
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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 理事長
柴田　健次 1,316 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 27,019,221 27,019,221 100.0%

メ－デ－助成金 三多摩メ－デ－実行
委員会 菅谷　正見 約

7，000
多摩地域の市民参加による広域的なイベ
ントを実施

第74回三多摩メ－デ－実行に助成し、労
働者の権利向上活動に寄与。

多摩地域市民参加の式典・
イベント事業費

分担金・交付金・補助
金（加盟組合・各自治
体補助金等）

27,000 27,000 100.0%

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15年度利用者総数　9,076件（う
ち、西東京市民　317件）
援助事業の実施
平成15年度申し込み総数　3,161件（う
ち、西東京市民　120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%

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　丸山儀
一

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 1,339,876 97.8%

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

57

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、柳泉園見学、
サケの飼育・放流など

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

事業費、広報費等 市補助金 770,000 1,039,899 74.0%

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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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　柴田健次

―

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

302,375,622 343,459,147 88.0%

西東京市民まつり実行
委員会補助金

西東京市民まつり実
行委員会

西東京市民まつ
り実行委員会委
員長　内橋勝利

27

平成15年11月８日（土）、９日（日）
場所：ひばりが丘団地野球場・ひばりが
丘運動場
パレード（18団体）、野外演芸（37団
体）、出店・展示（104団体）、子供ｺｰ
ﾅｰ（３団体）
シャトルバス運行（市内５ヶ所から）

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

まつり会場設営委託料、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 11,576,000 14,921,983 77.6%

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  丸山儀一

11

どんど焼の実施
平成16年１月10日（土）保谷第二小学
校、明保中学校
平成16年１月17日（土）上向台小学校

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

会場設営費、賄い代、消耗
品等 市補助金、寄付金 300,000 384,376 78.0%

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 2,393

（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

（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

18,543,251 21,959,573 84.4%

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
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、武
蔵村山市の(小松菜研究会)栽培等の一日
視察研修会や、埼玉県久喜市(野原種苗
㈱）・栃木県鹿沼市(鹿沼花木セン
ター）等の宿泊研修会を実施した。
小金井公園開園50周年事業うめまつりで
は、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 2,350,470 11.5%
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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

大阪府、兵庫県へ庭樹園・農園の一泊研
修や東京農大一校・都立広尾病院屋上庭
園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。なお、組合として市民供給苗木
の育成を行っている。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金 270,000 4,028,681 6.7%

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 55

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 1,809,706 8.3%

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指導

視察研修を実施し、花卉、植木の先進栽
培技術を哉った。
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 150,000 387,295 38.7%

梨生産組合補助金 西東京市梨生産組合 下田明雄 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4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 1,215,641 12.3%

花卉研究会補助金 保谷花卉研究会 浜中昇 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 150,000 661,959 22.7%
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施設部会補助金
東京みらい農業協同
組合保谷地区施設部
会

本橋武男 33

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

栃木県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 150,000 630,222 23.8%

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 200,000 557,884 35.8%

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 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 150,000 1,070,346 14.0%

田無商工会 小西　嗣朗 1,052

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15年度重点
目標として、「商店街活性化の推進」「商工
会組織基盤の強化」「商工会の合併に関する
協議・推進」「創業支援事業の強化」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、組織率が53.1％から64.6％と大幅に増
え、今後の事業等に好影響を与えるが、依然
として東京都では、経営者の高齢化が進む中
での後継者不足等の問題等への取り組みが今
後の課題となる。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
ており、平成16年度保谷商工会と合併するこ
とにより、今後より一層の効果が期待され
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

保谷商工会 宮川　一三 1,167

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15年度重点目標とし
て、「行政との連携強化による商店街活性化
の推進」「会員増強運動の強化」「商工会の
合併に関する協議会の設置・運営」「創業支
援事業の充実」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、組織率の減少を食い止め、組織率は
50.1％から52.5％に改善した。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、田無商工会と合併することにより、今
後より一層の効果が期待され、ますますこの
団体の必要性が高まり会員数の増加も見込め
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

商工会補助金 35,404,000 193,296,728 18.3%
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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ＰＲ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7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。換金
率については約70％の効果があり、大変
好評であった。

