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スポーツが広く市民生活の彩りの一つとして日常に存在するものとなるよ
う、「観る」「体験する」スポーツの充実を通して市民のスポーツへの興味・関心
を高め、これらを「行動」へとつなげていきます。

オリンピック等国際大会の国内開催を契機として、市民が一層スポーツを楽
しむことができるよう、体育施設の適切な管理・運営に努め、よりよい環境と
なるよう必要な改修を進めます。

室内ペタンク、ドッヂビーなどのニュースポーツや一輪車、輪投げのほか、昨年行
列ができた親子で競走もできる50メートル走やボール投げコーナーを今年も開催しま
す。ターゲットバードゴルフ、ワールドカップで有名になったラグビーのゴールキッ
ク体験、野外活動体験のコーナーも新設します。
総合体育館の大きなアリーナ、陸上競技場の公式トラックや緑美しい芝の上で自由
に遊べる特別な一日です。ぜひご家族、おともだちと一緒に遊びに来てください！

総合体育館と陸上競技場を開放して行われる
スポーツ推進委員協議会との共催イベント。

オリンピック・ムーブメントは、スポーツを「学ぶ」
ことや「支える」ことへの関心も高めます。生涯学習
事業とも連携し、市民の多様な学びの場を提供すると
ともに、ボランティア活動への参加を促進します。

スポーツ振興と学校教育との連携を深め、子どもたちの運動習慣の定着と体
力向上の取組みを強化するとともに、子どもたちがオリンピック・パラリンピ
ック教育を通して国際親善や世界平和に果たす
役割を理解し、国際理解や障害者理解、スポー
ツを通した心身の調和的な発達により進んで平
和な社会の実現に貢献できる力を育てます。

オリンピック・パラリンピックはスポーツだけではなく文化の祭典でもあり、
そこには教育委員会内にとどまらない幅広い分野での取組みが必要となってき
ます。
他の分野との連携によるスポーツ施策の推進とともに文化施策との連動を図
り、オリンピック等国際大会が広く市民文化の醸成につながるよう取組みます。

平成32年は東京で2度目のパラリンピック開催であり、これは同一都市と
して初めてのことになります。計画の重点施策である「誰もが楽しめる機会の
充実」の促進とともに障害（者）への理解や障害者
スポーツを支える人材の育成に取組みます。
また、誰もが共に楽しめるスポーツ活動の機会
を創出します。
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●オリンピアン・パラリンピアン等の一流選手や
その指導者による講演会の開催
●スポーツを通じた身体、健康、メンタル等に関
する学びの機会の提供

●総合体育館メインアリーナ、サブアリーナの天井改
修とこれに伴う整備を最優先とします。

●施設の利便性の向上とともに「観るスポーツ・体験
するスポーツ」を積極的に推進するため、本計画期
間内では陸上競技場及び付随施設の整備・改善を重
点的に進めていきます。

● 障害者スポーツの振興支援及び障害者の利便性向上
を目的とした施設整備を着実に進めます。

●障害の有無にかかわらず、共にスポーツ
を楽しむ機会の創出

●障害者スポーツを体験する機会の充実

●「ホストタウン」として友好都市であるブラショフ市のあるルーマニア国
とのスポーツ・文化交流や観光推進等の実施。

●オリンピック・パラリンピック種目等の
体験イベントの開催
●国際大会出場選手やチームに触れる機会
の創出

●タグラグビーの導入・拡充など体育の
時間を活用した取組みの充実

●自国文化や他国文化の理解、国際理解
の促進

スポーツ振興・啓発

改定後の教育委員会の取組み

体育施設の改修・整備

生涯学習事業との連携

学校教育との連携

他部門との連携

障害者スポーツの推進
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問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

平成21年4月に策定した武蔵野市スポーツ振興計画は、スポーツを取り巻く状況の変化や、オリンピック・パラリンピック
競技大会の東京開催や、ラグビーワールドカップ日本開催に伴うスポーツの機運の高まりを市のスポーツ振興へと活かしていく
ため、また、オリンピック等国際大会の開催後も見据えた取組みを実施するために、計画を一部改定し取組みの充実を図ります。

