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平成２９年第５回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年５月２日（火曜日） 

 

○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 本 ふみこ     委    員  山 口 彭 子 

   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 なし 

   ５．報告事項 

     （１）教科用図書採択協議会教科別調査委員会要領の一部を改正する要領につ

いて 

     （２）平成30年度使用小学校教科用図書（道徳）採択について 

     （３）平成29年度児童・生徒数及び学級数＜速報値＞について 
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     （４）平成28年度工事の遅延について 

   ６．その他 
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午前１１時００分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第５回教育委員会定例会を開会いたします。 

  初めに、会議録署名委員の指名を行います。 

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

山口委員、山本委員、そして私、宮崎、以上３名を指名させていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。 

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

いませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしとの声でございますので、それでは傍聴を許可いたします。 

  よろしくお願いします。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 これより、議事に入ります。 

  それでは、事務局報告に入ります。 

  竹内教育部長から報告をお願いいたします。 

○竹内教育部長 それでは、私から前回の教育委員会定例会以降の教育委員会の状況等に

ついてご報告させていただきます。 

  まず、教育委員会にかかわることについてご報告いたします。 

  知的障害のある児童を対象とした特別支援学級としては、本市で３番目となるひまわ

り学級が４月１日に開級いたしました。「ひまわり学級」の名称は、学校で募集し、明

るく前向きなイメージで、教室の前の花壇にヒマワリが咲くことなどから決定いたしま

した。４月14日には、第三小学校で開級式を行いました。市長、市議会議長を初め、約

110名の出席がありました。会議室で行われた式典では、来賓の方々から祝辞をいただ

き、また校長による学級説明も行いました。終了後、出席者の皆様を本校舎１階の教室

にご案内し、内覧会を行いました。ひまわり学級では、児童の特性に合わせた指導を行

うとともに、家庭や地域と連携し、学校全体で温かい雰囲気づくりをしながら教育活動
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を進めて参ります。 

  ５月６日、午前11時から吉祥寺駅北口ロータリー野外特設ステージにおいて、東京

2020オリンピック・パラリンピックフラッグ歓迎セレモニーが行われます。昨年10月か

らフラッグツアーとして、都内自治体を回ってきたオリンピック・パラリンピックのレ

プリカフラッグが同日に三鷹市から引き継がれ、12日、金曜日まで吉祥寺アトレのはな

びの広場に展示されます。セレモニーでは、市長、議長と武蔵野市ゆかりのアスリート

である卓球の加藤美優さん、水球の坂本梨歩さんが、ツアーアンバサダーの大林素子さ

んからフラッグを受け取る予定でございます。 

  図書館総合展運営委員会が主催する図書館総合展の地域フォーラムが５月27日、土曜

日ですが、成蹊大学で行われます。図書館総合展は、ことしで19回目を数える図書館関

連で国内最大のイベントで、読書、学習、研究環境についての最新の技術と知見が一堂

に会する場でございます。地域フォーラムでは、「年間190万人を集める武蔵野プレイ

スの設計と実践」をテーマに、前田洋一、武蔵野生涯学習振興事業団理事長らが講師を

努めてお話をいたします。また、これまで400冊以上の翻訳を手がけてこられた法政大

学教授の翻訳家、金原瑞人氏より、本と読書を通じて理解する異文化体験の講演もあり

ます。 

  同じ５月27日ですが、午後１時から市民文化会館大ホールにおいて、武蔵野市民芸術

文化協会と武蔵野市教育委員会の共催で、薫風フェスタが実施されます。今回の薫風フ

ェスタは、美空ひばりさんの生誕80周年を記念したさまざまな催しが行われる予定でご

ざいます。 

  ６月３日から11月18日まで、全14回の日程で、平成29年度土曜学校サイエンスクラブ

を開校いたします。対象年齢、定員は28年度と同様、小学校５年生から中学１年生まで

の児童・生徒45名でございます。今年度は、例年、会場として利用している大野田小学

校理科室が増築工事のため使用できないことから、武蔵野大学にご協力いただき、同大

学の西東京キャンパスの理科実験室をお借りして実施いたします。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  平成29年度も始まって約１カ月が過ぎました。各学校においては、進学、進級の緊張

