
審査委員会審査結果 （令和4年度実施予定事業）

提案総事
業費

自己負担
額等

委託額 市納入額

市民活躍課
男女共同参画啓発・促
進事業

さばえ男女共同参画ネッ
トワーク

齋藤　啓子 620 0 620 0 ①Ａ 採択

民間と行政との役割分担の観点や、応募した事業を
行うにあたって適正な規模と活動内容および事務
局・組織体制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することが適
当と判断されます。

市民活躍課
子育て世代のワークラ
イフバランス研修事業

株式会社　For　Smile 加藤　裕美 300 0 300 0 ①Ａ 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
るものでなく、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等が高く評価されま
した。新たに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。
＜審査委員会からの意見＞
研修を受けられた方へのアフターケアが重要となる
と思われますので、受講者の皆さんへの事後サポー
トについても十分周知してください。

市民活躍課
男女の社会参画促進事
業(リーダー養成講座
等）

夢みらいWe 栗山　祐子 1,866 0 1,866 0 ①Ａ 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
容および事務局・組織体制を有している点、さらに
事業の実施によって事業の広がり・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
役事業として実施することが適当と判断されます。

市民活躍課
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 0 0 0 0 ①Ａ 採択

事業番号6と同じ

市民活躍課
多文化共生事業(生活支
援)

鯖江市国際交流協会 出口　浩行 181 0 181 0 ①Ａ 採択

事業を実施することが将来的に人づくり等につなが
る点等に加え、応募した事業を行うにあたって適正
な規模と活動内容および事務局・組織体制を有して
いる点が特に高く評価されました。引き続き市民主
役事業として実施することが適当と判断されます。

市民活躍課
多文化共生事業（多言
語ガイド）

鯖江市国際交流協会 出口　浩行 600 0 600 0 ①Ａ 採択

応募した事業を行うにあたって適正な規模・活動内
容および事務局・組織体制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
することが適当と判断されます。ただし、経費のう
ち事務諸経費を除く部分については、実際にかかっ
た経費分が想定額を大幅に下回った場合は、精算対
応してください。

市民活躍課
若者による地域活性化
推進事業

特定非営利活動法人エ
ル・コミュニティ

竹部　美樹 1,000 0 1,000 0 ①Ａ 採択

事業の実施体制や、事業を実施することが将来的に
人づくり等につながる点のほか、費用対効果の観点
等からも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。

市民活躍課
サバヌシ総会事業（民
営化型）

認定特定非営利活動法人さ
ばえNPOサポート 八田　登師男 250 0 250 0 ①Ａ 採択

事業を実施することが将来的に人づくり等につなが
る点や、応募した事業を行うにあたって適正な規模
と活動内容および事務局・組織体制を有している点
等が高く評価されました。引き続き市民主役事業と
して実施することが適当と判断されます。
＜審査委員会からの意見＞
契約時までには事業のより詳しい内容等につき説明
できるように計画してください。
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市民活躍課
市民まちづくり応援団
養成講座

鯖江市民主役条例推進委
員会

蓑輪　喜通 190 0 190 0 ①Ａ 採択

民間と行政との役割分担の観点等のほか、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
る点および事業を実施することが将来的に人づくり
等につながる点が特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することが適当と判断さ
れます。

市民活躍課
男性のイクカジ推進事
業

株式会社このは整氣堂 若林　みゆき 200 0 200 0 ①Ａ 採択

成果の改善が期待できるほか、住民サービスの向上
が期待できる点や、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等が高く評価さ
れました。今回新たに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。
＜審査委員会からの意見＞
夫婦を対象としている以上、事業名にあえて「男性
の」とする必要があるかどうかについては考慮が必
要と思われます。募集時の周知も含め、担当課とよ
く協議してください。また研修を受けられた方への
アフターケアについても、担当課と相談の上、十分
配慮してください。

市民活躍課
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 350 0 350 0 ①Ａ 採択

市民が誇りややりがい・楽しみを持って参画できる
事業である点および事業を実施することが将来的に
人づくり等につながる点のほか、応募した事業を行
うにあたって適正な規模と活動内容および事務局・
組織体制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することが適当と
判断されます。

