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ささえあいネットワーク事業（ささえあいメール見守りサー
ビス）

一人暮らし等で定期的な見守りを希望する高齢者に対して、ボランティアが定期的に見守
りメールを送信する活動の調整・事務局運営等

高齢者自立支援ホームヘルプサービス
要介護認定において自立と判定された方で生活支援を必要とする高齢者に対し、訪問介
護員を派遣し、高齢者が地域の中で安心して自立した生活を営むことができるよう支援す
る。

高齢者配食サービス
高齢者に対し昼食を届けることにより、安定した食事、安否の確認及び健康状態の確認、
孤独感の解消を図る。

西東京市障害者スポーツ支援事業
障害者スポーツ指導員・補助員と一緒に、スポーツレクリエーション活動を行うことにより、
障害者の健康推進を図る。

西東京市ハンディキャブ運行事業
車いすのまま乗車できる自動車けやき号を運行し、日常生活の利便性及び生活圏の拡大
を図る。

高齢者予防接種 高齢者を対象に、インフルエンザ予防接種を行う。

高齢者予防接種 高齢者を対象に、肺炎球菌感染症予防接種を行う。

小児予防接種 小児を対象に、予防接種を行う。

先天性風しん症候群対策抗体検査・予防接種 風しん抗体検査及び予防接種を行う。

3～4か月児健康診査 3～4か月児健康診査（集団健診）を行う。

6か月児・9か月児健康診査 6か月児・9か月児健康診査(個別健診)を行う。

1歳6か月児健康診査 1歳6か月児健康診査（個別健診）を行う。

3月児健康診査 3月児健康診査（集団健診）を行う。

妊婦健康診査 妊婦健康診査を行う。

乳がん検診 乳がん検診を行う。

子宮頸がん検診 子宮頸がん検診を行う。

喉頭がん検診 喉頭がん検診を行う。

大腸がん検診・前立腺がん検診 大腸がん検診・前立腺がん検診を行う。

骨粗しょう健診 骨粗しょう健診を行う。

肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルス検診を行う。

特定健康診査・一般健康診査等 特定健康診査及び一般健康診査を行う（同時実施の大腸・前立等を含む）。

休日診療業務 休日診療所を開設する。

1歳6か月児歯科健康診査 1歳6か月児歯科健康診査（個別健診）を行う。

3歳児歯科健康診査 3歳児歯科健康診査（集団健診）を行う。

5歳児歯科健康診査 5歳児歯科健康診査を行う。

お口の健康支援室 乳児の歯科健診及び相談等を行う。

妊婦歯科健康診査 妊婦歯科健康診査を行う。

成人歯科健康診査・歯周疾患検診 成人歯科健康診査及び歯周疾患検診（個別健診）を行う。

歯科医療連携推進事業 歯科医療連携推進事業を行う。

休日歯科診療 休日歯科診療所を開設する。

西東京市民まつり「健康づくりコーナー」業務委託 市民に対しておくすり相談と血糖値測定を行う。

協働事業の取組み状況一覧（平成27年）

事業名 事業概要協働分野 部 課

保護者または家族の疾病等により、緊急に保護を必要とする6歳以上の障害者を施設等で
一時保護することにより、その福祉の増進を図る。

西東京市心身障害者（児）緊急一時保護事業

障害福祉課

高齢者支援課

健康課

健康福祉部委託
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協働事業の取組み状況一覧（平成27年）

事業名 事業概要協働分野 部 課

健康福祉部 健康課 西東京市民まつり「健康づくりコーナー」業務委託 市民に対して小動物ふれあい広場、動物相談業務を行う。

保育課 市立保育園の運営 市立保育園の運営に関する業務委託

児童館事業 児童館（センター）日曜・夜間開館対応委託

「対話による美術鑑賞」事業
子供の観察力、思考力、コミュニケーション能力の向上と文化芸術活動を支える市民を育
成することを目的とし、小学校における「対話による美術鑑賞」事業を実施。

南町地区会館管理運営
南町地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点である
市民交流施設を円滑に運営する

下宿地区会館管理運営
下宿地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点である
市民交流施設を円滑に運営する

緑町地区会館管理運営
緑町地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点である
市民交流施設を円滑に運営する

谷戸地区会館管理運営
谷戸地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点である
市民交流施設を円滑に運営する

