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1
さいたま
市

環境総務課
さいたま市環境フォーラ
ム

市民等に環境問題を知っていただくための学習の場と
して、また、市民、事業者、市がそれぞれの立場で行っ
ている環境保全への取組の周知と、情報の交流、交換
の場として開催。
「展示報告会」
日付：平成22年10月22日（金）、23日（土）
会場：さいたま新都心駅東西自由通路
　市民、事業者、行政による日ごろの環境への取組のＰ
Ｒや啓発等を行う展示会を実施。
「講演会」
日付：10月29日（金）
会場：浦和コミュニティセンター　多目的ホール
　第１部
　　①活動発表
　　　　発表者：芝浦工業大学　三浦研究室
　　　　　　　　　東京ガス株式ガス　埼玉支店
　　②基調講演
　　　　講師：野口健氏（アルピニスト）
　第２部
　　 さいたま市環境保全標語・ポスター作品コンクール
表彰式

環境保全 3,200 継続

②ＮＰＯとの事業共催
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2
さいたま
市

環境総務課
さいたまエコシアター in
Summer 2010

環境保全のために、市民、事業者、行政の連携を図る
とともに、多くの人々の環境への関心を高めることを目
的とする。
「川から海へ　～水でつながる生命のきずな」をテーマ
に、地球環境を考える映画上映会と展示会を実施。
　日付：平成２２年８月２１日（土）
　会場：埼玉会館小ホール
「映画上映会」
　第１部
　「海と命―うらしまたろう物語」（8分）
　「おとなりさんとわたし」（8分）
　「かれんと不思議の森」（16分）
　「田んぼ―生きものは語る」（21分）
　第２部
　「オーシャンズ」
「展示会・ワークショップ」
　・埼玉県内のこどもエコクラブ
　・地域の環境保全活動団体
　・埼玉県環境部
　・さいたま市環境局
　・東京ガス長野の森を利用したコースター作り

環境保全 0 継続

3
さいたま
市

環境総務課
さいたま打ち水大作戦
2010

市民活動団体と市の協働により、身近でできるエコな取
組を紹介するとともに、体験することで、環境保全行動
を始めるきっかけをつくることを目的として、平成22年7
月25日（日）、夏の交流イベント（「さいたま市市民活動
サポートセンター」主催）にあわせ、浦和駅東口駅前市
民広場にて、「打ち水」を２回実施。

環境保全 0 継続

4
さいたま
市

環境未来都市推進課
E-KIZUNA Project（EV
試乗会、市民ワーク
ショップ）

電気自動車(EV)普及施策「E-KIZUNA Project」の基本
方針の一つである「地域密着型の啓発活動」の一環とし
て、市民の方のEVの認知度向上を図ることを目的に平
成22年8月21日、22日の2日間、埼玉スタジアム２００２
において、EV 試乗会及び市民ワークショップを開催し、
市民等148人が参加しました。

環境保全 0 新規
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5
さいたま
市

経済政策課
第６回懸賞付学生論文
事業の開催

ユニークなビジネスプランや技術力を持つ中小企業と大
学及び学生とのマッチング機会の創出を図り、アイデア
や事業プランの活用及び人材マッチングへ繋げることを
目的として、埼玉県を中心とした全国各大学の学生へ
広く事業アイデアや技術論文を募り、優秀なものに対し
各種賞を授与する。
なお、応募にあたっては、募集分野に沿った協賛企業
から提示された具体的な募集テーマを参照とする。

商工農業、労働、
経済

― 継続

6
さいたま
市

下水道総務課 打ち水大作戦２０１０

下水道の施設で貯留・再生した雨水を打ち水することに
より、ヒートアイランド現象の緩和対策の一つとなること
の普及啓発を通して、下水道事業のＰＲを行いました。
前年度と同様に８月5日にさいたま新都心駅西口歩行
者デッキ上にて、下水道施設で貯留していた雨水再生
水を使って、参加者で一斉に打ち水を行い、打ち水によ
る暑さの緩和を体感しました。

環境保全 0 継続

7
さいたま
市

消費生活総合センター
さいたま市消費者フォー
ラム

消費者団体と行政機関による、安心・安全なくらしに向
けた情報発信を目的として、５月２７日（木）浦和コミュニ
ティセンターにおいて、平成２２年度さいたま市消費者
フォーラム「さあ、イキイキ輝き続けよう！～どうする く
らし～」を開催した。消費者団体と行政の協働で事業の
計画及び運営実施を担う。

商工農業、労働、
経済

549 新規

8
さいたま
市

消費生活総合センター さいたま市消費生活展

くらしに密着した諸問題をとりあげ、消費者意識の高騰
を図るため、10月17日（日）さいたま新都心駅自由通路
において、消費者団体、事業者、行政が参加し、各団体
が消費生活にかかわる活動内容の展示・発表を行っ
た。行政が消費者団体と協議し、企画、運営、実施を行
う。

商工農業、労働、
経済

1,388 継続
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9
さいたま
市

都市交通課
さいたまカーフリーデー
２０１０

産・官・学・民の参加による「さいたまカーフリーデー実
行委員会」を結成し、さいたまカーフリーデー２０１０を実
施しました。
『さいたまカーフリーデー２０１０』
９月１８日（土）10:00～16:00（予定）　カーフリーデーPR
イベント
　大宮駅西口の鐘塚公園にて、ステージアトラクションを
はじめ、参画企業・団体による環境事業の展示等、ＰＲ
を行うとともに、周辺道路を一部車両通行規制した上
で、オープンカフェ等を実施しました。
９月２１日（火）終日（予定）　ノーマイカーデー
市職員および参画団体において、１日マイカーの使用を
自粛するようＰＲを行いました。経費はほぼ市費で実
施。事務局は市で、相手方は当日の一部運営と企画提
案。

まちづくり 4,920 継続

10
さいたま
市

都市公園課
別所沼プレーパーク事
業

　プレーパークの運営体制の確立、施設整備に向けた
検証、並びに地域との連携体制づくりを目指し、昨年度
に引き続き月２回の開催を行った。
　また、活動の支援として、倉庫及び掲示板等の施設の
充実を図った。
市：場所の提供、行政内部への周知
相手方：プレーパークの開催および運営

こども 809 継続

11
さいたま
市

みどり推進課
第７回さいたま市みどり
の祭典

10月16日・17日に市民の森・見沼グリーンセンターにお
いて「第７回さいたま市みどりの祭典」を開催し、さいた
ま市の自然とみどりに関する展示、二胡演奏、草木グッ
ズ作り、みどりの探検隊（グリーンアドベンチャー）、野菜
の即売、ラミネーターしおり、フィルム押し葉作りを行っ
た。市民ボランティア団体「さいたま市みどり愛護会」な
どから選出された実行委員により、「第7回さいたま市み
どりの祭典実行委員会」を組織し、企画・運営を行った。
市は会場設営、ポスター・リーフレットの作成を行った。

ＮＰＯ・市民活動支
援

3,240 継続
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12
さいたま
市

みどり推進課
第9回シビックグリーンさ
いたま

市民が緑に触れる機会を提供し、緑化推進の重要性・
必要性を啓発することで、市民や訪れる人の誰もが緑
の豊かさを身近に感じることができる『緑豊かで質の高
いまちづくり』を目指すことを目的とする。5月3日、4日に
市民の森・見沼グリーンセンターで第９回シビックグリー
ンさいたまを開催し、緑のカーテンサポーターの募集、
花作り講習会、花いっぱいコンクール作品展示、来場者
参加型の催物、市民活動の展示を行った。

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,467 継続

13
さいたま
市

計画管理課
氷川参道整備に関する
ワークショップ

氷川参道における歩行者と自転車の安全な通行及び、
並木敷きへの通行により傷んでいる樹木の保全ため、
地元協議会が中心となって対応策を検討することを目
的とする。、協議会内に設置した「通行ルール検討部
会」では、一昨年度作成した通行マナーのチラシをイベ
ント等で配布することにより周知し、「並木敷き保護策検
討部会」では、並木敷きへの立入りを防ぐために、低木
の植栽を行った。市は、事務局として協議会の運営補
助を行い、協議会は会員等の参加により課題解決に向
けた検討や植樹等を行った。

まちづくり 3,906 継続

14
さいたま
市

北部都市・公園管理事
務所　管理課

岩槻温水プール
｢水の道化師ﾄｩﾘﾄﾈｽ
ｼｮｰ｣

元100ｍ平泳ぎ日本記録保持者不破央（ふわひさし）氏
が率いる「水の道化師トゥリトネス」が水泳・シンクロの
技術をアレンジし、プールを舞台に水の楽しさを伝える
水中エンターテイメントショーを水泳連盟と協働開催。協
会が場所、資材等を提供、団体がショーを開催。

スポーツ振興 継続

15
さいたま
市

北部都市・公園管理事
務所　管理課

合併記念見沼公園
ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ市民協働事
業

イベントや講習会等を協働で開催することにより、公園
に対する愛護意識の向上を図るとともに、良好な地域コ
ミュニティを形成することを目的とする。公園の将来像を
見据え、よりよい公園づくりを目指したイベントや講習会
を開催する。

まちづくり 315 継続
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16
さいたま
市

大宮区コミュニティ課 大宮区民ふれあいフェア

大宮区における郷土づくりと郷土意識の醸成、さらに区
民の連携を高めるために、平成２２年１１月６日(土)にソ
ニックシティイベント広場・第一展示場・鐘塚公園・シーノ
大宮・大宮駅西口イベント広場で実施。ステージ発表・
市民団体活動内容展示・小中学生絵画展・ミニコンサー
ト等を行う。実行委員会が企画・運営を行い、区は事務
局として実行委員会の支援や連絡調整、広報を担当。
互いの利点を生かし、補完することで効果の高い事業
を実施できた。

まちづくり 5,702 継続

17
さいたま
市

大宮区コミュニティ課
大宮区まちづくりフォー
ラム

区の特性をいかした魅力あるまちづくりや将来ビジョン
を区民とともに考える機会とし、また区民会議のPR・情
報発信の場として活用するため、平成２３年３月６日(日)
に生涯学習総合センター多目的ホールにおいて実施。
秋山静子氏（画家）を講師に迎え、「大宮を愛して、描き
続けて」のテーマで講演会を行うとともに、魅力ある大
宮の未来を語ろう」をテーマにパネルディスカッションを
行った。大宮区区民会議が企画・運営、区は事務局とし
て連絡調整や広報を担当。

まちづくり 259 継続

18
さいたま
市

大宮区コミュニティ課 世代間交流事業

地域の子どもとお年寄りとのふれあい・交流を促進する
ことを目的として実施。平成２２年４月１７日(土)に大成
小学校、平成２２年４月２４日(土)大宮南小学校におい
て、新体力テスト（６種目）、エコバックつくり、紙芝居等
を行った。大宮区区民会議が企画・運営、区は事務局と
して連絡調整や広報を担当。

まちづくり 6 継続

19
さいたま
市

大宮区コミュニティ課 大宮区防犯のつどい

大宮区の防犯によるコミュニティ意識の醸成を図り、区
民が安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的
として、平成２３年１月３０日(日)に市民会館おおみやを
会場として開催。講師に元警視庁刑事　北芝　健氏を迎
えた講演会、埼玉県警察音楽隊による演奏・演技を
行った。大宮区安全なまちづくり協議会が主催し、事務
局である大宮区はその支援と広報を担当。

防災、防犯、交通
安全

477 継続
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20
さいたま
市

大宮区コミュニティ課
大宮区花と緑のまちづく
り推進事業

区内全ての駅や観光スポットを、区民と協働して「花や
緑」でいっぱいにすることを目的として、区民や区内団
体との協働により、大宮駅東口駅前において、花壇を整
備した。区が花苗の配布、プランター等の貸与を行い、
市民団体が維持管理を行う。

まちづくり 222 新規

21
さいたま
市

見沼区コミュニティ課 見沼区ふれあいフェア

郷土づくりと郷土意識の醸成及び地域住民の連帯をよ
り一層高めることを目的に開催する。ステージ部門、
ブース部門、スポーツコーナー、子どもコーナー、フリー
マーケットなど。
見沼区と実行委員会とが協力し、イベントを開催しま
す。

まちづくり 5,134 継続

22
さいたま
市

見沼区コミュニティ課 見沼区文化まつり

見沼区内に在住、在学、在勤の方、または区内コミュニ
ティセンター・公民館等で活動しているサークルに対し
て気軽に参加できる芸能発表、作品展示の場を提供し
て、区民が一体となって取り組める文化交流の場を設
けることにより、区民意識の醸成及び地域住民の連帯
を図るため開催する。

（１）ステージの部
　　　マジック、詩吟、尺八、コーラス、和太鼓、ダンスほ
か

（２）展示の部
　　　絵画、写真、フラワーアレンジメント、水墨画、絵手
紙ほか

文化、芸術 2,195 継続

23
さいたま
市

桜区コミュニティ課
桜区第8回区民ふれあ
いまつり

桜区の魅力あるまちづくりを推進するとともに、区民との
協働による事業を推進するため、10月23日（土）にプラ
ザウエスト及び正面広場にて開催し、ステージや展示、
飲食物販等を設置しました。当日は好天に恵まれ、約３
万５千人が来場しました。

まちづくり 6,692 継続
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24
さいたま
市

桜区コミュニティ課 桜区防犯連絡協議会

地域と連携のもと桜区内における防犯対策の強化によ
り、犯罪のない明るく住みよい地域社会の実現を図るた
め、防犯パトロール用品の貸与や防犯標語の制定、啓
発物品の配布等を行いました。防犯連絡協議会が主体
となり、区は事務局として支援します。

防災、防犯、交通
安全

1,618 継続

25
さいたま
市

緑区保健センター
緑区のびのび子育て広
場

乳幼児とその保護者を対象に、体験学習や遊びなどを
通して育児について学び、親子のふれあいを深めてもら
える機会を提供し、子育ての支援を図ることを目的とし
て、９月２５日に緑区役所１階・３階にて、緑区内の親子
を対象としたイベントを開催。手作りおもちゃコーナー・
折り紙で遊ぼうコーナー・わくわくリズム体操・手形プレ
ゼント・ニコニコ試食コーナーなど。

参加人数　６４０人

保健、医療 671 継続

26
さいたま
市

緑区保健センター 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・増進を図ること
を目的に、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

27
さいたま
市

緑区総務課 政治講座

分かりやすい政治や経済の講演を通じて、政治により
関心をもつことにより、投票への参加を目指し、講師を
招き、報道では見えてこない、政治や経済の講義を聞き
ます。区は準備作業を行い、協議会は当日の司会進行
等の運営を主体的に行う等互いに不足する部分を補う
ことができ、協働することでより高い効果を得ることがで
きます。

その他 25 継続

28
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区歴史交流講演会

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 238 継続
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29
さいたま
市

緑区コミュニティ課 第７回緑区区民まつり

区民が一体となってまちづくりを行い、ふれあいのある
地域社会の育成とアイデンティティーの形成を図るた
め、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

まちづくり 6,279 継続

30
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区見沼田んぼ散策

首都圏に残された貴重な財産である「見沼田んぼ」など
の緑地空間と歴史空間のある緑区の存在を市内外の
人たちに発信することを目的とする。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Ｓ
Ｒ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 継続

31
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区環境講演会

区民を対象に、環境問題についての講演を通じて、緑
区の財産である「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する。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

環境保全 230 継続

32
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区かかしランド２０１０

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
実行委員会事務局を緑区コミュニティ課が行った。

文化、芸術 744 継続
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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～

「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して、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 継続

34
さいたま
市

緑区コミュニティ課 第二期見沼アカデミー

緑区にある歴史や文化、自然などの素晴らしい特色に
気付き、住むまちに誇りを持ってもらうことを目的とし
て、緑区の地域資源である見沼田んぼに関する講演会
を開催した。
①４月１５日・・・６７人
②５月２０日・・・７９人
③６月１７日・・・８３人
④７月１５日・・・４７人

まちづくり 150 継続

35
さいたま
市

緑区コミュニティ課 民話の会

緑区にある歴史や文化、自然などの素晴らしい特色に
気付き、住むまちに誇りを持ってもらうことを目的とし
て、見沼の歴史や成り立ちなどのお話を語った。
８月２日　プラザイースト
参加人数・・・１７３人

まちづくり 120 継続

36
さいたま
市

緑区コミュニティ課 緑区花仲間の会

花づくりを通じて、区民同士が交流するまちづくりを推進
することを目的として、月１回のペースでイベントや講習
会を実施する。 環境保全 209 継続

37
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課 岩槻区民やまぶきまつり

岩槻区の新たなる郷土づくりと郷土意識の醸成及び地
域住民の連帯を高めるため、更には区と区民との協働
を高めることを目的として、１１月１４日（日）に岩槻文化
公園において「第６回岩槻区民やまぶきまつり」を開催
した。ボランティア、コミュニティ会議、商工会議所など各
種展示や体験コーナー等のブースを設け、地域住民と
の交流を図った。岩槻区民まつり事業補助金交付要
綱。

まちづくり 8,719 継続
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38
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課
人形のまち岩槻
ひなまつりふれあいコン
サート

区のイメージアップと文化振興、区まちづくり参加意識
の高揚を図ることを目的として、区民会議や岩槻音楽文
化連盟等の関係者を含めた実行委員会が主催し、区と
文化振興事業団の共催で、３月６日（日）に市民会館い
わつきにおいて「ひなまつりふれあいコンサート」を開催
した。公募の一般参加者による楽器演奏等の発表とプ
ロアーティストのコンサートを行い、約６００名の来場者
があった。ひなまつりふれあいコンサート事業補助金交
付要綱。

文化、学術 843 継続

39
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課 花いっぱい運動

区民との協働により区役所庁舎周辺を花と緑の豊かな
環境整備を図り、魅力的なまちづくりを推進することを
目的として、マリーゴールドやゴーヤを植え付け、水遣
り・除草・清掃活動等を行った。区が花壇等に使用する
消耗品を購入し、活動しやすい環境整備を図った。

まちづくり 0 継続

40
さいたま
市

岩槻区コミュニティ課 子ども探検隊

区内の小学３～６年生を対象に自然、歴史、文化に関
わる公共施設等の見学会を行い、子どもの視点から郷
土の自然、歴史、文化の再発見を目的とする。７月２８
日（水）市内の公共施設（川越市、秋葉の森総合公園、
遷喬館）を巡り、区民会議委員、コミュニティ会議認定団
体の協力のもと、郷土の自然、歴史、文化を学んだ。区
内の小学生１８人が参加。

こども 57 継続

41
さいたま
市

岩槻区総務課
選挙違反をなくすこと及
び区民の政治意識と投
票率の向上。

岩槻区明るい選挙推進協議会

その他 49 継続

42
さいたま
市

生涯学習総合センター
子育てサロンはあとくら
ぶ

平成15年度子育てサロンサポーター養成講座修了者に
より結成された「子育てサロンはあとくらぶ」との共催よ
る子育て中の誰もが参加できるフリースペース。子育て
に関する情報コーナーを設けたり、育児情報を交換する
ことで、親や子どもの仲間作りの場としています。企画
は、市と市民団体が協議し、決定しました。事業の広報
（市報への掲載）は市が行い、子育てWEBへの情報提
供は市民団体が行いました。当日の運営は両者で協力
して行いました。

こども 66 継続
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43
さいたま
市

生涯学習総合センター 生涯学習相談　えらベル

平成22年度生涯学習相談ボランティア養成講座受講者
が結成したボランティアグループ「さいたま市生涯学習
相談ボランティア（えらベル）」との協働により、生涯学習
総合センターにて、月２回、相談コーナーを設け、市民
への生涯学習の相談と情報提供コーナーの充実を図り
ました。市が広報及び参加者の募集を行い、当日の運
営は両者が協力して行いました。

その他 39 新規

44
さいたま
市

生涯学習総合センター
平成22年度市民企画委
員による魅力ある講座

公募の市民企画委員による現代的課題を中心とした学
習機会の提供を目的として、市民企画委員による、現
代的課題解決のための、市全域を対象とする講座を実
施しました。市が広報及び参加者の募集を行い、当日
の運営は両者が協力して行いました。

その他 340 新規

45
さいたま
市

生涯学習総合センター
環境講座『未来につなぐ
食と種』

身近なところから環境問題について考えることを目的と
して、平成２０年度に実施したエコリーダー養成講座の
受講者が結成したサークル「かんたんエコ」と共催で企
画した環境講座を実施しました。市が広報及び参加者
の募集を行い、当日の運営は両者が協力して行いまし
た。

その他 130 継続

46
さいたま
市

岸町公民館
岸町おもちゃの病院（岸
町公民館）

ものを大切にする心を育てることを目的として、壊れた
おもちゃを無償で修理するボランティア活動を３ヶ月ごと
に実施する。おもちゃの病院のメンバーが、修理を行
い、公民館は引渡しや広報を行うことにより、単独開催
していた時よりも利用者を増やすことができた。

