
提案型市民主役事業化制度　審査結果一覧

ヒア№ 事業名 所管部署 団体名 提案内容 代表者名
判定
結果

判定理由

1 就職支援事業 商工政策課 エル・コミュニティー

鯖江市内に在住の就職活動者（大学生）を
対象に就職支援を行う。個人に合わせた
エントリーシートの添削、面接のレベルアッ
プを実践形式で行うほか、社会人としての
自覚を抱くところまで指導を行う。

竹部 美樹 採用

成果の改善が期待でき、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と期待で
きるため、市民主役事業として実施するこ
とが適当であると判断されます。

2
市民主役による家族あいのりの旅（鯖江百景を
巡ってみよう）支援事業

商工政策課 株式会社　ウォンツ

今年度同様、鯖江百景に加え、産業会館、
公共施設、地元企業、老人ホーム、さらに
自衛隊や消防署、警察署、公共交通機関
などを訪問先に加える。参加者にはつつじ
バスのペーパークラフトを配布する。

岩崎 聡 採用
参加者の掘り起こしについて工夫が加えら
れ、また経費見直しも行われており、市民
主役事業として引き続き実施可能です。

3 市民主役による買物袋持参啓発事業 環境課 鯖江市連合婦人会

買物袋持参運動をさらに活性化し、循環型
社会の形成、地球温暖化防止に貢献する
ため、連合婦人会が主体となって、継続的
に企画・運営を行う。

前田サツ子 採用

企画内容も今年度の反省点を踏まえて改
善されているとともに、引き続き市民が取り
組む意義があり、事業の広がり、波及効果
も期待できるため、市民主役事業として実
施することが適当であると判断されます。

4 市民主役による環境活動表彰事業 環境課
特定非営利活動法人　ｴｺﾌﾟﾗｻﾞさ
ばえ

普段隠れた活動にスポットをあて、受賞候
補者を選定し、市の指示に基づく選考委員
による委員会で決定する。

佐飛 康央 採用

事業を自立して実施できる事務局体制や
組織体制が整っており、費用対効果の向
上も見込まれるとともに、引き続き市民が
取り組む意義があり、事業の広がり、波及
効果も期待できるため、市民主役事業とし
て実施することが適当であると判断されま
す。

5 畜犬登録事業　　※一部可能 環境課
一般社団法人　ふくい動物愛護
管理支援センター

狂犬病予防集合注射事業において、事業
の円滑なる運営および飼い犬登録と狂犬
病予防注射の啓発を行う。また、飼い主と
しての正しいルールやマナー向上のため
のペット適正飼養活動として、相談窓口を
開設する。

小西 伴彦 採用

成果の改善が期待でき、市民主役事業と
して実施することが適当であると判断され
ます。ただし、狂犬病予防注射の接種率の
向上を図るよう努めてください。

6
市民主役による花によるまちづくりコンクール開催
委託事業

市民協働課 パークサポートLLP

花のきれいさを競うコンクールではなく、花
を育てることによるまちづくりを競うコン
クールとして実施する。また、次世代を担う
子どもたちに、育てる喜びと達成感を得て
もらうために、幼稚園・保育園からも募集
する。

寺尾 正行 採用

引き続き市民が取り組む意義があり、事業
の広がり、波及効果も期待できるため、市
民主役事業として実施することが適当であ
ると判断されます。

7 市民主役によるボランティア養成委託事業 市民協働課 特定非営利活動法人

ボランティアに興味のある方に、実際に行
う事業の実行委員になっていただき、企画
から運営を事業実施経験のあるスタッフと
もに実施する。

－ 不採用

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ないため、ま
た、経費の配分が適切ではないため、今
回は「不採用」とさせていただきます。

8 市民主役によるコミュニティビジネス支援委託事業 市民協働課 （特活）さばえＮＰＯサポート

コミュニティビジネスを実践し、成功してい
る事業所を実際に見学し、責任者から必
要性と可能性を聴取することにより、参加
者が持っているコミュニティビジネス起業イ
メージの具現化を図る。見学会実施後、相
談会開催。

八田 登師男 採用

フォロー講座の実施が明確化されており、
経費配分も適切に見直しがされていると思
われます。市民主役事業として引き続き実
施可能と考えます。

9 市民主役による市民主役フォーラム開催委託事業 市民協働課 特定非営利活動法人

市民主役条例を市民に理解していただくた
め、市民活動団体会員を対象として、主に
「ボランティア・市民活動、市民参画」に関
する討論会を開催する。

－ 不採用

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ないため、ま
た、成果の改善も期待できないため、今回
は「不採用」とさせていただきます。

