
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17年度
補助額 ①
（円）

補 助 対 象
事業費 ②
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補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 理事長　角田知
正 1,286 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養護

厚生事業（厚生施設利用補
助、旅行補助等）
体育保健事業（人間ドック
利用補助）等への助成

市交付金
会費 19,411,701 19,411,701 100.0% 総務部職員課

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17年度利用者総数　35,173件（う
ち、西東京市民　402件）
援助事業の実施
平成17年度申し込み総数　14,668件（う
ち、西東京市民　168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）

東京都・各市補助金
弁護士会補助金
弁護士寄付金

250,000 48,720,365 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

37

平成17年11月12日（土）、13日（日）
場所：いこいの森公園
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
まつり関係警備委託料
開催告知宣伝関係費
イベント開催委託料
シャトルバス借上料　等

市補助金
参加団体出店料
広告掲載料　等

10,880,000 14,239,720 76.4% 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

12
どんど焼の実施
平成18年１月８日（日）明保中学校
平成18年１月15日（日）保谷第二小学校

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 300,000 404,889 74.1% 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 1,777,194 73.7% 市民生活部生活文化課

平　成　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　
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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月１回の定例会開催
②泉小学校通学区域防犯パトロ－ル
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

防犯パトロール用ベスト・
帽子・防犯ネットの購入費 会費 31,106 62,212 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 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防犯講演会開催
③防犯用チラシの配布活動
④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

防犯パトロール用ベスト・
スタジャンの購入費 会費 80,040 160,080 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 下宿自治会 鈴木忠雄 319

①防災・防犯に関すること
②会員の互助、親睦に関すること
③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

ワンパトバンダナ・新型ピ
ン無し腕章・パトロ－ルベ
スト・帽子の購入費

会費 50,400 100,800 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 1111 保谷町・泉町・住吉町・柳沢地区一帯の

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

防犯パトロールベスト・ス
リムバトン・腕章・自転車
用前かご表示プレ－ト・帽
子の購入費

会費 127,411 254,822 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

防犯パトロールベスト・防
犯ジャンパ－の購入費・製
版代

会費 41,475 84,375 49.2% 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

西東京市立芝久保小
学校ＰＴＡ 岩田匡子 274 芝久保小学校通学区域のパトロール

全家庭に腕章を配布 地域住民への防犯意識の高揚 腕章の購入費 会費 91,875 183,750 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

西原グリーンハイツ
住宅団地管理組合法
人

中込幸次 14 団地内のパトロール 地域住民への防犯意識の高揚 腕章・懐中電灯・担架・合
図灯の購入費 会費 50,461 100,922 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

西東京市立碧山小学
校教師と保護者の会 浜田康恵 12 ３班に分かれて地域安全マップ作成

パトロール

地域安全マップを作成したことにより、
マップの必要性と地域住民に対して危険
場所を周知。

地域安全マップ作成に係る
防犯資器材購入費 会費 1,425 2,850 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

西東京市青少年健全
育成会「にしはら」 内田日出子 162

・けやき小学校区域のワンワンパトロー
ル
・西東京市防犯協会長を講師として実施
した会員防犯研修

買物や散歩、犬の散歩などの時に腕章
（犬にはバンダナ）を付けパトロールを
実施することにより、地域住民への防犯
意識の高揚

腕章・バンダナを作成する
際の器材購入費 会費 61,124 122,249 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

フラワー通り商店会
生活安全対策会議 木村守利 60

周辺地域の防犯パトロ-ル
防犯ポスター貼付
防犯非常ベル設置表示
各種運動のチラシ配布

夜間パトロール、防犯ポスター、防犯非
常ベル設置表示ステッカーの貼付等、各
種防犯活動のチラシ配布により、地域住
民に対しての防犯意識の高揚

防犯ポスター・防犯ベル設
置ポスター作成
ステッカ-用強力両面テープ
の購入費

会費 8,000 16,000 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 栄小学校ＰＴＡ 神林有子 6

運動会にて校内防犯パトロ-ル
マラソンコース内防犯パトロ-ル
栄小通学路のパトロ－ル
安全セミナー開催

・栄小学校１年生の保護者全員（103
名）が毎日下校時に通学路のパトロール
を実施したことによる防犯意識の高揚
・講師を招いて安全セミナーを実施した
ことによる子どもの安全対策の高揚

