三丁目

四丁目 柳 沢 中 学 校 田無第四中学校

六丁目 柳 沢 中 学 校 田無第一中学校

夏休み中の工事のお知らせ

市では防災行政無線を使用して児童の安全確認の呼びかけをしています。地域の防犯対策等へのご理解、ご協力をお願いいたします。

平成 年度から西東京市立

23

小学校で使用する教科用図
書の採択について

27

平成

向台小学校

年度
新
町
地
域
の
通
学
区
域
が
変
わ
り
ま
す

保谷第二小学校

から

向台小学校ランチ
ルーム
向台地区会館

菅平少年自然の家
の廃止について

﹁校庭の芝生化﹂
について

保谷第一小学校

平成21年度施工

五丁目

中学校・新通学区域

23

10

上向台小学校
保谷第二小学校
新町

変更後
新町

変更前
◆教育企画課学務係
０４２︵４３８︶４０７１

田無第一中

おりです︒
②保谷第二︑向台︑柳沢︑上向
台小学校及び田無第一︑柳沢︑
田無第四中学校にかかる指定
校変更特例措置を解消します︒
▽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 ８月３日︵火︶
第１回 午後２時から
第２回 午後７時から
○場所
第１回
第２回

小学校・新通学区域

23

改修等工事を行います︒
新しい学習指導要領が平成
田無第三中学校
中学校 給食の 調理は︑近くの
年度から 小学校 で本 格実施 とな
〜今年度は谷戸・
小学校給 食室で 行い︑調理した
ります︒ それに 伴 い︑来 年度か
大規模改造等工事
ひばりが丘地域で協議〜
ものを中 学校に 配送 して提供し
ら
西
東
京
市
立
小
学
校
で
使
用
す
る
普通教 室及び コンピューター ます︒今 回は第 １期︵平成 年
昨年の 向台・ 新町 地域の 通学 教科用図 書︵教 科書︶を選 定す
ルームのある西校舎外壁等の経 度給食開始︶整備に係る工事で︑
区域の見直しに引き続き︑今年 る作業が行われています︒
各学校や教員による教科ごと 年劣化に伴い︑大規模改造工事 左記の学校が対象です︒
度は谷戸 町・泉 町・住吉町 ・ひ
田無小 学校︑ 柳沢小学校︑碧
ばりが丘地域に協議会を設置し︑ の調査・研究︑さらに︑市民の を 施 工 し ま す ︒ 工 事 範 囲 は 屋
山小学校
学校関係 者︑保 護者・地域 の皆 皆様から いただ いたご意見 を基 根・外壁 ・床・ 内壁 ・天井・ト
対象校 の保護 者の方々には︑
さんの意見を聴きながら進めて に︑教科書採択資料作成委員会 イレ等です︒
また︑ 本校舎 の防火に係る整 改めて具 体的な 日程等をお知ら
が調査・ 研究を 行い︑その 結果
いく予定です︒
備工事等を実施します︒
せします︒
を教育長に報告しました︒
この 報告 を参 考に して︑ ７月
◆教育企画課企画調整係
◆学校運営課保健給食係
日の 教育 委員会 ︵第７回定例
０４２︵４３８︶４０７０
石神井川河川改修
０４２︵４３８︶４０７３
会︶で協 議し︑ 来年度から 使用
する教科 書が採 択されます ︒採
関連工事
択された 教科書 については ︑市
東伏見 小学校 の北側を流れる
報などで公表します︒
石神井川の河川改修工事に伴い︑
◆教育指導課
昭和 年８月に設置された
０４２︵４３８︶４０７５ 校舎及び屋内運動場等の一部改
﹁西東京 市菅平 少年 自然の 家﹂
修工事を実施します︒
東伏見 小学校 ︑保谷第一小学
は︑市立小学校の移動教室を中 柳沢公民館・図書館の
校に引き 続き︑ 今年は碧山小学
心として多くの児童・生徒︑市 敷地内にサイクルゲー
校におい て本市 とし て初めて大
小・中学校焼却炉等
民の皆様にご利用いただきまし トを設置しました
規模実施 となる 約3 ︑000㎡
たが︑ 年余 を経 過し︑ 施設 の
の校庭の 芝生化 整備 をします︒
撤去工事
老朽化な ど多く の課題が出 てき
８月に芝 を張り ︑夏 休み後約１
ました︒
小 ・中学 校に 設置さ れている 箇月の養 生期間 を経 て︑ 月上
平成 年度 の行 政評価 で事業
焼却炉は老朽化が進んでいます︒ 旬からの開放を予定しておりま
の抜本的な見直しの指摘があり︑
また︑ 環境諸 問題により使用 す︒今後 は︑芝 生の 育成・維持
以降﹁菅 平少年 自然の家検 討委
すること ができ ないことから︑ 管理方法 につい て専 門家のアド
員会﹂﹁ 社会教 育委員の会 議﹂
焼却灰等 のダイ オキ シン濃度調 バイスを 受けな がら 学校・保護
等におい て存続 や転用など を含
査の上︑ 児童 ・生徒 並び に地域 者・近隣 の皆様 の協 力の 下に芝
め施設の 今後の あり方につ いて
住民の方々の安全な環境を確保 生を育てていきます︒
検討を重ねてきました︒
するために撤去します︒
結果と して︑ 施設 の存続 等に
工事は︑夏季休業中に施工し ◆学校運営課施設係
公民館 ・図書 館に 自転車 でご
ついては 多額の 施設 改修費 用を 来館の利 用者の 利便 を図る ため ますが︑ 授業に 支障のない作業
０４２︵４３８︶４０７２
要するこ とや︑ 利用者の減 少等 に︑敷地 内にサ イクルゲー トを に関して は︑一 部夏 休み前後に
により施設運営が困難であるこ 設置しました︵写真︶︒
実施します︒
とから︑ 平成 年２ 月の 教育委
サイク ルゲー トの 利用方 法に
員会において同施設の廃止︵平 ついては︑柳沢公民館・図書館 ◆学校運営課施設係
成 年度内︶
を決定いたしました︒ の職員にお尋ねください︒
０４２︵４３８︶４０７２
なお︑ 年度 以降 の移動 教室 ※通勤 ・通 学や買 い物等で駅・
の実施方法などにつきましては 商店街などに御用の市民の方は︑
中学校完全給食実施
今後検討します︒
周辺の有 料駐輪 場をご利用 くだ
さい︒
のための整備工事
◆柳沢公民館
夏休み 期間中 ︑小学校給食室
０４２︵４６４︶８２１１
23

◆社会教育課
０４２︵４３８︶４０７９

22

49

30

18

24

向台小

保谷第二小
柳沢小
上向台小

柳沢中
田無第四中

東西に細長い形状である新町
地域の通学区域については︑合
併前は市が異なるためより近く
の学校に通えないという問題点
があり︑合併時から指定校変更
特例措置により対応してきまし
た︒このたび教育委員会では︑
通学区域の一部変更を行い︑特
例措置を解消します︒
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
施行日以降に転入される方が
対象となります︒
▽変更内容
①通学区域の変更は︑下表のと
23

23
23

新通学区 域
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