感が少し和らぎ、新しい学校体制で落ちついた教育活動をスタートさせていると伺って

おります。一方では、５月の連休明けを中心に新しい環境にうまく適応できない児童・

生徒が出てくる時期でもあります。本市の独自の取り組みとして、今年度も連休明けに
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休みがちだった不登校傾向の児童・生徒の状況について調査を行い、早期の対応を図っ

て参ります。 

  ４月18日には、全国学力・学習状況調査が実施されました。今年度も例年と同じく、

知的障害特別支援学級に在籍している児童・生徒を除いた小学校第６学年、中学校第３

学年の全児童・生徒を対象に、小学校が国語・算数、中学校が国語・数学の２教科で行

われ、学習に関する質問紙調査も行われました。小学校５年生、中学校２年生を対象と

した７月に行われる東京都の児童・生徒の学力向上を図るための調査とあわせて調査結

果を分析し、今後の授業改善に生かせるようにして参ります。 

  今年度の研究指定校関係でございますが、教育課題研究開発校として千川小が２年目

の指定となります。千川小は体育科をテーマに、10月27日に研究発表を行う予定です。

また、教育研究奨励校として、新たに第三小と本宿小の２校を指定し、継続研究の第一

小、第二小、第五小、第三中と合わせて６校の指定となります。第三小と本宿小は、と

もに国語科をテーマに２年間で研究を行います。２年目の研究となる第一小は算数科で

11月10日に、第三中はＩＣＴ機器活用、学力向上で来年１月12日に、第五小は総合的な

学習の時間、道徳、体育で１月19日に、第二小は道徳で１月25日にそれぞれ研究発表を

行う予定でございます。 

  また、モデル校についてですが、食育モデル校として、境南小学校、千川小学校を引

き続き指定いたしました。また、タブレットＰＣ導入モデル校として、大野田小学校を

指定いたしました。各モデル校は、教育委員会が主催する研修会などで実践報告を発表

したり、各学校への情報発信をしたりなどをする予定です。 

  ５月下旬から始まる春の運動会やセカンドスクールについてご報告いたします。 

  運動会につきましては、５月20日に中学校が２校、５月27日に小学校が10校、６月３

日に小学校１校、中学校２校、６月10日に中学校１校、９月30日に中学校１校、いずれ

も土曜日ですが、それから10月７日に小学校１校が予定をしております。 

  セカンドスクールにつきましては、５月に中学校１校、６月に小学校１校、９月に小

学校11校、中学校４校、10月に中学校１校が予定しております。また、プレセカンドス

クールにつきましては、５月に１校、６月に１校、９月に５校、10月に５校が予定をし

ております。このほか、小学校の２校、移動教室、中学校の修学旅行も５月から順次実

施されます。 

  先生いきいきプロジェクトの取り組みの１つとして、副校長の事務負担を軽減すると
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ともに、学校の組織的な対応力の向上を図ることを狙いに、５月中旬には全校で勤務を

開始できるよう、副校長事務補助、臨時的任用職員の配置を進めております。 

  また、開かれた学校づくり協議会、代表者会委嘱式と今年度、２年目の取り組みとな

る地域コーディネーターの委嘱式については、ともに５月19日、金曜日に開催いたしま

す。 

  井の頭恩賜公園が平成29年５月に開園100周年を迎えるに当たり、さまざまな記念行

事が実施されます。井の頭恩賜公園100歳記念ウィークの一環として、昨日ですが、５

月１日の午後、井の頭恩賜公園開園100周年記念式典が行われましたが、井之頭小の５

年生及び三鷹市立第四小の５年生による子どもたちの100年宣言が行われました。 

  また、５月３日の武蔵野ファミリーフェスタでは、第一小と第三小の合同バンドによ

る演奏が行われます。 

  以上で、学校の状況についてのご報告を終わります。 

  事務局報告は、以上でございます。 

○宮崎教育長 教育部長の報告は終わりました。 

  ただいまの報告に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  特にございませんか。よろしいですか。 