タスキ・防犯ブザーの購入
費
安全セミナー講師代

会費 49,185 98,371 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 本町富士見会 本田保宏 226 田無警察署による防犯座談会

地域内へのビラ配布

・警察署関係者を招致しての防犯座談会
の実施や交番を訪問しての防犯活動Ｐ
Ｒ、地域住民へのビラ配布を実施したこ
とによる官民一体となる活動を実施
・タスキをして防犯パトロールを実施し
たことによる地域住民への防犯意識の高
揚

防犯教育クリアケース・防
犯教育くるくるペン・スリ
ムバトン・拡声器・タスキ
の購入費

会費 15,789 31,580 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

西東京市立上向台小
学校ＰＴＡ 神原祐子 443 自転車用防犯ステッカー配布

通学区域内防犯パトロール

・自転車用防犯ステッカーを配布しての
パトロール要請や防犯腕章の貸し出しし
ての小学生登下校時による防犯パトロー
ルの強化

腕章・自転車ステッカーの
購入費 会費 42,310 84,620 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 柳澤台親和会 栗原貞夫 10 区域内防犯パトロール

防犯だより発行

・夜間パトロールを実施して地域住民に
安心感を与えるとともに防犯意識の高揚
・防犯だよりを発行して幅広く住民に対
して防犯意識を高揚
・パトロール時に積極的な声掛け等を実
施して不審者に対する牽制に努める
・街路灯の電球切れ等の地域環境整備

拍子木・ホイッスル・パト
ライト・防犯合図灯の購入
費
防犯帽子防犯腕章名入代・
版代

会費 31,815 63,630 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 北芝つくし会防犯部 行方勇作 67 自転車かごプレートを取付けパトロール

年末夜警実施

・自転車かごプレートを装着しての防犯
パトロールの実施および拍子木を鳴らし
ての年末夜警を実施しての地域住民への
安心感を与えるとともに防犯意識の高揚

ピン無し腕章・パトロール
ベスト・堤灯・強力ライト
自転車かごプレートの購入
費

会費 16,442 33,412 49.2% 市民生活部生活文化課

－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17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　17　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区域内への防犯ステッカ－の配布

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・防犯ステッカ-の購入費 会費 27,234 54,468 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、防犯掲示板の作成、設置

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

スポットライト・スリムバ
トン・拍子木・ピン無し腕
章の購入費

会費 31,800 63,431 50.1% 市民生活部生活文化課

西東京市防犯活動団体
助成金

住民懇談会わくわく
栄 富塚惠二 24 栄小通学路のパトロ－ル 登下校時に、通学路の安全確保に努めて

いる 新型ピン無し腕章の購入費 会費 11,340 22,680 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　和田常
雄

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）、介護相談
会、囲碁大会、ハイキング、展示会、一
泊旅行など

住民の交流と地域文化の発展を目指し、
連帯感豊かな地域づくり及びまちづくり
の促進に寄与

事業費 市補助金 450,000 571,361 78.8% 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　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

265,249,976 267,406,704 99.2% 市民生活部生活文化課
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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 2,467

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

18,202,049 51,164,785 35.6% 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 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

　一日研修会では、東京都有機農業堆肥
センターを視察した。また南芝久保団地
において、地元産野菜ＰRを兼ねた野菜
即売会の実施（農産物を通じて地域住民
と交流）及び、市内小学校における「樽
栽培学習」の指導を行い小学生に対して
農業への理解を深めた。また、アグリ・
フェスタ・トウキョウへ出品し、５名の
方が賞を受賞した。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 1,430,098 18.8% 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

島根県松江山陰視察の一泊研修を実施
し、一日研修視察として国土交通省「屋
上庭園緑化」及び幕張メッセ「日本フラ
ワー＆ガーデンショー」に参加した。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Ｐ
Ｒを図った。さらに、アぐり・フェス
タ・トウキョウ植木部門に出品した。な
お、組合として、市民供給苗木の育成を
行なっている。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金 270,000 3,904,802 6.9% 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 50

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 2,312,481 6.5% 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 相田敏雄 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6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 1,440,605 10.4% 市民生活部産業振興課
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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

貫井正美 32

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

　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。
また、NHK「ふるさとの食、にっぽんの
食」即売会及び市民まつり農業際に参加
し農業への市民の理解を得るとりくみを
行なってきた。

