
平成27年度協働事業一覧表

№ 課名 事務事業名 事業の名称 協働相手の種別 協働相手の名称

1 企画政策課
（公社）学術・文化・産業ネット
ワーク多摩負担金

（公社）学術・文化・産業ネットワー
ク多摩事業

国の研究機関・高等教育機
関、NPO法人、公益団体、
地方公共団体、民間企業、
その他

大学・短期大学、行政、企業、団体な
ど

2 男女平等参画課
男女平等参画推進事業（たちかわ男女
平等フォーラム・市民企画活動事業）

たちかわ男女平等フォーラム 市民活動団体
たちかわ男女平等フォーラム実行委員
会

男女平等参画課 市民企画活動事業 市民活動団体 市民団体

男女平等参画課 女性塾 市民活動団体 女性総合センター登録団体

男女平等参画課 起業セミナー 民間企業 日本政策金融公庫、多摩信用金庫

男女平等参画課
子育て中の女性のための再就職支援講
座

公益団体 マザーズハローワーク立川

男女平等参画課 女性のための再就職支援講座 公益団体
公益財団法人東京しごと財団　東京し
ごとセンター多摩

男女平等参画課 労働セミナー 地方公共団体 東京都労働相談情報センター

男女平等参画課 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援研修 地方公共団体 東京ウイメンズプラザ

3 防災課 市民防災組織支援事業 市民防災組織支援事業 その他 立川市市民防災組織結成団体

4 防災課 地域防災訓練の推進 地域防災訓練の推進 その他 自治会連合会各支部

5 防災課 避難所運営支援事業 避難所運営支援事業
市民活動団体、ボランティ
ア団体、その他

自治会、市民防災組織、社会教育関係
団体

6 防災課 避難行動要支援者対策事業 避難行動要支援者対策事業 公益団体、その他

立川消防署、立川警察署、立川市消防
団、立川市社会福祉協議会、地域包括
支援センター、福祉相談センター、民
生委員・児童委員、自治会、市民防災
組織

7 生活安全課 立川駅周辺の安全・安心推進事業 立川駅周辺環境改善推進事業 その他 立川駅南北周辺環境改善協議会

生活安全課
立川駅周辺の事業者パトロール活動事
業

民間企業 立川駅周辺の協力事業者
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8 生活安全課 地域の安全・安心推進事業
安全安心地域づくり事業（地域パト
ロール活動事業）

ボランティア団体 各地区あいあいパトロール隊

生活安全課
安全安心地域づくり事業（地域防犯・
啓発事業）

その他 自治会連合会各支部

生活安全課 防犯パネル啓発事業 民間企業 市内の協力事業者

9 生活安全課 市民相談 無料法律相談会 公益団体 法テラス

10 生活安全課 消費者団体活動支援事業 第14回くらしフェスタ立川 市民活動団体 くらしフェスタ立川実行委員会

11 生活安全課 消費生活講座事業 消費生活講座事業 市民活動団体
消費者団体（女性総合センンター登録
団体）

12 産業観光課 若年者就業支援事業 立川市若年者就業支援事業 NPO法人 ＮＰＯ法人育て上げネット

13 産業観光課 たま産業交流展 たま工業交流展
公益団体、地方公共団体、
民間企業

たま工業交流展実行委員会（21団体で
構成）

14 産業観光課 創業支援事業 たちかわ創業応援プロジェクト 公益団体、民間企業

立川商工会議所
多摩信用金庫
日本政策金融公庫立川支店
社会福祉法人立川市社会福祉協議会

15 産業観光課 農業祭の開催 立川市農業祭 その他 農業祭運営委員会

16 産業観光課 アクティブシニア就業支援事業 無料職業紹介所 公益団体 立川商工会議所

17 産業観光課 観光振興事業 立川フィルムコミッション事業 その他 立川観光協会

産業観光課 まちの案内人事業 その他 立川観光協会

18 協働推進課
自治会等への支援事業（自治会補助
金）

自治会等への支援事業（自治会補助
金）

その他 各単位自治会

19 協働推進課
自治会等への支援事業（自治会連合
会補助金）

自治会等への支援事業（自治会連合会
補助金）

その他 立川市自治会連合会
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20 協働推進課
子ども未来センター市民活動機能事
業

