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み 	 みずから学び	考えるひと
ず 	 すすんで社会とかかわる	心豊かなひと
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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
395 250 324 449 194 1,612 490 430 920 2,532
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みずほの教育

みずほっ子目標

第９回 中学生「東京駅伝」大会
出場選手が決まりました

２月４日に、味の素スタジアム・都立武蔵野の森公園特設周回コースを会場として、第９回中学生「東京駅
伝」大会が開催されます。この大会は、中学校２年生による区市町村対抗の駅伝競走大会で、男子は
４２．１９５kmを１７人、女子は３０kmを１６人で走ります。
１１月２２日に結団式が行われ、町代表として男女各２１名、合計４２名に大会出場の認定証が渡されまし
た。選手一丸となって頑張りますので、応援よろしくお願いします。
○日時� ２月４日（日）� ○会場　味の素スタジアム・都立武蔵野の森公園　特設周回コース
� 女子の部スタート　午前１０時� � 最寄駅：京王線飛田給駅
� 男子の部スタート　午後１時

○出場選手（順不同・敬称略）
男子 女子

氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名 氏名 学校名
板谷　　和 瑞中 山崎　紫温 瑞中 伊佐治実奈 瑞中 神成　七海 二中
今村　凌介 瑞中 横澤　太樹 瑞中 伊藤　希実 瑞中 小林　愛羅 二中
黒木　天羽 瑞中 有岡　一気 二中 岡崎　りん 瑞中 坂部　幸菜 二中
逆井　大和 瑞中 池田　嘉一 二中 川口　真実 瑞中 鈴木　優奈 二中
島崎　輝生 瑞中 小林　海斗 二中 鋤柄　小春 瑞中 伹野　結香 二中
嶋田龍之輔 瑞中 髙橋　篤寛 二中 関根　亜美 瑞中 田中　彩音 二中
鈴木　輝一 瑞中 谷　　晃大 二中 福嶋　光穂 瑞中 中野　愛来 二中
竹原　悠人 瑞中 西村　嘉伸 二中 吉川なつ美 瑞中 馬見塚　薫 二中
田中　愁人 瑞中 花井　優幸 二中 東　　音々 二中 山崎　紗彩 二中
中野　賢人 瑞中 濱田　　航 二中 石倉　　翠 二中 吉國　純香 二中
森田　　翔 瑞中 甲斐　彩花 二中
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１０月１２日と１１月９日に、町内の他の小学校
で育ったニホンイシガメが、二小と三小にやってき
ました。児童たちは、「観察して大事に育てます」、
「すごくかわいい！」など、うれしそうに話してい
ました。カメたちも新しい池で気持ちよさそうに泳
いでいました。
町では、保護と環境教育の一環として、みずほエ
コパークや町内の全小学校でニホンイシガメの飼育
を行っています。� 【問合せ　教育課庶務係　☎５５７－６６８２】

１０月３０日に武蔵野市教育委員会の教育長、委員を町（けやき館）へお招きし、交流会を行いました。こ
の交流会は、東京都内の市町村教育委員会で構成される「東京都市町村教育委員会連合会」での会議をきっか
けに、実現したものです。
交流会の中では、けやき館の施設見学や武蔵野市、瑞穂町の教育施策等について、情報交換を行いました。

【東京都教育委員会職員表彰（団体の部）】
□瑞穂第五小学校「環境教育の推進」
＊「ふるさと学習『みずほ学』」として、学区域にある六道山や茶畑、滝田谷津約１
アールの田んぼでの稲作、東京狭山茶づくり体験、六道山での自然学習など、自
然環境を生かした教育活動を推進しました。瑞穂町の自然や文化を大切にし、子
どもたちに愛校心や郷土愛を育みました。瑞穂第五小学校は、東京都教育委員会
から「持続可能な社会づくりに向けた教育推進校」の指定を受け、環境教育に取
り組んでいます。

【東京都教育庁人事部校務改善表彰】
□瑞穂第二小学校「業務改善等」
＊校務の円滑化と教育活動の充実を目指しました。ＩＣＴを活用し、学校組織が計画的かつ効率的に機能する
業務改善を図りました。