向台地区会館管理運営
向台地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点である
市民交流施設を円滑に運営する

芝久保地区会館管理運営
芝久保地区会館の管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動拠点であ
る市民交流施設を円滑に運営する

西東京市ふれあいセンター運営
西東京市ふれあいセンターの管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動
拠点である市民交流施設を円滑に運営する

東伏見コミュニティセンター運営
東伏見コミュニティセンターの管理運営を地域市民により運営することで、地域社会の活動
拠点である市民交流施設を円滑に運営する運営

西東京市多文化共生センター運営業務 外国籍市民への相談窓口の開設。

日本語ボランティアフォローアップ講座運営業務
西東京市で既に活動している日本語ボランティアのレベルアップや活動の課題の解決を目
的に、講座をコーディネート、開催する。

西東京市通訳ボランティア派遣事業委託
市内の行政にかかわる場に、1件2時間を限度に、通訳ボランティアを派遣する。通訳ボラ
ンティアの登録やコーディネートを行う。

くらしの情報作成業務
毎月、市報から記事を抜粋し、外国人市民向けの多言語版市報抜粋版を作成、印刷をす
る。

西東京市総合体育大会 西東京市総合体育大会企画・運営事業

西東京市少年野球大会 西東京市少年野球大会企画・運営事業

西東京市民スポーツまつり 西東京市民スポーツまつり企画・運営事業

西東京市少年サッカー大会 西東京市少年サッカー大会企画・運営事業

西東京市ロードレース大会 西東京市ロードレース大会企画・運営事業

産業振興課 東伏見ふれあいプラザ管理運営等業務委託
市民に行政サービスや地域活性化のためのサービスを提供するため、地元運営団体に対
して施設の管理を委託する。

消費生活展委託事業 実行委員会の参加団体による活動の発表及び消費生活に関する啓発事業の実施

パリテまつり 男女平等参画推進のための意識啓発と情報提供を行うためのイベントの企画運営。

みどり環境部 みどり公園課 育苗センター及び公共施設花壇植栽管理委託 育苗センター及び公共施設花壇植栽管理

教育企画課 理科・算数だいすき実験教室
最近の子どもたちの「理科・算数離れ」の解消を図るため、早稲田大学の協力のもと、子ど
もたちが“みる・きく・ふれる”等、実際の体験を通して楽しく理科・算数を学べる教室として
実施する

西東京市学校施設開放
（放課後子供教室事業）

西東京市立小学校の施設を開放し、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場
所づくりを地域住民の参画を得て、地域の実情に合わせて実施する。

地域生涯学習事業
児童生徒の健全育成及び地域住民の生涯学習活動を促進するために、地域の人材を活
用した事業を事業を実施する。

児童館・学童クラブ事業 児童センター・学童クラブ事業運営委託

児童青少年課

子育て支援部

教育部

社会教育課

協働コミュニティ課

文化振興課

スポーツ振興課

生活文化スポーツ部委託
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協働事業の取組み状況一覧（平成27年）

