
（１）共催

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 江東区消費者展
消費者団体･グループが日頃の学習や活動の成果を発表
する場として、研究成果発表等のパネル展示を実施。江東
区消費者団体連絡協議会と共催

地域振興部 経済課 江東区消費者団体連絡協議会

2 区民体育大会
29種目の競技会。運営は体育協会傘下の各競技団体へ委
託

地域振興部 スポーツ振興課 江東区体育協会

3 ジュニアリーダー講習会
児童・生徒を対象に、地域子ども会等で活動するジュニア
リーダーを養成する講習会

地域振興部 青少年課
江東区少年団体連絡協議会

江東区青少年委員会

4 高齢者生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを中心に生活支援の担い手の発
掘・養成や地域の関係団体のネットワーク化をはかる。

福祉部 長寿応援課
江東区社会福祉協議会
助け合い活動連絡会

5
高齢者おかえりネットワーク事
業

認知症等により帰宅困難となるおそれのある高齢者が行方
不明等の緊急事態にあるとき、その位置情報の把握や身
元特定を行う。

福祉部 地域ケア推進課 一般社団法人日本地域ケア協会

6 合同クリスマス会 合同クリスマス会 こども未来部
こども家庭支援課

（森下児童館）
江東区少年団体連絡協議会

7 大島児童館　おはなし会 幼児向けに絵本や紙芝居の読み聞かせを行う。 こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
おはなしトレント

8 家庭教育講演会
地域全体で取り組むべき子育ての課題について学ぶため
の講演会を開催する。

教育委員会事務局 地域教育課
江東区立小学校PTA連合会
江東区立中学校ＰＴＡ連合会

9 小中学校PTA連合会研修会
PTAの役員・委員が相互の学習をとおしてPTA活動の充実
と向上をめざすとともに、PTAの望ましい方向とあり方につ
いて研修会を開催する。

教育委員会事務局 地域教育課
江東区立小学校PTA連合会
江東区立中学校PTA連合会

10 地区家庭教育学級
区内幼稚園、小・中学校等にこどもを通わせている親がこど
もを育てる中での関心や不安などについて学び、仲間づくり
をすすめることを目的とした講座を開催する。

教育委員会事務局 地域教育課
区立幼稚園父母の会、小学校PTA、区立保育園父

母の会 等

11 映画「初仕事」上映会
江東区古石場文化センターの「江東シネマフェスティバル」
のプレイベントとして、映画上映と監督のトークイベントを開
催。

教育委員会事務局
江東図書館

（古石場図書館）
公益財団法人江東区文化コミュニティー財団

（２）実行委員会・協議会

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 男女共同参画フォーラム
男女共同参画の視点を持って、地域で活動する、学習団体
を中心に、団体の活動発表・区民学習・交流の場として開催
している。

総務部 男女共同参画推進センター 男女共同参画フォーラム実行員会

2 辰巳安全協議会
辰巳の学区域に居住する幼児・児童・生徒を、被害・加害事
故から守る。

こども未来部
こども家庭支援課

（辰巳児童館）
辰巳安全協議会

3 江東エコライフ協議会 カーボンマイナスこどもアクション、環境学習会の実施 環境清掃部 温暖化対策課 江東エコライフ協議会
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令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

（３）事業協力

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 高齢者生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーターを中心に生活支援の担い手の発
掘・養成や地域の関係団体のネットワーク化をはかる。

福祉部 長寿応援課
江東区社会福祉協議会
助け合い活動連絡会

2
障害者常設販売コーナー庁内
出店事業

区役所2階フロア及び総合区民センター2階において、区内
障害者通所施設の自主生産品販売コーナー「るーくる」の
運営

障害福祉部 障害者支援課

（社福）江東楓の会、（社福）のびのび福祉会、*T＆
K、（社福）ゆめグループ福祉会、（社福）東京都手を
つなぐ育成会、（社福）江東区社会福祉協議会、*親

と子、*ブルースター、（同）ACE

3
家族のためのアルコールミー
ティング

アルコール問題を抱える方の家族に対する相談 健康部（保健所） 各保健相談所 *NPO法人東京断酒新生会　江東断酒会

4 母親人形劇団 活動の場の提供と乳幼児と保護者の楽しみに繋げる。 こども未来部
こども家庭支援課

（辰巳児童館）
母親人形劇団まつぼっくり

5 おもちゃ病院 おもちゃの修理 こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館、東砂児童館）
おもちゃ病院江東

