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第四中学校

下山学校用務員

山本施設整備員

倉田主任

　施設整備員とは、市立小中学校全18

校を日々巡回して、施設の安全確保を担

う6名の教育委員会職員です。水回りや

電気・空調設備など様々な部位の点検を

行います。

　外壁や設備機器など、建物

の維持管理上重要となる部分

を点検します。

　学校用務員は各校に２名ずつ配置さ

れています。各校の施設と児童生徒の

様子を知る立場から、目に見える部分

を日々点検します。

　建築設備、消防設備など

を１～３年ごとに点検します。

　校舎や校庭は、児童生徒にとって大切で身近な学びの場です。児童生徒の安全を守り、より良い環境へと導くためには、細やかなメンテナンスが欠かせませ

ん。また、不具合を早い段階で発見することも重要です。そのため、これまで実施してきた各種の点検が対象にしていない部位も点検できるよう、新たに施設

整備員による点検を開始し、安全点検を強化しました。

学び舎の安全を守りぬく

どんな時も児童生徒の安全への

心配りを忘れません

施設整備員は主に

点検・修理に取り組みます

点 検 修 理

～市立学校施設を支える黒衣集団 施設整備員～
く ろ こ

例えば

●水漏れの跡はないか

●棚が耐震固定されているか

●校庭遊具に不具合はないか

●樹木の状態は適切か

私たち学校用務員は、児童生

徒の安全にかかわること全て

を気にかけています。もし生

徒の靴紐がほどけていれば声

をかけるなどします。

私たち学校用務員は、児童生

徒の安全にかかわること全て

を気にかけています。もし生

徒の靴紐がほどけていれば声

をかけるなどします。

一校あたりの点検項目は

約300項目です。
難易度の高めな修理や業者

に引き継ぐまでの応急処置を

担います。

水道の水が
とまらない!

児童が、誤って水道

の 蛇 口 を

折ってしま

いました。

水道の止水バルブ

の位置を的確に見つ

けて水をとめました。

その後水道業者に

引き継ぎました。

施設整備員が
駆けつけます

学校施
設を

見守って
35年!学校施
設を

見守って
35年!

点検や修理のみならず

学校の要望にも

向き合い対応します

　校内にある小上がりのスペースに
ついて、「効果的な活用につながる
よう、部屋を整えてほしい」という要
望がありました。
　施設整備員は依頼を受けて、アク
リル板と他の学校で余っていた木材
を使って、安全で、校舎の雰囲気を
生かした温かみのある空間に仕上げ
ました。