事業名 事業概要協働分野 部 課

防犯対策事業 地域防犯活動団体へ補助金交付

災害対策事業 地域防災活動団体へ補助金交付

健康福祉部 生活福祉課 社会を明るくする運動 市内小・中学校における朝の挨拶運動のほか、普及啓発活動

子育て支援課 母子団体補助事業 母子団体への活動支援（補助金交付）

青少年健全育成事業 各小学校区に一団体、地域の子どもたちの交流事業や育成会防犯活動などを展開

青少年健全育成事業 歩け歩け会（田無庁舎から奥多摩湖まで）。青少年育成会より実行委員を選出し実施

勤労者福祉サービスセンター運営費補助
中小企業事業主及びそこで雇用される従業員の福利厚生事業を行うことを目的とした任意
団体に対する補助事業

商工会補助 西東京商工会が実施する経営改善普及事業及び管理費に係る補助事業

市民消費喚起事業補助 西東京商工会が実施する商品券事業に係る補助事業

被災地復興支援事業補助
西東京商工会が実施する東日本大震災による被災地に対する復興支援及び市内商工業
の振興に係る補助事業

チャレンジショップ事業補助
西東京商工会が実施する市内で創業する者に対し、空き店舗を活用した家賃に係る補助
事業

創業支援・経営革新相談センター事業補助
西東京商工会が運営する創業支援・経営革新相談センターが実施する創業支援及び経営
革新、管理費に係る補助

一店逸品事業補助 西東京商工会が実施する市内の優れた地域資源のＰＲ活動等に係る補助

商店街活性化推進事業補助 市内商店街が開催するイベント等の経費に係る補助

公衆浴場補助 市内公衆浴場が実施する事業及び施設改修等に要する経費に係る補助

地域活性化事業補助
東伏見ふれあいプラザにおいて、地元運営団体が実施する地域を活性化するための賃料
の経費に係る補助

みどり環境部 ごみ減量推進課 集団回収
古紙・古布等の回収業者と直接契約をして古紙・古布等の回収（集団回収）をしてもらって
いる団体に対して奨励金を交付する。

都市整備部 道路管理課 交通安全対策事業 安全で快適な市民生活の確保に資することを目的に、交通安全対策活動を行う

教育部

社会教育課 社会教育関係団体補助金 社会教育に関する事業を行う社会教育関係団体の事業経費の一部を補助する。

公民館 公民館市民企画事業
市内で自主的に学習活動をしているグループが、その活動で培った知恵やノウハウを生か
して企画する事業を、公民館が一定の審査の上、講師料を負担して、公民館事業として実
施する。

危機管理室 危機管理室 災害対策事業 防災訓練の実施

西東京市民まつり「健康づくりコーナー」 市民に対して東洋医学相談を行う。

健康福祉部 健康課 西東京市民まつり「健康づくりコーナー」 市民に対してリハビリ相談、体力測定、体操教室を行う。

西東京市民まつり「健康づくりコーナー」 市民に対して体力測定、運動指導を行う。

西東京市ロードレース大会 西東京市ロードレース大会企画・運営事業

早稲田大学野球教室 市内少年野球チームを対象にした大学野球部による野球教室

西原自然公園の維持管理 西原自然公園の維持管理

西東京いこいの森公園の維持管理 西東京いこいの森公園の維持管理

下保谷四丁目特別緑地保全地区の維持管理 下保谷四丁目特別緑地保全地区の維持管理

環境保全課 動物無料相談 毎月第３金曜日（年12回）に保谷庁舎・田無庁舎において動物相談を行う。

NPO等企画提案事業
　協働を促進するためにNPO等が企画提案する事業に対し、
協働コミュニティ課、事業担当課、NPO等が協力して事業を実施、
補助金額は1団体につき20万円を上限とする。

協働コミュニティ課

生活文化スポーツ部

危機管理室 危機管理室

児童青少年課

子育て支援部

西東京市農業団体等補助金対象事業
西東京市内の農業団体等が農業の発展と向上に寄与するために行う事業に対して、西東
京市農業団体等補助金を交付することにより、その事業を促進することを目的とする。

産業振興課

生活文化スポーツ部 スポーツ振興課

花いっぱい運動 市民との協働による公園、公共施設等の花の植え付け及び維持管理

みどり公園課

みどり環境部

補助・助成

事業協力
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協働事業の取組み状況一覧（平成27年）

事業名 事業概要協働分野 部 課

犬のしつけ方教室
犬のしつけ方についての基本事項、飼育のマナーを東京都動物愛護相談センター多摩支
所職員に講師になってもらいエコプラザ西東京で行った。

エコ・クッキング講座、エコ・クッキング学校出前講座
環境のことを考えて行動することでキッチンから取り組めるように、エコ・クッキングナビ
ゲーターに依頼をし、学校に講師派遣をする。

