
提案型市民主役事業化制度　審査結果一覧 （平成26年度実施事業）
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1 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 田畑 善教 　大小の花壇コンクールの他に、幼稚園や保育所もコンクー
ルの対象とし、お世話をする町内また次世代を担う子どもた
ちに、育てる喜びと達成感を感じられるコンクールとしま
す。また、作品（花だん）のテーマや審査の日を募集時に公
表することで、最高の状態での花の審査を実施するととも
に、お花を育てる時のアドバイスやポイントなど、直接専門
の方に相談やアドバイスを得る機会をつくることで参加意欲
を後押しします。なお、今年度も実施しましたインターネッ
トの地図による「さばえの花見どころ」を整備し、1年を通じ
たさばえの花見どころをアップします。

　住民サービスの向上が図られているとともに、市民が誇り
ややりがい、楽しみを持って参画できる提案となっているた
め、昨年度に引き続き、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。

採用 460 0 0 460 460

2 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 　平成16年の福井豪雨水害後、ボランティアセンターの運営
にかかわった団体が集まり、鯖江市災害ボランティアセン
ター連絡会を組織しており、社会福祉協議会がその事務局を
担当しています。この連絡会を定期的に開催し、鯖江市が災
害に遭った際の災害ボランティアの受け入れや派遣の訓練お
よび研修会を行い、災害ボランティアセンター連絡会メン
バーの連絡調整および継続的研修の場、そして広く市民に対
しボランティアセンターについて理解と関心を深める場とし
て実施します。

　費用対効果の向上が期待できるとともに、事業を自立して
実施できる事務局体制や組織体制が整備され、適正な規模と
活動内容を有しているため、昨年度に引き続き、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。

採用 55 0 0 55 55

3 市民主役フォーラム開催事業 市民協働課 （特活）さばえＮＰＯ
サポート

八田 登師男 　市民自らが行政に主体的な参加を果たし、「市民でつくる
世界のＳＡＢＡＥ」のキャッチフレーズのごとく、希望あふ
れる鯖江市の実現に向けて、「新しい公共」の担い手とな
り、市政や地域経営に参画するさまざまな立場の市民を対象
として、「鯖江市民主役条例」の趣旨の啓発と浸透・推進を
はかることを目的とし、平成25年度の事業結果を踏まえて、
一般参加型のフォーラムおよび出前講座形式での鯖江市民主
役条例説明会を実施します。

　開催時期や会場および広報費等の経費配分について、提案
者と事業所管部署とで再協議されており、市民主役事業とし
て実施することが適当であると判断します。

採用 200 0 0 200 200

4 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 　次世代が地域の課題に積極的に取り組み、市全体を鳥瞰し
ながら地区づくりを考え、実践して行ける人材づくりが急務
と考えられるので、平成25年度に引き続き、地区のまちづく
り人材の発掘・育成、更にはその人財がうまく協力し合える
環境づくりを目指すため、地区ごとに「市民まちづくり応援
団」養成講座を開催します。また、講座の内容としては、地
域のあるべき姿を提起する基調講演、地域の課題（宝）を見
つめなおし、解決（活用）方法を検討・策定するワーク
ショップおよび地区内での成果発表・参加者交流会を計画し
ています。

　成果の改善が期待できるとともに、将来的に人づくりや市
民同士の連携の強化、市民の自立と自治力の高まりにつなが
りが期待できるため、昨年度に引き続き、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。

採用 500 0 0 500 500

5 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 青池 彩百合 　日本や中国と異なる地域での生活に触れることで、相手国
に対する理解を深め、地元の方々に中国人・日本人学生との
交流の機会を提供し、相互理解を促すことを目的として、東
京外国語大学と北京外国語大学の学生を鯖江市に招き、鯖江
の豊かな自然、文化を知っていただきます。また、日中友好
協会の方々の協力をいただきながら、地域住民とテーマに
沿ってディスカッションをすることにより、お互いの交流を
深めるきっかけづくりを行います。

