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平成２９年第３回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年３月３日（金曜日） 

 

○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 

市民活動推進課 
男 女 共 同 
参 画 担 当 課 長 

天 野 一 治   

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

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案 

     議案第４号 武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

     議案第５号 武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令 

     議案第６号 武蔵野市公立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等

に関する事務取扱規程の一部を改正する訓令 

     議案第７号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則 
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     議案第８号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の制定 

   ４．協議事項 

     （１）武蔵野市教育委員会教育長の職務代理者の指名について 

   ５．報告事項 

     （１）教育部業務状況報告について 

     （２）平成29年度第７回市議会提出補正予算について 

     （３）平成29年度教育費予算（案）について 

     （４）武蔵野市学校施設整備基本計画中間のまとめについて 

     （５）武蔵野市小中一貫教育調査研究ワーキングチームにおける論点整理について 

     （６）武蔵野市学校給食施設検討委員会の設置について 

     （７）武蔵野市男女平等の推進に関する条例の制定に伴う武蔵野市立武蔵野市民会

館条例の一部改正について 

     （８）武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の専決処分について 

     （９）武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令の専決処分につい

て 

     （10）武蔵野市立の小学校及び中学校の校長及び副校長に対する事務委任規程の専

決処分について 

     （11）武蔵野市公立学校教職員の海外旅行取扱基準の一部を改正する基準について 

     （12）武蔵野市公立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱

の一部を改正する要綱について 

     （13）武蔵野市教職員健康管理要綱の一部を改正する要綱について 

     （14）武蔵野市立小中学校クラブ合宿補助金交付要綱の廃止について 

     （15）武蔵野市立小中学校セカンドスクール実施要綱の一部を改正する要綱につい

て 

     （16）武蔵野市立小中学校プレセカンドスクール実施要綱の一部を改正する要綱に

ついて 

     （17）武蔵野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱の一部改正について 

     （18）武蔵野市特別支援学級設置校連絡協議会運営要綱の一部改正について 

     （19）武蔵野市病弱学級（いとすぎ学級）運営要綱の一部改正について 

     （20）武蔵野市特別支援学級スクールバス取扱要綱の一部改正について 
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     （21）武蔵野市高等学校等入学準備金支給要綱の制定について 

     （22）就学学校の指定の変更に関する運用の一部変更について 

     （23）特別整理に伴う武蔵野ふるさと歴史館の臨時休館について 

   ６．その他 
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午後 １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３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、渡邉委員、小出委員、そして、私、宮崎、以上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お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はございませんか。 

（「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。お願いいたします。 

 これより、議事に入ります。 

  本日の議事のうち、協議事項１、武蔵野市教育委員会教育長の職務代理者の指名について

は人事に関する案件でございますので、最後に非公開で行いたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、非公開といたします。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 それでは、事務局報告に入ります。 

  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報

告いたします。 

  まず、議会関連として２月３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。

今回の委員会では待機児童に対する緊急対策として、認可保育園においては年齢別定員を柔

軟に見直し、３から５歳児を中心に保育を行うこと及び小中学校の余裕教室や敷地を生かし

た保育施設の設置を行うことに関する陳情の審議がありました。陳情の趣旨のうち、教育に

かかわる要望は待機児童に対する緊急対策として、小中学校の余裕教室や敷地を生かした保

育施設の設置を求めることでございます。 

  主な質疑は、内山議員より、余裕教室の状況についてのお尋ねがあり、担当課長から普通
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教室以外の使い方として少人数教室や学習室的な使い方で、国の余裕教室についての調査回

答では余裕教室はないという回答をしているとお答えしました。また、竹内議員からは、就

学前の幼稚園や保育園の施設も一体化することについての考えというお尋ねがございました。

教育長より、最近の事例では就学前教育は保育の場を一緒につくる例も増えている、子ども

期の教育はなるべく一貫した教育が行われることも望ましいとお答えしました。 

  次に、平成29年第１回定例市議会が３月28日までの会期で開催されております。２月22日

の市長の施政方針を皮切りに、２月24日には各会派による代表質問が行われました。多岐に

わたる質問が市長に対して行われました。教育に関する事項でも、小中一貫教育学校施設整

備、オリンピック・パラリンピックでの取り組み、教員の多忙化などをいただいております。 

  次に、２月28日、３月１日に行われた一般質問の主な質疑についてご報告いたします。今

回の市議会定例会では、14人の議員より一般質問の通告があり、教育長から11人に対し答弁

を行っております。 

  まず、自由民主市民クラブの高野議員からは、チーム学校の取り組み状況や中学校部活動

での外部指導員の現状と待遇や権限の強化についてのお尋ねがあり、教育長より、学習指導

員、理科指導員、外部指導員などの方々に、学力、体力を育むさまざまな支援を行ってもら

っている、外部指導員として現在、延べ67人の方が部活動に携わっている、待遇や権限の点

から改善を図っていきたいとお答えしました。 

  次に、空の山本議員からの保育園への利用として、旧桜堤小の敷地はどうか、公立小中学

校での保育園等との複合施設化へのお尋ねがございました。教育長より、旧桜堤小の敷地は

桜野小の第２校庭としての活用などで使われており、今後の児童数の推移を勘案してスポー

ツ広場の設置について検討する、複合化については既存施設に設置する場合には多くの課題

があるが、建て替えに際しての複合化には検討していきたいとお答えしました。 

  武蔵野市民会議の下田議員からの公立学校のトイレ洋式化についてお尋ねは、教育長より、

現在の洋式化率が56％であること、洋便器に抵抗のある児童・生徒がいることや、校外学習

でも和式のトイレに支障なく使用できるために和便器を残していること、今後、学校を建て

替える際には洋便器化率を今より高めていくことをお答えしました。 

  次に、空の笹岡議員からの両親が就業していて、児童が一人で家にいる場合の安全確認に

ついてのお尋ねには、教育長より、震度５弱以上の地震の発生時には教職員は可能な限り出

勤し、児童・生徒の安否確認を行うこと、今後、想定される首都直下地震に備え、学校の緊

急時の態勢について改めて、確認、検討することをお答えしました。 
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  次に、市議会公明党の浜田議員からは、市文化財の指定手続と指定状況についてのお尋ね

があり、教育長より、市文化財保護条例に市の区域内にある特に重要なものを教育委員会が

文化財に指定すること、その指定に当たっては文化財保護委員に諮問しなければいけないこ

と、現在、市の指定文化財は33件あることをお答えしました。 

  次に、市議会公明党の大野議員からは、プールの更新時期やコスト、全18校でプールを維

持すること、水泳授業を民間委託すること、全18校のプールを、失礼しました、保育園用地

として活用できないかのお尋ねがありました。これには教育長より、同一敷地内の校舎等と

同時期であること、全プール施設でおおむね年間2,500万円程度、コストがかかっているこ

と、学校教育での学習指導は教員免許を持った教員が行う前提であること、今後、全校に必

要か、複数校での共同利用も検討する必要があること、学校の建て替えの際には検討するこ

とをお答えしました。 

  次に、内山議員からは、教員の多忙化に向けた取り組みとしての先生生き生きプロジェク

トの見通しについてのお尋ねには、教育長より、スクールソーシャルワーカーによる相談体

制の充実や、地域コーディネーターと学校支援コーディネーターの連携による地域人材のあ

っせん、出退勤システムの構築に向けてのモデル校の指定などについてお答えいたしました。 

  空の斉藤議員からは、小中一貫教育についてどのような議論や検討が行われているか、い

じめ、不登校、特別支援教育についてのお尋ねがございました。教育長より、子どもの発達

を長期的に捉え、個に応じた生活指導を継続的に行ったり、年齢差を生かした子どもたちが

交流を進めることが小中一貫教育では容易にできることから、問題解決には有効であると考

えているとお答えしました。また、特別支援教育の視点からも、一つの学校で同じ教員集団

が義務教育９年間を通じて、子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた指導支援を継続的

に行うことは有効であると考えているとお答えしました。 

  次に、民主生活者ネットの西園寺議員からの制服、学用品リユースの推進についてのお尋

ねには、教育長より、現在、幾つかの小中学校でＰＴＡが自主的に交換を行っていること、

学用品や通学用品については、生活困窮の観点では生活保護基準や就学援助費の中でも支給

していること、制服や学用品海苔ユースの実施は環境の観点もあわせ、地域で子どもたちを

支える仕組みで意義のあるものと考えているとお答えしました。 

  次に、民主生活者ネットの蔵野議員からは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

対策として、筋力アップを中心として運動プログラムの取り組みについてのお尋ねがありま

した。教育長より、生涯学習振興事業団ではさまざまなスポーツ教室やワンデーレッスンを
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実施しているが、さらに利用されやすい形で検討してまいるとお答えしました。 

  次に、自由民主市民クラブの木崎議員からのあそべえの教室の専有化についてのお尋ねに

は、教育長より、小学校では校舎の設置条件の中であそべえの教室については最大限の配慮

をしていただいている、学校施設整備基本方針においてもあそべえを学校施設内に設置する

ことを想定しているとお答えしました。 

  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。 

  ２月５日、総合体育館で武蔵野生涯学習振興事業団主催のボッチャの啓発イベント「ボッ

チャを知ろう！」が開催されました。当日は、リオパラリンピックの銀メダリストの杉村秀

孝選手と全日本チームの村上光輝コーチにお越しいただき、講義と体験会を実施いたしまし

た。参加者は70名でした。 

  ２月７日、公益財団法人武蔵野市シルバー人材センターの山中一茂会長ら６人が訪れ、雑

巾1,630枚を教育委員会へ寄贈していただきました。これは社会貢献への取り組みとして、

会員の手づくりや会員から寄付されたタオルを手芸小物班で雑巾に仕立てたもので、市立小

学校で使用してほしいと平成24年度から毎年、寄贈していただいているものです。寄贈され

た雑巾は小学校に配布して、児童の清掃活動などに使われております。 

  第１回武蔵野市子ども図書館文芸賞の表彰式が２月26日、中央図書館で行われました。昨

年、武蔵野市子ども文芸賞が10回目の節目を迎えたことにより、募集内容や賞の構成を改め、

新たな審査員もお迎えし、より子どもたちの自主性を尊重する賞として再出発したものです。

当日は武蔵野市教育長職務代理者であり、今まで行われた10回全ての文芸賞の審査員を務め

られた山口彭子教育委員のご挨拶、表彰状授与から始まり、受賞者による作品の朗読とそれ

ぞれ部門ごとの審査員講評が行われました。 

  ３月５日、第57回市内駅伝大会及び市民健康マラソン大会が開催されます。スタートは、

駅伝が午前９時30分、マラソンが午前11時15分です。いずれも陸上競技場をスタートして、

市役所と武蔵野中央公園外周をコースに実施します。参加申し込み数は、駅伝が125チーム、

マラソンが194名でございます。委員の皆様には当日、表彰式の授与者をお願いいたします

のでよろしくお願いいたします。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  市内の中学校の進路状況でございます。昨日３月２日に都立高校の合格発表がありました

が、今年度の全日制の倍率は1.5倍で昨年と同様の倍率でした。一方、現時点での進路が決

定している生徒の割合は97.6％の状況でございます。そのうちの46.6％は都立高校への進学
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が決定しております。また、進路が決まっていない生徒の中には、これから都立高校の二次

募集を受験する生徒もおります。また、小学校６年生の進学の状況ですが、市立中学校への

進学率は平均で58.9％、また、国公立私立中学への進学率は約38.9％でございます。 

  ２月５日に都内区市町ごとの中学２年生による中学生東京駅伝大会が味の素スタジアムで

開催されました。本市代表チームは、男子が12位、女子が22位、総合で14位と健闘し、タイ

ムは、男子２時間23分34秒、女子１時間58分31秒、総合４時間22分５秒と男女ともに最高記

録を更新しました。 

  ３月11日には市内９小学校の管弦楽団が参加する武蔵野市ジュニアバンドジョイントコン

サートが、また、３月12日には市内小中高校と武蔵野ジュニア合唱団「風」が参加する武蔵

野市青少年コーラスジョイントコンサートが、杉並公会堂大ホールでそれぞれ開催されます。 

  事務局報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 それでは、傍聴の方をお願いします。少々、お待ちください。 

  教育部長からの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ありましたらお願いいたします。よろしいですか。な

いようですので、次に議案に入ります。 

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

◎議案第４号 武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

◎議案第５号 武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令議案 

◎議案第６号 武蔵野市公立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等

に関する事務取扱規程の一部を改正する訓令 

○宮崎教育長 それでは、議案第４号 武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令、

議案第５号 武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令、議案第６号 武蔵

野市公立学校職員の兼業及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部

を改正する訓令の３件の議案及び報告事項の８から13までの６件につきましては、タイムレ

コーダーの導入や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の改正、一般職非常勤職員の新規

配置により共通して改正するものですので、一括して議題といたします。 

  それでは、指導課長から説明をお願いします。 

○指田指導課長 指導課長でございます。 

  それでは、議案第４、第５、第６、報告事項（８）から（13）までの項目につきましては

関連しておりますので、一括してご説明いたします。 
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  まず、お手元に配付してあります「平成29年３月 指導課所管の規程、要綱及び基準の改

正について」という資料をご覧ください。これに基づいて説明いたします。 

  まず、主な改正理由は３点あります。 

  １点目は、タイムレコーダーの導入に伴う改正です。第四小学校と第六中学校をモデル校

に指定し、来年度からＩＣカードによるタイムレコーダーを使用した勤怠管理を行います。

そのため、出勤簿を前提としている現在の規程を改正いたします。 

  ２点目は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法に伴う改正です。いずれも平成28年中

に法改正があり、平成29年１月１日から施行されています。改正の内容として、介護を行う

職員の所定労働時間の短縮や超過勤務の免除が新設されました。また、妊娠や出産した職員、

育児休業や介護休業を取得する職員に対する勤務環境を害する言動を防止する義務が事業主

に課せられました。そのため、①介護時間に関する規定の新設、②超過勤務免除の規定の新

設、③ハラスメント防止の規定の新設等の改正を行います。なお、③については不利益規定

のため、遡って適用せず、４月１日からの施行となります。 

  ３点目は、特別支援教室専門員の新規配置です。特別支援教室の円滑な運営を図るため、

連絡調整や教材作成などを行う特別支援教室専門員を平成29年４月より全ての小学校へ配置

します。身分上は一般職非常勤職員であり、この一般職非常勤職員はこれまで武蔵野市立学

校に配置されていなかったため、新規配置に伴う規程の改正を行います。 

  次に、それぞれの規程や要綱、基準について改正点をご説明いたします。新旧対照表と、

今、ご説明しましたこの資料を照らし合わせながらご覧ください。 

  まず、議案第４号、①武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令です。第１条に

は一般職非常勤職員の文言を追加します。第６条には出勤等の記録を行う方法について、タ

イムレコーダーによる方法を追加し、タイムレコーダーを使用する学校名を明記します。第

７条は介護時間の申請を休暇・職免等処理簿によって行うことを規定します。第８条の２の

２はハラスメントの禁止規定を追加します。なお、主な改正理由とは直接関連しませんが、

題名では武蔵野市公立学校を武蔵野市立学校と改める改正を、第１条では各職員の身分上の

根拠規定を明記する改正を、第14条では事務引き継ぎの規定の改正もそれぞれ行います。服

務規程の改正は４月１日から施行します。ただし、介護時間に関する第７条の規定は１月１

日から適用しますので、この点が報告事項（８）となります。 

  次に、議案第５号、②武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令です。題

名では出勤簿を出勤等記録に改正します。第１条では一般職非常勤職員の文言を追加します。
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第２条では第４条と第６条でタイムレコーダーを使用することを明記します。第３条では条

