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平成２８年第１１回武蔵村山市教育委員会定例会

１．日 時 平成２８年１１月１８日（金）

開会 午前 ９時２８分

閉会 午前 ９時４４分

２．場 所 武蔵村山市役所４階 ４０１大集会室

３．出席委員 持 田 浩 志（教育長） 土 田 三 男

本 木 益 男 島 田 妙 美

杉 原 栄 子

４．説明のため出席した者の職氏名

教育部長 内野 正利 学校教育担当部長 佐藤 敏数

指導担当参事 小嶺 大進 教育総務課長 井上 幸三

教育施設担当課長 比留間光夫 学校給食課長 神山 幸男

文化振興課長 山田 義高 スポーツ振興課長 指田 政明

図書館長 乙幡 孝 指導主事 村上 正昭

指導主事 赤坂 弘樹

５．会議に出席した事務局の職員

教育総務課教育政策グループ 内田 朋英

東出 真実



－2－

議事日程

１ 会期の決定

２ 前回会議録の承認

３ 教育長報告

４ 議案第４５号 武蔵村山市立学校の平成２９年度入学式及び卒業証書授与式の日程に

ついて

５ その他
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午前 ９時２８分開会

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

◎開会の辞

○持田教育長 本日の出席委員は全員でございます。

これより平成28年第11回武蔵村山市教育委員会定例会を開会いたします。

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

◎議事日程の報告

○持田教育長 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。これに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○持田教育長 御異議なしと認め、配付のとおり決定いたします。

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

◎日程第１ 会期の決定

○持田教育長 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。

本定例会の会期は、本日限りといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○持田教育長 御異議なしと認めます。

したがって、会期は本日限りといたします。

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

◎日程第２ 前回会議録の承認

○持田教育長 日程第２、前回会議録の承認についてを議題といたします。

本件は、これを承認することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○持田教育長 御異議なしと認めます。

よって、本件は承認されました。

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

◎日程第３ 教育長報告

○持田教育長 日程第３、教育長報告を議題といたします。

１点目でございますが、平成28年度自治功労表彰者・一般表彰者についてでございます。

資料１を御覧いただきたいと思います。
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内容につきましては、教育総務課長から報告いたします。

井上教育総務課長。

○井上教育総務課長 それでは、平成28年度自治功労表彰者・一般表彰者について、御報告を

させていただきたいと思います。

教育委員会から推薦いたしました表彰者についてでございますが、去る11月３日に行いま

した平成28年度自治功労表彰者・一般表彰者表彰式典におきまして、お手元に配付いたしま

したとおり受賞されたものでございます。

まず、自治功労表彰者といたしまして、前教育委員会委員の髙橋勝義様が表彰をお受けに

なりました。長年にわたる市政振興に努められた功績によるものでございます。

続きまして、一般表彰者の寄附功労者についてでございますが、青梅信用金庫様、高橋保

子様、武蔵村山自動車整備組合様から現金の寄附を、株式会社ノジマ様、国際ソロプチミス

ト武蔵村山様、読売新聞販売店村山支部様及び若山弦蔵様から物品の寄附をいただいたとこ

ろでございます。

次に、善行功労者についてでございますが、比留間進様が青少年指導で受賞をされたとこ

ろでございます。

なお、功績につきましては、お手元に御配付いたしましたとおりでございます。

以上、平成28年度自治功労表彰者・一般表彰者についての報告とさせていただきます。

以上でございます。

○持田教育長 続きまして、２点目でございます。

平成28年度第５回武蔵村山市小中学生百人一首大会の開催についてでございます。

資料２を御覧いただきたいと思います。

内容につきましては、文化振興課長から報告いたします。

山田文化振興課長。

○山田文化振興課長 それでは、平成28年度第５回武蔵村山市小中学生百人一首大会の開催に

ついて、報告いたします。

大会の主催は教育委員会、開催日時は12月10日土曜日、午前９時から開会式を行い、競技

は午前９時20分から開始いたします。また、閉会式は午後３時30分からの予定でございます。

会場は、総合体育館第二・第三体育室となります。

小学生の部は団体戦で１チーム３人の30チーム、中学生の部は個人戦で21人が参加をいた

します。
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大会前の練習日程は、11月20日日曜日、午後２時から午後４時までで、市役所４階中部地

