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１ 

１．平成２９年度新規協働事業提案の審査結果について 
 

（１）審査結果 

№ 事業の名称 事業化について 点数 

１ 
（仮）相模原市観光PR事業 地域の

キラリと光る逸品・モノづくりの発

掘と観光冊子「N－Drive」の作成 

協働事業として今回は見送ることが適

当な提案であると考える。 
256／400 

２ 
津久井里山体験ツアー運営による地

域活性化事業 

協働事業として実施することがふさわ

しい提案であると考える。 
269／400 

３ 

【行】 

高尾山・石老山からの相模湖・藤野

方面へのハイカー誘客促進事業 

協働事業として実施することがふさわ

しい提案であると考える。 
271／400 

４ 市民講座による生涯学習の推進事業 
協働事業として実施することがふさわ

しい提案であると考える。 
275／400 

５ 
「木もれびの森」案内看板及びマッ

プ製作事業 

協働事業として実施することがふさわ

しい提案であると考える。 
310／400 

６ 篠原の里いきもの調査事業 
協働事業として今回は見送ることが適

当な提案であると考える。 
250／400 

※ №欄の【行】は行政提案型協働事業、無印は市民提案型事業を示す。 

 

 



２ 

(２) 事業化にあたっての意見 

 
Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

１ 
（仮）相模原市観光PR事業 地域のキラリ

と光る逸品・モノづくりの発掘と観光冊子

「N－Drive」の作成 

・相模女子大学 

・商業観光課 

【審査結果】 
協働事業として今回は見送ることが適当な提案であると考える。 

 

【意見】 

  印刷物の発行を行う事業においては、それを今後どう活かしていくか、また、今回の事業

を大きな観光ビジョン、商業ビジョンの中の一つの役割として、しっかりと将来像をもって

取り組むことが重要であるが、そこが明確ではなかった。作成する観光冊子で紹介された商

品の作り手との連携が取れていなければ、作成した冊子を活かした継続的な事業展開を行う

ことは困難なため、経済団体と連携した事業を検討する必要があると考える。 

 今回の審査においては協働事業として実施することは見送ることが適当な提案であると考

えるが、プレゼンテーションにおいてもしっかりと背景を調査した上で問題提起しており、

事業の必要性を否定するものではない。観光冊子の作成だけに留まらず、その後の展開を含

めた具体的な計画を立案し、改めて協働事業としての提案を検討していただきたいと考える。 

 

 

Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

２ 
津久井里山体験ツアー運営による地域活性

化事業 

・一般社団法人 藤野観光協会 

・緑区役所区政策課 

【審査結果】 
協働事業として実施することがふさわしい提案であると考える。 

 

【意見】 

  一年目は現在実施している藤野里山体験ツアーにより一層の磨きを掛けていただきつつ、

二年目以降のツアー受入れ家庭を増やす努力をしていただきたい。また、津久井、城山、相

模湖の観光協会との連携を早期に取ることが津久井里山体験ツアーを成功させるために重要

となるため、津久井全域に広げていくための取組方法を具体的にしながら事業を実施してい

ただきたい。 

 

 

Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

３ 

【行】 

高尾山・石老山からの相模湖・藤野方面へ

のハイカー誘客促進事業 

・相模湖商工会 

・商業観光課 

【審査結果】 
協働事業として実施することがふさわしい提案であると考える。 

 

【意見】 

  商工会が事業実施団体となるため、ビジネスを行っている地元の商店等と誘客したハイカ

ー達を繋げられるような事業展開に期待したい。ハイキングガイドの養成にあたっては、地

元のネットワークを活用し、地元の山が好きな人たちや、地域の歴史や民俗学等に精通した

団体等と繋がりを持ち、魅力あるコンテンツを作っていただきたい。 

また、成果を明確にするために、高尾山からの観光の入れ込み数を成果目標としてあげる

ことを検討していただきたい。 

 

 

 



３ 

Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

４ 市民講座による生涯学習の推進事業 
・市民講座 まなびのライブ塾 

・総合学習センター 

・生涯学習課 

【審査結果】 
協働事業として実施することがふさわしい提案であると考える。 

 

【意見】 

  協働事業提案制度適用期間終了後の自立を目指すためには、客単価や参加人数の具体的な

数値目標が必要である。自分達が教えることで社会に還元していくというような存在価値を

高め、具体的な数値目標を設定し、この事業を何年後にどのような規模まで発展させ、どの

ように社会貢献をしていくかというプランニングをした上で、団体としての価値を高めてい

ただきたい。その上で、実施する事業の社会性を認識し、組織の社団法人化やＮＰＯ法人化

等の方向性を考えていただきたい。 

 

 

Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

５ 
「木もれびの森」案内看板及びマップ製作

事業 

・特定非営利活動法人 

相模原こもれび 

・水みどり環境課 

【審査結果】 
協働事業として実施することがふさわしい提案であると考える。 

 

