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■平成 16年度実施事業 

事業名 事業概要 実施団体 

みどりの散策路 
市民が気軽に歩き楽しめる市内散策ルートを市民の視点

（アンケート形式）から探し出す。 

西東京自然を見つめる

会 

ＮＰＯ見本市 
市内で活動するＮＰＯ（非営利組織）をアピールする場を設

け、市民に情報提供する。 

西東京市ＮＰＯ法人連

絡会 

げんき基地 0123… 
乳幼児親子が抱える育児の不安を解消できるよう講演会や

たまり場の実演を実施する。 
てぶくろ 

 

 

■平成 17年度実施事業 

事業名 事業概要 実施団体 

パトロールで健康づ

くり・まちづくり 

市内を徒歩によってゴミ拾い・挨拶の声をかけながらパト

ロールすることで犯罪防止を行うとともに、スポーツ・体力

アップを目指す。 

トウキョウ・ウエスト・

ガーディアンズ 

ひろげよう!!リボン

ネットワークの輪 

高齢者の見守り・見守られネットワークを作ることを目的に

高齢者のメール無料体験会、高齢者宅へパソコン設置・設定等

環境整備を行う。 

ＮＰＯ法人 西東京Ｎ

ＰＯ推進センター（セ

プロス） 

“食育らんど”～乳

幼児からの子育ては

食をとおして～ 

食育関連の講演、「キッチンでの子育て」の実践紹介、食育写

真コンテストなどを実施し、食育への関心や興味を高めるとと

もに子育て支援情報を提供する。 

子育てネットワークち

ろりん村 

移送サービス運転協

力者合同研修 

福祉有償運送を必要としている市民の移動の自由を支える

ために、市内で移送を担っているＮＰＯ運行スタッフに国土交

通省のガイドラインに基づく研修を実施する。 

西東京市移動サービス

連絡会 

 

 

■平成 18年度実施事業 

事業名 事業概要 実施団体 

西東京市環境サポー

ター養成講座 

都市環境、自然環境、地球環境などについて理解し、環境

と調和した健康で持続可能なまちづくりを目指すために 6回

の講座とワークショップを実施する。 

東大農場のみどりを残

す市民の会 

中高年の新たなスタ

ート応援塾－夫婦で

変わろう第二の人生

－ 

男女平等参画意識の重要性の理解と地域デビューのきっか

けづくりとして講演会を実施。また、資料「夫婦の悟書」を使

用したワークショップを実施する。 

ＮＰＯ法人 生活企画

ジェフリー 

子ども料理体験“ひ

と り で で き る も

ん！” 

食育関連の講演と３歳から小学校３年生までの子どもを対

象とした調理実習、子ども料理に関する器具や書籍の紹介、食

育写真コンテストを実施する。 

子育てネットワークち

ろりん村 

認知症の人を地域で

支える講座 

認知症になられた方やその家族を地域で支えるために、専門

家による講義やグループワークなどを行い、認知症を理解する

機会を提供する。 

ＮＰＯ法人 サポート

ハウス年輪 
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■平成 19年度実施事業 

事業名 事業概要 実施団体 

地球温暖化防止キャ

ンペーン活動「西東

京市に蛍を」（中高年

による地域参加） 

・気候変動について、科学者や専門家を講師に講座を開催

し、環境について学ぶ。（講座内容：１回目：地球温暖化の危

機、２回目：足尾銅山緑復活の実例紹介、３回目：ほたるの

復活） 

・蛍の復活に向けての取組をワークショップにより行う。                                               

ＭｅＣ西東京 

高齢者が必要とする

地域生活情報の基礎

調査 

・高齢者が真に知りたい情報誌作成に向けて、高齢者向けの講

演会とワークショップを開催し、アンケートを作成し、分野別

の基礎調査を実施する。（講演内容：高齢者にとって住みやすい

まちづくり） 

きらっとシニア倶楽部 

オープンガーデンに

よる花とみどりのま

ちづくり立ち上げ事

業 

・西東京市を花とみどりがいっぱいの街とするため、個人が自

分の庭に花を植えて、市民へ開放するオープンガーデンによる

まちづくりの立ち上げ事業を実施する。 

・花が最も美しく咲く 20 年 7 月上旬に向けて、オープンガー

デンの参加者を募集し、講習会及び組織作りを行い、各自準備

する。 

ＮＰＯ法人 西東京花

の会 

 

