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出前講座の実施 出前講座の実施 出前講座の実施 出前講座の実施

20回 20回 20回 20回

サポーター講習の実施 サポーター講習の実施 サポーター講習の実施 サポーター講習の実施

１ ボランティアとの連携による地域課題の解決

区民生活部　管理課

（1）防犯対策の推進
項目名

項目名
（2）消費生活サポーターによる「出前講座」の実施（方針２再掲）

取組内容

　防犯力が高いまちをつくるためには、地域団体、区民、警察署等関係団体と区が協働し、官民一体
となって防犯活動を展開していく必要があります。そのため、防犯自主団体の新規結成を促進し、防
犯基盤を強化するとともに、地域安全のつどいなどのイベントや、落書き消去活動、区境パトロール等
を実施していきます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
防犯自主団体研修会の実
施

地域安全のつどい、振り込
め詐欺根絶集会等の開催

落書き消去、区境パトロー
ル等の実施

防犯自主団体研修会の実
施

地域安全のつどい、振り込
め詐欺根絶集会等の開催

落書き消去、区境パトロー
ル等の実施

防犯自主団体研修会の実
施

地域安全のつどい、振り込
め詐欺根絶集会等の開催

落書き消去、区境パトロー
ル等の実施

防犯自主団体研修会の実
施

地域安全のつどい、振り込
め詐欺根絶集会等の開催

落書き消去、区境パトロー
ル等の実施

施策３　　４　消費者被害防止の強化
関連する施策と
実行計画事業

担当課 地域安全担当

　消費者被害の防止を目的に、消費者としての意識を向上し、正しい知識を習得するため、高齢者施
設や学校等からの依頼に応じて、講習を受けた区民による消費生活サポーターが「出前講座」を実施
し、寸劇やクイズ等によりわかりやすく啓発を行います。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

取組内容

担当課

　協働は、区の施策・事業のあらゆる分野で推進を図るべきものですが、協働推進計画においては、協働推進基本
方針に基づく具体的な取組のうち、主要なものについて計画化しました。特に協働を意識して実行計画を推進して
いくものは、本計画の中で再掲しています。

方針１　区民参加の促進
　　　　　　～区民参加による地域社会づくり～

施策３　　１　防犯力が高いまちづくり
施策３　　２　地域防犯対策の推進

関連する施策と
実行計画事業
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清掃実施 清掃実施 清掃実施 清掃実施

2団体 2団体 2団体 2団体

清掃・緑化活動実施 清掃・緑化活動実施 清掃・緑化活動実施 清掃・緑化活動実施

「すぎなみ美・道路組」
16団体

担当課 杉並土木事務所

30年度 31年度

取組内容

杉並土木事務所　ほか

項目名
（4）道路保全への区民参加

担当課

項目名
（3）阿佐ヶ谷駅・高円寺駅前広場における清掃への協力

取組内容

　地域のボランティアの方が、阿佐ヶ谷駅及び高円寺駅の駅前広場の美化のため、清掃活動を実施
します。

28年度末（見込）

31年度

施策４　利便性の高い快適な都市基盤の整備

施策４　　４　生活道路等の整備

　道路利用者の意識の向上を図るとともに、潤いある道路空間を創出するため、区内の登録団体であ
る「すぎなみ美・道路組」が、道路の清掃や植栽の手入れなど維持管理を行い、道路の美化を推進し
ます。

28年度末（見込） 29年度

29年度

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

30年度
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放置防止協力員 放置防止協力員 放置防止協力員 放置防止協力員

 55団体 56団体 57団体 58団体

違反広告物除却活動 違反広告物除却活動 違反広告物除却活動 違反広告物除却活動

実施 実施 実施 実施

協力員　

1,180人

（28年7月現在）

杉並土木事務所

取組内容

　良好な景観の形成と風致の維持、安全な歩行空間の確保を目的に、区に登録した「違反広告物除
却協力員」と協働して、屋外広告物法（東京都屋外広告物条例含む）に基づく違反広告物の除却を
実施します。

28年度末（見込） 29年度

担当課

28年度末（見込）

　駅周辺の町会・自治会、商店会等から自転車対策事業（放置防止）に理解と熱意のある方が、自転
車の放置防止の指導、PR及び啓発等の活動に従事し、駅周辺の放置自転車による交通環境の悪化
を防止します。

取組内容

（5）自転車放置防止協力員の活動
項目名

29年度 30年度

30年度 31年度

担当課

項目名
（6）違反広告物の除却活動

施策４　　５　自転車等放置防止対策の推進

施策５　　良好な住環境の整備

31年度

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

交通対策課
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取組内容

　杉並区のみどりを守り育てることを目的として、「みどりのボランティア杉並」やみどりの保全活動を行
う団体として区が認定したボランティア団体が、公園やいこいの森等で植物の維持管理や清掃、民間
施設等の緑化活動、みどりのイベント等での活動を行います。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
認定みどりのボランティア
団体
    8団体

