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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

職員福利厚生費交付金 西東京市職員互助会 1,091 福利厚生事業・給付事業・貸付事業等
会員の保健・元気回復その他の厚生事業及
び相互共済

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

会費（50％）・交付
金（50％）

14,228,273 14,228,273 100.0%
総務部
職員課

東京都人材支援事業団交
付金

東京都人材支援事業団 163,000
東京都職員等の福利厚生事業・給付事業・
互助事業等

会員の保健・元気回復その他の厚生事業及
び相互共済

福利厚生事業・人材育成事
業・労働者派遣事業等への
助成

会費 17,756 17,756 100.0%
総務部
職員課

東京都教職員互助会交付
金

東京都教職員互助会 110,000
東京都教職員等の福利厚生事業・給付事
業・互助事業等

会員の保健・元気回復その他の厚生事業及
び相互共済

厚生事業、健康増進事業等へ
の助成

会費 42,552 42,552 100.0%
総務部
職員課

防犯協会補助金 西東京市防犯協会 168
各種犯罪防止及び少年非行防止のための
広報活動、街頭活動（キャンぺーン）、防犯
パトロール活動

地域安全運動を活発に推進し市民一人ひと
りの防犯を高め、犯罪のない住みよい街づく
りに貢献し、市民生活の安全確保

地域安全活動、啓発活動等、
防犯を目的とした事業経費

市補助金 1,310,000 1,366,915 95.8% 危機管理室

防犯市民団体助成金 保谷第一小地域安全連絡会 42

1 パトロール活動
2 防犯掲示板による、防犯情報の発信
3 防犯講演会の実施
4 地域懇談会の開催
5 リフレクター配布し、防犯活動に役立て
る。

保谷第一小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾘﾌﾚｸﾀｰ、ステッカー、
シール、両面テープの購入

会費 134,046 268,092 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 フォレストレイクひばりが丘 380
1 地域と合同パトロール活動
2 ペットクラブ日常パトロール
3 小・中学校長期休暇期間パトロール

ひばりが丘四丁目周辺の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

トランシーバー、乾電池の購入 会費 62,527 125,054 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金
西東京市立芝久保小学校ＰＴ
Ａ

341

1 保護者によるパトロール活動
2 防犯腕章着用キャンペーンの実施
3 安全情報マップの作成、配布
4 防犯ポスター掲示
5 防犯ステッカーの配布

芝久保小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

ｲﾝｸ、ｺﾋﾟｰ用紙、封筒、ﾎﾟｽｶ、
ﾌｧｲﾙ、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、ｸﾘｱﾌﾞｯｸ、ｸ
ﾘｱｹｰｽ、ｼｰﾙ、ｾﾞﾑｸﾘｯﾌﾟ、腕
章、ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ

会費 33,965 67,930 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 保谷小学校ＰＴＡ 312

1 防犯パトロール活動
2 「あいさつ運動」の実施
3 防犯ポスターの作成及び掲示
4 児童による「子ども110番ピーポ君の家」場
所確認
5 親子防犯教室の開催

保谷小学校通学区域の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

ｺﾋﾟｰ用紙、ｲﾝｸﾄﾅｰ、ｲﾝｸﾏｽ
ﾀｰ、封筒、のり、防犯腕章、色
画用紙

会費 32,348 64,697 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金
芝久保町二丁目防犯防災連
絡会

209
1 防犯パトロール活動
2 防犯講習会
3 防犯懸垂幕設置

芝久保町二丁目周辺の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防犯腕章、防犯講演会会場使
用料、防犯懸垂幕

会費 24,075 48,150 50.0% 危機管理室

西東京防火防災協会補助
金

西東京防火防災協会 110

①火災予防運動や防災週間の期間中にお
ける各種ポスタ－・パンフレット・チラシ等の
配布による広報活動
②町会・自治会・事業所等における防災訓
練
③消防少年団に対する助成事業

広報活動の展開及び災害時支援ボランティ
ア・消防少年団育成のための活動により、防
火防災意識及び防災行動力の向上に大きく
寄与している。

各種ポスタ－・パンフレットの購
入。広報資料の作成。消防少
年団への助成。自治会等の防
災訓練の実施

会費 475,000 1,218,464 39.0% 危機管理室
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

防災市民組織助成金 富羊会 110
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。

消火器の購入 会費 150,769 301,539 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金
西東京市第3区町会自主防災
防犯会

11,000
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。

ｽｰﾊﾟｰ保存水・ビスコ保存館・
会ユニフォーム（ジャンパー）の
購入

会費 32,888 65,777 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 パークウエスト東京管理組合 611
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。

簡易トイレの購入 会費 218,400 436,800 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 谷戸さつき会防災班 21
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。

手回し充電ﾗｼﾞｵﾗｲﾄの購入 会費 20,790 41,580 50.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 芝久保一丁目自治会 207
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。

消火器の購入 会費 25,200 50,400 50.0% 危機管理室

消防団運営交付金 第１分団 20

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

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

会議、研修等の経費
家族慰安に関する経費
電話料金等
消耗品費等購入費

会費 450,000 551,473 81.6% 危機管理室

消防団運営交付金 第２分団 15

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

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

会議、研修等の経費
家族慰安に関する経費
電話料金等
消耗品費等購入費

会費 450,000 494,095 91.1% 危機管理室

消防団運営交付金 第３分団 19

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

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

会議、研修等の経費
家族慰安に関する経費
電話料金等
消耗品費等購入費

会費 450,000 604,097 74.5% 危機管理室

消防団運営交付金 第４分団 20

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

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

会議、研修等の経費
家族慰安に関する経費
電話料金等
消耗品費等購入費

会費 450,000 611,555 73.6% 危機管理室

消防団運営交付金 第５分団 17

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

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

会議、研修等の経費
家族慰安に関する経費
電話料金等
消耗品費等購入費

会費 450,000 703,267 64.0% 危機管理室
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

献血推進協議会補助金 西東京市献血推進協議会
37団体
役員11
理事16

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

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

献血協力者への配布用ポケッ
トティッシュ・救急セット等の購
入、総会費用、役員会費用、
消耗品、役務費

市補助金808千円 808,000 808,000 100.0%
市民部
健康課

社会福祉協議会補助金
社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会

役・職員
58

正会員
4,586

賛助会員
265

団体会員
58

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

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

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

会費、寄付金、市
補助金、共同募金
配分金、事業収入

178,686,000 202,304,508 88.3%
福祉部
生活福祉課

シルバー人材センター運
営費補助金

社団法人西東京市シルバー
人材センター

1,311

定年退職等により現役引退した後の、健康
で働く意欲と能力のある概ね60歳以上の高
齢者が、地域社会での日常生活に密着した
臨時的かつ短期的で軽易な業務に就業し、
働くことを通じて社会に貢献し、生き甲斐を
得ていく機会を確保することを主たる目的と
して活動している。

高齢者が組織的に働くことを通じて、追加的
収入を得るとともに、健康を保持し、生き甲
斐を持ち、地域社会に貢献するという「自
主・自立、共働・共助」の理念のもと、地域社
会との相互交流・連携を目指す公共性・公
益性の高い事業として成果をあげている。

人件費、管理運営費（報償費、
需用費、役務費、委託料、使
用料等）

事業収入、助金
等、会費収入

54,608,730 75,889,955 72.0%
福祉部
生活福祉課

民生委員協議会補助金
西東京市民生委員児童委員
協議会

民生委員
児童委員
及び主任
児童委員

120

民生委員法第24条の規定に基づく協議会
全体の意識の共有化を図っている。また、児
童相談所、子ども家庭支援センター、学校と
の連絡会を開催し、児童委員の活動のあり
方を研究している。福祉施設等の視察及び
講師を招いた研修などを行っている。

月例会議を開催し、情報を共有化と相互の
交流により住民の相談・支援が適切に行え
る。また、児童を取り巻く問題など、話し合い
や視察研修等により見識を広げることにより
福祉現場の実態把握に効果があり、もって
地域福祉の向上に寄与している。

事務費、会議費、地区会運営
費、各部会・委員会運営費、合
同研修費

会費収入、市補助
金、雑収入

1,826,000 2,780,640 65.7%
福祉部
生活福祉課

北多摩北地区保護司会西
東京分区補助金

北多摩北地区保護司会西東
京分区

32

法務大臣から委嘱された保護司が、罪を犯
した者の改善及び更生を助けるとともに犯罪
予防の啓発に努める活動や、また刑務所、
鑑別所等各種更生施設の施設見学や研修
会等を行い、保護司の調査研究活動を行っ
ている。

２か月に１回程度、分区会を開き、更生保護
活動の実施上の問題点を検討している。ほ
かに、社会を明るくする運動の中心的な役
割を担い、少年の非行防止に寄与してい
る。

会議費、事務費、広報費、研
修費

会費、観察協会交
付金、市補助金、
北多摩北地区活動
費

324,000 835,000 38.8%
福祉部
生活福祉課

社会を明るくする運動実施
委員会補助金

西東京市社会を明るくする運
動実施委員会

14団体

犯罪・非行の防止と罪を犯した人達の更生
に理解を深め、犯罪・非行のない明るい社
会を築くため、市内小中学校門前での挨拶
運動や地域の青少年との環境浄化活動を
行い、非行防止の意識の浸透を図ってい
る。のぼり旗・懸垂幕の掲示を通じ普及・推
進を行う。

