
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16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
柴田　健次 1,217 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
更正事業、教養文化事業、
体育保健事業等への助成

市交付金
会費 20,951,629 20,951,629 100.0% 総務部職員課

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 2,525

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

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

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

会費
入会金
事業収入

19,335,836 55,960,468 34.6% 市民生活部産業振興課

農友会補助金 田無農友会 田倉孝治 55

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

一日研修会では、府中市是政ワケネギ生
産者部会及び2004年立川農機・資材検討
会を視察した。また静岡県磐田郡豊岡村
とれたて元気村（農産物を通じて都市住
民と交流）及び、はままつフラワーパー
ク（花と緑のテーマパーク）の宿泊研修
会を実施した。
小金井公園うめまつりでは、野菜即売会
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 2,284,859 11.8% 市民生活部

産業振興課

緑化組合補助金 田無緑化組合 植島清春 68

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

しずおか国際園芸博覧会「浜名湖花博」
一泊研修、また横浜中区区役所屋上緑化
及び太田市場視察研修を実施した。
また、市民まつり、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 3,564,162 7.6% 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 53

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

150,000 1,305,198 11.5% 市民生活部産業振興課

平　成　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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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 150,000 363,062 41.3% 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 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5回保谷梨祭りを西東京市スポーツセ
ンター前で開催し、市民への地元産「保
谷梨」のＰＲを図った。

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 1,262,025 11.9% 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 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

東村山直売センター・野口温室村・東久
留米市農家の視察等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 150,000 535,462 28.0% 市民生活部産業振興課

農業経営者クラブ補助
金

西東京市農業経営者
クラブ 小峯　浩一 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 200,000 143,730 139.1%

市民生活部
産業振興課

※17年度返還

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 都築勲 34 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 2,003,157 7.5% 市民生活部産業振興課
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商工会補助金 西東京商工会 小西　嗣朗 2,162

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。

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いる。平成16年
度に西東京商工会となり、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

33,223,000 116,134,892 28.6% 市民生活部産業振興課

商工会情報推進事業等
補助金 西東京商工会 小西　嗣朗 2,162

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。

西東京創業支援相談センター：（セミ
ナー、相談、パソコン）利用者780人、
開業者23名。
西東京ショッピング情報ホームページ：
説明会６回、登録事業所数262事業所

西東京創業支援相談セン
ター
西東京ショッピング情報
ホームページ

会費
特別賦課金
手数料
分担金
その他団体保険料等

10,063,808 10,705,808 94.0% 市民生活部産業振興課

街なかサロン事業費補
助金 西東京商工会 小西　嗣朗 2,162

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。

来場者数 1,333人
（開設期間：平成16年11月１日から平成
17年３月31日）

開設費
運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金
その他団体保険料等

250,000 450,646 55.5% 市民生活部産業振興課

商店街・まちづくり懇
談会事業費補助金 西東京商工会 小西　嗣朗 2,162

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。

商業者と生活者が自由に話し合える場を
設定し、商業者と生活者によるパート
ナーシップに基づいた商店街づくり・ま
ちづくりを促進する。懇談会では、次年
度以降に活かすテーマについて、意見交
換・議論を進め、商業者と生活者が連携
しながら取り組める活動を推進してい
く。
２商店街にて実施。

人件費
労務費
技術料
謝金
報告書作成など

会費
特別賦課金
手数料
分担金
その他団体保険料等

4,034,650 4,034,650 100.0% 市民生活部産業振興課

スタンプラリー事業費
補助金 西東京商工会 小西　嗣朗 2,162

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。

市内商店街を市民がめぐることによっ
て、広く商店街や商業環境を知ってもら
い、消費機会の増加と地域の活性化を
図った。
市内加盟店で使える商品券を景品とし
た。
発行：7,000枚
回収：6,766枚
換金率：96.7％

景品費

会費
特別賦課金
手数料
分担金
その他団体保険料等

2,000,000 3,383,000 59.1% 市民生活部
産業振興課
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商店会等地域活性化補
助金 田無北口商店会 高崎　三成 72

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、年末年始商戦を盛り上げ、地域住
民に還元する。

年末恒例のイベントとして、地域住民に
楽しみを与えている。商店街、イベント
ともにアピールできたことは、商店街の
活性化にとって効果があった。

「カウントダウンフェア
2005」の事業費補助 会費 1,135,000 1,703,592 66.6% 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 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

