
1 調査対象
⑴
⑵
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2 調査結果
⑴ 協働事業数

⑵ 協働団体数 ① 団体）
② 団体）

⑶ 協働形態別事業数及び団体数（延べ）
№
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※ １事業で複数の協働形態をとる場合があるため、２⑴の事業数とは一致しない。

⑷ 活動分野別事業数及び団体数（延べ）
№
1
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5
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20

※ １事業で複数の活動分野となる場合があるため、２⑴の事業数とは一致しない。

平成29年度板橋区と社会貢献活動団体との協働事業に関する現況調査　調査結果

平成29年度に板橋区各主管課で実施した協働事業
特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づく特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）及び
法人格を取得していない非営利活動を行う任意団体
（例：ボランティア団体・グループ・サークル、社会貢献活動を行う各種連盟など）

地縁組織（町会・自治会等）、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、

協働形態 事業数 団体数

共催 23 28

699 団体 （延べ 897
46 団体 （延べ 96

宗教法人、医療法人を除く

189 事業 62 事業）

その他 15 224

197 897

委託 46 186

情報提供・交
換

2 2

実行委員会・
協議会

12 31

事業協力 99 426

総団体数
うちＮＰＯ法人

（うちＮＰＯ法人との協働事業

観光の振興を図る活動 3 3
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 0 0

社会教育の推進を図る活動 30 152
まちづくりの推進を図る活動 9 138

活　　　動　　　分　　　野 事業数 団体数
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 37 102

人権の擁護又は平和の推進を図る活動 1 1
国際協力の活動 0 0

災害救援活動 1 1
地域安全活動 2 113

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 33 61
環境の保全を図る活動 22 113

経済活動の活性化を図る活動 5 5
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 1 1

情報化社会の発展を図る活動 0 0
科学技術の振興を図る活動 0 0

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 2 10
子どもの健全育成を図る活動 48 186

以上の活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 0 0
合　　　計 201 897

消費者の保護を図る活動 2 6
以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 5 5

内　　　容

板橋区と団体等が主催者となって、協働して事業を行う。

板橋区と団体とで構成された「実行委員会」・「協議会」が主催
となって事業を行う。
板橋区と団体との間で、それぞれ特性を活かす役割分担を取り決
め（場合によっては協定書を締結するなど）、一定期間継続的な
関係のもとで事業を行う。

板橋区が団体に対して、協働になじむ事業を委託し、団体は、契
約書や仕様書等に定められた債務を履行する義務を負う。
※委託事業に対し、入札等契約上の取り扱いは、原則として一般
企業と同様。

板橋区が団体から共同事業の提案を受けたり、区民ニーズや協働
事業に関する意見を聞いたりする。

板橋区の補助金や助成金、後援等

合　　計
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3 各課別の協働状況

 

 
 
 

事業
№

主管課 総務部　区政情報課
係・Ｇ・施設 情報公開Ｇ（公文書館）

1

事業名 第４回いたばし結まつりにおけるパネル展示

事業概要

第４回いたばし結まつりにおいて、「人と人とをつなぐ道～板橋と中山道」のパネル展
示を行った。

協働団体 新日本婦人の会板橋支部　ほか2団体
協働形態 共催
活動分野 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

事業
№

主管課 総務部　男女社会参画課
係・Ｇ・施設 男女平等推進係

2

事業名 区民共同企画講座

事業概要

区民・民間視点に立った男女平等参画に関する情報発信と、区内で男女平等参画に関わ
る活動や事業を行っている区民団体等の事業企画運営能力の向上を目的として、公募に
より選定採用した団体と区との協働により、セミナーや講座を開催している。テーマ
「いわさきちひろ生誕100年！絵に込められたいのち・平和そして未来」

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 事業協力
活動分野 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業
№

主管課 危機管理室　地域防災支援課
係・Ｇ・施設 地域支援Ｇ

4

事業名 総合防災重点地区訓練（桜川地区）

事業概要

地域住民の防災意識の向上や防災訓練の活性化を図るため、清水地区と防災関係機関が
一体となった大規模訓練を実施する。訓練を通じ、大地震発生における住民の初期行動
を周知徹底し、自主防災力を高める。

協働団体 新日本婦人の会板橋支部　ほか6団体
協働形態 事業協力
活動分野 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

事業
№

主管課 総務部　男女社会参画課
係・Ｇ・施設 男女平等推進係

3

事業名 I(あい）サロン

事業概要

男女平等推進センター登録団体の事業協力により、グリーンホール会議室を開放して男
女平等参画を意識する「きっかけづくり」と「仲間づくり」の場を提供する。テーマ
「鶴を折って平和といのちについて、おしゃべりしましょう」「消しゴムスタンプで年
賀状作り＆人生100年を豊かに過ごすために」

協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし
協働形態 委託
活動分野 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業
№

主管課 区民文化部　地域振興課
係・Ｇ・施設 協働推進担当

5

事業名 ボランティア・ＮＰＯ活動活性化事業委託

事業概要

区民、ＮＰＯ法人、板橋区社会福祉協議会、板橋区の４者協働設置で運営する「いたば
し総合ボランティアセンター」のボランティア・ＮＰＯ活動活性化事業を委託した。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 事業協力
活動分野 災害救援活動

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 事業協力
活動分野 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業
№

主管課 区民文化部　地域振興課
係・Ｇ・施設 協働推進担当

6

事業名 いたばし総合ボランティアセンター役員会・運営委員会への参画

事業概要

区民、ＮＰＯ法人、板橋区社会福祉協議会、板橋区の４者協働設置で運営する「いたば
し総合ボランティアセンター」の経営管理をする役員会、運営・事業を企画・立案する
運営委員会へ参画した。
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12
事業概要

区内在住・在勤者を対象にアーチェリーの基本技術の習得と普及を目的に実施する。

協働団体 板橋区アーチェリー協会
協働形態 委託

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

9
事業概要

小学生とその保護者を対象に、防災体験講座、炊き出し訓練等を行い、防災意識の向上
を図る。中学生がボランティアとして運営に参加することで、地域に貢献する人材を育
成する。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業名 青少年健全育成中台地区委員会　スポーツ大会

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動　ほか3分野
主管課 区民文化部　地域振興課

係・Ｇ・施設 中台地域センター

スポーツを通じて心身を鍛え、仲間との交流を図ることを目的に、小学生参加のドッジ
ボール大会を開催している。

協働団体 ＮＰＯ法人志村スポーツクラブ・プリムラ
協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業
№

主管課 区民文化部　地域振興課

事業名 アーチェリー教室

活動分野

活動分野 まちづくりの推進を図る活動

事業
№

主管課 区民文化部　文化・国際交流課
係・Ｇ・施設

事業
№

主管課 区民文化部　地域振興課
係・Ｇ・施設 協働推進担当
事業名 ボランティア・NPO活動公募事業補助金

7
事業概要

区内のボランティア・ＮＰＯ活動の活性化を図るため、板橋区内で活動するボランティ
アやＮＰＯが区内又は区民を対象に実施する事業等に対し、「いたばしボランティア基
金」を活用して、必要な経費の一部を補助する。

協働団体 ヨガラジオ体操の会　ほか8団体
協働形態

係・Ｇ・施設 中台地域センター
事業名 青少年健全育成中台地区委員会　子ども防災デイキャンプ

その他（補助金・助成金）

事業
№

8
事業概要

事業
№

主管課 区民文化部　地域振興課
係・Ｇ・施設 舟渡地域センター

10

事業名 舟渡ラーメンの提供・収益寄付

事業概要

・地元有志が区や地元の行事で舟渡ラーメンを提供し、その収益を地元のボランティア
団体や学校へ寄付している。
・地元小学校の公開授業日に給食の代替食として舟渡ラーメンを提供している。また地
元中学生にはボランティア体験の受け入れをしている。

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

協働団体 カフェ・ボローニャ

協働団体 リバーサイド舟渡
協働形態 共催

事業
№ 係・Ｇ・施設 管理グループ

美術館

11

事業名 カフェ・ボローニャ

事業概要

「2017イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」、「インド・タラブックスの挑戦展」で
手作りのパン・菓子・軽食・洋書を含めた関連の絵本・図書の販売をするなど、会期限
定で美術館及び展覧会の魅力の一つとして貢献した。

協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

3



 
 

事業
№

17

事業名 武道場一般公開（夜間）における指導

事業概要

事業
№

18

係・Ｇ・施設 管理グループ

協働形態 委託
協働団体 板橋区武術太極拳連盟

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
主管課 区民文化部　スポーツ振興課

係・Ｇ・施設 管理グループ

協働団体 板橋区合気道連盟　ほか3団体
協働形態 委託

協働団体 板橋区水泳連盟

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
活動分野

協働形態 委託

協働形態 委託

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

武道の基本技術の習得と心身の鍛練及び社会体育の振興を図るため、各種目の一般公開
（夜間）時に指導を行う。
（実施施設：小豆沢体育館、東板橋体育館、上板橋体育館）

洋弓場一般公開時における指導

事業概要

洋弓場の一般公開において、利用者の事故防止及び技術向上への指導を行う。

事業名 プール一般公開時における指導

事業概要

水泳を通じて、体力の向上と増進を図るため、泳げない方からさらに、上達したい方を
対象にワンポイント指導を行う。
（実施施設：赤塚体育館、東板橋体育館、上板橋体育館）

