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平成２９年第１２回武蔵野市教育委員会定例会 

 

○平成２９年１２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16号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則 

     議案第17号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する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 
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）教育部主要事業の業務状況報告（９月～11月分）について 

     （２）平成29年第４回市議会定例会提出補正予算について（教育費関係） 

     （３）第５回及び第６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 

     （４）第12回むさしの教育フォーラム「これからのＩＣＴ教育と学校・家庭・

地域で考える情報教育モラル教育」実施報告について 

     （５）平成29年度「東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果に

ついて 

     （６）「むさしのサイエンスフェスタ2017」開催結果 

     （７）市制施行70周年記念事業武蔵野市内駅伝競走大会・武蔵野市民健康マラ

ソン大会愛称の決定について 

     （８）平成30年度教育費予算（歳出）要求について 

   ６．その他 
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午前 ９時３１分開会 

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

◎開会の辞 

○宮崎教育長 ただいまから平成29年第12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

うから山口委員、山本委員、そして私、宮崎、以上３名を指名させていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  次に、傍聴についてお諮りいたします。 

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

いませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議なしということですので、傍聴を許可いたします。 

  いらっしゃったら入室してください。 

  少々お待ちください。 

  これより、議事に入ります。 

  本日の議事のうち、報告事項８、平成30年度教育費予算（歳出）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 そのようにさせていただきます。 

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

◎事務局報告 

○宮崎教育長 それでは、事務局報告です。 

  竹内教育部長から報告をお願いいたします。 

○竹内教育部長 それでは、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。 

  11月２日には、文教委員会が開催されました。 

  最初に、武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告の行政報告に係る主な質疑につ

いてご報告いたします。 
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  藪原委員からの、小中別、小中一貫にかかわらず、改善しなければならない問題があ

ると思うがとのお尋ねがございました。部長より、英語の教科化などの学習指導要領へ

の対応、学ぶ意欲、自己肯定感、自尊感情などの社会性、地域のことなど、さまざまな

課題のあることをお答えしました。 

  深田委員から、松下市長へ、前任からどのようにこの教育改革について引き継ぎをさ

れているのかとのお尋ねには、市長より、検討委員会の議論をしっかり見守ること、教

育委員会からの報告を受けて、議論を進化させ、市としての是非についても検討したい

と答えがありました。 

  また、小中連携教育研究協力校の進捗状況についてのお尋ねがあり、担当課長より、

四小での一部教科担任制や、二小と六中の共通の学習指導員によるＴＴ、桜野小と二中

の相互乗り入れ、五中と境南小の市民科の実践研究の取り組みについてお答えいたしま

した。 

  また、施設一体型にする場合、今ある学校敷地の中で実現できる可能性についてのお

尋ねがあり、担当課長より、現状の都市計画の用途地域では、小中別であっても課題は

あるが、決して不可能ではないと考えているとお答えしました。 

  本間委員からは、市民意見、パブリックコメントの方法と、中学生の生徒数が相対的

に少なくなるが、適正規模との関係についてのお尋ねがあり、部長、担当課長より、12

月から１月にかけて、市民の意見を聞く機会を設けること、小学校区を大事にしたいと

いう意見を踏まえて出したもので、メリットもあるが課題もあるとお答えいたしました。 

  土屋委員からは、第３回検討委員会での委員発言の中での、福祉機能の充実と中学校

の出口としての進路のあり方についてのお尋ねには、担当課長より、福祉機能の充実は

わかるけれども、中学校では、保護者も含め、生徒の関心は進路のあり方が非常に大き

いことを受けとめてほしいとの意見があることをお答えしました。 

  大野委員からは、市として教員の加配を検討しないのかとのお尋ねがあり、部長より、

国の制度上の加配はあるが、市独自の人的配置としては、中学校の先生が小学校に入っ

た際の後補充などが考えられるとお答えしました。 

  次に、学区変更方針についての行政報告に係る質疑についてご報告します。 

  藪原委員からは、入学する児童の兄姉が卒業生であっても入学できるという理解でよ

いか、小学校区で組織される団体は、今後その割れた学校区の部分がどのようになるか

とのお尋ねがあり、担当課長より、今回は学区の変更という特別な措置のため、卒業し
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ている兄姉も認めること、青少協については、規則により学校区ごととなっているので、

学区変更後はそのようになると思うが、他の団体については、団体ごとの規約によると

お答えしました。 

  深田委員からは、特別支援学級の子どもたちが心配であるが、説明はいつ行ったのか

とのお尋ねがあり、担当課長より、10月に大野田小学校むらさき学級の保護者を対象と

した説明会を実施したとお答えしました。 

  大野委員からは、教室想定数30クラスに余裕があるのかとのお尋ねがあり、担当課長

より、児童推計に基づいて出した数字だが、上振れ、下振れもあるので、校舎内の改修

もあわせて対応していくとお答えしました。 

  29年第４回市議会定例会が、11月22日から12月21日までの会期で行われております。 

  11月22日には、松下新市長から、今後４年間を見通した施政方針の報告があり、それ

についての代表質問が11月24日の本会議で行われ、７人の議員から質問が行われました。 

  また、11月28、29日には一般質問がありました。今回の一般質問では、16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たのは８人でした。その中の主な質疑

についてご説明いたします。 

  最初に、山本ひとみ議員から、大規模宅地開発に関して、公立学校の教室や給食提供

数の増加についての対応、小中一貫校について、市民全体への広報と意見聴取が必要で

はとのお尋ねがありました。教育長より、児童増加への対応は、校舎の普通教室への転

用や、新学校給食桜堤調理場の規模を多少余裕することで対応したいということ、小中

学校保護者、幼稚園、保育園の保護者、中学生や高校生など、対象を広げた意見交換会

や、広く地域の方々を対象とした意見交換会も検討しているとお答えしました。 

  続きまして、自由民主・市民クラブのひがし議員から、武蔵野プレイスの利用者増に

よる課題、今後の新たなイベントの取り組みについてのお尋ねがありました。教育長よ

り、土日に地下２階の青少年フロアや、図書の閲覧席が満席になることで、利用者から

苦情があること、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も好機と捉え、10

月には市との共催事業として、Ｓｐｏｒｔｓ ｆｏｒ Ａｌｌ フォトグラフを、講演

会、報道写真展、関連本展示を行いました。また、12月３日には、プレイスｄｅニュー

スポーツを開催し、ニュースポーツ５種目を体験できるイベントを、プレイス前の境南

ふれあい広場で開催したことをお答えしました。 

  内山議員からは、大野田小学校の学区変更についての経緯、今後の進め方についての
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お尋ねがありました。教育長より、地域や保護者への説明、対話を積み重ね、徐々に理

解を得てきたこと、今後12月の教育委員会で規則改正の議決をし、広報していくことを

お答えしました。 

  空の笹岡議員からは、いじめ対策と人権教育についてのお尋ねがありました。教育長

より、いじめは人権侵害であり、生徒指導上の大きな課題であり、学校においては、い

じめの未然防止や早期発見、早期解決に引き続き組織的に取り組んでいくこと、武蔵野

市いじめ問題関係者連絡会議を設置し、いじめ問題に対する具体的な対応策について協

議している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、特別支援教室の巡回指導教員と、配置の適正化

に向けた課題についてのお尋ねがありました。教育長より、拠点校３校体制で開始し、

巡回指導教員は、児童10人当たり教員１人と定められていること、キャリアが十分でな

い若手教員が配置された場合は、経験豊かなベテランとチームを組ませることで、ＯＪ

Ｔを行いやすくする工夫を行っていることをお答えしました。 

  民主生活者ネットの藪原議員からは、吹奏楽クラブの課題と成果についてのお尋ねが

ありました。教育長より、指導できる教職員の異動等により、指導者の確保が困難にな

る場合があること、楽器購入や修繕などの予算額が、学校の希望に足りていないこと、

吹奏楽クラブの日々の努力の積み重ねや発表の機会を通じて、児童・生徒が自他のよさ

を認めたり、みずからの想像力、表現力を高めたりしながら、豊かな感性や情操が育ま

れているものと考えていることをお答えしました。 

  市議会公明党の大野議員からは、インクルーシブ教育の拡充についてのお尋ねがあり

ました。教育長より、特別支援教室導入に当たり、全教員対象に、制度説明や発達障害

のある児童の認知特性についての実践的な研修を行ったこと、個別の教育支援計画を特

別支援学級の固定学級では、全児童・生徒について作成していること、小中一貫教育を

導入した場合は、９年間という長期的な視点で指導支援の計画の作成が可能になること、

教員と保護者双方が情報の引き継ぎが円滑に行いやすいことをお答えしました。 

  空の斉藤議員からは、子どもや地域の意見を聞く工夫と、中学生の視点から、小中一

貫教育を考えることについてのお尋ねがありました。教育長より、当事者である子ども

や教職員の意見は、よりよい今後の教育施策のために欠かせず、そのための工夫を考え

ることは重要であること、小中一貫教育検討委員会で12月から１月にかけて予定してい

る市民意見の把握では、中学生や高校生も対象として検討していること、小学校区を基
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本とする施設一体型義務教育学校では、規模が小さくなるため、部活動の維持がさらに

難しくなる可能性があり、小中別教育でも共通する課題として、今後の部活動のあり方

を検討する必要があることをお答えしました。 

  次に、教育委員会にかかわる事柄についてご報告いたします。 

  昭和22年11月３日の市制施行以来、本年で70周年を迎えることになり、11月３日に市

制施行70周年記念式典を、市民文化会館で開催いたしました。当日は、友好都市の首長

や、近隣市の首長、市政功労者、一般招待者など、1,081人が出席いたしました。 

  第１部の式典では、映像での演出に始まり、市長式辞、議長挨拶、東京都知事、ルー

マニア大使などの来賓祝辞、市政功労者表彰が行われ、第２部では、祝祭として、第四

中学校による吹奏楽の演奏や、境南小学校、千川小学校、井之頭小学校合同の合唱、第

二小学校、本宿小児童によるこども未来宣言が行われました。 

  11月５日、総合体育館及び陸上競技場において、ファミリースポーツフェアを開催し

ました。本事業は、スポーツ推進委員協議会の企画運営で、例年４月末に実施していま

すが、本年は総合体育館の工事のため、時期を変更して行いました。1,227名の参加者

が、ユニバーサルスポーツのボッチャのほか、スラックライン、ミニテニスなど、全24

種目のスポーツを楽しみました。今回は、亜細亜大学の学生ボランティア20名に、当日

の運営をお手伝いいただいております。 

  図書館では、読書の動機づけ指導50周年を記念して、昭和54年より読書の動機づけ指

導の講師を務められてきた児童文学者の山花郁子さんと、絵本作家の長野ヒデ子さんの

対談「子どもたちに読書の喜びを」を、11月12日中央図書館で行いました。 

  お二人からは、読書指導の思い出、読書指導で出会った子どもたちの思い出や、子ど

もにとっての読書の喜びなどが、和気あいあいとした雰囲気の中で語られました。27名

の方が参加されていました。 

  また、この催しに合わせて、読書の動機づけ指導50周年記念誌、昭和42年からの歴代

選定図書一覧も発刊しました。 

  11月25日に市民会館において、武蔵野市給食・食育振興財団主催、武蔵野市教育委員

会共催による食育イベント、「むさしの給食・食育フェスタ2017」を開催しました。こ

としは、「～味わって・体験して・知ろう むさしのの食育～五感を使って実りの秋を

たのしもう」と題し、６つのコーナーを設けました。 

  調理員が見せる！魚のさばき方教室コーナーでは、魚や魚料理への興味を持ってもら
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うことを目的に、魚のさばき、盛りつけなどの実演を行いました。 

  むさしの食堂コーナーでは、学校給食、献立を知ってもらうことを目的に、学校給食

で人気のメニューの「ごまだれつけ汁うどん」を提供し、好評を得ました。 

  むさしのマルシェコーナーでは、ＪＡ東京むさし武蔵野支店や、武蔵野商工会議所な

どの協力を得て、ふだんから給食で使用する市内産野菜、武蔵野地粉うどん、ドレッシ

ングなどの販売を行いました。 

  参加者数は334名と、昨年度の312名より多くの方の参加があり、学校給食に対する理

解を深め、食への関心も高めていただけたイベントとなりました。 

  次に、市内の学校の状況についてご報告いたします。 

  ２学期も残り１カ月を切り、各学校では今までの学習の成果や、３学期に向けた課題

等を、個人面談や保護者会などを通して保護者に伝えるなど、学校と家庭が連携した取

り組みを進めております。 

  さらに中学校においては、いよいよ３年生の進路決定に向けて、保護者、生徒との三

者面談や、進路にかかわる対策会議も行われているところでございます。 

  12月１日には、市内の小学校５年生、また６年生が参加し、連合音楽会が行われまし

た。市民文化会館の改修後、初めての開催となりましたが、各校の校長、学級担任、音

楽専科などの引率の先生方にご協力いただき、事故等もなく、各校児童が立派な合唱、

合奏の発表を行うことができました。また、各学校においては、学芸会や文化祭、学習

発表会など、予定どおり全て無事に終了いたしました。 

  参観していただいた保護者や地域の皆様からも、多くのお褒めの言葉をいただいたと

聞いております。児童・生徒がこのような機会を通して、力を合わせてつくり上げるこ

とにより生まれる感動や達成感を感じてくれたことと思います。 

  11月４日に、第12回むさしの教育フォーラムを開催いたしました。今回は、これから

のＩＣＴ教育と学校、家庭、地域で考える情報モラル教育をテーマに行い、参加者の皆

様からさまざまなご意見をいただきました。教育委員の皆様もご出席いただきありがと

うございました。詳細については、後ほどご報告いたします。 

  11月10日に、第一小が、自分の考えを持ち、学び合う児童の育成を研究主題に、市教

育研究奨励校として研究発表会を実施いたしました。多数の教員が参観する中、算数の

学習に主体的に取り組む児童の姿を見ることができ、研究の成果を実感できる研究発表

会となりました。委員の皆様もご参加いただきありがとうございました。 
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  今後の研究発表会につきましては、来年１月12日金曜日に第三中学校、１月19日金曜