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 会費 132,000 198,592 66.4% 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 保谷　茂 134

新聞折込でＰＲを行い、柳沢地蔵まつり
を開催する。東西2箇所のお地蔵様の前
での甘酒サービス、スタンプラリーカー
ドにお地蔵様のスタンプ２つを集めた子
供たちにゲーム参加権を配布した。地蔵
クーポン（200円券５枚）を購入した地
域住民全員に、商店街で使える200円券
と抽選会福引券を配布し、地域住民に還
元をした。

「柳沢地蔵まつり」も今年で12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。

「柳沢地蔵まつり」の事業
費補助 会費 1,184,000 1,777,325 66.6% 市民生活部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金 田無商業協同組合 平山　喜弘 87

地域のお盆に合わせて昭和6年から74年
間にわたり盆踊り大会を行っている。
60年前の盆踊り唄と踊りを筆頭に、演歌
歌手による歌謡ショーや、仮装大会を行
う。盆踊りの合間に大道芸人によるパ
フォーマンスを行い、地域住民に好評で
あった。

例年旧青梅街道の両側に千個のちょうち
んを吊り下げて街を明るく活気付け、販
売の促進に役立つと共に地域住民に喜ば
れている。

「田無名物盆踊り・仮装大
会」の事業費補助 会費 3,049,000 4,574,993 66.6% 市民生活部産業振興課

商店会等地域活性化補
助金 ひばり商店街 長谷川　功雄 49

昼間シャッターを閉める飲食店と夜間
シャッターを閉める物販店にわかれてい
るのを逆手にとり、シャッターに芸術性
の高いイラストをプリントすることで話
題性を持たせ、地域住民や通行人に商店
街と各個店の存在感を示す。
インターネット上で作品展を行い、広く
商店街を宣伝する。
地域住民とともに朝市を開き、商店が閉
まっている時間に人を集めることによ
り、その存在を知ってもらう。

地域住民とのコミュニケーションをとる
ことができ、顧客拡大につながった。

「シャッターアートコン
クール」の事業費補助 会費 2,599,000 3,898,868 66.6% 市民生活部産業振興課
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財団法人法律扶助協会
東京都支部補助金

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 永盛
敦郎

―

法律相談の実施
平成16年度利用者総数　34,019件（う
ち、西東京市民　398件）
援助事業の実施
平成16年度申し込み総数　13,526件（う
ち、西東京市民　158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 50,488,400 0.5% 市民生活部生活文化課

西東京市民まつり実行
委員会補助金

西東京市民まつり実
行委員会

西東京市民まつ
り実行委員会委
員長　内橋勝利

27

平成16年11月13日（土）、14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 10,216,000 12,144,561 84.1% 市民生活部生活文化課

西東京市どんど焼実行
委員会補助金

西東京市どんど焼実
行委員会

西東京市どんど
焼実行委員会委
員長  小野千江
子

11

どんど焼の実施
平成17年１月９日（日）保谷第二小学校
平成17年１月15日（土）明保中学校、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 300,000 377,565 79.5% 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 丸山　儀一 144

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 1,427,443 91.8% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金 いきいき泉 川北　良一 22

泉小学校通学区域の
１　声かけ運動
２　防犯用立て看板の作成
３　その他安全に関する防犯活動

泉小学校通学区域の「安心して暮らせる
まち」を目指して、朝夕の声かけ運動そ
の他地域の安全を守る活動を通じて、
「いざという時に助け合い、支えあえる
まち」をつくる

防犯活動通知用の看板作成
費 会費 31,500 63,000 50.0% 市民生活部生活文化課
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西東京市防犯活動団体
助成金 くじら山 加藤　和子 35

東伏見小学校通学区域の
１　防犯パトロール
２　商店街、公園にたむろする人達への
　声かけ運動
３　防犯用チラシの配布活動
４　独居老人への声かけ訪問
５　その他安全に関する防犯活動

東伏見小学校通学区域の安全を守るた
め、防犯パトロール、児童通学時におけ
る声かけ運動、その他地域の安全を守る
活動を行う

防犯パトロール用ジャン
パー、スリムバトン、提灯
の購入費

会費 70,350 169,826 41.4% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金 下宿自治会 鈴木　忠雄 319

