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平成22年 教育委員会第15回定例会 会議録 

  日 時  平成２２年９月１４日（火）   午後３時００分～午後４時３４分 

  場 所  教育委員会室 

 

議事日程 

第 １ 報告 

【子ども総務課】 

（１）第３回区議会定例会報告 

【子ども支援課】 

（１）今後の区立幼稚園のあり方  【秘密会】 

（２）千代田区保育所入所等に関する取扱い要綱 【秘密会】 

【学務課】 

（１）学級編制 【秘密会】 

【指導課】 

（１）平成22年度 千代田区小中陸上競技大会 

 

第 ２ その他 

【図書・文化資源担当課】 

（１）新日比谷図書館 改修工事 

 

 出席委員 （５名） 

教育委員長 市川 正 

教育委員長職務代理者 古川 紀子 

教育委員 福澤 武 

教育委員 中川 典子 

教育長 山﨑 芳明 

                  

 出席職員 （１０名） 

 子ども・教育部長 立川 資久 

 次世代育成担当部長 保科 彰吾 

 参事（子ども健康担当） 清古 愛弓 

 子ども総務課長 坂田 融朗 

 子ども施設課長 佐藤 尚久 

 子ども支援課長 眞家 文夫 

 児童･家庭支援センター所長 峯岸 邦夫 

 学務課長 門口 昌史 

 指導課長 坂  光司 

 図書・文化資源担当課長 前田 康行 
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書記 (２名) 

 総務係長 小宮 三雄 

 総務係員 成畑 晴代 

 

市川委員長 

 

 

 それでは、これから第15回の定例会を開催するわけでございますが、開会

に先立ちまして、本日、傍聴者から傍聴申請がございまして、傍聴を許可し

ていることをご報告しておきます。 

それでは、ただいまから平成22年教育委員会第15回定例会を開会します。 

今回の署名委員は、古川委員にお願いをいたします。  

市川委員長  

 

 本日の議事日程はお配りしてありますとおりでございますけれども、その

うちの第２、報告、子ども支援課からの「今後の区立幼稚園のあり方」及

び「千代田区保育所入所等に関する取扱い要綱」、それから学務課からの

「学級編制」、以上の３件につきましては、政策形成過程であるために、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第13条第６項ただし書きの

規定に基づきまして、非公開としたいと思います。その可否を求めますの

で、賛成の委員は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

市川委員長 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、全員賛成でございますので、非公開といたします。 

 この３件につきましては、ただいま非公開となりましたので、議事日程の

最後に、関係者以外退席していただいて行いたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 

◎日程第１ 報告 

子ども総務課 

（１）第３回区議会定例会報告 

指導課 

（１）平成22年度 千代田区小中陸上競技大会 

 

市川委員長  

 

 それでは、早速ですが、日程第１、報告に入ります。 

 では、子ども総務課長からお願いします。 

子ども総務課長  それでは、子ども総務課のほうから、第３回区議会定例会に関します報告

をさせていただきます。 

 お手元に、資料といたしまして、今般の区議会定例会の区長の招集挨拶の

全文がございます。そして、これから始まります代表質問、一般質問の要

旨、発言通告書というものの写しがお手元にあろうかと思います。 

 まずは、区長の招集挨拶でございますが、特に子どもに関することといた

しまして、２番目の子どもの予防接種拡充及び子宮頸がんワクチンの助成に

ついて、区の姿勢を明示しております。 

 １つは新型インフルエンザワクチンの予防接種につきましては、乳幼児の



 3

半額助成を今までやっておりましたけれども、対象を中学生まで拡充してま

いりますということでございます。また、子宮頸がんのワクチン接種につき

ましては、今後、中学生あるいは高校生相当の年齢の方をも対象にして、接

種の助成を行いますということでございます。 

 もう一つは、保育園の待機児童対策についてということで、区長からお話

がありました。高まる保育需要に対応して、今般、二番町に私立の認可保育

所が開設されることになりました。あわせて学童クラブ事業を開始します。

保育需要に対応した機敏な対応をしてまいりますという区長挨拶がございま

した。 

 招集挨拶に関することについては、以上でございます。 

 それと、発言通告書につきましては、これから代表質問、一般質問という

ことで、本会議場で質問、答弁があるわけですが、網掛けのところが、私ど

もに関連をする質問項目として出ております。また、後ほどの委員会におき

まして、この質問とそれに係る教育委員会の答弁、これをお示ししたいと思

います。 

 以上でございます。 

市川委員長 

 

 説明が終わりました。ご発言がありましたらお願いをしたいと思います。

どうぞ。 

 よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声あり） 

市川委員長 

 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 次は、指導課長から報告を願います。千代田区の小中陸上競技大会です

か。お願いします。 

指 導 課 長  10月１日金曜日に予定されております、千代田区小中陸上競技大会につい

て、報告とお願いをさせていただきます。 

 お手元の若草色の資料、これが小中陸上競技大会のプログラムになってお

ります。そして、その１枚前に、実施要項ということで概要をまとめたもの

がございますので、こちらをごらんください。 

 場所は、例年どおり国立競技場で実施させていただきまして、対象者は区

立の小学校６年生と区立中学校・中等教育学校の１年生から３年生まで、こ

れに嬬恋村の中学生選抜チームが加わり、さらに区内の私立学校、和洋九段

女子中学校と共立女子中学校からも参加いただき、実施するものでございま

す。 

 形式といたしましては、11種目で、陸上競技大会形式で実施するものでご

ざいます。 

 開会式、閉会式のプログラムを、参考に要項の下段に示させていただきま

したけれども、早朝からの集合になりますが、教育委員の先生方にはどうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