こども 0 継続

47
さいたま
市

岸町公民館
公民館だより編集事業
（岸町公民館）

地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、月２
回編集会議を開き、取材・編集・印刷をおこない「公民
館だより岸町」を月１回発行する。地域編集委員が取
材・編集を行い、公民館は印刷、配布を行うことにより、
地域に密着した紙面作りが実現した。

その他 36 継続

48
さいたま
市

岸町公民館
外国人のための日本語
教室
（南箇公民館）

市内在住の外国人の方を対象に日本語習得の支援を
し交流の場とするため、毎週火曜日、水曜日に外国人
のための日本語教室を開催し、日本語や日本の風習を
学習して相互に交流する。

国際 24 継続

76



No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

49
さいたま
市

岸町公民館
母と子の広場（南箇公民
館）

子育てを共に考えたり先輩に聞いたり、よりよい子育て
を目指すため、第２・４金曜日に子育て中の親子が自由
に集まる語らいの場。情報交換・仲間作り、手遊び歌、
保健師による育児相談を行う。

こども 78 継続

50
さいたま
市

岸町公民館
コスモス文庫（南箇公民
館）

子供達に本の貸し出し、紙芝居、折り紙等を行い、より
よい子育てを目指すため、毎週水曜日に幼児から小学
生の子ども達に本の貸し出し、読み聞かせ、紙芝居等
を行い、昔遊びに親しんでもらう。

こども 48 継続

51
さいたま
市

三室公民館
子育てサロン・みむろっ
こはっぴい

子どもと子育て中の母親の、交流の場を提供するため、
手遊び・読み聞かせなどを一年を通して実施。２２年度
は8回開催。サロンの中で育児相談・リズムで遊ぼうな
ども行う。公民館は募集・広報などを担当。運営は公民
館と保育ボランティアの「子育てサロン・みむろっこはっ
ぴい」が共同で行なっている。「みむろっこはっぴい」は
主に平成２０年度の「子育てサロン・サポーター養成講
座｣修了者が結成したもの。地元の方がボランティアに
参加しているので、地域に密着した積極的な情報交換
なども行われている。

こども 93 継続

52
さいたま
市

三室公民館 野外映画会

夏休み期間の子どもたちに多様な体験学習の機会を提
供するため、夏休みの期間中に近隣の小学校の校庭を
使い、地元育成会と共催で映画会を行う。公民館は募
集・広報・映画のフィルム代負担などを担当。運営は公
民館と青少年育成三室地区会が共同で行っている。毎
年５００人以上の参加があり、地域のつながり、親子の
つながりの一助となっている。

こども 50 継続

53
さいたま
市

美園公民館
公民館だより編集/発行
事業

毎月一回発行している公民館だよりを、地域の情報誌
と位置づけ地域情報の発信を行う。地域住民による編
集委員会と共同で編集･発行を行なう事業。職員と編集
委員が月に２回～４回の編集会議を共同で開催する。
紙面はB4版表・裏で、表面を編集委員が担当、裏面は
公民館からの事業のお知らせとなる。編集委員は企画・
取材執筆を行い、職員が主にレイアウト・印刷配布を行
なう。地域に密着した館報が作成されており、地域住民
に好評である。

まちづくり 24 継続
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54
さいたま
市

美園公民館
美園公民館おもちゃ診
療所事業

子どもたちの目の前で壊れたおもちゃを修理することに
より、物を大切にする心を育てることを目的として、壊れ
たおもちゃを修理するボランティア活動を行なう。２２年
度は３回開催。「美園おもちゃドクターグループ」がおも
ちゃを修理する。公民館は会場を提供し、そのほか広報
活動・修理が完了したおもちゃの受け渡しなどを行なう。
壊れたおもちゃを修理することを通して豊かな地域コ
ミュニティづくりを行うことができた。

こども 15 継続

55
さいたま
市

美園公民館 ひまわりの部屋

子どもと子育て中の母親の、交流の場を提供することを
目的として、手遊び・読み聞かせなどを一年を通して実
施している。２２年度は８回開催。公民館は募集・広報な
どを担当、運営は公民館と「保育ボランティア・ひまわ
り」が共同で行なっている。「保育ボランティア･ひまわ
り」は平成１５年度の「ボランティア養成講座｣修了者が
結成したもの。講座が終わっても部屋に残り本を読む親
子の姿などがあり、読み聞かせの効果があった。

こども 38 継続

56
さいたま
市

美園公民館
子ども公民館（夏・春休
み）あそびの広場（夏・春
休み）

長期休暇中の小学生に遊びの場の提供として、工作や
スポーツ・昔遊びをあそびのサポーターが教える。あそ
びや工作の指導は「美園あそびのサポーターグループ」
が行なう。公民館は募集・広報などを担当。運営は公民
館と共同で行なっている。参加した子ども達は、地域の
異学年との協同体験やボランティアとの実技と触れ合
いができ、学校や家庭とは違った貴重な体験が出来
た。

こども 110 継続

57
さいたま
市

大砂土公民館 夏休み子ども映画会

幼児、小学生を対象としたアニメ映画を鑑賞してもらい、
教訓や育成の一助とするため、「眠れぬ夜の☆小さなお
話」「とべないホタル」等の５作品を鑑賞。
会場：本郷会館、今羽町自治会集会所、土呂自治会館
企画・準備を共に行い、団体は、当日の運営、公民館は
広報・謝金支払い。

こども 21 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

58
さいたま
市

大砂土東公民館 ウォークラリー大会

大砂土東地区内をこま図を見ながら、地元にまつわるク
イズをときながら歩いて、自分の街を再発見した。準
備、当日の運営並びに事業の運営経費、学校への広報
は、市民活動団体、会場の提供と参加者の受付謝金、
館報による広報は公民館。

まちづくり 10 継続

59
さいたま
市

大砂土東公民館 パソコン相談サロン

市民の皆さんが、パソコンの操作等での疑問などの相
談を受け、解決を図った。当日の運営はＮＰＯ法人が実
施、公民館は会場の提供と謝金、広報。 その他 20 継続

60
さいたま
市

文蔵公民館
食育講座　心と体にやさ
しい献立　ヘルシー料理
教室

健康作りの食生活の学習と実践を目的として、毎月1
回、計３回にわたり骨粗鬆、貧血予防、高血圧予防の料
理を実習する。団体が企画・運営・指導。
公民館は広報・謝礼を
負担。

保健、医療 27 継続

61
さいたま
市

西浦和公民館
ステップアップ！これか
ら始めるパソコン生活
2010Part1

パソコンのメール機能の基礎、送受信等を学ぶ。イン
ターネットの世界を体験し、便利な検索方法等を学ぶ。
NPOのスキルを行政の事業を通して、市民に広めること
ができた。

まちづくり 0 継続

62
さいたま
市

西浦和公民館
ステップアップ！パソコ
ン生活

土曜チャレンジスクールのパソコン教室のアシスタントを
目指して、パソコンのスキルを学ぶ。NPOのスキルを行
政の事業を通して、市民に広めることができた。 まちづくり 0 継続

63
さいたま
市

西浦和公民館
地域史蹟めぐり！秋の
散策ウォーキング

近隣の歴史を学び、地域への帰属心向上を図ることを
目的として、散策し、実際に史蹟を訪れ、解説を聴き、
地元に親しむ。NPOのスキルを行政の事業を通して、市
民に広めることができた。

まちづくり 10 継続

64
さいたま
市

田島公民館
子育てサロン「たーた
ん」

子育て中の乳幼児の親子への育児支援、子育て仲間
作りの場所の提供として、月１回サロンスタッフにより子
育てサロンを開催、当日自由参加方式で子育て不安の
解消や仲間作りを促す。企画・運営から公民館と団体
が協力して行う。広報・謝礼は公民館。

こども 36 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

65
さいたま
市

東浦和公民館
親と子のリラックスサロ
ン

月1回、0～2歳未満児の親子を対象に民生委員等ボラ
ンティアスタッフが運営する子育てサロン事業です。企
画・運営の中心は団体。広報・受付・外部指導者謝礼は
公民館。団体メンバーの工夫に富んだ企画が参加者の
増加につながりました。

こども 9 継続

66
さいたま
市

東浦和公民館

春休みあそびの広場
夏休みあそびの広場

学校の休暇日を利用して、異年齢集団による、日常と
は違った体験の場の提供として、ベーゴマ、メンコなど
の昔あそびや身近な不用品を活用した遊び道具の作り
方を指導しました。企画・当日の指導は団体、広報・謝
礼は公民館。謝礼は団体活動費として、新しい遊び用
具を作製していただきました。

こども 30

67
さいたま
市

東浦和公民館 大人のためのクリスマス

公民館利用サークルや地域居住者の親睦を図るため
に企画しました。公民館サークル３団体と企画・準備･運
営を行いました。公民館玄関ロビーを使い、フラダンス
サークル・ウクレレサークル・バンドの演奏会を実施し、
地域にも広く参加を呼びかけました。

まちづくり 30 新規

68
さいたま
市

別所公民館 すぎの子文庫

公民館の資料室を、子ども向け文庫の貸出しを「すぎの
子文庫」として、毎週月曜日の午後３時から５時の２時
間開放し、絵本、童話、図書などを貸出ししている。運
営は、ボランティアグループ「すぎの子文庫」会員か行
いました。公民館側：広報・ＰＲなど行い、ボランティア
側：本の貸出し･維持管理など運営全般を行った。

こども 36 継続

69
さいたま
市

別所公民館 地域ふれあいコンサート

公民館サークルの方々(クラブ協議会)と協働で、土曜日
の午後、地域の方々に、様々な音楽を聴いていただき、
心和むひと時のコンサートを開催しました。
公民館側：広報・ＰＲと講師依頼など行い、クラブ協議会
側：コンサート当日の受付、駐車場整理を行った。

文化、芸術 30 継続

70
さいたま
市

中央図書館
(与野図書館）
親子で楽しむおはなしの
世界

児童奉仕活動の一環として、親子でおはなしを楽しんで
もらい、親子の交流や読書への動機付けを促進するこ
とを目的とする。すばなし。市は市報への掲載
ポスター掲示・チラシ配布 こども － 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

71
さいたま
市

中央図書館
(与野図書館）
大人のためのおはなし
の世界

本を味わう機会を提供し、新たな本との出会いを促して
いくことを目的とする。すばなし。
市は市報への掲載
ポスター掲示・チラシ配布 文化、芸術 － 継続

72
さいたま
市

中央図書館
(与野図書館）
紙芝居の森

児童奉仕活動の一環として、子どもたちにかみしばいを
楽しんでもらい、読書への動機付けを促進することを目
的とする。かみしばい。
市は市報への掲載
ポスター掲示・チラシ配布

こども － 継続

73
さいたま
市

中央図書館
(与野図書館）
ストーリーテリング入門
講座

ストーリーテリングの魅力や楽しさを知ってもらい、語り
手を養成するため、講師を招き、全4回の講座を開講。
ストーリーテリングを実践しながらその技術を学ぶ。市
は市報への掲載
チラシ配布。

文化、芸術 － 新規

74
さいたま
市

中央図書館
（岩槻図書館）
学校訪問お話会

児童奉仕活動の一環として、児童におはなしや絵本な
どを楽んでもらい、子どもたちの読書への動機付けを促
進することを目的とする。訪問依頼のあった小学校に行
いすばなしや絵本の読み聞かせを行う。

こども - 新規

75 川越市 子育て支援課 子育て体験学習

【事業内容】
中学３年生を対象に「命の力」「命のつながり」等を話伝
えることで、自己と他者を大切に思う心を養い、妊婦体
験・赤ちゃんとのふれあいを通じて自分が生まれてきた
ことに喜びを感じてもらう。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
学校との調整は、子育て支援課と共催相手とで行い、
運営は共催相手が中心となって行う｡
【経費負担】
材料費、講師への報償費。提案型補助事業であるため
全体の費用の１／２を共催相手に補助。

こども 54 新規
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

76 川越市 環境政策課 かわごえ環境フォーラム

【事業内容】
市民、事業者、民間団体、行政によるネットワーク組織
「かわごえ環境ネット」が、環境保全活動を相互に発表
し、情報の共有や交流をはかる。
【協力の相手】
かわごえ環境ネット
【役割分担】
行政を含め実行委員会を立ち上げ、企画・運営にあた
る。パネル等の機材は、市が貸し出す。
【経費分担（内容）】
かわごえ環境ネットの予算からの支出のほか、協賛企
業からの協賛金。なお、かわごえ環境ネットへ、市から
年４０万円の補助金を交付、フォーラム他、多くの環境
保全活動を行っている。

環境保全 382 継続

77 川越市 環境政策課
エコドライブ教習会
（市民向け）

【事業内容】
自家用車の走行に伴う温室効果ガス排出量を削減する
ため、市民向けにエコドライブ教習会を実施する。
【共催の相手】
かわごえ環境ネット
【役割分担】
企画・運営は協働で行う。
【経営負担】
レンタカー代をかわごえ環境ネットで負担。

環境保全 0 新規
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
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継続

②ＮＰＯとの事業共催

78 川越市 環境政策課
くぬぎ山地区ふれあい
落ち葉掃き・雑木林の手
入れボランティア体験

【事業内容】
くぬぎ山において活動をするボランティアを招いて、落ち
葉掃きと雑木林の手入れを実施することにより、くぬぎ
山地区で行われている自然再生事業に関する市民へ
の理解と、雑木林の保全活動に対する重要性を喚起
し、ボランティアの育成を図る。
【共催の相手】
川越緑のサポーター
【役割分担】
企画・運営は協働で行う。募集及び機材の貸し出しは
市が行う。
【経費負担】
なし。

環境保全 0 継続

79 川越市 環境政策課
里山保全ボランティア育
成講座

【事業内容】
市内で活動をする自然再生ボランティアが高齢化してい
ることから、次世代のボランティアを育成していくことを
目的に、里山保全ボランティアを講師に招いて、育成講
座を実施する。
【共催の相手】
川越緑のサポーター
【役割分担】
企画・運営は協働で行う。募集及び機材の貸し出しは
市が行う。
【経費負担】
NPOが全て負担。

環境保全 0 継続
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No 市町村名 課所名
指定
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者制

事業名
事業内容、事業の相手（対象）、選定方法、役割分担、
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継続

②ＮＰＯとの事業共催

80 川越市 環境政策課 水辺のふれあいイベント

【事業内容】
古谷地区にある江遠島緑地において、イベントに参加し
た児童に、そこに生息する生き物を見て学ぶことを通し
て、貴重な自然環境を保全することの重要性を意識さ
せる。
【共催の相手】
かわごえ環境ネット
【役割分担】
企画・運営・資材貸出は、協力で行う。募集は市が行
う。
【経費負担】
市が参加者の保険料を負担。

環境保全 2 新規

81 川越市 環境保全課 新河岸川桜まつり

【事業内容】
新河岸川の浄化活動の一環として「新河岸川桜まつり」
を開催し、市民への啓発活動を協働して行っている。
【共催の相手】
新河岸川を守る会、社会福祉協議会、観光協会他。
【役割分担】
実行委員会を設置し、役割分担を決め、実施内容を検
討。市を事務局とし、運営は「新河岸川を守る会」が中
心となって行う。
【経費負担等】
「新河岸川を守る会」から３０万円を負担。市からは年間
補助として「新河岸川を守る会」に８７.５万円を補助。

環境保全 875 継続

82 川越市 都市景観課
違反屋外広告物簡易除
却

川越市内に掲出されている違法な立看板、張り紙、張り
札等の除却を行う。募集による市民ボランティア２８団
体２２８名。道具の提供、保険への加入、撤去したもの
の回収・処分を市が行う。

まちづくり 962 継続

84



No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

83 川越市
中央公民館
子育て支援課

子育てガイドマップ作成
講座

【事業内容】
冊子の作成をとおして、子育て中の親が仲間作りをする
機会を提供し、育児に関する地域の情報をまとめ、市民
に提供する。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
企画は、中央公民館と同ネットワークとで協議を行い決
定｡運営は同ネットワークが中心となって行う｡印刷製本
は子育て支援課が担当。
【経費分担】
公民館は会場を提供。講師及び保育協力者への報償
費を負担。
子育て支援課は製本費を負担。

こども 139 継続

84 川越市 中央公民館
子育てサポーター養成
講座

【事業内容】
地域の子育てを支援する人々を養成する。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
企画は、中央公民館と同ネットワークとで協議を行い決
定｡運営は同ネットワークが中心となって行う｡
【経費分担】
公民館は会場を提供。講師及び保育協力者への報償
費を負担。

こども 100 継続
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継続

②ＮＰＯとの事業共催

85 川越市 中央公民館 子育てサロン

【事業内容】
乳幼児を持つ親の交流の場を提供する。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
企画は、中央公民館と同ネットワークとで協議を行い決
定｡運営は同ネットワークが中心となって行う｡
【経費分担】
公民館は会場を提供。保育協力者への報償費を負担。

こども 170 継続

86 川越市 南公民館
畑で遊ぼうこえどファー
ムへようこそ

【事業内容】
ＮＰＯ法人の農園で親子で野菜の種まきから収穫、調
理、農園芸、自然体験。
【共催相手】
ＮＰＯ法人土と風の舎
【役割分担】
募集事務、連絡調整は公民館。企画・運営は協議。
【経費負担】
公民館は会場の提供。

その他 0 継続

87 川越市 南公民館
小江戸川越・快適・農園
生活

【事業内容】
ＮＰＯ法人の農園で農薬や化学肥料に頼らない野菜づ
くりを学ぶ。
【共催相手】
ＮＰＯ法人土と風の舎
【役割分担】
募集事務、連絡調整は公民館。企画・運営は協議。
【経費負担】
公民館は会場の提供。

その他 0 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
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事業名
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継続

②ＮＰＯとの事業共催

88 川越市 南公民館
癒しの園芸活動サポー
ター入門講座

【事業内容】
高齢者（特に認知症高齢者）との園芸活動に必要な知
識・技術を学び、高齢者福祉の現場で「癒しの園芸活
動」を実践・推進する人材を育成する。
【共催相手】
ＮＰＯ法人土と風の舎
【役割分担】
募集事務、連絡調整は公民館。企画・運営は協議。
【経費負担】
公民館は会場の提供。

その他 0 新規

89 川越市 南公民館 ホリデーサロン

【事業内容】
子育てをしながら働いている親と地域との交流の場。
【共催相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
企画・運営は協議。募集は公民館。
【経費負担】
公民館は、保育協力者謝金を支払い、会場を提供す
る。

その他 14 継続

90 川越市 南公民館
育自のための小さな魔
法

【事業内容】
子育て中の親の支援と仲間づくり
【事業の相手】
ＮＰＯ法人川越子育てネットワーク
【役割分担】
募集事務は公民館。企画・運営は協議。
【経費分担】
公民館は、講師・保育協力者謝金を支払い、会場を提
供する。

その他 81 新規
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91 川越市 南公民館 おもちゃクリニック

【事業内容】
親子でおもちゃの修理に立会い、物を大切にする心や
感謝の心を育てる。
【事業の相手】
いきがいネットワーク
【役割分担】
企画は協議。運営は生きがいネットワークが中心になっ
て行う。
【経費分担】
公民館は、協力者謝金を支払い、会場を提供する。

こども 12 継続

92 川越市 南公民館
日本語クラブふれあい
広場

【事業内容】
外国人が日常生活に必要な日本語学習の支援や、仲
間づくり・情報交換・交流の場を提供する。
【事業の相手】
日本語クラブ及び川越市国際交流ふれあい広場
【役割分担】
企画は、南公民館と日本語クラブ及び川越市国際交流
ふれあい広場とで協議を行い決定｡運営は日本語クラ
ブ及び川越市国際交流ふれあい広場が中心となって行
う｡
【経費分担】
公民館は会場の提供をする。

国際 0 継続

93 川越市 南公民館
子育てサロン「つくしん
ぼ」

【事業内容】
子育て中の親の支援と仲間づくり。
【共催相手】
ボランティア・つくしんぼ
【役割分担】
企画は協議、運営はボランティアが中心となって行う。
募集は公民館。
【経費負担】
公民館は、保育協力者謝金を支払い、会場を提供す
る。

こども 174 継続
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94 熊谷市 市民活動推進課
市民生活支援事業
（親子消費者教室）

【事業内容】夏休みに小学生とその保護者を対象とした
消費者教室を開催し、消費生活に関する意識の啓発を
図る。
【共催の相手】くまがやくらしの会
【役割分担】企画・運営とも、市事務局、会で協議決定
【経費分担】市、会で分担

こども － 継続

95 熊谷市 市民活動推進課
市民生活支援事業
（消費生活展）

【事業内容】熊谷市産業祭において、消費生活に関する
調査・研究成果の展示発表を行い、消費者の意識啓発
を図る。
【共催の相手】くまがやくらしの会
【役割分担】企画・運営とも、市事務局、会で協議決定
【経費分担】市、会で分担