１　防災・防犯に関すること
２　環境衛生、交通・道路に関すること
３　会員の互助、親睦に関すること
４　その他目的達成上必要なこと

自治会内の防犯、防災を兼ねて毎月５、
15、25日の夜11時から２名体制で夜間パ
トロールを実施している

防犯パトロール用耐刃性手
袋、腕章の購入費 会費 15,750 31,500 50.0% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金

第３区町会
自主防災防犯会 野口　昭男 1,108 保谷町・泉町・住吉町地区一帯の防災防

犯に関する活動

地域を４つのブロックに分けて、それぞ
れのブロックごとにパトロール計画を立
ててパトロールを実施している

防犯パトロール用腕章・帽
子・プレート・拍子木の購
入費

会費 84,920 169,840 50.0% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金

トウキョウ・ウェス
ト・ガーディアンズ 前田　隆雄 10

市内５駅を中心とした声かけ・清掃パト
ロール、防犯活動への参加、防犯知識の
習得及び普及

パトロール計画を立てて警察署に提出
し、パトロールを実施している

防犯パトロール用Ｔシャ
ツ・腕章・ウィンドブレー
カーの購入費

会費 78,960 164,818 47.9% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金 東伏見坂上自治会 岩崎　榮一 47 東伏見３～６丁目自治会内での自主的な

防災・防犯活動

毎月土曜日にパトロール地区、コースを
選定して防災防犯パトロールを実施して
いる

防犯パトロール用反射ベス
ト・帽子の購入費 会費 45,570 91,140 50.0% 市民生活部生活文化課

－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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

西東京市防犯活動団体
助成金 ふれあい広場 髙田　知子 337

保谷第一小学校通学区域の
１　防犯（わんわん）パトロール
２　公園、駅などのクリーン活動
３　高齢者とのふれあい昼食会
４　フリーマーケット

学童の安全確保を最重点として、毎月第
３土曜日に翌月のパトロール計画を立て
てパトロールを実施している

防犯パトロール用バンダ
ナ・帽子の購入費、防犯活
動通知用の看板作成費

会費 80,320 160,640 50.0% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金 ライフアップ泉 峰　芳之 18 泉町５、６丁目地区の防犯・清掃パト

ロール、防犯講習会の実施

毎月、曜日・時間帯・ルートを変えてパ
トロールの計画を警察署へ提出し、計画
に従ったパトロールを実施している

防犯パトロール用ベスト・
帽子・拍子木・トランシー
バーの購入費

会費 66,200 132,401 50.0% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金 わくわく栄 富塚　惠二 24

栄小学校通学区域内の高齢者、障害者、
児童・青少年他の生活課題を抱える人々
に対する助け合いや交流の輪を広げ、共
に支え合う地域社会づくりを事業とする

　登下校時に、通学路の安全確保に努め
ている

防犯パトロール用呼子笛、
指示棒の購入費 会費 4,012 8,025 50.0% 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

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まちづくり
の促進に寄与

事業費、広報費等 市補助金 770,000 1,048,186 73.5% 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　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

281,361,762 319,750,784 88.0% 市民生活部生活文化課
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集団回収奨励金 西原グリーンハイツ
管理組合 川浦淑子 720 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。

管理組合費として使用(不法
投棄物の処理等) 集団回収奨励金 1,580,360 1,580,360 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 柳沢住宅睦会 三芳豊浩 202 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。

非常用飲料水の配布、トイ
レットペーパーの配布、災
害環境基金積み立て

集団回収奨励金 323,280 323,280 100.0% 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 68 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。

募金協力　　　防犯・敬老
の行事に使用 集団回収奨励金 139,360 139,360 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 サツキ公園リサイク
ルの会 沖山澄江 9 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。 各世帯に配分 集団回収奨励金 19,920 19,920 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 富士町三丁目自治会 城島恵美子 55 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。 自治会費へ充当 集団回収奨励金 9,200 9,200 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課
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集団回収奨励金 泉町尾形班 尾形弘子 14 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利
用を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の
有効利用の認識を深める。

団体への寄付、ごみ集積所
の修理、ネットの購入 集団回収奨励金 13,680 13,680 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 ホワイトイーグルス 鳥居美映子 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促進、資源の
有効利用の認識を深める。 野球用具(ボール等)の購入 集団回収奨励金 35,360 35,360 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

