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平成２９年第１回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年１月５日（木曜日） 

 

○出席委員（５名） 

   教  育  長  宮 崎 活 志       委    員  山 口 彭 子 

   委    員  山 本 ふみこ       委    員  渡 邉 一 衛 

   委    員  小 出 正 彦 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 竹 内 道 則 教育企画課長 大 杉   洋 

指 導 課 長 指 田 和 浩 教育支援課長 稲 葉 秀 満 

統括指導主事 木 下 雅 雄 生 涯 学 習 
スポーツ課長 長谷川 雅 一 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 
オリンピック・
パラリンピック 
担 当 課 長 

齋 藤 綾 治 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 
武蔵野ふるさと 
歴 史 館 
担 当 課 長 

田 川 良 太 

生 涯 学 習 
ス ポ ー ツ 課 
武蔵野ふるさと 
歴史館副参事 

栗 原 一 浩 図 書 館 長 養 田 重 忠 

───────────────────────────────────────────────── 

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案  なし 

   ４．協議事項 

     （１）武蔵野市教育委員会教育目標及び平成29年度武蔵野市教育委員会の基本方針

について 

   ５．報告事項 

     （１）武蔵野市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の専決処分について 

   ６．その他 
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午前１０時００分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第１回教育委員会定例会を開会いたします。 

  初めに、会議録署名委員の指名を行います。 

  本日の会議録署名委員は、武蔵野市教育委員会会議規則第36条の規定により、私から山口

委員、山本委員、そして私、宮崎、以上３名を指名させていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。 

  定員の範囲内で傍聴の申し込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、傍聴を許可いたします。 

  お願いします。 

  議事に先立ちまして、ご挨拶がございます。 

  去る12月８日に開催されました平成28年第４回市議会本会議におきまして、新たに小出正

彦氏が教育委員として任命の同意を得られ、１月１日付で就任されました。小出委員から、

ご挨拶をいただきたいと存じます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○小出委員 おはようございます。小出正彦と申します。よろしくお願いいたします。 

  １月１日より、教育委員として務めさせていただきます。とりあえず自分らしく、力を抜

いてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 よろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎事務局報告 

○宮崎教育長 これより、議事に入ります。 

  それでは、事務局報告です。 

  竹内教育部長からお願いいたします。 

○竹内教育部長 それでは、前回の教育委員会定例会以降の教育委員会の状況等について、ご
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報告させていただきます。 

  まず、昨年12月13日に開催されました文教委員会についてご報告いたします。 

  今回の文教委員会では、武蔵野市奨学金支給条例を廃止する条例案、武蔵野市立体育施設

条例の一部を改正する条例案、武蔵野市立図書館条例の一部を改正する条例案、武蔵野市立

吉祥寺図書館の指定管理者の指定についての議案、旧桜堤小学校解体工事請負契約議案、補

正予算の議案の審議があったほか、市立小中学校児童・生徒増加への対応についての行政報

告を行いました。 

  主な質疑についてご紹介いたします。 

  まず、武蔵野市奨学金支給条例を廃止する条例案についての質疑でございます。 

  竹内委員より、１人当たりの予算が新たな支援制度では少なくなるのではとのお尋ねがあ

りました。担当課長より、社会情勢に合わせた支援策として、多くの方々に支援の輪が広が

り、他の制度との併用も可能になる点で、望ましい状況になると考えているとお答えいたし

ました。 

  高野委員からの貸付制度も含めた制度の周知についてのお尋ねがありました。担当課長よ

り、日本育英会、市民社会福祉協議会の貸付制度や、国・都の制度について分かりやすく、

世帯年収でどういう支援がトータルに受けられるかを周知していくことをお答えしました。 

  内山委員からの年収約500万円以下のところで線を引いた妥当性についてのお尋ねがあり

ました。担当課長より、就学援助の基準が妥当な所得基準と考えているとお答えしました。 

  条例案については、文教委員会及び12月20日に行われました本会議でも、全会一致で原案

どおり可決されました。 

  次に、武蔵野市立体育施設条例の一部を改正する条例案についての質疑でございます。 

  まず、竹内委員より、私立学校や保育園、幼稚園等の体育施設の申し込み状況や優先利用

についてのお尋ねがありました。担当課長より、私立学校の利用は年間十数件程度であるこ

と、現在は公立の学校の優先利用を認めているけれども、市のスポーツ振興と捉えられれば、

この条例に基づき認められることをお答えしました。 

  また、内山委員からの規定されている市立の小学校や中学校の教育の活動のために必要で

あると認められる場合は、どういう事例かのお尋ねがございました。担当課長より、学校の

運動会などの使用や、学校施設の整備の際に使用していることをお答えしました。 

  高野委員からの体育協会の加盟団体も条例に含めなくてよいのか、主催事業などのイベン

トの実態についてのお尋ねがございました。担当課長より、市のスポーツ振興のために必要
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と認めた場合は優先予約できること、優先予約でアリーナで約４割、陸上競技場で約３割が

埋まっていることをお答えしました。 

  条例案については、文教委員会及び本会議でも全会一致で原案どおり可決されました。 

  次に、武蔵野市立図書館条例の一部を改正する条例案と武蔵野市立吉祥寺図書館の指定管

理者の指定についての議案が一括して審議されました。 

  高野委員からの進捗状況とタイミング、人員体制についてのお尋ねがありました。担当部

課長より、リニューアル計画と実施設計の進捗状況をご説明し、指定管理者の指定は平成30

年４月からであるが、29年度に生涯学習振興事業団から職員を吉祥寺図書館に派遣し、体制

を整えたいこと、最終的には事業団職員によって運営をしていくことをお答えしました。 

  内山委員からの進行管理の責任についてのお尋ねがございました。担当部課長より、教育

委員会と指定管理者の間で基本的な管理運営指針を定め、基本的な協定も結ぶので、市の関

与はその中で担保できることをお答えいたしました。 

  条例案については、文教委員会及び本会議でも原案どおり可決されました。 

  次に、旧桜堤小学校解体工事請負契約についての質疑でございます。 

  まず、竹内委員より、最低制限価格の決定についてのお尋ねがあり、担当課長から、品質

確保のための適切な設定として、９割から７割の間で、その案件ごとに決めているとお答え

しました。 

  高野委員から、旧桜堤小学校跡地の今後の利用について、山本委員から、必要があれば校

庭的利用、スポーツ広場以外の建設物をつくって、この地域の子どものための施設をつくる

という道を残せないかとのお尋ねには、担当部課長より、まずは当面、桜野小学校の第２校

庭的な利用、第二中学校の今後の利用についてしっかり対応していくことをお答えしました。 

  山本委員、内山委員から、アスベストについてのお尋ねがありました。担当課長より、ア

スベストの撤去について、隔離工法で行うこと、東京都の指定の廃棄物処分場で処分をする

こと、今回、請け負う業者が過去に同様の工事の実績があることをお答えしました。 

  浜田委員から、くぬぎ園の工事から続く工事の安全面へのお尋ねがありました。担当課長

より、工事管理をしっかりと行うとともに、日曜、祭日に工事を行わないこと、隣の桜堤調

理場への粉じん対策等の配慮を行うことをお答えしました。 

  議案については、文教委員会及び本会議でも全会一致で原案どおり可決されました。 

  今回の議会には、奨学金支給条例、高等学校等就学支援事業、就学援助費の一つである入

学準備金でございます。それから、総合体育館、メインアリーナ屋上防水改修工事に係る補
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正予算をお願いいたしました。 

