
ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

1 仙台市 まちなか農園藤坂 その他
都市計画道路用地の一部を「農」空間として、地元４町内
会がNPO等の協力により運営し、地域コミュニティ活性化
などに活用している。

花壇・大手町地区
グランドデザイン作成委員会
＇アーバンスコップ倶楽部、NPO法人
アイサポート仙台、片平小学校 ほか（

総合計画課

2 仙台市 日本文化理解 共催
外国籍市民に対し、日本の伝統文化体験の機会を提供
する催事

日本伝統文化の会 交流政策課

3 仙台市 せんだい日本語講座 その他
外国籍市民を対象に日常生活に必要な日本語能力習得
を図るための講座

NPO法人ICAS国際都市仙台を支える
市民の会＇通称ICAS（

交流政策課

4 仙台市 交流コーナー相談業務 その他
交流コーナーにおいて国際化及び国際交流に係る情報
提供ならびに各種相談サービス業務を行う

相談支援の会OASYS 交流政策課

5 仙台市
仙台シティセールスサポー
ター

補助・助成

市民、市民団体、地元企業、市外在住の仙台出身者、仙
台ゆかりの方〄などを対象に、仙台を愛し、自ら仙台のシ
ティセールスのために行動するシティセールスサポーター
を募集し、それぞれの自主的なセールス活動、ホスピタリ
ティ提供活動を支援するとともに、活動の輪を広げていく

仙台商工会議所 交流政策課

6 仙台市
仙台に情報の背骨を通す
プロジェクト

その他

市民による自主的・公益的な活動を支援している公共施
設において、行政と施設の管理運営団体とがネットワーク
をつくり、市民が受発信する情報、各施設が持っている情
報等を共有化し、効果的に受発信するための仕組を検
討。市民活動団体やＮＰＯのイベント等のチラシを11公共
施設で配架するサービス「チラシサポート」を実施してい
る。

特定非営利活動法人
せんだい・みやぎＮＰＯセンター

地域活動推進課

7 仙台市
民間シェルター入所者支
援等事業補助金

補助・助成 民間シェルター入所者及び暴力被害女性に対する相談等
仙台女性への暴力防止センター
＇ハーティ仙台（

男女共同参画課

8 仙台市
参画フォーラム2009企画
運営

共催
エル・パーク仙台、エル・ソーラ仙台を会場に市民グルー
プが日頃の活動成果を発信する。

男女共同参画推進
せんだいフォーラム運営委員会

男女共同参画課

9 仙台市
仙台市消費者団体育成補
助金

補助・助成
特定非営利活動法人仙台・みやぎ消費者支援ネット事業
＇制服リサイクルバンク、リーダー養成講座、暮らし出前講
座（に対する補助金交付

特定非営利活動法人
仙台・みやぎ消費者支援ネット

消費生活センター

＇別紙２（【平成２１年度対象】
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

10 仙台市
仙台市生活学校連絡協議
会補助金

補助・助成

より良い生活や住みよい地域をつくるために、関係者で話
し合い合意を得て問題を解決していく運動＇生活学校運
動（を行っている各生活学校を構成員とする仙台市生活
学校連絡協議会に対する補助金の交付

仙台市生活学校連絡協議会 消費生活センター

11 仙台市
仙台市スポーツ連盟育成
補助

補助・助成
仙台市内のスポーツ，レクリェーシヨン活動を推進する団
体の総括を行い，仙台市のスポーツの振興を図る。

仙台市スポーツ連盟 スポーツ振興課

12 仙台市
仙台市学区民体育振興会
連合会育成補助

補助・助成

仙台市内の小学校区卖位に結成された学区民体育振興
会及び各区学区民体育振興会で組織し，各種スポーツ大
会の開催や指導者研修会を通して仙台市のスポーツの
振興を図る。

仙台市学区民体育振興会連合会 スポーツ振興課

13 仙台市
仙台市レクリェーション協
会育成補助

補助・助成
仙台市のレクリェーシヨン活動の普及発展のため各種レ
クリェーション活動を行い，仙台市のスポーツの振興を図
る。

仙台市レクリェーション協会 スポーツ振興課

14 仙台市 仙台市体育協会育成補助 補助・助成
各種スポーツ協議会，講習会等の実施を通して，仙台市
のスポーツの振興を図る。

仙台市体育協会 スポーツ振興課

15 仙台市
㈶仙台市市民文化事業団
協力事業

協力・支援

向こう1年間に実施される文化事業について、年2回の公
募等により、広報支援・資金助成以外の各種協力＇チケッ
トあっせん等（を行うもの。特に公益性が高いと考えられる
事業は共催という形で協力。21年度協力分では45事業が
協力対象となった。

ＮＰＯ法人みやぎダンス他
(財)仙台市市民文化
事業団

16 仙台市
舞台スタッフ・ラボ～一般
施設篇～

その他

朗読ボランティア、公共施設の事業担当者、教員等、朗読
や読み聞かせなど「ものがたり」を伝える活動を支援。一
般市民が一般施設を劇的に変える舞台技術の応用講
座。働きながら参加できるよう音響・照明・美術の各コース
それぞれ別日程で設定。成果発表まで行う。昨今のコン
ピューターなど技術革新により、家庭用コンセントを使って
劇場の音響・照明などの表現が可能になったため。

(財)仙台市市民文化
事業団

17 仙台市
スタッフラボネットワーク協
働事業

協力・支援

１０－BOXの今年度事業「舞台スタッフ・ラボ」終了後、そ
の参加者が主体的な活動を開始。10-ＢＯＸは、プランニ
ングや実験、打合せ、相談、機材や会場の提供などを行
う。21年度内のネットワークの活動として、すでに柏木市
民センター主催講座「フレンドパーク」での朗読会のほか、
広瀬市民センター主催「ひろせ芝居塾」での愛子小学校
演劇公演の支援が始まっている。

スタラボネットワーク
(財)仙台市市民文化
事業団
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

18 仙台市 杜の都の演劇祭2009 共催

日常の市民生活レベルで「ものがたり」を楽しむ演劇祭。
街なかの飲食店で、食事と共に、名作を、1時間程度、朗
読に演出を加えたスタイルで、安価に提供。継続可能なシ
ステムを構築するため、10－BOX内に事務局機能を設置
し、積極的に商業と連携、またプロデューサーなど将来に
向けた制作者の育成も図る。演劇関係者らによって構成
された任意団体「杜の都の演劇祭プロジェクト」と共催。

杜の都の演劇祭プロジェクト
(財)仙台市市民文化
事業団

19 仙台市
ＮＯＺＯ-ＭＩＸ＇のぞみっく
す（

共催

10-ＢＯＸと隣接する知的障害者通所施設「のぞみ苑」との
交流活動として、即興劇ワークショップなどを毎週水曜日
の午前中に10-ＢＯＸの空き部屋を利用して実施。21年度
で6年目。のぞみ苑と10-ＢＯＸをＭＩＸした活動から命名。

社会福祉法人みずきの里
知的障害者更生施設＇通所（「のぞみ
苑」

(財)仙台市市民文化
事業団

20 仙台市 大衆紙芝居ネットワーク 共催

仙台市が主催し、仙台市市民文化事業団が企画実施した
「大衆紙芝居ワークショップ」の参加者が自主活動に移
行。任意団体「大衆紙芝居ネットワーク」を組織し、オリジ
ナルの作品を作り、自ら上演し、作品の展覧会なども行っ
ている。活動の中には作品の貸し出しもあり、10-ＢＯＸの
資料室にロッカーを設置し、作品の保管と貸し出しを協
力。

大衆紙芝居ネットワーク
(財)仙台市市民文化
事業団

21 仙台市 別役実研究会 協力・支援

10歳から14歳＇中学生（に紹介したい戯曲＇作/別役実（の
研究。21年度は内容の洗い出しや上演時間などのデータ
を集積した。次年度は中学生にものがたりを届ける手法
などの調査研究に移行し、さらに翌年の公演の実現に向
けて作業中。10-ＢＯＸでは協働事業の下地づくりとして、
会場、公報、テキスト作成などを協力。

トライポッド
(財)仙台市市民文化
事業団

22 仙台市 芸団協ネットセミナー 協力・支援

芸団協が主催するセミナーを各地に同時配信し、ディス
カッションする企画を仙台の演劇製作者トライポッドがボラ
ンティアで受託し、10-ＢＯＸは広報と会場提供と配受信の
ための技術者の協力を実施。

社団法人
日本芸能実演家団体協議会
トライポッド

(財)仙台市市民文化
事業団
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

23 仙台市
高砂もりあげ隊
「新春公演　扇座」

協力・支援

高砂市民センター主催事業からグループ化した「高砂もり
あげ隊」がかつて高砂にあった芝居小屋である「扇座」と
いう名前の舞台を地域の人と一緒につくりあげるもの。
10-ＢＯＸでは、指導者の紹介や、会場である高砂市民セ
ンターの多目的ホールでの主に舞台や照明、音響の舞台
スタッフ部門について協力。また、ボランティアスタッフとし
て「スタッフ・ラボ・ネットワーク」の活動の場として受け入
れた。

高砂もりあげ隊
(財)仙台市市民文化
事業団

24 仙台市

宮城県障害者福祉セン
ター
「センターまつり」
「ダンスパラダイス」

協力・支援

宮城県障害者福祉センターが主催し、施設を利用するＮＰ
Ｏや任意団体や個人が協働して運営する活動発表の機
会「センターまつり」や「ダンスパラダイス」の、演出プラン
や本番当日の機材や技術者を提供した。

宮城県障害者福祉センター
(財)仙台市市民文化
事業団

25 仙台市
音声学ワークショップ～声
の学校・ことばの学校

共催

読み聞かせボランティアやアナウンサーなど、初心者から
プロまで、声に特化した専門的で段階的なカリキュラムを
通年で学び、成果発表まで行う。地域間ネットワークとして
金沢や広島などでも開始し、仙台から講師を派遣してい
る。今後は一般市民の活動を支援するための専門領域を
開拓する。１０－ＢＯＸの会場使用料を減免。任意団体「演
劇集団ラダ・トロッソ」との共催。

演劇集団ラダ・トロッソ
(財)仙台市市民文化
事業団

26 仙台市
仙台国際音楽コンクール
ボランティア運営

その他

3年毎に開催する仙台国際音楽コンクールの第4回開催
＇平成22年5～6月（に向けて、会場運営サポート、広報宣
伝サポート、出場者サポート、ホームステイ受入等の準備
を行った。

(財)仙台市市民文化
事業団

27 仙台市 俳句甲子園東北地区大会 共催

各地から俳句に親しむ高校生が一堂に参集し、そこから
生まれる交流は豊かな人間性を生む。俳句を通じ若者の
文化活動の活性化に寄与するものとして、俳句甲子園の
東北地区大会を文学館との共催で開催した。

ＮＰＯ法人俳句甲子園実行委員会
(財)仙台市市民文化
事業団

28 仙台市 第２４１回定期演奏会 協力・支援

仙台フィルハーモニー管弦楽団の演奏会において合唱曲
＇ヴェルディのレクイエム（を演奏するに当り、在仙の著名
な合唱団４団体による「仙台フィルヴェルディ合唱団」を結
成し、共演した。

グリーン・ウッド・ハーモニー
仙台放送合唱団
合唱団Epice，合唱団Palinka

仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

29 仙台市
吹奏楽指導者のための指
揮法講習会

共催
宮城県内の学校等で吹奏楽の指導に当っている指導者
を対象に、指導者のレベルアップを図るため、仙台フィル
の正指揮者による専門的な指揮法の講習会を開催した。

宮城県吹奏楽連盟
仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団

30 仙台市
ホームレスの人〄による
公園等清掃事業

補助・助成
ホームレスに社会参加の機会を提供し,就労・自立の意欲
の向上を図ることを目的として,ホームレスによる公園や道
路,河川等の清掃を行う。

NPO法人
仙台夜まわりグループ

社会課

31 仙台市
仙台市障害者地域活動推
進センター運営費補助

補助・助成
仙台市障害者地域活動推進センター運営費補助金交付
要綱により運営費を補助。

特定非営利活動法人
アイサポート仙台

障害者更生相談所

32 仙台市
仙台市高齢者生きがい健
康祭

実行委員会

高齢者の健康づくり、生きがいづくり、スポーツや文化活
動を通じた交流等を目的として、「競技種目交流大会」及
び「市民広場交流事業」を開催。
21年度は、東北福祉檀額ボランティアセンターのコーディ
ネーターが「市民広場交流事業専門部会」の委員として企
画段階から関わったほか、「交流広場」のイベント当日に
NPO法人によるテントブースの出店も行った。

(財)仙台市健康福祉事業団 高齢企画課

33 仙台市
仙台いのちの電話運営費
補助

補助・助成
社会福祉法人仙台いのちの電話の運営に関し補助金を
交付するもの＇対象経費：電話相談研修費（

社会福祉法人仙台いのちの電話 健康増進課
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34 仙台市 食育推進事業 その他

①食育フォーラム＇食育推進団体及び本市食育推進関係
課による参加型協働啓発イベントを開催（
②食育推進隊事業＇食育活動を行う個人・団体を「食育推
進隊」として登録し、各活動をホームページで紹介してい
るほか、登録個人・団体の交流会を年1回開催（

①仙台市地域活動栄養士会，仙台市
食生活改善推進員連絡協議会，NPO
賢和会「男の台所」，宮城学院女子大
学平本ゼミ，地域子ども教室「夢工房
＇ざ☆べんとうず（」，宮城大学食産業
学部味覚研究会，宮城大学 劇団‘お
にぎり’，ボランティアチェリー，みやぎ
野菜ソムリエの会，みやぎの食を伝え
る会，食育NPO「おむすび」，Garden
Kitchen，明成高校調理科「リエゾン・
キッチン」，和 倶楽部，みやぎ生協，
東北総合サービス㈱
②仙台市地域活動栄養士会こどもの
食事研究グループ，仙台市泉食生活
改善推進員会，仙台市秋保地区食生
活改善推進会，仙台市宮城食生活改
善推進員会，平本ゼミ　(宮城学院女
子大学食品栄養学科)，NPOせんだい
食農交流ネット，仙台市地域活動栄
養士会　調理実習研究グループ，Kｕ：
ｍｉ会　＇くー・みー・かい（，和 倶楽
部，仙台おさかな普及協会，リバー
ス・ファイブ，みやぎの食を伝える会，
宮城大学 劇団‘おにぎり’，東北文化
学園専門学校保育福祉科　永沼ゼ
ミ、ボランティア　チェリー♪，食育ＮＰ
Ｏ　「おむすび」，伊達なベジフル応援
団，ほか個人5名

健康増進課

35 仙台市
世界エイズデーみやぎ・せ
んだい

共催

①世界エイズデー事業として開催する、市のエイズ検査
と、NPO主催のエイズ啓発イベントを別〄の会場で実施
し、其〄の参加者が交流できるよう同日開催するもの。
②個別施策層に位置付けられているゲイコミュニティー等
に対し、エイズ検査等の情報をNPOを通じて提供する。

東北HIVコミュニケーションズ 保健医療課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

36 仙台市
「杜の都の市民環境教育･
学習推進会議」事業

実行委員会

杜の都の市民環境教育・学習推進会議は市民･ＮＰＯ・学
校・事業者・行政などのメンバーで構成される環境教育・
学習を推進する組織であり、仙台市が事務局を務めてい
る。「杜〄かんきょうレスキュー隊」や「持続可能な未来プ
ロジェクトin仙台」などの事業のほか、ホームページなどに
よる情報の受発信を通し、パートナーシップによる「環境
に配慮されたまちづくり」を目指す。

仙台広域圏ESD/RCE運営委員会／
NPO法人水環境ネット東北／＇財（み
やぎ・環境とくらし・ネットワーク／杜の
都環境ネットワーク／環境サークル
RNECS／国際協力機構東北支部／
NPO法人みやぎ環境カウンセラー協
会／東北福祉大学ボランティアセン
ター／NPO法人仙台・みやぎ消費者
支援ネット／NPO法人せんだい・みや
ぎNPOセンター／みやぎ生活協同組
合環境管理室／宮城教育大学環境
教育実践研究センター／NPO法人冒
険あそび場―せんだい・みやぎネット
ワーク／仙台市保育所連合会／NPO
法人環境会議所東北／仙台市社会
学級研究会／他　個人委員　4名

環境都市推進課

37 仙台市 環境フォーラムせんだい 実行委員会
環境団体・学生・市民などが連携して企画・運営を行い、
環境問題について分かりやすく、楽しく体験し、学ぶ場を
提供するイベントを開催。

