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◎西岡市長

皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから平成２ ８年度第２回総

合教育会議を開催いたします。
本日の進行につきましては、会議の主宰であります私が務めさせていただきますので、よろ
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しくお願いいたします。
年度末となるこの時期にご参集いただきまして、心より感謝を 申し上げます。ありがとうご
ざいます。
先週は、小中学校では修了式、卒業式が執り行われるなど、教育長、教育委員の皆様におか
れましては、大変お忙しい日々を 過ごされたのではないかと思います。私自身は前原小学校 、
それから南中学校の卒業式に出席させていただきました。感動的な卒業式で 南学校中の合唱は、
大変すばらしく、感激しました。前原小 学校の卒業式も、とても心のこもったすばらしい卒業
式でありました。学び舎を巣立つ子どもたちの力強く真っ直ぐなまなざしを見て、 小金井の明
るい未来を感じたところで あります。
さて、本日は、今年度最後の総合教育会議となります。今年度の総括や来年度の展望など 、
小金井市の教育について、委員の皆様から忌憚のないご意見を賜りたいと思いますので、どう
ぞよろしくお願いします。
小金井市の学校教育につきましては、平成２９年度の施政方針でも 述べさせていただきまし
た。目まぐるしく変化する社会に対応できる生きる力を育んでもらうために、教育委員会と市
長部局との連携を深め、未来を 担う子供たちの可能性を伸ばす環境を整備するなど、 本市の教
育行政をより一層推進してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
時間も限られておりますので、早速、次第に沿って議事を進めてまいります。
初めに議題第１号、教育委員会事業に係る平成２８年度統括及び平成２９年度展望について
を議題とします。
最初に、平成２８年度事業の総括について、教育委員会から説明をお願いします。
◎山本教育長

それでは、学校教育部と生涯学習部が順次説明いたします。

◎川合学校教育部長

それでは、学校教育部の平成２８年度事業についての総括でございます。

最初に、庶務課でございます。
小学校施設整備事業につきましては、市内９校の公立小学校の施設整備を実施するもので、
平成２８年度は、本町小学校のトイレ改修工事、非構造部材改修工事、給食機器設置に伴う改
修工事と、第二小学校の給食室防火区画改修工事を計画いたしました。工事については計画的
に実施しているところでございますが、本町小 学校の非構造部材の改修工事と給食機器の設置
に伴う設備工事が暫定予算に伴う工事開始時期の 遅れから、全額未執行となりました。これら
の工事につきましては、平成２９年度に改めて行う予定でございます。
続きまして、中学校の施設整備事業でございます。小学校同様、市内 ５校の公立中学校の施
設を整備するもので、平成２８年度は第一中学校、第二中学校、東中学校の非構造部材改修、
第二中学校、緑中学校の給食用リフト改修、緑中学校のプール循環ろ過設備改修工事を計画し、
非構造部材改修工事が暫定予算に伴う工事開始時期の遅れから、可能な部分のみの工事となり
ましたが、そのほかは計画どおり行い、学校施設としてふさわしい安全で快適な環境の整備を
図りました。
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次に、学務課でございます。
通学路防犯カメラ設置工事は、第三小学校の通学路に 防犯カメラを設置するもので 、本設置
により、市内の全ての小学校の通学路へ防犯カメラを設置する ことができました。児童のさら
なる安全確保に努めてまいります。
特別支援学級の消耗品費は、平成２８年度が小中学校特別支援学級の教科書採択 替年度に当
たることから、必要数を購入したものでございます。
小学校給食消耗品費は、給食用食器をアルマイトから強化磁器食器へ順次入れ替えるもので、
給食室の設備上の問題で入れ替えが遅れていた本町小学校への導入を計画しておりましたが、
設備工事が平成２９年度へ延伸となったことから、食器の入れ 替えについても延伸となりまし
た。
小学校給食関係備品は、必要な給食備品を計画的に購入するもので、平成２８年度は本町小
学校に食器洗浄機や冷蔵庫、食器消毒保管庫等を導入する計画でございましたが、こちら も設
備工事の延伸により、冷蔵庫のみの購入とし、残りは平成２９年度 での購入としたところでご
ざいます。
中学校ＧＨＰエアコン借上料では、耐用年数を超えた東中学校の特別教室等に設置されてい
るエアコンを入れ替え、適正な教育環境を整備いたしました。
中学校の周年行事関係経費では、南中学校創立４０周年に当たり、記念品購入や記念誌作成
等を行いました。南中学校の努力もあり、大変すばらしい４０周年を迎えることができました。
次に、指導室でございます。
特別支援教育支援員非常勤嘱託職員報酬では、支援員を７名から８名に 増やし、児童・生徒
の増加や、個々が抱える多様化した困難さへの対応の充実を図りました。
また、児童・生徒の学力向上を図るため、開かれた学校づくりを通し、広く地域人材を活用
し、教育活動の充実を行いました。
以上、学校教育部の平成２８年度の主な事業については、一部、平成２９年度へ延伸となっ
たものもございますが、限られた予算の中で、 小金井市の学校教育の一層の充実に向け、着実
に進むことができたと考えているところでございます。
学校教育部からは以上でございます。
◎西田生涯学習部長

