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開会 午後１時３０分 

 

山本教育長   皆さん、こんにちは。ただいまから平成２８年第５回小金井市教

育委員会定例会を開会する。 

 私、風邪を引いており、皆さんにうつすと申しわけないので、マ

スクをしたまま、ちょっと聞こえづらいのだが、司会をさせていた

だくので、よろしくお願いする。 

 今日は議題もさほど多くないということで、１人一言ずつご挨拶

をいただきたいと思う。 

 まず、私のほうから、先日、指導室長と教職員係長と私の３人で、

１４名の校長先生とヒアリングを行って、各学校の平成２８年度の

経営方針について、具体的にお話を伺った。 

 そこで特に、校長先生方に事前にお願いしていたのは、昨年度の

国の学力調査、学力状況調査があったけれども、その結果を、教科

の点数ももちろんであるが、子どもたちの意識調査、生活と意識の

調査、それをきちっと分析していただいて、その分析をもとに、各

学校の子どもたちの課題は何かということを明確に絞っていただ

いて、そして、その課題を解決するために、どういう具体的な方策

を平成２８年度、講じていくかということをお聞きするというふう

に予告していたのだけれども、１４人の校長先生がそれぞれきちっ

と分析されて、資料をもとに、その学校の子どもたちの特色、特徴

というか、プラス面、マイナス面、双方とも把握して、これからこ

ういう学校づくり、子どもを育てていくというようなお話をいただ

いた。 

 大変よかったと思う。年度当初、１４人の校長先生皆さん、非常

に大きな意欲を持って学校経営に当たるという姿勢を見せていた

だいたので、大変よかったと思った。 

 以上である。 

 それでは、鮎川委員、お願いする。 

 

鮎川教育長   ２点ほど申し上げる。 

職務代理者   まず、福元先生、事務局の皆様とともに東京都の教育施策連絡会

に参加してまいった。オリンピック・パラリンピック教育について

のパネルディスカッションなど、大変興味深く勉強ができた。 

 東京都でも、このようにオリンピック・パラリンピック教育に力
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を入れている。小金井市の学校でも、学力に加えて、さまざまな取

り組みをされていることは、本年度の教育方針などからもうかがえ

て、とても楽しみにしている。 

 もう１点は、後ほどの報告事項で話があると思うが、ウオーキン

グフェスタ東京は、お疲れさまであった。そしてまた、ありがとう。

部長、課長、連休中２日間、朝早くからお忙しかったことと思うが、

お天気もよく、大盛会で終わったと思う。 

 例年のことながら、中学生ボランティアの方々のすがすがしさは、

参加者の方からお褒めの言葉をたくさんいただいた。リピーターの

参加者の方々からは、中学生ボランティアに迎えてもらうのを楽し

みに歩いているというお言葉もいただき、小金井市民であることに

胸を張らせていただいた。どうもありがとう。 

 以上である。 

 

山本教育長   それでは、福元委員、お願いする。 

 

福元委員    田舎に行ったときに、地域から子どもがいなくなったという声を

よく聞いた。子どもがいないというのは、子どもが少なくなったと

いうふうに受けとめていたのだが、小金井でも、最近子どもがいな

いよと言う声を聞く。確かに子どもが外で遊んでいる姿をあまり見

かけない。考えてみたら、習い事とか、塾での学習とか、スポーツ

教室とかいろいろなことで、地域で子ども同士の遊ぶ機会が減って

きているように思う。 

 子ども同士のつき合いというか、子ども同士の遊びの中で育って

いくものはどうなのだろうかというようなことを考えたりする。大

人の丁寧な指導や保護の下で育つ力以外の、子ども同士の交流の中

で育っていく力にも目を向けたい。 

 幸い、学校の中での子ども同士の交流の形は様々である。そこか

ら学ぶものはもちろんたくさんあると思う。見守り支援していきた

いと思うところである。今、そんなことを考えていた。 

 

山本教育長   渡邉委員、お願いする。 

 

渡邉委員    私は、５月７日に東小の教育課程説明会というのに参加して、ま

ず、最初ちょっとびっくりしたのが、小学校１年生、４月に入学し
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て１カ月足らずの子どもたちが、歌を歌って迎えてくれたのである。

