
《 令和２年度募集 》
（令和３年度事業実施）

募集期間：令和２年８月７日(金)～９月１８日(金)

和光市 市民環境部 市民活動推進課

＊ 協働事業提案制度とは？ ＊

「協働事業提案制度」とは、地域活動団体や市民活動団

体などからの企画・提案をもとに、団体と行政が地域課題

の解決に向けて力を合わせて行う事業を創出する制度で

す。今回は、令和３年度に実施する事業を募集します！

市と一緒にまちづくりに取り組んでみませんか？

協働事業のご提案をお待ちしています☆
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はじめに（協働とは）

協働とは、異なる組織などが相互に理解し、自立した対等なパートナーとしての立場で、

共通の課題や目標に向けて、それぞれの特性を発揮しながら協力して取り組むことです。

（「和光市協働指針」より一部抜粋）

１ 事業の目的

【大目的】

より暮らしやすい市民生活を実現するために、市民の主体的な活動を市とともに協働

事業として取組むことで、地域・ひと・行政がつながるまちづくりを推進する。

【小目的】

公共サービスの質の向上

市民と市が公共を担うことにより、市民ニーズに即したきめ細かな公共サービス

の質の向上を目指す。

市民の持つ主体性や専門性の発揮

地域の実情や課題に身近な市民が持つ、「自分たちのまちをよくしたい」という

主体性や市民のノウハウ、構築されたネットワーク等の専門性を活かせる。

市が実施する既存事業の見直し

公共サービスの提供主体の多様化を図り、既存事業の見直し及び充実を図る。

市職員の能力向上

市民と協働することにより、自己の意識改革に努め、地域の課題を的確に把握し、

コミュニケーションやコーディネート能力を高める。

２ 募集する事業

次の２つの区分で事業の提案を募集します。

市民のみなさんが日頃感じている地域の課題や社会的課題を解決し、地域の活性化に

もつながる協働事業の企画提案を募集します。

※テーマは自由です。

市が市民のみなさんと協働で取り組みたい課題やテーマを示し、それに対する協働事

業の企画提案を募集します。

①市民提案型

②行政提案型 ※令和２年度の募集はありません。
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《対象外とする事業》