仙台広域圏ＥＳＤ・ＲＣＥ運営委員会/
仙臺egg/「四ツ谷の水を街並みに！」
市民の会/宮城青年海外協力協会/
環境サークルRNECS/水魚方式研究
会/梅田川せせらぎ緑道を考える会/
ＮＰＯ法人仙台小劇場/仙台いぐね研
究会/クラブ・オーティア＆水・環境
ネット東北/"GACHI"プロジェクト

環境都市推進課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

38 仙台市
せんだいエコ・チャレンジ
事業

実行委員会

　各家庭での省エネルギーやごみ減量・リサイクルなどの
環境配慮行動に楽しみながら取り組め、家計も節約でき
る市民版環境マネジメントシステム「せんだいエコ・チャレ
ンジ」の普及事業。７月～８月には公共交通機関の利用
促進を図る「夏休みエコ・チャレ　スタンプラリー」を実施し
ている。

【FEEL Sendai】仙台広域圏ESD/RCE
運営委員会／NPO法人水環境ネット
東北／＇財（みやぎ・環境とくらし・ネッ
トワーク／杜の都環境ネットワーク／
環境サークルRNECS／国際協力機構
東北支部／NPO法人みやぎ環境カウ
ンセラー協会／東北福祉大学ボラン
ティアセンター／NPO法人仙台・みや
ぎ消費者支援ネット／NPO法人せん
だい・みやぎNPOセンター／みやぎ生
活協同組合環境管理室／宮城教育
大学環境教育実践研究センター／
NPO法人冒険あそび場―せんだい・
みやぎネットワーク／仙台市保育所連
合会／NPO法人環境会議所東北／
仙台市社会学級研究会／他　個人委
員　4名

環境都市推進課

39 仙台市 仙台広域圏ＥＳＤ・ＲＣＥ 実行委員会
宮城県全域で「国連・持続可能な開発のための教育
＇ESD)の10年」を実践するため、県内各地域で推進される
ESD活動の連携や、共通課題の解決を図る。

宮城教育大学／宮城県／東北地方
環境事務所／国連大学／ＮＰＯ法人
みやぎ環境カウンセラー協会／サイカ
チネイチャークラブ／仙台いぐね研究
会／(財)みやぎ・環境とくらし・ネット
ワーク／早寝・早起き・朝ごはん実行
委員会ｉｎ宮城／河北新報社／ＪＩＣＡ
／ＥＰＯ東北／FEEL Ｓｅｎｄａｉ／気仙
沼RCE推進委員会＇気仙沼市、スロー
フード気仙沼、気仙沼市中井小学校（
／田尻地域RCE推進委員会＇大崎
市、NPO法人田んぼ、日本雁を保護
する会（／白石・七ヶ宿RCE推進委員
会＇水守の郷・七ヶ宿、白石ユネスコ
協会（

環境都市推進課

40 仙台市
エコページェントプロジェク
ト

共催

「SENDAI光のページェント」に合わせて、環境エネルギー
に関する東北大学の研究の発信及び環境型社会の提案
を行うとともに、県民及び県内事業者の二酸化炭素削減
の「見える化」を行い、省エネに関する普及啓発を行う。

SENDAI光のページェント実行委員会
／NPO法人環境エネルギー技術研究
所／東北大学大学院環境科学研究
科／宮城県／河北新報社

環境都市推進課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

41 仙台市
仙台・みやぎクールビズ宣
言

実行委員会

地球温暖化防止に貢献するため、オフィスや家庭におい
て、過度の冷房をしないよう室温28度に心がけると共に、
快適な室内環境に適した服装を認め合う社会構築に努め
る。平成21年度は、ポスターコンクールや、市役所本庁舎
1階ロビーにおいて、キックオフ宣言を実施した。

環境省東北地方環境事務所／宮城
県／東北電力㈱／財団法人省エネル
ギーセンター東北支部／仙台市地球
温暖化対策推進協議会／特定非営
利活動法人みやぎ環境カウンセラー
協会

環境都市推進課

42 仙台市
みやぎグリーン購入ネット
ワーク

協力・支援

地域の実情に即したグリーン購入の一層の普及のため、
全国的な情報に加え地域の身近なグリーン商品情報やグ
リーン商品の品揃え情報の収集・発信、具体的なグリーン
購入の実践ノウハウの交換、あるいは消費者と販売者、
製造者の連携などを積極的に図るとともに、グリーン商品
関連産業の振興に繋げる。

みやぎグリーン購入ネットワーク／
その他みやぎ県内の企業・団体・市町
村等＇全181会員（

環境都市推進課

43 仙台市
みちのく環境管理規格認
証機構

協力・支援

中小規模の事業者でも比較的容易に取り組むことのでき
る環境マネジメントシステム「みちのく環境管理規格」を、
多くの事業者に広めることにより、地域全体として環境に
負荷の尐ない社会経済システムの構築を目指す。

NPO法人環境会議所東北／(社)仙台
建設業協会／仙台商工会議所／(社)
東北経済連合会／(社)みやぎ工業会
／宮城県中小企業団体中央会／宮
城県／仙台市

環境都市推進課

44 仙台市
アメニティ･せんだい推進
協議会事業

実行委員会
快適な生活環境を作るため，市民・事業者・市が一体とな
り，環境問題について市民に広く訴えかけることを目的に
運営している。

アメニティ･せんだい推進協議会 リサイクル推進課

45 仙台市 ３Ｒ推進キャンペーン事業 実行委員会
消費者団体やスーパー等事業者との連携により，毎日の
お買い物の中で，レジ袋削減等の３Ｒ活動を推進すること
を目的として運営している。

３Ｒ推進キャンペーン実行委員会 リサイクル推進課

46 仙台市
プラスチック製容器包装に
係る再商品化における地
域連携モデル事業

実行委員会

プラ容器包装の質の高い分別収集、効率的な再商品化
の推進のため、消費者団体や環境関連団体などの各種
団体、再商品化事業者及び本市が連携し、情報共有・意
見交換・広報周知などを行う。

仙台市プラスチック製容器包装
再商品化地域連携協議会

リサイクル推進課
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

47 仙台市
商店街地域ビジネス連携
促進事業

補助・助成

尐子高齢化社会の中で、地域の多様なニーズに応じるた
め、地域の商業者がNPO団体等と連携し行う、新たな生
活支援サービスの開発・提供等のモデル的な事業を支援
することにより、商業者団体が連携した地域ビジネス事業
を促進し、地域コミュニティの向上と、地域の活性化に資
する。＇1件あたりの限度額：2,000千円（

NPO法人あなたの街の三河やさん
NPO法人ほっぷの森

地域産業支援課

48 仙台市 商店街空き店舗活用事業 補助・助成
商店街等が、地域の特性や商業環境を把握し、空き店舗
を活用した事業を通じて商店街の課題対応や資源活用を
行い、商店街の機能強化を図る費用を助成する。

NPO法人あなたの街の三河やさん 地域産業支援課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

49 仙台市
仙台市観光ボランティアガ
イドネットワーク

実行委員会

　仙台市内の観光ボランティアガイド団体の相互の理解を
深めると共に，活動環境及び知見の向上に取り組むこと
で，それぞれの団体の活動のさらなる充実を図り，もって
来訪者の満足度を向上させることを目的とした事業を実
施。
１．本ネットワークの参加団体から希望者を募り，仙台市
中心部を案内する観光ボランティアガイドを養成。10月か
ら12月までの仙台・宮城【伊達な旅】キャンペーン期間中，
観光ボランティアガイドが仙台市を訪れた観光客を案内し
た。
＇登録ガイド数44名、同キャンペーン期間中におけるガイ
ド利用客数341名（
２．昨年度に引き続き，本ネットワークに所属する団体に
所属する者のうち，希望者に対して身分証と腕章を交付
＇42件（。仙台市関係施設の一部においてそれを提示する
ことにより，観光客を案内する場合に限って観光ボラン
ティアガイドの入館料が減免されるが，今年度は減免の
対象施設を２施設追加した。
３．他の団体と交流することにより，今後の活動に役立て
ることを目的として研修会を２回開催＇山形県米沢市，仙
台市内各１回（

・泉区歴史民俗ガイドボランティア「七
北田探検団」
・岩切歴史探訪の会
・ＮＰＯ法人シニアネット仙台「ぐるー
ぷ・よっこより」
・北山ガイドボランティア
・木ノ下陸奥国分寺歴史と文化財ガイ
ドボランティアの会
・国宝大崎八幡宮観光ボランティアガ
イド仙台回廊
・仙台市縄文の森広場ボランティアの
会
・仙台市博物館ガイドボランティア三
の丸会
・仙台城ガイドボランティア会
・仙台市歴史観光ガイドボランティア
の会
・仙台市歴史と文化財ガイドボランティ
ア友の会
・仙台文化財ボランティアガイドグルー
プ「ぺろんこ」
・仙台・文化財ガイドボランティア倶楽
部
・仙台ボランティア英語通訳グループ
ＧＯＺＡＩＮ
・伊達なまち新寺ガイドボランティアの
会
・地底の森ミュージアムボランティア会
・「ふるさと」の歴史を学ぶ会
・宮町・東照宮歴史と文化財ガイドボ
ランティア

観光交流課

50 仙台市
観光ボランティアガイド事
業

補助・助成

　仙台市を訪れる観光客に仙台を正しく理解・認識してい
ただくため、仙台市内の祭や観光地・観光施設などを案
内・紹介するシニアによる観光ガイド事業。活動への助成
金交付、研修会場の提供などにより、よりよいガイド活動
を行うボランティア育成を図った。

・ＮＰＯ法人シニアネット仙台「ぐるー
ぷ・よっこより」

観光交流課
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

51 仙台市
坪沼乗合タクシー運営事
業

補助・助成
バス路線の廃止に伴い，地域住民団体が運行させた乗合
タクシーについて，運営への助言や運行経費の一部を補
助する事業。

坪沼乗合タクシー運営協議会 公共交通推進課

52 仙台市
公共交通利用のススメ「バ
ス使いになろうよ」＇イベン
ト（

協力・支援
仙台のバス路線等の公共交通を利用したい方を対象に，
乗り方，路線の調べ方などを分りやすくレクチャーし，バス
の乗車体験をしてもらう企画。

特定非営利活動法人まちづくり政策
フォーラム

公共交通推進課

53 仙台市
マンション管理適正化推進
事業

その他

マンション管理に関する相談業務や公開相談会の実施，
セミナーの開催や広報誌等による情報提供・啓発事業，
その他目的達成のために必要な事業＇マンションの管理
に関連する団体，専門家団体，行政等が相互に連携した
ネットワークの形成により，マンション管理適正化の推進
に関する事業を展開する。（

ＮＰＯ法人　東北マンション管理組合
連合会

住環境整備課

54 仙台市
仙台市下水道フェア「水の
ワ－クショップ」事業

共催

水を五感で体験するワ－クショップを軸に、水の体験、観
察、遊びを通して都市の水のめぐりと下水道の役割を知
るために、夏休み中の小学生親子を対象に実施する。
「水のワ－クショップ」「探険ツアー～水の捜索人」の２事
業を、２つの市民活動団体と協働で実施している。

水魚方式研究会、仙台・リバ－ズネッ
ト梅田川

下水道計画課

55 仙台市 花いっぱい街づくり その他
地下鉄長町单駅前広場の花壇づくり・管理を市民活動団
体と協働で行っている。

仙台花と緑の会 百年の杜推進課

56 仙台市 「広瀬川で遊ぼう」 実行委員会
若林区宮沢緑地で毎年５月の連休期間に、多くの市民が
広瀬川に親しむためのイベントとして、広瀬川市民会議が
中心となり実行委員会を組織して開催している。

広瀬川市民会議が中心となって組織
する「広瀬川で遊ぼう」実行委員会

河川課

57 仙台市 「作並かっぱ祭り」 実行委員会

「広瀬川で遊ぼう」の上流版イベントとして平成２０年８月
に、広瀬川市民会議が中心となり実行委員会を組織して
初めて開催した。子供たちに実際に川と触れ合う機会を
提供し、広瀬川に関心を持ってもらい、環境保全に対する
意識を高めてもらうことを目的としている。

広瀬川市民会議が中心となって組織
する「作並かっぱ祭り」実行委員会

河川課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
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58 仙台市
「広瀬川１万人プロジェク
ト」

実行委員会

１００万都市仙台市の１％である１万人をキーワードとし
て、多くの市民に広瀬川に関心を寄せてもらうため、毎年
春と秋に実施している流域一斉清掃。春は４月最終土曜
日、秋は「広瀬川の清流を守る条例」の公布日である昭和
４９年９月２８日にちなみ９月の最終土曜日に行っている。

広瀬川市民会議などが中心となって
組織する「広瀬川１万人プロジェクト」
実行委員会

河川課

59 仙台市 コミュニティ活性化事業 補助・助成
コミュニティビジョンを基本的な指針として、地域コミュニ
ティ活性化を進める事業。青葉区では団体の相互交流・
連係を促進する仕組みづくりの事業を進める。

青葉区企画事業個性ある地域づくり
計画策定事業実施地域団体

青葉区まちづくり推
進課

60 仙台市 青葉区民まつり 共催
地域と世代間の交流及び区民意識の醸成を図ることを目
的に、区民手づくりの様〄な企画で構成されたまつりを例
年11月３日に勾当台公園で開催する。

いきいき青葉区推進協議会　青葉区
民まつり実行委員会

青葉区まちづくり推
進課

61 仙台市 青葉区まちづくり実践大学 共催
まちづくりを担う人材を育成し、活力に満ちた区づくりに資
することを目的に、区の歴史や特性、まちづくり活動に必
要な知識を学習し、事業を実践する場を提供する。

いきいき青葉区推進協議会　青葉区
まちづくり実践大学運営委員会

青葉区まちづくり推
進課

62 仙台市
個性ある地域づくり計画策
定

共催

地域性を生かし、将来に向けて誇りと愛着の持てるような
地域づくりを目指して、課題等を整理しながら、住民が共
有できる目標やその実現の方策などをまとめる地域づくり
計画を策定する。

いきいき青葉区推進協議会　個性あ
る地域づくり計画策定委員会

青葉区まちづくり推
進課

63 仙台市
青葉区平成風土記作成事
業

共催
歴史的知識を住民の手で連合町内会卖位に「平成風土
記」として書き留め、この作業を通じて地域住民の地域愛
の醸成と地域の発展の契機とする。

いきいき青葉区推進協議会　青葉区
平成風土記作成委員会

青葉区まちづくり推
進課

64 仙台市
仙台の昔を伝える紙芝居
作り・上演

補助・助成
仙台の歴史や文化を後世に伝えることを目的とし、民話
等を題材とした紙芝居を企画制作するほか、広く一般から
募集して作成し、多くの機会を捉え上演する。

いきいき青葉区推進協議会　仙台の
昔を伝える紙芝居作り・上演実行委員
会

青葉区まちづくり推
進課

65 仙台市 仙台伝統ものづくり塾 補助・助成
仙台の伝統民芸の体験を理解してもらい、歴史の中に息
づく生活文化としての民芸や産物について得た知識を地
域や職場等で話題として広く周知してもらう。

いきいき青葉区推進協議会　仙台伝
統ものづくり塾実行委員会

青葉区まちづくり推
進課

66 仙台市 ほたるの里づくり 補助・助成
自然環境の理解と認識を深め、ホタルの飼育保護のため
に、水環境を保全することを目的にとして、ホタルの生息
状況の情報やホタルと触れ合う機会を提供する。

ほたるの里づくり実行委員会
青葉区まちづくり推
進課
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67 仙台市 定禅寺ストリートアート展 補助・助成
人〄が集い賑わいを創出して品位ある文化のかおり高い
まちづくりを図ることを目的に、各種アートを発表できる機
会を提供する。

定禅寺ストリート杜の都のアート実行
委員会

青葉区まちづくり推
進課

68 仙台市
西公園キャンドルライトファ
ンタジー

補助・助成
西公園の活性化と世代間交流を図ることを目的に、手づく
りろうそくを利用したキャンドルパフォーマンスを行う。

西公園キャンドルライトファンタジー実
行委員会

青葉区まちづくり推
進課

69 仙台市 まちづくり活動助成事業 補助・助成

地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等のために
市民が自発的に取り組むまちづくり事業に対して助成を
行う。助成だけでなく、広報を支援したり、後援したりする
場合もある。

申込団体
青葉区まちづくり推
進課

70 仙台市 カブトムシの森づくり事業 実行委員会
宮城地区の豊かな自然を活かした、カブトムシの自然繁
殖させ、子ども達が自然・環境学習に親しめる場所の提
供する。

