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平成２９年第７回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年７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 

     議案第９号 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 

   ４．協議事項 なし 

   ５．報告事項 

     （１）武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分について 

     （２）武蔵野市小中一貫教育検討委員会の進め方（案）について 
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     （３）武蔵野市学校給食施設検討委員会の検討状況について 

     （４）高等学校等修学給付金支給要綱の制定について 

     （５）小学校通級指導学級通学児童の付添人の交通費について 

     （６）夏休みコミュニティ食堂の試行実施について 

     （７）プレイスフェスタ2017について 

     （８）企画展「幻となった武蔵野の未来図」の開催について 

     （９）としょかんこどもまつりについて 

   ６．その他 
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午後 １時３０分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第７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

うから渡邉委員、小出委員、そして私、宮崎、以上３名を指名させていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。 

  定員の範囲内で傍聴の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。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 それでは、事務局報告に入ります。 

  竹内教育部長から報告をお願いします。 

○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

ついてご報告いたします。 

  平成29年第２回市議会定例会において、６月５日から９日までに行われました一般質

問につきまして、今回は答弁も含めまし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

ましたのは７人でございます。 

  質疑の主な内容についてご説明いたします。 

  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

いう考え方から、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、ＩＣ

Ｔ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。 

  教育長より、スマートフォンの使用やゲーム、学習、読書の影響は考えられること、

保健の授業においてＩＣＴ機器を長時間使用することが、健康に与える影響や目の健康
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を守るためにどうしたらよいか、具体的に考えさせる学習を行っていることをお答えし

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、丸ごと検査を見直

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。 

  教育長より、平成24年度から28年度までに調理済み給食の測定検査は1,098件、給食

食材は967件であること、ゲルマニウム半導体測定器の導入より、いち早く子どもたち

の食の安全安心を確保できたと評価していること、食の安全安心を担保できるのは、調

理済み給食の検査と考えていることをお答えしました。 

  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、

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の

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。 

  教育長より、セカンドスクールは、次期学習指導要領の趣旨を踏まえた取り組みであ

り、今後も充実を図ること、５月からの教科別調査委員会での研究や、６月の教科用図

書採択協議会での検討、教員や市民の意見を踏まえて、８月の教育委員会定例会での採

択の予定についてお答えしました。また、自己有用感については、相手に認められた経

験から、自己に対する肯定的な感情を高めていく意味であること。自己有用感について

は、文部科学省国立教育政策研究所が発行する生徒指導リーフでも解説されていること。

目的は、子どもたちが他者とのかかわりの中で自己有用感を高め、自分の意見や意思を

持って行動する力などの社会性を向上させることが大切であることをお答えしました。 

  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り組みについての見解についてお尋ねがありました。 

  教育長より、食事バランスガイドは、食育授業では使用していないこと、アンケート

は市民の現状認識が示されており、今後の食育事業の参考にしていくこと、若年のうち

から人生設計につながるさまざまな知識、思考力・判断力などの資質や能力を育てるの

は大切であることをお答えしました。 
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  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

（ＨＡＣＣＰ（ハサップ））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。 

  教育長より、平成21年にＨＡＣＣＰの考え方を取り入れて、学校給食衛生管理基準が

改正され、本市でも泥つき野菜の洗浄用シンクの新設、調理服の着脱所の施設、異物混

入防止対応マニュアルの作成などに取り組んだこと、学校給食日常点検表で定期的に点

検・評価を行っていること、今後はドライシステムの導入が必要であること、武蔵野市

学校給食施設検討委員会では、学校給食衛生管理基準に対応し、ＨＡＣＣＰの考え方を

前提に検討すること、共同調理場では、１クラス程度の予備食を確保していることをお

答えしました。 

  次に、市議会公明党の浜田けい子議員から、健康長寿・活動寿命延命の取り組みとし

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

機能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

発についての取り組みについてのお尋ねがありました。 

  教育長より、市体育協会、生涯学習振興事業団ほか、ＮＰＯや民間団体と連携して多

くの市民が参加できるイベントや教室を実施していること。生涯学習振興事業団では、

ピラティスやパワーヨガのようなインナーマッスルが鍛えられるレッスンや、水中生き

生き体操の中での筋力トレーニングなど、さまざまなスポーツ教室やワンデーレッスン

を実施していることをお答えしました。 

  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

野の取り組みについて、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。 

  教育長より、武蔵野市における未来の学校のあり方の観点から、小中一貫教育を検討

するため、小中一貫教育検討委員会を設置し、導入の是非の方向性を定めていくこと。

市内11校で研究協力をお願いし、小学校５・６年生での一部教科担任制、小・中学校教

員の相互乗り入れ授業、特設教科武蔵野市民科（仮称）の実践、学校行事、開かれた学

校づくり協議会の合同実施などのテーマについて研究を行うこと。委員会の検討状況は、
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ホームページ等でお伝えし、保護者や地域の方々の意見を委員にお伝えすることなどを

考えていることをお答えしました。 

  ６月19日には、文教委員会が開催されました。 

  まず、総合政策部より、武蔵野市教育文化等の総合的施策の大綱の一部改定について

の行政報告がありました。 

  主な質疑としましては、まず藪原太郎議員から、子どもの貧困についてのお尋ねがあ

りました。 

  担当課長から、スクールソーシャルワーカーが、今年度より中学校の定期的派遣から、

生活指導部会開催日を中心に派遣をしていくことに切りかえたこと。相談のうち、半分

程度は解決をしていること。就学支援事業は、中学校入学者については、平成28年度に

先行して実施していることをお答えしました。 

  次に、深田貴美子議員からは、学術についてどのように考えているか、歴史と未来を

継承するとあるが、これまでをどう総括し、どのように継承するか、教育センター構想

の推進についてお尋ねがありました。 

  市長からは、市内には５大学など学術機関もあり、学術的な視点が不可欠であること。

武蔵野市の教育は、歴代市政の中でも大変重視してきた取り組みの柱であり、その成果

を振り返りながら未来につなげていくものであることをお答えしました。 

  教育長からは、教育センター構想について、教育の包括的な支援を進めるが、学校教

育だけで解決することでよいのか、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援との関

係を整理するということで、新たな教育センター像を生み出さなければいけないのでは

ないかということで、文言を加えたとお答えしました。 

  次に、土屋美恵子議員からは、小中一貫教育について、学校での研究取り組みについ

てのお尋ねがありました。 

  担当課長から、小中連携教育研究協力校として、11の小・中学校に６つのテーマで研

究をお願いしていることをお答えしました。 

  本間まさよ議員からは、武蔵野市民科のカリキュラムはどこがつくるのかお尋ねがあ

りました。 

  担当課長から、今後、学識経験者、学校の代表、保護者、地域の代表の方が入ったカ

リキュラム作成委員会を立ち上げる準備をしていること。今、学校で取り組んでいる研

究等をもとにして、作成委員会で案を作成することをお答えしました。 
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  大野あつ子議員からは、小中一貫教育の検討についてお尋ねがありました。 

  担当課長からは、小中一貫教育検討委員会は、小中一貫教育の施設一体型と小・中別

の多角的な比較と、それを踏まえた小中一貫教育の実施の是非を検討すること。また、

今年の12月ごろには、市民、学校関係者の方の意見を吸い上げていく予定であることを

お答えしました。 

  次に、教育委員会より、学校給食施設検討委員会の検討状況についての行政報告を行

いました。 

  まず、藪原太郎委員からは、３つの用途地域があるが、どこでも建てることができる

のか、お尋ねがありました。 

  担当課長からは、この学校給食施設は、建築基準法上は工場扱いになるため、同法48

条のただし書きで建築審査会の許可を得た場合には建築ができることをお答えしました。 

  次に、深田貴美子委員からは、候補地のうち、旧桜堤小学校に決定という理解でよい

かとのお尋ねがありました。 

  担当課長からは、次の委員会で検討するが、条件的に有利なのは旧桜堤小学校北側で

あることをお答えしました。 

  土屋美恵子委員からは、短期的な対応として千川小学校案はなくなったのか、本宿小

から第三小への供給だけでよいのかとのお尋ねがありました。 

  担当課長からは、千川小の案は難しいこと、自校調理施設で平成31年度までに実現が

可能かを検討した結果であることをお答えしました。 

  本間まさよ委員からは、給食の提供が困難なのは、自校の調理施設もかとのお尋ねが

ありました。 

  担当参事からは、単独調理校でも児童はふえており、設備の増強が必要であることを

お答えしました。 

  大野あつ子委員からは、新しい施設の設計はいつから始まるのか、小中一貫教育で中

学校が一緒になった場合は、全部、自校式になるのかとのお尋ねがありました。 

  担当課長からは、基本設計はできるだけ早く、今年度の補正予算で対応できればと考

えていること、一貫校を整備する場合は20年以上かかり、その間、給食を提供していく

必要があることをお答えしました。 

  次に、教育委員会にかかわることについてご報告します。 

  読書の動機づけ指導は、昭和42年から始まり、学校図書館動機づけ指導の講師が連携
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する特色ある授業として続けられてきました。50年目となる本年は、５月９日から６月