カウントダウンフェア2004
におけるイベント補助 会費

西東京市中央親交会 後藤　登 25

・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 売出しの事業費、景品代 会費

柳盛会柳沢北口商店
街 豊山　一男 134

抽選券つき新聞折込でＰＲを実施し、平
成15年11月16日には「第11回柳沢地蔵ま
つり」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「とうもろこし」
「やきいか」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。

「柳沢地蔵まつり」も今年で11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

集団回収奨励金 田無南町郵政宿舎 田川修久 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 33,440 33,440 100.0%

集団回収奨励金 冨　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 132,808 132,808 100.0%

商店会等地域活性化補
助金

33,049,000 54,111,526 61.1%
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集団回収奨励金 都営新町5丁目ア
パート 山本博之 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 68,560 68,560 100.0%

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促進、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 35,520 35,520 100.0%

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促進、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 141,840 141,840 100.0%

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 1,712,000 29.2%

消防団運営費 第５団 森　信一 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

350,000 529,502 66.1%

－6－



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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

消防団運営費 第6分団谷戸担当 清水　正幸 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

350,000 592,708 59.1%

消防団運営費 第６分団ひばりが丘
担当 中森　幸也 14

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

350,000 513,984 68.1%

消防団運営費 第７分団保谷町担当 野口　信幸 12

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

350,000 350,165 100.0%

消防団運営費 第７分団住吉担当 飯田　勲 14

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

350,000 439,739 79.6%

防災市民組織助成金 谷戸むつみ会 小澤　京子 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。

ヘルメット等 会費 149,218 298,436 50.0%
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防災市民組織助成金 北原六星会防災市民
組織 白井　智子 124

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。

食料品等 会費 102,680 205,360 50.0%

防災市民組織助成金 田無町第二区町会 三輪　一言 809
市主催の防災訓練に参加する。地域防災
訓練の実施。火災運動における地域防災
活動。

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

ヘルメット等 会費 188,233 376,466 50.0%

防災市民組織助成金 西原グリ－ンハイツ
住宅管理組合 川浦　淑子 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 315,315 630,630 50.0%

防災市民組織助成金 東伏見坂上自治会 岩崎　栄一 47
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。

発電機 会費 64,995 129,990 50.0%

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
74人
正会員
5640人
賛助会員
398人
団体101

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
祉活動計画作成費、地域福
祉権利擁護事業費

会費収入472万円
寄付金収入477万円
市補助金19,977万円
共同募金配分金629万
円
事業収入2,295万円
雑収入110万円

199,766,709 205,442,957 97.2%
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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 1,389

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55,724千円
管理事務費3,530千円
就業分野拡大推進事業費
3,000千円
管理委託料387千円

事業収入59,350万円
国・市補助金8,104万
円
借入金1,195万円

62,640,881 83,544,777 75.0%

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
137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1,325千円
市補助金2,130千円
雑収入462千円

2,130,000 2,793,948 76.2%

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 43

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

341,000 555,896 61.3%

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 33団体
役員23

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50千円 850,000 877,433 96.9%

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500千
円
市補助金50千円

50,000 437,058 11.4%
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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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

161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 0 0 0.0%

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40人
2団体

福祉は、行政だけでなく市民も積極的に
参加し、より良いコミュニケーションや
ネットワークを築くことが大切であると
いう視点から、福祉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36千円
寄附金10千円
市補助金150千円

150,000 181,515 82.6%

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
険法に基づきその運営を行う。
運営基準については厚生省令第40号通知
に準ずる。

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

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 22,486,841 429,584,833 5.2%

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 2,243,478 588,337,524 0.4%

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

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 5,000,000 770,255,092 0.6%

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 9,368,000 320,678,238 2.9%

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　  95.3％（60床）57.2人
ショート 110.3％（10床）10.0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 42,254,364 550,376,802 7.7%

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 15,827,320 847,174,890 1.9%

