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平成３０年第１１回武蔵村山市教育委員会定例会 

 

１．日  時  平成３０年１１月１６日（金） 

   開会   午前 ９時３０分 

   閉会   午前 ９時４６分 

 

２．場  所  武蔵村山市役所５階 委員会室 

 

３．出席委員  池 谷 光 二（教育長）     杉 原 栄 子 

        比留間 雅 和          潮   美 和 

 

４．説明のため出席した者の職氏名 

   教育部長      田代  篤    学校教育担当部長  佐藤 敏数 

   教育総務課長    井上 幸三    教育施設担当課長  指田 光春 

   指導・教育センター担当課長 勝山  朗    学校給食課長    児玉 眞一 

   文化振興課長    宮沢 聖和    スポーツ振興課長  指田 政明 

   図書館長      加藤 秀郎    指導主事      今井 一馬 

 

５．会議に出席した事務局の職員 

   教育総務課教育政策係    市場 直樹 

                 東出 真実 
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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４４号 平成３０年度教育予算の補正（第４号）の申出について 

  ５ 議案第４５号 武蔵村山市立学校の平成３１年度入学式及び卒業証書授与式の日程に

ついて 

  ６ その他 
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午前 ９時３０分開会 

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

◎開会の辞 

○池谷教育長 本日の会議に際しましては、傍聴人の方はいらっしゃいません。 

  また、本日の出席委員は４名で、定足数に達しておりますので、これより平成30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 

○池谷教育長 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でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 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 

○池谷教育長 日程第１、会期の決定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でしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  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 

○池谷教育長 日程第２、前回会議録の承認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でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 教育長報告 

○池谷教育長 日程第３、教育長報告を行います。 

  １点目でございますが、平成30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。 

  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、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、平成30年度自治功労表彰者・一般表彰者について、御報告を

させていただきます。 

  お手元の資料１を御覧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30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、前教育委員会教育長の持田浩志様及び前教育委員

会委員の島田妙美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

子様及び武蔵村山自動車整備組合様から現金の寄附を、読売センター武蔵村山西部様から物

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、堀上みち子様が青少年指導で受賞されたとこ

ろでございます。 

  なお、功績につきましては、お手元の資料のとおりでございます。 

  説明は以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、２点目でございます。 

  平成30年度教育関係表彰者等一覧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、教育総務課長から報告いたします。 

  井上教育総務課長、お願いいたします。 

○井上教育総務課長 それでは、平成30年度教育関係者表彰者一覧について、御報告をさせて

いただきます。 
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  文部科学省の地方教育行政功労者表彰についてでございますが、前教育委員会教育長が受

賞され、10月12日に表彰式が行われました。功績につきましては、お手元の資料のとおりで

ございます。 

  説明は以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、３点目でございます。 

  第７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３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。 

  宮沢文化振興課長、お願いします。 

○宮沢文化振興課長 それでは、第７回武蔵村山市小中学生百人一首大会の開催について、報

告をいたします。 

  大会の主催は、教育委員会。 

  開催日時は、12月１日の土曜日、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20チーム。中学生の部は個人戦で、25人が参加を

いたします。 

  審判や読み手につきましては、一般社団法人全日本かるた協会に会員の派遣をお願いして

おります。また、教育を支援する市民の会の皆様に大会運営への協力をお願いしております。 

  教育長並びに教育委員の皆様には、開会式及び閉会式に御出席をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、４点目でございます。 

  第13回地区ふれあいスポレク大会の開催結果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、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、お願いします。 

○指田スポーツ振興課長 それでは、第13回地区ふれあいスポレク大会の開催結果について、
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御報告いたします。 

  10月14日、日曜日開催の地区ふれあいスポレク大会につきましては、前夜に降った雨の影

響により、中藤地区、南部地区、北部地区はグラウンドコンディション不良のため中止とな

りました。 

  西部地区につきましては、グラウンド整備を行った結果、実施が可能と判断し、開始時間

を30分遅らせて実施いたしました。西部地区の大会には、10自治会、約800人の市民が参加

をしたところでございます。 

  市内４地区の実行委員会では、大会に向けて各種検討を進めてまいりましたが、今回、中

止となった地区の検討内容は次回大会に引き継いでいただけるよう、お話をしたところでご

ざいます。 

  西部地区の開会式に出席をいただいた教育長並びに中止となった各地区での対応をお願い

しておりました教育委員の皆様には、お礼を申し上げます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  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。 