あんなに、わずか１カ月で、歌もうまいし、ちゃんと姿勢もいいし、

大きな声で歌えるのかなと、ちょっとびっくりしたのである。今ま

で幼稚園だった子が、わずか１カ月で。 

 その後に、不破校長先生から、学校の経営方針ということで説明

があったけれども、特徴としては、特別支援学級というか、「ひま

わり学級」を持っているということで、そういった子どもたちの触

れ合いというか、小学校のときからそういったものが当たり前の環

境にあるということは、むしろ社会に出て非常にプラスだと思うの

である。社会に出ると必ずそういった場に遭うのだから、特別では

ない、普通の当たり前のところにあるということで。 

 それから、もう一つが、ＩＣＴの機器の活用ということで、タブ

レットを現在、東京都から７０台お借りしているらしいのだけれど

も、それが７月で終了してしまうというので、校長先生はちょっと

残念がっていた。 

 以上である。 

 

山本教育長   岡村委員、お願いする。 

 

岡村委員    先月に、皮膚科研修ガイドブックという本ができて、すごく厚い

本ですが、その本に、私が、学校保健に参加しようというページを

書いた。 

 皮膚科も学校保健に関与して、貢献しなくてはいけないというこ

とと、いろいろ考えるに及んで、医師は、学校医としての仕事は、

健診だけじゃないのだ、それだけじゃなくて、学校のためにもう少

し働こうよというのを今、医師会に訴えています。医師会員もその

気持ちがだんだん強くなってきて、教育委員会の情報を与えるとと

もに、医師会でも最近、会員同志でいろいろ学校との関係をお話し

している。 

 この間の水谷先生のお話にあった「ドラッグについて」の中で、

医薬品についてもいろいろお話があった。最近では医薬品の研究者

の方が、小学生に、お薬の飲み方とか、どういうお薬かとか、講演

会とかなさっているそうなのだが、私たち医師も、病気のときのお

薬の飲み方とか、おうちの人に習うのも大切だけれども、小学校や

中学校でも学習の一環として、いろいろお話ししたいなという気持
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ちが最近、芽生えてきた。また、よろしくご協力をお願いする。 

 

山本教育長   ありがとう。 

 それでは、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、鮎川委員と岡村委員にお願いする。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。） 

 

山本教育長   次に、日程第２、議案第２７号、小金井市文化財保護審議会委員

の委嘱についてを議題とする。 

 提案理由について説明願う。 

 

西田生涯    提案理由についてご説明する。 

学習部長    小金井市文化財保護審議会委員が、平成２８年３月３１日をもっ

て任期満了となったので、新たに委員を委嘱するため、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。 

 

石原生涯    それでは、裏面をごらんいただきたいと思う。 

学習課長    別紙となっており、１番から４番までの委員については再任であ

る。５番の鈴木委員については新規に、新任としたいというもので

ある。 

 新任の理由としては、福嶋委員について、今後、後任に道を譲り

たいというようなご意思があって、新たに、事務局のほうで東京学

芸大学に当たり、鈴木廣之委員をご推薦いただいたものである。 

 説明は以上である。 

 

山本教育長   事務局の説明は終わった。何か質問、ご意見等はあるか。 

 よろしいか。それでは質疑を終了する。 

 それでは、お諮りする。議案第２７号、小金井市文化財保護審議

会委員の委嘱については、原案のとおり可決することにご異議はな

いか。 
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（委員一同異議なしの声） 

 

山本教育長   異議なしと認める。よって、議案第２７号、小金井市文化財保護

審議会委員の委嘱については、原案のとおり可決することに決定し

た。 

 次に、日程第３、議案第２８号、小金井市図書館協議会委員の委

嘱についてを議題とする。 

 提案理由について説明願う。 

 

西田生涯    提案理由についてご説明する。 

学習部長    小金井市図書館協議会委員のうち１号委員、学校の代表者の辞職

に伴い平成２８年３月３１日をもって任期終了となったので、新た

に委員を委嘱する必要があるため、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。 

 

菊池図書館長  それでは、小金井市図書館協議会委員の委嘱についてご説明する。 

 現在の第１４期図書館協議会委員のうち１名が、小金井市図書館

協議会条例第３条第１号委員の市内に設置された学校が推薦した

学校の代表者が、平成２８年３月３１日で退職されたので、その補

欠委員を選出した。 

 別紙をごらんいただきたい。 

 補欠委員は、小金井市図書館協議会委員候補者選出要綱に基づき、

小金井市立小中学校校長会にご推薦いただき、４月２１日に開催し

た選考会議にお諮りし、選出した。任期は平成２８年４月１日から

平成２９年１０月３１日になる。 

 以上、よろしくご審議の上、ご議決賜るようお願いする。 

 

