
〈1〉複数の取組について包括的に連携・協働する協定

協定名 具体的な取組内容 協定締結年度

同協定に基づく個別協定「杉並区と女子美術大学とのデザインに係る連携協働に関
する協定」を締結し、区が発行するポスターのデザインを作成

○連携協働推進協議会の開催
○情報誌の発行

杉並区教育委員会と区内都立学校との連携協働にかかわる包括協定
推進連絡会の開催、区立学校進路指導主任会への都立高校長の参加、各学校間で
の学習支援やスポーツによる交流

平成25年度

健康経営ライブオンセミナーの実施

熱中症対策に関すること（熱中症予防ポスターを作成、配布）

災害時の物資優先供給

（「地域の安全・安心まちづくり連携事業に関する覚書」による）
犯罪被害防止ポスターの掲出、チラシの配布等の情報発信活動

災害時の物資優先供給

シニア向けお仕事説明会～杉並区×セブン-イレブン～の実施

ヨークフーズ阿佐谷店（旧イトーヨーカ堂食品館阿佐谷店）出入り口のパンフレットラッ
ク設置

認知症サポーター養成講座実施
認知症サポート事業所登録（一部店舗)

個々の団体の日常活動や業務を通しての高齢者等の見守りや支援を実施〈高齢者
の変化や異変に気付いた場合は、ケア24に報告〉

事業活動中において、子どもの安全確保に関する見守り活動

認知症サポーター養成講座実施
認知症サポート事業所登録

個々の団体の日常活動や業務を通しての高齢者等の見守りや支援を実施〈高齢者
の変化や異変に気付いた場合は、ケア24に報告〉

企業・大学等と連携している協定等の事例

杉並区と大塚製薬株式会社との連携と協働に関する包括協定

杉並区と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び株式会社イトーヨーカ堂と
の地域活性化包括連携協定

杉並区と株式会社セノンとの地域活性化包括連携協定

杉並区と区内高等教育機関との連携協働に関する包括協定 平成23年度

平成29年度

平成29年度

令和元年度
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〈2〉個別の取組について連携・協働する協定等

協定名 取組内容 協定締結年度 協定締結先

杉並区における地域BWA（広帯域移動無線アクセス）の整備及び活用に
関する協定

区立施設へのWi-Fiスポットの設置 令和2年度 アイテック阪急阪神株式会社

ケーブルテレビ事業等に対する出資に関する協定 ケーブル事業等に対する出資に関する条件に関すること。 平成10年度 株式会社　ジェイコム東京

「マチイロ」に関する協定 アプリケーションソフト「マチイロ」を使って区広報紙・区議会だよりを発信。 平成27年度 株式会社　ホープ

 杉並区「くらしの便利帳」の共同発行に関する協定 広告収入を活用し、くらしの便利帳の発行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年度 株式会社　サイネックス

杉並区広告付きデジタルサイネージ等設置及び運用に関する協定
区役所本庁舎内に広告付きモニターを設置し、協定先から広告料の一部を納め
てもらう。

令和元年度 表示灯株式会社、株式会社　宣通

杉並区ながら見守り活動に関する協定 事業活動中のながら見守り活動 平成27年度
一般社団法人東京都信用金庫協会、日本郵便株
式会社杉並郵便局、荻窪郵便局及び杉並南郵便
局

安全・安心まちづくりに関する連携協定 特殊詐欺等の犯罪情報を入手した場合の情報提供、相互の情報共有 平成28年度

警視庁高井戸警察署、同荻窪警察署、同杉並警
察署、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
杉並区支部及び公益社団法人全日本不動産協
会東京都本部中野杉並支部

杉並区の安全・安心に関する連携協定 事業活動中における見守り活動 令和元年度 株式会社ジェイコム東京

杉並区ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク事業に関する覚書
個々の団体の日常活動や業務を通して、高齢者等の見守りや支援を行い、高齢
者の変化や異変に気付いた場合は、ケア24に報告します。

