
補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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 理事長

野口　孝 1,386 福利厚生事業・給付事業・貸付事業等 会員及びその家族の福祉の増進
会員の相互扶助及び生活擁護

厚生事業、教養文化事業、
体育保健事業等への助成

市交付金
会費 26,535,578 26,535,578 100.0%

総務部
職員課

メーデー助成金

１　2002三多摩メー
デー実行委員会
2　三多摩メーデー実
行委員会

1　細川　昭則
2　菅谷　正見　②9.000

多摩地域の市民参加による広域的なイ
ベント

2002三多摩メーデー実行及び第７３回
三多摩メーデー実行に寄与

多摩地域市民参加の式典・
イベン事業費

分担金、交付金、補助
金（加盟組合、各自治
体補助金、他）

252,000 252,000 100.0%
総務部
市長室

財団法人法律扶助協
会東京都支部多摩法
律援助センター補助
金

財団法人法律扶助協
会東京都支部

財団法人法律
扶助協会東京
都支部支部長
山本　剛詞

―

法律相談の実施
平成14年度利用者総数　5,869件
（うち、西東京市民　99件）
援助事業の実施
平成14年度申し込み総数　5,018件
（うち、西東京市民　45件）

市民の法律相談を受ける機会の拡充及
び法的権利実現の平等化

法律相談の実施及び扶助事
業に要する経費（弁護士手
当、需用費等）

東京都・各市補助金、
弁護士会補助金、弁護
士寄付金

250,000 57,988,600 0.4%
市民生活部
生活文化課

西東京市防犯協会補
助金 西東京市防犯協会

西東京市防犯
協会会長
石川　三郎

60

1．ひったくり事犯の防止
2．ピッキング使用による侵入盗の防止
3．乗り物盗の防止
4．少年非行の防止、
を、広報活動・防犯組織の補充強化・
地域安全運動・防犯資器材開発・関係
機関及び団体との連携、によって活動
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 1,365,994 95.9%
市民生活部
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

西東京市ふれ
あいセンター
協議会代表
神野　聖治

52

ふれあい祭り、ふれあいバザー、新春
餅つき大会、子供会（春・夏）、星空
観測会（夏・冬）、家庭介護相談会、
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町づ
くりの促進に寄与

運営費
事業費
広報費等

市補助金 770,000 803,404 95.8%
市民生活部
生活文化課

財団法人西東京市文
化・スポーツ振興財
団運営費助成金

財団法人西東京市文
化・スポーツ振興財
団

財団法人西東
京市文化・ス
ポーツ振興財
団
理事長
野口　孝

―

１　文化の振興を図るための事業
２　文化活動の奨励・普及及び団体を
育成するための事業
３　保谷こもれびホール管理運営事業

地域文化の創造と、スポーツ・レクリ
エーション活動の促進を図ることによ
り、地域社会における潤いと活力に満
ちた市民文化の形成に寄与

文化関係事業費
保谷こもれびホール管理運
営費
財団運営費

基本財産運用収入
文化スポーツ事業収入
市助成金収入

294,607,594 370,053,086 79.6%
市民生活部
生活文化課

西東京市民まつり補
助金

西東京市民まつり実
行委員会

西東京市民ま
つり実行委員
会　委員長
丸山　儀一

31

平成14年11月9日（土）、10日（日）
午前9時30分～午後４時
場所（ひばりが丘団地野球場・ひばり
が丘運動場・中原小学校）
パレード（410名参加）/野外演芸（28
団体参加）
出店（123店参加）/子供ｺｰﾅｰ（6団体参
加）
シャトルバス運行（市内5ヶ所～）

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

まつり開催会場設営委託料
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 11,382,628 16,411,308 69.4%

市民生活部
生活文化課

平　成　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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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

西東京市どん
ど焼実行委員
会　委員長
川合　真理子

9

どんど焼の実施
平成15年１月11日（土）
保谷第二小学校、明保中学校
平成15年１月18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 300,000 400,575 74.9%

市民生活部
生活文化課

西東京市消費生活展
補助金

西東京市消費生活展
実行委員会

西東京市消費
生活展実行委
員会　委員長
池田　干城

7 平成14年12月７日（土）・８日（日）会場：保谷公民館・消費者センター
消費者問題に関する資料及び情報の提
供及び消費に関する意識の啓発

講演会講師謝金
消耗品費
印刷製本費
賄材料費

市補助金 409,248 416,328 98.3%
市民生活部
生活文化課

勤労者福祉サービス
センター運営費補助
金

西東京市勤労者福祉
サービスセンター 成田 善次郎 2,299

（1）在職中の生活安定に関する事業
（2）健康の維持増進に関する事業
（3）老後生活の安定に関する事業
（4）自己啓発に関する事業
（5）余暇活動に関する事業
（6）財産形成に関する事業
（7）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

在職中の生活安定に関する事業、健康
の維持増進に関する事業、老後生活の
安定に関する事業、自己啓発に関する
事業、余暇活動に関する事業、財産形
成に関する事業を実施

（1）人件費
（2）一般運営費
①  職員旅費
②  役職員活動旅費
③  印刷製本費
④  通信運搬費
⑤  委託費
⑥  消耗品費
⑦  借損料
⑧  備品購入費
⑨  光熱費
⑩  手数料
⑪  会議費
⑫  賃金
（3）健康維持増進事業費

（1）会費
（2）入会金
（3）事業収入
（4）全労災からの給
付金諸収入

21,062,697 49,205,339 42.8%
市民生活部
産業振興課

都市農政推進協議会
負担金

田無地区都市農政推
進協議会 小林孝一 254

情報の収集と提案
都市農業ならびに税制、課税に関する
調査研究
農業者大会の開催
要請運動の推進
関係機関、団体との連絡提携

情報の収集と提案
都市農業ならびに税制、課税に関する
調査研究
農業者大会の開催
要請運動の推進
関係機関、団体との連絡提携

東京都都市農政推進協議会
への会費賦課額(55,000円)
の2分の1を補助している。

会費 27,500 70,147 39.2%
市民生活部
産業振興課

農友会補助金 田無農友会 鈴木一成 53

農業経営上における視察研究及び発表
会等の開催
共同作業
レクリエーション
他の関係団体等との情報交換

環境保全型農業のための農薬講習会、
三鷹市のナス、銀杏栽培等の一日視察
研修会や、ＪＡ埼玉管内のブロッコ
リー栽培、肥料工場見学等の宿泊研修
会を実施した。
また、姉妹都市交流としての須玉町津
金りんご祭りや小金井公園うめまつり
へ野菜の即売出店を行い、西東京市と
その農産物のＰＲを図った。
また、東京都中央農業改良普及セン
ターに依頼し、農友会「土壌診断」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 270,000 2,060,985 13.1%

市民生活部
産業振興課
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緑化組合補助金 田無緑化組合 新倉健治 70

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

山形緑化フェアへの一泊研修や土浦
市、霞ヶ浦町への一日視察研修を実施
した。
また、市民まつり、姉妹都市須玉町の
津金りんご祭り、小金井公園うめまつ
り等へ参加し、植木、花卉等の都市緑
化のＰＲを図った。
組合として市民供給苗木の育成を行う
とともに、「新樹種ガイドブック」の
購入・配布も行った。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金 270,000 4,968,808 5.4%

市民生活部
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 桜井正行 56

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

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
堆肥センターの視察、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
出荷対策検討会
視察研修費

会費
ＪＡ補助金
出荷奨励金
出荷対策会費他

150,000 1,486,103 10.1%
市民生活部
産業振興課

園芸組合補助金 保谷園芸組合 蓮見元彦 12

先進地の視察研修
東京都植木農業協同組合組合員研修
シルバー人材センター植木剪定講習指
導

花園花木センターを視察し、花卉、植
木の先進栽培技術について研修を行っ
た。
ガーデニングブームによりコニファー
樹木の導入やコンテナ（ポット）栽培
を実施した。

総会費
会議費
研修会費

会費
ＪＡ助成金 150,000 354,086 42.4%

市民生活部
産業振興課

梨生産組合補助金 西東京市梨生産組合 本橋勇一 9

各種資材の共同購入
技術導入を図るための講習会の開催
産地育成の技術指導
病害虫の共同防除
栽培知識向上のための先進地視察
「保谷梨」のブランド化事業推進

第3回保谷梨祭りを東伏見アイスアリー
ナ前で開催し、市民への地元産「保谷
梨」のＰＲを図った。

総会費
会議費
研修費
事業費
資材購入費

会費
ＪＡ助成金 150,000 1,302,431 11.5%

市民生活部
産業振興課

花卉研究会補助金 保谷花卉研究会 本橋昭治 4
研修会、見学会の開催
優良種苗、資材等の導入及び育成配布
生産・経営技術についての情報交換

一般市民に地元産の花卉をＰＲするた
め、ＪＡみらい保谷支店に立体花壇を
作成し、植え替えも行った。
栽培技術の研鑚の成果として、関東東
海花の展覧会に出品し、今年も入選を
果たした。

農協花壇植えこみ費 会費
ＪＡ助成金 150,000 572,981 26.2%

市民生活部
産業振興課

施設部会補助金
東京みらい農業協同
組合保谷地区施設部
会

本橋武男 29

施設利用による栽培の促進
直売施設の充実と増設の推進
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
野菜販路の確保と経営の安定化

立川市、町田市、東久留米市の先進農
家を視察し、栽培技術改善の研修を
行った。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。
また、新たな販路拡大と収量増大、作
業の効率化を図るため、活力ある農業
経営育成事業を活用した施設化を実施
した。