　民間と行政との役割分担の観点から、現時点では民間が行
なうことが適切な内容であり、将来的に人づくりや市民同士
の連携の強化、市民の自立や自治力の高まりにつながるもの
であるため、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。

採用 300 0 0 300 300

6 「新しい公共」起業家支援
事業

市民協働課 鯖江公共未来塾 掃部 哲雄 　新しく社会的起業家を目指す人や既に社会的問題に取り組
みビジネスとしてスタートを切った人達を対象として、講座
の開設および個々のビジネスへのアドバイス業務などを実施
します。過去2年間の開催で得たものをより効果的に開催すべ
く、今年度はより具体的なプランを提示されている市民に対
して、金銭的且つソフトのブラッシュアップ、スキルアップ
を目指していきます。

　成果の改善計画が図られているとともに、市民が誇りやや
りがい、楽しみを持って参画できる提案となっているため、
昨年度に引き続き、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。
　コンテスト賞金については、その賞金が実際の事業立ち上
げに活かされるよう適切な判定をお願いいたします。

採用 1,100 0 0 1,100 1,100

7-8 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 　男女共同参画推進事業については、さばえ男女共同参画
ネットワーク、夢みらいWe、男女共同参画地域推進委員会、
市女性活力・人権推進室の協働事業として実施することが必
要であり、真に事業主体として適格性の高い、さばえ男女共
同参画ネットワークが名実共に主催として実施します。

　民間と行政との役割分担の観点から、現時点では民間が行
なうことが適切な内容であり、将来的に人づくりや市民同士
の連携の強化、市民の自立や自治力の高まりにつながるもの
であるため、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。
　なお、男女共同参画にかかる施策であるため、男女共同参
画の拠点施設である夢みらい館・さばえの指定管理者である
夢みらいWeの活動との連携のもと実施してください。

採用 1,385 0 0 1,385 1,385
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9-11 男女共同参画推進大会開催
事業（拠点化フェスタ）
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 　講座生による発表は利用者連絡協議会の自主的な活動とし
て「文化祭」と位置付け、男女共同参画拠点施設としての
フェスタは、講演会やワークショップなども取り入れながら
「男女共同参画」の課題を見つけ出す場として、地域女性グ
ループや各種団体の活動の場とします。男と女共生講座およ
びリーダー養成については、女性リーダー養成に力点を置
き、自分の考えをはっきり伝えることが出来るリーダーな
ど、具体的にすぐ役立てることが出来る講座を開催します。
また、地域啓発推進事業については、市内を4つのブロックに
分けて、それぞれの地域内の問題点を洗い出し、男女共同参
画社会の実現を目指そうという「地域推進委員会」の取り組
みを支援していきます。

　民間と行政との役割分担の観点から、現時点では民間が行
なうことが適切な内容であり、将来的に人づくりや市民同士
の連携の強化、市民の自立や自治力の高まりにつながるもの
であるため、昨年度に引き続き、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。
　なお、男女共同参画にかかる施策であるため、さばえ男女
共同参画ネットワークの活動との連携のもと実施してくださ
い。

採用 2,058 0 0 2,058 2,058

12 学生滞在型まちづくり活動
支援事業

秘書企画課 （特活）エル・コミュ
ニティ

竹部 美樹 　学生が集まる街、鯖江のブランディング確立および鯖江
ファン学生の増殖（全国、地元）を目指し、ゼミ合宿やゼミ
視察学生に宿泊費補助（@1,500円）に加え、鯖江を知ってい
ただくプランを提供するため、鯖江に来る学生へ「鯖江なら
では」を教えたり、おもしろ人物を紹介するなどコーディ
ネートします。また、全国の学生呼び込みへの施策として、
地場産業が３つもある鯖江は全国的にも珍しく、ゼミ研究の
材料となり、また、オープンガバメント、市民主役条例、鯖
江市地域活性化プランコンテストなど先進的なものもあり、
これらの面白い取り組みや事業をゼミ研究で取り上げてもら
い、視察の呼び込みを行います。

