
提案型市民主役事業化制度 審査結果一覧 （平成30年度実施事業）

№ 区分 事業名 団体名 代表者名 所管部署 事業目的
複数年
提案

提案
総事業費

自己
負担額等

委託額 市納入額
最終
判定

最終結果判断理由

1 既存
賢い消費生活啓発事業（寸劇による
消費者契約被害予防啓発）

鯖江市くらしをよく
する会

水野 豊美子 市民窓口課

消費者契約被害が増加している中、寸劇を通
じ、わかりやすく被害予防を啓発する。

- 100 0 100 0 採択

　団体として誇りややりがい、楽しみを持って参画で
きる事業であり、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
るものである点が評価されました。また本事業を行う
にあたってふさわしい団体であり、事業を自立して実
施できる事務局体制、組織体制等があることから、引
き続き市民主役事業として実施することが適当と判断
されます。

2 既存 「全国OCサミットin鯖江」開催事業
OCサミット実行委員
会

吉村 明美 市民まちづくり課

様々な世代と交流し互いに学習し合って連携
を強くすることで、まちづくりを強固なもの
するとともに、埋もれたリーダーを発掘す
る。

- 570 10 560 0 採択

　市民発の独自性のある事業であり、同事業を実施す
ることが、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と
考えられます。引き続き市民主役事業として実施する
ことが適当と判断されます。
※サミット事業は３年目を迎えることから、将来の全
国展開に向けた今後の事業展開について、担当課と協
議の上、本年度の事業を企画・実施してくださること
を希望します。

3 既存
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）

さばえ男女共同参画
ネットワーク

齋藤 啓子 市民まちづくり課

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 0 1,485 0 採択

　団体として、本事業を行うにあたって適正な規模と
活動内容、さらに自立して実施できる事務局体制、組
織体制等を有していることが高く評価されました。
　一部、費用区分の変更につき、審査委員会での指摘
もふまえ受託者と担当課とのあいだで合意されました
ので、引き続き市民主役事業として実施することが適
当と判断されます。

4 既存
男女の社会参画促進事業（男と女共
生講座等）、男女共同参画地域推進
運営事業（地域啓発推進事業）

夢みらいWe 栗山 祐子 市民まちづくり課

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。

- 1,894 0 1,894 0 採択

　男女共同参画事業を民間の市民団体が実施すること
で、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」の高まりにもつながると思われ
ます。事業を自立して実施できる事務局体制、組織体
制等も整備されていることから、引き続き市民主役事
業として実施することが適当と判断されます。
※LGBT等、新たな分野への取り組みにも期待しており
ます。

5 既存
花によるまちづくりコンクール開催
事業

パークサポートLLP 田畑 善教 市民まちづくり課

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。

- 560 0 560 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等
がある点が高く評価されました。また、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等から、引き続き市
民主役事業として実施することが適当と判断されま
す。

6 既存
在住外国人生活支援事業、多文化共
生(生活支援)推進事業

鯖江市国際交流協会 川上 広志 市民まちづくり課

在住外国人に日常生活で必要な生活情報を提
供することで、在住外国人の生活の利便を図
り、在住外国人が暮らしやすく、地域に融和
する日常生活環境を整える。
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 0 180 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、自
立して実施できる事務局体制、組織体制等を有してい
ます。
　「在住外国人生活支援事業」については、提案者の
意向も取り入れ、パネル作成部分も組み込み収支計画
を変更する旨、受託者と担当課とのあいだで合意され
ましたので、市民主役事業として実施することが適当
と判断されます。

7 既存 「新しい公共」起業家支援事業 （一社）PARK 山本 真一 市民まちづくり課

「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 0 650 0 採択

　団体として本事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容を有しており、引き続き市民主役事業として実
施可能と判断されます。
　次年度の方向性も了解した上で、受託者と担当課と
のあいだで合意されましたので、引き続き市民主役事
業として実施することが適当と判断されます。
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8 既存 区長逓送業務委託事業
鯖江市シルバー人材
センター