10 市民主役推進事業 市民協働課 特定非営利活動法人

現在、市が担っている市民主役条例推進
委員会事務局の機能を一部担うことで、市
民主役条例をより市民目線かつ市民主導
で推進する。

－ 不採用
具体的な改善点が見えにくく、波及効果が
期待できないため、今回は「不採用」とさせ
ていただきます。

11 中学校産業教育支援事業 教育政策課 任意団体

市内3中学校の2年生を対象に学校で公開
プレゼンテーション開催し、生徒に事業の
趣旨を理解していただく。次に、伝統産業
に関心を持った生徒による自主的なクラブ
をつくり、活動する。

－ 不採用

事業目的を考えると、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
期待できず、また事業の実現性についても
疑問が残ると判断されるため、今回は「不
採用」とさせていただきます。

12 市民主役によるまちかど歴史浪漫コンサート 文化課 特定非営利活動法人

松阜神社秋の例祭の時期に合わせ、鯖江
中心街の松阜神社で「野外ライブ」を開催
し、近辺の鯖江地方織物検査所で「文化財
にちなんだ展示」を行う。

－ 不採用

従来の行政事業に比べ新鮮な提案です
が、実施にあたっての体制、計画性につき
他団体からの提案が勝っていると判断され
るため、今回は「不採用」とさせていただき
ます。

13 市民主役による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
福井県出身のミュージシャンを招き、本山
誠照寺でコンサートを行う。また、コンサー
トをユーストリームで配信する。

藤田 順一 採用

企画内容も今年度の反省点を踏まえて改
善されているとともに、市民が誇りややり
がい、楽しみを持って参画できる事業であ
り、引き続き市民が取り組むことにより、事
業の広がり、波及効果も期待できるため、
市民主役事業として実施することが適当で
あると判断されます。

14 市民主役によるまなべ学講座 文化課
特定非営利活動法人　平成謙光
舎

鯖江の歴史・産業と自然入門編としての位
置づけで、広く市民に興味をもってもらえる
ような活動を通年で行い、鯖江市を誇りに
思う人の育成を図る。また、今年度の実績
を踏まえ、歴史的につながりのある彦根市
との交流を深める。

清水 孝次 採用
講座内容の維持を図った上で、経費見直
しも行われており、市民主役事業として引
き続き実施可能と思われます。

15 地産地消推進「さばえの味再発見」事業 農林政策課
特定非営利活動法人　小さな種・
ここる

市内の男性や児童、高校生を対象として、
当団体の農園で四季折々の収穫祭を行
い、農園でとれた旬の野菜を使った料理教
室を開催する。

清水 孝次 採用

高校との協議も経て、苗植え時・中間時、
収穫時の３回にわたる農業体験が実施可
能となっています。また経費的にも具体性
が増しており、市民主役事業として適当と
考えます。

16-1
市民主役による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 夢みらいＷｅ
男女参画関係の講座、イベント等につい
て、男女共同参画ネットワーク、行政との
協働で総合的に実施する。

栗山 祐子 採用

成果の改善と住民サービスの向上が図ら
れることが期待できるため、市民主役事業
として実施することが適当であると判断さ
れます。

16-2

市民主役による男女共同参画啓発事業（しあわせ
伝言コンクール事業等）
市民主役による男女共同参画推進大会（フェスタ）
開催事業
市民主役による男女の社会参画促進事業（男と女
共生講座等）
市民主役によるイクメンパパ講座等開催事業
市民主役による男女共同参画推進運営事業（地域
啓発推進事業）

市民協働課 夢みらいＷｅ
男女参画関係の講座、イベント等につい
て、男女共同参画ネットワーク、行政との
協働で総合的に実施する。

栗山 祐子 採用

今年度の実績を踏まえて、詳細な予算の
見積もりおよび具体的な事業計画の提出
があり、市民主役事業として実施可能で
す。
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16-3 児童劇公演事業 児童福祉課 任意団体
男女参画関係の講座、イベント等につい
て、男女共同参画ネットワーク、行政との
協働で総合的に実施する。

－ 不採用
他団体の提案に比べ、具体性・計画性が
十分でないと判断されるため、今回は「不
採用」とさせていただきます。

16-4 出会い交流サポート事業 児童福祉課 任意団体
男女参画関係の講座、イベント等につい
て、男女共同参画ネットワーク、行政との
協働で総合的に実施する。

－ 不採用

他団体の提案に比べ、事業の広がりや対
象者の拡大等が十分でないと判断される
ため、今回は「不採用」とさせていただきま
す。

17 出会い交流サポート事業 児童福祉課
社会福祉法人　鯖江市社会福祉
協議会

当団体のノウハウを活用して、現在の男女
の出会いの場の充実させ、未婚男女に積
極的に広報活動を行うことで、出会いの機
会を増やし、鯖江市民の晩婚化の進行を
抑止する。

