
提案型市民主役事業化制度 審査結果一覧 （平成29年度実施事業）

事業名 所管部署 団体名 代表者名 事業目的
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
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）

市民窓口課 鯖江市くらしをよくする会 江端 暁美

消費者契約被害が増加している中、寸劇を通
じ、わかりやすく被害予防を啓発する。

－ 100 0 100 0 採択

　市民が誇りややりがい、楽しみを持って参画でき
る提案であるとともに、民間と行政との役割分担の
観点から、現時点で民間が行なうことが適切なた
め、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。
　なお、事業所管部署におかれましては、複数団体
への委託を可能にするなど、委託の仕方の見直しも
含め、他の団体の育成や参入も視野に入れた将来的
な事業制度の見直しを行うようにしてください。

2 「新しい公共」起業家支援事業 市民協働課 （一社）PARK 山本 真一

「新しい公共」の担い手として社会的企業家
を育成し、企業、行政、ＮＰＯ、市民等が組
織の垣根を越えて、ビジネスの手法を用い地
域の課題を解決していくための環境づくりを
進める。 － 650 0 650 0 採択

　再協議により、経費削減が図られているととも
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提案となっていることか
ら、引き続き市民主役事業として実施することが適
当であると判断します。
　なお、事業の実施にあたっては、受講者のニーズ
に合わせて講座の取捨選択を図っていただきたい。

3 花によるまちづくりコンクール開催事業 市民協働課 パークサポートLLP 田畑 善教

市民の自発的な花いっぱい運動を促進するこ
とで、自然と調和のとれた生活環境を創造
し、人々の心を和ませる美しいまちの創出を
促進する。 H27～29 560 0 560 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、住民サービスの向上と成果の改善が
期待できるので、引き続き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。

4 区長逓送業務委託事業 市民協働課
（公社）シルバー人材セン
ター

浅野 勲

区長逓送にかかる各課の書類等を集約して適
宜配布することにより、市民に対して市政運
営全般にわたる情報の提供を行う。

－ 741 0 741 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、費用対効果の向上が期待できること
から、引き続き市民主役事業として実施することが
可能と判断されます。

5 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

平時より大規模な自然災害に備え、災害ボラ
ンティアの活動拠点として設置される「災害
ボランティアセンター」の活動を支援する。

H29～31 55 0 55 0 採択

　事業の実施にあたり、提案者は適正な規模と活動
内容を有しているとともに、費用対効果の向上が期
待できるので、引き続き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。ただし、3年継続して
実施する根拠が見受けられないので、単年度での採
用とします。

6 在住外国人生活支援事業 市民協働課 鯖江市国際交流協会 川上 広志

在住外国人に日常生活で必要な生活情報を提
供することで、在住外国人の生活の利便を図
り、在住外国人が暮らしやすく、地域に融和
する日常生活環境を整える。

－ 300 0 300 0 採択

　「鯖江なんでも辞典」の製作までは行わず、簡易
版の冊子を作成し、市内のポルトガル人世帯への配
布に留める提案に見直されているとともに、経費削
減も行われており、また、事業を自立して実施でき
る組織体制が整っていることから、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。
　なお、市民主役事業としての委託は、概算払い契
約として実績に合わせた精算を行うようにしてくだ
さい。

7 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

地区におけるまちづくりに意欲のある人のう
ち、人材の掘り起こしや、持続可能な地域運
営の基盤づくり、人と人とをつなげるコー
ディネートに興味のある人材を発掘し、人材
育成を図る。

－ 500 0 500 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、より多くの市民の参加を得るなど、
事業の広がりや波及効果が期待できるので、引き続
き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。

8 多文化共生（生活支援）推進事業 市民協働課 鯖江市国際交流協会 川上 広志

同じ地域に暮らす隣人として地域住民と在住
外国人とのあいだの相互理解を育むことで、
誰もが住みやすい多文化共生のまちづくりを
目指す。 － 180 0 180 0 採択