武蔵野スポーツクラブと
「相互協力に関する協定」を締結しました

1月21日に市および教育委員会は、東京武蔵野シティフットボー
ルクラブ（旧横河武蔵野FC）を運営する特定非営利活動法人武蔵野
スポーツクラブと、相互協力に関する協定を締結しました。現在
JFLに所属している東京武蔵野
シティ FCがJ3移行を目指すこ
とを支援するとともに、同チー
ムの市事業への協力を得ること
で、生涯を通じてスポーツを楽
しむ機会の創出やスポーツ観
戦、アスリートにふれる機会の
充実をさらに図っていきます。
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スポーツ推進委員による
ドッヂビー体験教室（大野田小）

障害者スポーツ
（シッティングバレーボール）

オリパライベント（カヌー体験）

スポーツ教室　親子体操

インラインスケート教室

陸上競技場

武蔵野市スポーツ振興計画武蔵野市スポーツ振興計画武蔵野市スポーツ振興計画武蔵野市スポーツ振興計画を一部改定しました

「ファミリースポーツフェア2016」にでかけよう！

●日程：4月29日（金・祝）
10：00～15：30

●会場：総合体育館・陸上競技場
※体育館シューズを持って直接会場へお越しください。

１面　武蔵野市スポーツ振興計画の一部改定
　　　武蔵野スポーツクラブとの協定締結
　　　ファミリースポーツフェア2016
２面　児童生徒の学力向上を図るための調査について
　　　子ども文化・スポーツ表彰
３面　教育委員会からのお知らせ／武蔵野歴史探訪
４面　武蔵野市教育委員会の基本方針について
　　　むさしの教育シンポジウム
　　　東京オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けた

武蔵野市の取組み方針
　　　「ホストタウン」としてルーマニアを応援します

発行■武蔵野市教育委員会　編集■教育企画課　☎0422-60-1894　〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28　http://www.city.musashino.lg.jp/kyoikui/index.html



3月5日（土）、武蔵野公会堂で表彰式を行い、児童生徒表彰15組、子ども文芸賞59作品を表彰しました。（敬称略）
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●実施時期 平成27年7月2日（木）
●対象学年	 都内の公立小学校第5学年及び中学校第2学年
  小学校第5学年 1,295校 88,995名 （武蔵野市 12校 866名）
  中学校第2学年 627校 74,349名 （武蔵野市 6校 563名）
●調査内容 小学校第5学年…国語、社会、算数、理科
  中学校第2学年…国語、社会、数学、理科、外国語（英語）

  ※学習に関する意識調査は全児童・生徒、学校に関する調査は全学校を対象に実施

結果の概要

結果の分析

平成27年度
東 京 都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果について
「児童・生徒の学力向上を図るための調査」は学習指導要領に示されてい
る教科の目標や内容の実現状況及び読み解く力に関する定着状況を把握・分
析し、教育施策の成果と課題を検証してその充実・改善を図ること、さらに、
各校の指導方法等に関わる課題・解決策を明確にし、児童・生徒一人一人の
学力向上を図ることなどを目的に、東京都が行っている調査です。

●調査結果に基づき、「授業改善推進プラン」を作成し、各教科等の
ねらいを実現させるための言語活動の充実、ICT機器の積極的な
活用、繰り返し指導の重視といった指導方法の工夫・改善に努め
ます。
●子どもたち一人一人の習熟の程度に応じたきめ細かな指導（習熟
度別・少人数指導等）を行い、子どもたちの学力の定着と伸長を
図ります。
●教員の授業力向上を図るため、授業研究を主とした校内研修を計
画的に実施します。
●子どもたち一人一人の学習上のつまずきや課題を把握し、「個別支
援教室」や「学習支援教室」等を適切に実施するとともに、学習
相談の機会を充実させます。

