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補 助 対 象
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補 助 率
①／②
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所　管　課

NPO等企画提案事業補
助金

特定非営利活動法人
西東京花の会

98
オープンガーデンによる花とみどりのまちづくりオープンガー
デンガイドブック編集発行事業

ガイド書の発行配布により公開庭園と美しい庭を見たい市外
を含む不特定多数の市民との架け橋ができ、オープンガー
デンの運動が拡大する。

印刷製本費、報償費
市補助金
会費

200,000 203,300 98.4% 企画部企画政策課

NPO等企画提案事業補
助金

ＭeＣ西東京 23
市内を流れる石神井川を清流に戻し蛍が舞うような環境をつ
くるため、石神井川の清掃を行う。

石神井川及び周辺に沿った清掃活動の実施により、清流が
復活し、植物や昆虫、魚など多様な生物が生息する環境が
再生する。

謝金、印刷製本費、施設使用料、
消耗品費、保険料、通信費

市補助金 165,859 175,903 94.3% 企画部企画政策課

NPO等企画提案事業補
助金

きらっとシニア倶楽部 21
地域の文化・制度・資源など生活上必要な情報や収集を行
い、地域情報冊子「きらっと☆シニア」を発行。

ひとり暮らしなど孤独な状況の高齢者に対して必要な情報が
届くと同時に、閉じこもりからの誘い出しや見守りに繋がる。

報償費、会場費、事務消耗品費、
印刷費

市補助金
会費

195,700 201,304 97.2% 企画部企画政策課

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 1,092 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

13,209,369 13,209,369 100.0% 総務部職員課

防犯協会補助金 西東京市防犯協会 171
各種犯罪防止及び少年非行防止のための広報活動、街頭活動
（キャンぺーン）、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 1,699,929 77.1% 危機管理室

防犯市民活動団体補助金
保谷一小地域安全連絡
会
（しらうめネットワーク）

42

児童の登校時に、保護者が中心となって、送り出しリレーを実施、
下校時には、缶バッチをつけて見守りを行う。その他、スクールゾー
ンの見守り、ワンワンパトロール、ママパト隊による登下校時の見守
りパトロール、防犯講習会を実施している。また、防犯立看板を設
置し、活動目的を啓発して防犯に努め、ステッカーを全児童に配
布して、声掛けや見守りなどの注意が向けられるようにしている。

児童の安全を地域の人々と保護者が一体となり防犯活動を行うこと
により、地域としての防犯力並びに防犯意識の向上が図られてい
る。

缶バッチ、A3ラミネート、ステッカー、プ
レート看板、立看板、パウチフィルムの
購入

会費 117,790 235,580 50.0% 危機管理室

防犯市民活動団体補助金
西東京市立芝久保小学
校ＰＴＡ

341

「防犯腕章着用キャンペーン」を実施して、防犯意識の再確認を行
うとともに、危険箇所、ピーポ君の家などを示した「安全情報マッ
プ」を作成している。また、学区内を９地区に分け、地区ごと２人１組
の当番制でパトロールを行なうとともに、来校時や買い物、犬の散
歩時にも防犯パトロールを行っている。

学区内地域に対して、防犯意識の再確認を行うことにより、更なる
意識の向上が図られ、活動を行っている保護者以外の地域住民及
び保護者に対して、子どもの安全などのほか、防犯に関する意識
啓発が行われている。

インクマスター、インクトナー、用紙、イ
ンクカートリッジ、ラミネートフィルム、
シュレッター、ラミネーターの購入

会費 55,090 110,181 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

栄小学区内地域において、日本郵便、郵便事業株式会社の配達
車輌（車、バイク、自転車）に防犯シールの貼付を依頼し防犯啓発
活動を行うとともに、老人介護施設の活動を通して、その車輌に貼
り付けを行い、普及活動を行っている。

ワッペン貼り付け活動による視覚効果により、認知度のアップがな
され、その効果により児童の安心感の拡大、住民に対する啓発が
行われ、地域の防犯力の向上に寄与している。

車輌用マグネットシート、シールステッ
カーの購入

会費 48,506 97,012 50.0% 危機管理室

                  平　成　20　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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防犯市民活動団体補助金
プロムナード東伏見自治
会