浅野 勲 市民まちづくり課

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 0 741 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
る点が高く評価されました。引き続き市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。

9 既存
市民まちづくり応援団養成講座、サ
バヌシ総会事業

（特活）さばえNPOサ
ポート

八田 登師男 市民まちづくり課

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。
市民主役条例推進委員会からの第三次市民提
案（平成28年7月26日付け）に基づき、より幅
広い層の市民が「自分も市民の一員（主役）
だ」と思ってもらえるような集会「（仮称）
サバヌシ総会」を実施することで、市民主役
のまちづくりにおける市民の理解浸透と底辺
拡大を目指す。

- 650 0 650 0 採択

　いずれの事業についても本事業を行うにあたってふ
さわしい団体であり、自立して実施できる事務局体
制、組織体制等を有しています。
　「市民まちづくり応援団養成講座」の内容変更につ
き、審査委員会での指摘もふまえ受託者と担当課との
あいだで合意されましたので、引き続き市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

10 既存
災害ボランティアセンター連絡会支
援事業

鯖江市社会福祉協議
会

齋藤 多久馬 市民まちづくり課

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。

H29-31 55 0 55 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
ることが高く評価されました。引き続き市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

11 既存
「ふるさと鯖江の日」記念事業　※
自衛隊コンサート事業分

はーとふるカンパ
ニー

井上 貴之 市民まちづくり課

先人が築いた歴史、伝統、文化、産業、そし
て豊かな自然とすばらしい環境など、これら
すべての財産を市民のかけがえのない「宝」
として永遠に守り育て次世代に引き継ぎ、愛
着を深めていくために、鯖江市が誕生した日
である１月１５日を「ふるさと鯖江の日」と
定め記念事業を開催する。

- 452 0 452 0 採択

　経費の配分が適切であるほか、市民の視点からの斬
新な提案である点が評価されました。市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。

12 既存
サバエ×ワカモノ夢創造大学事業、
若者による地域活性化推進事業

（特活）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹
市民まちづくり課、
商工政策課

市内の中高生のアイデアを大学生や大人がサ
ポートし具現化させる。サポートをする中
で、上の世代から下の世代へと知識・技術の
伝達が行われるのを大学と見立て、強固なコ
ミュニティの形成を目指し、地元への愛着を
育む。さらに事業を通して、自分たちの住ん
でいる街は自分たちで楽しくできるというこ
とを知ってもらい、以って若者が住みたくな
る、住み続けたくなる魅力あるまちづくりを
目指す。
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する。また、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。

- 1,600 200 1,400 0 採択

　これまで内外に高い評価を得られている事業にも関
わらず、既存の内容・形態にこだわらない斬新な提案
である点が高く評価されました。成果の改善が期待で
きるほか、これまでの実績からも事業を自立して実施
できる事務局体制、組織体制等があることから、市民
主役事業として実施することが適当と判断されます。

13 既存

こども防災チャレンジ親子講座と小
学・中学防災出前講座、【防育事
業】地区防災出前講座、【防育事
業】自主防災組織研修

防災士ネットワーク
さばえ

岸本 直樹 防災危機管理課

子どもを対象に防災学習と防災体験を通じ
て、災害時に生き抜くことができる知識を深
め、地域防災力の担い手を育成する。
地区単位において防災に関する講座を開き、
地域の防災力の向上を図る。

- 887 0 887 0 採択

　市が行ってきた事業を斬新に組み替えた提案である
ことが高く評価されました。また、団体として誇りや
やりがい、楽しみを持って参画できる事業であること
から、市民主役事業として実施することが適当と判断
されます。

14 既存 防災リーダー養成講座事業
鯖江市防災リーダー
交流会

加藤 清一郎 防災危機管理課

防災リーダーを養成することにより地域や町
内の防災体制の確立および減災知識の周知を
図り、災害や防災に関する知識を習得するた
めの防災リーダー養成講座を開講する。

