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児童・生徒数（平成２６年９月１日 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 412 292 392 538 193 1,827 463 488 951 2,778

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
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　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂中学校校庭芝生化工事請
負契約）

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（瑞穂町郷土資料館備品購入契約）

・平成２６年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価について

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（町立瑞穂第二中学校除湿温度保持
機能復旧工事請負契約）

・瑞穂町いじめ防止対策基本方針について

＜主な報告事項＞
・瑞穂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の全部

を改正する告示について
・瑞穂町私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付

要綱の一部を改正する告示について

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます（非公開の
事項を除きます）。
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報み
ずほに掲載されます。また、ホームページから開催内
容や過去の会議録を見ることができます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂中学校校庭芝生化工事請
負契約）

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（瑞穂町郷土資料館備品購入契約）

・平成２６年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価について

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（町立瑞穂第二中学校除湿温度保持
機能復旧工事請負契約）

・瑞穂町いじめ防止対策基本方針について

＜主な報告事項＞
・瑞穂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の全部

を改正する告示について
・瑞穂町私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付

要綱の一部を改正する告示について

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます（非公開の
事項を除きます）。
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報み
ずほに掲載されます。また、ホームページから開催内
容や過去の会議録を見ることができます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

新郷土資料館の建物が完成しました

新郷土資料館の建物が 6 月末に完成しました。今後は、引き続き展示製作を実施していきます。

　みずほの教育（第１６号）などで、新郷土資料館の
愛称を募集したところ１５０件の応募がありました。
１次審査・２次審査を経て、愛称が決定しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
　採用となった愛称の応募者を１１月１６日（日）の

「新郷土資料館開館式典」に招待し、表彰します。

　愛称となった大きなケヤキ（写真右手前）の樹木。
幹周りは約６ｍで、同じ根から派生した２本の幹が長
い年月をかけて成長し、１本の幹に融合したものです。
樹齢は定かではありませんが、３００年以上前から
この場所で町を見守ってきたようです。

瑞穂町郷土資料館　愛称「けやき館」
▲ 完成した新郷土資料館

新郷土資料館の愛称決定
　みずほの教育 ( 第 17 号 ) で、新郷土資料館の愛
称を募集したところ１５０件の応募がありました。
１次審査・２次審査を経て審査委員の方々審査し
ていただき、次の愛称が決定しました。皆さまの
ご協力ありがとうございました。
愛称　「けやき館」
　よって「瑞穂町郷土資料館」「けやき館」となり
ます。
　１１月１６日の「新郷土資料館オープニング式
典」に招待し、表彰式と披露を行います。

　問 合 せ　郷土資料館　℡　568-0634

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・殿ケ谷図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・長岡コミュニティセンター図書室）

 【問合せ　図書館　☎557-5614】

ご存知ですか？「わたしの本棚」
　平成２５年１０月図書館システム入替に併
せて、瑞 穂町図書 館のホームページもリ
ニューアルしましたが、その新しい機能とし
て「わたしの本棚」があります。この機能は

「今まで読んだ本」と「これから読む本」を登
録することにより、個人の読書履歴と予定が
記録できるホームページ上の読書手帳です。
　利用方法は、貸出カード番号とパスワード
を入力するだけです（パスワードを取得して
いない方はホームページから取得することが
できます）。記録されるのは、書名・著者名・
出版社・登録日です。図書館ホームページの
この便利な機能を活用して、皆さまの読書生
活にお役立てください。

https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

・臨時代理の
報告につい
て（瑞穂町
教育相談室
専任相談員
の任命につ
いて）

　教育委員の清水浩昭さんが９月３０日
をもって退任され、関谷忠さんが町議会
の同意を得て１０月１日から教育委員に
就任されました。

委員の紹介教育委員会定例会・臨時会報告

平成 26 年 11 月 16 日（日）

瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!
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郷土資料館「けやき館」紹介
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常設展示室

瑞穂の自然と歴史をテーマに、
狭山丘陵のジオラマなどを

展示します。

ガイダンスホール

床には１／１，０００スケールの
大きな航空写真が貼られていて
町全体を見ることができます。

～

～

郷土資料館「けやき館」展示完成
　郷土資料館「けやき館」の展示工事が
９月末に完成しました。今後は、１１月
１６日（日）の開館に向けて、施設内の設
営や開館準備を進めていきます。