【東京都学校歯科保健表彰】
□瑞穂第二小学校「優良校」� □瑞穂第五小学校「優良校」
□瑞穂中学校「優良校」� □瑞穂第二中学校「優良校」
＊町内小・中学校の４校が優良校となりました。表彰の審査基準は、歯科健診結果
の他、学校での保健活動状況が対象となっています。教育委員会では、７校全校
の表彰を支援していきます。

【東京都教職員互助会教育振興事業「ふれあい感謝状２１」】
□瑞穂中学校「優秀賞」
＊瑞穂中学校吹奏楽部の見事な演奏は、毎回、多くの人々を楽しませてくれます。
２９年度も「東京都中学校吹奏楽コンクール」で金賞を受賞しました。日頃から
の熱心な吹奏楽部の活動が、高く評価されました。

二小、三小にニホンイシガメがやってきた！

武蔵野市教育委員会との交流

平成２９年度　小・中学校各表彰

カメ池へ放流の様子放流式

けやき館視察の様子 情報交換会
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男子 握力
（kg）

上体起こし
（回）

長座体前屈
（cm）

反復横とび
（点）

20mシャトルラン
（回）

持久走
（秒）

５０ｍ走
（秒）

立ち幅とび
（cm）

ソフトボール投げ
ハンドボール投げ
（ｍ）

小
学
校

１年生 町平均値 8.5 11.0 25.6 23.2 15.7 11.3 107.1 7.5
都平均値 9.0 11.2 25.8 26.5 17.3 11.4 111.7 7.7

２年生 町平均値 10.9 13.0 29.8 27.8 26.0 10.5 124.3 10.8
都平均値 10.8 14.1 27.5 30.5 27.2 10.5 123.6 11.2

３年生 町平均値 13.1 16.0 31.1 33.7 33.4 9.9 134.6 14.5
都平均値 12.7 16.2 29.5 34.4 35.7 9.9 133.9 14.8

４年生 町平均値 14.4 17.9 33.2 36.8 44.7 9.2 141.6 17.6
都平均値 14.5 18.4 31.3 38.8 44.0 9.5 142.5 18.4

５年生 町平均値 17.3 19.9 35.9 43.7 56.8 9.1 149.8 21.9
都平均値 16.6 20.2 33.5 42.1 51.7 9.2 151.6 21.7

６年生 町平均値 20.8 23.0 37.2 47.3 59.8 8.9 164.8 26.0
都平均値 19.3 22.1 35.9 45.3 59.6 8.8 162.2 25.7

中
学
校

１年生 町平均値 23.1 22.6 43.5 48.5 431.3 8.7 177.1 17.5
都平均値 23.3 24.2 38.1 49.1 425.8 8.5 177.3 17.5

２年生 町平均値 29.6 27.1 46.6 53.3 389.8 8.0 195.4 20.8
都平均値 28.6 27.5 42.1 52.3 385.3 7.9 194.2 20.2

３年生 町平均値 33.4 28.2 44.6 54.2 381.4 7.5 207.6 24.4
都平均値 33.7 29.7 45.5 54.9 374.0 7.5 208.6 22.9

女子 握力
（kg）

上体起こし
（回）

長座体前屈
（cm）

反復横とび
（点）

20mシャトルラン
（回）

持久走
（秒）

５０ｍ走
（秒）

立ち幅とび
（cm）

ソフトボール投げ
ハンドボール投げ
（ｍ）

小
学
校

１年生 町平均値 8.0 11.1 26.7 22.3 13.4 11.6 98.2 5.2
都平均値 8.4 10.8 28.3 25.5 14.2 11.8 104.3 5.3

２年生 町平均値 10.4 11.8 31.0 26.3 18.9 10.9 112.1 6.9
都平均値 10.1 13.5 30.6 29.3 20.7 10.9 115.7 7.0

３年生 町平均値 12.1 14.6 34.3 32.1 24.7 10.3 124.2 8.8
都平均値 11.9 15.6 33.1 32.5 26.4 10.3 126.1 8.9

４年生 町平均値 13.6 16.3 36.3 32.9 31.3 9.8 130.6 10.3
都平均値 13.7 17.8 35.4 36.7 33.4 9.8 135.7 11.0

５年生 町平均値 16.5 19.2 39.4 40.3 42.2 9.5 139.9 13.3
都平均値 16.2 19.4 38.2 40.3 40.5 9.4 145.5 13.0

６年生 町平均値 19.8 21.1 40.7 44.3 47.6 9.1 155.1 14.4
都平均値 19.1 20.6 41.2 42.9 46.1 9.1 154.2 14.8

