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平成２９年第４回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年４月５日（水曜日） 

 

○出席委員（５名） 

   教  育  長  宮 崎 活 志       教育長職務代理者  渡 邉 一 衛 

   委    員  山 口 彭 子       委    員  山 本 ふみこ 

   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 

 教 育 企 画 課 
教育調整担当課長 渡 邉 克 利 指 導 課 長 秋 山 美栄子 

統括指導主事 木 下 雅 雄 教育支援課長 牛 込 秀 明 

生涯学習 
スポーツ課長 長谷川 雅 一 

生涯学習 
スポーツ課 
武蔵野ふるさと 
歴史館担当課長 

栗 原 一 浩 

生涯学習 
ス ポ ー ツ 課 
武蔵野ふるさと 
歴史館副参事 

小 山 佳 幸 図 書 館 長 養 田 重 忠 

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

○日  程 

   １．開  会 

   ２．事務局報告 

   ３．議  案  なし 

   ４．協議事項 

     （１）平成29年度教育委員会各課の主要事業について 

   ５．報告事項 

     （１）武蔵野市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令の専決処分につい

て 
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     （２）武蔵野市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令の専決処分について 

     （３）平成29年度武蔵野市教育委員会職員の人事異動の専決処分について 

     （４）武蔵野市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令の専決処分について 

     （５）武蔵野市立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の

一部を改正する要綱について 

     （６）武蔵野市立学校における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防

止に関する要綱の一部を改正する要綱について 

     （７）平成29年度武蔵野市立学校教職員の人事異動の専決処分について 

     （８）武蔵野市教育史続編の編さん進捗状況について 

     （９）ＰＣＢ使用照明器具交換工事の完了について 

     （10）武蔵野市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱について 

     （11）武蔵野市通級判定委員会設置要綱の一部を改正する要綱について 

     （12）武蔵野市特別支援教育推進委員会運営要綱の一部を改正する要綱について 

     （13）武蔵野市と一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団との「災害時における

応急対策活動に関する協定書」について 

     （14）生涯学習事業補助に基づく事業の募集について 

     （15）東京オリンピック・パラリンピック等国際大会関連事業武蔵野市実施本部設

置要綱を廃止する要綱について 

     （16）武蔵野市オリンピック・パラリンピック等国際大会関連事業庁内ワーキング

スタッフ設置要綱を廃止する要綱について 

     （17）平成29年度武蔵野ふるさと歴史館事業実施計画について 

   ６．その他 
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午前１０時１４分開会 

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

○宮崎教育長 開会に先立ちまして、ご挨拶をいただきたいと思います。 

  山口委員におかれましては、去る３月31日付をもちまして、教育長職務代理者の職を退任

されました。つきましては、ここでご挨拶をいただきたいと思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○山口委員 皆様方のご協力をいただきながら、平成28年度の教育長職務代理者を務めさせて

いただきました。ありがとうございました。至らないことも多々あったと思いますが、渡邉

委員にバトンを渡します。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  次に、教育長職務代理者といたしまして、前回、３月の定例会でのご協議によりまして、

渡邉委員をご指名いただきました。４月１日から就任いただきました渡邉委員からご挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○渡邉委員 今、山口委員のご挨拶にあったように、バトンを渡された渡邉と申します。よろ

しくお願いします。まだ２年間しか教育委員をやっていない経験の浅い中で、頑張っていき

たいと思います。 

  この２年間、山口委員、山本委員、それから栃折委員から大変いろいろなことを学び、教

育を受けて、それでやっと何とか２年越えたところですけれども、今後ともまた皆さんのご

協力のもと頑張りたいと思いますので、よろしくお願いたします。 

○宮崎教育長 よろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第４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、小出委員、山口委員、そして、私、宮崎、以上３

名を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。定員の範囲内で傍聴の申し込みがあった場合、本

日の傍聴を許可することに異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしの声がございましたので、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。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 それでは、事務局報告です。 

  竹内教育部長から報告をお願いします。 

○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

告いたします。 

  まず、議会関連でございますが、３月７日に開催された文教委員会についてご報告いたし

ます。 

  武蔵野総合体育館アリーナ特定天井等改修工事請負契約の議案審議がございました。主な

質疑についてご報告いたします。 

  内山委員より、昨年の補正予算での工事と今回の工事との関係、公共施設等総合管理計画

では総合体育館はどのような改修、保全が必要になるかについての質問がございました。こ

れには担当課長より、まず特定天井の改修工事があるが、屋上防水シートの損傷が発見され

たので、補正予算により防水工事を行う。今後、大きな空調機の改修、サブアリーナの屋上

防水、外壁改修、給排水の劣化改修工事が考えられるとの答弁がございました。 

  高野委員からは、４月から９月に工期を設定した理由、メインアリーナとサブアリーナを

別々の工期にできなかったのかとのお尋ねがありました。担当課長より、できるだけ早い時

期に行いたいということ、大きなイベントが年度の後半に多いこと、工事を請けなかったの

は、同時に施工したほうが閉鎖をする場所の関係や費用が安いためとの答弁がありました。 

  続きまして、平成28年度第６回の補正予算についての審議がございました。山本委員より、

学校施設整備基金の積み立ての考え方、学校施設の整備が施設別々型か一体型かで積み立て

をすべき額に違いがあるのか、考え方はというお尋ねがございました。担当課長より、年度

の繰越金は２分の１を積み立てるルールがあり、今後の学校の整備を踏まえて積まれたもの

である。小・中学校別々でも小中一貫校でも建設費用は極端には変わりがないとお答えをし

ました。 

  高野委員からの教育指導費の大きな減額の理由についてのお尋ねがございました。水泳指
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導補助員の賃金が雨天等により予定を下回ったこと、セカンドスクールの途中交代の教員の

旅費の件、デジタル教科書の契約差金、学校情報システムのパソコン作業委託料やＩＣＴ機

器の設定、保守委託料の契約差金などによるものと担当課長より答弁を行いました。 

  次に、武蔵野市学校施設整備基本計画中間のまとめと、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、行政報告を行いました。 

  まず、宮崎教育長より、これらの報告事項についての検討の経過や、これからの武蔵野市

の学校教育が目指すべきことは何かの研究をしてきたこと、未来の学校は子どもの生活その

ものをサポートする福祉的な機能を今以上に高める必要があり、子どもの成長支援センター

とでもいうべきものかもしれないことなど、概括的な説明がありました。 

  高野委員より、学校施設整備基本方針から変わった部分はあるのか、この先20年間いつ、

どこの学校を建てるのかというスケジュールを立てる計画なのか、義務教育学校の規模の上

限はあるのかとのお尋ねがありました。担当課長より、方針から変更したことはないが、学

校施設整備に向けた考え方、ゾーニングの考え方をより細かく整理した。どういう順番で改

築を進めるか一定の幅で示したい。国の基準では１学年２から３クラスが標準であると答弁

いたしました。また、小学校区に設置であると、中学生部分の人数が減って部活が困らない

かというお尋ねには、部長より中学部分は児童・生徒数の推移からいって、複数学級は維持

されるだろうと考えているとお答えしました。 

  山本委員からは施設一体型小中一貫校の場合は、中学校は全て校庭になるのか、複合化に

は限界があるのではというお尋ねがありました。担当の課長より、小学校区の中でより校地

の広い学校での設置を検討する、教育長より、なるべくシンプルな中でいろいろな子どもた

ちを成長させる機能が働くものを目指すべきであると答弁がありました。 

  内山委員からの自己有用感という言葉に違和感を感じるが、道徳の教科化や市民科創設と

いう案との関係はというお尋ねがありました。担当課長より、市民科の中で考える道徳性は

社会性を考えており、社会性の基礎が自己有用感ではないか。人の役に立った、人に喜んで

もらえたということで、人との関わりを大事にすることも大切ではないかとお答えしました。 

  竹内委員からの小中一貫校を作るのであれば、きちんと１校目を検証して２校目に着手し

てほしいがとのお尋ねがありました。担当課長より、具体的な改築の援助のスケジュールが

立っていないが、児童・生徒、先生の使いやすさ、支障はないかなどをよく聞き取り、次の

学校建設に役立てたいとお答えしました。 

  浜田委員からのゾーニングの捉え方についてのお尋ねがありました。担当課長から各所室
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相互の結びつきの強さ、関係性のつながりを意識したものとお答えしました。 

  次に、武蔵野市学校給食施設検討委員会の設置について、行政報告を行いました。 

  高野委員からの共同調理場がいつ建て替えに入らなければいけないのか、なぜ早急に対応

しなければいけなくなったのかとのお尋ねがありました。担当部課長から、桜堤調理場は建

築年数からはあと10年程度と考えていること、児童・生徒推計で新しい要素が出てきて上振

れしてきたこと、学校施設整備基本計画の策定がずれ込むこととなったため、給食施設の検

討を別途、早急に検討が必要となったことをお答えしました。 

  竹内委員からの給食調理場は工場扱いと思うが、今現在建っている場所では、それはクリ

アされているのかとのお尋ねには、担当課長より用途地域が準工業でなければ許可が必要と

なるが、当時は適正、適法な形で調理場を建てたと聞いているとお答えしました。 

  山本委員からの短期的な対応策については、小学校だけかとのお尋ねがありました。担当

課長から、中学校についても何らかの対応策を議論していきたいとお答えしました。 

  次に、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、行政報告を行いました。 

  竹内委員から、五小へ指定校変更ができなくなると、大野田小は大丈夫なのかというお尋

ねがありました。担当課長から、五小へ指定校変更している児童数は少ないので、大きな影

響はないと考えているとお答えしました。 

  高野委員からの指定校変更している児童数についてのお尋ねには、担当課長から、28年度

は348人、6.4％の児童が指定校変更しているとお答えしました。 

  浜田委員からの周知についてのお尋ねがありました。担当課長から、保育園、幼稚園に通

っている未就学児と保護者向けに案内を送付し、市報にも掲載するとお答えしました。 

  文教委員会に関する報告は以上でございます。 

  次に、予算特別委員会の審議についてでございますが、３月23日の教育費に関する質疑に

ついてご報告いたします。 

  児童数増加の現状での対策について、平成38年には小学校の児童数は現在より３割増える

と見込まれているが、現状での対策はとのお尋ねには、各学校単位での推計は変動する可能

性がある、学区編成や学校施設の建て替え等ハード、ソフト両面において児童増加の対策検

討会議で検討していきたいと担当課長より答弁いたしました。 

  道徳の教科化や小中一貫教育など、教育改革が加速し過ぎているのではないか、変わって

はいけない部分もあると考えるが、その点はどのように検討していくのかとのお尋ねがあり

ました。担当課長より、昨今の情報社会の流れにおいては、情報教育が重要となる。一方で、
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道徳の授業では、時代を超えても変わらない心の育成の部分も同様に重要視していきたいと

