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文化・教養をはぐくむまち

みずほ

WELCOME TO MIZUHO!!

書道体験

名前も漢字で書きました！

ようこそ 瑞穂町 へ！！
瑞穂町は、平成18年７月にアメリカ・モーガンヒル市と姉妹都市として交流を始めて10周年を迎えまし
た。今年は、青少年国際交流事業として、モーガンヒル市から中学生８名と引率者の大人２名が来町しました。
滞在中は、公募で選ばれた町民のホストファミリー宅で寝食を共にし、中学校への体験入学や書道、だるま絵付
けなどの体験を通し、交流を深めました。

みずほっ子目標
み
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みずから学び 考えるひと
すすんで社会とかかわる 心豊かなひと
ほがらか 明るく 元気なひと

児童・生徒数（平成２８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
394 263 358 473 188

1,676

486 441

927
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青少年国際交流事業

モーガンヒル市派遣団来町

浴衣体験

だるまの絵付けも体験しました。

瑞穂の中学生と一緒に折紙体験

中学校入学体験
日本語で自己紹介をしました！

たくさんの方が
派遣団を歓迎し
事業がスタートしました。

みずほ

あったか先生

「教育は人なり」とよく言われます。また、学校は集団における学びの場であるとともに、子ども一人ひと
りの成長を全ての教職員が支え、伸ばす場でもあります。
教職員はこれらを常に自覚して、子どもたちの模範となり、人間的に
も魅力的な存在であり続けることは責務でもあります。
そこで、瑞穂町教育委員会と瑞穂町公立小中学校長会が連携を図り、
人権を重んじ、誰からも信頼される教職員を目指した『みずほ あったか
先生』キャンペーンをスタートさせました。
『みずほ あったか先生』ポスターは、小中学校の全教室をはじめ、校
長室、職員室、玄関などあらゆる場所に掲示しています。
瑞穂町の教職員は、これまで以上に『わかる授業をめざします』、『温
かく、正しい言葉遣いをします』
、
『話をていねいに聞き、受けとめま
す』、
『よい行動は、しっかりほめます』、『よくない行動は、心をこめて
冷静に指導します』
、
『
「呼びすて」は、しません』を心にしっかり留めて
子どもたちの豊かな心や学びを育てるために全力で指導にあたります。
お気づきのことがありましたら、学校や教育委員会にお声を届けてく
ださい。
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瑞穂町フューチャースクール
【中 学 校】
今年度も中学生の土曜学習教室「フューチャースクール」を６月に開講

瑞中の様子

しました。２年目のこの事業も、学習塾２社と学校、教育委員会が連携し
て進めます。今年度の参加者数は大幅に増え３０４名の生徒が参加しま
す。これは昨年度の約１．４倍にあたります。両学習塾も昨年度の課題を
踏まえ授業改善を図り、より生徒の実態に即した取組となっています。参
加する子どもたちも受け身にならず、自分から家庭の学習時間を増やし、
努力していることが、各学習塾が子どもたちに配布している日記帳でよく
分かります。この「フューチャースクール」は生涯にわたって続けて学習

二中の
様子

することの大切さや自分の進むべき道の選択肢を増やすための基礎づくり

をするための事業で、受験対策の事業ではありません。最終的には、主体的に学ぶ力を身に付けるのは生徒自
身です。そのやる気のエンジンをかけるのは家庭も含めた大人の役割です。
瑞穂町の子どもの土曜・日曜の休みの日の家庭学習の時間は、国や都と比べると非常に短い結果になってい
ますが、このフューチャースクールをスタートさせた昨年度と比較すると今年度は少しずつではありますが、
家庭の学習時間が増えてきました。このことは、保護者の皆さんの協力なしには改善できません。
「学力」は変化の激しいこれからの社会を生き抜くためには必須の力です。お子さんの学力向上のためのご
協力をお願いします。