区会館で行う予定となっております。

裏面を御覧ください。

講師につきましては、一般社団法人全日本かるた協会に派遣をお願いしております。

また、教育を支援する市民の会に大会運営への協力をお願いしております。

教育長を初め、教育委員の皆様には、開会式及び閉会式に御出席いただきますようよろし

くお願いいたします。

以上でございます。

○持田教育長 続きまして、３点目でございます。

平成28年度少年少女スポーツ大会第33回少年少女サッカー大会の開催結果についてでござ

います。

資料３を御覧いただきたいと思います。

内容につきましては、スポーツ振興課長から報告いたします。

指田スポーツ振興課長。

○指田スポーツ振興課長 それでは、平成28年度少年少女スポーツ大会第33回少年少女サッカ

ー大会の開催結果について、報告をさせていただきます。

大会は、11月12日土曜日に総合運動公園運動場、第１運動場及び第２運動場におきまして、

男子の部が18チーム、241人、女子の部が８チーム、106人、合計で全小学校から26チーム、

347人の参加をいただき、盛大に開催することができました。

教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、お忙しい中、開会式、閉会式等に御出席

をいただき、大変ありがとうございました。お礼申し上げます。

結果につきましては、資料にお示しのとおりでございますが、男子の部の優勝は八小ポテ

トヘッド軍団、また女子の部の優勝は七小キララーズという結果でございました。

なお、児童２人が打撲により医師の診療を受けております。

以上でございます。

○持田教育長 続きまして、４点目でございます。

図書館除籍資料の市民無償配布についてでございます。

資料４を御覧いただきたいと思います。

内容につきましては、図書館長から報告いたします。

乙幡図書館長。
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○乙幡図書館長 それでは、図書館除籍資料の市民無償配布につきまして、御報告いたします。

武蔵村山市立図書館資料廃棄基準に基づき、除籍しました図書を年１回、市内の公共施設

や市民へ無償配布し、資料の再活用を図っております。

今年度は、本日、午後１時から午後４時まで、市内小・中学校を初め幼稚園・保育園、児

童館等の施設を対象に、市民総合センター３階、研修室で配布いたします。

また、明日19日土曜日は午前10時から午後３時まで、市民の方を対象に配布いたします。

なお、配布する図書は約7,000冊を予定しております。

簡単ですが、図書館からの報告とさせていただきます。

○持田教育長 教育長報告は以上でございます。

５点目のその他でございますが、特に報告等はございません。

教育長報告に対する質疑等があればお受けいたします。

本木委員。

○本木委員 百人一首大会なんですが、小学生の部で３校、出ていないところがありますね。

確か前回も出ていないところがあったと思うんですけれども、かるたを親しむとか、日本の

伝統文化を継承するという点からでも、いろいろ事情はあるんでしょうけれども、大会を見

ていると非常に盛り上がりもあって、すばらしい大会なので、一チームでも出ていただけた

らありがたいかなと思うんですが、働きかけというか、そういうのは別にあれですか。

○持田教育長 担当の方で何かありますか。

山田文化振興課長。

○山田文化振興課長 各学校につきましては、こちらから御案内を出して、かるた大会に御参

加くださいということではお話はしているところでございますが、それぞれ、特に小学校の

場合、団体戦という部分もあるので、人数がそろわないという部分があったかとは思います。

これからも参加するように、呼びかけはしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

○本木委員 私からも、校長に会ったら一声かけるようにします。

○持田教育長 よろしいですか。

○本木委員 はい。

○持田教育長 そのほかいかがでしょうか。

○土田職務代理者 関連で。

○持田教育長 土田職務代理者。
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○土田職務代理者 学校行事と重なっていないですか、二小、十小は。