お答えしました。 

  市長としての小中一貫教育の理念や方向性についてのお尋ねがありました。地方教育行政

法の改正により、教育大綱の決定権者は首長となった。市長として小中一貫教育の理念や方

向性を示す責務があると考えるがとのお尋ねがありました。首長が決定権者ではあるものの、

学校設置者としての役割と教育内容について審議する役割は教育委員会と分担するものであ

る。武蔵野市にふさわしい今後の教育のあり方については、教育委員会でしっかりと議論し

ていただきたいと市長から答弁がありました。 

  副校長の事務処理を補佐する非常勤職員はどの程度の業務内容を行うのか、また、学校事

務職員が行う業務の範囲を増やすことで副校長の負担軽減を図ることはできないのかとのお

尋ねには、国や都の調査、市内の全副校長とのヒアリング結果などから、副校長の事務処理

が負担となっていることがわかった。学校事務職員は財務会計や文書管理など、既にさまざ

まな業務を担っており、補助員は各市町村の回答や学習指導員等に関する事務等、副校長の

業務を補佐する者である。両者の業務は連動している部分はあるが、基本的には棲み分けて

考えていると担当課長よりお答えしました。 

  小中一貫校の学校施設整備において、敷地面積が限られており、校舎の高層化や校庭の縮

小、近隣住宅との近接等、教育環境上のさまざまな課題が挙げられる。学校施設整備基本計

画の中間のまとめでは、校庭の直線距離は50メートル以上が必要とされているが、狭過ぎる

のではないか。また校庭について従来の南側配置以外の配置も検討するとのことだが、水は

けの悪さ等、問題が多いと考える。これまでの検討過程を伺うとの質問がありました。担当

課長より、実際に授業で利用される距離で出しているが、100メートルを確保するのは物理

的にもなかなか難しい。また、南側以外での校庭配置については、校舎や体育館の施設配置

の自由度を高くするためなどから検討されてきたが、雨、雪対策は必要であり、校庭の整地

方法も含めて今後の検討課題であるとお答えしました。 

  市が保管している文化財のうち、どの程度をふるさと歴史館に展示するのか、保管できて

いない資料や、文化財の指定には至らないが貴重な歴史資料についてはどのように取り扱っ

ているのかとのお尋ねがありました。担当課長より、年に三、四回行う企画展示などででき

るだけ多くの歴史資料を展示する。また、大型資料については資料室では保管し切れないた

め、今後の活用方針について検討中である。その他、市内にはまだ発掘されていない歴史資

料も多々あると認識しているため、調査し、市民に周知できるよう取り組んでいきたいとお



－8－ 

答えしました。 

  予算委員会での主な質疑の内容でございました。 

  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。 

  まず、３月４日土曜日ですが、武蔵野市教育委員会児童・生徒表彰が、大野田小学校のけ

やきホールで開催されました。10人と３団体が表彰されました。井之頭小の深田真央さんの

ピアノ演奏、大野田小の秋山樹さんが俳句の披露、四小の岸本錬志さんがフェンシングの発

表、一小吹奏楽団の吹奏楽演奏の発表がありました。教育委員の皆様も、ご多用の折ご参加

いただきまして、ありがとうございました。 

  続いて、３月５日の日曜日ですが、第57回武蔵野市内駅伝競走大会、第26回武蔵野市民健

康マラソン大会が開催されました。駅伝は125チームの参加申し込みがありましたが、当日

受付は118チーム、完走が116チームでございました。マラソンは194名の参加申し込みがあ

り、完走は163名でございました。当日は天候にも恵まれ、両イベントとも大きな事故やけ

が人もなく、無事に終了いたしました。 

  ３月25日に武蔵野地域自由大学の平成28年度称号記授与式を、平成28年度の座長大学であ

る東京女子大学で実施をいたしました。授与対象者である77名中、32名の方が参加をされま

した。東京女子大学の小野学長が式辞を述べられ、市民博士９名、市民修士20名、市民学士

24名、市民準学士36名が新たに誕生いたしました。 

  翌日、３月26日、武蔵野スイングホールでミュージックプレイスが開催されました。参加

者はプレイスのスタジオ利用者を含む８組37名で、中学生が１組、高校生６組、大学生１組

でございました。このほか、中高生によるボランティアスタッフが受付や音響等を担当しま

した。当日は、むさしのＦＭの取材が入り、放送も行われました。 

  総合体育館メインアリーナ及びサブアリーナの特定天井等改修工事が始まりました。工事

契約期間は、平成29年３月15日から10月20日まででございますが、両アリーナの閉鎖は４月

１日から９月30日までの予定でございます。特定天井の改修に合わせてトイレの洋式便器化、

メインアリーナ車椅子エリアの案内表示設置、照明と音響機器の交換調整を行います。工事

期間中は安全に十分配慮し、適正な施工を行うよう努めて参ります。 

  次に、市内の学校の状況についてでございます。 

  ３月11日に市内９校の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、また翌日12日には市内の５つの小中高校と、むさしのジュニア合唱団「風」が

参加した武蔵野市青少年コーラスジョイントコンサートがそれぞれ開催されました。今年度
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は武蔵野市民文化会館の改修のため、杉並公会堂大ホールでの開催となりました。 

  ３月末には、小学校、中学校の卒業式へのご出席、各委員ありがとうございました。厳粛

な中にも子どもたちの夢と希望が感じられる卒業式が行われました。 

  次に、入学者の状況についてでございます。あした４月６日に小学校、７日には中学校の

入学式がございます。また、４月６日は小・中学校ともに始業式が行われます。入学者数に

ついてでございますが、今年度の市立小学校では953名、このうち特別支援学級８名の１年

生が入学いたします。これにより小学校の在籍者総数は5,546名、このうち特別支援学級は

57名となります。市立中学校は605名、このうち特別支援学級は６名の１年生が入学いたし

ます。中学校の在籍者総数は1,832名、このうち特別支援学級は19名となります。 

  次に、市立中学校の卒業生の進路状況でございますが、４月３日現在で卒業生589名のう

ち、49.6％の292名が都立高校に進学、46.5％の274名が都内の私立高校に進学いたしました。 

  最後に、新学期当初の学校の予定でございますが、各学校では一、二週間の間に保護者会

を開き、校長の学校経営方針や学年や学級の目標、教科ごとの指導計画などを保護者にお伝

えします。このような機会を通じて、子どもたちの成長を支えていく一層の信頼関係を学校

と保護者が築かれていくことを願っております。 

  以上で、事務局報告でございます。 

○宮崎教育長 教育部長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。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、以上といたします。 

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

◎協議事項 

○宮崎教育長 次に、本日は議案はございませんので、協議事項に入ります。 

  協議事項１、平成29年度教育委員会各課の主要事業についてを議題といたします。 

  各課長から説明をいたします。お願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、まず教育企画課長より説明を申し上げます。 

  平成29年度教育部各課主要事業でございますけれども、こちらにつきましては、今年度24

事業をまず候補として選定をいたしました。この各事業につきましては、今後３カ月ごとに

業務状況報告といたしまして、教育委員会定例会にご報告をしたいと考えております。また、

地方教育行政法の定めによりまして、教育委員会の事務の点検と評価ということで、この主



－10－ 

要事業の進捗につきましては、１年分取りまとめまして来年度、有識者ヒアリングのご意見

なども踏まえまして、最終的にまとめて市議会に報告し、公表をしたいと考えております。 

  まず、教育企画課長分でございます。 

  １ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  事業名に、旧桜堤小学校跡地の整備と第２校庭的活用の検討でございます。 

  こちらにつきましては、28年度からの継続事業でございますけれども、校舎等の解体事業

を速やかに安全に行うということ、その後、校庭を整地するということ、あと生涯学習課と

も連携に協力いたしまして、その後の校庭の管理のあり方について検討をすることが課題と

なっております。 

  続きまして、２ページ目、事業名３、児童・生徒数増加への対応でございます。こちらに

つきましては、これまで桜野小、大野田小学校につきまして、特別な対応をして参りました

けれども、昨今の児童・生徒の増加を受けまして、基本的に全校、今後の児童・生徒数の推

移を踏まえまして、必要な改修工事等の検証或いは運用の見直し、ひょっとしたら学区の見

直しまで至るか、そこら辺も含めて検討をしていきたいということを考えております。 

  また、地域子ども館あそべえ・学童クラブにつきましても、必要な面積が増えている傾向

にございますので、あわせて市長局とも同じ会議のメンバーに入っていただきまして、検討

をしているところでございます。 

  続きまして、３ページ目、事業名５、武蔵野市教育史続編の編さんでございます。こちら

の編さん作業３年目に入りました。現在、粗原稿の作成がかなり、おおむね終わりに近づい

ているところでございますけれども、これはまた細かく内容は後ほど報告をいたします。 

  教育企画課は以上です。 

○渡邉教育調整担当課長 続きまして、教育調整担当課長分になります。 

  ページをお戻りいただきまして、１ページ、１番になります。 

  小中一貫教育の検討でございますが、今年２月に武蔵野市小中一貫教育調査検討ワーキン

グチームが論点整理をまとめたところです。今年度は、これまで教育委員会内部で検討して

参りました小中一貫教育実施の可能性について、学識経験者や学校関係者を含めた委員会を

設置し、検討を行って参ります。具体的には設定目標の欄に書いてございますとおり、年５

回程度、委員会を開催し、小中一貫教育の導入について判断するのに必要な事項の検討を行

って参ります。平成30年３月までに教育委員会に、委員会報告書を作成して報告して参りた

いと思います。 
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  ページお進みいただきまして、２ページ、４番になります。 

  学校給食施設整備のあり方の検討でございます。今年３月に武蔵野市学校給食施設検討委

員会を設置し、第１回の会議を開いたところでございます。今年度も引き続き、市立小・中

学校へ給食を安定的に供給するための施設整備等の整備のあり方について、検討を行って参

ります。 

  今後、見込まれる必要食数に対する供給可能食数の不足への対応策について、短期的な対

応策と学校給食共同調理場の建て替え等、中期的な対応策等をそれぞれ検討して参ります。 

  私からは以上になります。 

○秋山指導課長 続きまして、指導課でございます。 

  平成29年度指導課主要事業について、８点説明いたします。 

  初めに、４ページの学力及び体力向上の取組でございます。施策の趣旨につきましては、

資料にあるとおりでございますが、これまで算数・数学等の習熟度別少人数指導に学習指導

員を配置して、個に応じた指導を行ったり、理科指導員を配置して、小学校高学年の理科の

授業の質を高めたりしてきました。さらに、体力向上の観点からは、小学校を対象とした体

育を専門とした学習指導員や、中学校の部活動に外部指導員を配置してきました。今年度は

学習指導員を年間を通して算数・数学の発展的な学習場面に配置して、数学的思考力を育む

授業を行うことや、次期学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」につ

ながるよう、言語活動を一層充実するとともに、研究指定校による研究を進めること、体育

を専門とする学習指導員による小学校の授業支援を一層進めるために、大学との連携による

配置の体系化を進めることなどに努めて参ります。 

  ２点目は、道徳教育といじめ等の未然防止に向けた取組でございます。これまで道徳教育

推進教師連絡会を設置し、特別の教科道徳の実施に向けて、授業改善を進めるとともに、市

いじめ防止基本方針に子どもの願いを新たに加え、児童・生徒が主体となったいじめの未然

防止の取組を進めて参りました。今年度は小学校道徳の教科書採択を円滑に進めるとともに、

東京都道徳教育推進拠点校の取組を共有し、指導や評価のあり方について、工夫・改善を進

めて参ります。 

  また、望ましい集団づくりを行うため、各小学校において昨年度作成した「武蔵野スター

トカリキュラム」の活用を図って参ります。 

  ３点目は、ＩＣＴ機器を活用した教育の推進でございます。これまで小・中学校全普通教

室・少人数教室・特別支援学級等への電子黒板、プロジェクター、書画カメラの設置が完了
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し、学校ＩＣＴサポーターを活用して、教員への授業支援を進めて参りました。今年度はタ