 

■平成 20年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

地球温暖化防止キャ

ンペーン活動「西東

京市に蛍を」（中高年

による地域参加） 

・気候変動について、科学者や専門家を講師に講座を開催

し、環境について学ぶ。（講座内容：１回目：地球温暖化の危

機、２回目：足尾銅山緑復活の実例紹介、３回目：ほたるの

復活） 

・蛍の復活に向けての取組をワークショップにより行う。 

ＭｅＣ西東京 

高齢者が必要とする

地域生活情報の基礎

調査 

・高齢者が真に知りたい情報誌作成に向けて、高齢者向けの講

演会とワークショップを開催し、アンケートを作成し、分野別

の基礎調査を実施する。（講演内容：高齢者にとって住みやすい

まちづくり） 

きらっとシニア倶楽部 

オープンガーデンに

よる花とみどりのま

ちづくり立ち上げ事

業 

・西東京市を花とみどりがいっぱいの街とするため、個人が自

分の庭に花を植えて、市民へ開放するオープンガーデンによる

まちづくりの立ち上げ事業を実施する。 

・花が最も美しく咲く 20 年 7 月上旬に向けて、オープンガー

デンの参加者を募集し、講習会及び組織作りを行い、各自準備

する。 

ＮＰＯ法人 西東京花

の会 

 

 

■平成 21年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

「女性史編さん」で

ひらく男女平等のま

ちづくり-暮らしか

ら社会を変える- 

女性たちの活動や歴史を学び、男女平等参画社会の新たな

道筋を開く。女性史に関する講座を開催し、希望する参加者

とともに編さんに向けた聞き取り等を行う。次年度以降、女

性史編さん、女性史研究会の活動につなげる。 

特定非営利活動法人 

生活企画ジェフリー 
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事業名 事業概要 実施団体 

留学生との世代横断

的市民交流 

留学生ホームビジット、留学生と小学生の交流事業を通し、

外国人と接する機会を提供することにより、外国人に対する偏

見の芽をつみ、未来の多文化共生社会の担い手としての意識を

育てる。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター 

食育サポーター養

成、こども食育検定

の実施 

食育において重要な「子どもの料理体験」の取組を進めるた

め、地域の担い手としての食育サポーターを養成する。担い手

を育成し、実践活動として子ども料理体験教室、子ども食育検

定を実施し、食育活動を促進する。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブ ちろりん村 

 

 

■平成 21年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

地球温暖化防止キャ

ンペーン活動「西東

京市に蛍を」（中高年

による地域参加） 

・気候変動について、科学者や専門家を講師に講座を開催

し、環境について学ぶ。（講座内容：１回目：地球温暖化の危

機、２回目：足尾銅山緑復活の実例紹介、３回目：ほたるの

復活） 

・蛍の復活に向けての取組をワークショップにより行う。 

ＭｅＣ西東京 

オープンガーデンに

よる花とみどりのま

ちづくり立ち上げ事

業 

・西東京市を花とみどりがいっぱいの街とするため、個人が自

分の庭に花を植えて、市民へ開放するオープンガーデンによる

まちづくりの立ち上げ事業を実施する。 

・花が最も美しく咲く 20 年 7 月上旬に向けて、オープンガー

デンの参加者を募集し、講習会及び組織作りを行い、各自準備

する。 

ＮＰＯ法人 西東京花

の会 

 

 

■平成 22年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

子育てかわら版作成

（育児情報の一元

化） 

○市からの情報提供を受け、入手した情報をＡ３サイズ１枚

の「かわら版」にまとめる。 

○配布：母子手帳交付、新生児訪問、３～４ヶ月児検診の際

の配布（妊婦～４ヶ月までの赤ちゃんの母親）、公民館、図書

館等の公共機関の配布場所を市に協力してもらう。 

西東京子育てコム 

児童・生徒を対象と

した学習講座開講 

西東京市の小中学校に通う小学５年生～中学２年生を対象

として、費用は無料で、教える人は会員になり無料報酬にて、

個人ごとに、進学を目的としたものでなく授業の補習程度の内

容を指導する学習講座開講を行うとともに将来的にはホーム

ページの開設・運営による普及啓発事業を行う。 

特定非営利活動法人 

稲門寺子屋西東京 

特別支援教育を市民

として実践する 

○「育てにくい児童・生徒」の個人スキル向上のための訓練と

自己表現の場をつくる。 

○近隣の高校生、大学生などの青年指導者の育成 

○「育てにくい児童・生徒」の子育てに関する学習会とノウハ

ウ冊子（映像含む）の制作を行う。 

西東京通級親の会 で

こぼこ 
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■平成 22年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