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 管理グループ

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

協働団体 板橋区弓道連盟

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

協働団体 板橋区アーチェリー協会
協働形態 委託

係・Ｇ・施設 管理グループ

事業
№

13

事業名 和弓教室

事業概要

区内在住・在勤者を対象に和弓の基本技術の習得と普及を目的に実施する。

事業
№

14

事業名

事業
№

15

事業名 和弓場一般公開時における指導

事業概要

和弓場の一般公開において、利用者の事故防止及び技術向上への指導を行う。

事業
№

16

事業名 室内競技場一般公開時における太極拳指導

事業概要

室内競技場での一般公開（太極拳）にあたり、利用者の事故防止及び技術向上のため、
指導を行う。
（実施施設：赤塚体育館）

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 管理グループ

係・Ｇ・施設 管理グループ

協働団体 板橋区弓道連盟
協働形態 委託
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
主管課 区民文化部　スポーツ振興課

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
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協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
主管課 区民文化部　スポーツ振興課

協働団体 東京都障害者スポーツ指導者協議会
協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
主管課

協働団体 特定非営利活動法人全国少年少女レスリング連盟

22

事業
№ 係・Ｇ・施設 管理グループ

事業
№ 係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第一G

20

事業名 板橋区・東京ヴェルディ杯

主管課

協働形態 実行委員会・協議会

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

区民文化部　スポーツ振興課

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

バレーボールの一般公開において、利用者の事故防止及び技術向上への指導を行う。
（実施施設：小豆沢体育館、赤塚体育館、東板橋体育館、上板橋体育館）

事業概要

スポーツ人口の拡大及び健康増進を目的とすると共に、フットサルを通じて、親子のコ
ミュニケーションを活性化させ絆を深めること、また、区と連携協定を締結している
「東京ヴェルディ」を区民により身近に感じてもらうことを目的に、親子フットサル大
会を実施している。

事業
№ 係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第一G

21

事業名 板橋ジュニアアクアスロン大会

事業概要

東京2020大会開催の機運醸成及びパラリンピック競技を含めた区内のスポーツ振興を図
ることを目的に、みんなが一緒に参加できるユニバーサルスポーツ大会として、スイム
とランの2種目を連続して行うアクアスロン大会を実施している。

19

事業名 バレーボール一般公開時における指導

事業概要

協働団体 板橋区サッカー連盟

協働形態 委託

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

協働団体 板橋区バレーボール連盟

事業
№ 係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第一G

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

事業名 レスリング・マット運動体験教室

事業概要

レスリングの楽しさ、体を動かす楽しさを知ってもらうとともに、トップアスリートと
触れ合う機会を提供することで、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催
に向けた機運醸成を図るため、実施している。

事業
№ 係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

23

事業名 いたばしウォーキング大会

事業概要

板橋区内を歩くことによる健康増進及び区の魅力を再発見することを目的としたウォー
キング事業

協働形態 その他（補助金・助成金）　ほか1形態
協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会　ほか3団体

区民文化部　スポーツ振興課

事業
№ 係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

24

事業名 区民体育大会総合開会式

事業概要

区民の日頃の練習成果を発揮する区主催の総合体育大会開会式で、33競技種目に出場す
るうちの約500名が開会式に参加する。また、式典の中で、板橋区スポーツ功労者及び板
橋区体育協会体育功労者の表彰を行っている。

協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会　ほか1団体

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

5



 
 

28

事業名 区民ドッジボール大会

事業概要

ドッジボールを通して生涯スポーツを楽しむことへの機会を提供するとともに、学校・
地域等のチーム構成により、生涯スポーツの普及とコミュニティーの形成を図ることを
目的とする。

27
事業概要

板橋区から「生涯スポーツ推進」のメッセージを区民及び全国の市民ランナーへ発信す
ることにより、板橋区と自然豊かな荒川の知名度アップを目指し、広く区民等の健康増
進と明るく豊かな生活の形成に寄与することを目的に実施している。

事業
№

事業
№

29

事業
№

30

高齢者スポーツ大学同窓会
協働形態

協働団体

委託

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ
事業名 板橋Cityマラソン

協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会
協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設

協働形態 委託
協働団体 板橋区剣道開放団体連合会

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

活動分野

スポーツプロモーション第二Ｇ
事業名 剣道開放事業運営

事業概要

小中学生及びその指導者を対象とした研修会・稽古会・錬成大会を実施し、青少年の健
全育成及び剣道の競技人口増加を図ることを目的としている。

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ
事業名 シニアグラウンド・ゴルフ大会

事業概要

グラウンド・ゴルフを行う機会を提供することにより、高齢者の健康維持・増進及びス
ポーツ振興を図ることを目的とし、実施している。

協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会　ほか9団体
協働形態 事業協力　ほか1形態

スポーツプロモーション第二Ｇ

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

25

事業名 高齢者スポーツ大学

事業概要

様々なスポーツに触れる機会を提供することにより、高齢者の健康維持・増進及びス
ポーツ振興を図ることを目的とし、実施している。種目はウォーキング、ストレッチ、
健康体操、ハイキング、卓球、グラウンド・ゴルフ、フォークダンス、健康吹き矢、
ニュースポーツ体験（ボッチャ）。

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

26

事業名 少年少女サッカー選手権大会

事業概要

サッカー大会を行う機会を提供することにより、子どもの健康維持・増進及びスポーツ
振興を図ることを目的とし、実施している。

協働団体 板橋区サッカー連盟

協働団体 板橋区卓球連盟　ほか2団体

協働形態 委託

協働形態 事業協力

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
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協働団体 ＮＰＯ法人志村スポーツクラブ・プリムラ
協働形態 事業協力

協働団体 板橋区卓球連盟

事業
№

33

地域におけるスポーツ文化の確立を目指す「総合型地域スポーツクラブ」の円滑な運営
のために側面的な支援・育成を行っている。

活動分野

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ
事業名 地域スポーツクラブ支援・育成

事業概要

協働形態 共催
協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会

コマ地図を用いて約５ｋｍのコースを歩き、途中ゲームをしながらゴールを目指す。
ウォークラリーの楽しさと、家族等で同じ目的(ゴール)、時間を共有する機会の提供を
目的としている。

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

係・Ｇ・施設 産業支援G

協働形態 事業協力

事業概要

概ね１５歳から４０歳未満までの一定期間無業の状態にある若者やフリーター等に対し
て、社会人としての基本的な能力の開発や職業意識の啓発、社会適応支援事業等を実施
し、職業的自立を支援する。

協働形態 委託

主管課

係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

31

事業名 いたばしウォークラリー大会

事業概要

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課

32

事業名 ふるさといたばし体操普及事業

事業概要

板橋区独自の体操「ふるさといたばし体操」の普及に努め、区民の健康増進の向上を目
的としている。

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
協働形態 事業協力

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業
№

主管課 区民文化部　スポーツ振興課
係・Ｇ・施設 スポーツプロモーション第二Ｇ

34

事業名 シニアスポーツ教室

事業概要

生涯スポーツに親しむ機会を提供することにより、高齢者の健康維持・増進及びスポー
ツ振興を図ることを目的とし、実施している。種目は「卓球」「ストレッチ」「グラウ
ンド・ゴルフ」の中から該当年度ごとに実施している。（Ｈ２９年度は「卓球」を実
施）

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

協働団体 板橋区スポーツ推進委員協議会

事業
№

主管課 産業経済部　産業振興課

協働団体 特定非営利活動法人青少年自立援助センター

活動分野 経済活動の活性化を図る活動
協働形態 委託

35

事業名 いたばし若者サポートステーション

活動分野 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

事業
№

主管課 産業経済部 　産業振興課（産業振興公社） 
係・Ｇ・施設 ハイライフ事業Ｇ 

36

事業名 婚活事業 

事業概要

20～40代の男女各10人を定員として、人生のパートナーを求めている方を対象に出会い
の機会を提供している。

協働団体 ＮＰＯ小さな奇跡
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主管課 産業経済部 　赤塚支所 
係・Ｇ・施設 都市農業係 

事業概要

｢板橋ふれあい農園会」は、農業の推進と振興のため､区内農業者により運営され､畝売
り、株売り、スタンド売り、芋掘り，果樹もぎとり等により､新鮮で安全な野菜を区民へ
供給し、ふれあいの場を提供することにより区民の農業への理解を深め、農地の保全、
区内の貴重な緑を守っている。

事業
№

42

協働団体 板橋農業まつり幹事会 

協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 経済活動の活性化を図る活動

協働団体 板橋ふれあい農園会

事業名 板橋ふれあい農園会 

事業
№

主管課 産業経済部 　くらしと観光課 
係・Ｇ・施設 観光振興Ｇ 

37
事業概要

観光客に対して、無料で区内の観光名所の案内をしたり、観光に関するパネル展などを
開催し、板橋区の魅力を伝えている。

協働形態 事業協力
活動分野 観光の振興を図る活動

事業
№

主管課 産業経済部 　くらしと観光課 
係・Ｇ・施設 事業推進Ｇ 

38
事業概要

東京を代表する夏の風物詩となった花火大会を通じ、区民生活に憩いと潤いを与えると
ともに、自分たちの住むまちへの愛着心深めることを目的としている。

協働形態 共催
活動分野 観光の振興を図る活動

協働団体 板橋観光ボランティア「もてなしたい」

事業名 観光ボランティアガイドの活動 

事業
№

主管課 産業経済部 　くらしと観光課 
係・Ｇ・施設 事業推進Ｇ 

39
事業概要

区民総参加のもとに、まつりを通じて連帯の輪を広げ、郷土愛を深め、歴史と文化を根
ざした板橋の魅力を内外に発信し、元気で活気あふれるまちの実現を目指して開催す
る。

