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部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

1経営管理部 有

①男女平等推進事業において、平成14年度から「区民自
主運営委員会」が講座、講演会等の事業を実施してお
り、これらの活動に関し区が助成している。平成16年度
からは、「エセナおおた」の管理運営をNPO法人男女共
同参画おおたが指定管理者として行なっている。このよ
うに、区民の活力を積極的に活用することにより、区民
との協働による事業運営と効率的な施設管理が実施で
き、今後、更に区民要望と時代を先取りした事業の充実
とサービスの向上が期待できる。
②公共施設の新設・改築・大規模改修工事において、設
計段階から施設のバリアフリーに関して、障害者の皆さ
ん（やさしいまちづくりを進める大田区民の会）と一緒
に点検を実施している。点検結果を設計図書に反映する
ことにより、公共施設のバリアフリー対策の推進に役
立っている。

有
①男女平等推進啓発情報誌の
編集等 17年度

・NPO
・ボランティア団体

経営管理部の所管する事務は、組
織運営に係る内部管理的な事務が
多く、区民活動団体との連携・協
働を推進する分野は限られてい
る。男女平等推進事業におけるエ
セナおおたの運営管理業務のよう
に、区民活動団体との協働が軌道
にのるまでには、一定の時間と関
係者の努力の積み重ねが必要とな
る。区民活動団体との連携・協働
は可能な業務から着実に進めてい
くことが大切ではないかと考え
る。

2区民生活部 有

区民生活部の各事業は、自治会･町会活動をはじめとし
た区民活動団体との連携・協働の推進で充実していくこ
とが不可欠である。各課の状況は下記のとおり。
①区民生活課　文化の森運営協議会等の活動支援、自治
会･町会の進める地域活動支援等、青少年係の各事業、
生活ｾﾝﾀｰの消費者グループ･団体の育成など多くの事業
がある。
②区民・国際交流課　子どもｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰﾃｨｰ、ふれあいﾌｪ
ｽﾀ、成人のつどいなどの文化関係事業、国際交流ボラン
ティアの協力で進める国際交流事業、区民活動との連
携･協働を推進する担当の区民協働関係事業など、すべ
ての事業が対象といえる。
③防災課　区民の自主的活動である「防災まちづくり講
座」等への協力・支援などを引き続き行う。
④危機管理担当　地域安全･安心ﾊﾟﾄﾛｰﾙ活動の支援など
生活安全の分野の区民活動団体との連携が不可欠であ
る。

有

区民生活部所管事業では、設
問１で解答した部局は、多く
の事業で、区民活動との連
携・協働が不可欠である。そ
のような認識で事業を進めて
いる。

17年度

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・PTA等の学校を通じた団体
・その他の任意団体（青少年育
成や消費者活動団体など）
・事業者(工業・商業）
・その他の事業者
・学校(小、中、高、大学等）
・財団法人、社会福祉法人など

3

3.1 産業振興課 無 有
中心市街地活性化（TMO設立
など）

・NPO　　　・自治会･町会
・ボランティア団体
・事業者(商業）
・その他の事業者
・財団法人、社会福祉法人など

3.2
産業振興協
会

有 おおた少年少女発明クラブ 有 産業人材の育成
・NPO　　・事業者(工業・商業）
・学校(小、中、高、大学等）
・財団法人、社会福祉法人など

4

4.1 計画調整課 有

・保健福祉部全体では、「地域保健福祉計画」及び各所
管で進める事業が対象となる。（具体例は、各課の報告
のとおり）
・福祉のまちづくり担当では、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を推進する目
的で、区民活動団体が、まちの点検を行っている。区及
び関係事業者への提言、提案を通じて、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに対す
る意識啓発と福祉のまちづくりの発展に寄与している。