続きまして、生涯学習部の平成２８年度の主な事業について、総括をし

たいと思います。
最初に、生涯学習課でございます。
少年自然の家大浴室等改修工事では、浴槽シーリングの改修と床タイルの張り 替え等を実施
し、公共施設として適正な施設環境を 整えました。
アシスタントティーチャー派遣委託料は、市立小学校２校に体育教師を目指す大学生等が出
向き、実技指導を行うもので、平成２８年度は第四小学校と本町小学校で合計８５５時間の実
技指導を行いました。
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ストレッチ体操普及啓発委託料では、市民スポーツレクリエーション及びチャレンジデー事
業の実施日に合わせ、総合体育館において、ストレッチ体操の実技指導を行い、市民が日常的
にスポーツに取り組む機会を提供いたしました。
チャレンジデー事業は、５月の最終水曜日に、市内で１５分以上継続して運動等を 行う人の
参加率を人口が同規模程度の自治体と競う住民総参加型のスポーツイベントでございまして、
平成２８年度は秋田県大仙市と競い、見事に初勝利を 収めることができました。
スポーツ推進計画は、市民が日常的にスポーツに取り組む機会を創出し、健康寿 命の増進を
目的とした計画で、平成２９年３月にパブリックコメントの検討を終えました。来年度、平成
２９年度の早い時期に公表できる予定になってございます。
屋上防水等改修工事につきましては、小金井市総合体育館の改修計画に基づく 工事でござい
まして、平成２８年３月に工事が完了し、公共施設の 環境整備を推進したところで ございます。
次に、図書館でございます。
パーソナルコンピュータ借上料は、 図書館本館に図書館利用者向けのインターネット利用端
末及びプリンタを設置するもので、平成２８年９月から利用を開始し、市民サービスが大いに
向上いたしました。
図書館本館空調設備改修工事設計委託料は、適正な施設環境を整備するため、図書館本館の
空調設備改修に向けて設計を行うもので、この設計に基づき、平成２９年度には工事を 施工す
るものでございます。
図書館本館防災照明改修工事は、図書館本館の 非常灯及び避難誘導灯等の設備を改修するも
ので、平成２９年３月初旬に工事完了し、公共施設として適正な整備を行ったところでござい
ます。
最後に、公民館でございます。
貫井南分館屋上防水改修工事は、貫井南分館の屋上防水改修工事を 行うもので、平成２９年
１月末に工事を完了いたしました。これにより、公共施設として適正な環境を 整えたところで
ございます。
青年教育に要する経費印刷製本費では、障がい者青年学級開級４０年に当たり、かるたを作
成し、障がい者青年学級の普及啓発に寄与したところでございます。
以上、生涯学習部の平成２８年度の主な事業につきましては、当初の計画どおり、全事業を
実施することができました。全ての市民が豊かな学びを体験できるよう 環境づくりに努め、学
びを中心とした人づくり、まちづくり、ネットワークづくりの推進を図ったところで ございま
す。
以上でございます。
◎西岡市長

それでは、平成２８年度事業の総括について、ご意見、ご感想があれば、 お聞か

せください。
◎鮎川教育長職務代理者

平成２８年度の主な事業について、大変充実した内容であったと思
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います。小金井市の教育のレベルは大変高く、 授業の質が高く保たれております。学校教育で
は、子どもたちの学力向上のための 授業が成功していると思います。一番の基本となる授業は、
先生方が子どもたちのために時間を割いて研究してくださり、 準備をしてくださる。先生たち
の教育への思いが伝わる授業が展開されていると感じております。
その中でも、地域の力を活用した教育活動の充実は、小金井らしさの 象徴と思っております。
学校公開などで各学校を回った折にも、地域の方々をゲストティーチャーとしてお迎えしたす
ばらしい授業を拝見いたしました。
生涯学習では、意識の高い小金井市民の皆様の豊かな学びの 場を拝見しております。文化面、
スポーツ面、さまざまな事業が実施されましたが、図書館の利用者向けインターネット利用端
末の設置は、市民の方から感謝の お言葉をたくさんいただいております。
ほかの市の教育委員からお褒めの言葉をいただいたこと を紹介します。教育委員会定例会の
場で何度か申し上げてまいりましたが、スポーツ推進 員の方々によるニュースポーツ出前教室
は、学校に、スポーツ推進員の方々が出向いて、 通常学級に加えて一昨年からは特別支援学級
にもニュースポーツの指導をしてくださっています。学校教育と生涯学習が 、垣根なく融合し
て、成功している事例です。他市では、その垣根を取り払うということが大変難し く、実現で
きていないものが、小金井市では 実現し、大成功しているということで、お褒めの言葉をいた
だいていることです。皆様ありがとうございます。
以上です。
◎西岡市長

