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平成１９年第１０回小金井市教育委員会定例会議事日程 

平成１９年１０月１６日（火） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会   

 

開催日時 平成１９年１０月１６日 
開会 １時３０分 

閉会 ２時０５分 
 

場  所 小金井市役所第五会議室 

出席委員 

委 員 長    伊東 浄堯 

 

委員長職務    亘理千鶴子 

代理者 

 

委   員    菊地 邦夫 

委   員    伊藤 恒子 

 

教 育 長    向井 一身 

欠席委員  
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た者の職 
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学校教育部長   本多 龍雄 

 

生涯学習部長   石川  明 

 

庶務課長     北村  高 

 

学務課長     福田 協司 

 

指導室長     冨士道正尋 

 

指導主事     浜田 真二 

生涯学習課長   伊藤 信之 

兼生涯学習係長事務取扱 

 

スポーツ振興課長 林  文男 

 

公民館長     中嶋  登 

 

庶務課長補佐   淀川  章 

兼庶務係長 

調  製 主   任    山内 和子 

傍聴者 

人 数 
１名 
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日程 議          題 

第１  会議録署名委員の指名 

第２ 代 処 第 ２ 号 
小金井市民生委員推せん会委員の推薦に関する代理処

理について 

第３ 代 処 第 ３ 号 人事異動について 

第４ 議案第２４号 図書館協議会委員の委嘱について 

第５ 報 告 事 項 

１ 平成１９年第３回小金井市議会定例会の結果につ 

 いて 

２ 小金井市学校給食調理業務等民間委託事業評価報 

 告について 

３ 第４８回関東甲信越静公民館研究大会について 

４ 市民スポーツレクリエーションの集いの結果につ 

 いて 

５ 青少年のための科学の祭典の結果について 

６ 東京都功労者表彰（福祉・医療・衛生功労）につい 

 て 

７ その他 

８ 今後の日程について 
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開会 午後１時３０分 

 

伊東委員長   ただいまから、平成１９年第１０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、亘

理職務代理者と伊藤委員にお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

伊東委員長   日程第２、代処第２号、小金井市民生委員推せん会委員の推薦に

関する代理処理についてを議題とする。 

 提案理由につき、説明をお願いする。 

 

向井教育長   本件については、小金井市教育委員会を開催する 暇
いとま

がなかったた

め、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

の規定に基づき、別紙のとおり代理処理したことについて、同条第

２項の規定に基づき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。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜るようお願いを申し上げる。 

 

北村庶務課長  細部についてご説明する。 

 初めに、民生委員推せん会委員についてご説明する。 

 民生委員推せん会委員については、民生委員法第８条、同法施行

令第７条及び小金井市民生委員推せん会規則の規定に基づき、当該

市町村の区域の実情に通ずる者で、教育に関係のある者の中から市

長が委嘱するものとされている。今回、従前よりお願いしていた亘

理委員の任期が平成１９年９月３０日付けで満了するに当たり、引

き続き次期委員として市長へ推薦させていただくことについて代

理処理したものである。 

 なお、任期は平成１９年１０月１日から平成２２年９月３０日ま

でとなっている。 

 説明については以上である。 

 

伊東委員長   事務局の説明が終わった。 

 何か質問はあるか。 
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 それでは、お諮りする。代処第２号、小金井市民生委員推せん会

委員の推薦に関する代理処理については、原案どおり承認すること

にご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊東委員長   異議なしと認める。よって、本案は原案どおり承認することと決

定した。 

 亘理委員、よろしくお願いする。 

 続いて、日程第３、代処第３号、人事異動についてを議題とする。 

 提案理由の説明をお願いする。 

 

向井教育長   本件については、小金井市教育委員会を開催する暇がなかったた

め、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

の規定に基づき、別紙のとおり代理処理をしたことについて、同条

第２項の規定に基づき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。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜るようお願いを申し上げる。 

 