　交通費にかかる積算根拠が明確にされ、提案者と事業所管
部署とで再協議されており、市民主役事業として実施するこ
とが適当であると判断します。

採用 120 0 0 120 120

13 さばえCM大賞 情報広報課 福井テレビジョン放送
株式会社

光野 稔 　市民参加型のCM大賞として実行委員会を創設し、めがねや
レッサーパンダ、サバエドッグなどといった既に知られてい
る「鯖江の宝」ではない新しい鯖江の魅力や宝を掘り下げ、
CM大賞のテーマなど内容について、これまでの実績などを踏
まえて協議します。なお、実行委員会のメンバーについて
は、鯖江市民を対象に公募によって選出します。その際、事
務局を福井テレビが担当し、鯖江市情報広報課にはオブザー
バーという形で運営に関わっていただきます。また、CMを制
作する際には公開講座を開催し、CM全体のレベルアップを図
り、大賞・準大賞・優秀賞を設け、大賞に選ばれた作品につ
いては、県内外でテレビ放送し情報を発信します。

　実行委員会の形態について、提案者と事業所管部署とで再
協議されており、市民主役事業として実施することが適当で
あると判断します。

採用 1,200 0 0 1,200 1,200

14 いきがい講座 長寿福祉課 （特活）Comfortさば
え

掃部 哲雄 　平成24〜25年度受託実績経験を踏まえ、以下のとおり更な
る内容の充実化と受講生拡大を図ります。
① 新規講座の開設
② 全会員を対象としたイベントの開催、映画上映会や研修旅
行など
③ 発表会開催の増大化、総合発表会の拡大（子供たちとの交
流）
④ 高年大学との連携事業企画
⑤ 受講者による講座運営組織の成立

　応募した事業を行うにあたり、適正な規模と活動内容を有
している団体であるとともに、成果の改善だけでなく、市民
が誇りややりがい、楽しみを持って参画できる提案内容と
なっているため、昨年度に引き続き、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。
　なお、講師謝礼等コストダウンが図られた部分を、新規講
座の開拓、新たな交流企画等の実施に振り分けていただき、
より魅力ある講座の開催を目指してください。

採用 4,060 0 0 4,060 4,060

15 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 　現在、当協議会では県内社協の中で唯一、未婚の男女を結
婚に結び付ける「結婚情報センター事業」に取り組んでお
り、その一環として未婚の男女が交流できる場の提供とし
て、年4～5回の婚活イベントを実施してます。こうしたノウ
ハウと経験を活かし、出会い交流サポート事業については、
今後、結婚情報センターが中心となって同様な事業等を展開
している他の団体と協力し、鯖江市における未婚率の低減に
取り組みます。

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制が整備さ
れ、適正な規模と活動内容を有しているとともに、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
るため、昨年度に引き続き、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。
　なお、同事業の参加者のプライバシーにはこれまでどおり
十分に考慮してください。

採用 580 0 60 520 520

16 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 　第7回鯖江市地域活性化プランコンテストを実施します。目
的としては、① 県内外の学生に対して、地域活性化の可能性
を考えさせる機会と経験を与えます。② 地域の人と学生達と
の交流の機会を創ります。③ 鯖江市の取り組みをオピニオン
リーダーを通じて県内外に発信、PRします。また、概要とし
ては、全国の学生に参加者を募り、選考を通過した24名の学
生が鯖江に集い2泊3日の合宿を行います。市長の講義や市内
各地の聞き込み調査を行いながら、鯖江を良くするためのプ
ランを考え、合宿最終日には、市長、商工会議所会頭、企
業、市民の方の前でプレゼンテーションを行い最優秀チーム
を決めます。

　民間と行政との役割分担の観点から、現時点では民間が行
なうことが適切な内容であり、将来的に人づくりや市民同士
の連携の強化、市民の自立や自治力の高まりにつながるもの
であるため、昨年度に引き続き、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。
　なお、事業所管部署との連絡調整を密に行ってください。

採用 1,200 0 200 1,000 1,000
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17 さばえブランド特産物販売
戦略推進事業