  竹内委員から、入学準備金の支給時期が小学生と中学生で実施年度が違うことについての

お尋ねがありました。担当課長より、中学校へ入学するほうの準備金は、システム改修、手

続が比較的容易に実施できるが、小学校へ入学する児童への入学準備金については、この時

期としては間に合わないことをお答えしました。 

  また、総合体育館の過去の防水工事についてのお尋ねがあり、平成元年に竣工した後、毎

年の劣化調査の結果では、保全計画の順位には上がってこなかったこと、当時は防水シート

の工法で施行したことをお答えしました。 

  内山委員からの就学援助費について、補正予算で実数として十分なのかとのお尋ねがあり、

担当課長より、80人を予定しており、これで対応できる旨をお答えしました。 

  また、定期的な公共施設の点検をしていて、なぜこうなったかのお尋ねがあり、担当課長

より、屋上防水については保全調査項目であり、劣化調査はしていましたが、６月以前の時

点ではこのような状況は見られず、今回、特定天井の工事の管理に合わせた点検で、シート

の浮きが確認されたとお答えしました。 

  議案については、文教委員会及び本会議でも原案どおり可決されました。 

  次に、市立小中学校児童・生徒増加への対応として、市立学校児童・生徒増加対策庁内検

討会議の設置、大野田小学校校舎の増築、就学学校の指定の変更に関する運用の一部変更、

児童・生徒数の増加に伴う学校給食施設の検討の４点からなる行政報告を行いました。 

  主な質疑についてご報告いたします。 

  まず、竹内委員より、大野田小学校校舎の区画変更により、工事費がどれだけ変わったの

か、共同調理場の建てかえプランについてのお尋ねがあり、担当課長より、エレベーターの

設置の必要はなくなったが、逆に２階部分で廊下をつなげる改修工事が必要となったので、

工事の予定額の変更は今のところしていないこと。今後の児童数に応じて、共同調理場を建

てていくが、コスト面も含めて総合的に検討していくことをお答えしました。 

  高野委員から、庁内検討会議は、児童・生徒数のピークの先も見据えた会議なのか、短期

的な対策を練る会議なのか、29年８月までに方向を決めて施策を実行する予定か。大野田小

の児童数の来春の見込みについてのお尋ねがございました。担当部課長より、基本的には現

行の学校施設でどう運用するかの課題と対応を明らかにする会議であること。大野田小の29

年４月の新１年生の見込みは115人、４学級であることをお答えしました。 

  また、給食施設について、その場での建てかえは困難なのか、親子方式も含めてのお尋ね
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があり、担当課長より、共同調理場の現地建てかえをすると、その場で給食調理がとまって

しまうので、代替施設がないと困難であること、親子方式でもその調理施設は工場扱いにな

ることをお答えしました。 

  内山委員より、調理場が建設可能な用途地域はどこにあるのか、建設できるまでの一定期

間はどのくらいの期間なのか、自校式の導入では間に合わないのかとのお尋ねがあり、工場

扱いなので市内の準工業地域以上のところでなければ、許可をとらなければ建てられないこ

と、共同調理場の建設には三、四年はかかると思われること、学校改築に合わせた自校化で

は対応は困難であることをお答えしました。 

  浜田委員より、教育支援センター施設のあり方について、いずれは教育センターになると

考えているのかとのお尋ねがあり、教育長より、大野田小はあそべえ、学童クラブ、教育支

援センターの新たな配置を考えていかなければならないこと、児童増加の影響は市全体に及

ぶことから、多角的に全体を大きなシステムとして見ていく必要があることをお答えしまし

た。 

  次に、教育委員会にかかわることについてご報告いたします。 

  武蔵野ふるさと歴史館では、昨年12月３日の土曜日から、土曜日を開館日として運用を開

始しました。12月中の土曜日、４日間の平均で約130人の来館があり、同時期の日曜日の平

均、約160人に迫る数値となり、大変順調な滑り出しでございました。引き続き今後も週６

日開館を通じて、広くご利用を呼びかけてまいりたいと考えています。 

  12月10日、土曜日から11日、日曜日にかけて、総合体育館で日本シッティングバレーボー

ル選手権大会が開催されました。境南小学校の児童たちが応援のため来場したのを初め、協

賛企業の社員の方々など多くの方の来場があり、これまでにない注目度に選手たちもとても

喜んでいました。また、スポーツ推進委員や亜細亜大学、成蹊大学の学生、市職員など51名

がボランティアとして大会を支えておりました。障害者スポーツを知る、見る、支える取り

組みとして、意味のある大会が開催できたものと考えております。 

  また、12月25日の日曜日には、陸上競技場で「Sports for Allサッカー」を開催しました。

午前中のサッカー体験イベントには、235名の参加がありました。日本ブラインドサッカー

協会によるブラインドサッカー体験にも多くの方が参加し、貴重な体験の場を提供すること

ができました。岩渕選手や李選手、オナイウ阿道選手、ブラインドサッカーの加藤選手など、

ゲストが参加した午後のプログラムでは、選手たちから子どもたちへ向けたメッセージが伝

えられたり、ブラインドサッカーのデモンストレーションが行われたり、サッカークリニッ
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クが行われたりと充実した内容となりました。特に小学生対象のクリニックでは、一流選手

と一緒にコートに立ち、プレーする中で、子どもたちも多くの気づきがあったのではないか

と思います。１日を通した延べ参加者数は539人でした。 

  来る１月９日、「未来をひらくはたちのつどい」を実施いたします。午前10時に開場、10

時25分開始、終了は12時20分の予定です。会場は、例年、市民文化会館で実施しております

が、今年度は工事のため武蔵野総合体育館、メインアリーナで行います。内容につきまして

は、第１部で式典を挙行し、その後の第２部でタレントのトリンドル玲奈さんによるゲスト

トークショーと記念品の抽せん会を行います。 

  次に、市内の学校の状況について報告いたします。 

  １月10日、火曜日より、第３学期が始まりますが、今のところ市内の小中学校からは冬休

み中の事故等の報告は受けておりません。３学期は、各学校は今年度の教育活動を振り返り、

学校評価を行うとともに、来年度の教育活動の計画を進めます。今月17日には、教育課程届

出説明会を予定しており、本日の協議事項でもあります平成29年度の教育目標、教育方針の

改定の方向性を含め、来年度の取り組みの重点について学校への説明を行います。 

  また、中学校においては、３年生が進路決定に向けての大切な時期を迎えます。１月には

私立高校及び都立高校の推薦入試、２月中旬には私立高校の一般入試、２月24日には都立高

校の一般入試が予定されております。中学校３年生の皆さんが、目標に向けて今までの努力

を発揮してくれることを期待しております。 

  今年度の市内の研究発表会については、１月20日、金曜日に第三小で理科、生活科、１月

27日、金曜日に大野田小でＩＣＴ機器活用、２月13日、月曜日に関前南小で国語科の発表が

予定されています。 

  また、市内小中学校の書き初め展が今月20日から３日間、美術展が２月３日から３日間、

市民文化会館改修中のため、今年度は武蔵野スイングホールで開催されます。委員の皆様も、

ぜひご参加いただければと思います。 

  事務局報告は、以上でございます。 

○宮崎教育長 報告は終わりました。 

  ここで、傍聴者の入室がありますので少々お待ちください。椅子等の増設がありますので、

少々お待ちください。 

  では、再開いたします。 

  ただいまの報告に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 



－8－ 

  いかがでしょうか。 

  特にございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎協議事項 

○宮崎教育長 それでは、次に、本日は議案がございませんので、協議事項に入ります。 

  協議事項に入ります。 

  協議事項１、武蔵野市教育委員会教育目標及び平成29年度武蔵野市教育委員会の基本方針

についてを議題といたします。 

  教育企画課長から順次説明をいたします。お願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、協議事項の１、武蔵野市教育委員会教育目標及び平成29年度

武蔵野市教育委員会の基本方針につきまして、ご説明を申し上げます。 

  まず、１枚めくっていただきまして、武蔵野市教育委員会教育目標でございますけれども、

これは武蔵野市の教育を推進するに当たっての一番根本となる目標ということでございます。

今回につきましては、特に改正の予定はございません。昨年と同様のものをご提示させてい

ただいております。 

  続きまして、３ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  平成29年度武蔵野市教育委員会の基本方針でございます。 

