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１．令和２年度実施 協働事業一覧 
◆令和元（平成３１）年度提案事業（令和２年～４年度実施予定事業） 

 事 業 名 種類 協働事業者／市の事業担当課 

１ 
障がい者と地域住民とのふれあい体験活動を通じ

た共助・共生社会の実現を目指す事業 

市民 

提案型 

NPO法人大和市腎友会／ 

指導室、健康福祉総務課 

２ 
家庭訪問型子育て支援 

ホームスタート事業 

市民 

提案型 

NPO法人ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ･ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ／ 

すくすく子育て課 

３ 入院患者さんの「癒しの場」提供事業 
行政 

提案型 

LickLuck／ 

病院総務課 

◆平成３０年度提案事業（令和元～３年度実施予定事業） 

 事 業 名 種類 協働事業者／市の事業担当課 

４ 中央林間ツリーガーデン運営事業 
市民 

提案型 

中央林間ツリーガーデン運営委員会／ 

こども・青少年課 

５ ドッグラン管理運営事業 
市民 

提案型 

結の会／ 

みどり公園課 

６ 
みんなの心をはぐくむ子育て支援事業

～笑顔ではぐくねっと～ 

市民 

提案型 

NPO法人地域家族しんちゃんハウス／ 

こども総務課 

７ 
地域で支え合う「のりあい」を走らせよ

う 

市民 

提案型 

地域と市との協働「のりあい」／ 

街づくり総務課 

８ 
生活に役立つ日本語の読み書きを学ぶ

「つるま読み書きの部屋」 

市民 

提案型 

NPO法人かながわ難民定住援助協会／ 

国際・男女共同参画課 

９ 
地域と学校の連携による大和市立渋谷

中学校学校開放事業 

市民 

提案型 

渋谷きんりん未来の会／ 

図書・学び交流課 

10 移動制約者の外出介助サービス事業 
市民 

提案型 

NPO法人ワーカーズ・コレクティブ ケ

アびーくる／障がい福祉課 

11 移動制約者の外出介助サービス事業 
市民 

提案型 

NPO法人大和市腎友会／ 

障がい福祉課 

12 移動制約者の外出介助サービス事業 
市民 

提案型 

NPO法人たんぽぽ／ 

障がい福祉課 

13 みんなでつくろう安心のまち事業 
行政 

提案型 

大和女性防犯会／ 

生活あんしん課 

◆平成２９年度提案事業（平成３０～令和２年度実施事業） 

 事 業 名 種類 協働事業者／市の事業担当課 

14 大和市民活動センターの管理運営 
行政 

提案型 

拠点やまと／ 

市民活動課 



 

 

 

２．各事業の報告 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

１．障がい者と地域住民とのふれあい体験活動を通じた共助・共生社会の実現を目指す

事業 

事業名称 （※） 
障がい者と地域住民とのふれあい体験活動を通じた共助・共生社会の実現を

目指す事業 

事業者  （※） NPO 法人 大和市腎友会 

市担当課 （※） 指導室、健康福祉総務課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
      １０年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：       ０ 円 

市担当課の執行額（注 2）：       ０ 円（※） 

事業の目的 

①小中学生という若い日に、障がい者が日頃感じていることや生き方を知り、

自分の健康や生き方、災害時の共助を考えてもらうため  

②地域の防災訓練では、参加者に障がい者への災害時の共助と共生を考えて

もらうため 

事業の内容 

①透析者が、透析による身体的、経済的、精神的苦しさや、健康がいかに大

事か、災害時自力での避難に不安をもっていることを、小中学生に知って

もらい、弱者への気遣いの願いと、共助を考えてもらう。 

②透析者が、地域防災訓練に参加し参加者に身近な障がい者の存在を知り、

共助と共生の在り方を考えてもらう。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 

新型コロナウイルスの感染防止のため、休校などの影響に

より中止となり、必然的に中止となった。 

 

地域防災訓練も同様な理由により中止となった。 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ （採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント） 

 

新型コロナウイルスの感染防止のため、休校な

どの影響により中止。 

 

地域防災訓練も同様な理由により中止とな

った。 

（コメント）課名：指導室 
 
 同左 

 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 
 
同左 

 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ （採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント） 

 

新型コロナウイルスの感染防止のため、休校な

どの影響により中止。 

 

地域防災訓練も同様な理由により中止とな

った。 

（コメント）課名：指導室 
 
 同左 

 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 
 
同左 

 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ （採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント） 

 

新型コロナウイルスの感染防止のため、休校な

どの影響により中止。 

 

地域防災訓練も同様な理由により中止とな

った。 

（コメント）課名：指導室 
 
 同左 

 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 
 
 同左 

 



3 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ （採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント） 

 

新型コロナウイルスの感染防止のため、休校な

どの影響により中止。 

 

地域防災訓練も同様な理由により中止とな

った。 

（コメント）課名：指導室 
 
 同左 

 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 
 
 同左 

 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

 

 

休校により授業時間数が大幅に減少したとき、

どのような取扱いになるのか? 

 

令和３年度の取り組み方を早く知りたい。 

 

下鶴間地区防災訓練の計画を知りたい。 

課名：指導室 

 

腎友会のお話をいただく皆さまは、基礎疾患を

抱えていらっしゃいます。この事業をこれまで

のように継続していくには、コロナ禍における

取り組み方を考える必要がある。 

 

課名：健康福祉総務課 

 

 コロナ禍により、防災訓練の計画が立てにくく

なっている地域も多い。地区防災訓練の計画の

動向を注視し、事業者と事業展開を図っていき

たい。 
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２．家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業 
 

事業名称 （※） 家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業 

事業者  （※） NPO法人ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞ ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱ 

市担当課 （※） こども部すくすく子育て課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
     １年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： ４１７，３６７ 円 

市担当課の執行額（注 2）： １２９，４８５ 円（※） 

事業の目的 
家庭訪問型支援活動を推進し、子育て中の親の負担軽減、親子の精神的

安定を図る。 

事業の内容 

６歳未満の子どもがいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経験者が、

週に１回２時間程度訪問し、傾聴や親と一緒に子育てや外出をする子育

て支援ボランティア活動。 

市等が実施する様々な子育て支援施策が利用できない、支援が届いてい

ない、支援の隙間で誰かの手助けを必要としている「気になる家庭（虐

待やトラブル等が発生していないが、ストレスの高い孤立家庭）」に支援

を行う活動。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

R2.4.1 ～ 

 

R3.3.31 

 

 

 

 

初回訪問…延べ１７回 

ホームビジターマッチング…延べ３１回 

訪問…１６名・延べ６５回 

最終評価…６名 

振り返り…３名 

 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3・２・１ （採点） ５・４・○3・２・１ 

（コメント） 

コロナ禍において、今年度前半は利用が少なか

ったが、9月以降申し込みが入り始めた。 

出産後の乳児を持つ親が自宅から出られない

ので孤立感が強く、ホームスタートの利用に繋

がっている。訪問することによってよい効果が

見られるようになってきた。 

 

（コメント） 

コロナ禍において、今年度前半は利用が少なか

ったが、9月以降申し込みが入り始めた。 

 

 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ （採点） ５・○4 ・３・２・１ 

（コメント） 

基本の方法でできたが、コロナ禍でオンライン

を希望する利用者が数名いてオンライン対応

をした。 

運営委員会と内部のビジター研修はコロナの

ため開催を見合わせた。 

 

（コメント） 

オンライン対応やマスク着用・アルコール消毒

の徹底など、感染対策を工夫し、コロナ禍にお

いても事業を適切に実施できた。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ○5 ・４・３・２・１ （採点） ○5 ・４・３・２・１ 

（コメント） 

事業者全体の当初予算は 591,580 円だった

ので、予算内に実施できる見込み。 

 

（コメント） 

市の当初予算129,485円で実施出来ている。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・○4 ・３・２・１ （採点） ５・○4 ・３・２・１ 

（コメント） 

認知度の低かったホームスタートを各家庭に

訪問したときにご紹介してくださり、ホームス

タートの利用に結びついた。 

紹介された家庭の中には結果的にホームスタ

ートにはなじまない家庭があった。 

 

 

 

（コメント） 

コロナ禍で子育てに関する各種イベント等が

中止になる中、ホームスタートを希望する家庭

をボランティアが訪問することにより、子育て

家庭の孤立を防ぐことができた。また、育児相

談などの行政による支援につながった事例が

あった。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

・活動を支えるビジター数の確保。 

 

・コロナ禍でもビジターになった後のレベルア

ップ研修とトラスティ会議を開催したい。 

 

・予算の確保。 

 

 

・市民への周知と利用者の増 

 

・コロナ禍における感染対策の強化 
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３．入院患者さんの「癒しの場」提供事業 

事業名称 （※） 入院患者さんの「癒しの場」提供事業 

事業者  （※） LickLuck 

市担当課 （※） 病院総務課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
      7年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：         0円 

市担当課の執行額（注 2）：         0円（※） 

事業の目的 
大和市立病院に入院されている入院患者様への入院生活の中で癒しの

一時を提供することを目的とする。 

事業の内容 年に 2〜3回程度、大和市立病院内にて院内コンサートを実施する。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

 

 