児童がよじ登って怪我をしてしまうことのない

よう、既設の格子状の壁にアクリル板を設置

したところ

Ｑ 　下の２つは、水道のバルブを閉める時に使用する

工具です。児童生徒が使う水道のバルブを閉める

時、どちらの工具を使用すると思いますか？

A 　①です。②では水道バルブの金属に傷がつき、その傷

を触った児童生徒がけがをしてしまう恐れがあります。

①つかむ面が
　平らな工具

②つかむ面が
　ギザギザな工具

劣化調査
市施設課技術職
による

各種専門業者
法定点検による

学校用務員や副校長
による日常の巡視点検

点検
施設整備員

くまなく点検！

点検時のモットー

・子ども目線

・用心に怪我なし

点検時のモットー

・子ども目線

・用心に怪我なし

小藤施設整備員

による
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● 相談

　帰国・外国籍・国際結婚家庭の子どもたちが安心して学校生活をおくれるように、困っていることや悩んでいることの相談、

支援をしています。

直接　会って　話したり　電話で　相談したり　できます。

話せる言語：英語・中国語・やさしい日本語

会って　話すときは　電話で　予約してください。

● 言語(母語)サポート・日本語指導

　母国の　言葉や　英語で　学校生活を　助けたり、学校で　日本語を　教えます。

困っていたり　悩んでいたら　はじめに　学校に　相談してください。

支援を受けられる人：武蔵野市の公立小・中学校に通う外国籍・国際結婚家庭の子どもたち

● 学習支援「すてっぷルーム」　毎週水曜日15:30 ～ 17:00

　武蔵野市に住んでいる帰国・外国籍・国際結婚家庭の小・中学生が　参加できます。

学校の　宿題や　わからないことを　学習サポーターと　いっしょに　勉強します。

外国から　来て　日本で　がんばっている　おともだちにも　会えます。

季節の　イベントも　あります。

※大学生の学習サポーターも募集しています。

スクールソー

　社会福祉士等の資格をもつスクールソーシャル

えるご家庭を多面的に支援します。市役所を拠点

と面談を行います。また子どもや保護者と市役所各課

　学校と連携した支援を中心に行っています。子ど

に直接相談することもできます。

例えば、こんな活動をしています

●家庭訪問によって子どもとのコミュニケーション（

ンガやアニメの話をしたり）を図り関係を築く。

●保護者への経済的支援制度や学習支援制度、ある

情報提供。

●子どもや保護者と一緒に進学を希望する高校の見学

● 来所・電話相談
　子育てに関すること、こころや身体の発達のこと、性格行

動に関すること、学校生活に関することなど、幼児期から思

春期の子どものさまざまな相談に応じます。ご相談の内容に

応じて、保護者への助言や提案、子どもへのプレイセラ

ピー（遊戯療法）・カウンセリングなどを行っています。

　来所での相談は予約制です。

例えば、お子さんにこんなことがあったらご相談ください

集団に上手く入れない、友達ができない、計算が苦手・文字が上手く書けない、登校を渋る、落ち着

きが無い、友達とトラブルが多い、こだわりが強い、頻繁にかんしゃくを起こす、言葉がなかなか出ない

● 学校派遣相談
　教育相談員が市立小中学校を週1回訪問し、相談を受けています。子どもの学校での様子を観察しなが

ら、保護者の方や学校の教師とともに学校内での支援の方法を考えます。（お問い合わせは各学校へ）

子どもと保護者の心に寄り添い支える

心理士による教育相談

場所：市役所５階  教育支援課　受付時間：月～

　地域の方や学生による有償ボランテ

どもを対象として、家庭訪問による登校

ています。支援人材は随時募集していま

例えば、こんな活動を行い、こん

登校を渋る子どもに電話連絡したり

教室に入れない子どもと別室で一緒

➡保護者や教員が子どもと向き合

地域の力で登校渋

家庭と子ど

外国にルーツを持つ子どもたちを支える

帰国・外国人教育相談室

場所：第四中学校 学習センター３階　受付時間：月～金曜日 10:00 ～ 17:00
TEL：0422-54-8626

Educational Counseling Room for Returnee and 
Foreign National Children

ささえる、つなが

学校生活をお金の面から支える

経済的支援制度
　教育にかかる経済的負担の軽減を図ることを目

的として、就学援助制度や高等学校等修学支援

事業による支援を行っています（所得制限あり）。

  就学援助制度

　市内にお住まいでかつ市立・国公立小中学校に在籍する児童生徒の

（４人家族の場合、年収が約500万円程度）に学用品費・給食費・校外活動

ライン家庭学習支援費などの費用の一部を援助しています。随時申請受付。

場所：大野田小学校 地下  教育支援センター
受付時間：月～金曜日 9:00 ～ 17:00
TEL：0422-60-1899 ／ 0422-60-1922（相談専用電話）

場所：市立小中学校　　TEL：0422-60-1899

子どもと保護者に寄り添い 多様
武蔵野市教育委員会が運営する「教育支援センター」では、教育相談員（公認心理師・臨床心理士）、スクールソーシャ

帰国・外国人教育相談室などの活動を通じて、子どもたちや保護者に寄り添い

　公認心理師や臨床心理士の資格をもつ教育相談員が相談

にのります。保護者だけでなく、子ども本人からの相談も受

け付けています。
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ソーシャルワーカー

ルワーカーが、不登校の子どもや困りごとを抱

拠点にして学校や家庭を訪問し、子どもや保護者

市役所各課や関係機関とを繋ぎます。

どもや保護者からスクールソーシャルワーカー

（子どもと一緒にカードゲームをしたり、好きなマ

あるいは子どもが安心して過ごせる居場所などの

見学や関係機関などへの同行。

　不登校になっている児童生徒のための学びの場です。生活リズムを整えながら、教科学習や集団活動に取り組める

ように児童生徒の指導・支援を行います。

　午前の学習では、児童生徒が自分で用意した教材を中心に、計画を立てて取り組むことが出来るように支援をします。

　午後の活動は、社会性を育てるためにスポーツやレクリエーションなどの集団活動を行います。週1回外部の先生

による英会話も実施しています。

　個々の支援については、在籍校や関係機関とも連携して行っていきます。また本人と保護者を交えた三者面談や、

中学３年生については進路相談や進路面談も行っています。

　見学・相談は随時受け付けています。(要予約)