●調査結果を踏まえ、本市における学習指導の課題や改善点を明確
にするとともに、市報やホームページ等を通じて、学力向上の取
組みの成果や課題に関する積極的な情報発信に努めます。
●教育課題研究開発校や教育研究奨励校の研究の推進により、市内
全校の学力向上や教育課題への取組みを充実させます。
●若手教員（採用後1～ 3年目の教員）の授業力向上のための研修
を計画的に実施し、教育アドバイザーによる巡回指導を充実させ
ます。
●授業研究を通した実践的な研修として、4年次以降の教員を対象
とした授業力向上研修や夏季休業中の研修等を充実させます。

すべての教科で東京都の平均正答率を上回っています。特に小学校算数で
は8.2ポイント、小学校社会では7.9ポイント、中学校外国語（英語）では12.9
ポイント、中学校数学では11.9ポイント上回っており、基礎・基本の定着が
図られているといえます。今後は設問ごとの正答率等の分析により、指導方法
の改善・充実に向けた取組みを継続していきます。
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問 指導主事

◆吹奏楽
●第一小学校吹奏楽団
第21回 日本管楽合奏コンテスト全国大会
小学校部門　最優秀賞

●第三小学校吹奏楽団
第21回 日本管楽合奏コンテスト全国大会
小学校部門　優秀賞

●関前南小学校吹奏楽クラブ
第15回 東日本学校吹奏楽大会
小学校部門　銀賞

◆柔道
●濱田　哲太（二小6年）
冲永荘一杯　第26回 東京都少年少女学年別 
柔道選手権大会
小学校五年生少年超重量の部　準優勝

●濱田　善太（二小4年）
冲永荘一杯　第26回 東京都少年少女学年別 
柔道選手権大会
小学校三年生少年超重量の部　準優勝

俳句
●茂木　康輝（大野田小5年）
第54回 全国俳句大会　ジュニアの部　大会賞

●木村　璃星（大野田小5年）
第54回 全国俳句大会　ジュニアの部　優秀賞

◆ピアノ
●深田　真央（井之頭小1年）
ピティナ・ピアノコンペティション 
東日本3地区本選、東日本5地区本選
ソロ部門Ａ1級　優秀賞

◆水泳
●佐藤　工介（一中3年）
第67回 東京都中学校選手権水泳競技大会
男子100m平泳ぎ　第８位〈予選において全中新〉
第55回 全国中学校水泳競技大会出場

●山﨑　千楠（四中3年）
第67回 東京都中学校選手権水泳競技大会
　　　 女子100mバタフライ　第4位
第39回 関東中学校水泳競技大会出場
第36回 JSCAブロック対抗水泳競技大会関東支部代表出
場　　　 400mフリーリレー　第6位

◆水泳
●川村　野乃実（五中3年）
第67回 東京都中学校選手権水泳競技大会
　　　　女子50m自由形　第2位〈全中新〉
第55回 全国中学校水泳競技大会出場

◆書道
●清岡　海月（三中3年）
第4回 比田井天来・小琴顕彰　佐久全国臨書展
中学部　特選

◆相撲
●山本　純也（四中3年）
第12回 全国少年相撲選手権大会
団体戦　準優勝

◆写真
●伊藤　　芳（六中2年）
第28回 道のある風景写真コンクール
中学校の部　金賞

◆おべんとうコンクール
●川﨑　菜生（六中2年）
●林　　亜実（六中2年）
第13回 中学生創造ものづくりフェア in TOKYO
あなたのためのおべんとうコンクール部門　優秀賞

