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平成29年第６回武蔵野市教育委員会定例会 
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   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 

     （１）平成29年度武蔵野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価報告書（平成28年度分）について（重点事業の点検・

評価部分） 

     （２）武蔵野市小中一貫教育検討委員会の設置要綱等について 

   ５．報告事項 
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     （１）平成28年度教育部各計画の実施状況について 

     （２）教育部業務状況報告について 

     （３）武蔵野市立小中学校児童生徒数推計結果について 

     （４）学校給食施設検討委員会の検討状況について 

     （５）施設整備計画の事後評価について 

   ６．その他 
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午前１０時００分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第６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、私のほ

うから山本委員、渡邉委員、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 異議なしということですので、それでは傍聴を許可いたします。 

          （傍聴者 入室） 

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

◎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、初めに事務局報告です。 

  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

ついて報告させていただきます。 

  ５月16日に文教委員会が開催されました。教育委員会から１件の行政報告をいたしま

した。それは、武蔵野市立小中学校児童生徒数の推計結果でございます。主な質疑につ

いてご報告します。 

  まず、竹内まさおり委員からは、平成34年度に生産緑地の解除申請が来ることも予想

されるが、そのことは織り込んでいるのかとのお尋ねがありました。 

  担当課長より、現在、開発行為が把握されているもののみ反映しているとお答えしま

した。 

  次に、高野恒一郎委員から、人口推計の方法と全部の学校を検証しているのか、自校

式の学校では給食提供数を増強できるのかとのお尋ねがありました。 
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  担当課長から、住民基本台帳のデータから学区に住んでいる人口をベースに推計して

いること、市立全小中学校を検討していることをお答えし、単独校については、調理施

設を増強することで対応することを検討しているとお答えしました。 

  次に、内山さとこ委員からは、人口推計の取り扱いや、庁内検討会議は何を指すのか、

指定校変更制度改正と、学区の見直しは行うのかとのお尋ねがありました。 

  部長より、この対策会議は教育企画課で所管しているが、学校に関する庁内の関係課

が入っていること。推計に基づいて、他の対応が必要な場合は、庁内関係課が必要な連

携をとっていくことをお答えし、担当課長からは学区の見直し等については、児童数の

ピークに向けて見直すかどうかから含めて検討しているとお答えしました。 

  次に、山本ひとみ委員からは、この推計結果から、小中一貫校や統廃合はないという

前提でよいか、公立中学校への進学率は増える想定をしているのか、普通教室への転用

はいつまでに、どのように行うかはどこで検討するのかとのお尋ねがございました。 

  担当課長より、今回の推計は、短期の課題に対応するためのもので、それらを前提と

しているわけではないこと、現在の平均の進学率で推計していること、児童生徒増加対

策会議で学校と協議しながら検討しているとお答えしました。次に浜田委員から、桜野

小学校について、当面は児童が増えて将来的に減ることについてのお尋ねには、担当課

長より、あと１つ、２つ普通教室が必要と考えており、その確保策は学校と協議してい

るとお答えしました。 

  平成29年第２回市議会定例会が６月５日から26日までの会期で行われております。既

に通告されております一般質問の概要についてご説明いたします。今回の一般質問では、

19人の議員より通告があり、そのうち、教育長より答弁申し上げますのは７人です。質

問の主な内容についてご説明します。 

  まず、民主生活者ネットの川名ゆうじ議員から、市として、子どもの視力を守るべき

という考えから、本市の幼児期から中学生までの視力の現状はどうなっているか。スマ

ートフォンやゲームが視力に影響していると考えられるか。ＩＣＴ機器についても適切

な利用をするよう周知をするべきではないかとのお尋ねがありました。 

  次に空の山本ひとみ議員から、給食食材の放射性物質測定のあり方として、検査の実

績と評価、小中学校の食材選定の方針とそれについての研修、まるごと検査を見直し、

単体の食材検査に移行することについての見解などについてお尋ねがありました。 

  次に、内山さとこ議員から、次期学習指導要領に関して、時間数の確保に関連して、
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今後、セカンドスクールや土曜学校の見直しを検討せざるを得ないのではないか、道徳

の教科化についての教科書の選定方法・スケジュール、小中一貫教育の検討においても

独自教科を設ける必要性、自己有用感という言葉の意味・根拠・目的などについてのお

尋ねがありました。 

  次に、むさしの志民会議の竹内まさおり議員からは、農林水産省が中心に作成した食

事バランスをどのように取り扱っているか、本市で行われた市民の健康づくりに関する

アンケート調査への見解、妊娠・出産等に関する知識の普及と若年のうちから、みずか

らライフプランを設計できる取組についての見解についてお尋ねがありました。 

  次に、むさしの志民会議の深田貴美子議員からは、学校給食の安全、国際安全基準Ｈ

ＡＣＣＰに関連して、学校給食の衛生管理における国際安全基準の検討の経過、調理場

における国際安全基準の点検評価の実績と課題、武蔵野市学校給食施設検討委員会にお

ける国際安全基準の検討、予備食の取り扱いについてお尋ねがありました。 

  次に、市議会公明党の浜田けい子議員から、健康寿命・活動寿命延命の取組として、

市民がより運動を行いやすい環境を整えてほしいが見解を伺いたい、また、運動器の障

害による移動機能の低下した状態であるロコモティブシンドローム対策の普及・啓発に

ついての取組についてのお尋ねがありました。 

  最後に、空の斉藤シンイチ議員から、地域福祉での課題整理や解決においての教育分

野の取組について、小中一貫教育検討委員会の検討状況、小中連携教育協力校の研究の

進め方や内容、小中連携や小中一貫教育の検討過程の見えにくさについての改善策など

についてお尋ねがありました。 

  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。 

  ５月19日に地域コーディネーター委嘱状交付式を開催しました。各校長から推薦を受

けた18名の方々にコーディネーターをお願いし、委嘱状をお渡ししました。今年度も各

学校に配置した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り、保護

者や地域の皆様の協力を得ながら、教室環境の整備、教育活動の充実等に向けた支援を

行って参ります。 

  ５月19日に開かれた学校づくり協議会委員委嘱状交付式を開催しました。各校長から

推薦を受けた地域の有識者や保護者など140名の方々に委員をお願いし、各校の代表の

方に委嘱状を受けとっていただきました。当日は66名の委員の方にご出席いただきまし

た。委嘱状交付の後、教育部長より今年度の教育委員会の主要施策について説明し、各
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課長より、学校教育、特別支援教育などにかかる重点的事業や、武蔵野ふるさと歴史館

の取組について説明をいたしました。既に開催している学校もございますが、各学校に

おいて年間４回程度の協議会を開催し、今年度の学校経営方針を初め、学校の教育活動

前半、児童生徒の指導についてご説明し、ご意見をいただくとともに、学校関係者とし

て、学校の自己評価や改善策に対して協議していただきます。今年度も２回の代表者会

を開催し、教育委員会としての取組や今後の開かれた学校づくり協議会のあり方を含め、

ご意見をいただき、より一層地域に開かれた特色ある学校づくりを充実して参ります。 

  ５月21日、武蔵野陸上競技場において、Sport for Allラグビーが開催され、ゴール

キックなどラグビー体験イベントや、ウイルチェアラグビーのリオパラリンピック銅メ

ダリストらによるゲストトーク、創立50周年を迎えた武蔵野ラグビースクールの記念試

合等が行われました。当日は443名の参加者をお迎えしました。 

  ５月27日、武蔵野市民芸術文化協会と武蔵野市教育委員会の共催により、市政70周年

記念の薫風フェスタが武蔵野市民文化会館で行われました。今回、美空ひばりさんの生

誕80年を記念して、さまざまな催しが実施され、出演者を含めて1,450名の来場者がご

ざいました。 

  最後に市内の学校の状況についてご報告します。 

  ５月、６月は市内の多くの小中学校で運動会や学校公開、またセカンドスクール、修

学旅行などが行われております。先週までに15校で運動会が実施されました。今後、今

週の土曜日に１校、これは五中ですが、秋に２校が運動会を実施する予定です。セカン

ドスクールは既に中学校が１校、二中でございますが実施され、第四小学校は本日終了

の予定になっております。セカンドスクールも５月に１校が実施し、無事に終了してお

ります。 

  以上で学校状況についての報告を終わります。 

  事務局の報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 報告は終わりました。 

  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。 

  いかがでしょうか。よろしいですか。 

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

◎協議事項 

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

  協議事項１、平成29年度武蔵野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価報告書（平成28年度分）について、重点事業の点検、評価部分を議題

といたします。 

  これは教育企画課長から、順次説明して参ります。よろしくお願いします。 

○大杉教育企画課長 それでは、協議事項につきまして、ご説明を申し上げます。 

  こちらの平成29年度の武蔵野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況

の点検でございますけれども、地方教育行政法の規定によりまして、教育委員会として

自己評価を行い、また有識者のヒアリングを経て公表し、市議会にも報告するものでご

ざいます。本日は、ご協議をお願いいたしまして、修正等がございましたら、それを反

映させた形で、次回７月の教育委員会定例会で議決をいただきたいと考えております。 

  それでは、まず教育企画課分の事業についてのご説明でございます。 

  ２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けれど

も、28年度は策定委員会の部会等を開催いたしまして、これからの武蔵野市の学校教育

に求められる目標、施設整備の考え方、施設規模、各諸室の配置等についての考え方、

論点を整理いたしまして、中間まとめとして公表をいたしました。 

  今後は29年度に設置される小中一貫教育の検討委員会の検討の結果を踏まえまして、

30年度に策定作業を進めて、計画として固めていきたいと思っております。 

  続きまして、桜堤小学校は跡地の整備と第２校庭的活用の検討でございます。昨年は、

旧桜堤小学校の校舎のお別れの内覧会を行いまして、357人の方が来場した中で送るこ

とができました。 

  昨年12月、市議会において解体工事の契約議案を議決いたしまして、今年の２月から

解体工事を始めているところでございます。 

  今後の取組といたしましては、29年度内に校舎・体育館等の解体工事を完了させ、校

庭の整地を行っていきたいと考えております。また、校舎を解体した後の暫定的な利用

法についての検討も行って参りたいと思います。 

  続きまして４ページ目、大野田小学校児童増加対策でございます。こちらにつきまし

ては、大野田小学校の児童増加対策の庁内関係課会議において検討を行いまして、増築

校舎が必要という結論を得まして、昨年の市議会９月の定例会に補正予算案をお認めい

ただいたものでございます。そこの中で、陳情の中で、近隣の方に配慮する事項等もご
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ざいましたので、計画内容を修正いたしまして、平成29年の１月から２月にかけて、近

隣・保護者の方々に説明を行ったところでございます。 

  今後の取組といたしましては、平成29年度内に増築校舎を建設するということで、こ

れから工事を行い、またビオトープにつきましても学校敷地内で別の場所に移設すると

ころでございます。 

  また、学区域の見直しについては、近隣の小学校に与える影響をよく考慮しながら、

今後、慎重に検討していくところでございます。 

  続きまして、武蔵野市教育史続編の編纂でございます。こちらにつきましては、28年

度は監修者も配置しまして、一定の原稿について取りかかって、約８割程度進めたとこ

ろでございます。最終年度、平成29年度には、編集、最終的には編集印刷を行いまして、

発刊ということで作業を進めるということで計画をしております。また、これまで既刊

本としまして教育史の１巻から３巻につきましては、今、残部数がないので、これは増

刷を行う予定でございます。 

  教育企画課の行います４事業については、以上でございます。 

○秋山指導課長 続きまして、指導課でございます。時間の関係上、実績・評価及び今後

の取組の方向性を中心に報告させていただきます。 

  初めに、６ページの学力及び体力向上の取組の充実でございます。実績につきまして

は、全校で授業改善推進プランを作成するとともに、研究校を指定して研究成果を共有

しました。また、個に応じた指導を行うために算数・数学、英語等の授業に市の学習指

導員を配置するとともに、算数・数学の習熟度別発展的な学習グループにも学習指導員

を配置いたしました。さらに、科学的な見方や考え方を育成するために小学校高学年に

理科指導員を配置したり、体力向上や運動好きな児童を育てるために体育を専門とする

学習指導員を配置したりして、授業支援を行いました。 

  評価につきましては、平成28年度の国の学力調査の結果では、実施した全ての教科の

平均正答率において、武蔵野市が全国や都よりも高く、学力向上に向けて充実した取組

が市内全小中学校で実施されたと考えます。取組に算数・数学における市と国の平均正

答率の差が、算数Ａを除いて10ポイント以上上回っており、学習指導員の配置などによ

る効果があったと考えます。 

  また、全国の体力調査では、運動が好きな児童の割合が、都の結果よりも高くなって

います。その一つの理由として、体育を専門とする学習指導員を配置した効果があった
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と考えます。 

  今後の取組の方向性ですが、学習指導員によるチームティーチングをテーマとする小

中連携教育研究協力校において、基礎的な学習のグループに加え、発展的な学習のグル

ープにも学習指導員を配置して効果検証を行っていきたいと考えます。また、体育を専

門とする学習指導員の配置を拡大して、教員に対する授業支援を一層進めていきたいと

考えます。さらに、校長会や各種研修会等の機会を通して、新学習指導要領の円滑な実

施に向けた情報提供を行っていく予定です。 

  次に７ページをご覧ください。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。 

  まず、実績につきましては、道徳教育推進教師連絡会で研究授業を実施したり、校長、

副校長を対象に特別の教科｢道徳」をテーマにした研修会を実施したり、研究奨励校の

実践を共有したりし、全校で道徳教育推進教師を中心に、道徳の授業改善を進めました。 

  また、児童生徒の情報モラルへの意識を高めるために、各学校でＳＮＳ学校ルールや、

家庭でのルールづくりを進めたり、開かれた学校づくり協議会代表者会で情報モラル教

育について協議や意見交換を行ったりしました。さらに、武蔵野市いじめ防止基本方針

の掲示資料を活用して、各学校でいじめの未然防止に向けた取組を進めたり、小学校入

学直後の児童の学校生活への円滑な順応や、いじめ、不登校の未然防止をねらいとして、

武蔵野スタートカリキュラムを作成したりしました。 

  評価ですが、道徳授業地区公開講座実施状況調査では、内容項目や「考え、議論する

道徳」等、特別の教科｢道徳」の趣旨を踏まえた取組を実施したとの回答が全校から得

られました。今後も組織的に道徳の授業力を高めていく必要があると考えます。 

  いじめについては、認知件数は増加しましたが、解消率も増加しており、各学校で、

学校いじめ対策委員会を設置して組織的な対応を行うなど、いじめの未然防止や解決に

向けて教員の意識が高まってきていると考えます。 

  今後の取組の方向性としては、東京都道徳教育推進拠点校の取組を全校で共有し、各

校で学習指導や望ましい評価のあり方等について工夫、改善を進めるとともに、小学校、

特別の教科｢道徳」の教科書採択を円滑に進めるよう努めて参ります。また、未然防止

型の生活指導を一層進めるともに、いじめ問題関係者連絡会議を実施して、地域や関係

機関との連携を一層図ったり、望ましい集団づくりを行うため、中学校の武蔵野ガイダ

ンスプログラムや、小学校の武蔵野スタートカリキュラムを活用した教育活動を行った
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りしていきます。 

