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開会 午後１時３０分 

 

伊東委員長   平成１８年第１２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。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。） 

 

伊東委員長   日程第２、報告事項。順次担当から報告をお願いする。 

 

本多教育部長  報告事項１、平成１８年第４回市議会定例会について報告する。 

 平成１８年第４回市議会定例会は、１２月１日に開会し、会期は

１２月２１日までの２１日間となっている。今定例会には、市長提

出案件として、平成１８年度補正予算３件、条例の制定１件、条例

の廃止１件、条例の一部改正４件、整理条例１件、規約の一部改正

４件、広域連合の設立１件、事務受託の廃止等１件、財産整理に関

する和解１件、土地の買い入れについて１件、計１８件となってい

る。 

 教育関係では、東小学校、南小学校及び東中学校の校舎耐震補強

設計委託料９００万円、緑中学校身障者用トイレ等改修工事５５０

万円の補正予算を計上している。議案としては、小金井市教育委員

会事務局等職員給与条例及び小金井市教育委員会事務局等職員退

職手当支給条例の一部を改正する条例の議案を提案している。 

 なお、今定例会における一般質問については、２２人の議員から

通告があった。 

 教育関係では、校庭の芝生化の早期実現に向けて、子どものいじ

めについて、小学校での英語教育の拡充について、学校事務の非常

勤化について、児童・生徒の健康診断について、全国一斉学力テス

トについて、少人数学級の実現について、東京国際スリーデーマー

チについて、生涯学習推進計画の進捗状況について等の項目につい

て質問が予定されている。 

 質疑の詳細については、次回の委員会で報告させていただく。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。質問はあるか。よろしいか。 



 報告事項２、税に関する作文受賞状況について、お願いする。 

 

浜田指導主事  中学生の税の作文の受賞状況について、ご報告させていただく。 

 報告事項２資料をごらんいただきたい。 

 中学生の税の作文については、毎年多くの作品が応募されている。

小金井市からの今年度の応募数は３５１点であった。選考の結果、

平成１８年度の入賞作品は資料のとおりに決まった。市長賞は南中

学校の田辺航さん、「社会を支える税金」、教育長賞は第一中学校の

林愛美さんで、「税金を考える」という題の作文であった。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。何かあるか。 

 

谷垣教育長   もう表彰式はやったのか。 

 

浜田指導主事  表彰式は１２月１３日を予定している。 

 

伊東委員長   その他に移る。 

 

中嶋公民館長  第４４回東京都公民館研究大会について、１２月３日日曜日に向

けて、教育委員会、各課からの協力を得て、遺漏のないように準備

をしているところである。 

 本日、委員の皆様に、「小金井市公民館ご案内」をご配付してい

る。これは、公民館研究大会に参加される方々に、小金井市公民館

の最新情報でご案内するため作成したものである。当日は、委員の

皆様のご出席、よろしくお願いする。 

 以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。準備は大分整っているか。 

 

中嶋公民館長  協力により整ってきている。 

 

伊東委員長   頑張ってくれ。よろしくお願いする。 

 その他はあるか。 

 