① 営利を目的とする事業

② 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業

③ 交流行事等の住民の親睦会的な事業

④ 国、地方公共団体等から助成を受けている事業

⑤ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職を

いう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職

にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規

定する暴力団又は暴力団員及び暴力団又は暴力団体と社会的に非難される関係にあ

る団体と関係する事業

⑦ その他公序良俗に反する事業

⑧ 協働事業を提案する年度の前３年以内に協働事業提案制度により協働事業として

決定し、実施したもの【今年度は、平成２９年度以降実施した事業】

３ 事業期間

協働事業実施の委託契約締結後（令和３年４月以降）から令和４年３月末日までの期間

とします。

次の全ての要件を備えた事業を対象とします。

① 公益的な事業であって、事業を提案する地域活動団体等と市が協働して取り組

むことにより、地域課題又は社会的課題の解決を図ることができる事業

② 事業の実施により市民満足度が高まり、具体的な効果及び成果が期待できる事業

③ 役割分担が明確かつ妥当であり、地域活動団体等と市が協働で実施することによ

り効果が高まる事業

④ 予算の見積り等が適正である事業

⑤ 総合振興計画に沿った施策や事業
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4 対象となる団体

市内に事務所及び活動場所を有する地域活動団体、市民活動団体及び公益法人で、次の

要件を全て満たすものを対象とします（個人は対象としません）。

① 構成する全ての団体が、継続（原則として1年以上）して活動を実施していること

② 構成する全ての団体の会員が、5人以上いること

③ 構成する全ての団体に、組織の運営に関する規則（規約、会則等）があること

④ 事業の連絡責任者が特定できること

⑤ 構成する全ての団体が協働事業を的確に遂行できる能力を有していること

※ 対象となる団体が、上記以外の地域活動団体、市民活動団体及び公益団体や、国

等の機関と連携して事業を提案することも可能です。

※ 協働事業提案制度により締結した協働事業が完了するまでの間、新たな協働事業

を提案することはできません。

５ 市の負担（委託料）（市民提案型）

協働事業実施に経費が必要な場合、次の要件により委託料として支出します。

① 新規事業の場合は、１提案あたり50万円を上限とします。

② 市が現在実施中の事業の場合は、令和２年度の当該事業の予算額に50万円を加算

した額を上限とします。

※ 既存事業の予算額や内容については、市民活動推進課へお問合せください。

※ 団体の維持運営のための経費（事業に関する一般管理費は除く）、協働事業採択

前の事前準備等の経費、他の制度により助成を受ける経費は対象となりません。

※ 委託料は、協働事業実施決定後、必要に応じて概算払い(金額が未確定である段階

において、債務者に対して概算をもって支出する方法）を受けることができます。

なお、協働事業終了後、精算し、余剰金が生じた場合は返還していただきます。

＊ 令和３年度予算として、総額５０万円を予算要求する予定です。

上記①、②の市の負担（委託料）について、令和３年度予算の当該事業総額５０

万円を確約するものではないことをご了承ください。（予算については、令和３年３

月議会に予算案を提出し、議会の審議を経て決定されます。なお、市全体の予算編

成状況によっては、予算案へ予算が計上されないこともあります。）

また、採択候補が複数の場合、審査結果により順位付けを行い、上記予算の範囲

内での実施となります。
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６ 提案方法

協働事業を提案する団体は、次の書類を期日までに窓口もしくは郵送にて提出してく

ださい。

提出書類

① 協働事業提案書（様式１）

② 団体概要（様式２）（名簿、規約及び決算書等を含む）

③ 協働事業企画書（様式３）

④ 規則、定款、規約、会則その他これに準ずるものの写し

⑤ 会員、構成員等の名簿の写し

⑥ 前年度の活動報告書及び収支決算書の写し

⑦ 企画提案についての意思決定の経過が記載されている書類

（提案の承認に関する理事会会議録等の記録）

⑧ その他（必要な書類）

募集期間

令和２年８月７日(金)～令和２年９月１８日(金)《必着》

提出先

和光市 市民活動推進課 協働推進担当

〒３５１-０１９２ 和光市広沢１－５ 和光市役所６階

７ 審査選考（市民提案型）

審査は、企画審査（一次選考）と最終審査（二次選考）に分けて行います。どちらの

審査も、提出書類、公開型プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行います。

（選考委員会は、外部委員と市の職員とで構成します。）

○ 公開型プレゼンテーション・ヒアリング（どなたでも傍聴可能です）

提案団体には、提案した事業の内容等について公開の場で説明していただきます。

また、選考委員会が事業内容等についての質問を行います。

○ 選考会（非公開で行います）

公開型プレゼンテーション・ヒアリング終了後に、選考委員会による選考会を開

催し、結果を取りまとめ、市長に報告します。

★ 提案「説明会」を実施

します。ぜひご参加くだ

さい。（９ページ参照）

※ 参加できない場合

は、協働推進担当までご

連絡ください。

★提出様式は、市ホーム

ページからダウンロード

できます。

※詳しくは，２２ページを

ご覧ください｡
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○ 審査基準

次の表の視点により、審査を行います。

選考委員はそれぞれ、各項目１～６の点数を配点します。（昨年度からの変更）

◇ 市民提案型

企画審査（一次選考）・・・①、⑥、⑧、⑩を適用します。

最終審査（二次選考）・・・①～⑩を適用します。

◇ 行政提案型 ※令和２年度の募集はありません。

企画審査（一次選考）・・・⑥、⑧、⑩を適用します。

最終審査（二次選考）・・・②及び④～⑩を適用します。

事

業

の

妥

当

性

①事業の必要性 地域課題や社会的課題の解決や地域の活性化等について現状

が把握され、市民に必要とされている事業（又は企画内容）で

あるか

②公益性・市民

サービスの向上

不特定多数の市民の利益、市民サービスの向上につながる事業

（又は企画内容）であるか

③具体性 事業内容、実施方法は具体的で、実現可能な提案内容であるか

④継続性・発展性 事業に継続性があり、団体等の自主的な活動による発展が認め

られるか

⑤適正な予算 事業内容に照らして適正な予算の積算がされているか

協

働

の

必

要

性

や

団

体

の

状

況

⑥協働の必要性 事業目的達成のための団体と市との協働の必要性が明確にな

っているか

⑦役割分担の

妥当性

団体と市との役割分担が明確で、相互の特性を生かした妥当な

ものであるか

⑧協働の効果 団体又は市が単独で行うよりも質の高い市民サービスを提供

でき、団体、市にとってのメリットや他の地域や他の団体への

成果の広がりが期待できるか

⑨事業実施能力 提案団体には、事業実施に必要な知識、技術、体制等があり、

市と効率よく連携を図ることができると認められるか

⑩事業に対する

熱意

提案事業に対する熱意があると認められるか
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○ 採択事業の決定

