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○事務局出席者 

教 育 部 長 竹 内 道 則 教育企画課長 大 杉   洋 
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生 涯 学 習 
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パラリンピック 
担 当 課 長 

齋 藤 綾 治 

生 涯 学 習 
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担 当 課 長 

田 川 良 太 

図 書 館 長 養 田 重 忠   

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

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案 

     議案第１号 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 

     議案第２号 武蔵野市奨学金支給条例施行規則を廃止する規則 

   ４．協議事項  なし 

   ５．報告事項 

     （１）平成28年度児童生徒表彰について 

     （２）市内駅伝競走大会・市民健康マラソン大会の実施について 

     （３）第１回武蔵野市子ども図書館文芸賞について 
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     （４）平成28年度図書特別整理について 

   ６．その他 
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午前 ９時３０分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第２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、私から山本

委員、渡邉委員、そして私、宮崎の３名を指名させていただきます。 

  どうぞ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 異議なしとのことですので、傍聴を許可いたします。 

  お願いいたします。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 これより、議事に入ります。 

  事務局報告です。 

  竹内教育部長から報告いたします。 

  お願いします。 

○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

報告させていただきます。 

  初めに、教育委員会にかかわることについてご報告いたします。 

  １月９日の月曜日、祝日ですが、「未来をひらくはたちのつどい」、成人式を実施いたし

ました。今年度の新成人は1,335人でしたが、式典には718人が参加されました。例年、会場

としている市民文化会館が大規模改修工事中のため、今回は武蔵野総合体育館メインアリー

ナでの開催となりました。ゲストには、トリンドル玲奈さんにお越しいただき、お祝いのお

話などをしていただきました。 

  武蔵野ふるさと歴史館では、１月21日、土曜日から学校教育連携展示「武蔵野のくらし今

昔－昭和の衣・食・住－」を開催しております。本年の展示では、主に昭和20年から昭和40
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年ごろに武蔵野市で使用されていた道具や、その当時を写した写真を手がかりに、昔の暮ら

しの様子を衣食住という３つの視点から振り返っております。この展示を軸に、体験活動も

行う学校教育連携事業も、１月23日の第二小学校を皮切りにスタートをしております。小学

生だけでなく、多くの方にご覧いただくことで、かつての武蔵野の暮らしについて理解が深

まることを期待しております。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  いよいよ２月になり、１年間のまとめの時期となり、多くの行事などが行われております。

市内小・中学校の書き初め展が１月20日、金曜日から３日間、武蔵野スイングホールで開催

されました。全小・中学校で児童・生徒が取り組んだ作品のうち、小学校１、２年生の硬筆

書写が200点、小学校３年生から中学校３年生の毛筆書写が600点、展示されました。３日間

で2,763人の来場者の方に鑑賞していただきました。 

  武蔵野市の９校の小学校、中学校に知的障害、肢体不自由、病弱、難聴、言語障害、情緒

障害等の特別支援学級が14学級設置されております。それぞれの学級や児童・生徒の様子を、

より多くの方々に知っていただこうという願いから、毎年、合同の学級紹介、作品展を行っ

ております。本年は第25回目であり、１月31日から２月10日まで、武蔵野市役所１階ロビー

で行われております。どうぞご鑑賞くださいますよう、お願いいたします。 

  市立小・中学校美術展については、２月３日から５日までの３日間、武蔵野スイングホー

ルで開催いたします。 

  次に、東京都主催の発表会では、小学生児童科学展が１月13日から４日間、日本科学未来

館で開催され、本市からは身近な電車の揺れについて調べた井之頭小学校の児童の作品を出

品いたしました。このほかにも、都内小・中学校、中等教育学校、高校、特別支援学校の児

童・生徒の図工、美術の平面・立体作品、技術・家庭の作品が出品される公立学校美術展覧

会が２月９日から14日までの６日間、東京都美術館で開催されます。 

  次に、２月５日、日曜日には、味の素スタジアムを会場として、第８回中学生東京駅伝が

開催されます。１月22日には、同会場で試走会も行い、選手の皆さんは大変意欲的に練習を

積み重ねて準備をしております。当日は、女子の部が10時、男子の部が13時にスタートにな

ります。委員の皆様も、お時間がございましたら応援をお願いできればと思います。 

  市内の研究発表会については、２月13日、月曜日に、関前南小学校で「主体的に表現する

児童の育成～自分の考えをもち、協働的に学習することを通して～」を研究テーマに、市教

育研究奨励校の国語の発表が行われます。当日は、授業公開、講演等が予定されております。 
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  最後に、１月26日の木曜日に開催した今年度、第２回の開かれた学校づくり協議会・代表

者会についてご報告いたします。委員の皆様もご出席いただき、ありがとうございました。

今回は、食育をテーマに、市内の学校や給食・食育振興財団等の食育の取り組みの紹介と意

見交換を行いました。代表者の皆様から、家庭や地域における食に関する教育等の現状と課

題、地産地消の取り組みなど、地域と連携した食育の推進、子どもたちに身につけてほしい

食に関する知識、マナー、習慣、食育の視点から見た食品ロスや子どもの貧困の課題への対

応などについての意見などをお伺いしました。今後も、この代表者会の場を活用して、学校、

地域の連携を一層深めてまいりたいと思います。 

  事務局報告は、以上でございます。 

○宮崎教育長 事務局報告が終わりました。 

  ただいまの報告に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 はたちのつどいに出させていただいて、今年だけの会場でどんなふうになるのか、

気をもんで出かけていったんですけれども、とても明るく広々とした会場になっていました。

むしろ市民文化会館よりもいいななどとは言ってはいけないんですけれども─と言うほど

でした。ご準備がとっても大変だったと思うんですけれども、本当によかったなと思いまし

た。 

  それから、やっぱり例年どおりやんちゃな二十の方たちがいて、またそこでも気をもんで

いたんですけれども、生涯学習スポーツ課長が、「このくらいは大丈夫」って言ってくださ

って、何か全体にとても温かい、良いはたちのつどいだったなと思って、ありがたいことだ

ったと思っております。いろいろありがとうございました。 

  それから、もう一つ、先日、開かれた学校づくり協議会の代表者会が開かれときに、給食

の話題がたくさん出たと思うんですけれども、代表者の方の中に、学校の、つまり自校の給

食を召し上がったことがないという方がありました。例えば、関前南の方が食べてみたいな

と言われたんですね。せっかくこのようなお話し合いもされたことなので、ちょっと気軽に

というわけにはいかないものかもしれないんですけれども、大がかりな予定ではなくても、

今日そういう試食にしますというような機会を作ってさしあげたらいいかなと思いました。

どうでしょうか。 

  以上です。 

○宮崎教育長 今、２件ですね、「未来をひらくはたちのつどい」と、そして給食の開かれた
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学校づくり協議会委員の方の試食の機会などはいかがかということでしたが、担当の課長か

