
提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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 民間企業経営者に学ぶ
組織リーダー養成研修

地域事業主わどう 山岸 充 総務課 - 165 0 165 0 採択 　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、また事業の目的から
言っても民間の企画案に基づき実施することが適
切な事業であることが評価されました。
　再協議において民間トップの経営層の経験や戦
略を直接学ぶことも可能であることが確認されて
いることからも、市民主役事業として実施可能と
判断します。

2 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 - 100 0 100 0 採択 　団体側の主体的な活動になっている点、かつ事
業を実施することが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
がる提案である点等が高く評価されました。団体
の独自性が発揮され、事業効果も高いことから
も、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。

3 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 - 540 0 540 0 採択 　市が行なってきた既存事業を担い手を変えて実
施するものでない点、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る点
等が高く評価されました。団体側の主体的な活動
になっていることからも、引き続き市民主役事業
として実施可能と判断します。

（委員会からの提案）この課題につきましては、
企業経営者や幹部など雇い主側の理解も必要と考
えますので、こうした方々も巻き込んだ企画もぜ
ひご検討ください。

4 「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 - 570 10 560 0 採択 　事業を実施することが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
つながる提案である点、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等が高く評価
されました。団体側の主体的な活動になっている
こと、SDGsをテーマに取り入れている点等から
も、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。
　なお、今後の事業形態については、委託のほか
にふさわしいい方法がないかも含め、担当課と協
議を行なうこともお勧めします。また、「全国」
という名にふさわしいものとなるよう、本市のみ
ならず全国展開も視野に入れてください。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

5 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 - 1,485 0 1,485 0 採択 　貴ネットワークは、事業を自立して実施できる
事務局・組織体制等を有するとともに、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
している団体であること等が高く評価されまし
た。本事業を実施していただくことで人づくりや
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ることから、
引き続き市民主役事業として実施可能と判断しま
す。
　これまでも新たな分野の団体等へ「男女共同参
画」事業への参加を呼びかけていただいていると
思いますが、今後もぜひ新たな企画などを通じさ
らなる巻き込みを図っていただくことを期待して
おります。

6 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）

夢みらいＷｅ 栗山 祐子 市民まちづくり課 - 1,733 0 1,733 0 採択 　事業を実施することが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
つながる事業である点、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る
点等が高く評価されました。団体側の主体的な活
動になっており、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も、引き続き
市民主役事業として実施可能と判断します。

7 区長逓送業務委託事業 （公社）シルバー
人材センター

辻 進弘 市民まちづくり課 H31～33 755 0 755 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、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いる団体であること
等が非常に高く評価されました。事業スケジュー
ルも含めスムーズな実施が見込まれることから
も、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。

8 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 - 400 0 400 0 採択 　事業を実施することが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、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等が高く評価
されました。
　ただし再協議の結果、提案から「市民まちづく
り応援団養成講座」が外れたことから、「サバヌ
シ総会」事業のみ、引き続き市民主役事業として
実施可能と判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）
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複数年
提案

提案
総事業費

自己
負担額等
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最終
判定

最終結果判断理由

9 花によるまちづくりコ
ンクール開催事業

鯖江市区長会連合
会

橋本 国宏 市民まちづくり課 H31～33 350 0 350 0 採択 　団体側の主体的な活動になっている点、かつ事
業を実施することが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
がる提案である点等が特に高く評価されました。
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
からも、民営化型市民主役事業として実施可能と
判断します。

10 災害ボランティアセン
ター連絡会支援事業

（社福）鯖江市社
会福祉協議会

齋藤 多久馬 市民まちづくり課 H29～31 55 0 55 0 採択 　応募した事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容を有している点、事業スケジュールも含め
スムーズな実施が見込まれる点等が高く評価され
ました。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、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ること等から
も、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。

11 在住外国人生活支援事
業

鯖江市国際交流協
会

川上 広志 市民まちづくり課 - 305 0 305 0 採択 　応募した事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容を有している点、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等が高く評価
されました。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
待できる点、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事
業であること等からも、市民主役事業として実施
可能と判断します。

12 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 - 181 0 181 0 採択 　貴協会は、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制等を有するとともに、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いる
団体であること等が特に高く評価されました。団
体側の主体的な活動になっている点、かつ事業を
実施することが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
る提案である点等からも、引き続き民営化型市民
主役事業として実施可能と判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
複数年
提案