農林政策課 （特活）小さな種・こ
こる

清水 孝次 　「さばえ菜花市民ネットワーク」の運営事務委託について
は、平成25年4月から事務局運営を行っており、ネットワーク
メンバーや役員との更なる交流を深めながら、研鑽を重ね、
同ネットワークの活動をHPやFacebookで広く市民に公開をす
ることによって目で見える形として情報提供を行います。ま
た、さばえ菜花、さばえ菜花米、吉川ナス等の地場野菜等を
活用した「農家めぐり旬菜グルメツアー」については、今年
度も11月までにすでに3回実施し、好評を得ており、平成26年
度も継続してグルメツアーを実施し、「さばえブランド」の
ＰＲと普及に力を入れていきたいと考えています。

　提案者と事業所管部署とで再協議され、さばえ菜花を中心
として生産者と消費者をつなげる地産地消の推進に向けた提
案に修正されており、市民主役事業として実施することが適
当であると判断します。

採用 745 240 0 745 505

18 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 　鯖江市内の市内高等学校の学生を対象として、当団体の農
園「ここるチャレンジド・ファーム」で、地域の農業者や農
園の作業員（障がいのある方）などとともに、四季折々の農
業体験を行います。あわせて、当農園でとれた季節の有機・
低農薬野菜を使った料理教室を実施します（年4回実施）。平
成26年度からは、農園体験以外にも里山におけるしいたけ栽
培のしいたけ菌打ち、収穫体験等も本格的に組み込み、地域
の林業活動にも取り組みます。また、広く市民を対象とし
て、地場産品を使用したスイーツ教室、伝承おせち料理教室
等を開催します（年各1回実施）。

　提案者と事業所管部署とで再協議され、高校生だけでなく
多様な市民と連携する提案に修正されており、市民主役事業
として実施することが適当であると判断します。

採用 410 49 0 410 361

19 さばえのけもの料理提案事
業

農林政策課 （特活）さばえＮＰＯ
サポート

八田 登師男 　イノシシ料理の開発、定番メニュー化を目指し、サバエ・
シティーホテルとの協働事業として実施します。また、イノ
シシをメインとし、カキ、クリ、イチョウ、タケノコ等を
コース内に取り入れた創作イタリアン料理の開発提案および
試食会を開催します。なお、開発した料理は、サバエ・シ
ティーホテルでの季節メニューとして活用するとともに、新
たに開発したイノシシおよび果樹類を使用した料理のレシピ
は公開します。また、市民による放任果樹の採取として、誘
引物を採取できない地主を募集し、市民を公募して「ハイキ
ング」形式で楽しみながら放任果樹の採取を行います。

　提案者と事業所管部署とで再協議され、家庭でも作れる簡
単なレシピを取り入れる提案に修正されており、市民主役事
業として実施することが適当であると判断します。

採用 290 90 0 290 200

20 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 　本事業は長い伝統のある表彰であり、歴代の受賞者も賞を
得たことをはげみにして引き続き活動を行っており、市民に
よる環境活動を推進する大きな契機になっています。ただ
し、従来この表彰者募集がまだまだ市民に知られておらず、
今年度は広報さばえのほかに専用のちらしを作成、これらを
通じて今まで以上に本表彰事業の存在を市民に知らせた上
で、この表彰事業が環境活動高揚のきっかけづくりとなるよ
う進めます。

　市民が誇りややりがい、楽しみを持って参画できる提案と
なっており、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ため、昨年度に引き続き、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。

採用 170 0 0 170 170

21 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 　鯖江市が毎年実施している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
の啓発を行います。また、同事業に併せ、安全で安心な地域
を目指し飼い主としての正しいルールやマナー向上のための
ペット適正飼養啓発活動、ペットに関する相談窓口を開設
し、事業の充実を図ります。

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制が整備さ
れ、適正な規模と活動内容を有しているとともに、住民サー
ビスの向上と成果の改善が期待できるため、昨年度に引き続
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。