ら何か補足とかございますか。 

  では、まず生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 はたちのつどいに関しましては、ご出席、大変ありがとうご

ざいました。また、お褒めの言葉をいただきまして、大変ありがとうございました。 

  当日の采配につきましては、細かな部分を言えばいろいろと課題はありましたので、それ

らにつきましてはきちんと整理をして、また次の恐らくは市民文化会館での会につなげてい

きたいと考えております。なかなか退場を促して、退場をしていただくまでの流れですとか、

そういったところで一部スムーズにいかない部分等々もございましたので、そういったとこ

ろはきちんと運営と確認をした上で、次につなげていきたいと考えています。 

  大変ありがとうございました。 

○宮崎教育長 あとは、給食のことですね。教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 給食を所管しています教育支援課のほうから。 

  この前の開かれた学校づくり協議会のテーマは、私たちも非常に関心がありました。今、

山本委員からご提案をいただいた件につきましては、各学校でも独自で給食の試食会などを

行っているんですけれども、指導課と協議して、そういったことが今後可能かどうか、検討

していきたいと考えております。 

○宮崎教育長 各学校で開かれた学校づくり協議会を開くときに委員の方が集まるので、その

ときは例えば12時半ごろに開催にして、その日は給食を食べていただいて、試食した上で、

また協議に入っていただくとか、そんなこともできるかもしれませんね。学校のご都合もあ

るので、少し慎重に２つの課で連携をとりながらお願いできればと思います。 

  ほかに報告について。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 給食の件については、学校のランチルームがあるところって、比較的そういうの

を盛んにやるんですけれども、そういう場がないところというのはなかなか難しいところも

あるんでしょうけれども。でも、その学年が遠足に行っているときとか、ほかの学校が行事

で給食を配食しないで済むときなんか、工夫してやっている学校もあるので、新１年生の保

護者なんかはそういうのを食べる機会があるんですけれども、なかなか地域の方々が食べる

ことは、ランチルームがないところというのはなかなか難しいところがあったけれども、工

夫次第ではできることがあるかなと思いました。 
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  １点、確認ですが、美術展というのは会場、どこっておっしゃいましたか。 

○木下統括指導主事 スイングホールです。 

○山口委員 スイングホールですね。市民文化会館じゃないですよね。 

○竹内教育部長 今、改修中なので、例年はあそこの下の展示室で…… 

○山口委員 ごめんなさい、聞き間違えたかなと。市民文化会館って聞こえたものですから。

ごめんなさい。 

○宮崎教育長 これから東京都の公立学校美術展が開催されますので、いろいろ美術展が行わ

れるときでもあります。 

○山口委員 上野ですね。 

○宮崎教育長 上野、東京都美術館ですね。 

  ほかにいかがでしょうか。事務局報告について。 

  よろしいですか。 

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

◎議案第１号 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 

○宮崎教育長 それでは、次に議案に入りたいと思います。 

  議案第１号 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。 

  それでは、説明をお願いいたします。教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 それでは、ただいまより議案第１号 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、ご説明を申し上げます。 

  配付させていただきました資料をご覧いただきたいと思います。 

  議案といたしましては、教育目標、基本方針ともきれいに修正された後の整形されたもの

でございます。教育目標につきましては、修正はございませんでした。 

  あと資料といたしましては、新旧対照表を用意いたしました。下線が引いてあるのは、１

月の定例会の段階で修正をした昨年度との違いの部分でして、今回、１月の定例会でお出し

した資料からの修正につきましては、網かけをしたところがその該当箇所でございます。そ

れぞれその該当箇所につきまして、担当の課長より説明を申し上げます。 

  基本方針の順に説明申し上げますが…… 

○宮崎教育長 付属資料をご覧いただくわけですね。 
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○大杉教育企画課長 はい、付属資料をご覧いただきたいと思います。では、指導課長、お願

いします。 

○指田指導課長 それでは、１ページをご覧ください。 

  １点目は、「道徳教育の充実」の下のところで、道徳の時間ですね、「時間」というもの

を削除いたしました。 

  また、２ページの１行目でございます。落としてしまって申しわけなかったんですが、

「時数」の前に明確に「授業時数」という形で、「授業」を追記したいと思います。 

  ２点目は、２ページの基本方針２のリード文でございます。以前に山口委員から「充実」

という言葉をさらに精査するようにというご指摘を受けましたので、「充実」という用語を

とりました。最初のところは、「個性の伸長を図る教育を一層推進します。」。そしてその

次が「充実」をとり、「活動とともに、」と。３つ目は、「理数教育に一層取り組みま

す。」。最後は、「教育情報の収集・発信機能の拡充を図り、」という形にいたしました。 

  続きまして、５ページをご覧ください。 

  ５ページは、「生活指導の充実」でございます。１点目も、同じように「充実」という言

葉をとりました。「子どもたちの人格のよりよい発達と楽しい学校づくりに向け、未然防止

型の生活指導を一層推進します。」。それから、２つ目はその真ん中のところですが「平成

28年度に新たな子どもの願いを加えた、市の「いじめ防止基本方針」」という形に修正をい

たしました。 

  次は、４点目でございます。 

  ６ページをご覧ください。 

  「食育の推進」でございますが、一番下のところ、ここも同様に「充実」をとり、「計画

的・組織的な指導を一層進めます。」という形にいたしました。 

  ５点目は、７ページでございます。 

  「ＩＣＴ機器を活用した教育の推進」で、「改め」というところが分かりにくいというも

のがございましたので、「ＩＣＴ機器活用のための人的支援のあり方を改めたり、ＩＣＴ機

器活用に関する研修を、授業での活用場面を中心に行ったりすることにより、教員の指導技

術や活用能力の更なる向上に努めます。」ということで、研修部分の改めるところを、この

ような形に修正いたしました。 

  ６点目は、その下の「国際理解教育・英語教育の推進」でございます。真ん中のところで

すが、「ＡＬＴ（外国語指導助手）の学級担任（または教科担任）への協力のあり方を工夫
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したり、役割を明確にしたりすることにより、」と、前の表記と順番を入れかえた形になっ

ております。 

  それから、９ページでございます。 

  ７点目、「保護者や市民への積極的な」というところですが、この間、ご指摘をいただき

まして、まずタイトルのところを「保護者や市民への適切な情報の発信」に改めました。 

  それから、それに合わせまして、真ん中のところ、「学校から家庭・地域への適切な情報

発信」といたしました。ただ、下から２行目のところに、もう一つ、「積極的な情報発信」

というものがありますが、これは指導課として教育フォーラムや教育推進室だよりを一層発

信していくという形で、ここは「積極的な」という形で、そのままの表記にいたしました。 

  指導課は以上でございます。 

○大杉教育企画課長 続きまして、10ページをご覧いただきたいと思います。 

  教育企画課です。 

  下から１つ目の「学校施設の整備」のところでございますが、済みません、修正漏れでご

ざいますが、２段目の段落のところ、「また」というところについては、削除漏れでござい

ましたので、これは削除するということでお願いしたいと思います。 

  続きまして。 

○養田図書館長 続きまして、13ページをお願い申し上げます。 

  13ページの上から２つ目の白丸です。「子どもたちの読書活動の充実」のところで、「読

書の動機づけ指導50周年」というところの頭に、これは本市の特徴的な事業であり、誇るべ

き事業であるということで、「学校と連携するなかで続いてきた読書の動機づけ指導50周年

を迎え、関係機関等と連携しながら、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。」とさせていただきました。 