【小 学 校】
今年度から小学生の放課後学習教室「フューチャースクール」もスター
トしました。この事業は、中学校同様に、学習塾１社と学校、教育委員会
が連携して進めています。
対象は、６年生の受講を希望する児童全員です。各小学校を学習会場と
して１５１名の子どもたちが参加します。これは、瑞穂町の６年生の
５０％にあたる数です。子どもたちの学習に対する真剣さは回を重ねるご
とに増しています。そのことは、写真を見ていただければ分かると思いま

小学校の学習の様子

す。放課後に開催していることもあり、各小学校の多くの先生方が子どもたちの頑張りを見に来ています。自
分の子どもが参加している、参加していないに関わらず保護者の皆さまの見学も大歓迎です。ぜひ、子どもた
ちを応援してください。
瑞穂町は「学力の向上」が重要課題であり、小学校からの学習の積み重ねや積み上げが中学校だけでなく、
子どもたちのこれからの生き方に大きく関わってくることは言うまでもありません。小学生のフューチャース
クールは、中学校への円滑な接続と子どもの学習意欲の喚起を図るため、学校と協力しながら進めていきます。

ICTを活用した授業
小・中学校では、電子黒板や指導者用デジタル教科書などICT
を効果的に活用し、児童・生徒の学習に対する意欲を高め、理解
が深まる授業を全校で推進しています。
なお、中学校では、ICT環境整備の一環として、平成28年度
の教科書採択替えに伴い、新しい教科書に対応した指導者用デジ
タル教科書を、防衛省の特定防衛施設周辺整備交付金事業により
購入しました。
※ICTとは、Information & Communication Technologyの略で、
情報や通信に関する技術の総称です。

電子黒板を活用した授業風景

平成２８年（2016）１０／１

第２３号

3

み ず ほ の 教 育

イベントの紹介
第５７回

町民体育祭

第１０回

瑞穂町こどもフェスティバル

日時

１０月９日（日） 午前８時３０分から

日時

１０月２３日（日） 午前９時３０分から

場所

ビューパーク競技場

場所

ビューパーク競技場およびスカイホール

全町内会が参加する毎年大盛況のスポーツイベン

親子のふれあいの促進、異年齢間の交流、地域と

トのひとつです。当日、自由参加の種目もあります

の交流を目的として開催しています。多くの方のご

ので、多くの方のご参加をお待ちしています。

来場をお待ちしています。

第３２回
日時

青少年の主張意見発表会

１２月３日（土）

日時

開場／午前８時４５分
場所

第４１回

開会／午前９時１５分

スカイホール小ホール

瑞穂町駅伝競争大会

平成２９年１月１５日（日）

開会式／午前８時３０分
場所

スタート／午前１０時

瑞穂町内

町の次代を担う青少年が、自由な発想と豊かな心

瑞穂町駅伝競走大会は、町の冬の風物詩となって

のもと、今何を思い、考え、伝えたいのか、ぜひ会

います。近年では、１００チーム以上のエントリー

場でお聴きください。小学生、中学生、高校・一般

があり、町内の小・中学生も元気な走りを見せてい

の部の優秀賞入賞者が意見発表をします。

ます。多くの方々の沿道からの応援をよろしくお願
いします。

平成２８年度

第１回瑞穂町総合教育会議を開催します

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、平成２７年４月１日から施行され
ました。このことにより、すべての地方公共団体で「総合教育会議」が設置されることとなりました。
総合教育会議は、町長と教育委員会で構成され、町ではこれまでに会議を２回開催し、教育施策の根本の方
針である「教育に関する大綱の策定」、「教育の条件整備など重点的に取り組むべき施策」等について、協議・
調整を行ってきました。
この度、平成２８年度第１回の会議を開催しますので、お知らせします。
会 議 名

平成２８年度

日

時

平成２８年１０月１３日（木） 午後１時３０分から

会

場

役場庁舎３階委員会室

聴

・会議は公開で行いますので、傍聴を希望される方は、会場に直接お越しください。
・傍聴希望者が多数の場合は、会場の都合で入室できない場合があります。
（受付順となります。
）
・会議の内容によっては、会議が非公開となり、傍聴ができない場合があります。