緑地等の維持管理
民間施設等の緑化活動
みどりのイベント等開催
    2回

認定みどりのボランティア
団体
    9団体

緑地等の維持管理
民間施設等の緑化活動
みどりのイベント等開催
    2回

認定みどりのボランティア
団体
    10団体

緑地等の維持管理
民間施設等の緑化活動
みどりのイベント等開催
    2回

認定みどりのボランティア
団体
    11団体

緑地等の維持管理
民間施設等の緑化活動
みどりのイベント等開催
    2回

担当課 みどり公園課

項目名
（7）水鳥一斉調査の実施（善福寺川「水鳥の棲む水辺」創出）

取組内容

善福寺川「水鳥の棲む水
辺」創出
　 水鳥一斉調査
    １回

善福寺川「水鳥の棲む水
辺」創出
　 水鳥一斉調査
    １回

善福寺川「水鳥の棲む水
辺」創出
　 水鳥一斉調査
    １回

担当課 土木計画課

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

施策８　　１　憩いの水辺創出

29年度 30年度 31年度

項目名
（8）みどりの保全に向けたボランティア活動　（方針２再掲）

施策８　　５　みどりの協働推進

　善福寺川「水鳥の棲む水辺」創出事業の一環として、区民の善福寺川に対する関心を高めてもらう
ため、善福寺公園、善福寺川緑地、和田堀公園内の区間で、区民参加（小学生を対象）による水鳥
の一斉調査を実施します。

28年度末（見込）
善福寺川「水鳥の棲む水
辺」創出
　 水鳥一斉調査
  　　1回
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みどり公園課

担当課

担当課

項目名

29年度 30年度 31年度
すぎなみ公園育て組
    45団体

公園内の清掃・除草作業
施設の目視点検
低木・花壇手入
落ち葉掃きと堆肥づくり
公園利用指導

項目名
（9）花咲かせ隊の活動

みどり公園課

29年度 30年度

すぎなみ公園育て組
    47団体

公園内の清掃・除草作業
施設の目視点検
低木・花壇手入
落ち葉掃きと堆肥づくり
公園利用指導

すぎなみ公園育て組
  　　49団体

公園内の清掃・除草作業
施設の目視点検
低木・花壇手入
落ち葉掃きと堆肥づくり
公園利用指導

すぎなみ公園育て組
    51団体

公園内の清掃・除草作業
施設の目視点検
低木・花壇手入
落ち葉掃きと堆肥づくり
公園利用指導

31年度
花咲かせ隊
    149団体

花壇面積　4㎡/団体
花壇の土づくり
花の植替
    3回
除草・水やり・花ガラ摘み

花咲かせ隊
    154団体

花壇面積　4㎡/団体
花壇の土づくり
花の植替
    3回
除草・水やり・花ガラ摘み

花咲かせ隊
    139団体

花壇面積　4㎡/団体
花壇の土づくり
花の植替
    3回
除草・水やり・花ガラ摘み

（10）すぎなみ公園育て組の活動

花咲かせ隊
    144団体

花壇面積　4㎡/団体
花壇の土づくり
花の植替
    3回
除草・水やり・花ガラ摘み

取組内容

　地域住民がボランティア団体「すぎなみ公園育て組」として区に登録し、身近な公園で清掃や植栽
の手入れ等の活動を自主的・主体的に行うことにより、地域の連帯感を高めるとともに、公園を利用す
る際のモラルの向上を図ります。

28年度末（見込）

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

取組内容

　地域住民がボランティア団体「花咲かせ隊」として区に登録し、身近な公園の花壇等を管理すること
により、区民の緑化・美化に対する意識を醸成するとともに、公園の利用拡大や地域活動の活性化を
図ります。

28年度末（見込）

施策８　　５　みどりの協働推進

施策８　　５　みどりの協働推進
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施策４　　１　鉄道連続立体交差の推進
施策５　　２　まちづくり活動の支援
施策６　　１　荻窪駅周辺都市再生事業の推進
施策６　　２　多心型まちづくりの推進