日に第五小学校、１月25日木曜日に第二小学校で、それぞれ実施いたします。 

  最後に、11月11日に行われた、第９回中学生東京駅伝の市の結団式についてご報告い

たします。 

  結団式は、選手の皆さんや東京駅伝大会の総監督である第四中学校の竹山正弘校長先

生を初め、コーチの先生方にご出席いただき、市立、市内の都立、私立の中学校から選

ばれた代表選手42名に選手証を渡しました。その後、「風になれ！武蔵野」の横断幕の

前で全員で写真撮影を行いました。 

  今後、来年２月４日日曜日の大会当日に向け、練習会を重ねながら準備を進めてまい

ります。選手の皆さんの健闘を期待しております。 

  事務局報告は以上でございます。 

○宮崎教育長 事務局報告が終わりました。 

  ただいまの報告に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

  駅伝は、去年大分成績がよかったので、今年はちょっとプレッシャーがかかるかもし

れませんが、ぜひまた去年を超える成績を残してほしいです。 

  ほかによろしいですか。 

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

◎議案第１６号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則 

○宮崎教育長 それでは、次に、議案に入ります。 

  議案第16号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を改正する規則でございます。 

  この議案につきましては、去る11月の定例会で学区変更方針についての議決をいただ

きました。本日は、変更方針に基づきまして、規則を改正するものでございます。 

  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 それでは、議案第16号 武蔵野市立学校学区に関する規則の一部を

改正する規則について、ご説明をいたします。 

  前回の教育委員会定例会で議決いただいた学区変更方針を踏まえて、改正するもので

ございます。 

  新旧対照表をごらんください。 
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  大野田小学校区の緑町１丁目のうち、４番から８番を千川小学校区に変更をするもの

でございます。 

  この規則については、平成32年４月１日から施行をいたします。 

  また、経過措置として、施行の際に大野田小学校に通学する児童については、卒業す

るまでの間、引き続き通学することができる旨を定めています。 

  また、入学時に兄姉が在学している、または卒業している場合にも、入学を認めるこ

ととしますが、それについては、既にある武蔵野市立学校の就学学校の指定の変更に関

する要綱を適用して対応をいたします。 

  また、平成31年度以前に入学する児童のうち、希望する場合は、千川小学校への入学

を認めることにいたしましたが、そちらについても同様に、別途指定校変更の要綱を適

用して、対応をいたします。 

  規則改正についての説明は以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長の説明が終わりました。 

  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をいたします。 

    山本委員、どうぞ。 

○山本委員 その平成32年４月１日の施行後に、これまで準備したり、説明をしてご理解

を求めたり、意見を伺ったりしましたけれども、うまくいかなさみたいなものが出てく

る場合に、その声や訴えにちゃんと応えていく姿勢が大事だと思っています。 

  いくら、事前にいろいろコミュニケーションをとり、説明もし、ご理解をいただいた

とはいっても、まだまだいろんなことが出てくると思うんです。そのときの体制という

か、そういう気持ちでいますということを、私たちは、常に持ってお伝えしていきたい

なと感じています。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ご質問というよりは、ご意見、感想ということですね。 

  何かこれに、教育支援課長からの補足はありますか。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 前回の教育委員会定例会で議決をいただいた後に、11月14日に大野

田小学校の青少協主催の会がありまして、地域の子どもの安全を守る会という会合でし

た。そちらの方には、各地区の代表の保護者の方、大野田福祉の会の代表の方、あるい

は防災の会の代表の方、さまざまな地域の方が参加しておりました。 
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  会に出席をして、私からこちらの方針について、保護者、子どもたちが不安を感じな

いように対応していくということをお伝えしたところでございます。 

  また、11月26日には、大野田小学校の学区変更する地区の保護者懇談会がありまして、

そちらに私が出席をし、こちらの方針と、子どもたちが安心して通えるように学校と連

携をして、よく対応をしていくということをお伝えしたところであります。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうかね。 

  所管している教育支援課では、大変細やかに、丁寧に対応したと、私も思っておりま

して、でもそれは、山本先生の今のご意見で、今後もそうした姿勢は続けていきたいと

いうことでございますよね。それではそのようにしたいと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  ほかに、ご質問ご意見はいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第16号について、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○宮崎教育長 異議ないものと認め、採決に入ります。 

  議案第16号 武蔵野市立学校学区に関する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 異議なしということですので、本案は事務局提案のとおり決定させていた

だきます。 

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

◎議案第１７号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の一部を改正する 

        規則 

○宮崎教育長 続きまして、議案第17号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規則の

一部を改正する規則でございます。 

  この議案につきましても、去る11月の定例会で、学区変更方針についての議決をいた

だきましたもので、その変更方針に基づきまして規則を改正するものでございます。 

  それでは、説明をお願いいたします。 

  教育支援課長。 
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○牛込教育支援課長 それでは、議案第17号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する規

則の一部を改正する規則について、説明をいたします。 

  こらちも、前回の教育委員会定例会の議決を踏まえて、規則を改正するものでござい

ます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  こちら、大野田小学校むらさき学級の学区のうち、第一小学校区、井之頭小学校区の

中町区域を第三小学校のひまわり学級に変更することと、また、第五小学校区を、境南

小けやき学級に変更することを定めております。 

  裏面をごらんください。 

  施行期日等、１、この規則は、公布の日から施行すると定めております。 

  公布の日につきましては、この議決をいただいた場合、手続を経まして、12月15日を

想定しております。 

  ２番につきましては、この施行を想定する12月15日から、平成30年３月31日までに、

当該変更区域に転入してきた児童については、新学区を適用するということを定めてい

ます。それ以外の児童については、平成30年４月１日から新学区を適用することを定め

ています。 

  経過措置、３番につきましては、現在むらさき学級に在籍する児童については、変更

区域に在住をしていても、引き続きむらさき学級に通学することができる旨を定めてい

ます。 

  ４については、現在変更区域に居住するむらさき学級の児童が、４月１日以降、通学

する学級を変更する場合は、再びむらさき学級に通学することはできないという旨を定

めております。 

  説明については以上でございます。 

○宮崎教育長 教育支援課長の説明が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたらお願いいたします。 

  いかがですか。 

  これも、これまで時間をかけて協議してきたところでございますが、ございませんか。 

  それでは、お諮りいたします。 

  議案第17号につきまして、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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○宮崎教育長 異議ないものと認め、採決に入ります。 

  議案第17号 武蔵野市立学校特別支援学級等に関する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 異議なしということですので、本案は事務局提案のとおり決定させていた

だきます。 

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

◎報告事項 

○宮崎教育長 続きまして、本日は協議事項はございませんので、報告事項に入ります。 

  報告事項１、教育部主要事業の業務状況報告（９月～11月分）についてです。 

  それでは、これは教育企画課長から順に、各館長、課長から説明をお願いいたします。 

○大杉教育企画課長 それでは、まず教育企画課長分でございます。 

  １ページ目の１番、旧桜堤小学校跡地の整備と、第２校庭的活用の検討をごらんいた

だきたいと思います。 

  解体工事につきましては、基本的にはもう終わってきまして、今、更地になっている

状況でございます。引き続き、その後の整地工事が予定となっておりますが、桜堤調理

場の改築の計画の関係で、工期がおくれておりまして、まずスプリンクラー工事を、今

年度中に、３学期の時期に行いまして、校舎の解体した後の整地と、これまで校庭とし

て普通に使われていたところも合わせた整地工事を、来年の夏休み中に終えるといった

計画に考えております。 

  解体工事が終わりましたので、今後、近隣の住民への情報説明ですとか、家屋調査の

点検を入っていきたいと思っております。 

  また、旧桜堤小学校の一部の樹木につきましては、調理場の改築による影響がござい

ますので、移植ができるかどうかを、今後検討していきたいと思います。 

  ２番目の児童・生徒数増加への対応でございますけれども、大野田小学校の児童増に

つきましては、一部、今後の改修計画を検討を具体的に、また始めているところでござ

います。特に、学童の児童の対応等でございます。 

  また、第一小学校につきましては、今後、非常に児童が増えることが見込まれており

ますので、こちらも、引き続き関係部署との協議を進めてまいりたいと思います。 

  続きまして、２ページ目、武蔵野市教育史続編の編さんでございます。 
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  こちらにつきましては、２章、３章の初校のような形で出てきているところでござい

ます。今後、別冊、序章、１章も含めた初校が出てきたところで、全体的な確認作業を

進めていきたいと思っております。 

  また、資料、写真等もあわせまして、編集出版委託業者のほうに渡していきたいと思

っております。 

○渡邉教育調整担当課長 ４番、小中一貫教育の検討でございます。 

  ９月から11月にかけて、記載のとおり検討委員会を開催してまいりました。主な議題

は、小中別教育と小中一貫教育の多角的な比較でございました。 

  そこで、それぞれ考えられる取り組みの例、効果、課題等、さまざまな視点から整理

することができました。 

  また、検討委員会の開催回数について、当初予定の６回から７回に変更し、議論の充

実を図ったところでございます。 

  それ以降の予定は、記載のとおりでございます。 

  続きまして、５番、学校給食施設整備のあり方の検討でございます。 

  ９月６日に新武蔵野市学校給食桜堤調理場（仮称）基本計画を決定していただき、そ

れに関連する設計費等を議会のほうで、補正予算をお認めいただいたところでございま

す。 

  これに基づき、設計業務のプロポーザルの指名通知を行いまして、７社から参加の申

し込みをいただきました。 

  並行して、本宿小、第三小保護者及び近隣住民対象の説明会を、記載のとおり９月か

ら11月にかけて開催いたしました。 

  成果と課題でございますが、８月２日に議決していただきました、「当面の学校給食

施設の整備方針について」に沿って、新調理施設の設計事業者選定に着手することがで

きました。 

  課題としましては、２点でございます。建築基準法第48条の許可が必要である点、そ

れから、日程がタイトである点を記載させていただきました。 

  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、４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、学力調査及び体力調査の結果を踏まえた授業改善として、
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都や国の学力調査の結果等をもとに、10月までに各校で授業改善推進プランを作成しま

した。 

  体力向上については、10月の教育委員会定例会でご報告申し上げた、体力調査の結果

を校長会でも説明し、調査結果を踏まえた体力向上の取り組みを一層行うよう話をいた

しました。 

  加えて、記載の２校において研究発表会を実施いたしました。いずれも、新学習指導

要領で求められている主体的、対話的な学びにつながる内容でした。 

  また、８月から11月にかけて、市内中学校総合体育大会として、11種目の競技大会を

実施しました。 

  成果と課題ですが、まず成果としては、全国学力調査の結果が全ての教科で全国及び

東京都の平均正答率を上回っていたことが上げられます。また、研究発表会や市内中学

校総合体育大会の場では、学習や運動に主体的に取り組む児童・生徒の姿が見られまし

た。 

  今後の課題としては、作成した授業改善推進プランに基づき、組織的に授業改善を進

めるとともに、学習指導員等を活用し、個に応じた指導等を一層工夫していくこと。１

月に実施する３校の研究発表会の成果を、全校で共有して学力向上につなげていくこと。

１年目の研究指定校２校の進捗状況を把握し、２年目の研究の方向性について、指導・

助言を行っていくことなどです。 

  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。 

  まず、取り組み状況ですが、10月に若手教員育成研修で模範授業を、それから11月に

道徳教育推進教師担当者会で、研究授業を実施いたしました。 

  いじめの防止に関しては、11月４日に開催したむさしの教育フォーラムで、「児童・

生徒が主体的に考える情報モラル教育」をテーマに、講演会等を実施し、111名が参加

いたしました。 

  成果と課題ですが、主任教諭による道徳の模範授業については、考え、議論する道徳

授業の進め方がイメージできたなど、若手教員から有意義だったという感想が、多数得

られました。 

  今後とも、各職層の教員の道徳の授業力を向上させるよう努めてまいります。 

  また、ＳＮＳにかかわるいじめや犯罪の未然防止に向け、児童・生徒自身の意識を一

層高めるよう、引き続き、家庭、地域との連携を図りながら、ＳＮＳ学校ルールや家庭
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ルール等の取り組みを進めてまいります。 

