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1 健全な自治体経営の推進（協２－３） 1-1-1 公共施設維持管理経費調査委託 企画政策課 ○ -

2 開かれた市政の推進（協２－１） 1-2-1 コミュニティ放送局への放送業務委託事業 秘書広報課 ○ 18

3 健全な自治体経営の推進（協２－３） 2-1-1 行政財産の目的外使用許可に関する事務 管財課 ○ 19

4 健全な自治体経営の推進（協２－３） 2-2-1 職員福利厚生事業（西東京市職員互助会） 職員課 ○ 18

5 災害に強いまちづくり（安２－１） 3-1-1 防災行政無線の整備 危機管理室 ○ -

6 危機管理体制の整備（安２－３） 3-1-2
危機管理体制の構築
（マニュアル作成・訓練実施）

危機管理室 ○ -

7 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-1 妊産婦・新生児訪問指導事業 健康課 ○ 19

8 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-2 母子健康教育相談事業 健康課 ○ 19

9 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-3 がん検診事業（結核健診事業含む） 健康課 ○ 19

10 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-4 乳児健康診査事業 健康課 ○ 18

11 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-5 １歳６か月児健康診査事業 健康課 ○ 18

12 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-6 ３歳児健康診査事業 健康課 ○ 18

13 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-7 妊婦歯科健康診査事業 健康課 ○ 18

14 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-8 乳幼児歯科相談事業 健康課 ○ 18

15 健康づくりの推進（笑２－１） 4-1-9 休日診療事業 健康課 ○ 18

16 地域福祉の推進（笑１－１） 5-1-1
社会福祉協議会への補助
（ふれあいのまちづくり事業）

生活福祉課 ○ 18

17 地域福祉の推進（笑１－１） 5-1-2 地域福祉コーディネーターなどの育成・配置 生活福祉課 ○ -

18 高齢者福祉の充実（笑１－２） 5-2-1
高齢者地域見守り事業
（ささえあいネットワーク）

高齢者支援課 ○ 19

19 高齢者福祉の充実（笑１－２） 5-2-2 高齢者福祉手技治療割引券支給事業 高齢者支援課 ○ 19

20 高齢者福祉の充実（笑１－２） 5-2-3 地域包括支援センター等事業 高齢者支援課 ○ 19

21 高齢者福祉の充実（笑１－２） 5-2-4 地域密着型サービス等重点施設の整備 高齢者支援課 ○ 19

22 高齢者の生きがいづくりの充実（笑２－２） 5-2-5 敬老金贈呈事業 高齢者支援課 ○ 19

23 高齢者の生きがいづくりの充実（笑２－２） 5-2-6 高齢者入浴券支給事業 高齢者支援課 ○ 19

24 障害者福祉の充実（笑１－３） 5-3-1 心身障害者福祉手当支給事業 障害福祉課 ○ 18

25 障害者福祉の充実（笑１－３） 5-3-2 難病者福祉手当支給事業 障害福祉課 ○ 18

26 障害者の社会参加の拡大（笑２－３） 5-3-3 心身障害者自動車燃料費助成事業 障害福祉課 ○ 18

27 障害者の社会参加の拡大（笑２－３） 5-3-4 心身障害者タクシー料金助成事業 障害福祉課 ○ 18

28 子育て支援の促進（創２－２） 6-1-1 私立幼稚園等就園奨励事業 子育て支援課 ○ 18

29 子育て支援の促進（創２－２） 6-1-2 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 子育て支援課 ○ 18

30 子育て支援の促進（創２－２） 6-2-1 認証保育所等事業 保育課 ○ 18

31 子育て支援の促進（創２－２） 6-2-2 家庭的保育等事業 保育課 ○ 19

32 子育て支援の促進（創２－２） 6-3-1 学童クラブ施設の増設の検討 児童青少年課 ● -

33 子どもの参加の促進（創２－１） 6-4-1
子ども家庭支援センターの運営
（子育て広場事業）

子ども家庭支援センター ○ 18

34 子どもの参加の促進（創２－１） 6-4-2
子ども家庭支援センターの運営
（子育てショートステイ事業）

子ども家庭支援センター ○ -

35 子育て支援の促進（創２－２） 6-4-3 ファミリー･サポート･センター事業 子ども家庭支援センター ○ 18
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36 国際化の推進（創１-２） 7-1-1 多文化共生センター 文化振興課 ○ 19