選考委員会による得点制度をもとに選考し、基準点以上の提案を採択候補としま

す。選定に当たっては、担当課からの意見についても考慮し決定します。選考委員

会の報告を受け、市が採択事業を決定し、提案団体に結果をお知らせします。

◇ １次選考の基準点

委員の合計点数を委員数で割った値（委員ひとりあたりの平均値）が下記点

数に満たない場合は、２次選考へ移行できません。

・ 市民提案型 １６点

・ 行政提案型 １２点

◇ ２次選考の基準点

委員の合計点数を委員数で割った値（委員ひとりあたりの平均値）が下記点

数に満たない場合は、採択できません。

・ 市民提案型 ４０点

・ 行政提案型 ３２点

＊ 選考に参加した委員数の過半数以上の委員が同じ審査項目に１点をつけた

場合、基準点を上回っていたとしてもその提案は採択できません。

＊ 各団体の提案内容や選考結果の概要等は、市ホームページ等で公表します。

＊ 採択候補が複数の場合、審査結果により順位付けを行い、予算の範囲内での実

施となります。（４ページ参照）
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８ 提案事業の協議

一次選考を通過した事業は、提案団体、市の担当課及び市民活動推進課において、詳

細な事業内容や役割分担などを協議し、事業の実施計画書と収支予算書を作成し、二次

選考に臨みます。その後、採択された事業は、事業の実施に向けて、選考委員会の意見

等をもとに、事業内容等を再度協議し、協議が整った後に委託契約を締結します。

※ 契約書の締結後、委託料の概算払いの申請をすることができます。

９ 事業の実施

契約書締結後、提案団体と市の担当課とが、必要に応じて協議を行いながら事業を実

施します。

１０ 事業実施報告書・収支決算書等の提出（事業終了後）

事業終了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに、事業実施報告書・収

支決算書等を提出してください。

※ 委託料の額は、事業実施報告書、収支決算書等の内容を審査したうえで確定します。

委託料の概算払いを受けた場合は、精算等の手続きが発生します。

１１評価・公開報告会

事業終了後、公開事業報告会において、提案団体と市の担当課との合同で、事業の実

施内容や成果を報告を行います。

報告会と事業実施報告書等の内容により、協働推進懇話会が事業の成果等について評

価を行います。

事業の実施結果や評価の概要は、市ホームページ等で公表します。
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募集説明会の案内

★「募集説明会」を行います！★

次のとおり募集説明会を行います。

協働事業の提案をご検討される団体の方は、ぜひご参加ください。

■とき：令和２年８月７日（金） ① １０:００～

② １４:００～

③ １９:００～

＊すべて同様の内容になります。

■ところ：和光市役所６階 市民交流スペース

■説明内容：「協働事業提案制度」概要、事業の流れ、提出書類の記入方法等

■定員：５名（事前予約制）

■問合せ：和光市 市民活動推進課 協働推進担当

電話番号（０４８）４２４－９１２０

※ 提案を検討している団体は、ぜひご参加ください。

※ 出席できない場合は、個別に説明いたしますので、ご連絡ください。
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１２ 事業の流れ

この事業の大まかな流れは次のとおりです。

○募集＆提案受付

（令和２年８月７日(金)