  以上です。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 続きまして、14ページになります。 

  武蔵野ふるさと歴史館のところなんですが、タイトルとしては「武蔵野ふるさと歴史館の

充実」となっているんですけれども、一番最後のところ、総合的な活動の「充実」を総合的

な活動の「展開」を図るというふうな形で字句の改正をしております。 

  ご説明につきましては以上です。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 
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  渡邉委員。 

○渡邉委員 修正というわけではないのですが、説明いただけるとありがたいと思います。 

  ５ページの「生活指導の充実」のところで、新たに「未然防止型の」というのを入れてい

ただいているわけですけれども、これはどういう内容なのかというのを教えていただけると

ありがたいと思います。 

○宮崎教育長 よろしいですか、１点で。 

  指導課長。 

○指田指導課長 ありがとうございます。 

  未然防止型の生活指導というのは、不登校が出ない、あるいはいじめが起きないような環

境づくりを、そういう状態が起きる前から行っていく生活指導でございます。例えば学級づ

くりでありますとか、子どもたちの人間関係づくりでありますとか、この「生活指導の充

実」の一番下のところに、「武蔵野ガイダンスプログラム」であるとか、それから来年度か

ら行う予定の「武蔵野スタートカリキュラム」を活用して、いじめであるとか不登校が出な

いような生活指導を未然に行っていく。というものを未然防止型の生活指導と言っておりま

す。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

○渡邉委員 大変良い方向が見えてきてよかったです。 

○宮崎教育長 そのようにお願いしたいと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  山口委員。 

○山口委員 充実についてはいろいろご苦労いただいて、いい言葉ができました。ありがとう

ございました。 

  ４点あります。 

  ３ページです。 

  「理数教育の充実」の中ほどですが、「その基礎となる算数・数学の授業については、」

って書いてあるのですが、上に理数教育の充実ということも書いてあることなので、算数・

数学だけが理科教育の基礎となるわけではないので、「その基礎となる」というのはなくて

も良いのではないのかな。まるで理科教育のために数学があるような感じを受けてもあれで

すので、これはとっても良いのではないかなという思いがいたします。 

  それから、２点目ですが、８ページです。 
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  大変細かいことで申しわけないんですが、「子どもの就学への適切な支援」の３段落目で

すね。「国や都の高校生がいる世帯への」というのが、この「国や都の」というのが「経済

的な」の前にきたほうがすっきりいくかなと思ったんです。「高校生がいる世帯への国や都

の経済的な支援の拡充を踏まえ、」ってしたほうが、「国や都の高校生がいる」というより

も良いかなという思いがいたしました。 

  ３点目は、10ページです。 

  「異校（園）種間の連携の推進」のところの下線の３行目です。「武蔵野スタートカリキ

ュラム」ですが、５ページではかぎ括弧を使っているので、ここもかぎ括弧が良いかなと思

いました。 

  それから、これは質問なんですが、「武蔵野スタートカリキュラム」というのは、指導す

る先生と、それから幼稚園、保育園にお配りするというお話しでしたかしら。この前、そん

な話だったと思うんですが、これは連携を推進する内容になっているのかどうかということ

について伺いたいと思います。 

  それから、４点目です。９ページです。前後して済みません。 

  「保護者や市民への適切な情報の発信」の中ほどですが、「また、むさしの教育フォーラ

ムや教育推進室だよりなど」っていう前に、「きょういく武蔵野」があると思うんですが、

これが従前からありましたよね。推進室だよりも、今とてもみんなに読まれていますけれど

も、「きょういく武蔵野」って大きい版がありますね。あれも入れたほうが良いかなと思い

ました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ４点のご質問でした。ご質問、ご意見ですね。 

  それでは、答えられるところから。いかがですか。 

  指導課長。 

○指田指導課長 ありがとうございます。 

  まず、順番に３ページの「理数教育の充実」のところは、委員ご指摘のとおり算数・数学

だけが必要ではないということもありますので、これはとりたいと考えます。 

  それから、２つ目のところ、９ページ、今の情報の発信でございますが、「きょういく武

蔵野」も入れさせていただきます。 

  それから、10ページのところ、ありがとうございます。「武蔵野スタートカリキュラム」、

この括弧をつける形で行っています。 
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  ご質問の連携を推進する内容になっているのかというところでございますが、実際これは、

「武蔵野スタートカリキュラム」の冊子を見ていただければご理解いただけると思うんです

が、３月末には完成する予定です。その中で、この武蔵野スタートカリキュラム作成委員会

というものを１年間作りまして、昨日ちょうど終わったんですが、その中には小学校の先生

と、幼稚園、保育園の先生方にも入っていただきまして、小学校の最初、初期の段階の学級

活動のあり方であるとか、そういうものを網羅してあります。特に幼稚園や保育園で行った

内容を踏まえて、その小学校につなげていくと。それを踏まえて円滑な小学校の生活を送る

というところを大きな視点にして作っておりますので、そういう意味では内容的に、この幼

児教育と小学校教育を連携する内容になっているのではないかと判断しております。 

○宮崎教育長 もう１点ですね。８ページ。 

  教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 「子どもの就学への適切な支援」のところでありますけれども、「高校

生がいる世帯への国や都の経済的な支援の拡充を踏まえ、」という表現のほうが非常にわか

りやすいと感じておりますので、そのような形で修正していきたいと考えております。 

  ありがとうございます。 

○宮崎教育長 ４点の修正、ご意見と、それから１点のご質問だったんですが、山口委員、よ

ろしいですか。 

○山口委員 はい、ありがとうございました。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  特にスタートカリキュラムは、指導資料として学校に配布されるのは、３月ぐらいですか

ね。ですから、すぐにこれが反映するか難しいんですけれども、なるべく来年度中にいろい

ろご検討し、できるところから進めていただくということになるかと思います。 

  ほかにご質問、ご意見ありますでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、前回、協議いただいたものですので、この程度かと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第１号について、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 では、異議ないものと認め、採決に入ります。 
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  議案第１号 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

についてにつきましては、ただいまご指摘のありました４点の文言修正を加えた上で、これ

を提案のとおり決することに賛成ということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議ないということですので、それでは本案は４点の修正を加えた上での決定

とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

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

◎議案第２号 武蔵野市奨学金支給条例施行規則を廃止する規則 

○宮崎教育長 次に、議案第２号 武蔵野市奨学金支給条例施行規則を廃止する規則を議題と

いたします。 

  それでは、説明をお願いいたします。教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 よろしくお願いいたします。 

  武蔵野市奨学金支給条例施行規則を廃止する規則について、説明させていただきます。 

  この規則は、武蔵野市奨学金支給条例を廃止する条例が、昨年12月に開催されました平成

28年第４回武蔵野市議会定例会で可決されたことから、廃止するものでございます。 

  規則の施行日は、条例と同様、平成29年４月１日となっております。 

  現在、奨学金を受給している生徒に対して、高等学校等を卒業するまで奨学金の支給を行

うため、それに伴う対応の経過措置を設けております。今回、奨学金を再編し、高等学校等

就学支援事業を創設いたしました。今後も引き続き、高等学校などへの就学に際し、経済的

な理由により困難とならないよう、新たな支援事業の周知に努めてまいります。 

  説明は以上です。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 今までの奨学金を補助金の形にして、重複しても受けられるということなので、

この間、予算規模も出ていたのですが、大分充実していると思いますので、簡単にご説明い

ただけるとありがたいと思います。 

○稲葉教育支援課長 わかりました。 
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  ありがとうございます。 

  今回、高等学校入学準備金につきましては、先日の市議会補正予算で可決いただきました。

現在、奨学金を受給している方は、３学年、高校１年生から３年生までで60名おります。お

よそ、一学年で20名程度になるんですけれども、この新しい高等学校入学準備金制度であれ

ば、およそ、一学年、70人程度の方が対象になります。また、高等学校就学給付金につきま

しては、新年度予算で予算計上する予定になっておりまして、こちらも同様な形で準備を進

めております。 

  12月20日で、市議会で奨学金条例が廃止となりまして、新たな支援策についても認めてい

ただいたところですが、中学校３年生の保護者の方に周知をしたところ、就学援助はちょっ

と申請はしていなかったが、この新たな高等学校入学準備金については、ぜひ活用したいと

いう問い合わせが何件か担当者に来ております。この制度が、さまざまな形で保護者の方へ

の周知につながっているということは、ちょうど受験の時期もありますので、経済的な負担

も和らげられる一環になったかなと考えております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 はい、結構です。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 そのように問い合わせをしてくださるような熱心な方は心配ないと思うのですけ

れども、本当にそれが必要で、それを受けたほうがいい方たちの漏れがないかどうかという、

その二重、三重の手当について、どのように考えておられますでしょうか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 そうですね。どうしてもこういった給付型のものは、申請主義なもので

すから、お一人お一人のご家庭の経済状況をこちらのほうで積極的に確認をして、申請をし

ていただければ受給できる方に、個別に対応するのは少し難しいかなと思っています。なる

べく多く市報にも掲載をしたり、お手紙等も定期的に配布をしたり、また学校の進路相談等

でも、より内容が伝わるように、協力していきたいと考えております。 

○宮崎教育長 今、山本委員、よろしいですか。 

○山本委員 もちろんそれは支援であって、支給条例という名前がついているんですけれども、

でも、やはり等しく皆さんが教育のチャンス、いろんな意味での未来への機会をつかまえら

れるようにということを、私たちもそうだし、これにかかわる全ての人が、そういう気持ち
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でいたいということは、確認しておきたいことだと思っています。 

  これはお願いと、自分に対する覚悟のようなものですけれども。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  では、教育部長。 

○竹内教育部長 奨学金の見直しの前提となっている東京都や国の制度が結構広がってきまし

たけれども、武蔵野市の今回の就学支援の制度については、その範囲を超えたりしますし、

それから既存の市民社会福祉協議会での貸し付けの制度などあって、いろいろと就学に向か

うための支援の制度というか、ちょっと複雑になっているようですね。なので、それらを含

めてきちんと、武蔵野市の制度だけじゃなくて、東京都や国の制度、貸し付けの制度、育英

資金の制度なども含めてご案内を、学校を通じてとかほかの方法も含めてご案内をしてまい

りたいと思っていますので、そういう啓発の資料なども用意をしながら、進めていきたいと

思います。 

○宮崎教育長 これはよろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 では、山口委員、どうぞ。 

○山口委員 その件なんですけれども、この前からその周知の方法、いろいろ聞いてて、それ

でずっと今まで以上に広がるなと思っていたんですけれども、個人的に働きかけるのは難し

いと。確かにそうだと思うんですけれども、民生委員とか、民生委員の児童主任委員ですか、

その方々にしっかり理解していただいて、こういう制度もあるのよという働きかけも良いの

ではないかと思うので、そういうところの連携もやっていただくと、ありがたいなと思いま

す。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 ありがとうございます。 

  そうですね。確かに民生委員さんなどは、地域でさまざまな形で、いろんなさまざまなご

家庭にかかわっていますので、こういった制度が大きく変わったというところを、民生委員

さんが集まる会にも出向いて、周知はしていきたいと考えております。 

  ありがとうございます。 

○宮崎教育長 とても良いことですよね、それはね。 

○小出委員 いいですか、ちょっと。そのことについてなんですが。 

○宮崎教育長 小出委員。 
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○小出委員 小学生の入学金の支給もありますよね。民生委員さんは多分、教えてくれるんで

す。市報に載っているんです。ただ、その民生委員さんは、誰が１年生か分からないんです

よ。だから、その世帯が分からないんです。たまたま私が子ども会の会長をやっていたとき

なんですが、私の会長が小学校１年生の説明会で情報をもらって、それを民生委員さんに流

したんですよ。民生委員さんも、教えてもらう手だてがないと。何かそういう手だてがあれ

ば、高校生も、小学生も、多分、親には分かるんですが、やっぱり小学生１年生の子たちの

保護者が、知らなかったという方が結構多かったんで、市報に載っていますよって言ってい

るんですけれども、民生委員さんから教えてもらって分かりました。高校生も教えてあげた

いんですが、多分世帯が分からない。ちょっと、ここはやっぱり考えていただかないと動か

ないのかなという気はします。 

○宮崎教育長 民生委員さんや児童委員さん、主任児童委員さんたちを所管されている課と連

携をとって、まあ大変個人情報なんか難しいのでね、そこでどんな制限をかけているかちょ

っとわかりませんけれども、世帯の構成がわからないと、どこにお勧めしたらいいのか分か

らないというところがありますので、何かうまい手というのは、どうですか、考えられそう

ですか。 

  教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 ありがとうございます。 

  民生委員さんを所管しているのは、地域支援課になりますけれども、それは地域支援課に

も、ちょっと今回の教育委員会定例会でこういったご意見があったということで、より積極

的に改善できる方向で努力していきたいと考えております。 

○宮崎教育長 そうですね。 

  よろしいですか、小出委員。 

○小出委員 はい。 

○宮崎教育長 東京都も、新しく話題になっている給付金事業で始めるということですし、国

のほうでも今、国会でもいろいろ議論になっております。武蔵野市のはかなり思い切った支

援事業で、市部でも例を見ないような形で始まったものです。それだけに、いろんな新たな

制度改革が重なると、そこがまた分かりにくくなってくるというところもあるかと思います

が、かなり重ねてお受けいただくことができるような制度に切りかえていますので、是非そ

ういった意味で広範な周知を図っていきたいと思います。 

  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 
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  よろしいですか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第２号について、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議ないものと認め、採決に入ります。 

