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平成 27 年度 社会貢献活動団体等との協働事業実施状況調査結果 

（生活文化局） 

１ 東京都における協働事業の実施状況（年度別推移） 

 

２ 協働事業一覧（形態別） 

（注）事業名に下線があるものは、NPO 法人と協働で行っている事業です。事業名が 斜体 の

ものは平成 27 年度の新規事業です。内容は、各局等からの回答を基礎としていますが、集

計時に一部記述を整理しています。 

（１）共催 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 「こころの東京革

命」推進事業 

青少年・治安

対策本部 

総合対策部青

少年課 

 次代を担う子供に対し、親と大人が責任をもって正

義感や倫理観、思いやりの心を育み、人が生きていく

上で当然の心得を伝えいていく「こころの東京革命」

の推進と青少年の健全な育成を図るため、都民、民間

団体及び企業並びに東京都・区市町村と相互に連携

し、幅広い都民運動を効果的に展開することを目的と

する。 

2 東京アートポイント

計画 

生活文化局 文化振興部文

化事業課 

 まちなかにある様々な地域資源を結ぶアートプログ

ラムや、教育・産業・環境・福祉など様々な分野と協

働するアートプログラムを展開している。 

3 「国際理解・国際協

力のための高校生の

主張コンクール東京

都大会」 

生活文化局 都民生活部地

域活動推進課 

 世界平和を目指す国際連合の理念を尊重し、これを

都民に広めることを目的とする。世界平和のための国

際理解や国際交流に関する意見を、次世代を担う高校

生から募集し、コンクールを開催する。 

4 「国連普及啓発シン

ポジウム」 

生活文化局 都民生活部地

域活動推進課 

 世界平和を目指す国際連合の理念を尊重し、これを

都民に広めることを目的とする。有識者等による講

演、聴衆者との質疑応答等を通じて、国際協力への認

識を高める一助とする。 

5 「国際化市民フォー

ラム in TOKYO」 

生活文化局 都民生活部地

域活動推進課 
 東京の国際化について都民や外国人・NGO 等の民

間団体が、それぞれの立場から意見を表明し、国際化

の現状、問題点、在住外国人が抱える課題、解決の方

向等について多角的な議論の場を設定することによ

り、在住外国人支援及び都民の国際理解を促進し、国

際化への認識を高める一助とする。 

協働の形態 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

1 共催 13 14 13 17 20 22 24 23 20 22

2 実行委員会・協議会 30 24 23 25 23 21 19 19 17 18

3 事業協力 41 34 34 43 47 47 39 42 41 46

4 委託 21 23 25 25 24 24 21 23 23 25

5 情報提供・情報交換 12 11 9 8 8 8 7 5 7 5

6 ボランティアの参加・協力 69 72 68 78 75 90 92 91 98 116

7 その他 11 17 24 14 15 17 25 25 20 24

合計 197 195 196 210 212 229 227 228 226 256
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

6 東京の緑を守ろうプ

ロジェクト 

都市整備局 都市づくり政

策部緑地景観

課 

 平成 22 年度より、東京都とセブン-イレブン記念財

団との共同事業「東京の緑を守ろうプロジェクト」の

一環として、東京の緑の保全や活用に係る普及啓発事

業を行っている。 

 平成 27 年度は、「屋敷林の保全と活用」をテーマ

に、緑の量が多い自治体（５区）と、その解決策を検

討する会議を全５回開催した。 

7 絵筆とカメラで探る

東京の都市景観展 

都市整備局 都市づくり政

策部緑地景観

課 

（目的） 

東京の都市景観や、歴史的建造物の保存を支援して

いる都の取組を広く周知する。 

（内容） 

都選定歴史的建造物等の絵画・写真の展示会と講演

会の開催 

8 東京の歴史的建造物

写真展 

都市整備局 都市づくり政

策部緑地景観

課 

（目的） 

東京の都市景観や、歴史的建造物の保存を支援して

いる都の取組を広く周知する。 

（内容） 

都選定歴史的建造物等の写真展示会の開催 

 

 

9 東京都薬物乱用防止

推進事業 

福祉保健局 健康安全部薬

務課 
①「6.26 国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い 

 薬物乱用防止を推進する「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動の一環として、啓発パネルの展示、パンフ

レットの配布等の街頭キャンペーンを薬物乱用防止

指導員(知事が委嘱）で組織する「東京都薬物乱用防

止推進協議会」と共催で実施している。 

②麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民（東京）大会 

 薬物乱用の断絶を目指し、全国一斉に展開される

麻薬・覚醒剤乱用防止運動（10 月 1 日から 11 月 30

日まで）の一環として、麻薬・覚醒剤乱用防止運動

都民（東京）大会を薬物乱用防止指導員(知事が委

嘱）で組織する「東京都薬物乱用防止推進協議会」

と共催で開催している。 

10 Tokyo 健康ウオーク

（東京都大腸がん検

診普及啓発事業） 

福祉保健局 保健政策部健

康推進課 

 都民意識啓発のためのウオーキングイベント

「Tokyo 健康ウオーク」を実施した。 

 平成 27 年度は 11 月 15 日に新小岩公園・新小岩学

園を会場に、ウオーキング、トークショーなどを開

催した。 

 関係機関やＮＰＯ法人と緊密に連携を図りなが

ら、運営方法等の検討やイベントの企画・内容、当

日のイベント運営を行った。 

11 第 27 回腎臓病を考

える都民の集い 

福祉保健局 保健政策部疾

病対策課 

本事業は、生活習慣病に起因する腎不全から人工

透析を受ける患者の増加を抑制することを目的とし

て、講演会を実施している。 

 

12 臓器移植普及推進

キャンペーン 

福祉保健局 保健政策部疾

病対策課 

本事業は、「臓器移植普及推進月間」に併せて上

野恩賜公園において臓器提供意思表示カード及び臓

器移植に関するリーフレットを配布することによ

り、多くの都民等へ臓器移植の普及啓発を推進する

ことを目的としている。 

 なお、平成 27 年度は、井の頭恩賜公園でも配布を

行った。 

 

（（１）共催 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

13 第 32 回東京都精神

障害者スポーツ交流

祭バレーボール大会 

福祉保健局 中部総合精神

保健福祉セン

ター広報援助

課 

  孤立しがちな精神障害者が一堂に集まり、スポー

ツ（バレーボール）を通して大勢の仲間と交流する

ことで、社会参加を促すとともに、ボランティア等

の関係諸団体が相互に交流し、地域精神保健福祉活

動の推進を図る。 

14 オフスクールパーク
（東白鬚公園） 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

・公園で学びを通じたプログラムを展開することで

新たなコミュニティーを作るプロジェクト。 

15 江東社会貢献ネット

ワーク（こらぼら） 

建設局 東部公園緑地

事務所管理課 
江東区豊洲エリアを中心とした企業 16 社による社会

貢献情報交換会 異業種交流会を年に 4 回、幹事、

会場持ち回りで実施。 

16 新木場連絡会 建設局 東部公園緑地

事務所管理課 
江東区新木場エリアを中心とした企業、施設など 21

社による地域での協力関係を強め、安全でより効率

的、円滑的に業務を行う会。2 か月に一度当館で連絡

会を開催。 

17 府中野鳥クラブ 建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

・浅間山公園、武蔵野公園における野鳥の定期観察

の実施 

・公園管理者との共催によるイベントの開催 

・近隣小学校の環境学習の受け入れ 

18 浅間山自然保護会 建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

○浅間山公園内の植物の生育環境の整備、希少植物

の保護・育成 

○公園管理者との共催によるイベントの開催 

○近隣小学校の環境学習や高校の奉仕体験活動、企

業のＣＳＲの受け入れ 

19 代々木公園「あそび

万博」事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 ＮＰＯとの共催による外遊びの機会提供。 

20 文化財庭園である小

石川後楽園の保全、

啓発、活用を支援す

るためのイベント事

業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 文化財庭園である小石川後楽園の保全、啓発、活

用を促進するため、紅葉期のイベントのひとつであ

る「石州流茶会」をＮＰＯ法人小石川後楽園庭園保

存会の協力のもと実施している。 

 

21 スポーツカイト全国

大会 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 西なぎさで海と空の景色を展望しながらスポーツ

カイトが楽しめる「海風の広場」を多くの人に知っ

てもらい、カイト広場として利用活性化を図るた

め、スポーツカイト全国大会を開催する。 

22 東京都立特別支援学
校アートプロジェク
ト展の開催 

教育庁 指導部特別支

援教育指導課 

○開催趣旨 

都立特別支援学校に在籍する児童・生徒が制作した優

れた作品を発表する機会を設け、都民に対して障害者

及び障害者アートに関する理解促進を図る。 

○実施時期・会場 

平成 28 年 2 月 20 日（土）～2 月 28 日（日） 

伊藤忠青山アートスクエア  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（１）共催 ） 
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（２）実行委員会・協議会 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 北方領土返還対策 政策企画局 外務部管理課  北方領土問題に対する都民の理解と認識を深め、北

方領土の早期返還を実現することを目的としている。

主な活動内容は以下のとおり。①北方領土の返還を求

める都民大会の開催、②北方領土啓発パネル展の開催

（都内区市町村・学校等）、③教員で構成する北方領

土の返還を求める都民会議教育者会議の活動支援、④

その他広報啓発活動、⑤関係団体の各種事業への参

加・協力 

 北方領土の返還を求める都民会議事務局を政策企画

局外務部管理課が担っており、知事が顧問、政策企画

局長が理事となっている。 

2 東京都消費者月間事

業（くらしフェスタ

東京２０１５） 

生活文化局 消費生活総合

センター活動

推進課 

 消費者意識の啓発、消費者団体相互の連携強化、消

費者団体・事業者・行政の協働の推進を目指して、毎

年 10 月を中心に消費者団体と東京都が共催して各種

事業を実施する。 

3 子供向け舞台芸術参

加・体験プログラム 

生活文化局 文化振興部文

化事業課 

 舞台鑑賞をより親しみのあるものとするため、単に

観賞するだけでなく、親子で参加して子供たちが芸術

家と直接触れ合うことにより、芸術による創造の歓び

を理解し、文化を生み出すことを目的として実施す

る。 

実施状況 

１ 子どもたちと芸術家の出あう街 2016（平成 28 年 3

月 27 日） 

２ 参加・体験・感動！ふれあいこどもまつり（平成

28 年 1 月 31 日～3 月 21 日） 

３ こども芸能体験ひろば（平成 27 年 11 月 28 日、平

成 28 年 2 月 11 日） 

4 東京の木・いえづく

り協議会 

都市整備局 住宅政策推進

部民間住宅課 

 住宅生産者等、木材供給者、関係市町村、東京都

（都市整備局、産業労働局）による連携によって、多

摩産材を活用した住宅の供給を促進し、良質な住宅の

ストックの形成と森林の保全、地域経済の振興を図る

ことを目的とする。なお、現在事務局は、都市整備局

住宅政策推進部民間住宅課と産業労働局農林水産部森

林課にて対応。（別紙協議会規約参照） 

5 東京都マンション耐

震化促進協議会 

都市整備局 住宅政策推進

部マンション

課 

 分譲マンションの耐震化には、多数の区分所有者の

合意形成が必要であること、幅広い専門的な知識が欠

かせないこと等の課題があり、管理組合や区分所有権

者に対する支援が不可欠であるため、多くの専門分野

にわたる団体が協力し、耐震診断から改修実施に至る

まで、幅広い相談体制を構築すること等を目的とし、

関係団体と協議を重ね、協議会を設置 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

6 東京都居住支援協議

会 

都市整備局 住宅政策推進

部住宅政策課 

 住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、

障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特

に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の

促進を図るため、地方公共団体や不動産関係団体、居

住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃

貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支

援を実施する組織。 

 居住支援に関する情報を関係者間で共有し、密接な

連携の上で、必要な支援策について協議することで、

行政だけでは解決できなかった課題が、地域の団体と

行政との協働による取組で解決されることが期待され

る。 

 

7 玉川上水緑の保全事

業 

環境局 自然環境部緑

環境課 

 玉川上水緑の保全事業の推進に関する事項につい

て検討、情報交換を行うため、区市、住民、都が協

議会を設置運営する。そのもとで、地域の実情に応

じた植生管理の内容などについて合意形成を図って

いる。 

8 エイズボランティア

講習会 

福祉保健局 健康安全部感

染症対策課 

 予防啓発やＨＩＶ陽性者支援に取り組むボラン

ティアを対象に、現場で必要なＨＩＶ／エイズに関

する知識を付与し、ボランティア団体が行っている

相談等の資質の向上を図ることを目的に講習会を実

施している。 

 また、ボランティア団体間の連携を推進する相談

連絡会も同時開催している。 

 上記の運営に当たっては、３団体（ＮＰＯ：２、

その他：１）と幹事会を持ち、運営の企画から評価

までを協働で実施している。 

9 夏休み「多摩川教

室」 

建設局 河川部計画課  小中高の生徒等を対象に夏休み期間中の２日間、

多摩川の自然を活用し、河川の環境に対してより興

味を持ってもらうことを目的に、簡単な水質検査の

体験、川の生き物や河川の仕組みの紹介などを多摩

川の河川敷で実施している。 

 夏休み期間中ということで、生徒の自由研究など

にも有効利用されており、平成 27 年度は７月 22

日・23 日に開催している。 

10 水元公園地域活性化

協議会 

建設局 東部公園緑地

事務所事業推

進課 

 都立水元公園等の活性化に向け、地元と一体とな

り進めていくため、水元公園地域活性化協議会（以

下「協議会」という）を設置する。協議会では、水

元公園等の活性化に向けた取組方針・内容の決定及

びその他水元公園等に関する事項を協議する。活性

化事業の主な内容は、耕作体験などの手作りイベン

ト、ローイング教室、子供つり大会、子供まつり、

菖蒲まつり、フリーマーケット等の各種フェスタ、

自然観察会、自然復元管理事業等である。 

11 浅間山を考える会 建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

・浅間山公園の管理運営についての意見交換を定期

的に実施 

 

