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1 市民の学習活動と成果活用のための環境整備
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事業名 事業目的・内容 部 課

教育広報の発行 西東京市の教育に関する事項を市民に知らせ、
市民の理解と協力により市の教育の一層の充実
と発展をめざすため、教育広報「西東京の教育」
を年4回発行。

学校教育部 教育庶務課

（１）情報ネットワークづくり
総合的な学習情報の提供

公民館だよりの発行 公民館の活動情報や、市民の交流の場として役
立つ情報を提供し、市民の広範な社会教育活動
を支援するため、職員と市民による編集委員会
を組織して、月１回編集・発行。

生涯学習部 公民館

西東京市ホームページ 西東京市が行う情報提供・交流施策の一環とし
て、時間的・空間的な制約なしに情報提供がで
きるインターネットホームページ。

企画部 広報広聴課

西東京市テレホン
ウェブ

電話機により、西東京市のホームページの内容
を聞くことができ、また、ＦＡＸで聞いた内容を
取り出すことができるテレホンガイドシステム。

企画部 広報広聴課

「広報西東京｣の発行 市民が必要とする情報を分かりやすく時宣に即
して、行政・文化・生活等の情報を提供し、市
民生活の充実・利便の向上を図る。月２回発行。

企画部 広報広聴課

学習相談の拡充

事業名 事業目的・内容 部 課

図書館のレファレンス
サービス

市民の調査・研究、学習活動を援助するため、
参考資料・類縁機関等の紹介を行う。

生涯学習部 図書館

公民館の団体援助 市民や団体の求めに応じ、学習活動に必要な相
談・援助を行う。

生涯学習部 公民館

施策体系別の市の主な生涯学習関連事業（内容等は平成14年度のものです）
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地域の学習情報のデジタル化

図書館情報システム 利用者の利便性を高めるため、インターネット
による資料検索や予約システム、電話による音
声応答システムを導入し、24時間の利用に供し
ている

生涯学習部 図書館

地域・行政資料室 地域に関する資料、行政資料（西東京市発行）
を組織的に収集、整理、保存提供を行う。

生涯学習部 図書館

公民館の資料コーナー 市民がいつでも自由に活用できるよう、資料コ
ーナーを設置し、学習・文化活動に必要な資料
の収集・提供を行う。

生涯学習部 公民館

公民館の講座記録等の
発行

公民館講座の内容や市民の学習成果等を記録し、
市民の学習活動に活用する。

生涯学習部 公民館

暮らしの便利帳 西東京市の組織、各窓口の仕事、各施設を市民
にわかりやすく案内することにより、スムーズ
な市民生活に資することを目的に便利帳を作成。
転入者へ配布。

企画部 広報広聴課

西東京市民マップ 市民の利便性を高め、円滑に日常生活が送れる
よう、公共施設等の所在地、案内等を記載した
ガイドマップを作成。

企画部 広報広聴課

事業名 事業目的・内容 部 課
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市民農園・
家族農園利用

自分の手で野菜を作ることを通じて、ものを作
り出す喜びと農業に対する理解を深め、健康的
で豊かな生活に役立てもらうため、市内にある
市民農園4ヶ所、家族農園4ヶ所について、利用
期間を2年間と定め、利用者を募集する。

市民生活部 産業振興課

（2）施設ネットワークづくり
うるおいやゆとりを感じる生涯学習空間の創造

多摩北部都市広域行政
圏協議会各市の宿泊施
設の活用

多摩北部都市広域行政圏協議会（小平市・東村
山市・清瀬市・東久留米市・西東京市）各市の
相互利用協定により、各市の宿泊施設を圏域５
市市民の利用に供する。
施設：小平市八ヶ岳山荘、清瀬市立科山荘、東
村山市白州山の家、西東京市菅平少年自然の家

企画部 企画課

姉妹都市とのスポーツ
交流

西東京市民と姉妹都市下郷町・須玉町の両町民
との理解を深め、相互の交流を図るため、スポ
ーツ交流を実施。
内容：下郷町とのソフトボールと卓球の交流、
須玉町とのバドミントンとソフトバレーボール
の交流。

生涯学習部 スポーツ振興課

公園の整備 地域の声を反映した公園作りを進める。 都市整備部 公園緑地課

菅平少年自然の家 長野県菅平に少年の集団宿泊研修やレクレーシ
ョン及び野外活動のできる施設を設置し、良好
な自然環境の中で、心身ともに健全な少年の育
成を図る。

生涯学習部 社会教育課

事業名 事業目的・内容 部 課
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地域交流事業
「公民館まつり」

グループ同士の交流、グループ活動の内容紹介
等、地域住民の交流を図るため、実行委員会と
の共催で公民館まつりを実施。（谷戸まつり・芝
久保公民館まつり）

生涯学習部 公民館

スポーツ振興補助金 社会体育の振興を図るため、各種競技大会への
出場事業や指導者養成事業の経費の一部を補助
する。

生涯学習部 スポーツ振興課

社会教育関係団体が
行う事業への補助金

社会教育活動の振興を図るため、社会教育関係団体
が行う市民対象の事業の経費の一部を補助する。

生涯学習部 社会教育課

社会体育関係団体
（スポーツ団体）が行う
事業への補助金

社会教育活動の振興を図るため、社会体育関係
団体が行う市民対象の事業の経費の一部を補助
する。

生涯学習部 スポーツ振興課

講師派遣制度 市民の自主グループの学習要求の実現と多様な
学習機会の提供を目的とし、公民館が講師料を
負担して講師を派遣する。

生涯学習部 公民館

（3）支援ネットワークづくり（人材、機会、資金等）
実践的な人材活用のしくみづくり

事業名 事業目的・内容 部 課

スクールピア派遣事業 学校生活をサポートするため、スクールピアを
小学校に派遣し、児童からの相談を受けたり、
遊びや授業参加への支援を行う。

学校教育部 教育相談課

地域教育協力者活用事業 各学校で地域の教育力を生かして、ゲストティ
ーチャーとして児童・生徒の指導に当たっても
らうための事業。

学校教育部 指導課

生涯学習人材（講師・
指導者）情報提供事業

市民の文化、芸術教養、スポーツ・レクリエー
ション等の分野における専門的知識又は技術・
技能を有する地域の人材の情報を市民に提供し、
生涯学習活動を支援する。（登録募集は随時受付、
平成15年3月31日現在登録申込者77人、8部
門136件登録件数）

