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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３１号 
平成２９年度小金井市立小・中学校特別支援学級使用教

科用図書の採択について 

第３ 報 告 事 項 

１ その他 

２ 今後の日程 

３ 市立小学校副校長の体罰に対する処分について 

第４ 議案第３２号 職員の人事異動について 

第５ 議案第３３号 職員の分限処分について 
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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８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、渡邉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   本日は、日程がこの後もあるので、最初の１人一言ずつの現状報

告等については省略させていただくので、了解いただきたい。 

 次に、日程第２、議案第３１号、平成２９年度小金井市立小・中

学校特別支援学級使用教科用図書の採択についてを議題とする。 

 提案理由について説明願う。 

 

川合学校    提案理由についてご説明する。 

教育部長    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定

に基づき、平成２９年度小金井市立小・中学校特別支援学級使用教

科用図書の採択を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

採択賜るようお願い申し上げる。 

 

小林指導室長  細部についてご説明する。 

 市立小・中学校特別支援学級使用教科用図書は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２１条第６号に基づき、小金井市教育

委員会が採択することとなっている。また、特別支援学級において

は、学校教育法附則第９条により、文部科学省検定済み教科用図書

または文部科学省著作教科用図書を使用することが適当でないと

きは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用

図書を使用することができるとしている。各学級においては、各学

校長を委員長とした調査研究委員会で、児童・生徒の障害の種別、

程度、能力、特性にふさわしい内容であるかを調査・研究し、この

たび、お手元の資料のように、各学級の案として提出させていただ

いた。採択のほど、よろしくお願いする。 
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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。 

 

福元委員    小金井第一中学校の自閉症・情緒障害学級の教科書というのは、

通常の学級で使用される教科書を使用しているということでよろ

しいか。 

 

高橋統括    自閉症・情緒障害学級では、知的発達の遅れが伴わない自閉症等 

指導主事   の生徒が在籍している。そのため、教科書については、通常の学級

の教科用図書を使用する。よって、今、福元委員からあったように、

小金井第一中学校Ｉ組は、小金井市立中学校使用教科用図書を使用

している。 

 以上である。 

 

山本教育長   よろしいか。 

 ほかにあるか。 

 

渡邉委員    現在使われている教科用図書の変更とあるが、その理由はどうい

うことか。 

 

高橋統括    学校ごとで、調査・研究を通じて、教科用図書の変更や追加を行 

指導主事   った学校がある。その理由についてのご質問であったが、児童・生

徒の障害の程度や特性等を考慮し、通常学級の教科用図書を新たに

追加したり、一般図書の変更・追加したりした。また、児童の興味

や関心、学習意欲を高めることをねらいとして一般図書を変更した

学校もある。 

 以上である。 

 

山本教育長   いかがか。よろしいか。 

 ほかにあるか。 

 

岡村委員    東小学校では生活の種目の一般図書がなくなったようであるが、

その理由は何かあるのか。 

 

高橋統括    東小学校の生活の図書についてのご質問である。特別支援学級で 
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指導主事   は、児童の実態に応じて教科用図書を使用する。東小学校のひまわ

り学級では、調査・研究の結果、児童の障害などの状況に応じ、国

語や算数などで小金井市立小学校使用教科用図書と一般図書を併

用することが児童の指導上、有効であると判断し、今回の変更をし

た。 

 以上である。 

 

山本教育長   よろしいか。 

 ほかにあるか。 

 

鮎川教育長   ２点質問がある。まず１点目は、今の岡村先生の質問に関連して、 

職務代理者  東小学校のひまわり学級では、生活科の学年の欄が１となっている

が、２年生は在籍していないということなのか。 

 

高橋統括    障害等の状態において使用している教科書になるので、１年生の 

指導主事   段階で購入をして、その後、状況により継続的に使っていくという

ことになる。 

 

鮎川教育長   わかった。不勉強で申しわけない。 

職務代理者   ２点目の質問となる。先ほどの渡邉委員の質問のお答えであった

が、児童・生徒の障害の程度や特性を考慮して選定し、変更してく

ださっているということである。通常の教科書と違って、学校ごと

に教科用図書や一般図書の選定に特徴があるようだが、その理由は、

子どもたちの特性に応じて、個に応じた状況によるためという理解

でよろしいか。 

 

高橋統括    そのとおりである。特別支援学級における教科用図書や一般図書 

指導主事   の選定に当たっては、児童・生徒の障害の種類、程度、能力、特性

に最もふさわしい内容であることが大切である。このことは、東京

都教育委員会が発行する特別支援教育教科書調査研究資料の一般

図書を採択する場合の注意事項にも示されているものである。本日、

資料に示されている学校ごとの教科用図書であるが、ご指摘のとお

り、児童・生徒の障害等の状況に応じて選定したものである。 

 以上である。 
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鮎川教育長   わかった。ありがとう。 

職務代理者 

 

