
No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

1
さいたま
市

環境対策課
さいたま市水環境ネット
ワーク事業

【さいたま市水環境ネットワーク会則】
平成22年8月27日に視察研修会を開催し、会員22名が
参加しました。また、平成23年1月22日に活動発表会・
講演会を開催し、28名が参加しました。市が市民団体
の交流の場を設け、市民団体がその場を利用して交流
を図っています。

環境保全 550 継続

2
さいたま
市

環境対策課
さいたま市水辺のサ
ポート制度

【さいたま市水辺のサポート制度実施要綱】
現在4団体が里親に参加しており、市は里親が回収した
ごみ処理への協力、必要な物品の支給、ボランティア保
険の加入等を行っています。
市民団体は環境美化活動を行い、市は環境美化活動
に必要な物品の支給やボランティア保険への加入等を
行っています。

環境保全 99 継続

3
さいたま
市

資源循環推進課
さいたま市リサイクル女
性会議

女性ならではのアイディア等を、ごみの減量・リサイクル
に反映させるため、各区域の自治会から推薦された協
力員（計286名）によって構成された市民団体（さいたま
市リサイクル女性会議）に補助金を交付し、地域におけ
る啓発活動やモニター活動を推進しました。市は事務局
として、女性会議（協力員）はごみの減量化・リサイクル
に係る地域のリーダー的な役割を担いました。

環境保全 1,000 継続

4
さいたま
市

コミュニティ推進課
さいたま市自治会運営
補助金交付事業

地域住民の相互理解と融和を図るとともに、住みよい豊
かな地域社会の形成に資することを目的として、自治会
運営経費の一部を補助しました。自治会は、地域に密
着し、地域の実情に精通したコミュニティであり、公共
性、公益性が極めて高い団体であるため、その運営を
支援することにより、地域コミュニティの活性化につなが
りました。

ＮＰＯ・市民活動支
援

203,338 継続

5
さいたま
市

コミュニティ推進課
コミュニティ特別整備事
業補助金交付事業

コミュニティ活動の拠点である集会所の建設及び増改
築・修繕に係る費用の一部を補助することにより、コミュ
ニティ活動の活性化を図ることを目的として、自治会集
会所の建設及び増改築・修繕に係る費用の一部を補助
しました。コミュニティ活動の拠点である自治会集会所
の整備を支援することにより、コミュニティ活動の活性化
につながりました。

ＮＰＯ・市民活動支
援

72,739 継続

④ＮＰＯへの補助
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6
さいたま
市

コミュニティ推進課
さいたま市コミュニティ協
議会補助金交付事業

地域社会における近隣住民との連帯意識の高揚を図る
ことを目的として、さいたま市コミュニティ協議会の運営
に係る経費を補助しました。コミュニティ協議会は、コ
ミュニティづくりを市民運動として総合的に展開している
団体であるため、その運営を支援することにより、市民
の連帯感の醸成につながりました。

ＮＰＯ・市民活動支
援

853 継続

7
さいたま
市

市民活動支援室
市民活動及び協働の推
進助成事業

さいたま市市民活動及び協働の推進基金を活用し、地
域の多様な課題に対して市民が自ら解決策を企画し、
行政と一緒に協働で取り組むことを支援することで、市
民活動が活発化し、協働が推進することにより波及的
に地域が豊かになることを目的とする。団体希望寄附
金を活用する助成事業では、寄附金のみを原資として、
市民活動団体が行う公益的な事業に対して、寄附者の
希望を尊重して助成する。
一般寄附金を活用する助成事業では、寄附に加えて団
体が自ら調達する自己資金や無償の労力を市民の資
源ととらえ、市は市民が協働事業に対して提供する資
源にマッチングした同額を助成する。平成２２年度は、４
事業を実施した。

ＮＰＯ・市民活動支
援

3,758 新規

8
さいたま
市

消費生活総合センター
さいたま市消費者団体
等運営補助金

市民の消費生活の安定と向上を目的として、消費者団
体等の補助事業の遂行状況等活動実績を審査し、活
動内容に見合った補助金を予算の範囲内で交付した。

ＮＰＯ・市民活動支
援

270 継続

9
さいたま
市

男女共同参画課
男女共同参画推進市民
企画講座

選考委員会で決定した2団体がそれぞれ講座を企画・
立案・実施した。
・『「自分らしさってな～に？」楽しくやろう女性のための
自己表現トレーニング講座』
・『「これからの自分講座」～みつけませんか？自分色
～』
選考された団体が企画・立案から講座の実施まで行っ
た。団体が講座の企画・運営を経験することで、男女共
同参画のまちづくりを推進できた。

人権、男女共同参
画

199 継続
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10
さいたま
市

男女共同参画課 女・男フェスタさいたま

日程　1月29日、1月30日（2日間）
会場　シーノ大宮センタープラザ9階、10階
「第10回女・男フェスタさいたま」を、「女（ひと）と男（ひ
と）　共に輝く　社会めざして」をテーマとして開催した。
さいたま市男女共同参画推進団体連絡協議会の加盟
団体による活動報告の展示、ワークショップ、ステージ
発表のほか、講演会、映画上映会を行った。市が事務
局となり、男女共同参画推進団体連絡協議会が企画・
立案から実施、報告書の作成・発行までを行った。
市民の男女共同参画に対する意識の啓発、また、団体
間の交流を促すことができた。

人権、男女共同参
画

1,000 継続

11
さいたま
市

選挙課 機関誌の発行

明るい選挙推進協議会の選挙啓発活動の報告などを
掲載した機関誌を作成・発行し、選挙管理委員会事務
局をとおして市内公共施設等に２月に配布した。作成部
数は12,000部。市は機関誌の印刷・配布、協議会は内
容や体裁の企画・作成をする等、互いに担当する部分
を明確化しました。

その他 137 継続

12
さいたま
市

まちづくり総務課
さいたま市まちづくり支
援補助金交付制度

「さいたま市まちづくり支援補助金交付要綱」に基づき、
市街地の計画的な整備を推進しようとする団体に対し
て、予算の範囲内で１団体当たり５０万円、５年を限度と
して、補助金を交付しました。

まちづくり 5,500 継続

13
さいたま
市

障害福祉課
全国障害者スポーツ大
会選手団派遣事業

全国レベルの大会に参加することを通じ、本市の障害
者スポーツの競技力アップを図るとともに、障害者の社
会参加促進に寄与することを目的とする。平成２2年度
は、千葉県に選手・役員46名を派遣した。

スポーツ振興 7,854 継続

14
さいたま
市

障害福祉課 福祉団体補助事業

障害者団体の実施する福祉事業に要する経費に対して
補助金を交付することで、障害者の福祉の増進を図る
ことを目的として、さいたま市障害者団体補助金等交付
要綱に基づき、市内８団体の福祉事業に要する経費に
対して補助金を交付した。

福祉 2,047 継続
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15
さいたま
市

地域保健支援課
さいたま市食生活改善
推進員協議会補助金交
付事業

さいたま市食生活改善推進員協議会の運営経費の一
部を補助しました(さいたま市食生活改善推進員協議会
補助金交付要綱)さいたま市食生活改善推進員協議会
は、食育や健康づくりを中心とした自主的なボランティア
活動を行っている団体であり、その活動を支援すること
で、市民の健康づくり活動の活発化につながりました。

保健、医療 1,360 継続

16
さいたま
市

地域保健支援課
さいたま市保健愛育会
補助金交付事業

さいたま市保健愛育会の運営経費の一部を補助しまし
た(さいたま市保健愛育会補助金交付要綱)。さいたま市
保健愛育会の組織は、地区愛育会（班相当）で構成さ
れ、母子の育児支援や健康づくり関する普及等を、各
地区および市全体として実施する団体である。その活
動を支援することで市民の一層の健康保持増進や育児
支援を推進することができました。

保健、医療 700 継続

17
さいたま
市

西区コミュニティ課
西区まちづくり推進事業
補助金

【補助対象事業】
西区の特色・特徴を生かしたまちづくりのための事業、
西区民のコミュニティの醸成を図るための事業、コミュニ
ティ会議として認定された団体が行う事業等。
【補助金額】
上限１０万円（事業に要する経費の２分の１の範囲）、又
は予算の範囲内
【根拠となる法令】
さいたま市西区まちづくり推進事業補助金交付要綱

まちづくり 8,689 継続

18
さいたま
市

北区コミュニティ課
北区まちづくり事業補助
金助成事業

事業を行う団体に対し、支援を行う。
上限１０万円（補助率３/４）
さいたま市北区まちづくり事業補助金交付要綱 まちづくり 441 継続

19
さいたま
市

北区コミュニティ課
北区区民会議支援チャ
レンジ提案事業

事業を行う団体に対し、支援を行う。
上限３０万円
北区区民会議支援チャレンジ提案事業補助金交付要
綱
応募団体の事業計画等を、区民会議が１次審査後、応
募団体によるプレゼンテーション（２次審査）を開催し、
審査後区長に提言。その後庁内の審査委員会で審査し
決定。

まちづくり 600 継続
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20
さいたま
市

大宮区コミュニティ課
大宮区コミュニティ会議
事業補助事業

区内で実施されるコミュニティ会議登録団体によるまち
づくり事業に対し、補助金を交付。
・補助金額　対象事業経費の2分の1(上限20万円）
・要綱等　大宮区コミュニティ会議事業補助金交付要綱 まちづくり 606 継続

21
さいたま
市

見沼区コミュニティ課
見沼区まちづくり推進事
業

住みよい豊かな地域社会の形成に資するため、見沼区
民のコミュニティの醸成と見沼区のまちづくり推進を目
的とした事業を行う団体に対し補助金を交付する。見沼
区のまちづくり推進を目的とした事業に対し、区が補助
します。

まちづくり 100 継続

22
さいたま
市

中央区コミュニティ課
バラのまち中央区アート
フェスタ

「バラのまち中央区アートフェスタ」として以下の３つのコ
ンサートシリーズ及びCandleArtNightの実施しました。
・５月１４日（金）プレイベント「CandleArtNight＠ばらまつ
り」（与野公園）
・８月２１日（土）「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥコンサート２０１０」
（さいたま新都心駅自由通路ほか）
　同日夜にCandleArtNightも併せて開催予定（けやきひ
ろば周辺）
・９月１１日（土）「区民コンサート」（彩の国さいたま芸術
劇場）
・１０月１６日（土）「蔵のまちコンサート」（与野本町通り
蔵づくりの家）
・１２月４日（土）「CandleArtNight」（彩の国さいたま芸術
劇場）
区民中心の実行委員会が主催し、地域企業・団体が後
援・協賛することで地域のにぎわい創出や区民相互の
交流促進につながりました。

まちづくり 3,500 継続

23
さいたま
市

桜区コミュニティ課
桜区まちづくり事業補助
金

桜区の特性・特徴を活かした魅力あるまちづくりのため
の事業や、桜区のコミュニティの醸成を図るための事業
を行う団体に対して補助金を交付しました。住民のコ
ミュニティの醸成と桜区のまちづくりの推進を目的として
設立した団体が行う事業に対し、区は補助金を交付し
ました。

まちづくり 400 継続
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24
さいたま
市

浦和区コミュニティ課
浦和区魅力あるまちづく
り推進事業

浦和区長が予算の範囲内において補助金を交付しまし
た。浦和区コミュニティ会議等が主体となって活動を行
い、区はその支援を行いました。 まちづくり 3,840 継続

25
さいたま
市

浦和区コミュニティ課
浦和区文化の小径づくり
推進事業

区の歴史を伝え、文教都市としてのイメージを高めると
ともに、浦和区らしさを感じながら、だれもが散策を楽し
み、地域の再発見や健康づくりに役立つ、もてなしの心
にあふれた文化の小径づくりを推進しました。浦和区長
が予算の範囲内において補助金を交付しました。

まちづくり 2,210 継続

26
さいたま
市

浦和区コミュニティ課
サッカーのまちづくり推
進事業

長い歴史と伝統に培われた埼玉サッカー発祥の地であ
る浦和区のサッカーの普及・発展及びサッカーを核とし
たスポーツ文化の創造、更には浦和区を広く市内外へ
ＰＲし、区の魅力あるまちづくりを推進します。浦和区長
が予算の範囲内において補助金を交付します。

まちづくり 1,500 継続

27
さいたま
市

浦和区コミュニティ課
コミュニティ活性化推進
事業

浦和区区民会議及び浦和区コミュニティ会議又はコミュ
ニティ活動団体等が幅広く連携協力し、その活動を広く
区民にＰＲするとともに地域コミュニティの振興を図り、
区の魅力あるまちづくりを推進しました。浦和区長が予
算の範囲内において補助金を交付しました。

まちづくり 12,389 継続

28
さいたま
市

南区コミュニティ課
第８回南区ふるさとふれ
あいフェア

南区民の区民意識向上と世代間交流を目的に、11月7
日（日）浦和競馬場にて開催。ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、熱気球、吹
奏楽演奏、ﾀﾞﾝｽ、物品販売、展示などを行った。 まちづくり 5,831 継続

29
さいたま
市

南区コミュニティ課
南区魅力あるまちづくり
推進事業（南区コミュニ
ティ会議事業）

 南区における地域コミュニティの醸成と魅力あるまちづ
くりの推進を目的として、コミュニティ会議の団体が行う
事業に対し、団体からの補助金交付申請に基づき「交
付審査委員会」の審査後、補助金の交付・不交付を決
定する。

まちづくり 1,961 継続

30
さいたま
市

南区コミュニティ課 南区まちづくり大学

南区民を対象にまちづくりへの関心を高め、郷土愛を醸
成するとともに、あらたな出会い・ふれあいの場を提供
することを目的として、前期6講座、後期4講座、文化祭
を開催し、延べ1,077人が参加した。講座の企画・実施・
広報等、大学の運営は実行委員（南区民）が行ってい
る。