商工農業、労働、
経済

－ 継続

96 熊谷市 公園緑地課
市民協働「熊谷の力」お
おさと桜サポーター事業

【事業内容】和田吉野川右岸堤防の桜の管理を行う。
【共催の相手】玉作・相上自治会
【役割分担】市の管理地は市が管理を行い、それ以外
の場所の桜の維持管理は自治会が行う。
【経費分担（内容）】市は活動費を負担し、必要に応じて
機材等の貸し出しを行う。

環境保全 828 新規

97 熊谷市 熊谷図書館 おはなし会

【事業内容】幼児・小学生を対象としたおはなし会
【協力の相手】おはなしの会「虹」
【役割分担】おはなしの会「虹」の会員がストーリーテリ
ングをし、図書館職員が絵本の読み聞かせを行い、協
力しておはなし会を行っている。

こども 10 継続

98 熊谷市 大里図書館 おはなし会

【事業内容】幼児・小学生を対象としたおはなし会
【協力の相手】おはなしボランティア「すずの会」、おはな
しの会「虹」
【役割分担】おはなしボランティア「すずの会」、おはなし
の会「虹」の会員がストーリーテリング、図書館職員が
絵本の読み聞かせを行い、協力しておはなし会を開催
している。

こども 20 継続
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99 熊谷市 妻沼図書館 おはなし会

【事業内容】幼児・小学生を対象としたおはなし
【協力の相手】おはなしの会「虹」「泉」、絵本ボランティ
ア
【役割分担】小学生を対象におはなしの会「虹」「泉」の
会員がストーリーテリングをし、幼児を対象に絵本ボラ
ンティアおよび図書館職員が絵本の読み聞かせを行
い、協力しておはなし会を行う。

こども 30 継続

100 熊谷市 江南図書館 おはなし会

【事業内容】幼児・小学生を対象としたおはなし・絵本等
読み聞かせ
【協力の相手】おはなしの会「せせらぎ」
【役割分担】おはなしの会「せせらぎ」がスト－リ-テリン
グをし図書館職員が絵本の読み聞かせを行い、協力し
ておはなし会を行っている。

こども 10 継続

101 川口市 中央図書館 市民講座

【事業内容】一般市民を対象とした教養講座。狩野派の
日本画絵師　河鍋暁斎の曾孫である河鍋　楠美氏を講
師に招いて、暁斎の生涯や業績などを紹介する。
【共催の相手】特定非営利法人　すこやか文化交流協
会
【役割分担】企画は、図書館とすこやか文化交流協会と
で協議を行った。運営については、協議会が中心となっ
て行い、市は、広報や関連図書の展示の展示等を行っ
た。
【経費分担】講師料等運営費は協議会の負担。市は会

ＮＰＯ・市民活動支
援

ー 新規

102 川口市 環境総務課 エコライフＤＡＹ2010

【事業内容】
地球高温化防止を目的として、６月の環境月間の一日
を「エコライフDAY」と定め、小学校低学年から大人まで
年齢に応じた１日版環境家計簿（エコライフチェックシー
ト）に実行できた項目を記入し、二酸化炭素の削減量を
集計・発表する。
【共催の相手】
NPO法人川口市民環境会議

環境保全 0 継続
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103 川口市 環境総務課 チャレンジ・エコライフ

【事業内容】
一日環境家計簿の「エコライフDAY」の実践版として、実
際に市民が一体となって１２月に省エネに挑戦する事業
を開催した。
【共催の相手】
NPO法人川口市民環境会議

環境保全 13 継続

104 川口市 環境総務課 環境フォーラム

【事業内容】
環境に配慮した活動をしている団体や企業などの取り
組みや、エコライフを実践している市民の取組事例、市
の環境対策事業等を発表するフォーラムの開催。
【共催の相手】
NPO法人川口市民環境会議・ＮＰＯ法人環境ネットワー
ク埼玉

環境保全 524 継続

105 川口市 環境総務課 キャンドルナイト

【事業内容】
クール・アース・デーの普及啓発事業として７/７にキャ
ンドルナイトを開催する。
【共催の相手】
盛人コーラス隊・盛人大学二期会

環境保全 265 継続

106 川口市 環境総務課
川口グリーンカーテン大
作戦

【事業内容】
地球温暖化対策地域推進計画のアクションプランの1つ
として夏場の暑さを和らげるため、植物のカーテンを設
置してもらう取組。
【共催の相手】
埼玉グリーンアドバイザーの会

環境保全 720 継続

107 川口市 廃棄物対策課 レジ袋削減事業

【事業内容】
地球高温化防止及びごみ減量化対策を目的に、レジ袋
大幅削減について協議するため、レジ袋削減会議を行
い、マイバッグの持参及びレジ袋削減について広く市民
に啓発する。
また、レジ袋削減条例の制定に伴い、周知活動を実施
する。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人川口市民環境会議

環境保全 116 継続
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108 川口市 廃棄物対策課 まち美化促進プログラム

【事業内容】
ポイ捨てのない街づくりを目指すため、美化活動者が美
化推進区域内の清掃活動を行う。
【共催の相手】
ダイオキシンを考えるみんなの会、菜の花グループ、レ
インボーブリッジグループ

環境保全 314 継続

109 川口市 リサイクルプラザ
啓発施設の管理・
運営

【事業内容】市民がリサイクルについて学び、交流し活
動するための拠
点となることを目的に、無償リサイクル品の橋渡し及び
粗大ゴミで出され
た家具類の修理・再生事業、再生家具類の販売、施設
案内、リサイク
ル教室等を実施
【共催の相手】プラザサポーター（登録制、個人ボラン
ティア）
【役割分担】行政と市民の協働により施設を運営
【経費負担】市が全額負担

環境保全 1,607 継続

110 川口市
かわぐち市民パート
ナーステーション

ボランティア見本市

【事業内容】
市内ボランティア・ＮＰＯが一堂に集まり、自己ＰＲや資
金確保の場とするとともに、広く市民のボランティアへの
関心を高めるための見本市を開催するもの。
【共催の相手】
川口市ボランティア見本市実行委員会

ＮＰＯ・市民活動支
援

1,906 継続

111 川口市
かわぐち市民パート
ナーステーション

ＮＰＯ相談会

【事業内容】
ＮＰＯ法人の設立から、運営までの相談会。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人志民アシストネットワーク ＮＰＯ・市民活動支

援
0 継続
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112 川口市 産業政策室
ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネ
マ映画祭

【事業内容】埼玉県、川口市、ＳＫＩＰシティ国際映画祭実
行委員会とともにＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭を開
催する。
【対象】特定非営利活動法人さいたま映像ボランティア
の会

商工農業、労働、
経済

20,000 継続

113 行田市 ひとつくり支援課
子育てサポーター養成
講座

【事業内容】子育て支援活動を推進するための知識と技
量を高めるための講座を開催。
【共催の相手】ＮＰＯ法人子育てネット行田・社会福祉協
議会
【役割分担】子育てネット行田が企画し、２団体と市が共
同で実施する。
【経費分担】社会福祉協議会が一部負担し、他は市負
担

ＮＰＯ・市民活動支
援

全体120
内訳

（市90そ
の他30）

継続

114 行田市 ひとつくり支援課 子ども大学ぎょうだ

【事業内容】地域の大学や市町村、企業・ＮＰＯ、県が連
携して、子ども（小学校４～６年生）の知的好奇心を満足
させる学びの機会を提供する。
【共催の相手】ＮＰＯ法人子育てネット行田・ものつくり大
學・県
【役割分担】４者で実行委員会を組織し、企画・運営・実
施

こども 200 新規

115 行田市 文化財保護課 足袋蔵めぐり２０１０

【事業内容】市内の歴史的建築物を歩いてめぐる文化
財めぐり
【共催の相手】ＮＰＯ法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク
【役割分担】マスコミへの宣伝はＮＰＯが、申込者の受付
は教育委員会で行う。当日は教育委員会職員が見学
者を引率・案内、ＮＰＯは案内の補助を行う。
【経費負担】ＮＰＯが無償で人員提供

文化、学術 － 継続

116 行田市 郷土博物館
よろいをきよう　ボラン
ティア

【事業内容】春期１０日間、秋期１１日間にわたりボラン
ティアの協力により、のべ１，０４７人の来館者に鎧着用
を体験してもらう。
【選定方法】ボランティア希望者を募集し、着付講習会を
実施
【役割分担】体験用鎧の準備・ＰＲは博物館で実施し、
来館者への鎧の着付をボランティアが実施

文化、学術 － 継続
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117 行田市 郷土博物館
むかしのくらし　解説ボラ
ンティア

【事業内容】博学連携「むかしのくらし」展に際し、昔の
生活を記憶しているボランティアから小学生に展示品の
解説をしてもらう。
【選定方法】ボランティア希望者募集
【役割分担】展示・広報は博物館で実施し、小学生の団
体に対しての解説をボランティアに依頼

文化、学術 － 継続

118 秩父市 市民生活課
男女共同参画学習会事
業

【事業内容】秩父に昔から伝わる郷土食を若い世代に
伝えていくため、市内小中学生と保護者対象に、8/11
「冷汁作り講座」(参加20名)　を実施した。
【共催の相手】ちちぶ共同参画協議会
【役割分担】市が企画、会場を提供し、協議会メンバー7
名が料理指導を行う。

人権、男女共同参
画

10 継続

119 秩父市 市民生活課
男女共同参画学習会事
業

【事業内容】２/1埼玉県特別参与・柿沼トミ子氏を招き
「元気で輝くまちづくり」(参加４３名)　を実施した。
【共催の相手】ちちぶ共同参画協議会
【役割分担】市、協議会が企画、市が会場を提供し、協
議会メンバーが司会、受付を行う。

人権、男女共同参
画

5 継続

120 秩父市 秩父市立荒川図書館
図書館事業（おはなし
会）

【事業内容】幼児～学齢児童を対象に、絵本の読み聞
かせ、紙芝居、手あそび等を行う。(年延べ14回)【共催
の相手】おはなしくれよん【役割分担】おはなし会内容の
企画・実施：くれよん会員　広報及びおはなし会カードの
作成：図書館【経費分担】図書館は講師謝礼分を負担

文化、学術 35 継続

121 所沢市 企画総務課
第16回所沢市国際交流
フォーラム開催支援事
業

【事業内容】地域住民と外国籍市民との共生意識の啓
発を目的とし、直接交流する機会である国際交流フォー
ラムを実施する。
【共催の相手】所沢市国際交流フォーラム実行委員会
【役割分担】企画・運営ともに実行委員会が中心となっ
て行う。
【経費負担】市が実行委員会に交付金を支払う。

国際 112 継続
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122 所沢市
市民相談課
消費生活センター

消費生活展及び記念講
演会事業

【事業内容】消費者問題の啓発活動の一つとしてパネ
ル展示・記念講演を実施
【共催の相手】消費生活展実行委員会
【役割分担】企画などは実行委員会が中心となって行
う。
【経費負担（内容）】記念講演会講師謝礼

商工農業、労働、
経済

15 継続

123 所沢市 建築指導課
我が家の耐震診断　　相
談会

【事業内容】地震に備えることの大切さについてのPR
と、より多くの市民に耐震改修・補強工事を検討してもら
うために相談会を開催　　　　　　　　　　　　　　　【共催の
相手】社団法人埼玉建築士会入間第一支部所沢部会
【役割分担】行政の役割：会場の提供・設営、機材の用
意、広報活動、受付等事務事業全般　建築士会：市民
の建築物に対する耐震診断及び耐震相談

まちづくり 継続

124 所沢市 社会教育課
外国人のための日本語
講習会

【事業内容】市内在住外国人に日本語学習の場を提供
する。
【共催の相手】所沢インターナショナルファミリー（TIF）
【役割分担】行政の役割：会場の提供・設営、教材の保
管、会議の開催など。教室の運営は団体に一任。
【経費負担】校外学習バス借料のみ負担。生徒の参加
費(一回100円）、会員の年会費で運営。

国際 71 継続

125 所沢市 福祉総務課 ボランティアの集い

【事業内容】第１６回ボランティアの集いにて、車椅子体
験及びアイマスク体験会を開催する。
【共催の相手】ボランティア連絡協議会
【役割分担】ボランティア協議会の主催事業を市は、後
援し、上記事業にて共催で実施する。
【経費分担（内容）】市は経費負担はなし。ホールなどの
場所を提供する。

福祉 0 新規
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②ＮＰＯとの事業共催

126 所沢市 生涯学習推進センター
健康生きがいづくり探索
塾

【事業内容】高齢化社会で健康で心豊かに生きるコツを
学ぶ
【事業の相手】ときめきらいふクラブ
【役割分担】講座内容の企画、講師の選任はNPOが行
い、会場提供、受講者募集、広報、講座の運営はセン
ターが行った
【経費負担】講師謝礼、講義資料作成の経費はセンター
が負担した

福祉 30 新規

127 所沢市 生涯学習推進センター
子どものための日本語
指導者養成講座

【事業内容】日本語を母国語としない子どもの日本語教
育を行う人材育成
【事業の相手】ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾈｯﾄﾜｰｸ
【役割分担】講座内容の企画、講師の選任、講座の運
営、運営費の負担はNPOが行い、会場確保、広報はセ
ンターが行った
【経費負担】講座運営のための費用はNPOが国の助成
事業を利用しながら負担した

こども 315

128 飯能市 障害者福祉課
精神保健福祉
フォーラムの開催

ＮＰＯ法人埼玉断酒ヒューマニティグループと共催で講
演会『アルコール依存症からの回復について』を開催
日時）平成22年11月22日（月） 福祉 30 新規

129 飯能市 障害者福祉課
精神障害者
ピアサポート活動への支
援

ピアサポートグループみなくる倶楽部が実施する市民
活動支援事業について、ピアサポート学習会の企画・当
日の運営への協力を行った。
ＮＰＯあおーら等による実行委員会形式で実施
日時）平成23年8月21日　『自分をもっと好きになろう』
日時）平成23年2月24日　『ひとりぼっちをなくそうｉｎ飯
能』

福祉 0 新規

130 飯能市 障害者福祉課
精神障害者
ピアサポート活動
実態調査

平成１８年度に実施した『精神障害者による精神障害者
実態調査』との比較調査を実施するために、ピアサポー
ト倶楽部みなくる倶楽部と協働により調査計画。平成23
年2月講演会来場者（140名）を対象として予備調査を実
施した。

福祉 0 継続
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131 飯能市 障害者福祉課 障害者就労支援

飯能市障害者就労推進会議で知的障害者の働くを支
援する学びの場として学習会を開催することとなり、障
害者就労推進チーム運営のもと、、障害者就労・生活支
援学習会を実施した。
日時）平成23年2月28日（月）
『障害があってもはたらく社会の実現を目指して』

福祉 18 新規

132 本庄市 都市計画課 菊の植栽

【事業内容】
春に菊の挿木作業とポットへの植え替え作業を行い、さ
らに定期的な水やりを続けて、7月上旬には本庄ふるさ
とフラワーパークへ菊苗の植え付けを実施している。
【実施団体】　菊いっぱい実行委員会

街路・公園管理 0 新規

133 東松山市 環境保全課 日帰り河童会議

【事業の内容】市内の子ども達を対象とした川原での自
然体験イベント
【共催の相手】環境まちづくりパートナー
【役割分担】　市は参加者の募集や案内の送付を行い、
パートナー団体は企画や当日の運営を行う。

環境保全 52 継続

134 東松山市 環境保全課 こども環境まつり

【事業の内容】「未来」をキーワードに児童生徒をメイン
に据えた参加型イベントとして、市民・事業者・行政が一
体となって環境意識の啓発を行う。
【共催の相手】環境まちづくりパートナー団体など
【役割分担】企画は、市と環境まちづくりパートナー団体
で行い、広報と会場準備、撤去作業は市が行う。当日
の運営は出展団体が行う。
【経費負担】市は会場使用料、会場設営費を負担する。

環境保全 323 継続

135 東松山市 人権推進課 さわやかフォーラム

【事業内容】男女共同参画に関する講演会、登録団体
発表。　　　　　　　　　　　　　　　　【事業の相手（対象）】さ
わやかネット連絡会（１９団体）
【役割分担】企画・運営ともに協議して行う。
【経費負担等】講師謝礼、消耗品など市が負担

人権、男女共同参
画

200 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

136 春日部市 市民参加推進課 日本語教室

【事業内容】　外国籍の方が、市民生活を送る上で持つ
不安や悩みを少しでも解消できるように、コミュニケー
ションの手段としての日本語を学習する場を提供（延参
加者数2,480人）
【共催の相手】　春日部市国際交流協会
【役割分担】　企画・運営ともに2者協議して行う
【経費分担(内容)】　市はコピー代等事務費を負担し、協
会は最終日の懇親会費用を負担

国際 － 継続

137 春日部市 市民参加推進課
日本語教室ボランティア
スタッフ会議

【事業内容】　日本語教室に参加するためのスタッフの
勉強会（延参加者数96人）
【共催の相手】　春日部市国際交流協会
【役割分担】　企画・運営ともに2者協議して行う
【経費分担(内容)】　市はコピー代等事務費を負担し、協
会は講師謝礼を負担

国際 － 継続

138 春日部市 市民参加推進課
日本語スピーチコンテス
ト

【事業内容】　外国出身者に、日本語でスピーチする場
を提供（参加者数約200人-うちスピーチ者10人）
【共催の相手】　春日部市国際交流協会
【役割分担】　企画・運営ともに2者協議して行う
【経費分担(内容)】　市はコピー費等事務費を負担し、協
会は参加者記念品等を負担

国際 － 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

139 春日部市 こども家庭課 ブックスタート事業

【事業内容】
子どもが早い段階で絵本を親しみ、絵本を介して親子
のふれあう機会を拡大することにより、次世代を担う子
ども達の健やかな成長、子育て支援の充実を図る。延
べ利用者数：1,710名（平22年4月～23年3月）
【共催の相手】
ブックスタートの会、パネルっこの会、花しょうぶの会、
おはなしひろば
【役割分担】
・こども家庭課・庄和総合支所福祉課：事務局、事業に
係る予算、ボランティアの募集、未受診者への対応
・健康課：健康相談の実施、事業の案内
・図書館：絵本の選定、図書館関係資料の作成
・障がい福祉課：ブックスタートパックの準備作業
･ボランティア：絵本の読み聞かせ、趣旨説明、絵本の
手渡し
【経費分担（内容）】
市の経費でボランティアへの謝礼を負担

こども 1,304 継続

140 春日部市 こども家庭課 ○ おもちゃ図書館

【事業内容】　健常児だけでなく、障害を持った児童でも
遊べるよう多様なおもちゃを用意し、一緒に遊び、おも
ちゃの貸出も行う。月1回開催。
【共催の相手】　うさぎとかめ
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な遊具等の一部を提供。
それ以外は団体が負担。

こども - 継続

141 春日部市 こども家庭課 ○ おもちゃの病院

【事業内容】　壊れたおもちゃを修理する。月１回開催。
【共催の相手】　おもちゃ病院春日部
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市はおもちゃの修理に必要な機材
等の一部を提供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

142 春日部市 こども家庭課 ○
おじいちゃん、おばあ
ちゃんとの触れ合い

【事業内容】　伝承遊びの指導をする。月１回開催。
【共催の相手】　春日部市いきいきクラブ連合会
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は指導に必要な消耗品等の一
部を提供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

143 春日部市 こども家庭課 ○ おやつを作ろう

【事業内容】　小学生対象と中学生対象の計２回開催し
た料理教室を開催する。
【共催の相手】　春日部市食生活改善推進員協議会
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な調理器具等の一部を
提供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

144 春日部市 こども家庭課 ○ おもしろ彩エンス

【事業内容】　５歳以上を対象に、月１回科学体験教室
を開催する。
【共催の相手】　科学教育コーディネーター（環境科学教
育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な消耗品等の一部を提
供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

145 春日部市 こども家庭課 ○ こどもの将棋教室

【事業内容】　小学生以上を対象に、月１回将棋クラブを
開催する。
【共催の相手】　将棋クラブ・エンゼル、春日部市青少年
相談員
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な消耗品等の一部を提
供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

146 春日部市 こども家庭課 ○
じぃじとばぁばのＨOT
ホットタイム

【事業内容】　乳幼児とその保護者　特に祖父母、年10
回
【共催の相手】　埼玉県家庭教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ県
東部支部春日部
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な消耗品等の一部を提
供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

147 春日部市 こども家庭課 ○
蔵前理科教室ふしぎ不
思議（くらりか）

【事業内容】　小学生以上を対象に、月１回理科教室を
開催する。
【共催の相手】　蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか）
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な消耗品等の一部を提
供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

148 春日部市 こども家庭課 ○ こどもの囲碁教室

【事業内容】　小学生以上を対象に、月１回囲碁クラブを
開催する。
【共催の相手】　クラブ・エンゼル
【役割分担】　児童センターの一部スペースを提供、運
営は団体が行う。
【経費分担（内容）】　市は必要な消耗品等の一部を提
供。それ以外は団体が負担。