  基本方針につきましては、教育目標を達成するための中長期的な内容、施策等を示すもの

ということでして、年度ごとに見直しを、毎年、図っているものでございます。基本的には、

理念的な方針ということでございます。 

  今回は、定例会では協議事項とさせていただきまして、委員の皆様のご意見をいただき、

必要な修正を加えた上で、改めて次回、２月の定例会で議案として提出させていただく予定

でございます。 

  今回、基本方針の見直しの中で、項目立てを一部、追加、修正を行いました。 

  10ページ目のところをご覧いただきたいと思います。 

  奨学金制度見直し、新たな支援策を実施するという今後の予定から、「子どもの就学への

適切な支援」という項目を新たに追加いたしました。 

  また、児童・生徒増加への対応策としまして、「指定校変更の見直し及び学区域の変更」
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という項目も、新たにつけ加えさせていただきました。 

  お隣の11ページ目でございます。 

  これまで、「開かれた学校づくりの推進」という項目がございましたが、新たな内容も付

加されましたことから、「地域の教育力の活用」という項目と「保護者や市民への積極的な

情報の発信」という項目の２つに分けることといたしました。 

  それでは、具体的な基本方針の変更内容につきまして、主なものについて各課長よりご説

明申し上げます。 

  まず、教育企画課関連でございます。 

  12ページをご覧いただきたいと思います。 

  丸で上から３つ目の項目、「学校施設の整備」のところでございます。こちらにつきまし

ては、現在、市立学校児童・生徒増加対策庁内検討会議の設置ですとか、今後の学校教育の

あり方の検討を踏まえた学校施設整備基本計画の策定という内容に反映するため、字句の修

正を行いました。 

  教育企画課からの説明につきましては、以上でございます。 

○指田指導課長 続きまして、指導課でございます。 

  ３ページをご覧ください。 

  まず、基本方針１の豊かな心や感性を育む教育の推進でございます。 

  まず、「道徳教育の充実」では、下から４行目以下を「「特別の教科道徳」の趣旨を踏ま

えた取組を推進し、道徳の時間の授業改善を図ります。また、道徳の時間の時数を確保する

とともに、各教科及び様々な体験活動等を系統的に結びつけた道徳教育を一層推進しま

す。」という文言に改めました。 

  ４ページをご覧ください。 

  「文化・芸術活動の充実」では、平成28年度の下線部分を削除いたしました。 

  「長期宿泊体験活動・自然体験活動の充実」では、平成28年度の９行目部分の「セカンド

スクール20周年の取組を踏まえて、」という文言を削除し、「子どもたちの学びの質を高め

るための活動になるよう一層の改善を図ります。」という文言に改めました。 

  次に、基本方針２の確かな学力の向上と個性の伸長でございます。 

  「基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成」では、５ペー

ジになりますが、最後の行に、「特に、平成29年度は、小中連携教育研究協力校を指定し、

小学校における一部教科担任制、小中学校教員の相互乗り入れ授業、小中学校の学級・教科
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担任及び学習指導員によるティーム・ティーチングについての研究を行います。」という文

言を追記しました。 

  「言語活動の充実」では、７行目の部分を、「次期学習指導要領に示されている「主体

的・対話的で深い学び」に結び付く言語活動の推進を図ります。」という文言に改めました。 

  「理科教育の充実」では、７行目の部分を、「発展的な学習場面に配置した市の学習指導

員の協力を得て、」という文言に改めました。 

  ６ページをご覧ください。 

  「読書活動の充実」では、下から３行目の部分を、「学校図書館づくりを進め」という文

言に改めました。 

  次に、７ページの基本方針３の健全育成の推進と体育・健康に関する指導の充実でござい

ます。 

  「生活指導の充実」では、６行目の部分を、「平成28年度に子どもの願いを改めた、市の

「いじめ防止基本方針」を踏まえて、」という文言に、また最後の部分を、「小学校の「武

蔵野スタートカリキュラム」を活用した教育活動を推進します。」という文言にそれぞれ改

めました。 

  「体力向上・健康づくりの取組の充実」では、３行目の部分に、「平成29年度も継続し

て、」という文言を追加したとともに、９行目の部分を「学校プール水泳指導補助員や外部

指導員の協力を得て、体力・運動能力の向上に努めます。」という文言にそれぞれ改めまし

た。 

  次に、８ページの基本方針４の社会の変化に対応し、教育課題の解決に向けた取組の推進

でございます。 

  「ＩＣＴ機器を活用した教育の推進」では、４行目の部分を「電子黒板やタブレットＰＣ、

校内無線ＬＡＮ等の基盤整備により、積極的な活用を図ります。また、各教科等における指

導をはじめ、ＩＣＴ教育推進委員会作成のリーフレットの活用や、ＳＮＳ東京ルールを踏ま

えた学校や家庭でのルールづくり等を通して、子どもの発達段階に応じた情報モラル教育を

一層推進します。」という文言に、また下から２行目の部分を「ＩＣＴ機器活用に関する研

修の内容や方法を改め、」という文言にそれぞれ改めました。 

  ９ページをご覧ください。 

  「国際理解教育・英語教育の推進」では、８行目の部分を「ＡＬＴの協力のあり方を工夫

したり、学級担任（または教科担任）との役割を明確にしたりすることにより、英語の学習
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や外国語活動の授業改善を一層進めるとともに、小学校３年生での外国語活動のあり方につ

いて研究を進めます。」という文言に改めました。 

  「市民性を高める教育の推進」では、平成28年度の下線部分を削除したとともに、最後の

部分に「特に、平成29年度は、特設教科・武蔵野市民科（仮称）のカリキュラム作成委員会

を設置して、具体的なカリキュラム（案）を作成するとともに、小中連携教育研究協力校を

指定し、本カリキュラムを活用した実践研究を行います。」という文言を追記いたしました。 

  次に、10ページの基本方針５の学校経営の改善・充実でございます。 

  まず、前文の最後の部分に、「次期学習指導要領が示す「社会に開かれた教育課程」の実

現に向け、地域の声を反映し、子どもたちの姿や地域の現状等を一層踏まえた教育課程づく

りを進めます。」という文言を追記しました。 

  11ページをご覧ください。 

  先ほど企画課長からございましたが、平成28年度の最初の項の「開かれた学校づくりの推

進」は、「地域の教育力の活用」というタイトルに改め、開かれた学校づくり協議会と地域

コーディネーターに関する内容をそれぞれ記載しました。 

  また、６行目の部分に、「特に、平成29年度は、小中連携教育研究協力校を指定し、開か

れた学校づくり協議会の小・中学校合同開催等の実践研究を行います。」という文言を追記

しました。 

  次に、「保護者や市民への積極的な情報の発信」という項を新たに追記しました。 

  内容については、平成28年度の「開かれた学校づくりの推進」の項の後段部分と同様でご

ざいます。 

  「学校の多忙化解消に向けた取組の推進」では、１行目の教職員の「職務」を「業務量」

という文言に改めました。 

  また、４行目の「ＴＡ（ティーチングアシスタント）」や「ＳＳ（サポートスタッフ）」

などの文言を追記したとともに、８行目を「管理職及び教職員が出退勤時刻を把握できる出

退勤システムを試行的に実施します。」という文言に改めました。 

  さらに、最後の部分に、「平成28年４月から実施している「先生いきいきプロジェクト」

に基づき、」という文言を追記したとともに、「段階的に進めます。」という文言を「一層

進めます。」という文言に改めました。 

  「学校組織の活性化と教員の指導力の向上」では、下から２行目の部分を「教育推進室の

調査・研究機能に配置した専門嘱託員により、研修・研究活動への一層の充実と支援に努め
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ます。」という文言に改めました。 

