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大和市イベントキャラクター ヤマトン 

 

大和市 市民活動課 / 大和市民活動センター 
 

 

市民活動のｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ「あの手この手」 

Solution(解決)の S を表しています。 
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１．令和元年度協働事業一覧 
 

◆平成３０年度提案事業（令和元～３年度実施事業） 

 事業名 種類 協働事業者／市の事業担当課 

１ 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 

２ 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 

３ 
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 

４ 
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 

５ 
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 

６ 
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 

７ 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 

８ 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 

９ 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 

10 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 

11 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 

◆平成２８年度提案事業（平成２９～令和元年度実施事業） 

 事業名 種類 協働事業者／市の事業担当課 

12 

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 

13 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 
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１．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 （※） 
    １３年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：         円 

市担当課の執行額（注 2）：  ２,４００,５１３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。 

令和元年度 

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） 

毎土日祝 

 

毎月１回 

  

５月２５日 

 

４月２０日 

６月２９日 

９月１４日 

１１月 ２日 

 

 

１２月２１日 

 

プレーパークの開催 

（93日、開催日の 15時時点での来場者数 30～50名） 

運営会議の開催（6～10人程度、担当課も出席） 

 

総会 自治会はじめ地域各団体からも出席 21名 

 

鯉のぼりを作ろう（70名） 

じゃがいも掘り＆花植をしよう（20名） 

じゃがいもを掘ってフライドポテト（110名） 

１３周年記念行事（180名） 

（１部）みんなでトーテムポールを建てよう 

（２部）講演会「地域における冒険遊び場の多様な役割」 

ツリガで X‘mas～七面鳥を焼きました（200名） 

※イベントの人数はスタッフも合わせた人数になります。 

（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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◆令和元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） 

隣接するポラリス（星の子ひろば）の影響もあって

か、来園者の低年齢層化を感じます。 

日々の来園状況は変わらず、イベントでは安定して

大勢の参加者があり子どもたちの期待は大きいと思

います。 

（コメント） 

事業者が実施する会議に毎回参加し、目的の共有を 

図りながら事業を実施することができました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、 

３月上旬より土曜・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。 

・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） 

イベント、広報による自治会や地域関連団体との連

携が図れています。Facebook 他、LINE による広

報活動も定着しています。 

イベントでは、準備や後片付けを参加者と一緒に行

うやり方が定着しています。 

 

（コメント） 

誰もが安全に安心して利用できる場を提供できるよ 

う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、事業者と話し合って改善策を検討、実 

施しました。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、事業の実施状況の把 

握や事業者との連絡調整をすることができました。 

・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） 

予算内で実施できました。 

 

 

 

（コメント） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、３月 

上旬より土曜・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、施設の修繕などは、計画 

的に執行できました。 

★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） 

月例会議による意見交換で、より良い方向性を得る

ことができました。 

講演会も「協働」を意識したテーマで行い、共に考

え、意見交換が深まりました。 

（コメント） 

施設内の管理や、イベントの開催、地域とのコミュ 

ニケーションについても行政、事業者双方がそれぞ 

れの役割を果たし、概ね効果的に実施することがで 

きました。 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

慢性的な人員不足、世代交代が課題となっています。

今春、プレーリーダーが不在となることは危機的な

問題であり、さらなる募集を行う必要を感じていま

す。 

学生プレーリーダーが減少していることは大きな問

題と捉えており、より有効な募集方法の検討などが

必要です。 
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２．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 （※） 
     １３ 年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：  １１０，０００円 

市担当課の執行額（注 2）：  ９０４，５１７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 

令和元年度 

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） 

 

 

2019.06.08(土) 

2019.09.08(日) 

2019.12.07(土) 

2020.03.08(日) 

 

2019.06.16(日) 

2019.09.15(日) 

2019.10.20(日) 

2019.11.17(日) 

2019.12.15(日) 

2020.01.19(日) 

2020.02.16(日) 

2020.03.15(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 43回 17組 + 9名（参加者 + 役員） 

第 44回 14組 + 8名（参加者 + 役員） 

第 45回  9組 + 7名（参加者 + 役員） 

中止 

 

定期清掃 25名 30頭 

定期清掃 13名 18頭 

定期清掃 14名 16頭 

定期清掃 14名 16頭 

定期清掃 23名 25頭 

定期清掃  8名 13頭 

雨天により中止 

定期清掃 21名 27頭 

11月 17日の定期清掃はDog-Walk Keep Clean及び会員

相互によるミニ運動会を実施 

12月 15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 
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◆令和元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） 

前事業年度と比較して天候にも恵まれたため、地域

の定期清掃が雨天中止になる事もなく、多くの会員

が犬とともにふれあいの森の清掃を行う事ができ

た。 

（コメント） 

新役員の方々とより利用しやすい施設となるよう可

能な限り話し合いながら対応し行う事が出来た。犬

と人また、会員同士の親睦を深められた。 

 

