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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 1,168 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
助）等への助成

市交付金会費 13,542,320 13,542,320 100.0%
総務部
職員課

東京都人材支援事業団
交付金

東京都人材支援事業団 123,000
東京都職員等の福利厚生事業・給付事
業・互助事業等

会員の保健・元気回復その他の厚生事
業及び相互共済

福利厚生事業・人材育成事
業・労働者派遣事業等への
助成

会費 17,220 17,220 100.0%
総務部
職員課

東京都教職員互助会
交付金

東京都教職員互助会 66,886
東京都教職員等の福利厚生事業・給付
事業・互助事業等

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、健康増進事業等
への助成

会費 43,428 43,428 100.0%
総務部
職員課

防犯協会補助金 西東京市防犯協会 168
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

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

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 1,358,310 96.4% 危機管理室

防犯市民団体助成金
西東京市立上向台小学校ＰＴ
Ａ

829

1.保護者によるパトロール活動
2.防犯マップ、防犯ポスター作成及び掲示
3.ＰＴＡ役員による防犯パトロール活動
4.地区委員会の開催

上向台小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防犯腕章、色画用紙、ｶﾗｰﾍﾟ
ﾝ、ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾏｯﾄ、蛍光ﾍﾟﾝの消
耗品の購入

会費 18,119 36,238 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 下宿自治会 298

1.役員による地域内パトロール活動
2.防犯掲示板設置による、空巣被害等の情
報発信
3.役員会開催による情報交換

自治会区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防刀ｸﾞﾛｰﾌﾞ、ﾊﾛｹﾞﾝﾗｲﾄ 会費 22,837 45,675 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金
けやき小学校区子どもの安全
を守る会

489
1.小学校区域内の防犯パトロールの実施
2.防犯講習会及び地域情報交換会の実施
3.代表者会議の開催

けやき小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防犯腕章、OHPﾌｨﾙﾑ、封筒の
購入

会費 11,720 23,440 50.0% 危機管理室
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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

防犯市民団体助成金
西東京市立芝久保小学校ＰＴ
Ａ

341

1.保護者によるパトロール活動
2.防犯腕章着用キャンペーンの実施
3.安全情報マップの作成
4.地域の住民団体及びＰＴＡ役員による防
犯パトロール活動

芝久保小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

ｶﾗｰ用紙、ｲﾝｸ、ﾏﾙﾁ用紙､ｲﾝ
ｸﾏｽﾀｰ、ﾌｧｲﾙ、ｸﾘｱｹｰｽ、画用
紙､ﾃｰﾌﾟ、ｺﾋﾟｰ用紙、ﾗﾐﾈｰﾄﾌｨ
ﾙﾑ､ﾎﾟｽｶ

会費 40,345 80,691 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 保谷小学校ＰＴＡ 346

1.防犯パトロール活動
2.地域安全マップの作成配布、防犯ポス
ターの作成及び掲示
3.児童による「子ども110番ピーポ君の家」場
所確認
4.親子防犯教室の開催

保谷小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防犯腕章、ｲﾝｸﾄﾅｰ、ｲﾝｸﾏｽ
ﾀｰ、画用紙、はがき、封筒

会費 26,147 52,295 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 110

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 1,298,188 36.6% 危機管理室

防災市民組織助成金 五十二会 54
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。

5年保存ﾋﾞｽｹｯﾄ、非常災害用ド
ロップ

会費 26,453 52,907 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金
ひばりが丘2丁目ｱﾊﾟｰﾄいずみ
会

145
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。

ｴｱｿﾞｰﾙ式消火器 会費 118,125 236,250 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 北原六星会 130
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。

軍手、タオル、ﾏｼﾞｯｸﾗｲｽ（白
飯、五目御飯、赤飯）、缶詰
（やきとり、サバイバルパン）

会費 73,283 146,566 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 第３区町会自主防災防犯会 1100
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。

ﾋﾞｽｺ保存缶、ｽｰﾊﾟｰ保存水、ﾍ
ﾙﾒｯﾄ、乾電池

会費 76,081 152,163 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が丘 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。

煮炊きレンジ、ｱﾙﾐ鍋、ﾈｯﾄ、ｲﾝ
ﾊﾞｰﾀ発電機、ｶﾞｿﾘﾝ缶詰、携
帯用安全缶、かまどｾｯﾄ

会費 291,217 582,435 50.0% 危機管理室
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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

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 450,000 550,541 81.7% 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 450,000 609,957 73.8% 危機管理室

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 450,000 697,439 64.5% 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 450,000 465,124 96.7% 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 450,000 577,968 77.9% 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13

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 807,746 807,746 100.0%
市民部
健康課

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58人
正会員
4536人
賛助会
員282人
団体58

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393万円
寄付金収入492万円
市補助金17316万円
共同募金配分金595
万円
事業収入2219万円

173,163,000 201,181,304 86.1%
福祉部
生活福祉課
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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22年度
補助額 ①
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補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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

1,296

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、管理運営費（報償
費、需用費、役務費、委託
料、使用料等）

事業収入5,514万円
補助金等6,594万円
会費収入264万円

55,148,169 86,299,750 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109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1,227千円
市補助金1,826千円
雑収入61千円
繰越金311千円

1,826,000 3,035,726 60.2%
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

32

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32千円
観察協会交付金666
千円
市補助金324千円
北多摩北地区活動
費
439千円

324,000 640,949 50.6%
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 79,900 60.1%
福祉部
生活福祉課

福祉推進協議会補助金 西東京市福祉推進協議会
個人48
人

団体２

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34千円
市補助金143千円

143,000 200,815 71.2%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評
価受審費補助金

社会福祉法人悠遊（グルー
プホームいずみ）

認知対応型共同生活介護サービス提供
施設

福祉サービス第三者評価を受審し、そ
の評価結果を公表することにより利用
者は必要なサービスを提供する事業者
を選択でき、また、事業者は事業の透
明性を確保し、サービスの質の向上が
図られる。

福祉サービス第三者評価受
審費

利用料 600,000 600,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評
価受審費補助金

株式会社ウィズネット（グ
ループホームみんなの家・
西東京）

認知対応型共同生活介護サービス提供
施設

福祉サービス第三者評価を受審し、そ
の評価結果を公表することにより利用
者は必要なサービスを提供する事業者
を選択でき、また、事業者は事業の透
明性を確保し、サービスの質の向上が
図られる。

福祉サービス第三者評価受
審費

利用料 550,000 550,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

4



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

福祉サービス第三者評
価受審費補助金

株式会社花（グループホー
ム花）

認知対応型共同生活介護サービス提供
施設

福祉サービス第三者評価を受審し、そ
の評価結果を公表することにより利用
者は必要なサービスを提供する事業者
を選択でき、また、事業者は事業の透
明性を確保し、サービスの質の向上が
図られる。

