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平成２９年第９回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年９月８日（金曜日） 

 

○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13号 学区変更方針について 

   ４．協議事項 なし 

   ５．報告事項 

     （１）平成29年第３回市議会定例会提出補正予算について 

     （２）武蔵野市新学校給食桜堤調理場（仮称）基本計画【案】の概要について 

     （３）教育部主要事業業務状況報告について 



－2－ 

     （４）第四次子どもプラン武蔵野重点的取組の実施状況について（教育委員会 

部分） 

     （５）平成29年度「全国学力・学習状況調書」の結果について 

     （６）武蔵野地域五大学共同講演会2017について 

     （７）第65回武蔵野市民文化祭フェスティバルについて 

     （８）図書特別整理に伴う図書館特別休館について 

     （９）平成30年度予算概要要求について 

   ６．その他 
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午前１０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９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お申し込みがあった場合、本日の傍聴を許可することに異議ご

ざいませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしのお声ですので、それでは傍聴を許可いたします。お願いします。 

          （傍聴者入室） 

○宮崎教育長 これより議事に入ります。 

  本日の議事のうち、報告事項（９）平成30年度予算概算要求については、来年度予算

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

うか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 それでは、そのようにさせていただきます。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 これより議事に入ります。 

  事務局報告を行います 

  竹内教育部長、お願いいたします。 

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

ご報告いたします。 

  29年第３回市議会定例会が９月５日から９月20日までの会期で行われています。 

  まず、一般質問についてご説明いたします。 

  今回の一般質問では、21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
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たのは８人でございました。その中の主な質疑についてご説明いたします。 

  まず、民主生活者ネットの深沢議員からは、小中一貫教育についてお尋ねいただきま

した。 

  教育長より、小中一貫教育の４・３・２の区分は教育課程上の区分の一つの考え方で

あり、大切なことは義務教育９年間を発達段階の傾向や学習のあり方、生活指導上の課

題など、さまざまな視点から検討し、より丁寧に子どもたちの成長を支援すること。施

設一体型の小中一貫教育では、同一の校舎内で教育が実施されるため、連携の視点から

は多くの利点があると考えられること。また、施設一体型の物理的可能性に関連して、

小中一貫校をつくる場合でも、そうでない場合でも、現在の敷地条件、法的規制では建

設が難しい学校もあるが、児童生徒数のピークを避けて建設することや、土地利用上の

条件の整理、学区の変更、学校敷地の拡充などの対応策を検討することにより、建設が

可能となると想定していることをお答えしました。 

  空の山本ひとみ議員からは、障害者の施設と地域との交流での学校との連携行事につ

いてお尋ねがありました。 

  教育長より、障害者の入所施設にも中学校２年生の職場体験学習を受け入れていただ

き、障害者との交流を通して中学生の共生社会についての理解を深めていること。オリ

ンピック・パラリンピック教育でも障害者理解の促進に取り組んでいることについて答

弁いたしました。 

  民主生活者ネットの西園寺議員からは、ＬＧＢＴ施策について、教育等の現場におけ

る施策についてお尋ねをいただきました。 

  教育長より、小中学校の保健で心身の発育・発達を学習する中で、性意識については

個人差があること、多様な考え方、感じ方があること、お互いを尊重する大切さ等につ

いて指導し、子どもたちは理解を深めていること。性同一性障害等を理由としたものも

含めた、いじめの実態把握をしていることを説明しました。 

  自由民主・市民クラブの堀内議員からは、小学校における屋外遊具と屋外トイレにつ

いてお尋ねがありました。 

  教育長より、小学校学習指導要領にはジャングルジムや昇り棒、雲梯の懸垂移行など

が示されていること。タイヤ跳びや鉄棒を使った運動などが体育で行われていること。

校庭遊具は毎年点検し、劣化状況、ハザードの状況により撤去や更新を行っていること。

屋外トイレについては、現状の施設を更新するか、校舎・体育館の改築にあわせて整備
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するか検討していくことをお答えしました。 

  空の斉藤議員からは、食や食育を通した地域のコミュニティのこれからと、小中一貫

教育検討の方向性についてのお尋ねをいただきました。 

  教育長より、今年実施した夏休みコミュニティ食堂は、お店を会場に、地域に食事を

介した交流の場をつくり出すとともに、夏休み中の子どもたちの食生活改善を支援する

目的であること。小中一貫教育については、これからの学校教育のあり方は、学校施設

の整備のあり方やコミュニティとの関係など、多角的な視点で考える必要があること。

今後、検討委員会では教育効果や子どもへの影響、教員への負担など、多角的に検討を

進め、子どもの立場に立って教育を推進していくことを説明いたしました。 

  内山議員からは、市立小学校の学区域変更についてのお尋ねがありました。 

  教育長より、大野田小学校の学区域変更と、特別支援学級の学区域変更についての地

域住民への説明の現状と、10月に未就学児童の保護者も含めた保護者への説明会を行う

こと。学校施設の整備にあたっては、現在の学区を基本に考えるが、教育活動を十分に

行うための校地を確保できない場合や、適正な学校規模を維持できない場合には、学区

の見直しを行う、検討することを答弁いたしました。 

  日本共産党武蔵野市議団のしば議員からは、武蔵野ふるさと歴史館での戦争に関する

写真展、平和教育についてのお尋ねをいただきました。 

  教育長より、歴史館では本市における戦禍を歴史の教訓として後世に伝えること。今

後とも児童生徒に命のとうとさや戦争の悲惨さ、平和のとうとさを理解させ、世界平和

の実現に貢献する意欲や態度を育てるための教育を充実していくことをお答えしました。 

  むさしの志民会議の深田議員からは、コミュニティスクール制度の課題についてお尋

ねがありました。 

  教育長より、変化の激しいこれからの時代を生きる子どもたちの成長、地域コミュニ

ティのあり方を考えたとき、学校は子どもの成長支援とともに、地域コミュニティ発展

の基点としての機能を充実させていく必要があること。義務教育９年間の中で、ＰＴＡ

や地域住民、地域団体、行政との連携を強化するなど、武蔵野市にふさわしい、子ども

と地域を支える協力体制のあり方を議論することが大切であることを答弁いたしました。 

  これに先立ち、文教委員会が８月21日に開催されました。教育委員会関連では、６件

の行政報告を行いました。 

  まず、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
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検及び評価報告についての行政報告でございます。 

  主な質疑としましては、ＳＮＳ東京ルール、学校ルール、家庭のルールで、実際にど

ういう効果があったのか。また、タブレットＰＣの導入状況についてのお尋ねには、担

当課長より、武蔵野市は都全体に比べ携帯やスマホの所持率も少し低く、使用時間も短

い。この夏休み期間中に各校41台ずつ、全校に児童用のタブレットを導入するとお答え

しました。 

  また、いじめについて。いじめられた子がいじめと思えばそれはいじめではないかと

思うが、しっかり周知できているか。いじめには道徳教育で進めていくかとのお尋ねに

は、担当課長より、いじめられていると感じていればそれはいじめと捉えて対応を考え

る。いじめ防止の基本方針を活用して指導していくとお答えしました。 

  帰国子女の子たちの困っている現実の認識についてのお尋ねには、担当課長から、学

校からの要請を受けて、帰国外国人相談室から指導員を派遣して、学校の中でサポート

する体制。外国人には教育支援センターで毎週１回ステップルールという学生ボランテ

ィアによる学習支援についてお答えしました。 

  また、有識者の意見の中での迅速感がちょっと足りないというのはどこか、というお

尋ねには、担当課長より、教員の多忙化解消の取り組みについて評価はできるが、でき

るだけ速やかに取り組みを実現してほしいという意見であるということをお答えしまし

た。 

  また、副校長の仕事は何かというお尋ねには、教育長より、法律には一番最初に校務

を整理する。そのためには学校で起こっているさまざまなことを整えて、最高の意思決

定を行う校長に判断を求めていくことが示されていることをお答えしました。 

  サイエンスフェスタの今後の展望についてのお尋ねには、担当課長より、手狭なこと

に対してはブースの配置の工夫、警備・整理の工夫で乗り切りたいとお答えしました。 

○宮崎教育長 追加傍聴の方がいらっしゃるので、ここで入室を許可いたします。 

          （傍聴者入室） 

○竹内教育部長 続きまして、市立小中学校児童生徒数増加への対応、学区変更方針、当

面の学校給食施設の整備方針について、一括して行政報告をいたしました。 

  まず、児童生徒数増加への対応については、ＰＣルームを狭くすることでＩＣＴ教育

への影響はないか、ＰＴＡや青少協が地域を担うための備品などを保管しているが、そ

れについての考えは、教育支援センターの外部移転の影響、利用者の負担は、とのお尋
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ねには、担当課長より、ＩＣＴ機器の更新によりコンパクトになったのでおさまること、

ＰＴＡや青少協の活動に支障を来さないようにすること、チャレンジルームの移転につ

いては学校の雰囲気になじめない子もいるのでメリットはあると考えていることをお答

えしました。 

  また、平成27年に政府が人口ビジョンを作ったが、そのときと比べて人口推計はかな

りふえているのでは、とのお尋ねには、市長から、今年の３月に児童生徒数がどう変わ

るか、人口推計をやり直しているので、精度のより高い数字が出ていると思っている、

とお答えがありました。 

  次に、学校の建て替えは安全面から考えると、築年数の古いところから行うのか、と

のお尋ねには、担当課長より、市は公共施設を築年数60年は使うという考え方であるた

め、学校施設整備計画でもそれを念頭に置いているとお答えしました。また、学童・あ

そべえ児童の増加について。校庭は潰さないほうがよいが、民間学童もあり、新たな視

点は、とのお尋ねには、部長より、既存校舎内で対応を考え、整備基準を踏まえた整備

を考え、それでもスペースがなければ敷地内で新規建設も含めて考える原則であること

をお答えしました。 

  課題のある３つの小学校は、対策をとればこの学級数で維持できるのかとのお尋ねに

は、担当課長から、対応案を幾つか記載しているが、これらの対策により対応できると

考えているとお答えしました。 

  次に、学区変更について。安全な通学路の確保もきちんと整備していただきたい。地

域を大きく分断するとか変えていくのではないことを丁寧に進めてほしいという意見が

ありました。担当課長からは、通学の安全確保は地域ともよく連携して十分に行ってい

きたい。学区をベースとした地域の団体へ丁寧に説明して理解を得ていきたい。特別支

援学級について、スクールバスを必ず保障すること。学級運営でも一定人数を確保した

ほうが適切な教育環境を整備していく観点から、対応していきたいとお答えしました。 

  学区変更方針の中で、特別支援学級実施の学校を増やすことは検討しなかったかとの

お尋ねには、担当課長から、一定の検討はしたが、必要な規模を確保できる学校がなか

ったとお答えしました。 

  また、給食調理場について、国庫補助が見込めるのかとのお尋ねには、担当課長より、

国庫補助が３分の１見込めることをお答えし、また、敷地を調整して保育園をつくるこ

とは無理かとのお尋ねには、市長から、桜野小学校、二中の第２校庭的な使い方をする
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こと。その後、スポーツ広場としての整備をすることを長期計画に位置づけていること

をお答えしました。 

  続きまして、武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告について行政報告いたしま

した。 

  まず、検討委員会の進め方についてのお尋ねには、担当課長から、各回での議事は事

務局から議論していただきたいことを説明するもので、検討委員会の主な意見は、１回

目の議題の学校教育に求められる目的・目標についての意見であることをお答えしまし

た。 

  また、今年度中に期間を区切って急いで決めることではないのではないかというお尋

ねには、部長より、学校改築は平成26年度から学校施設整備基本方針の策定を含めて検

討を進めてきていること。改築をすると環境はそこで一定、固まってしまうため、学校

改築計画を定める前の平成30年度までに、このことについての結論を得るために、今年

１年かけての議論をサポートし、十分議論を尽くして結論を得る必要があるとお答えし

ました。 

  最後に、中島飛行機武蔵製作所関連資料調査について行政報告を行いましたが、特に

質疑はありませんでした。 

  議会関連の報告は以上でございます。 

  次に、教育委員会に関わることについて、ご報告いたします。 

  ７月13日から７月30日まで、武蔵野プレイスにてプレイスフェスタが行われました。

メーンイベントのリアリー・リアリー・フリーマーケットと、講演会「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～」を初め、新しい出会い

