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開会 午後１時３０分 

 

山本教育長   ただいまから平成２９年第１１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、鮎川教育長職務代理者と岡村委員にお

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   今日の日程を見ると、非常に短く終わりそうな気がするので、さ

まざまな学校行事等、あるいは生涯学習のイベント等に顔を出され

ていることもあると思うので、久しぶりに感想等を簡単に、一人二、

三分ずつお話ししていただこうかと思うので、よろしくお願いする。 

 最初に私からであるが、一つ雑談的な話をさせていただきたいと

思う。 

 ちょっとプライベートな話になるが、この３連休中に２人の子ど

もの家族が、合計で４人の孫を連れて泊まりに来た。一番大きいの

が小学校２年生の女の子で、その次が小学校１年の男の子であるが、

この２人の会話ややりとりを見ていて、あることに気がついた。そ

れは３歳、４歳のころは、おもちゃの取り合いとか、何かをする順

番とかでしょっちゅうけんかをして泣いたりしていたが、そういう

ことがほとんどなくなって、お互いに譲り合ったりしている。それ

から、お互いの言葉に対して、みんなの前で自慢するようなことを

言っちゃいけないんだよとか、それから、その下に３歳のやんちゃ

な男の子がいる。その子がちょっと何か悪いことをやったときに、

一人がぱっと厳しく怒ると、人を怒るときにはそういう厳しい言い

方をしなくてもいいんじゃないのとか、そういう言い方をするよう

になっているのを、私、はたで見ていて、子どもというのは、お父

さんやお母さんが日ごろから�ったりほめたりしている、その言葉

をまねしながら成長していくんだろうと。しかも、そのまねの内容

も、最初はルールである。人の嫌がることをしちゃいけないとか。

次はマナーである。食べるときはテレビを見ちゃいけないとか、そ

ういうルールやマナーの段階から、今回の話は、モラルの段階に進

んでいるんだなと思って、私はしみじみと、子どもの成長というの
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は早いなと思った。 

 さらに考えたのは、お父さんやお母さんが、きちんと真善美とい

うか、大切なものを日ごろから子どもたちにしっかりと伝えていく。

そうすると、子どもはそれを聞きながら成長していくんだと。 

 さらに考えた。だんだん教育の話になっていくが、道徳の授業が

今度、教科化されるが、先生が、人間にとって大切なことはこうい

うことだと、週に１回の道徳の授業で、教科書を使ってきちんと教

えていくということは非常に貴重な、重要なことだろうなと。そし

て、それが子どもたちにしっかりと根づいていくんだろうなと思っ

た。 

 今年、公民館の本館事業として、小学校の道徳の授業に反対とい

う講座があって、校長会から猛烈な抗議を私は受けた、とんでもな

いと言って。確かに道徳に反対する人たちもいるが、私は決してそ

うではないと思う。大人は自信を持って、正しいことは正しい、美

しいものは美しい、真実はこうだということを言葉で教えていく。

あるいは子どもたちの体験を通してしっかりと根づかせていくと

いうことが大切だと思った。 

 以上である。 

 では、鮎川教育長職務代理者、お願いする。 

 

鮎川教育長   ９月、１０月と、学校行事も、生涯学習も、さまざまな行事が相 

職務代理者  次ぎ、皆様、お忙しかったことと思う。 

 小学校は、運動会という大きな行事を迎え、どの学校も、子ども

たちが生き生きと、楽しそうに演技や競技に向かっている姿が印象

的であった。去年からか、組み体操を、できるだけ危険をなくす方

向に変わった。今年も最高学年の集団演技を拝見し、大変感動的で、

保護者の方が涙を流すほど、すばらしい種目だったので、とてもよ

かった。 

 授業にも、先生方が力を入れてくださっている。学校運営連絡会

に出席させていただき、学校公開で授業も拝見した。例えば、中学

校の数学の授業を拝見したところ、子どもたちに何種類もの解き方

を考えさせて、そして正解が出た後も、最後に先生は、答えを出す

ことが目的ではない、答えが一度出た後でも、ほかの考え方がない

か考えると言いながら、多様な考え方を生徒たちに力説されている

お姿が、特徴的であった。 
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 生涯学習も、一年中お忙しいことと思うが、青少年科学の祭典は、

今年は来場者数が１万人を超えた。多くの方がいらっしゃり、私も

拝見し、どのブースも大盛況で、来場者数だけではなく、質も高い

ものであったと感動した。 

 さまざまなオリンピック関係の行事もあり、オリンピック選手に

よる走り方教室や、スポーツフェスティバルなど相次いだ。子ども

たちが、オリンピックを一つの契機として、いろいろなことを学ん

でいける機会を与えてくださっていること、小金井市はよいと思っ

た。 

 以上である。 

 