6 おはなし会 トントのおはなし会 こども未来部
こども家庭支援課
（古石場児童館）

マザーグースの会

7

令和元年度協働提案制度採択
事業
こどもの安心安全ネットワーク
「脱孤育て®プロジェクト」～こど
も虐待０の街づくり～

（１）子育て応援情報を掲載するＷＥＢサイトを作成し、情報
を発信する。
（２）こども虐待予防研修プログラムを作成し、地域の協力
者に当該研修に参加してもらう。

こども未来部 こども家庭支援課 一般社団法人ママリングス

8 高齢者施設訪問
小学生が近隣高齢者施設を訪問し、交流する（新型コロナ
ウイルスの影響により一部変更）。

こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
大島長寿サポートセンター

9 ベビーサイン 乳幼児親子向けに、ベビーサインを教えてもらう。 こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
一般社団法人　日本ベビーサイン協会

10
ブリッジスクール通学児童受け
入れ

ブリッジスクール通学児童を受け入れ、児童の新たな活動
場所として児童館を活用する。

こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
ブリッジスクール東大島教室

11 ニュースポーツに挑戦
専門の指導員のもと、「ラダーゲッター」「ボッチャ」を体験
し、参加児童が楽しく体を動かす。

こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
東京都レクリエーション協会

港区野外活動協会

12 パントマイムワークショップ
劇団員の指導のもと、身体を使ったワークショップを体験す
ることにより、参加児童が楽しく交流する。

こども未来部
こども家庭支援課

（大島児童館）
劇団東少

13 じどうかんまつり 地域の民生・児童委員によるおとしくじのコーナー こども未来部
こども家庭支援課

（南砂児童館）
民生・児童委員（南砂地区）

14 深川高校ショータイム
高校の演劇部に発表の場を提供し、児童館に遊びに来た
利用者は劇を鑑賞し楽しむ。 こども未来部

こども家庭支援課
（南砂児童館）

都立深川高等学校　演劇部

15 江東区アダプトプログラム
まちに対する誇りと愛情を育てるための自主的な清掃活動
に対し、ごみ袋の提供等により活動を支援

環境清掃部 環境保全課 江東区アダプトプログラム登録団体

16
使わなくなった机・イス等を利用
した海外支援事業

区立小・中学校で使わなくなった机・イス等を修理し、それら
が不足している地域に贈る。

環境清掃部 清掃リサイクル課
海外リサイクル支援協会

*JHP・学校をつくる会

17 生ごみ減量推進事業
生ごみ減量に向けた啓発活動及び様々な取り組みの紹介
を行い、生ごみ問題に関する区民意識の啓発を図る。

環境清掃部 清掃リサイクル課 江東区生ごみお宝倶楽部

18 田んぼの学校
横十間川親水公園内の水田で、その維持管理及び自然環
境の回復並びに学習活動を通して参加者相互の交流を深
める活動

土木部 施設保全課 江東田んぼクラブ

19 ポケットエコスペース活動
ポケットエコスペースで、その維持管理及び自然環境の回
復並びに学習活動を通して参加者相互の交流を深める活
動

土木部 施設保全課 こうとうビオトープネットワーク

20 コミュニティガーデン活動
公園緑地に区が設置するコミュニティガーデンで草花の育
成管理を行い、景観の向上を図るとともに、参加者相互の
交流を深める活動

土木部 施設保全課 コミュニティガーデン活動54団体

部

2



令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

21 違反屋外広告物除却
安全で良好な都市景観を図り、区民の生活環境の向上に
資するため、区民と区が協働して違反屋外広告物の除却を