総会費
研修費

会費
ＪＡ助成金 150,000 719,965 20.8% 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 76

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 200,000 603,056 33.2% 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 都築勲 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 150,000 951,337 15.8% 市民生活部産業振興課

商工会補助金 西東京商工会 小西嗣朗 2,095

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

29,920,000 106,393,549 28.1% 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 2,095

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814人、
開業者11名
西東京ショッピング情報ホームページ：
講習会28回、登録事業所数217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

12,434,000 13,891,817 89.5% 市民生活部産業振興課
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街なかサロン事業費補
助金 西東京商工会 小西嗣朗 2,095

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。

サロンを設置したことにより、商店会と
のコミュニケーションが増加し「満足・
やや満足・ふつう」と答えた人は、
78％、サロンの総合評価として「満足・
やや満足・ふつう」と答えたひとは70％
であった。

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

446,189 1,200,885 37.2% 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 2,095

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

4,032,000 4,032,000 100.0% 市民生活部産業振興課

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
2006」の事業費補助 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

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

柳盛会柳沢北口商店
街 保谷茂 131

地域住民がイベントに参加できるよう、
ＦＣ東京によるキックターゲットや、各
種ゲーム（いらいら棒、吹き矢・シャボ
ン玉作成、店探しゲーム）などを実施し
た。ポップコーン、フランクフルト、焼
きとうもろこしの配布、参加記念品とし
てエコバッグを配布した。

「柳沢地蔵まつり」も今年で13回目を迎
え、地域に根ざしたものとなっている。
販売促進と知名度アップ、新規顧客の開
拓に貢献している。

「柳沢地蔵まつり」の事業
費補助 会費

公衆浴場経営経費等補
助金

妙法湯
みどり湯
橋の湯
松の湯
桐の湯
庚申湯

篠田恒男 6 薬湯実施事業（年間14回） 薬湯実施事業実績(2,960人）
薬湯事業費
施設整備費
燃料費

入浴料 2,275,000 8,430,528 27.0% 市民生活部
産業振興課

60.4% 市民生活部
産業振興課

商店会等地域活性化補
助金

31,136,000 51,523,694
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集団回収奨励金 コータースそれいゆ
管理組合 林　嘉之 49 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の
有効利用の認識を深める。

駐輪場の番号札、ナンバー
プレートの購入 集団回収奨励金 99,840 99,840 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 雇用促進事業団向台
宿舎自治会 高橋　澄子 400 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の
有効利用の認識を深める。

団地祭りの資金、清掃参加
者のお茶代 集団回収奨励金 418,160 418,160 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 けやき並木会 滝沢　秀好 51 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。

防災関連用具の購入、懇親
会等の行事活動費 集団回収奨励金 51,760 51,760 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 芝園キャットヘルプ 永澤　清子 120 廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用を深める。
ごみの減量とリサイクルの促進、資源の
有効利用の認識を深める。

地域猫（野良猫）の避妊去
勢費用など 集団回収奨励金 218,400 218,400 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

集団回収奨励金 山本班 山本　みき子 4 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。

グループ内での料理教室の
材料費など 集団回収奨励金 8,080 8,080 100.0% 環境防災部ごみ減量推進課

消防団運営費 第１団 倉島　智 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

350,000 425,035 82.3% 環境防災部防災課

消防団運営費 第２分団 新井　広 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

350,000 541,591 64.6% 環境防災部
防災課

消防団運営費 第３分団 佐藤　満雄 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 1,169,621 29.9% 環境防災部防災課
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消防団運営費 第４分団 小林　孝幸 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

350,000 447,852 78.2% 環境防災部防災課

消防団運営費 第５分団 小泉　勝己 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

350,000 420,118 83.3% 環境防災部
防災課

防災市民組織助成金 北芝久保クラブ（防
災部） 都筑　三郎 214

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。

ラジオ付ライト等 会費 250,005 500,010 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。

発電機等 会費 101,692 203,385 50.0% 環境防災部防災課

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 68,407 136,815 50.0% 環境防災部防災課

防災市民組織助成金 柳澤台新和会 栗原　貞夫 139
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。