協働形態 共催
活動分野 観光の振興を図る活動

協働団体 板橋区観光協会

事業名 いたばし花火大会 

事業名 板橋区民まつり 

協働団体 板橋区観光協会

事業
№

主管課 産業経済部 　くらしと観光課 
係・Ｇ・施設 消費者センター 

事業
№

主管課 産業経済部 　赤塚支所 
係・Ｇ・施設 都市農業係 

41
事業概要

区民と農業従事者との交流の場を設け，都市農業に対する区民の理解を一層深めるとと
もに，農業者の生産意欲の高揚を図る目的で実施する。

協働形態 実行委員会・協議会
活動分野 経済活動の活性化を図る活動

事業名 板橋区消費生活展 

40
事業概要

区民の消費者意識と消費生活の向上を図るため、区内の消費者団体等が日頃の活動や研
究の発表を行っている。

協働形態 実行委員会・協議会
活動分野 消費者の保護を図る活動

協働団体 コープみらい板橋区みらいひろば　ほか4団体

事業名 板橋農業まつり 
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事業
№

43

活動分野 経済活動の活性化を図る活動

事業
№

主管課 産業経済部 　赤塚支所 

主管課 産業経済部 　赤塚支所 

事業概要

農業の推進と振興をはかり、区民へ新鮮で安全な野菜を供給し、ふれあいの場を提供し
ている｢板橋ふれあい農園会」が、この会を利用している区民への感謝と日本の伝統的な
行事を知ってもらうために、毎年１月７日に区民を対象に、七草がゆの無料配布を実施
している。

協働団体 板橋ふれあい農園会
協働形態 共催

係・Ｇ・施設

板橋ふれあい農園会「七草がゆの集い」 

44
事業概要

農業体験農園事業は、板橋区在住・在学の児童・生徒及び、幼稚園児・保育園児とその
保護者が、野菜の栽培や収穫を通して自然に親しみ、都市農業への理解を深め、生活環
境のあり方について考える機会を提供することを目的に実施している。

協働団体 板橋区民農園農芸指導員の会
協働形態 委託
活動分野 経済活動の活性化を図る活動

事業
№

主管課 健康生きがい部 　長寿社会推進課 

45
事業概要

地域の道路等の清掃奉仕活動を、１か月当たり４回以上実施し、１回５名以上参加した
場合に補助金を交付する。

係・Ｇ・施設 都市農業係 
事業名

協働団体 本町自由クラブ　ほか58団体
協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 環境の保全を図る活動

係・Ｇ・施設 都市農業係 
事業名 農業体験農園事業 

係・Ｇ・施設 シニア活動支援係 
事業名 板橋区老人クラブ清掃奉仕活動 

シニア活動支援係 
事業名 シニア世代活躍促進事業（シニア世代コミュニティビジネス推進事業） 

協働団体 特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター
協働形態 委託

事業名 シニア世代活躍促進事業（地域入門体験講座） 

係・Ｇ・施設 シニア活動支援係 

事業名 板橋区老人クラブ友愛活動 

係・Ｇ・施設 シニア活動支援係 
事業
№

主管課 健康生きがい部 　長寿社会推進課 

46
事業概要

地域の友愛活動を、１か月当たり、１人の対象者に対し２回以上実施した場合に補助金
を交付する。

協働団体 本町自由クラブ　ほか109団体
協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 地域安全活動

事業
№

主管課 健康生きがい部 　長寿社会推進課 

47
事業概要

シニア世代の社会参画・社会貢献活動を促進する事業として、地域活動、就業支援、退
職後の生きがいづくり等のテーマで講座や実習、体験、作業等を行う。

協働団体 いたばしフォーラム実行委員会
協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№

主管課 健康生きがい部　長寿社会推進課

48
事業概要

シニア世代の社会参画・社会貢献活動を促進する事業として、コミュニティビジネスを
ツールとしてシンポジウムや実体験を伴う講座等を行う。

活動分野 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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健康生きがい部 　介護保険課 
係・Ｇ・施設 介護予防係 

主管課 健康生きがい部 　介護保険課 

事業概要

家庭に閉じこもりがち、もの忘れの心配がある等の高齢者に、認知症予防プログラム、
趣味活動、日常動作訓練等の機会を提供し、認知症予防、心身機能維持向上を図る介護
予防事業。

協働団体 特定非営利活動法人健やかネットワーク　ほか1団体
協働形態 委託

事業名 はすのみ教室 

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

事業
№

53

地域の身近な場所で会食することにより、栄養改善を図るとともに閉じこもりを予防す
ることを目的として、いこいの家で実施している。

協働団体 板橋フリー栄養士会
協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業名 閉じこもり・認知症予防教室 

係・Ｇ・施設

主管課

主管課 健康生きがい部 　介護保険課 

事業名 住民主体の通所型サービス 
自主的・自発的に地域の介護予防に資する活動を行う団体を「住民主体の通所型サービ
ス実施団体」として登録し、規定の要件を満たす団体には補助金を交付する。

協働団体 なごみランチ倶楽部　ほか16団体
協働形態 その他（補助金・助成金）

事業
№

主管課 健康生きがい部　長寿社会推進課
係・Ｇ・施設 シニア活動支援係 

事業
№

51
事業概要

係・Ｇ・施設 介護予防係 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№

事業概要

シニア世代の社会参画・社会貢献活動を促進する事業を包括的に計画・実施するため
に、連絡会を開催し、庁内外の関係機関と連携を図りながらプロジェクトを進める。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 実行委員会・協議会
活動分野 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

事業
№

50
事業概要

地域活動の拠点である高島第六小学校の介護予防スペース「はすのみ教室」で、趣味活
動、料理教室等を行う。

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

49

主管課 健康生きがい部　長寿社会推進課
係・Ｇ・施設 シニア事業係
事業名 はすのみ教室

事業名 シニア世代活躍促進事業（シニア世代活動支援プロジェクト）

介護予防係 
主管課 健康生きがい部 　介護保険課 

係・Ｇ・施設 介護予防係 
事業名 会食サロン 

事業
№

54
事業概要

地域の活動拠点である高島第六小学校の介護予防スペース「はすのみ教室」で、趣味活
動、料理教室等を行う。

協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業概要

52
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主管課 健康生きがい部 　健康推進課 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 

健康生きがい部 　健康推進課 
係・Ｇ・施設 栄養推進係

係・Ｇ・施設

保健、医療又は福祉の増進を図る活動
主管課 健康生きがい部 　健康推進課 

事業
№

55
事業概要

「板橋区健康づく21計画」を周知・推進するために、地域住民との協働のもとに健康づ
くりイベントを開催している。

協働団体 太極拳華山会　ほか10団体
協働形態 実行委員会・協議会

係・Ｇ・施設 健康サービス係 
事業名 いたばし健康まつり2017 

活動分野

事業
№

56
事業概要

乳がんの正しい知識を広め、患者支援や乳がん検診の早期受診を推進するために、区民
に向けて患者体験を語ってもらったり、掲示物の作成、健康づくり事業への参加などに
協力を依頼している。

協働団体 板橋区乳がん体験者の会「いたばしオアシスの会」
協働形態 事業協力

事業
№

57
事業概要

食育推進基本計画に基づいて、食育推進ネットワークや各機関と連携しながら取り組ん
でいる「食育推進事業」と、栄養成分表示や健康に配慮したサービスの提供等に積極的
に取り組んでいる「健康づくり協力店事業」の普及推進を図るため実施する。

協働団体 板橋フリー栄養士会
協働形態 事業協力

事業
№

事業名 いたばし食育・健康づくり協力店フェア 

主管課 健康生きがい部　生活衛生課
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

女性健康支援係（女性健康支援センター） 

58
事業概要

都知事から委嘱された東京都薬物乱用防止指導員が、区民に対して薬物乱用防止につい
て啓発活動を行う。

協働団体 東京都薬物乱用防止推進板橋地区協議会
協働形態 共催

係・Ｇ・施設 医務・薬事グループ
事業名 薬物乱用防止推進事業

事業名 乳がん啓発〈ピンクリボンキャンペーン〉事業 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
主管課

事業協力

59
事業概要

失語症を正しく理解し、失語症の人の不自由なコミュニケーションを補いながら会話の
できる失語症会話パートナーを養成する講座に実習協力を依頼している。

協働団体

事業名 失語症会話パートナー養成講座 

板橋失語症会話パートナー「笑顔」
協働形態

主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 
係・Ｇ・施設 介護普及係 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№

事業
№

60

事業名 高齢者の暮らしを拡げる10の筋力トレーニング

事業概要

地域の中で元気な高齢者と虚弱な高齢者が一緒になって、週1回、介護予防に効果のある
筋力トレーニングを行うことにより、生活機能の維持・向上を目指し、介護予防につな
がる地域づくりに寄与する。

協働団体 コートハウス鬼石クラブ　ほか14団体
協働形態 事業協力
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

係・Ｇ・施設 介護普及係 
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係・Ｇ・施設 認知症施策推進係 
事業名 認知症カフェ 