「女性史編さん」で

ひらく男女平等のま

ちづくり-暮らしか

ら社会を変える- 

女性たちの活動や歴史を学び、男女平等参画社会の新たな

道筋を開く。女性史に関する講座を開催し、希望する参加者

とともに編さんに向けた聞き取り等を行う。次年度以降、女

性史編さん、女性史研究会の活動につなげる。 

特定非営利活動法人 

生活企画ジェフリー 

留学生との世代横断

的市民交流 

留学生ホームビジット、留学生と小学生の交流事業を通し、

外国人と接する機会を提供することにより、外国人に対する偏

見の芽をつみ、未来の多文化共生社会の担い手としての意識を

育てる。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター 

食育サポーター養

成、こども食育検定

の実施 

食育において重要な「子どもの料理体験」の取組を進めるた

め、地域の担い手としての食育サポーターを養成する。担い手

を育成し、実践活動として子ども料理体験教室、子ども食育検

定を実施し、食育活動を促進する。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブ ちろりん村 

 

 

■平成 23年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

あなたも元気に踏み

出そう～はじめの一

歩～ 

就労を希望している女性への支援の一環として、パソコン

講座を開催して就労に必要なスキルを習得してもらう。 

特定非営利活動法人 

西東京ＮＰＯ推進セン

ター（セプロス） 

西東京プレーパーク

キャラバン 

自然を活かした遊びや身体を動かす遊びなど、子どもたちが

自ら様々な工夫で遊べる機会を作り、子どもたちの健全な育成

と地域コミュニティを活性化させる。 

マンマミーア！プラス 

 

 

■平成 23年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

女性史編さんでひら

く男女平等のまちづ

くり―暮らしから社

会を変える― 

新たに「西東京市女性史研究会」を立上げ、地域女性史を

継続的に研究・編さんする研究会のマネジメント・コーディ

ネーターに着手する。 

また、協働活動の経緯を「（仮）聞き書き集発行から研究会

立上げへ-協働で花開く男女平等のまちづくり」にまとめる。 

特定非営利活動法人 

生活企画ジェフリー 

留学生との世代横断

的市民交流 

留学生ホームビジット、留学生と小学生の交流事業を通し、

外国人と接する機会を提供することにより、外国人に対する偏

見の芽をつみ、未来の多文化共生社会の担い手としての意識を

育てる。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター 

こども料理サポータ

ー養成およびこども

食育クイズ（検定）の

実施 

食育において重要な「子どもの料理体験」の取組を進めるた

め、地域の担い手としての食育サポーターを養成する。担い手

を育成し、実践活動として子ども料理体験教室、食育クイズ（検

定）を実施し、食育活動を促進する。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブちろりん村 
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事業名 事業概要 実施団体 

子育てかわら版発行

とそれに伴う効果に

ついての調査 

市報や公民館だより、児童館だよりや子育て関連イベントに

関する情報を一元化し、定期的に提供する情報誌「子育てかわ

ら版」（Ａ３サイズ１枚）を作成する。市内各所での配布のほか、

検診時や一時保育時の配布、希望者への郵送を行い、広く提供

する。また、子育てかわら版の効果について調査する。 

西東京子育てコム 

児童・生徒を対象と

した学習講座開講 

家庭の事情により塾等に通っていない小５～中２の児童・生

徒を対象として、定期的に無料の学習講座を行う。指導者は会

員であり、内容は進学を目的としたものではなく、授業の補習

程度の指導を行う。 

新たにホームページを開設し、普及啓発活動を行う。 

特定非営利活動法人 

稲門寺子屋西東京 

特別支援教育を市民

として実践する 

「育てにくい児童・生徒」の子育てに関する学習・講演会を

開催する。同じような悩みを持つ保護者などから今までの経験

や具体的対応などをエッセイ形式で綴るノウハウ冊子を製作

し、他の悩みを持つ家族や地域社会へ情報発信を行う。 

でこぼこ 

 

 

