
提案型市民主役事業化制度　審査結果一覧 （平成28年度実施事業）

No 事業名 所管部署 団体名 代表者名 事業目的
複数年
提案

提案
総事業費

自己
負担額等

委託額
受益者
負担額

最終
結果

採用不採用判断理由

1 市民まちづくり応援団養成講座（地区版） 市民協働課 （特活）さばえNPOサポート 八田 登師男

地区におけるまちづくりに意欲のある人のう
ち、人材の掘り起こしや、持続可能な地域運営
の基盤づくり、人と人とをつなげるコーディ
ネートに興味のある人材を発掘し、人材育成を
図る。 500 500 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、将来的に人づくりや市民同
士の連携の強化や市民の自治力の高まりが期待
できますので、引き続き市民主役事業として実
施することが可能と判断されます。
　なお、行政側の課題としては、今後、この事
業をいつまで継続すべきか検討する必要がある
と思われます。

2 若者による地域活性化推進事業 商工政策課 （特活）エル・コミュニティ 竹部 美樹

地域の将来を担う若者たちが連携し、地域にお
いて自主的に活動し、市内外の若者のアイディ
アと行動力を活かしたまちづくりを推進し、地
域の活性化を図る。 1,300 300 1,000 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、運営体
制や経験も十分に備わっていますので、引き続
き市民主役事業として実施することが可能と判
断されます。

3 学生滞在型まちづくり活動支援事業 地方創生戦略室 （特活）エル・コミュニティ 竹部 美樹

鯖江市に滞在し、まちづくりに関する調査・研
究、スポーツ・学術研究等の合宿を行う学生の
グループに対し、宿泊費の一部を助成し、滞在
環境を整えることで、若い世代の呼び込みを図
る。本市への滞在を通して地場産業や風土、人
情に触れていただき、地域のPRを図るととも
に、学生の若い感性による提案や提言を受け、
まちづくりに生かしていく。

120 120 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、事業を
自立して実施できる事務局体制等に優れていま
すので、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。なお、実施にあ
たっては、事業者側は目標値の明確化を図り、
行政側は補助条件の緩和を検討してください。

4 ITのまち鯖江推進事業 情報統計課 （特活）エル・コミュニティ 竹部 美樹

鯖江市には全国的に活躍している元気なＩＴ企
業があり、市もITのまちさばえとしてネットで
学ぶeラーニング、行政情報、議会中継なども
USTREAMで発信している。今後、ＩＴのまち
さばえを一層推進するためにＩＴ推進フォーラ
ムを開催する。

1,000 1,000 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、市民が
誇りややりがい、楽しみを持って参画できる事
業となっていますので、引き続き市民主役事業
として実施することが可能と判断されます。
　なお、実施にあたっては、一般市民の参加が
増えるような工夫をお願いします。

5 クリエイティブ教育都市事業 情報統計課 （株）jig.jp 福野 泰介

現在、生活している中で、スマートフォンやタ
ブレットを筆頭に、炊飯器やテレビに車など
様々なプログラムが動いている。その中で、プ
ログラムの仕組みを知るプログラミング教育は
大変重要であり、学校教育でプログラミング教
育が行われるまで「IchigoJam」を使ったプロ
グラミングクラブ活動を支援する。

600 600 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制等
に優れていますので、市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。

6 ITに親しむ講座事業（IT活用等） 情報統計課 （株）システムグラフィ 鈴木 亜紀子

ＩＴのまち鯖江として、市民生活の向上、デジ
タルデバイド(情報格差)解消のために、ＩＴに
親しむ講座(facebook、iPad(タブレット)、アプ
リ、プログラミング)を開催する。

1,000 1,000 採用

　事業を実施するにあたり、実施体制が適正な
規模と活動内容を有しているとともに、民間と
行政との役割分担の観点から、民間が行うこと
が適切な事業となっていますので、引き続き市
民主役事業として実施することが可能と判断さ
れます。
　なお、実施にあたっては、子どもたちに
Facebook等の利用の際の危険性をしっかりと説
明するようにしてください。

7
日中外国語大学と地域住民との「絆」交流促
進事業

市民協働課 学生団体With 角田 真由

日中交流学生団体「京英会」が主催する日中相
互訪問プロジェクト～現地語でつなぐ絆～にお
いて、鯖江市日中友好協会と鯖江市民主役条例
推進委員会の協力のもと、中国人学生や東京在
住の学生に鯖江の豊かな自然や文化を紹介する
とともに、地域住民との膝を交えた日中交流に
より、大都市圏だけでなく、中国社会での鯖江
の知名度アップを図り、地域住民による日中友
好の絆を構築する。