総会費
研修費

会費
ＪＡ助成金 150,000 593,038 25.3%

市民生活部
産業振興課
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農業経営者クラブ補
助金

西東京市農業経営者
クラブ 土方元光 89

都市農業経営及び都市問題に関する調
査研究
会員相互の連絡提携及び情報提供
土地税制対策等の推進
その他目的達成に必要な事項

経営部門及び先進的研究集会、視察等
への参加、簿記記帳講座の開催、トッ
プ農業経営者セミナーへの参加、女性
及び後継者の経営参画推進事業への参
加・協力並びに交流対策事業として、
親子農業体験教室の実施

活動事業費
研修費
地域対策費

会費 200,000 391,810 51.0%
市民生活部
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 本橋利容 33 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 150,000 820,894 18.3%

市民生活部
産業振興課

商工会補助金 田無商工会 小西　嗣朗 1,079

経営改善普及事業として、「金融指
導」「税務記帳相談指導」「各種講習
会の開催」「経営相談指導」「青年部
相談指導」「女性部相談指導」等を行
い、地域総合振興事業としては、「総
合振興対策」「商業振興対策」「工業
振興対策」「建設関連業振興対策」
「福利厚生対策」「青年対策」「女性
対策」大型店対策」等を実施する。ま
た、平成14年度重点目標として、「商
店街の活性化の推進」「商工会組織基
盤の強化」「市行政との連携の強化」
「商工会の合併に関する調査及び研
究」を置いている。

左記の活動内容によって、経済団体と
して地域の商工業の役に立てるように
日々努力した結果、会員の減少も平成
13年度は83件だったものが、平成14年
度には55件と減少している。また、増
加の数は、35件から38件と増えている
状況である。しかし、組織率は、
53.9％から53.1％に減っている。これ
は、近年の経済状況の悪化や経営者の
高齢化が進む中での後継者不足等の問
題が考えられる。しかし、組織率が5割
を超えている状況から考えれば、経済
団体としての必要性を中小企業者およ
び市民から支持され認知されているも
のと思われる。今後は、商工会の合併
や景気の好転を迎えれば益々この団体
の必要性が高まり会員数も伸びると考
える。

商工会が活動するにあた
り、必要な「経営改善普及
事業」「地域総合振興一般
事業」「管理事業」に対し
て、補助金を役立ててい
る。

会費
特別賦課金
手数料
分担金
その他団体保険料等

17,000,000 103,255,750 16.5%
市民生活部
産業振興課

商工会補助金 保谷商工会 宮川　一三 1,355

経営改善普及事業として、「金融指
導」「税務記帳相談指導」「各種講習
会の開催」「経営相談指導」「青年部
相談指導」「女性部相談指導」等を行
い、地域総合振興事業としては、「総
合振興事業」「商業振興事業」「工業
振興事業」「建設業振興事業」「飲食
業振興事業」「後継者対策事業」「生
涯学習振興事業」「まちづくり推進事
業」「青年部事業」「女性部事業」
「ポ－タルサイト事業」「組織対策事
業」「商店街活性化事業」等を実施す
る。また、平成14年度重点目標とし
て、「会員に密着した事業の周知徹
底」「会員事業所への訪問・巡回指導
の徹底及び組織率の向上」「合併調査
会の設置・運営」「情報化推進事業の
展開」を上げている。

左記の活動内容によって、経済団体と
して地域の商工業の役に立てるように
日々努力した結果、会員の減少も平成
13年度は64件あったものが、平成14年
度には、51件と少なくなっている。し
かし、組織率は50.7％から50.1％に
減っている。これは、近年の経済状況
から考えて、厳しい組織率ではある
が、中小企業者及び市民からの経済団
体としての必要性の表れではないかと
考える。今後はね商工会の合併や景気
の好転を迎えれば益々この団体の必要
性が高まり会員数の増加も見こめると
思われる。

商工会が活動するにあた
り、必要な「経営改善普及
事業」「地域総合振興事
業」「管理事業」に対し
て、補助金を役立ててい
る。

会費
特別賦課金
手数料
その他助成金等

16,223,000 93,714,651 17.3%
市民生活部
産業振興課

－4－



補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

商店会等地域活性化
補助金 田無北口商店会 高崎　三成 69

会員の店舗等にポスターの掲示、チラ
シ、を置き、役員が回ってスクラッチ
カードの説明と指導を実施する。
期間中役員が率先して田無駅北口駅前
通りにて、カウントダウンフェアのＰ
Ｒを行い、年末年始商戦の盛り上がり
をし、地域住民に貢献を図る。応募期
間終了後は、Ｗチャンスカードの抽選
準備、街頭の公開抽選会、当選者の発
表を行い、お買物券の換金作業を行
う。

今年で6年目を迎え、応募者数は年々増
加している。年末恒例のイベントとし
て、地域の方々に楽しみを与え、「消
費者優先」の理念が理解されている。
期間中アンケートを取ったところ86％
の方から大変満足だと好評であった。

カウントダウンフェア2003
におけるイベント補助 会費 1,450,000 3,029,665 47.9%

市民生活部
産業振興課

商店会等地域活性化
補助金 西東京市中央親交会 後藤　登 26

・中元売出し、歳末売出し展開による
販売促進
・会員相互親睦活動により、商圏域の
活気向上

市内地域住民に還元、販売促進によ
り、販売増加及び活性化向上 売出しの景品代 会費 146,000 219,413 66.5%

市民生活部
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 豊山　一男 134

平成14年11月15日、22日に新聞折込で
ＰＲを実施し、11月23日には「第10回
柳沢地蔵祭り」を開催する。内容とし
ては、東西2箇所のお地蔵様のまえでの
甘酒サービスや無料店舗を開いた「や
きいも」「やきそば」等のサービス、
第３児童公園での子供ケーム大会など
地域を巻き込んだ消費者還元を優先
し、販売促進につなげたいと思ってい
る。

「柳沢地蔵祭り」も今年で10回目を迎
え、地域に根ざしたものとなってい
る。イベント終了後もお客の数が多く
なり、販売促進にも表われている。

事業費 会費 1,467,000 2,298,135 63.8%
市民生活部
産業振興課

集団回収奨励金 田無南町郵政宿舎 吉 田 米 男 12 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推進、資源
の有効利用の認識を深める。

ごみ・資源物集積所の管理
用品等の購入。 集団回収奨励金 31,840 31,840 100.0%

環境防災部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 富　羊　会 鈴 木 法 子 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推進、資源
の有効利用の認識を深める。

ごみ・資源物集積所の管理
用品等の購入。 集団回収奨励金 134,960 134,960 100.0%

環境防災部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 都営新町５丁目ア
パート 横 山 祐 子 64 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推進、資源
の有効利用の認識を深める。

ごみ・資源物集積所の管理
用品等の購入。 集団回収奨励金 74,720 74,720 100.0%

環境防災部
ごみ減量推進課
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集団回収奨励金 若　　　葉 平 野 一 枝 13 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推進、資源
の有効利用の認識を深める。

ごみ・資源物集積所の管理
用品等の購入。 集団回収奨励金 46,960 46,960 100.0%

環境防災部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 山合文化会 加々美 京 子 60 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推進、資源
の有効利用の認識を深める。

ごみ・資源物集積所の管理
用品等の購入。 集団回収奨励金 140,240 140,240 100.0%

環境防災部
ごみ減量推進課

保谷防火協会補助金 保谷防火協会 佐々　英達 150

火災予防運動、防災周間における各種
ポスタ－・パンフレットの購入及び広
報資料作成。自治会等における防災訓
練。消防少年団に対する助成。

春・秋の火災予防運動、防災の日等に
おける各種ポスタ－・パンフレットの
購入。広報資料の作成に協力し、広報
活動の展開並びに災害時支援ポラン
ティア・少年消防団の育成。事業など
の諸事業について効果的に支援した結
果、所期の目的達成に大きく寄与し
た。

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 500,000 1,759,000 28.4%
環境防災部
防災課

防災市民組織助成金 雇用促進住宅向台宿
舎自治会 大川　高士 400

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。

防火服・略帽 会費 36,120 72,240 50.0%
環境防災部
防災課

防災市民組織助成金 北原六星会防災市民
組織 白井　智子 148

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。

物置・バケツ・ブル－シ－
ト・油圧ジャッキ 会費 125,798 251,595 50.0%

環境防災部
防災課

防災市民組織助成金 緑町西原自治会 水沼　進 138
市主催の防災訓練に参加する。地域防
災訓練の実施。火災運動における地域
防災活動。

防災資器材を整備することで、実践的
な訓練を実施するなど、地域住民の防
災意識高揚が図られている。

テント・かまどセット・ア
ルファ－米 会費 108,990 217,980 50.0%

環境防災部
防災課

防災市民組織助成金 西原グリ－ンハイツ
住宅管理組合 水沼　静一 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 会費 286,650 573,300 50.0%
環境防災部
防災課
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防災市民組織助成金 フラワ－通り商店会 木村　守利 69
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・リヤカ－ 会費 219,741 439,482 50.0%
環境防災部
防災課