  それでは、報告は終わります。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 次に、本日は議案及び協議事項はございませんので、報告事項に入ります。 

  報告事項１、教科用図書採択協議会教科別調査委員会要領の一部を改正する要領につ

いて及び２、平成30年度使用小学校教科用図書（道徳）採択についてです。 

  これらの報告事項につきましては、いずれも今年度実施する小学校教科用図書の採択

にかかわることですので、一括して報告をいたします。 

  それでは、これは統括指導主事からお願いいたします。 

○木下統括指導主事 それでは、ご説明をさせていただきます。 

  今回、要領を改正する理由でございますが、特別の教科道徳が平成30年度より使用す

る小学校の教科用図書として初めての採択となるため、別表第１の小学校及び別表第２

の中学校の教科別調査委員会として、それぞれ道徳科調査委員会を追加するものでござ

います。 
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  なお、委員の人数でございますが、他教科とのバランス等を考慮し、３名といたして

おります。 

  また、前回の中学校の教科書採択の際に、社会科の教科書が地理、歴史、公民、地図

の４種目あるため、社会科調査委員会委員長からの申し出により、８名の委員体制で調

査を行ったという経緯があり、今後も同様の体制で行ったほうがよいとの判断により、

別表第２の社会科調査委員会の委員の人数を８人以内と変更するものでございます。 

  なお、本要領は、平成29年４月10日からの施行となっております。 

  次に、平成30年度使用小学校教科用図書（道徳）の採択について、説明いたします。 

  １の教科書採択についてでございますが、義務教育諸学校では、「義務教育諸学校の

教科用図書の無償措置に関する法律」に定められております各教科の授業において文部

科学省の検定を経た教科書を使用することが義務づけられております。そのために、原

則的に４年ごとに教科書採択が行われ、武蔵野市教育委員会が採択をすることになって

おります。ただし、今年度は新たに特別の教科として、平成30・31年度の２年間使用す

る小学校道徳の教科書のみの採択となります。 

  教科書採択を行うに当たり、資料等の作成や調査資料の妥当性を協議する諸機関、

「教科用図書採択協議会」と各教科の内容を確認して資料を作成する「教科別調査委員

会」を設置いたします。 

  また、市民に広く意見や要望を述べる機会として図書館等の公的機関に各者教科書の

見本本を展示しています。さらに、各学校に各者教科書の見本本を送付し、現場の先生

方の意見・感想等も聴取をして参ります。 

  ４の教科書採択の流れをご覧ください。 

  武蔵野市教育委員会から教科用図書採択協議会及び教科別調査委員会に検討、調査を

依頼し、まず委員長に委嘱した校長及び委員の教員をメンバーとする教科別調査委員会

で教科書を吟味し、調査研究資料を作成します。その後、教科用図書採択協議会では、

教科別調査委員長の校長による調査研究資料をもとにした報告と検討、協議を行います。

協議会での検討結果の報告内容の取りまとめと並行して、図書館等で行う教科書展示会

で寄せられた市民の方の声と見本本をワンセットずつ学校に配布し、現場の教員からの

得られた意見、感想を集約いたします。それらの意見を、結果を取りまとめ、教育委員

の皆様にお示しし、教科、種目ごとに１者を採択いたします。 

  なお、毎年、行われています特別支援学級における一般図書の採択も、あわせて行っ
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て参ります。 

  また、教科書採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

施行令によって、第13条によって８月31日までに行うこととなっております。 

  今後の教科書採択に向けての予定については、資料３のとおりに進めさせていただき

ます。 

  ８月２日の教育委員会定例会で採決を行っていただけるよう、今後、日程調整をさせ

ていただきます。 

  報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 統括指導主事の説明が終わりました。 

  これに何かご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 １点は、社会科調査委員会で７人から８人ということで、１人増えますが、