提案
総事業費

自己
負担額等
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最終
判定
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13 ワーク・ライフ・バラ
ンス推進業務

（株）LIFULL FaM 秋庭 麻衣 市民まちづくり課 - 350 0 350 0 採択 　応募した事業を行うにあたって、適正な規模と
活動内容を有している点、かつ成果の改善が期待
できる点等が高く評価されました。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、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
な事業であること等からも、引き続き市民主役事
業として実施可能と判断します。

14 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、地区防
災出前講座、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 - 887 0 887 0 採択 　事業の目的を達成するための斬新な提案であ
り、成果の改善も期待できる点等が非常に高く評
価されました。事業を実施することが人づくりや
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
であることから、引き続き市民主役事業で実施可
能と判断します。
　ただし、経費のうち「企画運営費」が半分近く
を占めており、事業精算時にも同情報が必要なこ
とから、あらかじめ担当課に同経費の積算根拠
（○人×○時間×単価等）を提示してください。

15 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 - 610 0 610 0 採択 　共同企業体を作ることにより、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い
る点、事業を自立して実施できる事務局体制、組
織体制等を確保した点等が非常に高く評価されま
した。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
可能と判断します。

16 防災リーダー養成講座
事業

鯖江市防災リー
ダー交流会

手賀 友裕 防災危機管理課 - 315 0 315 0 採択 　防災リーダー自らが講座運営に携わることによ
り、事業を実施することが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
につながる提案である点等が特に高く評価されま
した。団体側の主体的な活動になっていることか
らも、引き続き市民主役事業として実施可能と判
断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

17 ITに親しむ講座事業
（IT活用等）

（株）システムグ
ラフィ

児玉 修一 情報統計課 - 1,000 0 1,000 0 採択 　事業を自立して実施できる事務局・組織体制等
を有するとともに、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いる企業である
こと等が高く評価されました。民間と行政との役
割分担の観点からも民間が行なうことが適切な内
容であると考えられること、参加者の増加のため
に工夫を重ねてきたこと等から、引き続き市民主
役事業として実施可能と判断します。

18 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 - 800 0 800 0 採択 　これまでになかったような企画により、多くの
市民の参加を得るなど事業の広がり・波及効果が
見られます。参加者にも喜ばれ住民サービスの向
上が図られている点、細かく課題を抽出して今後
の活動に生かしている点等が特に高く評価されま
した。団体側の主体的な活動になっていることか
らも、引き続き市民主役事業として実施可能と判
断します。

19 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 - 423 0 423 0 採択 　事業を自立して実施できる事務局体制・組織体
制等を有するとともに、事業スケジュールも含め
スムーズな実施が見込まれることが高く評価され
ました。本事業を実施することが人づくりや市民
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ることから、引き続
き市民主役事業として実施可能と判断します。
　ただし平成30年度に連携して実施していた「認
知症カフェ」事業の提案がありませんでしたの
で、単独実施で相乗効果が薄れることによる影響
が出ないよう、担当課ともども十分協議を行なっ
ていただくようお願いいたします。

20 出会い交流サポート事
業（ものづくり合コ
ン）

（一社）PARK 山本 真一 子育て支援課 - 600 0 600 0 採択 　市が行なってきた既存事業を市民団体ならでは
の工夫を加え実施されている点、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い
る点等が高く評価されました。引き続き市民主役
事業として実施可能と判断します。

（委員会からの提案）
　貴団体は、昨年度から「出会い交流サポート事
業」も市民主役事業として実施していることか
ら、両事業を一体として実施することで市および
貴団体にメリットがあるのであれば、その旨、担
当課と協議を進めてください。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

21 出会い交流サポート事
業

（一社）PARK 山本 真一 子育て支援課 - 400 0 400 0 採択 　市が行なってきた既存事業を市民団体ならでは
の工夫を加え実施されている点や、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
内容である点等が高く評価されました。事業効果
も期待できることから、引き続き市民主役事業と
して実施可能と判断します。

（委員会からの提案）
　貴団体は、昨年度から「出会い交流サポート事
業」も市民主役事業として実施していることか
ら、両事業を一体として実施することで市および
貴団体にメリットがあるのであれば、その旨、担
当課と協議を進めてください。