▲ 狭山丘陵のジオラマ

◀ 瑞穂の民家

点検・評価の報告について
　瑞穂町教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及
び評価報告書を作成しました。
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、
平成２５年度に行った事務について点検および評価を行い、
有識者３名から意見をもらいました。このような取組を通
して、教育委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明
責任を果たし、皆さまに信頼される教育行政を推進してい
きます。
　ここでは、評価結果の主なものの要約を紹介します。全
文については、町内公共施設に設置してある報告書または
教育委員会ホームページをご覧ください。

【Ａ評価事業】
◆スカイホール主催事業　－社会教育課
　スカイホールで開催する３回の主催事業において、
平均して８７．５％の入場率となり、中でも「吉幾三
コンサート」は、販売期間を長くするなどの工夫によ
り完売となりました。
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館において２回開催し、各回とも好評で特に２
回目の開催は満席となり、読書講演会に併せて、東日
本大震災で被災した図書館の状況や救援活動の写真
などを展示し、救援活動に携わった方を迎えて現地の
状況等を伝えるなど、本以外のアプローチを加えるこ
とで、さらに関心を高めることができました。

◆図書館機能の充実（読書環境の提供）　－図書館
　図書館システムの入替えにより利便性の向上を図る
とともに、館内の「おすすめコーナー」を毎月更新し、
読書への関心を高めました。特に、大瀧詠一氏を特集
した際は、町内をはじめ全国から４，７４７人もの、
図書館始まって以来の多くの方が来館しました。
◆新郷土資料館整備事業　－図書館
　耕心館と新郷土資料館の管理について、指定管理
者制度を導入して、一体管理体制することにより、両
館が連携することで町の歴史や文化を内外に知らしめ
ながら集客に繋げるなど、新たな視点からの運営体制
が構築できました。

【Ｃ評価事業】　
◆除湿温度保持機能復旧事業

（空調設備の更新事業）　－教育課
　一小と三小の空調設備の改修工事（各室個別空調化）
を行い、快適な教育環境を整備できましたが、二小に
ついては、横田基地関係の航空騒音が一定基準に達し
ていないため、防衛省の事業採択がされていない状況
からＣ評価としました。

【Ｄ評価事業】
◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に開催していますが、日程調整
などの関係で講師の確保が難航、開催回数が減少、ま
た参加者が少数となったため、Ｄ評価としました。今
後、新たな講師層の拡大を図り、参加者を増やすため
に学校との連携を強化したり、更なるＰＲを進めてい
きます。

　瑞穂町教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書を作成しました。
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、平成２５年度に行った事務について点検および評価を
行い、有識者３名から意見をもらいました。このような取組を通して、活動の透明性を高め、より一層の説明責
任を果たし、住民に信頼される教育行政を推進していきます。
　ここでは、評価結果の主なものの要約・抜粋を紹介します。全文については、町内公共施設に設置してある報
告書または教育委員会ホームページをご覧ください。
【Ａ評価事業】
◆スカイホール主催事業　－社会教育課

　スカイホールで開催する３回の主催事業において、平均
して８７．５％の入場率となり、中でも「吉幾三コンサート」
は、販売期間を長くするなどの工夫により完売となりました。
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館において２回開催し、講演会に関連するイベント
を組み合わせて実施するとともに、ＰＲ方法等を一新し、前
年に引き続き、両会とも満席となりました。特に２回目の会
は、会場に入りきれないほどの盛況でした。

◆図書館機能の充実（読書環境の提供）　－図書館

　図書館システムの入替えにより利便性の向上を図るとと
もに、「おすすめコーナー」を毎月更新し、読書への関心を
高めました。特に、大瀧詠一氏を特集した際は、町内外から
４，７４７人もの、図書館始まって以来の多くの方が来館し
ました。
◆新郷土資料館整備事業　－図書館
　耕心館と新郷土資料館の管理について、指定管理者制度
を導入すると共に一体管理体制とし、両館が連携すること
で町の歴史や文化を内外に知らしめながら集客に繋げる等、
新たな視点からの運営体制が構築できました。
【Ｂ評価事業】
◆幼稚園・保育園・小学校の連携推進　－指導課

　町内の各幼稚園・保育園の園長との連絡会の開催および
定期的な訪問を行い、新１年生の正確な状況把握が可能と
なり、児童の適正就学が図られました。
◆奨学金支給制度事業　－教育課
　経済的理由により高等学校等に入学することが困難な方
に対して、入学に必要な資金を支給する本制度について周
知徹底を図り、遅滞なく支給することができました。

◆第６８回国民体育大会ソフトボール競技

（少年男子）の開催　－社会教育課
　第６８回国民体育大会（スポーツ祭東京２０１３）を開催
し、延べ８，０１９人もの方々にソフトボール競技を観戦し
ていただくとともに、瑞穂町のＰＲも効果的にすることがで
きました。
◆郷土に関する講座等の開催　－図書館
　予定していた、郷土歴史講演会、古文書講座や機織り・
染色体験事業等を全て実施し、文化財に対する意識の向上
を図ることができました。
【Ｃ評価事業】　