  いかがでしょうか。特にはよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 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４４号 平成３０年度教育予算の補正（第４号）の申出につい

て 

○池谷教育長 日程第４、議案第44号 平成30年度教育予算の補正（第４号）の申出について

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、お願いいたします。 

○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44号 平成30年度教育予算の補正（第４号）の申出について。 
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  平成30年度教育予算の補正について、別紙のとおり申出をするため、教育委員会の議決を

求めます。 

  平成30年11月16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。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  それでは、議案第44号の提案理由を説明させていただきます。 

  平成30年度教育予算について、歳入で都補助金、歳出で教育総務費、小学校費、中学校費

及び保健体育費に補正の申出をする必要があるので、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。 

  田代教育部長、お願いします。 

○田代教育部長 それでは、議案第44号 平成30年度教育予算の補正（第４号）の申出につい

てにつきまして、御説明いたします。 

  平成30年12月３日から開会の第４回市議会定例会に提案が予定されております平成30年度

武蔵村山市一般会計補正予算（第４号）に係る教育予算につきまして、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、市長より意見を求められましたので申し出る

ものでございます。 

  １ページを御覧ください。 

  １、歳入でございます。 

  15款２項７目教育費都補助金20万4,000円の増額は、東京都の補助金交付要綱に基づき、

中学校における部活動指導員配置経費に係る補助金でございます。 

  続きまして、２ページ、歳出でございます。 

  こちらは、平成30年度教育予算第４号補正参考資料のほうで御説明させていただきます。 

  １ページ目の下段、２、歳出でございます。 

  ９款１項３目教育指導費32万6,000円につきましては、支出科目を報償費から報酬に組み

替えたものでございます。 

  続きまして、１枚おめくりいただいて２ページ、３ページ目を御覧ください。 

  ２ページ目の２項小学校費、１目学校管理費の1,275万3,000円と、３ページ目の３項中学

校費、１目学校管理費の798万1,000円につきましては、平成31年度に学級数が増えることに
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伴い什器等を購入する経費、今年度の記録的な猛暑により空調等の使用料の増に伴う経費及

び台風24号による倒木等の処理に伴う経費を増額するものでございます。 

  続きまして、４ページ、最後のページでございます。 

  ６項保健体育費、４目学校給食費272万4,000円につきましては、燃料費の単価改正等によ

る経費でございます。 

  なお、歳入、歳出の差異でございますが、市長部局との関係によるものでございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  これより質疑に入ります。 

  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 では、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。 

  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 では、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44号 平成30年度教育予算の補正（第４号）の申出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） 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  挙手全員でございます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

  ありがとうございました。 

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

◎日程第５ 議案第４５号 武蔵村山市立学校の平成３１年度入学式及び卒業証書

授与式の日程について 

○池谷教育長 続きまして、日程第５、議案第45号 武蔵村山市立学校の平成31年度入学式及
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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。 

  井上総務課長、お願いします。 

○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31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31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30年11月16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。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  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平成31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。 

  田代教育部長、お願いします。 

○田代教育部長 それでは、議案第45号、平成31年度武蔵村山市立学校の入学式及び卒業証書

授与式の日程につきまして御説明申し上げます。 

  別紙を御覧ください。 

  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、校長の意見を聞いて委員会が定めるとしております。 

  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協議していただき、御意見を上げていただくことといたしましたが、

特に御意見はございませんでした。 

  そこで、平成31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31年４月８

日、月曜日。中学校は平成31年４月９日、火曜日。小中一貫校村山学園につきましても、平

成31年４月９日、火曜日。 

  卒業証書授与式につきましては、小学校は平成32年３月24日、火曜日。中学校は平成32年

３月19日、木曜日。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
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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

くお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  では、これより質疑に入ります。 

  委員の皆さん、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 では、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。 

  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  では、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31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） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  挙手全員でございます。 

  よって、本案は原案のとおり決しました。 

  ありがとうございました。 

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

◎日程第６ その他 

○池谷教育長 日程第６、その他に入ります。 

  委員の方々からの報告等の御発言があればお受けいたします。 

  特にはよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 事務局からの報告等の発言があればお受けいたします。 
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  井上総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 事務局からは特段ございません。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 これをもってその他を終わります。 

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

◎閉会の辞 

○池谷教育長 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。 

  これをもちまして平成30年第11回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

午前 ９時４６分閉会 

 

 


