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制度の目的 

 本制度は、市民協働推進条例の基本理念「市、市民、市民活動団体及び事業者がそ

れぞれの特性を生かし、最もふさわしい主体が事業を実施することにより、望ましい

成果を得ること」に基づき、市が事業実施にあたって課題を抱えている事業を公開

し、それに対する提案を受け付け、提案者に公共的な課題の解決の担い手として事業

を実施してもらうことを目的としています。 

提案対象課題 

 本募集要領の課題リストに掲載されている事業が提案の対象です。 

応募資格 

 ・市内に拠点を持つ構成員５人以上の団体であること（企業を含む）。 

 ・団体の定款や規約、会則等の定めがあること。 

 ・設立後１年以上であること。 

募集スケジュール 

１．  募集要領の公開 

      平成２７年６月１日（月）～ 

２． 提案募集期間 

      平成２７年７月１日（水）～８月３１日（月） 

      ※提案書提出前に担当課と事前協議を行ってください。 

協働の形態・事業期間 

 ・事業は、委託契約により実施します。 

 ・委託期間は、最長３年間です。 
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課題リスト 

  

以下の課題について、解決策の提案を募集します。 

№ １ 

課題 オーシャンサイド市との交流事業の推進について 

課題を設定した

背景 

 平成３年の姉妹都市提携締結から２５年が経過しようとして

いる。 

 現在まで、学生をはじめとする市民や団体、約１，０００人

がオーシャンサイド市を訪問して交流を続けてきたが、先方の

姉妹都市財団の高齢化に伴い、受入が困難となったため、近年

は従前のような交流を行うことが困難な状況であった。 

 しかし、平成２７年度の本制度の試行が決定し、富士･オーシ

ャンサイド友好市民の会が長い時間をかけて築いてきた独自の

ネットワークを活かすことのできる、民間ならではの交流の扉

が開きつつあると感じている。今後、姉妹都市交流を続けるう

えで基礎となるのは市民レベルでの交流であり、同時に国際交

流に対する市民の意識の底上げも必要不可欠となる。 

 平成２７年４月からＡＬＴを招くことが決定し、７月のオー

シャンサイド市訪問時には観光・商工部門との協議も予定され

ている。語学習得に留まらない双方の都市の市民主体の活発な

交流を促進していくために、協働事業として引き続き提案を募

集したい。 

これまでの市の

取り組み 

●少年親善使節団、市民友好の翼、議員による訪問団等の派遣 

●平成２７年度の本制度における取り組み（予定） 

 ミラコスタ大学への留学体験プログラムの開設 

 市内の中学・高校へのミラコスタ大学への体験留学プログ

ラムの紹介 

 国際交流フェアなどを通じた、オーシャンサイド市の紹介 

 ミラコスタ大学体験留学・ホームステイの企画、運営、実

施 

 ミラコスタ大学卒業者を富士市教育委員会でＡＬＴとして

採用 

 オーシャンサイド市の市長、教育委員会、観光局、企業な

どとの交流促進に関する協議 
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提案者に期待す

る役割 

 富士市から使節を派遣する際のオーシャンサイド市でのホ

ームステイ受け入れ先の確保 

 オーシャンサイド市から使節が派遣される際の富士市での

ホームステイ受け入れ先の確保、通訳協力 

 双方の使節がオーシャンサイド市又は富士市を訪問する際

の、双方の都市の現地コミュニティとの触れ合い、大学と

の交流、文化・食事・慣習などを体験できる、特色ある滞

在プログラムの開発 

 お茶や紙製品、観光案内など富士市の PR 

 姉妹都市提携 25 周年記念 交流イベント案の提示 

担当課の役割  少年親善使節団など、各事業の過去参加者への通知 

 広報ふじ、ウェブサイトにおける事業の周知 