  12ページをご覧ください。 

  平成28年度、７行目の下線部分の地域コーディネーターの内容を、先ほどご説明いたしま

した11ページの「地域の教育力の活用」の項へ移しました。 

  「学校評価を生かした学校経営の充実」では、３行目の部分を、「学校評価を生かした学

校経営を行うとともに、「社会に開かれた教育課程」づくりにつながる学校評価のあり方に

ついて研究を進めます。」という文言に改めました。 

  「異校（園）種間の連携の推進」では、「小中連携教育研究協力校での実践を通して、小

中学校の連携を一層強化するとともに、武蔵野スタートカリキュラムを活用した教育活動を

進め、幼稚園、保育園、認定子ども園と小学校との連携を一層推進します。また、小中一貫

教育など、本市における未来の学校教育のあり方についての検討を進めます。」という文言

に全面的に改めました。 

  指導課からは以上でございます。 

○稲葉教育支援課長 次に、教育支援課でございます。 

  教育支援課が所管する事項のうち、字句の修正、追加などがあった５項目についてご説明

いたします。 

  ６ページをご覧ください。 

  「特別支援教育の充実」でございます。後段に字句の追加をしております。 

  「特別支援教育の推進体制の充実を図るため、特別支援教育推進委員会を再開します。」

「小中連携教育研究指定校を指定し、小中学校特別支援学級における交流学習等の合同実践

研究を行います。」。 

  次に、「特別支援教育における多様な学びの場の整備」でございます。字句の追加、修正

をしております。 

  「特別支援学級（知的障害）の在籍児童数の増加等に対応するとともに、地域の中で児童

の成長を支えるため、平成29年４月、第三小学校に特別支援学級（知的障害）を開設します。

また、市立全小学校に特別支援教室を開設して、発達障害等のある児童を対象とした指導を

行います。拠点校（従来の情緒障害等通級指導学級設置校）の教員が児童の在籍校を巡回し

て、在籍校との連携を強化しながら指導・支援の充実を図ります。」。 

  次に、「教育相談機能の充実」でございます。 

  ８ページ、６行目をご覧ください。 
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  「スクールソーシャルワーカーによる支援の効果的な運用を図り、支援の拡充に努めます。

都のスクールカウンセラーや関係機関との連携を図るとともに、海外から帰国した子どもた

ちや、外国籍の子どもたちへの教育相談などを推進します。」と字句の修正を行いました。 

  次に、新規項目となる「子どもの就学への適切な支援」でございます。 

  10ページをご覧ください。 

  「経済的な理由により就学が困難な家庭に対し、経済的な支援を行うことで教育を受ける

機会の拡充を行います。就学援助の一部である新入学児童生徒学用品費（入学準備金）につ

いては、入学の準備に費用がかかる入学前に支給するよう運用を変更します。国や都の高校

生がいる世帯への経済的な支援の拡充を踏まえ、奨学金制度を再編し、保護者の経済的負担

を軽減することを目的とした高等学校等修学支援事業を創設します。高等学校等入学準備金

は、進路決定後入学前に支給します。また、高等学校等修学給付金は、都の奨学給付金制度

で対象外の低所得世帯に支給します。」。 

  最後に、「指定校変更の見直し及び学区域の変更」でございます。 

  「学校・家庭・地域が一体となって子どもを見守り育てるという考えの下、学校規模の適

正化を図るため、指定校変更の見直し及び学区域の変更について検討を行います。」。 

  教育支援課は以上です。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 続きまして、生涯学習スポーツ課関連です。 

  12ページをお願いいたします。 

  まず、12ページの最後のところで、基本方針の６、生涯学習・スポーツ事業の充実でござ

います。 

  こちら大きな項目の追加や削除は行わずに、主に文言の修正、追加を行っております。 

  まず、頭のリード文でございます。以前、「子どもから高齢者まで」という表現であった

ところを、「年齢や障害の有無等にかかわらず」という形で、年齢だけではなく、障害、性

別、国籍にかかわらず、こういった意欲を促すというような形で表現を変えてございます。 

  続きまして、13ページをお願いいたします。 

  ３つ目の丸でございます。「市民の芸術・文化活動の支援」の部分についても、字句の訂

正等を行っております。 

  頭の部分、１行目の部分、「文化」とある部分について、表題に合わせ「芸術・文化」と

いたしました。 

  また、中段の部分については、以前は「鑑賞の機会の提供」だけだったものを、「芸術表
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現や」という形で、発表の場についても拡充に努めるという形で表現を変えてございます。 

  また、３行目につきましては、字句の訂正でございます。 

  続きまして、14ページをお願いいたします。 

  最初の丸、「地域スポーツの支援」の部分でございます。 

  中段以降の部分について、修正を加えてございます。まず、今までなかった「市立体育施

設の整備・改善を進め、利用者の利便性向上と」という形で表現をつけ加えてございます。

これは平成29年度に、やや大きな改善工事等を市立体育施設で行うことを鑑みて、表現を追

加してございます。 

  中段、「増加に鑑み」という部分は、字句の修正でございます。 

  また、最後の部分、「校庭開放等の利用についても」という形で、旧桜堤小学校の跡地に

ついて、以前は第二中学校とあわせて学校開放を行っておりまして、この部分について、来

年度、今年度、校舎の解体を行っております。この解体が行われ、整地が行われた後に、再

び校庭開放をする方向で検討したいということで、文言を追加してございます。 

  続きまして、14ページ、中段、基本方針の７、生涯学習の基盤となる施設の整備・充実の

部分についてでございます。 

  ここについて、まず生涯学習スポーツ課関連の部分について説明をいたします。 

  まず、リード文でございますけれども、以前、「図書館、武蔵野ふるさと歴史館などの」

とあったものを、「図書館をはじめとした生涯学習施設の整備・充実」という表現に変えて

ございます。これはプレイスですとか、市民会館、そのほかにも生涯学習施設等がございま

すので、代表的な図書館というものの表現に変えてございます。 

  続きまして、15ページをお願いいたします。 

  ５つ目の丸でございます。「市民の学びと交流を促す市民会館、武蔵野プレイス」の部分

について、字句の訂正、追加を行っております。 

  以前は、「新たに市民会館に設置される武蔵野市立男女共同参画推進センター」とありま

したが、こちら昨年の10月に既に併設が済んでおりましたので、「市民会館に併設された」

という形で表現を改正してございます。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 続きまして、武蔵野ふるさと歴史館に関するところの

ご説明になります。 

  15ページから16ページにかけて、お願いいたします。 

  まず、15ページの一番下、「文化財の保護・普及、歴史公文書の保存と公開」についてで
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す。主に字句の修正ということになります。 