・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） 

これまでのところ会員の皆さんが参加する総会で決

めた実施予定事項は漏れなく実施が出来た。 

（コメント） 

会員登録説明会は新型コロナウィルス感染拡大を受

けて 3月のみ中止したが、その他は予定通り行われ

た。 

また、会員の更新は市担当課でも事前予約を受け、 

予定通り実施。 

 

・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） 

Win7 機の PC 入れ替えを予定しており、定期総会

での予算承認も通ってはいたのですが芝刈り機の故

障により代替機の購入を行ったため、PC 入れ替え

の予算をあてがう。 

その他については実施出来ている。 

（コメント） 

計画的に予算内で事業を実施できた。 

 

★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） 

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。 

（コメント） 

会の運営は結の会、広報や現地の維持管理、保険等 

は市というように役割分担して行うことで、計画的 

に事業を実施することが出来た。 
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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（※） 

開設から 10 年以上が経過してきたため、一部の会

員が独自ルールを作り出して暴走している部分が出

てきた。対処として、当該会員にはみどり公園課さ

んとともに今後同様の事を行った場合は退会処分に

する旨の警告を行い、反省を促した。 

今後もルールを順守したうえでのドッグラン運営を

続行するため執行部を編成し、体制を整えた。多く

の会員の方からドッグランが使いやすくなったとい

う声が新執行部に届くようになった。 

マナー教育・啓発の充実により優良会員として利用

される方が増えるように、会則、利用案内、利用要

領を結の会と話し合い、改正・修正した。神奈川県

厚木保健福祉事務所大和センター、大和市役所健康

づくり推進課と情報交換し連携を強め、犬鑑札・狂

犬病予防接種等の明確な表示の心がけを会員に周知

した。施設内環境や設備の改善については、結の会

と話合いを行いながら、可能な限り適宜対応を図っ

ていく。 
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３．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 （※） 

    12年（令和元年度を含む） 

令和元年度 
決算予定 

事業者の負担額（注 1）：     256,167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 

令和元年度 
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 23日 
8月 27日 

R2年  1月 21日 
 
H31年 5月～ 
   R2年 2月 
 
 
 

 
6月 4日 
6月 5日 
6月 11日 
6月 18日 
6月 18日 
9月 10日 

10月 15日 
10月 17日 
11月 12日 
12月  3日 
12月 11日 

 
 
 
 

【はぐサポーター交流会】北部・中部３か所にて実施 
第１回（保健福祉センター・8名） 
第２回（大和市市民交流拠点ポラリス・8名） 
第３回（大和市文化創造拠点シリウス・10名） 

 
【大和市子育て連絡会への参加】 
 18回出席 28名参加 
 
【育児講座のお手伝い】 
 大和全地区 11回 21名 
 
 緑野保育園 1名 
 大和市文化創造拠点シリウス ２名 
 深見中コミセン 2名 
 南林間コミセン ２名 
桜丘学習センター ２名 

 渋谷学習センター 2名 
 緑野コミセン ２名 
 保健福祉センター 2名 
 深見中コミセン ２名 
 柳橋コミセン 3名 
 大和市文化創造拠点シリウス 1名 
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6月 18日 
6月 18日 

   12月 18日 
1月 15日 

 ～1月 17日 
 
 

11月 23日 
 
 
 
 
 

4月 27日 
 

6月 29日 
 

7月 27日 
   

8月 31日 
9月 28日 

 
 
10月 26日 

 
12月 28日 

 
   1月 25日 
 

2月 29日 

【その他お手伝い】 
 
若葉保育園｢とりかエコ｣保育ボランティア 1名 
緑野保育園「離乳食講座」保育ボランティア １名 
緑野保育園「離乳食講座」保育ボランティア １名 
  イオンコートにて 

保育フェスティバルお手伝い 6名 
 
【はぐくねっと育児講座開催】 
 ・第 12回『きて・みて・遊ぼ♪』開催 
  イオンモール大和イオンホールにて 
  来場者 243名 
 
【スキルアップ講座開催】 
 
松本和美先生によるイライラ 3ステップ講座 

（32名）（取材 1名） 
西鶴間小学校 四ノ宮校長先生による講話 

(29名）（取材 1名） 
大和市消防署による｢乳幼児の救命救急(AED含む)｣ 

（23名） 
南林間小学校 竹中校長先生による講話（27名） 
館合理事長による 
「物事にはさまざまな考え方がある」 

（28名）（取材１名） 
ＮＰＯ法人 ひだまりの森の林順子先生による 

ワーク（30名）（取材１名） 
臨床心理カウンセラー若林ふみ子先生による 

「私の中のあなたへ」（33名）（取材１名） 
大和市に聴いてみよう！ 
｢子育て連絡会って何してるの？｣（23名） 
日本の座礼・立礼・立ち振る舞いの奇跡（25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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◆令和元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 4名（141名登録） 
・７地区の子育て連絡会では、各地域の子育てサロ
ンや保育園の様子を知ることで、子育ての地域性
など親子の現状を把握でき、活動に役立てること
ができた。 