・移動制約者への移送ｻｰﾋﾞｽ（介
護保険等ではなく、日常の社会活
動参加のため）

有

・障害者や高齢者などに対す
る災害時の対応等を含めた地
域住民による見守り・支えあ
い事業
・移動制約者への移送ｻｰﾋﾞｽ

・NPO　　・自治会･町会
・ボランティア団体
・財団法人、社会福祉法人など

・任意団体やボランティア団体
は、活動資金の調達や会議室の確
保が困難であるが、行政側の支援
をどの程度まで行うかが課題であ
る。

4.2 高齢福祉課 無 有
介護予防事業において、区民ま
たは地域活動組織との協働。

･その他の任意の団体（老人ク
ラブなど）

保健福祉部

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

産業経済部
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部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

4.3 介護事業課 無 無

4.4 介護保険課 無 無

4.5 障害福祉課 有

大田区障害者地域自立生活支援ｾﾝﾀｰ事業(H16.5.1
事業開始）
従来の行政対応を補完し、障害者自身や保護者等
の体験を生かし、当事者の立場に立った親身な相
談事業を実施することで、区へのｻｰﾋﾞｽ申請や次の
段階としての専門的な相談につなげたり、障害者
ゆえの悩みなどの問題解決が図れる。

・小規模、地域的に偏在する需要
に対するｻｰﾋﾞｽ

有

・NPO
・ボランティア団体
・その他の任意の団体
・事業者(商業）

・協働相手が、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体や任
意団体の時は、個人情報の扱いを
整理する必要がある。

4.6
新蒲田福祉

ｾﾝﾀｰ
有
デジタル・ダイレクト録音による音訳資料の作成
業務

有
点字図書目録及び録音図書目
録の点字版の作成委託

17年度 ・ボランティア団体

4.7
上池台障害
者福祉ｾﾝﾀｰ

有

虹まつりは、障害者団体や地域団体の代表が参加
する実行委員会が主催し、会館が事務局となって
いる。この虹まつりは、「わかりあいは、ふれあ
いから」をテーマに地域の方々と障害者のふれあ
いの機会をとおして、お互いの理解を深めること
を目的に行なわれている。開催趣旨に賛同し参加
する団体は、主催団体以外にもあり、地域に与え
る影響が大きいため、今後も引続き連携して進め
ていく必要がある。

有
①施設の行事等
②会館自主生産品の販売事業
等の委託

・自治会･町会
・ボランティア団体
・財団法人、社会福祉法人など

4.8
大田生活
実習所

有
切り絵等のサークルの協力を推進することによ
り、染色班活動の安定・充実が期待できる。

有

利用者の健康活動指導の分
野。プール活動を実施してい
るＮＰＯ等の協力を得て、健
康支援活動の向上に期待す
る。

・NPO
・ボランティア団体

4.9
大森東福祉

園
有

現在、既存の事業をとしては「福祉園まつり」
「団地祭」「宿泊事業」「グループ外出」等々が
あります。ボランティアとしての参画だけでな
く、運営面での参画も期待します。

障害者福祉施設として、区民活動
団体と連携・協働を推進して発展
を期待する事業はたくさんありま
す。障害を持つ方々の生活全般に
ついて支援していく様々な活動が
考えられます。障害を持つ人々へ
のサポートは生活全般にわたりま
す。したがって、施設内だけでな
く、地域や家庭での活動も含めて
の障害者が関わる生活の場面で区
民活動団体との連携・協働が実現
すればと考えます。施設内では生
活介助、学習指導、施設維持管理
等の協働も考えられます。

有

①福祉園まつり運営への参画
②ボランティア活動の全般に
ついて
③地域交流事業の運営

16年度
17年度

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・PTA等の学校を通じた団体
・その他の任意団体
・事業者(工業・商業）
・その他の事業者
・学校(小、中、高、大学等）
・財団法人、社会福祉法人など

区民活動団体や企業がどのような
分野や活動について具体的に協
働・連携できるか、その内容を知
らせてもらえれば、その中から目
的を同じくする団体を見つけて、
協働・連携の話し合いができると
思います。

5保健所 無 有
健康づくり活動グループを通
じた区民の健康づくり

・その他の任意団体

6 子ども育成部
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部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