- 318 0 318 0 採択

　防災リーダー養成講座の修了生が結成する交流会が
当該事業を実施することで、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ると評価されました。費用対効
果の向上も期待できますので、市民主役事業として実
施可能と判断されます。

15 既存 防災資機材備蓄管理事業
（株）斎藤金物店、
水嶋農機商会企業体

齋藤 忠男 防災危機管理課

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。

- 610 0 610 0 採択

　費用対効果の向上が期待されると同時に、費用区分
も適切と判断されます。また企画内容の斬新さの点で
も評価されましたので、市民主役事業として実施する
ことが適当と判断されます。
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16 既存 ITのまち鯖江推進事業
（一社）ゆるパブ
リック

田中 碧 情報統計課

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、
オープンデータの推進や動画の配信などITを
活用する施策をおこなっている。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。

- 900 0 900 0 採択

　市が行ってきた事業を斬新に組み替え、より多くの
市民の参加を得るなど事業の広がり、波及効果が見ら
れます。引き続き市民主役事業として実施することが
適当と判断されます。
※事業の企画・実施にあたっては、実行委員会体制を
強固なものにしてください。

17 既存 ＩＴに親しむ講座事業
（株）システムグラ
フィ

児玉 修一 情報統計課

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、Ｉ
Ｔに親しむ講座(facebook、iPad(タブレット)
を開催する。 - 1,000 0 1,000 0 採択

　事業を自立して実施することができる実施体制・ノ
ウハウを有しています。民間の発想・運営が成果の向
上にも生かされていることから、引き続き市民主役事
業として実施することが適当と判断されます。

18 既存 いきがい講座
（有）ユー・エフ・
オー・アカデミー

石本 雅之 長寿福祉課

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。

- 4,800 0 4,800 2,400 採択

　受講者も増加するとともに、ニーズを取り込みなが
ら充実した講座活動が行われており住民サービスの向
上が図られています。事業を自立して実施できる実施
体制・ノウハウを有していることが高く評価されたこ
とから、引き続き市民主役事業として実施することが
適当と判断されます。

19 既存 出会い交流サポート事業 （一社）PARK 山本 真一 子育て支援課

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。 - 400 0 400 0 採択

　市が行ってきた事業を、市民ならではの斬新な企画
力で組み替えている点で評価されました。市民主役事
業として実施することが適当と判断されます。

20 既存
出会い交流サポート事業（さばえも
のつくり合コン）

（一社）PARK 山本 真一 子育て支援課

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 0 600 0 採択

　応募した事業を行うにあたって、適正な規模と活動
内容を有しており、事業を自立して実施できる事務局
体制、組織体制等がある点、スケジューリングが適切
である点等が評価されました。引き続き市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

21 既存
地域子育て支援センター事業（子育
てサポーター養成講座事業）

子育てサポーターの
会COSAPO

伊藤 恵美子 子育て支援課

子育てに関する知識や実技を講座形式で学ぶ
ことで、地域ぐるみで子育て中の親子の見守
りやサポートを行い、安心して子育てできる
環境づくりを図るための人材を養成する。

- 330 0 330 0 採択

　子育てに関するサポーターを養成することで住民
サービスの向上が図られているほか、事業成果の大幅
な改善が認められることから、引き続き市民主役事業
として実施することは妥当と判断されます。
　委託料の設定につき、審査委員会での指摘もふまえ
受託者と担当課とのあいだで合意されましたので、引
き続き市民主役事業として実施することが適当と判断
されます。

22 既存
保健対策推進事業（食と健康・福祉
フェア）

はーとふるカンパ
ニー

井上 貴之 健康づくり課

市民の自主的、主体的な健康づくりを推進す
る。

- 1,983 0 1,983 0 採択

　「食と健康・福祉フェア」事業の実施に市民の企画
が取り入れられることで、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ます。市民
が誇りややりがい、楽しみを持って参画できる事業で
あるという点でも評価されますので、市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。
※なお、講演会等のメイン講師にかかる謝礼について
は、費用区分が高額なため必要に応じて実費精算して
ください。