市民相談課
人権啓発事業（人権の
花、講演会）

鯖江地区人権擁護委員会 堀江　一男 350 0 350 0 ①Ａ 採択

事業の実施によって事業の広がり・波及効果が期待
できる点や、事業を実施することが将来的に人づく
り等につながる点、さら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および事務局・組織体
制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することが適当と判断さ
れます。

市民相談課 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 260 0 260 0 ①Ａ 採択

市民が誇りややりがい・楽しみを持って参画できる
事業である点および事業の実施にあたって事業の広
がり・波及効果が期待できる点のほか、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。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。

防災危機管理
課

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 200 0 200 0 ①Ａ 採択

市民が誇りややりがい・楽しみを持って参画できる
事業である点および事業を実施することが人づくり
等につながる点のほか、事業を行うにあたって適正
な規模と活動内容および事務局・組織体制を有して
いる点等が高く評価されました。引き続き市民主役
事業として実施することが適当と判断されます。

防災危機管理
課

こども防災チャレンジ親
子講座・小中学校防災出
前講座

防災士ネットワークさば
え

二木　佐緒里 464 0 464 0 ①Ａ 採択

事業の広がり・波及効果が期待できる点や、市民が
誇り・やりがい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。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、「機材作成購入費・修繕費」
「通信運搬費」等においては、事業の休止等があっ
た場合は、執行済み分を除き返還等で精算対応して
ください。
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防災危機管理
課

地区防災組織研修
防災士ネットワークさば
え

二木　佐緒里 260 0 260 0 ①Ａ 採択

事業番号19と同じ

防災危機管理
課

自主防災組織研修
防災士ネットワークさば
え

二木　佐緒里 156 0 156 0 ①Ａ 採択

事業番号19と同じ

長寿福祉課 いきがい講座事業
特定非営利活動法人たん
なん夢レディオ

菅原　藤理 4,108 0 4,108 2,160 ①Ａ 採択

事業を実施することが将来的に人づくり等につなが
り、市民が誇りややりがい・楽しみを持って参画で
きる事業である点のほか、事業を行うにあたって適
正な規模と活動内容および事務局・組織体制を有し
ている点等が高く評価されました。引き続き市民主
役事業として実施することが適当と判断されます。

長寿福祉課 フレイル予防事業
さばえフレイル予防「指
輪っかの会」

見谷　伸一 320 0 320 0 ①Ａ 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
るものでなく、住民サービスの向上が期待できる点
等のほか、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が特に高く評価されまし
た。今回新たに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。

子育て支援課
子育てサポーター養成
講座

子育てサポーターの会
COSAPO

石田　加奈恵 330 0 330 0 ①Ａ 採択

事業の広がり・波及効果が期待できる点や、将来的
に人づくり等につながる点等のほか、市民が誇り・
やりがいを持って参画できる点が特に高く評価され
ました。今回再び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。

健康づくり課
まるごと目の健康づくり
事業（一般対象啓発の
み）

特定非営利活動法人NPO
みるみえる

加藤　裕之 160 0 160 0 ①Ａ 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
るものでなく、事業を実施することが人づくり等に
つながる点や、事業を自立して実施できる事務局・
組織体制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することが適当と
判断されます。

商工観光課
観光案内（おもてな
し）業務事業

株式会社リペア 戸祭　宏樹 R3-R4 2,800 0 2,800 0 ①Ａ 採択

斬新な提案であることや、住民サービスの向上が図
られている点等に加え、民間と行政との役割分担の
観点からも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。

商工観光課
サテライトオフィス誘
致事業

特定非営利活動法人エ
ル・コミュニティ

竹部　美樹 600 0 600 0 ①Ａ 採択

民間と行政との役割分担の観点のほか、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
く、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することが適当と判断さ
れます。

農林政策課 食の安全安心講座事業
公益社団法人ふくい・く
らしの研究所

松宮　幹雄 315 0 315 0 ①Ａ 採択

民間と行政との役割分担の観点等のほか、事業を行
うにあたって適正な規模と活動内容および事務局・
組織体制を有している点が特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することが適
当と判断されます。
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環境政策課
COOLCHOICE普及啓発事
業

