
平成２５年度 和光市 協働事業に関する調査結果

＊ この調査は、和光市協働指針に基づいた、市内協働事例を取りまとめる目的で、平成２５年度協働推進ワーキン

グチームの研修の一環として行なった。

＊ 「和光市協働指針（平成２５年１月改定）」で定義された「協働の形態」による分類を行った。

■調査期間

平成２５年１２月～平成２６年１月

■分類方法

・市の基準：「和光市協働指針（平成２５年１月改定）」の分類基準を用いる。

・県の基準：「埼玉県 NPO・ボランティアとの協働事業調査」の分類基準を用いる。

＊市は県からの依頼を受け、平成２５年６月に調査を行い県に報告している。今回はそのデータを

引用した。（年度内での事業の見直しや分類の再検討で、県への回答内容と今回の記載内容が異な

る場合がある。）

■分類ごとの件数

■その他

協働の形態《和光市の分類》 件数

①実行委員会・共催

（市が事務局を担当）
７

②実行委員会・共催

（市が事務局を担当していない）
２

③協定 ２９

④協働運営 ０

⑤協働型委託

協働型委託 １９

２８

協働型委託の要素を含んでいる。 ９

⑥事業協力 ３３

⑦補助

市が事務局を担当している。 ５

２１

市は事務局を担当していない。 １６

⑧後援 １０８

合 計 ２２８

⑨県が定める基準では協働となるが、和光市協働指針に基づく分類では協働に

当てはまらないもの。 ５
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 平成２６年１月現在

 ③県の基準

 ①事業名  ②事業内容等 担当課  県の調査項目  協働の形態  根拠となる要綱等
 金額（委託料・

 補助金額等）
 (円)

 事業委託について
 （担当課の扱い)

1 和光市防災講演会

 【事業内容】市民の防災意識をより高める
 ため、防災関係の講演会を共催で実施。
 【協働の主体の分類】
地域活動団体
 【主体の名前】
和光市自治会連合会

危機管理室
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)
和光市防災計画 0 ―

2 市民活動見本市

 【事業内容】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を開
 催する。
 【共催の相手】市内NPO他
 【経費負担等】事業費を市が負担する。

市民活動推進課
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)
 起案による実施 0 ―

3 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
 【役割分担】市は会場手配と事業補助を
 行なう。

市民活動推進課
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)
 起案による実施 0 ―

4  緑化まつり

 【事業内容】展示（さつき・盆栽・山野草・
 パネル）。無料配布（ウッドチップ・アサガ
 オの種）。緑の募金。模擬店。フリーマー
 ケット。講座、体験教室。【協力の相手】
 緑化まつり実行委員会

環境課
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)

 和光市緑化まつり実行委
員会設置要領

893,500 ―

5 和光市地球温暖化対策

 【事業内容】和光市地球温暖化対策実行
 計画の進行状況を管理し、推進してい
 く。【協力の相手】和光市環境づくり市民
 会議、埼玉県地球温暖化防止活動推進
 員　他

環境課
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)

和光市地球温暖化対策
実行計画
和光市地球温暖化対策
委員会設置要綱

0 ―

6  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

社会福祉課
 ②NPOとの事業

共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)

 和光市チャレンジドス
 ポーツ大会実施要綱

 課の予算 ―

7
 和光市スポーツ少年団本部スポー
 ツ大会

 【事業内容】各スポーツ少年団が、徒競
 走やドッジボール等を通し交流する。
 【主体】和光市スポーツ少年団本部

 教育総務課：共催の
承認

 スポーツ青少年課：
事務局

 ②NPOとの事業
共催

 ①実行委員会・
 共催(市が事務

 局を担当)

 教育総務課：和光市教育
 委員会共催・後援承認取
扱基準
 スポーツ青少年課：起案

0 ―

8 和光市防犯講演会

 【事業内容】犯罪を未然に防止し、市民
 の防犯意識をより高めるため、防犯関係
 の講演会を共催で実施。
 【協働の主体の分類】地域活動団体
 【主体の名前】和光市地域子ども防犯
ネット
 【役割分担】市は謝礼金の負担、会場予
 約、看板作成等を行なう。

危機管理室
 ②NPOとの事業

共催

 ②実行委員会・
 共催(市は事務
 局を担当してい

ない)

和光市防犯計画
 　　150,000

 （講師謝礼）
―

9 和光市地域防災訓練

 【事業内容】防災訓練を実施し、避難訓
 練や炊き出し訓練、救助訓練等を実施
 【協働の主体の分類】
地域活動団体
 【主体の名前】
和光市自治会連合会

危機管理室
 ②NPOとの事業

共催

 ②実行委員会・
 共催(市は事務
 局を担当してい

ない)

和光市防災計画
388,500

 （会場設営業者
 への委託費）

―

10  大学との相互協力協定

 【事業内容】大学と市が、連携及び協力
 し、相互の活動の交流を図るとともに、地
 域社会の発展に寄与することを目的とし
 た協定。
 【協働の主体】公益法人等
 【主体の名前】淑徳大学（Ｈ19～）

政策課 ―  ③協定 起案 0 ―

11  大学との相互協力協定

 【事業内容】大学と市が、連携及び協力
 し、相互の活動の交流を図るとともに、地
 域社会の発展に寄与することを目的とし
 た協定。
 【協働の主体】公益法人等
 【主体の名前】目白大学（Ｈ21～）

政策課 ―  ③協定 起案 0 ―

12  大学との相互協力協定

 【事業内容】大学と市が、連携及び協力
 し、相互の活動の交流を図るとともに、地
 域社会の発展に寄与することを目的とし
 た協定。
 【協働の主体】公益法人等
 【主体の名前】十文字女子大学（Ｈ21～）

政策課 ―  ③協定 起案 0 ―

13  大学との相互協力協定

 【事業内容】大学と市が、連携及び協力
 し、相互の活動の交流を図るとともに、地
 域社会の発展に寄与することを目的とし
 た協定。
 【協働の主体】公益法人等
 【主体の名前】跡見学園女子大学（Ｈ24
～）

政策課 ―  ③協定 起案 0 ―
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 ③県の基準

 ①事業名  ②事業内容等 担当課  県の調査項目  協働の形態  根拠となる要綱等
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 ④和光市の基準

14
 災害時における給食の炊き出し応
 援に関する協定

 【事業内容】財団法人和光市学校給食協
 会と市の災害救助法に基づく「災害時に
 おける給食の炊き出し応援に関する協
 定」
 【協働の主体の分類】
公益法人等
 【主体の名前】
財団法人和光市学校給食協会

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

15
 災害時における災害復旧工事に関
 する協定

 【事業内容】和光市上下水道組合と市の
 大災害時の上下水道の応急復旧を行う
 ための協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
和光市上下水道組合

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

16
 災害時における災害復旧対策用の
 燃料供給に関する協定

 和光市石油販売業代表者と市の大規模
 災害時の応急対策に要する燃料供給に
 関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
和光市石油販売業代表者

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

17
 災害における消火活動業務に関す
 る協定

 【事業内容】和光市内生コン製造業者と
 市のコンクリートミキサー車の積載水を消
 火活動に活用するための協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 和光市内生コン製造業者

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

18
 災害時における和光市と和光郵便
 局の協力に関する覚書

 【事業内容】和光郵便局と市の災害時に
 おいて、災害対策基本法第２条第１号に
 定める被害が発生した場合の協力に関
 する覚書
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
和光郵便局