 開会式では、挨拶ということで、教育委員長に大会会長を務めていただき

ますので、大会会長からご挨拶ということで、紹介できればと思っておりま
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す。よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、集合時間につきましては、９時開会ということでスタートいたしま

すので、15分ないし20分前にお集まりいただければと思っております。早朝

でありますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、要項の裏面に案内図を添付させていただきましたが、ＪＲの千駄ヶ

谷駅、それから地下鉄の大江戸線出口を出ていただいて、すぐに北車門とい

うゲートがございます。この日本スポーツ振興センターのわきの通路を直進

していただきますと、来賓の受付がございます。私ども職員がお待ちしてお

りますので、そこからまた、改めてご案内させていただきたいと思っており

ます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

市川委員長   説明が終わりました。何かご発言、ご意見ございましたら、どうぞお願い

します。 

中 川 委 員  私は、久しぶりに競技大会を観戦させていただくことになると思います

が、私立の学校の参加は、和洋とそれから共立なんですけど、ほかの学校に

も声をかけていますか。 

指 導 課 長  本区の中学校数が減少したことを機会に、区内の私立学校にもお声かけを

させていただいて、ご参加いただくようにお願いしているところです。10月

１日、都民の日ではございますけれども、私立学校については通常の授業日

で、それぞれの学校のご都合もありまして、今年は残念ながら２校の参加協

力ということでとどまっております。 

市川委員長   ほかによろしゅうございますか。 

 （「なし」の声あり） 

 

◎日程第２ その他 

 図書・文化資源担当課 

（１）新日比谷図書館 改修工事 

 

市川委員長  それでは、その他の報告事項に入りたいと思います。 

 各課長からということですが、図書・文化資源担当課長から。 

図書・文化資源担当課長  図書・文化資源担当課から、新日比谷図書館についてご報告したいと思い

ます。 

 本日、東京新聞の記事のほうを資料として付けさせていただいておりま

す。 

 本日の東京新聞朝刊の１面に、「日比谷図書館に石綿 再開、来秋まで延

期」という記事が載っております。その主な内容ですが、７月下旬に、改修

工事の過程において天井裏に付着物があり、それを調べたところ、アスベス

トであることが判明した。建物は地下１階から地上４階までですが、そのう

ちの１階から４階の天井裏の至る箇所から発見されたということです。 

 ２点目は、東京都は天井裏からアスベストの除去工事を88年までに実施し
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ましたが、その後、2005年に館内の別の施設のアスベスト除去工事をした際

に、館の内外で空気中のアスベスト濃度を調査したところ、国の基準以下だ

ったので、利用者の健康被害はないと考えているという点です。 

 あともう一点は、このアスベスト発見によりまして、工事の完了はさらに

遅れて９月ごろ、開館は10月以降になる見込みというものです。都の教育庁

の担当者の意見としましては、現在、区と善後策を協議しているという記事

であります。 

 この件につきましては、本年６月25日に新日比谷図書館の改修工事に着手

しましたところ、中にあります書棚等を撤去し終わりました7月24日から、

本格的な内装の解体工事に入りました。天井の解体を行ったところ、梁に繊

維状のものが付着しているのが発見されました。その状態といいますのは、

全面についているというのではなく、繊維状の飛沫がところどころについて

いるというのが天井全体にあると。そういうアスベストの飛沫が天井全体の

いろんなところに、梁の部分に散在するという状態であります。 

 この報告を受けまして、専門の業者に調査を依頼したところ、アスベスト

であるということが判明しましたので、全館調査を実施しました。その結

果、１階から４階までの天井には同様にアスベストがあるということが確認

され、地下１階にはないということが確認されました。現在、工事は１階か

ら４階まではアスベストの除去工事を行わなければ次の過程に入れませんの

で、工事を中断しております。地下につきましては、アスベストがないの

で、解体工事を進めているところであります。 

 現在は、工事に当たりまして、費用の負担等々につきまして、東京都と協

議を進めているところでありまして、その協議がまとまり次第、契約変更

等々を行って、アスベスト除去に向けた適正な対応をとっていきたいと考え

ております。 

 報告は以上です。 

市川委員長   報告が終わりました。何かご発言がありましたら、どうぞ。 

 これは、アスベストに関する件と新たな費用ということになると、それか

ら、工期が遅れるということに対して、それはあるのかないのかわかりませ

んけれども、２件考えられるんですが、その辺のことをどちらが持つかとい

う協議も進行中ということなんですか。 

図書・文化資源担当課長  アスベスト除去工事についてどちらが費用を負担するかという協議を東京

都と進めております。ただ、基本的には東京都の所有時代からあったものな

ので、東京都のほうで、これは館の安全管理上必要な工事ということで、費

用を負担するという方向で話を進めております。 

 工期につきましては、来年９月末まで延びる見込みが立っておりまして、

開館は10月末以降、秋ごろになると今考えております。 

市川委員長   それに関して新たな費用が出るということはないんですか。 

図書・文化資源担当課長  あともう一つ、新たにクラックが見つかったのですが、館の天井や床にひ

びが見つかり、それも含めまして、東京都の負担で工事を行うという方向で
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話を進めております。それも含めまして、来年の９月末までに終わらせる予

定でおります。 

市川委員長   そういうことですか。はい。わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 （「なし」の声あり） 

市川委員長   ほかに課長から何かございますか。 

 なければ、教育委員さんのほうから何かございますでしょうか。よろしゅ

うございますか。 

 （「なし」の声あり） 

市川委員長  それでは、定例会のほうは以上といたしまして、ここからの案件は、最初

に賛同いただきましたように秘密会として非公開となりますので、一旦休憩

をしたいと思います。 

 

休憩  午後３時１６分 

 

― 再開 ― 

 

（以降、秘密会につき、非公開） 

 

― 閉会 ― 

 

 


