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

○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（継続） 

     議案第14号 武蔵野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

   ４．協議事項 なし 

   ５．報告事項 

     （１）学区変更（案）の説明状況について 
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     （２）第３回 小中一貫教育検討委員会の状況報告について 

     （３）武蔵野市民科カリキュラム作成委員会設置要綱の制定について 

     （４）平成29年度「東京都 児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等

調査」結果の概要について 

     （５）陸上競技場北側法面樹木の倒木について 

     （６）武蔵野市民会館運営委員会委員の委嘱について 

     （７）市制施行70周年記念企画展 ＴＡＲＧＥＴ №357～攻撃目標となった町、

武蔵野～ 

     （８）市制施行70周年記念企画展 歴史公文書からみる市制施行周年行事～武

蔵野市70年の記憶～ 

     （９）平成28年度図書館事業評価について 

     （10）平成29年度図書館事業目標について 

   ６．その他 
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午前 ９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10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、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。 

  お願いいたします。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 これより、議事に入ります。 

  それでは、事務局報告に入ります。 

  竹内教育部長からお願いいたします。 

○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

ご報告させていただきます。 

  ９月12日に開催されました文教委員会についてのご報告です。 

  今回の文教委員会では、学校給食桜堤調理場改築基本設計業務等に係る補正予算の議

案審議がございましたが、補正予算の審議の中で、あわせて武蔵野市新学校給食桜堤調

理場（仮称）基本計画についての行政報告も行いましたので、あわせてご説明いたしま

す。 

  主な質疑としては、まずアレルギー対応の傾向についてのお尋ねがありました。担当

課長より、小学校で平成28年度に101名の除去食を提供しており、微増傾向にあること

をお答えしました。 

  また、平成27年に市が地方創生の一環として作成した人口ビジョンの見直しの必要が
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あるかと思うがとのお尋ねには、市長より、実数としての人口の増はこの５年間で顕著

になっている。ある程度の余裕を見ての整備を行わざるを得ないと思っているとお答え

がありました。 

  設計プロポーザルについてのお尋ねには、担当課長より、基本的な設計条件を示しつ

つ、設計事業者に提案を求めていきたいとお答えしました。 

  新桜堤調理場がこれだけの規模でいいのか、義務教育学校との関係でどの程度使用す

るのかについてのお尋ねには、担当課長より、２つの共同調理場の役割を終えた後にも、

賄える食数で考えていること。義務教育学校には、自校調理施設を入れるので、それが

全て備わった段階で役割を終えることをお答えしました。 

  また、給食調理施設にどのくらいの財源を見込んでいるかとのお尋ねには、部長より、

整備費用維持管理費も含めると大きい金額だが、施設更新自体は公共施設等総合管理計

画の中で想定しているとお答えしました。 

  周辺環境、住民要望への対応についてのお尋ねには、担当課長より、検討委員会では

市民の方に入っていただき、さまざまなご意見をいただいていること。市民意見交換会、

近隣住民への挨拶の際にも意見をいただいており、設計に盛り込んでいきたいこと。基

本設計を進める段階でも、市民への説明をしていきたいことをお答えしました。 

  人口推計がぶれることに対しての対策についてのお尋ねには、部長より、上下のぶれ

がありますが、北町調理場の使用期間を調整すること、改築時期の遅い学校に単独調理

校を設けることの選択肢も考えられることをお答えしました。 

  文教委員会では、補正予算について採決の結果、全員賛成で可決されました。 

  ９月20日の本会議でも採決され、同じく補正予算は原案どおり可決されました。 

  以上が９月12日に開催されました文教委員会の状況でございます。 

  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。 

  ９月17日に武蔵野公会堂で開催された絃奏サウンドを皮切りに、教育委員会と市民芸

術文化協会共催による第65回武蔵野市民文化祭が始まっております。武蔵野公会堂や市

民文化会館等、市内７カ所で行われ、１月に開催予定のこどもかるた大会まで全29の催

しが続きます。昨年度は全31の催しに１万286名の参加者がありました。 

  ９月18日、東京女子体育大学の協力で、「Sports for All カヌー」が開催されまし

た。屋外プールで行われた事前申し込み制のカヌー体験教室は、中学生以上、小学校低

学年、小学校高学年の３つのクラスで実施され、合計で64名の参加者がありました。幼
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児用プールで実施されたカヌー体験イベント「ちょこっとカヌー」では、合計367名が

競技用カヌーなどの体験をしました。 

  ９月22日、武蔵野地域五大学共同講演会2017の基調講演が武蔵野公会堂で行われまし

た。講師は、経済学者の伊藤元重先生で、「日本経済・世界経済の見通し」をテーマに

ご講義をいただきました。参加者は、あいにくの雨の中でしたが、240名でございまし

た。この後、10月27日までに地域五大学でもそれぞれのテーマで講演会が実施されます。 

  武蔵野市民文化祭の最も大きな催しとして、９月24日、市民文化会館大ホールで、市

民文化祭フェスティバルが開催されました。今年のテーマは「錦」で、吟詠、バレエ、

日舞、コーラスなど、さまざまな演目が披露されました。来場者は1,372名、出演者は

270名でした。 

  次に、武蔵野ふるさと歴史館の事業といたしまして、井の頭恩賜公園開園100周年記

念講演会「ふかぼり井の頭 歴史を知る・暮らしを語る」について、ご報告いたします。 

  これは武蔵野市と三鷹市との共催で、７人の講師により、さまざまな切り口から、お

よそ３万年前から100年前までの井の頭を知っていただくというもので、去る９月24日

に武蔵野公会堂で行い、当日は311人の入場者がありました。 

  今後は一連の事業として、「井の頭の暮らしを語る」と題したトークイベントを、10

月29日に三鷹市の三鷹産業プラザにて行う予定となっています。 

  ９月８日、午後１時45分ごろ、武蔵野温水プール管理棟の階段踊り場部分の天井が一

部落下しました。場所は、入り口を入って左の奥、女子更衣室前へ通じる階段で、けが

人はありませんでした。天井の部材が湿気を含み、荷重が増加したことなどが原因と思

われます。現在は応急措置として、シートによるカバーで天井を塞いでいますが、安全

性が担保できないため、通行止めとしております。この箇所はプールへの出入り口に近

く、最も湿気の影響を受けやすい場所でございました。今後、この箇所及びその周辺部

分について、湿気の影響を受けにくい部材で修繕工事を行い、10月中を目途に通行止め

を解除する予定でございます。また、今後の屋内プール施設の保全の考え方について、

施設課と協議を行ってまいります。 

  最後に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  ２学期に入り、多くの学校でセカンドスクールやプレセカンドスクールが実施されま

した。これまでのところ、大きな事故もなく順調に進んでおります。セカンドスクール

については、小学校は10月４日の大野田小と井之頭小、中学校は10月６日の第三中で今
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年度は終了となります。プレセカンドスクールについては、10月13日の第二小と井之頭

小で終了となります。 

  小中学校の運動会ですが、９月30日に第二中で実施され、日頃の練習の成果を発揮す

るよう真剣に取り組む姿が見られました。今後、10月７日に第四小で、今年度の最後の

運動会が実施される予定です。 

  次に、市内中学校陸上競技大会についてご報告いたします。 

  ９月16日に武蔵野陸上競技場で、都立中学校１校、私立中学校３校を含めた市内10校

が参加し、開催されました。結果は、男子優勝、第四中、準優勝、成蹊中、女子優勝、

第四中、準優勝は第二中でございました。第四中は、これで男子が８年連続、女子が７

年連続の優勝でございます。また、大会新記録も３つ出ました。陸上競技大会や各学校

の運動会には、委員の先生方もご参加いただき、ありがとうございました。 

  以上で学校の状況についてのご報告を終わります。 

  事務局報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 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。 

  よろしいですか。 

  それでは、傍聴の方、ご入室がありますので、少々お待ちください。 

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

◎議案第13号 学区変更方針について（継続） 

○宮崎教育長 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。 

  この議案でございますが、前回の会議で議案として提出いたしましたが、学区の変更で影

響を受ける方々にもう少し説明をして、その状況を再度聞いてから判断をするということで、

継続審議となりました。現在、教育支援課において、地域の方や保護者の方々への説明をし

ているところですが、まだ保護者への説明が終わっていないため、本日は議案の採決は行わ

ず、状況報告を受けたいと思います。 

  このような進め方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしというお声です。 

  それでは、改めてお諮りいたします。 

  議案第13号につきましては、本日の議事に予定していましたが、本日は採決せず、主管
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課において保護者などによく説明をした上で、ご意見等を聞き、次回定例会において、その

報告を受けて、再度審議したいと思いますが、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 それでは、異議ないものと認め、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。 

  地域の方や、保護者の方々への説明の状況につきましては、報告事項１のところで取り扱

いたいと思います。 

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

◎議案第14号 武蔵野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

○宮崎教育長 議案第14号 武蔵野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を議題といたします。 

  それでは、説明をお願いいたします。教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 武蔵野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明をいたします。 

  本改正は、都立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴い、補償

基礎額の扶養加算額について、都立学校の学校医の例に準拠する規定に改めるため、提

案をするものです。 

  、扶養手当の額を元に算出をされており、平成29年４月に国家公務員の一般職の職員

の給与に関する法律が改正をされ、扶養手当の支給額が改正されたことに伴い、都立学

校の条例も改正が行われたところです。 

  加算額については、加算額の改正内容としましては、22歳までの子どもは300円、そ

れ以外の扶養親族は一律に200円にするという改正であります。改正にあたりましては、

経過措置を設けて段階的に加算額を改正していきます。 

  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、ご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

  都の改定に伴って行う改定であるということですね。 

  何かご質問とかございますか。 

  渡邉委員、どうぞ。 
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○渡邉委員 武蔵野市は、こういう形で加算額を改定するということなんです。他市に比

べてどうなのかな、ちょっと気になったところもあるんですけれども、その辺は何か調

査とかやって、大体ほぼ都内は同じということになっているのかどうかというあたり、

分かればお答えいただければいいかなと。 

○宮崎教育長 他の区や市も大体同じような形で行っていますか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 他区市についても、東京都の例に準拠して行っていますので、同様

の額で運用されております。 

○宮崎教育長 他区市でも大体同じようにこの時期にそのような対応をしているようでご

ざいますね。よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 他にご質問やご意見ございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 本筋とは違うんですけれども、１枚目のところの「それぞれ200円」という