をテーマとした多くの事業が実施されました。 

  ７月29日、境南ふれあい広場公園で行われた青少年サマーライブでは、途中から雨が

強くなり、その後のサマートワイライトジャズはプレイスギャラリーでの開催となりま

した。プレイスフェスタ全体での参加人数は、底打ちで約6,200名でした。 

  図書館では、夏休み恒例の図書館こどもまつりが７月22日から31日の日程で行われま

した。宇宙や化石などに関する科学遊びや工作教室、点字教室、映画会、お話し会など

盛りだくさんの内容で、３館で子どもと大人805人が参加しました。 

  武蔵野ふるさと歴史館で８月12日から27日まで展示を行っていた市制施行70周年展示

プレ事業の「戦争と武蔵野Ⅲ」ですが、開催期間の入場者数は1,854人でした。本展示
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は10月に開催する中島飛行機武蔵製作所に関する企画展示に先立つプレ展示で、武蔵野

市とその周辺についての戦時中から現在に至るまでの歴史について、パネル展示を中心

に紹介したものでございました。 

  ８月20日、親子ｄｅサイエンス高学年講座を成蹊大学理工学部実験室をお借りして実

施しました。コーディネーターは成蹊大学の近匡教授でございます。テーマは「冷たく

ないのに水が固まる秘密とは」と、「浮き出る、消える、酵素を使った不思議なお絵か

き」の２つからの選択制で、市内在住の４年生から６年生の児童とその保護者、合計72

組、144名が参加しました。 

  また、中央図書館では８月23日に「見て！ふれて！ためしてみよう！一日としょかん

バリアフリーたいけん」が開催されました。目や耳の障害がある人も一緒に楽しめるバ

リアフリー映画会やマルチメディアディジー体験上演会、点字教室や点字を使った工作

教室などが行われ、図書館で実際にどのようなバリアフリーが行われているのか、体

験・理解することができました。子どもと大人、延べ144名が参加することができまし

た。 

  吉祥寺図書館のリニューアル工事休館に伴い、９月２日から吉祥寺図書館の近く、吉

祥寺南町２－４－６でございますが、そこに臨時窓口が開設されました。 

  最後に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  ９月１日に市内小中学校では始業式を終え、２学期が始まりました。夏季休業中に学

校からの報告のあった事項についてですが、７月30日に長野県内の自動車道において発

生した家族旅行中の交通事故で、助手席に乗っていた本市小学校第２学年の児童が亡く

なりました。長野県内で行われた葬儀に校長が参列いたしました。 

  その他、事故等についての報告はなく、２学期のスタートを切ることができましたが、

例年、全国的に夏季休業日明けの２学期当初に自殺する児童生徒数が増加する傾向があ

るため、自殺の未然防止について８月28日に全校に改めて通知し、家庭訪問や保護者面

談、スクールカウンセラーや市の派遣相談員等との連携、始業式や学級指導等の場での

声かけ等、具体的な取り組みの実施について校長に指示しました。 

  各学校では、夏季休業日中にも水泳指導や部活動、学習支援教室、三者面談や個人面

談の実施など、子どもたちに関わるさまざまな教育活動が活発に行われました。今後、

各学校はこれらの活動の成果を生かしながら、教育活動を進めていただけるものと期待

しております。 
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  ８月16日からは、市内中学校総合体育大会が開始され、私立中学校６校及び都立中１

校を含む中学校13校が日ごろの練習の成果を競い合いました。まだ全ての種目が行われ

ておりませんが、第一中がソフトテニスの男子２年団体、バドミントンの女子２年団体、

第四中が野球、バドミントンの男子２年団体と女子１年団体、第五中がバスケットボー

ルの男子、第六中がソフトテニスの男子２年団体でそれぞれ優勝をしております。 

  ９月16日には武蔵野陸上競技場において、市内中陸上競技大会も開催される予定です。 

  ８月３日に行われた東京都小学校吹奏楽コンクール大会東京都予選の結果についてご

報告します。 

  東日本学校吹奏楽大会部門で、第一小と第三小が金賞を受賞しました。第一小と第三

小は９月９日に開催予定の東京都大会、に出場します。会場は、府中の森芸術劇場でご

ざいます。中学校でも８月２日から９日にかけて東京都中学校吹奏楽コンクールが行わ

れました。全ての中学校が参加し、東日本大会予選で金賞を第一中、銅賞を第三中、全

日本コンクール予選のＡ組で銀賞を第四中、銅賞を第二中、Ｂ組で銀賞を第五中、第六

中がそれぞれ受賞いたしました。今年度も南砺市立利賀小学校から新明春生校長先生を

初め、３名の児童、４名の引率者、合計７名が９月６日から本市に来訪いただきました。

６日の夕方に市役所で歓迎式を行った後、児童の皆さんはホームステイ先に分かれて過

ごしました。 

  きのうは第四小と井之頭小の２校に分かれての交流と、南砺市及び利賀のＰＲ活動と、

販売体験を行い、本日、８日は都内見学をした後、帰途につかれる予定です。今後とも

両市の子どもたちがよりよい交流ができるよう、計画していきたいと思います。 

  この２学期には９月から10月にかけて秋のセカンドスクール等が実施されます。セカ

ンドスクールについては、小学校11校と中学校５校が、また、プレセカンドスクールに

ついては小学校10校の実施が予定されております。また、秋の運動会も小学校１校、第

四小、10月７日です。中学校１校、第二中、９月30日が実施されます。 

  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 報告がたくさんありました。ご苦労さまでした。 

  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。 

  山本委員。 

○山本委員 どちらも市議会でのことですけれども、性の問題、山本ひとみ議員が言われ
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たのかな。私が子どもだった時代には考えたこともないようなことがわかってきたり。

また新しく起きてきたり。私たちもそれについいて勉強したいなという思いを持ってお

ります。 

  それから、特別支援学級の性の問題というのも、それに限ってということではないん

ですけれども、ふさわしい受けとめ方というのがあるだろうと感じていて、私自身ほと

んど何もわかっていない状況なんです。それについても勉強したいという気持ちを持っ

ています。 

  それからもう一つは、いじめのことです。 

  この黄色い「9月はいじめ防止重点月間です」という紙を作ってくださって、どうも

ありがとうございます。これをよくよく読んで、自分の身として考えてみました。これ

をしたらいじめたことになる、いじめになってしまうんだという範囲がとても広いので、

これ、違いますか。 

○秋山指導課長 大丈夫です。 

○山本委員 あと、裏側にいじめ発見のチェックリストがついているんですけれども、こ

れについても、ああこういうこともそうね、と思わされたところがあったんです。子ど

もたちが項目をチェックしてみて、それで終わらせないことが大事。例えば教職員と目

を合わせられないなんていう項目があるんですけれども、でも、合わせられないことも

あるのよ、とかね、何かそういうような話がどこかでできるようだといいですね。こう

いうものを活用して。 

  あと、大人もずっとそのことを考え続けて、訓練もして、いじめに取り組んでいくと

いうムードをつくるのが武蔵野のやり方だろうなというふうに考えているんです。 

  いや、これを見て本当に大人の私も、例えば家の中で夫なんかに心身の苦痛を感じさ

せているのかもしれない、ついかっとなってなんてね。大人も子どもたちに、いじめは

しちゃいけないよ、と言うだけではなくて、自分たちも気をつけてというか、そこに意

識を向けていこうというムードをつくることが大切だと感じたんです。 

  感想のようなことで、すみません。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。先ほどの性に関するところは西園寺みきこ議員の

ことですね。 

○山本委員 西園寺議員ですか。ごめんなさい。 

○宮崎教育長 では、それは訂正させていただきます。 
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  今のご意見ございましたけれども、何か、それを補足するようなことはありますか。

説明とかありますか。 

  統括指導主事、どうぞ。 

○木下統括指導主事 １点目のＬＧＢＴのご質問があったというところなんですけれども、

男女ということだけではなくて、いろんなことで悩む子どもたちということで、これは

一昨年、小学校の教科書採択のところで、保健の教科書を選ぶ中で、委員の皆様方にも、

男女ということだけではなくて、やはり、いろんな場面で悩んでいる子どもという視点

で書いてある教科書というところでご採択、ご意見をいただきながら選んだというとこ

ろがございます。今後もいろんな子どもがいるんだという視点を踏まえて、学校でも学

習に取り組んでいく必要があるのかなと思っておりますので、学校でもさまざまな形で

投げかけていきたいと思っております。 

○宮崎教育長 そして、多様なものを認めていく社会。 

○山本委員 私たちの勉強もこういうふうにとご指導ください。 

○宮崎教育長 私も議会で聞いていまして、性同一性障害という、今、学習指導要領では

それでしか出ていませんので、一応、その扱いの中でお話ししているんですが、性同一

性障害という、それは障害なのか、それとも障害のほとんどは社会とか環境によって障

害あらしめられた状態を言うんですよね。だから、もし世間の人がそういうもの、外見

だとか、いわゆる生物的な性とか、そういうものといろんなもっと多様に性というもの

を認めるようになってくると、障害にはなってこない、同一性は保障されるようになっ

てくるということがあるので、やはり、社会の変化とか周りの意識の変化というのは大

変大きなものがあるなと思いました。 

学校教育はそういった意識の変化につながるような、そうした教育のあり方を求めて

いくというのが大事だなと思いました。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 最近、９月に入ってから自殺未然防止という話が出ていました、今は特にな

いというご報告だったんですけれども、これから今月一杯、何回も学校に注意喚起とい

うか、未然に見つけられるような、そういう対応をしていただけるといいということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 これについては、何かありますか。 
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  指導課長、どうぞ。 

○秋山指導課長 ありがとうございます。この自殺の未然防止につきましては、先ほど部

長のほうからご報告させていただいたとおり、夏休みの終わりに、改めまして各学校の

ほうに注意喚起をさせていただいたところでございます。 

  あわせて、日ごろから、やはりちょっと気になるお子さんについては、多くの目で見

て、また、それを継続的に見守っていく体制をとっておりますし、それを続けていきた

いと思っております。 

  夏休み中についても、ある学校では本当にきめ細かく、夏休み中も子どもの様子を家

庭と連携をとりながら見守ってきたという事例もございますので、今後もそれを引き続

き行っていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 不登校の問題とも関わるんですが、武蔵野市では９月１日の出席状況を把握

していました。逆に欠席のものを。それを今年も行ったんでしょうか。その状況はどん

な状況でしょうか。 

○宮崎教育長 統括指導主事。 

○木下統括指導主事 ９月１日も含めて、９月の最初の１週間のところでの欠席児童とい

うことで、委員おっしゃられたとおり、例年どおり、調査を行っておりまして、まだ今、

正確に言うと、それを調査している状況で、今後把握をしてというところで、今のとこ

ろそういう重大なところというのは報告としては来ていないという状況でございます。 

○宮崎教育長 学校は、本当に個別的な対応なんかも含めますと、我々の想像以上に細や

かに対応していただいているというのが私の感想ですけどもね。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  小出委員。 

○小出委員 夏休み中、小学校、中学校、工事等があったと思いますが、長雨で進捗状況

とか、そういうのは、遅れとか出ているんですか。 

○宮崎教育長 これ、どうでしょう。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 実は、千川小学校に雨水浸透枡を入れる。これは下水道課にお願い