尾上庶務課長  法改正に伴う教育施設のアスベスト含有の吹きつけ剤の対応につ

いてご報告をさせていただく。 

 本市では昨年、市施設の吹きつけアスベスト等使用実態調査を実

施いたし、アスベスト含有の有無について、小学校４校及び中学校

３校の１８カ所、それから総合体育館、栗山公園健康運動センター

及び清里山荘の施行場所に不明な吹きつけ剤があり、専門の検査機

関に分析調査を依頼したところである。 

 調査結果では、第三小学校の階段室３カ所に、建設年度ごとに

３％、４％、５％のクリソタイルが検出された。その他の学校や市

の施設では検出が認められなかったことである。その後の対応につ

いては、第三小学校はご存じのように、今年度夏休みに除去を行っ

たところである。 

 このたび、アスベストに関する法令である労働安全衛生法施行令

及び石綿障害予防規則の一部が改正され、平成１８年９月１日から

アスベストの含有率の規制が１.０％を超えるものから０.１％を

超えるものになったところである。このため、今回の法令改正を踏

まえ、昨年依頼した検査機関に照会をいたしたところ、第四小学校

の校舎棟、東校舎、中央校舎、ペントハウス、それから前原小学校

の校舎棟、これは東校舎であるが、この校舎の階段室の部分にクリ

ソタイルが検出されたところである。 

 このことについて、０.１％以下かどうかの調査は行わず、いず

れにしても１.０％以下の繊維が検出されていることもあるので、

再度検査を行わず、０.１％を超えるものと考え、除去をする方向

で対応いたしたいと考えている。また、清里山荘については、検査

機関に分析調査を依頼いたしたところである。 

 四小、前原小の今後の対応であるが、昨年の第三小学校と同様に、

この冬休みの期間中にビニールシートを張り、さらに天井の低い箇

所についてはベニヤ板で覆うなどの措置を施す。除去については、

予算要求、措置をお願いいたし、議会の審議、議決をいただき、来

年度の夏休みに除去の工事を行いたいと考えている。 

 なお、当該校２校の保護者あてに今後説明文書の通知をご配布い

たしたいと考えている。 

 雑駁であるが、以上である。 

 

伊東委員長   ありがとう。アスベストのことで、何かよろしいか。よろしくお



願いする。 

 その他はあるか。 

 

亘理委員長   いじめによる自殺の報道が続いて、胸を痛めているところである 

職務代理者  が、あしたからの議会でも出されているようだが、当市では、いじ

め防止の取り組みにどのような対応をしてこられたのか。以前、リ

ーフレットなどをいただいているが、説明をお願いする。 

 

冨士道     基本的には、校長会、生活指導主任会等のところで、さまざま、 

指導室長   いじめの早期発見、対応等のお願いの指導等をしてまいった。それ

以外に、今お話があったとおり、リーフレットを全家庭に配布をし

た。さらにそれについては、現在ホームページにも掲載してあり、

どこからでも見られるよう工夫している。それ以外にも、実際にこ

の４月から、いじめと思われることを含め調査をいたし、前回の会

でもお話を申し上げたとおりであるが、文科省が言っているような

長期にわたるとか、特に深刻なということではなく、さまざまなケ

ースもすべて出していただきたいということで、学校には調査をか

け、今、すべて対応していただいているところである。 

 今のところ、私どものほうには、いじめということで、特に学校

から深刻なというケースでは上がっていないが、今後、やはりどこ

の学校でもこれはあり得るというような前提で、さらに指導につい

ても継続してまいりたいと思う。 

 

亘理委員長   ありがとう。 

職務代理者   

 

伊東委員長   他にあるか。 

 

石川      図書館へ行ってまいったので、遅れて申しわけない。 

教育部次長   過日１１月２８日に、社会教育委員の会議の管外視察研修という

ことで川崎市へ行ってまいった。川崎市の視察内容だが、前半を菅

生中学校、後半を臨港中学校、この２校について、地域教育会議と

いう内容で、実施状況を教育長以下全員で１６名で参加をしてまい

った。 

 私どもも平成１５年５月に社会教育委員の会議のご提言をいた



だいており、地域教育会議の設置を提言いただいており、その研究

をしようということで、先進市の川崎市へ伺った。川崎市の場合は

２つの中学校だけであったが、教育委員会等のお話もいただいた中

では、それぞれの地域の実情に合わせた、取り組みをしているとい

うことであり、必ずしも統一的な形で動いているわけではなかった。

その学校、その学校の特徴に合わせた地域と学校がどう連携してい

けるかという中で、お互いの関係をうまくどういう形でやっていく

かというのはさまざまだということである。 

 私どもも、今後はこの視察を受けて、社会教育委員の会議の小委

員会を今後１２月以降に作り、その課題整理等に当たっていきたい

と思っている。 

 以上、ご報告申し上げる。 

 

伊東委員長   ありがとう。 

 その他はあるか。 

 その他の議題かどうかわからないが、今、テーブルの上に、教育

フォーラム、教育懇談会のお知らせの案内があるが、これについて

小金井市教育委員会共催ということなので、どなたかお話しいただ

きたい。 

 