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

19
 放射線施設周辺の安全確保に関す
 る協定

 【事業内容】独立行政法人理化学研究所
 と市の地域の生活環境を保全するための
協定
 【協働の主体の分類】
 国等の機関
 【主体の名前】
司法研修所

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

20
 災害時おける災害復旧工事に関す
 る協定

 【事業内容】和光市商工会と市の災害時
 における道路・河川の応急復旧・救助活
 動・資機材の貸与などのに関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
和光市商工会

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

21
 災害時における応急生活物資の調
 達に関する協定

 【事業内容】災害時における応急生活物
 資の調達に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
和光市商工会

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

22  救助犬の出動に関する協定

 【事業内容】日本救助犬協会と市の災害
 時における人命救助活動に要する救助
 犬出動に関する協定
 【協働の主体の分類】
公益法人等
 【主体の名前】
日本救助犬協会

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

23
 災害時における災害対策に関する
協定

 【事業内容】災害時における災害対策に関する
 一時避難場所としての空地の使用・医療関係等
 の職員による救助及び応急手当の協力・医療品
 等の物資の提供に関する協定
 【協働の主体の分類】
 国等の機関
 【主体の名前】
独立行政法人理化学研究所
独立行政法人国立病院機構埼玉病院

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

24
 災害時における災害対策に関する
協定

 【事業内容】災害時における災害対策に
 関する一時避難場所としての空地の使
 用・一時収容避難場所としての施設を使
 用に関する協定
 【協働の主体の分類】国等の機関
 【主体の名前】司法研修所、県立和光特
 別支援学校、県立和光国際高等学校、
県立和光南特別支援学校

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

25
 災害時における避難所施設利用に
 関する協定書

 【事業内容】和光高校の施設・設備等の
 一部を、避難所・避難場所として利用に
 関する協定
 【協働の主体の分類】
 国等の機関
 【主体の名前】
埼玉県立和光高等学校

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

26
 災害時における相互応援に関する
協定

 【事業内容】災害対策基本法第６７条の規定に基
 づく「災害時における相互応援に関する協定」
 【協働の主体の分類】
市
 【主体の名前】
 長野県佐久市、新潟県十日町市、栃木県那須
 烏山市、埼玉県内全市町村、東京都練馬区、東
 京都板橋区、埼玉県戸田市、埼玉県東松山市

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―
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27 消防相互応援協定

 【事業内容】火災等の災害発生の際、相
 互の消防力を活用した災害被害を最小
 限度に防止する応援協定
 【協働の主体の分類】
市
 【主体の名前】
 朝霞市・新座市・志木市

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

28
 災害時における災害対策に関する
協定

 【事業内容】災害時における災害対策に
 関する敷地内にある井戸の災害用として
 の使用及び一時避難所としての空地使
 用に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 本田技研工業株式会社和光ビル

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

29
 災害時における救援物資の提供に
 関する協定

 【事業内容】災害時における被災者救援
 による飲用水の供給及びメッセージボー
 ド使用に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 コカ・コーライーストジャパン株式会社

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

30
 災害時における和光農業協同組合
 の協力に関する協定

 【事業内容】災害時における和光農業協
 同組合の協力に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 ＪＡあさか野

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

31
 災害時における災害情報の放送等
 に関する協定

 【事業内容】災害時に市民へ情報を迅速
 かつ正確に伝えるためケーブルテレビを
 用いて放送を行うことに関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 株式会社ジェイコム東京

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

32
 災害時における電気設備等の復旧
 に関する協定

 【事業内容】防災活動の拠点や住民の避
 難場所における公共施設における電気
 設備等の復旧や事故防止に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
埼玉県電気工事工業組合

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

33
 災害時における電力復旧に関する
覚書

 【事業内容】災害時における電力復旧に
 関する覚書
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
東京電力株式会社志木支社

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

34  災害時緊急放送に関する協定

 【事業内容】大規模地震などの非常災害
 時に備え、速やかに、また広範囲に防災
 情報を市民に提供することに関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 すまいるエフエム株式会社

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

35
 公共情報通信基盤を利用した情報
 提供及び活用に関する協定

 【事業内容】公共情報通信基盤を利用し
 た情報提供及び活用に関する協定
 【協働の主体の分類】
 国等の機関
 【主体の名前】
荒川上流河川事務所

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

36
 緊急時における輸送業務に関する
協定

 【事業内容】大規模地震などの災害時に
 備え、速やかに、また広範囲に対する応
 急対策活動及び市町村等相互へ応援措
 置を実施することに関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 （社）埼玉県トラック協会朝霞支部

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

37
 災害時における情報交換及び支援
 に関する協定

 【事業内容】国土交通省関東整備局との
 災害時における情報交換及び支援に関
 する協定
 【協働の主体の分類】
 国等の機関
 【主体の名前】
国土交通省関東整備局

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―

38
 災害時における応急生活物資供給
 等の協力に関する協定

 【事業内容】生活協同組合さいたまコープ
 との災害時における応急生活物資供給
 等の協力に関する協定
 【協働の主体の分類】
企業等
 【主体の名前】
 生活協同組合さいたまコープ

危機管理室 ―  ③協定 和光市防災計画 0 ―
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39  新倉ふるさと民家園管理運営

 【事業内容】新倉ふるさと民家園の管理
 及び事業の企画・運営
 【委託先】和光市古民家愛好会
 【選定方法】随意契約
 【役割分担】市：施設全体の管理　委託
 先：施設の維持管理と事業の企画・運営
 【経費負担等】市が委託料を支出

生涯学習課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託  起案による契約  5,247,575円  ①協働型委託

40  つどいの広場事業

 【事業内容】子育て中の親が気軽に集うこ
 とのできる場所を提供し、親子間の交流、
 子育ての悩み、相談、情報提供を行う
 【事業の相手】ＮＰＯ法人わこう子育て
ネットワーク
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

 こども福祉課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託  起案により契約 6,150,200  ①協働型委託

41
 和光市白子コミュニティセンター展
示室運営等

 【内容】和光市の文化資源を展示してい
 る白子コミセン展示室の協働運営等
 【対象】和光・文化を育む会
 【選定方法】随意契約
 【役割分担、経費負担等】協定書のとおり

人権文化課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市白子コミュニティセ
 ンター展示室の運営等に
 関する協定書

150,000  ①協働型委託

42
 本町地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】本町地域センターの利用受
 付・清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】本町地域センター管理協
力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市本町地域センター
管理協力業務委託契約
書

2,890,260  ①協働型委託

43
 白子宿地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】白子宿地域センターの利用
 受付・清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】白子宿地域センター管理
協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市白子宿地域セン
 ター管理協力業務委託
契約書

1,811,430  ①協働型委託

44
 新倉北地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】新倉北地域センターの利用
 受付・清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】新倉北地域センター管理
協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市新倉北地域セン
 ター管理協力業務委託
契約書

3,029,400  ①協働型委託

45
 南地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】南地域センターの利用受付・
 清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】南地域センター管理協力
委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市南地域センター管
理協力業務委託契約書

2,895,980  ①協働型委託

46
 向山地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】向山地域センターの利用受
 付・清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】向山地域センター管理協
力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市向山地域センター
管理協力業務委託契約
書

2,722,760  ①協働型委託

47
 城山地域センター
管理協力業務委託

 【事業内容】城山地域センターの利用受
 付・清掃等の管理業務に協力する。
 【事業の相手】城山地域センター管理協
力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市城山地域センター
管理協力業務委託契約
書

1,609,840  ①協働型委託

48
 白子コミュニティセンター
管理協力業務委託

 【事業内容】白子コミュニティセンターの
 利用受付・清掃等の管理業務に協力す
 る。
 【事業の相手】白子コミュニティセンター
管理協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市白子コミュニティセ
 ンター管理協力業務委託
契約書

