
ＮＰＯとの協働実績（平成２１年度）
【業務委託】

No. 市町村名 委託事業名 事業内容
委託金額
（単位：千

円）
委託先

指定管
理
有

担当課名

1 仙台市 多文化子育て支援
外国籍市民が異文化の中で子育てをする場合，どのような困
難があり，どのような支援が必要であるのかを調査するため
の，子育て中の外国籍市民及び日本人市民を対象とした講座

525
特定非営利活動法人
MIYAGI子どもネットワーク

無 交流政策課

2 仙台市
仙台市地域づくり人材育成講座企
画運営

地域活動の担い手を育成するために，地域住民を対象とした
講座を開催し，活動を行う上で必要な知識やノウハウを提供す
る。

1,795
特定非営利活動法人
まなびのたねネットワーク

無 地域活動推進課

3 仙台市
市民活動サポートセンター管理運
営

ＮＰＯやボランティア団体などによる非営利で公益的な活動を
総合的に支援するための拠点施設「市民活動サポートセン
ター」の運営管理を，有者である特定非営利活動法人せんだ
い・みやぎＮＰＯセンターとの協働により行っている。
市民活動サポートセンターには５つの機能（①市民活動の場の
提供，②市民・企業・行政の連携及び交流の推進，③情報の
収集・提供，④人材育成，⑤相談対応）があり，各種講座やイ
ベントの開催，情報収集・提供，相談対応などを行っている。

67,000
特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンター

有 地域活動推進課

4 仙台市
シニア世代の地域社会活性化貢献
活動推進

・シニア世代の市民が地域社会活性化貢献活動を行う際の総
合窓口や関連事業の推進等を担うシニア活動支援センターを
運営する。
・シニア世代の活動を支援するため，相談業務，情報提供業
務，学習・交流機会の提供業務等を実施する。

12,593
特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンター

無 地域活動推進課

5 仙台市
エル・パーク仙台市民活動スペース
運営管理

エル・パーク仙台市民活動スペースの運営管理，市民活動の
相談支援・情報収集等

9,450
特定非営利活動法人
イコールネット

無 男女共同参画課

6 仙台市 消費者月間関連講座開催
毎年５月の消費者月間関連事業として，関連講座の開催を特
定非営利活動法人仙台・みやぎ消費者支援ネットに委託。

260
特定非営利活動法人
仙台・みやぎ消費者支援ネット

無 消費生活センター

7 仙台市 仙台コレクション写真展
暮らしの中に溶け込んでいる無数の風景や，時の流れの中で
失われてゆく仙台の街並みを撮り続ける，在仙の写真家グ
ループ「仙台コレクション」の写真展。

351 仙台コレクション 無 文化振興課

8 仙台市 ホームレス衛生改善事業
本市で起居するホームレスの人々に対し,シャワー等のサービ
スを提供し,衛生状態の改善と自立意欲を喚起し,生活相談,健
康相談を行う。

1,776
特定非営利活動法人
仙台夜まわりグループ　　理事長
今井　誠二

無 社会課

（別紙１）【平成２１年度対象】
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9 仙台市 福祉的電話相談事業
夜間(18:00～22:00)，精神疾患を有する市民，その家族及びこ
ころの悩みを有する市民からの相談に応じる事業。

13,558
特定非営利活動法人
仙台市精神保健福祉団体連絡
協議会

無 精神保健福祉総合センター

10 仙台市 難病医療相談会
難病患者及びその家族を対象とした相談会を年間15回開催し
た。

660
特定非営利活動法人
宮城県患者・家族連絡協議会

無 障害者更生相談所

11 仙台市 包括的呼吸リハビリテーション事業
低肺機能者及びその家族を対象として，当事者が在宅生活で
できる簡単な運動方法や医学的知識を身につけてもらうため
の「呼吸リハビリ教室」を春・秋に4回ずつ開催した。

688 低肺機能者グループ東北白鳥会 無 障害者更生相談所

12 仙台市 コミュニケーション支援事業
ALS（筋萎縮性側索硬化症)等のコミュニケーション困難者・障
害者の現状及び課題について，協働で報告書（提言書）を作成
した。

324
重度心身障害者の意思伝達を支
援する会コム・イネーブル

無 障害者更生相談所

13 仙台市 障害者自立支援特別対策
専門機関のコンサルテーションにより「テクノエイドシステムの
あり方」検討と報告書の策定及び障害者・介護施設等関係職
員を対象とした「シーティング研修会」を実施した。

300 ふつうのくらし研究所 無 障害者更生相談所

14 仙台市 中途視覚障害者生活支援事業
中途視覚障害者支援センターを設置。業務委託により相談事
業・交流会事業・研修・調査研究等を行なう。

12,488
特定非営利活動法人
アイサポート仙台

無 障害者更生相談所

15 仙台市 高齢者情報活用支援事業
情報弱者に陥りやすいとされる高齢者のＩＴ活用能力の向上と
社会参加の促進を図ることを目的として，60歳以上の市民を対
象としたパソコン教室を開催するもの。

3,001 仙台シニアネットクラブ 無 高齢企画課

16 仙台市 子育てふれあいプラザ管理運営
子育て支援拠点施設である「仙台市子育てふれあいプラザ」の
管理及び事業（ひろば事業，相談事業，一時預かり事業，情報
提供事業）の企画運営。