の繰り下げを行います。第４条では出勤等の記録の点検や整理について規定を新設します。

第５条から第11条までは条の繰り下げを行います。別表は出勤簿の押印を定めている表です。

介護時間を休暇として承認し、出勤簿に表示することとなるため、この表に介護時間を追加

します。出勤等記録整理規程は４月１日から施行します。ただし、介護時間に関する別表の

改正は１月１日から適用しますので、この点が報告事項（９）となります。 

  次に、議案第６号、③武蔵野市公立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職

等に関する事務取扱規程の一部を改正する訓令です。第１条では一般職非常勤職員の文言を

追加します。また、服務規程と同様に題名では武蔵野市公立を武蔵野市立学校と改め、第１

条では各職員の身分上の根拠規定を明記します。第２条では主な改正理由とは関係ありませ

んが、文言の不備がありましたので「を目的」という文言を追加します。兼業兼職規程は４

月１日から施行いたします。 

  次に、報告事項（10）、④武蔵野市立の小学校及び中学校の校長及び副校長に対する事務

委任規程の一部を改正する訓令です。この規程は教育企画課の所管ではありますが、内容が

関連しますので私のほうで併せて説明いたします。まず、第３条第８号では校長への委任事

務として副校長の休暇の承認を規定しており、ここに介護時間を追加します。さらに第16号

では職員の超過勤務の免除を規定しており、ここに介護による超過勤務の免除を追加します。

第４条第６号では副校長への委任事務として職員の休暇の承認を規定しており、ここに介護

時間を追加いたします。 

  なお、主な改正理由とは関連しませんが、第２条では文言の不備の修正を行います。また、

題名の武蔵野市立の小学校及び中学校という箇所を他の規程に合わせ、武蔵野市立学校と改

めます。第３条と第４条の見出しについても、それぞれ「校長への」「副校長への」という

文言を追加し、誰に対する委任事務なのかを明確にします。事務委任規程は３月１日から施

行しますが、第３条第８号及び第16号並びに第４条第６号の改正は１月１日から適用します。 

  次に、報告事項（11）、⑤武蔵野市公立学校教職員の海外旅行取扱基準の一部を改正する

基準です。第１の（３）では海外旅行に際して事前に届け出ることを要する職員について規

定していますが、ここに一般職非常勤職員の文言を追加します。また、他の規定と同様に題

名では武蔵野市公立学校を武蔵野市立学校と改め、第１の（２）（３）では各職員の身分上

の根拠規定を明記します。施行は４月１日からです。 

  次に、報告事項（12）、⑥武蔵野市公立学校における障害を理由とする差別の解消の推進
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に関する要綱の一部を改正する要綱です。第１条では要綱の対象となる職員が規定されてい

ます。ここに一般職非常勤職員の文言を追加します。また、他の規定と同様に武蔵野市公立

学校を武蔵野市立学校と改め、各職員の身分上の根拠規定を明記します。施行は４月１日か

らです。 

  最後に、報告事項（13）、⑦武蔵野市教職員健康管理要綱の一部を改正する要綱です。第

２条では要綱の対象となる職員が規定されています。ここに一般職非常勤職員の文言を追加

します。施行は４月１日からです。 

  改正内容は以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 指導課長の説明が終わりました。 

  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。かなり多くのもの

に及んでいるので整理がしにくいかもしれません。いかがでしょうか。何かご質問やご意見

はございますか。議案ですので、もしありましたらおっしゃっていただきたいと思います。

よろしいですか。 

  それでは、ご質問、ご意見がございませんので、お諮りいたします。議案第４号から第６

号までについて採決に入りたいと思いますが、これに異議はございませんか。 

（「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。 

  議案の一つ一つについて採決して参ります。 

  まず、議案第４号 武蔵野市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令、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 では、異議なしということですので、本案は事務局提案のとおり、決定させて

いただきます。 

  続きまして、議案第５号 武蔵野市立学校職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令、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 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。 

  続きまして、議案第６号 武蔵野市公立学校職員の兼業及び教育公務員の教育に関する兼

職等に関する事務取扱規程の一部を改正する訓令、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。 
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（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしということですので、本案は事務局提案のとおり、決定させていただ

きます。また、報告事項８から13までについてですが、これら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。 

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

◎議案第７号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則 

◎議案第８号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の制定 

○宮崎教育長 続きまして、議案第７号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する

規則及び議案第８号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の制定の２件の議案及び

報告事項17から20までの４件については、第三小学校に特別支援学級「ひまわり学級」を新

たに設置することに伴い改正するものですので、一括して議題といたします。 

  それでは、教育支援課長から説明をお願いいたします。 

○稲葉教育支援課長 平成29年４月に、第三小学校に特別支援学級「ひまわり学級」を開設す

ることに伴う関連規則、要綱を制定するものでございます。また、特別支援学級の学区につ

いては規則などで制定しておりませんでしたので、今回、新たに規則を制定するものでござ

います。 

  議案第７号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則については、武蔵野

市立学校の学区について同規則で定めており、特別支援学級の学区は武蔵野市立学校特別支

援学級等に関する規則第４条に定めると規定いたしました。今回、新たに制定する議案８号

の武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則について説明いたします。 

  第３条で特別支援学級等の名称、設置校または拠点校などを規定しております。第４条で

特別支援学級の学区を規定しております。第５条は通級指導学級等において指導を受けるこ

とができる児童及び生徒について規定しております。 

  次に、報告事項17の武蔵野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱の一部を改正す

る要綱について説明いたします。今回の改正は、特別支援学級の学区等の規則を制定したこ

とにより、指定校変更についても実態に即して規定するものでございます。同要綱は、就学

学校の指定の変更について定めており、武蔵野市立学校学区に関する規則第７条で、就学学

校の指定の変更に関しては相当の理由のあるものを除き、原則としてこれを認めないと規定

した上で、同要綱第２条で指定校の変更要件の相当の理由を別表で規定しています。今回の

変更点は、改正後の別添２の欄外の注意書き、最後のページになりますけれども、ここの欄
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外に注意書き３を加え、特別支援学級の就学学校の指定の変更については、９の通学距離に

よる指定校変更を除いて同様の取り扱いとしております。また、就学学校の指定の変更を行

った場合、スクールバスの利用は原則として認めないと規定したものでございます。 

  次に、報告事項18、武蔵野市特別支援学級設置校連絡協議会運営要綱の一部を改正する要

綱について説明いたします。特別支援学級の相互の連携を深め、指導内容の充実を図ること

を目的に設置されました武蔵野市特別支援学級設置校連絡協議会に別表第２のとおり、第三

小学校ひまわり学級が知的障害学級運営委員会の構成学級の一つとなりましたので、改正す

るものでございます。また、第６条第２項の定例会の開催回数、第８条第２項の学級運営委

員会の事務局の規定については、実態に合わせ改正するものでございます。 

  次に、報告事項19、武蔵野市病弱学級（いとすぎ学級）運営要綱の一部を改正する要綱に

ついて説明いたします。同要綱第２条で規定されていたいとすぎ学級の設置につきましては、

先ほどご説明いたしました武蔵野市立学校特別支援学級設置等に関する規則の中で規定する

ことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  最後に、報告事項20、武蔵野市特別支援学級スクールバス取扱要綱の一部を改正する要綱

については、改正内容は第三小学校特別支援学級「ひまわり学級」の設置などに伴う所要の

改正でございます。また、第６条の利用の基準につきましては実態に即し、長距離の通学区

となるものを設置校の通常の学級の学区外と規定いたしました。規則の改正や要綱ともに全

て施行日は平成29年４月１日となっております。 

  説明は以上となります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 教育支援課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ございましたらお願いいたします。特にひまわり学級

は間もなく開級が近づきましたので、おかげさまで無事に開級できるかと思いますが、いろ

いろ、関連する規程の改正がございます。 

○渡邉委員 教えていただきたい。今、スクールバスの話が出ましたけれども、この利用者は

どのくらいいらっしゃるんでしょうか。 

○稲葉教育支援課長 厳密の数字は今、手元にないんですけれども、知的障害学級のお子さん

がまず中学校はスクールバスは運行していなくて、小学校だけなんですけれども、48名のお

子さんのうち、およそ半分程度のお子さんが乗っているという状況になっています。 

○渡邉委員 ということは、三小にも回ってくると。 

○稲葉教育支援課長 はい、そのとおりです。 
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○宮崎教育長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか、ご質問は。よろしいですか。 

  それでは、お諮りいたします。議案第７号及び第８号について採決に入りたいと思います

が、これに異議はございませんか。 

（「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。 

  議案一つ一つについて採決して参ります。 

  まず、議案第７号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則、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 異議なしというお声がございますので、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。 

  続きまして、議案第８号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の制定、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 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。また、報告

事項17から20までについてですが、これら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。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 次に、本日の協議事項は最後に非公開で行いますので報告事項に入ります。 

  報告事項１、教育部業務状況報告についてです。それでは、これは教育企画課長から各課

課長でお願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、まず、教育企画課分をお願いいたします。 

  １ページ目でございます。学校施設整備基本計画（仮称）の策定でございます。基本計画

につきましては、報告事項４のところで別途、資料でご説明を申し上げますので、また、そ

ちらで説明は割愛させていただきたいと思います。内容といたしましては、策定委員の中で

中間のまとめについてまとめたということでございます。また、今後の成果と課題の中では、

今後、学校施設を更新する手順、順序等の検討を深め、小中一貫教育の実施の可能性につい

て検討する委員会の立ち上げの準備を行って参ります。 

  二つ目の旧桜堤小学校跡地の整備と第２校庭的活用でございますけれども、２月よりいよ
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いよ解体工事が始まりました。年内までに工事が終える予定でございますけれども、それに

向けて順調に作業を進めているところでございます。 

  ２ページ目、３番目の大野田小学校児童増加対策でございます。この間、大野田小学校の

増築校舎につきましては、当初の計画内容を精査いたしまして、若干、変更を加えたところ

でございます。その工事の前準備といたしまして、ビオトープ内の樹木についても移せるも

のは移したりしているところでございます。今後の検討課題といたしましては、大野田小の

みならず、全学校を対象とした今後の児童数の推移を見込みながら必要な対応策の有無、こ

れについて協議し、検討していきたいと思っております。 

  武蔵野市教育史続編の編さんでございますけれども、全体的には８割程度、粗原稿を進め

ることができまして、現在、監修作業を鋭意、進めているところでございます。若干、来年

度のスケジューリングについても調整いたしまして、今後、入稿原稿の精度を高めて参りた

いと思っております。 

  教育企画課から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。初めに、学力及び体力向上の取り組みの充実でございます。１

点目は、小学校４校で、理科、生活科やＩＣＴ機器活用などについて研究発表会を実施しま

した。２点目は、学習指導員等による授業支援を資料に記されているとおり、計画的に実施

しました。３点目は、中学生東京駅伝大会で本市の中学校２年生の代表メンバーが男女とも

市の最高記録を更新して特別賞を受賞しました。成果と課題ですが、１点目は、研究発表会

の成果を市内小中学校で共有し、教員の指導力向上につなげていくことです。２点目は、学

習指導員等による授業支援は成果を上げていますが、さらなる学力向上や体力向上につなが

るよう、今後もその指導、助言に一層努めていくことです。 

  次に、道徳教育といじめ等の未然防止に向けた生活指導の充実でございます。１点目は、

第二小学校が東京都道徳教育推進拠点校の取り組みとして、親切、思いやりの心を育む話し

合い活動の工夫について研究を進め、特別の教科道徳の趣旨を踏まえた授業公開と地域懇談

会を実施しました。２点目は、小学校入学直後の児童が小学校生活を円滑に送ることなどを

狙いとした武蔵野スタートカリキュラムの原稿が１月末に完成しました。成果と課題ですが、

１点目は、今年度に新設した道徳教育推進教師連絡会の中で、第二小学校の取り組みの共有

化が図られたので、次年度に向け、道徳教育のさらなる質の向上を図っていくことです。２

点目は、各小学校で年度当初から武蔵野スタートカリキュラムが有効に活用されるために周
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知を図っていくことです。 

  ４ページをご覧ください。次に、ＩＣＴを活用した教育の充実でございます。１点目は、

大野田小学校で１月27日に研究発表会を行ったとともに、ＩＣＴサポーターによる授業支援

を資料に記されているとおり、計画的に実施しました。２点目は、指導要録や通知表の作成

等の校務支援システムの平成30年度からの運用開始に向け、12月に校長、副校長等を構成委

員とする評価委員会を開催しました。成果と課題ですが、１点目は、全ての教員がＩＣＴ機

器を効果的に活用した授業を行えるよう、研修内容の改善やＩＣＴサポーターによる授業支

援を一層進めることです。２点目は、教職員の具体的な意見を踏まえながら諸表簿の作成等

について一層効率化が図られる新校務支援システムを選定することです。 

  次に、今日的な教育課題への対応でございます。１点目は、各学校では車椅子バスケット

ボール体験やタグラグビー学習など、指導計画に基づき、オリンピック・パラリンピック教

育を進めてきました。２点目は、ＡＬＴによる授業支援を資料に記されているとおり、計画

的に行いました。３点目は、小中学校の連合音楽会を杉並公会堂で、書き初め展や美術展を

武蔵野スイングホールでそれぞれ開催しました。成果と課題ですが、１点目は来年度に向け、

オリンピック・パラリンピック教育や世界ともだちプロジェクトなどを一層推進していくこ

とです。２点目は、次期学習指導要領の実施に伴い、小学校教員の英語の指導力向上を図る

ための研修の実施に向けて検討していくことです。３点目は今年度、会場を変更して開催し

た全ての文化的行事は順調に実施することができましたが、来年度は改修後の市民文化会館

でも安全かつ円滑に開催できるよう計画を進めていくことです。 

  ５ページをご覧ください。次に、小中一貫教育の検討でございます。１点目は、小中連携

教育研究協力校の選定に向けた調整や、研究のねらい及び具体的な研究内容等を行いました。

２点目は、特設教科武蔵野市民科（仮称）の全体計画案やカリキュラム案等の検討を進めま

した。成果と課題ですが、小中連携教育研究協力校の実践研究や特設教科武蔵野市民科（仮

称）カリキュラム作成委員会の開催に向け、ワーキングチームでの検討や各学校との調整を

引き続き行っていくことです。 

  次に、教育推進室機能の拡充でございます。１点目は、１月に４回目の地域コーディネー

ター連絡会と２回目の開かれた学校づくり代表者会をそれぞれ開催しました。２点目は、12

月15日に教育推進室だより第９号を発行しました。具体的内容は資料のとおりです。３点目

は、今年度から配置した調査・研究担当の専門嘱託員により、新学習指導要領や合理的配慮

などの教育課題に関する資料作成等を行いました。成果と課題ですが、１点目は、地域コー
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ディネーター連絡会の開催により、各学校で行われている取り組みの共有化は図られてきま