まちづくり 675 継続
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31
さいたま
市

緑区コミュニティ課
さいたま市緑区コミュニ
ティ会議

緑区コミュニティ会議の認定を受けた団体に１０万円を
限度とした補助を行い、その活動の充実を図り、地域の
コミュニティ活動の活性化を図ることを目的とする。補助
金交付申請をした緑区コミュニティ会議の認定を受けた
団体に対し、補助を行った。

まちづくり 10 継続

32
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区歴史交流講演会
（再掲）

緑区の歴史的遺産を再認識し、それに縁のある都市・
地域との交流を図り、親善を深めることを目的とする。７
月２９日にプラザイーストにて区民を対象に、「日光の歴
史と御成街道」についての講演を行い、緑区内の歴史
的遺産の広がりを再認識した。参加人数９４人

文化、芸術
283

（再掲）
継続

33
さいたま
市

緑区コミュニティ課
めざせルーブル美術館
～子ども絵画教室～（再
掲）

「学びと交流の場づくり」の試行事業の一環として、子ど
もを対象に絵を描くことを好きになるきっかけづくりの場
を提供し、もって区民の交流を図ることを目的とする。
8月22日にプラザイーストにて子どもを対象にした絵画
教室を開催し緑区役所区民ホールにて展示を行った。
8月22日・・・91人

こども
283

（再掲）
継続

34
さいたま
市

緑区コミュニティ課
第７回緑区たこ作り教室
＆たこ揚げ大会

たこ作り・たこ揚げをとおして、ふれあいのあるまちづく
りに貢献することを目的とする。
たこ作り・・・１月①２２日②２３日
たこ揚げ・・・③１月２９日
参加者・・・①８９名②４７名③９９名

こども 168 継続
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35
さいたま
市

緑区コミュニティ課
手づくり楽楽ロビーコン
サート

緑区内の公民館音楽サークル及び区内で活動している
音楽団体が協力してロビーコンサートを開くことにより、
各サークルの交流と活動の充実を図るとともに、地域の
文化イベントとして区民に親しまれる区役所づくりに寄
与する。
６月９日・・・８９人
７月１４日・・・８７人
８月１１日・・・８１人
９月８日・・・５５人
１０月１３日・・・７０人
１１月１０日・・・７８人
１２月８日・・・６５人
１月１２日・・・４９人
２月９日・・・８１人

文化、芸術 50 継続

36
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区公民館文化団体連
絡会書道展

緑区内の公民館で活動している書道団体の発表の場、
交流の場を設け、文化活動の一層の活性化を図るとと
もに、緑区の文化の発展に寄与する。
5月20日～6月2日に緑区役所区民ホールにて、緑区内
の公民館で活動する書道団体（10団体）により、書道展
を開催した。

文化、芸術 15 継続

37
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区内公民館絵画グ
ループ合同展覧会

緑区内の公民館で活動している絵画団体の発表の場、
交流の場を設け、文化活動の一層の活性化を図るとと
もに、緑区の文化の発展に寄与する。
2月15日～2月22日に緑区役所区民ホールにて、緑区
内の公民館で活動する絵画団体により、絵画展を開催
した。
来場者数：457人

文化、芸術 23 継続

38
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区公民館合同文芸誌
刊行（第５号）

緑区の公民館利用文芸団体の作品（短歌、俳句、川
柳）を文芸誌として刊行し、公共機関を通じて広く市民
に配布した。
2月19日発行。
作成部数：500部
緑区の文化の発展に寄与することを目的としている実
行委員会に対し補助金を交付した。

文化、芸術 90 継続
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39
さいたま
市

緑区コミュニティ課
第７回緑区区民まつり
（再掲）

10月31日に、緑の広場（農業者トレーニングセンター）に
て、区民まつりを開催。
ミニＳＬ、ステージイベント、展示・出店、クリーンセンター
大崎施設見学会、無料提供コーナー（芋煮・豚汁・お
茶）、などを行った。
参加人数：約17,000人
ふれあいをテーマとした区民まつりを開催することを目
的とした実行委員会に対し補助金を交付した。

まちづくり
6,279

（再掲）
継続

40
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区手づくり音楽祭（再
掲）

12月18日にプラザイースト大ホールにて、緑区内で活
動している音楽団体（個人を含む）による合同演奏会を
開催。
参加人数：480人
参加者同士の交流を通じて相互のコミュニケーションを
図り、まちづくりに寄与することを目的としている実行委
員会に対し補助金を交付した。

文化、芸術
170

（再掲）
継続

41
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区防犯展（再掲）

8月30日にプラザイーストにて防犯展を開催。防犯用ビ
デオ上映、地域の防犯活動取り組み状況・犯罪発生状
況等掲示、犯罪についてのアンケート、泥棒撃退診断ク
イズ、青色回転灯装着車両の展示、防犯グッズ等の展
示、紹介など
参加人数：580人
防犯事業を行うことを目的とする実行委員会に対し補
助金を交付した。

防災、防犯、交通
安全

520
（再掲）

継続

42
さいたま
市

緑区コミュニティ課
防犯安全マップの作成
（再掲）

通学路の危険箇所のチェック、現地調査のまとめ、専門
家の講評を基に防犯安全マップを作成。
道祖土小学校　･･･　1,400枚
芝原小学校　･･･　1,450枚
野田小学校　･･･　450枚
尾間木小学校　･･･　1,250枚
中尾小学校・・・1,250枚
合計　･･･　5,800枚
防犯事業を行うことも目的とする実行委員会に対し補助
金を交付した。

防災、防犯、交通
安全

400
（再掲）

継続
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43
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区防犯講演会（再掲）

緑区民の防犯意識を高揚し、安全で住みよい地域社会
の実現を図ることを目的として、
1月28日にプラザイーストホールにて、「地域防犯と子ど
もの安全教育」と題し、講演会を開催した。防犯啓発品
を配布。
参加人数：160人

防災、防犯、交通
安全

500
（再掲）

継続

44
さいたま
市

緑区コミュニティ課
ホタル観賞と音楽の夕
べ

ホタル観賞を通じ、自然環境への関心と緑区の新たな
風物詩として区民のふれあいの場づくりを目的として、７
月１７日に見沼通船堀公園・見沼代用水西縁にて、ホタ
ル観賞会、コーラス、楽器演奏鑑賞会等を開催。
参加人数：約２，０００人

環境保全 168 継続

45
さいたま
市

緑区コミュニティ課 ホタル鑑賞の夕べ

ホタルを見沼の自然環境の象徴として、環境の保全及
び再生を図る運動を推進し、ホタルが乱舞する見沼田
んぼを生かした「まちづくり」を実現するため、7月10日に
民家園にて、ホタル観賞会を開催。
参加人数：約1,500人

環境保全 181 継続

46
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区見沼田んぼ散策
（再掲）

１１月２１日に、浦和美園駅を出発、見沼田んぼ周辺を
散策し、東浦和駅に帰着する、ＪＲ主催の駅からハイキ
ング、ＳＲ主催のＳＲ沿線ハイキングにて、スタンプラ
リーを開催。コース途中の給水所においてお茶の無料
配布をしたほか、休憩所（民家園）にて、見沼太鼓等の
実演や地元商店会による軽食の販売などを行った。
参加人数：約1,627人

まちづくり
458

（再掲）
継続

47
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区環境講演会（再掲）

2月6日にプラザイースト多目的ルームにて、「環境保全
と市民活動」と題し、講演会・アトラクションを開催した。
参加人数：約150人
「豊かな自然」を活かしたまちづくりの推進を図ることを
目的とした実行委員会に対し補助金を交付した。

環境保全
230

（再掲）
継続
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48
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区かかしランド２０１０
（再掲）

児童生徒などにかかし及びポスターの製作を依頼。10
月23日～11月11日に緑区役所区民ホールにて、かかし
33点及びポスター42点を展示。作品を通して、緑区の
歴史や文化について関心をもっていただいた。
来場者数：約1,900人
案山子の制作を通じて、ふるさとの自然と歴史・文化に
関心を持ちわが街を誇りとする人づくりを目的としてい
る実行委員会に対し補助金を交付した。

文化、芸術
744

（再掲）
継続

49
さいたま
市

緑区コミュニティ課 シニア運動教室

緑区内に住所を有する満６０歳以上の高齢者を対象
に、民間のスポーツクラブで将来に向けて介護を必要と
しない、高齢者に適した体の柔軟性を保つ運動を習得
し、合わせて参加者同士のふれあいと閉じこもり予防を
図る。
水中でのウォーキングやジョギング、ダンス等を行う教
室を開催
第１期：5月12日～7月28日
第２期：8月18日～11月10日
参加人数：80人（１期当たり40人）

保健、医療 608 継続

50
さいたま
市

緑区コミュニティ課 地域文化講演会

「自然の学校」では、子どもたちがさいたま緑のトラスト
協会の活動を通して、身近な自然環境について学んだ
り、「講演会」では、大人たちが子どもの本の作者から直
接その制作の意図、想いを聞き、より深く児童文学を学
ぶことにより子ども文化の推進に寄与する。
5月30日（日）にプラザイースト多目的ルームで講演会を
開催９１人参加。
自然の学校　子ども６３人、大人約２０人

こども 397 継続
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51
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区子どもまつり

11月7日にプラザイーストにて、子どもを対象としたイベ
ントを開催。
人形劇の会、おはなしと紙芝居の会、折り紙の会、昔あ
そびの会、工作の会、手話ダンスの会、布絵本の会、ミ
ニ絵本図書館。
折り紙や工作コーナーでは、子どもから大人まで作品作
りに熱中し、人形劇、おはなし、紙芝居の会では、お話
の世界を楽しみ、最後は手話ダンスで盛り上がった。
参加人数：約2,000人

まちづくり 450 継続

52
さいたま
市

緑区コミュニティ課
緑区のびのび子育て広
場

9月25日に緑区役所１階、３階にて、緑区内の親子を対
象としたさまざまなイベントを開催。絵本の読み聞かせ、
ボールすくい、リズム体操、手形プレゼントなど
参加人数：640人

保健、医療 671 継続

53
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区健康づくり講演会

区民が健康でいきいきとかつ安心して生活が送れるよ
う、その身体的及び精神的健康の保持、増進を図るた
め、10月7日にプラザイーストにて、「長寿のつぼ」を演
題に、講演会を開催。
参加人数：５７人

保健、医療 100 継続

54
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課
岩槻区コミュニティ会議
まちづくり推進事業補助
制度

岩槻区のコミュニティ会議に登録している団体が、区内
で実施される区民が参加できる事業に対して、事業経
費の４分の３の額の範囲内で３０万円を限度とし、補助
する。岩槻区コミュニティ会議まちづくり推進事業補助金
交付要綱。

まちづくり 1,198 継続

55
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課 岩槻まちかど雛めぐり

２月２６日（土）～３月２７日（日）に市内外から訪れた
方々に、人形のまち岩槻をＰＲし、旧家並びに商家をめ
ぐりながら雛人形や歴代人形職人が携わった作品を観
ていただく雛めぐりを開催する。来場者は約15,000人。
また、オープニングイベントでは、雛パレードなどを行っ
た。まちかど雛めぐり事業補助金交付要綱。

商工農業、労働、
経済

1,000 継続

271



No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

④ＮＰＯへの補助

56
さいたま
市

中央図書館
（資料サービス課）
良書普及推進団体補助
事業

読書をとおして青少年の健全育成を目的とした活動をし
ている団体に対する助成事業。
さいたま市良書普及推進団体補助金交付要綱。さいた
ま市よい本を読む運動推進員会は緑陰読書会を主催
し、市はその活動のための図書を貸出しを行う。

文化、学術 70 継続

57 川越市 市民活動支援課
川越市提案型協働事業
補助金

【事業内容】
市民活動団体等からの提案による協働事業に対し、補
助金を交付する。
【審査方法】
第三者で構成される「川越市協働事業審査委員会」で
審査し市に対して意見として提出、市は意見（審査結
果）を参考に決定する。
【補助率・補助金額等】
補助率：２分の１、補助金上限額：２０万円、補助年限：３
年間を上限
【平成２２年度実績】
　１１事業（１１事業）を採択

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,324 継続

58 川越市 福祉推進課
地域福祉活動助成〔一
般推進事業〕

【事業内容】
地域福祉の推進を図るため、地域福祉活動をこれから
始める団体や今まで行っていた地域福祉活動の内容・
実施区域を拡大する団体の活用に要する経費に補助
金を交付し、支援する。
【補助対象団体】
地域福祉の推進を目的とする活動を行う団体・グルー
プ（ＮＰＯ法人以外の法人を除く）
【補助率】
補助対象経費の１／２
【補助金交付額】
１５万円を上限とする。

福祉 250 継続
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59 川越市 福祉推進課
地域福祉活動助成〔特
別推進事業〕

【事業内容】
地域の防災力を高めるとともに、助け合い・支え合いの
地域福祉を推進するため、地域が一体となって行う災
害時要援護者支援を中心とした災害に備える活動に対
し、補助金を交付して支援する。
【補助対象団体】
地区社会福祉協議会区域を単位とし、民児協、地区社
協、自治会、自主防災組織等、地域の様々な団体が参
加して結成する任意団体
【補助金交付額】
１５万円を上限とする。

福祉 321 継続

60 熊谷市 広報広聴課 国際交流推進事業

【事業内容】国際意識の高揚、国際姉妹都市との交流
事業促進、友好親善事業活動の計画実施、在住外国
人への支援、国際交流に関する調査・研究、協会の広
報・組織拡充（インバーカーギル市との市民訪問団受
入、各種語学講座、日本語教室、世界の料理教室な
ど）
【補助額】2,600,000円
【選定方法】熊谷市国際交流協会規約第15条

