就学・転学相談・
通級指導学級の入級相談
第

回

Ⅺ⅐ⅳ
が
開催されました

戸公民館︑谷戸第二小学校およ
び谷戸小学校を会場として開催
されました︒
初日は雨天のため公民館ロ
ビーで恒例の田無第二中学校吹
奏楽部の演奏で︑二日目は和太
鼓の演奏で始まりました︒
今回は︑従来培ってきた谷戸
の地域のつながりを確認すると
同時に︑東日本大震災の被災地
への支援を具体的な行動で表し
たいとの思いから︑義援金箱︑
応援メッセージボードの設置︑
ボーイスカウトによる募金活
動︑災害支援バザーを行いまし
た︒

谷戸公民館では︑日頃活動を
行っている団体の発表や小・中
学生の作品が展示され︑谷戸第
二小学校体育館では︑田無第二
中学校およびひばりが丘中学校
吹奏楽部による演奏︑伝承遊び
等が行われ︑谷戸小学校体育館
では︑和太鼓やジュニアオーケ
ストラによる演奏等︑多彩な催
しが展開されました︒
また︑西東京市青少年育成け
やき会や多数の中学生ボラン
ティアも参加して生涯学習団体
や地域の方々と幅広い交流を持
つことができました︒
以前︑谷戸まつりで綿飴や

地域の絆を災害復興支援につなげて
４ 月 日︵土︶︑ 日︵日︶
の両日︑第 回谷戸まつりが谷

シリーズ

西東京市文化財

ひばりが丘中

▽市民説明会
の開催
通学区域の変更等につい
て︑次のとおり市民説明会
を開催します︒
○日時
平成 年８月４日︵木︶
第１回 午後２時から
第２回 午後７時から
※ 第１ 回 ・ 第２ 回 と も 同 じ
内容で実施します︒
○場所
谷戸公民館１階学習室

毎月開催される教育委員会定例会を傍聴することができます。日時・会場については、広報西東京・市ホームページでお知らせしています。

教育委員会報告

︻第６回定例会・６月 日︼
︿可決﹀
○西東京市社会教育委員の委嘱
及び任命について
○西東京市文化財保護審議会委
員の委嘱について
︿請願・意見付趣旨採択﹀
○保育園︑学校︑公園等におけ
る土壌及び水場の放射性物質
調査を求める行政陳情

︻第５回定例会・５月 日︼
︿可決﹀
○西東京市立学校の通学区域に
関する規則の一部を改正する
規則
○西東京市立学校教職員健康管
理規則の一部を改正する規則

スーパーボールで遊んだ子ども
たちがボランティアや参加団体
として駆けつけて来てくれたこ
とからも︑地域における世代間
のつながりを今後とも維持し︑
谷戸まつりを運営していきま
す︒
◆教育企画課
０４２︵４３８︶４０７０

◆教育企画課
０４２︵４３８︶４０７０

等について︑理解を深めてい
ただきました︒
次回以降︑この協議会の中
で︑今後の各小学校の児童数
の動向を踏まえ︑子どもたち
にとって︑より良い教育環境
を実現することを念頭に置き
ながら︑様々な課題・問題点
を整理し︑通学区域の見直し
についての具体案を検討して
いく予定です︒
会議の資料は︑田無庁舎・
保谷庁舎の情報公開コーナー
で随時公開していく予定で
す︒また︑会議は傍聴するこ
ともできます︒詳細はお問い
合わせください︒

〜保谷町 富
･士町 中
･町 東
･町地域協議会〜

通学区域の見直し検討

◆谷戸公民館
０４２︵４２１︶３８５５

24

28
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奉納絵馬群

田無第二中学校吹奏楽部による演奏

受けしています︒
なお︑就学相談︑入級相談に
あたっては︑左表の申込期限を
ご確認の上︑就学相談員へお電
話ください︒

保護者面接

申し込み

◆教育支援課
０４２︵４３８︶４０７６

〜通級入級相談の流れ〜

教育支援課では︑特別支援学
級固定制︵知的︑自閉症・情
緒︶等への就学・転学相談およ
び通級指導学級︵情緒等︑言
語︶入級相談を実施していま
す︒また︑学校生活や日常生活
の中で︑お子様のことについて
不安をお持ちの方のご相談もお
申し込み

保護者面接

行動観察・発達検査等
行動観察・発達検査・
受診等

平成24年１月24日（火） １月５日（木）

号︶

一昨年度の向台町・新町地
域︑昨年度の谷戸町・泉町・
住吉町・ひばりが丘地域に引
き続き︑今年度は︑保谷町・
富士町・中町・東町地域協議
会を設置し︑ 人の委員の
方々とともに通学区域の見直
し検討を開始しました︒
６ 月 日 に 第１ 回 協 議 会 を
開催し︑教育委員会事務局か
ら現状の通学区域や児童数の
推移等について説明を行い︑
委員の方々にこの地域の現状
21

言語相談・医療機関

第7回

就学指導委員会判断

平成23年11月８日（火） 10月13日（木）

︵市文化財第

75

通級指導学級入級

第6回

24

24

26

委員会

平成23年10月11日（火） ９月15日（木）

23

100

45

保護者面接

相談申込期限

23

30

・判定結果の報告

通級指導学級入級委員会日程

集団行動観察・個別行動
観察・医師診察等

開催時間：午後1時15分から（保護者・児童・生徒）
開催場所：西原総合教育施設３階

ボーイスカウト西東京第一団
カブスカウト隊の募金活動
21

第5回

通級先決定

恵美子

ひばりが丘中

20

平成24年１月19日（木） 12月９日（金）

就学・転学先決定

都築

30

78

▽変更内容
①通学区域変更︵中学校のみ︶
谷戸町二丁目１番 ・ ・
・ ・ 号
変更前 田無第二中学校
変更後 ひばりが丘中学校
なお︑小学校に変更はありま
せん︒
②特例措置の解消
小学校・中学校の市内全域
77

