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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１６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 

第３ 報 告 事 項 

１ 小金井市チャレンジデー実行委員会の結果につい 

 て 

２ その他 

３ 今後の日程 

第４ 議案第１７号 職員の退職について 

第５ 議案第１８号 職員の人事異動について 
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開会 午後１時３０分 

 

鮎川委員長   では、皆様こんにちは。 

 あすのチャレンジデーに向けて、いよいよ本番が近づいてまいっ

たが、どうぞ、あしたよろしくお願いする。 

 

西田生涯    委員の皆様にもよろしくお願いする。 

学習部長 

 

山本教育長   頑張ろう。 

 

鮎川委員長   では、ただいまから平成２６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。本日の会議録署名委員は、岡

村委員と福元委員にお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

鮎川委員長   次に、日程第２、議案第１６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。 

 

山本教育長   提案理由について説明する。 

 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２６年４月１日付け人事異動により欠員となったこ

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   それでは、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、働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



 -２- 

小金井市職員安全衛生管理規則第１９条から第２８条までの規定

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委員は、

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条におい

て７人となっているが、平成２６年４月１日付けの人事異動に伴い

欠員が１人生じたので、欠員１名の推薦依頼を職員団体に対して行

い、本年５月２２日付けで推薦があったので、委員の補充を行うこ

ととした。 

 新たに任命する委員は、議案第１６号、資料であるとおり、学務

課学務係の内田玲奈さんである。なお、今回補充する職員団体に推

薦する委員の任期は、平成２６年５月２７日から平成２７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。 

 

鮎川委員長   事務局の説明が終わった。何かご質問、ご意見はあるか。特によ

ろしいか。 

 特にないようであるので質疑を終了する。 

 それでは、お諮りする。議案第１６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） 

 

鮎川委員長   異議なしと認める。 

 本件については、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、担当から説明願う。 

 

石原生涯    それでは、１番、小金井市チャレンジデー実行委員会の結果につ 

学習課長   いて、口頭報告をさせていただく。 

 ５月２８日、あすのチャレンジデーに向けて実行委員会を既に組

織し、第１回の会議及び第２回会議を行ったので、概要を報告する。 

 第１回の会議は、５月１５日午後６時３０分から市役所本庁舎で

開催して、実行委員をお願いした５６名のうち２６名の出席、２２
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名の方に委任状のご提出をいただいた。 

 会議においては、チャレンジデーの趣旨をわかりやすくご理解い

ただけるよう、映像により過去のチャレンジデーの各地の様子など

をお見せした上で、各委員、所属団体にチャレンジデーへの参加の

ご協力をお願いした。 

 会議においては、実行委員以外の関係者へ周知を図るためのチラ

シを配布したいなどの積極的なご意見をいただいて、限られた時間

の中での周知が期待できる面があった。 

 第２回の会議については、５月２３日午後６時３０分から商工会

館で開催して、２７名の出席と１７名からの委任状の提出を受けた。 

 会議では、各委員、所属団体などが行っている参加の呼びかけの

紹介などが意見としてあって、本市に隣接する他市のスポーツ団体

にも、当日、小金井市内で活動して、チャレンジデーに参加してい

ただけるようお声がけを行っているという委員の方や、チャレンジ

デーを盛り上げるためのユニフォームを用意したほうがいいので

はないかというご意見。また、従業員の方が二重に登録しないため

には、どのような報告をすればいいのかといったような、積極的に

参加したいというご意見が多く出された。 

 本市におきましては、今年度が初参加であって準備不足であるこ

とは否めないところがあるが、今回の対戦相手である福岡県の大牟

田市との参加率の高さを競うことだけが目的ではなく、スポーツ習

慣をより多くの方に身につけていただき、市民の健康寿命を延ばし

ていくことに役立てるイベントとしていきたいと考えているとこ

ろである。 

 報告は以上である。 

 

鮎川委員長   何かご質問などあるか。福元委員、お願いする。 

 

福元委員長   今の広報の問題とか、第１回に出ていたとか、それから第２回で 

職務代理者  呼びかけの問題とか、いろいろ出たということであるが、そういう

ものは、そういう意見に対して実際にはどういう対応をしたのか。 

 

石原生涯    広報については、各新聞社へのプレスリリースを行っていて、主 

学習課長   要新聞社には、本日まで、既に各紙に掲載をしていただくことがで

きた。それから、小金井市の地域新聞である小金井新聞にも取り上
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げていただいていて、それから地域ケーブルテレビ局であるＪ：Ｃ

ＯＭ小金井のほうでも、短時間ではあるが市長のインタビューなど

の放映をしていただいた。 

 それから、当日の広報としては、ツイッターでの呼びかけである

とか、それから午後４時５０分ごろ、防災行政無線でも呼びかけを

していくことというのが、ちょっと実行委員会のときには間に合わ

なかったのであるが、昨日、そういった体制を市で決めさせていた

だいた。 

 それから、呼びかけについては、各スポーツ関連団体の方々が自

分の所属するスポーツ団体への呼びかけなどを精力的に行ってい

ただいているほか、市のほうで国立、私立、公立の各学校施設、そ

れから保育園であるとか、それから介護予防で体操などを取り入れ

ている施設もあるので、そういった介護関係の包括支援センターの

会議などでも呼びかけを行った。それから、町会、自治会長会議で

も各地域で取り組んでいただけるようにお願いしたところである。 

 以上である。 

 

鮎川委員長   ほかにご質問等あるか。渡邉委員、お願いする。 

 

