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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24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 1,063 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％）

14,579,323 14,579,323 100.0%
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 43,452 43,452 100.0%
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 155,972
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 17,793 17,793 100.0%
総務部
職員課

防犯協会補助金 西東京市防犯協会 165
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 1,492,792 87.8% 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 45

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 122,252 244,505 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 保谷小学校PTA 267
1 「あいさつ運動」の実施
2 防犯腕章を着用してのパトロール活動
3 防犯講座の開催

保谷小学校通学区域の安全確保
地域の防犯意識の高揚

画用紙、コピー用紙、腕章の
購入

会費 45,536 91,073 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 青嵐中学校PTA 404
1 防犯チラシ作製
2 防犯腕章を着用しての防犯パトロール活
動

青嵐中学校通学区域の安全確保
地域の防犯意識の高揚

腕章、カラーインク、クリアポ
ケットの購入

会費 28,292 56,585 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 第３区自主防災防犯会 54
1 防犯パトロール活動
2 町会イベントにおける防犯活動

保谷町、泉町、住吉町周辺の安全の確保
地域の防犯意識の高揚

防犯活動時に着用する帽子の
購入

会費 26,145 52,290 50.0% 危機管理室

防犯市民団体助成金 芝久保小学校PTA 209
1 防犯腕章を着用してのパトロール活動
2 安全情報マップ作成
3 防犯ステッカー作成

芝久保小学校通学区域の安全確保
地域の防犯意識の高揚

腕章、シール、コピー用紙の購
入

会費 25,915 51,831 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 102

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 1,492,792 87.8% 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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

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 450,000 483,781 93.0% 危機管理室

消防団運営交付金 第２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 450,000 533,332 84.4% 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 450,000 529,632 85.0% 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 450,000 467,020 96.4% 危機管理室

消防団運営交付金 第５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 450,000 540,507 83.3% 危機管理室

防災市民組織助成金 田無南芝住宅自治会 319
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。

手回し多機能ﾗｼﾞｵ 会費 161,200 429,240 37.6% 危機管理室

防災市民組織助成金 谷戸むつみ会 145
市主催の防災訓練に参加する。
地域防災訓練の実施
火災運動における地域防災活動

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

消火器 会費 161,200 555,345 29.0% 危機管理室

防災市民組織助成金 緑町西原自治会 142
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。

保存食パン、保存水、乾電池、
ﾛｰﾌﾟ、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

会費 48,979 121,537 40.3% 危機管理室

防災市民組織助成金 保谷マンション 143
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。

自動体外式除細動器 会費 161,200 452,550 35.6% 危機管理室

防災市民組織助成金
ｳﾞｨｶﾞｰﾃﾞﾝｻﾞ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ管理組
合

795
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、ﾊﾝﾄﾞ型メガフォン 会費 159,900 396,774 40.3% 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24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 807,889 807,889 100.0%
市民部
健康課

西東京市福祉推進協議会
補助金

西東京市福祉推進協議会
個人50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

143,000 179,000 79.9%
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

19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 63,340 75.8%
福祉部
生活福祉課

民生委員児童委員協議会
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

122

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 2,205,185 82.8%
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

31

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

324,000 507,988 63.8%
福祉部
生活福祉課

地域社会福祉協議会運営
費補助金

社会福祉法人西東京市社会
福祉協議会

役・職員
52

正会員
4,372

賛助会員
245

団体会員
63

特別賛助
会員　38

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

175,642,000 200,429,050 87.6%
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

1,299

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

47,432,458 66,026,013 71.8%
福祉部
生活福祉課

3



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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

社会福祉法人悠遊（グループ
ホームいずみ）

-
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 600,000 600,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

特定非営利活動法人サポート
ハウス年輪（ばぶちゃんち）

-
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 230,000 230,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

特定非営利活動法人サポート
ハウス年輪（ねんりんはうす）

-
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 230,000 230,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

メディカルケアサービス株式会
社（愛の家グループホーム西
東京中町）

-
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 315,000 315,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

株式会社正育堂（グループ
ホーム育）

-
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 539,000 539,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

受審費補助金（福祉サー
ビス第三者評価）

株式会社パーソンフッド（グ
ループホームのどか）

-
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 336,000 336,000 100.0%
福祉部
生活福祉課

敬老行事補助金 けやき並木会
24

（内70歳
以上16）

敬老親睦会
向台地区会館において、地域包括支援セ
ンターの講演、落語、大正琴演奏と昼食会
で親睦を深めた。

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 21,461 93.2%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 下保谷囲碁同好会
34

（内70歳
以上29）

敬老囲碁親睦会
下保谷福祉会館において、囲碁を通して
個々の親睦を深めた。

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 21,450 93.2%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

