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2018.12.05 ： 平成 30 年第４回定例会（第２号） 本文 

◯議 長（本間まさよ君）  次に、課題と解決策の見える化及び学校教育、家庭教育、社会教育の連携等について、

６番竹内まさおり議員。 

             （６ 番 竹内まさおり君 登壇）（拍手） 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  ６番、むさしの志民会議の竹内まさおりです。今回を含め、もしかしたらここの場で一般

質問を行うのが、あと２回になるかもしれません。メメント・モリの精神で１日１日を大切にし、質問させていただきたい

と思います。今回は、課題と解決策の見える化及び学校教育、家庭教育、社会教育の連携等について質問させてい

ただきます。 

 課題が共有されることによって、協働が促進されます。また、解決策が共有されることによって、より適切な選択肢の

検討が可能となります。エンドレスな地域課題に対し課題を共有する仕組み、そして解決策を共有する仕組みを構築

し、効果的で最適な行政運営を実現していかなければなりません。同時に長時間労働が問題視される中、働き方改

革の推進も重要です。2016年に実施された日本経済新聞の調査によれば、残業が減らない要因の第１位は、「非効

率な会議や資料の作成が多い」でありました。情報共有の仕組みが整えられれば、会議の削減や資料作成の省力化

は実現できると考えます。今回は主に教育分野を対象に、以下質問いたします。 

 １、ことし 10月に閣議決定された平成 30年版の過労死等防止対策白書において、教職員の労働環境が大きく注

目されました。平成 26年に行われた武蔵野市立学校職員意識調査においても、小・中学校教職員の１日当たりの平

均在校時間は約 11.79時間と、長時間労働であることがわかります。本市において、過労死ライン相当と言われる

週 60時間以上在校している小学校、中学校の教職員の状況をお伺いいたします。 

 ２、今年度、中学校部活動あり方検討委員会が設置されましたが、現在、部活動指導に係る教職員の仕事量はどれ

くらいであるのかお伺いいたします。 

 ３、部活動の指導だけではなく、給食指導や清掃指導に関しても、外部や地域人材を活用している事例があります。

これらの取り組みも先生いきいきプロジェクトに資すると考えますが、見解をお伺いいたします。 

 ４、教職員の長時間労働も課題でありますが、平成 29年度における市職員の年間超過勤務時間は１人当たり 210

時間と、多摩 26市において突出しておりました。管理職における超過勤務相当時間をお伺いいたします。 

 ５、埼玉県戸田市では、教育分野に強い人材の採用や教育行政の専門性が図れるとのことで、教育行政職区分の

職員の採用に取り組み始め、育成については、教育行政部局への配属によるキャリア形成を基本としつつ、市長部

局（こども青少年部、福祉部など）への配属も含め、教育行政職のプロフェッショナルに求められる資質、能力を育成

していくとのことです。教育行政のプロフェッショナル人材の確保について認識をお伺いいたします。 

 ６、文部科学省は、学校教育、家庭教育、そして社会教育の中心に子どもを置いております。学校教育に関しては、

第三期武蔵野市学校教育計画（仮称）が策定中でありますが、その他、児童生徒らを対象とした家庭教育及び社会

教育の現状と課題はどのように捉えられているのか、見解をお伺いいたします。 

 ７、今年度より、ひとり親家庭に対しては訪問型学習・生活支援事業が実施されましたが、実施状況と対象者に占め

る利用者の割合についてお伺いいたします。 

 ８、平成 29年度の不登校児童生徒数は 101人と近年増加傾向が続いておりますが、どのように分析しているの
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か、お伺いいたします。 

 ９、不登校児童生徒数に関し情報公開請求をしたところ、国の統計調査が公開されるまでは非公開とのことでした。

不登校対策として、教育支援センターの運営やスクールソーシャルワーカーの巡回などに取り組んでおりますが、現

状が共有できなければ、議会での予算や決算の審査に支障を来すと考えます。どのように認識されているのか、見解

をお伺いいたします。 

 10、各小・中学校における暴力行為及びいじめの認知件数と増減状況についてお伺いいたします。 

 11、現在、各学校における学力調査の結果は公表されておらず、全国平均や都平均よりも上回っているといったこ

としか読み取れない状況です。そのため、学校間の差や学校内での差はどれくらいあり、それがどれくらい改善されて

いるのかといった判断ができません。格差是正に向けた取り組みや、平均点との比較ではなく、どれだけ伸びたかと

いう伸び率の状況など、その成果はどのように評価すればよいと考えているのか、見解をお伺いいたします。 

 12、本市では独自に武蔵野市子ども生活実態調査が行われておりますが、全国学力・学習状況調査の結果はテス

トの平均点情報しか記載しておらず、その他およそ 140項目の調査結果がわかりません。また、東京都児童生徒の

学力向上を図るための調査結果も点数だけの公表であり、生活や学習に関する意識や実態に関する調査や、指導

方法に関する取り組みや、人的、物的な教育条件の整備の状況に関する調査の掲載もありません。また、学校評価

を公表していない学校や、個別の学力調査の結果を公表している学校があります。資料があるのであれば、可能な

限り情報共有や協働を図った方がよいと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 13、平成 14年に学校評議員制度の流れとして、開かれた学校づくり協議会が設置されました。制度自体が形骸化

しているといった文部科学省の調査結果もありますが、現状と課題についてお伺いいたします。 

 14、開かれた学校という考え方は、昭和 62年の臨時教育審議会での答申に始まるとされております。そして現在

は、学校が地域に開かれていることは大前提であり、地域による支援、さらには、地域と学校の双方向である協働、

連携への発展が中央教育審議会より提言されております。武蔵野市開かれた学校づくり協議会ではなく、事業の目

的が伝わりやすい名称への変更も検討できるのではと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 15、現在、地域コーディネーターの紹介によって、地域人材を登録した学校支援協力者リストを作成しております