ところの後の括弧の中に、また括弧があるんですよね。扶養親族たる子のうち１人とい

う、それに対する説明が、学校医等に。括弧の中の括弧って、これでいいんだろうか。

そういう書き方をするんだと思うんですけれども、本当だったら二字分棒線でするのか

なとか思いながら見ていたんです。決まっているのかもしれないんですけれども、見る

ときに見にくくなるので、一応お伝えしたいと思いました。 

○宮崎教育長 何かありますか。 

  では、教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 規則の表現のルールにのっとって、記載をしているところでござい

ます。 

○宮崎教育長 実は括弧とか、それからよくある二重かぎであるとか、そういったものは

公文書では用いませんので、括弧の中は幾らやっても括弧がついてくるんですね。 

○山本委員 分かりました。 

○宮崎教育長 かぎも同じ扱いですね。何というか、装飾を避けるというのが基本になっ

ております。だから、こういう文書では、例えば文字を大きくしたりとか、そういうこ

ともしないというのが原則になります。 

  他にご質問ございませんか。 
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  よろしいですか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第14号につきまして、採決に入りたいと思いますが、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。 

  議案第14号 武蔵野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例施行規則の一部を改正する規則について、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 異議なしとお声ございますので、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、学区変更（案）の説明状況についてです。 

  先ほどの議案第13号に関連した報告でございます。 

  それでは、教育支援課長から説明をお願いいたします。 

○牛込教育支援課長 学区変更（案）の説明状況について、報告をいたします。 

  報告事項（１）の資料に沿って説明をいたします。 

  １番、経過としましては、市立学校児童・生徒増加対策庁内検討会議の検討を踏まえ

て、学区変更案を策定しました。８月２日の教育委員会定例会で協議をし、８月21日の

市議会文教委員会に行政報告を行ったところでございます。８月22日から地域の関係団

体に順次説明を行ってまいりました。現段階では、18の団体に延べ29回の説明を行って

きたところでございます。 

  ２の各団体への説明状況については、時系列で説明の状況を記載しております。 

  各団体からの反応といたしましては、大野田小地区、千川小地区、それぞれの地区に

おいて関係団体に説明をしているところですけれども、千川小地区については各団体か

ら、この学区変更について、概ね理解を得ているところでございます。大野田小地区に

つきましても、ＰＴＡに説明をしたところ、理解を得ているところでございます。 

  また、福祉の会など地域団体につきましては、長年この地域にお住まいで、地域活動
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を続けてこられた方の中には、初めてこのお話をすると驚いた様子を見せられる方も中

にいらっしゃいましたが、１回だけではなくて２回、３回、４回とお話をしながら、相

手方のご意見もしっかり聞きながら、またこちらの考えも丁寧に説明をすることによっ

て、徐々にではありますけれども、理解を得てきているというような感触を持っており

ます。 

  これまでいただいた主なご意見としましては、例えば今、大野田小学校で校舎を増築

しているのに、それでも足りないのかとか、あるいはまださらに校舎を増築したり、あ

るいは体育館の建てかえ、校舎内の改修など、ハードの面で何とか対応ができないのか

といったご意見、また児童の推計の上振れ、下振れした場合はどのような対応をするの

かといったご意見。また、地域の住民や保護者の意見をよく聞きながら、これについて

は進めてほしいというご意見をいただいているところでございます。 

  一方で、千川小地区のほうからは、子ども会の活動の広がりができるとか、あるいは

これまで道路を挟んで、北は千川小、南は大野田小に通っていたので、もしこの学区変

更を行えば、通学区域としてはまとまりができる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。 

  先週の９月25日には、市立小中学校の保護者、幼稚園、保育園の保護者、また変更エ

リアの未就学児のいる家庭に、この学区変更案のお知らせ文をお送りしたところでござ

います。また、市報の10月１日号やホームページにも、学区変更案を掲載し、10月14日、

22日、24日と３回にわたり地域、保護者を対象とした説明会を行ってまいります。さら

に丁寧に説明をしながら、またご意見もお伺いしながら、進めていきたいと考えており

ます。 

  説明の状況については以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長からの説明が終わりました。 

  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 意見です。意見というか、感想ですけれども、本当に丁寧に回数を重ねて説

明していることに感謝申し上げたいと思います。これだけの回数を重ねていくことは、

とても大変なことだと思いますけれども、ありがたいことだと思います。 

  そういうふうに学校の学区変更についてさまざまな意見を持つということは、それぞ

れの学校に愛着があると、今までのその歴史の積み重ねがあるからだろうと思いますが、
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今課長さんおっしゃったように、今後もまだ説明されてないところもありますので、さ

らに丁寧に説明をして、理解を図っていくというお言葉がありましたけれども、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  この３のスケジュールの10月13日以降のものが、今後の説明予定ですね。まだ、これ

から少し説明が、機会がありますので。 

  これについては何か、教育支援課長、ありますか。よろしいですか。では、ご要望と

して。 

  他にいかがでしょうか。ご質問、ご意見。 

  山本委員。 

○山本委員 学区変更方針の中に、入学時に兄弟が大野田小学校に在籍している場合は入

学を認めるという項目がありますけれども、兄弟のことだけではなくて、他にもいろい

ろの理由があるかもしれないですよね。その申告は、やはり受け付けることになると思

うんです。前例を作ることには責任も生じるので、そう簡単ではないと思いますけれど

も、他の理由というものも受けとめるのでしょうか。そうしていただけたらなと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○宮崎教育長 教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 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

ということで、今案として出しております。これまでいただいたご意見の中に、例えば

入学時点でお姉さん、お兄さんが卒業をして、年が離れていて卒業しているケースです

とか、あるいは祖父母の方のお住まいの場所とか、そういったところにも配慮をしてほ

しいというご意見をいただいているところでございます。どこまで認めるか、認めない

か、それが非常に難しいところなのですけれども、今回の学区の変更をする効果を出せ

るような範囲で、どこまでということについては、今後精査をしていく必要があるかな

と思っています。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  山本委員、いかがでしょう。 

○山本委員 とにかく、丁寧にその相談を受けることがまず第一だと思うのです。ありが

とうございます。 

○宮崎教育長 山口委員。 
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○山口委員 受けとめても、不公平感の起こらないように、是非、もう本当にそれぞれの

ご事情あると思うんですけれども、やはりそのあたりが、そのときは許しても、次は許

せないようなことがあると不公平になりますので、頑張っていただかなければいけない

ところもあろうかと存じますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 どこかで線は引くわけですけれども、それが本当に、いろんな面から見て

妥当なものになるようにするというのは大事なことですよね。 

  お気持ちとしてはそうなんだけれども、実際にお一人だけこっち行ってみたら、周り

の子は違う学校へ行っているという、そういう地域があるのも間違いないので、さまざ

まな面からご意見を伺ったり、見解をお伝えするということが大事だと思いますけどね。 

  また、いずれにしてもコミュニケーションはするということでよろしいですかね、そ

れでね。教育支援課長も、そのようにしたいということですので。 

  他にご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  これにつきましては、次回には全部説明も終わるということですので、その上でいよ

いよ判断をしたいと思いますが、どうぞ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。 

  議案第13号については、次回、定例会でお諮りいたします。 

  次に、報告事項２、第３回 小中一貫教育検討委員会の状況報告についてです。 

  それでは、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 それでは、報告事項（２）第３回 武蔵野市小中一貫教育検討

委員会の状況報告について、ご説明いたします。 

  第３回検討委員会は、先月、９月14日に行われました。主な議題としましては、ここ

に書いているとおり４つございます。 

  まず、１点目の武蔵野市として９年間の小中一貫教育を実施する場合の考え方でござ

います。 

  これにつきましては、事務局のほうから今後の小中別教育との比較のため、イメージ

を持っていただくことを目的として、前回に引き続きご説明をいたしました。 

  ご説明した内容としましては、福祉機能の充実、元校地の活用、学校と地域の協働体

制、この３つについて考えられる取り組みを例示してご説明いたしました。 

  委員の方からいただいたご意見の主なものでございますが、要点を申し上げます。 



－13－ 

まず福祉機能については、福祉機能の充実も大切ではあるが、中学校の出口として進

路のあり方もしっかり考える必要がある。 

  元校地につきましては、学校からの距離や具体的な運用基準などを議論していく必要

がある。 

  学校と地域の関係につきましては、小中一貫教育の場合、９年間という長い期間の支

援、地域の支援を得られるだろうか。地域への支援も考える必要がある。 

  開かれた学校づくり協議会の運用形態も変わるだろう、といったご意見をいただきま

した。 

  続きまして、２点目の議題でございます。小中連携教育研究協力校の取り組みについ

て、事務局のほうから、目的、各校の取り組み内容についてご説明をいたしました。 

  ３つ目の議題でございます。比較の視点でございます。次回以降、次回、10月31日に

開かれます委員会で、比較の枠組みを提示する前段として、大枠のみ案としてご説明し、

意見交換をしていただきました。いただいた意見は、ここに記載のとおりでございます。

次回、こういった意見をもとにして枠組みを示していきたいと考えております。 

  その他でございますが、会議の回数を増やすことを提案し、了承されました。11月に

追加することになりました。また、次回以降、市民意見を把握する方法について、これ

は12月ごろ予定しておりますが、これについても検討委員会にご相談したいと考えてお

ります。 

  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。 

  いかがでしょうか。第３回まで進んだところですね。 

  何かございませんか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 最後のゴールの日程が決まっているので、なかなか大変だなということを思

います。いろいろご意見が出ているのですが、どうやって集約していくか、このあたり

にこれから入っていくと思います。賛成だ、反対だというのではなくて、やっぱり客観

的な意見をいただきたいです。この趣旨ですので、ぜひ私は反対ですとか、そういうよ

うな意見よりも、やっぱりこういう点はこういうふうにするといいんじゃないか、そう

いう建設的なご意見をいただくということは大切だと思うので、ぜひその辺、注意して
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いただけるといいと思います。 

  会議の回数増やすということで、委員の方々の負荷が大変ですけれども、よろしくお

伝えください。 

○宮崎教育長 この会議を増やすということについては、皆さん、ご協力いただける形に

なったわけですね。 

○渡邉教育調整担当課長 はい。 

○宮崎教育長 そうですか。 

○竹内教育部長 会議を増やした趣旨は、小中別教育と小中一貫教育を実施する場合の考

え方を、より、比較としてもきちんとご議論いただいて、比較の内容についても議論を

深めたいという趣旨で１回追加をした。そういう意味で、委員の皆さんもご理解いただ

いております。 

○宮崎教育長 特に今、もし小中一貫で行うならば、武蔵野市ならば、こういう形で行う

ことが望ましいと考えているというものを、ご説明していただいているんですが、これ

が他に余り例のない形のものを今出しているところですので、そのご理解に時間がかか

るということです。そして、今現在の武蔵野市の小中学校教育もかなり大きな成果を上

げていますので、これらを正確に比較していただくように、これから回数も増やしてご

協力いただいているということになります。ご理解いただければと思います。 

  他にご質問、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３、武蔵野市民科カリキュラム作成委員会設置要綱の制定についてで

