
協働事業の取組み状況一覧（令和３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実施。

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利用して、高齢者の見守りを行

う。

手話講習会

手話通訳者養成を目的とした手話講習会。初級編から試験対策まで５クラ

スあり、それぞれのクラスで知識を学び、西東京市の手話通訳者として活

動してもらう。

西東京市スポーツ支援事業
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。

西東京市ひばりが丘分庁舎除草作業

障害者の働く場を提供して作業技能訓練を行うとともに、社会的自立と働

く意欲を助長し障害者の福祉の増進を図るため、西東京市ひばりが丘分庁

舎敷地内の除草を行う。

西東京市保谷障害者福祉センター除草作業

障害者の働く場を提供して作業技能訓練を行うとともに、社会的自立と働

く意欲を助長し障害者の福祉の増進を図るため、西東京市保谷障害者福祉

センター敷地内の除草を行う。

西東京市保谷障害者福祉センター清掃業務

障害者の働く場を提供して作業技能訓練を行うとともに、社会的自立と働

く意欲を助長し障害者の福祉の増進を図るため、西東京市保谷障害者福祉

センターの日常清掃を行う。

西東京市保谷障害福祉センター運営業務

心身に障害のある方の社会参加と自立を目指し、機能訓練、社会適応訓

練、介護支援、各種相談等を行うことにより障害者の福祉向上を図ること

を目的とし、西東京市保谷障害福祉センターの運営業務及び高次脳機能障

害者支援促進事業を行う。

西東京市地域活動支援センター運営業務
地域活動支援センターに通わせ、自立した日常生活及び社会生活を営むた

めに必要な支援を行うことにより障害者の福祉向上を図る。

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。

サポーター養成講座

市民の皆様に障害や障害のある方のことを理解してもらうため、障害のあ

る人もない人も、学校、職場、地域の中でともに交流し、支え合う「共生

社会」の実現を目指す。

幼児教育・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（下保谷児童センター）事業運営委託。

児童館（ひばりが丘児童センター）事業運営委託。

児童館（下保谷学童クラブ）事業運営委託。

学童クラブ（ひばりが丘第一・ひばりが丘第二・４学童）事業運営委託。

学童クラブ（東伏見・東伏見第二）事業運営委託。

児童館事業 児童館日曜・夜間開館（田無・西原北・田無柳沢・中町）事業委託。

「対話による美術鑑賞」事業

子どもの観察力、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た「対話による美術鑑賞」事業実

施の一翼を担う市民ボランティアへの研修等を実施する。

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。

高齢者・障害者運動習慣定着業務
散歩やノルディックウォーキングへの継続参加を通じて、体力の増進と運

動習慣の定着を図る。

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

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”見る・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。