 総会や会議に必要な会議室等の提供 

 市及び市教育委員会との調整 

 関係各課、商工会議所への事業紹介と協力依頼 

担当部課 市民部多文化・男女共同参画課国際交流室 

電話：０５４５－５５－２７０４ 
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№ ２ 

課題 市有林内に放置された間伐材の有効活用について 

課題を設定した

背景 

富士市の市有林は大部分がヒノキ林であり、「富士ヒノキ」と

して販路拡大を図っているところです。 

しかし、現状は昨今の材価低迷などの理由で、木を切れば切る

ほど赤字となることから、木材の運び出しが困難な現場などで

は、間伐を行ってもその場に放置し未利用材となっていること

が多くなっています。 

これまでの市の

取り組み 

間伐を行う際に、育ちの良いヒノキの優良木から優先して伐採

し、搬出率を高め、放置する木材を減らす努力をしているほ

か、まちづくりセンター講座で子どもたちの工作などで利用し

てもらっています。 

提案者に期待す

る役割 

これまで放置するしかなかった未利用材を搬出し、有効活用す

る道筋をつけることと、富士ヒノキの魅力を発信すること。 

また、子どもたちに木や林業の魅力を伝える活動を行っていた

だくこと。 

担当課の役割 ・木材の確保 

・市の主催事業等での新規利用先の開拓 

・富士ヒノキの情報発信 

担当部課 産業経済部 林政課 

電話：０５４５－５５－２７８３ 
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№ ３ 

課題 民間との協働による全国工場夜景サミットの開催 

課題を設定した

背景 

全国的に工場夜景を観賞するツアーの人気が高まる中、産業都

市であり工場夜景を観光資源として活用している室蘭市、川崎

市、四日市市、北九州市、周南市、尼崎市は、「工場夜景観光」

のさらなる推進を図るため、『全国工場夜景サミット』を開催し

ている。このサミットは、例年全国的にも各種メディアに取り上

げられるなど、情報発信においても非常に効果的な催事となって

いる。 

このような盛り上がりの中、本市もシティプロモーションの一

環として、工場夜景を活用した事業を推進しており、平成 27 年

度サミットから正式に参加し、現在、平成 28 年度サミット開催

地として名乗りを上げているところである。 

工場夜景の活用推進やサミット開催に当たっては、各事業所や

市民活動団体、各種団体との連携が不可欠であり、この連携を円

滑かつより強いものにするため、現在、（仮称）富士工場夜景推

進協議会の設立に向けて取り組んでいる。この当該組織を母体と

し、平成 28 年度にはサミット開催に係る総務企画及び意思決定

を担う実行委員会を設立する予定である。 

そしてサミット開催を通して、地元への郷土愛を育むととも

に、民間レベルでも気運を盛り上げ、サミット来訪者へのおもて

なしや積極的なＰＲ活動等、様々な形で“元気ある”本市の魅力

を内外に発信し、交流人口の増加を図るため、上記組織を機動的

に下支えする団体等と官民一体となったシティプロモーション

を展開したい。 

これまでの市の

取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国工場夜景サミットへの参加、開催誘致活動 

➢ 平成 25 年度 全国工場夜景サミット in 北九州 参加 

（11 月 23 日 オブザーバー参加） 

➢ 平成 26 年度 全国工場夜景サミット周南 参加 

（10 月 25 日 オブザーバー参加。平成 27 年度から正式参加決定）

・各種イベントの開催、後援等 

➢ 平成 25 年度 

・第 1回富士山紙フェア 工場煙突ライトアップ 

（平成 26 年 1 月 10～11 日 主催：富士山紙フェア実行委員会） 
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これまでの市の