手回し充電たまご等 会費 137,200 274,400 50.0% 環境防災部
防災課

防災市民組織助成金
フォレストレイクひ
ばりが丘
防災市民組織

大浦方　徹 381
市主催の防災訓練に参加する。地域防災
訓練の実施。火災運動における地域防災
活動。

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

災害用マンホールトイレ等 会費 167,028 334,057 50.0% 環境防災部防災課
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西東京防火協会補助金
　
西東京防火協会 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 1,560,854 32.0% 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
71人
正会員
4,639人
賛助会員
369人
団体70

社会福祉を目的とする事業の企画及び実
施、社会福祉に関する活動への住民参加
のための援助、社会福祉を目的とする事
業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調
整及び助成、その他社会福祉を目的とす
る事業の健全な発達を図るために必要な
事業を行っている。

市民と公私の社会福祉事業関係者等の参
加と協働により、地域の福祉ニーズに対
応する各種の在宅福祉サービス等の実施
など、地域福祉を推進する担い手として
の中核的組織であり、地域の福祉水準の
向上に寄与している。

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

会費収入398万円
寄付金収入522万円
市補助金19,539万円
共同募金配分金351
万円
事業収入1,329万円

195,385,000 218,622,218 89.4%
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　星川信夫 1,373

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54,599千円
管理事務費3,337千円
活性化推進事業費2,000千円
東伏見１号分庁舎移転補償
費2,668千円

事業収入63,116万円
国・市補助金7,621
万円
会費収入138万円

62,604,000 90,445,007 69.2%
保健福祉部
保健福祉総合調整
課

民生委員協議会補助金 西東京市民生委員児
童委員協議会

代表会長　坂元
綾子

民生委員
児童委員
及び主任
児童委員
127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1,225千円
市補助金1,812千円
雑収入60千円
繰越金207千円

1,812,000 2,208,418 82.0%
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　鈴木勝 37

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120千円
観察協会交付金641
千円
市補助金341千円
北多摩北地区活動費
460千円

341,000 553,954 61.6%
保健福祉部
保健福祉総合調整
課
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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 31団体

役員21

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39千円 850,000 854,393 99.5%

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　鈴木勝 14団体

犯罪防止と罪を犯した人達の更生に理解
を深め、犯罪のない明るい社会を築くた
め、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

50,000 328,274 15.2%
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
市補助金126千円
雑収入65千円

126,000 205,162 61.4%
保健福祉部
保健福祉総合調整
課

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 2,000,000 429,584,833 0.5% 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
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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
あり当事業は特に認知症高齢者に対する
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

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

地域に密着・開放した施設運営により地
域社会福祉の増進に貢献した。
・地域交流の推進
　夏まつり、バザー開催、ボランティ
　ア、実習生の受入れ

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 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。

施設、在宅での介護サービスを安定的に
提供し、西東京市民の生活支援に貢献
し、地域福祉の増進に寄与した。

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 58,395,378 947,408,013 6.2% 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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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 5,690,000 234,238,623 2.4% 保健福祉部高齢福祉課

老人ホーム等建設費補
助金 グリーンロード 宮田浩 ―

介護老人福祉施設、ショートステイ、デ
イサービス、訪問介護を中心に利用者の
日々の生活が明るく楽しく充実した「利
用者本位」を大切にし、地域社会の拠点
としての位置づけを強化し介護保険制度
の下、利用者の声に真剣に耳を傾けバラ
ンスの取れた介護福祉サービスを提供し
ている。

「利用者本位」を目標に、日々の変化に
対応するということを意識し、業務に取
り組んだ。また、平成17年10月より医療
法人財団緑秀会の協力を得て共同運営を
行い、医療から福祉まで幅広く地域の皆
様に役立てられるよう努めていく。

介護老人福祉施設の建設費
に係る福祉医療機構からの
借入金の償還支出金として
使用

介護報酬収入 8,920,000 241,870,000 3.7% 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 ―

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 井上竹二 ―

老人福祉法及び介護保険法に基づき、要
介護状態となった高齢者に入浴、排泄、
食事等の介護、機能訓練並び、看護及び
療養上の管理、医療の提供を行い、個人
が有する能力に応じて自立した日常生活
が営めるようにした

西東京市民の入居を安定的に確保し、西
東京市民の福祉の増進を図り、また、
サービスの内容については、機能回復訓
練スタッフの充実、職員研修の充実等そ
の向上に努めました

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
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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17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　17　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 東海林正樹 ―

