
調査票（実績）

平成２７年３月３１日現在

ＮＯ． 年度 市町村名 課所名  調査項目 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
件数・回数・
参加者数等

新規／継続

1 26 吉川市 いきいき推進課
⑨指定管
理者制度

老人福祉センター指定管理
者事業

老人福祉センターを平成１８年度から、指定管理者制度として、地域に密
着した吉川市連合長寿会に委託している。

１契約 継続

2 26 吉川市 環境課 ①共催 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）。
[共催の相手]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)は市が負担。印刷代は団体負担。

6月に実施済。３日間延
べ655名参加。

継続

3 26 吉川市 環境課 ①共催 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。学校との調整、配布物(冊子等)作
成は市が行う。
[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。

2月実施。125名参加。 継続

4 26 吉川市 環境課 ⑦委託 環境保全事業業務委託

[事業内容]環境保全事業（学習発表会･講演会、家庭版環境ISO推進事
業、環境学習教室事業、マイバッグ推進事業、喫煙マナーアップ推進事
業･緑化推進事業）を委託し、広く市民に環境啓発を行う。
[委託先]環境ネットワークよしかわ
[委託先の選定方法･契約方法]市内の環境NPO団体のネットワーク組織
である、環境ネットワークよしかわと随意契約

環境学習教室：20回実
施（参加者延べ1409人）
/マイバック・喫煙キャン
ペーン：各２回、6，7月と
9，10月に実施/緑化推
進事業：公共施設9か所
実施/家庭版環境ISO推
進事業：7月～9月、12
月～2月の計2回実施。
20042名参加

継続

5 26 吉川市 環境課 ⑦委託 野良猫対策業務委託

[事業内容]飼い主のいない猫の自然繁殖、鳴き声や悪臭など近隣・他者
への迷惑行為を防止し、野良猫が地域の一員として共生できる環境を整
えることを目的に野良猫の捕獲・保護や不妊・去勢手術などに取り組む。
[委託先]NPOワンニャンボランティア元気なしっぽ吉川支部
[委託先の選定方法･契約方法]「吉川市協働事業提案制度」の要領に基
づき、市がNPOからの提案を受け、採択した。契約方法は随意契約。

野良猫オス26匹、メス14
匹の捕獲、避妊去勢手
術等を実施。

新規

6 26 吉川市 建築課
③事業協

力
違反簡易広告物
除却推進員制度

[事業内容]違反簡易広告物の除却作業
[事業の相手]市民ボランティア団体　[選定方法]認定
[役割分担]各地域ごと
[経費負担]作業工具の貸し出しを行った

２０回 継続

協働事業等調査票（２６年度実績）



調査票（実績）

ＮＯ． 年度 市町村名 課所名  調査項目 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
件数・回数・
参加者数等

新規／継続

7 26 吉川市 子育て支援課 ⑦委託
美南子育て支援センター及
び栄町子育て支援センター
の運営業務

[事業内容]児童福祉法に定められた子育て支援事業の一つで、子育て
親子の交流の場の提供、子育ての相談、地域の子育て関連情報の提供
などを目的とし、子育て支援センターの運営を行う。
[委託先]NPO法人よしかわ子育てネットワーク
[選定方法]随意契約（本市における実績等を考慮）

新規

8 26 吉川市 子育て支援課 ⑦委託
子育て応援専用サイト構築
事業

[事業内容]子育てに必要な情報への容易なアクセスを推進するため、子
育て行政サービスや地域の子育てイベント等の情報を分かりやすく紹介
する専用サイト「よしよしねっと」を子育て支援団体への委託により管理運
営する。
[委託先]NPO法人よしかわ子育てネットワーク
[選定方法]随意契約（本市における実績等を考慮）

新規

9 26 吉川市 子育て支援課 ⑦委託 吉川緊急サポート事業

[事業内容]小学生までの病気、急な出張、保育施設での急な呼び出しが
あった場合の送迎など、緊急性を伴う預かりを会員同士の相互の助け合
いで行う。
[委託先]NPO法人病児保育をつくる会（千葉県船橋市）
[選定方法]随意契約（本市における実績等を考慮）

新規

10 26 吉川市 市民安全課
③事業協

力
保第二公園防犯活動ス
テーション運営事業

[事業内容]吉川駅北口周辺の監視及び子どもの見守り活動、防犯パト
ロール等
[事業の相手]保第二公園防犯活動ステーション運営委員会。シルバー人
材センター
[役割分担]運営委員会会員団体とシルバー人材センターが実施
[経費負担等]市で全額負担