・７地区の育児講座に、はぐサポーターを派遣し、 
たくさんの親子さんが笑顔になるお手伝いがで
きた。 

・子育てサークル団体と連携することで（きて・み
て・遊ぼ♪で、情報提供の場を設ける）、はぐくね
っとの輪も広がり、多くのママ達への周知につな
がった。 

（コメント） 
・はぐサポーター交流会を予定通りに年３回開催す
ることができ、サポーター同士の交流を深めるこ
とができた。 

・広報やまとや、年１回イオンモールで開催してい
る『きて・みて・あそぼ♪』を通じ、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、育児講座のお手伝いを行なった。 

・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♪｣も開催することができた。 

（コメント） 
・広報やまと等で事前に交流会やイベントの周知を
図り、予定通り事業を行うことができた。 

・イベント『きて・みて・遊ぼ♪』において、市よ
り専門職（保育士・保健師）を派遣したり、市の
イメージキャラクター「ヤマトン」を出演させた
りすることで、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。 

・はぐサポーターをよりわかりやすく、たくさんの
方に知って頂くために、ある親子を題材にした｢だ
いじょうぶ！だいじょうぶ！｣という大型紙芝居
を制作した。デザインは、イラストレーターの方
に依頼したが、制作については費用削減のため、
はぐサポーターが集まって、手作りで制作した。 

・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。 

・子育て支援の需要が高まり、事業の規模が拡大し
つつあるため、予算については、次年度以降、実
施する事業のすり合わせを行ったうえで、編成す
る必要がある。 
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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） 
・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（保
育士・保健師）の派遣により相談コーナーの充実
をはかることができた。これが、市の窓口に行く
きっかけ作りになっている。 

 また、保育士によるステージも毎年お母さん達に
ご好評をいただき、協働の役割分担の中で、安心
感の提供ができた。 
イベント集客に市のイメージキャラクター「ヤマ
トン」の出演で募金会場もイベント会場も大変盛
り上がった。 

・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・あそぼ♪』の開催にあた
っては、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
が現状である。 
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る。 
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ある。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
すことが目標である。 

 
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
はないだろうか。 
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く。 

・イベントや交流会の開催によって、はぐくねっと
の活動が周知され、少しずつ新規登録者が増加して
いるので、今後も多くの方に周知されるよう、努め
ていく必要がある。 
 
・不安を抱えている市民への日常的な声掛けなど、
市が事業として行うことが難しい分野において、市
民に安心感を与える本事業の活動を、協働事業を通
じてサポートしていきたい。 
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４．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 （※） 
     １０年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：約 １，２００，０００円 

市担当課の執行額（注 2）：約４２，８００，０００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。 

令和元年度 

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） 

＜令和元年度から運行部分をバス事業者に委託（本格運行開始）＞ 

◆運行事業：運行日数 366日（土日祝日含む）利用 27.500人（年間見込み） 

◆添乗：14人（平日のみ 243日、延べ 564人、地域のコミュニケーション、外出支援） 

  →交替期として、令和元年度は新たな方が参加（30代 2名、60代 2名） 

◆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 

◆運営：スムーズな運行に向けた取り組み 

事務局会議（月１回定例）、役委員会（5回実施）、運行担当者会議（月１回定例） 

ニュース発行（月１回№108～№119） 

◆コミュニティ：利用者、足腰が弱り、のりあいの利用ができなくなった方、乳幼児連れ

の親子、地域の方とのコミュニティづくり 

編物教室（月２回、各 10名、7年経過、今年度延べ 250人）  

ホッと！な集い（月１回、各５～13名、6年経過、延べ 100人） 

※集い提供の方の転居に伴い、１２月をもって終了（参加者、別途自主的な集まりへ） 

編物教室も講師主催の自主活動に発展 

その他、地域のお祭り等（泉の森盆踊り、子安児童館祭り）への参加 

 

＜令和元年度通年の課題＞ 

◆運行は主に市とバス事業者、引き続き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 

◆市・バス事業者・のりあい事務局の情報共有：利用者へのお知らせ、問い合わせ等の対

応をこれまで以上に実施。（のりあいニュース、車内での通知、問い合わせ等の共有等） 

◆9自治会との連携、協力関係の維持：臨時の会議を設定、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。 
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４月～6月 

4/24（水） 

6/2（日） 

 

 

7月～9月 

7/22（月） 

8/28（水） 

 

 

10月～12月 

10/12（土） 

 

 

10/24（木） 

10/30（水） 

12/28（土）～ 

1月～3月 

1/15（水） 

1/17（金） 

2/19（水） 

3/16（月） 

 

 

★協働事業報告会（活動の報告・感想） 

★第 9回地域交流会・のりあいの輪（111名+子供 2名） 

市長、地区民生委員、市議含め、9自治会を中心とした住民参加。 

バス事業者 3人、地域の方によるギター演奏と歌。（参加者、活き活き） 

 