中
学
校

１年生 町平均値 21.7 21.7 44.2 46.6 313.3 8.9 161.2 11.2
都平均値 21.5 21.7 42.6 45.7 301.9 9.0 163.6 11.1

２年生 町平均値 23.8 21.8 45.4 46.8 290.9 8.8 169.7 12.6
都平均値 23.5 24.1 44.9 47.1 286.3 8.7 168.2 12.4

３年生 町平均値 23.9 23.8 46.9 48.4 289.4 8.6 178.1 12.6
都平均値 24.6 24.8 46.5 47.5 289.5 8.7 170.0 13.2

※数値が網掛けの項目は、都の平均値以上の結果が出た項目です。

平成２９年度東京都統一体力テスト調査の結果が出ました

・小学校男子児童および中学校男子生徒の結果は、都の
平均を上回る種目が３４項目となり、平成２８年度と
比較して１項目増加しました。課題は、小学校低学年
の反復横とび（敏捷性・巧ち性）、２０ｍシャトルラン
（持久力）、ソフトボール投げ（投力）が挙げられます。
・小学校女子児童および中学校女子生徒の結果は、都の
平均を上回る種目が３６項目で、平成２８年度と比較
して３項目増加しました。課題は、小学校低学年の反
復横とび（敏捷性・巧ち性）、２０ｍ走シャトルラン
（持久力）、立ち幅とび（瞬発力）、ソフトボール投げ
（投力）が挙げられます。
・これらの課題の解決については、体育の授業の充実と
ともに、運動時間を十分に確保し、意図的・計画的に

バランスよく体力を高めていく必要があります。ま
た、家庭においても、運動させる環境づくりなど、運
動の日常化を図る工夫も必要です。家庭でも縄跳びや
ボールを使った遊び・運動など外遊びを積極的に促し
てください。
・東京都内のすべての公立学校がオリンピック・パラリ
ンピック教育を推進し、スポーツへ興味・関心を高
め、体力・運動能力を向上する取組を行っています。
家庭においても体力向上のための基盤となる子どもの
「基本的な生活習慣の改善・定着」や「栄養・運動・
休養（健康３原則）の徹底」へのご協力をお願いしま
す。
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平成２９年１２月２日に、スカイホール小ホールで行われました。応募数５９９点の中から審査会を経て、
入選された１６名の青少年が堂々と意見発表を行いました。

小学生の部
奥下　冬桜（五小）
「殺処分ゼロに向かって」

最優秀賞 中学生の部
沼澤　紗弥（瑞中）
「努力、そして実現」

最優秀賞 高校･一般の部
菊池　すず（四小教諭）
「言葉のもつ力」

最優秀賞

●第３３回　青少年の主張　意見発表会　入賞者（敬称略）

優秀賞
會田　真唯（三小）
菊池　咲菜（五小）
庄司　北斗（四小）
富井　陽菜（一小）

藤森　博子（一小）
保坂　　征（二小）
松永　結衣（二小）

優秀賞
岩岸　すず（瑞中）
岩渕　琴音（二中）
笹生萌々花（瑞中）
髙野　心優（瑞中）

優秀賞
今井　清香（町職員）
岡崎　安良（一小教諭）

文化奨励賞 �
◎瀧澤　千尋
平成２８年度選挙啓発ポスター作品募集（第６８回）
公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選
挙管理委員会連合会会長賞
平成２８年度東京都明るい選挙ポスターコンクール
東京都優秀賞

スポーツ優秀賞 �
◎ソフトボール競技� 鳥海　円香
第３５回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会　
ベスト１６
平成２９年度全国高等学校総合体育大会　出場
◎バドミントン競技� 大野　真美
平成２９年度全国高等学校総合体育大会（団体）　
第５位
平成２９年度東京都高等学校総合体育大会（団体）　
優勝
◎ダンスドリル競技� 横澤　百香
第８回全国高等学校ダンスドリル冬季大会（JAZZ
部門）　第２位
ミスダンスドリルチームインターナショナル�in�
USA（JAZZ部門）　第２位
◎サッカー競技� 小林　颯耶
平成２９年度全国高等学校総合体育大会
ベスト１６