したが、今後は学校への支援体制を構築するために、連絡会のあり方等についてさらなる改

善を図っていくことです。２点目、３点目は、今度も教育推進室だよりの発行や教育課題の

解決につながる情報提供等を行うことにより、さらなる学校への支援に努めていくことです。 

  最後に、教員の多忙化解消への対応でございます。１点目は、第四小学校、第六中学校に

おけるタイムレコーダーによる出退勤システムの試行的実施に向け、機種の選定や出勤簿整

理規定等の改定内容について検討を行いました。２点目は、市内全ての教職員を対象にした

ストレスチェックを11月に実施しました。成果と課題ですが、今後も児童・生徒と向き合う

時間の確保とともに、教職員一人一人の健康増進を高める取り組みを組織的に推進し、教員

の多忙解消を図ることです。 

  以上で指導課からの報告を終わります。 

○稲葉教育支援課長 次に、教育支援課でございます。 

  特別支援教育における個に応じた指導・支援の充実につきましては、成果と課題ですが、

第三小学校特別支援学級「ひまわり学級」の新設を行いますが、大野田小学校むらさき学級

は依然として児童数が多いことから、特別支援学級の学区の見直しまたは特別支援学級の新

設・増設を含めた対応を早急に検討して参ります。特別支援教育推進態勢の見直しにつきま

しては、今後の特別支援学級の計画的な設置や見直し、通常の学級における支援のあり方な

ど、来年度に委員会で検討すべき課題を明確にして参ります。 

  次に、不登校児童・生徒への支援の充実でございます。成果と課題ですが、スクールソー

シャルワーカーにつきましては活動を効果的に行い、学校支援の拡充を図るため、次年度は

生活指導部会の実施日を中心に訪問して参ります。学校と家庭の連携事業につきましては、

支援員の勤務状況と対象生徒の登校実態を考慮したマッチング、円滑な事業実施のための人

材確保に課題があるため、次年度に向け、事業実施の方向性について実施校と協議してまり

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 生涯学習スポーツ課です。 

  ８ページをお願いいたします。まず、多様な事業主体の活動支援と連携の促進です。状況

説明です。最初に、武蔵野地域五大学共同事業、武蔵野地域自由大学についてです。五大学

の連絡協議会につきましては記載のとおり、12月、２月に実施しております。後期の寄付講

座についてですが、通年で開催の東京女子大学のほか、亜細亜大学、成蹊大学、武蔵野大学
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の計４大学で実施しまして、記載のとおりの参加がございました。平成29年度の前期の寄付

講座につきましても、東京女子大学と日本獣医生命科学大学で行われております。その他、

記載のとおりです。 

  続きまして、学級・講座開催事業等についてです。サイエンスフェスタの最後の実行委員

会を12月19日に実施しております。その下、土曜学校ですが、プレイスでのことば体験隊を

全４回、実施しまして、スポーツ関連につきましては記載の３種目、ミニバスケ、スポーツ

チャンバラ、卓球について後期分を開講いたしました。市民スポーツ祭についても12月19日、

１月15日に実施しております。 

  次ページ、９ページをお願いいたします。スポーツイベントにつきましては事務局報告に

もありましたとおり、生涯学習振興事業団主催の「ボッチャを知ろう！」が開催されました。

参加は70名でした。その下、社会教育委員の会議ですが、社会教育委員だより「こもれび」

を創刊いたしました。今後、これを用いて委員活動の広報等を行って参りたいと考えており

ます。市民文化祭につきましては、１月29日に実施されました「こどもかるた大会」をもっ

て全30のイベントが終了いたしました。参加者の合計は延べ約9,700名でございました。そ

の他については記載のとおりでございます。 

  すみません、１点、訂正をお願いいたします。「ボッチャを知ろう！」のところなんです

が、リオパラリンピック金メダリストとありますが、恐れ入ります、銀メダリストでござい

ます。銀メダリストの杉村選手でございます。申しわけございません。 

  成果と課題ですけれども、さまざまな活動主体を支援し、あるいは協働することによって

連携を深めることができたと考えております。地域自由大学の学長につきましては、当面、

代行を継続して職務代理の制度を明文化して参ります。また、２、補助金につきましては補

助対象の考え方や周知方法等を次年度に生かして参ります。 

  次ページ、10ページをお願いいたします。ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスの管理

運営についてでございます。状況説明です。講座・イベント事業、それから、市民活動支援

事業、青少年活動支援事業、それから、次ページの市民活動支援事業、青少年活動支援事業、

それぞれ記載のとおりの事業を行っております。今期につきましてはクリスマス系、それか

ら、新春系の季節事業を幾つか行っております。また、その他、以前に行って好評でござい

ました天文学入門ですとか、ＪＲ武蔵境駅バックヤードツアー等を行っているところです。

成果と課題ですが、さまざまな事業を行う中で一定の成果を上げているところですが、今後

も適切に評価を行いまして、新たな企画や連携等につなげて参ります。 
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  次に、11ページの下でございます。体育施設の改修・整備です。状況説明ですが、記載の

２工事について現在、準備を進めております。一つ目の総合体育館の特定天井及びトイレ等

の改修工事ですが、こちらについては仮契約が済みまして３月中旬より現場工事に入ってい

く見込みでございます。二つ目は陸上競技場の機能改良工事です。こちらは現在、設計を進

めておりまして、去る２月10日には施設課、それから、生涯学習振興事業団、それから、設

計担当会社と一緒にＪ３仕様の相模原のギオンスタジアムの視察を行って参りました。今後、

設計に生かして参りたいと考えております。成果と課題ですが、工事期間中の事業実施時期

等の調整を確実に行いまして、完了後は市民の方々の健康増進や運動習慣の継続等につなげ

て参りたいと考えております。 

○齋藤オリンピック・パラリンピック担当課長 続きまして、オリンピック・パラリンピック

担当になります。 

  12ページをお願いいたします。庁内体制の整備ですけれども、この間、会議を進めており

まして、来年度、実行委員会の設置、それから、担当部署を市長部局へ移管することを決定

してございます。啓発イベントにつきましては、Sports for Allのサッカーをクリスマスの

日に実施いたしました。岩渕真奈選手を初めゲストの方に来ていただいて539名の参加でご

ざいます。このときにブラインドサッカーも周知することができまして、多くの方に体験し

ていただくことができました。 

  公認キャンプ・事前キャンプ受け入れに向けた取り組みですけれども、ラグビーワールド

カップ2019の公認チームキャンプ地に応募しております。武蔵野以外で都内は町田市と府中

市と、武蔵野を入れて３自治体の申し込みとなっております。夏ごろ、正式に決定されるか

と思ってと思っております。また、２月19日、ルーマニア人のハンドボールコーチが日本に

招聘されておりまして、ついでという形ですけれども、寄っていただきました。体育館を見

ていただきまして、事前キャンプの実施に向けて打診したところでございます。 

  ホストタウンに関する取り組みにつきましては、日本とラグビーのルーマニアの代表戦が

６月10日に開催されるということで、何かしらできないかということで現在、調整中でござ

います。 

  小学校へのタグラグビー導入ですけれども、今年度、記載の期間で全て終了いたしました。

来年度も継続していきたいと考えております。 

  裏面をお願いいたします。障害者スポーツの振興ですけれども、武蔵野スポーツクラブが

実施しているサッカー教室は、記載のとおり、定例開催という形で定期的に障害を持ってい
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る子どもたちも運動できる環境整備ということで取り組みを進めて参りました。日本シッテ

ィングバレーボール選手権大会、それから、東京都パラリンピック選手発掘プログラムにつ

いては記載のとおりでございます。 

  成果と課題ですけれども、庁内体制の整備につきましては先ほど述べたとおりでございま

す。啓発イベントにつきましては、今年度はリオ大会もあるということでかなりスポーツを

重点的にやりました。Sports for Allという名前については、大分、浸透してきたのではな

いかなと思ってと思っております。今度、３月５日、駅伝マラソン大会と当時開催でパラリ

ンピック競技体験ということで、メインアリーナの一部ですけれども、体験会を実施したい

と思っているところです。引き続き、機運の醸成を図っていきたいと思ってと思っておりま

す。キャンプ地等々の取り組みにつきましては記載のとおりです。タグラグビーの導入支援

につきましても、学校側からもかなり好感触をいただいておりますので、来年度、継続して

いきたいと思っております。障害者スポーツの振興についても記載のとおりです。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 続きまして、14ページをお願いいたします。武蔵野市

立武蔵野ふるさと歴史館の管理と運営、状況説明のところからお願いいたします。来館者数

につきましては、こちらの記載のとおりとなっております。運営のところで企画展示「武蔵

野の玉川上水」が12月28日まで実施しておりまして、引き続く１月21日から「武蔵野のくら

し今昔－昭和の衣・食・住－」ということで展開しております。12月３日からは土曜開館を

実施しております。また、学校連携事業ということで、１月25日から２月15日までの期間、

市立小学校10校から３年生児童が延べ806名、ご来校いただいているところです。一つ飛び

まして分館資料室関係、12月１日に新しく分館資料室に民俗資料の移動を完了いたしており

ます。引き続き、埋蔵文化財につきまして３月中の移動を予定しております。 

  講座・講演等につきましては、特別講演会及び文化財保護委員特別講義、こちらを記載の

とおり実施しております。文化財のところ、国名勝（小金井サクラ）補植事業、こちらは日

程が１日間違っておりまして訂正をお願いいたします。２月23日となっておりますが、２月

24日の誤りでございます。申しわけございません。 

  成果のところです。こちらは１日当たりの平均来館者数、12月、１月、２月と非常に多く

なっておりまして、前年度と比べても増加しております。また、本年度の９、10、11と比べ

ても増加しておりまして、増加の要因としては企画展及び関連企画事業の充実、これが「の

の」と二つ「の」が続いてしまっています。これも訂正を、すみません、削除ということで

お願いいたします。次ページ、15ページをお願いいたします。また、３年目を迎えた学校連
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携事業につきましては、10校の市立小学校からの来館ということで、前年度以上に充実した

活動を実施することができました。 

  課題といたしまして、公文書専門員を中心とした歴史公文書、こちらは長期的な取り組み

がまた改めて必要だということが課題として上げられております。また、中島飛行機関連事

業も、ここで節目の年ということできちんとした形で公表を目指しております。また、平成

30年度からの館運営の基本方針、次期管理運営基本方針についても策定への取り組みという

ことが課題として上げられております。 

○養田図書館長 それでは、16ページをお願いいたします。図書館から説明させていただきま

す。 

  まず、図書館のあり方の検討でございますが、状況としまして一つ目の白丸で、武蔵野市

図書館条例の一部を改正する条例及び武蔵野市立吉祥寺図書館の指定管理者の指定について、

市議会定例会において可決されましたので、リニューアル後、吉祥寺図書館につきましては

休館日が金曜日から水曜に、土日祝日の開館時間を午後５時から８時に３時間延長、そして、

武蔵野生涯学習振興事業団を指定管理者とすることが決定しました。成果と課題ですが、三

つ目の白丸で吉祥寺図書館の工事閉館期間中、６カ月になりますので、この間、臨時窓口の

運用を準備することにしました。今までなかなか場所が決まらなかったんですけれども、予

算、人、場所が大体めどがつきましたので準備を進めます。こちらはカウンターと予約本用

の書架のみを置きまして、予約本の受け取り、返却本の預かり、閲覧はできません。開館時

間は吉祥寺図書館と同じと考えております。四つ目の白丸ですが、吉祥寺図書館リニューア

ル後、中央図書館を中核とした図書館のあり方を確立するために、29年度に図書館基本計画

の見直しを進めて参ります。 

  その次の図書館資料収集・保存でございますが、状況説明の二つ目の白丸、４月から１月

の受け入れ資料の累計は３万2,758冊、その下の白丸、除籍の累計は１万6,162冊となってお

ります。その下に各館の内訳がありますが、吉祥寺につきましては特にリニューアルを踏ま

えて除籍を積極的に進めております。成果と課題でございますけれども、27年度に中央図書

館書庫集密化工事が完了しましたので、今後、資料の収集方針、除籍基準の見直しに向けて、

29年度より課内のプロジェクトチームで検討を進めていく予定でございます。 

  次の17ページをご覧ください。子どもを対象とした図書サービスですが、まず、一つ目の

白丸、むさしのブックスタートはこちらに記載の形で実施しております。二つ目のブックス

タート人形劇としまして、11月20日に人形劇と小さな音楽会ということで、「かくれんぼ～
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はじめてのおともだち～」ということで劇団木ぐつの木で実施いたしました。こちらはブッ

クスタートの人形劇ですので、未就学児童が対象となっております。その次のどっきんどよ

うび、こちらは小学校の土曜が休校になったことにより始まった事業でございますので、対

象は小学生になっております。11月12日は、吉祥寺図書館でよみしばい「ひらけゴマ！アリ

ババと40人の盗賊」、12月10日は中央で映画会、１月14日はプレイスで人形劇「こぶとりじ

いさん 北風と太陽」となっております。次、おはなし会については記載のとおりです。そ

して、配慮を必要とする子どもへのサービスにつきましても記載のとおり実施しております。 

  その次の武蔵野市子ども図書館文芸賞ですが、こちらは２月26日に表彰式が行われました。

審査の結果としましては、金賞４点、銀賞11点、審査員特別賞が４点という形になっており

ます。部長の事業説明にもありましたように、非常にアットホームな温かい自由な雰囲気で

授賞式が行われまして、最初に山口教育長職務代理者より、文芸賞の沿革、新事業の意義づ

けについて、一本、ここは柱を立てていただいてしっかりした表彰式になったものと考えて

おります。 

  成果と課題の一つ目の白丸で、０歳児ブックスタートにボランティアの導入を図ることが

決定しまして、29年度よりボランティア12人が事業参加の予定でございます。 

  その次の18ページ、利用対象者別の図書館サービスの充実でございますけれども、課題解

決テーマ展示はこちらに記載のとおり、順に実施しております。トピックスで女性に対する

暴力をなくす運動、こちらは市民活動推進課、武蔵野市男女共同参画推進センターと連携し

て行っております。その次の中黒で「戦争と平和 武蔵野の空襲」、こちら武蔵野市平和の

日に伴い、市民活動推進課と連携して展示を行いました。そして、「郷土資料のおもしろさ

を知っていますか」ということで展示を行いました。プレイスでのＹＡトピックスはこちら

に記載のとおりでございます。その次の文庫連秋の催しは、武蔵野市文庫連絡会との共催事

業として講演会を実施しました。講師は編集者の松田素子さんで、「絵本の扉の向こう側 

そして、まどみちおさんのこと」ということで実施いたしました。 

  成果と課題としましては、二つ目の白丸で、今後、学校連携図書の選書会議で担当教員の

意見を聞きながら、オリ・パラ関連の資料の一層の充実を図って参ります。オリ・パラ関連、

国際理解の関係、伝統文化理解の関係ということで、学校連携図書の充実を図っていきます。

最後に、平成28年度に町立図書館開館70周年を向かえ、29年度は武蔵野市立図書館に改称し

て70周年となるため、記念誌の作成を予定しております。 

  状況説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○宮崎教育長 各課長・館長からの説明が終わりました。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。いかがでしょうか。渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 五つぐらいあるんですけれども、よろしくお願いします。 