子ども未来センター市民活動機能事業
NPO法人、市民活動団体、
ボランティア団体、民間企
業、その他

子ども未来センター協働事務室登録団
体、アクティベータ―講座受講者、自
治会、商店街など

21 協働推進課 市民活動センター事業
待っています。地域の仲間と出会いの
パーティー

公益団体、NPO法人、市民
活動団体、ボランティア団
体、民間企業、その他

立川市社会福祉協議会、自治会連合
会、市民活動団体など

22 協働推進課 外国人のための日本語教室委託事業 外国人のための日本語教室委託事業 市民活動団体 立川国際友好協会

23 協働推進課 派遣高校生交換補助事業 派遣高校生交換補助事業 市民活動団体 立川・サンバーナディノ姉妹市委員会

24 協働推進課 多文化共生関連事業 多文化共生関連事業 NPO法人 たちかわ多文化共生センター

25 地域文化課 文化施設の整備事業 ファーレ立川アート修復再生事業 市民活動団体、民間企業 ファーレ立川アート再生実行委員会

地域文化課 ファーレ立川アート作品清掃業務委託 市民活動団体 ファーレ倶楽部

26 地域文化課 文化行政の推進事務
国立音楽大学と立川市との連携・協力
に関する協定

国の研究機関・高等教育機
関

国立音楽大学

地域文化課 アール・ブリュット立川2015 市民活動団体 アール・ブリュット立川実行委員会

27 地域文化課 立川よいと祭りの開催 第27回立川よいと祭り 市民活動団体、その他 立川よいと祭り実行委員会

28 地域文化課 楽市の開催 たちかわ楽市 市民活動団体、その他 たちかわ楽市実行委員会

29 地域文化課 市民文化祭事業 第58回市民文化祭 市民活動団体 立川市文化協会

30 スポーツ振興課 立川シティハーフマラソン開催事業 立川シティハーフマラソン
NPO法人、市民活動団体、
公益団体、民間企業、自治
会

立川シティハーフマラソン実行委員会

31 スポーツ振興課 競技会等の開催・派遣事業 立川市民体育大会 NPO法人、市民活動団体

(特非)立川市体育協会、(特非)立川市
体育協会加盟参加各団体、(特非)立川
市レクリエーション協会加盟参加各団
体
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スポーツ振興課 立川スポレクフェスタ NPO法人、市民活動団体

(特非)立川市体育協会、(特非)立川市
体育協会加盟参加各団体、(特非)立川
市レクリエーション協会加盟参加各団
体

32 スポーツ振興課
オリンピック・パラリンピックムー
ブメント事業

東京オリンピック・パラリンピック対
策協議会

公益団体 立川商工会議所

33 子育て推進課 たまがわ･みらいパーク活用事業 たまがわ・みらいパーク運営 市民活動団体
たまがわ・みらいパーク企画運営委員
会

34 子育て推進課
夢育て・たちかわ子ども21プランの
推進（事業実施関連）

協働による夢育て・たちかわ子ども21
プランの推進

市民活動団体 夢たち応援団

子育て推進課
「子どもの権利」子ども向けワーク
ショップ

NPO法人 チャイルドラインたちかわ

35
子ども家庭支援セン
ター

子ども家庭総合相談事業
ファミリーフレンド事業（パートナー
シップ協定締結事業）

市民活動団体、ボランティ
ア団体

ほっとほっとたちかわ

36
子ども家庭支援セン
ター

子育て支援啓発事業
立川市子育て支援サイト「いれたち・
ねっと」運営（パートナーシップ協定
締結事業）

市民活動団体
子育て・いれかわりたちかわり実行委
員会

子ども家庭支援セン
ター

ブックスタート事業 その他 ブックスタートボランティア

37 子ども育成課 放課後居場所づくり事業 地域居場所づくり事業 市民活動団体
私立児童会館（３団体）、地域居場所
づくり事業推進委員会

子ども育成課 放課後子ども教室推進事業 市民活動団体
各小学校区ごとに構成される運営委員
会

38 子ども育成課 青少年健全育成推進事業 青少年の健全育成事業 市民活動団体
立川市青少年健全育成地区委員会（市
内12地区）

子ども育成課 立川市中学生の主張大会 市民活動団体
立川市青少年健全育成地区委員会、市
立小・中学校、ＰＴＡ等

39 子ども育成課 成人を祝うつどい事業 成人を祝うつどい事業 その他
立川市青少年健全育成地区委員会（市
内12地区）からの選出委員、一般公募
による新成人等（概ね20～25歳）
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40 子ども育成課 青少年問題協議会運営 立川市青少年問題協議会
NPO法人、市民活動団体、
地方公共団体、その他、国
の研究機関・高等教育機関