25,200
特定非営利活動法人
せんだいファミリーサポート・ネッ
トワーク

有 子供企画課

17 仙台市
子育てふれあいプラザ長町南管理
運営

子育て支援拠点施設である「仙台市子育てふれあいプラザ長
町南」の管理及び事業（ひろば事業，相談事業，一時預かり事
業，情報提供事業）の企画運営。

10,000
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

有 子供企画課

18 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（小松島，鹿野，市名坂）

55,533
特定非営利活動法人
MIYAGI子どもネットワーク

有 子供施設課
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19 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（幸町南）

18,094
特定非営利活動法人
MIYAGI子どもネットワーク

有 子供施設課

20 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（東四郎丸）

17,881
特定非営利活動法人
FORYOUにこにこの家

有 子供施設課

21 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（岩切）

19,062
特定非営利活動法人
みやぎ・せんだい子どもの丘

有 子供施設課

22 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（通町，鶴巻）

37,913
特定非営利活動法人
みやぎ・せんだい子どもの丘

有 子供施設課

23 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（榴岡）

18,112
特定非営利活動法人
せんだい杜の子ども劇場

有 子供施設課

24 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（八本松）

18,562
特定非営利活動法人
みやぎ・せんだい子どもの丘

有 子供施設課

25 仙台市 児童厚生施設の管理
児童館の有業務
（旭ケ丘）

19,208
特定非営利活動法人
仙台ＹＭＣＡファミリーセンター

有 子供施設課

26 仙台市 マイスクール児童館の運営管理
マイスクール児童館の運営管理業務
（荒巻，立町）

29,002
特定非営利活動法人
みやぎ・せんだい子どもの丘

無 子供施設課

27 仙台市 マイスクール児童館の運営管理
マイスクール児童館の運営管理業務
（連坊小路）

14,496
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

無 子供施設課

28 仙台市 コミュニティ児童館の運営管理
コミュニティ児童館の運営管理業務
（袋原）

13,361
袋原コミュニティ児童館運営委員
会

無 子供施設課
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29 仙台市 コミュニティ児童館の運営管理
コミュニティ児童館の運営管理業務
（北六番丁）

13,134
仙台市北六番丁コミュニティ児童
館運営委員会

無 子供施設課

30 仙台市 杜々かんきょうレスキュー隊事業

杜の都の自然環境や生活環境を活かした体験型野環境学習
プログラムを，環境NPOなどが作成し，子どもたちや一般市
民，教師に体験してもらう事業。プログラムの体験を通して「環
境問題に気づき，自ら環境に配慮した行動をとれる人（＝かん
きょうレスキュー隊員）」を育成することを目的としている。

※再掲
2815

水魚方式研究会／ネイチャー
ヴォイス／宮城教育大学幼児教
育研究会／特定非営利活動法
人水・環境ネット東北／シンプル
＆スローライフの会／仙台いぐね
研究会／仙台リバーズネット・梅
田川／土壁塗ろう会／特定非営
利活動法人冒険あそび場―せん

無 環境都市推進課

31 仙台市
「仙台天水桶手づくり講座」開催業
務

「仙台天水桶」の作り方の講習会を開催し，実際に試作すると
ともに，材料のモルト樽工場の見学や水循環関係の有識者の
講話も実施する。

302 仙台リバーズネット・梅田川 無 環境対策課

32 仙台市
まち美化に関する市民活動推進の
ための支援事業

仙台まち美化ネットワーク通信の作成，まち美化に関する講習
会の企画運営等

1,649
特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンター

無 廃棄物管理課

33 仙台市
クリーン仙台推進員グループ学習
会運営業務

クリーン仙台推進員を対象として，ワークショップ形式の学習会
を5コース実施する。

1,260
特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンター

無 廃棄物管理課

34 仙台市 生ごみリサイクル実践講座 生ごみのリサイクルについての講座を開催する。 335
仙台生ごみリサイクルネットワー
ク

無 リサイクル推進課

35 仙台市
ダンボール式生ごみリサイクル出
前講座

地域におけるダンボールを使用した生ごみのリサイクルを推進
するため，出前講座を実施する。

353
仙台生ごみリサイクルネットワー
ク

無 リサイクル推進課

36 仙台市 コミュニティビジネス運営事業
地域課題の解決を図る事業を実施するコミュニティビジネスを
展開することにより，本市における継続的な雇用機会の創出を
図るとともに，地域コミュニティの活性化を図る

27,555

特定非営利活動法人
全国コミュニティライフサポートセ
ンター
特定非営利活動法人

無 地域産業支援課

37 仙台市 小学生路線バス利用体験企画
小学生を対象に乗車体験を展開。バスの乗り方，基本的な
ルールに加え，バス車両のバリアフリー化設備などを実体験の
中で学ぶ機会を提供する。

1,200
特定非営利活動法人
まちづくり政策フォーラム

無 公共交通推進課
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38 仙台市 大学バスマップ原案作成
大学生とワークショップにより各大学周辺の交通環境に合わせ
たバス路線図を作成し，配布することで，公共交通をうまく活用
した通学方法を学生が選択できるように促していく。

1,000
特定非営利活動法人
まちづくり政策フォーラム

無 公共交通推進課

39 仙台市
分譲マンション耐震化相談員派遣
事業

分譲マンションの耐震化に取り組む管理組合に対し相談員を
派遣し，適切な助言や情報の提供等を行うことにより，分譲マ
ンションの円滑な耐震化の促進を図る。１管理組合通算３回ま
で無料。