ございます。 

  では、これは指導課長からお願いいたします。 

○秋山指導課長 それでは、この度、資料として配付させていただきましたように、要綱

を制定し、武蔵野市民科カリキュラム作成委員会を設置することにいたしましたので、

ご報告をさせていただきます。 

  まず、３月にまとめられました武蔵野市小中一貫教育調査研究ワーキングチームにお

ける論点整理には、これからの武蔵野市の学校教育に求められる目的、目標が示されて

います。この目標の１つ目には、義務教育９年間を通して、意図的、計画的に発達段階

に応じた教育を進め、社会の中で自分の役割を果たしながら人間力を高め、自分らしい

生き方を実現する教育を目指すとあり、知・徳・体の徳については、社会性や市民性の
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向上に重点を置いた指導を通して、地域の方々の支援を受けながら一人一人の多様性を

認め、他者への思いやりの心を持つ子どもたちを育てる。また、社会の一員としての自

覚を持ち、自己有用感を高めながら、自分の意見や意思を持って行動できる力を育てる

とあります。 

  今回、検討を始める武蔵野市民科は、発達段階的に社会に向けて視野が広がる小学校

５年生から中学校１年生の時期に、社会性の中核となる市民性の向上に重点を置いた指

導を、各学校においてしっかりと確実に行っていくために、特設教科として設定するこ

とが有効であろうと考えたものです。 

  なお、武蔵野市民科は、品川区などが行っているように、新たに市民科という時間を

設定するのではなく、道徳や総合的な学習の時間、各教科等を教科横断的に組み合わせ、

単元を構成していくことを想定しています。 

  また、この委員会では、単に指導計画を検討、作成するのではなく、要綱の第２条に

もありますとおり、武蔵野市民科の目標、目指す子どもの姿の部分から検討をしていく

予定でおります。 

  では、要綱に沿って武蔵野市民科カリキュラム作成委員会の概要をご説明いたします。 

  まず、第１条ですが、「武蔵野市立の小学校及び中学校並びに義務教育学校におい

て」とありますが、これは武蔵野市民科は、現在、小中一貫教育検討委員会で検討して

いただいております小中学校別の教育と、施設一体型義務教育学校としての教育のいず

れを進めていく場合においても、本市の子どもたちには必要な学習であると考え、その

内容と必要な事項を検討していくということでございます。 

  第２条には、検討する事項を上げております。先ほども申し上げましたが、武蔵野市

民科の目標の部分から検討を行い、平成30年度末を目途に、モデルとなる全体計画、指

導計画、学習指導案等の検討、作成を進めていく予定でおります。 

  第３条、委員会のメンバーですが、学識経験者、校長、副校長、小中学校の教員、保

護者、地域の代表など11名で組織する予定です。 

  また、今年度より小中連携教育研究協力校２校で、武蔵野市民科をテーマに実践研究

を進めていただいているところです。研究協力校の実践をモデルカリキュラム作成に生

かしていく。また、作成委員会で作成したモデルカリキュラムについて、研究協力校で

実践してみるというように、関連を図りながら検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 
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  なお、今後の予定ですが、第１回委員会を10月12日、木曜日に開催し、今年度は５回

程度、開催する予定でおります。説明は以上です。 

○宮崎教育長 ただいま指導課長の説明が終わりました。 

  この説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 今、研究協力校の話、出ましたけれども、どこが手を挙げていただけるかと

か、その辺、もう大体決まっていると思っていいですか。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 研究協力校については、今年の４月から境南小学校と、それから第五中

学校に、このテーマで研究協力校として実践研究を始めていただいております。研究協

力校のほうは２年間の指定ということにさせていただいておりますので、その２校に協

力をいただくということでございます。 

○宮崎教育長 他にご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。 

  山口委員。 

○山口委員 ごめんなさい、ちょっと聞き方が悪くて、ちょっと理解が間違っているかも

しれませんが、小学校５年生から中学校に、あの品川区のような特設ではなくとおっし

ゃったように思ったんですけれども、第１条のほうに「特設教科として」ってあります

ので、私はそういうものと理解していたんですが、今のお話を聞いて「あれ」と思った

ので、そのあたりもう少しお話しいただけますか。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 済みません。特設教科武蔵野市民科としていくつもりなのですが、この

特設というのは、品川区の場合は、市民科という時間を時間割り上に設けてやっており

ます。 

  今考えていることは、そういう市民科という時間を設けるというのではなくて、道徳

ですとか総合的な学習の時間ですとか、もしかしたら教科の社会科とか、そういうもの

も関連してくるかと思いますけれども、その単元を作るに当たって、そのねらい、内容

がふさわしいものを集めてきて、それで単元を構成し、行っていくということを考えて

います。教科横断的な内容で単元を構成し、それを特設教科武蔵野市民科として銘打っ

て行っていくということを考えています。 

○宮崎教育長 いかがでしょうかね。 
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○山口委員 つまり、道徳とか社会科とか、総合的な時間の中で、関連のあるものの時間

を市民科に当てるってことですよね。 

○秋山指導課長 そうです。 

○山口委員 それって、品川区の場合は飛び出ているんですか、あれは。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 品川区の場合は、今後変わるかもしれませんが、今までは道徳と総合と、

それから特別活動、学級活動の時間を全部寄せて、全部を市民科ということでやってい

ます。品川区においては道徳はないんです。道徳という時間はなくて、総合的な学習の

時間という時間もなくて、学級活動という時間もありません。それを全部寄せて、それ

を市民科として行っているということになります。 

  今本市で考えているものは、そういうことではなくて、道徳、総合的な学習の時間、

学級活動等はそういうものできちんとある。私どもが、この市民科で目指していきたい

内容に関わるものを、その中から選んで、集めて、教科横断的に関連づけて一つの単元

を構成する。ですので、そのときは道徳の学習でもあるけれども、市民科の学習でもあ

るという感じで考えています。 

  例として、今、オリンピック・パラリンピック教育を学校で進めていますが、あれも

オリンピック・パラリンピック教育科というものがあるのではなくて、それぞれの教科

領域の中で、そのねらいや趣旨に合うものをオリンピック・パラリンピック教育として

行っているというところがあります。それと似たような感じで、それをさらに単元とし

てきちんと構成をして行うというようなところを考えています。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 品川区との違いはよく分かりましたが、今市民教育というのを同じようなこ

とでやっていますよね、関連的に。そうすると、子どもたちに向かったとき、つまり子

どもたちの時間割りというんでしょうか、子どもたちがきょう何を学習するというとき

には道徳としてやるのか、市民科としてその時間を銘打ってやるのか。今は例えばオリ

パラの話がありましたけれども、道徳という銘打った中でオリパラをやっていますよね。

それはどちらでいくんですか。特設教科とここにこういうふうにあるので、そこにこだ

わっているんですけれども。 

○宮崎教育長 指導課長、どうぞ。 

○秋山指導課長 市民科としてやってまいりたいと思っております。ただ、学校の先生方



－18－ 

のいろいろなご意見、お考えもあろうかと思いますので、そういうことも含めて、この

検討委員会の中でお話を伺いながら、子どもたちにとって一番分かりやすい、そして効

果が上がる、受け入れやすい、そういうものを作ってまいりたいと思っています。 

○山口委員 では、これからの検討事項でもあると。 

○宮崎教育長 そうですね。実は、そういうことを検討していただきたいということで、

この作成委員会が設置されたわけなんですね。 

○山口委員 分かりました。 

○宮崎教育長 それから、はっきり言うと特設領域のような形での作り方になるかなとい

う気はするんですが、ただそれだと一般の方に分かりにくいし、子どもにも分かりにく

いので、やはり基本的には教科という言い方で、それは今までの枠組みを変更しない中

に作り出す学習の時間と考えていて、あと詳しいことは、これから先生方も入っていた

だくことになりますので。一番、学校現場で扱いやすい形にしていきたいと思います。 

○山口委員 分かりました。 

○宮崎教育長 他にご質問。 

  山本委員、どうぞ。 

○山本委員 理解が悪くて済みません。ということは、武蔵野市立小中学校の教育の根底

には、その市民性を育む、重んじるということがある。結果的に、それを特設教科と呼

びたいと思いますということですか、今のところは。 

○宮崎教育長 これは指導課長、何かありますか。 

  指導課長、どうぞ。 

○秋山指導課長 そういうことでございます。特にその市民性を本市としては大事にして、

子どもたちに育んで。本市としてはというか、これからの教育においては、本市に限ら

ず、そこの部分はやはりとても大事になってくると思います。それを大事に意識して育

成をしていくという面において、やはり市民科と名づけて、意図的、計画的に、それこ

そ全教育活動を通じて行っていきたいということが、この武蔵野市民科を特設していき

たいという考え方でございます。 

○宮崎教育長 私からも少し加えさせていただくと、これはずっと教育委員会でも市民性

を高める教育ということを強調してきたところですけれども、どちらかというと理念的、

心がけ的なところがあったわけです。今度は具体的に、それを教育の活動として作り出

せないかということになってきます。特に武蔵野市民科ですから、最初の武蔵野という
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のは、子どもたちが生まれ、生活している、この武蔵野を教材としたり、またそれをフ

ィールドとして何かを学んでいく。でも、それは次の市民科という、後に続く市民科と

いうことで、非常に汎用的な能力として、これから武蔵野から巣立っていって、いろん

な社会で活躍するにしても、そのときの基盤になる非常に汎用性の高い市民性を獲得し

ていくと。つまり、近くの足元のことを学んで、そしてより高い広範な適応ができる力

を身につけていくと。こういうものになるといいなという気がするんです。何かそうい

う時間は集中して作ればいいと思うんですが、今ご存じのように次期学習指導要領など

は、特に小学校のちょうどこの学年の当たりですが、教科等の時数がもういっぱいにな

っておりまして、その中で効果的に進めるには、いわゆるクロスカリキュラム型といい

ますか、教科等をつないで、その中でそういうねらいを生かしながら、武蔵野市に育つ

子どもの市民性を高めていくというようなことを考えたらどうかなと。ただ、詳しい具

体的なお知恵は、これから作成委員の先生方に出していただいていきたいと願っている

ところです。 

○山本委員 分かりました。 

○宮崎教育長 他にご質問。 

  では、渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 そういう教科にするかどうかというのはあるのですが、やはり目に見える形