29年度 30年度 31年度

（1）地域防災力の向上　（方針２再掲）

担当課 まちづくり推進課　都市再生担当　ほか

項目名

２ 区民参加の機会の拡大

震災救援所運営連絡会の
開催

震災救援所訓練の実施

講演会、防災リーダー養成
講座の開催

防災市民組織・消防団へ
の支援

震災救援所運営連絡会の
開催

震災救援所訓練の実施

講演会、防災リーダー養成
講座の開催

防災市民組織・消防団へ
の支援

取組内容

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
まちづくり協議会・まちづく
り団体等との連携・協力

まちづくり協議会・まちづく
り団体等との連携・協力

まちづくり協議会・まちづく
り団体等との連携・協力

まちづくり協議会・まちづく
り団体等との連携・協力

防災課

項目名

担当課

震災救援所運営連絡会の
開催

震災救援所訓練の実施

講演会、防災リーダー養成
講座の開催

防災市民組織・消防団へ
の支援

震災救援所運営連絡会の
開催

震災救援所訓練の実施

講演会、防災リーダー養成
講座の開催

防災市民組織・消防団へ
の支援

取組内容

　災害発生時には、地域住民が主体となって震災救援所の開設、運営にあたるため、地域、学校及
び行政の連携による震災救援所運営連絡会を開催し、被災者支援や震災訓練等について地域に根
ざした取組を強化します。
  また、防災リーダー養成講座の開催、防災市民組織や消防団との連携、防災資器材の提供等によ
り、地域防災力の向上に取り組みます。

28年度末（見込）

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

　まちの目標像の実現に向けて、まちづくり協議会等との連携・協力を進め、幅広い観点からまちづく
りの取組を進めます。

（2）まちづくり条例に基づくまちづくりの推進

施策２　　１　地域防災力の向上



7

　

省エネ住宅普及啓発イベ
ント

　省エネルギー及び創エネルギーの普及・推進を図るため、専門性を持ったＮＰＯ団体やエネルギー
事業者と区が協働で、太陽光発電設置者との情報交換会、省エネ相談会、講演会等の啓発事業を
実施します。

28年度末（見込）
太陽光発電設置者情報交
換会

太陽光発電設置者情報交
換会

太陽光発電設置者情報交
換会

健康推進課

担当課

省エネ住宅普及啓発イベ
ント

よい歯ファミリーフェスティ
バル開催

女性の健康週間啓発事業
実施

女性の健康週間啓発事業
実施

女性の健康週間啓発事業
実施

女性の健康週間啓発事業
実施

地域自主グループ・ボラン
ティアの拡充支援

よい歯ファミリーフェスティ
バル開催

よい歯ファミリーフェスティ
バル開催

担当課

省エネ住宅普及啓発イベ
ント

太陽光発電設置者情報交
換会

取組内容

省エネ住宅普及啓発イベ
ント

講演会等　　3回

地域自主グループ・ボラン
ティアの拡充支援

地域自主グループ・ボラン
ティアの拡充支援

地域自主グループ・ボラン
ティアの拡充支援

項目名
（3）省エネルギー及び創エネルギーの普及・推進

施策９　　１　杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進

省エネ相談　　25回 省エネ相談　　25回

31年度

（4）区民の参加による健康づくり　（方針２再掲）

講演会等　　3回

環境課

取組内容

よい歯ファミリーフェスティ
バル開催

健康づくりリーダー活動・
支援
    56人

健康づくりリーダー活動・
支援
    60人

健康づくりリーダー活動・
支援
    70人

健康づくりリーダー活動・
支援
  　　80人

　健康づくりを推進するため、区民や自主グループ、関係団体と協働し、イベントや啓発事業を実施
するほか、交流会等によるネットワークづくりを進めます。また、健康づくりリーダーを養成し、地域に
おける健康づくり活動を積極的に行うことにより、健康づくり推進条例の目的である「全ての区民が生
涯にわたって健やかでいきいきと暮らせる健康長寿の地域社会の実現」を目指します。

28年度末（見込） 29年度 30年度

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

項目名
施策１１　　１　区民健康づくりの推進

29年度 30年度 31年度

省エネ相談　　25回 省エネ相談　　25回

講演会等　　3回 講演会等　　3回
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地域運営学校 地域運営学校 地域運営学校 地域運営学校

    38校     44校     50校     56校

学校支援本部 学校支援本部 学校支援本部 学校支援本部

    小中学校全校     小中学校全校     小中学校全校     小中学校全校

担当課 オリンピック・パラリンピック連携推進担当

項目名
(6)オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた懇談会の開催

担当課 学校支援課

項目名
（5）地域と連携・協働する学校づくりの推進

取組内容

　保護者や地域住民等が、「学校運営協議会」を通じて学校運営に参画する「地域運営学校（コミュニ
ティ・スクール）」を指定し、地域に開かれ、地域とともにある学校づくりを進めます。
　また、学校の求めに応じて様々な教育活動に協力する学校支援本部を支援することで、地域人材
による学校支援活動を推進し、子どもたちの豊かな教育活動につなげます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

施策２８　　２　地域と連携・協働する学校づくりの推進

取組内容

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、区民の気運醸成及び大会後を見据え
たレガシー創出のため、区民懇談会を設け、様々な視点から区の取組や区民参加の方法等につい
て検討し、地域の活性化を推進していきます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
区民懇談会の設置・開催 区民懇談会の開催 区民懇談会の開催 区民懇談会の開催

