
 

                                                      

                

               

               

  

    

 

   
                              

   

 

 

   

    

      

  次のような事業が対象です。 
  ◎１年以上の活動実績があり、５人以上の会員で組織する団体 

   が行う事業 

  ◎営利を目的とせず、地域や社会の課題解決につながる公益的 

   な事業 

  ◎団体と行政が課題認識や目的を共有することができ、役割分 

   担して進めることで相乗効果を見込める事業 

 

 

                  
                  
                            

 

   

募集期間：平成２９年５月１日（月）～６月１６日（金）

相模原市マスコットキャラクター  

さがみん 

くわしくは、本文をご覧ください。 

※補助金制度ではありません。 

相模原市市民局市民協働推進課 

配布期間：平成29年６月16日まで 

お問合わせ：042-769-92２5 

相模原市 

協働事業提案制度 
— 平成２９年度募集要領 — 
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お問い合わせ 
 

相模原市 市民局 市民協働推進課 

   〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

電 話 ０４２－７６９－９２２５ 

ＦＡＸ ０４２－７５４－７９９０ 

Ｅ-mail：shiminkyoudou@city.sagamihara.kanagawa.jp         
 

 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei_sanka/partnership/25475/i
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協働事業提案制度創設の契機 

 

協働事業提案制度創設の契機は、市民組織である「パートナーシップ市民フォ 

ーラムさがみはら」から、平成１９年５月に「相模原市における市民と行政の効

果的な協働事業の仕組み（協働事業提案・検証制度の創設）」についての提言が

市長に行われたことによります。提言では、本市において市民発案の協働事業を

提案する場、市民・行政がともに協議する場、事業選定の基準及び方法について

の統一的なシステムの構築等が必要であるとされました。その後、この提言を基

として、同市民組織と行政との検討により本制度が平成２０年４月にスタートし

ています。 

また本市では、平成２４年４月に「相模原市市民協働推進条例」を制定し、平

成２６年３月に条例に基づく「相模原市市民協働推進基本計画」を策定しました。

基本計画では、市民と市の協働、市民と市民との協働を推進し、協働による市民

の力を生かした創意と工夫があふれる皆で担う地域社会を実現するために、協働

事業提案制度を基本施策「協働により実施する事業を提案できる機会の提供」の

ひとつとして位置づけています。    
本市提案制度の特色 

 
○ 市民・行政が知恵と力を出し合い、持続的な発展を目指した相模原オリジナ

ルの提案制度になっています。 

○ 本市提案制度の特色としては、大きく次の３点が挙げられます。 

  ① 協議の場面を大切にした仕組みとなっていること。 

  ② 協働事業提案制度の運用自体を、市民活動団体の支援等を目的とした特定

非営利活動法人と市が協働で行い、事業の創出を推進するため、提案の成

案化・事業化を支援する体制があること。 
    → 制度活用推進団体として、公募により選考された「NPO法人市民フォーラム

さがみはら」が運営に参加します。 

  ③ アイデア提案の仕組みがあること。 
    
 

 

 

 

 

 

 

※募集・事前ヒアリング・協議・公開プレゼンテーション・公開中間ヒアリング・公開事業報

告会については、制度活用推進団体である「ＮＰＯ法人市民フォーラムさがみはら」が助

言、支援します。 

※事業化や継続の審査は、相模原市市民協働推進条例に基づく相模原市市民協働推進審議会で

行い、市長が事業化を内示し、市議会３月定例会議での議決をもって正式に決定します。 
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みんなが悩んでいる公共的課題を市民と行政が協働して解決する！ 
 

地域には防犯をはじめとし、教育、福祉、環境、地域振興など様々な分野にわ

たって不特定多数の市民の皆さんに関係する公共的な課題があります。 

協働事業提案制度は、このような公共的課題（みんなが抱える悩みのタネ）を、

市民の皆さんと行政が、互いの持つ資源（知識・経験・人材・情報・資金など）

を結集し、協働（役割分担）することによって効果的に解決していくためのひと

つの仕組みです。 

協働事業提案制度では、市民の皆さんから事業提案をいただき、成案化・実施・

評価・検証の段階にいたるまでの長期にわたるプロセス（いわゆるＰＤＣＡ）を、

公開の原則の下に実施していきます。 
 
 

 

 
 
市民活動団体にとってのメリット 
 

○行政が持つ情報や知識を活用し、事業を実施することで、ノウハウの蓄積が 

可能になります。 

○行政との協働事業を実施することで、市民からの信頼を得られ、評価が高まり 

ます。また、広報活動・会場確保・資金などを行政と役割分担することで、 

事業の実現性が高まるとともに、より効果的な事業が期待できます。 
  
行政にとってのメリット 
 

○多様化する市民ニーズに柔軟に対応した新たな公共サービスの提供が可能に 

なります。 

○市民活動団体と協働することで、団体の活動方法や考え方を知ることができ、 

事業手法の見直しや職員の意識改革の契機となります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．協働事業提案制度とは 

３．協働事業のメリット 

協働事業提案制度は補助制度ではありません。行政とともに、課題解決に取り組む制度です。 

「市民ファンドゆめの芽」 

市民や企業の皆さんからの寄付金

を原資に、市民活動団体が行う社会

貢献活動を財政的に支援します。 

実施主体に行政が加わる協働事業

提案制度とは異なり、市民活動団体

が主体的に事業を進めることがで

きます。１１月頃募集予定です。 

「地域活性化事業交付金」 

地域の活性化や課題解決をはかる

目的で、主体的に行われる取組み

に対して、交付します。 

各まちづくりセンターで、毎年３

月頃から事前相談を行い、４月か

ら募集します。 

事業費の支援を探している。―他に次のような制度があります。 

いずれも、詳しくは市ホームページをご覧ください。 
このほか、さがみはら市民活動サポートセンターの
ホームページでは、各種助成制度を随時ご紹介して

います。 
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具体的な協働事業の企画をご提案いただき 事業化をめざすもの 

来年度からの事業着手をめざし、募集期間内にご応募ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
課題解決のアイデアを登録・公開し、今後の提案に結びつけるもの 

                       随時受け付けています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市民提案型協働事業 
  ～市民の皆さんの抱えている悩みのタネを解決する～ 

◆ 応募は団体に限ります。 

◆ 課題設定（テーマ）はありません。 

◆ 市民の皆さんの日ごろ感じている公共的課題に対し、市との協働に

より効果的に解決が図られると思われる解決方策について、自由な

発想による提案を募集します。 

◆ 主体的に事業を実施していただくことが前提となります。 

② 行政提案型協働事業 
～市の抱えている悩みのタネを解決する～ 

◆ 応募は団体に限ります。 

◆ 市が抱えている課題で、市民の皆さんと協働して進めたいと思っ

ている事業のテーマを、あらかじめ行政からの提案として提示し

ます。  

◆ 市から提示された概要書に基づき、市民の皆さんが考える具体的

な事業実施の企画（提案）を募集します。 

→ 平成29年度行政提案型協働事業提示テーマは１つです。詳細は

20ページをご覧ください。 
・市内ハイキングコースの道標及び案内板の整備等によるインバウンド（外

国人観光客）誘客の促進（商業観光課） 

③ アイデア提案 
～市民の皆さんの協働の芽（アイデア）を育てる～ 

◆ 個人の方でも応募できます。 

◆ 詳細な事業計画に到ってない、人材がそろっていないなど、協働

事業提案の要件が不足している場合に活用できます。 

◆ アイデア提案のままでは、事業化の制度に乗れませんが、市民の

皆さんが知恵と力を合わせながら、少し時間をかけてアイデアを

成長させ、事業提案に結びつける仕組みです。 

◆ 簡単な様式に思いを書いていただき、登録・公開します。 

◆ 公開後も状況についてお伺いすることがあります。 
 
応募書式など詳しくは市ホームページをご覧ください。 

４．提案の募集区分  ３つの区分があります。 
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事業実施の主体性と非営利 

 

○ 提案する事業に主体的に関わる（自らが担う）意思を持ったもの。 

○ ＮＰＯ（法人格の有無は問いません）、自治会、企業、大学等が、公共の 

  利益を実現するために市内で活動を行うもの。 

 

協働事業提案に応募する方の要件 

 

○ １年以上の活動実績があり、５人以上の会員で組織している団体であること。 

○ 相模原市内に活動の拠点を置くことができること。 

○ 組織の運営に関する定款、規約、会則等を定めていること。 

○ 予算を持つ団体については、適切な会計処理が行われていること。 

 

次の事項に該当する場合は提案できません 

 
○ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる

目的とする団体。 

○ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす

る団体。 

○ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公

職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとするものを含む。）若しくは公

職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と

する団体。 

○ 相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号。以下「排除条

例」という。）第２条第２号から第５号までのいずれかに該当するもの。 

○ 排除条例７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるも

の。 

○ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成１１年法律第１

４７号)第５条及び第８条に規定する処分を受けている団体又はその構成員

の統制の下にある団体。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．提案者の要件（市民提案型協働事業・行政提案型協働事業） 
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次のいずれにも該当する事業が対象となります 

 

○ 市民と行政が、課題意識や目的を共有でき、地域の課題や社会的課題の 

解決につながるもの。     （地域課題・市民ニーズ分析、公共性） 

○ 提案する市民（団体）自らが担うことが可能なもの。    （実施能力） 

○ 市民と行政が協働することによって、相乗効果が生じると認められるもの。 

                                 （効果） 

○ 役割分担が明確かつ妥当なもの。            （役割分担） 

○ 予想される成果が明確で、将来展望が明らかなもの。 

(事業の発展性・将来展望) 

 

次の事項に該当する事業は対象となりません 

 

○ 営利を主たる目的とするもの。 

○ 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの。 

○ 政治、宗教、選挙活動を目的とするもの。 

○ 政策等の提案を主たる目的とするもの。 

○ 施設等の建設又は整備を目的とするもの。 

○ 公序良俗に反するもの。 

○ 相模原市の他の補助制度等の対象となるもの。 

 

 

 

 

① 協働事業申込書（第１号様式） 

② 協働事業提案書（第２号様式） 

③ 協働事業収支予算書（第３号様式） 

④ 団体の概要書（第４号様式） 

⑤ 団体の定款、規約、会則等 

⑥ 団体の昨年度の決算書、今年度の予算書 

⑦ 団体の会員等の名簿（任意様式） 

⑧ その他資料（任意。活動概要がわかる資料など） 

 

この募集要領や第１号様式～第４号様式などの電子データは、市ホームページ 

市政情報－市政への参加・連携－市民協働－協働事業提案制度の概要から 

ダウンロードできます。 

（http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei_sanka/partnership/25475/in

dex.html） 

６．提案する事業の要件 

７．提出書類（市民提案型協働事業・行政提案型協働事業） 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei_sanka/partnership/25475/in
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○提出書類  協働事業申込書・同提案書、その他関係書類（７．提出書類参照） 