6.1
子育て支援
課

有

①NPO法人おおもり子どもセンターの平成16年度年
間利用者数は延べ57000人と多く（区平均30000
人）、利用者アンケートの結果も好意的な評価を
得ている。今後は地域のボランティアを更に活用
する等して、事業の充実を検討したい。（学童保
育委託、児童館自主事業に補助）
②地域子育て支援団体交流
③ファミリーサポート事業

有

①子育て支援課では、平成14
年度より上池台児童館の運営
（学童保育及び児童館事業）
を社会福祉法人雲柱社に委託
してきた。一方、平成16年度
NPO法人おおもり子どもセン
ターに子ども交流センター学
童保育を委託し、児童館につ
いてはNPOの自主運営に対し
補助を行なった。今後の児童
館運営に対し、①区直営②社
会福祉法人委託③NPO法人委
託及び自主運営の評価及び検
証を慎重に行い、区民活動団
体との協働を検討していく。
②地域子育て支援団体交流
③地域での子育て

①NPO
①財団法人、社会福祉法人など
②③自治会･町会

6.2 保育ｻｰﾋﾞｽ課 無 有
区立保育園の民間事業者への
委託など

・NPO
・その他の事業者
・財団法人、社会福祉法人など

6.3
こども発達ｾﾝ
ﾀｰわかばの家 無 有

わかばの家では、日常的に、教材
作成や、親子での療育中に対象児
の兄弟（同伴児とよんでいる）の
預かり保育にボランティアさんの
協力を得て事業をすすめていま
す。また夏祭りには大勢のボラン
ティアさん、地域の方々に手伝っ
てもらい盛大なお祭りができてい
ます。このように、ボランティア
さんや町会の方々の協力は本当に
ありがたく助かっています。しか
し、これはわかばの家（行政側）
主体のわかばの家の事業の、あく
までも手伝いという形が大いに助
かるということで、対等の立場で
事業を進めていくとなると、事業
そのものから立て直す必要もあ
り、かなりの時間と、きめ細かな
情報交換・充分な意思疎通が必要
であり、現時点ではどこから手を
つけていいのかわからない状態で
す。手伝いという形にしろ、区民
の方々に施設の中に入ってもらい
実態を広く知ってもらうことも大
切な第一歩と考えます。

7 まちづくり推進部
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部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

7.1
まちづくり

課
有

既存の道路や公園などの都市基盤整備関連事業に
おけるバリアフリー化やユニバーサルデザインを
推進していくために、「ひとにやさしいまちづく
りを進める大田区民の会」などの障害者団体、交
通事業者、民間事業者、地元商店会関係者等と計
画・設計段階から合同点検や懇談会などの一緒に
「考える場」を構築していくことにより、より良
いまちづくりが発展する。

前期の「考える場」などを活用
し、既存の道路や公園などの都市
基盤整備関連事業を取り込んだ面
的な「人にやさしいまちづくり重
点整備地区」などを定めることな
どにより、計画的なまちづくり事
業の推進が可能になる。

有
福祉のまちづくり（バリアフ
リー）

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・その他の任意団体（障害者団
体）
・事業者(商業）
・その他の事業者(交通事業
者）

区民と連携・協働を実現するに
は、職員の意識改革も大切であ
る。

7.2 都市開発課 無 有

①地域の個性を生かし生活環
境改善を図るまちづくり分野
②防災生活圏事業における防
災まちづくり
③密集事業における共同建替
えのための合意形成を行なう
ことや防災まちづくりの活動
に対する協力などを期待す
る。

②③NPO
②③自治会･町会
②ボランティア団体
②③PTA等の学校を通じた団体
①その他の任意団体（まちづく
り協議会）
②その他の事業者（建設業）
②③学校(小、中、高、大学
等）

7.3 建築調整課 無 無

個人の情報、利益に係ることが多
く、区民活動との連携･協働につ
いては、慎重に対応する必要があ
ると考えている。

7.4 道路公園課 有

大規模公園における自主的管理：現在、実施して
いる「ふれあいパーク活動」は、3,000㎡以下の面
積の小規模公園を対象としている。大規模公園に
ついても、区民活動団体との協働による自主的管
理を展開できる余地があり、現在、田園調布せせ
らぎ公園では、地域との協定により公園の自主管
理を行なっている。区民との協働による活動を促
進させることにより、公園の活性化及び地域にお
けるコミュニティーの形成に寄与できる。