  議案第２号 武蔵野市奨学金支給条例施行規則を廃止する規則について、本案を事務局提

案のとおり決することに賛成ということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしと認めます。 

  それでは、本案は事務局提案のとおり決定させていただきます。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 次に、本日は協議事項がありませんので、報告事項に入ります。 

  報告事項１、平成28年度児童生徒表彰についてです。 

  この報告事項につきましては、教育企画課長からお願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、報告事項の１、平成28年度児童生徒表彰につきまして、報告

をいたします。 

  資料の受賞者一覧をご覧いただきたいと思います。 

  今年度は13組、吹奏楽団で３つのクラブ、あと個人といたしまして10人の方が表彰でござ

います。 

  まず、吹奏楽団でございますけれども、一小と三小と関前南小の３校でございまして、そ

れぞれ受賞内容に記載の大会での内容の功績となっております。 

  二小の佐藤君にいたしましては、東京都大会の中で大関という２位に相当するところでご

ざいますけれども、その内容の功績でございます。 

  また、二小の北嘉多さんにつきましては、これ全国での書道コンクールでございましたけ

れども、全体では5,906点という非常に大きな受賞の中で、小・中学生それぞれ学年当たり

１人が最優秀大賞ということでありまして、そこに入ったということでございます。 

  四小の岸本君でございますけれども、全国でのフェンシング選手権大会で、５・６年生の

部で10位に入ったという内容でございます。 

  大野田小学校の秋山君につきましては、全国俳句大会のジュニアの部の優秀賞でございま



－18－ 

して、これは実は全体では１万6,378人の児童・生徒から２万4,000句という非常に膨大な数

の応募がありまして、一番すぐれた賞が、大会句という賞がございますが、その次の優秀賞

ということで、これでも47句、選ばれた優秀賞に入ったということでございます。 

  境南小の若林君につきましては、東京都の選抜チームの一員として、この全日本アイスホ

ッケー大会に出場して、見事、優勝ということでの表彰でございます。 

  井之頭小学校の深田さんにつきましては、このピアノコンペティション全国決勝大会とい

うことでございます。非常に裾野が広い会でございまして、このＡ１級の予選からの参加者

といいますのは6,430人おりまして、その中で最終的に金賞が一番いい賞でございますが、

４人金賞を受けました中のお一人に入ったということでございます。 

  桜野小の井口さんにつきましては、全国ＪＯＣの大会で、リレーのチームの中の一員とし

て貢献をされたということでございます。 

  三中の智田さんにつきましては、全国大会日本ジュニア管打楽器コンクールで、見事、金

賞で入られました。 

  四中の帆足さん、六中の鈴木さんにつきましては、それぞれの水泳競技大会でのすぐれた

賞ということでございます。 

  なお、三小の吹奏楽団、境南小の若林さん、井之頭小の深田さん、桜野小の井口さんの一

組と３人の方につきましては、東京都の児童・生徒表彰の受賞もされるということで聞いて

おります。 

  これらの受賞された方につきましては、来る３月４日、土曜日の午後に、大野田小学校の

けやきホールで表彰式を行いたいと思っておりますので、教育委員の皆さんもご列席をよろ

しくお願いしたいと思います。 

  報告につきましては、以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長からの説明が終わりました。 

  何かご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 子どもたちが本当にいろんな場面で活躍しているんだなと、今の時代の変化を思

いました。 

  １つ、11番の第三中学校、ホルンの部、小学生コースですか。これ去年のことですか。 

○大杉教育企画課長 三中…… 

○宮崎教育長 １年生。 
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○大杉教育企画課長 １年生ですね。この方は、昨年、三小に在籍していたときの、まあ当時

は６年生だったんですけれども、暦年がそうなっているんです。その募集の内容になります

ので、昨年のたしか１月だったかと思います。その内容の功績でございます。現在は三中に

在籍しているということで、このような記載となっております。 

○山口委員 児童表彰は12月までなんですか。 

○大杉教育企画課長 年末までで１回、区切っております。 

○山口委員 年度じゃないんですか。 

○大杉教育企画課長 はい。年度の受賞式とか３月とかにやっている関係もありますので、年

度の最後まで見れないものですから、１月から12月の中でということになっております。 

○山口委員 はい、わかりました。 

○宮崎教育長 それ難しいんですけれども、漏れてはいけない、ある期間が漏れてしまうと困

りますので、こんなことになるんでしょうかね。 

○大杉教育企画課長 智田あか音さんは、平成28年、昨年の３月23日ですね。そこでのコンク

ールでの成績でございました。 

○宮崎教育長 ほかの種目にとっても、こういうのは余りないですけれども、でもあるのかも

しれませんね、こういう年度末のほうでいろいろ大会が行われたりするということもね。 

  はい、そういうご事情だそうでございます。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、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。 

  次に、報告事項２、市内駅伝競走大会・市民健康マラソン大会の実施についてです。 

  これは生涯学習スポーツ課長から説明をお願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、恐れ入ります。本日配付させていただきました資料を

ご覧いただければと思います。 

  市内駅伝競走大会・市民健康マラソン大会の実施について、報告申し上げます。 

  期日につきましては、３月５日、日曜日を予定しております。 

  時間につきましては、駅伝が９時30分スタート、マラソンは11時15分スタートとなってお

りまして、会場は例年とほぼ同じコースを回る予定でございます。スタートが陸上競技場、

ゴールが市役所となっております。中央公園の拡張工事によりまして、若干コースは変わっ

ておりますけれども、ほぼ例年と同じコースを走っていただく予定になっております。 
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  チーム数につきましては、駅伝が120チーム、それからマラソンの参加者数につきまして