９日まで、市立小学校３年生、30学級、928名の児童を対象に実施されました。保護者

等を含めた全参加者は1,173名になります。また、読書指導50周年を記念して、この秋

には記念誌を発刊することに加え、記念のイベントとして10月29日、日曜日、中央図書

館で児童書作家、杉山亮氏の大人も子どもも楽しめるものがたりライブを行います。 

  最後に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  いよいよ１学期も最後の月になり、各小・中学校では今学期の学習を振り返るととも

に、有意義な夏休みが送れるよう指導を進めております。小学校６年生の日光移動教室

も、第五小学校が最後となり、これで運動会、セカンドスクールなどの１学期に行われ

る主な行事はほぼ終了いたしました。 

  あした、７月６日に東京都教育委員会が実施する児童・生徒の学力向上を図るための

調査が行われます。今年度の調査も、例年と同じく特別支援学級に在籍している児童・

生徒等を除いた小学校第５学年、中学校第２学年の全児童・生徒を対象とした調査で、

小学校では、国語、社会、算数、理科の４教科と学習に関する意識調査を行います。中

学校では、国語、社会、数学、理科、英語の５教科と学習に関する意識調査を行います。

平成24年度から都内全公立小・中学校で、自校採点方式を取り入れ、それぞれの学校で

採点を行うようになりました。各学校の先生方にはお手間をかけておりますが、調査の

結果がすぐにわかり、２学期からの授業改善に活用できるというメリットもございます。 

  今後の予定としましては、８月中に各学校で採点を行い、８月下旬に調査実施校の約

10％に当たる抽出校の結果である東京都の平均正答率が提供されます。９月に入り、都

の正答率も入力した個人票や解答用紙等の調査結果を、面談や保護者会の場などで児

童・生徒に返却し、個々の学習の振り返り等に活用していきます。各学校では、今回の

調査結果や４月に実施された文部科学省の全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、授

業改善推進プランを８月中に作成し、２学期からの授業改善に生かしてまいります。 

  夏季休業中には、例年、授業改善等を目的に多くの研修が組まれております。夏季研

修として、校長研修会、副校長研修会を初め、教育相談、特別支援教育、ＩＣＴ活用な

ど、専門的な研修会や小学校理科、体育の実技研修なども予定しております。今年度よ

り新たにプログラミング教育研修を実施いたします。また、５市合同夏季専門研修とし

て、武蔵野市、調布市、府中市、三鷹市、狛江市の５つの市が合同で５講座を開催いた

します。これらの研修会を通して、より一層、先生方の指導力の向上を目指してまいり
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ます。 

  以上で、学校の状況についての報告を終わります。 

  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。 

  特にございませんか。よろしいですか。 

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

◎議案第９号 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 

○宮崎教育長 それでは、次に議案に入ります。 

  議案第９号 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）についてを議題といたします。 

  それでは、これは教育企画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、教育企画課長よりご説明を申し上げます。 

  議案第９号の資料をご覧いただきたいと思います。 

  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、この自己評価の部分に

つきましては、前回、６月の定例会に協議事項としてご協議をいただきまして、ご意見

を教育委員の皆様からいただきました。 

  今回は３人の学識経験者の方より、点検・評価に対してのご意見をいただきましたの

で、50ページ目以降のところに、５、点検・評価に関する有識者からの意見として掲載

をいたしております。 

  ご意見につきましては、昨年に引き続き、一般財団法人、教育調査研究所、研究部長

の小島宏先生と、元国立音楽大学教授の篠田信司先生、そして東京学芸大学教育学部、

准教授の倉持伸江先生にお願いをいたしました。 

  まず、報告書の全体の概要についての説明でございます。 

  表紙をめくりますと、目次のページがございます。この１から６までの構成というこ

とでございます。 

  右側の１ページ目の１、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実

施につきましては、目的や点検及び評価の対象、実施方法についての記載でありまして、

昨年度と同様でございます。 
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  続きまして、２ページ目の武蔵野市教育委員会教育目標につきましても、内容として

は昨年と同じものでございます。 

  ３ページ目から15ページまでの平成28年度武蔵野市教育委員会の基本方針でございま

すけれども、これはこの基本方針と重点事業でございますけれども、基本方針ごとに最

後の下のほうに重点事業の事業名称と記載されているページ数について明記をしており

ます。 

  17ページ目からは、４、平成28年度各課重点事業の点検・評価ということでございま

して、前回の定例会でお示しをしまして、内容につきましては教育委員の皆様のご意見

で修正を加えたものを、再度ご提案をするところでございます。説明につきましては、

また後ほど申し上げます。 

  50ページ目以降のところにつきましては、点検・評価についての有識者からの意見と

いうことでありまして、３人の先生方からそれぞれコメントをいただいております。 

  なお、51ページ目の小島宏先生のところでございますけれども、２、個別の事業につ

いての意見の①のところの段落ですね。３行目、「平成29年度中建設の」というところ

が、表現がございますが、これは大野田小学校の増築校舎のところを書いてございます

けれども、若干わかりにくいところがありますので、そういう形で文言を補足させてい

ただきたいというふうに考えているところでございます。 

  57ページ目からは、資料ということでございまして、教育委員皆様の名簿と平成28年

度に実施しました教育委員会定例会、臨時会での議事内容でございます。 

  この点検・評価の報告書につきましては、本日この定例会でご承認をいただきました

ら、８月の市議会文教委員会で行政報告を行い、そのうち市政資料コーナーや図書館等

で配布をしまして、ホームページの掲載もあわせて公表を行う予定でございます。 

  それでは、18ページ目に戻っていただきまして、各課の重点事業の内容記載について、

前回から変更しました点を中心にご説明を申し上げたいと思います。 

  まず、18ページ目、一覧表のところでございます。 

  上から５番目に小中一貫教育の検討の事業がございますが、これは前回は９番目、10

番目の間のところにございましたが、学校施設整備基本計画（仮称）の策定のところに

ありました記載を、一部、小中一貫教育にかかわるものを持ってきまして、教育企画課

と指導課の共管という扱いにしましたので、順番をこちらのほうに移させていただきま

した。 



－11－ 

  また、９番目の今日的な教育課題の対応につきましては、基本方針の３にもかかわる

内容でございますので、そこに丸をつけさせていただいております。 

  なお、全般に文章の最後の表現といたしまして、一部、「図っていく」とか「行ってい

く」といったような表現につきましては、「する」とか、そういった形の表現に改めさせて

いただきましたが、一部残っているところがございましたので、それについては修正をさせ

ていただきます。 

  まず、19ページ目でございます。 

  学校施設整備基本計画（仮称）の策定の真ん中の実績・評価のところでございますけれど

も、ここには前回は小中連携教育推進委員会ですとか、市民意見交換会、先進事例の視察と

いったようなことが記載がございましたが、これは23ページの小中一貫教育の検討のほうに

記載を移させていただきました。 

  続いて、変更点でございますが、23ページをご覧いただきたいと思います。 

  小中一貫教育の検討でございます。こちらにつきましては、今ほどの学校施設整備基本計

画から記載を実績のところの①、②、③のところを持ってきまして、①のところもあわせて

修正をしたところでございます。 

  また、評価につきましても、①の段落を持ってきたのと、②の上から４行目のところまで

も、こちらのほうに記載を移したところでございます。 

  続きまして、25ページ目でございます。 

  これは数字の修正でございます。実績のところの③、体力向上や運動好きな児童を育てる

ための段落でございますけれども、一番下の延べ指導時間、前回は「1,097時間」と記載し

ておりましたが、これは「599時間」の誤りでしたので修正を行いました。 

  また、１ページ、めくっていただきまして、次の26ページ目、評価の続きのところでござ

いますけれども、③の体力面については、以下のところにつきましては、東京都との平均と

の比較をするという視点で文章を加えさせていただきました。また、全国体力・運動能力調

査の結果よりについてのデータを、新たに加えたところでございます。 

  29ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  ＩＣＴを活用した教育の充実でございますけれども、ここも一部、実績の中の④のところ、