北村庶務課長  細部についてご説明する。 

 平成１９年８月２８日付けで小金井市長から庶務課長補佐淀川

章について、市長部局職員との併任について依頼があった。併任す

る職については、総務部職員課長補佐（三宅村支援担当）。期間は

平成１９年９月１日から同年９月３０日まで。支援事務内容につい

ては、戸籍事務に関する業務等であった。三宅村については、現在

の体制から各事務につき個々の職員の経験等による部分が極めて

大きいと聞いているところであるが、今回、三宅村の戸籍を担当さ

れていた職員の方が急におやめになったということで、事務に多大

な支障が生じているとのことから、友好都市である小金井市に対し

て急遽支援要請があったとのことである。 

 淀川については、過去の従事事務実績より、小金井市の職員の中

で特に戸籍事務に精通しているということから、市長より特命で依

頼があったものである。 

 説明については以上である。 
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伊東委員長   事務局の説明が終わった。 

 何か質問はあるか。 

 それでは、お諮りする。代処第３号、人事異動については、原案

どおり承認することにご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊東委員長   異議なしと認める。よって、本案は原案どおり承認することと決

定した。 

 続きまして、日程第４、議案第２４号、図書館協議会委員の委嘱

についてを議題とする。 

 直ちに提案理由の説明をお願いする。 

 

向井教育長   提案理由についてご説明する。 

 小金井市図書館協議会委員が、平成１９年１０月３１日をもって

任期満了となり、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。 

 よろしくご審議の上、ご議決賜るようお願いを申し上げる。 

 

石川生涯    本日は図書館長が別の公務のため欠席をしているので、私の方か 

学習部長   らご説明申し上げる。 

 第９期図書館協議会委員の任期が１０月３１日で満了するので、

小金井市図書館協議会委員候補者選出要綱に基づき、小金井市図書

館協議会委員候補者選考会議を開催し、第１０期図書館協議会委員

について選考を行った。 

 図書館協議会については、図書館法第１４条に設置することがで

きると規定されており、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずると

ともに、図書館の行う図書館方針につき館長に意見を述べる機関と

するとされ、本市においては平成元年に設置している。委員は１０

人で構成されており、内訳については、学校代表者１人、社会教育

関係団体代表者１人、社会教育委員１人、学識経験者４人、市民公

募３人となっている。 

 うち、団体推薦の社会教育関係団体代表者は４団体から応募があ

り、公募市民は４人からあった。公募市民は市報８月５日号で募集
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をし、論文テーマは図書館の将来像であった。図書館協議会委員候

補者選考会議においては、平成１９年９月１０日に公募市民の論文

審査を行い、９月２６日に第２回選考会議として公募市民４名全員

の面接を行い、あわせて団体推薦、学識者の選考を行った。選出さ

れた方はお配りした資料のとおりであるが、内訳として、再任６人、

新任４人、平均年齢は５１.３歳、男女比は男性６人、女性４人と

なっている。 

 第１０期図書館協議会の委嘱については、１１月の中旬を予定し

ている。なお、任期については２年間で、平成１９年１１月１日か

ら平成２１年１０月３１日までとなる。開催回数については、通常

年３回となっている。 

 説明は以上のとおりである。ご審議いただき、ご議決賜るようよ

ろしくお願いする。 

 以上である。 

 

伊東委員長   事務局の説明が終わった。 

 何か質問、ご意見はあるか。 

 それでは、お諮りする。議案第２４号、図書館協議会委員の委嘱

については、原案どおり可決することにご異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊東委員長   異議なしと認める。よって、本案は原案どおり可決することと決

定した。 

 続いて、日程第５、報告事項に移る。順次担当から報告を求める。 

 

本多学校    報告事項１、平成１９年第３回小金井市議会定例会の結果につい 

教育部長   て報告させていただく。 

 平成１９年第３回市議会定例会は、９月３日に開会し、１０月９

日に閉会した。今定例会には、市長提出案件として、平成１８年度

決算の認定６件、平成１９年度補正予算３件、人事案件３件、条例

の制定１件、条例の一部改正が５件、市道路線の認定５件が提出さ

れ、審議された。その結果、平成１８年度決算の認定６件はすべて

認定された。また、他の案件についてもすべて原案可決された。 

 可決された一般会計補正予算の教育関係で主なものは、私立幼稚
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園等園児保護者補助金３８８万５千円、小金井第二小学校運動場芝