が、どのような方がどれくらい登録されているのでしょうか。作成や活用の状況と課題についてお伺いいたします。ま

た、各学校がどのような支援を望んでいるのかといった、学校ニーズの可視化に関する取り組み状況についてお伺い

いたします。 

 16、学校によっては地域住民や民間企業との協働にばらつきがありますが、各小・中学校における平日授業、放課

後子ども教室、土曜学習等、外部資源との連携・協働状況と課題についてお伺いいたします。 

 17、職業体験を受け入れていただいている民間事業者数はどれくらいあるのか、また、どれくらいの生徒が第１希

望とする職場での職場体験ができているのか、お伺いいたします。 

 18、文部科学省の土曜学習応援団や東京都教育庁の人材バンク事業等、国や都が行っている外部資源の活用状

況についてお伺いいたします。 

 19、ティーチング・アシスタント、サポートスタッフ、学校支援協力者の登録者数と事業目的の達成状況についてお

伺いいたします。 

 20、教育支援のための地域人材の育成が重要だと考えますが、取り組み状況についてお伺いいたします。 

 21、今後、教職員ＯＢの活躍も期待できると考えます。市内在住の教職員ＯＢに関する情報は保有しているのでしょ

うか。東京都との情報共有も含め、お伺いいたします。 

 22、私学では、卒業生に対し寄付金の依頼や同窓会の案内通知など、定期的にＯＢ、ＯＧとの関係維持に努めてお
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ります。本市においても、メールアドレスを登録してもらうなど学校卒業生との関係を維持することで、さらなる学校運

営の発展につながり得ると考えますが、見解をお伺いいたします。 

 23、現在、400名ほどの中高生リーダーがおり、ボランティア活動の場も募集しておりますが、ジャンボリーや桜ま

つり、保育体験等、市の事業以外での活動状況と、さらなる展開のための見解についてお伺いいたします。 

 24、教育分野にかかわらず、新しい公共のためには、地域人材、地域資源の見える化、共有化が重要だと考えま

す。本市においてもサークルガイドブックやボランティアガイドブック、健康づくり活動団体等の団体紹介を行っており

ますが、フォーマット様式もさまざまであり、別々に取り組んでいる状況です。コミセンや社協、青少協、ＰＴＡ、おやじ

の会、民生委員、防災会、安協、商店街、ＮＰＯ等も含めた各種地域団体の代表者や活動紹介等の情報を一元化し、

地域人材図鑑や資源帳を整備してはと考えますが、見解をお伺いいたします。 

 25、小学校区、コミュニティセンター区域、地域社協区域、避難所運営組織結成地域等が不一致な状況です。ずれ

てしまっている経緯と不都合はないのか、お伺いいたします。 

 26、各小学校区における市立小学校以外に通学している児童の割合をお伺いいたします。 

 27、各中学校区における市立中学校以外に通学している生徒の割合をお伺いいたします。 

 28、市外の学校に通う児童生徒らが地域とつながり、連携が図れるような取り組みや工夫についてお伺いいたしま

す。 

 29、地域の小・中学校やコミセン等公共施設、地域でのイベント行事など、地域内における他団体の取り組みやス

ケジュールが一目で共有できる、コミュニティカレンダーなるものを作成している事例があります。本市においても、中

学校区くらいの範囲においてコミュニティカレンダーを整備すれば、さらなる地域の連携が図りやすくなるのではと考え

ますが、見解をお伺いいたします。 

 以上、壇上での質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内まさおり議員の一般質問に順にお答えをいたします。 

 まず、通し番号で４番です。管理職における超過勤務相当時間につきましては、超過勤務手当が管理職には支給さ

れていないこと等により、全庁的なデータはございません。 

 ５番です。プロフェッショナル人材の確保につきましては、現在、一般技術の土木、建築と保健師について職員採用

を行っております。教育行政のプロフェッショナル人材につきましては、他の行政分野と同様にジョブローテーションを

通じた育成を図るとともに、ＯＪＴや専門性を高める研修の機会を提供し、意欲的に仕事に取り組むことができる仕組

みが必要と考えております。 

 次に、７番です。実施状況です。定員は 10名で、小学４年生１名、５年生２名、６年生２名、中学１年生２名、２年生

３名が利用しています。事業の委託先は特定非営利活動法人文化学習協同ネットワークで、７月から週１回程度、１

回につき２時間以内で学習支援員による学習生活支援を行い、コーディネーターによる保護者との面談も行い、学習

面や生活面の相談に応じております。指導教科は、本人、保護者と相談の上、国語、算数または数学、英語から選択

をしております。保護者からは、相談相手ができて安心した、家庭での学習習慣がついてきたという感想をいただいて

おります。 

 対象者に占める利用者の割合でございますが、対象者の要件は、児童扶養手当が受給できる所得水準のひとり親

家庭で、小学４年生から中学２年生で、市の他の学習支援事業等を利用していない児童生徒です。対象者は、遺族
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年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給対象とはならない方もいらっしゃいますので、正確な数の把握