３行目からの「開かれた学校づくり協議会代表者会を開催し、」というところの文章と、評

価の①の最後の文章、特別支援学級におけるＩＣＴ機器の活用の有効性についての記載を加

えさせていただきました。 
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  31ページ目、今日的な教育課題への対応の中、実績の①のところ、ＡＬＴ連絡会につ

きましては、開催は「３回」ではなく「２回」が正しかったので、修正をさせていただ

きました。 

  同じく修正で、次の33ページ、教育推進室機能の拡充でございますけれども、実績の

④、地域人材を登録した学校支援協力者リストにつきましては、「127名」じゃなく、

「116名」が正しかったので修正をいたしました。 

  41ページをご覧いただきたいと思います。 

  ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイスの管理運営でございますけれども、ここ

の評価のところの２つ目の段落でございます。従前、ステップアップという表現がわか

りにくいということが、ご指摘いただきましたので、人材育成の仕組みづくりについて

文章の記載を修正をいたしました。 

  45ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  武蔵野ふるさと歴史館の管理と運営につきましては、実績の一番最後のところ、下線

を引いておりますけれども、開館以来、初めてになる年報を発行したという記載を加え

ていたしました。 

  前回からの変更点の主なところにつきましては以上でございます。 

  よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 

○宮崎教育長 教育企画課長の説明は終わりました。 

  前回の協議でご指摘のあったところなどを修正したものでございますので、その点を

特に中心に説明がございました。 

  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。 

  前回、協議での趣旨といったものは大体生かされたというところでなっておりますか。

よろしいですか。 

          （「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、特によろしいですか。 

  どうぞ。山口委員、どうぞ。 

○山口委員 先回、申し上げた小中一貫教育の検討のところですけれども…… 

○宮崎教育長 ページで言うと。 

○山口委員 23です。 
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○宮崎教育長 23。 

○山口委員 この教育企画課と指導課の共管っておっしゃいましたか、共同に所管ですね。 

  それは、とてもいいことだなと。別々ではなく、必ず一緒にやっていくこと、こうい

うふうに教育企画課、指導課、２つの課として取り上げるというのは、とてもこのやり

方、いいことだなと思いました。 

○宮崎教育長 これは、何かこれについてありますか、説明とか。 

○大杉教育企画課長 昨年の場合は、小中一貫教育についての検討、ワーキングチームの

事務局といいますか、取りまとめを教育企画課、ただ教育課程の中身については指導課

ということもございましたし、一部、特別支援については教育支援課、こういったとこ

ろで共同して行いましたので、このような記載にさせていただきました。 

○宮崎教育長 全体に縦割りといいますかね、持ち分で書くという形もあるかと思います

が、こうした事業ごとに協力する課が一緒に記述していくというのも大事なことかもし

れませんね。 

  ほかに。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 点検・評価の有識者の意見、大変いい評価を得て、よかったと感じます。多

少こういうことをやっていったらいいのではないかという提案もありますので、今後、

我々もそれに注意しながら進めていけるといいというのが、全体の感想です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  外部委員の方のことについて何かございますか。 

  よろしいですか。 

  そういう評価をいただいたというところでございますので。生かすべきところを、ぜ

ひ生かしていこうということですね。 

  ほかにご質問、ご意見、ございますでしょうか。 

  これは前回、協議したところでございますので、大体その協議の趣旨は表現されたと

いうことだと思います。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第９号について、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議ないものと認め、採決に入ります。 
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  議案第９号 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、本案を事務局提案のとおり決する

ことに賛成ということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

だきます。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 続きまして、本日は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、武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分についてです。 

  この報告事項につきましては、スポーツ推進委員の欠員について急遽補充されたもの

で、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、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 それでは、武蔵野市スポーツ推進委員の委嘱の専決処分

について、報告申し上げます。 

  こちらは７月１日付で、新たに１名のスポーツ推進委員の委嘱がありましたため、こ

の専決処分については報告するものでございます。 

  資料のほうをお願いいたします。 

  横向きになっておりますけれども、こちらが現在のスポーツ推進委員の名簿となって

おりまして、一番最後の段、21番目のところに新たなスポーツ推進委員の名前がござい

ます。お名前は、小林亜美、女性で、専門分野はバドミントンでございます。 

  欄外にございますとおり、小林亜美委員の任期につきましては、29年７月１日からと

なっております。担当小学校区は調整中とございますが、現在、中部の大野田小学校、

こちらで活動していただくということで調整をしているところでございます。 

  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からの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思いますが、いかがでしょうか。 

  ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 
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  渡邉委員。 

○渡邉委員 今、担当校区、大野田小学校ということでお伺いしたわけです。何かこうい

うところで足りないという、そういう小学校から要求が出てきて、それでじゃという形

で決められるんですか。それとも本人の希望とか、そういうのも含めて決められる。そ

の辺、わかったら教えてください。 

○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 地区的にご本人の希望がある場合もございますけれども、

余り希望というよりは、やはりそれぞれの地区で、例えば市民スポーツデーの際に人員

が足りているかどうかですとか、それから種目のバランス、こういったものも含めて考

えます。今回の場合につきましては、お若い方で初めてスポーツ推進委員をおやりにな

る方でしたので、特に会長さんがいらっしゃる大野田小学校で、スポーツ推進委員とし

ての指導もしていただきながらやっていただくということで、決めようとしているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 結構です。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  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２、武蔵野市小中一貫教育検討委員会の進め方（案）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いたします。 

○渡邉教育調整担当課長 それでは、武蔵野市小中一貫教育検討委員会の進め方（案）に

ついて、ご説明いたします。 

  資料に沿ってご説明いたします。 

  前回の教育委員会定例会で、この委員会の設置についてお諮りいたしました。その後、

要綱を制定しまして、今月の25日に第１回検討委員会を開催いたします。今回はその１

年間の流れを進め方案としてお示しいたしました。 

  年間６回予定しております。 

  まず、第１回は委員会に対する検討事項、それから検討の進め方案、そしてこれから

の武蔵野市の学校教育に求められる目的、目標について議論していただきます。 
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  第２回、第３回は武蔵野市として９年間の小中一貫教育を実施する場合の考え方につ

いてご議論いただきます。 

  そして、第４・第５回は小中一貫教育と小中学校別教育の比較をしていただきます。 

  その後、12月でございますが、保護者や地域の方々から広く多様な意見を聞き、検討

の参考にする機会を設けます。手法としては、検討委員会に聞きながら決めたいと考え

ておりますが、例えば無作為抽出アンケートなどを考えております。 

  第６回で答申案についてご議論いただき、２月末、答申案確定を予定しております。 

  その次、２枚目でございますが、参考資料としておつけしておりますのは、前回の定

例会でお諮りしたときに、これも要綱の案文を参考資料としておつけしておりましたが、

正式に制定しましたので、その報告になります。基本的には、前回の内容とほぼ変わり

ありませんが、第１条については、前回、定例会資料でお渡しした協議会の設置につい

ての説明資料の目的の表現を参考にしながら、法規担当と調整しながら、このように決

めさせていただきました。 

  私の説明は以上となります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長からの説明が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 まず、質問なんですが、第１回のところの枠の中の２行目の右のほうに、

「検討の進め方案について」というのがありますけれども、それはこの用紙に書かれて

いる、これを示しますか。それをもって説明をすると…… 

○宮崎教育長 教育調整担当課長、どうぞ。 

○渡邉教育調整担当課長 そのとおりです。この用紙をもって説明していきたいと思って

おります。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 それでは、これからは意見なんですが、要綱にも、それから参考というので

しょうか、依頼状ですね、検討依頼の文書にも、その検討事項として、小中一貫教育と

小中別教育との多角的な比較、並びにその比較を踏まえた武蔵野市における小中一貫教

育の実施の是非などをって書いてありますよね。これを見ますと、第２回のところで、

「９年間の小中一貫教育を実施する場合の考え方」ってありますが、私はこれは前の参

考文書とか、そういうのを説明する機会かなって思った、そう捉えたんですけれども、



－17－ 

その第３回にもまたこれがありますよね。 

  言いたいことは次のことなんですが、第３回と第４回、第５回に「小中一貫教育と小

中学校別教育の比較」で、第３回のほうは「比較の視点」、視点が出てきたら、第４回

と第５回で比較をしますよね。私は、その先にもう一つ進まなければいけない。それが、

並びにと示してあるところの目的にも、検討事項にも要綱に書いてあったと思うんです

が、２番の「小中一貫教育の実施の是非に関する」、この「是非に関する」ことが最初

に来なければならないのではないかなと思ったんですけれども、比較だけでいいのかど

うか。そこは、いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 まず、依頼文書というのは、今はついてないですね。今日は。前回のもの

