
協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

総務部 危機管理課 災害対策事業 医療救護所開設訓練。

高齢者配食サービス
高齢者に対して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、孤独感の解消等を図る。

ささえあいメール見守りサービス
パソコン及び携帯電話等の電子メールを使用して、高齢者の見守りを行

う。

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。

西東京市心身障害者（児）緊急一時

保護事業

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。

障害児（者）夏季水泳事業
障害児（者）が、水に親しみ、水泳の楽しさを体感するとともに、障害

児(者)のスポーツ振興及び競技力の向上を図る。

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。

児童館事業運営委託。

児童館日曜・夜間開館（田無・西原北・田無柳沢・中町）事業委託。

学童クラブ事業 学童クラブ事業の運営委託。

「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。

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を開設する。

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して、講座をコーディネート、開催する。

西東京市外国語通訳ボランティア派

遣事業

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。

西東京市くらしの情報作成業務

西東京市報の原稿から、日本語を母語としない市民にとって必要な情報

をやさしい日本語、英語、中国語、韓国語で翻訳し発行。記事の選択や

印刷までを行う。

西東京市総合体育大会 市民等を対象に実施する総合体育大会。

西東京市少年野球大会 市内少年野球チーム対象の大会。

西東京市民スポーツまつり 障害の有無に関わらず参加できる大運動会。

西東京市少年サッカー大会 市内少年サッカーチーム対象の大会。

西東京市リレーマラソン
１周約1.8キロメートルのコース23周を襷で繋ぐチーム対抗のリレーマラ

ソン。

西東京市ロードレース大会 市内のコース10㎞、３㎞、１kmを年代別に競う。

多摩・島しょスポーツ習慣定着促進

事業

各種目のトップアスリートや専門指導員が市内小学生を対象に、スポー

ツの基本となる身体の使い方や調整力を指導する。

オランダオリンピック委員会・ス

ポーツ連合との連携事業

①来日プログラム パラアスリートから学ぶ共生社会、②コーフボール体

験会、③西東京市民まつり スポーツ振興課ブース、④来日プログラム パ

ラアスリート交流事業、⑤ともに活きる！まちづくりフェス

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 参加団体による活動の発表およ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。

教育指導課 世界ともだちプロジェクト

小・中学校の希望校に対し、外国の人を派遣し、多様性や様々な価値観

の理解、多面的な見方や考え方を育み、多様性を尊重する意識の醸成に

つながる参加型学習活動を実施する （委託内容：人材の手配・教育、学

習方法の考案）。

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。

委託

健康福祉部

子育て支援部

生活文化スポーツ部

教育部

児童館事業

高齢者支援課

障害福祉課

児童青少年課

文化振興課

スポーツ振興課

協働コミュニティ課

社会教育課
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協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