はできかねます。平成 30年４月 17日現在、児童扶養手当を受給していて該当年齢の児童のいる 182世帯に募集

を行っております。 

 続きましては、16番でございます。国で言う放課後子ども教室は、本市においては地域子ども館あそべえの名称で

実施をしています。地域子ども館あそべえは、保護者を含めた地域社会の構成員が一体となって子どもを育てるとい

う考えに基づき実施しており、通常の開放事業の中でも、地域にお住まいでスキルを持った方にボランティアや講師と

して、けん玉や将棋など、子どもたちの指導をしていただいています。また、地域活動をしている団体を招いての環境

に関するイベントなども実施しております。地域子ども館まつりなど、大きなイベント実施の際には、あそべえスタッフ

だけではなく、ＰＴＡや青少協の方などの協力も得ながら実施しており、地域と密着しながら事業運営が行えておりま

す。 

 続きまして、23番目です。中学生、高校生が地域活動の担い手として活躍できる力を養っていく場として、中学生・

高校生リーダー講習会を毎年実施しており、講習会受講後、中学生・高校生リーダーとして登録いただいた方につい

ては、随時地域のイベントや市が主催するイベントの情報を発信し、ボランティア募集を行っております。 

 ボランティアとして参加する機会をより多く得るために、青少協地区委員会の主催事業等においても、中学生・高校

生リーダーの活躍の場の提供をお願いしており、年間延べ 30名ほどの中学生・高校生リーダーが、どんど焼き、地

域の祭り、運動会など、地域のイベントのボランティアとして参加をしています。引き続き青少協地区委員会の活動と

連携を図りながら、中学生・高校生リーダーのボランティア活動促進につながる取り組みを実施してまいります。 

 次、24番目です。各種団体等の情報の把握状況としましては、各主管課が施策を実施していく中で、さまざまな地

域団体等とのつながりが生まれ、その情報を取りまとめております。それぞれの一覧、名簿等は、それぞれの発行趣

旨に基づいての編集、構成となっておりますので、情報の共有化やフォーマットの統一は難しい点が多いと考えており

ます。 

 25番目です。それぞれお答えいたします。地域社協のエリアについては、各地域の住民が話し合いを行い、区域を

決めている経緯がございます。市や市民社会福祉協議会が決めたわけではなく、あくまで住民が活動しやすい範囲

について話し合いの上、決定しております。そのため、小学校区としている地域もあれば、まちの単位を地域社協の

区域としているところなど、さまざまな状況です。地域福祉活動は地域住民の人のつながりを大切にしながら進められ

ている面が強いことから、学校区等と違った区割りとなっているものの、活動を行う住民等の自主性を尊重すべきもの

であると考えております。 

 避難所運営組織は地域住民による災害時の避難所運営を目的に結成された組織で、自主的に運営が行われ、活

動地域についても自主的に定められております。基本的に、小学校、中学校等避難所単位で活動するため、不都合

はないと認識をしております。 

 コミュニティセンターの区域は、市の条例や規則で定められているものではありません。各コミュニティ協議会の構成

員は各協議会の会則により定められております。当初のコミュニティ構想では８つのコミュニティエリアが想定され、そ

の後コミュニティ市民委員会による検討を経て、現在は 16の協議会エリアが存在しております。本市においては、コ

ミュニティセンターの区域とその他のテーマ別コミュニティの活動範囲が必ずしも一致しておらず、微妙にずれながら

幾重にも重なり合っているのが現状です。そのことが逆に、複数のコミュニティの連携を緩やかに促すようなメリットも

あるのではないかと考えております。 

 続きまして、28番についてです。市外の学校に通う児童生徒と地域のつながりについては、以下お伝えするような

さまざまな取り組みを行っております。 



5 

 

 市外に通う児童生徒にも、みずからが住む市について興味を持ってもらうために、市政情報や市政の課題などにつ

いて、背景や経緯などを掘り下げて紹介する季刊むさしのを、市外への通学者に対して毎号個別に自宅に郵送すると

いう取り組みを行っております。 

 また、市外の学校に通う児童生徒らが地域とつながり連携が図れる取り組みとして、学童クラブ及びあそべえがあ

り、市内に住所を有していれば、居住する学区の学童クラブ、あそべえを利用することができます。市と青少協、地区

委員会とで実施しているむさしのジャンボリーにつきましても、市内に住所を有していれば参加でき、市外の学校に通

う児童も実際参加をしております。 

 中高生の意見を市の施策事業に反映させることを目的として実施している中高生世代広場にも、市外の学校に通う

生徒が参加しており、市内に通う生徒との交流が図られております。中高生リーダーについても市外の学校に通う者

はおり、むさしのジャンボリーのサブリーダーとして、また、どんど焼き、地域の祭り、運動会など、地域のイベントのボ

ランティアとして参加しています。 

 引き続き、青少協地区委員会の活動と連携を図りながら、市外の学校に通う児童生徒が地域とつながる取り組みを

実施していきたいと考えます。 

 最後、29番目についてです。各地域子ども館で開催される推進会議には、ＰＴＡ、青少協、地域社協、スポーツ推進

委員、コミセン等、地域団体から選出された代表者が出席しており、各団体の取り組み等を情報共有できる場となって

おります。また、各コミュニティセンターではコミュニティだよりを発行しており、協議会により差異はありますが、地域の

お知らせ、他団体の行事等も掲載されており、より身近な情報が得られやすいと考えております。学校と地域をつなぐ

情報を学校区で、コミュニティカレンダーとして作成しているという事例があることは把握しておりますが、その事例も

参考としながら、地域の連携がより進む取り組みについて研究をしていきたいと考えます。 

 他の質問については教育長からお答えいたします。 

 

 

 

◯教育長（竹内道則君）  竹内議員の御質問については、学校運営をめぐる厳しい状況に対する温かいまなざしと、

ありがたく受けとめさせていただいて答弁しますが、御質問内容が多岐にわたるので、要を得ながらも簡潔なること

を、まず御容赦いただきたいと思います。 

 まず、１番目です。週 60時間以上在校している小学校、中学校の教職員の状況ですが、現在全校にタイムレコー

ダーを設置していないため、教職員個々の状況については正確に把握しておりませんが、先行してタイムレコーダー

を設置した学校の、ある１週間の事例を見ると、小学校で８名、中学校で３名程度となっております。 

 次に、部活動指導に係る教職員の仕事量ですが、平日においては週４日程度、６時間目終了の 15時 30分ごろか

ら、最終下校時刻の 18時から 18時 30分までの間、指導に当たっております。部活動によっては土日に練習や公

式戦の引率等のため、半日もしくは１日指導に当たることもございます。 

 ３番目です。給食指導や清掃指導について、先生いきいきプロジェクトとして外部や地域人材を活用してはどうかと

のお尋ねでございます。昨年の 12月に中央教育審議会から、学校の業務を 14個の業務に分けて、基本的には学

校以外が担うべき業務と、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務と、教師の業務だが負担軽減が可能

