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平成３１年第１回武蔵村山市教育委員会定例会 

 

１．日  時  平成３１年１月１６日（水） 

   開会   午前 ９時３０分 

   閉会   午前１０時０４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）     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 

   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 平成３０年第１２回教育委員会定例会及び平成３０年第１回教育委員会臨時会会議録 

    の承認 

  ３ 教育委員会教育長職務代理者の指名について 

  ４ 教育長報告 

  ５ 議案第１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時代理の承認について 

  ６ 議案第２号 平成３１年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主 

          要事業について 

  ７ 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、１名の方から傍聴の申し出があり、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。 

  本日の出席委員は全員でございます。 

  これより平成31年第１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 ありがとうございます。 

  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 平成３０年第１２回教育委員会定例会及び平成３０年第１回教育委員

会臨時会会議録の承認 

○池谷教育長 日程第２、平成30年第12回教育委員会定例会及び平成30年第１回教育委員会臨

時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） 
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○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。 

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

◎日程第３ 教育委員会教育長職務代理者の指名について 

○池谷教育長 日程第３、教育委員会教育長職務代理者の指名についてを議題といたします。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第２項の規定により、教育長に事故があ

るとき、または教育長が欠けたときには、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う

ことになっております。平成30年12月31日付で前職務代理者が辞職されたことから、平成31

年１月１日付で私から教育長職務代理者に杉原委員を指名いたしましたので、よろしくお願

いいたします。 

  なお、教育長職務代理者としての任期は、前任者の残任期間となる平成31年１月１日から

平成31年３月31日までとなりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、ここで杉原教育長職務代理者から一言、御挨拶をお願いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○杉原職務代理者 教育長のほうから、職務代理者という重責の任に御指名いただきました。

大変力不足ではございますが、状況が状況でございますので、皆様方の御指導、御支援をい

ただきながら専念してまいりたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  改めまして、よろしくお願いいたします。 

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

◎日程第４ 教育長報告 

○池谷教育長 日程第４、教育長報告を議題といたします。 

  １点目でございますが、叙位・叙勲被伝達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。よろしいでしょうか。 

  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、叙位・叙勲の被伝達者につきまして御報告をさせていただき

ます。 
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  死亡者叙位叙勲でございます。 

  武富博様につきましては、平成30年７月25日にお亡くなりになりました。享年72歳でござ

いました。 

  武富様は、昭和43年４月に当時の北多摩郡久留米町立東中学校に教諭として奉職して以来、

20年11か月の間、生徒の教育に献身的に努力をされました。本市では、平成元年４月から第

五中学校に教頭として４年間勤務した後、平成５年４月から第三中学校、平成10年４月から

第五中学校、平成14年から第二中学校の校長として勤務し、学校運営の正常化、教育活動の

充実に多大な貢献をされました。 

  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、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、平成30年度教育関係表彰者等一覧について御報告をさせてい

ただきます。 

  初めに、平成30年度東京都教育委員会職員表彰について御報告申し上げます。 

  まず、個人表彰の教職員、立志賞でございますが、雷塚小学校の星野亮平教諭が、特別支

援学級の研究及び授業改善に対して表彰をされます。 

  次に、個人表彰の教職員の分野では、第五中学校の佐野貴宏主幹教諭が、社会科教育の推

進に対して表彰をされます。 

  次に、個人表彰の管理職の分野では、第七小学校の小野江隆校長先生が、学校経営に対し

て表彰をされます。 

  表彰式につきましては、資料の裏面を御覧いただきたいと思いますが、平成31年２月８日、

金曜日の予定となっております。 

  また、今年度の東京都教育委員会職員表彰の全体の表彰者数でございますが、個人表彰の

小・中学校教職員の立志賞につきましては14名、個人表彰の小・中学校教職員につきまして

は44名、小・中学校管理職につきましては45名、団体表彰につきましては小・中学校、合わ

せて５団体となっております。 
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  続きまして、平成30年度文部科学大臣優秀教職員表彰について御報告申し上げます。 

  第九小学校主任教諭の及川貴史主任教諭が、特別支援教育において特に顕著な成果を上げ

たことに対しまして表彰をされます。 

  なお、表彰式は平成31年１月15日に行われました。 

  それぞれの功績は、お手元の資料のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、３点目でございます。 

  武蔵村山市公立学校教職員の働き方改革検討委員会検討報告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、学校教育担当部長から報告いたします。 