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。

平成15年度西東京市民の特養利用者延べ
人数　　　   24,068人
　短期入所事業所利用者延べ  3,011人
　デイサービス利用者延べ　　6,629人
　ヘルパー派遣延べ利用者   32,492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、独立行政法人福祉医療
機構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 59,819,890 947,408,013 6.3%
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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 18,880,000 343,148,826 5.5%

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、併設短期入所８床）を設
置経営し、社会福祉法、介護保険法に基
ずきその運営を行っている。運営基準に
ついては、厚生省令第４６号及び第３９
号通知に準じている。

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

社会福祉医療事業団借入金
の返済 介護報酬収入 5,714,000 234,238,623 2.4%

老人ホーム等建設費補
助金 めぐみ園 内海　望 ―

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

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

国の機関「社会福祉・医療
事業団」建設費借入金の平
成１５年度償還分に充当し
た。

介護保険報酬、その他
補助 5,472,000 1,078,009,031 0.5%

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、
食事等の介護、機能訓練並び、看護及び
療養上の管理、医療の提供を行い、個人
が有する能力に応じて自立した日常生活
が営めるようにした

総利用日数の平成15年度比では
特養部門101％、ショート部門125％、デ
イサービス部門123％、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、職員研修の充
実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 1,500,000 484,309,286 0.3%

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

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

施設建設のための借入金の
償還金として「独立行政法
人福祉医療機構」へ支払う

介護報酬収入 19,821,455 947,408,013 2.1%
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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

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

設備資金借入金元金償還 介護報酬収入 1,250,000 515,451,577 0.2%

老人クラブ補助金 若　草　会 小　濱　　肇 80

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）

1.社会奉仕活動・遊園地美化等（37
回）、　　2.健康をすすめる活動・輪投
げ（48回）、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ（226回）、歩
こう会（10回）　　　　　　　　3.生き
がいを高める活動・会報毎月発行（12
回）、民謡（31）
4.友愛活動・生活援助（24回）、安否確
認（36回）、話し相手（43回）
5.その他の社会活動・総会等（36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 384,000 449,985 85.3%

老人クラブ補助金 いずみ年輪クラブ 富　岡　　一 82

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

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380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135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 386,400 503,597 76.7%

老人クラブ補助金 や　す　ら　ぎ　会 鍋　田　恒　男 68

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（2回）、花一
杯運動花手入れ等（82回）、1円募金
（12回）実施  ②健康をすすめる活動
輪投げ（34回）、Ｇ．Ｂ．（95回）、ペ
タンク（19回）実施　③生きがいを高め
る活動　郷土史（12回）、民謡（35
回）、書道（21回）、カラオケ（48
回）、敬老ウオーキング（2回）　④友
愛活動　友愛訪問（46回）、病気見舞
（3回）、女性部会（11回）、小講話（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友愛活動
⑤その他の社会活動
⑥運営費

①会費
②補助金 369,600 413,540 89.4%

老人クラブ補助金 七　福　会 石　川　　盛 82

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

①社会奉仕活動　環境美化（2回）、児
童遊園清掃（78回）②健康を進める活動
歩こう会（8回）、輪投げ（24回）、
ゲートボール（83回）実施　③生きがい
を高める活動　カラオケ（29回）、舞踊
（69回）実施 ④友愛活動　日常生活援
助（35回）、話し相手（72回）実施　⑤
その他の社会活動　総会（1回）、幹事
会（13回）、研修会（3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 386,400 445,574 86.7%
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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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人クラブ補助金 互　楽　会 稲　垣　澄　子 67

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（22回）実施　②健康を進める活動
歩こう会（5回）、輪投げ（2回）、ゲー
トボール（238回）実施　③生きがいを
高める活動　カラオケ（46回）・民謡
（47回）・舞踊（47回）・囲碁（86
回）･将棋（86回）実施
④友愛活動　友愛訪問、話し相手（12
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 368,400 413,344 89.1%

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 45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、45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１０回、健康を進める活動
２１回、生きがいを高める活動１３回、
友愛活動６９回、理事会、役員会、研修
会等５０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 3,319,693 60.2%