これは地理、歴史、公民、地図で大体２人ずつでやろうと、そういうような趣旨なのか

なと感じました。そのような分担なのかどうか。２点目は、次の流れの中で、市民の声

というのがございますが、この上の表では６月中旬①②③の中に、特に市民の声をどう

まとめていくかという、その辺の状況をお知らせいただければと思います。 

○宮崎教育長 では、まず社会科の８人体制の趣旨と、それから市民の声をまとめる予定

ですね、どのような日程で。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 まず、社会科のほうでございますが、一応、大まかな分け方として

は、それぞれ２名ずつということで想定をしていますが、実際、一昨年行った際には、

とにかく地理と地図を一体に見たほうが分かりやすいというような先生方の声もござい

まして、実態は先生方のやりやすいような形で、人数については配分をお任せする形で

行ってまいりたいと考えております。 

  それから、市民の声のところにつきましては、教科書の数、供給される数によって配

置する時期、具体的に言うと小学校が12校ございますので、そちらに２回に分けて行っ

たりというところで、今、正確な教科書の数が確定しないという状況もございまして、

大体６月ごろに図書館に配置をして、それを同時に置けるか、それとも順番に置けるか

というところが、その教科書の数によって変わってくるところがございますので、大ま

かに６月ごろということで行って参ります。ちょっと資料のほうについては見にくいと
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ころがあったというところで、訂正をさせていただきたいと思っております。 

○宮崎教育長 ６月ごろにまとめると、市民の声を。 

○木下統括指導主事 はい、そうです。 

○宮崎教育長 渡邉委員、いかがですか。 

○渡邉委員 結構です。６月中旬のところの①、②、③のところには、その市民の声をぜ

ひ記入しておいていただければ。 

○宮崎教育長 入れるということですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 よろしいですね。 

  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

  ありましたらお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 この改正後は、道徳の調査委員会は３人以内となっていますが、今回だけが

道徳で、次からは全教科になってきますよね。だから、３人というのは分かるんですが、

今回はとにかく教科書として検討し、採択していくというのは初めてなので、準プラス

協力員みたいなのを置かなくていいのかなと思ったんですが。このメンバーとしては、

ほかの教科を考えると３人というのは、次の改定の採択のときは妥当だと思うんですが、

今回の最初の取り組みのときに３人でいいのかなという思いがあるんですが、どうでし

ょうか。 

○宮崎教育長 統括指導主事。 

○木下統括指導主事 今年度、採択の検討になる教科書の数は全部で８者でございます。

その８者という数と、あと事前に道徳関係の市内の校長先生、先生方にも状況等も伺い

をした上で、人数的には今回の人数で研究等ができるだろうというご意見もいただいた

上で、今回の人数は決めさせていただいております。ただ、今回のことを踏まえて変え

ていきたいということであれば、また意見を伺いながら、次は検討をしていきたいと考

えております。 

○宮崎教育長 山口委員、生活科が生まれた最初の採択のときは、どんな感じだったんで

すか。 

○山口委員 とにかく、生活科の教科書が、最初は教科書ないみたいなことを言って、出

てきましたよね。初めてみんな接するわけですから。道徳については、全部、各学校で
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やっていましたよね。今までは学校で検討して頼んでいた。 