315
特定非営利活動法人
東北マンション管理組合連合会

無 住環境整備課

40 仙台市 杜の都の彫刻めぐり
市内に設置されている屋外彫刻の見学会を年数回行ってお
り，そのガイドを市民活動団体に委託している。

60 彫刻のあるまちづくり応援隊 無 百年の杜推進課

41 仙台市 子供の自然体験学習林事業
子供の自然体験学習林事業のイベント（森林管理作業や自然
体験学習など）の会場設営や解説指導を委託

226
特定非営利活動法人
みどり十字軍

無 百年の杜推進課

42 仙台市
海岸公園の一部（冒険あそび場及
びキャンプ場を含む）の有

海岸公園冒険あそび場とキャンプ場の管理運営 22,960
冒険あそび場-せんだい・みやぎ
ネットワーク・東洋緑化共同企業
体

有 公園課

43 仙台市 地元学地域連携事業 身近な地域を知ることで,まちづくりを考えるきっかけをつくる。 700 みやぎの区民協議会 無 宮城野区まちづくり推進課

44 仙台市 大倉ふるさとセンター有 大倉ふるさとセンターの運営管理を行う。 24,280
特定非営利活動法人
グリーンライフ東北

有 生涯学習課

45 仙台市 こどものための日本語講座
日本語を母語としない小学生・中学生を対象とした，日本語を
学習する機会を提供する事業

270
特定非営利活動法人
 ＩＣＡＳ国際都市仙台を支える市
民の会

無 青葉区中央市民センター

46 仙台市 市長選市民企画
企画コンペで採用された４つの市民団体等に市長選啓発を委
託事業として実践してもらった。

657

特定非営利活動法人
ドットジェイピー東北支部
東北大学法社会学研究会
選挙お作法プロジェクト

無 選挙管理課
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47 石巻市
石巻市ＮＰＯ支援オフィス管理運営
業務

市民公益活動団体の活動支援の拠点並びに市民公益活動団
体，市民，事業者及び市の連携・交流の場所を提供するため
の施設として」設置。また，ＮＰＯ支援を目的とする中間支援の
ＮＰＯ法人「特定非営利活動法人いしのまきＮＰＯセンター」を
指定管理者とし，管理運営を行っている

5,500
特定非営利活動法人
いしのまきＮＰＯセンター

有 企画部市民活動推進課

48 石巻市 平成２１年度高齢者権利擁護事業 高齢者虐待事例など，権利擁護に関する相談支援 300
特定非営利活動法人
宮城福祉オンブズネット「エール」

無 保健福祉部福祉総務課

49 石巻市 石巻市かもめ学園管理運営事業

①かもめ学園の施設，設備等の維持管理に関する業務
②児童ディサービス
③障害児日中一時支援サービス
④その他市長が必要と認める業務

11,187
特定非営利活動法人
石巻市やわらぎの会

有 保健福祉部子育て支援課

50 石巻市 渡波海水浴場監視業務 渡波海水浴場内の監視等業務を行う。 662
特定非営利活動法人
石巻スポーツ振興サポートセン
ター

無 産業部観光課

51 塩竈市
塩竈市体育施設管理運営業務委
託

塩竈市体育館の管理及び運営。塩竈市温水プールの管理及
び運営。

80,321
特定非営利活動法人
塩竈市体育協会

有 生涯学習課

52 塩竈市 親子であそぼう会
子育て支援の一環として，親子（児童）を対象に体育遊びを実
施した。

5
特定非営利活動法人塩釜市体
育協会

無 児童福祉課

53 塩竈市 ミニミニ遊びの広場
子育て親子を対象に集いの場を提供し，様々な遊びを提供す
る。

0 梅の宮母親クラブ 無 児童福祉課

54 塩竈市 障害者スポーツ教室
障害者の健康づくりと社会参加のためのスポーツ教室を年間３
０回開催した。のべ参加人数４６７人

250
特定非営利活動法人塩釜市体
育協会

無 社会福祉課

55 塩竈市 児童デイサービス
塩竈市ひまわり園の事業として障害児の療育指導・相談を実
施。平成２０年１０月から委託。のべ利用人数２，１７２人

400
特定非営利活動法人さわおとの
森

有 社会福祉課



ＮＰＯとの協働実績（平成２１年度）
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（別紙１）【平成２１年度対象】

56 塩竈市
平成２１年度『海商の館』旧亀井邸
文化交流事業業務委託

塩竈の歴史を伝える建築物である旧亀井邸を活用し，市民や
観光客等を対象としたイベント，展示会等の企画実施及び日常
管理業を委託

3,597
特定非営利活動法人
 NPOみなとしほがま

無 商工観光課

57 塩竈市
浦戸総合センター宿直業務委託
（単価契約）

総合センターの休日，宿泊利用者があった場合の宿日直対応
を行う

宿直3,990円
日直

（全日）3,990
円

（半日）1,995
円

特定非営利活動法人フラワーア
イランド野々島

無 浦戸交通課

58 大崎市 大崎市市民活動サポートセンター 大崎市市民活動サポートセンターの管理・運営 16,905
特定非営利活動法人　宮城マネ
ジメント協会

有 まちづくり推進課

59 大崎市
ラムサール・フェスティバル2010開
催業務

ラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水田」「化女沼」に関する活
動や現状を内外にＰＲするシンポジウムの開催事業