　経費の配分も適切であり、成果の改善も期待でき
ることから、引き続き市民主役事業として実施する
ことが可能と判断されます。

9
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 清水 雄大

日中交流学生団体「京英会」が主催する日中
相互訪問プロジェクト～現地語でつなぐ絆～
において、鯖江市日中友好協会と鯖江市民主
役条例推進委員会の協力のもと、中国人学生
や東京在住の学生に鯖江の豊かな自然や文化
を紹介するとともに、地域住民との膝を交え
た日中交流により、大都市圏だけでなく、中
国社会での鯖江の知名度アップを図り、地域
住民による日中友好の絆を構築する。

－ 350 0 350 0 採択

　成果の改善が期待できるとともに、民間と行政と
の役割分担の観点から、現時点で民間が行なうこと
が適切な提案であることから、引き続き市民主役事
業として実施することが可能と判断されます。
　なお、開催日時が決まり次第、早めに鯖江市内で
の宿泊場所の確保を行うよう努めてください。
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10 「全国OCサミットin鯖江」開催事業
女性活力・人権推
進室

OCサミット実行委員会 栗山 祐子

①市民主役・市民協働のまち鯖江で頑張って
いる女性たちが集い、県内外の女性たちと情
報交換を行うことで、より一層元気で楽しく
まちづくりをする。
②女性（女性団体）が男女共同参画社会の実
現を目指して、互いに学習し元気を分かち合
い連携を再確認するとともに、埋もれたリー
ダーを発掘する。
③女性が支えるものづくりの産地（鯖江市と
近隣市町）を訪ね、輝く女性と高品質の製品
を知ってもらい、新たな交流を生み出す。

－ 570 10 560 0 採択

　再協議により、経費削減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ことから、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。
　なお、事業の実施にあたっては、次年度以降の方
向性を立てて行っていただきたい。

11
【一部】交通対策協議会運営事業（市民大
会のみ）

女性活力・人権推
進室

はーとふるカンパニー 井上 貴之

年4回行われる交通安全県民運動を実施する
とともに、交通安全市民大会等の各種イベン
ト、交通安全の啓発用の広報ポスター等の作
成により、交通事故防止、交通安全思想の普
及と交通安全意識の高揚を図る。

－ 500 0 500 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
するものではなく、住民サービスの向上も期待でき
ることから、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。

12
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

これまで政策方針決定の場への参画の機会が
少なかった女性が、社会に対する関心を高
め、男性も仕事重視の生活を見直し、現在の
課題などを共に学ぶことにより、男女共同参
画社会の推進やワーク・ライフ・バランスの
意識改革を図ることにより女性の社会参画の
促進を図る。
地域におけるジェンダー、固定的性別役割分
担の見なおしやドメステックバイオレンス、
セクシャルハラスメントなど女性に対するあ
らゆる暴力の根絶および男女共同参画ならび
にワーク・ライフ・バランスの推進に関する
意識を高揚する。

H28～29 1,894 0 1,894 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制
が整っているとともに、将来的に人づくりや市民同
士の連携の強化、および市民の自立や自治力の高ま
りにつながること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することが可能と判断され
ます。
　ただし、事業の実施にあたっては、今後の方向性
を十分に検討するとともに、コーディネーターの役
割と活動成果について、今年度の活動報告書に記載
するようにしてください。

13
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

齋藤 啓子

ジェンダー、固定的性別役割分担の見なおし
やドメステックバイオレンス、セクシャルハ
ラスメントなど女性に対するあらゆる暴力の
根絶および男女共同参画ならびにワーク・ラ
イフ・バランスの推進に関する意識を高揚す
る。男女共同参画推進に関して、広く意識高
揚を図り、機運を盛り上げる。

－ 1,485 0 1,485 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
おり、将来的に人づくりや市民同士の連携の強化、
そして市民の自立や自治力の高まりが期待できるの
で、引き続き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。