4,366,480  ①協働型委託

49
 新倉コミュニティセンター
管理協力業務委託

 【事業内容】新倉コミュニティセンターの
 利用受付・清掃等の管理業務に協力す
 る。
 【事業の相手】新倉コミュニティセンター
管理協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市新倉コミュニティセ
 ンター管理協力業務委託
契約書

4,376,480  ①協働型委託

50
 吹上コミュニティセンター
管理協力業務委託

 【事業内容】吹上コミュニティセンターの
 利用受付・清掃等の管理業務に協力す
 る。
 【事業の相手】吹上コミュニティセンター
管理協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市吹上コミュニティセ
 ンター管理協力業務委託
契約書

4,406,480  ①協働型委託

51
 牛房コミュニティセンター
管理協力業務委託

 【事業内容】牛房コミュニティセンターの
 利用受付・清掃等の管理業務に協力す
 る。
 【事業の相手】牛房コミュニティセンター
管理協力委員会
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市牛房コミュニティセ
 ンター管理協力業務委託
契約書

4,361,480  ①協働型委託
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52  上谷津ふれあいの森保全事業

 【事業内容】上谷津ふれあいの森の維持
 管理、利活用
 【事業の相手】上谷津ふれあいの森を守
 る会（市民活動団体）
 【契約方法】随意契約

 ＊平成２３年度協働提案事業

都市整備課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

和光市市民緑地事業実
施要綱

450,000  ①協働型委託

53  午王山ふれあいの森保全事業

 【事業内容】午王山ふれあいの森の維持
 管理、利活用
 【事業の相手】新倉午王山の会（市民活
 動団体）
 【契約方法】随意契約

 ＊平成２３年度協働提案事業

都市整備課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

和光市市民緑地事業実
施要綱

630,000  ①協働型委託

54  新倉ふれあいの森保全事業

 【事業内容】新倉ふれあいの森の維持管
 理、利活用
 【事業の相手】ＮＰＯ法人和光・緑と湧き
 水の会（市民活動団体）
 【契約方法】随意契約

 ＊平成２３年度協働提案事業

都市整備課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

和光市市民緑地事業実
施要綱

360,000  ①協働型委託

55
 農業体験センター及び市民農園管
理運営委託業務

 【事業内容】農業体験センター及び市民
農園管理運営
 【主体の名前】和光生ごみ市民会議

 ＊平成２４年度協働提案事業

産業支援課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市農業体験センター
運営要綱

2,644,720  ①協働型委託

56  和光市ホームスタート事業

 【事業内容】
 育児不安を抱えた就学前の乳幼児を養育する
 家庭に、研修を受けた地域のボランティアが家
 庭訪問し、傾聴や協働などによる支援を行う。
 【事業の相手】ＮＰＯ法人わこう子育てネットワー
ク
 【選定方法】協働提案事業
 【経費負担等】市からの委託料
 ＊平成２５年度協働提案事業

 こども福祉課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 和光市ホームスタート事
業費実施要綱

1,000,000  ①協働型委託

57  吹き矢で介護予防事業

 【事業内容】高齢者等が「吹き矢」の活用
 により腹筋等を鍛え、身体機能の維持・
 増進を図る。また、口腔・栄養講座を実施
 し、口腔ケアと食事の大切さを学ぶ。
 【事業の相手】NPO法人ぽけっとステー
ション
 【選定方法】随意契約（協働事業提案）
 ＊平成２５年度協働提案事業

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

和光市協働事業提案制
度実施要綱

372,750  ①協働型委託

58
地域支援事業
 「喫茶サロン
 食の自立支援」

 【事業内容】地域に住む皆さんとお茶を
 飲みながら、健康チェック、食生活相談、
 食事診断等を行う。
 【事業の対象者】介護保険被保険者のう
 ち1次予防事業対象者、2次予防事業対
 象者。
 【委託先】特定非営利活動法人ぽけっと
ステーション
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市介護保険条例及
 び施行細則

2,003,400
 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

59
地域支援事業
 「エンジョイクッキング」

 【事業内容】健康寿命を延ばす食事作り
 （減量編）、男の料理教室
 【事業の対象者】介護保険被保険者のう
 ち1次予防事業対象者、2次予防事業対
 象者。
 【委託先】特定非営利活動法人ぽけっと
ステーション
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市介護保険条例及
 び施行細則

 422,625円
 52,500円

 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

60
地域支援事業
 「うぇるかむ事業」

 【事業内容】身近な場所で地域の皆さん
 と交流していただく。また、体操や創作活
 動などを行い、元気を維持していただく。
 【事業の対象者】介護保険被保険者のう
 ち1次予防事業対象者、2次予防事業対
 象者。
 【委託先】特定非営利活動法人ワーカー
ズコープ
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市介護保険条例及
 び施行細則

 5,718,596円
 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

61
地域支援事業
 「食の自立支援栄養マネジメント」

 【事業内容】食事の自立のために、管理栄養士によ
 る栄養指導計画書の作成・栄養指導及び調理支
 援。
 【事業の対象者】介護保険被保険者の要介護認定･
 要支援認定を受けたもの。2次予防事業対象者で市
 長が認めた者。
 【委託先】特定非営利活動法人ぽけっとステーショ
 ン、　「和光市高齢者栄養改善ｻｰﾋﾞｽ費助成要綱」
 第5条の規定に基づいた、指定事業者
 【経費負担】市からの委託料

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市高齢者栄養改善
 ｻｰﾋﾞｽ費助成要綱

 １件8,500円
 （予算

 2,856,000円)

 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

62  要介護・要支援認定の訪問調査

 【事業内容】要介護・要支援認定申請を
 行ったものに対し、訪問調査を行う。
 【事業の対象者】介護保険1号被保険者・
 40-64歳で特定疾病に該当する2号被保
険者
 【委託先】特定非営利活動法人ぽけっと
ステーション
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 介護保険法、和光市介護
 保険条例及び施行細則

 1件4,000円
 （予算

 2,000,000円)

 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

63
地域支援事業
 「すまいるサロン」

 【事業内容】身近な場所で地域の皆さん
 と交流していただく。また、体操や創作活
 動などを行い、元気を維持していただく。
 【事業の対象者】介護保険被保険者のう
 ち1次予防事業対象者
 【委託先】特定非営利活動法人みんなで
元気
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市介護保険条例及
 び施行細則

 606,480円
 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

64
地域支援事業
 「かむかむごっくん」

 【事業内容】口腔(嚥下機能)と栄養につ
 いて、歯科衛生士・管理栄養士による講
座
 【事業の対象者】介護保険被保険者のう
 ち1号被保険者。
 【委託先】特定非営利活動法人ぽけっと
ステーション
 【契約方法】随意契約

 長寿あんしん課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託

 地域支援事業実施要綱、
和光市介護保険条例及
 び施行細則

 100,000円
 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業
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65  花と緑のアドバイザー養成塾（初級）