【１日のスケジュール（例）】

  9：15 ～ 朝の会・朝読書 13:00 ～ 集団活動

  9：30 ～ 個別学習 14:15 ～ 掃除・帰りの会

12：00 ～ 昼食 　　　14:45　  帰宅

例えば、こんな行事を行っています

遠足、食育教室（うどん打ち、そば打ち、芋掘り）、茶道教室、

防災教室、納涼祭、創作活動、七夕会、クリスマス会、卒業生を送る会

不登校の子どもたちの学習支援と集団活動の場

チャレンジルーム

～金曜日9:00 ～ 17:00　TEL：0422-60-1971

ティアが各校で活動しています。不登校傾向の子

校支援や、保健室などの別室での学習支援をし

います。

んな効果が生まれています

たり、家に迎えに行き一緒に学校に行く。

一緒に作業をしたり、話し相手になる。

合う心理的余裕が生まれる。

登校渋りの子どもを支える

どもの支援員

　長期の不登校になっている中学生を対象とした、居場所機能や相談機能を重

視した新しいタイプの学びの場です。ＮＰＯ法人「文化学習協同ネットワーク」が

受託運営しています。

　自分のペースに合わせて自由に来所し、自分のやりたいことをし

て過ごすことが出来る学びの場づくりを進めています。スタッフやメ

ンバーとおしゃべりやボードゲームを楽しんだり、畑で野菜を育てる

活動をしたりしています。また、卒業後の進路を見据えた相談支援

も行っています。

　日々の活動の様子はフェイスブックでも発信しています。ご利用を

検討の際は、スクールソーシャルワーカーがお話を伺い、情報提供し

ながら、お子さんの状態に応じた学びの場を一緒に考えていきます。

不登校の中学生が安心して過ごせる居場所

むさしのクレスコーレ

郵便局駐輪場

吉祥寺駅

南口

コンビニ

御殿山
コミュニティセンター

交番

がる、よりそう

  高等学校等修学支援事業

　高等学校等に在学する生徒のいる世帯を対象として、生徒一人につき年額５万円を支給する武蔵野

市独自の制度です。４人家族の場合、年収が約270万円～500万円程度の世帯を対象としています。

高等学校等に在学する期間、毎年度申請が可能です。

の保護者のかた

校外活動費・オン

。随時申請受付。

0422-60-1899（教育支援センター）

場所：大野田小学校 地下　　受付時間：月～金曜日8:30 ～ 17:00　TEL：0422-56-2052

場所：御殿山１-６-８（吉祥寺駅南口徒歩５分）　受付時間：火～土曜日9:00 ～ 14:00
TEL：0422-60-1971（入室のご相談はスクールソーシャルワーカーへ）

五日市街道

武蔵野市役所

5F 教育支援課

至 三鷹駅

至 吉祥寺

中
央
通
り

総合体育館

交番

陸上競技場

市水道部

中央図書館

市民文化会館

浄水場

大野田小学校

地下
（教育支援センター）

第四中学校

●心理士による
　教育相談
●チャレンジルーム

●帰国・外国人
　教育相談室●スクール

　ソーシャルワーカー

●むさしの
　クレスコーレ

入り口は
青色の看板が目印です

教育支援課　学務係　TEL （60）1900

問合せ

多様な支援につないでいます
ャルワーカー（社会福祉士・精神保健福祉士）、不登校児童生徒の学びの場「チャレンジルーム」「むさしのクレスコーレ」、

いながら、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多面的な相談支援を行っています。

申請は

９月15日

〆切
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生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（６０）１９０２問合せ 教育企画課　教育企画係　TEL（60）1894問合せ

※傍聴可能です。変更する場合がありますので、最新の情報はHPからご確認ください。

令和３年    ８月４日（水）午後１時30分～ ９月６日（月）午後3時～

 10月６日（水）午前10時～　　 11月４日（木）午前10時～

 12月２日（木）午前９時30分～

教育支援センターでは、専門の相談員（公認心理師・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　受付：月～金曜日（祝日除く）9：00～17：00