◆除湿温度保持機能復旧事業
（空調設備の更新事業）　－教育課

　一小と三小の空調設備の改修工事（各室個別空調化）を行
い、快適な教育環境を整備できましたが、二小については、
横田基地関係の航空騒音が一定基準に達していないため、防
衛省の事業採択がされていない状況からＣ評価としました。
【Ｄ評価事業】

◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に開催していますが、日程調整等の関
係で講師の確保に難航し、開催回数が減るとともに、また参
加者が少数となったため、Ｄ評価としました。今後、新たな
講師層の拡大を図り、参加者を増やすために学校との連携を
強化したり、更なるＰＲを進めていきます。

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧
【評価基準】
Ａ：目標を上回って達成できた
Ｂ：目標をほぼ達成できた
Ｃ：目標を充分に達成できなかった
Ｄ：目標を達成できなかった

は
み
出
し
　
11
.3
cm

【問合せ　教育課　☎557-6682】

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧
   評価（評価基準） 教育課 指導課 社会教育課 図書館 計
 Ａ （目標を上回って達成できた） 0 0 1 3 4
 Ｂ （目標をほぼ達成できた） 13 70 31 12 126
 Ｃ  （目標を充分に達成できなかった） 1 0 0 0 1
 Ｄ （目標を達成できなかった） 0 0 1 0 1
   合　計 14 70 33 15 132

http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/
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第４１回　瑞穂町総合体育大会　水泳競技
日時　８月３日　午前８時３０分から
場所　町営プール

　猛暑の中、今年も多くの選手が参加しました。選手たちは、
日頃の練習の成果を存分に発揮し、熱戦が繰り広げられまし
た。
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６ページ
モーガンヒル市派遣団来町（社会教育課）：1/2
変更検討中（小学生の流し踊り等）1/2

“わからない ”を“わかる”にしていく
　授業での学習内容の定着を促進し、子ども一人ひと
りに応じた支援を充実させるために、４月から各学校で
補習教室を開始しました。
　教員のほかに補習指導員を配置し、質問やそれに対
する受け答えのしやすい環境をつくり、子どもたちが学
習に取り組みやすいようにしています。授業中に“ わか
らない”ことをそのままにせず、“わかる”に変えていき、
基礎的な学力を身に付けさせ、子どもたちの学習意欲
を引き出し、自主的に学ぶ力を付けていきます。また家
庭学習の充実にも結びつけていきたいと考えています。
　取組内容は各学校によって異なりますが、町全体の
学力向上の取組として「瑞穂町ステップアップ教室」と
名付けました。

取組の実例　～ 一小「パワーアップタイム」 ～
　一小では、放課後の決まった時間を「パワー
アップタイム」とするなどして、教員と指導
員の複数体制でこまやかな指導にあたってい
ます。

来年度からは
　中学校では、土曜補習「瑞穂町
フューチャースクール」を開始予定
です。中学校でも同様に生徒たちが
確実に基礎学力を身に付けるため
に、個々に応じた指導を実施してい
きます。
　小学校、中学校を通じてこうした
取組を実践し、町の子どもたちの学
力向上、ひいては「生きる力」の育
成に、より一層の力を入れていきま
すのでご注目ください。

小学校学力向上の取組「瑞穂町ステップアップ教室」社会教育課関係イベントの紹介

第８回　瑞穂町こどもフェスティバル
日時　１０月１９日（日）午前９時３０分から
場所　ビューパーク競技場およびスカイホール

　親子のふれあいの促進、異年齢間の交流、地域との交流を目的
として開催しています。多くの方のご来場をお待ちしています。

瑞穂町教育委員会主催事業　八代亜紀コンサート
日時　　１１月２２日（土） 　昼の部　開場／午後１時３０分　開演／午後２時
 　夜の部　開場／午後５時３０分　開演／午後６時
場所　　スカイホール大ホール
入場料　Ｓ席　６，０００円　　Ａ席　５，０００円　（全席指定）
　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。

【チケット発売】 スカイホール窓口または電話予約
【チケット予約・お問合せ】社会教育課　☎557-7070

青少年の主張意見発表会
日時　１２月６日（土）午前８時４５分開場　午前９時１５分開演
場所　スカイホール大ホール
　町の次代を担う青少年が、自由な発想と豊かな心のもと、今何
を思い、考え、伝えたいのか、ぜひ会場でお聴きください。
　小学生、中学生、高校・一般の部の優秀賞入賞者が意見発表を
します。