  次に、８ページのＩＣＴを活用した教育の充実でございます。まず、実績ですが、小

中学校全国の普通教室と少人数教室、固定の特別支援学級、中学校の理科室に常設型の

電子黒板機能つきプロジェクターと書画カメラを設置しました。研究校のＩＣＴ機器活

用に関する研究内容を共有したり、タブレットパソコンを活用した授業について、導入

モデル校で効果検証を進めたりもしてきました。また各学校等の取組を集約し、ＩＣＴ

機器活用、情報モラル教育実践事例集を作成しました。 

  評価についてですが、全小中学校へのＩＣＴ機器設置完了後に教員アンケートをとっ

た結果、91％の教員がＩＣＴ機器を活用した授業を行い、ＩＣＴ機器を授業で活用する

ことが子どもの学習意欲を高めることに効果的であると実感している教員が98％に達し

ました。これらの結果から、ＩＣＴ機器を活用した授業の推進が図られていると考えま

す。また、情報モラル教育に関しては、国の学力調査の意識調査の結果では、本市の児

童生徒の携帯電話やスマートフォンの所持率や使用時間は都に比べて低い状況にあるも

のの、今後もＳＮＳ利用のルール等情報モラル教育に一層取り組んでいく必要があると

考えます。 

  今後の取組の方向性につきましては、各校にタブレットパソコンや校内無線ＬＡＮの

配備を進めるとともに、ＩＣＴ機器活用の研究指定校やタブレットパソコン導入モデル

校の取組や成果を全校で共有し、ＩＣＴ機器を効果的に活用した教育活動をさらに進め

て参ります。加えて、ＳＮＳ学校ルールや家庭ルールの定着を図って参ります。また、

学校情報システムの更改を円滑に進めるともに、教員のＩＣＴ機器の活用能力や情報モ

ラルに関する指導力の向上も図っていきたいと考えます。 

  次に10ページの今日的な教育課題への対応でございます。 

  まず実績ですが、小学校４年生の英語活動に、年間10時間ずつ、ＡＬＴを新たに配置

し、小学校４・５・６年で2,235時間、中学校１・２・３年に1,072時間、ＡＬＴによる

授業支援を実施するとともに、ＡＬＴ連絡会を３回開催いたしました。また、セカンド

スクール、プレセカンドスクールにおいて、各校で工夫して探究的な活動を行うととも

に、市内全校がオリンピック・パラリンピック教育推進校として、年間35時間、さまざ

まな取組を行いました。さらに11月にオリンピック・パラリンピック教育をテーマにし

た教育フォーラムを実施し、各校の取組を共有しました。 

  評価につきましては、都の学力調査の結果、中学校英語のＡ問題、Ｂ問題ともに都の
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平均正答率を上回っており、その要因の一つにＡＬＴを活用して児童のコミュニケーシ

ョン能力の向上を図ってきたことが上げられると考えます。今後は小学校高学年での英

語の教科化等を踏まえ、ＡＬＴと教員の役割の明確化や、小学校教員の英語の授業力向

上について検討していく必要があると考えます。 

  セカンドスクールについては、アンケート調査の結果、セカンドスクールが効果的な

学習活動であるとする保護者の割合が99％、有意義な学習であるとする教員の割合が

99％と高い評価が得られました。今後も児童生徒の主体性や自立性を高め、進んで他者

とかかわる意欲を高められるよう工夫して参ります。 

  オリンピック・パラリンピック教育については、教育フォーラム参加者のアンケート

で、小中学校の取組が子どもの心の成長に役立つなど、100％の肯定的な評価が得られ

ました。2020年に向け、さらに取組を進めていく必要があると考えています。 

  今後の取組の方向性につきましては、英語や外国語活動の授業改善を一層進めるとと

もに、授業時数の確保等の課題について、校長会や学校等と協力しながら検討を進めて

参りたいと考えています。また、セカンドスクールについては、ファーストスクールと

の関連や小中連携の視点から、ねらいと活動のつながりが明確になるよう実施計画書の

書式を改め、児童生徒の学びの質の向上を図って参りたいと考えます。オリンピック・

パラリンピック教育については、今後も家庭・地域等と連携した取組を進めて参ります。 

  次に11ページの小中一貫教育の検討についてでございます。 

  まず実績ですが、市民向けシンポジウムや意見交換会で伺った意見を踏まえ、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を取りまとめました。また、

平成29年度に向け、小中連携教育研究協力校の選定や、（仮称）武蔵野市民科カリキュ

ラム作成委員会での検討準備を進めました。 

  評価ですが、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で示された、

それぞれの可能性を見据え、本市ではこれまで取り組んできた知徳体のバランスのとれ

た教育を一層推進するため、小中一貫教育実施に向けて想定される教育指導等にかかる

検討課題の研究が必要であると考えます。 

  今後の取組の方向性につきましては、資料に記載してあります11校を小中連携教育研

究協力校に指定し、記載のとおりのテーマで研究を進めていただきます。また、武蔵野

市民科につきましてもカリキュラム作成委員会を設置して、具体的な検討を行って参り

ます 
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  次に、12ページの教育推進室機能の拡充でございます。 

  まず実績ですが、教育推進室だよりを年５回発行するとともに、市の教育アドバイザ

ーによる若手教員及び臨時的任用教員への授業観察を実施しました。また、教育情報収

集・発信機能として、次期学習指導要領や合理的配慮等の資料作成、学習資料のデータ

の学校情報システムへの整備等を行いました。さらに地域の人材を登録した学校支援協

力者リストの作成、地域コーディネーターの全校配置、学校支援コーディネーターと地

域コーディネーターとの連携による学校支援体制の整備、ティーチングアシスタントや

サポートスタッフの配置等を行いました。 

  評価につきましては、教育アドバイザー等による若手教員及び臨時的任用教員の授業

観察は成果を上げておりますので、今後も継続していく必要があると考えます。また全

国学力調査の中で、学校支援ボランティア活動は学校の教育水準の向上に効果がありま

したかという設問で、全小中学校長が肯定的な評価をしていることから、地域の教育力

を活用した教育活動が成果を上げていると考えます。 

  今後の取組の方向性につきましては、市の教育アドバイザーによる授業観察や学習支

援員等による授業支援を拡充するとともに、各学校に配置した地域コーディネーターと

教育推進室にいる学校支援コーディネーターの連携により、教育活動の充実等を一層図

っていきたいと考えております。また、調査研究担当の専門嘱託員による各学校への教

育情報の発信等も進めて参ります。 

  最後に13ページの教員の多忙化解消への対応でございます。 

  まず実績ですが、タイムレコーダーを活用した出退勤システムの準備を進めるととも

に、定時退庁日、長期休業中の学校閉庁日の設定などの先生いきいきプロジェクトを進

めて参りました。 

  評価ですが、平成26年11月に実施した武蔵野市立学校職員意識調査では、教職員の平

均勤務時間は11.79時間で、平成27年１月に文部科学省が実施した調査による平均10.22

時間を上回っています。また事務処理や調査報告を負担と感じている教職員が多いこと

からも、教員が担当する校務の改善を図ることや、ワーク・ライフ・バランスの視点か

ら健康増進を図ることがさらに必要であると言えます。 

  今後の取組の方向性につきましては、副校長事務補助臨時的任用職員を配置して、副

校長の事務負担の軽減を図るとともに、タイムレコーダーを活用した出退勤システムの

試行を行い、勤務実態を把握したり、ワーク・ライフ・バランスについての意識啓発を
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行ったりしていきたいと考えています。 

  また、先生いきいきプロジェクトを一層進めるとともに、全教職員に対して、ストレ

スチェックを実施するなど、健康増進の取組を組織的に進めていきたいと考えます。 

  指導課からは以上でございます。 

○牛込教育支援課長 続きまして教育支援課から報告をいたします。 

  実績評価、今後の取組の方向性を中心に報告いたします。 

  15ページ、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、実績評

価、１点目が特別教育アクションプランに基づき、特別支援教育推進委員会のあり方、

構成員や協議事項などの見直しを行いました。今後、アクションプランの進捗状況や重

要施策についての協議を行っていきます。 

  ２点目としましては、特別支援教室についてです。小学校の特別支援教室の導入に当

たり、研修の実施やガイドラインの作成により、平成29年度からの本格導入につなげる

ことができました。今後は各校からの課題を集約して、課題ごとに対応方針を各校に示

していきます。 

  ３点目としまして、第三小学校の知的障害学級についてです。28年度は転校児童、転

校児童の保護者を対象にした懇談会や学級見学会などの実施を通じて、29年度からの円

滑な開設につなげることができました。今後、特に大野田小学校のむらさき学級につい

ては児童数がなお増加していく見込みであることから、学区の変更も含めて対策を検討

していきます。 

  続きまして、15ページの下です。不登校児童生徒への支援の充実。内容は16ページに

なります。１点目としましては、実態調査です。実態調査の結果については、記載のと

おりです。２点目につきましては、スクールソーシャルワーカーの学校派遣についてで

す。平成28年度は１名増員して２名体制といたしました。28年度は中学校６校への週１

回の定期派遣をしてきましたが、今後、平成29年度につきましては中学校は生活指導部

会、小学校は生活指導全体会を中心に派遣を行い、より効果的な活動を図っていきます。

３点目がチャレンジルームについてです。来室者、学校復帰者の数は記載のとおりです。

不登校については、その要因が複雑化していることから、平成29年度については教育支

援センター長、チャレンジルーム長などによる対策会議を実施し、不登校の総合的な対

策を検討していきます。 

  教育支援課からは以上でございます。 
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○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です。17ページをお願い

いたします。 

  まず東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等、国際大会に向けた取組の推

進でございます。28年度の実績でございますが、まず取組の方針に基づく行動計画実施

本部会議の設置をし、行動計画の策定を行って参りました。また、２つ目、３つ目の項

目にございますとおり、市民の皆さんが感動を得る機会の提供、それから障害者スポー

ツの普及啓発につきましても、ここにお示ししてあるようなイベント、事業を通して行

ってきております。 

  真ん中より下段のところにございますが、その際には武蔵野シティフットボールクラ

ブさんなどと協働しまして、ハンディキャップのある小学生向けのサッカー教室なども

支援しているところでございます。 

  18ページをお願いいたします。次の項目は２つ、学校との連携支援、それから情報発

信につきましても、お示ししてあるような形で事業を進めて参りました。学校への支援

につきましては、小学校７校に向けまして、タグラグビーの授業支援を行い、その中に

おきましては、東京学芸大学さん、横河アトラスターズさんの協力を得て行ったりして

おります。また、その中でシッティングバレーの体験ですとか、パラリンピアンによる

講演の支援ですとか、障害者スポーツの啓発に関することについても進めてきたところ

でございます。情報の発信につきましては、専用のフェイスブック、それからホームペ

ージ等でこういった情報を発信してきたところでございます。 

  評価としましては、28年度につきましては、リオ大会のタイミングに合わせたスポー

ツイベントを開催することができ、また行動計画を策定することで、幅広い計画を進め

るという仕組みが、この28年度でできたと考えております。 

  今後の取組の方向性ですが、四角のところにございますとおり、平成29年度、今年度

からは、本事業につきましては市長部局には移管されましたが、今後もここにございま

すSports for All、それからホストタウン事業、障害者スポーツ環境の整備、運動習慣

の定着促進、こういったことを一緒に行っていきたいと考えているところでございます。 

  次、19ページをお願いいたします。多様な事業主体の活動支援と連携の促進でござい

ます。 

  28年度の実績でございますが、武蔵野地域五大学との連携事業につきましては、基調

講演・共同講演会、それから共同教養講座、寄付講座等につきまして、ご覧のとおり、
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お示ししてあるとおりの参加がございまして、多様なプログラムを展開したと考えてお

ります。 

  またサイエンスフェスタにつきましては、28の実験ブースにご出展いただきまして、

入場者が1,700名、ブース参加者218名と、引き続き盛況でございました。 

  またその下、３つ目、４つ目の項目でございますが、２つの補助金、生涯学習事業補

助金、それから子ども文化スポーツ体験活動団体支援事業費補助金につきましても、お

示ししてあるとおり、合わせて23の交付がございまして、適切にこの補助金を使って市

民団体の活動を支援してきたと考えております。 

  評価につきましては、５大学の連携事業、サイエンスフェスタにつきましては、市民

のニーズを捉えていると考えておりますので、今後も引き続き行って参ります。また、

補助制度につきましては、27年度を上回る事業を支援することができたと考えておりま

す。 

  今後の方向性でございますけれども、武蔵野地域５大学、それからサイエンスフェス

タ、これらにつきましては、課題を踏まえて、さまざまな課題を踏まえて今後も引き続

き行っていきたいと考えております。 

  また、その下、両補助金、２つの補助金につきましては、事業者、事業参加者の満足

度等をさまざま確認していきながら、制度のあり方や審査の方法について、今後も検討

していきたいと考えております。 

  続いて20ページをお願いします。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。 

  28年度の実績につきましては、１日来館者6,364名、それから28年度の総来館者数が

195万人以上ということで、27年度に比べて相当数の来館者がふえたと考えております。

図書館機能を中核としまして、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援と、各機

能の連携によるさまざまな活動ができたというふうに考えております。 

  評価につきましてですけれども、利用者の知のニーズに応えた魅力のある施設が実現

できていると考えております。多機能連携につきましても、今後研究を進めまして、よ

り深く、利用者が企画者・主催者にステップアップする仕組みの展開について、引き続

き検討・研究を進めて参りたいと考えております。 

  今後の取組の方向性ですが、今年度29年度の７月中には、利用者が延べ1,000万人を

超える見込みでございます。また、30年度からは吉祥寺図書館の指定管理を生涯学習振



－16－ 

興事業団で受託するため、市の図書館と連携して、さまざまな取組を推進していきたい

と考えております。 

  続いて21ページをお願いいたします。体育施設の改修・整備でございます。 

  28年度の実績でございますが、１つ目、２つ目の項目にございますとおり、総合体育

館メインアリーナの屋上防水工事等、さまざまな安全確保の工事を進めて参りまして、

また利用環境の向上にも努めてきたところでございます。 

  ３つ目の項目、それから４つ目の項目、これが28年度から29年度にかけて行われる大

きな工事でございますが、総合体育館の特定天井等の改善工事、４つ目の陸上競技場の

改善工事、これらにつきましては設計が完了しまして、体育館につきましては、28年度

中に着工し、陸上競技場につきましては着工に向けた準備を現在行っているところでご

ざいます。 

  評価でございますが、各施設につきまして点検工事等を適切に行って維持管理に努め

て参りました。今後も必要な工事を実施しまして、市民の皆様が安心して快適にスポー

ツを楽しめる環境を整えて参りたいと思います。 

  今後の取組の方向性ですけれども、総合体育館、陸上競技場、両プールにつきまして

は経年劣化が進んでおりますので、大規模改修等も含めた施設の整備計画等の検討を行

って参ります。また利用者の方々の安全確保のため、適宜点検、更新工事等を継続して

参ります。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 では、武蔵野ふるさと歴史館より、22ページから

説明させていただきます。 

  主なもの、また改善点等について説明させていただきます。 

  学校連携事業は、小学校３年生を中心に行わせていただいておりますが、これまで昔

の暮らしという社会科の教材を中心とした学校訪問でございましたが、今年から、国語

科の「ちいちゃんのかげおくり」という教材を用いました、戦争と歴史ということをテ

ーマにした学校訪問もなされるようになりました。また、公文書に関しましては、今年

度初めて、市から歴史館への文書移管のマニュアルを作成いたしました。このマニュア

ルに基づき市職員への研修を行うことにより、スムーズな文書移管ができるように改善

しました。 

  また、中島飛行機のアメリカ国立公文書館における資料の収集を２年間やっておりま

したが、最終的に３月の時点で、約2,000点の資料が収納されました。埋蔵文化財につ
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きましては、御殿山遺跡付近におきまして、初めて文字が存在する時代の建物跡が確認

されました。今後、井の頭公園に、平安時代以降も人がいたのではないかという可能性

も示唆するような資料が出土いたしました。 

  評価といたしましては、企画展がＮＨＫの首都圏ニュースに取り上げられ大きな反響

を呼び、学校連携展示におきましては、さまざまな改善を行った結果、ご来館いただい

た先生方にも高い評価をいただきました。今後は、市制施行70周年企画展示として、公

文書の展示、アメリカ国立公文書館における中島飛行機の展示を行い、文化財や公文書

の充実を図って参りたいと考えております。 

○養田図書館長 それでは図書館から報告させていただきます。25ページをお願いいたし

ます。 

  まず、図書館のあり方の検討でございますけれども、28年度の実績でございますが、

吉祥寺図書館リニューアル計画の策定を行いました。また、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を教育委員

会、市議会に提出、議決を得ることができました。 

  評価としまして、吉祥寺図書館は地域施設の特性に応じた特徴ある図書館として、30

年４月、リニューアルオープン目指して改修工事を行い、管理運営形態として武蔵野プ

レイスの運営状況が評価され、30年４月より武蔵野生涯学習振興事業団による指定管理

者制度の導入が決定しました。 

  今後の取組としましては、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

また、図書館を取り巻く環境の変化に対応するため、図書館基本計画の一部改定を行っ

て参ります。 

  26ページをお願いいたします。図書館資料の収集・保存でございます。 

  28年度の実績としまして、蔵書数が年度末91万8.718冊、蔵書数、また市民一人あた

りの蔵書数ともに増加しております。 

  評価としましては、各館における基本的な図書館サービスを提供するための必要な蔵

書数と蔵書構成の維持を行い、蔵書を充実させてきたものと考えております。 

  今後の取組としましては、新刊図書の購入、傷みのひどい資料の買いかえ、必要に応

じて資料的価値を失った資料の廃棄等を行って蔵書の更新をしまして、市民、利用者の

知的好奇心を満たす蔵書構成を維持、実現して参ります。中央図書館の書庫の集密化工

事の終了を受けまして、蔵書の充実、効果的な除籍・更新を進めるため、資料収集方針、
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除籍基準の見直しを進めて参ります。 