校門前挨拶運動や環境浄化活動を通じ、非
行防止の意識の浸透を図った。市内小中学
校を訪問し運動への協力依頼並びに児童・
生徒にリーフレットを配布し、啓発・犯罪防
止を目指した。

「社会を明るくする運動」啓発
用グッズ、のぼり旗等の購入

保護司会助成金、
市補助金

48,000 79,900 60.1%
福祉部
生活福祉課

福祉推進協議会補助金 西東京市福祉推進協議会
個人49人

団体２

福祉は、行政だけでなく市民も積極的に参
加し、より良いコミュニケーションやネットワー
クを築くことが大切であるという視点から、福
祉映画の上映や、講演会・学習会等を開
催、多様化複雑化している近年の福祉問題
について、意識の啓発を行っている。

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

福祉映画の上映、講演会・学
習会等、講師謝礼、同記録集
作成

会費収入、市補助
金

143,000 164,500 86.9%
福祉部
生活福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

福祉サービス第三者評価
受審費補助金

株式会社花（グループホーム
花）

-
認知症対応型共同生活介護サービス提供
施設

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

福祉サービス第三者評価受審
費

利用料 367,000 367,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評価
受審費補助金

株式会社ウイズネット（グルー
プホームみんなの家・西東京）

-
認知症対応型共同生活介護サービス提供
施設

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

福祉サービス第三者評価受審
費

利用料 550,000 550,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評価
受審費補助金

社会福祉法人東京老人ホーム
（特別養護老人ホームめぐみ
園）

- 短期入所生活介護サービス提供施設

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

福祉サービス第三者評価受審
費

利用料 130,000 130,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評価
受審費補助金

社会福祉法人東京聖新会
（ハートフル田無）

- 介護老人保健施設サービス提供施設

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

福祉サービス第三者評価受審
費

利用料 150,000 480,000 31.3%
福祉部
生活福祉課

福祉サービス第三者評価
受審費補助金

社会福祉法人至誠学舎東京
（サンメール尚和デイケアセン
ター）

- 通所介護サービス提供施設

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

福祉サービス第三者評価受審
費

利用料 150,000 370,000 40.5%
福祉部
生活福祉課

老人保健施設建設費補助
金

ラビアンローゼ -

施設サービス、在宅サービス、空室利用によ
る短期入所療養介護を実施しており、要介
護認定を受けた介護保険被保険者の在宅
復帰への支援や在宅フォローを行ってい
る。

西東京市に隣接する介護老人保健施設で
あり当事業は地域社会の福祉向上のため
に、十分貢献している。特に西東京市内に
は介護老人保健施設が少なく家庭復帰のた
めの中間施設としての役割を果たしている。

借入金償還 介護報酬収入 2,243,478 588,337,524 0.4%
福祉部
高齢者支援課

老人保健施設建設費補助
金

ラビアンローゼ富士見 -

施設サービス、在宅サービス、通所リバビリ
を実施しており、要介護認定を受けた介護
保険被保険者の在宅復帰への支援や在宅
フォローを行っている。本施設は特に認知
症高齢者を対象にした施設であり、同法人
内の精神科病院との併設である。

西東京市に隣接する介護老人保健施設で
あり当事業は特に認知症老人に対する地域
社会の福祉向上のために十分貢献してい
る。
通所リハビリテーションは西東京市在住の方
を中心に行い、在宅老人のＡＤＬの向上に
寄与している。

借入金償還 介護報酬収入 599,130 291,255,489 0.2%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

あゆみえん -

介護老人福祉施設あゆみえん、ケアマネジ
メントサービス、ショートステイサービス、訪問
看護サービス、ホームヘルプサービスを中
心に利用者の日々の生活が明るく楽しく充
実した「その人らしさ」を大切にし地域社会
の拠点としての位置付けを強化し介護保険
制度の下、顧客の声に真剣に耳を傾けバラ
ンスのとれた介護福祉サービスを提供してい
る。

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

借入金償還 介護報酬収入 5,000,000 770,255,092 0.6%
福祉部
高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人ホーム等建設費補助
金

第二喜久松苑 -

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

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

借入金償還 介護報酬収入 9,376,000 320,678,238 2.9%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

保谷苑 -

その人の能力に応じ自立した生活を営むた
め、生きがいと生活機能の維持向上のため
の支援を行っている。
・日常生活の援助
　食事、入浴、排泄等の介助、健康管理
・趣味、クラブ活動、行事等への参加
・リハビリ、機能回復訓練の実施

サービスの向上に向けた検討や試行を行
なったほか、余暇活動・レクリエーションの充
実、リハビリの連携強化やｻｰﾋﾞｽ提供体制の
強化に向けて取り組んできている。
地域に密着・開放した施設運営により地域
社会福祉の増進に貢献した。

借入金償還 介護報酬収入 42,457,898 550,376,802 7.7%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

健光園 -

西東京市在住の高齢者を対象として、施設
入所希望者には特別養護老人ホーム、併設
短期入所介護施設で対応、在宅での介護
サービスを希望される場合には通所介護
サービス、ヘルパー派遣の訪問介護サービ
ス、また相談、ケアプラン作成には在宅介護
支援センター（居宅介護事業）に応じて市民
の希望されるｻｰﾋﾞｽを適切に提供する。

「自主、自立の尊重」、「生活秩序の援助」、
「健康づくりの援助」、「地元に密着した施設
運営」の４つの施設運営の方針の下に、施
設、在宅での介護サービスを安定的に提供
し、西東京市民の生活支援に貢献し、地域
福祉の増進に寄与した。

借入金償還 介護報酬収入 54,142,280 947,408,013 5.7%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

クレイン -

介護老人総合福祉施設として介護保険法に
基づき可能な限り居宅における生活への復
帰を念頭において、社会生活上の便宜の供
与、その他、日常生活上のお世話をし、介
護サービスを提供して高齢者の負担の軽減
を図ることを実施している。

地域に密着した社会福祉の一翼を担う中
で、高齢者が満足いただける介護サービス
を提供及び寄与している。
前年度から構築した各種委員会活動に重点
を置き、情報分析や援助内容の把握を行
い、適切な対応がとれるように取り組んでき
ている。

借入金償還 介護報酬収入 18,880,000 343,148,826 5.5%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

フローラ田無 -

第1種社会福祉事業として特別養護老人
ホームを設置経営し、社会福祉法、介護保
険法に基づきその運営を行っている。運営
基準については、厚生省令第４６号及び第３
９号通知に準じている。

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

借入金償還 介護報酬収入 5,618,000 234,238,623 2.4%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

グリーンロード -

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

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

借入金償還 介護報酬収入 8,920,000 241,870,000 3.7%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

小松原園 -

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

西東京市民の入居を安定的に確保し、西東
京市民の福祉の増進を図っている。また、
サービスの内容については、機能回復訓練
スタッフの充実、職員研修の充実等その向
上に努めている。

借入金償還 介護報酬収入 1,500,000 484,309,286 0.3%
福祉部
高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人ホーム等建設費補助
金

シャローム東久留米 -

現在、特別養護老人ホーム、ショートステイ
を実施している。高齢者在宅サービスセン
ターには西東京市民も登録している。平成４
年７月開所以来、シャローム南沢のサービス
提供は旧田無市全域を対象にしてきた。現
在でもデイサービス、訪問介護等のサービス
を提供している。居宅介護支援事業では西
東京市民のケアプランも担当している。

東久留米市内に設立された福祉施設である
が、立地状況が西東京市隣接地であり、近
隣には西東京市の集合住宅（団地）が多く
高齢者の福祉ニーズは急激に増えている。
「特養」及び「在宅サービスセンター」として
西東京市民の福祉サービス提供の場として
も機能している。

借入金償還 介護報酬収入 17,935,115 947,408,013 1.9%
福祉部
高齢者支援課

老人ホーム等建設費補助
金

清快園 -

社会福祉法、老人福祉法、介護保険法など
関連する法に基づき、何らかの理由により在
宅において介護を受けることが困難な方々
を支援する目的で清快園を運営している。
昭和57年に80名定員から始まり、平成2年に
20名分増床、さらに平成11年に40名分増床
し、現在140名定員の事業展開を行ってい
る。

入所施設140床のうち、西東京市を含む60
床分が建設費助成による基盤整備となって
いる。
西東京市の入所後における支援（バックアッ
プ)体制は、措置制度時より現在において
も、他の自治体と比較して、園側から高く評
価されており、これに応えるべく入所支援を
実施している。

借入金償還 介護報酬収入 1,250,000 515,451,577 0.2%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 若草会 61

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

1 社会奉仕活動（26回）
2 健康をすすめる活動（193回）
3 生きがいを高める活動（97回）
4 その他の社会活動（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

①会費
②補助金

361,200 369,785 97.7%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 いずみ年輪クラブ 101

①社会奉仕活動　友愛訪問　美化活動
②健康を進める活動　歩こう会、ゲートボー
ル、グランドゴルフ、輪投げ、ペタンク等
③生きがいを高めるを主とした活動　　コー
ラス、パソコン、茶道、フラダンス等
④その他の活動　総会、定例会、会報発行
等

1 社会奉仕活動（81回）
2 健康を進める活動（326回）
3 生きがいを高める活動（210回）
4 その他の社会活動（43回）

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

①会費
②補助金

529,200 546,996 96.7%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 やすらぎ会 73