■平成 24年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

西東京市・パパスク

ール 

パパの子育てに関する事等の講座を６回開催し、現代のパ

パに求められるマインド・スキルを磨きつつ受講者同士のネ

ットワークの構築を目指す。 

西東京市パパクラブ 

子連れで多文化体験 

日本語と外国語の両方で絵本の読み聞かせを行うなど、親子

で異文化を体験できるワークショップを３回開催し、外国と日

本の、お互いの文化への理解を深めてもらう。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター 

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 

心身の発達に遅れのあるこどもと保護者を対象に講習会等

の開催と情報誌の発行により、保護者と障害のある子どものみ

ならず、その兄弟も心身健やかに過ごせるようにする。 

さーくる縁 

 

 

■平成 24年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

特別支援教育を市民

として実践する 

「育てにくい児童・生徒」の子育てに関する講演会と、発

達障害のある児童・生徒を育てる保護者や支援者のため、次

年度以降の活動につながるよう、教材や指導方法（ツールな

ど）についてまとめた冊子を製作する。 

でこぼこ 

児童・生徒を対象に

した学習講座開講 

家庭の事情により塾等に通っていない小５～中３の児童・生

徒を対象として、定期的に無料の学習講座を行う。指導者は会

員であり、内容は進学を目的としたものではなく、授業の補習

程度の指導を行う。 

特定非営利活動法人 

稲門寺子屋西東京 
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事業名 事業概要 実施団体 

あなたも元気に踏み

出そう No.２ ～は

じめの一歩～ 

様々な事情により就労を希望しているが、就労の機会を得ら

れていない女性への支援の一環として、パソコン講座を開催し

て就労に必要なスキルを習得してもらう。 

特定非営利活動法人 

西東京ＮＰＯ推進セン

ター（セプロス） 

子育て情報に特化し

た情報提供と情報提

供者の育成 

市報、児童館だより、子育て関連イベントに関する情報等を

Ａ３サイズの「かわら版」にまとめ、市内各所での配布のほか、

検診時や一時保育時の配布、希望者への郵送を行い、広く提供

する。 

地元ＦＭ局と地域情報誌の協力により、情報発信者育成講座

を行い、情報発信の出来る母親を増やす。 

西東京子育てコム 

西東京プレーパーク

キャラバン 

自然を利用した観察・工作活動や自然の中で活発な運動がで

きる遊びなど、子ども達自らが様々な工夫をこらして、戸外で

思いっきり遊ぶことのできるプレーパークを実施する。 

マンマミーア！プラス 

 

 

■平成 25年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

駅前で学ぶ課外授業 

田無駅北口のアスタ２階センターコートで、西東京市の歴

史や地域等について学ぶ事の出来る、展示とビデオ上映と講

演会を、土日の２日間で１回として、３回実施する。 

学びの郷 

｢作物による資源循

環エネルギーの今

昔」教材の開発とＤ

ＶＤ作成 

環境学習用のＤＶＤを、小・中学生にもわかりやすくアニメ

ーション風に作成して、公共施設に配布すると共に、小学校等

で、このＤＶＤを活用した環境学習を４回実施する。 

西東京菜の花エコ・プ

ロジェクト 

ホームスタートの実

現を目指して ”ホー

ムビジター養成講座

の開催” 

未就学児がいる家庭に訪問し、母親の話を聞いたり、一緒に

何かすることで、子育てを支援する人、「ホームビジター」を養

成する講座を、全８日間の日程で実施する。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブ ちろりん村 

 

 

■平成 25年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

あなたも元気に踏み

出そう Part３ ～

ステップアップ講座

～ 

パソコンや携帯端末等を利用した仕事の普及により、そられ

を操作するためのスキルアップが求められている。女性がパソ

コン操作のスキルを向上するための講座を実施する。 

特定非営利活動法人 

西東京ＮＰＯ推進セン

ター（セプロス） 

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 

障害児の保護者が家族がのびのびと暮らせる環境づくりを

行うため、こどもたち同士や家族同士のつながりを醸成し、生

活の喜びを分かち合い、必要な情報を交換する場を提供するた

めの講座や情報誌の発行を行う。 

さーくる縁 

西東京市・パパスク

ール 

パパが主体的に子育てやママの支えができるような、最新の

子育て状況の提供や育児の楽しさを学べるな講座を開催する。

受講者のネットワークで地域に参画するパパを育てるなど、知

識だけではなくパパ友を得られる講座を実施する。 

西東京市パパクラブ 
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■平成 26年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