して、下水道課が雨水浸透枡を入れて、その後に当然、校庭をいじるので、校庭整地を

するという工事があったんですが、例の雨で工事がなかなか進まないところがありまし
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て、今、９月が２週間ぐらい工期が少し延びているところでございます。一応、14日ま

でには終わるということで、今のところ聞いているところです。あとは大丈夫かと思っ

ております。 

○小出委員 じゃ、２週間は校庭が使えないということですね。 

○大杉教育企画課長 はい。若干、１週目まではプールの授業があるんですが、２週目は

もうプールの授業は本来ないので、校庭も使うところではあったんですが、少しそこの

影響があったかと思います。 

○宮崎教育長 第二小学校も改良工事が同じ状況になって、延びていましたね。昨年は雨

が多くて工事が進まない。雨だとできないんですね、校庭改良というのは。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。 

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

◎議案第１３号 学区変更方針について 

○宮崎教育長 それでは、次に議案に入ります。 

  議案第13号 学区変更方針についてを議題といたします。 

  それでは、担当課から説明をお願いします。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 議案第13号 学区変更方針についてご説明いたします。 

  前回の教育委員会定例会において、学区変更案の協議を踏まえて、今回は議案として

学区変更方針を提出しております。 

  内容としましては、こちらに記載のとおり、市立学校児童・生徒増加対策庁内検討会

議の報告を踏まえて、下記の方針に基づき、学区変更に向けた準備を進めるというもの

でございます。 

  １点目、大野田小学校の学区変更方針についてでございます。 

  大野田小学校については、これまで通学距離による指定校変更の見直し、増築校舎の

建設などの対策、さまざまな対策を行ってきました。しかしながら、本年３月に行った

児童生徒数推計によると、さらなる児童数の増加が見込まれること、また、児童数の増

加に伴い、学童クラブや特別教室のスペースをさらに確保する必要があることなどを踏

まえ、学区の全ての児童が学習できる教室を確保するという公立学校の責務を果たすた

め、学区の変更を行うという方針を掲げております。 

  区域につきましては、緑町１丁目４から８番を大野田小学区から千川小学区に変更す
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るということと、平成32年度の新入学者・転入学者から適用するということ。入学時に

兄姉が大野田小学校に在学している場合は入学を認めることという内容としております。 

  ２点目につきましては、特別支援学級の学区変更方針でございます。 

  特別支援学級については、現在、大野田小学校、境南小学校、第三小学校に設置をし

ております。大野田小学校のむらさき学級につきまして、児童の増加により教室の運営

が厳しい状況が続いております。こちらの状況を踏まえまして、特別支援学級に在籍す

る児童の適切な学習環境を確保するために、下記のとおり学区の変更を行うことを方針

の内容としております。 

  平成30年度から第一小学校、井之頭小学校の中町区域を、現在の大野田小学校むらさ

き学級から第三小学校のひまわり学級学区に変更すること、また、第五小学校の区域を

現在のむらさき学級から境南小学校けやき学級学区に変更することを内容としておりま

す。 

  現在、在籍の児童については、転校希望のある場合を除き、卒業まで現在籍のままと

するということ。また、平成30年度の新入学者については、変更区域の児童は選択制と

すること。転入学は新学区を適用することを内容としております。 

  周知説明スケジュールでございます。 

  ８月21日、市議会の文教委員会において、学区の変更案について行政報告をいたしま

した。 

  ８月22日以降、ＰＴＡを初め、関係する地域団体、こちらに記載してあります青少協、

福祉の会、自主防災組織、コミュニティ協議会、商店会、幼稚園などに説明をしている

ところでございます。今後も引き続き、説明を継続して行ってまいります。 

  また、９月下旬に保護者向けのお知らせを配付したいと考えております。対象としま

しては、市立小中学校、幼稚園、保育園の児童生徒の保護者、また、緑町の変更区域に

在住している未就学児の保護者を対象として、お知らせを配付したいと考えております。 

  10月に市報・ホームページにこちらの方針を掲載し、大野田小学校、千川小学校にお

いて説明会を実施することを予定しております。 

  また、そちらを踏まえまして、11月以降、学区変更に関する規則を改正することによ

って、最終的な決定を行っていきたいと考えております。 

  それで、現在、地域団体など、説明をしておりまして、そちらで伺ったご意見を本日

は報告をしたいと思います。 
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  地域ＰＴＡ、青少協、福祉の会など、代表の方、あるいは役員会、あるいは運営委員

会において説明をしております。児童の増加の状況、学区変更の必要性、区割りの妥当

性については一定のご理解を得ているものと考えております。しかしながら、ご意見の

中には、例えば、大野田小で現在建築をしている増築校舎を建築する際の児童の増加の

見込みが甘かったのではないかといったご意見。また、増築校舎を２階建てではなく３

階建てにすべきだったのではないかというような意見。また、大野田小学校の校庭にさ

らに校舎を建てるという対応ですとか、あるいは、体育館の建て替えなど、学区変更で

はなく、ハード面での対応ができるのではないかという意見。 

  また、今後も児童が増加していくという推計とのことだが、実際は推計ほど増加しな

いということもあり得るのではないかという意見。また、現在の大野田小学校の校舎に

ついても、こういった児童の増加に対応できる設計で建築すべきであったのではないか

というご意見をいただいております。 

  また、千川小のエリアの方からは、例えば、今回変更する緑町１丁目の変更エリアの

北側が、現在、千川学区になっておりますので、そちらの学区と合わせると千川学区と

しては統一感が出るということですとか、あるいは、千川小学校には子ども会という活

動が行われており、今回の変更によってその活動のさらなる広がりが期待できるのでは

ないかというようなご意見もいただいているところでございます。 

  ご意見につきまして、こちらのほうでは児童数の推計については直近の、今年３月に

出ました児童数の推計をもとに、学区の変更を検討しているということと、また、現在、

増築している校舎については３階建てとすることは法的な制約があるということですと

か、あるいは、今以上に児童が増加する中で、校庭のスペースを使って校舎をさらに建

築することは、教育活動の上でなかなか難しいということですとか、あるいは、大野田

小学校の体育館については、市の公共施設の建て替えの時期とされている60年にまだ達

していないということ。また、建て替えをするとなると、その構想づくりですとか実施

設計、解体、建設などを含め、相当な年数がかかるということなどをお伝えしておりま

す。 

  また、児童数の推計については、これまでも見込みがやや甘かったということがあり

ますので、今の状況では決して楽観視をすることなく、最新の状況を踏まえて、現時点

でとり得る対策についてはできる限りとっていきたいということをお伝えしております。 

  また、学校教育においてはさまざまな課題がある中で、最も優先すべき課題として、
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学区の全ての児童が日々の学校生活の中で十分に学習できる教室を用意する必要がある

こと。また、現場の先生方が十分に教育活動をできる環境を確保することが我々として

の責務であるということをお伝えしているところでございます。関係の団体の方々には

今後も継続して、できる限りの説明をして行っていく所存であります。 

  最後の４、その他につきまして、井之頭小学校の学区につきましても、今後、特に顕

著な児童の増加が見込まれますことから、平成30年度に必要な検討をするということを

掲げております。 

  以上が議案の説明であります。 

ご審議、よろしくお願いいたします。 

○宮崎教育長 教育支援課長から報告がございました。 

  ただいまの説明に質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 ８月22日から保護者、地域団体に順次説明ということなのですが、これはど

のくらい終わっている状況なのでしょうか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 各団体、まず代表の方、会長ですとか副会長、役員の方々に順次説

明をしているところでございます。また、これを踏まえて、今後、運営委員会であった

り全体会のほうで説明をしていく予定となっております。 

  経過としましては、対象の団体の役員の方についてはほぼ説明をしているんですけれ

ども、まだ運営委員会とか全体会にはまだこれから説明をしていく状況です。現時点で

は役員の方々を中心に説明をしている状況です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 例えば、大体こういう順番で進めていくと、商店街、幼稚園とコミュニティ

協議会とか、様々な組織の役員の方とかは終わっていると考えてよろしいですか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 商店会と幼稚園については、会長の方であったり、あるいは園長先

生にお話を既にしているところでございます。コミュニティ協議会については、けやき

コミセン、緑町コミセン、八幡町コミセンが対象なのですけれども、今のところ全ての

コミセンにはまだ行っていない状況です。 
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○渡邉委員 まだのところもあるということでしょうか。 

○牛込教育支援課長 はい。 

○渡邉委員 わかりました。ありがとうございます。 

○宮崎教育長 ほかに、ご質問、ご意見、ございますか。 

  前回、協議として内容についてはお考えをいただいたりしているんですが、今日はそ

の進捗なども含めてご質問、ご意見等を伺いたいと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 学区の変更について、それを受けとめがたく思っておられる方があるという

ことですが、具体的な内容というか、何が一番困っておられるかというか、そのことに

異を唱えてらえるか、教えていただきたいです。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 これまで特に大野田小学校につきましては、学区をベースに福祉の

活動ですとか、防災活動をされてきたという。長年、こちらの大野田小学校の活動を支

援してこられたという、長年の積み重ねがあるということですとか、あるいは、中心と

なる、役員となる方が、例えばこちらの緑町１丁目の今回の変更エリアに住まわれてい

る場合については、ここの学区を変更した場合、今後、団体のルールによっては役員と

なることができなくなってしまうというようなことがご意見としていただいているとこ

ろです。 

○宮崎教育長 という答えですけれども、何か、山本委員、ありますか。 

○山本委員 子どもたちの生活に対してこれが困るということはないですか。 

○宮崎教育長 子どもたちの生活の変化に対する何か、そういうご心配などありましたら。 

○山口委員 私もそれが聞きたかった。 

○山本委員 それがまず第一番だと私は思うんです。どういったことが出ているんでしょ

うか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 例えば、この学区変更による子どもたちの生活に関する影響につき

ましては、例えば、ＰＴＡでは校外委員会という通学の委員会を構成されております。

各エリアごとに班構成をされているんですけれども、その学区変更を行うことによって、

当該のエリアについてはまた班編制を組み直さなければならないということとか、ある
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いは、32年度以降、そのエリアについては大野田小学校と千川小学校の両方の学校に通

学をする児童がいることから、通学時の安全管理について懸念されるというご意見はい

ただいております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○山口委員 集団登校しているの。 

○小出委員 してないですよね。 

○宮崎教育長 これは集団で登校しているわけではないけれども、通学路の安全なんかを

皆さんが見たりしているときに。 

○山口委員 両方行っている。 

○宮崎教育長 方向が違う方向に行く子どもたちがいる期間がしばらく続く。 

○小出委員 それは現在でもあることですよね。千川地区は大野田へ越境している子が今、

何人かいますんで、双方向へ行く子どもたちはあそこの辺では出ていますので、それは、

今現時点と変わらないと思いますけどね。 

○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 子どもは、児童生徒はどうですかという話を伺ったんですけれども、もちろ

ん、学区変更ってとても大きな問題だと思うんです。それは前提なんですけれども、で

も、その前提のもう一つ前には、この時代にそこを読み切れなかったということにご批

判もあるみたいなんですけれども、児童生徒が思いがけず一杯増えたということをとて

もありがたく思うということから出発したいなと考えています。 

  そのことで対応していかなくてはならないこともあるんですけれども、一番にはやっ

ぱり子どもたちにとってよりよく学校生活が行われるように。今、課長も言われたよう

に、そこに立たなければならないということだと思うんです。まだご説明が足りてなか

ったり、ご理解にまでは至らなかったりということはあるけれども、もう少し皆さんの

声を集める必要があるんじゃないかなという気はいたしました、今回のことで。 

  それから、今のご説明の中にあった、そこで活動されている方のエリアが変わるとい

うようなことは、何か解決がつくような気がするんですけどもね。それはいかがですか。 

○宮崎教育長 何か答えられますか。 

○牛込教育支援課長 それも団体によるものだと思います。 

○山本委員 団体ごとによって違うということ。 

○牛込教育支援課長 そうですね。団体ごとにそういった役員。例えば、役員をどうする
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かと。役員はそのエリアに住んでいなければならないという規定がある団体もあれば、