保谷防火協会補助金

西東京防火協会
（平成16年5月13日に
保谷防火協会から西
東京防火協会に名称
変更）

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 1,611,072 31.0% 環境防災部防災課

防災市民組織助成金 谷戸むつみ会 伊藤五十鈴 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 228,375 456,750 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 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 157,420 327,298 48.1% 環境防災部防災課
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防災市民組織助成金 下宿自冶会防犯部 鈴木　忠雄 136
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 67,988 135,975 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 中込　幸治 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 352,538 705,075 50.0% 環境防災部防災課

防災市民組織助成金 谷戸さつき会防災班 山田　伸子 30
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 17,273 34,545 50.0% 環境防災部防災課

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

350,000 405,813 86.2% 環境防災部防災課

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

350,000 644,142 54.3% 環境防災部防災課
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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

350,000 539,328 64.9% 環境防災部防災課

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

350,000 426,253 82.1% 環境防災部防災課

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

350,000 403,241 86.8% 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
72人
正会員
4938人
賛助会員
399人
団体82

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436万円
寄付金収入562万円
市補助金17,443万円
共同募金配分金383万
円
事業収入1,151万円

174,426,000 202,561,906 86.1%
保健福祉部
保健福祉総合調整
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

会長　齋藤芳功
（平成16年11月
24日から）会長
職務代理者
緑川ますみ

1,334

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56,224千円
管理事務費4,074千円
活性化推進事業費2,000千円
施設管理費687千円

事業収入60,274万円
国・市補助金7,668万
円
会費収入143万円

62,985,000 93,146,575 67.6%
保健福祉部
保健福祉総合調整
課
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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
（平成16年12月
1日から）坂元
綾子

民生委員
児童委員
119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1,265千円
市補助金1,848千円
雑収入80千円

1,848,000 2,441,113 75.7%
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 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135千円
観察協会交付金637千
円
市補助金341千円
北多摩北地区活動費
485千円

341,000 561,536 60.7%
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 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821千円
寄附金63千円 821,000 854,563 96.1%

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

実施委員長　鈴
木勝 13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

50,000 332,250 15.0%
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46人

2団体

福祉は、行政だけでなく市民も積極的に
参加し、より良いコミュニケーションや
ネットワークを築くことが大切であると
いう視点から、福祉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34千円
寄附金7千円
市補助金150千円
雑収入98千円

150,000 213,641 70.2%
保健福祉部
保健福祉総合調整
課
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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 12,098,768 429,584,833 2.8% 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 2,243,478 588,337,524 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% 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、
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% 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 9,368,000 320,678,238 2.9% 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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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 42,260,524 550,376,802 7.7% 保健福祉部高齢福祉課

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 15,722,440 847,174,890 1.9% 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 59,140,585 947,408,013 6.2% 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 18,880,000 343,148,826 5.5% 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、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 5,701,000 234,238,623 2.4% 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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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% 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% 保健福祉部
高齢福祉課

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 19,590,462 947,408,013 2.1% 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

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% 保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 若　草　会 酒井　金太郎 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（33
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（211回）、歩
こう会（8回）　　　　　　　　3.生き
がいを高める活動・会報毎月発行（12
回）、民謡・舞踊（80回）
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その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金 384,000 419,203 91.6% 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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

老人クラブ補助金 いずみ年輪クラブ 富　岡　　一 89

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・コーラス・パ
ソコン・生け花等で年間48回実施。
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403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80回実
施。　　　　　　　　4．その他の社会
活動会報発行・定例会等39回実施

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

①会費
②補助金 394,800 479,164 82.4% 保健福祉部高齢福祉課

老人クラブ補助金 や　す　ら　ぎ　会 鍋　田　恒　男 73

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（74
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（20回）、カ
ラオケ（119回）、敬老ウオーキング（2
回）
④友愛活動　友愛訪問（29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その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金 375,600 414,320 90.7% 保健福祉部

高齢福祉課

老人クラブ補助金 七　福　会 石　川　　盛 76

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（２
９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 379,200 383,442 98.9% 保健福祉部高齢福祉課

老人クラブ補助金 互　楽　会 古　谷　英　男 65

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（4
回）、輪投げ（3回）、ゲートボール
（218回）実施
③生きがいを高める活動　カラオケ（47
回）・民謡（24回）・舞踊（44回）・囲
碁･将棋（90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その他の社会活動
⑤運営費