 

 

 

 

 

（（２）実行委員会・協議会 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

12 狭山３公園管理運営

協議会 

建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

・公園づくりに係る市民団体や周辺地自体と、公園

管理運営に関する様々な視点からの意見やアイディ

アを集め、都民と共に公園づくりを行うための話合

いの場。 

・公園の整備計画や維持管理、地域団体・ボラン

ティア等の活動、専門委員会の設置、西部公園緑地

事務所及び指定管理者からの報告事項等についての

協議を実施。 

・年１回実施。 

 

13 野山北・六道山公園

管理運営協議会 

建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

・公園づくりに関わる市民団体や周辺自治体と、公

園の管理運営に関する様々な視点からの意見やアイ

ディアを集め、都民と共に公園づくりを行うための

話し合いの場。 

・公園の整備計画や維持管理、地域団体・ボラン

ティア等の活動、専門委員会の設置、東京都西部公

園緑地事務所及び指定管理者からの報告事項等につ

いての協議を実施。 

・主催：東京都西部公園緑地事務所、事務局：西

武・狭山丘陵パートナーズ 

・実施回数：年３回 

 

14 日比谷公園ガーデニ

ングショー事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

【開催趣旨】 首都東京の中心に位置する日比谷公

園を会場に、広く市民、企業、団体等の参加を得て

ガーデニングショーを開催し、日比谷公園から「花

と緑・環境」のメッセージを世界に発信するととも

に、これからの都市における「花と緑のライフスタ

イル」を提案するものである。 

【開催内容】 ・ガーデンコンテスト ・緑に関わ

る団体・法人の緑の提案展示 ・花や緑に関する各

種講座 

 

15 ビーチクリーンアッ

プ in 城南島（城南

島海浜公園つばさ浜

の清掃） 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 地域住民に親しめる海上公園づくりを進めるとと

もに、ごみ等環境問題への啓発をはかるため、平成

14 年度から毎年 10 月に城南島海浜公園つばさ浜に

おいて砂浜清掃ボランティアを実施している。 

 

16 運河ルネサンス 港湾局 港湾整備部計

画課 

【目的】東京の水辺の魅力の向上や観光振興に資す

るため、運河等の水域利用とその周辺におけるまち

づくりが一体となって、地域のにぎわいや魅力等を

創出すること。 

【内容】運河ルネサンスは現在５地区（芝浦、品川

浦・天王洲、朝潮、勝島・浜川・鮫洲、豊洲地区）

で実施中。それぞれの地区の地元自治会やＮＰＯ、

任意団体等により構成される運河ルネサンス協議会

と行政が協働し、水上レストランや桟橋の設置、運

河まつり開催等の支援を行っている。 

 

 

 

 

 

 

（（２）実行委員会・協議会 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

17 中央区ブーケ祭り

［桜橋第二ポンプ所

施設見学会］（主催 

ブーケ祭り実行委員

会、中央区） 

下水道局 中部下水道事

務所ポンプ施

設課 

目的／ 「中央区ブーケ祭り」は、中央区の女性セ

ンター「ブーケ 21」を利用している女性団体が実行

委員会を作り、相互に連携をし、それぞれの活動の

成果を発表するために行っているものである。 

内容／ 下水道局では、当女性センターが桜橋第二

ポンプ所と合築建物であることもあり、3 月から毎月

実施の実行委員会、及び 6 月の「ブーケ祭り」に参

画し、当日はポンプ所で施設見学会を行うととも

に、展示コーナーでの下水道なんでも相談の実施、1

階の舞台で 10 分程度の発表を行うなど、中央区、参

加団体及び祭り参加お客様との交流を深めている。 

18 体験型環境学習祭

（子どもとためす環

境まつり）（主催 

中央区環境保全ネッ

トワーク） 

下水道局 中部下水道事

務所ポンプ施

設課 

目的／ 「子どもとためす環境まつり」は、中央区

内の区民・団体・企業・行政が参画し、地域の子ど

もたちや人々が地球環境について考え、環境保全の

重要性を次世代に伝える体験型の環境学習イベント

である。 

内容／ 手回し発電機を動力に用いたポンプ所・下

水処理模型を展示し、東京都下水道局の地球環境保

全への取組みを出展している。当局の他、中央区、

地元小学校、企業など多くの団体が参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（２）実行委員会・協議会 ） 
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（３）事業協力 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 東京都ひきこもり等

の若者支援プログラ

ム普及・定着事業 

青少年・治安

対策本部 

総合対策部青

少年課 

（目的） 

・支援プログラム普及・定着事業を実施することによ

り、ひきこもり等の状態にある若者の社会参加に向け

た自信と能力が向上する、効果的な支援を行う支援団

体が増加すること。 

・若者が安心して支援を受けることができ、区市町村

がＮＰＯと協働して若者の支援を行うことができる社

会基盤を整備すること。 

（事業概要） 

 支援プログラム普及・定着事業は、若者の自立等に

向けた支援を行うＮＰＯ法人等の支援団体に対し、東

京都が確立した「ひきこもり等の若者支援プログラ

ム」（訪問相談、フリースペース、社会体験活動）の

普及・定着を図る。 

2 東京グリーン・キャ

ンパス・プログラム 

環境局・ 

総務局 

（首都大学東

京） 

自然環境部緑

環境課 

総務部企画計

理課 

 次世代の担い手である学生の緑地保全活動への参加

を通じて、緑の保全に対する関心の喚起や行動力の醸

成を促すことを目的に、東京都、地元市、地域ボラン

ティア団体と連携し、都市環境学部自然・文化ツーリ

ズムコースの講義の一環として、草地の維持管理につ

いての学習や、下草刈りや間伐作業、植生調査等を実

施している。 

3 東京体育館ランニン

グクラブ 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

ランニング愛好者を対象にＮＰＯ法人ニッポンラン

ナーズの指導者によるランニング指導を年間を通じて

実施することで、ランニングの楽しさや技術の向上を

図り、スポーツの日常化、選手の育成を図る。 

4 大人のための「はじ

めての武道体験」 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

大人を対象に、武道の素晴らしさや楽しさを紹介する

体験学習。 

5 パフォーマンスキッ

ズ・トーキョー 

生活文化局 文化振興部文

化事業課 

 子供たちの自主性、創造性、コミュニケーション能

力の向上を目的として、ダンスや演劇のプロのアー

ティストを学校やホールに派遣し、ワークショップを

行い、子供たちが主役のオリジナル舞台作品を発表す

る。 

6 国際交流・協力

TOKYO 連絡会 

生活文化局 都民生活部地

域活動推進課 

 国際交流、国際協力、在住外国人支援を活動目的と

するＮＰＯ等や国際交流協会との間で、情報交換・意

見交換を行い、東京都における国際交流・協力及び地

域の国際化の推進を図る。 

7 まちづくり支援事業 都市整備局 （公財）東京

都都市づくり

公社 

ある地域（まち）が抱えている課題を解決するた

め、地域の住民が行う自発的なまちづくり活動を支

援することを目的として、まちづくり支援制度を制

定し実施している。 

 この制度は､東京都内にある一定規模の区域､か

つ、まちづくりを行う意思のある住民グループの活

動であることを要件として、住民の勉強会経費、専

門家への相談経費、基本調査経費、施設整備経費、

及びイベント・シンポジウム開催経費の助成により

地域住民のまちづくり活動を支援している。 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

8 東京グリーンシッ

プ・アクション 

環境局 自然環境部緑

環境課 

 保全地域において、民間企業やＮＰＯ等との連携

による自然環境保全活動を実施し、企業が社内ボラ

ンティアの育成や社会貢献活動の場として保全地域

を活用し、都民が森林に親しみ、参加する機会を提

供する。 

9 環境配慮型データセ
ンター認定制度 

環境局 地球環境エネ

ルギー部総量

削減課 

 東京都内に立地するデータセンターのサーバー床

面積は全国の約 50％を占めており、BCP（事業継続

計画）の観点からデータセンターの利用は年々増加

している。 

 そこで、特定非営利活動法人日本データセンター

協会と協定を締結し、地球温暖化対策の推進に資す

る優れた取組を行っているデータセンターを評価・

認定し公表する「環境配慮型データセンター認定制

度」を協働して運営することで、データセンター自

身の省エネルギー対策を推進するとともに、環境配

慮型データセンターの普及及び利用促進を図る。 

10 保全地域体験プログ
ラム 

環境局 自然環境部緑

環境課 

身近な保全地域において、ボランティア団体等と連

携して未経験者でも参加しやすい保全活動体験プロ

グラムを都民に提供し、緑地保全活動の意義や自然

の魅力を体感してもらうことで、新たなボランティ

ア人材の掘り起こしと定着につなげる。 

11 食品衛生推進員事業 福祉保健局 健康安全部食

品監視課 

 食品関係営業者等の自主的衛生管理を促進するた

め、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者を「食

品衛生推進員」として知事が委嘱し、地域における

自主管理の推進、業界団体や飲食店営業者等への指

導、助言、保健所の事業への協力などを行う。 

12 花粉症の調査研究 福祉保健局 健康安全研究

センター健康

危機管理情報

課 

 都は、都民の花粉症予防のため、花粉自動測定・

予報システムを運用し、１時間単位の花粉飛散状況

及び花粉予報等を提供している。花粉自動測定・予

報システムの運用について特定非営利活動法人 花

粉情報協会と互いに連携し事業を実施する。 

 また、年 1 回、医療関係者や都民を対象とした

「花粉症予防・治療シンポジウム」を開催する。 

13 「自殺防止！東京

キャンペーン」特別

相談及び街頭キャン

ペーン 

福祉保健局 保健政策部保

健政策課 

自殺対策強化月間である９月と３月における「自殺

防止！東京キャンペーン」の取組として、ＮＰＯ法

人等が相談体制を強化して実施する電話相談及び相

談会について、相互協力して都民に周知する。 

また、ＮＰＯ法人等と協力し、キャンペーン周知用

チラシ等を街頭で配布することで、都民への自殺防

止の普及啓発を図る。 

14 東京ふれあいロー

ド・プログラム（Ｔ

Ｒみちづくりサポー

ト） 

建設局 道路管理部路

政課 

 道路の清掃や植栽の手入れなどの道路の美化活動

を、地域住民団体や企業等と協力して行うことによ

り、道路利用に関するモラルの向上と潤いのある道

路空間の創出を目指す。 

※「募集リーフレット」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３）事業協力 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

15 勝どき橋ミニツアー

／学生・技術者向け

テクニカルツアー 

建設局 道路管理部保

全課 

 「かちどき 橋の資料館」において、橋脚内にあ

る開閉していた当時のままの機械設備を見学するツ

アーを、毎週木曜日（年末年始を除く）に実施して

いる。 

 その他、勝鬨橋及び隅田川橋梁郡等の貴重な土木

施設を広く普及、紹介・継承するため開催する学

生・技術者向けツアー（テクニカルツアー）を随時

実施している。 

 ミニツアーなどの安全かつ円滑な運営にあたり、

東京都、(財)東京都道路整備保全公社及び東京都建設

防災ボランティア協会が協力して事業を実施してい

る。 

16 第４９回 目黒川ク

リーンアップ大作戦 

建設局 第二建設事務

所工事第二課 

【目的】 

目黒川沿いの住民や目黒区、目黒警察署、東京都第

二建設事務所と共に協働による清掃活動を通じ、一

層の河川愛護精神高揚を目指す 

【内容】 

目黒川沿いの道路上や植栽帯の中のゴミ、空き缶等

の収集を行う。 

不法占用物件・放置自転車・原付バイクについて

は、重点地域と定め、警告札を貼り目黒区が撤去す

る。 

17 平井川の川づくり 建設局 西多摩建設事

務所工事第二

課 

 平井川流域の自然や歴史を学び、身近な川づくり

を目指して活動している。 

 あきる野市内の住民が主体となって、川遊び、水

質検査、生物調査、清掃活動（河道のゴミ拾い等）

を実施しており、無償で活動している。 

18 霞川の川づくり 建設局 西多摩建設事

務所工事第二

課 

 霞川流域の自然や歴史を学び、身近な川づくりを

目指して活動している。 

 青梅市内の住民が主体となって、川遊び、水質検

査、生物調査、清掃活動（河道のゴミ拾い等）を実

施しており、無償で活動している。 

19 黒沢川の清掃 建設局 西多摩建設事

務所工事第二

課 

 青少年社会参加事業の一環として、地区内の小中

学校が主体となって自治会 

、小中学校 PTA ほか青梅市など多くの団体により清

掃活動を実施している。 

 具体的には、河道のゴミ拾い、草刈である。主催

者は地域団体で、無償で活動している。夏場年一回

行い、今年で３４回の実績となる。 

 都は、消耗品を支給している。 

20 多摩川の清掃 建設局 西多摩建設事

務所工事第二

課 

 青梅市とその第三セクター「青梅市みどりと水の

ふれあい事業推進協会」が主催し、国交省、環境

省、都が共催している。 

 開会式には、市長をはじめ地元衆参両院議員、都

議、当事務所職員が参加し 

ている。清掃作業は沿川の各自治会等から約４千人

ほどが参加している。 

 都は、軍手 2,000 組を支給している。 

21 境川クリーンアップ

作戦 

建設局 南多摩東部建

設事務所工事

課 

 境川の清掃活動を町田市民と相模原市民が協働で

行う事により、「地域コミュニティの育成」と「川

を大切にする心」や「自然環境美化・保全の意識高

揚」を目指す。 

（（３）事業協力 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

22 落合川いこいの水辺

ボランティア 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 落合川が真に市民のための水辺となるように、維持