そうでない団体もありますので、それはまたその団体によるのかと考えております。 

○山本委員 すみません。 

○宮崎教育長 教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 若干関係ないんですが、補足を。 

  青少協につきましては、青少協のエリアというのは小学校の学区に一致するというよ

うな要綱の定めがありますので、これは学区が変われば自動的に青少協のエリアも変わ

ってしまうということになりますが、ほかの団体については、当然、そういうルールは

なっておりませんので、それぞれのルールで、要綱なりなんなりで決められているとい

うことになります。今出ました地域福祉の会につきましても、小学校の学区と一致して

いる福祉の会もあれば、福祉の会と複数の町内が、同じエリアがかぶっているというこ

ともございます。地域福祉の会は13ありますので、当然違うところも出てくるというこ

とがあります。 

  先ほどのルールの話につきましては、青少協のルールの中では特定の委員長さんとか

会計さんとか、そういう７つぐらいの職の人については、そこの学区に住んでいる方で

ないとなれないといったような、そういう特有のルールがございます。ただ、その学区

に住んでいる人しか、じゃ、そこの学校の青少協の活動に参加できないかというと、そ

ういうことではありません。委員長が認めたら当然できますので、それもということに

なって、そういう形だということでありますので、総合的に見て、学区が変更したこと

によってこれまでのそういう地域の活動ができなくなるとか、そういうことはないと考

えられます。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 このお話をこれまで各団体の方々にしております。それでまた相手

方の受け取り方についても、当然、大野田小学校の団体さんと千川小学校の団体さんで

は受けとめ方が違っておりますし、また、同じ地区でも団体の活動内容ですとか、ある

いは、担当している範囲とか、そういった違いも多様でありますので、団体ごとに受け

とめ方がまたさまざまあるという状況です。 

○宮崎教育長 同じような形で、それぞれのご事情は違うでしょうから、そんな状況のよ

うですね。 

山本委員、よろしいですか。 
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○山本委員 現在のムードとしては、それはなかなか受けとめにくいなというほうに傾い

ているのか、それとも、それなら仕方がないですね、ちょっと考えてみましょうかとい

うほうに傾いているのか、どんな感じなんでしょうね。どういう感じなのか知りたいの

です。 

○宮崎教育長 部長のほうからありますか。 

○竹内教育部長 全体的には私が報告していただいている範囲では、一部のそういういろ

んな方いらっしゃいますけれども、例えば、千川小に来られる方とか、大方は受けとめ

ていただいているふうに報告はいただいています。詳細は課長のほうから。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○山本委員 すみません。 

○牛込教育支援課長 そうですね、私のほうからなかなかお答えもしにくい…… 

○山本委員 はい、わかりました。 

○牛込教育支援課長 というのもあるんですけれども。 

○山本委員 いや、違うの。反対色一色なのかしらと思ったりもしてしまったもので。 

○牛込教育支援課長 全体的な傾向、千川学区の方々については反対するというご意見は

ありません。 

○山本委員 ウエルカムなのですね。 

○牛込教育支援課長 大野田学区につきましては、今、会長さんだとか役員の方々とお話

ししている段階ですけれども、やはり団体さんによって受けとめ方は異なっているとい

う状況があるということと、あと、今後も引き続き、そういった機会を設けていただい

ておりますので、こちらとしてさまざま課題があるんですけれども、一番優先したい課

題、児童の学習環境を確保することですとか、あるいは、十分な教育活動ができる環境

を確保することをお伝えして、団体さんのご意見も受けとめながらお話を続けていくつ

もりであります。 

○宮崎教育長 そういう状況ですね。学区そのものの変更というのは規則改正がまた改め

てここで決定されて行われるものですが、そういう改正に向けてこういう方針を立てて

進めていこうというのが今日の議決する案件ということでございますよね。いろんな思

いもあったりするというのが現状だというようなことだと思います。 

  我々はやっぱり子どもたちの、さっき山本委員からおっしゃいましたけれども、子ど

もたちが増えるということは、武蔵野の教育というものにすごく関心を持っていただい
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て、ぜひそこの教育をという方もいらっしゃるでしょうから、大変ありがたいことだな

と思いますし、子どもが増えること自体、社会で喜ぶべきことですので、何とかしてい

きたい。その増えた子どもたち一人一人になるべく良い状況で教育を受けてもらいたい

というための策として、万能の策はないわけですから、これはその中でもかなり多くの

人に、子どもたちにとってよい方策になるだろうということを選んでいくということが

大事だと思います。 

  いろんな教育委員会の方も人口推計というのは一番実は苦労していて、そのときに推

計によっては逆の変化、減るということなんかもあったりしますでしょうし、大変難し

いかじ取りをしているのが現状だと思いますけれども、なるべく的確に子どもたちのよ

い教育条件といったものを目指していかなければいけないと思います。 

  ほかにご意見いかがでしょう、これまでのこと聞いていただいて。 

  山口委員、お願いします。 

○山口委員 今、質疑を通しまして、この議案の取り扱いそのものについて提案がありま

す。 

  今、牛込教育支援課長からいろいろ説明していただきまして、ありがとうございます。

地域の方には受けとめていらっしゃる方もいらっしゃるし、一方、受けとめがたいとい

うご意見もあると私は思いました。 

  そこで、さらに理解を深めるような説明というのを今後していかなければいけないの

ではないかということと、まだ説明をしていない方々もいらっしゃるようですので、そ

の方々への説明ももっと必要かと思います。そういう、関係する地元の方々の思いとか

意見を受けとめて、私たちは考えていきたいという思いがありますので、提案するわけ

です。 

  また、先ほどから話が出ているように、学校はいろいろな団体に支えられていて、と

てもありがたいことだと感謝しておりますが、子どもが増えるときの学校のあり方、６

歳から12歳の子どもが貴重な時期を過ごす学校教育のあり方として、学習環境として、

あるいは生活環境としてどうあるべきか。私たちのでき得る限りの力を尽くして、そう

いう環境をつくり出していかなければならないだろうと思います。まずは子どものこと

を考えて、私たちは第１に子どものことを考えていきたいという思いをもっていますの

で、ここで議案として議決するには少し早いかなという思いがいたします。 

  さらに影響を受ける方々によく説明していただくということを繰り返しご理解いただ
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いた上で、私たちは判断していきたいと思います。いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 きょうの議決は少しまだできないのではないか、そういうふうに受けとめ

てよろしいですか。 

○山口委員 はい。 

○宮崎教育長 山口委員からそういうご意見がございましたが、ほかの委員の方はこのこ

とにつきまして、いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 私も山口委員に賛成です。学区の変更で影響を受ける方たちの、やはりご理

解をいただいてから、このことは決定されることが望ましいと思います。 

  それから、どうやらまだご説明も足りていない部分があったり、まだ行われていない

部分があったり、そこの関係する方々に説明等、ご意見を伺うことを徹底していただき

たいと希望しています。 

○宮崎教育長 山口委員のご意見に賛同されているということですね。 

○山本委員 はい、賛同させていただきます。 

○宮崎教育長 これは進行に関することでございますので、ただいま山口委員と、それか

ら山本委員からご提案されたことは、武蔵野市教育委員会会議規則第９条にございます

議事進行の動議として受けとめたいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、その規則に従って、まず先にそれを協議したいと思います。 

よろしくお願いします。 

  この議案第13号につきましては、本日、議事として議決を予定していたわけでござい

ますが、今、山口委員から、そしてまた、山本委員からも賛同の声があったように今日

はそれでは採択はせずに、教育支援課のほうで関係する方々によく説明をしていただい

た上で、そのご意見なども聞いて、次回の定例会でその報告を受けてから再度審議をす

るということにしたいと思いますが、これに異議ございますか。 

          （「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、それでは議案第13号 学区変更方針につい

ては、本日は採決をしないことを決定させていただきます。 

  進行の不手際で時間が大分超過しておりまして、今後の進行についてご協力をいただ

きたいと思います。 

────────────────────────────────────────────── 
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◎報告事項 

○宮崎教育長 本日は協議事項はございませんので、次に報告事項に入ります。 

  報告事項１、平成29年第３回市議会定例会提出補正予算についてでございますが、報

告事項２、武蔵野市学校給食桜堤調理場（仮称）基本計画（案）についてと関連がござ

いますので、一括して報告いたします。 

  それでは、教育支援課長と教育調整担当課長から説明をお願いいたします。 

○牛込教育支援課長 報告事項（１）平成29年第３回市議会定例会提出補正予算について

ご説明をいたします。 

  資料をご覧ください。 

  歳入につきましては、このたび学校給食施設、桜堤給食調理場建て替え基本設計委託

及び各種調査委託、本宿小学校・第三小学校給食施設改修実施設計委託及び改修設計委

託の一般財源を財源としております。 

  続きまして、裏面、歳出につきましては、今、申した桜堤給食調理場建て替えの基本

設計委託及びその設計委託に必要な各種調査委託費として1,344万円、また、本宿小学

校・第三小学校給食調理施設改修実施設計委託及びそれに必要な各種調査委託につきま

して1,073万6,000円を委託料として計上しております。 

  調査委託につきましては、敷地測量調査でありますとか交通量調査、あるいは、騒音

調査など、基本設計や、あるいは今後の建築確認申請などに必要な調査を行っていくも

のでございます。 

  補正予算の説明については以上でございます。 

○宮崎教育長 次は報告事項２です。教育調整担当課長、お願いします。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 関連しまして、報告事項２、武蔵野市新学校給食桜

堤調理場（仮称）基本計画についてご報告いたします。 

  これは先ほどの補正予算の説明のところで出てきました、桜堤給食調理場建て替え基

本設計に関連するものでございます。説明の都合上、本書と概要がございますが、概要

版を使ってご説明いたします。 

  この基本計画の趣旨でございますが、基本設計に着手する前に、施設整備の基本方針、

基本的な設計条件、そして、設計者に求める提案事項を基本計画として整理したもので

ございます。今回は特に周辺環境、住民要望への対応など、可能な範囲であらかじめ盛

り込むことで、十分な設計時間を確保しながら早期に完了させることを目的としており



－25－ 

ます。この基本計画を前提として、プロポーザル方式によって設計者を選定していきた

いと考えております。 

  基本計画の構造でございますが、第１章で施設整備の基本方針、第２章でこれを受け

まして、基本的な条件、基本設計条件を整理しております。 

  まず第１章のほうでございますが、施設整備の基本方針として（１）から（６）まで

柱を立てております。これは学校給食施設検討委員会報告書でお示ししました施設整備

の基本的な視点・考え方の柱と同じでございます。 

  （１）（２）が調理施設としての機能に関するものでございます。関連する法令や基

準に適合していくという方針を書いております。（３）（４）（５）がオプションとし

ての機能でございます。まず、災害時の対応の機能でございますが、ライフライン復旧

後、速やかに利用できる施設として設計していく。そして、炊き出しを支援する機能も

盛り込んでいくという方針を立てております。 

  環境機能の強化でございますが、環境配慮の措置を講じた施設とし、その際、省エ

ネ・再エネ東京仕様の技術項目例を参考にしていくという方針を出しております。 

  次に、（５）食育推進のための機能でございますが、食育への関心を高める施設とし

ていく。 

  最後、周辺環境への配慮でございます。特に防音・防臭や、日照や振動の影響を防止

する対策を打っていくという方針を立てております。 

  これをベースにしまして、第２章は基本的な設計条件を書いております。 

  まず、予定工事概要でございますが、延べ床面積は3,700平米、建築面積は1,700平米

程度を見込んでおります。 

  建築工事費は25億円前後を見込んでおります。 

  ここからは主なところをピックアップしてご説明いたしますが、まず（３）のところ

でございます。最新の学校給食衛生管理基準、ＨＡＣＣＰの考え方に基づいた施設とし

て、具体的には検収、保管、下処理、調理及び配膳の各区域を区分した設計としていき

ます。さらに新しくドライシステムを導入していくことにしております。 

  災害時の対応の強化のところでございますが、災害時に備えまして応急給水設備とし

て受水槽、さらに食品庫、米庫を備えていくという方針を立てております。 

  （７）食育に関してでございますが、研修などが可能な調理実習室を兼ねた会議室等

を設置していきたいと思います。 
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  そして、（９）でございます。今回の特徴でございますが、この新調理施設はまちづ

