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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２５年第６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である。本日の会議録署名委員

は、宮本委員と鮎川委員にお願いする。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１１号、教育委員会事業場安全衛生委員

会委員の任命についてを議題とする。 

 提案理由について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。 

 教育委員会事業場安全衛生委員会において、小金井市事業場安全

衛生委員会等に関する取扱要綱第２条に基づく職員団体の推薦す

る職員が、平成２５年４月１日付け人事異動により欠員になったこ

とに伴い、新たに委員を任命する必要があることから、本案を提出

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、

ご議決賜るようお願い申し上げる。 

 

関庶務課長   説明する。 

 教育委員会事業場安全衛生委員会については、教育委員会におい

て新しく職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の

形成を促進するため、労働安全衛生法の規定に基づいて規定された

小金井市職員安全衛生管理規則第１９条から第２８条までにおい

て、設置及び運営体制等の取り扱いについて定められているところ

である。 

 教育委員会事業場安全衛生委員会の職員団体の推薦する職員は、

小金井市事業場安全衛生委員会等に関する取扱要綱第２条によっ

て７人となっているが、平成２５年４月１日付けの人事異動に伴い、

１人欠員が生じたので、欠員１名の推薦依頼を職員団体に対して行

い、本年５月１６日付けで推薦があったので、委員の補充を行うも
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のである。 

 新たに任命する委員は、指導室教職員係の佐藤翔さんである。 

 なお、今回補充する職員団体の推薦する委員の任期は、平成２５

年５月２８日から平成２５年１１月１８日までとなっている。 

 細部については以上である。よろしくお願いする。 

 

伊藤委員長   説明が終わった。何かご質問、ご意見はあるか。 

 

鮎川委員長   確認である。任期が平成２５年１１月１８日ということだが、 

職務代理者  １１月１８日に全員の７人の方が一斉にかわる時期なのか。 

 

関庶務課長   委員一人一人の任期については、今、手元にないけれども、今回

については、小金井市職員安全衛生管理規則第２２条により、任期

は２年なんだけれども、今回は補欠委員の任期となっていたので、

前任者の任期が１１月１８日までであったので、今回、その残任期

間ということで、１１月１８日までというところである。 

 

鮎川委員長   わかった。ありがとう。 

職務代理者 

 

伊藤委員長   ほかにあるか。よろしいか。 

 以上で質疑を終了させていただく。 

 お諮りする。 

 議案第１１号、教育委員会事業場安全衛生委員会委員の任命につ

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、本件については原案のとおり可決することと決

定した。 

 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、審議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

題といたしたいと思う。なお、採決については、それぞれ別個に行

うこととする。 

 これにつき、ご異議はないか。 
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（委員一同異議なしの声） 

 

伊藤委員長   異議なしと認め、さように行うことに決定する。 

 日程第３、議案第１２号、小金井市立前原小学校学校薬剤師の解

嘱について及び日程第４、議案第１３号、小金井市立前原小学校学

校薬剤師の委嘱についてを一括議題とする。 

 提案理由について、ご説明をお願いする。 

 

津幡教育長   学校保健安全法第２３条に基づき、学校薬剤師の委嘱を行ってい

るが、本人より辞退の申し出があり、解嘱を行うため、また、残り

の期間についての委嘱を行うため、本案を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、

ご議決賜るようお願い申し上げる。 

 

前島学務課長  細部についてご説明する。 

 学校薬剤師については、平成２５年４月１日より２年間の委嘱を

しているところである。 

 このたび、前原小学校、高岡さえみさんより、学校薬剤師を５月

３１日をもって辞退したいという申し出があった。高岡さえみさん

については、現在まで２校、前原小と本町小学校をお持ちいただい

ている方である。 

 また、後任には、薬剤師会より村藤康裕さんのご推薦をいただい

ている。前原小学校薬剤師として村藤さんを、委嘱することとした

いと思う。 

 なお、委嘱期間は、前任者の残任期間である平成２５年６月１日

から平成２７年３月３１日までとしたいと考えている。 

 簡単であるが、説明は以上である。 

 