平成16年度か
ら令和2年度

区内３警察署、２消防署ほか81団体

「みまもりあいプロジェクト」に関する協定
スマートフォンの見守りアプリ（みまもりあいアプリ）を利用して、認知症により家に
帰れなくなった高齢者の家族等が協力者に捜索を依頼し、早期発見・保護につな
げるための見守り活動。アプリの普及啓発を行う。

令和2年度 一般社団法人 セーフティネットリンケージ

地域集会施設を拠点とした地域の活性化に向けた事業運営に係る杉並区
と地域区民センター協議会のパートナーシップ協定

地域区民センター協議会の事業を実施するために必要となる費用を区が助成
し、各協議会が、地域団体との協働事業や地域団体同士のつながりを深めるた
めのセンターまつりなどの事業を実施

平成24年度

井草地域区民センター協議会
西荻地域区民センター協議会
荻窪地域区民センター協議会
阿佐谷地域区民センター協議会
高円寺地域区民センター協議会
高井戸地域区民センター協議会
永福和泉地域区民センター協議会

■情報発信など

■見守り

■コミュニティ・施設利用



協定名 取組内容 協定締結年度 協定締結先

区民専用掲示板及び杉並区掲示板の設置・維持管理事業に関する協定
協定締結先のNPO法人が設置した掲示板について、定期的な状況確認及びメン
テナンスに加え、劣化した板面等の修繕を随時実施

平成17年度
特定非営利活動法人日本ソフトインフラ研究セン
ター

公共施設予約システムに係る情報の取扱協定 公共施設予約システムに係る情報の適正管理を実施
平成29年度
令和元年度
令和2年度

協和産業（株）
（株）オーチュー
高橋興業（株）
（株）トーカンオリエンス
昭和建物管理（株）
（株）サンセイ

杉並区と女子美術大学とのデザインに係る連携協働に関する協定 区が発行するポスターのデザインを女子美術大学学生が制作 平成18年度 女子美術大学

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組
～アートを活用したホームステイ・ホームビジット支援事業に関する協定

デザインの先端研究を進める女子美術大学と、杉並区が相互に連携し、東京
2020大会に向けて、アートを活用した区民の気運醸成及び普及啓発を目指す。
杉並ならではのおもてなしを実施する。

令和元年度 女子美術大学

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたホームステイ・ホー
ムビジット支援に関する協定

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、交流自治体等の住民を対
象としたホームステイ・ホームビジット支援事業及びホームステイ・ホームビジット
事業を実施し、民間主体の交流に深化させていく。

平成30年度 杉並区交流協会

和文化発信プロジェクト「ＢＡＴＡ　ＡＲＴ　ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ」に関する協定

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたレガシー（未来へ繋がる
感動や体験）の創出への取組として、杉並区を中心に活動するアーティストが中
心となり、地元商店街や地域の学生と連携して「和文化」をテーマとしたアート展
示イベントを実施している。

平成29年度 NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー

「すぎなみ戦略的アートプロジェクト」に関する協定
「文化・芸術の創造性を活かしたまちの魅力づくり」をテーマに、区民が創作した
作品の展示や発表の場を確保し、気軽に文化・芸術に親しめる機会を充実させ
ることを目的とした事業を実施している。

平成27年度 NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー

杉並区立杉並芸術会館に関するパートナーシップ協定（阿波おどり）
阿波踊りに係る活動等を通じて、阿波踊りの普及・発展及び地域の振興を図るた
めに、相互に協力する。

平成18年度
特定非営利活動法人東京高円寺阿波おどり振興
協会

杉並区立杉並芸術会館に関するパートナーシップ協定（日本劇作家協会）
杉並区立杉並芸術会館において実施する演劇や舞踊等の活動を通じて、優れた
舞台芸術を創造し、広く文化・芸術の振興を図るために、相互に協力する。

平成18年度 日本劇作家協会

日本フィル杉並公会堂シリーズ事業実施に関する協力協定
「杉並区と日本フィルハーモニー交響楽団との相互協力に関する覚書」に基づく
日本フィルハーモニー交響楽団出演のコンサート・日本フィル杉並公会堂シリー
ズ事業等の実施について、必要な事項を定める。