株式会社群島社・一般社団法人さ
ばえ文化振興事業団

成尾　裕子・
鈴木　早苗 5,000 0 5,000 0 ①Ａ 採択

民間と行政との役割分担の観点に加え、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、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することが適当と判断
されます。
（審査委員会からの意見）
国の補助事業ですが、事業の実施にあたっては市の
課題も踏まえた内容の工夫をお願いします。

都市計画課
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 190 0 190 0 ①Ａ 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
容および事務局・組織体制を有している点に加え、
事業の実施スケジュールも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す
ることが適当と判断されます。

都市計画課
西山公園松堂庵呈茶も
てなし事業

鯖江茶道連盟 山﨑　レイ子 190 0 190 0 ①Ａ 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
容および事務局・組織体制を有している点に加え、
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することが適当と判断され
ます。

学校教育課
クリエイティブ教育都
市事業

特定非営利活動法人エ
ル・コミュニティ

竹部　美樹 665 0 665 0 ①Ａ 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
容および事務局・組織体制を有している点のほか、
民間と行政との役割分担の観点等からも高く評価さ
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。

学校教育課
体育大好き支援事業
（小学校・中学校）

さばえスポーツクラブ 森田　末廣 2,173 0 2,173 0 ①Ａ 採択

事業の実施によって事業の広がり・波及効果が期待
できる点等のほか、応募した事業を行うにあたって
適正な規模と活動内容および事務局・組織体制を有
している点が特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することが適当と判断されま
す。

生涯学習・ス
ポーツ課

幼児体操ふれあい事業 鯖江市体操協会 小竹　英雄 R3-R5 832 0 832 0 ①Ａ 採択

市民が誇りややりがい・楽しみを持って参画できる
事業である点等のほか、応募した事業を行うにあ
たって適正な規模と活動内容および事務局・組織体
制を有している点が特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することが適当と判断
されます。

生涯学習・ス
ポーツ課

光でつなぐ家族の絆事
業

株式会社サビデンキ 佐飛　康央 R3-R5 740 0 740 0 ①Ａ 採択

事業の実施によって事業の広がり・波及効果が期待
できる点や、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、事業を行うにあたって
適正な規模と活動内容および事務局・組織体制を有
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することが適当と判断されま
す。
＜審査委員会からの意見＞
毎年、多くの市民の皆さんが美しいイルミネーショ
ンを楽しんでいると思います。「家族のふれあい」
を目的とした事業であることを知らない市民の方も
いらっしゃると思われますので、その点のＰＲにつ
きましても、引き続きよろしくお願いします。
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文化課
まちかど歴史浪漫コン
サート

（競合　不採択団体） 1,000 0 1,000 0 ③ 不採択

事業を実施することが人づくり等につながる点や、
団体として事業の実施体制を有している点等が高く
評価されました。しかし、成果の改善度の観点等
で、他団体の提案が優るという判断となりましたの
で、残念ながら今回は市民主役事業としての採用は
見送らせていただきます。

文化課
まちかど歴史浪漫コン
サート

（競合　不採択団体） 1,100 0 1,100 0 ③ 不採択

応募した事業を行うにあたって適正な規模と活動内
容および事務局・組織体制を有している点等が高く
評価されました。しかし、成果の改善度の観点等
で、他団体の提案が優るという判断となりましたの
で、残念ながら今回は市民主役事業としての採用は
見送らせていただきます。

文化課
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 1,100 0 1,100 200 ①Ａ 採択

地区を超えて連携して実施する等、斬新な提案であ
ることに加え、成果の改善が期待でき、事業の実施
によって事業の広がり・波及効果が期待できる点等
が高く評価されました。貴団体が市民主役事業とし
て実施することが適当と判断されます。

文化課
まちかど歴史浪漫コン
サート

（競合　不採択団体） 1,100 0 1,100 0 ③ 不採択

応募した事業を行うにあたって適正な規模と活動内
容および事務局・組織体制を有している点等が高く
評価されました。しかし、費用対効果の観点等で、
他団体の提案が優るという判断となりましたので、
残念ながら今回は市民主役事業としての採用は見送
らせていただきます。