福祉サービス第三者評価受
審費

利用料 420,000 420,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評
価受審費補助金

社会福祉法人東京老人ホー
ム（めぐみ園ホームヘルプ
サービス）

訪問介護サービス提供施設

福祉サービス第三者評価を受審し、そ
の評価結果を公表することにより利用
者は必要なサービスを提供する事業者
を選択でき、また、事業者は事業の透
明性を確保し、サービスの質の向上が
図られる。

福祉サービス第三者評価受
審費

利用料 150,000 210,000 71.4%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評
価受審費補助金

社会福祉法人至誠学舎（サ
ンメール尚和デイケアセン
ター）

通所介護支援サービス提供施設

福祉サービス第三者評価を受審し、そ
の評価結果を公表することにより利用
者は必要なサービスを提供する事業者
を選択でき、また、事業者は事業の透
明性を確保し、サービスの質の向上が
図られる。

福祉サービス第三者評価受
審費

利用料 150,000 370,000 40.5%
福祉部
生活福祉課

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、在宅サービス、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している。

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、在宅サービス、通所リバビリ
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。本施設は特に認知
症高齢者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。

品質マネジメント（ＩＳＯ9001）、環境マネジメ
ント（ＩＳＯ14001）の維持管理を通して業務
に向かう姿勢の統一を図っている。
人材育成、雇用改善、サービスの質の向上
を重点目標と掲げ、各種の改善に取り組ん
でいる。今後も安心、・安全のサービスを提
供できるよう安全対策、人材育成、雇用改
善、サービスの質の向上の取組を継続・発
展して取り組んでいく。

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

5



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人ホーム等建設費補助
金

第二喜久松苑 -

施設の持ちうる介護サービスを提供するとと
もに、利用者家族へ施設側の主催する各種
行事等の連絡をし、参加いただくことで、利
用者、家族、施設の交流に勉めている。

利用者が自らの意思によって自立した質の
高い生活を送ることができるよう、個別ケアの
概念を柱として、利用者がその人らしく満足
しながら生活できるかなど、利用者の快適性
向上も目標とし、施設理念である「優しさ、思
いやり、あたたかさ」を基本とする、サービス
業としての首尾一貫した利用者支援の考え
を認識し、利用者本位のサービス提供に努
めていく。

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

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、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、健康管理
・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

サービスの向上に向けた検討や試行を行
なったほか、余暇活動・レクリエーションの充
実、リハビリの連携強化やｻｰﾋﾞｽ提供体制の
強化に向けて取り組んできている。
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。

借入金償還 介護報酬収入 42,457,898 550,376,802 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。

「自主、自立の尊重」、「生活秩序の援助」、
「健康づくりの援助」、「地元に密着した施設
運営」の４つの施設運営の方針の下に、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 54,892,285 947,408,013 5.8%
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
帰を念頭において、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、高齢者が満足いただける介護サービス
を提供及び寄与している。
前年度から構築した各種委員会活動に重
点を置き、情報分析や援助内容の把握を行
い、適切な対応がとれるように取り組んでき
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
ホームを設置経営し、社会福祉法、介護保
険法に基づ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３
９号通知に準じている。

誰もが健康で安心して生活できる長寿社会
の実現を目指し、「快適」、「安全」、「安
心」、「信頼」を利用者と地域の方々に提供
し、地域資源の一つとして、地域性を生かし
て取り組んできている。

借入金償還 介護報酬収入 5,630,000 234,238,623 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、医療連携などの
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る。

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

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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

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、機能訓練並びに看護及び療
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
るようにしている。

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っている。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
上に努めている。

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、特別養護老人ホーム、ショートステイ
を実施している。高齢者在宅サービスセン
ターには西東京市民も登録している。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
東京市民のケアプランも担当している。

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。
「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場として
も機能している。

借入金償還 介護報酬収入 18,182,954 947,408,013 1.9%
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、介護保険法など
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
床分が建設費助成による基盤整備となって
いる。
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、園側から高く評
価されており、これに応えるべく入所支援を
実施している。

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 58

①社会奉仕活動　市内一斉美化運動　団地
内美化
②健康を進める活動　輪投げ　グランドゴル
フ等
③生きがいを高める活動　民謡　日本舞踊
④その他の社会活動　役員会　月例会　総
会など

1.社会奉仕活動（17回）
2.健康をすすめる活動（216回）
3.生きがいを高める活動（96回）
4.その他の社会活動（55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

①会費
②補助金

357,600 358,333 99.8%
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 103

①社会奉仕活動　友愛訪問　美化活動
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
④その他の活動　総会、定例会、会報発行
等

１.社会奉仕活動（190回）
2.健康を進める活動（371回）
３.生きがいを高める活動（133回）
4．その他の社会活動（45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

①会費
②補助金

543,600 548,362 99.1%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 や　す　ら　ぎ　会 77

①社会奉仕活動　清掃　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
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生きがいを高めるを主とした活動　書道
民謡　カラオケ等
④その他の活動　総会　例会等

1.社会奉仕活動　（508回）
2.健康をすすめる活動　（293回）
3.生きがいを高める活動　（115回）
4.その他の社会活動　（16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

①会費
②補助金

451,200 470,066 96.0%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ補助金 七　福　会 60

①社会奉仕活動　美化活動　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　カラオケ等
④その他の社会活動　総会等

1.社会奉仕活動　（110回）
2.健康を進める活動　（30回）
3.生きがいを高める活動　（15回）
4.その他の社会活動　（2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

①会費
②補助金

372,000 380,530 97.8%
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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人クラブ補助金 互　楽　会 59

①社会奉仕活動　美化運動　老人施設慰問
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・
日舞等
④その他の社会活動　総会　幹事会等

1.社会奉仕活動　（7回）
2.健康を進める活動　（7回）
3.生きがいを高める活動　（123回）
4.その他の社会活動　（54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

①会費
②補助金

358,800 368,356 97.4%
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
5,066回、健康を進める活動40回、生きがい
を高める活動48回、その他、理事会、役員
会、研修会等42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

①会費
②補助金

2,000,000 2,695,402 74.2%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 けやき並木会
43

（内70歳
以上16）

敬老親睦会
向台地区会館において、大学生サークルと
の交流、大正琴演奏、昼食会、懇談を行っ
た。

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 24,120 82.9%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 下保谷囲碁同好会
25

（内70歳
以上17）

敬老囲碁大会
下保谷福祉会館において、囲碁大会を行っ
た。

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 22,125 90.4%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 西原団地自治会
20

