
令和2年度協働事業一覧表 ※合計７７事業（実施した事業６０事業・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中止した事業１７事業）

≪表の説明≫

①　「３　分類」は、次の項目のうち当てはまる事業の分類について、主なものから順に最大３つまで記載しています。

②　「４　相手」は、次の項目のうち当てはまる協働の相手先について、主なものから順に最大３つまで記載しています。

③　「５　形態」は、次の項目のうち当てはまる事業の形態について、主なものから順に最大３つまで記載しています。

番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

男女共同参画 その他（編集委員会） 実行委員会・協議会

人権擁護、平和

社会教育

男女共同参画 その他（実行委員会） 実行委員会・協議会

人権擁護、平和 ＮＰＯ法人

社会教育 市民活動団体

情報化、科学技術 ボランティア団体 事業協力

福祉

地域安全 その他（防犯協会） 共催

経済活動活性化 その他（民間事業者） 指定管理

職業能力開発、雇用機
会拡充

消費者保護 市民活動団体 実行委員会・協議会

地域交流 商工会・商店会 －

環境保全 協同組合 －

消費者保護 市民活動団体 委託

地域安全 －

地域安全課

全国地域安全運動は、防犯協会をはじめ
とする民間協力組織・団体等と警察が連
携して、犯罪や事故などのない安全で明
るく住みよい地域社会の実現を推進する
運動であり、その運動に先駆け、小金井
署管内において、市民のつどいを毎年１
０月に実施する事業

4 ○

○

全国地域安全運動市民の
つどい

市民より公募したこがねいパレット実行
委員が年1度開催する「こがねいパレッ
ト」の実行委員運営、企画立案、開催運
営等を行う事業

視覚障害者向けに、市報を朗読ボラン
ティアサークルに朗読してもらい、テー
プに収録し、当該希望者に配布し、ホー
ムページにも掲載している。

小金井市男女共同参画情報誌「かたら
い」の誌面を作成するため、市民より公
募した編集委員が企画、取材、記事作成
を行う事業

企画政策課

企画政策課

広報秘書課

経済課

経済課

男女共同参画情報誌「か
たらい」作成

こがねいパレット

声の広報

東小金井事業創造セン
ター管理運営業務

放射能測定
市民の日常生活の安全性について、食品
中の放射能濃度(セシウム134・137）を
測定することによって不安解消を図る。

東小金井事業創造センターの効果的、効
率的な管理運営を図るため、指定管理者
制度を導入。

経済課
消費生活展
（なかよし市民まつり消
費者部門）

なかよし市民まつりの一部門として、市
民の消費生活の安定と向上を図るため、
上之原会館等で消費生活展を実施する。
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保健、医療／福祉／子育て、子どもの健全育成／社会教育／まちづくり／地域交流／学術、文化、芸術、スポーツ／環境保全／災害救援／地域安全／人

権擁護、平和／国際交流、国際協力／男女共同参画／情報化、科学技術／経済活動活性化／職業能力開発、雇用機会拡充／消費者保護／その他（自由記

載）／－（なし）

ＮＰＯ法人／市民活動団体／ボランティア団体／町会・自治会／協同組合／商工会・商店会／社団法人／財団法人／社会福祉法人／医療法人／学校、教

育・研究機関／企業（社会貢献部門）／その他（自由記載）／－（なし）

後援／補助（助成）／共催／実行委員会・協議会／委託／指定管理／事業協力／アダプトプログラム／その他（自由記載）／－（なし）



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

地域交流 社団法人 委託

経済活動活性化

その他（市の魅力向
上）

経済活動活性化 商工会・商店会 実行委員会・協議会

地域交流 社団法人 補助（助成）

環境保全 協同組合

地域交流 市民活動団体 共催

補助（助成）

地域交流 市民活動団体 共催

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

国際交流、国際協力 － －

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

ＮＰＯ法人 委託

まちづくり － －

地域交流 － －

地域交流 商工会・商店会 実行委員会・協議会

経済活動活性化 市民活動団体 補助（助成）

まちづくり 協同組合 －

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

その他（実行委員会） 補助（助成）

－ － 後援

－ － －

地域交流 市民活動団体 実行委員会・協議会

まちづくり ＮＰＯ法人 共催

－ ボランティア団体 －

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

企業（社会貢献部門） 指定管理

－ － －

－ － －

本事業は、平成２４年度まで「なかよし
市民まつり」の「文化部門」として行わ
れていたイベントが、平成２５年度から
独立した市の補助事業である。市民自ら
が中心となって全市規模での発表の場を
創り上げることから、これまで以上に本
市の芸術文化の推進に寄与している。