  27ページ、子どもを対象とした図書サービスでございます。28年度に首席としまして

は、こちらに記載のブックスタート、乳幼児向けお話し会、読書の動機づけ指導、武蔵

野市子ども図書館文芸賞、図書館子ども祭り、お話し会、学校連携等で実施して参りま

した。また配慮を必要とする子どもへのサービスとして、みどりのこども館、千川さく

らっこクラブでの出張お話し会を行って参りました。 

  評価としましては、多くの事業で昨年を上回る参加者の実績を得ることができました。

引き続き、子どもの読書習慣の定着を図る事業を継続、実施して参ります。 

  武蔵野市子ども図書館文芸賞につきましては、今まで学校への依存度の高い事業であ

りましたが、より図書館事業としてふさわしい企画を目指して、応募部門、応募方法等

の見直しを行い、成果を得られたものと考えております。 

  今後の取組の方向性としましては、平成29年度より、ブックスタートの事業について

ボランティア制度を導入して参ります。 

  28ページをお願い申し上げます。利用者対象別の図書館サービスの充実でございます。 

  28年度の実績としましては、１つ目の中黒、地域・市民の課題解決に関連する資料の

収集や課題解決に向けた資料の展示やレファレンスサービスを実施して参りました。そ

して、その次の課題解決テーマ展示、そして読書のヒントとしてのトピックス展示、そ

の次が庁内各課と連携したミニトピックス、吉祥寺図書館の企画展示と連携した展示。

障害者サービスにおいては、マルチメディア・デイジーの貸し出しを開始したこと、ま

た、図や写真を多く使うなど、障害のある方にも理解しやすい工夫がされているＬＬブ

ックコーナーの設置を行いました。 

  評価としまして、各事業とも展示した本の多くが貸し出しされ、市民が関心を持ち、

時宜を得た課題テーマの設定がされたものと考えております。 

  今後の取組の方向性としましては、引き続き本の案内やレファレンスサービスを充実

し、多様な情報の収集・整理・発信を行って参ります。 

  また、東京オリンピック・パラリンピック関連の資料の一層の充実を図り、学校以外

の一般利用者へのアピールの方策についても検討して参ります。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○宮崎教育長 少し中身が多いものですから、時間がかかりましたけれども、各課長から

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 全部で５項目伺いたいと思います。１つ目は７ページですが、体力調査、③

の一番上のところです。体力調査では運動が好きという結果が出ているわけですけれど

も、これは東京都と比べて多いのですが、去年の状況と比べて、今年はどうだったのか

というような評価があったほうがいいのかと感じました。 

  それと、これは本当に運動が好きになったということはいいのですが、体力に対して

どうなのかなというあたりの評価項目がもう一個つけ加えられるとありがたい。進んで

いるか進んでいないかということですね。そうすると、翌年の今後の取組の方向性にも

それが反映できるかなと感じました。 

  次が９ページ目のＩＣＴ活用のことなのですが、これは何カ所かあって、上の実績の

ところの①特別支援教室で、大野田小等、タブレットがすごく効果的に使うことができ

るというご意見をかなりいただいております。その辺の評価も入れていただけると、タ

ブレットを特別支援教室でうまく使っていただけるようになる。他の学校でもうまく運

用できると感じていますので、その辺もし書き加えられれば良いと思います。 

  それから、情報モラルのことですが、評価の②で、情報モラルについては何々であっ

たというふうになっております。これは文章が変かな。情報モラルの話じゃないので、

ここのところは要らないと思います。 

  逆に、前の項のいじめのところに、情報モラル教育というのが７ページの③で出てい

るんです。その辺のことと重複するのですが、こちらのはかなり細かく出ております。

その辺の重複、再掲載という形でいいんですけれども、せっかくやっているので、やは

り情報モラルはこういうことをやりましたということを加えていただけるとよいと思い

ます。 

  次が18ページのオリパラなのですが、これは評価じゃなくて、この間、オリパラの実

行委員会の第１回が開かれておりますけれども、そのときにセミナーで、過去大会に学

ぶという、大会を契機としての市町村での取組と、早稲田大学の間野義之先生にご講演

いただきました。そのレガシーを大切にしましょうと、そういう話が中心だったのです

が、武蔵野市では他市に比べて非常に進んでいて、よくやっているという意見が出たん

です。なので、ここに書く必要はないと思うんですけれども、自信を持って今後進めて

いただけるといいなと思っております。非常に評価が高くてほかに言うことも余りない
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のですが、一つ、若い人たちを中心にしたプログラム、自主的に活動させるプログラム

があるともっといいというご意見をいただいたので、その辺の工夫を今後していくとい

うことも必要かなと思いました。 

  次の20ページですが、これは質問なんです。実績評価のところの多機能連携、２個目

のポチで、今後、利用者を企画者・主催者にステップアップする仕組みというのは分か

りにくいと感じました。これは具体的にこういうことをやっていく人を育てるという書

き方ができるといいなと思いました。 

  それから５個目です。これも意見なのですが、22ページのふるさと歴史館、非常にい

い活動をされているなということで、昨年度、年報を出していますよね。これがせっか

く出してあるので、これは非常に成果として重要なことなので、ぜひ入れていただける

といいと思います。そうすると翌年度―今年度になりますけれども、継続してこうい

うことをやっていくということが分かりますので、ぜひこれを加えていただけるといい

と思います。 

  とりあえず以上です。 

○宮崎教育長 今、ご質問が約５点にわたってございました。これについて、お答えをで

きますか。順番に。 

  統括。 

○木下統括指導主事 それでは、学力及び体力の取組についてございますが、委員のおっ

しゃっていただきました昨年度の比較、それから体力の高まりについて、体力はそれほ

ど前年度から大きく変わっている状況ではないんですけれども、できる限り特徴的なと

ころを入れていきたいと思います。 

○宮崎教育長 昨年度の比較も入りますか。 

○木下統括指導主事 入ります。 

  それからＩＣＴにつきましては、大野田小のタブレットについては非常に評価が高か

ったところがありますので、その点について入れていきたいと思っております。 

  情報モラルについては、いじめのところについて、重ねてというところでございます

が、その部分を入れていくとご指摘をいただきましたので、そのようにしていきたいと

思います。 

○宮崎教育長 大丈夫ですか。 

○木下統括指導主事 はい。 
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○宮崎教育長 分かりました。 

○竹内教育部長 あと、オリパラについては、記載ができるかどうか別ですが、当初から

レガシーとか、総合的な武蔵野市全体としてのまちづくりの視点が取り込めた取組方針

を立てられたのが大きいかと思っています。 

  学生さんとか若い人たちを考慮に入れた取組も、今のオリパラ担当のほうでも考えて

いるんですが、それが見えづらいというのもあるので、この中での記載ができるのかど

うか。あるいは、実際にどういうものを実行していくかというレベルでは、もう少しそ

のあたりを示していくような感じでやっていけるように協議をしながら、我々のほうも

担当する部分でも意識して参りたいと思います。 

○宮崎教育長 それでは、生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 先ほどのオリパラにつきましては、部長からお答えした

ところでございますけれども、今後の業務状況報告が、誰もがスポーツを楽しめる環境

の整備という形で、工事だけではなくて、スポーツ環境に広げて、我々のほうでもいろ

いろときちんと報告していきたいと考えておりますので、その中で、先ほどご意見のあ

った若い人たちにも自主的にというところについても意識して書き込んでいきたいと考

えております。 

  次に、プレイスにつきましてでございます。ステップアップする仕組みというのが分

かりにくいと、申しわけございません。要は旗振りをする、中心となる、それを指導す

る人たちを育てていきたいという部分になりますので、それをもっと分かりやすい書き

方を考え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 これは一部修正を加えると。 

  そして歴史館、22ページ。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 ご指摘のとおり、年報の発行については記載させ

ていただきたいと思います。 

○宮崎教育長 年度は。昨年のものでいいわけですね。 

○渡邉委員 26、27年度版ということで記載しないと。 

○宮崎教育長 そこを間違えてしまいますので、書いていただくようにしましょう。 

  渡邉委員はよろしいですか。 

  ほかの方、どうぞお願いします。 

  山口委員。 
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○山口委員 ２ページなんですが、教育企画課の中の学校施設整備基本計画の策定という

ところですが、ここに、実績の２つ目のところに、学校関係の８団体の会議で報告の概

要、報告説明を行ったとか、未来の学校を考える市民意見交換会についてとか、先進校

の視察、あるいは評価のところの小中一貫教育について聴取することができた、こうい

うことは、学校施設整備基本計画の策定の実績評価なのかなと。これは小中一貫教育に

入るべきことではないんでしょうか。 

  この報告書が出ましたね、28年２月に。これのスタートというのは、その前の学校教

育計画の中の、第２期の学校教育計画の中の生きる力というところの今日的課題に対応

するというところで小中一貫教育というところからスタートしていることであって、学

校施設整備基本計画のことではないと。もちろん深い関係があることは認識しています

けれども。それをここの項目にこういうふうに実績や評価として入れるのは、私は違和

感を感じるのですけれども、いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 ここで一旦切ってよろしいでしょうか。 

  ではこれは、教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 教育企画のほうの基本計画に入れましたのは、策定委員会の中でも

小中一貫教育を意向として学校をつくる場合には、どういった施設整備をするべきなの

かということを議論したので、ここに記載させていただいておるのと、あと中間のまと

めのときには、小中がそれぞれ単体で作られた場合と小中一貫教育校を作られた場合と

両論併記の形で整理をしたということでございますけれども、確かに内容としては小中

一貫教育の検討ということではありますので、これは少し指導課と調整をして、移すも

のは移していきたいと思います。 

○宮崎教育長 山口委員何かございますか、聞いていただいて。 

○山口委員 今おっしゃったことは余り理由にはならないかなと思うんですが。私たちは

あくまでも小中一貫教育の中身のことで、もちろん施設も見てきましたけれども、視察

も行いましたし、この報告書というのは、どこにも学校施設整備計画のことは書いてい

ないですよね。何も書いていない。幾ら読んでも、そういうことは全然出ていないのに。 

  とても変な言い方をするかもしれませんけれども、未来の学校を考える市民意見交換

会というのは教育企画課でやっていますよね。ですから、ここへ入れたのかなと思った。

でも中身が違うでしょうと私は思ったんですが、やはり関連深いところの実績評価とし

て入れていかないと、二重、これの前年度の平成28年度武蔵野市、これが前年度ですよ
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ね。これには全くそのことは触れていません。ですので、やはり正当なところに、やっ

たからじゃなくて、正当なところに実績評価を入れていく必要があるのではないかなと

思うんですけれども。 

  この27年度、28年度に入れたもので、27年度分の評価、点検評価のほうには、そのこ

とは全く出ていないんですよね。 

○宮崎教育長 学校施設整備基本計画の関係のほうでは出ていないですね。 

○山口委員 ここには全然出ていないですね。むしろ、その報告については、小中一貫教

育において、平成28年２月に武蔵野市小中連携教育推進委員会報告を完成した、これは

また今後報告して、見通しを定めていくということが書いてあるんです。 

○宮崎教育長 教育部長。 

○竹内教育部長 ２ページのところの記述については、少し小中一貫教育の検討の事柄と、

学校施設整備の策定の検討の事柄と整理をして、適切な場所に置くように調整いたした

いと思います。 

○宮崎教育長 ２ページと11ページの棲み分けですよね。これは大変難しいところなんで

すが、小中一貫教育の内容を検討していくと、どこかでいつの間にか施設のあり方とか、

市における制度的位置づけみたいなものが重なってくるという大変難しいところがあっ

て、整理を。 

  どうでしょうか、例えば、学校施設整備基本計画から見た、同じく視察を行った場合

でも、その際の観点だとか、こういったものでそういう成果があったということは、そ

れはそういう観点を示した上で書いていくとか、そういう形で、そういう目から見られ

たもの、こちらの項目から見たものであるということがちゃんとわかるようにして、ダ

ブりがないようにするというのも一つかと思いますが。そんな形でもよろしいですか。 

  それでは、特に２ページと11ページについては、内容をもう少し精査していただいて、

すみ分けをしっかりしていただくということにいたしましょう。 

  山口先生、引き続きどうぞ。 

○山口委員 これでいいです。 

○宮崎教育長 よろしいですか。ほかの方、山本委員、どうぞ。 

○山本委員 ５ページの武蔵野市教育史の編纂のことです。 

  これは、いつも本当に大変だろうなと思ったり、ご苦心を考えてはいるんですけれど

も、このように進んでいて、とうとう印刷なんていう言葉も出てきています。教育委員
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会として、教育委員として、ここにかかわることというのはどういうふうな形でできる

のか、いつそれをさせていただくことになるのか。でき上がって見て、いいものができ

てよかったというのではない視点が必要なのではないかと感じているのですけれども、

いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 教育史の編纂につきましては、編纂の方針ですとか、大まかな構成、

目次を教育委員会には報告をさせていただきまして、非常に膨大な一次原稿ができつつ

あります。校正のような形で見ていただくのは恐縮かなと思っておりましたので、これ

まで特に、そんなに分厚いものをお示ししたことはございませんでしたけれども、目次

のもっと細かいものなのか、原稿そのものというのはどうかなと思いますけれども、そ

の辺はまた相談させていただいて。 

○山本委員 そうですね、やはりどこかで責任を果たすということが必要になるだろうと

感じていて、分厚くてもめくってみたい。 

○山口委員 ここへ行けば見られますよということを言っていただけると。 

○山本委員 そうなんです。 

○山口委員 全員に配ってほしいとは言わないけれども。 

○山本委員 はい。でも全く見ないまま、これができ上がってしまうという責任の果たし

方はないかなと思っているんです。 

○大杉教育企画課長 それでは今、一次原稿が８割方過ぎているところでございますけれ

ども、大体８月中をめどに印刷業者のほうに引き渡そうというスケジュールで動いてお

ります。ですので、一定、７月ぐらいになりますと、大体原稿として大体そろっている

けれども、まだ修正することができるというタイミングがございますので、そちらで一

度お示ししたいと思います。 

○宮崎教育長 見ていただく機会をつくると、そんなことでもよろしいですかね。 

○山本委員 出かけていって見せていただくのでいいと思うんですけれども。 

○宮崎教育長 実はこれは、推定では、最終的に原稿の枚数でいくと、原稿の枚数といっ

ても、実はＡ４ですから、原稿用紙にしたらもっと多いんですが、Ａ４の枚数でどんな

ですか。 

○大杉教育企画課長 Ａ４で三、四百ページぐらいかな。 

○竹内教育部長 仕上がりはＡ５で1,000ページぐらい。 
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○宮崎教育長 1,000ページですかね。仕上がりは1,000ページぐらいのものになりますの

で、実は内容が大変多くて、私も読んでいるんですが、夢に見るぐらいまで読んだんで

すけれども進まないんですよ、なかなか。 

  ただ、ぱっと大づかみに、こんな感じだったらここはというようなご意見なんかもあ

ると思いますし、もしそういう機会をいただければ大変ありがたいことなんですが。そ

ういう場を設定していただくという形で。そういうことでよろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ほかにご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

○渡邉委員 充実している報告書になると思うんですよね。以前、私も監査した経験があ

ります。内容が充実してきて、我々がやっている結果がよく反映されていると思います

ので、ぜひ内容を充実させていただいて、整合をとっていただけるといい。そうすると、

評価の委員の方も見やすくなります。特に数値情報等、随分データを入れていただいて

いるので、非常によくなったと思います。毎年言っていますけれども。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。ほかにご意見は、よろしいですか。 

  それでは協議事項１につきましては、ただいま委員の皆様からいただいたご意見に沿

った修正等を行って、再度７月の教育委員会定例会において議案として提出し、決定し

ていきたいと思います。特に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 それではそのように進めさせていただきます。 

  次の協議事項に入ります。 

  協議事項２、武蔵野市小中一貫教育検討委員会の設置要綱等についてを議題といたし

ます。 

  これは教育調整担当課長から説明をお願いします。 

○渡邉教育調整担当課長 資料に基づいて、ご説明いたします。 

  まず１枚目、概要についてご説明したいと思います。 

  この検討委員会でございますが、要綱に基づいて設置して参りたいと思っております。

検討事項については設置要綱第２条に書き込んでいきますが、教育委員会からの検討依

頼を踏まえて、設置要綱第２条に定める事項を検討し、最終的に教育委員会に報告する

という形をとりたいと思います。 
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  設置の期間でございますが、今年度末、平成30年３月までを予定しております。 