○提出期限  平成２９年６月１６日（金）１７時まで（必着） 

○提出先   相模原市役所 市民局 市民協働推進課 

○事前相談  極力、市民協働推進課へ本提出前の事前相談にお越しください。 

制度活用推進団体（ＮＰＯ法人市民フォーラムさがみはら）が 

同席させていただくこともあります。 

 

 

 

 

 

 

○提出方法  原則として電子メールで下記アドレスにお送りください。 

shiminkyoudou@city.sagamihara.kanagawa.jp 

※件名の最初に【協働事業応募】と必ず入れてください。 

電子メールでの提出が難しい場合は、郵送で以下の住所へお送りいただいても結構

です。 

       〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 

       相模原市役所 市民局 市民協働推進課 あて 

 

 

 

○ 提案の要件を満たしているか、提出書類が整っているかなどについて、形式的

な審査を行います。 

○ 事業関係課との協議にあたり、提案内容等について事前ヒアリングを行います。

制度活用推進団体（ＮＰＯ法人市民フォーラムさがみはら）が同席させていた

だくこともあります。 

○ 提案書の審査、事前ヒアリングの結果、内容に不備がある場合は書類の補正等

をお願いすることがあります。 

 

８．提案書の提出方法、期限 

※制度活用推進団体は、市民目線で応募団体をサポートしております。

制度活用推進団体への相談を希望される場合は次の連絡先へ。 

◎代表理事 畠山 昇 連絡先 090-1054-9208 

◎事務局長 中島 謙一 連絡先 042-776-2456 

◎団体ＨＰ https://www.facebook.com/NpoFaRensagami 

９．提案書の審査、事前ヒアリング 

mailto:shiminkyoudou@city.sagamihara.kanagawa.jp
https://www.facebook.com/NpoFaRensagami
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  平成２９年度に募集する協働事業提案については、次のようなスケジュール

（予定）で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 

                   

 

協働事業提案の応募 
平成２９年５月１日～６月１６日 

（※アイデア提案は随時受付） 

協 議 
平成２９年７月中・下旬～ 

（２か月程度） 

協議結果の確認（報告書提出） 
平成２９年９月下旬 

 

○ 事前相談をおすすめしています。 

電話連絡の上、ご相談ください。 

○ 提案団体と事業関係課との間で、実現可能性を

高めるための協議を行います。 

○ 提案内容について、課題・目的の共有、事業化

や協働の必要性、実現可能性、経費の妥当性、

手法・役割分担などを話し合います。 

○ 団体の活動現場を確認する場合もあります。 

○ 市民協働推進課及び制度活用推進団体（NPO法

人市民フォーラムさがみはら）が同席する場合

もあります。 

○ 協議期間の終期に、協議結果を確認させていた

だきます。 

注 協議期間内に協働事業としての実施上の課題を

整理することができなかった場合は、今回の公

開プレゼンテーション・審査会に進むことはで

きません。 

○ 提出された提案書は、要件等の審査を行わせて

いただきます。 

○ 後日、内容について市民協働推進課及び制度活

用推進団体と事前ヒアリングを実施します。 

○ 制度活用推進団体（NPO法人市民フォーラムさ

がみはら）からアドバイス等を行う場合があり

ます。 

○ 類似する事業提案（関連の深い事業提案）があ

った場合には、合同のヒアリングや協議の機会

を設けるなど、事前調整の場を設けることがあ

ります。 

10．スケジュール（予定） 

 

ポイント 

○提案が、市の総合計画や、分野別に定めている計画 

に沿っていると、課題認識が共有しやすい。 

○協議の場で、データ資料や写真などを示すと話が 

進みやすい。 

制度活用推進団体とは？ 
相模原市では、協働事業提案制度の制度そのものを、公募に

より選考された「制度活用推進団体」＝「NPO法人市民フ

ォーラムさがみはら」との協働で運営しています。 

制度活用推進団体は、提案の成案化・事業化を推進し、新た

な協働事業の創出を図るため、ヒアリングや協議の場など

で、助言を行います。また、協働事業実施後も引き続き 

応募団体のサポートをしていきます。 

 

提案者の審査、事前ヒアリング 
平成２９年６月下旬～７月中旬 
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提案書（修正版）提出 
平成２９年９月下旬 

公開プレゼンテーション 
平成２９年１０月 

審 査 ※非公開 
（公開プレゼンテーション終了後） 

事業化決定の内示 
平成２９年１２月 

事業実施に向けた協議 
（協定書等の作成準備） 

事業実施 
平成３０年４月～ 

○ 協議の結果、当初提出した提案書等の記載内容

を修正する必要が生じた場合には、改めて提案

書等を提出していただきます。 

○ 市は、公開プレゼンテーション・審査会に付議

する提案を確定し、提案団体に対して通知をし

ます。 

○ 審査の対象となった事業の提案団体及び事業担

当課は、公開プレゼンテーションに参加してい

ただき、提案説明を行っていただきます（パワ

ーポイント使用・１０分程度）。 

○ 市民協働推進条例に基づく市民協働推進審議会

委員が、審査の参考として、提案団体に対し、

提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき

質問等を行います。 

 

○ 市民協働推進審議会で審査を行い、事業化の妥

当性や協働の必要性についての意見を取りまと

めます。 

○ 事業化の採否等を決定後、結果について、 

市から提案団体に通知します。 

○ 予算の正式な決定は、市議会３月定例会議にお

ける予算審議の承認後となります。 

 

○ 事業化の内示を受けた提案については、事業実

施に向けた協議に進んでいただきます。 

  （事業計画・収支予算・協定書等について検討） 

○ 事業実施に当たっては、原則として協定書を締

結していただきます。 

○ 市議会３月定例会議で予算化について議決され

たら、協定書を締結し、事業に着手します。 

○ 市負担金については、事業関係課との協定書の

内容により支払方法を決定してください。 

○ 事業着手後においても、適宜協議し、事業計画

等に基づき、円滑に事業を実施しましよう。 

○ 協働の基本原則に基づき、互いの意思疎通を図

りながら事業を進めましょう。 

市長への審査結果答申 
平成２９年１１月 

○ 市民協働推進審議会から審査結果の答申が行わ

れます。 

○ 答申を踏まえ、市は協働事業の採否等について

庁内で検討を行います。 

ポイント 

 

説明は要点を簡潔に。写真や動画を使って、 
視覚的に伝わりやすいプレゼンを！ 
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○ 事業期間は、原則として単年度となりますが、市長が特に認めた場合は、最長 

３年度まで実施を認めることがあります。継続を希望する場合は、提案時に 

協働事業提案書（第２号様式）の該当欄に記入してください。 

※ただし、事業の継続を担保するものではありません。 

○ 提案時に協働事業継続希望の意思表示がされている事業は、次年度以降改めて

提案書を提出していただく必要はありません。 

○ 市は、公開中間ヒアリングの審査結果を踏まえ、事業継続の可否を決定します。 

○ 継続の決定をした事業は、次年度の協定書締結に向け、事業担当課に事業計画

書（案）、収支予算書（案）を提出していただきます。 

中間ヒアリング調書提出 
平成２７年９月 

※実施１年目・２年目の事業が対象 

 

協働事業振り返りシート提出 
※実施３年目・直前の年度に終了後の 

事業が対象 

 

公開事業報告会 
※実施３年目・直前の年度に終了後の 

事業が対象 

 

○ 事業の進捗状況及び協働プロセスについて、中

間ヒアリング調書を作成し、市に提出していた

だきます。（調書は別途用意します。） 

○ 実施団体及び事業担当課は、公開中間ヒアリン

グに参加し、進捗報告を行っていただきます。 

○ 事業の進捗状況や実施しての課題、成果などを

検証する場として、市民協働推進審議会委員が、

提出された調書及び聞き取りに基づき質問や助

言を行います。 

○ 公開中間ヒアリングの内容を受けて、審査を行

います。 

○ 実施した事業の結果、協働のプロセス、成果・

課題などについて振り返りシートを作成し、市

に提出していただきます。（調書は別途用意しま

す。） 

 

○ 実施団体及び事業担当課は、公開事業報告会に

参加し、事業報告を行っていただきます。 

○ 提出された報告書に基づき、市民協働推進審議

会委員が、評価・検証のためのヒアリングを行

い、意見や助言を付します。 

○ 事業終了後の団体には、「協働事業提案制度」を

いっそう発展させていくため、これから応募を

考えている団体への助言、協力や各種イベント

に参加していただくことがあります。 

11．事業の継続、実施期間 

公開中間ヒアリング 
平成３０年１０月 

※実施１年目・２年目の事業が対象 

 

中間ヒアリング調書提出 
平成３０年９月 

※実施１年目・２年目の事業が対象 

 

審 査 ※非公開 
（公開中間ヒアリング終了後） 

○ 公開中間ヒアリング終了後、継続希望事業に対

する継続の妥当性や協働の関係性等について、

市民協働推進審議会としての意見を取りまとめ

ます。 

○ 市は、市民協働推進審議会の意見を踏まえ、継

続希望事業の継続の可否について決定をしま

す。 

ポイント 
協働事業提案制度の終了後、実施事業をどうするか

も視野に入れて振り返りシートを作成してください。 
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基本的な考え方 
 

 ○ 費用のかからない事業や少額の事業も対象とした制度です。 

○ 費用が必要な場合は、事業の継続性を高めるためにも、極力受益者からの負 

担金の徴収や、企業協賛の募集などによる資金確保に努めてください。 

○ 実施団体の自己資金、受益者負担金、企業等協賛金、役割分担に基づき市に 

負担を求める経費を、提案書類に記載してください。 

○ 本制度は、あらかじめ一定の事業費を担保したものではないため、提案書等 

に記載された市負担金を保障するものではありません。 

 

事業費の費目 

 

費 目（例） 内    容 

1 
人件費 

（賃金・報酬） 

会員（団体の構成員）などが業務に従事した場合の賃金 

市負担金の上限基準あり 

2 
報償費 

（講師等謝礼） 

外部の講師・専門家への謝礼 

※会員が講師を務める場合は「人件費」として算定すること 

市負担金の上限基準あり 

3 旅費（交通費） 事業を実施するために必要な交通費など 

4 消耗品費 
事業に直接必要とされる物品のうち使用可能期間の短いもの・文具類

等の購入費（一点が10,000円未満） 

5 備品購入費 

事業に直接必要な器具の購入費 

※原則としてリース対応が困難又は著しく不利益な場合に限定 

市負担金の上限基準あり 

6 印刷製本費 ポスター・パンフレット等のコピー・印刷など 

７ 光熱水費 専ら事業に使用する施設の電気使用料、水道使用料、ガス使用料など 

８ 通信運搬費 
郵便料（切手・はがきなど）、宅配便代など 

※団体の電話代、インターネット使用料は対象外 

９ 広告料 事業実施の開催告知等を、新聞・雑誌等で広告するための掲載料 

10 使用料及び賃借料 会場使用料、物品等の借料・リース料 

11 原材料費 
事業に必要な物品を作成するための原料又は工作等のために消費さ

れる物品購入費 

12 保険料 
事業を実施するため加入するイベント保険、ボランティア保険など 

※個人の生命保険料や車の損害保険料は対象外 

上記の費目によりがたい経費については、協議の中で調整させていただきますので、別途 

任意に記載してください。 

12．経費 
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市の経費負担 

 