渡邉委員    武蔵小金井とか東小金井とか、駅、ほかにもあるが、そこからお

りて小金井市内に仕事等で来る方が、あしたの朝、大勢いらっしゃ

ると思うのであるが、できたらその人たちにもＰＲというか、チラ

シを配るのは大変かもしれないが、何か伝えるような方策をとると、

少し増えるのではないかと思う。急で申しわけないのであるが。 

 

石原生涯    各駅のほうにも実行委員として参加していただいていて、駅構内 

学習課長   に横断幕の掲示、それからあすの当日は、ちょっと強風があると難

しいのであるが、南口のロータリーの懸垂幕にも、本日はチャレン

ジデーという懸垂幕をして、人が集まるような駅周辺の参加を取り

込んでいきたいと考えている。 

 

鮎川委員長   ほかにご質問等あるか。 

 チャレンジデーに向けてのラジオ体操について詳しく教えてい

ただけるか。 
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石原生涯    毎朝、ラジオ体操会の方々によってラジオ体操をやっていただい 

学習課長   ているので、そこについては毎日の参加と同様に、ラジオ体操を行

う小金井公園であるとか武蔵野公園でのラジオ体操などについて

は、通常と同じような形で行っていただくこととなっている。 

 それから、午前中のラッシュ時間が過ぎたころに東小金井の駅の

北口でラジオ体操を行って、東小金井の駅前で行った後、栗山公園

のほうに移動して、そこでもまたラジオ体操を行って、その後、昼、

市の職員の勤務場所にも近い武蔵小金井駅の南口のフェスティバ

ルコートで１２時２５分から、ここでも体操を行うという、そうい

ったことで、どなたでも参加できるような場を提供している。 

 

鮎川委員長   ありがとう。ほかにご質問ないか。では、あしたの大成功をお祈

りしている。 

 その他、ほかにあるか。学校教育部からほかに報告事項があれば

お願いする。 

 

天野学校    庶務課から。 

教育部長 

 

関庶務課長   それでは、第一小学校校庭の松の木についての現状を報告させて

いただく。 

 前回の教育委員会の定例会において、第一小学校校庭松の木、通

称ナポレオンの松の木の倒木の危険に伴う応急措置についてご報

告させていただいた。その後、第一小学校と調整して、延命措置は

難しい、切る方向しかないであろうということで、ただ、前回の定

例会でも申し上げたとおり、由緒ある松の木なので、一定、周知が

必要であるというところは認識している。 

 第一小学校のほうで、学校運営協議会や地域連絡会等で第一小学

校付近住民の地域の方には、切る方向ということでお知らせはして

いる、学校を通じて周知をしていただいているというところである。

関係機関、ゆかりのある方等、周知をしてから切る作業に入りたい

と思っている。 

 ただ、今は５センチの鉄パイプでやぐらを組んで立たせている状

態であるが、最近、風が強い状況が大変多くあって、あまりもつも

のでもないという話もあるので、切る期間としては、今考えている
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のは６月中には切りたいとは思っている。今の計画だと、平日では

なくて土日、抜根せざるを得ないということになると２日間の作業

になる見通しであるので、土日にかけて行いたいと思っている。正

式に決まったらホームページ等でお知らせはしたいと思っている。 

 現時点については、報告は以上である。 

 

鮎川委員長   何かご質問等あるか。福元委員、お願いする。 

 

福元委員長   質問ではないのであるが、近隣の方等には課長さんが周知してい 

職務代理者  きたいということでお話があったが、ぜひそれは丁寧にやっていた

だきたいと思う。あれはほんとに学校が大事に大事にしてきた木で

あるので、卒業生が、きっと思いがいっぱいあると思うので、ぜひ

そこのところはよろしくお願いしたいと思う。 

 

関庶務課長   委員長、よろしいか。 

 

鮎川委員長   お願いする。 

 

関庶務課長   それで補足というわけではないのであるが、今回の松の木に関し

て、地域の新聞、小金井新聞さんに取り上げていただいた。切る日

程等々、決定したら地域の小金井新聞社さんのほうにもお知らせは

したいと考えている。 

 以上である。 

 

鮎川委員長   ほかにご質問、ご意見等あるか。 

 ナポレオンの松の木について、私も先週、一小に行って、実物を

拝見してきた。確かにやぐらを組んではいるが、木自体がかなり

痛々しい姿なので、早急な対応が必要かとも思っている。先ほど福

元先生もおっしゃったとおり、卒業生の方で、お年を召した方はホ

ームページなどもごらんになれない方もいらっしゃると思うので、

新聞や掲示板等での周知の方法もよろしくお願いする。 

 では、ほかに。 

 

天野学校    以上である。 

教育部長 
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鮎川委員長   では、生涯学習部からほかに報告事項があればお願いする。 

 

西田生涯    ない。 

学習部長    

 

鮎川委員長   では、３、今後の日程。今後の日程についてご報告をお願いする。 

 

中島庶務課   委員の皆様のお手元にある今後の日程については、５月１３日に 

庶務係長    配付した今後の日程と、今のところ変更はないので、中身はこの

とおりとさせていただく。今後、変更があったら、また定例会のほ

うで報告させていただくので、よろしくお願いする。 

 以上である。 

 

鮎川委員長   ありがとう。では、以上で報告事項を終了する。 

 次に、日程第４と日程第５の２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） 

 

鮎川委員長   全員異議なしと認め、秘密会を開会する。 

 準備のため、休憩する。 

 傍聴人の方におかれては、席を外していただくことになるので、

よろしくお願いする。 

休憩 午後１時４７分 

再開 午後１時５２分 

 

鮎川委員長   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

２６年第６回教育委員会定例会を閉会する。 

 

閉会 午後１時５２分 

 