 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コメント） 

感染症対策のため、開催を中止しました。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

感染状況を注視しながら、開催の有無、方法を

検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染状況を注視しながら、開催の有無、方法を

検討してまいります。 
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４．中央林間ツリーガーデン運営事業 

事業名称 （※） 中央林間ツリーガーデン運営事業 

事業者  （※） 中央林間ツリーガーデン運営委員会 

市担当課 （※） こども・青少年課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 

１４年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：                   円 

市担当課の執行額（注 2）：       2，025，040円（※） 

事業の目的 

地域の子どもたちが自然環境の中で外遊びを通して、さまざまなこと 

に興味を持ち、自分のやり方や自分のペースで、創意工夫をし、挑戦し、 

失敗し、それをのりこえて、多様な生きる力や社会性、人間性を育む 

ことのできる場を提供・創造することを目的とする。 

事業の内容 

１．緑野青空子ども広場における「中央林間ツリーガーデン」 

（プレーパーク）の定期的（土・日・祝祭日）開催。 

２．プレーリーダーの養成を目的に研修会を開催し、人材育成を図り、子ども

の健全育成に資する。 

３．地域への情報発信を行ない、親睦を図っていくなど地域活性化に寄与する。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 

 

毎月定例 

 

 

 

 

 

7月、12月 

 

9月、10月 

 

1月 

 

 

3月 

今年度は、コロナ禍の影響で、主たる活動であるプレー

パークの開催が、全く出来ませんでした。 

運営会議  

新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、開催

できる範囲で、毎月の定例会議を実施しました。また、8

月と 1月は、事業者のみにて意見交換を行いました。そ

の他、メールや電話にて市と事業者で情報共有を図りま

した。総会も「書面開催」としました。 

ジャガ芋、さつま芋、里芋、大根などイベントに使用で

きなかった野菜を近隣子ども食堂に寄付しました。 

1番倉庫（コンテナ含む）およびピザ小屋の屋根を張り

替え修復しました。 

ツリーガーデンにゅうす（Vol.39）を発行し、利用者か

らの意見募集をしました。 

複数の心温まる意見が寄せられました。 

意見交換会（研修）を実施しました。 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

協働事業としての土日の「プレーパーク」は、

開催できませんでした。しかしながら、「場」

の提供はできましたので、平日も含めて多くの

子どもたちの遊び場となっています。 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

プレーパークを開催することはできませんで 

したが、事業者が実施する会議に参加し、目的 

の確認や情報共有を図ることはできました。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

建物整備（倉庫屋根の張り替え）や園芸活動な

ど出来る範囲での活動をしました。 

 

 

 

 

 

（コメント） 

プレーパークを開催することはできませんで 

したが、平日に施設の見回りを行い、改善が 

必要な箇所の把握に努めました。また、事業者 

が行う会議に出席することで、必要な情報提供 

を行い、事業者との連絡調整を行いました。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

主たる活動がありませんでしたので、負担金は

大幅に剰余となりました。 

しかしながら、課題となっていた倉庫の雨漏り

や老朽化による破損が懸念されていた対策と

しての屋根の張り替え、デッキの修繕や柵の再

構築など計画的に行いました。 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

土曜・日曜・祝日に開催していたプレーパーク 

を中止としましたが、施設の補修などは、計画 

的に行えました。 

 

 

 

 



12 

 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

近隣地域のプレーパークが再開活動されたり、

隣接する「星の子広場」（市の施設）が開放さ

れている中で、ツリーガーデンにおける遊具を

出しての活動が制限されたことが残念でした。 

一方、利用者からは「開催への期待」の声が多

数寄せられるなど、地域への認知度、浸透度を

感じ、これこそが協働の効果と実感しました。 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

プレーパークを開催することはできませんで 

したので、相乗効果を図ることはできませんで 

した。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

 

・慢性的な人員不足や世代交代問題などスタッ

フの人的問題が引き続きの課題です。 

また、学生のプレーリーダーがいないことも 

大きな問題であり、更なる募集が大きな課

題となっています。 

・ツリガの FaceBookや LINEには、一定数

のアクセスがあり、前向きな意見も寄せられ

ています。 

・また、平日開催などの新たな試みを検討して

いきたいところです。 

 

 

学生プレーリーダーが見つからないことは大

きな問題と捉えており、令和 3 年度について

は、より有効な募集方法の検討などが必要で

す。 
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５．ドッグラン管理運営事業 

事業名称 

（※） 
ドッグラン管理運営事業 

事業者  

（※） 
結の会 

市担当課 

（※） 
みどり公園課 

提案分類 

（※） 
市民提案型 ・ 行政提案型 

協働事業経過

年数 （※） 
    １４ 年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： ２６０，０００ 円 

市担当課の執行額（注 2）： ７７８，１０９ 円（※） 

事業の目的 
犬のしつけとマナーの向上及び、犬と人との触れ合いを通して会員相互の親睦

を図り、ドッグランの運営を介して地域社会に貢献すること。 

事業の内容 

会員登録説明会の企画運営（グリーンアップセンターにて３か月毎） 

毎月第３日曜日に犬同伴の公園清掃（夏季７・８月を除く） 

ドッグランの運営及びイベント企画 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 

 

2020.06.07(日) 

2020.09.05(土) 

2020.12.06(日) 

2021.03.06(土) 

2020.06.21(日) 

2020.09.20(日) 

2020.10.18(日) 

2020.11.15(日) 

2020.12.20(日) 

2021.01.17(日) 

2021.02.21(日) 

2021.03.21(日) 

会員登録説明会（於；グリーンアップセンター研修

室・コミュニティセンター集会室） 

 

第 47回 コロナ感染症拡大防止に伴い中止 

第 48回 コロナ感染症拡大防止に伴い中止 

第 49回  23組 + 7名（参加者 + 役員） 

第 50回 コロナ感染症拡大防止に伴い中止 

定期清掃 コロナ感染症拡大防止に伴い中止 

定期清掃 雨天中止 

定期清掃 10名 12頭 

定期清掃 13名 17頭 

定期清掃 15名 11頭 

定期清掃 22名 18頭 

定期清掃 23名 20頭 

定期清掃 雨天中止 

12月 20日は場内の大掃除を実施 

 
（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 
（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 



14 

 

 

◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

コロナ感染拡大防止のために新規登録会の多

くが中止となってしまいました。 

定期清掃は屋外活動のため、皆さんマスクをし

て清掃にいそしんでいただきました。 

 

 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新規

登録会は予定通りに開催ができなかった。 

しかし、12月、１年ぶりの開催会には、通常新

規登録会の約２倍の応募者が参加した。 

開催に当たり、応募者の検温、手消毒、関係

者全員にフェイスシールド着用等、万全な感染

防止対策を取って無事に終了した。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

新規登録以外の内容、主にドッグランの草刈り

や場内整備といったものについては実施出来

ました。 

 

 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス禍でも結の会ホームページ

に新規登録会・登録会員更新会の案内、清掃日

の案内、一方、市では広報やまと（３ヶ月毎）

に新規登録会の案内、ホームページに新規登録

会、登録会員に人数・犬数の増加対応を事前予

約で実施した。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

新規登録会の中止による収入での不足はあり

ましたが、これまでの内部留保を活かして、必

要な材料等については調達して管理運営を進

める事ができました。 

 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の下で、予算

削減を念頭に置きながら、予算範囲内での事

業が遂行された。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

施設の維持管理等を市が行うことで役割分担

が確立しているのでドッグランの運営管理に

専念できることが大きいです。 

 

 

（コメント） 

結の会は事業運営管理、市は施設管理と役割が

明確に分担され、全体的に、効率よく運営でき

た。  

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

 

隣接地に出来たスカイ広場の利用者から、ドッ

グランを使いたい旨の相談を受けるようにな

ったので、聞かれた会員がすぐに説明できる資

料作りを作成しています。一部は令和 2 年度

で実施済。 

ただしスカイ広場利用者の一部の者によるゴ

ミや噛み終わったガムの投げ入れ、タバコのポ

イ捨て。また塀を乗り越えてトイレ代わりに使

われてしまうという事態が起きているため、隣

接公園とどのように付き合っていくかを会員

相互間で話あっていきたいと思います。 

 

 

 

ドッグランに隣接して「ふれあいの森スカイ広

場」が新設され、この広場の利用者からドッグ

ランへゴミ等を投げ入れる行為が起きた。 

対策として、広場側の利用者に対してゴミ等投

げ入れ禁止看板と防犯カメラの設置を実施し

た。 

また、ドッグラン会員より長年の要望であった

水道（散水栓）を設置し、会員だけでなく犬も

快適に遊べる環境を整備し、ドッグラン会員が

気持ちよく利用できる施設になるように活動し

た。 
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６．みんなの心をはぐくむ子育て支援事業 ～笑顔ではぐくねっと～ 