14
（防育事業）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

防災危機管理課 防災士ネットワークさばえ 岸本 直樹

子どもを対象に防災学習と防災体験を通じ
て、災害時に生き抜くことができる知識を深
め、地域防災力の担い手を育成する。

－ 464 0 464 0 採択

　再協議後、更に参加記念品代や人件費の見直しに
より、経費の縮減がなされたとともに、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
待できることから、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。

15
（防育事業）地区防災出前講座自主防災組
織研修

防災危機管理課 防災士ネットワークさばえ 岸本 直樹

地区単位において防災に関する講座を開き、
地域の防災力の向上を図る。

－ 423 0 423 0 採択

　参加記念品の取りやめに加え、再協議後の更なる
人件費の見直しにより、経費の縮減がなされたとと
もに、事業を自立して実施できる事務局体制や組織
体制が整っていることから、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。

16 防災リーダー養成講座事業 防災危機管理課 （株）ミドリ防災 平本 歩

防災リーダーを養成することにより地域や町
内の防災体制の確立および減災知識の周知を
図り、災害や防災に関する知識を習得するた
めの防災リーダー養成講座を開講する。 － 380 0 380 0 採択

　事業の実施にあたり、提案者は適正な規模と活動
内容を有しているとともに、費用対効果の向上と成
果の改善が期待できるので、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。

17 防災資機材備蓄管理事業 防災危機管理課 （株）ミドリ防災 平本 歩

災害発生に備えるため、災害時に必要となる
資機材の点検を計画的に行うとともに、資機
材の配備・更新計画の提唱を行う。

－ 620 0 620 0 採択

　再協議の結果、事業費の見直しもなされていると
ともに、住民サービスおよび費用対効果の向上が図
られ、成果の改善も期待できることから、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。

18 ITに親しむ講座事業（IT活用等） 情報統計課 （株）システムグラフィ 児玉 修一

ＩＴのまち鯖江として、市民生活の向上、デ
ジタルデバイド(情報格差)解消のために、Ｉ
Ｔに親しむ講座(facebook、iPad(タブレッ
ト)、アプリ、プログラミング)を開催する。 － 1,000 0 1,000 0 採択

　再協議の結果、提案額も見直されているととも
に、より多くの市民の参加を得るなどの事業の広が
りや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することが可能と判断されま
す。
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19 ITのまち鯖江推進事業 情報統計課 （一社）ゆるパブリック 田中 碧

鯖江市には全国的に活躍している元気なＩＴ
企業があり、市もITのまちさばえとしてネッ
トで学ぶeラーニング、行政情報、議会中継
などもUSTREAMで発信している。今後、Ｉ
Ｔのまちさばえを一層推進するためにＩＴ推
進フォーラムを開催する。

－ 900 0 900 0 採択

　住民サービスの向上と成果の改善が期待できる提
案となっていることから、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。

20 クリエイティブ教育都市事業 情報統計課 PCN鯖江 福野 泰介

現在、生活している中で、スマートフォンや
タブレットを筆頭に、炊飯器やテレビに車な
ど様々なプログラムが動いている。その中
で、プログラムの仕組みを知るプログラミン
グ教育は大変重要であり、学校教育でプログ
ラミング教育が行われるまで「IchigoJam」
を使ったプログラミングクラブ活動を支援す
る。

－ 700 0 700 0 採択

　再協議の結果、教員向けのプログラミング研修が
反映された提案に修正されているとともに、より多
くの市民の参加を得るなど事業の広がりや波及効果
が期待できることから、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。

21 いきがい講座 長寿福祉課
（有）ユー・エフ・オー・ア
カデミー

石本 雅之

60歳以上の高齢者が健康で生きがいのある生
活を送り、長寿を喜びあえる社会を醸成す
る。

－ 4,800 0 4,800 2,220 採択

　再協議により、経費削減が図られているととも
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提案となっていることか
ら、引き続き市民主役事業として実施することが適
当であると判断します。
　なお、事業の実施にあたっては、受講者のニーズ
に合わせて講座の取捨選択を図っていただきたい。