  まず、２ページ目の３番の大野田の１月から２月に近隣住民への計画見直し案について説

明を行ったということなんですが、この印象というか、どんな感じだったのか、了承を得ら

れたのかどうか、細かくはいいですけれども、雰囲気を聞かせていただきたい。いろいろ、

トラブルがありましたので。 

  ２番目、３ページ目の２なんですけれども、武蔵野スタートカリキュラムの原稿が１月に

完成したということなんですが、これは我々に何かいただけるとか、そういうことはあるの

でしょうかということです。 

  それから、３番目は５ページ目の７番でストレスチェック、これは非常に重要なチェック

だと思うんですけれども、11月の集計結果がもし出ていたらどういう状況だったか、教職員

の方々は大変な思いをされていらっしゃるので、その辺、どんな種類のストレスがあったの

かとか、分かる範囲で結構ですので、もし何かありましたら教えていただけるといいなと思

います。 

  ４番目は、10ページ目のひと・まち・情報創造館のプレイスで、丸の１個目で一番最後の

ビブリオバトルなのですが、実践編、探検編、入門講座、このあたりは発表者の募集人数の

ような気がするんですけれども、観戦者35名を募集したところ、135名も来られて、どうい

うふうな対応をされたのか。多分、どの発表が一番よかったかと、そういう評価をされたと

思うのですが、その辺を教えていただけるとありがたいと思います。 

  それから、最後ですが、14ページのふるさと歴史館について毎回、伺っているのですが、

市立小学校が今、10校、来られているということで、目標は12校なのですが、その状況、あ

と２校はどうなのかなと気になります。せっかく３年生が全員、歴史館へ行って自分の家は

ここだよとかという、大きい写真が入口にあり、人気の場所らしいので、体感していただけ

れば、また、来る機会も増えるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○宮崎教育長 五つございましたが、順番でもいいですか。では、まず、教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 教育企画課より、大野田小学校の近隣の住民の方への説明がございます。

２回ほど説明とディスカッションをいたしまして、非常に近いというところでお隣に住んで

いる者としてはなかなか理解を得られるというところまでは、正直、至ってはいないところ
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ですが、こちらとしては必要性を訴えたということと、その視点で説明資料は口頭での補足

説明のような形もございましたので、最終的には追加の説明の資料を再度、また、お渡しす

るというようなところで一応、お話としては終わっております。 

○宮崎教育長 それでは、２番目ではスタートカリキュラム。 

○指田指導課長 ありがとうございます。まず、３ページのスタートカリキュラムにつきまし

ては、今月中にできますので、４月の教育委員会定例会のときにはお渡しできると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○渡邉委員 厚いんですか。 

○指田指導課長 20～30ページぐらいです。そんなに厚くないです。先生方が指導資料として

使えるようにかなり指導案とかが入っています。 

○渡邉委員 楽しみにしています。 

○宮崎教育長 それとストレスチェックも合わせて。 

○指田指導課長 もう１点の５ページのストレスチェックでございますが、この根拠は平成27

年12月に改正労働安全衛生法、これによって事業者に対してストレスチェックが義務づけら

れたということで今年度から始めております。11月に全ての学校で行ったのですが、受診率

の各学校の平均が62.7％でした。学校によっては高い受診率もあれば、少し低いところもあ

りました。来年度は、このストレスチェックを定着させるために、受審率を一層高めていき

たいと思います。 

○渡邉委員 基本的にはマークシートチェック方式が中心ですね。 

○指田指導課長 以前はマークシートだったのですが、マークシートですと時間がかかるとか、

面倒だということで今は全てパソコンでできます。スマートフォンでもできるので、そのあ

たりは便利になったと思いますが、先ほどもご説明したように、受診率をもっと上げること

が当面の課題でございます。 

○宮崎教育長 受診していただくだけでも効果がありますよね、あれは。 

  それでは、次はビブリオバトルが先でいいですか。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 ご質問をありがとうございます。武蔵野プレイスで行われた

ビブリオバトルですけれども、12月10日に入門講座をやりまして、23日にその参加者の中か

ら実践、それから、探検編ということで行ったというふうに聞いております。入門講座はス

ペースＣで行いまして、実践編以降はギャラリーで行っているそうです。観戦者についてで

すが、入れかわり立ちかわりといいますか、延べ人数でございますので、絶えずこの135名
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がいたというわけではないので、観戦については特に問題なくできたということでございま

すが、立ち見の方が絶えずいるような状態で、大分、活況だったというふうに聞いていると

ころです。 

  以上です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 また、増えるかもしれません。おもしろそうだということで、よろしくお願いし

ます。 

○宮崎教育長 そうですね。関心が高まっていますね。 

  では、歴史館、学校連携について。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 市立小学校10校からということで、こちらは１月25日

から２月15日の期間が10校ということで、実は秋の期間に１校、別立てで学校連携という形

で３年生に来てくださっていますので、実質は11校まで今年は来ていただいたということで、

校数でいうとは去年と同じ、ただ、人数的にいうと増えている、学年の差なんだと思うんで

すけれども、去年と同じような形では来ていていただいている。あと１校ということでござ

います。 

○渡邉委員 校長先生とよろしく接触していただいて、協力していただくようにお願いいたし

ます。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 努力して参ります。 

○宮崎教育長 でも、歴史館は先ほど言ったように、さらにおいでいただいて入場者が大分増

えていて、非常にこういう文化、歴史といったものに関心が高いということがわかりますね、

市民の方は、来館していると。 

  それでは、ほかにご質問、ご意見はございますか。山本委員。 

○山本委員 渡邉先生と重なるところもあったので、私は１点だけ、４ページのＩＣＴを活用

した教育の充実のところです。それより前に、昨年から今年にかけて４校、小学校で研究発

表会を見せていただいて、どれもすばらしかったですね。本当に私自身も知らないことをた

くさん教えていただいたり、とても充実していたなと思って感謝しました。お忙しい中、研

究に取り組むのは本当に大変だと思うんですけれども、きっと先生方おひとりおひとりの財

産になったなという印象を持っております。 

  そして、ＩＣＴを活用した教育の充実のところで、状況説明のどこかにありましたよね。

大野田小学校で行われた研究発表会で、大熊雅士先生が「認知の特性」について話されまし
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た。「認知の特性」を考えて、ＩＣＴ機器を使う教育の道を進んでいく、そこにとても可能

性がある、つまり、学校という現場も、私たちもそうだと思うんですけれども、言語で押し

進めていくことが多いでしょう。そうではなくて、映像だったり、絵だったり、写真だった

り、そういうことで取り込みができる、そういう特性を持つ子どもたちも少なくはないので、

そこはＩＣＴ機器を活用した道を模索していきましょうということだったと思います。そう

いうことがどこかに入るといいと思ったことと、もう一つは私が時々申し上げてしつこいよ

うなんですけれども、ＩＣＴの総体というか、例えば板書の美しさだったり、先生のお描き

になる模造紙の、とても愉快で魅力的な表みたいなものが際立つ、それの反対側にはＩＣＴ

があるんですけれども。どちらも大切に認識しているということが、どこかにあらわれると

いいなと考えています。 

  以上です。 

○宮崎教育長 これはご意見でございます。何かございますか、指導課長。 

○指田指導課長 １点目につきましては山本委員がおっしゃるとおり、電子黒板に投影するこ

とによって、子どもの集中力が高まったりとか、興味関心が高まったりしますので、それら

を踏まえた形での研究を一層進めていく必要があると思っております。 

  それから、２点目のＩＣＴによる指導の件でございますが、この間、大野田小学校の研究

発表会の指導助言でも話しましたが、ＩＣＴを活用することが目的ではなくて、ＩＣＴによ

る指導とＩＣＴ以外の指導、例えば板書計画等を組み合わせることによって教員の授業力を

高めていくことがねらいです。その点を踏まえた上で、今後もＩＣＴの環境づくりを進めて

いきたいと考えております。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  ほかにいかがでしょうか。山口委員。 

○山口委員 今の４ページのＩＣＴのところですけれども、指導要録がもしこれを使ったもの

になると、どういう保管状況になるのかなというのが気になったんですが、これで作って紙

ベースに落とすのか、これは保管していかなければいけない期間が決まっていますので、そ

れをどういうふうにするのか、現状だったら耐火金庫の中に入っていますよね。それが気に

なったので、どういう方向にいくのかなというのを聞きたいと思いました。 

  それから、オリ・パラの教育の推進で、この35時間というのは各教科に割り振っているの

かなと思ったんですが、そのあたりを聞かせてほしいと思います。 

  以上、二つが質問です。 
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  最後に、14ページにありましたふるさと歴史館の一番下の行、この新しい施設を立ち上げ

て、ここへ持ってきたときに、最後に増加の要因として企画展及び関連企画の内容充実にあ

ると考えている。この情熱がすばらしいなと思って、ここまで本当に精魂を込めてやられた

から、こういうふうなことが結果として出たし、そこに増加要因を求めて、そして、記載で

きるというのはすばらしいことだなと思って感激しました。ありがとうございました。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ご質問の２点は指導課長ですかね。どうぞ。 

○指田指導課長 ありがとうございます。１点目の指導要録の関係でございますが、これは山

口委員がおっしゃったように紙ベースで保管し、そして、指導に関するものは20年間、委員

に関するものは５年間、紙で保管しております。ただし、その途中の作成は全て今、電子化

で行っております。手書きというものはございません。途中の作成途中のものにつきまして

は、全て、サーバーに入っております。 

○山口委員 いいですか。経年のはずっと前の年のを入れるんですか、印刷するときに。 

○指田指導課長 そうでございます。指導要録には、全ての学年の記録を記入しなければなり

ませんので、例えば、４年生の記録は３年生までの記録を記載したシートに記入することに

なります。 

○宮崎教育長 紙媒体で最後は保存される、毎年度、最後は。 

○山口委員 そうすると、例えば３年生までのを印刷したとしますね。それで、保管していた

としますね。４年生の入れますね、データを。その印刷はまた別の紙に印刷するんですか。 

○指田指導課長 そうです。例えば３年生が終わった段階では、３年生までのものが保管にな

ります。４年生のものは３年生までのものに追記して印刷し、紙ベースで保管することにな

ります。 

○山口委員 そこを聞きたかった。そこで廃棄、毎年の廃棄はすごいですね、量が。そうやっ

て保管するんですか。 

○指田指導課長 はい。 

○宮崎教育長 本当は同じ紙で次々と重ね印刷というふうに考えないこともないんだけれども、

紙質が変化するのでプリンターで対応できないんですね。 

○指田指導課長 印刷機によっては例えば前年度のものにそのまま印刷してできる形がとれれ

ば、一番いいんですが、そこまで対応しきれていなかったので、今後改善をしていく必要が

あると思います。 
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○山口委員 気になったのは、手書きは絶対に書き換えられないんですが、そういうのは書き

換えられますよね、前年度の。そういう心配は、懸念はないんでしょうか。 

○指田指導課長 当然、データですので書き換えは可能になりますが、そこは校長の管理の中

で、そうならないよう指導しております。 

○山口委員 杞憂に終わると思うんですけれども、手書きのものだったら絶対に書き換えられ

ない。でも、データベースだったら書き換えて、校長のハンコは別にそこに入っていないの

だから、前のを捨てちゃうとわからなくなっちゃいますよね。 

○山本委員 書き換えたときに日にちが残りますよね。 

○山口委員 事件性があったら、それは調べますけれども。 

○山本委員 それは事件ですね。 

○山口委員 心配しただけで、すみません。 

○宮崎教育長 基本的にはそちらにどんどん移っていますね、電子化になっていますね。これ

からは電子化を前提にしたいろんな条件整備がされるというか、規定整備が行われていくだ

ろうと思います。 

○指田指導課長 オリ・パラでよろしいですか。年間35時間でございます。これは各学校で体

育でありますとか、道徳でありますとか、国語でありますとか、全てオリンピック・パラリ

ンピックに関係する内容を横断的な形で年間35時間の計画を作って、それぞれ、計画的に実

施しております。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 どうしても言わなければいけないことを言い忘れていました。14ページ、ふるさ

と歴史館です。小金井サクラ、これは何と読むんですか。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 くにめいしょうほしょくじぎょう、です。 

○山本委員 このように雅な桜が武蔵野ふるさと歴史館に花を添えてくださってね。よかった

です。 

  以上です。 

○宮崎教育長 確認でございます、補植事業ですね。２月24日ということで修正がありました。

しかし、桜の補植というのも、届け出の管理のもとで行っておりますので、名勝などを管理

しているというのは大変なことですよね。ありがとうございます。 

  ほかにご質問、ご意見はいかがでしょうか。特にオリンピック・パラリンピックは、ここ

が実質的状況報告は最後になると思いますが、では、オリ・パラについて私から質問。どう
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ぞ、ありますか。 

○山口委員 ぜひ、子どもの授業も参観なさっていただけるとありがたいと思いました。この

前、見ていて、こうやって理解を深めるし、子どもの心が変わっていくなと思いました。ぜ

ひ、メンバーでご覧になってください。 

○宮崎教育長 そういうことは、随分、行っていただいたり、また、学校に紹介したりしてい

ただいているんですけれども、だから、これが今度、市長部局に移った場合であっても、継

続できるようになるべくして、学校現場の第一線の教育の状況とよく捉えていただくという

のは大事ですよね。今後の例えば来年度以降、全市的な扱いがどんどん増えていってという

ことなんですけれども、教育委員会としては特にどういうことを協力していくということに

なるのかなということが気になるところなんですが、何か考えていることはありますか。 

○齋藤オリンピック・パラリンピック担当課長 オリンピックに向けては、だんだん、年数が

近づいてくると少しおもてなしみたいな話も出てくるかもしれないんですけれども、我々が

やろうとしていることは子どもたちがどこまでを自分の限界というか、視界の天井に置くか

というところにアプローチしたいということで、スポーツホールイベントなんかもやってお

ります。 

  スポーツでいけば、運動会で隣の子より速く走ることが自分の天井なのか、それか、部活

でレギュラーをとることが天井なのか、はたまた、オリンピックで金メダルをとることを自

分の中で天井に置くかで、その子の頑張り度、成長度合いは随分変わるんだろうなと思って

おりまして、せっかく一流の選手を呼べる機会ですので、すごく高いところに天井を自分の

視界の限界というのはすごく高いところに持ってもらいたいし、そこに向けて努力すること

というのが、スポーツだけじゃないところにもいい影響を及ぼすんじゃないかなと思って、

これまでイベントをやってきました。その趣旨は変わらないつもりでおりますので、これか

らもイベントにはさまざま、学校に特にチラシを配布させていただいたりとかする中で、参

加をぜひという話をやっていただきたいと思っておりますので、その趣旨を教育委員の皆様

にもぜひご理解いただいて、関心を持っていただければというふうに思っております。 

  まずはそこからと思っておりますけれども、それ以外にもいろいろ広げていく中で、例え

ば聖火ランナーがまた東京都全域を走るんじゃないかという話も出ておりますので、そうい

ったようなかけがえのないイベントが行われる際には、そこにも子どもたちをぜひ参加させ

てあげたいなと思っております。何かにつけてオリンピックのためにやるというよりは、オ

リンピックを利用して何かいい経験、体験をするという機会にできればと思っておりますの
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で、またご協力をお願いに上がりたいと思っております。ありがとうございます。 