生涯学習部 社会教育課

自立を促す学習支援のしくみづくり

公民館公費保育 公民館を使って毎月継続的に学習活動を行う市
民団体・サークルのうち、保育を必要とするも
のについて、公費で保育を行う。

生涯学習部 公民館

公民館利用者懇談会 市民の自主活動と公民館の役割や関係、公民館
主催事業とその運営等についての意見交換の場
として、また利用者相互の交流の場として、「来
年度事業についての懇談会」「団体連絡箱利用者
の懇談会」等を実施。

生涯学習部 公民館

公民館保育室運営会議 保育室を子どもたちの豊かな社会生活の場にし
ていくために、「子どもにとって」という視点に
立って、市民が保育室のあり方、預け方につい
て考え合う。また、グループを越えてつながり
を結び、互いに学びあう場とする。

生涯学習部 公民館

サークル交流会 サークルの活動内容及び文化活動の成果である作
品等を公開し、グループ同士の交流を図り、また
公民館活動への理解と自主グループの活動を市民
の皆さんに知ってもらうため交流会を実施。

生涯学習部 田無公民館

事業名 事業目的・内容 部 課
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

母子保健連絡会 保健師とひいらぎ職員とが、ひいらぎ早期療育
相談会のケース検討を中心とした各業務の連絡
調整を行う。

保健福祉部 健康推進課

子ども家庭支援
ネットワーク会議

市内子育て支援にかかわる組織間の連絡調整、
情報交換を行う。

児童青少年部 子育て支援課
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2 ライフステージや生活課題に対応する学習支援
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(1) 地域社会の一員としての基礎的な力を育める

 子ども家庭教育支援のネットワークづくり  子ども家庭教育支援のネットワークづくり

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

妊産婦・新生児訪問 妊娠届や出生通知票をもとに把握した、ハイリ
スク妊産婦及び新生児 (生後60日以内の乳児
及び要訪問指導乳児を含む）を対象に委託指導
員や保健師が家庭訪問して妊娠・出産・育児に
関しての指導にあたる。

保健福祉部 健康推進課

 おとな（親）になるための学習機会づくり

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

母親学級 妊娠・出産・育児等についての理念及び実際上
の知識・技術を習得するとともに、地域での母
親父親同士の相互交流の機会拡大を図る。
内容：主に初産の16から27週の妊婦（父親）
を対象に、（1) 妊娠・出産・産褥各期の特徴と
健康管理、新生児期から生後3ヶ月までの保育
（講義）（2）実習（保育・クッキング・エクサ
サイズ）（3）交流等

保健福祉部 健康推進課

両親学級 母親ばかりでなく、父親も共に育児をしていく
動機付けになるような教室を１コース半日で開
催。
内容：（１）ビデオ鑑賞（2）沐浴、衣服の着脱、
オムツ交換等の実習　

保健福祉部 健康推進課

子育てミニ講座 月齢にあった育児のポイントを学ぶことで、育
児不安を解消し、育児を楽しむことを目的に、
育児相談に併設実施。
内容：歯科、栄養、保育について毎回テーマを
決めミニ講座を開設　

保健福祉部 健康推進課

離乳食講習会 6～8か月児の保護者を対象に開催。
内容：離乳食中期・後期食のはなしとデモ、試食、
歯科のはなし等

保健福祉部 健康推進課

育児グループ
（うさぴょん、
ぴょんぴょん）

集団での遊びを通して子どもの成長・発達を促
すと共に、保護者が子どもとのふれあいを通じ
て育児の楽しさを体験する中で、よりよい親子
関係を築いていけるような支援やその他子育て
不安の解消を図れるような教室を実施

保健福祉部 健康推進課

女性問題講座
「子育て講座」

子育て中の親どうしが子育てについて学びなが
ら、話合える仲間づくりをすることを目的とし、
『乳幼児の子育ての基本を考える』をテーマとし
て、「子育ての悩み」・「子育と絵本」・「母親の自
分育て」・「子どもとあそび」等の講座を複数の
講師によって実施。

生涯学習部 田無公民館

育児相談 子育て支援の一環として、母性及び乳幼児の健
康保持増進、疾病予防や異常の早期発見につな
ぐ等育児不安の軽減を図るための相談を実施。
内容：育児相談　乳幼児の身体測定や、保健師、
助産師、栄養士、歯科衛生士による個別相談等

保健福祉部 健康推進課

ことばの遅れが気にな
る子どもの発達相談会

ことばや行動面で発達的に遅れや心配のある子
どもと保護者に対して医学的な診断・相談に応
じ、助言を行う。必要に応じて通所・外来事業
へ誘導する。

保健福祉部 健康推進課
（こどもの発達
センターひいら

健康推進課
（こどもの発達
センターひいら

早期療育相談事業 成長や発達に心配のある小学校入学前までのお
子さんに対して「ことばの相談会」「からだの相
談会」を実施。

保健福祉部

保育園での子育て相談 育児に関する悩みや不安について、保育園の職
員が相談に応じる。

児童青少年部 保育課

児童館での子育て相談 親からの育児に関する悩みや不安について、ま
た、子ども自身からの相談に児童館の職員が応
じる。

児童青少年部 児童課

心身に心配のあるお子
さんの就学相談等

心身に心配があるこどもについての相談に応じ
る。内容：小学校就学相談、転学相談、通級指
導学級入級相談、中学校進学相談等

学校教育部 教育相談課

ことばの発達に心配の
あるお子さんの言語訓
練・相談

ことばの発達に心配のあるこどもの相談、訓練
を行うことによりことばのトラブルの早期改善・
対処を図る。年間4～6回開催。

学校教育部 教育相談課

教育相談 幼児、児童・生徒の家庭や学校で困っているこ
とや心配について、臨床心理士等がカウンセリ
ングやプレイセラピーなどの心理的援助を行い
ながら、一緒に考えていく。定期的な学校訪問
教育相談により、教員の相談にも応じている。（電
話相談もあり）

