
審査委員会審査結果 （令和３年度実施予定事業）
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ＩＴのまち鯖江推進事業
（特非）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹 情報統計政策課 - 180 0 180 0 採択

　民間と行政の役割分担という観点から適切である点や、本事業を行うにあた
り適正な規模・活動内容を有している点、また事業の実施体制等が高く評価さ
れました。まさにITのまち・鯖江にふさわしい事業であり、引き続き市民主役
事業として実施可能と判断します。

人権啓発事業（講演会）
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

- 300 300 0 採択

　将来的に人づくりにつながる点や、民間と行政の役割分担という観点から適
切である点、事業の実施体制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。

多文化共生(生活支援)推進事業 鯖江市国際交流協会 出口　浩行
市民まちづくり
課

- 200 50 150 0 採択

　住民サービスの向上が図られている点や、本事業を行うにあたり適切な規
模・活動内容を有している点、費用対効果が図られ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。
（担当課への意見）本事業と、同じ団体が合わせて提案している「在住外国人
生活支援事業」については、事務事業的には同じ一つの事業であり、提案募集
にあたって一つの事業として募集し相乗効果を得ることも検討してください。

在住外国人生活支援事業 鯖江市国際交流協会 出口　浩行
市民まちづくり
課

- 220 0 220 0 採択

　市民が誇り・やりがいを持って参画できる事業である点や、本事業を行うに
あたり適切な規模・活動内容を有している点、市が行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。
（担当課への意見）本事業と、同じ団体が合わせて提案している「多分化共生
（生活支援）事業」については、事務事業的には同じ一つの事業であり、提案
募集にあたって一つの事業として募集し相乗効果を得ることも検討してくださ
い。

区長逓送業務委託事業
（公社）鯖江市シル
バー人材センター

辻 進弘
市民まちづくり
課

H31～
R3 755 0 755 0 採択

　本事業を行うにあたり適切な規模・活動内容を有している点や、事業の実施
体制やスケジュール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。

サバヌシ総会事業
（認定特非）さばえ
NPOサポート

八田 登師男
市民まちづくり
課

- 250 0 250 0 採択

　市が行ってきた事業を担い手を変えて実施するものでない点や、将来的に人
づくりや市民の連携強化につながる点、市民が誇り・やりがいを持って参画で
きる点等が非常に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。

市民まちづくり応援団養成講
座

市民主役条例推進員
会

蓑輪　喜通
市民まちづくり
課

- 190 0 190 0 採択

　将来的に人づくりや市民の連携強化につながる点や、市民が誇り・やりがい
を持って参画できる点、民間と行政の役割分担という観点から適切である点等
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。

賢い消費生活啓発事業
鯖江市くらしをよく
する会

水野 豊美子
市民まちづくり
課市民相談室

- 260 0 260 0 採択

　市が行ってきた事業を担い手を変えて実施するものでない点や、住民サービ
スの向上が図られている点、民間と行政の役割分担という観点から適切である
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。

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 - 200 0 200 0 採択

　民間と行政の役割分担という観点から適切である点や、事業の広がり・波及
効果が期待できる点、市民が誇り・やりがいを持って参画できる点等が高く評
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。
（参考意見）町内に溶け込んで活動できる人材は大変貴重で、市にとって重要
な事業と思われます。引き続き幅広い町内に講座への参加要請を続けていって
ください。

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 - 700 0 700 0 採択

　将来的に人づくりや市民の連携強化につながる点や、本事業を行うにあたり
適正な規模・活動内容を有している点、また事業の実施体制等が高く評価され
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。
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男女共同参画啓発事業（広報
誌等による啓発）

さばえ男女共同参画
ネットワーク

齋藤 啓子
めがねのまちさ
ばえ戦略課

- 620 0 620 0 採択

　本事業を行うにあたり適正な規模・活動内容を有している点や、市民が誇
り・やりがいを持って参画できる点、民間と行政の役割分担の観点から適切で
あ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。

男女の社会参画促進事業
（リーダー養成座等）　　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
めがねのまちさ
ばえ戦略課

- 1,650 0 1,650 0 採択

　市民が誇り・やりがいを持って参画できる点や、本事業を行うにあたり適正
な規模・活動内容を有している点、また事業の実施体制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。

いきがい講座
(特非)たんなん夢レ
ディオ

菅原 藤理 長寿福祉課 - 4,010 0 4,010 1,976 採択

　市が行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や、住民
サービスの向上が図られている点、事業の実施体制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。
（参考意見）市の事務事業評価等において、講座の実施会場を参加者の便宜を
図るため市内広くに分散できないかとの意見があり、この点を今後の課題とし
て担当課とも検討を続けていってください。

出会い交流サポート事業 （一社）PARK 酒井義夫 子育て支援課 - 500 0 500 0 採択

　市が行ってきた事業を担い手を変えて行うものでない点や、市民が誇り・や
りがいを持って参画できる点、民間と行政の役割分担の観点から適切である点
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。

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 - 160 0 160 0 採択

　事業の広がり・波及効果が期待できる点や、市が行ってきた事業を担い手を
変えて行うものでない点、市民が誇り・やりがいを持って参画できる点等が高
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。
（参考意見）高齢者向けの「運転時の視野角」を含む目の使い方講習等のちら
しを作り、市の交通安全関係課等で配布してもらうことも有効と思われます。
各課横断的な対応について、ぜひ市と協議を行ってください。

サテライトオフィス誘致支援
事業

（特非）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹 商工政策課 - 900 300 600 0 採択

　市が行ってきた事業を担い手を変えて行うものでない点や、市民が誇り・や
りがいを持って参画できる点、民間と行政の役割分担の観点から適切である点
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。