有 ふれあいパーク活動 17年度

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・PTA等の学校を通じた団体
・事業者(工業・商業）
・その他の事業者
・学校(小、中、高、大学等）
・財団法人、社会福祉法人など

7.5 住宅課 無 無

・営利企業との
連携･協働は手
法を考える前に
躊躇してしま
う。
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区民協働推進会議資料「区役所における区民活動団体との協働に関するｱﾝｹｰﾄ調査」まとめ 2006/1/10

部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

7.6 環境保全課 有

環境意識啓発事業：環境の分野は、専門的な知識
を要する分野も少なくない。そのような環境分野
の意識啓発にあたっては、行政、区民、企業と
いった主体の枠を越え、各分野で活躍する団体
が、それぞれの知識や技術を持ち寄って一緒に取
り組むことが望ましい。

有

地域美化のような、その区域
の状況に応じた取り組みにつ
いては、やはりそこに住む
人々との連携は欠かせない。
また、学校での環境学習や一
般人を対象とした環境講座等
に専門知識を持つ、または取
り組みを行なっている人や団
体に協力してもらうことで高
い効果を期待できる。

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・PTA等の学校を通じた団体
・事業者(工業・商業）
・学校(小、中、高、大学等）
・財団法人、社会福祉法人など

8
交通事業本
部

無 無

9清掃部 有

①ごみの発生抑制と3Rのライフスタイル促進の周
知・啓発事業
②民間リサイクル事業（リサイクルショップ・フ
リーマーケット等）との連携による不用物の活用
促進
③資源リサイクルの推進（資源の集団回収など）
④商店街組合や同業者組合などによる小規模事業
者のごみの自己処理誘導
⑤拡大生産者責任に基づくリサイクル推進の周
知・啓発等

①不用品活用のネットワーク構築
②グリーンコンシューマーの普
及・啓発
③民間主体のリサイクル活動の推
進
④不要物の不適正な排出や不法投
棄対策の強化

有

①ごみ減量
②3Rのライフスタイルへの転
換
③民間主体のリサイクル活動
の進展
④拡大生産者責任に基づく廃
棄物の排出抑制と減量

・NPO
・自治会･町会
・ボランティア団体
・PTA等の学校を通じた団体
・事業者(工業・商業）
・学校(小、中、高、大学等）

団体等の自立性・自主性を育成す
る施策が必要と考えられる。

＜３Ｒとは？＞
①Reduce（ごみを生まない、減ら
す）
②Reuse（繰り返し使う）
③Recycle（ﾘｻｲｸﾙする）

10
大田北地域
行政ｾﾝﾀｰ

有

・こらぼ大森に集う区民活動団体や自治会との連
携・協働を推進することで、大森地域の市民活動
が発展し、大森のまちづくりが活性化する。
・ふれあいﾊﾟｰｸ活動に参加する地域の団体が増え
ることで、公園がより一層地域に密着したものと
なる。

安全・安心の分野では、地域の防
犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙなどをＮＰＯや商店会、
自治会、ＰＴＡ等と連携していく
ことで地域の防犯力が高まる。

有

①放置自転車対策：駅前の放
置自転車問題は、行政だけで
は解決できない。自治会、商
店会をはじめ、区民一人ひと
りが放置自転車のないまちづ
くりに参加することが重要で
ある。
②埋立地の道路清掃、美化活
動：城南島などの埋立地で
は、そこで働く事業者や事業
者らの協働組合等と連携して
美化活動を行うことで道路を
はじめ地域の美観を保つこと
ができる。

１６年度
１７年度

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等
・事業者（工業・商業）
・その他の事業者（協同組合）