①社会奉仕活動　清掃　友愛訪問　病気見
舞い　１円募金　花の手入れ　除草　ゴミ０運
動等
②健康の増進を主とした活動　健康ウォーキ
ング　ゲートボール　輪投げ　ペタンク等
③生きがいを高めるを主とした活動　民謡
カラオケ等
④その他の活動　総会　例会等

1 社会奉仕活動　（304回）
2 健康をすすめる活動　（240回）
3 生きがいを高める活動　（98回）
4 その他の社会活動　（16回）

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

①会費
②補助金

435,600 468,648 92.9%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 芝三寿会 82

①社会奉仕活動　友愛活動　施設訪問
②健康を進める活動　舞踊　輪投げ等
③生きがいを高める活動　コーラス　大正琴
等
④その他の社会活動　総会　定例会等

1 社会奉仕活動　（819回）
2 健康を進める活動　（70回）
3 生きがいを高める活動　（111回）
4 その他の社会活動　（58回）

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

①会費
②補助金

446,400 510,248 87.5%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 互楽会 50

①社会奉仕活動　美化運動　老人施設慰問
等
②健康を進める活動　輪投げ　ゲートボール
等
③生きがいを高める活動　カラオケ・民謡・
日舞等
④その他の社会活動　総会　定例会等

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

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

①会費
②補助金

348,000 353,658 98.4%
福祉部
高齢者支援課

8



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人クラブ連合会運営費
補助金

西東京市高齢者クラブ連合会

※本市では、老人福祉法に基
づく老人クラブを「高齢者クラ
ブ」という名称で活動していま
す。

43団体

①各高齢者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。

西東京市高齢者クラブ連合会は、43単位高
齢者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
奉仕活動5,354回、健康を進める活動24回、
生きがいを高める活動58回、その他、理事
会、役員会、研修会等42回と活発な活動を
展開した。今後更に一層の高齢化に伴い地
域の老人福祉の向上に寄与し、会員加入の
増強に努め、健全な発展を図る。

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

①会費
②補助金

2,000,000 3,207,687 62.4%
福祉部
高齢者支援課

高齢者健康づくりイベント
事業補助金（誕生10周年
記念事業）

西東京高齢者クラブ連合会 43団体

西東京市高齢者クラブ連合会が、西東京市
誕生10周年を記念して、事業を計画し、健
康医療フォーラムなど生きがいや健康づくり
に関するイベントを実施する。

西東京市誕生10周年を記念する事業とし
て、健康づくり等のイベントを実施することに
より、、高齢者の生きがいと健康づくりに資
する。

①報償費
②印刷製本費
③使用料

①会費
②補助金

200,000 352,300 56.8%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 けやき並木会
29

（内70歳
以上16）

敬老親睦会
向台地区会館において、市の危機管理室
出前講座、大正琴演奏と合唱、昼食会、懇
談を行った。

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

弁当代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 30,412 65.8%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 下保谷囲碁同好会
30

（内70歳
以上17）

敬老囲碁大会
下保谷福祉会館において、囲碁大会を行っ
た。

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

弁当代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 21,931 91.2%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 西原団地自治会
20

（内70歳
以上18）

敬老昼食会
団地内において、踊りを観賞し、その後昼食
会を行った。

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

弁当代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 76,800 26.0%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 にこにこ本町
60

（内70歳
以上26）

敬老食事会
富士町市民集会所において、食事会を行
い、地域包括支援センターによる話と体操、
踊りの観賞を行った。

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

食料品代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 36,963 54.1%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 北原体操会
17

（内70歳
以上16）

北原体操会敬老の集い
谷戸地区会館において、会食、懇親、余興
を行った。

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

弁当代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 20,855 95.9%
福祉部
高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

小規模多機能型居宅介護
施設整備事業費補助金

有限会社　蓮見商事 -
介護保険事業計画に基づく介護保険施設
整備を整備する。

「通い」を基本に「訪問」と「宿泊」サービスを
柔軟に受けられることで、顔なじみのスタッフ
が対応し、環境の変化に敏感な高齢者の不
安を和らげ臨機応変に生活を支えることが
できる。

小規模多機能型居宅介護の
整備事業費

地域密着型サービ
ス等重点整備事業
補助金

5,000,000 54,956,967 9.1%
福祉部
高齢者支援課

認知症高齢者グループ
ホーム整備事業費補助金

有限会社　蓮見商事 -
介護保険事業計画に基づく介護保険施設
整備を整備する。

認知症の高齢者が少人数により共同で生活
をする場で、専門スタッフによる介護が受け
られる。
長く住み慣れた地域で暮らし続けることが可
能となる。

認知症高齢者グループホーム
の整備事業費

地域密着型サービ
ス施設開設準備経
費助成特別対策事
業補助金

80,000,000 125,064,956 64.0%
福祉部
高齢者支援課

認知症高齢者グループ
ホーム整備事業費補助金

メディカル・ケア・サービス株式
会社

-
介護保険事業計画に基づく介護保険施設
整備を整備する。

認知症の高齢者が少人数により共同で生活
をする場で、専門スタッフによる介護が受け
られる。
長く住み慣れた地域で暮らし続けることが可
能となる。

認知症高齢者グループホーム
の開設準備経費

認知症高齢者グ
ループホーム緊急
整備支援事業補助
金

10,800,000 11,369,422 95.0%
福祉部
高齢者支援課

夜間対応型訪問介護施設
整備事業費補助金

株式会社　日本エルダリーケ
アサービス

-
介護保険事業計画に基づく介護保険施設
整備を整備する。

夜間の定期的な巡回または通報によりヘル
パーが居宅を訪問し、排せつ介護、日常生
活上の緊急時の対応などの介護が受けられ
ることで、夜間の不安解消や転落・転倒時の
介助など安心して在宅生活を送ることができ
る。

夜間対応型訪問介護の実施の
ために必要な経費
施設等の整備に必要な経費

西東京市地域介
護・福祉空間整備
等事業補助金

33,801,000 43,333,763 78.0%
福祉部
高齢者支援課

認知症高齢者グループ
ホーム防火対策緊急整備
支援事業費補助金

特定非営利活動法人
サポートハウス年輪

-
既存の認知症高齢者グループホームへ防
火管理体制強化のため、スプリンクラー設備
を整備する。

平成19年6月の消防法施行例の改正によ
り、高齢者の火災避難時の安全性を図るた
め、小規模介護福祉施設にスプリンクラー等
の消防設備整備が義務付けられた。

防火対策緊急支援整備

西東京市地域介
護・福祉空間整備
等事業補助金
認知症高齢者グ
ループホーム防火
対策緊急整備支援
補助金

1,700,000 1,785,000 95.2%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（国制度・社会福祉
法人等）

社会福祉法人　健光園 -

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

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

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補
助金

21,427 21,427 100.0%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

株式会社FiveTree -

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

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

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補
助金

1,390 4,739 29.3%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

株式会社大起エンゼルヘルプ -

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

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

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補
助金

303 1,035 29.3%
福祉部
高齢者支援課

介護保険利用者負担軽減
事業費（都制度・介護サー
ビス提供事業者）

医療法人啓人会わかばクリ
ニック

-

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

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

介護保険サービス事業者に対
しての支援

介護保険事業費補
助金

3,307 11,278 29.3%
福祉部
高齢者支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

地域福祉団体等振興事業
費
(身体障害者福祉協会補
助金)

西東京市田無身体障害者福
祉協会

49

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

会員の厚生と親睦を深め、福祉に寄与する
ことを目的とする。

協会活動費 補助金他 218,000 2,942,126 7.4%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(身体障害者福祉協会補
助金)

西東京市保谷身体障害者福
祉協会

78

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

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

協会活動費 補助金他 427,000 729,611 58.5%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(手をつなぐ親の会補助金)

田無手をつなぐ親の会 121

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

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

会活動費 補助金他 351,000 1,225,922 28.6%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(手をつなぐ親の会補助金)

西東京市保谷手をつなぐ親の
会

90

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

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

会活動費 補助金他 332,000 1,618,071 20.5%
福祉部
障害福祉課

地域福祉団体等振興事業
費
(重症心身障害児（害）を守
る会補助金)

西東京市重症心身障害児
（者）を守る会

14

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

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

会活動費 補助金他 104,000 142,921 72.8%
福祉部
障害福祉課

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

特定非営利活動法人どろんこ
会　どろんこ作業所

19

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

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

人件費、運営費 補助金、助成金他 22,660,422 24,414,115 92.8%
福祉部
障害福祉課

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

特定非営利活動法人どろんこ
会　どろんこ作業所手づくり山

10

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

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

人件費、運営費 補助金、助成金他 17,456,084 18,297,569 95.4%
福祉部
障害福祉課

11



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

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

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

10

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

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

人件費、運営費
補助金、事業収入
他

7,587,000 10,531,368 72.0%
福祉部
障害福祉課

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

心身障害児（者）デイサービス
グループ　ばんびの会

20
公園への外出、遠足、施設見学、室内レク、
調理、絵画工作、夏・冬の宿泊旅行

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

人件費、運営費
補助金、利用者負
担金他

5,901,000 6,957,508 84.8%
福祉部
障害福祉課

知的障害者更生施設建設
費補助金

社会福祉法人睦月会
わかばの家

45

障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施
(開所時は旧知的障害者入所更生施設事業
の実施）

西東京市民入所ベッド4床の確保 借入金償還 介護給付費 3,000,000 3,000,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業補助金