こども - 継続

149 春日部市 こども家庭課 ○ おいしい秋ごはん

【事業内容】おやこ料理教室
【共催の相手】トマトクラブ
【役割分担】児童センター調理室、調理器具を提供　運
営は団体が行う
【経費分担】市は消耗品の一部を提供

こども - 新規

150 春日部市 こども家庭課 ○ エンゼルコンサート

【事業内容】こども向けコンサート
【共催の相手】NPO音楽ボランティアサークルゆっぴー
ず
【役割分担】児童センターの一部スペースを提供　運営
は団体が行う
【経費分担】消耗品の一部を負担　それ以外は団体が

こども - 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

151 春日部市 高齢介護課
高齢者福祉イベントの実
施

【事業内容】埼玉県介護者セミナーの開催（開催場所
は、所沢市、深谷市、越谷市、さいたま市、熊谷市）
【共催の相手】さいたまＮＰＯセンター
【役割分担】運営等は県、開催市、ＮＰＯで行い、チラシ
やポスター等の配布、啓発を行う

福祉 － 新規

152 春日部市 支所総務課 彩龍の川まつり

【事業内容】ステージイベント（ダンス、舞踊など）の調
整、手作り凧あげ、フリーマーケット、スタンプラリー　な
ど
【事業の相手】地元の市民団体
【選定方法】地元の団体で固定
【役割分担】イベント関係は、市民団体が行う。
【経費分担】市は施設を提供。それ以外は団体が負担。

まちづくり 0 継続

153 春日部市 社会教育課
かすかべ郷土かるた大
会

【事業内容】　小・中学生を対象に3人1組で競技を行うこ
とにより、仲間づくりを広げるとともに、郷土の歴史・文
化を改めて学ぶきっかけとするなど、青少年健全育成
に寄与する。
【共催の相手】　青少年育成春日部市民会議
【役割分担】　企画及運営は、青少年育成春日部市民
会議が主体となり実施。市は、事業の円滑化を図るた
めの指導・助言を行う。
【経費分担（内容）】　市は会場使用料を負担し、青少年
育成春日部市民会議はその他諸経費（消耗品費・食費
等）を負担。

こども 69 継続

154 春日部市 中央図書館 おはなし会

【事業内容】ストーリーテリングや読み聞かせ等を通じて
物語の楽しさを伝え、子どもが読書をする動機づけをす
る。
【事業の相手（対象）】春日部おはなしの会
【役割分担】図書館と春日部おはなしの会で協議して担
当を分担する。
【経費負担等】事業実施に当たって必要な会場、備品、
図書等は図書館が提供する。

こども 48 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

155 春日部市 庄和図書館 おはなし会

【事業内容】ストーリーテリングや読み聞かせ等を通じて
物語の楽しさを伝え、子どもが読書をする動機づけをす
る。
【事業の相手（対象）】庄和おはなしの会
【役割分担】図書館と庄和おはなしの会で協議して担当
を分担する。
【経費負担等】事業実施に当たって必要な会場、備品、
図書等は図書館が提供する。

こども - 新規

156 春日部市 中央図書館 学校おはなし会

【事業内容】市内小中学校の要請に基づき、学校に出
向いておはなし会を実施する。
【事業の相手（対象）】春日部おはなしの会
【役割分担】学校からの申請に基づき、図書館が春日部
おはなしの会と日程等について調整し、春日部おはなし
の会が学校に出向いて実施する。
【経費負担等】事業実施に当たって必要な備品、図書等
は図書館が提供する。

こども - 継続

157 春日部市 中央図書館 図書館まつり

【事業内容】図書館ボランティア紹介の展示及び実演。
図書館で除籍した図書及び雑誌を市民に提供する。
【事業の相手（対象）】「春日部点字サークル」「朗読ボラ
ンティアグループ桐の葉」「春日部おはなしの会」の協
力。「図書館友の会」との共催事業。
【経費負担等】各ボランティアの実演に当たって必要な
消耗品等は個々に用意する。事業全体に当たって必要
な備品、消耗品等は図書館が準備する。

文化、芸術 - 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

158 狭山市 高齢者支援課 高齢社会を考える集い

 【事業内容】
これからの高齢社会を活力あるものとするため、｢笑い
と健康」をテーマに講演会を実施。
 【委託先】
NPO法人狭山市の高齢社会を考える会
 【委託先の選定方法・契約方法】
随意契約
 【役割分担】
NPO:企画、運営、実施
行政：予算計上、相談・指導
 【経費負担等】
市委託料

福祉 150 継続

159 狭山市 高齢者支援課 青空サロン

 【事業内容】
公園や神社境内等で高齢者にレクリエーションや軽体
操などを指導した。
 【指導団体】
青空の会
 【役割分担】
会：高齢者への指導
行政：予算計上、相談・指導
 【経費負担等】
市からの報償費

福祉 471 継続

160 狭山市 交通防犯課 交通安全活動

各種交通安全運動等への参加、協力・一般市民対象・
補助金を連合会に支出 防災、防犯、交通

安全
765,000 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

161 狭山市 中央図書館
学習会や講演会などの
実施

 【事業内容】
「子どもたちと本を結ぶイベント」「子どもの本や絵本に
関する学習会」 「子どもの文化や読書に関する講演会」
等の実施。
 【共催の相手】
狭山市地域文庫連絡会
 【役割分担】
企画・運営・事務分担・費用負担共に、図書館と地域文
庫連絡会で協議を行い決定。

文化、芸術 100 継続

162 深谷市 生涯学習課
平成22年度優秀映画鑑
賞推進事業

【事業内容】
優れた映画の鑑賞の機会を提供するため、東京国立近
代美術館フィルムセンター所蔵の映画フィルムを「深谷
シネマ」（NPO法人市民シアター・エフが運営）を会場に
して公開上映する。
【共催相手】
NPO法人市民シアター・エフ
【経費分担（内容）】
事業費は原則として観覧料で賄う。不足分は深谷シネ
マが支出する。

文化、学術 279 継続

163 上尾市 市民活動支援センター 公開講座開催事業

【講座名】　ニア世代の社会貢献活動入門」
【内容】　定年間もない方、定年を目前に控えた団塊の
世代の地域活動への参加を促し、セカンドステージでの
生きがいの発見を支援するとともに、その自発的活動を
通じて住みよい地域づくりに資するための公開講座。
【協働の相手】　上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイ
サークル

ＮＰＯ・市民活動支
援

112 新規
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②ＮＰＯとの事業共催

164 上尾市 原市公民館 子ども土曜教室

【事業内容】主に小学生を対象に物作りや創造活動、伝
統文化などを体験させ、地域から子どもたちの成長を支
援する。
【共催相手】生涯学習グループあいの会、上尾市生涯
学習推進員
【役割分担】企画・運営はグループ・推進員。募集・会場
予約は公民館
【経費分担】部屋使用料は免除。講師謝礼は公民館予
算。支出先は、共催相手が直接講師を行う場合には代
表者へ（あいの会）。外部講師をコーディネートして招い
た場合は、外部講師となる。

こども 37 継続

165 草加市 人権共生課
地域からの国際化推進
事業

【事業内容】国籍や文化等の違いを超え、市民相互の
連携や行政との協働の仕組みを築き、日本語によるｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに支障がある市民の生活適応支援活動、国
際理解啓発活動。
【事業の相手（対象）】ＮＰＯ法人　Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ
【役割分担】企画から事業実施までを協働。
【経費負担等】草加市国際相談コーナー事業補助金交
付要綱に基づく申請の審査。市は助成金を交付。

国際 2,500 継続

166 草加市 人権共生課
地域からの国際化推進
事業

【事業内容】外国籍市民に対する日本語の普及。
【事業の相手（対象）】草加にほんごの会、 ことばの国
際交流サークル、 谷塚日本語サークル。
【経費負担等】草加市国際化ボランティア事業助成金交
付要綱に基づく申請の審査。市は助成金を交付。

国際 300 継続

167 草加市 人権共生課
草加市国際交流協会事
業

【事業内容】国際交流・協力を推進するｲﾍﾞﾝﾄ、市内にお
ける国際交流・協力に関する事業を実施する団体への
支援、姉妹・友好都市等相互派遣にかかる事業等
【事業の相手（対象）】草加市国際交流協会
【役割分担】一部事業共催。
【経費負担等】草加市国際交流・協力事業補助金交付
要綱に基づく申請の審査。市は助成金を交付。

国際 800 継続
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168 草加市 人権共生課
男女共同参画フォーラ
ム

【事業内容】「しあわせへの近道～子育て・介護・定年退
職～」をテーマに市民一人一人が男女共同参画につい
て改めて考えるきっかけとなる場として講演や展示など
を行う。
【共催の相手】特定非営利活動法人みんなのまち草の
根ネットの会
【役割分担】市は講師謝金他の経費を負担。広報、会場
設営は協働、当日の進行はネットの会が分担。

人権、男女共同参
画

102 継続

169 草加市 人権共生課 平和事業

【事業内容】「草加市平和都市宣言」の主旨の普及を始
めとする各種平和事業の実施。
【事業の相手（対象）】平和ネットワーク草加
【役割分担】企画から事業実施まで平和ネットワーク草
加と協働。その他市は施設の確保や広報を担当。
【経費負担等】草加市平和事業推進補助金交付要綱に
基づく申請の審査。市は補助金を交付。

人権、男女共同参
画

250 継続

170 草加市 消費労政課 消費生活展

消費生活に関する知識や情報を広く市民へ提供する目
的で、記念講演・団体等の展示・リフォームファッション
ショー・フリーマーケット等を開催。

商工農業、労働、
経済

継続

171 草加市 消費労政課 生活用品交換会

草加市くらしの会が市民の省資源・ごみ減量等、環境保
護を推進する事業。 商工農業、労働、

経済
継続

172 草加市 消費労政課 フリーマーケット

草加・松原遊歩道のにぎわいの創出、リサイクル運動と
して循環型社会を進める契機となり、消費者自立支援
の一助とする。

商工農業、労働、
経済

継続

173 草加市 環境課
綾瀬川流域クリーン大
作戦

【事業内容】河川内の粗大ゴミ（自転車・バイク等）を引
き上げる。
【事業の相手（対象）】綾瀬川清流ルネッサンスⅡ地域
協議会、ＦＳＣサルベージ協会、獨協大学サークルＤｅｃ
ｏ、草加環境推進協議会 企画・運営共同作業　運搬車
両負担：県

環境保全 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

174 草加市 環境課
草加市綾瀬川再生２１
事業

【事業内容】Ｅボートによる水上探検、河川浄化に係る
展示、環境情報提供等
【事業の相手（対象）】草加環境推進協議会
【選定方法】協働でイベントの企画、立案、準備、開催
団体に対し事業補助を行う。

環境保全 100 継続

175 草加市 環境課 草加市環境フェア

【事業内容】草加市環境共生都市宣言推進事業（映画
上映、河川浄化に係る展示、環境情報の提供等）
【事業の相手（対象）】草加環境推進協議会
【選定方法】協働でイベントの企画、立案、準備、開催
団体に対し事業補助を行う。

環境保全 600 継続

176 草加市 廃棄物資源課
クリーンふるさと運動推
進事業

【事業内容】まちの美化意識の啓発を目的とした年２回
の市内一斉清掃及びごみ減量の普及啓発に関する情
報紙の発行。
【共催の相手】クリーンふるさと推進協議会
【役割分担】企画は協議会と市廃棄物資源課（当協議
会事務局）による協議で決定。運営主体は協議会。
【経費負担】全額市が補助金として負担

環境保全 1,791 継続

177 草加市 防犯安全課
草加市安全安心アカデ
ミー

【事業内容】防犯に関する講座の講師
【共催の相手】ＮＰＯ日本ガーディアン・エンジェルス草
加支部
【役割分担】企画は、防犯安全課で決定。運営は担当課
とガーディアン・エンジェルスで役割分担をして行う。
【経費分担（内容）】防犯安全課が講師謝金を負担。

防災、防犯、交通
安全

85 継続

178 草加市 中央公民館 おはなしの部屋

【事業内容】月曜日は２歳以上、火曜日は１歳未満の親
子を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び等を
行い、親子の交流を深める。
【事業の相手（対象）】ともだち文庫運営委員会
【選定方法】企画はともだち文庫運営委員会を中心に決
定。市は施設の確保を行う。市は協力者謝礼、消耗品
等を負担。

こども 183 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

179 草加市 中央公民館 国際交流講座

【事業内容】市民、外国籍市民と外国人留学生との交流
を図り相互理解を深める。
【事業の相手（対象）】獨協大学国際親善倶楽部　企画
は獨協大学国際親善倶楽部を中心に決定。市は施設
の確保を行う。市は協力者謝礼、消耗品等を負担。

国際 14 継続

180 草加市 中央公民館 点字・点訳体験コーナー

【事業内容】点字・点訳本の作製を体験し、ボランティア
活動の重要性を認識してもらい活動への参加を促す。
【事業の相手（対象）】草加点字サークル　企画は草加
点字サークルを中心に決定。市は施設の確保を行う。
市は協力者謝礼、消耗品等を負担。

人権、男女共同参
画

22 継続

181 草加市 中央公民館 ホッと一息子育てサロン

【事業内容】育児中の親子が気軽に集まり、体操やゲー
ムで交流を深めながら、子育てについて話し合う場を提
供する。
【事業の相手（対象）】草加子育てネットワーク　企画は
草加子育てネットワークを中心に決定。市は施設の確
保を行う。市は協力者謝礼、消耗品等を負担。

こども 46 継続

182 草加市 中央公民館 子育てを楽しむ音楽会

【事業内容】子育て中の親が、子どもと一緒に気軽に親
しめるコンサートを行う。
【事業の相手（対象）】NPO法人草加ジュニアオーケスト
ラ　企画はＮＰＯ法人草加ジュニアオーケストラを中心に
決定。市は施設の確保を行う。市は消耗品等を負担。

こども 継続

183 草加市 中央公民館 青少年コンサート

【事業内容】「音楽都市宣言」を草加市にふさわしい、市
民に親しまれるコンサートを行う。
【事業の相手（対象）】NPO法人草加ジュニアオーケスト
ラ　企画はＮＰＯ法人草加ジュニアオーケストラを中心に
決定。市は施設の確保を行う。市は消耗品等を負担。

文化、学術 60 新規

184 草加市 谷塚西公民館 のびのび広場

【事業内容】０歳～３歳位までの乳幼児とその保護者を
対象に本の読み聞かせや歌、簡単工作などを通して、
親子の交流を深める。
【事業の相手（対象）】おはなし会サンサン　企画はおは
なしの会サンサンを中心に決定。市は施設の確保及び
広報を担当。市は消耗品等を負担。

こども 6 新規
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②ＮＰＯとの事業共催

185 草加市 谷塚西公民館 すくすくクラブ

【事業内容】育児中の親子が気軽に集まり、体操やゲー
ムで交流を深めながら、子育てについて話し合う場を提
供する。
【事業の相手（対象）】企画は草加子育てネットワークを
中心に決定。市は施設の確保を行う。市は消耗品等を
負担。

こども 61 継続

186 草加市 新田西文化センタ－  ホット一息子育てサロン

【事業内容】育児中の親子が気軽に集まり、体操やゲー
ムで交流を深めながら、子育てについて話し合う場を提
供する。
【事業の相手（対象）】企画は草加子育てネットワークを
中心に決定。市は施設の確保を行う。市は消耗品等を
負担する。

こども 50 継続

187 草加市 消防防災課 市民防災訓練

【事業内容】　市民防災訓練の実施
【事業対象】　町会・自治会・自主防災組織等
【役割分担】　協働して企画立案し、訓練を実施する

ＮＰＯ・市民活動支
援

195 継続

188 越谷市 市民活動支援課 協働フェスタ

【事業内容】本事業は、越谷市の協働のまちづくりを推
進するため、また、地域の福祉力を高めるために、市内
のボランティアグループと市民活動団体と行政が協働
で実施する。「市民活動つなげる会・越谷」と「越谷市ボ
ランティア連絡会」により「協働フェスタ実行委員会」を立
ち上げます。「越谷市」・「(社）越谷市社会福祉協議会」
が共催、「（財）越谷市施設管理公社」・「越谷市教育委
員会」が後援で開催する。
【事業の相手】協働フェスタ実行委員会
【役割分担】関係団体との調整
【経費負担】　会場となる公共施設を市として申請等

ＮＰＯ・市民活動支
援

－ 継続

189 越谷市 市民活動支援課
越谷市青少年使節団姉
妹都市派遣事業

【事業内容・対象】姉妹都市オーストラリア･キャンベルタ
ウン市へ青少年（13～20歳以下の市内在住の学生）15
名を派遣した。
【共催の相手】越谷市国際交流協会
【役割分担】派遣生の募集と研修会場（市施設）の手配
を市で行う。

国際

2040
（越谷市

国際交流
協会予

算）

継続
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190 越谷市 市民活動支援課
キャンベルタウン市青少
年使節団姉妹都市受入
事業

【事業内容】姉妹都市オーストラリア･キャンベルタウン
市からの青少年15名の受入を行った。
【共催の相手】越谷市国際交流協会
【役割分担】市の施設やバスを利用する際、市職員が随
行する。

国際

882
（越谷市

国際交流
協会予

算）

継続

191 越谷市 くらし安心課 消費者月間記念講演会

【事業概要】毎年５月に消費者月間記念事業として、講
演会を開催している。開催日：５月２１日     会場；越谷
市中央市民会館劇場　テーマ：「人生を楽しむ秘訣」　講
師：和泉　昭子　氏　参加人数：２０２名
【共催の相手】越谷市くらしの会、越谷市連合婦人会、
越谷市消費生活研究会　越谷市立消費生活センター連
絡協議会
【役割分担】市は講師選定・会場確保・広報活動などを
行い、消費者団体には受付・講師接待など会場運営に
協力してもらう。
【経費分担】市１０５，０００円、くらしの会１５，０００円、
連合婦人会１５，０００
消費生活研究会７，５００円、消費生活センター連絡協
議会７，５００円
計１５０，０００円

その他 150 継続

192 越谷市 環境保全課 エコ・クッキング

【事業内容】日々の生活における省エネルギー・省資
源・ごみの減量の達成及び環境にやさしい調理の普及
啓発
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議
【役割分担】市と市民会議とで企画・運営を行う。
【経費分担】市は会場使用料を負担。

環境保全 - 継続

193 越谷市 環境保全課 打ち水大作戦

【事業内容】気温の低減効果や地球温暖化に対する意
識向上のため、市内全域での一斉打ち水
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議・自治会連合
会
【役割分担】市と市民会議とで企画・運営を行う。
【経費分担】ポスター、チラシ等の作成及びバケツ等の
購入は市が負担。

環境保全 114 継続
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194 越谷市 環境保全課
環境講演会＆エココン
サート

【事業内容】環境と気候との関わりについて考える講演
会とエココンサート
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議
【役割分担】市と市民会議で企画・運営を行う。
【経費分担】講師謝礼、ポスター作成は市が負担。

環境保全 78 継続

195 越谷市 環境保全課 越谷市環境大会

【事業内容】中央市民会館広場にて不用品リサイクルの
バザーの開催及び企業ＰＲブースを設置。劇場では市
民・事業者による環境配慮活動の発表や環境映画の上
映会を開催し、環境保全等の普及啓発
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議
【役割分担】市と市民会議で企画・運営を行う。
【経費分担】ポスター、チラシ、環境活動報告集の作成、
会場使用料は市が負担。越谷環境賞は、市と市民会議
の負担。

環境保全 1,187 継続

196 越谷市 環境保全課
ＥＣＯこしがや環境ファミ
リー宣言事業

【事業内容】家庭における環境に配慮した取組みを自主
的に宣言し、実践する家族を募集。
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議
【役割分担】市と市民会議で企画・運営を行う。
【経費分担】申請書、登録書作成は市が負担。

環境保全 - 継続

197 越谷市 環境保全課
ＥＣＯこしがや推進事業
所宣言事業

【事業内容】市内の事業所に環境に配慮した取組みを
宣言し、実践してもらう
【共催の相手】越谷市環境推進市民会議
【役割分担】市と市民会議で企画・運営を行う。
【経費分担】申請書、登録書作成は市が負担。

環境保全 - 継続

198 越谷市
環境資源課
リサイクルプラザ

リサイクル啓発事業
「ママといっしょにリサイ
クル工作であそぼう」

【事業内容】廃材を使ってのリサイクル工作及び、施設
見学を行い、リサイクル意識の高揚を図った。
【共催の相手】ＮＰＯ法人子育てサポーター・チャオ
【役割分担】広報、受付、会場準備等を市が担当し、ＮＰ
Ｏは、材料準備や当日の進行を担当した。

環境保全 22,000 新規
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199 越谷市
生涯学習課
（青少年課）