135
定期的に夜間防犯パトロールを行なうことにより、犯罪抑止に努め
ている。

防犯パトロールにより、防犯啓発活動が行われ、意識の向上、犯罪
抑止効果に期待が持てる。

防犯チョッキ、タスキ、広角タスキ、
キャップ、LEDライト、乾電池、拍子木の
購入

会費 39,634 79,269 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

44
地域の安全を守るため、高齢者などに声かけ運動を実施するととも
に、３班体制により、夜間防犯パトロールを行い、犯罪防止に努め
ている。

高齢者など地域住民の安心が確保され、防犯意識の向上が図ら
れるとともに、地域の犯罪抑止及び防止に効果がある。

パトロールベスト、キャップ、腕章、ライ
ト、乾電池の購入

会費 38,573 77,146 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

防災市民組織助成金 富羊会 110
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。

アルファ米等 会費 117,390 234,780 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。

災害用ラジオ等 会費 379,449 758,898 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 285,009 570,018 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金
西原グリーンハイツ住宅
団地管理組合法人

720
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。

消火器格納箱等 会費 222,600 445,200 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 向台睦会 150
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。

住宅用火災警報器 会費 139,680 279,360 50.0% 危機管理室
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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 450,000 562,169 80.0% 危機管理室

消防団運営交付金 第２分団 15

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 450,000 644,287 69.8% 危機管理室

消防団運営交付金 第３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 450,000 689,171 65.3% 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 450,000 622,876 72.2% 危機管理室

消防団運営交付金 第５分団 17

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 450,000 463,161 97.2% 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

38団体
役員11
理事9

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
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・救急セット等の購入、総会費用、
役員会費用、消耗品、役務費

市補助金808千円 807,515 843,515 95.7%
市民部
健康年金課
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医師会事業補助金
社団法人西東京市医師
会

210

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

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

115

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63
人
正会員
4609人
賛助会員
318人
団体62

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、調整及び助成、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、福祉行事事業、低所得世帯対
策費、ボランティア活動推進事業、在宅
福祉サービス事業、ふれあいのまちづ
くり事業、チェアーキャブ運行費、地域
福祉権利擁護事業費

会費収入399万円
寄付金収入565万円
市補助金18,400万円
共同募金配分金585万
円
事業収入3,184万円

184,063,000 210,604,000 87.4%
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

1,279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51,000千円
管理事務費3,337千円

事業収入56,626万円
国・市補助金6,726万円
会費収入249万円

54,913,397 81,653,916 67.3%
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
115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

会費収入1,111千円
市補助金1,826千円
雑収入59千円
繰越金170千円

1,826,000 2,169,101 84.2%
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

35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37千円
観察協会交付金660千
円
市補助金324千円
北多摩北地区活動費
420千円

324,000 579,724 55.9%
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

14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。

「社会を明るくする運動」啓発用グッズ、
のぼり旗等の購入

保護司会助成金390千
円
市補助金48千円

48,000 193,900 24.8%
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

会員46人
2団体

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
祉映画の上映や、講演会・学習会等を開催、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。

福祉映画の上映、講演会・学習会等、
講師謝礼、同記録集作成

会費収入23千円
市補助金132千円 132,000 232,000 56.9%

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 42,456,486 550,376,802 7.7%
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 56,826,205 947,408,013 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 5,653,000 234,238,623 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

－6－



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20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　20　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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 18,833,441 947,408,013 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 61

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（70回）
2.健康をすすめる活動・輪投げ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、歩こう会（197回）
3.生きがいを高める活動・民謡・カラオケ等（60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

361,200 408,701 88.4%
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 94

①生きがいを高めるを主とした活動　　コーラス、パソコン、郷土食
作り　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、友愛訪問、ラジオ体操等
④その他の活動　総会、定例会、会報発行等

1.生きがいを高める活動・パソコン、郷土食作り、手芸・茶道教室等
で年間（46回）
2.健康を進める活動・ゲートボール・グランドゴルフ会等で年間延
べ（430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（85回）
4．その他の会報発行、定例会、敬老会等（40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

400,800 455,967 87.9%
福祉部
高齢者支援課

－7－



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20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　20　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 63

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　友愛訪問、病気見舞い、清掃、花一杯運動花手
入れ等、1円募金等実施（513回）
2.健康をすすめる活動　輪投げ、ゲートボール、ペタンク等実施
（164回）
3.生きがいを高める活動　郷土史研究、民謡、書道、カラオケ等
（325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

363,600 396,407 91.7%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 七　福　会 64

①社会奉仕活動　美化活動、老人施設訪問、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　市内美化、ひとり暮らし寝たきり、虚弱者訪問活
動等　236回実施
2.健康を進める活動歩こう会、輪投げ、等　27回実施
3.生きがいを高める活動カラオケ、誕生会等　34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

364,800 384,393 94.9%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 互　楽　会 61