社会福祉法人
さくらの園

60
障害者自立支援法による生活介護、就労継
続支援Ｂ型事業の実施

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

人件費、運営費 介護給付費 18,214,000 79,900,523 22.8%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業補助金

特定非営利活動法人燦燦会
サンワーク田無

20
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

人件費、運営費 介護給付費 6,100,000 29,811,330 20.5%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業補助金

特定非営利活動法人ハート
フィールド
たなし工房

20
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

人件費、運営費 介護給付費 4,080,000 25,212,530 16.2%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業補助金

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

人件費、運営費 介護給付費 8,559,000 8,760,000 97.7%
福祉部
障害福祉課

小規模作業所等新体系移
行支援事業補助金

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
富士町福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

人件費、運営費 介護給付費 8,559,000 8,760,000 97.7%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
ほうや福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 3,000,000 3,186,000 94.2%
福祉部
障害福祉課

12



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会
富士町福祉作業所

40
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

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

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 2,400,000 3,302,000 72.7%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

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

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

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,536,330 1,536,330 100.0%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(通所サービス等利用促進
事業補助金)

社会福祉法人
さくらの園

60
障害者自立支援法による生活介護、就労継
続支援Ｂ型事業の実施

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

送迎自動車運行に係る委託
料、維持経費、人件費等

介護給付費 1,106,971 1,106,971 100.0%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人田無の会
たんぽぽ

50
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 108,900 3,565,513 3.1%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人久美愛園
めぐみ園

60
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 11,000 326,586 3.4%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人愛隣会
目黒惠風寮

100
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 9,900 204,560 4.8%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人いちょうの里
みずほ学園

72
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 20,900 757,686 2.8%
福祉部
障害福祉課

13



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

事業者運営安定化等措置
事業費
(新事業移行促進事業補
助金)

社会福祉法人恩賜財団東京
都立川福祉作業所 30 障害者自立支援法による生活介護の実施

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

新体系事業所等への移行に伴
う経費

介護給付費 5,400 130,503 4.1%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人永耕会
デイセンター永耕

71 旧知的障害者通所更生施設事業の実施

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

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

介護給付費 15,000 145,021 10.3%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人永耕会
まほろば

35
障害者自立支援法による共同生活介護事
業の実施

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

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

介護給付費 20,000 156,815 12.8%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人東京アフターケ
ア協会
東京都清瀬希望園

100
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

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

介護給付費 45,000 353,049 12.7%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人すぎな会
すぎなの郷

72 旧知的障害者入所更生施設事業の実施

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

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

介護給付費 30,000 445,583 6.7%
福祉部
障害福祉課

事業者運営安定化等措置
事業費
(事務処理安定化支援事
業補助金)

社会福祉法人つるかわ学園
障害者支援施設　つるかわ学
園

50
障害者自立支援法による生活介護、施設入
所支援事業の実施

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

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

介護給付費 20,000 286,443 7.0%
福祉部
障害福祉課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

特定非営利活動法人ハンディ
キャップサポートウーノの会
グループホーム　わっはは

5
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

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

スプリンクラーなどの防火設備
を新規に整備するのに必要と
する経費

介護給付費 504,000 504,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

特定非営利活動法人燦燦会
グループホーム　サンワーク

5
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

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

スプリンクラーなどの防火設備
を新規に整備するのに必要と
する経費

介護給付費 433,000 433,000 100.0%
福祉部
障害福祉課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

障害者グループホーム等
防火設備整備費補助金

特定非営利活動法人友訪
グループホーム　もやい

7
障害者自立支援法による共同生活援助（グ
ループホーム)の実施

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

スプリンクラーなどの防火設備
を新規に整備するのに必要と
する経費

介護給付費 575,000 575,000 100.0%
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）

39
各種研修会・講習会の開催及び参加、母
子・寡婦相談、各種レクレーション事業、会
員同士の情報交換　等

母子家庭の母及び寡婦等の負担軽減、健
全な家庭生活及び自立の促進を図る。

各種研修会参加費、レクリエー
ション事業経費 他

会費
36,000円
自販機収入
341,243円

200,000 436,692 45.8%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

田無富士見幼稚園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 409,000 777,000 52.6%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

田無いづみ幼稚園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 409,000 829,444 49.3%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

東京女子学院幼稚園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 395,000 670,133 58.9%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

ひなぎく幼稚園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 395,000 823,222 48.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

明成幼稚園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
子育て講演会
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 423,000 720,600 58.7%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園等補助金）

小平花小金井こども園 -
就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供

就学前の子どもに必要な教育及び保育の提
供

運営費及び延長保育事業
学生生徒等納付金
収入及び補助金収
入等

3,382,060 3,382,060 100.0%
子育て支援部
子育て支援課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

こひつじ園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担
220,000 290,400 75.8%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

サフラン愛児園 -

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担
220,000 292,290 75.3%

子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（私立幼稚園類似施設補
助金）

ひばりが丘団地自治会
たんぽぽ幼児教室

-

各種勉強会
各種研究会参加
各種研修会参加
園児の健康診断

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

幼児教育に関する調査及び研
究
教職員の資質向上のための研
修
園児の健康診断及び健康管
理等

幼稚園負担 220,000 253,180 86.9%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

明成幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 810,000 2,070,000 39.1%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

田無富士見幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 570,000 1,764,210 32.3%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

こみね幼稚園 - 預かり保育 私立幼稚園における預かり保育の拡充 預かり保育事業 幼稚園負担 1,050,000 2,420,000 43.4%
子育て支援部
子育て支援課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　黄河会
サムエル保育園(分園含)

定員
110人

(分24人)

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

①児童処遇の向上、職場内の研修等職員
の資質向上に努めた。
②待機児童解消対策として分園の開設を
行った。
③第三者評価の受審等、透明性の高い運
営に努めた。

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

22,226,200 262,210,005 8.5%
子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　大誠会
田無北原保育園

定員
88人

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

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

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

12,198,119 135,779,269 9.0%
子育て支援部
保育課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　聡香会
きたしば保育園

定員
73人

①福祉事業・乳児・幼児保育向上のため
②乳児・幼児保育環境整備のため

①乳児･幼児の保育の向上、および環境整
備の充実
②保育士の資質向上、労働意欲向上の環
境整備
③安全面に配慮した人的環境

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

9,116,600 165,262,535 5.5%
子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　至誠学舎東京
柳橋保育園

定員
100人

児童福祉法による保育所の運営
11時間開所、延長保育、障害児保育、乳児
保育、年末保育、待機児対策、地域活動を
行った。

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

11,288,800 177,635,482 6.4%
子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　正育会
和泉保育園

定員
120人

児童の健全な育成を目的とし、それを助成
するための内容の充実を図る。

①給水管取替、排水管洗浄当の工事ができ
た。
②駐輪場の門扉、厨房の炊飯器の新規取
替ができた。
③第三者評価を受審

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

16,787,660 201,208,869 8.3%
子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

㈱日本保育サービス
アスクたなし保育園

定員
109人

児童処遇の改善及び向上に努め、保育内
容の充実を図る。

乳幼児の処遇の改善及び向上に努力し、保
育内容の充実・サービスの向上に努めた。

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

11,011,400 128,093,901 8.6%
子育て支援部
保育課

①保育所運営委託・助成
事業費
②延長保育事業補助金

社会福祉法人　檸檬会
レイモンド田無保育園

定員
99人

保育園の運営
①人件費・管理費・事業費等利用
②開園初年度として、無事に環境設定を行
えた。

①事務費及び事業費等の施
設運営費
②施設設備の充実を図るため
の経費
③保育内容の充実
④非常勤保育士等の雇用費
⑤東京都学校等非常通報装
置（学校100番）の保守費用
⑥延長保育事業に伴う人件費

国・都・市負担金
都・市補助金

6,746,080 141,078,733 4.8%
子育て支援部
保育課

民間保育所施設整備補助
金

社会福祉法人　檸檬会
レイモンド田無保育園

定員
99人

児童福祉法による保育所の運営
認可保育園の新規開設による待機児童対
策

施設整備
国・都・市負担金
都・市補助金

22,600,000 45,885,000 49.3%
子育て支援部
保育課

17



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

民間保育所施設整備補助
金

㈱ポピンズ
Nicot田無

定員
60人

児童福祉法による保育所の運営
認可保育園の新規開設による待機児童対
策

施設整備（23年度分出来高）
国・都・市負担金
都・市補助金

1,575,000 48,850,000 3.2%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

ビーフェア株式会社
ビーフェア柳沢保育園

定員
20人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

20,065,530 35,451,948 56.6%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

ビーフェア株式会社
ビーフェア田無保育園

定員
21人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

21,974,600 41,176,569 53.4%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

ビーフェア株式会社
ビーフェアこども愛々保育園向
台

定員
30人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

29,049,900 60,442,011 48.1%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

ビーフェア株式会社
ビーフェアひばりが丘保育園

定員
24人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

22,017,400 45,092,596 48.8%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

株式会社タスク・フォース
都市型保育園ポポラー東京田
無園

定員
35人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

41,311,890 73,000,000 56.6%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

デジタルディフェンス有限会社
谷戸すくすく保育園

定員
30人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

安定的に運営を行う。

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

保育料
都・市補助金

38,244,170 55,822,590 68.5%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

生活クラブ生活協同組合
ほむ

定員
22人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

5月から定員を満たすことが出来たのでクラ
ス運営が安定し、1年間計画的な保育を行
い、園児の成長発達を促すことができた。当
初の事業計画より早い時期に定員を満たし
ことにより、収入の面でも安定した運営がで
きた。開園から2年が過ぎたが、兄弟での入
園や、保護者主催の親睦会の開催、同窓会
の提案など保護者からの理解・連携の深
まっている。