 【事業内容】花と緑のアドバイザー養成塾
 初級講座の開催
 【事業の相手】ＮＰＯ法人日本コミュニティ
 ガーデニング協会（市民活動団体）
 【契約方法】随意契約

都市整備課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託 起案 400,000

 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

66 和光樹林公園花壇管理業務委託

 【事業内容】和光樹林公園の花壇管理
 【事業の相手】ＮＰＯ法人日本コミュニティ
 ガーデニング協会（市民活動団体）
 【契約方法】随意契約

都市整備課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑤協働型委託 起案 420,000

 ②協働型委託の要素
 を含んでいる事業

67 市長と国の研修機関等との意見交換会

 【事業内容】市内の国の研修機関等との相乗的
 な市政の発展を目的に、意見交換会を開催。
 【協働の主体】国等の機関、企業等
 【主体の名前】  司法研修所　  税務大学校和
 光校舎  国立保健医療科学院  独立行政法
 人理化学研究所  裁判所職員総合研修所
 独立行政法人国立病院機構埼玉病院  本田
 技研工業株式会社和光市本社ビル  陸上自衛
隊朝霞駐屯地

政策課 ―  ⑥事業協力 起案 0 ―

68  声の広報吹込み

 【事業内容】毎月発行される市広報紙の
 朗読、カセットテープ・ＣＤへの吹込み、
 視覚障害者に配布するためのダビング作
 業など。
 【協力団体】和光朗読の会

秘書広報課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案 144,000 ―

69
 和光市地域子ども防犯ネット
 市内一斉パトロール

 【事業内容】市内全学校区において、年2
 回（3月中旬・7月中旬）実施する一斉パト
 ロールや総会等への参加
 【主体の名前】
 和光市地域子ども防犯ネット

危機管理室
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 和光市防犯計画 0 ―

70
 平成２５年度東日本大震災復興支
援事業

 【事業内容】東日本大震災復興支援事業として、
 ボランティアがつなぐ輪をテーマに、震災を忘れ
 ないために和光市でできることを、絆・人・災害等
 の視点から考える機会にするこを目的に実施す
 る講演会、防災に関する啓発、物販等事業。市
 はスタッフの派遣を行なう。
 【協働の主体の分類】公益法人等
 【主体の名前】社会福祉法人和光市社会福祉協
議会

危機管理室 ―  ⑥事業協力 なし 0 ―

71  和光市防犯パトロール用品貸与事業

 【事業内容】市内の自主防犯団体及び和
 光市わんわんパトロール隊が自主防犯パ
 トロールを実施する際使用する防犯パト
 ロール用品を貸与している。
 【協力の相手】自主防犯団体、和光市わ
 んわんパトロール隊

危機管理室 ―  ⑥事業協力

 和光市防犯パトロール用
品貸与基準
 和光市わんわんパトロー
 ル用品貸与基準

121,170 ―

72  農業体験センター花壇管理
 【事業内容】
 　農業体験センター花壇管理
 【主体の名前】　フラワーメイト

産業支援課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案による依頼 80,000 ―

73 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。
 【主体の名前】
 　①坂下土地改良区環境保全組合
 　②新生蔬菜生産組合

産業支援課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案による依頼

 ①170,000(謝礼)
 ②250,000(謝礼)

 その他：
 262,500(花の種

 代)

―

74
 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
 【主体の名前】坂下土地改良区環境保全
組合

産業支援課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案による依頼 500,000 ―

75  環境基本計画の推進

 【事業内容】和光市環境基本計画実行計
 画に対する各課の進行状況を検証し、基
 本計画を推進していく
 【協力の相手】和光市環境づくり市民会
議
 【経費分担】市負担

環境課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 和光市環境基本計画 0 ―

76 フリーマーケット

 【事業内容】年2回実施
 【協力の相手】和光市リサイクル市民の会
 【役割分担】年２回実施。市が出店者受
 付に関する事務補助や荷物の搬送を行
 い、リサイクル市民の会は当日の運営を
 行う。

 資源リサイクル課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 なし 0 ―

77  廃食油石けん作り

 【事業内容】廃食油を使った石けん作り
 【協力の相手】和光市リサイクル市民の会
 【役割分担】市は石けん作りをする機材・
 場所を提供。石けん作りに必要な材料の
 購入及び石けん作りはリサイクル市民の
 会で行う。

 資源リサイクル課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 なし 0 ―
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78  クリーン・オブ・和光

 【事業内容】年3回実施(H25年度)。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う。
 【事業の相手】和光市自治会連合会
 【役割分担】市は清掃活動に必要なごみ
 袋、軍手の提供と出されたごみの収集を
 行い、参加自治会が清掃活動を行う。

 資源リサイクル課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案による実施

900000
 （消耗品費

 240000/ゴミ収集
業者委託料

 660000）

―

79
 「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。
 【会議参加者・協力者のうち、NPO団体】
 NPO法人わこう子育てネットワーク、NPO
 法人こども・みらい・わこう

 こども福祉課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力

和光市次世代育成支援
 対策後期行動計画（わこ
 う子どもプラン）

17703
 （消耗品費）

―

80
 花と緑のアドバイザー養成塾（スキル
 アップ）

 【事業内容】花と緑のアドバイザー養成塾
 スキルアップ講座の開催。花と緑のアドバ
 イザー養成塾（初級）の講師の申し入れ
 により、無償にて開催されている。
 【事業の相手】ＮＰＯ法人日本コミュニティ
 ガーデニング協会（市民活動団体）
 【経費負担】なし

都市整備課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案 0 ―

81
 和光樹林公園ハンギングバスケット
維持管理

 【事業内容】和光樹林公園休憩舎のハン
 ギングバスケットの維持管理
 【事業の相手】グリーンフィールド（市民活
 動団体）
 【経費負担】物品支給

都市整備課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案 60,000 ―

82  マンション意見交換会

 【事業内容】分譲マンション居住者に対
 し、管理問題に係る意見交換会を開催
 【協力の相手方】NPO法人匠リニューアル
技術支援協会
 【役割分担】企画・運営を協議決定し共
 同で行う
 【経費負担】市は消耗品等を負担

建築課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案により依頼 0 ―

83  子どもへの防犯教室（小学校）

 【事業内容】市内小学校における子ども
 防犯教室の実施
 【協力の相手】ＮＰＯ法人ガーディアンエ
ンジェルス
 【契約方法】起案による依頼

学校教育課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  起案による依頼 120,000 ―

84 防犯活動

 【事業内容】年２回市内全学校区で行わ
 れる一斉パトロールや新旧校区間連絡会
 議への参加
 【協力の相手】和光市地域子ども防犯
ネット

学校教育課
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力  特になし ―

85 白子囃子入門講座

 【事業内容】和光市指定文化財「白子囃
 子」を継承する活動を行う「白子囃子保存
 会」と、次世代の育成のための講座を開
 催する。
 【相手】白子囃子保存会

生涯学習課
 ②NPOとの事業

共催
 ⑥事業協力 起案 0 ―

86  絵本とおはなしの会

 【事業内容】毎週土曜日に幼児・小学生
 を対象とした「絵本とおはなしの会」を開
催
 【協力団体】「和光絵本とおはなしの会」

図書館
 ②NPOとの事業

共催
 ⑥事業協力 起案

 団体謝礼2,000
円

 活動日謝礼500
 円×50回

―

87  図書館まつり

 【事業内容】文化の日前後に行う図書館
 まつりへの協力
 【協力団体】「和光絵本とおはなしの会」
 「ワンダークラブ」「和光布絵本の会ゆりか
 ご」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力

 図書館まつり実行委員会
設置要綱

実行委員謝礼
 500円×2回×8

人
 参加者謝礼500

 円×20人

―

88  英語絵本の読み聞かせ
 【事業内容】年５回、英語絵本の読み聞
 かせを開催
 【協力団体】「ワンダークラブ」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

 団体謝礼2,000
円

 活動日謝礼500
 円×5回

―

89  夏休み子どものつどい

 【事業内容】８月の最終週に行う子ども向
 けイベントの開催
 【協力団体】「和光絵本とおはなしの会」
 「影絵サークル」「ひまわりクラブ」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