第５５回　町民体育祭
日時　１０月１２日（日）午前８時３０分から
場所　ビューパーク競技場

　全町内会が参加する毎年大盛況のスポーツイベン
トのひとつです。
　当日自由参加の種目もありますので、多くの方の
ご参加をお待ちしています。

授業でわからなかった
ところがわかるように

なって安心できる
担任の先生以外の
先生もいるので
質問しやすい

複数人体制でこまやかに指導

既成の教材だけではなく、独自の教材も使用 校長先生も補習支援に参加

わからない時はすぐに質問できる！

【問合せ　社会教育課　☎557-6695】
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平成２７年度に使用する町立小・中学校の教科書
　平成２７年度から町立小学校で使用する教科書が教育委員会（定例会）で下表のとおり採択されました。
　なお、中学校は平成２６年度と同じ発行者の教科書を使用します。

小学校
 種目 発行者

 国語 光村図書出版

 書写 光村図書出版

 社会 教育出版

 地図 帝国書院

 算数 学校図書

 理科 大日本図書

 生活 東京書籍

 音楽 教育芸術社

 図画工作 日本文教出版

 家庭 東京書籍

 保健 学研教育みらい

 中学校
 種目 発行者
 国語 光村図書出版

 書写 教育出版

 社会
 （地理） 帝国書院

 社会
 （歴史） 帝国書院

 社会
 （公民） 東京書籍

 地図 帝国書院

 数学 東京書籍

 理科 東京書籍

 種目 発行者
 音楽
 （一般） 教育芸術社

 音楽
 （器楽合奏） 教育芸術社

 美術 開隆堂出版

 保健体育 東京書籍

 技術・家庭
 （技術分野） 開隆堂出版

 技術・家庭
 （家庭分野） 開隆堂出版

 英語 学校図書

初任者宿泊研修
　８月６日から３日間、本年度に町立小中学校に配属された５名の初任者教員
を対象に宿泊研修を八王子市で実施しました。
　児童・生徒理解に基づく学習指導・生活指導やメンタルヘルス、校外学習で
の実地踏査などについて、多くのことを研修で学びました。
　町ではこの他にも初任者教員をはじめ若手教員の研修を継続的に実施し、指
導力の向上を図っています。

中学校の部活動の活躍

モーガンヒル市派遣団来町
　姉妹都市である米国・モーガンヒル
市の中学生派遣団が７月に来町しまし
た。滞在中はホームステイをしながら、
中学校に通学しました。町のお祭りへの
参加やだるまの絵付けなど、さまざま
な体験をしながら交流を深めました。

みずほ小学校子ども連　流し踊り
　町の小学校５校から参加者を募り「みずほ小学校子
ども連」として、第１８回みずほサマーフェスティバル
の瑞穂音頭流し踊りコンクールに参加し、特別賞を受
賞しました。屋台が並び観客でにぎわう沿道で力いっ
ぱい踊り、夏休みの思い出の１ページとなりました。

関東中学校水泳競技大会　優勝
　二中の吉野汐里さんが８月に行われた、第３８回
関東中学校水泳競技大会、女子自由形２００ｍと
４００ｍに出場し、２００ｍでは優勝、４００ｍでは
第３位という素晴らしい結果を残しました。

瑞中でのお別れ会 二中でのお別れ会

歓迎の看板

神輿をかついで
瑞穂の夏祭りを体験☆

漢字で名前を
書いちゃいました♪みんなで仲良くお昼ごはん♪

ホストファミリーと
剣道体験

瑞中吹奏楽部３年連続金賞
　東京都中学校吹奏楽コンクール東日本部門において、
平成２４年度から２６年度までの３年間連続で金賞を
受賞しました。日ごろから活動を応援してくださって
いるたくさんの方々への感謝の気持ちを持って演奏し
ています。今後とも応援をよろしくお願いします。

瑞中野球部防犯少年野球大会優勝
　瑞穂町、福生・羽村・あきる野市の各代表校によっ
て争われる福生警察署管内防犯少年野球大会が８月
１９日に開催されました。町代表の瑞中は一・二年
生合わせて１４名の少数チームですが、チームワー
クを大切に試合に臨み、優勝を飾りました。



み ず ほ の 教 育み ず ほ の 教 育

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

4　平成２６年（2014）　１０／１　第１７号 平成２６年（2014）　１０／１　第１７号　5

平成２７年度に使用する町立小・中学校の教科書
　平成２７年度から町立小学校で使用する教科書が教育委員会（定例会）で下表のとおり採択されました。
　なお、中学校は平成２６年度と同じ発行者の教科書を使用します。
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 保健体育 東京書籍