消防団運営費 第一分団南町担当 二上　徹 19

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

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

会議、研修等の経費。家族
慰安に関する経費。電話料
金等。消耗品費等購入費

会費 350,000 632,500 55.3%
環境防災部
防災課

消防団運営費 第二分団田無町担当 平山　喜弘 20

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

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

会議、研修等の経費。家族
慰安に関する経費。電話料
金等。消耗品費等購入費

会費 350,000 541,807 64.6%
環境防災部
防災課

消防団運営費 第二分団 遠藤　源太郎 21

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

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

会議、研修等の経費。家族
慰安に関する経費。電話料
金等。消耗品費等購入費

会費 350,000 457,340 76.5%
環境防災部
防災課

消防団運営費 第三分団 下田　一男 19

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

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

会議、研修等の経費。家族
慰安に関する経費。電話料
金等。消耗品費等購入費

会費 350,000 620,212 56.4%
環境防災部
防災課

消防団運営費 第四分団 鵜野　勝司 20

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

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

会議、研修等の経費。家族
慰安に関する経費。電話料
金等。消耗品費等購入費

会費 350,000 496,085 70.6%
環境防災部
防災課

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

会長　村田利
夫

役・職
員82人
正会員
5772人
賛助会
員398人
団体会
員101団
体

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、被保護世
帯入学準備金、ひとり親家
庭休養ホーム利用促進事
業、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

会費収入463万円
寄付金収入694万円
市補助金20,679万円
共同募金配分金450万
円
利用料収入3,679万円
雑収入582万円

206,794,843 220,290,093 93.9%
保健福祉部
保健福祉総合調整課
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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

会長　齋藤芳
功 1,319

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61,450千円
管理事務費4,360千円
就業分野拡大推進事業費
3,000千円

事業収入58,342万円
国・市補助金8,181万
円
借入金1,195万円

68,810,423 68,810,423 100.0%
保健福祉部
保健福祉総合調整課

民生委員協議会補助
金

西東京市民生委員協
議会

代表会長
小美濃道雄

民生委
員児童
委員136

人

民生委員同士の情報の共有化などを目
的とした定例会の開催、合同定例会に
よる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。

定例会及び全体会を通じた情報の共有
化により住民の相談・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、もって地域住民の身
近な相談・支援者として信頼を得てい
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1328千円
市補助金2130千円
雑収入480千円

2,130,000 3,072,109 69.3%
保健福祉部
保健福祉総合調整課

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

分区長清水豊
保 40

法務省観察所長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ケ月に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132千円
観察協会交付金622千
円　市補助金341千円
北多摩北地区活動費
457千円

341,000 978,902 34.8%
保健福祉部
保健福祉総合調整課

献血推進協議会補助
金

西東京市献血推進協
議会 会長　鈴木勝 42団体

役員30

輸血用血液や血液製剤を、国内の献血
により安定的に確保する必要がある
が、献血者数は年々減少傾向にある。
このため、市民のボランティアとし
て、日本赤十字社血液センターの行う
採血事業に協力し、並びに市民に対し
献血への意識の啓発を行い、献血供給
体制の確立に向けた活動を行ってい
る。

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

献血協力者への配布用ポ
ケットティッシュ、図書
券・記念品の購入、総会費
用、役員会費用、表彰式典
費、旅費、消耗品、役務費

市補助金850千円
寄附金36千円 850,000 869,254 97.8%

保健福祉部
保健福祉総合調整課

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

委員長保谷高
範 ８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、小学生に運動趣旨を反映した
ポスター･習字を作成してもらい、展示
し非行防止の意識の浸透を図ってい
る。駅頭でティッシュ、団扇、リーフ
レット等の配布やのぼり旗・懸垂幕の
掲示や折り紙体験を通じ普及を行う。

市内19の小学校の5・6年生にポスター･
習字を募集し、市内行政施設でその展
示を行い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
力依頼並びに児童にリーフレット及び
社明の名入り鉛筆を配布や駅頭で団
扇、ティッシュ、リーフレットを配布
するなどし啓蒙している。

「社会を明るくする運動」
ポスター・習字展出展者記
念品、駅頭配布用ポケット
ティッシュの購入

保護司会助成金400千
円　市補助金　50千円 50,000 420,588 11.9%

保健福祉部
保健福祉総合調整課

赤十字奉仕団補助金 西東京市赤十字奉仕
団

委員長村田利
夫

団員
220人

赤十字の博愛人道の精神に基づき、明
るい住みよい社会を築き上げていくた
めに、裁縫作業等の奉仕活動、防災訓
練の参加、チャリティー事業等の活動
など、必要な実践的事業に奉仕する。
また、5月の日赤会員募集強調月間には
積極的に寄附金募集活動を行ってい
る。

裁縫作業の奉仕、献血活動への協力、
防災訓練への参加及びチャリティー事
業などを通じて、明るい住みよい社会
を築き上げていくために寄与してい
る。

会議費、事務費、救急訓練
費、物品購入費 日赤交付金463千円 218,000 631,887 34.5%

保健福祉部
保健福祉総合調整課

福祉推進協議会補助
金

西東京市福祉推進協
議会

会長　都丸泰
江

会員43
人

３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、福祉を語る市民
のつどいを開催し、多様化複雑化して
いる近年の福祉問題について、意識の
啓発を行っている。

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

「福祉を語る市民のつど
い」講師謝礼、同記録集作
成

会費収入40千円
寄附金10千円
市補助金150千円

150,000 192,800 77.8%
保健福祉部
保健福祉総合調整課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人保健施設建設費
補助金 ハートフル田無 新井　繁雄 ―

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
護保健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共
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

社会福祉医療事業団借入金
の返済
りそな銀行借入金の返済

介護報酬収入 22,884,059 388,035,971 5.9%
保健福祉部
高齢福祉課

老人保健施設建設費
補助金 ラビアンローゼ 石井　善輝 ―

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 2,243,478 522,326,000 0.4%
保健福祉部
高齢福祉課

老人保健施設建設費
補助金

ラビアンローゼ富士
見 石井　善輝 ―

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痴呆性老人に対す
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ＡＤ
Ｌの向上に寄与している

借入金償還 介護報酬収入 599,130 354,852,000 0.2%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 あゆみえん 関根　得太郎 ―

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、
より良い個別性の高いサービスを提供
するために「日々の変化に早急に対応
する」ということを意識し、業務に取
り組んだ。又、介護保険制度施行後３
年目を迎え、新制度にも慣れ、見直し
も図りながら業務を軌道に乗せること
ができた。又、在宅部門においても
ホームヘルプサービスの利用者も増え
たことにより地域の評価も高くなり稼
働率も増えていくと考える

介護老人福祉施設の建設に
伴う協定書の償還計画に基
づき建築工事費、設計監理
費として使用

介護報酬収入 5,000,000 774,161,000 0.6%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 第二喜久松苑 野崎　武 ―

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

特別養護老人ホーム第二喜
久松苑建設借入金（社会福
祉医療事業団より借入）償
還財源

介護報酬収入 9,368,000 356,619,000 2.6%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 保谷苑 多久島　耕治 ―

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

平成14年度実績
入所率　  95.5％（60床）57.3人
ショート 107.1％（10床）10.7人

・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

設備資金借入金償還金支払 介護報酬収入 42,254,364 481,014,438 8.8%
保健福祉部
高齢福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人ホーム等建設費
補助金 サンメール尚和 阿　和嘉男 ―

昭和50年代の施設や高齢者サービスセ
ンターでは寝たきり高齢者のケアが主
であった。開設時に住民のニーズ調査
から痴呆のケアサービス内容とした。
・痴呆性高齢者に科学的なケアをする
音楽療法、絵画療法の導入
・リアリティ・オリエンテーション
（回想法）を学識者と共同研究するな
ど画期的な痴呆研究を普及した
・今日の痴呆性高齢者のケアサービス
から施策、制度確立等、三市（元四
市）行政と共に基礎作りに寄与した

・従来の制度になかった痴呆性高齢者
のサービス制度に寄与した
・痴呆性高齢者のケアサービスや療法
家族支援の基礎やマニュアル作成
・全国から三市（元四市）共同事業の
評価を受ける
・ボランティアの育成と活動の受け入
れ
・高齢者福祉普及をした
・福祉施設及び期間団体への事業、
サービスのあり方への影響をした
・市民、介護家族への良質なサービス
の提供

武蔵野市・小金井市・西東
京市との共同事業による特
別養護老人ホーム施設整備
の借入金（社会福祉医療事
業団）の償還金に使途

介護報酬収入 15,932,200 525,231,000 3.0%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 健光園 田中　光子 ―

西東京市在住の高齢者を対象で、施設
入所希望の場合には特別養護老人ホー
ム、併設短期入所施設で対応、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にて
対応、介護度に応じて市民の希望され
るサービスを適切に提供する

平成14年度には西東京市民の特養利用
者延べ人数　　　   23,958人
　短期入所事業所利用者延べ  2,920人
　デイサービス利用者延べ　　5,991人
　ヘルパー派遣延べ利用者   34,300人

施設、在宅での介護サービスを提供
し、市民の生活支援に貢献した

施設整備・設備整備費の
内、社会福祉医療事業団及
びみずほ銀行からの借入金
償還金として使用

介護報酬収入 60,552,046 552,721,000 11.0%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 クレイン 鶴田　茂男 ―

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

設備資金借入に伴い償還財
源に充当 介護報酬収入 18,880,000 331,243,816 5.7%

保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 フローラ田無 新井　繁雄 ―

第1種社会福祉事業として特別養護老人
ホーム（30床）設置経営し、社会福祉
法、老人福祉法及び介護保険法に基づ
きその運営を行う。
運営基準について厚生省令第46号及び
39号通知に準ずる

入所の要介護高齢者は施設での生活を
生きがいを持って暮らしていただいで
いると思う。利用者や家族及び親族ま
た近隣の団体や自治体とのコミュニ
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
ふえてきている