な業務の３つに分類することが示されました。校内清掃や給食時の対応は、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要

のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務にそれぞれ分類されており、働き方改革の手だての一つとなる

と考えております。しかし、人材や打ち合わせ時間の確保、食物アレルギーへの対応など、導入に当たって検討する
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課題も多いことから、今後研究をさらに進めてまいります。 

 次に、６番目です。児童生徒に対しては、学校教育の中では実施が難しい体験型の土曜学校等を通じて、多様な学

びの機会を設けております。子どもたちの置かれた生活実態を踏まえると、学校教育だけでは解決が難しい課題も存

在することから、家庭教育への支援や社会教育の分野とも連携して、これらの課題に取り組んでまいります。 

 次に、８番目の不登校児童生徒数の増加に関するお尋ねでございます。不登校の要因は、家庭に係る状況など複

雑化、多様化しており、そのため増加傾向にあるものと考えております。 

 ９番、10番でございます。不登校児童生徒数の情報公開に関するお尋ねですが、児童生徒の問題行動、不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査は、国の一般統計調査であり、統計法により、その実施主体である国の行政機関

が公表することとされています。ただしこの調査においては、その実施要綱で都道府県教育委員会等は調査の結果

を文部科学省の公表後に公表することができるとされていることから、国が公表するまで開示することを控えさせてい

ただきました。 

 次に、各小・中学校における暴力行為及びいじめの認知件数と増減状況に関するお尋ねですが、平成 29年度の

暴力行為につきましては、小学校がゼロ件、中学校が 18件ございました。平成 28年度と比較しますと、小学校で

22件減少し、中学校で 16件増加しております。平成 29年度のいじめの認知件数につきましては、小学校が 523

件、中学校が 25件ございました。平成 28年度と比較しますと、小学校では 461件、中学校では５件増加をしており

ます。 

 次が、11番、12番でございます。国や東京都が行う学力調査の成果をどのように評価しているかと、これらの調査

や学校評価等の情報共有等を図ったほうがよいのではないかという御質問でございます。学力調査の目的は、児童

生徒一人一人の習得状況を確認することと、自己の授業改善につなげることでございます。各学校では一人一人に、

調査結果と結果からわかる今後の学習方針等が示された個票を渡し、本人、保護者と共有することで、個人の学力

向上に努めております。また、調査結果を受け、各学校では授業をどのように改善するかを示した授業改善推進プラ

ンを作成し、ホームページや学校だよりでの公表や保護者会での説明を行い、学校全体の学力向上に努めていると

ころでございます。 

 学校評価につきましては、教職員のみならず児童生徒やその保護者、学校関係者による評価を行い、その結果を

各学校のホームページや学校だよりで公表するとともに、開かれた学校づくり協議会等で共有し、自校の教育につい

て改善を図っているところでございます。今後も各種調査や学校評価等については、本来の趣旨を損ねることのない

よう留意しながら、関係者と共有し、課題解決を図っていきたいと考えております。 

 次に、13、14番、開かれた学校づくり協議会の現状と課題、名称変更の検討に関するお尋ねでございます。開か

れた学校づくり協議会は、現在年４回開催することを原則とし、学習指導、学校行事等教育活動に関することや、児童

及び生徒の指導に関すること、学校、家庭、地域及び関係諸機関との連携に関することや学校評価の協議等を行っ

ております。課題として、議員の御指摘にもありましたように、支援にとどまらず、地域と学校の双方向の協働、連携

へ発展させていくことが大切であると考えております。今後このようなことも踏まえ、開かれた学校づくり協議会のあり

方を検討してまいります。 

 次に、15番、学校支援協力者リストに関するお尋ねでございます。コーラスや和楽器、吹奏楽など音楽関係の指導

や剣道、バドミントンなどのスポーツ指導、また茶道や書写の指導、戦争体験の講話など多種多様な分野において、

現在 89の協力者や団体に御登録いただいています。 

 次に、リストの作成に関しては、市報むさしのに募集の記事を掲載して協力者を募っております。協力者の高齢化に

伴い、登録者数が減少していることは課題として挙げられます。活用状況については、さきに述べた分野の指導だけ



7 

 