～令和２年９月１８日(金)）

○企画審査【書類審査＆公開プレゼン】

（令和２年１０月９日(金)10時～）

○最終審査【書類審査＆公開プレゼン】

（令和２年１１月１１日(水)10時～）

○採択事業の決定

（令和２年１２月予定）

○事業に関する三者協議

（１次選考から２次選考までの間）

○委託契約締結・事業実施【新年度】

（契約締結後～令和４年３月末まで）

○報告書等提出（事業終了後）

○公開報告会・事業評価

（令和４年７月予定）

団体、市担当課及び市民活動推進課で、

詳細な事業内容や役割分担等について協

議します。

協議結果に基づき，委託契約を締結し、

団体と担当課により、協働事業を実施し

ます。

事業の成果などを、公開の場で報告して

いただきます。協働推進懇話会が報告会

と事業実施報告書の内容等により、事業

の成果等について評価します。

詳細な事業内容等の説明を行います。再

度、選考委員に対し、熱い思いを伝えて

ください！！

選考委員会の報告を受けて、市が採択す

る事業を決定し、各団体に結果をお知ら

せします。＊関係予算に関する市議会の議決が条件

アイデアレベルの募集を行います。提案

書の書き方や「こんな事業を考えている

けど･･」など、お気軽にご相談ください。

提案の企画内容をプレゼンします。選考委

員に熱い思いをアピールしてください！

事業終了後、事業実施報告書、収支決算

書等を提出していただきます。

○事業実施に向けた協議

（令和３年１月～３月）

事業実施期間中に、団体、担当課及び市民

活動推進課による中間評価を行います。○中間報告会・中間評価

（令和３年１０月予定）

採択された事業の実施に向け、再度、三者

協議を行います。
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１３ 採択事業の概要

平成２２年度採択事業【平成２３年度実施】

■市民からの提案 １件

■行政からの提案 3件

事業名：介護予防普及活動（栄養講座・情報提供）

団体名：ＮＰＯ法人ぽけっとステーション

事業内容：介護予防を目的に、自治会や老人会に出張し、栄養

講座や情報提供を行う。

事業名：市民緑地 上谷津ふれあいの森の維持・管理

団体名：上谷津ふれあいの森を守る会

事業内容：市民緑地・上谷津ふれあいの森の維持・管理・活用

を行う。

事業名：市民緑地 新倉ふれあいの森の維持・管理

団体名：ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会

事業内容：市民緑地・新倉ふれあいの森の維持・管理の維持・

管理・活用を行う。

事業名：午王山特別緑地保全地区の維持・管理

団体名：新倉午王山の会

事業内容：午王山特別緑地保全地区の維持・管理・活用を行う。

事業費￥２５０，０２６円

事業費￥５１３，３７２円

事業費￥４００，３４８円

事業費￥５０９，３４８円
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平成２３年度採択事業【平成２４年度実施】

■市民からの提案 1件

■行政からの提案 1件

事業名：市民緑地「大坂ふれあいの森」の保全と活用

団体名：白子大坂ふれあいの森の会

事業内容：大坂ふれあいの森の保全やフィールド学習やガイド

マップの作成を行う。

事業名：農業体験センター及び市民農園の管理運営

団体名：和光生ごみ市民会議

事業内容：農業体験センター及び市民農園の管理や講座等の実

施をする。

事業費￥３２０，０００円

事業費￥２，５４６，０００円
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平成２４年度採択事業【平成２５年度実施】

■市民からの提案 1件

■行政からの提案 1件

事業名：吹き矢で介護予防事業

団体名：特定非営利活動法人ぽけっとステーション

事業内容：高齢者等が「吹き矢」の活用により身体機能の維持・

増進を図る。また、講座により口腔ケアと食事の大

切さを学ぶ。

事業名：和光市ホームスタート

団体名：ＮＰＯ法人 わこう子育てネットワーク

事業内容：育児不安等を抱えた就学前の乳幼児を養育する家庭

に、研修を受けた地域の子育てボランティアが家庭

訪問し、傾聴や子育て支援等を行なう。

事業費￥３７２，７５０円

事業費￥１，０００，０００円
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平成２５年度採択事業【平成２６年度実施】

■市民からの提案 2件

事業名：わこう郷土かるた(わこうっちかるた)作成事業

団体名：和光市商工会青年部

事業内容：和光市の文化や自然等を盛り込んだ「かるた」を作

成し、かるた大会の実施をすることで、子どもたち

に地域の魅力を伝える。

事業名：和光市湧水環境調査事業

団体名：ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会

事業内容：市内水分布・湧水環境の現況把握調査やフォーラム

を開催する。報告書の作成配布をする。

事業費￥５００，０００円

事業費￥４９９，５００円
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平成２６年度採択事業【平成２７年度実施】