  委員構成については、ここに記載のとおり、合計14名を考えております。さらに庁内

に検討委員会に付議する事項等に関して必要な協議を行うため、部会を設置して参りま

す。また、市民・関係者の意見でございますが、無作為抽出アンケートなどの手法を活

用して、意見を把握し、これを検討委員会の参考にして参りたいと思っております。 

  続きまして、要綱をご覧いただきたいと思います。資料１をご覧ください。 

  設置要綱案でございます。 

  所管事項は第２条のところをご覧ください。 

  第１号でございます。これからの武蔵野市の学校教育に求められる目的や目標を踏ま

えた小中一貫教育と、小中別教育との多角的な比較に関すること。それから第２号、前

号の比較を踏まえた武蔵野市における小中一貫教育の実施の是非に関すること、この２

点を中心にご議論いただきたいと考えております。 

  要綱のほうをおめくりいただきまして、別表のほうには、委員の構成、さらに部会の

構成が別表として書かれております。 

  検討委員会の委員の名前でございますが、資料２をご覧ください。案としてはこのよ

うになってございます。学識経験者５名、それから学校長２名、小中ＰＴＡから２名、

武蔵野市コミュニティ連絡会から１名、そして青少年問題協議会１名、行政３名となっ

ております。 

  続きまして、資料３になります。 

  これは、教育委員会から検討依頼の文書になります。まず標題でございますが、「こ

れからの武蔵野市における学校教育の目的や目標を踏まえた小中一貫教育の検討につい

て（案）」でございます。 

  検討事項、１番目でございますが、先ほど要綱第２条の記載をそのまま使っておりま

す。第２段落でございますが、「比較にあたっては『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』に添付した『参考』に基づき検討願います」と。これは昨年

度小中一貫教育の議論のたたき台としてまとめられたものです。 

  それから、大見出しの２番、検討の趣旨、（１）、（２）、（３）に分けて記載して

おります。（１）については、「これからの武蔵野市における学校教育」といたしまし

て目的、目標を少し詳しく書いてございます。 

  それから、２ページの下でございますが、（２）で「これまでの経緯」でございます。
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「現在は学校施設の計画的な改築について検討する時期でもあります」ということで、

これまでの経過を並べております。 

  さらに３番目、これらを受けまして「武蔵野市小中一貫教育検討委員会の設置」につ

いて記載しております。 

  「武蔵野市教育委員会は、学校改築の方向性を定めるべき時期も迫っており、今後、

小中一貫教育の実施の是非を定める予定です。そのための検討を行うため、武蔵野市小

中一貫教育検討委員会を設置することとしたものです」、一応資料の説明としてはこの

ようになりますが、今回の特徴としましては、要綱で検討事項を書いておりますが、さ

らにこのような形で教育委員会から検討依頼文ということをお示しする形をとっており

ます。これは小中一貫教育、非常に今後の武蔵野市の学校教育のあり方を考えていく非

常に重要な課題であるということと、来年度この検討委員会の報告を受けまして、教育

委員会としての方向性も定めていただくことになります。そういったことも踏まえまし

て、今回は丁寧にこのような文書をつくらせていただきました。 

  最初の１枚目にお戻りください。今後の予定でございますが、本日、教育委員会のほ

うで協議としてお諮りさせていただきまして、よろしければ今後要綱を正式に制定し、

委員の委嘱手続を進めて参りたいと思います。第１回の検討委員会としては７月ごろを

日程調整させていただいております。第２回につきましては８月１日でございます。こ

の検討委員会の前に教育委員の方々と検討委員会の委員の方々の意見交換を行う場を設

けていきたいと思っております。 

  今後の予定の段取りとしては、このように考えております。 

  駆け足となりましたが、資料の説明は以上になります。 

○宮崎教育長 教育調整担当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。 

  山口委員。 

○山口委員 小中一貫教育検討委員会委員の候補案についてなんですけれども、誤解のな

いように最初に申し上げますけれども、ここに出ている14名について、それぞれの分野

でふさわしい方でお力のある方で、そのことは十分に認めた上でのことなんですが、私

が疑問に思うのは、学校施設整備基本計画策定委員会の委員長１名ですね、もちろん。

それから委員が２名入っているということなんです。これでいいのかという思いがいた

します。それは、この小中一貫教育検討委員会で検討されたことが、その検討結果が教
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育委員会に出されて、それがその施設整備基本計画策定委員会にいって検討されるわけ

ですよね。先ほども教育長おっしゃっていましたけれども、私もそう思います。学校施

設整備と学校の教育のあり方、つまり小中一貫教育が密接な関係があるというのは本当

によく認識しております。だからどこかで一緒になるのはそうかもしれませんけれども、

この当初の考え方において、この３名の同一人物が入っていること、同一人物が出した

検討事項が示されて、またそれを受けてやるというのはおかしいかなと。 

  先ほどの要綱の中にもありましたけれども、多様な専門的人材を多く取り入れること

がこれからの学校教育に大事だとありましたよね。まして武蔵野のような交通の便もあ

り、そして人材豊かな中にあって、同じ人物に、しかも武蔵野市の教育の転換点である

と思うんです。そういうときに同じ人物でいいのかという思いがあります。今回のこの

要綱には入っていませんでしたけれども、前の施設整備基本方針のときには、委員長は

「学識経験者の職にある者をもって充てる」と書いてありますよね。ということは、委

員長ももしかしたらダブるのかもしれない。同じ方になるのかもしれませんね。そうす

ると、この委員長のもとに検討したものが教育委員会にもたらされ、同じ人物がまたそ

れを受けて検討するというのは今の時代これでいいのかなという思いがするのです。も

ちろんお一人お一人を批判しているわけではありません。仕組みとしてそれでいいんだ

ろうか、武蔵野の教育の大きな転換点に当たってそれでいいんだろうかという大きな疑

問を持ちます。 

  以上です。 

○宮崎教育長 これにつきまして、教育部長。 

○竹内教育部長 先ほども協議事項の１番のほうで少しご議論いただきましたけれども、

小中一貫教育の検討については、基本的な流れは部内においた検討の作業のチーム、そ

れからワーキングチームの流れで検討してきたことが１つあります。 

  それから、学校施設整備基本計画については、中間報告が今のところ出た段階ですが、

そこの中ではニュートラルというか、両論併記で結論が出されていますので、我々の事

務局の受けとめ方としては、学校施設整備基本計画の策定委員会の委員会としての結論

はどちらにも振り子が振られていないという状態の中で、小中一貫教育については学校

施設整備のことも関連づけて検討しなければいけないということが、その２つが前提と

してあるので、この新しい小中一貫教育検討委員会については、メインが武蔵野市とし

て武蔵野市の教育として小中一貫教育をとっていくのかどうか、その是非について検討
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していただくという意味でいうと、今まで部内で検討してきたものをそこで一回いろい

ろな目でご覧いただくと、それが１つあります。 

  それからもう一つは、学校施設整備とも関連しますし、この結論が出た後にはそこへ

引き継いで検討していただくということもあるので、一定程度学校施設整備の検討委員

会の委員にもその経過についてはご承知おきいただきたいし、その関連についても踏ま

えてご議論いただきたいという意味から、一部の方については入っていただくと考えて

おります。 

  それから、学校施設整備計画の策定委員会の委員長については、このところでいうと

学校施設整備のことでかかわっていただいていますが、従来から武蔵野市の学校教育に

ついてはいろいろな形でかかわっていただいている方ですので、むしろ学校施設整備の

委員長に就任していただいたのは武蔵野市の学校教育についてよくご承知おきいただい

ているという意味での学識経験のかかわりを得たいというためでしたので、その点も踏

まえてのことでの人選でございます。 

○宮崎教育長 ということです。 

  山口委員どうぞ。 

○山口委員 そうすると、この２つの委員会が存在するという意義は何なんですか。もし

そうであるならば１つにして、１つで検討すべきじゃないんですか。要綱を２つ作って

２つの委員会を用いてやるという意義は何なのかなと思うんですけれども。 

○宮崎教育長 教育部長。 

○竹内教育部長 １つは、学校施設整備については今まで技術的に検討してきたことが内

容的には多かったことでございます。ただ、小中一貫教育という大きい武蔵野市の教育

についての分岐点で考えなければいけないという意味でいうと、そのことについては大

きい事柄ですが、論点を絞った議論が、その学校施設整備の策定委員のメンバーについ

ては他の方も入っていらっしゃいますので、一旦そこでほかのメンバーの方も加えて検

討していただく必要があるということと、現在の学校施設整備計画の策定委員会につい

ては、学校の関係者、地域の方については入っていないもので、そういう意味で先ほど

申し上げたように、他の論点も必要ですので、他の方も加わった形で検討していただき

たいという意味で別の委員会を立ち上げるべきかなという判断で設置したものでござい

ます。 

○宮崎教育長 山口委員、いかがですか。 
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○山口委員 そういう理由は分からなくはないです。それに密接な関係もあるということ

もわかるし、この学校整備のときのスタートが学校の建築というよりもむしろそちらに

力点が置かれていたのかなと、中間報告の中の知、徳、体というのは、そこのものを全

部今まで使っていますよね。あそこで出たものを使っていますよね。それもおかしいな

と私は思っているんですが、そういうことを考えると、本当に同じ人物で同じことをや

っていいのか、もしそうであるならば、むしろ教育分野の方だったというんだったら、

今度の施設整備のときに委員長をかえるとか、違う観点の人たちで切磋琢磨してこそい

いものができるんじゃないでしょうか。同じ人たちの同じ中でやっているというのは本

当にこれからの武蔵野の教育を考える分岐点においてそれでいいのかという思いがすご

く強いんです。安易な人選だというそしりは受けないものなのかというのがとても気に

なるので、ここであえて発言するわけなんですが。 

○宮崎教育長 これについては、委員の方の何人かの方というのは、これまでのいろいろ

な経緯がわかっていて、いろいろな専門性もございますけれども、武蔵野市の実情とか

現状といったものをよくご理解いただいている方が多いということで、どうしても依頼

したときに重なってくる分という、これは出てきても仕方がないかなと思うんですよね。

これまでも実はもっと長期的な学校教育の武蔵野を考える時代からもう既に入っていた

だいている方というのもたくさんいて、そのいわゆる重なりを解いていこうとすると、

もう人は選べなくなるというようなところもございます。ただ私としては、要綱１ペー

ジの設置のところにありますように、第１条のところなんですが、「武蔵野市第六期長

期計画において未来の武蔵野市立学校のあり方を位置づけることに先行して、武蔵野市

教育委員会における議論に資するため、武蔵野市小中一貫教育検討委員会を設置する」

と、こうありますように、実は委員会には大変すばらしい有識者、それから学校教育に

ついて見識のある、経験のある方とか、地域の大変すぐれたご見識のある方なんかを集

めるわけですけれども、そういっておいて失礼なんですが、基本的には教育委員会がこ

こで決定して議論することに資するものであって、そこで出たものをそのままというの

は、これは現在の教育委員の皆さんのこれまでの様子なんか見ていても、それこそ教科

者採択にしても全て非常に主体的に行っているのが一つの伝統みたいになっているとこ

ろがございますので、私としてはこうした委員会がある程度限られた人の中で構成され

たりするということは仕方がないかな、しかし、それを実際に最終的にどうするかとい

う決定を下していくのはこの教育委員会の席であろうと考えているので、重視するのを
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停止するというわけではありませんけれども、そういうところがございます。 

  また、先ほどおっしゃったように、それがもしかなり今後厳正に選べるのであれば、

次の学校施設整備の委員会では委員の方の人選などをもう一度再考するということもあ

り得ると思いますし、それはあくまで適正を期するという意味でそれはできることかな

と思いますけれども、現在の候補者がこのようになったところでは今言ったような私は

仕組み上の問題からいって差し支えないのではないかなと考えているところなんですが、

いかがでしょうか。 

○山口委員 もちろん教育委員会の参考にするために資するものとして得ることは十分私

もわかっていますけれども、何を心配しているかというと、この前出た中間報告にこれ

からの武蔵野市の学校教育に求められる目標としてそこに定めている文言がこれ以来ず

っと使われていますよね。つまり策定委員会が報告したものがそのままずっと取り入れ

られている。根幹にかかわることはもっと教育委員会としてやってほしいと。資するも

のだったらやっぱり資するものとして教育委員会の主体性を発揮してそういう根幹にか

かわることは捉えてほしいと思うんです。これからの武蔵野市の学校教育に求められる

目標、これを「骨子案」のときも「論点案」のときも、それからこの要綱についても全

部文言がそのまま用いられていますよね。だから心配しているんです。検討委員会、策

定委員会でそういう同じ人間が考えたことがそのまま武蔵野市の教育として受け入れら

れ継続していくというので本当にいいんだろうか、武蔵野市の教育委員会として何なん

だろう、これは、というのがとても心配なんです。もちろんそれが、内容が間違ってい

るとか否定的に考えているわけではありません。それはいいと思うんだけれども、でも

それをそのまま使うというのも変じゃないのかなと思うんです。 

○宮崎教育長 このことについて、ほかの委員の方のご意見ありましたらお伺いしたいと

思います。 

  時間の関係もありますので、なるべく早めに進めたいと思いますので、ぜひ率先して

お手を挙げていただければと思います。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 私も、山口先生のご意見に賛成です。客観的な視点でもう一回きちんと考え

直していただけるということを保障していただければいいと感じています。今までの経

緯がいろいろあって、ここでニュートラルな考え方でちゃんと議論するということを前

提にしてやっていければ、それは資するに値するような結果が出てくると思います。そ
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こで前のことが踏襲されて、そのまま結果として出てくるというのでは困るなというこ

とを同じように危惧しているところではあります。 

○宮崎教育長 ほかにいかがですか。 

  実はそこの知、徳、体などに書かれている中身なんですけれども、これは学校教育の

基本計画とか、それからそれ以前に毎年教育委員会が定めている方針などがありますよ

ね。ああいったものとほぼ実は共通して武蔵野市教育委員会がずっと維持してきている

三育論の観点で実は構成されているものでございます。これが今後新たな教育制度とい

うものを想定すると果たしてどのような変化をするのか、これにまた新たな観点が入る

ではないか、知、徳、体だけではない何かが加わるのではないかと、例えば人間関係で

あるとか、そういう今度は個にとどまらない何かを育てようとするということも生まれ

てくるかもしれないですが、少なくとも現在までの協議とか論議の中では、一応このよ

うな形でそれがほぼ似たような形を、これはやはり目指すべき育成目標であろうといっ

たものが実は書かれたりしているところがありますので、なかなか全く別の観点からと

いうのは難しいところがあるんですが、ただ今渡邉委員がおっしゃったように、なるべ

く客観的、それでこれまでの考え方を踏襲したりとか、そういうことをなるべく避ける

ように新たな考え方、思いで各委員の方、学識以外の方たちたくさん入っていただいて

おりますので、そういう方たちからもご意見をいただくなりして、そういうものを担保

するように努めていくという形ではいかがでしょうかね。どうでしょうか、そんな形で。 

  渡邉委員はいかがですか。 

○渡邉委員 ぜひ初めの委員会のときのスタートでそのことを強調していただけるといい

と感じています。 

  もう一点あります。今のと関係あるかどうかわからないのですが、部会を設置すると

いうことなのですが、部会の機能というんですか、この辺を第６条で規定していますけ

れども、「付議する事項に関して必要な協議を行う」ということは、付議するときに、

この部会の中で検討した内容を委員会に向けて提案する等もあるのか。もう一つは、検

討委員会の指示した事項を実施するということは、こういうことを調べてほしいとか、

それに関する情報提供が中心になると考えてよろしいのでしょうか。 

○宮崎教育長 お待ちくださいね。先ほどの議論をまず収拾しなければいけないんですが、

お預かりさせてください。 

  山口委員、どうぞ。 
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○山口委員 お言葉を返すようで申しわけないんですが、知、徳、体のバランスのとれた