カブトムシの森づくり実行委員会
宮城総合支所まちづ
くり推進課

71 仙台市
ぐる～っと広瀬100巡り事
業

実行委員会
宮城地区の埋もれた観光資源や歴史的な地域資源の活
用方法を検討・編集し、情報媒体の整備を行い地域資源
を全国に発信する。

ぐる～っと広瀬100巡り実行委員会
宮城総合支所まちづ
くり推進課

72 仙台市 宮城地区市民文化祭 実行委員会

宮城総合支所管内の芸術文化の向上と，郷土芸能の伝
承を測ることを目的に，10月22～25日まで，広瀬文化セン
ター及び市民センター等を会場に開催した。
館内で活動を行っている団体や個人による絵画，書道，
茶道，伝承芸能等の発表を行なった。

宮城地区市民文化祭実行委員会
宮城総合支所まちづ
くり推進課

73 仙台市 宮城地区まつり 実行委員会

地域住民が中心となって企画した各種イベントにより，
人〄の交流の場をつくり，新しいコミュニケーションの場を
広げる場とし，ふるさと意識の醸成や地域の魅力を図る。
平成21年度は11月1日に，宮城総合支所前駐車場等を会
場に開催した。

宮城地区まつり実行委員会
宮城総合支所まちづ
くり推進課

74 仙台市 みやぎの・まつり 共催
区民ふるさと意識の高揚と区内の各種団体の交流促進を
目的として10月にまつりを開催する。

みやぎの区民協議会
宮城野区まちづくり
推進課

75 仙台市 すずむしの里づくり事業 実行委員会
実行委員会が中心となり,すずむしの飼育・配布・PR実験
放虫等を実施。「宮城野のすずむし」を広めると共に、自
然生息化を図る。

すずむしの里づくり実行委員会
宮城野区まちづくり
推進課
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76 仙台市
ビジネス・マーケティング
塾

実行委員会
市民と企業と区が連携し,地域における就労体験の機会を
子ども達に提供することで社会性・自主性・働くことの大切
さを伝える。

ビジネス・マーケティング塾運営委員
会

宮城野区まちづくり
推進課

77 仙台市 宮城野区人材育成事業 実行委員会

区の将来のまちづくり及び地域活性化等の調査研究を行
い,魅力あるまちづくりに寄与することを目的とした人材育
成事業。40代前半までの区民からなる委員で構成し,1期2
年の事業。

宮城野区人材育成事業実行委員会
宮城野区まちづくり
推進課

78 仙台市
岡田地区クリーンアップ事
業

補助・助成
地域全体として不法投棄抑止を目指すと共に、地域の特
色や資源を生かした取組みを行うことにより、よりよい地
域づくりにつなげる事業。

7町内会・子供会等関係団体・関係機
関   計17

宮城野区まちづくり
推進課

79 仙台市 若林区民ふるさとまつり 実行委員会

若林区内における総合的な交流の場を提供することによ
り、区民意識の高揚や地域の活性化を図るとともに安心
で安全なコミュニティづくりを目指す。若林区民による実行
委員会を中心に、自主的な活動に基づき、区民主体の手
作り的な企画、運営を行う。

若林区まちづくり協議会、若林区民ふ
るさとまつり実行委員会

若林区まちづくり推
進課

80 仙台市 六・七郷堀サポーターズ 協力・支援

六・七郷堀の歴史や暮らしとの関わりなど、身近な水辺空
間について考える市民有志団体。フィールドワーク調査や
清掃、啓発活動＇若林区民ふるさとまつりや水都わかば
やしフォーラムへの参加展示など（を行う。

六・七郷堀サポーターズ
若林区まちづくり推
進課

81 仙台市
水都わかばやしフォーラム
ほか

補助・助成

若林区の財産である水辺環境について広く区民に発信
し、水辺を守ろうとする意識を高めることを目的とする市民
団体が主体となり、水辺に関するレクチャーや展示、ディ
スカッションを行う。

水都わかばやし区民の会
若林区まちづくり推
進課

82 仙台市 ラヂオはいらいん若林 実行委員会

地域メディアの活用による<新しい地縁>創造プロジェクト
として、コミュニティFM局と市民有志が主体となり、ラジオ
番組の制作と放送を行う。地域に密着した情報を発信し、
若林区の魅力を広く伝えることを図る。

若林区まちづくり協議会、有志スタッ
フ、ラジオ3

若林区まちづくり推
進課
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83 仙台市 薬師堂春らんまん 実行委員会

若林区を代表する歴史的遺産であり桜の名所でもある陸
奥国分寺薬師堂境内を利用し、桜の開花時期ごろに、ス
テージ、ゲームなど来場者が楽しめるイベントを実施す
る。併せて、近隣の児童による薬師堂の絵画展の開催な
ど、遊びながら地域の歴史に学べるような事業を実施す
る。

春らんまん実行委員会
若林区まちづくり推
進課

84 仙台市 若林区合唱のつどい 実行委員会

若林区内の小・中学校、高等学校、一般成人の合唱サー
クル、合わせて約20団体が参加。日頃の練習の成果発表
の場を与えるとともに、参加者も聴衆も楽しめるイベントと
して実施。若林区の地域コミュニティの推進を図る。

若林区まちづくり協議会、若林区合唱
のつどい実行委員会

若林区まちづくり推
進課

85 仙台市
広瀬川灯ろう流し　光と水
とコンサートの夕べ

実行委員会

市民の誇りである広瀬川にまつわる歴史、文化に触れ、
改めて広瀬川の自然を認識する。同時に催事を開催し市
民の交流の場としてコミュニティ活性化を図る。広瀬川架
橋から宮沢橋を基準として橋梁下の河川敷公園に特設会
場を設営し、野外コンサート、花火打ち上げ、灯ろう流し、
縁日広場を開催する。

広瀬川灯ろう流し実行委員会
若林区まちづくり推
進課

86 仙台市
太白区まちづくり推進協議
会運営

補助・助成
区民の参加と協働によるまちづくりを推進する区まちづく
り推進協議会の運営費を補助する。

太白区まちづくり推進協議会
太白区まちづくり推
進課

87 仙台市 太白区民まつり 共催
公募したステージ出演者・テント村などからなるまつりを開
催する。

太白区まちづくり推進協議会
太白区まちづくり推
進課

88 仙台市 太白区民手づくり演劇 共催
区内の地域にまつわる物語を、区民によるスタッフ・出演
者が地域において演じる演劇の開催。

太白区まちづくり推進協議会
太白区まちづくり推
進課

89 仙台市 ディスカバーたいはく 共催
冊子ディスカバーたいはくで紹介された区内の名所・旧跡
を編集委員のガイドでめぐる探訪会の開催及び名所・旧
跡案内板整備。

太白区まちづくり推進協議会
太白区まちづくり推
進課

90 仙台市 たいはくっこくらぶ 共催
区内の小学校５・６年生を対象に、区の文化・自然・歴史
等を題材とした体験学習を行う。

太白区まちづくり推進協議会
太白区まちづくり推
進課
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91 仙台市 たいはく朝市 協力・支援
区内の生産者が地元で収穫された農産物を自ら販売する
朝市の開催。

たいはく朝市推進協議会
太白区まちづくり推
進課

92 仙台市
広瀬川灯ろう流し　「光と
水とコンサートの夕べ」

補助・助成
広瀬川の歴史と文化に触れることで、河川のいやしの魅
力とコンサートや花火の打ち上げなどを開催し、人〄の交
流を深め、地域のコミュニケーションを構築する。

広瀬川灯ろう流し実行委員会
太白区まちづくり推
進課

93 仙台市 まつりだ秋保 共催

地域の豊かな自然や伝統文化などを紹介し、訪れる方〄
に潤いと安らぎを提供しながら、地域の活性化を図ること
を目的として、郷土芸能等の披露、特産品等の販売、作
品展示等を実施。

豊かな住みよい秋保づくり協議会
秋保総合支所総務
課

94 仙台市 雪んこまつり 共催

雪とのふれあいや遊びを通して、親子の交流、市民の交
流を推進するとともに、地域のコミュニティづくりを図ること
を目的として、そりすべり、馬そり、雪像作り、かまくら体
験、屋台出店等を実施。

豊かな住みよい秋保づくり協議会
秋保総合支所総務
課

95 仙台市
秋保地区スポーツ・レクリ
エーション大会

共催

ニュースポーツへの参加を通して地域住民の健康づくりと
コミュニティづくりを図るため、幅広い年齢層で編成されて
いる地区対抗による団体戦及び個人戦の6種目によるｽ
ﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会を実施。

豊かな住みよい秋保づくり協議会
秋保総合支所総務
課

96 仙台市 泉区民ふるさとまつり 実行委員会
区民のふるさと意識の醸成を図り、世代や地域を越えた
新しいコミュニケーションの輪を広げていくため、市民参加
のイベントとしてまつりを開催する。

泉区民ふるさとまつり協賛会
泉区まちづくり推進
課

97 仙台市
泉ケ岳悠・遊フェスティバ
ル

実行委員会

泉区のシンボルであり、区名の由来ともなっている泉ケ岳
を、区民のふれあいと憩いの場にするため、「自然・光・
音」をテーマとして泉ケ岳悠・遊フェスティバルを開催す
る。

泉区まちづくり推進協議会＇泉ケ岳
悠・遊フェスティバル実行委員会（

泉区まちづくり推進
課

98 仙台市 泉区民文化祭 実行委員会
文化活動団体で構成された泉区文化協会会員及び一般
参加者が毎年、イズミティ21を会場に日ごろの成果を発表
する。

仙台市泉区文化協会
泉区まちづくり推進
課

99 仙台市 いずみ朝市 実行委員会
生産者と消費者の交流及び地域振興を図るため、地元の
生産者や業者などによる朝市を開催する。

いずみ朝市運営委員会
泉区まちづくり推進
課
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No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

100 仙台市
ニュースポーツフェスティ
バル

実行委員会

ニュースポーツを通じ地域住民の健康増進と体力維持を
促進し、地域間交流や、親子・老人・子どもとのコミュニ
ケーションを図ることを目的に泉区民ふるさとまつりに合
わせて開催する。

ニュースポーツフェスティバル実行委
員会

泉区まちづくり推進
課

101 仙台市 泉区民憲章推進 実行委員会
泉区の景観や行事を題材とした写真コンクールの開催、
区民憲章を記した掲示板の修繕など、泉区民憲章を普及
啓発するための各種活動を行う。

泉区まちづくり推進協議会
泉区まちづくり推進
課

102 仙台市 七北田川クリーン運動 実行委員会

環境美化意識・ふるさとへの愛着の高揚を図るため、泉
区のシンボルである七北田川の清掃活動とアユの放流活
動を行う。夏には自然観察会を開催し、水生生物の調査
等を行う。

泉区まちづくり推進協議会＇七北田川
クリーン運動実行委員会（

泉区まちづくり推進
課

103 仙台市 泉中央美化推進 実行委員会

泉区の玄関ともいえる泉中央地区の美化を推進するため
年に数回近隣の町内会や子供会、企業、学校などの参加
を得て清掃活動を行う。また、＇通称（ベガルタロード・すい
せん通りのプランターに植栽を行い、まち美化の精神を広
げる。

泉区まちづくり推進協議会＇泉中央美
化推進実行委員会（

泉区まちづくり推進
課

104 仙台市
仙台市泉尐年尐女発明ク
ラブ

実行委員会

次世代を担う子どもたちに、科学的かつ独創的な発想に
基づく創作活動を通じて発明の楽しさと創意工夫の喜び
を体得させ、豊かな人格を形成するための発明クラブを開
催する。

仙台市泉尐年尐女発明クラブ
泉区まちづくり推進
課

105 仙台市 いずみのふるさと学 実行委員会
泉区内の歴史的財産を広く市民に知ってもらうため「いず
みのふるさと探訪会」を開催する。

泉区まちづくり推進協議会
泉区まちづくり推進
課

106 仙台市 将監沼ふれあい 実行委員会

中世からの遺産である将監沼を中心とした周辺の自然環
境を保護し、四季折〄の花が咲き、野鳥のさえずりが聞こ
えるよう環境整備を行う。
区民参加による実行委員会を組織し、参加者の連帯感を
高めながら、地域コミュニケーションの場として活用すると
ともに、自然の大切さやふるさとの意識の向上を図る。

泉区まちづくり推進協議会＇将監沼ふ
れあい事業実行委員会（

泉区まちづくり推進
課

107 仙台市 泉ケ岳利活用推進 実行委員会
泉区のシンボルである泉ケ岳の豊かな自然環境を将来に
わたり維持し継承していくため、市民との協働により泉ケ
岳の魅力を生かした利活用を促進する。

泉区まちづくり推進協議会
泉ケ岳利活用推進市民会議

泉区まちづくり推進
課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

108 仙台市
生ごみリサイクルからはじ
める環境まちづくり

実行委員会

ごみ堆肥化事業を地域ぐるみで行い，ごみの減量と資源
循環を実践しながら，その活動を通して，地域の個人や団
体の連携・交流を促進し，相互理解を深め，コミュニケー
ションの豊かな地域づくりを目指す。

仙台生ごみリサイクルネットワーク
泉区まちづくり推進
課

109 仙台市
仙台市不登校支援ネット
ワーク

実行委員会
市民・企業・大学・行政からなるネットワークを立ち上げ，
仙台市の不登校問題対策の方針に基づき，不登校支援
ネットワークの活動を推進する。

ＮＰＯ＇あかねグループ，エーキュー
ブ，まなびのたねネットワーク等（大学
＇宮城教育大学，東北福祉大学（企業
＇ハリウコミュニケーションズ，デンコー
ドー，ＮＴＴドコモ等（

教育相談課

110 仙台市
新仙台市天文台整備・運
営事業＇ボランティア活動
支援業務（

協力・支援
仙台市天文台において、天文台運営業務を支援するボラ
ンティアとして、施設運営に参加。

仙台天文同好会
ボランティアうちゅうせん
ＮＰＯ法人サイカチネイチャークラブ

生涯学習課

111 仙台市
子供読書活動推進事業・
育児サークル等での「おは
なし会」の開催

その他
地域の育児サークルや各区保健福祉センター事業に合
わせ、ボランティアグループが絵本の読み聞かせを行う。

「図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　コスモス」ほか24グ
ループ

生涯学習課

112 仙台市
ショートピース！仙台短篇
映画祭2009

共催 市民有志の実行委員会との共催による映画祭の実施 仙台短篇映画祭実行委員会
せんだいメディアテー
ク

113 仙台市
仙台･青葉まつり「すずめ
踊り交流ひろば」

共催
青葉祭りの案内所の設置ほか、参加祭連の紹介や青葉
祭りの由来展示、複数の祭連による雀おどりのワーク
ショップなどを開催。

仙台･青葉祭り協賛会
せんだいメディアテー
ク

114 仙台市
親子でパソコンお絵描教
室

共催 シニアと一緒のパソコンお絵描教室 仙台シニアネットクラブ
せんだいメディアテー
ク

115 仙台市 スタジオ・トライアル 協力・支援
スタジオ公募型講座応募者による情報発信入門講座。
講座テーマ：ブログ制作、イラストレーターによるチラシ作
成

仙台シニアネットクラブ
エルネット仙台
ＮＰＯメディアデザインサポート

せんだいメディアテー
ク

116 仙台市 goban tube café公募企画 協力・支援
スタジオ交流事業の一つとして「情報交換・人材交流」を
目的としたカフェ運営者の募集と実施

こりれいず
朗読ひまわりの会

せんだいメディアテー
ク



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

117 仙台市
高齢者のためのPCセキュ
リティー講座

共催 シニアのためのパソコンセキュリティーセミナー 仙台シニアネットクラブ
せんだいメディアテー
ク

118 仙台市
smt託児事業・母親のため
のパソコン講座

共催 子育てママのデジカメ・アルバム講座 エルネット仙台
せんだいメディアテー
ク

119 仙台市

定禅寺ストリートジャズフェ
スティバル in smt，定禅寺
ストリートジャズフェスティ
バルプレ交流ライブ，写真
展

共催
ジャズフェスティバルの事前ＰＲ、前夜祭＇ワークショップと
ライブ実施（、当日の会場提供、写真展など

定禅寺ストリートジャズフェスティバル
実行委員会

せんだいメディアテー
ク

120 仙台市
とっておきの音楽祭2008
＠ｓｍｔ，とっておきの音楽
祭プレ交流ライブ

共催
障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しみ，「心のバリ
アフリー」を目指すことを目的とした，定禅寺通りを中心に
開催される音楽祭のメディアテーク会場イベント。

