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これからの武蔵野市の学校給食について
●武蔵野市の学校給食について
武蔵野市では、自校に給食調理施設を備える小学校4校（第五小・

境南小・本宿小・桜野小）のほかに、北町調理場から小学校8校、桜
堤調理場から中学校全6校に給食を提供しています。平成18年には、
開設以来一貫して実施している、化学調味料や半調理品を使わない「手
作り給食」や「食育」の取り組みが評価され、北町調理場が「東京都教
育委員会表彰」を受賞するなど、全国に誇れる学校給食です。
武蔵野市では児童、生徒数が増加しており、今後10年程度は増加

傾向が続くことが見込まれます。子どもが増えることは大変喜ばしい
ことですが、老朽化の進む既存の調理施設からだけでは必要な食数が
まかなえなくなります。
教育委員会では、平成29年3月に「学校給食施設検討委員会」を設
置し、この課題について検討を行い、その報告を踏まえ、8月に「当
面の学校給食施設の整備方針について」を決定しました。

桜堤調理施設の基本計画について
教育委員会では、平成33年度に整備する新しい調理施設について基本計
画を策定し、新調理施設に関する基本的な視点を次のように定めました。

（1） 最新の学校給食衛生管理基準、HACCP（食品の製造・加工工程
から製品の安全を確保する衛生管理の手法）の考え方に基づいた
施設
・学校給食実施基準、学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理
マニュアルに適合した施設にします。

（2） 労働安全衛生に留意した施設
・労働安全衛生法に準拠した施設にします。

（3） 災害時の対応の強化
・炊き出しを支援する機能を備え、ライフライン復旧後、速やかに利
用できる施設にします。

（4） 環境機能の強化
・省エネ・再エネ東京仕様の技術項目例を参考にした、環境配慮の措
置を講じた施設にします。

（5） 食育推進のための機能
・食育への関心を高める施設にします。

（6） 周辺環境への配慮
・防音や防臭、日照や振動の影響を防止する対策を施し、周辺環境と
調和した施設外観とします。

これまでに行った説明会では、工事中や調理施設稼働後に周辺環境が悪化
しないよう配慮してほしいというご意見をいただいています。工事期間中も
含め、防音・防臭対策など、周辺環境に配慮した施設とします。

今後のスケジュールと市民の皆様へのお願い
現在、基本設計を委託する事業者の選定を行っています。事業者が決ま
り次第、基本設計を作成し、その後、実施設計やまちづくり条例の手続き
など、本格的に建築工事に向けて動き出します。事業の進捗状況について
は、引き続き、きょういく武蔵野や市報、市のホームページなどでお知ら
せします。武蔵野市立小・中学校に通うすべての子どもたちに安定して給
食を供給するため、よりよい施設づくりを進めます。市民の皆様のご理解
とご協力をよろしくお願いします。

●学校給食を安定して提供するための対応策

年度 対 応 策
増やす必要が
ある給食食数

小学校 中学校

H30 105 ―

H31 258 46

H32 371 126

H33 594 174

H34 723 240

＊①②の対応策は、児童数の推移を見ながら、平成33年度以降も継続的に行っていきます。

市制施行70周年記念として武蔵野市内駅伝競走大会・武蔵野市民健康マ
ラソン大会の愛称募集を行いました。応募総数139件の中から中町にお住
まいの溝畑茂治さんの「武蔵野市ロードレース」に決定いたしました。大会
の運営に携わっている関係団体の方にもご参加いただき審査いたしました。
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。駅伝・マラソン大会
は平成30年3月4日（日）です。愛称を取り入れた参加賞をご用意します。
大会へのご参加もお待ちしております。

問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

利用者の安全・安心、利便性の向上、「観るスポーツ」の推進に向けて、
平成30年3月まで陸上競技場スタンド下等の施設を改修中のためご利用
ができません。トイレの洋便器化、だれでもトイレの改修、スタンド車
いすエリアの改善、授乳スペース・ベビーシートの設置、チーム更衣室
の設置、ダッグアウトへの空調設置などを行います。基本的にフィールド・
トラックは使用できます。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいた
します。