教育を大事にするということについては、ずっと武蔵野市は言ってきているんで、その

ことを私は言っているのではなくて、知の概念規定、徳の概念規定、体の概念規定をこ

こで出されたものをそのまま使うというのはどうしてか、ということを言いたいんです。

やっぱりこれは資するものだから、これをもとに教育委員会がやっぱり教育委員会とし

て練らなければいけないこと、それが文言そのまま一言一句全部取り入れるということ

については、これは資することではないと思うんですね。そのことを私は申し上げ、だ

からそこに心配があるということを言っているんです。 

○宮崎教育長 それは多分、この構成員になる委員の方たちに責任があるというような問

題ではなくて、我々受けとめる側。 

○山口委員 そういうことです。 

○宮崎教育長 大きくは今渡邉委員から提起されて、これから説明してもらいますけれど

も、部会という形でそれをどのように適正な客観性、そういったいろいろな見解といっ

たもの、それを生かしていけるかという運営の仕方に大きくかかわると思いますので、

山口委員にはそういうことを前提にして進めていくということをここで確認するという

ことでもよろしいですか。 

○山口委員 はい。 

  今のことでよろしいですか。 

○山本委員 今のことです。 

  やっぱり私たちの認識ということも一つ一つここで確かめながら進んでいかなければ

いけないと思います。施設のことと、これからの武蔵野の教育ということは重なってく

る。そうなんだけれども、私たちはそこに抵抗するというよりは、そこを慎重に進めて

いく立場なんだということを一つ一つ確認していかないと。そして、こうしているんだ、

ということを公表していかないといけない立場にあるんだ、ということだと思うんです。

でも、細かい直しのようなものを随分入れましたよね、この検討委員会委員長への検討

についての文書のところで。 

○宮崎教育長 依頼文書ですね。 

○山本委員 はい、依頼の。そういうことも実はとっても大切だと思うんです。子どもを

めぐる社会や家庭の状況が大きく変化する中で、私たちがそういう書き方をしましょう

とか、話し合って決めることひとつとっても本当はすごく大きいことで、それも慎重に
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進めていく方向性につながると思うんです。でもいつの間にか施設の問題と学校教育の

理念がごちゃ混ぜになるということ、もちろんこの二つは一緒になるわけですけれども

私たちはそう簡単には考えていない、そうでないようにという立場を持っていたいと私

は思っています。 

○宮崎教育長 このことは大変難しいところがございます。学校は教育理念と、それから

実際の施設、建物は、最後は一緒にならなければそこに存在しないわけなんですね。 

○山本委員 そうなんです。 

○宮崎教育長 ですから一緒にはなります。ただし、では例えば武蔵野市の今の施設の土

地の大きさとかそういうところからいったら、小中一貫教育は無理だからやめようとい

う、ただ単にそういうことで進むことというのもやっぱり問題があると。よい教育であ

るとなったら、それを何とか工夫して実現するように持っていくべきではないかという

こともあるわけですよね。ですから、そういった意味でそのように捉えさせていただい

て、山口委員が提案されたのは教育理念として正しいものをきちんと追求しようと、そ

してそれを現実化するための学校施設整備の検討をどうしていくかということは、それ

とある程度最終的には結びつくにしても、これらのことをある程度きちんと切り分けて

やっていかなければいけないじゃないかと、そのように伺ったということでよろしいで

すか。それをここに記録したいと思いますが、よろしいですか。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 それでは、渡邉委員から出た部会のことの説明を、どのように運営するの

か。 

○渡邉教育調整担当課長 検討委員会に付議する事項、資料としてお出しする前に、関係

する庁内の部課で一旦その内容を検討し、その資料をどのように付議していくのかとい

うのが１つ。もう一つは、検討委員会から調査依頼があれば、その指示に基づいて庁内

で検討していきます。この２つの大きな役割がございます。 

○宮崎教育長 検討委員会の協議、判断を助けていくための部会ということですね。 

  渡邉委員、いかがですか。 

○渡邉委員 付議するところがかなり気になるところで、こちらの皆さん今までに検討し

ている方はほとんど入られているので、それが主導になっては困る。客観的なデータを

出していくという立場なので、その辺気をつけて活動していただけるといいと思います。 

○宮崎教育長 部会が何か一つの路線を敷いて、そこにいくような、そんなことはしない
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でほしいという、もう当然のことですよね。これは担当課長にぜひそういうことを配慮

していただくということを認めていただくということでよろしいですかね。これでよろ

しいですか。 

○渡邉委員 はい、結構です。 

○宮崎教育長 この協議事項の２について、ほかにご質問やご意見ございますでしょうか。

いかがですか、よろしいですか。 

  それでは、ただいまいただいたご意見等をまずは確認したり、そしてもし修正できる

ようなところがあったらそれを行うなどして、そして小中一貫教育検討委員会をこのス

ケジュールに沿って設置して参りたいと思います。 

  また、この中で早い時期に教育委員の皆さんと委員の方たちとの意見を交換できる場

を設置しておりますので、またそこでもぜひそれぞれのご意見をいろいろお聞かせいた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、そのように進めさせていただくということで異議ございませんでしょうか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 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、平成28年度教育部各計画の実施状況についてです。 

  これは、かなり先ほどの部分と重なるところがあるかとも思いますので、なるべく簡

潔に説明のほうお願いしたいと思います。 

  それでは、各課長から説明をお願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、昨年の内容でございますので、協議事項の１と重複する

項目については省略して説明させていただきます。 

  まず、学校教育計画の進捗状況の報告からです。 

  では、あとは指導課長からお願いします。 

○秋山指導課長 それでは、先ほどの点検・評価の報告と重なっていないところを中心に

説明をさせていただきます。 

  では、まず４番の読書活動の充実でございます。 

  図書館サポーターを活用して学校図書館支援を行うとともに、各学校で朝読書や読書
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週間等を実施したり、保護者や地域ボランティアを活用した読み聞かせを行ったりして

読書活動の充実を図って参りました。今後も学校図書館サポーターによる支援を生かし

て子どもたちが読書に親しんだり、進んで調べ学習をしたりできる読書環境の充実を図

っていきたいと考えています。 

  続いて、飛びますが、７番の文化・芸術活動の充実でございます。 

  平成28年度は市民文化会館改修に伴い、他区市の施設を代替利用して演劇鑑賞教室や

オーケストラ鑑賞教室、連合音楽会、書き初め展、美術展、ジュニアバンド・ジョイン

トコンサート、青少年コーラス・ジョイントコンサートを実施いたしました。今後も文

化・芸術の教育活動等を通して子どもたちの豊かな感性や情操の育成を一層図るととも

に、改修された市民文化会館でこれら文化的行事が円滑に実施できるよう準備を進めて

参ります。 

  続きまして、また飛びますが、11番の食育の充実でございます。食育モデル校を２校

指定し、食育実践事例集を作成して取組内容を共有しました。また全校で食育全体計画

の作成及び食育推進チームを設置するとともに、食育リーダー研修会を２回実施し、各

学校で取組を共有しました。今後も食育モデル校を中心に地域と連携した食育を一層進

めるとともに、給食・食育振興財団と連携した食育の実践を充実させていきたいと考え

ております。 

○牛込教育支援課長 11番の食育の充実について教育支援課としても、給食・食育振興財

団と連携した食育を引き続き進めて参りました。 

  今後の取組の方向性として、今年度、平成29年度は、給食・食育振興財団とコミュニ

ティ協議会が連携して地域における交流イベント「夏休みコミュニティ食堂」を試行実

施するということを予定しております。 

  以上です。 

○秋山指導課長 では、続きまして12番の特別支援教育を充実させるための教職員の専門

性の向上でございます。 

  特別支援教育にかかわるさまざまな研修を実施するとともに、障害者差別解消法ハン

ドブック（武蔵野市立学校版）や教育推進室の専門嘱託員がまとめた10号にわたる合理

的配慮についての資料を全小中学校に配布して情報の共有を図りました。今後も子ども

たち一人一人の教育的ニーズを把握し、個に応じた指導、支援が行えるよう研修や情報

発信に努めて参ります。 
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○牛込教育支援課長 12番について教育支援課から、28年度の取組状況につきまして、特

別支援教室と個別支援教室の役割分担を整理し、各校に周知を図りました。 

  また、今後の取組につきましては、特別支援教室連携導入により発達障害の児童に対

する指導・支援の充実を図っていくということと、三小の知的障害学級については、都

立の特別支援学校と連携をして指導・支援体制の充実を図っていきます。 

  続きまして、13番、早期からの一貫した相談・支援の充実につきまして、平成28年度

につきましては、５月に就学相談説明会を28年度初めて実施し、早期からの情報提供に

努めました。 

  今後の取組の方向性としましては、就学支援委員会の中で特別支援学校と特別支援学

級の就学基準の整理などをして、より適切な就学につなげていきます。 

  14番、子どもたちの能力・可能性を伸長するための新たな連携体制の構築につきまし

て、平成28年度の取組状況については記載のとおりです。 

  今後の取組の方向性につきましては、地域療育相談室ハビットとの連携を強化しまし

て、言語聴覚士に加えて、作業療法士による巡回相談も実施して参ります。 

  続きまして次のページです。10ページ、15番、多様な学びの場の整備と学校間連携の

推進につきまして、平成28年度につきましては、就学支援シートを新たに地域子ども館

あそべえや学童クラブにも情報がいくような書式に改めて活用を図りました。 

  また、今後の取組の方向性につきまして、個別支援教室は、四小・桜野小に未設置の

ため、今後それらの学校に設置していく方向で準備を進めて参ります。 

  教育支援課からは以上でございます。 

○秋山指導課長 それでは、続いて18番の安全教育・安全管理の充実でございます。 

  不審者対応訓練やセーフティ教室等、犯罪被害防止の取組を行うとともに、関係機関

との連携を一層推進し、「むさしの学校緊急メール」を積極的に活用して安心・安全に

かかわる情報を各学校が保護者へ迅速に提供できるようにいたしました。 

  また、安全管理の観点から、組み体操による事故の未然防止を図るため、校長会と協

議の上、その方針を通知いたしました。今後も安全教育のさらなる充実を図るとともに、

不審者情報等の学校への迅速な提供を行っていきたいと考えます。 

  それから、また飛びまして、指導課としては最後ですが、22番の学校評価を生かした

経営改善でございます。 

  各学校では、学校経営計画の重点項目を踏まえた評価項目を設定し、学校評価につい
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て「開かれた学校づくり協議会」で説明するとともに、実施した学校評価の結果と平成

29年度の学校経営計画を学校だよりや学校ホームページ等で公表しました。今後はカリ

キュラムマネジメントを核にした学校経営の改善に資する学校評価のあり方について研

究を進めていきたいと考えています。 

  以上です。 

○大杉教育企画課長 教育企画課です。25番、教育施設の整備、16ページをご覧ください。 

  安全・安心のための施設整備としまして、防災の観点からの各種体育館特定天井の改

修工事等を行いました。また昨年は、一部の学校でＰＣＢを含有する安定器を使用する

照明器具が確認されましたので、急遽昭和47年までに建設されました学校の照明器具の

全数調査を行いまして、使われているものについては全部交換したところでございます。 

  では、続きまして、生涯学習計画の説明に入らせていただきます。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、生涯学習計画のご説明をいたします。 

  説明に入る前に２点訂正をお願いしたいと思います。18ページの施策１つ目、「人そ

れぞれの『学びはじめ』の支援」のところ、「平成28年度 取組状況」のところでござ

いますが、８行目「演ｖ奏会」のところに「ｖ」という文字が入ってしまっております。

申しわけございません。この「ｖ」をお消しいただければと思います。 

  その右、「今後の取組みの方向性」のところの最後の行です。「これ適切に継続して

いく」とありますが、「これを」という形で「を」を付していただければと思います。 

  では説明に入らせていただきます。 

  生涯学習計画及びその次のスポーツ振興計画でございますけれども、先ほどご説明い

たしました点検・評価で大きくご説明いたしましたものの詳細な説明になっていること

がほとんどでございますので、大枠の説明とさせていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

  生涯学習計画でございますけれども、全12項目、18ページから21ページにかけまして

このそれぞれの施策について取組状況と方向性、今後の取組の方向性についてお示しし

てございます。 

  全体としましては、教育委員会が直営で行っています各種事業、例えば土曜学校、こ

れは各種事業団のものも含めて全16項目ございますが、これに加えてふるさと歴史館で

の自主事業、市民会館での事業、またプレイス事業団によりますいきいきセミナーや自

由大学事業、また自主的な学びの支援として２つの補助金、生涯学習事業費補助金や子
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ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助金を通して、このそれぞれの施策を

進めてきたところでございます。 

  また、活動支援に関しましては、各種の講座、ＮＰＯを運営するための講座等々につ

きまして主にプレイスで行っております。これらにつきまして12の施策それぞれを今後

も進めていくというようなことで計画を進めているところでございます。 

  続きまして、22ページからでございますけれども、22ページから26ページまでがスポ

ーツ振興計画でございます。全13項目でございます。 

  これらの各13項目、生涯を通じてスポーツを楽しむ機会の創出、またライフステージ

に応じたスポーツライフの形成等々の各種施策につきまして市の体育協会、スポーツ推

進委員、そして生涯学習振興事業団や武蔵野シティＦＣなどの各ＮＰＯと連携しまして、

春のファミリースポーツフェア、秋の市民スポーツフェスティバル、また小学校で行っ

ております市民スポーツデー、またSports for All事業を通じまして各種施策を進めて

参りました。 

  また、安心してスポーツを楽しむ環境を整えるということに関しましては、各種施設

につきまして適切に維持管理、必要な工事等を進めて参りました。今後も施策、整備計

画の策定を通じまして、将来にわたって環境を整えていきたいと考えております。 

  大枠になりますが、スポーツ振興計画につきましてもこのような状況でございます。 

  以上です。 

○養田図書館長 それでは、図書館基本計画の進捗状況をご報告させていただきます。 

  先ほどの点検・評価で触れていないものについてご説明させていただきたいと思いま

す。 

  27ページをご覧ください。 

  ２番の安心して利用できる図書館環境の構築でございますが、28年度の取組状況とし

まして、ガードマンによる巡回警備、シルバー人材センターによる見回り等を実施して

おります。 

  個人情報、プライバシー保護に関する研修を全職員に実施し、ソーシャルメディア利

用ガイドラインについても徹底しております。 

  危機管理マニュアルに基づきまして、館内整理日を中心に防災訓練、防犯訓練を実施

しております。 

  今後の取組としましては、巡回警備については一定の効果が上がっておりますが、よ
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り実効性のある方法を研究していきたいと考えております。 

  個人情報保護に対する職員の意識をさらに高めていきたいと考えております。 

  定期防災・防犯訓練については、利用者が安心して利用できる図書館環境の構築を目

指し、引き続き実施して参ります。 

  次、３番の質の高いサービスを支える体制整備でございますが、28年度の取組状況と

しましては、職員１名に大学の通信教育の司書養成課程を受講させました。 

  吉祥寺図書館リニューアル計画において、武蔵野生涯学習振興事業団を吉祥寺図書館

の指定管理者とする方向性が示され、教育委員会の決定を経て、市議会の議決を得、方

針決定することができました。 

  今後の取組としましては、引き続き職員について内部研修・外部研修への参加を進め、

人材育成を図って参ります。 

  吉祥寺図書館につきましては、こちらの図書館が地域や施設の特性に応じたより魅力

的な図書館となるよう、生涯学習振興事業団による指定管理者制度への円滑な導入を進

めて参ります。 

  各計画については以上でございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  教育委員会の４計画に関する平成28年度の進捗状況の報告が各課長から行われました。 

  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。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 細かい項目で申しわけないです。17ページの27番の取組状況の最後「また」

のところで、安全確保を図るためにということで緊急メールを発信したという項目があ

りますが、これは18番の項目、安全教育・安全管理の充実、そこと関係していると思う

んですよね。なので、どっちに入れるかというのもあるんですけれども、どちらかとい

うと18番に入れたほうがよりいいのかなと感じました。これが１つです。 

  それから、去年、「充実」という言葉が語尾にたくさん用いられていてということを

意見として出されて、今年も同じような状況、特に前半のところですね。第二期学校教

育計画のほうでは結構多い。それから今度後半にいくと、「何々していく」と、これも

去年言ったような気もするんですけれども、その辺の文章の表現の統一性をもう少し持

たせていただけるといいかと。特に「何々していく」という表現は要らないので、

「何々する」という言い方のほうがはっきりしていい。細かいことですけれども、その
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辺は最終的に仕上げるときにご検討いただけるといいということです。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  先ほどの17ページの27番と、それから18番との関係で何かありますか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 それでは、委員ご指摘のとおり、同じ内容のところについて入って