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 19,352,636 947,408,013 2.0% 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

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 74

①社会奉仕活動　福祉施設の訪問　通学
路道路清掃　美化活動　空き瓶収集等
②健康を進める活動　歩く会　輪投げ
民踊　グランドゴルフ等
③生きがいを高める活動　歌謡教室　誕
生日会　懇親会等
④その他の社会活動　研修会　総会など

①社会奉仕活動・遊園地美化等（27回）
②健康をすすめる活動・輪投げ（50
回）、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ（217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・舞踊（81回）
④友愛活動・生活援助（1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

会費
補助金

376,800 460,653 81.8% 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 94

①生きがいを高めるを主とした活動
研修旅行、コーラス、パソコン、　生け
花・手芸・カラオケ等
②健康を進める活動　歩こう会、ゲート
ボール、グランドゴルフ、輪投げ、ペタ
ンク、カラオケ等
③社会奉仕活動　清掃奉仕、友愛訪問、
公園清掃、泉小囲碁・将棋交流、料理教
室、保育園餅つき大会、泉小昔あそび等
④その他の活動　旅行、総会、定例会、
会報発行、敬老会、新年会等

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72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407回
③ボランティア活動・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115回実施。
④その他の社会活動会報発行・定例会等
28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

会費
補助金

400,800 462,181 86.7% 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17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　17　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 70

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・民謡・カラオ
ケ）等
②健康の増進を主とした活動　歩こう
会、肩たたき体操、ゲートボール、輪投
げ、ペタンク等
③ボランティアを主とした社会奉仕活動
清掃奉仕、友愛訪問、病気見舞い、１円
募金、花の手入れ、除草等
④その他の活動　総会、例会、チャリ
ティ映画会、新年会等

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（19
回）、Ｇ．Ｂ．（70回）、ペタンク（16
回）実施
③生きがいを高める活動　郷土史（9
回）、民謡（40回）、書道（12回）、カ
ラオケ（48回）
④友愛活動　友愛訪問（74回）、病気見
舞（4回）、女性部会（10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

会費
補助金

372,000 414,320 89.8% 保健福祉部
高齢福祉課

老人クラブ補助金 七福会 石川盛 71

①社会奉仕活動　美化活動、老人施設訪
問、１人暮しふれあい訪問、児童遊園清
掃、切手整理等
②健康を進める活動　歩こう会、輪投
げ、ゲートボール等
③生きがいを高める活動　カラオケ・舞
踊、誕生会等
④その他の社会活動　総会、幹事会、敬
老会等

①社会奉仕活動　環境美化（2回）、児
童遊園清掃（７5回）
②健康を進める活動　歩こう会（８
回）、輪投げ（29回）、ゲートボール
（74回）実施
③生きがいを高める活動　カラオケ（32
回）、舞踊（34回）実施
④友愛活動　日常生活援助（22回）、話
し相手（195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

会費
補助金

373,200 374,172 99.7% 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、空き瓶・空き
缶回収等
②健康を進める活動　歩く会、輪投げ、
ゲートボール、健康踊り等
③生きがいを高める活動　カラオケ・民
謡・日舞・囲碁･将棋等
④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、誕生会等

①社会奉仕活動　集会所草取（3回）、
赤い羽根募金（1回）、在宅センター慰
問（33回）実施
②健康を進める活動　歩こう会（2
回）、輪投げ（2回）、ゲートボール
（220回）実施
③生きがいを高める活動　カラオケ（62
回）・民謡（32回）・舞踊（59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

会費
補助金 366,000 413,259 88.6% 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。

西東京市老人クラブ連合会は、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38回、健康を進める活動30回、
生きがいを高める活動１2回、その他、
理事会、役員会、研修会等42回と活発な
活動を展開した。今後更に一層の高齢化
に伴い地域の老人福祉の向上に寄与し、
会員加入の増強に努め、健全な発展を図
る。

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

会費
補助金 2,000,000 3,023,940 66.1% 保健福祉部高齢福祉課

敬老大会　菩薩峠を歩
こう ぷらっとクラブ 十川　八重子 16 ハイキング（菩薩峠）

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。

マイクロバス代
美術館入館料

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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