○宮崎教育長 そうです。 

○山口委員 それが、今度は一斉に武蔵野市としては１者になっていくというときに、も

っともっと、学校の意見集約があるのでいいのかなとは思うんです。特別に準調査委員

みたいなのがあっても、最初の年の取り組みとしてはいいのかなと思ったものですから。

ここに条例として書いていく必要はないと思うんですけれども、そういう協力を得ても

いいのかなと思ったんです。 

○宮崎教育長 今の山口委員のご意見のように、例えばこれから実際に進めていく段階で、

やはり補助的に少しご意見を集められるようなこともということであれば、例えば武教

研の部会のほうに何か協力をお願いするとか、何らかの今おっしゃったような補助的な

何かを、準協力者みたいな方をお願いするとか、少し柔軟に考えてもいいかもしれませ

んね。 

○木下統括指導主事 わかりました。 

○宮崎教育長 調査委員になられた３人がすごい苦労したというのでは、かわいそうにな

りますので。 

  特に道徳の教科書は、検定の結果の段階で大分ニュースにもなったりしていて、中身

がいろいろ期待されるところもあるし、どんなふうになっているかなと、関心も高いと

思いますので、しっかりした研究を進めたいと思います。 

  ほかにいかがでしょうか、この件につきまして。 

  よろしいですか。 

  それでは、２つの報告事項でございますが、この２件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年度児童・生徒数及び学級数＜速報値＞についてです。 

  この報告事項につきましては、教育支援課長からお願いします。 

○牛込教育支援課長 それでは、教育支援課から平成29年度児童・生徒数及び学級数＜速

報値＞について、報告をいたします。 

  例年、学校基本調査の基準日である５月１日現在の数を報告しておりましたけれども、

今回、定例会の日程の関係で４月７日現在の児童・生徒数の数を報告させていただきま

す。 

  表をご覧ください。表の縦軸については、学校名となっております。横軸については、
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通常の学級の学年順、その後、特別支援学級の欄になっております。 

  この表の一番の右下が児童・生徒数の総計となっております。平成29年度の児童・生

徒数の総計は7,493名となっております。 

  昨年度、表の下の囲みにも記載をしましたとおり、昨年度、平成28年度と比較をいた

しまして、小学校は102名の増加、中学校は45名の増加となっております。この中で、

特に児童・生徒数が増加した学校は、井之頭小学校、桜野小学校、また第四中学校とな

っております。 

  特別支援学級については、小学校の通級指導学級及び特別支援教室の児童数が増加し

た関係で、学級数が増加しております。また、第四中学校については、平成28年度は休

級をしていた「いぶき学級」が再開したことに伴い、学級数が増加しております。 

  報告については以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長からの説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

  山口委員、お願いします。 

○山口委員 特別支援学級についてですけれども、この前の４月の主要事業報告のところ

で、「これまでの取り組み」の項目で小・中学校６種９校14学級の特別支援学級と書い

てあったんですが、14学級がこの37ですか。どこがどういうふうに増えたのか、教えて

いただきたいと思います。 

○宮崎教育長 お願いします。 

○牛込教育支援課長 14学級というのは、障害種別ごとの数ということになっておりまし

て、例えば大野田小学校のむらさき学級について、障害種別でいうと１学級なんですけ

れども、この表に記載しております数でいいますと、大野田小のむらさき学級は８名で

１学級とカウントしておる関係で、３学級とカウントをしております。大野田小学校に

ついては、今４学級と記載しておるんですけれども、むらさき学級の３学級といぶき学

級の１学級で、計４学級というカウントにしております。ここで、この表で記載してお

る学級については、児童数、生徒数に応じた学級数ということで記載をしているところ

です。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 では、桜野小学校の９とか、それから第四小学校の７という、これはどうな
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るんですか。 

○牛込教育支援課長 これは桜野小学校の９学級につきましては、通級指導学級のこだま

学級と特別支援教室のこぶし教室を合計した学級数になっておりまして、内訳でいいま

すと、こだま学級のほうは３学級とカウントしております。こぶし教室については、６

学級というカウントをしております。 

  第四小学校の７学級につきましては、特別支援教室のはなみずき教室になりますけれ

ども、こちらは10人に１人の学級というカウントをしておりまして、今年度はなみずき

教室については61名の在籍があるということで、７学級というカウントをしております。 

○山口委員 そうすると、これまでの取り組みの14学級というのと、捉え方、学級数では

ないということですね、こちらのほうは。 

○牛込教育支援課長 そうですね。 

○山口委員 こちらは学級の実際の数、今日の報告は。ああ、それで違うんですね。わか

りました。 

○宮崎教育長 この表については、これまでもそのような、そのカウントできているんで

すか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 この児童・生徒数、学級数の表については、児童数に応じた学級数