国際 2,600 継続

61 熊谷市 市民活動推進課
市民活動推進事業
（はじめの一歩助成金）

【補助内容】市内における市民活動団体の設立、増加を
図るため、助成金を交付する。
【補助額】スタート助成金上限10万円　チャレンジ助成
金上限30万円
（補助率3/4）　計200万円
【選定方法】応募団体の計画書等を選定委員会で審査
し、補助団体を選定

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,746 継続

62 熊谷市 市民活動推進課
市民活動推進事業
（ニャオざねまつり）

【補助内容】市民活動団体による市民活動を広く啓発す
るイベント
【補助額】50万円
【補助団体】ニャオざねまつり実行委員会

ＮＰＯ・市民活動支
援

500 継続
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63 熊谷市 長寿いきがい課
市民協働「熊谷の力」高
齢者パソコン教室事業

【事業内容】高齢者が地域社会との交流を図れるように
するために、インターネットや電子メールなど簡単な操
作が習得できるように教室を開催する。
【補助対象団体】別府学校区連絡会
【役割分担】事業PRを市が行い、企画、運営は別府学
校地区連絡会が行う。
【経費分担（内容】テキスト代、講師料、パソコンレンタル
料等の事業で必要な経費は市で負担し、その他は法人
側で負担

福祉
282

新規

64 熊谷市 長寿いきがい課
市民協働「熊谷の力」認
知症サポーター養成講
座事業

【事業内容】
厚生労働省の指定機関が養成したキャラバンメイトが、
認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法を地域
や職場、学校等市民に伝え、「認知症サポーター」を養
成する。
【補助対象団体】
熊谷市認知症キャラバンメイトの会
【役割分担】
会場の確保、当日準備、事業PR等は市が行い、企画、
運営は熊谷市認知症キャラバンメイトの会が中心となっ
て行う。
【経費分担（内容】
機材、教材費等の事業に必要な経費は市で負担し、そ
の他は市民団体で負担

福祉
403

新規
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65 熊谷市 長寿いきがい課 地域福祉推進事業

【事業内容】
熊谷市地域福祉基金条例に基づき、対象団体に対し基
金運用収益を財源とする補助金を交付する。
【補助対象団体】
(1)社会福祉事業法により設置された社会福祉法人
(2)障害者団体、児童及び障害者福祉等の社会福祉活
動を目的とする団体
⑶その他市長が特に認める団体
【役割分担】
対象団体は、在宅高齢者福祉の推進、保健福祉活動
の振興その他の社会福祉に寄与する事業等を実施し、
市は、その経費を補助する。
【経費分担】
補助対象経費に対する補助額は、予算の範囲内で市
長が定めた額とする。

福祉
490

継続

66 熊谷市 こども課
「元気！熊谷っ子まつ
り」

【事業内容】
子どもたちの夏休みの思い出づくりイベント
【助成団体】熊谷市子ども会育成連絡協議会を中心に
関係団体から構成される実行委員会に助成する。
【役割分担】市は後援し、職員を派遣する等協力してい
る。

こども 360 継続

67 熊谷市 こども課
熊谷市青少年相談員協
議会の主催事業

【事業内容】埼玉県青少年相談員設置要綱に基づき県
知事から委嘱され、青少年の健全な育成を図るため、
健全育成関係機関等と協力し、事業と活動を行う。（１）
親子キャンプ（２）歩け歩け大会（３）ポイントゲーム大会
【役割分担】市は各事業を後援し、職員を派遣する等協
力している。

こども 540 継続
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68 熊谷市 こども課
地域子育て支援拠点事
業

【事業内容】
子育て中の母親などが、気軽に集まって仲間づくりをし
たり、育児不安について相談をしたりする場の運営
【助成団体】
ＮＰＯ法人　わらしべの里共同保育所に助成する。
【役割分担】
市は事業の啓発を行うとともに、市報や市ホームページ
で、施設のＰＲを行う。

こども 4,355 継続

69 熊谷市 こども課
子育て応援マップ誌作
成事業

【事業内容】子育てマップや子育て団体の活動内容など
をまとめ、冊子を作成して、育児中の保護者に対する子
育て情報を提供する。
【助成団体】
ＮＰＯ法人　子育てネットくまがやに助成する。
【補助額】
上限300万円

こども 3,099 新規

70 熊谷市 こども課
地域子育て支援拠点連
絡会立ち上げ及び子育
て応援事業

【事業内容】
地域子育て支援拠点連絡会「くまっしぇ」の組織化を図
るとともに、その事業として、父親支援事業、孫育て応
援事業を開催する。また、子育て応援イベントとして「く
まさんフェスタ」を開催し、市内全域での子育て親子の
交流の促進を図る。
【助成団体】
地域子育て支援拠点連絡会「くまっしぇ」に助成する。
【補助額】
上限300万円

こども 2,801 新規

71 熊谷市 環境政策課
市民協働「熊谷の力」
ふるさとの森保全事業

【事業内容】
里山の保全活動
【事業主体】
吉岡グラウンドワーク実行委員会
【役割分担】
市は広報、費用負担
【補助金】
192,000円

環境保全 192 新規
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72 熊谷市 環境政策課
市民協働「熊谷の力」
小江川1000本桜事業

【事業内容】里山の保全活動及び桜の植樹
【事業主体】小江川自治会
【役割分担】市は広報、費用負担
【補助金】596,000円

環境保全 596 新規

73 熊谷市 環境政策課 里山保全事業

【事業内容】里山の保全活動（市民協働事業のフォロー
アップ）
【事業主体】三本自治会
【役割分担】市は広報、費用負担
【補助金】100,000円

環境保全 100 新規

74 熊谷市 廃棄物対策課
市民協働「熊谷の力」段
ボールコンポストゴミ減
量事業

【事業内容】段ボール箱を使い家庭から排出される生ご
みを簡単に堆肥化できる講習会を開き、市民にごみの
減量化・資源化の周知を図る。
【事業の相手】ハチドリくらぶ　代表　嶋田照子
【役割分担】ハチドリ：講習会開催、資料作成、材料準備
　　　　　　市：広報、会場予約、資料印刷
【経費負担】必要経費を市が負担

環境保全 54 新規

75 熊谷市 社会教育課
指定文化財保存費補助
事業（無形民俗文化財）

【補助対象】市指定無形民俗文化財の継承を支援する
ため、１６の保存団体の活動に対して、助成を行う。
【補助対象団体】池上獅子舞保存会、他１５団体
【補助額】各５万円
【選定方法】市指定無形民俗文化財の内、補助が必要
であると考えられる１６団体を選定する。

文化、学術 800 継続
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76 川口市 障害福祉課
心身障害者地域デイケ
ア事業

【事業内容】
在宅の心身障害者に対して身近な地域で通所において
必要な自立訓練や授産活動の場を提供することによ
り、在宅の心身障害者の自立と地域社会への参加の促
進を図るため、心身障害者地域デイケア事業を行うもの
に対して、補助金を交付する。
【補助の相手】
くれぱす、地域福祉研究会、かわぐち健康・福祉サービ
ス振興会等
【補助対象事業所】
川口市心身障害者地域デイケア事業実施要綱により、
設置について市長の承認を受けたもの
【補助内容】
市長が利用を適当と認めた障害者の障害程度、利用状
況により補助する。

福祉 126,708 継続

77 川口市 障害福祉課 生活ホーム事業

【事業内容】
身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みな
がらも家庭環境や住宅事情等でそれができない者に生
活ホームを利用させることにより社会的自立の助長を
図るため、生活ホーム事業を行うものに対して、補助金
を交付する。
【補助の相手】
あさひ共生会等
【補助対象事業所】
川口市生活ホーム事業実施要綱により、設置について
市長の承認を受けたもの
【補助内容】
市長が利用を適当と認めた障害者の人数により補助す

福祉 18,617 継続
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78 川口市 障害福祉課
特別支援学校放課後児
童対策事業

【事業内容】
特別支援学校等に通学する障害児の放課後における
健全育成を図るため、児童クラブに対して、補助金を交
付する。
【補助の相手】
地域福祉研究会、たんぽぽ福祉村等
【補助対象事業所】
市内に住所を有する障害児が利用する児童クラブ
【補助内容】
障害者の障害程度、利用状況により補助する。

福祉 28,512 継続

79 川口市 障害福祉課
障害児（者）生活サポー
ト事業

【事業内容】
在宅の心身障害児（者）の地域生活を支援し、障害者
の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るため、障害
者及びその家族の必要に応じて、障害者に対する一時
預かり、派遣による介護、移送サービス、外出援助の
サービスを迅速かつ柔軟に提供する団体に対し、補助
金を交付する。
【補助の相手】
地域福祉研究会、生活支援事業ミューネット、たんぽぽ
福祉村等
【補助対象事業所】
川口市障害児（者）生活サポート事業実施要綱により、
市長の登録を受けたもの
【補助内容】
サービスの提供に要する経費（１時間当たり１９００円以
内）を補助する。

福祉 10,450 継続

80 川口市 障害福祉課
精神障害者小規模作業
所運営費等補助事業

【事業内容】
精神障害者の社会復帰の促進を図るため、通所により
必要な作業訓練や社会適応訓練の場を提供する精神
障害者小規模作業所に対し、補助金を交付する。
【補助の相手】
ヒールアップハウス等
【補助対象事業所】
埼玉県精神障害者小規模作業所訓練事業実施要綱に
より、設置・運営されている小規模作業所
【補助内容】
運営費、設備整備費等を補助する。

福祉 8,400 継続
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81 川口市 障害福祉課
地域活動支援センター
事業

【事業内容】
障害者の自立促進、生活の改善、心身機能の維持向
上及び社会参加の助長を図るため、障害者自立支援法
で地域生活支援事業として義務付けられている地域活
動支援センターを行うものに対し、補助金を交付する。
【補助の相手】
いちご福祉会、リンクス等
【補助対象事業所】
川口市地域活動支援センター事業実施要綱により、設
置について市長の承認を受けたもの
【補助内容】
運営費を補助する。

福祉 68,000 継続

82 川口市 みどり課
自然再生活動団体助成
事業

【補助対象】
概ね１０人以上の市民で構成され、樹林地等の維持管
理活動を無償で行おうとする団体に支援を行う
【補助額】
資材等の提供・補助金の交付
【選定方法】
６ヶ月の仮活動期間を設け、定期的かつ継続的な活動
が可能であると認められる団体

まちづくり 1,141 継続

83 川口市 都市整備管理課
西川口駅西口再生支援
事業

【事業内容】
市民団体、NPO等による西川口駅西口周辺地区の再
生を目的とした施設等のハード事業に対し、補助金を交
付する事業です。
【事業の相手】
要綱の要件に適合した市民活動を行う団体・NPO
【選定方法】
評価会議に付議し、評価会議の評価を経て市長が事業
認定を決定する。
【補助額】
１事業１００万円以上５００万円未満

まちづくり 0 新規
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84 川口市
かわぐち市民パート
ナーステーション

市民活動助成事業

【補助対象】
広く地域や社会のさまざまな課題に取り組む不特定多
数の者の利益の増進に寄与する新たな事業で、主に川
口市内で実施する事業の補助対象経費(16団体）。
【補助額】
３０万円以下（補助対象事業経費の９０％）

ＮＰＯ・市民活動支
援

2,281 継続

85 川口市
かわぐち市民パート
ナーステーション

きらり川口盛人式

【補助対象】
50歳及び60歳の社会貢献活動を促進する盛人式の関
連事業を行うきらり川口盛人式実行委員会
【補助額】
330万円 その他 0

継続（隔
年）

86 秩父市 環境立市推進課 秩父市環境市民会議

【事業内容】環境市民会議の開催
【事業の相手（対象）】市民、市民団体、学校、企業、行
政など
【経費負担等】秩父市の補助金、寄付金等

環境保全 300 新規

87 所沢市 企画総務課
国際交流推進団体助成
事業

【補助対象】三姉妹都市との民間交流事業を進める所
沢市国際友好委員会に対し助成する。
【選定基準】所沢市補助金等交付規則による 国際 598 継続

88 所沢市
市民相談課
消費生活センター

消費者団体育成補助事
業

【事業内容】消費者活動の促進及び支援
【補助対象】所沢市くらしの会、所沢市消費者団体連絡
会
【補助額】各１１万円

商工農業、労働、
経済

220 継続

89 所沢市 スポーツ振興課
体育協会交付金交付事
業

【事業内容】体育協会を構成する競技団体及び支部団
体において、競技別の大会、支部団体においては体育
祭の開催などの事業を実施
【事業の相手・経費の配分】市は所沢市体育協会に交
付金を交付し、体育協会は競技団体及び支部団体に経
費を配分

スポーツ振興 2,560 継続
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90 所沢市 スポーツ振興課
体力つくり市民会議交付
金交付事業

【事業内容】市内在住・在勤の方を対象に、体力つくり・
スポーツ振興のため、各種大会を開催。
【事業の相手】体力つくり市民会議
【選定基準】所沢市補助金等交付規則よる

スポーツ振興 2,700 継続

91 所沢市 スポーツ振興課
スポーツ少年団交付金
交付事業

【事業内容】所沢市スポーツ少年団を構成する各団体
において、種目別の大会開催などの事業を実施
【事業の相手・経費の配分】市は所沢市スポーツ少年団
に交付金を交付し、所沢市スポーツ少年団は各団体に
経費を配分