参加者謝礼
 500円×20人

―

90 布絵本作成
 【事業内容】図書館で貸出を行う布絵本
 の作成
 【協力団体】「和光布絵本の会ゆりかご」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 なし

 団体謝礼2,000
円

 活動日謝礼500
 円×24回

―
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91  赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
 【事業内容】月１回親子向けにわらべうた
 と絵本の読み聞かせ
 【協力団体】「あゆみの会」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

 団体謝礼2,000
円

 活動日謝礼500
 円×12回

―

92  図書館ボランティア
 【事業内容】図書館の本のカバーかけ等
 の作業を行う
 【協力団体】「図書館ボランティア」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案 0 ―

93 ブックスタートスタッフ

 【事業内容】ブックスタート事業として、月
 １回親子向けにわらべうたや絵本の紹
 介、絵本のプレゼントを実施
 【協力団体】「ブックスタートスタッフ」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

 団体謝礼2,000
円

 活動日謝礼500
 円×9回

―

94 対面朗読
 【事業内容】目の不自由な方などに、朗
 読を行う
 【協力団体】「対面朗読ボランティア」

図書館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

対面朗読者謝
礼

 800円×10回
―

95  親子リサイクル教室

 【事業の内容等】　親子を対象とした講
 座。牛乳パックを再利用して紙すきや葉
 書き作りを体験する。市内で活動する牛
 乳パックの会に指導してもらう。
 【経費負担】市予算(謝礼）

中央公民館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案  5,000円 ―

96  子どもバドミントン教室

 【事業の内容等】市内の小学生（３年～６
 年生）を対象とし、バドミントンをとおして
 体力づくりを行い、また異年齢との交流を
 深める。指導は引き続き、当公民館の利
 用団体に依頼し、協力してもらう。
 【経費負担】市予算（謝礼、消耗品、損害
 保険）

南公民館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力

 起案により指導団体に依
頼

 謝礼2,000円×
 延べ５１人

 ＝102,000円
―

97  染め物体験＆風呂敷アレンジ講座

 【事業の内容等】市内在住・在勤の成人
 を対象とし、ストールと風呂敷の２種類の
 藍染め体験を開催する。指導は引き続
 き、当公民館の利用団体に依頼し、協力
 してもらう。【経費負担】市予算（謝礼）

南公民館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力

 起案により指導団体に依
頼

 謝礼10,000円×
 １団体

 ＝10,000円
―

98  子育て学級

 【事業内容】市内在住在勤の保護者を対
 象に子育てについて学習する。
 【共催の相手】ＮＰＯ法人わこう子育て
ネットワーク
 【役割分担】坂下公民館とわこう子育て
 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）

坂下公民館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案

 団体謝礼24,000
円

―

99  子ども卓球教室

 【事業の内容等】市内の小学生を対象と
 し、卓球をとおして、体力づくり行い、ま
 た、異年齢との交流を深める。当公民館
 を利用している卓球のサークルに指導等
 を協力してもらう。
 【経費負担】市予算(謝礼）

坂下公民館
 ③NPOとの事業

協力
 ⑥事業協力 起案 団体謝礼98,000円 ―

100  コミュニティ協議会補助金
 【事業内容】コミュニティ協議会に対し補
 助金を交付する。
 【事業の相手】和光市コミュニティ協議会

市民活動推進課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助（市が事
 務局を担当）

 和光市コミュニティ協議会
補助金交付要綱

500,000 ―

101  市民まつり実行委員会補助金

 【事業内容】市民相互のふれあいの場と
 して開催される市民まつりを実施する和
 光市民まつり実行委員会に補助金を交
 付する。
 【補助金交付先】和光市民まつり実行委
員会

市民活動推進課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助（市が事
 務局を担当）

 和光市民まつり実行委員
会補助金交付要綱

5,640,000 ―

102 和光市交通安全活動事業費補助金

 【内容】交通安全活動団体に対する補助
 金の交付
 【分類】市民活動団体
 【名前】和光市交通安全母の会、朝霞地
 区交通安全協会、朝霞地区交通安全協
会和光支部
 ＊朝霞地区交通安全協会に関しては、
 市は事務局を担当していない。

道路安全課 ―
 ⑦補助（市が事
 務局を担当）

和光市交通安全活動事
業費補助金交付要綱

1,247,000 ―

103 青少年育成和光市民会議補助金

 【内容】青少年育成和光市民会議に対し
 補助金を交付する。
 【相手】青少年育成和光市民会議
 【団体の事業内容】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

 スポーツ青少年課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助（市が事
 務局を担当）

青少年育成和光市民会
議補助金交付要綱

1,000,000 ―
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104 和光市体育協会補助金

 【内容】和光市体育協会に対し補助金を
 交付する。
 【相手】和光市体育協会
 【団体の事業内容】市民ロードレースフェ
 スティバル・災害時相互応援協定締結市
 とのスポーツ交流会の開催等。市が事業
 を共催するのは体育協会本体の実施事
 業のみ。

 スポーツ青少年課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助（市が事
 務局を担当）

和光市体育協会補助金
交付要綱

4,914,000 ―

105
和光市自主防災組織活動事業費補
助金

 【事業内容】市内の自主防災組織が行う
 「防災訓練・啓発事業」と「防災資機材整
 備事業」に補助金を交付する。
 【事業の相手】市内の自主防災組織

危機管理室
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市自主防災組織活
動事業費補助金交付要
綱

8,000,000 ―

106 和光市防犯灯補助金

 【事業内容】市内の住民で構成されてい
 る自治会等の団体が私道に防犯灯を設
 置及び修繕することに対し補助金を交付
 する。
 【事業の相手】自治会等

危機管理室
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市防犯灯補助金交
付要綱

370,000 ―

107 自治会連合会補助金
 【事業内容】自治会連合会に対し補助金
 を交付する。
 【事業の相手】和光市自治会連合会

市民活動推進課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市自治会連合会補
助金交付要綱

4,371,000 ―

108  和こたん実行委員会補助金
 【事業内容】和光版オンパク「和こたん」実
 行委員会に対し補助金を交付する。
 【事業の相手】和こたん実行委員会

市民活動推進課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和こたん実行委員会補助
金交付要綱

300,000 ―

109 坂下土地改良区花景観形成
 【事業内容】アグリパークの遊休農地にコ
 スモスを播種し管理する。
 【主体の名前】和光市農業後継者倶楽部

産業支援課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市農業後継者事業
補助金交付要綱

200,000 ―

110 駅前農業体験教室

 【事業内容】駅前に残る農地で営農者の
 協力を得て親子を対象とした農作物の播
 種・間引き・収穫の農業体験を教室として
 実施する。
 【主体の名前】市内農家

産業支援課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市農業後継者事業
補助金交付要綱

200,000 ―

111 農業体験事業

 【事業内容】アグリパークの農地で若手農
 業者との交流を図りながら土と触れ合う機
 会を提供し、参加者が農作物の収穫を体
 験する。
 【主体の名前】和光市農業後継者倶楽部

産業支援課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市農業後継者事業
補助金交付要綱

200,000 ―

112 有機農法事業

 【事業主体】アグリパークの農地で若手農
 業者が行う減農薬、減化学肥料による農
 作物の生産現場を見学し、参加者がそれ
 を収穫することで農業への理解を深め若
 手農業者との交流を図る。
 【主体の名前】和光市農業後継者倶楽部