ブレットパソコン、校内無線ＬＡＮ等の基盤整備を進めるとともに、研究指定校及びモデル

校の取組や成果を共有したり、授業での活用場面に重点を置いたＩＣＴ機器活用に関する研

修を実施したりして、電子黒板等のＩＣＴ機器を効果的に活用した教育活動を進めて参りま

す。 

  ４点目は、今日的な教育課題への対応でございます。市民性を高める教育や英語教育、オ

リンピック・パラリンピック教育など、さまざまな今日的な教育課題に対応できる人材を育

成するために努めて参ります。特に、今年度は新学習指導要領に向けて小学校５・６年生の

英語科、３・４年生の外国語活動の実施に向けて英語や外国語活動の授業改善を一層進める

とともに、小学校３年生での外国語活動のあり方について研究を進めて参ります。 

  ５点目は、小中一貫した教育課程の研究でございます。武蔵野市小中一貫教育調査研究ワ

ーキングチームで取りまとめました論点整理に基づき、小中一貫教育を実施する場合の教育

課程の研究を進めて参ります。今年度は11校を小中連携教育研究協力校に指定し、小学校に

おける一部教科担任制、小・中学校教員の相互乗り入れ授業、学習指導員によるティーム・

ティーチング、仮称でございますが、武蔵野市民科、学校行事及び開かれた学校づくり協議

会の合同実施、特別支援学級における交流学習等の合同実施についての実践研究を行って参

ります。また、カリキュラム作成委員会を設置して、武蔵野市民科の具体的なカリキュラム

案を作成して参ります。 

  ６点目は、教育推進室による学校教育の支援でございます。教育推進室は「相談・支援」

「研修」、「教育情報収集・発信」、「調査・研究」、「ネットワーク構築・コーディネー

ト」という５つの機能を有しています。これまで若手教員や臨時的任用教員等の育成のため、

教育アドバイザーによる授業観察を定期的に行ったり、ティーチングアシスタントやサポー

トスタッフを各校に配置したり、学校への教育情報の発信をしたりして参りました。また、

地域コーディネーターを全校に配置し、学校支援コーディネーターとの連携による学校の教

育活動への支援体制を整備して参りました。今年度もこれらをさらに充実させて参ります。 

  ７点目は、教員の多忙化解消と健康増進に向けた取組でございます。教員が担当する校務

の改善を図り、児童・生徒と向き合う時間の確保を目指すことや、ワークライフバランスの

視点で、教職員一人一人の健康増進を図るために定時退庁日、長期休業期間中の学校閉庁日

など「先生いきいきプロジェクト」を進めて参りました。今年度もこれを一層進めるため、

副校長事務補助臨時的任用職員を全校に配置し、副校長の事務負担の軽減を図って参ります。
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また、タイムレコーダーを活用した出退勤システムを試行的に実施し、効果検証をして参り

ます。さらに、全教職員を対象にしたストレスチェックの実施、部活動における外部指導員

の活用も進めて参ります。 

  最後に、８点目は新学習指導要領への対応でございます。ご承知のとおり、開かれた教育

課程の実現を目指した新学習指導要領が告示されました。各教科の教育内容の組織化や、地

域と連携した取組の活性化等により、学校の教育目標の実現を目指すための教育課程を編成

し、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善、「カリキュラム・マネジメント」を

実現していくことは喫緊の課題です。校長会、各種研修会等の機会に新学習指導要領の円滑

な実施に向けた情報提供を行うとともに、授業時数の確保等の課題ついて、校長会や学校等

の協力を得ながら検討を進めて参ります。 

  指導課からは以上でございます。 

○牛込教育支援課長 続きまして、８ページ、９ページをご覧ください。 

  教育支援課からの報告です。 

  教育支援課からは３点、事業を挙げております。 

  １点目、事業名、特別支援教育における個に応じた指導・支援の充実。内容については、

趣旨・概要、取組状況については、資料に記載のとおりでございます。 

  課題につきましては、３点ございます。 

  １点目としましては、平成27年度に策定した特別支援教育アクションプランで掲げた施策

の進捗状況の検証、今後の施策の方向性を精査する必要があるということで、これに対する

目標としましては、平成28年度に特別支援教育推進委員会を内容を見直しまして、29年度に

新たに再開をし、今後重点的に進める施策の具体的な方向性を出していくということを挙げ

ております。 

  課題の２点目につきましては、平成29年度に本格導入する特別支援教室の円滑の運営のた

めに特別支援教室専門員、巡回相談心理士の効果的な活用を図ることであります。これに対

する設定目標としましては、各校の特別支援教室専門員を対象とした研修を早期に行うこと、

また、巡回相談心理士につきましては、市独自の専門家スタッフの役割分担をしながら効果

的な活用を図るということを目標に掲げております。 

  課題の３点目、平成29年４月に第三小学校に知的障害学級「ひまわり学級」を開設をしま

したが、今なお知的障害児童については増加傾向にあるため、とりわけ大野田小学校の「む

らさき学級」の教室スペースを確保する必要があるというのが課題です。これに対する目標
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としましては、第三小学校、大野田小学校、境南小学校の知的障害学級の運営状況を踏まえ

ながら、学区の変更或いは学級の新設について検討の上、一定の方向性を出すということを

目標としております。 

  ２点目です。事業名15、不登校児童・生徒への支援の充実でございます。施策の趣旨・概

要、取組状況については記載のとおりでございます。課題としましては、不登校児童・生徒

については、個別のケースごとに学校・家庭・関係機関の連携による具体的な支援をさらに

有効に機能させる必要があるということを挙げております。 

  設定目標としては、３点挙げております。１点目としましては、不登校の実態調査をしっ

かりと行い、また、生活指導担当者会或いはケース会議を行いながら、まずは個別の状況の

改善を図っていくことであります。 

  ２点目としましては、スクールソーシャルワーカーの活動をより一層効果的に行うために、

中学校への訪問については生活指導部会実施日を中心に行うように変更し、小学校を含めた

支援の形を図っていくことであります。 

  ３点目としましては、不登校の長期化を防ぐためにより早い段階での支援が開始できるよ

う、指導課と意見交換をしながら対策を検討していくということを挙げております。 

  ３点目、指定校変更の要件の見直し及び学区域の変更の検討についてです。施策の趣旨・

概要、また、取組状況については記載のとおりでございます。 

  これまで大野田小学校、第一小学校、井之頭小学校、第五小学校について、指定校の制限

をかけ参りました。課題としましては、これらの４校以外でも全市的に見ると、指定校の変

更件数がまだ多く、全市的な指定校変更の要件の見直し、或いは学区域の変更の検討が必要

であるということを課題として挙げております。 

  設定目標としましては、庁内で設置された児童・生徒増加対策検討会議の中で、全市的な

観点から指定校変更の要件の見直しと学区域の変更について検討を行っていくということを

目標として掲げております。 

  以上でございます。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 続きまして、生涯学習スポーツ課をお願いいたします。 

  10ページをお願いします。 

  事業名17でございます。多様な事業主体の活動支援と連携の促進についてです。これまで

の取組状況等は記載のとおりでございます。 

  課題につきましては、教育委員会主催の各種事業、五大学連携事業、サイエンスフェスタ
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等々につきましては、それぞれの趣旨をあらためて確認をしまして、実施上の工夫、内容の

充実を図って参ります。また、活動支援につきましては、支援の方法等について社会教育委

員の意見や、補助金利用者の報告なども踏まえて検討すると同時に、事業主体の組織的な課

題や新たな取組を促す仕組みについても研究いたします。 

  目標としましては、五大学の連携及びサイエンスフェスタにつきましては、各大学や参加

団体との協議を続けまして、事業の充実と改善、運営の見直し等を図って参ります。教育委

員会主催の各土曜学校につきましては、生涯学習振興事業団主催の土曜学校との整理統合も

視野に入れまして、会場を提供していただいている市立の小・中学校と運営する生涯学習振

興事業団との連携方法を研究して参ります。 

  ２、補助金につきましては、社会教育委員による適正な審査の後、適切に交付をし、事業

の成果を把握して今後の運用方法等を精査して参りたいと考えております。 

  続きまして、下の段、事業18、ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスの管理運営につい

てです。 

  これまで年間175万人以上、昨年度につきましては、200万人近くの来館者がありまして、

多くの視察等も受ける注目度の高い施設として一定の評価を得ているところでございます。 

  課題としましては、両者の自主的な活動のきっかけづくりや、市民が企画、運営を担う仕

組みづくりを検討いたします。また、利用者増に伴うハードのキャパシティに関する対応に

つきましても、工夫を考えて参ります。 

  11ページをお願いいたします。 

  こちらの目標でございます。利用者が企画、運営側として活躍できるよう、事業企画とプ

レイスの支援方法について工夫、充実して参ります。また、来館者増につきましても、組織

的な対応についての整備を行って参ります。 

  続いて事業名19、誰もがスポーツを楽しめる環境の整備についてでございます。 

  事業趣旨・概要につきましては、2020オリンピック・パラリンピックに向けまして、誰で

もスポーツを楽しめ、さまざまなスポーツを観戦し、また、体験できる環境を作るとともに、

ハード面での施設整備も計画的に進めるというものでございます。これまでも、取組状況に

記載のとおり、この趣旨に基づき、環境整備を行って参りました。特に昨年度、28年度にお

きましては、オリンピック・パラリンピック担当と連携をしまして、シッティングバレーや

ボッチャ等、Sports for Allとして、ユニバーサルスポーツを気軽に体験でき、観戦するこ

とができる取組を実施して参りました。 
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  今年度の課題としましては、記載のとおり大きく３点、１つ目は運動習慣の定着と地域ス

ポーツの振興、２つ目が一層の障害者スポーツ環境の整備、３つ目として、総合体育館と陸

上競技場の改善工事について、利便性や安全性に配慮するというものでございます。目標で

すが、各イベントや教室につきましては、気軽に参加できるということ、それから障害者ス

ポーツ啓発の視点を持っているものを今後とも充実して参ります。 

  体育館及び陸上競技場の工事につきましては、安全性に配慮しながら、期間内での完成の

ため関係者と協力して進めて参ります。また、競技場につきましては、29年度の後半の施工

に向け、設計を固めて参ります。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 それでは、歴史館担当より報告申し上げます。 

  20番の事業名でございます。武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館の管理と運営でございます。

28年度におきましては、約9,000人弱の集客、さらに増加をしていまして、さらには土曜開

館も大きくできました。また、公文書の専門員でアーキビストを採用いたしまして、マニュ

アルづくりや庁内向きの研修会などを行いました。 

  課題といたしましては、そういった、今年管理運営基本方針を作成いたしますが、こうし

たものによる評価のより一層の推進、また、指定も含めました文化財保護普及事業の一層の

促進、また歴史公文書、現在収蔵しておりますが、こちらの具体的な取組をさらに進めまし

て、活用を進めていくということでございます。 

  設定目標といたしましては、大きく分けまして来年市制施行70周年に当たりますので、大

きく２つの展覧会を行う予定でございます。２年間にわたって行って参りましたアメリカ国

立公文書館における中島飛行機関係の資料を、今回、公開展示をいたすということ、さらに

市制施行事業を中心といたしました公文書による展示というものを武蔵野プレイスで行いま

す。公文書の展示というのは歴史館始まって以来のことでございます。それ以外にも、管理

運営基本方針を新たに作成するとともに、公文書の一層の利活用や文化財保護に一層、普及

に取り組んで参りたいと存じております。 

  以上です。 

○養田図書館長 それでは最後に、図書館から４事業、ご報告いたします。 

  まず、13ページをお願いいたします。 

  １つ目は、図書館の管理・運営でございます。第五期長期計画調整計画に中央図書館を中

核とした図書館のあり方の確立、また、吉祥寺図書館については地域や施設の特性に応じた

特徴ある図書館を目指すという記載があります。昨年までの取組としまして、吉祥寺図書館
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のリニューアル計画の策定と、図書館条例の改正を行いまして、リニューアル後の管理運営