でなく、学校から要望があれば、下校時の見守りを初めとして、学芸会や検定試験の補助などを行っていただいてい

る実績もございます。学校の要望は、各学校の地域コーディネーターが把握をしております。各学校において状況や

ニーズが異なるので、一覧としての可視化はしておりません。 

 次に、16番、外部資源との連携、協働状況と課題に関するお尋ねでございます。平日の授業についてですが、各学

校の必要性に応じ、地域人材をゲストティーチャーとしてお迎えした授業をさまざまに行っております。また劇団四季

による美しい日本語の話し方教室など、民間企業等に御協力いただいている事例もございます。 

 課題といたしましては、学校の計画に沿った授業を展開していただけるか、児童生徒の発達段階に合わせてわかり

やすく説明していただけるか、また、そのための打ち合わせの時間の確保などがございます。また土曜学習ということ

ですが、一部の中学校において行われている学習支援教室では、地域の方に運営や指導に携わっていただいており

ます。 

 次に、17番、職場体験を受け入れていただいている民間事業者数ですが、今年度は６つの中学校の合計で 274

団体となっております。この中には地域コーディネーターが新規開拓した事業者も相当数あり、この点で教員の負担

軽減にもつながっていると認識しております。第１希望で体験している生徒数ですが、市教育委員会としては把握して

おりません。生徒によっては第１希望ではない場合もあるかもしれませんが、各学校では職場体験学習の趣旨であ

る、望ましい勤労観や職業観の育成を行えるよう、生徒に体験希望先を複数聞き取り、できるだけ要望に応えるよう

地域コーディネーターにかかわっていただくなど、さまざまに調整し、取り組んでいるところでございます。 

 次に、18番、文部科学省の土曜学習応援団、東京都教育庁の人材バンク事業等の活用についてでございます。東

京都の教育庁人材バンク事業の活用については、各学校から直接申し込みをすることができるため、全ては把握して

おりませんが、現在部活動指導に活用している中学校もあると伺っております。今後土曜学習応援団も含め、学校へ

の周知に努めてまいります。 

 19番目の御質問、ティーチング・アシスタント、サポートスタッフ等の登録者数と事業目的の達成状況についての御

質問でございます。 

 まず、ティーチング・アシスタントの事業目的は、本市の小学校、中学校の通常の学級において、児童及び生徒に対

する学習支援、または教員の指導補助を行う学生ボランティアを配置することにより、教員の負担を軽減するととも

に、教育の一層の充実に資することであります。現在 80名の登録者があり、69名を学校に配置し、各学校で活躍い

ただいています。 

 次に、サポートスタッフの事業目的についてですが、本市の小学校の通常の学級に在籍する発達障害がある児童

に対し、発達障害について専門的に学んでいる学生ボランティアを配置することにより、要支援児童に対する教育の

一層の充実に資することでございます。現在 35名の登録者があり、33名を学校に配置し、学校からは大変助かって

いるとの声をいただいています。 

 学校支援協力者については、さきの御質問にお答えしたとおりでございます。 

 次に、20番目、教育支援のための地域人材の育成に関するお尋ねでございます。地域コーディネーターの育成に

ついては、年３回研修も兼ねた連絡会を実施しております。その他の地域人材については特段育成はしておりません

が、今後も地域人材の発掘を行っていくことは重要だと考えております。 

 21番目、市内在住の教職員ＯＢの情報の保有に関する御質問ですが、各人の個人情報になるため、市教育委員

会としては保有しておりません。東京都との情報共有についても同様でございます。 

 22番目の学校卒業生との関係を維持することに関するお尋ねでございます。各学校の同窓会に所属している卒業

生自身がつながりを維持していただくことがよいと考えております。学校が同窓会の運営にかかわることは、現状にお
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いては難しいと捉えております。 

 25番目の学区と各団体の区域についての御質問でございます。学区については教育委員会において、武蔵野市

立学校学区に関する規則により定めております。学区と団体の活動範囲が一致している場合には、児童生徒や保護

者に団体の活動の情報提供がしやすいなどのメリットもありますが、各団体の活動内容はさまざまであり、一概に不

都合があるとは言えないものと考えております。 

 26、27番の御質問でございます。平成 30年度の市立小・中学校以外の通学者の割合ですが、小学校については

13％、中学校については 41％となっています。 

 以上でございます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  順に再質問させていただきます。ちょっと答弁が入っていなかったのかなというところもあ

りますので、改めてお願いいたします。 

 まず２番ですか、中学校の部活動のあり方に関してですけれども、以前市が行った調査では、部活動の指導が負担

だと答えた職員の割合が 7.3％しかなかったと。かなり少なかったなという印象があります。教員にとっては別に負担

だとは感じていない、でも教育委員会としては、いや、働き過ぎだからちょっと見直したらどうかと、そういった意見の食

い違いもあるのかなと思うのですけれども、現状についてお伺いいたします。 

 あとは３番に関してですが、給食や清掃に関しても、アレルギー問題といった課題もあるということですが、既に取り

組んでいる事例を参考に検討していっていただきたいなと思います。 

 次に４番で質問ですけれども、管理職は超過勤務相当時間がわからないといった答弁だったと思うのですけれども、

こちらで管理職の人はタイムカードは使っていないということなのでしょうか。一般職と比べて、正規の８時 15分から

17時 45分、それ以外の超過勤務相当時間をお伺いいたします。 

 次に５番です。教育行政のプロフェッショナル人材に関しては、本市ではジョブローテーションを使ってや、ＯＪＴで対

応しているといったことですけれども、例えば教育行政に携わりたい職員の意思を尊重するのももちろんだと思うので

すけれども、採用する段階で、ほかの行政分野に関しては興味は少ないけれども、教育行政には携わりたいといっ

た、専門知識のある、すぐれた人材もいると思いますので、そういった方に対しての採用の可能性、門戸を広く開くと

いった考え方も重要なのかなと思うのですけれども、改めて見解をお伺いいたします。 

 続いて６番です。家庭教育と社会教育の現状と課題については、ちょっと答弁がうまく理解できなかったので、改め

てお願いしたいなと思います。例えば生涯学習計画では社会教育に関して記述があり、学校教育との連携という項目

では、音楽活動支援事業や図書館との連携くらいしか言及されておらず、余り計画や考え方がわからない状況だと思

います。 

 また家庭教育に関しては、例えばある自治体によっては、教育委員会とＰＴＡが連携し、家庭教育宣言なるものを採

択しております。例えば、進んで挨拶や返事をさせます。家の手伝いや地域活動へ参加させます。早寝早起き、朝

食、家庭学習の習慣化をさせます。そういった基本的な指針として定めているとのことです。 

 第三期武蔵野市学校教育計画（仮称）の議論の中でも、何でもかんでも家庭教育の内容が学校教育に期待されて

しまっているといった議論もあったかなと思うのですけれども、やはり学校や家庭における役割分担の一定の明確化

も必要なのかなと思うのですけれども、見解をお伺いいたします。 

 続いて７番のひとり親家庭です。ちょっと合計が計算できなかったのですけれども、182世帯に対して合計で 20世
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帯ぐらいしか利用されていないのですか。ひとり親家庭に限らず、例えば子どもに対してネグレクトぎみな家庭という