学識経験者、地域活動家、行政機関職
員

41 子ども育成課 子ども育成活動事業 子ども会等少年団体の活性化 市民活動団体
立川市子ども会連合会（市内12地
区）、立川ボーイ・ガールスカウト育
成会

42 子ども育成課 青少年活動奨励事業 子ども会等少年団体の活性化 市民活動団体 立川市子ども会連合会（市内12地区）

43 子ども育成課 少年団体リーダー研修事業
立川市少年団体ジュニア・リーダー研
修会

NPO法人、市民活動団体
特定非営利活動法人　立川市レクリ
エーション協会、立川市子ども会連合
会

44 子ども育成課
子ども・若者自立支援ネットワーク
事業

子ども・若者の自立支援
NPO法人、公益団体、地方
公共団体、民間企業

子ども・若者の自立支援機関・団体

45 福祉総務課
福祉団体等助成事業（立川市赤十字
奉仕団事業補助金）

立川市赤十字奉仕団事業補助金 公益団体 立川市赤十字奉仕団

46 福祉総務課 地域福祉推進事業 地域福祉推進事業 公益団体 立川市社会福祉協議会

47 福祉総務課 民生委員等関連事業 民生委員等関連事業 その他 立川市民生委員・児童委員協議会

48 福祉総務課 社会を明るくする運動 社会を明るくする運動 公益団体 北多摩西地区保護司会立川分区

49 福祉総務課 安否確認専用ダイヤル設置事業 立川市地域見守りネットワーク事業

NPO法人、市民活動団体、
ボランティア団体、公益団
体、地方公共団体、民間企
業、その他

82団体

50 福祉総務課 社会参加と生きがいづくり促進事業 高齢者文化祭事業 その他 立川市老人クラブ連合会

福祉総務課
立川市シルバー大学（ゲートボール講
座及びダンス講座）

市民活動団体
立川市ゲートボール協会、立川市社交
ダンス連盟

福祉総務課 立川市シルバー大学（文化祭） その他 立川市シルバー大学文化祭実行委員会

51 障害福祉課 障害者スポーツ大会 立川市障害者スポーツ大会 市民活動団体 立川市障害者スポーツ大会実行委員会
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52 障害福祉課 ふれあいの広場運営事業 ふれあいの広場 市民活動団体 立川市子ども会連合会