山本教育長   事務局の説明が終わった。何かご質問、ご意見等はあるか。 

 ないようなので、質疑を終了する。 

 それでは、お諮りする。議案第２８号、小金井市図書館協議会委

員の委嘱については、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） 
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山本教育長   異議なしと認める。よって、議案第２８号、小金井市図書館協議

会委員の委嘱については、原案のとおり可決することに決定した。 

 次に、日程第４、報告事項を議題とする。 

 順次、担当から説明願う。 

 

小林指導室長  報告事項１、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２５日、月曜日、午後２時から３時１０分まで、立

川にある、たましんＲＩＳＵＲＵホールにて、オーケストラ鑑賞教

室を実施した。 

 対象は小学校６年生児童７９７名、演奏は日本ニューフィルハー

モニック管弦楽団が行った。曲は、ブラームスの「ハンガリー舞曲

第５番」など、児童になじみの深い曲が選定されており、関心を持

って鑑賞できた。 

 鑑賞の中で、楽器の特徴を音で確かめるプログラムがあった。弦

楽器のコーナーでは、コンダクターから会場の児童に対して曲名が

問われるシーンがあったが、間髪入れず挙手をして、「モーツァル

トのアイネ・クライネ・ナハトムジーク」と答えることができる姿

は、まさに小金井の児童のすばらしさであると強く思った。 

 また、オーケストラの伴奏による全員合唱では、歌声が会場いっ

ぱいに響き渡り、児童、教員が一体となって感動を共有することが

できた。もちろん鑑賞態度やマナーも、小金井の児童らしく、大変

立派であった。 

 小学校オーケストラ鑑賞教室を通して、小金井の児童は、格調高

いプロの生演奏を聞くという貴重な体験ができ、音楽を愛する心や

豊かな情操を育むという成果があったものと確信している。 

 報告は以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はあるか。 

 

鮎川教育長   質問ではないが、感想である。 

職務代理者   小学校５年生では、連合音楽会が毎年開催され、とても高いレベ

ルで、小金井の子どもたちと先生方のご指導がすばらしいと思って

拝見している。そして、小学校６年生での小学校オーケストラ鑑賞

教室の鑑賞する態度のすばらしさなど、この２つが両方あるから、

小金井の子どもたちの文化的な心が育っていくと思っているので、
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ぜひ続けていただきたいと思う。よろしくお願いする。 

 

山本教育長   鮎川委員も鑑賞教室には出かけられたのか。 

 

鮎川教育長   今年は伺っていないのだが、武蔵野文化会館で行われていたとき、 

職務代理者  何回か拝見した。 

 

山本教育長   それでは、報告事項２、生涯学習課長。 

 

石原生涯    それでは、第２１回ウオーキングフェスタ東京ツーデーマーチに 

学習課長   ついて、ご報告させていただく。 

 資料番号が、「報告事項その他」となっているが、「報告事項２資

料」の間違いであった。申しわけなかった。 

 開催日について、４月３０日の土曜日と５月１日の日曜日で、両

日とも日差しの非常に強い好天に恵まれた中、開催することができ

た。 

 初日の４月３０日については北側方面を回るサクラコースで、２

日目が深大寺・武蔵国分寺方面を回るハナミズキコース、それから、

両日とも、エンジョイコースということで、気軽に回れる５キロコ

ースを設けて、参加者については７,６８４名ということで、昨年

に比べ１２５名増であった。 

 中学生のボランティアについては、昨年との、ちょっと曜日の日

付けとの関係で募集の期間が短く、延べ人数で１０名ほど少ない人

数の参加となったけれども、中学生ボランティアの方はそれぞれの

役割分担を踏まえて、精いっぱい、一日活動していただいた。 

 両日参加された中学生ボランティアが１５名ということで、両日

参加された中学生ボランティアは２日目に参加された中学生に、こ

ういうふうにやるのだということを教えていただいたり、そういっ

たことで有意義に過ごしていただけたかなと思っている。 

 また、ご参加いただいた、実際ウオーキングしていただいた鮎川

委員、それから、中学生ボランティアを見守っていただいた福元委

員のご参加に感謝申し上げる。 

 以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はあるか。 
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 ちなみに、鮎川委員は何キロメートルを歩かれたのか。 

 

鮎川教育長   サクラコースは３０キロである。 

職務代理者 

 

山本教育長   ３０キロというと、どのぐらいの時間がかかるのか。 

 

鮎川教育長   私は６時間ぐらいかけて歩いている。 

職務代理者 

 

山本教育長   ６時間を歩き続ける。 

 

鮎川教育長   参加者の方で８４歳の女性の方が、２０キロコースを完歩されて 

職務代理者  いた。 

 