採用 423 0 0 423 423

22-23 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 　一般廃棄物の分別啓発（廃棄物分別啓発事業）および廃棄
物の減量化・資源化（ごみ減量化・資源化市民啓発事業）を
連携して行うことで、一層の市民の意識啓発を図り、家庭か
ら発生する廃棄物の減量を目指します。ごみ分別関係につい
ては、町内単位でごみ分別等に関する説明会を実施し、分別
徹底を図ります。地区レベルでの啓発から町内レベルにまで
落とし、きめ細やかな対応で3Ｒの概念を前面に出し啓発を行
います。また、ごみ資源化関係については、町内会・サーク
ル・団体等に積極的に呼びかけ、クリーンセンター見学会を
開催してリサイクルの意識高揚を啓発します。

　ポスターデザイン等について、提案者と事業所管部署とで
再協議されており、市民主役事業として実施することが適当
であると判断します。

採用 260 0 0 260 260

24 買物袋持参啓発事業 環境課 鯖江市連合婦人会 前田 サツ子 　鯖江市に根付いた市民参加型の環境活動であるレジ袋削減
に向けた「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したいと考えています。その
ため、この事業の主体的かつ継続的な実施により、本会主導
による環境活動をさらに拡大・発展することで、市民主役に
よる環境活動の全市的な広がりを目指すため、買物袋持参率
調査等を実施します。

　事業の実施にあたり、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および成果の改善が期待できるため、
昨年度に引き続き、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。

採用 60 0 0 60 60
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提案型市民主役事業化制度　審査結果一覧 （平成26年度実施事業）
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提案
事業費
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25 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 　ゴーヤ等のつる性植物を使った「グリーンカーテン」は、
近年大きく注目されており、夏期における電力ピークカット
の認識が国民の間で広がり、環境に優しい暑さ対策として大
きな期待を寄せられています。鯖江市と当団体では市民向け
の啓発事業として、平成22年度から4年間「グリーンカーテン
コンテスト」を実施し、平成25年度は応募者も303個人・35団
体と増え、年々広がってきています。市内の家庭や事業所に
はある一定の広がりを見せてはきたものの、継続して取り組
みこの運動を定着させる点に目を向け、環境配慮のまちづく
りに努めていきたいと考えています。

　耐震工事が完了した市庁舎へのグリーンカーテンは、遮光
効果が認められないことから、提案者と事業所管部署とで再
協議の上、提案から除外されており、市民主役事業として実
施することが適当であると判断します。

採用 550 0 0 550 550

26 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 　さばECOチャレンジファミリーを市民から募集・登録し、1
家族1日2kgのCO2削減に挑戦することで、各家庭での省エネ
ルギー・省電力を図るとともに意識啓発を図ります。また、
さばえ版環境家計簿「さばえECOライフブック」を利用し、
より具体的に家庭内での省エネルギーの実践を促します。具
体的には、節電チャレンジキャンペーンを開催し（夏の陣、
冬の陣のそれぞれ各3ヵ月）、優秀者を顕彰することで参加者
の意識を高め、電力消費量を実際の見える形で削減します。

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制が整備さ
れ、適正な規模と活動内容を有しているため、昨年度に引き
続き、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。

採用 500 0 0 500 500

27 景観形成推進事業
　　※ 合同提案の「鯖江百
景選定事業」は不可

都市計画課 NPOフォトプラザさば
え

榊原 一義 　地域住民が自慢できる景観や建造物、町並みなどを市内外
から写真を募集し、市内の公共施設などで広く市民に紹介
し、更なる鯖江市の景観の発掘と意識高揚、また、景観づく
り活動を推進することにより、心豊かな市民の融和と交流を
支援し、鯖江市独自の市民参加型まちづくりに貢献すること
を目的とします。