  佐藤学校教育担当部長、お願いします。 

○佐藤学校教育担当部長 それでは、武蔵村山市公立学校教職員の働き方改革検討委員会検討

報告書について御報告をいたします。 

  本市におきましては、昨年度より教職員が心身ともに健康となることで研さん時間を確保

し、学校教育の一層の質的向上を図ることを目的として、教職員の働き方改革を進めてきて

いるところです。そのような中で、今年度、教職員の働き方改革検討委員会を設置し、教職

員の働き方改革の取組について検討を行いました。 

  本報告書は、教職員の働き方改革検討委員会の設置要綱第２条に基づき、教育委員会に報

告させていただくものです。 

  本検討委員会ですが、委員といたしまして、小学校長、副校長、中学校長、副校長、１名

ずつと、識見を有する者としてベネッセ教育研究所から１名、保護者代表として市ＰＴＡ連

合会会長、地域住民代表として第五中学校区学校運営協議会会長に御参加いただき、平成30

年７月30日、９月３日、10月２日の３回実施をいたしました。 

  検討委員会の内容ですが、詳細につきましてはお手元にございます報告書を御覧いただけ

ればと思いますが、本市の働き方改革の当面の目標について、教職員の平均在校時間を１日

11時間以下にすることを確認するとともに、平成29年８月に中央教育審議会初等中等教育分

科会学校における働き方改革部会が示した「学校における働き方改革に係る緊急提言」に基

づいた具体的な取組についての実施、進捗状況の確認や、今後の取組の方向性についての検

討を行いました。 
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  また、検討委員会の中では、保護者、地域の代表者からも、学校の教職員の働き方改革に

ついて御理解を示していただく御意見をいただくとともに、提案性のある貴重な御意見をい

ただくことができました。 

  教育委員会事務局といたしましては、本検討委員会での検討内容に基づき、今後、国や都

の状況を踏まえながら、さらなる教職員の働き方改革の推進に努め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、４点目でございます。 

  武蔵村山の生涯学習 平成29年度版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、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、武蔵村山の生涯学習 平成29年度版について御報告いたしま

す。 

  武蔵村山の生涯学習は、本市の生涯学習事業の年度報告でございます。 

  武蔵村山の社会教育として、昭和62年度版から発行しているもので、平成13年度から武蔵

村山の生涯学習に名称を変更しております。 

  平成29年度版では、文化振興課、スポーツ振興課、図書館の所管する事業の実施結果につ

いて報告を行っております。 

  また、資料として、教育委員会組織一覧及び教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主

要事業並びに生涯学習関連施設一覧を掲載しております。 

  今後、生涯学習事業を推進していく上での参考資料として活用してまいりますので、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した。 

  続きまして、５点目でございます。 

  平成31年成人式の開催結果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、文化振興課長から報告いたします。 
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  宮沢文化振興課長、お願いします。 

○宮沢文化振興課長 平成31年成人式の開催結果について報告させていただきます。 

  平成31年成人式は、１月14日、成人の日に、さくらホール、大ホールで実施いたしました。 

  対象者は、平成10年４月２日生まれから平成11年４月１日生まれの方、740人でございまし

た。 

  内容につきましては、午前11時からウィンドアンサンブルと少年少女合唱団による音楽演

奏のアトラクション、恩師からのビデオレターの後、式典を挙行いたしました。 

  記念品は、村山大島紬の印鑑ケースを配布いたしました。 

  対象者740人に対しまして、511人の出席があり、率といたしましては69.1％の出席率でご

ざいました。 

  教育長を初め、教育委員の皆様には、主催者として御出席をいただきまして大変ありがと

うございました。 

  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。 

  天皇の即位の日に係る臨時休館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、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 天皇の即位の日に係る臨時休館について、文化振興課と図書館が関係す

る内容でございますので、代表し文化振興課から報告いたします。 

  地区会館、図書館及び地区図書館は、元号の変更に伴う図書館情報システムの更新等を実

施することや、施設の運営管理の問題から、平成31年５月１日水曜日と２日木曜日の２日間

を臨時に休館することといたしますので、お知らせいたします。 

  市民への周知につきましては、平成31年１月15日号の市報、市ホームページ等でお知らせ

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、７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結果についてでございます。 
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  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、第46回武蔵村山市民駅伝競走大会の開催結果について御