問 生涯学習スポーツ課　スポーツ振興係

問 教育企画課 教育調整担当、教育支援課 学務係学校保健給食担当

陸上競技場スタンド下等の施設の改修工事駅伝・マラソン大会の愛称が決まりました！

学校給食
施設MAP

●❶《直近の対応策》
各校の必要食数を事前にできる限り正確に把握し、予備
食を最小限にし、直前の食数変更も減らす運用をします。

●❷《平成31年度以降の対応策》
本宿小学校の調理施設で、第三小学校分も調理し、北町
調理場の調理必要食数を抑えることを目指します。

●❸《平成33年度以降の対応策》
老朽化の進む桜堤調理場の建替えを前倒しして、新調理
施設を建設し、調理食数を増やすことを目指します。

フェイスブック

クックパッド

１面 これからの武蔵野市の学校給食について
２面 平成２９年度　市内中学校総合体育大会　
 平成２９年度「全国学力・学習状況調査」の結果について
 武蔵野市の小・中学校を紹介します
３面 Sports for all／ジャパンパラ ボッチャ
 むさしのサイエンスフェスタ2017開催！！
 ファミリースポーツフェア開催しました
４面 武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ～
 小・中学校のホームページをリニューアルしました
 平成30年4月に入学する新小学1年生に入学準備金を 

支給します  など
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平成29年度「全国学力・学習状況調査」の結果について
 1　目　　的  義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的

な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果
と課題を検証し、その改善を図るとともに、そのような取組を
通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
また、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の
改善等に役立てる。

 2　実 施 日  平成29年4月18日（火）

 3　対象学年  小学校第6学年、中学校第3学年

 4　調査内容 
（1）教科に関する調査

主として「知識」に関する問題
〔国語A、算数・数学A〕

主として「活用」に関する問題
〔国語B、算数・数学B〕

・身に付けておかなければ後の学年等の学習内
容に影響を及ぼす内容
・実生活において不可欠であり常に活用できる
ようになっていることが望ましい知識・技能
など

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用す
る力に関わる内容

・様々な課題解決のための構想を立て実践し評
価・改善する力などに関わる内容　　など

（2）質問紙調査
児童・生徒に対する調査 学校に対する調査

・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側
面等に関する調査

・学校における指導方法に関する取組や学校に
おける人的・物的な教育条件の整備の状況等
に関する調査

保護者に対する調査
無作為に抽出された公立学校において，本体調査を受けた児童生徒の保護者

・家庭状況と児童生徒の学力等の関係について分析するために，本体調査を受けた児童生徒の保
護者を対象に，児童生徒の家庭における状況，保護者の教育に関する考え方等に関する調査

 5　調査方式 
・平成19～21年度 全小・中学校　悉

しっかい

皆調査（すべての学校への調査）
・平成22～24年度 抽出調査（平成23年度は東日本大震災の影響で中止）
・平成25年度 「きめ細かい調査」　全小・中学校　悉皆調査
・平成26年度～ 全小・中学校　悉皆調査

 6　調査結果 【平均正答率　%】

対象学年 小学校　第6学年 中学校　第3学年

教科名 武蔵野市
（都との差） 東京都 全国 武蔵野市

（都との差） 東京都 全国

国語A 82 （＋4） 78 74.8 85（＋6） 79 77.4

国語B 69 （＋9） 60 57.5 81（＋7） 74 72.2

ABの差 【13】 【18】 【17.3】 【4】 【5】 【5.2】

算数・数学A 88 （＋7） 81 78.6 76（＋10） 66 64.6

算数・数学B 60（＋11） 49 45.9 59（＋9） 50 48.1

ABの差 【28】 【32】 【32.7】 【17】 【16】 【16.5】
※「都との差」及び「ABの差」については、市教育委員会で追記した数値。

 7　本市の状況の概要 

・すべての調査で全国及び東京都の平均正答率を上回っている。
・小学校「国語A」「算数A」、中学校「国語A」「数学A」が、平均正答率75％を上
回っており、今回出題されている学習内容を概ね理解していると考えられる。

・主として「知識」に関する「A問題」と主として「活用」に関する「B問題」
の差を比較すると、国語では、全国及び東京都に比べ、「A Bの差」が小さく、
算数・数学では、全国及び東京都と同様である。もてる「知識」を「活用」
できるよう、言語活動を通して知識・技能を活用する力を伸ばす学習活動や
問題解決的な学習活動を、今後も充実していく必要がある。

テーマ：『今年度一番力を入れていること』

第五小学校 井之頭小学校
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種　　目 男 or 女 学年 団 or 個 優　勝 準優勝 三位