いるというところで、18のほうで入れていくということで、この27のほうについてはこ

の部分を削除をして文章を整理をしたいと思います。 

○宮崎教育長 では、そういう整理をしていただくということにいたします。 

  それから、充実とか「していく」を「する」にするというところについては何か課長

からありますか。 

○渡邉委員 何とかの充実という題名が入っているので、なるべくその用語を使わない表

現にしていただくほうがいいのかなと、具体的な内容で入れておいていただいたほうが

分かりやすいですね。 

○宮崎教育長 大くくり、大まかにまとめていくというところもあるので、そういう言葉

は出やすくなっているかもしれませんが、なるべくそういうことがないように努めると

いうことでよろしいですか。 

○渡邉委員 はい、ぜひ検討してください。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ほかにご質問、ご意見お願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 ２つあります。７ページの11番の項目なんですが、ここの教育支援のほうの

本年度の取組の１つで「夏休みコミュニティ食堂（仮称）」とありますが、これは今ま

での給食フェスタみたいに１回きりでやるのか、それともいろいろなコミュニティでや

るのか、それ伺いたいなということです。 

  ２点目ですが、15ページです。24番です。平成28年度の取組状況、今後の取組の方向

性にも書いてあるんですが、学校施設整備基本計画、ここに「（仮称）」と書いてある

んですけれども、もうこの段階は仮称じゃないんじゃないかなと思います。さっきも言

いかけてやめたんですけれども、きょうの協議事項の１番の２ページ、事業名「学校施

設整備基本計画（仮称）」があるんですが、もうこれは仮称をとらないとおかしいんじ
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ゃないのかなと思ったんです。 

  以上２点です。 

○宮崎教育長 それでは、最初のまず教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 ７ページ、11番の食育の充実についてです。 

  地域コミュニティにおけるイベントにつきましては、今年度はコミュニティセンター、

今のところ１つか２つのコミュニティ協議会と共催をしてまず試行実施をすると。今年

度の実施状況を踏まえてまた来年度どうするかということは検討していきたいと考えて

います。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  それと２点目は、教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 まだ策定途中だったということで一応仮の名称ということでやって、

表現は……。 

○宮崎教育長 28年度はどうだったんですか。 

○山口委員 スタートしているんですよね。 

○宮崎教育長 スタートしている……。 

○山口委員 だってこれ29年２月のときも策定委員会で報告出ているんですから、中間報

告が。 

○宮崎教育長 どうですか。 

○大杉教育企画課長 28年度、事業名としては一番最初に事業名を立てますので仮称とい

うものはついていたということで、どちらもこのような表記はしていたところでござい

ます。実質的にはこの名称で事実上は確定しているところかと思っています。 

○山口委員 今後の取組も仮称ですか。 

○宮崎教育長 15ページですね。 

○山口委員 でも、もう要綱ができた段階で、私は仮称はないのかなと思うんですけれど

も、違いますか。 

○宮崎教育長 これは削除すればいいのかな。 

○大杉教育企画課長 そうですね。今後の取組では確かに今削除してもいいかなと思いま

す。 

○宮崎教育長 今後もまだ仮称のことを想定して言っているのなら、そうなるかもしれま

せんけれども、時制の一致というか、そこ、ではもう一回見直していただいていいです
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か。 

○大杉教育企画課長 はい。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  ほかにご質問。 

  山本委員。 

○山本委員 スポーツ振興計画のところで……。全体的なことなんですけれども、こんな

たくさん項目があって武蔵野市が幸せだなと感じました。ただ、ステップアップしてい

くということなんですけれども、初心者という以前に、やっぱり子どもたちの外遊びか

ら始まるスポーツ振興ということの視点がどうしても必要なんじゃないかと考えていま

す。それをどこにどう入れたらいいかということは私には今適切に言えないんですけれ

ども、子どもの外遊びがやはり全てのスポーツや体を動かす、投げる、打つ、そんなこ

との基本だという視点を入れておくほうがいいんじゃないかなと感じています。 

  それから、食育のところですね。ですから７ページの11番、この充実にもとても感心

しています。それで、これは感想でもあるんですけれども、昔のように一々火を起こし

たり何か切ったりなんかしなくても物が食べられるようになった、そういう技術の発達

ということは忙しい現代の私たちにとってはとてもありがたい一面を持っていますけれ

ども、かつて食の世界が育んでいた社会性みたいなものがなくなってきているというの

がとても思われる今日この頃です。子どもたちに最も教えたいことは、食を通して人と

つながっていくとか、自分の手で何かするということ。例えば私たちお茶を入れるなん

ていうことからも少し遠くなっていて、ペットボトルのお茶を持って歩いて、それをお

茶と思っているけれども、本当はお茶ってこういうふうに入れてと、例えば今この人数

にお茶をお茶わんで入れるとなると一人でするのは無理で、何人かが集まってお茶を入

れて何人かが運んでというようなことになると思う、その辺の社会性みたいなことをや

っぱりどこかで伝えておきたいという、その視点を食育の中にどうか入れてほしいなと

いう希望を持っています。うまく言えなくてすみません。 

  以上です。 

○宮崎教育長 すばらしいご意見だと思います。特に１番目のスポーツなんですが、子ど

もの外遊びから始まるスポーツ振興という、これ何かありますか、課長。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 ご意見ありがとうございます。 
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  ２番のライフステージに応じたスポーツライフの形成の中で、若干ですけれども、幼

児向けプログラム等々というようなことが入っておりまして、ただ、今委員おっしゃる

ように、外で土遊びをするとか、そういう自然に触れるというようなことは事業団の、

教育委員会の傘下の中では特にありませんで、幼児向けプログラム、幼児運動ですとか

器械運動、それから幼児水泳、こういったものが中心になっておりまして、直接……。 

○山本委員 その前ですよね。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 その前段階ですよね。そうなりますと、例えば８番のス

ポーツを通した健やかな成長というところにも触れるようになるのかなと思います。こ

れは教育委員会所管ではありませんけれども、家族で楽しむ二俣尾自然体験ですとか、

それからかいぼりなどを緑のまち推進課、また児童青少年課等々で行っているところも

ございますので、こういったものを振興計画の中に位置づけて計画の振興に図っていく

かどうかというのは検討すべきところがございますけれども、そのあたりこういったも

のも含められるかどうかも検討していきたいと思います。また、森林体験教室などは野

活で行っておりますが、小学校４年生からになりますので、やはりこれもご指摘の年代

より高いのかなと思っております。事業団のほうでもそういった視点で事業を今後でき

るかどうかというのは、計画の振興とはまた別部分になりますけれども、事業団と課で

担当していきたいなと思います。 

○宮崎教育長 ２年ぐらい前ですか、ただのボール投げを教えると言ったらすごく子ども

たちが来て、やったことがなかったんですよね。それがすごく盛況だったということが

あって、土くれとか、かくれんぼだとか、鬼ごっこだとか、そういったものが全然され

ていないという状態で、本当に自然とのかかわり、触れ合いとかそういうのも大事なん

ですが、それ以前に家から出て何か体を使うみたいなことができる何かプログラム化で

きるようなことがあるといいなと思いますけれども、そういったところも少し今後は広

く検討していただくといいかと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  それから２点目は、ご意見として伺っておくということでよろしいですか。 

○山本委員 はい、そうです。 

○宮崎教育長 食を中核とした社会性といったものを何らかの形で配慮していきたいと、

こういうことですね。 

  小出委員、どうぞ。 

○小出委員 意見ですが、11ページ、安全教育ですね。これ「むさしの学校緊急メール」
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とあるんですが、昨年発信件数が371件となっていますけれども、昨年これ私登録をし

ていたんですが、これ各学校で違うんですか。 

○宮崎教育長 各学校での違い、緊急メールの利用ですね。 

○小出委員 不審者情報ですね、多分ね、これね。 

○山本委員 違いますよね。学校で……。 

○小出委員 これ不審者情報ですよね、多分ね。 

○宮崎教育長 ではいいですか、指導課長。 

○秋山指導課長 こちら不審者情報ももちろんありますし、それから学校からの何か緊急

のご連絡などにも利用させていただいておりますので、各学校でもちろん利用の件数は

違って参ります。 

○小出委員 この配信は各学校でしているわけですね、市ではなく。 

○山口委員 そう、運動会やるとかというのも。 

○宮崎教育長 当日のね。 

○小出委員 そういうことですね。分かりました。ありがとうございます。 

○宮崎教育長 学校によってばらつきがあるんです。 

○小出委員 ここに入っているもので、不審者情報なのかなと思って。 

○山口委員 だけではない。 

○宮崎教育長 どうぞ、指導課長。 

○秋山指導課長 一番の目的は、もちろんそういう安全のためということだと思いますけ

れども、それをいろいろなものに学校としては活用をしているということでございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○小出委員 結構です。 

○宮崎教育長 ほかに質問、ご意見ございますか。 

  それでは、一部修正しておく部分もございますが、全体的には報告事項につきまして

了承されたものといたします。 

  次に、報告事項２、教育部業務状況報告についてでございます。 

○大杉教育企画課長 それでは、教育企画課よりまずご説明申し上げます。 

  １ページ目、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。 

  なお、今回よりそれぞれの事項名に１年間通した課題としまして平成29年度の課題と

いうのを再掲しております。説明につきましては状況説明と成果と課題とさせていただ
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きます。 

  旧桜堤小学校のほうにつきましては、近隣の家屋調査などを行いまして、今現在解体

工事の中でもアスベストの撤去作業の工事をやっているところでございます。今後、校

庭の整地の工事の内容について設計を進めていきたいと思っております。 

  ２番目の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、非常に課題となる学校につきまして学校との協議なども進め

させていただきました。今後は短期的な対応策については来年の予算要求に反映させた

い、少し中期的な対応策についてはどのようなやり方をするのかを詰めていきたいと思

っております。 

  武蔵野市教育史続編の編さんについてでございますけれども、序章につきましては委

託業者に執筆作業を依頼して行っているところでございます。 

  また第一章につきましては、一次原稿が固まっておりますので、それについて序章と

の少しダブり等もありますので、そこを整備しているところでございます。現在はその

原稿を書き上げる作業を詰めているところと、資料、年表につきましては少し別冊化を

今検討しているところでございまして、それの整理をしているところでございます。 

○渡邉教育調整担当課長 続きまして、４番小中一貫教育の検討でございます。 

  先ほどお話しした内容もありますが、４、５月はこの準備を進めて参りました。今後

は、きょういただいたご意見も踏まえてまた丁寧に進めていきたいと思っております。 

  それから５番目、学校給食施設整備のあり方の検討でございますが、後ほど報告事項

の４番でもご説明したいと思いますが、５月まで学校給食施設検討委員会第２回まで開

催しております。短期的な対応策と中長期的な対応策に分けてそれぞれ検討しておりま

す。今後でございますが、さらに中長期的な対応策について詰めて参りたいと思います。 

  以上になります。 

○秋山指導課長 では、続きまして指導課でございます。 

  ４ページ、学力及び体力向上に向けた取組でございます。 

  まず、研究指定校として教育課題研究開発校１校と研究奨励校６校を指定いたしまし

た。 

  体力向上に向けては、体育を専門とする学習指導員を小学校６校に配置いたしました。 

  また、数学的思考力を育むことをねらいとして、算数・数学の発展的な学習場面に学

習指導員を配置いたしました。 
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  成果と課題ですが、今年度は５校が研究発表を予定しておりますので、その研究内容

を市内の小中学校に効果的に広めていくこと、発展的な学習場面における学習指導員の

効果的な活用について検証を進めること、体育を専門とする学習指導員について、大学

との連携による配置ができるようなシステムを作っていくことなどがこれからの課題と

考えております。 

  次に、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。 

  １点目は、特別の教科道徳の指導方法や評価のあり方について研究することなどをね

らいに、東京都道徳教育推進拠点校２校を指定いたしました。 

  ２点目として、児童生徒の自主性や自治能力を高めるとともに、望ましい集団づくり

を行うため「武蔵野スタートカリキュラム」と「武蔵野ガイダンスプログラム」を活用

した教育活動を進めるよう校長会で指示をいたしました。 

  ３点目として、いじめの未然防止や早期解決に向け、全市的な行動連携を深めること

を目的として、５月29日に「いじめ問題関係者連絡会議」を開催いたしました。 

  成果と課題ですが、１点目につきましては、道徳教育推進拠点校の取組などを全校で

共有し、道徳の授業改善を一層推進していきたいと考えております。 

  ２点目につきましては、武蔵野スタートカリキュラムと武蔵野ガイダンスプログラム

の活用状況や成果を確認して、さらなる活用を促すとともに、児童生徒の豊かな人間関

係の醸成を一層推進していきたいと考えております。 

  次に、ＩＣＴを活用した教育の推進でございます。 

  まず、ＩＣＴ機器を活用した授業を一層推進することをねらいに、研究指定校とタブ

レットパソコン導入モデル校を指定いたしました。 

  また、校務支援システムの更改やタブレットパソコン、校内無線ＬＡＮ等の整備に向

け事業者を決定し、その準備を進めております。 

  成果と課題ですが、授業でＩＣＴ機器を活用する教員が増えてきていますので、研究

指定校やモデル校の研究成果をさらに共有し、ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業を一

層推進していきたいと考えています。 

  また、２学期からの校内無線ＬＡＮやタブレットパソコンの活用、平成30年度からの

新しい校務システムの運用が円滑に進むよう着実に準備を進めて参ります。 

  次に、今日的な教育課題への対応でございます。 

  １点目として、小学校外国語活動の授業において、学級担任とＡＬＴの役割を明確に
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した授業に改善をしていくよう校長会で指示をするとともに、５月16日に小学校外国語

活動担当者ＡＬＴ連絡会を開催し、今年度、第一小学校に配置しております英語教育推

進リーダーの授業公開による研修を実施いたしました。武教研の外国語活動・英語科研

究部に所属する教員が倍増するなど、授業改善に対する教員の意識は高まってきていま

す。 

  ２点目として、児童生徒の学びの質の向上を図るために、体験活動のねらいが一層明

確なるよう改めた様式でセカンドスクール実施計画書を作成することとし、現在行って

おりますヒアリングにおいてもこの点を学校に指導しております。 

  成果と課題ですけれども、１点目につきましては、英語教育推進リーダーによる学校

巡回等を活用しながら、今後とも小学校英語の教科化に対応できるよう教員の英語の授

業力を高める努力をして参ります。 

  ２点目につきましては、ファーストスクールとの関連を踏まえ、児童・生徒の主体性

や社会参画の力等を一層高めるセカンドスクールになるよう引き続きヒアリングを通し

て改善を図って参ります。 

  次に、６ページの小中一貫した教育課程の研究でございます。 

  １点目は、小中連携教育研究協力校11校を指定し、そこに記載してございますとおり

のテーマについて各々の実践研究を進めていただくよう校長会でお願いをいたしました。 

  ２点目は、特設教科・武蔵野市民科（仮称）のカリキュラム作成委員会の設置に向け、

委員の選出等の準備を進めております。 

  成果と課題ですけれども、１点目につきましては、今後小中連携教育研究協力校の取

組を通して小中一貫教育の実施に向けて想定される教育指導等について内容や方法の検

討をして参ります。 

  ２点目につきましては、武蔵野市民科の学習内容について、小中連携教育研究協力校

の取組やカリキュラム作成委員会の協議を通して検討を進めていく予定でおります。 

  次に、７ページの教育推進室による学校教育の支援でございます。 

  １点目は、若手教員の育成についてです。集合研修を２回実施するとともに、教育ア

ドバイザーによる授業観察を開始いたしました。また、臨時的任用教員の育成について、

担当アドバイザーによる校長への聞き取りを実施し、訪問研修の計画を立てました。 

  ２点目は、地域コーディネーターについてです。地域コーディネーターの活用推進に

ついて校長会で指示するとともに、各学校から地域コーディネーターを推薦していただ
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き、５月19日に委嘱式を実施いたしました。 

