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平成３０年第９回武蔵村山市教育委員会定例会 

 

１．日  時  平成３０年９月２０日（木） 

   開会   午前 ９時３０分 

   閉会   午前 ９時５４分 

 

２．場  所  武蔵村山市役所４階 ４０１大集会室 

 

３．出席委員  池 谷 光 二（教育長）     土 田 三 男 

        島 田 妙 美          杉 原 栄 子 

        比留間 雅 和 

 

４．説明のため出席した者の職氏名 

   学校教育担当部長  佐藤 敏数    教育総務課長    井上 幸三 

指導・教育センター担当課長 勝山  朗    教育施設担当課長  指田 光春 

   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    指導主事      加藤 由裕 

 

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 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、傍聴の方はいらっしゃいませんので、お願いします。 

  では、本日の出席委員は全員でございます。 

  これより平成30年第９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 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。 

  よろしいでしょうか。 

（「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、教育長報告を議題といたします。 

  １点目でございますが、平成30年第３回市議会定例会一般質問対応状況についてでござい

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年第３回市議会定例会一般質問対応状況について、御

説明申し上げます。 

  第３回市議会定例会につきましては、９月４日から９月28日までの会期で、現在開催され

ております。 

  一般質問につきましては、９月７日、10日、11日及び12日の４日間にわたり行われました。 

  教育委員会関係の質問につきましては、９人の議員の方から12項目の質問がございました。 

  質問に対する答弁要旨等につきましては、資料のとおりでございますので、後ほど御参照

いただければと思います。 

  私からは以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、２点目でございます。 

  平成30年度武蔵村山市立学校教員研修「輝きアップ研修」前期受講内容等一覧についてで

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、指導・教育センター担当課長から報告いたします。 

  勝山指導・教育センター担当課長、お願いします。 

○勝山指導・教育センター担当課長 それでは、平成30年度武蔵村山市立学校教員研修「輝き

アップ研修」前期受講内容等一覧について、御説明をいたします。 

  資料２には、平成25年７月に施行となりました武蔵村山市立学校教員研修奨励基金条例に

より、平成30年度に当該教員研修を受講、申請、そして受講をした教職員の一覧を示してご

ざいます。 

  本教員研修奨励基金は、頑張っている教員を応援したいという市民の篤志家からの御寄附

により、勤務成績が良好で本研修の目的を遂行できる者、児童・生徒に対して優れた指導力

を発揮し、後進の模範となる者、研修後に市の学校教育の指針達成及び充実のために、指導
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的役割を果たすことができる者などを対象として、当該教員が自主的に行う研修に対して助

成を行う制度でございます。 

  この研修について、平成30年度に教員からの申請及び校長からの推薦に基づき、同研修奨

励審査会を経て、受講が決定した教員につきまして一覧で掲載をさせていただきました。 

  １番の日本数学・算数教育研究大会は、日本数学教育学会が主催の大会で、講演会、ポス

ターセッション、ワークショップ等を通して、新学習指導要領を踏まえた授業改善に有効な

研修として、第一小学校の女池教諭が参加をしたものでございます。 

  ２番の国境なき教師団、スタディツアーは、目指す児童・生徒像にグローバル人材の育成

を掲げている小中一貫校大南学園第七小学校、高山主幹教諭が、カンボジアの教育や教育の

実態、世界で活躍する団体の活動に直接触れ、同校を中心とした本市全体の国際交流及び国

際貢献活動の充実に資する研修でございます。 

  ３番及び４番のＮＩＥ全国大会、岩手大会は、本市でもその充実に向けて取り組んでまい

りましたＮＩＥ、新聞を学習教材に取り入れた教育の全国大会で、大南学園第七小学校、斉

藤主任教諭と第三中学校、芝田主任教諭が、その指導の充実を図るために参加をした研修で

ございます。 

  最後の５番、Free Bird Institute Language Schoolでの語学研修は、フィジー共和国で実

施をした英語の語学力向上を目的とした研修でございまして、第三中学校、松橋教諭が受講

したものでございます。 

  これらの研修を受講した教職員は、その内容を活用して教育活動に取り組むことになりま

す。また、その成果を所属校のみならず、市内全体に還元する目的で、平成31年２月には武

蔵村山市立学校教員研修「輝きアップ研修」報告会を開催する予定でございます。 

  教育委員会といたしましては、教職員を育成する視点から校長会と連携して、今後も本制

度の積極的な活用に向けての周知を図ってまいりたいと考えております。 

  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、３点目でございます。 

  平成30年度夏季教職員研修会出席状況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、指導・教育センター担当課長から報告いたします。 