で。例えば通信簿でもないけれども、市民科をやったんだよというね、何かそれが見え

る形になるといいなと思います。例えば道徳の時間など、その学習の時間という科目だ

けで、成績について、実はこの中に市民科の内容が入っていますよというよりも、何か

市民科というような目に見える形で、表示してあげられると、「ああ、自分たちはその

科目を学んだ」と。それは一生残るわけですからね、小学校、中学校の成績というのは。

だから、その人だけじゃなくて、また歴史的にも残るものなので、是非見える形にでき

るといいなという気持ちでありますので、何か工夫していただけるといいなと思います。 

○宮崎教育長 なるほどね。 

  指導課長、何かありますか、今の。どうぞ。 

○秋山指導課長 そこは、まだちょっと考えていなかったところでございますので、今後

それも含めて検討してまいりたいと思います。 

○宮崎教育長 教育活動があれば、必ず評価、又はそれに代わる、実際に振り返りのメッ

セージとか伝えるのは当然でしょうからね、それをどういう形で示していくかというの
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も課題の１つですね。ありがとうございました。そういう課題いただいて。 

  他にご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。 

  それでは、ご異議はございませんようですので、この報告事項につきましては了承さ

れたものといたします。 

  次に、報告事項４、平成29年度「東京都 児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動

習慣等調査」結果の概要についてです。 

  それでは、これは統括指導主事からお願いいたします。 

○木下統括指導主事 平成29年度「東京都 児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習

慣等調査」の結果の速報値が出されましたので、その概要についてご報告いたします。 

  資料をご覧ください。 

  調査の対象は、武蔵野市立小中学校に在籍する全児童・生徒で、平成29年６月に実施

いたしました。例年と同様の目的で、調査種目は身長・体重などの体格に関する内容、

それから筋力や持久力などの体力・運動能力に関する種目から構成をされております。 

  ４番の武蔵野市の平均値をご覧ください。 

  表の中で、網かけで太字、斜体の数値につきましては、東京都の平均値を上回った結

果をあらわしております。体力・運動能力につきましては、小中学校男女ともに半数以

上の学年で東京都の平均値を上回っているものは、持久走、20メートルシャトルラン、

50メートル走でした。また、小学校で男女ともに半数以上の学年で東京都の平均値を上

回っているものは、長座体前屈と立ち幅跳びの２種目でした。 

  一方、小中学校ともに男女とも東京都の平均値を下回る学年が多い種目については、

握力、反復横跳び、ソフトボール、中学校ではハンドボール投げで、例年と同様、持久

力や走力は平均値が高く、筋力、投力、敏捷性に課題があるという傾向が見られており

ます。 

  次に、裏面をご覧ください。 

  裏面は、体力・運動能力の経年推移をずっととっておりますが、特に推移の顕著にあ

らわれている種目について掲載をしております。 

  投力についての課題でございますが、小学校のソフトボール投げの経年で見ていきま

すと、平均値が低下傾向の状況が続いております。これは遊びの多様化などにより、小

学生の中でソフトボールのような、小さいボールを投げるという経験が少なくなってき

ているということが要因として考えられております。 
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  一方、体力向上に向けた改善が顕著な例といたしましては、中学校では持久走の平均

値が年々上がってきております。特に中学校１年生に比べて、中学校２・３年生の男女

の平均値が例年、高い傾向になっております。これは男女とも、中学校、入学した後に

運動部に加入して、日常的に運動している生徒が多いということや、保健体育の授業で

ランニングなどの補助的運動を、意図的、計画的に行っているというような取り組みが

あるものと考えております。 

  また、小学校の20メートルシャトルランでも同様に上昇傾向が見られております。小

学校段階での取り組みの成果が、中学校での走る意欲のさらなる向上にもつながってい

ると考えております。今年度も、体育を専門とする学習指導員を小学校６校に配置をし

ておりますが、今後も一層の拡充について検討をし、児童・生徒の体力・運動能力の向

上につながる十分な運動量を確保した事業づくりを進めるとともに、休み時間などで運

動の楽しさを十分に味わえるような取り組みを一層充実できるよう、今回の結果を学校

と共有し、さらに取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  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 劣っている種目はいつも変わってないんですけれども、こういう平均の見方

って、ある時点での断面ですよね。もう一つは、経年変化で、今の例えば６年生は、１

年生、２年生、３年生の時系列の変化というのも多分あると思うんですよね。その辺の

調査というか、やっていらっしゃるとは思うんですけれども、そういう見方も一つあり

ます。、そうするとその子たちが、学年を追うごとにどういうふうに変化していったの

かという見方の方がもしかして重要かもしれないので、その辺の検討をしていただける

とよい。「この学年の子は余り伸びなかったね」とかね、そういうことがわかってくる

と思います。そうすると、それぞれの学校のやり方というのかな、それが決まってくる

と思いますので、時点での平均値だけじゃなくて、そういう経年変化、平均値の経年変

化というよりも、学年を追っての経年変化ですかね、それを見ていただけると、対応が

図れるのかなというふうに感じます。その辺、またよろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 各学校は、当然それやっていると思いますが、何か統括指導主事、ありま

すか。はい、どうぞ。 
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○木下統括指導主事 学力と比べて体力は、特に学校でいうと母数が少なくなってきたり

という状況とか、その年の子どもたちによって、かなり数値が変わってくるというとこ

ろがありますので、体力ではこのデータを分析してやるというところは、難しいところ

があるかと思っています。 

  それで、この時期になるべく早く学校のほうにこのデータを提供することで、これは

この年の子どもたちの結果になりますので、まだ今後、半年、この後半の体育の学習等

の取り組みの中で、これを生かして取り組んでいくことが、来年度の結果にまた関連し

てくるかなと思っておりますので、今回、またその体力向上の取り組みに学校で取り組

んでいただいて、来年度、これがつながっていくような形にすることが、この経年の子

どもたちの変化を見れるというところになるかなと考えております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。他にご質問、ご意見ありましたら。 

  山本委員。 

○山本委員 体育の取り組みということではよく分かりました。ただ、武蔵野市の子ども

たちが、都の平均よりもちょっと低いという意味で、握力と筋力と敏捷性というお話が

ありましたけれども、これはやはり日常の動作の中だったり、家庭生活の中で鍛えられ

ていくという一面もとても大きいと思うんです。ですから、体育の取り組み以外のこと

で、それを養っていくというふうにありたいです。子どもも大人もそうだと思うんです

けれども、日常のなかでその動作をしなくなるためだんだん下がっていく力なんじゃな

いかなという懸念もありますし、そういうことを伝え続けていきたいなと思いました。 

○宮崎教育長 学校だけでなく、家庭で何かそれを補っていただくようなね。 

○山本委員 家庭でもそうですし、学校でも、例えば掃除するというときに、鍛えられて

いるんですよというようなメッセージとか、そういう一面も子どもたちに伝えたいなと

思うわけです。 

○宮崎教育長 これは何かありますか、統括指導主事。はい、どうぞ。 

○木下統括指導主事 今の委員のほうから掃除のことが例に出されたんですけれども、学

校の取り組みで、１つ握力に関するところにつながればということでやっていることと

して、やはり雑巾の絞り方についても、正しく絞れなかったりということがあって、家

庭でも正しい絞り方とかということを学んでないということがあって、もう低学年の段

階から、そこから取り組んでいるというような、そういう取り組みを学校でも一つ一つ

取り組み、またそれを家庭とも共有してというようなことを行っていますということが、
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学校のほうからの話としてありましたので、こういうことも恐らく積み重ねというとこ

ろで、学校のほうもより一層取り組んでいくことが、必要なのではないかなと感じてい

ます。 

○宮崎教育長 私も、会社の方が出前授業で雑巾の正しい絞り方やっているところを初め

て見ましたけれども、「ええ、こんなふうにするのか」と思いました。でも、そのとお

りやると本当に運動みたいですよ。やっぱり絞り方にしても、その前の粗落としの仕方

にしてもね。家庭で、じゃそういうことを教えていらっしゃるかというと、なかなか大

変難しいだろうなという気がしましたね、そのときの様子はね。それが学校や家庭、い

ろんなところでそういう機会があって、子どもたちの体力が次第に向上するということ

は望ましいですよね。 

  これについては、よろしいですか。 

○山本委員 はい。家で布巾や雑巾を絞ろうというような、そういう感じですね。 

○宮崎教育長 他にご質問とかございますか。ご意見。 

  山口委員。 

○山口委員 直接関係ないんですけれども、基本的に毎年思うんですが、この調査の項目

というのは、ずっと同じなんですかね。社会の変化で求められている力とか、あるいは

弱くなっている力というものが当然あると思うんです。社会の変化で子どもたちの生活

が変わっているので、例えばそのボール投げが、ハンドボール投げが弱いっていっても、

私が子どものころはサッカーなんてなくて、専らドッジボールでみんな投げていたんで

すよね。今は足、使っていますからね。そういう社会の変化を受けて、この項目という

のは変わってきているんだろうか、あるいは相変わらずこの調査項目ってずっと同じな

のか、社会の変化によって必要とされる力は調査されているんだろうかということを思

っているんですが、そのあたりがもしお分かりであれば、教えていただきたいなと思っ

ています。 

○宮崎教育長 何か。統括指導主事。 

○木下統括指導主事 正確な記憶ではないんですけれども、以前、柔軟性が子どもたちに

ないというようなことが課題になったことが、かなり前にあるんですけれども、その際

に、この上体起こしと長座体前屈の種目であったか、あるいははかり方であったかが変

わったということがあったかと思います。また、20メートルシャトルランにつきまして

も、やはり持久力というところを図っていくということで、途中で新たに加わったりと
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いうことがありますので、やはりそのとき、そのときの子どもの運動能力・体力の課題

によって見直しということは、長いところからいくとやっているということは、私とし

ては認識しております。 

○宮崎教育長 要するに10年間ぐらいに１度、大きな改定があって、前は長座体前屈とか

20メートルシャトルランなんて…… 

○山口委員 なかったですね。 

○宮崎教育長 なかったと思います。 

○木下統括指導主事 あと、以前は垂直跳びというものがあったんですけれども、それに

ついてはなかなか測定の効果であったりとかということがあったり、あと…… 

○山口委員 懸垂。 

○木下統括指導主事 斜め懸垂。 

○山口委員 斜め懸垂、鉄棒…… 

○木下統括指導主事 連続逆上がりとか…… 

○山口委員 ありました。 

○木下統括指導主事 そういうところが変わっているところなんです。 

○山口委員 では、見直しは行われていると。 

○宮崎教育長 行われているんですね。ただ、共通したのも置いとかないと、その以前か

らの大きな変化というのは分からないので、残すものもたくさんあると思います。今後、

でもそういうことはあり得るかなという気はしますが。ただ、これはどうも苦手だから

測定はやめていこうということではいけないと思いますけど。 

  先日、ルーマニアオリンピック委員会の方たちの視察がありまして、その際に、大野

田小学校にご協力をいただいて、体育の授業を見たいということで見ていただきました。

その際も、体操、最初の体操が終わった後に、必ず５分くらいボール投げを子どもたち

が投げ合っていることをやっていまして、やはりこういう弱いところから、いつも強化

しようという気持ちで取り組んでいただいています、と。ルーマニアの方には、このボ

ール投げというのは、この子どもたち、うちの子どもたちには比較的まだ十分でないの

で、こうやって特に毎回の体育の時間で扱っていただいているんだというようなことを、

ちょっと説明したことがございます。 

  他にご質問、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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  次に、報告事項５、陸上競技場北側法面樹木の倒木についてです。 