貴重なご意見ありがとうございました。

他にございますでしょうか。
◎渡邉委員

本町小学校の非構造部材改修工事等が未執行となったことは残念でしたが、平成

２９年度にしっかり予算化していただいたことで安心いたしました。非 構造部材改修工事は、
地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るためのものなので、今後も確実に震災対策の
関連予算については確保していただきたいと思います。
また、第三小学校の通学路防犯カメラ設置については、これで全小学校の通学路に防犯カメ
ラがついたとのことで、大変よかったと思います。平成２７年度に一 斉に設置したときに、第
三小学校だけが設置されていなかった ことを心配しておりましたが、 担当課に伺ったところ、
カメラの設置は学校の希望によるところで、第三小学校については、平成２８年度に改めて希
望があり、設置したとのことでございました。安心いたしました。
今現在は、中学校の通学路には 設置する予定はないと伺いましたが、中学生も心配 です。設
置には都の補助金もあるように伺っておりますので、 必要なところには設置していただけると
よいと思います。
以上です。
◎西岡市長

ほかにございますか。

ありがとうございます。いただきましたご意見につきましては真摯に受けとめ、検討課題と
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して、ご要望事項については今後、取り組んでいきたいと思います。
また、鮎川委員からは、小金井の取組も紹介されまして、ありがとうございました。渡邉委
員からも、予算のことがありましたけれども、ちなみに、３月９日に今年の第１回小金井市議
会定例会が閉会いたしまして、おかげさまで一般会計を含む全会計予算、提案した条例案、人
事案、この全ては原案どおりご議決を議会でいただきましたの で、速やかに予算を適正に執行
していきたいと思っております し、平成２９年度予算の中に は、ハード面、ソフト面 含めまし
て、教育全般について、子どもたちのためになる予算を 編成しましたので、適正に執行してま
いりたいと考えています。よろしくお願いいたします。
それでは続きまして、平成２９年度事業の展望について 、同様に説明を求めます。
◎山本教育長

では、両部長、お願いします。

◎川合学校教育部長

それでは、学校教育部の平成２９年度の主な事業についてでございます。

初めに、庶務課でございます。
小学校施設整備事業につきましては、平成２９年度は 第一小学校、第二小学校、第三小学校、
前原小学校、本町小学校の非構造部材改修工事、本町小学校の給食機器設置に伴う設備工事、
第四小学校の給食室防火区画改修工事及び屋上防水等 改修工事を計画し、学校施設としてふさ
わしい安全で快適な環境の整備に努めるものでございます。
続きまして、中学校施設整備事業でございます。平成２９年度は、 平成２８年度から引き続
きの第一中学校、第二中学校、東中学校の非構造部材改修工事のほか、第一中学校のトイレ改
修工事、南中学校の給食用リフト改修工事を計画し、学校施設としてふさわしい安全で快適な
環境の整備に努めるものでございます。
次に、学務課でございます。
通学路防犯カメラ設置工事は、緑小学校通学路に防犯カメラを １台追加設置するもので、本
設置により、さらなる児童の安全確保につながるもので ございます。
小中学校の周年行事関係経費では、第二小学校創立７０周年記念及び第一中学校創立７０周
年記念に当たり、記念品購入や記念誌作成等を行うものでございます。すばらしい７０周年を
迎えられるよう学校と協力して事業を進めてまいります。
小中学校教育用のＩＣＴ機器につきましては、次期学習指導要領 実施に向けて、ＩＣＴ機器
と無線アクセスポイント等の周辺 機器を導入するもので、学習環境の向上と情報化への対応を
先進的に推進するものでございます。
また、小中学校校務用サーバー等の借上料は、教職員が校務で使用している校務用パソコン
のサーバーを入れ替え、教職員の効率的な校務処理と、その結果、生み出される教育活動のさ
らなる質の向上を図るものでございます。
小学校の給食消耗品は、 平成２８年度から延伸した本町小学校の給食用食器をアルマイトか
ら強化磁器食器へ入れ替えるものでございます。
小学校給食関係備品は、必要な給食備品を計画的に購入するもので、平成２９年度には第三
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小学校に食器消毒保管庫を、本町小学校に食器洗浄機、オーブン等を購入し、給食調理のため
に、より充実した設備を整えるものでございます。
次に、指導室でございます。
魔法の言葉集印刷は、児童、保護者等から、勇気と希望が湧いてくる言葉を募集し、既刊分
と合わせて魔法の言葉集として冊子化し、教育テーマとしての命の大切さを具現化します。
学習支援ボランティア謝礼は、 市立小中学校の児童・生徒の 学習支援等に従事する学生ボラ
ンティアに謝礼として図書カードを配付するも ので、教育の礎を担う学習支援ボランティアの
育成を図るものでございます。
また、不登校児童・生徒支援モデル事業は、もくせい教室を不登校対策支援センターに位置
づけて、福祉や医療等のさまざまな関係機関及び専門 機関と連携し、不登校の児童・生徒、保
護者の支援を行うものでございます。
学校教育部については以上でございます。
◎西田生涯学習部長