行う。

土木部 施設保全課 違反屋外広告物除却協力員7団体

22 荒川クリーンエイド
荒川下流域にかかる2市9区の区民・自治体・企業が協力
し、荒川下流域の一斉清掃と散乱ゴミ・粗大ゴミ等の調査を
行う。

土木部 施設保全課 *荒川クリーンエイド・フォーラム

23 みどりの協定
公共緑地の清掃、除草管理を行い、景観の向上と環境美化
を図るととともに参加者相互の交流を深める活動

土木部 施設保全課 町会・自治会等7団体

24

平成29年度協働事業提案制度
採択事業「日本語指導が必要
な児童・生徒への学習・日本語
支援事業」

日本語支援が必要な児童・生徒（区立小３年生～区立中３
年生対象）に対して、オンライン形式で支援を実施する。

教育委員会事務局 教育支援課 *江東区国際交流協会

25 校庭遊び場事業
地域住民が主体の運営委員会が、学校休業日等に学校施
設を開放し、身近で安全な遊び場を提供する。

教育委員会事務局 地域教育課 地域住民からなる運営委員会

26 ウィークエンドスクール・こうとう
地域住民が主体の運営委員会が、学校休業日等に学校施
設を利用し、地域人材の協力を得て、遊びや自然体験・社
会体験活動を実施する。

教育委員会事務局 地域教育課 地域住民からなる運営委員会

27 録音図書（テープ）製作
活字の図書を原本に忠実に音声に変えてテープに録音し、
図書館の蔵書として利用者に貸し出す。

教育委員会事務局
江東図書館

（江東図書館）
江東音訳サービス

28 音訳者養成講座
図書館の事業に関わる音訳者を養成するために講習会を
開催する。

教育委員会事務局
江東図書館

（江東図書館）
江東音訳サービス

29
プライベートＤＡＩＳＹ・テープ製
作サービス

視覚障害者の希望する資料をCD・テープに録音して提供す
る。

教育委員会事務局
江東図書館

（江東図書館）
江東音訳サービス

30 冬のお話会 冬休み期間中に児童を対象にしたお話会 教育委員会事務局
江東図書館

（東陽図書館）
どんぐりの会

31 点訳サービス 視覚障害者の希望する資料を点訳して提供する。 教育委員会事務局
江東図書館

（亀戸図書館）
しんせい、宙、木曜会

32 録音図書（ＤＡＩＳＹ）製作
活字の図書を原本に忠実に音声に変えてCDに録音し、図
書館の蔵書として利用者に貸し出す。

教育委員会事務局
江東図書館

（江東図書館）
江東音訳サービス

33 大人のための名作朗読会
区内の朗読サークル｢かざぐるま｣による地域住民対象の大
人のための朗読会

教育委員会事務局
江東図書館

（豊洲図書館）
朗読サークル｢かざぐるま｣

34 ら・館まつり
江東区総合区民センターで、館をあげて、こどもから大人ま
で楽しめる、さまざまな催しを一同に集めて開催するお祭り

教育委員会事務局
江東図書館

(城東図書館）
公益財団法人江東区文化コミュニティー財団

35
江東シネマプラザ
特別展示

江東区古石場文化センターで毎月行われる映画上映会に
合わせ、その映画の関連資料の特別展示を行う。

教育委員会事務局
江東図書館

（古石場図書館）
公益財団法人江東区文化コミュニティー財団

36 武蔵野大学連携事業 推進委員だよりの共同制作及び研究発表会を開催
選挙管理委員会事

務局
－ 武蔵野大学

部
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令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

（４）事業委託

№
事業名

（※は指定管理）
事業概要 課

協働団体
（＊はＮＰＯ法人）

1
江東おもてなしコミュニケーショ
ン講座

中学１年生で習う程度の道案内等簡単な英会話や外国人
とのコミュニケーションの基礎知識を習得してもらい、東京
2020オリンピック・パラリンピックの大会開催時に活躍する
ための区民向け講座