  次に、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、９月中に小中学校全校の無線ＬＡＮ工事と、パソコン教

室のパソコンをタブレットに入れかえる工事を完了し、学校ごとに教職員への取り扱い

説明を行いました。 

  また、ＩＣＴ教育推進委員会において、電子黒板やタブレットパソコンを活用した研

究授業を２回行いました。 

  成果と課題ですが、全国学力調査の学校質問紙調査における、ＩＣＴ機器を活用して

児童・生徒に課題解決的な学習を行ったかという質問に対して、小中学校ともに肯定的

な回答が90％を超え、全国・都の平均を大きく上回りました。今後は、この夏に導入し

たタブレットパソコンを活用した学習の推進が課題となりますので、引き続き、ＩＣＴ

サポーターを配置できるよう、予算要望を行ってまいります。 

  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、事前ヒアリングの際に狙いを実現するため

の探究的な活動の充実について、指導・助言を行い、９月、10月に小中学校16校のセカ

ンドスクール、小学校10校のプレセカンドスクールを実施しました。 

  オリンピック・パラリンピック教育については、第五小学校が「夢・未来プロジェク

ト」で、オリンピアンとの直接交流体験を行ったり、総合体育館で行われたジャパンパ

ラ・ボッチャ大会にサポートメンバー等として、児童等が参加したりしました。 

  小学校英語教育については、英語教育推進リーダー中央研修還元研修に８校の教員が

参加しました。 

  成果と課題ですが、セカンドスクールについては、今年度も99.2％の高い参加率で、

安全に実施できたことが成果であると考えます。今後は、報告書を作成し、各校の取り

組みを共有することで、来年度に向け、活動の一層の工夫を図ってまいります。 

  オリンピック・パラリンピック教育については、今後とも学校支援を目的とした取り

組みを周知するなど、企画調整課オリンピック・パラリンピック担当と連携してまいり

ます。 

  英語教育については、還元研修の内容を校内で共有するよう働きかけるとともに、小

学校へのＡＬＴの配置時数の増加に向け、予算要望を行ってまいります。 

  次に、７ページの小中一貫した教育課程の研究でございます。 
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  まず、小中連携教育研究協力校の取り組みについては、学校訪問によるヒアリングと、

10月末時点での進捗状況の取りまとめを行いました。 

  武蔵野市民科カリキュラム作成委員会は、これまで２回開催し、武蔵野市民科の必要

性や目標、育成すべき資質・能力等について協議を行いました。 

  今後の課題ですが、２月の小中一貫教育検討委員会において、小中連携教育研究協力

校の取り組みについて報告できるよう、引き続き把握に努めるとともに、各取り組みの

活性化が図られるよう、情報共有を行ってまいります。 

  また、市民科については、平成30年度末を目途に、モデルとなる全体計画や、年間指

導計画等を作成できるよう検討を進めてまいります。 

  次に、教育推進室による学校教育の支援でございます。 

  まず、９月と11月に、地域コーディネーター連絡会を開催し、学校の実態を踏まえた

支援の状況について、情報共有を行いました。 

  また、10月25日に開催した、開かれた学校づくり協議会代表者会においても、地域コ

ーディネーターによる学校支援をテーマに協議を行いました。 

  調査・研究、教育情報の発信については、10月13日に教育推進室だより第13号を発行

いたしました。 

  今後の課題ですが、地域コーディネーター連絡会や開かれた学校づくり協議会代表者

会の機会に、各校の活動内容等の情報を共有し、地域の支援による教育活動の一層の活

性化につなげていきたいと考えます。 

  また、学校への教育情報の提供も引き続き進めてまいります。 

  次に、８ページの、教員の多忙化解消と健康増進に向けた取り組みです。 

  まず、副校長事務補助臨時的任用職員の活用についてですが、定例校長会等で勤務時

間や効果的な活用例について、情報提供を行いました。10月の１校当たりの平均勤務時

間は11.3時間でした。 

  次に、教職員の健康増進に向けた取り組みですが、９月の校長会等で、管理職と教職

員の日常的なコミュニケーションの重要性や、必要に応じて産業医との面接を申請する

ことなど、教職員のメンタルヘルスに関する取り組みについて、情報提供を行いました。 

  また、11月７日に、今年度２回目の安全衛生委員会を開催するとともに、今年度２回

目のストレスチェックを、11月末から今週にかけて実施をいたしました。 

  タイムレコーダーに関しては、時間外勤務の状況をグラフ化した資料を作成し、それ
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をもとに校長が時間外勤務の縮減に向けて、個別に声かけを行う等、ライフ・ワーク・

バランスへの意識づけを図っております。 

  成果と課題ですが、タイムレコーダー導入モデル校から、30分程度、退勤時刻が早ま

っているように感じているとの報告がございました。引き続き、副校長事務補助臨時的

任用職員の有効活用や、メンタルヘルスに関する取り組みの情報を、全校で共有してま

いりたいと考えております。 

  最後に、新学習指導要領への対応でございます。 

  まず、新学習指導要領に対応した授業時数の確保に向けた対応についてです。 

  移行期間の小学校３年生から６年生の外国語活動の年間授業時数と、移行期間及び本

格実施後の授業時数の確保について、校長会の意見を踏まえて作成した、市教育委員会

としての方策を、11月の校長会等で周知いたしました。 

  また、新学習指導要領の趣旨の実現に向け、小学校英語教育に関する教育課題研究開

発校や、プログラミング教育モデル校など、次年度以降の研究指定校等についても、校

長会で周知いたしました。 

  今後の課題ですが、新学習指導要領の移行期間及び本格実施に対応した授業時数の確

保や、授業実践等の研究が適切に実施されるよう、今後行います教育課程の説明などの

準備や、次年度以降の研究校の指定等を確実に進めてまいります。 

  指導課からは以上でございます。 

○牛込教育支援課長 続きまして、教育支援課からです。 

  ９ページ、１番、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。 

  状況説明といたしまして、（１）特別支援教育推進委員会の実施です。こちらにつき

ましては、現在、１月に開催する委員会に向けた準備を進めているところでございます。 

  ２番、特別支援教室の運用につきましては、各校から現場の課題を集約したＱ＆Ａの

作成を進めております。 

  ３番、知的障害学級の児童数増加対策につきましては、学区変更案を策定して、保護

者へのお知らせ配付、説明会を経て、11月に方針の決定をしたところでございます。 

  成果と課題につきまして、（１）につきましては、次回の委員会では、小学校特別支

援教室の運用状況の検証や、中学校特別支援教室の導入計画について協議を行います。 

  ２番につきましては、Ｑ＆Ａについては、年内をめどに作成、完成をさせ、１月以降

に各校に周知をしていきます。 
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  ３番の特別支援学級の学区変更については、本日の規則改正を経た後、また改めて保

護者へのお知らせの配付を行います。 

  続きまして、２番、不登校児童・生徒への支援の充実でございます。 

  状況説明としましては、スクールソーシャルワーカーについては、今年度から、各校

の生活指導部会の実施日を中心に学校訪問することで、時間を効率的に使うことができ

ております。家庭訪問や関係機関への同行支援など、適時適切な支援ができております。 

  ２番、適応指導教室による指導・支援につきましては、ことし９月、10月は、昨年度

と比較をして、13名から20名ということで、来室者数が増加をしております。また、各

行事についても、10名前後の出席者がありました。 

  （３）不登校対策会議の実施につきましては、９月に市で行った不登校調査を踏まえ、

学校訪問を行ったところでございます。また、三鷹市や小金井市でＮＰＯが運営する不

登校支援施設の視察も行っております。 

  成果と課題といたしましては、スクールソーシャルワーカーについては、関係機関と

連携をして、支援の拡充を図ることができております。 

  また、不登校対策については、平成30年度に総合的な検討を行うことにいたしました

ので、現状と課題を今後整理しておく必要があります。 

  続きまして、３番、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。 

  状況説明といたしましては、通学距離が短いことによる指定校変更を、全学区で廃止

をする方針を決定して、９月に保護者に周知をいたしました。また、大野田小学校の学

区変更案については、地域関係団体、保護者への説明を経て、11月の教育委員会定例会

で方針を議決いたしました。 

  成果と課題につきましては、大野田小学区の変更については、関係者に丁寧に説明を

しながら進めることができたということです。また、今後井之頭小学校など、他の地域

における学区変更の可能性について検討を進める必要があるということでございます。 

  以上でございます。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 続きまして、生涯学習スポーツ課をお願いいたします。

12ページです。 

  １つ目の項目が、多様な事業主体の活動支援と連携の促進でございます。 

  状況説明からです。 
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  武蔵野地域五大学の共同事業・地域自由大学についてでございます。 

  まず１つ目の丸、武蔵野地域五大学の共同事業、共同講演会でございます。基調講演

につきましては、記載のとおり９月22日金曜日に、経済学者の伊藤元重先生にお願いを

しまして、「日本経済・世界経済の見通し」というテーマで、武蔵野公会堂でご講義を

いただきました。参加が260名でございました。 

  それ以降、五大学につきましても、お示ししてありますとおりのテーマと日時で共同

講演会のほうを実施しております。 

  ２つ目の丸、共同教養講座につきましては、今期につきましては成蹊大学、日本獣医

生命科学大学、武蔵野大学、この３校で行っております。 

  ３つ目の丸、寄付講座、これは後期でございます。こちらにつきましては、亜細亜大

学、成蹊大学、武蔵野大学で実施しております。 

  テーマにつきましては、右側の成果の課題のところにございますけれども、亜細亜大

学が「身近な法律問題」、成蹊大学が「情報化技術を支える技術」、そして武蔵野大学

が「妊娠、出産、子育ての今」をテーマにして開催しております。 

  次の学級・講座開催事業等でございます。 

  まず、１つ目の丸、土曜学校です。今期につきましては、お示しした８つの土曜学校

を実施または実施中でございます。１つ目の丸のピタゴラスクラブⅡが、教育委員会直

営で、それ以降７つにつきましては、武蔵野生涯学習振興事業団が運営をしております。

生涯学習系が３つ、スポーツ系が４つお示ししたとおりで実施をしております。 

  次に、サイエンスフェスタの2017でございます。これも後ほど報告事項の６で詳細を

説明いたしますけれども、11月３日金曜日、参加者2,000名の方に来ていただきまして、

サイエンスフェスタ2017、無事に実施しております。出展が34ブースでございました。 

  次、13ページをお願いします。 

  その他のところでございます。 

  「未来をひらくはたちのつどい」でございますが、実行委員会、着々と進んでおりま

して、第８回目まで、今期につきましては５回行っております。１月８日月曜日、こち

らに開催の予定でございます。 

  次の項目、スポーツ教室・自然体験等でございます。 

  こちらには、土曜学校のところにも記載しておりますけれども、再掲でございます。

卓球、スポーツチャンバラ、ミニバスケ、バドミントンにつきまして、スポーツ教室、
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この４つを行っております。また、最後の項目、森林体験教室につきましても２回行っ

ております。全４回とありますが、全４回というのは、４年生から中学生の教室が１つ

と、小学生向きが３つでございます。第２回、第３回というのは小学生向きの第２回、

第３回でございまして、全４回は全て終了しております。４年生から中学生向きは６月

３日に終了しておりまして、全４回が終了しております。 

  成果と課題でございますけれども、五大学の共同事業・自由大学につきましては、寄

付講座については、大学ごとに応募者数に若干差が出てまいりましたけれども、おおむ

ねニーズを捉えた講座を実施していると考えております。今後、テーマの設定等につい

て、いろいろ精査をしていきたいと考えております。後期の寄付講座につきましては、

お示ししたとおりでございます。 

  学級・講座開催事業等につきまして、これも各講座とも定員を上回る申し込みがあり

まして、カリキュラム等につきましては適切に設定されていると考えております。 

  また、最後にありますが、新規の土曜学校についても、今、検討研究をしているとこ

ろでございます。２月に、今までにない土曜学校をやっていきたいと思っております。 

  続きまして、２つ目、ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイスの管理運営でございま

す。 

  14ページをお願いいたします。 

  ２という項目が２つありますけれども、１つお消しいただければと思います。申し訳

ございません。 

  まず、状況説明です。 

  プレイスの管理運営、１つ目の丸、施設管理でございます。９月から10月の来館者数

33万6,000人でございます。11月は速報値で、データをお示ししてございませんが、約

15万人と聞いております。４月から11月まで、通算で約134万人と聞いております。 

  以下、図書館機能、市民活動支援機能、生涯学習支援機能、青少年活動支援機能につ

きましては、お示ししてあるとおりの事業を行っております。おおむね定例的な事業で

ございまして、今期につきまして特に目立つものといたしましては、生涯学習支援機能

の最後のところ、天体イベントのあたりがちょっと特徴的なものかと思います。元国立

天文台の職員の方が立ち上げましたＮＰＯにお願いをしまして、天文に関する教室と映

像と音楽の天体ショーということで行っております。 

  ただ、成果と課題にありますとおり、天体ショーにつきましては、ふれあい公園でや
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る予定だったのですが、雨天で室内に変更いたしました。 