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推進するために、地

域の人材を活用した事業を実施する。

防犯対策事業 地域防犯活動団体への補助金交付。

西東京市防災市民組織補助金交付事

業
防災市民組織への防災敷材等の購入経費補助金交付。

健康福祉部 地域共生課 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）。

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。

歩け歩け会（田無庁舎から多摩湖まで）。青少年育成会より実行委員を

選出し実施。

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。

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。

協働コミュニティ課 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、ＮＰＯ等・

事業担当課・協働コミュニティ課が協力して事業を実施する。

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。

まちづくり部 交通課 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。

企画部 企画政策課 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・調整。

総務部 危機管理課 災害対策事業 防災訓練。

健康福祉部 高齢者支援課 フレイル予防事業 フレイルサポーターの養成と、フレイルチェックの運営。

西東京市ロードレース大会 市内のコース10㎞、３㎞、１kmを年代別に競う。

早稲田大学野球教室
市内少年野球チームを対象にした早稲田大学野球部、準硬式野球部によ

る野球教室。

花いっぱい運動 公園、公共施設等の花の植え付け及び維持管理。

コミュニティガーデナー養成講座 公園ボランティアを養成するための市民向け講座。

腐葉土と土づくり体験教室 腐葉土と土づくりに関する市民向け教室。

西原自然公園の維持管理 西原自然公園の維持管理。

西原自然公園雑木林更新作業 西原自然公園の雑木林更新作業。

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。

紅葉会 下保谷四丁目特別緑地保全地区での市民向け紅葉観賞イベントの実施。

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。

エコプラザの雑草教室
身近に見られる雑草の名称や特徴、観察方法を知り、野草の分布と環境

との関連に気づく。

布ぞうりを作ろう
不用な布を持ち寄り、日本古来の技法で布ぞうりを作ることにより、ご

みの減量と再利用の促進および環境に対する意識啓発を図る。

クラフトバンドでかごを編もう！～

環境にやさしいエコ素材～

クラフトバンドは米など穀物の袋や牛乳パックの再生紙からできた地球

環境にやさしい素材である。講師指導のもと「クラフトバンドキット」

を使ってかごを作成する。

委託

補助・助成

事業協力

教育部

総務部

子育て支援部

生活文化スポーツ部

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

環境保全課

産業振興課

青少年健全育成事業

社会教育課

危機管理課

児童青少年課
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協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