  勝山指導・教育センター担当課長、お願いします。 
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○勝山指導・教育センター担当課長 それでは、平成30年度夏季教職員研修会出席状況につい

て、御報告をいたします。 

  資料３には、今年度実施をいたしました職層別の研修や教育相談、輝け未来の教育管理職

研修など、合計17の講座への参加人数を学校別に記してございます。 

  ８番、キャリア教育研修会と14番、英語活動研修会は、昨年度までそれぞれ進路指導主任

会と英語活動推進委員会の一部として開催をしておりましたが、今年度、各学校に広く参加

を募ったことから多くの教員が参加いたしました。これらの影響もあり、今年度、研修会に

参加した教職員は延べ703人でございました。 

  本研修会の内容を各小中学校の児童・生徒に還元できるよう、今後も引き続き指導、助言

をしていくとともに、来年度、一層充実した研修を計画してまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、４点目でございます。 

  平成30年度授業実践交流会実施要項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、指導・教育センター担当課長から報告いたします。 

  勝山指導・教育センター担当課長、お願いします。 

○勝山指導・教育センター担当課長 それでは、平成30年度授業実践交流会実施要項につきま

して、御説明をいたします。 

  狙いにつきましては、教員が相互に授業を公開し合うとともに、授業改善の在り方につい

て講師から指導を受けることにより、教員の授業力の向上を図ることでございます。 

  資料４の１ページを御覧ください。 

  小学校授業実践交流会につきましては、10月31日、水曜日、第三小学校において実施をい

たします。 

  第三小学校の全15学級において、12の教科等の授業及び分科会を行い、分科会では活発な

協議と講師の先生からの御指導をいただきます。 

  当日、御指導いただく講師の先生は、裏面の２ページに掲載をしてございます。 

  続きまして、資料４の３ページを御覧ください。 

  中学校授業実践交流会につきましては、10月３日、水曜日、第三中学校において実施をい

たします。 

  第三中学校の全13学級において、10の教科等の授業及び分科会を行い、小学校同様、分科
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会では活発な協議と講師の先生からの御指導をいただく予定でございます。 

  当日、御指導いただく講師の先生につきましては、裏面の４ページに掲載をしてございま

す。 

  本研修会を各学校の授業改善の機会とするとともに、教育委員会として引き続き学校への

指導、助言に努めてまいります。 

  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、５点目でございます。 

  平成30年度「東京都教育の日」推進事業についてでございます。 

  資料５を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、指導・教育センター担当課長から報告いたします。 

  勝山指導・教育センター担当課長、お願いします。 

○勝山指導・教育センター担当課長 それでは、平成30年度「東京都教育の日」推進事業につ

きまして、御説明をいたします。 

  次代を担う子供たちの教育について、都民全体で取り組んでいく契機として、毎年、11月

の第１土曜日が東京都教育の日となってございます。今年度は11月３日、土曜日になります。 

  東京都では、この日を中心とする前後の期間に、都民の皆様が教育に関心を高め、教育に

ついてともに考えていく契機となる取組を行います。今年度のテーマは、オリンピック・パ

ラリンピック教育の推進、障害者理解の促進でございます。 

  こちらの一覧表には、東京都教育の日の推進事業として、各校の取組一覧を載せてござい

ます。この一覧につきましては、東京都教育委員会のホームページに掲載されます。詳細に

つきましては、各校にお問い合わせくださいますようお願いいたします。 

  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、６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についてでございます。 

  資料６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、お願いいたします。 

○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について、御報
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告いたします。 