スポーツ振興 1,110 継続

92 所沢市 スポーツ振興課
所沢市レクリエーション
団体交付金交付事業

【事業内容】所沢市レクリエーション協会を構成する各
団体において、種目別の大会開催などの事業を実施
【事業の相手・経費の配分】市は所沢市レクリエーション
協会に交付金を交付し、所沢市レクリエーション協会は
各団体に経費を配分

スポーツ振興 600 継続

93 所沢市 環境対策課
所沢市河川浄化団体補
助事業

【補助対象】河川浄化事業を自主的に推進する市民団
体の活動に対して補助金を交付する
【補助額】上限１０万円（補助率１/２以下）
【選定基準】所沢市河川浄化団体補助要綱による

環境保全 180 継続

94 所沢市 道路維持課 道路アダプト・プログラム

【事業内容】市民団体のボランティアによる、市が管理
する道路施設の美化清掃活動等に対する支援。
【支援対象】市内に在住又は在勤する者３人以上で構
成された市民団体
【支援方法】美化清掃活動に必要な物品及び用具等の
支給又は貸与

街路・公園管理 0 継続
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95 所沢市 文化財保護課
指定文化財管理費等補
助事業

【補助対象】地域の生活用品等の民俗資料を収集・保
存・管理し郷土の歴史を後世に伝える活動及び、市内
に所在する貴重な国、県、市指定文化財を末永く保存・
管理・継承するための活動に対して補助を行う。
中富郷土民俗資料保存会・山口郷土民俗資料保存会・
柳瀬郷土民俗資料保存会・重松流祭囃子保存会・岩崎
獅子舞保存会・荒幡富士保存会・滝の城跡保存会・上
山口ミヤコタナゴ保存会
【補助額】1件150,000円
【決定方法】市内の文化財等の管理から補助金交付申
請の提出を受け、所沢市文化財保存事業費補助金交
付要綱に基づき交付決定する。

文化、芸術 1,200 継続

96 飯能市 障害者福祉課
精神障害者小規模作業
所運営費補助事業

ＮＰＯ法人あおーらが運営する『こころのほーっとすぺー
すセラビィ』への補助
精神障害者の地域生活支援実績に基づく補助
経費負担：協定市との人口割、障害者割、利用者割に
て負担金請求あり

福祉 5,000 継続

97 飯能市 障害者福祉課 移動支援事業

【事業内容】
障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活
動等の社会参加のための外出に伴う移動の支援
【補助額】
サービス利用に基づき利用時間により補助金を交付
【補助対象者】
市に事業登録しているＮＰＯ法人、社会福祉法人、株式
会社

福祉 5,361 継続
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98 飯能市 障害者福祉課
地域生活支援事業
障害児(者）生活サポー
ト事業

【事業内容】
一時預かり、派遣による介護サービス、送迎サービス及
び外出援助サービス等の支援により、障害者の福祉の
向上及び介護者の負担を軽減する。
【補助額】
サービス利用に基づき年間１５０時間を上限により補助
金を交付
【補助対象者】
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、株式会社

福祉 10,584 継続

99 飯能市 体育課 体育団体活動支援事業

【事業内容】スポーツの健全な普及発達によるスポーツ
文化の発展のため、市体育協会に対し助成を行う。
【補助対象者】ＮＰＯ法人飯能市体育協会 スポーツ振興 4,486 継続

100 飯能市 政策企画課 山間地域振興事業

【事業内容】山間地域振興計画に基づき、活性化プログ
ラムメニューを活用した活動事業に取り組む場合に技
術的・財政的支援を行う。
【役割分担】地域住民は市との協働により、主体的に取
り組む公共的かつ公益的な活動事業を促進し、活気に
満ちた地域コミュニティづくりを推進する。
【補助対象者】山間地域振興に取り組む公益性のある
事業を推進する団体等
【補助額】対象事業ごとに定める額
【選定方法】審査基準に基づき事業内容を審査し、事業
を選定する。

まちづくり 3,716 継続

101 飯能市 市民参加推進課
飯能市国際交流協会補
助事業

【事業内容】
飯能市国際交流協会に補助金を交付し、市民の国際意
識の向上を図るとともに、市民による姉妹都市交流、在
住外国人支援事業を推進する。
【補助額】
７０万円
【補助対象者】
飯能市国際交流協会

国際 700 継続
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102 飯能市 市民参加推進課 まちづくり推進事業

【事業内容】
各地区まちづくり推進委員会のアクションプランに基づく
活動事業に対し、助成を行う。
【補助額】
上限４０万円
【補助対象者】
地区別まちづくり推進委員会（8地区）

まちづくり 3,076 継続

103 飯能市 市民参加推進課
市民活動支援事業
（提案型協働事業）

【事業内容】
市がテーマを公表し、事業企画案を公募する「テーマ設
定型支援事業」と市民活動団体が市と協働することによ
り、効果的な事業展開が期待できるものについて、事業
テーマの設定も含めた提案を行なう「市民提案型支援
事業」の２種事業に対し、助成を行なう。
【補助額】
上限３０万円
【補助対象者】
NPO法人、ボランティア団体など１０名以上で組織する
市民活動団体で、定款または会則を有し、独立した経
理を行なっている団体。

ＮＰＯ・市民活動支
援

675 継続
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104 飯能市 市民参加推進課
市民活動支援事業
（NPO活動支援事業）

【事業内容】
市内の市民活動団体やボランティア団体などの民間非
営利組織に対し、活動費などの経費を助成。
　・「NPO法人設立支援事業」…NPO法人設立に要する
経費の一部を補助
　・「NPO法人初期活動支援事業」（一回限り）…NPO法
人設立後３年以内の活動に要する経費の一部を補助
【補助額】
上限５万円（対象経費の1/2以内）
【補助対象者】
　・「NPO法人設立支援事業」…以下の2つの要件を満
たす法人
　　①H20年4月1日以降に設立登記が完了したNPO法
人
　　②市内に事務所を置き、主たる活動を本市内で行う
法人
　・「NPO法人初期活動支援事業」…以下3つの要件を
満たす法人
　　①H20年4月1日以降に設立登記が完了したNPO法
人
　　②法人設立後３年以内で、市内に事務所を置き、主
たる活動を本市内で行うNPO法人
　　③

ＮＰＯ・市民活動支
援

0 継続

105 加須市 市民活動支援課
加須市まちづくり連携組
織補助金

【事業内容】
市内各地のまちづくり団体の連携組織である「まちづく
りネットワーク・かぞに対して補助金を交付する。
【補助対象】
まちづくりネットワーク・かぞ

まちづくり 675 継続

106 加須市 市民活動支援課
加須市地域市民活動支
援補助金

【事業内容】
団体の自主的なボランティア・まちづくり活動に対する支
援。
【補助対象】
地域市民活動団体（要登録）

まちづくり 223 継続
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107 加須市 市民活動支援課 公募型補助金事業

【事業内容】
ＮＰＯやボランティア団体が自主的・自発的に取り組む
まちづくりに役立つ活動などを支援する補助金制度
【補助額】
Ⅰ型　事業活動補助　事業経費の１／２（限度額　１００
千円）
Ⅱ型　特定課題活動補助　事業経費の５／１０以上、１
０／１０以内（限度額　事業種別による）
Ⅲ型　団体設立育成支援補助　事業経費の１／２（限度
額　５０千円）

まちづくり 775 継続

108 本庄市 都市計画課 公園愛護活動

【事業内容】
地域住民自らが、身近な公園で奉仕活動として軽易な
活動（ゴミ拾い、簡単な除草、見回り等）を行い、公園を
快適な環境に保ち、ふれあいの場を創り出すことで、地
域の結びつきを強くすることを目的としている。
【実施団体】
公園愛護会34団体
【役割分担】
本庄市内の公園の維持管理に関しては、指定管理者
が対応しているが、公園愛護会は、日常的で軽易な活
動を行っている。

街路・公園管理 1,395 継続

109 東松山市 青少年こども課
特別支援学校放課後児
童対策事業

【事業内容】
特別支援学校に通学する障害児の集団生活と健全育
成の場を確保することを目的として、特別支援学校児童
クラブを運営する団体に補助金を交付する。
【事業の相手】
特別支援学校放課後児童対策事業を実施する団体（Ｎ
ＰＯ法人東松山市学童保育の会）

こども 5,734 継続

110 東松山市 環境保全課
環境まちづくり活動支援
補助金

【補助対象】環境まちづくりを目的とする実践、普及啓
発、調査研究活動
【補助額】上限３５万円（補助率４／５）
【選定方法】書類選考

環境保全 553 継続
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111 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】春日部桐たんす伝承士・PR大会養成講座
【相手】春日部桐たんす組合
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,000 新規

112 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】小学生ドッジボール大会～学年別対抗戦
【相手】社団法人　春日部青年会議所
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,000 新規

113 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】桐の街春日部発信事業
【相手】春日部羽突き大会実行委員会
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

929 新規

114 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】自動車タクシーの利用による地域活性化事
業
【相手】庄和商工会
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

850 新規

115 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】春日部うまいもの百景
【相手】春日部商工会議所
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

500 新規

116 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】赤沼地域ブランド育成事業
【相手】赤米作り研究会
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,000 新規

117 春日部市 政策課 地域力アップ提案事業

【事業内容】春日部やきそば普及事業
【相手】春日部商工会議所青年部
【選考】要綱に基づく審査会

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,000 新規

118 春日部市 暮らしの安全課 防犯・暴力対策事業

・自主防犯活動団体登録申請書提出（保険加入の手続
き）131団体、4,112人
・地域防犯自主団体への活動支援として、防犯用品の
提供（帽子、腕章、パトロールベスト）

防災、防犯、交通
安全

259 継続
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119 春日部市 市民参加推進課
春日部市国際交流協会
補助事業

【補助対象】　市と親交関係にある外国都市及び、市内
在住の外国人と市民を主体とした、幅広い分野におい
て友好的な交流をする同協会に対して行う
【補助額】　1,620千円

国際 1,620 継続

120 春日部市 障がい者福祉課
障害児(者)生活サポート
事業補助金

【事業内容】　障害者及びその家族の必要に応じて、市
に登録された団体が一時預かり、派遣による介護サー
ビス、外出援助等の事業を行う。
【補助額】　利用者1時間あたりの利用料の2倍＋障害
児差額分

福祉 26,315 継続

121 春日部市 障がい者福祉課
心身障害者地域デイケ
ア施設補助金

【事業内容】　在宅の心身障害者の社会参加の促進の
ため、身近な地域で通所により必要な自立支援や授産
活動の場を提供する。
【補助額】　利用者人数により運営費＋賃借料
【選定方法】　申請団体を審査し、承認

福祉 74,811 継続

122 春日部市 障がい者福祉課 移動支援事業

【事業内容】　屋外での移動に困難がある障害者及び
障害児について、外出のための支援を行う。
【補助額】　身体介護有り、身体介護無しで区別
【選定方法】　申請団体を審査し、承認

福祉 44,136 継続

123 春日部市 障がい者福祉課
地域活動支援センター
等事業

【事業内容】　地域の実情に応じ、創作的活動又は生産
活動の機会の提供及び社会との交流を促進するため
の地域活動支援センターの運営に対し、支援行う。
【事業の相手】　実施要綱に基づき、登録した団体
【選定方法】　申請団体を審査し、登録決定

福祉 54,392 新規

124 春日部市 保育課
特別支援学校放課後児
童対策事業費補助金

事業内容】特別支援学校に通学する障害児の放課後
や夏休み等の長期休校時における集団生活と健全育
成の場を確保するため、放課後児童対策事業を行う児
童クラブの運営費を補助する。
【補助額】県補助要綱に基づく補助額及び単独補助・家
賃補助（限度額月額５０,０００円）

こども 6,696 継続
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125 春日部市 保育課
民間放課後児童クラブ
運営費補助金

事業内容】放課後や夏休み等の長期休校時における児
童の健全育成の場を確保するため、放課後児童健全育
成事業を行う民間放課後児童クラブの運営費を補助す
る。
【対象】放課後児童クラブを運営する団体
【選定方法】補助要綱による【補助額】県補助要綱に基
づく補助額

こども 5,190 新規

126 春日部市 社会教育課
青少年育成春日部市民
会議補助事業

【補助対象】　広く市民の総意を結集し、次代を担う青少
年の健全な育成を図ることを目的とする青少年育成春
日部市民会議に対して助成を行い活動を支援。
【補助額】　８６４千円

こども 864 継続

127 春日部市 社会教育課
青少年育成推進員活動
費補助事業

【補助対象】　地域の有害環境の浄化活動及び青少年
育成活動を展開することにより、青少年の健全育成を
図ることを目的とする春日部市青少年育成推進員協議
会に対して助成を行い活動を支援。
【補助額】　２６２千円

こども 262 継続

128 春日部市 社会教育課
青少年相談員活動費補
助事業

【補助対象】　青少年地域づくりリーダーの活動を積極
的に支援し、青少年期におけるボランティア活動の普及
を図ることにより、青少年の健全な育成を促進すること
を目的とする春日部市青少年相談員協議会に対して助
成を行い活動を支援。
【補助額】　３９５千円

こども 395 継続

129 狭山市 生活環境課
不老川をきれいにする
会への補助

【補助対象】流域住民が主体となった清掃活動、環境啓
発活動に対して、助成を行う。活動には市も協力する。
【補助額】９０万円 環境保全 900 継続

130 狭山市 生活環境課
根掘をきれいにする会
への補助

【補助対象】流域住民が主体となった清掃活動、環境啓
発活動に対して、助成を行う。活動には市も協力する。
【補助額】１６万２千円 環境保全 162 継続
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131 羽生市 地域振興課
ミニＳＬの運行と体験試
乗

【事業内容】地域のイベント等でミニＳＬを運行し地域の
活性化を図る
【補助の対象】中岩瀬ＳＬを走らせる会
【選定方法】審査会において審査、決定（書類審査・ヒア
リング）