事業名称 （※） みんなの心をはぐくむ子育て支援事業 ～笑顔ではぐくねっと～ 

事業者  （※） 特定非営利活動法人地域家族しんちゃんハウス 

市担当課 （※） こども総務課 

提案分類 （※） 
市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 
経過年数 （※） 

      １３年（令和２年度を含む） 

令和２年度 
決算予定 

事業者の負担額（注 1）：    266,418 円 
市担当課の執行額（注 2）：     30,000 円（※） 

事業の目的 

普段の生活で出会う子育て中の保護者に笑顔でねぎらいの言葉がけ（笑働）、
保護者が子供を見守るように、いつでも手を差し伸べられる（道親）自主的な
活動。愛の見守り隊。 
子育て中の保護者に子育て情報を提供することにより、安心して子育てができ
る環境を整える。 
※子育て中の保護者には、ハンデキャップのある方、外国籍も含む。 

事業の内容 

・はぐサポーター交流会の開催（年３回） 
・子育て連絡会への出席（大和市全７地区） 
・育児講座のお手伝い、保育ボランティアの派遣（大和市全７地区） 

・はぐくねっと育児講座「きて・みて・遊ぼ♪」の開催 
・はぐサポーター向けスキルアップ講座の開催（年９回） 
・子育て中のお母さんへの安心を育む言葉かけや行動・見守りを行う 
「はぐサポーター」の養成 

令和２年度 
事業実施の 
経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 
8月28日 

R3年 1月26日 
 
 
 
 
 
R2年 10月～ 
   R3年3月 
 
 

 
 
 
 

 
11月 28日～ 

29日 
   
 
 

【はぐサポーター交流会】 
第１回（大和市市民交流拠点ポラリス・9名） 
第２回（大和市文化創造拠点シリウス・5名） 
（予定していた 4/21の保健福祉センターでの交流会は、
緊急事態宣言発令のため中止） 
 
 
【大和市子育て連絡会への参加】 
 7ヶ所 14回出席 14名参加 
（コロナ感染拡大防止のため各箇所 1名で参加） 
 
【育児講座のお手伝い】 
（コロナ感染拡大防止のためほぼ中止、開催した 
 育児講座については、人数制限のため欠席） 
  
  
【はぐくねっと育児講座開催】 
 ・第 13回『きて・みて・遊ぼ♪』2日間開催 
  イオンモール大和ウォーターコートにて 
  来場者 955名 
（10席×16ステージ＝160名も含む） 
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7月 25日 

 
 
8月29日 

 
 
9月26日 

 
 

10月 31日 
   

 
12月 26日 

 
 

 
R3年 1月 30日 
 

 
2月 27日 

 
 

【スキルアップ講座開催】 
 
小見裕恵助産師「いのちのはなし」  

24名（取材１名） 
 
鈴木聡之氏「レッツ！インプロ！」  

23名（取材１名） 
 
高橋勝氏「応答する《生》のために」 

25名（取材１名） 
 
小林優子氏「マインドフルネスヨガ」 

18名（取材１名） 
 
小見裕恵助産師 
「いのちのはなし（小学校高学年向け）」 

25名（取材１名） 
 

FTP取得講座、おもちゃ＆子育てアドバイザー受講報告  
24名（取材１名） 

 
NPO法人ひだまりの森 林順子氏の講話 

22名（取材１名） 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・はぐサポーター新規登録 2名（143名登録） 
・７地区の子育て連絡会では、各地域のコロナ禍での保育
園や親子の様子を知ることで、子育ての現状を把握で
き、活動に役立てることができた。 

・はぐくねっとの子育てイベントである「きて・みて・遊
ぼ♪」は、初めてのイオンウォーターコートでの開催で、
はぐくねっとの輪も広がり、多くのママ達や市民の方へ
の周知、笑顔の提供につながった。 

（コメント） 

・はぐサポーター交流会は、予定通り
３回開催することはできなかった
が、サポーター同士の交流を深める
ことができた。 

・年１回イオンモールで開催している
「きて・みて・遊ぼ♪」では、これ
までと違う場所で、コロナ対策も行
いながらの実施であったが、通りが
かりの人も含め、多くの市民に事業
を周知することができた。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・活動はすべて予定通り終えた。７地区の子育て連絡会へ
の参加ができた。 

・スキルアップ講座は、はぐサポーターの人材育成に非常
に役立つ内容であり、今後も継続的に行うべきものと考
える。子育ての現状を知り、自分達も成長しながら地域
の親子さん達に、寄り添う努力をしている。 
・はぐくねっとの子育てイベントである｢きて・みて・遊
ぼ♪｣もコロナ禍においても感染対策を徹底し、開催す
ることができた。 

（コメント） 

・予定していた通り、広報やまと等で
事前に交流会やイベントの周知を図
ることができた。 

・イベント「きて・みて・遊ぼ」にお
いては、市より専門職（保育士・保
健師）の派遣、市のイメージキャラ
クター「ヤマトン」の出演により、
イベントの集客や内容の充実を図る
ことができた。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・各地域の子育て連絡会・育児講座への出席については、
交通費の支給をしており、今後も必要であると考える。 

・年３～４回のお便り発行については、手渡し出来る方に
は手渡しし、通信費削減に努めてはいる。 
・予算内になるべく収まるよう、はぐくエコバッグを 60
個製作。 

・これら全てを負担金のみでの運営は不可能なため、しん
ちゃんハウス運営費より補填して対応した。 

（コメント） 

・当初予算どおりの負担金を支出し、
広報活動の一部として充当した。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・はぐサポーター交流会は、市の担当の方が施設予約をして
くださるので、スムーズなセッティングができた。また、
広報やまとに載せて頂くことで、市民に告知できた。 
・「きて・みて・遊ぼ♪」では、市の専門職の方の派遣によ
り、保育士さんにはステージ、保健師さんには４Ｆの相談
コーナーで、それぞれ活躍していただいた。 
・「きて・みて・遊ぼ♪」募金コーナーにおいては、市のイ
メージキャラクター「ヤマトン」の出演もあり、今年度は
特に大きい声が出せないという状況の中、多くの集客がで
き、募金につながった。 
・いろいろな場面で市と協働することで、安心感が生まれ、
また情報もお互いに共有でき大いに相乗効果があったと
思う。 

（コメント） 

・交流会の会場を市の施設とするこ
とで、新規のサポーターにもわか
りやすい案内を行うことができ
た。また、施設の予約は市の担当
者が行うことにより、円滑に進め
ることができた。 
・イベント「きて・みて・遊ぼ♪」
においては、協働事業者が企画や
運営を担当し、市は専門職の派遣
やヤマトンの出演を担当するな
ど、お互いの役割を果たしたこと
によって、充実した内容となっ
た。 

 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

目に観える形の活動は、周知されてきているものの、目に
観えない形の活動が大変理解されにくいのが現状です。 
はぐサポーターの心持ちにより、２４時間３６５日、日常
で自然に行われている声掛けや見守り、寄り添い、お手伝い
など全てが含まれます。 
また、声をかけるだけがサポートではなく、温かく見守る、
笑顔で見守る、優しく見守る、愛の見守り隊も活動の一つで
す。そういうことが自然に出来る人材、当り前に出来る人材
を１人でも多く増やすことが目標です。 
特にこのコロナ禍の先行きがみえない。 
しばりの多い今の日常、この温かい見守り、声かけは本当に
大切な活動でした。 
その目に観えない活動こそが、ママ達の不安を取り除き、
安心できる子育ての環境作りに繋がるのではないでしょう
か。 
子育て家族に目をそらすことなく、地域で子育て、大和市
全体で子育てをする街づくりをし、笑顔いっぱいの親子が増
えていく大和市であることを希望します。 
道親（子どもが歩く道で出会う一人一人がその子を守る大
人になるという意味、第三者でもその子に目を配ることが大
切であり、決して人ごとではない。世の中全体で子ども達を
守っていくということ）と 
笑働（協働の根源は「笑顔になること」「笑顔にすること」
であり、協働する人に感謝を表すことも含めて笑働と捉え
る）の発信をこれからも継続して行なっていきます。 
13年間、大和市担当の方々には大変お世話になり、協力し、
共に同じ目的に向かって活動できた事、心より感謝致しま
す。 

協働事業として 13年間継続する
中で、交流会やイベントの開催によ
り、少しずつはぐくねっとの活動が
周知され、はぐサポーターも増加し
てきました。 
そのため、事業の規模も拡大しつ
つあったことや子育て支援の需要
もますます高まっていることから、
今後も安定的に継続して取組を行
っていただけるよう、地域の子育て
資源の発掘・育成を行う取組とし
て、令和 3年度からは委託事業とし
て実施することになりました。 
今後も、協働事業で培った経験を
活かし、市民に安心感を与える本取
組の充実を図ってまいります。 
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７．地域で支え合う「のりあい」を走らせよう 

事業名称 （※） 地域で支え合う「のりあい」を走らせよう 

事業者  （※） 地域と市との協働「のりあい」 

市担当課 （※） 街づくり総務課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
     １１年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：約１３４，０００円 