①会費
②補助金 366,000 414,269 88.3% 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 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33回、健康を進める活動29
回、生きがいを高める活動１1回、その
他、理事会、役員会、研修会等47回と活
発な活動を展開した。今後更に一層の高
齢化に伴い地域の老人福祉の向上に寄与
し、会員加入の増強に努め、健全な発展
を図る。

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

①会費
②補助金 2,000,000 2,459,321 81.3% 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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

敬老行事　敬老歩こう
会 歩こう会 小口　良治 19 忍野八海巡り　山中湖村での憩い

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。

温泉代　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% 保健福祉部高齢福祉課

敬老行事 敬老囲碁大
会 向台碁友会 阿部　満 22 敬老行事としての親善囲碁対局を向台地

区会館にて開催

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。

お菓子代　景品代 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

誕生会と敬老の集い 三和福寿会 石川　園惠 24 中宿クラブ２Fにおいて,昼食、踊り、カ
ラオケ等を行う

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

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 22 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% 保健福祉部高齢福祉課

敬老行事 敬老行事昼
食会

ひばり北シルバーピ
ア 和久井　君代 23 新入居者歓迎会及び昼食会　ゲーム・歌

など

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 28,829 30,000 96.1% 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16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　16　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 第一さくらの園 伊東　淳爾 19 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 22,630,824 24,338,388 93.0% 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 田無どろんこ作業所 駒村　健二 10 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 16,699,638 17,598,145 94.9% 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 19 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 23,565,702 24,490,394 96.2% 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 ゆずりは作業所 村田　利夫 18 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 26,693,198 26,693,198 100.0% 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 19 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 22,623,757 22,623,757 100.0% 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16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　16　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 サンワーク田無 檜垣　有徳 25 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 18,954,160 19,284,396 98.3% 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 たなし工房 良田　かおり 25 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 17,627,460 18,059,318 97.6% 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 サンライズ富士 村田　利夫 25 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 24,094,976 24,470,089 98.5% 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 15 紙加工他 社会復帰促進 人件費、運営費 市補助金、借入金他 17,716,340 17,944,093 98.7% 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 金田　秀雄 45 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。 入所希望待機者の緩和が図れる。 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16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　16　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 50 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。 入所希望待機者の緩和が図れる。 運営費 措置費(国1/2・市1/2) 3,594,000 3,594,000 100.0% 保健福祉部障害福祉課

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 124 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 1,022,045 44.0% 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 137 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 2,763,577 13.4% 保健福祉部障害福祉課

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 113 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 516,000 921,504 56.0% 保健福祉部障害福祉課

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 39 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 80,000 285,450 28.0% 保健福祉部障害福祉課

－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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

福祉団体運営費補助金 西東京市精神障害者
家族会 寺西　泰夫 36 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 50,000 474,111 10.5% 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 68 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 1,937,000 9,736,430 19.9% 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 127 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 2,934,000 138,526,000 2.1% 保健福祉部障害福祉課

知的障害者グループ
ホーム整備費補助金 (社福)さくらの園 伊東　淳爾 ―

親の保護から離れ、自立した生活を望む
知的障害者が地域で暮らす譲許の確保を
促進する。

施設入所の偏重から、地域での自立した
生活を促進するとともに、保護者の精神
的安定を促す。

運営費 市補助金他 1,000,000 10,373,000 9.6% 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 73 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
２３千円
自動販売機収入
４５５千円

500,000 1,024,704 48.8% 保健福祉部
生活福祉課
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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16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　16　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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% 保健福祉部健康推進課

歯科医師会事業費 社団法人東京都西東
京市歯科医師会 野本明宏 112

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 2,400,000 2,400,000 100.0% 保健福祉部健康推進課

私立幼稚園等補助事業
費 田無いづみ幼稚園 小林　保 ─

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
509,780 400,000 909,780 44.0% 児童青少年部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 田無富士見幼稚園 尾林　武彦 ─

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。

幼児教育に関するビデオ購
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
457,300 400,000 857,300 46.7% 児童青少年部子育て支援課

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。

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
481,929 400,000 881,929 45.4% 児童青少年部子育て支援課
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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。

テーマ画等の指導法講師謝
金　　　　　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
533,796 400,000 933,796 42.8% 児童青少年部子育て支援課

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。

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
68,000 220,000 288,000 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 碧山地区育成会 川合　真理子 40

広報活動、碧山わくわくfiesta
クリスマスツリーを作ろう、安全教室
食文化の継承うどん作り
秋のミニミニ運動会
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
52,732 250,000 302,732 82.6% 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 メタセコイア 堀尾　直子 90