社会福祉医療事業団借入金
の返済 介護報酬収入 5,725,000 150,237,210 3.8%

保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 めぐみ園 内海　望 ―

介護保険法が施行されてから、地域住
民の特養等に対する利用希望が高まっ
ているので、従前に増して西東京市民
の優先的入所または利用について最大
限の努力をしている

当ホームは、入所者の処遇サービスの
向上を図るため、個室による介護をと
くちょうとしている。従って、身体
的・精神的要介護者の入居も多く、介
護に関わる職員の増配置を行い多大の
効果を挙げている

建設費償還金に充当 介護報酬収入 13,152,000 1,084,010,000 1.2%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 小松原園 齋藤　聰 ―

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、食事当の介護、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た

総利用日数の平成14年度比では
特養部門101％、ショート部門119％、
デイサービス部門126％、となってい
る。
さらに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、地元産食
材の確保、職員研修の活発化等その向
上に努めました

建設費借入金元金償還 介護報酬収入 1,500,000 452,544,000 0.3%
保健福祉部
高齢福祉課

－10－



補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人ホーム等建設費
補助金 シャローム東久留米 金城　健祐 ―

現在、特養の32床、ショート2床が西東
京市分としてフル稼働している。在宅
サービスセンターには西東京市民34名
が登録している。
平成4年7月開所依頼シャローム南沢の
サービス提供は旧田無市全域を対象と
してきた。特に入浴サービスでは主に
重介護ケース市民に対応してきた。当
センターの居宅支援事業のケアマネ
ジャーは現在、西東京市民35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

施設建設のための借入金の
償還金として「社会福祉医
療事業団」へ支払う

介護報酬収入 20,077,499 637,882,720 3.1%
保健福祉部
高齢福祉課

老人ホーム等建設費
補助金 清快園 石井　康允 ―

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

140床の内、西東京市分を含めた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。西東京市においては平
成11年の40名増床に伴って助成をいた
だき、4名分のベッド数を確保させてい
ただいているが他の自治体と比較して
西東京市の入所後の支援システム
（バックアップ）は当園としては高く
評価できるものであるため、これに答
えるべく現在11名の方を入所支援させ
て頂いている。なお、当園開所後の西
東京市よりの通算入所者数は22名で内
21名が平成11年以降の入所となってい
る。また今後において困難なケースに
ついて西東京市担当課との相談により
入所も検討したい

設備資金借入金元金償還 介護報酬収入 1,250,000 8,760,000 14.3%
保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 若　草　会 小　濱　　肇 83

会員の希望、意見を尊重し、次のよう
な行事を行う。
①教養の向上（講演会、その他文化的
な行事）
②健康の増進（保健衛生、体操等）
③レクリェーション（民謡、踊り、映
画会、碁、将棋、旅行など）

　会員みんなの意見や希望によって、
年間行事計画を立て、これを完全に実
施するために１７名の役員がお互いに
協力しあっていくことを重視している
ことが、事業運営を円滑にしている。
毎月発行している会報が、効果を高め
ている。

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友愛活動
⑤その他の社会活動
⑥運営費

①会費
②補助金 387,600 461,237 84.0%

保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 いずみ年輪クラブ 富　岡　　一 80

①生きがいを高めるを主とした活動
講演会、研修会、社会見学、文化伝承
活動、趣味の教室（書道・絵画・音
楽・民謡・踊り・華道・俳句・将棋・
囲碁・ダンス・演芸・手芸）等
②健康の増進を主とした活動　歩こう
会、体操、ゲートボール、各種スポー
ツ、健康衛生講和等
③ボランティアを主とした活動　社会
奉仕、清掃奉仕、友愛訪問、地域行事
参加交流等
④その他の活動　旅行、誕生会、花見
会、新年会、忘年会、敬老会、月例会
等

1.生きがいを高める活動・会報毎月発
行、例会月２回で行事内容周知・左記
の活動内容で年間27回。
2.健康増進活動・左記の活動内容で独
自活動の他、連合会、他団体協賛活動
に積極的に参加、年間延べ300回。
3.ボランティア活動・障害者福祉セン
ター、市内公園、泉小学校（児童、父
母三世代）清掃、保育園、地域交流
「餅つき大会」会員1人住まい、高齢者
世帯友愛訪問を定期的に実施。年間延
べ133回実施。
4.その他の活動・左記の会独自の活動
内容は延べ28回実施。　全体で延べ約
4,800名参加実績である。

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友愛活動
⑤その他の社会活動
⑥運営費

①会費
②補助金 384,000 467,640 82.1%

保健福祉部
高齢福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　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 鍋　田　恒
男 67

①生きがいを高めるを主とした活動
講演会、研修会、社会見学、文化伝承
活動、趣味の教室（書道・絵画・音
楽・民謡・踊り・華道・俳句・将棋・
囲碁・ダンス・演芸・手芸）等
②健康の増進を主とした活動　歩こう
会、体操、ゲートボール、各種スポー
ツ、健康衛生講和等
③ボランティアを主とした活動　社会
奉仕、清掃奉仕、友愛訪問、地域行事
参加交流等
④その他の活動　旅行、誕生会、花見
会、新年会、忘年会、敬老会

①社会奉仕活動　　清掃（5回）、花一
杯運動花手入れ等（46回）、1円募金
（12回）実施
②健康をすすめる活動　輪投げ（21
回）、Ｇ．Ｂ．（111回）、ペタンク
（7回）実施
③生きがいを高める活動　郷土史（11
回）、民謡（12回）、書道（12回）、
カラオケ（12回）、小講話（2回）、敬
老ウオーキング（1回）
④友愛活動　友愛訪問（48回）、病気
見舞（8回）、女性部会（11回）実施
⑤その他社会活動　定期総会（1回）、
例会（10回）、役員会（8回）実施

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

①会費
②補助金 368,400 415,175 88.7%

保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 七　福　会 山　本　謙
次 87

①社会奉仕活動　環境清掃、赤い羽根
募金、切手整理
②健康を進める活動　歩こう会、輪投
げ、ゲートボール、各種スポーツ等
③生きがいを高める活動　カラオケ・
舞踊等
④友愛活動　友愛訪問、話し相手等
⑤その他の社会活動　総会、幹事会、
旅行、敬老会

　例年総会時には、市役所、警察署、
防犯協会等から講師を招き講演会の実
施。
役員研修会、物故者の慰霊祭、老人施
設、一人暮らし家庭の訪問、古切手は
がしの等の定期的実施。

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 392,400 464,215 84.5%

保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 互　楽　会 稲　垣　澄
子 75

①社会奉仕活動　集会所草取、赤い羽
根募金、在宅センター慰問等
②健康を進める活動　歩こう会、輪投
げ、ゲートボール、各種スポーツ等
③生きがいを高める活動　カラオケ・
民謡・舞踊・囲碁･将棋等
④友愛活動　友愛訪問、話し相手等
⑤その他の社会活動　市老連定例会、
総会、幹事会、旅行等

①社会奉仕活動　集会所草取（2回）、
赤い羽根募金（１回）、在宅センター
慰問（20回）実施
②健康を進める活動　歩こう会（4
回）、輪投げ（3回）、ゲートボール
（197回）実施
③生きがいを高める活動　カラオケ
（45回）・民謡（48回）・舞踊（48
回）・囲碁（96回）･将棋（96回）実施
④友愛活動　友愛訪問、話し相手（12
回）実施
⑤その他の社会活動　市老連定例会
（12回）、理事会（12回）、役員会（6
回）、旅行等（9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 378,000 409,340 92.3%

保健福祉部
高齢福祉課

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

田　代　信一
郎 46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。

　平成13年5月23日創立総会で西東京市
老人クラブ連合会発足、以後、46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回、健康を進
める活動15回、生きがいを高める活動
１２回、友愛活動３８回、理事会、役
員会、研修会等３２回と活発な活動を
展開した。今後更に一層の高齢化に伴
い地域の老人福祉の向上に寄与し、会
員加入の増強に努め、健全な発展を図
る。

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

①会費
②補助金 2,000,000 3,551,976 56.3%

保健福祉部
高齢福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

高齢者スポーツ大会
参加補助金 東京さざんか倶楽部 犬　飼　章

治 １団体

①全日本生涯野球連盟・全日本還暦軟
式野球連盟及び東京都還暦軟式野球連
盟に加盟し、連盟主催による公式試合
への参加出場
②親善試合
③野球の練習日は、原則として毎週
（月）・（水）・（土）曜日とする。
④その他本会の目的を遂行するために
必要な行事。

当クラブは昭和57年10月東京都還暦野
球の草分けチームとして誕生、現在東
京都還暦軟式野球連盟（7部制）の1部
リーグに籍を置き、全日本還暦野球連
盟主催の全国大会・古希全国大会等に
毎年東京都代表として遠征参加し、好
成績を上げ保谷市（西東京市）の名声
を大いに高めて来ました。
古希チームは、88歳2名を始めとし平均
年齢75歳、高齢化社会を迎えた今野球
を通じて体力の維持と気力の充実及び
活性化を図り同年代の他の仲間と比し
何時までも元気で活力もある。この効
果は地域医療費の軽減に役立っていま
す。

６月に開催された長野県上
田市にて生涯野球大会に参
加、優勝遠征費の一部に使
用。

①会費
②補助金 200,000 388,202 51.5%

保健福祉部
高齢福祉課

高齢者昼食会補助金
社会福祉法人
西東京市社会福祉協
議会

村田利夫 6,139名

　西東京市社会福祉協議会は、社会福
祉法に基づく民間福祉団体として、市
民及び関係機関の理解と協力を得なが
ら、「支えあい・ふれあいのあるまち
づくり」を目標に事業を推進してい
る。
　高齢者昼食会は、小学校通学区域ご
とにすすめている「ふれあいのまちづ
くり住民懇談会」において、一人暮ら
しの高齢者や見守りが必要な高齢者を
対象に昼食会を開催し、地域住民との
交流の場を提供している。