22 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

未婚の男女が交流できる場を提供することに
より、晩婚化の進行を抑止し、未婚率の低減
を図る。

－ 430 0 430 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制や組織体制
等は整っていることから、引き続き市民主役事業と
して実施することは可能と判断されます。
　しかしながら、婚活イベントの実施回数を当初提
案の２回から３回に増やした修正提案となったもの
の、イベントの充実内容やＡＫＰ１０の活動計画が
不明瞭であることは否めません。
　したがって、委託額については、これまでの婚活
イベント実施回数が４回であったことを勘案し、今
年度予算額５２万円の３／４相当額である３９万円
に減額することを条件とします。

23
出会い交流サポート事業（ものづくり合コ
ン）

児童福祉課 （一社）PARK 山本 真一

県内外の結婚を望む若者の新たな出会いを
「ものつくり」を通して創出することによ
り、若者の結婚を応援し、市内の交流人口並
びに定住者増加を目指す。 － 600 0 600 0 採択

　提案者は、昨年も市民主役事業として同事業を実
施しており、また市との役割分担としても適切であ
り、市民主役事業として実施可能です。ただし、募
集時に工夫することで、鯖江市民の参加者をどう
やって増やすかを担当課と協議してください。

24
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）

児童福祉課
子育てサポーターの会
COSAPO

伊藤 恵美子

子育てに関する知識や実技を講座形式で学ぶ
ことで、地域ぐるみで子育て中の親子の見守
りやサポートを行い、安心して子育てできる
環境づくりを図るための人材を養成する。 － 300 0 300 0 採択

　将来的に人づくりや市民同士の連携の強化、およ
び市民の自立や自治力の高まりにつながることが期
待できることから、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。

25
保健対策推進事業（食と健康・福祉フェ
ア）

健康課 丹南ケーブルテレビ（株） 青山 正幸

市民の自主的、主体的な健康づくりを推進す
る。

－ 2,283 300 1,983 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
おり、費用対効果の向上と成果の改善も期待できる
ので、引き続き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。

26 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

地域の将来を担う若者たちが連携し、地域に
おいて自主的に活動し、市内外の若者のアイ
ディアと行動力を活かしたまちづくりを推進
し、地域の活性化を図る。 － 1,100 300 800 0 採択

　提案者は長年、本事業に意欲的に取り組まれてお
り、実施体制や市との役割分担としても適切であ
り、費用対効果の向上も図られているので、引き続
き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。

27 食の安全安心講座 農林政策課
（公社）ふくい・くらしの研
究所

竹生 正人

市民が自立した消費者として食に関する情報
の収集や知識の習得を推進し、より賢く食品
の選択ができるように、食の安全および消費
に関する講座を開催する。 － 500 0 500 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、より多くの市民の参加を得るなど、
事業の広がりや波及効果が期待できるので、引き続
き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。

28 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

市食育推進計画に基づき、市民が健康な心身
を培ない、豊な人間性を育むため、食育に関
する施策を総合的に推進する。「食」に関す
る知識と「食」を選択する力を習得し、地産
地消の推進とともに地域の文化や価値観を次
世代へ伝える役割を果たす。

－ 450 0 450 86 採択

　事業の実施にあたり、提案者は適正な規模と活動
内容を有しているとともに、成果の改善も期待でき
るので、引き続き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。
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29
野菜ソムリエとのコラボによる地産地消啓
発推進事業

農林政策課
野菜ソムリエコミュニティ福
井

飛田 友香

鯖江産農産物の使用により、地元農産物の魅
力を再発見してもらうと同時に、野菜ソムリ
エコミュニティ福井より、鯖江産農産物の魅
力を発信してもらい、地産地消および地域の
盛上げ活動の一助にする。

－ 323 0 323 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、より多くの市民の参加を得るなど、
事業の広がりや波及効果が期待できるので、引き続
き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。

30
【一部】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

鯖江市地球温暖化対策地域推進計画の目標を
達成するために、家族でCO2削減に取り組む
チャレンジファミリー登録制度を実施する。
さらに、夏季と冬季における家庭での省エネ
（節電）を推進するため、節電チャレンジ大
作戦を実施する。