管理の一部を「落合川いこいの水辺市民ボランティ

ア」が行うことにより、行政と市民との信頼関係に基

づいた良好な河川の維持管理を実現することを目的と

する。（落合川の老松橋～毘沙門橋の一部を月に２度

の割合で清掃している。）行政（都・市）は清掃事業

の一部を協力している。 

23 空堀川クリーンアッ

プ 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 空堀川 大沼田橋～高木橋までの河川清掃。年３回

実施。ＮＰＯ法人等が呼びかけ、地元自治会等が参加

し、行政（都・市）は清掃作業の一部を協力してい

る。 

24 わくわく川掃除＆川

あそび（黒目川） 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

①多くの市民に東久留米の川のすばらしさを知っても

らう。 

②自分たちの町の川を自分たちできれいにしようとい

う市民意識を高める。 

③子どもたちに川であそび自然とふれあうことの楽し

さを知らせる。 

④水や緑に関係のある行政や団体や個人の連帯を強め

る。 

25 落合川清掃活動 建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 落合川の河川清掃の一部区間を地元環境団体が実施

し、良好な河川環境を維持管理していくことを目的と

する。（落合川の宮下橋～御成橋の区間を月に１度の

割合で清掃している。）行政（都）は清掃事業の一部

を協力している。 

26 野川の清掃（国分寺

地区） 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 国分寺地区野川の環境保全に協力していく。野川 

一里塚・不動橋周辺及び押切橋付近の河川清掃。毎月

１回実施。行政（都）は清掃作業の一部を協力してい

る。 

27 金山調節池の湿地性

生態系と水辺環境の

保全活動 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 行政（都・市）とボランティアが協働して、調節池

の治水機能との整合を図りながら貴重な湿地性生態系

およびこれに関連する河川環境を保全していく。①湿

地性生態系および河川環境の観察・調査。 ②湿地性

生態系および河川環境の保全・改善。 ③湿地性生態

系および河川環境の保全に必要な広報活動。 

28 黒目川「河童の

クゥ」クリーン作戦 

建設局 北多摩北部建

設事務所工事

第二課 

 黒目川の河川環境を維持するため、地元市民でゴ

ミの清掃を行う。                                             

年１回実施（10 月頃）。黒目川 落合川合流点から

都大橋までの区間を実施。行政（都）は清掃作業の

一部を協力している。 

29 こいのぼりフェア

（東白鬚公園） 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

・南口広場で無数のこいのぼりを設置した利用促進

イベントを実施。公園を代表する地域の一大イベン

トになっている。期間中に巨大こいのぼり作りも行

う。 

30 すみだイルミネー

ション（東白鬚公

園） 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

・南口広場に地域ボランティアとイルミネーション

を設置し夜間の利用促進を図るイベントを実施。公

園を代表する地域の一大イベントになっている。 

31 さるえプレーパーク

（猿江恩賜公園） 

建設局 東部公園緑地

事務所管理課 

江東区の団体アソビバ江東と公園を使ってこども達

と遊んで遊びを指導するプレーパークを実施 

32 大自然塾（猿江恩賜
公園） 

建設局 東部公園緑地

事務所管理課 

園内の植栽管理作業 

 

33 特定非営利活動法人

こがねい子ども遊

パーク 

建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

 武蔵野公園内でのプレーパークの実施 

（（３）事業協力 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

34 ＮＰＯ法人冒険遊び

場の会 

建設局 西部公園緑地

事務所管理課 

・武蔵国分寺公園で開催するイベントへの企画運営

協力 

35 代々木公園「フラ

ワーランド再生」事

業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 フラワーランドの再生（バラ園、ハーブ園、実習

園、ワイルドフラワーの整備管理）。管理協定によ

る。 

36 代々木公園「花の小

径」事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 公園事業で整備した「花の小径」の花壇管理実

施。管理協定による。 

37 水元公園水産試験場

跡地ガイドボラン

ティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 水元公園水産試験場跡地内オニバス池等の一般開

放時に実施する見学者へのガイドを行う。（平成 13

年度からの継続事業） 

38 ふれあい鯉のぼり・

自主管理花壇 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

１．ふれあい鯉のぼり：一般の方々から提供のあっ

た鯉のぼりを公園内に掲揚し、風景の中に蘇らせる

とともに、来園者が世代を超えた思い出を共有でき

るように創出する。（季節感の演出・地域交流の

場）                       

２．自主管理花壇：公園内の特定の花壇管理をボラ

ンティア自身により体験してもらう。（協働管理事

業） 

39 22 世紀都市の森づく

り・神代 

建設局 （公財）東京

都公園協会 
 神代植物公園の拡張区域（東地区１ha）で植樹作

業から育成作業までをボランティアの自主的な運営

で 100 年をかけて郷土の森をつくる。 

40 日本赤十字社による

迷子相談ボランティ

ア活動 

建設局 (公財)東京動

物園協会 

ゴールデンウィークなどの繁忙時における、迷子相

談所の運営、迷子保護及び捜索活動など。 

27 年度は 9 日間、延べ 385 名の参加者があった。 

41 里海体験イベント 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 葛西海浜公園西なぎさで子どもたちに潮干狩り、

海水浴体験、水遊び、和船乗船、二枚貝や海藻の育

成などを体験してもらい、身近な海や生き物、海辺

での先人達の活動・文化等を学習・理解させ、環境

教育や環境保全啓発の一環とする。 

42 葛西臨海たんけん隊 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 葛西海浜公園西なぎさで子どもたちに参加体験型

の環境学習プログラムを提供し、公園の魅力を広め

るとともに、災害時対応プログラムによって地域住

民への防災教育の一環とし、公園の多様な機能を実

体験してもらう。 

43 野鳥観察会 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 西なぎさや東なぎさを訪れる野鳥の観察会を行い、

葛西海浜公園の自然を体験していただき、公園への理

解を深めてもらう。 

44 障害者が働く駅構内

店舗の設置（大門

駅） 

交通局 資産運用部事

業開発課 

 障害者の自立及び雇用を支援するため、関係団体等

と調整を進め、障害者が働く店舗を駅構内に設置す

る。 

◆大門（障害者店舗）出店  

 ○交通局が事業主体に行政財産使用許可  

 ○開店 平成 20 年３月 18 日  

 ○大江戸線大門駅 改札外コンコース 12.7 ㎡  

 ○焼きたてパン及びコーヒー等の飲料のテイクアウ

ト専門 

（（３）事業協力 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

45 障害者が働く駅構内

店舗の設置（西日暮

里駅） 

交通局 資産運用部事

業開発課 

 障害者の自立及び雇用を支援するため、関係団体等

と調整を進め、障害者が働く店舗を駅構内に設置す

る。 

◆西日暮里駅（障害者店舗）出店 

 ○交通局が荒川区に行政財産使用許可 

 ○開店 平成 25 年３月６日 

 ○日暮里・舎人ライナー西日暮里駅 改札外コン

コース 7.86 ㎡ 

 ○知的障害者支援施設で製造したパン及び飲料等を

ワゴン販売 

46 コアジサシ保護活動 下水道局 森ケ崎水再生

センター 

目的／ 環境省レッドデーターブックで絶滅危惧種に

指定されている夏の渡り鳥「コアジサシ」をセンター

覆蓋屋上で保護するとともに、周辺水環境の保全の重

要性について理解を深める。 

内容／ 平成 13 年 6 月にセンター水処理施設の覆蓋

屋上にコアジサシが営巣しているのが発見され、コア

ジサシ保護のため、大田区の環境保護団体（ＮＰＯ）

及び大田区との協働作業により、13 年度から 14 年度

にかけて営巣地（2.8ha）を整備した。 

 その結果、14 年度には約 2,000 羽、15 年度には約

4,000 羽の飛来があり大成功を収めた。16 年度はコア

ジサシの嫌う草が生い茂ったため、コアジサシの飛来

はあったもの営巣は１組のみであった。このため、16

年度末には、覆蓋の防護機能を持ちながらコアジサシ

の営巣地の草原化を防ぐために砂利を敷き均すことに

なり、合計 6.2ha の広さの覆蓋屋上がコアジサシ営巣

に活用できるようになった。 

ＮＰＯの活動としては、営巣地の維持管理、コアジサ

シの生態調査、観察会、営巣を誘導するための「デコ

イ」をボランティアを募り設置などを行った。 

 平成 17 年から 25 年度の間、コアジサシの営巣は少

数だったが、カラス除けなどの対策により平成 26 年

度から営巣、孵化の数が大幅に増加している状況であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３）事業協力 ） 
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（４）委託 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 非行少年立ち直りワ

ンストップセンター

（「ぴあすぽ」）事

業 

青少年・治安

対策本部 

総合対策部青

少年課 

 非行等の問題を抱える少年の立ち直りを支援するた

め、就学・就労、生活全般等の相談対応、支援等をワ

ンストップサービスで行う施設を運営している。 

2 傷病野生鳥獣の一時

保護飼養 

総務局 小笠原支庁産

業課 

都では、現地ＮＰＯ団体に傷病鳥獣の一時飼養の委託

を実施している。野生傷病鳥獣が発見された場合、都

担当者が現地ＮＰＯ団体に対して一時飼養依頼を行

い、放鳥獣が可能となるまで飼養を行う。平成２７年

度実績は１３０件である。 

3 東京オリンピック開

催記念「駒沢キッズ

レスリングデー」 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

レスリングを楽しみながら体験することを通して、身

体づくりの大切さ、生涯にわたってスポーツを楽しむ

能力や態度を育むとともに、仲間づくりの機会を提供

する。【内容】①初心者・初級者対象にマット運動や

レスリングの基本技術の練習 ／②経験者・中級者以

上対象に各種レスリング技術やスパーリング等の練習 

4 格闘技スポーツ体験

プログラム 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

一般都民を対象に、観戦スポーツで人気の高い格闘技

の体験プログラムを提供し、スポーツを「見る」から

「する」への移行を促進し、新たなスポーツ人口の拡

大に寄与する。 

5 障害者ふれあいス

ポーツ交流会 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

知的及び身体障害者とその保護者を対象に、障害に応

じて楽しめる水泳によるスポーツ交流会を実施し、ス

ポーツ活動の日常化、習慣化へのきっかけとする。ま

た、参加者間及びボランティアとのスポーツを通じた

ふれあいを図る機会を提供する。 

 

6 多摩の森・大自然塾 環境局 自然環境部緑

環境課 

 多摩地域の森林をフィールドとして森林ボランティ

ア活動を推進するＮＰＯ法人との協働により、森林の

整備を進め、森林ボランティア活動に自主的、継続的

に参加してくれる人材を育成する。 

7 野生動物の救護と野

生復帰 

環境局 自然環境部計

画課 

 都民から発見・連絡のあった傷病野生鳥獣等を収

容し、一時保護飼養及び野生復帰のためのリハビリ

等を行うことにより、野生鳥獣の保護に寄与すると

ともに、野生鳥獣保護思想の普及を図っている。 

8 東京都ＨＩＶ／エイ

ズ電話相談事業 

福祉保健局 健康安全部感

染症対策課 
 平日の９時～21 時と土・日・祝日 14 時～17 時、

都民の感染不安を解消するとともに様々な疑問に答

えるため、ＮＰＯに委託して電話相談を実施してい

る。 

 相談事業の資質の向上と、ＨＩＶ／エイズ電話相

談事業を委託している２団体の連携を促進する目的

で、連絡会を毎月実施している。 

9 「自殺防止！東京

キャンペーン」特別

相談 

福祉保健局 保健政策部保

健政策課 

自殺対策強化月間である９月と３月における「自

殺防止！東京キャンペーン」の取組として、期間を

限定して電話相談の受付時間を延長する『特別相

談』を実施する。 

10 東京都自殺相談ダイ

ヤル～こころといの

ちのほっとライン～ 

福祉保健局 保健政策部保

健政策課 
14 時から翌朝６時（受付は翌朝５時半）まで年中

無休で実施する自殺相談専用の電話相談窓口を設置

し、自殺の悩みを抱える人の相談に応じるととも

に、各分野の専門相談機関と連携し、相談者への積

極的な支援を行う。 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

11 東京都自殺未遂者対

応地域連携支援事業

～東京都こころとい

のちのサポートネッ

ト～ 

福祉保健局 保健政策部保

健政策課 

救急医療機関等に搬送された自殺未遂者を、地域

で継続して支援できる医療機関や相談支援機関等に

つなげることで、自殺未遂者が再度自殺を図ること

を防ぐための相談窓口「東京都こころといのちのサ

ポートネット」を設置し、９時から 17 時まで年中無

休で実施している。 

12 東京都難病相談・支

援センター事業 

福祉保健局 保健政策部疾

病対策課 

地域で生活する難病患者等の日常生活における相

談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点とし

て、東京都難病相談・支援センターを設置してい

る。 

13 敬老室の管理業務委

託 

福祉保健局 （公財）城北

労働・福祉セ

ンター 

 敬老室は、山谷地域に居住する高齢者に対して、

相互交流及び自己啓発を促進する場であるととも

に、高齢者の悩み等に関する相談事業などを行う場

でもある。 

 その管理業務をＮＰＯ法人に委託している。 

14 アルコール依存症者

へのデイケア 

福祉保健局 （公財）城北

労働・福祉セ

ンター 

 センターの相談来所者のうち、アルコール依存症

にある者の自立更生を図るため、デイケア（アル

コール依存症から脱却し、社会復帰するための更生

プログラム）事業を実施するＮＰＯ法人に宿泊訓練

を委託する。 

15 娯楽室健康相談 福祉保健局 （公財）城北

労働・福祉セ

ンター 

 労働者が自分の健康状態を気軽に確認できるだけ

でなく、自分自身で健康を管理するきっかけをつく

ることを目的として、毎月第２水曜日及び第４土曜

日にセンター娯楽室で血圧検査などの簡単な「健康

相談」をＮＰＯ法人に委託して行う。 

16 寄せ場健康相談 福祉保健局 （公財）城北

労働・福祉セ

ンター 

 労働者が気軽に健康面の相談をしたり、生活指導

等を受けたりする場として、センター寄せ場にブー

スを設置し、保健師による健康相談をＮＰＯ法人に

委託して毎日実施する。 

17 巡回健康相談 福祉保健局 （公財）城北

労働・福祉セ

ンター 

 山谷地域の労働者の中には、体調が悪くても、極

端に症状が悪化するまで放置する者が多い。これは

本人だけの問題ではなく、特に結核などの感染症の

場合は、その蔓延につながるおそれがあり、早期に

発見し、確実に治療につなげる必要がある。 

 こうした事態を未然に防ぐため、保健師が簡易宿

所に出向いて（毎週月・水）、健康相談を実施し、

問題があれば、台東区・荒川区の保健所・福祉事務

所と協働して確実に医療措置につなげる。その業務

をＮＰＯ法人に委託して実施している。 

18 里親支援機関事業 福祉保健局 少子社会対策

部育成支援課 

 里親支援策を拡充し、更なる里親制度の普及促進

や里親委託を推進することを目的に、次のとおり、

里親支援機関事業を実施する。 

（１）里親委託支援等（里親委託等推進員配置、里

親委託等推進委員会運営） 

（２）養育体験の実施 

（３）里親家庭への訪問支援（新規委託時フォロー

アップ、定期巡回訪問等） 

（４）里親等の相互交流 

（５）里親の新規開拓・普及啓発などに関する取組 

（６）学習ボランティア開拓・派遣調整 

 

