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平成２０年第６回小金井市教育委員会定例会議事日程 

平成２０年５月２７日（火） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会   

 

開催日時 平成２０年５月２７日 
開会 １時２９分 

閉会 １時４３分 
 

場  所 小金井市役所第二庁舎 ８０１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  

説明のた 

め出席し 

た者の職 

氏  名 

学校教育部長   小林 美都江 

 

生涯学習部長   渡辺  博 

 

庶務課長     淀川  章 

 

学務課長     前島  賢 

 

指導室長     冨士道正尋 

 

統括指導主事   加納 一好 

 

指導主事     濱辺 理佐子 

 

 

生涯学習課長   尾﨑 充男 

兼生涯学習係長事務取扱 

 

スポーツ振興課長 林  文男 

 

図書館長     田中  肇 

 

公民館長     中嶋  登 

 

庶務課長補佐   内田 泰彦 

兼庶務係長 

調  製 庶務課庶務係主任    山内 和子 

傍聴者 

人 数 
０名 
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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 小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例 

第３ 報 告 事 項 

１ 平成２０年第１回小金井市議会臨時会について 

２ 平成２０年第２回小金井市議会定例会について 

３ 平成２０年度校内研究会主題について 

４ 中学校の合唱鑑賞教室について 

５ その他 

６ 今後の日程 
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開会 午後１時２９分 

 

伊東委員長   ただいまから、平成２０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、伊

藤委員と菊地委員にお願いする。 

 

（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、議案第１６号、小金井市奨学資金支給条例の一部を改

正する条例を議題とする。提案理由につき、説明をお願いする。 

 

向井教育長   提案理由についてご説明する。 

 東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例の施行

に伴い、本市奨学金の支給額を改定する必要があるため、本案を提

出するものである。 

 細部については庶務課長から説明する。よろしくご審議の上、ご

議決賜るようお願い申し上げる。 

 

淀川庶務課長  小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例の細部について、

説明させていただく。 

 本市の奨学資金については、成績優秀かつ経済的理由により就学

困難な方に対して支給し、もって有能な人材を育成することを目的

に制度化しておるところである。 

 今回の改正の概要であるが、支給額の変更である。支給額につい

ては、平成１２年１０月２５日の小金井市奨学資金運営委員会にお

いて、都立高校の授業料を基準に支給する旨の答申がなされている。

そのため、平成２０年４月１日付で都立高校の授業料が改正され、

月額６００円増額したことに伴い、支給額を６００円増額するもの

である。第８条の奨学資金の支給額であるが、高校生及び高等専門

学校生第１学年から第３学年までについては、月額９,６００円を

１万２００円に、大学生及び高等専門学校生第４学年及び第５学年

については、１万１,６００円を１万２,２００円に改正するもので

ある。 

 最後に付則であるが、本条例は、公布の日から施行し、平成２０
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年４月１日から適用とする。 

 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。 

 資料の２番、３番あたりは、説明はなくて、参考資料ということ

か。 

 

淀川庶務課長  参考資料としてつけている。 

 

伊東委員長   ほかに何かご質問はあるか。 

 それでは、お諮りする。 

 小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例については、原

案どおり市長に申し出ることに異議はないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

伊東委員長   異議なしと認める。本案は原案どおり市長に申し出ることに決定

した。 

 次に、日程第３、報告事項に移る。順次、担当から説明をお願い

する。 

 報告事項１、平成２０年第１回小金井市議会臨時会についてお願

いする。 

 

小林学校    市議会の臨時会であるが、５月２３日金曜日、１日間開催された 

教育部長   ところである。付議案件は全部で８件、専２件、専決処分の報告及

び承認についてが専である。これが２件で、いずれも承認された。

そのほか議案が６件、一般会計の補正予算（第１回）、これも原案

可決である。それから、老人保健医療の特別会計においても補正予

算が出されて、これも原案可決となっている。そのほか耐震補強工

事請負契約４件、いずれも可決している。東小、南小、一中、東中

の４件である。これにより、小金井市は平成２０年度末を以ってす

べての学校において耐震補強工事が終了することにる。 

 臨時会については以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 
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 何かあるか。 

 報告事項２、平成２０年第２回小金井市議会定例会についてお願

いする。 

 

小林学校    平成２０年第２回、６月定例会であるが、６月５日木曜日に開会 

教育部長   される予定となっている。最終本会議はまだ決定していないので、

ここでお示しすることはできないが、案件は全部で１１件の予定で

ある。諮問が１件、報告が３件、議案が７件の計１１件の予定であ

る。これについては、今週の５月２９日が告示日となっているので、

この告示を経ないとまだ正式には公表できない段階であるので、よ

ろしくお願いする。 

 ６月定例会においては、先ほどご審議いただいた小金井市奨学資

金支給条例の一部改正に係る案件を上程する予定となっている。こ

れに係る予算措置があり、こちらのほうは一般会計の補正予算にあ

わせて計上させていただいている。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 質問はよろしいか。 

 それでは、報告事項３、平成２０年度校内研究会主題について 

 