西東京市の多文化共

生を進めるために 

～広報媒体を利用し

て～ 

多文化共生について理解してもらうことを目的としたＤＶ

Ｄ、２種類のリーフレットを作成し、イベントと組み合わせて

効果的な啓発活動を実施する。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター（ＮＩＭＩＣ) 

若年の母親を応援す

る事業 

若年の母親達を対象に、自己理解と支援に関わる講座を２回

開催し、事業実施報告を兼ねてリーフレット制作・発行。講座

で学んだことを活かし、地域交流を兼ねた参加型ワークショッ

プを１回開催する。 

べいてぃ～ず 

トンネルから抜け出

そう！ 

～ペア・ピアカウン

セリング～ 

障がい児を持つ先輩保護者が、精神的に不安定な時期の後輩

保護者が、前向きに障がい児の子育てができるようにするため

のサポートをする相談事業。相談スキルを持つ先輩保護者(相

談員）を養成するため相談員経験者等からの事前学習会を３

回、臨床心理士による講座を１回実施し、相談を希望する保護

者への周知活動を実施する。 

ぶーけ 

 

 

■平成 26年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

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 

障害児の保護者が子どもの障害を受容し、障がいのある子や

その家族がのびのびと暮らせる環境づくりを行うために、子ど

も達や家族同士のつながりを醸成し、心配事や不安な気持ちや

子どもとの生活の喜びを共感的に分かち合うための情報交換

を行うための講習会の開催と情報紙の発行を行う。 

さーくる縁 

西東京市パパ・スク

ール 

パパの子育ての仕方のごく基本的な講座を中心に開催する。

今年度は講座に参加しやすいように保育を付し、ママのサポー

トの仕方や、育児の楽しさを学ぶ機会を、西東京市の後進のパ

パ達に持ってもらう事を目指す。 

西東京市パパクラブ 

駅前で学ぶ課外授業 

田無駅北口のアスタ２階センターコートで、西東京市に関連

のある絵本や文学、青梅街道の歴史や現代の商店街との関わり

等について学ぶ事の出来る、展示とビデオ上映と講演会を、土

日の２日間で１回として、２回実施する。 

学びの郷 

「公共施設の菜の

花、ひまわり植栽か

ら 環 境 を 考 え よ

う！」菜の花、ひまわ

り栽培による環境学

習と手引書作成 

資源循環と環境保全というテーマをわかりやすく伝えるた

め、中学校、小学校、児童館でひまわりと菜の花植栽の指導、

廃食用油によるろうそく作り、石鹸作りの環境学習を行い、作

物による資源循環による環境保全がわかる手引書を作成する。 

西東京菜の花エコ・プ

ロジェクト 

ママを元気にするホ

ームスタートの「ホ

ームビジター養成講

座」 

未就学児のいる家庭に訪問し、子育てを支援する人、「ホーム

ビジター」を養成する講座と、養成講座を修了した方のフォロ

ーアップを目的とした講座を全８回実施する。 

ワーカーズ・コレクテ

ィブ ちろりん村 
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■平成 27年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

孤育てより共育て～

妊娠期からの心と体

の絆づくり～ 

妊娠期や産後の生活を学ぶ講座の開催。共に講座を受けるこ

とで仲良くなり、市内での子育て状況を知りながら絆づくりに

つなげる内容を提供する。様々な講座を開催することで子育て

世代の興味を引き、産前産後の時期の大切さに気付いてもら

う。また、参加者が参加しやすい日程を選べるように年間を通

して講座を 12回開催する。 

ラララ♪ＭａＭａ 

 

 