エコプラザ西東京協力員活動 エコプラザ西東京工作、書籍映像、園芸、宣伝、リユース活動等、講座の手伝い

「ボタニカルアート」「クリスマスリース」「ボタニカルアート」
等

エコプラザ西東京での環境学習講座

「リユース祭り（年2回4日間）」 エコプラザ西東京事業

夏休みエコ遊び講座
エコプラザ西東京協力員活動の一環として、夏休み期間中、学習コナーを利用してミニ講
座を開催

ミッキーとあそぼう！！親子でエコダンスとリユース
リユース活動の促進を目的として、エコプラザ西東京の登録団体に講師を依頼して講座を
開催（全36回・毎週金曜日）

「毛糸のパッチワーク（2日間）」　「エコなあったか鍋帽子」 エコプラザ西東京事業

「布ぞうりを作ろう」 エコプラザ西東京事業

「ちくちく縫ってみよう」「小物入れつくり」 エコプラザ西東京事業

環境フェスティバル エコ工作ブースを設置

環境美化キャンペーン事業（ごみゼロ運動） 市内25か所の臨時集積所を設け、市内一斉清掃を行なう。

りさいくる市（お茶碗リサイクル）
毎年４月から12月までの第１日曜日に、エコプラザ西東京又は田無庁舎市民広場におい
て、りさいくる市を開催することにより、家庭内の不用品をリユース及び資源物のリサイクル
を促進する。

教育指導課 日本語適応指導事業
小・中学校に在籍する、日本語指導を必要とする外国人等の児童・生徒へ日本語の指導を
実施する。

第9回　縄文の森の秋まつり
市民への文化財の普及を目的とし、下野谷遺跡公園にて縄文時代を疑似体験等を企画し
周知する。

西東京市の一年
　　～写真で見るふるさと歳時記～

西東京市の四季折々の表情を市民ボランティアの撮影した写真で紹介。

ムービールーム柳沢
月2回行っている映画会の一環として、映画制作コンペティションの入賞作品の上映を行っ
た。監督2人に参加いただいた。

防災講座 消火訓練、AED訓練、防災講話

地域を考える講座 ミニコンサートとシンポジウム

ロビーミニ講習会 革工芸品の製作

美術講座 印象派絵画の歴史、背景、画家の実像を探る

地域防災講座 避難所運営についての情報交換

農業を知る講座 野菜作りと搾油実習　講義（農地の多面的機能、エネルギー問題）

谷戸市民映画会 映画鑑賞と監督トークショウ

こわーいお話を聞く会
夏の一夜、地元の小学生に向けて、ひばりが丘公民館で活動する朗読グループ夏こわー
いお話を披露して、楽しいひと時を過ごす。

子ども文化体験講座
・キッズ茶道体験

日本の伝統文化を、夏休みに子供たちにひばりが丘公民館で活動するグループにお願い
して、体験してもらう。

青年就労支援事業
プレ就活　ｄe　わが町　Working!

インターンシップ支援事業と位置付け、就活するためのノウハウを学び、市内の事業所で、
実際にインターンとして仕事をすることで、「働くこと」の意味や意義を考えてもらう。

～アフタヌーン・ミニ・コンサート～
公民館利用サークルの発表と情報提供の場を設けることで、公民館に来た人が、気軽に音
楽を楽しむ場を提供する。

幼い子どもを持つ女性のための講座
わくわく未来をつくる五感のレシピ

子育て中の女性が自分自身を見つめ、自らの生活や子育て、生き方を見直す機会とすると
同時に、固定観念や氾濫する情報に惑わされず、自らの感覚を恃(たの)む大切さにも気付
く。保育付き15回連続講座の中の1回の協力事業。

地域課題を考える講座 不登校・発達障がい支援の実践者から学び、地域でできる若者支援を模索する。

地域課題を考える講座 不登校・ひきこもり支援の実践者から学び、地域でできる若者支援を模索する。

地域課題を考える講座 学校支援の実践者から学び、地域でできる若者支援を模索する。

環境保全課

みどり環境部

教育部

ごみ減量推進課

社会教育課

公民館

事業協力
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地域課題を考える講座 ひきこもり・ニート支援の実践者から学び、地域でできる若者支援を模索する。