■市民からの提案 ２件

■行政からの提案 1件

事業名：みんなで子どもたちを守ります！

～下新倉小学校学区のフィールドワークと

通学路安全マップづくり～

団体名：NPO法人こども・みらい・わこう

事業内容：下新倉小学校の通学路の安全対策として、マップを

作成する。マップ完成の後、マップを活用した啓発

活動を実施する。

事業名：越後山パークライフプロジェクト

団体名：越後山・緑まちづくり推進連絡協議会

事業内容：越後山中央公園において、四季を通じたイベントや、

公園の芝刈り及び園内の清掃活動を行うことによ

り、地域住民が公園で楽しく過ごすことを目指す。

事業名：一市民一スポーツを目指して

～和光市運動場有効利用計画～

団体名：和光市体育協会

事業内容：参加型スポーツイベントやスポーツ教室を開催し、

施設利用者の裾野拡大と稼働率の向上、スポーツ振

興を目的とした新たな事業展開を図る。

事業費￥１９０，０００円

事業費￥５２，４４１円

事業費￥１，７０７，３９８円
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平成２７年度採択事業【平成２８年度実施】

■行政からの提案 1件

平成２８年度採択事業【平成２９年度実施】

■市民からの提案 1件

事業名：和光市自然環境マップの作成

団体名：ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会

事業内容：平成26年度に市との協働事業として行った「和光

市湧水環境調査」で得たデータ等を基礎資料としな

がら、市内全体を網羅する自然環境マップの作成

し、配布する。

事業名：お家ごはん塾

団体名：ＮＰＯ法人ぽけっとステーション

事業内容：貧困や知識不足で食事作りに不安を抱える成人や充

分な食生活をおくれていない子供を対象に、栄養講

座、調理実習、アセスメント及び食事会等を開催し、

健康状態の維持・改善や、「食」に対する意欲の向

上などを目的とする。

事業費￥３００，０００円

事業費￥３００，０００円
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平成３０年度採択事業【令和元年度実施】

■市民からの提案 1件

事業名：多文化子育て支援事業～子育て通訳サポート～

団体名：ＮＰＯ法人わこう子育てネットワーク

事業内容：和光市には、近くに頼れる人や友人もいない孤立し

た外国籍家族が多くいる。言葉の壁、文化や生活習

慣の違いから、外国籍の子育て世帯の中には、子ど

もの入園、入学、及び行事への参加等、日本人と同

じ説明では伝わりきらない事が多い。そのため、本

事業において子育て通訳サポーターが同行し、解り

易い説明を行うことで、間違った情報の取得を未然

に防ぐことができる。和光市での生活がより豊かな

ものになるよう、生活への不安を軽減、孤立を防ぐ

ことを目的として実施する。

事業費￥５００，０００円
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令和元年度採択事業【令和２年度実施】

■市民からの提案 1件

写真はイメージです。

事業名：心を込めた花で明るい街づくり

団体名：和光おもてなし隊

❝ ❞事業内容： 心を込めて育てた花で明るい街にしましょう を合

言葉に市民のオリンピック・パラリンピックへの関

心度を増進させて街の活性化につなげる。

オリンピック・パラリンピック期間中、和光市駅前

に花プランター１２０基を配置・育成する。花プラ

ンターはオリンピック前、市内各学校等が育成す

る。各学校に対し、団体から指導等を行う。プラン

ターには学校名のラベルを貼付し、駅前配置時も子

どもたちが自らの学校のものと分かるようにする。

事業終了後、レガシーとして、各学校で引き続き花

の育成をしてもらう。

＊ 事業内容は、提案時のものとなります。オリンピック・パラリ
ンピック開催延期等の状況を受けて、内容は変更しています。

★協働事業を提案する際に・・・

和光市では、市が目指す都市の将来像を掲げ、その実現に向けた様々な取り組みを体

系的に示したものとして『和光市総合振興計画』を策定しています。

事業を企画・提案する際には、和光市のHP等により、計画や施策を必ず確認してくだ

さい。参考までに次のページにも一部抜粋のものを掲載しています。

事業費￥５００，０００円
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※第四次総合振興計画における施策の体系図

