
 

 

 

事 業 の 名 称 
事業の概要 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市としての 

検討結果 団 体 の 名 称 結果 審議会意見（要点） 

ＮＯ．１  

市民提案型事業 

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:CitizenPlanningSession) 

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。 

継続する 

次年度継続することが

妥当なもの 

・特定の地域をモデルとして対象を絞

ることで結果を検証して欲しい。 

・事業担当課が実施している「地域づ

くり大学」とどう関連づけ、かつ、

差別化するかの検討が必要である。 

・地域特性を理解し、市民目線を入れ

た継続的改善を視野に入れて事業

立てをお願いする。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会

意見に基づいて検討し、継続す

る。 

 

・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 

ＮＯ．２ 

市民提案型事業 

「音風景（ｻｳﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ）」

事業 

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。 

継続する 

次年度継続することが

妥当なもの 

・事業の継続実施にあたっては、事業

担当課に更なるバックアップ体制

を整えて欲しい。 

・さらなる要素として音楽を通して元

気になった人が楽器を演奏する等

音楽に携わる仕組みがあると良い。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会

意見に基づいて検討し、継続す

る。 

 

・ビッグママ・プロジェクト 

・青少年相談センター 

ＮＯ．３  

行政提案型事業 

若者向けメンタルヘルス

対策事業 

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。 

継続する 

次年度継続することが

妥当なもの 

・メンタルヘルス対策と人材育成両方

の視点を整理し、団体の強みを生か

した事業展開を行って欲しい。 

・最終的に事業の結果をまとめること

で今後のメンタルヘルス対策の糧

となるようにして欲しい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会

意見に基づいて検討し、継続す

る。 

 

・桜美林大学 

健康心理・福祉研究所 

・精神保健福祉課 

相模原市協働事業提案制度事業（次年度継続事業分）検討結果 
ＮＯ．９は平成２７年度をもって終了するため、欠番 



 

 

事 業 の 名 称 
事業の概要 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市としての 

検討結果 団 体 の 名 称 結果 審議会意見（要点） 

ＮＯ．４  

市民提案型事業 

詩と絵画のコラボレー

ション展 

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。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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・事業の継続のため、現在の団体を法

人化するなど組織の基盤を強化する

ことを検討して欲しい。 

・展示会の冊子を多くの人に触れる機

会を作り、さらに魅力的なものにし

て欲しい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

 

・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 

ＮＯ．５  

市民提案型事業 

森林づくり活動推進事

業 

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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・企業の環境に関する取り組みのニー

ズに応えることで支援を受けること

を検討して欲しい。例えば、企業の

新任研修や教員関係者の受入れを実

施し、環境・人材育成の観点も取入

れることで事業を発展させて欲し

い。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

・特定非営利法人 

自遊クラブ 

・津久井地域経済課 

ＮＯ．６  

市民提案型事業 

水源の森再生と森の広

がる山間地域（青根）活

性化事業 

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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・地域住民のニーズを丁寧に掘り起し

ができている様子がうかがえた。今

後も地域に対してアプローチして欲

しい。 

・団体と行政でよく事業内容を精査し、

地域資源を活用しながらの事業展開

を期待する。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 ・薪で沸かそう！「森の温泉」

プロジェクトinさがみはら 

・津久井経済観光課 



 

 

 

事 業 の 名 称 
事業の概要 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市としての 

検討結果 団 体 の 名 称 結果 審議会意見（要点） 

ＮＯ．７  

市民提案型事業 

障害者の就労体験・就労

訓練の場の創造 

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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・団体の活動を市民にアピールするた

めに、ホームページをつくるなど事

業の宣伝に力を入れて欲しい。 

・提供しているメニューも価格設定を

上げることも可能だと考えるほど素

晴らしいものである。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

 
・ＮＰＯ法人湘北福祉会 

やまのべ 

・障害政策課 

ＮＯ．８  

市民提案型事業 

中途失聴・難聴者向けコ

ミュニケーション教室 

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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・より多くの人に参加してもらえるよ

う各地区の社会福祉協議会と連携し

て教室開催の場を広げ、隠れている

ニーズの掘り起こしにつながること

を期待している。 

・今後も協働をうまく利用して事業を

発展させて欲しい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

・特定非営利活動法人 

相模原市難聴者協会・

土の会 

・障害政策課 

ＮＯ．１０  

市民提案型事業 

尾崎行雄の業績と咢堂

桜を広める事業 
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。 

継続する 

次年度継続すること

が妥当なもの 

・現在は学術に特化した事業となって

いるが、学術面以外の利用者を呼び

込める工夫をお願いしたいさらなる

事業の発展を期待している。 

・これからも団体が持つ尾崎行雄に関

するノウハウを生かして協働事業を

実施して欲しい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

・尾崎行雄を全国に発信

する会 

・博物館 



 

 

事 業 の 名 称 
事業の概要 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市としての 

検討結果 団 体 の 名 称 結果 団 体 の 名 称 

ＮＯ．１１  

市民提案型事業 

相模原市さくらさくプ

ロジェクト推進事業 

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。 

継続する 

次年度継続するこ

とが妥当なもの 

・市民ニーズをとらえる調査を実施する

等より事業に市民を参画させる工夫

を行い、市民の視点を取入れた事業展

開をお願いしたい。 

・当事業は長期的な事業となるため、中

期実施計画の作成を行いどのよう展

開していくかの数値を示すようお願

いする。 

・当事業を実施したことによる相模原市

への経済効果や成果をみせて欲しい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

・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 

ＮＯ．１２  

市民提案型事業 

相模原市内ことばの道

案内作成・提供事業 

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。 

継続する 

次年度継続するこ

とが妥当なもの 

・前回の意見であった相模原市の視覚障

害者協会との連携ができていること

を評価する。 

・今後も当事者のニーズを把握して事業

を実施して欲しい。 

・行政も必要な場所に必要な対応ができ

るよう内部調整等バックアップをこ

れからもお願いしたい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 
・特定非営利活動法人 

ことばの道案内 

・障害政策課 

 
 



 

 

 

事 業 の 名 称 
事業の概要 

市民協働推進審議会 答申 答申を踏まえた市としての 

検討結果 団 体 の 名 称 結果 団 体 の 名 称 

ＮＯ．１３  

市民提案型事業 

子育て家庭による地域子育て
相互支援育成事業 

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。 

継続する 

次年度継続するこ

とが妥当なもの 

・本事業の性質上、担い手が流動的であ

るためどのように活動を継続して行

える人材を育成するか工夫して実施

欲しい。 

・育成した子育てコンダクターの活躍の

場を提供できるような仕組みの構築

をお願いしたい。 

継続する 

事業実施にあたっては、審議会意

見に基づいて検討し、継続する。 

 

・和泉短期大学 

・こども青少年課 


