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①／②
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所　管　課

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 1,096人 福利厚生事業・給付事業・貸付事業等 会員の保健・元気回復その他の厚生事業及び相互共済

厚生事業（厚生施設利用補助、
旅行補助等）、体育保健事業
（人間ドック利用補助）等への
助成

市交付金
会費 17,430,785 17,430,785 100.0% 総務部職員課

防犯協会補助金 西東京市防犯協会 180
各種犯罪防止及び少年非行の防止のための広報活動・
街頭活動（キャーペン）・防犯パトロール活動をす
る。

地域安全運動を活発に推進し市民一人ひとりの防犯を
高め、犯罪のない住みよい街づくりに貢献し、市民生
活の安全確保を図る。

地域安全活動、啓発活動等、防
犯を目的とした事業経費 市補助金 1,310,000 1,672,716 78.3% 危機管理室

防犯市民活動団体補助
金

西東京市第3区町会自
主防災防犯会 25 地域を4つのブロックに分け、それぞれブロックごとにパト

ロール計画を立ててパトロールを実施。
犯罪の抑止および防犯意識の啓発

乾電池、冬季ブルゾン、スリム
バンド自転車用前カゴ表示プ
レート、ハンディミニ合図灯等
の購入

会費 140,182 280,365 50.0% 危機管理室

防犯市民活動団体補助
金

「さかえちゃん」
ワッペン普及委員会 20 ワッペン着用によるパトロールの実施。 ワッペンの普及により、地域住民の啓発。児童の安心

感の拡大。 ワッペン、プレート等の購入 会費 101,890 203,781 50.0% 危機管理室

防犯市民活動団体補助
金

東っ子をまもる安全
連絡会 15 1 東小学校区域パトロールの実施

2 東小学校校門にてあいさつ運動の実施等
犯罪の抑止および自分の子どもは自分で守るという意
識を高めた。

半袖Ｔシャツ、長袖シャツ、版
代、プリント代等の購入 会費 73,741 147,483 50.0% 危機管理室

防犯市民活動団体補助
金

にこにこ防災防犯
ネットワーク

20 パトロール心得講話会およびパトロールの実施。 犯罪の抑止および防犯意識の啓発
ベスト、版代、パトロール
キャップ、腕章、ライト、合図
灯等の購入

会費 67,537 135,075 50.0% 危機管理室

防犯市民活動団体補助
金

西東京市立上向台小
学校ＰＴＡ 591 1  全保護者による個人パトロールの実施

2  防犯マップ・防犯ポスター作製、掲示活動の実施
子どもの登下の安全の確保および地域住民の防犯意識
の啓発。 腕章、安全ピン等の購入 会費 45,728 91,457 50.0% 危機管理室

西東京防火防災協会補
助金

　
西東京防火防災協会 150

①火災予防運動や防災週間の期間中における各種ポス
タ－・パンフレット・チラシ等の配布による広報活
動。②町会・自治会・事業所等における防災訓練。③
消防少年団に対する助成事業。

広報活動の展開及び災害時支援ボランティア・消防少
年団育成のための活動により、防火防災意識及び防災
行動力の向上に大きく寄与している。

各種ポスタ－・パンフレットの
購入。広報資料の作成。消防少
年団への助成。自治会等の防災
訓練の実施。

会費 475,000 1,446,661 32.8% 危機管理室

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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防災市民組織助成金 柳澤台親和会 139 市主催の防災訓練に参加する。地域防災訓練の実施。
火災運動における地域防災活動。

防災資器材を整備することで、実践的な訓練を実施す
るなど、地域住民の防災意識高揚が図られている。 報知器等 会費 365,599 731,199 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 芝久保町2丁目防犯防
災連絡会 86 市主催の防災訓練に参加する。地域防災訓練の実施。

火災運動における地域防災活動。
防災資器材を整備することで、実践的な訓練を実施す
るなど、地域住民の防災意識高揚が図られている。 報知器 会費 319,725 639,450 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金
フォレストレイクひ
ばりヶ丘防災市民組
織

381 市主催の防災訓練に参加する。地域防災訓練の実施。
火災運動における地域防災活動。

防災資器材を整備することで、実践的な訓練を実施す
るなど、地域住民の防災意識高揚が図られている。 災害用トイレ等 会費 305,707 611,415 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 パークウエスト東京
管理組合 611 市主催の防災訓練に参加する。地域防災訓練の実施。

火災運動における地域防災活動。
防災資器材を整備することで、実践的な訓練を実施す
るなど、地域住民の防災意識高揚が図られている。 テント等 会費 206,325 412,650 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金
コスモひばりが丘
ザ・ガーデンズ
フォート管理組合

560 市主催の防災訓練に参加する。地域防災訓練の実施。
火災運動における地域防災活動。

防災資器材を整備することで、実践的な訓練を実施す
るなど、地域住民の防災意識高揚が図られている。 ヘルメット等 会費 202,747 405,494 50.0% 危機管理室

消防団運営交付金 第１分団 20

火災時における消防活動として、投光作業など消防隊
への支援活動、地域住民に対する出火防止の防火診
断、初期消火訓練.火災予防広報等を実施するととも
に、震災等の災害発生時には、消防ポンプ車を使用し
た延焼防止活動等を行うこととしている。

消防団の円滑な維持運営を実施し、又市民の防災意識
を高めかつ地域の防災リ－ダ－として、災害に強い町
づくりに努めている。

会議、研修等の経費。家族慰安
に関する経費。電話料金等。消
耗品費等購入費

会費 350,000 548,484 63.8% 危機管理室

消防団運営交付金 第２分団 20

火災時における消防活動として、投光作業など消防隊
への支援活動、地域住民に対する出火防止の防火診
断、初期消火訓練.火災予防広報等を実施するととも
に、震災等の災害発生時には、消防ポンプ車を使用し
た延焼防止活動等を行うこととしている。

消防団の円滑な維持運営を実施し、又市民の防災意識
を高めかつ地域の防災リ－ダ－として、災害に強い町
づくりに努めている。

会議、研修等の経費。家族慰安
に関する経費。電話料金等。消
耗品費等購入費

会費 350,000 493,929 70.9% 危機管理室
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消防団運営交付金 第３分団 19

火災時における消防活動として、投光作業など消防隊
への支援活動、地域住民に対する出火防止の防火診
断、初期消火訓練.火災予防広報等を実施するととも
に、震災等の災害発生時には、消防ポンプ車を使用し
た延焼防止活動等を行うこととしている。

消防団の円滑な維持運営を実施し、又市民の防災意識
を高めかつ地域の防災リ－ダ－として、災害に強い町
づくりに努めている。

会議、研修等の経費。家族慰安
に関する経費。電話料金等。消
耗品費等購入費

会費 350,000 573,600 61.0% 危機管理室

消防団運営交付金 第４分団 20

火災時における消防活動として、投光作業など消防隊
への支援活動、地域住民に対する出火防止の防火診
断、初期消火訓練.火災予防広報等を実施するととも
に、震災等の災害発生時には、消防ポンプ車を使用し
た延焼防止活動等を行うこととしている。

消防団の円滑な維持運営を実施し、又市民の防災意識
を高めかつ地域の防災リ－ダ－として、災害に強い町
づくりに努めている。

会議、研修等の経費。家族慰安
に関する経費。電話料金等。消
耗品費等購入費

会費 350,000 676,819 51.7% 危機管理室

消防団運営交付金 第５分団 16

火災時における消防活動として、投光作業など消防隊
への支援活動、地域住民に対する出火防止の防火診
断、初期消火訓練.火災予防広報等を実施するととも
に、震災等の災害発生時には、消防ポンプ車を使用し
た延焼防止活動等を行うこととしている。

消防団の円滑な維持運営を実施し、又市民の防災意識
を高めかつ地域の防災リ－ダ－として、災害に強い町
づくりに努めている。

会議、研修等の経費。家族慰安
に関する経費。電話料金等。消
耗品費等購入費

会費 350,000 390,490 89.6% 危機管理室

献血推進協議会補助金 西東京市献血推進協
議会

30団体
役員10
理事21

輸血用血液や血液製剤を、国内の献血により安定的に
確保する必要があるが、献血者数は年々減少傾向にあ
る。このため、市民のボランティアとして、日本赤十
字社血液センターの行う採血事業に協力し、並びに市
民に対し献血への意識の啓発を行い、献血供給体制の
確立に向けた活動を行っている。

毎月定例役員会を開き、献血事業の実施状況及び実施
上の問題点を検討し、献血の推進を図るとともに、献
血者の少ない8月、1月、3月に献血キャンペーンを実施
し、市内献血者の増加を促している。市内の団体･事業
所に協力を求め、献血対象者の拡大に向けての賛助会
員の組織化を図る。

献血協力者への配布用ポケット
ティッシュ、図書券・記念品の
購入、総会費用、役員会費用、
表彰式典費、旅費、消耗品、役
務費

市補助金782千円
寄附金19千円

772,000 774,516 99.7% 市民部
健康年金課

医師会事業補助金 社団法人西東京市医
師会 220

１.医道の昂揚並びに医学の振興、研鑚に関する事業
２.公衆衛生に関する事業
３.学校保健に関する事業
４.地域医療に関する事業
５.地域福祉に関する事業
６.社会保障医療に関する事業
７.医学経営の向上改善並びに開発に関する事業
８.各種医療問題の調査及び調整に関する事業
９.医師会会員間、医師会相互間及び関係団体との連絡
調整に関する事業
10.会誌、出版及び広報に関する事業
11.休日診療所、訪問看護ステーション及びケアプラン
センターの管理運営に関する事業
12.その他目的達成上必要な事業

１．生涯研修のための各種講習会実施
２．地域医療の充実
　・各種検診、休日診療所等の事業
　・市民の保健医療の理解と医療相談
　・在宅医療、介護保険認定審査会委
　　員の向上