市担当課の執行額（注 2）：約４３，０６０，０００円（※） 

（※内、バス事業者への委託費：４２，５００，０００円） 

事業の目的 
交通の利便性を高め、地域公共交通の新たな創出、地域のコミュニケーシ

ョンを作り、住み心地良い地域づくりを目指す。 

事業の内容 
地域で市との協働により、支え合える移動手段の創出、運営と地域住民の

つながりを深め、福祉、防犯、安全等への意識を深める。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

＜令和２年度事業実績＞ 

◆運行事業：相鉄バス㈱による運行 

運行日数 365日（土日祝日含む）利用 20,200人（年間見込み） 

◆添乗：12人 

4/16（木）以降、添乗としての乗車中止➜停留所及びその周囲での見守り、見送

り、清掃及び停留所の整備 

  ※地域利用者の状況、様子の確認と地域の安全な環境の整備等 

◆地域サポーター：30人  

地域サポーターとして、添乗を辞めた方々も、これまで同様、それぞれの地域で連

絡、確認等の協力を継続（頻度的にはコロナ禍もあり、現在、辞めた方は、情報

連絡が主） 

◆運営：スムーズな運行に向けた取り組み 

役員会（2回実施）、バス停環境整備（延べ 662人参加）、地域クリーン活動（28

回実施）（延べ 750人）、ニュース発行（月１回№120～№131）、感染症予防対

策（利用者の情報注意喚起） 

◆ルート上の工事、迂回運行・遅延等の連絡を受け、各地域へ情報伝達 

 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、下記項目について令和 2年度は中止 

 ・運営会議（月１回）、役員会（年 4回の内、2回中止）、地域交流会（年１回） 

 ・添乗活動（車内でのサポート・交流）➜地域内でのサポートへ 

 ・地域のお祭り等（泉の森盆踊り、子安児童館祭り）への参加 
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＜令和２年度通年の課題＞ 

◆運行は主に市とバス事業者、地域で運営を担いつつ、スムーズな運行及び利用の継

続と新たな利用の推進に向けた取り組みの構築、乗り残しへの対策 

◆9自治会との連携、協力関係の維持、個別の話し合いも重ね、次年度への協力継続

に向け、理解を得る 

 

通年 4月～3月 

 

4/12（土） 

4/16（木）～3

月 

 

 

 

5/22（金） 

 

5/29（金） 

 

 

6/6（土） 

 

10月～3月 

 

 

12/18（金） 

12/24（木） 

 

12/29（火）～ 

 

1月～3月 

1/30（土） 

 

 

3/19（金） 

 

 

3/26(金) 

 

◆毎月月末の日曜日に、運行担当者会議を実施 

 

◆のりあい会計監査 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、予防対策として、

添乗活動中止、各停留所へ添乗不在のお知らせを掲示 

◆添乗個々による近隣停留所清掃・整備及び運転士への挨拶・利

用者の支援を実施 

 

※くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会

取材（市）、のりあいのカート利用者の撮影（地域のりあい協

力） 

※くらしの足をみんなで考える全国フォーラム実行委員会

取材（地域のりあい協力者、バス事業者） 

 

◆のりあいの会計を市担当に説明 

 

◆１０月以降、全停留所ルート上の清掃（月 1回 4区画）と整

備活動し、地域コミュニティの向上にも寄与した 

 

※全国移動ネット取材（市） 

※全国移動ネットの取材に協力（地域のりあい協力者） 

 

◆年末年始のダイヤ実施（12/29（火）～1/3(日)は、土日祝日

ダイヤ）、各停留所へお知らせを掲示 

 

◆役員会（のりあい事務局・協力自治会（自治会長）・市） 

→課題となっている「乗り残し」について、解決策の検討 

 

★次年度の事業・予算作成の打合せ 

★協働事業ふりかえりシートの提出 

 

◆のりあい役員会（次年度事業と予算について） 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・4/16 以降の添乗は中止となったが、その後

も 市役所停留箇所での聞き取り、情報共有を

し、利用者、運転士との連携を図る。 

・市役所からは、運行に関する緊急連絡、工事

等の情報を共有し、利用者にスムーズに連絡が

とれるよう心掛けた。 

・車内の添乗のようには、利用者の様子が把握

できない部分はあるが、停留所周辺の清掃と、

利用者の見送り、見守りの継続により、利用の

方々との情報共有は、一定保つことで、利用者

の状態の変化等、共有を保つことができ、ある

程度、スムーズな運営ができている。 

（コメント） 

・のりあい運行による地域公共交通の実現に

向けた取り組みを継続しているが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によって利用者

の減少がみられた。 

・添乗による乗降補助や車内でのコミュニケ

ーションについては、新型コロナウイルス

感染症の影響を受け中止することとなった

が、車外活動を中心にコミュニティ形成に

寄与する活動を継続した。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・COVID-19のため、関わる人数が限定され、

方法も工夫を要し、負担が増えた 1 年となっ

た。 

・天候の状況、道路工事等による迂回等の連絡 

も、市➜のりあい➜地域へと情報を伝えること

で、スムーズにできている。 

・市役所等での運転士からの即時の情報から、

利用者の落し物対応、車内での様子の確認、延

長として、地域での民生委員等との連携も図れ

ている。 

（コメント） 

・のりあいの運行は予定どおり実施したが、

新型コロナウイルス感染症の影響により、

添乗による乗降補助や車内でのコミュニケ

ーションについては、中止することとなっ

た。 

・これに伴い、事業者では、車両乗車以外の

方法を工夫し、車外活動による利用者支援

や利用環境整備を行った。 

・また、運営会議、地域交流会が中止となっ

た。 
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・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

・通常の添乗業務の代替に、日々、関係者で補

う活動に人と時間を要したが、そこへの手当て

が、思うように対応できなかった。（市からの

後期分支援金の減額内での支出） 

・関係自治会からの支援金は、例年通りの協力

を今年も得られ、助かりました。（来年度困難） 

（コメント） 

・予算内で事業を実施しているが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による事業計画

の変更に伴って、市負担金の支出額が減少

した。 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・協働事業で、市の事業委託により、日々の運

行が維持されたことは、大きい。 

・福祉有償運送の車両では、運転とサポーター

は、一緒に運行に従事していたが、のりあいは、 

 添乗がそういった位置づけに無く、根本的な添

乗の位置付けへの認識が、やはり、付属という

状況。今後、まだまだ、福祉の対象人数が多く

なり、今以上に歩行がやっとの状態で利用の方

が増加する中、添乗の継続が維持されていくこ

とを期待したい。（市としての判断） 

 

（コメント） 

・のりあいの運行を市が、バス停の環境整備、

迂回・運休時の対応補助等を地域が行う協働

体制により、サービス提供側と利用者側とで

共に事業を支える関係をつくることができ

ている。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

１．地域の外出支援向上に努め、利便性を高める 

２．添乗の交替期は、まだ継続中でもあり、新たな参 

加者をさらに増やす （コロナ禍で現在、困難） 

３．有償ボランティア活動の意義を共育し合う  

４．市、委託事業者、のりあい三者での体制の更なる 

充実 

５．乗り残しへの対応策を引き続き協働で検討 

・乗り残しの対策や、交差点の比較的近い場

所に設置しているバス停の安全対策につい

て、課題を共有し、事業者（のりあい事務

局・協力自治会）とともにその解決策につ

いて検討していく。 
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８．生活に役立つ日本語の読み書きを学ぶ「つるま読み書きの部屋」 

事業名称 （※） 生活に役立つ日本語の読み書きを学ぶ「つるま読み書きの部屋」 

事業者  （※） ＮＰＯ法人 かながわ難民定住援助協会 

市担当課 （※） 国際・男女共同参画課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
      １１年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： １１，３２７円 

市担当課の執行額（注 2）： ６０，０００円（※） 

事業の目的 

多文化共生社会の実現を目指して、同じ地域に住む日本人と外国籍市民が

相互理解を深めるとともに、外国人学習者の日本語読み書きのスキルアッ

プと日本の生活・文化・習慣への理解を高めていく。 

事業の内容 

上記の目的を達成するため次に掲げる事項を行う。 

① 日本語教室の開催 

② ボランティアスタッフの育成 

③ 成果物の作成とホームページ公開 

④ SNSを活用した教室活動の紹介 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

R2/6/2 
第１期資料検討会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R2/6/8～

6/30 

第１期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R2/9/1～15 
ボランティア研修講座（生涯学習センター） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R2/9/29 
第２期資料検討会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R2/10/5～27 
第２期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R3/2/16 
第３期資料検討会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

R3/3/1～23 
第３期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） □5 ・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

6 月・10 月・3 月の講座を予定し、準備もしてい

たが、新型コロナウィルス感染拡大のため中止せざ

るを得なかった。 

学習者と繋がりがなくならないように、つるま読み

書きの部屋のメンバーの近況を知らせるレターと学

習者へのコロナ対策やオンライン講座等に関するア

ンケートを送り、アンケートの回答を得た。 

Zoomによるオンライン講座を検討したが、学習者

がオンライン講座に対応できないことがアンケート

から分かり断念した。 

ボランティア講座も中止となった。 

 

（コメント） 

事業の主目的である、外国人学習者が地域で生

活する上で必要と考えられる日本語の読み書きの

能力を高めるべく、学習者へ実践的な学習の場を

設けることについては、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、予定していた活動は全て中止

となったことにより未達である。 

一方で外国籍市民との交流を継続し、多角的に

日本語教室の実施を検討するなどの手段を用い

て、学習者の意欲を継続することができ、結果と

して相互理解の促進につながった。 

学習者数：(R1)1回あたり平均 12名 

(R2)年度当初は 10名程度が参加を希望していた 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） □5・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