の表記をしております。 

○宮崎教育長 認可された学級の数でカウントしているということですね。いわゆる種別

の大きなくくりとしての学級としての数ではなくということですね。 

○山口委員 わかりました。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山口委員 はい、ありがとうございました。 

○宮崎教育長 渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 ご説明でわかるんですけれども、実際に上の数字でいくと人数はゼロになっ

ているんだけれども、７学級あるという、その辺がわかりにくい。 

○宮崎教育長 では、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 そうです。ゼロというのは、通級指導学級と特別支援教室の児童・

生徒さんについては、通常は１年２組とか、そういった通常の学級に在籍をしていると

いう関係で、こちらの特別支援学級の欄についてはゼロ人という表記とし、合計欄には
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実数、実際の児童・生徒数を表記しています。 

○渡邉委員 我々は毎年ここに出てくるから分かるのですが、実際には公表される数字だ

と思うのです。その辺の説明を少し加えていただけるとありがたい。下に書いてあるん

でしょうけれども、実際にはそれだけいらっしゃるということなんですよね。 

○宮崎教育長 ダブルカウントになるわけですね。通級の行った先でも数えたりすると、

１人の子が行ったり来たりするわけですからね。ただ、そういうことをどう説明するか。 

○山口委員 どこかに通級児童数が書いてあるとわかる、欄外でもいいから。 

○宮崎教育長 合計児童数がね。 

○山口委員 通級児童数が書いてあると、この学級数の多さというのも理解できますよね。

でも、この総計であるのは、これは在籍している固定の数なので、通級はどこにも出て

こない。でも、ここへ出す、この枠の中へ書くとダブルカウントですね、在籍を２つ書

くことになってしまい。そこで欄外に書いて。 

○宮崎教育長 表現が難しいんです。 

○渡邉委員 この中に入れなくても…… 

○宮崎教育長 何らかのこの説明みたいな形で、少し簡潔に工夫していただいて、次回か

ら補っていただければと思いますけれども、できますかね。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 表記については、工夫して分かりやすいように改めていきたいと思

います。 

○山口委員 通級児童数何名って書き方でいいから。 

○宮崎教育長 下に説明は今回入れてくれていますけれども、比較で小学校で102、中学

校が45名の増加ということで、去年と比べて150人近く増えてきているということで、

見通したような感じで増えてきているんでしょうかね。そこが心配なんです。 

  そこら辺、教育支援課長、どうぞ。 

○牛込教育支援課長 そうですね、全市的に児童・生徒数が増加傾向にありまして、今後

もこの傾向が続いていくと見込んでおります。 

○宮崎教育長 全体に少子化の時代と言われて、長く大きく見ると減っていくわけですが、

しかし比較的都市部に集中の関係もあって、児童・生徒数は増える期間も当面はあると

いうことですよね。大変難しいですね、このときのいろいろ資料、推計の仕方とか、そ

れに応じた行政というのが必要になってくると思います。 
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  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。 

  なお、先ほどの説明等について、読み方のですね、もし少し工夫していただくという

ことでお願いしたいと思います。 

  次に、報告事項４ですね、平成28年度工事の遅延についてでございます。 

  これは生涯学習スポーツ課長から説明をお願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、平成28年度の工事の遅延について説明をいたしま