山本教育長   ありがとう。 

 福元委員、お願いする。 

 

福元委員    教育委員会訪問をはじめとする学校訪問や周年行事、連合音楽会、

運動会などさまざまに学校の子どもたちの様子を見る機会があっ

た。その中で、いずれも子どもたちのしっかりした学習に向かう姿

勢とか、先生たちの的確な指導等を見てきた。今年はもう一つ、地

域の方や保護者の方とも話す機会が結構多かった。その中で感じた

のは、地域の方々や保護者の方々が自分たちも、この子どもたちや

学校を、先生たちと一緒に育ててきたんだという気持ちを強く持っ

ておられるのを感じた。小金井の学校のよさがここにあるな、と思

った。小金井市はここのところずっと、学校を公開し、地域と一緒

になりながら子どもたちを育ててきた。そういう長年の積み重ねの

中で、お客さんじゃなくて、当事者意識で子どもたちや学校を見て

くれているんだなと思って、学校を公開して、ともに考えながらや

っていこうという姿勢が大事であるということを改めて感じた。 

 以上である。 

 

山本教育長   ありがとう。 

 岡村委員、お願いする。 

 

岡村委員    私も運動会が印象的で、小学校６年生の、組み体操ではないが、

集大成でマスゲームみたいなものをして、親だけでなく、私も涙し

た。達成度がすばらしく、みんな頑張っているなとつくづく思った。 
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 医師会のほうでは、土曜日の午後しか休みがとれず、私が何校も

回れないので、学校医の先生方に行ってみてほしいとお話ししたら、

整形外科校医の神保先生とかが見に行かれて、やはり健診のとき、

一人一人見るのも大切だが、団体で見て、大きい子がいるな、小さ

い子がいるな、差がある、こういうふうに体格のいろいろなバリエ

ーションがあるなとか、走り方とかいろいろ見て、とても勉強にな

ったと神保先生が言っていらした。これからも自分の学校医のとこ

ろだけでも見に行っていただくような運動をしていきたいと思う

し、今、医師会では感染症の登校許可についても検討している。子

どもたちの教育に関してとても興味を、皆さん、持っていただいて

いる。 

 周年行事は、小学校の７０周年記念式典に出席した。子どもたち

がすごく親しみやすく、明るい感じで、中学校に行ったら礼儀作法

を守って、きちんと合唱してくれたり、７０周年であるのを子ども

たちはよくわかって参加しているのが、つくづくわかって、ほんと

うにすばらしいなと思った。 

 

山本教育長   ありがとう。 

 浅野委員、お願いする。 

 

浅野委員    私はこの間、第二中学校と南中学校の合唱祭に参加した。いずれ

も力の入った非常によい合唱で、私としては深い感銘を受けたとこ

ろである。 

 各クラス、合唱の前に、自分たちのクラスについて紹介されるが、

そういった言葉を通して、生徒さんたちが、いろいろ苦労はあった

が、それを乗り越えて合唱を完成させたんだなということがうかが

えて、大変頼もしく思った。 

 また、生徒さんたちの試行錯誤の場を支える上で、教員の皆さん

が大いにご尽力をされたんだろうなということも察せられて、大変

ありがたく思った次第である。 

 私からは以上である。 

 

山本教育長   ありがとう。 

 それでは、議事に入りたいと思う。 

 日程第２、代処第９号、職員の人事異動に関する代理処理につい
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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    職員の人事異動を行う必要が生じたが、教育委員会の議決すべき

事項で特に緊急を要し、教育委員会を開催する時間的余裕がないの

で、小金井市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項

の規定に基づく代理処理をしたことについて、同条第２項の規定に

より、そのご承認を求めるものである。 

 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

承認賜るようお願い申し上げる。 

 

加藤庶務課長  細部についてご説明する。 

 平成２９年１１月１日付けの教育委員会職員の人事異動につい

てご説明する。 

 初めに、部長職では、生涯学習部長、西田剛の公民館長の兼職を

解除したものである。 

 課長職では、生涯学習部公民館長、林利俊を学校教育部付副参事

に配置がえしたものである。 

 続いて、教育委員会図書館長、菊池幸子が、図書館庶務係長を兼

職することになったものである。 

 続いて、教育委員会図書館庶務係長、西村直邦が昇任昇格で教育

委員会公民館長となったものである。 

 詳細は資料をごらん願う。 

 以上で説明を終了させていただく。 

 以上である。 

 