  これは生涯学習スポーツ課長から、お願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、陸上競技場北側法面樹木の倒木について、説

明申し上げます。 

  資料をお願いいたします。 

  まず１番、発生の日時でございますが、９月16日、土曜日の午後２時ごろでございま

した。同時刻には、陸上競技場で市内の中学校陸上競技大会がちょうど開催されており

ました。 

  ２番、倒木の状況でございますけれども、写真が少し潰れて見にくいですが、陸上競

技場の北側の土手の上、四中との境のところになりますけれども、土手の上部に柵がご

ざいますが、この柵の外側でございます。四中側、こちらにありましたケヤキの木、こ

ちら２本、並んでいるように見えるんですが、根っこから１本の木が二股に分かれてお

りまして、２本が並んで立っているように見えるような木でございました。 

  その木の片側が四中側、通路側のほうに倒れました。１本、残ったほう、１本といい

ますか、片側が不安定な状態で残ったということでございます。 

  ３番、被害状況でございますが、幸いなことにけが人はございませんでした。そのほ

か自動車が１台、それから自転車が20台、被害がございまして、自動車につきましては

ルーフエンド部分に木が倒れましてへこみが生じました。また、自転車の20台でござい

ますが、比較的な軽微な損傷が多く、いずれも乗車をして帰宅をされました。20台のう

ち１台がプールの利用者、19台が同大会に参加していらっしゃいます中学生の皆さんが

使っていた自転車でございました。 

  ３番の最後のところにありますとおり、補償等につきましては、生涯学習振興事業団

の加入している補償保険で対応する予定でございます。現在、被害に遭われた方々に連

絡をしまして、必要な書類のやりとりをしているところでございます。 

  ４番、当日の事故後の対応でございますけれども、事業団の職員によりまして応急の

対応をして、通路等に倒れている木、影響が大きいところについては応急措置いたしま

して、大きな部分につきましては事業者に依頼をしまして、当日の18時30分までにはこ

の除去が終わりました。残っている木の部分につきましては、翌日に台風18号が接近し

て、こちら、関東甲信越に上陸する予報が出ておりましたので、これにつきましても夜

半までかかりまして、緊急に撤去をいたしました。おおむね20メートル程度のケヤキの
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木でございまして、なかなか倒木の予想ができないところでございましたけれども、幸

いにけが人がございませんでしたので、このような形で対応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の説明が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 けが人等なくてよかったなと思います。原因の追及については、今やられて

いると思うんですけれども、何かわかることがありましたら教えていただけるといいな

と。 

○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 原因でございますけれども、当日、私のほうも目視をい

たしまして、また写真を検討しまして、緑のまち推進課の職員や課長にも確認いたしま

して、根っこの部分が腐っていた可能性もあるが、写真だけでは腐っていたかどうかが

よく分からないと。ケヤキというのは、めったに倒れるものではないので、珍しいとい

う見解でした。 

  法面のところにあります木ですので、恐らく若干成長して自重に耐えきれなくなって、

根元で折れてしまったのではないかと考えておりますけれども、ちょっとはた目ではな

かなか分からないようなところがありましたので、ちょっと予想が難しかったのかなと

思っております。 

  ただ、事業団職員が定期的に木の確認は行っておりまして、若干葉のつきが遅いとい

うのは気になっていたというところはありますので、ちょっと弱まっていたところで、

自重に耐えきれなくなって、のり面のところで傾いて倒れたのではないかと考えており

ます。 

  以上です。 

○渡邉委員 本当に今後のこともあるので、たくさんケヤキありますし、成蹊のケヤキの

場合には、やっぱり事前に危ないのは切っているんですよね。多少お金はかかりますが、

対応する必要があると思いますので、ぜひ今後、よろしくお願いしたいと思います。 

○宮崎教育長 私も断裂した面は見ましたけれども、そんなに何か傷んでいる感じでもな

かったんですね。ですから、やはりさっき言ったような、ちょうど坂のところに、二股

に分かれた１つが、ぎゅっと倒れかかるようにして生えていましたので、自重を支えら
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れなかったというのが原因かなと思いました。 

  ただ、当日は市内中の陸上大会の真っ最中でしたので、もし少し遅れていたら、子ど

もたちがそこの辺にいたでしょう。また帰り時間になると、午後でしたのでね。それと、

何しろ翌日が台風18号が接近していましたので、非常に業者の方のご協力もいただいて、

夜遅くまでかけて安全のための撤去を行ったということ、本当にご苦労さまでございま

した。 

  他にご質問、ご意見ございますでしょうか。いかがでしょう。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６、武蔵野市民会館運営委員会委員の委嘱についてです。 

  これも生涯学習スポーツ課長、お願いいたします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 武蔵野市民会館運営委員会委員の委嘱について、説明申

し上げます。 

  資料をお願いいたします。 

  10月１日付で、新たに９名の委員が委嘱されましたので、ご報告申し上げます。 

  ９名中、５名が再任、４名が新たに新任されました。番号で見ますと、４番のアトリ

エ・コスモの磯田廣史委員、５番のコーラスグループ「ドリーム」の加藤力弥委員、７

番の西部コミュニティ協議会会長の大鷲美津江委員、８番の亜細亜大学法学部講師の池

田明子委員の４名が、新たに委嘱されました。 

  任期につきましては、平成29年10月１日から平成31年９月30日までとなっております。 

  次回、11月17日に開催されます武蔵野市民会館運営委員会からご出席をいただいて、

新たにこの委員の皆様に、さまざまなご意見を頂戴したいと考えているところでござい

ます。 

  報告については以上です。 

○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、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  委員の総数というのは以前と全く変わっていないですか。生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 はい、９名、変わっておりません。 

○宮崎教育長 変更ないですね。委員だけ入れ替わっている形ですね。 

  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。 
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  次に、報告事項７、市制施行70周年記念企画展 ＴＡＲＧＥＴ №357～攻撃目標とな

った町、武蔵野～です。 

  それでは、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 今回の企画展についてご説明をさせていただきま

す。 

  これは中島飛行機、武蔵製作所関連の資料を２年間にわたりまして、アメリカの国立

公文書館で調査した、その結果をもとに展示を行うというものでございます。このＴＡ

ＲＧＥＴ№357というのは、アメリカ軍が日本の各地をターゲット、いわゆる侵略の

─爆撃の目標にしたわけでございますが、この357番というのが中島飛行機の武蔵製

作所の番号だったわけでございます。こうした形で、中島飛行機というものが武蔵野に

あった光と影、実際にはそれによってまちが栄えたということもございますし、そして

負の遺産として爆撃が行われてしまったということ。また、こうした調査を通じまして、

日本で多くの犠牲が払われたわけですけれども、それだけではなくアメリカ軍のほうに

も兵士の死亡などがたくさんございましたので、そういったことを客観的に分析して展

示を行ってまいりたいと思っております。 

  この展示だけではなくて、さまざまな関連イベントを行っておりまして、現在、市役

所の１階のロビーにおきましてプレ展示を行っております。これは展覧会直前まで行っ

ておりますので、中島飛行機のこの展示のエッセンスみたいなものがありますので、ぜ

ひご覧いただければと思っております。 

  それ以外にも、開始の初日には、米国国立公文書館にどうやってその調査をしたんだ

といった講演会もございます。ここには、市長などにも出席いただこうと考えておりま

す。また、武蔵野の中央公園と、一緒にバスで中央公園と歴史館という２つの中島飛行

機関連の歴史をたどるというツアーを行います。また、子どもたちがそこに行って紙飛

行機を飛ばそうと、そこに飛行機工場があったんだということを子どもたちにも伝えて

いきたい。また、武蔵野にとどまらず、荻窪やさまざまな近隣にツアーを行いまして、

中島飛行機は武蔵野だけじゃなく、他の地域にもあったんだということなども紹介して

いきたいと考えて思います。 

  また、広報活動にも力を入れておりまして、前回の「戦争と武蔵野３」というのは、

読売新聞の都内版にいろいろ記事を書いていただきましたし、今回は全国版のほうに読

売新聞は記事を書いてもよいとおっしゃっているので、今いろいろ取材などをしており
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ますので、中島飛行機、並びにそういった米国国立公文書館における調査というのが、

全国に知っていただければと考えております。 

  私のほうからは以上でございます。 

○宮崎教育長 大変話題になる公開だと思いますが、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。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 いつも、歴史館ファンなんで、この間のイベントも行かせていただきました。

歴史を知る、特に先ほど山口委員ともお話ししていたんですけれども、ＮＨＫで特集し

てて、日本の爆撃の一番初めに行われた場所ですよね。なので、その辺も皆さんに知っ

ていただくということも大切だと思いますので、またその辺もうまく展示していただけ

るといいかなと感じました。期待していますので、よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 期待の声が上がりました。 

  他にご質問。どうぞ。 

○渡邉委員 ちなみに、これで中島飛行場関係の資料の収集は終わりじゃなくて、まだ今

後も続けていくということなんですか。 

○宮崎教育長 担当課長。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 アメリカ国立公文書館関係は、一旦ここでお休み

をいたしまして、国内のものはまだ継続的に収集活動、その他、まだ行ってまいります。 

○渡邉委員 ちょうど、その放送で延命寺のご住職の方が、ＮＨＫでお話いただいていま

す。隣の源正寺でもいろいろ残っているんですね、爆撃の跡がね。その辺もわかるとい

いなと思います。 

○宮崎教育長 そして、先ほどありましたけれども、アメリカ兵のほうにもいろんな被害

があったということも実はわかっておりまして、これまで、やはり戦争というのは両方

とも傷ついているところがありますので、そういった視点をここで示すというのも、一

つ大きなことかなと思います。 

  かつて、融和演説を行った第41代のブッシュ大統領ですけれども、あの融和演説って、

もう憎んでもいないと、もう報復をやめようというようなお話を、大変有名な演説にな

っていますけれども、ブッシュ大統領はご自身が日本軍に撃墜された経験のある方なん

ですよね。ですから、そういう方が大統領となって、そういうことが二度と起きないよ
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うな世界を作っていこうという呼びかけをした融和演説は大変すばらしい演説になって