まちづくり 100 新規

132 羽生市 地域振興課 おもちゃの病院

【事業内容】壊れたおもちゃの修理・再生を行い、物の
大切さを教える
【補助の対象】ボランティアグループ・羽生おもちゃの病
院
【選定方法】審査会において審査、決定（書類審査・ヒア
リング）

こども 100 新規

133 羽生市 地域振興課
葛西桜堤及び旭町公園
内外等の環境美化活動

【事業内容】葛西桜堤及び旭町公園内外等の環境美化
活動
【補助の対象】旭町フラワー交友会
【選定方法】審査会において審査、決定（書類審査・ヒア
リング）

環境保全 40 継続

134 羽生市 地域振興課 コミュニティ・ファーム

【事業内容】借地を利用し、地域の子どもたちと共に野
菜の作付等を行い地域コミュニティの活性化を図る
【補助の相手】コミュニティファーム
【選定方法】審査委員会で審査、決定（書類審査、ヒアリ
ング）

まちづくり 50 継続

135 羽生市 地域振興課
北埼玉ポニーカーニバ
ル

【事業内容】北埼玉ポニーカーニバル
【補助の相手】北埼玉ポニーカーニバル実行委員会
【選定方法】審査委員会で審査、決定（書類審査、ヒアリ
ング）

福祉 42 継続

136 羽生市 地域振興課 ３６５パトロールガード隊

【事業内容】地域住民が主体となった安心・安全のまち
づくり
【補助の相手】３６５パトロールガード隊
【選定方法】審査委員会で審査、決定（書類審査、ヒアリ
ング）

防災、防犯、交通
安全

143 継続
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137 羽生市 地域振興課 市民人材バンク設立

【事業内容】人材バンクを設立し、個性豊かで創造的な
活力ある地域社会を創り上げる
【補助の対象】特定非営利法人まちおこし・はにゅう市
場
【選定方法】審査委員会で審査、決定（書類審査、ヒアリ
ング）

まちづくり 85 新規

138 羽生市 地域振興課
サイクリングを通して防
犯活動

【事業内容】サイクリングを通して地域の防犯活動
【補助の相手】手子林サイクリングクラブ
【選定方法】審査委員会で審査、決定（書類審査、ヒアリ
ング）

防災、防犯、交通
安全

41 継続

139 鴻巣市 市民活動推進課
市民活動支援基金助成
事業

【事業内容】
市民活動団体に対し、15万円を上限に、団体活動を展
開する新規事業に対し、その一部を助成する。
【選定方法】
公募の市民等で構成される市民活動推進協議会の7人
の委員により、申請書類審査を経て助成先を選定す
る。

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,957 継続

140 鴻巣市 障がい福祉課
福祉団体補助金支給事
業

【事業内容】
障がい者の社会参加を支援する団体に対して、その運
営費の一部を補助する。
【補助額】
予算の範囲内。
※こうのす手話サークル19,000円、鴻巣市手話通訳問
題研究会19,000円、ボランティアグループこうのとり
65,000円、特定非営利活動法人グループコスモス
65,000円

福祉 168 継続
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141 鴻巣市 花かおり課
花のコミュニティづくり事
業

【補助対象】
市民が主体で構成された団体が、地域と連携し自主的
に花いっぱい活動を実施する。
【対象経費】
花いっぱい活動に係る直接的経費とする。
【補助額】
予算の範囲内で対象経費の２分の１以内とし、３５万円
を限度とする。

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,080 継続

142 上尾市 自治振興課
上尾市国際交流協会補
助金

市民レベルの国際交流活動を積極的に進めることを目
的に発足した上尾市国際交流協会に対しての補助金。
補助は運営費補助、事業費補助、ワールドフェア（イベ
ント）補助金として交付している。

国際 2,890 継続

143 上尾市 社会福祉課
社会福祉基金活用事業
助成

地域福祉推進のために、ＮＰＯを含めた市民活動団体
を対象に、社会福祉基金を活用し1団体30万円を限度
に助成事業を行う。 福祉 300 継続

144 上尾市 青少年課
放課後児童健全育成事
業

【事業内容】２７学童保育所の管理運営について一括委
託し、学童保育の資質の向上を図る。
【委託先】ＮＰＯ法人あげお学童クラブの会
【経費負担】人件費、光熱水費、地代・家賃、事務局費
等補助

こども 44,024 継続

145 草加市 市民活動センター
草加市ふるさとまちづく
り応援基金

【事業内容】【補助対象】草加市内で活動を行う団体に
対して、応募分野に応じた助成金を交付する。
【補助額】１事業につき上限１００万円
【選定方法】公開プレゼンテーション及び外部の運営委
員会が公開審査会を行い、助成額を決定する。
【相手方】はじめよう部門２団体、そだてよう部門１３団
体うごかそう部門７団体

ＮＰＯ・市民活動支
援

11,698 継続
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146 草加市 福祉課 献血事業

【事業内容】草加ライオンズクラブ及び草加中央ライオ
ンズクラブで５回実施した献血事業に対して、開催日等
の広報掲載、広報車による献血ＰＲ、記念品（ガム）の
補助を行った。
【事業の相手（対象）】草加ライオンズクラブ、草加中央
ライオンズクラブ、草加明るい社会づくり運動協議会

福祉 64 継続

147 草加市 障がい福祉課 生活サポート事業

一時預かり（宿泊を含む）介護人の派遣、送迎、外出援
助などの介護サービスを実施した生活サポート登録団
体に補助。 福祉 3,601 継続

148 草加市 障がい福祉課
心身障害者福祉団体補
助金

　研修会、講習会、広報活動その他心身障がい者の自
立と社会経済活動への参加を推進する事業。 福祉 120 継続

149 草加市 子ども政策課 冒険遊び場事業

【事業内容】豊かな人間性やたくましく生きるための健
康や体力など、子どもたちの「生きる力」を育むために
冒険遊び場を開設する。
【事業の相手（対象）】ＮＰＯ法人冒険遊び場ネットワー
ク草加
【選定方法】冒険遊び場事業の活動を支援及び推進す
るため、団体に助成金を交付する。

こども 4,617 継続

150 草加市 子育て支援課
障がい児（者）生活サ
ポート事業

【事業内容】在宅の心身障がい児の地域生活を支援す
るため、障がい児及びその家族の必要に応じ身近な場
所で迅速・柔軟なサービスを提供する団体に助成する。
【事業の相手（対象）】市内及び近隣NPO法人
【選定方法】事前に登録し、サービスを提供した団体に
助成する。

こども 18,899 継続

151 草加市 子育て支援課 つどいの広場事業

【事業内容】乳幼児と保護者を対象とした常設の遊び・
交流の場を提供する。
【事業の相手（対象）】市内のＮＰＯ法人
【選定方法】各広場開設時に補助対象団体等を募り、選
考会を開催し補助対象団体を決定。

こども 15,472 継続
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152 草加市 子育て支援センター
特別支援学校等放課後
児童対策事業

【事業内容】特別支援学校等に通学する障がい児の放
課後の健全育成を図るため児童クラブを運営する団体
に助成する。
【事業の相手（対象）】NPO法人たんぽぽ福祉村・障害
児児童クラブさとっこクラブ
【選定方法】特別支援学校等放課後事業を実施する団
体に補助金を交付する。

こども 5,556 継続

153 草加市 消費労政課
消費者団体事業費補助
金

草加市内で活動を行う消費者団体に対して、事業費に
応じた補助金を交付する。 商工農業、労働、

経済
300 継続

154 草加市 みどり公園課 緑化推進団体育成事業

【補助対象】市内の公共施設（公園及び道路水路沿い
の樹木等）等の緑化活動に対して事業費を補助するも
の
【事業の相手（対象）】緑化推進団体(41団体）
【補助額】上限１０万円（補助率　限度内全額）
【選定方法】公共施設における緑化推進団体承認申請
書を提出してもらい、設立主旨、管理する場所、樹木
等、会員数等を確認し、緑化推進団体として承認。

街路・公園管理 2,922 継続

155 草加市 消防防災課
草加市自主防災
組織育成事業

【事業内容】　防災資機材の点検・整備及び防災訓練を
始めとした自主防災組織の育成
【事業対象】　自主防災組織
【補助額】　上限５万円
【補助対象】　防災訓練に係る経費、防災資機材整備費
等

ＮＰＯ・市民活動支
援

6,400 継続

156 越谷市 市民活動支援課
越谷市国際交流協会支
援事業

【事業内容】越谷市の国際化を推進するため、越谷市国
際交流協会が行う事業・協会運営に対して補助金を交
付した。
【補助金の相手】越谷市国際交流協会

国際 4,000 継続
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157 越谷市 企画課 自立支援事業

【目的】市とＮＰＯ法人その他の団体との協働により、社
会において経済的若しくは精神的な自立又は社会参画
を求める女性に対する支援及びこれに関連する事業
（以下「自立支援事業」）を実施する
【事業内容】（１）自立支援事業を実施するＮＰＯに対す
る助成金の交付
（２）助成金の交付を受け自立支援事業を実施するＮＰ
Ｏに市所有建物及び備品の無償貸与
【助成対象団体】こしがや地域ネットワーク１３　特定非
営利活動法人　女性のスペース「結」
【選定方法】公募し選定。その後。選考会にて選定。

人権、男女共同参
画

4,880 継続

158 越谷市 障害福祉課
心身障がい者地域デイ
ケア事業

【事業内容】在宅の心身障がい者に対して身近な地域
で通所により必要な自立訓練又は授産活動の場を提供
し、心身障がい者の社会参加の助長を図るため、心身
障がい者地域デイケア事業を行うものに対して、補助金
を交付する。
【補助の相手】NPO法人総合福祉センターTake、NPO法
人あすなろ、NPO法人障害者自立センターめだか（草加
市）、NPO法人春日部養成会（春日部市）、NPO法人福
祉作業所ひばり園（松伏町）
【補助対象事業者】越谷市心身障者地域デイケア事業
費補助金交付要綱により、設置について市長の承認を
受けたもの
【補助内容】市長が利用を適当と認めた障がい者の障
がい程度、利用状況に基づき、補助金の交付申請によ
り補助する。

福祉
（全

体)69,785
継続
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159 越谷市 障害福祉課
障がい児（者）生活サ
ポート事業

【事業内容】在宅の心身障がい児（者）の地域生活を支
援するため、サービス提供団体において生活サポート
事業（一時預かり、派遣による介護サービス、外出援助
等）を実施する団体に対して、補助金を交付する。
【補助の相手】NPO法人ねこちぐら、NPO法人ともにス
テップ、NPO法人ふるさと、NPO法人生活サポートほほ
えみ、NPO法人Pal、NPO法人合、ＮＰＯ法人ビーポップ
【補助対象事業者】越谷市心身障害児（者）生活サポー
ト事業実施要綱により、登録について市長の承認を受
けたもの。
【補助内容】市長が利用を適当と認めた障がい児（者）
の利用状況に基づき、補助金の交付申請により補助す
る

福祉
（全体）
11,115

継続

160 越谷市 障害福祉課
地域活動支援センター
事業

【事業内容】障がい者等の地域生活支援の促進を図る
ため、地域生活支援センター事業を行う者に対して補助
金を交付する。
【補助の相手】ＮＰＯ法人ぶなの里越谷、ＮＰＯ越谷市手
をつなぐ育成会・友、NPO法人視覚障がい者支援協会
ひかりの森
【補助対象事業所】越谷市地域活動支援センター事業
実施要綱に基づく基礎的事業及び機能強化事業を実
施するもの
【補助内容】市長が利用を適当と認めた障がい者の障
がい程度、利用状況に基づき、補助金の交付申請によ
り補助する。

福祉
(全体）

123,973
継続

161 蕨市 福祉総務課
心身障害者地域デイケ
ア事業

【事業内容】在宅の心身障害者の社会参加促進のた
め、身近な地域での通所により必要な自立訓練及び授
産活動の場を提供することにより社会参加の助長を図
る。
【補助先】ＮＰＯ法人障害者を支援する会すまいる外５ヶ

福祉 13,205 継続

162 蕨市 福祉総務課 生活ホーム事業

【事業内容】心身障害者で自立した生活を望む者又は
家庭環境、住宅事情によりそれができない者に生活
ホームを利用してもらうことにより、その社会的自立の
助長を図る。
【補助先】ＮＰＯ法人それいゆ外１ヶ所

福祉 5,042 継続
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163 蕨市 福祉総務課
特別支援学校等放課後
児童クラブ事業

【事業内容】県内の特別支援学校に通学する障害児の
放課後等における集団生活の場を確保することにより、
その社会的自立の助長を図る。
【補助先】ＮＰＯ法人蕨げんき福祉ネット

福祉 7,905 継続

164 戸田市 環境クリーン室
環境基本計画推進事業
補助

　【事業内容】
環境基本計画の基本目標を実現するために必要な事
業を行う場合に事業費の３分の２（上限９万円）の補助
を行う。
【経費負担】
市が負担。

環境保全 718 継続

165 戸田市 障害福祉課
障害児（者）生活サポー
ト事業

【事業内容】
在宅の心身障害児（者）の地域生活を支援し、障害者
の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るため、障害
者及びその家族の必要に応じて、障害者に対する一時
預かり、派遣による介護、移送サービス、外出援助の
サービスを迅速かつ柔軟に提供する団体に対し、補助
金を交付する。
【補助対象事業所】
戸田市障害児（者）生活サポート事業実施要綱により、
市長の登録を受けたもの
【補助内容】
サービスの提供に要する経費（１時間当たり１９００円以
内）を補助する。