●香川県丸亀市議会「のりあい」視察 

●のりあい事務局・バス事業者・市の顔合わせ 

 ・地域での運行時、事業運行後も継続となっている「乗り残し」の課題含め、土日休日 

  運行がとても喜ばれていること等、伝える。 

 

●台風 19号に伴い、終日、計画運休実施 

 ・市 HP・PSメール、バス事業者 HPで事前周知およびバス停へお知らせを掲示 

 ・地域（のりあい事務局）への問い合わせに、現添乗と地域サポーターが対応 

●愛知県知多市「のりあい」視察 

●北海道中空知広域市町村組合「のりあい」視察 

●年末年始のダイヤ実施（12/28（土）～1/5(日)は、土日祝日ダイヤ） 

 

※東京交通新聞取材（のりあい関係者） 

※東京交通新聞取材（市職員、バス事業者） 

●「市役所」停留所に自立式停留所を設置 

★協働事業ふりかえりシートの提出 

★次年度の事業・予算作成、会則の見直し、最終確認 

★協働事業報告会、第 10回のりあい地域交流会に向けての準備 

（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 

 

 

 

◆令和元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） 

・バス事業者との協働を本格的に進める中での、

初期の目標として、双方の協力関係を築くこと

が市を通し、スムーズに動き始めたと判断でき

る。都度の対応も、市、バス事業者、地域のり

あい三者の協力ができていると考える。 

・利用者からの多様な要望に関して、車内での仲

介的な役割も情報交換を密にし、様子を共有す

ることで、利用者の個人的な要望等、スムーズ

に運営ができるよう、進められている。 

（コメント） 

・バス事業者に運転を委託したことで、安定的な

地域乗合交通の提供に寄与した。 

・運行に関して、利用者の利便性向上を図り、バ

ス停や車内等の環境を整えた（バス停車位置の

調整や自立式バス停の設置、シートベルトの色

分け等）。 

・地域交流会を開催するなど、地域コミュニティ

の活性化に寄与した。 

 



12 

 

・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） 

・天候の状況、道路工事等による通行止め等も連

絡を取り合いながら、利用者の大きな不満を生

むことなく、利用がスムーズに進んでいる。 

・相鉄バス㈱の電話による対応も適宜な判断の

下、電車が止まり、踏切が下りた状態が続いた

時も、早い段階での連絡、対応があり、地域で

の連携も的確にできた。 

（コメント） 

下記の通り実施できた。 

・運転をバス事業者へ委託し、本格運行に移行 

・関係機関との連絡調整 

・市の設備を使用した広報事務 

・事業報告等の確認 

・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） 

地域の活動への予算内でのやりくりは対応して

いるが、目的とする地域のコミュニケーションづ

くり、安全、安心できる外出支援といった点で、

平日全便の添乗の実施は難しく、今後の課題でも

ある。乳幼児連れ、高齢者利用増の今後を予測す

ると、いつも添乗がいるといった安心は、重要な

地域の取組みであり、地域づくりに必要。 

（コメント） 

予算内で、実施手法のとおりの支援を実施でき 

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） 

・昨年同様、市との協働、市の事業者委託による

安定した運行の確保が継続できていることは、

とても重要なこと。 

・外出が、単なる移動の確保だけでなく、人と人

との交流、地域のつながりを作る大きな役割を

担えるといった点を、重視する構想が充実する

ことを願っている。 

（コメント） 

運行部分を市が担うことで、安定的な地域乗合交 

通の提供が行えるとともに、地域が添乗活動やバ 

ス停の環境整備、迂回・運休時の対応補助を行う 

ことで、スムーズな運行につながっている。 

・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  

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 

・「のりあい」を通じて地域の「支えあい」「つな

がり」の輪を育て、地域コミュニティの活性化

や健康増進の一助を担う取り組みを継続して

実施する。 

・運行上の課題として、乗り残しが頻繁に起きて

いる。 

・のりあい事務局・バス事業者・市それぞれの役

割分担と連携を図る。 
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５．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 （※） 
１０年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： ２５，０００円 

市担当課の執行額（注 2）：１００，０００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 

令和元年度 

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） 

R1/5/28 
第１期資料検討会 

 スタッフ：４人 

R1/6/3～6/25 

第１期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

 受講者：１３人 

 スタッフ：４人 

R1/9/10～9/24 

ボランティア研修講座（生涯学習センター） 

 受講者：１０人（日本人） 

 スタッフ：４人 

R1/11/5 
第２期資料検討会 

 スタッフ：４人 

R1/11/11～12/3 

第２期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

 受講者：１２人 

 スタッフ：４人 

R2/2/18～2/25 
第３期資料検討会 

スタッフ：４人 

R2/3/2～3/24 

第３期教室（保健福祉センター、生涯学習センター） 

 受講者：１０人（予定） 

 スタッフ：４人 

※新型コロナウイルス拡散防止のため中止 

（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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◆令和元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） 