学校教育部 教育相談課

母子相談 母子家庭に対して、生活の維持、仕事と家事・
育児の両立、住まいのことなど生活上の問題に
ついて相談に応じる。

保健福祉部 生活福祉課

女性相談 女性の多様な相談内容に対応するため、「悩みな
んでも相談」「カウンセリング」「からだの相談」
を実施

市民生活部 生活文化課
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

女性問題講座
「新米ママ対象講座」

自分自身を見つめ直す機会を持つとともに、人
とのかかわり方を学ぶ。母親同士の仲間作りを
通し、孤独に陥らない子育てのネットワークを
形成する。
事業名：「こんにちは“わたし”こんにちは“あ
なた”」内容：講義の中に実技もとり入れる（わ
らべ歌、昔話、手作りおもちゃで親子で遊ぼう）

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

ママともうじきママに
なる人の講座
「子育てをもっと楽しもう

描画法やコラージュ作り、心理劇等を取り入れ
た活動を通して、参加者が自分自身の心と向き
合う。参加者がともに語り合う活動を通して、
互いに理解し合う。

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

児童館の乳幼児対象
各種事業
【0歳から2歳の幼児
と保護者対象】

親子のふれあいを大切にし、仲間作りのきっか
けとする。
内容：工作・親子体操・歌・手遊び・絵本や紙
芝居の読み聞かせや子育てに関する情報提供等。
事業名：「ぴよぴよメイト」「おやこであそぼう」
「グループ0・1」「おかさんといっしょ」「わい
わいタイム」「２歳のメロン」「１歳のいちご」「ち
ゅうりっぷ」「あいあい広場」「ちゃお」「かばく
んのさんぽ」「ゆったんこママ」「ようじのひろば」
等

児童青少年部 児童課

児童館の乳幼児対象
各種事業
【3歳以上の幼児と保護
者対象】

集団遊びを通して、親子のふれあいや参加者同
士の交流親睦を深める。
内容：親子で楽しめる運動・歌･楽器・工作・読
み聞かせ等。事業名：「ようじのつどい」

児童青少年部 児童課

児童館の母親対象事業 親同士の交流・情報交換の場として、お母さん
同士のコミュニケーションを大切にしながら、
おやつや料理作りを実施。
事業名：「ママの手」「ママのひろば」「ママのポ
ケット」「カンガルータイム」等

児童青少年部 児童課

園庭開放 月曜から金曜の午前中、地域での母親たちの交
流・情報交換の場として、保育園園庭を親子に
開放する。

児童青少年部 保育課

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

田無柳沢児童センター
運営協議会

子供のことを一緒に考えたい人に参加してもら
い、子どもたちの幸せを考え、気軽に話し合い、
その意見・情報をセンター活動に役立てる。

児童青少年部 児童課

児童館のまつり・
イベント

青少年育成会やPTA等地域の協力や子どもの実行
委員会等を組織して、各児童館でまつりを実施。
内容：ゲーム、出店、模擬店、縁日、お化け屋
敷、伝承遊び、もちつき等　事業名：児童館ま
つり、夏祭り、中町こどもまつり、ひばりが丘
子ども秋まつり、お楽しみ縁日、柳沢子どもま
つり、新町盆踊り子ども縁日、シモジドクエス
ト202、むくのきまつり等

児童青少年部 児童課

民生委員・児童委員と
主任児童委員

厚生労働大臣から委嘱され、地域の福祉のため
に活動している方々で、それぞれの担当地域で、
育児の不安、お子さんの悩み等日常生活での相
談に応じ、行政とのパイプ役を務めている。主
任児童委員は、民生委員・児童委員の中で、児
童問題について専門的に担当している。

保健福祉部 保健福祉総合
調整課

ピアカウンセラー
養成講座

市民がそれぞれの地域において仲間として互い
に手を差しのべ、支援し、話に耳を傾けること
ができる人材（ピアカウンセラー）を養成する。
相談する者も受ける者も心理的に安心できる関
係で援助活動が進むよう、演習形態で学習する。
内容：エンカウンター、ロールプレイ等

学校教育部 教育相談課

西東京青少年育成会へ
の支援

小学校単位に地域での青少年の健やかな成長を
望む市民によって、自主的に組織されている青
少年育成会の活動に対して補助金の交付や活動
の紹介等の支援を行う。

児童青少年部 子育て支援課

ふれあい連絡会活動事業 子どもの健全育成に関わる関係諸機関が意見を
交換し、関係機関相互の理解や連携を深めるた
めの事業を実施。
内容：「子どもの人権・権利について」講演会　

児童青少年部 子育て支援課

「心の東京革命」地域ア
ドバイザーの活動支援

東京都が提唱する「心の東京革命」の普及や実
践などの活動をするための養成講座を修了され
たボランティアで、グループによる体験・交流
の子育て活動や自主的な子育て講座などの実施
などを通じて、地域での子育ての仲間づくりの
お手伝いを行う。　

児童青少年部 子育て支援課

「子ども１１０番
ピーポーくんの家 ｣運
動

子どもたちが、登下校時の通学路や、買い物の
途中、地域で遊んでいる最中などに、事件・事
故に巻き込まれそうになったときに、地域の人
たちに危険を回避できる場所「子ども１１０番
ピーポくんの家」の協力者となってもらう。　

児童青少年部 子育て支援課

地域活動事業 保育園での地域における異年齢児やお年寄りと
の交流等を図るため、未入園の親子や地域の人
を招待するいろいろな事業を実施。　

児童青少年部 保育課

 地域ぐるみでの子ども家庭教育支援の関係づくり おとな（親）になるための学習機会づくり
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

親子パソコン教室 小学生（3年生以上）とその親を対象に、イン
ターネット・電子メール・ワード・エクセル等
のパソコンの基本操作を習得。また、親子でパ
ソコンを活用したハガキ・カレンダー等の製作
物を作る。