山本教育長   ８４歳。 

 

鮎川教育長   はい。毎年、歩かれているとおっしゃっていた。 

職務代理者   小金井のウオーキングフェスタを楽しみにされていると、その８

４歳の女性の方はおっしゃって、来年も来てくださるとのことであ

る。 

 

山本教育長   是非ご参加いただきたい。 

それでは、その他報告事項があれば報告願う。 

学校教育部のほうはいかがか。 

 

川合学校    特にない。 

教育部長 

 

山本教育長   生涯学習部のほうはいかがか。 

 

西田生涯    では、生涯学習課と公民館から、それぞれ１件ずつである。 

学習部長 

 

石原生涯    まず、生涯学習課のほうから、文化財センターの季節展の結果が 
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学習課長   まとまったので、簡単にご報告をさせていただく。 

 期日が４月５日から５月８日まで、例年と同様に、文化財センタ

ーのほうで季節展「小金井桜展」として開催させていただいた。 

 今年度は昨年度より開催期間が５日間ほど短く、参加者のほうが、

昨年は６１５名の参加があったのだが、４７１名と、ちょっと参加

者は減ってしまっている。 

 減った要因の分析まではまだできていないのだが、期間中、江戸

東京たてもの園のほうでも、特別展「小金井の桜」という展示など

もやられていて、ちょっと集客が分散してしまったのかなというこ

とも感じている。 

 簡単だが、報告は以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はあるか。 

 では、私のほうから、感想であるが、私は両方、行ったのである。

同じ日に、文化財センターと小金井公園と。 

 やっぱり小金井公園のほうが都なので、ポスターも大きいし、た

くさんあったのだけれども、文化財センターのほうもなかなか中身

の濃い、地元の文化の昔の様子がよくわかる展覧会だった。前にも

ほかの展覧会で、戦後７０年のときの展覧会のときも言ったのだけ

れども、小学生、中学生にわかりやすいようなパンフレットか何か

を配って、来てもらうような働きかけをするといいのではないかな

と思う。 

 そのほか、いかがか。よろしいか。 

 それでは、次の報告事項をお願いする。 

 

前島公民館長  公民館本館の仮移転について、簡単にご報告する。 

 ４月１日付けで、公民館本館については、３月３１日まで本町分

館としていたところの場所に仮移転させていただいた。 

 ４月１日から４月５日までは、準備のため休館とさせていただい

たが、４月６日から本館として活動を始めた。現在まで、混乱なく

スタートでき、また、順調に進んできていると考えている。 

 また、旧福祉会館には資料、備品などがまだ現在も残っているが、

５月１７日に搬出を予定している。これをもって、旧本館の仮移転

は完了する予定である。 

 今後についても、仮移転後の公民館全体の様子についても注意し
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て見ていくと同時に、本市の生涯学習の拠点として、公民館が引き

続きご利用いただけるよう努めてまいりたいと思う。 

 以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はないか。よろしいか。 

 それでは、次である。今後の日程についてご報告願う。 

 

平野庶務係長  それでは、教育委員会の今後の日程について、ご報告する。 

 東京都市町村教育委員会連合会第６０回定期総会が、５月１９日、

木曜日、午後２時から東京自治会館講堂で開催される。全委員のご

出席をお願いする。 

 続いて、第６回教育委員会定例会が、５月２４日、火曜日、午後

１時３０分から８０１会議室で開催される。全委員のご出席をお願

いする。 

 続いて、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２７日、金曜日、東京都八王子市オリンパスホール八王子で開

催される。鮎川委員と福元委員のご出席をお願いする。 

 続いて、第７回教育委員会定例会が、７月１２日、火曜日、午後

１時３０分から８０１会議室で開催される。全委員のご出席をお願

いする。 

 続いて、第８回教育委員会定例会が、７月２６日、火曜日、午後

１時３０分から８０１会議室で開催される。全委員のご出席をお願

いする。 

 今後の日程は以上となる。 

 

山本教育長   ご質問等はないか。 

 １点、修正をお願いしたいのだが、５月２７日、私も今のところ

会議等は入っていないので、オリンパスホールへ出かける予定であ

るので、よろしくお願いする。 

 以上で報告事項を終了する。 

 これから日程第５及び日程第６を議題とするところであるが、本

件は人事に関する議題である。本件は、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。 
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（委員一同異議なしの声） 

 

山本教育長   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５５分 

再開 午後１時５８分 

 

山本教育長   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２８年第５

回教育委員会定例会を閉会する。 

 お疲れさまであった。 

 

閉会 午後１時５８分 

 