◆教育企画課学務係
０４２︵４３８︶４０７１

田無第二中
◆教育企画課学務係
０４２︵４３８︶４０７１

23

田無第二中
75

60

新町二丁目７番 号の阿波洲
神社に奉納された絵馬群 枚で
す︒縦 ㎝ ︑横 ㎝ の小振りの
ものから縦 ㎝ ︑横 ㎝ の大き
いものまでありますが︑中でも
縦 ㎝ ︑横 ㎝ の大きさの絵馬

◆社会教育課
０４２︵４３８︶４０７９

保谷第二小学校

第8回

40

21

27

九年︵１７２４︶に新田開発が
始まりました︒阿波洲神社は︑
上保谷新田の鎮守として祀られ
ていました︒
地域の信仰や歴史がわかる文
化財として平成７年に文化財に
指定されました︒
文化財保護審議会委員

が多くみられます︒絵馬は江戸
時代から大正時代のもので︑江
戸時代のものは退色が著しく
年代がはっきりしませんが︑明
治・大正時代のものは色彩が鮮
明に残されています︒江戸時代
は大型のものが多い傾向があり
ます︒絵馬の図柄には︑夫婦拝
みや弁慶と牛若丸が多く︑大工
職人やお囃子の祭礼︑飾馬の行
列︑牡丹や獅子など様々です︒
子授けや安産等を祈願したもの
が目立ちます︒大工職人と獅子
の絵馬は慶応年間の可能性が高
いと考えられます︒絵馬には︑
﹁境村﹂﹁八王子﹂の地名もみ
られ︑広く信仰を集めていたの
がわかります︒
阿波洲神社は︑江戸時代宝暦
二 年 ︵ １７ ５ ２ ︶ に 粟 嶋 明 神
として勧請されたと﹃寶晃院
文書﹄にあります︒明治に粟嶋
明神から阿波洲神社に名前がか
わりました︒現在の新町一帯
は︑上保谷村の新田として享保

保谷第一小学校

柳 沢 中 学 校

谷戸町地域の通学区域が
変わります︒

青 嵐 中 学 校

（○が変更地域）
24

⑤教室での配膳の様子︒給食開
始から１週間で給食当番の手際
も良くなりました︒

住 吉 小 学 校

平成23年12月15日（木） 11月16日（水）
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谷 戸 小 学 校

ひばりが丘中学校

田無第二中学校・ひばりが丘中学校の通学区域

谷戸町と︑その近隣地域は︑
旧田無市・旧保谷市の市境に位
置し︑小学校や中学校同士が近
接しています︒そのため︑合併
後は︑指定校変更特例措置によ
り︑旧市境を越えて最寄りの学
校に通えるよう対応してきまし
た︒しかし︑同特例措置は︑合
併時に通学区域の見直しをしな
かったことによる暫定的な措置
のため︑平成 年度から︑谷戸
町二丁目の通学区域の一部を変
更し︑同特例措置を解消するこ
とになりました︒
なお︑現在通学している方に
ついての変更はありません︒
▽施行日 平成 年４月１日
※平成 年４月の新１年生及び
施行日以降に転学される方が対
象となります︒
24

24

⑥各教室で給食の様子を見学し
ました︒

田無第二中学校

第7回
５月 日︵金︶第１期の中学校３校︵田無第三中学校・田無第
四中学校・明保中学校︶で完全給食が始まりました︒
開始当日は︑坂口市長・加藤副市長が碧山小学校と明保中学校
の親子校を訪問し︑親子調理方式による中学校給食を視察しまし
た︒
西東京市教育委員会の竹尾委員長と︑角田委員が５月 日
︵金︶に視察した柳沢小学校と田無第四中学校の給食の様子を写
真を添えて紹介します︒

本 町 小 学 校

平成23年12月６日（火） 11月４日（金）

①田無第四中学校の給食は柳沢
小学校の給食室を使用して調理
を行います︒

上 向 台 小 学 校

保 谷 中 学 校

第6回

③中学校側では給食コンテナを
エレベーターで各フロアへ運
び︑配送員により指定された場
所へ設置します︒

田無第一中学校

※第２期中学校完全給食整備に
係る小学校給食室改修等工事を
夏休みに実施する予定です︒ま
た︑中学校について︑年度内に
昇降機設置等工事を予定してい
ます︒
給 食 調 理 校

平成23年11月17日（木） 10月20日（木）

④当日の献立はハムカツサンド
︵セルフ︶︑野菜とインゲン豆
のトマト煮︑牛乳とミカン︵宇
和ゴールド︶でした︒

第２期（平成24年度開始）

第5回

②中学校の給食時間に間に合う
よう︑専用の給食コンテナに積
載しトラックで運びます︒

校
学
中

◆学校運営課
０４２︵４３８︶４０７３

中学校・給食調理校組み合わせ

平成23年10月27日（木） ９月28日（水）

平成23年（2011年）７月15日発行

開催日時

特別支援学級(固定制)・
特別支援学校等での体験
（就学者）

第4回

＝編
集＝
西東京市教育委員会
教育部教育企画課

回

保護者面接

平成23年９月29日（木） ９月１日（木）
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表２

・判断結果の報告
・就学転学先の相談

第3回

市ホームページアドレス
http://www.city.nishitokyo.lg.jp/

20

①小学校就学時、中学校進学時（進級希望も含む）の相談
②小学校、中学校在籍中の転学の相談

相談申込期限
開催日時
回

〜就学・転学相談の流れ〜
就学指導委員会日程
表１
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電話 042-464-1311

第49号（4）
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