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

図書館の児童サービス
事業

読書の楽しさを知ってもらうため、図書館で各
種乳幼児・児童対象事業を実施。
事業名：おはなし会、おはなしひろば、おはな
しのじかん、人形劇、かがく遊びの会等

生涯学習部 図書館

1日図書館員 図書館を身近に感じてもらい、今後の図書館利
用の促進を図るため、夏休みを利用して、小学
生と中学生を対象とした図書館での職場体験を
実施。

生涯学習部 図書館
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(2) 豊かな心を育てる体験活動が持てる
 子どもの奉仕活動・地域活動への支援  子どもの奉仕活動・地域活動への支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

親子農業体験 農作物を種まきから収穫まで子供たちに体験さ
せる目的に沿って、西東京市農業経営者クラブ
の主催事業に市及び農業委員会が協力する体制
で実施。
内容：「とうもろこし」を材料にした農業体験。

市民生活部 産業振興課

こどもエコクラブ 環境省が主管する子どもたちによる地球にやさ
しい活動プログラム（事業）の地方事務局として、
地域の「こどもエコクラブ」の支援を行う。（市
としての具体的事業は、受付事務等）

環境防災部 環境保全課

児童館キャンプ 大自然に親しみ、仲間作りを通し、互いに協力
し合う精神を養うことを目的としたキャンプを
2泊3日で実施。

児童青少年部 児童課

児童館の館外活動や宿
泊行事

子どもたちの交流を深め体験活動を豊かにする
ため、継続活動とは別に各種行事を実施。
内容：館内宿泊、ナイトハイク、バスハイク、
小学校でのデーキャンプ、ジャガイモ掘り、野
菜の収穫体験等

児童青少年部 児童課

公民館の青少年対象
講座

青少年に多様な学習体験を提供するため、「ロッ
クソーランを踊ろう」「夏休み陶芸教室」「子ど
も将棋教室」「保谷和太鼓にチャレンジ」「正し
いお箸の使い方」「ヒップホップダンス」「レッ
ツダンス」「子ども料理教室」「ギター教室」「あ
なたも名マジシャン」等を実施。

生涯学習部 公民館

子ども対象・親子対象
「茶道体験教室 ｣

伝統文化茶道の中に流れている人との心の触合
い、お点前などの形を体験する。また、親子での
参加の場も設け、親子共通の体験の機会とする。

生涯学習部 保谷公民館

青少年講座
「しばくぼキッズ」

子どもたちがお休みの土曜日に月１回程度、「地域
の人との交流、出会い」をテーマに講座を実施。
内容：「自然観察会と森の作業」「子ども映画会」「陶
芸体験」「東大農場探検」「バルーンアートに挑戦」「西
原自然公園観察会」「椎茸の植付け体験」等

生涯学習部 芝久保公民館

青少年対象
「子どものいろいろ体験
教室」

小学生以上高校生までを対象に、異年齢者との交流
を図りながら、野外活動や実体験の機会設ける。
内容：畑から取ってきたジャガイモの料理、ピザや
フルーツの料理、川原では、トン汁を作ったり、ま
た水棲動物観察や五感を使って自然とふれあうな
ど、6回開催

生涯学習部 住吉公民館

青少年対象
「米づくり体験
バスツアー ｣

農作業を通し、普段何気なく食べている食べ物に関
心を持つ機会を得る。
内容：姉妹都市須玉町で昔ながらの手作業による田
植え・稲刈りを体験、自分たちの作ったお米でおに
ぎりを作って食べたり、講座で知り合った仲間とお
餅つき会を実施。

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

ＪＲスポーツ塾 子どもたちの運動離れの解消を目指すと共に体
力・運動能力の向上を図るため、体育指導委員
の企画により実施。
内容：市内小学校19校の体育館で、ストレッチ・
リズム体操・マット・跳び箱・ニュースポ－ツ・
ドッジボール等の種目を実施。

生涯学習部 スポーツ振興課

スポーツ・レクリエー
ション大会

競技を通して体力の向上を図ると共に参加者相
互の交流を深めるため、スポーツ大会等を開催
する。
内容：総合体育館で市内小学生ドッジボール大
会を開催

生涯学習部 スポーツ振興課

少年野球教室 青少年の健全育成および野球の技術の向上を図
るため、元プロ野球選手等の方々を講師に招い
て、市内の小学生を対象に野球教室を開催。

生涯学習部 スポーツ振興課

学校プール開放 青少年の体位向上、健康増進のため、夏休みの
期間を利用して、学校のプール開放を行う。

生涯学習部 スポーツ振興課

学校施設開放
（遊び場開放）

児童・生徒等の安全な遊び場の確保と健全育成
のため、市内の小学校の校庭・体育館を学校教
育上支障のない範囲で遊び場として開放する。

生涯学習部 社会教育課

児童館の各種スポーツ
事業

スポーツに親しみ、意欲や協調性を育むため、
小学生以上を対象に各種スポーツ事業を実施。
内容：卓球、インラインスケート、、エアーホッ
ケー、トランポリン、ドッジボール、ドッジボ
ール大会等

児童青少年部 児童課

 子どもの文化・スポーツ活動への支援
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(3) 気軽に文化活動・スポーツ活動ができる
 生涯スポーツ環境の整備

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

市民スポーツまつり スポーツを通じて市民の健康と交流を図るため、
だれでもが気軽に参加できる運動会を開催。
内容：ニューチャレンジコーナー・イベントコー
ナー・フリーマーケット・お楽しみコーナー等

生涯学習部 スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

スポーツ振興課

グラウンドゴルフ大会 市民体力づくりの一環として、老若男女問わず生涯
スポーツに適したグラウンドゴルフ大会を開催。

生涯学習部

スポーツ教室 市民のスポーツ振興を図り、健康の維持増進及び
青少年の健全育成を図るため、市内の各種スポー
ツ団体や体育協会の企画運営により、各種スポー
ツの基本的な技術を指導する教室を開催。

