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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 13人（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）（平成31年３月30日付けで１人解

嘱） 

※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30年４月16日、５月21日、６月18日、７月26日、８月23日、10月２日、10月25日、 

        11月５日、12月20日、平成31年１月24日、２月７日、３月29日） 

臨時会  １回（平成31年２月21日） 

主な審議事項  放課後子供教室事業について、地域学校協働活動について、社会教育行政の運営体制等

の見直しについて、社会教育行政のあり方について 

  (3) 研修会 

実施日  平成30年10月２日 

会 場  西東京市役所保谷庁舎４階研修室 

内 容  「地域学校協働活動とは ～先進事例に学ぶ～」 

 

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 

登録者 56人 

部門別登録件数 18部門、98件（平成31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31年１月14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 564人  第２回 623人  合計 1,187人 

区 分  第１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 

第２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 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 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 768,930 13 1,528 

保谷第二小学校施設開放運営協議会 859,959 57 3,081 

東伏見小学校施設開放運営協議会 218,286 ７ 213 

中原小学校施設開放運営協議会 827,191 22 2,135 

栄小学校施設開放運営協議会 451,720 15 458 

谷戸第二小学校施設開放運営協議会 603,346 14 828 

東小学校施設開放運営協議会 342,051 ６ 372 

柳沢小学校施設開放運営協議会 

 合 計 

280,524 10 847 

本町小学校施設開放運営協議会 462,826 ５ 743 

住吉小学校施設開放運営協議会 272,208 ８ 282 

けやき小学校施設開放運営協議会 245,207 ８ 223 

西東京市地域活動の会 747,397 ９ 230 

合   計 6,079,645 174 10,940 

 

５ 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 228 4,426 ５ 83 

保谷小学校 113 2,926 11 158 

保谷第一小学校 205 4,212 20 216 

保谷第二小学校 148 5,497 38 2,165 

谷戸小学校 123 1,760 25 314 

東伏見小学校 197 3,976 66 1,217 

中原小学校 84 1,274 35 664 

向台小学校 189 915 47 1,133 

碧山小学校 111 1,814 ０ ０ 

芝久保小学校 168 4,419 48 1,958 

栄小学校 172 3,116 25 398 

谷戸第二小学校 197 4,456 26 871 

東小学校 122 2,624 48 1,196 

柳沢小学校 197 5,050 25 266 

上向台小学校 137 3,572 10 66 

本町小学校 123 2,586 14 146 

住吉小学校 201 6,641 49 775 

けやき小学校 200 5,832 50 2,057 



合 計 2,915 65,096 542 13,683 

(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 131 543 674 

保谷小学校 180 145 325 

保谷第一小学校 94 494 588 

保谷第二小学校 101 234 335 

谷戸小学校 91 442 533 

東伏見小学校 243 405 648 

中原小学校 200 252 452 

向台小学校 118 340 458 

碧山小学校 208 375 583 

芝久保小学校 112 442 554 

栄小学校 202 488 690 

谷戸第二小学校 241 381 622 

東小学校 291 411 702 

柳沢小学校 91 383 474 

上向台小学校 150 396 546 

本町小学校 260 463 723 

住吉小学校 330 475 805 

けやき小学校 227 615 842 

小学校合計 3,270 7,284 10,554 

  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  ０ 319 319 

保谷中学校 10 333 343 

田無第二中学校 ０ 164 164 

ひばりが丘中学校 ０ 161 161 

田無第三中学校 53 304 357 

青嵐中学校 ０ 238 238 

柳沢中学校 ０ 294 294 

田無第四中学校 ０ 337 337 

明保中学校 ６ 391 397 

中学校合計 69 2,541 2,610 

 

 

 



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30年５月29日、８月２日、11月12日、平成31年２月７日） 

主な審議事項 天神社総合調査について、西東京市文化財保存・活用計画の取組状況について、史跡下野

谷遺跡整備基本計画について 

 

２ 西東京市国史跡下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会に関する事項（10.5.4） 

 (1) 西東京市国史跡下野谷遺跡整備基本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：西東京市国史跡下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会設置要綱 

 (2) 会議の開催状況 

   会議 ５回（平成30年７月17日、８月27日、10月24日、12月19日、平成31年２月18日） 

   主な検討事項 史跡下野谷遺跡整備案について、史跡下野谷遺跡整備基本計画について 

 

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  

このほか国指定名勝 １件、国指定史跡 ２件（下野谷遺跡追加指定603.45㎡）、都指定文化財 １件、

国登録文化財 ９件（うち新規登録２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 

坂下遺跡 
柳沢二丁目

１番・２番 
1,215.39 

本調査

（管理） 

 平成30年４月１日 

から４月10日まで 
216.00 

旧石器・

礫、縄文土

器・土坑・

ピット 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目４番 
約60 

立会調査

～本調査 

平成30年６月18日

から12月27日まで 
60.00 

旧石器・

礫、縄文土

器・縄文住

居跡・集石 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目４番 
     約3,000 確認調査 

平成30年７月30日

から８月２日まで 
42.65 

縄文土器・

縄文住居跡 

坂下遺跡 
東伏見五丁

目２番22号 
312.27 立会調査 

平成30年６月26日

から７月30日まで 
2.25 

埋蔵文化財

に影響なし 

北宮ノ脇遺跡

（近接） 

下保谷三丁

目５番７号 
約500 立会調査 平成30年６月25日 18.00 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目１番28号 
14.55 立会調査 平成30年８月24日 8.55 