平成23年度
株式会社京王設備サービス
財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

杉並区と日本フィルハーモニー交響楽団との相互協力に関する覚書
協力して、日本の音楽文化の発展向上に寄与しつつ、音楽を通した区民の豊か
な交流の促進と地域文化の創造につとめる。

平成6年度 財団法人日本フィルハーモニー交響楽団

■コミュニティ・施設利用

■文化・芸術



協定名 取組内容 協定締結年度 協定締結先

アクション・プランに基づき杉並区と東京労働局及び新宿公共職業安定所
が雇用、産業施策等を一体的に実施するための協定

地域住民に対する就労支援事業、若者等就労準備支援事業、雇用支援事業 平成24年度 厚生労働省東京労働局、新宿公共職業安定所

広域化協定
杉並区で実施する中小企業勤労者福祉事業の一部を一般財団法人東京広域勤
労者サービスセンターに引継ぎ、広域にて実施。

平成30年度 一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター

モニュメント及び案内板の設置に関する協定 「機動戦士ガンダム」のモニュメント及び案内板の設置と維持管理 平成19年度
上井草商店街振興組合・西武鉄道株式会社・株
式会社サンライズ・

杉並区西北地区活性化事業に関する協定 「機動戦士ガンダム」のモニュメント及び案内板の設置と維持管理 平成19年度 上井草商店街振興組合

上井草商店街活性化に関する協定
「機動戦士ガンダム」のモニュメント等のデザインを商店街活性化のために円滑
に使用できる協定

平成19年度
株式会社サンライズ・株式会社乃村工藝社・彫刻
家森岡慎也

「なみすけ」LINEスタンプに関する協定
杉並区公式アニメキャラクター「なみすけ」のLINEスタンプの制作、販売管理に関
する協定

平成28年度 〈個人〉

中央線あるあるプロジェクト実行委員会の運営に関する協定
区内の「にぎわい・商機」創出を目的とした観光情報発信事業の実施にあたり、
中央線あるあるプロジェクト実行委員会を運営するための協定

平成30年度 中央線あるあるプロジェクト実行委員会

杉並区西荻窪地域のモニュメント等の使用に関する協定
西荻窪地域に設置した「六童子」のモニュメント等を地域の活性化のために円滑
に使用できる協定

平成20年度 〈個人〉、西荻窪商店会連合会

杉並区西荻窪地域のモニュメント等の維持管理に関する協定 西荻窪地域に設置した「六童子」のモニュメント等の設置と維持管理 平成20年度 西荻窪商店会連合会

地域支援講座に関する覚書 発達障害児の支援に関わる者を対象とした地域支援講座の実施 平成30年度 東京女子大学

在宅医療支援に関する協定
脱水や発熱などの症状により、入院して簡易な治療と経過観察が必要と判断さ
れた在宅療養者を、一時的に受け入れる後方支援病床を確保する。

平成23年度
平成24年度
平成28年度

荻窪病院ほか10病院

杉並区フレイル予防事業の実施に関する協定 区のフレイル予防事業を協働して実施する 平成29年度 医療法人財団荻窪病院

区民の健康づくり活動に関する協定

○健康づくりのために協働する事業について、広報紙やホームページへの掲載、
区立施設への配布物等の提供
○区民の健康増進や生活習慣病予防に関する普及啓発活動への協力
○区民の健康増進や生活習慣病予防のために実施する廉価な運動プログラム
の提供

平成29年度

株式会社スリーループ
株式会社ティップネス
有限会社アイ・プラーナ
株式会社ジャパンスポーツ

高齢者の健康づくり活動に関する協定
区は、NPOが区と協働して実施する高齢者の健康づくりや介護予防の事業の
ホームページ等での周知、企画実施に必要な情報提供を行う。NPOは、事業の
主体的な実施、区の普及啓発活動への助言や支援、を行う。

平成28年度
NPO法人わがまちいちばんの会
NPO法人杉並さわやかウォーキング

■産業振興・就労支援

■医療・健康・福祉



協定名 取組内容 協定締結年度 協定締結先

産官学連携自動運転実証実験に関する協定

○公道を利用した自動運転の実証実験（区立井草森公園周囲の都道・区道約
1.0㎞を走行）を行う。
○「自動運転技術を活用したビジネスモデルの構築に関するプロジェクト」の公募
にエントリー（アイサンテクノロジー㈱ほか）する。