１．生涯研修のための各
　　種講習会の実施
２．地域医療部の充実
　①専門医部会
　②講演会
　③地域医療活動費
　④各種検診事業研究費
　⑤近代化研究費
　⑥介護保険委員活動費

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0% 市民部
健康年金課
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歯科医師会事業補助金 社団法人東京都西東
京市歯科医師会 117

１．歯科医道の昂揚及び歯科医学・医術の進歩発展に
関する事項
２．公衆衛生及び予防医学の研究並びにその普及向上
に関する事項
３．学校歯科に関する事項
４．地域医療行政への協力に関する事項
５．医療保健に関する事項
６．歯科医業の合理化に関する事業
７．その他目的を達成するために関する事項

市民の口腔保健への関心が増加し、早期治療等の形で
成果をあげている。

講演会費、研修会費、活動費、
保健シンポジウム、歯科予防学
に関する調査研究

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0% 市民部
健康年金課

社会福祉協議会補助金 社会福祉法人西東京
市社会福祉協議会

役・職員
77人
正会員
4807人
賛助会員
323人
団体66

社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉に
関する活動への住民参加のための援助、社会福祉を目
的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整
及助成、その他社会福祉を目的とする事業の健全な発
達を図るために必要な事業を行っている。

市民と公私の社会福祉事業関係者等の参加と協働によ
り、地域の福祉ニーズに対応する各種の在宅福祉サー
ビス等の実施など、地域福祉を推進する担い手として
の中核的組織であり、地域の福祉水準の向上に寄与し
ている。

人件費、管理運営費、ボラン
ティア・市民活動センター事業
費、ふれあいのまちづくり事業
費、チェアーキャブ運行事業
費、地域福祉権利擁護事業費等

会費収入402万円
寄付金収入299万円
市補助金29,781万円
共同募金配分金514
万円
事業収入2,711万円

198,603,000 223,940,750 88.7% 福祉部生活福祉課

シルバー人材センター
運営費補助金

社団法人西東京市シ
ルバー人材センター 1,262人

定年退職等により現役引退した後の、健康で働く意欲
と能力のある概ね60歳以上の高齢者が、地域社会での
日常生活に密着した臨時的かつ短期的で軽易な業務に
就業し、働くことを通じて社会に貢献し、生き甲斐を
得ていく機会を確保することを主たる目的として活動
している。

高齢者が組織的に働くことを通じて、追加的収入を得
るとともに、健康を保持し、生き甲斐を持ち、地域社
会に貢献するという「自主・自立、共働・共助」の理
念のもと、地域社会との相互交流・連携を目指す公共
性・公益性の高い事業として成果をあげている。

人件費54,549千円
管理事務費3,000千円
自主事業等開発推進事業費2,000
千円

事業収入603,080千
円
都・市補助金70,679
千円
会費収入2,689千円

58,179,000 91,069,483 63.9% 福祉部生活福祉課

民生委員協議会補助金 西東京市民生委員児
童委員協議会

民生委員
児童委員
及び主任
児童委員
131人

民生委員法第24条の規定に基づく協議会全体の意識の
共有化を図っている。また児童相談所、学校との連絡
会を開催し、児童委員の活動のあり方を研究。福祉施
設等の視察及び講師を招いた研修などを行っている。

月例会議を開催し、情報の共有化と相互の交流により
住民の相談・支援が適切に行える。また、児童を取り
巻く問題など、話し合いや視察研修等により見識を広
げることにより福祉現場の実態把握に効果があり、
もって地域福祉の向上に寄与している。

事務費、会議費、地区会運営
費、各部会・委員会運営費、合
同研修費

市補助金
1,826千円 1,826,000 1,826,000 100.0% 福祉部生活福祉課

北多摩北地区保護司会
西東京分区補助金

北多摩北地区保護司
会
西東京分区

    37人

法務大臣から委嘱された保護司が、罪を犯した者の改
善及び更生を助けるとともに犯罪予防の啓発に努める
活動や、また刑務所、鑑別所等各種更生施設の施設見
学や研修会等を行い、保護司の調査研究活動を行って
いる。

２か月に１回程度、分区会を開き、更生保護活動の実
施上の問題点を検討している。ほかに、社会を明るく
する運動の中心的な役割を担い、少年の非行防止に寄
与している。

会議費、事務費、広報費、研修
費

会費117千円
観察協会交付金658
千円
市補助金324千円
北多摩北地区活動費
366千円

324,000 609,568 53.2% 福祉部生活福祉課

社会を明るくする運動
実施委員会補助金

西東京市社会を明る
くする運動実施委員
会

  17団体

犯罪防止と罪を犯した人達の更生に理解を深め、犯罪
のない明るい社会を築くため、講演会や地域の青少年
とともに環境浄化活動を行い、非行防止の意識の浸透
を図っている。のぼり旗・懸垂幕の掲示を通じ普及を
行う。

講演会や環境浄化活動を通じ、非行防止の意識の浸透
を図った。市内小中学校を訪問し運動への協力依頼並
びに児童・生徒にリーフレットを配布し、啓発・犯罪
防止を目指した。

会議費、事務費、広報費、研修
費

保護司会助成金340
千円
市補助金48千円

48,000 115,300 41.6% 福祉部生活福祉課
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福祉推進協議会補助金 西東京市福祉推進協
議会

個人会員
29

団体会員
1

福祉は、行政だけでなく市民も積極的に参加し、より
良いコミュニケーションやネットワークを築くことが
大切であるという視点から、福祉を語る市民のつどい
を開催し、多様化複雑化している近年の福祉問題につ
いて、意識の啓発を行っている。

市内の福祉施設見学会や学習会を開催し、西東京市の
福祉行政について研究を行っており、広く市民を対象
に福祉のまちづくりについて市民レベルで考え提言す
る活動を通じて地域福祉の向上及び充実に寄与してい
る。

会議費、事務費、広報費、研修
費

会費収入31千円
市補助金143千円 142,000 144,384 98.3% 福祉部生活福祉課

老人保健施設建設費補
助金 ハートフル田無 -

第２種社会福祉事業として介護老人保健施設（入所70
床・通所30床）を設置経営し、社会福祉法、老人保健
法及び介護保険法に基づきその運営を行う。
運営基準については厚生省令第40号通知に準ずる。

入所事業においては、利用者が有する能力に応じ可能
な限り自立した日常生活を営むことができるようにす
るとともに居宅における生活への復帰を目指した介護
サービスを行い実績を上げている。
通所リハビリ事業においては、利用可能範囲を要支援
状態まで広げ、居宅において生活する利用者に対し心
身の機能の維持回復を図り実績をあげている。

借入金償還 介護報酬収入 2,000,000 429,584,833 0.5% 福祉部
高齢者支援課

老人保健施設建設費補
助金 ラビアンローゼ -

施設サービスとして、
　入所定員　90名
在宅サービスとして、
　通所リバビリ　　　　　35名
　短期入所療養介護　空床利用
を実施しており、要介護認定を受けた介護保険被保険
者の在宅復帰への支援や在宅フォローを行っている。

西東京市に隣接する介護老人保健施設であり当事業は
地域社会の福祉向上のために、十分貢献している。特
に西東京市内には介護老人保健施設が少なく家庭復帰
のための中間施設としての役割を果たすことができ
る。

借入金償還 介護報酬収入 2,243,478 588,337,524 0.4% 福祉部
高齢者支援課

老人保健施設建設費補
助金

ラビアンローゼ富士
見 -

施設サービスとして、
　入所定員　75名
在宅サービスとして、
　通所リバビリ　　　　12名
を実施しており、要介護認定を受けた介護保険被保険
者の在宅復帰への支援や在宅フォローを行っている。
本施設は特に痴呆性老人を対象にした施設であり、同
法人内の精神科病院との併設である

西東京市に隣接する介護老人保健施設であり当事業は
特に認知症老人に対する地域社会の福祉向上のために
十分貢献している。
通所リハビリテーションは西東京市在住の方を中心に
行い、在宅老人のＡＤＬの向上に寄与している

借入金償還 介護報酬収入 599,130 291,255,489 0.2% 福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 あゆみえん -

介護老人福祉施設あゆみえん、ケアマネジメントサー
ビス、ショートステイサービス、訪問看護サービス、
ホームヘルプサービスを中心に利用者の日々の生活が
明るく楽しく充実した「その人らしさ」を大切にし地
域社会の拠点としての位置付けを強化し介護保険制度
の下、顧客の声に真剣に耳を傾けバランスのとれた介
護福祉サービスを提供している

「その人らしさを大切に」を目標に、日々の変化に対
応するということを意識し、業務に取り組んだ。平成
１５年度にＩＳＯ９００1を取得した。その為サービス
の品質と管理システムを確立することができ、利用者
様本位のサービスを提供する環境を整備できた。地域
社会においても介護講習会の定期的な実施等により地
域の方の要望に添うことができた。今後も介護講習会
フォーラムを予定する等、在宅介護の環境改善・介護
に対する理解を得るように努めていく。

借入金償還 介護報酬収入 5,000,000 770,255,092 0.6% 福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 第二喜久松苑 -

特別養護老人ホーム第二喜久松苑へ西東京市の高齢者
のうち、介護保険被保険者証受給者の方の20名を施設
の持ちうる介護サービスを提供すると共に利用者家族
の方への施設側の主催する各種行事等への連絡参加に
より、利用者、家族、施設の交流に勉めている

他国に例をみない速さで高齢化社会を迎える我が国の
高齢者対策は、福祉サービスの需要バランスの格差が
大きい中で、特に施設入所希望（待機）者の方が多い
中で西東京市の高齢者福祉の一環として入所希望者の
待機期間の短縮化が計られている

借入金償還 介護報酬収入 9,368,000 320,678,238 2.9% 福祉部高齢者支援課
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老人ホーム等建設費補
助金 保谷苑 -

その人の能力に応じ自立した生活を営むため、及び生
きがいと生活機能の維持向上のための支援を行ってい
る。
・日常生活の援助
　食事、入浴、排泄等の介助、健康監理
・趣味、クラブ活動、行事等への参加
・リハビリ、機能回復訓練の実施