山本教育長   説明が終わった。 

 ご質問、ご意見等、あるか。よろしいか。 

 それでは、お諮りする。代処第９号、職員の人事異動に関する代

理処理については、承認することにご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

山本教育長   異議なしと認める。よって、本案は承認と決定した。 
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 次に、日程第３、協議第２号、教育に関する事務に係る予算に対

する意見についてを議題とするが、本件については、本日議題とし

たところであるが、現在、事務局内部で調整中の部分がある。よっ

て、当該議題については、今回の教育委員会定例会においては保留

とし、次回の教育委員会定例会の議題とする。これにご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

山本教育長   異議なしと認める。よって、協議第２号、教育に関する事務に係

る予算に対する意見については保留とし、次回の議題とすることと

決定した。 

 次に、日程第４、議案第２５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。 

 提案理由を説明願う。 

 

川合学校    教育委員会事業場安全衛生委員会において、小金井市職員安全衛 

教育部長   生管理規則第２１条の規定に基づく教育委員会事業場安全衛生委員

会委員、安全管理者及び衛生管理者が、平成２９年１１月１８日を

もって満了となり、新たに委員を任命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。 

 

加藤庶務課長  それでは、細部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

小金井市職員安全衛生管理規則第１９条から第２８条において、設

置及び運営体制等の取り扱いについて規定されている。 

 職員団体の推薦による教育委員会事業場安全衛生委員会の委員、

また安全衛生管理者及び衛生管理者は、平成２９年１１月１８日付

けをもって任期満了となる。そのため、本年１０月８日付けで職員

団体に対して教育委員会事業場安全衛生委員会の委員の推薦依頼

を行い、１０月１０日付けで職員の推薦があったので、委員の任命

を行うとともに、安全管理者及び衛生管理者を任命するものである。 
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 任命する委員等は議案をごらん願う。 

 なお、今回任命する委員等の任期は、平成２９年１１月１９日か

ら平成３１年１１月１８日までの２年間となる。 

 説明については以上である。 

 

山本教育長   ご質問、ご意見等、あるか。よろしいか。 

 それでは、質疑を終了する。 

 お諮りする。議案第２５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、可決することにご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

山本教育長   異議なしと認める。よって、本案は可決と決定した。 

 次に、日程第５、報告事項を議題とする。 

 順次担当から説明をお願いする。 

 初めに、平成３０年度新入学児童・生徒について及び平成２９年

度結核対策委員会の開催結果についてをお願いする。 

 

河田学務課長  それでは、報告事項１、平成３０年度新入学児童・生徒数につい

てを報告申し上げる。 

 本日資料を配付させていただいている。平成３０年度の新小学１

年生及び新中学１年生の抽出を、平成２９年１０月１日現在の住民

基本台帳から行った。住民基本台帳から対象者を抽出し、過去４年

度間の新１年生の市立小・中学校へのおよその入学率を乗じ、３０

年度の新入学児童・生徒数と学級数を推計したものである。推計に

使用した入学率は、小学校が９５％、中学校は８０％である。小学

校の新１年生は８９７人、２９学級となり、中学校では、中一ギャ

ップ加配を勘案すると６９８人で、２２学級になるところである。

平成２９年５月１日現在の全体の在籍数と比較すると、小学校で９

６人の増、学級数は３学級増の見込みである。また、中学校では９

１人減いたすが、学級数の増減はない。小学校は、新１年生は減少

しているが、全体としては増加、中学校は新１年生の人数と、全体

ともに減少している。 

 児童・生徒の全体の在籍数については、平成２３年度以降は減少

傾向となっていたが、平成２８年度からは増加傾向にある。 
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 来年度の学級編制については、１０月３０日に開催された学級編

制説明会では、今のところ、昨年度から特に変更がない旨の説明が

あった。学務課としては、国の動きや人口などにも注視しながら、

例月の移動関係の把握に努め、適正な学級編制に努めてまいる。 

 以上で報告を終わる。 

 

山本教育長   何かご質問はあるか。 

 

浅野委員    新小学校１年生、中学校１年生の児童数、生徒数を算出する際の

係数、入学率であるが、これは昨年度実績を用いたものと考えてよ

ろしいか。 

 

河田学務課長  過去４年度間の実績の入学率の平均ということで、こちらの推計

に使用した入学率は小学校が９５％、中学校が８０％の数字で出し

ている。 

 

浅野委員    わかった。ありがとう。 

 

山本教育長   ほかに質問、あるか。 

 