異年齢交流講座 小中学生対象に、えほんうた・あそびうたライブの実施

障がいを理解する講座 障がいについて理解するため、障がいのある人の住まいと生活について実践者から学ぶ。

防災講座 家庭でできる地震への備えや災害時の心構えと必要な行動について、専門家から学ぶ。

成人サービス（大人のための朗読会） 田無公民館視聴覚室で朗読会実施

成人サービス（大人におくる朗読会） 保谷駅前公民館集会室で朗読会実施

おはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話・紙芝居の実演等を実施。

おはなしおばさんのおはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話・紙芝居の実演等を実施。

かにむかしのおはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話・紙芝居の実演等を実施。

おはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話・紙芝居の実演等を実施。

おはなし会・わくわくドキドキ紙芝居
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
紙芝居の実演。

おはなし会・おはなしひろば
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話の実施。

おはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・素話の実施。

ちびっこおはなし会・おはなし会
図書館で子ども対象に実施しているおはなし会への参加。
絵本の読み聞かせ・手遊び・紙芝居の実演等を実施。

紙芝居・おはなしスペシャル
図書館で定期的に、子ども対象に実施している事業。
絵本の読み聞かせ・手遊び・紙芝居の実演等を実施。

「3.11を忘れない」
図書館で子ども対象に実施している事業。
東日本大震災に関連する絵本の読み聞かせ・紙芝居の実演等を実施。

おはなし会・おはなしひろば
図書館で定期的に、子ども対象に実施している事業。
絵本の読み聞かせ等を実施。

にこにこおはなし会・ちびっこおはなし会
図書館で定期的に、子ども対象に実施している事業。
絵本の読み聞かせ等を実施。

音訳サービス 広報西東京、議会だより、公民館だより等広報紙の音訳。図書館所蔵資料の音訳。

点訳サービス 図書館所蔵資料の点訳。各課発行部物の点訳。

西東京市民文化祭
市民の文化活動の発表及び相互交流を目的として実施。参加者約4,000人（約200団体）、
来場者約15,000人。10月中旬から11月15日まで開催。

西東京市どんど焼
伝統文化の継承と市民交流、青少年健全育成を目的に保谷第二小学校、明保中学校、上
向台小学校３会場で実施。約4,300人参加

西東京市民まつり
愛・共生・絆をテーマに「新しいふるさとの創造」をめざし、西東京いこいの森公園にて11月
第二土曜日・日曜日開催。来場者122,000人（実行委員会発表）

柳フェス！2016 若者中心に音楽、お笑い、殺陣などオールジャンルの発表の場を設けた。

ロビーコンサート
公民館で活動している音楽を中心とした団体の日頃の練習の成果を披露する場として実施
している。

第33回芝久保公民館まつり 芝久保公民館まつりの実施

第27回谷戸まつり 地域の小中学校を含め公民館活動の発展と展示

第7 回　ひばりが丘フェスティバル
ひばりが丘公民館利用団体による音楽発表、展示からなるフェスティバルを実行委員会に
より企画・運営。

児童青少年課 市民企画事業 未就学児のための情報交換イベント

子ども家庭
支援センター
相談係

子育て支援講演会
年1回　講演会開催
親たちが精神的にゆとりを持ち、親としての役割を認識し、子どもの心に寄り添いゆとりを
持って子育てを楽しむ契機としていただくことを目的とする。

文化振興課 西東京市日本語スピーチコンテスト
西東京市に在学在住在勤の外国人住民が、西東京市や日本に住んで考えたことなどを日
本語でスピーチを行う。

スポーツ振興課 早稲田大学野球教室 市内少年野球チームを対象にした大学野球部による野球教室

市民に密着したきめ細かい健康づくりの施策を推進し、健康づくりに関する総合的な方策を
検討する。

健康福祉部 健康課

公民館

図書館

教育部事業協力

健康づくり推進協議会

生活文化スポーツ部 文化振興課

教育部 公民館

実行委員会・協議会

生活文化スポーツ部

共催

子育て支援部
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西東京市冒険物語いこいーなをさがせ！ 市内施設で行うイベントに参加して市内をスタンプラリーで巡る

西東京市いこいの森フェスティバル 「いこいーなをさがせ！」達成者を対象とした抽選会・各種スポーツ体験イベント

産業振興課 商工業従業員表彰 市内同一事業所に永年にわたり勤務する従業員を表彰するための経費に係る経費

協働コミュニティ課 非核・平和事業 市の非核・平和事業を市民参加で実施する。

みどりの散策路めぐり 市民を対象に、みどりの散策路を歩き、緑に対する理解を深める

花いっぱい運動ボランティア養成講座 花いっぱい運動に従事するボランティアを養成する

西原自然公園雑木林更新作業 西原自然公園雑木林更新作業

環境保全課 二酸化窒素簡易測定体験講座 大気汚染測定運動西東京連絡会

保谷のアイpart２～アイが育つ保谷の歴史と文化にふれ
る～

かつて保谷でも生産されていた藍。そんな藍の魅力を美しい屋敷林を舞台に伝える。

ジオラマで甦る民族学博物館
西東京市にあった「幻の民族学博物館」。渋谷敬三や高橋文太郎の夢の博物館を市民の
手作り（Ｈ25年度）で再現したジオラマと関連パネルで甦らせる。