敬老行事補助金 西原団地自治会
19

（内70歳
以上16）

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 40,685 49.2%
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25）

敬老食事会
富士町市民集会所において、食事会を行
い、社会福祉協議会及び地域包括支援セ
ンターによる話とコーラスの観賞を行った。

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。

弁当代等
敬老行事実施運営
費補助金

20,000 33,927 59.0%
福祉部
高齢者支援課

敬老行事補助金 北原体操会
19

（内70歳
以上18）

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 20,097 99.5%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 若草会 53

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（128回）
3 生きがいを高める活動（96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

351,600 364,132 96.6%
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 110

①社会奉仕活動　友愛活動　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（146回）
2 健康を進める活動（297回）
3 生きがいを高める活動（234回）
4 その他の社会活動（50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

600,000 629,672 95.3%
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　（296回）
2 健康をすすめる活動　（228回）
3 生きがいを高める活動　（96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

435,600 456,104 95.5%
福祉部
高齢者支援課

老人クラブ運営費補助金 芝三寿会 95

①社会奉仕活動　友愛活動　施設訪問
②健康を進める活動　ペタンク　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　（839回）
2 健康を進める活動　（114回）
3 生きがいを高める活動　（115回）
4 その他の社会活動　（44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

522,000 537,647 97.1%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

老人クラブ運営費補助金 互楽会 42

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　エアロビクス
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　（25回）
2 健康を進める活動　（17回）
3 生きがいを高める活動　（190回）
4 その他の社会活動　（42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

278,400 378,402 73.6%
福祉部
高齢者支援課

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。

44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、44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12,964回、健康を進める活動39
回、生きがいを高める活動37回、その他、理
事会、役員会等45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 2,779,018 72.0%
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 53,408,369 947,408,013 5.6%
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
３９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 5,606,000 234,238,623 2.4%
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24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

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

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

老人保健施設等建設費補
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

老人保健施設等建設費補
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

小規模多機能型居宅介護
施設整備事業費補助金

医療法人財団　緑秀会 -
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
ス施設開設準備経
費助成特別対策事
業補助金

5,400,000 5,805,489 93.0%
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

医療法人財団　緑秀会 -
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

10,800,000 11,306,199 95.5%
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　三光会 -

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

55,204 110,409 50.0%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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　千曲会 -

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

13,296 26,593 50.0%
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）

アサヒサンクリーン株式会社 -

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

1,582 3,164 50.0%
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）

株式会社介護ＮＥＸＴ -

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

324 648 50.0%
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FiveTrees -

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

4,868 9,737 50.0%
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）

医療法人　啓仁会 -

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

12,033 24,066 50.0%
福祉部
高齢者支援課

地域デイサービス施設運
営費補助金
（心身障害者（児）通所訓
練等事業）

心身障害児（者）デイサービス
グループ　ばんびの会

21
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 7,218,958 81.7%
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

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

44

・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 3,519,922 6.2%
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 427,000 624,179 68.4%
福祉部
障害福祉課

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24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
(手をつなぐ親の会補助金)

田無手をつなぐ親の会 119

・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 1,366,129 25.7%
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

89

・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 332,000 998,100 33.3%
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

12

・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 104,000 195,173 53.3%
福祉部
障害福祉課

グループホーム等防火設
備整備費補助金
（障害者）

特定非営利活動法人　ミモザ 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

グループホーム等防火設
備整備費補助金
（障害者）

特定非営利活動法　Pippi 9
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 964,000 964,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

グループホーム等防火設
備整備費補助金
（障害者）

特定非営利活動法人　住まい
る

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 569,000 569,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

グループホーム等防火設
備整備費補助金
（障害者）

特定非営利活動法人　自立生
活企画

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 814,000 814,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

日中活動系サービス推進
事業費補助金

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 12,240,000 89,233,419 13.7%
福祉部
障害福祉課

日中活動系サービス推進
事業費補助金

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 5,386,000 29,571,843 18.2%
福祉部
障害福祉課

日中活動系サービス推進
事業費補助金

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 28,576,152 14.3%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

日中活動系サービス推進
事業費補助金

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 8,160,000 8,160,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

日中活動系サービス推進
事業費補助金

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 8,160,000 8,160,000 100.0%
福祉部
障害福祉課

障害福祉サービス新事業
移行費補助金

社会福祉法人幸生会
障害者支援施設むさしの園

70
障害者自立支援法による生活介護事業、施
設入所支援事業、就労継続支援B型事業の
実施

平成23年度において、旧法指定施設から新
体系事業所等へ移行した事業者に対して、
西東京市が補助を行うことで、新体系事業
所等への移行に伴う経費の増加等を軽減
することを目的とする。