埋蔵文化財

に影響なし 

坂下遺跡 
東伏見五丁

目２番23号 
303.09 立会調査 

平成30年８月27日

から９月25日まで 
65.00 

埋蔵文化財

に影響なし 



下野谷遺跡 
東伏見六丁

目３番７号 
100.03 立会調査 

平成30年９月５日 

から10月10日まで 
100.03 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目５番11号 
498.81 確認調査 

平成30年10月23日

から10月24日まで 
   30.00 

縄文土器・

石器・縄文

住居跡・集

石・土坑 

下野谷遺跡 

（隣接） 

東伏見四・

五丁目 
 約1,000 確認調査 

平成30年11月15日 

から11月22日まで 
 22.50 

埋蔵文化財

に影響なし 

坂下遺跡 
東伏見五丁

目２番23号 
0.69 立会調査  平成30年11月19日 1.56 

埋蔵文化財

に影響なし 

中荒屋敷遺跡 
下保谷三丁

目９番５号 
208.62 立会調査 平成31年１月21日 103.88 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目５番11号 
7.14 立会調査 平成31年１月29日 7.14 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見三丁

目９番 
0.36 立会調査 平成31年２月５日 0.36 

埋蔵文化財

に影響なし 

北宮ノ脇遺跡 

（隣接） 

北町五丁目

２番30号 
約120 立会調査 平成31年２月７日 約120 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見三丁

目９番16号 
140.00 確認調査 

平成31年２月12日

から２月14日まで 
11.00 

縄文土器・

ピット 

下野谷遺跡 
東伏見三丁

目４番 
約3,000 確認調査 

平成31年３月４日

から３月18日まで 
200.00 

縄文土器・

縄文住居跡 

上保谷上宿 
住吉町一丁

目20番19号 
150.11 立会調査 平成31年３月18日 2.00 

埋蔵文化財

に影響なし 

下野谷遺跡 
東伏見三丁

目８番16号 
1,651.09 確認調査 

平成31年３月25日 

から３月26日まで 
24.00 

縄文土器・

土坑・ピッ

ト 

下野谷遺跡 
東伏見六丁

目３番２号 
110.05 立会調査 平成31年３月30日 48.11 

埋蔵文化財

に影響なし 

※窓口照会件数 2,545件 

(3) 郷土資料室 

開室日 日曜日及び水曜日から土曜日まで（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 1,714人（内訳 幼児54人、小学生231人、中・高校生44人、一般795人、団体590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11 

歴史の宝ものさがし！ 

平成30年７月28日 

から８月26日まで 
郷土資料室 23 

学習 

支援 

自由研究応援ウィーク 

（開催日以外も対応） 

平成30年７月21日 

から８月31日まで 
郷土資料室 21 

文化財 

ウィーク 

体験 

第12回縄文の森の秋まつ

り～とうとう干支も一回

り みんなでつくる史跡

と秋まつり～ 

平成30年10月７日 下野谷遺跡公園 約700 

展示 
明治開府150年 激動の時

代と多摩の人々 

平成30年10月20日 

から11月30日まで 
郷土資料室 304 



体験 保谷のアイ 平成30年11月３日 
下保谷四丁目特別

緑地保全地区 
約350 

その他 

体験 
第11回縄文のムラで春風

と遊ぼう！ 
平成30年５月20日 下野谷遺跡公園 176 

展示 
下野谷遺跡から探る縄文

の眼差し 

平成30年７月６日

から10月14日まで 
郷土資料室 337 

体験 

多摩六都科学館ワークシ

ョップ「考古学者のお仕

事体験！土器に残る不思

議な“へこみ”を調べよ

う」～先史時代の人は何

を食べていたのかな？～ 

平成30年７月16日 多摩六都科学館 36 

展示 

ほか 

今年の夏はＪＯＭＯＮが

あつい！縄文展ダブル見

学ツアー 

下野谷遺跡＆東京国立博

物館で縄文にハマろう！ 

平成30年８月１日 

     ・22日 

郷土資料室・ 

東京国立博物館 
22 

体験 圧痕ワークショップ 
平成31年１月16日 

     ・17日 
アスタ 19 

展示 

ほか 

下野谷遺跡発掘調査現地

説明会 
平成31年３月９日 下野谷遺跡公園 約50 

体験 

下野谷遺跡出土の土器を

楽しく美味しく観察しよ

う！土器形クッキー“ド

ッキー”づくり 

平成31年３月24日 東伏見小学校 17 

                                       

(5) 多摩郷土誌フェア 

実施日 平成31年１月19日、20日 

会 場 立川市女性総合センターアイム 