　鯖江百景選定事業に関する対応について、提案者と事業所
管部署とで再協議されており、市民主役事業として実施する
ことが適当であると判断します。

採用 90 0 0 90 90

28-1 西山公園松堂庵呈茶もてな
し事業

都市計画課 ふるさと体験の家「椀
de縁」

荒木 真弓 　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しま
す。また、茶道具を通して伝統工芸品（越前漆器）の魅力を
PRするとともに、市内の名水（桃源清水・三場坂清水・佐羅
江清水等）を使ってお茶を点て、満足度と名水の知名度を上
げます。なお、市内菓子店の和菓子を使い、商店のPRと購買
につなげます。開催日は、西山公園への来園者が多い、春
（桜・つつじ）、秋（もみじ）の時期に週末を中心に年10回
呈茶を行います。

　同事業に提案のあったもう一方の団体およ事業所管部署と
で再協議され、経費の見積り内容や実施回数等について合意
がなされたので、市民主役事業として実施することが適当で
あると判断します。

採用 256 0 0 256 256

28-2 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 波多野 由紀子 　西山公園を訪れた方を対象に楽しく一時を過ごしていただ
くため、鯖江市民のもてなしの心を表現する場とするととも
に、茶道を通じての日本の伝統文化の体験や間部公の遺徳を
しのぶ機会を提供します。開催時期としては、4、5月および
もみじまつり期間中の休日を中心に10回程度、「松堂庵」に
おいて、茶道連盟所属の5流派が交代で、西山公園来場者にお
茶を提供する呈茶サービスを実施します。また、希望者に
は、本格的なお点前の披露や茶室や茶道具、四季の山野草な
ど茶道に係わる文化全般についての説明も行います。

　同事業に提案のあったもう一方の団体およ事業所管部署と
で再協議され、経費の見積り内容や実施回数等について合意
がなされたので、市民主役事業として実施することが適当で
あると判断します。

採用 256 0 0 256 256

29 青少年健全育成事業　→
光でつなぐ家族の絆イルミ
ネーション事業

生涯学習課 株式会社　サビデンキ 佐飛 康央 　鯖江市内から親子を募集し、西山公園中央広場付近にて、
イルミネーションを装飾するイベントの開催を行います。そ
の後、期間を限定して、噴水前をイルミネーションの光で包
むことにより、来園者の心を和ませます。また、参加いただ
いた親子に、イベントを通して楽しんでいただくとともに、
光と音楽で優しく親子の絆を強めていただきます。

　市民が参加したくなるような企画が盛り込まれる提案に修
正され、提案者と事業所管部署とで再協議されているので、
市民主役事業として実施することが適当であると判断しま
す。

採用 660 0 0 660 660

30 ＩＴ講習推進事業 生涯学習課 ＰＣフレンド 佐々木 裕子 　鯖江市は「データーシティさばえ」計画を進めています
が、その推進にあたっては、高齢者などを中心にデジタルデ
バイド（IT機器を使いこなせる者と使いこなせない者の間に
生じる格差）の解消が重要な課題と思われます。高齢者や主
婦などを含む、あらゆる年代の市民に対し、生活に役立ち、
生活を楽しくするパソコン講座を計画して行います。新しい
知識を得ることのできるインターネット、文章を作成できる
Word、表や計算、グラフ作成のできるExcel、プレゼンテー
ションのできるPowerPoint、その他画像編集やホームページ
作成など、市民の要望に応じて行います。

　講座で使用するパソコンについて、提案者と事業所管部署
とで再協議されており、市民主役事業として実施することが
適当であると判断します。

採用 0 0 0 0 0

31 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 　鯖江の文化財のひとつである萬慶寺の天井絵や鯖江の歴
史、文化を知るきっかけとしてまちかど歴史浪漫コンサート
を位置づけ、幅広い年齢の方に、鯖江の歴史を知っていただ
く場を提供します。一過性で終わることなく、毎年音楽アー
ティストと鯖江の歴史と文化の講演、ライトアップをセット
として継続事業として開催します。継続して実施すること
で、鯖江の歴史・文化・建造物への興味を持ち、地域に対す
る誇りの醸成に繋がることが期待できます。