オリンピック・パラリ
ンピック推進室

オリンピック・パラリンピック
推進課

公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団

2 江東区町会・自治会事務委託
区行政への協力体制の確立や、行政情報の円滑な伝達、
区及び住民、又は団体間の連絡調整を委託事務として担
う。

地域振興部 地域振興課
江東区町会連合会1団体
地区町会連合会9団体
町会・自治会279団体

3
江東区産業会館の管理運営委
託※

江東区産業会館の施設貸し出し業務など施設管理の運営
委託

地域振興部 経済課 （一社）東京都江東産業連盟

4
江東区商工情報センターの管
理運営委託※

江東区商工情報センターの施設貸し出し業務など施設管理
の運営委託

地域振興部 経済課 （公益）江東区文化コミュニティ財団

5
江東区文化施設等の管理運営
委託※

江東区文化センター、総合区民センター、江東公会堂、地
域文化センター6館の文化施設の管理・運営の委託（但し、
総合区民センターは施設管理費を除く）

地域振興部 文化観光課 (公益）文化コミュニティ財団

6
江東区歴史文化施設の管理運
営委託※

歴史文化施設（芭蕉記念館・深川江戸資料館・中川船番所
資料館）3館の施設管理・展示棟事業の運営委託

地域振興部 文化観光課 (公益）文化コミュニティ財団

7 渋沢栄一関連イベント
令和4年1月の文化センターでのイベントについて、物産展
を江東区観光協会に事業委託し、会場は文化コミュニティ
財団に事業協力を得た。

地域振興部 文化観光課
(公益）文化コミュニティ財団、（一社）江東区観光協

会

8
屋内スポーツ施設管理運営事
業※

スポーツ会館及び各スポーツセンターの管理運営 地域振興部 スポーツ振興課 公益財団法人江東区健康スポーツ公社

9
屋外スポーツ施設管理運営事
業※

夢の島総合運動場等屋外スポーツ施設の管理運営 地域振興部 スポーツ振興課 江東スポーツ施設運営パートナーズ

10 少年キャンプ
夏季休業中区内小学生を対象に、国立中央青少年交流の
家キャンプ場等にて、少年キャンプを実施する。

地域振興部 青少年課 江東区少年団体連絡協議会

11
こうとうゆーすてっぷ
（青少年相談事業）

専門知識と経験を有する相談員が個別対応による面談ま
たは電話相談を実施する。

地域振興部 青少年課 *ワーカーズコープ

12

江東区地域密着型介護施設
（多機能ホーム新砂、グループ
ホーム新砂、シルバーステイ事
業）

江東区地域密着型介護施設（多機能ホーム新砂、グループ
ホーム新砂、シルバーステイ事業）の各事業の運営を行う。

福祉部 長寿応援課 社会福祉法人こうほうえん

13
江東区枝川高齢者在宅サービ
スセンター※

高齢者在宅サービスセンターの運営を行う。 福祉部 長寿応援課 社会福祉法人　奉優会

14 高齢者地域見守り支援事業
地域主体の見守り活動を支援することにより、高齢者の社
会的孤立及び孤独死を防ぐ。

福祉部 長寿応援課 ※サポート地域に登録した区内町会・自治会等

15 声かけ訪問
ひとり暮らし高齢者の安否確認を目的に、自宅に週3回程度
訪問し、乳酸菌飲料を手渡して一声かける。

福祉部 長寿応援課 江東区シルバー人材センター

16 電話訪問
ひとり暮らし高齢者の安否確認並びに孤独感の緩和を目的
に、週1回電話で訪問する。

福祉部 長寿応援課 江東区社会福祉協議会

17
老人福祉センター管理運営事
業※

老人福祉センター（4施設）の管理運営を行う。
福祉部 長寿応援課 *ワーカーズコープ、社会福祉法人 奉優会

18
児童・高齢者総合施設管理運
営事業※

児童・高齢者総合施設（グランチャ東雲）の管理運営を行
う。 福祉部 長寿応援課 公益財団法人東京ＹＭＣＡ

19 自悠大学事業
高齢者のいきがいづくりとして老人福祉センター（3館）及び
グランチャ東雲で特別教養講座を実施する。 福祉部 長寿応援課 *ワーカーズコープ、社会福祉法人 奉優会

20
江東区地域包括支援センター
事業

地域包括支援センターの運営を行う。 福祉部 地域ケア推進課
社会福祉法人　あそか会、江東ことぶき会、愛郷会、
聖救主福祉会、桜栄会、医療法人財団寿康会、独立

行政法人地域医療機能推進機構

21
介護予防・生活支援サービス事
業

要支援相当者を対象に、通所または訪問により、短期集中
で生活機能の改善を目指す事業を行う。

福祉部 地域ケア推進課
社会福祉法人暁会、江東ことぶき会、社会福祉法人
奉優会、公益社団法人東京都柔道整復師会江東支

部

22 一般介護予防事業
すべての高齢者を対象に、要支援・要介護を防止するため
の運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上を目的
とした事業を行う。