伊藤委員長   説明が終わったが、何か質問、ご意見はあるか。 

 よろしいか。 

 ちょっと一言。今のお話だと、本町と前原ということで、高岡さ

えみさんは、本町はお続けになるということでよろしいか。 

 

前島学務課長  そのとおりである。 
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伊藤委員長   わかった。ありがとう。 

 よろしいか。質疑を終了する。 

 これから採決を行うところであるが、採決については案件１件ず

つ行うことにする。 

 お諮りする。 

 議案第１２号、小金井市立前原小学校学校薬剤師の解嘱について

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、本案は原案のとおり可決することと決定する。 

 続いてお諮りする。 

 議案第１３号、小金井市立前原小学校学校薬剤師の委嘱について

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、本件については原案のとおり可決することに決

定した。 

 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

をいただく。 

 報告事項１、小学校給食調理業務についてをお願い申し上げる。 

 

前島学務課長  報告事項１、小学校給食調理業務について、ご報告させていただ

く。 

 前回の教育委員会定例会でもご報告させていただいたが、新しい

経営方法による小学校給食調理業務について、当初予定していた８

日間の説明会の日程を終了したので、ご報告申し上げる。 

 参加者は延べ２６９人である。 

 参加者からのご質問やご意見をお受けしたが、主な内容としては、

保護者にお伝えしてから、アンケートの実施や説明会から９月に委

託の実施までの期間が短過ぎるといったご意見やご質問、今から保

護者の意見を取り入れることはできないか、３月まで延ばして十分

な説明をすべきであるというご意見、委託業者に対する安全性、質
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の確保についての不安、また、中学校調理業務を委託するときに、

小学校給食調理業務は直営とするとしていたのに、なぜ変わったの

か、また、調理員の採用困難な状況で、４校直営を維持するという

のは無理ではないか、また、業者選定時のプロポーザル公開の要望

などなど、新しい小学校給食の経営方法に対する生の意見、声を聞

くことができた。 

 それぞれの質問や意見には丁寧に回答させていただいたが、教育

委員会事務局としても、保護者への説明の時間が非常にタイトであ

ることは認識しており、保護者の皆さんが理解する時間が短くなっ

てしまったことは申しわけなく思っているところである。 

 ただ、教育委員会事務局として言えることは、保護者や地域の方

に真摯に対応し、できることはしていきたいし、何よりも子どもた

ちのために、継続的に安定した給食を提供することを大前提に、９

月の実施に邁進したいと考えている。 

 なお、説明会の議事録やアンケートのまとめについては現在作成

中であり、でき上がり次第公表するという形としている。 

 また、説明会について、平日の昼間の日程がなかったことから、

説明会参加者から開催の要望があったので、追加日程として６月５

日、水曜日、午後２時から４時まで、萌え木ホールで開催すること

としたので、あわせてご報告する。 

 報告は以上である。 

 

伊藤委員長   ご質問、ご意見はあるか。 

 

髙木委員    前回も私は質問させていただいたと思うので、もう一回確認であ

るが、対象家庭３,９８７人に対して配付しているのは、「説明会開

催のお知らせ」と書いてあるけれども、説明会のときに使う説明用

の資料というのがあるのか。それは全家庭には配付しないのか、し

ているのか。 

 

前島学務課長  説明会に来られた方には配付している。 

 ただ、現在はホームページ上で公開しているという状況になって

いる。 

 これから、いただいた意見等については、学校を通して公開する

という形を考えている。 
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伊藤委員長   意見に対しては、学校を通してということか。 

 

前島学務課長  学校を通して、あるいはホームページで公開していくという形を

とらせていただく。 

 

髙木委員    そうすると、ホームページを見ない、あるいは説明会に来ない方

は、どうなるかはわからない、知らないということか。 

 

前島学務課長  ご意見としていただいて、検討させていただきたいと思う。 

 