ですね。 

○山口委員 はい、そうです。 

○宮崎教育長 ご覧になって言っているわけですね。 

  今日の配付にはございませんので、依頼された文書の中にそのようにあるけれども、

それをここに当てはめると、最後のところでそれが必要ではないかということですね。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長、いかがですか。 

○渡邉教育調整担当課長 確かに検討事項としましては、多角的な比較、それから実施の

是非に関することとございます。比較に関しては、第４回、第５回のところに明記して

おりますが、さらに実施の是非についても、恐らく第５回から第６回にかけて、市民意

見も踏まえてご議論いただくことになると思います。それについてわかるように、ここ

は記載したいと思います。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 当然そうなると思うんですが、一番最初に質問したのは、進め方の案の要旨

はこれですかということは、やはり最初に明記しておかなければ、このこと、この２点

は必ず検討してほしいという、検討事項として私は示しておく必要があろうかなという

ふうに思ったんです。やっぱり比較で終わってちゃいけない。その比較を踏まえたって

ちゃんと書いてあるので、それをやっぱり明記しておいたほうが見通しが立つのではな

いかなというふうに思いました。 

○宮崎教育長 このことについては山口委員からそういうご意見がありますが、ほかの委

員の方もいかがでしょうか。これについてはどうですか。 
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○渡邉委員 同感です。 

○山本委員 同感です。 

○宮崎教育長 同じようにお考えですか。小出委員も同じように。 

○小出委員 同感です。 

○渡邉委員 それに関連して…… 

○宮崎教育長 渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 一番最後、終わった後、黒枠の下にパブコメをやって、説明会ってあります

けれども、これはどういう内容、例えば是非で、是が出るか非が出るかわかりませんけ

れども、それに関する市民説明会を行うというイメージなのですか。それとも、この答

申案に対するパブコメと説明を行うということなのか、その辺かなり微妙なところなの

ですが、わかるといいと思います。 

  それから、その後の６、７月に教育委員会の協議ってありますけれども、ここでどこ

までを議決するのか、この答申案に対する議決なのか、是非の議決なのか、その辺決め

ておかないと、我々もどうやって進めていいかわかりにくいのです。その辺、何かもし

あったら教えてください。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 まず、この進め方案のペーパーのところに、是非に関すること、

検討事項としてしっかりと書いておきたいと思います。具体的には第５回、第６回のと

ころにしっかりと書いておきたいと思います。 

  それから、パブコメと、来年度の話でございますが、パブリックコメント、市民説明

会については、この答申案について行いたいと思います。そこでの反応も踏まえまして、

教育委員会のほうで是非に関する方針を議決していただきたいと考えております。 

○渡邉委員 この６、７月は、ここで是非を決めるというわけじゃなくて、いただいたコ

メントに対する議論をしましょう、そういう話でよろしいんでしょうか。 

○宮崎教育長 いや、違いますね。 

  では、教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 パブリックコメントは、答申案に基づいてやります。それにつ

いていろいろ意見もいただきますが、それらも含めまして答申案と意見を踏まえまして、

６月、７月の教育委員会で実施の是非に関する基本的な方針を決めていただきたいと思

います。 
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○宮崎教育長 ６月に協議がされ、７月はそれを踏まえた最終議決ということになるんで

しょうか。それでいいですか。 

○渡邉委員 その辺、もっと詳しく書いていただけると、何を決めるかっていうことです

ね。 

○山口委員 いいですか。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 先ほど質問のあった市民説明会、この市民説明会については。答申について

説明するんですか、市民説明会は。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 市民説明会についても、検討委員会の答申について説明会を行

いたいと思います。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 検討委員会が行うんですか、市教委が。 

○宮崎教育長 これ、いいですか。 

  教育部長。 

○竹内教育部長 この30年度の４月、５月でパブリックコメント、市民説明会を行ってい

く趣旨なんですが、この段階ではもう検討委員会での結論を答申としていただいていま

すので、教育委員会はこの６月、７月にこの方向性を決める、先ほど申し上げましたけ

れども、決めるために教育委員会としてパブリックコメント、検討委員会からもらった

答申について、教育委員会がそういう大きい意思決定をするために、市民からのパブリ

ックコメントや説明会も、こういう答申をいただいて、これから教育委員会として意思

決定するけれども、それに当たってのご意見を伺うという趣旨で設定するものですので、

ここでは教育委員会で実施をしていくという想定でございます。 

○宮崎教育長 年度中に、この委員会は一応お仕事は終えるわけですよね。終えて答申が

残ると。それを教育委員会は、今度その説明をしたり、パブリックコメントをしたりし

て、市民の反応をいろいろ伺った上で、最終的に６月から７月の教育委員会で、そのこ

とをどうするかという最終決定をしていくんだと、そういうことですか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 この大きな課題に対して、検討期間は非常に短いと思うんですね。それだけ

に、この進め方、この道筋を、どういうふうに手順を踏んで、どういうふうに進めてい
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くというのをしっかり示しておく必要があると思うんです。ですので、検討委員会の

方々もいろいろなお立場の方がいらっしゃるので、みんなが共通に理解して進められる

ように、わかりやすくしたほうがいいかなと思います。 

○宮崎教育長 そういうご意見がありましたが、これについて何かありますか。 

  教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 今日いただいた意見も踏まえまして、ここはわかりやすく資料

もおつくりして、当日の説明も丁寧にやっていきたいと思います。 

○宮崎教育長 よろしいですか、そういう。 

  教育部長、どうぞ。 

○竹内教育部長 そのようなことも踏まえまして、それぞれの例えば学識の経験の方であ

るとか、あるいはＰＴＡ、保護者、地域の方、それぞれのご専門がありますので、その

ご専門の見地から、この委員会の中で、少しそのご専門の見地からのお話を述べていく

機会も設けながら、私どもとしては全体の状況についての資料を用意したり、説明をし

たりすることに加えて、それぞれの委員のお持ちの見識とかご経験についても、なるべ

く共有できるように図ってまいりたいと思っています。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  そういう配慮を加えていくと。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 例えば第２回は我々と意見交換する場があるのですが、第３回と第４回の間

もやはり教育委員会定例会でご報告いただいて、それで入れておいていただくほうがい

いと思います。毎回、毎回、委員会を開催したその結果、今こういうことをやっていま

すとか、こちらからは意見を出すわけではないのですが、どういうふうに進められてい

るのかご報告いただいたほうがいいと思いますので、この間にも定例会の報告というの

を入れておいていただきたい。ほかのところは毎回、会があるたびに出ているので、進

捗状況はわかりますので、そこをぜひ検討してください。 

○宮崎教育長 第３回と第４回の間ということですか。 

○渡邉委員 そうですね。 

○宮崎教育長 ということですね。 

  教育部長。 

○竹内教育部長 この委員会自体は公開で行っていきますし、そういう意味では資料も公
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開で行ってまいります。それから、実は市議会の文教委員会のほうからも、適宜報告を

入れてほしいというご依頼もありますので、当然そうすると、やはり教育委員会も状況

についてのご報告、どういう形になるか、これから検討いたしますけれども、それはす

べきかなと感じております。 

○宮崎教育長 日程が近いときもあったりするので、例えば文教委員会と、この定例会が

ですね。そんなときなんか、かなり接近したところで、そういう報告する形になるとき

もあるかもしれませんけれども、それはお許しいただいて、でも可能な限り経過報告を

していくということですね。 

  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、ただいまいただいたご意見等を、ここに加味して、そして最終的にこれを

確定し、このように委員会の皆さんにもご説明をしていくということにしたいと思いま

す。 

  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、いろんなご意見を加えた上で了承されたも

のといたします。 

  次に、報告事項３、武蔵野市学校給食施設検討委員会の検討状況についてです。 

  これにつきましては、教育調整担当課長から続けてお願いいたします。 

○渡邉教育調整担当課長 それでは、武蔵野市学校給食施設検討委員会の検討状況につい

て、ご報告いたします。 

  前回の定例会でも検討状況についてご報告いたしましたが、その後、第３回の検討委

員会がありまして中間報告をまとめました。 

  まず、概要についてお話をしたいと思います。 

  報告事項（３）－１のペーパーになります。 

  表面は、前回の定例会でご報告したとおり、対応案のパッケージでございますが、直

近の対応案、短期的な対応案、そして中期的な対応案を、３段階を切れ目なくというこ

とで、給食の不足見込み食数について対応してまいります。最後の中期的な対応案につ

いて前回の委員会では議論をさせていただきました。 

  裏面をご覧ください。 

  中期的な対応案は、桜堤調理場の建てかえを前倒しして新調理施設を建設するという
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ものでございます。前回の検討委員会では、提供食数は大体小学校で1,800、中学校で