社会問題講座「子どもの貧困に向きあう地域をつくるパー
ト2」

子どもの貧困に向きあう地域をつくるために、自分たちにできることは何かを考え合う。

月ITCHIクッキング
社会問題講座「子どもの貧困に向きあう地域をつくる」の受講者が講座終了後に子どもた
ちのために、×料で参加できるクッキングの事業を企画。７回実施した。

食育講座　～育メンパパとクッキング～ 小学３年生～６年生までの父子が協力して調理しみんなで食べる。

ロビー企画 ロビーの有効利用を目的にコンサートや展示をおこなった。

田無公民館まつり 田無公民館まつりの実施　

第10回人形劇フェスタin西東京 地元人形劇団プークによる公演と人形劇サークルによるフェスタの実施

料理がつなぐ温か地域の交流 一人暮らしの高齢者との交流会

多文化共生講座１「学びあおう！世界の子育て　地域の
子育て」

多文化の共生社会を考える講座

「紙芝居で見る戦争ってどんなこと？」
図書館で子ども対象に実施している事業。
戦争に関連する紙芝居の実演。

こころがあたたかくなる紙芝居
図書館で子ども対象に実施している事業。
紙芝居の実演。

田無公民館まつり　わくわくドキドキ紙芝居スペシャル！
中央図書館で、田無公民館まつりの子ども向け協力事業として実施。
紙芝居の実演。

わくわくドキドキ紙芝居スペシャル！
中央図書館で毎年定期的に実施。
紙芝居の実演。

耳から昔話を楽しむ～大人のためのおはなし会
図書館で定期的（年1回）に、子どもの保護者を対象として実施している。
素話を中心に実施。

そのとき　沖縄で
図書館で子ども対象に実施している事業。
紙芝居等の実演。

企画部 秘書広報課 後援名義使用承認件数　　104件

教育企画課 西東京市教育委員会後援名義 市民団体等の行う事業や行事等に対する西東京市教育委員会の後援名義使用

社会教育課 後援名義使用承認 市民団体等の行う事業や行事等に対する西東京市教育委員会の後援の名義使用

健康チャレンジ
市民が健康づくり活動に取り組む（チャレンジする）ことで、ポイントシールを集め、景品に応
募する。

健康応援団
市民まつりでのしゃきしゃき体操のデモンストレーションや公衆浴場での健康相談等を行
う。

生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

みどり環境部

みどり公園課

教育部

社会教育課

公民館

図書館

図書館教育部

大学との連携
大学と連携している事業及び附属機関等の委嘱における、大学との窓口及び関連事業の
管理。

企画政策課企画部

その他

健康福祉部

災害対策事業 防災訓練

医療救護所開設訓練災害対策事業

危機管理室

健康課

危機管理室

共催

後援

教育部
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西東京しゃきしゃき体操サポーターズクラブ
西東京しゃきしゃき体操の普及啓発をはかり、市民の健康維持及び増進に
寄与する。

乳がん講演会 乳がん講演会の講師を行う。

脂質異常症予防講演会 脂質異常症予防講演会を行う。

更年期講演会 更年期講演会を行う。

子宮頸がん講演会 子宮頸がん講演会を行う。

ひまわり播種・栽培・収穫体験授業
東大生態調和農学機構をフィールドに市内小学生が「播種」から「収穫」までの連続体験を
行い、食や資源循環に対する啓発をはかる。

ひまわり搾油体験授業 作物のヒマワリが食用油となる過程を学ぶ。

東大田無演習林観察会

 自然体験を通して、子どもたちが身近な緑の環境を意識し、その
意義について考える機会をつくる。
小学校４年生のプラネタリウム学習と自然体験プログラムを組み合わせて行うことで、市内
の小学生が西東京市内最大級の緑地であり、広域避難所でもある東大農場・演習林を一
度は訪れる機会を設ける。

その他

健康課健康福祉部

教育企画課教育部