会員研修「裁判所見学」
お楽しみ縁日、冬まつり
クリーン作戦
谷戸まつり
広報紙発行
危険箇所調査及び報告書の提出
ひだまり谷戸昼食会への協力

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（落語家出演謝礼）
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    80,142 250,000 330,142 75.7% 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

保谷小学校区青少年
育成会 菅野　美鈴 19

運営費
ディキャンプ
伝承あそび
保小フェスタ130
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。

謝礼金（講師謝礼）
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
106,535 240,000 346,535 69.3% 児童青少年部子育て支援課
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青少年育成地域活動費
補助金 芝久保こぶしの会 鵜野　美代子 40

事務局費
クリーンキャンペーン
広報紙
ミニ運動会
もちつき会

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。

材料代
保険料
印刷代
その他諸経費等

育成会負担
50,264 250,000 300,264 83.3% 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 かしわ会 古賀　節子 28

わくわく夏まつり
あそび場横丁
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。

謝礼金（講師謝礼）
保険料
材料代
印刷代
写真代
役務費
その他諸経費等

育成会負担
128,468 250,000 378,468 66.1% 児童青少年部子育て支援課

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 110

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 19,140,293 188,727,212 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 88

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 11,453,740 148,463,089 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 73

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
費

国・都・市負担金
都・市補助金 11,848,260 144,791,207 8.2% 児童青少年部保育課
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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 100

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 16,335,752 165,341,103 9.9% 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 120

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
費

国・都・市負担金
都・市補助金 16,570,500 185,003,937 9.0% 児童青少年部保育課

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

サークル活動費
行事企画費
資料代・図書購入費
講師謝礼金

母親クラブ会費
事業活動収入
各サークル会費

100,000 918,067 10.9% 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 43

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

①親子及び世代間の交流・文化活動
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学習会　児童向け公
開事業　もこもこもこ　防犯教室
③児童の事故防止活動
近隣遊び場の安全点検　　救急法公開講
習会
④児童館行事協力
夕涼み会　幼児のつどい

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

100,000 186,919 53.5% 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 53

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

100,000 201,651 49.6% 児童青少年部児童課
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まちづくり活動補助金
ひばりが丘駅北口地
区のまちづくりをす
すめる会

会長　稲富稔 38 １事務運営等活動　２広報活動 ひばりヶ丘駅北口地区におけるまちづく
り事業の早期実現が図られる。

会議室借上費、資料等印刷
費、立看板等制作費 会費、寄付 265,000 265,000 100.0% 都市整備部都市計画課

都市計画協会負担金 財団法人都市計画協
会 会長　高橋進

都道府
県、区市
町村、賛
同団体

１講習会、研修会等の実施　２調査研究
３計画指導・相談業務　４国際交流　５
出版　６広報・渉外　７図書、資料等の
収集管理

都市計画の基本政策を研究し、都市計画
に関する知識の普及並びに都市計画及び
都市計画事業の発展が図られる。

調査研究費、宣伝指導費、
刊行費等 会費・事業収入 170,000 人口比率 都市整備部

都市計画課

首都道路協議会負担金 社団法人首都道路協
議会 会長　菊池三男

都区市町
村他231
団体

講演会、印刷物の発行・配付、道路視
察、国会議員・国土交通省・東京都への
要請活動等

道路整備、道路交通の改善、道路網の整
備が図られる。

印刷製本費、研修啓蒙費、
調査研究費等 会費・事業収入 30,000 一律 都市整備部

都市計画課

東京都街路事業促進協
議会負担金

東京都街路事業促進
協議会 会長　鈴木恒年 都区市町

53団体
道路事業に関する提案活動、視察研修
会、関係大会等への参加

都市計画街路及びこれらに関連する諸事
業の整備充実が促進される。

全国街路事業促進協議会負
担金 負担金 41,000 人口比率

＋一律
都市整備部
都市計画課

多摩地域都市モノレー
ル等建設促進協議会分
担金

多摩地域都市モノ
レール等建設促進協
議会

会長　立川市長
青木久

市町村24
団体

事業化に向けての促進活動、国及び都に
対しての要請活動

公共交通機関の不足を補うとともに自立
的都市圏の確立と、地域社会の開発及び
住民福祉の向上が図れる。

活動費 分担金 30,000 一律 都市整備部
都市計画課
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三鷹・立川間立体複々
線促進協議会分担金

