
取
組
内
容
（
平
成
30
年
度
「
先
生
い
き
い
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
）

平成30年7月15日発行

No.136

も　く　じ

4月1日付けで議会の同意を得て竹内道則氏

が教育長、清水健一氏が教育委員に市長から任

命されました。

竹内氏は武蔵野市役所において総務部長など

を歴任。清水氏は武蔵野市立第一小学校長、市

立小中学校校長会会長などを歴任。任期は教育

長が3年、教育委員が4年です。

問 教育企画課　教育企画係

ご存知ですか？ 教員の勤務時間…
学校によって多少前後しますが、武蔵野市立小・中学校の

教員の勤務時間は、原則午前8時15分から午後4時45分です。

勤務時間外における教員の負担を軽減し、授業の準備など

児童・生徒のための時間を確保するために上記の働き方改革

の取組を進めていきます。

保護者・地域の皆様方のご理解・ご協力を

お願いいたします。

現在、多くの教員が勤務時間後に採点や書類の作成

などの事務仕事を行っているという実態があります。

そこで、例えば、午後7時以降電話を応答メッセー

ジ対応とすることにより、事務仕事に集中して取り組

むことができ、その分早く退勤できるものと想定して

います。

今後、緊急時の学校への連絡手段や応答メッセージ

対応にする時間など、細かい点をよく検討した上で、

試行をしていきたいと考えています。保護者の皆様に

は、改めてご連絡をさせていただきますので、ご理解

の程、よろしくお願いいたします。

中学校の部活動については、その教育的効果

は高いものの、生徒の健康面や教員の多忙化と

いう面で課題が指摘されているところです。

そこで、今年度は、中学校の教員や地域スポ

ーツ団体の代表等を委員とした「中学校部活動

在り方検討委員会」を設置して、本市の実情に

合った持続可能な部活動の在り方について検討

していきます。

教育長・教育委員の就任

子どもたちの健やかな成長を支える質の高い学校教育を実践していくためには、

教員が誇りとやりがいをもって生き生きと仕事ができる環境を整えていくことが欠

かせないことだと考えています。

教員は、学校において日々子どもたちと向き合い、一生懸命教育活動を進めてい

ますが、報道などで取り上げられているように、教員の長時間労働の実態も明らか

になっています。教員が心身ともに健康で、子どもたちとしっかりと向き合ってい

くことは、子どもたちが楽しく豊かな学校生活を送るために大切なことです。

こうした実態を踏まえ、武蔵野市教育委員会では、学校と協力しながら、平成

28年4月から、各学校への地域コーディネーターや副校長事務補助臨時的任用職

員の配置、定時退勤日や学校閉庁日の設定等の「先生いきいきプロジェクト」に取

り組んできました。

このような中、昨年12月には文部科学省から「学校における働き方改革に関す

る緊急対策」、本年2月には東京都教育委員会から「学校における働き方改革推進

プラン」が出されました。そこで、本市においては、これまで働き方改革のために

取り組んできた「先生いきいきプロジェクト」の内容をもとに、目標や新たに追加

する取組等について改めて検討し、このたび、「武蔵野市立学校における働き方改

革推進実施計画　～先生いきいきプロジェクト～」を策定しました。

（1） 在校時間の適切な把握と意識改革の推進

●タイムレコーダーを活用した出退勤システムの全校導入

●定時退勤日の設定　　●長期休業中の学校閉庁日の設定

（2） 教員業務の見直しと業務改善の推進

●嘱託員の業務内容の明確化と教員業務の精選

●校務支援システムの導入等ICT化による業務改善

●諸会議や学校への調査物等の見直し

●電話応答メッセージ対応の導入

（3） 教員を支える人員体制の確保

●市の派遣相談員及びスクールソーシャルワーカーの増員に伴う相談機能体制の充実

●地域コーディネーターによる地域人材の紹介・調整

●学習指導補助員の業務内容の拡大　　●市講師による授業の実施　

●副校長事務補助臨時的任用職員の配置

●臨時的任用教員（産休及び育休代替教員）育成のための支援

●スクールロイヤー制度の導入

（4） 部活動の負担を軽減

●中学校部活動を支援する部活動指導員等の在り方についての検討

（5） ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備

●自己申告書等へのワーク・ライフ・バランス推進に向けた目標の設定

●保護者・地域の理解を促進するための方策の検討

●武蔵野市立学校職員衛生委員会の開催

 当面の目標  週当たりの在校時間が60時間を超える教員をゼロにする  ※週当たりの在校時間60時間とは、月当たりの時間外労働が概ね80時間（いわゆる過労死ライン）となる状態を週当たりに換算したもの