23 既存
日中外国語大学と地域住民との
「絆」交流促進事業

学生団体with 堀江 理沙 商工政策課

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。

- 350 0 350 0 採択

　従前から安定して市民主役事業を実施しており、成
果の改善が期待できる点が評価されましたので、引き
続き市民主役事業として実施されることが適当と判断
されます。

24 既存 街なか彩り推進事業 鯖江おかみさん会 齋藤 留美 商工政策課

国体の開催により観光客が増加すると考えら
れる西山公園から中心市街地の植樹枡等に花
を植えて街なかに彩りをもたらす。

- 250 0 250 0 採択

　団体として誇りややりがい、楽しみを持って参画で
きる事業であり、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
るものである点が評価されました。引き続き市民主役
事業として実施することが適当と判断されます。
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25 既存
地産地消推進「さばえの味再発見」
事業

（特活）小さな種・
ここる

清水 孝次 農林政策課

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。

- 450 0 450 66 採択

　ファーム事業や高校生カフェ事業の実施により、多
くの市民の参加を得るなど事業の広がり、波及効果が
期待できるほか、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
る点が高く評価されました。また本事業を行うにあ
たってふさわしい団体であることから、引き続き市民
主役事業として実施することが適当と判断されます。
※ファームで採れた野菜のほかにも、川島ごぼう等新
たな鯖江の農産品もぜひメニューに取り入れてくださ
れば幸いです。

26 既存
野菜ソムリエとのコラボによる地産
地消啓発推進事業

野菜ソムリエコミュ
ニティ福井

飛田 友香 農林政策課

鯖江産農産物の使用により、地元農産物の魅
力を再発見してもらうと同時に、野菜ソムリ
エコミュニティ福井より、鯖江産農産物の魅
力を発信してもらい、地産地消および地域の
盛上げ活動の一助にする。

- 323 0 323 0 採択

　団体として誇りややりがい、楽しみを持って参画で
きる事業であるほか、事業を自立して実施できる事務
局体制、組織体制等があるという点で高く評価されま
した。引き続き市民主役事業として実施するにふさわ
しい事業と判断されます。

27 既存 食の安全安心講座
（公社）ふくい・く
らしの研究所

竹生 正人 農林政策課

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。 - 350 0 350 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等
があることが高く評価されました。また本事業を行う
にあたってふさわしい団体であることから、引き続き
市民主役事業として実施することが適当と判断されま
す。

28 既存 グリーンカーテン普及促進事業
（特活）エコプラザ
さばえ

井上 哲夫 環境政策課

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、地球温暖化防止意識を
高めるための目に見える啓発手段として、ま
た、環境市民育成のための環境教育の一環と
して①「グリーンカーテンコンテスト」を実
施する。また、市の取組として②市庁舎グ
リーンカーテンも継続する。 594 0 594 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、自
立して実施できる事務局体制、組織体制等を有してい
ます。
　費用区分の変更等につき、審査委員会での指摘もふ
まえ受託者と担当課とのあいだで合意されましたの
で、引き続き市民主役事業として実施することが適当
と判断されます。
　また現状では本事業自体の中長期的な展望が立ちに
くいため、複数年提案については見合わせることとし
ます。

29 既存
さばＥＣＯ（鯖江っ子）ストップ温
暖化チャレンジ事業

（特活）エコプラザ
さばえ

井上 哲夫 環境政策課

鯖江市地球温暖化対策地域推進計画の目標達
成に向け、市、市民、事業者で構成する協議
会を設置し、市域のCO2削減に向けた取り組み
の具体的な推進について協議する。また、平
成27年度までに25%（5500世帯）における家庭
のCO2削減を目指し、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。