のもあるのかなと思っていまして、例えば国は補助を出して、家庭教育支援チームの活動を推進していると思います

が、そういったものに関してはどのように認識されているのか、お伺いいたします。 

 とりあえず以上でお願いします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  竹内議員の私に関する再質問に順にお答えいたします。 

 まず４番目についてでございますが、私が最初にお答えしたのは、管理職については超過勤務手当が支給されてお

りませんので、時間の管理をしておりません。超過勤務相当時間については超過勤務手当が支給されていないことに

より、全庁的なデータがないというお答えをいたしました。出勤簿はございますがタイムカードはございません。 

 ５番目につきましては、御質問の趣旨は、この教育行政のプロフェッショナル人材の定義の御説明だと思うのですけ

れども、教育行政に携わりたい人を採用する、そういう意思はないのかという御趣旨の御質問かと思うのですが、採

用試験等で私も最終面接を行っておりますが、教職課程を修了していて教育行政に熱意を持っているという方もいら

っしゃいました。ただし、教育職としての採用は行っておりませんので、常勤一般職として採用をしております。今、市

が行っておりますプロフェッショナル採用としては、先ほども言ったような職種、土木、建築と保健師についてなので、

教育行政に携わりたいという熱意をお持ちで、かつ教職をお持ちの方にあったとしても、ジョブローテーションが必要で

あると考えております。一般職で採用しております。 

 次に、７番目について、ちょっと質問の御趣旨はわかりかねるのですが、そもそも御質問は、ひとり親家庭訪問型学

習・生活支援事業の実施状況と対象者に占める利用者の割合についての御質問で、定員は 10名で 10名利用して

いる、該当年齢のいる 182世帯に募集を行っているとお答えしたものの再質問が、家庭学習、ネグレクトというのは

虐待ですので、虐待家庭の支援はどうなのだという御趣旨の質問だとしたら、ちょっとこの７の再質問に当たらないと

思うのですが、少し質問の趣旨がわかりかねますので、お答えいたしかねます。 

 以上です。 

 

 

 

◯教育長（竹内道則君）  私からは、まず部活動のことについてです。武蔵野市の教員に対して行ったアンケート調

査の中では、負担感としては総体的に低く出ているのは確かだと思います。ただ一般的に報道などで、中学校の先生

の７割がいわゆる過労死ラインだとか、それから中学校の先生の中での部活動の時間数に占める割合というのは高

いわけですので、例えば先ほど答弁で申し上げたように、土日の部活動の練習であるとか、あるいは大会の引率、そ

れからいわゆる管理顧問と言っているのですが、専門的知識が薄い先生でも特定の部活を持たなければいけない。

そのことの負担というのもやはりあるのだと思います。その中でどのようにそれを軽減していくのかというのは、やはり

一つ大きい課題かなと思っております。 

 それから学校教育と家庭、地域との関係でございますが、議員御指摘のとおり、次の学校教育計画の中での課題だ

と思っています。子どもをめぐる家庭やあるいは地域の状況を踏まえて、今までの学校教育以外の面での課題として

も捉えるべきものがあると思いますし、先ほどお話のあった家庭の役割と、あるいは地域の役割と学校の役割という、

役割の面からの検討も必要だと思いますが、家庭の事柄についてどこまで踏み込むのか、そういったこともあると思
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いますし、家庭の中の状況について、いろいろな意味での例えば貧困であるとか、あるいはそれが地域の中でどう受

けとめられているのかを踏まえた上で、学校ができることはどういうことなのかというのを考えていくべきかなと思って

おります。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  教職員に対して働き方改革を促そうと、タイムカードを導入いたしました。武蔵野市の職