　参加者の負担軽減に向けて提案が修正され、提案者と事業
所管部署とで再協議されているので、市民主役事業として実
施することが適当であると判断します。

採用 1,230 108 0 1,230 1,122
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32 まなべ学講座 文化課 （特活）平成謙光舎 清水 孝次 　良き町、良き故郷である鯖江藩成立から近代、現代までの
歴史や文化に触れ、学び、関心を持ってもらう事業を行うこ
とで、鯖江市の次世代を担うリーダーを育成する一役を担っ
ていきたいと考えます。平成26年（2014年）は、7代鯖江藩
主・間部詮勝の生誕より210年目、かつ藩主就任より200年目
という節目の年にあたり、間部詮勝公の生涯と鯖江市の歴史
の探求を鯖江の未来を担う子供たちと共に学ぶ事業として実
施します。具体的には、事前研修として20人程度の子どもた
ちを集め、鯖江市の歴史を学ぶ機会や市議会を見学する事前
研修会を設け、鯖江市のことをよく理解したうえで、1泊2日
で鯖江藩江戸屋敷跡に訪れたり、国の政治の中心である国会
議事堂を訪れ、現代の国と地方の懸け橋を行っている国会議
員に話を聞き、国や地方を担うリーダーとはどんな人なのか
を考えてもらいます。

　経費が削減されており、提案者と事業所管部署とで再協議
されているので、市民主役事業として実施することが適当で
あると判断します。

採用 1,316 0 660 656 656

33 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 　時間にゆとりが出来た世代に向け、運動から離れていた人
でも気軽に参加でき、男女とも気軽に始められる、「エクサ
サイズ体験教室」および「ウォーキング教室」を開催しま
す。「きっかけづくり」に重要な開催期間、開催場所なども
考慮し、誰でもが参加しやすい環境づくりに努めるととも
に、イベントの開催などを通じて、仲間づくりなど交流促進
を図っていきます。また、楽しく「健康づくり」ができるよ
う、また参加された皆さんがエクササイズに興味が湧くよ
う、様々な「エクササイズ体験教室」を開催するとともに、
各分野の専門講師の指導により、高齢者の方でも無理なく身
体を動かせる「ストレッチや整体」などの教室も体験して頂
くことで健康づくりの意識を持っていただきます。

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制が整備さ
れ、適正な規模と活動内容を有しており、将来的に人づくり
や市民同士の連携の強化、市民の自立と自治力の高まりにつ
ながりが期待できるため、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。
　なお、特に高齢者等が本事業の成果を受け、新たにスポー
ツに親しむ意欲が高まったときの受け皿として、各スポーツ
クラブ等で高齢者が受講しやすい講座・教室等の整備に、中
長期的に取り組んでいただけることを期待します。

採用 650 50 0 650 600

－ さばえCM大賞 情報広報課 任意団体 － 　鯖江市の歴史、伝統、文化、産業、豊かな自然などの鯖江
ブランドを市民から寄せられたコマーシャル映像で全国へ発
信し、鯖江市の知名度アップを図ります。具体的には、「ふ
るさとCM大賞」というホームページを作成し、全国で実施さ
れているふるさとCM大賞の大賞作品を、地域別に一覧できる
ホームページを作成する事で、さばえCM対象作品へのアクセ
スをアップを目指します。このHPを利用して、作品募集や発
信を実施します。また、さばえCM大賞の審査員を映像芸術
家、音楽家、など文化人のみで審査することを募集の目玉と
し、質の高いCMを集めます。

　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
適切な提案であると判断できますが、実施にあたっての成果
の改善および費用対効果の向上、ならびに住民サービスの向
上について、他団体からの提案が勝っていると判断できま
す。
　よって、今回は不採用とさせていただきます。

競合
不採用

－ 出会い交流サポート事業 児童福祉課 特定非営利活動法人 － 　コミュニケーション能力にたけた、おしゃべりのプロであ
る、たんなんFMの
アナウンサーやパーソナリティに協力してもらい、婚活パー
ティーの前に、しゃべり方教室やファッション講座などを実
施し、コミュニケーションのノウハウや、基本的な身だしな
みを身に付けてもらうという、たんなんFMにしかできないよ
うな事業を実施します。