  続きまして、３番目の項目でございます。誰もがスポーツを楽しめる環境の整備でご

ざいます。 

  15ページをお願いします。 

  状況説明です。最初の３つの丸につきましては、ハードの整備についてでございます。 

  １つ目の丸、総合体育館の屋上防水シートの改修につきましては、８月に終了してお

ります。 

  ２つ目の丸、総合体育館のアリーナ特定天井の改修につきまして、９月末をもちまし

て無事に終了いたしました。特定天井の張りかえ、ＬＥＤ化、トイレの洋便器化等行い

まして、無事に利用が再開されております。 

  ３つ目の丸でございます。陸上競技場の改修です。９月21日に電気工事、機械工事、

そして建築工事、３つの工事に分かれておりますけれども、同時に入札を行いましたが、

電気・機械は受注業者も決定いたしましたが、建築は不調となりました。このために、

10月19日に建築工事のみ、再度入札を行いまして、受注業者が決まりました。工事範囲

から３階の観覧室とスコアボードの設置を外しまして、再度入札を行い、建築業者が決

まりました。 

  ４つ目の丸以降が、ソフトに関することでございます。 

  まず、地域スポーツの振興でございますけれども、小中学校への授業支援、タグラグ

ビーについて９校行っております。12月３日は、タグラグビーの大会なども開催してお

ります。また、次期のご説明の中で報告をしたいと思います。 

  ２つ目の項目、バレーボールにつきましても、小中学校11校に、オリンピアンの櫻井

由香氏にお願いしまして、体験学習とオリパラの講話等を行っております。また、11月

７日は、大野田小学校で、シッティングバレーの授業支援等も行っております。パラバ

レーボールの協会のご協力でお願いしております。 

  次の丸、障害者スポーツの啓発でございます。これもお示ししてあるとおりの事業や

取り組みを行っております。 

  ２つ目の項目、スポーツ推進協議会で、ボッチャの指導等をかなり積極的に今期も行

っていただいております。 

  また、３つ目の丸、事務局報告にもありましたが、ファミリースポーツフェアの中で、

ボッチャやユニバーサルスポーツもご紹介をしているところです。 
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  また、最後の項目でございますけれども、ＮＴＴクラルティ、これはＮＴＴの研究所

に会社がございますけれども、多くの障害者が働いていらっしゃいまして、障害者のポ

ータルサイトの運営等も行っていらっしゃる会社ですが、こちらが総合体育館や競技場

を、このポータルサイトの取材ということでいらっしゃいまして、さまざまなご提言や

ご助言をいただいたところも掲げてございます。 

  次のページ、16ページをお願いいたします。 

  運動習慣定着化事業でございます。 

  こちら企画調整課のオリパラ担当で基礎調査を行っておりまして、またグループイン

タビューなども行いました。今後、報告書をオリパラ担当でまとめてご報告ということ

になっております。 

  成果と課題でございます。 

  陸上競技場の工事につきましては、業者が決まるのがおくれたということもございま

して、予定より若干おくれております。進捗管理等をしっかりやっていきたいと思いま

す。 

  また、最後の項目、運動習慣の定着化につきましては、オリパラ担当、それから関係

団体とよく連携して行ってまいりたいと考えております。 

○栗原武蔵野ふるさと歴史館担当課長 では、17ページをお願い申し上げます。歴史館担

当よりご報告申し上げます。 

  秋のシーズンまで、企画展を中心としたさまざまな企画を行いました。「幻となった

武蔵野の未来図」に続きまして、市制施行70周年企画展を２つ行っております。「Ｔａ

ｒｇｅｔ Ｎｏ.３５７」、アメリカの国立公文書館における中島飛行機の資料の展示、

さらにはアーキビストを採用して、歴史公文書から見た市制施行の行事に関する展示、

これはプレイスとの共催でございます。さらには、年中行事の展示も、武蔵野のお茶、

また「武蔵野のくすり」という展示を行っております。 

  さらには、中島飛行機についても分析を続けておりますが、こうした展示を通じまし

て、さまざまな中島飛行機で働いていらしたという方がいらしていただきまして、学徒

動員だけでなく、実際に社員であったという人のお話を聞くとか、そういった資料をい

ただくことも含めた調査研究をしております。 

  さらには、井の頭公園開園記念100年事業といたしまして、三鷹市との共催で講演会

などを開催いたしました。 
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  では、次の18ページをお願い申し上げます。 

  講座等は順調に開催しておりますが、埋蔵文化財の学芸員が復帰してまいりまして、

立会調査などを７件行っております。残念ながら遺構等は発見されてはおりません。 

  成果といたしましては、来館者も昨年よりも増加いたしまして、１日当たり110人程

度の来館者がございます。 

  また、企画展示「幻となった武蔵野の未来図」では、子どもたちが自分で武蔵野をつ

くろう、描こうという、まさに博物館としては、ただ見せるだけではなく、来館した方

が自分で考えていくということが大事となっておりますので、そういった展示を行って

おります。 

  また、「Ｔａｒｇｅｔ Ｎｏ.３５７」、「武蔵野のくすり」は、読売新聞で取り上

げられまして、これまでにないような層の方も数多く訪れてくださいました。 

  それから、市制施行70周年記念事業の歴史公文書の展示でございますが、こちらは武

蔵野プレイスとの初めての共催事業ということになっております。また、アーキビスト

が採用になったことによって、より充実した展示が開催されることになりました。 

  井の頭公園の開園100年につきましては、先ほども申し上げましたが、三鷹市との協

力ということで、今後もこういった近隣の市町村などとの協力ができればいいのではな

いかと考えております。 

  公文書館機能もあわせて持っておりますが、アルバイトを導入いたしまして、公文書

の整理は着々と進んでおります。 

  また、文化財保護委員会議などを通して、武蔵野市の指定文化財の指定に向けて努力

をしてまいります。実際にそういった会議等での検討は、着実に進んでおります。 

  課題といたしましては、これは特に今までと変わるものではございませんけれども、

市民スペースの有効利用でございますとか、中島飛行機の資料の整備、さらには歴史公

文書の整備、文化財に関する指定、さらに管理運営基本方針の改定や企画展の充実など、

こういったものに取り組んでまいりたいと考えております。 

○養田図書館長 それでは、19ページをお願い申し上げます。 

  図書館から、大きく４点、ご報告いたします。 

  まず、図書館の管理・運営でございますけれども、まず状況説明、１つ目の白丸です

が、基本計画改定の基礎調査としての市民アンケートを10月10日から10日間かけて実施

しました。先月いっぱいで集計終了しまして、現在報告書を作成中でございます。 
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  次ですが、基本計画改定のために、近年の政策動向でありますとか、図書館のおかれ

ている現状、あり方の変化、近年の最新事例などの資料収集を行っております。 

  吉祥寺図書館につきましては、平成30年４月に指定管理者制度への移行に向けて、準

備を着々と進めているところでございます。 

  成果と課題としましては、図書館基本計画の改定につきましては、今、申し上げまし

た状況を踏まえまして、討議をスタートさせる所存でございます。 

  吉祥寺図書館への指定管理者制度の導入に向けては、管理運営基本方針、基本協定、

年度協定等の諸規定の整備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、28年度末の

蔵書数が91万8,718冊、４月から10月の受け入れ資料数と除籍の資料数は、こちらに記

載のとおりの冊数でございます。 

  成果と課題につきましては、効果的な除籍・更新を進めるための資料収集方針や除籍

基準の見直しを進めてまいります。特に、中央図書館の除籍に関しては、今後しっかり

進めてまいります。吉祥寺図書館につきましては、リニューアル後を見据えまして、必

要な新刊本や保存年限として持っていなければならない雑誌の購入を計画的に進めてお

ります。 

  20ページをお願いいたします。 

  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けれども、状

況説明の１つ目の白丸ですが、第２回となりました武蔵野市子ども図書館文芸賞、こち

ら期間を前倒ししまして、今年は７月７日から９月28日までということで、募集をいた

しました。募集の内容は、こちらに記載の４部門でございます。応募作品総数は1,027

点ということで、昨年度より若干点数が伸びまして、現在審査中でございます。 

  次の白丸、読書の動機づけ指導50周年記念事業ですが、10月29日に児童書作家の杉山

亮さんの「ものがたりライブ」、こちらが参加115名、11月12日に「子どもたちに読書

のよろこびを」ということで、山花郁子さんと長野ヒデ子さんの対談を行いました。 

  それから、課題解決テーマ展示ですが、中央図書館で「充実！！シニアライフ」とい

うことで、こちらに記載の冊数の展示を行っております。 

  その次、各課と連携しましたミニ・トピックス展示ですけれども、吉祥寺美術館と連

携しました「高畠那生のなつやすみ展」、それから男女平等推進センターと連携しまし

た「まなこ100号記念」、障害者福祉課と連携しました「自殺対策強化月間」、高齢支
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援課と連携しました「みんなで知ろう認知症」というような展示を行いました。 

  中央図書館のトピックス展示では、今年は大政奉還150周年ということで、人気のあ

る坂本竜馬と組み合わせまして展示を行っております。 

  武蔵野プレイスのＹＡ（青少年）のトピックスですが、こちらに記載のような「絵本

ワンダーランド」「お仕事百科」ということで展示を行いました。 

  ことし、初めてサイエンスフェスタと連携しまして、各ブースに関係した図書、合計

104冊展示を行いました。 

  成果と課題でございますが、子ども文芸賞につきましては、今後審査進めまして、２

月15日に受賞作品の発表、２月25日に中央図書館で表彰式を行う予定でございます。 

  東急ＲＥＩホテルでの図書返却ポストの設置ですが、ホテル側からの要望ではポスト

に対してホテルにふさわしいものということで、設置は、１月になりそうです。無機的

なポストはだめだということで、井の頭公園とか武蔵野の自然を感じるようなポストを、

許された予算の範囲内で考えたいと思います。 

  最後の吉祥寺図書館のリニューアルでございますけれども、こちらの状況としまして

は、蔵書の移動・保管について、専門業者の倉庫に９月４日から６日にかけて移動させ

ました。また、事務室機能を10月５日より中央図書館に移動しました。 

  建築工事ですが、こちらも実は、機械と電気工事は８月末に業者決定したのですが、

建築工事につきましては２回不調がありまして、10月12日に契約確定となっております。

施設課と設計事務所、工事業者等による定例会議で進捗管理を行っております。工事は、

11月４日までに仮設を終了させ、11月21日までに内装什器の解体工事が終了しておると

ころでございます。 

  吉祥寺図書館リニューアル後の事業等を検討するワーキングチームを、10月12日より

２週間に一回程度、吉祥寺図書館と生涯学習振興事業団の実務担当者で開催しておりま

す。 

  吉祥寺図書館の臨時窓口ですが、９月２日から運営を開始しまして、９月、10月の１

日当たり受け取り冊数の平均は346冊となっております。休館日の翌日は500冊を超える

ということで、非常にこちらも利用されております。 

  成果と課題としましては、蔵書の充実に対する期待の声が多く寄せられておるところ

でございます。臨時窓口につきましては、図書の貸し出しをオフラインで、人力で行っ

ておりますため、非常に職員、人の手を煩わせるということで、大変繁忙をしておりま
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す。 

  リニューアル工事を施設課と連携しながら着実に進めるとともに、リニューアル開館

後の運営準備を武蔵野生涯学習振興事業団と連携して進めておりまして、30年度予算に

向けて指定管理料の予算概算請求を行いました。 

  新年度の開館について、少し工事契約の落札がおくれたということで、利用者の影響

が最小であり、また準備を確実に進めるような開館の日程について、今後詰めていかね

ばならないと考えております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 各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。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 大きくは５カ所ありまして、まず３ページ目の５番の成果と課題の中の２個

目の丸で、先進的な事例を参考に、とあるのですが、これは具体的にどういう事例があ

るのか、もしわかったら教えていただけるといいなと思いました。 

  それから、全部言ってよろしいですか。 

○宮崎教育長 どうぞ。 

○渡邉委員 ６ページ目の４番で、オリパラの件ですけれども、今、ちょうどマスコット

の応募を小学校全体でやっているようなので、この辺り、今の状況として何か進んでい

ることがあれば教えていただけますか。 

  それから、次の７ページ目の６番と７番に関係するのですけれども、先生いきいきプ

ロジェクトの内容がかなり入っています。11月８日に教育委員会研究協議会が筑波で行

われて、参加させていただいて、ちょうど秋山さんから資料をいただいて、事例につい

てお話を10分ぐらいしたところ、結構皆さんに興味を持って聞いていただけました。そ

ういうプロジェクトをやって、できることからやっていくことが非常に重要だというこ

とを強調して言ったところ、皆さん結構メモをとっていただいて、いきいきプロジェク

トの内容で、その日にウェブを見たら、東京都で発表した資料が過去の資料だったので、

できれば最新の状況をウェブに載せていただけると、他の市町村との参考になるのかな

と思いましたので、ぜひお願いしたいと思っております。 

  そのときに、このグラフなのですけれども、事例でいただいたグラフを見ると、先生

方の残業が多い。それは皆さんに見せたわけじゃないのですが、先生方随分苦労されて
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いるんだなと思いましたので、どんどん推進していってほしいなと思いました。 