　一人暮らしの高齢者をはじめ、見守
りが必要な高齢者にも呼びかけ昼食会
を開催し、地域の人たちとの日常的な
つながりをもつことができるきっかけ
となった。

主に、昼食会用食材料費、
開催通知用宣伝広報費、演
芸等講師謝礼費、参加者の
保険料として使用。

会費、共同募金配分
金、補助金、委託金、
等

820,000 820,000 100.0%
保健福祉部
高齢福祉課

敬老行事　敬老歩こ
う会 春秋クラブ 村山　登

参加人
数21

（会員
数83）

秩父札所巡り（埼玉県秩父市他） 16番
西光寺２３番音楽寺（秩父）・３１番
観音院３２番法性寺（小鹿野町）・３
３番菊水寺（吉田町）・３４番水潜寺
（皆野町）

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。

田無駅～西武秩父駅往復交
通費　昼食お弁当代　マイ
クロバス代

この行事に対する主な
収入：敬老行事実施運
営費補助金

30,000 30,000 100.0%
保健福祉部
高齢福祉課

敬老行事 富士碁友会
秋の敬老囲碁大会 富士碁友会 金兵　弘 34

敬老行事としての富士碁友会秋の敬老
囲碁大会を富士町福祉会館にて9月14日
（土）午前10時～午後4時まで開催

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。

食事代　お茶代　景品代

富士碁友会員から徴収
している年会費1人1，
200円並びに敬老行事
実施運営費補助金

30,000 30,000 100.0%
保健福祉部
高齢福祉課

敬老行事 敬老フォー
クダンス・パーテイ

カトレアフォークダ
ンスサークル 森田　みち 54

富士町福祉会館にて9月27日（金）午後
1時～3時半まで15曲を用意しフォーク
ダンスパーテイを実施。休憩時には茶
菓を配り歓談。

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。

お茶代　お菓子代 敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%

保健福祉部
高齢福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

敬老行事 敬老を祝う
食事会

シルバーピアプロム
ナード東伏見 石井　美智子 25 食事交流会（ビンゴゲームを含む）

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。

食事代・ビンゴの景品の不
足分

敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%

保健福祉部
高齢福祉課

敬老行事 シルバーピ
ア敬老昼食会

ひばり北一シルバー
ピア 和久井　君代 18

9月27日（金）に実施・昼食会　ゲーム
（ビンゴ・しりとり・魚鳥木申すか）
歌（もみじ･赤とんぼ・まつぼくりく・
虫のこえ・幸せなら手をたたこう）
舞踊

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。

昼食代・お菓子代 敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%

保健福祉部
高齢福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 さくらの園 伊藤　淳爾 ― 紙加工他 就労困難な人に自立更生を図る。 人件費・運営費 補助金・募金会他 22,238,146 22,438,146 99.1%

保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 第二さくらの園 伊藤　淳爾 ― 紙加工他 軽作業を通して社会自立への手助け。 人件費・運営費 補助金・募金会他 24,825,774 25,420,173 97.7%

保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 第三さくらの園 田代　伊勢子 ― 紙加工他 作業を通して日常生活の向上に努め

る。 人件費・運営費 補助金・募金会他 17,970,906 19,169,101 93.7%
保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 田無どろんこ作業所 駒村健二 ― 園芸他 物品販売を通して商業活動への適応を

図る。 人件費・運営費 補助金・助成金他 16,315,312 16,717,382 97.6%
保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 保谷どろんこ作業所 伊藤雅文 ― 園芸他 作業をとおして生活的、社会的自立を

助長。 人件費・運営費 補助金・助成金他 23,055,510 23,265,503 99.1%
保健福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

心身障害者授産施設
運営費補助金 ゆずりは作業所 村田利夫 ― 紙加工他 働く場を提供して社会的自立を助長。 人件費・運営費 補助金・作業収入他 30,573,157 30,573,157 100.0%

保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 ほうや第一作業所 村田利夫 ― 紙加工他 作業訓練等により社会的自立を助長。 人件費・運営費 補助金・作業収入他 22,675,546 22,675,546 100.0%

保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 ほうや第二作業所 村田利夫 ― 紙加工他 作業訓練等により社会的自立を助長。 人件費・運営費 補助金・作業収入他 16,078,474 16,078,474 100.0%

保健福祉部
障害福祉課

心身障害者授産施設
運営費補助金 ほうや第三作業所 村田利夫 ― 紙加工他 作業訓練等により社会的自立を助長。 人件費・運営費 補助金・作業収入他 18,837,364 18,837,364 100.0%

保健福祉部
障害福祉課

地域デイサービス施
設運営費補助金 ばんび 橋本典代 ― 心身障害児(者)の放課後対策 スポーツ、調理実習、合宿等 人件費、運営費 市補助金、利用者負担

金他 5,901,000 6,769,330 87.2%
保健福祉部
障害福祉課

地域デイサービス施
設運営費補助金 おかし工房マーブル 速水和子 ― 知的障害を持つ成人及び養護学校生の

ディサービス
菓子製造、販売を通じて地域との交流
を行う。 人件費、運営費 市補助金、利用者負担

金他 7,587,000 8,109,216 93.6%
保健福祉部
障害福祉課

精神障害者共同作業
所運営費補助金 サンワーク田無 檜垣有徳 ― 軽作業、奉仕活動、料理実習 早期社会復帰を目指す 人件費、運営費 市補助金、募金会他 6,325,300 18,973,300 33.3%

保健福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

精神障害者共同作業
所運営費補助金 たなし工房 良田かおり ― 軽作業、自主製品作り 早期社会復帰を目指す、生活支援の場

所 人件費、運営費 市補助金、借入金他 6,047,840 18,140,840 33.3%
保健福祉部
障害福祉課

精神障害者共同作業
所運営費補助金 サンライズ富士 村田利夫 ― 紙加工他 デイケアのステップアップ、地域で自

立した生活 人件費、運営費 市補助金、募金会他 10,680,734 22,156,734 48.2%
保健福祉部
障害福祉課

精神障害者共同作業
所運営費補助金

コミュニティルーム
友訪 寺西泰夫 ― 紙加工他 社会復帰促進 人件費、運営費 市補助金、借入金他 2,543,500 7,629,500 33.3%

保健福祉部
障害福祉課

精神障害者グループ
ホーム補助金 サンワーク田無 檜垣有徳 ― 回復途上にある精神障害者を対象に、

地域において生活の場所を提供する。
日常生活の指導等を行うとともに、地
域社会における自立を促進すること。 人件費、運営費 市補助金、寄付金他 3,471,800 10,909,800 31.8%

保健福祉部
障害福祉課

知的障害者更生施設
建設費補助金 わかばの家 宇田川　紀子 ― 入所希望待機者の緩和と地域における

知的障害者福祉の向上を図る。 国立市内に4床確保する。 運営費 措置費(国1/2・市1/2) 3,000,000 3,000,000 100.0%
保健福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

知的障害者更生施設
建設費補助金 たんぽぽ 田中　清 ― 入所希望待機者の緩和と地域における

知的障害者福祉の向上を図る。
建設費借入金分割返済金及びその利息
補助 運営費 措置費(国1/2・市1/2) 3,778,460 3,778,460 100.0%

保健福祉部
障害福祉課

地域福祉振興事業運
営費補助金 自立生活企画 西岡俊樹 ― 有償家事援助サービス、自立生活プロ

グラム、ミニキャブ運行システム

障害者や高齢者が施設や家族に依存せ
ず、地域で自立し、安定した生活を営
める状況をつくり出す。

人件費、運営費 振興財団助成金、
市補助金、利用料 6,184,000 48,244,000 12.8%

保健福祉部
障害福祉課

地域福祉振興事業運
営費補助金 生活援助為センター 西岡俊樹 ― 有償家事援助サービス、自立生活プロ

グラム、ミニキャブ運行システム

高齢者や障害者の自立生活を支援し、
文化的活動に参加する機会を促進す
る。

人件費、運営費 振興財団助成金、
市補助金、利用料 2,500,000 31,585,000 7.9%

保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

保谷身体障害者福祉
協会 村山俊実 ― 協会ニュース発行、福祉まつり参加他 自立と社会参加及び福祉の向上に努め

る。 親睦費、需用費他 市補助金他 450,000 1,015,379 44.3%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

田無身体障害者福祉
協会 川﨑　明 ― 会報発行、お楽しみ会他 自立と社会参加及び福祉の向上に努め

る。 親睦費、祈念品代他 市補助金他 230,000 3,287,151 7.0%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

保谷手をつなぐ親の
会 立脇峰子 ― 学習会、施設見学会、機関紙発行他 障害のある子供と親が地域で生活を送

ること。 通信費、分担金他 市補助金他 350,000 1,657,255 21.1%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

田無手をつなぐ親の
会 今村千恵子 ― レクレーション、緊急一時保護他 障害のある子供と親が地域で生活を送

ること。 事業費、行事費他 市補助金他 370,000 2,106,011 17.6%
保健福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

福祉団体運営費補助
金 原爆被爆者の会 池田　瑛 ― 慰霊墓参、親睦会他 慰霊墓参等 慰霊墓参費、親睦費他 市補助金他 516,000 844,925 61.1%