とっておきの音楽祭実行委員会
せんだいメディアテー
ク

121 仙台市
smtオープンカフェ「どんど
こ！巨大紙相撲」「七夕ひ
ろば」「光のひろば」

共催
「smtオープンカフェ」シリーズでは、定禅寺通りで繰り広げ
られるお祭りなど仙台市や市民の文化活動と連携したイ
ベントを展開。

ハロー定禅寺村ほか
せんだいメディアテー
ク

122 仙台市
としょかん・メディアテーク
フェスティバル

協力・支援
多くの方に図書館に慣れ親しんでもらうための図書館で
のさまざまな活動を展示やワークショップなど体験できる
コーナーを多種多様に設けて紹介。

としょかん・メディアテークフェスティバ
ル実行委員会
<協力>
仙台手をつなぐ文庫の会　泉手をつな
ぐ文庫の会　おはなしてんとうむし　泉
チェリー保育園保育士さん、朗読ひま
わりの会、紙芝居作家ときわひろみさ
ん、Book!Book!Sendai、東北福祉大学
大島ゼミ　音声解説制作ボランティア
日本語字幕制作ボランティア　仙台視
聴覚同好会、拡大写本の会･宮城野、
触察絵本グループ「わか草」、
hokusui,SELVA,8ミリフィルム救助隊、
仙台市生涯学習課

せんだいメディアテー
ク



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

123 仙台市

全国の大学生の卒業設計
を募集し，著名建築家によ
る公開審査を通じて日本
一を決定する。

協働事業 せんだいデザインリーグ　卒業設計日本一決定戦 仙台建築都市学生会議
せんだいメディアテー
ク

124 仙台市
活字や活版印刷機を使っ
て印刷技術の原点を体験
するワークショップ

協働事業 活版印刷ワークショップ 活版印刷研究会
せんだいメディアテー
ク

125 仙台市 手ではなすおはなしの会 共催
聞こえない子とその親を対象に、手話による絵本の読み
聞かせやコミュニケーションをおこなう。

輝け！けやきっ子
せんだいメディアテー
ク

126 仙台市 対面朗読常駐対応 その他
目の不自由な方の対面朗読を予約なしで行うため、毎週
水曜日と金曜日の10時～12時、13時～15時に、ボラン
ティアがｓｍｔに待機する。

仙台朗読奉仕の会
せんだいメディアテー
ク

127 仙台市
富沢遺跡保存館ボランティ
ア活動

その他
富沢遺跡保存館で年間を通して展示解説を実施。また、
各イベントの実地に当たって、職員の補助を行っている。

地底の森ミュージアム
ボランティア会

文化財課

128 仙台市 地底の森フェスタ２００９ その他
太白区民まつりに連動し、富沢遺跡保存館芝生広場に
て、地底の森ミュージアムボランティア会と連携して実施し
ている。

地底の森ミュージアム
ボランティア会

文化財課

129 仙台市
「地底の森ミュージアム２０
０９」

その他
21年度富沢遺跡保存館で実地した主催事業、ボランティ
ア会の活動、友の会活動を報告する。

地底の森ミュージアム
ボランティア会

文化財課

130 仙台市
縄文の森広場ボランティア
活動

その他
縄文の森広場で年間を通して、来館者への展示案内、体
験活動やイベント参加者の支援・補助等を行っている。

仙台市縄文の森広場ボランティア会 文化財課

131 仙台市
縄文まつり・縄文コンサー
ト

その他
各2回、年計4回実施する事業。季節に応じた体験イベント
やコンサートを通して、当館の利用促進を図る。ボランティ
ア会と連携して実施している。

仙台市縄文の森広場ボランティア会 文化財課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

132 仙台市
２００９ホームムービーの
日　仙台

共催
昨年行った「ホームムービーの日」と同様に当館を会場
に、各家庭に眠っている8ﾐﾘﾌｨﾙﾑを掘り起こすためのｲﾍﾞﾝ
ﾄ

NPO法人20世紀アーカイブ仙台 文化財課

133 仙台市
なつかし仙台～昭和の8㎜
映像実写会～

共催
上記の「ホームムービーの日」に集まった8㎜の作品上映
会

NPO法人21世紀アーカイブ仙台 文化財課

134 仙台市 常設展示解説 補助・助成
ボランティアによる常設展示室での解説や質問への対
応、映像を使っての館内案内

仙台市博物館ボランティア三の丸会 博物館

135 仙台市
知能ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞ
ﾙ2009

共催

＇１（知能ロボットコンテスト：ロボットは、自分自身で競技
台の上に置かれたボール等を集め、決められたゴールに
入れる。
＇２（ロボコンジュニア：プラモデルのように簡卖に作ること
のできるロボット「梵天丸」を使い、プログラムも自分で
作って参加する競技である。

ロボット競技会実行委員会 科学館

136 仙台市 きのこ展 共催

　仙台キノコ同好会と連携して、県内に自生する秋のキノ
コや栽培キノコを科学館エントランスホールで展示する。
仙台キノコ同好会会員が常駐し、展示の解説やキノコの
鑑定等を随時行う。

仙台キノコ同好会 科学館

137 仙台市
宮城県児童生徒ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿ
ﾌﾄｳｪｱ作品展

共催

　宮城県内の小・中・高等学校の児童生徒が作成したコン
ピュータ・ソフトウェア作品、及びその印刷物などを募集
し、展示する。また、部門毎に審査員による審査を行い、
各賞を授与する。

宮城県児童生徒コンピュータ・ソフト
ウェア作品展実行委員会

科学館

138 仙台市 サイエンスディ2009 協力・支援

大学や企業・研究所等の50団体が参加し，市民に広くサ
イエンスを五感で感じる場を提供する企画。講座プログラ
ム10講座・体験プログラム42ブース・学会による講演9講
演のほかに，基調講演，意見交換・交流会等も実施した。

特定非営利活動法人
ｎａｔｕｒａｌ　science

科学館

139 仙台市 せんだい日本語講座 協力・支援 在仙の外国籍生活対象者の日本語習得のための事業
ＮＰＯ法人 ＩＣＡＳ国際都市仙台を支え
る市民の会

青葉区中央市民セン
ター



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

140 仙台市 ひろせ川図鑑 その他
広瀬川をフィールドとした体験学習を通して，青尐年健全
育成と自然環境保護への啓蒙を行うとともに，学生ボラン
ティアを募り環境教育を担う人材を育成する。

ＮＰＯ法人 水環境ネット東北
青葉区中央市民セン
ター

141 仙台市
明るい選挙推進協議会運
営

実行委員会

学識経験者、報道関係者、各区明るい選挙推進協議会会
長等により構成される市明るい選挙推進協議会及び各区
明るい選挙推進協議会により選挙啓発事業を行ってい
る。

市・各区明るい選挙推進協議会＇市
１・区５（

選挙管理課

142 仙台市 常時啓発事業 共催 成人式等各種啓発事業を関係団体と共催で実施する。
市・区明るい選挙推進協議会、仙挙
行こう会＇選挙サポーターOB・OG会（

選挙管理課

143 仙台市
選挙時啓発事業＇街頭啓
発等（

共催
市長選、衆院選、知事選における啓発事業を、関係団体
と共催で実施した。

市・区明るい選挙推進協議会、仙挙
行こう会＇選挙サポーターOB・OG会（

選挙管理課

144 石巻市
「２００９みやぎふるさとCM
大賞」
出品作品の製作

その他＇製作依頼（
自分達が住む、それぞれの市や町や村の魅力、地域の
情報、地域の自慢をテーマに、アイディアあふれる３０秒
の“ふるさとＣＭ”の製作を依頼

特定非営利活動法人
石巻インターネット放送

総務部広報広聴課

145 石巻市
第１９回日米草の根交流
サミットみやぎ大会ＩＮいし
のまき

共催、補助・助成

日本とアメリカの市民ひとりひとりが国境・言葉・生活習慣
等の違いを超え、同じ人間として互いに友情を深め合うこ
とによって、日本とアメリカの良好な友好関係を築き上げ
ていくことを目的に、＇財（ジョン万次郎ホイットフィールド記
念国際草の根交流センターが毎年日本とアメリカで交互
に開催しているイベント

第１９回日米草の根サミットみやぎ大
会inいしのまき実行委員会

企画部市民活動推
進課

146 石巻市
「Ｗｏｒｋ　ＦＥＳ　～迷える
子羊たち～」

その他＇後援（
ＮＰＯ法人フェアトレード東北へボランティアとして参加して
いる大学生、高校生が企画した、「仕事」をテーマにしたパ
ネルディスカッション形式のシンポジウム事業

市民活動推進ネット
企画部市民活動推
進課

147 石巻市
石巻・温州友好都市締結２
５周年記念「中国温州郷土
料理教室」

その他＇後援（
友好都市締結２５周年を記念して、温州市の食文化を広く
市民に紹介するため開催

石巻・温州友好交流協会
企画部市民活動推
進課

148 石巻市
２００９年第６回中国語講
座

その他＇後援（
民間レベルでの日中友好のため、中国語に興味のある初
級者向けの講座を開催

石巻地区日中友好協会
企画部市民活動推
進課
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149 石巻市 中国映画「三国志」上映会 その他＇後援（
日中両国の相互理解を深め、日中友好の輪をさらに深め
るため上映会を開催

石巻地区日中友好協会
企画部市民活動推
進課

150 石巻市 日中料理教室 その他＇後援（
日中両国の相互理解を深め、日中友好の輪をさらに深め
るため料理教室を開催

石巻地区日中友好協会
企画部市民活動推
進課

151 石巻市
外国人のための日本語支
援教室補助金

補助・助成

石巻市に住んでいる外国人がお互い交流し合い、母国語
を話し友人を見つけ助け合うとともに、日本の文化や生活
習慣を学んだり、地域の人との交流を通して相互理解と
友好を深めることを目的に日本語教室等を開催

国際サークル友好２１
企画部市民活動推
進課

152 石巻市 国際交流協会補助金 補助・助成

文化・スポーツ・生涯学習・産業経済などの幅広い分野に
おける国際交流を積極的に推進し、人間性の向上と市民
の国際交流意識の高揚に寄与すことを目的に広報事業、
研修事業、交流事業を行う

石巻市国際交流協会
企画部市民活動推
進課

153 石巻市
「２００９国際理解ワーク
ショップin石巻～コーヒー
カップの向こう側～」

その他＇後援（
国際協力や国際理解教育に対する理解を促進するととも
に、実践者、国際協力関心層のネットワーク拡充のため
開催

地域・国際貢献サークルフォーラ夢
企画部市民活動推
進課

154 石巻市
講演会「多文化共生社会
の実現のために」

共催
他の市町村の具体的取組み、教育現場での事例を取り
上げながら、多文化共生への理解を深める講演会を開催

特定非営利活動法人
国際支援地球村

企画部市民活動推
進課

155 石巻市
フランク安田顕彰碑建立
補助金

補助・助成
石巻市の偉人「フランク安田」の偉業を讃えるとともに、そ
の功績を後世に伝えることを目的に日和山公園にフラン
ク安田顕彰碑を建立

フランク安田没後５０周年「メモリアル
ポトラッチ」実行委員会

企画部市民活動推
進課

156 石巻市
フランク安田顕彰碑建立
基金チャリティー公演

共催
石巻市の偉人「フランク安田」の顕彰碑建立基金の一部
に充てるためのチャリティー公演

フランク安田没後５０周年「メモリアル
ポトラッチ」実行委員会

企画部市民活動推
進課

157 石巻市
「石巻を考える女性の会
スキルアップセミナー」

その他＇後援（、補
助・助成

女性がスキルアップすることによって、それぞれの立場
で、家庭や社会に貢献できる存在になれるように自分を
高め、磨くことを目的に開催

石巻を考える女性の会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金
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158 石巻市
「石巻オリジナルキャラク
ターコンテスト」

その他＇後援（、補
助・助成

市民参加で民間キャラクターを生み出すことを目的に、次
世代を担う高校生、大学生から作品を出品してもらい、参
加者と一般投票でキャラクターを決定するコンテスト。

‐ＡＣＴ‐石巻若者ネットワーク
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

159 石巻市
「いしのまきラブバスツ
アー２０１０“春”」

その他＇後援（、補
助・助成

男女の出会いの場を提供する結婚対策支援事業
一般公募による男女各２０名、計４０名を１台のバスに乗
せ、市内の観光施設、体験型施設等を巡るバスツアー

石巻まちづくりギルド
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

160 石巻市
伝えよう！日本独自の文
化である茶道を次世代に

補助・助成
・茶の作法を通じて、礼儀作法を学ぶ
・各小中学校にて、総合学習として茶会を開催

表千家石巻教授会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

161 石巻市
いきいきカルチャースクー
ル２００９

補助・助成

障碍児や障害者と地域に住む高齢者の方〄が、生け花
や陶芸、ちぎり絵、お茶、落語といった日本の伝統文化を
学ぶことにより、意欲的かつ積極的な社会参加を促すた
めのカルチャースクールを開催

特定非営利活動法人
障碍児と共に歩む会

企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

162 石巻市
石巻茶色い焼きそばで街
おこし

補助・助成
石巻が発祥とされる、二度蒸した麺を使用した焼きそばを
石巻市民に発信し、石巻、そして、宮城の名物になるよう
事業の実施

石巻茶色い焼きそばアカデミー
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

163 石巻市 みんなでGO!GO!!リトミック 補助・助成
音楽に親しみながら、子供たちの心身の健やかな発育発
達に貢献する親子とのコミュニケーション事業

リトミックサークル・リトミックキッズ
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

164 石巻市
地域コミュニティ「向陽っ子
見守り隊」事業

補助・助成

・パソコン、ケータイの地区内専用情報掲示板を活用し、
不審者情報、町内情報を共有し、新しい安全安心の体制
にて見守り事業を行った
・大型店や日赤の移転に伴い、交通量が増え、危険が増
大しているため、交通安全指導の実施

向陽っ子安全見守り隊
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

165 石巻市
石巻市民劇団設立祈念公
演
「ツキを呼ぶ魔法の言葉」

補助・助成

市民の手で舞台、演劇の創造を通じて市民の絆、家族の
絆を広め、市民の感性溢れるコミュニケーション力を高め
るため、演劇、芝居愛好者等で市民劇団を立ち上げ、祈
念公演「ツキを呼ぶ魔法の言葉」を実施

石巻市民劇団設立準備委員会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金
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166 石巻市

結婚推進事業
「出会い　ふれ愛　ささえ
愛」
～心豊な人生のために～

補助・助成
初顔合わせティーパーティー＇開会式（、日帰りバス旅行、
講演・座談会、交流会を通じての結婚対策事業

特定非営利活動法人
夢みの里

企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

167 石巻市
河北北上杯親善尐年野球
大会外

補助・助成
野球を通じ、青尐年の健全育成及び参加者相互の親睦と
交流を図った

河北地区尐年野球連絡協議会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

168 石巻市 ときめき夢パーティ 補助・助成
バーベキューやレクリエーションを通じて、地域の独身男
性と県内独身女性との交流会を通じての結婚対策事業

石巻かほく商工会青年部
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

169 石巻市
生きがいとふれあいづくり
の会

補助・助成

健康寿命強化のために、音楽を使用しての楽しみながら
の筋力トレーニング、歌や踊り、手指を使っての物作りを
通して、笑いながらの脳活性を図り、月毎にテーマを変え
て、さまざまな健康教室を開催

ふれあい会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

170 石巻市 河单鹿島ばやし伝承事業 補助・助成
河单鹿嶋ばやし〔山車を含む〕を永久に保存・継承する事
業

河单鹿島ばやし保存会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

171 石巻市 郷土体験「はねこ塾」 補助・助成
伝統芸能の継承と次世代を担う青尐年を育成するため、
郷土芸能である「はねこ踊り」の保存・伝承するため、踊り
の体験や山車を作製し、イベントに参加

河单桃生商工会青年部
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

172 石巻市 北上川親子自然交流事業 補助・助成
自然とのふれあいを通じて子どもたちの健全育成に寄与
するため、杉の間伐財で作ったイカダで、各種遊びを実施
しながら、北上川を７ｋｍを3時間かけてくだる事業

水と緑の環境フォーラム・ものう
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

173 石巻市
親子で参加するソフトボー
ル教室と見学体験会

補助・助成

石巻市内の小学生と親御さんや地域住民の方を対象に、
ソフトボール教室や見学体験会を実施することにより、親
子や一般市民とのコミュニケーションを図った。また、親子
の交流を図るため親子で試合を行ったりして、汗を流して
運動した後には、参加者全員で食事会を開催し、親睦を
深めた。

スポーツふれあい交流会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金
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174 石巻市 新古里村ほたるの郷づくり 補助・助成

・ほたるの飛び交う地域を創るため自然環境の醸成を図
る事を目的とする事業
・地域に生存する様〄な生き物たち＇ほたるはその代名
詞（が暮らす理想の環境を創り、環境学習の場を提供す
る事業

