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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、市が事業実施に当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 28 年 8 月 8 日（月）～ 

２． 提案募集期間 

      平成 28 年 8 月 8 日（月）～9月 30 日（金） 

      ※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。1年を超過する事業期間を要する事業について 

は、提案時に協働事業収支予算書（第 4号様式）を複数年分作成してください。 

※ ただし、事業の継続を担保するものではありません。 
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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 家庭における生ごみ水切りの推進 

課題を設定した

背景 

可燃ごみの 4 割を占める生ごみの減量は、可燃ごみ減量の推

進において重要な課題となっています。生ごみは多くの水分を

含んでおり、水切りの徹底により 8％程度の減量が可能との調査

結果もあります。また、水切りは手間や費用がかかるなどの理

由により生ごみ堆肥化等を実施できない世帯でも比較的簡単に

取り組むことができるため、水切りの徹底による可燃ごみの減

量を図ります。 

これまでの市の

取組 

本年度生ごみ水切りキャンペーンとして、スーパーでの街頭啓 

発やモニター調査を実施しています。 

提案者に期待す

る役割 

「水切り」の推進のための効果的な啓発方法を考察し、多くの

市民に対して、「水切り」を周知するとともに、家庭での「水

切り」の普及拡大を図る、継続的かつ長期的な啓発活動などを

担っていただくことを期待します。 

（例） 

・団体等のネットワークを生かした周知活動 

・SNS 等を活用した情報発信や市民とのコミュニケーション 

など 

担当課の役割 ・周知活動に必要な印刷物や啓発品の提供 

・市ウェブサイトやごみへらしタイムズなどでの PR 

担当部課 環境部廃棄物対策課 

電話：0545-55-2769 
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№ 2 

課題 障害者スポーツ事業の推進について 

課題を設定した

背景 

平成 28 年に策定した「富士市スポーツ推進計画後期計画」で

は、重点施策の 1つとして「障害のある人のスポーツの推進」

をあげています。平成 32 年には東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催が予定され、今後、市民のスポーツに対する関心は

ますます高まることが予想されます。 

障害の有無に関わらず、市民誰もが一緒にスポーツを楽しめ

る環境をつくるには、障害のある人が、自主的かつ積極的にス

ポーツに取り組める環境の整備が必要不可欠です。 

これまでの市の

取組 

・三福祉スポーツ大会の実施 

・知的障児者カルチャー講座の実施 

 （フライングディスク、健康体操等） 

提案者に期待す

る役割 

○障害者スポーツ教室の開催 

・身体、知的問わず障害のある方と、障害のない方が一緒に楽

しめるスポーツ教室の開催 

・障害者の健康増進、機能回復など、健康面においても効果が

あると考えられる種目の設定 

・チラシの作成などの周知活動、参加者募集を行うこと 

・障害者スポーツへの理解を高める内容であること 

・最低４回以上の開催であること 

○障害者スポーツの理解向上への取り組み 

・パラリンピック代表選手や障害者スポーツ関係者による講演

会など、障害者スポーツへの理解につながるイベントの開催 

担当課の役割 ・講座会場（市内体育施設等）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 

・市のスポーツに関わる団体（スポーツ推進委員、体育協会）

との連携・調整 

担当部課 スポーツ振興課 

電話：0545-55-2876 

 

  



4 

 

 

№ 3 

課題 里親委託を推進するための里親制度の普及啓発 

課題を設定した

背景 

 児童虐待や経済困窮等の理由で、家族とともに生活できない

こどもが増えています。そのようなこどもを、可能な限り家庭

的な環境で育てることができるように、子どもたちの生活の場

が、児童養護施設等の大規模な施設から、ファミリーホームや

里親など小規模な環境に代わりつつあります。 

 中でも、里親制度は、家庭的な雰囲気の中で、子どもたちが

生活できる貴重な場所となっていますが、本市では、1箇所の乳

児院と 3 箇所の児童養護施設があり、里親委託率は県下でも決

して高くはありません。 

 様々な環境に育ち、やむを得ず家族と離れて暮らさなければ

いけない子どもたちに対し、愛情を持って家族の代わりに子ど

もたちを養育する里親制度を広く市民に周知し、里親の登録を

増やすため、市民目線での啓発事業の展開を図りたいと考えて

います。 

これまでの市の

取組 

 里親月間に富士児童相談所や里親の皆さんと一緒に街頭啓発

活動を行っています。 

今年度は、こども家庭課に里親相談窓口の看板設置や広報ふ

じに特集記事を掲載しました。 

提案者に期待す

る役割 

 新規里親の開拓を図るため、里親制度の普及啓発にかかる、

継続的かつ長期的な活動を担っていただくことを期待します。 

（例） 

・里親紹介パンフレットの作成、ポスター作成。 

・講演会、体験発表会等の開催       など。 

担当課の役割 事業展開に係る、関係機関の連携及び活動の支援や会場等の手

配や運営の相談 など。 

担当部課 福祉部こども家庭課 

電話：0545-55-2763 
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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。

市民協働事業提案制度についての、お問い合わせに関

しては、市民協働課で対応します。 

 

 

 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、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 28 年 9 月 30 日（金） 

午後 5 時までに市民協働課へ直接提出 

してください。 

  

   



6 

 

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 

高く評価できる 5 点 

評価できる 4 点 

普通 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 
 提案の事業化については、評価委員会での評価結果を踏まえ、市が協働事業採択

（不採択）決定通知書（第 5号様式）により内示し、市議会 2月定例会での予算案の 

議決をもって正式に決定します。 

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 29 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、事業開始 6か月経過後 1か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。 

1 年を超過する事業期間を要する事業については、原則事業開始 6か月を目安に市

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。  

※ ただし、事業の継続は市議会２月定例会での予算案の議決をもって正式に決定します。 

完了報告 
 受託者は、各年度事業終了後 1か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、担当課へ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、市と受託者がそれぞれの立場で事業について自己評価（第 10

号様式）を行い、自己評価の結果をもとに相互に評価（第 11 号様式）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 28 年 8 月 8日（月）～ 

募集要領公開 

平成 28 年 8 月 8日（月） 

 ～9 月 30 日（金） 

提案書募集 

平成 29 年 2 月中旬 

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 28 年 10 月中旬 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 

自己評価・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 