生化に伴う関連予算として、整備設計委託料３８１万４千円と、土

壌汚染状況調査委託料４９万２千円、小・中学校１３校に設置され

ている小型焼却炉撤去等委託料１,４４９万９千円、放課後子ども

教室運営委託料２７５万１千円、図書館本館エレベーター改修工事

７４０万円、総合体育館プール用環水槽改修工事９８０万円の補正

予算が含まれている。 

 なお、今定例会における一般質問については、２０人の議員から

通告があった。教育関係では９人の議員から１２項目にわたり質問

があった。質疑の詳細については報告事項１の資料として配付させ

ていただいたので、後ほどお読みいただきたいと思う。 

 以上で報告を終わる。 

 

伊東委員長   報告事項２、小金井市学校給食調理業務等民間委託事業評価報告

について 

 

福田学務課長  小金井市学校給食調理業務等民間委託事業評価報告書についてご

報告申し上げる。 

 平成１８年９月１日から実施している小金井第一中学校及び第

二中学校における学校給食調理業務の民間委託事業について、小金

井市学校給食の基準である学校給食衛生管理の基準、また、小金井

市学校給食作業マニュアル等に基づいて、調理業務が行われている

かを検証したものである。 

 検証項目については、①給食内容、②衛生管理、③安全衛生、④

調理現場管理体制、⑤教育活動との連携、⑥その他の大項目を設け、

その中の具体的な評価項目について、本市小・中学校給食の標準的

な直営方式と比較し、評価を行っている。 

 評価については、委託校である第一中学校及び第二中学校に、ま

た直営校として東中学校に評価を依頼している。そして、評価結果

について、小金井市学校給食に関する連絡協議会の委員に委託校の

副校長及び栄養士を加えた１６人の委員により構成される検証委

員会において最終的な評価を行ったものである。 

 詳細については、お手元の報告書をごらんいただきたいが、最終

的な検証結果について、報告書の５ページにあるが、以上のことか

ら、本市における学校給食の調理業務等の民間委託事業は、小金井
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市の基準に基づいて、調理業務が行われているものと評価するとの

ご報告をいただいた次第である。 

 以上である。 

 

伊東委員長   報告事項３、第４８回関東甲信越静公民館研究大会について、お

願いする。 

 

中嶋公民館長  第４８回関東甲信越静公民館研究大会についてご報告をする。 

 過日１０月１１日木曜日と１２日金曜日に、栃木県宇都宮市にお

いて開催された。 

 今回の研究大会は第３０回全国公民館研究集会ｉｎとちぎとの

合同開催となる。１０月１１日木曜日午前１０時過ぎから午後４時

過ぎまで、１０の分科会が開催され、第３分科会の成人教育に、本

館の松本事業係長、公民館運営審議会より、第５分科会の人権教育

に大橋委員長、第９分科会の生涯学習と公民館に佐野委員が参加し

た。それぞれの参加人数は第３分科会１４２名、第５分科会５１名、

第９分科会３００名となった。 

 報告については、事業係長が参加した成人教育についてご報告す

る。コーディネーター１名、助言者２名の構成のパネルディスカッ

ションにより、事例発表は長野県長野市立篠ノ井公民館の、地域の

活性化を目指す成人教育のあり方。次に、兵庫県淡路市立岩屋公民

館の、利用しやすい公民館を追求し、大人の居場所としての機能を

高めるであった。助言者は、秋田大学、原義彦准教授、国立教育政

策研究所の馬場祐次朗氏、いずれも講座を開催後、自主グループを

結成し、地域の活性化に活動している事例報告が特徴的だった。ま

た、職員の意識改革について、現状にとどまらないこと、変わって

いこうという姿勢が大切であるという説明があった。 

 全体会については、翌日１０月１２日金曜日午前９月から正午過

ぎまで、宇都宮市文化会館で、参加者約１,０００名、小金井市か

らは公民館運営審議会、田頭副委員長と内古閑委員の２名と事業係

長が参加した。 

 午前９時から第４８回関東甲信越静公民館大会、午前９時３０分

から第３０回全国公民館研究集会が開催され、表彰から始まり、文

部科学大臣あいさつは審議官の代読であった。栃木県知事と宇都宮

市長のあいさつがあり、全国公民館研究集会の大会旗は、栃木県か
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ら、次回、高知県に渡され、また、第４９回関東甲信越静公民館研