新体系事業所等への移行に
伴う経費（申請は補助金の上
限額のみで、対象経費の合計
額は不明）

介護給付費 9,900 #DIV/0!
福祉部
障害福祉課

障害福祉サービス新事業
移行費補助金

社会福祉法人かしの木会
くず葉学園

120
障害者自立支援法による生活介護事業、施
設入所支援事業の実施

平成23年度において、旧法指定施設から新
体系事業所等へ移行した事業者に対して、
西東京市が補助を行うことで、新体系事業
所等への移行に伴う経費の増加等を軽減
することを目的とする。

新体系事業所等への移行に
伴う経費（申請は補助金の上
限額のみで、対象経費の合計
額は不明）

介護給付費 9,900 #DIV/0!
福祉部
障害福祉課

障害福祉サービス新事業
移行費補助金

社会福祉法人ことの海会
鈴田の里学園

100
障害者自立支援法による生活介護事業、自
立訓練（生活訓練）事業、施設入所支援事
業の実施

平成23年度において、旧法指定施設から新
体系事業所等へ移行した事業者に対して、
西東京市が補助を行うことで、新体系事業
所等への移行に伴う経費の増加等を軽減
することを目的とする。

新体系事業所等への移行に
伴う経費（申請は補助金の上
限額のみで、対象経費の合計
額は不明）

介護給付費 9,900 #DIV/0!
福祉部
障害福祉課

障害福祉サービス新事業
移行費補助金

社会福祉法人日本盲人職能
開発センター
東京ワークショップ

58
障害者自立支援法による就労移行支援事
業、就労継続支援B型事業の実施

平成23年度において、旧法指定施設から新
体系事業所等へ移行した事業者に対して、
西東京市が補助を行うことで、新体系事業
所等への移行に伴う経費の増加等を軽減
することを目的とする。

新体系事業所等への移行に
伴う経費（申請は補助金の上
限額のみで、対象経費の合計
額は不明）

介護給付費 5,400 #DIV/0!
福祉部
障害福祉課

障害福祉サービス新事業
移行費補助金

社会福祉法人大平台会
第二都学園

60
障害者自立支援法による生活介護事業、施
設入所支援事業の実施

平成23年度において、旧法指定施設から新
体系事業所等へ移行した事業者に対して、
西東京市が補助を行うことで、新体系事業
所等への移行に伴う経費の増加等を軽減
することを目的とする。

新体系事業所等への移行に
伴う経費（申請は補助金の上
限額のみで、対象経費の合計
額は不明）

介護給付費 9,900 #DIV/0!
福祉部
障害福祉課

家賃助成事業費
（日中活動系サービス事業
所）

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

西東京市内で日中活動系サービス事業を
実施する事業所を運営する指定障害福祉
サービス事業者に対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助することにより、日
中活動系サービス事業の運営の安定化を
図ることを目的とする。

家賃等の全部又は一部 介護給付費 1,800,000 2,522,400 71.4%
福祉部
障害福祉課

家賃助成事業費
（日中活動系サービス事業
所）

特定非営利活動法人友訪
コミュニティルーム友訪

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

西東京市内で日中活動系サービス事業を
実施する事業所を運営する指定障害福祉
サービス事業者に対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助することにより、日
中活動系サービス事業の運営の安定化を
図ることを目的とする。

家賃等の全部又は一部 介護給付費 1,380,000 1,380,000 100.0%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

家賃助成事業費
（日中活動系サービス事業
所）

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

西東京市内で日中活動系サービス事業を
実施する事業所を運営する指定障害福祉
サービス事業者に対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助することにより、日
中活動系サービス事業の運営の安定化を
図ることを目的とする。

家賃等の全部又は一部 介護給付費 1,800,000 3,634,200 49.5%
福祉部
障害福祉課

家賃助成事業費
（日中活動系サービス事業
所）

特定非営利活動法人どろんこ
会
どろんこ作業所

20
障害者自立支援法による生活介護事業の
実施

西東京市内で日中活動系サービス事業を
実施する事業所を運営する指定障害福祉
サービス事業者に対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助することにより、日
中活動系サービス事業の運営の安定化を
図ることを目的とする。

家賃等の全部又は一部 介護給付費 1,800,000 2,405,040 74.8%
福祉部
障害福祉課

家賃助成事業費
（日中活動系サービス事業
所）

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
ワークステーションウーノ

14
障害者自立支援法による就労継続支援Ｂ型
事業の実施

西東京市内で日中活動系サービス事業を
実施する事業所を運営する指定障害福祉
サービス事業者に対し、当該事業所の家賃
等の全部又は一部を補助することにより、日
中活動系サービス事業の運営の安定化を
図ることを目的とする。