夏休みエコあそび

夏休みにエコプラザ西東京を訪れた子どもたちに、エコプラザ西東京協

力員が指導者となり楽しみながら環境保護の意義について理解を深める

活動を提供する。

ぼくも！わたしも！できるエコ　親

子でエコ・クッキング

料理に興味を持った子どもがエコ・クッキングにふれることで、生活の

いろいろな場面で環境のために自分たちにできることがあるということ

を意識してもらう。

夏休み自由研究2019　実験と工作

マイ「キーホルダー」を作ろう！

プラスチックが日常生活の中で利用される理由や、使い終わったあとの

リサイクルの方法について、実験や工作をとおして学習する。

かわいい小物入れを作ろう
２リットルの使用済みペットボトルを切って作った土台と取っ手などを

事前に用意し、参加者が持参した古布を被せて縫い小物入れを作る。

野鳥の巣箱を作ろう
屋敷林の自然観察及び巣箱の作成を行い、多様な生物が共生している実

態を学習する。

ちくちく縫ってみよう

中心の柄になる布を講師が準備する。この布に家庭から持ってきたはぎ

れを縫い合わせ、パッチワークを作る。裏と周囲を作り、コースター、

鍋敷き、壁掛けなどに仕上げる。

空きびんでスノードームを作ろう

スノードームの歴史を学びながら、家庭での空きびんのリサイクル、使

用頻度の低くなったおもちゃのリユース、オリジナルのスノードームの

作成によるリデュース、これら３Ｒを体験し、ごみ問題、環境問題につ

いて意識を高める。

究極のエコバッグ  しまんと新聞

ばっぐを作ろう！

読んだら毎日不用になる新聞紙からエコバックを作ることができる意外

性と驚きで子どもたちの関心を高め、参加者が身近な新聞紙を再活用し

たエコバックを使用することで環境に対する意識向上を図る。

夏休み自由研究2019　公園の生き物

たんけんたい

野外の生き物を見つけ、その特徴をつかみ、記録することをとおして、

生態系の保全の必要性に気づくきっかけを与える。

マスキングテープでオリジナルうち

わを作ろう

建築工事で発生したマスキングテープの端材を利用したうちわを作成す

る活動を通して、不用になった物の活用の仕方を知る。

ねむっている着物でチュニックを作

ろう！

着なくなった着物や反物などをチュニックにリメイクして、普段着とし

て再活用する方法を示すことで、物を長く大切に使うことを学ぶ。

間伐と木の使い方～飯能の里山で林

業体験～

森林の役割を知り、積極的にその育成に参加・協力しようとする意識を

深める。

「のぞいてみよう！私たちの知らな

い食品ロスの世界」～食品メーカー

や小売店のとりくみ～

家庭から視点を食品業界に移し、食品業界は、食品ロスの対策にどのよ

うに取り組んでいるのかを専門の講師を招き広く市民への啓発を図ると

共に、国連で定めたSDGsの目標１（貧困をなくそう）と12（つくる責任

つかう責任）に貢献する。

SDGs環境講座　SDGsの17マーク

は、世界の共通言語～私たちの暮ら

しの中からできることを一緒に考え

よう～

西東京市第２次環境基本計画（後期計画）に基づきSDGsの内容や取り組

みを認識してもらうため西東京市で環境活動をしている登録団体及び協

力員を啓発すると共に、広く一般市民にも呼びかける。

野鳥観察会―初冬の渡り鳥

市内及び周辺地域で見られる野鳥を観察することにより、地域の自然と

野鳥の存在に関係があることに気付き、自然環境を大切にする意識を高

める。

家庭でできる！省エネ対策セミナー
省エネに対する意識と理解を深め、地球温暖化対策への取り組みを促進

する。

「ファションの裏側、ご存じです

か？」～衣類のリサイクルを考える

～

ファッションの外注を受けている発展途上国の労働者に貧困や健康被害

が起きているその現状を探る。日本の衣類のリサイクルの現状を探る。

クリスマス工作 親子で一緒にスノー

ドーム作り！

スノードームの歴史を学びながら、家庭での空きびんのリサイクル、使

用頻度の低くなったおもちゃのリユース、オリジナルのスノードームの

製作によるリデュースを体験する。

エコプラザの鍋帽子作り
鍋帽子が優れた保温調理グッズであり、鍋帽子の使用により電気とガス

の使用量が節約できることを説明する。

余った毛糸を有効活用　毛糸のモ

チーフ

自宅にある余り毛糸で編み物をすることにより、資源の有効利用の意義

や技術を学ぶ機会とする。

二酸化窒素簡易測定体験講座 簡易的な測定器具により大気中の二酸化窒素の測定を行う。

猫の譲渡会
飼い主のいない猫の譲渡を行い、地域猫問題の解決及び動物愛護の精神

を養う。

にしねこフェスティバル
猫の譲渡や動物相談。猫フォトコンテストを実施し、動物愛護の一助と

する。

エコプラザ西東京むらさき協働キヤ

ンプ

幻の万葉の花、絶滅危惧種の紫草を協働で栽培し、紫根染及び関連制

作、市民への普及啓発等を行い都市と自然の環境共生・生物多様性の維

持を図り、もって持続可能な社会の構築に寄与する。

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（令和元年度は、エコ

プラザ西東京又はいこいの森公園で実施）。

事業協力

みどり環境部

環境保全課

ごみ減量推進課
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協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

フードドライブ

西東京市社会福祉法人連絡会の主催事業で、家庭の不要食品を寄付して

もらい、こども食堂等に渡すもので、エコプラザ西東京を受付施設と

し、環境保全課とともに協力した。

教育企画課 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。

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。

社会教育課
第13回　縄文の森の秋まつり～下野

谷から世界へ!!縄文WA・和・環～

下野谷遺跡公園にて縄文時代の疑似体験等を市民団体、小学校、大学な

ど多くの団体の協力の下実施することで、遺跡への愛着を深め、遺跡の

魅力を広く周知する。

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
図書館で定期的に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・わくわくドキドキ紙芝