いるんです。その視点に似たものを感じます。 

  私も、この間、展示内容の一部説明を受けましたけれども、そういう視点も大事だな

と思います。もちろん大きな被害を受けた日本側の思いというのも、それも大事ですけ

れども、そういうことをせざるを得なかったアメリカ側のそのときの人々の姿といった

ものも、垣間見えてくるといいと思います。 

  他にご質問、ご意見、いかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項８、市制施行70周年記念企画展 歴史公文書からみる市制施行周年行

事～武蔵野市70年の記憶～です。 

  それでは、これも武蔵野ふるさと歴史館副参事のほうからお願いいたします。 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 同じく市制施行70周年記念企画展といたしまして、

「歴史公文書からみる市制施行周年行事～武蔵野市70年の記憶～」を10月21日、土曜日

から11月３日、金曜日まで武蔵野プレイスで行います。 

  これは武蔵野ふるさと歴史館が所蔵する歴史公文書を中心に、武蔵野プレイスの武蔵

野市地域アーカイブスに収められている映像資料も用いながら、記念行事を振り返る展

示を行うというものでございます。 

  この展示を多くの皆さんにご覧いただくことによって、市の歩みというものを伝える

とともに、資料保存の大切さということも、併せて知っていただければなと思っており

ます。ぜひ、多くの皆さんにお越しいただきたいと思っております。 

  私からは以上でございます。よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 武蔵野ふるさと歴史館副参事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。いかがでしょうか。 

  私からも補足ですが、歴史公文書というのは、ふるさと歴史館にお願いしている大切

な機能なんですが、これが一番、今まで市民にはあまり知られていませんで、これまで

閲覧も件数がそんなに伸びてないところがあります。今回そうした歴史公文書というも

のを、武蔵野ふるさと歴史館は完備している。つまりこれから歴史になっていくという

ものをちゃんと持っていて、それでこうした武蔵野市の節目、節目の歩みがどうだった

かということを、この公文書をもって理解していただこうという企画ですよね。大変す

ばらしい企画だと思います。 
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  ところで、「武蔵野体操」というのが、そこに出ているんですが、これできる方って

いますか。山口先生、武蔵野体操の記憶はありますか。 

○山口委員 いえ、ありません。武蔵野の歌は知っていますけれども。 

○宮崎教育長 私から質問ですけれども、これ何か体操の実際の動きというか、そういっ

たものというのは確認できたんですよね。 

  副参事、どうぞ。 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 画像では、映像ではちょっとないんですけれども、

当時、記念式典のときに、このレコードを記念品として配布をしているようなんですけ

れども、そのときに合わせまして、紙に書いた動きというんですかね、それがありまし

たので、それについては展示をしたいと考えています。 

○宮崎教育長 これは15周年なんですね。 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 そういうことになります。 

○宮崎教育長 15周年。70引く15だともう50年以上。 

  はい、どうぞ。 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 ごめんなさい。これについては昭和42年ですので、

20周年のときに配布をさせていただいております。 

○宮崎教育長 20周年の配布物。ここには15周年記念と書いてあるけど…… 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 済みません、これにつきましては、資料が…… 

○宮崎教育長 そちらの資料は20周年でできている。 

○小山武蔵野ふるさと歴史館副参事 20周年のときということでございます。 

○宮崎教育長 そうすると、50年前にはやっていたわけですね、武蔵野体操というのね。

ちょっと、これはその。今、体育の専門の先生か何かに復元していただくしかないとい

う感じですかね。 

○山口委員 ラジオ体操協会の方に。 

○宮崎教育長 音源はあるわけですからね、この音は残っているわけで。 

  では、資料で回覧をしていただいて。 

○渡邉委員 教育委員会で配ったということは、小学校、中学校でやっていたということ

ですかね。 

○宮崎教育長 そうなんでしょうね。きっと小中学校で扱ったんじゃないですか。それと

も市民だけなのかな。大体こういうのはお配りして子どもたちに、今、武蔵野市民の歌
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は学校で教えてますのでね。こうした資料、非常に貴重なものですね、これまでにない。

そういったものを展示する予定でございます。 

  何かご質問、ご意見ございますか。もしご意見等ありましたら、ぜひ伺いたいと思い

ますが。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、平成28年度図書館事業評価についてです。 

  それでは、図書館長から説明をお願いいたします。 

○養田図書館長 この９の図書館事業評価と、10番の図書館事業目標については、関連性

が強いので…… 

○宮崎教育長 一括して説明されますか。 

○養田図書館長 一括して説明させていただきたいと思うんですが。 

○宮崎教育長 それでは、報告事項10、平成29年度図書館事業目標についても、一括して

説明をいたします。 

  図書館長、お願いします。 

○養田図書館長 図書館では、武蔵野市図書館基本計画の中に実施計画がありまして、そ

れによって各事業を行っております。 

  その実施計画は、全部で100事業程度あるんですが、その中からピックアップして、

毎年の事業計画を立てております。この事業が適切に実施されているかについて、定期

的にチェックするために、事業ごとの内部評価を行っております。また、事業評価につ

きましては、毎年度ごとに図書館内部で評価を行い、協議機関である図書館運営委員会

にお諮りして、ご意見を伺って決定をするというような形にしております。 

  また、図書館事業目標につきましては、図書館を取り巻く状況の変化を反映するため

に、事業年度ごとに作成しているものでございます。 

  それでは、まず図書館事業評価のほうから説明させていただきます。 

  評価のめやすとしまして、Ａ、Ｂ、Ｃと３つの評価をしておりますが、このＢにつき

ましては、おおむね目標を達成しておるんですが、不十分な点や今後の課題が残ってい

るということで、Ｂ評価というのがあります。図書館としましては、Ａ評価、Ｂ評価ま

でであれば、その事業については問題なく実施されているものと考えております。 

  ただし、今日のご説明は、このＢ評価がついたものについて説明をさせていただきま

す。 
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  では、図書館事業評価の２ページ目の３番でございます。３番のところに、図書館基

本計画の中では、図書館業務システムの再構築、貸出・閲覧サービスの利便性の向上、

一般利用者向けサービスの充実とありますが、こちらの一番右側が実績・内部評価等に

ついてのコメントとなっております。これが一番上の中黒ですけれども、これは主に武

蔵野プレイスの開館、そして昨年、190万を超える多くのお客様がお見えになったとい

うことで、市民サービスが相対的に低下しているのではないかということに関しての内

部評価になっております。 

  １つ目の中黒で、この市民サービスが低下しているということに関して、「都内図書

館の在住要件の優先利用状況について調査し、調査結果として別表にまとめました。調

査結果を踏まえ、市内の登録利用者のサービスを相対的に改善する取り組みについては、

運用方法など課題があるため引き続き検討が必要と認識しました。」ということになっ

ておりまして、市民優先の施策について調査はしたんですが、実際にそういったことに

ついて、実施というところまでには至らなかったということで、こちらについてはＢ評

価ということになっております。 

  その次の３ページをご覧ください。 

  ３ページの８番の施設の管理・運営形態のところでございます。こちらについても、

Ｂ評価がついておりますが、この中央図書館を中核にした図書館行政のあり方というと

ころで、内部評価のコメントの一番上の中黒でございます。「中央図書館を中核とした

図書館行政のあり方について、本格的な検討は次年度となりますが、検討を円滑に進め

るため先進事例の情報収集を行いました。」ということで、実際の検討は次年度という

のは、この29年度のことなんですけれども、今年度から始まっておりまして、そのため

の情報収集にとどまったということで、こちらについてはＢ評価がついております。 

  それから、次の次の５ページをご覧ください。 

  12番で学校との連携協力でございますが、これは一番右側の内部評価の２つ目の中黒

になりますけれども、学校との連携について、この学校連携図書というのを毎年購入し

ておるんですが、今年度については選書会議は実施できませんでしたが、選書のための

アンケート調査を行いました。アンケート調査については今後も継続して実施していく

予定ですということで、28年度にこの学校連携図書の選書会議が実施できなかったとい

うことでＢ評価になっております。 

  それから、その下の13番、貸出・閲覧サービスの利便性の向上でございますけれども、
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これも内部評価のところでいきますと、２つ目になりますけれども、これは蔵書の充実

のため書架の増設等を考えていきますということに関して、２つ目の中黒で「書架の増

設は、吉祥寺図書館改修に合わせて、移設できる書架等を再活用することで対応を計画

中です。」ということで、これも28年度は実施できなかったんですが、今年度、もう工

事の段階に入っておりますので、大活字本用に吉祥寺図書館で不要になった書架を中央

図書館のほうに移転しまして、それでこちらの施策については実施したということにな

っておりますが、28年度は実施まで至ってないのでＢ評価ということになっております。 

  その次の６ページでございます。６ページのナンバー15、レファレンス・サービスの

充実と学びを支える情報の収集、提供、発信でございますけれども、これは内部評価の

上から２つ目の中黒でございますけれども、「「武蔵野市に関するレファレンス事例

集」は、回答内で取り上げている本の現在の状況を再点検しているため、更新できませ

んでした。」、28年度にこのレファレンス事例集については、１件以上更新して、新し

い事例を加えて更新するという目標だったんですが、ここに記載のとおり、新しい事例

はアップできなかったということで、Ｂ評価になっております。 

  事業評価は以上で、それでその次の29年度の図書館事業目標のほうをご覧ください。

こちら、特徴的なものについて幾つかご説明させていただきます。 

  まず、１ページ目の１番ですね。公共施設を利用した図書館機能の充実でございます

が、これが３つ目の中黒になりますけれども、「公共施設だけではなく、民間と協力し

た取り組みについて、先進自治体等での事例をもとに課題の整理や視察の実施など、本

市での導入可能性について研究し、報告します。」ということで、コンビニでの受け取

りとか民間施設をお借りしたブックポストの設置等について、さらに研究を進めるとい

うことで、これが入っております。 

  同じページ、２番、既存施設の整備・改修でございますが、３つ目の中黒に、これ除

籍についてですけれども、「部門別に具体的な除籍対象をリストアップし、除籍を始め

ます。除籍方針、収集方針見直しの材料として記録を残します。」。 

  引き続き、４つ目の中黒で、「引き続き、図書館資料の収集整備に努めるため、収集

方針を点検し、図書館長に報告します。」ということで、今まで中央図書館の書庫につ

いては、今まで増設を進めておりましたのでゆとりがあったんですが、ここでいよいよ

除籍を始めることになりまして、今年度から除籍を始めますので、このような記載をし

ております。 
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  次に、３ページのナンバー８、施設の管理・運営形態をご覧ください。これ１つ目の