※ 第四次総合振興計画の対象年度は、令和２年度までとなります。上記体系図は参考資料としてください。

「第五次総合振興計画」は、現在策定中です。詳細については、市民活動推進課協働推進担当までお問い合わ

せください。
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※協働事業提案制度 Ｑ＆Ａ

Ｑ１ 提案する事業の要件である「公益的な事業」とは？

Ａ１ 個人や家族、友人間など、特定の人のために行われる事業ではなく、公共サービ

スの質の向上につながり、市としても一緒に取り組むことが適当な事業であること

を要件としています。

Ｑ２ 「行政提案型」は、市が決めた事業を一緒に実施する団体を募集するものですか？

Ａ２ 「行政提案型」は、市が事業内容を決めて、実施する団体を募集するものではあ

りません。市は、市民と協働で取り組みたい課題やテーマなどを提示し、団体は、

市が示した課題の解決やテーマの実現につながるような事業を企画し、提案してい

ただくこととなります。（令和２年度の募集はありません）

Ｑ３ 数年間かけて実施する事業は提案できますか？

Ａ３ 今回の募集では、令和３年４月から令和４年３月までに完了できる事業を対象と

します。

Ｑ４ 事務所が市外にある団体は提案できますか？

Ａ４ 和光市内に事務所がない団体は提案できません。ただし、市内の地域活動団体、

市民活動団体及び公益法人と連携して事業を提案することはできます。

Ｑ５ 新しく団体を立ち上げて応募したいと考えていますが、提案できますか？

Ａ５ 原則として継続的に（１年以上）活動していることが条件となるためできません。

ただし、新たにつくられた団体が、要件を満たす団体と一緒に提案することは可能

です。

Ｑ６ 事業の必要経費が少額でも提案できますか？

Ａ６ 市の委託料の上限額は、「市民提案型」は新規事業は50万円、既存事業は令和２

年度予算額に50万円を上限に加算した額で、「行政提案型」は事業ごとに設定する

こととしています。上限額以内であれば、事業費が少額の事業でも提案できます。
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Ｑ７ 提案する事業に市の委託料以外の収入や他からの補助金等があってもよいですか？

Ａ７ 補助金等については、国・県・市（外郭団体を含む）から補助金等を受けている

事業は対象外ですが、それ以外の民間企業や財団等から助成金等を受けている事業

は提案できます。ただし、他の制度により助成金等を受ける経費については、市の

委託料の対象外となります。また、他の制度の規定に制約がある場合がありますの

で、ご確認ください。

Ｑ８ 協働事業での市の役割分担として、どのようなことをしてくれますか？

Ａ８ 委託料による経費負担のほか、広報や情報提供、関係機関との連絡調整などが、

どの提案事業にも共通するものとして考えられます。なお、実施が決定した事業に

ついては、それぞれ事業の内容に応じて、提案団体と市担当課との協議に、市民活

動推進課が加わり、双方の役割分担を調整します。

Q９ 他の自治体ではどのような事業が行われていますか？

Ａ９ 他の自治体でも様々な形で、地域の特性にあった同様の取組が行われています。

他の自治体で実施されている事例の中から一部を紹介します。

＜福祉分野＞

○傾聴ボランティア育成・派遣事業【神奈川県藤沢市】

（事業概要）地域福祉の新しい担い手として、様々な場面で傾聴ボランティアが活躍で

きるよう、傾聴ボランティア養成講座を開催し、修了した方が地域のボランティア活

動に参加し、活動の輪を広げていく事業。

＜環境分野＞

○エコドライブ普及促進事業【大分県日田市】

（事業概要）地球温暖化防止に向けて、エコドライブ普及員養成講習会や市民向け講演

会などを開催し、市民の中からエコドライブ普及員を養成するとともに、エコドライ

ブの大切さを市民に広く伝えていく事業。

＜子育て分野＞

○保育園での次年度就学予定の外国人の子どもと保護者のためのﾌﾟﾚｽｸｰﾙ事業【愛知県蟹江町】

（事業概要）外国人の子どもと保護者のために、外国語での発音をつけたひらがなや数

字の練習帳を作成し、就学前教室を開催したり、入学に必要なものや学校行事、地域

の活動などについての説明会を通訳をつけて開催するなど、外国人の子どもや保護者

の不安を軽減し、日本での子育てを支援する事業。
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※提出様式記入方法