  本大会は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、市民相互の融和と親睦を深め、心

身の健康を培うため実施をするものでございます。 

  主催は武蔵村山市教育委員会、主管は市内４地区のふれあいスポレク大会実行委員会でご

ざいます。 

  開催日は、10月14日、日曜日。なお、雨天等による中止の決定は、各実行委員会の判断に

より行います。 

  会場は、中藤地区が第一中学校校庭、西部地区が総合運動公園運動場第２運動場、南部地

区が大南公園野球場、北部地区が雷塚小学校校庭となっております。 

  各地区の地区区分、実行委員会役員等については、資料にお示しのとおりとなっておりま

す。 

  また、資料の次ページには、各地区の当日の流れをお示ししておりますので、御参照いた

だきたいと思います。 

  教育長におかれましては、各地区での激励をよろしくお願いいたします。 

  また、教育委員の皆様におかれましては、今年も各地区に分かれて開会式での御挨拶をい

ただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  続きまして、７点目でございます。 

  平成30年度少年少女スポーツ大会第35回少年少女サッカー大会の開催についてでございま

す。 

  資料７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、平成30年度少年少女スポーツ大会第35回少年少女サッカ

ー大会の開催について、御報告いたします。 

  主催は武蔵村山市教育委員会、主管は武蔵村山市サッカー協会でございます。 

  開催日は、11月10日、土曜日、会場は総合運動公園運動場の第１運動場及び第２運動場で

ございます。 

  開会式は午前８時から、閉会式は試合終了後、参加チーム数にもよりますが、午後４時ご
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ろから第２運動場で実施する予定でございます。 

  参加資格は、小学４年生から６年生までの児童で、保護者が出場を認めた者としておりま

す。 

  部門は、男子の部と女子の部を設けておりますが、男女混合チームは男子の部となります。 

  試合時間は、昨年までは15分ハーフ、ハーフタイム５分でしたが、今年からは連戦による

選手の疲労なども考慮いたしまして、10分ハーフ、ハーフタイム５分と時間短縮をしており

ます。 

  また、試合方法は、昨年まではブロックごとに予選リーグを行い、上位チームが決勝トー

ナメントに参加できる方式でしたが、今回の大会からは基本トーナメント方式で行うことと

しております。 

  ただし、１回戦で敗退したチームは、第２トーナメントに参加することができるといたし

まして、第２トーナメントで１位のチームには特別賞を設けることといたしました。 

  また、単一部門の参加チームが少なかった場合には、トーナメント方式ではなく、従来ど

おりリーグ戦を行いますが、この場合、試合時間はハーフタイムなしの15分と従来より時間

短縮をしております。 

  教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、開会式及び閉会式に御出席をいただきた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、８点目でございます。 

  第46回武蔵村山市民駅伝競走大会の開催についてでございます。 

  資料８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、お願いいたします。 

○指田スポーツ振興課長 それでは、第46回武蔵村山市民駅伝競走大会の開催について、御報

告いたします。 

  今年の市民駅伝競走大会につきましては、12月９日、日曜日に開催をいたします。 

  主催は武蔵村山市教育委員会、主管は武蔵村山市陸上競技協会でございます。 

  午前９時から総合体育館駐車場において開会宣言を行い、午前９時45分から小学生の部、

女子の部、中学生の各部がスタートいたします。また、10時から一般の部と地域の部がスタ

ートいたします。表彰式につきましては、午後０時30分ごろから予定をしております。 
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  コースについては、資料としてコース図を添付してございますが、昨年と同様に総合体育

館をスタート・ゴール地点とする全６区間で、青梅街道の宿交差点から大曲り交差点間を２

周する14.87キロメートルのコースでございます。 

  大会当日は、午前９時30分から正午までは、青梅街道等において交通規制が実施されます。

大会開催中は一般車両での移動はできませんので、よろしくお願いいたします。 

  参加チームの募集案内は、10月１日号市報で行うこととしておりまして、10月４日から先

着順で受け付けをいたします。募集チーム数は先着140チームとしておりまして、参加料は１

チーム当たり6,000円となっております。ただし、小学生の部、中学生の部については無料で

ございます。 

  今回も特別参加チームといたしまして、栄村チーム、そして横田基地チームにお声かけを

いたします。 

  教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、開会宣言、表彰式等に御出席をお願いし

たいと考えております。また、９時45分のスタート後には、審判長車に御乗車いただき、コ

ースを１周いたしますので、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 教育長報告は以上でございます。 