  それから、次の10ページ目で、ちょうど８月、９月ですね。夏休みが終わって不登校

の増える時期だと思うのですが、去年の13人に比べて今年は20人チャレンジルームに行

った生徒さんがいるということなのですけれども、要因やもしこれ以外にも何かトラブ

ルがあったのか、その辺気になるところです。できればいい状況で新学期を迎えていた

だければよかったなというところで、何か情報あれば教えてください。 

  次に、12ページの１番の寄付講座で、亜細亜大学、成蹊大学が92名、107名の応募は、

全員受け入れていらっしゃると思うんですけれども、武蔵野大学が８名とすごく少ない

んです。これは数字の間違いかなと一瞬思ったんですけれども、何か訳があったら教え

ていただけますか。 

  17ページのふるさと歴史館の１日平均110名、大分来ていただけるようになったので

しょうか。展示に興味を持っていただいていることがすごく大きいと思いますので、こ

れは単に意見で、質問ではないのですが、そういう効果が随分あるなと感じましたので、

今後も、またいい企画をやっていただきたいと思います。 

  細かい点で、以前からお願いしておりましたが、この成果と課題のところで、表現の

仕方、例えば、教育企画課や指導課は主に、将来のことは「何々していく」という表現

なのですが、その他の部署は、割と「何々する」という形で、文章の統一というんです

か、将来の今後の課題として、「していく」よりも「する」というほうが、表現として

はいいと個人的には思います。統一していっていただけるとありがたい。多分指導課は

全部「していく」の形で表現されているのですが、どちらかに決めていただいて、全体

統一を図っていただけるといいと思いました。 

  最後に前に戻りますけれども、２ページ目の４番の一番最後の小中一貫のところ、第

７回は、今、何も入ってないんですけれども、例えば３月開催予定とか、予定でも入れ

ておくといいのかなと。その前の２月19日までは日程ちゃんと決まっているのでしょう

けれども、決まっていなかったら未定など。もしわかったら何月とか教えていただけま

すか。 

  以上です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  これは、順次担当からお答えいただければと思いますが、まずどこから行きますか。 

  では、指導課長。 
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○秋山指導課長 まず、オリパラのマスコットの件でございますけれども、こちらは昨日

報道で発表されて、小学校の各学級ごとに投票をすることになっております。その前段

階といたしまして、各学級で一つ候補を選んで、それを投票をしていくというふうにな

っておりまして、本市もそれにもちろん参加をいたしまして、投票をしていく予定でご

ざいます。 

  昨日の定例校長会のほうで、校長先生方にもそのことについてお願いをさせていただ

いたところでございます。 

○渡邉委員 何かあらかじめ申し込まないとだめですよね。 

○秋山指導課長 学校にパスワードの記載されたはがきが来ているらしくて、それを入力

するなどやり方についての説明書きも来ておりました。 

  それから、先生いきいきプロジェクトのことですけれども、渡邉委員がおっしゃって

くださったように、できることから、やれることから、その小さなことを積み重ねてい

こうということで、今、取り組んでおります。 

  ホームページに最新のものをという件につきましても、前にお声をいただきましたの

で、早速お声をいただいたその日のうちに、アップをさせていただいております。今後

もまた順次新しいことがつけ加われば、足していきたいと思っております。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ほかに。 

  どうぞ、教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 私から、２ページの小中一貫教育の日程と、３ページの給食施

設の件でお答えいたします。 

  今後の予定のところでございますが、まず第６回12月７日、第７回２月19日までは予

定が決まっております。そして、昨日の委員会で、今後答申案の議論をしていただきま

すので、検討回数を増やしてはどうかとお諮りしました。そこで、さらに追加をするこ

とが決まっております。第８回目が、場合によってはそれ以上の可能性もあるというこ

とで、これから日程調整をしていくところでございます。 

○渡邉委員 それは、３月中ですか。 

○渡邉教育調整担当課長 そうですね、２月終わりから３月で日程調整をしたいと思いま

す。 

  あと、３ページの給食施設のところで。 
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○宮崎教育長 先進事例。 

○渡邉教育調整担当課長 はい。先進事例でございます。手元にちょっと詳しい資料がな

いのですけれども、国土交通省で福岡県の事例を紹介されております。そこでのポイン

トでございますが、建築基準法の48条の許可を得るためには、ここに記載の括弧書きで

すけれども、１つは、良好な居住の環境を害するおそれがない場合、または公益上やむ

を得ない場合、２つ書かれております。福岡県のこの自治体は、両方満たす形で許可を

得ております。我々もこれを参考にしまして、例えば、においとか音とかがどうなるの

か、９月の補正予算で予算をお認めいただいておりますので、その調査をしながら進め

ているところです。 

  また、公益上やむを得ない必要性についても、説明会等々重ねてご説明をしていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 ほかに。 

  教育支援課長。 

○牛込教育支援課長 10ページ、不登校児童・生徒への支援の充実というところで、チャ

レンジルームの来室者数についてです。今、不登校の原因が多様化しておりまして、従

来の無気力や、友達関係のほかに、例えば発達障害による学校での不適応であったり、

あるいは子どもへ関心が高くない家庭など、そういった背景で、チャレンジルームの来

室者数も増えております。 

  また、この調査を踏まえて学校訪問を行っておりますが、その中でも、小学校中学校

とも増えておるんですけれども、やはり早期の対応ということが重要であるということ

でありましたので、スクールソーシャルワーカーや、学校との連携をしながら、早期発

見、早期対応に努めていく必要があると考えています。 

○宮崎教育長 よろしいですか。 

  ほかに。 

  生涯学習スポーツ課長。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 私は、12ページの武蔵野大学の寄付講座の応募人数につ

いてお答えいたします。８名というのはミスプリではございませんで、８名のご参加で

ございました。 

  私も、１回目のご講義に行ってまいりましたが、８名の応募者の方と、それから100
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名近い武蔵野大学の学生さんがご一緒に受講されるというような状況でございました。 

  武蔵野大学には、少し失礼な申しようになるかもしれませんが、少々厳しい状況だな

というのは感じております。 

  理由として考えられることは、今回のテーマ「妊娠、出産、子育ての今」というテー

マで、大変もちろん重要なテーマで、大切なテーマではありますが、若干一般の受講者

の方々、自由大学の受講者の方々とのニーズが、ちょっと合っていなかったのかなと考

えております。 

  なお、昨年度は、武蔵野大学は、「がんになった時、どう生きますか？～あなたと家

族を支えるもの」というテーマで、35名の受講者がいらっしゃいましたので、テーマの

設定で、もう少しニーズを捉えるといいますか、精査をする必要があったのかなと考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○宮崎教育長 よろしいですか。ほかにお答えありませんか。 

  それでは、歴史館の入館者の状況がよいということについては、これを継続できるよ

うにということで承っておけばよろしいですね。 

  そして、将来の表現について、「何々する」「していく」ということについては、今

後統一を図るような形で検討していきたいと思います。 

  それ以外の方で、どうぞ。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 では、３点お願いします。 

  １点目は、７ページの小中一貫ですけれども、今、小中連携教育研究協力校が取り組

んでいますよね。それが成果と課題の１番に、小中一貫教育検討委員会において、２月

に報告と書いてありますが、この場以外にこの報告があるのかどうか。いわゆる研究発

表会みたいなものを想定しているわけではないですけれども、研究の成果であるとか、

あるいは課題であるとかを、市民や、あるいはその関係学校に報告する機会を持つのか

どうか、伺いたいと思います。 

  それから２点目ですが、その裏の８ページです。 

  授業時数確保は大きな問題だと思うのですけれども、本市の方策を説明してあります

が、どのような方策なのか、簡潔でいいですので、具体的に幾つか挙げていただけると

ありがたいと思います。 
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  ３点目ですが、これは質問ではなくて。10ページです。 

  ３番の不登校対策会議の実施、これに直接かかわらないですけれども、システムがよ

くわかっていないのでが、発達障害の子どもを対象とした学習指導、放課後等の地域で

の学習指導をしている方々から、教科書が欲しいということを言われるんですね。子ど

もたちが持っている教科書を、そのボランティアで参加している地域の人、元教員とか

が多いそうですけれども、そういう方々が、今の教科書を持てないということを言って

いるので、教科書採択なんかで使った教科書をこの方々に活用していただくということ

はできないのかなと、かねがね思っていたものですから、この機会に伺います。 

○宮崎教育長 ３点でよろしいですか。 

  それでは、順次お答えお願いします。 

  では、指導課長。 

○秋山指導課長 まず、小中連携教育研究協力校の件でございますけれども、こちら２年

間の研究協力ということになってございますので、今年度については、先ほど申し上げ

た検討委員会への進捗状況の報告のほかは、特段、今のところは予定をしてはございま

せん。 

  来年度の終わりでは、やってみたことについての各校への共有について、何らか考え

ていきたいなとは思っているところでございます。 

  それから、授業時数の確保ということについてですけれども、来年度につきましては、

土曜授業の回数を少し増やすということと、それから各校の行事とか、それから、今、

どこの学校でも当然ながら何かあったときのために余剰といいますか、少し多目にとっ

ていたりする、そのあたりを見直していくということで、来年度の分の時数は確保して

いこうということで考えております。 

  それ以降のことにつきましては、また少し大胆にいろんなことを考えていかないと、

時数の確保は難しいと思っているところでございます。 

教科書の見本本につきましては、推進室のほうに資料として見本本は保管といいます

か、閲覧できるようにはしておりますが、それを皆さんに差し上げてしまうことについ

ては、少し検討していかないと、どうぞどうぞというわけにはいかないと思っておりま

す。 

○宮崎教育長 ほかにも欲しいという方、いるのかもしれませんね。 

  よろしいですか。 
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  特に、１件目の小中連携教育の報告会ですか。課題をいろいろ分担してやっていただ

いているので、ひょっとしたら学校ごとというよりは、どこかで合同報告会のような形

で、いろんな先生に聞いていただくというのは必要かもしれませんね。まだ、２年目じ

ゃないとなかなかそうできないですよね。これからはちょっと検討していきたいと思い

ます。 

  何かございますか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 土曜日の回数ですが、現在も土曜日に授業公開などをして、そして振りかえ

をとらないということで、土曜日をやっているんですが、その割合というのはどのぐら

いか、把握なさっていますか。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 今、３日以上という形でお願いしていますので、３日という学校が結構

多いかなと思っています。それ以上やっている学校もないわけではございませんが、３

日というところかなと思っています。 

  次年度については、それを５日ということで、各学校にはお話をさせていただいてい

るところでございます。 

○宮崎教育長 ２日増やすという形ですね。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 教科書のことですが、見本本があるのはわかっていますけれども、もっとセ

ットとしてたくさん入っているんじゃないかと思うんですが。学校に回したり、あるい

は教育委員に回したりして、見本本として置いてある以上のセット数が来ていると思う

んですね。つまり、見本本として確保しなければいけない以外のものが、何か利用でき

ないのかなと思うのです。ボランティアでやっている方々の切実な願いなんですね、そ

れは。 

○宮崎教育長 統括指導主事。 

○木下統括指導主事 実は、教科書採択の際には、基本的には各地教委に５セットという

のは基本です。それで、毎年要望をして、本校の場合だと小学校12校ありますので、要

望して若干増やしていただいているのですけれども、現状といたしましては、推進室の

ほうに１セット、それから指導課、指導主事のほうで研究のために１セットはとってい

るんですが、それ以外のものについては、基本的に返しておりますので、現状のところ、
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いわゆるほかの方にお渡しできるような冊数は、確保がちょっと難しいかなというよう

な状況でございます。 

○山口委員 教科書会社に返すんですか。 

○木下統括指導主事 これは、東京都です。 

○山口委員 都に返す。 

○木下統括指導主事 そうですね。 

○宮崎教育長 見本本というのは、本当はそのまま見本に使うのはいいんだけれども、そ

れがそのまま流れるのは、何か規制がかかったのかもしれませんね。実際、変わったり

するんですよね。実際の４月に出た教科書と。その中で修正したりすることもあったり

するので、ちょっと難しいかもしれないですね。 

  だから、基本的には、個人的に欲しい方たちは、三省堂神田で大体買っているという

感じですよね、実際。ここはちょっと難しい、ほかに、東京都にも聞いてみないとわか

らないですね、そういう利用、活用ができるかというのはね。 

○山口委員 ボランティアでやっている方々が、切実な願いらしいんですね。何とかなら

ないのかなと、前から思っているんですけど。 

○宮崎教育長 セットになると結構料金も高くなるので。 

○山口委員 主要教科だけでもいいと言っていました。 

○宮崎教育長 個人的に、研究者なんかは物欲しがったりするので、そちらにあげるなら

こちらにもというようなことも起こるかもしれないので、それは難しいかもしれません

ね。 

  集めたものは廃棄されるんじゃないかという気はしますけれども、それは都とかの段

階で。正式に刊行されて販売されたものではないものが残るというのは、実際まずいん

ですよね。そこは、多分思い切ってそうしているんじゃないかなと。 

  一般書籍も残ったものは、実際には断裁処分といって、一般の本も結構─その場合

ちょっと理由は違っていて、それを持っていると、それが財産とみなされるので、処理

してしまうということもあるんでしょうけれども、教科書はどういう流れかも研究しな

がら、そういうお応えできるような方法があるかどうか、検討してみたらどうかなと思

うんですけどね。 

  ほかに、ご質問いかがでしょうか。 

  山本委員、どうぞ。 
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○山本委員 ４つあります。大急ぎで行きます。 