中黒に、「図書館行政のあり方について、図書館基本計画一部改定に盛り込みます。」

と、この時点では一部改定というふうに申し上げておったんですが、その後、情勢の変

化等ございまして、全面改定を行うことになりました。 

  ３つ目の中黒で、「今年度中に策定する吉祥寺図書館の管理運営指針に、プレイスで

の経験を踏まえ、指定管理者との連携のあり方について盛り込みます。」ということで、

指定管理者との密接な、緊密な連携をどうしていくかということで、こういった目標が

入っております。 

  その次、４ページをご覧ください。４ページのナンバー10、市民との協働でございま

すが、これは29年度目標のところで、今年度、28年度に準備を進めてきたことにつきま

して、１つ目の中黒については、「障害者サービスにおいて、テキストデイジーの作成

について、市民ボランティアの協力を得ながら、準備を進めます。」。 

  そして、２つ目としましては、ブックスタート事業において、ボランティアの研修を

28年度は行ってきたんですが、今年度からいよいよ導入を開始します。 

  その下のナンバー11、他の図書館施設、行政部局、その他の機関等との連携・協力で

すが、右側の目標の一番下の中黒をご覧ください。 

  こちら、吉祥寺図書館の改修工事において、ビジネス情報を１階の展示コーナー等で

展開できるように整備しますと記載しております。 

  その次、５ページでございます。５ページのナンバー14、本に親しめる環境の整備と

いうところで、３つ目の中黒ですけれども、こちら子ども図書館文芸賞についての記載

ですけれども、「リニューアル２年目に入るため、昨年度の反省点を踏まえ、子どもた

ちが興味をもてるようなディスプレイで館内のコーナーを設置・広報するとともに、市

内小中学校でのポスター掲示、チラシ配布を行い、図書館事業としてより読者や図書館

と結びつきの深い事業を目指して実施します。」ということでございます。 

  昨年の応募件数が1,002件だったんでございますけれども、今年の応募の速報版がき

のうまとまりまして、今年は、29年度は1,026件ということになりまして、若干微増し

ております。 

  その次の６ページをご覧ください。17番の児童サービスの充実、ヤングアダルト向け

サービスの充実ですけれども、こちらについては、１つ目の中黒は再掲になります。

「ブックスタート事業にボランティアの導入を開始します。」。２つ目の中黒ですが、
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「読書の動機づけ指導50周年の記念事業を実施し、記念誌を作成します。」は、今年度、

進んでおります。 

  最後のページ、７ページでございます。18番のシニア利用者に対するサービスのとこ

ろで、２つ目の中黒ですが、「図書館運営等に関するボランティア活用の可能性につい

て、図書館基本計画改定の基礎調査の中でニーズ把握を行い、改定計画に反映しま

す。」ということで、今までシニア層にはサービスを考えていたんですが、それに加え

てサービス以外にも、このボランティアの場を提供するということが必要であろうとい

うことで、このような記載がされております。 

  最後、19番の来館、利用困難者に対する利便性向上でございますが、２つ目の中黒で

す。「引き続き大活字本の収集を行います。」、こちらは書架も増設しまして、さらに

充実させていきます。 

  ３つ目の中黒で、「ＬＬブックのコーナーへの新たな資料の収集、展示を行いま

す。」ということで、こちらのＬＬブック、左側の28年度実績のところに説明が書いて

ありますが、障害のある方にも理解がしやすい、やさしく読める本ということで、今後

こちらも、より充実させていきたいと考えております。 

  図書館からは以上でございます。 

○宮崎教育長 図書館長から、報告事項９、平成28年度図書館事業評価について、同じく

10、平成29年度図書館事業目標について、これらを一括して説明をいたしました。 

  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 幾つかあるのですが、言葉で分からないところが何カ所かあって、それも含

めてお尋ねします。 

  その２ページ目の３番の、長期目標のところに「相対的な市民サービス低下の懸念」

ということで、これ今お話を伺うと、たくさん来てくれているんだけれども、個々に見

るとサービスが低下しているんじゃないかなというので、多分「相対的」という言葉を

使われているんだと思うんですけれども、その言葉の意味で、まずよろしいかどうか。 

  その先に、実績・内部評価の項目で、「相対的に改善する取り組み」という言葉があ

るんですけれども、この意味がよくわからなかったんですね。単に「改善する」でいい

のかなって思うんですね。サービスを改善する。この「相対的」ってあえてつけている

のは、どういうことなのか。これ第１点目ですが、まとめてよろしいですか。○宮崎教
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育長 どうぞ。いいですか、まとめて。 

○養田図書館長 はい。 

○渡邉委員 それから、今の資料の５ページ目の12番で、選書会議を実施できませんでし

たということですが、蔵書方針があって、それでそれにかわるものがないと本を選べな

いので、実際には多分やられていると思います。その選書会議の意義ですかね、その辺

がわかるといいかなと思うんですね。なぜ、今期できなかったのかな。それがないと、

本当は選書できないのかな。でも、なくても大丈夫なのか、その辺の有効性、会議の価

値、役割、この辺を教えていただけるとありがたい。 

  それから、事業目標の４ページ目の11番で、「レフェラルサービスの提供」ってある

んですけれども、この中身はどういうようなことなのか、言葉自体よくわからなかった

ので、このレフェラルサービスは何かということ。 

  それから、もう一つ、６ページ目の15番で、28年度実績で、レファレンス事例集には、

更新できないということなんですが、29年度の目標にはその更新、事例集については載

ってないんですけれども、それは特に載せないでもいいものなのかどうか、あるいはそ

のレファレンスに対応するため、「季刊むさしの」の記事、これがそれに当たるのか、

この対応関係ですかね、そこでうまくいかなかったのでというので、多分Ｂになってい

ると思うんですけれども、その辺のお話を伺えればいいかな。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ５点ほどありましたけれども、図書館長からお答えいただけますか。 

  お願いします。 

○養田図書館長 まず、事業評価でいただきました３番の市民サービスの相対的評価とい

うのは、渡邉委員のおっしゃるとおり、多くの来館者がいらっしゃっているために、例

えばいろんな閲覧席でありましても、そういったワーキングデスクといった席について

も、相対的に使えなくなっている。結局、いろんな調査でも、半分以上が市外の人が使

っているという結果が出ておりますので、武蔵野市民の施設であるのに、半分以上、市

外の人が登録をしておって、市民が相対的に使えない。これは本当に駅前につくった施

設、利便性の高い、宿命みたいなものだと思うんですけれども、そういった中でやはり

ご不満をおっしゃる方もいらっしゃいますので、相対的に市民のサービスを引き上げる

ことよって、サービスを向上させていきたいという願いがございます。 

○宮崎教育長 絶対的じゃないと。 
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○養田図書館長 決して市外の人を下げるんではなくて、市民の人を何かこう…… 

○渡邉委員 「相対的」って要らないのかなと思っているんです。 

○養田図書館長 その表現が難しいんですが。 

○渡邉委員 特に「相対的に改善する」という言い方が分かりにくいかなと思うんですね。

「相対的なサービス」という言い方はあるかもしれないんだけれども、「相対的に改善

する」という言い方って余りないのかなと思うんですね。だから、そこの点が、「相対

的」を入れたい気持ちはわかるんだけどということです 

○宮崎教育長 そういうご意見として受けとめていただいて。 

  次は、選書会議。 

○養田図書館長 次、選書会議なんですが、これにつきましては、あらかじめ図書館のほ

うで、今年、こんな本はいかがでしょうかという投げかけをしたり、学校から今年、例

えばセカンドスクールでここに行くから、ここの本がたくさん欲しいとか、いろんなご

要望をいただいて、実際に担当者、一堂に会して選書会議をやっておったんですけれど

も、今回ちょっと種々の事情により選書会議が開催できなくて、各学校の担当者の先生

から文書でアンケートという形でご意見を頂戴して、それで学校連携図書を決定したと

いう経緯がございます。紙のやりとりでも実施は可能なんですが、やはり選書会議でよ

りお互いに意見を交わしたほうが、よりよい選書につながると思いますので、可能な限

り実施はしていきたいと考えております。ただ、アンケートも事前に多く意見をもらえ

たので、アンケートも今後、両方やっていきたいと考えております。 

○宮崎教育長 なくてもできるけれども、購入はできるけれども、よりよいものにするに

は、やっぱり会議が必要であろうと考えているということですね。 

  よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。小中学校等々を含めて、外部の方の意見を聞く会議なんですね、役割

としてはね。 

○養田図書館長 はい。 

○渡邉委員 だから、図書館内で行う会議とは違う。会員の方が集まって、こういう方向

でいきましょう、そういうことではないということですよね、この選書会議の意味は。 

○養田図書館長 はい。学校の担当の先生と図書館の担当の職員が…… 

○宮崎教育長 職員で会議をするわけね。 

○渡邉委員 分かりました。 
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○宮崎教育長 山本委員。 

○山本委員 そのことなんですけれども、でもそれを、「選書会議は実施できませんでし

た」と言うと、言い過ぎなのではないですかね。紙のやりとりはあったり、他の選書相

談会みたいなものはあって、担当の先生との会議ができなかったことが残念ということ

ですよね。こうすると、何か選書ができなかったみたいに受けとられかねないので、ち

ょっと言い過ぎなのかもしれない。反省し過ぎというか。 

  お願いします。 

○宮崎教育長 図書館長、どうぞ。 

○養田図書館長 ありがとうございます。 

  ただ、これ内部評価でありますし、結構、委員の先生からもそういった、やった、や

らないとか、何を幾つやったとか、そういうものがきっちりこないと、評価、おかしい

んじゃないのという意見もありまして、やっぱりやらなかったものはやんない、やれな

かったというふうに書きなさいということになっておりまして、こういう形になってい

ます。 

○宮崎教育長 ここは比較的厳しい基準で進めていくということですね。 

  山本委員もよろしいですか。 

  次は、レフェラルサービス。お願いします。 

○養田図書館長 レフェラルサービスにつきましては、ある利用者、市民、利用者の方が、

ある知りたい内容、調べたい内容について、レファレンスだと図書館にある本で、これ

のこと、ここにありますよというような形のサービスになるんですけれども、レフェラ

ルサービスは、その問題であれば、ここのこういうところに行けば、例えば、創業、新

しく業を起こす創業であれば、市役所の生活経済のこういうところで創業支援をやって

います。こういうパンフレットがあります。こういうところに電話をして行ったらどう

ですかとか、商工会議所でこういうセミナーがありますとか、そういった、情報提供、

専門機関の紹介等を行うサービスということになっております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

