
令 和 ２ 年 第 ９ 回 

   

   

   

武蔵村山市教育委員会定例会 
   

令 和 ２ 年 ９ 月 １ ６ 日 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

武蔵村山市教育委員会 
 



 



－1－ 
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３．出席委員  池 谷 光 二（教育長）     大 野 順 布 

        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      神子 武己    学校教育担当部長  高橋 良友 

   教育総務課長    井上 幸三    教育施設担当課長  櫻井 謙次 

   指導・教育センター担当課長 赤坂 弘樹    学校給食課長    長谷 慶一 

   防災食育ｾﾝﾀｰ整備担当課長 矢野 喜之    文化振興課長    髙橋 一磨 

   スポーツ振興課長  西原  陽    図書館長      三條 博美 

   指導主事      加藤 由裕    指導主事      石井 和成     

 

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 

                 吉野恵里加 
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議事日程 

  １ 会期の決定 

  ２ 令和２年第１回教育委員会臨時会及び令和２年第８回教育委員会定例会会議録の承認 

  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 本日の会議に際し、２名の方から傍聴の申出があり、武蔵村山市教育委員会会

議規則第 29 条の規定に基づき、会議の傍聴を許可しましたので報告いたします。 

  また、本日の会議におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、密閉・

密集・密接の状況を極力回避して進めてまいりたいと思いますので、委員の皆様方には御協

力をお願いいたします。 

  なお、これに関連して会議時間をできるだけ短くするように努めることも必要であると考

えております。そのため、事務局職員におきましては、簡潔な説明をお願いします。 

  それでは、始めます。 

  本日の出席委員は全員でございます。 

  これより令和２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 令和２年第１回教育委員会臨時会及び令和２年第８回教育委員会定例

会会議録の承認 
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○池谷教育長 日程第２、令和２年第１回教育委員会臨時会及び令和２年第８回教育委員会定

例会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か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 よって、本件は承認されました。 

  本日の会議録の署名は、潮委員にお願いいたします。 

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

◎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、令和２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、教育部長から報告いたします。 

  神子教育部長、お願いします。 

○神子教育部長 それでは、令和２年第３回市議会定例会一般質問対応状況について、御報告

をさせていただきます。 

  第３回市議会定例会につきましては、９月１日から９月 25 日までの予定で、現在、開会中

でございます。 

  今回の一般質問につきましては、９月４日から９日までの４日間で既に終了してございま

す。なお、今回は３回ぶりにほぼ通常の形で一般質問の開催をされました。 

  教育委員会関係につきましては、資料１のとおりでございます。 

  10 人の議員から 20 項目の質問が通告され、教育長の答弁要旨は資料のとおりでございま

す。 

  また、４ページの８番、公明党の遠藤議員からの質問で、学校の屋内運動場のエアコンに

つきまして、一般団体の使用についての質問がございました。方向性につきましては、教育

長の答弁要旨のとおりでございますが、現在、市長の強い指示もございまして、電気料の実

費分を徴収するために、12 月議会で条例の改正をした上で、来年の１月から使用を認める予

定で検討中でございますので、御報告をさせていただきます。 

  なお、現状ではエアコンのスイッチボックスが、部屋に奥まっている学校がございます。

第一中学校及び小中一貫校村山学園でございますが、その学校につきましては、そのスイッ
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チボックスを移設する修繕を予定をしてございます。また、このことによりまして、支払う

電気料が不足することも予想をされますので、これは補正予算にて増額対応をする予定でご

ざいます。 

  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。 

  市の管理する施設における新型コロナウイルス感染者の発生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、教育部長から報告いたします。 

  神子教育部長、お願いします。 

○神子教育部長 それでは、２点目、市の管理する施設における新型コロナウイルス感染者の

発生につきまして御報告をさせていただきます。 

  資料２を御覧いただきたいと存じます。 

  内容につきましては、資料２のとおりでございますが、当該職員につきましては、既に退

院をしてございます。予定では 10 月以降に職場復帰の予定でございますので、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、３点目でございます。 

  令和元年度 学校保健統計書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、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、令和元年度 学校保健統計書について御説明いたします。 

  まず、１ページを御覧いただきたいと思います。 

  令和元年度の学年別身長・体重の平均値でございます。 

  次に、２ページ及び３ページでございますが、こちらには平成 15 年度以降の身長及び体重

の平均値の推移をお示ししております。 

  ４ページ及び５ページには、疾病異常等調査結果をお示ししております。 

  次に、６ページ及び７ページには、学校感染症等による出席停止者数を、また８ページに

は就学時健診における疾病異常被患者数を記載しております。 

  ９ページから 11 ページまでにつきましては、心臓検診の結果をお示ししております。心臓
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検診は、小学校１年生、中学校１年生及びそれ以外の学年のうち、内科検診において心臓検