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 5757

　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

987,012 987,012 100.0%

敬老行事　敬老歩こう
会 歩こう会 小口　良治 18 秩父長瀞秋の七草寺お参り

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。

昼食お弁当代　マイクロバ
ス代

敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%

敬老行事 敬老囲碁大
会 向台碁友会 阿部　満 23

敬老行事としての向台碁友会親善囲碁大
会を向台地区会館にて9月15日（月）に
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。

お茶代　景品代 敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%
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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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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 49

富士町福祉会館にて9月12日（金）午後1
時～3時半まで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%

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 26 食事と懇話会

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

食事代 敬老行事実施運営費補
助金 30,000 30,000 100.0%

敬老行事 シルバーピ
ア敬老昼食会

ひばり北シルバーピ
ア 和久井　君代 18

9月27日（金）に実施・昼食会　ゲーム
（ビンゴ）　歌（２チームに分かれて輪
唱）　漫談をテープで聞く。

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 28,829 30,000 96.1%

心身障害者授産施設運
営費補助金 さくらの園 伊東　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 22,390,152 24,465,441 91.5%

心身障害者授産施設運
営費補助金 第二さくらの園 伊東　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 23,530,728 25,658,933 91.7%
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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
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補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　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 第三さくらの園 伊東　淳爾 ― 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 16,519,494 18,460,759 89.5%

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 16,376,382 16,900,436 96.9%

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 23,310,606 23,673,271 98.5%

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 31,109,000 32,084,000 97.0%

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 20,804,375 21,518,022 96.7%
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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
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平　成　15　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 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 14,163,110 14,713,484 96.3%

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 18,010,645 18,638,560 96.6%

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 5,907,000 5,997,636 98.5%

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 8,981,474 84.5%

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 17,532,900 17,714,742 99.0%
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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
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補助額 ①
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補 助 対 象
事業費 ②
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補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　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 17,524,900 18,001,611 97.4%

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 23,027,199 23,530,229 97.9%

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 11,615,900 11,812,614 98.3%

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 8,111,600 8,484,846 95.6%

知的障害者更生施設建
設費補助金 わかばの家 金田　秀雄 ― 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%
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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) 3,682,521 3,682,521 100.0%

福祉団体運営費補助金 西東京市保谷身体障害者福祉協会 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 450,000 937,795 48.0%

福祉団体運営費補助金 西東京市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 3,151,192 7.3%

福祉団体運営費補助金 西東京市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 1,158,516 30.2%

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 1,721,077 21.5%
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福祉団体運営費補助金 西東京友の会(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 516,000 860,134 60.0%

福祉団体運営費補助金 西東京市聴覚障害者協会 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 80,000 244,087 32.8%

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 59,020 84.7%

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 250,000 194,222 128.7%

福祉団体運営費補助金 西東京市重症心身障害児（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 110,000 271,831 40.5%

－20－



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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

福祉団体運営費補助金 西東京市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 3,396,886 82.1%

福祉団体運営費補助金 福祉まつり実行委員会 新井　繁雄 ― 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 450,000 993,226 45.3%

福祉団体運営費補助金 西東京市精神障害者家族会 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 50,000 269,923 18.5%

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 2,500,000 10,112,449 24.7%

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 4,015,000 48,816,684 8.2%

－21－



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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

母子団体補助金 カトレア会 我妻　ノリ子 72 パソコン講習会、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。

パソコン講習会、研修会、
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
２６２千円

500,000 1,046,543 47.8%

医師会事業補助金 社団法人西東京市医
師会 兼子順男 202

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
⑥介護保険委員活動費

会費・事業収入 2,400,000 2,400,000 100.0%

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 48

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

市民の口腔保健への関心が増加し、早期
治療等の形で成果をあげている。

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

会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%

歯科医師会事業費 社団法人東京都保谷
歯科医師会 野本明宏 67

１．歯科医学の研究及び発達に関する事
業　２．医療保健に関する事業
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。 会費・事業収入 1,200,000 1,200,000 100.0%

私立幼稚園等補助事業
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

各種研修会への参加や幼児教育に関する
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
1,468,400 386,000 1,854,400 20.8%
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私立幼稚園等補助事業
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

各種研修会への参加や幼児教育に関する
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。

幼児教育に関する図書購入
費
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
3,047,543 400,000 3,447,543 11.6%