H27～29 540 0 540 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、住民サービスの向上が期待できるの
で、引き続き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。

31 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

地球温暖化防止の意識を高めるために、「グ
リーンカーテンコンテスト」を実施して、家
庭、事業所、学校等における夏場の省エネを
推進するとともに、環境市民の育成を図る。

－ 594 0 594 0 採択

　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るとともに、事業を自立して実
施できる事務局体制等に優れていることから、引き
続き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。
　ただし、苗の配布については、初めて応募した人
限定での配布にするなど、今後、企画運営の見直し
も検討してください。

32 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

市民や市民団体の環境保全に関する取り組み
を促進し、本市における環境活動の活性化を
図る。

H27～29 216 0 216 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、住民サービスの向上が期待できるの
で、引き続き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。

33 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

狂犬病予防法に基づく、飼犬の登録・予防注
射の徹底を啓発し、公衆衛生の向上及び公共
の福祉の増進を図る。

H27～29 486 0 486 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、住民サービスの向上が期待できるの
で、引き続き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。

34
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

循環型社会の形成を目指して、一般廃棄物の
分別排出の徹底を啓発し、ごみの減量化、資
源化の向上を図る。
ごみの分別や減量の目的・方法について、広
く市民に啓発し、家庭から発生するごみの減
量化・資源化をめざす。

H27～29 400 0 400 0 採択

　経費の配分も適切であり、費用対効果の向上も期
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」「自治力」の高まりに
つながることが期待できるので、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。

35 西山公園松堂庵呈茶もてなし事業 都市計画課 ふる里体験の家「椀de縁」 荒木 真弓

西山公園嚮陽庭園に整備する茶室（仮称）
「松堂庵」で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する。 － 190 0 190 0 採択

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が行う
ことが適切な事業であるとともに、将来的に人づく
りや市民同士の連携の強化、「市民の自立」「自治
力」の高まりにつながることが期待できるので、引
き続き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。

36 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 田中 久子

西山公園嚮陽庭園に整備する茶室（仮称）
「松堂庵」で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する。 － 190 0 190 0 採択

　民間と行政との役割分担の観点から、民間が行う
ことが適切な事業であるとともに、将来的に人づく
りや市民同士の連携の強化、「市民の自立」「自治
力」の高まりにつながることが期待できるので、引
き続き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。

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）

学校教育課
（特活）さばえスポーツクラ
ブ

森田 末廣

小学校において、「体つくり」、「器械器具
を使った運動」、「ゲーム」、「表現リズ
ム」を授業に取り入れることによって、児童
生徒のの体力向上を図る。中学校において、
「ダンス」を授業に取り入れることによっ
て、生徒のの体力向上を図る。

－ 2,187 0 2,187 0 採択

　事業の実施にあたり、提案者は適正な規模と活動
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ので、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。

38 家族ふれあい事業 生涯学習課 （株）サビデンキ 佐飛 康央

青少年健全育成のための環境づくりとして普
及啓発活動等を行うことで次代を担うひとづ
くりを推進する。

H27～29 735 0 735 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
おり、事業を実施することが、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ことが期待できるので、引き続
き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。

39 まちかど歴史浪漫コンサート 文化課 （合資）藤田印刷所 藤田 順一

文化財建造物を舞台としたイベントを開催す
ることにより、文化財の保存と活用に関する
理解を深めるとともに、まちづくりの貴重な
素材としての理解につながる機会を提供す
る。

－ 1,180 0 1,180 120 採択

　再協議により、経費削減が図られているととも
に、市が実施をしている事業内容・形態にこだわら
ず、事業の目的を達成するための斬新な提案である
ことから、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します。
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40 まなべ学講座 文化課 （特活）平成謙光舎 青山 昌則

鯖江藩主「間部」にちなみ、鯖江のことをい
ろいろな角度で学び、郷土に興味と誇りを
持ってもらう。

－ 470 0 470 0 採択

　事業を自立して実施できる事務局体制等に優れて
いるとともに、適正な規模と活動内容を有してお
り、引き続き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。