保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金 聴覚障害者協会 久保沢　浩 ― 手話講習会、レクレーション他 手話講習会、レクレーション他 通信費、行事費他 市補助金他 80,000 2,752,193 2.9%

保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

保谷心身障害児者父
母の会 佐々木里子 ― フリーマーケット、研修会他 障害者及び親の加齢問題を検討しまし

た。 事業費、諸費 市補助金他 50,000 91,780 54.5%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

ほうやおもちゃ図書
館 高橋浩子 ― 木のおもちゃ購入、お楽しみ会他 木のおもちゃの提供により安全性が向

上。 おもちゃ購入、備品他 市補助金他 250,000 332,021 75.3%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

重症心身障害児
（者）を守る会 内田　薫 ― スポーツを楽しむ集い、ふくし祭り参

加他 各種の催しに参加他研修会等 本部会費、大会参加費他 市補助金他 110,000 289,862 37.9%
保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

障害者福祉をすすめ
る会 寺西泰夫 ― 学習会、ふくし祭り他 各種の催しに参加他 活動費 市補助金他 2,788,000 3,753,214 74.3%

保健福祉部
障害福祉課

福祉団体運営費補助
金

福祉まつり実行委員
会 土方仲次 ― ふくし祭り 協働と交流を通して福祉の理解と共感

の和を広げた 設営費、リース代他 市補助金他 450,000 474,774 94.8%
保健福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

福祉団体運営費補助
金 精神障害者家族会 寺西泰夫 ― 講演会、全国家族会派遣他 講演回の開催 行事活動費、通信費他 市補助金他 50,000 386,094 13.0%

保健福祉部
障害福祉課

母子団体補助金 カトレア会 我妻　ノリ子 74 レクレーション事業研修会、講習会参加　　等

母子家庭の母及び寡婦等の負担軽減と
情報提供等により、健全な家庭生活を
もたらすとともに、自立の促進を図
る。

研修会、講習会参加費
レクレーション事業経費
及び施設視察費

会費
５００円
自動販売機収入
２００千円

500,000 881,441 56.7%
保健福祉部
生活福祉課

医師会事業補助金 社団法人田無医師会 檜垣有徳 96

1.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.地域保健医療に関する事業
5.社会保障医療に関する事業
6.会報発行及び広報活動に関する事業
7.その他、目的達成に必要な事業

1.生涯研修のための各種講習会実施
2.地域医療の充実

在宅医療活動費
介護保険委員活動費
印刷費
リース費

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%
保健福祉部
健康推進課

医師会事業補助金 社団法人保谷医師会 兼子順男 96

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

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

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%
保健福祉部
健康推進課

歯科医師会事業費 社団法人東京都田無
歯科医師会 服部玄門 49

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.医療保険に関する事項
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
科予防に関する調査研究

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%
保健福祉部
健康推進課
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（円）
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歯科医師会事業費 社団法人東京都保谷
歯科医師会 平野陽一 68

1.歯科医学の研究及び発達に関する事
業
2.医療保険に関する事業
3.公衆衛生の普及及び地域医療行政に
対する協力事業
4.その他目的を達成するために必要な
事業

市民に対して歯科公衆衛生に対する正
しい知識の普及向上に成果があった。

歯科公衆衛生に対する正し
い知識の普及向上のための
活動及び講演会の実施、地
域医療の推進について検討
及び調査研究を行い歯科医
療の向上発展と新しい知識
習得のための講演会等の開
催。

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%
保健福祉部
健康推進課

私立学校指導監督事
務費

クリスト・ロア幼稚
園 秋本　福子 ―

各種勉強会、研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会の地域開放
園児の健康診断　等

幼児教育に関する調査研究を通じ、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。
子育て講演会等地域開放により、父母
の幼稚園教育への理解、協力を深め
る。
健康診断を通じ、園児の健康管理に努
める。

各種研修、研究会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

幼稚園負担
368,681 386,000 754,681 51.1%

児童青少年部
子育て支援課

私立学校指導監督事
務費 つくし幼稚園 本橋　定昭 ―

各種勉強会、研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断　等

幼児教育に関する調査研究を通じ、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。
健康診断を通じ、園児の健康管理に努
める。

各種研修、研究会等参加費
各種健康診断検診料

幼稚園負担
460,153 400,000 860,153 46.5%

児童青少年部
子育て支援課

私立学校指導監督事
務費 東京女子学院幼稚園 網干　正裕 ―

各種勉強会、研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会の地域開放
園児の健康診断　等

幼児教育に関する調査研究を通じ、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。
子育て講演会等地域開放により、父母
の幼稚園教育への理解、協力を深め
る。
健康診断を通じ、園児の健康管理に努
める。

各種研修、研究会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

幼稚園負担
333,223 414,000 747,223 55.4%

児童青少年部
子育て支援課

私立学校指導監督事
務費 ひなぎく幼稚園 村松　武司 ―

各種勉強会、研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会の地域開放
園児の健康診断　等

幼児教育に関する調査研究を通じ、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。
子育て講演会等地域開放により、父母
の幼稚園教育への理解、協力を深め
る。
健康診断を通じ、園児の健康管理に努
める。

各種研修、研究会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

幼稚園負担
526,210 400,000 926,210 43.2%

児童青少年部
子育て支援課
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私立学校指導監督事
務費 たんぽぽ幼児教室 小林　義雄 ―

各種勉強会、研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会の地域開放
園児の健康診断　等

幼児教育に関する調査研究を通じ、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。
子育て講演会等地域開放により、父母
の幼稚園教育への理解、協力を深め
る。
健康診断を通じ、園児の健康管理に努
める。

各種研修、研究会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

施設負担
30,940 220,000 250,940 87.7%

児童青少年部
子育て支援課

青少年育成地域活動
費補助金

西東京市青少年育成
会「いずみ」 中尾　和子 17

年間事業
学習会（お手玉づくり会）
なわとび大会（ダブルダッチ）
いずみ秋祭り
施設見学研修会
なわとび大会
囲碁教室など

小中学生と地域の大人達が、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、地域交流の活性化に効果があ
る。

謝礼金（講師謝礼、出演者
謝礼、施設見学謝礼）
消耗品代
役務費
チラシ代等

育成会負担
10,073 250,000 260,073 96.1%

児童青少年部
子育て支援課

青少年育成地域活動
費補助金

西東京市青少年育成
会メタセコイア 堀尾　直子 83

危険箇所調査及び報告書の提出
会員研修「チャレンジ・ザ・南京玉す
だれ」
お楽しみ縁日
クリーン作戦
冬祭り
子ども編集委員によるメタセタイムス
の発行

小中学生と地域の大人達が、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、地域交流の活性化に効果があ
る。

謝礼金（講師謝礼、落語家
出演謝礼、アトラクション
実施謝礼）
保険料
写真代・印刷代
その他諸経費等

育成会負担
77,200 250,000 327,200 76.4%

児童青少年部
子育て支援課

青少年育成地域活動
費補助金

西東京市保谷小学校
区青少年育成会 野口　悦子 30

伝承遊び
運営費
デイキャンプ
自然観察
校区クリーン作戦と焼いも大会
伝承遊び
保谷郷土料理うどん作り

小中学生と地域の大人達が、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、地域交流の活性化に効果があ
る。

講師謝礼
保険料
事務費・消耗品代
材料代
記録費（写真代等）等

育成会負担
56,350 249,983 306,333 81.6%

児童青少年部
子育て支援課

青少年育成地域活動
費補助金

西東京市青少年育成
会「さかえ」 蓮見　忠雄 36

あいさつ運動
地域清掃
ラジオ体操ジュニアリーダー育成
ラジオ体操
レッツ・ダンス
広報活動
まちの子「むかしあそび」など

小中学生と地域の大人達が、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、地域交流の活性化に効果があ
る。

謝礼金（講師謝礼、中学生
ボランティアのお礼、）
保険料
事務費
広報費等

育成会負担
1,160 236,400 237,560 99.5%

児童青少年部
子育て支援課

青少年育成地域活動
費補助金

西東京市青少年育成
会ひろがり 近藤　澄子 40

おもちつき会
クリーン運動
ひろがりまつり
上向台バドミントンクラブ
会議費
広報誌
運営費

小中学生と地域の大人達が、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、地域交流の活性化に効果があ
る。

保険料（団体保険、スポー
ツ保険）
事務用品代
運営費等

育成会負担
14,656 248,145 262,801 94.4%

児童青少年部
子育て支援課
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保育所運営委託・助
成事業費

社会福祉法人黄河会
サムエル保育園

理事長　内藤
正樹

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、職員研修等資質の
向上、業務省力化
②延長保育等の事業に取り組め、保育
サ－ビスの向上と充実が図られた。

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 18,295,136 181,443,822 10.1%

児童青少年部
保育課

保育所運営委託・助
成事業費

社会福祉法人大誠会
田無北原保育園

理事長　海老
沢進

定員
88人

乳幼児の健全な育成を目的とし、一人
一人の個性や発達段階に応じた保育事
業を日々実施する。

子ども一人一人が健全な成長、発達を
遂げ、児童福祉の面でも地域社会に貢
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 11,525,476 149,956,465 7.7%

児童青少年部
保育課

保育所運営委託・助
成事業費

社会福祉法人聡香会
田無北芝保育園

理事長　小林
孝一

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。

乳幼児の処遇が改善、向上し保育内容
が充実し、保育サ－ビスの質の向上が
図られた。

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

国・都・市負担金
都・市補助金 11,664,668 132,515,174 8.8%

児童青少年部
保育課

保育所運営委託・助
成事業費

社会福祉法人至誠学
舎東京柳橋保育園

理事長　阿和
嘉男

定員
100人

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

環境整備、保育内容の充実が図られ
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 17,246,232 168,918,600 10.2%