福祉
7,689

(全体)
継続

166 戸田市 障害福祉課
障害児放課後児童クラ
ブ助成事業

【事業内容】
特別支援学校等に通学する障害児の放課後における
健全育成を図るため、児童クラブに対して、補助金を交
付する。
【補助対象事業所】
市内で障害児放課後児童クラブ事業を実施する児童ク
ラブ
【補助内容】
運営費、建物賃借料等

福祉 22,908 継続
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167 戸田市 障害福祉課
地域活動支援センター
事業

【事業内容】
障害者の自立促進、生活の改善、心身機能の維持向
上及び社会参加の助長を図るため、障害者自立支援法
で地域生活支援事業として義務付けられている地域活
動支援センターを行うものに対し、補助金を交付する。
【補助対象事業所】
戸田市地域活動支援センター事業実施要綱により、設
置について市長の承認を受けたもの
【補助内容】
運営費を補助する。

福祉
1,700

(全体)
継続

168 戸田市 健康推進室
戸田市食生活改善推進
員会への助成

【補助対象】
地域で、市民の食育推進を図る会員の知識向上を目的
とした料理研修事業に対して補助を行う
【補助額】　　２５,０００円

保健、医療 25 継続

169 戸田市 健康推進室
戸田市母子愛育会への
助成

【補助対象】
高齢者への声かけ訪問や三世代交流会などに対して
補助を行う
【補助額】　　９７,０００円

保健、医療 97 継続

170 戸田市 コミュニティ推進課
地域通貨平成２２年度
運用事業

地域通貨戸田オール運営委員会の活動に対する助成
を行う。委員会の活動は、タウン誌発行などの広報活
動、イベント時のボランティアへの対価支払い、商店等
での使用に対する換金などの経済活動等多岐にわた
る。

まちづくり 866 継続

171 戸田市 コミュニティ推進課
戸田市市民活動サポー
ト補助金

市民活動団体がおこなう活動に対して資金面から援助
を行う。　団体の自立を促すため、３年までの期限付き
の補助となっている。２っこりコース（２０万円限度）と１０
じつコース（100万円限度）の２コースがある。選定は書
類(一次審査)とプレゼンテーション(二次審査)による審
査。

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,269 新規
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172 戸田市 文化スポーツ課
体育協会補助金交付事
業

【事業内容】
体育協会の加盟各競技団体に対する補助金の交付と、
市民体育祭競技大会を各競技団体が開催する。
【事業の相手】　　戸田市体育協会
【経費負担】　　市は戸田市体育協会に補助金を交付
し、体育協会では協会運営費を除き加盟各競技団体に
補助金を配分する。

スポーツ振興 3,844 継続

173 戸田市 文化スポーツ課
レクリエーション協会補
助金交付事業

【事業内容】
レクリエーション協会の加盟各団体に対する補助金の
交付と、市レクリエーション大会を開催する。
【事業の相手】　　戸田市レクリエーション協会
【経費負担】　　市は戸田市レクリエーション協会に補助
金（639千円）を交付し、レクリエーション協会では協会
運営費を除き加盟各団体に補助金を配分する。

スポーツ振興 639 継続

174 戸田市 文化スポーツ課 スポーツ少年団補助金

【事業内容】
スポーツ少年団の指導者養成講習会、駅伝大会等の
各種事業の実施と、専門部会等が実施する交流事業等
に対し負担金等を交付する。
【事業の相手】　　戸田市スポーツ少年団本部
【経費負担】　　市は戸田市スポーツ少年団本部に補助
金（859千円）を交付し、本部では本部事業を実施する
他、専門部会、単位団、リーダー会等が実施する事業
に補助又は負担金を交付する。

スポーツ振興 859 継続

175 戸田市
上戸田・美笹・
下戸田・新曽公民館

公民館まつり実行委員
会補助金交付事業

【事業内容】公民館まつり実行委員会に対する補助金
の交付と、公民館まつりを各サークルが開催する。
【補助額】458,000円（公民館４館で分配）

ＮＰＯ・市民活動支
援

458 継続

300



No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

④ＮＰＯへの補助

176 入間市 児童福祉課
入間市子育て親子つど
いの広場事業

【事業内容】主に厚生労働省が定めるつどいの広場事
業を実施
【事業の対象】①子育て親子の交流②子育て親子に関
する相談③地域の子育て関連情報の提供④子育て及
び子育て支援に関する講習の実施
【経費負担】補助金を交付

福祉 8,182 継続

177 入間市 自治文化課
市国際交流協会　　補助
金

市国際交流協会が実施する国際課推進事業及び姉
妹・友好都市交流事業を支援するもの。 国際 3,700 継続

178 入間市 障害福祉課 生活サポート事業

【事業内容】障害者及びその家族の一時的な介護需要
に対してサービスを提供する団体の運営に要する経費
を助成する。
【助成先】セカンドハウスみんなのいえ・レスパイトつば
さ・託老室ひだまり・ＮＰＯ法人宅老所ひまわり畑　ほか
【補助対象団体】事前に登録（社会福祉法人等の公益
法人・障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体）
【補助金算出方法】基準単価×２×総利用時間数・建物
借上料の１／３で五万円を上限とする額

福祉 24,652 継続

179 入間市 障害福祉課
地域活動支援センター
（地域デイケア型）事業

【事業内容】心身障害者に創作的活動又は生産活動の
機会の提供、社会との交流の促進等のサービスを提供
する団体に対し運営に要する経費を助成する。
【助成先】虹の郷・花の郷・だいちの会
【補助対象団体】事前に登録（社会福祉法人等の公益
法人・障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体）
【補助金算出方法】A型：基本分15908千円、B型基本分
13806千円、重度加算、機能強化加算等あり

福祉 55,081 継続

180 入間市 障害福祉課 生活ホーム事業

【事業内容】心身障害者を入居させ指導及び助言等の
サービスを提供する団体に対し運営に要する経費を助
成する。
【助成先】NPO法人つばさの会
【補助対象団体】事前に登録（社会福祉法人等の公益
法人・障害者の福祉の増進を目的とする非営利団体）
【補助金算出方法】基本分　入居者1人当り日額２，５２
０円、入院時支援加算等あり

福祉 5,333 継続
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181 入間市 生涯学習課
市生涯学習をすすめる
市民の会補助金

市民と行政のパイプ役として、市生涯学習推進計画に
基づき「生涯学習を通じたまちづくり」を目指し事業を実
施する、市生涯学習をすすめる市民の会の運営に対す
る補助金。

まちづくり 800 継続

182 鳩ヶ谷市 自治振興課
鳩ヶ谷市青少年育成市
民会議への補助

【補助内容】鳩ヶ谷市青少年育成市民会議への運営・
事業費への補助。
【補助額】１８１千円
【交付方法】鳩ヶ谷市補助金等交付規則に基づき補助。

ＮＰＯ・市民活動支
援

181 継続

183 鳩ヶ谷市 環境対策課
交通事故防止に伴う啓
発

【事業内容】子供と高齢者（弱者）を交通災害から守るた
め、交通安全教室、調査を行い交通事故等の防止を行
う。
【共催の相手】鳩ヶ谷市交通安全母の会【役割分担】事
務局は市で定例会で決定し、運営は母の会が中心で実
施。
【経費負担】母の会活動補助金として91千円予算計上。

防災、防犯、交通
安全

91 継続

184 朝霞市 危機管理課
地域自主防災活動等事
業費補助

【事業内容】
自治会・町内会等で結成される自主防災組織の防災活
動に対する補助事業。補助率４／５、限度額は補助メ
ニューにより異なる（要鋼による）

防災、防犯、交通
安全

2,624 継続

185 朝霞市 危機管理課 防犯活動推進補

【事業内容】
自治会・町内会等で結成される自主防犯組織の防犯活
動に対する補助事業。補助率４／５、限度額１０万円
（要鋼による）

防災、防犯、交通
安全

454 継続

186 朝霞市 生涯学習課 家庭教育学級

子どもの健全な発達と親自身のあり方について、学校
教育と地域社会を結ぶ家庭教育事業を奨励・支援す
る。
補助対象：市民団体

こども 992 継続

187 朝霞市 生涯学習課 市民企画講座

市民学習団体が自ら企画実施する学習講座に要する
経費の一部を補助し、市民の創意による地域の実情に
即した学習機会の形成を促す。
補助対象：市民団体

その他 599 継続
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188 朝霞市 地域づくり支援課
コミュニティ推進事業（朝
霞市民まつり補助金）

【事業内容】市民まつりを通して、市民の連帯意識の高
揚と心身の健康増進に資することを目的とする。
【事業の相手】朝霞市コミュニティ協議会
（補助額）21,000,000円

まちづくり 21,000 継続

189 朝霞市 地域づくり支援課 市民活動団体支援補助

市民の自主的な活動（NPOなど市民活動）を行う団体に
対する事業費補助及びNPO法人の設立認証に伴う経
費に対する補助

ＮＰＯ・市民活動支
援

394 新規

190 朝霞市 地域づくり支援課
コミュニティ推進事業（朝
霞市コミュニティ協議会
補助金）

【事業内容】市民相互のコミュニティに対する意識の高
揚を図る。
【事業の相手】朝霞市コミュニティ協議会
【補助額】1,405,000円

まちづくり 1,405 継続

191 朝霞市 地域づくり支援課
消費者団体活動支援事
業〔朝霞市消費者団体
活動費補助金）

【事業内容】１５名以上の市民で組織された消費者団体
による、市民の消費生活の向上を目的とした啓発等の
活動に要する経費の一部を補助する。
【事業の相手】朝霞市くらしの会、朝霞さいたまコープ友
の会
【補助額】予算の範囲内
【選定方法】申請を受け、内容を審査後、補助団体・補
助額を決定

ＮＰＯ・市民活動支
援

94 継続

192 朝霞市 長寿はつらつ課
高齢者生きがい活動支
援通所事業補助金交付
事業

【事業内容】
市内に居住する虚弱な高齢者に、通所による日常動作
訓練や趣味などの生きがい活動等のサービスを提供す
るボランティア団体に対し、家賃及び光熱水費等の助成
を行う。
【補助金】
家賃月額上限１２万円。光熱水費月額上限３万円
【選定方法】
応募団体の事業計画等を課内審査の上、選定

福祉 5,118 継続
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193 朝霞市 福祉課
地域保健福祉活動振興
事業費補助

【補助対象】
在宅福祉の普及及び向上、健康づくり、生きがいづくり
またはボランティア活動を継続的に行っている団体
【補助額】
予算額　１，７００千円
【事業相手】
市民民間団体　２３団体

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,699 継続

194 朝霞市 子育て支援課
障害児放課後児童保育
支援事業

【内容】
市内の小・中学校及び養護学校に通う障害児を放課後
保育する団体に補助する。
【協力相手】
特定非営利法人なかよしねっと
【経費負担】
団体負担（市は要綱に基づき補助金を交付）

こども 9,714 継続

195 志木市 福祉課
障害児（者）生活サポー
ト事業

【事業内容】
障害者及びその家族の必要に応じて一時預かり、派遣
による介護サービス、送迎、外出支援等の事業に対し
助成する。
【補助額】
基準単価×年間利用時間
【選定方法】
当該事業の団体登録申請書を提出し、市に登録された
団体。

福祉 3,481 継続

196 志木市 福祉課
地域活動支援センター
事業

【事業内容】
障害者地域活動支援センター事業の運営に対し助成す
る。
【補助額】
６００万円×2箇所
【選定方法】
国の事業運営基準を満たす、市に指定された団体。

福祉 12,000 継続
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197 和光市 産業支援課
坂下土地改良区
花景観形成

【事業内容】アグリパークの遊休農地にコスモスを播種
し管理する。
【補助金交付先】和光市農業後継者倶楽部 街路・公園管理 200 継続

198 和光市 産業支援課 駅前農業体験教室

【事業内容】駅前に残る農地で営農者の強力を得て親
子を対象とした農作物の播種・間引き・収穫の農業体験
を教室として実施する。
【補助金交付先】和光市農業後継者倶楽部

まちづくり 200 継続

199 和光市 産業支援課 農業体験事業

【事業内容】アグリパークの農地で若手農業者との交流
を図りながら土と触れ合う機会を提供し、参加者が農作
物の収穫を体験する。
【補助金交付先】和光市農業後継者倶楽部

まちづくり 200 継続

200 和光市 産業支援課 有機農法事業

【事業内容】アグリパークの農地で若手農業者が行う減
農薬、減化学肥料による農作物の生産現場を見学し、
参加者がそれを収穫することで農業への理解を深め若
手農業者との交流を図る。
【補助金交付先】和光市農業後継者倶楽部

まちづくり 200 継続

201 和光市 環境課
和光市美化
ボランティア活動支援

【選定方法】随時受け付け
【事業内容】市内の道路、公園及び緑地等において、登
録したボランティアが行った清掃等環境美化活動の支
援を行った。
【役割分担】ＮＰＯ：散乱ゴミの収集、不法投棄等の報告
市：回収したゴミの処理、物品等の支給。

環境保全 216 継続

202 和光市 市民活動推進課 和光市民まつり

【事業内容】市民相互のふれあいの場として開催される
市民まつりを実施する和光市民まつり実行委員会に補
助金を交付する。
【補助金交付先】和光市民まつり実行委員会

ＮＰＯ・市民活動支
援

5,500 継続
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203 和光市 市民活動推進課
市民活動支援事業補助
金

【事業内容】市民活動の活性化・市民活動団体の自立
促進のため補助金を交付する。
【補助金交付先】募集したが申請がなかったため、補助
負担なし。

ＮＰＯ・市民活動支
援

- 継続

204 和光市 社会福祉課
障害者生活サポート事
業登録団体運営費補助
事業

【事業内容】障害者に対する外出支援等のサービスを
提供するＮＰＯ団体等の運営に要する経費の一部を補
助する。
【補助金】基準単価×年間利用時間
【選定方法】団体登録申請書を市長に提出し、承認され
た団体