講座に向けて授業の準備・コロナウイルス対策をし

たが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、学習者

と日本人スタッフの安全を確保するために、全ての

講座を中止した。 

学習者との繋がりや学習者が日本語に触れる機会を

増やすため、スタッフの近況や学習者へのアンケー

トを発送し、回答を得た。 

ボランティア講座も同様に中止した。 

（コメント） 

外国人学習者への年間３期（１期毎昼夜各４回）

の講座と、ボランティア講座１期（３回）の開催

に向けて年間スケジュールを立て、各回受講者募

集の動きをかけていたが、結果として今年度は新

型コロナウイルス感染症の拡大防止策により、全

ての開催を中止とした。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） □5・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

講座は中止となったが、講座を開催した場合のため、

フェイスシールドや仕切り板などを予算で備えた。 

講座の開催がなかったので、スタッフの交通費等が

発生せず、使用しかなった予算は戻入した。 

（コメント） 

 予算の中で、内容検討のリモート会議や講座運営

の教材・資料準備を実施することができた。なお、

今年度については執行残が発生したため、適切に

戻入処理いただいた。 



26 

 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） □5・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

結果としては全講座が中止となったが、部屋の確保

や受講者募集を担っていただけ、教室の運営に集中

できた。 

講座の中止の判断など、地域の新型コロナウイルス

感染拡大を鑑みたアドバイスを得られた。 

 

 

 

 

（コメント） 

市と事業者で役割を分担することで、運営の 

効率化が図られた。 

役割 

市  側➡講座開催に伴う場所・機材・参加

者の調整等 

事業者側➡講座の講師含めた講座実施にかか

る教材作成等一連の事務及び学習

者との手紙によるコミュニケーシ

ョン活動の実施。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

対面での講座開催できない場合に備えて、オンラ

イン講座をどのようにしたら開催できるか、対面以

外で日本語学習の提供ができるか、基本的に教室は

グループレッスンだが対面で開催できる場合に感染

防止ができる教室形態はあるかなど、読み書きに重

点をおいた教室として検討すべきだと考えている。 

 

 

 当該事業は外国人学習者と事業者との対面

によるコミュニケーションを通じた学習が重

要な要素であるため、次年度の事業実施時に

は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に

万全を期すよう配慮するとともに、コロナ禍

においてはオンライン開催等の検討をしてい

く必要があると考える。 
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９．地域と学校の連携による大和市立渋谷中学校学校開放事業 

事業名称 （※） 地域と学校の連携による大和市立渋谷中学校学校開放事業 

事業者  （※） 渋谷きんりん未来の会 

市担当課 （※） 図書・学び交流課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
18年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：        ０円 

市担当課の執行額（注 2）：９，０６４，１１９円（※） 

事業の目的 

新しい公共の創造に寄与することを基本とし、地域住民の生涯学習を推進し、

交流できる居場所として渋谷中学校との連携のもと、活力ある住みよい地域と

なることを目的とする 

事業の内容 

 

１）会議室、特別教室の市民への貸し出しなどを通じた市民活動の活性化事業 

２）地域ニーズに基づいた生涯学習の推進支援事業 

   ・地域住民の生涯学習の推進、交流の場となる活動の支援 

３）下和田地区の児童館機能、子どもや保育者・中高生・一般などの居場所と

しての事業 

   ・地域の人々の憩いの場、学びの場として日々充実した活動ができる場を提

供 

・閉校した下和田小学校の思い出を伝え、交流できる場の提供 

４）伝統文化・国際交流・環境配慮等に関するイベントの企画等 

   ①日本の伝統文化を伝えるため、地域の方の協力のもとに事業を実施 

   ②地域に生きる外国籍の方々との協力を基本として活動を推進 

   ③地域の方との協力や学校との連携の中で環境美化やリサイクル工作、グリ

ーンカーテン作りなどを実施 

５）情報発信事業 

   ・HPや地域回覧用の広報誌や小学生向けのお知らせなどを作成し情報発信 

 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 

別紙のとおり 

 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う緊急事態

宣言の影響によって閉館の日数が多く予定した事

業等はほとんどできなかったが、開館後は事業参

加者の感染拡大防止への協力もあり思ったよりも

スムーズに事業実施できた。 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、４月か

ら８月まで、および１月９日以降は閉館となり、

学校開放や講座の事業は実施できない状況にあっ

た。しかし、９月から１１月にかけては押し花や

パソコンなどの様々な講座を、消毒や検温などに

気を配りながら安全に実施できた。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う緊急事態

宣言の影響によって閉館の日数が多く予定した事

業等はほとんどできなかったが、開館後には人数

制限やマスク着用・検温などしながら事業実施で

きた。参加者の人数は減ったが概ね好評だった。 

 

 

 

 

休館や、人数の制限があるなかでの活動など、今

年度は当初の予定とは大きく異なる状況で事業を

実施せざるを得なかった。だが、そうした事態に

おいても、施設管理に対する配慮等、学校側から

の評価は高く、地域に根差した協働事業の強みを

見せることができた。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

開催できた数少ない事業は滞りなく実施できた。 

 

 

 

 

 

 

 

予算の範囲内で事業を実施できた。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

 

施設消毒や人数制限など、開館の方法を市の方針

どおりに行えた。除菌剤など、手に入りづらい時

期にも市担当課を通じて補充できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷中学校の要望も聞きつつ、施設消毒を行って

いた。市および学校と連携が取れていたので、不

測の事態にも柔軟に対処できた。新型コロナウイ

ルス感染症をめぐる学校側の不安を解消しつつ、

事業を行えたことは、協働事業の強みを活かせた

例である。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

 

 

新型コロナウィルスの感染状況によって方針が大

きく変わる為今後の見通しが立たない。 

利用者からもいつ事業が行われるのか、また遊び

に来る子供たちからもいつ開館するのか尋ねられ

ても答えられず苦慮している。 

開館時には地域の皆様に喜んでいただけるような

施設運営をより一層目指していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染状況によってまだまだ

見通しのつき難い状況ではあるが、次年度も引き

続き、感染拡大の防止に努めながら、地域の方々

の居場所づくりとしての事業をより工夫して実施

してほしい。 
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自主事業

対象 事業名 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 実施内容

ディスプレイ 不定期

1日

｜

7日

2日

｜

24日

季節にあわせた飾り付けを利用者と共に行
う（七夕飾りやクリスマス飾り等）

アレンジフラワー 水 15日 25日 3日
花を使って自由に表現するアレンジフラ
ワー

デジタルクラフト 日
ＰＣを使った制作通じＰＣ使い方や遊び方
を学ぶ（ペーパークラフトなど）

おしるこつくり 日 17日 食を通じた交流

UNO/カルタ大会 日 17日
ルールを守り、みんなで楽しく交流するこ
とを学ぶ場

カレンダー作り 不定期
子ども達と一緒に翌月の予定表を作成し、
フリースペースを飾りつける

武道場で遊ぼう 日
広い場所で思い切り遊ぶ場を提供する（バ
ドミントンなど）

夏祭り 日
日時

未定

ミニゲームを一緒に楽しみ、かき氷を食べ
る

スクリーンを使っ
て

第2・4

（日）

12日

26日

10日

24日

14日

28日

12日

26日
毎週

8日

22日
11日 8日

13日

20日
子どもとスタッフの協力による映画上映会

小中･
一般

みんなで大掃除 日 7日 6日
普段使用している場所をスタッフと利用者
一緒に大掃除

しめなわ作り 日 27日
地域に住む方に伝統的なしめ縄の作り方を
学ぶ

布わらじ作り 火・水
3日

4日

地域に住む方に布を使ったわらじ作りを学
ぶ

共催事業

対象 事業名 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 実施内容

未就園

児と保

護者

子育てサロン 未定 元幼稚園教師の方と行う子育てサロン

切り絵あそび 日 26日
地域の人と参加者との切り絵を通じたの交

流の場

消しゴムはんこ 29日 簡単に始められるハンドメイドを学ぶ

書初め教室 金 6日 新年の書初めを行い落着きと集中力を養う

男の料理教室 日 24日 30日 8日 14日
成人男性が一人でも栄養のバランスのとれ

た食事が作れるような料理講習会

押し花 火 9日 10日
利用団体の方々と参加者が一緒に押し花を

通じて交流を図る場

ウクレレ教室 月(毎週)
ウクレレ演奏を通じて心身の健康保持を促

進する

ＰＣなんでも相談

室
第3(木) 23日 21日 18日 16日 20日 17日 15日 19日 17日 21日 18日 18日 市民や利用団体のＰＣスキルの向上

書道教室 金 6日 写経を通じ集中力や手先の感覚を鍛える

健康測定 金 19日 健康普及委員による、歩行姿勢の測定会

織り輪 水 24日 27日 麻ヒモでの織物

フラダンス教室

（秋）
火(毎週) 27日

10日

17日

24日

音楽にあわせて体を動かし、地域の人とフ

ラを通じたの交流の場

支援事業

対象 事業名 曜日 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 実施内容

中学生
サタデー・チャレ

ンジルーム
土

渋谷中学校の先生が行っている生徒への学

習支援

一般

4月-6月毎週(月)