形態として30年４月から武蔵野生涯学習振興事業団による指定管理を行うことが決まってお

ります。 

  目標としましては、調整計画の内容を踏まえまして、図書館基本計画の見直しを行います。

それから、２つ目としまして、吉祥寺図書館への指定管理者制度の円滑な導入に向け、生涯

学習振興事業団ともよく連携しまして、新たな事業展開でありますとか人員体制、管理運営

指針といった諸規程を整えて参ります。 

  また、３点目としまして、図書館開館70周年の記念誌を作成いたします。 

  ２つ目の事業は、図書館資料の収集・保存でございます。 

  これまでの取組としまして、図書館の資料収集方針に基づいて、こちらに記載の各資料、

一般図書、児童図書、ヤングアダルト、郷土資料、こちらを合計しますと約88万冊になりま

す。ほかに新聞53タイトル、雑誌834タイトル等々、これらを収集、蓄積しております。こ

ちらの数字は平成27年度末の実績でございます。 

  今後の目標としましては、書庫の蔵書機能の増強の工事が終了いたしましたので、蔵書の

充実、更新、除籍を進めるために資料収集方針、除籍基準の見直しを進めて参ります。 

  ２点目としまして、市民要望最優先の蔵書としつつ、傷みのひどい資料の買い替え等を計

画的に進めながら、資料的価値を失った資料を廃棄して蔵書の更新を行い、市民利用者の知

的好奇心を満たす蔵書構成の実現を目指して参ります。 

  14ページをお願い申し上げます。 

  ３つ目の事業は、利用対象者の状況・特性等に応じた図書館サービスの充実でございます。

全ての利用者の状況に応じた、利用しやすい図書館を目指し、一般利用者に加えて児童、青

少年、シニア、来館・利用困難者等の対象者別の各種サービスの拡充を図って参りました。

これまでの取組としましては、一般利用者、乳幼児、学校との連携、高齢者、そして障害者

サービスといった、こちらに記載のとおりです。それぞれの利用対象者に向けてのサービス

の充実を図って参りました。 

  目標としましては、参加者の増加が著しい０歳児ブックスタートへのボランティアの導入、

次に、読書指導50周年を踏まえた記念誌づくり、講演会等の実施を行います。それから、図

書館情報システムのさらなる改善を図り、直感的で簡単かつ多彩な操作ができるよう、イン

ターネットのアクセシビリティをさらに高めて参ります。利用者の図書館利用の利便性を向

上させるため、図書館から離れた地域へのサービスについても研究して参ります。 
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  最後に、吉祥寺図書館のリニューアルでございます。 

  本来、図書館の管理・運営に含まれる事項ではありますが、事業の重要性、予算規模等を

鑑みまして、独立した事業としてご報告する必要があると考えまして、今回４番目の事業と

いたしました。図書館の管理・運営のところでも述べたように、これまで吉祥寺図書館リニ

ューアル計画を策定し、同計画に基づきながら市民、市議会のご意見、アンケート、パブコ

メ等の内容を踏まえて実施設計を行ってきた次第でございます。 

  設定目標としまして、平成29年度はリニューアル工事の進捗管理をしっかり進めること、

リニューアル後の蔵書構成、配架、さまざまな新規事業、また、開館記念事業についても準

備を進めて参ります。さらに、工事、閉館期間中に主に予約本の貸し出しを行う臨時窓口を

開設し、この運営を行って参ります。 

  以上で、平成29年度各課主要事業の説明を終わります。どうぞよろしくご審議をお願いい

たします。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  各課長、館長から24の主要事業として設定した、その説明がありました。 

  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 質問と意見と両方ありますのでお願いします。 

  ５点ありまして、初めは事業番号７のところで、いじめ等の対策ということで、昨年度ポ

スターを新しく作成して、各学校に貼っていただいているという状況だと思います。ポスタ

ーの利用はどのようにされたのか気になります。せっかく新しいポスターをつくったのです

が、うまく利用していただいているのかどうか、その確認をできたらお願いしたいなという

のがまず１つ目です。 

  それから、２つ目は事業番号８のところで、ＩＣＴの機器の利用です。昨年度、大野田小

を研究校として結果を出していただきました。それで研究発表や学校公開などで、盛んに利

用しているということがよく分かりました。ところが、学校公開の時に、ほかの学校へ行っ

てみると、それほどでもないところもあります。その辺の水平展開として、うまくやってい

くということが必要だと思います。今年度は、どのように水平展開していくのか。新たに第

三中が研究指定校に入っているようですけれども、１校だけじゃなくて、どんどん利用して

いただくのが基本だと思います。指定校だけでなく、是非是非うまい利用を考えていただき
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たいなということで、今後どうしていくか、もう少し具体的にわかったらいいと思いました。 

  それから、事業番号９の３つの課題というのを挙げて、それをそれぞれやっていくという

ことになっているのですが、何か１個ずつバラバラに感じたんですね。ここだけ見ると、セ

カンドスクールとオリ・パラと外国語という３つの項目がありますが、実はこの施策には２

つ趣旨・概要があります。そこに直接結びついている内容だと思うので、その対応を分かり

やすく書いていただけるといいかなと思います。また、この設定の目標のところでもいいの

ですが、その上の趣旨と概要との関連性ですか、よく見ていけばわかるんですけれども、も

う少し分かりやすく書いていただけるとありがたいなと思いました。 

  次が、事業番号10の小中一貫の研究ということで、小中連携教育研究協力校ですか、11校

指定ということなんですけれども、その辺はどのように指定したのか、希望をとったのかと

か、その辺の指定の仕方ですかね。具体的にどういうところかということを教えていただき

たい。今日じゃなくてもいいのですが、そのリストがあるとどういうところでやっているか

ということが分かりますので、例えば学校公開のときに活用できると思いました。 

  最後に12ページの事業番号20で、私は前から田川さんの時代からふるさと歴史館に非常に

興味を持っているのですが、この課題の一番最初に更新、改定が必要であるというのは、こ

れはどういうような内容で更新、改定が必要なのかなということを質問したいと思いました。

今までやってきて、何か不便なところがあるのか、どんなところは変えていかなきゃいけな

いかということです。 

  それと、小学校の３年生で今、ふるさとの歴史を知る科目の中で、こちらに伺って、それ

で去年11校だったという話があったのですが、全校にわたって来ていただきたいと思ってい

ます。それをうまくやっていっていただけるといいということです。設定目標の中に入って

いるわけではありませんが、全校で歴史館の活用を実践していくというのも入れていただけ

ると本当はいいのかなと思いつつ、入れる入れないは別にして、是非是非その活動を進めて

いっていただきたい。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ５点でございますね。 

  順にでよろしいですか。 

  じゃ、統括指導主事。 

○木下統括指導主事 指導課の内容４点についてご説明させていただきます。 

  まず、４ページの事業名７のところでいじめ防止基本方針の改定した内容の活用について
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というところでございます。子どもたちの願いを加えて、年度当初に全ての児童・生徒にも

こちらの配布をいたしまして、子どもたち自身がどういうふうに取り組むかというところ、

それが子どもたちの願いということでポスターは書かれていたかと思いますが、それぞれ児

童会や生徒会活動等、それからいじめ防止の重点期間等のときにそれを改めて見直しをして、

子どもたちからこういう取組をしていこうというようなところを、そのポスターを活用しな

がら進めていったというところでございます。 

  また、今年度、未然防止型の生活指導を進めるというところがございますので、今年度も

また、子どもたちが自ら課題意識を持って、問題意識を持って取り組むように、このポスタ

ーを活用しながら進めていきたいと思っております。 

  それから、５ページの事業名８のＩＣＴ機器を活用した教育の推進というところで、大野

田小以外の展開というところでございます。委員からもお話がありました、ほかの学校での

活用状況というところでございますが、アンケート等をとったところ、全ての時間の活用と

いうところではなくて、短い時間でもＩＣＴを活用して、子どもたちに考えさせるための契

機とするというところでは非常に効果があったと把握しております。 

  今年度でございますが、三中で発表を行いますが、大野田小学校をＩＣＴ機器のタブレッ

ト型パソコンのモデル校にしています。昨年度は中学校２校でタブレット型のパソコンの効

果検証ということでやっていきましたが、今年度は小学校でタブレットを活用する際に、ど

のような活用方法があるかというところについて研究を進めていくというところがあります。 

  それから、あとそれ以外の学校でも、それぞれ電子黒板等の活用や、また夏にはタブレッ

トＰＣが入ってきますので、研究授業等もＩＣＴ機器を使った授業等を公開して、各学校で

情報共有をしながら、各学校でより一層、いろんな多様な使い方ができるように進めていき

たいと考えております。 

  それから、今日的な教育課題のところについては、３つの観点はバラバラだというところ

がございましたので、その点が結びつきが分かるように文章を考えていきたいというふうに

思います。 

  それから、６ページの小中一貫した教育課程というところで、小中連携教育の研究協力校

でございますが、こちら、校長会にもテーマをそれぞれ投げかけをしまして、校長会、学校

でそれぞれ教員とも相談をしながら、小・中学校の組み合わせもありますので、そちらは学

校の意見を参考にしながら決めていったというところがございます。 

  内容でございますが、第四小学校が一部教科担任制ということで進めて参ります。それか
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ら桜野小と第二中が相互乗り入れ授業、それから第二小と第六中が学習指導員等によるティ

ーム・ティーチングの研究、それから境南小と第五中学校が特設教科・武蔵野市民科の効果

検証、それから井之頭小と第一中が学校行事及び開かれた学校づくり協議会の合同実施、そ

れから大野田小と第四中で、小中特別支援学級の合同実践という形で、それぞれ効果検証を

進めていくということで考えております。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 そして、歴史館はいかがですか。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 管理運営基本方針は、今年度までということで、まず

作成されております。したがいまして、平成30年度以降は、また新たな内容を含め改定版を

作る必要がございます。実際に、今使っておりますものを開館準備担当である田川と私で作

成したもので、まだ実際に運営していない状況で作っておりましたので、現在は３人の学芸

員プラス公文書専門員が実際に配置されましたので、より具体的に実践的なものに直してい

くものでございます。 

  また、評価基準などについても、国立の博物館であるとか公文書館などから来た人間もお

りますので、新たに評価の仕方についてもきちんとしたものを作っていこうということで、

現在、見直しを少しずつ始めているところでございます。 

  それから、12校全部がということは、あとでご説明させていただく基本の実施計画みたい

なのがございますが、そちらで12校を目標とするということで記載させていただいて、12校

を目指すと。また、あとほかの私立も少しずつ東学園さんとかも個人では来ていただいてい

ますし、聖徳さんはクラス単位で来ていただいておりますので、そういったこともあわせて

推進していきたいと思っています。 

○宮崎教育長 いかがでしょうか。よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 ありがとうございました。 

  ほかにご質問、ご意見いただきたいと思います。 

  山口委員。 

○山口委員 じゃ、６点お願いします。 

  まず、１ページ目の事業の２ですが、これは解体撤去とか整地というのに時期を示さなく

ていいのかなと思ったんですが、いつまでと、目途みたいなものがあるといいのかなと思い

ました。 
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  ２点目ですが、４ページです。これはとても大きいことなので、これ、今年どうかなと思