  ３ページ目の学校給食施設整備のことですけれども、本宿小学校と第三小学校の保護

者及び近隣住民対象の説明会の感触を伺いたいというのと、同じところで、最後に、こ

の工事の日程のタイトであるというのはわかりました。でも、前倒しできるものは可能

な限り前倒しするという言い方だと、突如として投げやりかなと思ったので、細やかに

チェックしながら、部分的にでも繰り上げるみたいなニュアンスのほうがいいかなと思

いました。 

  ５ページ目です。道徳教育の充実といじめの対策ですね。 

  ＳＮＳのことです。今年の教育フォーラムでも取り上げられ、そのときのご案内で、

二中のセーフティー教室で、またＳＮＳを取り上げるということでしたので伺ってきま

した。インターネットを使うときに気をつけること、考えることという題でした。 

  そのときに、ライン―、無料で電話やメールができるというシステムについての話が

ありましたが、そのことで、随分子どもたちの生活が変化していると思っていました。

そもそも東日本大震災の直後、2011年６月にあれができたんだということを、そのセー

フティー教室の中で思い出しました。 

  つまり、人と人がうまくつながるという意味であれが生まれたんだということを、そ

うだったと認識を復活させたわけでした。 

  セーフティー教室の中で、二中の生徒たちは、無邪気にいろんなことを発表していま

した。ある携帯電話会社の人たちのお話だったんですけれども、質問があったり、問い

かけがあったり、自分たちの思いみたいなことを発表していて、とてもいいなと思いな

がら、その様子を見ていたんですけれども、問題は、大人です。私なんかはＳＮＳにつ

いて全然わからないんですね。何もわからなくて、最小限のところを使っているような

状態ですけれども、そうすると、腰が引けて、何だかこの問題に関してはわからないの

で、どうぞよろしくみたいなところがあるのです。 

  でも、そのお話を伺っていたら、大人も保護者も諦めないで、例えばＳＮＳについて、

子どもたちとやりとりするという姿勢を崩さないということがいかに大切かということ

がわかりました。 

  それで、どういうふうにそれをしていくかというと、わからないことを子どもたちに

質問する方法が有効だそうです。子どもたちは教えるのはとても得意なので、そんなこ

ともわからないのと言いながら、大人に教えてくれるそうなので、そんな手だてを持っ
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て、私たちも諦めないで、この世界に近づいていくということが必要だということがわ

かりました。これは、一つの情報提供ということです。 

  それから、７ページ目の教育推進室による学校教育の支援です。その中に、地域コー

ディネーターのことが出てきます。 

  この秋は行事が多かったので、いろいろな学校に伺ったときに、たくさんの地域コー

ディネーターの方とお話しする機会を持ちました。皆さん一生懸命で、本当に良くして

くださっていてありがたいというのが一番の感想なんですけれども、やはり悩みもあっ

て、皆さんが共通に持っている悩みとしては、とにもかくにも地域コーディネーターの

仕事が校長先生の方針次第だということを考えていて、いつまでも同じ校長先生と同じ

ような調子でやっていけるということではないんだということに、少し不安を持ってお

られる。それはどんな仕事でもそうで、開かれた学校づくり協議会の方たちもそうだし、

そのほかの方たちもみんなそうなのですけれども、地域コーディネーターは新しくでき

たことでもあり、教育委員会として最近どうですかとお尋ねするような、小さなコミュ

ニケーションのとり方でも、それを続けていくことが大切だなということを感じました。 

  地域と学校、ＰＴＡとの調整役も担いながら、地域コーディネーターがいろんなイベ

ントなどにも関わっておられるわけですけれども、仕事量が多い割に、これをやりまし

たという具体的な実績に反映されにくいというのも、一つの悩みだそうで、そのあたり

も、私たちが認識している必要があるなと思いました。 

  そういう具体的な実績に反映されにくい仕事が、後任の人に申し送りすることがこれ

ほど難しい活動もないなということも感じて、結局、地域コーディネーターの方たちに

ただお任せするだけでなくて、いろいろな場面で活動の内容や思いを受けとめていくこ

とに努力したいなという感想を持ちました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  ご質問もありましたね、まず３ページ、給食、説明会での感触といったところですね。 

  教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 ２点、ご質問いただきました。本宿小、三小での説明会の感触

でございますが、本宿小につきましては、ここに記載のとおり、２回これまでやってお

ります。 

  幾つかご意見いただいておりますけれども、本宿小でのこれまでやってきた独自の取
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り組み、例えばお弁当給食などが、一部できなくなる可能性がございます。そういった

ことへのご意見や、率直に申し上げましてメリットがないのではないかといったご意見

もいただいております。さらに、これは校長先生からもいただいているのですけれども、

あそこに給食の配送車を常備するプランに対して、もともと本宿小はスペースが少ない

ということと、やはりお子さんへの安全性の問題もございまして、その辺りの心配の声

もいただいております。今、配送車の件については、もう一度ルートや配置先について

も、検討、調整をしているところでございます。 

  三小については、逆に北町から来ていた給食が、お近くの本宿小から来るということ

で、肯定的なご意見が多かったのかなと思います。今後も同じ三中に進学する学校です

ので、仲間給食ではないのですけれども、そういった点もお伝えしながら、ご理解をい

ただきたいと考えております。 

○山本委員 その仲間方式という表現はいいですよね。それを何か常に言っていたいです

ね、私たちも。 

○宮崎教育長 もう一つ、日程のことでしたか。 

○渡邉教育調整担当課長 そうですね。日程でございます。 

  おっしゃるとおりでございます。日程がタイトでございますので、部分的にでも少し

ずつ繰り上げできるものはしていきたいと考えております。 

○山本委員 お願いします。 

○宮崎教育長 あとは、ご意見もいただいたりしました。これもぜひこちらのほうで受け

とめていければと思っています。 

  特に、地域コーディネーターは、かなり連絡会を頻繁にやったりしているのですが、

本当に教育委員会も細やかに問いかけていくということでしたが、それが学校支援コー

ディネーターという役職として実は置かれているところもありますので、今後にそうい

ったところを働かせていくということになるかなと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  小出委員。 

○小出委員 １点だけですが、５ページのＩＣＴのところでございますが、今年度にタブ

レットを先行して入りましたよね、工事いたしました。工事して、ＰＣ等を取りかえて

不具合がないか、聞き取りをお願いしたいんですね。要は、前のほうが使い勝手が実は

よかったということありますよね。パソコンからタブレットに変わって。これから全校
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になると思うのですけれども、ここで聞き取りをして、もしも改善できるのであれば、

検討してもらいたいんです。多分何か不具合が出る、機械物は出ると思うので、聞き取

り等、検討していただきたいと思います。 

○宮崎教育長 これについて何かありますか。 

  指導課長、どうぞ。 

○秋山指導課長 タブレットのほうは、一応全校のパソコン教室に、子ども用は40台ずつ

入れています。もともと持っていたところは、もうちょっと台数多いですけれども、そ

ういう状況になっております。 

  それで、やはり今までの画面に比べて小さかったり、キーボードももちろんついてお

りますけれども、サイズがやはり小さくなりますので、使い勝手については、まだ慣れ

ていないというところもあります。 

○小出委員 そういうことじゃない、システム的に。 

○秋山指導課長 システム的に。 

○小出委員 そう。多分、タブレットからパソコンに変わるとシステムが変わると思うん

です、少し。そこで、もしも何か不具合とか使いづらくなっちゃったと、逆に先生たち

が使いづらくなっちゃったということがあると思うんです、多分。 

○宮崎教育長 指導課長。 

○秋山指導課長 うちの教育情報の担当のほうに、もしうまくいかない点、難しい点があ

りますと、学校から情報入ってまいりますので、また一つ一つ対応していきたいと考え

ています。 

  今、１つ、学校から上がってきておりますのは、タブレットを各教室に持っていって、

当然、そう使えるようにタブレットを入れているわけなんですけれども、充電の持ちが、

業者が言っていたのに比べて、持たないというのが、実際に使っていただいた学校から

上がってきております。今、その原因を業者と一緒に究明していて、少しずつわかって

きたので、例えば、画面の明るさを困らない程度に落とすとか、電波を探しに行ってい

るがために持ちが悪いとか、そういうことがわかってきたので、そこの辺は改善をして

います。その都度、学校からはすぐ言ってきますので、対応をしているところでござい

ます。 

○宮崎教育長 聞き取るというより、常時、そういう相談が入ってきている。ＩＣＴサポ

ートもありますので、多分、そこにすぐ相談できておりますね。そんな形だと思います。 
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  ほか、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２、平成29年第４回 市議会定例会提出補正予算について（教育費関

係）です。 

  それでは、これは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 平成29年第４回 市議会定例会提出補正予算についてでございます。 

  こちら、歳出の項目をご覧ください。今年度から新しく開始した高等学校修学支援事

業についての増額補正を要求するものでございます。 

  高等学校奨学給付金については、国や都の支援拡充を踏まえて、従来の市の奨学金制

度を見直して、より多くの方に経済的支援を行うことを目的として開始したものでござ

います。当初は就学援助費の実績をもとに、支給対象者は144名という想定をしており

ましたが、今回、新規に開始するということで、わかりやすいチラシを作成し、またそ

のチラシを高校生のいる世帯にダイレクトメールで送るなど、周知を徹底しました。そ

の結果として、想定を上回る256人に支給を行いました。 

  以上を踏まえて、補正増の要求をしております。 

○宮崎教育長 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、お願いをいたします。 

  これは大変事業がかなり、狙いが受け入れられているという状態ですね。大変よい形

での補正予算ということになりますが。 

  よろしいですか。特にございませんか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項３、第５回及び第６回 武蔵野市小中一貫教育検討委員会の状況報告

についてでございます。 

  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 第６回検討委員会、それから、その前の第５回検討委員会につ

いて、検討状況をご報告いたします。 

  まず、第５回検討委員会からご説明いたします。 

  11月７日、武蔵野プレイスで実施されました。 

  主な議題の１つ目は、小中別教育と小中一貫教育の多角的な比較。これは第４回に引

き続き検討を進めていたものでございます。 
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  まず、事務局からは、前回資料につけ加えた部分をご説明しました。その後、学識経

験者の方々から全体を総括した視点の意見発表をいただきました。 

  例えば、今後の時代や子どもの変化を見据え、選択の柔軟性を備えた環境整備が必要

だとのご意見や小中一貫教育の場合は小学校に中学校を足すのではなく、９年の新しい

学校を小学校につくるという考え方が必要だというご意見、さらには、比較表で整理し

た効果や課題について、これからの武蔵野市の学校教育の目的、目標を踏まえた重要性

がわかるようにするとよい、といったご意見もいただきました。 

  その後、検討委員の意見交換でございましたが、まず教科指導、①でございます。小

学校区ごとの施設一体型義務教育学校の場合、後期課程の規模が小さくなるというご意

見、これに関連しまして、教科指導面では、逆に丁寧な指導ができるのではないかとい

うご意見もいただきました。 

  ②キャリア形成・進路指導でございます。武蔵野の魅力を最大限に引き出すことで、

武蔵野の中学校に進学してほしいというご意見もいただきました。 

  ③社会性の向上でございます。体験活動の重要性に議論が及びまして、例えば、ジャ

ンボリーに触れながら、義務教育学校の場合は全ての子どもが縦のつながりのよさに触

れることができるようになるというご意見もいただきました。 

  ④体力向上、運動習慣の確立、部活動の部分では、例えば、義務教育学校の場合は校

庭の広さなど、安全面の検討が必要というご意見、あるいは第２校地は本校舎から遠く

なる場合がある、体育等を本校舎で安全に実施できるようにしなくてはならないという

ご意見をいただきました。 

  それから、５番目は飛びまして、⑥学校と地域の協働体制に関しましては、地域と学

校のつながりという意味では９年間のほうがよいというご意見、あるいは私立の学校の

子もかかわっていける地域であってほしいというご意見をいただきました。 

  最後、⑦学校教育を支える資源・条件に関しては、施設を複合化させる場合、子ども

の施設として機能を絞ったほうがよいというご意見をいただきました。 

  ２つ目の議題でございますが、市民意見の把握のやり方について、ご意見をいただい

たところでございます。 

  ワークショップや意見交換という案を出しましたが、意見を聞くということが目的で

あるならば、むしろ、ワークショップよりは意見交換会でよいのではないかといったご

意見をいただきました。 
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  続きまして、第６回でございます。 