新古里村ほたる会
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

175 石巻市 あじ朗志組 補助・助成
・網地白浜海水浴場清掃活動
・島民と島外ボランティアの交流会＇島の郷土料理、うにむ
き体験等（

あじ朗志組
企画部市民活動推
進課

石巻市地域
づくり基金事
業助成金

176 石巻市
第２回金華山植樹祭
～未来につなぐ鎮守の森
～

共催

近年の低気圧に伴うがけ崩れ被害や松くい虫による倒木
被害が著しい金華山において、金華山の鎮守の森を復活
させ、未来に継承していくことを目的に、植樹活動を継続
的に実施

特定非営利活動法人
いしのまき環境ネット

牡鹿総合支所産業
建設課

177 石巻市 網地島ふるさと楽校 共催
離島振興及び青尐年の健全育成を目的に、児童養護施
設の子ども達を網地島に招いて、自然や伝統文化の体験
を通して、島の高齢者達との交流活動を実施

あじ朗志組
牡鹿総合支所総務
企画課

178 石巻市 あじ島冒険楽校 共催

人口流失・高齢者の著しい網地島の活性化を図るため、
公募により参加者を募り、夏休みの子ども達などに網地
島の自然や伝統文化などの魅力を堪能してもらう体験ツ
アーを企画・実施

あじ島冒険楽校
牡鹿総合支所総務
企画課

179 石巻市 環境フェア２００９ 事業協力＇市主催（

地域の環境問題や地球環境問題に関する知識の普及・
啓発や環境保全活動への自主的・積極的な参加の推進
を図るために市民・事業者・行政が協力して石巻市環境
フェアを開催

特定非営利活動法人
手づくりで元気を作る会

生活環境部環境対
策課

180 石巻市
水生生物調査＇第２回皿貝
川（

事業協力＇市主催（
水質保全の普及啓発及び環境教育の一環として、市報で
公募する市内の幼児、小・中学生＇とその保護者（を対象
に行う水生生物を指標とした水質調査

特定非営利活動法人
ひたかみ水の里

生活環境部環境対
策課

181 石巻市 親子料理教室
情報交換・意見交
換、事業協力

親子への食生活と健康に関する栄養教育
＇栄養講話・調理実習（

石巻市食生活改善推進員連絡協議
会

保健福祉部健康推
進課

182 石巻市 石巻マンガ灯ろう祭り 実行委員会
子ども達が一人一人が思いを込めてつくるマンガ灯ろう
を、市民手作りの創作祭りとして、石巻の子ども達とまち
を明るく照らすことを趣旨とする催事

石巻マンガ灯ろう祭り実行委員会

企画部総合政策課
産業部商工課
教育委員会学校教
育課・生涯学習課
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183 石巻市
石巻市スポーツ振興基本
計画推進に係る協定

実行委員会
・生涯スポーツ活動推進事業
・総合型地域スポーツクラブ育成、支援事業
・競技スポーツ振興事業

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

184 石巻市
いしのまき市民スポーツ
フェスタ

共催、実行委員会
成人のスポーツ実施率向上を目的とした、グラウンドゴル
フ・ウォーキング＇対象：小学生以上の目的（種目による交
流大会

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

185 石巻市
石巻市小学生リレーマラソ
ン大会

共催、実行委員会
子ども達の体力の向上及び交流を目的として、市内小学
校及びスポーツ尐年団チーム＇小学４年生から６年生ま
で（男女各１０名によるタスキリレーを実施

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

186 石巻市
石巻シーサイドマラソン大
会

共催、実行委員会
市民の健康増進と地域の特性を活かしたコミュニティ活動
の推進を図るためのマラソン大会＇４種目２５部門（を開催

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

187 石巻市 いしのまきキッズ交流大会 共催、実行委員会
青尐年の健全育成を目的とした市内小・中学生を対象
に、キンボール＇ニュースポーツ（及びマラソンを実施し、
併せて、交流親睦を図る。

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

188 石巻市
東北楽天ゴールデンイー
グルス交流支援事業

事業協力

・イースタンリーグ公式戦＇東北楽天ゴールデンイーグル
ス（開催によるプロスポーツ招致による観戦機会の提供
・野球教室開催による指導者の一貫指導体制の構築及び
選手の技術向上

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

189 石巻市 各種スポーツ教室 事業協力
成人のスポーツ実施率の向上及び交流を目的としたバト
ミントン教室、卓球教室の開催

特定非営利活動法人
石巻市体育協会

教育委員会体育振
興課

190 石巻市 パソコン講座実施事業 情報交換・意見交換 市民対象のパソコン講座の実施
特定非営利活動法人
パソコンママネット

教育委員会生涯学
習課

191 石巻市 協働教育推進支援事業 実行委員会 市内小学校を中心とする協働教育推進のための事業 石巻市協働教育支援会議
教育委員会生涯学
習課
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

192 石巻市
ふるさと子どもカレッジ実
施事業

実行委員会
市内小学生を対象とするふるさと再発見・企業教育推進
事業

石巻市ふるさと子ども
カレッジ実行委員会

教育委員会生涯学
習課

193 塩竈市 塩竈市婦人会補助金 補助・助成
婦人団体の自主的活動を推進し、婦人団体の育成と活性
化を図ることを目的として交付する。

塩竈市婦人会＇任意団体（ 生涯学習課

194 塩竈市
塩竈神楽保存会事業補助
金

補助・助成

塩竈神楽保存会が行う塩竈神楽の保存伝承活動を推進
することにより、伝統芸能の振興と伝承者の養成を図る。
なお、平成22年3月1日付で、塩竈神楽が塩竈市無形民俗
文化財に指定されている。

塩竈神楽保存会＇任意団体（ 生涯学習課

195 塩竈市
塩竈市芸術文化協会技術
文化振興事業

補助・助成
塩竈市民の芸術文化鑑賞の機会を提供し、市民の芸術
文化の振興と発展を図る。

塩釜市芸術文化協会＇任意団体（ 生涯学習課

196 塩竈市
塩竈市父母教師会連合会
事業補助金

補助・助成
父母教師会活動の推進及び発展により教育の振興を図
ることを目的として交付する。

塩竈市父母教師会連合会＇任意団
体（

生涯学習課

197 塩竈市
塩竈市子ども会育成連合
会

補助・助成
次世代を担う青尐年の健全育成のため、子ども会及び子
ども会育成会活動の活性化を図ることを目的として交付
する。

塩竈市子ども会育成連合会＇任意団
体（

生涯学習課

198 塩竈市
家庭教育支援総合推進事
業

補助・助成

低下している家庭教育力向上のため、市民のグループや
団体が企画し、広く市民に向けて実施しようとする家庭教
育に関する講座・ワークショップ等の活動を支援を行う。
内容は、講座実施に係る講師謝金の負担、講師選定や広
報の支援。

わらべうたサークル「ぺんたとん」、松
尾文庫、おはなしびっくり箱

生涯学習課

199 塩竈市
劇団カッパ座塩釜公演
題名「なないろのにじ」

後援

子どもたちの豊かな情操を培うため、目や口が動く表情豊
かな等身大ぬいぐるみを中心とした人形劇を制作・上演
するカッパ座の公園を多くの人にみてもらうため、ボラン
ティアで協力活動していることに対し、後援名義使用を認
めて事業を支援する。

塩釜カッパ友の会 生涯学習課
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

200 塩竈市
塩釜子ども劇場第51回合
同例会
「おもしろどんどん」

後援

次代を担う子どもが、すぐれた舞台芸術の鑑賞を通し、夢
と希望、知恵と勇気を培い、豊かな感受性とたくましい創
造性を育むことを目的とした活動に対し、後援名義使用を
認めて事業を支援する。

塩釜子ども劇場 生涯学習課

201 塩竈市

塩釜子ども劇場設立25周
年記念合同例会　春爛漫
東方落語－塩釜子ども劇
場編－

後援

次代を担う子どもが、すぐれた舞台芸術の鑑賞を通し、夢
と希望、知恵と勇気を培い、豊かな感受性とたくましい創
造性を育むことを目的とした活動に対し、後援名義使用を
認めて事業を支援する。

塩釜子ども劇場 生涯学習課

202 塩竈市 第55回全国公募書道展 後援
地域における書道文化の振興を図ることを目的とした事
業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

東北書道会 生涯学習課

203 塩竈市
塩竈市婦人会講演会
「災害と女性」

後援

今後予測される災害に向け、地域防災や復興計画、政策
決定に女性が参画し、防災協力の全ての側面において
ジェンダーの視点に立った支援のあり方について啓発す
ることを目的とする事業に対し、後援名義の使用を認め支
援する。

塩竈市婦人会 生涯学習課

204 塩竈市 塩竈市の歴史散歩 共催
塩竈市内の文化財を尋ねて、文化財保護の認識を深め、
文化財保護活動の普及発展に寄与することを目的とした
事業に対し、共催を行い支援する。

宮城県文化財友の会 生涯学習課

205 塩竈市
第9回芸能連合“燦”発表
会

後援
郷土芸能の文化発展と継承、育成を目的とした団体が連
合し開催する事業に対し、後援名義の使用を認め支援す
る。

芸能連合“燦” 生涯学習課

206 塩竈市 ２００９．５月鬼房展 後援
塩竈ゆかりの鬼房を多くの人に親しんでもらい、篠活性化
につなげることを目的とした事業に対し、後援名義の使用
を認め支援する。

塩竈の魅力を発信する会 生涯学習課
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207 塩竈市
旧亀井邸
大正ロマンと現代の書　鎌
田直衛展

後援

東北では数尐ない大正ロマンの建築物である旧亀井邸と
河北書道展招待作家である鎌田直衛作品とのコラボレー
ションにより、伝統に根差した新たな日本美の空間を創出
しながら、多くの人〄に塩竈の魅力の一つとして発信し、
伝統を次代につなぐことを目的とした事業に対し、後援名
義の使用を認め支援する。

塩竈の魅力を発信する会 生涯学習課

208 塩竈市
ＳＲＣ＇塩釜レールサーク
ル（
オープンフォーラム

後援

情景付き鉄道模型モジュールレイアウトを制作展示し、世
代を超えた交流の場を創造し、地域社会の活性化を目指
し貢献すること、東北地方における鉄道発祥の地である
塩釜を広くアピールし、塩竈の歴史と魅力を発信すること
を目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援す
る。

塩釜レールサークル 生涯学習課

209 塩竈市
平成21年度＇財（モラロ
ジー研究所「維持員研修
会」

後援
生涯学習の観点から、道徳に基づく人間形成と健全で民
主的な社会づくりに参画するための教養を高めることを目
的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

宮城県モラロジー協議会 生涯学習課

210 塩竈市
モラロジー生涯学習公開
セミナー

後援
生涯学習の観点から、道徳に基づく人間形成と健全で民
主的な社会づくりに参画するための教養を高めることを目
的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩竈モラロジー事務所 生涯学習課

211 塩竈市
「しあわせの想いを歌声に
のせて」リリーズ・コール第
4回コンサート

後援

老人介護施設等への訪問をライフワークとし、ふれあいの
喜びと大切さを学ぶ姿勢、歌や手話コーラスを通して地域
の人〄に「心の大切さ、優しさ」を伝える事業に対し、後援
名義の使用を認め支援する。

リリーズ・コール 生涯学習課

212 塩竈市
第30回ママさんコーラス交
歓発表会

後援

近隣市町村のコーラスグループが集い発表会を行うこと
で、交流を図り互いの技量を高める、また、広くコーラスに
対する理解、関心を高めることを目的とした事業に対し、
後援名義の使用を認め支援する。

第30回ママさんコーラス交歓発表会
実行委員会

生涯学習課
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213 塩竈市
第55回芭蕉祭並びに全国
俳句大会

後援
俳聖芭蕉の法要を営み、併せて第55回全国俳句大会を
開催し、俳句文学を通じて芸術文化の高揚を図ることを目
的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

宮城県俳句協会 生涯学習課

214 塩竈市 第8回県東書道役員展 後援
書道による人格の修養、書道文化の発展と普及を図り、
公共的に奉仕することを目的として活動する団体に対し、
後援名義の使用を認め事業を支援する。

県東書道会 生涯学習課

215 塩竈市
第8回塩釜なつメロ同好会
発表会

後援
なつメロを通して、人と人との交流の輪を広げ、心のやす
らぎを持つことを目的とした事業に対し、後援名義の使用
を認め支援する。

塩釜なつメロ同好会 生涯学習課

216 塩竈市
平成21年度人権教育指導
者研修会

後援

学校や家庭での日常生活において、身近な出来事が人
権に関わることであることに気付くとともに、基本的人権は
いかに理解されるべきであるかを考え、人権理解の涵養
を図ることを目的とした事業に対し、後援名義の使用を認
め支援する。

宮城県教育員会 生涯学習課

217 塩竈市
第27回さんさ時雤全国大
会

後援
全国に知られる宮城県の名曲「さんさ時雤」を正しく継承
するとともに、民謡文化の発展と普及を目的とした事業に
対し、後援名義の使用を認め支援する。

宮城県民謡道連合会 生涯学習課

218 塩竈市
第1回デジタルカメラ写真
教室

後援
市民を対象にデジタルカメラの操作方法及び写真技術の
向上を図るとともに、市民間の交流を深めることを目的と
した事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

しおがま写楽会 生涯学習課

219 塩竈市
塩釜混声合唱団「潮」
第5回コンサート

後援

音楽、歌を通して人〄の心を様〄な世界にいざない、郷
愁、抒情の世界を多くの人〄と共有し、芸術文化の発展・
普及を目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支
援する。

塩釜混声合唱団「潮」 生涯学習課

220 塩竈市
平成22年庚寅新春特別展
「仙台の刀工　安倫」

後援

江戸時代、仙台藩の抱え工として多くの名刀を世に残した
刀匠「安倫」の作品を中心に展示し、郷土東北の「美」を紹
介することを目的とした事業に対し、後援名義の使用を認
め支援する。

鹽竈神社博物館 生涯学習課
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221 塩竈市
第18回「ユネスコ・コーラス
の集い」

共催

地域内で活動するコーラスグループが一堂に会し、発表・
鑑賞し合うことにより、親睦を深め技術向上、市民の間に
コーラスの普及・浸透並びに地域における文化振興を図
ることを目的とした事業に対し、共催を行い支援する。

塩釜ユネスコ協会 生涯学習課

222 塩竈市
ジュニアリーダー夏期研修
会

共催

中・高校生による青尐年育成ボランティアサークルの自主
研修活動による資質・技術向上のため、また、各子ども会
活動への協力による活動の充実を目的とした事業に対し
て、共催を行い支援する。

塩竈市子ども会育成連合会 生涯学習課

平成22年度
からジュニア
リーダーは生
涯学習課の
所管

223 塩竈市
ジュニアリーダー冬期研修
会

共催

中・高校生による青尐年育成ボランティアサークルの自主
研修活動による資質・技術向上のため、また、各子ども会
活動への協力による活動の充実を目的とした事業に対し
て、共催を行い支援する。

塩竈市子ども会育成連合会 生涯学習課

平成22年度
からジュニア
リーダーは生
涯学習課の
所管

224 塩竈市 しおがまっこまつり 共催

『大人も子どもも楽しめるまつり』により、市内各子ども会
でも活用できる事業として、子ども会及び育成会活動の一
層の充実を図り、併せてジュニアリーダーの活動を広く周
知することを目的とした事業に対し、共催を行い支援す
る。

塩竈市子ども会育成連合会 生涯学習課

225 塩竈市 インリーダー養成キャンプ 共催
市内小学5・6年生を対象に、各子ども会内でのリーダー
的存在を育成し、子ども会活動の活性化と充実を目的とし
た事業に対し、共催を行い支援する。

塩竈市子ども会育成連合会 生涯学習課

226 塩竈市

2009年多賀城市近隣中学
生ソフトテニス大会兹第41
回塩竈市隣接市町春季中
学生ソフトテニス協会長杯

後援
地域の中学生ソフトテニスの競技力向上を図ることを目的
とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

多賀城市ソフトテニス協会 生涯学習課

227 塩竈市
第23回志波彦神社鹽竈神
社杯争奪ソフトボール大会

後援
チーム間の親睦と技術向上及びスポーツ振興を目的とし
た事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩竈市ソフトボール協会 生涯学習課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

228 塩竈市
第62回宮城県民体育大会
2009尐林寺拳法演武大会

後援
尐林寺拳法の正しい普及並びに身心の錬磨と相互の親
睦を図ることを目的とした事業に対し、後援名義の使用を
認め支援する。

宮城県尐林寺拳法連盟 生涯学習課

229 塩竈市

第48回塩竈警察署管内鹽
竈神社御神旗争奪中学校
対抗剣道大会＇NPO塩釜
市体育協会総合体育大会
剣道の部（

後援
地域における剣道の技術・体力向上及びスポーツ振興を
目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩竈剣道連盟 生涯学習課