主管課

協働形態 事業協力
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

主管課 福祉部　管理課

健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 
係・Ｇ・施設 介護普及係 

事業名 認知症の方を介護する家族交流会 

係・Ｇ・施設 認知症施策推進係 

協働形態 事業協力

主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 

事業名 いたばし福祉用具フェア

事業
№

61
事業概要

福祉用具の普及・啓発のために、福祉用具の展示・相談会と講演会を開催している。

協働団体 板橋区介護サービス全事業所連絡会福祉用具部会

事業
№

62
事業概要

認知症高齢者を介護する家族同士の交流を図ることにより、お互いの介護について語り
合い、ピアカウンセリングしたり、情報交換ができるよう、交流会を定期開催し、支援
する。

協働団体 介護者支援の会「ひだまり」

事業
№

63
事業概要

認知症の人や家族介護者が気軽に立ち寄り、ほっとできる場であるとともに、情報交
換、相談ができるカフェを開催。

協働団体 ほのぼのカフェ　ほか8団体

事業
№

64
事業概要

認知症予防事業「脳力アップ教室」の参加者を対象に認知機能の検査を実施。

協働団体 特定非営利活動法人認知症予防サポートセンター

協働形態 その他（補助金・助成金）　ほか1形態

係・Ｇ・施設 認知症施策推進係 
事業名 脳の健康度テスト 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
協働形態 委託

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 

事業
№

65
事業概要

料理を作ったり、考えたりする過程を通じた認知症予防プログラムを実施

協働団体 特定非営利活動法人シービー・シナガワ

事業
№ 係・Ｇ・施設 庶務係

66

事業名 福祉団体運営費助成 

事業概要

各福祉団体について、事業計画に基づく団体運営経費等を助成し、福祉活動の向上を図
る。

協働団体 板橋区遺族会　ほか6団体
協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業名 脳力アップ教室 

係・Ｇ・施設 認知症施策推進係 
主管課 健康生きがい部 　おとしより保健福祉センター 
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69

事業名 板橋ふれあい祭 

事業概要

「誰もがこの板橋（まち)で豊かに生きていくために」をテーマに障がい者団体、ボラン
ティア、区民がふれあいを深め、福祉のまちづくりを目指す。

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 
係・Ｇ・施設 福祉係 

70

事業名 板橋区障がい者スポーツ大会 

事業概要

障がい者及び区民等がスポーツを楽しみ、親睦を深めるとともに、障がい者に対する区
民理解の促進を図る場として実施。運動会方式。

協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働形態 その他（補助金・助成金）
協働団体 特定非営利活動法人みんなのセンターおむすび

特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし協働団体

事業
№

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 
係・Ｇ・施設 福祉係 

地域におけるノーマライゼーションの普及の促進を図るため、小・中・高・大学、町
会・自治会、地区民協、各種団体に対し、障がい者当事者等を講師として、福祉体験学
習を実施する。

事業
№

68

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 

係・Ｇ・施設 福祉係 
事業名 障がい者理解促進事業 

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 

事業概要

係・Ｇ・施設 福祉係 

協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

67

委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業名 板橋区手話講習会 
一般区民を対象に講習会を通じて、聴覚障がい者に対する理解を深めると共に、手話の
普及と手話通訳者の養成を図る。

協働団体 板橋区聴覚障害者協会
協働形態

事業概要

活動分野 まちづくりの推進を図る活動
実行委員会・協議会

71
事業概要

障がい者及びボランティア等がパラリンピック競技でもあるボッチャを通して親睦を深
めるとともに、一般区民の障がい者に対する理解の促進を図る。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態 事業協力

事業
№

事業名 ボッチャ交流会 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし

事業
№ 係・Ｇ・施設 福祉係 

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 

事業名 板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会の運営 

事業
№

主管課 福祉部 　障がい者福祉課 
係・Ｇ・施設 ユニバーサルデザイン推進係 

72
事業概要

板橋区ユニバーサルデザイン協議会にオブザーバーとして参加する。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター
協働形態
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子どもの健全育成を図る活動

係・Ｇ・施設 東新児童館

協働形態 事業協力

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

活動分野 子どもの健全育成を図る活動
主管課 福祉部 　板橋福祉事務所 

協働団体 特定非営利活動法人青少年自立援助センター
協働形態 委託

事業
№

73

事業名 いたばし生活仕事サポートセンター

事業概要

係・Ｇ・施設 自立支援係 

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関として、生活困窮者の包括的な相談・
支援を行っている。

事業
№

74

事業名 学習支援事業 まなぶーす 

事業概要

生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業を行う場として、生活困窮世帯・生活保護
世帯の子どもに学習支援、居場所の提供等を行っている。

事業
№

主管課 福祉部 　板橋福祉事務所 
係・Ｇ・施設 自立支援係 

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

係・Ｇ・施設 自立支援係 
主管課 福祉部 　板橋福祉事務所 

協働形態 委託

75

事業名 生活困窮者を対象とする緊急食料支援

事業概要

フードバンク団体と協定を締結し、いたばし生活仕事サポートセンターの相談者で食料
支援が必要な生活困窮者に対して食料を提供する。

事業
№

76

事業名 おはなし会 

事業概要

幼児親子を対象に、「絵本・紙芝居の読み聞かせ」や「素話」「パネルシアター」を行
う（年４回）

協働形態 事業協力
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
主管課 子ども家庭部　子ども政策課

協働団体 セカンドハーベスト・ジャパン

係・Ｇ・施設 志村児童館

協働団体 おはなしクレヨン
協働形態 事業協力

事業
№

77

事業名 ハロウィンパレード

事業概要

乳幼児親子がハロウィン仮装をし、「たまりば・とうしん」を訪問し、お年寄りと交流
する。

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課

78
事業概要

乳幼児親子がサンタクロースになって、お年寄りにプレゼントを届ける。

協働団体 特定非営利活動法人健やかネットワーク

事業名 サンタになろう

係・Ｇ・施設 東新児童館

協働形態 事業協力
活動分野

協働団体 特定非営利活動法人健やかネットワーク
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主管課 子ども家庭部　子ども政策課

協働団体 いたばし with kid's吹奏楽団

主管課 子ども家庭部　子ども政策課

協働団体 子育て応援バンド「福神漬」

活動分野 子どもの健全育成を図る活動
協働形態 事業協力

84
事業概要

中台地区さくら草まつり
児童館コーナー　ゲームコーナー運営補助

協働団体 大東文化大学児童研究会
協働形態 事業協力

事業名 さくら草まつり

事業名 クリスマスライブ

事業概要

ギターによる生演奏と歌による子育て応援ライブ。

協働形態 事業協力
活動分野

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№ 係・Ｇ・施設

にじいろぽっけ協働団体

主管課 子ども家庭部　子ども政策課

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

にじいろぽっけのお話し会

事業概要

良質な絵本の読み聞かせを毎月、乳幼児親子や保育園児に提供している。

活動分野 子どもの健全育成を図る活動
主管課 子ども家庭部　子ども政策課

協働形態 事業協力

79

事業名

蓮根第二児童館

82

事業名 ひなまつりコンサート

事業概要

ママたちによる吹奏楽団のコンサート
乳幼児親子が、季節の曲、みんなが知っている曲を聴いたり、一緒に歌ったりしてコン
サートを楽しむ。

事業
№ 係・Ｇ・施設 南板橋児童館

83

子どもの健全育成を図る活動

事業
№ 係・Ｇ・施設 弥生児童館

事業
№ 係・Ｇ・施設 志村橋児童館

80

事業名 「りぷりんとフレンズ・いたばし」の皆さんによるおはなし会

事業概要

乳幼児親子を対象に絵本の読み聞かせを行う。

事業
№ 係・Ｇ・施設 新河岸児童館 

81

事業名 わくわくフェスタ２０１７事業他11事業 

事業概要

高島平地区の中学生のボランティア育成のために高島平地区3児童館（新河岸・高島平・
はすのみ児童館）で、ボランティア活動に参加している。（年12事業）

協働団体 ＮＰＯ法人　りぷりんと・ネットワーク
協働形態 共催

子どもの健全育成を図る活動

主管課 子ども家庭部　子ども政策課

協働団体 ＩＴＡＢＡＳＨＩ高島平ボランティアワークショップ
協働形態 実行委員会・協議会
活動分野

事業
№ 係・Ｇ・施設 緑が丘児童館

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
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事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 しらさぎ児童館

87

事業名 みその文庫のお話し会

事業概要

乳幼児を対象に、パネルシアター・絵本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアター等の
活動を実施。毎月一回30分程度

子どもの健全育成を図る活動

89

事業名 親子でバトントアリング 

事業概要

幼児向けバトントアリング指導（年４回）

協働団体 バトントアリングティンカーベル
協働形態 事業協力

事業
№

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 大東文化大学児童研究会

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 三園文庫
協働形態

事業
№

主管課

人形劇・パネルシアター・アートバルーン

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 高島平児童館

86

事業名 みその文庫のお話し会

事業概要

乳幼児親子を対象に絵本・紙芝居・パネルシアター・ペープサート等を行う。（年２
回）

協働団体 三園文庫
協働形態 事業協力

協働形態 事業協力

子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 緑が丘児童館

85

事業名 お楽しみ劇場

事業概要

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 はすのみ児童館

88

事業名 みその文庫のお話し会

事業概要

読み聞かせ、パネルシアター等の実演（年３回）

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 はすのみ児童館

90

事業名 人形劇 

事業概要

人形劇の実演

協働団体 おはなしクレヨン　ほか1団体
協働形態

協働形態 事業協力
協働団体 三園文庫

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 はすのみ児童館

活動分野

事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動
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子ども家庭部　子ども政策課