■H26年度の活動実績
昼間（15:00～18:00）は
303日、夜間（18:00～
21:00）は326日活動。

継続

11 26 吉川市 市民参加推進課 ⑦委託
平成２６年度吉川市青少年
親善訪問団派遣事業

【事業内容】
青少年親善訪問団派遣事業に関する事前説明会、壮行会及び報告会の
開催並びに派遣期間中の参加者の引率と報告書の作成、また、この事業
を実施する上で必要となる事務処理及び関係機関との協議及び調整に
係ること。
【選定方法】
１社随意契約(次の理由により)
・レイクオスエゴ市への青少年親善訪問団派遣事業については、平成７
年度から平成１８年度までは、吉川市国際友好協会(非営利団体)が主
催、吉川市と吉川市教育委員会が共催という形態で実施していた事業で
あり、当協会については、この事業に対する実績があり、また市の施策とし
て、当協会を支援することが位置付けされている。

１回・８名 継続

12 26 吉川市 市民参加推進課 ⑦委託 日本語教室

【事業内容】
日本語が不自由な外国人に対し、ボランティアスタッフがマンツーマンで
日本語を教える。（市内外国人対象、毎週火曜日2回実施）
【事業の相手】
吉川市国際友好協会
【役割分担】
ＮＰＯ　事業運営
市　　　会場の提供、職員の派遣、ボランティア養成講座の実施等

午前の部：５０日間・
延べ２３５名
午後の部：５０日間・
延べ３７９名

継続



調査票（実績）

ＮＯ． 年度 市町村名 課所名  調査項目 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
件数・回数・
参加者数等

新規／継続

13 26 吉川市 市民参加推進課
⑥実行委
員会等

吉川市民まつり助成事業

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

7 継続

14 26 吉川市 市民参加推進課 ①共催
女性のための実践
パソコン講座

[事業内容]自立支援を必要とする女性に対し、就労に繋がるパソコン講
座　　　[共催の相手]ＮＰＯネットよしかわ
[役割分担]NPO：講座運営　市：広報、申込受付等の協力

回数：18回×2クラス、参
加人数:13名

継続

15 26 吉川市 市民参加推進課 ⑦委託
男女共同参画推進
市民企画事業委託

[事業内容]市民が企画した男女共同参画社会の実現を図るための事業
に対し事業委託をする
[事業の相手]NPOよしかわ子育てネットワーク、吉川市国際友好協会
[役割分担]市民が企画した事業を支援する
[経費分担]８０，０００円を限度に事業委託をする

件数:2団体、
回数：3、

参加者：119名
継続

16 26 吉川市 社会福祉課
⑥実行委
員会等

よしかわふれあい
スポーツ大会

障がい者スポーツの振興や交流を目的として市内小学校で開催。障がい
福祉事業所や特別支援学校ＰＴＡなどによる実行委員会が主催し、市が
共催となっている。

雨天中止 継続

17 26 吉川市 生涯学習課
③事業協

力
英語おはなし会

[事業内容]市立図書館のおはなし室において、定期的に英語絵本の読
み聞かせや手遊び、わらべ歌などを行う英語おはなし会を開催する。
[協力の相手]吉川市民図書館のわ、
[役割分担]指定管理者は会場提供、PR、相手方は事業運営を担う。

12回、327人 継続

18 26 吉川市 生涯学習課
③事業協

力
赤ちゃんおはなし会

[事業内容]市立図書館のおはなし室において、定期的に絵本の読み聞
かせや手遊び、わらべ歌などを行う赤ちゃんお話会を開催する。
[協力の相手]赤ちゃんおはなし会ボランティア
[役割分担]指定管理者は会場提供、PR、事業運営、相手方は事業運営
を行う。

１2回、278人 継続

19 26 吉川市 生涯学習課
③事業協

力
布絵本製作

[事業内容]布絵本を制作し、図書館資料として提供する。
[協力の相手]布絵本サークル"かくれんぼ"
[役割分担]指定管理者は材料費・制作場所の提供、相手方は制作を担
う。

19回 継続

20 26 吉川市 生涯学習課
③事業協

力
朗読サービス

[事業内容]市広報・議会だより等の朗読テープを作成し、図書館の資料と
して提供する。
[協力の相手]朗読サークル"きんもくせい″
[役割分担]指定管理者は朗読室の提供、相手方はテープの作成を担う。

28回 継続



調査票（実績）

ＮＯ． 年度 市町村名 課所名  調査項目 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
件数・回数・
参加者数等

新規／継続

21 26 吉川市 生涯学習課
③事業協

力
朗読会
「声でたのしむものがたり」

[事業内容]朗読サークルきんもくせいによる30周年記念朗読会を協働開
催。「ソメコとオニ」「オートバイ」など6作品を朗読する。
[協力の相手]朗読サークル"きんもくせい″、社会福祉協議会
[役割分担]指定管理者は会場の手配・チラシ/ポスター/プログラム作成・
広報・事業協力、相手方はチラシ/ポスター/プログラム確認・広報・事業
運営、社会福祉協議会は印刷・広報を担う。