　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
適切な提案であると判断できますが、実施にあたっての成果
の改善および費用対効果の向上、ならびに住民サービスの向
上について、他団体からの提案が勝っていると判断できま
す。
　よって、今回は不採用とさせていただきます。

競合
不採用

－ 出会い交流サポート事業 児童福祉課 任意団体 － 　地域に密着した、ものづくりの街鯖江ならではとなるよう
な新たな出会い、交流を提案します。「一緒にお店を作りま
せんか！(仮)」と題し、20代以上の独身男女を対象とします。
共同作業、イベント参加を経験することによる出会い、交流
の場を提供します。方法として、手作りのお店作りを通して
交流を深めていきます。3日間を通して男女各3人、6人一組
で一台の店舗（屋台）のお店作りを行います。ただし、事業
計画、仕入れ管理等については指導いたします。お店作りの
企画・運営、イベント参加というプログラムを取り入れるこ
とによって、参加者がより実践的、主体的に関わる事が出来
る事業になると考えます。

　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
適切な提案であると判断できますが、実施にあたっての成果
の改善および費用対効果の向上、ならびに住民サービスの向
上について、他団体からの提案が勝っていると判断できま
す。
　よって、今回は不採用とさせていただきます。

競合
不採用

－ 鯖江百景選定事業　　※合
同提案の一部

都市計画課 任意団体 － 　景観形成推進事業の提案に加え、景観写真の優秀作品から2
年に1回、鯖江百景舟艇事業に妥当な作品を鯖江百景審議会に
推薦することで、事業の効率および経済性、経費削減を図り
ます。

　同時提案されました景観形成推進事業につきましては、景
観費用対効果の向上と成果の改善が期待でき、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。
　しかしながら、鯖江百景選定事業については、平成27年度
実施事業となりますので、次年度改めてご提案願います。

採用
見送り

－ まちかど歴史浪漫コンサー
ト

文化課 任意団体 － 　間部家の菩提寺であり、縁の深い「萬慶寺」で開催しま
す。「萬慶寺」には、様々な才に秀でた間部詮勝公の書や天
井画を所蔵しており、開演の前には住職に文化財について独
演いただき、地元の方も知らなかった話をしていただき文化
財に対する関心を深めていただきます。この事業を機に市民
の方はもちろん、市外からも多くのお客様においでいただい
て、「萬慶寺」の素晴らしい空間で音楽を一緒に楽しみたい
と思います。

　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
適切な提案であると判断できますが、実施にあたっての成果
の改善および費用対効果の向上、ならびに住民サービスの向
上について、他団体からの提案が勝っていると判断できま
す。
　よって、今回は不採用とさせていただきます。

競合
不採用
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提案型市民主役事業化制度　審査結果一覧 （平成26年度実施事業）

№ 事業名 所管部署 団体名 代表者名 提案内容 判断理由
最終

判定結果

提案
事業費

（千円）

受益者
負担金等
（千円）

市以外
補助等

（千円）

H26
委託額

（千円）

市実質
負担額

（千円）

－ 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 任意団体 － 　リフレッシュ体操については、今まで継続的に行ってきて
おり、参加者も体を動かす心地よさを十分体験できていま
す。現在の参加者のほとんどが女性ということもあり、男性
の参加を得ることが大変難しいのが現状ですが、この講座の
狙いを一歩進めて、自分が今まで習得した体操を、地域の高
齢者サロン活動やこどもの活動で紹介できるようなシステム
を考えていきます。また、ニュースポーツ体験講座は、新し
い取り組みとして参加者にとても好評で、毎回楽しんで参加
していただいており、講座生の固定化にならないよう、いつ
からでもだれでも始められる特色ある講座として発展させて
いきます。

　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
適切な提案であると判断できますが、実施にあたっての成果
の改善および費用対効果の向上、ならびに住民サービスの向
上について、他団体からの提案が勝っていると判断できま
す。
　よって、今回は不採用とさせていただきます。

競合
不採用

計 21,084 537 920 20,164 19,627
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