産業支援課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市農業後継者事業
補助金交付要綱

200,000 ―

113  公共施設美化サポーター支援

 【事業内容】市内の道路等において、登
 録したボランティアが行った清掃等環境
 美化活動の支援を行う。
 【選定方法】随時受付
 【役割分担】ＮＰＯ：散乱ゴミの収集、不法
 投棄等の報告　　市：回収したゴミの処
 理、物品等の支給。

環境課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 公共施設美化サポータ支
援制度要綱

363,090 ―

114
 和光市環境にやさしいまちづくり市
 民団体補助金の交付

 【内容】リサイクル市民の会及び生ごみ市
 民会議への補助金を交付する。
 【相手】リサイクル市民の会・生ごみ市民
会議

 資源リサイクル課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和光市環境にやさしいま
 ちづくり市民団体補助金
交付要綱

66000
 （リサイクル市民
 の会：50000/生
 ごみ市民会議：

 16000）

―

115
 障害者生活サポート事業登録団体
運営費補助事業

 【事業内容】障害者に対する外出支援等
 のサービスを提供するＮＰＯ団体等の運
 営に要する経費の一部を補助する。
 【補助金】基準単価×年間利用時間
 【選定方法】団体登録申請書を市長に提
 出し、承認された団体

社会福祉課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和光市障害者生活サ
 ポート事業登録団体運営
費補助金交付要綱

 6,630,000円
 （1,900円×

 3,300時間＋
 1,800円×200時

間
 ＝6,630,000円）

―

116
 放課後等デイサービス事業費補助
事業

 【事業内容】放課後等デイサービス事業を実施
 するＮＰＯ団体等に対して、実施に要する経費の
 うち施設賃借料を支援する。
 【補助金】月額とし、対象経費の額に１００分の５０
 を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数
 があるときは、その端数を切り捨てた額）又は１５
 万円のいずれか少ない額とする。
 【選定方法】市内に所在するデイサービスにに係
 る基準該当事業所

社会福祉課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和光市放課後等デイサー
 ビス事業費補助金交付要
綱

 2,460,000円 ―
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117 障害者団体福祉補助事業

 【事業内容】障害者団体が行なう事業に
 補助金を支出する。
 【補助金】補助対象事業に要する経費の
 1/2（上限５万）
 【選定方法】申請書を提出し、承認された
事業

社会福祉課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

和光市障害者団体福祉
事業補助金交付要綱

 1件5万円×2団
 体＝

 100,000円
―

118
 子育て活動推進
事業費補助金

 【選定方法】随時受付（６月申込み〆）
 【事業内容】子育て中の親及び子が相互
 に交流することなどを支援し、児童の健
 全育成を図る
 【交付団体名】 市内で主として子育て支
 援活動を１年以上実施している団体

 こども福祉課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和光市子育て活動推進
事業費補助金交付要綱

500,000 ―

119  道路の落書き消し
 【事業内容】隧道壁面等に描かれた落書
 きを消す
 【協力の相手】道路環境を良くする会

道路安全課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助

 和光市公共施設美化サ
 ポーター支援実施要綱

45,000 ―

120 白子囃子補助金

 【事業内容】和光市指定文化財「白子囃
 子」を継承する活動を行う「白子囃子保存
 会」に補助金を交付し、助成する。
 【交付先】白子囃子保存会

生涯学習課
 ④NPOへの補

助
 ⑦補助 起案  50,000円 ―
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121
 和光市商工会商業部「アトム通貨」
推進事業

 【事業内容】アトム通貨推進
 【分類】公益法人等
 【主体】和光市商工会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

122
 第３７回和光市長旗・ホンダ杯争奪
少年野球大会

 【事業内容】野球大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スポーツ少年団野球連盟

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

123
 第８回全埼玉ろう軟式野球　年間
 リーグ大会
 第８回プレーオフ２０１３

 【事業内容】野球大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】全埼玉ろう軟式野球連盟

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

124
独立行政法人理化学研究所和光地
区一般公開

 【事業内容】研究所内の一般公開
 【分類】国等の機関
 【主体】独立行政法人 理化学研究所

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

125
 シネサロン・和光　第２９回上映会
 《幸せのキセキ》

 【事業内容】映画上映会
 【分類】市民活動団体
 【主体】シネサロン・和光

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

126
 震災復興支援　チャリティー太極拳・
 カンフー祭

 【事業内容】太極拳表演
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人太極拳友好協会（ＴＦ
Ａ）

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

127
 サンシティ・レモンの会　ファーストコ
ンサート

 【事業内容】合唱発表会
 【分類】市民活動団体
 【主体】サンシティ・レモンの会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

128
 第４３回埼玉ブロック大会メイン
フォーラム２

 【事業内容】セミナー、フォーラム
 【分類】公益法人等
 【主体】社団法人朝霞青年会議所

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

129  第６回わこう・あそびの森
 【事業内容】地域の世代間交流イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】わこう・あそびの森実行委員会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

130 介護保険講演会
 【事業内容】講演会
 【分類】市民活動団体
 【主体】消費生活の会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

131
 全建総連・埼玉土建第３６回住宅
デー

 【事業内容】相談、情報提供、教室
 【分類】公益法人等
 【主体】埼玉土建一般労働組合朝志和支
部

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

132
 市民公開講座「乳がんを知る」～増
 加する乳がん、正しく理解して早期
 発見～

 【事業内容】公開講座
 【分類】国等の機関
 【主体】独立行政法人　国立病院機構埼
玉病院

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

133
 志木市吹奏楽団オール志木ウインド
 第１５回定期演奏会

 【事業内容】吹奏楽演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】志木市吹奏楽団オール志木ウイ
ンド

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

134 ベビーカーコンサート
 【事業内容】コンサート
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

135  第２回協同まつり
 【事業内容】映画上映会、おまつり
 【分類】市民活動団体
 【主体】第２回協同まつり実行委員会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

136  ２０１３平和のための埼玉の戦争展

 【事業内容】資料展示会
 【分類】市民活動団体
 【主体】平和のための埼玉の戦争展実行
委員会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

137  新座キツネノカミソリ鑑賞会
 【事業内容】鑑賞会
 【分類】市民活動団体
 【主体】新座キツネノカミソリ保存会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

138 サンアゼリア・ファミリーシネマ

 【事業内容】映画鑑賞会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

139
 原爆被害の実相について映画と講
 演のつどいならびに原爆と人間展

 【事業内容】講演会、映画上映会
 【分類】市民活動団体
 【主体】くらしと年金懇話会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

140  第３回ベビーカーコンサート
 【事業内容】コンサート
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

141  第４４回和光市少年野球秋季大会
 【事業内容】野球大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スポーツ少年団野球連盟

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

142
 市民公開講座「白内障と最新の手
 術治療」

 【事業内容】公開講座
 【分類】国等の機関
 【主体】独立行政法人　国立病院機構埼
玉病院

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

143
 科学と映像の旅　理研×サンアゼリ
 ア　秘密基地で森羅万象

 【事業内容】３Ｄ映像、プラネタリウム、トー
クショー
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

144  第３３回武蔵野書展
 【事業内容】書作品の展示発表
 【分類】市民活動団体
 【主体】武蔵野書人会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