「武蔵野市立学校における働き方改革推進実施計画～先生いきいきプロジェクト～」

武蔵野市立学校職員意識調査（平成26年度実施）

●小・中学校教員の1日の在校時間の平均 ➡約11.79時間
●勤務を要しない日に学校に来る回数　

 ➡月3回以上：46.8%の教職員
●負担と感じている業務

 ➡事務処理：24.9%　調査報告：16.8%

東京都公立学校教員実態調査（平成29年度実施）

●週当たりの在校時間の平均

 小学校副校長：68時間33分 中学校副校長：65時間54分

 小学校教諭　：58時間33分 中学校教諭　：64時間35分

●週当たりの在校時間が60時間以上の教諭の割合

小学校：37.4%　中学校：68.2%

教員の勤務の実態

概要

問 指導課 教職員担当竹内道則教育長 清水健一教育委員

１面 教員の働き方改革について／新教育長・教育委員就任

２面 吉祥寺図書館リニューアルオープン

 Sports　for　All

 武蔵野市教育史１９９０－２０１４を発刊しました

３面 高等学校等修学給付金の受給申請開始について

 「特別の教科　道徳」について

 市立小・中学校への授業支援／計画策定について

４面 武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ

 今年のむさしの給食・食育フェスタはクリーンセンター

で開催します　 など

学校教育を充実させるための

を推進していきます！教員の働き方改革

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/kurashi_guide/kyoikui/index.html
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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。