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）
2.健康を進める活動　輪投げ、ゲートボール等（44回）
3.生きがいを高める活動　カラオケ、民謡、舞踊、囲碁･将棋等（256
回）
4.その他の社会活動　定例会、理事会、誕生会等（37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

361,200 412,416 87.6%
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

42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、42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479回、健康を進める活動
21回、生きがいを高める活動20回、その他、理事会、役員会、研修
会等352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 3,316,417 60.3%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 南町歩こう会
24

（内70歳以
上17）

敬老歩こう会
湯田中温泉一泊の旅

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。

食事代
敬老行事実施運営費補
助金

20,000 25,200 79.4%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 下保谷囲碁同好会
22

（内70歳以
上18）

敬老囲碁大会
下保谷福祉会館において、日頃、磨いている碁力を試すべく、多く
の人と囲碁対局大会を行い、合わせて相互の親睦を図る。

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 21,406 93.4%
福祉部
高齢者支援課

－8－



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20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　20　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）

団地内集会所において、敬老を祝う祝い太鼓を聞き、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
敬老行事実施運営費補
助金

20,000 34,480 58.0%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 にこにこ本町
60

（内70歳以
上26）

富士町市民集会所において敬老の集い　　　　　　　　　消防署及び
地域包括支援センターによる講話、マジックショウ、ハワイアンフラ
ダンス

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。

弁当代等
敬老行事実施運営費補
助金

20,000 37,382 53.5%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 栗が丘自治会
70　（内70
歳以上15）

新町児童館においてフルート・ピアノ演奏、よさこいソーラン踊り
西東京市しゃきしゃき体操の紹介と実技指導

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。

謝礼金等
敬老行事実施運営費補
助金

20,000 24,882 80.4%
福祉部
高齢者支援課

認知症高齢者グループ
ホーム整備事業費補助金

特定非営利活動法人サ
ポートハウス年輪

1
第3期介護保険事業計画に基づき地域密着型サービス事業社を
募集。日常生活圏域である西部圏域に1ユニットの認知症高齢者
グループホームを開設した。

認知症高齢者がグループホームに入居し、24時間の専門的な援
助体制の下、入居者の心身の状況に応じ自立支援と日常生活の
充実のため、日々の生活の中に様々な取り組みを行うことで認知
症の症状を穏やかにする取り組みを行う。

施設整備費補助金
認知症高齢者グループ
ホーム整備事業費補助
金

35,000,000 35,000,000 100.0%
福祉部
高齢者支援課

認知症高齢者グループ
ホーム防火対策緊急整備
支援事業費補助金

特定非営利活動法人サ
ポートハウス年輪

1
新設の認知症高齢者グループホームへ防火管理体制強化のた
め、自動火災報知器、消防機関へ通報する火災報知器、スプリン
クラー設備を整備する。

平成19年6月の消防法施行例の改正により、高齢者の火災避難時
の安全性を図るため、小規模介護福祉施設にスプリンクラー等の
消防設備整備が義務付けられた。

防火対策緊急支援整備
認知症高齢者グループ
ホーム防火対策緊急整
備支援補助金

2,600,000 2,600,000 100.0%
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 26,677,600 88.7% 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

21

・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正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 27,055,131 27,870,436 97.1% 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20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　20　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

27
・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 17,729,490 20,566,442 86.2% 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 427,000 662,734 64.4% 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 127

・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 1,591,538 22.1% 福祉部障害福祉課

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）

64
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。

各種研修会参加費、レクレーション事
業経費 他

会費
26千円
自販機収入
289千円

350,000 948,197 36.9%
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
393,000 832,300 47.2%

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
393,000 638,829 61.5%

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
393,000 762,183 51.6%

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
393,000 1,019,968 38.5%

子育て支援部
子育て支援課
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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
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
220,000 288,300 76.3%

子育て支援部
子育て支援課

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

1,855,000 1,855,000 100.0%
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に努めた。
②安全性向上の観点から、園庭大型遊具の改修計画を実施した。
③第三者評価受審等、透明性の高い運営に努めた。

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

17,523,960 191,993,284 9.1%
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

11,995,260 145,292,338 8.3%
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

12,442,520 157,448,177 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。

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

国・都・市負担金
都・市補助金

14,173,960 171,711,591 8.3%
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。

2歳児室の床暖房張替、天上や壁回りの改修。1Ｆに自動テントを
設置し安全と高温対策をした。また、経営コンサルティングを導入
し、経営分析による今後の経営計画の必要性を理解できた。利用
者調査では概ね90％の良い結果をいただいた。