うんですが、この事業名が道徳教育の充実といじめ等の未然防止に向けた取組なのですが、

道徳教育といじめ、これは本当に心の育成ということで大きく関係あることは全く否定しな

いし、そのとおりなんですが、これをつけた事業名でいいのかな。道徳教育というのをもっ

と大きく捉える捉え方もあると思うんですね。 

  これをずっと見ていくと、前段と後段で割と分かれている。密接な関係があるのはわかる

んだけれども、特別の教科道徳になったという機会も、昨年度までずっとこうなんですよね。

特別の教科道徳になったことを受けて、道徳教育というのをもっと広く捉えた人格形成とい

うか、その趣旨にあるようなものを大きく捉えていって、いじめはいじめで独立できないも

のかなと思いました。 

  それは意見で、今年それが可能ではなくても考えていただければなと思います。 

  それから、ずっと飛びますが、７ページの教員の多忙化解消と健康増進なんですが、昨年

度、定時退庁とか長期休業日の学校閉庁、最終退勤時刻、これに取り組めたんですが、昨年

度の実績が今回、今でなくてもいいですけれども、わかったら、どういう実施状況で、どう

いう成果が今後に見通せるか、そのあたりを教えていただきたいなと思います。 

  それから、次が８ページですが、１つは事業名14ですが、これまでの取組状況の一番下の

ところに特別支援教室と個別支援教室の役割分担を明確にしたというので、後日で結構です

ので、どういう役割をそれぞれ持っているのか、これを教えていただければなと思います。 

  それから、もう一つは、このたび都の特別支援教室が正式に行われる、これは５点目です

が、東京都の特別支援教室が実施されることになって、それがないときに特別支援教室とい

うことで武蔵野市独自でやっていましたよね。それが通級学級が当時あった桜野小と四小に

は、武蔵野市の特別支援教室がなかったですよね。それで今、個別支援教室と名前が変わっ

て、ほかの10校には市独自の個別支援教室があるのですが、桜野小と四小にはないですよね。

このことから今度は、そこの通級学級の先生方はほかの学校へ回ることが多くなって、割と

在校時間が少なくなるんじゃないかなと思うんです。ですので、この桜野小と四小にも個別

支援教室というのを作る必要があるのではないかなと今思うんですけれども、これが５点目

です。 

  最後ですが、14ページの事業名23ですが、この中に設定目標のところに、「読書の動機づ

け指導」50周年で記念誌を作成するということが書いてありますけれども、これを計算する

と、最初に受けた人たちって今、59歳になっているわけですよね。50年で、９歳で３年生で
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受けているので。もし可能ならば、動機づけ指導受けた子どもたちがその後の人生の読書人

生にどう影響が与えられたのか、そこのきっかけみたいなものがどうあったのか、もしそう

いうのが得られれば知りたいし、この記念誌に載せられるといいかなというふうに思った次

第です。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ６点いただきました。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 では、教育企画課です。１ページ、事業名２の桜堤小学校の整地ですけ

れども、校舎等の解体は29年12月までには解体を終わらせて、翌30年１月から３月の間で整

地工事を行いたいと思っております。一部、スプリンクラーなどの設置などは、できるとこ

ろは今年の夏休みの時期に先行して行う部分もございます。その辺につきましては、設定目

標の中に修正して書き加えたいと思っております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 記入するということですね。はい、分かりました。 

  ほかに。 

  じゃ、統括指導主事。 

○木下統括指導主事 事業名７、道徳教育の充実といじめ等の未然防止に向けた取組というと

ころで、２つの道徳といじめのところを分けてというところでございます。主要事業という

ことで、指導課のほう、８点に絞っていまして、できる限りポイントを絞った形で重点的な

ものでという考え方もあるんですけれども、いざ作っていきますと、それぞれの事業がとて

も大事かなというところがあって、それでこの道徳といじめというところを昨年度から２つ

つけているところでございます。 

  道徳については、新しい教科化というところには、いじめの課題の解決という意味もあり、

くっつけているところではございますが、今年度はこの２つを１つにした形でやっていきま

して、また今、委員がおっしゃられたようなところを踏まえて、次年度のところについては、

また検討させていただければと考えております。 

○宮崎教育長 今のご指摘にあったような、そういう観点からの今後の報告していくときに記

述もあっていいんじゃないかなと思いますけれどもね。 

  よろしいですか、そんな。 

○木下統括指導主事 分かりました。 
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  それから、多忙化についてでございますが、昨年度は「先生いきいきプロジェクト」とい

うことで、その雰囲気づくりというところで定時退庁日であったりとかということを設定し

ていこうというところで行って参りました。ストレスチェック等も全校で実施をしたりした

んですけれども、学校によってその実施率に若干ばらつきがあったりとかというところでご

ざいます。 

  今年度、タイムレコーダーの試行であったりとかというところで、そこでまた数字的なと

ころであったり、学校での取組というところがよりはっきりしてくるかなというふうに思っ

ておりますので、今年度またそういう経過等をご報告をさせていただきながら、また学校に

も投げかけをして進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 じゃ、先に教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 特別支援教室と個別支援教室の役割分担を整理したということにつきま

して、特別支援教室は主に友達とうまくかかわれないとか、集団行動が苦手とか、或いは認

知能力にばらつきがあるというような子どもを対象として、小集団によるコミュニケーショ

ン指導或いはその子の認知の特性に合わせた言葉や数字の専門的な指導・学習をします。個

別支援教室につきましては、その子が在籍している学級の授業の一斉指導についていけない

子を対象としまして、個別に取り出しまして１対１、指導員１、児童１で国語や算数、教科

の補習指導を行っていくというすみ分けで整理をしたところでございます。 

  桜野小、第四小学校につきましては、現状、市独自の個別支援教室が設置されていない状

況でありますので、武蔵野市の第五期長期計画の中では全校に整備するということを掲げら

れておりますので、今後、第四小学校と桜野小学校にも個別支援教室を設置していく方向で

検討を進めていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 設置の方向なんですね。 

○牛込教育支援課長 はい。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  図書館長。 

○養田図書館長 ありがとうございます。「読書の動機づけ指導」50周年の記念誌でございま

すが、現状はその指導を担当してくださった先生方、学校等のお話も伺っていきたいと考え

ておりますが、山口先生のおっしゃったことは大変に有意義だと思いますが、何分50年たっ

ておりますので、大規模なアンケート的なものは難しいと思うんですが、個別にインタビュ
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ー等を実施することは可か、方策を研究したいと思います。 

○宮崎教育長 インタビューにしても、見つけるのも大変かもしれませんけれども、うまくそ

ういう方が見つかって、わかるといいですけれども、その後のご様子がね。 

  大体、今のでよろしいですね。 

  ほかのご質問、ご意見等。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 時間がないので、幾つかお願いします。 

  １ページ目の事業名１の課題のところです。整理したいために、簡単に教えていただきた

いんですけれども、目的と目標の違いを確認したいと思います。 

  それから、８ページのところで不登校児童・生徒への支援の充実、事業名15です。これは

もしかしたらＩＣＴ機器の活用というところにもつながるかもしれないんですけれども、こ

の１月に大野田小学校で行われた研究発表会でＩＣＴのことをしていただいたときに、その

子の「認知の特性」を考えるというテーマがありましたね。それで、これはもしかしたらこ

の間の定例会のときにも申し上げたかもしれないんですけれども、不登校の子どもたちは言

語による説明では分かりにくいということが、学校に行きにくい理由の一つになっているの

ではないかということがあったと思うんです。その認識というのは、本当は不登校でもそう

だし、特別支援学級でもそうだし、普通学級でももちろんそうなんですけれども、もう少し

私たちが意識する必要があると考えています。 

  つまり、それは私たちが割と言語系統でいろいろ説明したり、人とのコミュニケーション

を図る傾向が強いからです。あのときには絵とか写真、動画で説明するとすっと理解が進ん

だり、すとんと気持ちの中にその対象のことが入ってくるというようなことがあるというこ

とで、私もそれはとてもびっくりしたり、感心したりして認識したんですけれども、いろん

なところにその「認知の特性」ということを大切にしているということが、もう少しあらわ

れてもいいなと考えています。今は不登校のところで言いましたけれども、そのことをみん

なで思い出しておきたいなということです。 

  それから、11ページです。11ページの事業名19、誰もがスポーツを楽しめる環境の整備で

す。マラソンと駅伝の日の間のときに、実は教育長と山口先生と私がボッチャを体験したん

です。そうしたらとてもよくて、つまり本当にやってみないとわからないものだなと思って、

それで意外と山口先生と私はボッチャの才能があったんです。そのことはいいんですけれど

も、ボールに触ってみると、こういうボールなのかと。だからみんなに触らせてあげたい。
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市内の小・中学生に触ってこういうことだと、それから不自由な方はこういう坂道のボード

でボッチャを転がすけれども、それを実際に転がす人は絶対後ろのボッチャの様子を見ちゃ

いけないというようなことも私、感覚的にすごくよくわかったんですね、それを触ってみて。

ああいう体験させてあげるとすごくいいし、山口先生と私は今からボッチャの選手にはなれ

ないと思うんですけれども、何かそういうことでそのスポーツに近づくってすごく大事だな

というのを実感したので、そのことを聞いていただこうと思いました。 

  それから、14ページです。図書館のサービスのところなんですけれども、23。これは私の

お願いなんですけれども、子どもたちも、もちろん大人もそうなんですけれども、このごろ

本を大切にするという感覚がとても希薄になっているような気がしています。ばさっと伏せ

て置いてあったりなんかすると、すぐ本って傷んでしまって、小さな痛みから崩れてくるん

です。そういうこともみんなで本をもう少し大切にしたいねとか、こういう扱い方をしまし

ょうね、と子どもたちには伝えたいと思いますし、あともう一つ、本の修繕のことを学ぶ機

会をサービスの中に入れたらいいなと思って。製本ってこういうふうになっているので、こ

こをちゃんと押さえると修繕がききますよというような勉強会みたいなこと、武蔵野の図書

館でしたらいいなと思っています。 

  何か感想と注文みたいなことばかりですが、以上です。 

○宮崎教育長 ４点いただきましたけれども、いいですか。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 まず、１つ目の小中一貫教育の課題のところの目的、目標というところ

でございますけれども、学校教育に求められる目的といいますのは、その実現しているもの、

あるべき姿、到着点ということかと思いますけれども、それに対して目標といいますのは、

その目的を実現するためにどのようなプロセス、考え方を経ながらいくのか、その筋道とい

うようなことになろうかなと思っております。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 ほかにいかがですか。 

  じゃ、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 不登校対策の件ですね。認知の特性ということで、来年度指導課でタブ

レットを導入するのに当たり、指導課と教育支援課で昨年度、特別支援学級の先生方にヒア

リングを行いました。とりわけ特別支援教室、情緒障害、発達障害を担当する先生から、そ

の認知の特性に応じた指導をするのにタブレット、ＩＣＴの機器の活用が大変有効であると
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聞いております。 

  また、今年度導入する予定ですので、その導入の成果を見きわめながら不登校、例えばチ

ャレンジルームなどでの導入についても検討していければと思っております。また、チャレ

ンジルームでは、例えば卓球やバスケットとか、或いは蕎麦づくりなど、言語、体験的な指

導を日ごろ行っているところです。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。ほかに。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 ボッチャの体験につきましては、お越しいただいて大変あり

がとうございます。 

  当日、パラリンピックの銀メダリストの方なども、たまたまうまくスケジュールが合いま

して、来ていただきまして、大変いいイベントになったというふうに思っております。また、

参加者の中には障害のある方も四、五名いらっしゃいまっして、そういった方にもご体験を

いただけました。 

  そういった方々の親御さん、保護者の方からぜひ、今後もできないかというようなお話を

受けて、当日お手伝いをしていたスポーツ推進委員さんがボッチャの道具を持って、実際に

体験をその後、続けているというのを聞いております。今年度はスポーツ推進委員がボッチ

ャの道具を持ってあちこちに出張教室をやりたいと考えておりますので、今後もこういった

ボッチャを初め、さまざまなユニバーサルスポーツの啓発については、継続していきたいと

考えております。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 それじゃ、図書館お願いします。図書館長。 