145
 オペラ彩設立３０年記念公演オペラ
 「マクベス」

 【事業内容】オペラ公演
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人オペラ彩

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

146
 第７回和光病院公開講座「認知症の
 理解とケア」

 【事業内容】公開講座
 【分類】企業等
 【主体】医療法人社団翠会　和光病院

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

147
 キリン・シルバー「力」応援事業　高
 齢者慰問コンサート『あの日、あの
 頃、思い出めぐり』

 【事業内容】コンサート
 【分類】公益法人等
 【主体】一般社団法人　地域公益推進機
構

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

148  ３Ｂ体操ジュニアキャンペーン

 【事業内容】公開講座
 【分類】公益法人等
 【主体】（公社）日本３Ｂ体操協会埼玉南
支部

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―
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149
 美の万華鏡-埼玉県立近代美術館
コレクションから

 【事業内容】展示
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

150
 サンアゼリア開館２０周年記念　サン
 アゼリア　フィルハーモニカ　創立記
 念コンサート

 【事業内容】音楽鑑賞会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

151
 １０月例会（地域活性たからいち・第
 ３回だるまさんがころんだ大会）

 【事業内容】地域活性プロジェクト
 【分類】公益法人等
 【主体】社団法人朝霞青年会議所

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

152
玉龍吟道会創立三十五周年記念大
会

 【事業内容】詩吟発表会
 【分類】市民活動団体
 【主体】玉龍吟道会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

153  第４回ベビーカーコンサート
 【事業内容】コンサート
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

154  第２回サイエンスバー
 【事業内容】飲食を伴う公開講座
 【分類】市民活動団体
 【主体】わこう未来創造研究所

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

155
 講演会「放射能汚染時代の新しい
 常識」

 【事業内容】講演会
 【分類】市民活動団体
 【主体】原発を考える会ＷＡＮ

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

156
 公開講座「子どもの心の声を聴く～
 カウンセリングに学ぶ話の聴き方～

 【事業内容】公開講座
 【分類】公益法人等
 【主体】目白大学国立埼玉病院キャンパ
ス

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

157
 ＦＰの日Ｒ第１３回埼玉ＦＰフォーラム
２０１３

 【事業内容】セミナー
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人　日本ファイナンシャ
 ル・プランナーズ協会埼玉支部

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

158
 まちづくり勉強会「持続可能なまちづ
 くり」

 【事業内容】勉強会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人　和光まちづくりＮＰＯ
センター

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

159
 県民総合体育大会　埼玉南部支部
大会

 【事業内容】体操
 【分類】公益法人等
 【主体】（公社）日本３Ｂ体操協会埼玉南
支部

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

160  成年後見制度推進シンポジウム
 【事業内容】公開講座
 【分類】公益法人等
 【主体】一般財団法人民事法務協会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

161
 日中平和友好条約締結３５周年記
 念　太極拳国際交流大会

 【事業内容】太極拳大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人　太極拳友好協会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

162  映画「ノー・ヴォイス」
 【事業内容】映画上映会
 【分類】企業等
 【主体】コスモボックス株式会社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

163  発達生涯を理解するための勉強会
 【事業内容】学習会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人　こども・みらい・わこう

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

164
 和光市の二大偉人　清水かつらと大
 石真　歌と映画のつどい

 【事業内容】合唱、映画鑑賞会
 【分類】公益法人等
 【主体】一般社団法人　地域公益推進機
構

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

165
 開館２０周年記念事業　童謡詩劇う
ずら

 【事業内容】童謡、演繹
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

166  第５回ベビーカーコンサート
 【事業内容】コンサート
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

167
 スポーツ振興事業　勇気・感動プロ
 ジェクトＰａｒｔ1「鉄人とクリスマス」

 【事業内容】合唱、映画鑑賞会
 【分類】公益法人等
 【主体】一般社団法人　地域公益推進機
構

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

168  パーカッションフェスタ’１３「冬」

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】パーカッションフェスタ実行委員
会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

169
 第２７回関東バトントワーリングチー
ムコンテスト

 【事業内容】演奏会
 【分類】公益法人等
 【主体】日本バトン協会関東支部

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

170  働くものの何でも相談会
 【事業内容】相談会
 【分類】公益法人等
 【主体】北足立南部地区労働組合協議会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

171

 平成２５年度童謡ワークショップ　み
 んな集まれ!!
 ♪おててつないで　仲良しコンサー
 ト♪

 【事業内容】童謡コンサート
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市民文化振興
公社

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

172
 文化講演会ｐａｒｔ6観命法尼（観命ば
 あさん）と江戸の食文化

 【事業内容】講演会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市文化団体連合会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

173  第６回ベビーカーコンサート
 【事業内容】コンサート
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

174
 ミージカル「ドリーム工場（東北のプ
 レタポルテ）」

 【事業内容】ミュージカル公演
 【分類】市民活動団体
 【主体】“３．１１を忘れない会”新生ふる
 きゃら実行委員会

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

175
 和光市民合唱団第２１回定期演奏
会
 ブラームス作曲「ドイツ・レクイエム」

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市民合唱団

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―

176
 シネサロン・和光　第３０回上映会
 《ペコロスの母に会いに行く》

 【事業内容】映画上映会
 【分類】市民活動団体
 【主体】シネサロン・和光

秘書広報課 ―  ⑧後援 和光市後援実施要綱 0 ―
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177
 日本打楽器協会設立３０周年記念
 「打楽器の祭典ⅰｎ和光」

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】日本打楽器協会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

178
 救急車適正利用啓発ポスター用図
 画の募集

 【事業内容】啓発図画の募集
 【分類】市
 【主体】朝霞地区一部事務組合

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

179
 サンアゼリア国際芸術祭ピーターと
 オオカミ　サンアゼリア夏休み親子コ
ンサート

 【事業内容】演奏会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

180
 オペラ彩設立３０周年記念公演オペ
 ラ「マクベス」

 【事業内容】オペラ
 【分類】市民活動団体
 【主体】特定非営利活動法人オペラ彩

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

181 ベビーカーコンサート
 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】みにこん会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

182
 第１９回ダンロップ杯争奪和光市夏
季中学生大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市ソフトテニス連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

183
 朝霞市民吹奏楽団「第２９回定期演
 奏会」

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】朝霞市民吹奏楽団

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

184 サンアゼリアファミリーシネマ

 【事業内容】映画上映
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

185
 ＴＯＫＹＯセンチュリーライド葛西２０
１３

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＴＯＫＹＯセンチュリーライド葛西２
 ０１３実行委員会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

186  第３３回武蔵野書展
 【事業内容】書展
 【分類】市民活動団体
 【主体】武蔵野書人会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

187
 和光市商工会商業部会「アトム通
 貨」推進事業

 【事業内容】アトム通貨推進
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市商工会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

188  第１０回マス大山メモリアルカップ
 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】国際空手連盟　極真会館

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

189  第２０回定期演奏会
 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】志木フィルハーモニー管弦楽団

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

190
 開館２０周年記念事業　童謡詩劇う
ずら

 【事業内容】演奏会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

191
 美の万華鏡-埼玉県立近代美術館
コレクションから

 【事業内容】展示会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

192
 サンアゼリア開館２０周年記念　サン
 アゼリアフィルハーモニカ創立記念
コンサート

 【事業内容】演奏会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

193
 第７回和光市少年サッカー連盟カッ
 プ少年サッカー大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市少年サッカー連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

194  平成２５年度和光市平和事業
 【事業内容】平和事業
 【分類】市
 【主体】和光市

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

195 防災講演会
 【事業内容】防災講演会
 【分類】市
 【主体】和光市

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

196  第４４回和光市少年野球秋季大会
 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スポーツ少年団野球連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

197
 ２０１３年度ピティナ・ピアノステップ
朝霞冬季地区

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】朝霞ＳＷＡＮステーション

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

198  親子のつどい
 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市手をつなぐ親の会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