施策２９　　６　オリンピック・パラリンピック事業の推進

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業
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街頭キャンペーン 街頭キャンペーン 街頭キャンペーン 街頭キャンペーン

17回 17回 17回 17回

講習会 講習会 講習会 講習会

7回 7回 7回 7回

その他のイベント その他のイベント その他のイベント その他のイベント

8回 8回 8回 8回

担当課 産業振興センター

項目名
（1）交通安全啓発キャンペーン等の実施

取組内容

　警察署、交通安全協会と協力し、交通安全のつどいやパレード等のイベント、街頭キャンペーン、交
通安全教室や講習会等、交通事故防止のための啓発活動を行います。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

施策３　　５　自転車安全利用の推進

担当課 交通対策課

項目名
（2）中央線あるあるプロジェクトの推進

取組内容

　都市観光の観点から杉並区の「良さ」、「らしさ」を再発見し、集客資源として効果的にPRすることに
より、区への持続的な集客力を高め、商機を創出します。取組に当たっては、区内産業団体や企業、
NPO等とともに実行委員会を組織し、観光情報の発信（ホームページ、フェイスブックの運営、ガイド
ブックの配布、新聞等による発信等）、多言語化の推進、イベントの開催、アニメの活用等を実施しま
す。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
情報発信

イベント開催

情報発信

イベント開催

情報発信

イベント開催

情報発信

イベント開催

施策６　　４　杉並らしさを活かした観光事業の推進

方針２　地域人材の育成と地域活動環境の充実に向けた支援
　　　　　　～多様な主体の協働による地域の公共的な課題の解決～

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業
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アグリフェスタ アグリフェスタ アグリフェスタ アグリフェスタ

開催 開催 開催 開催

担当課 産業振興センター

取組内容

担当課

項目名
（3）杉並産農産物の地産地消の推進

取組内容

　生産者、ＪＡ東京中央、事業者との協働による「地産地消推進連絡会」で意見交換を行うとともに、杉
並産農産物の即売会の実施や学校給食、食堂等へ杉並産野菜を供給することを通じ、区民が新鮮
な野菜を食べ、生活を彩る花を見たり触れたりする機会を増やせるよう取り組むなど、区民が都市農
業の良き理解者、応援者となるような事業展開を図ります。

28年度末（見込） 29年度

産業振興センター

33回 35回

学校給食地元野菜デーの
実施

学校給食地元野菜デーの
実施

学校給食地元野菜デーの
実施

学校給食地元野菜デーの
実施

30年度 31年度
「地産地消推進連絡会」の
開催

「地産地消推進連絡会」の
開催

「地産地消推進連絡会」の
開催

「地産地消推進連絡会」の
開催

杉並産農産物の
即売会

杉並産農産物の
即売会

杉並産農産物の
即売会

杉並産農産物の
即売会

29回 31回

　ＪＡ東京中央・世田谷区・杉並区の三者が、「都市農地を守ろう！」をスローガンに、都市農地の持つ
多面的な機能や農地保全の意義などを広く区民に周知するため、三者の協働によるイベント（アグリ
フェスタ）を開催します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

施策７　　２　都市型農業の支援

施策７　　２　都市型農業の支援
項目名

（4）「都市農地を守ろう！」アグリフェスタの開催

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業
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食育推進イベント 食育推進イベント 食育推進イベント 食育推進イベント

4回 4回 4回 4回

750店 800店 850店 900店

検討 実施 実施 実施

わがまち一番体操 わがまち一番体操 わがまち一番体操 わがまち一番体操

事業の運営 事業の運営 事業の運営 事業の運営

開催 480回 開催 550回 開催 550回 開催 550回

飲食店、食品販売店、杉
並野菜販売所等での食育
の普及実施

飲食店、食品販売店、杉
並野菜販売所等での食育
の普及実施

飲食店、食品販売店、杉
並野菜販売所等での食育
の普及実施

飲食店、食品販売店、杉
並野菜販売所等での食育
の普及実施

項目名

取組内容

（5）食育の推進

　健康寿命の延伸につながる食育の推進に向けて、食育推進ボランティアの育成や、飲食店、食品
販売店、農家、団体及び企業等の主体的な活動の支援をすると共に、バランスの良い食事の選択に
向けた体験イベントや情報提供を協働して行います。また、学校、産業振興センター等庁内組織の横
断的な連携と民間団体との協働により「（仮称）食育推進会議」を設置し、多様な暮らしやライフステー
ジに応じた食育を推進します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

新たな食育推進機関によ
る食育推進

新たな食育推進機関によ
る食育推進

新たな食育推進機関によ
る食育推進

新たな食育推進機関によ
る食育推進

担当課 健康推進課

項目名
（6）わがまち一番体操の実施

取組内容

　地域での介護予防を推進するため、ＮＰＯ団体と協働で杉並区独自の介護予防体操「わがまち一
番体操」や身体能力測定会を実施します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