コミュニティ文化課

コミュニティ文化課

小金井なかよし市民まつ
り

こがねい市民活動まつり

○

市内外国籍市民の方が小金井市、日本で
の生活に理解を深めていただき、また、
地域の外国人同士及び日本人との交流の
促進を目的に、市内国際交流団体等と協
働して、事業を実施している。

12 コミュニティ文化課
小金井市芸術文化振興計
画推進事業（小金井アー
トフル・アクション！）

平成２１年１月に策定した「小金井市芸
術文化振興計画」を推進するための事業
運営を行う。本計画では,市民主体の推
進体制による事業運営が謳われており、
市民と芸術文化をつなぐ担い手の育成が
大きな目的となっている。市民主体の推
進組織であるアートNPOに事業を委託
し、専門性と技術を活かした事業運営を
行うとともに、行政側がその背景となる
環境を整備していくことで、お互いの特
性を活かし、当市の芸術文化振興を図っ
ている。

商工・農・観光分野が連携し、既存イベ
ントを統合して実施する秋のイベント。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染
症の影響により、「こがねい産業応援祭
り」として縮小開催した。

10 コミュニティ文化課 三宅村友好都市交流事業

・市民活動団体と共催して、両自治体の
親睦を深めるため、「なかよし市民まつ
り」で昼食会と懇親会を実施する。
・市民活動団体に補助金を交付し、三宅
村との親善交流の発展に寄与するととも
に、団体の主催事業の広報を行う。

コミュニティ文化課 国際交流事業

市民活動に対する市民の意識向上を目的
に、市民活動団体等による活動紹介、発
表、講演会、物販等を実施するイベン
ト。

16 コミュニティ文化課
小金井市民交流センター
管理運営業務

小金井市民交流センターの効果効率的な
管理運営を図るため、指定管理者制度を
導入。

一般市民参加の下で、商工、農業、子ど
も、高齢者及び消費生活等に関連する各
部門の行事を年１回集中的に実施し、市
民の交流を深め、憩いの場を確保し、
もって市民生活の向上を図ることを目的
として、毎年１０月頃に小金井公園等で
実施する事業

14 コミュニティ文化課 こがねい市民文化祭

経済課
農業委員会事務局

こがねい産業祭り

経済課 まちの賑わい創出事業

市内における滞在（時間消費）型サービ
スの更なる拡充や多様な主体の連携によ
るまちの賑わいの創出を図ることによ
り、地域の活性化や交流人口の拡大を図
ることを目的とした事業。
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番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

環境保全 ボランティア団体 事業協力

地域交流 － －

－ － －

環境保全 町会・自治会 事業協力

地域交流 － －

－ － －

環境保全 ボランティア団体 アダプトプログラム

地域交流 町会・自治会 －

－ 商工会・商店会 －

環境保全 町会・自治会 アダプトプログラム

子育て、子どもの健全
育成

－ －

－ － －

福祉 ＮＰＯ法人 委託

－ 社会福祉法人 －

－ － －

地域交流 市民活動団体 アダプトプログラム

子育て、子どもの健全
育成

ボランティア団体 補助（助成）

環境保全 － －

環境保全 市民活動団体 補助（助成）

共催

環境保全 市民活動団体 補助（助成）

事業協力

小金井市環境基本条例第27条に基づくも
の。小金井市環境基本計画における各種
取組の推進。

24 環境政策課
飼い主のいない猫対策事
業

猫の運搬や地域住民への説明、セミナー
開催の準備等、地域猫活動の推進に関す
ること。

　障害者団体に市内の公園・公園砂場・
公園便所の清掃を委託している。

22 環境政策課 梶野公園サポーター会議

　梶野公園を活動の場としている、5団
体が梶野公園の美化活動や公園内の見回
り、防災や地域交流を目的としたイベン
トを開催している。
　市は協働事業として、事業に対する補
助金の交付や全体会議に出席している。

