
№ 事業（業務）名 協働の形態 所管部署

1 議会だより「声のたより」の読み上げ 共催 議会事務局

2 行政評価委員会の運営 政策提言･意見聴取 企画政策課

3 姉妹都市委員会の運営 後援 企画政策課

4 横田基地との交流事業 後援 企画政策課

5 国際化推進計画の進捗管理等 政策提言･意見聴取 企画政策課

6 ポールズ・スカーレットの管理 共催 企画政策課

7 広報みずほ「声のたより」の読み上げ 共催 デジタル推進課

8 「暮らしの便利帳」の作成・配布 委託 デジタル推進課

9 瑞穂町における明るい選挙推進活動 共催 総務課

10 実施機関からの諮問に応じた審議 政策提言･意見聴取 総務課

11 民間企業等派遣研修 情報提供･情報交換 総務課

12

13

14 国民健康保険事業 政策提言･意見聴取 住民課

15 飼い主のいない猫対策事業 後援 環境課

16 環境基本計画の策定や進捗管理等 政策提言･意見聴取 環境課

17 全町一斉清掃 共催 環境課

18 ごみ収集とごみ減量対策事業 政策提言･意見聴取 環境課

19 みずほエコパークの管理運営 政策提言･意見聴取 環境課

20 資源物回収団体奨励金事業 後援 環境課

21 瑞穂・横田友好バスケットボールフェスティバル 後援 協働推進課

22 元狭山地区サロン活動 情報提供･情報交換 協働推進課

23 長岡地区樹林地整備活動 後援 協働推進課

24 協働のまちづくり推進委員会における意見交換及び協働の推進に係る各種施策の検討等 政策提言･意見聴取 協働推進課

25 身の上相談 共催 協働推進課

26 行政相談 共催 協働推進課

27 アンネのバラ管理 共催 協働推進課

28 男女共同参画社会推進行動計画の進捗管理等 政策提言･意見聴取 協働推進課

29 平和の語り部事業 情報提供･情報交換 協働推進課

30 地域のコミュニティに関する活動 情報提供･情報交換 協働推進課

31 町内広報物掲示委託 委託 協働推進課

32 会館受付等業務委託 委託 協働推進課

33 会館清掃委託 委託 協働推進課

34 遊歩道整備委託 委託 協働推進課

35 町立会館に係る公共的団体等の使用料減免 後援 協働推進課

36 武蔵野コミュニティセンターに関する活動 政策提言･意見聴取 協働推進課

37 元狭山コミュニティセンターに関する活動 政策提言･意見聴取 協働推進課

38 瑞穂町農業委員会活動「不耕作地解消事業」小麦まき 共催 産業経済課

39 「不耕作地解消事業」花畑づくり 共催 産業経済課

40 シクラメンPR活動 共催 産業経済課

41 産業まつり 実行委員会 産業経済課

42 産業会館の管理運営 指定管理委託 産業経済課

43 残堀川ふれあいイベント 共催 産業経済課

44 箱根ケ崎駅自転車等駐車場及び駅東西自由通路の管理運営 指定管理委託 安全・安心課

45 消防・防災に関する活動 共催 安全・安心課

46 自主防災組織の強化・育成及び防災訓練の実施 共催 安全・安心課

市民活動団体等との協働事業実施状況調査結果

実施機関からの諮問に応じた審議 政策提言･意見聴取 総務課

令和4年4月1日時点



№ 事業（業務）名 協働の形態 所管部署

市民活動団体等との協働事業実施状況調査結果
令和4年4月1日時点

47 交通安全に関する活動 共催 安全・安心課

48 特殊詐欺被害防止自動通話録音機設置等委託 委託 安全・安心課

49 武蔵野防災会館清掃委託 委託 安全・安心課

50 元狭山広域防災広場管理業務委託 委託 安全・安心課

51 石畑防災広場管理業務委託 委託 安全・安心課

52 ＬＰガス発電機保守管理委託 委託 安全・安心課

53 地域保健福祉計画に関する意見聴取 政策提言･意見聴取 福祉課

54 社会を明るくする運動の開催 実行委員会 福祉課

55 住民からの福祉関連相談事業 情報提供･情報交換 福祉課

56 おひさまキッチン 共催 福祉課

57 福祉作業所さくらの管理運営 指定管理委託 福祉課

58 心身障害者（児）福祉センターあゆみの管理運営 指定管理委託 福祉課