傍

第１回瑞穂町総合教育会議

※町ホームページで過去の会議録等がご覧いただけます。

（URL
【問合せ
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瑞穂町教育委員会の事務の点検・評価の結果報告
「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２７年度に瑞穂町教育委員会が行った事務について点
検および評価を行い、有識者３名から意見をいただきました。
このような事務の点検・評価の取組を通して、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を紹介します。全ての評価結果は、町内公共施設に設置している、報告書または教
育委員会ホームページをご覧ください。
（URL http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kyouiku/）
【Ａ評価事業】
❖中学校土曜講座「フューチャースクールの実施」：指導課
平成２７年７月から、町内の大手塾と連携し、中学校２校で「瑞穂町フューチャースクー
ル」を開講しました。土曜日並びに長期休業中を利用して、年２０日間の補習授業を実施し、
参加した生徒の学習意欲の向上や家庭学習時間の増加が図られました。保護者等に対して、町
の生徒の学力、学習意欲や生活習慣の実態について周知を図り、参加者数を増やしていきます。
【参加者：瑞中１１２名、二中１０９名、計２２１名】
❖子どもの居場所づくり：社会教育課
学校や地域の協力を得ながら、全小学校のフリースペースを中心に、パソコンやものづくり
体験等のさまざまな体験学習を提供するとともに、放課後の子どもの居場所づくりを推進しま
した。目標の延べ参加者と実施回数を大きく上回り、子どもたちに安全な居場所を提供するこ
とができました。
【参加者：延べ５，
５６１人、実施回数：３０８回】
また、協力いただけるスタッフの確保のため、子どもたちに配布する案内チラシの裏面を活
用して、スタッフ募集を行いました。
❖スカイホール主催事業：社会教育課
５回のスカイホール主催事業を通して多くの町民に優れた文化に触れる機会を提供し、関心
を高めることができました。ＮＨＫのど自慢は、町政施行７５周年を記念し実施しました。町
民をはじめ近隣からも出演や観覧に訪れ、生放送でお茶の間に瑞穂町を大いにＰＲすることが
できました。
①ＮＨＫのど自慢をＮＨＫと共催で実施（大ホール、入場者８０９人）
②東京都交響楽団のメンバーによる木管五重奏を実施（小ホール、入場者１０２人）
③ヴィンテージカルテットを公益財団法人青梅佐藤財団と共催で実施（小ホール、入場者
１７１人）
④地球のステージを実施（大ホール、入場者６39人）
⑤都民寄席を実施（大ホール、入場者７５０人）

講習の様子

体験学習の様子

（写真後送）
瑞穂町で開催された
NHKのど自慢

❖図書館の整備：図書館
老朽化した設備の改修と３階の郷土資料館の移転に伴い、３階空きスペースの有効利用など
の将来的な望ましい図書館のあり方を検討し、利用者にとって快適な環境を整備しました。
キッズスペース、DVD・CD閲覧コーナー、会議室スペースの設置、閲覧席の増設、閉架書庫
の移設及び拡大を行い、これまで利用者が伸び悩んでいた世代が来館するようになり、前年比
減少傾向だった本館利用者数が増加しました。
（対前年比２０５名の増）
整備後のキッズスペース
❖読書講演会の開催：図書館
地域資料デジタル化作成の公開記念事業と通常の読書講演会を連携させ、地方自治体での実
施は困難と言われている浅田次郎氏の講演会を開催し、スカイホールを満席にすることができ
ました。このほかにも通常の読書講演会として、初の昆虫分野で西沢杏子氏の講演会を行い、
好評を得ました。
浅田次郎氏の講演会では、スカイホール大ホールが満席になり、町の魅力を町内外に発信す
ることができました。また、図書館振興財団の助成金を活用した為、町からの支出を最小限に
することができました。
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）
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 （目標を充分に達成することができなかった）
Ｄ （目標を達成できなかった）
合計