◎空手道競技� 田中　翼
第４７回東京都空手道選手権大会（個人形）　優勝
◎軟式野球競技	 神田　元喜
第６２回全国高等学校軟式野球選手権大会　出場
◎剣道競技� 坂田　綺晴
平成２９年度全国高等学校総合体育大会（個人・団
体出場）　団体ベスト８
第６４回関東高等学校剣道大会（団体）　準優勝
平成２９年度全国高等学校総合体育大会東京都予選
会（個人）　優勝

スポーツ奨励賞 �
◎空手道競技� 小川　大蒼
第３１回東京都小学生空手道選手権大会（個人形）
第５位
◎硬式テニス競技� 中　基
第４４回全国中学生テニス選手権大会（ダブルス）　
優勝
◎柔道競技� 伊藤　健吾
沖永荘一杯第２８回東京都少年少女学年別柔道選手
権大会　第３位

●平成２９年度　瑞穂町文化奨励賞、瑞穂町スポーツ優秀賞・奨励賞受賞者（敬称略）
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防衛省から防衛施設周辺防音事業補助金を受け、二小の空調設備の更新工事が１２月に完了しました。子ど
もたちの学習環境はより快適に、使用エネルギーやＣＯ２の排出量はこれまでより削減できるようになりまし
た。

６月から行われていた、二中の校庭芝生化工事が１１月に完了し、
全ての町立小・中学校の校庭が、全面芝生化されました。
１１月２５日の二中の芝開きでは、青々とした芝生の上で、生徒た
ちによるダンス体操などが行われ、生徒それぞれが柔らかな芝生の感
触を楽しんでいました。
各学校の校庭の芝生は、地域住民の方や児童・生徒、保護者、また
教職員との協働により、芝の維持管理（芝刈や施肥）が行われていま
す。この芝生の維持管理を通じ、地域コミュニティの活性化が図られ
ています。

町立小中学校校庭の芝生
学校名 面　積 工事完了日
一　小 ４，１９３㎡ 平成２７年１１月
二　小 ４，７９０㎡ 平成２５年１１月
三　小 ５，１４７㎡ 平成２３年１０月
四　小 ４，２６４㎡ 平成２８年１１月
五　小 ９，４００㎡ 平成２４年１０月
瑞　中 ８，１３３㎡ 平成２７年　３月
二　中 ６，１７４㎡ 平成２９年１１月

二小　空調工事完了

学校校庭の芝生　二中　校庭芝生化完了！

詳しくは「羽村・瑞穂地区学校給食センター公式サイト（http://www.kyushoku.or.jp）」をご覧ください。
【問合せ　羽村・瑞穂地区学校給食センター　給食課管理給食係　☎５５４－２０８４】

平成２９年度　学校給食に関するポスターコンクール審査結果

◦最優秀賞◦

木﨑　幸歩（二小５年生）

◦優秀賞◦

髙水　陽貴
（一小２年生）

佐藤優月美
（五小６年生）

大野りんこ
（二中１年生）

給食センターでは、学校給食や食について広く啓発
を図るため、ポスターコンクールを実施しています
（共催：東京都学校給食会）。
今年度は、瑞穂町・羽村市の小中学校に在学する児
童・生徒から４５３点の応募をいただきました。審査
の結果、最優秀賞４点（瑞穂町から１点）、優秀賞４

点（瑞穂町から３点）、入賞２２点（瑞穂町から６
点）合計３０点が決定しました。
最優秀賞作品を掲示した給食配送車が、瑞穂町内を
走っていますので、ぜひご覧ください。
瑞穂町から選ばれた作品は次のとおりです。（敬称
略）

◦入賞◦
・窪田　　暖（一小２年生）�・岸口　珠姫（二小６年生）
・堀澤　　橙（三小１年生）�・櫻井　　円（三小３年生）
・川口　葵子（三小４年生）�・野田　優雅（三小４年生）

芝開きの様子
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４月に町立小学校へ入学するお子さんのための保護者会を開催しますので、対象者の保護者の方は必ずご出
席ください。会場は各小学校になります。
学校名 日　時 場　所 問合せ