他の日本語教室では取り上げることの少ない日常生

活にかかわるテーマを題材とした授業を２期にわた

って計１６回の講座で実施できた。 

使用した教材や授業の様子などは HPで公開すると

ともに facebookも活用して教室からの情報伝達を

はかった。 

今期開催したボランティア養成講座から活動を希望

するスタッフを輩出できた。 

（コメント） 

事業の目的である、外国人学習者が日本人と同じ地 

域で生活する上で、相互理解及び日本語による読み 

書きの能力を高めるべく、学習者へ実践的な学習の 

場を設けることで、目的を達成することができた。 

 

★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） 

授業テーマは各スタッフが工夫をこらした内容で

様々な分野での授業展開だった。 

各期の講座開始前に実施している資料検討会を通し

てスタッフ間での共通理解が得られ、効果的な授業

が進められた。 

（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、ボランティアへの講座１期（３回）の開催 

予定に対し、新型コロナウイルス拡散防止のため、 

外国人学習者向けの講座の第３期を中止としたが、 

概ね予定通り実施した。 

 

★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） 

昼・夜の各講座、新規ボランティア講座、資料検討

会、授業用に作成した各種成果物のまとめや、ホー

ムページ運用等全て当初の予算通りに実施できた。 

（コメント） 

予算の中で実施することができた。 
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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 

（コメント） 

会場の確保や使用する機材の貸し出し等の支援があ

り、その分教室の運営に集中できたので、より質の

高い授業内容が実現できた。 

申込窓口を市担当課に担っていただくことで、教室

参加者からも行政との一体化した日本語教室として

の価値を認められた。 

（コメント） 

 それぞれに役割を分担することで、事務の効率化

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一連

の事務 

 

★今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者 市担当課（※） 

ここ数年で運営するスタッフの人数が減少した。今

期は新規ボランティア講座を実施したので、その中

から新たに運営スタッフとして継続的に活動できる

人材を育てていきたい。 

受講者間の日本語スキルに差異があり、授業の進行

で時々支障が出るときがある。運営するスタッフを

うまく活用して、円滑に授業が進められるようにし

ていきたい。 

外国人学習者の日本語理解力の差や、学習者による

需要の幅が異なる。この問題については、募集条件

を日本語の読み書きができるという枠からより具体

的な条件を示すなどがあるが、そうすると切り分け

の手法や条件に合致しない外国人への支援対応等の

問題も発生しうることから、今後の検討事項とした

い。 
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６．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 （※） 
     １７ 年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：   ９５，４００円 

市担当課の執行額（注 2）：８，９１１，５６４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 

 

令和元年度 

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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◆令和元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 

 

夜間の施設利用団体も増えた。 

新しい事業もいくつか開始できた。 

渋谷中学校の教員の方々が行う補習授業などの場

の提供もできた。 

 

渋谷中学校の先生との協働により学習支援の場を

提供するなど新たな取り組み行うことができ、生涯

学習が推進されている。 

・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 

 

講師の方々の協力のおかげで予定通りに実施  

できた。広報や HPを確認してくださる方もおり参

加者を増やしてほしい等の要望もあった。 

 

地域との連携により事業を実施し、定員を超える応

募があった講座もあり、参加者の期待の高さがうか

がえた。 

・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 

 

実施できた。事業を楽しみにしている参加者も多く

なった。 

 

予算の範囲内で事業を実施できた。 

★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 

 

事業実施の際に地域の方の協力を得やすく、新しい

事業のアイデアなども頂くこともある。 

学習センターを通じてボランティア講師の方に事

業のお手伝いなどのお願いもしやすい。 

 今年度より渋谷学習センターは指定管理者によ

る運営となったが、今まで通りの協力体制を保持

し、事業を実施することができた。 

 

新たな取り組みとして渋谷中学校の先生方との協

働で学習支援の事業が開始され、地域の課題解決に

取り組んでいることは、今後の活動の広がりが期待

される。 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

 

利用団体が増える中で団体同士の施設予約希望日

の重複などが多数起きている。施設予約方法の見直

しや修正などが必要になってきている。 

 

 

会議室や和室の利用希望は多いが、家庭科室などの

利用が伸び悩んでいる。 

利用希望が重複した時に家庭科室などが利用でき

るよう、環境整備が必要です。 
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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

折り紙工作 毎日
折り紙を通じてスタッフと子供たちのコミ

ニュケーションを図る

ディスプレイ 不定期
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 10日 16日 4日 19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 19日 食を通じた交流

UNO/カルタ大会 日 19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
19日

26日
31日 29日 26日 24日 1日 5日 27日 31日 24日

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 23日 15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 7日
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）

14日

28日

19日

26日

9日

23日

14日

28日

4日

11日

18日

8日

22日

13日

27日

3日

17日

8日

15日

12日

26日

9日

23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 30日 1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