越谷市わくわく体験プロ
ジェクト

【事業内容】　不登校児童、生徒及び保護者への支援を
目的に行政、ＮＰＯ、地域の協働で子どもの体験事業を
実施する。主な内容、市内ミステリーツアー、野外料理
体験、カヌー体験、祭り寿司体験、不登校経験者の体
験談を聞こう等
【協力の相手】　法人登録ＮＰＯ、越谷らるご　登録外Ｎ
ＰＯ、１団体、一般公募４名
【役割分担】　企画、立案など全面的に協力
【経費分担】　市負担金１００千円、参加者実費負担金７
千円

こども 107 継続

200 越谷市
生涯学習課
桜井公民館

公民館主催「親子ふれ
あい講座」事業

【事業内容】親子のふれあいを通して親子の絆を深める
とともに、併せて親同士互いの交流の場となることを目
的とする。1.5時間×5回。
【委託先】NPO子育てサポーター・チャオ
【役割分担】公民館は参加者を募り、講座の開催をNPO
法人へ依頼する。
【経費負担】公民館は講師謝礼を支払う。

こども 55 継続

201 越谷市
生涯学習課
桜井公民館

公民館主催「子育て講
座」事業

【事業内容】思春期を迎える子と親とのふれあいやコ
ミュニケーションのとり方等家庭教育に関する講演
【委託先】NPO法人イー・エルダー
【役割分担】公民館は平方中学校の新入学説明会の一
こまとして講座を開催し、NPO法人へ依頼する。
【経費負担】公民館は講師謝礼を支払う。

その他 20 新規

202 越谷市
生涯学習課
大沢公民館

親子ゆ～ゆ～学級

【事業内容】子供にとって親は一番身近な存在であり、
人間形成において非常に大切な存在である。その重要
性を認識し、心豊かな子どもたちを育むための家庭教
育の一助となることを目的とする。
【共催の相手】NPO法人　子育てサポーター・チャオ
【役割分担】NPO法人と市担当課で協議し企画運営を、
市は会場提供、広報、受講者募集を行う。
【経費分担（内容）】市は講師謝金を負担。

こども 7 継続
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203 越谷市 生涯学習課
大間野町旧中村家住宅
イベント

【事業内容】開館記念他各種イベントを複数回実施。
【共催の相手】NPO法人越谷市郷土研究会
【役割分担】市及びNPOで協議し、企画立案、会場運営
を協働で行う。
【経費分担】市は会場の提供と食料費を負担し、事業運
営経費は、NPOが負担する。

文化、芸術 60 継続

204 越谷市 生涯学習課
平成22年度文化財講演
会

【事業内容】越谷市の文化財をテーマに講演会を開催。
【共催の相手】NPO法人越谷市郷土研究会
【役割分担】市及びNPOで協議し、企画立案、会場運営
を協働で行う。
【経費分担市で講師謝礼を負担し、事業運営経費は、
NPOが負担する。

文化、芸術 30 継続

205 越谷市 生涯学習課 こしがや市民大学

【事業内容】講座の組み立て、内容、講師選定等を、ＮＰ
Ｏ・ボランティア等から組織される企画運営委員会と行
政が共同して、実施する。
【共催の相手】こしがや市民大学企画運営委員会
【役割分担】市とこしがや市民大学企画運営委員会が
企画運営を行う。
（会場予約、広報、受講生募集、機材等提供は市が行
う。）
【経費負担】市負担（講師謝金、保育謝金）、受講生実
費負担（入館料、駐車場代、保険代等）

その他 596 継続

206 越谷市 生涯学習課 パソコン無料相談室

【事業内容】越谷市民対象にパソコン初心者のスキル
アップを目的として実施。
【共催の相手】NPO法人越谷市生涯学習民間ネットワー
ク協会
【役割分担】企画立案、会場運営を協働で行う。
【経費分担】市で講師謝礼を負担し、その他の事業運営
経費は、NPOが負担する。

その他 60 継続
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207 蕨市 西公民館 プレーパーク事業

【事業内容】冒険遊び場「プレーパーク」づくりを目指し、
２ヵ月に１回の定期開催及び夏バージョンを実施【事業
の相手】外遊びを考える会「どろんこの王様」【役割分
担】事業企画・運営、チラシ作成等をどろんこの王様が
行い、公園やゴミ処理など関係部署との調整を西公民
館が行う。

こども ー 継続

208 蕨市 西公民館 ロープワーク講習会

【事業内容】ロープの基礎の結び方から最終的にはハ
ンモックをみんなで作成。小さなお子さんでも楽しめる
ロープ遊びも用意
【事業の相手】外遊びを考える会「どろんこの王様」
【役割分担】事業企画・運営、チラシ作成等をどろんこの
王様が行い、会場調整、参加者受付を西公民館が行
う。

こども 14 新規

209 戸田市 環境クリーン室 環境フェア

【事業内容】
環境ＮＰＯや企業が中心となり、市民へ環境問題啓発
のために、環境活動の展示などを行う。
【役割分担】
ＮＰＯが中心となり、実行委員会を運営し、会場の設営
や撤去を行う。
【経費負担】
協賛団体・企業からの協賛金と一部市の予算。

環境保全 411 継続

210 戸田市 環境クリーン室 環境出前講座

【事業内容】
環境ＮＰＯのメンバーが、学校や市民団体が行う講座の
講師を行う。
【役割分担】
市がコーディネートを行い、ＮＰＯが講師を務める。
【経費負担】
講師への謝礼を市が負担。

環境保全 96 継続
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211 戸田市 健康推進室 親子料理教室

【事業内容】食の大切さを地域に住む親や子供たちに
対して伝えるために、講話・調理実習を行う。
【共催の相手】戸田市食生活改善推進員会（以下、食
改）
【役割分担】企画、運営は食改が中心となって行い、講
話は市が行う。
【経費分担】食材料費は市と参加者が負担し、それ以外
の経費については食改が負担する。

こども 14 新規

212 戸田市 文化スポーツ課 市民体育祭地区大会

【事業内容】
市内６地区で地域の住民を対象に市民体育祭地区大
会を毎年１０月に開催。
【事業の相手】　　戸田市町会連合会
【役割分担】　　体育指導委員を中心に地区スポーツ推
進員、町会・自治会選出の大会役員で競技種目等決定
する。
【経費負担】　　市補助金（3,650千円）のほか地区によっ
ては町会・自治会が補助。

スポーツ振興 3,650 継続

213 戸田市 文化スポーツ課
学校区生涯スポーツ推
進事業

【事業内容】
市内１２小学校区の地域住民を対象に、地域コミュニ
ティの醸成を目的にグラウンドゴルフやソフトバレーボー
ル、ミニテニス等の大会を開催する。
【事業の相手】　　学校区スポーツ推進員
【役割分担】　　地区のスポーツ推進員を中心に、種目
や内容を検討してスポーツ活動をおこなう。
【経費負担】　　1地区50千円の市交付金のほか地区に
よっては町会・自治会が補助。

スポーツ振興 600 継続

214 戸田市 文化スポーツ課 市美術展覧会（市展）

【事業内容】
毎年１０月の８日間、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写
真の６部門を設け、市内美術愛好家等の作品を戸田市
文化会館において展示する。
【事業の相手】　戸田市美術展覧会実行委員会
【経費負担】　市補助金（3,800千円）の他作品出品料等
がある。

文化、学術 3,800 継続
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215 戸田市 文化スポーツ課 市文化祭開催事業

【事業内容】
毎年１０月～１１月にかけて、戸田市文化協会加盟団体
が、日頃の稽古や練習の成果を発表する場として、文
化会館を中心に文化祭を開催する。
【事業の相手】　　戸田市文化協会
【経費負担】　　市補助金（1,398千円）の他、加盟団体分
担金等がある。

文化、学術 1,398 継続

216 戸田市 文化スポーツ課 市音楽祭開催事業

【事業内容】
年間を通して、市内小中学校のふれあいコンサート、市
民アンサンブルフェスタ、戸田交響楽団演奏会など市民
の音楽活動や、文化会館が開催するプロによるピアノ
やヴァイオリン等のコンサートを市民等が身近に鑑賞す
ることができる機会を提供する。
【事業の相手】　　戸田音楽祭実行委員会
【経費負担】　　市補助金（2,176千円）の他、演奏会収入
等がある。

文化、学術 2,176 継続

217 入間市 自治文化課 入間万燈まつり

【事業内容】市民の力が結集された入間万燈まつりは、
入間市民であることに誇りと責任をもてる真の市民協働
を実現するもの。多くの市民の参画を願い、協働意識の
中で創造力を十分に引き出せる場を演出する。
【補助金】６００万円
【事業の相手】入間万燈まつり実行委員会

文化、学術 6,000 新規

218 入間市 自治文化課 いるま太鼓セッション

【事業内容】太鼓を中心とした市民のパフォーマンスに
よって独自の文化創造を目指す。創作太鼓、伝統太鼓
を始めとする団体や打って音を出すアーティストによる
「打」のパフォーマンス。
【補助金】４０万
【事業の相手】いるま「太鼓」セッション実行委員会

文化、学術 400 新規
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219 入間市 自治文化課 市民大学

【事業内容】入間市民大学は、「元気な入間のまちづく
り」実現のため、次に掲げる趣旨に基づき開催します。
(1) 入間市民大学は、市民の暮らしの質を高め、心豊か
に生きていく糧となるカリキュラムを提供し、市民文化の
レベル向上を目指します。(2) 入間市民大学は、学んだ
ことを、まちづくりや地域の課題解決に活かせるカリキュ
ラムを提供し、コミュニティ活動の充実を目指します。
【企画運営】市民ボランティアスタッフである市民大学企
画運営委員により。

文化、学術 432 新規

220 入間市 自治文化課
姉妹・友好都市訪問団
派遣・受入れ事業

【事業内容】姉妹・友好都市との間での訪問団の派遣・
受入れの実施
【共催の相手】市国際交流協会
【役割分担】派遣・受入れの主体：市、訪問団の応接の
主体：協会
【経費負担】市：受入れの際の宿泊料、派遣・受入れの
際の市バスの提供・職員旅費・筆耕翻訳料、協会：派遣
の際の被派遣者の渡航費の助成、受入れの際のホスト
ファミリーへの謝礼・相手市民の飲食費

国際 2,902 継続

221 入間市 高齢者福祉課
高齢聴覚障害者対象介
護予防教室

【事業内容】高齢の聴覚障害者の方の中には、文字や
文章等の学習の機会が少なかったことにより文字情報
が届きにくい可能性がある。そこで、介護予防教室や福
祉サービスなどの情報収集の場を地域に増やしていく
ことを目的に高齢の聴覚障害者を対象とした介護予防
教室を実施。年１回・２２年１１月２０日実施　参加者１９
名他フタッフ
【協力の相手】入間市聴覚障害者の会（市民活動団
体）、入間市手話の友の会（市民活動団体）、入間市要
約筆記サークル（市民活動団体）
【役割分担】企画は、高齢者福祉課、地域包括支援セン
ター、障害福祉課、入間市社会福祉協議会（手話通訳
派遣事務所）及び協力団体とで協議を行い、決定。開催
通知・講師依頼等は市が、準備および当日の運営は、
市と協力団体が協力して行った。
【経費分担】市主催事業として実施するため、運営経費
は基本的には高齢者福祉課所管の予算執行で行った。

福祉 11 継続
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222 入間市 高齢者福祉課
高齢視覚障害者対象介
護予防教室

【事業内容】視覚障害者の方の中でも特に、疾患等によ
り高齢者になってから視覚障害になられた方は、極端に
外出の機会も減る傾向が強く、身体面・精神面での機
能が低下しがちである。そこで、高齢の視力障害者が
安心して参加できる介護予防教室を開催し、参加者同
士の仲間作りや、外出のきっかけ作りを行い、参加者の
介護予防を図る。年１回　２２年１０月７日実施　参加者
１３名　ほかスタッフ　計４８名
【協力の相手】入間市視力障害者福祉協会（市民活動
団体）、入間市視覚障害者ガイドヘルプの会「あいあい」
（市民活動団体）、入間市朗読ボランティアグループ「は
づき」（市民活動団体）、点訳ボランティア「入間六ツ星
会」（市民活動団体）
【役割分担】企画は、高齢者福祉課、地域包括支援セン
ター、障害福祉課、健康福祉課、協力団体とで協議を行
い、決定。開催通知・講師依頼等は市が、準備および当
日の運営は、市と協力団体が協力して行った。
【経費分担】市主催事業として実施するため、運営経費
は基本的には高齢者福祉課所管の予算執行で行う。

福祉 1 継続

223 入間市 生涯学習課
第16回いるま生涯学習
フェスティバル

【事業内容】生涯学習を通じたまちづくりを目指し、市内
活動団体の交流・発表の場として市民と行政の協働に
より、企画運営を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　【共催
の相手】生涯学習をすすめる市民の会、（財）入間市振
興公社　　　　　　　【役割分担】市民団体、上記共催相
手、行政（各部署より選出）で実行委員会を設立し、企
画・運営共に行う。
【経費分担（内容)】市、生涯学習をすすめる市民の会、
実行委員会よりそれぞれ事業費を一部ずつ負担する。

文化、学術
310

（市費負
担分）

継続

224 入間市
生涯学習課
（児童センター）

入間市児童センター事
業運営

【事業内容】児童センターで行う「児童センターまつり」な
どのイベントの開催
【事業の相手】児童センターボランティア会 こども 0 継続
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225 入間市 中央公民館 市民による企画講座

【事業内容】家庭教育・子育て支援に関する講座及び高
齢者福祉に関する講座のアイデアを企画に盛り込み、
準備から運営までを市民活動団体が行う。
【共催の相手】いるま子育て情報発信隊
【講座名】子育てわくわくマップをつくろう！
【選定方法】企画書及び予算書を提出、講座内容や予
算により決定
【役割分担】講座の企画から運営までを市民団体が行
い、市は会場の確保（公民館を使用）、広報などの補助
を行う。
【経費分担（内容）】市は講師謝礼、保育賃金を負担

こども 78 新規

226 入間市 中央公民館 市民による企画講座

【事業内容】家庭教育・子育て支援に関する講座及び高
齢者福祉に関する講座のアイデアを企画に盛り込み、
準備から運営までを市民活動団体が行う。
【共催の相手】いるまお茶パラIRU*ma-jo
【講座名】Go老いんぐMy Way
【選定方法】企画書及び予算書を提出、講座内容や予
算により決定
【役割分担】講座の企画から運営までを市民団体が行
い、市は会場の確保（公民館を使用）、広報などの補助
を行う。
【経費分担（内容）】市は講師謝礼を負担

福祉 50 新規

227 鳩ヶ谷市 自治振興課
第8回鳩ヶ谷市青少年育
成市民大会

【事業内容】青少年の健全育成を推進するため、啓発活
動を実施する。内容については未定。
【共催の相手】鳩ヶ谷市青少年育成市民会議
【役割分担】企画は市と市民会議で協議し、決定。運営
は市民会議が中心で実施。
【経費負担】市民会議へ委託料として190千円を予算計
上。不足分は市民会議が負担する。

ＮＰＯ・市民活動支
援

190 継続
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228 鳩ヶ谷市 生涯学習課
鳩ヶ谷いきいき
ウォーキング

【事業内容】地域に根差した市民による市民のための健
康づくり
【共催の相手】鳩ヶ谷市、鳩ヶ谷市教育委員会、鳩ヶ谷
いきいきウォーキング
【委託先】鳩ヶ谷いきいきウォーキング実行委員会
【役割分担】企画、運営については実行委員会を組織し
実施
【経費負担等】実行委員会へ委託費として997千円を予
算計上

スポーツ振興 248 新規

229 鳩ヶ谷市 生涯学習課

平成22年度人権を考え
る市民つどい「第29回と
もに生きようフェスティバ
ル」

【事業内容】障害者やボランティアの文化活動の発表を
中心に、多くの市民が参加し、様々な人権問題に関心
を深め、考え合う場を提供する。
【共催の相手】朗読奉仕サークルでんしょ鳩の会
【役割分担】企画・運営については団体と市で実行委員
会を組織し実施。
【経費負担等】団体へ報償費として100千円を予算計
上。

人権、男女共同参
画

100 継続

230 鳩ヶ谷市 環境対策課
環境講習会・週末自然
教室

【事業内容】生物多様性・環境保全の知識を高めるた
め、桜町湧水公園を利用し、この場所の生きものさがし
などを行い啓発・保全活動の意識を高める。
【共催の相手】はとがやに里山をつくる会・(財)埼玉県生
態系保護協会鳩ヶ谷支部【役割分担】企画は市と団体
で協議し、決定。運営は団体と市が協働で実施。
【経費負担】団体へ報償費（講師謝礼）として80千円を
予算化。

環境保全 40 継続

231 朝霞市 学校給食課 料理教室

【事業内容】栄養士を講師に学校給食の話や施設見学
をし、その日の学校給食献立を調理する。
【事業の相手】朝霞保健所管内地域活動栄養士会えぷ
ろん
【役割分担】市の主催事業に、団体所属の在宅栄養士
を派遣してもらい、実演や指導の協力をお願いしてい
る。
【経費負担】
市が広報のための印刷製本費と在宅栄養士に対する
謝金負担、食材費は参加者負担

その他 58 継続
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232 朝霞市 地域づくり支援課
第１回あさか市民活動ま
つり

【事業内容】朝霞市を拠点に活動しているＮＰＯ法人が
主体となり設立した、あさか市民活動ネットワークと、更
なる市民活動の発展、及びＮＰＯ法人同士や任意団体
との交流、また、NPO法人の活動状況を広く市民に知っ
ていただき、活動への参加を促進する場としてイベント
を実施する。
【事業の相手】あさか市民活動ネットワーク（NPO法人数
団体で設立）
【選定方法】あさか市民活動ネットワークからの提案に
よる協働事業
【役割分担】市：広報・会場確保　あさか市民活動ネット
ワーク：ｲﾍﾞﾝﾄ企画・団体への参加呼びかけ
【経費負担】なし

ＮＰＯ・市民活動支
援

－ 新規

233 朝霞市 地域づくり支援課 団塊世代向け講習会

【事業内容】いわゆる団塊世代を含めたシニア世代（お
おむね５０歳以上）の方を中心とした企業退職者を主な
対象として、地域での過ごし方や仲間作りなどについて
学習するほか、市民活動団体や行政との出会いの場を
設け、地域社会において市民活動を始めるきっかけと
するために実施する。
【事業の相手】シニア世代・団塊世代向けに事業を行っ
ているNPO
【選定方法】市からの呼びかけまたはNPOからの提案
【役割分担】市：広報・会場確保　NPO：講座企画
【経費負担】市

ＮＰＯ・市民活動支
援

220 継続

234 朝霞市 環境保全課 夏休みこども水辺教室

　【事業内容】小学生の環境学習の一環として、小学生
4年～６年生を対象に、黒目川の水質調査や生物調査
を行う。
【協働の相手】黒目川に親しむ会
【経費・役割分担】市が経費を負担し黒目川に親しむ会
は講師として、児童指導する

環境保全 50 継続

235 朝霞市 図書館 らいぶらりコンサート

【事業内容】
公募方式による実行委員会を立ち上げ、各団体の展
示、発表、講演会の開催 文化、学術 2 継続
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236 朝霞市 図書館 図書館まつり

【事業内容】
公募方式による実行委員会を立ち上げ、各グループに
よる楽器の演奏会開催 文化、学術 49 継続

237 朝霞市 生涯学習課 芸術文化展

朝霞市文化協会会員の作品発表等を通じて市民の文
化芸術の発展に寄与することを目的とする。
補助対象：朝霞市文化協会 文化、学術 180 継続

238 朝霞市 生涯学習課 市民芸能まつり

朝霞市文化協会会員及び市民の舞台発表等を通じて
市民の芸能文化の発展に寄与することを目的とする。
補助対象：朝霞市文化協会 文化、学術 533 継続

239 朝霞市 生涯学習課 文化祭

市民に芸術・文化の発表と鑑賞の機会を提供すること
により、市民文化の向上と振興を図ることを目的とす
る。
補助対象：朝霞市文化協会

文化、学術 873 継続

240 朝霞市 中央公民館 サマーフェスティバル

【事業内容】目的：日頃の公民館活動における学習成果
の発表と、サークル及び利用者相互のコミュニケーショ
ンを図る。　開催日：8月21、22日　参加団体：延べ４5団
体
【共催相手】サマーフェスティバル実行委員会
【役割分担】中央公民館利用団体連絡協議会で実行委
員会を立ち上げ、市（公民館職員）が事務局となり協働
した。
【選定方法】サマーフェスティバル実行委員会にて参加
団体を募集した。

文化、学術 50 継続

241 朝霞市 中央公民館 パソコン相談

【事業内容】目的：市民がパソコンを使う上で、必要な操
作に関する初歩的な相談に答え、IT教育の普及を図
る。
【共催相手】パソコン相談員
【役割分担】市で委嘱したボランティア相談に応じる。
中央公民館は、事務局となる。
【選定方法】市で講師を委嘱。
【経費負担】講師謝金を市が負担

