
社 会 教 育 課 
 

社会教育係 

 

１ 社会教育委員に関する事項（10.5.1） 

(1) 社会教育委員 13人（学校教育の関係者２人、社会教育の関係者６人（うち公募による市民２人）、家 

庭教育の向上に資する活動を行う者２人、学識経験のある者３人） 

※根拠法令：西東京市社会教育委員設置条例 

 (2) 会議の開催状況 

定例会  10回（平成31年４月22日、令和元年５月27日、６月24日、７月22日、８月26日、９月27日、12 

月27日、令和２年１月24日、２月28日、３月27日） 

主な審議事項  社会教育行政のあり方について、地域学校協働活動について 

(3) 視 察  １回（令和元年10月16日・放課後子供教室見学） 

  (4) 研 修 

実施日  令和元年12月19日 

会 場  保谷庁舎４階研修室 

内 容  「地域学校協働活動の推進について」 

 

２ 生涯学習推進事業に関する事項（10.5.1）    

西東京市生涯学習人材（講師・指導者）情報提供 

登録者 61人 

部門別登録件数 18部門、104件（令和２年３月31日現在） 

 

３ 成人式に関する事項 (10.5.1) 

実施日  令和２年１月13日 

     第１回 午前10時から11時まで 

     第２回 正午から午後１時まで 

会 場  保谷こもれびホール 

参加者  第１回 576人  第２回 605人  合計 1,181人 

区 分  第１回 田無第二中学校、ひばりが丘中学校、田無第三中学校、青嵐中学校、明保中 

学校の通学区域在住者 

第２回 田無第一中学校、保谷中学校、柳沢中学校、田無第四中学校の通学区域在住者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 地域生涯学習事業に関する事項 (10.5.1) 

委   託   先 委託料(円) 延べ事業回数(回) 参加延べ人数(人) 

保谷第一小学校施設開放運営協議会 580,165 ７ 967 

保谷第二小学校施設開放運営協議会 815,640 51 2,627 

東伏見小学校施設開放運営協議会 270,197 ９ 297 

中原小学校施設開放運営協議会 625,449 18 1,389 

栄小学校施設開放運営協議会 302,730 ８ 221 

谷戸第二小学校施設開放運営協議会 599,764 ９ 744 

東小学校施設開放運営協議会 293,424 ５ 212 

柳沢小学校施設開放運営協議会 

 合 計 

223,255 ９ 594 

本町小学校施設開放運営協議会 554,211 ８ 698 

住吉小学校施設開放運営協議会 113,581 ２ 73 

けやき小学校施設開放運営協議会 172,318 ４ 80 

西東京市地域活動の会 574,477 ９ 227 

合   計 5,125,211 139 8,129 

 

５ 学校開放に関する事項（10.6.3） 

(1) 学校施設開放（放課後子供教室事業） 

学校名 
校 庭 体育館等 

実施日数(日) 参加人数(人) 実施日数(日) 参加人数(人) 

田無小学校 151 3,309 ０ ０ 

保谷小学校 93 2,772 23 500 

保谷第一小学校 184 3,188 18 309 

保谷第二小学校 114 6,708 54 3,061 

谷戸小学校 100 1,201 15 100 

東伏見小学校 192 3,041 66 1,507 

中原小学校 111 2,708 42 1,063 

向台小学校 186 1,079 21 587 

碧山小学校 107 1,981 ０ ０ 

芝久保小学校 139 4,478 38 1,253 

栄小学校 170 2,927 32 452 

谷戸第二小学校 164 3,359 31 749 

東小学校 103 2,122 41 1,065 

柳沢小学校 164 3,263 22 301 

上向台小学校 149 3,939 ６ 50 

本町小学校 112 4,183 12 190 

住吉小学校 170 5,821 43 645 

けやき小学校 174 3,827 50 1,886 

合 計 2,583 59,906 514 13,718 



(2) 学校施設使用（団体使用） 

ア 小学校                          （単位 件） 

学校名 校 庭 体育館等 合 計 

田無小学校 88 479 567 

保谷小学校 149 156 305 

保谷第一小学校 71 430 501 

保谷第二小学校 121 215 336 

谷戸小学校 69 431 500 

東伏見小学校 210 397 607 

中原小学校 282 303 585 

向台小学校 111 330 441 

碧山小学校 182 381 563 

芝久保小学校 129 382 511 

栄小学校 165 443 608 

谷戸第二小学校 208 435 643 

東小学校 238 397 635 

柳沢小学校 82 415 497 

上向台小学校 148 456 604 

本町小学校 216 423 639 

住吉小学校 219 471 690 

けやき小学校 204 661 865 

小学校合計 2,892 7,205 10,097 

  イ 中学校                          （単位 件） 

学校名 校庭等 体育館等 合 計 

田無第一中学校  ０ 297 297 

保谷中学校 95 277 372 

田無第二中学校 ０ 149 149 

ひばりが丘中学校 ０ 152 152 

田無第三中学校 42 280 322 

青嵐中学校 ０ 283 283 

柳沢中学校 ０ 263 263 

田無第四中学校 １ 289 290 

明保中学校 ４ 355 359 

中学校合計 142 2,345 2,487 

 

 

 



文化財係 

 

１ 文化財保護審議会に関する事項 (10.5.4) 

(1) 西東京市文化財保護審議会委員（学識経験のある者８人） 

※根拠法令：西東京市文化財保護審議会条例 

(2) 会議の開催状況 

 定例会 ４回（令和元年５月30日、８月２日、11月26日、令和２年２月27日） 

主な審議事項 西東京市文化財保存・活用計画の取組状況について、天神社総合調査について、史跡下野 

谷遺跡整備について 

 