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

16,764,580 195,602,523 8.6%
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

ビーフェア㈱
ビーフェア田無保育園

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

17,687,240 37,764,773 46.8%
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

ビーフェア㈱
ビーフェア柳沢保育園

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

15,232,020 36,432,512 41.8%
子育て支援部
保育課
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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

ビーフェア㈱
ビーフェアひばりが丘南
口保育園

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

15,700,640 40,196,605 39.1%
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

㈱モード・プランニング・
ジャパン
西東京雲母保育園

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

21,229,230 52,128,850 40.7%
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
りヶ丘園

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

19,809,090 50,299,706 39.4%
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

㈲コスモス
保谷駅南口保育園

定員
22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

12,061,550 41,545,791 29.0%
子育て支援部
保育課

青少年育成地域活動費補
助金

青少年育成会「いずみ」 8

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。

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

228,107 250,857 90.9%
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

わくわくこどもまつり
ラジオ体操
おいもほり
わんわんパトロール

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。

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

237,500 253,716 93.6%
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

本町小学校区青少年育
成会

42

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

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

237,500 285,263 83.3%
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

新町柳沢青少年育成会 19

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

170,000 186,575 91.1%
子育て支援部
児童青少年課
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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20年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）
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                  平　成　20　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

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

237,500 251,606 94.4%
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

新町児童館母親クラブ 43

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

95,000 894,890 10.6%
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

95,000 104,939 90.5%
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

第８回西東京市民まつり
実行委員会

48

平成20年11月８日（土）、９日（日）
場所：いこいの森公園
パレード（25団体）、野外演芸（34団体）、出店・展示（157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

8,900,000 16,760,595 53.1%
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ＤＶ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21年１月11日（日）明保中学校・保谷第二小学校
平成19年１月17日（土）上向台小学校

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 285,000 383,620 74.3%
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、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 450,000 594,763 75.7%
生活環境部
生活文化課
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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20年度
補助額 ①
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補 助 対 象
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補 助 率
①／②
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                  平　成　20　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

1,944

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
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
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

10,353,009 29,993,073 34.5%
生活環境部
産業振興課

農友会補助金 田無農友会 50
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

先進地研修会では、横浜植物検疫所成田支所、また秋川ファー
マーズセンター農産物直売所を視察。。また食の安心安全・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うともに「土壌診断」を107圃場において実
施した。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 2,635,517 9.7%
生活環境部
産業振興課

緑化組合補助金 田無緑化組合 60

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（富山県中央植物園、花のミュージアム他）
農薬講習会参加

植木の地産地消を推進した。西東京市の緑化推進事業である市
民苗木配付の苗木2,000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 4,710,604 5.4%
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

41

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 2,125,338 6.7%
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
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9回保谷梨祭り・第1回品評会を西東京市こもれびホール前で開
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 1,681,316 8.4%
生活環境部
産業振興課
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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
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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

37

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
土壌診断結果報告会および講演会「土壌病害について」
視察研修（農林総合研究センター他）

平成19年度に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」に取り組み、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 1,250,000 11.4%
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

28
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 1,440,000 9.9%
生活環境部
産業振興課

魅力ある都市農業育成対
策事業補助金

ＪＡ東京あぐり田無施設研
究会

6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。

パイプハウス37棟、震災井戸3ヵ所

会の経費は会員の賦課
金、補助金、寄付金、預
金利息、雑収入をもって
あてる。

25,500,000 39,041,381 65.3%
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

28,424,000 139,476,166 20.4%
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

8,277,000 8,704,465 95.1%
生活環境部
産業振興課
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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

開設費
運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

460,000 1,132,160 40.6%
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

会費
特別賦課金
手数料
分担金

63,000 84,320 74.7%
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

488,000 1,783,962 27.4%
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 3,274,000 5,846,651 44.8%
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 1,608,000 3,591,041 55.8%
生活環境部
産業振興課

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 2,400,000 4,300,467 55.8%
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 2,944,000 4,625,110 56.0%
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

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 1,286,000 2,006,946 63.7%
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(1,955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 9,845,720 20.3%
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 81,130 81,130 100.0%
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 329,770 329,770 100.0%
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 129 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 208,110 208,110 100.0%
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 20 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 19,320 19,320 100.0%
生活環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 保谷ハウス管理組合 144 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 103,005 103,005 100.0%
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 52,000 34.6%
生活環境部
みどり公園課
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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 18,000 113,350 15.9%
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 21,482 83.8%
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 18,000 430,500 4.2%
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 52,500 85.7%
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 73,289,869 73,289,869 100.0%
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 30,802,112 30,802,112 100.0%
都市整備部
都市計画課