続きまして、生涯学習部の平成２９年度の主な事業についてでございま

す。
最初に、生涯学習課でございます。
少年自然の家非常用照明交換工事は、 清里山荘少年自然の家の非常用照明の交換 工事を行う
ものでございまして、公共施設として適正な環境を整えるものでございます。
アシスタントティーチャー事業委託料は、平成２９年度につきましては小学校２校で合計８
５５時間の実技指導を行う予定でございます。
ストレッチ体操普及啓発委託は、平成２９年度も引き続き実施し、市民が 日常的にスポーツ
に取り組む機会を提供いたします。
野川駅伝大会運営委託では、長距離 走等のトップアスリートを招致し、２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック機運の向上を図ってまいりたいと 思っております。
次に図書館でございます。
図書館本館空調設備改修 工事は、平成２８年度に作成した設計に基づ き、図書館本館全フロ
アーの空調設備改修工事を行うもので、公共施設として適正な 環境を整備するもので ございま
す。
なお、資料にはございませんが、平成２８年度から図書館協議会におきまして、 小金井市立
図書館の在り方についての協議を行ってございます。平成２９年度末までには答申をいただく
予定になっております。
最後に、公民館についてでございます。
貫井南分館外構工事は、老朽化したコンクリートブロック塀を撤去し、 新設するもので、公
共施設として適正な施設 環境を整備するものでございます。近隣住民の方々への工事の説明な
ど、丁寧に進めてまいります。
生涯学習部につきましては以上でございます。
－７－

◎西岡市長

それでは、平成２９年度事業の展望について、ご意見 やご感想があれば、お聞か

せください。
◎鮎川教育長職務代理者

平成２９年度の事業に関して、限られた予算の制約がある中、すば

らしい展望と思います。
学校教育では、魔法の言葉集の 冊子化と、不登校児童・生徒支援モデル事業に期待しており
ます。
また、小中学校校務用サーバーの入れ替えについては、前回の総合教育会議 の場でも、その
必要性について申し上げました ように、先生方の効率的な校務処理のために不可欠です。どう
もありがとうございました。
生涯学習では、２０２０ 年東京オリンピック・パラリンピックに向けての事業が今後、増え
てくると思います。野川駅伝大会は年々、参加者が増加し、実際に運営してくださっている 黄
金井倶楽部さんのご尽力により、大成功を収めております。市民の体力向上のためだけでなく、
市民協働の典型的なイベントと思います。これからもよろしく お願いいたします。
最後に、前回の総合教育会議の場では、放課後子ども教室を中心とした子どもの居場所づく
りについて、意見交換の機会をいただきました 。放課後子ども教室につきまして、平成２９年
度の展望がありましたら、お聞かせいただければと思います。市民の方々からもお褒めの言葉
をいただいています。先日、南小学校の卒業式に参列させていただいた際も、ご来賓の学校 運
営連絡委員の方や放課後子ども教室の 講師をなさっていた方から、もっと活用していただく 力
が市民にはありますというお言葉をいただいております。平成２９年度の展望がありましたら、
お願いいたします。
◎生涯学習部長

ありがとうございます 。生涯学習部といたしましては、先ほどご紹介いただ

きましたとおり、放課後子ども 教室ということで、たしか小学校が週休２日制を取り入れたと
きに、放課後土曜クラブというような名称で始まったものでございます。ただ、小金井市には、
それと同様に、放課後の子どもの居場所づくりというような 意味合いもあります学童保育所が
全入という方針で、存在しております。放課後子ども教室と学童保育 所との一体的な運営につ
きまして、今、国・都の方でも大変関心を持って、計画を作り、実施するように各自治体に求
められているところでございます。
こういった中で、生涯学習部といたしましては、児童 ・青少年担当と連携をとりながら、小
学生を中心とした放課後の居場所づくりにつきまして、今後とも情報交換しながら、それぞれ
のいいところを生かしながら、また連携しながらやっていきたいというふうに思ってございま
す。それぞれ歴史のある大切な役割を持っておりますので、 そういったことも注視しながら、
先ほど言っていただいたボランティア、市民の方々のお力も 借りながら、今後も大いに発展さ
せていきたいと思っております。どうもありがとうございました。
◎鮎川教育長職務代理者
◎西岡市長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。
－８－

◎福元委員

先ほどの発言と重なる部分もありますが、幾つか述べさせていただきたいと思い

ます。
次期学習指導要領実施に向けて、平成２９年度に教育用ＩＣＴ機器 が導入されるとのことで、
学習環境の向上と情報化への対応 という点から、ありがたいことだと思います。今後も、可能
な限り推進していただきたいと思います。お願いします。
また、校務用サーバー等借り上げについてですが、 現在、学校や教員の仕事は拡大し、多様
化しています。特に教員の総業務量は大幅に増加し、残業時間が増加する一方で、研修や授業
準備の時間が減少してきているということが、文部科学省の調査や統計から見ても 明白であり
ます。そんな中にあって、 小金井市の学校では、児童・生徒のために児童・生徒との対応時間
を増やす努力に全校で取り組んだり、教員の授業力を高めるために全教員が研究授業に取り組
んだりしながら、児童・生徒の学力向上に努力するなど、児童・生徒のために 尽力してくれて
います。この教員の姿を見たとき、せめて校務処理だけでも スムーズにできる環境を確保して
ほしいと日ごろから願っておりました。平成２９年度に対応していただけることは大変よかっ
たと感謝申し上げます。今後も、小金井の学校教育を発展させるためによろしくお願いいたし
ます。
次に、魔法の言葉集についてですが、魔法の言葉集は 今、学校だけではなく、家庭 や地域に
も活用の波が広がってきています。今や、小金井が自慢できるものの 一つになっているのでは
ないでしょうか。小金井らしさが大変よく出ていると思います。これをぜひ、今後も育ててい
きたい。そう願っております。
最後に、市民が大変関心を持っている図書館の件ですが、 図書館の改修工事に伴い、閉館期
間があるということですね。だとしたら、市民の方がなるべく支障を感じないで済むよう、配
慮をお願いしていただければありがたいと思います。
以上です。
◎西岡市長