 ○ 事業に必要な経費の総額に対して、９０％以内で負担します。 

   （費目ごとに９０％以内ではなく、総額に対して９０％以内） 

 ○ 一部の経費については、市負担金の上限基準に注意して積算してください。 

団体の自己資金等による上乗せは可能です。 

  

 上限基準があるもの 

  

対象外経費 
 
○ 食糧費 ○ 施設整備費 ○敷金・礼金等 ○ 団体の経常経費 

費 目 市負担金の上限基準 

人件費 

（会員などが業務に従

事した場合の賃金） 

ア 企画立案・分析・相談業務・システム構築など知識や 

技術を要する業務 

１時間当たり上限９６２円以内 

イ 事業遂行上、専門性のある資格が必要な業務 

１時間当たり上限１，１５０円～１，２７０円 

保育士 １時間当たり上限１，１５０円以内 

福祉指導員 １時間当たり上限１，１５０円以内 

看護師 １時間当たり上限１，２７０円以内 

記載のないものは、上記に準じ、協議等により決定します。 

謝 礼 

（外部から講師・専門

家を招へいする場合の

謝礼） 

※会員が講師を務める

場合は「人件費」として

算定すること。 

 

市の講師謝礼基準に従い、次のとおりとする。 

大学教授、弁護士、医師、著名民間

専門研究者、民間企業経営層等 

１時間当たり 

１５，０００ 円以内 

大学准教授、短期大学教授、民間専

門研究者等 

１時間当たり 

１２，０００円以内 

大学講師、短期大学准教授、税理士、

民間企業部長級、民間技術者等 

１時間当たり 

１０，０００円以内 

民間企業課長級 
１時間当たり 

８，０００円以内 

小・中・高等学校校長 
１時間当たり 

３，０００円以内 

記載のないものは、上記に準じ、協議等により決定します。 

備品購入費 

事業に使用するもので、概ね３年以上使用できるものが対象。購

入価格（単価）により充当割合を定める。制度適用期間後の扱い

は協定で定める。 

１万円未満 １００％ 以内 

１万円以上１０万円未満 ５０％以内 

１０万円以上 原則、対象外。ただし、審査会が特に

認めた場合は５０％以内で充当可とす

る。 
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管理費加算 
 

 ○ 協働事業を実施することに伴い、書類の作成や情報発信などの事業管理費が 

必要となることから、９０％以内の市負担金とは別に、総事業費の５％以内 

で１０万円を上限に、管理費を加算できます（千円未満切り捨て）。 

○ ただし、団体のホームページで、事業の概要や進捗、結果報告を発信するこ 

とを条件とします。 

 ○ 公開中間ヒアリング等では、情報発信の状況を確認します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

積算イメージ 

 

 費目 積算根拠 
負担内訳 

費目ごと計 
市負担金 

団体負担金 
（協賛金等含む） 

人件費① 

 取材・原稿作成分 

＠962×2ｈ×20日×5人 192,400 0 192,400 

人件費② ★1 

 取りまとめ作業分 

＠1,000×2ｈ×10日×2人 38,480 1,520 40,000 

消耗品費  ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ@150円×6冊 

封筒100枚入＠500×10包 

0 5,900 5,900 

備品購入費 ★2 ICレコーダー＠16,000×1 8,000 8,000 16,000 

印刷製本費 ＠50×2,000冊 0 100,000 100,000 

通信運搬費 郵便代＠82×1000通 82,000 0 82,000 

小 計 
320,880 （A） 115,420 （B） 436,300 （C＝A+B） 

（73,55%） （26.45%） （100％） 

管理費加算 ★3 総事業費Cの5％以内≦10万円 21,000   21,000 

合 計 341,880 115,420 457,300 

 

★１ 人件費②として1,000円/時間支出していますが、市負担金の上限を超えた分は、 

団体が負担しています。 

★２ 単価１万円を超える備品なので、団体と市が５０％ずつ負担しています。 

★３ 総事業費（Ｃ）の５％≒21,000円（千円未満切り捨て）を管理費として加算してい

ます。 

           さがみはら地域ポータル 
サイトをご利用ください！ 

 

市では、市民活動団体の情報発信・情報共有の支援のた

め、民間団体「相模原市コミュニティサイト運営プロジ

ェクト」との協働でポータルサイトを運営しています。

この通称「さがポ」に、無料で団体ホームページを開設

することができます。「さがポ」で検索！ 

 

 
マスコットキャラクター  

でいらボー 
アドレス http://www.sagami-portal.com/ 

http://www.sagami-portal.com/
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市負担金支出の手続き等 
 
○ 原則として、事業実施に当たり市が負担する経費については、「負担金」 

として、一括又は分割して実施団体に支出します。 

○ 公金の支出に当たり、協定書、事業実施計画書、収支予算書等の作成を 

別途お願いします。 

○ 協働事業の実施にかかわる経費の支出にあたっては、帳簿を備え、支出 

の内容を証する書類（領収書）は必ず保管してください。 

○ 事業終了後、市負担金に残額が生じた場合は、精算していただきます。 

 

  

 

 
 

○ 制度運用の公正性や透明性を高めるため、提案団体名や事業の概要は、市ホー

ムページ等で公開します（個人情報を除く）。 

○ また、公開プレゼンテーションや公開中間ヒアリング等の開催時には、提案書

や調書など、事前に作成いただいた資料の一部を、来場者に配布します。 

  （提案団体の皆さんの課題意識や取組み姿勢がより明確に伝わります） 

○ 提出された書類等は、個人情報を除き原則として情報公開の対象となります。 

 

 
 

 

 

公開プレゼンテーションによる審査は、市民協働推進条例に基づく市民協働推進

審議会審査作業部会５名（審議会委員３名及びアドバイザー２名）が、次ページに

掲載の審査基準に則って審査を行います。 

審査基準の得点は、１００点満点で、審査項目により特に重要な項目の配点は 

１０点、それ以外は５点の配点となっています。 

点数は１００点満点中５割を基準として、より高い点数になるよう事業を精査し

てください。（点数はあくまで審査の目安のため、明確な合格点は定めておりませ

ん。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．提案書等の公開（透明性の担保） 

14．審査 
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相模原市協働事業提案制度 審査基準 

 

 

※ 評価の点数は、項目により５点・10点（合計点数100点満点）とする。 

評 価 特に優れている 優れている 普通 あまり良くない 良くない 

点 数 
５ ４ ３ ２ １ 

９～10 ７～８ ５～６ ３～４ １～２ 

審 査 項 目 審 査 の 視 点 得点 

地域課題・市民ニーズ分析 
地域課題をデータ等により具体的に認

識・分析し、市民や地域のニーズを的確

に捉えているか。 

 
/10 

先駆性 
これまでにない新しい視点と創意により

組み立てられた、先進的な事業であるか。 
 /５ 

事
業
の
妥
当
性 

公共性（公益性） 
不特定多数の市民の利益又は社会全体の

利益につながるもので、市が関わること

が相応しい事業であるか。 

 
/10 

具体性 
事業の内容や実施方法は、具体的・現実

的に考えられているか。 
 /５ 

目標・成果設定 
事業を行うことにより達成しようとする

目標や成果は明確となっているか。 
 /５ 

費用対効果 
費用対効果の視点に立った検討がされて

いるか。 
 /５ 

協
働
の
必
要
性 

必要性 
課題解決のために協働という手法が必要

とされているか。 
 /５ 

役割分担 
団体と市の役割分担が明確かつ妥当なも

のであるか。 
 /５ 

効果 
課題解決のために協働を行うことによっ

て、相乗効果・波及効果、市民サービス

の向上が期待できるか。 

 
/10 

実
現
可
能
性 

実施能力 
事業を遂行する能力（事業実施に必要な

専門的な知識や技術、実績・体制など）

があると認められる団体か。 

 
/10 

相互理解 
団体と市がそれぞれの特性や違いを認め

合い、共通認識に立って進めていくこと

ができる事業となっているか。 

 
/５ 

予算の適当性 
実現可能で、継続性を考慮した予算の積

算が行われているか。 
 /５ 

プレゼンテーション 

能力 

提案書や提案説明で、事業のポイントや

団体の熱意を的確に伝えられているか。 
 /５ 

事業の発展性・将来展望 
事業に継続性があるとともに、制度適用

期間後にわたる自主的な活動による発展

性・将来性があるか。 

 
/10 

市民力・自治力の向上 
多くの市民が関わりを持つなど、市民力

や地域自治力の向上につながる事業か。 
 /５ 

 
合 計 点 数   

/100 
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事業実施中から完了後にわたる成果物の利用に関する取り決めや、帰属先は協定

の中で定めてください。 
 

 

 
 
 

この制度は、「提案」をきっかけとし、「協働」という一つの手法によって、市民

と行政が「思い」を「カタチ」に育てながら、地域課題や社会的課題を効果的に解

決していく（満足度の高い公共サービスを提供するための）仕組みです。 

協働は、そのプロセスを共有することによって、市民と行政のさらなる信頼関係

の構築を図るものであり、この制度を活用する中においても、様々な苦難が想定さ

れます。しかし、事前にその様なことも十分に理解し合い、市民、行政双方がこの

制度を活用し、地域課題や社会的課題の解決にチャレンジしていくことによって、

新たな発見があり、これまでの公共のあり方を変えていくものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．提案する前に改めて制度の趣旨を･･･ 

15．事業の成果物の帰属 
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            「落書きのない安心して暮らせるまち」を目指し、落書き消去活動

や落書き防止用壁面絵画を設置する事業 

  

 

 

団体 

コメント 

 

 

 

 

 

 

 

市担当者 

コメント 
 

 
 

 

 

団体からこれから応募される方へ 

 

市の抱えている課題を、それぞれの得意分野を 

活かし、市民と行政の力で解決していきましょう。 

 

 

実施年度 平成２８年度～（継続事業） 

総事業費 722千円 

ピックアップ 

協働事業①. 
落落書書きき防防止止活活動動事事業業  
相模原塗装協同組合 特定非営利活動法人きこり 

＋交通・地域安全課 

 

●協働だからこそ「苦労した」こと 

各団体の担当者ともに通常の仕事

があるなかでの事業実施であり、打

合せ等のスケジュールの調整が難し

いこともありますが、普段から情報の

共有を心がけることなどで、限られた

時間内でも円滑な意思疎通が図れ

たと思います。 

●協働だからこそ「よかった」こと 

「落書きの消去」などは各々が単独でも実

施することができるものかもしれませんが、協

働により得意分野を活かす事で、調整がよ

りスムーズに行える、新たな協力者や専門

的な技術を得ることができる等の相乗効果

を発揮し、さらにそのノウハウをそれぞれが蓄

積することができたと思います。 

●協働だからこそ「よかった」こと 

共に「落書きのない安心して暮らせるま

ち」を目指し、それぞれが得意分野を担

当して事業を実施することで、市民団体

の持つ専門的な見解や様々なアイディア

のもと事業を実施することができました。 

●協働だからこそ「苦労した」こと 

事業を進めるなかで、想定外の

課題がでてくることもありましたが、 

お互いに解決へ向けた提案を出し

合うことができたので、特に苦労は

感じませんでした。 
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視覚障害者を対象に、駅等から目的施設までの道のりを 

「ことばの道案内」として情報提供する事業 

 

 

 

団体 

コメント 

 

 

 

 

 

 

市担当者 

コメント 
 

 

 

 

 

 

 
 

団体からこれから応募される方へ 

 
活動団体と市が、共に事業を進めることで 

意思疎通が図られ、それが市の発展に繋がると 

思います。 

 

実施年度 平成２７年度～（継続事業） 

事業費  １，７３２千円（初年度） 

ピックアップ 

協働事業②. 