生涯学習部

体力づくり教室 健康づくりの実践の機会を提供し、健康の保持・
増進のために、仲間づくりをしながらだれもが気
軽に参加できる教室として開催。
内容：多摩湖ウオーク、七福神巡り、箱根ウォー
キングの計3回実施。

生涯学習部

市民体力テスト 自己の体力を知ることが今後の生活に役立つこと
を周知するため、市民健康フェスティバルの一環
として実施。
内容： 握力・上体お越し・長座体前屈・反復横とび・
立ち幅跳び・開眼片足立ち・20メートルシャト
ルラン等   

生涯学習部

高齢者のための歩け
歩け会

高齢者の生きがいと健康増進に寄与するために開
催。
内容：西武秩父線吾野駅を出発し左右に渓流を見
ながら、関八州見晴台の360度のパノラマの眺
望を楽しみ、高山不動で休憩を取り、パノラマコ
ースに沿って杉林を下る西吾野駅までの「健脚向
けコース」

保健福祉部 高齢福祉課

 市民文化の創造・発信・交流

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

小さな展示会 1階ロビ－にある照明付きガラスの展示ケ－スを
利用して小さな展示会を毎月実施。展示期間は3
週間で、内容的には　編物の絵、かな書道、サン
ドブラスト、貝殻コレクション、なつかしの日常
雑貨、陶芸、押し花ア -ト、シャド－ボックス、ビ－
ズ織りなど。

生涯学習部 芝久保公民館

多摩六都文化事業
「多摩六都ビッグバンド
養成講座」

多摩六都地域の青少年が年齢・性別・学校を越え
て出会い、交流し、地域文化創造の一翼を担うこ
とを目的として開催。講座修了後にコンサートも
開催。

市民生活部

市民映画会 市民が身近な場所で気軽に映画鑑賞できる機会を
提供するため、公民館や学校の校庭等の野外での
16ミリ映画会を開催。

生涯学習部

生活文化課

谷戸公民館
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

児童館の文化事業
「人形劇を見よう」

劇を見ることで情操を豊かにし、観劇のマナー
を身につけることを目的に、プロの劇団による
人形劇の鑑賞会を児童館合同で実施。
内容：人形劇団「プーク」による人形劇

児童青少年部 児童課

児童館の各種文化事業 作る喜びやチャレンジする楽しさを体験し、達
成感や創造性を育むため、各種文化事業を実施。
内容：映画会、観劇会、料理、工作、折り紙、
お話会、読み聞かせ、科学あそび、ゲーム等

児童青少年部 児童課

 青少年の自主活動・社会参加への支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

西東京市「歩け歩け会
｣

西東京市青少年育成会連絡会から有志を募り実
行委員会を組織し、青少年も運営に参加して保
谷庁舎から多摩湖まで16キロのウォーク・ラ
リーを実施。

児童青少年部 子育て支援課

ミュージック☆パーティ・
イン・西東京市

実行委員会を組織し、青少年の手作りで自分た
ちを音楽・ダンスで表現する音楽祭を実施。

児童青少年部 子育て支援課

児童・生徒作品展 西東京市立小中学校の児童・生徒が学校の教育
活動で作成した図工、美術、家庭、書写、技術、
家庭等の作品を展示する。

学校教育部 指導課

 子どもの文化・スポーツ活動への支援



            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課
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(4) 地域・社会の様々な場で活躍できる
 中高年者のリチャレンジ・社会参画への支援

IT 講習会 インターネットの利用・電子メールの送受信・
ワード、エクセル機能習得・デジカメ、スキャ
ナーの利用等パソコンの基本操作を習得する講
習会を開催。

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

西東京創業支援相談 商工会が運営している「西東京創業支援相談セ
ンター」において、創業希望者等の相談、及び
起業講習会、パソコン経営実務研修等を実施。

市民生活部 産業振興課
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

公民館のコンサート 青少年・親子などで音楽を通して地域の交流を図
るため、各種コンサートを開催。
内容：スプリングコンサート、オータムコンサー
ト（バイオリン・ピアノ）、ウィンターコンサー
ト（津軽三味線と津軽民謡）、クリスマスコンサ
ート、ピアノコンサート等

生涯学習部 公民館

公民館の各種事業 広く市民の学習要求に応え、多様な学習事業を開
催。
内容：食と文化講座、雑学教室、文学講座、歴史講座、
ひもを楽しむ結び講座、近代建築を巡って、歴史
の旅「イギリス」ブリザーブドフラワー、手作り
工房、天体観測講座、そば打ち、金継入門、初心

生涯学習部

市民文化祭 参加団体等による実行委員会の企画運営により文
化祭を実施。
内容：18部門（展示、生け花展、菊花展、日舞、
洋舞、謡曲、吟詠、老人福祉センター、合唱、器
楽、筝曲、大正琴、民謡、カラオケ、和太鼓、茶
会、着付け、カルタ会）

生涯学習部

公民館

社会教育課

市民まつり 市民の融和と参加をテーマに市民個人・団体・商
業団体、農業団体等が一同に会して、イベントを
開催。

市民生活部

公民館寄席 日本の古典芸能である寄席に親しみ、寄席の人と
人とのふれあいを大切さを学ぶ。

生涯学習部

生活文化課

公民館

 文化財の保護及び活用

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

東京文化財ウィーク
「郷土資料室出前企画展」

｢縄文時代の大集落　下野谷遺跡 ｣というテー
マで、こもれびホールを会場に実施。
 展示物：旧石器時代 (石器 )　縄文時代（土器、
石器）　写真パネル

生涯学習部 社会教育課

東京文化財ウィーク
「講演会」

市民の文化財保護に対する意識の啓発を図るた
め、講演会を開催。
内容：「縄文時代の大集落ー環状集落を中心とし
てー」

生涯学習部 社会教育課

東伏見小学校郷土資料
室公開

市内の埋蔵文化財についての理解を深めてもら
うため、下野谷遺跡を中心とする旧保谷市出土
品を中心に、旧石器時代 (石器 ) 縄文時代（土器、
石器）近代（爆弾破片）写真パネル等を展示し、
公開する。