 技術・家庭
 （技術分野） 開隆堂出版

 技術・家庭
 （家庭分野） 開隆堂出版

 英語 学校図書

初任者宿泊研修
　８月６日から３日間、本年度に町立小中学校に配属された５名の初任者教員
を対象に宿泊研修を八王子市で実施しました。
　児童・生徒理解に基づく学習指導・生活指導やメンタルヘルス、校外学習で
の実地踏査などについて、多くのことを研修で学びました。
　町ではこの他にも初任者教員をはじめ若手教員の研修を継続的に実施し、指
導力の向上を図っています。

中学校の部活動の活躍

モーガンヒル市派遣団来町
　姉妹都市である米国・モーガンヒル
市の中学生派遣団が７月に来町しまし
た。滞在中はホームステイをしながら、
中学校に通学しました。町のお祭りへの
参加やだるまの絵付けなど、さまざま
な体験をしながら交流を深めました。

みずほ小学校子ども連　流し踊り
　町の小学校５校から参加者を募り「みずほ小学校子
ども連」として、第１８回みずほサマーフェスティバル
の瑞穂音頭流し踊りコンクールに参加し、特別賞を受
賞しました。屋台が並び観客でにぎわう沿道で力いっ
ぱい踊り、夏休みの思い出の１ページとなりました。

関東中学校水泳競技大会　優勝
　二中の吉野汐里さんが８月に行われた、第３８回
関東中学校水泳競技大会、女子自由形２００ｍと
４００ｍに出場し、２００ｍでは優勝、４００ｍでは
第３位という素晴らしい結果を残しました。

瑞中でのお別れ会 二中でのお別れ会

歓迎の看板

神輿をかついで
瑞穂の夏祭りを体験☆

漢字で名前を
書いちゃいました♪みんなで仲良くお昼ごはん♪

ホストファミリーと
剣道体験

瑞中吹奏楽部３年連続金賞
　東京都中学校吹奏楽コンクール東日本部門において、
平成２４年度から２６年度までの３年間連続で金賞を
受賞しました。日ごろから活動を応援してくださって
いるたくさんの方々への感謝の気持ちを持って演奏し
ています。今後とも応援をよろしくお願いします。

瑞中野球部防犯少年野球大会優勝
　瑞穂町、福生・羽村・あきる野市の各代表校によっ
て争われる福生警察署管内防犯少年野球大会が８月
１９日に開催されました。町代表の瑞中は一・二年
生合わせて１４名の少数チームですが、チームワー
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第４１回　瑞穂町総合体育大会　水泳競技
日時　８月３日　午前８時３０分から
場所　町営プール

　猛暑の中、今年も多くの選手が参加しました。選手たちは、
日頃の練習の成果を存分に発揮し、熱戦が繰り広げられまし
た。
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“わからない ”を“わかる”にしていく
　授業での学習内容の定着を促進し、子ども一人ひと
りに応じた支援を充実させるために、４月から各学校で
補習教室を開始しました。
　教員のほかに補習指導員を配置し、質問やそれに対
する受け答えのしやすい環境をつくり、子どもたちが学
習に取り組みやすいようにしています。授業中に“ わか
らない”ことをそのままにせず、“わかる”に変えていき、
基礎的な学力を身に付けさせ、子どもたちの学習意欲
を引き出し、自主的に学ぶ力を付けていきます。また家
庭学習の充実にも結びつけていきたいと考えています。
　取組内容は各学校によって異なりますが、町全体の
学力向上の取組として「瑞穂町ステップアップ教室」と
名付けました。

取組の実例　～ 一小「パワーアップタイム」 ～
　一小では、放課後の決まった時間を「パワー
アップタイム」とするなどして、教員と指導
員の複数体制でこまやかな指導にあたってい
ます。

来年度からは
　中学校では、土曜補習「瑞穂町
フューチャースクール」を開始予定
です。中学校でも同様に生徒たちが
確実に基礎学力を身に付けるため
に、個々に応じた指導を実施してい
きます。
　小学校、中学校を通じてこうした
取組を実践し、町の子どもたちの学
力向上、ひいては「生きる力」の育
成に、より一層の力を入れていきま
すのでご注目ください。