文化、学術 211 継続
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242 朝霞市
中央公民館
（西朝霞公民館）

西朝霞公民館まつり

【事業内容】目的：利用団体相互の交流と、学習成果の
発表の場とする。　開催日：10月30、31日　参加団体：２
６団体　【共催相手】西朝霞公民館まつり実行委員会
【役割分担】団体により実行委員会を立ち上げ、市（公
民館職員）が事務局となり協働した。
【選定方法】利用団体より参加を募り、実行委員会を組
織した。
【経費負担】開催に伴う消耗品、検便手数料等を市が負
担

文化、学術 73 継続

243 朝霞市
中央公民館
（東朝霞公民館）

東朝霞公民館まつり

【事業内容】目的：利用団体相互の交流と、学習成果の
発表の場とする。　開催日：１１月13、14日　参加団体：
４１団体　【共催相手】東朝霞公民館まつり実行委員会
【役割分担】団体により実行委員会を立ち上げ、市（公
民館職員）が事務局となり協働した。
【選定方法】利用団体より参加を募り、実行委員会を組
織した。
【経費負担】開催に伴う消耗品、検便手数料等を市が負
担

文化、学術 67 継続

244 朝霞市
中央公民館
（内間木公民館）

内間木公民館まつり

【事業内容】目的：利用者相互のコミュニケーションづくり
と活動発表の場とする　開催日：５月22、23日　参加団
体：延べ35団体
【共催相手】内間木公民館まつり実行委員会
【役割分担】団体により実行委員会を立ち上げ、市（公
民館職員）が事務局となり協働した。
【選定方法】公民館利用団体に対し参加団体を募集し
た。
【経費負担】開催に伴う消耗品、検便手数料等を市が負
担

文化、学術 58 継続

245 朝霞市
中央公民館
（南朝霞公民館）

南朝霞公民館まつり

【事業内容】目的：公民館を定期的に利用しているサー
クルが、日頃の学習成果を発表し、地域との交流を持
つ　開催日：１０月１6、１7日　参加団体：延べ27団体
【共催相手】南朝霞公民館まつり実行委員会
【役割分担】団体により実行委員会を立ち上げ、市（公
民館職員）が事務局となり協働した。
【選定方法】４月に開催した利用者懇談会において参加
団体を募集した。
【経費負担】開催に伴う消耗品、検便手数料等を市が負
担

文化、学術 9 継続
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246 朝霞市
中央公民館
（北朝霞公民館）

北朝霞公民館まつり

【事業内容】目的：公民館活動団体の日頃の活動成果
を発表すること、またサークル間や地域との交流を深め
る　開催日：１０月23、24日　参加団体：27団体
【共催相手】北朝霞公民館まつり実行委員会
【役割分担】参加団体により実行委員会を立ち上げ、市
（公民館職員）が事務局となり協働した。
【選定方法】４月に開催した利用者懇談会において参加
団体を募集した。
【経費負担】開催に伴う消耗品、検便手数料等を市が負
担

文化、学術 98 継続

247 志木市 政策推進課
人権ふれ愛フェスティバ
ル

【事業内容】
市制施行40周年を記念し、多くの市民が交流するこの
機に人権に対する意識啓発と平成23年度からスタート
する「第４次志木市男女共同参画基本計画」を周知する
ことを目的に、連携する市民団体とともに「人権ふれあ
いフェスティバル」を企画立案し、実施した。
【共催の相手】
男女共同社会をすすめる会、近隣女子大学生他
【役割分担】
協働による企画運営、団体がポスター作成、掲示等を
受け持ち、行政（市）は会場の調整や当日のサポート等
を行う。
【経費分担】
会場借り上げ費用、講演者謝礼、保育スタッフ費用、需
用費等の経費を市が負担した。

人権、男女共同参
画

1,263
新規・継

続

248 志木市 政策推進課

フリートーキング
男女共同参画推進月間
事業
パネル展示

【事業内容】
団体のライフワークとして、市民一般から自由にそれぞ
れの問題や意見などを話しもらう場を提供。市との共催
事業である推進月間の啓発事業のひとつとして実施し
た。
【共催の相手】
男女共同社会をすすめる会
【役割分担】
団体…企画・運営・ポスター作成等　行政（市）…広報
紙掲載・会場調整等
【経費分担】
会場借り上げ費用、保育スタッフ費用、需用費を市が負
担する。

人権、男女共同参
画

41 継続
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249 志木市 環境推進課
親と子の市内まるごとク
リーン作戦

【事業内容】　５月の第2土曜日と、10月の第４日曜日
に、「親と子の市内まるごとクリーン作戦」を実施した
【共催相手】　志木市川と街をきれいにする運動推進協
議会
【役割分担】　協議会が事業の実施・計画、市は会場・
機材等の提供
【経費分担】　協議会の運営に対する補助金

環境保全 300 継続

250 志木市 いろは遊学図書館 季節のおはなし会

【事業内容】
絵本のよみきかせ、すばなし、パネルシアターなどを通
して児童の読書活動推進を図る（年４回）
【協力の相手】
まめの会
【役割分担】
出演はまめの会と、図書館のボランティア（よみきかせ、
おはなしなど４グループ）で分担。出し物の調整、チラ
シ、ポスターの製作、配布、会場の整理は、各ボラン
ティアグループおよび図書館が分担。参加児童への記
念品（折り紙など）製作は、ボランティア及び図書館で分
担。会場の確保、広報、会場警備、関連図書の紹介は
図書館が担当。
【経費分担（内容）】
チラシ、ポスターの用紙、記念品材料の費用は図書館
で負担。

文化、学術 - 継続

251 志木市 いろは遊学図書館 おたのしみ劇場

【事業内容】
人形劇を通し、児童の読書活動推進を図る（年１回）
【協力の相手】
たけのこ文庫、人形劇団あかおに
【役割分担】
舞台の設営および出演は各劇団が担当。会場準備は
各劇団、および図書館が分担。ポスターチラシの作成、
配布、会場の確保、市広報への掲載、会場整理、関連
図書の紹介は図書館が担当。
【経費分担（内容）】
昼食およびチラシ、ポスターの用紙は図書館で負担。

文化、学術 17 継続
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252 志木市 健康増進センター 食生活改善推進員事業

【事業内容】
食生活に関する正しい知識を地域の人々に広めサポー
トしていく活動。よい食生活をすすめるために野菜を多く
含んだレシピを配布する「ヘルシーレシピ事業」、地域に
広めるための「ヘルスメイトクッキング」などを行い食育
の推進活動を進めていく。
【共催の相手】
志木市食生活改善推進員協議会
【役割分担】
企画、運営ともに健康増進センターと食改で協議して実
施。
【経費分担（内容）】
事業実施に対する補助金

保健、医療 58 継続

253 志木市 健康増進センター
健康まちづくり推進員事
業

【事業内容】
市民が身近な生活の場で気軽に取り組める健康づくり
を推進し、市民の健康の保持増進を図る。健康まちづく
りウォーキング
【共催の相手】
志木市健康まちづくり推進員
【役割分担】
企画、運営ともに健康増進センターとまちづくり推進員
で協議して実施
【経費分担（内容）】
講師謝礼や消耗品の購入は、市が全額負担

保健、医療 8 継続

254 和光市 くらし安全課 防犯活動

【事業内容】防犯講演会（非行克服の現状と当事者の
体験談）
【実施日】平成23年2月17日
【協力の相手】和光市地域子ども防犯ネット、NPO法人
非行克服支援センター
【経費負担等】市からの講師謝礼

防災、防犯、交通
安全

25 新規

255 和光市 産業支援課
農業体験センター
花壇管理

【事業内容】アグリパーク農業体験センター花壇管理
【共催の相手】フラワーメイト
【経費負担等】管理謝礼 街路・公園管理 80 継続
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256 和光市 産業支援課
坂下土地改良区
花景観形成

【事業内容】アグリパークや周辺の遊休農地にスイセン
等を植栽し管理する。
【共催の相手】坂下土地改良区環境保全組合・新生蔬
菜生産組合
【経費負担等】管理謝礼、種子購入

街路・公園管理 683 継続

257 和光市 産業支援課
坂下土地改良区道・水
路の清掃及び除草

【事業内容】坂下土地改良区における道・水路の清掃及
び除草管理
【共催の相手】坂下土地改良区環境保全組合
【経費負担等】清掃謝礼

街路・公園管理 500 継続

258 和光市 資源リサイクル課 クリーン・オブ・和光

【事業内容】地域の環境美化を促進するために市内一
斉のゴミゼロ運動を行なう。
【事業の相手】和光市自治連合会【選定方法】年３回実
施

環境保全 863 継続

259 和光市 市民活動推進課 不用品交換会

【事業内容】家庭で不用となった品物を取りまとめて安
価で提供する。
【共催の相手】和光市くらしの会
【経費負担等】会場設営に関する費用を共催により免除
する。

その他 - 継続

260 和光市 市民活動推進課
ＮＰＯ講座・
ＮＰＯ活動交流会

【事業内容】市民活動の活性化・人材育成のためのＮＰ
Ｏ講座を開催する。活動団体からの情報発信・団体間
の交流・ネットワーク化のためＮＰＯ活動交流会を開催
する。
【共催の相手】和光NPOネットワーク
【経費負担等】講師謝礼・保育謝礼等を市が負担する。

ＮＰＯ・市民活動支
援

232 継続

261 和光市 社会福祉課 障害者スポーツ大会

【事業内容】障害者の社会参加と地域との交流を目的と
したスポーツ大会
【共催の相手】
特定非営利活動法人耀の会・社会福祉協議会・ボラン
ティア連絡会・身体障害者福祉会・心身障害児・者を守
る会
【役割分担】　企画・運営については障害者スポーツ大
会実行委員会
【経費負担】参加者記念品代と手話通訳者謝礼につい
ては市の負担

福祉 242 継続
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262 和光市 こども福祉課
発達障害を理解するた
めの学習会

【事業内容】発達障害への理解を深めるための学習会
の開催
【共催の相手】NPOこども・みらい・わこう こども 57 継続

263 和光市 こども福祉課
「わこう子どもプラン」子
ども版地域協議会

【事業内容】「子どもプラン」の進行について、子どもたち
が評価や意見を述べる機会を設ける。
【共催の相手】社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン こども 45 新規

264 和光市 スポーツ青少年課
青少年育成和光市民会
議活動支援事業

【事業内容】夏季スポーツ大会、凧上げ大会、青少年育
成和光市民大会等
【共催の相手】青少年育成和光市民会議
【役割分担】企画・運営ともに市民会議から選出の実行
委員と協力して実施
【経費負担】市の補助金から青少年育成和光市民会議
が負担

こども 1,769 継続

265 和光市 坂下公民館 子育て学級

【事業内容】市内の小中学生の保護者を対象に子育て
について学習する。
【共催の相手】ＮＰＯ法人子育てネットワーク
【役割分担】坂下公民館と子育てネットワークとの協議
で内容等を決定
【経費負担等】市予算（講師謝礼、保育謝礼）

人権、男女共同参
画

24 継続

266 新座市 観光都市づくり推進室 観光都市づくり

【事業内容】
　観光都市にいざビジョン及びアクションプランの推進に
関する事項について、調査、研究及び検討を行い、市
長に報告し、又は提案し、及び活動を行った。
【事業の相手】
新座市観光都市づくり推進市民会議

まちづくり 7 継続
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267 新座市 観光都市づくり推進室 観光都市づくり

【事業内容】
次のとおり行った。
(1)市内の観光情報の収集及び観光ＰＲ活動への協力
(2)市が主催し、又は共催する観光事業等への協力
(3)観光関係団体との連携
(4)観光都市づくり推進のために必要な活動への協力
【事業の相手】
新座市観光都市づくりサポーター

まちづくり 32 継続

268 新座市 観光都市づくり推進室 観光都市づくり

【事業内容】
次のとおり行った。
(1)観光ボランティアガイド養成講座
(2)観光ガイド活動
(3)観光ボランティアガイド協会の運営
(4)観光ガイド活動の情報発信
(5)観光ガイドに関する研修会の開催
(6)観光ガイドに関する展示物やマップの作成
(7)募集イベントの開催
【事業の相手】
新座市観光ボランティアガイド協会

まちづくり 311 継続

269 新座市 コミュニティ推進課
地域デビューセミナー２
０１１

★平成２３年３月１２日（土）開催予定であったが、東日
本大震災の影響により、中止となった。
【事業内容】
　これから地域で活躍したいと考える団塊世代を始めと
したシルバー世代の方のために地域へ踏み出すきっか
けづくりの場として開催する予定であった。
【共催の相手】
新座市地域活動コーディネーター、立教大学コミュニ
ティ福祉学部
【役割分担】
セミナー内容の企画・協力、セミナー当日の運営
【経費分担】
会場提供及びチラシ・ポスター印刷費は立教大学コミュ
ニティ福祉学部が負担。その他の経費は市が負担。

ＮＰＯ・市民活動支
援

39 継続
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270 新座市 生涯学習課
野火止用水クリーンキャ
ンペーン

【事業内容】
夏季（8/21）に野火止用水クリーンキャンペーンと称し、
野火止用水の清掃イベントを開催。
【共催の相手】
生涯学習ボランティアネットワーク
【役割分担】
ボランティアが前日準備及び当日の運営・サポート。
【経費分担】
清掃道具や消耗品の購入・保険加入・収集したゴミの回
収委託について、全額市が負担。

文化、学術 268 継続

271 新座市 生涯学習課 子ども大学にいざ

【事業内容】
十文字学園女子大学、埼玉県教育局、新座市教育委
員会及びNPO法人新座子育てネットワークとの連携に
より、子どもの知的好奇心を満足させる学びの機会を提
供する。
【事業の相手】
NPO法人新座子育てネットワーク
【役割分担】
子ども大学にいざ実行委員会の構成メンバーとして、事
業の企画・運営を行う。
【経費分担】
市費・県補助金により負担

こども 390 新規

272 桶川市 環境課 自然環境づくり事業

【事業内容】
ＪＲ桶川駅西口及び公共施設の緑化活動及び管理運
営
【共催の相手】
緑化ボランティア　桶川花と緑をいっぱいにする会
【役割分担】
市：場所と材料費等の提供
ＮＰＯ：企画、労働力の提供

環境保全 375 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

273 桶川市 環境課 自然環境づくり事業

【事業内容】
市民緑地の保全活動及び管理運営
【共催の相手】
緑化ボランティア　桶川炭の会、桶川みどりの会
【役割分担】
市：場所と材料費等の提供
ＮＰＯ：企画、労働力の提供

環境保全 80 継続

274 桶川市 人権男女共同参画課
男女共同参画フォーラ
ム

【事業内容】
男女共同参画社会の実現に向けて、市民意識の高揚と
理解を図るため、市民団体との共催により男女共同参
画意識啓発事業として開催する。
【共催の相手】
市民団体「男女共同参画桶川市民の会」
【選定方法】
事業を主催していた市民団体と共催にする。
【役割分担】
企画から実施まで協働で行う。
【経費負担】
市は講師謝礼、臨時保育士賃金を負担し、団体は会場
使用料を負担する。

人権、男女共同参
画

70 継続

275 桶川市 自治文化課 日本語教室

【事業内容】
市で主催する外国人を対象にした日本語教室の講師を
依頼。
【協力の相手】
おけがわ日本語友の会
【役割分担】
講師を依頼
【経費分担（内容）】
テキスト、事務用品の費用は市が負担。

国際 30 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

276 久喜市 人権推進課
第７回男(ひと)と女(ひと)
のつどい

【事業内容】
男女共同参画について理解を深めることを目的に、講
演会(セミナー)、市内女性団体等によるワークショップ、
活動展示等を開催する。
【共催の相手】
女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜
【役割分担】
企画・運営とも協力して実施
【経費分担(内容)】
活動展示準備費用は共催者、その他全て市負担。

人権、男女共同参
画

113 継続

277 久喜市 人権推進課 平和と人権のつどい

【事業内容】
人権意識の高揚を図るとともに、人命の尊さと平和の大
切さを考えることを目的に、市内小中学生による人権作
文の発表、人権に関する講演会等を行う予定であった
が東日本大震災により延期となった。
【共催の相手】
久喜市平和と人権のつどい実行委員会
【役割分担】
企画・運営とも協力して実施。
【経費分担(内容)】
全額市負担

人権、男女共同参
画

48 継続
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事業名
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新規／
継続

②ＮＰＯとの事業共催

278 久喜市 鷲宮総合支所福祉課
子育てリフレッシュ
講座

【事業内容】
子育て中の母親の心身のリフレッシュを図るとともに仲
間作りに寄与するため開催。
【協力の相手】
ハッピー
【役割分担】
企画・運営は福祉課と団体が共同で行う。
【経費分担】
講師謝金、保険料等。

こども 155 継続

279 久喜市 鷲宮総合支所福祉課
子育てサポーター
養成講座

【事業概要】
子育てボランティアを育成・支援することにより、地域に
おける子育て支援活動の充実を図る。
【協力の相手】
ハッピー
【役割分担】
企画・運営は福祉課と団体が共同で行う。
【経費分担】
講師謝金、保険料等。

こども 154 継続

280 久喜市 鷲宮総合支所福祉課 子育て広場

【事業内容】
東コミュニテセンターで「出張児童館」として開催。
【協力の相手】
ハッピー
【役割分担】
運営は団体が行い、町は会場の確保及び広報。
【経費分担】
経費なし

こども － 継続
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No 市町村名 課所名
指定
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者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

281 北本市 政策推進課 イメージアップ推進事業

【事業内容】本市のイメージアップに関するＰＲ事業実施
の企画、運営に関する業務
【共催の相手】感動桜国きたもと会議
【役割分担】企画は、政策推進課と共催者理事とで協議
を行い決定。運営は、政策推進課と共催者理事会が協
力して行う。
【経費負担】本市は、実施計画書承認後、共催者からの
請求に基づき、委託事業に要する費用を支払うものとす
る。また本市は、委託業務遂行上、必要な施設又は物
品等を共催者に使用させることができる。

まちづくり 280 継続

282 北本市 市民課
小学生｢原爆詩・被爆体
験朗読会｣

【事業内容】次代を担う青少年の平和思想を醸成するた
め、市内の小学校とNPOが協働して｢原爆詩・被爆体験
朗読会｣を開催している。
【共催の相手】市内小学校・朗読ボランティア団体
【役割分担】市民課が資料作りと補助金の支給、調整役
を担い、小学校とNPOが朗読会を運営する。

人権、男女共同参
画

40 継続

283 北本市 市民課
平和を考える集い及び
各種団体の平和啓発事
業

【事業内容】市民の平和意識の醸成を諮るため、市民・
企業・団体等から平和を考える実行委員を募って、展示
会・講演会等の平和啓発事業を展開する。
【共催の相手】公募に応じた市民や企業並びに団体か
ら推薦された市民を実行委員とする。
【役割分担】企画・運営を実行委員が行い、行政は、事
務局として調査・調整を担う。
【経費負担】市の予算内で展示会・講演会等を実施す
る。

人権、男女共同参
画

443 継続

284 北本市 産業振興課
駅からハイキング開催
事業

【事業内容】ハイキングを通じて北本市のＰＲを実施す
る。
【事業の相手】ＪＲ東日本、北本市まちづくり観光協会と
の共催事業。
【役割分担】給水所の運営、観光地での名所旧跡案内
を観光協会にお願いしている。

まちづくり 87 継続

285 北本市 産業振興課 労働学院開催事業

【事業内容】勤労者の福祉の向上、労働意識の効用を
目的に講座を実施。
【事業の相手】埼玉県、商工会、労働団体（２団体）と共
催。
【役割分担】受講者の募集。

商工農業、労働、
経済

100 継続
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No 市町村名 課所名
指定
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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
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執行済額

(千円)
新規／
継続

②ＮＰＯとの事業共催

286 北本市 中央公民館 パソコン教室

【事業内容】パソコン初心者やワードやエクセルの基本
操作、デジタル・ディバイド対策としてのインターネットと
電子メールの操作を学習する講座の実施
【共催相手】特定非営利活動法人　埼玉ソーホー支援
推進協議会
【役割分担】市民への周知・受付は中央公民館で行い、
教室はＮＰＯが運営する

その他 ― 継続

287 北本市 中央図書館
夏休み小学生のための
本の紹介とおはなし会

【事業内容】夏休みの小学生を対象とし、夏休みに読ん
で欲しい本の紹介とおはなし会を開催した
【共催・後援の相手】共催・北本子どもの本を楽しむ会
以下“楽しむ会”、後援・北本市子ども文庫連絡会以下
“文庫連絡会”
【役割分担】本の紹介を図書館、てあそびとおはなしを
楽しむ会、文庫連絡会で担当

文化、芸術 ― 継続

288 北本市 中央図書館
夏休み小学生のための
ブックフェア

【事業内容】小学生を対象にし、小学生に手渡したい本
の展示、紹介予定
【共催・後援の相手】共催・文庫連絡会、後援・楽しむ会
【役割分担】展示作業を中央図書館、楽しむ会、文庫連
絡会の3者共同で、本の紹介は楽しむ会、文庫連絡会
が担当