（内70歳
以上16）

敬老昼食会
団地内集会所において、踊りと太鼓を観覧
し、その後昼食会を行った。

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 38,215 52.3%
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22）

敬老の集い
富士町市民集会所において、食事会を行
い、フラメンコ舞踊の鑑賞等

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 33,000 60.6%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 北原体操会

21
　（内70
歳以上
16）

北原体操会敬老懇親会
谷戸地区会館において、会食、懇親、余興
を行った。

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 20,803 96.1%
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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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

株式会社　正育堂 －
既存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、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

西東京市地域介護・
福祉空間整備等事業
補助金
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

2,429,000 3,347,000 72.6%
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

－

既存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
西東京市地域介護・
福祉空間整備等事業
補助金

1,200,000 1,200,000 100.0%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（国制度・社会福祉
法人等）

社会福祉法人　健光園 -

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した社会福祉法人等に
助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

18,000 75,477 23.8%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

株式会社マイズケア -

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した介護サービス提供事
業者に助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

2,844 5,495 51.8%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

アサヒサンクリーン株式会社 -

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した介護サービス提供事
業者に助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

4,368 8,425 51.8%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

株式会社FiveTree -

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した介護サービス提供事
業者に助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

1,644 3,171 51.8%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

株式会社エムイーネット -

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した介護サービス提供事
業者に助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

1,464 2,821 51.9%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

医療法人啓人会やはたクリ
ニック

-

低所得者に対して介護サービス利用料を軽
減した場合、軽減に要した費用の一部を利
用料の軽減を実施した介護サービス提供事
業者に助成する。

生計困難な低所得者が介護サービスを容易
に利用できるよう利用料の一部を軽減する。

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補助
金

1,680 3,258 51.6%
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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

地域福祉団体等振興事業
費
(身体障害者福祉協会補
助金)

西東京市保谷身体障害者福
祉協会

81

・会員の厚生・親睦・文化・教養の向上
・身体障害者福祉の啓発・増進
・関係官庁・公共団体の福祉施策への協力
・関係諸団体との協力
・「身体障害者福祉法」第22条により本会が
許可された売店の経営
・その他本会の目的達成に必要な事業

会員の自立・厚生・親睦を図ると共に、西東
京市内に居住または勤務する身体障害者
の福祉増進に寄与することを目的とする。

協会活動費 補助金他 427,000 532,612 80.2%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(身体障害者福祉協会補
助金)

西東京市田無身体障害者福
祉協会

49

・会員の厚生福祉に関する事業
・関係官公庁の行う福祉施策に協力
・公私関係団体との協力
・本会の目的達成に必要な事業

会員の厚生と親睦を深め、福祉に寄与する
ことを目的とする。

協会活動費 補助金他 218,000 6,032,460 3.6%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(手をつなぐ親の会補助金)

田無手をつなぐ親の会 124

・会員相互の親睦
・親の会売店運営
・社会福祉法人「さくらの園」への支援と連携
・グループホーム、ケアホームの充実
・地域福祉・促進活動

知的障害やその他障害があるこども（人）た
ちの、生涯の幸せをはかる。
会員相互の扶助をはかり、親睦を深める。
広く社会に訴えて、園理解と協力を得る。

会活動費 補助金他 218,000 6,032,460 3.6%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(手をつなぐ親の会補助金)

西東京市保谷手をつなぐ親の
会

90

・会員および障害者（児）同士の理解と親睦
を深めえる活動をする。
・多くの地域の方々とのふれあい、他団体と
の連携を通して、理解を深めうる活動を行
う。
・会員自らが障害者問題の理解を深め、啓
発にむけて学習会活動・見学会を行う。
・それぞれのブロックでの問題を共有化し、
解決するための行政への働きかけなどの活
動を行う。

心身に障害の有るこどもたちの幸せを計る。
会員相互の親睦と研究を図る。
広く社会に訴えて、その理解と関係を高め
る。

会活動費 補助金他 218,000 6,032,460 3.6%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(障害者福祉をすすめる会
補助金)

西東京市重症心身障害児
（者）を守る会

14

・市内の重症心身障害者（児）の福祉対策
推進に関する事
・本部と連携を密にし、その指向する運動の
実践に関する事
・他団体や機関との連絡提携に関する事

重症心身障害児（者）を育てる父母とそれに
代わるものが協力して助け合い、この総ての
問題を社会に訴え。その救済と擁護に万全
を期するための対策を進めるとともに、その
指導を行うことを目的とする。

会活動費 補助金他 218,000 6,032,460 3.6%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(心身障害者授産施設等
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

・受注関係…内職（箱の組み立て、ダイレク
トメール、ポリ袋加工）
・売店授業…住吉福祉会館内売店の運営、
従事者派遣
・自主生産…うこん栽培
・個別支援…相談、レクリエーション活動他

西東京市に居住する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 10,294,271 10,445,774 98.5%
福祉部
障害福祉課

10



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(心身障害者授産施設等
運営費補助金)

特定非営利活動法人どろんこ
会
どろんこ作業所

19

・陶芸…鉢カバー、カップ類、皿、装飾品、
花瓶、箸置き等の製作及び販売活動
・園芸…草花を仕入れし、育成及び販売活
動、野菜の育成
・パソコン…ホームページ作成、会計処理、
宣伝ポスター作り
・機関誌発行、研修活動、生活相談、学習
活動、他作業所との交流、地域団体との交
流

作業訓練を通して、身体障害者の社会経済
活動を推進する。
地域住民との積極的交流を図り、相互理解
を目指す。

人件費、運営費 補助金、助成金他 26,906,838 28,492,432 94.4%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(心身障害者授産施設等
運営費補助金)

特定非営利活動法人どろんこ
会
どろんこ作業所手づくり山

10

・商業活動一般…仕入れ営業活動、接客、
ラッピング、在庫管理、伝票書整理
・パソコンによる会計処理、宣伝ポスター作
り、パソコン教室の開催
・鉢花の寄せ植えなど自主製品作り

仕入れた鉢植植物や自主製作した陶器、装
飾品等を販売し障害者の商業活動への適
応を図る。
商業活動を通して、地域住民との交流を図
り、相互理解を目指す。

人件費、運営費 補助金、助成金他 17,513,094 18,202,995 96.2%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(心身障害者授産施設等
運営費補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや第１福祉作業所

20
製袋、ゴルフボール袋詰め、福祉機器の組
み立て、ダイレクトメール封入、チラシ折り・
配布、自主生産品製作・販売

市内に居住する知的障害者のために働く場
を提供する。
社会生活を営むために必要な作業訓練、職
能訓練、生活指導を行い、能力に応じて社
会的自立を助長するとともに知的障害者の
福祉増進を図る。