ひょうたんペイン

ト
10日 ペイント技術を学びアートの喜びを知る

しめなわ作り 日 22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
4日

5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

リトミック体操

（春組）
火 28日 18日 16日

リトミック体操

（秋組）
火 17日 15日 19日

リトミック体操

（冬組）
火 21日 18日

切り絵あそび 日 28日
地域の人と参加者との切り絵を通じたの交

流の場

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 26日 25日 10日 9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 11日 12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) 18日 16日 20日 18日 15日 19日 24日 21日 21日 19日 13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 5日 健康普及委員による、骨量・体組成の測定

織り輪 水 26日 麻ヒモでの織物

消しゴムはんこ 簡単に始められるハンドメイドを学ぶ

フラダンス教室

（春）
木(毎週)

16日

23日

30日

6日

13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

*3/2～利用休止中

2019年度事業実施報告

主に小

学生

7月1日-7日

小・中

学生

未就園

児と保

護者

・幼年期に全身を使って音楽を表現するこ

とで表現力を身に着ける

・たくさんの参加者と一緒に行うことで協

調性を身に着ける

・音楽を通じて素直な心と強い心を養う

毎週日曜日

主に小

学生

一般

4月-6月毎週(月)

毎日

一般

毎週土曜日

 



19 

 

７．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 （※） 
      16年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：約 1,180万円 

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、音楽会など。 

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）など 

令和元年度 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 13日 

4月 24日 

5月 19日 

5月 3日 

8月～9月 

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：１７１名 

今年度の新規会員：１３１名  計：３０２名 

 利用回数：5,740回 利用者延べ人数：3,414人 

（通院等3,258回、通所等406回、その他2,076回） 

毎月、全員参加の定例会を開き情報交換・課題解決等を行い

ました。 

福祉車両の車検・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。 

（運転者講習会、同乗研修など） 

ホームページ、ブログの更新を心掛け、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。 

 

 

イオン 幸せの黄色いﾚｼｰﾄキャンペーン贈呈式 出席 

協働事業報告会 

第22回通常総会 

福祉有償運送登録更新手続き 

福祉車両4台、それぞれの6ヵ月点検 
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10月 

10月 14日 

12月 8日 

12月 31日 

1月～2月 

1月 31日 

2月～3月 

3月 19日 

福祉車両修理 

街頭共同募金参加 

街頭共同募金参加 

福祉車両3台冬タイヤに履き替え 

福祉車両修理 

利用料金体系見直しについて打ち合わせ会議 

福祉車両3台、それぞれの車検 

(大和市福祉有償運送運営協議会) 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

◆令和元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。例年になく新規入会が多く、またサービス料

も増えた一年でした。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） 

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。 

 

・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） 

利用者のニーズにできる限り応え、活動しました。

安心・安全に心がけ、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。独居の利用者とは遠方の家族とも連絡を取る

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） 

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。 
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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 

（コメント） 

収入に直結する利用者延べ人数も昨年度に比べ増え

ました。年間を通じて経費の削減に努め、また、助

成金や個人寄付を頂いた事などにより、厳しい経営

状況ながら昨年度に引き続き黒字となりました。 

日本財団の助成事業に応募し、昨年度末に取得した

福祉車(軽自動車)も予想以上に活躍しました。 

（コメント） 

厳しい運営の中でも事業者の努力で対応してい

ただきました。 

 

★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） 

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

情報提供をしていただきました。 

利用料体系の見直しに際しては、担当部署の方々に

一方ならぬお世話になりました。 

（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（※） 

担い手が恒常的に不足しています。新人は 2名増え

ましたが、専任で常時携われるメンバーが少ない状

況が続きます。長年のメンバーも歳を重ねてきてお

り、メンバーの拡充が喫緊の課題です。 

非営利活動法人の活動を、より多くの市民へ理解い

ただき知っていただくために、市担当課として、事

業者と連携を図り、より周知に努めます。 
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８．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 （※） 
      16年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：４，３６７，８８５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。 

令和元年度 

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 99％で、買物、銀行、お出かけなど

はわずかです。 

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。 

 透析者数は、全体の 28％ですが、送迎件数全体の 91％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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◆令和元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） 

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。 

 

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。 

透析者の生活場所に変化があり、１日目は自宅を出て

透析後は施設に、２日目は施設から施設、３日目は施

設を出て自宅に戻るなど、生活場所が日替わりで変化

するため、ドライバーたちにとっては細心の注意が求

められています。 

また、一人暮らしで通院到着時だけヘルパー契約して

いる場合、ドライバーは契約時間に間に合わせる苦労

や、利用料金は家族に請求し後日収受などのわずらわ

しさが多発しています。 

（コメント） 

個々の利用者のニーズに配慮し、柔軟な対応をす

ることで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 

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円ですから、透析者の負担を考えると料金改

定したくともできません。 

福祉車両を整備管理する人材不足のため、他事業と歩

調を合わせ、車両をリース化したことから財政的に厳

しいですが、種々の工夫で凌いでいます。 

（コメント） 

厳しい運営の中でも事業者の努力で対応して

いただきました。 
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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 