○宮崎教育長 パラリンピアンの方が実際に実践されたり、そして、今、足に装着しているも

のを見せていただいたときの子どもたちの驚いた顔と、そして、そうなんだ、こんなにも頑

張れるんだというような、今の高い目標を常に設定するような子どもたちのそういう心情を

育てたいと言いましたけれども、本当にそういうものが見られる教育ですよね。 

  教育委員会の所管から、全市的な形でということで、今度、４月から変わるわけですけれ

ども、教育委員会としてもそうした今、齋藤課長が述べたような、そういう子どもたちへの

願いとか、期待を込めながら協力していければというふうに思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  ほかに質問やご意見はいかがでしょうか。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、平成29年度第７回市議会提出補正予算についてです。これは教育企画

課長から説明をお願いします。 

○大杉教育企画課長 それでは、教育企画課長より一括してご説明を申し上げます。 

  今回の補正予算は、市議会最後の補正予算でございまして、これから新たに何か事業を起

こすとか、そういう意味のことではなく、大体、当初予算の中で契約差金等で出てきた不用

額について減額をするのが主なものでございます。 

  １ページ目の歳入でございますけれども、小中学校の施設の改修工事の中で国の補助金が

入らなかったものということでの補正額として落とすものと、逆に東京都の耐震化支援事業

補助金ということで、特定天井の工事については当初、見込んでおりませんでしたけれども、

補助金が得られることになりましたので、これは増額して補正するものでございます。学校

施設整備基金利子収入につきましては、債券運用等の運用益がございましたので計上するも

のです。また、雑入の東京電力賠償金につきましては放射能の検査、それにかかる費用につ

いて求償していたものが入ってきたということでございます。 

  ２ページ目、歳出でございます。非常に内容として多いのは、職員人件費の減ということ

でございますが、これは１年間の職員の給与の中で、不要というふうに見込まれるものを減

額するものでございます。また、一部、増額するところもございますけれども、職員の給与

費といいますのは、前年の秋から冬にかけて予算を人事課で集中査定して見込むものですか

ら、その後の人事配置等、人の増減で変わって参りますので、今回、整理するものでござい

ます。また、多く補正理由で契約差金によるというものがございますけれども、工事契約の
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差金であるとか、入札見積もり合わせ等で不要になったものについてあわせて減額するもの

でございます。 

  それ以外のところでは、１ページ目であれば例えばセカンドスクールの特別旅費のように、

教員の旅費が思ったよりは執行がしなかったため、不要になっているものがございました。

２ページ目の一番下のところ、学校施設整備基金積立金、10億475万9,000円の補正増といい

ますのは、この10億円につきましては市全体の一般会計の中で予算を減額したもので一定の

ものがございます。繰越金の残とかでございますけれども、こういったものは今後の学校の

改築の費用で見込まれるので、一定、基金に積み立てておこうと、そういうことで今回、10

億円が積まれることとなりました。 

  ３ページの中で差金以外のもののところでは、ほとんどございませんけれども、例えば教

育支援課の就学援助費は認定者数が少なかった、あるいはいぶき学級では休級になったから

といった理由がございました。４ページは特にございません。 

  説明につきましては以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長の説明が終わりました。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 歳入が減った上二つは、かなり金額として多いほうだと思いますけれども、これ

が歳入に入らなかったことによってできなかったことが増えてしまったとか、そういうこと

はないんですか。 

○宮崎教育長 教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 28年度につきましては、実は当初、国の補助金が入っていかないという

ことで、かなり理事者協議をさせていただきましたが、結果的には予定していたものであっ

たり、内容的に窓ガラスのサッシとかが危険なので改修するという工事の内容だったもので

すから、これは国の歳入が入らなくてもやらなければいけないのではないかということで、

予定どおり行っております。 

○宮崎教育長 そういう状態だけれども、予定どおり実施できたということですね。 

  ほかに質問、ご意見はございますか。先ほど10億円の基金積み立てというのがありました

けれども、そうやって市で全体を挙げて、これからの学校の改築といいますか、そういった

ものに応援していただいているというところですよね。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３、平成29年度教育費予算（案）についてです。この報告事項につきまし
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ては、各課長・館長から説明をいたします。では、教育企画課長からお願いします。 

○大杉教育企画課長 では、最初に教育企画課長からご説明を申し上げます。 

  平成29年度教育費予算（案）でございますけれども、現在、市長から市議会に市全体の予

算（案）としまして審議をお願いしているところでございます。その中での教育費予算の部

分ということでございます。 

  最初、１ページ目に全体の総括表がございます。29年度予算は前年度に比べまして約12億

円強の増で、17.2％増の予算ということでございます。 

  表の右側に比較という欄がございますけれども、大きなところを見てみますと、教育総務

費、教育指導費のところではＩＣＴ機器の拡充、無線ＬＡＮ工事等の内容で増えております。 

  小学校費の学校管理費の増といいますのは、大野田小であったり、旧桜堤小学校といった

主に工事費用の増でございます。逆に中学校の学校管理費で２億円強減少しておりますのは、

校舎の改修工事等が今年28年度にあったものが29年度はさほどないという理由でございます。 

  また、特別支援教育費の特別支援学級費が8,000万の減となっておりますが、これは主に

三小に知的障害学級を新設する工事を28年度、工事費が多かったということでございます。 

  また、社会教育費の図書館費のところ、約４億円強の増となっておりますが、これは吉祥

寺図書館のリニューアル改修工事等での工事費での増でございます。 

  また、保健体育費の体育施設費でございますけれども、これも７億円強の増でございます

けれども、これは陸上競技場の機能改良工事であるとか、総合体育館の特定天井の工事費、

こういったものが大きい費用でございました。 

  １ページめくっていただきまして主要な施策予算の一覧でございます。教育企画課分とし

ましては４件がございますけれども、先ほどの大野田小、三小の工事であるとか、あと、小

中一貫教育についての検討委員会の設置費用、また、教育史続編の印刷費用等がございます。 

  教育企画課は以上でございます。 

○宮崎教育長 続けてお願いします。 

○指田指導課長 続きまして、指導課でございます。 

  まず、一つ目は小中連携教育研究協力校の指定のそれに関する経費の新たな要望でござい

ます。 

  それから、２／５をご覧ください。上から四つ目の学校事務支援の充実、これは副校長の

事務負担を軽減して、副校長の事務処理を補佐する非常勤職員を配置するための予算でござ

います。 
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  それから、二つ下の特設教科武蔵野市民科（仮称）のカリキュラム作成、これは来年度、

武蔵野市民科（仮称）のカリキュラム作成委員会を設置しますので、そのための謝礼金であ

るとか、資料費等の費用でございます。 

  それから、小・中学校ＰＣ教室更改、これは全ての小中学校のパソコン教室が更改を迎え

る時期になります。それに伴いまして、これまではデスクトップのパソコンだったのですが、

次回からはタブレットＰＣに更新して、パソコン教室だけではなくて普通教室でも活用する

ことができる、そういう環境づくりのための費用でございます。 

  それから、その下、小・中学校校内無線ＬＡＮ環境の整備及びタブレットの導入というこ

とで、タブレットＰＣを教室で使うためには無線ＬＡＮを設置しないと使うことができませ

んので、そのために校内無線ＬＡＮの環境整備、それから、先生方に対しても全普通学級に

教員用のタブレットを導入する、また、特別支援教室でありますとか、難聴通級指導学級の

子どもたちや教員に対してもタブレットを導入するための費用でございます。 

  以上です。 

○稲葉教育支援課長 次に、教育支援課でございます。 

  3/5ページをご覧ください。高等学校等就学支援事業のうち、高等学校等入学準備金とし

て576万円、高等学校等修学給付金として720万円を計上しております。 

  下から２番目になりますが、就学援助の入学前支給ということで、来年度は小学校に入る

未就学児、また、中学校に入る小学校６年生を対象にして入学前に支給を行う形になります。

あと、特別支援学級の運営につきましては、全小学校に特別支援教室を開設する形になりま

すので、その運営費等が加算されております。 

  教育支援課からは以上です。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 続いて、生涯学習スポーツ課です。まず、私から歴史館以外

の部分についてご説明を申し上げます。 

  4/5ページをお願いいたします。３、４、５行目にサイエンスフェスタ、土曜学校事業、

それから、プレイスの管理運営事業が入っております。ほぼ今年度と同じ程度で予定してお

ります。６行目、７行目につきましてが、総合教育会議の中でも議題となっておりました体

育施設の工事に関する部分でございます。６行目の部分が陸上競技場の改修工事、７行目が

総合体育館の特定天井の改修工事でございます。それぞれ約３億8,400万、３億4,000万程度

の予算となっております。 

  それから、もう１点、次のページの5/5、５ページの一番最後の部分でございますけれど
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も、武蔵野クリーンセンターからの熱源利用ということで、クリーンセンターが新しくなり

ました関係で、総合体育館と、それから、プールに関する熱源供給のシステムが変わりまし

て、この予算額、抑制予算としまして２億2,500万程度が上がっているところでございます。

この全てが体育館というわけではございませんで、緑町コミセン、それから、本庁舎、それ

から、総合体育館、プールを合わせてこの金額ということでございます。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 ふるさと歴史館の担当の部分になります。 

  お戻りいただきまして、4/5のところの一番上、文化財保護普及事業、こちらの予算額

3,379万8,000円となっておりますが、例年よりも1,000万円近く増加しております。その分

につきましては、先ほども報告させていただきましたが、関前文化財収蔵庫、埋蔵文化財の

収蔵庫がございまして、そちらの解体工事の費用が見込まれております。ふるさと歴史館の

管理運営につきましては、ほぼ同額というような形でなっております。 

  5/5に参りまして70周年、ちょうど真ん中のところに二つ二重丸のついているものがござ

います。市制施行70周年記念事業といたしまして、武蔵野ふるさと歴史館で企画展「中島飛

行機関連資料新規収蔵資料展」を実施する予定で、520万円程度を計上しております。また、

同じく企画展「歴史公文書からひもとく市制施行周年行事」ということで、これは会場を武

蔵野プレイスに移しまして、公文書とさまざまな映像資料等を一体的に展開するという事業

を考えております。 

  以上です。 

○養田図書館長 それでは、４ページにお戻りいただきまして４ページの一番下、吉祥寺図書

館リニューアルの推進でございます。こちらにつきましては昨年来、定めました吉祥寺図書

館リニューアル計画、こちらに基づきまして閲覧環境の充実やＩＣＴ、具体的には予約棚、

自動貸出機、返却機等の大幅な充実を図りまして、さまざまな年齢層に対するサービスの向

上を図るとともに、図書館を拠点としたにぎわいの創出を目指すということでお願いしてお

ります。 

  そして、５ページの上から二つ目ですが、図書館開館70周年記念・読書の動機づけ指導50

周年記念ということで、読書の動機づけ指導については50周年を記念してイベントの実施、

記念誌の作成を行います。また、図書館開館70周年を記念しまして、こちらも記録誌を予定

しております。 

  ３については以上でございます。 

○宮崎教育長 各課長・館長からの説明が終わりました。ただいまの説明にご質問やご意見が
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ございましたらお願いいたします。来年度予算です。いかがでしょうか。先ほどのクリーン

センターのごみ発電で、２億2,539万5,000円を全体で減額していく、今度は、ということな

んですかね。すごいことだなと思いますけれども、クリーンセンターは４月から完全に稼働

していくことになります。ぜひ、教育委員にも行っていただくようにお願いできればと思い

ますので、そういったことも含めて非常に持続可能な生活へ向けた取り組みだと思います。

ほか、いかがですか。ご質問、ご意見はございますか。山本委員、どうぞ。 

○山本委員 2/5の指導課の学校事務支援の充実のところです。副校長の事務負担を軽減しと

いう、この非常勤職員を配置することに関して、これは東京都市町村教育委員会連合会でも

話題になっていて、週に４日、非常勤職員を副校長のという、あれに通じることなのか、こ

の中身を教えていただきたいんです、内容というか。 

○宮崎教育長 よろしいですか。では、指導課長、お願いします。 

○指田指導課長 東京都もチーム学校という検討委員会を行っておりまして、今年度末にその

報告書ができております。全く同じ趣旨の副校長を補佐する職員というものを入れてあるわ

けですが、主として東京都は別にこれまで先生生き生きプロジェクトの一環として進めてき

たものでございます。具体的には本来、副校長がやらなくても済む事務処理、例えば統計の

集計でありますとか、あるいは梱包でありますとか、さまざまなものがありますが、そのよ

うなものについて１校当たり週12時間、学校の中で一番、この方という人を推薦していただ

きます。まず、来年度から配置して、副校長の軽減につながるようにサポートできればと思

って、認めていただいたものでございます。 

○山本委員 ありがとうございます。というのは、東京都の方式を伺っていたときに、一つの

学校にキーステーションを置いて、それから非常勤の方が来るというような、そのことが武

蔵野市の対応でふさわしいかなと思いながら聞いていたところがあったんです。それはかえ

って何だか場所を作らなくてはいけないんですよ。学校のどこかに非常勤の方たちがいる場

所とか。それってちょっとというふうに思いながら聞いていて、これは独自のもので生き生

きプロジェクトのということですね。わかりました。それはとても安心いたしました。 

○宮崎教育長 実はその前に発表しておりますので、むしろ、東京都がこちらをかなり参考に

されたのかなと。ですから、多分、東京都なりの解釈だと思いますけれども、でも、いいこ

とはどこでも進めようということで、ひょっとしたら東京都の予算とか、そういったもので

可能であれば、そちらを使わせていただいたりしながら、もっと充実できるかもしれません

ね。ほかにご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。 
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  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、武蔵野市学校施設整備基本計画中間のまとめについてです。教育企画

課長からお願いします。 

○大杉教育企画課長 それでは、武蔵野市学校施設整備基本計画中間のまとめにつきまして報

告させていただきます。本書は20ページほどの本書がございますが、概要版をご覧いただき

まして、そちらに基づきましてご説明を申し上げたいと思います。 

  本策定委員会は平成27年６月に第１回の部会がありまして、先月、第10回目の策定委員会

を終えまして、ここで、一旦、中間のまとめとして取りまとめたものでございます。３章構

成となっております。ただ、この施設整備基本計画につきましては、１章の１にありますよ

うに、今後の学校施設を全面的に更新していくために、20年間を超えるような見据えた計画

ということが求められるわけでございますけれども、現在、検討課題となっております小中

一貫教育実施についての方向性がまだ定まっていないものですから、この計画は小中学校を

別々に改築する場合と、小中一貫教育の学校の両方の可能性があるということで、そのよう

な記載で全体構成を作っております。 

  そういった関係上の施設整備計画ですと、本来、どこの学校をいつごろ建て替えてといっ

たような年次の計画を作るのが本来のところでございますが、今回の中間のまとめでは、そ

ういったところはございませんで、学校施設が本来、果たすべき役割、目標ですとか、こう

いったことを大事にするといった理念的なもの、あと、施設の規模、配置計画などと、あと、

小中単体の場合と小中一貫校の場合は、ここが変わってくる、ここに留意しなければいけな

いというところの性格分けをしております。 

  １章の残りのところでは、期間としては20年計画であるということ、現状については本章

をご覧いただきたいと思います。４番目の課題のところでは、市のちょうど今年に策定しま

した公共施設等総合管理計画の考え方も踏まえた計画であるとか、今後の児童・生徒数の推

移を見きわめていかなければいけないといったようなことですとか、適正規模を超えた場合

の課題、あと、十分な校地の確保、また、給食施設の課題、そういったようなものも記載し

ております。 

  第２章の学校施設整備に向けた考え方につきましては、まず、１番目にこれからの武蔵野

市の学校教育に求められる目標につきまして、記載のような位置づけをしております。学校

教育にかかわるものに加えまして、下３行のところでは、児童福祉、地域との関係、こうい

ったようなことも、これからの学校施設としては非常に大きな目標になるということで記載
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してございます。 