は230名予定しておりまして、１月31日、先日、昨日までが予定の期日でございました。現

在のところの申し込み状況でございますけれども、駅伝につきまして中学が65チーム、それ

から一般が61チームで120チームを超えておりまして、できれば全チームに出ていただけな

いかと、ちょっと今調整を始めているところでございます。 

  また、マラソンにつきましては、現在184名の参加の申し込みがあると聞いております。 

  協力につきましては、この５大学の協力を予定しております。 

  恐れ入ります。東京女子大学の「大」の字が１つ多くなっておりまして、申しわけござい

ません。１つおとりいただければと思います。 

  当日、教育委員の皆様にご出席いただける場合につきましては、表彰式の授与者をお願い

したいと考えております。１位につきましては教育長、２位から皆様にお願いしたいと考え

ておりまして、当日の何位のところでお願いしますということにつきましては、別途、詳し

くご説明をさせていただきたいと考えております。 

  報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  時には寒いときもありますが、これまでほとんど事故なく進んできておりますよね。今年

も盛んに行われていると思いますが、いかがですか。よろしいですか。ご質問とかご意見。 

○宮崎教育長 ご質問、ご意見が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。 

  次に、報告事項３、第１回武蔵野市子ども図書館文芸賞についてです。 

  図書館長から説明をお願いします。 

○養田図書館長 それでは、今回、第１回となります武蔵野市子ども図書館文芸賞について、

ご報告いたします。 

  昨年、第10回を迎えた武蔵野市子ども文芸賞、こちらをより図書館にふさわしい行事にと

いうことでリニューアルしたものが、今回から第１回となります武蔵野市子ども図書館文芸

賞となります。多くの子どもたちに読書や創作の楽しみを伝えたいという願いから始まって

おります。 

  今回、今まで団体応募中心だったものから、個人応募へと変更しまして、長く学校の支援

を受けてきて定着をした結果、団体応募中心のときよりも応募作品総数は減りましたが、そ
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れでも1,000件を突破し、全体のレベルというものは落ちていないものと考えております。 

  応募の内訳については、こちらに記載のとおりでございます。 

  今回から始めました読書感想のＢ部門ですが、今回初めてということで応募はまだまだ少

ないものの、大変ユニークな作品が多く、今後に期待したいものと考えております。 

  受賞者につきましては、別紙のとおり19名の作品を今回表彰することになりました。本人

には１月中に通知をしております。 

  表彰式は、来る２月26日、午後２時から武蔵野市立中央図書館の３階、視聴覚ホールを予

定しております。 

  教育委員の皆様には、ぜひご参加いただきたいと考えております。 

  その他としまして、受賞者につきましては２月15日号の市報及び図書館ホームページにて

公表する予定でございます。 

  この件に関しては以上でございます。 

○宮崎教育長 図書館長の説明は終わりました。 

  何かご質問やご意見ございましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 ２点あるのですが、１点は規定外というのが気になりました。これはどういう理

由で規定外になったのか教えていただけますか。 

○宮崎教育長 規定外の21件ですね。 

○渡邉委員 それから、次のページに「作品集（市内図書館で配布）」とあるのですが、いつ

ごろから配布できるようになるのか、いかがでしょう。 

○宮崎教育長 図書館長、よろしいですか。お願いいたします。 

○養田図書館長 それでは、規定外につきましては、規定の用紙を使っていなかったり、また、

何と言ったらいいんでしょうか。 

○宮崎教育長 対象になっていなかったりとか、そういうことですか。 

○養田図書館長 対象になっていないものが応募されたり、そういったことがありまして、20

件余りの規定外の作品が出たということになります。 

  それと、作品集の配布につきましては、この受賞式当日以降、配布を始めますので、その

後、在庫がある限り配布は続けます。 

○渡邉委員 では、受賞式には間に合うようにということでしょうか。 

○養田図書館長 間に合います。 
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○宮崎教育長 間に合うんですね。 

  規定外は、いわゆる規定の条件に外れているとか、そういう対象外のジャンルであるとか、

そういうものだったんでしょうかね。 

  よろしいですか、渡邉委員。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 以前、この案が出されたときに、夏休みの課題に出されたものは受け付けるのか

どうかというのが話題になりましたよね。そういう問題はなかったのかどうか。団体応募と

いうのから、個人応募にシフトするというので、そういう問題はなかったのか伺いたいと思

います。 

  それから、審査員特別賞というのがどの部門にもあるんですが、これはどういう位置づけ

なのかなと思いました。どういうものを審査員特別賞としているのか伺いたいと思います。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ２点のご質問ですが、よろしいですか。 

  では、図書館長、お願いします。 

○養田図書館長 今回、個人応募ということにはしたんですが、必ずしも学校応募を一切シャ

ットアウトしたわけではありませんので、恐らくそういった夏休みの課題的なものからの応

募というものはありました。 

○宮崎教育長 きっかけとして、課題として、学校からの課題で書いたんだけれども、自分な

りに自信があるので、こうやって応募されたということもあり得るということですか。 

○養田図書館長 もちろん学校からの応募もないわけでは…… 

○宮崎教育長 ないんですか。 

○養田図書館長 学校からの応募もありました。 

○宮崎教育長 あったんですか。 

○養田図書館長 はい。団体応募ではなくて、あくまで個人応募なんですが、学校からまとめ

て持ってきているというようなことは…… 

○宮崎教育長 ぜひ、この子の作品はというようなことで、お声がかかったのもあったと。 

○養田図書館長 はい。 

○宮崎教育長 団体として、何かたくさん送られてくるということはなかったんでしょう。団

体として、何々小学校って40編、来るとか、そういうことというのはないわけですね。 

○養田図書館長 そうですね。そういうことはなかったです。 
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○宮崎教育長 そういうことではなくて。 

  第２点ですね。 

○養田図書館長 それから、審査員特別賞についてですが、これはやはり各学年別の銀賞があ

って、それで全体を通しての金賞があって、そういった意味では特に審査員から、金賞では

ないんだけれども、是非ということがあって、そういう意味では次点的な、ちょっと色合い

が強いかなと思っています。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 この度、10年続いた子ども文芸賞の選考、山口先生から受け継ぐ形で、創作Ａ部

門の審査をさせていただきました。本当にすごく緊張して選んだんですけれども、審査員特

別賞ということは、それぞれの部門によって、恐らくそれぞれ審査員の考えや受けとめ方に

よって変わってくるものだろうと思うんですけれども、私はこの特別賞があったおかげで、

その創作Ａ部門という一つの固まりのバランスをとることができたと感じております。です

から、銀賞よりも特別賞のほうが下であるとか、上であるとかということではなくて、この

図書館の文芸賞が長く続いていく、何か未来への視点みたいな意味で、私はこの特別賞を位

置づけたんです。ほかの方は少し違うのかもしれませんけれども、この賞があったおかげで

良かったなと感じています。 

  それから、少し感想も申し上げますと、今回いろいろなところが変わって、応募総数は少

なくなったとはいえ、一人一人の、この文芸賞に対して作品を書こうとする意思のようなも

のをとても強く感じました。つまり、こういうことがしたいなと思っているだけでは、その

ことの道は始まらない。ここで頑張って作品を書いてみようという、その気持ちの大切さを

尊重したいという気持ちが、作品を読むにつれて私の中でどんどん強くなっていきました。 

  第１回であるということもあって、昨年までの選びや内容が少し変わってきているところ

もあると思うんですけれども、新しいことが始まったという価値のようなものは、ずっと感

じながら選考させていただけたことは、幸せだったと思っております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 特に第１回ということですので、どのようなお気持ちでご審査に当たられたか、