  これまで、文化財保護・普及に関しましては、「普及に努めます。」という文言になって

おりましたが、より具体的に今年度、取り組むべき内容について明記をさせていただいてお

ります。 

  16ページにかけまして、「発見された資料の評価や、既存資料の基礎的調査の更なる取組

を通じて、文化財の新指定や資料公開等に取り組みます。」ということで、字句を追加して

ございます。また、新たに整備しました分館資料室等に関しまして、「活用等に努めま

す。」ということで文言を整理しております。 

  そして、次に「武蔵野ふるさと歴史館の充実」のところです。 

  「開館３年目を迎え、」ということで、これにあわせて本年度、取り組む事業といたしま

して、市制施行70周年の企画展示に関する部分、また歴史公文書の整備に関する部分、そし

て現在の管理運営基本方針を踏まえまして、新たな方針を立てること、こちら、文言として

記載をさせていただいております。 

○養田図書館長 それでは、最後に図書館から説明いたします。 

  15ページにお戻りください。 

  まず、１つ目の白丸、「図書館の活用と課題解決の支援」でございますが、従来、「レフ

ァレンス・サービスを充実するとともに、多種多様な情報を収集、整理、発信」となってい

たところに、特に今回、そこの間に、「オリンピック・パラリンピック関連情報等、」とい

うことで、特にこちらを書き加えさせて追加させていただきました。 

  そして、最後のところの「来館、利用困難者に配慮した環境整備」という表現だったもの

を、こちら「利用困難者等」とまとめさせていただき、「資料の収集や環境整備」というこ

とで、「資料の収集」を新たに追加させていただきました。 

  その次の２つ目の「子どもたちの読書活動の充実」の白丸でございますが、こちらに関し

ましては、昭和42年から始まりまして、学校と図書館の連携する本市の図書館の代表的な事

業となっておりますが、今年度で50周年を迎えるということで、頭に「読書の動機づけ指

導」と加えさせていただきました。 

  ３つ目の白丸でございますが、「図書館運営体制の整備」です。こちらも、一番頭に、現

在の図書館基本計画は平成31年度まででございますが、ここで時代の変化に伴いまして修正

すべき箇所が見受けられてまいりましたので、図書館基本計画の見直しを行う予定でござい

ます。こちらを頭に、字句の追加としてさせていただきました。 
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  その次の３行目、４行目は字句の修正でございます。 

  そして、最後に管理運営について、今回の市議会で図書館条例の改正と生涯学習振興事業

団への指定管理について議決いただきましたので、「指定管理者制度への移行を進めていき

ます。」としまして、生涯学習事業団としっかり連携し、市と教育委員会が関与する形で、

移行を平成30年４月に目指して進めていきたいと考えております。 

  それでは、平成29年度武蔵野市教育委員会基本方針については以上でございます。 

  よろしくご協議、お願いいたします。 

○宮崎教育長 各課長からの説明は終わりました。 

  ただいまの説明にご質問や、ご意見等がありましたら、お願いいたします。 

  かなり広範に内容が及んでおりますので。どうぞお気づきの点からという形で言っていた

だいて結構だと思います。 

○渡邉委員 分かりにくいかなと思ったところが何カ所かありますので、その辺を中心に。 

○宮崎教育長 では、渡邉委員。 

○渡邉委員 まず、５ページの「理数教育の充実」というところで、字句の修正がありますが、

「発展的な学習場面に配置した市の学習指導員の協力」という、発展的な学習場面というの

はどこにかかるかというのは、分かりにくいと思いました。「配置した」にかかるのか、ど

ういう内容なのかというのを確認していただきたいと思います。 

  それから、同様に分かりにくかったのが、７ページの基本方針３の１個目の「生活指導の

充実」というところで、「28年度に子どもの願いを改めた」というところですけれども、

「子ども願い」って何かあって、それを変更して、これに変わったということだと思います

が、そこがもう少し説明が必要かと思います。 

  同様にして、「改めた」ってもう１カ所、出てきて、８ページの基本方針４の「ＩＣＴ機

器を活用した教育の推進」の一番下のところですけれども、「内容や方法を改め、」って一

言で言ってますが、何か改めるのであれば、前のがあって、こう改めたという表現をしたほ

うが、より具体的で分かりやすいと感じました。 

  全体的に、追加のところは、具体的な内容が入っていて分かりやすくなったなと、これか

ら何をやるか分かりやすいと感じましたが、今のところもう説明していただけるとありがた

いと思います。 

○宮崎教育長 ３点の確認、ご質問がありました。 

  それでは、まずこちらにお答えをできればしていきたいと思います。 
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  指導課長。 

○指田指導課長 どうもありがとうございます。 

  １点目の５ページの「発展的な学習場面」は、これは算数、数学の習熟度別授業の発展的

な学習場面に配置する学習指導員ということで記してあります。 

  それから、７ページの「生活指導の充実」の「子どもの願いを改めた」というところと、

８ページの「研修の内容や方法を改め」ということは、具体的なものを、文言を入れて、分

かりやすく修正していきたいと思っております。 

  ありがとうございます。 

○渡邉委員 よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 余り長い説明は、そういう文脈を壊してしまうので入れられませんけれども、

何か工夫していただいて。 

○指田指導課長 はい、承知しました。 

○宮崎教育長 お願いしたいと思います。 

  ほかに、いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 とても具体的で分かりやすかったと思います。その上で、言わせていただきます。 

  １ページ目の最初のところですけれども、１ページ目ですね、１番です。 

  ここ、初めのところ文章が長くて、一体どんな人になったら良いのかがすぐにはのみ込め

ないんです。 

  それで、武蔵野市の教育は、人間尊重の精神に基づき、普遍的で個性豊かな文化の創造と

豊かな地域社会の実現を目指します、というあたりで切ることもできるのではないかと思い

ます。 

  それから、次に出てくるのは、その目指したために、どういう育成を目指すかということ

が書かれているんですけれども、この育成という言葉を一つのくくりとして、２番の丸印が

ありますよね、「互いの人格を尊重し」って、このような書き方で、すっと分かるように書

いても、これが何しろ出だしなので、もう少し分かりやすいほうが良いかと感じました。こ

れは感想なので、後でご意見を聞かせてください。 

  それから、７ページ目、これは渡邉先生と同じだったんです。「生活指導の充実」のとこ

ろで、「平成28年度に子どもの願いを改め」というのは、「改め」という言葉が、子どもの

願いに対して、この表現はふさわしくないと思ったので。「新たな子どもの願いを加え」と
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いうぐらいの感じでも良いかと思いました。 

  次は、９ページ目です。 

  これは質問ですけれども、最初の丸の「国際理解教育・英語教育の推進」のところで、新

しい線が引かれたところの最初で、「ＡＬＴの協力のあり方を工夫したり、学級担任との役

割を明確にしたり」という、この「学級担任との役割」というのは、つまりこの上に、ＡＬ

Ｔの教育のあり方を工夫するということと同じことなのか、この「との」というのが、ＡＬ

Ｔのことを指しているのか、ごたついているので、ここを一工夫したほうが良いのではない

かと思いました。 

  それから、11ページ目ですね。 

  丸の２番目で、「保護者や市民への積極的な情報の発信」というところです。もちろん学

校だより等は本当に大切ですけれども、セカンドスクールや、そのほかの宿泊行事などで、

余りにも積極的過ぎるホームページの情報の更新が、たしか12月の定例会で問題になってい

たと思うんです。ですから、ここはもしかしたら「積極的」ではなくて、「適切な」情報の

発信かもしれない思いました。 

  最後です。図書館のところですけれども、15ページです。 

  丸の２つ目のところで、「子どもたちの読書活動の充実」のところです。 

  今、館長が「読書の動機づけ指導50周年を迎え」ということの説明をしてくださったとき

に、学校との連携の中で続いてきたという説明をしてくださったと思うんですけれども、そ

のことはとっても大切じゃないでしょうか。ですから、学校との連携の中に続いてきた「読

書の動機づけ指導が50周年を迎え、関係機関と協力しながら、子どもたちが読書に親しむ機

会を積極的に提供していきます。」というような書き方が良いかと思いました。この学校と

の連携の中、続いてきたということは、なかなか価値あることだし、もしかしたらほかに余

りないことなのではないかと思ったからです。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ５点ございましたが、最初のご質問で、１ページ目ですけれども、これにつき

ましては、教育目標については、一定期間そのまま維持するという、普遍のものとして維持

すると最初の説明がありましたので、これに修正を加えるかどうかを、まず考えてからとい

うことになるかと思うんですね。その上で、ということですが、教育目標を修正するかどう

かについて、まずご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。その上で、この

中身の検討ということになるかと思います。 
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  いかがでしょう。ほかの委員さんからもご意見いただければ。 