○ 和光市協働事業提案書（様式第１号）

○ 団体概要（様式第２号）

○ 協働事業企画書（様式第３号）

〇 市民提案型協働事業実施計画書（二次選考用）

〇 協働事業予算計画書（二次選考用）

★ 提出様式は市ホームページからダウンロードできます。

和光市ホームページ 左上の検索窓に「協働事業提案の募集」と入力し、検索ボタ

ンをクリック。

検索結果画面の一番上、『和光市/協働事業提案の募集について』をクリック。

『協働事業提案の募集について』画面が表示されたら、「募集要領/様式等」から

必要な書類をクリックし、ダウンロードする。

提 出 様 式 記 入 方 法
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様式第１号（第５条関係）

和光市協働事業提案書

年 月 日

和光市長 様

団体名

所在地

代表者名 印

和光市協働事業提案制度実施要綱第５条の規定により、下記のとおり提案します。

記

１ 提案区分 □ 市民提案型協働事業

□ 行政提案型協働事業

２ 協働事業名

３ 添付書類

団体概要（様式第２号）

協働事業企画書（様式第３号）

規則、定款、規約、会則その他これに準ずるものの写し

会員、構成員等の名簿の写し

前年度の活動報告書及び収支決算書の写し

協働事業の提案についての意思決定の経過が記載されている書類

その他

【１次選考】「提案書」記入方法

◆提案書の提出年月日をご記入

ください。

◆団体の事務所の住所，

団体の名称，代表者の氏

名をご記入のうえ、代表者

の印を押印してください。

★共同提案の場合は、代表団体をご記入

ください。他の構成団体は、別紙「構成

団体一覧表」を作成し、ご提出ください。

◆どちらかの□に，レ印・■など，

分かるように表示してください。

◆分かりやすい事業名をつけてご記入ください。

行政提案型の場合は，事業名の後にテーマを（ ）

書きしてください。
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様式第２号（第５条関係）

団体概要

団体名等

住所

団体名

代表者氏名

連絡責任者氏名

電話 ＦＡＸ番号

Ｅメール

ＨＰ・ＳＮＳ

設立年月日 年 月 日 会員数 人

団体の目的

（ミッション）

団体の活動状況

協働事業等実績

【１次選考】「団体概要」記入方法

◆団体の名称，事務所の住所，代表者名

は，提案書と同じ内容でご記入ください。

◆規約等に定められている設立目的な

ど，団体の活動目的をご記入ください。

◆団体が主にどのような分野で，どのような

活動（事業）をしているかご記入ください。

◆行政や他の団体とこれまで活動された主な協働事

業等について，具体的にご記入ください。（時期，活動

内容，場所，対象など）
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様式第３号（第５条関係）

協働事業企画書

※ Ａ４サイズ１ページで記載してください。

協働事業名
和光市の市民協働や市民活動の裾野を広げよう！

～市民協働や市民活動に関するイベント・講座の開催～

地域における

現状と課題

和光市では「和光市協働指針」を策定し、市民と市が協働を進め

ていくための考え方や進め方を共有している。その結果、市民と市

との協働事業数は着実に増加をしているが、今後も、市民と市との

協働をさらに進めていくためには、新たな担い手の発掘や育成が課

題となると考える。

事業を提案

した理由

今後、和光市だけではなく、日本全体が超高齢化社会という未曾

有の課題を抱えるなかで、特に福祉の分野における地域課題が山積

みとなることが予想され、地域課題を解決するための更なる担い手

を発掘する必要がある。

事業の内容

当団体の持つノウハウや繋がりを活用し、より多くの市民が「協

働」や「市民活動」についての理解を深め、自らも参加したいと思

うきっかけとなる「イベント」や「講座」を開催する。

協働の必要性

（行政に求める

役割）

協働指針の策定や、市民協働推進センターを運営し、市民活動支

援を行っている行政と協働することにより、市民協働及び市民活動

の推進に関する事業をより充実させることができる。行政に求める

役割としては、会場確保、事業の企画立案補助及び広報掲載等を想

定している。

協働の効果

当団体の企画力やネットワーク、行政の信用力や広報力を合わせ

ることにより、幅広い多くの市民が「協働」や「市民活動」の機会

に触れることができ、市への愛着や関心を醸成し、新たな担い手の

発掘へとつなげる。

委託料（概算） １２０，０００ 円

「【１次選考】企画書」記入例

◆事業名は，提案書と同じ内容でご記入ください。
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様式第４号（第１０条関係）