居

図書館で定期的に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・おは

なしのへや・おはなしひろばサタ

デー

図書館で定期的に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・

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。

おはなし会・サンサンおはなし会・

おはなしひろば・おはなしひろばサ

タデー

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・ちいさなおはなしひろば

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。

「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。

法律情報関係講演会『高齢社会と消費者トラブル』への講師派遣を依

頼。

法律情報関係講演会『成年後見と家族信託』への講師派遣を依頼。

西東京市図書館主催講演会
健康医療情報関係講演会『知って、そなえて、病気のこと』への講師派

遣を依頼。

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

での音訳（対面朗読）。

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。

ロビー企画（ひばりが丘公民館）
地域住民に気軽に公民館に足を運んでもらう機会としてコンサートを実

施する。

サークル体験会（ひばりが丘公民

館）

活動の場を求める市民に対して、短期間に多数の団体活動を見学し、活

動を体験できる機会を提供する。

企画部 企画政策課 ＩＳＡＳ社会連携協議会
東京大学生体調和農学機構、市民、市で構成されており、社会連携のあ

り方や、具体的な活動の提案などに関する協議を行う。

子育て支援部 子ども家庭支援センター ルピナスまつり

年１回開催。令和年度は「世代間交流みんなの笑顔輝くおまつり」をス

ローガンとして、住吉小学校育成会「わかば」が実行委員長になり、地

域の各団体により実行委員会を構成している（参加者1,270名）。

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2,943人

（177団体）、来場者11,203人。10月19日から11月15日まで開催。

西東京市民まつり

「新しいふるさとの創造」をテーマとして、西東京いこいの森公園にて

11月9日（土）、10日（日）開催。来場者100,000人（実行委員会発

表）。

柳沢公民館フェスティバル　ヤギ

フェスvol.９　柳沢みんなの文化祭～

あいをさがそう～

公民館や地域で活動する団体・個人が協力しながら日頃の活動の成果を

発表する催しを準備・実施することを通して、互いに交流するととも

に、幼児から高齢者まで幅広い世代が参加し、交流する機会を地域住民

に提供する。実行委員会方式で実施。

ロビーコンサート（柳沢公民館）

柳沢公民館の施設の特徴である開放的なロビーで、公民館利用団体が日

頃の活動の成果を披露することを通して、地域住民が気軽に音楽や芸能

を楽しむことができる機会を提供する。実行委員会方式で実施。

西東京市図書館主催講演会

事業協力

実行委員会・協議会

みどり環境部

教育部

生活文化スポーツ部

ごみ減量推進課

図書館

公民館

文化振興課

教育部 公民館
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協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

第13回田無公民館まつり
公民館を拠点に活動する団体に発表の場を提供し、団体同士の交流、団

体活動の紹介、地域住民との交流を図る。実行委員会方式で実施。

第37回芝久保公民館まつり
参加団体の発表の場、参加団体同士の交流の場、地域住民との交流の場

として開催する。実行委員会方式で実施。

第11回駅前フェスタ～つなぐ、広が

る、笑顔の和～（保谷駅前公民館）

公民館で活動する団体の発表の場、参加団体同士の交流、地域住民の交

流・連携を目的に開催する。実行委員会方式で実施。

健康福祉部 地域共生課 2019ともに活きるまちづくりフェス
共生社会の実現を考えるためのきっかけや機会に資することを目的と

し、市民との情報や意見交換を行う。

健康福祉部 健康課 市民交流マージャン大会

「賭けない、吸わない、飲まない」とする「健康マージャン」の普及・

啓発を目的に文部科学大臣賞が授与される「全日本健康麻将選手権」

（全国大会）の西東京市予選として実施する。

子育て支援部 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。

子育て支援部 子ども家庭支援センター 子育て支援講演会

年１回講演会開催。講演聴講を通して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。令和元年度は「食の大切さと親子のか

かわり」として講演（参加者351名）。

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籍市民が、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。