230 塩竈市
第33回日本リトルシニア野
球選手権東北大会

後援
硬式野球の正しい指導を通して、中学生の健全な心身の
育成と豊かな情操教育を目的とした団体の活動に対し、
後援名義の使用を認め事業を支援する。

＇財（全日本リトル野球協会リトルシニ
ア東北連盟

生涯学習課

231 塩竈市

＇財（全日本リトル野球協
会リトルシニア東北連盟創
立35周年記念全国選抜野
球大会

後援
東北連盟創立35周年を記念し、チーム間の交流を深め、
競技力の向上と健全な育成を図ることを目的とした事業
に対し、後援名義の使用を認め支援する。

＇財（全日本リトル野球協会リトルシニ
ア東北連盟

生涯学習課

232 塩竈市
第19回小学生バレーボー
ル大会

後援
小学生バレーボールの普及と交流を通しての県是肉声及
びバレーボール技術の向上を目的とした事業に対し、後
援名義の使用を認め支援する。

宮城県東部地区小学生バレーボール
連盟

生涯学習課

233 塩竈市
平成21年度塩竈市総合体
育大会ゲートボールの部

後援
市総合体育大会ゲートボールの部として、市内のチーム
間の親睦を図り、技術の向上、普及を目的とした事業に
対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩竈市ゲートボール協会 生涯学習課

234 塩竈市
第25回塩竈市スポーツ尐
年団野球交流大会

後援
尐年野球を通して青尐年の健全育成、体力増進を図り、
さらに尐年団同士の親交を深めることを目的とした事業に
対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩釜市スポーツ尐年団野球連絡協議
会

生涯学習課

235 塩竈市 平成21年度塩竈市民登山 後援
塩竈市民にスポーツとしての安全登山と、自然にふれあう
機会を設け、自然保護のモラルを啓蒙普及することを目
的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩釜山岳会 生涯学習課

236 塩竈市
第27回二市三町親善バ
レーボール塩竈大会

後援

塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町のばれ
ボール協会の親睦を図り、技術の向上、普及に寄与する
ことを目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援
する。

塩竈市バレーボール協会 生涯学習課
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237 塩竈市
第52回塩竈市長杯兹第21
回塩釜市民総合体育大会
ソフトテニス大会

後援
地域のソフトテニスの競技力向上と親睦を図り、競技の普
及に寄与することを目的とした事業に対し、後援名義の使
用を認め支援する。

塩釜市ソフトテニス協会 生涯学習課

238 塩竈市

2009年多賀城市近隣中学
生秋季ソフトテニス大会兹
第34回塩竈市隣接市町中
学生秋季ソフトテニス大会

後援
地域の中学生ソフトテニスの競技力向上を図ることを目的
とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

多賀城市ソフトテニス協会 生涯学習課

239 塩竈市
第4回日本三景松島スー
パーカップｉｎグランディ

後援

小学生の心身の健全な育成に資するため、ドッジボール
を通じて小学生の交流を深めるとともに、ドッジボール競
技の普及を図ることを目的とした事業に対し、後援名義の
使用を認め支援する。

第4回日本三景松島スーパーカップin
グランディ大会実行委員会

生涯学習課

240 塩竈市
第6回東日本自動車学校
ソフトテニス大会

後援

テニスを通じ相互に交流を深めると共に、それぞれの
ルールを守り交通安全の輪を広げ、交通事故のない社会
を実現することを目指し開催する事業に対し、後援名義の
使用を認め支援する。

東日本自動車学校 生涯学習課

241 塩竈市
第9回遠藤杯兹第22回中
学校ニューフェイス大会

後援
市内中学校1年生のバスケットボール部員の親睦交流を
深めながら、技術の向上を図ることを目的とした事業に対
し、後援名義の使用を認め支援する。

塩釜市バスケットボール協会 生涯学習課

242 塩竈市
バドミントン日本リーグ
2009塩竈大会

後援
バドミントン選手の競技力向上及び競技の普及発展を目
的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

宮城県バドミントン協会 生涯学習課

243 塩竈市 第54回筑前杯卓球大会 後援
二市三町地域の中学生の卓球の競技力向上と交流を深
めることを目的として事業に対し、後援名義の使用を認め
支援する。

塩竈市卓球協会 生涯学習課

244 塩竈市
第30回塩釜市バスケット
ボール協会杯中学校選抜
バスケットボール大会

後援
塩竈地域並びに近隣地区の中学校バスケットボール部員
の親睦を深めながら、技術の向上を図ることを目的とした
事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

塩釜市バスケットボール協会 生涯学習課

245 塩竈市

平成21年度鹽竈神社奉
納・河北新報杯水野忠範
士杯争奪第26回宮城県尐
年剣道新人大会

後援
剣道連盟、塩竈神社、河北新報社の三社共催により、尐
年剣士の技術・体力向上及びスポーツ振興を目的とした
事業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

宮城県剣道連盟
塩釜剣道連盟

生涯学習課
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246 塩竈市
塩竈オープンジュニアバド
ミントン大会

後援

クラブ創部20周年を記念し、子どもたちの交流と友情を深
めるとともに、全国のクラブとの対戦を経験することで、子
どもたちの競技力の向上と健全で豊かなスポーツ精神の
育成を目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支
援する。

塩竈オープンジュニアバドミントン大会
実行委員会

生涯学習課

247 塩竈市
第12回塩竈中央シニア東
北親善交流大会

後援
尐年スポーツの振興と身体健全の一助として開催する事
業に対し、後援名義の使用を認め支援する。

＇財（全日本リトル野球協会リトルシニ
ア東北連盟宮城県支部塩竈中央チー
ム

生涯学習課

248 塩竈市
第20回明卓杯中学生卓球
大会

後援
地域における小・中学生の卓球の競技力向上と交流を深
めることを目的として事業に対し、後援名義の使用を認め
支援する。

塩竈市卓球協会 生涯学習課

249 塩竈市
第32回鹽竈神社杯中学生
サッカー大会

後援

地域社会の発展に寄与しながら活躍するサッカー尐年た
ちの健全な育成及び技術と体力の向上を図り、望ましい
社会性を養うことを目的とした事業に対し、後援名義の使
用を認め支援する。

社団法人塩竈フットボールクラブ 生涯学習課

250 塩竈市
宮城ヘルシー2009ふるさと
スポーツ祭仙台管内大会

後援

広く県民に、スポーツ・レクリェーション活動を楽しむ場を
提供し、スポーツ活動への参加意欲を喚起し、地域ス
ポーツの振興に寄与すること、生涯を通じてスポーツ・レク
リェーションに親しみ、感動と活力のある県民生活に資す
ることを目的とした事業に対し、後援名義の使用を認め支
援する。

宮城ヘルシー2009ふるさとスポーツ大
会仙台管内大会実行委員会

生涯学習課

251 塩竈市
樹木のオーナー制度によ
る桜の木の育成･保全活
動

事業協力
市民に愛着を持って親しまれる道路や公園づくりを行うた
め、「樹木のオーナー制度」を導入し、樹木の里親となって
育成･保全活動に取り組むもの。

塩釜さくらの会
＇任意団体（

都市計画課

252 塩竈市
子供のための舞台フェス
ティバルＶｏｌ．６舞台劇「Ｂ
ａｂｙ　Ｌｏｖｅ」

後援
舞台芸術鑑賞などの文化芸術を子供たちに体験させるこ
とにより、子供たちの発達や感性を育むことを目的とする
芸術体験事業。

(特)みやぎ県子ども・おやこ劇場 教育委員会総務課

253 塩竈市 塩釜地区「原爆展」 後援
原爆投下による被爆の実相を風化させないよう後世に伝
えるため、写真展、ビデオ上映等を実施。

塩釜地区被爆者の会 教育委員会総務課

254 塩竈市 高齢者まつり 後援
塩竈市内在住の７０歳以上の方を対象に、長年塩竈市の
発展に尽力された高齢者を慰労する。

塩竈市高齢者福祉奉仕団 教育委員会総務課
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255 塩竈市
妖怪博士・水木しげるの妖
怪大冒険

後援
水木しげるの描く妖怪の『世界』を通し、夏休みの親子や
家族の交流の場を作る。

ウェルパフォーミングアーツマネジメン
ト

教育委員会総務課

256 塩竈市 しおがまさま神〄の月灯り 後援
鹽竈神社境内及び表坂二百二段へ竹筒にろうそくを立
て、幽玄の灯り道を表現する。

塩釜市青年四団体連絡協議会 教育委員会総務課

257 塩竈市
全日ろうあ連盟創立６０周
年記念映画「ゆずり葉」上
映会

後援
全日ろうあ連盟創立６０周年を記念し、映画「ゆずり葉」の
上映会を実施する。

＇社（宮城県ろうあ協会 教育委員会総務課

258 塩竈市
第３９回塩釜市社会福祉
大会

後援
地域福祉関係者やボランティアが集まり、地域の福祉課
題解決に取り組む協議を行う。

塩釜市社会福祉協議会 教育委員会総務課

259 塩竈市
第６回みなとまのまち１００
Ｋｍ徒歩の旅

後援
小学生を対象に１００Ｋｍの道のりを４泊５日で歩き抜き
「生きる力」を醸成する。

＇社（塩釜青年会議所 教育委員会総務課

260 塩竈市
塩釜珠算連盟主催　珠算
検定試験

後援
珠算の普及・珠算教育の振興を目的とし、珠算検定試験
を実施する。

塩釜商工会議所 教育委員会総務課

261 塩竈市 しおがまさまの花灯り 後援
鹽竈神社境内及び表坂二百二段へ竹筒にろうそくを立
て、幽玄の灯り道を表現する。

塩釜市青年四団体連絡協議会 教育委員会総務課

262 塩竈市 健康フェスタin塩竈 事業協力
がん予防講演会とがん予防啓発コーナーから成るがん予
防啓発イベント

塩竈市食生活改善推進員会/しおが
ま健康推進員の会

健康課
講演会受付
や試食提供
等

263 塩竈市
健康しおがま２１プラン講
演会「職場におけるからだ
とこころの健康づくり」

事業協力 講演会、働き盛り世代のからだとこころの健康について しおがま健康推進員の会 健康課

264 塩竈市 ダンベル体操講演会 事業協力 ダンベル体操講演、創作ダンベル体験 ダンベル体操ボランティア「お助け隊」 健康課
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265 塩竈市
マリンプラザ「ダンベル教
室」

事業協力 初心者向けのダンベル体操指導 〃 健康課

ダンベル実
技指導活動
によるダンベ
ルの普及活
動を行ってい
る「お助け
隊」への支
援。
ダンベル教
室実施にお
いて、月１回
まで実費相
当分＇交通費
等の経費（と
して謝金を負
担している。

266 塩竈市
塩竈市交通安全母の会事
業費助成金

補助・助成
交通安全を願う母親の立場から運動の推進に寄与してい
る当該団体が実施する事業に対し、助成金を交付する。

塩竈市交通安全母の会＇任意団体（ 防災安全課

267 塩竈市
塩竈市婦人防火クラブ連
合会事業費

補助・助成
家庭婦人への防火・防災活動の強化、促進に寄与してい
る当該団体が実施する事業に対して助成金を交付する。

塩竈市婦人防火クラブ＇任意団体（ 防災安全課

268 塩竈市 塩竈市防犯協会助成金 補助・助成

防犯活動の強化及び促進並びに防犯意識の高揚を図る
ため、市民が自主的に防犯活動を行うために結成した団
体＇防犯協会（が実施する事業に対して助成金を交付す
る。

塩竈市防犯協会＇任意団体（ 防災安全課

269 塩竈市 塩竈市自主防災組織助成 補助・助成
防災に対する市民の意識高揚及び組織の育成強化を図
ることを目的に、自主防災組織が防災マップを作成した場
合、その費用の一部を助成する。

塩竈市自主防災組織＇３団体・任意団
体（

防災安全課

270 塩竈市 神〄の花灯り 後援
表坂から楼門をくぐり舞殿下まで竹筒に立てたロウソクを
配置し、幽玄なあかりの道を演出。舞殿等において雅楽
などの演奏を奏で、お花見に訪れる方〄を出迎える。

塩釜市青年四団体連絡協議会＇任意
団体（

商工観光課
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271 塩竈市 鹽竈神社観桜茶会 後援
天然記念物「鹽竈桜」を愛でながら抹茶、煎茶をお楽しみ
いただく。

鹽竈神社観桜茶会実行委員会＇任意
団体（

商工観光課

272 塩竈市 神〄の月灯り 後援
表坂から楼門をくぐり舞殿下まで竹筒に立てたロウソクを
配置し、幽玄なあかりの道を演出。雅楽等の音楽も奏で
る。

塩釜市青年四団体連絡協議会＇任意
団体（

商工観光課

273 塩竈市 おいしおがま 後援
参加者がチケットを購入し、街なかを散策しながら３～４店
舗を食べ歩く。食を通した「心とこころのふれあい」・「人と
街のふれあい」を感じていただく。

塩釜市青年四団体連絡協議会「おい
しおがま実行委員会」＇任意団体（

商工観光課

274 塩竈市
花まつり 第５回もとまち宵
市

実行委員会

　「花まつり」及び「市民まつり」の開催に合わせ、本町通
りの商店街を会場に「もとまち宵市」を同時に開催すること
で、イベント全体の相乗効果を高め本町の活性化を図る
ことを目的に、地元各団体によるステージ・バンド演奏、そ
の周りでは地場産品の販売、屋台・縁日コーナーを実施。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

275 塩竈市 釜社宵まつり 実行委員会

　御釜神社で行われる鹽竈神楽の奉納にあわせたイベン
トを開催することで、御釜神社の歴史的・文化的価値を発
信しつつ、本町の魅力を高めながら活性化を図る。内容
は屋台・縁日コーナー、お楽しみ抽選会等。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

276 塩竈市 もとまちくるくる談議 実行委員会

　商店街の方、本町通りの方、市内外の方等と一緒に座
談会を開催し、まちに対する想い・アイディア等を意見交
換してもらういながら親睦を図り本町通りの活性化につな
げる。内容は屋台等を実施。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

277 塩竈市 御釜神社　月灯り 実行委員会
　塩竈神社で行われた先述の「神〄の月灯り」に合わせ、
御釜神社でも月灯りイベントを開催することで、市内の回
遊性向上を高めながら商店街への集客を図った。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

278 塩竈市 もとまち味覚市 実行委員会

　塩竈の秋の味覚を提供するイベント開催し、本町通りの
回遊性や集客力を高めながら活性化を図る。内容は地場
産品の販売、屋台コーナー、魚の五目すくいコーナー等を
実施。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

279 塩竈市 漁網イルミネーション 実行委員会

　より港まち塩竈らしいクリスマスを演出するために「漁
網」を使用したイルミネーションを制作し、本町を訪れる観
光客や地元の方〄にクリスマスの雰囲気を楽しんでいた
だいた。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

280 塩竈市 もとまちくるくるクリスマス 実行委員会

　先述した漁網のクリスマスイルミネーションを装飾した会
場で、クリスマス会を開催することで商店街への集客及び
回遊性を高めながら活性化につなげる。内容は地元各団
体のステージ、園児によるクリスマスコンサート、その周り
では地場産品の販売、屋台コーナー、先着プレゼント、商
店賞付き抽選会等を実施。

本町通りまちづくり研究会＇任意団体（ 商工観光課

281 塩竈市 塩竈市環境審議会
政策・企画立案への
参画

環境保全及び創造に関する基本的事項について、市長の
諮問に応じ調査審議を行う。

塩竈市婦人会＇任意団体（ 環境課

282 塩竈市 男女共同参画推進審議会
政策・企画立案への
参画

市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を
調査及び審議する。

塩釜まちづくり研究所ジェンダー研究
部会＇任意団体（、塩竈市婦人会＇任
意団体（

市民課

283 塩竈市
しおがまジェンダー市民講
座

共催 男女共同参画社会を考えるため講演会
塩釜まちづくり研究所ジェンダー研究
部会＇任意団体（

市民課

284 塩竈市 マザー・テレサ写真展 後援 マザーテレサ生誕100年記念チャリティー写真展 グラシウー 市民課

285 大崎市
障害児(者)日中一時支援
事業

事業協力
障害児(者)に対し，日中を限度として一時預かりを実施
し，障害児(者)とその家族の生活を支援する

NPO法人くもりのち晴れ 社会福祉課

286 大崎市 障害者ショートスティ事業 事業協力
障害児(者)を介護している家族が，疾病等の理由により
家庭で介護が困難な場合に障害児(者)を施設に入所さ
せ，障害児(者)とその家族の生活を支援する