家賃等の全部又は一部 介護給付費 1,800,000 4,266,000 42.2%
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）

36
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
27,200円
自販機収入
387,149円

150,000 251,284 59.7%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（認定こども園）

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

3,654,650 3,654,650 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（認定こども園）

東久留米こども園 -
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

2,185,540 2,185,540 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（認定こども園）

認定こども園　ゆりかご -
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

234,120 234,120 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（認定こども園）

東久留米神山こども園 -
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

656,360 656,360 100.0%
子育て支援部
子育て支援課

私立幼稚園等補助事業費
（認定こども園）

ふじこどもえん -
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

1,438,670 1,438,670 100.0%
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）

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 410,000 800,820 51.2%
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24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）

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 410,000 939,970 43.6%
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）

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 396,000 755,933 52.4%
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）

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 396,000 942,198 42.0%
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）

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 424,000 724,924 58.5%
子育て支援部
子育て支援課

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
220,000 294,800 74.6%

子育て支援部
子育て支援課

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
220,000 304,400 72.3%

子育て支援部
子育て支援課

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 220,000 227,372 96.8%
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 930,000 3,550,000 26.2%
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 510,000 2,534,400 20.1%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

私立幼稚園預かり保育推
進補助金

みどりが丘保谷幼稚園 - 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 330,000 2,350,000 14.0%
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

東京女子学院幼稚園 - 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 120,000 1,286,615 9.3%
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 4,080,000 25.7%
子育て支援部
子育て支援課

①保育所市補助金（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

20,139,140 255,802,130 7.9%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（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

11,630,940 134,402,540 8.7%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（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

12,322,100 158,666,350 7.8%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（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

12,212,975 173,650,758 7.0%
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24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保育所市補助金（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

16,039,660 201,822,208 7.9%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（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

12,109,640 158,791,367 7.6%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（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

9,876,150 136,881,260 7.2%
子育て支援部
保育課

①保育所市補助金（保育
所運営委託・助成事業費）
②延長保育事業補助金

株式会社ポピンズ
Nicot田無保育園

定員
60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

4,061,972 59,775,422 6.8%
子育て支援部
保育課

民間保育所施設整備補助
金

株式会社ポピンズ
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（24年度分出来高）
国・都・市負担金
都・市補助金

23,425,000 55,880,680 41.9%
子育て支援部
保育課

民間保育所施設整備補助
金

株式会社グローバルキッズ
グローバルキッズ柳沢園

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
国・都・市負担金
都・市補助金

25,000,000 80,782,190 30.9%
子育て支援部
保育課

民間保育所施設整備補助
金

株式会社ポピンズ
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（賃借料補助）
国・都・市負担金
都・市補助金

4,488,750 8,977,500 50.0%
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24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

デジタルディフェンス有限会社
谷戸のびのび保育園

定員
76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（24年度分出来高）
国・都・市負担金
都・市補助金

20,561,904 102,809,520 20.0%
子育て支援部
保育課

非常通報装置整備費補助
金（民間保育所）

株式会社グローバルキッズ
グローバルキッズ柳沢園

定員60人

東京都が実施する子ども家庭支援区市町
村包括補助事業の補助交付の対象となる
学校等における非常通報装置（学校１１０
番）整備事業として、非常通報装置を施設
に設置する当該施設の設置者に対し、その
経費の一部を市が補助をする。

子ども達の安心、安全の観点から、保育の
維持向上を推進し、児童福祉の増進を図っ
た。

東京都学校等非常通報装置
（学校100番）の設置費用

国・都・市負担金
都・市補助金

299,250 299,250 100.0%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

一般社団法人平塚未来企画
子パンダ保育園

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

28,460,250 44,585,490 63.8%
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
ビーフェア田無保育園

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

20,567,240 35,796,962 57.5%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

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

定員23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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

28,198,200 46,152,398 61.1%
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
ビーフェアひばりが丘南口保
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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

30,196,900 49,089,582 61.5%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

株式会社　モード・プラニング・
ジャパン
西東京雲母保育園

定員32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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

35,900,480 61,770,383 58.1%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

株式会社日本保育サービス
アスクひばりヶ丘保育園

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

29,215,560 60,228,968 48.5%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

にんじん会
共同保育所にんじん

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

20,357,480 39,639,425 51.4%
子育て支援部
保育課

15



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24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

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

27,955,250 42,623,832 65.6%
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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

21,191,810 33,607,630 63.1%
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

定員26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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

26,092,010 48,281,141 54.0%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

特定非営利活動法人　子育て
コラボひまわり
ゆい保育園

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

31,858,260 51,807,486 61.5%
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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