1,212 特定非営利活動法人田んぼ 無 農林振興課

60 大崎市
大崎市田尻大貫地区並びに化女沼
周辺食文化調査業務

ラムサール条約登録湿地である化女沼・蕪栗沼周辺におい
て，その食文化調査を行い，沼及びその周辺の自然の恵み
と，それを生かした先人たちの暮らしの知恵とを再認識し，次
世代に受け継ぐことを目的とした事業

262 特定非営利活動法人田んぼ 無 農林振興課

61 大崎市
ラムサール条約湿地「化女沼」に関
する市民講座開催業務

「化女沼」がラムサール条約湿地に登録されて１年。その宝の
意義・重要性を登録から１年を経過した今，あらためて市民を
対象に周知することを目的とした事業

157
特定非営利活動法人エコパル化
女沼

無 農林振興課

62 大崎市
ラムサール条約湿地「化女沼」に関
するガイドマップ作成業務

ラムサール条約湿地「化女沼」を訪れた多くの来訪者等により
「化女沼」を理解してもらうためのガイドマップの作成を依頼す
る事業

283
特定非営利活動法人エコパル化
女沼

無 農林振興課

63 大崎市 さとやま定住促進事業

循環型社会の構築を目指し，地域住民や地域企業と連携を図
りながら，放置林の整備（間伐），植樹，苗木販売，田畑の農作
業，農産物の販売，都市部との交流,研修会の開催を行い，新
規雇用者の自立，定住化を促進する。

23,944
特定非営利活動法人鬼首山学
校協議会

無 農林振興課



ＮＰＯとの協働実績（平成２１年度）
【業務委託】

No. 市町村名 委託事業名 事業内容
委託金額
（単位：千

円）
委託先

指定管
理
有

担当課名

（別紙１）【平成２１年度対象】

64 大崎市 大崎生きもの認証制度支援事業
環境保全型農業の普及・推進を図る取り組みである地域内で
の生きもの調査を継続して行っていくため，地域のアドバイ
ザーとなるべき人材を雇用する事業

1,400 特定非営利活動法人田んぼ 無 農林振興課

65 大崎市
大崎市地域農産物認証マークデザ
イン作成委託業務

本市の環境保全，環境に配慮した農業等をイメージするマーク
デザインの作成業務

358 ＮＰＯ法人　蕪栗ぬまっこくらぶ 無 農林振興課

66 大崎市
バイオディーゼル車両デザイン作
成業務

バイオマスタウン構想を推進するための，天ぷら油を精製した
BDFを燃料とした車両のデザイン作成業務

199 ＮＰＯ法人　蕪栗ぬまっこくらぶ 無 農林振興課

67 大崎市 バイオマス利活用調査委託
バイオマスタウン構想に記載された，これまで焼却処分されて
いたラムサール条約湿地「蕪栗沼」のヨシをペレット燃料として
有効利用することの事業可能性調査