毎週土曜日

2020年度事業実施状況

毎週日曜日

小・中
学生

主に小

学生

網掛け箇所については新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、全て中止となりました
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10.移動制約者の外出介助サービス事業 

 

事業名称 （※） 移動制約者の外出介助サービス事業 

事業者  （※） 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくる 

市担当課 （※） 障がい福祉課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
     １７年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： 10，959,000 円 

市担当課の執行額（注 2）： 177,776 円（※） 

事業の目的 
ひとりでは公共の交通機関を使えない障がい児者や高齢者などの移動制約者が、

外出時の困難や不安を解消し、社会参加の促進が図られることを目的とする。 

事業の内容 

福祉有償運送の位置づけ。主に車を使い、会員制、予約制で様々な要望に応えて

移動サービスを実施。必要に応じて、ベッドから車いすに移乗しての通院や入退

院、通所、通学、車椅子に乗ったままでの階段の乗降（複数で対応）、介助付き

での買物や墓参など。 

会所有：福祉車両４台（リフト式３台、スロープ式１台）、ストレッチャー（２

台）、フルリクライニング車いす、車いす（５台）、段差用スロープなど 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用会員（移動制約のある高齢者や障がいのある方々）に、

主に車を使って介助付き移動サービスを実施しました。 

昨年度からの継続会員：１６３名 

今年度の新規会員：８８名  計：２５１名 

 利用回数：4，702回 利用者延べ人数：3，080人 

（通院等2，966回、通所等531回、その他1，205回） 

 

新型コロナウイルス感染拡大の中、利用者とメンバーの安全

確保のため、予防策に取り組みました。緊急事態宣言下では、

病院内付添・買物付添を原則お断りし送迎のみのサービスを

実施し、活動を続けました。（利用者の状況により一部付添

継続。） 

各種会議を開催できないので、インターネットも活用し、メ

ンバー間での意思疎通を図り、課題解決等を行いました。 
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4月 16日 

 

4月 19日～ 

5月 24日 

 

4月、5月 

 

9月、10月 

9月 26日 

10月 7日 

12月 9日 

12月 10日 

1月 15～21日 

 

2月 20日 

2月、3月 

福祉車両の定期点検・修理。冬タイヤ装着。 

必要に応じて講習の受講、内部研修を実施しました。 

（安全運転管理者講習、運転技能研修など） 

ホームページ、ブログの更新、会報の発行を心掛け、利用会

員や事業所などへの情報提供にも努めました。メンバー募集

のポスター掲示なども年間を通して行いました。 

 

利用者・事業者宛に「新型コロナ感染症対策について」はが

き発送 

福祉車両修理 

第23回通常総会（書面開催） 

福祉車両4台、それぞれの6ヵ月点検 

複数の助成金制度に応募 

県指定ＮＰＯ制度更新申請 

共同募金協力（街頭募金は自粛） 

共同募金協力（街頭募金は自粛） 

福祉車両3台冬タイヤに履き替え 

福祉車両修理 

びーくる通信No11発行、リーフレットリニューアル 

福祉車両4台、それぞれの1年点検 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ⑤・４・３・２・１ 

（コメント） 

コロナ禍で事業推進の条件に制約の多いなか

でしたが、移動制約者の社会参加促進を目的と

するという共通意識をもったうえで、事業を遂

行することができました。 

例年以上に安心・安全に留意し、多くの利用者

や家族から感謝の言葉を頂きながら活動でき

ました。 

（コメント） 

コロナ禍において、例年と異なる状況下の中で

あっても、この事業を必要とする方々に対し、

必要な対策を取ったうえで、事業を遂行するこ

とができました。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ⑤・４・３・２・１ 

（コメント） 

コロナ禍のなか、いつも以上に安心・安全に心

がけ、利用者のニーズにできる限り応え、活動

しました。関係事業所などとも連絡を密にと

り、きめ細やかなサービスが提供できたと考え

ます。高齢夫婦や独居の利用者など、色々大変

なサービスにもできるかぎり対応しました。 

（コメント） 

例年とは異なり、利用者が様々な不安を抱える

中で、事業者は個々の利用者のニーズに配慮

し、円滑に事業を実施できました。 

 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

緊急事態宣言下、通院などの利用控えや付添サ

ービスをお断りしたこともあり、サービス量は

大きく落ち込みました。事業収入は前年同月対

比で 4月が 71.6%、5月が 54.2％。持続化

給付金の対象にはわずかに及ばず、公的支援は

ほぼゼロでした。 

市社協を通して匿名の方からのマスクの寄付、 

かながわ移動ネットを通して県からの消毒用

ハンドジェルの支給、市からの非接触型体温計

の貸与などがありました。 

複数の助成金に申請・応募をし、助成を得まし

た。 

（コメント） 

市は事業者に対して、車両維持のための負担金

を支出していますが、コロナ禍においては効率

面の低下による経費の増加もあり、状況が非常

に厳しい中、運営面でも事業者の努力で対応し

ていただいています。 

また、負担金以外にも、非接触型体温計を提供

するなどしました。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

市から駐車場と備品の保管場所の提供を受け

ていることは、会の経営・運営・社会的信用上、

不可欠です。広報やまとや、ボランティア総合

案内所などで市民への情報提供をしていただ

き、ボランティアの問い合わせや新たな利用開

始もありました。 

（コメント） 

広報やまとや障がい福祉課ホームページ、窓口

で配布している「障がい福祉のてびき」にも案

内を掲載し周知に努めています。事業者と行政

それぞれが役割を果たし、疑義が生じた際にも

密に連絡を取り合うことで安定して事業が展

開されました。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

新人が年度末に 1 名増え、また、かねてから

の会員が実際の活動に携わり出したりしまし

たが、長年のメンバーも歳を重ねてきており、

専任で常時携われるメンバーが少ない状況が

恒常化しており、メンバーの拡充が喫緊の課題

です。 

コロナに限らず、感染症拡大が発生した場合の

対応について、協定内容に盛り込むことが今後

必要ではないかと考えています。 

 

利用者とともに、事業者の構成メンバーも高齢

化しており、世代交代や新規のメンバーの確保

が急務であることは、本事業を提案いただいて

いる 3法人ともに共通の課題であります。 

市担当課として、法人の活動を、より多くの市

民へ理解いただき知っていただくためにも、よ

り一層の周知に努めます。 

また、コロナ禍の状況がしばらく続くとみられ

る中、課題を共有し、今後も事業者と連携を図

ってまいります。 
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11.移動制約者の外出介助サービス事業 
 

事業名称 （※） 移動制約者の外出介助サービス事業 

事業者  （※） 特定非営利活動法人 大和市腎友会 

市担当課 （※） 障がい福祉課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
      １７年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：３，７７９，４９２円 

市担当課の執行額（注 2）：  １７７，７７６円（※） 

事業の目的 
障がい児者・高齢者などの移動困難者が、外出時の困難や不安を解消し、社会参加の促

進が図れることを目的とする。 

事業の内容 

福祉有償運送事業者として、当会の福祉車両 4 台によりサービスを提供。対象者は、

介助なしでは移動が困難で、単独で公共交通機関の利用が困難な人。利用は、会員制の

予約方式で、障害者手帳、介護保険手帳など移動困難者と認められるものがあれば入会

でき、年会費、利用の都度の利用料金などをお支払いいただき、あらゆる外出に利用可

能。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

 

 

 

 

 

4月 1日～ 

 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協働事業対象の車両は、福祉車両４台分であり、運転会員の持込

みセダンは、対象外です。 

 さまざまな障がい者が、利用会員として登録し利用されています

が、ドライバーと福祉車両が不足しているため全て対応できないケ

ースも有ります。 

 利用形態は、通院送迎がほぼ 100％です。 

市内在住の透析者利用会員の送迎を、年間日曜日を除き毎日実施

しています。 

 透析者の送迎件数は全体の 98％を占めています。 

 これは、透析者が週３回の透析通院で往復利用しますので、月平

均 26回/人の利用となります。 

 送迎の形態は、一般的には個別送迎ですが、特定病院の透析者に

は複数乗車（乗合）で送迎しています。 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ⑤・４・３・２・１ （採点） ⑤・４・３・２・１ 

基本理念である「透析者の命と暮らしを守り、障がい

者が安心できる通院を支える」活動を実施しました。 

日々の事業運営において、利用者の視点と目線を意識

した運行に心がけ、利用者から感謝の言葉をいただい

ています。 

（コメント） 

コロナ禍において、例年と異なる状況下の中であ

っても、この事業を必要とする方々に対し、必要

な対策を取ったうえで、事業を遂行することがで

きました。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ⑤・４・３・２・１ （採点） ⑤・４・３・２・１ 