●協働だからこそ「よかった」こと 

全国的に「ことばの地図」を１３年にわたって

作り続けてきましたが、ここ相模原で、市と

の協働事業が決まり、今までの経験を生か

し、活動がスムーズに行えました。市内の視

覚障害者と市民に「ことばの地図の作り方」

を伝え、共につくり、ウェブサイトに無料で情

報提供ができました。 

●協働だからこそ「苦労した」こと 

苦労ではありませんが、当法人か

ら市と市民の方への活動内容の

説明や対象施設とのやりとりな

ど、意思疎通ができるようになった

と思います。 

●協働だからこそ「よかった」こと 

提案団体とご協力いただいた相模原

市視覚障害者協会と市の３者が協働

したことで、それぞれの持つ強みが発揮

され、利用者目線に立って、効果的に

事業を実施できました。 

●協働だからこそ「苦労した」こと 

事業の実施には、相互理解が必

要であり、打ち合わせ等を重ねて

きましたが、それらを通じて、視覚

障害者への理解を更に深めるこ

とができました。 

ここととばばのの道道案案内内提提供供事事業業  

特定非営利活動法人 ことばの道案内 ＋ 障害福祉サービス課 
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新・相模原市総合計画 

 

計画期間   平成２２年度から平成３１年度まで 
 
市の総合計画は、皆さんが暮らすこの相模原市を将来どのようなまちにしてい

くか、そのための取組みの方向性について、総合的・体系的にまとめたものです。 

相模原市は、この計画に基づいて施策を展開し、まちづくりを進めています。 

「新・相模原市総合計画」は、市ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/seisaku/plan_sougo/016887.html 
 
提案書の「市総合計画 該当施策」の欄には、次から施策番号と施策名を選んで

記入してください。 

 

基本目標Ⅰ 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市 

施策1  地域福祉の推進 

施策2  援護を必要とする人の生活安定と自立支援 

施策3  子どもを生みやすい環境の整備 

施策4  子育て環境の充実 

施策5  青少年の健全育成 

施策6  高齢者の社会参加の推進 

施策7  高齢者を支える地域ケア体制の推進 

施策8  障害者の自立支援と社会参加 

施策9  障害児の支援 

施策10 健康づくりの推進 

施策11 医療体制の充実 

施策12 保健衛生体制の充実 

施策13 市民生活の安全・安心の確保 

施策14 災害対策の推進 

施策15 消防力の強化 
 

基本目標Ⅱ 学びあい 人と地域をはぐくむ教育・文化都市 

施策16 学校教育の充実 

施策17 家庭や地域における教育環境の向上 

施策18 生涯学習の振興 

施策19 生涯スポーツの振興 

施策20 文化の振興 

施策21 国際化の推進 

施策22 人権尊重・男女共同参画の推進 

施策23 世界平和の尊重 

17．総合計画該当チェックシート 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/seisaku/plan_sougo/016887.html
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基本目標Ⅲ やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市 

施策24 地球温暖化対策の推進 

施策25 環境を守る担い手の育成 

施策26 資源循環型社会の形成 

施策27 廃棄物の適正処理の推進 

施策28 水源環境の保全・再生 

施策29 人と自然が共生する環境の形成 

施策30 生活環境の保全 

施策31 快適な都市空間の創造 

施策32 雇用対策と働きやすい環境の整備 

施策33 地域経済を支える産業基盤の確立 

施策34 新産業の創出と中小企業の育成・支援 

施策35 商業・サービス業の振興 

施策36 都市農業の振興 

施策37 魅力ある観光の振興 
 

基本目標Ⅳ 活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市 

施策38 計画的な土地利用の推進 

施策39 広域交流拠点都市にふさわしい都市拠点の形成 

施策40 新たな産業拠点の形成と地域の拠点の活性化 

施策41 広域的な交流を支える交通体系の確立 

施策42 地域を支える交通環境の充実 

施策43 公共交通を中心とする交通体系の確立 

施策44 魅力ある景観の保全と創造 

施策45 安全で快適な住環境の形成 

施策46 基地の早期返還の実現 
 

基本目標Ⅴ 市民とともに創る自立分権都市 

施策47 分権型のまちづくりの推進 

施策48 皆で担うまちづくりの推進 

施策49 行政サービス提供体制の充実 

施策50 市民と行政のコミュニケーションの充実 
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今年度の行政提案型協働事業提案制度の提示テーマは次の1件です。 

このテーマに則った企画提案をお待ちしています。 

 

行政提案型協働事業テーマシート（１） 

担当課 商業観光課 

テーマ名称 
市内ハイキングコースの道標及び案内板の整備等によるイ

ンバウンド（外国人観光客）誘客の促進 

市総合計画 

該当施策 

３７ 魅力ある観光の

振興 

取り組み

の方向 

１ 都市の魅力と豊か

な自然資源を生かした

観光振興 

課題（テーマを設

定した背景） 

現在、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを

契機に、日本国内へのインバウンド（外国人観光客）誘客

の取組が進んでおり、本市も取組を進めているところであ

る。 

ハイキングブームの昨今、首都圏からのアクセス性がよく、

緑豊かな自然が広がる本市において、インバウンド（外国

人観光客）を含めた新たな観光客を取り込める可能性は大

いにあるものの、ハイキング途中の道標及び案内板の整備

等が充分でない。 

これまでの 

市の取り組み 
地域別観光振興計画に伴う一部案内板等の設置 

市民活動団体に

期待する役割 

（イメージ） 

・地域の特性を活かした誘客を促進する観光案内板等の企

画等 

・実際にハイキングをされる方の視点にたって、日本語だ

けではなく、英語及び中国語等の言語を標記した道標及び

観光案内板の設置等 

担当課の役割 

（イメージ） 

・インバウンド誘客に向けた他プロジェクト等との連絡調

整 

・関係機関等との連絡調整 

・企画運営の助言、支援 

実施想定年度 平成３０年度～３２年度（最大で平成３２年度まで） 

18．平成29年度行政提案型協働事業 提示テーマ 
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19．提案書記入例 
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項    目 チェック 備  考 

１．課題認識の共有  －  

（１） 現状に対する認識  提案に至った背景を整理できているか 

（２） 公共的課題としての認識  特定の個人や団体の課題ではないか 

２．事業（課題解決策）の妥当性 －  

（１） 目的（目指すべき社会像）  事業の目的は明確か 

（２） 対象者  対象者は明確か 

（３） 対象規模（地域・人数）  ニーズを把握できているか 

（４） 事業の具体的内容  具体的に整理できているか 

（５） 期待する成果（効果）  達成しようとする成果は明確か 

３．既存制度・実施状況の把握 －  

（１） 既存制度での対応の可否  行政の制度の有無を確認したか 

（２） 類似事業の実施の有無  民間事業の有無を確認したか 

４．協働の必要性（妥当性） －  

（１） 協働の意義（なぜ協働するのか）  協働しなければできないことは何か 

（２） 役割分担の確認 －  

 ・提案者の役割  実施団体の担う役割は明確かつ妥当か 

 ・行政の役割  行政の担う役割は明確かつ妥当か 

（３） 協働の効果（相乗効果） －  

 ・提案者にとっての協働の効果  実施団体にとってのメリットは 

 ・行政にとっての協働の効果  市にとってのメリットは 

 ・市民にとっての協働の効果  受益者等市民にとってのメリットは 

 ・費用対効果  協働することで経費対効果が向上するか 

（４） 先駆性・先進性などの特性の発揮  実施団体の特性は活かされているか 

（５） 協働手法の妥当性  どのような協働の形態がふさわしいか 

５．事業の具体性（実現可能性） －  

（１） 法的制約（課題）の有無  法令等抵触しないか 

（２） 必要な資源（人材・資金・物・情報）  調達できる見込みは立っているか 

（３） 実施スケジュール  スケジュールは明確か 

（４） 実施体制  実施主体の体制は整っているか 

（５） 事業遂行能力  十分な経験やノウハウがあるか 

（６） 事業費の精査（見積もりの適切さ）  積算の根拠はしっかりしているか 

６．発展性 －  

（１） 事業の将来性（発展性）  中・長期的なビジョンはあるか 

（２） 協働のあり方 －  

 ・手法  どのような形態がふさわしいか 

 ・役割分担  将来的な関係性をどう考えるか 

 ・費用負担  将来的な事業経費のあり方 

20．提案書作成チェック項目 
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説明会等で受けた質問を参考掲載します。 

Ｑ（質問の概要） Ａ（考え方） 

提案数 
１つの団体が、複数の事業提案

を行うことは可能ですか。 

事業実施を前提とした提案制度であることから、

１つの事業に絞ってご提案をいただくことが望ま

しいと考えます。 

既存制度 

既に、市の補助制度や支援制度

がある場合はどのようになり

ますか。 

既存制度により対応が可能な場合には、既存制度

をご活用いただくこととなります。 

提案書 
記載欄に収まらないのですが、

どのようにしたらよいですか。 

提案書等を整理する関係上、各様式の記載欄の範

囲内で要点を記載していただき、必要に応じて別

紙（任意様式）を添付していただきたいと考えま

す。 

相談等 

提案書の提出に当たり、アドバ

イスをしてもらうことは可能

ですか。 

市及び制度活用推進団体が、アドバイスを行わせ

ていただきます。提案書の作成、プレゼンテーシ

ョンの仕方などについてもご相談ください。 

協議担当 
協議の場には、決まった担当者

がいるのですか。 

初回の場面では、事業の発展性・波及効果を探る

ため複数の関係課職員が協議に参加させていただ

きます。２回目以降は、原則として主たる担当課

職員を中心として協議を進めていただくことにな

ります。 

協議結果 

協議期間内に事業実施上の課

題が整理されなかった場合は、

どのようになりますか。 

協働事業提案制度では、協働することが目的では

なく、認識された地域課題や社会的課題を解決す

ることを目的としていますので、協働することに

よって課題が効果的に解決されるということであ

れば、次年度の公開プレゼンテーション・審査会

に向けて、協議を継続することができます。 

ただし、提案書は改めて提出していただくことに

なります。 

同一提案 

同様の事業提案が複数の団体

からあがってきた場合、提案団

体同士が協働することは可能

ですか。 

課題解決のために提案団体間で連携・協力が可能

な事業については、市民間での協働を視野に入れ

た事業として再構築していただきたいと考えま

す。 

人件費 

事業実施に当たり人件費を計

上している団体、計上していな

い団体がありますが、協働事業

では人件費を計上した方が良

いのでしようか。 

事業の内容や専門性、また団体の考え方によって

も、人件費を支払うかどうかは一律に判断するこ

とができないものと考えます。 

協働事業提案制度においても、時給で人件費を考

えるのではなく、昼食程度の実費程度であったり、

交通費などの実費のみとしている事業も多くあり

ます。 

人件費を計上する場合は、総事業費がどの程度に

なるか、全体像の把握が必要ですので、団体とし

て負担し、市に負担を求めない人件費等について

も、収支予算書に記載していただきたいと考えま

す。なお、人件費に市負担金を充当する場合には、

充当できる上限基準額がありますのでご注意くだ

さい。 

積算根拠として、団体の人件費の実績などを示し

ていただく場合があります。 

 