NPO法人くもりのち晴れ 社会福祉課

287 大崎市 障害者施設費(自立訓練) 事業協力
自立した日常生活又は社会生活がてきるよう，身体機能
又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う

NPO法人くもりのち晴れ 社会福祉課
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288 大崎市
障害者施設費(就労継続
支援B型)

事業協力
働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために
必要な訓練を行う

NPO法人くもりのち晴れ 社会福祉課

289 大崎市
重度障害者福祉有償運送
事業

事業協力
心身に重度の障害がある者に対し，通院等を目的として
福祉有償運送を利用する場合の費用の一部を助成する
ことにより，社会参加を促進し，福祉の向上を図る

NPOみんなの足 社会福祉課

290 大崎市 マガンの里づくり研究会
情報交換・意見交
換，政策・企画立案
への参画，事業協力

ラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水田」保全活用計画
の策定，進行管理のための意見聴取及び事業連携

NPO蕪栗ぬまっこくらぶ，NPO田ん
ぼ，日本雁を保護する会

田尻総合支所産業
建設課

291 大崎市 蕪栗沼の保護・保全 事業協力
ラムサール条約湿地「蕪栗沼・周辺水田」の陸地化防止
のための野焼き，支障木の撤去

NPO蕪栗ぬまっこくらぶ
日本雁を保護する会
NPO田んぼ

田尻総合支所産業
建設課

292 大崎市
農地・水・環境保全向上対
策事業推進支援

情報交換・意見交
換，政策・企画立案
への参画，事業協力

農地・水・環境保全向上対策の生きもの調査部分の意見
交換，企画立案，講師派遣協力

NPO田んぼ
田尻総合支所産業
建設課

293 大崎市
地域再生に資するNPO等
活動支援事業

情報交換・意見交
換，政策・企画立案
への参画，事業協力

環境保全型農業の普及，ふゆみずたんぼの調査研究及
び流通消費へのネットワーク形成

NPO田んぼ
田尻総合支所産業
建設課

内閣府「地域
再生計画」

294 気仙沼市
第8回気仙沼「海の唄」民
謡全国大会

共催
宮城県沿岸地域で唄われている数〄の「海の唄」を継承
することを目的として、民謡の全国大会を開催した

気仙沼「海の唄」民謡全国大会実行
委員会

教育委員会生涯学
習課

295 気仙沼市
第21回気仙沼海の俳句全
国大会

共催
俳句への関心と表現力等の高揚を図ることを目的として、
海に関する俳句の全国大会を実施し、併せて講演会を開
催した

気仙沼地方俳句協会
教育委員会生涯学
習課

296 気仙沼市
第24回落合直文全国短歌
大会

共催
国文学者・近代短歌革新の先駆者である「落合直文」の
業績を讃え事績を顕彰する目的で短歌の全国大会を実
施し、併せて講演会を開催した

落合直文会
教育委員会生涯学
習課
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297 気仙沼市

ホタルの会10周年記念上
映会
「60歳のラブレター
～中村雅俊氏を迎えて～」

共催
明るいまちづくりと地域文化の向上を図る目的で、映画上
映と主演俳優のトークショーを開催した

気仙沼の文化を支える
ホタルの会

教育委員会生涯学
習課

298 気仙沼市
平成21年度気仙沼市民文
化祭

共催

市民が日ごろの文化芸術活動を発表・鑑賞することによ
り、文化の香り高いまちづくりをめざすことを目的として、
舞台発表、展示、文芸、華道・茶道披露等を行う市民文化
祭を開催した

気仙沼市文化協会
教育委員会生涯学
習課

299 気仙沼市
「パンドラの匣」気仙沼上
映会

共催
作家太宰治の生誕100周年を記念した映画を通じ、結核
に対する意識の高揚を図ることを目的として、映画の上映
会を開催した

「パンドラの匣」気仙沼上映実行委員
会

教育委員会生涯学
習課

300 気仙沼市

平成21年度文化財講演会
「宮城の民俗芸能
～受け継がれるこころとわ
ざ」

共催
文化財保護行政の充実と文化財愛護思想の普及啓発を
図るため、専門家を招聘して文化財講演会を開催した

気仙沼・本吉地方文化財保護委員連
絡協議会

教育委員会生涯学
習課

301 気仙沼市
綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ

共催
笑顔のある健康で明るいまちづくりを目的として、中高年
に人気のある芸能人の公演を開催した

気仙沼市民会館文化振興事業実行
委員会

教育委員会生涯学
習課

気仙沼市民
会館
文化振興事
業

302 気仙沼市
第28回河北新報気仙沼つ
ばきマラソン

共催
スポーツの日常化と健康で明るいまちづくりを目的として、
マラソン大会を開催した

気仙沼つばきマラソン実行委員会
教育委員会生涯学
習課

303 気仙沼市 第３回市民体育祭 共催
スポーツの日常化と健康で明るいまちづくりを目的として、
市民がスポーツに親しむ機会を提供した

気仙沼市体育協会
教育委員会生涯学
習課

304 気仙沼市
鼎浦小山東助生誕１３０年
記念事業補助金

補助・助成
郷土が生んだ詩人，鼎浦小山東助の生誕１３０年を記念
して，実行委員会が実施する講演会等の記念事業に対し
て補助金を交付する。

鼎浦小山東助顕彰会 総務部総務課

305 気仙沼市 エコ・フェスタ 実行委員会
環境保全活動に取り組んでいる団体が地球温暖化防止
やごみ減量についてのPRブースの出展や講演会を開催
した。

市内で環境保全に取り組んでいる団
体等

市民生活部環境課
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306 気仙沼市 プチシェフコンテスト
④実行委員会
⑥補助・助成

子供たちが地域の豊富な食材を用いた料理に取り組む中
で，地域資源の素晴らしさや食文化を再発見し，同時に家
族のコミュニケーションや世代間交流を進めることを目的
として，行政やＮＰＯ等が実行委員会を組織し，子供たち
の料理コンテストを実施した。

スローフード気仙沼，食のまちづくり協
議会 ほか

企画部企画政策課

307 気仙沼市
いやしの島・大島で楽しい
ウォーキング大会

⑤事業協力

本協議会は健康をテーマに大島の豊かな自然や魚介藻
類を活用した観光商品を開発･販売し，観光業と漁業の活
性化を図る活動を行っており，その一環としてウォーキン
グ大会を中心としたモニターツアーを実施した。

気仙沼大島ヘルスツーリズム推進協
議会

企画部企画政策課

308 気仙沼市 まちづくりの集い 共催
ＮＰＯ・地域づくり団体等の活性化とネットワークづくりを目
的として、講演会並びに意見交換会を開催した。

気仙沼市まちづくり共同推進委員会、
気仙沼市社会福祉協議会、みやぎ地
域づくり団体連絡協議会気仙沼・本吉
支部、気仙沼市民憲章推進協議会

企画部まちづくり推進課

309 白石市
生涯学習フェスティバル事
業

共催
活力ある活気に満ちた白石を創り上げていくため、市民の
生涯学習に接する機会を創出した。

生涯学習フェスティバル実行委員会 生涯学習課

310 白石市 能等公演事業 共催
市民文化の向上を図るため古典芸能、能、狂言の公園を
安価に鑑賞する機会を設けた。

・白石市伝統芸能振興会
・碧水園能に親しむ実行委員会

生涯学習課

311 白石市
みやぎ蔵王高原マラソン
大会の開催

実行委員会
みやぎ蔵王高原を拠点として、開催しているマラソン大会
を開催した。

みやぎ蔵王高原マラソン大会実行委
員会

生涯学習課

312 白石市
市民体育大会等の白石市
体育協会主催事業

事業協力
加盟競技団体の育成強化及び全市的なスポーツ振興を
図る目的で活動している協会の活動を推進した。

白石市体育協会 生涯学習課

313 白石市 市民文化際の開催 事業協力 市民文化祭の開催に協力した。 白石市文化協会 生涯学習課
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314 白石市
公園愛護団体への報奨制
度

補助・助成
地区内や近隣の公園の環境美化を行いながら市民との
協働活動を進めるため、維持管理活動を行う公園愛護団
体へ一定額助成するもの。

公園愛護団体 都市整備課

315 白石市
第３５回あしたば白石まつ
り

実行委員会 あしたば白石の利用者が日頃の成果を発表する あしたば白石まつり実行委員会 子ども家庭課

316 白石市 第３３回こどもまつり 実行委員会
白石市中央公民館において、１３コーナーの遊び場を通
し、子どもの豊かな人間関係と相互の親睦交流を深める
＇参加者総数739名（

こどもまつり実行委員会 子ども家庭課

317 白石市 白石市子育て応援隊 事業協力
子育て家庭の託児応援、育児中のお母さんへのアドバイ
ス、子育て講座講演などの子育て支援活動

白石市子育て応援隊 子ども家庭課

318 白石市 白石市民春まつり 実行委員会
白石市の観光の振興及び文化の継承を図るため白石市
民まつりを開催する。

白石市民春まつり協議会 商工観光課

319 白石市 白石夏まつり 実行委員会
白石市の観光の振興及び文化の継承を図るため夏まつ
りを開催する。

白石夏まつり協議会 商工観光課

320 白石市
仙台・宮城観光キャンペー
ン

実行委員会
観光交流人口の増加と地域活性化を図るため、DCで培っ
た経験、連携を活用し、各種事業やイベントを実施する。

仙台・宮城観光キャンペーン白石市推
進協議会

商工観光課

321 白石市 鬼小十郎まつり 実行委員会

市の地域資源である白石城や片倉氏の城下町としての歴
史資源を活かしながら市民が主体となって活力のある元
気な地域づくりを行うことを目的に「鬼小十郎まつり」を開
催する。

白石城主片倉小十郎によるまちづくり
実行委員会

企画情報課

322 名取市 昔ばなしの語りとふれあい 共催
市内の児童館に年間３回度出向き、名取の昔話を中心に
紙芝居等で児童とふれあう。情操教育の一助とする。

名取昔ばなし語りの会
男女共同・市民参画
推進室

323 名取市 やさしい耐震講座 共催
町内会卖位を対象に各地区の集会施設を使い、宮城沖
地震の震災に対処すべく住居の耐震や補強に関する講
座を年１２回開催。

ＮＰＯみやぎ住改センター
男女共同・市民参画
推進室
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324 名取市 自立体験ステイ 補助・助成
障がい児者のための自立・生活訓練を泊りで２４時間体
験する。一般のボランティアとの関わりを通じ地域の中で
自立して社会参加できるよう学習する。

名取おもちゃ図書館「ドロップス」
男女共同・市民参画
推進室

325 多賀城市 水生生物調査事業 事業協力 砂押側の水生生物調査を通じた自然環境調査 自然塾カワセミクラブ
市民経済部生活環
境課

326 多賀城市
障がい児アフタースクール
事業

その他
障がい児を対象とした社会参加促進のための居場所づく
り

アフタースクールのびのびクラブ
保健福祉部社会福
祉課

327 多賀城市 花のまちづくり事業 補助・助成
市民の主体的参画によって公共空間をパブリックガーデ
ンとする事業。花苗、求婚等の購入費及び維持管理経費
の一部を助成する事業

市内各団体 建設部道路公園課

328 多賀城市 国際交流サロン 共催
多賀城市内在住の外国籍市民が地域で楽しく暮らす力を
養うことを目的として、相互の交流と生活情報の交換、行
政情報の提供を行う事業

多賀城市国際交流協会
総務部地域コミュニ
ティ課

329 岩沼市
男女共同参画の推進に関
する事業

情報交換・意見交
換、公の施設の管理
運営

男女共同参画の推進に関する基本計画を策定し、共同参
画社会の施策を総合的かつ計画的に推進する。

いわぬま男女共同参画研究会
男女参画OBG会

さわやか市政推進課

330 岩沼市
市民参画促進に要する経
費

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画

望ましい市民参画・協働のあり方を調査・討論し、基本指
針を条例化、具体的な市民参画制度を構築する。

市民活動団体 さわやか市政推進課
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＇別紙２（【平成２１年度対象】

331 岩沼市 市民交流活動促進事業

政策・企画立案への
参画
共催
実行委員会
公の施設の管理運営

市民の交流活動への助成、中学生海外派遣、交流協会・
親善協会への支援を行う。

市民交流協会
日本語講座いわぬまアイビー

さわやか市政推進課

332 岩沼市 総合健康増進事業 事業協力

健康増進及び生涯学習に係る総合的な事業調整、並び
に健康増進拠点施設＇プール（棟維持管理運営を行う。
【21 年齢層に応じた教室実施やトレーニング機器入れ替
え】

＇市民活動団体（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｵｰｷﾝｸﾞｻｰ
ｸﾙ壱金参木、ｱｸｱﾋﾞｸｽ自主ｻｰｸﾙ

グリーンピア管理室

333 岩沼市 グリーンピア管理事業
事業協力
補助・助成

健康増進及び生涯学習施設の維持管理並びに入浴・セ
ンター棟施設の管理を行う。【21 入浴施設＇大浴場関連（
修繕・体育施設修繕実施】

＇ＮＰＯ法人（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｻﾎﾟｰ
ﾄﾈｯﾄ＇市民活動団体（グリーンピア森
の散策会、いわぬま森のサポーター

グリーンピア管理室

334 岩沼市 健康づくり増進事業
共催
公の施設の管理運営

1.こころと体の健康づくりの啓発普及  2.食生活改善事業
3.食改推進員の養成  4.地区の健康づくり推進事業を行
う。

食生活改善推進協議会、いわぬま健
幸つくり隊

健康増進課

335 岩沼市
健康づくりの運動普及事
業

事業協力

市民への運動普及啓発活動を実施し、運動普及リーダー
の協力を得ながら、家庭・地域で手軽にできる運動を普及
する。【教室修了者フォローアップ教室開催、地区健康講
話】

運動普及リーダー 健康増進課

336 岩沼市 敬老のつどい事業 事業協力
80歳以上の高齢者を招待し、「敬老のつどい」を開催す
る。

民生委員 介護福祉課

337 岩沼市 障害福祉に要する経費 事業協力
就労支援の推進に向けた事業や支給決定事業並びに小
規模作業所、コミュニティサロンの運営、心の健康づくり相
談や訪問指導を行う。【21　小規模作業所運営等】

ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱぞうさんの会 社会福祉課

338 岩沼市
コミュニケーション支援事
業

事業協力
手話通訳者又は要約筆記通訳者を派遣する。【21　業務
委託による通訳者の派遣】

宮城県ろうあ者協会・ＮＰＯ法人等 社会福祉課
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339 岩沼市 特定疾患見舞金支給事業 事業協力 難病見舞金の給付を行う。 民生委員 社会福祉課

340 岩沼市
次世代育成支援事務に要
する経費

事業協力
研修会や学習会などを通し、次世代育成支援の推進が機
能するよう企画・準備を進めていく。

各子育てサークル 子ども福祉課

341 岩沼市 親子ふれあい絵本事業 事業協力 1歳8ヶ月児検診時に絵本(2冊)を交付する。 更正保護女性会、読み聞かせ団体 子ども福祉課

342 岩沼市 私立保育園助成事業 補助・助成 私立保育園への助成を行う。 保育ママの会 子ども福祉課

343 岩沼市
認可外保育施設等活動支
援事業

補助・助成
４歳未満児で保育に欠ける乳幼児を保育する低年齢児保
育施設等の運営助成を行う。

認可外保育所 子ども福祉課

ＮＰＯ法人
ホームひなた
ぼっこ運営助
成

344 岩沼市 東保育所地域活動事業 共催
地域の高齢者や乳幼児親子、入所児の祖父母との交流、
福祉施設訪問を行う。［つくしの会、なかよしでー、ぽかぽ
かでー、マリンホーム訪問］

「つくしの会」、老人クラブ「楽生会」、
赤井江マリンホーム

東保育所

345 岩沼市 地域活動事業 共催
地域の乳幼児親子との交流、入所児の祖父母との交流、
福祉施設の訪問等を行う。

・地域の乳幼児親子　　　　・亀塚団地
老人会　　　　　・サニーホーム

亀塚保育所

346 岩沼市
相の原保育所地域活動事
業

事業協力
地域の高齢者や乳幼児親子、入所児の祖父母との交流
を行う。＇めだかの会、遊びのつどい（

高砂老人会 相の原保育所

347 岩沼市 西保育所地域活動事業 共催
高齢者や乳幼児、入所児の祖父母との交流【老人会との
交流－豆学校、乳幼児親子との交流－まめっこの会等】

栄町老人クラブ永寿会、土ヶ崎老人会
白桜会

西保育所

348 岩沼市
单児童館児童厚生施設活
動事業

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画

  一般児童活動事業＇児童館まつり、老人とのふれあい
等（クラブ活動事業＇卓球クラブ、けん玉クラブ、将棋クラ
ブ等（等を行う。

児童館サポーター＇各種登録ボラン
ティア（母親クラブ　老人会等

单児童館
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349 岩沼市
单児童館地域児童育成活
動推進事業