地域に密着・開放した施設運営により地域社会福祉の
増進に貢献した。

・地域交流の推進
　夏まつり、バザー開催、ボランティ
　ア、実習生の受入れ

借入金償還 介護報酬収入 42,783,687 550,376,802 7.8% 福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 健光園 -

西東京市在住の高齢者を対象として、施設入所希望者
には特別養護老人ホーム、併設短期入所介護施設で対
応、在宅での介護サービスを希望される場合には通所
介護サービス、ヘルパー派遣の訪問介護サービス、ま
た相談、ケアプラン作成には在宅介護支援センター
（居宅介護事業）に応じて市民の希望されるｻｰﾋﾞｽを適
切に提供する。

施設、在宅での介護サービスを安定的に提供し、西東
京市民の生活支援に貢献し、地域福祉の増進に寄与し
た。

借入金償還 介護報酬収入 57,301,062 947,408,013 6.0% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 クレイン -

介護老人総合福祉施設として介護保険法に基づき可能
な限り居宅における生活への復帰を年頭において、社
会生活上の便宜の供与、その他、日常生活上のお世話
をし、介護サービスを提供して高齢者の負担の軽減を
図ることを実施している

地域に密着した社会福祉の一翼を担う中で、高齢者が
満足頂ける介護サービスを提供及び寄与している 借入金償還 介護報酬収入 18,880,000 343,148,826 5.5% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 フローラ田無 -

第1種社会福祉事業として特別養護老人ホーム（30床、
併設短期入所８床）を設置経営し、社会福祉法、介護
保険法に基ずきその運営を行っている。運営基準につ
いては、厚生省令第４６号及び第３９号通知に準じて
いる。

利用者の要介護高齢者は、施設での生活を生きがいを
持って過ごされていると思われます。利用者やその家
族及び親族、また近隣の自治会、市民団体、ボラン
ティア、更には自治体とのコミニュケーションが円滑
になった。また、当施設での終末ケアを望む声が多く
なっている。

借入金償還 介護報酬収入 5,666,000 234,238,623 2.4% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 グリーンロード -

介護老人福祉施設、ショートステイ、デイサービス、
訪問介護を中心に利用者の日々の生活が明るく楽しく
充実した「利用者本位」を大切にし、地域社会の拠点
としての位置づけを強化し介護保険制度の下、利用者
の声に真剣に耳を傾けバランスの取れた介護福祉サー
ビスを提供している。

「利用者本位」を目標に、日々の変化に対応するとい
うことを意識し、業務に取り組んだ。また、平成17年
10月より医療法人財団緑秀会の協力を得て共同運営を
行い、医療から福祉まで幅広く地域の皆様に役立てら
れるよう努めていく。

借入金償還 介護報酬収入 8,920,000 241,870,000 3.7% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 めぐみ園 -

平成２年９月開設の特別養護老人ホーム「めぐみ園」
建設費補助金として特に全室個室により市民の要望に
応える施設の建設を行い今日に至る。

当ホームは定員８０名に対し２９名の市民を受け入
れ、個室・個別サービスによる他にない高齢者の尊厳
を大切に、終いの住まいとして喜ばれている。また、
介護保険制度に伴い市民の入所数は当初の倍となっ
た。

借入金償還 介護保険報酬、その
他補助 5,472,000 1,078,009,031 0.5% 福祉部高齢者支援課
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老人ホーム等建設費補
助金 小松原園 -

老人福祉法及び介護保険法に基づき、要介護状態と
なった高齢者に入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練
並び、看護及び療養上の管理、医療の提供を行い、個
人が有する能力に応じて自立した日常生活が営めるよ
うにした

西東京市民の入居を安定的に確保し、西東京市民の福
祉の増進を図り、また、サービスの内容については、
機能回復訓練スタッフの充実、職員研修の充実等その
向上に努めました

借入金償還 介護報酬収入 1,500,000 484,309,286 0.3% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 シャローム東久留米 -

現在、特養の32床、ショート4床が西東京市分としてフ
ル稼働している。高齢者在宅サービスセンターには西
東京市民約3０名が登録している。平成４年７月開所以
来、シャローム南沢のサービス提供は旧田無市全域を
対象にしてきた。現在でもデイサービス、訪問介護等
のサービスを提供している。居宅介護支援事業では西
東京市民３０名のケアプランを担当している。

東久留米市内に設立された福祉施設であるが、立地状
況が西東京市隣接地であり、近隣には西東京市の集合
住宅（団地）が多く高齢者の福祉ニーズは急激に増え
ている。今後とも「特養」及び「在宅サービスセン
ター」として西東京市民の福祉サービス提供の拠点と
しても機能することが必要である

借入金償還 介護報酬収入 19,053,047 947,408,013 2.0% 福祉部高齢者支援課

老人ホーム等建設費補
助金 清快園 -

社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、他関連する法
に基づき、何らかの理由により在宅において介護を受
けることが困難な方々を支援する目的で清快園を運営
している。
昭和57年に80名定員から始まり、平成2年に20名分増
床、さらに平成11年に40名分増床し、現在140名定員の
事業展開を行っている

入所施設140床のうち、西東京市を含む60床分が建設費
助成をいただいての基盤整備となっている。平成11年
の40名分の増床に伴って西東京市より助成をいただ
き、うち４名分を西東京市のベット数に確保させてい
ただいているが、西東京市の入所後における支援
（バックアップ)体制は、措置制度時より現在において
も、他の自治体と比較して、当園としては、高く評価
できるものであり、これに応えるべく現在13名の方々
の入所支援をさせていただいている。なお、当園開所
後の西東京市よりの通産入所者数は35名であり、うち
24名が平成11年以降の入所となっている。また、今後
において対応困難ケースの入所については、従前同様
西東京市担当課との連携により個別に検討を図りた
い。

借入金償還 介護報酬収入 1,250,000 515,451,577 0.2% 福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 若　草　会 67

①社会奉仕活動　市内一斉美化運動　小学生下校時見
守り
②健康を進める活動　歩こう会　輪投げ　健康学集会
グランドゴルフ等
③生きがいを高める活動　民謡　カラオケ　誕生会学
習会　敬老親睦会
④その他の社会活動　研修会　総会など

1.社会奉仕活動・小学生下校時見守り（190回）
2.健康をすすめる活動・輪投げ（47回）、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
（104回）、歩こう会（2回）
3.生きがいを高める活動・会報毎月発行（12回）、民
謡・カラオケ（96回）
4.その他の社会活動・総会等（34回）

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金

368,400 397,619 92.7% 福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 いずみ年輪クラブ 91

①生きがいを高めるを主とした活動　　コーラス、パ
ソコン、　生け花・手芸・手打ちうどん教室　カラオ
ケ等    　　　　　　　　　　　　　　　②健康を進
める活動　歩こう会、ゲートボール、グランドゴル
フ、輪投げ、ペタンク等
③社会奉仕活動　清掃奉仕、防犯活動、友愛訪問、泉
小秋祭り・保育園餅つき大会、ラジオ体操等
④その他の活動　総会、定例会、会報発行、敬老会、
新年会等

1.生きがいを高める活動・コーラス・カラオケ・生け
花、手芸等で年間91回実施。
2.健康を進める活動・ゲートボール・グランドゴル
フ・輪投げ・ペタンク・歩こう会等で年間延べ405回
3.社会奉仕活動・ゴミ０運動、施設清掃活動、保育園
餅つき大会、募金活動、地域ラジオ体操、友愛訪問、
福祉施設訪問等134回実施。
4．その他の社会活動会・会報発行、定例会、敬老会等
38回実施

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金 397,200 445,134 89.2% 福祉部高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人クラブ補助金 や　す　ら　ぎ　会 69

①生きがいを高めるを主とした活動　　郷土史研究、
研修会、趣味の教室（書道・民謡・カラオケ）等
②健康の増進を主とした活動　肩たたき体操、ゲート
ボール、輪投げ、ペタンク等
③社会奉仕活動　清掃奉仕、友愛訪問、病気見舞い、
１円募金、花の手入れ、除草、ゴミ０運動等
④その他の活動　総会、例会、新年会等

1.社会奉仕活動　　清掃（2回）、花一杯運動花手入れ
等（80回）、1円募金（12回）実施
2.健康をすすめる活動　輪投げ（20回）、Ｇ．Ｂ．
（70回）、ペタンク（16回）実施
3.生きがいを高める活動　郷土史（7回）、民謡（48
回）、書道（24回）、カラオケ（48回）
4.友愛活動　友愛訪問（258回）、病気見舞（5回）

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金

370,800 378,062 98.1% 福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 七　福　会 67

①社会奉仕活動　美化活動、老人施設訪問、１人暮し
ふれあい訪問
②健康を進める活動　歩こう会、輪投げ等
③生きがいを高める活動　カラオケ、誕生会等
④その他の社会活動　総会、敬老会等

1.社会奉仕活動　環境美化、花いっぱい運動、友愛活
動、病気見舞、ゴミ０運動、施設清掃等　68回実施
2.健康を進める活動歩こう会、輪投げ、等　46回実施
3.生きがいを高める活動カラオケ、舞踊、誕生会等
51回実施
4.その他の社会活動総会、例会、研修会等　53回実施

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④友愛活動
⑤その他の社会活動
⑥運営費

①会費
②補助金

368,400 372,443 98.9% 福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 互　楽　会 69

①社会奉仕活動　美化運動、老人施設慰問、友愛活動
等
②健康を進める活動　輪投げ、ゲートボール、健康踊
り等
③生きがいを高める活動　カラオケ・民謡・日舞・囲
碁･将棋等
④その他の社会活動　市老連定例会、総会、幹事会、
誕生会等