 

 

（（４）委託 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

19 里親養育力向上総合

プログラム事業等及

び養育家庭支援事業 

福祉保健局 少子社会対策

部育成支援課 

◆里親養育力向上総合プログラム事業 

子供の養育に関する知識・技術向上のための里親研

修や子供の養育に関する幅広い情報の里親への提供

などを総合的に実施する。 

◆養育家庭支援事業 

里親同士や里親と児童相談所との交流促進を図り、

養育家庭が抱える日常的な相談に応じるための養育

家庭支援員を配置する。 

20 小児慢性特定疾病児

童等自立支援事業 

福祉保健局 少子社会対策

部家庭支援課 

 慢性的な疾病にかかっていることにより、長期に

わたり療養を必要とする児童等の健全育成及び自立

促進を図るため、児童及びその家族からの相談に応

じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関

係機関との連絡調整等を行う。 

１ 電話相談 

２ ピアサポート 

３ 遊びのボランティア派遣 

４ 自立支援員の配置 

21 東京都盲ろう者通

訳・介助者派遣事業 

福祉保健局 障害者施策推

進部計画課 

盲ろう者のコミュニケーション及び移動の自由を確

保し、社会参加を促進するため、盲ろう者に対し

て、通訳・介助者を派遣して、盲ろう者の福祉の増

進を図る。 

22 東京都夜間こころの

電話相談事業 

福祉保健局 障害者施策推

進部精神保健

医療課 

夜間に起こるこころ（精神）の状態悪化に関する相

談に対応できる体制を確保し、相談者のストレスの

解消や医療への受診を働きかけることによって、病

状緩和や自殺予防に資するため、毎日１７時から２

２時まで（受付は２１時３０分まで）電話相談を実

施している。 

23 就活アプローチ事業 産業労働局 雇用就業部就

業推進課 

 仕事による社会的自立が必要にもかかわらず就職活

動に踏み出せないでいる若者を対象に、専門スタッフ

のもとで７週間クラスの仲間（15 人程度）と共に、就

労に必要な基礎的訓練と就業体験とを段階的に組み合

わせた支援メニュー及び若者支援に携わっているス

タッフ向けのセミナーを実施する。 

【事業内容】 

（１）新ワークスタート支援プログラム 

 就労に向けた基礎的訓練及び就労体験を組み合わせ

て社会参加を促すとともに、就労への動機付けを行

う。また、受講生を細かくフォローし、適宜個別相談

を行う。 

（２）若年者就業支援者向けセミナー 

 上記プログラムの周知及び支援ノウハウの提供を目

的として、若者支援に携わるＮＰＯや行政機関等向け

にセミナーを実施する。 

24 井の頭恩賜公園かい

ぼり事業 

建設局 西部公園緑地

事務所工事課 
井の頭恩賜公園の井の頭池で、平成 25 年度および平

成 27 年度に生態系の回復や水質改善を目的として池

の水を干し上げる「かいぼり」を行い、外来種の駆除

を市民協働で実施した。また、かいぼり後の生きもの

の回復状況を把握するため、市民ボランティアと共に

継続的にモニタリング調査を行っている。 

（（４）委託 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

25 和泉庁舎花壇管理作

業委託 

水道局 西部支所庶務

課 

 永福町駅周辺の商店街や町会は地域美化活動とし

て、駅周辺の井の頭通り沿いに花プランターなどを置

く「花いっぱい運動」に取り組んでいる。和泉庁舎に

おいてもこの運動に賛同し、玄関脇の雨水循環式池

（漏水により停止）の跡地を利用し花壇を整備した。

この花壇の水やりや花がら摘みなどについて、上記シ

ルバー人材センターと作業委託契約を締結し、美観を

保つよう花壇の維持管理を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（４）委託 ） 
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（５）情報提供・情報交換 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 東京都分譲マンショ

ン管理・建替え協議

会 

都市整備局 住宅政策推進

部マンション

課 

 分譲マンションに係る関係団体と東京都をはじめと

する行政機関がそれぞれの役割分担の下に、ゆとりと

魅力ある分譲マンション居住の実現を目指し、東京都

における分譲マンションに関する諸課題に取り組んで

いくため設置。 

2 食を通じた健康づく

りの支援 

福祉保健局 保健政策部健

康推進課 

 各保健所が地域活動栄養士会や地域の食生活関連団

体等と連携して、地域住民を対象とした栄養・食生活

に関する講習会等を行っている。 

3 鶴見川整備に関する

意見交換会 

建設局 南多摩東部建

設事務所工事

課 

 鶴見川について意見交換を行い、より良い河川整備

を目指す。 

 また、様々な意見交換を行う。 

4 みどりの i プラザ 都

立公園等ボランティ

アの情報提供 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 緑と水に係わるボランティア活動の情報提供や情報

発信を行い活動を支援することを目的に次の事業を実

施している。都立公園等で活動する 230 余りのボラン

ティア団体情報（東京都建設局が毎年行う都立公園に

おける都民協働団体調査結果）を、毎年団体別にシー

ト制作等を行い,みどりの i プラザ情報コーナーでファ

イル形式で来館者が閲覧できるようにしている。（平

成 20 年度～） 

5 多摩動物公園・「樹

木環境ネットワー

ク」によるボラン

ティア活動 

建設局 (公財)東京動物

園協会 

多摩動物公園を取り囲む開園以来手つかずの暗い雑木

林を、保全管理することによって、コナラ・クヌギを

主とした雑木林として再生し、多様な生物相の復活を

目指す活動を行っている。 また、来園者に親しまれ

る明るく開放的な景観をつくり、レクリエーションや

教育の場として活用できる森づくりを行っている。 
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（６）ボランティアの参加・協力 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 体育施設・公園一体

化事業クリスマスイ

ベント in 駒沢（駒沢

6 時間耐久レース等） 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

ジョギングコースと陸上競技場を使用したランニング

イベント（駒沢 6 時間耐久レース）及び中央広場を活

用したクリスマスイベント、ランニング教室やクリス

マスツリーづくり等を実施。 

2 出前講座（コン

シューマー・エイド

の派遣） 

生活文化局 消費生活総合

センター活動

推進課 

 「届ける教育」事業として、出前講座を実施してい

る。学校・各種団体・グループが企画・実施する講座

に、消費者問題に関する一定の知識を身につけた者を

コンシューマー・エイド（消費者啓発員）として派遣

している。 

3 出前寄席 生活文化局 消費生活総合

センター活動

推進課 

 悪質商法の実態や問題点、対応策その他消費者に有

益な情報等を落語等により都民にわかりやすく伝え、

消費者被害の未然防止等を図る。利用者からの申込み

に応じ、落語・漫才・コントによる消費者問題啓発グ

ループを派遣している。 

4 東京都江戸東京博物

館ボランティア（本

館） 

生活文化局 文化振興部企

画調整課 

■展示ガイドボランティア 

 ⅰ）江戸東京博物館の常設展示を日本語と外国語

（英語、フランス語など計６言語）でガイドする活動 

 ⅱ）団体の観覧に先立つ事前展示ガイド 

 ⅲ）下見・実踏案内 

 ⅳ）こども学習相談  

■博学連携ボランティア  小中高大学生の訪問学習

支援  

■ふれあい学習ボランティア 江戸東京の伝統芸能、

文化に関する各種体験講座の企画・運営 

5 江戸東京たてもの園

ボランティア（東京

都江戸東京博物館・

分館） 

生活文化局 文化振興部企

画調整課 

 園内茅葺き民家において燻煙と炉端での昔語りや風

車作りなどの自主活動を行うほか、団体向け園内ガイ

ド、下町夕涼みなどのイベントへの協力活動を行って

いる。 

6 東京都写真美術館ボ

ランティア 

生活文化局 文化振興部企

画調整課 

 写真美術館ボランティアスタッフは、暗室での写真

プリントやアニメーションのワークショップ、スクー

ルプログラムのサポートスタッフとしての活動を中心

に普及事業の支援活動を行っている。また、恵比寿映

像祭についても支援活動を行っている。 

7 東京都現代美術館

（ガイドスタッフ）

ボランティア 

生活文化局 文化振興部企

画調整課 

 現代美術館と観覧者との架け橋として、ボラン

ティアが、常設展示の作品解説を行う。 

 

8 アート・コミュニ

ケーション事業（と

びらプロジェクト） 

生活文化局 文化振興部企

画調整課 

 本事業は、東京都美術館と東京藝術大学が連携し

て行うアートを介したコミュニティを作るプロジェ

クトである。一般公募のアート・コミュニケータ

（ボランティア）を「とびラー」と呼び、学芸員や

大学教授らと共に活動を行っている。 

[事業内容] 

・展覧会会期中における作品鑑賞プログラムの実施 

・障害のある方々等を対象とした特別鑑賞会の開催 

・美術館の建物を見て回るツアーの開催 

・学校と連携した鑑賞授業プログラムの実施 

・上野公園内にある文化施設をつなぐ活動の推進 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

9 東京都防災（語学）

ボランティア 

生活文化局 都民生活部地

域活動推進課 

 震災等の大規模な災害時に、語学能力を活用して

被災外国人等を支援するために、一定以上の語学力

を有する都民や外国人等を東京都防災（語学）ボラ

ンティアとして募集・選考・登録する。東京都防災

(語学）ボランティアニュースの発行や東京都防災

（語学）ボランティア研修会等を実施している。 

10 東京都防災ボラン

ティア（応急危険度

判定員）の養成 

都市整備局 市街地建築部

建築企画課 

 地震後、余震等による二次災害を防止するための

被災建築物の応急危険度判定を実施する防災ボラン

ティアの養成等を行う。 

11 東京都多摩環境事務

所自然公園ボラン

ティア登録 

環境局 多摩環境事務

所自然環境課 

 都民との協働により都が管理する自然公園の保護

と適正な利用の推進を図るため、ビジターセンター

に自然公園ボランティアを設置し登録を行う。 

12 東京都サポートレン

ジャー登録 

環境局 環境局自然環

境部緑環境課 

多摩環境事務

所自然環境課 

 都民との協働により都が管理する自然公園の保護

と適正な利用・管理の推進を図るため、東京都自然

保護指導員（都レンジャー）の業務を補佐する東京

都サポートレンジャーの登録を行う。 

13 薬用植物園ガイド案

内 

福祉保健局 健康安全研究

センター健康

危機管理情報

課 

 月、火曜日を除く毎日、園内において都が認定し

たガイドボランティアが、来園者に対して園内ガイ

ド（予約制及びスポットガイド）を行うとともにイ

ベント開催時の受付等を行っている。 

 また、毎週月曜日には園内のロックガーデンの整

備を行っている。 

 平成 27 年度は予約ガイドを 19 件及びスポットガ

イドを 762 件、イベント開催時の受付等を 110 件行

うとともに、独自の園内イベントとして、「ラベン

ダースティックづくり」を６月に２日間、作品展示

会を１月に６日間開催した。 

14 薬用植物園のおける

市民等との協働によ

る薬用植物等の栽培

事業（ふれあいガー

デンボランティア） 

福祉保健局 健康安全研究

センター健康

危機管理情報

課 

 園内 1,600 ㎡部分を薬用植物等の栽培を体験的に

学び交流する場として市民ボランティアへ貸し出し

を行っている。平成 27 年度はアイ、サトイモ、ヘチ

マ等 40 種類を栽培した。ボランティア独自イベント

として８月に藍染め会、11 月にタマネギ染め会、12

月に芋煮会、2 月に蕎麦団子会を行った。 

15 飼い主のいない猫と

の共生支援事業 

福祉保健局 健康安全部環

境保健衛生課 

  人と猫との共生に向けて、地域でのルールを作

り、住民主体で民間団体及び行政が協働していく仕

組みづくりを支援するため、地域住民の活動を支援

する区市町村を対象とし、住民間での合意形成に向

けた取組への助言や猫の不妊去勢等の技術的、専門

的支援を行っている。 

16 動物愛護推進員事業 福祉保健局 健康安全部環

境保健衛生課 

 地域における動物愛護及び適正飼養について、住

民の理解を深める活動を行う動物愛護推進員を委嘱

している。 

 推進員は区市町村、動物愛護団体等からの推薦に

よるボランティアで、15 年度から委嘱を開始（委嘱

期間３年、約 300 名）。27 年度には、再任を含む

117 名を委嘱した。 

 推進員の委嘱の推進及び推進員活動に対する支援

策等を協議するため、動物愛護を目的とする公益法

人、一般社団法人及び獣医師会等で構成される「東

京都動物愛護推進協議会」を設置している。 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

17 エイズの知識・予防

に関する普及啓発 

福祉保健局 健康安全部感

染症対策課 

 エイズ予防に関する情報の発信・集い・学習の拠

点となる場所を提供するとともに、青少年等を対象

とする各種勉強会・講演会等を実施する。 

 また、青少年を中心としたＮＰＯ等が自ら参加型

勉強会等を企画、実施する場を提供する。 

 ＭＳＭ（男性間で性行為を行う者）、性風俗従事

者等個別の対策が必要な層に向けて、講習会等を実

施する。 

 