三鷹・立川間立体化
複々線促進協議会

会長　立川市長
青木久

市町村24
団体

地域振興に係わる啓発・広報活動、関係
諸官庁に対する陳情請願、東日本旅客鉄
道（株）に対する請願折衝

地域社会の開発住民、福祉の向上等の地
域振興が図れる。 活動費 分担金 50,000 一律 都市整備部

都市計画課

東京土地区画整理事業
推進連盟負担金

東京土地区画整理事
業推進連盟

会長　江戸川区
長　多田　正見

区市町37
団体

政府及び関係当局への要請活動、その他
土地区画整理事業を推進するための諸活
動

東京都内の区市町において、安全で快適
なまちを実現するため、土地区画整理事
業のより一層の推進が図れる。

活動費 分担金 5,000 一律 都市整備部
都市計画課

交通施設バリアフリー
化事業設備整備費補助
金

西武鉄道㈱ 取締役副社長
石橋正男 1団体 西武柳沢駅改札内のエレベーター・エス

カレーター及び障がい者用トイレの設置

鉄道駅改札内にエレベーター等の移動シ
ステムを整備し、バリアフリー化の推進
が図れる。

設置工事
エレベーター　2基
エスカレーター　2基
障がい者用トイレ　1便房

100,000,000 300,000,000 33.3% 都市整備部都市計画課

人にやさしいまちづく
り事業補助金 西武鉄道㈱ 取締役副社長

石橋正男 1団体

ひばりヶ丘駅南口、西武柳沢駅南・北口
のエレベーター・エスカレーター等の設
置
ひばりヶ丘駅南北自由通路の整備

鉄道駅入口にエレベーター等の移動シス
テムを整備し、バリアフリー化の推進が
図れる。

設置工事
エレベーター　3基
エスカレーター　3基
南北自由通路

488,051,432 726,320,432 67.2% 都市整備部都市計画課

ひばりヶ丘駅南口階段
整備事業費補助金 西武鉄道㈱ 取締役副社長

石橋正男 1団体 ひばりヶ丘駅南口階段の設置

駅階段を「東京都福祉のまちづくり条
例」などバリアフリー基準に適合させる
ことで、福祉のまちづくりの推進が図れ
る。

設置工事
階段　1箇所 13,067,000 53,000,000 24.7% 都市整備部都市計画課
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道路整備促進期成同盟
会東京都協議会負担金

道路整備促進期成同
盟会東京都協議会

会長　稲城市長
石川良一

都市町村
40団体

道路整備に関する要望、連絡調整・情報
交換、普及宣伝等の活動

東京都の多摩島しょ地域における道路整
備の促進が図れる。 全国協議会負担金 負担金 48,000

基本額(11,000
円)

＋人口×20銭

都市整備部
都市計画課

東京都道路整備事業推
進大会負担金

東京都道路整備事業
推進大会

会長　稲城市長
石川良一

区市町村
62団体
後援3団
体

道路整備事業等を促進するための意見発
表・宣言・決議、政府・国会・東京都・
関係当局への請願陳情等の活動

道路、橋梁、鉄道連続立体交差等の整備
及び公共交通を充実させる都市モノレー
ル等の整備の推進が図れる。

推進大会活動費 負担金 30,000 一律 都市整備部
都市計画課

保谷都市計画道路３・
４・１２号線電線共同
溝連系管路工事負担金

東京電力㈱
東日本電信電話㈱

武蔵野支社長
飯尾　泰義 1団体 電線共同溝に収容された電線と既設の架

空線等の電線を結ぶ工事
電線共同溝に収容された電線を使用でき
る。

連系管路工事
電力線　φ130
1条1段　Ｌ＝5.8ｍ
2条1段　Ｌ＝10.2ｍ
2条2段　Ｌ＝84.1ｍ

負担金 8,366,332 8,366,332 100.0% 都市整備部都市計画課

管理助成費 朝比奈住宅自治会 山下　宏 ― 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 9,000 9,100 98.9% 都市整備部公園緑地課

管理助成費 郵政さくら会 門　大輔 ― 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 会費 27,000 27,000 100.0% 都市整備部公園緑地課
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管理助成費 十一会 斉藤　誠 ― 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 9,000 9,000 100.0% 都市整備部公園緑地課