300 300 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、事業を
自立して実施できる事務局体制等に優れていま
すので、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。
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8 いきがい講座 長寿福祉課
（有）ユー・エフ・オー・ア
カデミー

石本 雅之

60歳以上の高齢者が健康で生きがいのある生活
を送り、長寿を喜びあえる社会を醸成する。

4,176 4,176 1,500 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、市民が誇りややりがい、楽
しみを持って参画できる事業となっていますの
で、引き続き市民主役事業として実施すること
が可能と判断されます。

9 地産地消推進「さばえの味再発見」事業 農林政策課 （特活）小さな種・ここる 清水 孝次

市食育推進計画に基づき、市民が健康な心身を
培ない、豊な人間性を育むため、食育に関する
施策を総合的に推進する。「食」に関する知識
と「食」を選択する力を習得し、地産地消の推
進とともに地域の文化や価値観を次世代へ伝え
る役割を果たす。

420 420 88 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、事業を
自立して実施できる事務局体制等に優れていま
すので、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。

10 食の安全安心講座 農林政策課
（公社）ふくい・くらしの研
究所

竹生 正人

市民が自立した消費者として食に関する情報の
収集や知識の習得を推進し、より賢く食品の選
択ができるように、食の安全および消費に関す
る講座を開催する。

500 500 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、事業を
自立して実施できる事務局体制等に優れていま
すので、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。

11 西山公園松堂庵呈茶もてなし事業 都市計画課 ふる里体験の家「椀de縁」 荒木 真弓

西山公園嚮陽庭園に整備する茶室（仮称）「松
堂庵」で来園者に呈茶のサービスを行うことに
より、西山公園および茶室の利用を促進すると
ともに西山公園の魅力を増進する。

256 256 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、市民が
誇りややりがい、楽しみを持って参画できる事
業となっていますので、引き続き市民主役事業
として実施することが可能と判断されます。

12 西山公園松堂庵呈茶もてなし事業 都市計画課 鯖江茶道連盟 田中 久子

西山公園嚮陽庭園に整備する茶室（仮称）「松
堂庵」で来園者に呈茶のサービスを行うことに
より、西山公園および茶室の利用を促進すると
ともに西山公園の魅力を増進する。

256 256 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、住民
サービスの向上が図られているので、引き続き
市民主役事業として実施することが可能と判断
されます。

13
男女共同参画啓発事業（情報誌発行）、男女
共同参画推進大会開催事業（推進大会開催）

女性活力・人権
推進室

さばえ男女共同参画ネット
ワーク

高島 建夫

■ジェンダー、固定的性別役割分担の見なおし
やドメステックバイオレンス、セクシャルハラ
スメントなど女性に対するあらゆる暴力の根絶
および男女共同参画ならびにワーク・ライフ・
バランスの推進に関する意識を高揚する。
■男女共同参画推進に関して、広く意識高揚を
図り、機運を盛り上げる。

1,485 1,485 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、民間と行政との役割分担の観点から、現
時点で民間が行なうことが適切な内容なので、
引き続き市民主役事業として実施することが可
能と判断されます。

14
男女の社会参画促進事業（男と女共生講座
等）、男女共同参画推進運営事業（地域啓発
推進事業）

女性活力・人権
推進室

夢みらいＷｅ 栗山 祐子

■これまで政策方針決定の場への参画の機会が
少なかった女性が、社会に対する関心を高め、
男性も仕事重視の生活を見直し、現在の課題な
どを共に学ぶことにより、男女共同参画社会の
推進やワーク・ライフ・バランスの意識改革を
図ることにより女性の社会参画の促進を図る。
■地域におけるジェンダー、固定的性別役割分
担の見なおしやドメステックバイオレンス、セ
クシャルハラスメントなど女性に対するあらゆ
る暴力の根絶および男女共同参画ならびにワー
ク・ライフ・バランスの推進に関する意識を高
揚する。

〇 1,894 1,894 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制等
に優れていますので、市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。

15 区長逓送業務委託事業 市民協働課
（公社）シルバー人材セン
ター

浅野 勲

区長逓送にかかる各課の書類等を集約して適宜
配布することにより、市民に対して市政運営全
般にわたる情報の提供を行う。 741 741 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、費用対効果の向上が図られ
ているので、引き続き市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。
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16 グリーンカーテン普及促進事業 環境課 （特活）エコプラザさばえ 井上 哲夫

地球温暖化防止の意識を高めるために、「グ
リーンカーテンコンテスト」を実施して、家
庭、事業所、学校等における夏場の省エネを推
進するとともに、環境市民の育成を図る。 594 594 採用