福元委員のご意見・ご要望で、何かご答弁できる部分はありますか。図書館の閉

館状況など。
◎生涯学習部長

図書館なんですけれども、あそこが 建ってから、かなりの年数がたっており

まして、平成２年に集中式の冷暖房施設の改修工事を行ったんですけれども、それから約３０
年近くたっている中で、 今、厳しい状況になっているということで、今回、改修工事をさせて
いただくということになりました。今回は集中式の冷暖房設備ではなくて、それぞれの部屋で
温度とかそういったものが調整できる分散式の空調設備に変換する予定となっております。
これに伴いまして、かなり大掛かりな工事を図書館で行うということで、閉館が数 か月、今
のところは見込まれております。期間ですけれども、なるべく、今、福元委員のおっしゃられ
たとおり、閉館期間中も 、図書館は閉じているんですけれども、なるべく市民の方にご不便を
かけないような方策をできるだけ考えまして、今後、図書館の方で、その間の対策等も検討し
ているということで聞いておりますので、またお知らせをさせていただきたいと思います。そ
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の間、ご不便をかけるかと思いますけれども、 事情ご勘案の上、ご理解賜ればと思っておると
ころでございます。
以上です。
◎西岡市長

閉館時期って、何月ぐらいか、わかりますか。

◎生涯学習部長

今のところ、秋口ぐらい。９月頃から３か月ぐらい、４か月になってしまう

かもしれないんですけれども。工夫して、もうちょっと短くならないか等も考えたいとは思っ
ています。
◎西岡市長

ほかにございますでしょうか。

◎渡邉委員

平成２９年度の学校施設整備計画について、特に 危険度の高い体育館等のつり天

井改修工事を盛り込んだ 非構造部材改修工事については、第２次明日の小金井教育プランにお
いても、平成３０年度まで に終了させる計画となっていることから、積極的に推進しているこ
とは大変よいことだと思います。
校舎は、平成２０年度までに全校の耐震補強工事が終了しており、 安全対策は図られており
ますが、今後は学校施設の老朽化が課題です。 適切な対応をお願いいたします。
◎西岡市長

貴重なご意見ありがとうございました。

他にございますでしょうか。
◎岡村委員

年度末又は年度当初に当たって予算化された主な事業等について、ただいま説明

がありましたが、私は主な事業とは別に、医師の立場から、最近の教育現場についてお話しさ
せていただきます。
医師会では以前に比べて、学校医としての医師のあり方を非常によく協議するようになりま
した。それは一つのきっかけは、整形外科学校医なんですね。 全国的に文部科学省から、学校
医研修のときに、側わんとか見なきゃいけない ですよと言われたときに、正確な診断を求める
ために、医師会では整形外科医を学校医にしていただきたいという要望 を出したところ、全国
に先駆けて、小金井は整形外科を学校医にしていただいたんです。それが医師会としてはすご
くよかったと考えていまして、市に非常に感謝しています。
また、文部科学省の平成２８年度児童生徒等の健康診断の実施状況 調査によると、運動機能
検診の場合に、保護者が保健調査票を書くんですけれども、回答した １２.２％、学校における
健康観察で先生方が書いた ので、０.９％、内科校医が整形外科受診を勧告したのが２ .２％。
そして、そこから整形外科専門医が異常と診断した割合が０.１％ある。このような運動機能検
診は、重症の人を見逃さないために非常に有効であります が、逆に、例えば保護者が１２ .２％、
学校における内科健診２ .２％なんですが、整形外科医が見ると０.１％の異常。逆に、学校で
整形外科の先生が異常じゃないよというふうに診断してくれたので、心配した 親御さんや内科
の先生が、整形外科に行く必要が 小金井はない。かなり少ない人数の人だけが 行くことになっ
たということで、非常によかったと思っています。
また、整形外科医の先生方は、検診だけではなく、教育現場での学校における健康観察、椅
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子が合わないとか、いろいろ現場で指導していただけ ることもありますし、全国的に学校保健
は健診中心から教育中心に。健康教育が 一生大切だということで、健康教育が盛んなんですけ
ど、整形外科の先生方の健康教育は、今すぐ子どもたちの役に立つものが多いので、整形外科
の先生が校医になったということは、小金井市はよいことだと医師会もみんな思っていて、刺
激になっています。
そういうことをいろいろお話 ししていたら、現在、医師会では登校許可証明書、学務課と一
緒につくっている登校許可書を見直そうと思っていて、みんなで協力して考えています。
そのように、整形外科の先生が学校医になったというのは刺激になって、学校医に医師会は
関心を持って、学校の教育にも関心を持っていますので、これからもよ ろしくお願いしたいと
思います。すごく感謝しています。ありがとうございます。
◎西岡市長