18 都立高齢者福祉施設

（養護老人ホーム・

ナーシングホーム

（特養・老健施

設））での利用者

サービスの支援 

福祉保健局 高齢社会対策

部施設支援課 

○ 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等での行

事の手伝い、所外活動での利用者付き添い、クラブ

活動の指導、学生ボランティア体験学習など幅広く

活動の場を提供している。 

19 メンタルフレンド

（ふれあい心の友）

派遣事業 

福祉保健局 東京都児童相

談センター事

業課 

 様々な社会的不適応を示し、家に閉じこもりがち

な児童に対する児童相談所の訪問指導等の一環とし

て、18 歳から 30 歳未満のボランティアの青年（メ

ンタルフレンド）を派遣し、児童、保護者とのふれ

あいの中で、児童の自主性・社会性の伸長を援助す

る。 

20 北療育医療センター

及び北療育医療セン

ター城南分園、府中

療育センターにおけ

るボランティアの受

入 

福祉保健局 障害者施策推

進部施設サー

ビス支援課 

北療育医療センターでは、行事等にボランティアと

しての参加をお願いし、イベント、行事手伝い等運

営上の協力をしていただいており、利用者の QOL の

向上に欠かせない存在となっている。 

また、日常生活・療育活動（入園児の入浴介助・衣

類のボタン付けなどの縫製奉仕・病棟におけるグ

ループ活動等）など、様々な援助をお願いしてい

る。北療育医療センター城南分園では、通園、通所

の行事における実演や運営補助のボランティアをお

願いしている。 

府中療育センターでは、各種行事（音楽等の実演、

運営補助）の他、季節ごとの花壇の植替え、衣類の 

補修やリネン交換、利用者の日中における個別やグ

ループでの活動支援等をお願いしている。 

21 都立児童養護施設及

び障害者（児）施設

におけるボランティ

アの受入 

福祉保健局 少子社会対策

部育成支援課 

障害者施策推

進部施設サー

ビス支援課 

○ 児童養護施設における学習ボランティア・生活

ボランティア 

 児童（小学生・中学生）の学力の向上を図るため

の学習指導や余暇活動（スポーツや英会話等）、長

期休暇中の外出・お祭りなどへの援助をお願いして

いる。 

○ 障害者（児）施設におけるボランティアの受入 

 利用者の方々の生活を潤いと変化のあるものとす

るため、余暇活動やレクリエーション、園内行事へ

の参加、利用者の外出時の付き添いなど、様々な支

援をお願いしている。 

22 巡回図書サービス 病院経営本部 広尾病院 入院患者の療養環境の向上を図るため、病棟を巡回し

て図書を貸し出す（図書は職員・一般からの寄付）。 

 院内コンサート   ハートフルコンサート、クリスマスコンサートを、年

間２回開催している。 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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(22) 外来案内・小児病棟

におけるボランティ

ア 

(病院経営本部) (広尾病院) 患者サービスの向上、病院と地域社会のつながりを深

めることなどを目的として、小児病棟における乳幼児

の遊び相手やイベントの手伝い、外来部門における案

内や患者の手助けを行う。 

 園芸ボランティア   屋上庭園「太陽の庭」及び院内緑地に草花を植えると

ともに手入れを行う。 

 ホスピタル・クラウ

ン 
  患者サービスの向上を目的として、小児病棟における

入院患者にマジックやバルーンアートを行う。 

23 院内コンサート 病院経営本部 大塚病院  月 1 回程度、地下 1 階ホールにおいてコンサートを

開催している。 

 外来・病棟ボラン

ティア 

病院経営本部  ○外来案内ボランティア 

  外来診察室から地下 1 階の検査室やレントゲン室

への患者案内、車椅子を押して誘導等 

○病棟ボランティア 

 ・移動図書…本の整備や病室を回り貸し出し、返

却等 

 ・傾聴…患者さんの話し相手 

 ・小児科ボランティア…子どもの遊び相手や本の

読み聞かせ 等 

24 外来エリア・緩和ケ

ア病棟におけるボラ

ンティア 

病院経営本部 駒込病院  緩和ケア病棟において、患者へのティーサービス

や季節に応じたイベントの手伝い等を行っている。

また、外来エリアでは、外来患者の案内や車椅子患

者の介助等を行っている。 

25 外来患者の誘導・診

療受付補助 

病院経営本部 墨東病院  患者の案内（診療場所・窓口・検査室等）、再来

機・自動精算機の操作補助、受診票や予診票の代

筆、小さな子どもの相手を行う。 

 巡回図書サービス    入院患者向けに病棟を巡回し、本の貸し出しを

行っている。（毎週水曜日） 

 朗読サービス    入院患者向けに図書の朗読を行っている。（第

一・第三水曜日、毎週金曜日） 

 現在、朗読を行っているのは一病棟だが、希望が

あれば、患者さんの部屋で朗読を行う。 

 音楽ボランティアに

よるミニコンサート 
   定期的（三ヶ月に一回程度・土曜日の午後）に、

院内のロビーにてコンサートを行う。 

26 患者接遇等のボラン

ティア活動（総合案

内） 

病院経営本部 多摩総合医療

センター 

病院案内の手助け 

 院内各所への案内、体が不自由な方への手助け、

予約申込の手助け 

 

27 病院ボランティア 病院経営本部 神経病院  主として病棟で、患者とのふれあいを通じて、潤

いのある入院生活を送っていただく一助とする。活

動内容は、話し相手、散歩の付添い、リハビリ送

迎、談話室図書の整理およびリハビリ室においての

ピアノの演奏（バックミュージック）などを中心と

する。 

 月に 1 度談話室・病棟でのオルガニート演奏を実

施しているほか、不定期に人形劇や折り紙教室のボ

ランティア活動もしている。また、エレベーターの

待ち時間が長いため、ホール前に折り紙で飾り付け

を行ったりなぞなぞを掲示するなど、待ち時間も楽

しめるような工夫をしている。 

 フラダンス    病院職員とボランティアによるフラダンスショー

を開催することで、患者さんに楽しいひとときを提

供する。 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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(27) キャンドルサービス (病院経営本

部) 

(神経病院)  看護学校の学生が患者のベッドサイドをまわり、

キャンドルサービスを行う。患者とのふれあいを通

じて、潤いのある入院生活を送っていただく一助と

する。 

 筝演奏ボランティア    音楽を通じて、患者さんに憩いの時間を提供す

る。 

 バイオリン演奏ボラ

ンティア 
   音楽を通じて、患者さんに憩いの時間を提供す

る。 

 コーラスボランティ

ア 
  「新たのしいコーラス」団体へ依頼をし、コーラス

イベントを開催している。童謡・海外の民謡・歌謡

曲など様々な曲を披露。入院中も患者さんにたのし

い時間を過ごしていただくことを目的とする。 

28 おもちゃ美術館活動 病院経営本部 小児総合医療

センター 

日本グッド・トイ委員会のおもちゃコンサルタント

が病棟を訪問し、病児とその家族への遊びの支援を

行う。 

 学習補助    デイケアのプログラムの一環として行っている学

習の補助。 

 農作業活動    デイケアのプログラムの一環として取り入れている

農作業の作業補助。 

 外来活動    外来患者に対するサービス向上のため、外来待合

コーナーにある絵本の修理や消毒を行う。 

 キッズルーム活動    患者サービス向上のため、病棟にて保護者が面会中

に、患児の兄弟姉妹（生後３ヶ月以上～就学前）をお

預かりし、一時的にお世話する。 

 病棟活動    入院患者サービス向上のため、入院患者の遊び相

手、入院患者さん向けに病棟を巡回し本の貸し出し、

絵本の読み聞かせなどを行う。 

 森のライブラリー活

動 
   医療情報閲覧室の運営、書棚の整理、利用者へのご

案内等を行う。 

 ホスピタルクラウン

活動 
   患者サービス向上のため、病棟のベッドサイドでパ

フォーマンスを行い、患者さん一人一人と関わる。 

 アニマルセラピー犬

活動 
   入院中のお子さんや付き添いのご家族の不安を減

らし、癒しを提供することを目的として、病棟を訪

問する。 

29 園芸 病院経営本部 松沢病院  来院者及び地域住民に楽しんでもらうため病院敷

地内通路周辺に花を植える。 

 ヨーガ    心身の回復のためデイケアや病棟でヨーガを教え

る。 

 患者様の話し相手    病棟及びデイケアで患者さんの話し相手や簡単な

ゲーム・レクリエーションの相手となり、療養生活

に変化を持たせる。 

 音楽演奏    病棟、ホール等において音楽演奏や合唱を行い、

入院生活や来院時に潤いを持たせる。 

 美容    病棟及びデイケアにおいて患者様に化粧等を行

い、療養生活に潤いを持たせる。 

 デイケアのお手伝い    デイケアプログラムに一緒に参加していただき、

患者様の意欲の向上を図る。 

 アロマの香りを楽し

む 
   病棟で患者様にアロマを行い、療養生活に潤いを

持たせる。 

 総合受付ホール飾り

付け 
   生け花及び時期ごとの行事を象徴する人形や飾り

物を展示し、来院者が楽しく親しめる雰囲気作りを

図る。 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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30 病棟等の整理と患者

付き添い補助 

病院経営本部 東部地域病院 作業療法士の専門学生が週１～２日程度実施してい

る。 

病棟のワゴン等の整備、リハビリ室への患者付き添

い補助、リハビリ室の整理清掃等 

 小児病棟のおもちゃ

の清掃整理 
  小児病棟のおもちゃを消毒して安全に使用できるよ

うに管理する。 

月１～２日程度 

 院内コンサート   年１～２回、１階玄関ホールにてコンサートを実施

している。 

ピアニストやプロ歌手による演奏及び職員による演

奏も一緒に実施している。 

31 入院・外来患者のご

案内 

病院経営本部 多摩南部地域

病院 

（１）入院患者案内について 

入院する患者さんを１階受付から各病棟へ案内す

る。 

（２）外来患者案内について 

外来初診患者の受付の手伝い、申込書の記入補助、

患者・見舞い客等の院内案内。 

（１）、（２）ともに平成９年度から開始、平成 19

年 12 月より中断していたが、平成 21 年度より再

開。 

 院内コンサート    １階エントランスホールにおいて、月１回または

２回（年間 12 回程度）コンサートを開催している。

平成９年度から開始。 

 ぽけっとらいぶら

りー 
   入院患者の療養環境の向上を図るため、毎週火曜

日に病棟を巡回して図書の貸し出しを行っている

（図書は寄付等）。平成 13 年度から開始。 

 作品の院内展示等    院内に、活動者の作成した絵画・作品の展示を行

う。 

 院内庭園の整備   院内庭園の（水やりや肥料やり、植え替え、ゴミ拾い

等）整備を行う。 

32 外来・入院案内 病院経営本部 大久保病院 患者サービスの一環として、患者さんへの病院案内

（院内の案内）をボランティアにより行っている。 

１ 外来に来られた患者さんの、検査室や診察室等へ

のご案内 

２ 身体の不自由な方の病院玄関からのご案内 

３ 初めて来院された方に「申込書」の書き方等のご

案内 

４ 入院される患者さんで、必要な方の病棟までのご

案内 

 図書サービス    患者さん向け図書サービスとして、外来や病棟に置

いてある本・雑誌の整理などを行っている。 

33 移動図書 病院経営本部 多摩北部医療

センター 

移動図書〈隔週〉……病棟を巡り、患者さんへ本の貸

し出しを行う。 

 患者さんに対する傾

聴 
   患者さんのお話しを聞いたりしてお話しをすること

によって、患者さんが療養生活を安心して過ごすこと

ができるようお手伝いをする。 

 園芸    外来玄関の周りに季節毎に花を植えてもらい、育

成・管理をしてもらっている。花を植えることによ

り、患者さんに季節感を感じてもらい、また綺麗な

花を見ることで元気になってもらえればという目的

もある。 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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(33) 院内コンサート (病院経営本

部) 

(多摩北部医

療センター) 