37 国際化の推進（創１-２） 7-1-2
外国語版生活情報誌の作成
（生活便利帳、くらしの情報）

文化振興課 ○ 19

38 芸術・文化活動の振興（創３－４） 7-1-3 市民文化祭事業 文化振興課 ○ 19

39 市民主体のまちづくりの推進（協１－１） 7-1-4 市民まつり事業 文化振興課 ○ 18

40 スポーツ・レクリエーション活動の振興（創３－３） 7-2-1 体育指導委員の活用 スポーツ振興課 ○ 19

41 スポーツ・レクリエーション活動の振興（創３－３） 7-2-2 社会体育団体補助事業 スポーツ振興課 ○ 20

42 スポーツ・レクリエーション活動の振興（創３－３） 7-2-3 体育協会運営費補助金 スポーツ振興課 ○ -

43 みどりの保全・活用（環１－１） 7-3-1 市民農園の設置 産業振興課 ○ 19

44 みどりの保全・活用（環１－１） 7-3-2 体験型農園の設置 産業振興課 ○ 19

45 みどりの保全・活用（環１－１） 7-3-3 援農ボランティアの活用 産業振興課 ○ 19

46 産業の振興（活１－１） 7-3-4 農家・市民交流事業（農業景観散策含む） 産業振興課 ○ 19

47 産業の振興（活１－１） 7-3-5 中小企業事業資金融資あっせん利子等補給事業 産業振興課 ○ 18

48 産業の振興（活１－１） 7-3-6 勤労者等住宅資金融資あっせん制度 産業振興課 ○ 18

49 産業の振興（活１－１） 7-3-7 プレミアム商品券事業費補助金 産業振興課 ○ -

50 新産業の育成（活１－２） 7-3-8 創業支援・経営革新相談センターの運営 産業振興課 ○ 18

51 人権と平和の尊重 （創１-１） 7-4-1 平和事業 協働コミュニティ課 ○ 18

52 男女平等参画社会の推進（創１－３） 7-4-2 女性相談・婦人相談 協働コミュニティ課 ○ 18

53 市民主体のまちづくりの推進（協１－１） 7-4-3 (仮称)コミュニティ検討委員会の設置 協働コミュニティ課 ○ -

54 協働のまちづくりの推進（協１－２） 7-4-4 地域活動情報ステーションの活用 協働コミュニティ課 ○ -

55 協働のまちづくりの推進（協１－２） 7-4-5 ＮＰＯ等企画提案事業 協働コミュニティ課 ○ 18

56 協働のまちづくりの推進（協１－２） 7-4-6 市民協働推進センターの運営 協働コミュニティ課 ○ -

57 みどりの空間の創出（環１－２） 8-1-1 苗木配布 みどり公園課 ○ 19

58 みどりの空間の創出（環１－２） 8-1-2 生垣造成補助事業 みどり公園課 ○ 20

59 みどりの空間の創出（環１－２） 8-1-3 花いっぱい運動の推進 みどり公園課 ○ 19

60 まちの魅力の創造（活２－１） 8-1-4 散策ルートの整備 みどり公園課 ○ -

61 地球温暖化対策の推進（環２－４） 8-2-1
西東京市地球温暖化対策実行計画の推進
（エコアクション21の運用）

環境保全課 ○ 21

62 地球温暖化対策の推進（環２－４） 8-2-2 地球温暖化対策助成金の運用 環境保全課 ○ -

63 環境意識の高揚（環２－１） 8-2-3 飼い主のいない猫避妊・去勢手術代助成金 環境保全課 ○ -

64 環境意識の高揚（環２－１） 8-2-4 エコプラザ西東京の運営管理 環境保全課 ○ -

65 ごみ対策の推進（環２－２） 8-3-1 生ごみ処理機購入助成事業 ごみ減量推進課 ○ 18

66 ごみ対策の推進（環２－２） 8-3-2 集団回収活動の奨励事業 ごみ減量推進課 ○ 18

67 ごみ対策の推進（環２－２） 8-3-3 剪定枝等資源化事業（ﾘｻｲｸﾙ推進事業） ごみ減量推進課 ○ 18

68 住みやすい住環境の創造（安１－１） 9-1-1 良好な景観づくり事業 都市計画課 ○ -

69 住みやすい住環境の創造（安１－１） 9-1-2 バリアフリー誘導補助制度の実施 都市計画課 ○ -

70 住みやすい住環境の創造（安１－１） 9-1-3 市営住宅維持管理 都市計画課 ○ 18

71 住みやすい住環境の創造（安１－１） 9-1-4 高齢者アパート事業 都市計画課 ○ 18

72 道路・交通の整備（安１－２） 9-1-5 都バス(｢梅70｣系統)運行事業 都市計画課 ○ 19
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73 道路・交通の整備（安１－２） 9-2-1 道路の新設改良及び拡幅事業 道路建設課 ○ 19

74 道路・交通の整備（安１－２） 9-2-2 交差点の見通し改良事業 道路建設課 ● -

75 防犯・交通安全の推進（安２－２） 9-3-1 街路灯整備事業等 道路管理課 ○ 18

76 災害に強いまちづくり（安２－１） 9-4-1 雨水溢水対策事業（貯留槽の設置等） 下水道課 ○ 20

77 災害に強いまちづくり（安２－１） 9-4-2 雨水浸透施設助成事業 下水道課 ○ 20

78 学校教育の充実（創２－３） 10-1-1 障害児童等介助事業 教育企画課 ○ 19

79 学校教育の充実（創２－３） 10-1-2 就学援助事業 教育企画課 ○ 18

80 学校教育の充実（創２－３） 10-2-1 雨水貯留等施設設置事業 学校運営課 ● -

81 学校教育の充実（創２－３） 10-2-2 特色ある学校推進事業（総合的な学習） 学校運営課 ○ 20

82 学校教育の充実（創２－３） 10-3-1 教職員健康管理事務（健康診断等） 教育指導課 ○ 18

83 学校教育の充実（創２－３） 10-3-2 地域教育協力者活用事業 教育指導課 ○ 18

84 学校教育の充実（創２－３） 10-4-1 地域生涯学習事業 社会教育課 ○ 18


