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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（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  12回（平成29年４月17日、５月15日、６月19日、７月24日、８月21日、９月11日、10月16日、 

        11月13日、12月18日、平成30年１月29日、２月19日、３月19日） 

主な審議事項  放課後子供教室事業について、平成29年度社会教育関係団体に対する補助金について、

社会教育委員の活動について、活動のまとめについて、社会教育委員研修会について 

  (3) 研修会 

実施日  平成30年３月19日 

会 場  西東京市役所保谷庁舎４階研修室 

内 容  「社会教育実践からみる三多摩社会教育のあゆみ」 

 

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 

登録申込者 69人 

部門別登録件数 17部門、113件（平成30年３月31日現在） 

 

３ 成人式に関する事項 (10.5.1) 

実施日  平成30年１月８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 632人  第２回 606人  合計 1,238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 

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、田無第四中学校の区域在住者 

 

４ 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 ２団体 

 

 

 

 

 

 



５ 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 751,135 12 1,437 

保谷第二小学校施設開放運営協議会 841,113 

 

52 2,688 

 東伏見小学校施設開放運営協議会 242,662 

 

８ 

 

290 

 中原小学校施設開放運営協議会 919,522 29 1,253 

栄小学校施設開放運営協議会 915,031 11 1,858 

谷戸第二小学校施設開放運営協議会 567,732 11 725 

東小学校施設開放運営協議会 380,936 ９ 549 

柳沢小学校施設開放運営協議会 

 合 計 

487,549 31 1,347 

本町小学校施設開放運営協議会 497,132 ５ 675 

住吉小学校施設開放運営協議会 272,784 ８ 319 

けやき小学校施設開放運営協議会 241,562 ９ 264 

西東京市地域活動の会 594,743 ９ 217 

合   計 6,711,901 194 11,622 

 

６ 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 208 4,336 ８ 97 

保谷小学校 106 3,027 ９ 37 

保谷第一小学校 209 5,483 21 331 

保谷第二小学校 147 5,046 41 1,670 

谷戸小学校 118 1,597 26 327 

東伏見小学校 196 3,702 78 1,947 

中原小学校 117 2,499 21 263 

向台小学校 191 1,874 48 544 

碧山小学校 111 2,774 ０ ０ 

芝久保小学校 155 4,686 43 1,589 

栄小学校 175 4,233 33 514 

谷戸第二小学校 190 5,008 27 695 

東小学校 128 3,181 44 1,176 

柳沢小学校 209 4,774 23 239 

上向台小学校 142 3,857 ６ 60 

本町小学校 126 2,477 10 105 

住吉小学校 208 7,840 46 851 

けやき小学校 189 5,397 54 2,058 

合 計 2,925 71,791 538 12,503 



(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 140 576 716 

保谷小学校 170 247 417 

保谷第一小学校 109 370 479 

保谷第二小学校 109 199 308 

谷戸小学校 76 471 547 

東伏見小学校 309 417 726 

中原小学校 365 313 678 

向台小学校 124 344 468 

碧山小学校 210 368 578 

芝久保小学校 143 440 583 

栄小学校 172 459 631 

谷戸第二小学校 238 330 568 

東小学校 312 382 694 

柳沢小学校 90 402 492 

上向台小学校 150 454 604 

本町小学校 259 446 705 

住吉小学校 306 432 738 

けやき小学校 237 568 805 

小学校合計 3,519 7,218 10,737 

  イ 中学校                          （単位 件） 

学校名 校 庭 体育館等 合 計 

田無第一中学校  ０ 269 269 

保谷中学校 ０ 364 364 

田無第二中学校 ０ 275 275 

ひばりが丘中学校 ０ 174 174 

田無第三中学校 60 329 389 

青嵐中学校 ４ 262 266 

柳沢中学校 ４ 255 259 

田無第四中学校 ４ 330 334 

明保中学校 10 371 381 

中学校合計 82 2,629 2,711 

 

 

 



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（平成29年５月26日、８月２日、11月16日、平成30年２月９日） 

主な審議事項 西東京市文化財の指定について、史跡下野谷遺跡保存活用計画について 

 

２ 下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会に関する事項（10.5.4） 

 (1) 下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会委員（学識経験者５人、西東京市文化財保護審議会委員１人、公募に

よる市民２人、自治会長等の地域住民２人、職員３人） 

※根拠法令：下野谷遺跡保存活用計画策定懇談会設置要綱 

 (2) 会議の開催状況 

   会議 ６回（平成29年６月27日、７月31日、10月24日、11月21日、平成30年１月15日、２月16日） 

   主な検討事項 史跡の保存管理及び活用・整備の基本方針について、史跡下野谷遺跡保存活用計画につい 

          て 

 

３ 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 うち新規指定１件（天神社拝殿） 

このほか国指定名勝 １件、国指定史跡 ２件、都指定文化財 １件、国登録文化財 ７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 
東伏見六丁

目６番 
111.05 立会調査 平成29年４月６日 111.05 

縄文時代の

土器 

中荒屋敷遺跡 
下保谷三丁

目９番 
22.50 立会調査 平成29年５月１日 22.50 

遺物等未発

見 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目７番・８番 
     69.64 立会調査 平成29年５月11日 69.64 