  ９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。 

  特によろしいでしょうか。 

○土田職務代理者 １点だけ。 

○池谷教育長 職務代理者、お願いします。 

○土田職務代理者 教職員の研修の出席状況関係の中で、特に目立ったのが夏季教職員研修会

の４番ですね。非常に各校によって出席者のばらつきがあるんですけれども、これは夏季の

期間中、１日だけの研修、それとも何日間かやられてる研修なのか。また、２年次研修者対

象となっていますけれども、これはどういうことか、詳細がわかったら教えてください。 

○池谷教育長 勝山指導・教育センター担当課長、お願いします。 

○勝山指導・教育センター担当課長 お答えをいたします。 

  ４番、夏季教職員研修会でございますが、昨年度から実施をしているものでございます。

それ以前につきましては、３市、２市、共催での教職員研修会となっておりました。その時
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期より２年次の教員につきましては、参加をするようにということで、研修の対象としてい

たことから、今年度も引き続きこの研修につきましては、２年目の教員は参加することとな

ってございます。また、研修の日程でございますが、こちらは半日の開催の研修会でござい

ます。また、各学校の参加人数の差でございますが、特に多く参加をしているところにつき

ましては、校長から、なるべくこの研修については、できる限り学校体制で出たほうがよい

ということで、その体制を整え、参加をしていただいていることから、このような形になっ

ているものというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 土田職務代理者、お願いします。 

○土田職務代理者 非常に後段の校長指導というものがはっきりとあらわれている結果だと思

うんですけれども、特に今年は、夏季期間中に長期休暇を入れて、先生方にも英気を養って

もらう、その両サイドは学校に行って、いろいろと勉強する機会があると思うんですけれど

も、今まで以上にそういった機会に参加ができるような環境にあるのかなと思っているんで

す。非常に多く参加されている学校は校長先生の指導ということですが、非常にこれ、その

学校の校長先生の悉皆研修というふうになるのかもしれませんけれども、やはりそういった

管理職の指導というのは非常に大事だと思います。黙っていたらやらない、言ったらやると

いうような環境になっていったら困りますので、そういった面では日頃からの指導ですね、

その辺を少しずつ積み重ねをしていくのが重要かなと感じております。そういった意味で、

機会がありましたら、こういうのも実際に校長会で例を出して、こういうところは、こうい

う指導したら、こういう結果が出ているということを思いっきり言っていただいてもいいん

じゃないかなと。うまくそういった報告をきちっとされていくことが、いい環境をつくるの

かなと思いますので、その辺もうまく指導をしていただけたらと思います。 

  以上です。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  よろしいでしょうか。 

  その他ございますでしょうか。 

  杉原委員、お願いいたします。 

○杉原委員 同じく研修、研究なんですけれども、本当に子供たちが多様になってきて、一人

一人考えの違う子供たちの考えを生かしながら、一人一人授業の中で伸ばしていくのは大変

なことだと思います。そんな点で、研修が多岐にわたっているということ、自主的な研修も
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取り入れながら、武蔵村山市の教育委員会が保障していらっしゃるというのはいいと思いま

した。 

  また、授業の実践交流会などは、他の人の授業を見て、自分の授業や子供たちの状況を把

握し、改善できるので、研究、研修とか、授業実践というのは非常に重要だと思います。そ

のような取組に期待を申し上げて、先生方が学びながら、自分を高めながら子供たちを育て

ていっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  その他、委員、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した。 

  では、これで質問がなしということで、これをもちまして教育長報告を終わります。 

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

◎日程第４ その他 

○池谷教育長 日程第４、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。 

  いかがでしょうか。特にはございませんか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  では、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、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。 

  これをもって平成30年第９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５４分閉会 