○渡邉委員 分かりました。それで、だから各部署のということになってくるわけです。 

○宮崎教育長 次は、目標の６ページ、15番に関連するレファレンス事例集と「季刊むさ

しの」との関係ですね。 

  いかがでしょうか。図書館長。 
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○養田図書館長 これは28年度までとは直接関係なく、「季刊むさしの」に、やはり武蔵

野に関する有意なデータというのが多くありますので、「季刊むさしの」の記事を検索

できるような資料を整えるという意味合いになっています。 

  それと、こちらの「武蔵野市に関するレファレンス事例集」ですが、こちらに関して

は29年度目標には入れてないんですけれども、こちらは当然ながら更新していく、新し

い事例を入れていくということで、あえて目標には入れてないと思われます。 

○渡邉委員 その前の年の評価でＢがついてしまっている項目を見ると、達成してないの

はこれだけなんですね。だから、それに対応することをやらないと、いつまでも28年度

の評価が残っちゃうわけですよね。だから、本当は29年度にそのことについて入れない

といけないのかなと感じたんです。 

○宮崎教育長 当然すべきことだから…… 

○渡邉委員 書いてない。 

○宮崎教育長 目標には挙げていないけれども、評価の中では出てくるという感じなんで

すか。 

○渡邉委員 そうですね。 

○宮崎教育長 そういうことでしょうかね。図書館長、どうですか。 

○養田図書館長 そうですね。そのように理解していただいて結構ですし、先ほどの「季

刊むさしの」の記事の検索というのも、「武蔵野市に関するレファレンス事例集」に含

まれていきますので、その辺は渡邉委員が最初におっしゃった認識で……。 

○渡邉委員 やっぱり何か一言、それに対してこうで、その一部として「季刊むさしの」

の記事の検索というふうに入れられると、本当は対応してていいですよね、もしそうだ

とすればね。だから、せっかくおやりになるわけだから、ちゃんと目標、29年度、始ま

っていますけれども、何かそれに対応しているんだという、28年、実績に対応している

言葉を、ぜひ一言でも入れられるといいかと思いました。 

○宮崎教育長 図書館長。 

○養田図書館長 分かりました。それでは、29年度の評価を行うときに、これに対応した

言葉を入れるようにしていただいて。 

○宮崎教育長 それは、よろしいですか。 

○渡邉委員 はい。 

○宮崎教育長 他にご質問、ご意見ございましたら。どうぞ。 
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  山口委員。 

○山口委員 本当に図書館は、吉祥寺のあり方の検討やリニューアル計画など、本当にこ

れまでたくさんの取り組みがあったと思うんですけれども、この資料をいただいて、28

年度の評価もそうですけれども、29年度の事業計画がこの10月に出るのはちょっと遅い

かなと。大変申し上げにくいことなんですけれども、思ったんです。もう半分終わりま

したよね。もちろんこれに沿ってやっているのかもしれませんけれども、出すのはもっ

と早い時期に示していただいたほうが、より分かりやすい、事業が分かりやすいんでは

ないかと思いますので、来年以降はそういうことをしていただければいいかなと思いま

した。 

  以上です。 

○宮崎教育長 そういうご要望ですが、図書館長、どうぞ。 

○養田図書館長 この事業評価と事業目標につきましてですが、一応、事業年度ごとのＰ

ＤＣＡといいますか、内部で評価をして、それを次の年に生かしていくというやり方な

んですけれども、今年度どういった流れだったかといいますと、５月の図書館運営委員

会に28年度評価をお出しして、それでご意見をいただいて、ご意見をいただいたものを

次の７月の図書館運営委員会ですね、７月に28年度評価の訂正分と29年度目標をお出し

したんですね。７月で評価は確定なんですけれども、その後、９月の運営委員会で29年

度目標について訂正したものを再度お出しして、最終的に委員長預かりという形になっ

て、最後、内部決裁で決定という形をとっておりますので。 

  図書館運営委員会、協議機関でございますので、そこで大きな変更というのはないん

ですね。ただ、あくまで外部のチェックをいただくということで、運営委員会のほうに

お諮りをしていますので、そしてどうしてもその５月、７月、９月とかけることによっ

て、確かに山口委員おっしゃるように半年過ぎてしまいますので、ＰＤＣＡで回す分に

は問題はないんですけれども、ちょっと来年度以降、例えばその目標と評価を同時に出

すとか、例えば１回お諮りしたら、もう次回は委員長預かりにするとか、ちょっと早く

するような方策について考えていきたいと思っております。 

○宮崎教育長 山口委員、今の説明で、いかがでしょうか。 

○山口委員 図書館の運営委員会の人の任期というのは５月なんですか。３月31日ですよ

ね、やっぱり。年度と合致しているんですよね、４月１日始まり。 

○養田図書館長 いや、10月なんです。 
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○山口委員 それは10月なんですか。ああ、そうなんですか。それだったら一層いいこと

だと思うんですが、その年度で、ここに出てくるのは４月１日から３月31日の年度で出

ているんですよね。それは協議会の年度で出ているんですか、任期で出ているんじゃな

いですよね。 

○養田図書館長 はい。 

○山口委員 だったら、３月31日のとき、５月に28年度の評価について話し合って、７月

に確定しているわけですよね。それをまた数カ月、早めることは容易なことでは、簡単

にできることじゃないですか。任期が10月です。３月で切れる人じゃなくて、10月だか

らずっと継続しているんでしょう。だったら…… 

○宮崎教育長 委員の切れ目に当たってないということですね。 

○山口委員 当たってないから、年度の切れ目で事業評価を行う。どこでもそうですよね。

年度の終わりに評価をしますよね。５月ぐらいに評価はやってないですよね。５月に評

価が出て、７月で確定するという、それそのものが遅くないですか。むしろ、もちろん

外部の人ですので、いわゆる職業としての組織と違うところはあるとは理解いたします

けれども、任期が10月だったら簡単に変えてもいいんじゃないのかなと思いますけれど

も、やろうと思えばできることではないのかなと思うわけです。 

  そうすると、評価をしないで次の目標というのはおかしいでしょうから、評価を受け

た事業計画というのも、もっと早くできるんじゃないかなと。何しろ後期が始まってか

らその年度の目標というのは、何とも不思議な気がいたしますけれども。 

○宮崎教育長 これは教育部長、どうぞ。 

○竹内教育部長 図書館運営委員会との協議といいますか、評価というステップを踏んで

いるということはありますけれども、教育に限らず、他の部局も、やはり年度の目標を

立てるとか評価というのは、年度の半ばまで引きずるということは、ちょっと例外に属

することだと思いますので、来年度以降、きちんとそういう評価、そして目標設定が適

切な時期になるように考えてまいります。 

○山口委員 よろしくお願いします。 

○宮崎教育長 この件について。 

  では、渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 要するに、これ今いただいて、報告なので確定されている内容なんだと思う

んですけれども、例えば今言ったような意見を出しても、もう今さら変えられないわけ
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ですね、ここではね。だから、何かその素案の段階で、こちらのほうにご報告いただけ

ると、これはこうでないんですか、そういう話ができて、よりよい計画が立てられるん

じゃないかと感じました。 

○山口委員 計画からの部分ですね。 

○渡邉委員 計画の部分もね。評価、やっていただければいいんですけれども、計画のと

ころでどうですかとか、いろいろ意見、反映していただけると、すごくありがたいな。

そうすると、今年度は今年度のやり方で、教育委員会の意思も反映しながら図書館の運

営も行っていける。そういうのが出てきますので、もし可能だったらそういうところで、

ちょっと考えていただけるとありがたいなと思いました。 

○宮崎教育長 前段に評価と、それから目標設定、事業計画の。この日程間といいますか

ね、そういったものを少し、もう一度見直してみてということはできるんじゃないかな

と思うんですけどね。例えばあるところには少し集中して委員会を持っていただくとか、

そういう形もできるでしょうし、また事務局のほうでご苦労いただいて、両案同時に出

していただくと。その前に何らかの素案があれば、教育委員さんにも見ていただくとか、

お目通しいただくとかですね。まあ、どれが可能かはちょっと分かりませんが、例えば

そういうものを工夫するということはできそうですか、どうでしょう。 

  図書館長、どうぞ。 

○渡邉委員 済みません、もう一言。 

○宮崎教育長 いいですか。では、渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 要するに、この定例会では、事業の結果として期ごとに評価が出てくる。そ

こで大体こういうことをやっているなと分かるので、どちらかというと目標のほうが大

切なんです。この素案を検討するのは。そういう方向で、考えていただけるといいかと

いうことだと思います。 

○宮崎教育長 どうでしょうか、図書館長のほうで。 

○養田図書館長 これは、あくまで基本的に内部評価なんですね。内部評価を運営委員会

の委員さんにも見ていただいているという形なので、ただ少しずつ、少しでも早く出せ

るように努力は来年度以降させていただきたいと思います。 

○宮崎教育長 山口委員、どうぞ。 

○山口委員 評価はいいんですよ、確定部分でね。でも、期ごとに、３カ月に１回ごとに

事業報告を受けているということは、これに基づいているわけでしょう。 
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○養田図書館長 これともつながっています。 

○山口委員 つながっていますよね。関連、深いですよね。だったら、事業計画のほうは

渡邉委員がおっしゃったように、案の段階で出して、それに意見を加えるということは

可能かと思うんですけれども、確定していると、こういうこともって言っても、もう何

も変わらないですよね。だから、評価はやっぱりお任せして、事業計画のほうですよね。

そこのところを変えてほしいということです。 

○宮崎教育長 では、図書館長、どうぞ。 

○養田図書館長 渡邉委員、山口委員おっしゃったような内容で、来年度以降、検討して

いきます。 

○宮崎教育長 評価は、内部評価でいいでしょうけれども、目標とか事業計画は内部とい

うわけにいかないので、基本的にそれは無理がありますので、やはりそれについては少

し早目に、そしてまた余り成案になる前に一定の熟議をされるように工夫をしていただ

くということでよろしいですか。 

  では、これちょっとお願いしましょう。よろしくお願いいたします。 

  他にご質問、ご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、この両報告事項につきましては、これ以上のご質問、ご意見はございませ

んようですので、いただいたご意見を受けとめて、それを次回に必ず生かすような方向

で進めていきたいと思います。そうしたことを前提にして、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。 

  その他は何かございますか。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 特にないということですので、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11月１日、水曜日、午前10時から開催いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

────────────────────────────────────────────── 
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◎閉会の辞 

○宮崎教育長 平成29年第10回教育委員会定例会を閉会いたします。 

   

午前１１時３８分閉会 