透析者の通院送迎をしない日は、年間を通じ日曜日の

52 日だけです。個別送迎・乗合送迎ともに、認知症

や重症化のため従来以上にきめ細かい配慮をして無

事故で運行しています。 

新型コロナウイルス感染防止対策でドライバーの

マスク、車両内外の除菌スプレーはできても、相乗り

車内で三密防止は困難なため、乗車人数を制限してい

ます。病院内の動線を、透析者と外来患者とを分ける

ことから介助する動線も長くなり、稼働時間に影響し

ています。送迎利用者は乗車直前に体温測定の記録提

出を求められ寒さの中で拒否する場合もあり、運行上

トラブル発生になっています。 

（コメント） 

例年とは異なり、利用者が様々な不安を抱える中

で、事業者は個々の利用者のニーズに配慮してい

ます。特に、本事業者を利用する方は基礎疾患の

ある方が多く、コロナ禍においてより一層の対策

をされ、細かい配慮に努めていました。 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・④・３・２・１ （採点） ５・④・３・２・１ 

透析者は通常週 3回月 13回通院し、往復で月 26回

の通院費となり高額です。複数乗車でも 1回 200円、

月 5200円です。 

 三密対策で相乗り人数を制限すると配車効率が悪

く稼働ばかりが多くなり経営面で困難になっていま

す。ドライバー自身が高齢者のため、感染したら送迎

できなくなってしまう責任を感じ、退職や応募などに

影響しています。 

（コメント） 

市は事業所に対して、車両維持のための負担金を

支出していますが、コロナ禍においては効率面の

低下による経費の増加もあり、状況が非常に厳し

い中、運営面でも事業者の努力で対応していただ

いています。 

また、負担金以外にも、非接触型体温計を提供す

るなどしました。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働による効果）、また、協働事業による実施のどのよう

な点が良かったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ⑤・４・３・２・１ （採点） ⑤・４・３・２・１ 

福祉有償運送制度を知らない市民に、市立病院等が紹

介してくれることは効果的で感謝しています。また、

駐車場の利用は経済的に、大変役立っています。 

負担金の年間￥44,445/台は極めて少額で、増額を

希望します。 

（コメント） 

広報やまとや障がい福祉課ホームページ、窓口で

配布している「障がい福祉のてびき」にも案内を

掲載し周知に努めています。事業者と行政それぞ

れが役割を果たし、疑義が生じた際にも密に連絡

を取り合うことで安定して事業が展開されまし

た。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

ドライバーの世代交代が人材不足で実現できません。

最近ドライバーの目的意識が変化し、ボランティアと

しての社会貢献ではなく、生活費を得るための労働に

なっています。有償ボランティアの在り方を再検討す

るときになっています。 

利用者とともに、事業者の構成メンバーも高齢化

しており、世代交代や新規のメンバーの確保が急

務であることは、本事業を提案いただいている 3

法人ともに共通の課題であります。 

市担当課として、法人の活動を、より多くの市民

へ理解いただき知っていただくためにも、より一

層の周知に努めます。 

また、コロナ禍の状況がしばらく続くとみられる

中、課題を共有し、今後も事業者と連携を図って

まいります。 
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12.移動制約者の外出介助サービス事業 
 

事業名称 （※） 移動制約者の外出介助サービス事業 

事業者  （※） 特定非営利活動法人 たんぽぽ 

市担当課 （※） 障がい福祉課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
    １４年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：1,200,000円 

市担当課の執行額（注 2）：44,444円（※） 

事業の目的 
障がい者・高齢者の移動制約者が外出の際の困難や不安感を軽減し安心

して社会参加の促進がはかれることを目的とする。 

事業の内容 

 

介助付きの外出サービス事業を安定して提供すること。 

 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

令和 2年 4月 

～ 

令和 3年 3月 

障がい者・高齢者など、一人では外出できない方々に、

外出する機会を得ていただきたいと考え、事業を実施

してまいりました。 

外出サービスを利用される方々への安全と安心の提

供を図ることを常に心がけています。 

通常の公共交通機関の利用が難しい方たちの大切な

手段として利用いただきました。 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

移動困難な方々への社会参加への促進ができ

ました。 

 

 

（コメント） 

コロナ禍において、例年と異なる状況下の中で

あっても、この事業を必要とする方々に対し、

必要な対策を取ったうえで、事業を遂行するこ

とができました。 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

利用者にとって、安全で安心した外出サービス

を提供致しました。 

 

（コメント） 

例年とは異なり、利用者が様々な不安を抱える

中で、事業所は個々の利用者のニーズに配慮

し、円滑に事業を実施できました。 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

コロナ禍により、利用者が減少しましたが、事

業努力により対応いたしました。 

 

 

 

 

 

（コメント） 

市は事業所に対して、車両維持のための負担金

を支出していますが、コロナ禍においては効率

面の低下による経費の増加もあり、状況が非常

に厳しい中、運営面でも事業者の努力で対応し

ていただいています。 

また、負担金以外にも、非接触型体温計を提供

するなどしました。 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう 

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

事業者と行政が共通の目的意識を持つことで、

円滑に事業を遂行することができました。 

 

 

 

 

（コメント） 

広報やまとや障がい福祉課ホームページ、窓口

で配布している「障がい福祉のてびき」にも案

内を掲載し周知に努めています。事業者と行政

それぞれが役割を果たし、疑義が生じた際にも

密に連絡を取り合うことで安定して事業が展

開されました。 
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・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

介護車両の増車と運転要員の確保 

高齢者の利用が多くなり介助要員の確保と、対

価の見直しを望む。 

 

 

 

利用者とともに、事業者の構成メンバーも高齢

化しており、世代交代や新規のメンバーの確保

が急務であることは、本事業を提案いただいて

いる 3法人ともに共通の課題であります。 

市担当課として、法人の活動を、より多くの市

民へ理解いただき知っていただくためにも、よ

り一層の周知に努めます。 

また、コロナ禍の状況がしばらく続くとみられ

る中、課題を共有し、今後も事業者と連携を図

ってまいります。 
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13．みんなでつくろう安心のまち事業 

事業名称 （※） みんなでつくろう安心のまち事業 

事業者  （※） 大和女性防犯会 

市担当課 （※） 生活あんしん課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
    １１年（令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：                0円 

市担当課の執行額（注 2）：         532,000 円（※） 

事業の目的 
大和警察署・大和市防犯協会・防犯指導員等と協力して、積極的に地域の防犯活動

に参画して、犯罪のない明るく住みよいまちづくりを推進すること。 

事業の内容 

（１）防犯キャンペーン及びパトロールの実施 

（２）防犯に関する座談会及び講演会の開催 

（３）防犯広報資料の作成及び配布 

（４）子どもの見守り活動、防犯教室の開催 

（５）高齢者の被害防止活動と指導 

（６）その他の防犯活動への参加と情報の交換 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

4月～3月 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当会の主な活動であ

る防犯キャンペーン、歓楽街対策パトロール等や、大和市民まつ

りやふれあい広場等の市や地域の行事が全て中止となり、市民

の皆さんに対する直接防犯を実施することが出来なかった。 

今年度は、毎月会員に文書や防犯チラシを郵送等で配布し、犯罪

発生状況等の情報共有、防犯意識の高揚を図った。 

会員は参加出来なかったものの、大和警察署生活安全課に防犯

グッズの配布を依頼し、大和警察署防犯係員を通じて防犯キャン

ペーン等で活用した。 

デジタルサイネージ（電子看板）を購入し、防犯チラシや当会の活

動紹介を盛り込んだ『見るだけでわかる防犯活動』を開始。 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・○2 ・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防犯

キャンペーン等の直接的な防犯活動が実施出来

なかった。 

代替策として、大和警察署員へ防犯グッズの配

布依頼、郵送資料による防犯情報の共有、会員を

通じて地域自治会に防犯チラシ配布協力依頼・ポ

スティング、デジタルサイネージの導入等、感染

のリスクを出来る限り避ける中で出来る防犯活

動を模索する 1年だった。 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、街頭で

の、人に対する直接的な防犯活動は実施できなかっ

た。 

新たな防犯対策として、女性防犯会会員を通じて

地域自治会へのチラシ配布依頼、ポスティング等、

接触しない感染リスクを避けた情報発信活動などを

実施し、犯罪発生状況や詐欺の手口等を周知した。 

市内の犯罪認知件数については、５年連続で減少

し、平成３０年に最多被害を記録した特殊詐欺につ

いては、最新手口の周知や各防犯活動等により、２

年連続で、認知件数、被害額ともに減少した。 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・○4 ・３・２・1 （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

ソーシャルディスタンスの関係で、今まで行っ

てきた直接市民に呼び掛ける形の防犯活動は出

来なかった。 

主な活動として防犯チラシの配布等、文書のみ

で注意喚起した。 

デジタルサイネージを導入したので、今後様々

な方法で活用していきたい。 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染症拡大により、予定した方

法による事業の実施はできなかった。 

しかし、感染リスクを避けた文書配布等の方法によ

り、各種情報発信、注意喚起等を実施し、本事業の目

的である犯罪のない明るく住みよいまちづくりは実

施できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・○4 ・３・2・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