髙木委員    ここは意見であるが、参加の方の人数と、これも重複している方

もいらっしゃる可能性もあると思うので、１割というか、かなり低

い参加率だと思うので、ホームページを見ている方がどの程度いら

っしゃるか、これはわからないけれども、しっかりと伝えるという

ことは責任があるのではないかという気がするので、よろしくお願

いする。 

 

伊藤委員長   これから、１割以下であるから、ホームページを全ての方が開い

たとは想像できないので、よりわかりやすく保護者に知らせる、何

らかの方法の検討をお願いするという形でよろしいか。 

 ほかにあるか。 

 

鮎川委員長   説明会について、先ほど、６月５日の２時から４時に追加で開催 

職務代理者  してくださるということで、お忙しいところ、ありがとう。 

 小学校低学年のお子様がいらっしゃる方は、学校がある間の水曜

日の２時から４時だと、お子様は下校されている時間かもしれない。

 保護者の方々から幾つかご要望を伺った中で、小学校の低学年の

お子様が学校にいらっしゃる平日の午前中が出席しやすいという

お話も伺ったので、お忙しいと思うが、あわせてご検討いただくと

ありがたい。お願いする。 

 

前島学務課長  平日の午前中ということで、議会の合間を縫って実施しようと思

っていたのだが、あいにく会場の都合で、現在こういった形になっ

ている。残念であるが。 
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鮎川委員長   わかった。６月、そういう時期であった。すまない。 

職務代理者 

 

宮本委員    ご説明を聞いたと思うけれども、調理を５校委託して、４校は直

営校になるというように分けたわけである。 

 そうしたときに、特に委託校になった学校のほうからの特別な意

見というか、ＰＴＡのほうから何かなかったのか。 

 

前島学務課長  それぞれ大変多くの意見をいただいているので、全てはお話しで

きないと思うが、まず、差が出ないような形になるのかというのが

大きいところだと思う。直営、委託で差ができてしまわないように

と。 

 こちらのほうは、直営、委託ともメリット、デメリットがあるの

で、補完し合いながら、小金井全体の給食の向上を目指すという形

を考えているので、その中には保護者の方が入っていただいたり、

そういうことも含めて、それぞれ直営も委託校も、介入していける

ような制度というふうに考えている。差を生じさせないという形で

考えているし、そうしていかなければならないと考えている。 

 

伊藤委員長   ほかにあるか。 

 

鮎川委員長   説明会を各学校で開催していただいて、差が出ることをご心配 

職務代理者  されていた保護者の方々は、説明をお聞きになって、ご理解いただ

けたのか。まだ、何か納得できない部分が残っているところもある

のか。 

 

前島学務課長  全般的に、保護者の方の理解する時間というのがないというのも

あり、全て納得されているという形では考えていない。 

 ただ、私たち、限られた時間の中、できることは丁寧にご説明申

し上げて、これからも何らかの形で、そういった疑問点、不安等を

払拭できるような形で、お知らせしていきたいと考えている。 

 

鮎川委員長   わかった。そうである、時間が限られている。 

職務代理者   すまない、勝手なことばかり言って申しわけない。よろしくお願
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いする。 

 

伊藤委員長   ほかにはあるか。 

 １ついいか。できるかどうかわからないが、給食が始まった後、

どのように、どんな給食なのかというような、それぞれ学校で給食

試食会なども開かれているが、より、今後そういったこともやって、

始まっておしまいじゃなく、始まって、食べていただいて、検討し

ていただいて、また、もっと向上できる形というような、将来に向

けての教育委員会としてのフォローというか、そんなことも説明の

ときに、これから考えていくんだというようなことも、やっていた

だければ、より保護者の方がご納得いただけるし、保護者のご意見

も、今後取り入れていくというようなことにつながると思うので。 

 ただ、給食数や、その他もろもろ難しい問題もあるので、はいは

いというわけにはいかないと思うが、始まるまでは努力するけれど

も、始まったらおしまいよじゃなくて、その後も努力していくんだ

ということを伝えていくことが大切かなと思っている。 

 