観光案内（おもてなし）業務
事業

（株）リペア 戸祭 宏樹
商工政策課にぎ
わい推進室

R3～R4 2,800 0 2,800 0 採択

　費用対効果の向上が図られている点や、事業の広がり・波及効果が期待でき
る点、今後の人づくり等につながるという点等が高く評価されました。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。
（担当課への意見）本事業と、提案者がすでに受託している「ものづくり見え
る化事業」について、提案にもあるように統合・連携して行える部分が多いと
判断されます。事務事業としての統合も一案として考えられますので、事業の
進展等も見ながら今後、（事務事業評価）担当課との協議や検討をお願いしま
す。

若者による地域活性化推進事
業

（特非）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹
商工政策課にぎ
わい推進室

- 1,500 900 600 0 採択

　市が行っている事業を担い手を変えて行うものでない点や、事業の実施体
制、本事業行うにあたり適正な規模・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。

街なか彩り推進事業 鯖江おかみさん会 熊田 富士子
商工政策課にぎ
わい推進室

H31～
R3 250 0 250 0 採択

　市民が誇り・やりがいを持って参画できる点や、民間と行政の役割分担の観
点から適切である点、住民サービスの向上が図られ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。

鯖江市役所JK課プロジェクト
サポート事業

鯖江市JKOG課 栗田 もも乃
商工政策課にぎ
わい推進室

- 540 0 540 0 採択

　市が行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や、将来的
に人づくり等につながる点、民間と行政の役割分担として適切な点等が高く評
価されました。
　支出内容についても、再提案でＪＫ課の活動サポートに限るように整理され
ており、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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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 - 315 0 315 0 採択

　本事業を行うにあたり適切な規模・活動内容を有している点や、事業の実施
体制、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。引き
続き市民主役事業として実施可能と判断します。

COOLCHOICE普及啓発事業
（株）群島社、（一
社）さばえ文化振興
事業団

鳴尾 裕子、鈴
木 早苗

環境政策課 - 1,500 0 1,500 0 採択

　市が行ってきた事業を担い手を変えて実施するものでない点や、民間と行政
の役割分担の観点から適切である点、住民サービスの向上が図られている点等
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。

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

　市が行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や、市民が
誇り・やりがい等を持って参画できる点、民間と行政の役割分担として適切な
点等が高く評価されました。
　席料（＝菓子代相当）を300円から400円にする点について、担当課とも協議
の上、他の提案団体とも合意ができており、引き続き市民主役事業として実施
可能と判断します。

西山公園松堂庵呈茶もてなし
事業

鯖江茶道連盟 島田 道子 都市計画課 - 190 0 190 0 採択

　住民サービスの向上が図られている点や、市民が誇り・やりがい等を持って
参画できる点、民間と行政の役割分担として適切な点等が高く評価されまし
た。
　席料（＝菓子代相当）を300円から400円にする点について、担当課とも協議
の上、他の提案団体とも合意ができており、引き続き市民主役事業として実施
可能と判断します。

クリエイティブ教育都市事業
（特非）エル・コ
ミュニティ

竹部 美樹 学校教育課 - 665 0 665 0 採択

　市が行っている事業を担い手を変えて実施するものでない点や、成果の改善
が期待できる点、将来的に人づくりにつながる点等が非常に高く評価されまし
た。引き続き市民主役事業として実施可能と判断します。

体育大好き支援事業（小学
校）　　体育大好き支援事業
（中学校）

（特非）さばえス
ポーツクラブ

森田 末廣 学校教育課 - 1,931 0 1,931 0 採択

　事業の実施体制や、本事業を行うにあたり適切な規模・活動内容を持ってい
る点、将来的に人づくりにつなが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。

幼児体操ふれあい事業 鯖江市体操協会 小竹 英雄
生涯学習・ス
ポーツ課

R3～R5 763 0 763 0 採択

　民間と行政の役割分担という観点から適切である点や、住民サービスの向上
が図られている点、本事業を行うにあたり適正な規模・活動内容を有している
点等が高く評価されました。まさに体操のまち・鯖江にふさわしい事業であ
り、引き続き市民主役事業として実施可能と判断します。

光でつなぐ家族の絆事業 （株）サビデンキ 佐飛 康央
生涯学習・ス
ポーツ課

R3～R5 715 0 715 0 採択

　市民が誇り・やりがいを持って参画できる事業である点、住民サービスの向
上が図られている点、事業の実施体制等が高く評価されました。市民の皆さん
も楽しみにしている事業であり、引き続き市民主役事業として実施可能と判断
します。
（参考意見）２年次において、「ファミリーにしやまのプレート」を設置する
という計画ですが、初年度に実施した方が効果も高いと考えます。取り組みの
工夫や市の関係各課の予算の中で、初年度からできる可能性も合わせて検討し
てください。

近松が生まれ育ったまち鯖江
発信事業

(一社)さばえ文化振興
事業団

鈴木 早苗 文化課 - 900 0 900 350 採択

　市が行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や、市民が
誇り・やりがい等を持って参画できる点、将来的に人づくり等につながる点等
が高く評価されました。
　再提案により費用対効果も向上しており、市民主役事業として実施可能と判
断されます。

観光案内（おもてなし）業務
事業

（競合案件） ―
商工政策課にぎ
わい推進室

- 0 0 0 0 不採択

　経費の配分が適切である点や、本事業を行うにあたり適切な規模・活動内容
を有している点等が高く評価されました。
　ただし、事業の広がり・波及効果の観点や、今後の人づくり等につながると
いう点等で他団体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
して採択することは見送らせていただくという判断になりました。