35,547,520 72,436,904 49.1%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金

生活クラブ生活協同組合
生活クラブ保育園ぽむ

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

21,132,620 33,692,530 62.7%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

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31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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

38,468,410 60,418,735 63.7%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

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25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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

31,526,720 47,182,828 66.8%
子育て支援部
保育課

①認証保育所運営費補助
金
②評価受審費補助金（福
祉サービス第三者）

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。

認証保育所における保育の維持向上を推
進し、児童福祉の増進を図り、西東京市に
おける待機児童対策に貢献した。

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

48,326,710 85,275,006 56.7%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

非常通報装置整備費補助
金(認証保育所)

平塚未来企画
子パンダ保育園

定員24人

東京都が実施する子ども家庭支援区市町
村包括補助事業の補助交付の対象となる
学校等における非常通報装置（学校１１０
番）整備事業として、非常通報装置を施設
に設置する当該施設の設置者に対し、その
経費の一部を市が補助をする。

子ども達の安心、安全の観点から、保育の
維持向上を推進し、児童福祉の増進を図っ
た。

東京都学校等非常通報装置
（学校100番）の設置費用

保育料
都・市補助金

299,000 299,000 100.0%
子育て支援部
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 32

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

95,000 141,164 67.3%
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 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
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 96,271 98.7%
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

220,603 237,050 93.1%
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

芝久保こぶしの会 102

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

237,500 345,976 68.6%
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 41

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

237,500 273,357 86.9%
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」

42

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

237,500 254,104 93.5%
子育て支援部
児童青少年課
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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24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12回西東京市民まつりの実施
来場者数　述べ165,000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 13,538,307 65.7%
生活文化スポーツ部
文化振興課

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　述べ約4,070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

285,000 342,890 83.1%
生活文化スポーツ部
文化振興課

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 20,803,049 9.5%
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 823

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・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

1,400,000 11,839,118 11.8%
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

222

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・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

3,650,000 6,887,424 53.0%
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 14,543,771 14,543,771 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

気運醸成事業費補助金 東伏見商栄会

スポーツ祭東京2013及び2020年オリンピッ
ク東京招致を目的に、ダイドードリンコアイス
アリーナ広場にステージを設けてのぼり掲
出及びゆりーとダンスの披露し、五輪招致
バッグを配布しＰＲをした。

地域の団体と企画し、地域活性化を図り地
域住民の触れ合いを深める中で、国体・オリ
ンピックの周知に一役買った。

需用費 市補助金 331,000 331,000 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

気運醸成事業費補助金 伏見通り商店会

スポーツ祭東京2013及び2020年オリンピッ
ク東京招致ＰＲ事業：「社会福祉協議会活動
拠点　街なかサロンにこにこ」において、
ゲートＰＲ看板を設置、ＰＲポスターを作成し
スポーツ祭東京2013のフェイスタオルや
ボールペンを配布。オリンピック招致のぼり
旗掲示ＰＲ

訪れる多くの方に、市内での国体開催とオリ
ンピック招致の気運を高められる。

委託料、需用費 市補助金 339,000 339,000 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

気運醸成事業費補助金 東町商栄会

歳末大売り出し抽選会に来られた方へ、オリ
ンピックマークが表裏に印刷されたバッグと
ゆりーとボールペンを配布。がんばろう日
本・がんばろう東京をＰＲ

バッグは多くの方に使用され、オリンピック談
義になり招致に繋がる。

需用費 市補助金 500,000 500,000 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

気運醸成事業費補助金 柳盛会柳沢北口商店街
トレーナーにロゴをプリントしたものを配布
し、スポーツ祭東京2013及び2020オリンピッ
ク招致気運醸成を行った。

プレミアム商品券発行記念福引会場となり
で、国体開催及びオリンピック招致を行い、
トレーナーを着用してもらうことにより長い期
間広範囲に告知できる。

委託料 市補助金 485,000 485,000 100.0%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

気運醸成事業費補助金 保谷駅北口商店会
スポーツ祭東京2013＆オリンピック招致開
催応援：オリンピックエンブレムバッグとゆ
りーとリュックを配布しアピール

バッグまたはリュックを使用してもらうことによ
り、周知と気運醸成につながる。

需用費 市補助金 500,000 500,000 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

気運醸成事業費補助金 アスタ専門店街

スポーツ祭東京2013アスタアスリートトーク
ショー。元なでしこジャパン現役プロ女子
サッカー選手の荒川恵理子選手、山郷のぞ
み選手、バランストレーナー小関勲氏による
トークショー