またどのような文芸賞に育てていきたいのかといったことも、館長から、また山本委員から

もお話あったと思います。 

  山口委員はいかがですか、それ聞いていただいて。 

○山口委員 審査員特別賞なんですけれども、次点的な色合いというよりも、その子の可能性
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とか、それからその特性みたいなもの、そういうものにシフトしてやっているというほうが、

この順番の、まあ惜しかったけれども、特別賞であげましたよというよりも良いかなという

気がいたします。 

  それで、この創作Ａ部門の審査員特別賞のお嬢さんは、毎年もらっている人なんです。姉

妹でずっと応募していて、この子の１年生の時からの「はるやと」何とかシリーズなんです。

だから、そういうユニークさというのを、別に継続してじゃなくて、この作品としてその審

査員は選んだと思うんですけれども、全体的な見方で見ると、そういう子どもがシリーズで

書いている作品の中のよさというのも、感じられるのかなと思いました。 

○宮崎教育長 そういう通常の審査対象の何か視点の枠組みというか、それを超えたようなと

ころから、特別な意義づけがされるというような意味なんでしょうかね。ですから、余り次

点だったと、そう思われないようにご説明するのが大事かもしれませんね。何か残念だった

みたいなふうにとられると、逆に困りますよね。むしろ大いに期待される賞であると受けと

めていただければ、と思います。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 新しい読書Ａ部門、Ｂ部門、読書感想文は以前からあったわけですけれども、感

想画とかＰＯＰ・帯、これは完全に新しい範囲で、応募点数が少ないのが非常に残念だった

んですけれども、皆さん、絵を描くとかデザインするという発想も、この中に入ったという

のはとても良いことだと思いますので、是非、来年度はＰＲに努めていただけるとありがた

いと思っています。 

○山口委員 今までもあったんですよね。でも、別部門にしたから良かったのかもしれません

ね。 

○渡邉委員 そうですね。さらにね。 

○山口委員 今までも、それは応募可だったんですけれども、出てこなかったんですよ。 

○渡邉委員 何かイメージがなかったので。 

○山口委員 そうでしょう。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 それで、初めてだったから館長もとっても大変だったと思うんですけれども、何

か意見が一致して気持ちのいい最終審査ができて、やっぱり自然な流れというものが、この

１回目に生まれたなっていう実感はありましたよね。 

○養田図書館長 はい。 
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○宮崎教育長 第２回以降の。図書館長、どうぞ。 

○養田図書館長 先ほどの山口委員の質問、私、ピントが外れた回答をしたような気がしまし

て。例えば学校の夏休みの課題を、そのまま応募して何か問題があったかというようなこと

に関しては、一切そういった問題はありませんでしたのでご報告いたします。 

○宮崎教育長 しかし、まだ第１回ですものね。これからいろいろ作られてくる賞だと思いま

すので、関係者のご努力に期待したいと思います。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、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。 

  次に、報告事項４、平成28年度図書特別整理についてです。 

  これも図書館長からお願いします。 

○養田図書館長 それでは、平成28年度図書特別整理について、ご報告いたします。 

  資料の現状を把握し、適正に管理するため、また資料を整理し、利用しやすい環境をつく

るため、各館で年１回、図書特別整理を実施しております。28年度の実施の日時は、こちら

に記載のとおりに３館で実施いたしております。 

  業務内容としましては、ＩＣタグを利用しました所蔵資料の在庫点検、蔵書点検ですね。

そして、不明資料の確認及びその後の統計処理等も含みます。そして、こちらの②、③、④

の資料の整理を行っております。 

  ３の人員体制につきましては、こちらに記載のとおりでございますが、今年も委託の業者

さんにお願して行いました。これにより、非常にスムーズな図書の特別整理ができたものと

考えております。 

  裏面をご覧ください。 

  こちらの今回の図書の特別整理での不明数ですが、こちらの太枠の中の不明内訳というの

があります。そして、こちらに、太枠の中ですが、左から前回までの不明と前回の蔵書点検

から今回の蔵書点検までの間に判明した不明、そして今回の蔵書点検で判明した不明という

ふうになっておりまして、この「蔵書点検時期に判明した不明分（今回）」というところの

一番下が、合計で275件。275件が今回の図書特別整理で判明した不明分でございます。 

  参考としまして、その一番右側に381件とありますのが、前回の蔵書点検のときの不明数

でございます。 

  今後の不明のものの流れとしましては、２年間、不明が続きますと、その資料については
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除籍処理をさせていただきます。ただし、その間にもリクエストが入ったりしますので、そ

の場合には他館から協力、貸し出しという形で借りたり、場合によっては副本として購入し

たりということをしております。 

  図書特別整理については、報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 図書館長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 では、２点、伺いたいと思います。これは毎年やられていて、大変な作業だと思

いますが、全数チェックなんでしょうか。 

○養田図書館長 はい。 

○渡邉委員 それから、もう１点ですね、裏に不明内訳というのがあるのですが、前回までの

不明の中で見つかったのは有るのか無いのか。不明は不明で終わっているのですか。戻って

きたとか、そういう可能性はあるのでしょうか。 

○宮崎教育長 ２点ですね。１点は、よろしいですね。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 ２点目について。図書館長。 

○養田図書館長 ２点目でございますが、長期の不明につきましても、引き続き督促をしてお

りますので、全く戻ってこないということはないです。微々たる数でございますけれども、

戻ってきています。 

○渡邉委員 その辺の数が分かると良いと思います。回収できたというか、大体は貸したまま

戻ってこないのが多いのですか。 

○養田図書館長 そうですね、不明の場合は…… 

○渡邉委員 無断持ち出しも可能性としてはある。 

○養田図書館長 貸し出しされていないのに、その本がないというものが結構あります。いわ

ゆる滞納ではなくて、無くなったということです。 

○渡邉委員 そうですね。 

○養田図書館長 それは一定数あります。 

○渡邉委員 その辺で、もし回収できたら、その辺の数も分かると。まあ、ここに書かなくて

も良いのかもしれませんけれども、毎年この形でやっていらっしゃるんでしょうけれども、

なるべく戻ってほしいな、という気持ちはありますね。 
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○宮崎教育長 もし、そういう回収数を、今後、記載することができればということです。検

討していただければ…… 

○養田図書館長 はい、わかりました。 

○渡邉委員 図書館も努力しているんだというのは分かりますので、もし分かればと思いまし

た。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 ここに蔵書数しかないので、中央図書館とプレイスとを比較したときに、不明合