22 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 - 330 0 330 0 採択 　団体独自の取り組みにより細かい改善が行われ
ており成果の改善が期待できる点、事業を実施す
ることが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提案で
ある点等が高く評価されました。団体側の主体的
な活動になっていること、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
ること等からも、引き続き市民主役事業として実
施可能と判断します。

23 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 国保年金課 - 1,983 0 1,983 0 採択 　市民が誇りややりがい、楽しみを持って参画で
きる事業である点、既存事業の内容を十分に検証
し住民サービスの向上や成果の改善が期待できる
点等が高く評価されました。
　展示内容についても、再度協議の上、具体的な
方向性が担当課と団体側の間で確立されたことか
ら、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。

24 母子保健事業費（まる
ごと眼の健康づくり事
業）

ＮＰＯみるみえる 加藤 裕之 健康づくり課 - 200 0 200 0 採択 　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、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ること等が高く評価さ
れました。団体側の主体的な活動になっている
点、かつ事業を実施することが人づくりや市民同
士の連携の強化、「市民の自立」「自治力」の高
まりにつながる提案である点等からも、市民主役
事業として実施可能と判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

25 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 小澤 直人 商工政策課 - 350 0 350 0 採択 　市が行なってきた既存事業を市民団体ならでは
の細かい改善が加え実施されている点、団体側の
主体的な活動になっている点等が高く評価されま
した。費用対効果の向上も見込まれ、かつ事業ス
ケジュールも含めスムーズな実施が見込まれるこ
とからも、引き続き市民主役事業として実施可能
と判断します。

26 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 H31～33 250 0 250 0 採択 　事業を実施することが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
つながる提案である点、団体側の主体的な活動に
なっている点等が特に高く評価されました。費用
対効果の向上も見込まれ、かつ成果の改善が期待
できる点等からも、引き続き市民主役事業として
実施可能と判断します。

27 若者による地域活性化
推進事業、サバエ×ワ
カモノ夢創造大学事業

（特活）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹 商工政策課、市民
まちづくり課

- 1,550 200 1,350 0 採択 　事業を自立して実施できる事務局体制・組織体
制等があり、さらに市が行なってきた既存事業を
市民団体ならではの工夫を加え実施されている点
等が高く評価されました。
　経費の詳細な内訳も示され、新年度に向けてあ
らためて費用対効果の向上も図られていることか
らも、引き続き市民主役事業として実施可能と判
断します。

28 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 - 450 0 450 66 採択 　市が行なってきた既存事業を市民団体ならでは
の工夫を加え実施されている点、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
容である点等が高く評価されました。成果の改善
が期待でき、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等からも、引き続き市
民主役事業として実施可能と判断します。

29 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 - 350 0 350 0 採択 　貴法人は、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制等を有するとともに、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いる
団体であること等が特に高く評価されました。住
民サービスの向上が期待できるほか、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
な内容であること等からも、引き続き市民主役事
業として実施可能と判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

30 グリーンカーテン普及
促進事業、【一部】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 H31～33 992 0 992 0 採択 　応募した事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容を有している点、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等が非常に高
く評価されました。SDGs推進の観点からの広がり
も期待でき、民間と行政との役割分担の観点から
も民間が行なうことが適切な内容であると考えら
れること等から、引き続き市民主役事業として複
数年度で実施可能と判断します。

31 環境活動表彰事業、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 H30～32 327 0 327 0 採択 　貴法人は、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制等を有するとともに、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いる
団体であること等が特に高く評価されました。事
業を実施することが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
がる提案である点、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る点等
からも、引き続き市民主役事業として実施可能と
判断します。

32 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 H31～33 486 0 486 0 採択 　貴法人は、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制等を有するとともに、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いる
団体であること等が特に高く評価されました。住
民サービスの向上が期待できるほか、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も、
引き続き市民主役事業として実施可能と判断しま
す。

33 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 H30～32 400 0 400 0 採択 　貴法人は、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制等を有するとともに、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いる
団体であること等が特に高く評価されました。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点、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事業であること等
からも、引き続き市民主役事業として実施可能と
判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

34 日野川砂礫河原再生事
業（体験型イベントの
み）

鯖江河原部実行委
員会

久保田 裕之 土木課 - 420 0 420 0 採択 　事業を実施することが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
つながる事業である点、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点
等が高く評価されました。団体側の主体的な活動
になっている点、かつ成果の改善が期待できる点
等からも、市民主役事業として実施可能と判断し
ます。