平成4年に刊行した武蔵野市教育史（第1 ～ 3巻）の続編として、 

「武蔵野市教育史1990-2014」（本書746頁、別冊226頁）を刊行し

ました（平成30年3月）。平成2年度から26年度までの取り組みを

中心に、セカンドスクールをはじめとする特色ある施策の誕生秘話

や様々な生涯学習の取り組みなどについて、読みやすくまとめてい

ます。ぜひ手に取ってお読みください。

武蔵野市教育史1990－2014を発刊しました

問 吉祥寺図書館

平成29年11月に開館30周年を迎え、施設の老朽化対策並びに多様化する市民ニーズに対応する

機能を加えるため、昨年9月1日より工事休館していた吉祥寺図書館が４月16日（月）リニューアル

オープンしました。

オープン初日は前年4月の一日あたりの最高入館者数1,700名を大きく上回る3,000名を超える

来館者がありました。

平成28年11月に策定された「吉祥寺図書館リニューアル計画」で示された基本理念の目指すとこ

ろは、『多様な人々が本を通じて集まり、人とまちと図書館のネットワークが形成されていくことで

地域づくりに貢献する』ことです。そのために『全ての利用者が気軽に立ち寄りたくなる魅力的な図

書館』を目指し、以下のようなリニューアルを行い、利便性の向上を図りました。

開館時間の延長・開館日の増

リニューアルにあわせて土日祝日の開館時

間を午後8時まで延長し、毎週水曜日を休

館日としました。休館日の変更により、毎

月1日開館日が増えています。

各フロアの特徴化

各フロアについて地下1階は一般図書、1

階は展示と予約本受取コーナー、2階は子

どもや家族層向けといった特徴を際立たせ

る書架構成や空間構成の構築を行いまし

た。

ライブラリー・オートメーションの本格導入

利用者の時間の節約、個人情報の保護等に

も寄与する自動貸出機、自動返却機、予約

本受取コーナーなどのライブラリー・オー

トメーション機器を本格的に導入したほか、

館内の一部にWi-Fi環境を導入しました。

リニューアルオープン記念イベントとして、『まなびとつどいのへや』として

新装した2階の多目的室において『なつかしの吉祥寺』と題した写真展示と動

画上映を開館日から5月上旬まで行いました。また、4月27日には、吉祥寺

を舞台に制作された映画「さよならケーキとふしぎなランプ」の上映会を開催

しました。当日は監督の金井純一さんをお招きし、制作秘話などのトークを交

えた楽しいイベントとなりました。

問 企画調整課 オリンピック・パラリンピック担当　生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係

問 教育企画課 教育企画係

★5月20日（日）に、武蔵野陸上競技場において「Sports for All ラグビー」を開催しました。

744名の方にご来場いただき、子どもから大人までラグビーの魅力を味わっていただ

きました。午前中は、ゴールキックやトライチャレンジなどの各種ラグビー体験や、パ

ラリンピック競技のウィルチェアーラグビー体験などを実施しました。ゲストの廣瀬俊

朗氏と大野均氏にも参加いただき、会場は大いに盛り上がりました。午後は、永易雄氏、

田村一博氏を加え、トークショーと横河武蔵野アルテミスターズ、横河武蔵野アトラス

ターズのテストマッチをゲストの実況解説付きで観戦しました。

★Sports for All カヌー

日程：9月17日（月・祝）

会場：武蔵野プール（屋外）

（市報7月15日号）

★Sports for All 水球

日程：10月8日（月・祝）

会場：武蔵野温水プール

（市報9月1日号）

★Sports for All パラ・フェスタ

日程：9月1日（土）

会場：武蔵野総合体育館・武蔵野陸上競技場

（市報7月15日号）

ボッチャ、陸上などのパラリンピック競技をゲストやパラリン

ピックアスリートと一緒に体験できるブースや教室の実施のほ

か、ボッチャ大会を実施します。

閲覧できる場所

市政資料コーナー（市役所7階）＊

各図書館＊

武蔵野ふるさと歴史館＊

コミュニティセンター

男女平等推進センター

＊の場所では頒布（5,400円）をしています。

今後の予定

今後は、7月にとしょかんこどもまつり（映画会、工作教室、科学遊び、おは

なし会など）、8月はティーンズ向けのイベントを企画していく予定です。

昨年度の様子 昨年度の様子

きちとしょトピック（展示コーナー）

絵本コーナーのリニューアル

Sports for All

Sports for All　ラグビー

今後の予定

吉祥寺図書館リニューアルオープン
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子ども達が自ら体験し感動することで、気づき