小学校学力向上の取組「瑞穂町ステップアップ教室」社会教育課関係イベントの紹介

第８回　瑞穂町こどもフェスティバル
日時　１０月１９日（日）午前９時３０分から
場所　ビューパーク競技場およびスカイホール

　親子のふれあいの促進、異年齢間の交流、地域との交流を目的
として開催しています。多くの方のご来場をお待ちしています。

瑞穂町教育委員会主催事業　八代亜紀コンサート
日時　　１１月２２日（土） 　昼の部　開場／午後１時３０分　開演／午後２時
 　夜の部　開場／午後５時３０分　開演／午後６時
場所　　スカイホール大ホール
入場料　Ｓ席　６，０００円　　Ａ席　５，０００円　（全席指定）
　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。

【チケット発売】 スカイホール窓口または電話予約
【チケット予約・お問合せ】社会教育課　☎557-7070

青少年の主張意見発表会
日時　１２月６日（土）午前８時４５分開場　午前９時１５分開演
場所　スカイホール大ホール
　町の次代を担う青少年が、自由な発想と豊かな心のもと、今何
を思い、考え、伝えたいのか、ぜひ会場でお聴きください。
　小学生、中学生、高校・一般の部の優秀賞入賞者が意見発表を
します。

第５５回　町民体育祭
日時　１０月１２日（日）午前８時３０分から
場所　ビューパーク競技場

　全町内会が参加する毎年大盛況のスポーツイベン
トのひとつです。
　当日自由参加の種目もありますので、多くの方の
ご参加をお待ちしています。

授業でわからなかった
ところがわかるように

なって安心できる
担任の先生以外の
先生もいるので
質問しやすい

複数人体制でこまやかに指導

既成の教材だけではなく、独自の教材も使用 校長先生も補習支援に参加

わからない時はすぐに質問できる！

【問合せ　社会教育課　☎557-6695】
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郷土資料館「けやき館」紹介

2　平成２６年（2014）　１０／１　第１７号 平成２６年（2014）　１０／１　第１７号　7

常設展示室

瑞穂の自然と歴史をテーマに、
狭山丘陵のジオラマなどを

展示します。

ガイダンスホール

床には１／１，０００スケールの
大きな航空写真が貼られていて
町全体を見ることができます。

～

～

郷土資料館「けやき館」展示完成
　郷土資料館「けやき館」の展示工事が
９月末に完成しました。今後は、１１月
１６日（日）の開館に向けて、施設内の設
営や開館準備を進めていきます。

▲ 狭山丘陵のジオラマ

◀ 瑞穂の民家

点検・評価の報告について
　瑞穂町教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及
び評価報告書を作成しました。
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、
平成２５年度に行った事務について点検および評価を行い、
有識者３名から意見をもらいました。このような取組を通
して、教育委員会の活動の透明性を高め、より一層の説明
責任を果たし、皆さまに信頼される教育行政を推進してい
きます。
　ここでは、評価結果の主なものの要約を紹介します。全
文については、町内公共施設に設置してある報告書または
教育委員会ホームページをご覧ください。

【Ａ評価事業】
◆スカイホール主催事業　－社会教育課
　スカイホールで開催する３回の主催事業において、
平均して８７．５％の入場率となり、中でも「吉幾三
コンサート」は、販売期間を長くするなどの工夫によ
り完売となりました。
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館において２回開催し、各回とも好評で特に２
回目の開催は満席となり、読書講演会に併せて、東日
本大震災で被災した図書館の状況や救援活動の写真
などを展示し、救援活動に携わった方を迎えて現地の
状況等を伝えるなど、本以外のアプローチを加えるこ
とで、さらに関心を高めることができました。

◆図書館機能の充実（読書環境の提供）　－図書館
　図書館システムの入替えにより利便性の向上を図る
とともに、館内の「おすすめコーナー」を毎月更新し、
読書への関心を高めました。特に、大瀧詠一氏を特集
した際は、町内をはじめ全国から４，７４７人もの、
図書館始まって以来の多くの方が来館しました。
◆新郷土資料館整備事業　－図書館
　耕心館と新郷土資料館の管理について、指定管理
者制度を導入して、一体管理体制することにより、両
館が連携することで町の歴史や文化を内外に知らしめ
ながら集客に繋げるなど、新たな視点からの運営体制
が構築できました。

【Ｃ評価事業】　
◆除湿温度保持機能復旧事業

（空調設備の更新事業）　－教育課
　一小と三小の空調設備の改修工事（各室個別空調化）
を行い、快適な教育環境を整備できましたが、二小に
ついては、横田基地関係の航空騒音が一定基準に達し
ていないため、防衛省の事業採択がされていない状況
からＣ評価としました。