バスケット
ボール

男 1・2 団 五中 二中 成蹊中

女 1・2 団 藤村女子中 五中 吉祥女子中

バレーボール 女 団 成蹊中 五中 吉祥女子中

バドミントン

男 2 団 四中 都立武蔵中 三中

女 1 団 四中 三中 吉祥女子中

女 2 団 一中 四中 三中

卓　球
男 団 成蹊中A 三中A 一中A

女 団 成蹊中A 武蔵野女子中A 吉祥女子中A

剣　道
男 3 個 聖徳学園中 三中 一中 

成蹊中

女 3 個 吉祥女子中 成蹊中 吉祥女子中

野　球 男 1・2 団 四中 三中

ソフトテニス
男 1・2 団 一中 成蹊

女 1・2 団 六中 四中 一中 
成蹊中

水　泳
男 全 団 成蹊中 四中 法政大中

女 全 団 成蹊中 法政大中 四中

サッカー 男 団 成蹊中 四中 三中

市内中学校 
陸上競技大会

男 団 四中 成蹊中 二中

女 団 四中 二中 一中

硬式テニス
男 団 成蹊中 都立武蔵中 聖徳学園中

女 団 成蹊中 五中 聖徳学園中

団：団体戦　個：個人戦

誰もがスポーツに参加できる環境づくりを目指して、武蔵野市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会等に向けたイベント名を「Sports for All」としました。子どもたちをはじめとして、市民の皆様の心に残
る魅力的な体験の機会を提供します。

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係、スポーツ振興係

問 教育企画課　教育企画係

ボッチャは健常者も気軽にプレーできることから、全国の多くの学校
や企業、地域で盛り上がりを見せている競技です。加えて今大会では、
リオパラリンピックで日本を破って金メダルを獲得したタイ、さらに、
ヨーロッパの強豪国イギリスの参戦が決まり、大会そのものが注目度の
高いものとなり、内外から1,000人以上の観戦がありました。
市内の小学生により、各試合における選手入場時の整列サポートも行

い、堂々と各国の代表選手をお迎えしました。

（公財）日本障がい者スポーツ協会（日本パラリン
ピック委員会）が主催する国際大会「ジャパンパラ」
に、今年度からボッチャ競技が加わることとなりま
した。その初めての大会となる「ジャパンパラ ボ
ッチャ」が、11月18日（土）、19日（日）に武蔵野
総合体育館で開催されました！

サイエンスクラブ卒業生が日本学生科学賞都大会　最優秀賞受賞
第61回日本学生科学賞の都大会が行われ、都代表として中央審

査に進む最優秀賞に、「人工イクラで植物を育てるには?」という
研究で、第二中学校3年生の岸田彩花さんが選ばれました。「サイ
エンスクラブで学んだことがきっかけとなり、今回の結果につな
がった」と笑顔で現クラブ員にエールを送っていました。

けん玉日本一
8月に開催された全日本少年少女けん玉
道選手権大会において、第三小学校6年生
の酒井昌幸さんが男子の部、桜野小学校3
年生の田中柚愛さんがタイム競技戦でそれ
ぞれ優勝しました。