生涯学習部 社会教育課

郷土資料室の企画展 テーマを決めて企画展を実施。
内容：様々な「飲む」ための道具について民具
を中心に展示

生涯学習部 社会教育課

③ 高齢者の学習活動・地域参加への支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

リハビリ教室Ｂ型
「地域参加型 ｣

閉じこもりを防止し日常生活の自立を助け、介
護状態となることの予防を目的として、老人保
健法による機能訓練Ｂ型（地域参加型）の位置
付けとして実施。
内容：機能訓練及び通所を通して筋力・体力の
維持回復を促し、また、対人交流や社会参加の
一助の役割を担う趣味活動や地域交流、外出訓
練等を通年で実施。週2回で概ね１年の通所型。
1回約2時間。

保健福祉部 健康推進課

高齢者いきいき
ミニデイ事業

概ね65歳以上の一人暮らし、虚弱等で閉じこ
もりがちな高齢者を対象に、いきいきミニデイ
協力員の協力によりレクリエーション、学習等
の生きがいの場を提供し、孤独感の解消、心身
機能の維持向上とともに、社会とのつながりを
深め、高齢者福祉の増進を図る。　　

保健福祉部 高齢福祉課

福祉会館、老人福祉
センターの各種教室

高齢者が地域で健康で明るい生活が営めるよう、
教養講座等を実施する。
内容：書道　初心者囲碁　フラダンス　体操　
すこやか体操　初心者自彊術　はじめての英語
　初級英語　太極拳　墨絵等

保健福祉部 高齢福祉課

高齢者大学（総合課程・
英会話課程）

いつまでも学びたい、新しいことに挑戦したい
という高齢者の学習要望に応えて、高齢者大学
を実施。
内容：様々な科目（文学、法律、医学、栄養、
音楽等）を学ぶ総合課程と初心者の方のための
英会話課程を設け、前期１３講座、後期１３講
座を開講。

保健福祉部 高齢福祉課

高齢者講座
「シニアクラブ」

高齢者を対象に参加者自らが地域の学習課題を
つかみ、企画運営する講座を実施。
内容：こころの健康、雅楽、朗読とソング「宮
沢賢治の銀河鉄道の夜」等

生涯学習部 芝久保公民館

 市民文化の創造・発信・交流
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

高齢者講座
「田無カレッジ」

『地域の中でのなかまづくり・みずから主体的に
生きる』をキーワードとして、「健康」・「陶芸」・
「音楽」・「知識」・「スポーツ」・「歴史」・「古典芸
能」・「文学」等の講座を複数の講師によって実施。

生涯学習部 田無公民館

公民館の高齢者対象事業 市内の高齢者に学習交流の機会を提供するため、
公民館において高齢者対象事業を、毎年度内容
を変えながら実施。
内容：「歴史講座」「ひもを楽しむ結び講座」「近
代建築をめぐって」等　

生涯学習部 公民館

(5) 課題解決の力をつける学習支援がある
 くらしやまちの課題解決につながる学習活動の支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

市民講座
「地域を知る講座」

市民の幅広い学習要求に応え、市民生活におけ
る様々な課題について学習する機会を設ける。
内容：「西東京で豊かな老いじたく」介護保険や
西東京の高齢者福祉、地域のＮＰＯの取り組み
などを学ぶ

生涯学習部 芝久保公民館

地方財政入門講座　
ー初めて学ぶ人のためにー

今後のまちづくりへの実現に向けて、地方財政
の仕組みを学ぶ。
内容：①地方分権時代の財政②国民の固有財源
③歳入のしくみ④歳出のしくみ⑤もう一つの財
政分析⑥予算分析の方法⑦決算カードを中心と
した財政分析のまとめ方

生涯学習部 住吉公民館

選挙啓発講演会 政治と選挙に関心を持ち、政治意識・選挙啓発
の向上を図るための講演会を開催。

選挙管理委員会 事務局

話し合い活動 身近な問題を通して、政治や選挙と日常生活と
のつながりを認識してもらい政治に関心を持て
るよう、地域の実情に合わせて適宣テーマを設
定し話し合い活動を実施。

選挙管理委員会 事務局

消費生活相談 消費者保護のため、消費生活に係る相談を実施。 市民生活部 生活文化課

消費生活展 消費生活にかかる諸問題について消費者（市民）
への啓発を目的に「安心して食べたい！」をテ
ーマに実施。内容：参加団体の活動紹介、研究
発表、講演会、消費生活相談、講習会等

市民生活部 生活文化課

消費生活講座 消費生活に関するテーマについての各種講座を
実施。内容①料理実習：身近にある市内産野菜
を使って、正月に向けての料理を学ぶ。②くら
しの講演会：近年問題になっているシックハウ
スに関する講演会を3回シリーズで実施。③講
座：「悪徳商法を知る」「食の安全を考える」

市民生活部 生活文化課

商品テスト講座
「食品添加物を考える」

身近な食品に使われている食品添加物について、
簡単な実験を通して、その目的や役割を理解し、
食品添加物のあり方を考える講座を実施

市民生活部 生活文化課

③ 高齢者の学習活動・地域参加への支援
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 地域における環境学習・安全学習の充実

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

りさいくる市 フリーマーケット等を実施することにより、家
庭内の不用品及び資源のリサイクルを図る。4
月～12月までの第１日曜日に開催。

環境防災部 ごみ減量推進課

ごみ処理施設の見学 ごみの減量と資源の有効利用の必要性を学習し
てもらうため、西東京市・東久留米市・清瀬市
のごみの中間処理施設と25市１町のごみの最
終処分場の見学会を実施。（見学は随時）

環境防災部 ごみ減量推進課

環境講演会 環境問題についての題目で講師の方を依頼し、
講演会を実施。
内容：①「身近な自然を見直そう」地球環境問
題の概要解説、自然との触れ合い方等　
②「スタートは家庭から」私達が日常生活にお
いて環境とどのように関わるかを紹介　

環境防災部 環境保全課

こどもエコクラブ 環境省が主管する子どもたちによる地球にやさ
しい活動プログラム（事業）の地方事務局として、
地域の「こどもエコクラブ」の支援を行う。（市
としての具体的事業は、受付事務等）　