山本教育長   そのほか、ご質問、ご意見はいかがか。 

 それでは、お諮りする。平成２９年度小金井市立小・中学校特別

支援学級使用教科用図書の採択については、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） 

 

山本教育長   異議なしと認める。本案は原案ど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。 

 報告事項１、その他についてであるが、学校教育部から報告事項

があればお願いする。 

 

川合学校    特にない。 

教育部長 

 

山本教育長   生涯学習部から報告事項があればお願いする。 

 

西田生涯    生涯学習課長から。 

学習部長 

 

石原生涯    当日の資料配付となり、申しわけなかった。第３１回夏季オリン 

学習課長   ピック・パラリンピックの出場選手がおよそ出そろったので、一覧

としてまとめさせていただいた資料をお配りさせていただいた。 

 出場される選手は、陸上競技の１万メートル、５,０００メート

ルに鈴木亜由子さん、１万メートルに関根花観さん、ラグビーのほ

うで、東京学芸大学の３年生に在籍されている小出深冬さん、同じ

大学の卒業生である谷口令子さん、それから小金井市が出資してい

るＦＣ東京のほうから中島翔哉さんと室屋成さんが出場が決定し

ている。パラリンピックについては、小金井市内にある国立研究開

発法人情報通信研究機構の職員であられる吉田信一選手が出場さ

れる。 

 明日の臨時議会のほうで補正予算の提案を予定しており、予算可
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決後、市内での公共施設への応援の掲示物、それから８月１２日、

２０日に、小金井 宮地楽器ホールにおいてパブリックビューイン

グの実施、それから出場選手が帰国された後にパラリンピックやオ

リンピックでの経験を語っていただく報告会なども予定している。 

 簡単であるが、報告は以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はあるか。 

 私から１つ確認であるが、この一覧表の報告会のところでラグビ

ーとサッカーのところが空欄になっているが、これはまだ未定とい

うことか、それともないということで、どちらであるか。 

 

石原生涯    補正予算のほうには、補正予算の要求時点で決まっていた陸上と 

学習課長   車椅子卓球のほうで予算の計上はさせていただいている。今後、報

告会の開催時期などに応じて、他の選手のご参加もいただけるかど

うかも調整してまいりたいと考えている。 

 

山本教育長   では、参加する可能性があるということか。 

 

石原生涯    はい。 

学習課長 

 

山本教育長   そのほか何かあるか。 

 

渡邉委員    世界のゴルフのトップクラスの選手が出場辞退ということで、や

はりデング熱とかテロの恐怖があるということであるが、その辺の

安全とか健康面の配慮というのはされているのか。 

 

石原生涯    市のほうで直接的に選手に対してのフォローみたいなところは、 

学習課長   なかなか、トップアスリートの方々なので、手が届かないところが

あるが、例えば吉田選手であれば、小金井市内で練習場所を確保し

たいなどというようなお話には、小金井市内でどこか大学などで練

習場所を提供できないかというようなことをお手伝いしたりはし

ている。 

 

山本教育長   よろしいか。 
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 ほかにあるか。 

 

鮎川教育長   ７名の方がオリンピック・パラリンピックに出場されるというこ 

職務代理者  とで、小金井市の人口から考えたら、かなり高いパーセンテージに

なると思う。とてもうれしく思う。心から応援している。 

 

山本教育長   私もラグビーのほうの激励会に先日行ってきたが、小出さんだっ

たかな、我々のつくって贈った国旗を当日掲げたいというような話

をしていたので、ぜひ小金井のつくった寄せ書きの国旗がテレビに

映ることを期待したいと思っている。 

 よろしいか。 

 それでは、報告事項２、今後の日程について報告をお願いする。 

 

平野庶務係長  教育委員会の今後の日程について報告する。 

 第９回教育委員会定例会が、８月２３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、東京都市町村教育委員会連合会第２回理事会及び第１回

理事研修会が、８月２９日、月曜日、午後２時から東京自治会館講

堂で開催される。鮎川委員のご出席をお願いする。 

 続いて、第１０回教育委員会定例会が、１０月１１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、東京都市町村教育委員会連合会管外研修会が、１０月１

４日、金曜日に開催される。全委員のご出席をお願いする。 

 今後の日程は以上である。 

 

山本教育長   よろしいか。 

 それでは、これから報告事項３から日程第５までの３件を議題と

するところであるが、本件は人事に関する議案である。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。委員の皆様、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   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４３分 

再開 午後１時５１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８

回教育委員会定例会を閉会する。 

 

閉会 午後１時５１分 

 