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￥44,444/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。 

 

非営利活動法人の活動を、より多くの市民へ理

解いただき知っていただくために、市担当課と

して、事業者と連携を図り、より周知に努めま

す。 
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９．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 （※） 
  13年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：1,500,000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

参加の促進が図ら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。 

令和元年度 

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） 

 

平成 31年 4月 

 

～ 

 

令和 2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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◆令和元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 

移動困難な方々への社会参加への促進ができまし

た。 

 

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。 

 

・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 

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。 

 

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 

利用者が増加状況にあり、事業努力により対応致し

ました。 

 

厳しい運営の中でも事業者の努力で対応していただ

きました。 

 

★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 

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。 

 

 

 

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（※） 

介護車両の増車と運転要員の確保 

利用者へのヘルパーの同乗 

介護保険での利用の認定 

 

非営利活動法人の活動を、より多くの市民へ理解い

ただき知っていただくために、市担当課として、事

業者と連携を図り、より周知に努めます。 
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１０．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 （※） 
      10年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：         円 

市担当課の執行額（注 2）：     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 

令和元年度 

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） 

 ＊別紙参照 

（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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◆令和元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） 

事前に活動内容についての細かい打ち合わせを行うこ

とで、お互いの意思確認がよく出来て、統一されてい

た。 

警察署からの情報と協力で、最新の犯罪発生状況等

を把握できる。それらを活用することで、課題を明確

に設定することが出来た。 

今年も、振り込め詐欺撲滅キャンペーンを中心に活

動した。通常の防犯キャンペーンはもちろん、新しい

試みとして、ATM利用者に対し振り込め詐欺の新しい

手口について、大和警察署員と一緒に声掛けをするキ

ャンペーンを行った。 

また、自転車盗の新しい手口が発生し、それに対し

ても防犯キャンペーンを行った。 

研修会では久里浜少年院を訪問。触法少年たちの

置かれた状況や退院までの教育・指導等、職員の皆

さんの少年たちに対する真剣な思いを聞くことが出

来た。また、少年たちに対する地域の役割、重要性

を学ぶ事が出来た。 

（コメント） 

犯罪のない明るく住み良い街づくりを推進すると

いう目的と、そのために防犯キャンペーン等を実施

していくことについて、共通意識を持つことができ

た。事前の打ち合わせによって課題が明確になり、

キャンペーン等における配布物の内容も市内の犯罪

情勢に即したものにすることができ、効果的なキャ

ンペーンとすることができた。 

市内の犯罪認知件数ついては、４年連続で減少し 

た。その中でも年々増加の一途をたどっていた、い

わゆる振り込め詐欺といわれる特殊詐欺について、

防犯キャンペーン等の地道な活動が実を結び被害件

数・金額ともに大幅に減少した。 

 

 

・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） 

市の担当者と一緒に行う防犯キャンペーンと、それ

ぞれの会員の地域で行うふれあい広場では防犯クイ

ズ、自治会・老人会等のイベント等では防犯について

話をする等、様々な方法で啓発活動を行った。 

年金支給日に定期的に行う振り込め詐欺防止キャン

ペーンと、毎月違った場所で行う防犯キャンペーン等、

手法を変えることによりたくさんの方に啓発活動を実

施できた。 

防犯キャンペーンでは、犯罪発生状況に応じて被害

にあっている年齢や性別を考慮し、被害対象となりや

すい方を重点的に声掛けした。一人ひとりしっかりと

話を聞いていただき、防犯意識をもってもらえるよう

お願いをした。また、新しい手口の自転車盗対策と

して、有料駐車場利用者に対し、施錠を呼びかけた。 

（コメント） 

 概ね予定した方法により事業を実施することが 

できた。 

協働により、事業者がこれまで培ってきた実績・

経験を活かすことができ、キャンペーン時の声掛け

等も、きめ細かい対応をすることが可能となった。 

日々、研鑽を積んでいる事業者の意見を取り入れ

た犯罪抑止に効果的な事業を実施することが出来

た。 

 

 

 



29 

 