管理助成費 武蔵野アンコールマ
ンション管理組合 秋山佳世子 ― 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 30,000 60.0% 都市整備部公園緑地課

管理助成費 西原グリーンハイツ
住宅管理組合法人 中込幸次 ― 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 53,000 84.9% 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

志摩昌英 ― 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 管理組合費 10,248 20,496 50.0% 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 1,020

　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 4,276,349 49.1% 都市整備部交通計画課
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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 470

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 454,000 470,000 96.6% 学校教育部指導課

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 会長校長 250

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 211,293 250,000 84.5% 学校教育部
指導課

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 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% 学校教育部指導課

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 会長校長 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 79,035 121,500 65.0% 学校教育部
指導課
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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 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 192,700 222,300 86.7% 学校教育部指導課

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 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% 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、グループ研究 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） 1,851,926 2,100,000 88.2% 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 785,809 800,000 98.2% 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

大会会長校長 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% 学校教育部指導課
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無形文化財保存助成金 田無ばやし囃子保存
会 清水義雄 9

月3回水曜日練習日、津島神社大祭、市
民まつり、田無神社礼大祭、田無神社元
旦祭奉納囃子、小金井公園梅まつりで演
奏活動を行っている。

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。

報償費、需用費 市助成金、会費、事業
活動収入 40,000 407,000 9.8% 生涯学習部社会教育課

無形文化財保存助成金 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
公園梅まつりで演奏活動を行っている。

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。

需用費 市助成金、会費 40,000 200,000 20.0% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金

西東京市の教育を語
る会 増澤喜美夫 88

西東京市の教育の向上とその推進のた
め、学校教育への協力、広報・研修活動
等を行っている。

広報誌の発行により、西東京市の教育の
さまざまな課題について、今回は特に安
全・安心の視点からの問題点や考え方を
広く関係者に提供することができた。

印刷製本費、通信運搬費 市補助金、寄付金、会
費 10,000 21,720 46.0% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西浦地区子ども会 野口恵美 42

異年齢の活動を通じて、子どもたちの連
帯感を育て、子どもの健全育成と地域の
教育力向上を図ることを目的として、野
外活動、ボランティア活動（清掃活
動）、ラジオ体操、お別れ会等を実施し
ている。

子どもたちが縦割りで活動することで、
年齢の違う子どもたちがお互いの違いを
知り、自然な形でコミュニケーションが
とれるようになってきている。
地域の大人同士の交流は、子育ての環境
を良くし、子どもたちの健全育成に役
立っている。

印刷製本費、通信運搬費 市補助金、参加費、団
会費 12,000 40,911 29.3% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西東京美術会 高橋祐司 30

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、その
場において作品作りの無料講習会を実施
している。

出品作品数が今までになく多く、作品の
レベルも向上し、入場者から好評を得
た。
無料講習会参加者は33名で、いままで実
施した中で最も多かった。アンケートに
は受講を感謝する声が多く、さらに範囲
を広げて実施してもらいたいなどの意見
があった。

使用料、消耗品費、印刷製
本費、通信運搬費 市補助金、会費 43,000 119,600 36.0% 生涯学習部社会教育課
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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 51

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している。

コンサートのアンケートによると観客の
反応もすこぶる好評で、市民オーケスト
ラとして市民の方たちに認められつつあ
ることを実感した。ソリストの評判もよ
く、公演後も彼についての問い合わせも
多かった。

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、会費 156,000 986,583 15.8% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西東京交響楽団 豊田満子 40

年二回の演奏会、他市オーケストラとの
交流、小学校の創立祝賀式典への参加、
老人福祉ホーム訪問等を実施している。

秋のコンサートはポピュラーな曲目選定
のため人気が高く、車椅子の方やお年寄
りの参加が定着してきた。また、コン
サートの観客よりクリスマスコンサート
への出演依頼があり、今後の団体技術の
向上と共に、社会貢献を広げる機会と
なった。

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、会費 57,000 510,824 11.2% 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 奥村喜与志 183

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 120,000 299,729 40.0% 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 渡邊一雄 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 60,000 120,000 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

西東京市バドミントン
協会 楯　篤志 253

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

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

報償費、消耗品費、印刷製
本費 市補助金、参加費 54,605 109,210 50.0% 生涯学習部スポーツ振興課
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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

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

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

244,268,262 244,268,262 100.0% 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 1,500,000 100.0% 生涯学習部スポーツ振興課
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