齋藤 多久馬 採用

提案団体はこれまでにも同様の事業を実
施し、出会い・結婚に結び付けてきた実績
があり、成果の改善が期待できます。スケ
ジュール等の詳細な計画の提出があり、
市民主役事業として実施可能です。

18 児童劇公演事業 児童福祉課
特定非営利活動法人　Comfort
さばえ

地元の演劇関係団体等と協力体制をとる
中で、より地元と密着した形で多様な児童
劇公演を行うことで、子どもたちの情操教
育の向上に寄与すると同時に、市民自ら
による文化創造活動に興味・関心を持って
いただくことを目指す。

掃部 哲雄 採用

市民サービスの向上、市民への波及効果
が期待できます。経費配分の見直しがなさ
れており、市民主役事業として実施可能で
す。

19 市民主役によるいきがい講座 長寿福祉課 社会福祉法人

参加者の要望等にいち早く対応し、高齢者
の普段の様子の変化にも対応できる専門
的知識を持つ職員が実施する。趣味の講
座以外にも、参加者を対象にした介護予
防についての話や体操などを指導する。

－ 不採用
他団体の提案内容が、具体性、計画性等
に優れていると判断されるため、今回は
「不採用」とさせていただきます。

20 市民主役によるいきがい講座 長寿福祉課
特定非営利活動法人　Comfort
さばえ

平成23年度受託実績経験を踏まえ、更な
る内容の充実化と受講生拡大を図る。具
体的には、現有講座同士の交流の場とし
て企画する。また、講師一同召集での運営
管理課題・企画アイディア等の協議の場を
設ける。

掃部 哲雄 採用

企画内容も今年度の反省点を踏まえて改
善されているとともに、引き続き市民が取り
組む意義があり、事業の広がり、波及効果
も期待できるため、市民主役事業として実
施することが適当であると判断されます。

21 市民主役によるいきがい講座 長寿福祉課 社団法人

高齢者対象のいきがい講座を開設すると
ともに、単なる創作体験の講座に終わるこ
とのないように、各講座の成果物について
の意見交換会を行い、更なる創作意欲に
結びつける仕組みづくりを行う。

－ 不採用

事業を自立して実施できる事務局体制や
組織体制の点で、他団体の提案が勝って
いると判断されますので、今回は「不採用」
とさせていただきます。

24 成人式 生涯学習課 特定非営利活動法人

新成人の後方支援として参画し、他地域の
事例調査や過去の委員会経験者を招い
て、新成人にアドバイスをして貰うことなど
を行い、新成人のアイデア創出による充実
した企画、式典を目指す。

－ 不採用

事業の実施にあたって、費用対効果の向
上が見込めず、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
ないため、今回は「不採用」とさせていただ
きます。

25
市民主役による青少年健全育成事業
西山公園イルミネーション設置事業

生涯学習課
都市計画課

特定非営利活動法人　Comfort
さばえ

写真コンテストでは、高学年児童や中学生
からも応募しやすくなるようなテーマを設定
する。また、イルミネーションでは、つつじ
まつりと連携して、ファンファーレ演奏な
ど、より華やかなものとする。

掃部 哲雄 採用

企画内容も今年度の反省点を踏まえて改
善されているとともに、引き続き市民が取り
組む意義があり、事業の広がり、波及効果
も期待できるため、市民主役事業として実
施することが適当であると判断されます。

26 鯖江百景選定事業 都市計画課 任意団体

百景に含まれる「殿上まいり」や「やっしき
おどり」のような祭りも含まれることから、
百景にまつわる人、物も同時に募集し、
100景×100人×100物という企画で、百景
を募集する。

－ 不採用
費用対効果と住民サービスの向上が見込
めないため、今回は「不採用」とさせていた
だきます。

27 さばえCM大賞 秘書広報課 任意団体

ＣＭを作る上で必要不可欠な写真や動画
を自由に使うことのできる無料のコンテン
ツを準備する。また、福井映画祭と連携す
ることで、作品数および質の向上を図る。

－ 不採用
費用対効果の向上と成果の改善が見込ま
れないため、今回は「不採用」とさせていた
だきます。

平成22年度 平成23年度

オープン事業数 67 88

提案団体数 15 17

提案事業数 24 31

提案件数 29 36

採択事業数 17 21

平成22、23年度比較
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