買い物に多くの方が訪れる年末に、国体及
びオリンピック経験者の生の声をきくことによ
り、西東京市で初めて国体競技が行われる
盛り上がりを実感する。

報償費、委託料 市補助金 500,000 500,000 100.0%
生活文化スポーツ部
スポーツ振興課

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

1,603

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

9,461,000 12,783,141 74.0%
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

先進事例研修会では、市内の圃場にて、井
戸水を利用したハウス栽培、道路予定地の
農地利用を視察。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、
ＪＡ東京みらい田無支店及び市フリーマー
ケット（リサイクル市）、東大マルシェ等で即
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 3,570,493 7.2%
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 55

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｢緑のアカデミー」事業の実施
⑤研修会

植木の地産地消を推進した。西東京市主催
の「緑のアカデミー」事業への参加し、市民
の方から好評を得た。
また、研修会については愛知県犬山市有楽
苑等の視察を行い、市民からの剪定・植栽
工事等の相談等にも対応した。

苗木講習費
研修費
総会費

会費
ＪＡ助成金

256,000 3,156,074 8.1%
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
を図った。
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、さらに市
場検査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を図っ
た。

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 1,410,000 10.1%
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・収納）
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 1,595,145 8.9%
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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

施設部会補助金
ＪＡ東京みらい保谷地区施設
部会

39

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（川越・宇都宮方面）

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 2,950,000 4.8%
生活文化スポーツ部
産業振興課

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

32
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 1,850,000 7.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

都市農業経営パワーアッ
プ事業補助金

ＪＡ東京あぐり施設野菜研究会 4

①施設利用による栽培の促進
②直売流通の効率化と安定価格の実現
③生産出荷資材の共同購入
④栽培品種と栽培技術の研究科以前
⑤生産緑地事業の推進

施設及び防災兼用井戸の導入により、生産
効率の向上を図り、必要経費の削減を図っ
た。
また、施設の防虫対策を施し、農薬散布回
数を減らし、安全安心な農作物の安定的な
生産を行うことが可能となった。

施設整備費 会費 26,250,000 36,318,176 72.3%
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 1,853

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

25,052,396 70,195,597 35.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街活性化推進事業補
助金

田無商業協同組合 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 2,654,000 4,624,382 57.4%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街活性化推進事業補
助金

谷戸商店街協同組合 80
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 2,132,000 4,940,832 43.2%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街活性化推進事業補
助金

東伏見商栄会 117
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 3,627,000 6,284,833 57.7%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街活性化推進事業補
助金

ひばり商店街 40
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 5,606,000 8,608,351 65.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

商店街活性化推進事業補
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 1,685,000 2,669,479 63.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

公衆浴場補助金 妙法湯 - 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(321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 399,000 1,054,330 37.8%
生活文化スポーツ部
産業振興課

20



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
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①／②
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公衆浴場補助金 みどり湯 - 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(322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 399,000 3,587,153 11.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

公衆浴場補助金 松の湯 - 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(347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 399,000 763,493 52.3%
生活文化スポーツ部
産業振興課

公衆浴場補助金 桐の湯 - 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(445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 399,000 5,640,186 7.1%
生活文化スポーツ部
産業振興課

公衆浴場補助金 庚申湯 - 薬湯実施事業（年間13回） 薬湯実施事業実績(418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 399,000 4,141,474 9.6%
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 1,853

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
事務経費（一部）

会費
特別賦課金
手数料
分担金

34,754,000 34,755,557 100.0%
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 1,853

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

1,944,986 1,944,986 100.0%
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

1団体
東伏見ふれあいプラザ管理運営等委託業
務、地域活性化事業等

東伏見駅周辺地域の活性化
事業スペースに係る家賃及び
共益費

委託料等 1,440,000 1,440,000 100.0%
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 1,853

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

1,203,000 1,204,382 99.9%
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 1,853

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

1,500,000 1,516,455 98.9%
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 1,853

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

6,424,617 6,435,617 99.8%
生活文化スポーツ部
産業振興課

一店逸品事業補助金 西東京商工会 1,853

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）

モノやサービスなど個店独自の「逸品」の確
立、入りたくなる店づくりの促進

事業費

会費
特別賦課金
手数料
分担金

600,000 634,581 94.6%
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24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

でこぼこ 16
「育てにくい児童・生徒」の子育てに関する
学習・講演会と冊子制作

発達障害に関する講演会により、広く発達
障害の啓発を行い、正しい理解を広める、
「育てにくい児童・生徒」の成長の一助とな
るよう、個々の能力的な特徴に適した教材
やツールの発見に努め、個々の成長を促進
する材料を紹介できる。
「悩む家族等」が前向きに子育てに向かい、
親子の自己肯定感が上昇する事を目指す。