  ２番目の学校施設整備に向けた考え方につきましては、三つの構成要素で整理しておりま

して、（１）のところにつきましては、今後の学校教育、学習指導要領の展開も見据えた必

要な整備内容を記載しております。（２）番目のところにつきましては、かなり１日、そこ

で暮らす施設として、公共施設としても含めて備えなければいけない施設の整備内容を書い

ております。（３）番目のところにつきましては、周囲の環境との関係ですとか、地域との

つながりなしには学校施設は運営はできませんので、そういったところで考慮しなければい

けない事柄、こういったような三つで記載を整理してございます。 

  第３章につきましては、各諸室が必要な規模がどのぐらいの規模が必要なのか、どのぐら

いの施設が要るのかということの一定の考え方をまとめたものでございます。国の基準を持

ってくるということもございますし、普通教室については各学年のまとまり等を意識といっ

たようなこと、特別教室については今後の児童推移から見られる最大のクラス数を想定しま

して、それに必要な授業時数をあわせて確保するという一定の考え方でございます。また、

運動施設につきましても、現在の施設を参考にしながら標準的な規模の確保を目指すもので

ございます。 

  ２番目の各諸室の配置（ゾーニング）についてでございますけれども、学校の施設を一定、

性質ごとに分けて区画の安全管理をしやすいようなことを配慮したいと考えております。学

校教育で中心的に使っていく部分が非常に多いわけでございますけれども、それ以外に地域

子ども館のような放課後に子どもたちが暮らしていく部分、あと、学校教育で使わない場合

に学校開放していくゾーン、主に体育館ですとか、特別教室の一部ですとか、そういったも

のはそれぞれなるべくまとまりを持って管理しやすいようにと思っております。 

  また、配置という意味では校庭ですとか、普通教室もそうでございますけれども、必ずし

もこれまでの校庭は南側であるとか、普通教室は南向きに面していなければならないといっ

たような余り固定観念を持たずに、十分な環境、照明、冷暖房設備等、こういったものを備

えることを条件にしまして考えていきたいと考えております。また、プールにつきましては、

校地の条件によりましては学校外での活用、複数校での共同利用といったようなことも、今

後の検討課題になってくるのかなと考えているところでございます。 

  参考といたしまして、それぞれ二つの場合に変わってくるところということでございます

けれども、小中学校別改築の場合は学校の数が当然、分かれて参りますので、今後、児童の

人口が減ってきた場合の適正な規模の確保というところが、問題が早く出てくるだろうと思
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っております。そういった意味では、子どもの数が非常に減ってきた場合には学区の見直し

や、あるいは施設の多機能化、複合化といったようなことも早目に出てくるだろうと思って

おります。また、同じ施設として建て替えるにしましても、建設当時とは法的条件が変わっ

て参りますので、そこも現在と同じようにはできないということで、いろいろ、検討課題が

出てくるかと思っております。 

  また、施設一体型義務教育学校につきましては、非常に地域のコミュニティとのつながり

というものを大切にしまして、現在の小学校の学区を基本的に考えるという前提で考えてお

ります。また、一つの学校区内の複数の学校がある場合には、より校地の広い学校での設置

を中心に考えていきたいと思っております。また、義務教育学校では、当面、多くの施設面

積が必要になって参りますので、教育課程外の活動も含めた十分な運動施設の確保について

課題が出て参りますので、校舎を設置する必要がなくなってきている校地、これについての

活用を十分に考えていきたいと思っております。 

  詳しくは、また、本文をご覧いただければと思いますけれども、この中間のまとめにつき

ましては今後、来週の文教委員会での行政報告、あるいは４月に市報、ホームページ等でパ

ブリックコメントをとり、公表するということで予定しております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○宮崎教育長 教育部長。 

○竹内教育部長 そういう意味で、本章を含めて、それから、概要でいろんなご意見も今後、

いただきたいんですが、特に第１章では小中学校別改築と小中一貫教育の両方の可能性をお

示しして、一番最後の参考になりますけれども、言ってみれば、これは課題です。それぞれ

についての課題がありますので、それを踏まえた上で、今後、いろんな検討委員会などで方

向性を定めていくということですので、それぞれにこういう展望であるとか、課題があると

いうことをお示ししています。 

  それから、第２章はこれから各学校がそれぞれ改築になりますと、それぞれの改築のため

の枠組みを考えていくと思うんですが、その中でいろんな要望であったり、あるいは財政的

なものであったり、物理的な校地面積とか、いろんな制約の中でいろんな希望があると思い

ますので、その希望についての優先順位を（１）（２）（３）もそうですし、それぞれの括

弧の中の①から⑤とか、こういう丸数字で書いてあるのは基本的には策定委員会の中での優

先順位の考え方を示していますので、こういった優先順位についての例えばご意見をいって

いただくとか、第３章については語尾を例えば確保しますとか、算定しますとか、断定して
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いる言い方と、検討しますという言い方があります。 

  この検討しますというのは、委員会の中でも一つに方向性がなかなか決められなかったこ

と、むしろ、市民などから意見を伺いたいというようなことについて、そういう表現になっ

たりしているんですが、それぞれについての考え方についての例えば校庭は南側に必ずしも

とれないとか、そういうような課題がありますので、そういったことを踏まえたご意見を伺

いたいと、そういうこともお示ししながら意見をいただいて、次の段階でのいろんな決定に

つなげていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 教育企画課長と教育部長の説明が終わりました。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。先ほど言いましたように、４月にパブリックコメン

トということですかね。教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 ４月１日号の市報に記事を出しまして、それから３週間程度、パブリッ

クコメントの期間を置いて、あと、市内の幾つかの図書館とか、そういったところにも紙の

ものも置きまして、紙でもホームページでも、どちらでもアクセスができるようにしたいと

思っております。 

○宮崎教育長 ご質問、ご意見はいかがでしょうか。山口委員。 

○山口委員 これの今後についてなんですが、冊子では小中一貫教育のあり方の検討結果を受

けて、また、次に動き出すということが書いてありますけれども、遅くとも平成32年度より

と書いてありますが、それまでは、これを置いておいて、こちらの動きが決まり次第、また、

動き出すという形になるんでしょうか。 

○宮崎教育長 教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 実は先ほど予算の中でも、平成29年度に小中一貫教育についての検討委

員会を設置するというご説明を申し上げましたけれども、まず、そこがはっきり決まりませ

んと、この計画もこの先がなかなか進みづらいということがございます。29年度にその方向

性が最終的に決まれば、それに基づいて、現在、二つの方向を向いているものがどちらか一

つになりますので、30年度に再度、策定委員会でこの計画をより細かく、あと、より方向性

をはっきりした形で決めていきたいと思っております。 

  ただ、ちょうど30年度となりますと、市全体で今度は第６期の長期計画の策定に入ってい

る時期でありまして、非常に市政にも大きな影響を与えることですので、そちらの策定委員

会でも、それを議論していただくということになってくる必要があるかと思います。その意

味では、こちらの基本計画というのは、基本的にはほぼ作った形ではありますけれども、そ
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の決定といいますのは市の長期計画の策定委員会でも議論をして、あわせて決めていかなけ

れば、なかなか、決まらないことかなと思っております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。かなり、時間がまだかかるだろうということですよね。もち

ろん、築60年の時期というのは迫っては参りますけれども、ただ、だからといってすぐ結論

を急いでということではないということですね。この間、したがって来年度はどちらかとい

うと、先ほど予算とかでも出てきていました小中連携教育の研究協力校の結果を見たりとか、

それから、パブリックコメントでいただいた、それから、何よりも小中一貫教育は検討委員

会というもので果たしてどのような内容が想定されるのか、そういったものを合わせた上で、

次の年度に今度は中間のまとめではなくて本則のまとめに入っていくと、こんな形になるか

と思います、今の予定ですけれども。 

  ほかにご質問、ご意見はございますか、これにつきまして。よろしいですか。 

  もう一つも関連しますので、先に進ませていただきます。 

  それでは、ただいま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５、武蔵野市小中一貫教育調査研究ワーキングチームにおける論点整理に

ついてです。それでは、指導課長からお願いいたします。 

○指田指導課長 それでは、武蔵野市小中一貫教育調査研究ワーキングチームにおける論点整

理についてご報告いたします。 

  平成28年５月に教育部内に設置した小中一貫教育調査研究ワーキングチームでは、１枚目

にありますように、これからの武蔵野市の学校教育の目指すべき方向性について検討し、そ

の上で２枚目にありますように、武蔵野市において小中一貫教育を行うとした場合の望まし

いあり方について検討を進めてきました。このほど、現在の検討状況のあらましについて、

小中一貫教育の議論のたたき台を論点整理としてまとめましたのでご報告いたします。今後、

学校関係者、市民等の意見や平成29年度に設置する小中一貫教育検討委員会における検討な

どをもとに、本市の未来の学校教育の方向性を定めていきたいと考えております。 

  まず、これからの武蔵野市の学校教育に求められる目的でございますが、子どもを取り巻

く環境が大きく変化する中、武蔵野市の学校教育がこれまで培ってきた子どもたちのよい点

を一層伸ばすために求められるものとして、二つの目的を設定しました。１点目は、保護者

や地域の方々のご協力をいただきながら、９年間の義務教育課程を通して、知徳体のバラン

スのとれた教育を一層推進することです。２点目は、学校が子どもたちにとっての居場所と

なり、子どもたちが安心して生活できるよう、学校教職員、保護者、地域の方々が一体とな
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って子どもたちの望ましい成長を支援する場とすることです。 

  次に、武蔵野市の子どもたちとして、現在の本市の子どもたちをめぐる状況と目指すべき

姿を記述しております。現在の子どもたちの状況ですが、資料に記してありますように、学

習内容をおおむね理解している、地域や社会で起こっている出来事について高い関心を持っ

ている、学校に行くのが楽しいと感じている、持久力や走力は高いといった子どもたちが多

いと受けとめております。今後は創造力や学ぶ意欲、社会参画力のさらなる向上を図るとと

もに夢や希望をもったり、運動が好きと感じたり、得意と感じたりする子どもたちをより多

く育てていきたいと思います。 

  次に、これからの武蔵野市の学校教育に求められる目標でございますが、先ほど述べまし

た、これからの武蔵野市の学校教育に求められる目的を実現するものとして二つの目標を設

定しました。 

  １点目は、義務教育９年間を通して、意図的、計画的に発達段階に応じた教育を進め、社

会の中で自分の役割を果たしながら人間力を高め、自分らしい生き方の実現を目指すことで

す。具体的に知については、９年間の連続性、系統性を持った指導を通して子どもたちに学

ぶ意欲と、将来に夢や希望をもって力強く歩んでいける力を一層育むこと、徳については、

一人一人の多様性を認め、他者への思いやりの心や市民性を含めた社会性の向上を図るため、

自己有用感を高めながら自分の意見や意思をもって行動できる力を育むこと、体については、

生涯にわたって健康の保持増進や運動習慣を確立するための基礎を培うこと、運動部活動に

ついては、持続可能性や市民のスポーツ振興の観点から地域スポーツ化を進めることです。 

  ２点目は、配慮を要する子どもへの特別な支援を初め、子どもの貧困問題の解決や地域コ

ミュニティの活性化の視点に立って、多様な支援を要する課題に多様な人材が共同して子ど

もの最善の利益に寄り添うことができる、総合的な成長支援のプラットフォームとしての学

校づくりを目指すことです。 

  このような武蔵野市の未来の学校教育を実現するため、現行の小中学校を改築する場合で

も、また、新たな選択肢としての小中一貫教育を実施する場合でも、条件整備や教育課程の

改善に努めていきたいと思います。本ワーキングチームでは、これまで武蔵野市においては

小中一貫教育の経験がないため、そのあり方について検討を進めてきました。参考として、

これらの目的や目標の実現に向け、武蔵野市として９年間の小中一貫教育を実現する場合の

考え方についてまとめましたのでご報告いたします。２枚目をご覧ください。 

  まず、武蔵野市で小中一貫教育を実施する場合は、学齢期にある６歳から15歳の子どもた
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ちが小中学校の教員・職員とともに同じ校舎で学び育つことができる、施設一体型の義務教

育学校を現行の小学校区を基本として実施することが望ましいと考え、６点の具体的な考え

方をまとめました。 

  １点目は、全市的によりよい教育を保障するため、全学区に設置することです。これは市

内の義務教育年齢の全ての子どもたちに対して同じ教育機会を保障するために、一部の学校

だけで実施するのではなく、時間はかかりますが、最終的には全学区に施設一体型の義務教

育学校を設置することが必要であると考えます。 

  ２点目は、現行の小学校区を基本とした地域コミュニティの９年間のつながりと発展です。

先ほど目的のところでも述べましたように、学校が子どもたちにとっての居場所になり、子

どもたちが安心して生活できるようにするためには、長い活動の実績が定着している青少年

問題協議会やコミュニティセンターなど、身近なコミュニティとの親和性が高い小学校区ご

とに設置することが有効であると考えます。それにより、学校教職員、保護者、地域の方々

が小中一緒になることで９年間の連続かつ安定した共同の取り組みが行えるようになり、子

どもたちの望ましい成長を支援することができると考えます。 

  ３点目は、４－３－２による学年区切りによる特色ある教育課程を実施することです。こ

の場合の学年区切りとは、６年間の小学校の前期課程、３年間の中学校の後期課程の変更を

意味するものではなく、現在の６－３制の枠組みの中で、９年間の子どもたちの発達段階に

合わせてカリキュラム編成上の工夫や、指導上の重点を設けるための区切りを意味しており

ます。例えば４－３－２の３に当たる小学校５年生から中学校１年生までの３年間では、一

部教科担任制、小中学校教員による相互乗り入れ授業、市民性を高める特設教科などを実施

することを想定しております。 

  ４点目は、９年間の子どもの育ちや学びを支える福祉機能の充実です。児童福祉の機能を

担う地域子ども館を学校施設の中で意図的、有機的に設置することを初め、ＳＳＷなど福祉

的な機能を担うスタッフなどもそれぞれ学校の固有の人材として位置づけることにより、子

どもたちの育ちや学びを支援する地域基盤をより一層確かなものとしていくことが必要であ

ると考えます。また、次に述べます第二校地における居場所的な活用も、中学生などの放課

後の居場所を含め、子どもの福祉的機能につながるものと考えます。 

  ５点目は、９年間の教育活動を保障するため、元校地を第二校地として活用することです。

義務教育学校設置により、空いた校地を第二校地として部活動等で利用するためです。学校

が使用しない時間帯は市民に開放し、市民のスポーツ振興につながるものと考えます。また、
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教員の多忙化や部活動の存続の課題への対応の観点からも、地域スポーツ化の一環として部

