小金井市教育委員会定例会を開

会する。よろしくお願いする。 

 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、髙

木委員と宮本委員にお願い申し上げる。 

 

（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２０号、小金井市教育委員会事務局組織

規則の一部を改正する規則を議題とする。 

 提案理由をご説明願う。 

 

津幡教育長   提案理由についてご説明する。 

 本案は、スポーツ振興担当課長を廃止することに伴い、規定を整

備する必要があるため、提出するものである。 

 細部については担当からご説明するので、よろしくご審議の上、

議決を賜るようお願い申し上げる。 

 

関庶務課長   議案第２０号、小金井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則についてご説明する。 

 まず、新旧対照表をごらん願う。第３条の２第１項の「スポーツ

振興担当課長及び」と、同条第２項を削除し、同条第３項を第２項

とするものである。これは、スポーツ振興担当課長が廃止となった

ことにより、スポーツ振興担当課長が所管していた事務分掌につい

て生涯学習課長が所管するというものである。 

 説明については以上である。 

 

伊藤委員長   何か質問、ご意見はあるか。よろしいか。 

 それでは、お諮りする。 

 議案第２０号、小金井市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則は、原案ど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） 
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伊藤委員長   異議なしと認め、本案は原案のとおり可決することとする。 

 これから、日程第３及び日程第４を順次議題とするところである

が、議案の効率化を図るため、日程第３及び日程第４を一括して議

題としたいと思う。なお、採決についてはそれぞれ別個としたいと

思うが、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、さよう決定する。 

 それでは、日程第３、議案第２１号、小金井市教育委員会事務決

裁規程の一部を改正する規程及び日程第４、議案第２２号、小金井

市教育委員会公印規程の一部を改正する規程を一括議題とする。 

 提案理由の説明をお願いする。 

 

津幡教育長   提案理由についてご説明する。 

 両議案とも、スポーツ振興担当課長を廃止することに伴い、規定

を整備する必要があるため、提出したものである。 

 細部については担当からご説明するので、よろしくご審議の上、

議決を賜るようお願い申し上げる。 

 

関庶務課長   議案第２１号、小金井市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る規程及び議案第２２号、小金井市教育委員会公印規程の一部を改

正する規程について、一括してご説明する。 

 まず、議案第２１号については、これまでスポーツ振興担当課長

の専決事案であったものについて、担当課長が廃止となったことに

伴い、生涯学習課長の専決事案となるものである。 

 議案第２２号については、スポーツ振興担当課長を廃止すること

により、公印規程別表第１の中の、小金井市教育委員会担当課長印、

番号１８を廃止するものである。 

 説明については以上である。 

 

伊藤委員長   説明が終わったが、何かご質問等あるか。よろしいか。 

 それでは、質疑を終了させていただく。 

 これから採決を行う。採決については、１件ずつ行うこととする。 
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 お諮りする。 

 議案第２１号、小金井市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る規程は、原案ど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、本案は原案どおり可決することとする。 

 続いて、お諮りする。 

 議案第２２号、小金井市教育委員会公印規程の一部を改正する規

程は、原案ど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、本案は原案どおり可決することと決定する。 

 次に、日程第５、報告事項を議題とする。 

 順次担当からご説明をお願いする。 

 まず、報告事項１、小金井市奨学資金の応募状況についてをお願

いする。 

 

関庶務課長   それでは、小金井市奨学資金の応募状況について、口頭にて報告

させていただく。 

 応募状況であるが、本年度は、高校生及び高等専門学校生の応募

者が３９人で、昨年度は３６人であった。大学生及び高等専門学校

生が１３人で、昨年度は２３人であった。合計５２名、昨年度は５

９名となっている。この応募者の中から高校生及び高等専門学校生

の区分で３４人、大学生及び高等専門学校生の区分で３人の奨学生

を選出することとなる。今月２２日に開催する奨学資金運営委員会

で決定させていただく。 

 本年度の募集に当たっては、市報４月１日号に掲載し、市ホーム

ページでは４月１日から４月２８日までの間、募集の告知をし、そ

の他の方法として、市立中学校卒業生保護者へのお知らせ配布、中

学校へのポスター掲示により周知を図った。 

 説明については以上である。 

 

伊藤委員長   よろしいか。 
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 それでは、よろしくお願いする。 

 次、報告事項２、小学校オーケストラ鑑賞教室についてをお願い

する。 

 

平田指導主事  小学校オーケストラ鑑賞教室についてご報告する。 

 本年度は４月２３日月曜日、午後２時から３時１０分まで、武蔵

野市民文化会館大ホールで音楽鑑賞教室が開催された。この鑑賞教

室では、小学校５年生の児童８１２名が参加し、日本ニューフィル

ハーモニック管弦楽団のオーケストラを鑑賞することができた。舞

踏組曲「ガイーヌ」より「剣の舞」などの演奏を鑑賞した。児童が

指揮者体験を行うことや、オーケストラの伴奏による全員合唱も経

験することができた。 

 鑑賞中の児童は鑑賞態度もよく、オーケストラの奏でる音色に引

きつけられる様子で終始聞いていた。 

 小学校オーケストラ鑑賞教室では、格調高い本物の生演奏を聞く

という貴重な経験を通して、児童の音楽を愛する心情や豊かな情操

を育むことができたと考える。また、音楽鑑賞をする上での態度や、

ホールという公共の場での過ごし方など、マナーについても学ぶこ

とができた。 

 なお、中学校の合唱鑑賞教室であるが、本年度は５月１１日金曜

日、午後２時から３時３０分まで、武蔵野市民文化会館大ホールで

開催する予定である。 

 報告は以上である。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 何かお尋ねになりたいことはあるか。いいか。 