濱辺指導主事  平成２０年度小金井市立小・中学校校内研究について報告する。

報告事項３資料をご覧いただきたい。 

 小学校では、９校中７校が国語科を中心として、表現力やかかわ

り合う力の育成を図る研究が進められているところである。また、

南小学校では、昨年度に引き続き、算数科において表現力を高める

指導の工夫をテーマにしている。これらは、思考力、判断力、表現

力の育成をより一層充実することを目指す新しい学習指導要領の

趣旨をとらえた実践である。中学校では、生徒の主体的な学習や心

の教育の充実など、生徒の学習意欲及び態度の育成を図る研究が行

われているところである。 

 次のページをご覧いただきたい。今年度は、緑中学校が学力推進

指定校、小金井第三小学校、小金井第四小学校、南小学校、小金井

第一中学校が研究奨励校となった。南小学校が１１月に、小金井第

三小学校と小金井第一中学校が２月に発表する予定である。緑中学
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校については平成２１年度に発表する予定である。なお、小金井第

四小学校については、既に昨年度発表している。また、このほかに

小金井市研究奨励グループとして、ごらんの３校において各研究主

題に沿って研究していくこととなっている。 

 以上で報告を終わる。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 研究主題について、何かあるか。 

 それでは、報告事項４、中学校の合唱鑑賞教室についてお願いす

る。 

 

加納統括    合唱鑑賞教室について報告する。 

指導主事    ５月１５日木曜日午後２時から３時３０分まで、武蔵野市民文化

会館大ホールで、合唱鑑賞教室が開催された。中学校２年生生徒約

８５０名が集まり、第１部では合唱曲「おおスザンナ」「イエスタ

デイ」ほか６曲を、第２部ではオペラ「カルメン」より８曲を二期

会による演奏で聞いた。 

 鑑賞の様子であるが、生徒たちの鑑賞態度はよく、大変集中して

聞いていた。また、プロの合唱を生の音で聞くという貴重な経験が

できたとともに、ホールという公共の場での振る舞いについて学ぶ

ことができていた。 

 報告は以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 それに関連してあるか。 

 では、報告事項５、その他に移る。 

 

加納統括    南中学校サッカー部、東京都大会優勝について報告させていただ 

指導主事   く。 

 小金井市立南中学校サッカー部は第２６回東京都中学校サッカ

ー春季大会で優勝し、参加５６８校の頂点に立った。南中は支部予

選５回戦を勝ち進み、東京都大会進出を決めた。東京都大会では、

私立中学校も含めた強豪校相手に苦しみながらも、日ごろの練習成

果を発揮し、勝ち進んだ。５月２４日土曜日に駒沢競技場で準決勝

戦と決勝戦が行われ、準決勝戦では稲城第五中学校に４対０、決勝
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戦では江東区立第二砂町中学校に２対０で勝利し、見事優勝した。

決勝当日は、生徒、保護者、教員などが大勢応援に駆けつけ、生徒

たちのひたむきなプレーに熱い声援を送った。 

 また、優勝した生徒たちの様子を、早速小金井市のホームページ

のトップページに載せている。 

 報告は以上である。 

 

伊東委員長   大変うれしいニュースである。 

 その他あるか。 

 それでは、報告事項６、今後の日程をお願いする。 

 

内田庶務    教育委員会の今後の日程についてご報告する。 

課長補佐    ７月８日火曜日午後１時３０分より、第７回教育委員会を８０１

会議室で開催する。全委員のご出席をお願いする。続いて、７月２

４日木曜日、時間未定となっているが、こちらの時間が決定した。

午後２時からとなっている。東京都市教育長会研修会が東京自治会

館で開催される。こちらについても全委員のご出席をお願いする。

８月１２日火曜日午後１時３０分より、第８回教育委員会を８０１

会議室で開会する。全委員のご出席をお願いする。８月２６日火曜

日午後１時３０分より、第９回教育委員会を８０１会議室で開会す

る。全委員のご出席をお願いする。８月２８日木曜日午後２時より、

東京都市町村教育委員会連合会第２回理事会が開催される。場所は

東京自治会館となる。こちらについては委員長のご出席をお願いす

る。同日８月２８日木曜日午後３時より、東京都市町村教育委員会

連合会第１回理事研修会がある。東京自治会館で開催される。こち

らについても委員長のご出席をお願いする。 

 教育委員会の今後の日程については以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 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２０年第６回教育委員会定例会を閉会する。

お疲れであった。 

 

閉会 午後１時４３分 