一　小 ２月２０日（火）午後２時から４時 体育館 ☎　５５７－００４５

二　小 ２月１３日（火）午後２時から３時３０分 図書室 ☎　５５７－０６４６

三　小 ２月　６日（火）午後２時から３時３０分 視聴覚室 ☎　５５７－０２６６

四　小 ２月１５日（木）午後２時から４時 体育館 ☎　５５７－４１４３

五　小 ２月　６日（火）午後２時３０分から４時 家庭科室 ☎　５５６－１３７７
※瑞中は１月１２日（金）、二中は１月３０日（火）に開催しました。

【問合せ　教育課学務係　☎５５７－６６８３】

町立小学校入学予定者保護者会について

◦読書講演会◦

中里介山と宮澤賢治　その修羅の旅
講師：関谷　忠さん

多くの方が読書に興味を持っていただけるよう、１２月
３日（日）に読書講演会を郷土資料館けやき館で開催しま
した。講師は瑞穂町教育委員会委員、瑞穂町図書館協議会
会長で、児童文学作家である関谷忠さんです。「中里介山
と宮澤賢治　その修羅の旅」と題して、二人の奇妙な接点
や作品に現れた思想・信条、そして時代に迫り、それぞれ
の作品の魅力を紹介いただきました。
満席となった参加者からは、「興味深い内容だった」「作
品をもう一度読み返してみたくなった」など、様々な感想
が聞かれ大変好評でした。

◦図書館ホームページのご紹介◦
瑞穂町図書館のホームページでは、新着情報をは
じめ様々なサービスを提供しています。パスワード
を設定してログインすれば、予約や利用状況の確
認、再貸出などの手続きができます。いつでも・だ
れでも・どこでも図書館サービスが利用できるホー
ムページ、ぜひご活用ください。

図書館（瑞穂町図書館・元狭山ふるさと思い出館・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）

検索瑞穂町図書館
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瑞穂町郷土資料館　けやき館.........盛りだくさんのイベント　９月に来館者１０万人達成
けやき館の９月から１１月の報告をします。まず、けやき館の企画展『瑞穂町のくらしと祈り』、温故知新
の会主催行事を月２回実施しました。その内容は、自然に関する講演２つ（中沢清氏の『みんなで守ろう�瑞
穂の森』、開館３周年記念�元上野動物園長�小宮輝之氏の『動物の足跡探検』）と郷土学習『みずほ学』への協
力（二小、三小、四小、五小、都立瑞穂農芸高校）。郷土歴史講演会（塩島清志氏の『瑞穂の助郷紛争』）と川
越への郷土研修会、１９６４年東京オリンピック聖火ランナーによる公開座談会、体験学習として地域の産業
３つ（手もみ茶、村山大島紬絣板、はたおり探検隊）を行いました。
次に月２回の囲炉裏端で語る昔話、月１回の親子折り紙教室、この２つは、リピーターが多く、常時１５人
から２０人の参加者がおります。皆さまのおかげで、９月１日に来館者数が１０万人に達しました。

耕心館............................................企画展「第１０回東京手描友禅　―二人展―」
平成２９年１０月２３日から１０月２９日まで、企画展「第１０回東京手描友禅　―二人展―」を開催しま
した。東京都工芸染色協同組合に所属する工芸師２名による展示を行いました。今回のテーマは「鳥獣戯画」
とし、職人の新作を含め約４０点を展示しました。色とりどりの着物に各職人の感性で描き出した着物・帯・
染額は来館者を魅了しました。また、当展示会付帯イベントとして「友禅染め講座」や「よりみち落語会」、
「日本刺繍講座」を実施し、多くの方にご参加いただき、大変好評でした。

よりみち落語会の様子（噺家：古今亭始さん）企画展の様子 友禅染め講座の様子

～　瑞穂町にある文化財めぐり　第１８回　～
石畑重松囃子（無形民俗文化財）＜所在地　瑞穂町石畑＞

瑞穂町に伝承されている囃子には、「重松流」と「あだち流」の２つの流れがありま
す。重松流を伝承しているのは、石畑、殿ケ谷、長岡地区で、あだち流は、高根、箱
根ケ崎地区です。
重松囃子は、江戸末期の安政年間（１８５４年頃）埼玉県所沢市の古谷重松という
人が、当時流行していた江戸ばやし（深川葛西ばやし）を基に、独自の旋律を考案し
作ったものといわれています。また、笛の音譜は府中市の大國魂神社の神楽から教え
を受けたといわれています。
古谷重松なる人は、農家相手の行商人として、近隣村々を歩き、農耕技術の普及交流を図りながらその技芸を指導
したといわれ、その手法はすべて即興的で、自由に変奏（チラシという）していくことに人気があり、村々により異
なった音曲に指導したともいわれています。
石畑地区に重松囃子が普及した起源は、沖組の吉岡広助、吉岡岩太郎等がこの囃子を習得した初代であるといわれ
ています。両名の生活年代からみて、大体明治２０年前後に普及したと思われます。その後、町田政太郎、村田八十
吉、高橋弥吉、清水権蔵等の仲間に受けつがれ、終戦前後の一時期を除くほかは、氏神の春夏秋冬の祭礼には毎年演
じられていました。