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働形態 共催

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 ゆりの木児童館

94

事業名

協働団体 ミトン
協働形態 事業協力

93

事業名 ミトンの人形劇

事業概要

乳幼児親子への人形劇講演

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 なります児童館

91

事業名 ひまわりのおはなし会

事業概要

児童館を利用している乳幼児を対象に、読み聞かせやパネルシアター等を行う。（月１
回程度）

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 ひまわり倶楽部
協働形態 事業協力

事業
№

ＮＰＯ法人　りぷりんと・ネットワーク

95

事業名 「りぷりんとフレンズ・いたばし」の皆さんによるおはなし会

事業概要

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 ゆりの木児童館

92

事業名 ピッピお話し会 

事業概要

乳幼児親子への読み聞かせ

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 ゆりの木児童館

協働形態 事業協力
協働団体 ピッピ

協働団体 三園文庫
協働形態 共催

ひびきの森コンサート

事業概要

乳幼児親子へのコンサート

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 大山東児童館

協働形態 事業協力
協働団体 ひびきの森

乳幼児親子を対象に絵本・紙芝居・ペープサート等を行う。（年３回）

協働団体

主管課事業
№ 係・Ｇ・施設 大山東児童館

96

事業名 みその文庫のお話会 

事業概要

乳幼児親子を対象に絵本・紙芝居・パネルシアター・ペープサート等を行う。（年３
回）
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活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業名 オカリナコンサート

子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 西徳児童館

97
事業概要

市民ボランティアグループ「コスモス」によるオカリナ演奏会

協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 市民ボランティアグループ「コスモス」

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 西徳児童館

98
事業概要

いたばし with kid's吹奏楽団によるコンサート

協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 清水児童館

事業名 クリスマスコンサート

協働団体 いたばし with kid's吹奏楽団

事業
№

主管課

99
事業概要

児童館を利用している乳幼児親子を対象に、絵本の読み聞かせを行う。

協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども政策課
係・Ｇ・施設 赤塚児童館

100
事業概要

ママによる吹奏楽団の演奏会、演奏の途中に楽器にさわれるコーナーを入れて親子で吹
奏楽を楽しんだ。

協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 いたばし with kid's吹奏楽団

事業名 ママオーケストラ　ウインターコンサート

事業名 お話し会

協働団体 水声会

事業
№

主管課 子ども家庭部 　保育サービス課 
係・Ｇ・施設 民間保育振興係 

101
事業概要

0・1・2歳の待機児解消を目的とした保育施設の運営。

事業
№

主管課 子ども家庭部 　保育サービス課 
係・Ｇ・施設 民間保育振興係 

102

事業名 定期利用保育事業 

事業概要

パートタイム勤務や短時間就労等で保育が必要な家庭を対象に、一定期間継続的に保育
する制度。

協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働形態 その他（補助金・助成金）

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ　ほか1団体

事業名 小規模保育施設 

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ　ほか1団体

18



 
 

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター

係・Ｇ・施設 サービス調整Ｇ
事業名 育児支援ヘルパー派遣

107
事業概要

区は、保護者が出産前後で家事や育児の援助を必要とするときに、育児疲れや養育不安
を軽減するため、出産1ヵ月前から出産後1歳未満の乳児がいる家庭に対し、育児支援ヘ
ルパーを派遣する。

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター
係・Ｇ・施設 サービス調整Ｇ

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

係・Ｇ・施設 民間保育振興係 
事業名 板橋区立こぶし保育園管理運営委託 

事業
№

主管課 子ども家庭部 　保育サービス課 

103
事業概要

板橋区立こぶし保育園の管理及び運営に関する業務を委託する。

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
協働形態 委託
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

係・Ｇ・施設 子育て支援Ｇ

事業名

すくすくまつり

協働形態 委託

108

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 

事業概要

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
協働形態 委託

協働団体 特定非営利活動法人保育サービスつくしんぼ 

106
事業概要

区は、区内の子育て支援団体の相互交流のため、区内の子育てサークル交流会と共催し
て「すくすくまつり」を開催している。

協働団体 子育てサークル交流会
協働形態 共催
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター

事業名

区は、保護者の残業、通院、地域活動等で子どもの短時間保育を希望する区民に対し
て、育児援助をする区民を紹介（ファミリー・サポート事業）し、育児と子どもの健全
な育成を支援する区民の援助活動を推進する。

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター

104
事業概要

区は、子育て支援員養成講座修了者に対して、子育て支援に関する活動の情報提供や、
研修、支援員間の交流を促進するため、活動サポートステーション事業を行う。事業の
運営については、NPO法人に委託している。

協働団体 特定非営利活動法人いたばし子育て支援・フラワー
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター

105
事業概要

区は、子育て家庭を応援するため、赤ちゃんが誕生した保護者に対し、多様なサービス
を選択して利用できる「すくすくカード」を配布する。

協働団体 特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい板橋たすけあいワーカーズあやとり　ほか1団体

協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業名 子育て支援員活動サポートステーション事業

係・Ｇ・施設 子育て支援Ｇ

すくすくカード事業

係・Ｇ・施設 子育て支援Ｇ
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係・Ｇ・施設 環境美化担当
事業名 ふるさと清掃運動会in荒川

事業名 赤塚溜池公園自然地管理

係・Ｇ・施設 環境調査係
主管課 資源環境部　環境課

事業
№

109
事業概要

主管課 資源環境部　環境課

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ 
事業名

事業名 赤ちゃんの駅

主管課 子ども家庭部　子ども家庭支援センター
係・Ｇ・施設 サービス調整Ｇ

協働団体

活動分野 環境の保全を図る活動

事業
№

113
事業概要

地球温暖化防止に関する９つのアクションを区民に普及・啓発し、アンケートにより取
り組み状況を把握する。期間中、打ち水キャンペーン、緑のカーテン見学ツアー、エ
コ・クッキング等のイベントを実施。

協働形態 共催
活動分野 環境の保全を図る活動

事業名 エコライフウィーク 

事業
№

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

右記の団体は、商店街の空き店舗を活用し、子育ての悩み相談や子どもの預かり、子育
てイベントを行うすくすくひろばを法人事業として運営している。ひろば内におむつ替
えと授乳スペースを設置し、赤ちゃんの駅としても指定を受けている。

協働団体 特定非営利活動法人いたばし子育て支援・フラワー
協働形態 事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

110
事業概要

ふるさとの自然を守り、子どもたちに美しい日本を残していくこと、活動している人々
の絆を深め、地域のネットワークを強化していくことを目的とした「ふるさと清掃運動
会in荒川」を実施した。

「ふるさと清掃運動会」実行委員会
協働形態 その他（補助金・助成金）
活動分野 環境の保全を図る活動

事業
№

111
事業概要

区民参加により整備した自然地（ビオトープ）を、地域に固有の生物が生息できるよう
維持管理する。

協働団体 いたばし水と緑の会
協働形態 事業協力
活動分野 環境の保全を図る活動

事業協力

緑のカーテンの普及 

事業
№

112
事業概要

環境イベントなどで「緑のカーテンＰＲブース」を設け、来場者からの質問や相談に対
応する。

協働団体 緑のカーテンサポートクラブ
協働形態

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ 

協働団体 いたばしエコ活動推進協議会　ほか1団体

114
事業概要

協働主体のノウハウを活かし、多様な環境学習の手法を実践する。

協働形態 委託
活動分野 環境の保全を図る活動

資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ 
主管課

事業名 環境協働講座 

協働団体 エコラボ未来　ほか2団体
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事業名 グローブクラブ 

いたばしエコ活動推進協議会　ほか1団体
協働形態 共催　ほか1形態

事業
№

119

事業名 エコライフ・フェア 

事業概要

エコライフサポーターや、その他個人、環境活動団体、学校、事業者等が一同に会し、
一般来場者や他の団体等に対して、各主体の地球温暖化防止活動について展示（または
講演）形式で情報共有できるイベントとする。グリーンホールやスーパーなどで実施す
ることにより、集客の工夫を図る。

協働団体 いたばしエコ活動推進協議会　ほか1団体

事業
№

120

協働形態 事業協力

エコライフサポーターや、その他個人、環境活動団体、学校、事業者等が一同に会し、
一般来場者や他の団体等に対して、各主体の環境活動について展示（または講演）形式
で情報共有できるイベントを行う。　団体や企業を巻き込んだ環境の取組を紹介する場
を提供するとともに来館したくなるイベントを企画する。

協働団体 いたばしエコ活動推進協議会
協働形態

活動分野 環境の保全を図る活動

実行委員会・協議会

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 

事業名 緑のカーテン講習会（緑のカーテン見学ツアー） 

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 

協働形態 実行委員会・協議会
活動分野 環境の保全を図る活動
主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

主管課事業
№

118
事業概要

事業
№

115
事業概要

エコポリスセンター登録団体が自主的に開催する講演会、講習会などの開催にあたっ
て、講師謝礼・広報活動・会場確保等の支援を行う事業。

協働団体 みどりの手　ほか1団体
協働形態 共催
活動分野 環境の保全を図る活動

事業名 自主企画講座支援事業 

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 

事業概要

身近な環境について遊びながら学ぶ学習プログラム。各プログラムは、区民ボランティ
アのほか、エコポリスセンターの環境学習指導員や外部講師の指導のもと、安全に配慮
しながら楽しく体験できるよう工夫。代表企業のネットワークを活用し、カメラマン、
動物学者、昆虫研究家など多彩な顔ぶれによるユニークで驚きに満ちた教室プログラム
を展開する。