問 中央図書館

◆小説・童話・ずい筆
渡辺　千鶴（関前南小6年）

◆詩
髙木　晴杜（境南小6年）

◆俳句・短歌
後藤　成雄（六中3年）

◆読書感想作品
塚田　紀行（成蹊小2年）

◆小説・童話・ずい筆
青本　莉子（大野田小2年）
清水　結衣（桜野小3年）
山嵜　琴里（桜野小4年）
木村　琴葉（五中2年）

◆詩
林　　紗世（大野田小3年）
平田美果莉（五小4年）
髙原　早葵（一中3年）

◆俳句・短歌
入江康太郎（大野田小2年）
大川　伸一（東京創価小4年）
髙橋　　凪（三小6年）
末木　莉子（二中3年）

◆読書感想作品
家田　侑翔（成蹊小1年）
福田　紗也（成蹊小2年）
大場　響貴（成蹊小5年）
坂東　純聖（成蹊小5年）
名倉　文喜（六中2年）
山﨑　優佳（吉祥女子中3年）

◆小説・童話・ずい筆
中嶋那美己（四小1年）
秋山伊里奈（桜野小3年）
藤田佐和子（桜野小4年）
磯江　　穂（桜野小5年）
久羽　美里（桜野小5年）
大崎　瑠奈（成蹊小6年）
平泉　　奎（四中1年）
船越　　翠（四中1年）
齊藤　花実（四中2年）
花堂　乃彩（四中2年）

◆詩
磯部　瑛範（聖徳学園小1年）
藤巻　芽衣（四小2年）
前野　琴美（桜野小3年）
畠山　　武（本宿小4年）
林　いずみ（境南小4年）
向井　美貴（本宿小4年）
井手つぐみ（大野田小6年）
土橋　　潤（五中1年）
横澤　　陸（四中1年）
小林　百花（四中2年）

◆俳句・短歌
石原　　陸（大野田小2年）
山内　雄介（大野田小2年）
小野寺倫朗（三小3年）
石松　巧帆（一小4年）
茅野みつき（一小4年）
江崎　朝凪（関前南小5年）
藤木　　玲（五中1年）
戸田　季希（二中2年）

◆読書感想作品
杉江　　篤（成蹊小1年）
西井於久都（成蹊小2年）
杉廣　詩茉（成蹊小3年）
吉田　直生（桜野小3年）
徳田　　東（成蹊小4年）
石田　翔大（成蹊小5年）
染矢　莉奈（成蹊小6年）
小池　瑠梨（三中1年）
篠崎日菜子（三中1年）
片岡　千咲（四中2年）

平成27年度　子ども文化・スポーツ表彰

市立小中学校の子どもたちのクラブ活動、部活動、その他の活動における優れた成果を
表彰しました。

市内在住・在学の小中学生から4,123作品の応募がありました。受賞作品集は、
市内三つの図書館でご覧になれます。

優 秀 賞

最 優 秀 賞

佳　　　作

問 教育企画課　教育企画係

渡辺千鶴さん

清岡海月さん 川㟢菜生さん・林亜実さん

関前南小吹奏楽クラブ

後藤成雄さん

髙木晴杜さん

塚田紀行さん
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ュユのほかに、「関前村名主役宅」や「井口家の大ツバキ」をはじめとし
た文化財があり、旧・関前村の歴史を今に伝えています。
サンシュユは、中国および朝鮮半島が原産の落葉樹で、種子を生薬
として用いるために、享保７年（1722）に日本に輸入されたといわれて
います。

件記念碑（倚
いそう

鍤碑）をはじめ、旧・関
前村や井口家にまつわる文化財が多く
残されています。
このサンシュユの木は根元周囲が約

1.7mもあり、国内産としては稀有な
大きさを誇ります。
毎年３月には小さな可愛らしい黄色

い花が咲き、訪れた人々の目を楽しま
せています。
サンシュユは春の季語でもあります。

短冊を片手に、武蔵野の春を探しにお
出かけをしてはいかがでしょうか。

井口家は旧・関前村の名主であり、開村から幕末にかけ
て代々名主役を世襲した旧家です。屋敷内にはこのサンシ

千川上水にほど近い井
口家周辺には、御門訴事

五日市街道沿いにある井口家の長
屋門をくぐると、すぐ右手にサン
シュユの木があります。
この木は、武蔵野の新田開発に大
きな功績を残した井口家の先祖が、
他の新田名主とともに当時の幕府か
ら褒賞として賜ったものとされ、植
栽年代は寛延３年（1750）頃と伝え
られています。