と学びを得て、心身ともに健やかに成長するよう、

市立小・中学校のオリンピック・パラリンピック

教育及び体育の授業を支援しています。

◆パラリンピック競技団体や障害者アスリートを招き、子ども達がパラリンピ

ック選手と直に交流し、パラリンピック競技を体験する機会を設け、障害者

理解の促進を図っています。

◦種目：ブラインドサッカー、ボッチャ、シッティングバレーボールなど。

◆児童・生徒が身体を動かすことの楽しさを学び、体力及び運動能力を向上し

ていけるよう、体育の授業支援を行っています。

◦種目：タグラグビー（指導：東京学芸大学教授鈴木秀人氏、交流：横河武

蔵野アトラスターズ、成蹊大学ラグビー部）、

 バレーボールとオリンピック講話（指導：北京オリンピックバレー

ボール女子日本代表の櫻井由香氏）。

問 企画調整課オリンピック・パラリンピック担当　生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係

オリンピック・パラリンピックを契機とした

市立小・中学校への授業支援

平成27年3月に学校教育法施行規則及び小・中学校の学習指導要領

の一部改正が行われ、従来の「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」とし

て新たに位置付けられました。「特別の教科 道徳」は、小学校では今年

度4月から全面実施となっています。中学校では平成31年（2019）度か

ら全面実施となります。

「特別の教科 道徳」では、教科書を使用します。「特別の教科 道徳」

の教科書の採択は昨年8月に行われ、小学校では4月から教科書を使用

して、授業を行っています。

現在、平成31年（2019）度から使用する中学校の「特別の教科 道徳」

の教科書採択に向け、準備を行っています。

また、「特別の教科 道徳」では評価が行われます。新学習指導要領 

では、「特別の教科 道徳」における評価は、その子がいかに成長したか

を積極的に受け止めて認め、励ます評価であること等が示されています。

評価は、数値によらず、学習状況や道徳性に係る成長の様子を記述す

る評価となります。また、「親切、思いやり」等の個々の内容項目ごと 

ではなく、学期や年間という大くくりなまとまりを踏まえた評価を行い

ます。

今、学校では、答えが一つではない道徳的な課題を自分の問題と捉

え考える学習、子どもたちが互いの考えを出し合い話し合う学習等、 

「考える道徳」「議論する道徳」となるよう授業改善に日々努めています。

子どもたちが道徳的価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を

広い視野から多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深

めるような学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育て、

一人一人がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養っていきます。

今後の児童生徒数の増加を見据えて、適切な教育環境を確保するため、学区

編成審議会を設置し、総合的な観点から学区域見直しの検討を行います。

大規模集合住宅の建設が計画されている桜野小学区域のほか、最新の人口推

計等を踏まえ、児童生徒数の大幅な増加が見込まれる学区域についても見直し

の検討を行います。

第1回審議会　7月25日（水）　午後6時30分～ 

　　　　　　　　（会場：武蔵野スイングホール10階スカイルーム）

※傍聴を希望される方は当日直接会場までお越しください（先着順）。

●第三期学校教育計画（仮称）策定委員会を行います

学校における様々な課題の解決に向けて、これからの学校が目指すべき

方向を明らかにするため、平成32年度からの5か年計画を策定します。

・設置期間　7月から平成31（2019）年12月まで

・委員構成　学識経験者、公募市民、学校関係者を含む14名

・会議予定

　　第1回　7月23日（月）　午後7時～ （会場：市役所412会議室）

　　第2回　9月上旬予定・会場未定

　　第3回　11月上旬予定・会場未定

※傍聴を希望される方は当日直接会場までお越しください。（先着順。20名まで）

●図書館基本計画を改定します

図書館を取り巻く環境変化に伴う諸課題への対応や、武蔵野プレイス及び平成

30年度から指定管理者制度を導入した吉祥寺図書館の管理運営状況を踏まえ、図

書館における今後の施策等を着実に実施するため、図書館基本計画の改定作業を

行っています。改定にあたっては策定委員会による現行計画の進捗状況評価及び、

新たな目標の設定等を実施します。

・設置期間　3月から平成31（2019）年3月まで

・委員構成　学識経験者、公募市民、行政関係者を含む10名

・会議予定　第4回　8月2日（木） 午後5時30分～ （会場：武蔵野プレイス）

　　　　　　第5回　9月8日（土） 時間未定　（会場：武蔵野プレイス）

※傍聴を希望される方は当日直接会場までお越しください。（先着順。20名まで。）

問 指導主事 問 教育支援課 学務係

問 教育企画課　教育企画係、中央図書館

問 教育支援課 学務係

高等学校等に在学する生徒等のいる世帯に対する経済的負担の軽減を図るための修学給付金の支給制度があります。 

9月14日まで申請を受付中です（所得制限があります）。対象となる世帯に対し、50,000円（年額）を給付します。

（注）住宅借入金等特別税控除（住宅ローン控除）、寄付金税額控除（ふるさと納税等による控除）等により控除された額がある場合は、控除された額を足した金額とする。

対象世帯

次の①－④のすべてに該当する世帯

①高等学校等に在学する生徒がいる世帯

②生徒の保護者全員が武蔵野市に在住していること

③保護者全員の平成30年度市民税・都民税所得割額（注）の合計が1円以上～ 20万円未満であること 

　（生活保護受給世帯及び非課税世帯（0円）は東京都の奨学給付金制度が利用できるため、本制度は対象外）

④市奨学金または都立高等学校等被災生徒支援給付金など既に同種の給付金を受けていないこと

受付期間
7月2日（月）から9月14日（金）　午後5時必着

市役所南棟5階教育支援課窓口に直接持参又は郵送（〒180-8777 緑町2-2-28 教育支援課）

申込用紙の取得方法
市役所1階案内・南棟5階教育支援課・各市政センター・図書館及び武蔵野プレイス

武蔵野市ホームページからもダウンロード可

申請に添付が必要な書類
①保護者全員の平成30年度市民税・都民税課税証明書

②高等学校等の在学証明書

問い合わせ 教育支援課 ☎60-1900

高校生のいる世帯への修学給付金（50,000円）の申請を受付中です

計画策定について

武蔵野市学区編成審議会の設置

「特別の教科　道徳」について
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9月14日（金）締切

申請はお早めに



子育てや学校生活で悩んでいる方へ

教育委員会の会議（4月～6月）

社会教育委員の会議（3月～7月）

4 No.136　平成30年 7月15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　教職員担当  ……………………………………… （60）1896

教育支援課　学務係………………………………………………（60）1900

武蔵野市給食・食育振興財団　桜堤調理場……………………（53）2230

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

吉祥寺図書館  ……………………………………………………（20）1011

企画調整課　オリンピック・パラリンピック担当……………（60）1970

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3回開催し、6の議案、6の協議事項、22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 生涯学習スポーツ課 スポーツ振興係問 武蔵野市給食・食育振興財団　桜堤調理場