２ 文化財保護・郷土資料室に関する事項（10.5.4、10.5.5） 

(1) 市指定文化財 

50件  

このほか国指定名勝 １件、国指定史跡 ２件（下野谷遺跡追加指定454.02㎡）、都指定文化財 １件、 

国登録文化財 ９件 

(2) 埋蔵文化財調査 

遺跡名 所在地 
対象面積 

 （㎡） 
対 応    調 査 日 程      

調査面積

（㎡） 
内 容 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

６番 
232.05 確認調査 令和元年５月15日 22.00 

縄文住居跡・

縄文土器・石

器 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

８番 
1,651.09 確認調査 

令和元年５月27日

から５月29日まで 
17.00 

縄文住居跡・

土坑・ピッ

ト・縄文土器 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

９番 
  1,875.00 確認調査 

令和元年５月28日

から５月29日まで 
10.50 

炉 穴 ・ ピ ッ

ト・縄文土器 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

９番16号先 
17.00 

本調査 

(管理) 

令和元年６月10日

から６月20日まで 
14.72 

ピット・縄文

土器 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

６番10号 
100.00 

本調査 

(管理) 

令和元年７月22日

から８月26日まで 
100.00 

土 坑 ・ ピ ッ

ト・縄文土器 

坂下遺跡 
東伏見五丁目

１番先 
2.00 立会調査 令和元年８月５日 2.00 

埋蔵文化財に

影響なし 

下柳沢遺跡 
東伏見二丁目

７番先 
0.36 立会調査 令和元年８月８日 0.36 

埋蔵文化財に

影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

８番 
約1,600 

本調査 

(管理) 

令和元年９月17日 

から11月15日まで 
約1,600 

縄文住居跡・

近世以降土坑 

坂下遺跡 
柳 沢 二 丁 目 

２番 
14.00 立会調査 令和元年９月19日    14.00 

埋蔵文化財に

影響なし 

坂下遺跡 
柳 沢 二 丁 目 

２番 
 139.00 立会調査 令和元年９月26日  139.00 

埋蔵文化財に

影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁目

４番先 
約200 本調査 

令和元年11月５日

から12月５日まで 
約200 

炉穴・縄文土

器・石器・礫

群・剥片 

下野谷遺跡 
東伏見六丁目

４番18号 
84.88 立会調査 

令和元年11月５日

から11月19日まで 
84.88 

埋蔵文化財に

影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見三丁目

６番16号 
137.49 立会調査 令和２年１月30日 23.50 縄文土器 



下宿遺跡 
南 町 五 丁 目 

５番３号 
444.35 立会調査 

令和２年１月14日

から２月27日まで 
約360 

埋蔵文化財に

影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁目

４番 
149.00 確認調査 

令和２年３月２日 

から３月19日まで 
131.00 

縄文住居跡・

土坑・縄文土

器・石器 

坂下遺跡 
柳 沢 二 丁 目 

２番 
 205.74 確認調査 令和２年３月26日 8.00 

埋蔵文化財に

影響なし 

※窓口照会件数 2,213件 

(3) 郷土資料室 

開室日 日曜日及び水曜日から土曜日まで（年末年始を除く。） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年３月２日から休室 

展示物 ジオラマによる西東京市の歴史12景 

旧石器時代（石器）、縄文時代（土器、石斧、石鏃等）、鎌倉・室町時代（板碑等）、江戸時 

代（高札、韮山笠等）、明治時代（乳母車等） 

来室者 2,269人（内訳 幼児80人、小学生268人、中・高校生36人、一般1,210人、団体675人） 

(4) 文化財普及事業 

項目 種別 事業名 開催日 場  所 
参加延べ人数 

(人) 

夏休み 

企画 

体験 
トレジャーハンター 

歴史の宝ものさがし！ 

令和元年７月27日 

から８月25日まで 
郷土資料室 45 

学習 

支援 

自由研究応援ウィーク 

（開催日以外も対応） 

令和元年７月20日 

から８月31日まで 
郷土資料室 21 

体験 

自由研究応援ウィーク特

別ワークショップ ドキ

ドキ土器洗い 

令和元年８月10日 

    ８月23日 
郷土資料室 22 

文化財 

ウィーク 

体験 

第13回縄文の森の秋まつ

り～下野谷から世界へ!! 

 縄文 WA・和・環～ 

令和元年10月６日 下野谷遺跡公園 約900 

展示 

“郷土かるた”でたどる

西東京市の歴史・文化・

風物 

令和元年10月26日 

から11月24日まで 
郷土資料室 259 

体験 保谷のアイと白子川 令和元年11月３日 
下保谷四丁目特別

緑地保全地区 
約300 

講演 

特別展「“郷土かるた”

でたどる西東京市の歴

史・文化・風物」関連ギ

ャラリートーク 

令和元年11月10日 郷土資料室 ７ 

その他 

体験 

市内の歴史的建造物を訪

ねる 新緑美しい下保谷

の民家・社寺・屋敷林を

めぐる文化財散策 

令和元年５月17日 下保谷地域 22 

体験 
第12回縄文のムラで春風

と遊ぼう！ 
令和元年５月26日 下野谷遺跡公園 130 

体験 

多摩六都科学館ワークシ

ョップ「考古学者のお仕

事体験！土器に残る不思

議な“へこみ”を調べよ

う～先史時代の人は何を

食べていたのかな？～」 

令和元年７月７日 多摩六都科学館 36 



展示 

身近にあった戦争資料～

市立小学校から出土した

銃器類～ 

令和元年７月24日

から９月28日まで 
郷土資料室 607 

                                       

(5) 多摩郷土誌フェア 

実施日 令和２年１月18日、19日 

会 場 立川市女性総合センターアイム 