員の方も超過勤務時間は長いです。管理職の人がタイムカードを持っていないということですので、やはり働き方改革

としてタイムカードを導入したほうが、より働き方改革の推進につながるのかなと思います。現状の可視化にもなりま

すので、ぜひ導入していただきたいと思います。 

 続いて、学校教育と家庭教育と社会教育です。こちらも一定の役割分担の明確化も進めていただきたいと思いま

す。 

 続いて、ひとり親家庭訪問型学習・生活支援事業ですけれども、10世帯、10人に対して分母がおおよそというので

すか、正確な数字はないということですが、182世帯と考えると、随分対象者を少なく限っているのかなと思います。

私が申し上げたのは、国が家庭教育支援チーム、家庭での教育が、なかなか親が子どもの面倒を見られない、ネグ

レクト。子どもを余り構ってあげられない、見守ってあげられないというのですか、無視、そういったことに対する状況と

いうのが、虐待の分類の中でも多くの割合を占めております。家庭教育支援チームを武蔵野市はやっていないと思い

ますので、それについてはどのように認識されているのかといった質問でした。 

 次、質問させていただきます。不登校児童生徒数はさまざまな要因があってふえているといった御答弁がありまし

た。例えば市内に事務所があったので御存じかもしれないのですけれども、オリィ研究所は御存じですか。分身ロボッ

トというのがありまして、例えば病気を抱えて外出が困難だったり、または不登校の子だったり、そういった人たちのた

めに分身ロボットを学校に導入しているといった事例もあります。そしてそれが不登校児童生徒にとってステップアップ

に有効なこともあるということですので、不登校児童生徒数が 100人以上になってしまった現在、１台ぐらいは導入の

検討もいいのかなと思うのですけれども、御見解をお伺いいたします。 

 続いて、不登校児童生徒数の情報公開に関してです。こちらは国の決まり、東京都の決まりがあって公表できなか

ったということなのですか。それとも市独自の判断ということなのですか。そちらをもう一度確認させてください。 

 続いて、10番の各小・中学校における暴力行為及びいじめの認知件数ですけれども、僕は各小・中学校と質問して

いるのです。12の小学校と６つの中学校における、暴力行為及びいじめの認知件数についてお伺いいたします。 

 続いて、11や 12番です。情報公開に関してですけれども、例えば 12番の御答弁で、関係者と情報共有を図ると

いった答弁があったと思うのですけれども、地域の人というのも関係者だと私は思うのです。この学校にこういった課

題がある、そういうのがわからなければ地域も何もできないというのですか。例えば国がやっている調査も 140項目

も質問があるわけではないですか。この学校はこういう状況なのだというのがわかれば、もっとよりよくしようといったこ

ともできるのかなと思うのですけれども、見解をお伺いいたします。 

 続いて、開かれた学校づくり協議会で今後のあり方が検討されるということで、ぜひ進めていっていただきたいと思

います。文部科学省が校長先生に行った調査では、学校評議員制度よりも学校運営協議会のほうが活発に意見を出

してくれると回答されております。学校運営協議会を必ずしもそういった形にしなくても、より事業目的のわかる、事業

目的を達成できる団体にしていっていただきたいと思います。 

 続いて 16番、学校と地域との連携ですけれども、各学校の授業で必要に応じてみたいな御答弁があったと思うの
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ですけれども、結構ばらつきがあるなと思うのです。その辺の認識はどのようにされているのでしょうか。もし数字でわ

かれば教えてください。学校評価にはゲストティーチャーを 50人呼んだというところもありますし、ほかはどのような状

況なのか。 

 また、あそべえも結構ばらつきが多いです。例えば第五小学校は 11月のスケジュールが今出ています。12月にな

っても 12月のが出ていないのですけれども、11月のスケジュールを見るとイベントがないのです。一方、一番あった

のが境南のあそべえです。イベントを 18日やっているのです。やはり子どもの最善の利益を考えてどうなのかと。も

しマンパワーが足りないのであれば、やはりもっと地域人材の育成に取り組めるのかなと思います。 

 例えば「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣賞を受賞した久喜市に視察に行ったことがあります。そちら

は本市と同じように、人口が大体 15万人ちょっとです。ですがすごいのが、放課後や土日の体験活動や交流活動の

イベントは週に二、三回行われており、それができるのは 2,500人以上の市民がボランティアサポーターとして登録

しているからです。先ほどの人材リストは 89名とありました。学校支援者の人材育成というのももっとできるのかなと

思います。武蔵野市は、例えば福祉分野においては認定ヘルパーの育成や、あとは支え合いポイント、そして今月か

らは地域包括ケア人材育成センターでしたか、さまざまな手法で福祉の担い手というのを育成しております。教育分野

においても、やはりその担い手の育成というのももっとできるのかなと思いますので、取り組んでいっていただきたいと

思います。 

 そして続いて、卒業生のネットワークづくりです。学校が運営するのは難しいといった答弁があったと思うのですけれ

ども、僕は学校に運営をお願いするのではなく、例えば卒業生に対して、もしよかったらここにメールアドレス登録して

ねと用紙を配るぐらいで、ネットワークづくりくらいの取り組みはできるのかなと思います。 

 今後学校の建てかえなどもあると思いますが、母校に対する母校愛というのは、卒業生、そして自分の子ども、孫が

通っていれば、なおさら学校に対する思いは強いと思います。やはりそういった各学校に対するネットワークがあれ

ば、例えば思い出ベンチの手法のように、一定の寄付を募ることもできるのかなと思います。もう一度、このＯＢのネッ

トワークについて御答弁お願いいたします。 

 以上です。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  私に関するところをお答えします。 

 まず７番に関して、先ほど竹内議員に、私は定員が 10名と答えています。10世帯とおっしゃっていたので、10世

帯ではなく、あくまで 10名が学習・生活支援事業を受けていますということです。申込者は 12名だったのですが、う

ち２名が辞退されましたので、申込者全員が利用できているという現状でございます。 

 続きまして、16番のあそべえに関してのところは私がお答えいたします。地域子ども館あそべえのイベントが、あそ

べえごとに回数などが違うのではないかという御趣旨の御質問かと思うのですが、この地域子ども館あそべえは、保

護者を含めた地域社会の構成員が一体となって子どもを育てるという考えに基づき実施をしておりますので、通常の

開放事業の中、また、さまざまな地域活動をしている団体を招いてのイベントなども、それぞれのあそべえで行ってお

り、今 11月を取り上げていらっしゃいましたけれども、必ずしもその月だけの回数を取り上げて、子どもの利益が最

優先になっていないのではないかということには当たらないのではないかと思います。 

 私からは以上です。 
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◯教育長（竹内道則君）  まず、分身ロボットについては、私も報道されている範囲での情報ですけれども、さまざま