敬老懇親茶会 西東京市茶道連盟 久保田　光江 15 立札茶会千歳盆の点前にて順次相判し和気合々と楽しい一時を送る

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

弁当代
お菓子代
お茶代

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　ウォーキン
グと芸能食事会 や　す　ら　ぎ　会 鍋　田　恒　男 39

各自宅より富士町福祉会館までウォーキ
ング後カラオケ、民謡、コーラス等の発
表と食事会

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

弁当代
お菓子代
ジュース

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 16 食事会

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 講義・健康体操・ゲーム

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

心身障害者授産施設等
運営費補助金 第一さくらの園 伊東淳爾 19

・ショピングバックの製作
・紙箱の組み立て及びシール貼り
・生ゴミ処理剤の製造と販売
・公園清掃（市立公園３ヶ所、企業内公
園１ヶ所）
・スポーツ教室、宿泊訓練

心身の障害により、一般就労困難な人に
生活及び、作業指導を行い、働くことを
通じて自立更生を図る。

人件費
運営費

補助金
募金会　他 7,094,304 25,664,943 27.6% 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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

心身障害者授産施設等
運営費補助金 ゆずりは作業所 村田利夫 18

・箱の組み立て、ダイレクトメール封入
等
・住吉福祉会館内売店運営
・レーザクラフト、手すきハガキ等の生
産・販売
・社会的自立に向けての個別相談

心身障害者に働く場所を提供し、適性に
応じ社会的自立を助長することにより、
心身障害者の福祉の増進を図る。

人件費
運営費

補助金
作業収入　他 25,160,766 26,463,284 95.1% 保健福祉部障害福祉課

精神障害者共同作業所
運営費等補助金 たなし工房 山下　實樹夫 25

・草木・藍染等の自主製品販売
・季節により梅干・味噌・どくだみ茶等
の販売

在宅精神障害者の社会適応訓練の場を確
保し、自立更生に向けた作業内容を充実
させ、利用者の生きがいを生み、社会参
加の促進を図る。

人件費
運営費

市補助金
借入金　他 17,661,100 18,318,732 96.4% 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 118

・保谷庁舎の売店運営
・協会ニュース発行
・福祉まつり参加
・レクレーション等

会員の厚生・親睦を図るとともに、身体
障害者の福祉増進に寄与する。

親睦費
需用費他 市補助金　他 450,000 977,238 46.0% 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 142

・田無庁舎及び田無総合福祉センターの
売店運営
・自立支援法の勉強会開催
・レクレーション等

・知的障害やその他の障害がある子供た
ちの、生涯の幸せを図る。
・会員相互の扶助をはかり、親睦を深め
る。

事業費
行事費他 市補助金　他 370,000 2,043,321 18.1% 保健福祉部障害福祉課

母子団体補助金 西東京市母子寡婦福
祉会（カトレア会） 我妻ノリ子 65 習字教室、レクレーション事業、研修会

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。

習字教室
研修会参加費
レクレーション事業経費等

会費
35千円
自動販売機収入
289千円

450,000 825,481 54.5% 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17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　17　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
　・専門医部会
　・講演会
　・地域医療活動費
　・各種検診事業研究費
　・近代化研究費
　・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

クリスト・ロア幼稚
園 河野紀代子 ─

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会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。
子育て講演会を実施することにより、父
母の幼児教育への理解、協力を深める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に
努める。

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
438,101 368,000 806,101 45.7% 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
各種研修会参加
園児の健康診断

各種研修会へ参加することにより、教職
員の意欲や子どもの理解など、幼児教育
内容の向上を図る。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に
努める。

各種研修会等参加費
各種健康診断検診料
各種検査料

幼稚園負担
421,234 396,000 817,234 48.5% 児童青少年部子育て支援課

私立幼稚園等補助事業
費 ひなぎく幼稚園 村松武司 ─

各種勉強会
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会・勉強会へ参加することによ
り、教職員の意欲や子どもの理解など、
幼児教育内容の向上を図る。
子育て講演会を実施することにより、父
母の幼児教育への理解、協力を深める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に
努める。

各種研修会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

幼稚園負担
470,465 396,000 866,465 45.7% 児童青少年部子育て支援課
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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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

私立幼稚園等補助事業
費 ひばりヶ丘幼稚園 斉藤信樹 ─

各種勉強会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

各種研修会・勉強会へ参加することによ
り、教職員の意欲や子どもの理解など、
幼児教育内容の向上を図る。
子育て講演会を実施することにより、父
母の幼児教育への理解、協力を深める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に
努める。