59 精神障害者地域活動支援センターひまわりの管理運営 指定管理委託 福祉課

60 精神障害者共同作業所ころぼっくるの管理運営 指定管理委託 福祉課

61 福祉運動会(ふれあい運動会) 委託 福祉課

62 第２期瑞穂町子ども・子育て支援事業計画の策定 政策提言･意見聴取 子育て応援課

63 瑞穂町立石畑保育園の管理運営 指定管理委託 子育て応援課

64 瑞穂町立むさしの保育園の管理運営 指定管理委託 子育て応援課

65 高齢者福祉センター寿楽の管理運営 指定管理委託 高齢者福祉課

66 シルバーワークプラザの管理運営 指定管理委託 高齢者福祉課

67 老人クラブ及び老人クラブ連合会への事業費補助 後援 高齢者福祉課

68 シルバー人材センターへの運営費補助 後援 高齢者福祉課

69 地域交流拠点事業 委託 高齢者福祉課

70 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関する意見聴取等 政策提言･意見聴取 高齢者福祉課

71 地域包括支援センターの運営に関する意見聴取等 政策提言･意見聴取 高齢者福祉課

72 日常生活支援・介護予防事業、生活支援体制整備事業に関する意見聴取等 政策提言･意見聴取 高齢者福祉課

73

～

77

78 家族介護者の負担軽減事業 後援 高齢者福祉課

79 居場所づくり事業 後援 高齢者福祉課

80

～

84

85 健康づくりに関する講習会、ウオーキング事業の実施 共催 健康課

86 瑞穂町殿ヶ谷土地区画整理事業 後援 都市計画課

87 瑞穂町栗原土地区画整理事業準備支援 後援 都市計画課

88

～

97

98

～

102

103

～

119

120 教育懇談会 情報提供･情報交換 学校教育課

河川浚渫清掃委託 委託 建設課

公園・緑地清掃業務 委託 建設課

通いの場 後援 高齢者福祉課

残堀川清掃委託 委託 建設課

認知症カフェ 後援 高齢者福祉課
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121 学習サポート事業 共催 教育指導課

122 中学校部活動への支援 共催 教育指導課

123 ふるさと学習「みずほ学」 共催 教育指導課

124 特別支援教育事業 共催 教育指導課

125 地域学校協働本部事業 共催 教育指導課

126 瑞穂町総合文化祭 実行委員会 社会教育課

127 放課後子ども教室 実行委員会 社会教育課

128 吹奏楽塾 共催 社会教育課

129 各種講演会・講習会等の実施 共催 社会教育課

130 文化活動の支援 後援 社会教育課

131 学習活動の支援 後援 社会教育課

132 ぴあのくらぶみずほ 委託 社会教育課

133 瑞穂町成人式 実行委員会 社会教育課

134 ジュニアリーダー養成講座 共催 社会教育課

135 こどもフェスティバル 実行委員会 社会教育課

136 子ども会の健全運営 情報提供･情報交換 社会教育課

137 社会教育事業全般 政策提言･意見聴取 社会教育課

138

139

140 青少年健全育成 共催 社会教育課

141 駅伝競走大会の事業運営 委託 社会教育課

142 総合体育大会の事業運営 委託 社会教育課

143 中央体育館の管理運営 委託 社会教育課

144 社会体育事業全般 共催 社会教育課

145 駅伝競走大会 実行委員会 社会教育課

146

147

148 耕心館の管理・運営 指定管理委託 図書館

149 郷土資料館の管理・運営 指定管理委託 図書館

150 温故知新の会　囲炉裏端で語る昔話 委託 図書館

151 機織り・染色体験 委託 図書館

152 東京都指定文化財の管理 委託 図書館

153

～

167

168

169

170

～

173

174 瑞穂町登録文化財の管理 委託 図書館

175

～

180

おはなしの会 共催 図書館

青少年健全育成 情報提供･情報交換 社会教育課

瑞穂町指定文化財の管理 委託 図書館

瑞穂町指定文化財の伝承 委託 図書館

瑞穂町指定文化財の管理 委託 図書館

瑞穂町登録文化財の伝承 委託 図書館