前島学務課長  委員長おっしゃるとおりで、始まった後のほうが、本来、大変な

努力が必要だと思う。 

 先ほども申し上げたとおり、差を出してはいけないし、向上もさ

せていかなくてはいけない。また、保護者の方の安心や納得といっ

たものも得ていかなくてはいけないという意味では、そういったシ

ステムづくりからして、保護者の方を入れながら進めていきたいと

いうふうに思っているところである。 

 試食会等についても、充実させていかなくてはいけないものの一

つだというふうに認識している。ありがとう。 

 

伊藤委員長   それに、５対４で給食の提供の方式が変わっていくわけだから、

そこで給食をつくっている方同士の交流とか研修、そういったこと

も保護者に説明して、より充実して小金井らしさを追求していくん

だというようなことも、丁寧にご説明があることで、より安心いた

だけるかなと思う。 

 初めてのことだと思うので、そういう意味で、きめ細かい配慮が

あることが子どもたちのためかなと思う。大変お疲れだと思うが、

よろしくお願いする。 
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 ほかにはあるか。よろしいか。 

 報告事項２、その他に移る。 

 学校教育部から、報告事項はあるか。 

 

天野学校    特にない。 

教育部長 

 

伊藤委員長   生涯学習部からはいかがか。 

 

西田生涯    生涯学習課長から報告がある。 

学習部長 

 

天野生涯    名勝小金井（サクラ）復活事業に関するアンケート実施について、 

学習課長   口頭でご報告させていただく。 

 名勝小金井（サクラ）復活事業については、平成２２年度から平

成２４年度までにかけて、玉川上水の新小金井橋から関野橋まで約

６４０メートルをモデル整備事業区間として、整備をしたところで

ある。 

 毎年、整備をした翌年にアンケート調査を実施しており、その結

果については、教育委員会、それから、市議会において報告してい

るところであるが、今年度については、３年間、モデル区間全ての

整備が終わったということもあるので、近隣への調査を引き続き行

うとともに、市報、それからホームページを活用して、広く一般の

市民の方にも調査をかけようと思っているので、その報告である。 

 アンケートの調査内容については、経年的な経過というのも比較

したいというところがあるので、昨年までと同様な内容で実施する

予定である。 

 結果については、まとまり次第、こちらのほうでご報告をさせて

いただきたいと思う。 

 以上である。 

 

伊藤委員長   何かご質問はあるか。よろしいか。 

 ほかにはよろしいか。 

 報告事項３、今後の日程に移る。お願いする。 
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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年度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３１日金曜日、午後１時から茨城県つくば市つくば国際会

議場で開かれる。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平成２５年度第１回研修推進委

員会が７月４日木曜日、午後２時から東京自治会館第８会議室で開

かれる。こちらは委員長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９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。 

 第８回教育委員会定例会が７月２３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平成２５年度第２回研修推

進委員会が８月１日木曜日、午後２時から東京自治会館第８会議室

で開かれる。こちら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平成２５年度第３回研修推進委

員会（兼）平成２５年度第２回常任理事会及び平成２５年度第２回

理事会・平成２５年度第１回理事研修会が８月２２日木曜日、午後

１時から東京自治会館第８会議室及び大会議室で開かれる。こちら

も委員長の出席をお願いする。 

 次に、第９回教育委員会定例会が８月２７日火曜日、午後１時３

０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   以上で報告事項を終了する。 

 次に、日程第６から日程第８までの３件を順次議題とするところ

であるが、いずれの案件も人事に関する事件である。 

 委員長は、本案は小金井市教育委員会会議規則第１０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が、

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   異議なしと認め、秘密会を開会する。 

 準備のため暫時休憩する。傍聴人におかれては、席を外していた

だくことになるので、どうぞよろしくお願い申し上げる。 
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休憩 午後１時５５分 

再開 午後２時０４分 

 

伊藤委員長   再開する。 

 本日の審議は全て終了した。これをもって平成２５年第６回教育

委員会定例会を閉会する。 

 

閉会 午後２時０５分 

 