柔道日本一
9月に行われたマルちゃん杯全日本少年
柔道大会少年の部団体戦に、武蔵野市柔道
連盟の松前柔道塾（西久保）が関東代表と
して出場し優勝しました。

今年度、第五小学校は武蔵野市教育研究奨励校を受け、『これからの社会

を生き抜く五小バランス　～総合的な学習の時間・生活科、道徳、体育を

中心とした、社会を生き抜く力を育てるための指導法の工夫～』を主題と

して平成30年1月19日（金）に研究発表を行います。

これからの多様で大きな変化が予測される社会の中を生き抜くためには、

児童に「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を育てていく必要があります。

そこで、本校では「知」「徳」「体」をそれぞれ「総合的な学習の時間・生活科」

「道徳」「体育」を中心とした指導法の工夫を研究の柱として設定しました。

自己・他者・テキストや学習材等の対

話的な学びを通して、主体的に「確かな

学力」「豊かな心」「健やかな体」を身に付

ける児童の育成を目指します。さらに、

次期学習指導要領やオリンピック・パ

ラリンピック教育との関連を図り、日々

の教育や研究に努めていきます。

井之頭小学校の特色ある教育活動の一つ

として探鳥会を紹介します。

井之頭小学校は、昭和51年に東京都の愛

鳥モデル校の指定を受け、野鳥保護、環境保

全の教育を進めています。その中心となる活

動が探鳥会です。長年の実績が認められて、平成18年度には環境大臣賞を、

平成27年度には文部科学大臣賞を受賞しました。

探鳥会の主な活動は、毎月1回、土曜日又は日曜日に行うバードウォッ

チングです。教員、児童、家族、卒業生などが参加しています。毎回ボラ

ンティアの講師の先生方がとても親切に教えてくださり、学校所有の双眼

鏡やフィールドスコープの貸し出しもあるので、野鳥のことをよく知らな

くても安心して参加できます。

探鳥会は、鳥についての専門的な知識を得るだけでなく、自然と触れ合い、

家族や友人、教員とのコミュニケーションを深める場としての役割も果た

しています。

市内
小・中学校に
通う生徒の
活躍！

問 指導主事

年に1度の科学の祭典「むさしのサイエンスフェスタ」が11月3日 
（金・祝）、武蔵野総合体育館で開催され、出展者を含め2,227名の参加者
があり大盛況でした。「ペットボトルロケットを飛ばそう」「ぶるぶるモー
ターカーを作って遊ぼう」など、子どもも大人も楽しめる体験型実験ブー
スが市立小中学校教員や土曜学校サイエンスクラブの子どもたち、地域の
団体、企業、大学等によって34ブース出展されました。科学の不思議さ
や面白さを感じ、理科への関心や学ぶ意欲を高めるきっかけとなるフェス
タでした。当日配布した「ブース解説書」は生涯学習スポーツ課において
現在も配布中です。興味のある方はぜひご一読ください。

11月5日（日）に武蔵野市スポーツ推進
委員協議会との共催事業「ファミリースポ
ーツフェア2017」を総合体育館と陸上競
技場において開催しました。幼児から高齢
者まで年齢を問わずニュースポーツやレク
リエーションスポーツを気軽に楽しむこと
ができ、家族やお友達とのコミュニケーシ
ョンが深まるイベントです。ボッチャ、風船バレー、スラックラインの新

種目を加えた全24種目に計1,227名の方
にご参加いただきました。ストリートスポ
ーツ広場ではジュニアスケートボードコン
テストと体験イベントが開催され、スポー
ツの秋を満喫する一日となりました。

問 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

問 生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係

問 企画調整課 オリンピック・パラリンピック担当

むさしのサイエンスフェスタ2017

ファミリースポーツフェア2017

8月16日（水）から11月5日（日）にかけて武蔵野総合体育館、陸上競
技場などで行われました市内中学校総合体育大会について、結果をお知
らせします。
本大会は、昭和40年から始まり、
今年で53回目を迎えました。
今年は13校が参加し、全11種目
の競技を行いました。陸上大会では、
3種目で新記録が出るなど、生徒は
日頃の厳しい練習の成果を存分に発
揮していました。

「ジャパンパラ ボッチャ」を
武蔵野総合体育館で開催しました

問 指導課　指導事務担当

★9月18日（月・祝）に、武蔵野プールで「Sports for All カヌー」を実施しました。当日は天候に恵まれ、青空の下、
のべ431人の方にカヌーを体験していただきました。小学生以上を対象にした事前申込制の「カヌー体験教室」と、
当日申込で誰でもかんたんに体験できる「ちょこっとカヌー」を実施しました。

★10月9日（月・祝）に、武蔵野温水プールで「Sports for All 水球」を実施しました。水球日本代表チーム「ポセイド
ンジャパン」メンバーを中心に男女7名をゲストに招き、トークショーやデモンストレーション、そして小中学生
を対象にして泳げなくても楽しめる水球ゲーム「アクアゲーム」を実施し、398人の方に参加していただきました。
なお、ゲストのうち、青木美友選手と坂本梨歩選手については、武蔵野市の藤村女子高等学校の出身です。

★10月14日（土）から10月20日（金）まで、武蔵野プレイスにおいて「Sports for All フォトグラフ」を実施しました。
オリンピック・パラリンピック競技大会に挑むアスリートやボランティア、世界中から集まった人でにぎわう様子
を写した写真展のほか、10月15日（日）には特別講演として「オリンピック・パラリンピックフォトグラフィーの
舞台裏」を開催しました。

平成30年2月24日（土）に、「Sports for All バドミントン」を実施します。ゲストとして、
2008年の北京オリンピックに出場し、女子ダブルスで5位入賞を果たした小椋久美子さんが来
場予定です。詳細は、後日市報等で発表いたします。是非お越し下さい！

Sports for All

Sports for All　イベントを実施しています

平成29年度 市内中学校総合体育大会 学　校 紹　介

これからの
イベント



子育てや学校生活で悩んでいる方へ

問 指導課　学校情報担当

教育委員会の会議（7月～11月）

社会教育委員の会議
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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。この間、定例会を5回開催し、9の議案、4の協議事項、38の報告事項
について話し合いました。

問 教育企画課 教育企画係

問 生涯学習スポーツ課 生涯学習係

問 武蔵野ふるさと歴史館

◆教育委員会定例会を傍聴しませんか？
教育委員会では毎月、定例会（臨時会）を開催しています。
定例会等は原則公開ですので、希望される方は、市役所５階教育企画課へお越