【Ｄ評価事業】
◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に開催していますが、日程調整
などの関係で講師の確保が難航、開催回数が減少、ま
た参加者が少数となったため、Ｄ評価としました。今
後、新たな講師層の拡大を図り、参加者を増やすため
に学校との連携を強化したり、更なるＰＲを進めてい
きます。

　瑞穂町教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書を作成しました。
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、平成２５年度に行った事務について点検および評価を
行い、有識者３名から意見をもらいました。このような取組を通して、活動の透明性を高め、より一層の説明責
任を果たし、住民に信頼される教育行政を推進していきます。
　ここでは、評価結果の主なものの要約・抜粋を紹介します。全文については、町内公共施設に設置してある報
告書または教育委員会ホームページをご覧ください。
【Ａ評価事業】
◆スカイホール主催事業　－社会教育課

　スカイホールで開催する３回の主催事業において、平均
して８７．５％の入場率となり、中でも「吉幾三コンサート」
は、販売期間を長くするなどの工夫により完売となりました。
◆読書講演会の開催　－図書館
　耕心館において２回開催し、講演会に関連するイベント
を組み合わせて実施するとともに、ＰＲ方法等を一新し、前
年に引き続き、両会とも満席となりました。特に２回目の会
は、会場に入りきれないほどの盛況でした。

◆図書館機能の充実（読書環境の提供）　－図書館

　図書館システムの入替えにより利便性の向上を図るとと
もに、「おすすめコーナー」を毎月更新し、読書への関心を
高めました。特に、大瀧詠一氏を特集した際は、町内外から
４，７４７人もの、図書館始まって以来の多くの方が来館し
ました。
◆新郷土資料館整備事業　－図書館
　耕心館と新郷土資料館の管理について、指定管理者制度
を導入すると共に一体管理体制とし、両館が連携すること
で町の歴史や文化を内外に知らしめながら集客に繋げる等、
新たな視点からの運営体制が構築できました。
【Ｂ評価事業】
◆幼稚園・保育園・小学校の連携推進　－指導課

　町内の各幼稚園・保育園の園長との連絡会の開催および
定期的な訪問を行い、新１年生の正確な状況把握が可能と
なり、児童の適正就学が図られました。
◆奨学金支給制度事業　－教育課
　経済的理由により高等学校等に入学することが困難な方
に対して、入学に必要な資金を支給する本制度について周
知徹底を図り、遅滞なく支給することができました。

◆第６８回国民体育大会ソフトボール競技

（少年男子）の開催　－社会教育課
　第６８回国民体育大会（スポーツ祭東京２０１３）を開催
し、延べ８，０１９人もの方々にソフトボール競技を観戦し
ていただくとともに、瑞穂町のＰＲも効果的にすることがで
きました。
◆郷土に関する講座等の開催　－図書館
　予定していた、郷土歴史講演会、古文書講座や機織り・
染色体験事業等を全て実施し、文化財に対する意識の向上
を図ることができました。
【Ｃ評価事業】　

◆除湿温度保持機能復旧事業
（空調設備の更新事業）　－教育課

　一小と三小の空調設備の改修工事（各室個別空調化）を行
い、快適な教育環境を整備できましたが、二小については、
横田基地関係の航空騒音が一定基準に達していないため、防
衛省の事業採択がされていない状況からＣ評価としました。
【Ｄ評価事業】

◆子どもリーダー講習会の開催　－社会教育課
　小学校５年生を対象に開催していますが、日程調整等の関
係で講師の確保に難航し、開催回数が減るとともに、また参
加者が少数となったため、Ｄ評価としました。今後、新たな
講師層の拡大を図り、参加者を増やすために学校との連携を
強化したり、更なるＰＲを進めていきます。

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧
【評価基準】
Ａ：目標を上回って達成できた
Ｂ：目標をほぼ達成できた
Ｃ：目標を充分に達成できなかった
Ｄ：目標を達成できなかった

は
み
出
し
　
11
.3
cm

【問合せ　教育課　☎557-6682】

瑞穂町教育委員会所管事務事業　各課・館点検・評価結果一覧
   評価（評価基準） 教育課 指導課 社会教育課 図書館 計
 Ａ （目標を上回って達成できた） 0 0 1 3 4
 Ｂ （目標をほぼ達成できた） 13 70 31 12 126
 Ｃ  （目標を充分に達成できなかった） 1 0 0 0 1
 Ｄ （目標を達成できなかった） 0 0 1 0 1
   合　計 14 70 33 15 132

http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/
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児童・生徒数（平成２６年９月１日 現在） 単位：人

 一小 二小 三小 四小 五小 小学校計 瑞中 二中 中学校計 小・中学校合計
 412 292 392 538 193 1,827 463 488 951 2,778