199
 心を強くする護身術教室　親子で楽
 しむ護身術教室

 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市少林寺拳法連盟　和光新
倉支部

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

200
 科学と映像の旅　理研×サンアゼリ
 ア　秘密基地で森羅万象

 【事業内容】イベント
 【分類】公益法人等
 【主体】公益財団法人　和光市文化振興
公社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

201
 東日本中学校バスケットボール大会
兼山田杯

 【事業内容】イベント
 【分類】国等の機関
 【主体】東日本中学校バスケットボール大
 会兼ＮＩＺＡ－ＣＵＰ山田杯実行委員会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

202
 １０月例会（地域活性たからいち・第
 ３回だるまさんがころんだ大会）

 【事業内容】
 【分類】公益法人等
 【主体】（社）朝霞青年会儀所

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

203  第１１回スポーツ体験フェスタ
 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市体育協会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

204
 第２０回ダンロップ杯争奪和光市秋
季中学生大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市ソフトテニス連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―
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205
 目白大学心理カウンセリングセン
 ター分室公開講座子どもの心の声を
 聴く

 【事業内容】講座
 【分類】公益法人等
 【主体】目白大学心理カウンセリングセン
 ター分室

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

206
 日中平和友好条約締結３５周年記
念太極拳国際交流大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ＮＰＯ法人　太極拳友好協会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

207  発達障害を理解するための学習会
 【事業内容】学習課イ
 【分類】市民活動団体
 【主体】NPO法人こども・みらい・わこう

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

208
 和光市の二大偉人　清水かつらと大
 石真　歌と映画のつどい

 【事業内容】演奏会、映画上映
 【分類】公益法人等
 【主体】一般社団法人　地域公益推進機
構

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

209 家事家計講習会
 【事業内容】講座
 【分類】市民活動団体
 【主体】東京第一友の会光が丘方面

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

210
 和光市スポーツ少年団地域交流事
 業　和光市ミニバスケットボール交流
会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市ミニバスケットボール連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

211
 特別支援教育に関する講演会「発
 達障害と特別支援教育」～現状と課
 題～

 【事業内容】講演会
 【分類】公益法人等
 【主体】十文字学園女子大学特別支援教
 育センター

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

212
 第８回黒崎杯争奪小学生バレー
 ボール近県交流大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市小学生バレーボール連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

213
 サルビア21定期公演「小鳥売り」オ
ペレッタ

 【事業内容】演劇
 【分類】市民活動団体
 【主体】サルビア21

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

214
 ミュージカル「ドリーム工場（東北の
 プレタポルテ）」

 【事業内容】演劇
 【分類】市民活動団体
 【主体】‘3.11を忘れない”新生ふるさと
 きゃら実行委員会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

215
 第２０回和光市スポーツ少年団本部
 スポーツ大会

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スポーツ少年団本部

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

216  春来い祭り
 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】丸沼陶芸倶楽部

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

217
 第４回コーラスフェスティバルⅰn和
光

 【事業内容】コーラス大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】コーラスフェスティバルⅰn和光実
行委員会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

218  火災予防の普及啓発ポスター
 【事業内容】啓発ポスター
 【分類】市
 【主体】朝霞地区一部事務組合

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

219
 第２７回関東バトントワーリングチー
ムコンテスト

 【事業内容】スポーツ大会
 【分類】市民活動団体
 【主体】日本バトン協会関東支部

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

220
 心を強くする護身術教室　親子で楽
 しむ護身術教室

 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市少林寺憲法連盟　和光新
倉支部

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

221  平成２５年度和光市民スキー教室
 【事業内容】教室
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スキー連盟

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

222  子どもの安全力と地域防犯力
 【事業内容】講座
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市地域子ども防犯ネット

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

223
 シネサロン・和光第３０回上映会「ペ
 コロスの母に会いに行く」

 【事業内容】映画上映
 【分類】市民活動団体
 【主体】シネサロン・和光

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

224
 平成２５年度童謡ワークショップ　み
 んな集まれ！！♪おててつないで
 仲良しコンサート♪

 【事業内容】演奏会
 【分類】公益法人等
 【主体】公益在団法人和光市文化振興公
社

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

225
 文化講演会ｐａｒｔ６観命法尼（観命ば
 あさん）と江戸の食文化

 【事業内容】講演会
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市文化団連合会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

226  卒業作品展ファッションショー

 【事業内容】展示会
 【分類】国等の機関
 【主体】埼玉県立新座総合技術高等学校
校長

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

227
 平成２５年度和光市スポーツ少年団
本部卒団式

 【事業内容】イベント
 【分類】市民活動団体
 【主体】和光市スポーツ少年団

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―

228
 第２２回ヤングアーチストピアノコン
クール

 【事業内容】演奏会
 【分類】市民活動団体
 【主体】ヤングアーチスト協会

教育総務課 ―  ⑧後援
 和光市教育委員会共催・
後援承認取扱基準

0 ―



- 15 - 平成２５年度　和光市　協働事業に関する調査結果

 ③県の基準

 ①事業名  ②事業内容等 担当課  県の調査項目  協働の形態  根拠となる要綱等
 金額（委託料・

 補助金額等）
 (円)

 事業委託について
 （担当課の扱い)

 ④和光市の基準

229  和光市防犯・防災リーダー養成講座

 防災・防犯に関する知識の普及や炊き出
 し訓練の実施。
 【主体の名前】
 ＮＰＯ法人　キャンパー

危機管理室
 ①NPOへの事

業委託
 ⑨協働には当
 てはまらない。

和光市防災計画  211,050（予定）  ②通常の業務委託

230 女性相談事業

 【事業内容】様々な悩みを抱えている相
 談者に対し、女性カウンセラーによる専
 門的知識・技術を用いて相談に応じる。
 【事業の相手】ＮＰＯ法人フェミニストカウ
 ンセリング東京
 【契約方法】随意契約

市民活動推進課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑨協働には当
 てはまらない。

和光市女性相談業務委
託契約書

960,000  ②通常の業務委託

231 資源循環型農園管理

 【事業内容】生ごみ処理機から生成され
 た堆肥を使って農作物を生産し、それを
 生ごみの排出者に還元する食品リサイク
 ルのモデル事業を行うことを目的として畑
 の管理運営を行う。
 【事業の相手】和光生ごみ市民会議
 【選定方法】公募

 資源リサイクル課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑨協働には当
 てはまらない。

 起案による実施 0  ②通常の業務委託

232  和光市地域活動支援センター事業

 【事業内容】精神障害者小規模作業所の
管理運営
 【指定管理者】特定非営利活動法人耀の
会
 【指定管理者の選定方法・契約方法】企
 画書提案方式による公募を行い、選考委
 員会により選定。管理運営に関する協定
 を締結する。

社会福祉課
 ①NPOへの事

業委託

 ⑨協働には当
 てはまらない。
 《指定管理者》

 和光市公の施設に係る指
 定管理者の指定手続等
 に関する条例

17,800,000
 ②通常の業務委託

 《指定管理者》

233  和光市緊急サポート事業

 【事業内容】
 子どもの発熱時や宿泊を伴う預かりなど、
 急な子どもの預かりを希望する利用会員
 とお子さんのお預かりを行うサポート会員
 の間で行う地域の助け合い活動。
 【事業の相手】緊急サポートセンター埼玉
 【選定方法】随意契約
 【経費負担等】市からの委託料

 こども福祉課
 ①NPOへの事

業委託
 ⑨協働には当
 てはまらない。

 和光市緊急サポート事業
実施要綱

856,800  ②通常の業務委託