21．よくある質問 
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Ｑ（質問の概要） Ａ（考え方） 

備品購入

費 

5,000円の備品を３つ購入して

15,000円の経費がかかる場合

は、市の経費負担は１００％以

内か５０％以内のどちらでし

ょうか。 

備品購入費は、１つの備品がいくらになるかで判

断します。この場合は、1つの備品が5,000円のた

め、市の経費負担は 1万円未満の１００％以内で

す。 

経費全般 

事業費の総額や、市負担金は提

案書に記載した額で実施でき

るのでしょうか。 

協働事業提案制度では、補助・助成金制度とは異

なり、提案された後に事業関係課との協議の機会

が設けられていますので、事業の必要性、協働す

ることの必要性、また経費負担のあり方について

も、協議の中で整理をすることとなります。 

また、審査・採択の過程で意見が付されることも

あります。 

ご提案をいただく段階では、あくまでも、提案団

体の考え方をお書きいただければ結構です。 

団体の要

件 

提案に向けて設立した団体で

も応募は可能でしょうか。 

応募時点で、１年以上活動の実績があることを条

件としています。これは、団体の活動状況などを

以て、運営の健全性や事業の実施能力やを確認さ

せていただくためです。 

なお、１年以上の活動実績のある団体同士が新た

に合併した場合などは、別途ご相談ください。 

団体の要

件 

構成員の中に相模原市民がい

ない場合でも提案はできるで

しようか。 

構成員が相模原市民でなければならないという要

件はありませんが、事業を実施する中で、是非相

模原市の住民も巻き込んだ形で、事業を発展させ

ていただければと考えます。 

事故時の

対応 

怪我については参加者の責任

としているところですが、協働

事業の場合、万が一事故が発生

した場合のリスク負担はどの

ようになるでしょうか。 

リスク負担につきましても、協議の中で整理する

ことになりますが、基本的には、実施団体におい

て対応していただくこととなります。 

従いまして、傷害保険や賠償責任保険の加入など

の対応を踏まえ、収支予算書を作成いただきたい

と考えます。 

事業費に

ついて 

事業費の上限額は設けられて

いますか。 

ご提案いただきます事業について、事業費や市負

担金の上限額は設けておりません。 

しかしながら、厳しい財政状況の下、市が実施す

る各事業においても見直しを行っているところで

あり、協働事業についても必然的に質の高さや費

用対効果が求められているということがいえま

す。 
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             写真や関係する資料があると、理解しやすいです。 
（現状がどのような状態にあるのか、具体的なイメージがつか

め、理解が得られやすくなります。） 

サービスを享受する対象者（子ども・高齢者など）や人数は明 

確ですか。 

（客観的なデータを示すことにより、協議の場では抽象論では

ない具体的な議論を進めることができます。） 

市のホームページなどで、関係事業について確認をして見ま

しょう。 

（市のホームページや市発行の冊子（行政資料コーナーで閲

覧）を見てみましょう。これまで気付かなかった情報やヒン

トが見つかると思います。また、市で既に取組んでいる事業

と提案しようと考えている事業との関係性を知ることで、事

業の位置づけがより明確になります。） 

インターネットを活用して調べてみましょう。 

例えば、提案する事業のキーワードを○○○と入力して検索

をかけるだけでも、実現可能性を高めるヒントが見つかると

思います。さらに協働事業や協働事業提案などの文字をあわ

せて入力することで、他自治体で取組んでいる類似の事例が

見つかることも考えられます。 

多くの情報を持っていることは、提案にとどまらず、事業を

進める上でも役に立つと思います。 

協働事業提案制度以外に活用できる制度がないか調べてみま

しょう。既に活用できる補助制度や支援制度がある場合も少な

くありません。既存の制度がある場合は、そちらの制度を優先

させていただくことになります。（既存制度優先） 

予算を見積もる場合は、見積書やカタログの写しを取っておき

ましょう。（積算根拠が明確になります。） 

22．協議を効果的に進めるために 
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Ｎｏ 
事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

おもちゃの病院「さがみはら」運営事業 

総事業費：   200,000円 

市負担金：  190,000円 

○地域の公民館やこどもセンターで活躍するおも

ちゃドクターを養成します。 

・地域に眠る人材の掘り起こしを行い、おもちゃ

ドクターとして養成することによって、使い捨

て文化の見直しを促し、おもちゃの修理の場を

通して、こどもたちの「物を大切にする心」「科

学する心」を育てます。 

相模原おもちゃドクターの会 資源循環推進課 

２ 

小原本陣の森：小規模多数地主の林地の団

地化・生産林を目指す 

総事業費： 2,500,000円 

市負担金： 1,500,000円 

○神奈川の水源、相模湖地域の森林保全を行いま

す。 

・相模湖地域の森を舞台とした１０年に及ぶ森林

保全活動の実践を踏まえ、提案団体と市との協

働により私有林の団地化を推進することによっ

て、継続的な環境保全を担保する経済性のある

森づくりを目指します。 

ＮＰＯ法人緑のダム北相模 相模湖まちづくりセンター（旧：相模湖経済環境課） 

３ 

境川案内ハンドブックの作成 

総事業費： 1,050,000円 

市負担金： 1,050,000円 

○市民にとって身近な川・境川の魅力を発信する

ガイドブックを作成します。 

・境川に対する市民の関わり（クリーンアップ・

ウォーキング・観察）が高まってきており、提

案団体のこれまでの活動から得られた知見・情

報と、市が有する調査結果データを融合し、境

川をトータルに解説するハンドブックを作成

し、市民の散策やこども達の総合学習の場での

活用を図ります。 

ＮＰＯ法人境川の斜面緑地を守る会 水みどり環境課 

４ 

韮尾根（ニローネ）の里山と農業資源を活

用した地域活性化と引きこもり・ニートの

若者に対する自立支援事業 

総事業費： 3,680,000円 

市負担金： 1,000,000円 

○ニート・引きこもりの若者と地域の農業技術者

との結びつきにより、若者の自立支援と農業振

興による地域活性化を行います。 

・農業従事者の高齢化、労働力の不足が深刻化す

る中、ニートの若者の農業体験プログラムを充

実させることにより、津久井韮尾根地区の遊休

農地の解消と新たな担い手の育成、段階的な農

業振興による地域活性化を目指します。 

ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 津久井地域経済課（旧：津久井経済課） 

５ 

「地域若者サポートステーション」の開設

事業 

総事業費： 15,820,000円 

市負担金：  1,000,000円 

○若者に対する総合支援窓口となる「地域若者サ

ポートステーション」を設置します。 

・不登校・引きこもり支援、さらに就職支援に対

し豊富な経験と実績を持つＮＰＯが若者の総合

支援窓口を運営し、幅広く行政と連携し就労支

援にとどまらない包括的な若者支援を行いま

す。 

ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク 雇用政策課（旧：働く人支援課） 

23-1．過去の採択事業の概要 （平成20年度） 
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Ｎｏ 
事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

６ 

市民活動団体の自立した組織化を支援す

る事業 

総事業費：  900,000円 

市負担金：  600,000円 

○市民活動団体の運営基盤を強化するための相談

事業やセミナーを開催します。 

・ＮＰＯ法施行から１０年が経ち、市民活動団体

が公共の場で果たす役割も大きなものとなって

います。市民活動団体の自立化を図る趣旨から、

行政による直接支援ではなく、ＮＰＯの先人、

仲間という立場から事業を展開します。行政が

期待している協働のフィールドを事前に認知し

ておくことによって、効果的な支援につなげま

す。 

ＮＰＯ法人相模原エスティアート 市民協働推進課 

７ 

動物との関わりから得られる総合的自然

体験学習・出張型動物介在教育事業 

総事業費：  884,000円 

市負担金：  404,000円 

○大学における研究成果を地域に還元し、犬や馬

といった古くから人と関わりを持つ動物たちと

のふれあいの場、世話をする機会を小学校の教

育現場や休日に提供します。 

・学校教諭等との連携を図ることによって、教育

現場にあった多様なプログラムの創出に努め、

こどもたちに対する心身の健康・教育効果を高

めていきます。 

麻布大学 ヒトと動物の関係に関する教

育研究センター 
学校教育課、津久井生涯学習センター 

８ 

（仮）生きるための学習講座 

  ～まなびなおし塾～ 

総事業費： 5,193,000円 

市負担金： 3,222,000円 

○ニート等の若者の就労・自立を支援する長期的

講座を開催します。 

・基礎学力の習得だけではなく、緩やかな社会参

加を促すことが必要となることから、ＮＰＯの

持つ豊富な講師陣を活用し、コミュニケーショ

ン能力や表現力などの「社会適応力」をつける

機会を提供します。 

ＮＰＯ法人きょういく応援団 雇用政策課（旧：働く人支援課） 

９ 

（仮）森林再生・活用事業 

総事業費：   600,000円 

市負担金：  500,000円 

○資格・技術を習得して活動を行ってきたＮＰＯ

スタッフが間伐・枝打ちを行い、藤野地域の景

観地、名勝地等の環境整備を行います。 

・森林環境の保全とともに、間伐材を活用した商

品開発や地場産品の生産拡大などの検討を行

い、コミュニティビジネスの創出にも努めます。 

ＮＰＯ法人ふじの森のがるでんセンター 藤野まちづくりセンター（旧：藤野経済環境課） 

１０ 

（仮）市民活動ＰＲ事業 

～市民活動推進普及啓発事業～ 

総事業費：  500,000円 

市負担金：  500,000円 

○市民活動をわかりやすく伝える市民活動ＰＲビ

デオ（ＤＶＤ）を作成します。 

・市民活動においても、担い手の高齢化・後継者

の不足が課題となっていることから、提案団体

の持つ若者支援のネットワークを活かすことに

より、若者の社会参加、市民活動参加の促進に

努めます。 

ＮＰＯ法人ナレッジ・リンク 市民協働推進課 
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Ｎｏ 
事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

就職希望者対象コンピュータ実務教育事

業～ＩＴ弱者からの脱却～ 

総事業費： 1,155,000円 

市負担金： 1,045,000円 

 