3,000食程度、さらに建設地についても議論を進めました。候補地としては、ここに書

いてある３カ所でございますが、最終的に条件的に一番優位な候補地は、旧桜堤小学校

跡地の北側部分と桜堤調理場の敷地という結論になりました。 

  ここについては中間報告書を添付しておりますので、そちらでご説明させていただき

たいと思います。 

  中間報告書の８ページをご覧ください。 

  検討委員会では、新調理施設の整備について、基本的な考え方についてまとめており

ます。 

  （１）については、全市的な課題として取り組む必要がある。そして、（２）は学校

給食に関する基本的な視点。そして９ページでございますが、ここは具体的な話になっ

てまいります。（３）で提供食数について書いております。そして、（４）建設候補地

でございますが、まず合計で大体5,000食程度の調理が必要になりますが、一定程度の

面積が必要になります。そこで、市の土地で基本的に更地、そしてある程度の面積があ

る土地を３つ抽出いたしました。これは表にあるところです。最終的には先ほど申し上

げましたとおり、旧桜堤小学校跡地北側部分と桜堤調理場が条件的に最優位であるとい

う結論になりましたが、そのほかの選択肢については、例えば必要な建築延べ床面積を

確保できない、あるいは住宅と直接隣接している点、それから接している道路が配送車

が通るには狭い等、そういった課題があるため最終的には旧桜堤小学校跡地北側部分が

候補地として最有力となりました。 

  それから、今後の予定でございますが、10ページに書いてございます。 

  あしたから２週間かけまして、この中間報告に対するパブリックコメントを実施いた

します。並行して、保護者の方や近隣住民への説明会も実施してまいります。これらを

踏まえまして、７月26日、第５回の検討委員会で最終報告をまとめます。その後、８月

２日、教育委員会定例会にお諮りしまして、学校給食施設の整備方針を決定していきた

いと考えております。この後、市長部局と協議を進めて、８月21日には文教委員会のほ

うで行政報告をしたいと考えております。 

  なお、この後でございますが、新調理施設を建設するまでには、基本計画の策定や設

計事業者の選定、基本設計・実施設計等々が必要になってまいりますので、適時必要な

措置を講じてまいりたいと思っております。 
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  最後、11ページでございますが、桜堤調理場の更新を前倒しして新調理施設を建てた

場合、一定期間は北町調理場と２カ所の体制になります。ただ、北町調理場も建築後60

年を今後迎えてまいります。その後は、新調理施設１カ所の体制になる見込みになりま

す。それをあらわしたのが、このグラフになります。 

  駆け足になりましたが、資料の説明は以上になります。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長からの説明が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 給食の問題は、本当に慎重に考えていく必要があると考えています。それで、

市から市民の皆さんに報告したりするときに、今、不足見込みみたいな言い方をしたり

するんですけれども、やっぱり普通に考えると給食の不足という言葉だけでもとっても

不安なものだと思うんです。不足なんだけれども、大丈夫って、そう簡単には言えない

けれども、不安をあおらないように、あしたからもうパブリックコメントが始まるとい

うことなのですけれども、丁寧に説明と対応していきたいなと考えと考えています。 

  以上です。それをお願いします。 

○宮崎教育長 そういうご意見ありました。 

  これ、私も同じように考えていて、不足というのを私は使っていないんですけれども、

提供食数の増加という言い方をしているんですが。教育調整担当課長は何か、今のご意

見にございますか、コメントは。 

○渡邉教育調整担当課長 確かにおっしゃるとおりでございます。いたずらに不安をあお

らないように、丁寧に説明をしていきたいと思います。基本的にこれまでの学校給食、

ちゃんと維持していくと、その姿勢をちゃんと示していきたいと思います。 

○宮崎教育長 ほかにご質問やご意見ございますか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 この5,384の新調理場の施設のマックスを、ちょうど平成45年のところでぴ

ったりになっている。そこで設定したのかと感じます。先ほどのご意見と一緒なのです

が、ある程度余裕を持った数字で設定されているほうがいいと思います。5,384とかな

り細かい数字で設定していますけれども、実際にはこれどのくらい、5,500ぐらいでき

るのかとか、そういうのはもくろみはあるんですか。その不安を取り除くというところ

で。 
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○宮崎教育長 これについては、この予想、予測については。 

  教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 こちらのグラフのほうでは、かなり細かい数字でやっておりま

すが、基本的には5,400から5,500とか…… 

○渡邉委員 調整はできる。 

○渡邉教育調整担当課長 そうですね、調整はできます。 

○渡邉委員 ああ、そうですか。 

○山本委員 5,385人目になったらどうしようと…… 

○渡邉委員 そういう不安感を与える可能性があります。必要量も、これで確定じゃない

から揺れるわけですね、実際上はね。だから、それでも大丈夫ですと。その辺の不安感

を与えないようにしてほしいなというふうに思いました。 

○宮崎教育長 ほかにご質問やご意見ございますか。 

  これについては、今後、いわゆる用途地域の問題なので、またその事案の対応もある

わけですね、認めていただくような形をとっていかなきゃいけない。それから、この報

告書にもありましたように、これ議会なんかでもご指摘いただいていましたけれども、

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の考え方を取り入れていくという、そういう安心安全な給食と

いうものを同時に目指していくという大きな使命を帯びているところだと思います。慎

重に進めていきたいというふうに思いますが、特にご質問、ご意見、もうよろしいです

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、高等学校等修学給付金支給要綱の制定についてです。 

  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 報告事項４、高等学校等修学給付金支給要綱の制定について、ご説

明をいたします。 

  こちらについては今年度、新規に開始いたします高等学校等修学給付金制度を、７月

から申請を受け付けるに当たり要綱を定めるものでございます。 

  こちらの要綱で、対象者、給付金額、申請方法、支給方法などについて定めておりま

す。 

  こちらのほうは、周知については６月15日号の市報、ホームページ、また対象者への

ダイレクトメールなどによって行っております。受け付けについては、７月３日から９
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月15日までの期間で申請を受け付けてまいります。 

  説明について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。 

  山本委員。 

○山本委員 今の給食の話とも似ているんですけれども、この申請書を自分の気持ちで書

いてみたんですね。そうすると、「同意します。」というところですね。「市が保有す

る住民記録情報及び市民税課税状況について公簿等により確認することに同意しま

す。」ということの意味、難しいですよね。こういうものは、こういうものなんだろう

と思うんですけれども、でも少しどこか、これに同意しても大丈夫だろうかという気持

ちに私なんかはさせられてしまうところがあって。何かもう少し分かりやすくならない

かしらと思うんですけれども、いかがですか。 

○宮崎教育長 これは現在の第１号様式ですね。 

○山本委員 そうですね、第１号様式です。済みません。 

○宮崎教育長 ところをお示しになっているんですね。 

○山本委員 はい、第５条関係ですね。 

○宮崎教育長 これについて何かありますか。 

  教育支援課長、どうぞ。 

○牛込教育支援課長 こちらについて、表現がかたいと。 

○山本委員 必要なことがそのまま書いてあるから、こうなんだけれども、でも自分で書

いてみると、私はこれに同意できるんだろうかという、何に同意しているんだろうかと

いう……。どうですかね。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 でも、修学給付金の支給決定手続のため、必要な範囲に限りという条件がつ

いているから。 

○牛込教育支援課長 そうですね、課税証明書を出していただくんですけれども…… 

○山本委員 それで、間違っているというふうには思ってないんですけれども。 

○山口委員 だから、その範囲で。でも、これがないと自分でとって添付しなきゃいけな

いという問題が出てくるわけでしょう。 

○山本委員 ああ、そうか。 
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○小出委員 これ、添付して出すんじゃないですか。課税証明書を添付して出すんですか、

これ。 

○山本委員 しないんじゃないですか。 

○宮崎教育長 これは教育支援課長、どうですか、しますか。添付するの、課税証明を。 

○牛込教育支援課長 はい。そうですね、課税証明についても添付をいただきます。そし

て、またこちら、周知については、対象者に、こちらの申請書のほかに、こういった形

の詳しい、わかりやすいチラシも同封をして行っておりますので、こちらの申請書がわ

かりにくい表現になっておるんですけれども…… 

○山本委員 それは。一緒に見せてください。 

○宮崎教育長 チラシというのは今、みんなには配られてないですね。そこを読んだら安

心して同意できるが…… 

○山本委員 大丈夫だった。 

○宮崎教育長 大丈夫ですか。 

○山本委員 大丈夫です。これだけがあるわけじゃないからね。 

○渡邉委員 必要だったら市で調べますよ、そういう話ですよね。 

○宮崎教育長 なるほどね。そういうこと。 

○山本委員 そういう話です。 

○宮崎教育長 では、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 課税証明書も添付いただくんですけれども、必要により、これだけ