53 障害福祉課 障害者週間運営事業 立川市障害者週間実施事業 市民活動団体、その他 障害者週間実行委員会

54 高齢福祉課 地域見守りネットワーク事業 立川市地域支え合いネットワーク事業 その他
市民ボランティア（ちょこっとボラン
ティア）

55 高齢福祉課
包括的支援事業（地域包括支援セン
ター事業）

地域福祉市民フォーラム 公益団体
立川市社会福祉協議会、地域包括支援
センター、福祉相談センター

56 健康推進課 保健衛生関連負担金・補助金
薬物乱用防止推進立川市協議会の事務
局運営

公益団体 薬物乱用防止推進立川市協議会

57 健康推進課 地区健康活動推進事業 地区健康活動推進事業 民間企業、その他
立川市自治会連合会の各支部を中心と
する実行委員会（12地区）、協賛事業
者

58 健康推進課 潜在看護師再教育・就職支援事業 潜在看護師再教育・就職支援事業 公益団体、民間企業
立川市医師会、市内医療機関、東京都
ナースプラザ

59 交通対策課 交通安全対策支援 立川市交通安全対策事業補助金 市民活動団体 立川国立地区交通安全協会

60 交通対策課 自転車対策（放置自転車対策）
立川駅北口・南口放置自転車クリーン
キャンペーン及び自転車整理指導

その他
立川北口十商店会連合会、立川南口商
店街連合会

61 道路課 屋外広告物管理 立川市路上違反広告物撤去活動事業 ボランティア団体 立川市路上違反広告物撤去活動推進員

62 道路課 ロードサポーター事業 立川市ロードサポーター事業
市民活動団体、民間企業、
その他

立川市ロードサポーター

63 公園緑地課 民間緑化推進 民間緑化推進事業 ボランティア団体 立川市緑化推進協力員会

64 公園緑地課 緑化まつり事業
立川グリーンウイーク２０１５「緑化
まつり」

NPO法人、ボランティア団
体、公益団体、民間企業

立川グリーンウイーク実行委員会

65 公園緑地課 樹林の保全
緑地・樹林地等保全ボランティア団体
支援事業

NPO法人、ボランティア団
体

ＮＰＯ法人グリーンサンクチュアリ
悠、ＮＰＯ法人集住グリーンネット
ワーク、立川自然観察友の会
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66 公園緑地課 公園等管理協力員事業 公園等管理協力員事業 その他 地元自治会より推薦された市民

67 公園緑地課 公園等清掃美化協力員会事業 立川市公園等清掃美化協力員会 市民活動団体、その他 地元市民団体

68 環境対策課 地域猫活動推進事業 地域猫活動推進事業
市民活動団体、ボランティ
ア団体、地方公共団体、そ
の他

立川市地域猫登録団体連絡会

69 環境対策課 環境啓発事業（啓発事業） 環境フェア
NPO法人、市民活動団体、
ボランティア団体、地方公
共団体、民間企業、その他

環境フェア実行委員会（立川かんきょう市民の
会、NPO法人ﾊﾞｲｵﾏｽ産業機構、たまがわみらいパー
ク企画運営委員会、東京ガス㈱ 、ＮＰＯ法人多摩
源流こすげ、たちかわｴｺﾊﾟｰﾄﾅｰ、立川お手玉の
会、やきがし屋、㈲三幸電機製作所、ムシムシ探
検隊・立川、立川ごみ懇談会、立川市民生委員・
児童委員協議会、Design Lab t.s.d.c.、イマジ
ン、生活クラブ生協 まち立川、NPO法人集住グ
リーンネットワーク）

70 環境対策課
環境学習事業（たちかわエコパート
ナー講座）

環境学習支援事業（たちかわエコパー
トナー講座）

NPO法人、市民活動団体
NPO法人集住グリーンネットワーク、東京都環境学
習リーダー、たちかわエコパートナー

71 環境対策課
環境啓発事業（食器再使用システム
支援事業）

食器再使用システム支援事業 市民活動団体、その他
立川市食器再使用推進協議会、栄福祉
会

72 環境対策課
環境学習支援事業（環境学習リー
ダー派遣）

環境学習支援事業（環境学習リーダー
派遣）

市民活動団体
東京都環境学習リーダー、たちかわエコパート
ナー、立川かんきょう市民の会、たちかわ水辺の
楽校ほか

73 環境対策課
環境啓発事業（緑のカーテン推進事
業）

環境啓発事業（緑のカーテン推進事
業）

市民活動団体、その他
保育園、小学校、児童館ほか。たちかわエコパー
トナー（環境学習、イベント）

74 環境対策課
喫煙対策事業（喫煙制限条例周知啓
発）

喫煙対策事業（喫煙制限条例周知啓発
活動）

市民活動団体、公益団体、
民間企業、その他

立川市喫煙マナーアップ実行委員会

75 環境対策課 生物多様性推進事業 生物多様性推進事業 NPO法人 NPO法人教育支援協会東京西

76 ごみ対策課 家庭ごみ収集事業 立川市ごみ出し支援事業 公益団体 立川市シルバー人材センター

ごみ対策課 ボランティア袋制度 その他 自治会等団体、個人
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77 ごみ対策課 資源再生利用補助金 資源再生利用補助金交付
NPO法人、市民活動団体、
ボランティア団体、その他

営利を目的としない市内の団体

78 ごみ対策課 生ごみ分別・資源化事業 生ごみ分別・資源化事業 その他 大山自治会

79 教育総務課
小・中学校の校庭の芝生化、芝生維
持管理

小学校の校庭の芝生維持管理（第一小
学校、第三小学校、第四小学校、第九
小学校、新生小学校）

その他
地域団体、自治会、地域クラブ、ＰＴ
Ａ

80 学務課 子どもの安全安心事務
子どもの安全安心事務(児童の登下校時
見守り活動)(通学路の合同点検)