人件費、運営費
補助金、委託金収入
他

12,401,470 13,068,737 94.9%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(心身障害者授産施設等
運営費補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや第２福祉作業所

15
製袋、ゴルフボール袋詰め、福祉機器の組
み立て、ダイレクトメール封入、チラシ折り・
配布、自主生産品製作・販売

市内に居住する知的障害者のために働く場
を提供する。
社会生活を営むために必要な作業訓練、職
能訓練、生活指導を行い、能力に応じて社
会的自立を助長するとともに知的障害者の
福祉増進を図る。

人件費、運営費
補助金、委託金収入
他

7,699,160 8,188,542 94.0%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費(心身障害
者授産施設等運営費補助
金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや第３福祉作業所

19
製袋、ゴルフボール袋詰め、福祉機器の組
み立て、ダイレクトメール封入、チラシ折り・
配布、自主生産品製作・販売

市内に居住する知的障害者のために働く場
を提供する。
社会生活を営むために必要な作業訓練、職
能訓練、生活指導を行い、能力に応じて社
会的自立を助長するとともに知的障害者の
福祉増進を図る。

人件費、運営費 補助金、事業収入他 9,022,870 9,366,198 96.3%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(地域デイサービス施設運
営費補助金)

特定非営利活動法人ハンディ
キャップサポートウーノの会
おかし工房　マーブル

10

・菓子作り（パウンドケーキ・クッキー）の製
造・販売の技能習得
・販売を通しての社会参加（接客・計算など）
・働くことでの仲間作りと働く意欲を育てる。
・自立生活が望める人のための生活面での
サポートやアドバイス

菓子の製造販売を通し、知的ハンディを持
つ人の働く場・職種の拡大と自立の力を育
て、地域と積極的交流を図る。菓子製造だ
けでなく作業種を増やし、可能性をさらに求
めている。企業ユーターン者のケアなど

人件費、運営費 補助金、事業収入他 7,587,000 10,230,116 74.2%
福祉部
障害福祉課

心身障害者（児）通所訓練
等事業関係費
(地域デイサービス施設運
営費補助金)

心身障害児（者）デイサービス
グループ　ばんびの会

24
公園への外出、遠足、施設見学、室内レク、
調理、絵画工作、夏・冬の宿泊旅行

グループでの遠足等の外出、遊びなど集団
活動の経験を通し、心身障害児（者）の余暇
活動を豊かにし、社会のルールを学び、協
調性を身につけることで、心身の自立を図
る。
地域への貢献として、活動への参加またボ
ランティアミーティング、講座、講演会などを
開催することにより、ボランティアの人材育成
を図る。

人件費、運営費
補助金、利用者負担
金他

5,901,000 7,129,483 82.8%
福祉部
障害福祉課

11



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

精神障害者共同作業所通
所訓練事業関係費
(精神障害者共同作業所
運営費等補助金)

特定非営利活動法人友訪
コミュニティルーム友訪

26

・生活指導…生活技能訓練、レクリエーショ
ン（体力づくり）、料理教室、パソコン教室
・作業訓練…事務用封筒作成軽作業、菓子
袋ラベル貼り作業、老人施設等の清掃作
業、ポスティング作業、封入発送作業、自主
製品（布ぞうり）

軽作業及びレクリエーション等を通して回復
途上にある精神障害者の人間関係の円滑
化を図り、社会復帰促進の援助をする。

人件費、運営費 市補助金、借入金他 17,945,620 18,670,789 96.1%
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
(精神障害者共同作業所
運営費等補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
サンライズ富士

28

・生活指導…作業指導、自立生活のための
指導
・作業訓練…受託製品の製造（紙袋取っ手
付け、電気器具の組み立て他）、自主製品
の製造と販売（焼き菓子、ビーズアクセサ
リー製品）

市内に居住する精神に障害を持つ方を対
象に、日中活動の場や授産場所を提供する
と共に、個々の生活課題に応じたプログラム
を設定し、問題解決を図るための援助をす
ることで、地域で自立した生活を送れることを
目的に支援する。
日常の生活相談を受け、関係機関との連携
を取りながら自立を支援する。

人件費、運営費
補助金、共同募金会
他

10,256,102 10,283,946 99.7%
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ド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

小規模作業所等新体系移
行支援事業費

社会福祉法人
さくらの園

60
障害者自立支援法による生活介護、就労継
続支援Ｂ型事業の実施

新体系事業の円滑な執行を図ることにより、
新体系事業の利用者の福祉の向上を図ると
ともに、障害者の自立更生を促進することを
目的とする。

人件費、運営費 介護給付費 12,896,000 74,944,664 17.2%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業費

特定非営利活動法人燦燦会
サンワーク田無

20
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

新体系事業の円滑な執行を図ることにより、
新体系事業の利用者の福祉の向上を図ると
ともに、障害者の自立更生を促進することを
目的とする。

人件費、運営費 介護給付費 4,625,000 22,294,120 20.7%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業費

特定非営利活動法人ハート
フィールド
たなし工房

20
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

新体系事業の円滑な執行を図ることにより、
新体系事業の利用者の福祉の向上を図ると
ともに、障害者の自立更生を促進することを
目的とする。

人件費、運営費 介護給付費 3,645,000 20,782,274 17.5%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業費

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

新体系事業の円滑な執行を図ることにより、
新体系事業の利用者の福祉の向上を図ると
ともに、障害者の自立更生を促進することを
目的とする。

人件費、運営費 介護給付費 4,704,000 4,704,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業費

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
富士町福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

新体系事業の円滑な執行を図ることにより、
新体系事業の利用者の福祉の向上を図ると
ともに、障害者の自立更生を促進することを
目的とする。

人件費、運営費 介護給付費 3,645,600 3,645,600 100.0%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

障害者自立支援法に基づく日中活動事業
所及び通所施設の送迎サービスの実施を
促進し利用者の利便の向上、負担の軽減を
図る。

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,500,000 1,593,000 94.2%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費(通所サービス等利
用促進事業補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
富士町福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

障害者自立支援法に基づく日中活動事業
所及び通所施設の送迎サービスの実施を
促進し利用者の利便の向上、負担の軽減を
図る。

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,200,000 1,651,000 72.7%
福祉部
障害福祉課

12



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

Ｐ・Ｆ・Ｐ・Ｃはたらきば 10
障害者自立支援法による生活介護、就労継
続支援Ｂ型施設

障害者自立支援法に基づく日中活動事業
所及び通所施設の送迎サービスの実施を
促進し利用者の利便の向上、負担の軽減を
図る。

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,574,530 1,574,530 100.0%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