市天然
記念物

所在地　八幡町３－８－３
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道具が伝える、昔から今につながる人びとのくらし。
私たちの生活に欠かせないあの道具も、時代とともに変化してきました。
かつて使われていた生活道具などを、学校教育との連携展示として公開します。

武蔵野市の小中学生向け
生涯学習事業を一覧化し、
お知らせするものです。

4月18日（月）より市役所
5階生涯学習スポーツ課や
各図書館、市民会館などで
も配布するほか、市ホーム
ページにも掲載します。

武蔵野市スポーツ推進委員協議
会会長和田明子氏が公益財団法人
全国スポーツ推進委員連合会から
「30年勤続スポーツ推進委員表
彰」を受けました。
和田会長の長年の功績を讃え、
市長・教育長への報告も行いまし
た。東京オリンピック・パラリンピック開催に向けてスポーツ
推進委員の更なる発展に励みとなる受賞となりました。

本市の小学校知的障害学級の児童数は増加傾向にあり、平成
27年度は50名となっています。現在、知的障害学級は中央地
区の大野田小、西部地区の境南小に設置されていることから、
地域の中で児童の成長を支えていくためにも東部地区にある
第三小に知的障害学級を新設し、平成29年4月に開級します。
交流・共同学習の視点も重視した特別支援教育を進めていきま
す。

問 教育支援課　特別支援教育・教育相談係

平成28年3月、小学校8校（二小、四小、大野田小、境南小、
千川小、井之頭小、関前南小、桜野小）の通学路に防犯カメラ
を各校5台ずつ設置しました。
通学路における児童の安全確保を強化し、学校と地域等が行
う登下校時の見守り活動を補完するため、24時間365日作動
します。これで、昨年設置済みの4校（一小、三小、五小、本
宿小）の20台と併せて、小学校全12校の通学路に合計60台
の防犯カメラを設置しました。

問 教育支援課　学務係

3月6日（日）に第56回市内駅伝
競走大会、第25回市民健康マラソ
ン大会を行いました。部活動の有志
で組んだ中学生や地域・会社の仲間
同士で参加された多くのランナーが
家族や友だちの声援を背に市役所周
辺を力いっぱい駆け抜けました。地域の大学からボランティア
スタッフの協力、5社の企業の協賛を頂き、当日は晴れ間も見
える穏やかな天気の中、駅伝103チーム、マラソン150名が参
加し、日頃の練習の成果を発揮しました。

問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

いつでもどこでも気軽にス
ポーツを楽しめるように、市
のスポーツ情報のほか、民間
を含めた市内スポーツ施設の
場所がわかる地図を掲載して
います。
生涯学習スポーツ課、総合

体育館、各図書館、市民会館
などで配布しています。

問武蔵野ふるさと歴史館

問生涯学習スポーツ課

問生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

学校教育連携展示
「武蔵野のくらし今昔 ～道具から、くらしの変化を見てみよう～」

「講座まるごとナビ」を発行しました
平成29年４月に
第三小学校に知的障害学級を新設します

通学路防犯カメラが
小学校全12校で設置されました

「駅伝・マラソン大会」を開催しました

むさしのスポーツマップ＆ガイド
「ココKARAスポーツ！」を発行しました

期　　間　4月24日（日）まで
会　　場　武蔵野ふるさと歴史館

第二展示室（企画展示室）
開館時間　9：30～ 17：00　入館無料
休　　館　金・土・祝日

和田明子氏が「30年勤続スポーツ推進委員表彰」を受賞！



井口家の高札 いぐちけの
こうさつ

歴　史
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延命寺の護摩炉 えんめいじの
ごまろ
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年）、②人倫の道の定書の高札（慶応４
年）、③強訴・逃