○養田図書館長 ありがとうございます。本は、本当に大切な市民の共有財産でございますの

で、大切にしてほしいということは日ごろより呼びかけているところではございますが、汚

破損本の展示というようなことも行っております。委員ご指摘の修繕のワークショップなど

も他市ではやっている例がありますので、今後、研究していきたいと考えております。 

○宮崎教育長 歴史館で、製本か何かやりませんでしたでしょうか。 

○山口委員 ひもとじ。 

○宮崎教育長 ひもとじの和とじ製本みたいなのをやりましたよね。でも、そういう本に親し

むような学習はいいかと思いますけれども。 
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  一応、これで全部お答えいただいておりますよね。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  小出委員、どうぞ。 

○小出委員 １点だけよろしいでしょうか。時間がないので手短に。 

  この14、15の特別支援、個別支援なんですけれども、これは個別支援になると思うんです

が、教育センター等でＷＩＳＣ（ウィスクラー式知能検査）等で調べられますよね、そうい

うものを。これは、そういうものというのは普通の保護者等には周知しているんですかね。

そういうものをもっと周知して、やっぱりＷＩＳＣ等を受けて根本のものを、ＷＩＳＣとは

テストなんですけれども、根本のものを探さないと、その指導ができないと思うんですよね。

また、分野によっていろんな機関があるのも調べて参りました。個別いろんな、主力だとか

わばた眼科なんかという、何か特別なところがあるんですけれども、そういうところ等の市

との連携というのはあるのかなと思って、お聞きしたいんですが。 

○宮崎教育長 それでは、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 教育支援センターで教育相談、また相談の中で必要という判断が出され

れば発達検査、ＷＩＳＣ法などの検査を行っているところであります。周知の仕方としまし

ては、発達検査ありきということではなく、まずは各校に配置をしている教育相談員がその

保護者或いは児童本人の困り感を詳しく聞きながら、今後の指導に生かせそうということで

あれば、発達検査も行うというような形で行っています。 

○小出委員 やっぱり保護者が認めないとなかなかそれは難しい問題だと思うんですけれども、

ただ、その対処先というのを、私は何年前かな、９年前ぐらいかな、８年ぐらい前のとき、

そういう利用機関を勧めてはくれなかったんですね。その当時はまだ。自分で探すのが大変

だったんですけれども、そういうのを、こういうところがあるんですよという案内をしてく

れればありがたいなと思ったんですが、そういう利用期間は、今はたくさんあるんで、幾つ

かうちの中でこういうのがありますよというのを１つしてもらいたいなというのが私の希望

なんですが。 

○牛込教育支援課長 現状としましては、教育支援センターで嘱託医がおりまして、月２回ほ

どその精神科医の嘱託医による医療相談なども行っておりますので、必要に応じてそちらに

つなげていきたいというところです。 

○小出委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 
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  ほかに追加でございますか。よろしいですか。 

  それでは、ただいま出されましたご意見の中で幾つかこういったものを書き加えるとか、

修正的なものもございましたので、それを行った上で、平成29年度教育委員会各課の主要事

業としてこれから１年間、この進捗状況について、３カ月に１回ぐらいでしょうか。 

○大杉教育企画課長 はい、３カ月に１回です。 

○宮崎教育長 割合としてはね。３カ月に１回、進捗状況をここでご報告していくことになる

かと思います。また、全体の評価にもこれを生かしていくということになると思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

  それでは、これは協議事項ですので一応確認をいたしますが、こういった修正を行った上

で、これを１年間の報告事項とすることにご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  それでは、そのようにさせていただきます。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 続いて、報告事項に入ります。 

  報告事項１、武蔵野市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令の専決処分につい

て及び２、武蔵野市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令の専決処分についてです。 

  この報告事項につきましては、平成29年４月１日実施の機構の改正並びに職の設置及び廃

止として３月24日に公表されたものですが、教育委員会にお諮りするいとまがありませんで

したので、私のほうで専決処分をさせていただいたものでございます。 

  それでは、教育企画課長から説明お願いします。 

○大杉教育企画課長 それでは、報告事項の１と２あわせまして、ご報告いたします。 

  まず、報告事項の１の武蔵野市教育委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令でござい

ますけれども、この４月１日付の武蔵野市全体の組織改正の中でオリンピック・パラリンピ

ック担当が教育委員会から市長部局に移管をされたことに伴う廃止と、新たに教育企画課に

教育調整担当課長が設置されたことに伴う改正。あと、事務分掌の内容といたしましては、

新たに高等学校等修学支援事業等の事業が始まりましたので、それを新たに書き加えたとこ

ろでございます。 

  また、事務専決規程でございますけれども、内容としましては今申しましたオリンピッ
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ク・パラリンピック担当と教育調整担当課長の設置にまつわる修正、あと字句の修正等でご

ざいます。 

  説明につきましては、以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長の報告は、説明が終わりました。 

  この報告事項につきましては、専決処分の報告ですので、教育委員の皆様からご意見があ

れば特にお伺いしたいと存じます。 

  いかがでしょうか。ご質問、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、特にご質問、ご意見がないようですので、この２つ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年度武蔵野市教育委員会職員の人事異動の専決処分についてで

す。 

  この報告事項につきましては、市全体の人事異動の一環として３月24日に内示があったも

のですが、教育委員会にお諮りするいとまがありませんでしたので、私のほうで専決処分を

させていただいたものでございます。 

  それでは、教育部長から説明をお願いします。 

○竹内教育部長 報告事項３、平成29年度武蔵野市教育委員会職員の人事異動の専決処分につ

いてご説明いたします。 

  教育委員会事務局の職員人事の決定につきましては、教育委員会の権限となっております

けれども、例年どおり市長部局で市全体の調整の中で教育委員会事務局職員も含めまして、

３月24日にお手元の資料のとおり人事異動の内示を行ったものでございます。発令は４月１

日となっております。この間、教育委員会を開催してお諮りする時間がなかったことから、

教育長の専決処分を行ったものでございます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育部長の説明が終わりました。 

  この報告事項につきましても、専決処分の報告ですので、教育委員の皆様からご意見があ

れば特にお伺いしたいと存じます。いかがでしょうか。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、武蔵野市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令の専決処分につい
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て及び報告事項５、武蔵野市立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要

綱の一部を改正する要綱について、報告事項６、武蔵野市立学校における妊娠・出産・育児

休業等に関するハラスメントの防止に関する要綱についてです。 

  この報告事項につきましては、一般職非常勤職員の新規配置に伴うものでございますが、

教育委員会にお諮りするいとまがありませんでしたので、私のほうで専決処分をさせていた

だいたものでございます。これらの改正内容は共通しておりますので、あわせて指導課長か

ら説明をお願いしたいと思います。 

  それでは、指導課長、お願いします。 

○秋山指導課長 ただいま報告事項となりました指導課所管の規程及び要綱の改正につきまし

て、まず主な改正理由について説明いたします。 

  お手元に配付しております平成29年４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。 

  主な改正理由は２点あります。第１に男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正です。

いずれも平成28年中に法改正があり、29年１月１日から施行されています。改正の内容とし

て妊娠や出産した職員、育児休業、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、ハラスメント防止の要綱の新規制定

などを行います。 

  第２に、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。 

  それぞれの規定や要綱について、新旧対照表をあわせてご覧いただきたいと思います。 

  まず、武蔵野市立学校事案決定規程の一部を改正する訓令についてです。別表の２のとこ

ろです。所属職員の管理に関すること及び備考を改正いたしました。具体的には字句の訂正

が主でございますので、資料をご覧いただきたいと思います。 

  なお、この改正は４月１日から適用しています。 

  次に、武蔵野市立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の一部を

改正する要綱です。第３条はセクシュアル・ハラスメントの防止に関する措置について、職

員の性的指向や性自認によって差異が生ずることがないようにしなければならないとの文言

を追加します。 
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  なお、セクハラ防止要綱の改正は、３月31日から施行しています。 

  次に、武蔵野市立学校における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関

する要綱です。 

  東京都教育委員会の要綱に準じる形式で事業主として必要な措置を講ずるための要綱を新

規に制定します。内容はお手元の資料のとおりです。主な内容は、相談員や相談窓口の設置、

相談や苦情への処理体制の確立などです。 

  なお、この要綱は３月31日から施行しています。 

  改正についてのご報告内容は以上です。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ありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。 

  山口委員。 

○山口委員 両方とも施行がこちらでは３月１日になっているんですが、３月31日の間違いで

すか。 

○大杉教育企画課長 ごめんなさい、31日です。 

○宮崎教育長 間違いですね。31日ですね。 

○大杉教育企画課長 はい。 

○宮崎教育長 訂正をお願いします。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  特に、最後の妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止ということは非常に重

要なことで、こういった次世代をどう育てていくかということにも関連するところでござい

ます。武蔵野市ではイクボス宣言などを管理職の方にしていただいたりすることによって、

そういう出産、育児の環境、職場環境の改善といったものを図っておりますので、こうした

ことをこれから柱にしていきたいなと思います。 

  ほか、よろしいですか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 相談員が教育部指導課の職員から男女１名ずつと書いてあるんですが、この相談

は校長、副校長を経由しないでも直接相談できるのでしょうか。それを確認。 

○宮崎教育長 そうですね。 

○秋山指導課長 そのようにして参ります。 

○山口委員 はい、お願いします。 
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○宮崎教育長 そういうことはないと思いますけれども、なるべく多くの方がそういうことを

相談できる環境づくりといいますか、仕組みづくりということをあわせて進めていきたいと

思いますね。 

  よろしいですか。それでは、よろしいですね。 

  特にご質問やご意見はこれで終わったようでございますので、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７、平成29年度武蔵野市立学校教職員の人事異動の専決処分についてです。 

  この報告事項につきましても、市立学校教職員の定例の人事異動でございますが、教育委

員会にお諮りするいとまがありませんでしたので、私のほうで専決処分をさせていただいた

ものでございます。 

  それでは、指導課長から説明をお願いします。 

○秋山指導課長 では、お手元の平成29年度教職員定期異動状況をご覧ください。 

  退職者につきましては、校長の退職者が２名、副校長の退職者が１名です。主幹教諭の退

職者１名、主任教諭の退職者は５名、教諭の退職者は10名です。主任養護教諭の退職者は１

名ということで、市全体では20名となります。 

  続いて、市外転出者につきましては、校長１名、副校長３名、主幹教諭４名、主任教諭11

名、教諭15名、養護教諭１名で、市全体では35名となります。 

  退職者及び市外転出者を合わせますと、55名ということになります。 

  続いて、市内転入者につきましては、校長４名、副校長６名、主幹教諭11名、主任教諭27

名、教諭14名、養護教諭１名、学校事務２名で、市全体では65名となります。ただし、この

中の23名は市内転や自校昇任などですので、実際に市内に転入された教職員は42名となりま

す。さらに、新規採用者は小学校13名、中学校５名、計18名おります。この中には、昨年度

期限付任用教員から、今年度正規採用教員となった方が３名含まれますので、実質の新規採

用者は15名ということになります。 

  市内転入者及び新規採用者を合わせますと、60名となります。なお、異動対象者の氏名等

につきましては、平成29年度市立小・中学校教職員異動一覧をご覧いただきたいと思います。 

  以上で説明を終わります。 

○宮崎教育長 指導課長の説明は終わりました。 

  この報告事項につきましては、専決処分の報告ですので、教育委員の皆様からご意見があ

れば特にお伺いしたいと思います。 
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  いかがでしょうか。ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 13／13ページの井上奈つ希さんのところが網がけになっているのは、これはどう

