
№ 事業名 協働の形態 協働の相手方 所管課

1 女と男、ともに織りなすフォーラムinはむら 実行委員会 男女共同参画フォーラム実行委員 企画政策課

2 声の広報 事業協力 声のボランティア桑の実 広報広聴課

3 広報はむら外国語版（英語・スペイン語）翻訳 事業協力
スペイン語の翻訳ボランティア
（個人）

広報広聴課

4 外国籍市民支援員制度 その他 外国籍市民支援員 広報広聴課

5 魅力発信市民記者事業 事業協力 市民 広報広聴課

6 集会施設管理運営 委託 会館運営委員会 地域振興課

7 日本語支援ボランティア入門講座 その他 羽村市日本語学習会 地域振興課

8 市民活動講座「ファシリテーター養成講座」 事業協力 social unit UDON 地域振興課

9 NPO法人市民パトロールセンターはむら活動支援 補助・助成
NPO法人市民パトロールセンター
はむら

防災安全課

10 市民生活安全パトロール 委託
NPO法人市民パトロールセンター
はむら

防災安全課

11 年末防犯・交通安全・火災予防パトロール週間　出発式 ボランティア

NPO法人市民パトロールセンターはむ
ら、日野自動車株式会社スーパードル
フィン、羽村市町内会・自治会、羽村
市立小・中学校校長会、羽村市立小・
中学校ＰＴＡ連合会、羽村市青少年対
策地区委員会連絡協議会、羽村市青少
年育成委員会、都立羽村高等学校、羽
村市高齢者クラブ連合会、羽村市私立
幼稚園協会、西多摩地区保護司会羽村
分区、羽村市社会福祉協議会、羽村市
防犯・交通安全及び火災予防推進会
議、羽村市消防団、羽村市交通安全推
進委員会、福生警察署管内防犯協会羽
村支部、福生消防署、福生警察署、羽
村市市議会、羽村市

防災安全課

12 年末防犯・交通安全・火災予防パトロール週間 ボランティア

NPO法人市民パトロールセンターはむ
ら、羽村市町内会・自治会、羽村市立
小・中学校校長会、羽村市立小・中学
校ＰＴＡ連合会、羽村市青少年対策地
区委員会連絡協議会、羽村市青少年育
成委員会、羽村市民生委員児童委員協
議会、羽村市社会福祉協議会、都立羽
村高等学校、都立羽村特別支援学校、
羽村市交通安全推進委員会、福生警察
署管内防犯協会羽村支部、羽村市消防
団、福生消防署、福生警察署、羽村市

防災安全課

実行委員会 実行委員会 産業振興課

事業協力 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟｵｰﾅｰ（個人） 産業振興課

事業協力 71事業所（企業・法人） 産業振興課

14 はむら夏まつり（まつりは中止） 実行委員会 実行委員会 産業振興課

15 はむらふるさと祭り（まつりは中止） 補助・助成 実行委員会 産業振興課
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13 はむら花と水のまつり
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16 チューリップ球根の植付け・掘取り ボランティア 個人ボランティア等 産業振興課

17 花いっぱい運動 事業協力
町内会・自治会、事業所、学校・
幼稚園・保育園、公共施設、その
他各種団体

産業振興課

18 羽村市消費生活センター事業運営 委託 運営委員会 産業振興課

19 ホタル観察会 事業協力 羽村蛍研究会 環境保全課

20 樹林地管理ボランティア 事業協力 樹林地管理ボランティア 環境保全課

21 羽村市環境フェスティバル 実行委員会
羽村市環境フェスティバル
実行委員会

環境保全課

22
オール東京62市区町村共同事業みどり東京・温暖化防止プロジェク
ト市町村助成金事業
羽村リユース＆リデュースプロジェクト

事業協力
羽村市地球温暖化対策推進協議会
エコネットはむら

環境保全課

23 市内いっせい美化運動 事業協力 町内会・自治会 生活環境課

24 清掃奉仕活動 ボランティア ボランティア等 生活環境課

25 資源回収事業 補助・助成 地域住民で組織する団体 生活環境課

26 高齢者クラブ社会奉仕活動 補助・助成
羽村市高齢者クラブ
（29クラブ）

高齢福祉介護課

27 シルバー人材センター 補助・助成 個人ボランティア 高齢福祉介護課

28 高齢者クラブ友愛活動 補助・助成
羽村市高齢者クラブ
（29クラブ）

高齢福祉介護課

29 まいまいず健康教室 事業協力 介護予防リーダー 高齢福祉介護課

30 ボランティア講師による講座 共催 講座の講師（無償）
高齢者在宅サー
ビスセンター
高齢福祉介護課

31 よりみちサロンふじみ 補助 介護福祉士 高齢福祉介護課

32 献血キャンペーン 事業協力

東京羽村ライオンズクラブ
（新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止の観点から町内会・自治
会への参加依頼を控えた）