私立幼稚園等補助事業
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

各種研修会への参加や幼児教育に関する
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
310,863 414,000 724,863 57.1%

私立幼稚園等補助事業
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

各種研修会への参加や幼児教育に関する
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
390,588 400,000 790,588 50.6%

私立幼稚園等補助事業
費 サフラン愛児園 山田　亘 ─

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

各種研修会への参加や幼児教育に関する
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。
子育て勉強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。

幼児教育に関する図書購入
費
各種研修、研究会等参加費
各種健康診断検診料

施設負担
54,664 220,000 274,664 80.1%

青少年育成地域活動費
補助金

西東京市碧山地区青
少年育成会 川合　真理子 26

広報活動
ぼくらの町づくり
碧山わくわくfiesta
食文化の継承うどん作り
作って遊ぼう(竹とんぼ)
子供まつり支援事業(工作コーナー)
早起きラジオ体操
自然体験やってみ隊(じゃがいも掘り)

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。

謝礼金（講師謝礼）
印刷代・写真代
消耗品代
保険料
材料代・光熱代
参加賞代
苗代
その他諸経費等

育成会負担
50,522 250,000 300,522 83.2%
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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 85

会員研修「親子でスケッチしよう!」
お楽しみ縁日
クリーン作戦
冬まつり
広報紙発行
危険箇所調査及び報告書の提出

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）
材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

育成会負担    94,982 250,000 344,982 72.5%

青少年育成地域活動費
補助金

西東京市本町小学校
区青少年育成会 金原　英雄 40

わんぱくまつり
親子で作って遊ぼう会
作って食べよう遊ぼう会
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
消耗品代
材料代
写真代・印刷代
その他諸経費等

育成会負担
31,979 250,000 281,979 88.7%

青少年育成地域活動費
補助金

西東京市新町柳沢青
少年育成会 嶋田　安民 19

親子で自然派工作隊
新町子ども縁日
地域クリーン大作戦
育成会事務費及び広報費
柳沢中学校ボランティア協力
むくのき祭り
地域合同デイキャンプ
ラジオ体操
地域パトロール

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。

工具代
材料代
景品代
保険料
消耗品代
参加賞代
印刷代
その他諸経費等

育成会負担
32,904 250,000 282,904 88.4%

青少年育成地域活動費
補助金

西東京市青少年育成
かしわ会 古賀　節子 20

わくわく夏まつり
研修
運営費
子ども実行委員活動費
広報紙発行

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。

保険料
材料代
印刷代
写真代
施設見学費
消耗品代
役務費
その他諸経費等

育成会負担
164,021 250,000 414,021 60.4%

児童遊園地管理費補助
金 朝比奈住宅自治会 臼井隆志 ― 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 42,593 21.1%
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児童遊園地管理費補助
金 郵政さくら会 佐藤俊明 ― 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 27,000 100.0%

児童遊園地管理費補助
金 十一会 谷口光枝 ― 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 10,060 89.5%

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 多賀　勉 ― 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 18,000 245,000 7.3%

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 川浦淑子 ― 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 管理組合費 45,000 94,500 47.6%

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

山口周太 ― 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。

公園内を照らす街灯の維持
管理費 10,320 20,640 50.0%
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交通安全協会補助金 西東京市交通安全協
会 並木茂雄 980

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 3,817,132 55.0%

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 会長校長 436

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

１ 小学校教育の課題について、19の研究部
がそれぞれの観点から授業など具体的な活動
を通して研究を進めた結果、よりよい指導の
方法や考え方を提示することができた。
２ 19の研究部の活動に多くの教員が積極的
に参加し、自己の資質向上に努めた。研究活
動を通して、教員の研修意欲を高めることが
できた。
３ 19の研究部の研究を研究集録としてまと
め、発表会を行うことによって、互いの研究
についての交流を図り、市内小学校における
教育活動の充実に寄与した。