環境政策課

環境政策課

障害者団体公園等清掃委
託事業

環境市民会議補助金

21

23

1.　市内8公園でボランティアの方々が
水やりや除草作業など日常的な維持管理
を行っている。
　市は協働事業として、花苗やシャベ
ル・箒等の道具の提供を行っている。
2.　市内の公園・緑地を年間約20回樹木
の剪定を行っている。
　市は協働事業として、剪定した樹木の
枝木の回収処理するための業者の手配等
を行っている。
3.　環境美化サポーターに登録している
サポーターの方々が市内の公園・広場の
清掃を年間6回以上行っている。
　市は協働事業として、清掃用具（ボラ
ンティア袋・箒・ちりとり・ごみはさ
み・軍手・ベスト等）の提供や参加者全
員に対して保険の加入を行っている。

20 環境政策課
子ども会公園清掃協力事
業

　市内の公園9箇所を子ども会が清掃を
行っている。
　市は協働事業として、公園面積・清掃
回数に応じて、協力金（上限あり）を支
払っている。

集会施設の樹木剪定を市内剪定ボラン
ティア団体と協働で実施する事業

18 コミュニティ文化課 集会施設除草
集会施設の除草を地域の町内会や老人会
と協働で実施する事業

コミュニティ文化課

環境政策課

集会施設樹木剪定

公園美化市民協働
1.花壇ボランティア
2.みどり剪定サークル
3.環境美化サポーター

17

19



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

環境保全 ＮＰＯ法人 委託

環境保全 ＮＰＯ法人 委託

環境保全 町会・自治会 事業協力

商工会・商店会

環境保全 ボランティア団体 事業協力

町会・自治会

まちづくり 町会・自治会 実行委員会・協議会

地域安全 学校、教育・研究機関 事業協力

地域安全 学校、教育・研究機関 事業協力

まちづくり 社団法人 指定管理

まちづくり 社団法人 事業協力

まちづくり推進課
空き家の有効活用、適正
管理等の推進に関する事
業

専門家団体と空き家の有効活用、適正管
理等の推進に関する協定書を締結し、空
き家の相談窓口体制の充実を図る。地元
の専門家が地域の空き家相談等の対策に
関わることで、協働的な対応が可能とな
り、地域課題の解決にも繋がると考えら
れる。

交通対策課
自転車駐車場管理運営業
務

自転車駐車場の効果的かつ効率的な管理
運営を図るため、指定管理者制度を導入

交通対策課
市内小学校の通学路安全
点検

市立小学校全９校の通学路について、
市、警察、学校、ＰＴＡの協働により、
道路の交通安全や防犯上の安全を確保す
ることを目的として実施している

交通対策課 交通安全運動市内広報

全国規模で年２回（春・秋）実施する交
通安全運動期間中に、広報車により市内
の広報活動を行なっている。この際使用
する広報テープを市立中学校に依頼し
て、中学生の声で吹き込んでもらってい
る。

交通対策課
駅前放置自転車クリーン
キャンペーン

小金井市駅周辺放置自転車対策協議会委
員によるキャンペーン活動
全国規模で年に１度、１週間実施
市長も参加して委員とともにＰＲ活動を
行なっている

ごみの減量やまちの美化に関心のあるボ
ランティアで構成されるごみゼロ化推進
会議と市が連携し、各種ごみ減量キャン
ペーンへの参加、講演会やごみ処理施設
見学会、ごみの分別やごみに関する相談
対応を行う。

28 ごみ対策課
夏休み生ごみ投入ボラン
ティア事業

学校の夏休み期間中、生ごみ処理機の有
効利用を目的として、市民に家庭生ごみ
を学校の生ごみ処理機に投入してもらう
事業で、町会・自治会ボランティアに処
理機の投入管理者をしていただいてい
る。市のごみ減量策のひとつとしてい
る。

地域から地球温暖化を防止すること、暮
らしの中で温室効果ガス発生を抑制する
こと、及び環境負荷を低減した生活に関
することを市民、事業者及び市が協力し
て普及啓発していくことを目的に、小金
井市環境配慮住宅型研修施設を管理・運
営する。