福祉部 地域ケア推進課 社会福祉法人奉優会

部

4



令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

№
事業名

（※は指定管理）
事業概要 課

協働団体
（＊はＮＰＯ法人）

23
精神障害者地域生活支援セン
ター事業

地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、問題や悩
みに対する相談事業、地域交流活動の場の提供

障害福祉部 障害者施策課 *ピア江東

24
障害児（者）通所支援施設管理
運営事業及び障害者福祉セン
ター事業※

障害者総合支援法に基づく生活介護、就労継続支援、特定
相談支援、地域活動支援センター、児童福祉法に基づく児
童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援を行う施
設の管理、運営

障害福祉部 障害者施策課
*こどもの発達療育研究所、（社福）江東楓の会、（社
福）東京都手をつなぐ育成会、（社福）江東区社会福

祉協議会

25
リバーハウス東砂管理運営事
業※

リバーハウス東砂の管理運営 障害福祉部 障害者施策課 （社福）江東楓の会

26 土曜・休日医科診療・調剤事業 土曜準夜間・日曜における診療（内科・小児科）及び調剤 健康部（保健所） 健康推進課
公益社団法人　江東区医師会

一般社団法人　江東区薬剤師会

27 こどもクリニック事業
平日夜間における小児救急に対応するための小児診療・調
剤

健康部（保健所） 健康推進課
公益社団法人　江東区医師会

一般社団法人　江東区薬剤師会

28 休日歯科診療事業
区民の歯科救急に対応するための輪番制による休日歯科
診療

健康部（保健所） 健康推進課 一般社団法人　東京都江東区歯科医師会

29
江東区健康センター管理運営
委託※

江東区健康センターの管理運営委託 健康部（保健所） 健康推進課 公益財団法人　江東区健康スポーツ公社

30 在宅医療相談窓口
退院患者等の在宅医療推進にあたり、地域で生活していく
ための医療的な相談に応じる。

健康部（保健所） 健康推進課 公益社団法人　江東区医師会

31 歯科保健推進事業

江東区及び区民の歯科口腔保健向上に資すため以下の事
業（（1）かかりつけ歯科医普及・機能の推進、（2）8020運動
の推進に関すること、（3）地域歯科保健及び区民の歯科口
腔保健に関する意識の向上、（4）研修及び事例検討会の開
催、（5）その他　地域歯科口腔保健の推進に関すること）を
実施する。（新型コロナウイルス感染症により、一部事業を
中止）