  山本先生は、そういう分かりやすくするような…… 

○山本委員 ここが始まりであるし、書かれていることがとても良いので。でも、読んでいる

と、「これはどこのこと」となってしまうんです。なので、もったいないかなという、ただ

それだけのことなんです。 

○宮崎教育長 特に、第１段目のことですね。 

○山本委員 そうなんですね。 

  １つずつ切る、ということだけでも良いかもしれないなと思ったんです。これずっと思っ

ていて、毎回言っているような気もするんですけれども。 

○宮崎教育長 いかがでしょうか。ご意見ございますか。まず、修正をすべきかどうかで、ま

ずお願いしたいと思います。 

○山本委員 そうでした。 

○宮崎教育長 難しいですね。 

  私から少し意見を言わせていただきますと、「武蔵野市の教育は、」と受けて、何々に基

づいて、こういうものを目指して、こういうことを育成、尊重、こうしていくということを

順次、順番に書いているという形になっているわけなんです。これを一文にして示すという

形で、その一連の関係性を持って行っていくという形ですが、文章としても長いんじゃない

かというところはあるんですけれども、ご存じのように国際条約等の前文は全てそういうふ

うになっていて、あるものを目指していくというものを、その文章の長さというのは余りこ

だわらずに規定するところがございます。それに近いような言い方です。それで、このまま、

実は継承されてきているところなんです。ただ分かりやすさとか、そういったものは努めて

いくところではありますので、この際に修正を行うのか、もしくは修正するにしても、教育

目標の修正ですので、かなり事前の準備等をしてということになるかと思うので、時間的に、

学校の教育目標との設定とかにも関係しますので、見直すとなると少し時間がかかるかなと

いう気もしますが、その点、いかがですか。 

  山本先生。 

○山本委員 もちろん時間的なこともあると思うので、いつかこういうところがもう少しすっ

きりいくと良いなと願っています。 

  済みません。 

○宮崎教育長 いや、もちろん結構です。それでは、……。 
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  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 この文章が長いと思っていることは確かですけれども、急に変えるというのは難

しいと思いますので、今の山本先生のご意見を反映し、次回この設定をするときに、その辺

を考慮して、分かりやすく表現していくということを記録として残して、それで対応すると

良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 よろしいですかね。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 では、次回の改定期に、これを、今のことを記録しておいて、事前の段階から、

このご意見をいただくような機会を作った上で、それで改定作業を行うということを、また

見直しした結果、このままでいくということもあり得るかもしれませんが、そういうことを、

機会を持つということでよろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 では、先ほどいただいたご意見は、そうした際にもう一度、振り返ってみたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、その後、７ページの「子どもの願い」のところ以降のご質問ですが。お答え、

では指導課長。 

○指田指導課長 まず、７ページの「生活指導の充実」の「子どもの願いを改めた」ところで

すが、これは、平成28年度に各学校から出された新たな子どもたちの声を反映したものを入

れたために、改めたとさせていただきましたが、内容的には前の内容と同じものがあります

し、また新たなものもございますので、今、山本委員のご意見の「新たな子どもの願いを加

え」ということも含めて検討をさせていただきたいと思っております。 

  それから、９ページの「国際理解教育」のところでございますが、文章が分かりづらくて

申しわけございません。 

  まず、後段の「学級担任との役割を明確にしたり」というところですが、具体的には、今、

小学校では主にＡＬＴの方がＴ１をやっていて、学級担任の方がＴ２をやっている場面が多

くございます。しかし、今後、新学習指導要領が始まる中で、日本人の学級担任の方が、Ｔ

１をやることが必要になってくるだろうということで、両者の役割を明確にしております。 

  上段の「協力のあり方」というのは、Ｔ１とＴ２の関係であっても、学級担任とＡＬＴの
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協力というものはどのような役割であっても、一層工夫していかなければいけないというこ

とで分けたつもりではいるのですけれども、このあたりが分かりづらかったと思いますので、

少し工夫していきたいと思っております。 

○山本委員 これ、もしかしたら「ＡＬＴの役割のあり方を工夫したり、学級担任との協力の

あり方を明確にしたり」だとわかるんです。 

○指田指導課長 分かりました。では、そういう形で修正したいと思います。 

  ありがとうございます。 

  それから、最後の11ページの「保護者や市民への積極的な情報の発信」のところですが、

前回の教育委員会の中でも、ここは議論してございます。「適切な」という形で、ここは修

正をしていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ７ページの「子どもの願い」のところですけれども、「新たな子どもの願いを加え」のよ

うな形になると、先ほど渡邉委員から出た説明的なものが必要なくなるかもしれませんね。

もとに何があったかが分かりますのでね。だとすると、そういう修正にもなるかもしれませ

んね。検討してみたいと思います。 

  それから、11ページの「適切な」は、見出しを変えるということですね。「保護者や市民

への積極的な情報の発信」を、「適切な情報の発信」ですね。 

  新しい委員もいらっしゃるので補足しておきますけれども、例えばセカンドスクール等の

ときに、逐次、毎日の行程に従って情報をどんどん先生方がサイトに載せて出していくとい

うことをしていると、そこに大変大きな業務が発生するとともに、家へ帰って子どもからそ

の様子を親に語りかけてほしい、聞いてほしい、という肝心なことを、逆に阻害する要因に

なるのではないかというようなことがあって、そういうご意見が出たんです。そこで、その

情報を出すのは良いけれども、出し過ぎるというのは、果たしてそれはどうなものかという

ご意見がありました。出さないわけではありませんけれども、教育的に見て適切な程度にと

いうことにされたらどうか、というのが山本委員のご意見ですね。 

  これは、ほかによろしいですか。 

  では、ぜひそのように変えましょうか。 

  それでは、図書館ですね。15ページ。 

○養田図書館長 15ページの「子どもの読書活動の充実」のところで、山本委員のおっしゃる
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ように、学校と50年間連携してきたというのは、非常に貴重なことだと思いますので、その

表現を加えて、１文目を全体的に整えていきたいと思います。 

○宮崎教育長 今の趣旨を受けてね。 

○養田図書館長 はい。 

○宮崎教育長 学校との連携で非常に大きく成功している事業の１つですね、是非、そのこと

を明記したら良いかと思います。 

  それと、９ページのところで。担任とＡＬＴが小学校の外国語指導の中で、どういう位置

をとったら良いのか、ということが出てきました。これは、これから教科としての英語が小

学校で実施されていく際に、担任の先生が、その学習指導と評価について責任を持って進め

なければいけないものなのです。今までのような単なる活動とは違ってまいりますので、非

常に重要な要素だと思いますし、極めて大きく難しい課題かもしれないということです。是

非、こうした方針を設定した上で、指導課に適切な指導助言や、または、その先生方の指導

を助けるような機会を作っていただきたいと考えています。また、そのように進めていきた

いと考えています。 

  ほかの方のご意見、どうぞ。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 大小取りまぜながら、ページ順に申し上げたいと思います。 

  最初が３ページですが、下の「道徳教育の充実」のところです。「また」のところから、

「また、道徳の」、次のページ、「時間の時数を確保するとともに、」と書いてありますけ

れども、道徳の時間数の確保というのは、かなり以前の問題としてすごく大きかったと思う

んですが、まだこういう問題があるのかしらと、道徳授業公開、地域への公開なども行って

いる中で、こういう課題があるのかなという思いがいたしましたので、お尋ねします。 

  それから、２点目です。昨年お話ししましたけれども、とにかく「充実」という言葉が多

過ぎる。去年、数えてみたら87あったとか、そんなこと言っていましたよね。確かに「充

実」って使えば座りは良いんですけれども、その中身が曖昧であると。でも、いたし方ない

部分もあるだろうなと思うのですが、例えば７ページ。この４ページでも感じたんですが、

７ページの「生活指導の充実」、ここに「充実」を使っていますよね。次に、「子どもたち

の人格のよりよい発達と学校生活の充実のため、生活指導の充実を目指します。」、何か変

ですよね。「そのため、校内の指導体制や教育相談体制の充実を図るとともに、」となって

いるので、充実するのは分かるのですが、何をするのかが分からない。もう少し具体的に書
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いた部分があっても良いかなと思います。 