冨士道     これは毎年ＰＴＡ連合会が教育懇談会という形で講演会を、２月 

指導室長   に開催している。また、私ども教育委員会として、昨年度から教育

フォーラムという形で、各小学校、中学校の研究等実践の内容を広

く市民の方にお示しをするということで開始をした。ところが、今

年度より、会場の公会堂がなくなったということがあり、またちょ

うど同じ時期にあるということで、ＰＴＡ連合会ともご相談を申し

上げ、共同の形で開催をすることになり、こういう形で今年度開催

することで予定している。 

 ２月１０日土曜日の午後であるが、前半は教育委員会が主になる

が、教育フォーラムということで、各学校、特に研究指定等の奨励

を受けている学校の発表を行う。その他の学校については紙上発表

という形で資料を出す予定になっている。後半については、講演会

ということで、『生協の白石さん』という本を出された方、コミュ

ニケーションのとり方ということで、それぞれ保護者、また教員に

とっても勉強になるということで、この方にお願いをしている。有



意義な会になればと思っている。よろしくお願いする。 

 なお、これは１月になり、Ｐ連を通して学校には保護者向けに通

知をお出しし、下にあるが、白石さんご自身が、ぜひ何か一言書い

てくださいということがあったもので、これを書いて、これをもと

にしていろいろな話もしていただけるようなことを聞いている。こ

ういう形で、今年度進めてまいりたいと思っている。よろしくお願

いする。 

 

伊東委員長   わかった。 

 その他、あるか。 

 報告事項４、今後の日程をお願いする。 

 

小野      教育委員会の今後の日程についてご報告する。 

庶務課長補佐  １２月３日日曜日、午前９時半から第４４回東京都公民館研究大

会を小金井第二中学校体育館で開催する。全委員のご参加をお願い

する。年が明けて、平成１９年１月８日月曜日、午前１１時から平

成１９年成人の日記念行事を中央大学附属高校講堂で開催する。全

委員のご出席をお願いする。翌１月９日火曜日、午後１時３０分か

ら平成１９年第１回教育委員会を８０１会議室で開会予定である。

１月１６日火曜日、午後２時から東京都市町村教育委員会連合会第

３回常任理事会・理事会が東京自治会館で開会予定である。委員長

のご出席をお願いする。１月１９日金曜日、午前９時から平成１９

年度一般会計予算教育委員会意見聴取が庁議室で行われる予定で

ある。全委員のご出席をお願いする。２月１４日水曜日、午後１時

３０分から平成１９年第２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   ありがとう。 

 本日の審議はすべて終了した。これをもちまして、平成１８年第

１２回教育委員会定例会を閉会する。ありがとう。 

 

石川      １点、ご報告だけ。 

教育部次長 

 



伊東委員長   報告、追加をお願いする。 

 

石川      図書館長が見える予定だったが、打ち合わせ中で戻ってこられな 

教育部次長  いようであるので、私のほうから、図書館の学習室の建てかえ工事

と、トイレの改修工事が、この１２月から動き出す。その関係で、

図書館本館の一時臨時休館を調整しており、１２月２１日から１月

１５日までを臨時休館とさせていただく予定である。ちょうど年末

年始を挟んだところで臨時に休館をさせていただきたいというこ

とで、今調整をさせていただいておるので、トイレの改修を先行す

るので、非常に音が出るということで、管の老朽化のため腐食をし

ており、一つのトイレをやると、圧がほかにかかってしまって、ほ

かが壊れてしまうという危険性があるので一気にやりたいという

ことである。なかなか難しいので、職員用に１つだけは何とか確保

しながらトイレ工事をやりたいということで、その間は開館は難し

いという判断をしておるので、ご報告だけさせていただく。 

 

伊東委員長   図書館は、１カ所しかないのか。 

 

石川      各階にあるが、要するに順序よくやれればいいが、そういうこと 

教育部次長  をやると水圧のかかりぐあいによっては管が破裂してしまうという

ことで、老朽した管については非常に難しいということで、短期間

に一気にやってしまいたいということである。 

 

伊東委員長   市報か何かで知らせるのか。 

 

石川      予定では、１２月１５日号の市報、それから日程がここで確定す 

教育部次長  るので、ホームページ等でやりたいと思っている。他館については、

移動図書館も含めてすべて通常どおり開館しておるので、本館のみ

の扱いであるので、よろしくお願いする。 

 

伊東委員長   わかった。追加しておいてくれ。 

 よろしくお願いする。ありがとう。お疲れさま。 

 

閉会 午後１時４９分 

 