でわからない情報があった場合に、こちらのほうでお調べします。 

○山本委員 相談してくださいとか。 

○宮崎教育長 なるほどね。 

○山本委員 わかりました。済みません。 

○宮崎教育長 その必要な範囲に限り、そういうことを行う場合があるということですね。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 これは山本委員、ではそんなご理解でよろしいですか。 

○山本委員 はい。 

○宮崎教育長 でも、わざわざ、それを自分が申し込むつもりになって書いていただいた

というのは、すばらしいと思いますので。ありがとうございます。ありがたいことです

から。 
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  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 今度、始められるということですが、推定される、総合教育会議でも伺った

と思いますが、想定される人数ですね、どのくらい対象者として考えられるのですか。 

○宮崎教育長 どのくらい見込んでいるかですよね。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 こちらで想定しているのは150名程度です。 

○山本委員 70人でしたよね。 

○渡邉委員 そうそう、前、70人って…… 

○山本委員 たしか70人。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 70名は入学準備金の支給対象者です。 

○宮崎教育長 この給付金は150人程度。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 今週から申請受け付けを開始しておりますけれども、本日、50件ほ

どの申請が来ております。 

○宮崎教育長 これはついでに、予想したぐらいなんですか、それとも大体、出足が結構

早いなという感じですか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 そうですね、想定した程度の件数だと思っております。 

○宮崎教育長 では、大体、最終的にその件数になる可能性が強いんですかね。 

  渡邉委員、よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 この件について、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５、小学校通級指導学級通学児童の付添人の交通費についてです。 

  それでは、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 続きまして、報告事項５、小学校通級指導学級通学児童の付添人の

交通費についてでございます。 

  こちらにつきましては、特別支援教育就学奨励費補助事業実施要領の一部を改正する
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形で定めるものでございます。 

  こちらの制度は、特別支援学級に就学している児童・生徒に対して、経済的な負担軽

減を図るために行っておる事業でございますけれども、このたびの改正により、小学校

の通級指導学級、桜野小学校のこだま学級に通う児童に対して、その付添人にも交通費

を支給をすると。これまで、児童本人にのみ交通費を支給しておりましたけれども、付

添人と同行してケースがありますので、それについても交通費を支給するというもので

ございます。 

  説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  よろしいですか。 

  どうぞ、渡邉委員。 

○渡邉委員 この保護者の範囲というのは、どんなところまで及ぶのか。 

○宮崎教育長 付添人の範囲ですか。保護者の範囲。ここに書かれている保護者というこ

とですか。 

○渡邉委員 付添人とか。 

○宮崎教育長 付添人の範囲。 

○渡邉委員 どなたでも結構だということですか。 

○宮崎教育長 ことなのかと、保護者に限定されるのかとか、そういうことですかね。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 教育支援課長、どうぞ。 

○牛込教育支援課長 そうですね、保護者に限定せずに同行する人を対象としております。 

○宮崎教育長 保護者ということですね、これはね。 

  渡邉委員、よろしいですか。 

○渡邉委員 要するに、同行する人は保護者でなくても交通費は支払いますよ、そういう

話でいいですね。 

○牛込教育支援課長 はい。 

○宮崎教育長 いいということね、保護者じゃなくても。 

  わかりました。 

○渡邉委員 ありがとうございます。 
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○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６、夏休みコミュニティ食堂の試行実施についてです。 

  では、これも引き続き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 報告事項の６、夏休みコミュニティ食堂の試行実施についてでござ

います。 

  こちらは武蔵野市給食・食育振興財団が、コミュニティ協議会と共催により、今年度、

新規事業として行うものでございます。 

  目的としましては、食事を介した交流の場をつくる、夏休み中の子どもの食生活、栄

養面の改善、料理づくりを体験し食の自立を促すという３点を目的としてございます。 

  今年度、実施場所としましては、吉祥寺南町コミュニティセンターと中央コミュニテ

ィセンター、それぞれ２日間、合計４日、実施するものでございます。 

  募集につきましては、それぞれのコミュニティセンターのほうで、ポスターの掲示や

チラシの配布を行ってまいります。 

  当日の役割分担につきましては、調理などは給食・食育財団などで行い、広報、募集

についてはコミュニティ協議会で行うということで実施してまいります。 

  説明については以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 この南町と中央で、東地区と中央地区ですね。西地区は何でやらないのでし

ょうか。何か理由あってということがありますか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 こちらの事業、今年度、新規ということで、全コミュニティ協議会

にお声かけをさせていただきまして、今回はこの両コミセン、２つのコミセンから行い

たいという意向が示されたので、今年度についてはこの２コミセンで試行的に実施をし、

また来年度については、今年度の状況を踏まえて形をしていきたいと考えと考えていま

す。 

○竹内教育部長 補足します。 
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○宮崎教育長 教育部長。 

○竹内教育部長 これ共催としていますものは、あくまでもやはり地域で取り組み、そう

いう機運が大事だと考えていますので、まず地域コミュニティで取り組まれていること

について、給食・食育財団が持つ専門性であるとか、食育とかを踏まえてご協力をする。

そういう趣旨で、これを取り組み始めているものなので、そういう意味で実施していか

れるコミュニティの意向を大事にしたいという趣旨でございます。 

○渡邉委員 大変いい企画だと思いますので、西地区でもあればいいのにと、感じました。 

  どうもありがとうございます。 

○宮崎教育長 これは試行とありますけれども、将来的には拡大していくとか、今言った

西地区なんかも含めてそういったことが行われるんでしょうか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 そうです。今、部長からも申し上げましたとおり、今年の状況を踏

まえて、また来年度、コミュニティ協議会のほうにも働きかけていきながら、できれば

市内、ほかの場所でも行っていきたいというふうに思っています。 

○宮崎教育長 今後、拡大の可能性もあるということですね。 

○渡邉委員 期待します。 

○宮崎教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  山口委員。 

○山口委員 この内容のところの４番、対象、市民として、「(子ども含む)」って書いて

ありますが、目的のところの大きく２つは子どもですよね、子ども。これは募集のチラ

シか何かに、子どもが中心の取り組みで、そこに子どもをたくさん呼びたいという趣旨

が伝わるんでしょうか。ここでは読めないものですから、市民といって違う人ばっかり

来たらどうなるのかなって思ったんですが。これを目的とするならば、この対象が、違

う書き方があるかなと思ったんですが、それはチラシとか何か、募集チラシか何か出て

くるんでしょうか。 

○宮崎教育長 チラシがあるんですか。 

  教育支援課長、どうぞ。 

○牛込教育支援課長 済みません、チラシのほうが間に合わなかったもので。 

  そうですね、もともと子ども食堂というのを踏まえて、こちらの企画をしたんですけ

れども、子どもだけでなく地域の方も一緒に参加をしていただきたいという意味合いも
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込めまして、こちらの説明書には、「市民（子ども含む）」という記述になっておりま

す。 

○宮崎教育長 もともとは子どもたちを中心に考えていて、でも市民の方も、大人の方も

一緒にという、何かそういう意図が加わったわけですね。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 食事を介した地域の交流の場ということで、大人も大事だと思うんです。こ

こに、「こどもとおとなの夏休み コミュニティ食堂」、ここだけで、これで子ども中

心、どちらかというと子ども中心のものとしてやりたいんでしょう。違う。そうですよ

ね。 

○宮崎教育長 では、教育支援課長、どうぞ。 

○牛込教育支援課長 そうです。子どもを中心としながら、ただ子どもだけでなく大人も、

大人と子どものコミュニティ食堂、地域全体で盛り上げていきたいという趣旨で、こち

らのほうは企画されております。 

○小出委員 時間帯が、これ昼ですよね。だから、平日の…… 

○宮崎教育長 昼食の時間なんですね。 

○小出委員 昼食の時間ですよね。 

○山口委員 だから、お年寄りがいっぱい来て。 

○小出委員 普通の勤めている方は行かないでしょう。 

○宮崎教育長 山口委員。 

○山口委員 その趣旨はとてもいいと思うんですね。その趣旨が実現できるような募集で

なければいけませんよね。それはコミセンに任せられているんですよね、募集、受け付

けは。だから、でも大人ばかりに、まあならないでしょうけれども、子どもをたくさん

集めて、そこに地域の大人も集めて一緒にやりたいという、この趣旨が伝わる募集の仕

方というのがなければいけないかなって私は思うんですけれども。 

○宮崎教育長 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 結局その大人というのは、これから例えばそのコミュニティ食堂みたいな活