41 近松講座 文化課 さばえ近松倶楽部 林 哲治

近世の文豪近松門左衛門が鯖江で幼少期を過
ごしたことにちなみ、その史実を市民に周知
することにより、歴史に興味と理解を深める
とともに歴史資産を活用したまちづくりを推
進する。

－ 80 0 80 0 採択

　経費の配分も適切であり、費用対効果の向上も期
待できるとともに、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ことから、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。

42
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

森田 末廣

肥満による生活習慣病やメタボリックシンド
ロームの危険性が叫ばれている中で、戦後世
代が一斉にリタイヤ（退職）する時代を迎
え、定期的なスポーツへの取組みを促進し、
健康づくりの基盤を提供し、健康長寿命化に
資する。

－ 610 0 610 0 採択

　再協議の結果、賃借料の計上が見直されていると
ともに、将来的に人づくりや市民同士の連携の強
化、および市民の自立や自治力の高まりにつながる
ことが期待できるため、引き続き市民主役事業とし
て実施することが可能と判断されます。

43 近松が生まれたまち発信事業 文化課
さばえ近松倶楽部（ちかもん
くらぶ）

林　哲治

「近松の生まれ育ったまち」として鯖江を全
国にPRし、市の知名度向上に努めるため、
「近松の生まれたまち」を全面に出して親し
みやすい絵本スタイルの冊子「近松ものがた
り」の内容を修正して制作する。

－ 80 0 80 0 採択

　住民サービスと費用対効果の向上が図られるとと
もに、成果の改善が十分に期待できるため、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。
ただし、実施にあたっては、教員・保護者向けの指
導要領等を記載するようにしてください。

44 まち美化活動表彰事業 環境政策課
特定非営利活動法人　エコプ
ラザさばえ

井上 哲夫

福井国体に向けて、まち美化活動に積極的に
取り組む地区、町内会等を表彰する。

－ 200 0 200 0 採択

　まち美化活動表彰事業は、提案団体が市民主役事
業として受託している環境活動表彰事業のまち美化
部門として新設された新規事業であることから、市
民主役事業として同団体が一括して担っていただく
ことが適していると判断されます。ただし、表彰に
かかる評価基準については、事業所管課と十分に協
議を行うようにしてください。

45 サバエ×ワカモノ夢創造大学事業 市民まちづくり課 若者部会SAN 釜井 剣

市内の中高生のアイデアを募集し、若者自身
が中心となりサポートをしながら、中高生と
大人が一緒になってアイデアを具現化する。

－ 800 0 800 0 採択

　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」「自治力」の高まりにつながる提案
となっているため、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。

46 街なか彩り推進事業 商工政策課 鯖江おかみさん会 齋藤 留美

国体の開催により観光客が増加すると考えら
れる西山公園や中心市街地の植樹枡等に花を
植えて街なかに彩りをもたらす。

－ 250 0 250 0 採択

　事業の実施にあたり、将来的に人づくりや市民同
士の連携の強化、「市民の自立」「自治力」の高ま
りにつながる提案となっているため、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。

47 サバヌシ総会事業（仮称） 市民まちづくり課
特定非営利活動法人　さばえ
NPOサポート

八田 登師男

市民主役条例推進委員会からの第三次市民提
案に基づき、より幅広い層の市民が「自分も
市民の一員（主役）だ」と思ってもらえるよ
うな総会を開催する。 － 350 0 350 0 採択

　成果の改善が期待できるとともに、民間と行政と
の役割分担の観点から、民間が行うことが適切な提
案であるため、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。

48 ググれるまちさばえ事業 情報統計課
一般社団法人　ゆるパブリッ
ク

田中 碧

市民や事業者が店舗情報をGoogleMapに登録
することで、鯖江市内のさまざまな情報が検
索できるようになり、来訪者の利便性向上を
図る。

－ 900 100 800 0 採択

　住民サービスの向上と成果の改善、および提案事
業を行うにあたっての適正な規模と活動内容を有し
ている点で、特に評価が高く、また、当該事業の実
施目的である店舗情報の正確な登録による来訪者の
利便性の向上という観点からも、貴団体が市民主役
事業として実施することが可能と判断されます。な
お、実施にあたっては、事前に事業所管部署と成果
目標を設定してください。