平成29年度
・アイサンテクノロジー㈱
・国立大学法人 東京大学
・第一航業㈱

杉並区マンション管理相談事業協定 分譲マンション居住者のマンション管理に関する問題の無料相談を実施 平成26年度 杉並マンション管理士会

杉並区営住宅駐車場の使用者仲介に関する協定
○駐車場使用者の仲介
○近傍同種使用料の調査協力

平成28年度
平成29年度

（公社）東京都宅地建物取引業協会杉並支部
（公社）全日本不動産協会中野・杉並支部

災害時における行政手続の支援活動に関する協定 災害時における行政手続の支援活動 平成29年度 東京都行政書士会杉並支部

杉並区主催の法律相談における相談担当弁護士の「直接受任」に関する
協定

法律相談の担当弁護士が相談者から継続相談、書類作成又は又は事件の受任
をされた場合の遵守事項

平成26年度 杉並法曹会

杉並区法律相談業務に関する協定 法律相談の実施に伴う遵守事項及び事務取扱内容 令和2年度 杉並法曹会

杉並区税務相談業務に関する協定 税務相談の実施に伴う遵守事項及び事務取扱内容 令和2年度 東京税理士会杉並支部

杉並区居住支援協議会が行う高齢者等に対する入居促進事業実施に係
る杉並区との事務取扱協定

○高齢者等アパートあっせん事業
○高齢者等入居支援事業

平成29年度 杉並区居住支援協議会

東京都宅地建物取引業協会杉並支部無料相談事業協定 不動産に関する無料相談を実施 平成29年度
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会杉並
区支部

杉並区住宅増改築相談事業に係る協定 住まいの増改築無料相談を実施 平成31年度 杉並区小規模建設事業団体連絡会

被災時における民間住宅の応急修繕等に関する協定
災害の発生により、区内の住宅が被災し被害が生じた場合の、被災住宅修繕に
関する協力要請

平成31年度 杉並区小規模建設事業団体連絡会

レジ袋削減推進に向けた取組に関する協定
イオンマーケットはレジ袋有料化で得た収益を区に寄附し、区は学校の緑化対策
に充てる。

平成27年度 イオンマーケット株式会社

燃料電池自動車を用いた環境事業の実施に関する協定
区と日通自動車学校との相互協力のもと、燃料電池自動車を活用した環境事業
を実施する。

平成28年度 株式会社日通自動車学校

杉並区と株式会社コークッキングとの食品ロス削減協定
相互に連携・協力し、事業系食品ロスの削減及び食品ロス削減に対す区民意識
の向上に取り組む

令和2年度 株式会社コークッキング

■環境

■相談業務等

■まちづくり



協定名 取組内容 協定締結年度 協定締結先

杉並区教育委員会と早稲田大学教育・総合科学学術院との連携及び協
働に関する協定

杉並区立学校の教員研修協力、中学生海外留学事業事前学習会への学生派遣 平成30年度 早稲田大学　教育・総合科学学術院

生涯学習情報提供に関わる協定
社会教育センター主催事業で講師の許諾が得られた講座等の記録情報を文字
起こしし、当該団体のＨＰに掲載して生涯学習のまちづくりに資する。

平成14年度 特定非営利活動法人　生涯学習　知の市庭

杉並区立図書館及び杉並区内大学・短期大学図書館の相互協力に関す
る協定

〇杉並区民及び協定校在校生・専任教職員の各大学図書館相互利用
〇杉並区図書館ネットワーク会議の開催
〇杉並区図書館ネットワーク講演会の実施

平成16年度
女子美術大学図書館、高千穂大学図書館、
東京立正短期大学図書館、明治大学図書館、
立教女学院短期大学（令和元年度まで）

杉並区立図書館と白百合女子大学言語・文学研究センターとの文化事業
の提携にかかる覚書

「講座　知の散歩道」の実施 平成16年度 白百合女子大学言語・文学研究センター

■教育・生涯学習