社会福祉法人
さくらの園

60
障害者自立支援法による生活介護、就労継
続支援Ｂ型事業の実施

障害者自立支援法に基づく日中活動事業
所及び通所施設の送迎サービスの実施を
促進し利用者の利便の向上、負担の軽減を
図る。

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,671,833 1,970,657 84.8%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人黎明会
澄水園

100
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法に規定する旧法指定施
設が、障害者自立支援法法第29条第１項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業
所又は指定障害者支援施設(新体系事業所
等)へ移行するに当たり、市が補助すること
で、新体系事業所等への移行に伴う経費の
増加等を軽減し、もって新体系事業所等へ
の移行の促進を図る。

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 11,000 371,439 3.0%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人それいゆ
花の里

52
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法に規定する旧法指定施
設が、障害者自立支援法法第29条第２項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業
所又は指定障害者支援施設(新体系事業所
等)へ移行するに当たり、西東京市が補助す
ることで、新体系事業所等への移行に伴う
経費の増加等を軽減し、もって新体系事業
所等への移行の促進を図る。

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 10,450 391,775 2.7%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人横浜社会福祉
協会
佐久療護園

87
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法に規定する旧法指定施
設が、障害者自立支援法法第29条第３項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業
所又は指定障害者支援施設(新体系事業所
等)へ移行するに当たり、西東京市が補助す
ることで、新体系事業所等への移行に伴う
経費の増加等を軽減し、もって新体系事業
所等への移行の促進を図る。

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 10,450 399,700 2.6%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人太陽福祉協会
日の出太陽の家

30
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法に規定する旧法指定施
設が、障害者自立支援法法第29条第４項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業
所又は指定障害者支援施設(新体系事業所
等)へ移行するに当たり、西東京市が補助す
ることで、新体系事業所等への移行に伴う
経費の増加等を軽減し、もって新体系事業
所等への移行の促進を図る。

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 10,450 373,890 2.8%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人山の子会
山の子の家

40
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法に規定する旧法指定施
設が、障害者自立支援法法第29条第５項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業
所又は指定障害者支援施設(新体系事業所
等)へ移行するに当たり、西東京市が補助す
ることで、新体系事業所等への移行に伴う
経費の増加等を軽減し、もって新体系事業
所等への移行の促進を図る。

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 10,450 310,960 3.4%
福祉部
障害福祉課

13



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人章佑会
やすらぎの杜

60 旧知的障害者入所更生施設事業の実施

障害者自立支援法施行に伴う事務処理の
事務が定着するまでの間、事務職員を効果
的に配置し利用者負担上限管理、請求事
務、指定申請の事務処理が適正に実施され
ることにより障害福祉サービスの質の向上を
図る。

事務職員人件費
（施設の定員に応じ事務職員
を2名～4名以上配置した場合
に助成する）

介護給付費 40,000 675,467 5.9%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人原町成年寮
原町成年寮かつしかセンター

267
障害者自立支援法による共同生活援助、共
同生活介護事業の実施

障害者自立支援法施行に伴う事務処理の
事務が定着するまでの間、事務職員を効果
的に配置し利用者負担上限管理、請求事
務、指定申請の事務処理が適正に実施され
ることにより障害福祉サービスの質の向上を
図る。

事務職員人件費
（施設の定員に応じ事務職員
を2名～4名以上配置した場合
に助成する）

介護給付費 20,000 184,794 10.8%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費(事務処理安定化
支援事業補助金)

社会福祉法人山の子会
山の子の家

40
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

障害者自立支援法施行に伴う事務処理の
事務が定着するまでの間、事務職員を効果
的に配置し利用者負担上限管理、請求事
務、指定申請の事務処理が適正に実施され
ることにより障害福祉サービスの質の向上を
図る。

事務職員人件費
（施設の定員に応じ事務職員
を2名～4名以上配置した場合
に助成する）

介護給付費 20,000 323,465 6.2%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

特定非営利活動法人国立ル
ピナス
うめの木作業所

20
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

障害者自立支援法施行に伴う事務処理の
事務が定着するまでの間、事務職員を効果
的に配置し利用者負担上限管理、請求事
務、指定申請の事務処理が適正に実施され
ることにより障害福祉サービスの質の向上を
図る。

事務職員人件費
（施設の定員に応じ事務職員
を2名～4名以上配置した場合
に助成する）

介護給付費 20,000 151,161 13.2%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人渡良瀬会
緑ヶ丘育成園

140 旧知的障害者入所更生施設事業の実施

障害者自立支援法施行に伴う事務処理の
事務が定着するまでの間、事務職員を効果
的に配置し利用者負担上限管理、請求事
務、指定申請の事務処理が適正に実施され
ることにより障害福祉サービスの質の向上を
図る。

事務職員人件費
（施設の定員に応じ事務職員
を2名～4名以上配置した場合
に助成する）

介護給付費 30,000 698,492 4.3%
福祉部
障害福祉課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

特定非営利活動法人地域福
祉計画研究所

緑町マリーナ

6
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

グループホームの火災を予防し、もってグループ
ホーム利用者の生活の安全を図る。

スプリンクラーなどの防火設備を新
規に整備するのに必要とする経費

介護給付費 2,900,000 3,150,000 92.1%
福祉部
障害福祉課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

社会福祉法人さくらの園
田無寮１
田無寮２
田無寮３
田無寮４

14
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

グループホームの火災を予防し、もってグループ
ホーム利用者の生活の安全を図る。

スプリンクラーなどの防火設備を新
規に整備するのに必要とする経費

介護給付費 1,467,000 1,469,475 99.8%
福祉部
障害福祉課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

特定非営利活動法人ハート
フィルド
わんど
わんど２

11
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

グループホームの火災を予防し、もってグループ
ホーム利用者の生活の安全を図る。

スプリンクラーなどの防火設備を新
規に整備するのに必要とする経費

介護給付費 889,000 889,000 100.0%
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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

母子団体補助金
西東京市母子寡婦福祉会
（カトレア会）

55
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
39,200円
自販機収入
310,017円

250,000 742,743 33.7%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

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
397,000 688,225 57.7%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

田無いづみ幼稚園 -

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
411,000 779,190 52.7%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

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
411,000 693,163 59.3%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

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
383,000 726,600 52.7%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

クリスト・ロア幼稚園 -

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
355,000 683,031 52.0%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

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

2,602,440 2,602,440 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

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
220,000 233,700 94.1%

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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

サフラン愛児園 -

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
220,000 308,300 71.4%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

ひばりが丘団地自治会
たんぽぽ幼児教室

-

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 220,000 294,320 74.7%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

明成幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 690,000 2,310,000 29.9%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

田無富士見幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 570,000 1,766,800 32.3%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

こみね幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 227,600 227,600 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