す。 

  報告事項４、それからその資料をご覧いただきながらお聞きいただければと思います。 

  工事の内容ですが、主文及び１の工事件名にありますとおり、都立武蔵野中央公園の

スプリンクラーの給水設備に関する工事でございます。 

  ご案内のとおり中央公園のスポーツ広場につきましては、生涯学習事業団が利用管理

を行っておりまして、同広場のスプリンクラーまでの給水管につきましても市が管理を

行っております。 

  工事の内容でございますけれども、４の経緯に記載をされておりますが、中央公園の

拡張に伴いまして一部道路部分が公園の敷地になります。 

  ２枚目の資料をご覧いただけますでしょうか。 

  ちょっと分かりづらいのですが、真ん中のところに細長い長方形の部分、太線に囲ま

れた長方形の部分がございまして、そこが道路部分から新たに公園の敷地になる部分で

ございます。この部分から左側の部分が、現在の中央公園の一番の東端に当たる部分で

ございます。この部分から右側の部分が、以前までは都営住宅になっておりまして、今

後、公園として管理される部分ということになります。この地図の上の部分が、ちょう

どスバルの社宅、武蔵野北高校等がある部分でございます。 

  この道路から公園敷地になることに伴いまして、旧道路部分の地下にあります市の水

道部の配水管が撤去されます。このため、新たに同じ箇所に給水管、市の管を敷設する

必要がございますので、今回の工事につきましては、これが内容になっております。同

じ部分につきましては、スポーツ広場のスプリンクラーだけでなく、東京都が管理をし

ておりますトイレの給水にも使われておりますので、東京都もここに合わせて給水管を

敷設いたします。ですので、我々市でも、この工事に合わせて同じ業者にスプリンクラ
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ーの給水管もつけてくださいとお願いをしております。工事が始まりましたところ、図

面にはなかった東京都の高圧管が見つかったため、この撤去等に調整を要するという形

になりましたので、工事に遅延が生じたということでございます。 

  当初の工期としましては、２番にありますとおり１月27日から３月21日までの予定で

行っておりましたが、調整を行った後、５月中には完了の見込みということになってお

ります。 

  今後、６月議会で報告をする予定でございます。 

  報告については以上でございます。 

○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。 

  ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  図面、見てもよく分からないですね。本当に何か複雑。結構、入り組んでいるんです

ね、こちらで。当初わからなかった管が発見されて、それを撤去するためにまた時間が

かかってしまうということで、一種の事故が起きたということですね。 

  質問、ご意見、いかがでしょうか。 

  この高圧管といいますかね、これが撤去されれば、あとは支障なくいくという見通し

はあるわけですね。 

  課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 ご指摘のとおりです。ここの撤去さえ完了すれば、あと

はスムーズにいきますので、調整さえ終わってしまえば、工事そのものは数日で進めら

れると聞いております。 

○宮崎教育長 ああ、そうですか。わかりました。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 ちょっとお尋ねなんですけれども、戦時中の関係だろうと思うんですけれど

も、不明管と思われるという説明だけで大丈夫でしょうか。不安じゃないですか。きっ

とすごく深いところにあった不明管と聞かされたら、どういうふうに感じるかなって少

し心配になりました。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 恐れ入ります。割と地中に、図面にない状態で、こうい

った電気関係、水道関係の管が埋め殺しになっているというのが、割とこの工事関係で
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はございます。そういったものを、我々、不明管と呼んでいるので、言葉の響きから不

安な部分がございますけれども、言葉の使い方には気をつけてみたいとは思います。 

○山本委員 決まっている言葉だと思うんですけれども、お問い合わせがあったときには、

きちんと答えられるようにと思うんです。何かいろんなものが埋まっているというのは

不安だと思うので、よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 今、東京都の工事担当のほうで調整と内容の確認を行っ

ておりますけれども、どういった理由で、こういった内容の管が埋まっていたというこ

とについては、きちんと我々のほうでも説明を受けて、何かあればきちんとご説明でき

るようにはしておきたいと思います。 

○宮崎教育長 議会などでも、そういうご質問あるかもしれませんね。 

  ちょっと余計な心配かもしれませんが、今、山本委員がおっしゃったようなご心配で、

こういうかなり古いものもあったりとかするかと思うんですけれども、そういう所在が

はっきりわからない状態で偶然こうやって見つかるような、そういったものの中には、

今回のものはそんなに危険はないと思われますけれども、何かそういうこともあったり

するんでしょうか、古いガス管とかそれの残ったものがそのまま埋まっているとかとい

うことは、起こり得るんでしょうかね。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 今回の部分については、完全に用途を廃止してあるもの