究大会については、平成２０年８月２１日と２２日に千葉県千葉市

で開催されることになる。 

 続いて、文部科学省社会教育課長による施策説明があり、その中

で、公民館の現状として、公民館数は全国的に市町村合併の影響か

ら減少していること。非常勤職員が増えてきたこと。評価すべき点

は利用者の増加が見られることの説明があった。また、大会を盛り

上げる黒磯巻狩太鼓のアトラクションが行われ、最後に、作家、立

松和平氏による、生涯かかって学ぶことと題しての記念講演が行わ

れ、地球環境を通して人間は一生学ばなければならないことを説い

ていた。 

 以上、ご報告をする。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 報告事項４、市民スポーツレクリエーションの集いの結果につい

て、お願いする。 

 

林スポーツ   市民スポーツレクリエーションの集いのほか、１０月８日、体育 

振興課長   の日の事業についてご報告する。 

 市民スポーツレクリエーションの集いは、今年度は総合体育館の

大体育室でキッズテニスを行った。キッズテニスとは、通常のコー

ト、ネットと比べて小さいサイズで行うテニスで、ラケット、ボー

ルも専用のものを使用する。小学生以上のペアを対象に、定員 

１５０人のところ、子ども１７８人、当日参加の方もあったので、

大人８１人が参加していただき、合計２５９人が参加した。初めて

の方が多いため、練習の時間を多くとり、最後はゲームを楽しんだ。 

 また、体育の日の事業として、体育施設の無料開放を行った。一

昨年から実施している事業で、総合体育館、栗山公園健康運動セン

ター、市テニスコート場の各施設で実施した。合計９２８人の参加

があった。 

 このほか、教育委員会の後援事業として、総合型地域スポーツク

ラブのＮＰＯ法人黄金井倶楽部が、スポーツ吹き矢、輪投げなど、

３種目のニュースポーツ体験を総合体育館の小体育室、柔道場、剣

道場で開催した。参加者は、大人８３人、子ども１４５人、合計 

２２８人となっている。 
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 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 私もこの会には参加させていただいたが、体育館のほうに行き、

大体育館と、小体育館は黄金井倶楽部ということで、体育館の地下

のフロア全面が、いろいろな形で、子どもたち、親子を通して楽し

めるような、年齢関係なく楽しめるようなスポーツレクリエーショ

ンになっており、今までは綱引き大会がメーンになっていたが、綱

引き大会に参加するチームがどうしても偏ってきていたので、今年

あたりは、また違う、別の人たちがたくさん参加してくださってい

るのではないかと思い、大成功だった。どうもお疲れさまであった。 

 報告事項５、青少年のための科学の祭典の結果について、お願い

する。 

 

石川生涯    ２００７「青少年のための科学の祭典」東京大会ｉｎ小金井ｗｉ 

学習部長   ｔｈサイエンス・ライブショーⅤという長い名称だが、平成１９年

９月９日日曜日９時３０分から１７時まで、会場は東京学芸大学小

金井キャンパスで実施をした。これまで小金井市教育委員会の対応

だが、後援という扱いであったが、今年度については共催をさせて

いただいた。小金井市と小金井市教育委員会が共催という形で実施

をしている。 

 出展数は８８ブースということである。内容的には、教育関係が

４８ブース、企業ブースが１０、その他のブースが３０ほどあった。 

 当日の参加者数であるが、主催者の発表で８,５４０人である。

なお、科学の祭典には中学生ボランティアを事前に募り実施をして

いる。この中学生ボランティアの参加数が５４人となっている。学

校別で申し上げると、一中が５人、二中が１８人、東中が２人、緑

中が２２人、南中７人という内容である。この中学生ボランティア

の役割であるが、各ブースでボランティアを貸して欲しいというと

ころのブースをあらかじめお聞きしており、そこのブースにそれぞ

れ配置をさせていただき、そのお手伝いをしていただいた。 

 そのほかに、第二中学校では、ブースを単独に出していただいて

いる。これを担当してくれた生徒が１８名、これは別枠でさらに参

加をしている。 

 教育委員会の体制であるが、教育委員会の管理職を中心として、
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あと、生涯学習係で職員を配置させていただいた。全体的には非常