青少年健全育成地域活動
に対する補助金

西東京市誕生10周年記念事
業青少年の日実行委員会

- 青少年の日イベント
青少年自身が自らを考え、及び市民全体が
青少年を意識する機会を作る。

青少年の日イベント開催に係る
消耗品費、印刷製本費等

市補助金 443,725 443,725 100.0%
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
サー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、職場内の研修等職員
の資質向上に努めた。
②待機児童解消対策として分園の開設準
備、工事を行った。
③第三者評価の受審等、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100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

16,665,560 232,162,295 7.2%
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

乳幼児の健全な成長を目的とし、一人一人
の個性や成長段階に沿った保育計画を立
てて、日々の保育を行う。

この一年間に子ども達が健全な成長、発達
を上げ、児童福祉の面で地域社会に貢献で
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100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

12,164,820 138,060,896 8.8%
子育て支援部
保育課

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
平成22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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
田無きたしば保育園

定員
73人

①福祉事業・乳児・幼児保育向上のため
②乳児・幼児保育環境整備のため

①乳児･幼児の保育の向上、および環境整
備の充実
②保育士の資質向上、労働意欲向上の環
境整備
③安全面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100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

11,109,592 176,370,480 6.3%
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

社会福祉法人至誠学舎東京
柳橋保育園

定員
100人

児童福祉法による保育所の運営
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100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

11,297,400 178,280,193 6.3%
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

児童の健全な育成を目的とし、それを助成
するための内容の充実を図る。

①屋上及び2階の防水工事、１,２階のトイレ
工事を行った。いずれも安全と衛生面の環
境整備ができた。
②地震等の自然災害に向けて、保育室、調
理室、ホール、事務室他に倒壊防止金具を
取り付けた。

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
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100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

16,764,500 199,189,081 8.4%
子育て支援部
保育課

①民間保育所施設整備
補助金

社会福祉法人　檸檬会
レイモンド田無保育園

定員
36人

児童福祉法による保育所の運営
認可保育所の新規開設による待機児童
対策

施設整備
国・都・市負担金
都・市補助金

20,997,000 44,100,000 47.6%
子育て支援部
保育課

①民間保育所施設整備
補助金

㈱日本保育サービス
アスクたなし保育園

定員
109人

児童福祉法による保育所の運営
認可保育所の新規開設による待機児童
対策

施設整備
国・都・市負担金
都・市補助金

21,776,000 53,200,000 40.9%
子育て支援部
保育課

①民間保育所施設整備
補助金

社会福祉法人　黄河会
サムエル保育園分園

定員
24人

児童福祉法による保育所（分園）の運
営

認可保育所の分園の新規開設による待
機児童対策

施設整備
国・都・市負担金
都・市補助金

11,925,000 15,750,000 75.7%
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
アスクひばりケ丘保育園

30

認可保育園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時間半開所、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。

保育所運営の透明性を確保するとともに、
利用者に必要な情報を提供した。

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

保育料
都・市補助金

30,532,100 60,092,238 50.8%
子育て支援部
保育課

17



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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

生活クラブ生活協同組合 22

認可保育園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時間半開所、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。

職員配置を増やし、待機児童の解消や障害
児の保育を行った。スタッフ研修を多く持つ
ように心がけ保育の質を高めるように努め
た。

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

保育料
都・市補助金

18,638,900 33,526,771 55.6%
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

西東京母雲保育園 32

認可保育園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時間半開所、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。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

35,597,190 60,725,438 58.6%
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

谷戸すくすく保育室 30

認可保育園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、14時間半開所、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。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

37,267,910 55,004,140 67.8%
子育て支援部
保育課

青少年育成地域活動費補
助金

保谷小学校区青少年育成会 20
どんど焼き
デイキャンプ
広報誌発行

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

229,686 286,000 80.3%
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

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

237,500 251,500 94.4%
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

芝久保こぶしの会 9

防災訓練とじゃが芋掘り
ミニ運動会
もちつき会
広報紙発行

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

237,500 289,500 82.0%
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

237,500 264,500 89.8%
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

西東京市青少年育成会「にし
はら」

41

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

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

237,500 252,000 94.2%
子育て支援部
児童青少年課

18



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

児童館母親クラブ育成
事業費

新町児童館母親クラブ 33

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、盆踊り子ども縁日、幼児の
つどいお楽しみ会、ファミリーコン
サート、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

95,000 136,263 69.7%
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

59

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 95,621 99.4%
子育て支援部
児童青少年課

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 7
明保中学校、保谷第二小学校、上向台小学
校でどんど焼を実施

来場者数　延べ4,008人
会場の設営費
広報宣伝費
保険料、燃料費等

市補助金
寄附金等

285,000 368,336 77.4%
生活文化スポーツ部
文化振興課

市民まつり補助金 西東京市民まつり実行委員会 44 第10回西東京市民まつりの実施
来場者数　延べ168,000人（実行委員会発
表）

会場の設営費
会場の管理・運営費
広報宣伝費
事業費及び事務費等

出店料
協賛金（広告、提灯）
寄付金
等

8,900,000 9,000,000 98.9%
生活文化スポーツ部
文化振興課

市民まつりプレイベント実
施事業補助金（誕生10周
年記念事業）

西東京市民まつり実行委員会 44
第10回西東京市民まつり実施時に、来年は
西東京市誕生10周年であることのPR

来場者数　延べ168,000人（実行委員会発
表）

エアアーチ（バルーン）及びパ
ネルにてPR

なし 147,000 200,000 73.5%
生活文化スポーツ部
文化振興課

地域の文化・芸術活動助
成金

保谷こもれびホール指定管理
者

11
『西東京モーツァルト祝祭合唱団による
フォーレ・レクイエム』の実施

入場及び参加者数　延べ770人

出演料
会場の設営費
会場の管理・運営費
広報宣伝費
事業費及び事務費等

入場及び参加費 3,665,000 3,665,000 100.0%
生活文化スポーツ部
文化振興課

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 240
市内の小学４年生から６年生までを対象に、
トーナメント方式の学年別・男女別のバドミン
トンダブルス個人戦を開催する。

市内小学生のバドミントン技術の向上・体力
の向上を図ること、又スポーツの楽しさを覚
えることに寄与する。

報償費
消耗品費
印刷製本費
役務費

市補助金
参加費

98,100 196,200 1
生活文化スポーツ部
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 781

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。

賃金・消耗品費・光熱水費・修
繕費・通信運搬費・洗濯代・使
用料及び賃借料・謝金・備品
費

市補助金
会費収入
事業収入

2,859,000 10,557,592 0
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

西東京市体育協会運営費
補助金

特定非営利活動法人
西東京市体育協会

31団体

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。

事務局職員人件費・印刷製本
費・強化費・体協加盟団体活
動費

市補助金
会費

1,969,000 19,724,649 0
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

19



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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