くり条例の大規模開発事業に該当いたします。通常であれば基本設計を進めていき、具

体的な姿が出てきた段階で個別の協議を進めていくところでございますが、今回はあら

かじめ協議を進めておりまして、盛り込めるものはここで盛り込んでおります。 

  ここまでが基本的な設計条件でございます。この上で設計者に提案を求める事項でご

ざいます。これは本書のほうを見ていただきたいと思います。本書の20ページのほうを

ご覧ください。 

  設計条件という形で、きっちりと決めるのではなくて、設計者の創意工夫を期待した

い部分でございます。 

  （１）から（５）まではこれまでお話ししているとおり、基本的な考え方に沿ったも

のでございます。 

  重点的にご説明いたしますと、周辺環境への配慮のところでございます。①でござい

ますが、工事中の騒音・振動を抑制するための提案、これもいただきたい思います。こ

れは委員会、それから市民説明会のところで複数意見をいただいていることを踏まえた

ものでございます。 

  それから、中長期的な視点という形で提案もいただきたいと思います。特に②でござ

います。将来的な必要調理食数減少に伴う調理施設の規模縮小、多機能化などを見据え

た提案。３番目として、敷地南側に隣接する公共用地の将来整備を見据えた敷地利用の

提案も受けたいと思います。 

  最後、コストに関することでございますが、施設建設初期費用、それから維持管理費

用について概算額、そして抑制するための提案をいただきたいと考えております。 

  この20ページの裏に大まかな敷地図のイメージがございます。開発行為としましては、

現在の調理場の敷地、それから新調理場用地、あわせて開発をしていく予定でございま

す。 

  資料の説明は以上となります。 

○宮崎教育長 教育支援課長と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、ご意見がありましたら、お願いをいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 ２点伺いたいんですが、今、ご説明の中で基準に則ってということで、ＨＡ

ＣＣＰの話が出ています。これは考え方に基づいたという表現なのですが、完成すると
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ＨＡＣＣＰの認証は受ける予定なのかどうか。 

  それから、一番最後のページに新調理場用地の図が出ている。この中身はこれから検

討するということなのですが、気になったのは、配送車の動線というのがあって、出る

ほうはいいのだけれども、往復があるわけですよね。入るのと出るのと。その辺のトラ

ック、結構中型のバンみたいな形になると思いますが、その前の道路が割と狭いので、

その辺に気をつけた設計をしていただかないと。特に事故が起きたこともありますので、

その辺、樹林からすぐぱっと出て、例えば歩道の方に迷惑かけるとか、そういうことは

ないように工夫が必要なのかなということを思いました。今後の設計に反映できるとい

いかなと思いました。 

○宮崎教育長 ２点、ございましたね。 

  まず、最初のＨＡＣＣＰの…… 

○渡邉委員 認証ということです。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 １点目のＨＡＣＣＰの考え方でございますけれども、

特に認証を受けるとか、そういったことは考えておりません。文部科学省の学校給食衛

生管理基準に沿っていきたいと思っておりますが、これが平成21年度に制定されまして、

その際にＨＡＣＣＰの考え方が取り入れられていますので、この基準に則っていけば大

丈夫だろうという考え方をしております。 

  ２点目でございますが、おっしゃるとおりでございますので。 

○宮崎教育長 搬送車の動線ですね。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 はい。設計の中でしっかりと配慮していきたいと思

います。 

○宮崎教育長 ほかに、よろしいですか。 

  この近隣でもニュースになっていますけれども、９月１日から府中市の学校給食セン

ターは全国最大規模というクラスで、２万2,000食という、稼働しているということで

ございます。去年は立川だったですかね。ですから、このところ26市、多摩地域のほう

でもこうした調理場の建て替えなんかはちょうど時期を迎えて、大体同時に進んでいる

ようですね。本市においても大変差し迫った課題の一つになっています。 

よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 
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○宮崎教育長 それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項３、教育部主要事業業務状況報告についてです。 

  それでは、これは各課長、館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、まず教育企画課よりご説明申し上げます。 

  １つ目の旧桜堤小学校跡地の整備と第２校庭の活用でございます。こちらのほうは、

校舎、体育館等の解体が順調に進んでおりまして、今ない状態で、基礎の解体をしてい

るところでございます。今後、校庭の整地とスプリンクラーの設計のほうについても、

今の共同調理場の関係で若干中断しておりましたけれども、再開いたしました。 

  ２つ目の児童生徒数増加の対応でございますけれども、こちらのほうは前回の教育委

員会定例会で報告をいたしました内容につきまして、今後進めていきたいというところ

でございます。大野田小学校の増築工事につきましては、８月に基礎工事を行って立ち

上がっているところでございます。 

  １点、成果と課題の一番下のところを、申しわけございませんが、修正をお願いした

いのですが、ここでは29年度から30年度にかけて設計委託を行うと書いておりますけれ

ども、今年度に今後の大野田小学校の施設改修についての具体的なプランをまず立てた

いと考えております。 

  ３番目の教育史続編の編さんでございますけれども、こちらのほうは、序章、１章も

含めまして、全体的な１次原稿というものができたところでございます。今、点検作業

をしまして、あと、資料の収集等の作業をしているところでございます。今後、整合性

をチェックして、編集作業に動いていく予定です。 

○渡邉教育企画課教育調整担当課長 続きまして４点目、小中一貫教育の検討でございま

す。 

  ８月まで第２回の検討委員会まで開催いたしました。検討委員会では今後の進め方に

ついて共有することができました。あわせて、第１回検討委員会のほか、教育委員の

方々と検討委員会の委員の方々、意見交換の時間を設け、議論を深めることができまし

た。 

  今後の予定でございますが、これは記載のとおりでございます。 

  続きまして、５番目、学校給食整備のあり方の検討でございます。 

  これは検討委員会のほうで検討を進め、８月２日、学校給食施設の整備方針を決定し

たところでございます。 
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  課題でございますが、親子方式の導入、それから新しい学校給食施設の建設には、建

築基準法第48条に基づく許可が必要でございます。それから日程が非常にタイトである

点が課題となっております。 

  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。 

  初めに、５ページの学力及び体力向上に向けた取り組みでございます。 

  まず取り組み状況ですが、研究指定校７校において校内研究を計画的に進めておりま

す。 

  次に、学習指導員、理科指導員による授業支援ですが、記載のとおり配置し、学力向

上、体力向上を図ってまいりました。 

  また、体力向上という面では８月16日から市内中学校総合体育大会が始まっており、

中学生が意欲的に取り組んでおります。 

  成果と課題ですが、まず成果としては、学習指導員等を活用して個に応じた指導及び

児童の興味関心や思考力を高める質の高い授業を行うことができていると考えておりま

す。 

  課題としては、今年度は５校が研究発表を予定しておりますので、その研究内容を各

校の授業改善に生かしていくこと。それから、１学期に実施した学力調査や体力調査の

結果を踏まえ、授業改善プランによる組織的な授業改善を図っていくこと等と考えてお

ります。 

  次に、道徳教育といじめ等の未然防止に向けた取り組みでございます。 

  １学期中に小中学校４校において道徳授業地区公開講座を実施し、記載のとおり、多

くの方々のご参加をいただきました。また、いじめの早期発見・早期対応のために、６

月のふれあい月間を中心として、全校においてアンケート調査や小学校５年生と中学校

１年生へのスクールカウンセラーによる全員面接を行いました。 

  課題ですが、来年度からの特別の教科道徳の本格実施に向けて、東京都道徳教育推進

拠点校である第二小学校の研究成果を全校で共有する等、組織的に道徳の授業改善を図

っていくこと、児童生徒が主体的に取り組み、いじめの未然防止に向けた取り組みを今

後とも推進していくことが挙げられます。 

  次に、６ページのＩＣＴを活用した教育の推進でございます。 

  まず、取り組み状況ですが、夏季休業中に各学校において校内無線ＬＡＮの工事とタ
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ブレットパソコンの設置作業を行いました。 

  夏季教員研修として、今年度初めて８月の３日と４日にプログラミング教育の研修を、

そして８月22、23、24日にはタブレットパソコン等ＩＣＴ活用研修を実施いたしました。 

  成果と課題ですが、授業でのＩＣＴ機器の活用は確実にふえ、児童生徒の理解促進に

つながっていることが成果と言えます。 

  課題としては、今回、全校に導入したタブレットパソコンを含んだＩＣＴ機器を効果

的に活用した授業をさらに推進していくこと。そのために、来年度に向けて研修内容を

見直していくこと。学校ホームページからの情報発信をより活発にしていくこと。平成

30年度から運用開始する新しい校務支援システムへの移行準備を着実に進めていくこと

などが挙げられます。 

  次に、今日的な教育課題への対応でございます。 

  まず、セカンドスクールについてですが、６月22日に担当者連絡会を開催し、３校の

取り組み紹介と、中学校区ごとのグループ協議を実施いたしました。また、２学期実施

校の事前ヒアリングにおいては、ファーストスクールとのつながりを重視した探究的な

体験活動にするよう、指導助言を行いました。 

  ２点目として、オリンピック・パラリンピック教育についてですが、各校の計画に基

づき、スポーツばかりでなく、環境保全に関わる取り組みやボランティアマインドを育

む活動等にも取り組んでおります。 

  ３点目として、外国語教育については、ＡＬＴによる授業支援を行うとともに、第一

小学校に配置している英語教育推進リーダーによる巡回指導を全小学校に対して実施し、

授業観察と指導助言等を行いました。 

  成果と課題ですが、セカンドスクールについては１学期実施校において安全に実施し

たことが何よりの成果であると考えております。 

  オリンピック・パラリンピック教育についても、今後も各校の計画に沿って工夫しな

がら活動を進めてまいります。 

  外国語教育については、授業改善に対する教員の意識は確実に向上してきております

ので、さらに授業力を高めていくこと。それから、小学校の英語教育の拡大に伴うＡＬ

Ｔの配置時数の増加に向けて、予算要望を行っていくことなどが課題と考えております。 

  次に、小中一貫した教育課程の研究でございます。 

  まず、小中連携教育研究協力校各校では、小中学校間で打ち合わせを進め、記載のと
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おり、実施可能な内容から取り組み始めています。また、特設教科・武蔵野市民科カリ

キュラム作成委員会の設置に向け、要綱の作成、委員の選出等の準備を進めてまいりま

した。今後についてですが、10月には第１回の市民科カリキュラム作成委員会を開催し、

検討を始める予定にしております。 

  次に、８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です。記載のとおり、研修や授業観察を実施いたしました。 

  ２点目は、地域コーディネーターについてです。連絡会を２回開催し、中学校の職場

体験への支援の取り組みなどについて情報共有をしてまいりました。 

  ３点目は教育情報の発信についてです。７月14日に教育推進室だより第12号を発行い

たしました。また、調査研究担当から各学校に、次期学習指導要領等に関する情報をさ

まざま提供してまいりました。 

  成果と課題ですが、１点目につきましては研修を行うことで、若手教員の課題意識を

高められていることが成果と考えております。特に宿泊研修ではグループごとに指導案

の作成と模擬授業を行い、ねらいを踏まえた上で発問や教材を工夫することの大切さを

多くの初任者が実感した様子でございました。２学期以降も続けて指導助言を行ってま

いります。 

  ２点目につきましては、地域コーディネーター連絡会の機会などを通して、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おります。 