福祉 7,199 継続

205 和光市 社会福祉課
児童デイサービス事業
運営費等補助金

【事業内容】
児童デイサービス事業を実施するＮＰＯ団体等に対し
て、実施に要する経費のうち施設賃借料を支援する。
【補助金】月額とし、対象経費の額に１００分の５０を乗じ
て得た額（その額に１，０００円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨てた額）又は１５万円のいずれか
少ない額とする。
【選定方法】市内に所在する児童デイサービスに係る指
定事業所及び児童デイサービスに係る基準該当事業
所

福祉 1,524 新規

206 和光市 こども福祉課 子育て活動推進事業

【選定方法】随時受付
【事業内容】子育て中の親及び子が相互に交流すること
を支援し、児童の健全育成を図る
【交付団体名】 ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク

こども 500 継続

207 和光市 道路安全課 道路の落書き消し
22年度実施なし

環境保全 - 継続

208 和光市 スポーツ青少年課
体育協会交付金交付事
業

【事業内容】市民ロードレースフェスティバル・災害時支
援協定締結市とのスポーツ交流会の開催、また、体育
協会を構成する加盟団体においては、競技別の大会な
どの事業を実施
【補助金の配分】市は和光市体育協会に補助金を交付
し、体育協会は加盟団体に活動費を配分する

スポーツ振興 2,450 継続

306



No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

④ＮＰＯへの補助

209 和光市 生涯学習課 白子囃子補助金

【事業内容】和光市指定文化財「白子囃子」を継承する
白子囃子保存会の活動を助成するため、補助金を交付
する。
【委託先】白子囃子保存会

文化、芸術 50 継続

210 新座市 障がい者福祉課
障がい者地域デイケア
施設家賃助成金

【事業内容】
地域デイケア施設の運営補助
【補助対象】
NPO法人ふくしネットにいざ
【経費負担】
地域デイケア施設に係る賃貸借料及び駐車場料金を補
助

福祉 1,398 継続

211 桶川市 福祉課
心身障害者地域デイケ
ア事業運営費補助

【事業内容】心身障害者地域デイケア事業を委託してい
るNPO法人桶川・さといも福祉会に対して運営費の一部
を補助している。 福祉 9,653 継続

212 桶川市 福祉課
地域活動支援センター
（精神小規模型）運営費
補助

【事業内容】地域活動支援センターで精神障害者を対
象に生活訓練や授産活動を実施しているNPO法人おけ
がわ福祉会に対して運営費の一部を補助している。 福祉 10,600 継続

213 桶川市 人権男女共同参画課
男女共同参画グループ
サポート事業

【事業内容】
男女共同参画社会の実現に向けて、活動する市民団
体の調査研究及び啓発活動への支援を目的とする。
【対象】
男女共同参画を推進する市民団体
【助成額】
５０,０００円
【選定方法】
公募による申請書の審査
【役割分担】
団体が中心となって企画運営し、市は補助的支援を行
う。

人権、男女共同参
画

50 継続
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214 久喜市 自治振興課 国際交流推進事業

【事業内容】
国際交流活動を促進するため、国際交流活動を推進し
ている団体に対し助成を行う。
【助成対象団体】
鷲宮国際交流協会
【補助額】
４５千円

国際 45 継続

215 久喜市 自治振興課
コミュニティ協議会運営
事業

【事業内容】
コミュニティ活動を促進するため、コミュニティを推進して
いる団体に対し、助成を行う。
【補助対象団体】
久喜市コミュニティ協議会及び地区コミュニティ協議会
【補助額】
2,715千円

まちづくり 2,715 継続

216 久喜市 くらし安全課
久喜市交通思想普及事
業

【補助対象】
久喜市内の幼児、児童、生徒及び高齢者を交通災害か
ら守るため、交通安全思想の普及、交通事故のない地
域社会づくりの促進を図るため、久喜市交通安全母の
会に対し、補助を行う。
【補助額】
１００，０００円
【選定方法】
事業計画書、実績報告書により審査。

防災、防犯、交通
安全

100 継続
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217 久喜市 くらし安全課
久喜市青少年団体連絡
協議会補助事業

【補助対象】
青少年を健全育成する団体間の連絡・提携を促進する
ことによって、より効果的な青少年健全育成を図るた
め、久喜市青少年団体連絡協議会に対し、補助を行う。
【補助額】
４５，０００円
【選定方法】
事業計画書、実績報告書により審査。

こども 45 継続

218 久喜市 くらし安全課
久喜市青少年のつどい
実行委員会補助事業

【補助対象】
青少年に同世代間・異世代間を問わず、スポ－ツ・文
化・リクリェ－ション活動を通して行われる仲間作りやふ
れあいのつどいの促進を図るため、青少年のつどい実
行委員会に対し、補助を行う。
【補助額】
１０８，０００円
【選定方法】
事業計画書、実績報告書により審査。

こども 108 継続

219 久喜市 環境管理課 河川環境保全事業

【事業内容】
河川美化活動を推進している団体に対し、運営・事業費
の助成を行う。
【補助対象団体】
久喜市青毛堀・稲荷台用水環境保全会
河川浄化対策協議会
青毛堀環境保全会
江川堀環境保全会
六郷堀環境保全会
大中落環境保全会
【補助額】
６４７千円

環境保全 647 継続
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220 久喜市 中央保健センター
久喜市食生活改善
推進員協議会補助

【補助対象】
市民の健康増進を図るために実施する自主事業及び
保健事業への協力。
【補助額】
久喜支部：18,000円
菖蒲支部：18,000円
栗橋支部：18,000円
鷲宮支部：18,000円
【選定方法】
事業計画、実績報告書により審査

保健、医療 72 継続

221 久喜市 中央保健センター
母子愛育会地域活動事
業

【補助対象】
母子等の保健及び福祉の増進を図るための自主事業
及び地域での活動・保健事業への協力。
【補助額】
久喜支部１４４，０００円
菖蒲支部３６７，０００円
栗橋支部　９２，０００円
鷲宮支部１００，０００円
【選定方法】
事業計画、実績報告書により審査

こども 703 継続

222 北本市 くらし安全課
北本市ごみ減量等推進
市民会議活動費補助

【事業内容】市民参加によるごみ減量や再資源化の促
進を図る運動を推進し、市民のごみに対する意識の改
革を図り、もって快適な街づくりに寄与する活動を行う。
【事業の相手】北本市ごみ減量等推進市民会議

環境保全 2,000 継続

223 北本市 みどり環境課 緑化団体補助

【事業内容】城ヶ谷堤の桜（市の木）の維持管理を行う
「石戸宿城ヶ谷堤桜保存会」の活動に対し補助を行う。
【事業の相手】石戸宿城ヶ谷堤桜保存会 その他 200 継続

310



No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

④ＮＰＯへの補助

224 北本市 みどり環境課 緑化団体補助

【事業内容】市の花（菊）の普及啓発事業を行う「北本菊
花愛好会」に対し補助を行う。
【事業の相手】北本菊花愛好会 その他 160 継続

225 北本市 みどり環境課 アダプトプログラム

【事業内容】道路や公園等の公共施設の里親として申
出のあった市民や企業を登録団体に対し軍手やごみ袋
などを提供し活動を支援する。 環境保全 70 継続

226 北本市 産業振興課
ホワイトイルミネーション
事業費補助

【事業内容】北本駅ロータリーの銀杏・欅へのイルミネー
ションの点灯を通じて、北本市のＰＲ、地域の活性化を
図るため、ホワイトイルミネーション実行委員会へ事業
補助。
【事業の相手】ホワイトイルミネーション実行委員会

まちづくり 324 継続

227 北本市 産業振興課
まちづくり観光協会事業
費補助

【事業内容】観光を通してのまちづくりの推進を目的に
活動している観光協会の事業費を補助する。
【事業の相手】北本市まちづくり観光協会 まちづくり 3,200 継続

228 北本市 産業振興課 勤労者団体補助

【事業内容】勤労者の福祉の向上を目的に市内２労働
団体に対し運営費の補助を行う。
【事業の相手】市内２労働団体 まちづくり 180 継続

229 北本市 福祉課
地域活動支援センター
運営費補助事業

【事業内容】地域活動支援センター（精神障害）運営費
への補助
【事業の相手】精神障害者、ＮＰＯ法人北本福祉の会か
がやきの郷
【経費負担】利用料は事業者収入、定額補助金

福祉 7,300 継続

230 北本市 建築開発課
北本市住宅リフレッシュ
資金助成事業

【事業内容】市民より耐震診断申請のあった住宅の耐
震診断を実施
【事業の相手】北本市耐震診断員の会
【選定方法】市長に届け出た団体
【役割分担】市からの耐震診断業務依頼に基づく耐震
診断及び市長への報告
【経費負担】１件につき　５，０００円の補助

防災、防犯、交通
安全

5 継続
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231 北本市 生涯学習課 社会教育団体補助事業

【事業内容】青少年の健全育成や芸術分解の振興を図
るため、社会教育関係団体の活動に対し、補助金を交
付
【事業の相手】社会教育関係団体（北本市ＰＴＡ連合会、
北本市子ども会育成連絡協議会、北本市婦人会、北本
市文化団体連合会、ボーイスカウト北本団中央育成会）
の活動に対し、補助金を交付
【選定方法】指定団体

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,100 継続

232 北本市 生涯学習課
北本市青少年相談員協
議会活動補助事業

【事業内容】青少年相談員協議会への補助金交付を行
う
【事業の相手】青少年相談員協議会
【役割分担】事業の主催・会場の仮予約・広報等は青少
年相談員協議会が行い、会場の本予約、広報の補助、
補助金交付事務は市が行う。

こども 100 継続

233 北本市 生涯学習課
北本市青少年育成市民
会議補助事業

【事業内容】青少年の健全育成を目指した事業を推進
する。
【事業の相手】北本市青少年育成市民会議
【選定方法】指定

ＮＰＯ・市民活動支
援

900 継続

234 北本市 生涯学習課 市民大学運営事業

【事業内容】市民を中心とした生涯学習の取り組みを推
進するため、各種講座を実施する。
【事業の相手】市民大学きたもと学苑
【経費負担】補助金

その他 300 継続

235 北本市 体育課
スポーツ・レクリエーショ
ン関係団体補助事業

【事業内容】スポーツ・レクリエーション活動への補助金
交付
【事業の相手】北本市体育協会、北本市スポーツ少年
団、北本市レクリエーション協会
【経費負担】補助金交付

スポーツ振興 2,070 継続

236 北本市 体育課
北本市小中学校体育施
設委託事業

【事業内容】小中学校体育施設開放事業への委託料交
付。
【事業の相手】北本市学校開放連絡協議会
【経費負担】委託料負担

スポーツ振興 600 継続
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237 八潮市 商工観光課
消費者団体活動費補助
金

【事業内容】消費生活の安定向上に繋がる事業に対し
補助金を交付する。
【交付団体】市内の消費者団体が自主的に行う消費生
活に関する事業に対し、予算の範囲内において補助金
を交付する。

商工農業、労働、
経済

30 継続

238 八潮市 障がい福祉課
障害児（者）生活サポー
ト事業費補助

市の登録を受けた団体が障害児（者）の一時預かり、送
迎サービスその他の障害児（者）・家族等を支援するた
めの事業の実施に要する費用について、補助する。経
費負担割合は、県1/3、市1/3、登録団体3/1

福祉 2,816 継続

239 富士見市 障害福祉課
心身障害者地域デイケ
ア事業

【事業内容】
在宅の心身障害者に対し、身近な地域デイケアにより
必要な自立訓練や授産活動の場を提供し、社会参加の
促進を図る。
【補助の相手】
フラミンゴカンパニー、ケアセンター明日花、ぱれっと、
新河岸ケアセンターほっぷ
【補助内容】
サービス提供事業所へ補助要綱で定めた単価を乗じた
額を補助する。

福祉 7,820 継続

240 富士見市 障害福祉課 移動支援事業

【事業内容】
屋外での移動が困難な障害者等について外出のため
の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社
会参加を促す。
【補助対象者】
市に事業者登録をしているNPO法人、社会福祉法人等
【補助内容】
市の登録を済ませたサービス事業者が利用決定者に
行う移動支援サービス実績に基づき、市が定めた単価
を乗じた額を補助する。

福祉 27,640 継続
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241 富士見市 障害福祉課 日中一時支援事業

【事業内容】
障害者等の日中における活動の場（施設における預か
り・見守り）を確保し、障害者等の家族の就労支援及び
日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図
る。
【補助対象者】
市に事業者登録をしているNPO法人、社会福祉法人等
【補助内容】
市の登録を済ませたｻｰﾋﾞｽ事業者が利用決定者に行う
日中一時支援ｻｰﾋﾞｽ実績に基づき、市が定めた単価を
乗じた額を補助する。

福祉 4,584 継続

242 富士見市 障害福祉課
障害児（者）生活サポー
ト事業

【事業内容】
在宅の心身障害児・者の生活を支援するために、障害
者自立支援法の介護給付や地域生活支援事業で対応
できない、移送や学校への送迎など、障害者及び介護
者の必要に応じた柔軟なサービスを提供する。
【補助対象者】
市に事業者登録をしているNPO法人、社会福祉法人等
【補助内容】
富士見市障害児・者生活サポート実施要綱の規定に基
づき登録決定された団体が、利用決定者に行う生活サ
ポート事業実績に基づき、市が定めた単価を乗じた額を
補助する。