で、使っていないものであるので危険はないと聞いております。一般的に、確かにこう

いった地面を掘る工事をした場合には、現在も生きているのか、生きていないのか分か

らないような管が埋まっているというようなことはたまにある、と聞いておりますが、

今回の部分についてはあくまでも用途としては廃止されているもので、危険はないと聞

いております。 

○宮崎教育長 なるほど、わかりました。 

  教育部長。 

○竹内教育部長 その一番極端な例ですけれども、不発爆弾が、あそこのＮＴＴとか、そ

れから競技場でも過去に関前も含めて出た例があって、大体そういうような場所ですか

ら、この周辺のものについては、そういう基礎を入れるとか、そういうことに当たるよ

うな危険性が、可能性があるわけなんで、そういう工事の場合には全部地下の調査をし
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て、その上で確認をして、存在については確認をしてから工事に入るという形になって

いるようです。 

○宮崎教育長 では、かなり慎重に扱うことになっているんですね。 

  ほかにご質問、いかがですか。よろしいですか。 

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

たものといたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

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

◎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。 

  いかがでしょうか。 

  いいですか。 

  では、１件。武蔵野ふるさと歴史館担当課長ですね。お願いします。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 ふるさと歴史館で、年報というのをお配りさせて

いただいていますけれども、この開館から２年間の部分の事業報告となっております。

前年度については、現在まだ作成しまして、さらにこれをバージョンアップと申しまし

ょうか、私どもの学芸員等が何名か在籍しておりますので、そういった研究報告なども

含めたような形で、これをさらにレベルアップしていこうと考えております。今回の段

階では、まず出そうということだったので、各博物館が出している年報という形で事業

報告をさせていただいているものでございます。それで、やがてもう少しバージョンア

ップさせて、基本のような形に近づけるような形で持っていきたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 ふるさと歴史館の年報という形で、26・27年度分が刊行されるということ

ですね。 

  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 質問じゃないんですけれども、非常にきれいな形でまとめていただいて、ど

うもありがとうございます。私、いつも申し上げているように歴史館のファンなので、

どんどんこういう形で、またよりきれいなというか、カラーは難しいかもしれませんけ
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れども、来年度、再来年度、うまくまとめていっていただけるとありがいたいと思いま

す。 

  よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 そういうご要望がございますので、このよさを持続してほしいと思います

ね。 

  ちょっと私から質問ですけれども、26・27年度として今、出していただいたんですが、

今後は、例えば28年度の分は28年度中に出るのか、それとも29年度に出るのか、それと

もやはり２年に１回ぐらいで出るものなのかとか、ちょっと今後のことを教えていただ

けますか。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 毎年度、出していく形で、次には今年度中には前

年度分を出すという形で…… 

○宮崎教育長 28年度分を出す。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 はい、そうですね。 

○宮崎教育長 そうすると、翌年にその前年のものをまとめて出すということですね。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 はい、そのような形で。 

○宮崎教育長 大体、今ごろの時期を考えるんですか、もうちょっと後になるんですか。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 もう少し後の時期になってくると思いますけれど

も…… 

○宮崎教育長 そうですね。 

  では、今後はそういう形で続けていくということですので。特にふるさと歴史館、か

なり意欲的にいろんなテーマを取り上げて調査研究、展示を計画していただいています

ので、大変いい記録になると思いますので、広くご覧いただくといいかと思います。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、ただいま、その他で１件追加されました武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館

の年報につきましては、ご了承いただいたものといたします。 

  それでは、ほかにその他ございませんね。 

○大杉教育企画課長 ございません。 

○宮崎教育長 それでは、これをもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

  次回の教育委員会定例会は６月７日、水曜日、午前10時から開催いたしますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

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

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 平成29年第５回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時４５分閉会 
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