  これは12月７日、市役所で行われました。 

  主な議題の１つ目でございますが、これも引き続き、小中別教育と小中一貫教育の多

角的な比較でございます。 

  今回は、その際にお配りした検討委員会の資料もお付けしております。事務局説明の

要点（資料１）と書かれておりますのは、番号が振ってなくて申しわけございません。

Ａ４横のホチキスどめの資料でございます。Ａ４横のホチキスどめの資料は検討委員会

の資料で資料１とさせていただいております。 

  まず、３ページのところでございますが、事務局から比較の枠組みをご説明しまして、

特に記号の点についてご説明いたしました。比較内容について議論の便宜上、効果と課

題を記号で強調させていただいた点をご説明しました。さらに、今回のこの資料の中で、

新しい情報として17ページ以降が定量的な情報として今回お出しするものですというこ

とをご説明いたしました。 

  その後、検討委員の議論に移りました。検討委員のほうからいただいたご意見、主な

ものでございますが、まず、３ページの記号の点でございます。 

  記号が示す範囲が全体なのか一部なのかわかりにくいといったご意見や、効果と課題

を視覚的に示したことはわかりやすいけれども、これでよいのか疑問であるというご意

見もいただきました。 

  さらには、重要な効果として強調している部分の裏には、例えば、免許状の併有。こ

こは例を挙げます。６ページのところでございますが、６ページの右側のところ、丸で

強調しておりますが、こういった効果の裏には、免許状の併有の問題のように大きな課

題があるものがある、丁寧に見せていく必要があるといったご意見もいただきました。 

  続きまして、教科指導のところでございます。ちょうど資料１の６ページをご覧いた

だいておりますが、中学校では学力の維持が大切ではあるが、９年間の系統性や専門性

に根差した質の高い授業で、こういった学力が維持されるという理解でよろしいかとい

ったご質問がありました。事務局からはそのとおりと認識しておりますと回答いたしま

した。 

  それから、８ページのところでございます。 

  ここに関しては、公立中学校への進学に関して複数の意見をいただきました。８ペー

ジの左側のところで三角印を書いておりますが、公立中学校への進学率が東京都平均よ
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り低い点が解決困難と言い切ってよいか疑問だ、中学校は頑張ってできることをやって

いるといったご意見をいただきました。同じように解決困難は言い過ぎかもしれないと

いうご意見もいただきました。 

  それから、資料は飛びまして資料１の18ページのところでございます。学校規模でご

ざいます。 

  18ページ以下のところは新しい情報をお出ししました。ここに対していただいたご意

見でございますが、資料に示された小学校区の場所に義務教育学校を建てることができ

るのかといったご質問をいただきました。事務局のほうからは、一部の学校では児童数

のピーク時を避ける等の対策を組み合わせる必要があるとお答えいたしました。それか

ら、コミュニティとの関係から現学区を前提として考えているが、登下校の距離や安全

性のシミュレーションが必要だといったご意見。さらには、校地の広さや通学区の問題

を優先すれば学区変更があり得るのではないかといったご意見。一方で、学区の問題は

あるけれども、子ども中心に考えるべきで、通いやすさを優先するべきだといったご意

見、さらには、全学区で小中一貫をやらなくてはいけないわけではないと思うといった

ご意見もいただいております。 

  それから、資料１の20ページのところでございますが、ここに関していただいたご意

見でございます。 

  20ページのところでは、教職員配置数の試算をお示ししております。小中学校別教育

と小中一貫教育を比較しておりまして、この場合で言いますと、右側のほうが教職員配

置数は増える試算となっております。この点に関して、義務教育学校にしなくても運用

上の小中一貫教育校でも教職員は増えるのかといったお尋ねをいただきました。事務局

からは、小学校区を基本とする場合、運用上の小中一貫教育校でも増える見込みだとお

答えいたしました。 

  それから、資料１の21ページのところでございます。教育現場を支援する人材という

ことで、ここでは予算の比較をさせていただきました。小中学校別教育と小中一貫教育

を比べまして、どの程度の違いが出てくるのかというお話をさせていただきました。そ

こでいただいたご意見でございますが、地域担当市職員は常勤職員の場合だと人件費が

億近くになる。嘱託職員の場合でも3,000万円以上になる。小中一貫教育の場合は費用

減が生かせるが、教育現場を支援する人材の充実には選択肢と費用の幅があると思うと

いったご意見をいただきました。 
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  それから、資料１の22ページでございます。ここでは学校施設について比較をさせて

いただきました。ここでいただいたご意見でございますが、小中学校別の場合の多機能

化、複合化は何を想定しているのかといったご質問をいただきました。事務局からは多

機能化は学校施設を時間帯によって有効に活用すること、複合化は学校教育以外の目的

の施設を学校内につくること、そして、子どもたちの学習や生活に支障が出ないことが

前提であるといった回答をいたしました。 

  さらに、小中一貫の場合、プールや体育館など、地下を利用する場合があるのかとい

ったご質問もいただきました。事務局からはプールや体育館は必要であって地下もあり

得るとお答えいたしました。 

  それから、議題の２番目、市民意見の把握についてでございます。 

  これにつきましては、番号が振っていないですけれども、Ａ４・１枚の市民意見及び

学校関係者の意見の把握について修正案という資料でご説明いたしました。現段階で調

整がついている日程についてまとめたものでございます。市民向けの説明及び意見交換

会については対象者をそれぞれ記載のとおり、分けてやっていきます。合計大体16回以

上を考えております。このほか、学校関係者、小中学生向けにも日程を調整してやって

まいりたいと考えております。この点について、検討委員の方からは十分な広報を行っ

てほしいというご意見をいただきました。 

  最後、事務局からその他でございますが、今後、答申案を議論していただくので、検

討委員会の回数を増やしてはいかがとお諮りいたしました。この点については了承され

まして、もう１回、場合によってはそれ以上の可能性も含めて調整していくことになり

ました。 

  小中一貫教育検討委員会の状況報告については以上となります。 

○宮崎教育長 ただいま教育調整担当課長からの説明がありました。 

  ただいまの説明に、ご質問やご意見がありましたら、お願いいたします。 

  中身は昨日あったばかりということですので、本当に終わったばかりでございますけ

れども。 

  いかがでしょうか。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 この多角的な比較はかなり頑張ってやっていただいているなとよくわかりま

した。我々も非常に参考になると思います。 
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  これと意見の聴取という話との関連ですけれども、この意見の聴取のときに、どの程

度まで皆さんに資料をお渡ししたりするのかがかなり微妙なところがあるのではないか

と思います。もうじき始まりますけれども、この辺はどうなっているのですか。 

○宮崎教育長 教育調整担当課長。 

○渡邉教育調整担当課長 先ほどＡ４横の比較表を用いてご説明いたしましたが、かなり

情報が多いので、説明会のときにはこの緑色のカラーの資料でエッセンスを中心にご説

明をしたいと思います。 

  この資料についても検討委員会の委員の方々に見ていただいておりまして、その意見

も踏まえて、これを最終完成させたいと思っております。 

○宮崎教育長 ということですが、渡邉委員、いかがですか。何か。 

○渡邉委員 何か質問があった場合にはこっちの資料から話をするとか、そういうことも

あり得るということですかね。 

○渡邉教育調整担当課長 そうですね。 

○宮崎教育長 なかなか、かなり検討委員会のほうがもう７回、これからさらに回数が増

えるということで検討は進んでいるそうですが、一般の方とのずれが次第に出てきてい

ます。委員の方たちはかなり詳しく、もうわかっている状態ですが、これから初めてご

説明する方たちにもよくわかりやすいように努めたいと思います。 

  ほかにご意見、いかがでしょうか。 

  山本委員。 

○山本委員 とてもよく整理されていて、１日で大変だったと思うのですけれども、今日

いただいたので、私たちもよく読んでまた伺いたいと思います。 

○宮崎教育長 そうですね。まだまだ機会がございますので。 

  ほかに、よろしいですか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  次に、報告事項４、第12回むさしの教育フォーラム「これからのＩＣＴ教育と学校・

家庭・地域で考える情報モラル教育」実施報告についてです。 

  では、これは統括指導主事から説明をお願いします。 

○木下統括指導主事 第12回むさしの教育フォーラムの実施報告をさせていただきます。 

  まず、今回実施しましたむさしの教育フォーラムの目的についてでございますが、今

年度、市内全小中学校にタブレットＰＣと校内無線ＬＡＮの整備が完了いたしましたこ
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の時期に、本市のＩＣＴ教育の推進状況や小中学校における取り組みを紹介するととも

に、今後ますます重要となってまいります情報モラルに関する講演を通して、市民の皆

様の関心を一層高め、情報社会の中でたくましく生きる子どもたちを学校、家庭、地域

が連携して見守り、育てる方策等について共通理解を図ることを目的に実施いたしまし

た。 

  日時、場所、対象者については記載のとおりでございますが、参加者数は市内教員、

保護者、地域の方々など、合計111名の参加をいただきました。 

  実施内容は、第Ⅰ部で本市におけるＩＣＴ教育の取り組み状況について報告を行い、

第Ⅱ部では、大野田小学校、第二中学校のＩＣＴ教育、情報モラル教育の具体的な取り

組みについての紹介をしていただきました。第Ⅲ部では、静岡大学教育学部の塩田真吾

准教授を講師にお招きし、児童・生徒が主体的に考える情報モラル教育を演題に、参加

者の方と意見交換を交えながらご講演をいただきました。 

  アンケート結果でございますが、下のグラフのとおり、第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ部とも

に参加者の皆様から大変よかった、あるいはよかったという回答を多くいただきました。 

  具体的なご意見につきましては、裏面に掲載をしてございます。 

  ＳＮＳルールを決めることで終わるのではなく、ルールを守るため、子ども自身に考

えさせることの大切さについて、講師の塩田先生からお話をいただきましたが、その話

がとても好評ということで、我が家のＳＮＳルールも見直したいなど、多く意見をいた

だくことができました。 

  改善点につきましても幾つかいただいておりますが、教育フォーラムのテーマに関す

る本市の取り組みの説明を今後もわかりやすく、どのようにしていけば参加者の皆様に

伝えられるかというところ、また、家庭、地域の皆様に学校教育への関心を一層高め、

学校への支援体制の強化につなげていけるかなどを考えていきながら、今後も教育フォ

ーラムの企画運営を工夫してまいりたいと考えております。 

  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が終わりました。 

  ただいまの説明に、ご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。 

  渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 大変いい企画だったなと思って、最後にまとめ役をやったわけですけれども、

中でも特に塩田先生のお話に大変興味を持って、アンケートでも非常によかった、よか
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ったがほとんどですが、あそこで配られたカードをうちでもやってみたら、体験的によ

くわかるということで、非常に家族も興味を持ってくれたんですね。ぜひ、各学校でう

まく使えるように、何か指導案とか、そういうのを工夫されるといいかなと思うんです

が、その辺は何かありますか。 

○宮崎教育長 統括指導主事。 

○木下統括指導主事 各学校でＳＮＳの学校ルール、それから家庭ルールをそれぞれ今決

めているところなんですけれども、やはり、決めることで終わりではなくて、最後決め

た後にどういうふうに使っていくかがすごく大事だということが勉強になったと思って

おります。 

  今後も、情報教育の担当者会、あるいは生活指導の担当者会等ありますので、その都

度、各学校にも活用を呼びかけていきながら、具体的な取り組みがより広まっていける

ように、工夫をしてまいりたいと思っております。 

○渡邉委員 ちょうど山本先生に持ってきていただいたのですが、これは自分が相手のこ

とを思っているつもりだけれども、それが伝わっていないということが体験的にわかる

のですよね。それが非常にいい。それはＳＮＳの基本、普通のコミュニケーションでも

そうなのですが、自分がいいと思っても相手はそうは思わないということは非常に多い

ということが体験的にわかるカードだと思いますので、何かその辺の工夫をぜひ、今後、

検討していただけるといいと思います。 

  これは市販されているものですか。 

○木下統括指導主事 市販はされていないのでは…。 

○渡邉委員 塩田先生特有のものですか。 

○木下統括指導主事 はい。そう思うんですけれども。 

○宮崎教育長 あの中で確か、どこかと一緒に開発したって言っていましたね。 

○秋山指導課長 これ、東京都が出しているＳＮＳの指導用の資料に載っていたと思いま

すので、学校でもこれは使えるようになっていると思います。もう１回確認はしてみた

いと思いますけれども。 

○宮崎教育長 山本委員、どうぞ。 

○山本委員 先ほど聞いていただいた二中のセーフティー教室でも、カードはなかったで

すけれども、この項目は全部裏表やっていたので、それは都のものなのだなと思いまし

た。 



- 47 - 

 

○宮崎教育長 だから活用される可能性も大変あるということですよね、これからも。 

  よろしいですか。ほかにご質問、ご意見ございますか。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 毎年教育フォーラム、とても充実していいと思いますが、今回のもとてもよ