取り組み 

➢ 平成 26 年度 

・全国広報広聴研究大会工場夜景モニターバスツアー 

（6月 6 日 共催：富士市、富士商工会議所青年部） 

・富士山工場夜景ビールトレイン 

（6月 22 日 共催：富士市、富士商工会議所青年部） 

・第 2回富士山紙フェア 工場夜景ツアー 

（10 月 25 日 主催：富士山紙フェア実行委員会） 

・富士工場夜景モニターツアー 

（12 月 12 日 共催：富士商工会議所、富士市） 

・工場夜景に係る情報発信 

➢ 市ウェブサイトでの工場夜景サイトの開設 

（平成 26 年 8 月 25 日 市ウェブサイトリニューアル） 

➢ 広報ふじへの掲載（平成 26 年 11 月 5 日号 工場夜景特集）

提案者に期待す

る役割 
・全国工場夜景サミットの開催支援 

➢ 全国工場夜景サミットの運営サポート 

➢ 全国工場夜景サミットオプショナルツアー等、各種イベン

ト開催のサポート 

➢ 上記に係る来訪者への“おもてなし”の提供 

・工場夜景のＰＲ活動 

➢ 工場夜景の写真撮影 

➢ ＳＮＳ等、各種メディアを活用した工場夜景のＰＲ 

➢ 工場夜景の写真撮影におけるマナー向上の啓発 

・工場夜景ツアーの開催支援 

➢ ツアー企画・立案・ガイド等の補助 

担当課の役割 
・全国工場夜景サミットの開催（事務局） 

・工場夜景推進事業の展開に係る各種団体、組織との調整 

・工場夜景ツアーの開催支援 

・広報ふじ、市ウェブサイト等を活用した情報発信 

・公的機関との調整 

担当部課 産業経済部観光課富士山・シティプロモーション推進室 

電話：０５４５－５５－２９５８ 
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№ ４ 

課題 （仮称）「紙のアートミュージアム」開設および運営について 

課題を設定した

背景 

富士市において「紙」は基幹産業としての｢製紙｣のイメージ

が定着しており、市民の生活の中の身近なものとして存在して

きました。 

近年は産業を支えてきた「紙」を工業だけでなく、文化や芸

術の分野での活用や観光、シティプロモーションにつなげてい

く事業も行われています。  

紙を素材として創作活動をしている富士市に縁(ゆかり)のある

芸術家の作品をアートとして展示し、日本一の紙のまちを発信

するためには、常設の展示施設の開設が課題です。 

展示施設の開設時期については、平成 28 年 11 月を予定して

います。（市制 50 周年にあわせる） 

 

これまでの市の

取り組み 

・（仮称）「紙のアートミュージアム」 開設検討庁内連絡会の設置 

 庁内関係課による情報収集、開設に向けての研究や計画立案を目的

とした組織で、平成 26 年度は検討方針の確認や視察報告を行った。

・担当課による視察、見学など 

  特種東海製紙の広報施設（長泉町）と同社が行っている紙を素材とした

芸術作品のコンテスト「紙わざ大賞」の入賞作品の展示を視察。 

  地元企業（植田産業）が開設した紙バンド手芸作品常設ギャラリー 

 パピエス(富士市依田橋)の見学。 

  既存施設（空き店舗）を活用した小規模な美術鑑賞施設の事例として、

栃木県小山市の「まちかど美術館」を視察。 

・紙を素材とした芸術作品を鑑賞できるイベントとして、「富士山紙

フェア」（主催：富士山紙フェア実行委員会 担当課：産業政策課） 

「紙のアートフェスティバル」(担当課：文化振興課 開催業務は委託）を

実施している。  

・ロゼシアターの情報コーナー（旧チケットセンター）を設置候補場

所として、会館の管理者と協議を行っている。 

 

提案者に期待す

る役割 

 

 

・開設準備期間における、展示環境整備への協力および展示候

補作品の選定、作家との交渉。 

・新進作家の発掘、育成およびワークショップの実施などによ

る次世代の育成。 
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提案者に期待す

る役割 

・開設後の長期的な展示企画計画の作成および実行。  

・運営委員会の設置、開催。 

  開設後の実績の報告や運営についての指摘、意見交換を行

う組織をつくり、事業の成果を市に伝える。 

・設置予定場所（現ロゼシアター情報コーナー 約 95 ㎡）の有

効活用と施設管理者との連携、協力。 

 