福祉 3,014 継続

243 三郷市 市民活動支援課
コミュニティ協議会支援
事業

【事業内容】心の触れ合う住みよい地域社会の建設、
「自治と連帯」の新しい時代にふさわしいコミュニティの
創造のため、コミュニティ協議会に対して、財政的支援
を行った。
【補助対象団体】三郷市コミュニティ協議会
【経費分担（内容）】３００，０００円を補助

その他 300 継続

244 三郷市 市民活動支援課 国際交流協会支援事業

【事業内容】国際理解を深め、外国人が生活しやすい環
境の整備と国際交流を推進するため、国際交流協会に
対して財政的支援を行う。
【補助対象団体】三郷市国際交流協会
【経費分担（内容）】６００，０００円を補助

国際 600 継続
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245 三郷市 市民活動支援課 くらしの会支援事業

【事業内容】消費生活の改善と向上を目的として組織
し、活動している「くらしの会」を育成するため、当該団
体運営費の一部を支援する。
【補助対象団体】三郷市くらしの会
【経費分担（内容）】３００，０００円を補助

その他 300 継続

246 三郷市 市民活動支援課 市民文化祭事業

【事業内容】市民の自主的な文化・芸術活動を支援する
ため、市民文化祭・文化協会祭等を支援し、市民が広く
参加しやすい発表、鑑賞の場の充実に努める。
【補助対象団体】三郷市文化協会
【経費分担（内容）】５，４００，０００円を補助

文化、芸術 5,400 継続

247 三郷市 市民活動支援課 文化協会支援

【事業内容】文化・芸術の振興を図るため、文化活動の
開催及び団体育成を行う。
【補助対象団体】三郷市文化協会
【経費分担（内容）】４０５，０００円を補助

文化、芸術 405 継続

248 三郷市
子ども支援課（北児童
館）

絵本のひろば

【事業内容】幼児親子・小学生を対象に絵本の読み聞
かせ、パネルシアター等、毎月第2水曜日の午前11時
から開催した。
【補助対象団体】三郷在住のボランティア
【経費分担（内容）】9,000円

こども 9 継続

249 三郷市
子ども支援課（北児童
館）

観劇会
【事業内容】幼児親子を対象に人形劇を12月に実施し
た。　　　　　　　　　　　【補助対象団体】みさとんぼ
【経費分担（内容）】7,000円

こども 7 継続
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250 三郷市 スポーツ推進課
市民体育祭・みさとシ
ティーハーフマラソン

【事業内容】体育スポーツの振興と市民のスポーツ、レ
クリエーション活動の推進及び体力の向上を目的に２つ
の事業を行う。市民体育祭は、市内を６地区に分けて、
地区体育祭として地域住民の交流と親睦を目的に開
催。ハーフマラソン大会は、ハーフ、１０キロ、ファミ
リー、小中学生の部、全２５部門を実施。
【補助対象団体】三郷市体育協会
【役割分担】実行委員会を組織し、事務局はスポーツ推
進課で行っている。また、体育協会加盟団体以外のス
ポーツ、レクリエーション団体等、多くの方の協力も得て
いる。
【経費分担（内容）】体育協会補助のうち市民体育祭実
行委員会へ９９８，０５１円、ハーフマラソン実行委員会
へ１，０００，０００円を支出済。ハーフマラソン実行委員
会の総支出額は、１２，６７７，８３１円で収入として他に
協賛金、参加費あり。

スポーツ振興 1,999 継続

251 鶴ヶ島市 高齢者福祉課 リハビリ交流事業

市内３ヶ所の公民館において、閉じこもりがちな高齢者
や障害者、また介護予防事業により元気を取り戻した
高齢者等を対象に誰でも気軽に参加できて楽しい時間
を過ごせる事業を実施している。実施メニューは体操や
レクリエーションなどを中心にみんなで話し合って決め
る。主にボランティアが中心となり事業を実施するが、市
職員（保健師、公民館職員等）もサポートを行う。

福祉 39 継続

252 鶴ヶ島市 障害者福祉課
地域デイケア施設運営
費補助事業

【事業内容】地域デイケア施設の運営費補助
【対象】地域デイケア施設を運営するＮＰＯ法人　　４法
人

福祉 9,125 継続

253 鶴ヶ島市 障害者福祉課
生活ホーム運営費補助
事業

【事業内容】生活ホームの運営費補助
【対象】生活ホームを運営するＮＰＯ法人　　４法人 福祉 4,131 継続

254 鶴ヶ島市 障害者福祉課
障害者喫茶コーナ運営
費補助事業

【事業内容】障害者喫茶コーナーの運営費補助
【対象】障害者喫茶コーナーを運営するＮＰＯ　　１団体 福祉 1,783 継続

255 鶴ヶ島市 障害者福祉課 障害者移動支援事業

【事業内容】障害者移動支援事業の事業費補助
【対象】障害者移動支援事業の指定をしたＮＰＯ法人
８法人 福祉 4,122 継続
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256 鶴ヶ島市 障害者福祉課
障害者レスパイトサービ
ス助成事業

【事業内容】障害者の福祉の向上、介護者の負担軽減
のため、迅速なサービス（一時預かり、送迎、外出援助
等）を提供した登録団体に対する事業費助成。
【対象】登録したＮＰＯ法人　　１５法人

福祉 12,906 継続

257 鶴ヶ島市 大橋公民館
第29回鶴ヶ島市子ども
フェスティバル開催事業

【補助対象】子どもが考え・つくる「子どものまち」をベー
スに、大人も加わった幼児から大人まで楽しめるイベン
ト「子どもフェスティバル」を主催するつるがしま子フェス
市民会議に対し補助した。
【補助額】75万円
【その他】金銭的補助のほかに、行政も事業を進める上
での事務部分を担当し協力した。

こども 750 継続

258 吉川市 市民参加推進課
吉川市民まつり助成事
業

【事業内容】
市民が互いに交流を深め、コミュニティづくりの推進を図
るとともに、市民文化の向上や農業・商工業等の振興に
寄与するため、市民が主体となった企画・運営で市民ま
つりを開催する。
【事業の相手】
吉川市民まつり運営委員会
【役割分担】
企画については、運営委員会内にある企画会議（市民
と行政で構成）で行う予定。

まちづくり 2,500 継続

259 吉川市 子育て支援課
子育てサークル支援事
業

【事業内容】
子育てネットワークの活動支援として、イベントや講習
会などの講師謝礼、印刷製本費などの需用費などにつ
いて、予算の範囲内で補助金を交付。
【事業の相手】
よしかわ子育てネットワーク　　子育て支援センター登
録サークル
【役割分担】
事業の主催・会場の仮予約・広報等はネットワークが行
い、会場の本予約、広報の補助、補助金交付事務は市
が行う。

こども 60 継続

317



No 市町村名 課所名

指定
管理
者制
度

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
経費負担等

主な分野
執行済額

(千円)
新規／
継続

④ＮＰＯへの補助

260 吉川市 子育て支援課
青少年相談員補助金交
付事業

【事業内容】
青少年相談員協議会への補助金交付を行う（キャンプ
や人形劇など、青少年相談員協議会の運営と活動への
補助）
【事業の相手】
青少年相談員協議会（県から委嘱を受けた相談員で構
成）
【役割分担】
事業の主催・会場の仮予約・広報等は青少年相談員協
議会が行い、会場の本予約、広報の補助、補助金交付

こども 146 継続

261 三芳町 図書館 つくし文庫

【事業内容】児童書の貸し出しとおはなし会。
【共催の相手】つくし文庫
【役割分担】町は活動経費を補助し、図書館が広報・周
知、研修機会を提供し、団体が実施。

こども 30 継続

262 三芳町 図書館 あらた文庫

【事業内容】児童書の貸し出しとおはなし会。
【共催の相手】あらた文庫
【役割分担】町は活動経費を補助し、図書館が広報・周
知、研修機会を提供し、団体が実施。

こども 30 継続

263 毛呂山町 福祉課
障害児（者）民間団体生
活サポート事業

【補助対象】障害者の福祉の向上、介護者の負担軽減
のため、迅速なサービス（一時預かり、送迎、外出援助
等）を提供した登録団体に対し補助を行う。
【補助額】１時間当たり2,150円
【選定方法】障害者の福祉増進を目的とする非営利団
体

福祉 3,766 継　続

264 毛呂山町 福祉課 障害者移動支援事業

【補助対象】障害者等の社会生活上必要不可欠な外出
及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動
を支援する登録団体に対し補助を行う。
【補助額】３０分あたり身体介護を伴うもの1,250円　身体
介護を伴わないもの750円から利用料を差し引いた額
【選定方法】障害者の福祉増進を目的とする非営利団
体

福祉 4,626 継　続
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265 滑川町 総務政策課 コミュニテ活動事業

【事業内容】
住民の自治と連帯意識を高め、文化的、創造的な社会
を築くため、地域におけるコミュニティ活動を推進するこ
と。
【補助対象】
滑川町コミュニティづくり運動推進協議会
滑川町生活学校
滑川町文化振興会
【役割分担】
滑川町コミュニティづくり推進事業補助金交付要綱に基
づき交付する。

ＮＰＯ・市民活動支
援

454 継続

266 小川町 政策推進課
防犯のまちづくり推進事
業

【事業内容】
・地域の自主防犯団体への活動支援として、防犯用品
の提供(帽子、腕章、パトロールベスト等)
・防犯パトロール等ボランティア保険の加入
【補助先】登録パトロール団体

防災、防犯、交通
安全

619 継続

267 小川町 福祉介護課 生活サポート事業

【事業内容】障害児(者)の生活サポート事業
　障害者の社会参加を図るため、通院、買い物等の外
出支援及び一時預かり、送迎サービスなど
【補助先】①特定非営利活動法人たすけあいほっとライ
フ小川
　　　　　  ②特定非営利活動法人ケアサポートすずらん
              ③特定非営利活動法人ふれあいやまびこ会

福祉 9,425 継続

268
ときがわ
町

産業観光課
まちづくり活動　　　　支
援事業

魅力あるまちづくりのためのボランティア活動事業を新
たに実施する団体に対し補助金を交付し、その活動を
支援する。 まちづくり 500 継続

269
ときがわ
町

福祉課
障害児（者）　　　　　　生
活サポート事業

障害者及び家族への一時預かり、派遣による介護サー
ビス、送迎、外出支援等の事業に対し助成する。 福祉 10,109 継続
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270 横瀬町 町民会館 ヨコゼ音楽祭補助事業

【事業内容】音楽によるまちづくりを推進するため、ヨコ
ゼ音楽祭事業に助成する。
【事業の相手】ヨコゼ音楽祭実行委員会
【役割分担】ヨコゼ音楽祭の企画、運営を行う。

まちづくり 1,800 継続

271 宮代町 総務政策課
公募制補助金制度
運営事業

【補助対象】
５人以上で構成される各種団体が町内で実施する公共
性・公益性の高い自主活動。
【補助額】
事業内容による。
【補助決定方法】
応募団体の交付申請等を補助金審査会（第三者機関）
で審査し、補助対象とる活動及び団体を決定する。

ＮＰＯ・市民活動支
援

7,000 継続

272 宮代町 町民生活課 清掃活動

【事業内容】空き缶及びゴミの収集
【協力先】NPO法人宮代クラブ
【役割分担】ゴミ袋の提供 環境保全 - 継続

273 宮代町 町民生活課 清掃活動

【事業内容】空き缶及びゴミの収集
【協力先】ふれんだむ
【役割分担】ゴミ袋の提供 環境保全 - 継続

274 宮代町 町民生活課 清掃活動

【事業内容】空き缶及びゴミの収集
【協力先】東武レジャー企画株式会社
【役割分担】ゴミ袋の提供 環境保全 - 新規

275 白岡町 秘書広聴課
白岡町コミュニティ協議
会事業費補助金

【事業内容】
　地域コミュニティの醸成及び地域活動の活性化を図る
ため、運営費の一部を補助する。
【補助対象】
　白岡町コミュニティ協議会
【補助額】
　予算の範囲内

ＮＰＯ・市民活動支
援

928 継続
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276 白岡町 総務課 自主防災組織育成事業

１）自主防災組織への補助
【事業内容】
　自主防災組織に対し、設立・防災訓練実施・資機材の
購入の助成を行うとともに、各組織間における連携体制
の充実を図るために助成
【補助額】
　設　立：世帯数×200円＋10,000円と実支出額で、少
ない方の額
　資機材：
　　初年度………購入額の３／４以内（限度額200,000
円）
　　次年度以降…購入額の１／２以内（限度額150,000
円）
　訓　練：世帯数×200円＋10,000円と実支出額で、少
ない方の額
２）自主防災組織連絡協議会への補助
【事業内容】
　・防災組織の啓発に関すること
　・自主防災組織の育成に関すること
　・自主防災組織間の情報連絡に関すること
　・防災訓練の実施に関すること
　・その他協議会の目的を達成するために必要な事項
に関すること
【補助額】
　協議会の活動に要する経費のうち、予算の範囲内に
おいて町長の定める額

防災、防犯、交通
安全

3,882 継続

277 白岡町 生涯学習課 白岡町体育協会

【事業内容】
　白岡町における体育団体を統轄し、団体間の連絡調
整をはかる。町民に対して健全なるスポーツの普及発
展に努め、健康増進をはかりつつ体育の生活化を促進
する。
【協力の相手】
　白岡町体育協会
【役割分担・経費負担】
　行政：経費の負担（補助金の交付）、事務全般
　会：企画・運営

スポーツ振興 1,639 継続
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278 杉戸町 保健センター 食生活改善推進員事業

【事業内容】料理教室や研修会により地域での食生活
改善を推進する。
【協力の相手】杉戸町食生活推進員協議会
【役割分担】調理・業務についての指導は管理栄養士が
担当する。

保健、医療 189 継続
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