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。

8月2日（水）午後1時30分～／9月7日（金）午前9時30分～／ 

10月3日（水）午前9時30分～／11月7日（水）午前10時～／ 

12月10日（月）午前10時～

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。

4月に5名の新任を含めた12名の方を、社会教育委員として委嘱しました。

本年度は、東京都市町村社会教育委員連絡協議会の会長市です。多摩地区の

社会教育委員の活動をサポートしていきます。

◆協議事項　等

・「武蔵野市社会教育委員の会議　協議報告書（平成28年～29年度）」を報告しま

した。

・「生涯学習事業費補助金」「子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補

助金」の審査をしました。

・生涯学習計画策定に向けた市民意識調査の検討を行っています。

・社会教育委員だより「こもれび」第4号を発行します。

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）　午前 9時～午後5時

教育相談 ☎0422︲60︲1899

◆企画展「考古学への情熱～井の頭池遺跡群発掘史, 
はじまりは御殿山から～」 

日本で２番目に古い縄文土器を展示！

昭和37年に武蔵野市史編纂から始まった武蔵野の考古学調査の歴史、

成果について市内出土資料とともに紹介します。また、関連事業として子

ども体験講座や講演会を予定しています。

■期　間 7月28日（土）～ 9月27日（木）

■会　場 武蔵野ふるさと歴史館　第二展示室（企画展示室）

■入館料 無料

■休館日 金・祝日

■展示解説　8月4日（土）・12日（日）

午後1時30分～30分程度

◆文化財講座　むさしの発見隊 

「市の指定文化財を使って色が変わるランプを作ろう！」

市指定文化財の成蹊学園のケヤキの枝と 

井口家の大ツバキの花を使ってLEDの3色 

に変わるランプを作ります。

■期　間 8月26日（日）

■時　間 1回目 午前10時～正午／2回目 午後1時30分～4時30分

■場　所 武蔵野ふるさと歴史館

■対　象 市内在住・在学の小学校1 ～6年生と保護者

■定　員 各15組　計30組（応募者多数のときは抽選）

■費　用 200円（当日集めます）

■申　込 8月5日（日）（必着）までに専用申込フォーム、往復ハガキで 

 郵送又は直接ふるさと歴史館へ

※詳細は武蔵野ふるさと歴史館へお問い合わせください。

陸上競技場の

改修工事のおしらせ

『大人ための生涯学習ガイド』を発行しました

武蔵野陸上競技場では、利用者の安全・

安心、利便性の向上、「観るスポーツ・する

スポーツ」の推進のため、10月中旬から

3月下旬まで、第三種公認検定のための

整備、ラグビーゴールの更新、3階観覧席

の改修、スコアボードの設置を行うため、

トラック及びフィールドがご利用いただ

けません。ご迷惑をおかけしますがご協

力をお願いいたします。

『～味わって・体験して・知ろう　武蔵野の給食と食育～』をテーマ

にした体験型イベント。

児童・生徒とその保護者及び一般市民向けに学校給食を知っていた

だく機会として、毎年好評の給食人気メニューの試食ができる「むさし

の食堂」をはじめ、給食食材や調味料の販売を行う「むさしのマルシェ」

やクイズラリーなど、盛りだくさんの企画で皆様をお待ちしています。

※給食試食等、一部有料

毎年、市民会館で行われていた『むさしの給食・食育フェスタ』は、新設された

クリーンセンターで11月23日(祝)に開催されます。

大人のための生涯学習ガイドは、教育委員会

をはじめ、市の各部署、生涯学習振興事業団や

民間事業所などの多様な団体が行っている生涯

学習事業をまとめました。事業の簡単な内容、

費用、日時、場所、問合せ先等が記載されてお

り、気になる情報をすぐに調べられます。生涯

学習に関連する市の制度・施設などの情報も掲

載しています。

市役所、図書館、市政センター、コミセンな

どで配布しています。

■日　　時　11月23日（祝）

10：00～14：30

■開催場所　武蔵野クリーンセンター
（住所：武蔵野市緑町3丁目1番5号）

ぜひ来てね！

※日本で2番目に古い土器（縄文時代草創期）

御殿山遺跡出土　約15,000年前

昨年度の様子

武蔵野ふるさと歴史館からのお知らせ

今年のむさしの給食・食育フ
ェスタは

クリーンセンターで開催
します