遺物等未発

見 

下宿遺跡 
南町五丁目

８番 
397.32 立会調査 平成29年６月９日 397.32 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 

東伏見三丁

目地内から

六丁目地内

まで 

1,236.90 確認調査 
平成29年６月26日 

から７月28日まで 
92.00 

縄文時代の

土 器 ・ 石

器、近現代

の陶磁器な

ど 

中荒屋敷遺跡 
下保谷三丁

目３番 
1.41 立会調査 平成29年７月11日 1.41 

埋蔵文化財

に影響なし 



上前遺跡 
北町六丁目

７番 
337.53 確認調査 平成29年８月18日 12.00 

近世以降の

溝検出 

上向台西遺跡 
向台町三丁

目１番 
0.90 立会調査 平成29年10月23日 0.90 

埋蔵文化財に

影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目４番 
84.80 立会調査 

平成29年11月７日 

     ・８日 
   84.80 

遺物等未発

見 

上向台西遺跡 

向台町三丁

目１番先か

ら 10番先ま

で 

 17.00 立会調査 
平成29年12月６日 

から12月12日まで 
 17.00 

埋蔵文化財

に影響なし 

坂下遺跡 
柳沢二丁目

１番・２番 
1,215.39 確認調査 

 平成29年12月21日 

から平成30年１月

６日まで 

119.80 

旧石器時代

の石器・焼

礫、縄文時

代の土器・

土坑・ピッ

ト 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目４番 
600.00 

内容確認

調査 

平成30年３月５日 

から３月16日まで 
600.00 

縄文時代の

土 器 ・ 石

器 ・ 住 居

跡・土坑・

ピット 

坂下遺跡 
柳沢二丁目

１番・２番 
1,215.39 

本調査

（監督） 

 平成30年３月26日 

から３月31日まで 
216.00 

旧石器時代

の 石 器 ・

礫、縄文時

代の土器・

石 器 ・ 土

坑・ピット 

※窓口照会件数 2,295件 

(3) 郷土資料室 

開室日 水曜日から日曜日まで（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 2,472人（内訳 幼児301人、小学生346人、中・高校生63人、一般1,141人、団体621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10 

歴史の宝ものさがし！ 

平成29年７月29日 

から８月27日まで 
郷土資料室 53 

学習 

支援 

自由研究応援ウィーク 

（開催日以外も対応） 

平成29年８月２日 

から13日まで 

平成29年８月23日 

から27日まで 

郷土資料室 29 

文化財 

ウィーク 

体験 

第11回縄文の森の秋まつ

り～したのやムラへタイ

ムスリップ！～ 

平成29年10月８日 下野谷遺跡公園 約800 

展示 

～なつかしの田無を見つ

めて～わがまちの昭和の

風景を“歩く”－中村正

さん「田無風物画30景よ

り」－ 

平成29年10月28日 

から11月19日まで 
郷土資料室 221 

体験 

保谷のアイとたくあん

Part２～それは江戸の近

郊農村から始まった～ 

平成29年11月３日 個人宅 約350 

講演 

ギャラリートーク～なつ

かしの田無・保谷～わが

まちの昭和の風物を“語

る” 

平成29年11月12日 郷土資料室 13 

その他 

体験 
第10回縄文のムラで春風

と遊ぼう！＋ＶＲ 
平成29年５月21日 下野谷遺跡公園 約100 

体験 

北杜市（友好都市）の遺

跡発掘体験！知ろう！学

ぼう！交流しよう！ 

平成29年８月３日 

     ・10日 

郷土資料室・ 

下野谷遺跡 

山梨県北杜市神の

前Ｂ遺跡・ 

北杜市考古資料館 

82 

ワーク

ショッ

プ 

“遺跡めぐり”をして下

野谷遺跡の宝物を探そ

う！ 

平成29年８月19日 

   ・９月30日 

下野谷遺跡・ 

埼玉県富士見市 

水子貝塚・ 

東京都東村山市 

下宅部遺跡・ 

郷土資料室 

38 

講演 

5000年前へタイムスリッ

プ！～縄文時代の「した

のやムラ」～ 

平成29年９月16日 多摩六都科学館 80 



講演 
わがまちの昔語り―第２

弾：まちの祈りと誇り― 
平成29年11月５日 郷土資料室 18 

体験 
伊勢型紙で小さな作品を

作ろう！ 
平成29年12月３日 郷土資料室 13 

シンポ 

ジウム 

第３回下野谷遺跡国史跡

指定記念シンポジウム 

えっ！マメとエゴマでヘ

ルシーライフ!?土器のく

ぼみから知る縄文時代の

食生活 

平成30年２月10日 
保谷こもれびホー

ル 
141 

展示 

ほか 

縄文モニュメントの除幕

式及び特別展示会 
平成30年３月25日 

東伏見駅南口駅

前広場・ 

東伏見ふれあいプ

ラザ 

76 

                                        

(5) 多摩郷土誌フェア  

実施日 平成30年１月20日・21日 

会 場 立川市女性総合センターアイム 

(6) 刊行物 

第３回下野谷遺跡国史跡指定記念シンポジウム えっ！マメとエゴマでヘルシーライフ!? 土器のくぼみ

から知る縄文時代の食生活 記録集 