 よい経験ができてよかったと思っている。 

 では、報告事項３、第２次小金井市子ども読書活動推進計画の進

捗状況についてお願いする。 

 

田中図書館長  図書館から、報告事項３、第２次小金井市子ども読書活動推進計

画の平成２３年度の進捗状況についてをご報告する。 

 第２次小金井市子ども読書活動推進計画は、第１次小金井市子ど

も読書活動推進計画に引き続き、平成２１年５月に５年間の計画と

して策定したものである。お手元の資料については、平成２３年３
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月２３日に庁内検討委員会を開催し、関係各課から平成２３年度の

進捗状況の報告を受け、まとめたものである。 

 主な成果についてであるが、資料の表紙をめくっていただいて１

ページ目になるが、表の左側の施策の体系の、２の図書館の（１７）、

小金井市図書館協議会が東京学芸大学を会場に開催された青少年

のための科学の祭典に出展し、図書館のアピール及び図書館からは

関連図書の貸し出しを行った。 

 次に、おめくりをいただいて、２ページ目になるが、３の学校・

学校図書館の（１０）、学校図書館へのコンピュータシステムの導

入についての検討を進めてきており、２３年度には全蔵書について

図書データ入力を行った。そして、２４年度にはいよいよ全学校図

書館でコンピュータシステムが稼働する。このことにより、貸し出

し、返却、蔵書管理などがパソコンにより行われることとなる。 

 次に、４の生涯学習と関わりのある教育機関のところの、（２）

公民館のアで、親子を対象とした絵本等の読み聞かせや朗読講座の

実施で、公民館本町分館で２２年度の初級に続き、朗読中級編講座

を４回開催した。 

 次に、３ページになるが、５の保育園・児童館、子どもと関わり

あいのある諸機関では、（６）の障害福祉課のイ、障害者福祉セン

ターの閲覧用図書の充実になるが、図書の設置場所を、２階だけだ

ったものを１階にも広げ、利用者に手の届く場所へと変更した。 

 なお、４月２６日には午前１０時から１２時３０分まで読書関連

の市民団体を対象に、第２次小金井市子ども読書活動推進計画の進

捗状況などの報告と意見交換会を開催している。意見の中では、図

書館での調べ学習図書の充実、学校図書館補助員の増員、開館日数

の拡大、図書費の確保など、多くのご意見をいただいた。いただい

たご意見については担当課に送付をする。 

 報告については以上になる。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 何かお尋ねになりたいことはあるか。よろしいか。 

 それでは、その他にまいる。 

 学校教育部から報告があったらお願いする。 

 

尾上学校    特にない。 
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教育部長 

 

伊藤委員長   生涯学習部からあるか。 

 

井上生涯    先ほど来、議案のほうでご説明したとおり、スポーツ振興担当課 

学習課長   長を５月１日から廃止したことにより、スポーツ振興係については

生涯学習課長の所管になったので、このことについてご報告する。 

 それでは、第１７回ウオーキングフェスタ東京の報告をさせてい

ただく。 

 去る４月２８日、２９日の２日間にわたって、第１７回ウオーキ

ングフェスタ東京を実施した。両日とも好天に恵まれ、絶好のウオ

ーキング日和になった。参加人数については、ご配布してある資料

のとおりであるが、２日間で合計１万８１５人の参加者があった。

前回第１５回と比較すると参加者は、延べ人数、また、１日当たり

の参加人数が減少している。理由としては、大会の日数が３日から

２日に減ったということの中で、北海道、東北、関西方面等の遠方

から参加される方が減ったのかなということなどが考えられる。 

 次に、中学生のボランティアについては、２日間で延べ８４人の

生徒さんにご協力いただいた。活動内容としては、スタート、ゴー

ル地点でのチェックカードへのスタンプの押印、飲料水の配布、ゴ

ールでの出迎えなどである。 

 また、ちょっと残念なことであるが、事故の報告である。ゴール

後に熱中症でぐあいが悪くなった方が１名いた。救急車で病院に搬

送したが、幸い大事には至らず、ご家族が迎えに来られて、その日

のうちに帰宅されたということである。 

 説明については以上である。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 あまりに良いお天気のもと、頑張られた結果だと思うが、係の方

は大変だったと思う。 

 ほかにあるか。 

 次の、今後の日程について報告をお願いする。 

 

倉澤庶務係長  教育委員会の今後の日程について報告する。 

 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会が５月１
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８日金曜日に埼玉県川口市川口総合文化センターリリアメインホ

ールでとり行われる。全委員の出席をお願いする。次に、第６回教

育委員会定例会が５月２２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。次に、東京都市町

村教育委員会連合会第５６回定期総会が５月２４日木曜日、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。次に、第７回教育委員会定例会が７月１０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。 

 

伊藤委員長   ありがとう。 

 ちなみに５月２４日、今回、小金井は大当たりで、市町村連合会

の常任理事であると同時に、この総会の議長に当たった。 

 それでは、以上で報告事項をすべて終了させていただく。 

 以上で本日の日程をすべて終了させていただく。 

 これをもって平成２４年第５回教育委員会定例会を閉会させて

いただく。ありがとう。 

 

閉会 午後１時４８分 

 