540 0 540 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、自
立して実施できる事務局体制、組織体制等を有してい
ます。
　費用区分の変更等につき、審査委員会での指摘もふ
まえ受託者と担当課とのあいだで合意されましたの
で、引き続き市民主役事業として実施することが適当
と判断されます。
　ただし、現状では本事業自体の中長期的な展望が立
ちにくいため、複数年提案については見合わせること
とします。

30 既存 環境活動表彰事業
（特活）エコプラザ
さばえ

井上 哲夫 環境政策課

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。

H30-32 216 0 216 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等
があり、本事業を行うにあたってふさわしい団体であ
ることが評価されました。また民間が行なうことが適
切な内容であることから、引き続き市民主役事業とし
て実施することが適当と判断されます。

31 既存 畜犬登録事業
（一社）ふくい動物
愛護管理支援セン
ター協会

小西 伴彦 環境政策課

狂犬病予防法に基づく、飼犬の登録・予防注
射の徹底を図る。

- 486 0 486 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
ることが高く評価されました。引き続き市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

32 既存
廃棄物分別啓発事業、ごみ減量化・
資源化市民啓発事業

（特活）エコプラザ
さばえ

井上 哲夫 環境政策課

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。

H30-32 400 0 400 0 採択

　従前から安定して市民主役事業を実施しており、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
ることから、引き続き市民主役事業として実施するこ
とが適当と判断されます。
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33 既存 まち美化活動表彰事業
（特活）エコプラザ
さばえ

井上 哲夫 環境政策課

福井国体に向けて、市民、市民団体による道
路や公園などの公共空間の美化活動の顕彰を
行なうことにより、市と市民の協働による美
しいまちづくりを展開する。

- 200 0 200 0 採択

　成果の改善が期待できるほか、市民団体が関わるこ
とで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ます。また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
まりにつながる点が評価されますので、引き続き市民
主役事業として実施することが適当と判断されます。

34 既存 西山公園松堂庵呈茶もてなし事業
ふる里体験の家「椀
de縁」

荒木 真弓 都市計画課

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。

- 190 0 190 0 採択

　西山公園において呈茶もてなし事業を実施するにあ
たり、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点、団体として誇りややりがい、
楽しみを持って参画できる事業である点が評価されま
した。引き続き市民主役事業として実施することが適
当と判断されます。

35 既存 西山公園松堂庵呈茶もてなし事業 鯖江茶道連盟 渡辺 キヨ子 都市計画課

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。

- 190 0 190 0 採択

　西山公園において呈茶もてなし事業を実施するにあ
たり、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点、団体として誇りややりがい、
楽しみを持って参画できる事業である点が評価されま
した。引き続き市民主役事業として実施することが適
当と判断されます。

36 既存 家族ふれあい事業 （株）サビデンキ 佐飛 康央
教育政策・生涯学習
課

青少年健全育成のための環境づくりとして、
家庭や家族ふれあいの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。

H30-32 720 0 720 0 採択

　団体として本事業を自立して実施できる事務局体
制、組織体制等を有しており、かつ事業参加者だけで
なく市民の皆さんにとっても住民サービスの向上にも
寄与する提案となっています。
　企画内容の一部変更につき受託者と担当課とのあい
だで合意ができましたので、引き続き市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。

37 既存
体育大好き支援事業（小学校）、体
育大好き支援事業（中学校）

（特活）さばえス
ポーツクラブ

森田 末廣 学校教育課

各小学校において、「体つくり」、「器械器
具を使った運動」、「ゲーム」、「表現リズ
ム」の授業に専門的な知識を持った講師を派
遣することにより、児童の体力向上と教職員
の資質向上を図った。
各中学校において、「ダンス」の授業に専門
的な知識を持った講師を派遣することによ
り、生徒の体力向上と教職員の資質向上を
図った。