市が提供できる設備や環境は限られた条件下になります。その中で

創意工夫して事業を行う姿勢を期待します。紙を素材とした作品であ

れば、特に分野や作成手法で作品を限定する必要はないと考えます。

人に驚きや感動を与えるものがアートであるという視線で事業を展開

して下さい。また、市のシティプロモーションの施策とも連携させ、

発信にも努めてください。今回の課題は市の方針を具現化し、「紙」

の新たな可能性を作り上げていくものです。 

担当課の役割 ・設置基本計画の策定 

・開設場所の選定および改装、施設管理者との調整。 

・広報ふじ、市ウェブサイトによる情報発信 

担当部課 市民部文化振興課文化担当 

電話：０５４５－５５－２８７４ 
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№ ５ 

課題 生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもに対する学習支援について 

課題を設定

した背景 

生活保護受給者の学歴別の貧困率をみると、高校中途退学者を含

む中学校卒業者の貧困率は、大学卒や高校卒の貧困率に比べ非常に

高く学歴と貧困率には高い相関性があるとされている。このことか

ら、被保護世帯や生活困窮世帯の子どもが高等学校に就学し卒業す

ることは子どもの自立促進に極めて効果があり、その子どもたちが

大人になって再び生活保護世帯や生活困窮世帯となるといった「貧

困の連鎖」の防止につながると考えられる。 

 

これまでの

市の取り組

み 

平成２６年度から学習支援員を配置し、保護者との進路相談等も

含め生活保護世帯の中学生を対象に高校進学に向けた学習会を週２

回程度、庁舎会議室を利用し開催してきた。また、小学生について

は、地区まちづくりセンターなどを利用し、長期休暇期間中に課題

を終わらせ、次のステップにつなげられるよう支援をしてきた。参

加実績：中学生１１名、小学生６名。平成２７年度からは、図書館

やまちづくりセンターなどを活用したサテライト教室を実施する予

定である。 

提案者に期

待する役割 

 

 

 

貧困の連鎖を防止するため、生活保護世帯及び生活困窮世帯の子

どもに対する学習支援と居場所の提供。 

○学習支援 

 中学生全学年を対象とした高校進学に向けた学習支援に関する

こと。 

 小学５、６年生を対象とした夏休み等の長期休暇中の宿題を中心

とした学習支援と学習意欲の向上及び学習の習慣づけに関する

こと。 

○居場所の提供 

 日常生活習慣の形成、社会性の育成、子どもが安心して楽しみを

もって通える場所の提供。 

○事業の実施方法等 

 対象となる子どもは市内各所に点在しているため、学習場所への

送迎を含めた事業の実施を期待する。 

 対象となる子どもの学習到達状況に応じた個別学習指導。 

 

※学習支援員との連携調整を十分に取る必要があります 
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担当課の役

割 

生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもの把握と情報提供及び関

係機関との連絡調整。 

 

担当部課 福祉部福祉総務課保護担当・生活支援担当 

０５４５－５５－２７５８ 
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№ ６ 

課題 生活困窮者が地域社会・人とのつながりを持つことが出来る居場所

作りや中間就労の場の提供に関すること 

課題を設定

した背景 

生活困窮者が自立に向けた歩みを進めていくためには、自己有用感

や自尊感情を取り戻すことが不可欠である。そして自分の居場所や

役割を発見し、人とのつながりを実感できることも必要である。生

活困窮者の支援において、就労に導く支援はもとより、生活困窮者

の孤立状態の解消のためにも、地域社会においての居場所作りが求

められる。 

これまでの

市の取り組

み 

生活困窮者に対しては、市内の NPO 法人と協力し、一時的な住居

確保や食糧支援を行ってきた。平成 27 年 4 月からは、生活困窮者自

立支援制度に基づき、生活困窮者に対する関係機関と協力し包括的

な自立支援事業をスタートした。 

提案者に期

待する役割 

 