【意見】 

  案内看板のデザインについて女子美術大学との連携を図るだけでなく、環境教育にも対応

できるような多様な団体と繋がり、より充実させた事業にしていただきたい。団体としても

継続的に活動を行っているため、今回の事業を通じて、団体の活動の発展やコンテンツの更

なる充実に繋がることを期待している。 

 

 

Ｎｏ 事業の名称 提案団体及び担当課 

６ 篠原の里いきもの調査事業 
・NPO法人 篠原の里 

・水みどり環境課 

【審査結果】 
協働事業として今回は見送ることが適当な提案であると考える。 

 

【意見】 

  自然を守る新たな担い手を育成するという事業の目標であるが、研究調査報告書という成

果物を作った後、それを基に今後の団体や行政の事業にどのように繋げていくのかが明確で

はなかった。単に調査を行うだけであれば、文部科学省等の研究調査に関する補助金を研究

者が活用したうえで行った方が効率的である。 

協働事業として実施するのであれば、ボランティアをどう巻き込んで養成するのかという

点を明確にし、そこに知恵と予算を投入した事業を検討する必要があると考える。提案団体

は地域のために活発に活動を行っている団体であるため、今後の地域の活動に結びつき、市

の課題解決にも繋がる協働事業を改めて検討していただきたいと考える。 

 

 



４ 

２．平成２９年度継続協働事業の審査結果について 

(１) 次年度継続に対する意見 

№ 事業の名称 
事業開始 

年度 

次年度 

継続希望 
継続についての意見 点数 

１ 
WEBを活用した野菜販売

促進プロジェクト事業 
29年度 有 

次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
83/125 

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 

29年度 有 
次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
97/125 

３ 森林活用モデル検討事業 29年度 有 
次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
103/125 

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 

29年度 有 
次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
95/125 

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 

29年度 有 

次年度継続することについ

て、今回は見送ることが適当

な協働事業と考えられる 

76/125 

６ 
魅力ある商店街を育てる

景観まちづくり事業 
29年度 有 

次年度継続することについ

て、今回は見送ることが適当

な協働事業と考えられる 

80/125 

７ 

【行】 

共助による旧耐震基準の

住宅の所有者等に対する

耐震化支援事業 

28年度 有 
次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
90/125 

８ 

【行】 
落書き防止活動事業 28年度 有 

次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
103/125 

９ 

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 
28年度 有 

次年度継続することが妥当な

協働事業と考えられる 
109/125 

１０ 
津久井地域の鳥獣被害を

減らそう事業 
28年度 有 

次年度継続することについ

て、今回は見送ることが適当

な協働事業と考えられる 

70/125 

※ №欄の【行】は行政提案型協働事業、無印は市民提案型事業を示す。 



５ 

(２)次年度継続及び進捗状況等に関する意見 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

１ 
WEBを活用した野菜販売促進プロジェク

ト事業 

・ビオ市/野菜市事務局 

・農政課 

・藤野まちづくりセンター 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

半年間で着実に販路を拡大しており、多くのクリエイターが事業に関わることで今後の

地域の活性化にも資する事業であると考える。 

ただし、協働事業提案制度適用期間終了後を見据えた上では、団体の法人化や予算の見

直しを行う必要がある。今後も地域のコンテンツ、地域住民の財産として残る事業として

進めていくためにも、自主財源の確保に努め、２年目である来年度は３割程度の団体負担、

３年目には６割程度の団体負担となるような事業計画としていただきたい。また、紙媒体

による周知の効果が薄いのであれば、ＷＥＢでの周知に予算を集中する等、今年度の事業

結果を踏まえ、翌年度の事業内容や予算組みを検討し、効率的な事業展開をしていただき

たい。 

 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

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 
・津久井商工会 

・津久井地域経済課 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  森林とごみの問題を同時に解決する方法として、キエーロを普及するためにマーケティ

ングを実施することは重要なことであると考える。 

今年度実施したモニター調査で今後の課題は明確になってきているため、今後はリサー

チだけではなくビジネスモデルに転換していく方法を考えていただきたい。キエーロの普

及を事業として進めるにあたっては、飲食店の事業系ごみを対象とするなど、ターゲット

を明確にする必要がある。対象をどこにするのか２年目の事業の中で明らかにした上で、

３年目は団体の自主事業として行っていく方法を検討していただきたい。 

 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

３ 森林活用モデル検討事業 
・特定非営利活動法人 自遊クラブ 

・津久井地域経済課 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  行政が抱えている課題と団体の活動が繋がっており、協働事業としてふさわしい事業で

あると考える。 

  ２年目においては、市民の森の実現に向けて行うアンケート調査について、大学や調査

会社等の協力を得ながら、企業のＣＳＲの研究を行い、企業側のニーズとＮＰＯの繋がり

が見えるような調査を行っていただきたい。また、調査にあたっては行政側も専門家を紹

介するなど、精度の高い調査となるような役割を担うことで、企業側がＣＳＲに取り組も

うという姿勢を市の取組に組み入れていくモデルとしていただきたい。 

 