1.社会奉仕活動　集会所草取り、特別養護老人ホー
ム・在宅センター慰問等　62回実施
2.健康を進める活動　歩こう会、輪投げ、ゲートボー
ル、棒体操、健康踊り等　225回実施
3.生きがいを高める活動　カラオケ、民謡、舞踊、囲
碁･将棋等　210回実施
4.その他の社会活動　定例会、理事会、誕生会等　37
回実施

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金

370,800 389,327 95.2% 福祉部
高齢者支援課

老人クラブ連合会運営
費交付金

西東京市老人クラブ
連合会 44団体

①各老人クラブ相互の親睦と協調に関すること。
②老人福祉の調査、研究、情報の交換に関すること。
③教養、保健、友愛、奉仕、広報、趣味活動等に関す
ること。
④関係行政機関及び諸団体との連絡、調整、協力に関
すること。
⑤その他本会の目的達成に必要と認めた事業に関する
こと。

西東京市老人クラブ連合会は、44単位老人クラブ相互
の親睦と協調をはかり、関係行政機関及び他団体との
連絡、調整、協力をとりながら、左記活動内容の社会
奉仕活動630回、健康を進める活動17回、生きがいを高
める活動１9回、その他、理事会、役員会、研修会等32
回と活発な活動を展開した。今後更に一層の高齢化に
伴い地域の老人福祉の向上に寄与し、会員加入の増強
に努め、健全な発展を図る。

①社会奉仕活動
②健康を進める活動
③生きがいを高める活動
④その他の社会活動⑤運営費

①会費
②補助金 2,000,000 3,667,906 54.5% 福祉部高齢者支援課

敬老行事補助金 南町歩こう会
23

（内70歳
以上17）

敬老歩こう会
西伊豆土肥温泉一泊の旅

敬老月間(9月)内に地域の高齢者、自身を含めた個人・
地域団体の方々の企画・参加により行われる行事に
よって高齢者同士の親睦を深め、地域とふれあうこと
でコミュニケーションを図ることができる。そのこと
によって地域の見守りを達成できる。

宿泊代 敬老行事実施運営費
補助金 20,000 47,200 42.4% 福祉部高齢者支援課

敬老行事補助金 下保谷囲碁同好会
30

（内70歳
以上23）

敬老囲碁大会
敬老行事として多くの人との囲碁対局大会を下保谷福
祉会館で開催し、相互の親睦を図る。

敬老月間(9月)内に地域の高齢者、ご自身を含めた個
人・地域団体の方々の企画・参加により行われる行事
によって高齢者同士の親睦を深め、地域とふれあうこ
とでコミュニケーションを図ることができる。そのこ
とによって地域の見守りを達成できる。

弁当代　お茶代 敬老行事実施運営費
補助金 20,000 22,860 87.5% 福祉部高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

敬老行事補助金 西原団地自治会
18

（内70歳
以上16）

防犯講習と敬老昼食会
団地内集会所において、田無警察署員による「振り込
めサギ」対策の講習を受け、その後昼食会

敬老月間(9月)内に地域の高齢者、ご自身を含めた個
人・地域団体の方々の企画・参加により行われる行事
によって高齢者同士の親睦を深め、地域とふれあうこ
とでコミュニケーションを図ることができる。そのこ
とによって地域の見守りを達成できる。

弁当代、飲み物代 敬老行事実施運営費
補助金 20,000 32,360 61.8% 福祉部高齢者支援課

敬老行事補助金 にこにこ本町
61

（内70歳
以上22）

敬老の集い
介護予防講習会、ハーモニカ演奏、食事会

敬老月間(9月)内に地域の高齢者、ご自身を含めた個
人・地域団体の方々の企画・参加により行われる行事
によって高齢者同士の親睦を深め、地域とふれあうこ
とでコミュニケーションを図ることができる。そのこ
とによって地域の見守りを達成できる。

弁当代、お菓子代 敬老行事実施運営費
補助金 20,000 34,464 58.0% 福祉部高齢者支援課

敬老行事補助金 ひばり北シルバーピ
ア

35
（内70歳
以上21）

敬老昼食会
昼食会、ママサンコーラス、手袋人形劇、ゲーム

敬老月間(9月)内に地域の高齢者、ご自身を含めた個
人・地域団体の方々の企画・参加により行われる行事
によって高齢者同士の親睦を深め、地域とふれあうこ
とでコミュニケーションを図ることができる。そのこ
とによって地域の見守りを達成できる。

弁当代、お茶代 敬老行事実施運営費
補助金 20,000 20,300 98.5% 福祉部高齢者支援課

特別養護老人ホーム入
所希望者数調査事業補
助金

クレイン -

介護老人総合福祉施設として介護保険法に基づき可能
な限り居宅における生活への復帰を年頭において、社
会生活上の便宜の供与、その他、日常生活上のお世話
をし、介護サービスを提供して高齢者の負担の軽減を
図ることを実施している

地域に密着した社会福祉の一翼を担う中で、高齢者が
満足頂ける介護サービスを提供及び寄与している 郵送料 介護報酬収入 1,700 1,700 100.0% 福祉部高齢者支援課

特別養護老人ホーム入
所希望者数調査事業補
助金

フローラ田無 -

第1種社会福祉事業として特別養護老人ホーム（30床、
併設短期入所８床）を設置経営し、社会福祉法、介護
保険法に基ずきその運営を行っている。運営基準につ
いては、厚生省令第４６号及び第３９号通知に準じて
いる。

利用者の要介護高齢者は、施設での生活を生きがいを
持って過ごされていると思われます。利用者やその家
族及び親族、また近隣の自治会、市民団体、ボラン
ティア、更には自治体とのコミニュケーションが円滑
になった。また、当施設での終末ケアを望む声が多く
なっている。

郵送料 介護報酬収入 7,400 7,400 100.0% 福祉部高齢者支援課

特別養護老人ホーム入
所希望者数調査事業補
助金

めぐみ園 -
平成２年９月開設の特別養護老人ホーム「めぐみ園」
建設費補助金として特に全室個室により市民の要望に
応える施設の建設を行い今日に至る。

当ホームは定員８０名に対し２９名の市民を受け入
れ、個室・個別サービスによる他にない高齢者の尊厳
を大切に、終いの住まいとして喜ばれている。また、
介護保険制度に伴い市民の入所数は当初の倍となっ
た。

郵送料 介護報酬収入 34,720 34,720 100.0% 福祉部高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

特別養護老人ホーム入
所希望者数調査事業補
助金

サンメール尚和 -

居室は、1人、２人、4人の３タイプがあり、明るく快
適な生活空間の中で、住む人同士のやわらかな交流を
大事にするとともに、プライバシーの確保にも配慮し
ている。それぞれのベッドサイドにはナースコールも
完備しておりきめ細かい安心への配慮と堅実なサービ
スを整えている。

サービス方針を次のとおり定め、ご利用者様・ご家族
様に安心してご利用いただけるよう努めている。
1.ホスピタリティ（心地よさ）の追求　2.張り合いの
ある豊かな生活のサポート　3.食生活を通じた生きが
いの提供　4.ご家族支援　5.地域との協同・地域から
の支持拡大

郵送料 介護報酬収入 15,820 15,820 100.0% 福祉部高齢者支援課

特別養護老人ホーム入
所希望者数調査事業補
助金

緑寿園 -

居室は、1人、２人、4人の３タイプがあり、明るく快
適な生活空間の中で、住む人同士のやわらかな交流を
大事にするとともに、プライバシーの確保にも配慮し
ている。それぞれのベッドサイドにはナースコールも
完備しておりきめ細かい安心への配慮と堅実なサービ
スを整えている。

安心できる食文化、生活文化を大切にし、ご家族・ボ
ランティア地域の皆様に支えられ日々の感動・満足を
実現するために努めている。 郵送料 介護報酬収入 43,040 43,040 100.0% 福祉部高齢者支援課

 心身障害者(児)通所
訓練等事業関係費（運
営費補助金）

社会福祉法人　さく
らの園
第一さくらの園

21

・ショピングバックの製作
・紙箱の組み立て
・生ゴミ処理剤の製造と販売
・公園清掃（市立3ヶ所、企業内1ヶ所）
・スポーツ教室、宿泊訓練、調理実習

心身の障害により就労が困難な人に生活及び作業指導
を行い、働くことを通して自立更生を図る。 人件費、運営費 補助金、共同募金分

配金他 23,651,208 26,761,186 88.4% 福祉部障害福祉課

 心身障害者(児)通所
訓練等事業関係費（運
営費補助金）

社会福祉法人　西東
京市社会福祉協議会
ゆずりは作業所

19

・箱の組み立て、ダイレクトメールの封入等
・住吉福祉会館内売店の運営
・レーザクラフト製品の生産・販売
・相談、レクリエーション

心身障害者に働く場を提供し適性に応じ社会的自立を
助長することにより、心身障害者の福祉の増進を図
る。

人件費、運営費 補助金、作業収入他 20,246,186 21,465,607 94.3% 福祉部障害福祉課

精神障害者共同作業所
通所訓練事業関係費
（運営費補助金）

特定非営利活動法人
ハートフィールド
たなし工房

22

・染物、木工、どくだみ茶、梅干、味噌等自主製品の
販売
・レクリエーション
・ゴルフボールパック詰め、公園清掃　等

回復途上にある精神障害者を対象に軽作業、自主製品
作り、レクリエーション活動などを通し、社会復帰を
促進するとともに、生活支援的役割を持つ場所作りを
目的とする。

人件費、運営費 市補助金、借入金他 17,704,420 19,109,250 92.6% 福祉部障害福祉課

地域福祉団体等振興事
業費（福祉団体運営費
補助金）

西東京市保谷身体障
害者福祉協会 110

・保谷庁舎内売店の運営
・会報の発行
・レクリエーション　等

障害者の福祉増進に寄与する。 親睦費、需用費他 市補助金他 427,000 683,026 62.5% 福祉部障害福祉課

地域福祉団体等振興事
業費（福祉団体運営費
補助金）

田無手をつなぐ親の
会 131

・田無庁舎及び田無総合福祉センター内売店の運営
・研修会の開催
・会報の発行
・レクリエーション　等

障害のある子ども（人）達の生涯の幸せを図る。 事業費、行事費他 市補助金他 351,000 1,794,639 19.6% 福祉部障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