報告させていただきます。 

  平成30年12月９日、日曜日に開催をいたしました本大会につきましては、姉妹都市、長野

県栄村から２チーム、横田基地から４チームの特別参加チームを加え、132チームが参加をい

たしました。市内小学校、中学校からも教職員チームを含め69チームの参加をいただいたと

ころでございます。 

  ３部門で大会新記録、そして６つの区間新記録も記録された大会でございました。 

  教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、御多用の中、開会宣言、表彰式に御出席

いただき、また沿道にて選手への応援もいただき、大変ありがとうございました。お礼、申

し上げます。 

  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、８点目でございます。 

  平成30年度東久留米市・武蔵村山市広域連携活動事業ハンドボールフェスティバルの開催

結果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、お願いします。 

○指田スポーツ振興課長 それでは、平成30年度東久留米市・武蔵村山市広域連携活動事業ハ

ンドボールフェスティバルの開催結果について御報告させていただきます。 

  本事業は、ハンドボールの盛んな東久留米市と武蔵村山市が連携し、両市体育協会の主管

により、平成29年度から実施をしている事業でございますが、平成30年度は７月１日、日曜

日に、東久留米市スポーツセンターにおいて、ハンドボールフェスティバルを開催したとこ

ろでございます。 

  フェスティバルでは、実業団チームのＨＣ名古屋ハンドボールクラブと東京女子体育大学

ハンドボール部によるエキシビションマッチや、両市の児童・生徒による対抗戦などが行わ

れました。 
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  当日は、観客等を含め1,361人が来場し、そのうち本市の児童・生徒が93人、東久留米市の

児童・生徒は100人が参加をしたところでございます。 

  また、５月から11月にかけて東久留米市と武蔵村山市の各会場では、ナショナルトレーニ

ングアカデミー委員長の尾石智洋氏を講師にお招きして、小学生、中学生、さらには高校生

以上を対象としたハンドボール教室を開催いたしました。武蔵村山市では、総合体育館で行

った３教室に111人の参加があったところでございます。 

  なお、本事業の３年目となる平成31年度は、武蔵村山市総合体育館を会場として開催する

予定でございます。 

  教育長におかれましては、御多用の中、フェスティバル及び各教室に御出席をいただき、

ありがとうございました。お礼申し上げます。 

  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。 

  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。 

  その他、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。よろしいでしょうか。 

  潮委員、お願いいたします。 

○潮委員 先日、行われました成人式に関してでございます。申し訳ありません、私は欠席さ

せていただきましたが、新成人の方からの声といたしまして、恩師からのビデオレターや、

子供たちの合唱や音楽が非常によかったという感想が聞かれました。しかし、その中でビデ

オレターが、音声の不具合があったのか、聞こえずらく、何を言ったのかがよくわからなく

て、少し残念だったという声がありましたので、それだけ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。 

  よろしいですか。それでは来年改善できるよう、よろしくお願いいたします。ありがとう

ございます。 

  その他ございますでしょうか。 

  じゃ、杉原職務代理者、お願いします。 

○杉原職務代理者 ２点ございます。１点目は働き方改革の検討委員会の検討報告書が出され

たわけですけれども、教職員の方々の過重な仕事時間を考えれば、趣旨は大変望ましいと思

います。この報告書の課題を受けて、これからいろいろ取り組まれると思うのですが、武蔵
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村山市は若手の教員が多いという現状から、取組の中でいろいろ改善していかなければなら

ないことがあるかと思います。現状の課題を見つめて、きめ細やかに御指導いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

２点目ですが、駅伝大会が、非常に盛会で、応援の方々も多く、チームの数も大変多くな

り、新記録や、区間の新記録が出て、子供たちにとっても、選手の方々にとっても大いに自

信がついたのではないかなと思います。そういう点でも、すばらしいイベントだったという

感想を持ちました。 

  以上です。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  その他ございますでしょうか。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、その他なしということで、これをもって教育長報告を終わります。 

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

◎日程第５ 議案第１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時代理

の承認について 

○池谷教育長 日程第５、議案第１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時代

理の承認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１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時代理の承認について。 

  教育委員会事務局職員の任免について、別紙のとおり臨時に代理したので、教育委員会の

承認を求めます。 

  平成31年１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す。 

  それでは、議案第１号の提案理由を説明させていただきます。 

  教育委員会事務局職員を任免する必要があり、平成30年12月20日付をもって臨時に代理し

たので、本案を提出するものでございます。 
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  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、

御承認を賜りたくお願い申し上げます。 

  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１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時

代理の承認について、御説明申し上げます。 

  この件につきましては、平成30年12月20日付で市長から協議があり、回答する必要が生じ

ましたが、会議を開催するいとまがないことから、武蔵村山市教育委員会教育長に対する事

務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、同日付で臨時代理いたしましたので、

同条第２項の規定に基づき、御承認をお願いするものでございます。 

  別紙を御覧ください。 

  教育委員会職員の平成31年１月１日付の任命と解任及び平成30年12月31日付の解任、退職

でございます。 

  平成31年１月１日付で武蔵村山市職員の人事発令が実施されましたが、これに合わせて教

育委員会事務局職員の異動も行われ、それに伴い任免の必要が生じたものでございます。 

  平成31年１月１日付の任命及び解任でございますが、任命が一般職１人、解任が主任職１

人となっております。 

  次に、平成30年12月31日付の解任、退職でございますが、主任職１人となっております。 

  人事発令は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○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。 