26 環境政策課 環境啓発事業
地域をあげて地球温暖化防止に取り組む
ために、温室効果ガス排出を抑制するた
めの啓発を行う。

27

環境政策課
環境配慮住宅型研修施設
管理・運営事業

ごみ対策課
ごみゼロ化推進会議運営
事業
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33



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

子育て、子どもの健全
育成

市民活動団体 補助（助成）

子育て、子どもの健全
育成

その他（青少年健全育
成地区委員会、子供会
育成連合会）

実行委員会・協議会

－ － 補助（助成）

－ － －

子育て、子どもの健全
育成

その他（青少年健全育
成地区委員会、子供会
育成連合会）

実行委員会・協議会

－ － －

－ － －

子育て、子どもの健全
育成

その他（青少年健全育
成地区委員会、子供会
育成連合会）

事業協力

－ － －

－ － －

子育て、子どもの健全
育成

その他（青少年健全育
成地区委員会、子供会
育成連合会）

実行委員会・協議会

－ － －

－ － －

子育て、子どもの健全
育成

ＮＰＯ法人 委託

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

学校、教育・研究機関 事業協力

環境保全 － －

まちづくり

その他（開催時の参加
メンバーについてはそ
のときのテーマによっ
て選定する）

事業協力

福祉

福祉 社会福祉法人 共催

地域交流 町会・自治会

まちづくり その他（市民）

福祉
その他（民生委員・市
民）

共催

災害救援 町会・自治会

地域ケア会議

地域の関係者が参加し、個別事例を地域
で支える個別地域ケア会議や地域課題を
抽出し解決方法を検討する小地域ケア会
議を通じて、市全体での地域ケア会議に
反映し施策につなげる。(個別・小地域
ケア会議は地域包括支援センターが実
施)

児童青少年課
小金井市冒険遊び場等健
全育成事業

大学との協定により大学構内プレーパー
クで週4日、都立武蔵野公園で週1日、計
週5日間、10～17時に冒険遊び場事業を
通年実施。開催は市内で活動する地域Ｎ
ＰＯに業務委託し、プレーリーダー2名
が常駐、ボランティアとの協力の下、10
～14時を主に乳幼児親子の居場所、午後
は近隣の小学生の遊び場として、豊かな
自然環境を活かした事業を行う。

児童青少年課
市民まつり子ども部門行
事（市民まつり内）

なかよし市民まつりの一部門として、児
童青少年の健全育成を図るため、児童館
や小学校を中心に遊び場を提供するイベ
ントを実施する。

介護福祉課
高齢者地域福祉ネット
ワーク支援事業

民生委員と地域住民の相互協力関係を円
滑に、効果的かつ継続的に維持するため
の支援体制を整備。介護福祉課に事務局
をおき社会福祉の知識を有する非常勤職
員を配置。具体的な支援内容は①委員会
3回／年、町別協議会24回／年の開催に
おける調整と会議への出席。➁要援護高
齢者の個人票の保管・点検を行う。③福
祉サービス等の情報収集･提供に関する
こと。

介護福祉課
地域介護予防活動支援事
業
（小金井さくら体操）

市が募集し、グループ活動のリーダ養成
講座を行う。参加者については地域包括
支援センターを申込みの窓口とし、介護
保険の認定等がない方を対象に市内８箇
所（完全自主グループも入れると約４０
箇所）にてリーダーのもと体操やレクリ
エーションを実施する。その他リーダー
には交流会や研修を市が実施する。

〇

児童青少年課 青少年育成環境改善活動

毎年１１月の「子ども・若者育成支援強
調月間」に合わせて、小金井市青少年の
健全な環境を守る協力員と共に道路管理
課の「違反広告物の共同除去作業」に参
加し、主に駅周辺の青少年の健全な育成
を阻害するおそれのある張り紙、看板の
撤去を行う。

児童青少年課
小金井市新春たこあげ大
会

毎年１月に都立小金井公園を会場にたこ
あげ大会を実施。９月に凧絵の原画コン
クールを行い凧を作成、当日は小学生に
和凧を配布。

児童青少年課 小金井市子ども週間行事

５月１日から７日までを「子ども週間」
とし、次代を担う子どもたちが心身とも
に健やかに、かつ、たくましく成長する
ことを願うとともに、すべての人が子ど
もの幸せを考える契機となるような事業
を実施する。具体的には各地区毎の企画
で、子ども縁日や運動会、オリエンテー
リング等の行事を行っている。