- 2,187 0 2,187 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
る点が高く評価されました。引き続き市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。

38 既存 クリエイティブ教育都市事業
（特活）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹 学校教育課

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。

- 700 0 700 0 採択

　プログラミング教育に長けた人材に携わっていただ
き、成果の改善が期待できることが高く評価されまし
た。事業の広がり、波及効果が期待できるほか、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」の高まりにつながり、かつ現時点で民
間が行なうことが適切であることから、市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

39 既存 まなべ学講座 （特活）平成謙光舎 青山 昌則 文化課

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。

- 480 0 480 0 採択

　市民の皆さんのふるさと鯖江に対する誇りを醸成す
るとともに、本事業を実施することが、将来的に人づ
くりや市民同士の連携の強化等につながる点で、市民
主役事業にふさわしい提案と考えます。
　一部、歴史関連ツアーの詳細計画や参加者負担金の
扱い等につき、審査委員会での指摘もふまえ受託者と
担当課とのあいだで合意されましたので、引き続き市
民主役事業として実施することが適当と判断されま
す。

40 既存 まちかど歴史浪漫コンサート
神明燦シャインプロ
ジェクト

山本 初治 文化課

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。 - 1,080 0 1,080 0 採択

　これまでにない斬新な提案である点や、住民サービ
スの向上が期待できるという点で評価されました。市
民主役事業として実施することが適当と判断されま
す。
※なお、入場料の徴収についても検討をお願いいたし
ます。
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41 既存 近松講座 さばえ近松倶楽部 林 哲治 文化課

近世の文豪近松門左衛門が鯖江で幼少期を過
ごしたことにちなみ、その史実を市民に広く
周知することにより、その歴史や人物像、作
品に興味と理解を深めるとともに歴史資産を
活用したまちづくりを推進する。

- 80 0 80 0 採択

　本事業を行うにあたってふさわしい団体であり、事
業を自立して実施できる事務局体制、組織体制等があ
ることが高く評価されました。引き続き市民主役事業
として実施することが適当と判断されます。

42 既存
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）

（特活）さばえス
ポーツクラブ

森田 末廣
国体・スポーツ推進
課

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 0 650 0 採択

　団体として本事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容、さらに自立して実施できる事務局体制、組織
体制等を有しているほか、他の観点からも市民主役事
業にふさわしい提案・事業であると高く評価されまし
た。
　費用区分につき、審査委員会での指摘もふまえ受託
者と担当課とのあいだで再度調整合意されましたの
で、引き続き市民主役事業として実施することが適当
と判断されます。

43 新規 ワーク・ライフ・バランス推進業務 地域事業主 わどう 山岸 充 市民まちづくり課

ワーク・ライフ・バランスが進まない企業の
業務改革を個別に診断して、企業の働き方改
革を促し、育児・介護が原因で離職する社員
の軽減を図るとともに、企業の成長を促す。

- 350 0 350 0 採択

　自らワーク・ライフ・バランスを積極的に実践する
ノウハウが活かされ、住民サービスの向上・成果の改
善が期待できる斬新な提案であることが評価されまし
た。
　関連企業との連携につき整理をした上で、市民主役
事業として「地域事業主わどう」さんの主体的な取り
組みとなるよう期待しております。

44 新規 選べるワークスタイル推進事業
（一社）ゆるパブ
リック

田中 碧 市民まちづくり課

あらゆる人々が自分の能力を発揮し、希望に
合った働き方を選択できるよう、新しい働き
方を実践している企業の取組みを紹介する。

- 600 60 540 0 採択

　ワークショップを取り入れることで、人づくりや市
民同士の連携強化にもつながるほか、住民サービスの
向上・成果の改善が期待できる斬新な提案であること
が評価されました。なお、関係機関と連携した事業主
への参加呼びかけ、受講者からの参加費徴収につき、
担当課と協議を行ってください。