いう理由でしょうか。 

○宮崎教育長 13ページ、新規採用の第五中学校の教諭の方ですね。井上さんという方です。 

○秋山指導課長 すみません、多分、作業途中の網掛けが残ってしまっただけだと思います。

修正しておきます。申しわけございません。 

○宮崎教育長 削除いたします。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 この前、立ち会って思ったんですが、新規採用が５名の学校があったんですが、

そういうのって新規採用者を本当に大事に育てていかなければいけないですが、その割合が

余り高いのもよくないかなと思ったんです。これからそういうことは何か留意していただけ

るかなと思ったんです。何か事情があったんだと思います、当然に。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 学校の状況といろいろと勘案いたしまして、できるだけ平準化といいますか、

学校の状況が同じようになるように努めて参りたいと思います。 

  その５名の新規採用については、十分に指導して遜色のないように努めて参りたいと思い

ます。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  でも、新規採用の方も含めてさっき60人でしたっけ、転入はね。新たに武蔵野市に来てい

ただいた先生方が、また教育に当たっていただくということで非常にありがたいなと思いま

すし、一種の空気の入れかえみたいなところがあって、やはり異動が必要な部分というのは

ありますので、これによっていろんな経験が交流して、さらに武蔵野市の教育がよくなるよ

うに期待したいと思います。 

  ほか、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８、武蔵野市教育史続編の編さん進捗状況についてです。 

  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８、武蔵野市教育史続編の編さん進捗状況について

でございます。 
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  資料をご覧いただきたいと思います。まず、編さん体制につきましては、編さん室長、吉

田英也、五小の元校長先生になっていただきまして、編さん室員２名、それに監修をしてい

ただく方２名、それに編集印刷の任務については、ぎょうせいに委託をして今、行っている

ところでございます。 

  編さん方針につきましては資料のとおりではございますけれども、これまで明治時代から

平成元年までの教育にかかわる歴史につきましては、既に教育史で第３巻までで記録をして

おりますので、その後、平成２年から26年度までの期間について編さんをするということで、

広く市民にも理解できる読み物として編さんしているところでございます。 

  構成（案）でございますけれども、大きくは序章プラス３章構成ということでございまし

て、序章につきましては、国や社会の動き全体的なものも押さえながら武蔵野市の教育との

相関関係がわかるようなものにしまして、１章につきましては主に、武蔵野市教育委員会と

行政の全体的なこと、２章では学校教育、３章では生涯学習にかかわることについての記載

で考えております。 

  また、別冊といたしまして、年表、附属する資料につきましては別冊化を図ると考えてお

ります。 

  予定でございますけれども、おおむね粗原稿は作成されつつありますけれども、再度、章

相互の関係、序章と１、２、３章との関係等も整理をいたしまして、おおむね夏ぐらいまで

に原稿は確定をしまして、秋には編集・校正作業、冬にかけて校正から印刷をして、年度内

に発刊いたしたいと思っております。 

  また、現在３巻まであります既刊分につきましては、在庫がない関係がございますので、

これはまた増刷をしたいと考えております。 

  説明につきましては、以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長の説明が終わりました。 

  何かご質問やご意見がございましたら、お願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 意見なんですが、この構成のところ、まだ案なんですから、今後変わり得るとは

思うんですけれども、ここのタイトルのところが平成の時代になって社会が大きく変わって、

学校教育も大きく変わったんですけれども、その変わりが余り見えてこないように思うんで

す。武蔵野でも本当に初期のセカンドスクールやプレセカンドが始まったり、あるいは校舎

そのものがオープン教室が初めてできたり、それから国の教育方針、教育でも学校週５日制
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が始まった時期であるとか、そういう小見出しで出るのかもしれませんけれども、もう少し

こういう、この時代の特色が浮き出てくるようなタイトルのつけ方ってないのかなと。ご苦

労いただいているところ大変失礼かもしれない、中身を見てなくて言うのもあれなんですけ

れども、この序章から３章までのずっと見たときに、今までの時代のものとどう違うのかと

いうのが浮き出てこないように思うので、もう少しこのタイトルが平成２年から26年間を鮮

やかに反映したものになってくるといいのかなというふうに思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  何かございますか、教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 確かに今このタイトル見ますと、余り特徴的な感じがございません。例

えば序章でいいますと、例えばこの節よりも下の項のレベルになってきますと、学習指導要

領の改訂と確かな学力向上の取組ですとか、セカンドスクールを核とした多彩な体験活動で

すとか、或いは２章の学校教育の中でも、第２節の学習指導要領と学校教育の下のレベルの

項のレベルでいいますと、充実とゆとりある教育と確かな学力の向上とか、ＰＩＳＡ調査の

結果の受けとめとか、あとは、セカンドスクールについてはかなりボリュームを割いて記載

をしておったり、特色ある各種教育活動の中でいろいろ吹奏楽ですとか、ビオトープの活用

ですとか、防災計画の充実ですとか、いろいろそういう個別なことというのは書いてあるの

ですが、確かにご指摘にように、この節の名前というのが、余りに一般的な感じがしますの

で、ここは少し再検討させていただきたいと思います。 

○山口委員 よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 それもあるんですけれども、これには先行している教育史の３巻のものがござ

いまして、そこと何か全然違う本のような感じになってもいけない部分があって大変難しい

のと、それから、お分かりになると思うんですが、タイトルのつけ方によって、いわゆる書

く人の評価のようなものが入って参ります。そうすると、例えばこの教育がどんどん躍進し

てきたというふうに書きますと、実はそうあってはいけないというような人も存在している

わけでございまして、ここで提供するものが基本的には何があったかをなるべく客観的、適

切に表記し、記述していくと。実は、これからの一番大きなところがそういうある種の見方

が固定されるようなものになっていないかとか、そういうことも実は点検が始まるわけなん

ですね。それと見出しのつけ方が関わりがありますので、それは、でも慎重にしながら、し

かし山口委員がおっしゃったように平成の時代の移り変わり、その大きな節目がよく分かる
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とか、そういったところはぜひ工夫したいと思いますので、いろんなことをやって、多分こ

れからが一番難しい時期に入ると思いますので、中正な教育指導としてのものを残していく

ように努めたいと思いますので、教育企画課長、頑張っていただいて、よろしくお願いした

いと思います。 

  大変ご苦労いただいているので、この場を借りて、編さんに当たっていただいている先生

方に本当に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

  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９、ＰＣＢ使用照明器具交換工事の完了についてです。 

  これも教育企画課長から説明お願いします。 

○大杉教育企画課長 報告事項９、ＰＣＢ使用照明器具交換工事の完了についてでございます。

こちらにつきましては、昨年の８月に四小でまだＰＣＢが使用されている可能性がある照明

機器が多数発見されまして、大変ご心配をおかけいたしました。その後、昭和47年までに建

設された施設にこれがある可能性があるということで、学校でいいますと四小を含む12校、

あと学校以外の電気室の施設について調査を行い、全数調査を行いました。そうした中で、

調査対象の照明器具4,174基のうち、606基、これはかなり四小が多いわけですけれども、見

つかりましたので、それをまず交換しましてそれを今、市役所の中に全部持って来たところ

でございます。このＰＣＢ含有の安定器については、学校からなくなったところでございま

すけれども、今後、市の環境政策課で３年計画で北海道の処分場で処理をしていく流れにな

っています。 

  説明につきましては、以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長の説明は終わりました。 

  何かご質問、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。 

  報告事項の半分が終わりました。申しわけございません。12時を今、過ぎておりますが、

不手際で申しわけございません。少し急ぎ目に進めたいと思っております。 

  次に、報告事項10、武蔵野市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱についてです。 

  それでは、これは教育支援課長から説明をお願いします。 

○牛込教育支援課長 武蔵野市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱でございます。 

  こちらにつきましては、就学援助費の中の入学準備金につきまして、入学前に支給するこ
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とを決定したことに伴う字句の改正でございます。また、あわせて前回の教育委員会定例会

で報告しました高等学校等入学準備金の制度につきまして、その申請を中学３年生の在学時

の就学援助費の申請を兼ねることとしたため、申請書類の様式を改正するというのが内容で

ございます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援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、どうぞ。 

○渡邉委員 今日じゃなくていいんですけれども、結果として何人ぐらい申請されたのでしょ

うか。まだ、多分、集計されているところだと思うんですけれども、分かる範囲で教えてい

ただけるといいと思いました。 

○宮崎教育長 集計ありますか。 

  支援課長どうぞ。 

○牛込教育支援課長 中学校の入学準備金については、75名に支給しております。 

○宮崎教育長 75人に支給したということですね。 

○牛込教育支援課長 はい。 

○宮崎教育長 実績が75人ですね。 

  よろしいですか、それで。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 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11、武蔵野市通級判定委員会設置要綱の一部を改正する要綱についてです。 

  これも教育支援課長から説明をお願いします。 

○牛込教育支援課長 武蔵野市通級判定委員会設置要綱の一部を改正する要綱でございます。

こちらにつきましては、平成29年４月から導入する特別支援教室制度に伴って、従来の情緒

障害等通級指導学級という名称を特別支援教室という名称に改めるという改正でございます。

その他、特別支援教室導入に伴う申請の手続、また、申請の様式の変更をするというのが改

正内容でございます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長の説明が終わりました。 
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  ただいまの説明にご質問、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 １ページ目のところにあります第２条の下線の部分なんですけれども、私の認識

では通級指導学級が今までの通級指導学級の教室ではなくて、各学校の特別支援教室になっ

たと思うんですけれども、このように２つ並べる必要があるんですか、並びにと。通級指導

学級即特別支援教室ではないのですか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 今回、特別支援教室になったのが、情緒障害種別でいうと情緒障害等通

級指導学級です。 

○山口委員 分かりました。失礼いたしました。 

○宮崎教育長 まだ残っているんですね。 

○山口委員 はい。ごめんなさい、分かりました。言語がそこに、難聴言語ですね。はい。 

○宮崎教育長 中学校も、まだこれからということになりますか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 中学校につきましては、現状、情緒障害の通級指導学級が残っており、

また今後、改正は予定されております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいでしょうか。 

  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12、武蔵野市特別支援教育推進委員会運営要綱の一部を改正する要綱につ

いてです。 

  教育支援課長からの説明をお願いします。 

○牛込教育支援課長 武蔵野市特別支援教育推進委員会運営要綱の一部を改正する要綱につい

て、説明をいたします。 

  特別支援教育推進委員会については、数年休会中でありました。平成28年度にこの特別支

援教育推進委員会のあり方を見直しまして、所管事項につきまして特別支援教育の推進に必

要な施策及び計画の立案、また計画の進行管理の２点に絞ったという改正であります。また、

その所管事項に応じまして、次ページの構成委員につきましても、少数に絞った形で実質的
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な議論を行っていくという改正をいたしました。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 改正の趣旨の説明がありました。 

  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。 

  渡邊委員。 

○渡邉委員 この２／２のところで、別表で学識経験者という項目がありますが、これはどの

ような方を想定されているのでしょうか。 

○宮崎教育長 学識経験者の想定はあるのですかということで、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 発達障害、特別支援教育を専門とする学識経験者の方を想定しておりま