児童青少年部
保育課

保育所運営委託・助
成事業費

社会福祉法人正育会
和泉保育園

理事長　長谷
川研治

定員
120人

児童福祉法による児童福祉補償の原理
に基づき、児童の健全な育成を目的と
し、それを助成するための充実を図
る。

環境整備が図られ、入所児童に対する
安全面及び衛生面の向上が図られた。

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

国・都・市負担金
都・市補助金 16,713,735 184,970,823 9.0%

児童青少年部
保育課
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児童館母親クラブ育
成事業費

新町児童館母親クラ
ブ 須古　悠美子 44

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

①親子及び世代間の交流・文化活動
　卓球教室、児童向け行事の実施、カ
ルタ会
　盆踊り子ども縁日
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
　近隣交差点の安全点検
　遊歩道・コンビニ・スーパー等の見
まわり

サークル活動費

行事企画費

資料代・図書購入費

講演会講師謝礼

母親クラブ会費

事業活動収入

各サークル会費

100,000 910,217 11.0%
児童青少年部
児童課

児童館母親クラブ育
成事業費

ひばりが丘北児童セ
ンター母親クラブ 服部　雅子 45

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
　ちゅうりっぷクラブ
　まちの子むかしあそび
　人形劇　　絵本の会　　つうしん
　本部定例会
②児童養育に関する活動
　ちゅうりっぷクラブ定例学習会
　児童向け公開事業
　もこもこもこ
③児童の事故防止活動
　近隣遊び場の安全点検
　救急法講習会
④栄まつり
⑤児童館行事協力

サークル活動費

行事企画費

資料代・図書購入費

講演会講師謝礼

母親クラブ会費

事業活動収入

各サークル会費

100,000 195,842 51.1%
児童青少年部
児童課

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 小須田　厚子 47

①児童館活動への協力活動
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親子の交流活動
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
　わらべうた活動　　幼児のひろば共
催
　ビオトープ
　太鼓クラブどんがらどんどん
　かっぱらっぱおはなし会
②児童養育に関する活動
　まなびやクラブ
　講演会
③児童の事故防止活動
　東伏見公園の安全点検・整備
　むくのき公園クリーン大作戦

サークル活動費

行事企画費

資料代・図書購入費

講演会講師謝礼

母親クラブ会費

事業活動収入

各サークル会費

100,000 124,910 80.1%
児童青少年部
児童課

児童遊園地管理費補
助金 朝比奈住宅自治会 木下誠 ― 公園の維持管理(清掃等)

一般市民にも開放されている公園であ
り、市民の福祉の向上に寄与してい
る。

児童遊園の維持管理費 自治会費 9,000 23,000 39.1%
都市整備部公園緑地
課

児童遊園地管理費補
助金 郵政さくら会 中上清貴 ― 公園の維持管理(清掃等)

一般市民にも開放されている公園であ
り、市民の福祉の向上に寄与してい
る。

児童遊園の維持管理費 会費 27,000 255,000 10.6%
都市整備部公園緑地
課
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児童遊園地管理費補
助金 十一会 野田保子 ― 公園の維持管理(清掃等)

一般市民にも開放されている公園であ
り、市民の福祉の向上に寄与してい
る。

児童遊園の維持管理費 自治会費 9,000 10,000 90.0%
都市整備部公園緑地
課

児童遊園地管理費補
助金

武蔵野アンコールマ
ンション管理組合 菊地光男 ― 公園の維持管理(清掃等)

一般市民にも開放されている公園であ
り、市民の福祉の向上に寄与してい
る。

児童遊園の維持管理費 管理組合費 18,000 100,000 18.0%
都市整備部公園緑地
課

児童遊園地管理費補
助金

西原グリーンハイツ
住宅管理組合 水沼静一 ― 公園の維持管理(清掃等)

一般市民にも開放されている公園であ
り、市民の福祉の向上に寄与してい
る。

児童遊園の維持管理費 管理組合費 45,000 71,400 63.0%
都市整備部公園緑地
課

自治会公園灯管理費
補助金

ライオンズガーデン
武蔵関公園壱番館管
理組合

理事長秋山孝
行 ― 市の公園を照らしているので市民福祉

の向上に寄与している。 公園灯に対する補助 10,308 10,308 100.0%
都市整備部
公園緑地課

交通安全協会補助金 西東京市交通安全協
会 並木茂雄 1,050

　市民を悲惨な交通事故から未然に防
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、運転者講習会等の各種行事におい
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努めて
いる。

　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、運転者講習会の実施）によ
り、市民が安全で安心して生活できる
交通環境をづくりに貢献している。

　協会の主催又は他の団体
との共済による交通安全対
策事業に要する経費及び協
会運営のための会議及び事
務に要する経費

会費及び特別会費 2,100,000 3,752,950 56.0%
都市整備部
交通計画課

西東京市公立小学校
事務職員会負担金

西東京市公立小学校
事務職員会

碧山小学校
事務　　西川
邦男

19

１ 学校事務に関する研究及び調査。
２ 研究会、講演会、見学会等の開催。
３ 会員の親睦と連絡連携に関するこ
と。
４ その他、本会の目的達成に必要なこ
と。

1 学校備品管理システムのセットアッ
プのための報告書の作成　①パソコン
研修（エクセル）の実施　②ラベルﾌﾟﾘ
ﾝﾀｰ活用のための研修（エクセルデータ
の編集）の実施。
２ 西東京市立学校の『物品名鑑』およ
び『備品管理の手引書』作成のための
研究(学校現場にあった備品管理につい
て)を行ない、今後の学校備品の管理に
効果的に活用していく。

・講師謝礼
・ファイル等　消耗品 市補助金 68,400 68,400 100.0%

学校教育部
教育庶務課
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西東京市公立中学校
事務職員会負担金

西東京市公立中学校
事務職員会

碧山小学校
事務　　西川
邦男

9

１ 学校事務に関する研究及び調査。
２ 研究会、講演会、見学会等の開催。
３ 会員の親睦と連絡連携に関するこ
と。
４ その他、本会の目的達成に必要なこ
と。

1 学校備品管理システムのセットアッ
プのための報告書の作成　①パソコン
研修（エクセル）の実施　②ラベルﾌﾟﾘ
ﾝﾀｰ活用のための研修（エクセルデータ
の編集）の実施。
２ 西東京市立学校の『物品名鑑』およ
び『備品管理の手引書』作成のための
研究(学校現場にあった備品管理につい
て)を行ない、今後の学校備品の管理に
効果的に活用していく。

・講師謝礼
・ファイル等　消耗品 市補助金 32,400 32,400 100.0%

学校教育部
教育庶務課

市教育研究会補助金
（小学校）

西東京市立小学校教
育研究会

谷戸第二小学
校
校長　塚田俊
雄

430

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。
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

　今年度は特に、本研究会が一段と充
実し、各部会での研究が深まった。
①研究授業が活発に行なわれ、授業の
研究が一段と深まった。
②研究発表会を新たな事業として実施
する事により、会員の相互啓発・刺激
の与え合いが行なわれ,各々の研究員の
自覚が高まった。

・講師謝礼
・研究紀要印刷代
・ファイル等　消耗品

市補助金 774,000 774,519 99.9%
学校教育部
教育庶務課

市教育研究会補助金
（中学校）

西東京市立中学校教
育研究会

柳沢中学校
校長　内田
雄幸

219

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

　今年度は｢豊かな心と個性を育む教育
の推進｣というテーマの基に、各部会ご
とに活動を進め、新教育課程の充実に
向けて選択教科、評価についての研究
や新しい教材を通しての指導法の開発
及び｢総合的な学習の時間｣の充実へ向
けての公開授業等、実技研修、情報交
換を行なった。

・研究紀要印刷代(全体）
・各部会ごとに13,000円配
当し、講師謝礼代、文具代
として執行。

市補助金 303,633 303,633 100.0%
学校教育部
教育庶務課

西東京市公立小学校
長会負担金

西東京市公立小学校
長会

柳沢小学校
校長　矢野克
彦

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。

1 研究紀要を作成製本することによっ
て、研究の成果を共有し、学校経営に
生かすことができた。
2 4つの部会に分かれて研究し,研究資
料を活用し深めることができた。
3 講師を招聘し、広い視野で｢校長の
リーダーシップ｣について学び、本研究
を深めることができた。
4 校長会議で研究発表会を行ない、研
究紀要を役立てることができた。

・校長会研究紀要印刷代
・研究書籍代
・講師謝金
・フロッピー、封筒等消耗
品代

市補助金 256,500 256,500 100.0%
学校教育部
教育庶務課

西東京市公立中学校
長会負担金

西東京市公立中学校
長会

田無第三中学
校
校長　高橋俊
次

9

１ 西東京市立中学校の教育の連絡・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。

1 教職員の服務、とりわけ長期休業中
の勤務については市民の関心も高く、
保護者や市民の信頼獲得につとめ、各
校での校内研修会も計画され、その成
果を上げてきた。また,総合的な学習の
時間や選択教科の取り組みについて
も、各校の状況を報告し合う中で自校
の取り組みに生かし、軌道にのってき
ている。
2 研修収録を作成し、年間の活動をま
とめるとともに、研修会参加者の報告
や儀式・朝礼などの講和を載せ、今後
の活動に生かせる資料とした。

