
富士市市民協働事業提案制度

平成２９年度募集要領

富士市

平成２９年７月

富士市市民部市民協働課

〒417-8601

富士市永田町１丁目１００番地 

電 話：0545-55-2701

ファクス：0545-53-6663

Ｅメール：si-kyoudou@div.city.fuji.shizuoka.jp



目次

制度の目的 .............................................................................................................. 1

提案対象課題 .......................................................................................................... 1

応募資格 ................................................................................................................. 1

募集スケジュール ................................................................................................... 1

協働の形態・事業期間 ............................................................................................ 1

課題リスト .............................................................................................................. 2

応募方法 ................................................................................................................. 7

事業費の積算基準 ................................................................................................... 8

評価方法 ................................................................................................................. 9

評価基準 ................................................................................................................. 9

採否の通知 ............................................................................................................ 10

事業の実施 ............................................................................................................ 10

中間報告・継続審査 .............................................................................................. 10

完了報告 ............................................................................................................... 10

事業の評価 ............................................................................................................ 10

情報の公開・個人情報の取扱い ............................................................................ 10

市民協働事業提案制度 全体スケジュール........................................................... 11

様式一式 ............................................................................................................... 12



1 

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 29 年 7 月 24 日（月）～

２． 提案募集期間

      平成 29 年 8 月 7 日（月）～9月 15 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 食品廃棄物の削減 

課題を設定した背景  近年、食品廃棄物（まだ食べられるのに捨てられる食品）が全国

的に問題となっています。 

静岡県では「ふじのくに食べきりキャンペーン」を展開し、店舗から

排出される食品廃棄物の削減に取り組んでいます。 

本市も協力していますが、店舗だけではなく、家庭から排出され

る食品廃棄物の削減も重要と考えており、市民の皆様への周知、

啓発に取り組んでいきたいと考えています。 

これまでの市の取組 ・市ウェブサイトによるＰＲ 

・小、中学校の出前講座における食品廃棄物の削減の呼びかけ 

・県事業「ふじのくに食べきりキャンペーン」への協力 

・スマートショップへの「ふじのくに食べきりキャンペーン」への協力 

依頼 

提案者に期待する役割 団体等の独自性、独創性と柔軟性を活かした、これまでにない

画期的な企画、発案と実施手法を期待します。 

担当課の役割 ・市ウェブサイトやごみへらしタイムズなどでのＰＲ 

事業の期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

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 小学校教員への英語研修 

課題を設定した背景  平成３２年度からの新学習指導要領では小学校５年から英語が

教科化され、小学校３年生から外国語活動の授業が開始すること

になっています。ＡＬＴとのティームティーチングや、担任の教員が

単独で授業を行うためには、小学校教員の英語力の向上が喫緊の

課題となっています。 

これまでの市の取組 教育プラザにおいてＡＬＴを講師としたアフター５講座（勤務時間

外の研修）を年２０回開催しています。 

提案者に期待する役割 ・授業を英語で進めるための英会話の研修 

・新学習指導要領に基づく英語指導の研修 

・学校、教員のニーズに対する機動力と柔軟性 

担当課の役割 ・事業実施に必要な情報提供 

・会場の提供 

事業の期間 平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日 

※事業の継続を担保するものではありません。 

担当部課 教育委員会 学校教育課 

電話：0545-55-2869 
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№ 3 

課題 子育て支援ネットワークの構築・支援 

課題を設定した背景 主に子育て中の親同士が、子育てに関する情報交換や相互協力

を目的として数人から十数人のグループを形成している「子育てサー

クル」について、 

・育児不安やストレスの解消、親の孤立化を防ぐ 

・個々の親の単位では届きにくい、育児に対する地域や行政の支

援への意見、要望などについて発信が容易となる 

などの観点から、多くの自治体において、その育成支援に力を入れて

いるところです。 

本市においては、こうした子育てサークルが設立・育成されることの

メリットについて認識しているものの、多くのサークルの集団規模が小

さいことや、近隣居住、特定施設の共通利用など比較的限定された

範囲での集団形成であることなどがあり、各々の活動内容や組織の

実数などについてつかみきれていないのが現状です。 

これまでの市の取組 サークルの活動支援や活動団体数などの実態把握を目的として、

本年度、市ウェブサイト上に「子育てサークル応援サイト」を立ち上げ、

サークル間の相互交流や会員の募集、イベントの告知など、活動に

関連した発信を自由に行うことができる環境を整えることとしました。 

提案者に期待する役割 次年度以降、実態を把握した各々のサークルの「ネットワーク化」を

進め、市や団体が主催する子育て支援情報の発信や必要な支援策

についての子育て当事者としての検討、自主的な事業実施につなげ

ていきたいと考えています。 

本年度実施の子育てサークル応援サイトにより把握した団体を協

働のパートナーとして下記の事業を実施したいと考えます。 

・各サークルの連携による「子育てネットワーク」組織の設立 

・SNS やウェブサイトを活用した当事者目線での子育て情報発信 

・新たな支援事業の検討と立ち上げ（サークルの育成支援を含む） 

・子育てサークル応援サイトの管理 
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担当課の役割 ・子育てサークル応援サイトの立ち上げ 

・子育て応援サイトの活用により登録された各団体（サークル）の情報

提供 

・市が実施する子育て支援施策、事業に関する情報提供 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日 

※事業の継続を担保するものではありません。 

担当部課 福祉部こども未来課 

電話：0545-55-2731 
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№ 4 

課題 市職員と市民活動団体の相互理解の促進 

課題を設定した背景  平成 25 年 7 月に富士市市民協働推進条例が施行されて以

降、条例に基づき協働によるまちづくりの実現に向けた様々な取組

を実施していますが、市職員と市民活動団体で活動している方々と

が、お互いを知らないために協働の機会を逃すということがあると感

じています。 

 市民活動団体と市職員がお互いを知る機会を作ることができれ

ば、今以上に市と市民活動団体のよりよい関係が築かれ、協働の

機会も広がっていくと考えます。 

これまでの市の取組 ・ＮＰＯ協議会に委託し、年 1 回市内ＮＰＯ法人の活動紹介の場を 

設け、講演会を実施しています。 

・2 年に 1 度市職員対象にＮＰＯ講座を開催しています。 

提案者に期待する役割 ・ともに学ぶ場の企画、運営 

・市民活動団体への周知 

担当課の役割 ・広報ふじ等を利用した情報の発信 

・市職員への周知・動員 

事業の期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

担当部課 市民部 市民協働課 

電話：0545-55-2701 
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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 29 年 9月 15 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。 
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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

 市民協働推進審議会が、評価基準に基づき提案の評価を行います。

 審議会は第三者の委員で構成します。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

 審議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、審議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 30 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 29年 7 月 24 日（月）～ 

募集要領公開 

平成 29年 8 月 7日（月） 

 ～9 月 15 日（金） 

提案書募集 

平成 30年 1 月下旬頃 

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 29年 10 月中旬 審議会による評価 

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・委託契約書作成・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