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。

補助金
会　費

1,900,000 2,226,093 85.4%
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
究を深めることができた。
・研究紀要を作成し、会員に配布することができた。
・研究に対する部員の意識が高まり、どの部会でも授業研究を中心
に研究を深め、日々の授業に生かせる研究ができた。

・報償費
・消耗品費
・印刷製本費

市補助金
会費

460,000 1,027,953 44.7%
教育部
教育指導課
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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

228
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、新学習指導要領を見
据えた講演会や研究授業を取り入れる部会が多く、例年以上に充
実した活動となった。

・報償費
・消耗品費
・研修用図書費
・研究紀要関係費

市補助金 224,905 224,905 100.0%
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

「法教育・金融教育・キャリア教育」を学校教育に根付かせる手段・
方法の研究に、小学校長会の組織を生かして取り組み、所属教員
を指導・督励することに有効な指導事例集となる研究紀要を作成し
た。

・講師謝礼
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費

市補助金 243,182 243,182 100.0%
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った。
今年度は「特色ある学校づくりと校長のリーダーシップ」の視点に立
ち、各校の特色ある教育活動について研究を深めると同時に、「新
学習指導要領」の移行措置に対応し、その趣旨を踏まえ、いかに
学校の独自性と特色を出していくかなどを検討した。

・印刷製本費
・資料代

市補助金 95,400 95,400 100.0%
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」を研究主題
に掲げ、若手教員の育成に関する研究では、取り組むべき方向が
明らかになり、特別支援教育に関する研究では、各学校の実情を
洗い出し、課題を共有することで、これから何が必要なのかを再確
認することができた。

・講師謝礼
・消耗品費

市補助金 96,545 96,545 100.0%
教育部
教育指導課

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

研究主題を「文書管理の効率化を目指して」とし、副校長実務マ
ニュアル（第二回）を作成し、中学校副校長の実務能力の向上に
役立つものとなった。

　
・消耗品費 市補助金 1,980 1,980 100.0%

教育部
教育指導課
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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、直面する教
育課題について研究する。
研究主題の主な事例
①見つめよう　育てよう　心と体の健康教育を日々の生活を見つめ
直して（栄小学校）
②読み、書き、計算の基礎・基本を定着させるための指導の工夫
（保谷第一小学校）
③ＩＣＴを活用した楽しい学習活動（芝久保小学校）
④中学校との教育課程の共通性を高め、小中学校の接続を円滑
に行う（東小学校、明保中学校）
⑤知育・徳育・体育の推進（保谷小学校）
⑥わかる　できる　楽しい算数（田無小学校）

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
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費
・役務費

市補助金 2,686,319 2,686,319 100.0%
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。
・消耗品費
・運搬費

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。
・消耗品費
・運搬費
・印刷費

市補助金 299,024 299,024 100.0%
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、市内中学校合同で各種競技を実施
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
・消耗品費

市補助金 842,094 842,094 100.0%
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

22
団員相互の親睦を深め、青少年の健全育成を図ると共に、定期演
奏会を通じて地域の文化の発展を図る。

オーケストラ演奏を実施することで、身近に文化交流の場を提供す
る機会を創出している。

保谷こもれびホール使用料、演奏会指
揮者等謝礼、プログラム・チラシ印刷費
等

会費、寄付金等 287,000 698,028 41.1%
教育部
社会教育課

社会教育関係団体補助金 西東京美術会 32
会員相互の親睦を図ると共に、技術研鑽の成果を発表し、地域の
文化の進展を図る。

絵画、工芸品等を出品すると共に、無料講習会を実施することで、
文化活動の場の提供に大いに貢献している。

コール田無使用料、無料講習会の紙類
等の消耗品費等

会費、出品料等 50,000 77,938 64.2%
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 12
異世代との交流の場を提供すると共に、青少年の健全育成の推進
を図る。

地域内の交流を深めることで青少年の健全育成に多大な貢献をし
ている。

事業に必要な食料材料費や紙類等の
消耗品費等

会費、寄付金等 35,000 40,177 87.1%
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

1,050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
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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20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　20　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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
役務費

市補助金
参加費

142,250 284,500 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60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

報償費
需用費
印刷製本費
役務費
使用料及び賃借料

市補助金 1,425,000 1,432,628 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 825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
会費収入
事業収入

2,859,000 13,290,817 21.5%
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

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 180,534 180,534 100.0%
選挙管理委員会事務
局

－21－