文化、芸術 ― 継続

289 北本市 中央図書館 読書まつり

【事業内容】「読書週間」に合わせ、幼児～中学生を対
象に年代別の本の展示、小さい本のひろばを設置し、
てあそび、よみきかせ等の実施、おはなし会・おはなし
マラソンを開催した
【共催の相手】楽しむ会、文庫連絡会
【役割分担】展示、おはなし会を図書館、楽しむ会、文庫
連絡会の3者で共同実施

文化、芸術 ― 継続
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指定
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事業名
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②ＮＰＯとの事業共催

290 北本市 中央図書館 児童文学講座

【事業内容】児童文学への理解を深めてもらい、図書館
利用の拡大、子供たちへの読書活動推進を図ることを
目的とした講演会の開催（保育付き）予定
【共催の相手】楽しむ会、文庫連絡会
【役割分担】講師選定、会場設定、当日の受付を図書
館、楽しむ会、文庫連絡会の3者共同、資料作りは図書
館が担当
【経費】講師謝礼、保育謝礼

文化、芸術 84 継続

291 北本市 中央図書館 おはなし会

【事業内容】幼児～小学生を対象に、中央図書館、南部
分室、学習センター分室で読み聞かせ等開催した
【共催の相手】楽しむ会
【役割分担】中央図書館は第2、4水曜日開催（第2は図
書館担当、第4は楽しむ会担当）、南部分室は毎週土曜
日開催（楽しむ会担当）、学習センター分室は第1、3水
曜日開催（楽しむ会担当）

文化、芸術 ― 継続

292 八潮市 環境リサイクル課 河川浄化啓発活動

【事業内容】
綾瀬川や垳川の水質改善を図る目的で、市民まつりや
消費生活展において市民団体と一緒に啓発活動を行
う。
【共催相手】
やしおの川をきれいにする会、大曽根の湿地ビオトープ
を守る会、八潮市自然観察会

環境保全 － 継続

293 八潮市 広聴広報課
声の広報やしお作成業
務

【事業内容】市の各種サービスや生活情報を全市民に
等しく周知させるため、声の広報やしおの作成を依頼
し、毎月1回発行する。
【協力の相手】朗読ボランティア　うしお文庫
【役割分担】うしお文庫が声の広報やしおを作成し配布
する。テープは市が提供。
【経費内容】テープの提供のみ市が負担し、その他はう
しお文庫が負担。なお、謝礼として図書券を贈呈。

福祉 20 継続
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事業名
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②ＮＰＯとの事業共催

294 八潮市 商工観光課 消費生活展

【事業内容】消費者団体の活動成果の発表及び市民に
消費生活情報の提供をし、消費生活に関する啓発を図
る。
【共催の相手】消費生活展実行委員会（市内の消費者
団体）
【役割分担】参加団体の代表者で実行委員会を作り企
画運営を行う。市は会場の手配と共催事業所との連携
を図る。
【経費負担】消費生活展実行委員会と業務委託契約を
し、経費負担をする。

商工農業、労働、
経済

397 継続

295 八潮市 障がい福祉課
埼玉県東南部高次脳機
能障害ラーニングコミュ
ニティ

高次脳機能障害を持つ当人、家族、支援者等が集ま
り、課題の共有や情報交換等を通じて高次脳機能障害
の理解を深める 福祉 新規

296 富士見市 協働推進課 市民文化推進事業

【事業内容】
文化振興条例と基本計画の策定を予定してるため、市
民と市が協働で、今後の条例と計画の策定を進めてい
くにあたり、条例制定の意義や先進事例について学び、
今後の取り組みを考える機会として文化振興条例を考
えるシンポジウムを開催した。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人日本アーツセンター
【役割分担】
企画は、協働推進課とＮＰＯ法人日本アーツセンターと
で協議を行い決定。
【経費負担】
全額市負担。
（会場使用料のみ(財)富士見市施設管理公社が負担。
※(財)富士見市施設管理公社も共催の相手）

文化、学術 172 新規
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②ＮＰＯとの事業共催

297 富士見市 子育て支援課
児童環境づくり整備
補助金事業

【事業内容】
指定管理者制度への移行を目指し、児童館の環境を整
備するため備品購入等を行い、子育ての支援の充実を
図る。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人ふじみっこ・夢みらい
【選定方法】
地域内で活動しているNPO団体であることにより選定。
【経費】
全額市負担。（児童環境づくり基盤整備事業補助金）

こども 796 継続

298 富士見市 鶴瀬公民館 文化活動支援事業

【事業内容】
映画会等の実施し、より豊かな生活のための学習・文
化活動を推進する。
【共催の相手】
市民団体「げんもりかん」
【役割分担】
企画は市民団体と協議して決定。会場提供、広報、チ
ケットの取り扱いなどは公民館が担当する。

文化、学術 ＿ 継続

299 富士見市 水谷公民館 国際交流サロン事業

【事業内容】
日本文化の紹介や体験、在日外国人の母国の文化の
紹介や体験等を通じて在住外国人と地域住民と相互交
流・親睦を図る。
【共催の相手】
ＮＰＯ法人ふれあいＴＡＰ
【役割分担】
企画を、公民館とＮＰＯ法人ふれあいＴＡＰと協議して決
定。

国際 10 継続

300 三郷市 みどり公園課 花いっぱい運動

【事業内容】花と緑の運動を積極的に行うため、公共空
間にプランターや花壇を設置し、会員が年２回草花の植
付けや種まきをして、プランターや花壇周辺の美化清掃
を行う。
【共催の相手】緑化推進団体
【役割分担】市と各団体が覚書を交わして行っている。
市が花の苗、肥料、土等を支給し、緑化推進団体が苗
植付け、除草等の維持管理を行う。
【経費分担（内容）】市が花の苗、肥料、土等を負担す
る

街路・公園管理 3,802 継続
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No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

301 三郷市 子ども支援課 みさと子育てフェスタ

｢事業内容参加団体の活動紹介展示コーナー・人形劇・
おいしい試食など｢事業の相手】乳幼児の親子～小学
生(父親の参加ができるように日曜日に設定)〈役割分
担】広報・HPで周知。｢経費負担】会場使用料免除。

こども 0 継続

302 三郷市 生涯学習課 パソコン講座

【事業内容】パソコンの基礎操作、ワード、エクセル、電
子メール＆セキュリティ、画像処理、年賀状作成等のパ
ソコン講座
【共催の相手】ＮＰＯ法人みさと生涯学習ネットワーク
【役割分担】行政は開催場所及びパソコンの貸与。ＮＰ
Ｏは講師派遣を行う。
【経費分担（内容）】予算は０円で、受講料は受益者負
担によりＮＰＯが受け取る。

文化、学術 0 継続

303 三郷市 生涯学習課 みさと雑学大学

【事業内容】市民に学び合いの場の提供をする。
【共催の相手】ＮＰＯ法人みさと生涯学習ネットワーク
【役割分担】行政は場所の貸与及びＰＲを行う。ＮＰＯは
講師派遣を行う。
【経費分担（内容）】予算は０円で、受講料は基本的に無
料（初回参加のみ登録料が必要）。

文化、学術 0 継続

304 三郷市 生涯学習課
定年退職前後のイキイキ
ヨーガ

【事業内容】ヨーガと瞑想をしながら人生を振り返り、退
職後の事を考える
【共催の相手】ＮＰＯ法人日本ヨーガ療法士協会
【役割分担】行政は場所の貸与及びＰＲを行う。ＮＰＯは
講師派遣を行う。
【経費分担（内容）】予算は０円で、受講料は受益者負
担によりNPOが受け取る。

その他 0 新規

305 三郷市
生涯学習課（北公民
館）

国際交流花いっぱい事
業

【事業内容】外国人を含む地域住民や学校の児童・生
徒・ＰＴＡ・教諭・関係部局の職員等が、地域社会の連携
や緑化運動を推進し、地域コミュニティの形成を図る。
【共催の相手】花いっぱい実行委員会
【役割分担】行政は関係部署との調整・参加者団体等に
通知・会議の会場確保を行う。
【経費分担（内容）】予算は０円で、商店街からの協力あ
り。

まちづくり 0 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

306 三郷市
生涯学習課（北公民
館）

国際交流地域市民フェ
スタ

【事業内容】みさと団地周辺に住む外国人と、国際交流
に関わるボランティア・高校生等との国境を越えた交流
を、フェスタ（まつり）で結集し、市民に参加体験交流を
行う。
【共催の相手】国際交流地球市民フェスタ
【役割分担】行政は実行委員会の開催・通知・会場確
保・当日の備品借用・運営等を行う。
【経費分担（内容）】予算は０円で、実行委員会からの一
部負担あり。

国際 0 継続

307 三郷市
生涯学習課（北公民
館）

サークル体験講座

【事業内容】利用者サークルの活性化を目指し、団塊の
世代等の人たちへの、きっかけづくりとして実施する。
【共催の相手】サークル体験講座
【役割分担】行政は実施希望サークルの決定・調整・募
集・会場の確保等を行う。実施サークルは体験講座を
実施し、その後、参加者の希望があれば、会員になって
もらう。
【経費分担（内容）】予算は０円。

その他 0 継続

308 三郷市
生涯学習課（北公民
館）

赤ちゃんひろば

【事業内容】子育て中の不安解消や友達づくりのための
ひろばを開催する。
【共催の相手】みさと団地地区民生・児童委員協議会
【役割分担】会場の準備・当日のスタッフ運営・子育て経
験者としてのアドバイス、使用備品の購入等の協力を
行う。
【経費分担（内容）】予算36,000円児童館予算含む。子
育てアドバイザー謝金。

こども 27 継続

309 三郷市 健康推進課
すこやかみさとICウオー
ク

【事業内容】ＩＣウオークを利用した、ウオーキングイベン
トの開催。
【共催の相手】健康づくりをすすめる会inみさと
【役割分担】企画は、すこやかみさとＩＣウオーク推進委
員会が決定する。（周知は双方で行う）
【経費負担】事業にかかる経費は委託料で賄う。

保健、医療 120 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

310 坂戸市 健康政策課 健康づくり人材育成事業

【事業内容】
坂戸市健康なまちづくり計画（健康日本２１坂戸市計
画・坂戸市食育推進計画）に基づき行動計画を検討し
実践活動を行った。
【協力の相手】
市民みんなの健康づくりサポーター「元気にし隊」
【選定方法】
公募（無報酬）
【役割分担】
行政主導ではなく、市民、企業、教育機関と市で、対
等、協力の立場にたって、市民の立場から全市的に健
康づくりの輪を広げるため年度ごとに行動計画を立て活
動している

保健、医療 31 継続

311 幸手市 くらし安全課  
行幸湖クリーン作戦・大
島新田クリーン作戦

【事業内容】地域住民の憩いの場である行幸湖と大島
新田調節池の清掃活動を行う。
【事業の相手】幸手市コミュニティづくり推進協議会
【役割分担】市が管理者との調整やゴミの処理を行い、
協議会が清掃活動を行う。
【経費負担】協議会の負担

環境保全 246 継続

312 幸手市 くらし安全課  幸手市消費生活展

【事業内容】消費者問題に関する啓発を行うための事業
を行う。
【事業の相手】幸手市くらしの会
【役割分担】市と会が協働で消費生活事業を行う。
【経費負担】会の負担

その他 43 継続

313 幸手市 子育て支援課
子育て支援ねっとわーく
会議

【事業内容】子育て支援サークル等や子育て中のお母
さんと、子育て支援についての、情報交換の場を設け
る。
【共催の相手】幸手子育て支援ねっとわーく
【役割分担】市は会場手配。資料等については、子育て
支援ねっとわーくで用意。
【経費分配】市は会場の無料提供。子育て支援ねっと
わーくが会議費や情報誌を作成。

こども 0 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

314 幸手市 子育て支援課 子育て応援まつり

【事業内容】子育て支援を行う人たちの交流を図り、親
子で楽しめるイベントを行う。
【共催の相手】子育て応援まつり実行委員会
【役割分担】運営は、子育て支援ねっとわーくで立ち上
げる実行委員会が行い、市は会場手配と運営のサポー
ト
【経費分担】ねっとわーくと参加サークルが運営費を負
担し、市は会場の無料提供。

こども 0 継続

315 幸手市 道路河川課
幸手市道路・水路のサ
ポーター制度

【事業内容】市道及び水路等の維持管理において、ボラ
ンティア団体等が清掃美化活動を行い、市では保険の
加入や消耗品の配付又は貸与、ゴミの回収等を行う制
度。
【事業の相手】ミドリを愛する会
【役割分担】ボランティア団体等が清掃美化活動を行
い、市では、消耗品の配付等や保険の加入、活動内容
を示す看板の設置、ゴミ等の回収を行う。
【経費負担】軍手やゴミ袋等の消耗品、保険の加入、看
板の設置費は全て市が負担。

街路・公園管理 98 継続

316 鶴ヶ島市 こども支援課 育児支援事業

【事業内容】社会福祉協議会に業務委託する中で保育
サポーターの協力を得て、様々な原因で児童の養育が
困難である家庭に対して育児・家事援助を行なう。 こども 2,001 新規

317 鶴ヶ島市 高齢者福祉課
インターネットサロン事
業

鶴ヶ島市老人福祉センターにおいて、高齢者を対象に
パソコンの活用（ワードによる文章の作成、メールやイン
ターネットの活用）について、指導並びにサポートを行っ
ている。市、NPO、企業の３社が協力し事業を実施して
おり、市が場所、NPOが人的派遣、企業がパソコンの提
供を行っている。

ＮＰＯ・市民活動支
援

50 継続

318 鶴ヶ島市 高齢者福祉課 シニアパソコンカレッジ

高齢者を対象にパソコン教室を実施している。市とボラ
ンティア団体の協働事業であり、市が会場などを手配
し、ボランティア団体が事業を実施している。

ＮＰＯ・市民活動支
援

85 継続
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②ＮＰＯとの事業共催

319 鶴ヶ島市 社会教育課 なし わかば大学塾

【事業内容】
市民が講師となり、講座を企画・運営する生涯学習事
業。
前期７８講座募集があり、３７講座が開講。
後期７７講座募集があり、５４講座が開講。
【共催の相手】
市民団体「わかば風の会」
【経費分担（内容）】
市の予算はなし。受講生が運営費等を負担する。
【役割分担】
市：広報の支援、公共施設の使用許諾
団体：運営

その他 なし 継続

320 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

パソコン初心者
相談会

【事業内容】　市民活動やボランティア活動を行なってい
る方、シニアの方に必要なパソコン操作についての相談
を行なう。月1回開催
【共催の相手】鶴ヶ島パソコンサポートボランティア
【役割分担】相談は団体が実施。予約受付、場所及び
パソコンは市で用意。
【費用分担】　－

ＮＰＯ・市民活動支
援

- 継続

321 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

ボランティア・
市民活動フェスタ
2011

【事業内容】　市民活動団体やボランティア活動団体同
士の交流を図るとともに、市民が市民活動やボランティ
アへ関わる契機とすることを目的とし、イベントや活動紹
介展示などを行なう。年1回開催
【共催の相手】ボランティア・市民活動フェスタ実行委員
会、鶴ヶ島市社会福祉協議会、東公民館
【役割分担】企画・運営ともに実行委員会を組織し開
催。市と社会福祉協議会は事務局。
【費用分担】-

ＮＰＯ・市民活動支
援

- 継続

322 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

つるがしま文化塾

【事業内容】市民活動・ボランティア活動への参加の契
機づくりとして、地域を知るための学習の場や、体験の
場を提供する。全６回
【共催の相手】つるがしま文化塾企画スタッフ
【役割分担】企画・運営ともに市と企画スタッフで実施。
【費用分担】講師謝金を市が負担

ＮＰＯ・市民活動支
援

4 継続
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323 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

１００万人の
キャンドルナイト
　ｉｎ　鶴ヶ島

【事業内容】全国組織の百万人のキャンドルナイトに参
加。日本中が夏至と冬至の夜一斉に電気を消し、キャ
ンドルの炎を見つめながらそれぞれ思うことを語り合
い、スローな夜を過ごし交流を図る。年2回開催
【共催の相手】キャンドルナイトinつるがしま実行委員会
【役割分担】企画・運営ともに市と実行委員会で実施。
【費用分担】　－

環境保全 - 継続

324 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

ちびっ子
わいわい広場

【事業内容】幼児を対象に遊びを通じて保育サポートを
実施するとともに、保護者からの育児相談を受け付ける
ことで、子育て支援に資する。月1回開催
【共催の相手】ＮＰＯ法人鶴ヶ島なごみ
【役割分担】企画・運営ともに団体で実施。市はPR、場
所の提供及び設営・片付け協力。
【費用分担】　－

こども - 継続

325 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

おもちゃ病院

【事業内容】壊れたおもちゃをボランティアのおもちゃドク
ターが無料で修理し、子供たちに物を大切にする心を育
て、リサイクル運動の一環を担うもの。年4回開催
【共催の相手】おもちゃ病院リペア会
【役割分担】修理は団体で実施。市はPR、予約受付、場
所の提供及び設営・片付け協力。
【費用分担】　－

環境保全 - 継続

326 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

ボランティア・
市民活動相談

【事業内容】ボランティアや市民活動について、これから
何かを始めたい人を対象に相談会を行い、ボランティア
や市民活動の推進を図る。月1回実施。
【共催の相手】鶴ヶ島市福祉教育ボランティア学習推進
員「うぃず・共に」
【役割分担】運営・相談を団体で実施。市はPR、場所の
提供及び設営・片付け協力。
【費用分担】　－

ＮＰＯ・市民活動支
援

- 継続
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327 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

初級パソコン
ミニ講習会

【事業内容】　市民活動や自治会活動・ＰＴＡ活動を行
なっている方やシニアの方を対象に、必要なパソコン操
作についての講習を行なう。ワード、デジタルカメラ、イ
ンターネットの3コースに分けて開催。各コース1回につ
き2日/月、年間27回実施。
【共催の相手】鶴ヶ島パソコンサポートボランティア
【役割分担】講習は団体が実施。ＰＲ、予約受付、場所
及びパソコンは市で用意。
【費用分担】　－

ＮＰＯ・市民活動支
援

- 継続

328 鶴ヶ島市
市民活動推進
センター

CB研究会（コミュニティビ
ジネス研究会）

【事業内容】団塊の世代の方々を対象に、コミュニティビ
ジネスについて関心を持っていただき、団塊世代の経
験や趣味をコミュニティビジネスに活かしていただく。
月1回実施。
【共催の相手】｢ＣＢ研究会」開催委員会
【役割分担】市は講師の依頼、PR、場所の提供及び設
営に協力。
【費用分担】　－

ＮＰＯ・市民活動支
援

10 新規

329 鶴ヶ島市 東公民館 地域交流事業

【事業内容】高齢者、子育て世代や団塊世代を中心とし
た同世代・異世代間の交流を図るためのサロンの運営
やイベントの開催。
【共催の相手】東公民館地域交流実行委員会（ＮＰＯ法
人子育ちネットつみき、杉小区・井戸端の会他）
【役割分担】企画は東公民館と実行委員会の構成団体
で協議し決定。運営は団体が中心となって行なう。
【経費分担（内容）】市は会場、消耗品等の提供。サロン
の運営等は団体で対応。

福祉 - 継続

330 鶴ヶ島市 富士見公民館
鶴ヶ島市「子どもを犯罪
から守る」まちづくり活動

【事業内容】子どもたちにアンケートをとり、子どもが犯
罪に遭った状況を犯罪危険地図にまとめ、危険個所実
地調査、環境改善のための活動を行う。
【共催の相手】鶴ヶ島市第３地区健全育成推進協議会、
栄小学校ＰＴＡ、富士見中学校ＰＴＡ
【経費分担】講師等者金は、公民館、第３地区青少年健
全育成推進協議会が支出

こども 継続
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331 鶴ヶ島市 女性センター 男女共同参画推進事業

【事業内容】女性のためのパソコン講座
【共催の相手】ＮＰＯ法人生涯学習コーディネート協会
【役割分担】ＮＰＯが講師の無償派遣・機器の無償提
供。市が会場の提供・広報活動・当日の運営。

人権、男女共同参
画

0 新規

332 鶴ヶ島市 女性センター 男女共同参画推進事業

【事業内容】アラサー・アラフォーの自活力ＵＰ術！
【共催の相手】一汁三菜（当館利用団体）
【役割分担】団体が講師の無償派遣。市が会場の提供・
広報活動・当日の運営。

人権、男女共同参
画

0 新規

333 鶴ヶ島市 市民協働推進課 わかば結市

【事業内容】東武東上線若葉駅西口前にある広場を活
用し、人と地域が結び交流するための各種イベントを行
う。イベント提案は市民が行い、提案されたイベント企画
に基づき、実行委員会を組織する。
【共催の相手】わかば結市「（イベント名）」実行委員会
【役割分担】実行委員会はイベントの企画・運営を行う。
市は広報活動や行政関係の各種手続きを行う。
【経費分担（内容）】必要な経費は参加する団体がそれ
ぞれ自己負担