環境防災部 環境保全課

市内一斉清掃 春と秋の年2回、市内全域の路上・公園等に散
乱する空き缶・空き瓶を23ヵ所の臨時集積所
に集積願い、回収する。

環境防災部 環境保全課

環境図画・作文展 西東京市立小学校3年生以上の方に呼びかけ、
定めたテーマに基づく図画・作文を各4名づつ
推薦してもらい展示・製本する。
参加作品は、作文・図画集に製本し展示者と各
学校に配布し、作文は、ＦＭ西東京で一部放送
する。
参加者には参加賞、展示者には入賞賞品を配る。

環境防災部 環境保全課

動物相談 毎月第3水曜日に動物の飼育指導並びに疾病予
防などについて、西東京市獣医師会の獣医師に
よる無料動物相談を実施。

環境防災部 環境保全課

自然観察会・身近な緑
地の散策

雑木林や緑地を散策し、緑の重要性を再確認す
る機会とする。
内容：都立小峰公園（あきる野市）と広徳寺及
び秋川丘陵の散策

都市整備部 公園緑地課

花いっぱい運動 約30箇所の市内の公園等に、55名程の市民
ボランティアにより、ビニールハウスにより育
成した草花や園芸店で購入した草花を植栽。

都市整備部 公園緑地課

農業を知る講座 実際に農作業に携わることで、農業や農家の実
態に触れる。更に単に園芸技術や農業事情を勉
強するのではなく、生きていくために必要な食
物の文化、流通、都市農業の現状、農業が果た
す役割、生産者と消費者の連携、農業のあり方
を学ぶ。また、まちのあり方について、実体験
を基に話し合うことで自分達の暮らしを振り返
り西東京のまちを自分達で考えることに結び付
けていく。

生涯学習部 保谷公民館

 子どもと大人がともに学ぶ健康教育の充実

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

公民館の健康講座 健康に関する各種講座を毎年度内容を変えなが
ら実施。
事業名：「身近な脳の話」「野口体操でリフレッ
シュ」等

生涯学習部 公民館

市民の健康ガイド 成人保健、母子保健、予防接種などの健康推進
課で行っている年間事業計画を掲載したパンフ
レットを、市報に折り込み広く市民に周知する
ため全戸配布を行う。

保健福祉部 健康推進課

健康相談 疾病・介護予防および健康の保持増進のため、
健康、栄養、運動、歯科、福祉に関する相談を
実施し、市民の健康づくりに役立てる。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　内容：医
師・保健師・栄養士・歯科衛生士・健康運動指導士・
在宅介護支援センター職員による相談、血圧測
定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例：
巡回健康相談（市内公共施設を巡回して実施）、
個別栄養相談（市内2ヵ所の保健センターにて
定例実施）　　よろず健康相談（田無庁舎市民相
談室前にて月１回実施）、歯科相談（乳幼児を対
象に市内2ヶ所の保健センターにて定例実施）

保健福祉部 健康推進課

健康教育 疾病・介護予防および健康の保持増進のため、
病態や栄養、運動、歯科についての正しい知識
や実践方法を普及し、市民自らが主体的に健康
づくりに取り組むための動機付けをする。
内容：健康に関する各種講演会、教室（医師に
よる講話、調理実習、健康運動指導士による運
動実践指導、歯科衛生士によるブラッシング指
導、個別相談等を含む３日～１１日制）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　例：高脂血症や糖尿病等の生活習慣
病予防教室、骨粗しょう症予防教室、女性の健

保健福祉部 健康推進課

健康フェスティバル
「西東京市健康づくり
のつどい」

西東京市医師会、保谷・田無歯科医師会、西東
京市薬剤師会、西東京市獣医師会、東京都薬物
乱用防止推進西東京地区協議会、保谷消防署、
栄養改善推進員の協力を得て各種イベントを
10月第１日曜日に開催。
内容：骨密度測定、栄養相談、くすり相談、医
療相談、救急、歯の保健衛生、子育て相談、リ
ラクゼーション講座、ペットの相談、薬物乱用
防止、食生活等

保健福祉部 健康推進課

市民介護講習会 要援護高齢者のいる家庭の介護者及びボランテ
ィアとして高齢者介護に携わっている者を対象
とし、介護に必要な知識や技術の習得を目的を
する。

保健福祉部 高齢福祉課

福祉会館、老人福祉
センターの健康講座

市内に居住する60歳以上の方が娯楽室・浴室・
静養室・教養講座等を利用することにより、高
齢者の方の福祉と健康増進及び福祉情報の提供
並びに保健及び医療との連携を図る。

保健福祉部 高齢福祉課
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

くるみ学級
（知的障害をもつ
青年対象 )

障害者がくるみ学級を通してさまざまな社会体
験から共存共生できる社会性を身につける。
内容：3グループに分かれ、スポーツ大会、バ
スハイク、調理実習、ゲーム大会、映画会、文
化祭参加等

生涯学習部 保谷公民館

はじめての人の点字 障点字の打ち方・読み方を初歩から指導し、視
覚障害者との接し方を学ぶ。

生涯学習部 保谷公民館

⑤ 共生社会の形成を促す学習活動の支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

国際交流に関する
講演会

国際理解を深めるための講演会を開催。
内容：「日韓交流の未来～私たちは何を共有でき
るか～」

市民生活部 生活文化課

異文化理解等に関する
講演会

異文化理解を深めるための講演会を開催。
内容：「内なる国際化とボランティアの役割」「異
文化理解ー外国人とのコミュニケーションー」「日
本語ボランティアの可能性」