６ 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

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 
・株式会社セルクル 

・交通・地域安全課 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  市民の交通安全の意識を高めるためにも、社会性の高い事業である。 

  この事業の成果を市の財産にしていくためにも、例えば、自治会や学校で講習会の講師

を行うことの出来る人材に認定証を出すなど、指導者を増やし、人材を残していくプログ

ラムを検討していただきたい。事業の評価としても人材を何人育てたかという成果指標が

加わるとさらに良い事業になると考える。 

 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

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 

・神奈川県建築士事務所協会 

 相模原支部 

・交通・地域安全課 

・建築・住まい政策課 

【審査結果】 

次年度継続することについて、今回は見送ることが適当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  空家対策についてはどの自治体も抱えている社会性の高い事業であると考えるが、今後

２年間の具体的なビジョンや相談窓口開設への道筋が示されなかった。最終的に相談窓口

の開設を行うのであれば、体制や規模、何人受け入れ、どのくらいの空家を解消できるの

かという数値目標を持って事業を行うべきである。 

  現状の計画では、このまま事業を継続する効果は認められないと考えるが、空家対策は

社会性の高い事業であるため、具体的な計画を立案し、早期に相談体制を構築できる事業

を検討していただきたい。 

 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

６ 
魅力ある商店街を育てる景観まちづくり

事業 

・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 

・商業観光課 

【審査結果】 

次年度継続することについて、今回は見送ることが適当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  景観という切り口で調査を行った結果を活かし、どのように魅力的な商店街を育てるの

か、商店街に対する支援のビジョンと景観を活かしたまちづくりのビジョンを繋げ、最終

目標をどこに設定するのかが明確ではなかった。この事業を２年、３年続けていく中で、

市民に対して成果をフィードバックすることが困難であると感じた。 

魅力ある商店街を育てることは必要性のある事業と考えるが、商店街への支援は全国的

な流れとしてハード面ではなくソフト面への支援にシフトしてきている。今回のアンケー

トを受け、意欲ある商店街に出会えているのであれば、今回の調査結果を活かし、商店街

の店主やそこを利用する人を巻き込んだソフト面への支援を含めた事業を検討していた

だきたい。 

 



７ 

 
Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

７ 

【行】 

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事業 

・特定非営利活動法人 

建築文化研究会 

・建築・住まい政策課 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

 耐震化対策については、市民や住宅所有者だけで解決できる問題ではなくなっており、

耐震化の支援を行わないことで市民が被る被害も大きくなるため、専門家の力を借りて行

っていくことが必要な事業である。この事業を通じて、耐震化支援の制度の認知度が高ま

ったことは評価できる。 

 来年度が協働事業提案制度適用期間最終年度となるため、民間の活力を巻き込んだ事業

継続の方法を含め、その後のビジョンを明確にして最終年度の事業を実施していただきた

い。 
 

 

Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

８ 

【行】 
落書き防止活動事業 

・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 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  地域住民を巻き込みながら、確実に事業を実施しており評価できる。来年度については、

教育機関等との連携を通じて、例えば、塗料の使い方を教えながら壁面絵画の作業を行う

ことによる教育的な効果を狙ったプログラムにするなど、今後の展開に更なる期待をして

いる。また、協働事業提案制度適用期間終了後に向けて、商業施設との連携等による継続

した事業を行っていく方法を検討していいただきたい。 

 

 

Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

９ 
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 

・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 

【審査結果】 

次年度継続することが妥当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

  着実に成果を上げている事業であり、高く評価できる。 

今後、６次産業化を進めていくにあたり、行政と連携を深め、津久井地域の中で事業に

関係する様々な分野の団体との協力関係を築いていくなど、協働事業提案制度終了後の展

望を見据えて活動を継続していただきたい。 
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Ｎｏ 事業の名称 実施団体及び事業担当課 

１０ 
津久井地域の鳥獣被害を減らそう事

業 

・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 

【審査結果】 

次年度継続することについて、今回は見送ることが適当な協働事業と考えられる。 
 

【意見】 

事業の目的を達成するためには、地域住民が立ち上がり、この事業を通じて得られた情

報を活用し、被害をなくす対策を立てていくことが重要であると考えるが、地域の人を巻

き込んで発展していく具体的なアイデアや鳥獣被害への対策が見られなかった。協働事業

として実施していく上では、来年度継続しても、これ以上の発展性を感じることができな

かった。 

鳥獣被害については、全国的にも有効な解決手段がない状況であり、２年間の事業を通

じて、対象地域に鳥獣がいることを把握し、被害マップの作成を行ったことは成果である

ため、今回得られた情報を基に、具体的な鳥獣被害を減らすための活動を検討していただ

きたい。 

 

 

 