○自立できる就労（若年者・中高年者の中途退職の

防止・就職率のアップ）に結びつけるため、ＩＴ

教育の機会に恵まれない就職希望者に、最低限基

本となるコンピュータ実務教育の場を提供しま

す。 

・ＮＰＯ法人の持つノウハウ、人材、場所を活かし、

実践的な実務演習を１日３時間、１５日間のカリ

キュラムで、年２回開催します。 ＮＰＯ法人 

デジタルコンテンツ研究会 雇用政策課（旧：働く人支援課） 

２ 

親子が集うコミュニティひろば事業 

総事業費： 1,600,000円 

市負担金： 1,500,000円 

○子育ての不安を解消するため、常設でいつでも自

由に親子で訪れ、子育ての相談や情報交換をした

り学んだりすることのできる場を提供します。 

・店舗等と連携を図った常設型の子育て支援拠点の

開設・運営を目指します。 

 育児に関する情報提供や講座を通して、地域にお

ける子育て支援の輪を広げます。 
子育て親育ち応援団Ｗｉｔｈ．cｆｃ 

こども青少年課 

３ 

ＬＤ、ＰＤＤ対象放課後クラブ事業 

総事業費： 8,591,000円 

市負担金： 2,351,000円 

 

○学習障害や広汎性発達障害などを持つ発達障害

児の自立支援及びその保護者の就労を支援する

ため、社会性の育成につながる教育的保育を行い

ます。 

・小学１年から中学３年までの発達障害児を対象と

した放課後クラブの開設・運営を目指します。 

市民団体のこれまでの活動経験を活かし、カウン

セリングを兼ねた、社会性の育成を行います。 ＮＰＯ団体太陽の村 

 障害福祉サービス課（旧：障害福祉課） 

４ 

自然体験活動指導者育成事業 

総事業費： 2,030,000円 

市負担金： 1,390,000円 

 

○観光資源を活かした地域活性化を推進します。 

・市民を対象とし、自然体験指導者を育成するため、

４泊５日の日程で講習会を開催します。年間３０

名、５年間で１５０名の人材を育成、登録するこ

とを目指し、体験観光の受け入れ地域に派遣でき

る仕組みを構築します。 ＮＰＯ法人 

自然体験学校さがみはら校 藤野まちづくりセンター（旧：藤野経済環境課） 

５ 

相模原市に市民おひさま発電所を作ろう

～太陽光発電普及への市民参加の仕組み

づくり～ 

総事業費： 4,311,000円 

市負担金：  852,000円 

 

○市民・事業者、行政の連携・協力により、市内の

公共施設等に太陽光発電設備を設置し、市民おひ

さま発電所として、地球温暖化防止に向けた意識

啓発への活用を図っていきます。 

・ソーラーサポーター制度といった市民参加（寄付）

の仕組みを構築し、公共施設への太陽光発電設備

設置の拡充を目指します。 
太陽光発電所ネットワーク・ＰＶさがみはら 

環境政策課（旧：環境対策課） 

６ 

絵本コンサート事業 

総事業費：  151,000円 

市負担金： 121,000円 

 

 

○おはなし、オリジナルの絵コンテ、音楽を融合さ

せた五感教育を行うことにより、こども達に感受

性とイマジネーションに満ちた心豊かに生きる

ための精神を提供します。 

・小・中学校５校程度に出向き、体育館において絵

本コンサートを公演します。また、地域のアマチ

ュア芸術活動の活性化を目指します。 ビッグママ．プロジェクト 

学校教育課 

23-2．過去の採択事業の概要 （平成21年度） 
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Ｎｏ 
事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

７ 

楽しい理科実験支援事業 

 

（出張型） 

総事業費：  527,000円 

市負担金： 495,000円 

 

（寺子屋型） 

総事業費： 351,000円 

市負担金： 335,000円 

○身近な素材を活用した理科教材を提供し、完成さ

せる中で、工夫することの楽しさや理科の面白さ

を体験することによって、こども達の探究心や創

造力を育成します。 

・経験に基づいたシニア達の工夫や知恵を活かし、

安価な工作部材を提供するとともに、メンバーに

よる直接指導を行います。 

・小学校３校程度に複数回（２回程度）出張し、理

科の単元に沿った形で授業を補完します。 

・市内のこどもセンターに出向き、２０人規模の理

科実験教室（寺子屋型）を開催します。 

理科で遊ぼう会 出張型：学校教育課 

寺子屋型：こども施設課 

８ 

市民講座の創造 

総事業費： 465,000円 

市負担金： 420,000円 

○市民の学習ニーズが多様化する中で、市民自らが

新たな視点で講座を創り、また、自らが学んだこ

とを活かすことのできる市民主体の講座づくり

を支援します。 

・市民講座の企画・運営方法等を学ぶ講座を実施す

るとともに、実際に自主企画講座の開催及び継続

的な開催に向けた組織化の支援を行います。 
学びサポート研究会さくらの森 

総合学習センター 

９ 

ＩＣＴを活用した地域コミュニケーショ

ン活性化事業 

総事業費： 2,500,000円 

市負担金： 2,500,000円 

 

○情報通信技術を活用し、地域情報等の共有化の促

進することによって、地域コミュニティの活性化

を図ります。 

・様々な地域情報や行政情報が集まる地域ポータル

サイトを構築します。構築にあたって、様々な市

民の意見を反映するために、ワークショップを開

催します。また、ホームページの立ち上げ支援や、

ソーシャルネットワークサービス機能を備える

ことにより、情報プラットフォームとしての活用

が図られるようにします。 
有限会社コウチヤ社会貢献プロジェクト 

特定非営利活動法人シニアネット相模原 

特定非営利活動法人さがみはら市民会議 市民協働推進課 

１０ 

あじさい大学運営事業 

総事業費： 4,200,000円 

市負担金： 4,200,000円 

○団体の有する豊富な人材やノウハウを活かし、高

齢者大学の講座運営の一部を協働型で実施する

ことにより、講座のさらなる活性化を目指しま

す。 

・授業の管理・運営に当たり、地域人材を活用する

ことで、効果的かつ効率的に事業を展開します。

また、公開講座においては、新たな視点に立った

市民発想の企画講座を開催します。 
相模原市文化協会 

高齢者支援課（旧：高齢者福祉課） 

１１ 

小原宿活性化管理事業 

総事業費：  500,000円 

市負担金：  500,000円 

 

○地域に精通し、愛着を持った地域住民が主体とな

り、小原宿周辺の活性化を図ります。 

・行政と市民の役割分担により、小原宿活性化計画

に基づき整備された周辺散策路の小規模修繕や

ハイキングコースの安全確認、散策路の案内サイ

ンの作成協力などの維持管理を地域住民自らが

行います。 
小原宿活性化推進会議 

相模湖まちづくりセンター（旧：相模湖経済環境課） 
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Ｎｏ 
事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

潤水都市の森づくり実現検討事業 

 

総事業費： 302,000円 

市負担 ： 302,000円 

 

○森林保全に関する活動を市民全体で行うことを

目的に森林ボランティア養成や、ボランティアの

参加しやすい環境づくりを行います。 

・津久井の三井地区でボランティアの養成と活動場

所を提供するほか、市民が交流できるイベントを

実施します。 

特定非営利活動法人 自遊クラブ 
津久井地域経済課（旧：津久井経済観光課） 

２ 

市民による市民のための成年後見 

まちづくり事業 

 

総事業費：1,995,000円 

市負担 ：1,945,000円 

 

○成年後見人制度の普及を図り、成年後見人の担い

手を親族から市民へと拡大することを目的とし

て、高齢者を対象とした現状調査や普及のための

研修講座を行います。 

また、成年後見人制度の相談窓口を設けるほか、

市民後見人の育成と支援を実施していきます。 

成年後見さがみはら市民センター 
高齢者支援課（旧：介護予防推進課） 

３ 

ブックチャンス事業 

 

総事業費：1,502,000円 

市負担 ：1,339,000円 

 

○乳幼児と保護者が絵本を通じて、心ふれあう楽し

いコミュニケーションがとれるよう支援を行い

ます。 

・南保健センターの４ヶ月健診と同時開催で、乳幼

児の親子１組ずつに、絵本をつうじた親子のコミ

ュニケーションの大切さをボランティアが「読み

聞かせ」等を通じて伝えていきます。 

・また絵本を紹介し、記録をとる冊子「メモリーノ

ート」を配布します。 特定非営利活動法人 

らいぶらいぶ 
こども青少年課、南保健センター、図書館 

４ 

愛犬も愛される街に！ 

“犬のフンは持ち帰ろう” 

総事業費：1,339,000円 

市負担 ：1,339,000円 

 

○モラルのない飼い主による「犬のフンの放置」問

題の解決に向け、チョークアートの美術技法を生

かした啓発看板を作成し、配布します。 

また、地域での啓発看板作成講習会を開催、その

他啓発物品のデザイン、配布等の活動を実施しま

す。 

パステルポップ 
生活衛生課 

23-3．過去の採択事業の概要 （平成22年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

病児・病後児お泊り対応 

子育てコンシェルジェ事業 

総事業費：3,107,000円 

市負担 ：1,307,000円 

○地域小児科医と連携して、ファミリーサポート提

供会員の中で、病児等の対応をしてくれる人を募

り、Kidsエイド養成講座を行います。 

・マッチングサービスとして利用会員の依頼に沿っ

てKidsエイドの紹介をし、Kidsエイドが訪問及び

在宅で病児・病後児・お泊まりの対応を行うなど

のサービスを提供します。 特定非営利活動法人シーシーシーネット 
こども青少年課 

２ 

路上生活者等自立支援事業 

総事業費： 9,900,000円 

市負担 ： 5,900,000円 

○路上生活者やＤＶ被害者等の支援のため、団体が

運営しているシェルター（一時滞在施設）に相談

センター機能を併設し、アパート入居後も必要に

応じて支援できる体制をつくることで、自立につ

なげます。 

特定非営利活動法人 木パト 地域福祉課 

３ 

相模原市民あんしん家計相談の新設 

総事業費： 565,000円 

市負担 ： 343,000円 

○市民からの日々の家計管理や将来の生活設計な

ど家計全般についての不安や悩み等について、公

正中立な立場から相談に応じて必要な情報や対

策案を提供するための相談窓口を開設します。 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ

協同組合 生活安全課 

４ 

潤水都市の森づくり実現検討事業 

総事業費： 302,000円 

市負担 ： 302,000円 

○森林保全に関する活動を市民全体で行うことを

目的に森林ボランティア養成や、ボランティアの

参加しやすい環境づくりを行います。 

・津久井の三井地区でボランティアの養成と活動場

所を提供するほか、市民が交流できるイベントを

実施します。 特定非営利活動法人 自遊クラブ 
津久井地域経済課（旧：津久井経済観光課） 

５ 

子どもたちの生きる力を育む冒険遊び場

「銀河の森プレイパーク」事業 

 