院内コンサート〈年１～２回〉……院内において、

ボランティア委員会が主催し無料コンサートを実施

する。 

平成２７年度については、①東京都交響楽団メン

バーによる弦楽四重奏 ②ビッグバンドジャズコン

サートの２回を実施した。いずれも楽団及びアマ

チュアバンドで、演奏者側から申し出を受けたもの

である。 

 病院総合案内   総合案内（外来の案内）……受付時等の患者さんの

補助、外来の案内。 

 草刈り   外来ロータリー周りを中心に、雑草の刈取り、除草

をしてもらっている。〈随時〉 

 本の読み聞かせ   小児科病棟において、入院患者に絵本の読み聞かせ

をする。〈週１回程度〉 

34 院内コンサート 病院経営本部 荏原病院  玄関ホールや病棟食堂において、ピアノ、フルー

ト、アイリッシュハープ等のコンサートを行う。 

 受診相談補助    申込書の記入補助、患者さんの案内を行う。 

 院内庭園の整備    ボランティア用花壇の整備（水やりや肥料やり、

植え替え等）を行う。 

 図書（荏原文庫）の

整備、巡回図書 
   外来や病棟食堂に設置されている本棚の整備及び

本の修理を行う。また、病棟を巡回しての図書の貸

出、小児科でのリーディングサービス、紙芝居を行

う。 

35 絵画・写真・押し花

の展示 

病院経営本部 豊島病院  外来フロア、検査室、病棟内に、活動者の作成し

た絵画・押し花・写真の展示を行う。 

 季節の集い・病棟コ

ンサート（七夕・ク

リスマス・その他） 

  七夕やクリスマス、その他季節毎の集い（茶話

会）、コンサート、朗読、屋上庭園の草花の手入れ

等を、緩和ケア病棟で行う。 

 外来案内    外来初診患者の受付・手助け、患者・御見舞客の

院内案内を行う。 

36 観光ボランティアの

活用 

産業労働局 観光部受入環

境課 

東京を訪れる国内外からの旅行者のニーズに対応し

利便性を図るため、観光ボランティアの育成などを

行い、情報提供体制の充実を図る。また、東京を訪

れる外国人旅行者に対して、観光ボランティアによ

る主要観光ルートのガイドサービスを提供すること

により「おもてなしの心」を伝え、訪都客の増大を

図る。 

37 東京都建設防災ボラ

ンティアとの協働

（災害時の初動対応

の充実） 

建設局 総務部総務課  東京都に大規模な地震や土砂災害が生じたとき、

公共機関等に協力し、公共土木施設、砂防施設及び

土砂災害危険箇所にかかる、被災情報の迅速な収集

や応急復旧などの支援活動を行うことで、被災地域

への円滑な救援活動や被災施設の早期普及等を図

る。 

38 ｢夢のみち｣フォーラ

ム（旧「地域主導の

みちづくりフォーラ

ム」平成 23 年度よ

り名称変更） 

建設局 道路管理部監

察指導課 

 「東京ふれあいロード・プログラム」認定団体を

はじめとする、都内でボランティア活動を行う団体

の相互連携・交流を目的とした｢夢のみち｣フォーラ

ムを開催し、各団体における活動の更なる活性化を

目指す。 

39 隅田川テラスの花壇

管理 

建設局 東京都第一建

設事務所管理

課 

 隅田川テラスの花壇の管理、植栽の植替え等の活動

を行うことにより、テラスの美化を推進し、潤いのあ

る水辺空間の保全に努める。①花壇拵え・散水等の花

壇の管理 ②植栽（花）の植替え等 ③花壇の植栽計

画の策定 ④花壇周辺部の清掃 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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40 隅田川テラスの花壇

管理 

建設局 東京都第五建

設事務所管理

課 

 隅田川テラスの花壇の管理、植栽の植替え等の活動

を行うことにより、テラスの美化を推進し、潤いのあ

る水辺空間の保全に努める。①花壇拵え・散水等の花

壇の管理 ②植栽（花）の植替え等 ③花壇の植栽計

画の策定 ④花壇周辺部の清掃 

41 隅田川クリーン大作

戦 

建設局 東京都第六建

設事務所管理

課 

 隅田川流域クリーンキャンペーン実行委員会が各ボ

ランティア団体、沿川住民、地元自治会、都、区など

公共団体等との協働による清掃活動を通じて、河川環

境の維持・改善や水辺の賑わい向上に向けた取り組み

を進めている。                                  

活動時期：６月、１０月                       

内容：テラス清掃活動 

42 隅田川テラスの花壇

管理（花守活動） 

建設局 東京都第六建

設事務所管理

課 

 隅田川テラスの花壇の管理、植栽の植替え等の活動

を行うことにより、テラスの美化を推進し、潤いのあ

る水辺空間の保全に努める。①花壇拵え・散水等の花

壇の管理 ②植栽（花）の植替え等 ③花壇の植栽計

画の策定 ④花壇周辺部の清掃 

43 みんなでつくり育て

る「どじょう池（ビ

オトープ）」（野

川） 

建設局 北多摩南部建

設事務所工事

第二課 

 北多摩南部建設事務所と市民団体「みんなでつくる

野川ビオトープの会」は適正な水環境の再生を図るこ

とを目的に、ビオトープ創出の一環として野川第一調

節池内に「どじょう池」を協働してつくり、維持管理

している。 

 現在、「どじょう池」が野川自然再生事業の区域と

なっているため、自然再生事業の管理運営団体（市民

組織）にグループとして加入し、協働している。 

44 上野桜守の会 建設局 東部公園緑地

事務所事業推

進課 

 上野恩賜公園は、江戸期以来庶民のための桜の名所

として親しまれており、現在でも桜花期には 250 万人

以上の花見客が訪れ、国内有数の桜の名所として知ら

れている。この上野の桜は、震災や戦災の復興にあた

り地元の協力により植え継がれてきた。今後も、上野

の桜をより魅力あるものに育て、ＰＲしていくため、

地域（観光連盟・商店会・学校等）の連携による新た

な取り組みとして①更新活動（上野の桜を育てよう）

②保全活動（上野の桜を守ろう）③普及活動（上野の

桜を学ぼう）④募金活動（上野の桜を応援しよう）⑤

地域連携活動を行っていく。 

45 ハーブ花壇作り 建設局 (公財)東京都公

園協会 

汐入公園日時計広場周辺のハーブ花壇の管理 

ハーブイベントの協力 

46 園内パトロール 建設局 (公財)東京都公

園協会 

毎日、朝６時ごろから夜 11 時の間、時間を定めずに

園内の巡廻を行い、異常の有無やホームレスや不審者

の発見、警察・サービスセンターへの通報を行ってい

る。また、南千住警察署と協働し、夜間の園内巡回も

実施している。 

47 汐入公園花壇ボラン

ティア 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

 ボランティア花壇２箇所 31 ㎡の一年を通しての花

壇管理、花苗の植え付け、除草、水やりを実施して

いる。 

48 花壇作り（汐入公

園） 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

ボランティア花壇 31 箇所の一年を通しての花壇管

理、花苗の植え付け、除草、水やりを毎日実施。多

くの公園利用者を楽しませている。 

49 花壇作り（東白鬚公

園） 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

・木母児前、サービスセンター周辺、南トイレ周辺

の花壇を中心に季節ごとに球根や花苗の植え付けや

管理を行う。 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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50 花壇作り（東綾瀬公

園） 

建設局 東部公園緑地

事務所 

・園内Ｗ地区の花畑を中心に、四季を通じた花壇管

理を行っている。 

・「楽しく、美しい公園作り」をめざし花の管理を

行っている。 

・活動は週２～３回程度で、地域の美化による防犯

対策の一環として、花による公園の美化を積極的に

推進している。 

 園内植栽の手入れ

（東綾瀬公園） 
  流れ付近の除草、清掃および園内全域におよぶ落

枝、落ち葉の回収およびセンターへの連絡、また一

万株におよぶヒガンバナの保護およびツルバラの植

栽管理 

 花壇作り（東綾瀬公
園） 

  サービスセンター周辺の花壇管理や公園主催のイベ

ントの補助を行っている。活動は週 3 回程度。 

 駅前花壇の活性化

（東綾瀬公園） 
  駅前の園内プランターの花植えと防犯活動を含めた

公園美化の推進 

 希少植物観察会（尾

久の原公園） 
  尾久の原公園の自然観察を通じ身近なところから環

境保全活動を行う 

・尾久の原公園の自然観察を主催 

・尾久の原公園の稀少植物の保護 

 トンボ池浄化・美化

（尾久の原公園） 
  ・池の水質保全 

・池の現状維持活動 

・池の清掃活動 

 公園花壇づくり（尾

久の原公園） 
  公園の空間を利用し、苗及び種子から育てた苗を、

手作り花壇に植栽し、四季折々の花を来園者の皆さ

んとともに楽しむ。公園入口他 6 カ所の花壇管理。 

 プランター花壇管理
（尾久の原公園） 

  尾久の原公園の入口にあるプランターの花苗植え付

け・管理作業 

 花壇作り（大島小松

川公園） 
   一年を通じた花壇の管理（花苗等の植付け、種ま

き、除草、耕運、水やり、花名板の作成など）花壇

ボランティアグループ。 

園内の比較的広い花壇を管理。活動は主に週末。 

 花壇作り（大島小松

川公園） 
  園内の花壇 2 ブロックを管理するボランティアグ

ループ。 

活動は主に週末。 

 

 

 ワンちゃんマナー

アップ活動（大島小

松川公園） 

  愛犬家たちによる犬の糞持ち帰りの呼びかけと糞の

清掃 

愛犬の散歩を兼ね、主に荒川の河川敷を清掃。 

当園にも、月に 2 回活動。 

参加人数は毎回 10 名前後。 

 花壇作り（猿江恩賜

公園） 
  ・園内各所にある花壇管理。（植替え、水やり、草

むしり、花がらとり。）  

・公園に彩りを与え、来園者の目を楽しませてい

る。 

 三地区亀戸学童少年

野球連盟（亀戸中央

公園） 

  多目的広場の整備、同広場周りの園路・植込地の清

掃。 

 かめいど花の会（亀

戸中央公園） 
  年間を通じた花壇管理。 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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(50) 花壇作り（宇喜田公

園） 
(建設局) (東部公園緑地

事務所) 

 一年を通じた花壇の管理（花苗等の植付け、種ま

き、除草、耕運、水やり、花名板の作成など） 

 夢の島公園花壇作

り、夢の島熱帯植物

館大温室ガイド等 

  夢の島公園内ボランティア花壇などにより来園者貢

献。 

夢の島熱帯植物館大温室ガイド及び植栽協力、イベン

ト参加協力 

51 駒沢オリンピック公

園の花壇維持管理事

業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 年間を通じて月３～４回、園内花壇の除草・植え付

け・清掃・灌水等の維持管理作業を行っている。活動

場所や内容については、定例会議などで公園管理者と

団体が協議のうえ決定している。 

52 駒沢オリンピック公

園ドッグランの維持

管理事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 年間を通じてドッグラン内外の清掃やマナーアップ

活動を実施。また、中央広場でイベント「わんわん

カーニバル」を主催し、犬連れのマナー啓発等を行っ

ている。定期的にて、ドッグランの運営や登録制につ

いて意見交換を行っている。 

53 東京臨海広域防災公

園 花壇管理 

建設局 東部公園緑地

事務所管理課 

公園内の花壇の管理 （草花植替え、花がら摘み、

除草作業、剪定等）チューリップ球根植付イベン

ト、植物系イベント補助 

54 武蔵カイトクラブ 建設局 （公財）東京

都公園協会 
・武蔵野中央公園主催イベントへの協力(凧づくり教

室、新春 子ども凧あげ大会) 

55 倶楽部はらっぱ 建設局 （公財）東京

都公園協会 
・武蔵野中央公園主催イベントへの協力(紙飛行機教

室、模型飛行機フェスティバル) 

・武蔵野中央公園内の美化清掃 

56 グリーンパークフラ

イヤーズ 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

・公園利用者への貸出用模型飛行機の制作・提供・

修理 

・武蔵野中央公園主催イベントへの協力(模型飛行機

フェスティバル) 

57 ガーデンサポーター 建設局 （公財）東京

都公園協会 

・公園西口のガーデンの手入れ 

・公園主催のガーデニングイベントのサポート 

58 府中の森公園花壇管

理友の会 

建設局 (公財)東京都

公園協会 

 府中の森公園内のコンテナ花壇、売店前花壇の手

入れと周辺の清掃活動を行う。 

59 東村山中央公園「菊

花会」 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東村山中央公園内の菊花壇づくり 

・小菊盆栽講習会の手伝い 

・公園管理者との共催による作品展示会の実施 

60 東村山中央公園「小

菊の会」 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東村山中央公園内の菊花壇づくり 

・小菊盆栽講習会の手伝い 

・公園管理者との共催による作品展示会の実施 

61 東村山中央公園「小

彼岸桜の会」 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東村山中央公園における小彼岸桜の苗の育成、剪

定、除草 

62 冒険遊び場東村山 建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東村山中央公園内におけるプレーパークの開催 

63 卒後の居場所準備室 建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東村山中央公園内における花壇の管理作業 

64 花葉心雑草の会 建設局 （公財）東京

都公園協会 

・東大和南公園内の花壇管理 

65 Ｓ＆Ｆプラン・ボー

イスカウト 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

・公園管理者との共催でキッズプログラムを開催 

66 野川ほたる村 建設局 西部公園緑地

事務所 

・武蔵野公園閉鎖管理地内の自然環境保護活動  

・公園管理者との共催イベントの実施 

 野川公園緑の愛護ボ

ランティア 
  ・野川公園内自然観察園の維持管理 ・各種自然観

察会やイベントを企画実施 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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(66) 西東京・狭山境緑道

花の会 
(建設局) (西部公園緑地

事務所) 

・狭山・境緑道に位置する花壇の管理（旧：狭山境緑

道花壇友の会西東京） 

 都立武蔵国分寺公園

花壇づくり友の会 
   親しみと愛着のある公園のためのコミュニティガー

デンづくりを行い、土づくり、種まき、植え付け、草

取りなどの作業を行っている。また、公園にて毎年開

催される「国分寺まつり」にて、会のＰＲを兼ねた花

苗の配布と子どもたちを対象としたクラフトコーナー

などを公園との連携にて開催している。 

 ドッグ・ラン武蔵国

分寺 
  ①犬のウンチ拾い運動（クリーン運動）開催 

②仮設ドッグラン内での犬のしつけ教室開催（東京都

西部公園緑地事務所後援） 

③国分寺まつりにおける「わんわんふれあい広場」

（犬と子供達のふれあい活動）開催（11 月） 

 六仙公園花ボラン

ティア 
  ・六仙公園内の花壇管理 

 狭山公園友の会   ・狭山公園の正門付近の花壇を中心に月２回以上の定

期的な手入れや年２回の植え替えなどを行っている。

また、苗作りや落ち葉かき、花壇に使用する堆肥作り

など、幅広い活動を行っている。  

・イベント企画・協力（こどもの日のイベント、花炭

づくりなど） ・自然観察・調査など 

 野山北・六道山公園

ボランティア 
  ・里山の自然と文化を守り育てるため、雑木林・田ん

ぼ・畑などの保全管理作業や自然再生、調査、観察

会、里山の恵み活用、伝統食づくり、イベントの企

画・協力（収穫祭や春祭り、秋祭り、田んぼ体験イベ

ント、里山学校など）などを実施。 

67 「代々木公園ボラン

ティア｣事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都民協働（都立公園ボランティア制度）による

代々木公園での公園の魅力増進活動（花壇整備、樹

木観察会等実施） 

68 代々木公園クリーン

アップ事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都民協働（代々木公園サービスセンター、各ボラ

ンティア、地元町会）による代々木公園での美化清

掃 

69 代々木公園ドッグラ

ンの運営 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 代々木公園ドッグランの円滑な運営・利用者のマ