577 ＮＰＯ法人　蕪栗ぬまっこくらぶ 無 農林振興課

68 大崎市
バイオマスタウンおおさきパンフレッ
ト作成業務

バイオマスタウン構想の概要を市民等に周知するための啓発
用パンフレットの作成業務

199 ＮＰＯ法人　蕪栗ぬまっこくらぶ 無 農林振興課

69 大崎市 田舎体験ＰＲ事業
より多くの都市住民に田舎暮らし等の体験をしてもらうため，田
舎体験を出前するもの

158 田尻グリーンツーリズム委員会 無 観光交流課

70 大崎市
移住定住ホームページ管理業務委
託

交流・移住に関するＨＰの作成・管理を委託 980 特定非営利活動法人えがす大崎 無 観光交流課

71 大崎市 吉野作造記念館指定管理業務 吉野作造記念館の管理・運営 29,244 NPO法人古川学人 有 教育委員会古川支局

72 大崎市
大崎市感覚ミュージアム指定管理
業務

大崎市感覚ミュージアムの管理・運営 25,000
ＮＯＰ法人オープンハート・あった
か

有 岩出山総合支所保健福祉課

73 大崎市
エコツーリズム推進支援事業業務
委託

来訪者の探鳥マナーの向上とミニガイドを目的としたエコツーリ
ズム普及啓発業務（蕪栗沼応援隊）委託料

378
NPO蕪栗ぬまっこくらぶ
理事長　呉地　正行

無 田尻総合支所産業建設課
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【業務委託】

No. 市町村名 委託事業名 事業内容
委託金額
（単位：千

円）
委託先

指定管
理
有

担当課名

（別紙１）【平成２１年度対象】

74 大崎市
マガンの里づくり推進事業調査研
究業務委託

環境保全型農業（ふゆみずたんぼ等）に関わる調査研究委託 300
NPO田んぼ理事長
岩渕　成紀

無 田尻総合支所産業建設課

75 大崎市
田尻地域環境教育学習普及事業
業務委託

ラムサール条約湿地2箇所を有する大崎市において，エコツー
リズムや環境教育の普及を目的に，環境教育の指導者並びに
地域コーディネーターの育成を図る。

1,497
NPO蕪栗ぬまっこくらぶ
理事長　呉地　正行

無 田尻総合支所産業建設課

76 大崎市
田尻地域自然共生型農業調査研
究事業業務委託

カメムシ被害の軽減を図り農薬に頼らない防除法の研究委託
を行い，自然共生型農業の普及支援を図る。

966
ＮＰＯ田んぼ
理事長　岩渕　成紀

無 田尻総合支所産業建設課

77 気仙沼市
気仙沼市観光物産センター管理委
託

気仙沼市観光物産センターの管理運営 5,750 気仙沼観光コンベンション協会 有 産業部観光課

78 気仙沼市
気仙沼市南町海岸駐車場管理委
託

気仙沼市南町海岸駐車場の管理運営 9,420 気仙沼観光コンベンション協会 有 産業部観光課

79 気仙沼市 気仙沼市観光案内所管理委託 気仙沼市観光案内所の管理運営 1,300 気仙沼観光コンベンション協会 有 産業部観光課

80 気仙沼市
唐桑半島ビジターセンター・津波体
験館運営業務委託

唐桑半島ビジターセンター・津波体験館の管理運営 1,500 気仙沼観光コンベンション協会 無 産業部観光課

81 気仙沼市
体験型観光受入れ態勢整備推進
業務委託

体験型観光の受入れ態勢整備や体験メニューの開発 4,435 気仙沼観光コンベンション協会 無 産業部観光課

82 気仙沼市 亀山レストハウス清掃業務委託 亀山レストハウス施設内外の清掃 248 気仙沼大島観光協会 無 産業部観光課

83 気仙沼市
小田の浜海水浴場清掃管理業務
委託

小田の浜海水浴場及び付帯施設の清掃及び海水浴場への入
込み客数・自動車台数の調査

106 気仙沼大島観光協会 無 産業部観光課
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（別紙１）【平成２１年度対象】

84 気仙沼市
お伊勢浜海水浴場清掃管理業務
委託

お伊勢浜海水浴場及び付帯施設の清掃及び海水浴場への入
込み客数・自動車台数の調査

445 気仙沼市階上観光協会 無 産業部観光課

85 気仙沼市
小田の浜海水浴場環境整備業務
委託

シーズン中に発生する海水浴場への漂着物等の除去 40 気仙沼大島観光協会 無 産業部観光課

86 気仙沼市
お伊勢浜海水浴場環境整備業務
委託

シーズン中に発生する海水浴場への漂着物等の除去 45 気仙沼市階上観光協会 無 産業部観光課

87 気仙沼市
気仙沼市総合体育館指定管理事
業

気仙沼市総合体育館の管理運営 44,600 気仙沼市体育協会 有 教育委員会生涯学習課

88 気仙沼市
気仙沼市八瀬地域郷土文化保存
伝承館指定管理事業

気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の管理運営 0
気仙沼市八瀬地域郷土文化保
存伝承館管理運営委員会

有 教育委員会生涯学習課

89 気仙沼市
学校施設開放　地域連携モデル事
業

面瀬小学校、面瀬中学校に係る学校施設開放事業 450
特定非営利活動法人なんでもエ
ンジョイ面瀬クラブ

無 教育委員会生涯学習課

90 気仙沼市
気仙沼市面瀬地域ふれあいセン
ター指定管理事業

気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの管理運営 5,140
気仙沼市面瀬地域ふれあいセン
ター管理運営委員会

有 教育委員会生涯学習課

91 気仙沼市
気仙沼市松岩公民館指定管理事
業

気仙沼市松岩公民館の管理運営 11,497 松岩公民館経営委員会 有 教育委員会生涯学習課

92 気仙沼市 ひだまりの丘管理委託 ひだまりの丘の管理運営 0 ひだまりの丘管理運営委員会 有 保健福祉部高齢介護課

93 気仙沼市 花のみち45管理委託業務 「花のみち45」の花壇管理委託 645 松岩地区緑化推進協議会 無 建設部都市計画課
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94 気仙沼市 花のみち45管理委託業務 「花のみち45」の花壇管理委託 369 面瀬地区緑化推進協議会 無 建設部都市計画課

95 気仙沼市 花のみち45管理委託業務 「花のみち45」の花壇管理委託 312 新月地区緑化推進協議会 無 建設部都市計画課

96 気仙沼市 花のみち45管理委託業務 「花のみち45」の花壇管理委託 97
九条小学校区花と緑の
推進協議会

無 建設部都市計画課

97 気仙沼市 花のみち45花苗栽培委託業務 「花のみち45」の植栽に係る花苗栽培の委託 93
特定非営利活動法人
気仙沼地方
手をつなぐ太陽の会

無 建設部都市計画課

98 気仙沼市 花のみち45便所掃除委託業務 「花のみち45」に設置されている便所の清掃委託 28
特定非営利活動法人
気仙沼地方
手をつなぐ太陽の会

無 建設部都市計画課

99 気仙沼市 街路樹夏季・秋季剪定業務 街路樹の剪定業務 297
九条小学校区花と緑の
推進協議会

無 建設部都市計画課

100 気仙沼市 気仙沼湾海面清掃業務
気仙沼湾内に発生するごみ等を清掃船で回収し、運搬及び適
正処理を行う。

8,449
特定非営利活動法人　　　気仙
沼清港会

無 市民生活部廃棄物対策課

101 気仙沼市
気仙沼市大島開発総合センター管
理運営事業

気仙沼市大島開発総合センターの管理運営 3,800 大島海友会 有 企画部企画政策課

102 気仙沼市
気仙沼駅前コミュニティセンター管
理委託

気仙沼駅前コミュニティセンターの管理運営 0
気仙沼駅前コミュニティセンター
管理運営協議会

有 企画部まちづくり推進課

103 気仙沼市
気仙沼市生活改善センター管理委
託

気仙沼市生活改善センターの管理運営 0
生活改善センター管理運営委員
会

有 企画部まちづくり推進課
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104 気仙沼市
気仙沼市水梨コミュニティセンター
管理委託