〇

〇

子育て支援課

子育て団体とのネット
ワーク構築による子育て
環境向上事業（小金井子
育て・子育ち支援ネット
ワーク協議会事業）

小金井子育て・子育ち支援ネットワーク
協議会に対し経費を補助することによ
り、地域の子育て環境を整え、子どもの
健やかな成長を支援していく事業

34

35

36

37

38

39

40

41

42

介護福祉課



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

福祉 社団法人 委託

－

－

福祉 社会福祉法人 指定管理

福祉 社会福祉法人 実行委員会・協議会

－ ＮＰＯ法人 －

－ 市民活動団体 －

福祉 社会福祉法人 指定管理

－ － －

－ － －

福祉 社会福祉法人 事業協力

－ － －

－ － －

福祉

その他（市民、相談支
援事業者、福祉サービ
ス事業者、保健・医療
関係者、教育関係者、
企業関係者、障がい者
団体、就労関係者、学
識経験者、民生委員・
児童委員、権利擁護関
係者）

実行委員会・協議会

－ － －

－ － －

福祉 企業（社会貢献部門） 共催

－ － －

－ － －

福祉 ボランティア団体 共催乳児と保護者が絵本を介して触れ合い、
楽しいひとときを持つことを支援するた
めに、３～４か月児健診時に、地域ボラ
ンティアよりブックスタートの趣旨等の
説明とともに絵本を配布する。

小金井市と株式会社セブン・イレブン・
ジャパン及び株式会社イトーヨーカ堂と
の地域活性化包括連携協定締結に係る障
がい理解のための福祉作業所による物品
販売を実施している。

小金井市児童発達支援センターの効果的
な管理運営を図るため、指定管理者制度
を導入

48 自立生活支援課
小金井市地域自立支援協
議会

障がい者（児）の地域における生活を支
えるため、関係機関のネットワークによ
る協議会を定期的に開催し、障がい福祉
に関する多様な課題について共有及び検
討している。

自立生活支援課

自立生活支援課

児童発達支援センター管
理運営業務

福祉作業所による物品販
売

47

49 ○

○50 健康課 ブックスタート

46 自立生活支援課
障害者福祉センター管理
運営業務

小金井市障害者福祉センターの効果的な
管理運営を図るため、指定管理者制度を
導入

自立生活支援課 障害者週間行事

障害者基本法に定める「障害者週間」の
趣旨を踏まえ、障害者週間実行委員会を
結成し、「共に生きるやさしいまち」を
テーマに、ポスター掲示、イベントなど
を実施している。

介護福祉課
本町高齢者在宅サービス
センター指定管理委託

小金井市立本町高齢者在宅サービスセン
ターの管理運営を社会福祉法人に委託す
る。

介護福祉課 敬老会

毎年９月中旬に、敬老会式典、健康体操
指導、プロ出演者による演芸、歌謡
ショーを開催。また、来場者には会場で
記念品を配布している。

○43

44

45



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

福祉 ボランティア団体 共催

まちづくり ボランティア団体 共催

保健、医療 市民活動団体 実行委員会・協議会

災害救援 町会・自治会 事業協力

－ 社会福祉法人 －

－
その他（小金井市民生
委員児童委員協議会）

－

福祉 学校、教育・研究機関 委託

－ 社会福祉法人 －

－ － －

社会教育 企業（社会貢献部門） 指定管理

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

－ － －

社会教育 企業（社会貢献部門） 指定管理

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

－ － －

社会教育 財団法人 委託

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

－ － －

社会教育 財団法人 委託

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

ＮＰＯ法人 －

－ － －

社会教育 市民活動団体 事業協力

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

－ － －

52 健康課
食育ホームページ編集事
業

食育ホームページ編集委員会が健康課と
協議し、食育ホームページの企画、編
集、原稿執筆、取材等の活動を行う。

53 薬物乱用防止推進事業健康課

薬物乱用防止のための啓発活動を推進す
るため、市内イベントでのキャンペーン
活動や会合における講演等の開催を行
う。市は、事務局として運営に携わって
いる。

市民の郷土に対する知識及び理解を深め
市政の発展に資するため、市史編さんを
目的とし、その達成に必要な事項を調
査、審議し、計画を確立してその実現を
図る。市民活動団体や市民と協力して資
料調査等を実施する。