活動に外部の人材を取り入れることは、部活動の発展型の一つとして有効であると考えます。 

  ６点目は、開かれた学校づくり協議会を発展させた学校と地域との協働体制の確立です。

地域ぐるみで子どもたちの学びを支える仕組みとして、持続可能な教育支援体制を構築する

ことは重要なことです。現在の開かれた学校づくり協議会を発展させ、９年間を見通した学

校と地域との連続かつ安定した協働体制の確立を図ることが必要であると考えます。 

  市民から託された財源や財産を効果的に重点化して活用し、義務教育年齢の全ての子ども

たちが安心してみずからの可能性を開き、自信をもって社会に参加していくことができるよ

う、学校教育を改革する必要が想定される中、参考資料の後半に記されている取り組みにつ

いては、施設一体型の義務教育学校で実施することで高い効果が期待されると考えます。 

  具体的には、次期学習指導要領が示す小学校における外国語教育やプログラミング教育な

ど、今後、生じる新たな教育課題の解決に向けた取り組み、小中の境を越えた学び直しなど

子どもたち一人一人の学習上のつまずきの解消や、特別支援教育における９年間の安定した

環境における自立支援に向けた取り組み、社会性や生きる力につながる自己有用感などの育

成のため、個に応じた継続した生活指導や年齢差を生かした子どもたちの交流の実現に向け

た取り組み、９年間にわたり、学校、保護者、地域が一体となった活力あるコミュニティが

構築されることにより、子どもたちの成長を支援する取り組みなどが上げられます。 

  なお、全校区で施設一体型の義務教育学校に完全に移行するまでには20年以上の期間が想

定されるので、その間は小中連携教育として義務教育学校で想定される施策から、可能なも

のを小中学校の負担とならないよう留意して実施していきたいと考えます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 指導課長の説明が終わりました。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。 

  １枚目に書かれたことがこれからの武蔵野市の教育として、こうあってほしいという、そ

ういう目指すべき内容だということになります。これは現在のままの小中学校を改築して、

そのまま進んでいくにしても、小中一貫型の施設を選択するにしても、どちらにしても、こ

の方向で頑張っていくんだということですよね。ただ、その上に、まだ、本市では想定され

ていない、経験のない小中一貫教育といったものは、どのようなものになるだろうかという

ことを想定したという、それがこの調査研究ワーキングチームの取り組みであったというこ

とですね。 
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  ご質問、ご意見はいかがでしょうか。山本委員。 

○山本委員 １ページの最後の目標のところです。配慮を要する子どもへの特別な支援、子ど

もの貧困問題の解決、地域コミュニティの活性化というつながりがここでよく見えなくなっ

ているのではないでしょうか。先ほどの学校施設整備の第２章のところでも思ったことです、

わからなくはないんですけれども、一つの文章として置いていくと、地域コミュニティの活

性化ということだけが少し別な浮かび上がり方を見せるような気がしてしまうのです。子ど

もたちの居場所としての学校という視点をここに入れることによって、支援と貧困問題の解

決ということと地域コミュニティのことを別にあらわせるんじゃないかということを思いま

した。 

  それから、武蔵野の子どもたちの運動能力のところ、現在は持久力や走力は高い状況にあ

るけれども、ここに隠れているのは握力と投力がというのでしたよね。それで、私はいろい

ろ調べてスポーツ推進委員の和田先生とかともお話ししたんです。いきなり投げたり、握力

が強くなったりするわけにはいかないので、その始まりは外遊びだというお話を伺って、こ

の「運動の機会を増やし」というところの前に、外遊びのことも入れたらいいなということ

を感じました。細かいことのようなんですけれども、とても大事なことなので、そのことを

お伝えしようと思いました。 

  先ほど私が言った配慮を要する子どもへの支援、子どもの貧困問題の解決、地域コミュニ

ティの活性化ということを整理して考えたら、ここが目指す目標がはっきりするような気が

しています。居場所としての学校ということも大切に考えていこうねということがここにも

う少し明確に入ったほうがいいのではないかということです。 

○宮崎教育長 よろしいですか。会議時間が今、２時間15分ぐらいになってきておりまして、

今日はほかの会議もあったものですから、大分、お疲れかと思いますが、なるべく、まだこ

の後に報告事項がありますので、少し早目に進めたいと思いますが、なるべくご意見があり

ましたら、どんどん、出していただければありがたいです。今の点、これについて教育部長、

よろしいですか。 

○竹内教育部長 まず、居場所としての学校というのはおっしゃる趣旨として、この中へ盛り

込むべきとは思います。その場でいく場合も、小中一貫にいって、小中一貫にいったら、第

二校地でということも可能性としては出てくると思いますけれども、それも含めて居場所と

いう要素はあるのかなと思います。 

  それから、コミュニティの活性化と子どもの貧困が並んでいることの違和感かなと思うん
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ですが、一つは例えば青少年問題協議会とか、コミュニティとか、いろいろと蓄積がありま

すし、実績もあるんですが、課題もあるんだと思うんです。それから、地域に開かれた学校

づくり協議会も、６年と３年の小中とでそれの接続のお話とか、それを９年間連続にすると

いうことで開けるものも出てくると思いますし、事業のところで、今日、説明を申し上げた

家庭と学校連携推進事業というのがあって、それは例えば不登校になっているお子さんを地

域の力で何とか学校に行くというような、そういう地域の力として求められる要素というの

が子どものいろんな多様な状況の中であるので、そういう意味でいうと、学校だけでなくて

地域としてという趣旨で、この中に入っているので、いろいろと混じっているかも。 

○山本委員 わかります。でも、そう読めなくてもったいないわけなんですよね。だから、こ

こはもうちょっと整理して考えたほうがいいと思います。多分、そのことはもちろん、地域

ぐるみ、学校と地域、保護者と、そういう連携の中で支えていく必要があるし、そこに価値

もあるんだということなんですけれども、これだと伝わらないということなんです。そんな

に長く書けないけれども、今、言っていただいたように、整理して書いていただけるはずで

す。 

○渡邉委員 多分、後半の学校と保護者や地域の方々が力を合わせてというのが結論なんです

よね。だから、これを行うことによって配慮を要する子どもへの特別な支援や子どもの貧困

問題の解決に結びつくとか、そう言っていたほうがもしかしていいかもしれない、目的を先

に言っちゃったほうが。 

○山本委員 それを目指すと。地域連携により。 

○渡邉委員 地域連携により、こういうことを解決していきたいという言い方をすると、もし

かしてすんなり進められるのかなと感じます。 

○宮崎教育長 施設一体型義務教育学校のような形で、そういう場ができると、そこは地域も

９年間にわたって変更のない地域になりますね、学校の地域になる。そうすると、そこで地

域の方たちの協力といったものが非常に安定したものになって、学校との共同というものが

生まれるようになってくる、家庭ももちろんそうです。そして、そうすると、今、先生がお

っしゃったように総合的な子どもを育てる成長支援のプラットフォームがその地域に生まれ

るということになる。 

  そうすると、上にある知徳体とかいった、いわゆる学力的なもの以外のさまざまな課題が

あるんだろうけれども、例えば特別な配慮を要する子どもたちをみんなでどう支えてあげる

かとか、それから、子どもの貧困問題というふうにあらわれてくる、それはどういうあらわ
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れ方をするかわからないけれども、それをみんなが手を差し伸べて、子どもたちにとって不

利な環境にならないようにすることができるようになるだろうと思うんです。 

  ですから、そういう意図が通じるようにするとか、最初に例示が出ていたのはいろんなこ

とが、余り脈絡がないようなものがまとまったような感じがするんですが、ただ、一番最後

のことをやっていくと、いろんないわゆるこれまでの教育で行っていた知徳体の上のものと

は違った問題についてかなり有効なものになるということですね。もちろん、それは小中学

校別に建て替えていく場合でも同じであるということなんですが、その場合にはほかのいろ

んな工夫をしていくとかして、それを加えていくということでできるのかなと思いますけれ

ども。 

  山口委員。 

○山口委員 幾つかあります。今のところでいうと、こういう取り組みをしている中で、地域

コミュニティが活性化していくというふうに私は読みをしたんですけれども。 

○宮崎教育長 取り組みを通じてということですね。 

○山口委員 そうですね。何もやらないと、言葉だけで一緒にやっていきましょう、コミュニ

ティのつながりは大事ですといったって、それは行えないことで、こういう課題についてや

っていくことが、地域コミュニティの活性化につながっているというふうに私は読んでいた

んですけれども。それから先ほどのことで、気づいたところを幾つか、一番上の四角なんで

すが、武蔵野市の学校教育がこれまで培ってきた子どもたちのよい点というのは、学校教育

だけで培ってきたわけではないので、この点は、家庭、地域との連携とか、連携協力とか、

何か入れたほうがいいのかなと思いました。 

  よい点というところをすごく狭く感じるんですが、よさみたいな包括的なものがいいかな

と思いました。時間がないので次々ですが、武蔵野市の子どもたちの現在と未来の順序性を

もう少し考えたほうがいいかなと。ばらばらに並んでいる感じがいたしました。 

  それから、次の参考なんですけれども、何とも変だなと思ったのは、下の白丸の中の黒ポ

チの二つ目、学び直しなど子ども一人一人の学習のつまずきの解消やと、この学び直しなど

というのはどれを指しているんですか。学習上のつまずきの解消。 

○宮崎教育長 解消方法の一つということかな。 

○山口委員 でも、それは学び直しじゃないですよね。つまずきを解消してあげている。ここ

の最初に学び直しなどと出ているのが変だし、それで、最後が自立支援に向けた取り組みと

なっていますけれども、つまずきの解消が自立支援に向けた取り組みの一つなのか、ここが
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何かすっきりいかない。 

○宮崎教育長 ここは特別支援教育の自立活動のことですね、後半は。前半がいわゆる全ての

子どもたちの学習でつまずいた例えば……。 

○山口委員 この「つまずきの対象や」で切るんですか。 

○宮崎教育長 「や」で切れているんですね。 

○山口委員 切れて、後の自立は特別支援だけについていくんですか。 

○宮崎教育長 特別支援教育で、ここで９年間、一貫した自立支援という取り組みができると、

こういうことだと思いますけれども。 

○山口委員 では、「や」で点をするとか。 

○宮崎教育長 「や」で点を打ったほうがいいかもしれない。学び直しが想定しているのはど

んな感じなんでしょうか。指導課長。 

○指田指導課長 学び直しはつまずきの解消ということで、つまずきの解消をする一つの方法

として学び直しを入れたのですが、そこはまた検討したいと思います。 

○宮崎教育長 一応、ほかのものもあるんでしょうけれども、これは例えば、今、中２ぐらい

に当たる子がどうしても数学のこんなわからないところがあるけれども、履歴をたどると小

学校の５年生のときに学んだ、このところがよくできていないと、それをもう一回、今度は

前期課程の先生に教わって学び直しをして理解を深めると、こんな感じの想定なんですかね、

イメージは。 

○指田指導課長 その通りでございます。そこは、小中の境を越えた学び直しということです

ので、分かりやすい言葉を入れていきたいと思います。ありがとうございます。 

○宮崎教育長 これはとっても。 

○山口委員 もう一つの手法として、こういうのがあるというのはわかりますけれども、それ

から、もう一つ、山本委員から前に出たことだと思うんですが、武蔵野市の子どもたちの未

来というところの一番下の黒四角のところが。 

○宮崎教育長 １枚目ですね。 

○山口委員 １枚目に戻ります。さまざまな家庭の状況に置かれた子どもたちをというのは、

家庭だけの状況を言っているわけではないですよね。これは、この前、意見が出たところで

したよね。さまざまな家庭の状況に置かれた子どもたちを。山本委員がもう一回、言ったほ

うがいいかも。 

○山本委員 その時々のあらゆる状況みたいな感じでしたか。 
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○山口委員 家庭にいっきに状況の責任を、家庭の問題であるというふうな捉え方じゃなくて、

この前はこう言っていましたよね。さまざまな家庭の状況に置かれた、家庭というといっき

に家庭という言葉がぐさっと刺さるとおっしゃっていましたよね。だから、広く捉えて家庭

だけの環境問題ではない、家庭だけが生んだ悪い状況ではないという捉え方に立って、もっ

と幅広くさまざまな環境に置かれた、そういう家庭というだけに責任を負わせるような書き

方じゃないほうが私もいいと、そのときは思ったんです。 

○山本委員 それから、その状態がずっと続くわけではないと思います。あらゆる人がいろん

な状況に陥るわけです。誰にでも起こり得る、こういう時期にはこうなってしまう、でも、

それはまた、解決がついてみたいな、何かそういうことが言えるかもしれないと思う。 

○山口委員 短い言葉で言えば、これは教育の機会均等ですか。それを指しているんですよね、

ここは。 

○宮崎教育長 ここで言っている家庭というのは、なぜ、これが出ているかというと。 

○山口委員 貧困問題ですよね。 

○宮崎教育長 そうなんです。どちらかというと、教育支援課が担当しているような子どもた

ちの生活の最低限の状態を支えてあげる、学校もなるべくそういうことが、何らかの差が生

じないような、そういう教育を一生懸命考えると、こういうことですね。 

○山口委員 私たちはそう読み取りますけれども、これだけが出たときに、この前、山本委員

が家庭と言われるとぐさっとというのは私もそうだと。 

○宮崎教育長 この家庭の状況で何か子どもがよくない状態になっているとか、そういう意味

ではないんですね。つまり、頑張っている子であっても、それが不利な状況にならないよう

に何らかの例えば就学援助的なものを厚くしていったりとか、それから、学校においてはい

ろんな相談をする人がいてくれるとか、そんなことです。 

○山本委員 先ほどの総合教育会議のときにも話し合われましたけれども、貧困というか、生

活困窮だけではなくて、精神的な貧困も含めているということも、ここには現れたほうがい

いんだろうと思います。 

○宮崎教育長 ただ、これも、もし取ると、さまざまな状況に置かれた子どもたちを学校にお

いて等しくというのは、非常に問題が霧散してしまうというか、ある意味では、子どもたち

は基本的には家庭から学校に通って参りますので、そうした子どもたちが少なくとも生活基

盤として持っている家庭は、いろんな条件になっているだろうと、でも、それが少なくとも

学校教育の場で不利にならないように、これはこれからの小中学校を続けてやっていくにし
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ても、どちらにしてもちゃんと手厚くしなければいけないと、こういう意味だと考えている

んですが、ただ、それとは別に先ほど言ったような必ずしも経済的な問題だけではないとい

うことというのは、別に存在していると思います。それは家庭だけではない、いろんな状況

があるかと思います。 

○山本委員 何か言い方によって少しニュアンスが変わるかもしれないですね。 

○山口委員 学校において等しく一層支援するというのも変だと。 

○宮崎教育長 等しくが入っていることが大事ではないかという考え方だったんですね。 

○山口委員 なんですよね、そういう機会が与えられるということが。 

○山本委員 どんな子どもにも等しくチャンスがというか、可能性を生かせるようにというこ

とですものね、等しくというのは。 

○山口委員 だから、今、話し合ったようなことがわかるような書き方にしたほうがいい。 

○宮崎教育長 表現されればいいんですかね。 

○山本委員 部長や指田課長が口頭で説明してくださるとわかる。 

○宮崎教育長 少しこうした表現にすると。 

○山本委員 勘案していただいて、知恵をまた出し合い……。 

○宮崎教育長 どこの時点でこれを修正できるかわかりませんけれども、今のご意見を参考に

したいと思います。 

  ほかにご質問、ご意見はいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、まだ、いろいろあるかもしれませんけれども、また、機会があればお伝えいた

だくようにお願いしたいと思いますが、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６、武蔵野市学校給食施設検討委員会の設置についてです。教育支援課長