健康部（保健所） 健康推進課 一般社団法人　東京都江東区歯科医師会

32 がんの夜間相談窓口
がん患者・家族・関係者等の不安や疑問に適切に対応し、
がん患者が地域で安心して療養生活を送るための支援を
行う。

健康部（保健所） 健康推進課 *マギーズ東京

33 母乳教室 母乳育児の不安や悩みを抱える方への相談 健康部（保健所） 各保健相談所 公益社団法人　東京都助産師会江東地区分会

34
江東区ファミリー・サポートセン
ター事業

江東区ファミリー・サポート事業の事務局としてこの事業の
運営を行う。

こども未来部 こども家庭支援課 社会福祉法人 江東区社会福祉協議会

35
江東区子ども家庭支援センター
事業※

子ども家庭支援センターの運営を行う。 こども未来部 こども家庭支援課
社会福祉法人　雲柱社
社会福祉法人　景行会

36 こどもショートステイ
保護者が病気、出産等で一時的に児童を養育できないとき
に宿泊を伴う預かりを行う。

こども未来部 こども家庭支援課 社会福祉法人カメリア会

37 公設民営児童館管理運営事業 公設民営児童館の運営を行う。 こども未来部 こども家庭支援課

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ
公益財団法人　東京ＹＭＣＡ

社会福祉法人　雲柱社
株式会社　マミー・インターナショナル

38 私立保育所子育てひろば事業
育児相談や育児講座等、身近な地域での子育て支援およ
び子育て啓発活動の実施を委託

こども未来部 保育計画課
社会福祉法人　雲柱社

社会福祉法人　聖救主福祉会

39 病児・病後児保育事業
病気の回復期にある児童の保育に対する保育の実施を委
託

こども未来部 保育課
社会福祉法人　もろほし会

社会福祉法人　こうほうえん

40 幼児親子の野遊びくらぶ 幼児親子を対象にした自然と親しむ講座 環境清掃部 温暖化対策課 *マザーツリー自然学校

41 環境学習事業
環境学習の普及・啓発を目的として、土曜日、日曜日、夏休
みを中心に楽しみながら環境学習ができる講座・イベントを
実施している。

環境清掃部 温暖化対策課 *えこ・あくしょん江東

42 みどりのコミュニティづくり講座

みどりを通したコミュニティ形成を促進し、地域での緑化活
動やコミュニティ形成活動をはじめることができる人材を育
成する。また、 東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会
に訪れる人々を花と緑でおもてなしするため、競技会場近く
に位置する豊洲六丁目第二公園の花壇でのボランティア育
成活動及びコンテナ花壇への寄植えイベントを実施する。

土木部 管理課 *NPO birth

部
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令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

№
事業名

（※は指定管理）
事業概要 課

協働団体
（＊はＮＰＯ法人）

43
CIG推進キャンペーン「ベランダ
緑化」

マンションのベランダ等の緑を増やし、江東区みどりの基本
計画に基づき緑視率を向上させるため、マンションの協力を
得て見本となるようなベランダ緑化事例づくりに取り組み、
ベランダ緑化の普及推進に繋げる。

土木部 管理課 *江東区の水辺に親しむ会

44 ネイチャーリーダー講座

身近な自然やポケットエコスペースに対する関心や知識を
高めるため、各種イベントを実施し、身近な自然の存在に気
付き、自然の大切さを認識する区民を増やすことを目的とし
講座を委託

土木部 施設保全課 *ネイチャーリーダー江東

45 自転車駐車場管理運営※ 自転車駐車場管理運営50ヶ所の内11ヶ所の管理運営 土木部 交通対策課 公益財団法人自転車駐車場整備センター

46 救急救命法講習会
区立小・中学校及び幼稚園に勤務する職員を対象に、心肺
蘇生法の基礎知識やAEDの操作などの講習会を実施

教育委員会事務局 学務課
*日本災害救護推進協議会

（川崎市）

47
公設民営江東きっずクラブ事業
運営委託

民間活力を活かした江東きっずクラブ事業運営委託 教育委員会事務局 地域教育課

社会福祉法人　雲柱社、
社会福祉法人 ひまわり福祉会、社会福祉法人 その

えだ、公益財団法人　東京YMCA、
*ワーカーズコープ

部
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令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

（５）補助・助成

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 観光ＰＲイベント補助事業
観光協会等の観光関係団体が観光推進を目的として実施
する各種イベント等に対し、その経費を補助

地域振興部 文化観光課
江東区観光協会、*本所深川、大島まちづくり協議会

（その他の団体は補助金交付しなかった）

2
江東区文化観光ガイド入門講
座

次世代のガイド人材を確保するため、江東区文化観光ガイ
ドの入門講座を実施

地域振興部 文化観光課 江東区文化観光ガイドの会

3 江東区観光協会運営補助事業
区の観光振興と地位活性化を図るため、全区的な観光推
進組織の運営に対して補助

地域振興部 文化観光課 （一社）江東区観光協会

4
江東区認知症カフェ運営費
補助金交付事業

認知症カフェを運営する団体又は個人に対しその運営費の
一部を補助する。

福祉部 地域ケア推進課 *区内認知症カフェ運営事業者(ＮＰＯ法人含む）

5
江東区障害福祉サービス及び
障害児通所支援事業運営助成

民間が運営する障害福祉サービス事業所及び障害児通所
支援事業所に対して、その運営費を助成している。

障害福祉部 障害者施策課

（社福）江東楓の会、（社福）のびのび福祉会、（社
福）ゆめグループ福祉会、（社福）おあしす福祉会、*
Ｔ＆Ｋ、*新生したまち作業所、*クオーレ、*子育て支
援おやこ、（一社）江東ウィズ、*こどもの地域生活サ
ポーターこぴあ、*障がい児者ライフサポートたんぽ