全市民向けのスポーツ大会を実施

59 生涯学習課
スポーツ大会・各種教室
事業

全市民向けの各種スポーツ教室等を実施

生涯学習課

生涯学習課

市民体育祭事業

市史編さん事業

58

60

栗山公園健康運動センターの効果効率的
な管理運営を図るため、指定管理者制度
を導入

57 生涯学習課 総合体育館管理運営事業
小金井市総合体育館の効果効率的な管理
運営を図るため、指定管理者制度を導入

地震等の災害が発生し、又は発生するお
それがある場合に、自ら避難することが
困難で支援を必要とする者の名簿情報を
市が整備し、名簿をあらかじめ市の関係
部署において共有するとともに、関係機
関に提供し、地域の把握、平素の声かけ
や防災訓練等を通じて、災害に強い地域
の協力体制づくりを行う事業。また、災
害時関係機関は、可能な範囲で要支援者
の安否確認、避難支援を行うとともに、
避難所等における生活支援に協力をして
いただく。

55 地域福祉課
地域福祉ファシリテー
ター養成講座

自ら住む地域を大切に思い、その福祉に
貢献する意欲のある住民の方々を対象
に、地域の福祉課題や支援を必要として
いる人に対し、自身の能力や社会資源等
を活かして具体的な支援活動を企画・実
施する「地域福祉ファシリテーター」と
して養成し、行政等と協働し福祉のまち
づくりを推進することを目的に実施して
いる。

地域福祉課

生涯学習課

災害時要支援者（避難行
動要支援者）支援事業

栗山公園健康運動セン
ター管理運営事業

54

56

○

51 健康課 献血推進事業
必要な血液の確保を図るため、広報宣伝
活動を行い、献血車による献血を実施す
る。



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

社会教育 ボランティア団体 共催

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

市民活動団体 事業協力

環境保全 ＮＰＯ法人 －

社会教育 ボランティア団体 共催

－
その他（新成人を中心
とした実行委員会）

－

－ － －

社会教育 ボランティア団体 委託

子育て、子どもの健全
育成

－ －

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

社会教育 その他（実行委員会） 共催

子育て、子どもの健全
育成

学校、教育・研究機関 補助（助成）

地域交流 市民活動団体 －

社会教育 ＮＰＯ法人 共催

まちづくり 学校、教育・研究機関 委託

－
その他（国分寺市・小
平市）

－

社会教育 企業（社会貢献部門） 指定管理

子育て、子どもの健全
育成

－ －

－ － －

社会教育 ＮＰＯ法人 委託

まちづくり － －

－ － －

社会教育 ＮＰＯ法人 実行委員会・協議会

子育て、子どもの健全
育成

市民活動団体 －

－ ボランティア団体 －

福祉 ボランティア団体 事業協力

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

－ －

－ － －

図書館
ハンディキャップ・サー
ビス

①対面朗読：目の不自由な方に対し、希
望の資料の朗読を行う。市が日程等の調
整をし、ボランティア団体が実施。
②デイジー図書（録音資料）及び点字図
書の作成：利用者の要望する資料や郷土
資料等から選定し、ボランティア団体が
作成。

生涯学習課 放課後子ども教室

学校の施設等を活用し、放課後や週末に
子どもたちの安全・安心な活動拠点(居
場所)を地域の方の参画を得て、子ども
たちに勉強、スポーツ、文化芸術活動、
地域住民との交流活動等の機会を提供す
ることにより、子どもたちが地域社会の
中で、心豊かで健やかにはぐくまれる環
境づくりを推進する。
市は、運営委員会を組織し、コーディ
ネーターを配置し事業を推進する。

生涯学習課
シニア世代のための地域
参加講座

シニア世代を中心とした年齢層の方を対
象に地域参加を促すための連続講座。
事業の実施は委託先が行い、参加受付や
広報を生涯学習課が実施。

生涯学習課
少年自然の家管理運営業
務

清里少年自然の家の効果効率的な管理運
営を図るため、指定管理者制度を導入

○

○

生涯学習課
ボランティアの資質向上
に関する三市・学芸大連
携講座事業

小金井市、国分寺市、小平市及び東京学
芸大学が連携し企画立案し実施する講
座。ボランティアへの興味のある方へ
は、活動のスタートをサポートとする講
座として、既にボランティア活動をして
いる方へは、スキルアップ講座として開
設している。講座に参加した市民がここ
で得た知識や技術の実践の場として地域
活動に参加してもらうことで地域づくり
の側面を持つ。