気仙沼市水梨コミュニティセンターの管理運営 0 水梨地区コミュニティ推進協議会 有 企画部まちづくり推進課

105 気仙沼市
気仙沼市白山コミュニティセンター
管理委託

気仙沼市白山コミュニティセンターの管理運営 0
気仙沼市白山コミュニティセン
ター管理運営協議会

有 企画部まちづくり推進課

106 白石市 白石市越河公民館指定管理業務 越河公民館の管理・運営 4,595 越河地域振興会 有 生涯学習課

107 白石市 白石市斎川公民館指定管理業務 斎川公民館の管理・運営 4,463 斎川まちづくり協議会 有 生涯学習課

108 白石市 白石市大平公民館指定管理業務 大平公民館の管理・運営 4,462 大平公民館運営会議 有 生涯学習課

109 白石市
白石市大鷹沢公民館指定管理業
務

大鷹沢公民館の管理・運営 4,682 大鷹沢地区会議 有 生涯学習課

110 白石市 白石市白川公民館指定管理業務 白川公民館の管理・運営 4,536 白川振興会議 有 生涯学習課

111 白石市 白石市福岡公民館指定管理業務 福岡公民館の管理・運営 4,856 福岡地区民の会 有 生涯学習課

112 白石市 白石市深谷公民館指定管理業務 深谷公民館の管理・運営 4,490 白石市深谷公民館運営委員会 有 生涯学習課

113 白石市 白石市小原公民館指定管理業務 小原公民館の管理・運営 4,434 小原地区振興会 有 生涯学習課
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114 白石市
白石市スポーツセンター指定管理
業務

白石市スポーツセンターの管理運営業務 4,658 白石市体育協会 有 生涯学習課

115 白石市 越河駅前駐車場指定管理業務 越河駅前駐車場の管理・運営 0 越河地域振興会 有 都市整備課

116 白石市
水と石との語らいの公園維持管理
委託

水と石との語らい公園等のトイレ清掃，除草及び植木剪定等に
よる維持管理

2,442 小原地区活性化推進協議会 無 都市整備課

117 白石市
白石市弥治郎こけし村指定管理業
務

弥治郎こけし村の管理・運営 7,185 弥治郎こけし村運営委員会 有 商工観光課

118 白石市 かつらの湯指定管理業務 かつらの湯の管理・運営 0 小原地区活性化推進協議会 有 商工観光課

119 白石市
白石市南蔵王休憩所指定管理業
務

南蔵王休憩所の管理・運営 326 ＮＰＯ法人不忘アザレア 有 商工観光課

120 白石市
みやぎ蔵王白石スキー場指定管理
業務

みやぎ蔵王白石スキー場の管理・運営 0 ＮＰＯ法人不忘アザレア 有 商工観光課

121 白石市
白石市精神障害者小規模通所授
産施設ポプラ指定管理業務

精神障害者小規模通所授産施設ポプラの管理・運営 7,955 ＮＰＯ法人白石うぐいす会 有 福祉事務所

122 白石市
白石市鷹巣地区コミュニティセン
ター指定管理業務

鷹巣地区コミュニティセンターの管理・運営 380 鷹巣地区コミュニティ推進協議会 有 企画情報課

123 白石市
奥州街道ふれあいの館指定管理業
務

奥州街道ふれあいの館の管理・運営 330 城北コミュニティ推進協議会 有 企画情報課
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124 白石市
白石市城東コミュニティセンター指
定管理業務

城東コミュニティセンターの管理・運営 288 城東コミュニティ推進協議会 有 企画情報課

125 名取市
名取市市民活動支援センター運営
業務

①NPO活動全般の相談業務（毎週月・水・木・金の４日間）
②市民活動促進に関する研修・講座・イベントの開催

6,090
特定非営利活動法人せんだい・
みやぎNPOセンター

無 男女共同・市民参画推進室

126 多賀城市
平成２１年度多賀城市社会体育施
設管理運営業務

総合体育館，市民プール，テニスコート等の管理運営業及び社
会体育事業（３１事業）の実施

110,312,795
ＮＰＯ法人多賀城市民スポーツク
ラブ

有 教育委員会事務局生涯学習課

127 多賀城市
平成２０年度多賀城市市民活動サ
ポートセンター業務運営委託

多賀城市市民活動サポートセンターの管理運営業務 33,950
ＮＰＯ法人せんだい・みやぎＮＰＯ
センター

無 総務部地域コミュニティ課

128 多賀城市 市民活動促進事業業務委託
多賀城市市民活動サポートセンターを拠点とした，市民活動促
進のための事業の実施

1,000
ＮＰＯ法人せんだい・みやぎＮＰＯ
センター

無 総務部地域コミュニティ課

129 岩沼市
グリーンピア岩沼施設貸出業務委
託

施設貸出受付及び事務取扱，利用者の案内，入退場整理，使
用料納入事務など

7,350
特定非営利活動法人ライジング
ジェネレーションサポートネット

無 グリーンピア管理室

130 東松島市 定川清掃業務委託 河川清掃業務 232 定川を守る会 無 建設部建設課

131 東松島市 北上運河清掃委託事業 運河清掃業務 79 大曲浜区委員会 無 建設部建設課

132 東松島市 鳴瀬川堤防除草作業委託業務 鳴瀬川の堤防除草作業 809 鳴瀬川の水辺をきれいにする会 無 建設部建設課

133 東松島市 滝山公園清掃管理業務 滝山公園内のトイレ清掃及び草刈業務 882 滝山観光協会 無 建設部建設課
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134 東松島市 モデル林管理業務委託 宮戸地区モデル林の環境保護等に係る維持管理業務 90 宮戸の植物を守る会 無 産業部農林水産課