11

11.1
まちなみ整
備課

有 公園の管理維持

・田園調布せせらぎ公園の公園整
備活用検討会に参加した数名が中
心になり4つの自主グループがで
きた。16年度から活動している。
活動分野は、自然、園芸及びス
ポーツで園内施設を活用して、一
般の方を対象に講座、教室を開催
している。公園の地域のための有
効利用に寄与している。
・くさっぱら公園の「みんなでつ
くろうひろばの会」による自主運
営。

有 公園の維持管理

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体

大田西地域行政ｾﾝﾀｰ
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区民協働推進会議資料「区役所における区民活動団体との協働に関するｱﾝｹｰﾄ調査」まとめ 2006/1/10

部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

11.2
鵜の木特別
出張所

有

特別出張所における「地域福祉に関すること（地
域福祉の充実）」なかでも高齢者の社会参加を支
援し、その活動を支援する事業（高齢者ふれあい
事業等）に期待できます。

少子化対策を含めた地域の子育て
や健全育成事業（既存の青少対事
業以外）

有
「高齢者フェスタ」や「連合
運動会」等行事の際の協力、
協賛、ボランティア活動。

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・事業者（工業・商業）
・その他の事業者（社会福祉施
設）
・学校（小、中、高、大学など）
・財団法人、社会福祉法人など

鵜の木特別出張所では「地域福祉
に関すること（地域福祉の充
実）」の一環として、町会を主体
とした地域活動団体との協働で
「高齢者ふれあい事業」を実施し
ています。また、昨年度から、
「高齢者ふれあいフェスタ」を実
施しています。

12

12.1 地域福祉課 無 有
今後、高齢者、障害者など全
般的な福祉分野での連携が必
要になってくると考える。

・ＮＰＯ
・ボランティア団体

12.2 地域健康課 有 地域における食育の推進（保健福祉計画参照） 有

・健康大田21の目標達成のた
めの事業を区民と協働してい
きたい。
・（歯科）健康づくりのため
の学習活動、禁煙支援、歯周
病予防、看護教室等

・その他の任意団体（地域活動
栄養士会）
・歯科はすべての団体との連
携･協働

・（歯科）予算を全く必要としな
い形での協力、協働できる事業が
あれば実施することもできると思
う。
・疾病予防や健康づくりのための
学習会を、非営利団体が実施しよ
うと計画するときは、講師とし
て、または、適当な媒体を伴って
応援することが可能です。
・連携・協働が金銭を伴ったり、
圧力を発揮するようなものになら
ないことを期待します。

12.3 生活福祉課 無 有
生活福祉一般について様々な
場面において連携を考えてい
きたい。

・ＮＰＯ
・ボランティア団体
・その他の任意団体

12.4
まちなみ整
備課

無 有

・ふれあいパーク活動をさら
に進め、地域の財産である公
園の管理を活動団体とともに
進め、公園が地域住民にとっ
て憩いの場となるようにして
いく。

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・学校（小、中、高、大学な
ど）

大田南地域行政ｾﾝﾀｰ
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区民協働推進会議資料「区役所における区民活動団体との協働に関するｱﾝｹｰﾄ調査」まとめ 2006/1/10

部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

12.5
六郷特別出
張所

有 現状は無し

具体的な分野・事業ということで
はないが、生活福祉一般について
様々な場面において連携を考えて
いきたい。

有

駅前放置自転車対策事業
・地元商店街やスーパー等と
の話し合いにより協力を進め
る。
・小・中学校へ協力を依頼
し、ポスター作成や掲示によ
り子どもや親を含めたモラル
を育成する。

・自治会・町会
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・事業者（商業）
・学校（小、中、高、大学な
ど）

12.6
蒲田西特別
出張所

無 有

わがまち大田蒲田西地区推進
委員会：地域課題は地域で解
決することを前提に、地域で
の問題を共有化し、認識と連
携を深めながらともに問題解
決を進めていく。

17年度
・自治会・町会
・学校（小、中、高、大学な
ど）

12.7
蒲田東特別
出張所

無 有
①地域の防犯活動
②地域の防災活動
③青少年の健全育成

17年度

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・事業者（工業・商業）
・その他の事業者
・学校（小、中、高、大学な
ど）
・財団法人、社会福祉法人など