■平成 27年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

駅前で学ぶ課外授業 

田無駅北口のアスタ２階センターコートで、現代の子ども達

を応援しようとの観点から昭和の元気な子供たちの様子、都市

農業に対する関心と地産地消拡大の一助として、かっての農業

地と現在の農業地での生活シーンを写真などで紹介する展示

と講演会を土日の２日間を１回として、２回実施する。 

学びの郷 

ホームスタートの訪

問ボランティア養成

と事業の地域定着を

めざして 

未就学児のいる家庭に訪問し、子育てを支援する人、ホーム

ビジターを養成する講座と、昨年、一昨年養成講座を修了した

ホームビジターのフォローアップを目的とした講座を全８回

実施する。広報ツールを充実させ新規ホームビジターと利用者

を募り、地域定着を目指す。 

ＮＰＯ法人ワーカー

ズ・コレクティブちろ

りん村 

西東京市の多文化共

生を進めるために～

より多くの人々への

働きかけ 

平成 26 年度に多文化共生の啓発を目的に制作した広報媒体

（ＤＶＤ、リーフレット）を活用し、より多文化共生の啓発を

行う為、田無駅北口アスタ２階センターコートで３日間パネル

展示、ミニステージの開催、コール田無で著名人と外国人市民

による体験談、パネルディスカッションを開催する。また、多

文化共生の理解を深めるため学校での講演会実施のための準

備を行う。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター（ＮＩＭＩＣ) 

トンネルから抜け出

そう！ 

～ペア・ピアカウン

セリング～ 

障がい児を持つ先輩保護者が、精神的に不安定な時期の後輩

保護者が、前向きに障がい児の子育てができるようにするため

にサポートする相談事業の相談員を育成する学習会、事業の広

報のための、市の子育て関連部署との事業周知の調整、公共施

設での無料の相談会を月１回程度実施する。 

ぶーけ 

 

 

■平成 28年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

中学生の「生きるチ

カラ」を育てるワー

クショップ 

これから社会を担う子ども達は、生きていく途上で、つまず

くことも、自己肯定感を喪失する体験も多々すると思われる。

この事業では、中学生を対象に、現実の社会を疑似体験するこ

とを通し、しなやかに強く生きていく力を身に付ける手助けを

するために当団体で実施実績があり、被災した折に、庇護され

る側ではなく、避難所を運営する側を疑似体験する「避難所運

営ゲーム（ＨＵＧ）」を中学校５校で実施する。   

田無スマイル大学実行

委員会 
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事業名 事業概要 実施団体 

介護者（ケアラー）自

身のケアとサポート

のしくみづくり 

福祉政策でケアを必要としている人のサービスは整備され

ているが、ケアラー（家族を介護している人）に対するサービ

スは見落とされている。ケアラー自身が尊厳をもって生活して

いくため、地域で支える仕組みが必要であり、ケアラーズカフ

ェは、ケアラーの気持ちに共感し、情報を発信する場となる。

本事業で、ケアラーサポーターについて学ぶ講座を４回開催

し、ケアラーの実態を把握するためのアンケート調査を実施す

る。 

西東京・ワーカーズ 

まちの縁がわ「木・々」 

 

 

■平成 28年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

西東京市の多文化共

生～この 10年と今後

に向けて 

より多くの市民に多文化共生について理解してもらうこと

を目的に多文化共生の最前線である市内のボランティア日本

語教室と協力し、活動の現場を紹介するパネル展示とミニステ

ージ、平成 26 年度に作成したＤＶＤやパンフレットを活用し

た啓発活動の展開を田無駅北口２階アスタセンターコートで

の開催。 

外国人実態調査と、多文化共生に関わる人々の意識調査、多

文化共生に関わる事業評価を行い、結果を報告書「(仮）西東京

市の多文化共生～この 10年と今後に向けて」としてまとめ、今

後の啓発活動や事業企画に役立てる。 

学校現場（３校以上）で子ども達の多文化共生への理解を広

げる。 

特定非営利活動法人 

西東京市多文化共生セ

ンター（ＮＩＭＩＣ) 

孤育てより共育て 

～西東京市 子育て

応援パスポート構築

事業～ 

核家族化等で気軽に相談できる相手がいない等、子育てに悩

みや不安を持ち、孤立している家庭が増えている。 

子育て世帯の不安を解消し、負担感の軽減を図るとともに子

育て力を高めるようなサービスに使えるパスポートを発行し、

生み育てやすいまちづくりを推進する。 

子育て応援パスポート構築のため、協力者向けに子育てパス

ポートの説明交流会の開催、育て世代向けに意見交換会などを

半年間の間に３～４回、市内の公民館などで行う。 

西東京市こそだてフェスタでのＰＲに加え、11 月にお披露目

会を開催し、パスポートの先行配布を行う。 

その後は随時配布とし、協力事業者にも随時呼びかけてを行

い、子育て応援パスポート事業の情報をＨＰを通じて公開す

る。 

ラララ♪ＭａＭａ 

 