な機会の一つとしては、そういうこともあり得るなと感じております。 

 それから情報公開のことについては、先ほど答弁申し上げたとおり、これは国の一般統計調査ですので、その統計

法、あるいはその下にある実施要綱などでの決まりに基づいて、私どものほうで判断をした結果でございます。 

 それから、いじめや暴力行為の学校ごとの件数につきましては、個人が特定される可能性がありますので、全体を

お示ししているところでございます。 

 それから、地域の方々との情報共有については、必要に応じて、例えば地域コーディネーターであるとか、あるいは

学校の体制の中で行っていくもので、一律にどうするということではないと思います。必要に応じて今も行われている

のだと考えております。 

 それから、開かれた学校づくり協議会の名称については、名称を変えていくということが目的ではないと思いますの

で、その内実がどのような形、どのような必然性があるかによってだと思います。 

 それから、16番の御質問の、協働のばらつきがあるということでございますが、これはやはり目的がよりよい教育を

行うということですので、その結果としてばらつきがあるのは当然だと思っております。協働、あるいは外部人材の活

用を目的にしているわけではないので、その必要に応じて各学校が判断して、外部の人材にお願いするということに

なっていると思います。 

 それから、卒業生のネットワークについては、これも目的をどこに置くかだと思うのです。卒業生の方の親睦、あるい

はそういう学校に対する思いというものを醸成するのであれば、いろいろな方法があると思いますし、それに学校がど

うかかわるのかという必然性が、その目的をどう考えるかにもよると思いますが、現状では、私が先ほど答弁申し上げ

たとおりでございます。 

 

 

 

◯６ 番（竹内まさおり君）  このあそべえのばらつきに関しては、現状をよしとしているということなのですか。私とし

てはもしかしたら、この少ないところはマンパワーが足りず、子どもに対してなかなか事業がしてあげられていないの

かなと思っているのですけれども、そういう状況はないでしょうか、確認させてください。 

 先に行きます。続いて、地域人材図鑑や資源帳の整備です。目的が違うといった答弁があったと思うのですけれど

も、ほかに取り組んでいる事例を調べますと、やはり統一フォーマットでまとめているところがあります。やはり情報が

一元化されないと、なかなか情報共有というのも難しいと思います。また地域コーディネーターの方も頑張られている

と思うのですけれども、課題として、すごく俗人的というのですか、人事異動でその人がやめてしまったら、もうつなが

りも薄れてしまう、そういったことも課題に挙げられていると思います。 

 やはり理想としては、そのコーディネーターのような方が仲介するのではなくて、きちんとした直接のやりとりというの

が、私は一番の理想だと思います。産業に関しても、６次産業というのが注目されていますし、仲卸業者というのもなく

なっております。この人間関係というのも同様に、よりよいやり方があると思いますので、検討していただきたいと思い

ます。 

 あとは学校区です。コミセンや地域社協の区域が不一致ですけれども、住民が決めたことだ、コミセンが会則で決め

ている、そういった答弁があったと思うのですけれども、果たしてそれが市としての理想なのか。一致させたほうが、よ
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りコミュニティ形成、各種団体の連携が図れるのではないかと申し上げております。今後、公共施設の再編に当たり、

例えばコミセンの数も学校とそろえる必要、そういった検討もあるのかなと思いますし、学校区の変更をするときも、ほ

かの区域と同時に合わせるように、そういった長期的なビジョンがなければいつまでたってもばらばらで、それが市民

活動をやるのに関して支障があると考えますが、もう一度御答弁をお願いいたします。 

 

 

 

◯市 長（松下玲子君）  順にお答えをいたします。 

 まず、地域子ども館あそべえについてですが、各館ごとの特色においてイベントを実施しております。イベントが多い

から質が高いとか、イベントが少ないから人手が足りていないということでは決してございません。地域子ども館あそ

べえは放課後の居場所として安全・安心なものであることが、大切であると考えております。 

 次に、24番目の部分です。これはさまざまな団体の情報を一元化し、整備することの目的を、はっきりとおっしゃら

れていない気がするのです。それぞれの各団体の状況の把握ですとか、さまざまな名簿等は発行の趣旨に基づいて

行っておりますので、例えば最初の質問でおっしゃったような各種地域団体だったり、それぞれの取り組みの全部の

代表者の名前とかの一覧を、どう活用されようとしているのか。非常にそのコーディネーターの役割がきちんとしてい

ないみたいにも聞こえたのですが、その都度目的に応じて、人材を活用というか、地域の皆様に御協力をいただいて

いると思います。 

 また、今の状況で目的に応じて、発行趣旨に基づいて管理をすることがやはり必要だと思いますし、それぞれの団

体の長となる方がそうした全てを一覧することを望むのかどうか、それが現場の声なのかどうか、それはきちんと把握

しなければならないことではないかと思っております。 

 もう一つ最後、コミュニティセンターの区域についてですけれども、先ほどお伝えしましたように、コミュニティ構想に

基づいて 16の協議会が存在していますが、特に、例えば運営委員だったり協力委員はここにお住まいの方と決めて

いるところもあれば決めていないところもあり、それぞれの会則により定められております。そのことによって地域活動

に支障があるという声は、私のところには届いてはいないのです。 

 またコミュニティ構想を定めていることは、やはり市は上から機械的にコミュニティの区分を決定することなく、むしろ

構想を示すにとどめ、市民施設をそれぞれの地域に平等に、またそれぞれの地域の特性に応じて適切に配置し、市

民自身のコミュニティづくりをバックアップすべき、武蔵野市においてはこのような考え方に立ってコミュニティを想定す

ると構想に書かれておりますので、それに基づいたコミュニティセンターの区域となっております。 

 以上です。 

 

 

 

◯教育長（竹内道則君）  地域コーディネーターのやりとりではなくて、それを直接に戻すというような御質問の趣旨

だったと思うのですけれども、ちょっと私は理解しかねますが、そういう趣旨の御質問だとすると、地域コーディネータ

ーを配置してきた経緯というのは、特に副校長とか、学校が、地域の人材とか、あるいは協力していただく方を探して、

そしてどこの場所でお願いするか、そういうことも含めてコーディネートすることの負荷を軽減する、それをお手伝いい

ただくという趣旨で配置してきたものでございます。俗人的なという課題もおっしゃっていましたけれども、そのために

学校支援コーディネーターなども全体の体制の中で整えておりますので、それをもとに戻すということは考えられませ
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ん。 