計がプレイスが極めて大きい割合に思えるのですが、これはいわゆる稼働している図書、貸

し出し数が多いということに原因があるのでしょうか。プレイスに、これだけ不明があると

いうことは。この蔵書数との割合でいうと、62万七千何がしに583で、17万九千何がしに540

という、割合でいうととてもプレイスの不明が大きいと思うんですが。貸し出しの回数、出

ていく回数が多いから、こうなるのかなと思ったりしたものですから、そのあたりを伺いた

いなというのが１点です。 

  それから、２点目ですが、よく切り抜かれていたり、あるいはひどい汚れがあったりとい

うことを伺うんですが、その点検の結果も出していただけると、どんな問題があるのか。無

くなった本だけじゃなくて、そういう問題点も指摘して教えていただけると、ありがたいと

思います。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ２点ありましたけれども、まず１点目、プレイスの不明率が高いということで

すね。 

  図書館長、どうぞ。 

○養田図書館長 ちょっとプレイスの不明率が高いということに関して、なぜかという分析は

しておらないのですが、やはり来館者数が圧倒的に多いことと、貸し出し数もそれに伴って

多いことが原因ではないかと考えられますが、ただ、これはあくまで、この不明になった資

料がどこの館に属しているかということですので、そういう意味ではやはり率的にはプレイ

スが多いということになりますけれども。 

  そうですね。それと、もう一つ、中央の場合には、このプレイスの17万何がしというのは、

まさにすべて開架されている蔵書でありまして、中央の場合には閉架の書庫に入っているも
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のというのがかなり多くて、開架だけを比べるとさほどの違いはないということから考えま

すと、やはり来館者数の多さというのが主要な原因ではないかと思われます。 

  それで、２点目の切り抜きや…… 

○宮崎教育長 破損ですね。 

○養田図書館長 大きな破損についてなんですけれども、こちらについては蔵書点検のとき以

外に、どちらかといえば日ごろの開館時に職員が点検しているとき、またお客様からの指摘

というのもかなり多くなっておりまして、こちらについては修復できるものは修復いたしま

すし、修復できないものに関しては買い替えをする形になります。こちらの注意を呼びかけ

るために、今後、汚破損本の展示等もやっていく必要があると考えております。 

○宮崎教育長 山口委員は、今のはよろしいですか。 

○山口委員 ええ、書かなくてもいいので、そういう現実をあわせて教えていただけるとあり

がたいなという思いです。 

○宮崎教育長 わかりました。 

  それは、では図書館長で検討していただいたらいいですね。お願いします。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 今、破損本もちょっと展示する必要があるって館長が言われたんですけれども、

私もその不明本だったり、本が著しく傷んだりというようなことは、とっても残念なことだ

と思っています。15年ぐらい前、私が図書館の委員をさせていただいていたときには、もっ

と数が多くて、もう本当にびっくりするほどの数の不明本が出たんですね。そのときから比

べれば、本当に随分少なくなったなという気がいたしますが、図書館で本を借りる、借りら

れるという恵まれた環境ということにも慣れてしまうと、本の扱いがいい加減になったり、

乱雑になったりということにつながると思います。それで、不明本がこのくらいあって、そ

ういうことがなくなることこそが、武蔵野の図書館であるみというようなことだったり、あ

と万が一、自分の手元で無くしてしまったり、汚してしまったときには、どうぞお申し出く

ださいというような、みんなで武蔵野市の図書館の本を大切にしていきましょうということ

が伝わる掲示物があったら良いかなという気がするんです。 

  それは、図書館だけではなくて、そして本だけではなくて、いろんなものを人は読んだり

扱ったりするわけですけれども、それを大切にするということが、だんだん薄くなってきて

いて、そういうことを見過ごしにしないというのも文化の大事な部分だと思う。そのことを

ちゃんと発信していける私たちでありたいということなんですよね。 
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  だから、ポスターを貼っておくというよりも、今月の不明本は何冊でした、ご確認くださ

い、というような稼働的な掲示物みたいなものでもいいんですけれども、みんなで大切にし

ていきましょうということが伝わるようなことは、みんなで考えたら良いかなという気がし

ております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 そういうご意見でございますが、図書館長、何かコメントありますか、これに

ついては。 

  はい、どうぞ。 

○養田図書館長 いただいたご意見、どういうことができるか、検討していきたいと思います。 

○宮崎教育長 利用者とともに図書を守っていくという、そういう姿勢をお示しになるという

のは、すごい大事なことかもしれませんね。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 私も大学の図書館長をやっていたので、無くなることとか、書き込み、切り裂き

は非常に残念なことで、できるだけ減らしていきたいということで対応してきているわけで

すが、より一般的なことなので、利用される方々の意識を高めていく必要があると思います。

特に、プレイスの場合には、武蔵野市の市民だけではなく、周辺の市の地域の方も随分たく

さん来られているということで、利用されている方々の利便を図るのも必要なのですが、そ

の利用されている方自身も、無くなると困るという意識が高まると、良いと感じますので、

是非うまい方策を考えていただきたいと思います。 

○宮崎教育長 大変良いご意見がたくさん出ていますので、持ち帰っていただいて、是非実現

できるものなども検討していただければと思います。 

○渡邉委員 そういう意味で、この表はこの表でいいんですけれども、原因とか内訳、さらに

無くなったものだとか、督促しても戻らないとか、そういうことがもうちょっと細かく分か

ると、対応とか、我々も考えやすくなる部分もあります。ぜひ支援したいと思っていますの

で、今、山口先生がおっしゃっていましたが、どういう原因があるのかとか、どのくらい戻

ってきているのか、督促すると戻ってくる可能性もあるわけだから、その辺をきちんと把握

し、みんなの知恵を出しながら、これをゼロに近づけると良いと思いました。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 それで、困っちゃっている人、つまり無くしちゃったとか、汚しちゃったとか、

そんな人達が悩み過ぎないことも大事ですよね。それは、簡単に言えば不明本にカウントさ
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れるんだけれども、そうではなく、宙に浮いてしまったような困った感じもちゃんと受けと

めたいなというのがありますよね。 

○宮崎教育長 そういう利用者のお気持ちとか、いろんな状況も想定した上での何か有効な策

がとれると良いと思いますけれども。 

  それでよろしいですかね、ぜひ検討していただくということで。 

  いずれにしても、この作業は毎年行うにしても、そこにないものに気づくという大変難し

いことを、これだけの100人位の人数で、全館の蔵書に対して行っていただいているという

こと、大変いろいろやっていただいた方にも、ぜひ感謝をしたいと思いますし、一層そうい

ったことが有効なものになるように、今出たご意見などを参考にして、また新たな改善策を

考えていただけると思います。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、ほかにご質問、ご意見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、何かございますか。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 ないということでございます。 

  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３月３日、金曜日、午後１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２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１０時５０分閉会 
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