総事業費：3,332,000円 

市負担 ：3,182,000円 

○子どもたちが自分達の足で通えるキャンプ淵野

辺留保地に常設の冒険遊び場を設置します。 

・子どもたちの自由な遊びをサポートすると共に、

ケガなどの緊急対応や地域住民との関係作りを

行うプレイリーダーを常駐させます。 

・プレイリーダーの養成講座、一般市民を対象とし

た勉強会を開催します。 

・冒険遊び場を市内各地に点在させます。 

・子どもの生活環境・遊び環境の調査、四季の遊び

紹介マップを作成します。 
相模原に冒険遊び場をつくる会 

こども青少年課 

６ 

学習指導案に沿った相模原の環境学習推

進事業 

総事業費： 522,000円 

市負担 ： 522,000円 

○教科書、学習指導要領を確認し、学習プログラム、

教材など、環境学習のプログラムを作成します。 

・作成した環境学習のプログラムを５教科３クラス

で試行実施し試行を経て内容の検討をします。 

・内容を確定し活用できるデータや仕組み作りをし

ます。 特定非営利活動法人 

さがみはら環境活動ネットワーク会議 学校教育課 

７ 

藤野の歴史的建造物めぐり 

総事業費：2,000,000円 

市負担 ：1,200,000円 

○藤野地域の神社・寺院、古民家の調査をします 

・市民に分かりやすい歴史的建造物の資料を作成し

ます。 

・歴史的建造物と周辺の自然環境を案内するイベン

トを開催します。 
特定非営利活動法人 ふじの里山クラブ 

横浜国立大学大学院都市イノベーション

研究院大野研究室 街づくり支援課 

23-4．過去の採択事業の概要 （平成23年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

職場体験事業 

総事業費：959,000円 

市負担 ：790,000円 

○精神障害者を対象に、職場体験を提供する企業等

を開拓し、企業及び対象者への職場体験の実習支

援を行います。 

・職場体験受け入れに関する普及啓発策として、パ

ンフレット及びホームページを作成します。 

特定非営利活動法人ともに会 
精神保健福祉センター 

２ 

吉野宿ふじや活性化事業 

総事業費：1,470,000円 

市負担 ：1,440,000円 

○甲州街道の宿場町の面影を残す吉野宿ふじやの

リニューアルに伴う展示の模様替えや講演会等

のイベント実施、マップ作成等を行うことで活性

化をはかります。 

特定非営利活動法人ふじの里山くらぶ 博物館 

３ 

子育てサロン＆交流広場「かみみぞ ひだ 

まり」 

総事業費： 4,545,000円 

市負担 ： 3,414,000円 

○商店街の空き店舗を活用し、乳幼児とその保護者

を対象に子育て支援の場を常設で提供します。 

・子育てに関する相談を受けるほか、子育て等に関

する行事や講座等を開催します。 

上溝商店街振興組合 
こども青少年課 

４ 

携帯メルマガを活用したプッシュ型情報 

配信による孤育て・産後うつ・乳幼児虐待 

の予防解消事業 

総事業費： 2,663,000円 

市負担 ： 1,260,000円 

○登録した市民に対し、育児に関する情報を携帯電

話等へメールマガジンとして配信します。 

・登録者に対し定期的なアンケートを実施します。 

特定非営利活動法人 

きずなメール・プロジェクト こども青少年課 

５ 

介護予防と在宅支援を主体とした地域リ 

ハビリテーション推進事業 

総事業費：388,000円 

市負担 ：388,000円 

○介護予防をテーマに教室や個別相談会を開催す

るほか、パンフレットやＤＶＤを作成して普及啓

発をはかります。 

・出前介護予防プログラムの企画・提案を行います。 

さがみはら在宅リハケア連絡会 
高齢者支援課、介護保険課 

６ 

長竹・稲生エコ発電事業 

総事業費：546,000円 

市負担 ：496,000円 

○農業用水路を利用した小水力発電や太陽光発電

等の設備を設置することで防犯灯やイルミネー

ションの点灯を行うほか、蓄電を可能にすること

で災害などによる停電時に地域住民に電力を供

給できるようにします。 

・パンフレット等の作成・配布による再生可能エネ 

ルギーの普及啓発を行います。 串川発電倶楽部 

環境政策課 

７ 

自然体験活動指導者育成事業 

総事業費：2,327,000円 

市負担 ：1,300,000円 

○藤野地域の地域資源を活かした体験学習や体験

型観光の受け入れができるよう、自然体験活動を

提供する指導者を養成する講習会を実施します。 

・地域での体験プログラムを開催します。 

 やまなみＣＯＮＥミーティング 

藤野まちづくりセンター（旧：藤野経済観光課） 

23-5．過去の採択事業の概要 （平成24年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

8 

津久井地域の自然や農業資源を活用した 

観光農業による地域振興と若者の農事業 

への参加ならびに就農支援事業 

総事業費：4,230,000円 

市負担 ： 900,000円 

○若者の就農支援と農業資源による地域振興を目

的として、農事業に関わる若者の養成や、農業研

修、ワークショップを実施します。 

・地場野菜の直売所を運営します。 

・地域資源を活用したイベントを開催します。 

特定非営利活動法人 

文化学習協同ネットワーク 津久井地域経済課（旧：津久井経済観光課） 

9 

津久井の間伐材で森林を再生する商品開 

発事業 

総事業費：1,578,000円 

市負担 ：1,278,000円 

○間伐材の伐採、搬出、製材、加工、販売の仕組み

を構築するとともに、間伐材を活用した学習机天

板の商品開発を行います。 

・小学生等を対象とした森林体験学習プログラムを

企画、実施します。 

さがみ湖 森・モノづくり研究所 津久井地域経済課（旧：津久井経済観光課） 

10 

猫の譲渡会と相談会ｉｎ相模原 

総事業費：445,000円 

市負担 ：445,000円 

○野良猫や捨て猫などに関する相談会を実施する

とともに、猫の里親さがしを行い、猫の飼育に関

する公共的な課題解決をはかります。 

たんぽぽの里 
生活衛生課 

11 

「木もれびの森」案内ハンドブックの作成 

総事業費：1,140,000円 

市負担 ：1,140,000円 

○「木もれびの森」の理解と保全意識の向上、環境

教育の推進をはかる案内ハンドブックを作成し、

近隣自治会や小中学校に配布します。 

特定非営利活動法人 

相模原こもれび 水みどり環境課 

12 

相模原市立博物館情報ネットワークセン 

ター事業 みんなでつくる相模原「知的探 

求散策アルバム」 

総事業費：4,328,000円 

市負担 ：3,082,000円 

○市内の自然、文化、歴史に関する博物館情報を市

民みずから収集し、インターネット上で配信しま

す。 

・スマートフォン等を活用した街歩きや映像作成等

のワークショップを開催します。 

 

神奈川工科大学 
博物館 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

「音風景（サウンドスケープ）」事業 

総事業費：285,000円 

市負担 ：270,000円 

○不登校の児童・生徒が利用する相談指導教室の通

室生を対象に、音楽を通じコミュニケーション能

力を育むワークショップを開催する。 

ビッグママ・プロジェクト 
青少年相談センター 

２ 

Spiral Out Clearing Cold Environment Rock 

スポーツで、無限の可能性を切り拓こう！ 

総事業費：2,164,000円 

市負担 ：1,704,000円 

○不登校の児童・生徒が利用する相談指導教室の通

室生を対象に、サッカーを中心にスポーツを楽し

む教室を開催し、外へ出て活力を得るきっかけづ

くりを行う 

特定非営利活動法人無限 
 

青少年相談センター 

３ 

森林づくり活動推進事業 

総事業費： 1,884,000円 

市負担 ：   804,000円 

○さがみはら森林ビジョンの実現に向け①「さがみ

はら森林ボランティア入門ガイド」の作成②地元

住民や協力企業との協働による森林整備の推進

および体験イベントの実施を行う。 
特定非営利活動法人自遊クラブ 

津久井地域経済課 

４ 

水源の森再生と森の広がる山間地域 

（青根）活性化事業 

総事業費： 1,591,000円 

市負担 ： 1,551,000円 

○青根地区の山間地域ならではの魅力や森林資源

の活用について掘り起こし、情報発信するととも

に、活用のしくみを検討する。 

薪で沸かそう！「森の温泉」プロジェクト 

ｉｎさがみはら 津久井地域経済課 

５ 

若者向けメンタルヘルス対策事業 

総事業費：340,000円 

市負担 ：300,000円 

○若者を対象に、ストレス等への対処法に関する講

座を開催する。同時にコミュニケーション・スキ

ルの向上を図り、お互いが相談者になれるよう力

をつけさせる。 

桜美林大学 健康心理・福祉研究所 
精神保健福祉課 

６ 

障害者の就労体験・就労訓練の場の創造 

総事業費：8,900,000円 

市負担 ：4,338,000円 

○相模湖交流センター内のレストラン店舗におい

て、障害者（特に精神障害者）が接客を含む就労

を行うことで、自立を支援する。 

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ 
障害政策課 

７ 

尾崎咢堂記念館活性化事業 

総事業費：1,000,000円 

市負担 ：  880,000円 

○団体所蔵品および団体ネットワークを活用し、没

後60年の記念特別展及び関連イベントを開催す

るとともに、咢堂ゆかりの場所めぐりマップを作

成する。 

尾崎行雄を全国に発信する会 

博物館 

23-6．過去の採択事業の概要 （平成25年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

市民力を高める計画立案手法（CPS*）によ

る市民リーダー育成事業 

*CPS:Citizen Planning Session 

総事業費：1,339,000円 

市負担 ：  740,000円 

○地域の様々な公共的課題を、市民自らが解決して

いくための第一歩として、市民同士の合意形成及

び計画づくりの手法を学ぶ場を提供し、参加者が

抱える実課題を取り上げながら、市民リーダーと

して地域で実践していける人材の育成を行う。 

慶應義塾大学ＳＦＣ研究所  

コミュニティ活性化・ラボさがみはら 市民協働推進課 

２ 

中途失聴・難聴者向けコミュニケーション

教室 

総事業費：430,000円 

市負担 ：386,000円 

○中途失聴・難聴者の自立や社会参加を支援するた

めに、要約筆記付きで初歩から実践までの手話教

室や読話（口唇の動きで読み取る）教室、コミュ

ニケーションふれあい教室、家族や支援者を含め

た交流会を開催する。 

特定非営利活動法人 

相模原市難聴者協会・土の会 

 

