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れる袋
次に該当する方は連絡してください。
①１０月１０日までに通知書が届かない方
②都合により当日健康診断を欠席さ
れる方（他校での受診可能）
③平成２０年４月までに引越しの予定
がある方
◆学校運営課 　保 （札４３８－４０７３）

■平成２０年度西東京市立小・中
学校の学校選択制度
　新入学の際に、住所によって定め
られている指定校以外の市立小・中
学校を希望する場合、希望校を事前
に申し立てできる制度です。
　住所地の指定校に入学する場合は
特別な手続きは必要ありません。
　対 平成２０年度新入学児童・生徒
□受付期間　１０月１日捷～３１日昌
午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日を除く）
□受付窓口　教育企画課
※１０月１日捷～３日昌に限り、田無
庁舎２階２０３会議室で臨時受付窓口
を開設。
～学校選択制度パンフレットの配付～
　９月上旬に制度の概要・各学校の
受け入れ枠、学校説明会の日程等を
掲載したパンフレットを対象者の世

帯主宛に郵送しました（市立小学校
の在籍者には在籍校にて配付）。届い
ていない場合は、連絡してください。
　また、「学校案内のパンフレット」
は、各小・中学校、教育企画課、市
民相談室（田無庁舎）で配付。
※学校選択制度パンフレットの「向
台小学校・展覧会」の日程に誤りが
ありました。正しくは、「１１月１６日
晶、１７日松、１８日掌」です。なお、
時間の変更はありません。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

 防災・防犯 

■防災市民組織補助金説明会・
防災講演会の開催
　防災市民組織は、「自らの身の安
全は自らが守る」を基本理念とし、
防災知識の普及・防災訓練を行って
います。災害時には、初期消火・避
難誘導・食糧の確保等、初動期にお
ける応急活動を行い、地域の防災活
動を効果的に行う組織です。
　市では防災市民組織を対象に、防災
資機材（消火器、住宅用火災警報器、
メガホン、懐中電灯等）の購入経費の
一部を補助し、防災市民組織の結成を
促進しています。
　平成１９年度の防災市民組織補助金
の説明会を開催します。すでに結成
している防災市民組織、またこれか
ら防災市民組織を結成したいとお考
えの自治会・町会等はぜひご参加く
ださい。
　当日は、東京消防庁職員による防
災に関する講演会を行います。
　時 ９月２９日松　午前１０時
　場 防災センター
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０４１）

■ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の新規設置
　市では、これまでに市内の３０施設
にＡＥＤを設置していますが、新た
に次の２施設に設置しました。
□ 南町スポーツ・文化交流センター
「きらっと」（南町５－６－５）

□ 武道場（東町２－４－１３）
※全３２施設の設置場所は、市　HP でご
覧いただけます。
◆危機管理室 　保 （札４３８ー４０１０)

■市内の犯罪情勢
　本年上半期の市内の犯罪情勢は、
下表のとおりです。

～犯罪の傾向～
　車上ねらいが大幅に増加していま
す。車内に現金や貴重品を置かない
ようにしましょう。また、侵入盗の
被害が後を立ちません。そのうちの
７割が空き巣です。外出・就寝時の
施錠の確認、防犯灯の設置や補助錠
等による二重ロックも効果的です。
　地域のネットワークが強ければ強
いほど、犯罪を防ぐ効果があります
ので、日頃からのあいさつ・声かけ
運動にご協力をお願いします。
◆危機管理室 　保 （札４３８－４０１０）

 環　境 

■道路・公園の環境美化一斉清
掃にご協力を
　９月２９日松に、西東京市老人クラ

ブ連合会の皆さんが、市内の道路、
公園等に散乱しているごみの回収を
行います。シルバー人材センターの
皆さんも参加します。
　当日ご協力いただける方は、午前
１０時までに、臨時集積所に市内の公
共の場所に捨てられたごみ（可燃ご
み・不燃ごみ・空き缶・空きビン・
ペットボトル）を拾い集め、持ち込
んでください。
　団体・個人の参加も歓迎です。環
境美化推進にご協力をお願いします。
※臨時集積所に家庭内のごみ等は持
ち込まないようにお願いします。
　時 ９月２９日松  午前８時３０分～１０時
　場 下表のとおり
◆環境保全課 　保 （札４３８－４０４２）

日程表
月　日場　所

１０月１５日捷保谷第一小学校
　　１８日昭中原小学校
　　１９日晶谷戸小学校
　　２２日捷碧山小学校
　　２３日昇住吉小学校
　　２４日昌栄小学校
　　２５日昭芝久保小学校
　　２６日晶上向台小学校
　　２９日捷泉小学校
　　３０日昇柳沢小学校
　　３１日昌本町小学校
１１月１日昭東小学校
　　２日晶田無小学校
　　６日昇東伏見小学校
　　７日昌けやき小学校
　　８日昭保谷小学校
　　９日晶向台小学校
　　１５日昭谷戸第二小学校
　　２０日昇保谷第二小学校

※受付時間は各校とも午後１時３０分～１
時４５分までです。

臨時集積所一覧
谷戸いちょう公園（谷戸町２－１２）１
谷戸第二地区会館（谷戸町３－１３）２
谷戸地区会館（谷戸町１－９）３
緑町三丁目都営アパート集会所　
（緑町３－８）４

田無町七丁目都営アパート公園　
（田無町７－５）５

芝久保地区会館（芝久保町３－１５）６
田無駅北口第一自転車駐車場西側出
口前（田無町４－５）７

南町六丁目小林宅（南町６－９）８
田無庁舎中庭（エスカレーター寄り）
（南町５－６）９

南町第一児童遊園（南町２－２）１０
向台公園東側入口（向台町２－５）１１
北町緑地保全地域（北町森林公園）
（北町５－５）１２

ひばりが丘北わんぱく公園　　　
（ひばりが丘北２－２）１３

あらやしき公園（下保谷４－８）１４
武道場（東町２－４）１５
住吉福祉会館（住吉町６－１）１６
保谷庁舎正面入口（中町１－５）１７
中町児童館（中町４－４）１８
第２えのき児童遊園（保谷町５－２）１９
富士町福祉会館（富士町６－６）２０
千駄山広場（東伏見１－４）２１
むくの木公園（柳沢２－３）２２
新町福祉会館（新町５－２）２３
東伏見コミュニティセンター　　
（東伏見５－１０）２４

　市では、平成１５年の東京大学大
学院農学生命科学研究科附属農場
の移転方針の決定について、市の
まちづくりに大きな影響を与える
課題とし、平成１５年から現在ま
で、庁内の委員会と市民委員を中
心とした懇談会で検討してきまし
た。
　この８月１０日に、東京大学から
市に平成１５年の移転方針の見直し
について説明がありました。要旨
は次のとおりです。
　「８月７日、東京大学は文部科
学省に、移転方針の見直しを説明
しました。今後、大学が中期計画
を見直し、見直し後の計画に大臣
認可が得られた段階で正式なもの
となります。
　東大農場については、これまで
の検見川への移転から、機能集約
による充実に方針を変更し、二宮
果樹園と検見川運動場に隣接する

緑地植物実験所の機能を東大農場
に集約し、キャンパス整備を行い
ます。
　東大農場の整備、柏キャンパス
等のキャンパス全体再編のため、
現有面積をできる限り集約したう
えで土地を部分売却する予定です
が、売却面積、箇所は未定です。
東大農場の整備に向けたビジョ
ン、スケジュールは現在も未確定
であり、今後具体化する予定で
す。」
　市の検討経過は「東京大学大学
院農学生命科学研究科附属農場移
転問題検討結果報告書」（平成１８年
３月）、「東京大学大学院農学生命
科学研究科附属農場移転問題の検
討（中間のまとめ）」（平成１９年４
月）にまとめられており、市　HP 、
両庁舎情報公開コーナーでご覧い
ただけます。
◆企画政策課 　田 （札４６０－９８００）

市の対応東京大学の動き

ー
・本郷、駒場、柏キャンパスによ
る３キャンパス中心のアカデミッ
クプランを策定

平成４年

・庁内検討委員会を設置し課題を
整理
・「西東京市基本構想・基本計画」
の主要施策・事業に「移転に対す
る市の方針策定」を位置づけ

・柏キャンパスを整備する財源確
保のため東大農場の土地を処分し
移転する方針を決定

平成１５年

・「西東京市都市計画マスタープラ
ン」、「西東京市みどりの基本計
画」に東大農場周辺を「みどりの
拠点」として位置づけ

・東京大学の国立大学法人化。平
成１６年度～２１年度の中期計画に東
大農場の土地処分は盛りこまれず

平成１６年

・市民委員中心の懇談会、庁内検
討部会を設置し、次期中期計画に
向けた取り組み方針のスケジュー
ルを整理
・多摩北部広域行政圏協議会基本
構想・基本計画に東大農場を位置
づけ

ー平成１７年

・懇談会、庁内検討委員会で継続
的に検討ー平成１８年

・懇談会、庁内検討委員会で継続
的に検討

・移転計画の変更を文部科学省に
説明

平成１９年
　　８月

　東大農場移転の方針見直し　

　（単位：件）
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侵入盗全刑
法犯

１～６月の　
犯罪認知件数 うち　

空き巣
１１８１１１２１４２０平成１９年
７７８１１０１４１１平成１８年
４３２９増減

器物
損壊

自転車盗難車上
狙い

１～６月の　
犯罪認知件数 うち

無施錠
１７６２３７４３３９６平成１９年
１４３２５７４７１７３平成１８年
３３－２０－３８２３増減

※田無警察署集計