市民生活部 生活文化課

日本語ボランティア
養成講座

外国人に日本語を教えるボランティア養成のた
めの講座を開催。内容：異文化理解等に関する
講演会、日本語教授法、実習（日本語学習の補助）
等

市民生活部 生活文化課

長崎平和の旅 核兵器廃絶、恒久平和の意識の高揚・普及のた
め公募市民を長崎市の平和祈念式典へ派遣。
内容：平和祈念式典と原爆資料センター等を見
学。

市民生活部 生活文化課

西東京市平和の日 4月12日の「西東京市平和の日」にイベント
やパネル展を開催。

市民生活部 生活文化課

非核・平和映画会・
ミニコンサート

平和関連の映画の上映及びミニコンサートの開
催。

市民生活部 生活文化課

非核・平和学習会 「9.11テロをとおして平和を考える」をテーマ
に学習会を開催。

市民生活部 生活文化課

ピースウォーク
～市内戦災跡地を巡り
戦争と平和を考える～

市内の戦跡を巡り、関係者の話しを聞き、戦争
の悲惨さを風化させることなく、語り継いでい
く目的で市内見学会を開催。

市民生活部 生活文化課

市民講座
「平和を考える講座」

「その時西東京では…中島飛行機とのかかわりか
ら考える」－中島飛行機と武蔵野地域のかかわ
り、中島飛行機と西東京市のかかわり、戦争遺
跡フィールドワーク、まとめ

生涯学習部 芝久保公民館

ＮＰＯフォーラム
「市民活動団体のネット
ワークづくり ｣

ＮＰＯ等の交流機会の場として開催。 市民生活部 生活文化課

 障害のある人の学習活動の支援

 障害のある人の学習活動の支援

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

こどもの発達センター
ひいらぎの事業

心身の発達に遅れを持つ乳幼児の発達を援助す
るため、相談や日常の訓練及び指導を行う。

保健福祉部 健康推進課
（こどもの発達セ
ンターひいらぎ）

視覚・聴覚ガイドヘル
パー派遣

視覚障害者及び聴覚・言語障害者に対して、ガ
イドヘルパー又は手話通訳者を派遣する。

保健福祉部 障害福祉課

手話講習会 聴覚障害者に対する福祉の向上のため、手話通
訳者を目指す講習会を開催。（初期、中級、上級）

保健福祉部 障害福祉課

点字講習会 点字の基礎を学び、点訳ボランティアとして活
動につなげるため、講習会を開催。
内容：点字について学び、点字の打ち方のルー
ル等を学習する。

保健福祉部 障害福祉課

心身障害児通所訓練施設
「ひよっこ」の事業

心身に障害を有する乳幼児に対し、社会的自立
を助けるため、保育、訓練、生活指導等を行う。

児童青少年部 保育課

土曜クラブ
（知的障害をもつ
青年対象 )

障害を持った青年が公民館内外の社会教育施設
等を利用し、様々な体験を通して社会参加を図る。
内容：調理実習・水泳・交通機関を利用して動
物園、水族館等見学

生涯学習部 ひばりが丘
公民館

障害者のための
パソコン講習会

障害者のＩＴ社会参加の土台作りとインターネ
ットの活用による情報収集手段の拡充を図る。

保健福祉部 障害福祉課

あめんぼ青年学級
（障害をもつ青年対象 )

集団活動を通して個々の成長発達するための交
流・学習の場とする。
内容：社会参加、料理、スポーツ、話し合い等

生涯学習部 田無公民館

            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

春・秋の全国交通安全
運動

交通安全意識の向上のため、春と秋の年2回実
施。
内容：高齢者の交通事故防止、二輪車・自転車
の交通事故防止、シートベルトとチャイルドシ
ートの着用の徹底等を重点においた各種PR啓
蒙活動等。

都市整備部 交通計画課

新入学児童
交通安全の集い

市内新入学児童に対する交通安全教育を年3回
実施。
内容：交通安全教室、歩行訓練、交通安全人形劇、
交通事故実験等。

市と関係機関及び市民が一体となって災害対策
を実践することで、市民に防災意識を再確認し
てもらうことを目的に実施。
内容：初期消火・煙体験・救出，救助・応急救
護･炊き出し訓練等

都市整備部 交通計画課

総合防災訓練 環境防災部 防災課

防災市民組織育成
講習会

危機管理対策の基本的理念、自主防災になにが
できるか、何をすべきか等学習する講習会を実
施。

環境防災部 防災課

 地域における環境学習・安全学習の充実
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            事業名                                  事業目的・内容                             部                    課

男女共同参画週間事業 男女共同参画週間（6月23日～29日）の1
週間前後に啓発事業を実施。

市民生活部 生活文化課

女性に対する暴力を
なくす運動週間事業

女性に対する暴力をなくす運動週間（11月12
日～25日）の2週間前後に啓発事業を実施。

市民生活部 生活文化課

男女平等情報誌
「エガール」の発行

市民編集委員により企画・編集し年3回発行。 市民生活部 生活文化課

男女平等参画推進
フォーラム

市民実行委員会と共催で、男女平等参画推進事
業の一環として開催。

市民生活部 生活文化課

男女平等啓発講演会 男女平等参画推進にかかわるテーマで講演会等
を開催。

市民生活部 生活文化課

女性問題講座
「乳幼児を持つお母さん
のための講座」

子どもを預ける体験を通して、気がつかなかっ
たこと、日々の暮らしや育児の中で問題として
捉えた疑問等から女性の生き方を考える講座を
実施。

生涯学習部 保谷公民館

女性問題講座
「女性自己表現・自己主
張トレーニング」

言いたいことが言えず、いらいらしして自分を
責めたり、自信喪失になりがちな女性を対象に、
今までの自分の気持ちを抑えすぎた生活に別れ
を告げ、自己表現のコツをマスタ－し、新しい
自分を発見することによって社会における自身
の存在感を身につける講座を実施。   

生涯学習部 谷戸公民館

女性問題講座
「いきいき子育て
自分育て」

子どもを育てるとはどういうことなのか、大人
が仲間の中で学び成長するとはどういうことな
のか、自分たちの抱えている問題を通して話し
合い、考え合う講座を実施。 

生涯学習部 芝久保公民館

 共生社会の形成を促す学習活動の支援

ＮＰＯ講演会 西東京市ＮＰＯ法人連絡会と市の協働事業とし
て、職員研修を兼ねて講演会を開催。
テーマ：行政とＮＰＯとのパートナーシップ

市民生活部 生活文化課