知的障害者更生施設建
設費助成事業費

社会福祉法人　睦月
会
わかばの家

－ 旧知的障害者入所更生施設事業の実施 西東京市民入所ベット４床の確保 借入金償還 介護給付費 3,000,000 3,000,000 100.0% 福祉部障害福祉課

母子団体補助金 西東京市母子寡婦福
祉会（カトレア会） 66

各種研修会・講習会の開催及び参加、母子・寡婦相
談、各種レクレーション事業、会員同士の情報交換
等

母子家庭の母及び寡婦等の負担軽減、健全な家庭生活
及び自立の促進を図る。

保育サポート養成講座開催費、
各種研修会参加費、レクレー
ション事業経費 等

会費
34千円
自販機収入
318千円

400,000 987,173 40.5% 子育て支援部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 田無富士見幼稚園 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

各種研修会へ参加することにより、教職員の意欲や子
どもの理解など、幼児教育内容の向上を図る。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に努める。

幼児教育に関する調査及び研究
教職員の資質向上のための研修
園児の健康診断及び健康管理等

幼稚園負担
459,540 394,000 853,540 46.2% 子育て支援部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 つくし幼稚園 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

各種研修会へ参加することにより、教職員の意欲や子
どもの理解など、幼児教育内容の向上を図る。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に努める。

幼児教育に関する調査及び研究
教職員の資質向上のための研修
園児の健康診断及び健康管理等

幼稚園負担
532,757 394,000 926,757 42.5% 子育て支援部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 東京女子学院幼稚園 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会・勉強会へ参加することにより、教職員の
意欲や子どもの理解など、幼児教育内容の向上を図
る。　　　　　　　　　　　　　子育て講演会を実施
することにより、父母の幼児教育への理解、協力を深
める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に努める。

幼児教育に関する調査及び研究
教職員の資質向上のための研修
園児の健康診断及び健康管理等

幼稚園負担
313,743 408,000 721,743 56.5% 子育て支援部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 ひなぎく幼稚園 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会・勉強会へ参加することにより、教職員の
意欲や子どもの理解など、幼児教育内容の向上を図
る。　　　　　　　　　　　　　子育て講演会を実施
することにより、父母の幼児教育への理解、協力を深
める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に努める。

幼児教育に関する調査及び研究
教職員の資質向上のための研修
園児の健康診断及び健康管理等

幼稚園負担
551,530 394,000 945,530 41.7% 子育て支援部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 こひつじ園 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会へ参加することにより、教職員の意欲や子
どもの理解など、幼児教育内容の向上を図る。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に努める。

幼児教育に関する調査及び研究
教職員の資質向上のための研修
園児の健康診断及び健康管理等

幼稚園負担
166,490 220,000 386,490 56.9% 子育て支援部子育て支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

私立幼稚園等補助事業
費

小平花小金井こども
園 ─ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供 就学前の子どもに必要な教育及び保育の提供 運営費及び延長保育事業 学生生徒等納付金収

入及び補助金収入等 949,000 949,000 100.0% 子育て支援部子育て支援課

①保育所運営委託・助
成事業費

②延長保育事業補助金

社会福祉法人黄河会
サムエル保育園

定員
110人

①児童処遇の改善及び向上に努め保育サ－ビスの内容
の充実を高める。
②職員の資質の向上及び処遇の改善に努める。

①児童処遇の向上、職場内研修等職員の資質向上、業
務省力化に努めた。
②耐震補強工事を終了し、大型遊具の改修等の計画を
事業化する事に努めた。
③延長保育、障害児受入の体制作り、第三者評価受審
等サービスの向上に努めた。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装置
（学校110番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

14,533,420 191,502,947 7.6% 子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助
成事業費

②延長保育事業補助金

社会福祉法人大誠会
田無北原保育園

定員
88人

①児童処遇の改善及び向上と環境整備に努め保育サ－
ビスの内容及び充実を高める。
②職員の資質の向上及び処遇の改善に努める。

この一年間に子どもたちが健全な成長、発達をとげ、
児童福祉の面で地域社会に貢献することができた。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装置
（学校110番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

11,843,320 149,538,292 7.9% 子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助
成事業費

②延長保育事業補助金

社会福祉法人聡香会
田無北芝保育園

定員
73人

①児童処遇の改善及び向上と環境整備に努め保育サ－
ビスの内容及び充実を高める。
②職員の資質の向上及び処遇の改善に努める。

①乳幼児の保育の向上また、環境整備の向上
②保育士の資質の向上、労働意欲向上の環境整備
③安全に配慮した人的環境

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装置
（学校110番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

12,251,560 151,623,772 8.1% 子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助
成事業費

②延長保育事業補助金

社会福祉法人至誠学
舎東京柳橋保育園

定員
100人

①児童処遇の改善及び向上に努め保育サ－ビスの内容
の充実を高める。
②職員の資質の向上及び処遇の改善に努める。

11時間開所、延長保育、障害児保育、乳児保育、年末
保育、待機児対策、地域活動を行った。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装置
（学校110番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費
⑦緊急一時保育に係る人件費

国・都・市負担金
都・市補助金 16,055,440 173,460,683 9.3% 子育て支援部保育課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

①保育所運営委託・助
成事業費

②延長保育事業補助金

社会福祉法人正育会
和泉保育園  定員120人

①児童処遇の改善及び向上に努め保育サ－ビスの内容
の充実を高める。
②職員の資質の向上及び処遇の改善に努める。

1歳児室の床暖房張替、サークルの取付。プール使用時
のＵＶネット設置及び自動テントを２基設置し安全と
高温対策ができた。また、厨房のリフトをリニューア
ルし安全・衛生面と作業の効率アップを図ることがで
きた。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装置
（学校110番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費
⑦緊急一時保育に係る人件費

国・都・市負担金
都・市補助金 16,552,960 190,306,814 8.7% 子育て支援部保育課

①認証保育所等運営費
補助金

②福祉サービス第三者
評価受審費補助金

㈱日本保育サービス
キッズプラザアスク
ひばりが丘園

定員24人

認可保育所だけでは応えきれない都市の保育需要に対
応するため駅に隣接し、０歳児保育、13時間開所、延
長保育を実施。また、通常保育に加え、一時預かりな
どもも行う。

①認可保育所未入所児童を受け入れることにより、待
機児童の増加を抑えることができた。
②福祉サービス第三者評価受審結果を公表し利用者に
情報提供を行うと伴に施設の透明性を保つことができ
た。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実

保育料
都・市補助金 30,893,110 54,796,354 56.4% 子育て支援部保育課

①認証保育所等運営費
補助金

②福祉サービス第三者
評価受審費補助金

有限会社ＣＯＣＯ
ドリームキッズ東伏
見保育園

定員20人

認可保育所だけでは応えきれない都市の保育需要に対
応するため駅に隣接し、０歳児保育、13時間開所、延
長保育を実施。また、通常保育に加え、一時預かりな
どもも行う。

①認可保育所未入所児童を受け入れることにより、待
機児童の増加を抑えることができた。
②福祉サービス第三者評価受審結果を公表し利用者に
情報提供を行うと伴に施設の透明性を保つことができ
た。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実

保育料
都・市補助金 23,014,040 37,544,194 61.3% 子育て支援部保育課

①認証保育所等運営費
補助金

②福祉サービス第三者
評価受審費補助金

特定非営利法人　子
育てコラボひまわり
ひまわり共同保育園

定員21人

認可保育所だけでは応えきれない都市の保育需要に対
応するため駅に隣接し、０歳児保育、13時間開所、延
長保育を実施。また、通常保育に加え、一時預かりな
どもも行う。

①認可保育所未入所児童を受け入れることにより、待
機児童の増加を抑えることができた。
②福祉サービス第三者評価受審結果を公表し利用者に
情報提供を行うと伴に施設の透明性を保つことができ
た。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実

保育料
都・市補助金 26,413,770 42,388,512 62.3% 子育て支援部保育課

①認証保育所等運営費
補助金

②福祉サービス第三者
評価受審費補助金

㈱タスク・フォース
都市型保育園ポポ
ラー東京田無園

定員30人

認可保育所だけでは応えきれない都市の保育需要に対
応するため駅に隣接し、０歳児保育、13時間開所、延
長保育を実施。また、通常保育に加え、一時預かりな
どもも行う。

①認可保育所未入所児童を受け入れることにより、待
機児童の増加を抑えることができた。
②福祉サービス第三者評価受審結果を公表し利用者に
情報提供を行うと伴に施設の透明性を保つことができ
た。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実

保育料
都・市補助金 37,788,860 68,975,776 54.8% 子育て支援部保育課

①認証保育所等運営費
補助金

②福祉サービス第三者
評価受審費補助金

平塚保育室 定員18人

認可保育所だけでは応えきれない都市の保育需要に対
応するため駅に隣接し、０歳児保育、13時間開所、延
長保育を実施。また、通常保育に加え、一時預かりな
どもも行う。

①認可保育所未入所児童を受け入れることにより、待
機児童の増加を抑えることができた。
②福祉サービス第三者評価受審結果を公表し利用者に
情報提供を行うと伴に施設の透明性を保つことができ
た。

①事務費及び事業費等の施設運
営費
②施設設備の充実を図るための
経費
③保育内容の充実

保育料
都・市補助金 20,092,080 28,878,550 69.6% 子育て支援部保育課
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児童館母親クラブ育成
事業費

新町児童館母親クラ
ブ

44

①児童館活動への協力と奉仕活動
②児童館を中心とした他地域との交流活動
③児童の事故防止のための奉仕活動
④家庭養育に関する研修活動
⑤児童と母親クラブ会員の交流活動
⑥その他、目的を達成するために必要な活動