  ３点目につきましても、今後も定期的に教育推進室だよりを発行するとともに、調査

研究担当による最新の情報提供に努めていくことが課題でございます。 

  次に、教員の多忙化解消と健康増進に向けた取り組みでございます。 

  １点目は副校長事務補助臨時的任用職員についてです。全校で活用が始まり、その活

用状況についてアンケートを行い、７月の校長会・副校長会でその結果について情報提

供し、さらなる有効活用を促しました。 

  ２点目はタイムレコーダーを活用した出退勤システムのモデル実施です。時間外勤務

の縮減を促すため、管理職がグラフ化して、必要な教員に提示する等の取り組みを行っ

ています。 

  ３点目は学校閉庁日についてです。今年度は８月に14校が実施いたしました。 

  成果と課題ですが、副校長から事務補助臨時的任用職員が入ったことでとても助かっ
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ている。授業観察に行く時間が生み出せた。副校長事務補助という名称なので、気兼ね

なく頼めるのがよい、などの声が聞かれ、副校長の多忙化解消に向けた一つの成果であ

ると考えております。 

  課題としては、この活用方法についての情報共有をより一層図っていくこと、それか

ら事務負担軽減等の方策について、さらに検討を進めていくことなど、先生いきいきプ

ロジェクトを推進していくことが今後とも課題でございます。 

  最後に、新学習指導要領への対応でございます。 

  まず、特別の教科道徳の教科書採択を８月２日に行いました。そして、来年度から始

まる移行期間における小学校３から６年生の外国語活動の年間授業時数と授業時数確保

に向けた検討案を７月11日の小中校長会で説明いたしました。また、７月24日に次期学

習指導要領の具現化と学校経営をテーマとした校長研修会、また、７月28日に「学校の

特色化の推進～マネジメントサイクルを通して」をテーマにした校長研修会を実施いた

しました。 

  成果と課題ですが、小学校道徳につきましては、教科書が決まりましたので、今後は

各校で指導計画の準備等が着実に進むよう、指導助言をしてまいります。 

  小学校英語教育につきましては、校長会と協議を重ね、次年度以降の授業時数の確保

等への対応を進めてまいります。 

  また、各学校で新学習指導要領の移行措置及び本格実施に向けた教育課程の編成を円

滑に行えるよう、校長会、副校長会、各担当者会等の機会に適切に情報提供を行ってま

いります。 

  以上でございます。 

○牛込教育支援課長 続きまして、教育支援課から報告をいたします。 

  10ページでございます。 

  １点目が特別支援教育における個に応じた指導・支援の充実でございます。 

  状況説明いたします。（１）特別支援教育推進委員会の実施ということで、７月25日

に今年度第１回となる委員会を実施いたしました。特別支援教育アクションプランの進

捗状況を報告するとともに、特別支援教室運用の課題や特別支援学級の学区変更につい

て検討協議を行いました。 

  ２点目、特別支援教室の運用でございます。４月から本格実施した特別支援教室につ

きまして、各学校から運用上の課題を集約し、対応方針を示すことを目的とするＱ＆Ａ
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作成の準備を進めております。 

  また、６月から７月の期間にかけて、教育アドバイザーによる各校の訪問を実施し、

運用状況の実態把握を行いました。 

  特別支援教室の対象児童につきましては、１年前と比較しまして40名ほど増加して

164名となっております。 

  ３点目、知的障害学級の児童数の増加対策といたしましては、先ほど議案で変更いた

しました学区の変更について検討、設置校長会や推進委員会で検討をしました。 

  成果と課題としましては、特別支援教育推進委員会については第１回の協議経過を踏

まえて、第２回の協議事項を検討していくこと。２点目については特別支援教室運用の

Ｑ＆Ａについては８月末までに課題を集約したので、今後の対応方針を作成していくこ

と。 

  ３点目の特別支援学級の学区変更につきましては、先ほど議決することにはなりませ

んでしたので、今後、学区の変更案については保護者への説明などを行っていきたいと

思っております。 

  続きまして、不登校児童・生徒への支援の充実であります。スクールソーシャルワー

カーについては４月からその活動を効果的に行うため、中学校の生活指導部会の実施日、

小学校については生活指導全体会の実施日を中心に訪問しております。また、学校と民

生委員との懇談会にも出席をし、スクールソーシャルワーカーの業務について周知を行

っているところでございます。 

  ２点目の適応指導教室の状況でございます。来室者数につきましては６月18名、７月

17名と、昨年度に比べて増加をしているところでございます。 

  ３点目、不登校対策会議の実施ということで、関係者による会議を月１回実施してお

ります。５月のゴールデンウイーク明けに実施した不登校傾向調査を踏まえて、各校に

おける保健室への登校、別室登校などの実態把握を行っているところでございます。 

  成果と課題につきましては、スクールソーシャルワーカーについては運用を見直した

ことにより、学校や関係機関との情報連携がより効果的に図られたということです。不

登校児童についてはより支援を効果的に行う対策を協議していく必要があるということ

が課題でございます。 

  ３点目、指定校変更の要件の見直し及び学区域の変更の検討についてでございます。 

  こちらは議案の状況としては、先ほど議案の際に説明をしたとおりでございます。 
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  成果と課題につきまして、指定校変更については全学区において小学校は平成32年度

から、中学校は平成35年度から適用するということを検討会議の中で決定しております。

また、大野田小学校の変更につきましては、先ほどの審議の中で議決には至りませんで

したので、今後はこの変更案について、地域団体の方々や、また、保護者の方々への説

明会などを通して、丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。 

  教育支援課からは以上でございます。 

○宮崎教育長 なるべく簡潔にまいりましょう。お願いいたします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、簡潔にまいります。生涯学習スポーツ課です。 

  12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。まず、地域五大学と自由大学

についてでございます。 

  地域自由大学の学長会議懇談会、それから、地域五大学の連絡協議会については、記

載の日時で実施しております。前期の寄附講座につきましては東京女子大学さん、それ

から日本獣医生命科学大学さんに記載のテーマで実施していただいております。 

  またその下、五大学共同講演会でございますけれども、これ、予定でございます。９

月22日に武蔵野公会堂で伊藤元重先生に「日本経済・世界経済の見通し」をテーマに講

演をいただく予定でございますけれども、時間の変更がございました。後ほど報告事項

の６でもご案内申し上げますが、午後７時15分から８時40分、その時間になる予定でご

ざいます。 

  次に、学級・講座開催事業でございます。サイエンスクラブ、それから親子ｄｅサイ

エンスの低学年につきまして、このように記載をしております。また、サイエンスフェ

スタ実行委員会は６月28日に第１回、開催しております。第２回につきましては９月11

日に開催する予定でございます。 

  大学で学ぼう、土曜学校でございますけれども、亜細亜大学経営学教室、それから成

蹊大学のロボット教室について、記載の日程で実施をしております。 

  その他、モーニングコンサートにつきましては７月７日に実施しております。参加49

名で、託児利用率が比較的高かったと考えております。 

  それから、成人式、未来をひらくはたちのつどいでございますけれども、市内の中学

校卒業生７名の実行委員による実行委員会が立ち上がっておりまして、現在、３回まで

実施をしております。 
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  13ページをお願いいたします。 

  続きまして、スポーツ教室の土曜学校でございます。卓球、それからスポーツチャン

バラ、ミニバスケ、バドミントンを開催しております。また、森林体験教室につきまし

ても、全４回でございますが、２回目まで終了しております。 

  世界を知る会（小学校高学年）につきましては、全５回が終了しています。 

  続きまして、生涯学習と子ども文化の補助金でございます。この２補助金につきまし

ても、交付件数、それから交付額、記載のとおり実施しております。件数は昨年度と同

数でございます。交付額につきましては、生涯学習につきましては20万円程度増、子ど

も文化につきましては40万円程度減の状況となっております。 

  成果と課題です。 

  まず、五大学につきましてでございますが、寄附講座につきましては各大学ごとに一

定のニーズを捉えたものというふうに考えております。後期につきましては、亜細亜大

学さん、成蹊大学さん、そして、武蔵野大学さんが記載のテーマで実施する予定でござ

います。募集については終了しております。 

  学級・講座の事業についてでございますけれども、29年度のサイエンスクラブにつき

ましては、現在、大野田小学校の工事に伴いまして、武蔵野大学さんをお借りしており

ます。また、大学校内の電気工事の影響もございまして、後半につきましては大学さん

から武蔵野女子中学・高校のほうに場所を移して実施する予定になっております。 

  サイエンス、親子ｄｅサイエンスにつきましては、キャンセル等が一定程度ありまし

て、なかなか参加者の確定に時間を要しているというのが一つ課題となっております。 

  また、生涯学習と子ども文化の補助金につきましてですけれども、最後の行にありま

すとおり、より詳細な審査ルール等の作成も検討すべきかなと考えているところでござ

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。14ページをお願いいたします。状況説明です。 

  まず施設管理につきましてですが、４月から６月の来館者数48万7,086名でございま

した。また、来館者数が1,000万人を超えまして、７月８日にセレモニーを実施してお

ります。 

  プレイスフェスタに関しましては、記載のとおり実施しております。リアリー・リア

リー・フリーマーケット、それから一番最後にありますが、講演会「あなたが創るコミ
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ュニティ」、こちらが主なものでございました。事務局報告にもありましたとおり、延

べ6,200名の方がいらっしゃっております。 

  また、講演会につきましては大変好評でございまして、私も最初の30分と、それから

最後しか聞けなかったんですけれども、役人や企業の元管理職のような人ががコミュニ

ティの運営についてシステマチックにやろうと言い出したら、そのコミュニティは育た

ないというような趣旨のご発言が大変印象に残っております。 

  続きまして、生涯学習支援でございます。いきいきセミナー、自由大学講座、それか

ら五大学共同講演会、老壮シニア講座を記載のとおり行っております。 

  また、最後の行、親子体験教室 古代オリエント探求でございますが、これは中近東

文化センターで行っております。 

  下のほうになります市民活動支援、それから青少年活動支援につきましても、記載の

事業を実施しております。 

  15ページをお願いいたします。 

  成果と課題でございます。プレイスにつきましては来館者1,000万人に達しまして、

開館５周年を迎えております。フェスタではコミュニティに関する講演が好評を得てお

ります。また、青少年サマーライブにつきましても一定の盛り上がりを見せ、着実な連

携の成果が見られたと考えております。 

  続きまして、誰もがスポーツを楽しめる環境の整備でございます。状況説明ですが、

まず一番頭のところ、屋上防水シートの改修、繰越明許をお願いしたものでございます

けれども、こちらにつきましては出来高80％と書いてございますが、８月31日付で防水

工事が全て終わりました。先ほど小出委員のほうからもご指摘ありましたけれども、長

雨の影響がございまして、２週間ほど当初の予定より長くかかってしまっております。 

  ２番目。アリーナの特定天井の改修でございます。天井の解体、組み立て等々、記載

のとおりの工事を実施しておりまして、若干のおくれが生じておりますが、週に１回の

定例会の中で進行の確認をしまして、支障がある遅れではないと考えております。 

  また３番目、陸上競技場の改修でございますけれども、こちらも着々と準備をしてお

りまして、９月28日までには契約の見込みでございます。 

  次の項目、地域スポーツの振興や障害者スポーツの啓発でございますが、小中学校に

対しましてタグラグビー、それからバレーボールの授業支援を行っております。東京学

芸大学さん、それから、オリンピアンの櫻井由香さんの協力を得ております。 
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  また、障害者スポーツの推進につきましては、関係者による意見交換会を実施してお