  ３点目は、ＴＡ・ＳＳについてです。大学を訪問して登録募集を行ったり、各学校に

対して申請方法の説明をしたりしました。 

  ４点目は、教育推進室だよりについてです。５月15日に第11号を発行いたしました。 

  成果と課題についてですが、１点目につきましては、どの若手教員も順調なスタート

を切ることができていますので、より一層人材育成の体制を充実させていきたいと考え

ています。 

  ２点目につきましては、教育推進室におります学校支援コーディネーターと地域コー

ディネーターの連携をより密にし、地域コーディネーターによる学校の教育活動への支

援を一層推進していきたいと考えています。 

  ３点目につきましては、通常の学級における配慮が必要な児童・生徒に対し、必要に

応じてティーチングアシスタント等による支援が行えるよう人材の確保に今後とも努め

て参りたいと考えております。 

  ４点目につきましては、今年度あと４回教育推進室だよりの発行を予定しております

ので、引き続き教育情報の発信に努めて参ります。 

  次に、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。 

  １点目は、副校長事務補助臨時的任用職員の任用手続が進み、現在17校で活用が始ま

りました。 

  ２点目は、タイムレコーダーを活用した出退勤システムをモデル校２校で実施してお

りますので、教員にアンケート調査を行う等効果検証を進めているところです。 

  成果と課題ですが、１点目につきましては、現在、副校長事務補助職員の活用方法に

ついて情報を集約しておりますので、その内容を全学校で共有し、より有効に活用でき

るようにしていきたいと考えています。 

  ２点目につきましては、タイムレコーダーを導入したことによる各教員の意識の変容

等効果を検証するとともに、事務負担の軽減等の方策についてさらに検討していきたい

と考えています。 

  最後に、新学習指導要領への対応でございます。 

  １点目は、小学校高学年の英語の教科化等に関してです。授業時間数の増加に対応す

るため、ＡＬＴの雇用形態等を検討して人材の確保を図ることや、英語に関する教員研

修の充実を図ること等を校長会で説明いたしました。 
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  ２点目は、特別の教科道徳についてです。小学校の教科書採択に向け５月18日に第１

回教科別調査委員会を開催いたしました。 

  成果と課題についてです。 

  １点目につきましては、平成30年度の先行実施を見据え、ＡＬＴの人材確保とさまざ

まな準備を進めて参ります。 

  ２点目につきましては、８月中に円滑に教科書採択ができるよう引き続き準備を進め

て参ります。 

  以上でございます。 

○牛込教育支援課長 続きまして、教育支援課からです。 

  ９ページの１番、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、

１点目が特別支援教育推進委員会の実施です。昨年度の見直しを踏まえまして要綱の一

部を改正し、７月に実施する第１回委員会に向けて準備を進めています。 

  ２点目、特別支援教室の運用につきましては、４月に研修や連絡会を通して課題を把

握しました。今後はその課題ごとに対応方針を示すための準備を進めています。 

  ３点目、知的障害学級の児童数増加についてです。４月に第三小学校のひまわり学級

を開設しましたが、今年度以降、大野田小学校むらさき学級を中心にまた児童数の増加

が見込まれますので、学区変更などのシミュレーションなどを今行っているところであ

ります。 

  次の２点目、不登校児童・生徒への支援の充実です。 

  10ページをご覧ください。 

  スクールソーシャルワーカーにつきましては、今年度、中学校の生活指導部会、また

小学校の生活指導全体会への出席などを通して効果的な活動を図っていきます。 

  また、３点目の不登校対策会議の実施ということで、不登校の要因が複雑化している

ことから、関係者による会議を毎月行い、総合的な対策を検討していきます。 

  ３番目、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きまして、こちらに

つきましては、今後10年間で児童・生徒の増加が見込まれております。既に現在一部の

学校につきましては、距離が短いことによる指定校の変更を認めないという対応をとっ

ておりますけれども、今後につきましては、その対応を全学区に広げていく方向で今検

討しております。 

  また、大野田小学校、第一小学校、井之頭小学校など、特に児童の大幅な増加が予測
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されている学校につきましては、学区の変更のシミュレーションを行って教室数の過不

足などの予測のシミュレーションを今行っているところでございます。８月までを目途

に一定の方針を検討していきたいと考えております。 

  教育支援課からは以上でございます。 

○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です。 

  11ページからお願いいたします。 

  まず１つ目の項目、多様な事業主体の活動支援と連携の促進です。 

  今期の状況説明です。武蔵野地域五大学共同事業、それから武蔵野地域自由大学につ

きましての事業でございます。 

  最初の項目、今期の自由大学の学長懇談会につきまして６月23日に開催する予定でご

ざいます。また武蔵野地域自由大学につきましては、記載のとおりの登録数となってお

ります。1,485名で前年度比220名の減となっています。 

  次、寄付講座につきましては、前期の寄付講座、東京女子大学さん、それから日本獣

医生命科学大学さんに実施していただいております。テーマはそれぞれ記載のとおりで

ございます。 

  続いて12ページをお願いいたします。 

  まず最初に土曜学校等でございます。まず学ぶ楽しさを知ろうということで、これは

予定でございますけれども、サイエンスクラブ、それからピタゴラスクラブのⅠ、Ⅱに

つきまして記載の日程等で行う予定であります。サイエンスクラブにつきましては６月

３日に第１回が行われております。99名の申し込みがあり、定員45名埋まっております。 

  次の項目、大学で学ぼうにつきましては、地域五大学のご協力を得まして、記載の教

室を行っております。ほぼ予定でございますけれども、４番目のバイオ実験教室につき

ましては終了しております。 

  次の項目、スポーツ教室・自然体験等でございますが、これにつきましては、これも

記載のとおりでございますけれども、昨年度３つスポーツ教室が行われまして、卓球、

スポーツチャンバラ、ミニバスケでございましたが、今期はバドミントン教室を増やし

ております。また昨年度は、前後期８回やっておりましたけれども、今回少し少なくな

っております。学校さんとの調整のためこういった回数になっております。 

  また最後の２つ、世界の文化を感じよう、研究しようにつきましても、記載の３事業

を今年度につきましても行う予定でおります。 
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  13ページをお願いいたします。 

  生涯学習と子ども文化の補助金についてでございます。今期の両補助金につきまして

は、申請件数がそれぞれ10件、14件となっておりまして、現在社会教育委員さんによる

審査が行われまして、事務局による精査を行っているところでございます。 

  成果と課題でございますけれども、地域五大学につきましては、学生数の減少につい

て確認、分析をしているところでございます。 

  寄付講座につきましては、各大学とも一定数のニーズを捉えた講座を実施していると

考えています。 

  学級・講座開催事業等につきましては、各講座とも定員を上回る申し込みがありまし

て、サイエンスクラブ等につきましては29年度の応募倍率が２倍を超えております。29

年度のサイエンスクラブにつきましては、大野田小学校の工事に伴いまして、武蔵野大

学様をお借りして実施をしているところでございます。 

  また最後の項目、両補助金、生涯学習と子ども文化につきましては、社会教育委員に

よる審査を実施して、先ほども申し上げましたとおり内容についての精査中でございま

す。 

  続きまして、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。 

  こちら状況説明につきましては、次の14ページからになっております。 

  施設管理につきまして来館者数のほうを載せております。先ほどの点検・評価と同じ

情報でございます。 

  その下の項目、生涯学習支援事業、それから市民活動支援、そして青少年活動支援事

業につきましては、前期いきいきセミナー等々のとおり記載のとおり開催をしておりま

す。 

  その他、特記すべき事項として、その他のところの最後の項目ですが、図書館総合展

2017を成蹊大学で開催をしておりまして、そこで生涯学習振興事業団の前田理事長がプ

レイスの実践について報告をしております。 

  成果と課題でございますけれども、プレイスにつきましては、昨年度を上回る来館者

数があり、また多くの視察も受け入れておりまして、多施設への影響力のある施設にな

っております。今年度は来館者が1,000万人に達する節目を迎えますので、施設の理念

等を確認しながら今後の事業等をまた実施していきたいと考えております。 



－53－ 

  ３番目、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。 

  今期の状況説明は15ページでございます。 

  一番上、総合体育館の屋上防水シートの工事を３月29日から行っておりまして、特定

天井の工事と同時に施工しておるところでございます。こちらにつきましては８月22日

までを予定しております。 

  ２番目、３番目の項目が今年度大きな工事の２つでございます。総合体育館のアリー

ナの特定天井の改修につきましては、現在仮囲いや現場事務所の設置が行われまして、

仮囲いですとか足場の組み立てが行われているところでございます。 

  ３番目、陸上競技場の改修につきましては、10月からの工事着手に向けてさまざまな

内容を各関係機関と協議しているところでございます。 

  ４つ目、地域スポーツの振興や障害者スポーツの啓発につきましては、事務局報告に

もございましたとおり、５月21日にSports for Allラグビーを実施しております。 

  成果と課題でございますけれども、特定天井と陸上競技場の工事につきましては当初

の予定どおり進んでいるところでございます。引き続き工事完了後の利用者の満足度の

向上を目指して行っていきたいと思います。 

  また、Sports for All事業につきましては、今後オリパラ担当と連携して同事業を進

めていきたいと考えております。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 ふるさと歴史館の管理と運営でございますが、16

ページからでございます。 

  17ページ一番上の成果のところでご説明させていただきます。 

  主な特徴的な事業と申しますと、４月10日に武蔵境のＪＲ高架下のぽっぽ公園の開園

イベントがございまして、公園内に歴史館のブースを出しクイズなどを行い、歴史館に

お客様を誘導いたしまして1,111人が１日に来館されました。それ以降土日を中心にお

子様の来館なども見受けられ、人の流れが変わって参りました。 

  また、井の頭公園の開園100年の記念講演会を９月に行いますが、これに先駆けて５

月３日のファミリーフェスタの際にやはりブースで展示等を行い周知を行いました。 

  更に武蔵野の歴史を常設展で展示しておりますが、開館以来ずっと同じ展示であった

ものを、今回初めて考古の分野において展示替えを行いました。 

  ふるさと歴史館からは以上でございます。 

○養田図書館長 それでは18ページをご覧ください。 
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  図書館の管理・運営でございます。 

  まず状況としましては、図書館に期待されるサービスが多様化しており、効果的・効

率的に対応する必要があるため、中央図書館を中核とした３館それぞれのあり方を確立

するため、図書館基本計画の一部改定を行って参ります。吉祥寺図書館につきましては、

平成30年４月に指定管理者制度への円滑な移行のために、武蔵野生涯学習振興事業団と

連携して準備を進めて参ります。 

  成果と課題でございますけれども、基本計画の一部改定に向け、基礎資料となる市民

アンケートの実施に向け準備を進めて参ります。 

  そして、吉祥寺図書館への指定管理者制度の導入に向け、生涯学習振興事業団と密接

に連携するための準備会議を定例的に開催いたします。第１回を４月27日に実施いたし

ました。 

  図書館資料収集・保存でございます。状況としましては、平成28年度末の図書館蔵書

数が91万8,718冊、４月の受入資料数が5,921冊、４月の除籍資料数が1,428冊となって

おります。 

  成果と課題としましては、今後効果的な除籍・更新、蔵書の充実をするために資料収

集方針・除籍基準の見直しを進めて参ります。 

  19ページ、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。 

  状況としましては、こちらに記載のとおり、各種の団体、武蔵野市の文庫連絡会の定

例会・団体貸出説明会、武蔵野市立図書館朗読奉仕の会の総会・定例会、六実会、こち

ら点訳ボランティアでございますが、総会・定例会、読書の動機づけ指導が５月９日よ

り始まりました。課題解決テーマ展示はこちらに記載のとおり新生活応援ということで

中央図書館で実施しております。ＹＡ、青少年を対象にしたトピックスとしましては、

武蔵野プレイスで「君におくるエール」、吉祥寺図書館で「部活で青春しようぜ！」と

いうタイトルで行っております。 

  成果と課題としましては、読書の動機づけ指導50周年を踏まえ、取組を振り返り、今

後の活動につながる記念誌を作成し、また講演会等も予定しております。 

  乳児人口の増加に対応するためのゼロ歳児向けのブックスタートにボランティアの導

入を図って参ります。 

  最後、吉祥寺図書館のリニューアルでございますが、20ページをご覧ください。 

  状況説明としましては、吉祥寺図書館リニューアル計画に基づき、リニューアルを推
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進します。 

  ２つ目の○ですけれども、実施設計の打ち合せを設計事務所、施設課と行って参りま

した。 

  武蔵野生涯学習振興事業団から派遣研修として主任級の職員１名の受け入れを行いま

した。 

  成果と課題としまして、リニューアル工事を施設課と連携しながら着実に進めるとと

もに、リニューアル後の運営準備を生涯学習振興事業団と連携して進めて参ります。さ

らに工事期間中にも一定の図書館サービスを継続的に提供するための臨時窓口を開設し

て参ります。 

  業務状況報告につきましては以上でございます。 

○宮崎教育長 各課長からの説明が終わりました。 

  大分簡潔にしていただいたんですが、それでも随分時間がかかったんです。申しわけ

ありません。 

  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。 

  どうぞ、渡邉委員。 

○渡邉委員 ３点ありまして、２ページ目の２番、大野田小ですが大分人数が増えてきた

ということで、教室はいろいろ増改築が行われるということになっています。あそべえ

とか学童がどうなるかということで今回答いただかなくて結構なんですけれども、その

辺の検討をしていかないと子どもたちであふれ返ってしまうという危機感がありまして、

その辺ご検討いただけるといいと思いました。 

  それから４から５ページ目のいじめ対策等なのですが、課題のところの順番と状況説

明のところの順番と違うと思いますので、その辺修正していただくのが１つです。最後

の成果と課題のところで①、②で集約されていますが、いじめは重要なことなので、こ

れは別項目でいじめ対策の今後の成果と課題というところできちんと項目を入れて、こ

ういうことをやっていきますということをぜひ入れていただけるといいと思います。単

にスタートカリキュラムだけの活用だけじゃなくて、その他の活動も多分やられると思

うので、その辺の内容を入れていただけるとありがたいと思いました。 

  それから、17ページのところで武蔵境ぽっぽ公園でのイベントで歴史館に大分人を呼

び込むことができたということは非常に大きい成果だと思います。こういうことを例え

ば歴史館だけじゃなくて、プレイスとか文化会館、公会堂、それから美術館もあるんで、
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そういう市の施設の相互のやりとりをもっと深めるとＰＲ活動が更に進むのではないか。

私は武蔵野美術館へ時々行くのですが、割とすいていたりして、せっかくああいう繁華

街なのに寂しいなという気もします。ぜひ市民の方々にいろいろな施設を利用していた

だきたいので、その辺の連携活動、これをもう少し充実させるといいのかなと感じまし

た。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  それでは、教育企画課長、２ページの２ですね。 

○大杉教育企画課長 ２ページのところです。このあそべえ、学童所管しています児童青

少年課もこの対策会議のやはりメンバーでして、資料のほうも子どもの数がこう増える

のではないかと、学童、あそべえの利用者が増えるんじゃないかと一緒にしまして、で

はここの対応も、例えば10年後には足りないから、ではここの部屋をそのときは学童に

増やせないかとか、そういう検討を一緒に会議の中でやっておりますし、また非常に増

えるところにつきましては学校に個別にいろいろ協議に行っていますけれども、それも

教育企画課だけが行くのではなくて、教育企画課と児童青少年課が一緒に行って学校長、

先生と相談する、そのようなことで進めております。 

  確かに学童のほうが非常に増えて課題があるというところの学校も幾つかございます。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  次、指導課何かありますか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 教育の充実といじめ等の未然防止のところについてありがとうござ

いました。 

  まず、課題と状況説明のところでございますが、観点がずれて順番というところでご

ざいます。状況説明のところの２番と３番のところを入れかえる形にして訂正をして参

ります。 

  それから、成果と課題のところで、いじめの項目というところでございますが、いじ

め問題関係者連絡会議を５月に実施したところ、それからそれを踏まえて今６月各学校

でいじめのふれあい月間ということで調査のほう始めておりますので、そのあたりのと

ころについてこの成果と課題に合うような形で入れて参りたいと思っております。 

  以上でございます。 
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○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ３点目は市の各施設間の連携というか、それをもっとやるべきではないかということ

なんです。 

○渡邉委員 やれるといいなということなんです。 

○宮崎教育長 それはそのように今後進めていきたい、というご意見をいただいたという

ことでよろしいですか。 

○渡邉委員 そうですね、はい。 

○宮崎教育長 ほかのご質問、ご意見ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 とても充実したよいものを読ませていただいたと思っています。ただ、いつ