診が必要と認められた児童・生徒を対象に実施をしております。 

  ９ページ及び 11 ページにおいて、他学年と表示しているものは、内科検診において心臓検

診が必要と認められた小学校１年生、中学校１年生以外の学年の児童・生徒数でございます。 

  最後に、12 ページ及び 13 ページにつきましては、尿検査の結果をお示ししておりますの

で、御確認をいただければと思います。 

  説明は以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、４点目でございます。 

  令和２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、指導主事から報告いたします。 

  加藤指導主事、お願いします。 

○加藤指導主事 それでは、資料４、令和２年度 夏季教職員研修会出席状況について御報告

いたします。 

  今年度は、夏季休業中に東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が予定されてい

たことから、夏季研修講座数を絞って実施することとしておりました。しかし、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止による臨時休業の実施により、夏季休業期間を短縮したこと、また

感染拡大防止の対応から中止となった講座もあり、今年度は２講座のみの実施となりました。 

  参加人数について、学校別に記してございます。研修会に参加した教員は、延べ 45 名でご

ざいました。また、昨年度同様、アンケート形式で受講者による各研修会の評価を実施いた

しました。これらの評価も参考にし、来年度の夏季研修の充実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 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。 

  委員の皆様、いかがでしょうか。 

  大野教育長職務代理者、お願いいたします。 

○大野職務代理者 市議会の一般質問でございます。 

  ４ページにございます田口議員の「学校でコロナが発生したときの対応について伺う。」と
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いう質問ですが、まさに先週、第四中学校で教職員の方の陽性が判明し、現実のこととなっ

たわけでございますが、事務局の皆様の適切な対応に対し、感謝申し上げたいと思います。 

  実際、保健所や学校と情報を共有した上で、御本人の出勤の抑制、接触者の調査、施設の

消毒、臨時の休業措置など、今回の対応を見ておりますと、一般質問時、答弁したとおりの

対応をしていただきましたし、何よりも市民に対し迅速に情報を流していただいたと認識し

ております。事前の備えがしっかりしていたからこその対応だったと考えております。 

  幸い学校も今日から再開できたと伺っておりますが、今後のお話といたしまして、最近、

問題となっておりますコロナ差別やいじめというようなことは、絶対にあってはならないと

思います。引き続き学校と連携を取りながら、誰もがいたわりの気持ちを持ってこの危機を

乗り越えていけるよう、御尽力をお願いしたいと考えております。 

  何とぞよろしくお願いいたします。 

○池谷教育長 どうもありがとうございます。 

  杉原委員、お願いいたします。 

○杉原委員 今、大野教育長職務代理者のおっしゃったことに、全面的に賛成です。発症者が

出た場合、拡大防止や対策が必要ですが、非常に適切に行ってくださっていると思います。

また、本人が回復した場合、安心して復職できるように、もし生徒や児童であったならば、

安心して登校できるようにと、ぜひ御配慮と御指導、お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  潮委員、お願いいたします。 

○潮委員 一般質問の４番目、土田議員の質問に関してでございます。 

  現時点で冷房設備を使用する際の取決めなどが、特段していないということでございます

けれども、子供たちから話を聞いておりまして、エアコンを利用している学校、また利用し

ていない学校とまちまちであるということでございます。これから運動会を前にいたしまし

て、外が晴れていても体育館を使った授業ということは必要だということも聞いております。

少し涼しくはなっておりますが、まだ熱中症のことも気を付けなくてはいけないと思います

が、今後の取決めを設ける予定などはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  神子教育部長、お願いします。 

○神子教育部長 お答えをいたします。 
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  今年度、全ての小・中学校の体育館、屋内運動場のエアコンの設備が既に完了しておりま

す。その中での使い道と使い方ということでございますが、議員からの御質問、教育長答弁

のとおりでございまして、現在のところ特別なルール、取決めというのはございませんが、

今般、各学校に通知を出してございます。今回の新型コロナウイルス感染症の関係、また子

供の安全を最優先として、積極的にエアコンに限らず、現在ある例えば扇風機なども含めて、

今ある学校の設備をフル稼働して、児童・生徒の健康に資するようにお願いしますという通

知を出してございますので、それ以降につきましては、各学校で有効にエアコン等、使用し

ているものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 よろしいでしょうか。 

○潮委員 ありがとうございます。 

  せっかくついた設備でございますので、有効に使っていただけたらと思います。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