ります。市の体育施設を利用したことがない障害者の方々もいらっしゃるようですので、

こちらに対する施設見学会等を検討しておるところでございます。 

  最後の項目、運動習慣の定着化でございますけれども、企画調整課のオリパラ担当の

ほうで20代から50代までの男女にこの運動習慣についての基礎調査を、現在、実施して

おります。 

  成果と課題でありますが、体育館の天井工事、それから陸上競技場の工事につきまし

ては、準備を含めて、おおむね当初の予定どおり実施しているというふうに考えており

ます。これと若干遅れが生じているものについては回復していくように働きかけていき

たいと考えております。 

  また、障害者スポーツにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、未利用者もま

だいらっしゃるようですので、見学会等を実施して、障害者の施設の利用の環境を整え

ていきたいと考えております。 

○栗原生涯学習スポーツ課武蔵野ふるさと歴史館担当課長 続きまして、ふるさと歴史館

の管理と運営について申し上げます。 

  ふるさと歴史館は、企画展、講座、さらには文化財の保護など、記載のとおり、順調

にさまざまな事業を開催いたしました。 

  成果と課題といたしましては、特筆すべきものとして、市制施行70周年記念となる中

島飛行機関連の米国国立公文書館における展示というものがございますが、それに先立

つものといたしまして、プレ展示「戦争と武蔵野Ⅲ」開催いたしました。これは読売新

聞で取り上げられまして、大変多くの来場者を得ることができました。通常109人の１

日あたりの来場者に対し、132人ですから、戦争って比較的難しいテーマでありながら

も、興味を持ったお客様が来てくださいました。 

  また、歴史公文書の整理が課題となっておりましたが、アルバイト職員、臨時職員を

採用いたしまして、この促進を図っております。また、30年ぶりの文化財指定、市の指

定文化財の指定でございますが、これに邁進しております。10月以降の市制施行70周年

記念の２つの展示に向けて、ただいま事業に邁進しております。 

  以上でございます。 

○養田図書館長 それでは、最後に図書館から全部で４件報告いたします。 

  まず、18ページ、図書館の管理運営でございますが、まず状況としまして、図書館基
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本計画の改定を行うために、その支援をする業者決定のためのプロポーザルを行い、業

者を決定いたしました。 

  こちらの今後の課題としまして、今回、一部改定の予定で準備を進めてきたものでご

ざいますが、上位計画になります生涯学習計画が来年度全面改定を行うということです

ので、図書館基本計画につきましても全部改定ということで、期間も今年度と来年度の

２カ年を使い、来年度始まります６期長計の策定の過程を視野に入れながら進めていき

たいと考えております。 

  吉祥寺図書館につきましては、30年４月に指定管理者制度への円滑な移行のため、生

涯学習振興事業団と連携して事業を進めてまいります。 

  続きまして、図書館資料収集・保存でございますが、状況としましては、こちらに記

載のとおり、28年度末の図書館の蔵書数は91万8,718冊でございます。４月から６月の

３カ月間で受け入れ資料数が１万3,427冊と、除籍の資料数が5,091冊でございます。 

  今後、資料収集方針・除籍基準の見直しを進めるとともに、吉祥寺図書館については

リニューアルの一時閉館に向け、蔵書の整理・除籍を積極的に進めております。 

  続きまして、19ページをお願い申し上げます。 

  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が、状況とし

ましてはこちらに記載のとおり、小学校３年生向けの読書の動機づけ指導、中央図書館

での課題解決テーマ展示、そして各課と連携しましたミニ・トピックス展示等々がこち

らの記載のとおり行われております。 

  成果と課題でございますが、読書の動機づけ指導につきまして、50周年ということで、

これまでの取り組みを振り返り、今後の活動につながる記念誌を作成するとともに、講

演会等、記念業務を行うつもりで準備を進めております。 

  吉祥寺地域の図書返却の利便性を図るためのブックポストの設置に向けて、協議を関

係機関と進めております。 

  最後、20ページ、吉祥寺図書館のリニューアルでございますが、９月１日よりリニュ

ーアル、工事のための一時休館に入りまして、９月２日から近隣に吉祥寺図書館の臨時

窓口ということで、営業を始めました。 

  そして、成果と課題につきましては、約１万冊蔵書が充実しますが、市民や利用者か

らは蔵書の充実に対する期待の声が寄せられているところでございます。また、今後、

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、生涯学習振興事業団
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と連携し、開館後の運営について準備を滞りなく進めていきたいと考えております。 

  主要事業の報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 各課長、館長には簡潔なご報告、ありがとうございました。 

  ただいまの説明にご質問やご意見、ありましたらお願いをいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 細かいことで申しわけないんですけれども、まず２ページ目の編さんでの判

の大きさですが、Ａ５判にするかＢ５判にするか判定する、点検するということで今迷

っている状態なのかもしれません。どういう形になるのか、もしわかったら教えていた

だけるといい。個人的には大き目のほうがいいかなと感じておりますが、よろしくお願

いします。 

  それから、２番目が、６ページの指導課の⑤で、専門的な知識がなくても学校ホーム

ページの更新ができるシステム（ＣＭＳ）ということなのですが、これはどういう方が

更新するかわからないんですけれども、なるべく多くの方に更新できる可能性を増やす

ということでこういうものになっていると思います。どの程度研修等が必要なのかとい

うあたり、もしわかったら教えていただきたい。なるべく先生方の負担を軽くしてあげ

たいという気持ちでありますので、よろしくお願いします。 

  それから、その隣の７ページで、これも前に気がつけばよかったんですけれども、29

年度の課題で、２行目に「小中一貫教育実施に向けて」と書いてあるんですけれども、

これもしかして「小中一貫教育を実施する場合における」じゃないかな。まだ実施と決

まってないので、今さらなんですけれども、もし表現変えられたらそういうほうがいい

かなと思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 それでは、順次、お答えください。 

  教育企画課長。 

○大杉教育企画課長 まず、教育企画課長より、教育史の件でございます。 

  こちらにつきましては、確かに、これまではＡ５判という判でございましたけれども、

大きい判にしたほうが、同じページの中で資料を扱いやすい、表現しやすいといったよ

うなメリットがございますので、できれば、自分としては大きい判でつくりたいと思っ

ているところです。 

  あとは予算上若干オーバーするところもありますので、そこを調整しているところで
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ございます。 

○宮崎教育長 まだ最終的に決定してないということですね。 

○大杉教育企画課長 また、編さん会議で決定をさせていただきたいと思います。 

○宮崎教育長 ご意見なんかも参考にさせていただくということ。 

  次はＣＭＳ。指導課長。 

○秋山指導課長 ＣＭＳにつきましては、私もＩＣＴ大変苦手なんですけれども、いろい

ろ説明を聞いて、多分ワードが使えれば更新が可能な感じかなというふうに思いました

ので、多くの教員が更新をすることが、専門知識がなくてもできるようになるかなとい

うふうに考えております。 

  また、学校の外からもスマートフォンなどからも更新ができるような、そういうふう

なシステムになっております。 

  今、各学校でそれぞれ業者のほうからその使い方についての研修を９月に行っていた

だき、順次、できるようになったところから、今のものとかえていく予定になっている

ところでございます。 

  もう１点のご指摘につきましては、もちろん、そういうつもりで記載をしていたんで

すけれども、今、確かに「場合には」と入れたほうがよかったなと思いました。 

○渡邉委員 ＣＭＳに関しては、セキュリティとか、誰でもできるというのはいいんだけ

れども、もう一方では、勝手にやられると困るというものなので、その辺も注意してい

ただいて。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 すみません。言い忘れました。必ず管理職が承認をしないとアップがで

きない、そういうふうなシステムになってございますので、その点は大丈夫だと思いま

す。 

○渡邉委員 ありがとうございます。 

○宮崎教育長 ほかにございますか。 

  山口委員。 

○山口委員 ８ページの教員の多忙化解消のところです。 

  この副校長事務補助のことなんですが、先ほどのお話の中にそういう措置をされたこ

とによって授業観察に行きやすくなったとか、そういうことの報告がありましたけれど

も、副校長がこういう事務補助をサポートしてもらうことによって、副校長が先生方に
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サポートする時間、例えば、保護者対応に早期のうちから一緒に入って、余り深みには

まらないうちに解決できるとか、そういう視点を必ずこの補助のところの対応について

は持っていただくとありがたいと思います。もちろん、そう思ってやってらっしゃるこ

とだと思うんですが、その視点を大事にしていきたいと思います。 

○宮崎教育長 何かありますか。指導課長。 

○秋山指導課長 今、山口委員おっしゃってくださったとおりだというふうに思いますの

で、これも副校長にはそのようなことを伝えていきたいと考えます。 

○宮崎教育長 ほかにございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 多忙化のつながりでお話しします。 

  10ページ目の特別支援教育におけるというところに、この中とはちょっと直接関係な

いんですけれども、１学期に校長先生方と懇談会をしましたときに、特別支援教育に関

わる教職員の皆さんの多忙化ということが問題になったと思います。 

  タイムレコーダーが支援教室に関しては対応していなかったというようなこともあっ

て、どのくらいの時間、先生方がお仕事してらっしゃるかということもデータとしては

出ていないと思うんですけれども、あのとき、四小と三小の先生とお話ししましたら、

健康に不具合が生じた先生方があると伺いましたので、そこのところを追跡調査という

か、先生方の勤務状況、多忙化について、新しい目で見ていただき、相談にも乗ってい

ただきたいなと思っております。 

○宮崎教育長 何かございますか。 

  指導課長。 

○秋山指導課長 確かに具合の悪い方が出ているのは事実なんですけれども。巡回指導を

今年度から始めたものでございますので、その巡回指導の仕方ですとか、そのあたりも、

いろいろと先行実施している区市町村ございますので、参考にしながら改善を図ってい

くということも、一つ大事なことなのではないかなと思っているところでございます。 

  もちろん、学校、先生方に寄り添いながら、丁寧に、良い教育ができるように努めて

まいりたいと思っております。 

○宮崎教育長 新しく始まった勤務の仕方ですので、ちょっとまだ手探りのところもある

かなと思いますけれども、そうした過重な負担がないようにお願いしたいと思います。 

  ほかに質問、ございますか。よろしいですか。 
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  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  なお、今後まだ報告事項は続きますが、簡潔にも簡潔を心がけていただければと思い

ます。申しわけありません。お昼なんかの時間もあるかと思いますので。 

  次に、報告事項４、第四次子どもプラン武蔵野重点的取組の実施状況について（教育

委員会部分）です。 

  それでは、教育企画課長からお願いします。 

○大杉教育企画課長 それでは、私のほうから一括してご報告いたします。 

  この第四次子どもプラン武蔵野の重点的取り組みの平成28年度の実施状況の報告とい

うことでございます。その中の教育委員会に関わる重点的な取り組みということでござ

います。 

  まず、１ページ目の重点的取り組みの６、学力の向上のところでございますけれども、

昨年度は学習支援員等による授業支援の拡充ということを目標にいたしまして実施をい

たしました。先ほど報告がありましたが、学力調査の結果ですとか、研究指定校４校で

の発表会を実施するといった成果がございました。主管課による評価はＢでございます。 

  この主管課による評価でございますけれども、ここではＡ、Ｂ、Ｃの３段階評価とい

うことでございまして、Ａといいますのは子どもプランに記載した内容を目標年度より

も早く達成した、または早く達成する見込みのあるものがＡ評価。Ｂ評価といいますの

は、記載した目標年次にほぼ達成できる見込みがあるもので、Ｃ評価といいますのは記

載した内容まで達成できる見込みが薄いものという３段階評価でございます。 

  裏面のナンバー90、言語活動の充実につきましては、成果といたしまして、関前南小

学校での言語活動の充実に重点を置いた研究発表等の記載がございます。 

  ３ページ目でございますけれども、ナンバー105のＩＣＴ機器を活用した教育の推進

と、そのさらに裏面のナンバー115、ＩＣＴ環境の整備につきましては、大野田小の研

究発表であるとか、ＩＣＴ教育推進委員会でのプログラミング教育に関する活用事例の

共有ですとか、あるいはタブレットＰＣモデル校を２校指定した、そういったようなこ

との記載がございます。 

  また、５ページ目ですけれども、重点的取り組み７、特別支援教育の充実に向けた専

門性向上の取り組みにつきましては、学校生活支援シートについての活用というような

目標でございますけれども、活用が促進されまして、28年度では各小中学校で計149件

が作成されたなどの評価がございました。 
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  最後の重点的取り組み８、学校施設整備基本方針の着実な実施でございますけれども、