から説明をお願いします。 

○稲葉教育支援課長 武蔵野市学校給食施設検討委員会の設置について説明いたします。 

  現在、給食施設が取り組むべき課題としましては、児童・生徒数が増加しており、提供す

べき食数が大幅に増加いたします。同時に、調理場の老朽化も進行するため、現在の施設だ

けでは必要な食数の提供が困難となります。新たな共同調理場を建設せずに給食を提供し続

けることは困難でありますけれども、新たな共同調理場の建設には一定程度、時間がかかる

ため、短期的な対応策も検討して参ります。 

  検討内容としましては、１、市立学校の給食の必要数の見込みに関すること、２、給食共
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同調理場の建て替え計画及びスケジュールに関すること、３、給食共同調理場の建て替えま

での間の市立学校への給食の提供についての対応策に関することでございます。 

  設置期間としましては、平成29年３月から同年８月までとなっており、４回程度の会議を

開催する予定となっております。 

  委員の構成ですが、委員長は教育部長、副委員長が教育企画課長となっており、その他委

員は記載のとおりとなっております。なお、小中学校校長会を代表する者としましては、関

前南小学校校長、第六中学校校長となっており、市立小中学校のＰＴＡの代表する者は第三

小学校ＰＴＡ会長、桜野小学校ＰＴＡ会長となっております。 

  教育支援課からは以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  教育支援課長の説明が終わりました。この説明にご質問、ご意見がございましたらお願い

いたします。今日の総合教育会議でも、本当はもうちょっと話題になったのがよかったのか

もしれません。給食がかなり非常に切迫している状態です。あと、多分、６～７年したら小

学校だけでも1,000食ぐらい足りないのかな。1,000食ってすごい数ですが、何校分だという、

それで、中学校もそうなってきますから、ですから、非常に緊急の課題の一つなんですが、

これについて委員会で検討を進めていただくということを早急に行っていきたいということ

なんですね。そういう趣旨でございます。 

  ご質問やご意見はございますか。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７、武蔵野市男女平等の推進に関する条例の制定に伴う武蔵野市立武蔵野

市民会館条例の一部改正についてです。この報告事項は、今市議会で市長部局より武蔵野市

男女平等の推進に関する条例の制定が提案されましたが、新条例の中に男女共同参画センタ

ーの名称が変更になる記載があったため、市民会館条例の改正に及ぶものです。それでは、

この条例を所管しております天野一治男女共同参画担当課長から説明をしていただきたいと

思います。天野課長、お願いいたします。 

○天野男女共同参画担当課長 では、失礼いたします。このたびは我々の条例の制定の影響で、

市民会館の条例の急遽、改正が生じまして申しわけございませんでした。概略を簡単にご説

明させていただきます。 

  報告事項（７）にございますとおり、現在、こちらは第１回定例会に提案している条例

（案）でございます。名称が武蔵野市男女平等の推進に関する条例としてありますことによ
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り、今は1/10ページですが、おめくりいただきまして8/10ページのところ、８ページの四角

の枠のところ、こちらが市民会館の条例のところで影響が出てくるところでございます。第

１条の目的のところで左側、改正前、武蔵野市立男女共同参画推進センター条例と武蔵野市

立男女共同参画推進センターとなっておりますのを、今回の条例名が男女平等の推進という

条例名になったことにより、センター名が武蔵野市立男女平等推進センター条例とセンター

名が武蔵野市立男女平等推進センターと改正をお願いするものです。 

  こちらの男女共同参画から男女平等への変更につきましては、こちらの経緯は、私どもは

平成27年11月に男女共同参画基本条例・条例検討委員会というものを設置しまして、そのと

きは共同参画基本条例という名前で検討委員会が発足しまして、その委員会に条例の名称と

内容を検討いただくということで、１年ほどかけまして検討委員会に検討していただいて、

昨年10月に市に提言としていただきました。 

  そこで、名称が男女平等の推進の条例ということで、こちらがそのようになった経緯とし

ましては、この条例の第３条に目的というところがあるんですが、目指すべきは男女平等社

会の実現というところで、共同参画というのは意味としては男女が共同して計画に加わった

り、そういうことなので、それは男女平等実現のための一つの手段であろうということで、

共同参画よりも平等推進という名称にしましたというのが検討委員会の考えで、市もそれを

尊重したことにより、このような名称になったという経緯でございます。 

  以上、雑駁ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 天野男女共同参画担当課長の説明が終わりました。教育企画課長、何か補足は

ありますか。よろしいですか。 

  それでは、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。 

○山口委員 課長さんは男女共同参画担当課長。 

○宮崎教育長 名称も変わる。 

○天野男女共同参画担当課長 ４月から平等推進担当課長になろうかと。 

○宮崎教育長 先ほどのご説明の中にあったように、共同参画というのはあくまで、そのため

の手だてと考えて、実現すべきものを最終目標として条例を定めるということですね。 

○天野男女共同参画担当課長 そうです。 

○宮崎教育長 教育などにも大変かかわりのある大事な条例になるかと思います。これはよろ

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。 
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  天野課長、ありがとうございました。 

  次に、報告事項14、武蔵野市立小中学校クラブ合宿補助金交付要綱の廃止についてです。

それでは、統括指導主事から説明をお願いします。 

○木下統括指導主事 武蔵野市立小中学校クラブ合宿費補助金交付要綱は、主に夏季休業中の

中学校部活動の合宿に要する費用の一部を補助することを目的としております。しかしなが

ら、現在、中学校の部活動で行われている合宿については、保護者が主体となって実施して

おります。また、東京都教育委員会でも安全管理上の理由等により、部活動の合宿の実施を

推奨していない状況となっております。このような状況から、要綱に基づく部活動への補助

金の支出が現在の部活動の実態に合っていないため、これまでの要綱を平成29年４月１日よ

り廃止するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 統括指導主事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。これもしばらく行われてきたものですけれども、いろいろ、時

代の環境等に合っていないということですよね。特にございませんか。 

  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15、武蔵野市立小中学校セカンドスクール実施要綱の一部を改正する要綱

について及び報告事項16、武蔵野市立小中学校プレセカンドスクール実施要綱の一部を改正

する要綱についてです。改正内容が共通ですので、合わせて統括指導主事から説明をお願い

いたします。 

○木下統括指導主事 今回、二つの要綱を改正する理由でございますが、市立小中学校の教員

の旅費については、市町村立学校職員給与負担法により、都道府県が負担することになって

おりますが、現在の要綱第６条の前段部分がこの法律に合致していないため、下線の部分を

削除した条文に改正するものでございます。なお、改正いたしました第６条につきましては、

セカンドスクール、プレセカンドスクールにかかる費用のうち、児童・生徒の食費の額を考

慮した金額を保護者に求める、これまでと同様の内容となります。今回の改正した要綱につ

いては、平成29年４月１日より施行いたします。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 統括指導主事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。よろしいですか。 

  それでは、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
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たします。 

  次に、報告事項21、武蔵野市高等学校等入学準備金支給要綱の制定についてです。それで

は、教育支援課長から説明をお願いいたします。 

○稲葉教育支援課長 報告事項21、武蔵野市高等学校等入学準備金支給要綱の制定について説

明いたします。この要綱は、平成28年第４回武蔵野市市議会定例会において補正予算で認め

られました、高等学校等入学準備金を支給するに当たり、必要な事項を定めたものでござい

ます。 

  第３条は、入学準備金の支給を受ける方、支給資格者を規定しており、２月１日を基準日

とし、就学援助費の認定要件を満たしていること、中学校の第３学年に在籍していて、高等

学校等への進学が決定していることを規定しております。第４条で受給資格の認定について

規定しており、入学準備金を希望される方は、申請書を３月末までに申請することとしてお

ります。なお、入学準備金の申請書は、就学援助費の申請書と兼ねた就学援助費兼高等学校

等入学準備金受給資格認定申請書としており、保護者の利便性を考慮したものとなっており

ます。第５条は、入学金の支給について規定しており、支給額は６万円で指定された金融機

関に振り込むこととしております。最後に、この要綱は平成29年２月１日より適用となって

おります。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 既に適用されているわけですね。 

  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。

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22、就学学校の指定の変更に関する運用の一部変更についてです。これも

教育支援課長から説明をお願いします。 

○稲葉教育支援課長 就学学校の指定の変更に関する運用の一部変更について説明いたします。

指定変更により、第五小学校に就学する児童は全児童の１割を超えている状況が続いており、

今後の教室の不足が予想されるため、指定校変更に関する運用の一部を変更するものでござ

います。 

  下の欄をご覧ください。参考に載せておりますが、第五小学校の指定校変更者の一覧表で

ございます。平成28年度、昨年度ですが、児童数が第五小学校は422名の児童が在籍してお

りますが、指定校変更者が57名、13.5％となっており、来年度、29年度につきましては２月
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１日現在ですが、児童数は418名とほぼ変更はないんですが、指定校変更の人数が58名、パ

ーセンテージで13.9％となっております。なお、通学距離による指定校変更は28年度が30名、

来年度も30名となっておりますが、児童の兄姉のうち、実質、距離での指定校変更が28年度

は10名だったんですが、来年度は13名を予定しております。 

  運用の変更内容ですが、通学距離を理由とする指定校変更については承認しない、また、

児童の兄姉が通学、卒業していることを理由とした変更については、新入学及び転入学時点

で就学児童の兄姉が在籍している場合のみ認めるとなっております。運用変更の時期につき

ましては、平成31年４月１日からの新入学及び転入学児童を対象に行うということで、現在

の３歳児のお子さんが対象となっております。 

  説明は以上です。 

○宮崎教育長 教育支援課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。山本委員。 

○山本委員 ある時期は学区がとても緩いのに、ある時期はとても厳しい、そしてまた、緩く

なるというようなことを経験してきました。かつては「今は教育委員会が厳しいんだね」な

んて保護者同士で言っていたんです。千川小学校に通わせていたんですけれども、最後の子

どもは最後の２年間、引っ越してからも千川小学校への登校を認めていただいていました。

そのときに、自分自身に地域の学校に通わせることの大切さという視点があったら２年間で

も転校させた、つまり、今ならそういう決断をしたと思っています。 

  こういうことがあると、お母さんたちって保護者の皆さんは揺れるんですよね。厳しくな

ったみたいよなんて言って、道一本隔てただけでちゃんと守らなければいけないんですって

みたいになるんですよね。でも、住んでいる場所の学区の学校に通わせることの大切さとい

うことを市の私たちの立場からも、きちっとお話しすることが大切じゃないかなと思ってい

ます。自分で気がつけばよかった話なんですけれども、こういうことで、保護者の皆さんが

揺れるようなことがないように、こちらもこういう価値をしっかりお話しするということが

大切だと思っています。 

○宮崎教育長 何か教育支援課長からありますか、今のお考えについて特によろしいですか。 

○稲葉教育支援課長 今、山本教育委員がおっしゃったように、さまざまなご家庭の方もいら

っしゃいますし、窓口に問い合わせがあったときには、丁寧に粘り強く説明をしていきたい

なと考えております。 

○宮崎教育長 要件等の２のところで下から３行目ぐらいから、大野田小学校並びに平成31年
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度から実施する第一小学校及び井之頭小学校と同様にということで、こういういわゆる特例

を認めない形になるところが、随分、増えてきていますよね。これは一部の問題だけじゃな

くて、少しもっと全体的に考えなければいけない問題になってきているというところもあり

ますね。 

○山口委員 学校ごとにではなく、一斉に行うと問題があるのですか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 今、児童増加の対策会議の中でも指定校変更のあり方について検討して

いますので、来年度の８月ぐらいまでには、指定変更そのものをどうしていくかというある

程度の結論を得る必要があるかと思っています。そのときには一定程度、全市的にどうして

いくかというのを計画的に結論を得るべきかと思っています。 

○宮崎教育長 ある期間、少しじっくり考えていただいて、この対象は現在、３歳のお子さん

ですね、実際にそれが適用されるのは。ですから、まだ、時間がありますので、今、おっし

ゃったような全体的なものも含めて、よく検討していくということが大事かなと思います。

ただ、これは必ず必要になるだろうということで、予告はしなければいけない段階に入って

いるので、このように進めたいということですよね。 

  ほかにご質問、ご意見はございますか。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23、特別整理に伴う武蔵野ふるさと歴史館の臨時休館についてです。それ

では、武蔵野ふるさと歴史館担当課長から説明をお願いします。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 よろしくお願いします。当日配布となりまして申しわ

けございません。報告事項23、特別整理に伴う武蔵野ふるさと歴史館の臨時休館についてで

す。資料をご覧ください。 

  内容のところです。武蔵野ふるさと歴史館における常設展示資料並びに収蔵庫収蔵資料の

調査、整理作業を行うほか、開館時には実施できない防災訓練等を行うために臨時休館とい

たしまして整理作業を行います。実施期間につきましては３月14日から15日までの２日間と

なっております。広報といたしまして、市報、館内掲示、そして、もう１枚つけてあります

けれども、チラシ・ポスターという形で広報させていただきまして、利用者の方にご迷惑を

おかけしないようにということで準備しております。この２日間でできる限りの準備をして、

また、開館後は利用しやすい歴史館という形で運用したいと思っております。 

○宮崎教育長 武蔵野ふるさと歴史館担当課長の説明が終わりました。ただいまの説明にご質
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問やご意見がありましたらお願いいたします。こういう臨時休館は初めてですか。 

○田川武蔵野ふるさと歴史館担当課長 去年も、１年に一遍、同じ時期に休館しています。 

○宮崎教育長 ３月に臨時休館ということでございます。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。 

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

◎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。教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 学校給食における海苔の対応について報告させていただきます。２月28

日、東京都福祉保健局発表により、立川市の学校給食における食中毒の原因食材が刻み海苔

との検査結果を受け、武蔵野市は今年度、刻み海苔、手巻き海苔等の調理過程で加熱を伴わ

ない海苔の提供を見合わせることにいたしましたので、ご報告させていただきます。具体的

な献立の変更につきましては３月２日（木曜日）、北町調理場から提供すべきだったちらし

寿司における刻み海苔等、４件ほどございますが、全て海苔の提供を行わないという形にな

ります。 

○宮崎教育長 非常に最近に起きている事件でございますけれども、事案ですが、ただいまの

説明にご質問やご意見がございましたら、どうぞお願いいたします。 

○山口委員 手巻き海苔の予定もあったんですか。 

○稲葉教育支援課長 手巻き海苔ですか、献立でですね。ちらし寿司が２件、鶏飯が１件、海

苔だけという献立もありますが、手巻き寿司はございません。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山口委員 献立そのものが変わったのか、それを省いたのか、どっちになるのかなと思った。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○稲葉教育支援課長 ちらし寿司については刻み海苔になりますので、ちらし寿司は提供する

けれども、刻み海苔は乗せない。鶏飯については、鶏飯は出すけれども、刻み海苔は出さな

いと。一つ、海苔だけというのが献立であるんですけれども、海苔それ自体は提供しないと。

献立の変更です。 

○山口委員 わかりました。 

○宮崎教育長 立川市や小平市で大変だったと思います、対応が。幸い、そういう被害はなか

ったんですが、今後とも、ぜひ、安全な給食をお願いしたいと思います。 

  それでは、ただいまの説明についてはご了承いただけましたでしょうか。 
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（「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、ほかにございませんね。 

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

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 それでは、これをもちまして本日の公開部分の議事については終了いたしまし

た。 

  次回の教育委員会定例会は、４月５日（水曜日）午前10時から開催いたしますのでよろし

くお願いいたします。 
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