 

 

これらの事業と連携し、生活困窮者の居場所作りや中間就労の場を

提供する。 

○居場所とは 

・人との係りに困難を抱えている人達が気軽に集うことができる場 

・地域の人たちと触れ合える、くつろぎや学びの場など 

○中間就労とは 

・生活困窮者等が社会に一歩を踏み出していくためのきっかけとな

る就労準備の機会 

・既存の社会的資源を活用した協働の取組、作業など 

担当課の役

割 

生活困窮者の把握と情報提供及び関係機関との連絡調整 

担当部課 福祉部福祉総務課生活支援担当 

０５４５－５５－２８８６ 
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№ ７ 

課題 潜在保育士・幼稚園教諭就職支援研修事業 

課題を設定

した背景 

子ども・子育て支援新制度により、待機児童解消を含め、保育

所、認定こども園等の整備による保育の量の拡大が図られていく中

で、保育、幼児教育を担う職員の確保が困難になると予想される。 

保育士、幼稚園教諭の人材確保に向けては、資格や免許を持ちな

がら就労していない「潜在保育士・幼稚園教諭」のブランクによる

不安を解消するため、復帰前の実技研修や相談体制の充実が復職支

援につながるものであると考えられる。 

これまでの

市の取り組

み 

 

提案者に期

待する役割 

 

 

 

潜在保育士・幼稚園教諭の就職を支援する研修会の開催 

 

保育士の有資格者、幼稚園教員免許保有者で、保育・教育現場か

ら離れている方、保育士資格、教員免許はあるが仕事の経験がない

方等で、今後、保育園・幼稚園での就職を考えている方を対象に、

専門職としての知識・技術力を再取得するため、絵本の読み聞かせ

や手遊び等の保育技術や、保護者対応、コミュニケーション力向上

のために必要な手法やスキルについての研修会や現場研修を行う。 

また、研修実施中の受講者の児童を預かる託児を行う。  

                                

担当課の役

割 

・講座会場（フィランセ 育児研修室）の確保 

・広報ふじ、ウェブサイト等の受講者募集情報の掲載 

・講座の開催状況の発信  

・就職相談等を行うハローワークや保育士支援センター等との連携 

                                

担当部課 福祉部こども未来課 保育担当 

電話：０５４５―５５―２７９９ 
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応募方法 

  

１．課題に関する照会 

 

 

 

 

２．担当課との事前協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．提 出 書 類 

 

 

 

 

 

 

４．提出方法・提出先 

 課題リストに掲載されている業務について、詳細を

知りたい場合は、各担当課へお問い合わせ願います。

制度の説明は、市民協働課が行います。 

 

 

 事業実施の確実性を高めるため、応募前に提案につ

いて、担当課と事前に協議を行っていただきます。事

前協議の日程調整は市民協働課で行いますので、協働

事業事前協議申込書（第１号様式）を市民協働課へ提

出の上、希望日時をお伝えください。 

※事前協議を行わなかった場合、提案できませんの

で、必ず事前協議を行ってください。 

 

 

 協働事業提案書（第２号様式） 

 協働事業提案団体調書（第３号様式） 

 協働事業収支予算書（第４号様式） 

 定款、規則、又は会則等 

 直近の事業年度の予算及び決算関係書類 

 

 

 上記提出書類各１部ずつを 

平成２７年８月３１日（月） 

午後５時までに市民協働課へ提出 

してください。 
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事業費の積算基準 

 提案書を作成する際には、以下の人件費やその他経費を参考に過不足のないように

積算し、収支予算書を作成してください。 

 

人件費について 

 人件費の時給単価は、次表のとおりです。 

担当業務 業務例 時給単価 

一般事務的な業務 
業務の実施、受付、庶務、資料作

成 
９００円

企画立案・業務遂行を責任

をもって実施する業務 

業務の企画・運営、業務の進捗管

理 
１，１００円

高度な意志決定を行う業務 
業務方針の決定、業務戦略の策

定、組織運営の監督 
１，５００円

 