浅田次郎氏
講演会の様子

教育課

指導課

社会教育課

図書館

計

０

１

２

３

６

１５

６２

３０

１１

１１８

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１５

６３

３２

１４

１２４

【問合せ

教育課

☎

５５７－６６８２】
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小学校入学までの流れについて
小学校入学までの流れについて
瑞穂町では、住所によって学区域（入学する指定学校）が決められています。現在お住まいの住所がどの学校の学区
域になっているかなどは、下記までお問い合わせください。

◦小学校入学までのスケジュール◦
９月初旬：

広報みずほ、町ホームページ等で就学時健康診断の日程
をお知らせします。

９月中旬：

新１年生の家庭へ『就学予定者に対する就学時の健康診
断の実施について』の案内を送付します。

１０月：

『就学時健康診断』の実施

１月中旬：

新１年生の家庭へ『就学通知書』を送付します。

１月～２月： 新１年生の保護者説明会の実施

４月：

入学式
【問合せ

教育課学務係

☎５５７－６６８３】

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）
◦委員の紹介◦
図書館協議会委員
図書館協議会委員は、図書館のさらなる利便性の向上を図るため、図書館運営に関する意見等を集約するな
ど、協議を行っています。
瑞穂町図書館協議会委員
関谷

忠（会長）
村上

（敬称略）
髙島

豊子

朝子（副会長）
山田

敏行

地引

平

渡辺

政彦

島田

千晴

野尻

慧子

任期：平成２９年６月３０日まで

◦図書の無料頒布◦

図書館では、毎年廃棄図書のリサイクルを目的に住民の皆さまに本・雑誌の無料

頒布を実施しています。今年度は、下記の日程で実施することになりましたので、
お知らせいたします。
実施日：平成２８年１０月２２日（土）、２３日（日）
時

間：午前１０時から午後４時まで

会

場：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

昨年の様子

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
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瑞穂町郷土資料館「けやき館」・・・・ 企画展「八高線と瑞穂町」

平成２８年４月１６日から６月２６日にかけて、企画展「八高線と瑞穂町」を開催しました。この企画展は
八高線開通・箱根ケ崎駅開業８５周年、八高線電化２０周年に併せて企画されたもので、八高線の記念入場券
や箱根ケ崎駅旧駅舎備品・新駅舎落成式関係資料といった八高線や箱根ケ崎駅に関係した資料を展示し、その
あゆみを紹介しました。また、展示に併せて６月１２日に
は、久保田吉範氏（文化財保護審議会会長）による講演会
「わが町の八高線よもやま話」も行いました。企画展・講
演会とも、瑞穂町内外から多くの方々に来館いただき、大
変好評をいただきました。

企画展の様子

なお、JR東日本のご協力により、拝島駅等へポスター

講演会の様子

を掲示しました。

耕心館・ ・・・「耕心館開館１５周年記念感謝祭＆山野草まつり２０１６」

平成２８年４月２３日、
「耕心館開館１５周年記念感謝祭＆山野草まつり２０１６」を開催しました。瑞穂
青少年吹奏楽団（牟田久壽氏指揮）や津軽三味線奏者、ポップスデュオらによる楽しい屋外コンサートを始
め、耕心館ボランティア代表の岩田敏江氏による山野草講座、けやき館嘱託員の滝澤福一氏による講演会、景
品のもらえるスタンプラリーやプレゼントくじと、盛りだ
くさんの催しを行いました。また、
「みずほブランド」認
定品や雑貨、耕心館オリジナル山野草グッズなどの販売も
行い、当日は、子どもから大人まで約６５０人が来館し、
大変なにぎわいを見せました。