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画

放課後児童対策・地域活動者の育成と交流を行う。
児童館サポーター＇各種登録ボラン
ティア（母親クラブ　老人会等

单児童館

350 岩沼市 児童厚生施設活動事業
情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画

児童活動事業、クラブ活動、乳幼児の子育て支援事業を
行う。【児童館まつり、老人と遊ぼう会、卓球クラブ、３Ｂ体
操、チビッコタイム、おはなし会等】

児童館サポーター
母親クラブ
老人クラブ

東児童館

351 岩沼市
地域児童育成活動推進事
業

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画

放課後児童健全育成事業、地域組織活動育成事業＇地
域子育てネット母親クラブ（を行う。

児童館サポーター
母親クラブ
老人クラブ

東児童館

352 岩沼市
西児童センター地域児童
育成活動推進事業

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画
事業協力

放課後児童対策事業及び地域組織活動育成事業(母親ク
ラブ)等を行う。

母親クラブ 西児童センター

353 岩沼市
西児童センター児童厚生
施設活動事業

情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画
事業協力

一般児童活動事業(西児まつり、老人との交流等)、クラブ
活動事業 (一輪車,折り紙,遊び,将棋等) 子育て支援事業
(幼児クラブ) を行う。

ボランティア
母親クラブ
地区老人クラブ

西児童センター

354 岩沼市 市民まつり助成事業 実行委員会
市・商工会・各種団体が協働で実施する市民まつりに財
政支援を行う。【21　パレードを中心にステージイベント等
を行い、市内外から45,000人が集い地域おこしを図った】

商工会 商工観光課

355 岩沼市
街並みを生かした商店街
づくり事業

共催
特徴ある建物を活用した商店街づくり、空き店舗活用推
進事業による助成を行う。【21　空き店舗活用支援事業補
助金を２店舗に交付】

岩沼まちづくりネット 商工観光課

356 岩沼市 地域安全(防犯)事業 情報交換・意見交換
地域安全(防犯)運動・地域安全(防犯)活動団体支援・啓
発広報を行う。

防犯協会 生活環境課

357 岩沼市
避難誘導・災害弱者支援
システム構築事業

政策・企画立案への
参画
事業協力

消防団員、自主防災組織リーダーを中心とした活動計画
の策定、活動計画による訓練の実施総合訓練の実施、自
主防災組織連合体の設立等を行う。

岩沼市消防団 消防総務課

358 岩沼市 消防団運営事業
政策・企画立案への
参画
事業協力

【計画的な訓練の実施。消防学校で幹部教育・機関課教
育を受講させた。また消防団協力事業所表示制度を条例
化し地域の消防防災力の充実強化の推進を図る。】

岩沼市消防団 消防総務課
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359 岩沼市 自主防災組織育成事業
実行委員会
公の施設の管理運営

防火教室、防火診断、消防訓練、防火研修、町内会自主
防災組織防災訓練【防火、防災に対する訓練指導を実施
する。】

岩沼市婦人防火クラブ連絡協議会、
自衛消防隊、岩沼市尐年婦人防火委
員会

消防予防課

360 岩沼市 危険物業務に要する経費 公の施設の管理運営
危険物施設・液化石油ガス・火薬類施設等の許認可業務
及び当該施設の検査、査察を実施し違反是正を行う。【立
入検査を実施、違反事項の指摘、改善指導】

岩沼市防災連絡協議会 消防予防課

361 岩沼市
ジュニア・リーダー育成事
業

政策・企画立案への
参画
共催

子ども会活動に必要な知識・技術等の研修会の開催及び
指導者の派遣等を行う。　【H21＝初級研修１３人受講】

市ＪＬ協議会 生涯学習課

362 岩沼市 コラボスクール推進事業 共催
地域社会と学校教育が協働して実践する。　　【H21＝里
山体験学習を実施】

グリーンピア森の散策会、いわぬま森
のサポーター

生涯学習課

363 岩沼市
文化財愛護サークル組織
化事業

情報交換・意見交換
共催

文化財を守り、継承していく活動をする文化財愛護サーク
ルの組織化を図る。　　　　　　　【H21＝愛護意識高揚に向
け文化財めぐりを実施　３４人参加】

市民活動団体、ボランティア団体 生涯学習課

364 岩沼市 芸術文化振興事業

情報交換・意見交換
共催
実行委員会
公の施設の管理運営

芸術文化振興事業(自主事業)を実施する。
・リバーサイドブラス実行委員会
・いわぬま市民劇団ウイープ
・みんなで歌う第九の会

市民会館

365 岩沼市 公民館まつり開催事業
情報交換・意見交換
実行委員会
事業協力

公民館利用者が学習成果を発表できる
場を提供する。

社会教育登録団体 中央公民館

366 岩沼市
中央公民館一般管理に要
する経費

情報交換・意見交換
共催
実行委員会
事業協力
公の施設の管理運営

中央公民館の管理等の事務を行う。

岩沼小学校区子ども会育成会
岩沼单小学校区子ども会育成会
岩沼市文化協会
岩沼市生活学校

中央公民館

367 岩沼市
玉浦公民館一般管理に要
する経費

公の施設の管理運営 玉浦公民館管理等の事務
①玉浦地区コミュニティ推進協議会
②玉浦地区子ども会育成会

玉浦公民館
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368 岩沼市
西公民館一般管理に要す
る経費

公の施設の管理運営 関係団体と連絡調整及び、施設の運営等を行う。
①西部地区コミュニティ推進協議会
②西部地区子供会育成会

西公民館

369 岩沼市
総合体育館一般管理に要
する経費

政策・企画立案への
参画

体育指導委員の活動支援等・公用車の管理 体育指導委員協議会 総合体育館

370 岩沼市
全国高校生銃剣道大会実
施事業

実行委員会
(社)全日本銃剣道連盟との共催により「全国高校生銃剣
道大会」を実施する。

全国銃剣道連盟 スポーツ振興課

371 岩沼市 スポーツ団体育成事業
事業協力
公の施設の管理運営

体育協会・スポーツ尐年団本部への補助、学校開放利用
団体への支援

市体育協会
スポーツ尐年団本部

スポーツ振興課

372 岩沼市
総合型地域スポーツクラブ
の育成支援

補助・助成
多世代・多種目にわたる総合型地域スポーツクラブの育
成・支援

レッツいわぬま スポーツ振興課

373 東松島市 海と大地子ども交流事業 共催
友好姉妹都市間での様〄な交流を通し、お互いの地域風
土や歴史文化、産業等の相違を再確認し、市の活性化を
図る

海と大地子ども
交流実行委員会

教育委員会生涯学
習課

374 登米市
地域連携交流会
～みんなでつくる市民活動
登米　魅力発見～

イベントの協働開催
市が主催する「協働のまちづくりフォーラム」とのコラボ
レーション開催。＇同日、同会場で実施。（

地域連携交流会実行委員会 市民活動支援課

375 栗原市
みちのくの街道・交流人口
創出のための６次産業創
造プロジェクト

実行委員会
街道を切り口に交流人口を創出する。街道の調査、街道
ガイドの養成、マップ作成などを行う。

NPO法人奥州街道会議　ほか 田園観光課

376 栗原市
150年前の栗原の食復活
プロジェクト

実行委員会
市内の農家に江戸時代から伝わっている料理書を現代語
に訳し、レシピ化、料理の再現し、記録化することで栗原
の食文化を伝える。

若柳金成商工会街づくり委員会＇任意
団体（　ほか

田園観光課

377 栗原市
間伐材で作る“天空の城
IN Kurihara”

実行委員会
間伐材を利用したツリーハウスや空中テラス、竹を利用し
たスタードームなどを参加者が森林を学びながら製作す
るワークショップ。

一迫林業研究会＇任意団体（ 田園観光課
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378 栗原市
第４回みやぎグリーン・
ツーリズムネットワーク栗
原大会

実行委員会
グリーン・ツーリズム活動の普及と推進、実践者の交流を
目的に開催。

みやぎグリーン・ツーリズム推進協議
会＇任意団体（　ほか

田園観光課

379 栗原市
地方を元気にする地域資
源活用市民フォーラム

事業協力
震災からの復興をかかげ、被災地や廃線になったくりはら
田園鉄道の産業遺産などの地域資源を題材にして、活用
方法を話し合う。

NPO法人くりこま高原・地球の暮らしと
自然教育研究所

田園観光課

380 栗原市
ブルーベリー摘み取り農
園オープン

事業協力
ブルーベリーの販売を促進するため、次年度の本格的な
開園を前にプレオープン。

若柳下在ブルーベリー研究会＇任意
団体（

田園観光課

381 栗原市 第３回栗原市写真展 事業協力
ふるさと再発見をテーマに、栗原市民が撮影したふるさと
の写真を展示する。

栗原市写真展実行委員会＇任意団
体（

田園観光課

382 栗原市
栗駒山麓・里地里山循環・
交流の暮らし創造プロジェ
クト

事業協力
地元学の手法を用いて、地域の歴史や文化を掘り起こ
し、地域の魅力を再発見し持続可能な地域づくりにつなげ
る。

NPO法人くりこま高原・地球の暮らしと
自然教育研究所

田園観光課

383 栗原市
くりはらツーリズムネット
ワーク設立

事業協力
実践者が交流しながら、地域資源を活用したくりはらツー
リズムを推進する団体の設立。

くりはらツーリズムネットワーク設立発
起人の会

田園観光課

384 栗原市 くりはら観光塾 共催
観光に関する専門的な知識や技術などを、市民が学べる
機会として提供。くりはらツーリズムネットワークの設立記
念講演として実施。

くりはらツーリズムネットワーク＇任意
団体（

田園観光課

385 栗原市
栗原市観光まちづくり体制
整備プロジェクト

政策・企画立案への
参画

栗原市の観光まちづくり体制を整備するため、栗原市観
光まちづくり研究会で将来の観光まちづくり体制を検討す
る。

NPO Azuma-re　ほか 田園観光課

386 栗原市 栗原市環境審議会
政策・企画立案への
参画

審議会委員として参加
ＮＰＯ法人クリーン瀬峰
日本雁を保護する会

環境課＇環境政策
係（



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

387 七ヶ宿町
Ｅボート子ども交流会ｉｎ
七ヶ宿

実行委員会

Eボート＇10人乗り組み立て式ボート（を活用した水辺に親
しむ体験や炭を用いた環境整備などを通して、仙台市を
はじめとする7市10町の水源となっている七ヶ宿ダムの上
下流交流と白石川流域の交流の促進を図ると共に、地域
と地域の繋がりや自然と人間の関わりを考え学習する。

ＮＰＯ法人　水環境ネット東北
総務課企画係

388 大河原町 花いちめん運動事業 事業協力 ラベンダー農園の管理や自主的な活動 ラベンダーフレンド 企画財政課

389 大河原町
町花「桜」、町鳥「白鳥」の
保護

事業協力
「桜」の調査・研究、保護、植樹、「白鳥」の餌付け、保護な
ど

さくらの会
白鳥を守る会

産業振興課

390 大河原町
＇駅前図書館（館内おはな
し会＇読み聞かせ（

事業協力
幼児期から本に親しみ、読書の習慣に繋げていくための、
絵本の読み聞かせ、紙芝居等

駅前図書館読み聞かせグループ 生涯学習課

391 大河原町 公園の維持管理 事業協力 地域のボランティア団体による公園の清掃、除草など 地区老人クラブなど 地域整備課

392 柴田町
自主防犯活動団体等意見
交換会

情報交換・意見交換
地域の安全・安心の向上のため、各団体及び関係機関と
の情報交換、意見交換の実施

町内自主防犯活動団体等
まちづくり政策課
＇まちづくり推進課（

393 柴田町
もったいない運動町民会
議

情報交換・意見交換
事業協力

・ごみ減量の推進
・レジ袋使用削減の推進

もったいない運動町民会議 町民環境課

394 柴田町
男女共同参画フォーラムｉｎ
しばた２０１０

共催 男女共同参画に関するフォーラムの実施 輝くしばた男女共同ネットワーク
まちづくり政策課
＇まちづくり推進課（

395 柴田町 介護予防推進大会 実行委員会 介護予防の推進、啓発 わくわく元気応援クラブ
福祉課
＇健康福祉課（



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

396 柴田町
メタセコイアの奇跡！光輝
け槻木駅２００９

実行委員会
ＪＲ槻木駅東口のメタセコイアと西口のケヤキの樹木を約
１ヶ月間イルミネーションで飾り付ける光のイベントの実施

槻木地域づくり推進協議会　ほか 生涯学習課

397 柴田町 にこにこママ応援事業 事業協力
4ヶ月児検診に来た親子を対象に、絵本のプレゼント及び
読み聞かせの実施

ブックスタートボランティア 子ども家庭課

398 柴田町 みやぎ大菊花展柴田大会 事業協力 みやぎ大菊花展柴田大会の実、菊の展示 みやぎ大菊花展柴田大会実行委員会
商工観光課
＇地域産業振興課（

399 柴田町 おもてなしクリーン大作戦 事業協力
桜の名所である船岡城址公園及び白石川河川敷を住民
との協働で清掃を実施

町内ボランティア団体、事業者等約５
０団体

都市建設課
商工観光課
＇地域産業振興課（

400 松島町
スポーツ体験教室「レッツ
スポーツ」の開催

事業協力
年間を通して様〄なスポーツを体験できる教室「レッツス
ポーツ」を開催

ＮＰＯ法人マリソル松島
スポーツ振興セン
ター

401 松島町
松島町善意通訳者の会事
業補助金

補助・助成 松島善意通訳者の会に対する助成事業 松島善意通訳者の会 産業観光課

402 七ヶ浜町 スポーツフェスタ
情報交換・意見交換
政策・企画立案への
参画実行委員会

年１回の全町あげてのスポーツフェスティバルで運動会や
各種スポーツ競技大会などを実施する。

七ヶ浜町　　　　　　　　　　NPO法人ア
クアゆめクラブ　スポーツフェスタ実行
委員会

生涯学習課

403 利府町 ペア・パル週間開催 情報交換・意見交換 町民公益活動団体に登録している団体による活動の発表 町民公益活度団体 生活環境課

404 利府町
「十符の里ー利府」フェス
ティバル開催

共催
町民参加によるまちづくり推進するため
＇補助金　7,000,000円（

十符の里ー利府フェスティバル実行委
員会

生活環境課

405 利府町
家庭教育支援総合推進事
業

事業協力
親等が参加する様〄な機会を活用した家庭教育に関する
学習機会の提供＇りふプレーパーク180,000円　ドリーム・
エルりふ68,000円（

りふプレーパーク・ドリーム・エルりふ
教育委員会生涯学
習課



ＮＰＯとの協働実績＇平成２１年度（
【別紙１に記載した業務委託を除く】

No． 市町村 協働事業名 協働のタイプ 事業内容 協働相手名 担当課名 備考

＇別紙２（【平成２１年度対象】

406 大和町 まほろばまつり 実行委員会 夏まつりを実施。8月の土日2日間。 まほろばまつり実行委員会 産業振興課

407 大和町 お立ち酒全国大会 実行委員会 夏まつりにあわせて実施。 お立ち酒全国大会実行委員会 産業振興課

408 大和町 島田飴まつり 実行委員会 毎年12月14日開催のまつり。 島田飴まつり実行委員会 産業振興課

409 大和町 单川ダム湖畔まつり 実行委員会 花まつり 单川湖畔まつり実行委員会 産業振興課

410 大和町 たいわ産業まつり 実行委員会 秋まつり たいわ産業まつり実行委員会 産業振興課

411 富谷町 十三夜魂のふるさとまつり 実行委員会 町を代表する町民総参加のイベントの企画・運営の検討。 四季学校 生涯学習課

412 色麻町
児童生徒の登下校時の安
全確保対策事業

事業協力
児童生徒の登下校時の安全確保のためのパトロール等
を行う。

ウォーキングパトロール隊 公民館

413 单三陸町 院内案内業務 その他 外来患者等への院内案内業務の実施 单三陸町ボランティア推進協議会 病院総務課

計４１３事業＇２２市町村（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＇参考（昨年度調査結果２８５事業＇２１市町村（

※協働のタイプについては、以下から選択。
情報交換・意見交換、政策・企画立案への参画、共催、実行委員会、事業協力、補助・助成、公の施設の管理運営、その他