・校長会研修収録印刷代
・資料代 市補助金 50,475 50,475 100.0%

学校教育部
教育庶務課
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西東京市公立小学校
教頭会負担金

西東京市公立小学校
教頭会

中原小学校
教頭　竹川
博

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。

1 本市小学校教頭会では、｢新教育課程
の編成の教頭の役割｣を主題として、新
たに｢人材の育成｣、｢地域への働きか
け｣、｢教育課程｣の３分科会を組織して
研究を進めてきた。多用な日程を調整
しながら、｢研究は厳しく、人間関係は
温かく｣をモットーに研究に取り組み、
全教頭が多くのことを学び、自分の力
として蓄えることができ、より一層協
力関係が強まった。この研究の成果を
冊子として報告することにより、本市
の教育の一層のレベルアップにつなが
るものと確信する。

・教頭会冊子代
・インク、フロッピー代 市補助金 223,300 223,300 100.0%

学校教育部
教育庶務課

西東京市公立中学校
教頭会負担金

西東京市公立中学校
教頭会

柳沢中学校
教頭　田中
正

9

１ 西東京市立中学校の教育の連絡・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。

　教頭会議において、新教育課程の推
進に関わる様々な課題について、３分
科会に分けて研究をおこなった。主幹
制度の導入にあたり、各学校での主幹
制度の定着方法及び主幹の活用と計画
を調査しまとめた。

　今年度は研究紀要の作成
まで進まなかったため、次
年度の継続研究とし、補助
金の執行をおこなわなかっ
た。

市補助金 0 0 0.0%
学校教育部
教育庶務課

教育研究奨励費 研究指定校、研究奨
励校 校長 ―

学校及び教員グループが実践的な研究
主題を定め、当面する教育課題につい
て研究する。

教育課題の解決を目指し、研究紀要の
配布、公開授業等の推進を図った。

報償費、需要費、役務費、
使用料（バス、ホール） 2,500 2,500 100.0%

学校教育部
指導課

小中学校作品展補助
金 市内小・中学校 校長 ― 児童・生徒の各教科の作品等を一堂に

会して展示する。
児童・生徒の創作意欲の向上と鑑賞力
豊かな情操を育てた。 作品展示用消耗品 800 800 100.0%

学校教育部
指導課

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

大会会長
大野雅生 2,000

中学校スポーツ大会を主催し、市内中
学の交流と技術の向上と心とからだの
健康づくりに役立て、生徒の健全な育
成を図る。

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。

表彰費、事務費、会場運営
費他 1,000 1,000 100.0%

学校教育部
指導課

田無ばやし保存活動
助成 田無囃子保存会 清水義雄 9

月3回水曜日練習日、柳沢祭礼、市民ま
つり、田無神社礼大祭、田無神社大晦
日奉納囃子、田無神社元旦祭奉納囃子

伝承されてきた伝統文化を絶えさせな
いために、市民まつりを初めとし、神
社等の祭礼で活動を行っている。今
後、市の行事等の参加を検討する。

衣裳代、山車組立、代車両
代、事務通信費

年会費、出演謝
礼、市助成金、繰
越金

40,000 353,050 11.3%
生涯学習部
社会教育課
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保谷ばやし保存活動
助成金 保谷ばやし保存会 都築房男 17

月2回土曜日練習日、尉殿神社秋祭り、
天神社秋祭り、市民まつり、都立小金
井公園梅まつり

伝承されてきた伝統文化を絶えさせな
いために、市民まつりを初めとし、神
社等の祭礼で活動を行っている。今
後、市の行事等の参加を検討する。

垂れ幕 市助成金、会費 40,000 150,000 26.7%
生涯学習部
社会教育課

社会教育関係団体補
助金

西東京市フィルハ－
モニ－オ－ケストラ 青沼裕子 45 クリスマスコンサ－ト2002年12月21日保谷こもれびホ－ル小ホ－ルで実施

地域に生の演奏に接してもらうこと
で、様々な音楽を知ってもらうととも
に、団員の技術の向上を図る。特に、
今回は、中学生の起用もあり、幅広い
年齢層に好評を得た。

報償費、消耗品費、印刷製
本費、通信運搬費、使用料
及び賃借料

市補助金、,団員
参加費、団会計

68,927 209,600 32.9%
生涯学習部
社会教育課

社会教育関係団体補
助金 西東京市書道連盟 田中道舟 21

博物館,美術館各種展覧会の見学、一般
市民対象に、漢字、かな、実用書道の
基本指導を実施している。

作品展等における市民との交流対話を
通じて、日本伝統の書芸術の普及と地
域文化に貢献する。ＦＭ西東京の取材
等もあり、地域文化活動の普及にも努
めている。

消耗品、印刷製本費、通信
運搬費、

市補助金、出品
料、会費

11,619 35,333 32.9%
生涯学習部
社会教育課

社会教育関係団体補
助金

下野谷遺跡保存協議
会 近辻喜一 ― 下野谷遺跡の調査、研究をし、遺跡保

存の活動を行っている。

今回、下野谷遺跡の概要をまとめた、
Ａ5判、16頁のパンフレット「西東京市
の縄文大集落　下野谷遺跡」を2，000
部発行し、広く市民の方に配布するこ
とで、遺跡の重要性等のＰＲに努め
た。

印刷製本費 市補助金、寄付
金、会費

21,923 66,666 32.9%
生涯学習部
社会教育課

社会教育関係団体補
助金

保谷弦楽アンサンブ
ル 福田芳子 30

昨年のこもれびホ－ルでの結成15周年
コンサ－トに引き続き平成14年もこも
れびホ－ルにおいて、定期演奏会を開
催する。

前回に比べ大変良くなったとの評価を
多数の方からいただき、反応の大きさ
に今後の活動にあらためて責任を感じ
ている。市民に身近で気軽に生の音楽
を聞いてもらい、ともに音楽を楽しむ
とともに、弦楽の普及を図る。

使用料、報償費、役務費、
消耗品

市補助金、参加
費、会費

54,808 166,666 32.9%
生涯学習部
社会教育課

社会教育関係団体補
助金 杉の子会 阿　紀代子 86

子ども達のに素晴らしい自然環境を利
用した、自然体験活動をするために、
毎年キャンプを行い、自然の素材を
使った工作、飯盒炊飯を体験

都会では、体験できない自然体験活動
を通じ動植物、水、土等の知識を学
び、動植物愛護への意識や態度が育成
され、自然との係わりの重要性を高め
ることが出来た。

通信運搬費、賃借料、保険
料、消耗品、

市補助金、参加
費、リ－ダ拠出金

93,520 284,386 32.9%
生涯学習部
社会教育課

社会体育（スポー
ツ）関係団体事業補
助金

西東京市水泳連盟 上島須美子 162

水泳を通して、親子,世代間の交流を深
め、泳力をのばし、水難事故に対処で
きるように指導し、スポーツの楽しさ
を知りながら、心身共に健全な体づく
りを目的とする。

初歩から上級者を対象に各クラスに
あった水中の動きに慣れさせ各泳法の
基本を学ぶ、泳力の向上が図られた。

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 80,500 161,350 49.9%
生涯学習部
スポーツ振興課
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補助事業名 団　体　名　　 代 表 者 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14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　14　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

西東京市バトミント
ン協会 姉松かつ代 120

市内小学校の親睦と交流をはかり、大
会を通して体力運動能力の向上を図る
と伴にマナーの習得を目的とする。

市内在住の小学生4年以上の男女のダブ
ルス戦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 21,800 43,600 50.0%
生涯学習部
スポーツ振興課

社会体育（スポー
ツ）関係団体事業補
助金

西東京市ソフトボー
ル協会 渡辺一雄 700

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 50,000 100,000 50.0%
生涯学習部
スポーツ振興課

文化・スポーツ振興
財団助成金

財団法人西東京市文
化・スポーツ振興財
団

―

各種スポーツ大会等の振興事業、・各
種スポーツ教室等の奨励育成事業、市
が委託するスポーツ施設の管理運営費
に対し、補助金を交付する。

地域のスポーツ・レクリエーション活
動の促進を図ることにより、地域社会
における潤いと活力に満ちた市民文化
の形成につとめることができた。

事業費、施設管理費、総務
管理費、市返還金、積立金

基本財産運用収
入、事業収入、助
成金収入、雑収入

230,636,821 289,700,160 79.6%
生涯学習部
スポーツ振興課

市民スポーツまつり
事業補助金

西東京市民スポーツ
まつり実行委員会 新井繁雄 ― 市民一人一人がスポーツのきっかけづ

くりと地域の活性化を図る

運動会を中心として市民に親しみやす
いイベント等が実施され活動の効果が
あった。

会場設営費、参加費、食料
費、ごみ処理費、保険料、
印刷費

協会補助金 1,500,000 1,650,822 90.9%
生涯学習部
スポーツ振興課

小学校平日開放運営
費助成金

西東京市泉小学校連
絡委員会 鶴田由利子 ―

校庭開放時(放課後）子供たちの安全を
確保するため全保護者が当番で見回り
を行っている、また、校庭開放時の怪
我などに備えて保健の加入や遊具など
の購入・修理など行っている。

子供達の広い遊び場が少なくなってき
ていることもあり開放時には多くの子
供達が遊びに来て、学年に関係なく一
緒に遊ぶことができた。また、補助金
の有効活用により遊具等の購入・修理
ができた。そして、保護者も自分の子
供以外の子供達と関わることにより一
層他の行事にも協力的に参加をしても
らえることができた。

保険料、消耗品費、修繕
料、 助成金 140,000 140,038 100.0%

生涯学習部
スポーツ振興課
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