皆様から貴重なご意見等をいただきまして、ありがとうございます。ただいま い

ただいたご意見を参考に、今後もすばらしい小金井の教育のさらなる発展のために、教育委員
会の皆様方と協力して取り組んでまいりたいと思いますので、よろしく お願いいたします。
続きまして、議題第２号、小金井市の学区域の見直しについてを議題といたしま す。
最初に、平成２８年度版小金井の教育から抜粋した資料２をご覧ください。こちらは、平成
２７年５月１日現在の学校別児童・生徒、学級数の数値です。
平成２７年度を見ると、 小学校では本町小学校が１４学級４４７名と最も少なく、一方、小
金井第三小学校が２１学級７２４ 名と最も多くなっており、最大で７学級２７７名の差が生じ
ております。
中学校では、東中学校が８学級２８４名と最も少なく、緑中学校は１８学級６７４ 名と最も
多くなっており、最大で１０学級３９０名の差が生じております。
単純な数値だけで、はかることはできませんが、学区域の見直しに関して、平成２１年１２
月にＪＲ中央本線連続立体交差事業の鉄道高架化が終了いたしました。そこから７ 年ほど経過
したことや、より安全な通学路の確保や利便性など、児童・生徒数の調整機能といった 効果を
期待して、今後の市全体や区域ごとの人口の動向等に注視して、児童・生徒の増減の傾向等を
分析するなど、さまざまな検討が求められます。
駅周辺のまちづくりや宅地開発等の動向も視野に入れる必要があります。今の武蔵小金井駅
では南口第２地区の再開発事業が進展しておりまして、今後、７２０戸のマンション、ツイン
タワーが建つ予定です。また東小金井駅の北口では、区画整理事業が進展していまして、事業
進捗率は７０％です。今月にロータリーが、今までの６倍の広さになって、最終的な供用がス
タートいたします。上屋根の工事が、少し後になりますが、 いわゆるロータリーの原型が今月
中に完成いたしまして、 道路関係はもう供用がスタートいたしました。
小学校においては、学童保育の動向も重要な課題で ございます。前回もお話をしました学童
保育の大規模化ということで、児童数とも連動しますし、また、保育園希望者が非常に増えて
おりますので、そのまま学 童保育に上がってくるということでございます。学童保育の大規模
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化も当然、児童数と連動しているという状況です。
また、先日策定した公共施設等総合管理計画にもあります学校施設の長寿命 化計画をはじめ
とした老朽化対策の方針とあわせて、総合的な検討 を進める必要があるとも切に感じていると
ころでございます。
反面、長い歴史を持つ学校と地域コミュニティとのつながり というものもあるため、見直し
による影響も考慮しながら、検討を進めなければいけないと も感じております。
今日のこの会議の場で、何かを決するということではありませ んけれども、委員の皆様にご
意見をぜひ頂戴したいと考えております。よろしくお願いいたします。
◎鮎川教育長職務代理者

教育委員会定例会の場でも、何回か 学区域見直しについて、意見を

申し上げてまいりました。学区域を変更した方がよいか、それとも現状のままでよいかを再考
すべき時期が来たと思っております。先 程の市長さんのお話の中にもありましたが、中央線 高
架化による踏切の廃止や、学校の児童・生徒数、学級数などの学校規模など、 検討する材料は
多いと思います。検討した上で、現状の学区域で 問題ないと判断されるのでしたら、それでよ
いと思うのですが、いろいろな状況が変わってきている中、学区域の見直しを検討していただ
きたいと思います。
◎山本教育長

教育委員会の事務局としても、これは重要な課題だと認識しているところです。

おおよその見通しなんですけれども、平成２９年度は、いろいろな条件がありますので、それ
について、教育委員会の事務局の内部で検討を進めたい。そして、その次の平成３０年度の２
年間ぐらいで、保護者や地域の方とか関係者による検討を進めたい。早ければ平成３２年 ４月
に実施できるような見通しを今持っています。そういう方向で積極的に取り組 んでいきたいと
考えております。
◎西岡市長

ほかにございませんか。

◎渡邉委員

ほとんど同じような話なんですけど、要するに中央線が高架になるのを 待って、

その前から、そういった学校の区割りを要望する 方々が結構、学校運営連絡会等に いらっしゃ
いまして、待っていたらしいんですね。７年経っても、なかなか進まないということで。
中学校、小学校の生徒の数のアンバランスということもある んですけれども、この前、第二
小学校の卒業式に行きましたら、飛び地があるらしいんですね。きれいな形になっていなくて、
１か所だけ飛んで、そこから小学生が通っている。ですから、小金井市全体を見ていただいて、
そういったことも含めて、もう一回それを白紙の状態から適正に見直すということも、一つの
考え方ではないかと思います。
以上です。
◎西岡市長

貴重なご意見をありがとうございました 。今、教育委員会の中にも、山本教育長

が申し上げましたように、いよいよ学区域のあり方について、内部検討を進めていただければ
と思っております。いろいろな声があると思いますし、 また歴史的なこともあります。学校は
防災の拠点でもあります。地域コミュニティとも一体でございます ので、総合的にいろいろな
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角度から検証を進めていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。
それでは、貴重なご意見ありがとうございました。学区域の見直しは、市にとりましても大
きな課題と認識しておりますので、教育委員会におかれましては、慎重かつ丁寧な議論をお願
いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
続きまして、議題第３号、その他についてを議題といたします。皆様から何かご発言ござい
ますか。
それでは、最後に教育長から総括をお願いします。
◎山本教育長