○持田教育長 今、予定が分かるんでしょうか。

かるた大会、百人一首大会は12月10日土曜日であります。12月10日土曜日は何か学校行事

と重なっていますか。行事予定はありますか。

小嶺指導担当参事。

○小嶺指導担当参事 現状、我々が把握しているものではないんですが、今ちょっと資料を確

認いたしますので、少々お待ちいただければと思います。

すみません。

○持田教育長 土田職務代理者。

○土田職務代理者 過去にこういった行事で出ておられない、そういう学校があったんですけ

れども、後からよく聞いてみると、学校行事と重なっていて、残念ながら参加することがで

きなかったと、こういう声を聞いたことがあるんですけれども、この事業に限らず、年間を

通していろいろ教育委員会行事は市民ないし学校にＰＲをして、予定表をあれしていると思

うんですけれども、この全体計画をできるだけ早く把握した場合には、必ずもういち早く学

校等に情報提供をして、重ならないような方策も、ひとつ頭の中に入れておいていただきた

い。これは年度の初めですね、ないし年度末、決まっていたらそういった配慮も必要だと思

いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○持田教育長 小嶺指導担当参事。

○小嶺指導担当参事 先ほどの参加をしていない学校、第二小学校、第十小学校、雷塚小学校

ですが、この日につきましては特に学校行事等は入ってございません。

以上です。

○持田教育長 よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○持田教育長 それでは、質疑なしと認めます。

これをもって、教育長報告を終わります。

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

◎日程第４ 議案第４５号 武蔵村山市立学校の平成２９年度入学式及び卒業証書
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授与式の日程について

○持田教育長 日程第４、議案第45号 武蔵村山市立学校の平成29年度入学式及び卒業証書授

与式の日程についてを議題といたします。

教育総務課長より議案の朗読をいたさせます。

井上教育総務課長。

○井上教育総務課長 それでは、議案を朗読いたします。

議案第45号 武蔵村山市立学校の平成29年度入学式及び卒業証書授与式の日程について。

武蔵村山市立学校の平成29年度入学式及び卒業証書授与式の日程について、別紙のとおり

教育委員会の議決を求めます。

平成28年11月18日、武蔵村山市教育委員会教育長。

別紙についての朗読は省略させていただきます。

以上でございます。

○持田教育長 それでは、議案第45号の提案理由を説明させていただきます。

武蔵村山市立学校の管理運営に関する規則第25条に基づき、武蔵村山市立学校の平成29年

度入学式及び卒業証書授与式の日程を定める必要があるので、本案を提出するものでござい

ます。

なお、内容につきましては、教育部長から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、

御決定くださるよう、お願いいたします。

内野教育部長。

○内野教育部長 それでは、議案第45号 武蔵村山市立学校の平成29年度入学式及び卒業証書

授与式の日程についてにつきまして、御説明申し上げます。

別紙の１ページを御覧ください。

武蔵村山市立学校の管理運営に関する規則第25条では、入学式及び卒業証書授与式を実施

する日は、校長の意見を聴いて委員会が定めると規定されております。

教育委員会事務局では、10月開催の校長会におきまして事務局案をお示しし、小学校校長

会及び中学校校長会で御協議していただき、御意見を挙げていただきたい旨を御報告いたし

ましたが、特に御意見はございませんでした。

そこで、平成29年度武蔵村山市立学校の入学式につきましては、小学校は平成29年４月６

日の木曜日、中学校は同じく平成29年４月７日の金曜日、小中一貫校村山学園につきまして

も平成29年４月７日の金曜日。
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卒業証書授与式につきましては、小学校は平成30年３月22日の木曜日、中学校は平成30年

３月19日の月曜日。

なお、小中一貫校村山学園小学部、中学部の卒業証書授与式は、それぞれ小学校、中学校

の日程と同日といたしたいと考えておりますので、御決定のほど、よろしくお願いを申し上

げます。

以上でございます。

○持田教育長 これより質疑に入ります。

よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○持田教育長 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終わります。

これより討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○持田教育長 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

これより、議案第45号 武蔵村山市立学校の平成29年度入学式及び卒業証書授与式の日程

についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。

（賛成者挙手）

○持田教育長 挙手全員であります。

よって、本案は原案のとおり決しました。

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

◎日程第５ その他

○持田教育長 日程第５、その他に入ります。

委員からの報告等の御発言があればお受けいたします。

よろしいですか。

（発言する者なし）

○持田教育長 事務局からの報告等の御発言があればお受けいたします。

井上教育総務課長。

○井上教育総務課長 事務局からはございません。
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以上でございます。

○持田教育長 それでは、これをもって、その他を終わります。

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

◎閉会の辞

○持田教育長 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。

これをもって平成28年第11回教育委員会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

午前 ９時４４分閉会