報償費
消耗品費
印刷製本費
使用料及び賃貸借料

市補助金 200,000 206,042 97.1%
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

64 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中で本人の
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。

消耗品費
印刷製本費
交通費
通信費

市補助金
会費
寄付金

200,000 385,085 51.9%
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

特定非営利活動法人
西東京ＮＰＯ推進センター〔セ
プロス〕

54

女性が一人の人間として社会に参画し、自
立に向けた就労の機会を得られる第一歩を
踏み出すことが必要です。就労の希望があ
りながら、様々な理由により実現できていな
い女性を対象に、その支援としてパソコン講
座を開催。

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。

報償費
消耗品費
通信費

市補助金 200,000 205,332 97.4%
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 20
子育てかわら版の作成と配布と情報提供者
育成講座の開催

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。
情報提供者を育成し、地域の情報を積極的
に情報収集できる人が増え、市の情報など
をキャッチし、一層情報周知が広がりやすく
なることが期待できる。

報償費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
使用料及び賃貸借料

市補助金 200,000 220,023 90.9%
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

ＭammaＭia!＋ 265
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
て様々な経験により、「自尊感情」「自己肯
定感」が生まれ「自己肯定感」を自然環境と
子ども自らの力で得ることができる。

報償費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
使用料及び賃貸借料

市補助金 200,000 212,836 94.0%
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

西東京市パパクラブ 9
パパが主体的に、ママを支え、子どもを育
て、自分が笑顔になり、家族を笑顔にするた
めの、考え方、スキルを学ぶ講座の開催

西東京市に分厚いパパネットワークを築き、
個々人が単にスキルアップするだけではな
く、子育てを楽しみ、地域社会に参画するパ
パたちを育て、地域の絆を強めてくれるパパ
たちを西東京市に増やしていくことができ
る。

報償費
消耗品費
印刷製本費
交通費

市補助金 200,000 203,874 98.1%
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

NPO法人　西東京市多文化共
生センター

150

子育て世代のなかには国際交流や「多文化
共生」への関心が強いが、、乳幼児を連れ
て参加できる企画はこれまでほとんどなかっ
たため、子育て中の外国人と日本人が交流
できる場をつくり、互いの文化への理解を深
めることを目的とする。

子育て中の親たちが国籍・文化・言語を問
わず出会う場をつくり、出身国や文化の違
いを認めながらも互いに知り合い、多文化
理解への一歩となる。一般に子育ては孤独
になりがちといわれるが、子育てを共通項と
して語り合う場ともなる。また、子どもにとって
は、幼いころからさまざまな文化に触れる機
会となる。

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 141,890 141,890 100.0%
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24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

さーくる　縁 43
心身の発達に遅れや偏りがあるこどもと保護
者の育児支援

心身の発達に遅れや偏りがある子供の保護
者同士・当事者同士などが安心して集える
場や繋がる場の提供、保護者や支援する立
場の人たちの間で、地域の福祉等の情報を
共有することを目的として実施したイベント
及び情報紙の発行により、保護者同士が支
えあう関係を構築することができる。また、市
のサービスや保護者の知恵や体験談等の
すぐに活かせる情報を幅広く分かち合うこと
ができる。

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 160,495 160,495 100.0%
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 2,999,107 8.3%
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 20,000 90.0%
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 27,000 66.7%
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 60,000 30.0%
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 45,000 100,000 45.0%
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

株式会社サンシン 8
プラスティック原材料、プラスティック製品の
販売

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 79,000 158,260 49.9%
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 252,770 252,770 100.0%
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 86,170 86,170 100.0%
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 14
廃棄物の減量化を促進し、資源の有効利用
を深める。

ごみの減量とリサイクルの促進、資源の有効
利用の認識を深める。

年２回の子供達の懇親会費 集団回収奨励金 22,190 22,190 100.0%
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 124
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 105,420 105,420 100.0%
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 158
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 102,270 102,270 100.0%
みどり環境部
ごみ減量推進課
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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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　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

62,458,214 62,458,214 100.0%
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

25,585,597 25,585,597 100.0%
都市整備部
都市計画課

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 2,222,394 85.5%
都市整備部
道路管理課

給食保存食代等助成費
（小学校給食事業費）

西東京市立小学校 19校 学校給食の実施
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 3,157,819 3,157,819 100.0%
教育部
学校運営課

給食保存食代等助成費
（中学校給食事業費）

西東京市立中学校 9校 学校給食の実施
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
給食用原材料及び調理済み
給食の費用