それでは、私の方から、お話を何点かさせていただきた いと思います。

最初に、西岡市長におかれましては、教育委員会の 諸事業につきまして、深いご理解とご支
援をいただいて、本当に感謝申し上げます。学校の 方にもたびたび視察に行かれて、学校の状
況なども把握しておられて、大変うれしく思っております。
おかげさまで、平成２８年度は暫定予算の影響もありましたけれども、おおむね円滑に 予算
か執行できたと思っております。また平成２９年度の予算につきましても、大幅に増額してい
ただいて、さまざまなこれまでの課題だったところについて、財政上の措置をしていただいた
ことについても、深く感謝申し上げます。
最初に、委員の皆様方からも、学校教育、それから生涯学習について、大変成果を上げてい
るというご感想をいただきました けれども、最近、何回か、学校も生涯学習も、あまり仕事を
よくやっていないのではないかという声が二 、三、聞こえてきまして、家庭や地域がいいから、
それに甘んじているのではないかという声が本当に少ないんですが、 聞こえてまいります。確
かに私は、小金井市のいいところは、家庭や地域が安定して子育てに 強力に取り組んでいるこ
とだと、それが第一だと思っておりますけれども、それを基盤にして、各学校 では校長先生を
先頭にして、教職員が全力を挙げて子どもたちのために、授業をはじめ特別活動等々、大変い
い仕事をしている。
また生涯学習についても、財政的には厳しいところもあるんですが、その中でも 図書館にし
ろ、公民館にしろ、スポーツ活動にしろ、職員が本当によく頑張っている。また、関係機関の
方も一生懸命、協力していただいている。そういうところを決して過小評価することなく、み
んな頑張っているんだというところを評価していきたいなと思っているということをこの場を
借りて、発言させていただきました。
運動会とか学校の作品の発表会に行きますと、ここまで質の高い活動ができるかと思うぐら
い、どの学校もすばらしい。これは、いかに教職員挙げて努力しているかということだと 思っ
ております。
次に、予算面についてなんですが、私、事務局の責任者 として、常々、議会なんかで指摘さ
れて、つらい気持ちになるのは、教育予算が２６市の中で、市民１人当たり、あるいは子ども
１人当たりの金額でいうと 、最低ではないかというご指摘を受けることが何度かありました。
これは、私もつらいなと思っております。
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私も、その要因をちょっと考えてみたんですが、平成２７年度の 予算で、これは川合部長が
つくった資料をもとにして考えて みたんですが、学校教育の指導に直接使われている予算で限
って見ると、生徒１人当たり２６市の中では１７位なんです。 ですから、決しておろそかには
していないということなんです。この辺 が議員さんたち、よく理解していただいていないなと
思っているところなんですが。
ただし、では、どこで差がつくのか というと、建設費なんです。建設費が２６市の中で一番
低いんです。例えば西東京市、年間で４５億円。稲城市が５１億円という数値が示されている
んですが、小金井市は平成２７年度に限っては１億４,０００万円なんです。ですから、そこで
差がついているということなん です。
ここが課題だと思います。トイレ改修とか防水工事等、まだまだやらなければならないこと
はたくさんありますし、それから、学校建設基金というところでも、 将来を見通して積んでい
かなければならない。そういうところで、多額の予算についての配慮が今後、お願いすること
が必要なんだろうなと思っています。
また、ＩＣＴの話も先ほど何点か出ましたけれども、おかげさまで、平成 ２９年度、今年の
４月以降、各学級に１台のタブレット、あるいはノートパソコ ン、どちらかになるかと思うん
ですが、これが配備される予定です。また、平成３０年度以降は順次、児童・生徒が授業で使
うタブレット又はノートパソコンを配備していく予定 ですけれども、これも２６市の中でビリ
だと言われないように、遅れをとらないように、小金井の子どもたちの学力の向上のためには、
ここについても配慮していただ いて、場合によっては、この計画を前倒しすることもあり得る
のかなと思っております。
それから最後に、図書館と公民館についてなんですが、これは現在ある施設等を何とかやり
くりしながらやっていますけれども、 １０年後とか２０年後を考えれば、小金井市全体の施設
配備計画に基づいて考えていかなければならない 、特に図書館については。西岡市長の最初の
計画では、庁舎建設予定地に土地を確保していただければ、 ５年後、１０年後、２０年後でも
結構ですので、図書館についての展望が 出てくるかなと思っております。
ソフト面については、運営面については教育委員会が一生懸命考えますけれども、財政、そ
れから場所とか予算等、ハード面については市全体の問題になりますので、是非とも、こうい
うことについても、ご配慮いただけたらなというところです。
予算面のお願いごとをちょっとまとめて申し上げましたけれども、これからも教育委員会 職
員一同、全力を挙げて、教育行政に邁進していきますので、ぜひとも ご支援いただきたいと思
います。どうぞよろしくお願い いたします。
◎西岡市長