ちょうさん

散禁止の高札（同年）、
④キリシタン・邪宗門禁制の高札（同
年）、⑤御門訴事件につき告諭の高札（明
治３年）の５枚です。
特に⑤は、御門訴事件の直後に布達
された高札で、随所に事件の生々しさ
を感じますが、内容は当時の農民支配
の在り方を示しています。

の高札（慶応４年）は、武蔵野
ふるさと歴史館において昨年開
催された企画展「武蔵野市の歴
史と文化財―蕨手刀から凱旋門
まで―」にて現物を展示しまし
た。武蔵野ふるさと歴史館では、
今後も様々なテーマで年数回の
企画展を実施していきます。

井口家の高札は、①キリ
シタン禁制の高札（正徳元 高札５枚のうち、

②人倫の道の定書

高札とは、村民に対して法令や政策の周知を
行うために作られていたものであり、街道沿い
に設けられた高札場と呼ばれる掲示場所に掲げ
られたものです。
五日市街道沿いに建つ井口家には、江戸時代

から明治時代にかけて掲げられた高札５枚が残
されています。

市有形
文化財

市有形
文化財

散策マップ

G 3

月吉祥日　施主佐竹仙寿丸　武
州多摩郡札野関前新田八幡山延
命寺什

じゅうぶつ

物」との刻銘があり、こ
れにより元禄７年（1694）に鋳
造されたことが知られています。

行機武蔵製作所がありました。そ
のため、境内には平和観音菩薩像
が建立されているほか、アメリカ
軍が投下した250kg爆弾の破片
が展示されています。

銅製の護摩炉に
は「元禄七甲戌九

太平洋戦争中、延
命寺北側には中島飛

延命寺は、関前村が開村された寛
文12年（1672）に開基されたとさ
れる由緒あるお寺です。旧４か村が
合併し武蔵野村が成立した際には、
ここに武蔵野村役場が置かれまし
た。護摩炉とは、護摩を焚くときに
用いる炉のことで、密教の法具です。

所在地　八幡町１－１－２

所在地　武蔵野市　蔵

キリトリセン

市の教育に関する様々な施策は、教育長と４人の教育委員による会議で決め
ています。会議は原則公開です。この間、定例会を３回、臨時会を１回開催し、
５の議案、３の協議事項、15の報告事項について話し合いました。
◆協議事項
・平成28年度使用武蔵野市立小・中学校特別支援学級用教科用図書採択の専

決処分について
・武蔵野市教育委員会教育目標及び平成28年度武蔵野市教育委員会の基本方

針について 
・武蔵野市スポーツ振興計画一部改定について 
・武蔵野市立武蔵野プレイス条例施行規則の一部を改正する規則    
◆報告事項
・平成26年度武蔵野市図書館事業 重点中長期目標 図書館運営委員会評価について
・災害時におけるボランティアセンターの代替え施設としての中央図書館の使

用について
・平成28年度教育費予算（歳出）要求について　ほか

社会教育委員は、主に学校教育以外の青少年及び成人に対して行われる組織
的な教育活動に関して、教育委員会へ助言することを目的に設置されています。
この間、定例会を１回開催しました。
◆協議事項　平成28年度子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助

金について　ほか
問 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

問 教育企画課 教育企画係

問 教育企画課 教育企画係

問 指導主事

教育委員会の会議（12～2月）

社会教育委員の会議（12～2月）

定例会・臨時会は傍聴できます　※議事によっては非公開になる場合があります。
　傍聴を希望される方は、当日、市役所 5階 教育企画課へお越しください。
◆今後の定例会日程　4／8（金）、5／11（水）、6／1（水）、7／6（水）
※日程は変更する場合があります。詳しくは市報・市のホームページをご覧ください

4 No.129　平成28年 3月31日発行　きょういく武蔵野

問合せ 指導主事………………………………………………………（60）1898
教育企画課 教育企画係 ……………………………………（60）1894
指導課 指導事務担当 ………………………………………（60）1897
教育支援課 学務係 …………………………………………（60）1900
教育支援課 特別支援教育・教育相談係 …………………（60）1908
生涯学習スポーツ課 生涯学習係 …………………………（60）1902
生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係 ……………………（60）1903
武蔵野ふるさと歴史館………………………………………（53）1811
中央図書館……………………………………………………（51）5145