介護予防普及啓発イベント
の実施

介護予防普及啓発イベント
の実施

介護予防普及啓発イベント
の実施

介護予防普及啓発イベント
の実施

施策１１　　１　区民健康づくりの推進

担当課 保健サービス課

施策１１　　１　区民健康づくりの推進
関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業
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48教室 60教室 60教室 60教室

参加人数　480人 参加人数　600人 参加人数　600人 参加人数　600人

健康づくりイベント 健康づくりイベント 健康づくりイベント 健康づくりイベント
1回 1回 1回 1回

577店 (累計　627店） (累計　677店） (累計　727店）

健康推進課

取組内容

　生活習慣病を予防するため、「区民の健康づくりに関する協定」を締結した民間運動施設と協働し、
区民が参加しやすい内容や日程・プログラムを組み、運動教室等を実施します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

健康推進課

民間運動施設　　4か所 民間運動施設　　5か所

担当課

ヘルシーメニュー推奨店
新規登録・認証
　　50店

ヘルシーメニューの新たな
基準への見直し・検討

担当課

民間運動施設　　5か所 民間運動施設　　5か所

項目名
（7）民間運動施設との協定による生活習慣病予防の推進

新たな基準に対応したヘ
ルシーメニューの実施

新たな基準に対応したヘ
ルシーメニューの実施

項目名
（8）ヘルシーメニュー推奨店事業の実施

取組内容

　飲食店、惣菜店、コンビニエンスストア等と協働し、健康栄養情報やヘルシーメニューの提供などを
通じて、区民の健康づくりを推進します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
ヘルシーメニュー推奨店 ヘルシーメニュー推奨店

新規登録・認証
　　50店

ヘルシーメニュー推奨店
新規登録・認証
　　50店

新たな基準に対応したヘ
ルシーメニューへの変更・
実施

施策１１　　２　生活習慣病予防対策の推進
関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

施策１１　　２　生活習慣病予防対策の推進
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実施 32館 実施 32館 実施 32館 実施 32館

取組内容

項目名
（10）ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク（地域の目）事業の実施

担当課 高齢者施策課

　高齢者の社会参加を推進するため、ゆうゆう館を「高齢者のいきがい、生涯現役社会の地域拠点」と
位置づけ、「いきがい学び」「ふれあい交流」「健康づくり」のテーマに基づいた事業をＮＰＯ法人等の
自主企画により実施します。
　協働事業では、高齢者同士の交流や多世代との交流、健康維持などをはじめ、各地域での人材の
発掘・活用を進め、地域の活性化に寄与するような企画・運営を行います。

28年度末（見込）

担当課 高齢者在宅支援課

30年度 31年度

項目名

たすけあいネットワーク
（地域の目）

 登録者数　200人

  あんしん協力員　 610人

  あんしん協力機関
 　　60団体

たすけあいネットワーク
（地域の目）

 登録者数　200人

  あんしん協力員　620人

  あんしん協力機関
  　65団体

たすけあいネットワーク
（地域の目）

 登録者数　200人

  あんしん協力員　630人

  あんしん協力機関
  　70団体

（9）ゆうゆう館協働事業の実施

施策１３　　１　高齢者のいきがい活動の推進

取組内容

29年度 30年度 31年度

施策１４　　３　地域の見守り体制の充実

　高齢者が地域で安心して暮らしていけるよう、主に介護保険サービス等を利用していない高齢者
（登録者）を対象に、区民のボランティアであるあんしん協力員による定期的な個別の見守りを行いま
す。また、あんしん協力員及びたすけあいネットワーク事業に賛同した団体であるあんしん協力機関
が、地域に暮らす高齢者に対する緩やかな見守りを行います。

28年度末（見込） 29年度

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

たすけあいネットワーク
（地域の目）

 登録者数　200人

  あんしん協力員　 600人

  あんしん協力機関
 　　55団体
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地域伝統行事等 地域伝統行事等 地域伝統行事等 地域伝統行事等

実施 実施 実施 実施

区民企画事業 区民企画事業 区民企画事業 区民企画事業

実施 実施 実施 実施

連絡会 連絡会 連絡会 連絡会

開催 開催 開催 開催

項目名
（12）地域子育てネットワーク事業の実施

取組内容

　各小学校区域で、地域住民等との協働により地域伝統行事等を実施し、世代を超えた人々の交流
を促進するとともに、関係機関と地域の子育て支援団体等で構成する連絡会を定期的に開催するな
ど、地域で子育て家庭を見守り・支援するネットワークづくりを推進します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