に大きな大会となった。昨年度は小金井工業高等学校で２,０００

強の人数が参加しているかと思うが、それに比べると４倍近くにな

っいる。 

 また、小・中学校の作品を展示しようという試みが行われ、１３

校から１１６点の出展をしていただいた。 

 それから、当日は市長部局のごみ対策課のほうで、３カ所にごみ

の分別指導等に当たっていただいた。参加者数は、職員９名が３人

ずつ３カ所に分かれて、ごみの分別、小金井市の場合はごみが非常

に重要な状況になっているので、そういう意味合いからも、ＰＲを

含めて、そのような体制をとらせていただいた。 

 報告は以上である。 

 

伊東委員長   亘理委員長職務代理者、参加されたご感想をお願いする。 

 

亘理委員長   どなたに聞いても、参加した方はみんな喜んでいた。また続く 

職務代理者  ように望んでいる。 

 

伊藤委員    それぞれが工夫されていて、子どもたちにとって興味深いものだ

ったのではないかと思う。昨年と違ったところは、展示がフラット

でなかったということが、全体像がつかみにくく、探し回っている

子どもたちが結構いたのではないか。だから、案内などがもうちょ

っとわかりやすかったらよかったかと。また、校舎の特徴なのか、

やや暗かった。それが光に関するものはよかったが、展示にかかわ

るものは見にくかったのではないかと思い、もうちょっと明るいほ

うがよかったかと思う。 

 ただ、ごみの処理とかも非常に適切で、注意し合っている子ども

たちがいたことがすばらしかった。計画された方々の配慮の行き届

いたところを感じた。 

 生き物なども非常にバラエティーに富み、興味深かった。 

 

向井教育長   改めて小金井という場所が非常に恵まれた場所であり、理工系の

大学がそろっていて、また、教員養成の大学がその中心にあること

で、こういう祭典の成功につながったのかなという感想を持った。 

 また、中学校１校、頑張って出たということがあり、これに続く



 -１２- 

学校が今後また１つ、２つ増えるといいという感想も持った。そん

なところである。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 

菊地委員    私は、学会があったので行けなかった。残念だった。行きたかっ

た。 

 

伊東委員長   国際ソロプチミスト東京小金井を中心にして、これで５回目であ

る。最初の形と大分変形してきて、昨年、小金井工業でやり、そし

て今度、学大のほうで学長さんみずから、うちの学校でどうぞとい

うことで始めて、今年、本当に大成功だったと思う。もちろん問題

点はたくさんあるかもしれないが、それは恐らく反省会の中で出て

いることじゃないかと思う。 

 １つは、やはり教育のまち小金井ということをアピールするにも

大変すばらしい企画で、あれだけのものであるから、小金井市だけ

ではなく、近隣の子どもたちも親子で来てくださればありがたいと

思った。 

 反省会の最後までいて、皆さんにお礼を言って回ったとき、小金

井はすごいと、科学の祭典は、全国を歩いているが、小金井のお子

さんというのは、みんな、終わると「ありがとう」と言って帰る、

こういう地域はほかにないと、どうやっているかということを言わ

れ、私は、どうやっているのかわからないが、ただ、そう言ってく

れる人がいてうれしい。また、こういう言葉を聞いたことをどこか

で伝えて、また、お母さんなり先生方の励ましになればいいと思っ

ている。 

 それから、市の管理職の皆さん、教育委員会の管理職の皆さん、

当日、ずっとお手伝いいただいて、本当にありがとう。大変すばら

しい、陰になって支えていただいたのではないかと思う。また、来

年は学大でどうぞという声もあるようでなので、ひとつまたよろし

くお願いしたいと思う。 

 報告事項６、東京都功労者表彰（福祉・医療・衛生功労）につい

てお願いする。 

 