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が
行うことが適切な事業であるとともに、事業を
自立して実施できる事務局体制等に優れていま
すので、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。

17 まなべ学講座 文化課 （特活）平成謙光舎 青山 昌則

鯖江藩主「間部」にちなみ、鯖江のことをいろ
いろな角度で学び、郷土に興味と誇りを持って
もらう。 742 86 656 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制等
に優れていますので、市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。

18 まちかど歴史浪漫コンサート 文化課 合資会社 藤田印刷所 藤田 順一

文化財建造物を舞台としたイベントを開催する
ことにより、文化財の保存と活用に関する理解
を深めるとともに、まちづくりの貴重な素材と
しての理解につながる機会を提供する。

1,195 1,195 160 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制等
に優れていますので、市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。

19 防災資機材備蓄管理事業 防災危機管理課
（株）斎藤金物店・水嶋農機
企業体

齋藤 忠男

災害発生に備えるため、災害時に必要となる資
機材の整備と維持管理、避難所等で使用する毛
布等の備蓄を計画的に行う。 621 621 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、費用対効果および住民サー
ビスの向上が期待できますので、引き続き市民
主役事業として実施することが可能と判断され
ます。

20 「新しい公共」起業家支援事業 市民協働課 （一社）PARK 山本 真一

「新しい公共」の担い手として社会的企業家を
育成し、企業、行政、ＮＰＯ、市民等が組織の
垣根を越えて、ビジネスの手法を用い地域の課
題を解決していくための環境づくりを進める。

650 650 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、市民が誇りややりがい、楽しみを持って
参画できる事業となっており、引き続き市民主
役事業として実施することが可能と判断されま
す。

21 花によるまちづくりコンクール開催事業 市民協働課 パークサポートLLP 田畑 善教

市民の自発的な花いっぱい運動を促進すること
で、自然と調和のとれた生活環境を創造し、
人々の心を和ませる美しいまちの創出を促進す
る。

〇 560 560 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、将来的に人づくりや市民同士の連携の強
化、「市民の自立」「自治力」の高まりにつな
がるものであり、市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。

22
大人のためのラジオ体操とパワーウォーキン
グ事業

健康課 丹南ケーブルテレビ（株） 青山 正幸

ラジオ体操とパワーウォーキングを活用し、市
民の自主的な健康づくりの活性化と市内外にお
ける歩く交流を図る。

520 200 320 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業の実施にあたって、よ
り多くの市民の参加を得るなど事業の広がりや
波及効果が期待できますので、引き続き市民主
役事業として実施することが可能と判断されま
す。

23
出会い交流サポート事業（ものづくり合コ
ン）

児童福祉課 （一社）PARK 山本 真一

県内外の結婚を望む若者の新たな出会いを「も
のつくり」を通して創出することにより、若者
の結婚を応援し、市内の交流人口並びに定住者
増加を目指す。

600 600 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、市民が誇りややりがい、楽しみを持って
参画できる事業となっており、引き続き市民主
役事業として実施することが可能と判断されま
す。

24 保健対策推進事業（食と健康・福祉フェア） 児童福祉課 丹南ケーブルテレビ（株） 青山 正幸

市民の自主的、主体的な健康づくりを推進す
る。

2,420 350 2,070 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制等
に優れていますので、市民主役事業として実施
することが可能と判断されます。
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25 出会い交流サポート事業 児童福祉課
（社福）鯖江市社会福祉協議
会

齋藤 多久馬

未婚の男女が交流できる場を提供することによ
り、晩婚化の進行を抑止し、未婚率の低減を図
る。

520 520 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業の実施にあたって、よ
り多くの市民の参加を得るなど事業の広がりや
波及効果が期待できますので、引き続き市民主
役事業として実施することが可能と判断されま
す。なお、実施にあたっては、リピーターの参
加が厳しい条件となっているので、見直しも視
野に検討してください。

26
スポーツ教室開催事業（リスタート・フレッ
シュアップ事業）

スポーツ課
（特活）さばえスポーツクラ
ブ

細川 龍雄

肥満による生活習慣病やメタボリックシンド
ロームの危険性が叫ばれている中で、戦後世代
が一斉にリタイヤ（退職）する時代を迎え、定
期的なスポーツへの取組みを促進し、健康づく
りの基盤を提供し、健康長寿命化に資する。

650 650 採用

　事業の実施にあたって、より多くの市民の参
加を得るなど事業の広がりや波及効果が期待で
きるとともに、市民が誇りややりがい、楽しみ
を持って参画できる事業になっていますので、
引き続き市民主役事業として実施することが可
能と判断されます。