①親子及び世代間の交流・文化活動
卓球教室、ふれあいコンサート、盆踊り子ども縁日、
ストレッチ講習会、市民文化祭参加
②児童養育に関する活動
③児童の事故防止活動
近隣公園の安全点検　遊歩道・通学路等の安全点検
遊歩道・コンビニ・ス－パ-等の見まわり

サークル活動費
行事企画費
資料代・図書購入費
講師謝礼金

母親クラブ会費
事業活動収入
各サークル会費

95,000 1,127,133 9.4% 子育て支援部児童青少年課

児童館母親クラブ育成
事業費

保谷柳沢児童館おや2
クラブ

58

①児童館活動への協力と奉仕活動
②児童館を中心とした他地域との交流活動
③児童の事故防止のための奉仕活動
④家庭養育に関する研修活動
⑤児童と母親クラブ会員の交流活動
⑥その他、目的を達成するために必要な活動

①親子及び世代間の交流・文化活動
乳幼児対象活動（サークルわらっこ）　太鼓の練習と
発表（サークル太鼓クラブどんがらどんどん）　その
他地域との交流活動
②児童養育に関する活動
講演会開催　おとなの学習会（サークルまなびやクラ
ブ）
③児童の事故防止活動
東伏見公園花壇整備（サークルビオトープ）

サークル活動費
行事企画費
資料代・図書購入費
講師謝礼金

母親クラブ会費
事業活動収入
各サークル会費

95,000 122,439 79.1% 子育て支援部
児童青少年課

青少年育成地域活動費
補助金

青少年育成会「いず
み」 8

年間事業
ビーチボールバレー大会
泉小学校区　秋まつり
いずみわくわくコンサート
ドッジボール

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみながら交
流していく中で、伝統文化や地域のことを学び、青少
年に社会性、協調性、自立性を養い、地域の一員であ
ることを認識させる。また、このような地域行事を行
うことにより、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

謝礼金
材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担 166,625 193,026 86.3% 子育て支援部児童青少年課

青少年育成地域活動費
補助金

東伏見小学校区青少
年育成会 11

運営費
わくわくこどもまつり
ラジオ体操
おいもほり
むくのきまつり
うどん作り

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみながら交
流していく中で、伝統文化や地域のことを学び、青少
年に社会性、協調性、自立性を養い、地域の一員であ
ることを認識させる。また、このような地域行事を行
うことにより、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担 237,500 262,887 90.3% 子育て支援部児童青少年課

青少年育成地域活動費
補助金 本町小学校区育成会 38

わんぱくまつり
ラジオ体操
ハロウィン
作ってたべよう
折紙教室
運営費

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみながら交
流していく中で、伝統文化や地域のことを学び、青少
年に社会性、協調性、自立性を養い、地域の一員であ
ることを認識させる。また、このような地域行事を行
うことにより、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担 237,500 287,474 82.6% 子育て支援部児童青少年課

青少年育成地域活動費
補助金

新町柳沢青少年育成
会 20

親子で自然派工作隊
地域ディキャンプ
ラジオ体操
むくのきまつり
地域清掃

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみながら交
流していく中で、伝統文化や地域のことを学び、青少
年に社会性、協調性、自立性を養い、地域の一員であ
ることを認識させる。また、このような地域行事を行
うことにより、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担 165,000 179,469 91.9% 子育て支援部児童青少年課

－14－



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

青少年育成地域活動費
補助金

青少年育成会「にし
はら」 40

野外活動
環境美化活動
伝承行事
広報活動
地域安全非行防止活動
地域ふれあい学習
運営費

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみながら交
流していく中で、伝統文化や地域のことを学び、青少
年に社会性、協調性、自立性を養い、地域の一員であ
ることを認識させる。また、このような地域行事を行
うことにより、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

謝礼金
材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担 237,500 292,316 81.2% 子育て支援部児童青少年課

西東京市民まつり実行
委員会補助金

西東京市民まつり実
行委員会 52

平成19年11月10日（土）、11日（日）
場所：いこいの森公園
パレード（25団体）、野外演芸（38団体）、出店・展
示（159団体）、体験ｺｰﾅｰ（16団体）
シャトルバス運行（市内５ヶ所から）

西東京市民の融和と新たな郷土愛の醸成を図るととも
に、地域に密着した産業の振興を図り、新市のまちづ
くりに寄与

まつり会場設営委託料、まつり
関係警備委託料、開催告知宣伝
関係費、イベント開催委託料、
シャトルバス借上料　等

市補助金
参加団体出店料
広告掲載料　等 8,500,000 14,354,190 59.2% 生活環境部生活文化課

民間シェルター運営費
支援助成金

東京多摩地域民間
シェルター連絡会 ―

ＤＶ被害当事者の緊急一時避難場所として次のステッ
プを見いだす期間、安心して休息するための場所の提
供と被害当事者の自立支援に向けた対応

ＤＶ被害女性等のための緊急一時避難所を提供するこ
とにより、安全の確保と被害当事者への自立支援とＤ
Ｖ根絶に努める

東京多摩地域民間シェルター連
絡会組織の６団体の運営費

多摩地域の自治体から
の補助金 200,000 1,555,299 12.9% 生活環境部生活文化課

西東京市どんど焼実行
委員会補助金

西東京市どんど焼実
行委員会 8

どんど焼の実施
平成19年１月13日（日）保谷第二小学校・上向台小
平成19年１月14日（月）明保中学校

日本の古くからの良き伝統行事「どんど焼」を青少年
に継承するとともに故郷の文化として根付かせ、併せ
て地域社会の楽しいふれあいの場をつくる。

会場設営費、賄い代、消耗品等 市補助金、寄付金 285,000 386,433 73.8% 生活環境部生活文化課

西東京市ふれあいセン
ター協議会事業補助金

西東京市ふれあいセ
ンター協議会 49

ふれあい祭り、ふれあいバザー、新春餅つき大会、子
供会（春・夏）、介護相談会、囲碁大会、ハイキン
グ、展示会、一泊旅行など

住民の交流と地域文化の発展を目指し、連帯感豊かな
地域づくり及びまちづくりの促進に寄与 事業費 市補助金 450,000 560,274 80.3% 生活環境部生活文化課

勤労者福祉サービスセ
ンター運営費補助金

西東京市勤労者福祉
サービスセンター

2197

在職中の生活安定に関する事業
健康の維持増進に関する事業
老後生活の安定に関する事業
自己啓発に関する事業
余暇活動に関する事業
財産形成に関する事業
その他サービスセンターの目的達成のために必要な事
業

在職中の生活安定、健康の維持増進、自己啓発等に関
する事業を実施することにより、中小企業の勤労者福
祉の増進を図る。

人件費
一般管理費
老後生活安定事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
会員加入促進事業費
情報提供事業費

会費
入会金
事業収入

15,092,278 39,080,290 38.6% 生活環境部産業振興課

－15－



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成19年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

農友会補助金 田無農友会 51
農業経営上における視察研究及び品評会参加等
共同作業
他の関係団体等との情報交換

　一日研修会では、八王子滝山道の駅を視察。また食
の安心安心・品質管理の観点から生産物履歴記帳励行
に関し、３大イベント（じゃが芋掘り野菜即売会・市
民まつり野菜即売会・年末泥付野菜即売会）の野菜出
荷時における生産履歴書添付指導を行い、会員に情報
開示への意識付けを行った。また地元新鮮野菜の地産
地消の一環として市フリーマーケット（リサイクル
市）に合わせて即売会を実施した。

会議費
研修指導費等
総会費
販売対策費

会費
ＪＡ助成金 256,000 2,177,203 11.8% 生活環境部産業振興課

緑化組合補助金 田無緑化組合 65

植木、苗木、芝、花卉の共同購入と共同販売
植木、苗木、芝、花卉等の指導並びに情報交換など
東京都農業祭出品・西東京市民まつり品評会出品
緑化相談窓口
研修会（埼玉県深谷市花植木流通センター他）
農薬講習会参加

植木の地産地消の推進として東京都緑化用苗木の新規
栽培管理委託を4圃場、20ａ、3樹種、5,712本受注し栽
培管理を行うとともに、西東京市の緑化推進事業であ
る市民苗木配付の苗木1,758本の供給や緑化相談も行い
生活者から好評を得た。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金 256,000 4,081,470 6.3% 生活環境部産業振興課

そ菜出荷組合補助金 東京みらい農協保谷
地区そ菜出荷組合 44

初夏・秋冬産契約キャベツ品質・量目検査
土壌診断及び結果報告会
東京みらい農協との特定野菜の出荷契約の締結と指定
市場への出荷
特定野菜の荷造規格の統一
販路調査と情報の提供
生産出荷資材の共同購入
栽培品種と栽培技術の研究改善
視察研修・講演会

西東京市産の新鮮なそ菜を、生活者に対して秩序的に
供給する。
共同で品質・量目検査等を実施することにより、全体
の品質向上が図られている。
また、出荷販売対策検討会や有機農業堆肥の導入、新
肥料の試験、検討、さらに土壌診断等を実施すること
により、安全で商品価値の高い生産物の栽培への改善
が図られている。

総会費
出荷対策会議
視察研修費

会費
ＪＡ補助金
出荷奨励金
出荷対策会費他

142,000 1,370,224 10.4% 生活環境部産業振興課

梨生産組合補助金 西東京市梨生産組合 9

エコファーマー認定
援農ボランティア受入
各種資材の共同購入
共同作業（防鳥ネット張り・フェロモン剤設置）
「保谷梨」のブランド化事業推進

第8回保谷梨祭りを西東京市スポーツセンター前で開催
し、市民への地元産「保谷梨」のＰＲを図った。
援農ボランティアの育成を行った。

総会費
会議費
事業費
資材購入費

会費
ＪＡ補助金 142,000 1,387,380 10.2% 生活環境部産業振興課

施設部会補助金
東京みらい農業協同
組合保谷地区施設部
会

38

魅力ある都市農業育成対策事業
施設利用による栽培の促進
野菜販路の確保と経営の安定化
生産出荷資材の共同購入
土壌診断及び結果報告会」
視察研修（埼玉県比企郡人見町ときわ研究農場他）