市民まつりやふれあい広場等の多くの住民が集う行

事が全て中止となり、防犯キャンペーン等も実施出来

なかったため、啓発品購入減。バス研修会も未実施。 

活動再開に向け感染防止対策として、フェイスシー

ルド付帽子や消毒用アルコール等を購入。 

また、感染防止対策に対応し『見るだけでわかる防

犯活動』として、デジタルサイネージを購入。防犯チ

ラシや防犯活動を紹介。キャンペーン時には会場へ持

参し、展示。それ以外の時にも、大和警察署の出入り

口付近に配置し、来場者に対し防犯を呼びかけること

が出来るようになった。 

（コメント） 

市民まつりや防犯キャンペーン等が中止とな

り、減額した配布物品購入費で今後の感染対策

物品を購入する等、概ね予定どおり進めること

が出来た。 

今後も、事業者と密な打ち合わせを行い、継

続して効果的な事業を進めていきたい。 

 

★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのような点がよかったです

か（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ○5 ・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

今年度は新型コロナウイルスの影響で様々な防犯活動

の中止が相次ぎ、研修会も実施出来ず文書のみの情報共

有となったが、今後感染状況が落ち着いたら、協働事業の

相乗効果である警察・大和市・当会の三者で協力して、犯

罪発生が少しでも減少するよう活動再開していきたい。 

協働事業負担金で購入したデジタルサイネージを活用

し、最新の神奈川県警本部・大和警察署作成の防犯チラ

シや犯罪発生状況等の情報発信をしていきたい。 

（コメント） 

   女性防犯会と警察、行政が協働で事業を行うこ

とにより、幅広い活動が出来る他、最新の情報を、

異なる手段で異なる対象に発信することができ

る。特に、女性防犯会の会員が、地域や独自のネ

ットワークを通じて情報発信をすることにより、行

政の目の行き届かない部分を補い、様々な方へ幅

広く周知することができた。 

    事業者と行政がそれぞれの得意な点を活かし

協働することで、効果のある事業を行うことが出

来た。 
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・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

令和 2 年度は委嘱替えの年だったが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の関係で、退任者 3 名の後任の選

出依頼を控えたため、会員数が 15名となっている。感

染状況が落ち着き次第、大和市自治連理事の皆さんに

後任選出依頼をし、会員数を維持していきたい。 

今後は新しい時代に向け、デジタルサイネージを活

用した『見るだけでわかる防犯活動』と、感染防止対

策をした上での『防犯キャンペーン等の直接的な活動』

の 2本立てで、防犯活動を進めていきたいと思います。 

 

 

 

協働事業の効果もあり、大和市の犯罪認知件

数は、５年連続で減少し、ピークであった平成

１５年の１８％まで減少しており市民の体感

治安は向上していると考える。 

増加の一途をたどっていた特殊詐欺（振り込

め詐欺）についても、２年連続で減少し、過去、

最も被害の多かった平成３０年と比較し、被害

件数１１７件から６１件に半数近く減少、被害

額２億１，２００万円から７，６００万円と３

分の１近くに減少させることが出来た。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、新た

な生活様式が取り入れられ、防犯啓発活動につ

いても、大きく変わろうとしているなか、今ま

での人を集める防犯活動だけではなく、書面の

配布や広報媒体を利用した情報発信等、引き続

き効果的な防犯啓発活動を展開する必要があ

る。 
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1４．大和市民活動センターの管理運営 

事業名称 （※） 大和市民活動センターの管理運営 

事業者  （※） 拠点やまと 

市担当課 （※） 市民活動課 

提案分類 （※） 市民提案型   ・   行政提案型 

協働事業 

経過年数 （※） 
１６ 年 （令和２年度を含む） 

令和２年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： １，９８９，３２７円 

市担当課の執行額（注 2）： ６，９６０，０００円（※） 

事業の目的 
活動団体の居場所としての市民活動ブース「部室」や市民交流スペースを活用

して、活動の支援や様々な市民の交流を推し進める。 

事業の内容 

１．市民活動に関する支援として情報の収集と提供を行う。 

２．市民活動センターに集う人や団体の交流を図る。 

３．中高生やシニア世代などのボランティア活動コーディネート。 

４．市民活動団体と行政の協働の為、市民目線のアドバイスを行う。 

５．市民活動ブース「部室」を含むセンターの管理運営を行う。 

令和２年度 

事業実施の 

経過 

実施日時 
実施内容 

（イベント参加者数、スタッフ人数も概算でご記入ください） 

通年 

 

毎週 

毎月 

 

イベント 毎月 

イベント 中止 

イベント 代替 

 

 

 

＜センター指標＞ 

（R03.02末現在） 

 

 

市民活動センター／部室／会議室の管理受付業務 

ホームページ更新・金銭収支・「業務日誌」の発信 

収支決算報告 

情報発信：広報紙「あの手この手」ニュースレター、来館

者報告・「拠点やまと会議」 「スタッフ会議」 

共育（ともいく）セミナー（８、３月を除く） 

中高生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動「このゆびとまれっ！」 

ベテルギウスまつり 

「カッコーフェスタ＃」（活動交流まつり） 

まつり中止の為⇒「動画作成」14団体応募 

オンライン開催で 3月中旬に実施 

・市民活動登録団体数    １９８団体 

・会議室使用度数      ７０２回 （3,307人） 

・部室活用回数   延べ１，４０４回 

・市民交流スペース人数   ７７５人（６人制限） 

 

（注１）：事業者の負担額 ＝ 協働事業にかかった全費用 ― 市負担金 

（注２）：市担当課の執行額＝ 市負担金 ＋ その他協働事業に要した費用 
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◆令和２年度の協働事業をふりかえり、自己採点し、コメントを記入してください。 
 

（５：できた ４：ややできた ３：どちらでもない ２：ややできなかった １：できなかった） 

 

・目的を達成することができましたか（目標設定） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・新型コロナウイルスにより活動制限をされたが、

目的に向かい積極的やり繰りを行った。 

・施設・部室活用など活動団体の利用が減り、窓口

対応も少なくなったが、団体とは広報誌、メール

便、ホームページ等を通じての交信に努めている。 

・オンライン行事、セミナー、在宅勤務、オンライ

ン業務など今まで未経験の体制を組み共有理解で

目的に進んだ。 

（コメント） 

・事業者が記しているとおり、新型コロナ

ウイルス感染拡大に伴う事業中止等余儀

なくされましたが、今出来る状態の中で

事業実施出来ています。 

 

 

 

 

 

・予定した方法により事業が実施できましたか（実施手法） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・従来の業務体制では、事業遂行が難しいことから、

勤務体制を大幅に変え、並行してプログラム化を

進めて業務効率を図った。 

・現在の環境下で登録団体、中間支援センター等と

共に連携し合い、事業遂行に励んだ。 

（コメント） 

・上記同様、今出来る状態の中で、業務効

率を図り、事業遂行しています。 

 

 

 

 

・当初の予算のなかで、事業が実施できましたか（計画性） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・予算内での収支処理が計画的に行われた。 

 従来の会計コード別のシステム処理で明確な収支

報告が出来ている。 

・利用負担金（施設・機器利用）の大幅な減少に伴

うサポートレベルを下げることなく、人件費・事

業費を調整して全体収支を収めることができた。 

 

（コメント） 

・予算の範囲内で的確に事業実施出来てい

ます。 
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★協働による相乗効果がありましたか（協働の効果）、また、協働事業による実施のどのよう

な点がよかったですか（※コメント欄に記入ください） 

事業者   市担当課（※） 

（採点） ５・４・３・２・１ （採点） ５・４・３・２・１ 

（コメント） 

・「協働事業」として組織や人材を活かした活動を行

っている。特に新型コロナウイルスに対処した双

方の情報提供は迅速な行動に繋がった。 

・いち早く取り入れた“在宅勤務”“オンライン会議”

“フレキシブルタイム”“朝夕ラッシュアワー回

避”など体制基盤づくりに双方の理解があった。 

（コメント） 

・可能な限り迅速な情報提供は行いました

が、リアルタイムに市民活動団体まで情

報が浸透したかについては、若干疑問が

生じています。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

・やはり、“相談窓口業務”が従来の様に戻ることは

難しく、また利用負担金収入の回復も時間が掛か

ると思われる。本来の“市民活動の広がりを支援

する”原点に立って今後も業務体制づくりを図る。 

 

 

・以前から継続的な問題の“スタッフ確保”。  

 これからも続けて個々のスキルアップとワークロ

ードのバランスを考えていきたい。 

 

 

・「ベテルギウスまつり」としては実行出来なかった

活動交流まつり“カッコーフェスタ”だが、代わ

りに組まれた「活動団体の動画作成」と付随した

YouTube へのアップやホームページ掲載の発信

は、イベントまつりに留めないで今後の日常業務

としても取り組んでいきたい。 

・令和３年度より最大３年間協働事業とし

て推進（更新）していく事になりました。 

 “活動の広がり”は、より一層の情報共

有を図りながら、進めていく必要があり

ます。 

 

・スタッフの高齢化に伴うメンバーの「入

れ替え」については、この期間（３年間）

を通しての長期的な課題と捉えていま

す。 

 

・事業者が記しているとおり、「カッコーフ

ェスタ」としては、代替策実施をしまし

たが、他方、ベテルギウス内所管団体と

の「交流」も視野に入れながら、今後進

めていく必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

協働事業に関するお問い合わせは 

大和市役所 市民活動課 

協働・ボランティア・県人会・市民活動支援係 

☎０４６－２６０－５１０３ 

 

大和市民活動センター 

☎０４６－２６０－２５８６ 
 