○潮委員 お願いいたします。 

○池谷教育長 比留間委員から何かありますか。よろしいでしょうか。 

○比留間委員 はい。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  杉原委員、お願いいたします。 

○杉原委員 市議会定例会の一般質問についてです。１ページですが、スマホの持込みについ

てということで御質問があり、それに対して市教委の答弁は非常に適切だというように思い

ました。原則は禁止だけれども、保護者から安全確認などの意向があった場合は、学校と保

護者との話合いや、生徒との協議によって持ってきてもいいよと、約束事も必要になってく

ると思います。 

  現状として、そのように学校との約束事を守った上で、持ってきていらっしゃるというよ

うな現状はあるんでしょうか。 

○池谷教育長 石井指導主事、お願いします。 

○石井指導主事 それでは、質問にありました市内小・中学校の携帯電話の持込み許可状況に

ついてお答えいたします。 

  申請許可件数は、小学校では 29 件、中学校では４件、合計 33 件でございます。 

  持込みの申請があった場合は、学校長、保護者、生徒が決まりについて協議の上、持込み
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を許可するということになっております。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 杉原委員、いかがでしょうか。 

○杉原委員 ありがとうございます。 

○池谷教育長 よろしいでしょうか。 

○杉原委員 はい。 

○池谷教育長 その他、委員の皆さん、いかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 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 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。 

  潮委員、お願いします。 

○潮委員 私から、２件ほど御報告をさせていただきたいと思います。 

  １件目は、保護者からの声として入ってきたところでございます。 

  先月、定例会において給食費についてございました。今、８月までの給食費無償化という

ところから、12 月までの無償化というお話しいただきまして、その後、学校からもお手紙の

配布がありました。そんな中で、少数ではございますけれども、保護者の方から大変ありが

たいという声が届きましたので、我が家ももちろんですけれども、とてもありがたく思って

おります。 

  この場をお借りして、報告させていただきます。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

○潮委員 もう一点は、近所からの声でございまして、これは私も同感、意見を持ちましたの

で、質問というか要望になるかと思いますけれども、２学期が始まりまして、子供たちが元

気に登校している様子を見ております。そんな中で、中休みや昼休みは、みんな元気に外に

出て遊んでいる様子を見ております。そんな中で空気が非常に乾燥していることもございま

して、やっぱり一堂に会して遊んでいると、砂ぼこりというか土煙というのが大変な状況に

なっている中で、子供たちが遊んでいるような状況でございます。先ほども言ったとおり、
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これから運動会の練習なんかも始まってくると、同じようなことが見られるのではないかな

という部分があります。今、子供たちは室内ではマスクをつけてということを余儀なくされ

ていて、外ではマスクを外していいよということも言われているようなので、せっかく外で

マスクを外してきれいな空気を吸ってほしいところで、その砂ぼこりがすごいと、ちょっと

どうなのかなという部分がありまして、例えばスプリンクラーを使って水をまくとか何かそ

のような措置というのをしていただければいいのかなと思うところでございますが、いかが

なものでしょうか。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  神子教育部長、お願いします。 

○神子教育部長 校庭の砂ぼこりの関係でございますが、まずは校庭の芝生化によりまして、

そこの部分については、当然、砂ぼこりはないかと存じます。ですから、以前に比べれば、

砂ぼこりが発生する面積というか、箇所は少ないかと存じます。 

  あと今スプリンクラーというお話ございましたが、第一中学校のみ、芝生以外のところに

も水がまけるスプリンクラーはございますが、その他は、いわゆるその芝生用のスプリンク

ラーでございますので、芝生を若干超えることはあるかと存じますが、現状ではスプリンク

ラーで全ての校庭に水をまくことはできませんので、今後の課題とさせていただければと存

じます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 潮委員、いかがでしょうか。 

○潮委員 ありがとうございます。 

  それに対しては健康被害というところまではいかないと思いますけれども、改善していた

だければと思います。 

  お願いいたします。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

○潮委員 すみません、ちょっと言い忘れました。 

  先ほどの給食費の件でございますけれども、子供たちも市の対応により無償化になってと

いうこと、分かっていることもあるとは思うんですけれども、ぜひ声を大にして、市のほう

で負担しているよということを子供たちにも伝えて、食品ロスが本当にこれで減ってくれた

らなということも考えますので、頑張って食べなさいじゃないですけれども、何かそのよう

な取組をしていただければいいのかなというようにも思っておりますので、よろしくお願い
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したいと思います。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  その他、いかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  続きまして、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。 

  これをもって令和２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５２分閉会 

 