公益団体、その他
シルバー人材センター、ＰＴＡ、地域
ボランティア他

81 指導課 教育研究事務（学校評議員） 学校評議員 その他 市民（学校の保護者・地域住民）等

82 指導課 教育事業事務（教育支援事業）
ネットワーク多摩等を活用した学生ボ
ランティア

公益団体、その他
ネットワーク多摩、市民（学校の保護
者・地域住民）等

83 指導課
教育事業事務(特色ある学校づくり事
業）

特色ある学校づくり交付金を活用した
図書ボランティア・図書室協力員

その他 市民（学校の保護者・地域住民）等

84 指導課
教育事業事務（中学校部活動支援事
業）

部活動外部指導員・サポーター・緊急
派遣指導員

その他 市民（学校の保護者・地域住民）等

85 指導課 諸行事運営
立川市・大町市姉妹都市中学生サミッ
ト

地方公共団体 長野県大町市教育委員会

86
生涯学習推進セン
ター

生涯学習市民リーダー登録制度事務
たちかわ市民講師フェア、市民リー
ダー☆みんなの講座、市民リーダー☆
夏休み子ども教室

市民活動団体 生涯学習市民リーダーの会

87
生涯学習推進セン
ター

社会教育関係団体等の育成事業 ＰＴＡ委員研修事業 その他
立川市立小学校ＰＴＡ連合会
立川市立中学校ＰＴＡ連合会

88
生涯学習推進セン
ター

成人対象事業 地域活性化講座 その他 各地域学習館運営協議会

89
生涯学習推進セン
ター

市民交流大学運営事業（市民企画講
座）

たちかわ市民交流大学事業（市民企画
講座）

ボランティア団体 たちかわ市民交流大学市民推進委員会
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90
生涯学習推進セン
ター

市民交流大学運営事業（団体企画講
座）

たちかわ市民交流大学事業（団体企画
型講座）

NPO法人、市民活動団体、
ボランティア団体、公益団
体、民間企業

市民活動団体等

91
生涯学習推進セン
ター

市民交流大学事業（周知・啓発）
たちかわ市民交流大学情報誌　きら
り・たちかわ

ボランティア団体 たちかわ市民交流大学市民推進委員会

92
生涯学習推進セン
ター

生涯学習活動推進事業 協働企画公開講座
国の研究機関・高等教育機
関

国立極地研究所

生涯学習推進セン
ター

生涯学習文化講演会 公益団体 ＮＨＫ事業センター

生涯学習推進セン
ター

東京女子体育大学公開講座
国の研究機関・高等教育機
関

東京女子体育大学

93
生涯学習推進セン
ター

地域学習館まつり事業 地域学習館まつり事業 市民活動団体 地域学習館利用団体

94
生涯学習推進セン
ター

歴史・民俗普及活動事業 旧砂川村役場文書の整理調査
市民活動団体、国の研究機
関・高等教育機関

砂川村役場文書研究会

95 図書館 図書館事業管理運営(中央図書館) たちかわ読書ウィーク ボランティア団体 立川地域文庫連絡会

立川体験スタンプラリー 公益団体 立川観光協会

96 図書館 子どもの読書活動の推進

子どもの読書推進活動
「子どもと本のボランティア研修講
座」「子ども読書活動推進計画関係者
研修」「図書館おはなし会」

ボランティア団体

立川地域文庫連絡会、おはなし勉強会
ほっぺ、子どもの本の勉強会きっと
もっと、たんぽぽ読書会、ぐるーぷ遊
楽子、おはなしたまご、おはなしサー
クルぐりとぐら、おはなしころりん、
がらがらどん

子どもの読書推進活動
「ビブリオバトル交流戦」
「POPバトル」

国の研究機関・高等教育機
関

東京都立砂川高等学校、立川高校、立
川女子高等学校、一中、三中、四中、
五中、七中、八中、九中、東京都立立
川国際中等教育学校、

97 図書館 障害者サービス事業(図書館) 障害者サービス事業
市民活動団体、ボランティ
ア団体

立川点字サークル、点字サークルアル
メリア、音訳＊おと、音訳サークルア
ステリスク、立川音訳ぐるーぷ2002、
立川市朗読サークル「こえ」
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