子育てや学校生活で悩んでいる方へ

教育相談 ☎0422-60-1922

教育委員会の会議

今後の定例会の予定

令和３年４月から７月までに、教育委員会定例会を４回開催しました。

4月～ 7月

社会教育委員の会議 4月～ 6月

定例会等

▲開催案内

▲過去の会議の議事録

武蔵野プレイス　生涯学習支援担当　TEL (30) 1901問合せ

生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（60）1902　問合せ

生涯学習スポーツ課　生涯学習係　TEL（60）1902問合せ

■主な協議事項

● 令和３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、生涯学習事業費

　 補助金審査について

● 社会教育委員だより「こもれび」第10号について

● 令和2年度生涯学習事業調査について

● 教育委員と社会教育委員との懇談について

● 管内（管外）研修について

教育企画課　教育企画係　TEL（60）1894問合せ
竹内道則氏

市議会の同意を得て、竹内道則氏が令和３年４月１日付で教育長に

再任されました。任期は令和６年３月31日までです。

教育長が再任されました
たけうちみちのり

市民による生涯学習事業
補助金交付を決定！

■ 生涯学習事業費補助金（2団体）
・マギーズ東京に学ぶ　がんサポート拠点を武蔵野に。（第３～５回 情報交換会）

・レディースハープ（コロナ禍の中、大正琴の演奏で武蔵野市を応援）

■ 子ども文化・スポーツ・体験活動団体支援事業費補助金（1団体）
・むさしの子ども能楽クラブ（能楽体験ワークショップ）

休 館 日

毎週水曜日（祝日と重なる場合は開館し、翌日休館）

年末年始（12月29日～ 1月4日）

開館時間　９：30 ～ 22：00

※変更している場合があります。HPでご確認ください。

「プレイス・フェスタ2021」開催

生涯学習情報満載です

　ひと・まち・情報 創造館　武蔵野プレイスは、平成23（2011）年

７月9日に開館し、この10年間で1,600万人を超える方々にご利用

いただいています。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休館や時間短縮等を

余儀なくされている状況ではありますが、これまでご利用いただいて

いる皆さまへの感謝と、次の10年間に向けて、プレイスの理念であ

る「連携・融合」を体験できるイベントを企画・実施します。安全第一

に開催いたしますので、ぜひ、ご来館ください。

夏のイベント

開館記念日の７月９日から館内で祝10周年

プロジェクションマッピングを投影しました。

秋に発行する「10周年アニバーサリーブック」への

メッセージを募集中です（８月９日まで）。

秋のイベント
11月５日（金）～７日（日）

プレイス・フェスタ2021

「未来へつなぐ、プレイスの輪」をテーマに

講演会やワークショップを行います。

※秋のイベントの詳細は、10月１日号の市報でお知らせします。

武蔵野市立ひと・まち・情報 創造館
武蔵野プレイス

　市役所、市政センター、図書館、総合体育館、コミュニティセ

ンターほかで配布しています。ぜひ、お手に取ってご覧くださ

い。市のHPやLINEからもご覧いただけます。

武蔵野プレイス

開館10周年記念イベント

令和３年度小・中学生の

講座まるごとナビ

令和３年度版大人のための

生涯学習ガイド

2021年度版武蔵野プレイス
講座・イベント情報誌

Place Info. （プレイス インフォ）

2021年度版武蔵野市
スポーツ・野外活動情報誌

Do Sports！ （ドゥ・スポーツ）

「学びをひろげる・つなげる」の支援

「学びをえらぶ・はじめる」の支援 「学びをおくる」の支援

「学びおくり」ってなに？

令和３年４月から６月までに、社会教育委員の会議定例会を３回、補助金プレゼンテーション

審査会を1 回開催しました。

「学びおくり」とは学んだことを他者、地域、コミュニティ、社会、あるいは次の世代へ「おくる」という意味の本市の造語です。

「学びおくり」に向けて、３つの段階で支援します。

■主な議案

●御殿山遺跡第２地区Ｎ地点出土縄文時代草創期資料の市文化財指定について

■主な協議事項

●令和３年度教育委員会各課の主要事業について

●令和３年度武蔵野市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報告書

（令和２年度分）について

■主な報告事項

●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発出に伴う教育

委員会の対応について

●第一中学校及び第五中学校改築基本設計・実施設計等業務委託に関する公募

型プロポーザルの結果について

●教育部主要事業業務状況報告（４～５月）

●学級編制の標準の引下げへの対応方針について
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より良い紙面にしていくために、皆さまのご意見やご感想をお待ちしております。もっと知りたいと思うことなど、お気軽にご連絡ください。

郵送：〒180－8777教育企画課宛（住所不要）　電話：0422－60－1894　メール：こちらからアクセスできます。