 

■平成 29年度実施事業（新規） 

事業名 事業概要 実施団体 

西東京市に清流を！ 

市民でつくるまちの

里川 

 多くの生き物が石神井川に棲みつき、豊かな自然環境を回復

するため、石神井川のゴミを取り除き、いつもきれいな状態を

保つ清流を復活させ、まちの里川にする事業として、7 月 7 日

（川の日）に石神井川の清掃活動、10月に河川の治水、利水、

親水など川の豊かさ、水の重要性などをテーマとした講演会、

パネルディスカッションを開催すると共に、活動報告集を作成

し多様な生き物の棲める里川の継続に役立る。 

ＭｅＣ西東京 
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■平成 29年度実施事業（継続） 

事業名 事業概要 実施団体 

ケアラー（在宅介護

者）支援・・・傾聴と

認知症から学ぶ 

 ケアラーズカフェを、支援の必要なケアラー（在宅介護者）

に利用していただくための仕組み作りとして、ケアラー支援者

側の増加をすすめていきながら、ケアラー支援者育成のための

各種講座を行う。ケアラー支援者のスキルアップサポートを行

い、ケアラー支援の質を向上させることにより、ケアラーズカ

フェをケアラーの集える場とし、ケアラーの掘り起しを図る。 

基本的な傾聴・対話姿勢を学ぶ講座や、認知症高齢者につい

て学ぶ学習会、都内の先進的なケアラーズカフェを訪問し、人

材育成や地域ネットワーク作りなどについて学ぶ講座を開催

する。 

 年度の後半には、講座参加者を対象に、連続講座で学んだこと

を活かしていくため、ケアラーズカフェで傾聴の実践体験会を

開催する。 

西東京・ワーカーズ 

まちの縁がわ「木・々」 

 

 