49 キャリアデザイン研修・面談事業 総務課 一般社団法人

複数の所属を経験し、基礎的な業務経験を積
んだ採用5年目または10年目等の職員が、こ
れまでの職務経験を振り返り、自らの能力、
価値観を再確認した上で、将来のキャリアの
方向性について見極め、自己の未来像を描く
とともに、そのためには今後にどういう能力
を高める必要があるかを考えることにより、
職員の自発的な能力開発や業務意欲の向上を
図る。

不採択

　事業を自立して実施できる組織体制は整ってきて
おり、若手職員向けの研修としては斬新な提案では
ありますが、費用対効果の向上や経費配分の適切
さ、および成果改善等が不透明であるため、今回は
不採用とさせていただきます。
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50
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）

市民窓口課 任意団体

消費者契約被害が増加している中、寸劇を通
じ、わかりやすく被害予防を啓発する。

不採択

　事業の実施により、将来的に人づくりや市民同士
の連携の強化、そして市民の自立と自治力の高まり
を期待できますが、当該事業の実施にあたり、事業
を自立して実施できる組織体制および活動実績等の
観点から、今回は不採用とさせていただきます。

51
鯖江のまちづくり創造塾（フューチャーセ
ンター）事業

市民協働課 一般社団法人

鯖江市民主役条例推進委員会が、これまで
行ってきた事業成果を基に、多様な市民を巻
き込み対話を重ねながら未来志向で地域の課
題解決を図っていくフューチャセンター機能
を継続的に備えることで、市民の参加と協働
によるまちづくりの基盤強化を図る。

不採択

　事業を自立して実施できる組織体制は整ってきて
おり、提案内容も斬新なものとなっていますが、費
用対効果の向上や経費配分の適切さ、および成果改
善等が不透明であるため、今回は不採用とさせてい
ただきます。

52
（防育事業）地区防災出前講座自主防災組
織研修

防災危機管理課 任意団体

地区単位において防災に関する講座を開き、
地域の防災力の向上を図る。

不採択

　将来的に人づくりや市民同士の連携の強化、およ
び市民の自立や自治力の高まりに期待できる提案と
なっていますが、地区における防災出前講座として
の事業としては、事務局体制や組織体制および活動
内容の観点から、今回は不採用とさせていただきま
す。

53 防災資機材備蓄管理事業 防災危機管理課 一般企業

災害発生に備えるため、災害時に必要となる
資機材の点検を計画的に行うとともに、資機
材の配備・更新計画の提唱を行う。 不採択

　民間と行政との役割分担の観点から、現時点で民
間が行なうことが適切な内容となっていますが、住
民サービスの向上および成果の改善の観点から、今
回は不採用とさせていただきます。

54 ググれるまちさばえ事業 情報統計課 一般企業

市民や事業者が店舗情報をGoogleMapに登録
することで、鯖江市内のさまざまな情報が検
索できるようになり、来訪者の利便性向上を
図る。

不採択

　ローカルガイドのレベルアップを図るという斬新
な提案で、市民が誇りややりがい、楽しみを持って
参画できる事業としての評価は高かったものの、住
民サービスの向上と成果の改善、および提案事業を
行うにあたっての適正な規模と活動内容を有してい
るかという点で、他団体の提案が優れていると判断
されました。残念ながら、今回は、不採用とさせて
いただきます。

55
「ふるさと鯖江の日」記念事業、市民主役
フォーラム開催事業、鯖江のまちづくり創
造塾（フューチャーセンター）事業

市民協働課 特定非営利活動法人 取下げ

56 【一部】鯖江市役所JK課プロジェクト事業 市民協働課 任意団体 取下げ

57 ブランド化総合支援事業 農林政策課 任意団体 取下げ