しください。
※議事により非公開になる場合があります。※当日傍聴前に申請書をご記入いただきます。

◆今後の定例会の予定　※変更する場合があります。
平成30年1月10日（水）10：00～／2月7日（水） 9：30～／3月1日（木）10：00～

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、教育委員会への助言することを目的に設置されています。
◆報告事項など
・教育委員との懇談会を実施しました。
・平成29年度東京都市町村社会教育委員連絡 
協議会第5ブロック研修会に参加しました。
・定例会を開催しました。
◆管外研修を実施しました
・群馬県安中市教育委員会の生涯学習課長からお話を伺い、意見交換をしました。
・議長が館長を務める板垣與一記念館を見学しました。
・ひだまりマルシェで子ども食堂に関する講演会をお聞きしました。

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。

所在地　吉祥寺北町 4-11-37　大野田小学校　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

市制施行70周年記念企画展
「TARGET No.357 ～攻撃目標となった町、武蔵野～」

■期　間 12月28日（木）まで
■会　場 武蔵野ふるさと歴史館
 第二展示室（企画展示室）・市民スペース
■入館料 無料

開館から2年間にわたって調査・収集した、米国国立公文書館所蔵の中島
飛行機武蔵製作所に関係する文書・写真・映像を中心に、戦争関係資料を展
示しています。戦時中に武蔵野町上空にて撮影された映像や1トン爆弾（通
称）の模型も公開しています。

武蔵野ふるさと歴史館は、12月で開館3周年を迎えました。これからも
充実した事業等を企画し、皆様をお待ちしております。
現在、市制施行70周年を記念した企画展「TARGET No.357～攻撃目

標となった町、武蔵野～」を開催中です。ぜひ、お越しください。

吹奏楽団の活躍

小・中学校のホームページを
リニューアルしました

平成30年4月に入学する新小学１年生に
入学準備金を支給します（就学援助費制度）

第一小学校、第三小学校が吹奏楽の全国大会に出場し、日ごろの練習の
成果を発揮しました。

大会名／開催日／会場 学　校 賞
第17回東日本学校吹奏楽大会
10月15日（日）　宇都宮市文化会館

第一小学校 金賞

第23回日本管楽合奏コンテスト
11月3日（金・祝）　文京シビックホール

第一小学校 最優秀賞

第三小学校 最優秀賞
ブレーン賞

情報をタイムリーに伝え、わかりやすく利用しやすいホームページを
目指し、市立小・中学校のホームページをリニューアルしました。新し
くなったホームページをぜひご活用ください。
リニューアルに伴い、各学校のアドレス（URL）が変更されています。こ
れまでのホームページをお気に入りやブックマークに登録されている場
合は、再登録をお願いします。
各学校の新しいホームページは武蔵野市立小中学校ポータルサイト

（http://www.musashino-city.ed.jp/）よりご覧いただけます。

「就学援助費制度」とは、市立など国公立の小中学校に在籍している児
童・生徒の保護者で経済的にお困りの方に対し、学用品費や給食費など
の援助を行う制度です（収入制限などの要件有り）。市では、ランドセル
などの学用品を購入する入学準備費用として有効にご活用いただくため、
就学援助費のうち新入学学用品費について、小学校入学前に申請を受け
付け、3月に支給を行います。
・支給金額　新入学学用品費 40,600円
・申請期間　平成30年1月19日（金）　午後5時必着
受給要件や申請書類は、10月初旬に送付した「就学時健康診断のお知

らせ」に同封しています。

問 生涯学習スポーツ課　生涯学習係

平成30年1月8日（成人の日）に「未来
をひらくはたちのつどい」を市民文化会館
で開催します。1,358人（H29.11.7現在）
の新成人が対象となります。7名の新成人
が実行委員会となり、式典、スペシャルイ
ベント、抽選会などを行って新成人の門出
を祝福します。

未来をひらくはたちのつどい（成人式）を行います

問 教育支援課　学務係

考えながら練習し、
好きなように演奏をして、
納得のいく演奏ができた
ことが嬉しかったです。
一小 ６年　加納こはるさん

場面ごとに皆でイメージを
そろえることと、 雰囲気を
変えながら演奏することを
心がけました。
　三小 ６年　安村藍さん

問 指導課　指導事務担当

市制施行70周年記念企画展
「TARGET No.357 ～攻撃目標と
なった町、武蔵野～」
展示室の様子

武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ
～市制施行70周年記念企画展を開催中～