・講師謝礼
・研究紀要印刷代
・用紙、ファイル等

市補助金 436,000 470,000 92.8%

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

青嵐中学校
校長　稲津　明 217

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。

・各教科・領域の活動内容を研究紀要に
まとめることができた。そのため、今後
の活動の参考になった。
・ 充実した活動や他校との交流ができ
た。
・事例検討会については、専門家を呼ん
でお話を伺うことで本当にためになり良
かったという声が多かった。
・各校の情報交換も有意義であった。
・研究は中学校部会でまとまって1つの
研究をすすめることができ、有意義で
あった。

・研究紀要印刷代(全体）
・各部会ごとに7,000円配当
し、講師謝礼代、文具代等
として執行。

市補助金 217,000 250,000 86.8%

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 会長校長 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。

・研究テーマを基に4分科会でサブテー
マを決め研究をより深く追求することが
できた。
・研究発表会を開催し、全員で本研究を
深めることができた。
・講師を招聘し、広い視野での校長の学
校経営について学ぶことができた。
・研究紀要にまとめることにより本研究
を共有し、他へも提供することができ
た。

・講師謝礼
・研究紀要印刷代
・機関紙購読料
・研究書籍 市補助金 256,500 256,500 100.0%

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

明保中学校
校長　齋藤常男 9

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

　本会は、月例の「校長会議」における指示
や連絡をもとに、その後の情報交換と、「中
学校長会」において、本市教育の充実発展と
各学校の課題解決にむけて活動してきた。主
な活動内容は、学校経営上の諸課題の解決、
教育に関する諸調査の対応、及び各学校が抱
える問題に対しての情報交換等であったが、
教育改革の流れの中で、以前にも増して情報
交換の重要性を感じた1年であった。
・研修集録を作成し、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
などの講話を載せ、今後に生かせる資料とし
た。
・教育改革に関する情報交換を重ね、各学校
で円滑な学校経営に生かした。

・研究集録印刷代
・資料代等

市補助金 76,620 121,500 63.1%
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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 会長教頭 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。

　西東京市公立小学校教頭会として、平
成15年度内に11回の教頭会議を行った。
研究日程に従って、全体会及び分科会に
分かれた。その成果として、「信頼性を
高める人事考課のあり方」「主幹制度の
活用と教頭の関わり」「校務の円滑化を
進める文書管理と事案決定」「学校のＩ
Ｔ化（快適にパソコンを使用するため
に）」の研究テーマで、実践と考察を行
い紀要にまとめた。

・研究紀要印刷代
・コピー用紙等 市補助金 222,300 222,300 100.0%

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 会長教頭 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。

　本教頭会では、今年度の研究テーマと
して「特色ある学校づくり」を設定し
た。全国公立学校教頭会研究大会に参加
し、阪神淡路大震災での避難者との交流
や危機管理の対応について研究すること
ができた。また、各校の「特色ある学校
づくり」がどのように行われているか交
換することで参考になり新たな学校づく
りの推進を進めていくことができた。

・講師謝礼
・研究紀要印刷代
・研究用参考図書

市補助金 105,300 105,300 100.0%

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） 2,290,767 2,344,000 97.7%

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 799,533 800,000 99.9%

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
保谷中学校長
田口康之

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 1,000,000 1,000,000 100.0%
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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

40,000 168,150 23.8%

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 59,980 66.7%

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 西田克彦 49

定期演奏会、クリスマスコンサ－ト、西
東京市民文化祭参加のほか市内小学校へ
の音楽教室、NPOや施設へのボランティ
アで前コンサートを実施

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、
若い指揮者・独奏者(高校生）を起用し
好評だった。また、「総合福祉セン
ター」通じて高齢者の方々を招待し大変
喜ばれた。

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 103,300 642,063 16.1%

社会教育関係団体補助
金 西東京美術会 高橋祐司 33

各自の研鑽結果の発表と実演等を通じて
美術に対する関心を高めてもらうため、
年２回の本展と小品展等を実施してい
る。

回を重ねるごとに入場者も多くなり、実
演参加者からも好評を得た。

使用料、消耗品、印刷製本
費、通信運搬費 市補助金、会費 15,600 91,342 17.1%

社会教育関係団体補助
金 西東京シネマクラブ 山本恵司 25

多摩地域の文化向上に貢献するため、こ
もれびホール市民名画座、西東京市民映
画祭、ワイワイシネマ上映会等を実施し
ている。

保谷地区でめったに上映できない新作上
映ということで一部の市民からは、熱狂
的に受け入れられ、本格的映画の上映に
より市民文化に貢献した。

使用料、賃金、消耗品、印
刷製本費、通信運搬費

市補助金、寄付
金、会費 91,500 537,850 17.0%
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社会教育関係団体補助
金