■平成 30年度実施事業（新規） 

募集

区分 
事業名 事業概要 実施団体 

団
体
提
案
型 

西東京市の藍の歴史とそれ

にまつわる話の普及 

 藍が、かつて西東京市の特産品であったことや、明

治期、海外への輸出によって地域の経済文化が活性化

していった歴史を知ってもらうことによって、西東京

市の藍の歴史とこれに関わる進取の気性に富んだ

人々への理解を深め、市民の地域への誇りと愛着心を

高め、町おこしに寄与することを目的とする。 

 今年度は、西東京市の歴史と文化について市民へ広

める後継者を育成するため、藍の栽培や、藍染め体験

を通して西東京市の歴史と文化について知ってもら

う藍のマイスター養成講座を、５月から 11 月に全６

回にわたり実施する。また、藍の歴史とそれにまつわ

る人物について伝える講演会とパネル展を９月に１

回実施する。 

 講演会の開催に合わせ、親子で一緒に読める冊子

『親子で読み解く西東京市の藍』を約 3,000 部作成

し、講演会の参加者の他、広く市内へ配布する。 

下保谷の自然と文

化を記録する会 

行
政
提
案
型 

西東京子ども放課後カフェ 

 現在、市内中学校９校のうち６校が地域の大人の運

営により放課後カフェを実施しており、中学生の居場

所となるとともに、地域の大人と関わることで、中学

校を中心とした地域の輪が広がっている。 

本事業では、放課後カフェを実施できていない３校

のカフェの立ち上げと実施している６校の運営の支

援を行うと共に、カフェを立ち上げるために必要なリ

ーフレットの作成、子どもの居場所づくりを啓発する

ための講演会を開催し、多様な年齢の子どもたちや地

域の大人たちとのかかわりについて学ぶ。 

西東京子ども放課

後カフェ 
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■令和元年度実施事業（新規） 

募集

区分 
事業名 事業概要 実施団体 

自
由
テ
ー
マ
型 

小規模公園活用を通じた地

域コミュニティの醸成およ

び普及活動 

 市では、小規模公園の維持管理・活用が課題となっ

ているが、当事業を通じて、小規模公園を維持管理し、

活用できる・活用したいと思う人材を募り育成するこ

とで小規模公園活用の裾野を広げることを目的とす

る。 

 １年目の事業では、まず小規模公園の維持管理・活

用そのものについての認知と理解の向上を図ること

を目指す。 

 具体的には、市民協働で小規模公園の清掃や除草、

遊具の修繕から、活用可能にした小規模公園で実際に

市民ニーズを取り入れたイベントを実施する。 

 さらに、イベント当日は、小規模公園維持管理・活

用に関心を持ってもらうため、参加型ワークショップ

やアンケートを実施し、小規模公園の維持管理・活用

に対する地域住民の認知と理解の向上を図る。 

ひばり日和。 

テ
ー
マ
設
定
型 

防災・減災をみんなで学び

実践しよう～防災学習を企

画・支援します～ 

 災害の発生に備え、防災・減災について共に考え、

学ぶ場を設ける。 

 市との協働を通じ、防災・減災に関心を持つ市民や

市民団体との地域ネットワークを作り、自助・共助の

裾野を拡充する。 

 本事業では、一人ひとりが持ち帰ることができる自

分の防災マップを作り、防災まち歩きを組み合わせた

イベントや、避難生活改善の備えや在宅避難に関する

知恵などを平時から学ぶワークショップ等を実施す

る。 

 また、市の総合防災訓練等において防災や災害ボラ

ンティア活動についての展示を行うとともに、防災啓

発のための広報誌を約 1,000 部作成して配布するほ

か、危機管理室と協働して内容を検討した防災講話を

市民団体等に実施する。 

西東京レスキュー

バード 
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■令和元年度実施事業（継続） 

募集

区分 
事業名 事業概要 実施団体 

自
由
テ
ー
マ
型 

西東京市の藍の歴史とそれ

にまつわる話の普及（継続） 

 かつての下保谷の特産品であった藍の栽培や藍染

め体験等をとおして、市民の地域への愛着心を高め、

町おこしに寄与することを目的とする。 

 本年度は、次世代を担う子ども達（主に小学生）を

メインターゲットとし、藍染めの感動「体験」をとお

して、かつて藍の栽培をしていた当時の様子を想像し

てもらうことで、更なる事業の推進を図る。 

 まず、下保谷四丁目特別緑地保存地区（旧高橋家の

屋敷林）で藍を栽培し、その景観を市民に見てもらう

ことで、屋敷林と共生しながら行われてきた当時の藍

栽培の様子を思い描いてもらう。 

 次に、夏休みと冬休みの時期に親子での藍染め体験

を実施し、自分達のまちの歴史を知ってもらう。 

 また、前年度の事業で作成した冊子「西東京市の藍

の話」の内容をさらに充実させ、市民に知らせるため

に広く配布する。 

下保谷の自然と文

化を記録する会 

テ
ー
マ
設
定
型 

西東京子ども放課後カフェ 

 市内中学生のいじめや不登校・自死・虐待被害等の

予防・早期発見を図るために、中学校でカフェを開き、

学校・生徒・地域が日常的につながるような子どもた

ちの居場所づくりを行う。 

 本年度は、次の三つの取組みを中心に事業を行う。 

 一つ目は、子どもたちの居場所を市内で等しく確保

するために、放課後カフェ未実施校の二校（田無第二

中学校・明保中学校）の地域人材に、カフェ開設の働

きかけを行う。 

 二つ目は、放課後カフェ実施団体間で連絡会を実施

することで、団体間だけでなく、学校・行政等の相互

理解を深め、ネットワークの強化を図る。 

 三つ目は、放課後カフェ活動の普及・啓発を図るた

めに、昨年度に作成したリーフレットを配布し、講演

会を実施する。また、放課後カフェ協力者を対象にし

た研修会を実施するとともに、生徒への感想調査を行

い、放課後カフェの質の向上と活動内容の深化を図

る。 

西東京子ども放課

後カフェ 
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■令和２年度実施事業（新規） 

募集

区分 
事業名 事業概要 実施団体の形態 

自
由
テ
ー
マ
型 

「3.11から 10年」西東

京プロジェクト―冊子

発刊と講座開催 

「3.11 から 10 年」をキーワードに、西東京市の市

民・企業・行政職員などが連携して、被災者・被災地に

寄り添った記録集を作成し、配布する。 

東日本大震災の被災の実態を伝え、被災者・被災地を

支援し続けている多様な団体・人々の連携が、長く、豊

かにつながっている「協働意識の高い西東京市」を知っ

て貰うことで、まちに対する誇りと安心を感じて貰う

ことを目指す。 

特定非営利活動

法人 生活企画

ジェフリー 

 