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

保育料
都・市補助金

25,159,290 43,671,745 57.6%
子育て支援部
保育課

18



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

平塚保育室
定員
18人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

保護者のニーズを把握することに力を入れ
たことにより、前年度に比べ関わりが活発し
深まった。

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

保育料
都・市補助金

25,346,360 34,610,320 73.2%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

株式会社日本サービス
アスクひばりケ丘保育園

定員
30人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童対策に努めた。

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

保育料
都・市補助金

32,711,310 60,644,799 53.9%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

有限会社ｃｏｃｏ
ドリームキッズ東伏見

定員
20人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

児童の福祉増進及び職員の処遇向上。

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

保育料
都・市補助金

27,093,510 48,061,218 56.4%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②福祉サービス第三者評
価受審費補助金

学校法人　三幸学園
ぽけっとランドひばりケ丘

定員
40人

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

保護者満足度の向上と職員の意識改革。

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

保育料
都・市補助金

29,978,130 49,500,000 60.6%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

株式会社　モード・プラニング・
ジャパン
西東京雲母保育園

32

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

市内における待機児童の減少。

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

保育料
都・市補助金

34,274,040 54,484,529 62.9%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

共同保育所にんじん 24

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

保育所におけるサービスの水準の維持を図
ることができた。

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

保育料
都・市補助金

19,403,490 32,983,151 58.8%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

有限会社コスモス
保谷駅南口保育園

22

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

待機児童の受入れ。

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

保育料
都・市補助金

25,657,370 51,866,273 49.5%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

特定非営利活動法人　子育て
コラボひまわり
ひまわり保育園

23

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、もって児童福祉の増進を図ることがで
きた。

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

保育料
都・市補助金

27,328,270 45,212,677 60.4%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

特定非営利活動法人　子育て
コラボひまわり
ゆい保育園

30

認可保育園だけでは応えきれない都市の保
育需要駅に隣接し、0歳児保育、14時間半
開所、延長保育を実施。また、通常保育に
加え、一時預かりなども行う。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、もって児童福祉の増進を図ることがで
きた。

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

保育料
都・市補助金

25,810,930 47,897,501 53.9%
子育て支援部
保育課

19



補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

児童館母親クラブ育成事
業費

新町児童館母親クラブ 31

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

①親子及び世代間の交流・文化活動
卓球教室、盆踊り子ども縁日、幼児のつどい
お楽しみ会、ファミリーコンサート、市民文化
祭参加
②児童養育に関する活動
③児童の事故防止活動
近隣公園の安全点検　遊歩道・通学路等の
安全点検　遊歩道・コンビニ・ス－パ-等の見
まわり

サークル活動費
行事企画費
資料代・図書購入費
講師謝礼金

母親クラブ会費
事業活動収入
各サークル会費

95,000 143,795 66.1%
子育て支援部
児童青少年課

児童館母親クラブ育成事
業費

保谷柳沢児童館おや2クラブ 47

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

①親子及び世代間の交流・文化活動
乳幼児対象活動（サークルわらっこ）、太鼓
の練習と発表（サークル太鼓クラブどんがら
どんどん）、その他地域との交流活動
②児童養育に関する活動
講演会開催　おとなの学習会（サークルまな
びやクラブ）
③児童の事故防止活動
東伏見公園花壇整備（サークルビオトープ）

サークル活動費
行事企画費
資料代・図書購入費
講師謝礼金

母親クラブ会費
事業活動収入
各サークル会費

95,000 95,551 99.4%
子育て支援部
児童青少年課

青少年育成地域活動費補
助金

東伏見小学校区青少年育成
会

13

わくわくこどもまつり
ラジオ体操
おいもほり
わんわんパトロール
うどん作り
相撲健康体操＆ちゃんこ鍋

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみ
ながら交流していく中で、伝統文化や地域
のことを学び、青少年に社会性、協調性、自
立性を養い、地域の一員であることを認識さ
せる。また、このような地域行事を行うことに
より、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担

218,635 219,892 99.4%
子育て支援部
児童青少年課

青少年育成地域活動費補
助金

芝久保こぶしの会 55

防災訓練とじゃが芋掘り
ミニ運動会
もちつき会
広報紙発行

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみ
ながら交流していく中で、伝統文化や地域
のことを学び、青少年に社会性、協調性、自
立性を養い、地域の一員であることを認識さ
せる。また、このような地域行事を行うことに
より、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担

237,500 333,833 71.1%
子育て支援部
児童青少年課

青少年育成地域活動費補
助金

本町小学校区青少年育成会 40

わんぱくまつり
ラジオ体操
ハロウィン
ドッジボール退会
折紙教室
広報誌発行

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみ
ながら交流していく中で、伝統文化や地域
のことを学び、青少年に社会性、協調性、自
立性を養い、地域の一員であることを認識さ
せる。また、このような地域行事を行うことに
より、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担

237,500 275,085 86.3%
子育て支援部
児童青少年課

青少年育成地域活動費補
助金

西東京市青少年育成会「にし
はら」

41

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

青少年と地域の大人達が、いっしょに楽しみ
ながら交流していく中で、伝統文化や地域
のことを学び、青少年に社会性、協調性、自
立性を養い、地域の一員であることを認識さ
せる。また、このような地域行事を行うことに
より、地域の活性化・地域の連帯感を育む効
果がある。

謝礼金
材料代
保険料
参加賞代
写真代・印刷代
その他諸経費等

参加費
育成会負担

237,500 251,964 94.3%
子育て支援部
児童青少年課

西東京市どんど焼実行委
員会補助金

西東京市どんど焼実行委員会 7
明保中学校、保谷第二小学校、上向台小学
校でどんど焼を実施

来場者数　述べ3,123人
会場の設営費
広告宣伝費
保険料、燃料費等

市補助金
寄付金等

285,000 377,629 75.5%
生活文化スポーツ部
文化振興課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

市民まつり補助金 西東京市民まつり実行委員会 51 第11回西東京市民まつりの実施
来場者数　述べ175,000人（実行委員会発
表）

会場の設営費
会場の管理・運営費
広告宣伝費
事業費及び事務費等

出店料
協賛金（広告、提
灯）
寄付金等

8,900,000 13,028,213 68.3%
生活文化スポーツ部
文化振興課

市民まつりイベント実施事
業補助金（誕生10周年記
念事業）

西東京市民まつり実行委員会 51

震災被災者（地）支援に関するメッセージを
掲載して設置するほか「愛・共生・絆」をテー
マとして絵画募集しポスター・チラシを作成し
たほか、被災地からの出演団体の支援を実
施した。

来場者数　述べ175,000人（実行委員会発
表）

・震災被災者（地）支援に関す
るメッセージをエアアーチやパ
ネルに掲載して設置
・ポスター絵画表彰記念品
・被災地出演団体控室賃借料

なし 329,040 500,000 65.8%
生活文化スポーツ部
文化振興課

社会体育（スポーツ）関係
団体事業補助金

西東京市ソフトボール協会 800
市民を対象に、男女混合チームによるトー
ナメント方式のスローピッチソフトボール大会
を開催する。

老若男女を問わず誰もが楽しめるスポーツ
大会として、市民の健康体力づくり及び親睦
を深めることに寄与する。

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

55,000 110,300 49.9%
生活文化スポーツ部
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 227
市内の小学４年生から６年生までを対象に、
トーナメント方式の学年別・男女別のバドミン
トンダブルス個人戦を開催する。

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

報償費
消耗品費
印刷製本費
役務費

市補助金
参加費

106,600 213,386 50.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

総合型地域スポーツクラブ
補助金

にしはらスポーツクラブ 860

会員に対してスポーツを楽しむ場所を提供
するとともに、会員相互の親睦、健康の増
進、子どもの健全育成及び地域コミュニティ
の活性を図る。

市民のスポーツ振興を推進し、地域住民の
コミュニティの形成に資する

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

市補助金
会費収入
事業収入

2,000,000 11,357,935 17.6%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

総合型地域スポーツクラブ
補助金

総合型地域スポーツクラブ　コ
コスポ東伏見

122

会員に対してスポーツを楽しむ場所を提供
するとともに、会員相互の親睦、健康の増
進、子どもの健全育成及び地域コミュニティ
の活性を図る。

市民のスポーツ振興を推進し、地域住民の
コミュニティの形成に資する

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

市補助金
会費収入
事業収入

3,780,000 5,489,795 68.9%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

西東京市体育協会運営費
補助金

特定非営利活動法人　西東京
市体育協会

30団体

体育・レクリエーションを振興し、市民の体力
の向上と健康増進を図り、スポーツ精神の
涵養、並びに加盟団体相互の融和、及び生
涯スポーツの実践を通して、豊かな市民生
活の向上に寄与することを目的として活動
する。