東京都及び市の補助事業である「魅力ある都市農業育
成対策事業」に取り組んだ。これにより、5年後を目標
年度とし営農改善計画・施設整備計画を立て精力的か
つ合理的な都市農業の推進に取り組んだ。また、土壌
診断・生産履歴管理への取組みなどにより、安全で商
品価値の高い生産物の栽培への改善が図られている。

総会費
研修費

会費
ＪＡ助成金 142,000 562,833 25.2% 生活環境部産業振興課

農業後継者育成交付金 ＪＡ東京みらい西東
京地区青壮年部 27 部員相互の連絡提携、技術交換

都市農業、農家経営等の調査研究

市内の小学生の親子を対象とした「ちびっ子農業教
室」を開催し、次代を担う子どもたちに、土への親し
みと西東京市の都市農業への理解を図ることができ
た。

総会費
事業費
視察研修費

会費
ＪＡ助成金 142,000 788,725 18.0% 生活環境部産業振興課

－16－



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
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補助額 ①
（円）

補 助 対 象
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①／②
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魅力ある都市農業育成
対策事業補助金

ＪＡ東京みらい保谷
地区施設部会施設園
芸研究会

4名

会員が一致協力して施設活用した園芸生産物の生産技
術向上並びに販売流通の合理化を図ると共に、西東京
市産野菜の消費拡大と都市農業の振興に寄与し、会員
相互の経営安定化を図る。

生産量の増と生産額の増額また、減農薬栽培による農
産物生産が可能になった。計画的な農器用経営が可能
になった。

鉄骨ハウス2棟、パイプハウス5
棟、暖房機2基、細霧冷房1式、
養液土耕1式

会の経費は会員の賦
課金、補助金、寄付
金ね預金利息、雑収
入をもってあてる。

22,500,000 33,677,820 66.8% 生活環境部産業振興課

商工会補助金 西東京商工会 3,848
経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経営相談指導
等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振興事業等）

市内商工業の改善発達
地域振興の推進 運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

28424000 140758961 20.2% 生活環境部産業振興課

商工会情報推進事業等
補助金 西東京商工会 3,848

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経営相談指導
等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振興事業等）

創業・新規開業者の支援（相談、講習会等） 西東京創業支援相談センター運
営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

8,084,000 8,298,931 97.4% 生活環境部産業振興課

街なかサロン事業補助
金 西東京商工会 3,848

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経営相談指導
等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振興事業等）

生活者の憩いの場として、商店街の空き店舗等をコ
ミュニティスペースとして活用 運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

360,000 1,240,000 29.0% 生活環境部産業振興課

生活者と商業者の交流
機会充実事業補助金 西東京商工会 3,848

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経営相談指導
等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振興事業等）

商業等に関する情報の生活者への発信および商業者と
の交流機会の充実

運営委員会費用
商店街マップ作成費用

会費
特別賦課金
手数料
分担金

1,910,000 2,867,789 66.6% 生活環境部産業振興課

チャレンジショップ事
業補助金 西東京商工会 3,848

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経営相談指導
等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振興事業等）

新規開業者への支援による事業者の育成および空き店
舗等の有効活用 運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

544,000 2,433,219 22.4% 生活環境部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金 田無商業協同組合 84

商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化 催事費 会費 3,588,000 5,382,230 66.6% 生活環境部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金 谷戸商店街協同組合 86

商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化 催事費 会費 1,495,000 2,243,556 63.1% 生活環境部産業振興課
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商店会等地域活性化補
助金 東伏見商栄会 115

商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化 催事費 会費 1,253,000 1,986,726 22.5% 生活環境部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金 ひばり商店街 42

商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化 催事費 会費 1,262,000 1,893,913 66.7% 生活環境部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金

柳盛会柳沢北口商店
街 110

商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化 催事費 会費 3,159,000 4,739,040 66.6% 生活環境部産業振興課

公衆浴場経営経費等補
助金

妙法湯
みどり湯
松の湯
桐の湯
庚申湯

5 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(2,253人）

薬湯実施事業費
施設整備費
燃料費
その他市長が必要と認める事業
に関する経費

入浴料 1,995,000 8,856,900 22.5% 生活環境部産業振興課

集団回収奨励金 コータースそれいゆ
管理組合 50 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。 ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効利用の認

識を深める。
駐輪場の番号札、ナンバープ
レートの購入 集団回収奨励金 97,840 97,840 100.0% 生活環境部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 雇用促進事業団向台
宿舎自治会 400 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。 ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効利用の認

識を深める。
団地祭りの資金、清掃参加者の
お茶代 集団回収奨励金 390,160 390,160 100.0% 生活環境部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 芝園キャットヘルプ 120 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。 ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効利用の認
識を深める。

地域猫（野良猫）の避妊去勢費
用など 集団回収奨励金 207,200 207,200 100.0% 生活環境部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 パーク地区子供会 14 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。 ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効利用の認
識を深める。 年２回の子供達の懇親会費 集団回収奨励金 30,000 30,000 100.0% 生活環境部ごみ減量推進課
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集団回収奨励金 保谷ハウス管理組合 207 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。 ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効利用の認
識を深める。

管理組合費、花壇の花植えや掃
除道具の購入 集団回収奨励金 226,640 226,640 100.0% 生活環境部ごみ減量推進課

管理助成費 西原団地自治会 ― 児童遊園地の維持管理（清掃等） 一般市民にも開放されている児童遊園地であり、市民
の福祉の向上に寄与している。 児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 49,350 36.5% 生活環境部みどり公園課

管理助成費 緑町西原自治会 ― 児童遊園地の維持管理（清掃等） 一般市民にも開放されている児童遊園地であり、市民
の福祉の向上に寄与している。 児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 112,293 16.0% 生活環境部みどり公園課

管理助成費 あけぼの会自治会 ― 児童遊園地の維持管理（清掃等） 一般市民にも開放されている児童遊園地であり、市民
の福祉の向上に寄与している。 児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 20,413 88.2% 生活環境部みどり公園課

管理助成費 武蔵野アンコールマ
ンション管理組合 ― 児童遊園地の維持管理（清掃等） 一般市民にも開放されている児童遊園地であり、市民

の福祉の向上に寄与している。 児童遊園地の維持管理費 管理組合費 18,000 882,000 2.0% 生活環境部みどり公園課

管理助成費
西原グリーンハイツ
住宅団地管理組合法
人

― 児童遊園地の維持管理（清掃等） 一般市民にも開放されている児童遊園地であり、市民
の福祉の向上に寄与している。 児童遊園地の維持管理費 管理組合費 45,000 248,325 18.1% 生活環境部みどり公園課

コミュニティバス運行
補助金（はなバス） 西武バス株式会社 -

西東京市内の公共施設を利用する市民の利便性の向上
を図るため、市内の交通不便地域において、はなバス
を運行している。（第１～３・５ルート）

公共交通不便地域の解消と公共施設へのアクセス利便
性の向上 はなバスの運行経費 バスの運行に伴う収

入 69,482,479 69,482,479 100.0% 都市整備部都市計画課

コミュニティバス運行
補助金（はなバス） 関東バス株式会社 -

西東京市内の公共施設を利用する市民の利便性の向上
を図るため、市内の交通不便地域において、はなバス
を運行している。（第４ルート）

公共交通不便地域の解消と公共施設へのアクセス利便
性の向上 はなバスの運行経費 バスの運行に伴う収

入 27,638,662 27,638,662 100.0% 都市整備部都市計画課
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交通安全協会補助金 西東京市交通安全協
会 800

市民を悲惨な交通事故より未然に防止するため、春・
秋の全国交通安全運動、未就学児童に対する交通安全
教室、運転者講習会等において交通安全活動を実施す
るとともに交通安全施設の整備点検及び地域社会にお
ける交通安全意識の高揚に勤めている。

西東京市交通安全協会の活動計画に基づいた交通安全
活動（街頭指導、道路安全パトロール、運転者講習会
等）により、市民が安全で安心して生活できる交通環
境づくりに貢献している。

交通安全協会の主催または他の
団体との共催による交通安全対
策事業に要する経費及び協会運
営のための会議、事務に要する
経費。

　会　費 1,900,000 2,170,832 87.5% 都市整備部道路管理課

西東京市立小学校教育
研究会補助金

西東京市立小学校教
育研究会 460

1 教科等の教育の推進に関する授業研究・調査研究等
2 各研究部会、講演会、研究発表会、担当部別研究会
3 各学校並びに教育関係機関・各種教育団体との連
絡・連携
4 研究紀要・会報の発行
5 その他の教育振興に関する事業

・講師を招聘し、授業研究会及び講演会を実施するこ
とにより、研究発表会を実施することができた。
・研究紀要を作成し、会員に配布することができた。

・講師謝礼
・消耗品費
・研究紀要等印刷製本費 市補助金

会費 460,000 1,032,896 44.5% 教育部教育指導課

西東京市中学校教育研
究会補助金

西東京市中学校教育
研究会 223

1 教科や教科外などの教育全般の研究
2 講習会や研究発表会の諸事業
3 その他、本会の目的を達成する為の諸事業

　全体テーマを「豊かな心と確かな学力を育む教育の
推進ー日々の教育活動の向上を目指してー」を設定
し、授業力の向上等、教職員の資質向上に努めた。

・講師謝礼
・消耗品費
・研修用図書費
・研究紀要関係費

市補助金 206,161 206,161 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立小学校長会
補助金

西東京市立小学校長
会 19

1 西東京市立小学校の教育の連絡・改善・進歩に関す
る事項
2 学校経営上の諸問題の解決に関する事項
3 会員相互の研修・厚生に関する事項
4 教育上の研究・調査に関する事項
5 その他本会の目的を達成するために必要な事項