障害福祉サービス課（当初：障害政策課） 

３ 

相模原市内ことばの道案内作成・提供事業 

総事業費： 1,732,000円 

市負担 ： 1,398,000円 

○情報のバリアフリー化及び視覚障害者の外出支援 

 ・社会参加の促進のため、公共施設や公共交通な 

 どに関する、音声による道案内を作成し、ホーム 

 ページ（ＰＣ、携帯電話）で公開する。現地調査 

 に基づき作成するため、点字ブロック敷設状況の 

 検証も同時に行うことができる。 特定非営利活動法人ことばの道案内 
障害福祉サービス課（当初：障害政策課） 

４ 

詩と絵画のコラボレーション展 

総事業費： 812,000円 

市負担 ： 682,000円 

○精神障害者の詩に、それをイメージして絵画を添

えた展示会を開催する。絵画は精神障害者または

団体の会員が製作する。①作品製作を通した感情

表現の機会提供②展示会の開催準備や期間中の受

付業務、交流会などを通した社会参加の促進③市

民への啓発による理解の促進･･･の３点により精神

障害者の自立を支援する。 詩と絵画のコラボレーション展実行委員会 
精神保健福祉課 

５ 

子育て家庭による地域子育て相互支援育成

事業 

総事業費：771,000円 

市負担 ：522,000円 

○若い子育て世代が相互に子育てを支え合う環境づ

くりと、そのための人材育成を進めるため、和泉

短期大学の施設とノウハウを活用し、保護者同士

による子育て相互支援活動の創出・育成を行う。 

和泉短期大学 
こども家庭課（当初：こども青少年課） 

６ 

相模原市さくらさくプロジェクト推進事業 

総事業費：1,670,000円 

市負担 ：1,410,000円 

○相模原市シティセールスの第一戦略に掲げられて

いる「桜」をキーワードに、市民の相模原への誇

りの醸成及び魅力的なまちづくりへの寄与をめざ

し、①桜の植樹②桜守（桜サポーター）の育成③

さくら観光プロムナードの開発④さくらカフェ

（桜に関する理解と環境保全活動への理解促進講

座）の開催⑤ホームページによる情報発信を行う。 

相模原市さくらさくプロジェクト推進協議

会（観光協会、産業振興財団、まち・みど

り公社、さがまちコンソ） シティセールス・親善交流課 

７ 

まちの顧客発にぎわい情報の発信事業 

総事業費：2,497,000円 

市負担 ：2,106,000円 

○市民＝顧客目線による消費者にとって魅力的な題

材の掘り起しと発信を行い、商店街を中心とする

まちの活性化をはかるため、情報プラットフォー

ムとしてfacebookおよびウェブサイトを運用する

とともに、キャンペーンやイベントを開催し、来

街を促す。 

さがみはらソーシャルデザイン研究所  

アストロコムズ 

商業観光課 

23-7．過去の採択事業の概要 （平成26年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

落書きのない安心して暮らせるまちをめざ

して 

落書き防止活動事業 

総事業費：750,000円 

市負担 ：654,300円 

○現在放置されている落書きを消去して、きれいに

することで落書き防止を抑制する。 

○消去作業の大変さを体験・見学することで、安易

な発想で行われる落書き行為を防止する。 

○落書き行為が発生しやすい場所などに、あらかじ

め絵画等を描き、落書きを防止する。 ・相模原塗装協同組合 

・特定非営利活動法人 きこり 交通・地域安全課（旧：生活安全課） 

２ 

地域経済活性化事業 

総事業費：2,243,000円 

市負担 ：1,990,000円 

○ホームページに、市民や市内在学の学生に地元の

商店や個店等の取材を行い感想やコメントを投稿

してもらい、消費者間の情報共有の場所を作る。 

また、コメント等をもとに印刷刊行物を年二回市

内全域に配布する。また、年一回、事業に協力し

た店舗の中から出展を募り、店舗の見本市となる

ようなイベントを実施する。 

さがみはらソーシャルデザイン研究所

astro coms 

 

商業観光課 

３ 

共助による旧耐震基準の住宅の所有者等に

対する耐震化支援 

総事業費：2,378,200円 

市負担 ：2,148,000円 

 

○地域で耐震性不足の住宅に居住している市民宅に

訪問し耐震に関する普及啓発を行う。 

○耐震相談後の具体的な対応をするための専門家へ

の橋渡しを行う。 

○自治会等の防災担当者に、共助による地域ぐるみの

耐震促進を啓発する。 
特定非営利活動法人 建築文化研究会 

建築指導課 

４ 

津久井地域の鳥獣被害を減らそう事業 

総事業費：1,484,000円 

市負担 ：1,257,000円 

○地域での聞き込み調査を行い、モデル箇所・場所

を決め対象となる鳥獣の行動を観察するために監

視カメラを設置する。その後は定期的に現場へ出

向き、データをもとに動物の侵入経路・動線デー

タを確認し、まとめることで有効な鳥獣被害の対

策を講じる。 

リアルエキスパート・さがみはらプラス 
津久井地域経済課 

５ 

津久井韮尾根の里山を活用した若年無業者

等と都市住民との交流事業 

総事業費：4,902,000円 

市負担 ：1,185,000円 

○農業事業の実施環境を整備し農業生産を拡充する。

○都市からの農業体験者の誘致を促進する。 

○地域の農家などの住民との協働、ネットワークを

拡充する。 

特定非営利活動法人 

文化学習協同ネットワーク 津久井地域経済課 

６ 

相模原は高齢層を中心に健康寿命を維持す

るトレイルウォーキングの一大集積地 

総事業費：3,000,000円 

市負担 ：2,710,000円 

○健康づくりと相模原の地域資源を有効活用するた

め、トレイルウォーキングを行う。 

①コース選定及び事業のグランドデザイン作成及

び実施 

②トレイルウォーキングに関する専門家を中心に

した普及のための体制づくり 

③の関連団体との協力体制 

④効力のアピールや実施内容の広報・PR等を行う。 
コミュニティ・ソーシャルサポート（CSS） 

地域保健課 

23-8．過去の採択事業の概要 （平成27年度） 
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Ｎｏ 事業の名称（仮称） 事業の目的・概要 

提案団体の名称 事業担当課 

１ 

ＷＥＢを活用した野菜販売促進プロジェク

ト事業 

総事業費：2,925,000円 

市負担 ：2,635,000円 

○農家と住民の協働及びネットワークの拡大並びに

地域経済の活性化を目指す。 

 ①ＷＥＢサイトを制作し、朝市や農家に関係する

広報活動を行う。 

 ②耕作放棄地の活用等により、新規就農者の支援

を行う。 ビオ市／野菜市事務局 
農政課 

２ 

津久井産材製キエーロ（木製の生ごみ処理

器）の開発・普及モデル事業 

総事業費：1,601,000円 

市負担 ：1,050,000円 

○津久井産材により土壌分解式生ごみ処理器（キエ

ーロ）を制作し、モニター調査を実施して普及を図

り、森林の利活用を推進する。 

津久井商工会 
 

津久井地域経済課 

３ 

森林活用モデル検討事業 

総事業費：3,222,000円 

市負担 ：1,590,000円 

○「さがみはら森林ビジョン」掲載の「市民の森」の

実現に向けて、市民の森の周知・利活用に関する条

件の整備を進め、又、市民の参画を目指す。 

特定非営利活動法人自遊クラブ 
津久井地域経済課 

４ 

自動車ドライバーを含む自転車利用者向け

交通安全講習会事業 

総事業費：1,280,000円 

市負担 ：1,051,000円 

○学校や自治会等で、自動車及び自転車に関係する

交通ルールの背景を理解するための安全講習会を

行い、安全運転への意識を高め、事故防止につな

げる。 

株式会社セルクル 
交通・地域安全課 

５ 

空家を活かしたしくみと暮らしやすいまち

づくり事業 

総事業費：2,081,000円 

市負担 ：1,883,000円 

○建築等の専門家や学生のアイデアを活かした空家

の利活用マニュアルを作成し、空家を有効に活用

できるよう情報発信を行う。 

神奈川建築士事務所協会相模原支部 
交通・地域安全課 

６ 

魅力ある商店街を育てる景観まちづくり事

業 

総事業費：2,024,000円 

市負担 ：1,839,000円 

○モデル地域（商店街を想定）を選定し、景観調査

を行い、抽出された課題と資源を分析し、地域住

民とともにワークショップ等を行うことで、景観

の視点を生かした、まちの魅力づくりをする。 

神奈川県建築士事務所協会相模原支部 
建築・住まい政策課（旧：街づくり支援課） 

23-9．過去の採択事業の概要 （平成28年度） 
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コミュニティビジネスとは？ 
 
 

 

 

 

 

        毎月第３火曜日 １０時～､１３時～､１５時～（各回１時間程度） 

        〈平成２９年度の相談日〉 

         5／16、6／20、7／18、8／15、9／19、10／17 

11／21、12／19、1／16、2／20、3／20 
        

相模原市産業振興財団 

中央区中央3-12-3相模原商工会館本館４階 
 

電話でお申込みください。 

０４２－７５９－５６００ 

 

  
 
      

                 

         
       
       

 

相談日 

 

 

会 場 

 

 

ビジネスの手法で 

地域課題の解決を 

めざそうという方は･･･
協働事業の次の展開としても 

使えるかも？ 

 

申込み 

 

 

 

市民が主体となって、地域の課題を、ビジネスの考え方や手法を活用しながら 

解決する取組のこと。 

営利を目的とした「会社」とは異なり、また無報酬の「ボランティア活動」とも

異なるスタイルの事業形態です。 

相談会の他にも、テーマ別で開催する交流の場

や、「地域プロデューザー養成講座」（←28年度

大反響！）など、コミュニティビジネスに関する

様々な事業を行っています。 

最新情報は、さがみはらコミュニティビジネスの

ウェブサイトをご覧ください 
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ささががみみははらら市市民民活活動動ササポポーートトセセンンタターーをご利用ください。 
 
センターの運営は、市とＮＰＯ法人さがみはら市民会議とが協働で行って

います。市民活動を行っている、若しくはこれから行おうとしている団体又

は個人が利用できます。 

センターでは、会議や打合せ、作業などの場の提供や、活動に役立つ情報

の収集・発信、市民活動の活性化を図る講座や団体間のネットワークを進め

るカフェやフェスタの開催、さらには、団体の立ち上げや組織の運営等の相

談、各種助成金の案内などを行っています。 
 
※市民活動とは、市民が主体的、自発的に行う営利を目的としない公益的活動であって、

宗教、政治、選挙活動を除きます。公益的な活動とは、不特定多数の人の利益の増進に

寄与することを目的とする活動（社会貢献活動）です。趣味の範囲での活動はご遠慮く

ださい。 

 
センターレイアウト 

 
 

○オープンスペース（6人テーブル×4） 

   予約なしで自由にご利用できます。  

○会議室(定員24人)  無料。事前予約が必要です。登録団体のみ利用できます。  

○ロッカー（48個）  活動に必要な印刷用紙、参考図書、事務用品などの保管場所に 

ご利用いただけます。  

○レターケース    郵便の受け取りやメンバー間の連絡BOXとしてご利用できす。 

○印刷、コピー     印刷機やコピー機、紙折り機、丁合機等を備え、チラシや会報を 

印刷できます。（有料）  
 

さがみはら市民活動サポートセンター 

所在地  中央区富士見6-6-23（けやき会館3階） 

電 話  042-755-5790  E-mail  sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp 

開館時間 午前9時～午後9時まで（日曜日は午後5時まで） 

休館日  毎週月曜日、年末年始（12月29日から1月3日まで）、 

定期点検・定期清掃日ほか 

mailto:sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp

