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社 会 教 育 課 
 

社会教育係、文化財担当 

１ 社会教育委員に関する事項（10.5.1） 

(1) 社会教育委員（学校教育の関係者２人、社会教育の関係者６人（うち公募委員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 12回（平成21年４月14日、５月12日、６月９日、７月17日、８月28日、９月18日、10月16日、 

11月20日、12月18日、平成22年１月15日、２月19日、３月19日）   

主な審議事項  西東京市教育計画について、社会教育関係団体補助金について、今期の活動計画につい

て 

   

  (3) 研修会 

実施日  平成22年１月15日 午後３時から午後５時まで 

会 場  西東京市役所保谷庁舎３階第２会議室 

内 容  「社会教育委員の役割について」 

講 師  白木 賢信（東京家政大学准教授） 

 

２ 生涯学習推進事業に関する事項（10.5.1） 

(1) 生涯学習連絡調整会議 

 生涯学習連絡調整会議委員 （関係課長18人）  

※根拠法令：西東京市生涯学習連絡調整会議設置要領 

会議 ３回（平成21年６月26日、10月８日、平成22年２月17日） 

  主な審議事項  推進事業実施計画（案）について、実施計画進ちょく状況について 

 

  (2) 生涯学習推進懇談会 

生涯学習推進懇談会委員（学識経験者１人、学校教育関係者１人、社会教育・スポーツ活動関係者２人、

保健、福祉活動の関係者２人、NPO、ボランティア団体等の関係者２人、公募による市民２人） 

※根拠法令：西東京市生涯学習推進懇談会設置要綱 

会議 ４回（平成21年６月29日、９月15日、12月15日、平成22年３月16日） 

主な審議事項  実施計画について、市民人材活用事業について 

 

 (3) 西東京市生涯学習人材（講師・指導者）情報提供 

登録申込者 61人  部門別登録件数 18部門 116件（平成22年３月31日現在） 
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３ 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 参加延べ人数

保谷第一小学校施設開放運営協議会   601,153  29 1,757 

保谷第二小学校施設開放運営協議会 1,089,995  95 1,470 

谷戸小学校施設開放運営協議会   175,012   3 490 

東伏見小学校施設開放運営協議会   293,569  10 313 

中原小学校施設開放運営協議会   608,571  19 1,195 

栄小学校施設開放運営協議会   591,697   ７   1,561 

谷戸第二小学校施設開放運営協議会   582,172  10 579 

東小学校施設開放運営協議会   380,879  10 529 

柳沢小学校施設開放運営協議会   350,401  29 723 

本町小学校施設開放運営協議会   817,734  14 1,314 

住吉小学校施設開放運営協議会   246,649   7 433 

けやき小学校施設開放運営協議会   447,802  25 353 

西東京市地域活動の会   802,543  10 303 

合   計 6,988,177 268 11,020 

 

４ 成人式に関する事項(10.5.1) 

実施日  平成22年１月11日 

     午前の部 午前10時から午前11時30分まで（式典は午前11時から） 

     午後の部 午後１時30分から午後３時まで（式典は午後２時30分から） 

会 場 保谷こもれびホール 

参加者 午前の部 586人  午後の部 471人  合計1,057人 

区 分  午前の部 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、 

明保中学校の区域在住者 

午後の部 田無第一中学校、保谷中学校、柳沢中学校、田無第四中学校の区域在住者 

  

 

５ 市民文化祭に関する事項(10.5.1) 

   実施日  平成21年10月17日から同年11月15日まで（第９回） 

   会 場  保谷こもれびホール、市民会館、コール田無、田無公民館、柳沢公民館、ひばりが丘公民館、 

        南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」、如意輪寺境内 

   参加者   4,131人（200団体） 

来場者  17,740人 

 

６ 社会教育関係団体に関する事項(10.5.1) 

   社会教育関係団体の行う事業に対する市補助金 

  ２団体 合計 569,000円 
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７ 文化財保護審議会に関する事項(10.5.4) 

 (1) 文化財保護審議会委員（大学教員２名、学校教育の関係者１人、学識経験のある者５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（平成21年５月28日、８月21日、11月27日、平成22年２月19日） 

主な審議事項 登録文化財制度について 

 

８ 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  

49件 (ほかに国指定名勝 １件 国指定史跡 １件 都指定文化財 １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 

一・二・六丁目 
約2,000 確認調査

平成21年３月30日

   ～４月２日
63.5  

土器・ピット 

（縄文時代） 

下野谷遺跡 

 

東伏見 

三丁目５・９番 
約1,300 確認調査

平成21年５月７日

   ～５月11日
20.0  

土器(縄文時代）・

石器(旧石器時代）

下柳沢遺跡 

 

東伏見 

二丁目６・７番 
約660 確認調査

平成21年６月５日

～６月24日
7.2  

土器・石器 

（縄文時代） 

下野谷遺跡 
東伏見 

二丁目 
約2,000 確認調査

平成21年９月８日

   ～９月11日
54.8  

畝
うね

(近代)・ 

ピット(縄文時代) 

上保谷上宿遺跡 
住吉町 

一丁目４番 
約4,700 確認調査 平成22年２月16日 332.0  

埋蔵文化財に 

影響なし 

下野谷遺跡 

（隣接） 

東伏見 

四丁目４番 
   13.5 試掘調査 平成22年２月22日 13.5  土器(縄文時代) 

下野谷遺跡 
東伏見 

六丁目４番 
9.0

本調査 

（21次）

平成22年３月３日

   ～３月５日 
9.0  

土器・石器・住居

址
し

・ピット 

（縄文時代） 

上保谷上宿遺跡

（隣接） 

住吉町 

一丁目４番 
  約2,360 試掘調査

平成22年３月18日

～３月19日
23.5  石器(旧石器時代) 

その他 立会い調査 ９件 

窓口照会件数 1,414件 

 

(3) 郷土資料室 

     開室日  水曜日から日曜日 (年末年始を除く。) 

      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、石皿、すり石等）、鎌倉・室町時代（板碑・

永楽通宝等）、江戸時代（火事場の禁止令、韮山笠等）、明治時代（絵馬、乳母車等） 
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来室者  2,263人（内訳 幼児86人、小学生740人、中・高校生163人、一般943人、団体331人） 

 

 (4) 文化財普及事業 

事業名 種別 事業名 開催日 場  所 参加延べ人数 

報告会 南入経塚報告会 平成21日６月14日 保谷駅前公民館      42 

見学会 旧下田家名主役宅見学会
平成21年11月29日

   ・12月１日
旧下田家名主役宅      33 

 

文化財報告会・

見学会・展示 

 
展 示

なつかしの田無・保谷写

真展 

平成22年３月19日

   ～３月28日
郷土資料室     147 

展 示 特別展｢学校｣ 
平成21年７月25日

～８月26日
郷土資料室   約300 

めぐり 
市内文化財探検 

「トレジャーハンター」

平成21年７月18日

      ～８月31日
市内文化財 

自由参加のた

め不明 夏休み企画 

体 験 

伝統の技に触れてみよう

｢伊勢型紙で染める小物

作り｣ 

平成21年７月30日

      ・８月20日
郷土資料室      18 

体 験 縄文の森の秋祭り 平成21年10月11日 下野谷遺跡公園   約300 

めぐり 西東京市の古郷を歩く 平成21年10月25日 谷戸地域      11 

写真展 
民族学博物館と 

渋沢敬三・高橋文太郎 

平成21年11月７日

      ～11月15日
保谷駅前公民館 約1,000 

講演会 
民族学博物館と 

渋沢敬三・高橋文太郎 
平成21年11月８日 保谷駅前公民館   約100 

文化財ウィーク 

展 示 

民族学博物館と 

渋沢敬三・高橋文太郎 

「民具展示と実演」 

平成21年11月15日 下保谷の民家   約200 

 

 (5) 多摩郷土誌フェアー   

実施日  平成22年１月22日から同月24日まで 

会 場  立川市内書店 

 

９ 学校開放に関する事項（10.6.3） 

(1) 学校施設開放（遊び場開放） 

校 庭 体育館 
小学校名 

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   219 10,441  29   342 

保谷小学校   161     7,315  24   679 

保谷第一小学校   193     4,443  24   75 

保谷第二小学校   158     4,155  32   382 

谷戸小学校   157     2,980  24   416 

東伏見小学校   179     3,333  13    74 
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中原小学校 150     4,267   19   334 

向台小学校 155     1,980   11    91 

碧山小学校 92     1,844   31   578 

芝久保小学校 216     5,025   32   348 

栄小学校 179     2,793   26   334 

泉小学校 211     5,335   21   426 

谷戸第二小学校 207     5,635   31   187 

東小学校 136     3,195   26   541 

柳沢小学校 230     4,159   28   200 

上向台小学校 188     4,564   11   137 

本町小学校 139     3,375   12   172 

住吉小学校 206     4,216   25   399 

けやき小学校 214     9,887   34   630 

合  計 3,390  88,942  453 6,345 

 

(2) 学校施設使用（団体使用） 

学 校 名 校 庭(件) 体育館等(件) 合 計(件) 

田無小学校   127   535    662 

保谷小学校   225   252    477 

保谷第一小学校   104   331    435 

保谷第二小学校   144   326    470 

谷戸小学校   118   397    515 

東伏見小学校   232   430    662 

中原小学校   277   308    585 

向台小学校   102   301    403 

碧山小学校   109   290    399 

芝久保小学校   133   359    492 

栄小学校   168   394    562 

泉小学校   139   333    472 

谷戸第二小学校   203   428    631 

東小学校   335   295    630 

柳沢小学校    93   416    509 

上向台小学校   103   450    553 

本町小学校   198   409    607 

住吉小学校   232   279    511 

けやき小学校   153   549    702 

小学校小計 3,195 7,082 10,277 

田無第一中学校     0   288    288 

保谷中学校     0   230    230 

田無第二中学校     0   281    281 
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ひばりが丘中学校    0   187   187 

田無第三中学校  145   174   319 

青嵐中学校    0   188   188 

柳沢中学校    0   154   154 

田無第四中学校    0   295   295 

明保中学校   81   348   429 

中学校小計  226 2,145  2,371 

全 体（合計） 3,421 9,227 12,648 

 

 