ナー向上のための事業の実施。（定例会議開催、清

掃活動 等） 

70 城北中央公園：ドッ

グラン運営管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 城北中央公園ドッグラン内の清掃活動や、利用者

間のマナー向上を目指した活動を行なう。 

毎月第一日曜・第三土曜日にドッグランの清掃活動

を実施。 

71 城北中央公園：花壇

管理ボランティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

一年を通じた城北中央公園花壇の管理、花壇の耕

作・苗の植え付け・水遣り等を行っている。 

公的な空間に、明るい公園づくりを目指し、花壇管

理で貢献している。 

毎週第一・第三土曜日に活動。 

72 城北中央公園：自然

愛護ボランティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

園内全域で、花木野鳥を中心とした自然観察会の開

催、通称とんぼ池のトンボの保護や樹名板の設置等

を行っている。 

城北中央公園環境まつり他、初夏の自然観察会・秋

の自然観察会、セミの羽化観察会等イベントにも協

力を行っている。 

毎月二回の定例観察会 

毎月一回のワーキングを実施。 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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73 城北中央公園：清掃

ボランティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

毎週日曜日、城北中央公園を中心としてゴミ清掃を

行い、環境美化を目指す。 

第二週日曜日のみ、光が丘公園の清掃活動に数名が

参加している。 

城北中央公園「環境まつり」では、ゴミ拾い体験と

してイベントにも参加。 

毎週日曜日に園内の清掃活動を行っている。 

74 舎人公園大規模花壇

の維持管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

①ボランティア花壇の管理及び運営 ②一般との交

流事業 ③野鳥観察会の実施 ④野鳥の定期調査 

75 舎人公園ドッグラン

の維持管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

①犬のマナー教室 ②ドッグランの維持管理 ③公

園パトロール 

76 舎人公園野草園の維

持管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

① 草園の管理 ②自然環境教育 

77 篠崎公園都民協働事

業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 江戸川区登録のボランティア団体が都立篠崎公園

をフィールドとして花苗やハーブなどの栽培管理等

を行っている。また、6 月にはラベンダーイベントを

開催し、地域住民との交流を図っている。 

78 葛西臨海公園での種

まき及びそれらの育

成・維持管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 芝生広場と展望広場にある大規模花壇などで、四

季の花を育て、魅力ある花壇を作る。葛西臨海公園

における花の名所づくりに貢献。また、公園が主催

する無料の摘み取りイベントにも参加。年間を通し

て活動。 

  

＜主な活動＞ ５月：ポピー花摘みイベント、６

月：コスモス種まき、10 月：コスモス花摘みイベン

ト、チューリップ及びスイセン球根植え、11 月ナノ

ハナ及びポピー種まき 

 

79 鳥類園上の池・下の

池及びその周囲にお

ける植生管理 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 毎月第１・３土曜日に、葛西臨海公園鳥類園の池

及びその周囲におけるヨシやクズなどの植物の刈り

取り、地下茎の除去を行ない、野鳥が餌場として利

用する環境を整える。年間を通して活動。 

※12 月には、刈り取ったクズを利用して、クリスマ

スリース作りの講習会も開催。 

80 鳥類園上の池・下の

池及びその周囲にお

ける自然環境改善作

業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 毎月第１・３土曜日に、葛西臨海公園鳥類園の池

及びその周囲におけるヨシやクズなどの植物の刈り

取り、地下茎の除去を行ない、野鳥が餌場として利

用する環境を整えている。年間を通して活動。 

 

81 日比谷公園ボラン

ティア花壇維持管理

作業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都立公園の維持管理に関する都民協働事業の一環

として、東京都が「花壇管理に関する協定書」を団

体と締結し、年間の花壇管理を実施してきた。        

 平成 21 年度より指定管理者制度により管理を行な

うこととなった東京都公園協会は、協定を継承した

が、順次これを解消し協力団体に「公園友の会」と

して登録をすすめ、これまでと同じようにボラン

ティア花壇維持の活動を継続している。 

82 大戸緑地内の里山再

生、維持事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都市計画大戸緑地内の先行取得した都立公園予定地

内及び開園地内において、里山再生のための樹林地管

理とハイキング等の都民利用を図るための樹林地の下

草刈やハイキングコースの整備などを行っている。 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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83 神代植物公園ドッグ

ランの運営 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 神代植物公園ドッグランの円滑な運営・利用者のマ

ナー向上のための事業の実施。（しつけ教室・わんわ

ん運動会・セミナーの開催、清掃活動、マナーアップ

キャンペーン 等） 

84 神代植物公園ガイド

ボランティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

○神代植物公園の施設案内及び季節の花や植物のガイ

ド活動 ○神代植物公園内山野草園の保護・維持管理

活動 ○春・秋のバラフェスタ期間のばら園での特別

ガイド活動 ○夏休み期間内イベント「親子自然教室

（子供向け自然体験教室）」の開催 

85 小山田緑地 都民協働

事業 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 小山田緑地梅木窪分園開園に伴い、西部公園緑地事

務所が主体となり、梅木窪の自然再生について検討す

る事業が進められていた。その中の分科会として田ん

ぼ分科会が立ち上げられ、平成 15 年４月より小山田

緑地内梅木窪分園の田んぼで稲作活動を継続してい

る。里山の風景が残る小山田緑地の生態系保全に寄与

すると共に、地域の子ども達に米づくりを通じた体験

学習機会の提供をしている。 

86 小山内裏公園ボラン

ティア活動 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

【目的】 

質の高い公園管理と充実した事業促進のため、ボラン

ティア団体と協力したイベントの開催や清掃活動・自

然保全・教育活動などを実施する。 

【内容】 

○里山景観維持活動（雑木林の更新、管理など）○

畑・花壇管理活動（農作業・収穫体験、花壇づくりな

ど）○ドッグラン管理(園内の朝晩のゴミ拾い、パト

ロール)○園内清掃・園内パトロール活動 (パークモ

ニターとして危険個所の監視も含む)○イベント活動他

（どんど焼き、さくら祭り、セーフティークリーン作

戦、犬のマナーアップ、わんわん運動会、防災イベン

トなど） 

87 東京都庭園ガイドク

ラブ 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都立庭園の利用拡大、来園者へのサービス及び庭園

への理解を深めるため、十分な知識を持ったボラン

ティアにより、土･日・祝祭日を中心にガイドを実施

する。・浜離宮恩賜庭園 ・清澄庭園 ・旧芝離宮恩

賜庭園 ・向島百花園 ・小石川後楽園 ・旧古河庭

園 ・旧岩崎邸庭園 ・殿ヶ谷戸庭園 ・六義園 

88 庭園管理作業ボラン

ティア 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 文化財庭園９庭園での庭園作業を実施するため、

月に２回ほど各庭園で行っている。主な作業内容は

除草や清掃である。 

 

 

89 金唐紙ワークショッ

プ 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

 旧岩崎邸庭園洋館２部屋と撞球室内の壁紙「金唐

革紙」を復元した「金唐紙」の制作ワークショップ

の開催 

 

90 東京都立動物園（三

園）におけるボラン

ティア活動 

建設局 （公財）東京

都公園協会 

動物園の社会教育機能を高めるために、ボランティ

アが入園者に対して動物の解説や野生生物の現状を

説明し、より良い動物園の利用をサポートする。ま

た、園内の案内・誘導などの接遇、触れ合い動物の

補助活動を行う。上野動物園、多摩動物公園、井の

頭自然文化園で活動している。 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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91 恩賜上野動物園・樹

木美化ボランティア

活動 

建設局 (公財)東京動

物園協会 

 恩賜上野動物園内において、ベンチ塗装、植込み

地除草、園路清掃、ミニ門松作製などを行い、園内

の景観向上に寄与している。活動は、原則月１回と

し、毎回 7 名程度参加している。 

92 恩賜上野動物園「樹

木・環境ネットワー

ク協会」によるボラ

ンティア活動 

建設局 (公財)東京動

物園協会 

上野動物園東園「クマたちの丘」の観覧窓周辺など

に配備した緑化壁や、植樹活動で植えた樹木を良好

な状態に保ち、園内の観覧環境を向上させるための

メンテナンス作業等の活動を行っている。活動は原

則として月 1 回行い、平均参加者数は 7.25 名（27 年

度実績）である。 

93 日本獣医生命科学大

学学生による両生爬

虫類館教育普及ボラ

ンティア活動 

建設局 (公財)東京動

物園協会 

両生爬虫類館で実施しているヘビやトカゲとのふれ

あいイベントの運営補助（入園者誘導や動物の取扱

いなど）の活動。 

原則として毎週日曜日に実施しており、10 名程度

（うち職員は 2 名程度）が参加している。 

94 葛西臨海水族園にお

けるボランティア活

動 

建設局 (公財)東京動

物園協会 

社会教育施設である葛西臨海水族園において社会貢

献活動を行う。水族園と協力して生き物や自然に関

する教育普及活動を来園者に向けて行う。 

95 大井ふ頭中央海浜公

園「なぎさの森」に

おけるボランティア

活動（なぎさの森

おーいにボランティ

ア） 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

なぎさの森の自然性をさらに高め、地域に愛される

郷土の森にしていく事を主な目的に、平成 14 年９月

から毎月１回、草刈・清掃・剪定・堆肥づくりなど

の活動を行っている。平成 16 年度にはボランティア

会員の自主的な活動及び運営を目的に、運営委員会

を設置し、会則を策定した。さらに、新たな活動と

して、四つ目垣・樹名板・花壇作り・自然回復事

業・自然観察会の講師指導等も行った。 

 平成 17 年度から、会員の自主的活動が毎月１回加

わり月１回の活動から月２回の活動となっている。 

 平成 18 年度から、会員の自主的活動が毎月１回加

わり月２回の活動から月３回の活動となっている。 

96 菜の花プロジェクト 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 八潮団地を中心に活動しているＮＰＯ法人協働ま

ちづくりとの協働イベント。 

 近隣地域の住民や八潮学園の生徒と京浜運河緑道

公園の親水護岸法面に菜の花の種を撒き、公園周辺

地域のコミュニケーション作り、公園の美化を推進

する。 

97 西なぎさボランティ

ア清掃 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 葛西海浜公園の西なぎさの清掃活動を通じて、海

の環境問題や生き物の保護等についての理解を深め

てもらう。 

98 東なぎさボランティ

ア清掃 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 生物保護のため立入禁止となっている葛西海浜公

園の東なぎさで年 2 回、清掃活動と底生生物、野

鳥、植物の観察会を行い、自然保護の重要性を再認

識してもらう。 

99 スポーツカイト体験

会 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 西なぎさ「海風の広場」の活用とスポーツカイト

の普及を目的として、体験会と凧作り教室を開催す

る。 

100 お台場海浜公園花壇

ボランティア 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 都民の皆様とともにお台場海浜公園海上バ

ス発着所前広場内花壇を継続的に美しく修景するこ

とにより、都民協働の実現と活性化を目的とする。 

内容／ 公園スタッフとともに月に２回の活動を実

施。平成２７年度 ４月から３月まで１９回実施。 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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101 有明テニスの森公園

花壇ボランティア 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 地域住民と共に公園をより良くするために

（安全・安心）パークボランティアを設置すること

を目標として、花壇を作り地域住民と花を育てる。 

内容／ 平成 27 年度 3 回実施 6 月・12 月・3 月 

102 辰巳の森海浜公園

ニュースポーツ関係

団体との協働事業

（シャフルボード

コートの清掃） 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 競技に適したコートコンディションにする

ため。 

内容／ コート、側溝、タイル部分を高圧洗浄、液

体ワックスの塗布を実施する。平成 27 年度 2 回実

施  7 月・11 月 

103 臨海副都心 花と緑の

おもてなしプロジェ

クト 

（旧名称：花と緑の

フラワーフェスタ） 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 水と緑豊かな臨海副都心に、人を引き付ける

魅力を持つ季節の花々を活用し、都会にいながら季節

感や華やかさをダイナミックに感じられる新たな景観

づくりを地域住民、近隣企業や学生と協働で行ない、

まちの「新たな文化の芽生え」を応援していく。 

内容／ 近隣の企業及び大学、一般公募の都民と「臨

海副都心 花と緑のおもてなしプロジェクト」におけ

るサマーガーデン及び冬春用ガーデン、臨海副都心 

チューリップフェスティバルのための植物（球根含

む）の植栽や維持管理活動（球根の掘り取り含む）を

協働で行い、地域の景観づくりを実施。 

104 東京港野鳥公園にお

けるボランティア活

動 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 海上公園の多様な利用形態の一つとして、よ

り多くの来園者へ野鳥観察などの手助けをするもので

ある。 

内容／ 各々のボランティアの持つ広範な分野の知

識・経験を活かし、かつ、自ら学習しながら来園者

サービスの向上を図るとともに野鳥や自然観察の補

助、行事やイベント、環境管理作業を実施する。 

105 1.花壇づくり 

2.稚魚放流 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

1.花壇づくり ７月・１０月・１１月実施 

目的／ 地域住民と共に公園をより良くするために花

壇づくりを行う。 

内容／ イベント開催時に参加の一般都民の方々と協

働で実施する。 

2.稚魚放流 ９月実施 

目的／ 水産資源の保護を図り、海釣り施設の活性化

を目的に、公益財団法人日本釣振興会東京都支部との

協働で、カサゴ等の稚魚を釣り施設に放流する。 

内容／ 稚魚の放流。 

106 環境美化活動 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 近隣企業と公園を清掃し、地域に根差した公