  例えば４ページに戻りますと、これも「充実に努め」とか「充実させる」、「充実を図り

ます。」、「充実を図り」って、これだけのところに、基本方針の２の前文のところですが、

４つも使われているんですね。こういうのを、例えば「推進する」とか「創意工夫に努め」

とか、そういう言葉も用いると、ただ充実だけでおさまらない部分というのが解決できるん

じゃないかなと思いました。ほかの項目にも、「充実」というのが多いので、少し工夫した

らどうかと思いました。 

  例えば８ページの食育のところだと、最後のところに「指導の充実を図ります。」とか、

指導、これを「効果的に取り組みます。」とか、「積極的に取り組みます。」とか、ここは

ほかの言葉を使っても良いのかなという思いがいたしました。 

  それから、３点目ですが、次期の学習指導要領のことが項目として２点出ているのですが、

１つが５ページの「言語活動の充実」のところの下です。「主体的・対話的で深い学び」、

このことと、それから10ページの基本方針の前文、下から４行目ですが、「社会に開かれた

教育課程」とありますけれども、言葉で想像できるところはあるのですけれども、それぞれ

が勝手な想像をしているよりも、その概念規定を簡単で良いですから教えていただきたいと

思いました。それが３点目です。 

  それから、４点目ですが……。ああ、４点目は、同じことだから結構です。 

  ５点目です。11ページの「学校の多忙化解消に向けた取組の推進」ということですけれど

も、下線部分がある下から２行のところ、「定時退勤日や長期休業中の学校閉庁日の設定な

どを一層進めます。」と書いてありますが、この学校閉庁日というのは何日ぐらいを想定し

ているのかと思いました。私は、昨年このことが出されたときに、二、三日あるのかしらと

思っていたんですが、学校に聞くと「一日設定するのがやっとです」と言われたので、これ

はもう少し何とかならないものかと思いまして、何日ぐらいを想定している、あるいは目途

にしているのかな、ということを思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 それでは、特に２つ目におっしゃった全体の「充実」という言葉のことについ

て、この見直しの状況について、まとめてどなたかから言っていただくことできますか。 

  では、指導課長。 

○指田指導課長 これにつきましては、昨年度、山口委員からもご指摘いただいて、可能な範

囲で「充実」を「推進」や、あるいは学校図書館のところは「学校図書館づくり」等の形で
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修正して参りましたが、まだまだリード文のあたりは余り変えていなかったということもあ

りますので、今のご指摘を踏まえて、できるだけ具体的な文言に変えられるところは変えて

いくように努めていきたいと思います。 

○宮崎教育長 特に本文は随分、見直しをしたんですね。 

○指田指導課長 はい。 

○宮崎教育長 ただ、見出しというのは、それ自体が、例えば３ページを見ていれば分かりま

すように、言語活動の充実、理数教育の充実とあるんですが、これ余り言わない単語を使っ

ているようなところもあって…… 

○山口委員 それは仕方がないと思います。文末が全部、「充実」にするのはおかしいです。 

○宮崎教育長 特に、先ほど生活指導のような充実のために充実するみたいな、例えば次の曖

昧性を引き出しているようなものについては、見直しをしていきたいと思います。これはど

の項目にも当てはまるかもしれませんが、リード文のところ等も、可能な限りそういう観点

から見直してみるということですね。さらに、やってみよう。 

  これは、ではそういうことにしたいと思います。 

  あと、３ページの道徳の時数の確保ですが、これは特別の教科道徳というのは、新たにこ

こで加わってくるという形で、その確認のために時数の確保がちゃんとされているかという

ような意味で、かつてのような道徳の時間がなかなかなされないというようなこととは違う

意味で入れたのでしょうか。 

  指導課長。 

○指田指導課長 教育長がおっしゃったとおり、今は道徳の時間は時数を確保して行っていま

す。新たな学習指導要領に向けて道徳の時間の時数を確保することを改めて確認するために

記したものです。 

  また、後段の「体験活動等、系統的に結びつけた道徳教育」という表記でございますが、

かつては、体験活動を道徳の時間で行っていたこともありましたので、今回の次期学習指導

要領の改訂を機会に入れさせていただきました。 

○宮崎教育長 今思ったんだけれども、「道徳の時間」という言葉を使っているから前と同じ

感じがしますよね。 

○山口委員 特別教科としての道徳ですね。 

○宮崎教育長 教科としての道徳なので、道徳の時数確保で良いのではないかと思うんですけ

どね。国語の時間とか、教科については普通、「時間」って余り使っていない。総合的な学
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習の時間みたいな形では言っていないので、誤解を受けるかもしれませんね。何か従来の特

別教科としての道徳というものがイメージされると思うんです。その辺、もう一度整理して

いただきましょうか。 

  そして、指導課長ですね。はい、どうぞ。 

○指田指導課長 では、何点か。 

  ありがとうございました。 

  まず、５ページのところの「主体的・対話的で深い学び」と、それから10ページの「社会

に開かれた教育課程」でございますが、これは次期学習指導要領に位置づけられています。

詳細は次期学習指導要領に記されているわけですけれども、特に主体的で対話的で深い学び

という場合には、学習指導要領の中では、この主体的な学びというのは、学ぶ意味と自分の

人生や社会のあり方を主体的に結びつけていく学習、これを主体的な学びと位置づけており

ます。また、対話的な学びというのは、多様な人との対話や先人の考え方、書物等で考えを

表明、このような学びのことを言っております。また、深い学びというのは、各教科等で習

得した知識や考え方を活用した見方、考え方を働かせて学習対象と深くかかわり、問題を発

見、解決したり、自己の考えを形成し、あらわしたり、思いをもとに構想、想像したりする

深い学びということで位置づけております。 

  それから、「社会に開かれた教育課程」というのは、これまでも各学校では、それぞれ地

域の声でありますとか、保護者の声を反映した教育課程というものを作っているわけですけ

れども、特に今回の「社会に開かれた教育課程」というのは、学校の教育課程をより社会に

発信していく、また、子どもや地域の状況というものをもっと捉えた形で、その地域の方々

が参画するような教育課程を一層目指していくことが趣旨でございます。その意味で、「社

会に開かれた教育課程」というのは、まだこの言葉だけがでひとり歩きしている感じはござ

いますが、来年度にかけて、この「社会に開かれた教育課程」とこれに関連した12ページの

学校評価のあり方については、一層、保護者や地域の声を反映することが必要であるという

趣旨で入れさせていただきました。 

  それから、11ページの学校閉庁日でございます。これについては、指導課としても、今年

度から精力的に取り組んでございますが、今年度につきましては、各学校の状況に応じて、

可能な範囲で閉庁日をとっていただくようにしております。特に指導課として、何日設定し

てくださいということはございませんが、学校によっては部活動との関係で、まだ十分とれ

ていないところもございます。それは各校長先生も十分認識しておりますので、来年度は一
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層、この閉庁日を多くとる方向で学校に働きかけていきたいと思っております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  先ほどの５ページの「主体的・対話的で深い学び」、それから「社会に開かれた教育課