子育て支援部

児童青少年課

生活文化スポーツ部

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

児童館事業

学童クラブ事業

高齢者支援課

障害福祉課

健康福祉部

教育部

委託



協働事業の取組み状況一覧（令和３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。

企画部 企画政策課 西東京市子ども・地域応援企画提案事業
西東京市の新たな魅力の創出につなげるために、市内に活動拠点がある団

体が提案する事業に対し、補助を行う。

西東京市防災市民組織補助金交付事業 防災市民組織へ防災敷材等の購入経費補助金交付。

防犯対策事業 地域防犯活動団体へ補助金交付。

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。

子育て支援部 児童青少年課 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。

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。

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。

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。

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。

健康応援連携協定
市民の健康づくり、スポーツ振興、熱中症対策、災害対策等について連携

協力を行う。

連携・協力に関する協定
三菱UFJ銀行武蔵野運動場の魅力度及び一般利用、地域利用の促進をはか

り、地域の活力を高める。

包括連携協定
双方の資源の有効に活用した協働により、西東京市の一層の活性化及び市

民サービスを向上させる

生活文化スポーツ部 スポーツ振興課 ＥＮＪＯＹニュースポーツ
毎月最終日曜日にユニカール・ボッチャ・輪投げ・ソフトダーツ等のス

ポーツを通じた交流の場を提供する。

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。

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。

下保谷四丁目特別緑地保全地区　春の一般開放

下保谷四丁目特別緑地保全地区　秋の一般開放

初夏の花壇 施設を訪れる市民に目で楽しんでいただき、市内の緑地化を促す。

新聞ブローチとエコキャップのマグネットミニ帽子を

作ろう！

新聞紙やペットボトルのキャップを利用してブローチやマグネットのミニ

帽子を作ることで、ごみ減量と再利用の促進、環境に対する意識啓発を図

る。

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。

夏休み自由研究2021　「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。

不要になった傘布でつくる「エコバッグ」講座 使用しなくなった傘の傘布を利用してエコバッグをつくる。

知っておきたい省エネ住宅～新築・リフォームのポイ

ント～

省エネ住宅について具体的な省エネ化の取組及び事例を講師の方にお話し

していただくことで省エネ住宅に関する有益な情報や判断材料を提供す

る。

ごみ減量推進課 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。

都市計画課 農地保全・価値創造ワークショップ

令和元年に「都市農地の保全と価値創造に関する提言」について、都市計

画審議会から市長に建議された事を受け、農地保全に関して検討すべく、

同年に「都市農地の保全等検討庁内プロジェクトチーム」が発足された。

農地保全に関する検討の一貫として、市内の農業関係団体、農業者等の意

見を聴くことを目的として開催した。

交通課 交通安全対策事業
西東京市立小学校児童を対象として、自転車で走行する際のマナーや安全

対策について講話、実技指導等を行う。

企画政策課

みどり環境部

みどり公園課

環境保全課

社会教育課

総務部 危機管理課

下保谷四丁目特別緑地保全地区での市民向けイベントの実施。

事業協力

補助・助成

教育部

生活文化スポーツ部

まちづくり部

委託

産業振興課

企画部



協働事業の取組み状況一覧（令和３年度）

協働分野 部 課 事業名 事業概要

都市基盤部 道路課 市内駅周辺の落葉等の清掃活動
市内の団体（自治会・福祉団体）から道路清掃の申し出があり、ゴミ袋や

清掃用具を提供し、市内駅周辺の落葉等の清掃活動に取り組んだ。

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。なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

観察会は中止となったが、代替措置として、多摩六都科学館スタッフによ

る実験ショーを行った。

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15回　縄文の森の秋まつり

下野谷遺跡の魅力発信や、縄文時代の疑似体験、それにまつわる様々な活

動を、市民団体等と協力して動画にし、西東京市公式YouTubeに公開して

遺跡の魅力を広く周知する。

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

での音訳（対面朗読）等。

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。

公民館 ひばりが丘公民館　サークル見学会
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。

ヤギフェス vol.10　柳沢みんなの文化祭（柳沢公民

館）

公民館や地域で活動する団体・サークル等の日頃の活動成果の発表の場、

参加団体間の交流の場、地域住民の交流の場として開催。実行委員会方式

で実施。

第38回芝久保公民館まつり

第13回ひばりが丘フェステイバル（ひばりが丘公民

館）

第12回駅前フェスタ2021（保谷駅前公民館）

健康福祉部 健康課 あるこウォーキングイベント
健康増進ポイントアプリを使用して、市内スポットを巡るウォーキングイ

ベントを実施。

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
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。

みどり環境部 みどり公園課 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。

多摩六都科学館ワークショップ「科学の視点で考古

学」

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。

秋の屋敷林企画　『保谷のアイ』
市内に残る屋敷林と住宅で行われる藍染めや落ち葉掃き等の動画を西東京

市公式YouTubeに掲載し、西東京市の歴史文化と魅力を伝える。

図書館 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。

イスに座って！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、コロナ禍に対応した形態で開催。喫茶コーナーふれあい運営

委員会、社会福祉協議会とも連携。市民が組織する実行委員会と共催で実

施。

第16回人形劇フェスタ in 西東京（柳沢公民館）

子どもたちが気軽に人形劇を楽しめる機会を西東京市に根付かせることを

願う市民団体が組織する実行委員会と共催で、幼児から小学生までの子ど

もとその保護者を対象に、人形劇の鑑賞会を開催。

子どもの課題を考える講座（ひばりが丘公民館） 不登校をテーマとした講座。

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、地域の外国人と交流する機会として、市民団体と共催で開催。

現代的課題を考える講座（保谷駅前公民館） 不登校をテーマとした講座。

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。

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。

西東京市保谷こもれびホール指定管理業務

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

ること。

南町地区会館管理運営（指定管理）

下宿地区会館管理運営（指定管理）

緑町地区会館管理運営（指定管理）

谷戸地区会館管理運営（指定管理）

公民館

教育部

生活文化スポーツ部

文化振興課

教育部

図書館

公民館

生活文化スポーツ部

社会教育課

教育部

公民館を拠点に活動する団体・サークル等の日頃の活動成果の発表の場、

参加団体間の交流の場、地域住民の交流の場として開催。実行委員会方式

で実施。

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。

指定管理者制度

事業協力

教育部

後援

実行委員会・協議会

共催
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向台地区会館管理運営（指定管理）

芝久保地区会館管理運営（指定管理）

西東京市ふれあいセンター運営（指定管理）

東伏見コミュニティセンター運営（指定管理）

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。

生活文化スポーツ部

文化振興課

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。

指定管理者制度