国民体育大会
西東京市実行委員会交付
金

第68回国民体育大会
西東京市実行委員会

1団体
平成25年の本大会及び平成24年のリハー
サル大会に向けて広報啓発活動を行う

生涯スポーツ社会の実現を目指し、活力あ
る地域づくりを推進し、「西東京市」の魅力を
紹介することにより、まちづくりに寄与する

報償費、旅費、需用費、委託
料、使用料及び賃借料、備品
購入費

市補助金 594,130 594,130 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

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

1,690

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

13,727,264 38,177,678 36.0%
生活文化スポーツ部
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、千葉県のセブン
ファーム、神奈川県の朝日肥料を視
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、三
大農産物即売会（じゃがいも掘り、市
民まつり、年末感謝祭）では、各野菜
に生産者の名前を明記し質の良い野菜
の提供を行った。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
即売推進費

会費
ＪＡ助成金

256,000 2,928,509 8.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

緑化組合補助金 田無緑化組合 58

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
市民苗木配付、緑化相談窓口
研修会（名古屋稲沢地区方面、ＪＡ横
浜市場部他）

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
33種類苗木2,400本の供給や緑化相談も
行い市民の方から好評を得た。また今
回は市民対象に希望植樹調査を行い、
調査結果を市担当部署に提出した。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金

256,000 4,185,822 6.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

そ菜出荷組合補助金
ＪＡ東京みらい保谷地区そ
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 1,742,093 8.2%
生活文化スポーツ部
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
研修（山梨県石和町）

第11回保谷梨祭り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を図り、地域農業振
興に取り組んだ。
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 2,190,457 6.5%
生活文化スポーツ部
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
平成22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

施設部会補助金
ＪＡ東京みらい保谷地区施
設部会

36

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「農
薬に頼らない栽培技術について」、
「実践的病害虫防除対策」
視察研修（雪印種苗（株））

市民まつりで、野菜の即売会を行い、
市民に新鮮な野菜の提供を行った。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 1,960,000 7.2%
生活文化スポーツ部
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

31
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 1,706,850 8.3%
生活文化スポーツ部
産業振興課

都市農業経営パワー
アップ事業補助金

ＪＡ東京あぐり田無施設研
究会

4

施設活用した農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
化を図ることを目標に活動を行ってい
る。

施設の導入により、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22棟、防災用
井戸2基

会費
ＪＡ助成金

15,000,000 21,172,731 70.8%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商工会補助金 西東京商工会 1,879

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

28,424,000 106,487,043 26.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商工会情報推進事業等
補助金

西東京商工会 1,879

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・経営革新
相談センター運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

7,145,000 7,259,343 98.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

街なかサロン事業補助
金

西東京商工会 1,879

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

0 0 #DIV/0!
生活文化スポーツ部
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 1,879

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

1,293,000 1,325,689 97.5%
生活文化スポーツ部
産業振興課

地域資源活用振興事業
費

西東京商工会 1,879

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）

商店街と市民・地域団体との協働によ
る地域ブランドやコミュニティービジ
ネスの創出

運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

2,444,000 2,520,147 97.0%
生活文化スポーツ部
産業振興課

プレミアム商品券事業
補助金

西東京商工会 1,879

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）

 市内産業の活性化（消費喚起及び消費
拡大） 商品券プレミアム分

関連イベント事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

30,090,000 36,003,356 83.6%
生活文化スポーツ部
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 83
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 2,052,000 3,690,858 55.6%
生活文化スポーツ部
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
平成22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

商店会等地域活性化補
助金

谷戸商店街協同組合 76
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 1,761,000 3,878,564 45.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補
助金

東伏見商栄会 112
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 1,922,000 3,547,757 54.2%
生活文化スポーツ部
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 2,987,000 4,821,850 61.9%
生活文化スポーツ部
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 114
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 1,118,000 1,784,657 62.6%
生活文化スポーツ部
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(1,808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 15,691,831 12.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

特定非営利活動法人
西東京市多文化共生セン
ター

150 留学生との世代横断的市民交流事業

留学生ホームビジット、留学生と小学
生の交流事業を通し、外国人と接する
機会を提供することにより、外国人に
対する偏見の芽をつみ、未来の多文化
共生社会の担い手としての意識を育て
る。

会場費、報償費、交通費、
印刷製本費、消耗品費、通
信・運搬費、保険料

市補助金
会費

200,000 303,265 65.9%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

特定非営利活動法人
生活企画ジェフリー

45
女性史の編さん作業及び「女性史編さ
ん講座」の実施

暮らしから見えてくる様々な問題を自
ら解決に導いた女性たちの知恵とパ
ワーある活動を知ることで、男女平等
推進事業の担い手育成の一助となり、
女性史編さんへの興味・関心を喚起で
きると同時に市民参画の有効性も確認
できる。

印刷製本費、消耗品費、通
信・運搬費、交通費、報償
費

市補助金
会費

200,000 390,839 51.2%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

ワーカーズ・コレクティブ
ちろりん村

17
食育サポーター養成講座及び子ども料
理検定の実施

食育を身近に感じて、家庭や地域の子
どもにむけた食育推進の担い手とな
り、子どもたちの料理への関心を高
め、心身の発達と将来性を鑑み、食育
の必要性を学ぶことができる。

印刷製本費、消耗品費、通
信・運搬費、交通費、報償
費、検定出題食材

市補助金
200,000 309,247 64.7%

生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

西東京子育てコム 8
育児情報の一元化を目的とした子育て
かわら版の作成

散漫している子育て情報の一元化を図
り、子育てかわら版をきっかけに外出
する親子が増えることにより、育児中
の母親が地域の人々や公共施設との関
わりを持つことができ、育児情報の交
換や育児不安の相談などの機会をもつ
ことができ、安心して子育てができ、
子どもの健全な成長にも繋がる。

印刷製本費、消耗品費、通
信運搬費

市補助金 147,480 151,044 97.6%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

特定非営利活動法人
稲門寺子屋西東京

40
児童・生徒を対象とした学習講座の実
施

少人数で授業を行うことで、理解でき
ない問題等に対して一緒に考えながら
解決していく過程で、本人のやる気や
勉強の楽しさを芽生えさせ、安心して
学校に通い授業を受けることのできる
知識が習得でき、落ちこぼれの減少や
非行防止にも期待が持てる。

印刷製本費、消耗品費、報
償費、保険料

市補助金
会費

200,000 513,166 39.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業
補助金

でこぼこ 16 特別支援教育を市民として実践する。

「育てにくい児童・生徒」の訓練や、
コミュニティケーション能力等の向上
を目指し、屋内や野外での活動を行う
ことにより、本人やその家族の自信に
も繋がる。また、特別支援教育を実践
することで、発達障害等の社会的認知
度の向上を図ることができる。