ぽの会、*子どもの放課後を豊かにする会

6
江東区精神障害者グループ
ホーム運営費助成

精神障害者グループホームの運営に要する経費を一部助
成する。

障害福祉部 障害者支援課

*サンフラワーハウス
社会福祉法人　おあしす福祉会、

社会福祉法人　ゆめグループ福祉会
一般社団法人　アイエスエフネットベネフィット

7
在宅医療後方支援病床確保事
業

在宅医療を受けている患者が病状の急変等により速やか
に入院治療を受けるために必要な病床を確保する。

健康部（保健所） 健康推進課 公益社団法人　江東区医師会

8 非定型一時保育事業
保護者が短期間の就労、通学、看病などで子どもの面倒を
みることができない場合の一時預かりに対する運営費補助

こども未来部 保育課 社会福祉法人　深川愛隣学園等

9 江東区認証保育所運営費補助
民間が運営する認証保育所に対して、その運営費を補助す
る。

こども未来部 保育課 *KOTOともそだちネット・*ワーカーズコープ等

10
江東区私立保育所扶助・補助
事業

民間が運営する認可保育所に対して、入所児童の保育委
託に要する経費を扶助、及び運営費を補助する。

こども未来部 保育課 *KOTOともそだちネット・社会福祉法人等

11
江東区小規模保育事業等扶
助・補助事業

民間が運営する小規模保育事業に対して、入所児童の保
育委託に要する経費を扶助、及び運営費を補助する。

こども未来部 保育課 *フローレンス

12
江東区私立学童クラブ運営補
助事業

江東区内における私立学童クラブ運営事業に要する経費を
補助する。

教育委員会事務局 地域教育課
*子どもの放課後を豊かにする会

*子ども達が生き生きした生活を送れる会

部
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令和３年度 市民活動団体等との協働事業一覧

（６）情報提供・情報交換

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1
江東区コミュニティ活動支援サ
イト　ことこみゅネット

地域で活動する市民団体のイベント情報や活動情報を、イ
ンターネットを活用することにより、コミュニティ活動への関
心を高め、誰もが活動に参加できる環境の整備を図る。ま
た、市民団体の活動情報の発信を充実することにより、団
体の活動活性化と人材確保を支援する。

地域振興部 地域振興課 *区内市民活動団体等(ＮＰＯ法人含む）

2
文化財史跡・標柱説明板等の
清掃活動

団体活動報告（不定期）の情報を記録し追跡調査を行う。行
政が対応可能な事案については早急に対処する。

地域振興部 文化観光課 江東区文化財保存愛護会

3
シニア世代地域活動あと押し事
業

団塊世代を中心としたシニア世代が健康で生きがいのある
生活を送るための地域活動情報

福祉部 長寿応援課
江東区社会福祉協議会

江東区シルバー人材センター

4 亀戸フェスティバル
カメリアプラザのお祭りに出前児童館として参加し、こどもか
ら大人まで地域の人が楽しめる催しを行う。

こども未来部
こども家庭支援課
（亀戸第三児童館）

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

5 水辺のミニ実験ウィーク2021
水辺空間のにぎわいを創出するため、水上自転車及びボー
ト乗船による運河体験等を開催

都市整備部 まちづくり推進課 東陽・新砂地区運河ルネサンス協議会

6 江東区マンション交流会

区内分譲マンションの管理組合または区分所有者等により
組織され、集合住宅の維持管理や建て替え等をテーマにし
た講演会、勉強会、及び情報交換の場として交流会を、会
の内外を対象に開催している。

都市整備部 住宅課 江東・マンションふぉーらむ２１

（７）後援、公有財産の提供

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 後援名義使用承認
事業に対する江東区後援名義・江東区教育委員会名義使
用申請に基づく承認及び広報活動支援
（167件）

各部
江東区教育委員会

各課
東京国際プロジェクションマッピングアワード実行委

員会、＊ＮＰＯ法人こうとう親子センター、一般社団法
人江東ウィズ、東京都産業連盟、芝浦工業大学など

（８）政策の企画立案への参画

№ 事業名 事業概要 課
協働団体

（＊はＮＰＯ法人）

1 不燃化特区推進事業

不燃化特区（北砂三・四・五丁目地区）内において、地区の
特性を踏まえた災害に強い安全で安心なまちづくりを推進
するため、地元有志から発足したまちづくり協議会とともに、
まちの将来像の実現に向けた各種検討を行う。

都市整備部 地域整備課 北砂三・四・五丁目地区まちづくり協議会

部

部

部
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