項目名

担当課 保健福祉部管理課

取組内容

30年度 31年度
「地域のたすけあいネット
ワーク（地域の手）」登録促
進
    登録者数12,500人

福祉救援所指定
　入所施設　16所
　通所施設　　8所

「地域のたすけあいネット
ワーク（地域の手）」登録促
進
    登録者数13,500人

福祉救援所指定
　入所施設　 18所
　通所施設　　8所

「地域のたすけあいネット
ワーク（地域の手）」登録促
進
    登録者数14,500人

福祉救援所指定
　入所施設　 20所
　通所施設　　8所

「地域のたすけあいネット
ワーク（地域の手）」登録促
進
    登録者数11,500人

福祉救援所指定
　入所施設　14所
　通所施設　　8所

担当課

　災害発生時、各震災救援所の運営連絡会委員をはじめとする区民や民間事業者の協力により、災
害時要配慮者に対する安否確認を実施し避難生活等の支援体制を図るとともに、災害時要配慮者を
受け入れる福祉救援所の拡充を図ります。

28年度末（見込） 29年度

関連する施策と
実行計画事業

（11）災害時要配慮者支援の推進

施策１８　　２　災害時要配慮者支援の充実

施策１９　　１　新たな地域子育て支援拠点等の整備

児童青少年課

関連する施策と
実行計画事業
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運営支援 運営支援 運営支援 運営支援

2地区 2地区 3地区 3地区

新規設置検討 新規設置準備 新規設置検討

1地区 1地区 　 1地区

（14）地域教育推進協議会の支援

30年度 31年度
子ども・子育てメッセ
　開催
　　 参加者数
      　3,300人

子ども・子育てメッセ
　開催
 　　参加者数
     　 3,400人

子ども・子育てメッセ
　開催
　　参加者数
   　　3,500人

子ども・子育てメッセ
　開催
 　 参加者数
　 　　3,600人

　0歳から15歳までの子どもの育成や教育に関わる課題について、地域の多様な主体が協力・連携し
ながら解決に向けて自主的に取り組む地域教育推進協議会の活動を支援していきます。また、これま
での2地区の成果を他地域に発信するとともに、この活動に取り組む地域を増やしていきます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

担当課

取組内容

項目名
（13）子ども・子育てメッセの開催

項目名

担当課

学校支援課

子育て支援課

施策２８　　３　地域教育推進協議会の支援
関連する施策と
実行計画事業

取組内容

関連する施策と
実行計画事業

29年度

　乳幼児親子や子育てを応援している団体、ＮＰＯ、企業などが集い、知り合い、つながり合うきっか
けとなるよう、当該団体で結成した実行委員会とともに「すぎなみ子ども・子育てメッセ」を開催します。

28年度末（見込）

施策１９　　２　子育てを地域で支えあう仕組みづくりの推進
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区民参加型展示 区民参加型展示 区民参加型展示 区民参加型展示

実施 3回 実施 3回 実施 3回 実施 3回

項目名
（15）郷土博物館における区民参加による協働展示の企画

担当課

項目名
（16）すぎなみフェスタの開催

取組内容

　「人と人、地域と地域をつなぎ、杉並を元気に」を基本理念に、コミュニティ、産業、文化など様々な
分野の連携により、杉並の魅力を内外に発信し、世代を超えた区民の交流・つながりを通じて、杉並
の元気を生み出すイベントを、実行委員会形式で企画・開催します。

28年度末（見込） 29年度

担当課

取組内容

関連する施策と
実行計画事業

30年度 31年度
すぎなみフェスタ
　 開催
　　日時　１１月５日、６日
　　主会場
　　　　桃井原っぱ公園

すぎなみフェスタ
　 開催

すぎなみフェスタ
　 開催

すぎなみフェスタ
　 開催

生涯学習推進課

　郷土の研究や博物館活動を通して、生涯学習における活躍の場を求める区民・地域団体・ＮＰＯ団
体等の参加と協働による展示を実施します。これにより、地域における郷土学習の担い手を育成しま
す。

28年度末（見込） 29年度

関連する施策と
実行計画事業

地域活性化推進担当

30年度 31年度

施策２９　　学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づくり

施策３１　１　国内交流の推進
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啓発講座 5講座 啓発講座 5講座 啓発講座 5講座 啓発講座 5講座

協議会運営支援 協議会運営支援 協議会運営支援 協議会運営支援

7所 7所 7所 7所

協働事業の実施 協働事業の実施 協働事業の実施 協働事業の実施

7所 7所 7所 7所

7所 7所 7所 7所

関連する施策と
実行計画事業

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

項目名
（17）男女平等推進センター啓発講座の実施

担当課 男女共同参画担当

　あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できるよう、男女平等推進センターにおける区民向け啓発
講座を区内で活動する任意団体やＮＰＯ法人等の企画・運営により実施します。