協働団体 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム
協働形態 共催
活動分野 環境の保全を図る活動

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業名 環境なんでも見本市 

資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 

資源環境部 　環境戦略担当課 
活動分野 環境の保全を図る活動

身近にある不要なものや自然の素材を利用し、物や自然の大切さ、リサイクル方法など
を通して学ぶ夏休みエコスクールを実施。

協働団体 いたばしエコ活動推進協議会　ほか11団体

緑のカーテンの効果や育成について、説明・案内後に区内の緑のカーテンをバスに乗っ
て見学して回るツアー。

協働団体

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業名 夏休みエコスクール 

主管課

活動分野 環境の保全を図る活動

117
事業概要

事業
№

116
事業概要

事業
№
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主管課 資源環境部 　清掃リサイクル課 （現・資源循環推進課）
係・Ｇ・施設 ごみ減量係 （現・資源循環協働係）

協働形態 事業協力

事業名 生ごみからたい肥づくり講習会 

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

事業名

事業
№

事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

126
事業概要

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 
係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業名 新春昔遊び

活動分野 環境の保全を図る活動
協働形態 事業協力

121
事業概要

環境を考え活動している団体や個人による研究・観察等の発表と展示を行ない、身近な
環境への意識を高める。

協働団体 特定非営利活動法人東京城北環境カウンセラー協議会　ほか3団体

事業
№

122
事業概要

季節に合わせたテーマのイベント講座を開講。うち水やよしずなどの先人の知恵や、ひ
と工夫でできる料理のエコ知識など生活に密着した講座を展開する。

協働団体 いたばしエコ活動推進協議会

事業
№

123
事業概要

電気を使わず、自然素材を利用した玩具で遊ぶことを通じて、環境に負荷の少ない遊び
方を学ぶとともに、伝統の遊びを通じて、日本の文化を体験する。

協働団体 エコ紙漉きはがき絵の会　ほか3団体

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業名 打ち水キャンペーン

事業名 いたばし　まちのかんきょう発表会 

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業
№

活動分野 環境の保全を図る活動
主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

協働形態 事業協力

事業名 板橋エコみらい塾

事業概要

学びのサイクルを体現する講座として、受講した方々が学びを提供する側になるため
に、座学だけでなく施設見学やワークショップ実践に役立つ方法論を学ぶ。開講記念講
演会、複数の公開講演会、観察会、工場見学、受講生同士の相互学習、プログラム学
習、プログラム実践などを行う。

協働団体 特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア
協働形態 事業協力
活動分野 環境の保全を図る活動

おはなしの集い 

係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 
事業
№

124
事業概要

こどもたちを対象に絵本や紙芝居を読み聞かせる。

協働団体 えのころ草

事業
№ 係・Ｇ・施設 環境協働Ｇ（エコポリスセンター） 

125

主管課 資源環境部 　環境戦略担当課 

協働形態

家庭から出る生ごみの減量・資源化を推進するため、生ごみを利用したたい肥づくり講
習会を開催している。

協働団体 特定非営利活動法人生ごみリサイクル全国ネットワーク
協働形態 委託
活動分野 環境の保全を図る活動
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主管課

係・Ｇ・施設 交通安全Ｇ
事業名  交通安全事業

特定非営利活動法人消費者住宅フォーラム

130
事業概要

区の高齢者関連各課や事業者で、高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居でき、住み続けら
れる仕組みを協議・検討する。

協働団体 特定非営利活動法人インクルージョンセンター東京オレンヂ
協働形態 情報提供・交換

土木部　交通安全課

事業
№

主管課 都市整備部 　高島平グランドデザイン担当課 
係・Ｇ・施設

活動分野 地域安全活動

事業概要

板橋交通安全協会に対して、交通安全対策事業に係る補助金補助金を交付することによ
り、区民一人ひとりの交通安全思想の啓発及び意識基盤の醸成・普及を確立し、もって
交通安全対策の充実を図る。

協働団体 板橋交通安全協会　ほか2団体
協働形態 その他（補助金・助成金）

事業名 居住支援協議会実務者会議 

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№ 係・Ｇ・施設 住宅政策推進Ｇ 

主管課 都市整備部 　住宅政策課 

事業名

事業
№

事業
№

主管課 都市整備部　住宅政策課
係・Ｇ・施設 住宅政策推進Ｇ

係・Ｇ・施設 ごみ減量係 （現・資源循環協働係）
事業名 フードドライブ

協働団体 セカンドハーベスト・ジャパン
協働形態 事業協力
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

127
事業概要

食品ロスの削減と食品等の有効活用のため、家庭で眠っている食品を持ち寄り、広く地
域の福祉団体や施設などに提供する活動を実施。

132

128

事業名

事業名 居住支援協議会 

事業概要

高齢者や障がい者等、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅にへの円滑な入居の促進に関し
必要な措置について協議する。

協働形態 情報提供・交換
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働団体 特定非営利活動法人日本地主家主協会

協働形態 共催
協働団体

拠点整備課・調整G

131
事業概要

『高島平地域グランドデザイン（平成２７年１０月策定）』で掲げた将来像の実現に向
け、「民・学・公」の連携組織であるアーバンデザインセンター高島平と連携・協働し
ながら、シビックプライドの醸成と協働まちづくりへの機運を高め、長期的なまちづく
りに知恵と活力を結集し、対応する。

協働団体 アーバンデザインセンター高島平（UDCTak）
協働形態 事業協力

高島平地域まちづくり推進 

活動分野 まちづくりの推進を図る活動

第1回住まいに関する学習講座

事業概要

区民が安心して、豊かな住生活を送るための支援として、住宅およびリフォームに関す
る知識の向上を図ることを目的に開催

活動分野 消費者の保護を図る活動

事業
№

主管課 都市整備部 　住宅政策課 
係・Ｇ・施設 住宅政策推進Ｇ 

129

事業
№

主管課 資源環境部 　清掃リサイクル課 （現・資源循環推進課）
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138
事業概要

花づくりを楽しみ、地域の美化に貢献するグループに、花壇を提供し、その活動を支援
することを目的とする。

協働団体 三園公園愛護協力会　ほか85団体

事業名 花づくりグループ支援事業 

事業
№

133

事業名

主管課 土木部 　みどりと公園課 
係・Ｇ・施設 緑化推進Ｇ 

協働形態 事業協力
活動分野 まちづくりの推進を図る活動

「板橋区の森」維持管理委託ほか 

事業概要

栃木県日光市の「板橋区の森」の樹林において、枝打ち、下草刈りなどの維持管理作業
を委託している。また、区内公園の樹木剪定作業についてボランティアとして事業協力
を得ている。

事業
№

134

事業名 花づくりボランティア 

事業概要

赤塚植物園内の花壇において、育苗から植え付け、水遣り管理までのガーデニング作業
を行う。

事業
№

135

事業名 緑のガイドツアー 

事業概要

緑のサポーター会議　ほか4団体
協働形態 事業協力

協働団体 赤塚植物園花づくりボランティア

協働団体 緑のサポーター会議　ほか7団体

主管課 土木部 　みどりと公園課 
活動分野

緑豊かな公園や樹林地などを散策し、自然観察などを行う緑のガイドツアーを年５回実
施。毎回、緑のサポーター会議の協力を得ている。また、ニリンソウの観察を主体とし
た４月のガイドツアーにおいては、都立赤塚公園友の会に属する団体の協力も得てい
る。

環境の保全を図る活動

活動分野 環境の保全を図る活動
主管課 土木部 　みどりと公園課 

係・Ｇ・施設 緑化推進Ｇ 

協働団体

協働団体 板橋森林ボランティア
協働形態 委託
活動分野 環境の保全を図る活動
主管課 土木部 　みどりと公園課 

係・Ｇ・施設 緑化推進Ｇ 

協働形態 事業協力

事業
№

136

事業名 グリーンフェスタ 

事業概要

緑を大切にする心を多くの区民に広めるため、新緑の赤塚植物園で緑の表彰、ボラン
ティア団体の展示、ハーブ等の講習会、子供向けの工作や体験コーナー、コンサート等
を行う。

活動分野 環境の保全を図る活動

事業
№

主管課 土木部 　みどりと公園課 

係・Ｇ・施設 緑化推進Ｇ 

協働形態 事業協力

137
事業概要

  区民と区が協働で公園を管理する制度。公園等の環境美化及び施設の保全維持管理活
動などを地域住民と区がパートナーシップと信義の精神に基づき実施することにより、
公園等の美化と郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。

協働団体 グループけやき　ほか27団体

事業
№

事業名 地域がつくる公園制度 

協働形態 事業協力
活動分野 まちづくりの推進を図る活動

係・Ｇ・施設 施設運営Ｇ 

主管課 土木部 　みどりと公園課 
係・Ｇ・施設 施設運営Ｇ 
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協働形態 事業協力

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

協働団体 板橋区パソコン文字通訳者会ubiquitous

事業名 いたばし文化財ふれあいウィーク 

事業
№ 係・Ｇ・施設 文化財係 

事業名 史跡散歩事業 

係・Ｇ・施設 文化財係 

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

事業
№

144

活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業
№ 係・Ｇ・施設

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№ 係・Ｇ・施設 幼稚園係

139

事業名 私立幼稚園協会ホームページの管理運営

事業概要

協働団体 板橋区私立幼稚園協会

板橋区私立幼稚園協会と協働し、「板橋区私立幼稚園協会ホームページ（区立幼稚園２
園の情報を含む）」を開設し、幼児を養育する区民にとって重要な幼稚園に関する情報
を提供している。