ありがとうございました 。

それでは、私の方からも少しお時間をいただいて、何点か発言させていただきます。
今、山本教育長が伝えたご要望については、しっかりと受けとめさせていただきます。
小金井の教育は歴史と伝統があって、この高い小金井の教育力というのをこれからも磨きを
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かけて、皆様と一緒に、将来にわたって継承していけるように努力してまいりたいと思ってお
ります。よろしくお願いします。
それから、学校の方には私もなるべく、時間があれば行くようにして、公開授業 とかイベン
ト、現場に行って、そこで頑張る子どもたちや先生たち、なるべくお会いして、話をするよう
に心掛けています。小金井の伝統でいうと、おいしい自校方式の給食というものも、小金井の
教育の一つの魅力だと思っています。これから地場野菜 の活用などを是非進めていただきたい
と思っております。
来年度から、私も学校に行って、子どもたちと給食を食べようという計画もお願いしており
まして、月に１回ぐらいですか、２か月に１回ぐらいでしょうか、子どもたちと給食を一緒に
食べて、私も給食の味を。私も子どもの頃、学校給食で育った人間ですから、小金井の給食の
おいしさは記憶にあるんですけれども、 一緒に子どもたちと食べたり しながら、学校現場も見
ていきたいと思っています 。ご迷惑は掛けませんので。あまり現場で、 何かこう気を遣わない
ように、ひっそりと子どもたちと食べられたらいいなと思っているので、頻度も上げずに、も
うお任せしますので。地元、現場の人たちにご迷惑を掛けない範囲で、給食を食べていきたい
なと思っております。
それから、ひとつＰＲでございますが、４月１日、桜 まつりがございます。４月１日、２日、
今週の土・日でございます。桜の状態は多分、一番いい状態で、心配なのはお天気で ございま
す。それで４月１日の午後１時から、オリンピック・パラリンピック フラッグツアーが開催さ
れる予定となっており、ついに２枚の旗が小金井市に届けられることになりました。とても楽
しみにしております。
なお、その会場には小池百合子東京都知事ご本人も来られるということになりました。また、
アンバサダーといって、必ずこのフラッグを届けるときには、オリンピアンの方がどなたか来
てくださるんですが、小金井には大変有名な方が来ることになりまして、三宅宏実さんという
ロンドン、リオ、２大会連続メダルを取られた 重量挙げの選手が、アンバサダーでお越しいた
だけることになりました。
なお、お二人からオリパラの２ 枚の旗を小金井市は引き継 ぐことになるのですが 、私と、も
う一人をどなたにしようかなと 。２人準備をすることになったんですが、私ともう一 人どうし
ようかなということで、企画政策課が担当しているんですけれども、相談した結果、これは小
金井の子どもたちにしようということになりまして、特に運動、スポーツ頑張っている子がい
いよね、という話をしましたところ、本町小学校の６年生の女の子で、陸上 の短距離ですばら
しい成績を出した女の子が選ばれまして、先日、ご両親と市長室に来ていただいて、その役目
を頑張りますと言ってくれたので、とても楽しみにしております。なので、何としても雨を降
らせないように、皆様方にちょっと祈りを続けていただきたいなと思っております。
ステージの上で歓迎式典が終わった後は、小金井公園の中を、旗を掲げてパレードをさせて
いただきます。そこにも第一中学校の吹奏楽部の方々に来ていただいて、会場 を盛り上げてい
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ただく。それから、小金井消防少年団という組織がありますけれども、この方々に は音楽を演
奏しながら、パレードを先導していただく。あるいはボーイス カウト・ガールスカウトの方々
は、自らお手伝いしたいという 申出がありましたので、その方々にも、旗を配ったり、お手伝
いしてもらったりします。また、スポーツ少年団の方にパレードに参加していただくので、小
金井らしいレガシーを残していけたらなと思っております。
東京オリンピックに向けての具体的な事業、今回、これが初めてなのだと思いますので。雨
が降ると、中止になってしまう可能性が高いので、何としても天気がよい方向にいけばなと思
っております。今、担当の 方で一生懸命、準備していただいております。
またあわせて、チャレンジデー については３年間努力させていただいて、昨年５月に３度目
にして初めての勝利をさせていただきました。ありがとうございました 。部内検討をいろいろ
進めた結果、３年間頑張ってきましたので、チャレンジデーについては、ここで一旦、終了さ
せていただいて、国体、チャレンジデーで培ってきたいろんな関係者の方々とのスポーツの力
を大切にするネットワークを大事にしながら、今度、これまで蓄積し てきたネットワークをオ
リンピック・パラリンピックの 機運の盛り上げなどに転換・深化していこうというふうに考え
ておりますので、チャレンジデーについては平成２９年度以降、事業 化はしておりません。オ
リンピック・パラリンピックの方にシフトして、努力してまいりたいと思っておるところでご
ざいまして、よろしくお願いいたします。
以上で、予定した議題は全て終了いたしました。引き続き皆様のお力添えを ご期待申し上げ、
閉会の挨拶に代えさせていただきます。
以上で、平成２８年度第２回総合教育会議を終了いたします。
皆様、ありがとうございました。

（午後５時０２分散会）
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