取組内容

担当課 地域課

項目名
（18）地域区民センター協議会への支援

取組内容

　住民の相互交流や活動の拡大を図り、いきいきとした住みよい地域づくりを進めるため、町会・自治
会やボランティア、NPO団体等と協働して事業や活動を実施している区内７つの地域区民センター協
議会に対する支援を行います。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

地域懇談会を活用した意
見交換会開催

地域懇談会を活用した意
見交換会開催

地域懇談会を活用した意
見交換会開催

地域懇談会を活用した意
見交換会開催

関連する施策と
実行計画事業

施策３１　　４　男女共同参画の推進

施策３２　地域住民活動の支援と地域人材の育成
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25町会 25町会 25町会 25町会

1件 3件 3件 3件

28年度事業実施
5件

区民自由提案型 区民自由提案型 区民自由提案型 区民自由提案型
実施 　 実施 実施 　 実施

地域活性化事業「まちの絆
向上事業」への支援

地域活性化事業「まちの絆
向上事業」への支援

担当課

項目名
（19）地域活性化事業への支援

取組内容

　より良い地域社会の実現を目指し、町会・自治会が行う事業を支援することで、地域の絆を深め、町
会・自治会への加入促進やコミュニティ活動の活性化を図ります。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

地域課

地域活性化事業「まちの絆
向上事業」への支援

地域活性化事業「まちの絆
向上事業」への支援

項目名
（20）協働提案制度の実施

取組内容

　協働提案制度は、区と地域活動団体（ＮＰＯ法人や地域団体、事業者等）が、お互いの立場を尊重
し、役割を分担しながら地域の課題解決に取り組む制度です。行政テーマ設定型（区からの課題提
起に基づく提案）と区民自由提案型（地域の課題を踏まえた地域活動団体からの提案）の募集によ
り、多様な地域活動団体間の協働の関係も創り出しながら取り組んでいきます。

28年度末（見込） 29年度

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

30年度 31年度

協働推進課

行政テーマ設定型 行政テーマ設定型 行政テーマ設定型 行政テーマ設定型

担当課

施策３２　　１　地域住民活動の支援

施策３２　　３　ＮＰＯ等の活動支援
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　 寄附 60件 　 寄附　70件 　 寄附　73件 　 寄附　76件

助成 5件 助成　10件 助成　10件 助成　10件

38講座 38講座 38講座 38講座

地域活動参加率 地域活動参加率 地域活動参加率 地域活動参加率
85％ 86％ 86.5％ 87％

項目名
（21）ＮＰＯ等の活動支援

関連する施策と
実行計画事業

30年度 31年度
すぎなみ地域大学の運営 すぎなみ地域大学の運営 すぎなみ地域大学の運営 すぎなみ地域大学の運営

担当課 協働推進課

すぎなみ協働プラザの運
営

すぎなみ協働プラザの運
営

すぎなみ協働プラザの運
営

すぎなみ協働プラザの運
営

ＮＰＯ支援基金の普及・啓
発

ＮＰＯ支援基金の普及・啓
発

ＮＰＯ支援基金の普及・啓
発

ＮＰＯ支援基金の普及・啓
発

取組内容

　地域の多様な活動主体が相互に連携・協力しながら地域課題を解決できるよう、活動環境の充実に
取り組んでいきます。中間支援組織としてのすぎなみ協働プラザの運営、ＮＰＯ支援基金に基づく助
成金の交付や区民等への基金の普及・啓発等により、ＮＰＯ等の主体的な地域活動を支援していき
ます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

項目名
（22）すぎなみ地域大学の運営

協働推進課担当課

取組内容

　区民の社会参加意欲に応えるとともに、地域社会に貢献する人材、協働の担い手となる人材を育て
ていきます。また、地域大学の修了生が、学んだ成果を地域活動の中で活かせるよう、ＮＰＯ等と相互
に連携・協力することにより、区民の地域活動への参加促進を図ります。

28年度末（見込） 29年度

関連する施策と
実行計画事業

施策３２　　３　ＮＰＯ等の活動支援

施策３２　　４　地域人材の育成
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取組内容の充実 取組内容の充実 取組内容の充実 取組内容の充実

○消費生活サポーターによる「出前講座」の実施　＜再掲＞

○みどりの保全に向けたボランティア活動　＜再掲＞

○地域防災力の向上　＜再掲＞

○区民の参加による健康づくり　＜再掲＞

○すぎなみ学倶楽部の運営　＜再掲＞

担当課 協働推進課　保健福祉部管理課　児童青少年課　地域課 ほか

項目名
（23）地域人材の発掘と育成の推進

取組内容

　民生・児童委員、青少年育成委員、保護司等、地域福祉の向上のために様々な立場で活躍する
方々の活動を、区民等に対し広く周知し関心が得られるよう、地域大学等を活用して講演会を実施し
ます。また、地域活動への積極的な参加を働きかけていくなど、町会・自治会等の関係団体と連携・
協力し、新たな担い手となる人材の育成への取組を充実させていきます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
地域大学等を活用した講
演会等の実施