程」ですけれども、一応、かぎをつけて、いわゆるという形にしております。この基本方針

では、これまで注記をつけないことでやっていますので、なかなかさっきのことも全部書き

込んでしまうと、文章が読めなくなってきてしまう。ただ、もし可能であれば、可能な限り

このかぎは生かしながらも、その前後に少し概念を限定できるようなものが加えられるか検

討させていただく、ということでもよろしいですか。 

○山口委員 いや、そういう説明は要らないと思うんです。今、私たちが初めてここで聞いた

ので、みんなが共通理解しておく必要があると思ったからお尋ねしただけで。 

○宮崎教育長 特に「主体的・対話的で深い学び」は、これまで、今も新聞報道などで言うア

クティブ・ラーニングをということです。アクティブ・ラーニングは、多分、指導要領では

使われないですね。指導要領は、基本的には片仮名語は使用しません。使用しても本当に一

部に限定されていますので、そうすると多分、言い方としてはこういう形になって、その内

容を規定するような言い方で使うということで、今は、このような言い方が併用しているん

ですね。 

  アクティブ・ラーニングは、中教審答申にも入っているんですか。 

○指田指導課長 答申に入っております。 

○宮崎教育長 答申に入っているけれども、多分こちらで使うということになるんじゃないか

なと思いますが、その際の…… 

○山本委員 よろしいですか。 

○宮崎教育長 はい、今のことですね。山本委員。 

○山本委員 その「主体的・対話的で深い学び」というのは、私も想像しながら、ふんふんっ

て思っていたんですけれども、指導要領には、そのように入っているんですか。今のご説明

だと、ばらけているんじゃないですか、かぎ括弧も。これが主体的な学び、対話的な学び、

何とかで深い学びというのだと分かるんですけれども、これが全部、一つのところに入って

いると、何だか不思議なセットと思えてしまうので、多分ここを工夫してみては。何も特に

長い説明は必要ないと思うんですけれども、今の指田課長が言ってくださったようなことだ

と分かるんだけれども、このかぎ括弧の中で３つが一緒に入っていると不思議な感じがする

のは確です。もう一度そこを確認していただけたらと思います。 
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○山口委員 このフレーズとして出ているんです。 

○山本委員 ああ、このフレーズとして出ているの。 

○山口委員 そしたら、それのままが良いですね。 

○山本委員 じゃ、仕方ない。そうなんですね。 

○宮崎教育長 これだけで中教審も相当の時間を協議しているんです。 

○山本委員 そうですね。済みません。 

○宮崎教育長 それで、ここに固まったんですが…… 

○山本委員 ああ、なるほど…… 

○宮崎教育長 表記は、この形ですね。 

○山本委員 そうなんですね。分かりました。 

○宮崎教育長 中黒でやっているんですね。 

○指田指導課長 はい。 

○宮崎教育長 中黒で置くというのは、もし私が中教審にいたりしたら、反対するかも。つま

り、中黒というのは、それが対語として、ある程度、社会的に認定されなきゃいけないんで

すが、主体的と対話的は対語になるようなものかというのが、やや心配ではあるんですね。 

○山本委員 だから、これ、うまく要約して、こういうことにされた。苦心されてされたのか

と思ったんですけれども、このままなんですね。 

○宮崎教育長 もちろん課長も苦心はしたんですけれども。 

○山本委員 確かに想像は膨らむ３つの言葉ではあるんですけれども、こういう統語となる…

…。分かりました。 

○宮崎教育長 特にこの深い学びが、少し理解しにくいんじゃないかというようなことがあっ

て、主体的・対話的って何となくこれまでも使ってきたし、対話というのは行為がすぐ浮か

んできますよね。ただ、深い学びというのが、今、人工知能等のことでディープラーニング

みたいな言葉も使われているんですが、あれと違うんですよ。そして、この深い学びという

のは、どちらかと今、指導課長が説明しましたように、その教科が目指している物の見方、

考え方みたいなものに結びついていくような学びということですね。例えば理科だったら、

理科はいろんな化学式を覚えたり、いろんな物理現象等をどんどん暗記していくことではな

くて、それを通して得られる自然現象の向こう側に、ある種の法則性を求めようとする、そ

の姿勢であるとか、そうしたことを通じて、世界を理解しようとする態度というようなもの

を作っていくような、そんな学習になっていくということ、それこそが深い学びだと実は言
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っているところがあって、各教科ごとにそれが定められていて、こんな大きな表になってい

るんですね。今度、ご覧いただくと良いと思うんですが、これが国語の深い学びか、これが

社会の深い学びか、これが音楽の深い学びかというのが、分かるようになっております。そ

れを一括して、こうした用語として決めてしまったんです。いわゆる「主体的・対話的で深

い学び」が、一つのテクニカルターム、専門用語となって確立してしまったという、そうい

う例でございます。 

  そこで、この引用としてはかぎをつけたままで、次期指導要領に示されるという言い方で

前置きしている状態です。ですから、概念規定は、これを通して各学校の先生方にも、教育

関係者の方、もちろんＰＴＡとか地域の方たちにも理解していただかなければいけないので、

その概念規定というのをどうして進めていくかということについて、山口委員からあったご

指摘は、非常に重要な問題だと思いますね。皆さん、本当に自分の思い込みでこれを勝手に

理解してしまうと、共通した取り組みができないということがあるかもしれません。 

  このことは、指導課で工夫していただきたいと思います。 

○指田指導課長 はい。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  小出委員は、何かございますか。よろしいですか。 

○小出委員 はい。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  それでは、この協議事項１につきましては、ただいまいただきましたご意見、それからこ

の協議の過程でいろいろ、このようにといった修正の方向等を受けとめて、次回、２月の教

育委員会定例会に議案としてお諮りして決定したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  その進め方でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、そのように進めさせていただきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告事項 

○宮崎教育長 続いて、報告事項に入ります。 

  報告事項１、武蔵野市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の専決処分について

です。 
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  この報告事項につきましては、昨年11月の定例会で議案として議決いただきました武蔵野

市立体育施設条例の改正と一体のものでして、条例が改正されませんと規則の改正もされな

いものですので、条例改正と規則の公布を同日に行う必要があったため、教育委員会にお諮

りするいとまがありませんでしたので、私のほうで専決処分をさせていただいたものでござ

います。 

  それでは、生涯学習スポーツ課長から説明をいたします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、武蔵野市立体育施設条例施行規則の一部を改正す

る規則の専決処分について、説明をいたします。 

  報告事項の１、資料をお願いいたします。 

  ただいま教育長からのご説明にもありましたとおり、本条例の改正が行われたため、これ

に関連しまして規則の改正を専決で行ったものでございます。 

  改正の趣旨としましては、優先利用、市のスポーツ振興に必要なもの、また市立小中学校

の教育活動等に必要なもの、この優先利用につきまして、従来、規則で定められていたもの

を、改めて規則ではなく条例で規定することといたしまして、11月の教育委員会定例会でお

認めいただいた後に、平成28年の第４回市議会定例会で条例の改定につきまして議決をいた

だきましたため、この条例の公布日と同日をもって本規則を改正するということで、専決処

分を行ったものでございます。 

  内容につきまして、ご説明いたします。 

  資料をお願いいたします。 

  １ページ、改正前、改正後のものをご覧ください。 

  まず、第４条でございますが、この５項の部分を、これは全て削除してございます。この

部分、条例で同項の規定について全て行うため、規則からは全て削除という形になっており

ます。 

  また、第10条につきましては、これはその趣旨とは別に、不足していた説明の追加、それ

から字句の修正等を行ったものでございます。 

  説明は以上です。お願いいたします。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  この説明にご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

  これは前回の定例会、前々回か。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 前々回です。 
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○宮崎教育長 前々回の定例会で、この条例案そのものは決定していただいて、そのとおり市

議会で議決していただいたわけですね。その公布をもって、規則も変えなければいけないの

で、専決でさせていただいたということでございます。 

  ご意見がございましたら、特にお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  それでは、ご意見、ご質問ございませんようですので、この報告事項につきましては、了

承されたものといたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他に入ります。 

  その他として、何かございますか。 

○大杉教育企画課長 ございません。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  それでは、これをもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

  次回の教育委員会定例会は２月１日、水曜日、午前９時30分から、いつもより早い９時30

分から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 平成29年第１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時２５分閉会 
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