28年度につきましては学校施設整備基本計画の中間のまとめを作成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 これにつきましては、教育企画課長から一括して説明してもらいました。 

  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。 

  28年度の分の実績と、それから評価ですね。 

  山口委員。 

○山口委員 ２ページの、ちょっと細かいことで申しわけないんですが、子ども文芸賞の

ことが書いてあるところがあるんですが、実施状況の下から３行目、ここのところに

「任意応募に変更になったが」と書いてありますけれども、もともと任意応募だったん

ですよね。任意応募だったのが、集まらないので学校に協力をお願いしたということで、

任意応募はもうスタートのときから任意応募だったので、ちょっとこれは誤りかなと思

いました。 

○宮崎教育長 応募方法に変更があったんですね。 

○山口委員 だから、その協力を仰がないということになったわけですよね。団体応募を

受け付けないという状況ですよね。 

○宮崎教育長 協力はしてくれているんでしょうか。何か、このことを周知してくれたり

とか。 

○養田図書館長 協力はしていただいています。 

○山口委員 団体での応募はないということですよね。 

○宮崎教育長 応募形態とか、応募方法とか、その辺のところは。 

○山口委員 変更になったというと、前は学校ごとにやることが主体であったように思え

る。ここはちょっと表現変えたほうがいいかなと思いました。 

○宮崎教育長 これに関してですか。 

○山本委員 はい。それに関しては、それは要らなくて。だって図書館主催になったこと

が大事なわけですよね。だから、それだけでいいんじゃないですかね。 

○宮崎教育長 もともと図書館主催なんですね。これは変更はない。 

○山口委員 子ども文芸賞じゃなくて、そこに図書館という言葉が入ったんです。だから、

そこのことを書いているので、応募方法については微妙なところがありますよね、今も
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協力していただいているし。 

○養田図書館長 そうですね。 

○山本委員 なので、これは取ってしまったほうがいい気がする。 

○宮崎教育長 これについてはご意見を参考にして、何か修正をしていただくとかでよろ

しいですか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 今回、前年度に比べて、全ての学校に出していただいたものをとい

うのを、応募していただく形になったということで、件数として減ってしまうというと

ころで、この状況、この会のときに説明する際に、そのことを説明するときにわかりや

すくするために言葉を入れたんですけれども、ちょっと誤解を招くような表現もあるの

かなとも思いますので、ここについてはさらに説明する機会があるので、今のようなこ

とを踏まえて、つけ加えてお話をさせていただきたいと思います。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  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、平成29年度「全国学力・学習状況調査」の結果についてです。 

  これは統括指導主事、お願いします。 

○木下統括指導主事 平成29年度「全国学力・学習状況調査」の結果についてご説明いた

します。 

  今年度、平成29年４月18日火曜日に、小学校６年、中学校３年を対象に、悉皆調査と

いうことで、主として知識に関する問題の国語Ａ、算数Ａ、数学Ａ、主として活用に関

する問題の国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂの調査、それから児童生徒に対する質問調査、学校

に対する質問調査ということで、例年と同じ内容で実施をいたしました。 

  調査結果の表をご覧ください。全ての教科のＡ問題、Ｂ問題の調査で、全国及び東京

都の平均正答率を本市では上回った結果となっております。 

  小学校、国語Ａ、算数Ａ、中学校、国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａにつきましては、平均正

答率が75％を上回っております。今回出題されている学習内容をおおむね理解している

ものと考えております。 

  また、主として知識に関するＡ問題と、主として活用に関するＢ問題の差を比較いた

しますと、国語では全国及び東京都に比べてＡ、Ｂの差が小さい傾向で、算数・数学で
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は全国及び東京都と同様にＡ、Ｂの差が大きいという傾向となっております。 

  持てる知識を活用できるよう、言語活動を通して知識・技能を活用する力を延ばす学

習活動や、課題解決的な学習活動をより一層充実していく必要があると考えております。 

  報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 統括指導主事の説明は終わりました。 

  この説明にご質問、ご意見ありましたら、お願いいたします。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 質問ではないのですが、ほかの地域と比べてというよりは、本市の中でＡよ

りもＢのほうがこれから重点思考でやっていく必要が、これからの世代を生きるという

点では重要かと思います。その辺の教育をどうやっていったらいいか、その辺研究を進

められるといいかなと思います。 

  特にこのＢのほうは記述式、文章で書かなければならない部分も結構あるので、それ

が採点のときに随分影響を及ぼしてしまうわけですよね。だから、正しい文章がきちん

と書けるとか、そういうことの教育というのは非常に重要で、特に数学だといかに論理

的に書かれているか、その辺が多分採点基準の中に入っていると思いますので、その辺

をきちんと教育していく、学習していく。それが今後求められているところかな。 

  武蔵野市ではこういうことをやっていきましょう。その辺をうまく決めていっていた

だけるといいなと思いました。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 ほかに。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６、武蔵野地域五大学共同講演会2017についてです。 

  生涯学習スポーツ課長、お願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、武蔵野地域五大学共同講演会2017について報

告申し上げます。 

  こちらの資料をお願いいたします。 

  記載のとおり、基調講演、９月22日、武蔵野公会堂で伊藤元重先生をお迎えしまして

「日本経済・世界経済の見通し」をテーマにご講義いただく予定になっております。こ

れを皮切りにしまして、成蹊大学さん、亜細亜大学さんほか、地域五大学にもこのよう
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なテーマでそれぞれ講演会を行っていただく予定になっております。 

  また、先ほど報告事項３の中でも触れましたとおり、時間につきまして、この基調講

演は午後６時30分からとなっておりますが、伊藤元重先生の急用により、午後７時15分

から８時40分までの時間とさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  なお、参加者の皆様につきましては、事前申し込みになっておりますので、ご案内を

差し上げるときに時間の変更につきまして、きちんとご案内を差し上げて、またおわび

を申し上げる予定になっております。 

  報告は以上です。 

○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、ご意見がありましたら、お願いします。 

  時間変更がございますので、どうぞお気をつけいただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

  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７、第65回武蔵野市民文化祭フェスティバルについてです。 

  これも生涯学習スポーツ課長、お願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 では、第65回武蔵野市民文化祭フェスティバルについて

ご報告を申し上げます。 

  こちらの資料をお願いいたします。横向きになっております。 

  今年も武蔵野市民文化祭をこの資料のとおり行う予定でございます。全部でフェステ

ィバルも含めて29の催しを予定しております。一番最初が右側の中段にあります絃奏サ

ウンド、９月17日になりますけれども、その２番目がフェスティバル、今回は錦という

テーマで行う予定になっております。一番最後は左下のこどもかるた大会、来年の１月

28日まで、半年間をかけて文化祭を行う予定でございます。フェスティバルにつきまし

ては９月24日の日曜日、市民文化会館の大ホールを使って行います。昨年も若いお母さ

んや小さなお子さんも出る、ミュージカルのようなものも行いまして、さまざまな世代

にも参加、それから楽しんでいただける内容で考えているということでございます。ご

都合がつけば、ぜひ、お越しいただきたいと思います。 

  報告は以上です。 

○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。 
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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。 

  これ、フェスティバルのテーマなんですね、ここに書いてある錦というのは。１字で

書いてある。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 はい。 

○宮崎教育長 どうぞ。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 昨年は夢、アートドリーム、夢でして、今回は錦という

テーマで。 

○宮崎教育長 漢字１字でテーマを作っているんですね。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 はい、漢字１字で。 

○宮崎教育長 期待したいと思います。 

  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、図書特別整理に伴う図書館特別休館についてです。 

  では、図書館長からお願いします。 

○養田図書館長 それでは、図書特別整理に伴う図書館特別休館についてご説明申し上げ

ます。 

  実施期間としましては、例年どおり、中央図書館については10月の中旬です。16日か

ら22日まで７日間。プレイスについては11月の初旬、６日から10日までの５日間を行い

ます。吉祥寺図書館につきましては、リニューアル工事による一時休館中でございます

ので、リニューアルの工事が終わって、３月に工事が終了して、本が新しい図書館に戻

って、休館中に購入した本もそこに入れ込んで、その上で特別整理を行って、４月の開

館を迎えるという手はずになっております。 

  内容としましては、所蔵資料の蔵書点検、利用頻度が少なくなった資料の保管がえ、

資料的価値が失われた資料の除籍でございます。 

  除籍本等の取り扱いは、まず、市の関連の施設、特に児童書に関しては関連施設への

譲渡、そして市民向けのリサイクルを実施しております。 

  広報につきましては、市報、館内掲示、チラシ、ホームページ等で広報を行っており

ます。 

  返却日については、休館日数分を延長いたします。 

  その他としまして、プレイスにつきましては図書館機能以外の部分については、この

図書特別休館の期間も通常どおり開館しております。 



－48－ 

  私からは以上です。 

○宮崎教育長 図書館長の説明は終わりました。 

  ただいまの説明にご質問、ご意見がありましたら、お願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 この特別休館をする実施時期なんですが、この時期が実施に適している理由

は何なんでしょうか。借りる側としては、読書に最適な時期に、期間を延長していると

はいえ、７日間、５日間の休館というのはちょっと痛いかなと思ったんですが、これを

ここで毎年実施するというのは何の理由なのかなと思っておりましたので、伺います。 

○宮崎教育長 図書館長、お願いします。 

○養田図書館長 必ずしも全国の図書館がこういう時期にやっているわけではないので、

この時期が特にいいという理由はないかと思うんですが、本市につきましては、やはり

夏休みに相当本が動きますので、それが終わって、ひとつ落ちついて、ここで特別整理

をして、蔵書をしっかり点検するというような流れになっているようでございます。 

○宮崎教育長 いかがですか、山口委員。 

○山口委員 読書週間を控えて休館かなと思っているものですから。でも夏休みの大きな

動きは。 

○宮崎教育長 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 休館について、小中学校にもお知らせいただきたいと思って。お願いします。 

○養田図書館長 これはもちろん、いたします。 

○宮崎教育長 吉祥寺図書館の所蔵が増えますよね。 

○養田図書館長 はい。 

○宮崎教育長 １万冊ぐらい増えるのかな。来年度、徐々に増えるんじゃなくて、もう開

館と同時に前よりも蔵書数が１万冊多くなって、それで開館するんですね。 

  図書館長。 

○養田図書館長 １万冊丸々増えるかどうかはまだわからないんですが、休館の間にも本

は買い続けますので、その分を入れ込んで収納の計画を立てた上で、納めて、点検をす

るというような。 

○宮崎教育長 そうですか。かなり内容も増えますね、吉祥寺図書館は。 

  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。 
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────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他に入ります。 

  その他として、何かございますか。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 それでは、ないようですので、これをもちまして本日の公開部分の議事に

つきましては終了いたします。 

  次回の教育委員会定例会は10月４日水曜、午前10時からい開催いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、初めに申し上げましたように、これより会議を非公開といたしますので、

傍聴の方にはお手数ですが、ご退席をお願いいたします。 

（傍聴者退室） 

○宮崎教育長 少々お待ちください。もう少々時間がかかるかと思います。よろしくお願

いします。 