西東京市のスポーツ振興と市民の健康の保
持・増進及び体力の向上を図る

事務局職員人件費・印刷製本
費・強化費・体協加盟団体活
動費

市補助金
会費

1,969,000 20,864,833 9.4%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

国民体育大会
西東京市実行委員会交付
金

第68回国民体育大会
西東京市実行委員会

71
平成25年の本大会及び平成24年のリハー
サル大会に向けて広報啓発活動を行い、市
民の関心を高める。

生涯スポーツ社会の実現を目指し、市民の
健康増進及び活力ある地域づくりを推進し、
「西東京市」の魅力を全国に紹介することに
より、まちづくりに寄与する

報償費、旅費、需用費、委託
料、使用料及び賃借料、備品
購入費

市補助金 1,659,593 1,659,593 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

勤労者福祉サービスセン
ター運営費補助金

西東京市勤労者福祉サービス
センター

1,685

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

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

人件費
一般管理費

会費
入会金
事業収入

9,714,562 12,627,462 76.9%
生活文化スポーツ部
産業振興課

農友会補助金 田無農友会 51

①農業経営上における視察研究及び品評
会参加等
②共同販売
③他の関係団体等との情報交換

先進地研修会では、東村山市の抑制トマト
栽培農家、府中市のワケギ栽培農家、横須
賀市の農産物直売所等を視察。また、食の
安心安全・品質管理の観点から生産物履歴
記帳励行を行い、三大農産物即売会（じゃ
がいも掘り・市民まつり・年末感謝祭）では、
各野菜に生産者の名前を明記し質の良い
野菜の提供を行った。
地元新鮮野菜の地産地消の促進としては、Ｊ
Ａ東京あぐり田無支店及び市フリーマーケッ
ト（リサイクル市）等で即売会を実施した。

会議費
研修指導費等
総会費
即売推進費

会費
ＪＡ助成金

256,000 3,119,730 8.2%
生活文化スポーツ部
産業振興課

緑化組合補助金 田無緑化組合 58

①植木、苗木、芝、花卉の共同購入及び共
同販売
②植木、苗木、芝、花卉等の指導並びに情
報交換など
③東京都農業祭出品・西東京市民まつり品
評会出品
④市民苗木配付、緑化相談窓口
⑤研修会

植木の地産地消を推進した。西東京市の緑
化推進事業である市民苗木配付や緑化相
談も行い、市民の方から好評を得た。
また、研修会については山梨緑化センター
等の視察を行い、市民からの剪定・植栽工
事等の相談等にも対応した。

市民供給苗木事業費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金

256,000 3,845,538 6.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

そ菜出荷組合補助金
ＪＡ東京みらい保谷地区そ菜
出荷組合

40

①初夏・秋冬産契約キャベツ品質・量目検
査
②土壌診断及び結果報告会
③ＪＡ東京みらいとの特定野菜の出荷契約
の締結及び指定市場への出荷
④特定野菜の荷造規格の統一
⑤販路調査と情報の提供
⑥生産出荷資材の共同購入
⑦栽培品種と栽培技術の研究改善
⑧視察研修・講演会

　西東京市産の新鮮なそ菜を、生活者に対
して秩序的に供給することを行い、共同で品
質・量目検査等を実施することにより、全体
の品質向上が図られている。
　また、出荷販売対策検討会や有機農業堆
肥の導入、新肥料の試験、検討、さらに土
壌診断等を実施することにより、安全で商品
価値の高い生産物の栽培への改善が図ら
れている。

総会費
出荷対策会議
視察研修費

会費
ＪＡ補助金
出荷奨励金
出荷対策会費他

142,000 1,183,084 12.0%
生活文化スポーツ部
産業振興課

梨生産組合補助金 西東京市梨生産組合 9

①援農ボランティア受入
②各種資材の共同購入
③共同作業（防鳥ネット張り・フェロモン剤設
置）
④「保谷梨」のブランド化事業推進

「保谷梨祭り」をこもれびホール前で開催し、
市民への地元産の梨とぶどうのＰＲを図り、
地域農業振興に取り組んだ。
また、援農ボランティアの育成を行った。

総会費
会議費
事業費
資材購入費

会費
ＪＡ補助金

142,000 1,241,639 11.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

施設部会補助金
ＪＡ東京みらい保谷地区施設
部会

38

①施設利用による栽培の促進
②野菜販路の確保と経営の安定化
③生産出荷資材の共同購入
④土壌診断結果報告会及び講演会：「堆肥
施用時の留意点について」「農業用最新資
材情報について」
⑤視察研修（農業機械研究所（つくば市））

市民まつり及びＪＡ東京みらい保谷支店で、
野菜の即売会を行い、市民に新鮮な野菜の
提供を行った。また、土壌診断・生産履歴管
理への取組みなどにより、安全で商品価値
の高い生産物の栽培への改善を図った。

総会費
研修費

会費
ＪＡ助成金

142,000 2,885,782 4.9%
生活文化スポーツ部
産業振興課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

西東京地区青壮年部補助
金

ＪＡ東京みらい西東京地区青
壮年部

31
①部員相互の連絡提携、技術交換
②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。
また、会員相互の情報交換により、農業技
術の取得及び都市農業における経営の合
理化を図った。

総会費
事業費
視察研修費

会費
ＪＡ助成金

142,000 2,063,042 6.9%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商工会補助金 西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

市内商工業の改善発達
地域振興の推進

運営費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

28,424,000 76,136,170 37.3%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補助
金

田無商業協同組合 76
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 1,693,000 3,093,772 54.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補助
金

谷戸商店街協同組合 77
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 1,700,000 3,802,344 44.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補助
金

東伏見商栄会 115
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 1,762,000 3,125,767 56.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補助
金

ひばり商店街 42
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 1,913,000 3,048,700 62.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店会等地域活性化補助
金

柳盛会柳沢北口商店街 113
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 1,088,000 1,774,258 61.3%
生活文化スポーツ部
産業振興課

公衆浴場経営経費等補助
金

妙法湯
みどり湯
松の湯
桐の湯
庚申湯

5 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(1,799人）

薬湯実施事業費
施設整備費
燃料費
その他市長が必要と認める事
業に関する経費

入浴料 1,995,000 13,718,041 14.5%
生活文化スポーツ部
産業振興課

プレミアム商品券事業補助
金

西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

市内産業の活性化（消費喚起及び消費拡
大）

商品券プレミアム分
関連イベント事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

29,970,000 35,644,640 84.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

地域活性化事業補助金
東伏見ふれあいプラザ企画運
営委員会

10
東伏見駅周辺の地域を活性化し、及び市民
の福祉の向上に資する事業

東伏見駅周辺における利便性の向上及び
地域の活性化

事業スペースに係る家賃及び
共益費

委託費等 1,200,000 1,200,000 100.0%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街イベント事業補助
金（誕生10周年記念事業）

田無商業協同組合 76
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 100,000 110,250 90.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①
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補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

商店街イベント事業補助
金（誕生10周年記念事業）

谷戸商店街協同組合 77
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 100,000 986,666 10.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街イベント事業補助
金（誕生10周年記念事業）

東伏見商栄会 115
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 100,000 100,000 100.0%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街イベント事業補助
金（誕生10周年記念事業）

ひばり商店街 42
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 100,000 105,000 95.2%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街イベント事業補助
金（誕生10周年記念事業）

柳盛会柳沢北口商店街 113
商店街の発展
地域経済の活性化
（売出し、イベント開催等）

地域住民とのコミュニケーション
商店街の活性化

催事費 会費 99,000 99,585 99.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

チャレンジショップ事業補
助金

西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

新規開業者への支援による事業者の育成
および空き店舗等の有効活用

事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

941,000 986,489 95.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

地域資源活用振興事業補
助金

西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

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

事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

2,639,000 2,657,570 99.3%
生活文化スポーツ部
産業振興課

創業支援・経営革新相談
センター事業補助金

西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

創業・新規開業者の支援（相談、講習会等）
西東京創業支援・経営革新相
談センター運営費及び事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

6,928,000 7,362,531 94.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

被災地復興支援事業補助
金

西東京商工会 1,864

経営改善普及事業（税務記帳相談指導、経
営相談指導等）
地域総合振興事業（総合振興事業、商業振
興事業等）

被災地の復興支援
市内商工業者の振興

事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

2,078,913 2,078,913 100.0%
生活文化スポーツ部
産業振興課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

特定非営利活動法人
生活企画ジェフリー

38

新たに「西東京市女性史研究会」を立上げ
る。
地域女性史を持続的に研究・編さんする研
究会のマネジメント・コーディネートに着手。
協働活動の経緯を、「（仮）聞き書き集発行
から研究会立上げへ-協働で花開く男女平
等のまちづくり」にまとめる。

新会員を公募し新たな視点から継続的・専
門的に研究する「西東京市女性史研究会」
を立ち上げることは、地域女性史研究の輪
を広め、男女平等の基盤づくりに効果をも
つ。
講座「女性史の宝庫・西東京市を研究する
意味と楽しさ」を開催。まだまだ掘り起こすべ
き女性史の鉱脈豊かな町であることを知ると
同時に会員増にも効果あり。男女平等のま
ちづくりに大きな効果を及ぼす。

報償費、交通費、印刷製本
費、消耗品費

市補助金 200,000 212,747 94.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

特定非営利活動法人
西東京市多文化共生センター

150 留学生との世代横断的市民交流

大人は、留学生と身近に接することで、メ
ディアによる外国人犯罪の報道と個人は別
のものであり、○○人の中にも、日本人と同
じように悪い人もいい人もいることを実感す
る。そのことで、隣人としての外国人に対す
る抵抗感が軽減される。子どもは体験を共有
することで、外国人に対する偏見の芽を摘
むことができ、未来の多文化共生社会の担
い手として、文化の違う人と「ともに世界を
作っていく」という意識が育つ。