主管課 教育委員会事務局　学務課

協働形態 共催

生涯学習推進係 

142

事業名 生涯学習講座 

事業概要

外部団体や自治体との共催で講座を実施し、区民に学習機会を提供している。
聴覚障がいのある方への配慮として、講師が話している内容をその場で文字としてスク
リーンに表示するパソコン文字通訳を実施している。

協働形態 委託
活動分野 社会教育の推進を図る活動

教育委員会事務局 　生涯学習課 

事業概要

文化財に対する理解を深め、保護・継承への意識を高めることを目的として、通常は一
般公開されていない文化財等を、期間を定めて公開する事業である。それに伴う解説ガ
イドを協力依頼している。

協働団体 板橋観光ボランティア「もてなしたい」　ほか2団体

143
事業概要

年６回、区民を対象とした板橋区内の史跡・文化財を訪ねて歩く、史跡散歩を委託して
いる。

協働団体 板橋史談会
協働形態 委託
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
主管課

事業
№ 係・Ｇ・施設 生涯学習推進係

140

事業名 中高生勉強会事業「学びｉプレイス」

事業概要

中学生・高校生（相当年齢を含む）を対象とした学習支援及び居場所づくり事業。
大学生を中心とするボランティアが中高生の学習をサポートするとともに、気軽に相談
や交流ができる場を提供する。

事業
№ 係・Ｇ・施設 生涯学習推進係

141

事業名 大学公開講座

事業概要

区内の大学と連携し、各大学の特色を活かした講座を実施し、区民に学習機会を提供し
ている。
聴覚障がいのある方への配慮として、講師が話している内容をその場で文字としてスク
リーンに表示するパソコン文字通訳を実施している。

活動分野 社会教育の推進を図る活動
協働形態 委託

主管課 教育委員会 事務局　生涯学習課

協働団体 特定非営利活動法人キッズドア
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動
主管課 教育委員会 事務局　生涯学習課

協働団体 板橋区パソコン文字通訳者会ubiquitous
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活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

協働団体 神田流神明囃子保存会　ほか5団体
協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

145

事業名 いたばしの郷土芸能 

事業概要

区内の登録無形文化財、国指定重要無形文化財、区指定無形民俗文化財等、民俗文化財
を広く区民に公開し、民俗芸能に対する認識と理解を深めていただくために実行委員会
を組織し企画運営を協働している。

事業
№

主管課

事業協力

社会教育の推進を図る活動

協働団体 大原生涯学習センターＩＴ学習室サポート

大原生涯学習センターＩＴ学習室サポート

協働形態

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動　ほか2分野
協働形態 共催　ほか1形態
協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし　ほか6団体

係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 文化財係 

協働団体 いたばしの郷土芸能実行委員会　　　　
協働形態 実行委員会・協議会

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 文化財係 

活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

150

事業名 若者支援　若者パソコン教室　

事業概要

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

活動分野 社会教育の推進を図る活動

協働団体

パソコンの学習を通して、若者の社会参加を支援する。

146

事業名 ふるさと文化伝承事業 

事業概要

郷土芸能が伝承されている地域の小学校を中心に、保存団体の実際の指導のもと、こど
もたちに体験を通じて理解と興味を一層深めてもらうことで、郷土芸能の普及と継承を
図る。

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

147

事業名 若者支援ネットワーク会議

事業概要

子ども・若者の支援を行っている人々や、生活の場としての地域関係の取り組みに携わ
る人々が一堂に会する機会を設けることで、子ども・若者支援の基盤強化につながる
ネットワークの構築を行う。

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

148

事業名 IT学習シニア活動支援

事業概要

ふれあい館でシニアを対象としたパソコン講座を開催する。

協働団体 大原生涯学習センターＩＴ学習室サポート
協働形態 事業協力

事業
№

149

事業名 ジュニアIT学習支援

事業概要

いきいき寺子屋事業のパソコン教室の企画・運営・指導を行なう。

協働形態 事業協力
活動分野
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事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

153

事業名 ＩＴ学習支援「パソコン講習会」 

事業概要

大原生涯学習センターのＩＴ学習室サポートによりパソコンの講習を行う。内容はパソ
コンの初歩から中級程度の内容まで扱い、修了者の有志はＩＴ学習室サポートのスタッ
フとなる。

活動分野 社会教育の推進を図る活動

協働団体 特定非営利活動法人みんなのたすけあいセンターいたばし

協働団体 ガールスカウト東京都第99団　ほか1団体
協働形態 事業協力

協働形態 事業協力

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

154

事業名

協働形態 事業協力
社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

152

事業名 スポーツチャンバラ体験

事業概要

大学生がi-youth利用者である中学生や高校生とスポーツチャンバラを通して交流する。

活動分野 子どもの健全育成を図る活動

協働団体 スポーツチャンバラ連盟
協働形態 事業協力

協働団体 大原生涯学習センターＩＴ学習室サポート

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

151

事業名 平成29年度第2回利用者懇談会

事業概要

大原生涯学習センターの利用登録団体が、相互理解と親睦を深めるため、俳句大会を行
なう。

活動分野

協働団体 板橋区俳句連盟役員会

環境サロン「環境ミニ教室」

事業概要

ボランティア・NPOの企画・運営により、使わなくなったものを利用し新しいものにつく
り変え、リサイクル・リユースの現状と課題に触れ、環境ついて学ぶ機会を設ける。

協働団体 環境を考え行動する市民グループぽんぷ

事業
№ 係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

155

事業名 多世代の社会参加・交流支援事業

事業概要

ガールスカウト99（cook）カフェを開催し、i-youthを利用する若者と幅広い年齢層が交
流できる場を設け、学校や学年を越えたさまざまな仲間づくりを支援する。

活動分野 環境の保全を図る活動
主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

活動分野 社会教育の推進を図る活動

協働形態 事業協力

事業
№ 係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

156

事業名 若者の仲間づくり・シーズンカフェ

事業概要

飲食を伴う季節のイベントを開催することで、多様な学校や年齢の若者が集うことので
きる場を設け、学校や学年を越えたさまざまな仲間との交流を支援する。

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

活動分野 子どもの健全育成を図る活動
協働形態 共催
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事業名 学校教育支援者講習「ICT学習支援のためのスタッフ養成講座」 

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

158
事業概要

幼稚園・小学校等におけるパソコンの授業やいきいき寺子屋の支援を行うスタッフを育
成するための研修を実施する

協働形態 事業協力
活動分野

協働団体 大原生涯学習センターICT学習室サポート

事業名 第1回まなぽーと大原フェスティバル

事業名 大原サークル公開教室

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

159

協働団体 ボランティア・市民活動情報コーナースタッフ会議　ほか1団体

協働形態 共催　ほか1形態

事業概要

大原生涯学習センターの利用登録団体が、日頃の学習成果を広く区民と共有する。
「大正琴を楽しく演奏しましょう」

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

社会教育の推進を図る活動　ほか1分野
協働形態 事業協力　ほか1形態

協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし　ほか7団体

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

157
事業概要

大原社会教育会館IT学習室サポートによる区立幼稚園・小学校のICT学習の支援を行う。

協働形態 事業協力
活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

事業名 ICT学校教育支援事業

協働団体 大原生涯学習センターICT学習室サポート

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

160
事業概要

利用団体の作品の展示、利用団体の発表・体験教室及びカフェを実施し,日頃の成果を発
表することで、区民の相互学習や交流の場を提供した。
　また、中高生・若者支援スペースを利用している若者の事業参加や活動発表、体験の
機会を設け、同世代及び多世代の交流を図った。

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

協働団体 カサブランカ２　ほか19団体

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

協働団体 アマルの会　ほか42団体

161

事業名 ボランティア・市民活動情報コーナー 

事業概要

ボランティア・市民活動に関する情報の収集・整理・公開・掲載を行う。

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

162

事業名 いたばしボランティア・市民活動フォーラム 

事業概要

人権・平和・福祉・環境・防災・教育等の課題について、ボランティアの企画・運営に
より、実践者の報告、体験、講義等を交えて話し合い学習する。

活動分野

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動　ほか2分野
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協働団体 特定非営利活動法人みんなの助け合いセンターいたばし
協働形態 共催

168

事業名 在宅支援サポーター養成講座「認知症の特徴と地域支援」

事業概要

介護・福祉の分野で地域支援、地域連携を行っていく。
第1回
おとしより相談センターの紹介、介護保険制度（申請から認定が出るまでの流れ）、介
護保険（訪問介護サービスとしてできること・できないこと）、介護保険サービス外で
できる社会資源及びそれを利用した事例、認知症の方への支援・対応方法を習得する。
第2回
車椅子による介助方法とその実習を行う。

活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

協働形態 共催　ほか1形態
活動分野

係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター
事業名 子育て講座「親子で楽しむ手づくり絵本」・交流会