１回、１４０人 新規

22 26 吉川市 生涯学習課 ①共催 子どもの体験活動事業

[事業内容]子どもたちに体験事業を提供し、奉仕活動・体験活動等を推
進する。
[協力の相手]子どもの体験活動実行委員会
[役割分担]子どもの体験活動推進事業交付金
１実行委員会当り　２８，５００円、１０事業まで1事業当り２，８５０円
※１０事業を超えた分については、１，９００円

５０事業
１４０講座

継続

23 26 吉川市 生涯学習課 ①共催
夏休みお楽しみ
ワクワク教室

[事業内容]子どもたちに夏休みに体験事業を提供し、環境の大切さを学
ぶ。
[協力の相手]環境ネットワークよしかわ・吉川市社会福祉協議会
[役割分担]周知

１回、２７５名（児童：１６７
名、保護者：９３名、講
師・スタッフ：１５名）

継続

24 26 吉川市 生涯学習課
⑨指定管
理者制度

市民交流センターおあしす
指定管理者事業

[事業内容]市民交流センターおあしす、市立図書館、視聴覚ライブラリー
の施設管理事業
[協力の相手]ＯＩＴグループ
[役割分担]施設管理、施設運用

おあしす（利用件数：
8,459、利用者数：
133,974、利用時間数：
26,233.5）
市立図書館及び視聴覚
ライブラリー（利用冊数：
506,803、利用者数：
127,359、入館者数：
237,100）

継続

25 26 吉川市 政策室
③事業協

力
朗読サービス

［事業内容］市広報よしかわの朗読テープを作成し、該当する方へ提供す
る。
［協力の相手］朗読サークル〝きんもくせい〟
［役割分担］市は朗読録音用テープの提供、相手方はテープの作成を担
う。

12回 継続

26 26 吉川市 選挙管理委員会
③事業協

力
選挙公報音声版作成

〔事業内容〕視覚に障がいを持つ有権者の選挙権行使に便宜を図るた
め、選挙公報の音訳版を発行するもの
〔事業対象〕朗読サークルきんもくせい
〔役割分担〕市が読み順入りの選挙公報原稿を提供し、同サークルが配
布用テープ等を作成する
〔経費負担〕カセットテープ等は市が提供している。

2回
H26.12月
H27.2月

継続

27 26 吉川市 中央公民館 ①共催
幼児家庭教育学級（赤ちゃ
んサロン「ゼロママ集ま
れ！」）

[事業内容]３ヵ月から１才未満までの第1子乳児とその母親を対象に、わら
べ歌や読み聞かせ、母親同士のグループトークの他、救急救命講習や離
乳食教室等を実施。
[事業の相手]子育て広場プーさん
[役割分担]企画・運営は主催者が行う。周知ﾎﾟｽﾀｰ・チラシの掲示依頼は
市。
[経費分担]会場使用料(免除)、印刷代、講習会の報償費（2万5千円）は
市が負担。

１０回 継続



調査票（実績）

ＮＯ． 年度 市町村名 課所名  調査項目 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
件数・回数・
参加者数等

新規／継続

28 26 吉川市 中央公民館 ①共催
幼児家庭教育学級（子育て
サロン「みんなで話・和・
輪！」）

[事業内容]未就園児とその母親を対象に、わらべ歌や読み聞かせ、リズム
体操、母親同士のグループトーク等を実施。
[事業の相手]よしかわ子育てネットワーク、子育て広場プーさん、吉川地
区更生保護女性会
[役割分担]企画・運営は主催者が行う。周知ﾎﾟｽﾀｰ・チラシの掲示依頼は
市。
[経費分担]会場使用料(免除)、印刷代は市が負担。

11回 継続

29 26 吉川市 中央公民館
③事業協

力
えほんのひろば

[事業内容]毎週土曜日に、ボランティアスタッフによる絵本の読み聞か
せ、手遊び、ゲーム等を行う。
[事業の相手]えほんのひろば
[役割分担]企画・運営は主催者が行う。周知ﾎﾟｽﾀｰ・チラシの掲示依頼は
市。
[経費分担]会場使用料(免除)、印刷代は市が負担。

４３回 継続

30 26 吉川市 道路公園課
④アダプト
制度

吉川市道路の里親制度
[事業内容]市内の主要道路の環境美化作業
[事業の相手]市民ボランティア団体　　　　　　　[選定方法]認定
[役割分担]各地区（自治会）ごとに活動区域を認定

２２件 継続

31 26 吉川市 道路公園課
④アダプト
制度

緑化推進事業

[事業内容]市内各所の緑化及び清掃活動
[協力相手]緑化推進団体（吉川市川藤緑化会ほか1団体）
[経費負担]吉川市緑化推進事業補助金交付要綱に基づき、活動経費の
一部を補てん

２件 継続