教育支援センターでは、専門の相談員（臨床心理士）が、子育て、
心や身体の発達、いじめ、不登校などの相談をお受けします。

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

所在地　吉祥寺北町 4-11-37　地下１階
受　付　月～金曜日（祝日を除く）　9：00～17：00

教育相談 ☎0422‒60‒1899

豊かな心や感性を育む
教育の推進
確かな学力の向上と
個性の伸長

健全育成の推進と体育・
健康に関する指導の充実

社会の変化に対応し、
教育課題の解決に向けた
取組の推進

学校経営の改善・充実

生涯学習・スポーツ事業
の充実

生涯学習の基盤となる
施設の整備・充実

1

2

3

4

5

6

7

教育委員会は、2月の教育委員会定例会で、「平成28年度武蔵野市教育委員
会の基本方針」を決定しました。平成28年度は下記の基本方針に基づき、学
校教育と社会教育の連携を図りながら特色ある教育を推進していきます。

基本方針の全文は、市のホームページに
掲載しています。

武蔵野市教育委員会の基本方針について平
成28年度

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、ラグビーワールド
カップ2019の開催により、日本、そして東京へと人々の注目が集まります。
特にオリンピック・パラリンピック競技大会は、スポーツの祭典とともに
文化の祭典でもあり、そこにはスポーツを通じた感動体験の享受や市民の
健康増進のみならず、市民文化の醸成や魅力的なまちづくり、そして共生
社会の実現などの広い取組みが求められています。
市ではオリンピック・パラリンピックの持つ理念を尊重するとともに、

大会に向けた取組みが本市のまちづくりにとって有益なものとなるよう、
以下の取組み方針を定め、これを推進します。

（1）まちの魅力の再発見と国内外への発信を通して、市民の力が活かされる 
まちづくりを進めます。

（2）スポーツや文化を通した感動や交流により、一人ひとりを大切にし、多様
性を活かす市民文化を育みます。

（3）誰もがまち歩きを楽しめるまち、暮らしやすいまち、外国人にもやさしい
まちをつくります。

武蔵野市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて
「ホストタウン」としてルーマニアを応援します！

むさしの教育シンポジウム
「未来を切り拓く意欲と責任感を育てる

9年間の学校教育」 武蔵野市は政府が推進する、全国の自治体とオリンピック・パラリンピック競技
大会参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流等を図るために行う「ホスト
タウン」に立候補し、この度ルーマニア国のホストタウンとして登録されました。
平成4年に交響楽団の支援から始まった武蔵野市とルーマニア国ブラショフ市の

交流が発展し、平成10年には、活動の拠点としてブラ
ショフ市内に「日本武蔵野センター」を設置し、日本
語教室や市民交流を通して日本とルーマニア国の交
流のかけ橋としての役割を果たしてきました。
これから、東京2020大会に向けてこのブラショフ
市があるルーマニア国を武蔵野市として応援し、文
化・スポーツ相互交流を実施していきます。

改正学校教育法の施行を受けて、小中一貫教育を行う「義務教育学校」の設
置が可能となりました。この機会にシンポジウムを通して、市民の皆様と一緒
に、武蔵野市における今後の学校教育を展望したいと思います。
基調講演、パネルディスカッション、参加者による協議ほか。

日時　平成28年4月23日（土）14:00～ 16:30（開場13:20）
会場　武蔵野市役所8階　811会議室
定員　200名（申込順）　参加を希望される方は4月15日（金）までに、①お名前、

②学校名等所属、③連絡先（電話またはファクス番号）を明記の上、指導
課ファクス51-9264 へお申込みください。

問 生涯学習スポーツ課

問 生涯学習スポーツ課

武蔵野市教育委員会の基本方針

浴衣を着てお祭り

東京オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けた武蔵野市の取組み方針

取
組
み
方
針