27 災害ボランティアセンター連絡会支援事業 市民協働課
（社福）鯖江市社会福祉協議
会

齋藤 多久馬

平時より大規模な自然災害に備え、災害ボラン
ティアの活動拠点として設置される「災害ボラ
ンティアセンター」の活動を支援する。

〇 55 55 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業を実施することによ
り、将来的に人づくりや市民同士の連携の強化
につながることが期待できますので、引き続き
市民主役事業として実施することが可能と判断
されます。

28 多文化共生（生活支援）推進事業 市民協働課 鯖江市国際交流協会 平等 忠彦

同じ地域に暮らす隣人として地域住民と在住外
国人とのあいだの相互理解を育むことで、誰も
が住みやすい多文化共生のまちづくりを目指
す。

180 180 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、民間と行政との役割分担の観点から、民
間が行なうことが適切な内容であり、引き続き
市民主役事業として実施することが可能と判断
されます。

29 環境活動表彰事業 環境課 （特活）エコプラザさばえ 井上 哲夫

市民や市民団体の環境保全に関する取り組みを
促進し、本市における環境活動の活性化を図
る。

〇 216 216 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業を実施することによ
り、より多くの市民の参加を得るなど、事業の
広がりや波及効果が期待できますので、引き続
き市民主役事業として実施することが可能と判
断されます。

30 畜犬登録事業 環境課
（一社）ふくい動物愛護管理
支援センター

小西 伴彦

狂犬病予防法に基づく、飼犬の登録・予防注射
の徹底を啓発し、公衆衛生の向上及び公共の福
祉の増進を図る。 〇 486 486 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、費用対効果と経費の配分の
向上が期待できますので、引き続き市民主役事
業として実施することが可能と判断されます。

31
廃棄物分別啓発事業、ごみ減量化・資源化市
民啓発事業

環境課 （特活）エコプラザさばえ 井上 哲夫

■循環型社会の形成を目指して、一般廃棄物の
分別排出の徹底を啓発し、ごみの減量化、資源
化の向上を図る。
■ごみの分別や減量の目的・方法について、広
く市民に啓発し、家庭から発生するごみの減量
化・資源化をめざす。

〇 400 400 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、市民が誇りややりがい、楽
しみを持って参画できる事業になっていますの
で、引き続き市民主役事業として実施すること
が可能と判断されます。

32 買物袋持参啓発事業 環境課 鯖江市連合女性会 前田 サツ子

地球温暖化防止、限りある資源の枯渇防止のた
めの啓発手段として、買物袋持参を推進する。

60 60 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業を実施することによ
り、将来的に人づくりや市民同士の連携の強化
につながることが期待できますので、引き続き
市民主役事業として実施することが可能と判断
されます。

33
さばＥＣＯ（鯖江っ子）ストップ温暖化チャ
レンジ事業

環境課 （特活）エコプラザさばえ 井上 哲夫

鯖江市地球温暖化対策地域推進計画の目標を達
成するために、家族でCO2削減に取り組むチャ
レンジファミリー登録制度を実施する。さら
に、夏季と冬季における家庭での省エネ（節
電）を推進するため、節電チャレンジ大作戦を
実施する。

〇 540 540 採用

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優
れているとともに、事業を実施することによ
り、将来的に人づくりや市民同士の連携の強化
につながることが期待できますので、引き続き
市民主役事業として実施することが可能と判断
されます。
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34 景観形成推進事業、鯖江百景選定事業 都市計画課 NPOフォトプラザさばえ 榊原 一義

■魅力ある景観形成に寄与している建築物、街
並み等を表彰し、市民に周知することにより、
更なる景観に対する市民の意識高揚並びに景観
づくり活動の意欲向上を図る。
■鯖江百景として選定された市内の各地域を代
表する優れた景観や個性豊かな景観を再発見
し、それを顕彰し、守っていくことで、良好な
景観形成に対する市民の意識を啓発する。

120 30 90 採用

　事業を実施することにより、将来的に人づく
りや市民同士の連携の強化につながることが期
待できますので、引き続き市民主役事業として
実施することが可能と判断されます。

35 家族ふれあい事業 生涯学習課 （株）サビデンキ 佐飛 康央

青少年健全育成のための環境づくりとして普及
啓発活動等を行うことで次代を担うひとづくり
を推進する。 〇 715 715 採用

　事業所管部署との再協議が行われているとと
もに、事業の実施にあたって、より多くの市民
の参加を得るなど事業の広がり、波及効果が期
待できることから、引き続き市民主役事業とし
て実施することが可能と判断されます。
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