動に加わりたい大人のためにもってことなんだろうと、私はこれを見て思ったんですけ

れども、結局その子ども食堂の可能性を探っているという意味もありますよね。 

○宮崎教育長 試行ということですから、そこら辺も試行の範囲なのかな。 

  教育支援課長、どうぞ。 
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○牛込教育支援課長 今回、新たな試みということでできますので、今年度、今回、実施

状況、また応募状況などを踏まえまして、またこの表現ですとか募集方法については研

究をしていきたいというふうに思っております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 これを見ると、「お腹も心も満たされる 地域のだんらん コミュニティ食

堂 この夏、コミセンにコミュニティ食堂がやってきます！！ 学校給食調理員が作る

栄養満点、夏でもたべやすいメニューをご用意しました。地域の皆さんで、食事をしな

がら交流を深めてみませんか？！」と書いてあるんですね。もっと趣旨を強く打ち出し

たほうが…… 

○宮崎教育長 これについては、例えばこのチラシなんかをつくっているのはどこですか。

コミュニティ協議会がつくっている。 

○山口委員 ああ、そうですか。 

○宮崎教育長 まあ共催といっても、市は向こうと、それからただつくったりするのは財

団ですか、給食・食育振興財団。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 チラシについては、コミュニティ協議会と財団のほうで話し合いを

しながらつくっているというものでございます。 

○宮崎教育長 チラシに加えて、その中身の問題も、そういうご要望、ご意見があったと

いうのを伝えていただくということというのは、それでもよろしいですか。主に…… 

○山口委員 だから、次回からになるかもしれませんけれども、ねらいが伝わるような募

集の仕方が大事なんじゃないかな。もちろんこれでも価値はあると思うんです、みんな

が集まって。でも、ここのねらいが、目的がこう書いてあるから、目的に沿うような子

どもたちの集まりの場になるのかなって思ったんです。 

○宮崎教育長 教育部長、どうぞ。 

○竹内教育部長 先ほど最初に申し上げたとおり、やっぱりコミュニティ協議会の中での

機運は、これからも継続的に実施をしていくと、そこはやっぱり継続性の面からすると

重要だと思っていますので、基本的には主体的に取り組まれるものについて、給食・食

育財団が一緒にご相談しながら決めていくということで、恐らくチラシなども相談しな

がらだと思いますけれども、主体的にはコミュニティ協議会のほうでご用意されたもの
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を見ながら私どもも、試行ですから、これからそういうような趣旨をもう少し強く出し

たらいいんじゃないかとか、実施していく中で、やっぱり子どもたちだけじゃなくて、

地域の中で多様な人間関係がその中で育まれるということも要素もあるので、子どもた

ちだけに限定するというのは、またコミュニティの中でも議論していただく必要がある

とは思うんですけれども、始めた意図を、そういうコミュニティの基本的には自主性の

中で、どういうふうに調和を見つけたらいいかというのは、試行していく中で、食育財

団がコミュニティ協議会とは前面に立っていますけれども、当然、食育財団と教育支援

課のほうでも調整をしながら取り組んでいきたいと思います。 

○宮崎教育長 大変人気のある小説の３部作、「東京すみっこごはん」、あれがちょうど

このような地域での大人や子ども、若者が食を通じて一生懸命交流し合って、非常にほ

のぼのとした人間関係をつくっていくという、今、本屋さんで大変人気ありますけれど

も。趣旨はわかると、なるべくだったら、あけてみたら子どもはほとんどいないという

ようなことになっても困るだろうということで、いろいろご意見あったと思いますので、

これ財団のほうにも伝えていただいて、なるべくそうした趣旨が生かされるようにして

みたらどうかと。もし、これ成功すれば大変いいことであろうということですよね。 

  特に子供たちの夏休み中に低下する栄養面、これをサポートするというのは非常に重

要で、現在、夏休みになると給食がなくなるので、子どもたちの栄養面での保持が、一

定のレベル保持が必要ではないかというような議論も出ていますので、一つ一つの取り

組みではないかなというふうに思いますので。 

  では、そうしたご意見を教育支援課長からも、財団や担当のほうに伝えていただくよ

うなことで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、そうしたことをお伝えいただくということ

を前提に、了承されたものといたします。 

  次に、報告事項７、プレイスフェスタ2017についてです。 

  これは生涯学習スポーツ課長から説明をお願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、プレイス・フェスタ2017について、ご報告申し上

げます。 

  こちらのチラシ、ご覧いただきながら聞いていただければと思います。 

  今回、2017年も７月13日から７月30日まで、プレイスの誕生月に合わせましてプレイ

ス・フェスタ2017を実施いたします。 
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  お開きいただきますと、このプレイス・フェスタ2017で行うイベント等々を載せてご

ざいます。 

  まず、左側のページの下のシネマプレイス、それから右のページの上から市活人展、

それから～プレイス利用者こん談会～、ＳＵＭＭＥＲ ＬＩＶＥ、このあたりにつきま

しては2016にも行いまして、好評だったものを同じようにやっていきたいと考えと考え

ているところでございます。 

  利用者こん談会は、昨年はプレイスコンシェルジュというタイトルにしておりました

けれども、中身的にはほぼ同じものでございまして、フロア懇談会等の拡大版というふ

うに見ていただければよろしいかと思います。 

  ＳＵＭＭＥＲ ＬＩＶＥの下、右のページですけれども─には、今回からＳＵＭＭ

ＥＲ ＴＷＩＬＩＧＨＴ ＪＡＺＺと題しまして、このＳＵＭＭＥＲ ＬＩＶＥの舞台を

そのまま使いまして、５時半から７時まで、このジャズのイベントを行いたいと考えと

考えております。吹き出しのところにもございますとおり、境の活性化委員会とコラボ

で飲食などの出店もございますので、飲食を楽しみながらジャズを聞いていただくとい

うようなことを、今回やりたいと考えております。 

  それが、左側のページの上の部分、それから右のページの下の部分が、今回、メイン

イベントとして考えているところでございます。 

  まず、左側の上の部分でございますけれども、リアリー・リアリー・フリーマーケッ

トというイベントを行いまして、このイベントにまつわる展示ですとか、それからトー

クショー、これをあわせて行いたいというふうに考えているところでございます。この

枠の中、４つございますけれども、その左下のところのリアリー・リアリー・フリーマ

ーケット、これがこのメインになる部分でございまして、７月22日の土曜日、15時から

18時まで実施をいたします。「Ｆｒｅｅ」のスペルが違うのは、これはわざと、このス

ペルになってございます。 

  なかなか、説明するのが難しいのですが、物と物の交換だけではなく、物とスキルの

交換ですとか、時間とスキルの交換、体の悩みを聞いてストレッチや筋トレ、ヨガのや

り方を教えるですとか、不要なビニール袋など、身近なものから災害時に使えるアイテ

ムのつくり方を教えるですとか、単なるノミの市だけではなくて、こういった経験の交

換ですとかコミュニケーションができる場として、このリアリー・リアリー・フリーマ

ーケットというのを行うということになっております。これにあわせて、この上の部分
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にもございますけれども、展示を７月13日から７月30日まで、このリアリー・リアリ

ー・フリーマーケットですとか、プレイスにちなんだ展示を同時に行いまして、このフ

リーマーケットの後にはトークショーを行うというような運びになっております。 

  また、右側のページの下でございますけれども、「あなたが創るコミュニティ～人が

つながるためのコミュニティデザインとは～」というタイトルで、コミュニティデザイ

ナーの山崎亮さんに講演をいただく予定でございます。studio－L代表、東北芸術工科

大学の教授、コミュニティデザイン学科長を務めていらっしゃる方でございます。 

  応募締め切りが、済みません、この下に６月30日必着とありますが、若干まだお席に

余裕がございまして、今追加の募集を行っているというふうに聞いております。 

  また、最後のページですけれども、今回もスタンプラリー、2016にも行いましたが、

大変好評でございましたので、７月13日から７月30日の期間、スタンプラリーを行いま

して、プレイスのオリジナルグッズなどを差し上げたいと考えているところでございま

す。 

  プレイス・フェスタ2017についての報告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。 

  よろしいですか。 

  機会あれば、どうぞお出かけいただければと思いますが。よろしくお願いいたします。 

  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、企画展「幻となった武蔵野の未来図」の開催についてです。 