市民提案型協働事業実施計画書

※ Ａ４サイズ３ページ以内で、できるだけわかりやすく、具体的に記載してください。

協働事業名

事業目的

（現状、課題及び提

案理由等）

事業内容

役割分担 団体 行政

協働の必要性 団体 行政

年間スケジュール

（別添可）

事業の実施体制（関

係者、有資格者等）

協働の成果 団体 市民 行政

成果指標 （事業成果を計る指標を設定してください。）

事業と関連する団体

の特徴及び活動実績

事業終了後の展望

【２次選考】実施計画書記入方法

◆事業名は，提案書と同じ内容でご記入ください。

◆この事業により解決したい課題や，どのような理由（市民

ニーズ）からこの事業を提案するかをご記入ください。

◆課題解決の手法等、事業の内容をご記入ください。また、

事業の独自性等があればご記入ください。
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様式第６号（第１０条関係）

協働事業収支予算書

団体名

事業名

１ 支出に関する事項

２ 収入に関する事項

添付書類

※ 積算の根拠書類を添付してください。

項 目 予算額（円） 積算内訳

一般管理費

小 計

消 費 税

合 計

項 目 予算額（円） 積算内訳

委託料（市負担）

団体負担分

その他収入

合 計

【２次選考】「予算計画書」記入方法

◆支出内容が分かるようにご記入ください。

（参考例） 「項目」 「予算額（円）」 「積算内訳」

○人件費 8,500 円 管理人人件費@850×5 時間×2 名

○諸謝金 120,000 円 講師謝礼@20,000×3 名×2 回

○旅費交通費 6,000 円 スタッフ移動＠200×10 回×3 名

○消耗品費 16,400 円 コピー用紙@2,000×5 箱

事務用品3,000 円

※「項目」については，次ページを参考にしてください。
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■予算計画書の「項目」について

予算については、下記のものがあげられます。記載のないものについては、担当課まで

ご相談ください。

（参考：ＮＰＯ法人会計基準）

○次のような経費は委託料の対象外と考えます。

・人件費のうち、役員報酬、法定福利費、退職給付費用及び福利厚生費等

・団体の維持運営のための経費

・協働事業採択前の事前準備等に係る経費

・他の制度により助成を受ける経費

・懇親会費等

○項目，予算額，積算内訳などは，市の規程などを参考に妥当かどうか審査します。

項 目 経費の例

人件費 ○事業に従事した者に対して支払われる費用

（例：施設の管理人への給料手当等）

※積算の根拠を示してください。（別紙にて）

諸謝金 ○講師、指導者、協力者等に対する謝礼金

※積算の根拠を示してください。（別紙にて）

印刷製本費 ○各種資料、チラシ、パンフレット、ポスター等を作成するため

の印刷代、コピー代など

会議費 ○事業に関する会議にかかった費用

旅費交通費 ○事業に要する交通費（電車・バス代等実費額）

通信運搬費 ○各種資料、案内文書等を送付するための郵送料や宅配料など

消耗品費 ○事業実施に必要な消耗品購入代

※備品の購入については、個別に判断します。

賃借料 ○事業に必要な機器・備品等の借上げ料など

（会議やイベントなどの会場使用料をここに入れることも可）

その他 ○その他事業の実施に必要な経費

（行事保険料，広告料など）
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【参考】市の謝礼支払基準

講師謝礼 ＊1時間当たり 「1」「2」については、規定の2倍を限度に増額可

各事業や業務の協力者謝礼

有資格者が本来行う業務（弁護士や司法書士の法律相談、医師の健診など）を依頼

する場合には、その業務相当の額を謝礼額とする。

特定の業務等を依頼するなど、労務の対価としての性質がある謝礼は、１，０００

円程度／１時間を限度として支払うことができるものとする。

ボランティア的な活動に対する謝礼は、原則として、無償とする。

講師区分 謝礼額

１ 弁護士、医師、大学教授及びこれらと同等の見識を有する者 １０，０００円

２ １に準ずる見識を有する者 ７，５００円

３ 研修等の内容に関する有資格者及び技能者等 ５，０００円

４ その他 ２，５００円