地域大学等を活用した講
演会等の実施

地域大学等を活用した講
演会等の実施

地域大学等を活用した講
演会等の実施

関連する施策と
実行計画事業

施策３２　　４　地域人材の育成
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防災地図アプリケーション 防災地図アプリケーション 防災地図アプリケーション 防災地図アプリケーション

すぎナビ すぎナビ すぎナビ すぎナビ

運用 運用 運用 運用
普及促進 普及促進 普及促進
防災訓練での活用 防災訓練での活用 防災訓練での活用

担当課 防災課　土木管理課

項目名

項目名
（1）ＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信

取組内容

　防災地図アプリケーション「すぎナビ」を通じて区民からの災害・被害情報等を区が収集し、それらの
情報を区民にリアルタイムで提供し、避難所や安全な避難経路への誘導等を行うなど、二次災害の発
生防止につなげます。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

ウェブサイト運営
　アクセス数
　　約62万件

ウェブサイト運営
　アクセス数
　　約63万件

ウェブサイト運営
　アクセス数
　　約64万件

ウェブサイト運営
　アクセス数
　　約65万件取組内容

　学術的資料やイベント情報等杉並の魅力を、区が育成した区民ライターが取材し、ＮＰＯ法人が運
営するウェブサイトで、多言語により発信します。

28年度末（見込） 29年度 30年度

担当課 産業振興センター

（2）すぎなみ学倶楽部の運営（方針２再掲）

方針３　協働を支える情報発信と、区と区民とのコミュニケーション充実
　　　　　　～参加と協働を支える区民とのコミュニケーションの充実～

施策２　　５　ＩＣＴを活用した災害情報の収集と発信

施策６　　４　杉並らしさを活かした観光事業の推進

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

31年度
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編集会議開催 編集会議開催 編集会議開催 編集会議開催

12回 12回 12回 12回

記事掲載 記事掲載 記事掲載 記事掲載

24本 24本 24本 24本

子ども・子育てメッセ 子ども・子育てメッセ 子ども・子育てメッセ 子ども・子育てメッセ

出展 出展 出展 出展

ウェブサイト運営 ウェブサイト運営 ウェブサイト運営 ウェブサイト運営
アクセス数

約66万件

登録団体数 登録団体数 登録団体数 登録団体数
280団体 300団体 320団体 340団体

項目名
（3）すぎなみ子育てラボラトリー（略称「すぎラボ」）による子育て情報の発信

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

取組内容

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

　区民の地域活動への参加や地域団体間の協働の取組を情報面から支援するため、地域活動の情
報基盤として、地域活動応援サイト「すぎなみ地域コム」を運営します。

担当課 協働推進課

施策１９　　地域における子育て支援の推進

施策３２　　地域住民活動の支援と地域人材の育成

関連する施策と
実行計画事業

関連する施策と
実行計画事業

担当課 子育て支援課

項目名
（4）地域活動応援サイト「すぎなみ地域コム」の運営

取組内容

　すぎなみ子育てサイト内の区民参加コンテンツ「すぎラボ」では、区内の子育て中のメンバーによる
保育園・幼稚園取材レポートや子育て支援に関するイベントの体験談などを掲載し、子育てに身近な
視点からの情報発信を行います。
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担当課 区政相談課

担当課 広報課

取組内容

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度

　民間での宣伝・広告・デザインなどの経験を有する人材（広報専門監）を活用し、広報紙の刷新など
を通じて、これまで以上にわかりやすく区の情報や魅力を発信していきます。また、区が行う情報発信
に関する総合的かつ戦略的な指針となる広報戦略を策定し、その戦略に基づいた情報発信を行うこ
とで、区民一人ひとりの区への誇りや愛着心を高め、区民の積極的な区政への参画に結び付けてい
きます。

広報戦略の策定

広報戦略策定会議による
検討と戦略の策定

広報戦略の推進 広報戦略の推進 広報戦略の推進

項目名
(6)区政を話し合う会の実施

関連する施策と
実行計画事業

―

項目名
（5）戦略的広報の推進

関連する施策と
実行計画事業

―

取組内容

　広く区民の意見を聴き区民の区に対する関心や理解を高め、区政運営に活かしていきます。そのた
めに、日頃区との接点の少ない若年層を含めた幅広い世代と区長が双方向に意見交換する懇談会
を実施します。

28年度末（見込） 29年度 30年度 31年度
双方向の意見交換の場の
検討と創出

区長と区民の意見交換会
の開催

区長と区民の意見交換会
の開催

区長と区民の意見交換会
の開催
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