各種研修等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料
園児の玩具購入費

幼稚園負担
456,710 354,000 810,710 43.7% 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
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断等

各種研修会への参加や幼児教育に関する
研究会を通じ、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。
子育て講演会を実施することにより、父
母の幼児教育への理解、協力を深める。
各種健康診断を通じ、園児の健康管理に
努める。

各種研修会等参加費
子育て講演会講師謝金
各種健康診断検診料

幼稚園負担
138,060 220,000 358,060 61.4% 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

青少年育成会メタセ
コイア 堀尾直子 95

子どもスタッフによる谷戸まつりへの協
力会員研修「杉並区立青少年センター見
学」
お楽しみ縁日
ひだまり谷戸昼食会への協力
危険箇所調査及び報告書の提出
クリーン作戦
冬まつり
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（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
88,877 250,000 338,877 73.8% 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

青少年碧山地区育成
会 川合真理子 17

安全教室
じゃがいも堀り
児童館子どもまつり
ラジオ体操
秋のミニミニ運動会
クリスマス飾りを作ろう
広報活動
うどん作り
わくわくフィエスタ

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）
材料代
苗代
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
75,061 250,000 325,061 76.9% 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

青少年育成会「いず
み」 中尾和子 14

ビーチバレーボール大会
工作教室
なわとび大会
秋まつり
いずみわくわくコンサート
餅つき大会
年間事業費

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。

謝礼金（講師謝礼）
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
45,857 250,000 295,857 84.5% 児童青少年部子育て支援課
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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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

青少年育成地域活動費
補助金 本町小学校区育成会 田代明 40

わんぱくまつり
ラジオ体操
ハロウィン
作って食べよう
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。

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
45,809 250,000 295,809 84.5% 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

青少年育成会「にし
はら」 内田日出子 42

野外活動
環境美化活動
どんと焼き
地域ふれあい学習
非行防止・地域安全活動
運営費
広報活動費
研修会

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。

謝礼金（講師謝礼）
材料代
保険料
参加賞代
印刷代
その他諸経費等

育成会負担
38,727 250,000 288,727 86.6% 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

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 17,034,280 175,586,043 9.7% 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 12,053,700 152,214,837 7.9% 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
費

国・都・市負担金
都・市補助金 11,698,400 145,014,162 8.1% 児童青少年部保育課
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事業費 ②
（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

平　成　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

13,953,700 163,509,652 8.5% 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・衛生面等、保育サービスの向上が
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

16,759,520 186,216,210 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 42

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 1,021,684 9.8% 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 41

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

100,000 294,054 34.0% 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 52

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

100,000 120,543 83.0% 児童青少年部児童課
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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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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

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
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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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

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35
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

鉄道駅総合改善事業費
補助金

交通エコロジー・モ
ビリティ財団 会長　井山嗣夫 1団体 保谷駅のエレベーター・エスカレーター

及び連絡通路の設置

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
連絡通路

96,000,000 304,500,000 31.5% 都市整備部都市計画課

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

管理助成費 朝比奈住宅自治会 浦川隆司 ― 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
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管理助成費 郵政さくら会 松田真味 ― 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

管理助成費 十一会 大竹勝典 ― 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 13,600 66.2% 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 荒木隆二 ― 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 20,000 90.0% 都市整備部公園緑地課

管理助成費
西原グリーンハイツ
住宅団地管理組合法
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 55,000 81.8% 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

松尾敏樹 ―
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 10,698 21,396 50.0% 都市整備部公園緑地課

－25－



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17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　17　年　度　補　助　金　交　付　団　体　の　概　況　

交通安全協会補助金 西東京市交通安全協
会 小林孝一 1,100

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づ
くりに貢献している。

協会の主催又は他の団体と
の共催による交通安全対策
事業に要する経費及び協会
運営のための会議及び事務
に要する経費

会費
特別会費 2,000,000 4,162,297 48.1% 都市整備部交通計画課

西東京市公立中学校副
校長会負担金

西東京市公立中学校
副校長会 会長　副校長 9

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

研究テーマを「学校における危機管理」
として、新たな学校づくりを探求するた
めに、様々な危機管理等の課題を検討
し、研修を深めた。

研修用図書
研究紀要作成費 市補助金 105,208 105,208 100.0% 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 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