鮎川教育長   中学校の生徒数について、新入生に限らず、学校間での全体数の 

職務代理者  差が、顕著であるので、いろいろなことを検討する時期が来ている

と思っている。 

 一中の情緒の学級は生徒数が２７名ということで、保護者の方か

ら大変よい教育をしてくださっているというお言葉もいただいて

いるし、入学してくださるお子様方もいらっしゃるということで、

ニーズも高いと思う。これからも引き続き展開をお願いしたいと思

う。 

 よろしくお願いする。 

 

山本教育長   ほかにあるか。 

 私のほうから１点質問するが、適正学級数というのは、たしか１

２から１８か、文科省が言っているのは。そこから外れるのが、小

学校だと三小、中学校だと東中ということになるが、この学校につ

いての変化は、中学校は先ほどないと聞いたが、小学校は３学級増
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ということだったが、どこの学校が増加したかというのはわかるか。

その資料はないか。 

 

河田学務課長  いつからいつの比較ということ。 

 

山本教育長   去年に比べて、３学級、小学校はトータルで増えたと、さっき説

明を受けたので、どこの学校が増えたのかと思って。 

 

河田学務課長  現在の推計の数値という前提であるが、三小、前原小、本町小、

二小が増えることになっていて、四小が１学級減となる。 

 

山本教育長   わかった。本町小、四小、前原小と、西側のほうが増えるような

傾向もある。あと三小。 

 

河田学務課長  四小は、今回は減である。 

 

山本教育長   緑小は増えている印象があるが、そんなに増えていない。 

 

河田学務課長  こちらの資料での比較では増えていないが、実際に増える可能性

はあるということで、校長先生からは教室のご相談が来ている。 

 

山本教育長   三小がパンク状態に近づいているので、学区の線引きということ

について、今、学務課が内部協議をしているところであるが、スピ

ードを上げて何とかやっていきたいと思う。 

 それでは、次に、平成２９年度結核対策委員会の開催結果につい

てをお願いする。 

 

河田学務課長  報告事項２、平成２９年度結核対策委員会の開催結果についてご

報告をする。 

 本年度も６月、１０月の２回、府中市と合同で結核対策委員会を

開催した。 

 初めに、結核健康診断の結果をご報告する。本年度の結核対策委

員会には、在籍児童・生徒に対して、学校での問診等の結果、精密

検査対象者数が、小学校が１６名、中学校が６名となっている。い

ずれも高蔓延国から帰国したお子様であり、２２人の方については
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レントゲンの精密検査を受けていただいたが、異常なしという検査

結果であった。 

 ５年間で、精密検査受検者で異常があったお子さんがいなかった

ことをあわせてご報告する。 

 来年度の結核対策についても、今年度同様に、府中市と合同の結

核対策委員会でご審議いただくということを確認しているところ

である。 

 報告は以上である。 

 

山本教育長   ご質問等はあるか。よろしいか。 

 それでは、次に、学校事務の共同実施について、報告をお願いす

る。 

 

小林指導室長  報告事項３、学校事務の共同実施についてご報告させていただく。 

 小金井第二小学校を拠点校とする共同事務室の開設について、１

０月１０日、火曜日から１６日、月曜日までを移行準備期間とし、

その中で１２日、木曜日に物品の搬入を行い、１７日、火曜日に開

設し、稼働を始めた。その後、検討委員会及び作業部会を継続して

実施し、施行に伴う課題を整理、検討し、改善を図ってまいる。 

 なお、本施行は平成３０年度末まで継続して行い、平成３１年度

には西部地区で本格実施、平成３２年度には西部地区に加え、東中

学校を拠点校とした東部地区で本格実施をする予定である。 

 報告は以上である。 

 

山本教育長   ご質問等、あるか。 

 

鮎川教育長   これまで新しい形で進めてきてくださって、課題は、新たに見つ 

職務代理者  かっているか。 

 

小林指導室長  学校にいる支援員と共同事務室の役割分担を変えていかなくちゃ

いけないというふうに考えている。現状では、まだ実際に始めてい

なかったので、始めるに従って、ここはしていく必要があると考え

る。 

 

鮎川教育長   わかった。よろしくお願いする。 
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職務代理者 

 

山本教育長   ほかに質問、あるか。 

 私から１つであるが、本来の一番大きな狙いが副校長の職務軽減

ということであったが、現時点でどうか。副校長先生の感想等は。 

 

小林指導室長  まだ施行の、集まる前であったが、支援員が入って、副校長の手

助けをして楽になったという話は聞いている。それをさらに実現し

ていきたいと考えている。 

 