企画展『瑞穂町のくらしと祈り』 川越方面への郷土研修会 開館３周年講演�元上野動物園長�小宮氏
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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９回：二小　６年生　白
しらいし
石　翔

かける
くん

※今回は、地域のテニスのクラブチームに所属し、学校ではサッカーや野球を行う
など、スポーツが大好きな白石くんにインタビューを行いました。インタビュー
の中で、夢の実現に向け、白石くんが毎日頑張っている様子がうかがえました。

▶あなたの夢は
何ですか？
世界で活躍で
きるような、プ
ロ の テ ニ ス プ
レーヤーです！

▶その夢をもったきっかけはなんで
すか？
テニスの大会をテレビで見ていると

き、「錦織�圭選手」がプレーをしてい
ました。
そのプレーのかっこよさに憧れて、

僕も「プロのテニスプレーヤーになっ
て、世界で活躍したい！」と思ったの
が、この夢をもったきっかけです。

▶プロのテニスプレー
ヤーになれたら、どの
ようなことがしたいで
すか？
世界的な大会で優勝

し、賞金を獲得したいです。
獲得した賞金は、家族
のために使いたいと思い
ます。

▶夢の実現にむけて、今頑張っている
ことはありますか？
テニスのクラブチームでの週２回の練
習の他に、自宅で素振りと体力づくりの
ための筋力トレーニングを行っています。
素振りは、フォアハンド、バックハン
ドを各１００回、筋力トレーニングは、
腹筋、腕立て伏せなどを各５０回ぐらい
やっています。

平成３２年から完全実施される新学習指導要領の目
玉は“主体的・対話的で深い学び”です。教授型から
アクティブな授業改革がより一層求められます。危機
感をもって改革に努めないと、児童生徒の思考力も表
現力も学力の向上も望めません。
教育委員会主催の初任者研修を覗いてみました。こ
こでは５段階の事前研修を積んで１校時の授業に臨み
ます。①単元全体の教材研究をし、児童生徒に合った
指導計画を立てる。②本時のめあてを明確にし、課題
を工夫し、主体的に自力解決させ、多様な考えを引き
出す。教師の個別指導が必須。③多様な考えを発表計

画に基づいて練り上げる。この学び
合いが児童生徒の対話的深い学びと
なる。教師の立つ位置が重要。④本
時を振り返り、学習内容の定着・発
展を図る。⑤教具・ワークシート、
教師の精選された発問、発表・板書
計画等全て指導案に書き込む。
こうした研修が児童生徒のアクティブ・ラーニング
と成就感を生みます。
めざせ！主体的・対話的で深い学びの授業改革を。

【問合せ　教育課　☎５５７－６６８２】

第１４回　教育委員会委員談話
主体的・対話的で深い学び

瑞穂町教育委員会　委員長　滝澤　福一

９月、１０月、１１月および１２月に定例会を１
回、１０月に臨時会を２回開催しました。
主な議決事項、報告事項は、次のとおりです。
＜主な議決事項＞
・平成２９年度一般会計補正（第４号）の原案中教
育に関する部分の意見聴取について
＜主な協議事項＞
・平成３０年度一般会計教育費予算の編成について
＜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一
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
・瑞穂町就学援助費支給要綱について
・瑞穂町特別支援教育就学奨励費支給要綱について

・平成２９年度瑞穂町文化賞表彰被表彰者について
・平成２９年度瑞穂町スポーツ賞表彰被表彰者につ
いて
・瑞穂町いじめ防止基本方針の改定について
※１０月の臨時会で、委員長および委員長職務代理
者の選挙が行われ、委員長に滝澤福一氏、職務代
理者に関谷忠氏が選任されました。

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】

教育委員会定例会・臨時会報告