12.8
矢口特別出
張所

無 有

「新住民」であるマンション
住民が急激に増加している地
域であるため、マンション住
民の定住化に伴う、既存自治
会･町会など地域組織の活性
化。活性化する中で、環境や
災害への適応、住み慣れた地
で迎える老後など暮らしやす
さを実感できる社会の形成が
できるようにしたい。

17年度

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・学校（小、中、高、大学な
ど）
・財団法人、社会福祉法人など

13

13.1
まちなみ整
備課

無 有 ふれあいﾊﾟｰｸ活動の拡大

・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・学校（小、中、高、大学な
ど）

大田東地域行政センター
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区民協働推進会議資料「区役所における区民活動団体との協働に関するｱﾝｹｰﾄ調査」まとめ 2006/1/10

部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

13.2 地域福祉課 無 有

独居高齢者への福祉ボラン
ティア事業に対し、地域の学
校やボランティア団体との連
携をとり、内容の充実を図っ
ていきたい。

・自治会・町会
・ボランティア団体
・その他の任意の団体
・学校（小、中、高、大学な
ど）

13.3 地域健康課 無 無

・ＮＰＯの活動
についての十分
な情報を把握し
ていない。（で
きていない）

13.4 生活福祉課 無 無

13.5
羽田特別出
張所

無 有

地域福祉の向上のため、地域
コミュニティーの活性化とと
もに、区民活動団体との連
携・協働による事業推進を期
待している。

・自治会・町会
・ボランティア団体
・学校（小、中、高、大学な
ど）

13.6
糀谷特別出
張所

無 有

区民が安心して暮らせる住み
よいまちを築くため、地域コ
ミュニティーの活性化につな
がる分野、事業での連携･協
働を期待します。

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・事業者（工業・商業）
・財団法人、社会福祉法人など

14

14.1 教育ｾﾝﾀｰ 有

心因的理由等から登校できない児童・生徒に対し
て学校復帰を援助する、適応指導教室事業。ただ
し、教科指導や教育的な活動（囲碁やイラストな
ど）の支援を、子どもの必要に応じて定期（定
時）的に教えにくることが可能な場合。（子ども
たちのかかわり上、若い人が望ましい。）

無
（あま
り期待
してい
ない）

　

・ＮＰＯの活動
についての情報
を把握できてい
ない（今まで、
こちら側が希望
していることが
可能な団体が見
つからなかっ
た。）

14.2
幼児教育セ
ンター

無 有
①幼児教育の推進
②子育て支援

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・学校（小、中、高、大学など）
・財団法人、社会福祉法人など

連携講座 ― 社会教育関係団体または区内で活動する
市民活動団体と連携し、文化センターや学校等を会場に
して講座を実施している。

教育委員会事務局
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区民協働推進会議資料「区役所における区民活動団体との協働に関するｱﾝｹｰﾄ調査」まとめ 2006/1/10

部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

青少年文化・スポーツクラブ ― 中学生の部活動を含
む青少年の文化・スポーツ活動を支援し青少年の健全育
成に資するために、青少年文化・スポーツクラブを設立
する。区立中学校、サッカー協会、NPO、地区青少対と
の連携・協力のもとで実施。

生活学校の事業の一部委託

大田区文化祭 ― 大田区書道連盟、詩吟舞道連盟、郷
土芸能保存会、短歌連盟、吹奏楽連盟、洋舞サークル連
盟、華道書道文化協会、三曲協会、区民合唱連盟、ハイ
ドン室内管弦楽団への委託と共催（除く三曲協会）

区民スポーツ大会 ― 各種スポーツ連盟との連携・協
働により実施。

区民スポーツまつり ― 各種スポーツ連盟、スポーツ
愛好団体、地域団体（地区青少対、町会等）、区内ス
ポーツ施設と連携し実施。（当該事業は、「歩こう大会
とレクの集い」事業とともに企業との連携・協働をより
広げたほうが効果的である）