も渡邉先生が言われることなんですけれども、書き方の統一性をもう少し徹底したほう

がいいと思ったのと、改行したときに頭に点と丸が来ないように、そこは調整してくだ

さい。 

  それと、中身についてもう一つだけ、６ページの英語教育のところですけれども、東

京都の何の研修会だったか、東京都グローバルゲートウェイという、あれを見ましたよ

ね。 

○山口委員 施策連絡会。 

○山本委員 施策連絡会のときに私は、東京グローバルゲートウェイは、武蔵野市の子ど

もたちがあそこに行ってということは少しも思わなかったんですけれども、なんて言っ

ていいんでしょうかね。でも、あれを取り入れることはできるなと。 

○渡邉委員 考え方をね。 

○山本委員 ええ、考え方は取り入れることはできるなと思ったんです。こういうことっ

てこういう武教研みたいなところで、そういうの見てきてこうだったんですけれども、

いいところだけ取り寄せてまねしてやってみることはできないでしょうかね、なんてい

う話をする機会というのはあるんでしょうか、あるといいなと思いました。この教室の

中では一回も日本語を使っちゃいけなくて、何かお店屋さんごっこみたいにしながら勉

強する日をつくったりするのはどうでしょう、とかって。 

  以上です。 

○宮崎教育長 何かこれについて見解ございますか。 

  まず、書き方の統一性ということで、これはなるべくやろうと思っているんですが、



－58－ 

課ごとに作成して、それを統合していますのでね。 

○山本委員 そうです。それと状況説明とかそういうのはすごくいいんですけれども、状

況説明の鍵括弧がゴシックになっていないところとかもあるので、後で点検してくださ

い。 

○宮崎教育長 これ実は自分の課の方の原稿見ていてもわからないんですね。 

○山本委員 そうなんですよ。 

○宮崎教育長 集まったところで見るしかないんですね。検討したいと思います。 

  点や丸の文頭規制はできるんでしょうか、これ。 

○大杉教育企画課長 それは、はい。こちらのほうで全体的にまとめるときにちゃんと点

検をしていきたいと思います。 

○宮崎教育長 できるならいいですけれども。 

  それから、英語のグローバルゲートウェイの趣旨を取り入れるということですが、指

導課長。 

○秋山指導課長 ありがとうございます。なかなか英語村まで行くのは難しいかなと思っ

ているところですけれども、今委員おっしゃってくださったようなことがすぐできるか

どうかはあれですけれども、それぞれ授業の中でどういうふうにそういう趣旨を取り入

れていくかということについては研究に値する内容でございますので、また外国語活動

部の方々ともお話をしながら、あるいは校長先生方ともお話をしながらいい授業を作っ

ていけるように一緒に研究をして参りたいと思っております。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 ああいう研修を受けたときに、こういうことを見てきたのよという場のこと

なんですよね。こういうことを見てきてお伝えしたり、私たちの感想も聞いていただい

たりする場がなくて、あの研修はどこで生かされるんだろうというようなことが今まで

もたびたびあったので、何かそういうときに、どこでお話ししたものかという気持ちが

いつも残ってしまうので。 

○山口委員 あれは同じことを各校の校長が聞いていますから。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 校長先生が武教研の担当にもなっているんですか。 

○山口委員 担当になっています。 

○宮崎教育長 部の担当になって、そこから……。 
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○山本委員 その武教研の担当の校長先生がいらしていて、何人かお会いしたのがきっと

その方たちだと思うんですけれども、その方がちゃんと伝えてくださっているんですよ

ね。 

○山口委員 だから伝える役目もありますよね、自分自身が考えるだけでは……。 

○山本委員 そうなんです。 

○宮崎教育長 実は東京都の施策連絡協議会というのはそれが目的なんです。あそこで伝

えたことを広めてほしいということなんですね。ただ、現実にどうかというのは難しい

んですが、なかなか難しいところがありますけれども。 

○山本委員 そうなんですよね。だからもう少し、でもこうだったのよね、というような

ことが私たちも言えたらいいのにと時々思うんです。 

○宮崎教育長 なるべくそれを伝えていただくようなことを指導課のほうも促していただ

きたいと思います。 

  ほかによろしいですか。 

  それでは、一部先ほど少し入れかえたりするとかいうところがありましたけれども、

そういう修正を加えたいと思いますが、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、武蔵野市立小中学校児童生徒数推計結果についてです。 

  それでは、これは教育企画課長ですね、お願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、報告事項の３、武蔵野市立小中学校児童生徒数の推移結

果についてご説明を申し上げます。 

  この推計でございますけれども、前回、平成26年度に第五期長期計画調整計画の中で

人口推計というのを行いまして、学校別の児童生徒数を推計結果を出しました。それ以

後の住民基本台帳の人口のデータですとか、あとマンションなどの大規模な開発、そう

いったものを変動要因を追加いたしまして、昨年度の基準人口に基づきまして推計を修

正したものでございます。 

  小中学生の平成49年までの21年間の推計でございます。これを見ますと、小学校は平

成38年が一番ピークということで7,110人、中学校につきましては、それよりも５年後、

平成43年がピークで2,679人ということで、現時点と比べますと３割増えるということ

でございます。ただ、小学校のほうにつきましては、平成49年では平成28年度よりも少

ない5,301人ということでありますので、非常に雑駁に申し上げますが、この10年で３
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割増えて、次の10年間でまた同じ３割以上減る。中学校のほうにつきましてはピークに

至るのがもっと遅いですので、平成49年の段階では現在の生徒数よりも多いですけれど

も、やはり同じように減っていくということが想定されます。 

  ここから想定される課題といたしましては、これは学校によりまして非常に増える学

校とほとんど変わらない学校と非常にまちまちでございます。ですから、非常に児童生

徒数が増える学校につきましては、今ある校舎をほとんど普通教室に転用していかない

とクラスの増加に対応できないという学校がございます。 

  また、ほかに想定される課題といたしましては、提供給食数を当然ふやさなければい

けない、またこれに連動しまして、あそべえや学童クラブに必要な施設も確保というの

が必要になってくるだろう。また学校教育関連施設としまして、例えば教育支援センタ

ーなどが考えられますけれども、ここもほかに移転しなければいけないような可能性も

検討材料と出て参ります。また、施設的な対応ということだけではなく、指定校変更制

度や、あるいは学区の見直しといったことも組み合わせをした中でするのが対応策とし

て望ましいかどうか、ここは地域のコミュニティとの関係もありますので、非常に慎重

に考えなければいけませんけれども、こういったような課題がございまして、今児童生

徒の増加の対策検討会議のほうでこれを具体的に検討したところでございます。 

  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 ３番の想定される課題の中で、多分それに含まれるとは思うのですが、特別

支援学級への対応もかなり慎重にやっていかないといけないと思います。人数が増えま

すし、それから部屋数も必要となりますので、その辺検討の項目として入れていただけ

るといいなと思います。 

○宮崎教育長 それについては何かありますか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 特別支援学級につきましては、とりわけ知的障害学級について今年

度、第三小学校に知的障害学級を新設しましたが、依然として増加傾向にあります。ま

た、特に大野田小学校に児童数が集中しておりますので、その点も踏まえながら対策の

ほうは検討しているところです。 
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○宮崎教育長 これはもう、そういうものを同じように扱って考えて進めているというこ

とですね。よろしいですか。 

○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４、学校給食施設検討委員会の検討状況についてです。 

  それでは、これは教育調整担当課長から説明をお願いします。 

○渡邉教育調整担当課長 報告事項の４、学校給食施設検討委員会の検討状況についてご

説明いたします。 

  資料をご覧ください。 

  問題の所在でございますが、今ありました児童生徒数の増加に伴って、現在の学校給

食施設の供給能力では給食の提供が困難になって参ります。 

  もう一つは、２つの共同調理場がございますが、桜堤調理場は平成38年、北町調理場

は平成44年度に建築後60年を迎えます。今建てかえを検討する時期にあるかと思います。

こういった状況を踏まえまして、今年の３月武蔵野市学校給食施設検討委員会を立ち上

げまして、対策を検討しているところでございます。 

  ２の（２）にございますとおり、これまで第３回まで検討委員会が開かれております。

そこで粗々の方向性が見えて参りましたので、きょうはその検討経過報告をさせていた

だきたいと思います。 

  ３番の表をご覧ください。 

  表左側は年度、そして右側に不足食数、現在の給食施設の提供可能食数を上回る食数

を書いてございます。来年度から小学校で100食前後不足してまいるという見込みが出

ております。対策としましては３段階で考えております。平成30年、直近の対応策でご

ざいますが、給食の予備を最小限にして圧縮して参りたいと考えております。これは現

在学校のほう事前に給食の食数をいただいておりますが、かなり変更があるということ

で予備を多めに見込んでおります。それをなるべく最小限にできないかということで運

用を見直して参りたいと、これが直近の対応策でございます。 

  それから、短期的な対応策、これは点線で囲んでいる部分でございますが、31、32年

度、既存の自校調理施設から他校へ供給する方式、いわゆる親子方式を検討しておりま
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す。候補としましては、本宿小から第三小学校へ供給する方式を考えております。これ

によっておよそ500食ほど賄えるかなと考えております。 

  最後、33年度以降でございますが、中期的な対応案でございます。 

○宮崎教育長 資料のことで多分確認はされているんですが、説明を続けていただけます

か。 

○渡邉教育調整担当課長 老朽化した桜堤調理場の建てかえを前倒しして新調理施設を建

設していくということを考えております。先週金曜日の夜に第３回の検討委員会が開か

れまして、新調理施設の考え方について議論が進められました。 

  大きな見出し４番でございますが、考え方として、これを全市的な課題として取り組

む必要があるというのが１点目。 

  それから２点目、本市の学校給食に関する基本的な視点、これを踏まえつつ、最新の

学校給食衛生管理基準及び新しい考え方等にも対応する必要がある。これが２点目でご

ざいます。 

  それから新調理施設のスペックでございますが、小学校1,800、中学校3,000食程度が

見込まれております。 

  ここの資料には書いてございませんが、当日の委員会では新しい施設の建設候補地に

ついても検討が進められました。小学校1,800、中学校3,000ということで5,000食前後

ということで施設の面積もかなりのものが必要になります。ということで、民有地では

なくて市有地である程度の面積がある土地を候補にして考えて参りました。１つは、旧

西久保住宅の跡地、２つ目が旧中央図書館の跡地、そして３点目が旧桜堤小学校の跡地、

校舎の北側の土地ですね。それと現在の桜堤調理場の土地ですね。この３本中心に考え

て参りました。例えば、敷地に接している道路を給食の配送車が通れるかどうかとか、

あるいは周辺環境への影響、そもそも面積からどの程度食数が提供できるか、こういっ

たところから絞り込みまして、条件的に今最有力なのは桜堤の土地になっております。 

  今後になりますけれども、今月もう一回、第４回の検討委員会がありまして、今申し

上げました中期的な対応策を詰めて参ります。そして中間報告案を出しまして、来月パ

ブリックコメントをかけていきます。ここでは日付が７月４日から18日となっておりま

すが、６日から20日を予定しております。その前の７月５日でございますが、また教育

委員会の定例会でご報告のほうさせていただきたいなと思っております。そして７月26

日、第５回最終報告案を検討委員会として出した後に、８月２日、もう一回定例教育委
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員会でお諮りしたいと思っております。 

  今後の予定は以上になります。資料の説明も以上になります。 

○宮崎教育長 ただいま、この資料についてなんですが、説明をお願いできますか。 

  運営を担当している教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 今、学校給食検討委員会の資料で本日配付した資料の中で、３番目

の不足食数と対応案の平成30年度のところの記載が間違っているものが配付されており

ますので、今用意をしております。 

○宮崎教育長 今何をしている状態でしょうか、進行するので。例えば資料を回収したん

だとか、説明してください。 

○大杉教育企画課長 今回収をさせていただいたところ。 

○宮崎教育長 回収させていただきましたか。 

  では、それは今差しかえが来る。 

○大杉教育企画課長 差しかえが、はい。 

○宮崎教育長 では、傍聴の方申しわけありませんが、差しかえが来ますので、もう少々

お待ちいただきたいと思います。申しわけありません。 

  さて、説明は終わりました。学校給食施設検討委員会の検討状況でございますが、こ

れについて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。 

○山口委員 中期的な対応案の②番ですが、「前倒しにより、第五小の自校調理施設の代

替機能の確保が可能にもなる」、これどういう意味ですか。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 第五小学校も間もなく建築後60年を迎えます。そうしますと、

建てかえも視野に入って参りますが、あそこは自校調理施設ですので、そこの施設も含

めて建てかえとなります。その場合、第五小学校の給食をどこから提供するか、それの

代替機能が課題となってきます。新調理施設が33年度から稼働すれば、ここの代替機能

も賄えるという、そういった意味になっております。 

○宮崎教育長 一時的に。 

○山口委員 一時的に自校方式ではなくて、共同調理場のものがいくという意味ですか。 

○渡邉教育調整担当課長 はい。 

○宮崎教育長 分かりにくいんですけれどもね。経緯がわからないと難しいですが。五小



－64－ 

は自校調理施設を持っていると、それが今度もし建てかえになった場合には、その間ど

うするかというのがあって、それは、桜堤調理場は先に前倒して建て替えれば可能にな

ると、こういうことなんですね。 

○渡邉教育調整担当課長 はい、そうです。 

○宮崎教育長 そのように読んでいただくということですね。 

  ほかに質問やご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、資料につきまして間もなく来ると思いますので、後ほどご覧いただいて確

認をお願いしたいと思いますが、本報告事項、これにつきましては了承されたものとい

たします。よろしくお願いいたします。 

  次に、報告事項５、施設整備計画の事後評価についてです。 

  これ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５、施設整備計画の事後評価につきまして説明

を申し上げます。 

  施設整備計画といいますのは、市立学校の施設整備に当たりまして、文科省のほう交

付金をいただく際に当たって計画として提出をしていたものでございました。そのうち

平成26年度から平成28年度までの３カ年立てました計画につきまして今回は事後評価を

して最終的に文科省に報告をする内容のものでございます。 

  目標の達成状況につきましては、資料のとおりでございまして、ほぼおおむね達成で

きたというところでございます。主に防災の観点からの防災トイレの設置であるとか、

太陽光発電の自立運転機能をつける、あるいは飛散防止のフィルムを張り替えるといっ

たような工事の内容が中心でございます。 

  そこの総合的な所見、今後の施設整備計画への反映等というところでございますけれ

ども、今回、この３年間の中で立てた計画につきましてはほぼできたところでございま

すけれども、若干まだ残っている課題といたしましては、非構造部材の耐震化でござい

まして、いわゆる特定天井の改修工事、これが今現在取組をしているところでございま

すけれども、そこは課題となっております。また、今後は児童生徒増に伴う増築、改築

のことも踏まえたものが必要になってくると考えております。 

  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。 
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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。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 ４／４で第二小学校で「補助要件を満たさないため事業廃止」となっている、

そこはどういう結果でこうなったのか。 

○宮崎教育長 説明をね、教育企画課長お願いします。 

○大杉教育企画課長 実は空調設備の補助要件につきましては、工事の額が400万円以上

の対象となって参ります。計画段階では400万円を超える工事というふうに見積もって

おりましたので、計画としてはお出ししたのですが、実際に設計をして契約をした中で

は400万円以下になりましたので、国の補助の要件には対象とならないということにな

りましたので、工事は行いましたけれども補助金としては外れたと、そういうことでご

ざいます。 

○宮崎教育長 工事は行われていることなんですね。 

○大杉教育企画課長 はい、工事は行われました。 

○宮崎教育長 補助事業が廃止になったということですね。 

○大杉教育企画課長 はい、補助事業。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 私は２ページほうなんですが、③の教育環境の質的な向上を図る整備、これ

計画したが一部実施できなかったのは何なのかなという、これが１つと。 

  もう一つは、お手洗いの改修なんですが、児童生徒用のところは本当にどの学校もよ

くできていると思います。ここのところの「今期で域内の全小中学校のトイレ改修を完

了し、学校利用者からも評価されている」と書いてあるんですが、交付金の対象に職員

が利用するトイレというのは入らないんでしょうか。ある中学校なんかすごく古くて、

昔のままで、どうしてここだけこんななのかなと思うところがあるんですけれども、そ

れはどうなんですか。「完了し」と書いてあるので。 

○宮崎教育長 その２点ですね。 

  では教育企画課長お願いします。 

○大杉教育企画課長 まず１つ目の「計画したが、一部実施できなかった」というものは、

先ほど申し上げました二小の空調設備のことでございます。基本的に職員室のトイレも

なるべく一緒には改修をしているところではあるのですが、ひょっとしたら何らかの事

情によって残っているようなところもあるということだったかと思います。これにつき
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ましては、個々の補助金には該当しないかもしれませんけれども、今後の施設整備の中

で対応していきたいと思っております。 

  また、これは校舎内のトイレとしては完了しておりますけれども、例えば校庭の外ト

イレとか、一部体育館の外のようなところがやっぱり残っておりますので、これも計画

的にできるかどうかあれですけれども、対応していきたいと思います。 

○山口委員 よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  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、報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  以上で全て終わりですね。 

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

◎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 それでは、ないということでございます。 

  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７月５日、水曜日、午後１時30分から開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

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

◎閉会の辞 

○宮崎教育長 平成29年第６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 １時００分閉会 

 