印刷製本費、消耗品費、通
信運搬費、報償費、保険料

市補助金 200,000 213,985 93.5%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

東京都理容生活衛生同業組
合　多摩小平東支部

75
「祝西東京市誕生10周年記念展　元気はつ
らつ　美と健康の理容祭」の実施

理容業界で活躍する市内の理容師が、健康
や安心といった社会性のある事業を行うこと
により、市民の健康生活と地域振興の一助
を担い、元気な街づくりの推進に繋げること
ができる。

印刷製本費、会場費、通信運
搬費、報償費

市補助金 200,000 451,500 44.3%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

西原自然公園を育成する会 35
市制10周年・雑木林更新10年記念植樹の
実施

記念植樹に市民が参加してもらうことにより、
樹の大切さを理解してもらい、樹や林を保全
するためには、人の手が必要で、自然との
共生が重要だということを広めることができ
る。

消耗品費 市補助金 50,000 50,000 100.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

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被害当該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５団体の運営費

多摩地域の自治体か
らの補助

250,000 250,446 99.8%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

管理助成費 あけぼの会 - 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 24,490 73.5%
みどり環境部
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 63,000 28.6%
みどり環境部
みどり公園課

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 52,300 34.4%
みどり環境部
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 99,750 45.1%
みどり環境部
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 18,000 127,350 14.1%
みどり環境部
みどり公園課

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 298,515 298,515 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 富羊会 110
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。

自治会費、清掃道具の購入 集団回収奨励金 91,560 91,560 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課
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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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 23,940 23,940 100.0%
みどり環境部
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 113,400 113,400 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 柳沢1丁目3号棟自治会 156
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。

月1回実施する清掃作業の経
費、清掃道具等の購入 集団回収奨励金 142,660 142,660 100.0%

みどり環境部
ごみ減量推進課

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

73,430,767 73,430,767 100.0%
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

29,480,209 29,480,209 100.0%
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 680

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
もに事故防止街頭活動など地域社会におけ
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 2,386,666 79.6%
都市整備部
道路管理課

給食保存食代助成費 西東京市立小学校 19
学校給食を実施する小学校に対し、検査の
ため保存し、使用する給食用原材料及び調
理済み給食の費用を助成する。

学校給食事業の円滑な実施に寄与する。
検査のため保存し、使用する
給食用原材料及び調理済み
給食の費用

助成費 2,834,856 2,834,856 100.0%
教育部
学校運営課

牛乳保存食代助成費 西東京市立中学校 2
ミルク給食を実施する中学校の内、検査の
ため保存し、使用する給食用牛乳がある学
校に対し、その費用を助成する。

学校給食事業の円滑な実施に寄与する。
検査のため保存し、使用する
給食用牛乳の費用

助成費 12,472 12,472 100.0%
教育部
学校運営課

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
414,000 414,000 100.0%

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 240

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

本年度の活動を通して、平成24年度から全
面実施となる新学習指導要領の趣旨を踏ま
えた研究授業や研究協議を各部会で活発
に行い、市内の同じ教科の教員が課題を共
有し、情報やアイディアを共有できた。

・報償費
・消耗品費
・研修用図書費
・研究紀要関係費

市補助金 205,884 205,884 100.0%
教育部
教育指導課
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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22年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
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補 助 率
①／②
（％）

所　管　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

本年度の活動を通して、「創意ある教育課程
の編成・実施・評価・改善と校長のリーダー
シップ」の研究主題のもと、本市の全小学校
における教職員の人材育成と教育活動充実
の具体的な方策をＯＪＴの実施を通して研究
した。これにより校長のマネージメントの具体
策を検討・試行し、より有効な方策を協議す
ることができた。

・講師謝礼
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費

市補助金 203,320 203,320 100.0%
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

各校の情報交換に基づく課題発見とその解
消、学校経営上の諸課題の解決に向けた
具体的な対応の検討と実践を行うことがで
き、今年度は4つの課題について研鑽を深
めることができた。

・印刷製本費
・資料代

市補助金 103,572 103,572 100.0%
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
に向けて現在喫緊の5つの課題について研
修を行うことができた。また企業で人材育成
を担当している方を講師に招き講演をしても
らったことで、企業での人材育成の厳しさを
学ぶことができた。

・講師謝礼
・消耗品費

市補助金 143,750 143,750 100.0%
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

本市が抱える教育課題のひとつである「小・
中連携の取組と副校長の果たす役割」につ
いて、市内9校の取組状況を発表し合い、研
修・考察した事項を研究冊子としてまとめる
ことができた。

　
・書籍代
・研究紀要印刷製本

市補助金 76,835 76,835 100.0%
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、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自ら考え判断し、行動する子どもを育てる
指導法の工夫（柳沢小学校）
②一人一人の考えを生かし、学び合う児童
の育成（住吉小学校）
③言語活動を通して、各教科のねらいを達
成できる指導法の工夫（田無第一中学校）
④小中連係教育（義務教育9年間のより良
い教育について）（保谷第一小学校、栄小
学校、青嵐中学校）
⑤考える力を育てる言語活動（保谷第二小
学校）
⑥自己の価値や役割を自覚し、自己肯定感
を高め学習に取り組む児童の育成（芝久保
小学校）
⑦健康の大切さが分かり、健康な生活をめ
ざす児童の育成（けやき小学校）
ほか

教育課題の解決を目指し研究を行い、その
成果を研究紀要の配布や公開授業、研究
発表会等を行うことにより、市内の教員や保
護者に報告し、研究成果の共有を図った。

・報償費
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費
・役務費

市補助金 2,737,455 2,737,455 100.0%
教育部
教育指導課
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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 447,322 447,322 100.0%
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 290,000 290,000 100.0%
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
同で各種競技会を実施している。

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。

・会場使用料
・審判手当
・消耗品費

市補助金 819,107 819,107 100.0%
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

 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。

 演奏会指揮者の謝礼、会場使
用料、プログラム・チケット印刷
費

 会費、寄付金 300,000 734,181 40.9%
教育部
社会教育課

社会教育関係団体補助金 混声合唱団コールフロイデ 47

混声合唱を通じて、多くの優れた合唱曲と
出会い、合唱の楽しさを味わい、合唱レベル
の向上に努め、会員間の親睦を深め、よっ
て、より楽しい、活力のある、健康的な人生
を送る事を目的とする。

西東京市における合唱の一層の普及、文化
活動への貢献を図った。

 演奏会指揮者の謝礼、会場使
用料、プログラム・チケット印刷
費

 会費 278,000 597,121 46.6%
教育部
社会教育課
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