園環境の創出と活性化を目的とする。 

内容／ 随時受付 ２１回実施。 

107 環境美化活動 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 近隣企業と公園を清掃し、地域に根差した公

園環境の創出と活性化を目的とする。 

内容／ 随時受付、シンボルプロムナード公園 １回

実施、青海南ふ頭公園 １回実施 

定期活動、シンボルプロムナード公園 毎月２回・水

曜実施、水の広場公園 毎月４回・金曜実施 

108 環境美化活動 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 近隣住民・企業と公園を清掃し、地域に根差

した公園環境の創出と活性化を目的とする。 

内容／ 随時受付 ２回実施。 

 

 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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109 環境美化活動 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 近隣企業・イベント参加者と公園を清掃

し、地域に根差した公園環境の創出と活性化を目的

とする。 

内容／ 随時受付 ３回実施。 

        イベント ５回実施。 

110 環境美化活動 港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

目的／ 近隣企業と公園を清掃し、地域に根差した

公園環境の創出と活性化を目的とする。 

内容／ 随時受付 ７回実施。 

111 海の森苗木づくりボ

ランティア 

 

港湾局 臨海開発部海

上公園課 

 海の森において、技術継承のための苗木づくり

（播種・鉢上げ、水やり・除草等）のほか、森の育

成作業（下草刈、つる植物の除去など）を行ってい

る。また、海の森公園開園後にインストラクター・

ガイドとして活動することを目標として、技術を取

得するための活動などを行っている。 

112 花いっぱい運動 水道局 西部支所庶務

課 

 永福町駅周辺の商店街や町会は地域美化活動とし

て、駅周辺の井の頭通り沿いに花プランターなどを

置く「花いっぱい運動」に取り組んでいる。和泉庁

舎においてもこの運動に賛同し、玄関脇の雨水循環

式池（漏水により停止）の跡地を利用し花壇を整備

した。この花壇の美観を保つため、花植えイベント

や維持管理について、地域の高齢者グループ「和泉

花植え隊グループ」と協働した取組を行っている。 

 

113 多摩川水源森林隊 水道局 水源管理事務

所技術課 

 荒廃した民有林の保全と、森林保全に対する都民

の理解を深めるため、「多摩川水源森林隊」を設立

した。 

 水源の森づくりの重要性を PR する都民参加によ

る学習活動（各回 20 名程度）と、ボランティアが主

体となり、荒廃した民有人工林を再生する森林保全

活動（平均 15 名／回、最大 20 名／回程度）を行っ

ている。 

 学習活動は、年 7 回程度、森林保全活動について

は、多摩川水源森林隊事務所を拠点とし、平成 15 年

8 月から週 3 回（木、土、日）の活動を行ってい

る。また平成 25 年度から、各月末の水曜日を追加す

ることにより、森林保全活動を年間 150 回程度実施

している。 

114 清瀬水再生センター

ビオトープ整備事業 

下水道局 流域下水道本

部技術部清瀬

水再生セン

ター 

 清瀬水再生センターにビオトープを創出すること

により、地域の自然環境の復元を目標とすると共

に、計画段階から近隣の学校や、地域住民、自然保

護団体等に広く参加を呼びかけ、関わりを持つこと

により、地域の環境教育の推進に寄与することを目

的とする。 

・平成 15 年度：「ビオトープをつくる会」案をもと

に基本計画及び実施設計の策定及び一次造成工事。 

・平成 16 年度：二次造成及び植栽・外構工事 

・平成 17 年度「清瀬下宿ビオトープを育む会」７月

発足。維持管理と学習会など実施。年間を通じて見

学者に開放している。 

・平成 18 年度以降活動を継続し、現在に至る。 

 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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115 高尾の森わくわくビ

レッジ ユース・ス

クエア事業「団体交

流事業・雑木林を活

用したフィールド

ワーク」 

教育庁 地域教育支援

部生涯学習課 

１．青少年等の自主的な活動を推奨する。 

２．活動に関わる相談・問い合わせに対応して情報

を提供する。 

３．利用団体や青少年をはじめとする来館者の相互

交流と情報交換の機会と場の提供を行う。                        

４．利用団体相互の交流機会の提供として、施設の

雑木林をメインフィールドに森林や環境、教育等に

関してのＮＰＯや各種団体との協働プロジェクトを

実施する。 

 

116 少年警察ボランティ

アとの協働事業 

警視庁 生活安全部少

年育成課 

 少年警察ボランティアは、少年の非行防止と保護

を通じて、少年の健全育成を図るための地域のリー

ダーとしての役割を果たしており、地域での街頭パ

トロール活動、ひと声運動の実践、有害環境浄化活

動、少年のたまり場等の地域実態把握活動、情報発

信活動への協力等の活動を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（６）ボランティアの参加・協力 ） 
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（７）その他 

No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

1 防犯ポータルサイト

「大東京防犯ネット

ワーク」の運営（防

犯ボランティア応援

サイト） 

青少年・治安

対策本部 

総合対策部安

全・安心まち

づくり課 

 都民が安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に

あたっては、行政や警察の取組のみならず防犯ボラン

ティアなど地域住民と一体となった活動が必要であ

る。このような中、特に行政等と都民が連携して「地

域の防犯力を高める」活動は、重要なキーワードであ

る。 

 そこで、東京都、各自治体の安全・安心まちづくり

担当課及び防犯ボランティア団体の取組や情報等を提

供することにより、団体相互の情報交換による連携が

図られ、さらには団体や個人の交流により防犯ボラン

ティア活動の活発化を目的としたポータルサイトを運

営している。 

URL: http://www.bouhan.metro.tokyo.jp/ 

2 バレーボールコミュ

ニティ 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

技術・技能の向上を図り、東京オリンピックで女子

チームが活躍した施設でバレーボールの振興を図る。 

3 駒沢ランナーズクリ

ニック 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

ランニング愛好者を対象に、「走り」に関する技術・

技能的な実践練習を中心に練習計画の立て方、日常生

活のコンディションを修得してもらい、個々のランニ

ングライフの向上に寄与する。 

4 駒沢ジュニアベース

ボールスクール 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

小学生を対象に、質の高い指導者による教室を実施

し、野球の基本的な技術の習得はもとより、身体特性

や怪我の予防を考慮した練習方法などを身につけ、少

年野球の普及・振興と子供の体力向上に資する。 

①野球の基本技術の習得 ／②個々に適した練習方法

の習得 ／③野球を通した総合体力の向上 

5 ソサイチリーグ オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

社会人や高校・大学生を対象にソサイチ（８人制）の

サッカーリーグを開催し、社会人等の８人制サッカー

人口の底辺拡大と交流に努める。 

6 駒沢チャレンジ体操

教室 

オリンピッ

ク・パラリン

ピック準備局 

（公財）東京

都スポーツ文

化事業団 

幼児及び小学校低学年を対象に、コーディネーション

能力を高めるトレーニングを行い、幼児・児童のバラ

ンス感覚等を養う。 

7 民間団体等との交流

事業（東京ウィメン

ズプラザフォーラ

ム） 

生活文化局 都民生活部東

京ウィメンズ

プラザ 

 民間団体・グループ等が行うワークショップ等の

催し、区市町村及び男女平等参画センターパネル等

の展示等を行い、都民・団体・行政が交流を深め、

男女平等参画社会の実現を目指すとともに、都にお

ける男女平等参画の拠点である東京ウィメンズプラ

ザをＰＲする。 

8  配偶者暴力被害回

復のための子供広場 

生活文化局 都民生活部東

京ウィメンズ

プラザ 

配偶者暴力のある家庭にいた子供の心のダメージを

回復するため、遊びを通じた学習の機会を提供す

る。 

9  自助グループ活動

支援 

生活文化局 都民生活部東

京ウィメンズ

プラザ 

暴力の被害を受けた女性達によるグループ相談活動

の支援 

10 2016 都民芸術フェス

ティバル 東京都民

俗芸能大会 

生活文化局 文化振興部文

化事業課 

 ２０１６都民芸術フェスティバルに参加し、都内

に伝承されている民俗芸能のうち特に選定されたも

のを一般公開し、都民の伝統文化に対する理解と関

心を高めるとともに、公演を通じて民俗芸能の継

承・発展を図る。 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

11 公社住宅賃貸店舗の

NPO 等への優遇貸

し出し 

都市整備局 住宅政策推進

部住宅政策課 

賃貸店舗は団地内の生活利便施設として物販等の利

用を原則としているが、社会の少子高齢化等を踏ま

えて、高齢者、障がい者及び子育て世帯に対する支

援等の福祉活動を行う非営利団体法人等に対して、

一部の空店舗等の賃料等を優遇して貸し出してい

る。 

12 保安林管理事業 産業労働局 農林水産部森

林課 

 八王子市内にある、木下沢都有保健保安林におい

て、都とＮＰＯ等と協働し、都民が森林体験、森林

浴などレクレーションとして利用できる森づくりを

行う。 

13 東京の川を考えるシ

ンポジウム 

建設局 河川部計画課  河川に関する有識者や川において意欲的に活動を

行っている団体、事業者、河川管理者等が一体と

なって、河川愛護月間である７月に講演会や活動報

告会を毎年行っている。 

14 浅川。湯殿川クリー

ンデー 

建設局 南多摩西部建

設事務所工事

課 

湯殿川の河道及び管理用通路の清掃 

15 程久保川クリーン

デー 

建設局 南多摩西部建

設事務所工事

課 

程久保川の河道及び管理用通路の清掃 

16 夢の島公園内防災・

防犯パトロール 

建設局 東部公園緑地

事務所管理課 

広大な公園敷地内、通常勤務内での巡回パトロール

の他、通勤時間帯の早朝・夜間・昼休みなどの時間

帯を使って園内をパトロール。 

安全安心に供している。 

17 ボランティア交流会 建設局 （公財）東京

都公園協会 

 都立公園で活動するボランティア団体間の情報交

換・交流により、ボランティア活動の活性化を図る

ため、ボランティア交流会を開催した。 自分達の

活動公園の枠を超え、他団体との交流を図る姿を多

く見ることが出来た。 平成 27 年度の交流会も参加

者を全都立公園で活動するボランティアとし、全 56

団体の参加者が集った。 

18 「公園友の会」 建設局 （公財）東京

都公園協会 

 公園協会の管理する都立公園等で活動するボラン

ティア団体等と各公園サービスセンターの情報連絡

組織として、平成 19 年度より「公園友の会」を設置

している。本組織は公園サービスセンターごとに設

置され活動するボランティアが登録を行なってい

る。 登録団体等には、腕章、道具の貸与、ボラン

ティア看板等の設置を始め、情報連絡会議への参

加、公園協会 HP での団体情報の発信などの様々な

支援を行っている。 

 

19 ドッグランにおける

犬のしつけ教室の協

働実施 

港湾局 東京港管理事

務所臨海地域

管理課 

 大井ふ頭中央海浜公園及び城南島海浜公園のドッ

グランにおいて、ＮＰＯ法人との協働により、犬の

しつけ教室を定期的に実施。飼い主とのパートナー

シップを築きながら、公園などの公共の場でマナー

良く行動できるようにすることを目指したカリキュ

ラム。                                                                                

○大井ふ頭中央海浜公園（平成 15 年１月開始）・平

成 27 年度 3 回実施、各回１時間、参加費 1,500 円

／回、○城南島海浜公園（平成 19 年 11 月開始）・

平成 27 年度 4 回実施、各回１時間、参加費 1,500

円／回 

（（７）その他 ） 
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No. 事業名 局等名 所管部課 事業概要 

20 大震災発生時の交通

規制支援事業 

警視庁 交通部交通規

制課 

 警察署の管内に居住し、又は活動拠点を有してい

る者で、大震災発生時に警察署長の要請により、交

通規制の支援を行うことを目的とする。 

＜活動内容＞ 

・大震災発生時に警察官に協力し、交通の整理誘

導、交通広報及び交通規制用装備資(器)機材の搬送及

び設置 

・警察署長が指定した場所への交通案内板等の設置 

・警察署長の指定した活動 

21 高齢者交通指導員と

の協働事業 

警視庁 交通部交通総

務課 

・高齢者宅に訪問活動を実施しての交通安全教育 

・道路を横断しようとする高齢者に対する保護誘導

活動 

・明るく目立つ色の服装の着用、反射材用品の活

用、自転車利用時のルールやマナーの遵守について

のアドバイスを実施 

等により、高齢者の交通事故防止を図ることを目的

とする。 

22 地域交通安全活動推

進委員との協働事業 

警視庁 交通部交通総

務課 

 道交法第１０８条の２９に基づき、地域における道

路交通に関するモラルを向上させ、交通安全を確保す

るためのリーダーとして、交通事故防止に関する交通

安全教育活動、適正駐車等推進活動、その他の広報啓

発活動等について、地域住民の理解を深める活動を推

進している。 

23 防犯ボランティアの

活動支援事業 

警視庁 生活安全部生

活安全総務課 

 地域住民による防犯パトロール等の自主的な防犯活

動を支援し、更なる促進を図るため、自主防犯活動に

必要な犯罪情報や防犯情報等の地域安全情報を提供す

るほか、合同パトロールや防犯活動に必要なユニ

フォーム、腕章等の貸与等の支援を行う。 

24 災害救助犬の出動に

関する協定の締結 

東京消防庁 東京消防庁警

防部救助課 

 各種災害時の人命検索活動に従事 

 

（（７）その他 ） 