早稲田大学野球教室
市内少年野球チームを対象にした早稲田大学野球部、準硬式野球部によ

る野球教室。

西東京市アドベンチャーストーリー

いこいーなをさがせ！

市内施設や市事業の周知と地域活性化を目的としたスタンプラリーイベ

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に係る経

費。

協働コミュニティ課 非核・平和事業
西東京市平和の日記念式典・夏休み平和映画会等、市の非核・平和事業

を市民参加で実施。

楽しいハーブの活用講座 ハーブの活用に関する市民向け講座。

バラ鉢植え教室 バラの鉢植えに関する市民向け教室。

バラ栽培実践教室 バラの栽培に関する市民向け教室。

山仕事体験会 西原自然公園での市民向けイベントの実施。

みどりの散策めぐり みどりの散策マップを活用した市民向けウォーキングイベントの実施。

秋の屋敷林企画「保谷のアイ」
市内に残る屋敷林と住宅の残る場所を会場として、藍染体験やパネル展

示等により、西東京市の歴史文化と魅力を伝える。

多摩六都科学館ワークショップ「考

古学者のお仕事体験！土器に残る不

思議な”へこみ”を調べよう」

下野谷遺跡出土の土器を科学的な手法で分析する疑似体験を通して、考

古学、科学、文化財への興味を深める。

親子おはなし会
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・手遊び・紙芝居の実演等を実施。

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。

「日本語と英語と虫語？のおはなし

会
詩人のアーサー・ビナード氏の講演会。

西東京市民映画祭2019　第18回自主

制作映画コンペティション最終予選

会（柳沢公民館）

第18回自主制作映画コンペティションの本選で上映する作品を選ぶ最終

予選会を公開で開催する。

みんなで踊ろう！やぎさわディスコ

（柳沢公民館）

障がいのある人もない人も音楽と踊りを共に楽しむ、だれもが参加でき

るディスコを開催する。

子ども対象・大人対象　陶芸体験教

室（柳沢公民館）

柳沢公民館で活動する陶芸サークル7団体が日頃の活動で培った技術や知

識を活かし、互いに協力しながら準備・指導・諸作業を行い、地域住民

に陶芸を体験する機会を提供する（平成30年度までは公民館主催で実

施）。

オレンジカフェむこなみ（田無公民

館）

認知症の方や、その家族、介護者の方が気軽に集まることができる居場

所として、月１回、開催する。

防災講座　元気が出る災害食 向台小学校を会場に災害時を乗り切るための食事について学ぶ。

地域防災講座　被災したらどうな

る？どうする？（芝久保公民館）

けやき小学校区を中心とした芝久保町・西原町地域の防災・減災に向け

た地域づくりを目指して、防災講座を実施する。

子どもの課題を考える講座　不登校

でもイイじゃん！～不登校に悩む子

どもたちに寄り添うために～（ひば

りが丘公民館）

不登校に悩む子どもたちにどういう寄り添いができるかを学び考える機

会として実施する。

実行委員会・協議会

共催

教育部

生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

みどり環境部

教育部

公民館

みどり公園課

社会教育課

図書館

公民館
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協働事業の取組み状況一覧（令和元年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

多文化カフェ（保谷駅前公民館）
互いの文化や背景の違いを受け入れ合う多文化共生の地域づくりを目指

して、外国人を主体とした地域交流会を実施する。

企画部 秘書広報課 西東京市後援名義使用承認 市民団体等の行う事業や行事に対する西東京市後援名義使用承認。

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

義使用を許可することにより、市民団体の社会教育活動を支援する。

健康福祉部 障害福祉課 障害者総合支援センター運営管理

障害者の自立及び社会参加を支援するとともに、障害者が社会を構成す

る一員として地域において生活し、活動できる環境づくりの促進を図る

ことを目的とするほか、地域社会の活動拠点として設置する障害者総合

支援センターの維持管理を行う。

南町地区会館管理運営

下宿地区会館管理運営

緑町地区会館管理運営

谷戸地区会館管理運営

向台地区会館管理運営

芝久保地区会館管理運営

西東京市ふれあいセンター運営

東伏見コミュニティセンター運営

保谷こもれびホール指定管理運営

民間事業者たる受託者の能力を活用しつつ、地域住民等に対する文化芸

術サービスの品質及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進

を図る。

スポーツ振興課
西東京市スポーツ・運動施設管理運

営

市と指定管理者が相互に協力し、西東京市スポーツ・運動施設10施設を

適正かつ円滑に管理する。

みどり環境部 みどり公園課
西東京いこいの森公園及び周辺の市

立公園の管理運営

指定管理者による西東京いこいの森公園及び周辺の市立公園の管理運

営。

その他 健康福祉部 健康課 健康応援団 市民の健康増進に向けた活動を支援する。

指定管理者制度

施設の管理運営を地域住民が行うことで、地域社会の活動拠点である市

民交流施設を効果的かつ効率的に運営する。

共催

後援

教育部

生活文化スポーツ部

教育部

公民館

文化振興課
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