「社会の変化に対応した教育を推進するための校長の
リーダーシップのあり方ー法教育・金融教育・キャリ
ア教育ー」とし、３分科会（理論構成班、調査研究
班、単元構成班）を設定し研究を進め、教育課程への
位置づけを明確にし、具体的な指導事例を示し、教員
の実践意欲向上につなげた。

・消耗品費
・研究書籍費
・研究紀要印刷費

市補助金 228,010 228,010 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立中学校長会
補助金

西東京市立中学校長
会 9

1 西東京市立中学校の教育の充実発展に関する事項
2 学校経営上の諸問題の解決に関する事項
3 教育に関する調査及び対策に関する事項
4 会員相互の研修に関する事項
5 その他本会の目的を達成するために必要な事項

本市の教育の充実と発展、さらには各校の課題解決の
ため、活動と研修を進め、各校の情報交換による学校
経営上の諸課題の解決に向けた具体的な検討と実践を
行い、教育課題についての研鑽を深めることができ
た。

・印刷製本費
・資料代等 市補助金 82,100 82,100 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立小学校副校
長会補助金

西東京市立小学校副
校長会 19

1 西東京市立小学校の教育の連絡・改善・進歩に関す
る事項
2 会員相互の研修・厚生に関する事項
3 教育上の研究・調査に関する事項
4 その他本会の目的を達成するために必要な事項

「西東京市教育計画（教育プラン21）の実現に向け
て」をテーマに4つの分科会に分かれ、副校長としての
役割を視点に据えながら研究を進めた。適正な服務管
理上の必要な内容を再確認したほか、教員の人材育成
の観点では、教員の授業力や指導力、そして組織力を
様々な観点からとらえ直し、副校長としての位置づけ
を明確にすることができた。さらに、地域の教育力の
効果的な活用を他校の具体的事例から学ぶことができ
た。

・研究紀要作成費
・講師謝礼
・印刷諸費

市補助金 173,333 173,333 100.0% 教育部教育指導課
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西東京市立中学校副校
長会補助金

西東京市立中学校副
校長会 9

1 西東京市立中学校の教育の充実発展に期する事項
2 学校経営上の諸問題の解決に関する事項
3 教育に関する調査及び対策に関する事項
4 会員相互の研修に関する事項。
5 その他本会の目的を達成するために必要な事項

・研修により、学校経営上における資質の向上が図れ
た。
・副校長として、文書管理について研究し、副校長と
しての事務について、年間を見通すことができた。
・副校長として、年間の学校の事務内容が再認識でき
たため、事務処理に要する時間の短縮となり、日常の
副校長としての職務の活性化、効率化を図ることがで
きた。

　
・研修用図書
・研究紀要作成費

市補助金 80,585 80,585 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立学校教育研
究奨励費

研究指定校、研究奨
励校、グループ研究 ―

学校及び教員グループが実践的な研究主題を定め、当
面する教育課題について研究する。
研究主題の主な事例
①一部教科担任制、学年内交換授業（谷戸小学校）
②小中連携による教育活動の推進（本町小学校、保谷
中学校）
③二期制の研究及び試行（柳沢小学校、田無第四中学
校）
④確かな学力の育成（保谷第一小学校）
⑤ＩＣＴを活用した楽しい学習活動（芝久保小学校）
⑥食育、体力づくり、保健学習（栄小学校）

教育課題の解決を目指し、研究紀要の配布、公開授業
等の推進を図った。 報償費、需用費、役務費、使用

料 市補助金 2,793,911 2,793,911 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立小学校児童
作品展補助金

西東京市立小学校長
会 ― 児童の各教科の作品等を一堂に会して展示する。 児童の創作意欲の向上と鑑賞力豊かな情操を育てた。 消耗品、運搬費、印刷費 市補助金 460,000 460,000 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立中学校生徒
作品展補助金

西東京市立中学校長
会 ― 生徒の各教科の作品等を一堂に会して展示する。 生徒の創作意欲の向上と鑑賞力豊かな情操を育てた。 消耗品、運搬費、印刷費 市補助金 299,628 299,628 100.0% 教育部教育指導課

西東京市立中学校ス
ポーツ大会補助金

西東京市中学校ス
ポーツ大会実行委員
会

― 市内公共施設を主に使用し、各種競技を実施してい
る。

中学生のスポーツ振興及び体力の向上と、スポーツ技
術の発展を図った。 会場運営費、保険料 市補助金 849,745 849,745 100.0% 教育部教育指導課

社会教育関係団体補助
金

西東京ジュニアオー
ケストラ

25人
青少年を中心としたオーケストラで技術研鑽に務め、
もって青少年の健全育成に貢献し、定期演奏会を通じ
て、地域の文化の発展に寄与する。

団員の技術の向上が図られ、演奏会の感動により、地
域市民に文化に触れる機会を提供した。

演奏会指揮者、指導者の謝礼、
会場使用料、ポスター・チラシ
印刷費

会費、寄付金 200,000 573,800 34.9% 教育部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 保谷女声合唱団 31人 合唱を通じて会員相互の交流に努め、演奏会を開催す

ることにより、市民に文化に触れる場を提供する。
演奏会により、会員相互の交流と市民との交流が図ら
れた。

演奏会指揮者、指導者の謝礼、
会場使用料、ポスター・チラシ
印刷費

会費、寄付金 200,000 916,063 21.8% 教育部社会教育課
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平成19年度
補助額 ①
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補 助 対 象
事業費 ②
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補 助 率
①／②
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所　管　課

平　成　19　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

社会教育関係団体補助
金 西東京美術会 30人 会員相互の親睦を図り、技術研鑽に努め、美術展の開

催により、地域の文化水準の向上に貢献する。
美術展の中で各種の市民体験コーナーの設定により、
市民の学習の機会の提供に多いに貢献している。

会場使用料、体験コーナー材料
等の消耗品費、ポスター・チラ
シ印刷費

会費、寄付金 49,000 132,230 37.1% 教育部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 リトルベリー 22人 障害がある児童及び保護者と地域との交流を図るため

に懇談会、コンサート等を行なう。
障害者自身の活動の場を広げ、地域との交流が図れ
た。

コンサート演奏者謝礼、会場使
用料、ポスター・チラシの印刷
費

会費、寄付金、バ
ザー等の売り上げ 32,000 95,000 33.7% 教育部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西浦地区子供会 11人 地域内の青少年の健全育成の活動、行司等を開催す

る。
地域の交流を図り、青少年の健全育成に多大な貢献を
している。

夏の行事の講師謝礼、行事に必
要な材料費等の消耗品の購入

会費、寄付金、バ
ザー等の売り上げ 12,000 28,260 42.5% 教育部社会教育課

社会体育（スポーツ）
関係団体事業補助金

西東京市ソフトボー
ル協会 655人

社会体育における生涯スポーツの一環として、市民の
健康体力づくり及び相互のコミュニティの形成を目的
とした大会を開催する。

一般市民男女を対象にトーナメント方式による大会を
行い活動目的が達成された。

報償費
消耗品費
印刷製本費
役務費
使用料及び賃借料

市補助金
参加費 60,000 120,000 50.0% 教育部

スポーツ振興課

社会体育（スポーツ）
関係団体事業補助金

西東京市バドミント
ン協会 540人

バトミントンの大会を通して、市内の小学生４年生か
ら６年生までの子供たちの体力向上と、健全な心の成
長を目的とする。

市内小学生４年生から６年生までの小学生を対象に男
女別及びダブルの大会を開催し、多くの参加者と活動
も潤いが出てきた。

報償費
消耗品費
印刷製本費

市補助金
参加費 116,636 233,272 50.0% 教育部

スポーツ振興課

市民スポーツまつり事
業補助金

スポーツまつり実行
委員会

実行委員
会約70名

毎年、体育の日の記念事業としての市民運動会として
スポーツまつりを行っている。

市民の一人一人がスポーツに触れるきっかけ作りと地
域の活性化を図る

需用費
報償費
役務費
委託料

市補助金 1,425,000 1,431,458 99.5% 教育部
スポーツ振興課

総合型地域スポーツク
ラブ補助金

にしはらスポーツク
ラブ

720人
会員に対してスポーツを楽しむ場所を提供するととも
に、会員相互の親睦、健康の増進、子どもの健全育成
及び地域コミュニティの活性を図る

市民のスポーツ振興を推進し、地域住民のコミュニ
ティの形成に資する

諸謝金・旅費・借料及び損料・
賃金・印刷製本費・備品・消耗
品費・通信運搬費・会議費・雑
役務費

市補助金
事業収入 4,575,000 11,084,023 41.3% 教育部

スポーツ振興課

西東京市体育協会運営
費補助金 西東京市体育協会

団体31
賛助会員
44

個人61
計105
約7,000
人

体育・レクリエーションを振興し、市民の体力の向上
と健康増進を図り、スポーツ精神の涵養、並びに加盟
団体相互の融和、及び生涯スポーツの実践を通して、
豊かな市民生活の向上に寄与することを目的として活
動する

西東京市のスポーツ振興と市民の健康の保持・増進及
び体力の向上を図る

報償費・賃金・消耗品費・印刷
製本費・通信費・保険料・使用
料及び賃借料・分担金及び負担
金。育成費

市補助金
会費 1,969,000 13,881,139 14.2% 教育部

スポーツ振興課
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明るい選挙推進委員会
活動費補助金

明るい選挙推進委員
会 38

1.話しあい活動
2.講演会の開催
3.研修会の開催
4.広報誌の発行
5.平常時・選挙時の啓発活動
6.その他、会議等の開催

平常時・選挙時を通じて、様々な選挙に関する啓発活
動を行い、有権者に対して投票参加を呼びかけること
により、投票率の向上等に貢献している。

地域での話しあい活動、講演会
の開催、研修会の開催、広報誌
の発行

補助金 198,487 198,487 100.0% 選挙管理委員会事務局
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