  それでは、武蔵野ふるさと歴史館担当課長から説明をお願いします。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 こちらの仮チラシのほうが配付されていると思い

ますけれども、現在、チラシ作成中でございます。今回の「幻となった武蔵野の未来

図」でございますけれども、実際には実現しなかった、またはなくなってしまったよう

な武蔵野の未来図ということをテーマにしておりますが、４つの視点から武蔵野の未来

図というものを演出していこうと思っています。 

  １つは、都市計画ですね。それから、近隣の都市との合併計画、さまざまございまし

た。また、電車の線路と申しましょうか、実際には今の線路ではないようなものが走っ

ていたのではないかと。または町名、例えば桜堤であるとか、それはまた別の名前にな

っていたという可能性も十分にございまして、そういったことを検証していこうと。こ
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の４つの視点から、武蔵野について考えていただこうと。この来館した方々が、一人一

人、そういった展示、いろんな計画を見て、自分の武蔵野というのを心に描いていただ

こうと、こういった趣旨の企画展でございます。 

  裏面をご覧いただきますと、こちら子ども向けのバージョンで、大人向けには別のチ

ラシをつくっておりますけれども、そういったことから大人だけではなくて、未来を担

う子どもたちが、武蔵野の未来を考えていただこうということで、市民スペースを利用

いたしまして、さまざまなイベントを開催してまいりたいと考えております。 

  Ａとなっておりますのは、自分だけの町をつくろうと。模型をつくりまして、その模

型で畑から建物など、いろんなものがありまして、それを自分で並びかえて、武蔵野の

町をつくっていくというワークショップを行います。 

  また、Ｂは先ほど申し上げましたように、町名は今とは違ったのではないかという考

察がございまして、４種類の町名パズルをつくりまして、それを並びかえて、やはり同

じく町をつくっていただこうと。 

  それから、自分で未来図を描こうというのは、例えば鉄道であるとか川だけで、たく

さんのものを書き込んではいない、白地図に近いようなものを何種類も用意いたしまし

て、皆さんにスタンプやクレヨンや色鉛筆などで絵を描いていただこうと。そして、中

にはＡ３判の絵を、ラミネート加工して、夏休みの宿題までいかないかもしれませんけ

れども、皆さんに持って帰っていただこうと、そのような形で考えております。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 武蔵野ふるさと歴史館担当課長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  山本委員。 

○山本委員 これは案なので、もう気がついていらっしゃるかもしれないんですけれども、

この説明のところですね、黒い白抜きのところ、「中央線に添って、吉祥寺駅、三鷹駅、

武蔵境駅圏に別れ、」という「別れ」という字が間違っています。 

  それから、裏面…… 

○宮崎教育長 「分」の字ですね、正しいのはね。 

○山本委員 はい。こういうのって、時としてこのままになっちゃうんですよねという気

持ちから申しました。余計なことかもしれません。 

  それから、とてもきれいな案内の紙だなと思っています。 
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  １つ、質問なんですけれども、この武蔵野の未来の町をつくってみよう！のＡのとこ

ろなんですけれども、対象が小学校３年生以上・毎回先着順５名というのは、つまり５

名のグループで、正午まで何人でもということですよね。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 いや、まだ仮定の段階で、電話予約をとって、５

人の予約をとってしまうんですね。まず、展示などを見ていただいて、まちづくりとい

うものについてレクチャーを行った後で、そこのコーナーに行って、一緒に学芸員２人、

学芸員プラスアルファでもって、一緒に５人でチームでもって町をつくっていくという

ワークショップをやるという形です。 

○宮崎教育長 １ワークショップの定員が５人ということですね。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 はい、そうです。毎回その５人、ものすごく大き

な模型ではないので、５人ぐらいが適当であろうと。 

○宮崎教育長 いかがですか。 

○山本委員 １ワークショップ、そうですね、５人かという感じがしちゃうのは。そうで

すね。でも、そういうことですね。わかりました。 

○宮崎教育長 ３年生以上で、少しばらつきが出る場合もあるんでしょうかね。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 そうですね。それは想定してやっていきたいと思

います。 

○宮崎教育長 何か楽しい学習になりそうですけどね。 

  ほかにご質問なり、ご意見ございますか。 

  このＢの町名パズルで遊ぼう、実現しなかった町名で武蔵野の町をつくってみようと

いうのはおもしろいですね。全然違う感じになるんでしょうね、きっと今とね。 

  ご質問、ご意見、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９、としょかんこどもまつりについてです。 

  それでは、これは図書館長から説明をお願いします。 

○養田図書館長 それでは、図書館から、毎年恒例のとしょかんこどもまつりについて、

ご報告いたします。 

  ３館それぞれで夏休みの初めの７月22日から31日までということで、としょかんこど

もまつりを開催しております。 

  夏休みに子どもたちが楽しめる読書機会を提供しようということで、企画をされてお
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ります。 

  表紙を開いていただきますと、中央図書館、その次のページが吉祥寺図書館、最後が

武蔵野プレイスということで、３館それぞれで科学遊び、工作教室、点字教室、お話し

会スペシャル、映画会等が企画されておりまして、一部のプログラムは先着順で、事前

に整理券を発行しておりまして、７月２日の、この前の日曜日に整理券を発行したんで

すけれども、ほとんどが定員いっぱいになりました。それで、当日、参加できる催しも

ございますので、ぜひ参加いただければと思います。 

  このように、図書館では夏休みに子どもたちの読書習慣の定着や、図書館に親しめる

事業をということで行っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 図書館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。 

  このイラストというかね。いいですね、私、これ大好きですね、これね。職員の方で

しょう。 

○山口委員 スタッフが書いて…… 

○宮崎教育長 スタッフ。 

○養田図書館長 いや、これはプロなんです。 

○宮崎教育長 これは、そうか、何かプロのやつだね。 

○山本委員 でも、ちっちゃく入れたほうがいいですよね、名前。 

○宮崎教育長 いろいろ工夫していただいているようですが、何かご質問、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。 

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

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他に入ります。 

  その他として何かございますか。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 教科書採択に係る教育委員会の運営についてございます。 

○宮崎教育長 それでは、教科書採択に係る教育委員会の運営についてですね、教育企画

課長から説明をお願いいたします。 
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○大杉教育企画課長 特に資料はございません。 

  従前より教科書を採択する場合には、協議をするために１度、議案として上程し議決

するために１度、合わせて２回の教育委員会臨時会を開催し、教科書を採択してきた経

緯がございました。今年、平成30年度使用小学校教科用図書道徳の採択に当たりまして、

これまでと同様に２回の委員会で議事として扱い、教科書採択を行っていきたいと考え

と考えております。ただし、今回は教科が１つであり、特別支援学級の採択教科書の議

案とあわせましても、さほど時間がかかりませんので、１回目は臨時会として開催しま

すが、２回目は定例会の中で行いたいと考えております。具体的な日程といたしまして

は、１回目の臨時会は７月20日、木曜日、午前10時から、２回目の定例会は８月２日、

水曜日、午後１時30分からと考えております。 

  なお、１回目の臨時会は協議を行う場であり、それぞれの委員が自由な発想で自由な

意見を交換し合うために非公開で、２回目の定例会は採択を行う場であり、市民に対し

まして決定過程を透明化する観点から、傍聴を認め、公開で行ったらどうかと考えてお

ります。また、公開の場合は、通常の委員会よりも多くの傍聴者が見えることを想定い

たしまして、大きな会議室で行いたいと思います。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 教育企画課長から説明がありました。 

  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。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 毎回、採択のときには臨時会については非公開ということでお願いしている

わけですけれども、今回もそのような形でお願いできればということで、忌憚ないいろ

んな意見を出し合いながら、最終的に８月２日で傍聴者も含めて透明性を増すという形

で進めていただければと感じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 大体例年のとおりの形でということですね。今年は定例会を使うというこ

とで、臨時会だけを２回設定してということではないということなんですね。 

  ほかにご質問やご意見ございますか。 

  ほかの委員の方もよろしいですか。 

          （「はい」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、このことにつきましては教育企画課長の説明のとおり、了承さ

れたものといたします。 
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  ほかにはございませんね。 

○大杉教育企画課長 ございません。 

○宮崎教育長 これをもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

  次回の教育委員会ですが、ただいま決定しましたように、非公開の臨時会として７月

20日、木曜日、午前10時から行います。また、次の定例会は８月２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７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 ３時０７分閉会 

 

 