PTA研修会 ― 大田区立幼・小・中各P連会員を対象に
各P連との共催で実施。

女性団体研修会 ― 大田区婦人団体連合会会員を対象
に、同連合会との共催により実施。

ユネスコ活動 ― 大田ユネスコ協会と共催で区民対象
のユネスコ活動関係の講演会を実施。

団体事業後援 ― 社会教育関係団体、NPO、企業など
が広く区民に呼び掛け、教育・学術・文化・スポーツに
関する事業を行なう際に、教育委員会の名義使用を承認
したり、広報活動の支援をしたりすることで公益的な事
業の効果を高めている。

学校支援ボランティアとの協働 ― 学校の総合学習や
教育環境の整備等の場での、社会教育関係団体等の生涯
学習人材の有効活用と地域社会の活性化を目指し、団体
や人材のリストを学校に配布し、学校支援ボランティア
活動を支援する。

学校使用調整会議 ― 区立小・中学校使用に関して、
利用者（区民団体）が、教育委員会、使用小・中学校と
連携し、使用日時の調整を行なっている。区立学校をよ
り有効的に使用でき、また、利用者同士の友好を図る場
の提供としての効果がある。

スポーツ開放運営委員会 ― スポーツ開放開催日程の
調整及び運営に関することを、地域の区民団体（自治
会・町会、PTAなど）が自主運営で行なっている。

行事開放 ― 開放学校PTA、地域ボランティアによる
指導員が、交代で当該校の児童の健全育成及び余暇の利
用を図る。地域住民とのつながりを持ちながら、スポー
ツの楽しさを知ったり、協調性を学ぶ場として効果的で
ある。

14.3

・スポーツ奨励事業、スポー
ツ教室事業　―　大田区体育
協会加盟のスポーツ団体や
NPO等との連携により、区民
にスポーツに親しみ実践して
もらう。
・区民活動団体がより自主性
を発揮してそれぞれ特色のあ
る教育、学術、文化、スポー
ツに関する公益的な事業を展
開することが期待される。そ
の際、名義使用申請があれば
教育委員会として審査のう
え、名義使用承認や広報活動
の支援を行なう。

・ＮＰＯ
・自治会・町会
・ボランティア団体
・ＰＴＡ等の学校を通じた団体
・その他の任意団体（社会教育
関係団体等の市民活動団体）
・学校（小、中、高、大学な
ど）
・財団法人、社会福祉法人など

社会教育課 有

①スポーツ奨励事業
②スポーツ教室事業
③学校開放事業に区民の要望を取
入れ、企業との連携により低価格
で、スポーツ教室を提供する。

有
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部局の
整理番号

部局名 有無
区民活動団体との連携・協働を推進することで、
既存の事業の発展が期待できるもの

現状では、事業として実施していない
が、区民活動団体との連携･協働を推
進することで豊かな地域社会の形成に
寄与すると考える分野など

期待の
有無

例えば、どのような分野、事業
での連携・協働を期待されます
か？

おおた経営
改革ﾌﾟﾗﾝで
取り上げて
いる年度

連携・協働の相手方として相応し
いと考える区民活動団体等にレ印
をしてください。

期待していない
原因

その他の意見

<設問１>おおた経営改革ﾌﾟﾗﾝで報告されている事業以外に、区民活動団体との連携･協働を推
進することで、豊かな地域社会の形成に寄与する分野や事業がありますか？

　　<設問２>各部局では、地域の問題解決にあたり、NPO等区民活動団体、
　　　企業との連携・協働による事業推進に対して期待していますか？

14.4 大田図書館 無 有

①図書館の業務委託による開
館時間延長等のサービス向上
（おおた改革推進ﾌﾟﾗﾝ21から
継続）
②絵本や紙芝居などの読み聞
かせ（おはなし会）をNPO等
のボランティアの依頼

・ＮＰＯ
・ボランティア団体
・事業者（商業）
・財団法人、社会福祉法人など

15
選挙管理委
員会

無 無 職務の性格もあり難しい。
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