135 東松島市 野蒜築港資料室運営委託業務 野蒜築港資料室の運営業務 840 野蒜築港ファンクラブ 無 教育委員会生涯学習課

136 東松島市 史跡公園内植栽業務委託 史跡公園内の菜種植栽及び管理業務 430 奥松島縄文村菜種保存会 無 教育委員会生涯学習課

137 東松島市 里浜貝塚除草業務委託 里浜貝塚（梨木及び畑中地区）の刈払除草業務 200
里区　　（代表）里北区長　櫻井
邦夫

無 教育委員会生涯学習課

138 東松島市 まちづくり企画運営管理業務委託 蔵しっくパークの企画運営業務及び管理業務 26,565
特定非営利活動法人
東松島まちづくり応援団

有 総務部市民協働課

139 登米市 中田農産物直売所の管理 施設の管理・運営 0
なかだ農産物直売所管理運営組
合

有 産業経済部　農産園芸畜産課

140 登米市 中田農産物加工所の管理 施設の管理・運営 570
なかだ農産物直売所管理運営組
合

有 産業経済部　農産園芸畜産課

141 登米市 石森ふれあいセンターの管理 施設の管理・運営 16,959 石森コミュニティ運営協議会 有 教育委員会　生涯学習課

142 登米市 宝江ふれあいセンターの管理 施設の管理・運営 14,192 宝江コミュニティ運営協議会 有 教育委員会　生涯学習課

143 登米市 上沼ふれあいセンターの管理 施設の管理・運営 13,682 上沼コミュニティ運営協議会 有 教育委員会　生涯学習課
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144 登米市 浅水ふれあいセンターの管理 施設の管理・運営 13,924 浅水コミュニティ運営協議会 有 教育委員会　生涯学習課

145 登米市
合ノ木・大綱木地区簡易給水施設
の管理

施設の管理・運営 526
合ノ木・大綱木地区水道施設管
理組合

有 市民生活部　　　　環境課

146 登米市
東和川端高齢者等活動生活支援
促進機械施設の管理

施設の管理・運営 0 川端地区集会施設管理組合 有 企画部　市民活動支援課

147 登米市 南方有機農業交流センターの管理 施設の管理・運営 0 青島区自治振興会 有 産業経済部　農林政策課

148 登米市 南方産地形成促進施設の管理 施設の管理・運営 2,900
特定非営利活動法人もっこりの
里

有 産業経済部　商工観光課

149 登米市 米山産地形成促進施設の管理 施設の管理・運営 5,465 ふる里センターY・Y 有 産業経済部　商工観光課

150 登米市 米山西野農村公園の管理 施設の管理・運営 0 ふる里センターY・Y 有 産業経済部　商工観光課

151 登米市 豊里地域産物活用施設の管理 施設の管理・運営 2,357
豊里地域産物活用施設運営組
合

有 産業経済部　農林政策課

152 登米市 中田球場・諏訪公園の管理 施設の管理・運営 11,180 なかだスポーツクラブ”パティオ” 有 教育委員会　生涯学習課

153 登米市
豊里運動公園・豊里花の公園（豊
里多目的広場）の管理

施設の管理・運営 23,429 とよさとマイ・タウンクラブ 有
教育委員会　生涯学習課
建設部　　　　都市計画課
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154 登米市
迫梅ノ木公園（梅ノ木グリーンパー
ク）の管理

施設の管理・運営 8,800 登米市体育協会 有 教育委員会　生涯学習課

155 登米市
迫佐沼公園（光ヶ丘球場）・迫大東
公園の管理

施設の管理・運営 5,090 登米市体育協会 有 教育委員会　生涯学習課

156 登米市
石越体育センター・石越総合運動
公園の管理

施設の管理・運営 11,785 いしこしENJOYクラブ 有 教育委員会　生涯学習課

157 栗原市
平成２１年度緊急雇用創出事業観
光資源調査業務

市内にある長屋門の所在などを調査し，建物の状況を把握し，
写真撮影，資源調査票と資源マップの作成を行う。

5,033 NPO法人夢くりはら21 無 田園観光課

158 栗原市
細倉金属鉱業株式会社旧佐野社
宅管理運営委託

旧佐野社宅の近代化産業遺産としての位置付けと性格を良く
理解し，地域振興を目的として活用した管理運営を行う。

759 NPO法人夢くりはら21 無 田園観光課

159 栗原市 炭焼藤太の墓駐車場管理業務 炭焼藤太の墓駐車場の管理。 30 畑戸主会（任意団体） 無 田園観光課

160 栗原市
栗原市西部地域活動支援センター
業務

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び
運営
（１）生産活動の支援に関すること。
（２）基本的生活習慣を身に付ける支援に関すること。
（３）社会適応訓練に関すること。
（４）創作活動事業に関すること。
（５）地域交流事業に関すること。