健康課

33
子育てﾎﾞﾗﾝﾃｲｱによる子育て支援事業等の乳幼児の見守りサ
ポート

事業協力 子育てボランティア「アップル」 子育て相談課

34 放課後子ども教室「はむらっ子広場」 ボランティア 支援ボランティア 児童青少年課

35 羽村市青少年育成委員会活動費助成 補助・助成 羽村市青少年育成委員会 児童青少年課
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36 羽村市青少年対策地区委員会連絡協議会事業補助 補助・助成
羽村市青少年対策地区委員会
連絡協議会

児童青少年課

37 羽村市青少年対策地区活動費補助 補助・助成 市内の青少年対策地区委員会 児童青少年課

38 捨て看板除却 事業協力 個人ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの参加・協力 土木課

39 公園ボランティア制度 事業協力 団体登録(36団体) 土木課

40 被災建築物応急危険度判定 事業協力 市内ボランティア 建築課

事業協力 生涯学習総務課

ボランティア 生涯学習総務課

42 家庭・地域教育シンポジウム 実行委員会

羽村市立小・中学校ＰＴＡ連合
会、羽村市青少年対策地区委員会
連絡協議会、羽村市立小・中学校
校長会、羽村市立小・中学校副校
長会、学校支援地域本部、羽村市
社会教育委員の会議からの推薦

生涯学習総務課 新規

43 教育委員会後援 その他
各主催者からの申請
（33件）

生涯学習総務課

44 羽村市立小・中学校ＰＴＡ活動支援 補助・助成
市立小・中学校の各PTA及び
PTA連合会

生涯学習総務課

45 羽村市文化協会活動支援 補助・助成 羽村市文化協会 生涯学習総務課

46 羽村市社会教育関係団体活動支援 補助・助成 市内社会教育関係団体 生涯学習総務課

47 ゆとろぎ協働事業運営市民の会 補助・助成 ゆとろぎ協働事業運営市民の会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

事業協力 はむら16㎜映像研究会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

事業協力 羽村映画クラブ
生涯学習セン
ターゆとろぎ

49 伝統文化いけばなこども教室 事業協力 羽村いけばなさくら会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

50 羽村市伝統文化日本舞踊こども教室 事業協力 羽村市日本舞踊若竹の会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

51 国立音楽大学ブラスオルケスター演奏会 共催 (公財)青梅佐藤財団
生涯学習セン
ターゆとろぎ

52 ゆとろぎでお正月を遊ぼう！ 事業協力 羽村市文化協会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

53 ゆとろぎサロンコンサート 共催 羽村市文化協会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

54
文化協会学習文化講座
「初めての絵手紙教室」

事業協力 羽村市文化協会
生涯学習セン
ターゆとろぎ

55 パソコンの入門から応用までのパソコン講座 事業協力 パソコンなかま
生涯学習セン
ターゆとろぎ

56
羽村ゆとろぎアーツプロジェクト2021　ゆとろぎreflection-
はむらをうつす、であいをつなぐ-

共催 武蔵野美術大学
生涯学習セン
ターゆとろぎ

57 髙橋多佳子ピアノリサイタル 共催 （公財）青梅佐藤財団
生涯学習セン
ターゆとろぎ

新規

58 メランデ・ピアノ四重奏 共催 （公財）青梅佐藤財団
生涯学習セン
ターゆとろぎ

新規

59
ゆとろぎ美術園
ームサビ芸文アートの日常実験室ー

事業協力
武蔵野美術大学
春原ゼミ

生涯学習セン
ターゆとろぎ

新規

41 成人式 新成人による個人ボランティア

48 子ども映画会
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60
16ミリフィルム
アニメ映画上映会
「魔女の宅急便」

事業協力
はむら16㎜映像研究会
羽村映画クラブ

生涯学習セン
ターゆとろぎ

新規

61 羽村市社会教育関係団体活動支援 補助・助成 市内社会教育関係団体 スポーツ推進課

62 学校おはなし会 事業協力
図書館所属のおはなしボランティ
アサークル

図書館

63 図書館本館おはなし会 事業協力
図書館所属のおはなしボランティ
アサークル

図書館

64 書架整理・配架・宅配・市民リサイクル文庫・製本講座 事業協力
図書館所属のボランティアサーク
ル「本棚」

図書館

65
屋上ハーブ園の管理・運営、ハーブ鑑賞会とハーブティーの
サービス

事業協力
図書館所属のボランティアサーク
ル「ハーブはむら」

図書館

66 展示説明の実施 ボランティア 個人ボランティア 郷土博物館

67 「まる山里やまの会」 事業協力 個人ボランティア 郷土博物館

68 羽村市文化財保存事業費補助金 補助・助成

６団体（小作本町囃子保存会・加
美町囃子保存会・奈賀町神田囃子
保存会・東町はやし保存会・川崎
囃子保存会・五ノ神囃子保存会）

郷土博物館 新規

共催 明るい選挙推進委員
選挙管理委員会
事務局

共催 話しあい指導員
選挙管理委員会
事務局

70 水道応援団 ボランティア 企業、個人 上下水道業務課

69
明るい選挙推進委員会　選挙啓発活動
（新型コロナにより一部事業のみ実施）
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