福田学務課長  小金井第二小学校、緑小学校、小金井第二中学校、南中学校、４
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校の耳鼻科の学校医をお願いしている三枝直砥先生が、このたび 

１０月１日付で、東京都第一本庁舎の中で、東京都功労者表彰（福

祉・医療・衛生功労）の表彰を受けられた。 

 先生については、昭和５８年１０月に市政の功労者表彰を市長か

らお受けになっている。それから、平成６年１１月に東京都教育委

員会表彰を、学校保健功労ということで、東京都教育長からお受け

になっている。また、平成１０年１１月に東京都医師会学校医表彰

功労者ということで、東京医師会長からお受けになっている。この

たび、東京都功労者表彰（福祉・医療・衛生功労）表彰を受けられ

たわけである。 

 長年にわたり小金井の学校医としてご苦労いただいているその

実績の中で表彰を受けられたかと思い、教育委員会一同感じ入った

次第である。ありがとう。 

 

伊東委員長   資料はこちらにいただいていない。 

 

福田学務課長  申しわけない。これは個人情報も入っていたものであるから、口

頭だけにさせていただいた。 

 

伊東委員長   お会いしたときには、ちょっとその話を。 

 

福田学務課長  よろしくお願いする。 

 

伊東委員長   その他、あるか。 

 

中嶋公民館長  公民館長から２点ある。 

 まず、第６０回優良公民館表彰についてご報告をする。 

 文部科学省生涯学習政策局長から、東京都教育委員会教育長に、

平成１９年１０月５日付けで、第６０回優良公民館表彰の決定につ

いての通知があり、小金井市公民館ほか５５館が被表彰館として決

定した。 

 優良公民館表彰は、都道府県教育委員会から推薦のあった被表彰

候補公民館について優良公民館審査委員会において審査の上、文部

科学大臣が決定するものである。 

 表彰式は平成１９年１０月２２日月曜日、午前１０時受付、午後
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４時３０分解散、場所は、霞が関ビル内の東海大学校友会館となる。

表彰式には２名以内の参列となっており、公民館長が表彰状を受け

取り、その後、皇居で拝謁、また、公民館運営審議会大橋元明委員

長に同行していただき、皇居内庭園の拝観をするものである。 

 詳細については、次回の教育委員会でご報告をする。 

 次に、第４５回東京都公民館研究大会についてである。昨年１２

月３日、小金井市公民館が大会事務局市として第二中学校で開催し

た。本年度は昭島市が大会事務局市として、１２月１６日日曜日午

前９時受付、午前中は全体会、午後は課題別集会を開催する。開催

要項等をご配布いたした。お申し込みは１０月３１日水曜日までと

なっている。お申し込みの場合はお声をかけていただければと思う。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 その他、あるか。 

 では、今後の日程について。 

 

淀川庶務    教育委員会の今後の日程についてご報告する。 

課長補佐    １１月６日火曜日午前１１時から、区市町村教育委員会研究協議

会が北トピアさくらホールで開催予定である。全委員のご出席をお

願いする。１１月７日水曜日午前９時３０分から、区市町村教育委

員会研究協議会がホテルフロラシオン青山で開催予定である。全委

員のご出席をお願いする。１１月９日金曜日午後２時から、第一中

学校６０周年記念式典が同校で開催予定である。全委員のご出席を

お願いする。１１月１３日火曜日午後１時３０分から、平成１９年

第１１回教育委員会を８０１会議室で開会予定である。同じく１１

月２７日火曜日午後１時３０分から、平成１９年第１２回教育委員

会を８０１会議室で開会予定である。 

 教育委員会の日程については以上である。 

 

伊東委員長   報告事項が終わった。 

 本日の審議はすべて終了した。 

 これをもって平成１９年第１０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０５分 