～

山野草講座の様子

野外コンサートの様子

瑞穂町にある文化財めぐり
けやき

第１４回

神明神社の欅（天然記念物）＜所在地

～

瑞穂町石畑＞

樹齢約千年の欅です。昭和初期までは樹勢盛んで、関東有数の大木であ
り、東京府時代（明治４年～昭和１８年）にも天然記念物に指定されたこ
とがありましたが、現在は町指定（昭和４８年）の天然記念物になってい
ます。
根元の直径３．８ｍ。半周５．６ｍが生存
し、他は空洞となっています。南東側の樹
皮上に、周１．
２ｍの枝が立っています。
昭和９年１１月４日多摩史談会が開催し
た第６回見学会の「狭山・箱根ケ崎村方面
の記」によれば、
「……石畑の字坊ヶ谷戸
の神明宮は古墳の上にある。そのまた古墳
には現在周囲三丈五寸（約９．２ｍ）とい
う大なる欅がある。枝が残るだけで主要の

（昭和初期の頃の欅）

部分は失せて居るから、ありし日はどの位
大きかったか分らない。其枝の東は街道ま
で拡がったというから三十間（約５５ｍ）
もあり、西の民家は「大樹（おほぎ）の下」と俗に呼ばれて居ったと言うからこれまた、三十間はあったであ
ろう。……」とあります。
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What's your dream?

～あなたの夢は何ですか？～

町内の小中学生にインタビュー形式で将来の夢を聞くコーナーです。

第５回：五小

６年生

みやがわ

ゆ み

宮川

優美さん

※今回は、学校ではクラブ活動でサッカーや野球などのスポーツに励み、ま
た学校外では将来に向け日々勉強を頑張っている宮川さんにインタビューを
行いました。インタビュー中、宮川さんは、笑顔で将来の夢を語っていまし
た。
▶あなたの夢は何で
すか？

世 界 中 を 旅 し て、 風

景を撮るカメラマンに
なりたいです。

日本人があまり見た

ことのない風景を撮っ
てみたいです！

▶その夢をもったきっかけはなんですか？
やいい景色をみると、心が晴れやかになりま

▶夢が叶いカメラマンにな
れたら、どのようなことが
したいですか？

▶夢の実現にむけ
て、 今 頑 張 っ て い る
ことはありますか？

どいいことをしたくなります。

り目立たない小さな国の風景

の風景や自然の景色を

撮った風景をいろいろな人

なる練習をしています。

何か嫌なことがあったとき、窓の外の風景

す。心が晴れやかになると、家のお手伝いな
いい景色や風景は、心を晴れやかにする力

があると思います。カメラマンになって、い
い景色や風景を撮って、皆に見てもらえたら
いいなぁと思います。

世界中を旅して、普段あま

自 分 の カ メ ラ で、 町

を撮ってみたいです！

撮って、カメラマンに

に見てもらって、その国に関
心を集めたいと思います。

教育委員の紹介
教育委員の森田義男さんと戸田祐佳さんが９月３０日をもって退任さ
れ、村上豊子さんと中野裕司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。

【問合せ

教育課

☎５５７－６６８２】

村上豊子さん

中野裕司さん

教育委員会定例会・臨時会報告
５月、６月、７月および８月に定例会を開催しま
した。

・平成２９年度使用小学校特別支援学級教科用図書
の採択について

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＞

・平成２９年度使用中学校特別支援学級教科用図書
の採択について

・
「平成２８年度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」に伴う
有識者の委嘱について

＜主な報告事項＞
・臨時代理の報告について（平成２７年度一般会計
補正予算（第７号）の原案中教育に関する部分の

・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（町立瑞穂第四小学校校庭芝生

意見聴取について）
・瑞穂町立学校行事等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

化工事請負契約）
・平成２８年度一般会計補正予算（第1号）の原案
中教育に関する部分の意見聴取について
・瑞穂町文化賞表彰要綱の一部を改正する告示につ
いて
執行の状況の点検及び評価（平成２７年度対象事
業分）について
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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

・瑞穂町教育委員会の権限に属する事務の管理及び
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教育委員会の会議は、毎月１回（原則として、第

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

第２３号

教育課

☎557－6682】