まちづくり - 継続

334 鶴ヶ島市 市民協働推進課
Ｇ-1グランプリinつるがし
ま2010

【事業内容】「笑い」を通じた地域の活性化の事業。野外
特設ステージで全国から公募した出演者によるお笑い
ライブを開催。
【共催の相手】ＮＰＯ法人鶴ヶ島市学童保育の会
【役割分担】NPOがイベントの企画運営を行い市は、会
場の提供、広報を行う。
【経費負担】NPOの事業費、本イベントへの協賛金、寄
附金、入場料収入で賄う

まちづくり - 継続

335 日高市 生涯学習課 青少年の主張大会

市内在住、在学の小学生（高学年）、中学生、高校生に
より、青少年が日頃考えていることを広く市民に訴える
場として開催。
【共催の相手】青少年育成日高市民会議
【役割分担】生涯学習課と市民会議とで協議し決定。運
営は市民会議が中心となって行う。

こども 231 継続
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336 日高市 生涯学習課
家族ふれあいポスターコ
ンクール

市内在住、在学の小中学生に募集し、入賞者は表彰す
る。入賞作品は表彰会場、市庁舎ミニギャラリーに展示
し、広く市民に見てもらう。
【共催の相手】青少年日高市民会議
【役割分担】生涯学習課と市民会議と協議し決定。運営
は市民会議が中心となって行う。

こども 91 継続

337 吉川市 環境課 環境展

【事業内容】環境の大切さを広く市民に啓発するため毎
年環境月間である6月に実施する（各環境NPO団体によ
るパネル展示、体験講座など）。
【事業の相手】環境ネットワークよしかわ
【役割分担】企画・運営は主催者が行う。周知ﾎﾟｽﾀｰの
掲示依頼は市。
【経費分担】会場使用料(免除)、印刷代は市が負担。

環境保全 - 継続

338 吉川市 環境課 環境フェスティバル

【事業内容】環境の大切さを広く市民に啓発するため毎
年実施する（小学生による環境学習発表、環境講演、
環境紙芝居、エコチャレンジなど）。
【事業の相手】環境ネットワークよしかわ
【役割分担】企画・運営は主催者が行う。学校の調整、
配布物(冊子等)作成は市行う。
【経費分担】一部（学習発表、講演会）は委託事業として
実施。その他会場使用料(免除)、印刷代は市が負担。

環境保全 - 継続

339 吉川市 いきいき推進課 介護相談員派遣事業

・市が委嘱した介護相談員（有償ボランティア）を市内４
か所の介護保険施設に派遣。入所者との会話を通じ
て、入所者の抱える問題や不満、不安を解消し、事業
者の提供する介護サービスの質的な向上を図る。

福祉 998 継続

340
ふじみ野
市

環境課
環境基本計画行動計画
協働モデル事業

【目的】市民と行政によるモデル事業への取り組みをす
る中で、協働の仕組みづくりを行う。
【内容】６つのモデル事業推進。部会からの企画提案を
受けて、環境課と協働で事業を実施した。

環境保全 67 新規
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341
ふじみ野
市

環境課 ふじみ野市環境フェア

【目的】地球温暖化防止活動の推進のため
【内容】実行委員会による企画運営。環境に負担をかけ
ない模擬店、フリーマーケットの開催、体験・展示コー
ナーの開催。

環境保全 642 継続

342 三芳町 藤久保公民館
みよし日本語教室(藤久
保教室)開催事業

【事業内容】在住外国人で日本語を必要とする人に学
習権保障の一環として毎週火曜日に実施
【共催の相手】サークル　みよし日本語教室(藤久保教
室)
【役割分担】事業化に際しては双方で協議して決定する
が、内容等については日本語教室が中心に実施する
【経費負担】会場や教材、テキスト等は公民館が負担し
運営謝礼を支払う

国際 50 継続

343 三芳町 竹間沢公民館
みよし日本語教室(竹間
沢教室)開催事業

【事業内容】在住外国人で日本語を必要とする人に学
習権保障の一環として毎週土曜日に実施
【共催の相手】サークル みよし日本語教室（竹間沢教
室）
【役割分担】事業化に際しては双方で協議して決定する
が、内容等については日本語教室が中心に実施する
【経費負担】会場や教材、テキスト等は公民館が負担し
運営謝礼を支払う

国際 50 継続

344 三芳町 図書館 おはなし学校訪問

【事業内容】小学校に出向き1学級単位で昔話などを語
る。昔話の本も紹介。
【共催の相手】おはなしサークルかにかにこそこそ
【役割分担】学校との連絡、広報、研修機会を図書館が
定期的に提供し、団体が実施。

こども - 継続

345 三芳町
図書館、歴史民俗資料
館

民家で夜語り

【事業内容】民家で夜、怪談などを語る。民具の紹介。
【共催の相手】おはなしサークルかにかにこそこそ
【役割分担】広報、会場設定を歴史民俗資料館が、演目
の設定・技術アドバイスを図書館が提供し、団体が実
施。

文化、学術 - 継続

346 三芳町 図書館 絵本と人形の部屋

【事業内容】幼児、児童親子に対し手作り人形を使った
わらべうた・絵本・紙芝居を実施。
【共催の相手】ぐりぐらボランティア有志の会
【役割分担】広報・周知、本選び・技術的アドバイスを図
書館が提供し、団体が実施。

こども - 継続

149



No 市町村名 課所名
指定
管理
者制

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

②ＮＰＯとの事業共催

347 三芳町 図書館 スイミーおはなし会

【事業内容】幼児、児童に対し絵本・紙芝居・ブックトーク
を実施。
【共催の相手】スイミーおはなし会
【役割分担】会場、広報・周知、研修機会を図書館が提
供し、団体が実施。

こども - 継続

348 三芳町 社会教育課
幼稚園情報誌
作成事業

【事業内容】三芳町及び近隣の幼稚園入園のための情
報をまとめた「幼稚園情報誌の編集及び作成
【事業の相手】子育てサークル「リンリンネット」
【役割分担】ﾘﾝﾘﾝﾈｯﾄ:各幼稚園への取材、原稿作成、
編集、印刷製本／行政:印刷製本、広報宣伝、印刷物配
布（行政施設）

こども 3,000 継続

349 毛呂山町 歴史民俗資料館 藍染め教室

【事業内容】かつて存在した紺屋の技術を学ぶため、藍
染めの体験教
室を開催。
【共催の相手】藍染めサークル
【役割分担】企画は資料館が行い、運営は資料館と団
体が行う。
【経費分担（内容）】経費なし【材料費等は参加者負担）

文化、芸術 ― 継　続

350 越生町 生涯学習課 子どもフェスティバル

【事業内容】
現在の生活では体験することの出来ない先人の開拓し
てきた｢技（わら･竹細工など）」を体験する機会を子ども
たちに提供し、会見学習を通じて、文化・地域への興味
を広げる。
【役割分担】
各コーナーの運営をボランティア団体に依頼（実行委員
会）
【経費負担】
各コーナーの運営に必要な金額を補助。

こども 300 継続
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351 滑川町 町立図書館 おはなし会事業

【事業内容】
幼児、児童を対象に絵本の読み聞かせや、紙芝居など
を行う。
【共催の相手】
おはなしの部屋きらきら・おはなしサークルプーさん
【役割分担】
企画は、ボランティアが行い、図書館は会場と絵本等を
提供し、開催日を広報する。
【経費分担（内容）】
絵本等必要経費は町負担

こども ― 継続

352 滑川町 教育委員会 町民体育祭事業

【事業内容】
町民体育運動を健全に普及発展され、町民体位の向上
のために体育祭の実施。
【共催の相手】
滑川町体育協会、その他スポーツ団体
【役割分担】
大会の運営を体育教会等が行う。

スポーツ振興 698 継続

353 滑川町 町民福祉課 ブックスタート事業

【事業内容】
４カ月健診の際、絵本の読み聞かせを行い、早期に本
と親しむ環境づくり。
【共催の相手】
おはなしサークルプーさん
【役割分担】
企画と運営は、ボランティアが行い、町は会場提供と絵
本等を無償配布している。
【経費分担（内容）】
ボランティア謝礼と絵本等必要経費は町負担

保健、医療 133 継続
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354 滑川町 町立図書館 広報紙音訳事業

【事業内容】
町広報紙を朗読してカセットテープに録音し、視覚障害
者に貸し出しする。
【共催の相手】
朗読の会ひまわり
【役割分担】
町が提供した広報紙を原稿に、団体が録音する。図書
館は会場提供とテープの貸し出しを行う。
【経費分担（内容）】
絵本等必要経費は町負担

福祉 48 継続

355 滑川町 教育委員会 子どもまつり事業

【事業内容】
人と人との触れ合いを大切にし、豊かな町づくり進める
ために、子どもまつりを開催する。
【共催の相手】
子どもまつり実行委員会
【役割分担】
町は公民館事業と位置付け、まつりの運営を実行委員
会が行う。

こども 200 継続

356 滑川町 産業振興課 滑川まつり事業

【事業内容】
「みんなで築こう住みよい郷土」をテーマに、地域社会
のコミュニティ形成のために実施する。
【共催の相手】
滑川まつり実行委員会
【役割分担】
町は会場を提供し、運営を実行委員会が行う。

商工農業、労働、
経済

1,053 継続

357 吉見町 生涯学習課 こどもまつり

【事業内容】人形劇
【事業の対象】幼児、児童
【協力相手】人形劇団「はちのこ」
【経費負担】無
【回数】年1回

こども 継続
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358 吉見町 生涯学習課 若葉祭

【事業内容】朗読
【事業の対象】子ども～大人
【協力相手】朗読サークル「こみち」
【経費負担】無
【回数】年１回

文化、学術 継続

359 吉見町 生涯学習課 文化祭

【事業内容】朗読
【事業の対象】幼児、児童、一般
【協力相手】朗読サークル「こみち」
【経費負担】無
【回数】年１回

文化、学術 継続

360 鳩山町 図書館 こどもおはなし会

幼稚園以上の子どもに対する絵本の読み聞かせ、手あ
そび、折り紙などを行う。職員とボランティアで、以上の
内容を分担して行っている。毎月第１・３土曜日実施。共
催の相手：「ぶらんこ」の皆さん

こども - 継続

361 鳩山町 図書館 おはなしと朗読の会

絵本の読み聞かせや、詩や短編の朗読の公演。年２回
実施。対象は子どもから一般にかけて。共催の相手：朗
読会「窓」の皆さん 文化、学術 50 継続

362 鳩山町 図書館 子ども人形劇場

子ども対象の人形劇の公演。年１回実施。共催の相手：
人形劇サークル「トムテ」の皆さん。

こども 25 継続

363 鳩山町 図書館 子どもクリスマス会

子ども対象のクリスマス会。人形劇や絵本の読み聞か
せ、手品などを行う。年１回実施。共催相手：「ぶらんこ」
の皆さん こども 25 継続

364 鳩山町
健康福祉課（保健セン
ター）

さわやか健康教室

【事業内容】生活習慣病の一次予防・要介護状態予防
のための介護予防事業　【事業の相手（対象）】65歳以
上の一般町民　【協働の相手】健康づくりサポーター
【役割分担】プログラム企画をサポーターとの検討会で
協議し、協催。　【経費負担】町負担分は講師謝礼、教
材費、通信運搬費等。サポーターはボランティアのた
め、経費面の負担はない。

福祉 182 継続
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365 鳩山町
健康福祉課（保健セン
ター）

食生活改善事業
食育活動

【事業内容】子どもにわかりやすい媒体を使い、食に対
する知識を伝える
【協催の相手】食生活改善推進員
【事業の相手（対象）】幼稚園児
【役割分担】実施内容は町と共同で考え、協催。
【経費】食生活改善推進員負担

こども 0 継続

366 鳩山町
健康福祉課（保健セン
ター）

鳩山町健康まつり

【事業内容】食の大切さを知ってもらうため、テーマを決
め、健康食試食を行う
【協催の相手】食生活改善推進員
【事業の相手（対象）】一般町民
【役割分担】実施内容を町（保健センター）と食生活改善
推進員が協議して決め、協催。
【経費負担】町負担

保健、医療 69 継続

367
ときがわ
町

都幾川公民館
図書館

おはなし会

幼児、児童を対象に絵本や紙芝居などの読み聞かせを
行う。

こども 36 継続

368 寄居町
生涯学習課 　　　　　中
央公民館

寄居町映画会

【事業内容】寄居町映画会（年３回開催）の実施。
【事業の相手（対象）】寄居町及び近隣市町村民。
【選定方法】寄居町映画会実施計画による。
【役割分担】寄居町映画会実行委員会及び市民シア
ター・エフが上映を担当、町は公民館ホールを会場とし
て提供。
【経費等負担】上映実績を、寄居町映画会実行委員会
及び市民シアター・エフが負担、町は公民館ホール使用
料の減免。

文化、学術 － 継続
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369 宮代町 教育推進課 町民文化祭運営事業

【事業内容】
町民の文化活動の向上、発展と創造に資するものであ
り、さらに町民相互のコミュニティを図るため、年１回文
化祭を開催。
【共催の相手】
宮代町文化協会
【役割分担】
事業の企画・準備・当日の運営を文化協会を中心に教
育推進課との合同会議を経ながら実施していく。
【経費分担（内容）】
舞台設置、ポスター・ちらし等の印刷、備品の運搬料、
各種消耗品など。(教育推進課)
準備日・当日の役員食糧費など。(文化協会)

文化、学術 1,100 継続

370 宮代町 教育推進課
生涯スポーツ振興事業
（町民体育祭の開催）

【事業内容】
町民体育祭の開催
【事業の相手（対象）】
宮代町全町民（幼児から高齢者まで）
【共催の相手】
宮代町体育協会
【役割分担】
種目の検討、当日における競技の運営など（体育協会）
会場説明、参加団体の取りまとめ、当日の式典の運
営、会計業務など（教育推進課）
【経費負担（内容）】
ポスター・プログラム等の印刷代、景品・記念品代、体
育祭用品代、仮設トイレ使用料など(教育推進課)

スポーツ振興 1,453 継続
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371 宮代町 総務政策課 人権・平和事業

【事業内容】
朗読劇「私たちと原爆」の上演
【協力先】
朗読劇私たちと原爆を上演する会
【役割分担】
上映内容並びに事業に係る諸準備については、、朗読
劇私たちと原爆が、会場の確保及び広報、ポスター作
成等は総務政策課が行う。
【経費分担】
ホスター印刷代、チラシの用紙など（総務政策課）、

その他 87 継続

372 宮代町 総務政策課 国際交流事業

【事業内容】
草の根の国際交流を目指し、市民活動団体と共催で国
際交流のつどい（年１回）、ティーパーティ（年２回）を開
催。
【共催相手】
みやしろ国際交流ネットワーク
【役割分担】
事業の企画については、ネットワークを中心に総務政策
課との合同会議を経て決定。
事業に係る諸準備（ネットワーク）
会場の確保及びセッティング、ポスター作成等（総務政
策課）
【経費分担（内容）】
食材料費、花代等（ネットワーク）
ポスター・チラシ用紙代・郵送料・備品（総務政策課）

国際 76 継続
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373 宮代町 産業建設課 桜市イベント

【事業内容】
桜の名所である姫宮落川沿いの桜並木で、花を主体と
した観光物産イベントを実施するもの。本事業の主催
は、町とNPOと商店会連合会、商工会で構成したHANA
プロジェクトで開催。
【共催相手】
NPO法人みやしろクラブ
【役割分担】
企画は、プロジェクト実行委員会会議で決定し、運営は
町と商工会を中心に各主体の役割分担に基づき実施し
ている。
【経費分担】
町は、事業費の一部を負担している。

商工農業、労働、
経済

500 継続

374 白岡町 総務課 防災訓練実施事業

【事業内容】
　町・自主防災組織・行政区・防災関係機関が連携し、
避難誘導訓練、消火訓練、応急手当訓練、救出救助訓
練等の体験型訓練を実施
【共催の相手】
　行政区、自主防災組織
【役割分担（内容）】
　行政：会場確保等事務全般
　住民：運営役員及び資機材の供出など
　ＮＰＯ：炊き出し訓練運営（ＮＰＯキャンパー）
【経費負担】
　経費は全て行政

防災、防犯、交通
安全

405 継続

375 白岡町 政策財政課
しらおか男女共生広報
紙編集委員会

【事業内容】
　男女共生広報紙ハーブティの発行（年２回９・３月）
【共催の相手】
　男女共生広報紙編集委員会（公募委員）
【役割分担（内容）】
　行政：印刷製本、取材依頼、会場確保、校正依頼等事
務全般
　会：取材、写真撮影、原稿執筆、レイアウト、校正
【経費負担】
　経費は全て行政

人権、男女共同参
画

60 継続
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376 白岡町
子育て支援課
（東児童館）

「にこ梨ん♪」
おしゃべり会

【事業内容】子育て中の家庭への情報提供、おしゃべり
会の実施【事業の相手】しらおか子育てネット「にこ梨ん
♪」【役割分担】行政：情報収集、関係各課連絡、広報、
会場確保等　団体：発行文書作成、事業の運営、広報
【経費負担】団体負担　行政は予算の範囲内で負担　※
内容に応じては参加者負担あり

こども - 継続

377 白岡町 農政商工課 消費生活セミナー

【事業内容】
　社会経済の急激な変化に対応するために、消費者に
各種の情報を提供することを目的とした消費者問題に
関するセミナーを開催。
【共催の相手】
　白岡町くらしの会
【役割分担】
　行政：講師との折衝、事業会場の確保等事務全般、当
日の運営
　白岡町くらしの会：当日の会場準備
【経費負担】
　行政・白岡町くらしの会と共に予算の範囲内での負担

商工農業、労働、
経済

14 継続

378 白岡町 農政商工課 白岡まつり

【事業内容】
　ふるさと意識のより一層の高揚や、町民の交流を図る
ため「白岡まつり」を開催する。
【共催の相手】
　白岡まつり運営委員会・観光協会・商工会
【役割分担】
　白岡まつり運営委員会外３者共、運営委員会及び各
部会事務局への参加・当日の運営・清掃協力のほか
　行政：会場確保・各方面への依頼
　観光協会：会場確保・各方面への依頼
　商工会：各方面への依頼
【経費負担】
　行政：予算の範囲内での負担
　白岡まつり運営委員会：町補助金及び募金により負担

まちづくり 4,000 継続
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379 白岡町 農政商工課 しらおか農業祭

【事業内容】
　農業の振興及び地産地消の推進を図るため実施す
る。
【共催の相手】
　しらおか農業祭運営委員会
【役割分担】
　行政：会場確保・各方面への依頼
　しらおか農業祭運営委員会：イベント内容の決定
【経費負担】
　しらおか農業祭運営委員会：町補助金及び各団体の
負担金

商工農業、労働、
経済

540 継続

380 白岡町 生涯学習課 新春マラソン大会

（事業内容）　生涯スポーツの振興とともに、町民の体
力づくりやふれあいの機会を提供する新春マラソンを開
催する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （事業の
相手）　白岡町新春マラソン大会実行委員会
（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 1,500 継続

381 松伏町 企画財政課
男女共同参画社会づくり
セミナー

【事業内容】　男女共同参画の視点から「暴力・ＤＶ・女
性の自立等」講演：～あなたの身近にもＤＶがある～
身近な窓口でしかできない
 ―ＤＶ防止・女性の自立―
　基礎知識を学び、男女共同参画に対する理解を深め
る。
　実際、ＤＶ被害者と向き合う経験がない方が多い中、
グループになり、ＤＶ被害者の支援のための行動を時間
の流れに沿って考える、また、どのような行動を取ば、Ｄ
Ｖ被害者と子どもの安全が確保できるのか具体的に話
し合うことができた。
【共催相手】　ＮＰＯ法人　全国女性シェルターネット
【選定方式】　企画提案方式で企画を募集し、審査のう
え決定
【役割分担】　企画・運営をしていただく、町は必要な情
報やノウハウをサポートし、会場の確保をする。
【経費負担】　町負担

人権、男女共同参
画

25 継続
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382 松伏町 企画財政課
多文化共生による日本
語ひろば開催事業

【事業内容】
庁内の外国籍住民を対象に、日本語の習得を中心に地
域との結びつきを強める活動を実施
【共催相手】
松伏町国際交流協会

国際 81 継続

383 松伏町 環境経済課 クリーン作戦事業

【事業内容】
中川・古利根川の河川美化を図る。
【役割分担】
企画・運営は松伏町川をきれいにする会で行い、ごみ
の運搬処理を町が行う。
【経費負担】
町負担
【共催の相手】
松伏町川をきれいにする会・埼玉県

環境保全 40 継続
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