山本教育長   期間が長いので、十分検証をお願いする。 

 次に、その他である。働き方改革検討委員会について、報告願う。 

 

小林指導室長  報告事項、その他、小金井市立学校における働き方改革について

ご報告をする。 

 現在、学校が抱える課題が多様化、複雑化する中で、教員の長時

間労働が課題となっている。学校教育の質の向上を図るには、教員

が子どもたちと向き合う時間を確保し、誇りとやりがいを持つこと

ができる環境を確保することが必要であり、そのために業務改善の

ための有効な手だてを講じていく必要がある。また、教員が担うべ

き業務を大幅に見直すとともに、長時間労働という働き方を改善す

ることで、ワーク・ライフ・バランスの実現を果たしていく必要が

ある。 

 教育委員では、これらの課題を解決するために、働き方改革検討

委員会を設置し、検討に入った。第１回の委員会で、勤務実態調査

の内容について検討し、その結果をもとに、９月上旬に全教員を対

象に調査を行った。 

 第２回の委員会では、調査結果をもとに、こうしたものの検討を

行った。そこでは、教員の意識改革、定時退勤日、学校閉庁日の設

定、出退勤時間の管理、給食費の公会計化などの意見が出された。

出された意見を、またさらに検討を重ねて、報告をしていきたいと

思っている。 

 報告は以上である。 

 

山本教育長   喫緊の課題となっているが、全国的に取り組んでいる。国も東京



 -１２-

都も取り組んでいるところであるが、小金井市もさらに同じスピー

ドで取り組んでいるところであるが、ご質問等はあるか。 

 

浅野委員    ９月に小金井市の全学校教員の実態調査を行ったというふうに報

告を受けているが、この調査の結果については、報告書等が公開さ

れる予定はあるか。 

 

小林指導室長  今後、公開していく予定である。 

 

山本教育長   どういう形で公開するか。 

 

小林指導室長  教育委員会……。 

 

山本教育長   ホームページか。 

 

小林指導室長  ちょっと検討していきたいと思う。 

 

山本教育長   ぜひ積極的に情報を公開してほしい。 

 ほかにご質問等、あるか。 

 

岡村委員    ２ページの上の部活動の顧問の中の、していないという方が１３.

４％であるが、このもともと、もしかして養護教諭とかも分母に入

っていれば、もっと一般の先生はしているパーセンテージが高くな

るんじゃないのか。していないのが……。 

 

小林指導室長  これはそのままの数字であるので、部活動の顧問をしているのは

８６.６％と捉えている。 

 

岡村委員    もしかして、していないの中に、校長先生、副校長先生、養護の

教諭とかが入っていて、実際もっと高いのかという気がする。 

 

山本教育長   実際にはもっと高いという……。していない先生の比率が低くな

ると。多くの先生がやっているということか。 

 

岡村委員    アンケートに、養護教諭も分母に入っている。だから、もうちょ
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っと高くなっちゃうのかと。 

 

山本教育長   先生に限れば、部活動の顧問をやっている先生の比率はもっと高

いはずだということか。 

 

岡村委員    はい。 

 

山本教育長   その辺も分析するときに配慮を願う。 

 それでは、生涯学習部から報告事項があれば、お願いする。 

 

西田生涯    ない。 

学習部長 

 

山本教育長   最後に、今後の日程を報告願う。 

 

中島庶務係長  教育委員会の今後の日程について報告する。 

 平成２９年度市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）が、

１１月８日、水曜日と９日、木曜日に、つくば国際会議場で開催さ

れる。浅野委員は９日の第１分科会へ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ブロック研修会が、

１１月１４日、火曜日、午後２時から町田市民文学館ことばらんど

で開催される。福元委員のご出席をお願いする。 

 続いて、平成２９年第１２回教育委員会定例会が、１１月２１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。 

 なお、口頭でのお知らせになるが、市長部局主催の総合教育会議

が、同日午後３時３０分から８０１会議室で開催される。こちらも

よろしくお願いする。 

 続いて、平成３０年第１回教育委員会定例会が、１月９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３回理事会及び第２回

理事研修会が、１月１６日、火曜日、午後２時３０分から東京自治

会館大会議室で開催される。福元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平成２９年度研修会が、
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２月２日、金曜日、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。 

 今後の日程は以上となる。 

 

山本教育長   出席方、よろしくお願いする。 

 

山本教育長   以上で報告事項を終了する。 

 以上で本日の日程は全て終了した。これをもって平成２９年第１

１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２時０７分 