かったと思います。 

  こういうテーマは特に家庭とか地域の方々が理解して、ともにやっていくというのが

とても大事だと思うんですが、毎年見ていると、関係者に限られたような方々ばかりで、

もう少し裾野を広げられないのかなといつも思っています。 

  余りいい方法ではないのですが、かつてはこういう催しがあるから、ＰＴＡ何人動員

とかってありましたよね。そういう形でもとにかく、来る前はそれが面倒なことでも、

帰るときは充実して帰ると思うので、何とかしてそういう方、多くの人に聞いていただ

きたいなと思います。この本市のＩＣＴ教育の取り組み状況もとてもよかったと思うん

です。よくわかりましたし。そういうのも知っていただきたいので、裾野を広げる努力

がこれから大事かな。中身が充実しているだけに、みんなに聞いてほしいと思っていま

す。 

  以上です。 

○宮崎教育長 ありがとうございます。 

  よろしいですか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 今年度、地域コーディネーターの方であったりとか、コミセンであ

ったりとか、さまざまな場所で粘り強く呼びかけていこうということで、実際、昨年度

に比べてＰＴＡや保護者、地域の方というのは３倍近くには増えたという状況がありま

した。ちょうどその前後でいろんな行事がありましたもので、今回、先生方にいつもか

なり呼びかけていたんですが、そちらについては、少し、今年度無理を学校にもさせな

いようにということで、学校関係者はむしろ今年度少なくなって、地域の方が増えたと

いうところがございます。また、来年度についても、委員からいただいたように、さら

に工夫をしてまいりたいと思っております。 

○宮崎教育長 小出委員、どうぞ。 

○小出委員 ＰＴＡにもしもお願いするのであれば、Ｐ連の会長さんにお願いすれば、多

分、今ぐらいからお願いすれば、サポーターといって年度末に組むんですよ、人数の配
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置を。そのときに５名頂戴と言えば、ＰＴＡは参加します。というのも、必ず１人１役

ってあるんですよ。保護者が何か参加しなきゃいけないんです。それで、もしもこのフ

ォーラムがあるので、これに５名くださいと言えば、会長さんは振り分けてくれます。

だから、18掛ける５は多分確保できると思います。 

○宮崎教育長 そうしたいろいろな形で広く呼びかけていく、お願いや協力も要請してい

くということで進めますか。 

ただ、テーマの設定が１年前に決まるのではないところがみそなんですね、これ。で

も、今後いろいろ聞いていただく方、関わる方を増やしていく努力は続けたいと思いま

す。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

  あと４点残っておりますが、この後の予定が入っているものですから、以降、少しご

協力をいただいて、早目に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、報告事項５、平成29年度「東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」の

結果についてです。 

  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「東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結

果についてご報告いたします。 

  目的につきましては、１番にございますように、例年と同様の点でございます。 

  実施日は平成29年７月６日で、小学校５年生、中学校２年生を対象に実施いたしまし

た。 

  調査内容は学習指導要領に示されている評価の目標及び内容の実現状況に関する基本

的な内容に関する内容、それから読み解く力の定着状況に関する内容から構成されてい

ます。 

  前者、基本的な内容につきましては、全国学力調査の知識に関するＡ問題に相当しま

すので、この文書の中では便宜的にＡという表記をさせていただいているものでござい

ます。また、読み解く力の問題につきましては、活用に関するＢ問題に相当いたします

ので、Ｂと記させていただいております。 

  次に、調査結果についてご報告をいたします。５の調査結果の表をごらんください。 

  小学校５年生の国語を例に、表の見方をご説明いたしますと、Ａ問題の平均正答率は



- 49 - 

 

75.4％で、その下の括弧の数値は東京都のＡ問題の平均正答率67.9％より7.5％上回っ

ているということをあらわしております。また、Ａ問題とＢ問題の平均正答率の差をＡ

Ｂの差としてあらわしておりますが、これまでの調査では、Ａ問題の平均正答率がＢ問

題の平均正答率より高い傾向がございますが、今年度、小学校国語の場合、Ａ問題より

Ｂ問題の平均正答率のほうが高かったため、マイナス1.9％という、そういう表記をさ

せていただいております。 

  本市の状況でございますが、教科の合計、Ａ問題、Ｂ問題の全てで東京都の平均正答

率を上回っており、基礎的、基本的な学習内容とともに、読み解く力の定着の程度が高

いと言えると考えております。 

  小学校の社会、それから小中学校の算数、数学については、Ａ問題とＢ問題の差が大

きいことから、さらに読み解く力の向上に向けて、授業改善を一層図っていく必要があ

ると考えております。 

  各小中学校では、今回の学力調査の結果を踏まえた授業改善推進プランを作成してお

りますが、１時間の授業の中で児童・生徒が思考過程を振り返る学習をより進め、思考

力、判断力、表現力のさらなる向上を図ること、グループ活動において自分やほかの人

のよさを認め合う学習活動を推進し、主体的に学習に取り組む態度を育成し、言語活動

を通した知識、技能を活用する力を伸ばすための学習活動であったり、問題解決的な学

習活動を取り入れたりするなど、活用力の向上につながる授業改善を図ってまいりたい

と考えております。各種研修会、指導課訪問、指導主事の学校訪問などの機会を通して

指導してまいります。 

  また、東京都教育委員会から全校に配布いたしております東京ベーシック・ドリルソ

フトをＩＣＴ機器に活用する学習を取り入れたりするなど、知識理解の確実な定着を図

っていけるよう、学校に働きかけてまいります。 

  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。 

  何かご質問、ご意見がありましたら、お願いをいたします。 

  山口委員、どうぞ。 

○山口委員 ３点あります。 

  １つは、（２）の調査内容の児童・生徒の質問紙調査で、意識や実態に関する調査と

か、あるいは指導方法に対する学校関係の、この結果というのは部分的には出てくると
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思うのですが、例えば、先ほどは事業報告の中で全国の中でＩＣＴが効果的というのは

90％とか出ていましたけれども、こういうのはまとまって出るのはなかったように思う

んですが、傾向として、詳しいことは要りませんので、子どもはどう考え、意識や実態

はどんな状況なのか、学校はどう指導方法に対して思っているのか、そのあたりを、次

の機会からでもお話しいただけるとありがたいなと思います。 

  それから、２点目ですが、初めてじゃないですかね、Ａ引くＢの差がマイナスと出て

きたのは。ＡとＢの関係の望ましい形というのがあるのでしょうか、ないのでしょうか。

そのあたり教えていただきたいなと思います。 

  ３点目は些細なことですが、Ａ、Ｂの差ではなくてマイナスが出てくるということは、

Ａ引くＢって限定しなければマイナスって出てこないんだから、Ａ、Ｂの差じゃいけな

いんじゃないのかなと思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 これらにつきまして、１点目は今後そういうことにご配慮をということで

すが、これはよろしいですか。 

○木下統括指導主事 この児童・生徒の質問紙についてなんですけれども、全国学力調査

の場合には、全校の結果をそれぞれ分析したものとして出てくるということで、本市の

傾向と全国の傾向というのは比較ができるのですけれども、東京都については、各学校

のものについては自校であくまでも見るということで、抽出校のみの結果を東京都の結

果にあらわしていくので、なかなか、都と各学校本市のその傾向というのがつかめない

という状況があります。その内容とかの部分につきましては、また、この報告の中でも

わかりやすく伝えられるように工夫をしてまいりたいと思っております。 

○山口委員 そのことについて、都は要らないと思うのです。武蔵野市の人が、学校が、

子どもがどう考えているのかなというのが、概要でいいから知りたい。子どもの意識調

査で部分的には出てきているんですけれども、こういうふうにまとまって調査している

結果というのを知りたいなと思ったものですから。 

○木下統括指導主事 本市の分についてはまとまった結果というのは、結局、自校採点に

なるので。 

○山口委員 市としてはまとめていないのですか。 

○木下統括指導主事 つかめないです。 

○山口委員 市としてはまとめない、もう自校採点に任せて。 
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○木下統括指導主事 はい。 

○宮崎教育長 ちょっと、でも研究してみて、何らか取りまとめてみることができるか。 

  それから、ＡとＢのことですけれども、いかがですか、何か見解ありますか。 

  統括指導主事。 

○木下統括指導主事 Ａ問題よりＢ問題のほうが上回ってくるというのが、昨年も実は１

教科あったというところで、恐らく東京都が問題のほうを作成しているのですけれども、

少し、そのあたりは見直しをしながらやっていると考えております。 

  また、小学校の算数が割とＡ問題とＢ問題の差が大きくなる理由についてなんですけ

れども、ほかの教科に比べて問題数がかなり多く、また、Ｂ問題の出題数も多くなって

くるために、割と算数の場合にはＡ問題とＢ問題の差が開くという傾向が、問題の出題

の傾向としてあると考えております。 

  それから、差のことにつきましては、今、委員がご指摘いただいたところについて改

善をしていきたいと思っております。 

○宮崎教育長 よろしいでしょうか。 

  ほかにございますか。よろしいですか。 

  それでは、あと残りを10分程度でやりますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

  次に、報告事項６、「むさしのサイエンスフェスタ2017」開催結果実施報告でござい

ます。 

  生涯学習スポーツ課長、説明をお願いします。 

○長谷川生涯学習スポーツ課長 それでは、説明申し上げます。 

  むさしのサイエンスフェスタ2017についてでございます。 

  日時につきましては、平成29年11月３日の金曜日、祝日、１時から４時からまで行い

ました。 

  場所が総合体育館のメインアリーナ及び陸上競技場でございます。お越しいただいた

委員の皆様、大変ありがとうございました。 

  出展ブースが34ブースでございます。出展ブース34ブースのところに、各ブースの内

容については別紙プログラムと書いてありますが、本日この別紙プログラムをおつけし

てございません。申し訳ございません。 

  特徴等でございます。今回の2017につきましては、この４点、大きな特徴がございま

した。 
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  特に④のところ、来場者が当日体験できなかったブースの説明、それから家に帰って

からも学びを深めていただくということで、ブースの解説書を今回つけたということ、

それから、サイエンス図書館、各ブースの内容に関連した図書をダンス室に並べさせて

いただきました。先ほど図書館長からも報告がありましたけれども、およそ104冊並べ

させていただきました。 

  裏面をお願いいたします。広報、外部広報につきましては、記載のとおりでございま

す。 

  写真についてもおつけしてございます。 

  12月21日に最後の実行委員会を開きまして、次年度、できれば予算をいただいてまた

やりたいと思っておりますので、ここで反省会を行いまして、次のフェスタにつなげた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○宮崎教育長 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。 

  渡邉委員。 

○渡邉委員 最後の④、非常によかったと思いました。 

  たまたま行ったときに、サイエンス図書館に中学生ぐらいのお子さんとお父さんが来

られていて、話を伺ったら、やっぱりそういう本があると今後の勉強になると、子ども

さんはメモをとっていましたので、多分、その方は買うのではないか、あるいは、図書

館に行ってくれるんじゃないかなと期待されます。こういう企画をを継続的にやってい

ただけるといいな。それから、冊子もあったので、家でも確認できていいということを

おっしゃっていましたので、ぜひぜひ、今後続けていっていただきたいなと思いました。 

  以上です。 

○宮崎教育長 なかなかよい改善が図られたようですね。 

  ほかにご質問、ご意見ございますか。よろしいですか。 

  次に、報告事項７です。市制施行70周年記念事業武蔵野市内駅伝競走大会・武蔵野市

民健康マラソン大会愛称の決定について、報告をお願いいたします。 

  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、報告いたします。 

  駅伝マラソン大会の愛称の決定についてでございます。 
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  資料の右上８とありますが、報告事項７でございます。 

  こちらにつきましては、大変長い名称になってございまして、愛称が欲しいというよ

うなお声が以前からございました。市制70周年を機に、こちらに愛称をつけたいという

ことで、公募をいたしまして、139点の応募がございました。 

  応募状況のところにございますとおり、前回の駅伝マラソン大会のときに応募してい

ただいた方が122、それから市報等の掲載で応募していただいた方が17で、合計139でご

ざいます。 

  一次審査につきましては体協、陸連、事業団、それから教育委員会の事務局で行いま

して、二次審査は教育長、そして市長が行いました。 

  結果、２番の最優秀賞にありますとおり、「武蔵野市ロードレース」という名称、溝

畑茂治さんにご応募いただいた、こちらの名称を採用することといたしました。 

  その他にございますとおり、３月４日に次の駅伝マラソン大会がございますので、こ

こで表彰を行いまして、この駅伝マラソン、武蔵野ロードレースという愛称を今後使っ

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○宮崎教育長 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。 

  よろしいですか。 

  それでは、この報告事項につきましては了承されたものといたします。 

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

◎その他 

○宮崎教育長 次に、その他でございますが、その他はございますか。 

○大杉教育企画課長 特にございません。 

○宮崎教育長 その他はないということですので、これをもちまして本日の公開部分の議

事については終了いたしました。 

  次回の教育委員会定例会は１月10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。 

午前１１時５８分 公開部分議事終了 

 