報償費、交通費、印刷製本
費、使用料及び賃借料、消耗
品費、

市補助金 200,000 271,374 73.7%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

ワーカーズ・コレクティブ　ちろ
りん村

22
こども料理サポーター養成およびこども食育
クイズ（検定）の実施

こども料理サポーターの養成は、食育を身
近に感じて、家族や地域の子供にむけた食
育推進計画の担い手となり食育活動が市内
に広がります。
こども料理サポーター養成講座により、子供
に伝えるべき家庭料理とは何かを学び、地
域でどのように進めるか討議することでネット
ワークをつくり、お互いに継続的な活動の支
え手となります。
食育クイズ（検定）の実施により、クイズに答
えながら食材の知識を得て食を身近に感じ
興味をもつきっかけとなります。

報償費、交通費、印刷製本
費、使用料及び賃借料、消耗
品費、食糧費

市補助金 200,000 202,717 98.7%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

西東京子育てコム 5
子育てかわら版発行とそれに伴う効果につ
いての調査

かわら版をもとに外出することで、他の育児
中の母親、地域の人々や公共施設との関わ
りを持つことができる。また、行動範囲もひろ
がり母親の視野も広くなることが期待できる。
　かわら版についての調査をすることにより、
ニーズに合った情報紙を作成することができ
る。そのことにより、さらに子育てしやすい街
づくりの一助になると考えられる。

報償費、印刷製本費、消耗品
費、通信費

市補助金 193,000 200,463 96.3%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

特定非営利活動法人
稲門寺子屋西東京

61 児童・生徒を対象にした学習講座開講

マンツーマンで授業等のわからないところを
一緒に考えながら解決していくなかで本人
のやる気、勉強の楽しさを芽生えさせ、安心
して学校に行き授業を受けられる知識が習
得できる。また、落ちこぼれや非行に走る子
ども達を防ぐこともできる。

報償費、印刷製本費、消耗品
費、通信費、保険料

市補助金
会費

200,000 417,581 47.9%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

でこぼこ 16 特別支援教育を市民として実践する

「育てにくい児童・生徒」の子育てを学習し
「悩む家族等」が前向きに思考し、当該児
童・生徒・家族等の自立した地域社会の一
員としての成長を促す。
子育てに悩んだ時のノウハウや同じような体
験を綴った冊子がある事で、「悩む家族等」
が社会から置き去りにならず、情報共有がで
きる。社会的に認知されているとは言い難い
発達障害等の理解への一助となり得る。
保護者の間違った対応による負の連鎖を断
ち切るために、ペアレントトレーニングにより
親の対応方の訓練を実践的に学ぶきっかけ
を提供する。

報償費、印刷製本費、使用料
及び賃借料、消耗品費

市補助金 200,000 208,527 95.9%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

特定非営利活動法人
西東京ＮＰＯ推進センター〔セ
プロス〕

54
就労の希望がありながら、様々な理由により
実現できない女性を対象に、その支援として
パソコン講座（ワード・エクセル等）を開催

社会参加の実現、就労を諦めかけている女
性への支援をすることで、より豊かな子育て・
家庭生活を実現する
就労できるスキルを獲得することで、就労へ
の意欲と生活への自信が持てる
本人の自信が付く事と共に、問題解決や技
能の習得が、家庭の不安をなくし、将来を担
う子どもたちの健やかな成長を促す。

人件費、報償費、印刷製本
費、消耗品費

市補助金 200,000 209,190 95.6%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

ＮＰＯ等企画提案事業補
助金

ＭammaＭia!＋ 248
プレーリーダーの養成
冒険遊び場の提供

子ども達の健全育成：外遊びで得られる体
力増進、精神衛生の保持、多世代交流で培
われる「人間力」向上だけに留まらず、自分
自身の「やってみたい」という気持ちに沿っ
て様々な経験を積み重ねることによって、
「自尊感情」「自己肯定感」が自然と生まれ
る。

報償費、印刷製本費、消耗品
費、食糧費、通信費、保険料

市補助金 200,000 237,632 84.2%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

保谷高校ＯＢ吹奏楽団 70
西東京市誕生10周年を記念したコンサート
の開催

文化団体が協力して様々な一体感のある取
り組みを実施し、また、紹介することで市民
が市の文化芸術を知り、「文化の街」の市民
である事を自覚し、活力を生む。

施設使用料、人件費、印刷製
本費、消耗品費、通信費

会費、寄付 200,000 336,307 59.5%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

車いすダンスあすなろ№2 14
西東京オールダンスフェスティバルの開催
（第11回車いすダンスフェスティバル）

車いす生活を余儀なくされた方々と。ボール
ルームダンスを通じて共に踊る楽しみを体験
していただきとともに、市民同士の交流を図
る。

報償費、運搬費、保険料、消
耗品費、印刷費、通信費

会費 200,000 246,221 81.2%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

西東京ガーデニングクラブ 50

・フラワーフェスティバルin西東京2011～ハ
ンギングバスケット作品展～開催
・ハンキングバスケット、コンテナ寄せ植え等
の講習会の開催

フラワーフェスティバル開催に伴い、ハンギ
ングバスケット作成講習会で作成されたバス
ケットが市内に飾られたことで、花とみどりの
まちづくりを通じた地域活性化に貢献

報償費、消耗品費、印刷製本
費、レンタル料

会費、参加費 200,000 447,055 44.7%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

青年俳優座 17
ライブ公演の魅力～市民、市民サークル参
加型の演劇、語り、朗読、朗読劇

参加者には、物を創る充実館や、作品を創
りだすことへの感動と喜びを体験してもら
い、聴衆には、舞台から発せられる呼吸や、
生命力を直接感じることにより明日への活力
となる。

施設使用料、報償費、消耗品
費、機材レンタル料

会費 200,000 218,830 91.4%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

きらっとシニア倶楽部 18
世代を超えて参加して楽しめるごみ拾いをス
ポーツにした「スポーツごみ拾い」の開催

・世代間交流のきっかけの場となる。
・子どもたちに環境美化の意識が芽生え、ス
ポーツの楽しさやルールを守ることの大切さ
を体得できる。

報償費、人件費、交通慮、印
刷製本費、消耗品費、運搬
費、保険料、レンタル料

会費 200,000 204,789 97.7%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

西東京市文化芸術振興会 70

西東京市に在住のプロを目指すアーティスト
のために、ホール舞台で演奏する機会を提
供し、プロ活動をするための実践的なワーク
ショップを行い、西東京出身のアーティストを
育成する。

西東京市の若手アーティストを応援し、市民
の方々に文化・芸術を身近に感じていただ
き、文化・芸術への理解を深める一助にな
る。

印刷製本費、消耗品費、通信
運搬費

会費 200,000 202,075 99.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課
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補助事業名 団　体　名　　 会員数  活  動  内  容 効　　　　　 果 補 助 金 の 主 な 使 途 団体の主な収入
平成23年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

西原自然公園を育成する会 35

最大の作業である下草刈に、多くの市民に
参加してもらう。
「里山・雑木林」に関する映画会若しくは講
演会を実施する。
「西原自然公園で遊ぼう」という親子で参加
できる自然にふれあうイベントを行う。

数百名の市民に参加してもらうことによって、
樹の大切さを知ってもらい、他の場所の樹や
林にこの効果が広まることを期待する。

人件費、報償費 会費 120,000 120,000 100.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

市民団体補助金（誕生10
周年記念事業）

東大農場・演習林の存続を願
う会

135

「協働フォーラム」の開催、東大側のフィール
ドマスタープラン報告。見学会・ワークショッ
プの開催
報告集作成

西東京市の野生動植物の殆どが農場・演習
林に存在する。見学会・ワークショップを通し
て、生物多様性への市民意識・知識を育て
る。
市・市民・東大の協働ネットワークの形成、
今後の農場活用への市民参加の広がり。
協働の実体験、都市と農の共生の学習。農
とみどりのネットワークの形成

人件費、報償費、印刷製本
費、使用料及び賃借料、消耗
品費、通信費、保険料

会費 200,000 212,462 94.1%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

民間シェルター運営費支
援助成金

東京多摩地域民間シェルター
連絡会

-

ＤＶ被害当該者の緊急一時避難場所として
次のステップを見いだす期間、安心して休
息するための場所の提供と被害当事者の自
立支援に向けた対応

ＤＶ被害女性等のための緊急一時避難所を
提供することにより、安全の確保と被害当事
者への自立支援とＤＶ根絶に努める.