45 新規
認知症カフェ、認知症サポーター養
成講座

福井県民生活協同組
合

竹生 正人 長寿福祉課

認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集
える場の提供および運営を実施する。
地域住民（学校、企業、団体等を含む）に対
し、指定のテキストを活用して、認知症キャ
ラバンメイトを講師とした認知症サポーター
養成講座を開催する。

- 972 0 972 0 採択

　事業を行うにあたって適正な団体であり、かつ事業
を自立して実施できる組織体制を有しているほか、人
づくりや市民同士の連携強化にもつながる提案である
ことが高く評価されました。「認知症にやさしいま
ち」を市民でつくるという貴団体の理念に大いに賛同
すると同時に、災害時の対応等についても、今後、幅
広い団体等との協働が進むことを期待しております。

46 新規
持続可能な循環型社会構築への啓発
事業

（株）長谷川商店 長谷川 雄一 環境政策課

飲食店や家庭等から排出される食品ロスやご
みの削減に向けた普及啓発の促進を図り、市
民1人1日あたりのごみ排出量870ｇ以下、リサ
イクル率17％以上を目指す。飲食店や家庭等
で使用できるグッズを製作し、イベント等で
啓発する。

- 3,350 0 3,350 0 採択

　事業を行うにあたって適正な団体であり、かつ事業
を自立して実施できる組織体制を有していることが評
価されました。一方、すでに一定の普及をしている
グッズもあるため、本事業について市民の皆さんに理
解を得、積極的に使ってもらうためには、特にコンセ
プトづくりが重要と思われます。そこで、担当課とも
協議の上、製作するグッズの数を調整するなどして、
製品の素材・デザイン等にも十分な工夫をお願いいた
します（例：間伐材を使った割り箸、リサイクル資材
で作るコースター、若い方も使うような魅力的なデザ
インのエコバック等）

47 既存 【防育事業】自主防災組織研修 任意団体 防災危機管理課

地区単位において防災に関する講座を開き、
地域の防災力の向上を図る。

不採択

　費用対効果の向上が図られていますが、提案の斬新
性や事業を自立して実施できる事務局体制、組織体制
等の点で、他団体からの提案の評価が上回りました。
残念ながら今回は市民主役事業としての実施を見送ら
せていただきます。

48 既存 防災リーダー養成講座事業 一般企業 防災危機管理課

防災リーダーを養成することにより地域や町
内の防災体制の確立および減災知識の周知を
図り、災害や防災に関する知識を習得するた
めの防災リーダー養成講座を開講する。 不採択

　成果の改善および事業を自立して実施できる事務局
体制、組織体制等の点で評価が高かったものの、費用
対効果の向上等の点で他団体からの提案の評価が上回
りました。残念ながら今回は市民主役事業としての実
施を見送らせていただきます。
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49 既存 防災資機材備蓄管理事業 一般企業 防災危機管理課

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。

不採択

　事業の実施体制等の点で評価されましたが、費用対
効果、企画の斬新さという点で他団体の提案の評価が
勝りました。残念ながら今回は市民主役事業としての
実施を見送らせていただきます。

50 既存 出会い交流サポート事業 任意団体 子育て支援課

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。

不採択

　婚活事業を民間で実施することが、将来的に人づく
りや市民同士の連携の強化等につながるものであると
評価されましたが、企画内容の斬新性や、事業を自立
して実施できる事務局体制、組織体制等という点で、
他団体の提案の評価が勝りました。残念ながら今回は
市民主役事業としての実施を見送らせていただきま
す。

51 既存 まちかど歴史浪漫コンサート 一般企業 文化課

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。 不採択

　民間と行政との役割分担の観点から、市民主役事業
として適切な企画です。また事業を自立して実施でき
る事務局体制、組織体制等という点で評価されました
が、企画の斬新性や成果の向上という点で、他団体の
提案の評価が勝りましたので、残念ながら今回は市民
主役事業としての実施を見送らせていただきます。