4,935

栗原市築館字八沢南沢８５番地
特定非営利活動法人
栗原市障害者就労支援センター
理事長　大場俊孝

無 健康推進課

161 栗原市
栗原市西部地域活動支援センター
の業務委託

地域活動支援センターに通所して，自立した日常生活を図れる
よう創作的活動や生産活動の機会の提供，社会との交流を促
進する事業を実施することを委託。

4,935
特定非営利活動法人　栗原市障
害者就労支援センター

無 社会福祉課
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162 大河原町 コミュニケーション支援事業 手話通話等の手法により，意思疎通の円滑化を図る 49
ろうあ協会
要約筆記通訳せんなん

無 健康福祉課

163 大河原町 移動支援事業
屋内での移動が困難な障がい者等について，外出のための支
援を行う。

440
特定非営利活動法人ほっとあい
特定非営利活動法人友愛さくら

無 健康福祉課

164 大河原町 日中一時支援事業
障がい者の日中における活動の場を確保し，家族の就労支援
及び一時的な休息の取得を支援する。

0 ＮＰＯ法人ほっとあい 無 健康福祉課

165 大河原町 軽度生活支援事業
６５歳以上の一人暮らしの高齢者に対し，鍛冶屋屋外作業の
援助を行う。

137 ＮＰＯ法人ほっとあい 無 健康福祉課

166 大河原町
体育施設管理運営等業務（指定管
理者）

総合体育館及びスポーツ施設（テニスコートなど）の管理運営
の指定管理者に指定

34,569
ＮＰＯ法人大河原町スポーツ振
興アカデミー

有 生涯学習課

167 柴田町 子育てサポート支援事業業務委託
・親子ふれあいひろばの開設
・“子育て支援マップしばた”の作成

1,215 NPO法人しばた子育てゆるりん 無 子ども家庭課

168 川崎町 介護予防教室事業委託料 介護予防教室における受付業務の委託 92
特定非営利活動法人　　ガンバ・
ペッチャー

無 保健福祉課

169 川崎町
川崎町地域活動支援センター
仲間の家運営事業

仲間の家運営事業の委託 7,953
特定非営利活動法人　　ガンバ・
ペッチャー

無 保健福祉課

170 川崎町 日中一時支援事業 支援事業委託 198
特定非営利活動法人　　ガンバ・
ペッチャー

無 保健福祉課

171 川崎町 夜間管理委託 施設の夜間管理委託 1,365
特定非営利活動法人　　ガンバ・
ペッチャー

無 生涯学習課
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172 川崎町 体育施設管理運営業務委託 体育施設の管理業務 14,490
特定非営利活動法人　　ガンバ・
ペッチャー

無 生涯学習課

173 亘理町
思いやりの心で育てる花と緑のまち
づくり事業花壇管理業務

花壇の管理業務（県道沿いの花壇１５箇所の管理） 500 NPOいきいき亘理 無 町民生活課

174 亘理町 町民意向調査業務 意向調査票の発送，調査結果の集計・報告書の作成 1,960 NPOいきいき亘理 無 企画財政課

175 山元町 居宅介護予防支援事業 予防プランの作成

１件4,000円
/月

初回加算
2,500円

特定非営利活動法人にこにこケ
アサービス
特定非営利活動法人住民互助
福祉団体ささえ愛山元

無 山元町地域包括支援センター

176 山元町
山元町農産物直売所「夢いちごの
郷」管理委託

施設管理・運営
350,000円/

年
山元町夢いちごの郷友の会 有 産業振興課

177 松島町
松島町野外活動センター指定管理
業務委託

松島町野外活動センターの管理・運営 11,200 ＮＰＯ法人ウイザス 有 中央公民館

178 松島町 松島駅駐輪場管理業務委託 松島駅駐輪場の管理・運営 ＮＰＯ法人ウイザス 有 建設課

179 七ヶ浜町
七ヶ浜町スポーツ施設指定管理業
務

スポーツ施設（町民体育館・野球場・テニスコート・町民プール・
武道館・野外活動センター・サッカースタジアム・第１，第２ス
ポーツ広場）の管理運営

39,192 NPO法人アクアゆめクラブ 有 生涯学習課

180 利府町
利府町コミュニティセンター指定管
理業務事業委託

利府町コミュニティセンターの施設管理，貸出等 4,704
特定非営利活動法人　利府町観
光協会

有 生活環境課

181 大和町 町道植樹帯等整備業務 除草・刈り込み 1,580 特定非営利活動法人　ふれあい 無 都市建設課
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182 大郷町 大郷町環境クリーン巡視員業務
・不法投棄、監視のためのパトロール業務
・ゴミのポイ捨て防止の指導業務
・ゴミの散乱状況調査

748 特定非営利活動法人これから会 無 町民福祉課

183 色麻町 色麻町コミュニティセンター 施設の管理運営 3,473 清水地区コミュニティ推進協議会 有 社会教育課

184 南三陸町 総合案内業務 外来患者等への院内案内業務の実施 240 かかりつけ薬局ファックスの会 無 病院総務課

185 南三陸町
南三陸町ひころの里指定管理業務
委託

南三陸町ひころの里の管理・運営 6,700 ひころレディース 有 産業振興課

186 南三陸町 南三陸町日中一時支援事業
障害者(児)の一時預かり，日常的な生活訓練等を行う(単価契
約)

275 特定非営利活動法人　泉里会 無 保健福祉課

計１８６事業（２４市町村）　※指定管理者制度の導入・・・７９事業（１６市町村）　　　　　　（参考）昨年度調査結果　計１５５事業（２２市町村）　指定管理者制度の導入　７６事業（１６市町村）


