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町田市教育委員会 



発刊にあたって 
 

町田市教育委員会では、教育目標を掲げ、その実現に 

向け教育行政を進めておりますが、より効果的に推進し 

ていくためには、市民の皆さんをはじめ、町田の教育に 

かかわる方々のご理解とご協力が何にも増して必要とな 

ります。そのためには、より多くの方々に教育行政の動 

きを知っていただかなければなりません。教育委員会で 

は、あらゆる機会をとおしてお知らせしているところで 

すが、その一つとして、町田の教育行政のあらましをま 

とめた「町田の教育」を発刊しています。町田の教育行 

政の一端を知っていただければ幸いです。 

      2010 年（平成 22 年）12 月 

                      町田市教育委員会 
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