再生紙、環境にやさしい「大豆インク」を使っています。
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　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂中学校校庭芝生化工事請
負契約）

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（瑞穂町郷土資料館備品購入契約）

・平成２６年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価について

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（町立瑞穂第二中学校除湿温度保持
機能復旧工事請負契約）

・瑞穂町いじめ防止対策基本方針について

＜主な報告事項＞
・瑞穂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の全部

を改正する告示について
・瑞穂町私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付

要綱の一部を改正する告示について

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます（非公開の
事項を除きます）。
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報み
ずほに掲載されます。また、ホームページから開催内
容や過去の会議録を見ることができます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

　５月、６月、７月および８月に定例会を１回開催し
ました。
　主な議決事項と報告事項は、次のとおりです。

＜主な議決事項＞
・瑞穂町図書館協議会委員の委嘱について
・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意

見聴取について（町立瑞穂中学校校庭芝生化工事請
負契約）

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（瑞穂町郷土資料館備品購入契約）

・平成２６年度一般会計補正予算（第２号）の原案中
教育に関する部分の意見聴取について

・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価について

・議会の議決を経るべき契約中教育に関する部分の意
見聴取について（町立瑞穂第二中学校除湿温度保持
機能復旧工事請負契約）

・瑞穂町いじめ防止対策基本方針について

＜主な報告事項＞
・瑞穂町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の全部

を改正する告示について
・瑞穂町私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付

要綱の一部を改正する告示について

　教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第４
木曜日）開催し、傍聴することができます（非公開の
事項を除きます）。
　会議はスカイホール会議室で行われ、日時は広報み
ずほに掲載されます。また、ホームページから開催内
容や過去の会議録を見ることができます。

【問合せ　教育課　☎557-6682】

【問合せ　郷土資料館　☎568-0634】

新郷土資料館の建物が完成しました

新郷土資料館の建物が 6 月末に完成しました。今後は、引き続き展示製作を実施していきます。

　みずほの教育（第１６号）などで、新郷土資料館の
愛称を募集したところ１５０件の応募がありました。
１次審査・２次審査を経て、愛称が決定しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
　採用となった愛称の応募者を１１月１６日（日）の

「新郷土資料館開館式典」に招待し、表彰します。

　愛称となった大きなケヤキ（写真右手前）の樹木。
幹周りは約６ｍで、同じ根から派生した２本の幹が長
い年月をかけて成長し、１本の幹に融合したものです。
樹齢は定かではありませんが、３００年以上前から
この場所で町を見守ってきたようです。

瑞穂町郷土資料館　愛称「けやき館」
▲ 完成した新郷土資料館

新郷土資料館の愛称決定
　みずほの教育 ( 第 17 号 ) で、新郷土資料館の愛
称を募集したところ１５０件の応募がありました。
１次審査・２次審査を経て審査委員の方々審査し
ていただき、次の愛称が決定しました。皆さまの
ご協力ありがとうございました。
愛称　「けやき館」
　よって「瑞穂町郷土資料館」「けやき館」となり
ます。
　１１月１６日の「新郷土資料館オープニング式
典」に招待し、表彰式と披露を行います。

　問 合 せ　郷土資料館　℡　568-0634

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館図書室・殿ケ谷図書室・武蔵野コミュニティセンター図書室・長岡コミュニティセンター図書室）

 【問合せ　図書館　☎557-5614】

ご存知ですか？「わたしの本棚」
　平成２５年１０月図書館システム入替に併
せて、瑞 穂町図書 館のホームページもリ
ニューアルしましたが、その新しい機能とし
て「わたしの本棚」があります。この機能は

「今まで読んだ本」と「これから読む本」を登
録することにより、個人の読書履歴と予定が
記録できるホームページ上の読書手帳です。
　利用方法は、貸出カード番号とパスワード
を入力するだけです（パスワードを取得して
いない方はホームページから取得することが
できます）。記録されるのは、書名・著者名・
出版社・登録日です。図書館ホームページの
この便利な機能を活用して、皆さまの読書生
活にお役立てください。

https://www.library.mizuho.tokyo.jp/

・臨時代理の
報告につい
て（瑞穂町
教育相談室
専任相談員
の任命につ
いて）

　教育委員の清水浩昭さんが９月３０日
をもって退任され、関谷忠さんが町議会
の同意を得て１０月１日から教育委員に
就任されました。

委員の紹介教育委員会定例会・臨時会報告

平成 26 年 11 月 16 日（日）

瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!瑞穂町郷土資料館「けやき館」開館 !!