35 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 - 190 0 190 0 採択 　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、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ること等が高く評価さ
れました。団体側の主体的な活動になっている
点、かつ住民サービスの向上も期待できる点等か
らも、引き続き市民主役事業として実施可能と判
断します。

36 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 - 190 0 190 0 採択 　応募した事業を行うにあたって適正な規模と活
動内容を有している点、事業を自立して実施でき
る事務局体制、組織体制等を確保している点等が
高く評価されました。事業スケジュールも含めス
ムーズな実施が見込まれる点、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
である点等からも、引き続き市民主役事業として
実施可能と判断します。

37 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 - 2,187 0 2,187 0 採択 　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る点、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
等で高く評価されました。学校側からの事業評価
も高く、団体側の主体的な活動になっていること
からも、引き続き市民主役事業として実施可能と
判断します。
　これまでなかったような教科も増える中、一方
で教員の負担増も懸念されています。中長期的な
観点からは、学校における外部人材の活用に関す
る教育委員会側の展望・戦略も問われてくる事例
です。本事業の成果をもとに、新たなステップと
して今後どのような提案ができるかについて議論
を始めていただければ幸いです。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

38 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 - 700 0 700 0 採択 　市が行なってきた既存事業を市民団体ならでは
の工夫を加え実施されている点、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
容である点等が高く評価されました。
　来年度以降の授業でのプログラミング教育への
取り組みについても、教育委員会側と協議を進め
ており、「IchigoJam」および「BASIC」を使用す
ることの利点も現場で共有化されていることか
ら、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。

39 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

H30～32 753 0 753 0 採択 　本事業が団体側の主体的な活動になっている
点、また貴法人が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いる点等が特に高
く評価されました。住民サービスの向上が期待で
きるほか、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る点等からも、
引き続き市民主役事業として実施可能と判断しま
す。

40 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 - 1,080 0 1,080 0 採択 　単に市の事業を受託するのではなく自発的な提
案になっている点や、関連の他団体を巻き込むこ
とで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
点等が高く評価されました。高い事業成果も見込
まれ、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可能と判断します。
　ただし、鯖江の文化財を広く知っていただくと
いう事業目的を達成するために、全市民を対象と
した事業であることを明確に位置づけ、神明地区
以外にも広く事業ＰＲを行なっていただくことを
希望します。

41 近松講座 さばえ近松倶楽部 林 哲治 文化課 - 80 0 80 0 採択 　本事業が団体側の主体的な活動になっている
点、事業を実施することが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
につながる提案である点等が高く評価されまし
た。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、かつ住民サービス
の向上も期待できること等からも、引き続き市民
主役事業として実施可能と判断します。
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提案型市民主役事業化制度 採択結果一覧 （平成31年度実施予定既存事業）

事業名 団体名 代表者名 所管部署
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

42 ITに親しむ講座事業
（IT活用等）

（競合案件） - 情報統計課 - 0 0 0 0 不採択 　これまで行なってきた事業に民間企業ならでは
の新たな工夫を盛り込みご提案いただいた点、事
業を実施することが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
がる提案である点等が高く評価されました。ま
た、講座の内容にも斬新な点がありました。ただ
し、事業の実施にあたっての組織体制や人員等の
点で、他団体の提案の方が勝りましたので、残念
ながら今回は市民主役事業での実施を見送らせて
いただきます。次年度以降、再度のご提案をお待
ちしております。

43 まちかど歴史浪漫コン
サート

（競合案件） - 文化課 - 0 0 0 0 不採択 　応募した事業を行うにあたって、豊富な経験や
ノウハウを有している点、安定して事業を実施で
きる点等は高く評価されました。ただし、関連の
他団体を巻き込むことで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等で、他団体の提案の方が
勝りましたので、残念ながら今回は市民主役事業
での実施を見送らせていただきます。次年度以
降、再度のご提案をお待ちしております。

44 「ふるさと鯖江の日」
記念事業自衛隊コン
サート

- - 市民まちづくり課 取下げ

- 市民まちづくり応援団
養成講座

- - 市民まちづくり課 取下げ

- 認知症カフェ - - 長寿福祉課 取下げ
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