日本ボーイスカウト
西東京第１団 田中文夫 106

生命を尊重する心、他人への思いやり、
仲間との協調性、自然を大切にする心を
育て子どもたちを健やかに成長させるた
め、市内清掃奉仕、空き缶拾い、赤い羽
根募金奉仕、緑の羽根募金奉仕等の活動
を行う。

野外活動の一環として自然の環境の中で
子どもたちがキャンプ生活を営むことに
より、自然を体得させ、また必要な技術
と知識を学ぶことができ、子どもたちの
成長に大きく貢献した。

使用料、報償費、通信運搬
費、消耗品、保険料

市補助金、参加
費、団会費 87,900 363,728 24.2%

社会教育関係団体補助
金 杉の子会 阿　紀代子 96

子どもたちに素晴らしい自然環境を利用
した自然体験活動をさせるために、毎年
キャンプを行い、自然の素材を使った工
作、飯盒炊飯を体験させる。

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 99,100 408,137 24.3%

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 奥村喜与志 166

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 82,500 165,000 50.0%

社会体育（スポーツ）
関係団体事業補助金 子供体操クラブ 森　節子 51

子供体操クラブの子供達の日頃の練習の
成果を発表すると伴に会員以外の当日参
加の子供達の運動機能の向上のために開
催する。

子供の本来の供え持った運動機能を引き
出し向上に努め子供自身に達成感・充実
感を体験させる。

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 65,250 130,500 50.0%

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 1,200

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%
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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15年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

平　成　15　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

基本財産運用収
入、事業収入、助
成金収入、雑収入

244,519,029 259,191,742 94.3%

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 1,818,205 82.5%
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所　管　課

総務部
職員課

総務部市長室

市民生活部
生活文化課

市民生活部
生活文化課

市民生活部
生活文化課
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所　管　課

市民生活部
生活文化課

市民生活部
生活文化課

市民生活部
生活文化課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

－32－



所　管　課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課
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所　管　課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課

市民生活部
産業振興課
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所　管　課

環境防災部
ごみ減量推進課

環境防災部
ごみ減量推進課

市民生活部
産業振興課

－35－



所　管　課

環境防災部
ごみ減量推進課

環境防災部
ごみ減量推進課

環境防災部
ごみ減量推進課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課
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所　管　課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課
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所　管　課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

環境防災部
防災課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課
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所　管　課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課
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所　管　課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
保健福祉総合調整
課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課
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所　管　課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課
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所　管　課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課
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所　管　課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課
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所　管　課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課
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所　管　課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
高齢福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課
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所　管　課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

保健福祉部
障害福祉課

－51－



所　管　課

保健福祉部
生活福祉課

保健福祉部
健康推進課

保健福祉部
健康推進課

保健福祉部
健康推進課

児童青少年部
子育て支援課
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所　管　課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課
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所　管　課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

児童青少年部
子育て支援課

都市整備部
公園緑地課
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所　管　課

都市整備部
公園緑地課

都市整備部
公園緑地課

都市整備部
公園緑地課

都市整備部
公園緑地課

都市整備部
公園緑地課
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所　管　課

都市整備部
交通計画課

学校教育部
指導課

学校教育部
指導課

学校教育部
指導課

学校教育部
指導課
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所　管　課

学校教育部
指導課

学校教育部
教育庶務課

学校教育部
指導課

学校教育部
指導課

学校教育部
指導課
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所　管　課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
社会教育課
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所　管　課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
社会教育課

生涯学習部
スポーツ振興課

生涯学習部
スポーツ振興課

生涯学習部
スポーツ振興課
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所　管　課

生涯学習部
スポーツ振興課

生涯学習部
スポーツ振興課
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