助成費 1,105,507 1,105,507 100.0%
教育部
学校運営課

給食費送金手数料助成費
（中学校給食事業費）

西東京市立中学校 9校 学校給食の実施
中学校給食事業の円滑な実施に寄与す
る。

中学校と中学校給食を調理す
る小学校間における中学校給
食費の送金に要する手数料

助成費 14,140 14,140 100.0%
教育部
学校運営課

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「数学的な考え方」を伸ばす算数指導（中
原小学校）
②各教科等における道徳教育の充実（田無
第二中学校）
③自尊感情や自己肯定感を高める教育活
動の推進～確かな学力と豊かな心の定着を
図る指導の工夫～（田無第三中学校）
④つくろう　なろう　元気はつらつ　たなしの
子（田無小学校）
⑤心豊かな子～心に響く道徳教育～（向台
小学校）
⑥豊かな心を育てるキャリア教育の推進（ひ
ばりが丘中学校）
⑦自他を尊重する児童・生徒の育成（芝久
保小学校・上向台小学校・田無第一中学
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 2,800,893 2,800,893 100.0%
教育部
教育指導課
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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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

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

いじめ・不登校・問題行動に対し、小学校校
長会の組織を生かし取り組み、以下の点を
明らかにすることができた。
1 学級経営の充実→いじめ・不登校・問題
行動の対応の基盤は学級であり、児童理解
にもとづく、学級経営の充実が大切である。
2 教室を存在感の実感できる場とする→児
童相互の人間関係を育てる、特別活動・人
権教育・道徳指導を特に充実させ、自尊感
情を育てる。
3 校長のリーダーシップ→学校全体の協力
体制の構築及び関連機関との連携の強化

・講師謝礼
・消耗品費
・研究書籍費
・印刷製本費

市補助金 177,552 177,552 100.0%
教育部
教育指導課

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った。各校
の特色ある学校経営が学べたこと、次年度
の学校経営へ活かせることが可能となった。

・講師謝礼
・印刷製本費
・資料代

市補助金 102,235 102,235 100.0%
教育部
教育指導課

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

今日的教育課題の中で、防災教育、土曜授
業、人財育成の３点を取り上げて、研修を
行った。また、各校の校長講話による研修、
書籍の購入を通しての研修、先行研究や先
行実践をしている学校からの報告、講師を
招いて教育課題に対する講演会の開催等、
内容も多岐にわたり、それらを通して、一層
見識を高めることができた。

・講師謝礼
・消耗品費
・印刷製本費

市補助金 142,165 142,165 100.0%
教育部
教育指導課

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

「『人材育成に向けての組織的な取組』‐ＯＪ
Ｔを推進するための副校長の役割‐」を主題
に設定し、人材育成について年間10回の研
修を行った。この研修を通して、認識を深め
ることができた成果は以下の三点である。
１若手教員の育成を中心にした組織的な取
組
2組織を活性化するための取組
3他地域でのＯＪＴの実践を知る。

　
・書籍代
・研究紀要印刷製本

市補助金 67,276 67,276 100.0%
教育部
教育指導課

教育研究会補助金
西東京市立小学校教育研究
会

500

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

・各研究部会において、講師を招聘し、授
業研究会及び講演会を実施したことで、充
実した内容の研究発表会を行うことができ
た。
・各研究部の成果を、適切な予算で充実し
た研究紀要を作成し、全会員に配布するこ
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、
日々の授業に生かすことができた。

・報償費
・消耗品費
・印刷製本費

市補助金
444,600 444,600 100.0%

教育部
教育指導課
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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24年度
補助額 ①

（円）

補 助 対 象
事業費 ②

（円）

補 助 率
①／②
（％）

所　管　課

教育研究会補助金 西東京市中学校教育研究会 250

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

平成25年度は、全体の研究テーマを「『豊か
な心と確かな学力を育む教育の推進』‐新
学習指導要領の完全実施後の検証‐」と設
定し、各研究部では担当校長・副校長の指
導の下で研究を進めた。学習指導要領の全
面実施を検証するための研究授業や講演
などを実施し、教職員の意識変革と資質向
上が図られた。

・報償費
・消耗品費
・研修用図書費
・研究紀要関係費

市補助金 208,771 208,771 100.0%
教育部
教育指導課

小中学校作品展補助金 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 409,989 409,989 100.0%
教育部
教育指導課

小中学校作品展補助金 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

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

社会教育関係団体補助金
 西東京子ども・文化フェスティ
バル実行委員会

3団体
12人

 子どもたちに優れた文化や技術を伝え、親
と子どものふれあいや交流を通して自主性
や創造性を育む。

 回数を重ねることで毎年楽しみにしてる子
供たちもおり、市民の中に事業が定着してき
ている。

出演団体の謝礼、会場使用
料、プログラム・ポスターコピー
代、文具消耗品費等

 会費、寄付金 43,000 115,571 37.2%
教育部
社会教育課
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