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

166
事業概要

子育て講座終了後、子育て記念日開催日まで講座参加者の活動支援するとともに、i-
youthオープンルームを交流の場として提供していく。

係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

事業名 「いたばし未来づくり白書」制作会議 

係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 

まちづくりの推進を図る活動　ほか4分野

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

清水地域で活躍しているさまざまな人や事業所、団体等が集まって活動の展示や飲食・
体験コーナーなどを通じて清水地域の「イイところ」を知り、つながる。

協働団体 いたばし総合ボランティアセンター　ほか21団体

いたばしまちの学校清水地域第3回地域活動見本市 

協働形態 事業協力

協働団体 特定非営利活動法人全日本語りネットワーク
協働形態 事業協力

協働団体

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業名 子育て講座「親子で楽しむ手づくり絵本」

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

163
事業概要

係・Ｇ・施設 大原生涯学習センター 
事業名

活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

167

事業名 成増サークル公開教室

事業概要

成増生涯学習センターで活動する学習サークルが企画立案し、区が参加者を募集する形
態である。日頃の学習成果を区民と共有し相互学習の関係づくりを目的としている。

活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

164
事業概要

様々な地域課題に取り組む市民が、互いの活動を知り合いながら課題解決の方途を見出
すための活動の目標として白書づくりの活動を検討する。

協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし　ほか1団体
協働形態 事業協力
活動分野 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

事業
№

165
事業概要

乳幼児期の子どもと親（保護者）にとって、絵本は、両者のコミュニケーションツール
として役割を果たしている。親子がともに楽しむことができる「手づくり絵本」をつく
ることで、豊かな育ちや愛情と信頼感に満ちた親子関係をつくる契機としていく。
　
　協働団体 特定非営利活動法人全日本語りネットワーク

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

活き生きアート板橋　ほか5団体
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事業名 現代的課題の学習「聞くことから始まるコミュニケーション」

事業
№

169
事業概要

コミュニケーションの基本である「聞く」に特化することにより現代社会に不可欠なコ
ミュニケーション能力を身につけていく。

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

事業名 ＩＣＴ相互学習室スタッフ研修会・ＰＣスマイル勉強会

協働団体 成増ＩＣＴ学習スタッフ協議会

協働団体 ＰＣスマイル

協働団体 ＬＩＦＥ工房２１
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

170
事業概要

自己表現から、個人が「学び」を理解する。表現の素晴らしさを体で実感することを目
的とする。

協働団体 お父さん出番ですよ
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

成増生涯学習センター
主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

事業
№

事業名 学ぶってなに？「自己表現でまなびがわかる！」

係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

係・Ｇ・施設

171
事業概要

様々な講座、体験を通じ若者が仲間をつくり、また、仲間をつくるために必要なスキル
を向上するための支援を行う。

協働団体 こども劇場いたばし　ほか2団体
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

172
事業概要

成増小学校生き生き寺子屋パソコンクラブの学習支援に向けた準備、打ち合わせ等を行
う。

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業名 若者の仲間づくり講座

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

173

事業名 ＩＣＴ学習支援（パソコン講習会）

事業概要

成増生涯学習センターのＩＣＴ学習室を支援する複数のボランティアグループで結成し
たスタッフ協議会の協力を得て行っているパソコン講習。PC基本、ワード基本・応用、
エクセル基本・応用、文書作成、会計帳簿、住所録、家計簿、インターネットなどの習
得を行う。

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

174
事業概要

小学3年～6年生の児童とその親を対象に、無料で使用できるソフトウェア「スクラッ
チ」を使い、プログラミングを学ぶための支援を行う。

協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

協働団体 ＩＴミント

事業名 親子で学ぶ簡単プログラミング「スクラッチ」
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事業名 第２８回　利用団体作品展

事業名 小学校ＩＣＴ学習支援ボランティア養成講座

係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター
事業名 成増小学校いきいき寺小屋「パソコンクラブ」

係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

事業名 親育ちイベント「子育て記念日２０１７」

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

事業
№

175
事業概要

小学校のＩＣＴ学習のボランティアを養成するための講座を開催し、成増生涯学習セン
ターで習得した技能を地域に還元していく。
第1回「学校支援について」「ジャストスマイルの概要」第2回「生き生き寺子屋パソコ
ンクラブの見学」第3回「ジャストスマイルの基本操作、スカイメニューの概要」第4回
「「生き生き寺子屋パソコンクラブの運営補助」

協働団体 成増ＩＣＴ学習室学校支援グループ「ＰＣスマイル」
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

新生会　ほか21団体
協働形態 事業協力

事業
№

176
事業概要

学校のパソコン教育の支援として、オリエンテーション、パソコンの基本操作、自己紹
介カードづくり、お絵かき等様々な講習を行い、成増生涯学習センターで習得したス
タッフの技能を地域に還元していく。

協働団体 成増ＩＣＴ学習室学校支援グループ「ＰＣスマイル」
協働形態 事業協力

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 
係・Ｇ・施設 成増生涯学習センター

177
事業概要

子育て講座をきっかけに結成された、各種サークル・支援団体等のネットワークを近隣
にも拡充していくため様々な事業を実施した。

協働団体 いたばしパパネットワーク　ほか13団体
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

活動分野 社会教育の推進を図る活動

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

成増生涯学習センター

武者行列

事業概要

区民まつり、農業まつり、梅まつりにおいて、地域の小学生を中心とした武者行列を行
い、赤塚城を中心とする歴史や文化に親しむ機会を作り、また区民に向けて発信する。

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

事業協力
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

178

事業名 ２０１７サークルフェスティバル

事業概要

ダンスや歌など、様々な文化活動に主体的に取り組んでいる区民団体と協働し「つど
う・まなぶ・むすぶ」の社会教育の理念のもと、楽しい文化交流を通して、相互学習を
拡げる機会を提供する。

協働団体 板橋剣詩舞同好会　ほか16団体
協働形態 事業協力
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　生涯学習課 

179
事業概要

絵画、陶芸、手工芸など、自主的な活動を通じて、文化・芸術を創り出している団体
が、日頃の成果を展示発表しながら、区民の相互学習や交流の場を提供する。

協働団体

協働団体 いたばし武者行列保存会
協働形態

活動分野 社会教育の推進を図る活動

係・Ｇ・施設

事業
№

主管課 教育委員会事務局　生涯学習課
係・Ｇ・施設 郷土資料館

180

事業名
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事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 地域連携係 

181

事業名 いきいき寺子屋プラン 

事業概要

「完全学校週５日制」の実施に伴い、土曜日を中心に子どもの居場所作りとして、「い
きいき寺子屋プラン」事業を実施する。この事業は、PTAや地域ボランティア等によって
組織する「学校開放協力会」に委託して実施する。

協働団体 志村小学校開放協力会　ほか57団体
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 青少年係 

182

事業名 家庭教育学級 

事業概要

家庭教育力向上を目的に、小・中学校の保護者が家庭教育に関する学習や、親子体験な
ど、さまざまなテーマで講座を企画・運営している。

協働団体 志村小学校PTA　ほか75団体
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 青少年係 

183

事業名 健全育成・社明大会 

事業概要

家庭・学校・地域の連携により、青少年の積極的な社会参加とよりよい社会環境づくり
への機運を高めることを目的として実施。板橋区保護司会と協力して実施している

協働団体 板橋区青少年健全育成地区委員会連合会　ほか1団体
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 青少年係 

184

事業名 ジュニアリーダー体験学習事業 

事業概要

子どもたちに社会体験活動及び交流活動を提供することにより、将来の地域を担う人材
を育成することを目的として実施。

協働団体 板橋区青少年委員会
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 青少年係 

185

事業名 板橋音楽祭 

事業概要

次世代を担う青少年が、自らの新たな可能性を発見することにつながる文化芸術の創造
活動に主体的に参加することができる環境を地域社会全体で作り出すことを目的として
開催する。

協働団体 東京板橋ロータリークラブ
協働形態 実行委員会・協議会
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 青少年係 

186

事業名 親子たこあげ大会 

事業概要

昔ながらの野外での遊びを体験・継承し、親と子がふれあう機会を設けることにより、
青少年の健全育成を推進する。

協働団体 板橋区凧の愛好会
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動
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事業
№

主管課 教育委員会事務局 　地域教育力推進課 
係・Ｇ・施設 あいキッズ係 

187

事業名 板橋区版放課後対策事業あいキッズ 

事業概要

次代を担う子どもたちの健やかな成長と多様な体験を通した豊かな人間形成を願って、
地域コミュニティの基盤である学校内で、放課後子ども教室と放課後児童健全育成事業
を一体的に運営する新しい放課後対策事業。①児童の放課後の安心・安全な居場所の実
現、②児童の放課後の活動と交流を通じた健全育成プログラムの実施、③保護者の仕事
等と子育ての両立支援、を3つの柱とし、平成27年度から区内全52小学校で実施。

協働団体 特定非営利活動法人ワーカーズコープ　ほか1団体
協働形態 委託
活動分野 子どもの健全育成を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　中央図書館 
係・Ｇ・施設 いたばしボローニャ子ども絵本館 

189

事業名 公文書館等施設管理業務委託 

事業概要

公文書館等（公文書館・いたばしボローニャ子ども絵本館・いたばし総合ボランティア
センター）の受付等管理業務の委託

協働団体 特定非営利活動法人ボランティア・市民活動学習推進センターいたばし
協働形態 委託
活動分野 社会教育の推進を図る活動

事業
№

主管課 教育委員会事務局 　中央図書館 
係・Ｇ・施設 いたばしボローニャ子ども絵本館 

188

事業名 いたばしボローニャ子ども絵本館管理業務委託 

事業概要

いたばしボローニャ子ども絵本館の受付等管理業務の委託

協働団体 特定非営利活動法人センスオブアース・市民による自然共生パンゲア
協働形態 委託
活動分野 社会教育の推進を図る活動
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