・各研究部の研究の質の向上等への意欲
が強く見られた。
・研究全体発表会のプレゼンテーション
の内容の濃さなど、西東京市の現場の教
育の向上発展に大きな成果が見られた。
・研究紀要を作成し、研究成果を共有
し、次の発展に生かす姿勢が見られた。

講師謝礼
研究紀要等印刷製本費

市補助金
会費 470,000 1,038,800 45.2% 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 222

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

研究会における講師の活用、研究書籍の
購入に予算が有効活用され、「毎日の実
践を通した教育活動の改善」を図ること
ができた。

研究紀要関係費
講師謝礼、文具代等 市補助金 221,197 221,197 100.0% 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。

印刷製本費
資料代 市補助金 256,500 256,500 100.0% 学校教育部指導課
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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

・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
換等であり、17年度は、社会的にも課題
となっている「個人情報の保護」に焦点
をあてて研修を深め、各校の対応に即時
生かせたことは効果的であった。
・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

印刷製本費
研究集録印刷代
資料代等

市補助金 68,100 68,100 100.0% 学校教育部指導課

西東京市公立小学校副
校長会負担金

西東京市公立小学校
副校長会 会長　副校長 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

研究主題を「教育改革を推進するための
副校長の役割」として、4分科会に分か
れ、副校長として実務に取り組み、各分
科会では、目的・趣旨・内容の把握、実
態の情報交換等を行い、各学校において
職務を遂行できた。
教職員の資質向上・意識の改革や校内組
織の確立と校内運営の向上に成果を上げ
ることができた。

研究紀要作成費
講師謝礼
コピー用紙等

市補助金 143,548 143,548 100.0% 学校教育部指導課

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
需用費
役務費
使用料

2,082,974 2,082,974 100.0% 学校教育部
指導課

小中学校作品展補助金 市内小・中学校 担当校長 ― 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。

消耗品
運搬費
印刷費

793,312 793,312 100.0% 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

会長　校長 ―

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。

会場運営費
保険料 900,000 900,000 100.0% 学校教育部指導課
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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 78

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、今回は前教育
長の講演会等により西東京市の教育の現
状について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
会費 10,000 80,000 12.5% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西浦地区子供会 品川眞理子 19

異年齢の子どもたちの自主的な活動を通
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（草取り）、ラジオ体操、お
別れ会等を実施している。

紙芝居や運動会等の活動を通じて、年齢
の違う子どもたちが感動や楽しさを共有
することができた。
また、地域の大人同士の交流もでき、子
どもたちの健全育成に役立った。

報償費
印刷製本費
消耗品費

市補助金
参加費
団会費

13,000 34,293 37.9% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 西東京美術会 高橋祐司 32

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。

回を重ねるごとに、作品のレベルも向上
し、絵画だけでなく工芸作品も展示する
ので入場者から好評を得た。
無料講習会には53名の参加があり、前回
より増えた。

使用料
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費

市補助金
会費 43,000 120,478 35.7% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金 保谷女声合唱団 笠間邦子 32 2年に1回の定期演奏会のほか、西東京市

民文化祭に参加している。

日頃の成果を発表し、観客を感動させる
ことができた。
また、コーラスに興味を持ち入団してく
れた方もあり、地域での仲間つくりにつ
ながった。

報償費
印刷製本費
通信運搬費
使用料及び賃借料

市補助金
会費 200,000 876,005 22.8% 生涯学習部社会教育課

社会教育関係団体補助
金

シャンソン・ラ・
メール 三宅真理 18

定期コンサートのほか、地域でのコン
サート活動（老人ホーム、デイサービ
ス、地域のお祭り等）やチャリティコン
サート等を実施している。

年々シャンソンのコンサートを待ちわび
ている人も多くなり、地域の商店の方な
ど協力者も増え、シャンソンの普及が図
られた。

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
会費 200,000 946,150 21.1% 生涯学習部社会教育課
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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
1200
(参加人
数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

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
(参加人
数150)

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

94,660 189,320 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

財団法人西東京
市文化・スポーツ
振興財団理事長
角田　知正

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

236,985,401 238,605,000 99.3%
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

野村　俊介
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 1,730,571 86.7%
生涯学習部
スポーツ振興課
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