す。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 ほかに。 

  山口委員。 

○山口委員 これってすごく役割が大きくなりますよね。従来のものだったら決められたこと

をうまく運営するために開いてやっていたということが基本的なところにかかわるように思

うんですが、そういう捉え方でいいですか。 

○宮崎教育長 性格でしたね。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 主な目的としましては、平成27年度に学校教育計画に基づき、特別支援

教育アクションプランを策定しました。その計画の実質的な進捗管理、また今後その中で重

点的に進めていく施策について、この委員会の中で議論をするというのが主目的であります。 

○宮崎教育長 かなり形、今先生がおっしゃったとおりで、形より実をとるような形でのいわ

ゆるメンバーの方たちに、非常に機動的な感じになってきた感じですよね。 

  よろしいですか。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 ほかにございませんか。 

  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13、武蔵野市と一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団との「災害時に

おける応急対策活動に関する協定書」についてです。 
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  これも教育支援課長、説明お願いします。 

○牛込教育支援課長 災害時における応急対策活動に関する協定書について説明をいたします。 

  これは、武蔵野市と一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団の間での災害時における応

急対策活動の協定でございます。給食・食育財団につきましては、武蔵野市の地域防災計画

において災害時には災害対策本部の避難所が教育支援課と同様、避難所班として位置づけら

れております。これまで武蔵野市では、各団体とこういった災害協力協定を結んでいたとこ

ろなんですけれども、このたび給食・食育財団と新たに協定を結びまして、具体的には災害

時に調理場の設備を利用した炊き出し、或いは食事の配送などの協力要請を災害時にしてい

くということを想定しています。 

  説明については以上でございます。 

○宮崎教育長 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。 

  本当に大切な協定だと思いますね。よろしいでしょうか。 

  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14、生涯学習事業補助に基づく事業の募集についてです。 

  これは生涯学習スポーツ課長から説明お願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 生涯学習事業補助に基づく事業の募集についてご説明をいた

します。 

  今年度、29年度につきましても、昨年度に引き続きお手元にございます14－１でございま

すが、武蔵野市生涯学習事業費補助金、それから14－２ですが、子ども文化・スポーツ・体

験活動団体事業費補助金、こちらの補助事業を行っていきたいと考えております。 

  両補助金とも要綱等に変更はなく、基本的な枠組みは昨年度と同じ方向で行いたいと考え

ております。いずれも方法等、内容につきましては、お開きいただいて２ページ、３ページ

の見開きのところのとおり進めたいと考えております。双方とも補助額は最大50万円でござ

います。 

  一番後ろのページに今後といいますか、申請から精算までの流れ、スケジュールが記載さ

れております。一番上の箱から２つに分かれまして、昨年と同様に10万円を超える事業につ

きましてはプレゼンテーションを行いまして、それで社会教育委員の皆様に審査を行ってい

ただく。10万円以下の事業につきましては、書類審査を行いまして、これも社会教育委員の

皆様に基本的には審査を行っていただいて、交付の決定をいたしたいと考えております。い

ずれもプレゼンテーションは５月16、23、30日の３日間をかけて行いまして、社会教育委員
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の皆様にお願いをしたいと考えております。 

  また、昨年度の審査におきまして社会教育委員の皆様からさまざまなご意見がございまし

たが、特に大きなものとして２点、当該団体だけが補助の恩恵を受けるのではなくて、広く

市民に開かれた事業であるべきというようなご意見、それからもう一つが、当該補助金の対

象事業であることをきちんと明記をして、また、インフォメーションをして事業を行っても

らうべきではないかというような意見がございました。 

  28年度の事業につきましては、生涯学習事業費補助金につきましては、地域運動会などの

事業が申請がされまして、13件の申請中９件に補助金が交付されました。支給額が173万

6,050円でございました。また、子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費につきま

しては、夏休み将棋教室、プロ棋士に挑戦ですとか、避難訓練学校一泊体験等の事業が出さ

れまして、15件の申請中14件に交付がございました。支給額は223万9,780円でございました。 

  説明は以上です。 

○宮崎教育長 生涯学習スポーツ課長の説明は終わりました。 

  何かご質問やご意見がありましたら、お願いをいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 どちらの事業にも交付対象としない事業と、中の開いたところに（８）であるん

ですが、３年連続して同じ内容で当該補助金交付を受けている事業は交付対象外なんですよ

ね。ということは、こういう問題はないんでしょうか。交付金がなくなったからその事業を

継続できないという問題は生じないのかなと思ったんですが、どうでしょうか。 

○宮崎教育長 事案があるかどうかですね。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 現在２年目の事業でございますので、実際にそういった事象

が、起こっているということはないんですが、補助金、この補助の趣旨としまして、定例的

なものではなくて、できれば広がりを持ったことを行っていただきたいと。その事業をやる

ことについて次のステップに踏み出していって、より広がったところでまた別の事業を行っ

ていただくというようなことを趣旨として捉えておりますので、同じものをこの補助金だけ

でどんどん続けていくというのは、補助の趣旨と合わないというところから、この３年まで

という形で一旦区切らせていただいているところでございます。 

○山口委員 じゃ、どちらかというと啓発することによって、その３年したら自分たちで工夫

して継続するものはしていくという、そういう趣旨のものですか。 
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○長谷川生涯学習スポーツ課長 はい。 

○山口委員 分かりました。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ほかに、ご質問やご意見、ございますか。 

  それでは、ないようですので、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15、東京オリンピック・パラリンピック等国際大会関連事業武蔵野市実施

本部設置要綱を廃止する要綱について及び報告事項16、武蔵野市オリンピック・パラリンピ

ック等国際大会関連事業庁内ワーキングスタッフ設置要綱を廃止する要綱についてです。 

  内容が共通しておりますので、あわせてこれについて生涯学習スポーツ課長から説明お願

いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、報告事項15及び16についてご説明いたします。 

  15につきましては、東京オリンピック・パラリンピック等国際大会関連事業武蔵野市実施

本部設置要綱を廃止する要綱についてでございます。16につきましては、武蔵野市オリンピ

ック・パラリンピック等国際大会関連事業庁内ワーキングスタッフ設置要綱を廃止する要綱

についてでございます。 

  いずれも報告事項に記載のとおり、両要綱を廃止するというものでございます。両要綱と

も平成29年４月１日付でオリンピック・パラリンピック担当が教育委員会から市長部局でご

ざいます企画調整課所管となったため、同日付を持って教育委員会所管の両要綱を廃止する

ものでございます。 

  なお、同日付で市長部局所管での同様の要綱が施行されております。 

  説明は以上です。 

○宮崎教育長 これは、担当が市長部局に移ったということによるものですが、何かご質問、

ご意見ございますでしょうか。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17、平成29年度武蔵野ふるさと歴史館事業実施計画についてです。 

  それでは、これは武蔵野ふるさと歴史館担当課長からご説明をお願いします。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 それでは、報告事項17について説明させていただきま

す。 

  先ほど主要事業でも説明させていただきましたので、これ以外の主なものについて説明を

させていただきます。 
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  １ページ目のところにありますように、企画展のところがございますが、①井の頭と江戸

という企画展をもうすぐ開催いたしますが、徳川将軍家からのゆかりの、今年の井の頭公園

を中心とした展示を行って参ります。これは井の頭公園が開園100年に当たりますので、そ

れに合わせたイベントということにもなっております。 

  さらに、幻の都市計画でございますが、例えば鉄道網が、今では中央線とか京王線になっ

ていますが、そうではないような鉄道網が敷かれていたのではないかとか、地名も今、例え

ば桜堤となっていますが、違う地名がついていたのではないかとか、学区指定とか違った形

になっていったのではないかとか、さまざまないろいろな形の考察がなされますので、今こ

れを検討しておりまして、もしかすると子どもたちも本当は自分たちで考えていただいて、

今、こうじゃない違う街になっていたのじゃないかということを知っていただいて、考えて

いただくというような展示ができればなと考えております。 

  それと、その下にある特別講座で、これにあわせまして井の頭公園の100年の記念講演会

というのがございます。三鷹市教育委員会と合同で行うという大変珍しい事業でございます

が、１日かけてさまざまな講演などを行って参りたいと思っております。 

  それでは、裏面の２ページをお願いいたします。 

  これは公文書に関する記述がたくさんございますが、公文書に関しては例年とそれほど大

きな変わりはございませんが、行政文書からの移管、選別廃棄からさらにそれを保管し、そ

して公開していくというプロセス、まだまだこれからでございますが、これに真剣に取り組

んでいきたいと考えております。 

  それでは、３ページお願い申し上げます。 

  ３ページ目のところの、これは先ほどの管理運営基本方針が30年度、来年で一旦終了とい

うことでございますが、前回の管理運営基本方針に基づいて、今後も、今年も運営して参り

たいと考えております。ですから、管理運営基本方針の作成、新しいものを作成していくと

同時に、それを見直していくということが今回の目的となっております。こうした目標値と

いうのを作るというのは、文化の場合、大変難しゅうございますが、次の基本方針において

は新たな評価基準というものを設けていきたいと考えております。 

  それでは４ページをお願い申し上げます。 

  ４ページのところです。目標値を上げたものと下げたものがございまして、実は歴史公文

書の利用点数を月１点とさせていただいたんですけれども、３点という目標を本来は掲げて

いたんでございますが、歴史館開館当時に歴史家の方たちがたくさんいらして、疑問だった
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ところをご覧になったこともあるんですが、それを一段落したことだけではなく、実は歴史

館の公文書員というのは、今回、埼玉の文書館から新しい新人が参りましたが、25名体制で

して、私ども１名でやっているという状況も正直ございまして、まだ文書の整理が完全では

ございません。こういった中で、無理に公開に対するＰＲだけを行ってしまうと難しいので

はないかということで、ここは一旦引き下がりまして、完全に準備ができてからきちんと宣

伝をして、たくさんの方に見ていただけるように、一旦は少しだけ目標を下げさせていただ

きまして、万全の準備を行いたいと考えております。 

  その一方で、来館者は１日約10名、前回75名を目標にしておりましたので、85名というこ

とで、約3,000人以上またアップするということで、これは大きな、さまざまな比較的、い

ろいろ努力をすることによって、より多くのお客さんに来ていただきたいと考えております。 

  それでは、５ページお願い申し上げます。５ページのところで先ほどのご質問もございま

したが、来館していく小学校の数を来年はぜひ全校にしたいという、そういう目標をここで

掲げております。 

  それでは、次の６ページをお願い申し上げます。 

  ６ページの中でも、私ども余り今回申し上げませんでしたが、文化財の指定ということも

大変大きな課題でございまして、今、秋本家文書というのを指定に向けて準備を進めており

まして、こうした指定に関しても真剣に取り組んでいこうと考えております。 

  最後についております一覧表は、年間を通じてきちんとした、こうした工程表に基づいて

歴史館の事業を進めて参りたいと検討しております。 

  以上で、歴史館の説明を終わらせていただきます。 

○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。 

  何かご質問やご意見がありましたら、お願いいたします。 

  来館者が上がりましたけれども、数字が85と。当初、30か何か、最初に設定したときはね。

大分上がったんですけれども、さらにハードルを上げているという。館長、変わったところ

ですけれども、大丈夫ですか。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 一応、大丈夫なように頑張ります。 

○宮崎教育長 そうですね。目標はなるべく高くしたいと思いますが。 

  ご質問、ご意見よろしいでしょうか。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。 

  報告事項は終わりました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他に入ります。 

  その他として、何かございますか。 

○大杉教育企画課長 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。 

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

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 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５月２日、火曜、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。 

  これをもちまして、平成29年第４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。 

午後 ０時２５分閉会 
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