  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。 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 
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  これより、議案第１号 武蔵村山市教育委員会事務局職員の任免に係る臨時代理の承認に

ついてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認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。 

  挙手全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

  ありがとうございました。 

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

◎日程第６ 議案第２号 平成３１年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づ

く主要施策・主要事業について 

○池谷教育長 日程第６、議案第２号 平成31年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づ

く主要施策・主要事業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２号 平成31年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主要事業

について。 

  平成31年度武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主要事業について、別紙

のとおり決定するため、教育委員会の議決を求めます。 

  平成31年１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２号の提案理由を説明させていただきます。 

  平成31年度武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主要事業を定める必要が

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。 
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○田代教育部長 それでは、議案第２号 平成31年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基

づく主要施策・主要事業について、御説明いたします。 

  平成31年度武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・主要事業につきましては、

平成30年12月12日に開催されました平成30年第12回教育委員会定例会におきまして、協議事

項として委員の皆様に御説明申し上げたところでございます。 

  そのため、本日は詳細な説明は省略させていただき、委員の皆様からいただいた御意見及

び前回からの変更点を中心に御説明させていただきたいと思います。 

  まず、委員の皆様からいただいた御意見でございますが、第12回定例会の会議の中では、

「いじめはどの子供にも起こり得るとの認識の下、」という文言を、新しく加えたことに対

する賛同の御意見、教育の根本は家庭にあるという考え方を踏まえ、家庭教育の重要性につ

いて訴えていってもいいのではないかという御意見、校内研究を重視した記載についての賛

同の御意見、中学校における部活動の外部指導員に対して、教育の現場に携わる者であると

いう自覚を持たせるとともに、当該外部指導者の資質の向上を求めるという御意見、国際理

解教育の推進を重点項目に位置づけることに対する賛同の御意見などをいただきました。 

  また、第12回定例会後に御意見、お気づきの点があった点については、平成31年１月４日

までに教育総務課に御連絡をお願いしたところでございますが、定例会後に委員の皆様から

の特段の御意見はございませんでした。 

  次に、前回、御協議を申し上げた際に御提示した内容からの変更点についてでございます。 

  いただいた御意見の多くは、内容について御賛同いただけるものでございましたが、いた

だいた御意見を踏まえ、２点ほど変更させていただきました。 

  １点目は、７ページの（６）でございますが、教育の根本は家庭にあるという考えを追記

いたしました。 

  ２点目は、議案の最後のページにお示ししております重点項目でございます。 

  ページ、下段の生涯学習の「家庭教育の支援」の項におきまして、１点目と同様に教育の

根本は家庭にあるという考え方を追記いたしました。 

  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。 

  これより質疑に入ります。 

  いかがでしょうか。 

  では、杉原職務代理者、お願いします。 
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○杉原職務代理者 １点は意見で、それからもう１点はお願いです。 

  この前の検討の状況もありますけれども、現代の課題を踏まえて、これからの子供たちの

ために、多様な視点で文言も整理されてよろしいかと思います。内容も、多様な視点からま

とめられていますので、各学校の校長先生や先生方、職員の方々が、子供たちの状況を踏ま

えて、いろいろ教育計画を立てていきやすいと思いました。これが意見です。 

  ２点目ですけれども、お願いです。10ページのところの地球温暖化によって、夏季の気温

が著しい上昇をしており、教育環境の整備として冷房化を進められているわけです。ただ、

普通教室は完了していますが、特別教室についてはこれからの学校もあるということで、各

学校で格差が出ないように工夫して努められているということで安心はしておりますが、是

非、各学校、武蔵村山の子供たち全員の子供が安心して同じような望ましい環境の中で学習

したり、取り組んだりできるようにお願いいたします。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  その他いかがでしょうか。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、その他、質疑なしというところで、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２号 平成31年度 武蔵村山市教育委員会の基本方針に基づく主要施

策・主要事業についてを採択いたします。 

  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 いかがでしょう。ありがとうございます。 

  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７ その他 

○池谷教育長 日程第７、その他に入ります。 



－16－ 

  委員からの報告等の御発言があればお受けいたします。 

  特に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御発言があればお受けいたします。 

  いかがでしょうか。 

  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。 

  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31年第１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１０時０４分閉会 

 

 