東京多摩地域民間シェルター
連絡会組織５団体の運営費

多摩地域の自治体
からの補助

250,000 250,000 100.0%
生活文化スポーツ部
協働コミュニティ課

管理助成費 あけぼの会 - 児童遊園地の維持管理（清掃等）
一般市民にも開放されている児童遊園地で
あり、市民の福祉の向上に寄与している。

児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 19,782 91.0%
みどり環境部
みどり公園課

管理助成費
武蔵野アンコールマンション管
理組合

- 児童遊園地の維持管理（清掃等）
一般市民にも開放されている児童遊園地で
あり、市民の福祉の向上に寄与している。

児童遊園地の維持管理費 管理組合費 18,000 68,000 26.5%
みどり環境部
みどり公園課

管理助成費 西原団地自治会 - 児童遊園地の維持管理（清掃等）
一般市民にも開放されている児童遊園地で
あり、市民の福祉の向上に寄与している。

児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 43,250 41.6%
みどり環境部
みどり公園課

管理助成費
西原グリーンハイツ住宅団地
管理組合法人

- 児童遊園地の維持管理（清掃等）
一般市民にも開放されている児童遊園地で
あり、市民の福祉の向上に寄与している。

児童遊園地の維持管理費 管理組合費 45,000 105,000 42.9%
みどり環境部
みどり公園課

管理助成費 緑町西原自治会 - 児童遊園地の維持管理（清掃等）
一般市民にも開放されている児童遊園地で
あり、市民の福祉の向上に寄与している。

児童遊園地の維持管理費 自治会費 18,000 128,250 14.0%
みどり環境部
みどり公園課

エコアクション21認証取得
費助成

浅間保全工業㈱ 17 下水道管清掃、土木工事　等

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 105,000 210,780 49.8%
みどり環境部
環境保全課

エコアクション21認証取得
費助成

㈱石倉組 5 空気調整機接地工事　等

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 79,000 158,400 49.9%
みどり環境部
環境保全課
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エコアクション21認証取得
費助成

㈲鈴興 10 土木工事

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 79,000 158,340 49.9%
みどり環境部
環境保全課

エコアクション21認証取得
費助成

㈱朝日メンテナンス 7 ビルメンテナンス

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 78,000 157,500 49.5%
みどり環境部
環境保全課

エコアクション21認証取得
費助成

㈲ひばりヶ丘清運 28 一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 105,000 210,000 50.0%
みどり環境部
環境保全課

エコアクション21認証取得
費助成

㈱スバル 18 建設工事、防水工事、内装仕上げ

エコアクション21の認証を取得することで、各
社の環境保全活動方針が明確になり、温室
効果ガスや廃棄物、総排水量の削減が見込
まれる。

エコアクション21認証取得費 事業請負費　等 105,000 210,000 50.0%
みどり環境部
環境保全課

集団回収奨励金
雇用促進事業団向台宿舎自
治会

400
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

団地祭りの資金、清掃参加者
のお茶代

集団回収奨励金 290,990 290,990 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 富羊会 110
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

自治会費、清掃道具の購入 集団回収奨励金 95,900 95,900 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 パーク地区子供会 20
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

年２回の子供達の懇親会費 集団回収奨励金 22,470 22,470 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 保谷ハウス管理組合 144
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

管理組合費、花壇の花植えや
掃除道具の購入

集団回収奨励金 111,790 111,790 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

集団回収奨励金 柳沢1丁目3号棟自治会 156
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

月1回実施する清掃作業の経
費、清掃道具等の購入

集団回収奨励金 134,540 134,540 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課

コミュニティバス運行補助
金（はなバス）

西武バス株式会社 -

西東京市内の公共施設を利用する市民の
利便性の向上を図るため、市内の交通不便
地域において、はなバスを運行している。
（第１～３・５ルート）

公共交通不便地域の解消と公共施設への
アクセス利便性の向上

はなバスの運行経費
バスの運行に伴う
収入

73,201,957 73,201,957 100.0%
都市整備部
都市計画課

コミュニティバス運行補助
金（はなバス）

関東バス株式会社 -

西東京市内の公共施設を利用する市民の
利便性の向上を図るため、市内の交通不便
地域において、はなバスを運行している。
（第４ルート）

公共交通不便地域の解消と公共施設への
アクセス利便性の向上

はなバスの運行経費
バスの運行に伴う
収入

32,814,805 32,814,805 100.0%
都市整備部
都市計画課
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交通安全協会補助金 西東京市交通安全協会 700

市民を悲惨な交通事故より未然に防止する
ため、春・秋の全国交通安全運動、未就学
児童に対する交通安全教室、運転者講習
会等において交通安全活動を実施するとと
もに事故防止街頭活動など地域社会におけ
る交通安全意識の高揚に勤めている。

西東京市交通安全協会の活動計画に基づ
いた交通安全活動（街頭指導、道路安全パ
トロール、運転者講習会等）により、市民が
安全で安心して生活できる交通環境づくりに
貢献している。

交通安全協会の主催または他
の団体との共催による交通安
全対策事業に要する経費及び
協会運営のための会議、事務
に要する経費。

補助金
会　費

1,900,000 2,072,598 91.7%
都市整備部
道路管理課

給食保存食代助成費
（小学校給食事業費）

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

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

助成費 2,869,074 2,869,074 100.0%
教育部
学校運営課

給食保存食代助成費
（中学校給食事業費）

西東京市立中学校
（保存食として牛乳を保存して
いる中学校）

5
中学校の内、検査のため保存し、使用する
給食用牛乳がある学校に対し、その費用を
助成する。

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

助成費 350,965 350,965 100.0%
教育部
学校運営課

西東京市立小学校教育研
究会補助金

西東京市立小学校教育研究
会

460

1 教科等の教育の推進に関する授業研究・
調査研究等
2 各研究部会、講演会、研究発表会、担当
部別研究会
3 各学校並びに教育関係機関・各種教育団
体との連絡・連携
4 研究紀要・会報の発行
5 その他の教育振興に関する事業

・講師を招聘し、授業研究会及び講演会を
実施することにより、研究を深めることができ
た。
・研究紀要を作成し、会員に配布することが
できた。
・研究に対する部員の意識が高まり、どの部
会でも授業研究を中心に研究を深め、日々
の授業に生かせる研究ができた。

・報償費
・消耗品費
・印刷製本費

市補助金
414,000 414,000 100.0%

教育部
教育指導課

西東京市中学校教育研究
会補助金

西東京市中学校教育研究会 240

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

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

・報償費
・消耗品費
・研修用図書費
・研究紀要関係費

市補助金 188,534 188,534 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立小学校長会補
助金

西東京市立小学校長会 19

1 西東京市立小学校の教育の連絡・改善・
進歩に関する事項
2 学校経営上の諸問題の解決に関する事
項
3 会員相互の研修・厚生に関する事項
4 教育上の研究・調査に関する事項
5 その他本会の目的を達成するために必要
な事項

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

・講師謝礼
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費

市補助金 217,312 217,312 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立中学校長会補
助金

西東京市立中学校長会 9

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

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

・印刷製本費
・資料代

市補助金 94,292 94,292 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立小学校副校長
会補助金

西東京市立小学校副校長会 19

1 西東京市立小学校の教育の連絡・改善・
進歩に関する事項
2 会員相互の研修・厚生に関する事項
3 教育上の研究・調査に関する事項
4 その他本会の目的を達成するために必要
な事項

「西東京市教育計画（教育プラン21）の実現
に向けて現在喫緊の5つの課題について研
修を行うことができた。また企業で人材育成
を担当している方を講師に招き講演をしても
らったことで、企業での人材育成の厳しさを
学ぶことができた。

・講師謝礼
・消耗品費

市補助金 148,915 148,915 100.0%
教育部
教育指導課
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西東京市立中学校副校長
会補助金

西東京市立中学校副校長会 9

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

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

　
・書籍代
・研究紀要印刷製本

市補助金 58,142 58,142 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立学校教育研究
奨励費

研究指定校、研究奨励校、グ
ループ研究

-

学校及び教員グループが実践的な研究主
題を定め、直面する教育課題について研究
する。
研究主題の主な事例
①思考力・表現力・判断力を育てる言語活
動の充実（保谷第二小学校）
②自己の価値や役割を自覚し、自己肯定感
を高め学習に取り組む児童の育成（芝久保
小学校）
③健康の大切さが分かり、健康な生活をめ
ざす児童の育成（けやき小学校）
④小中連係教育（生きる力をはぐくむ小中連
携の在り方）（保谷第一小学校、栄小学校、
青嵐中学校）
⑤「数学的な考え方」を伸ばす算数指導（中
原小学校）
⑥各教科における道徳教育の充実（田無第
二中学校）
⑦生徒の自己肯定感を高める指導の工夫
（田無第三中学校）
ほか

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

・報償費
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費
・役務費

市補助金 2,850,273 2,850,273 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立小学校児童作
品展補助金

西東京市立小学校長会 -
児童の各教科の作品等を一堂に会して展
示する。

児童の創作意欲の向上と鑑賞力豊かな情
操を育てた。

・消耗品費
・運搬費

市補助金 391,477 391,477 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立中学校生徒作
品展補助金

西東京市立中学校長会 -
生徒の各教科の作品等を一堂に会して展
示する。

生徒の創作意欲の向上と鑑賞力豊かな情
操を育てた。

・消耗品費
・運搬費
・印刷費

市補助金 290,000 290,000 100.0%
教育部
教育指導課

西東京市立中学校スポー
ツ大会補助金

西東京市中学校スポーツ大会
実行委員会

-
市内公共施設を主に使用し、市内中学校合
同で各種競技会を実施している。

中学生のスポーツ振興及び体力の向上と、
スポーツ技術の発展を図った。

・会場使用料
・審判手当
・消耗品費

市補助金 850,000 850,000 100.0%
教育部
教育指導課

文化財保存にかかる補助
金

保谷ばやし保存会 -
保谷地域に唯一現存する「保谷囃子」の保
存、伝承活動を行う。尉殿神社秋季大祭、
天神社秋季大祭などで奉納している。

地域の無形民俗文化財の保存継承に寄与
している。

半纏の新調 会費 228,000 477,750 47.7%
教育部
社会教育課
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