その他経費について 

 事業費の積算に認められるその他経費は次表のとおりです。 

費目 費目例 

報償費 講師等謝礼 

旅費 燃料費、バス代、電車代 

通信運搬費 電話料、切手代、はがき代等 

印刷製本費 
チラシ・資料・報告書などの印刷費等（インク，用紙代等

を含む） 

需用費 事務用品、活動材料費等 

使用料・賃借料 会場使用料、機器リース料、バス借上料 

役務費 傷害保険、損害賠償保険、個人情報漏えい賠償保険等 

委託料 会場設営費、警備費等 

一般管理費 
事業実施のために間接的に必要となる経費 

（人件費を含む直接経費）×10%以下 

その他 
上記以外の経費で特に必要がある場合には、担当課との協

議の上で計上してください。 
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評価方法 

 評価委員会が、評価基準に基づき提案の評価を行います。 

 評価委員会は第三者の評価委員で構成します。評価にあたっては、提案者と担当課

に対するヒアリングを実施します。 

評価基準 

 評価委員会において評価項目を基準に基づき評価します。 

評価項目 評価の視点 

独自性 提案に提案者独自のアイデア、工夫が盛り込まれているか。 

 

役割分担 

 

市と提案者の役割分担は適切か 

協働の効果 協働することにより市民サービスの向上が期待できるか。ま

た、相乗効果・波及効果が期待できるか。 

経費の妥当性 

 

予算の収支、積算は妥当か 

実現性 

 

事業内容、スケジュールなどは、実現性の高い内容となってい

るか 

団体能力 

 

事業を担う体制、能力を有しているか 

 

 

基準 点数 

評価できる ５点 

やや評価できる ４点 

どちらかといえば評価できる ３点 

あまり評価できない ２点 

評価できない １点 
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採否の通知 

 評価委員会での評価結果を踏まえ、市が最終的に採否の決定を行い、協働事業採択

（不採択）決定通知書（第５号様式）により通知します。 

事業の実施 

 担当課及び提案者の間で、事業内容や役割分担、責任割合などを定める委託契約

書・協定書を締結後、平成２８年４月１日以降事業を実施していただきます。 

 なお、契約にあたっては、地方自治法や関係法令に基づいて行います。 

中間報告・継続審査 

 事業開始後に受託者は、各年度事業開始６ヶ月経過後１ヶ月以内に協働事業中間報

告書（第６号様式）を担当課へ提出しなければなりません。市は、継続審査を行い、

次年度以降の委託の可否を決定し、受託者へ協働事業継続可否通知書（第７号様式）

により通知します。 

完了報告 

 受託者は、各年度事業終了後１ヶ月以内に協働事業完了報告書（第８号様式）に協

働事業収支決算書（第９号様式）を添えて提出しなければなりません。 

事業の評価 

 事業の成果について、市と受託者は相互に評価を行います。 

情報の公開・個人情報の取扱い 

 提出された書類、採否の結果、事業の相互の評価結果は、原則として情報公開の

対象とし、市ウェブサイトにおいて公表します。 

 協働事業実施における個人情報の取り扱いについては適正を期してください。 
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市民協働事業提案制度 全体スケジュール 

 

  

市 応募者 

平成２７年６月１日（月）～ 

募集要領公開 

平成２７年７月１日（水） 

 ～８月３１日（月） 

提案書募集 

平成２８年２月上旬 

採否結果通知 

議会による予算審議 

協働事業完了報告書提出 

協働事業継続可否通知送付 

平成２７年１０月下旬 評価委員会 

協働事業中間報告書提出 

採択された場合、事業実施前までに 

協定書・委託契約書締結 

相互評価 

提案書提出前までに 

事前協議 

協働事業事前協議申込書提出 

提案書一式提出 
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様式一式 