生涯学習課
青少年のための科学の祭
典

科学に触れることにより、青少年の豊か
な感性を育むこと等を目的に、学校、各
種団体、企業等の協力のもと約100の
ブースが出展され、科学の体験等を行
う。実施は科学の祭典実行委員会が分担
して行い、教育委員会は青少年のための
科学の祭典交付金交付、中学生ボラン
ティアの取りまとめ、広報活動の一部を
行う。

成人式の運営について、新成人を中心と
して、実行委員会として企画運営する。
地域活動の団体なども協力頂き、式典を
実施する。

63 生涯学習課 心身障害児学校外活動

心身に障害のある児童・生徒を対象とし
て、身近な社会教育施設等を利用した集
団活動として文化活動、スポーツ、レク
リエーション活動等を行う。

生涯学習課 成人の日記念行事62

64

65

61 生涯学習課
名勝小金井（サクラ）復
活プロジェクト

国指定名勝としてのヤマザクラ並木を後
世に保存するため、欠損箇所の補植を行
う。市・団体で育成した補植用の苗木を
東京都教育庁へ提供し補植する。

66

67

68

69



番号 課
コロナのた
め中止 １　協働事業名 ２　事業内容 ３　分類 ４　相手 ５　形態

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

ボランティア団体 事業協力

－ － －

－ － －

地域交流 市民活動団体 事業協力

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

商工会・商店会

地域交流 市民活動団体 事業協力

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

地域交流 市民活動団体 事業協力

学術、文化、芸術、ス
ポーツ

社会教育 ＮＰＯ法人 委託

地域交流

社会教育 ＮＰＯ法人 委託

地域交流

情報化、科学技術 市民活動団体 委託

福祉 － －

－ － －

その他（選挙啓発を図
る事業）

ボランティア団体 実行委員会・協議会

－ － －

－ － －

選挙管理委員会事務
局

選挙啓発

選挙に対する啓発を行い有権者に選挙に
関する知識の向上を図り、関心を深める
事業
桜まつりや市民まつりなどのイベント時
及び選挙期日前にティッシュ配布活動を
行っている。

議会事務局
「声の議会だより」発行
事業

視覚障害者を対象に、こがねい市議会だ
より発行の都度、その内容を「小金井市
対面朗読の会」の協力により、ＣＤ及び
デイジーＣＤに吹き込み、希望者に無料
で配布している。また、市ホームページ
にて音声データを掲載している。

公民館 東センター事業運営

多様な市民ニーズに対応し、柔軟性に富
んだきめ細かな公共サービスの提供を行
うため、市民協働の理念に基づき、平成
２７年８月からＮＰＯ法人が公民館東分
館（及び図書館東分室）の事業運営を
行っている。

○

公民館 貫井北センター事業運営

多様な市民ニーズに対応し、柔軟性に富
んだきめ細かな公共サービスの提供を行
うため、市民協働の理念に基づき、平成
２６年４月からＮＰＯ法人が公民館貫井
北分館（及び図書館貫井北分室）の事業
運営を行っている。

公民館
第２９回緑センターまつ
り

公民館緑分館で活動している団体が、日
頃の活動の成果発表と団体相互の交流を
目的として年に一度実施している。当該
参加団体のメンバー等による実行委員会
が組織され、公民館職員は事務局として
準備の段階から関与している。

公民館
第３７回貫井南センター
まつり

公民館貫井南分館で活動している団体
が、日頃の活動の成果発表と団体相互の
交流を目的として年に一度実施してい
る。当該参加団体のメンバー等による実
行委員会が組織され、公民館職員は事務
局として準備の段階から関与している。

○

○

公民館
第３９回公民館本館まつ
り

公民館本館で活動している団体が、日頃
の活動の成果発表と団体相互の交流を目
的として年に一度実施している。当該参
加団体のメンバー等による実行委員会が
組織され、公民館職員は事務局として準
備の段階から関与している。

図書館 おはなし会

子どもを対象に、絵本や紙芝居等の読み
聞かせ等を行う。
分室は通常は市内で読み聞かせ等の活動
を行っているボランティア団体に実施し
ていただいている。
本館は通常は職員が実施しているが、年
に数回はボランティア団体に実施してい
ただいており、その際は職員が補助につ
いている。

○

○
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