・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） 

 概ね予算どおり進めることが出来た。 

 今回から会員に対し、活動時の交通費を一部負担

できるようになり、会員個人の経済的負担が軽減さ

れ、より活発な活動が行えるようになった。 

 今後も密な打合せを行い継続して事業を進めてい

きたい。 

（コメント） 

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） 

こまめに情報の共有や、打ち合わせ等をすること

で、市担当者・警察・女性防犯会とそれぞれの役割

を最大限に活用することが出来た。 

協働によって、犯罪発生状況等の情報や配布する

啓発物品等の提供受け、活発な防犯活動を行うこと

が出来た。 

昨年は振り込め詐欺の新しい手口が多種多様に発

生し、被害に合う方も増加していたが、当会の振り

込め詐欺撲滅キャンペーン等と大和市の振り込め詐

欺対策（迷惑電話対策電話機の補助金事業等）が功

を奏し、発生件数・被害額共、大きく減少した。 

（コメント） 

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。 

 特にキャンペーン内容等は犯罪情勢に応じたもの 

にするなど、協働ならではの効果的なキャンペー 

ン等を実施することができた。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

今後も振り込め詐欺対策を緩めることなく、少し

でも被害が防げるよう市や警察が協力して考え、活

動していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働事業の効果もあり、大和市の犯罪認知件数は

４年連続減少し、ピークである平成１５年の２４％

まで激減しており市民の体感治安は向上していると

考える。 

年々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、過去、最も被害のあった平成

３０年の被害件数１１７件、被害額２億１,２００万

円から 被害件数は７５件と約３分の２へ、被害額に

ついては、９，９００万円と約半数へと大幅に減少

させることが出来た。しかしながら、手口の巧妙化、

多様化は著しく、引き続き効果的な防犯啓発活動す

る必要性がある。 
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事　業　内　容
スタッフ

参加者数

4/5 （金） 引地台小学校入学式　防犯キャンペーン
4人
70人

4/10 （水） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

4/15 （月） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

4/26 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

4/29 （月） やすらぎと緑のふれあいまつり　防犯キャンペーン
4人

500人

大和市民まつり（パレード・街頭キャンペーン・広報啓発資料の配布等）
30人

3900人

5/24 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

6/10 （月） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

6/14 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

7/10 （水） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

7/23 （火） いきいきサロンにおける防犯講話
1人
15人

7/26 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

8/15 （木） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

8/26 （月） 大和市子ども見守り隊発足式
1人

100人

9/1 (日) 敬老のつどいにおける防犯講話
1人
90人

9/3 （火） 当会　定期総会 -

9/8 (日) 敬老のつどいおける防犯講話
1人

100人

9/10 （火） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

9/17 （火） 大和中央7丁目地区『茶々会』防犯講話
1人
20人

9/26 （木） 全国防犯協会連合会・警察庁長官連名防犯功労者表彰式
1人

100人

9/27 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

10/11 （金） 安全・安心まちづくり旬間　一日警察官委嘱式
1人
10人

10/15 （火） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
14人
600人

10/17 （木） 安全・安心まちづくり旬間防犯パトロール出発式
5人

200人

10/20 （日） 南林間文化祭　防犯キャンペーン
5人

200人

10/24 （木） 安全・安心まちづくり旬間防犯パトロール出発式
3人

300人

10/27 （日） 下草柳コミセンまつり　地域安全キャンペーン
3人

300人

11/3 (日) ふれあい広場　地域安全キャンペーン
5人

500人

11/8 （金） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
20人
500人

11/13 （水） 県警本部・県女性防合同振り込め詐欺撲滅グリーンリボンキャンペーン
95人
300人

11/17 (日) ふれあい広場会場　地域安全キャンペーン
3人

500人

11/22 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

11/24 (日) ふれあい広場会場　地域安全キャンペーン
6人

500人

11/27 （水） 交番の日　交通・地域・防犯合同キャンペーン
15人
200人

12/7 （土） 大和市安全なまちづくり推進大会・年末防犯キャンペーン
23人

1500人

12/13 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
15人
500人

12/20 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

1/10 （金） 110番の日・防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
15人
200人

1/24 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

1/28 （火） 当会　研修会 13人

2/14 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
15人
500人

2/18 （火） 大和中央7丁目地区『茶々会』防犯講話
1人
30人

2/28 (金) 歓楽街対策パトロール 13人

南 林 間 駅 前

大 和 警 察 署

久 里 浜 少 年 院

大 和 駅 前

武 蔵 小 杉 駅 前
こ す ぎ コ ア パ ー ク

大 和 駅 前

イ オ ン 大 和 店

大 和 警 察 署

明 治 記 念 館

大 和 駅 前

高 座 渋 谷 駅 前

シ リ ウ ス
大 和 駅 前

大 和 駅 前

南 林 間 小 学 校

大 和 駅 前

中 央 7 丁 目
自 治 会 館

下 草 柳 コ ミ セ ン

オ ー ク シ テ ィ

中 央 林 間 駅 前
つ き み 野 駅 前

中 央 １ 号 公 園下
　
　
半
　
　
期

草 柳 コ ミ セ ン

大 和 駅 前

大 和 駅 前

大 和 駅 前

中 央 7 丁 目
自 治 会 館

文 ヶ 岡 小 学 校

大 和 駅 前

下 草 柳 コ ミ セ ン

大 和 駅 前

令和元年度大和市協働事業報告書

実施月日 実施場所

上
　
　
半
　
　
期

引 地 台 小 学 校

中 央 林 間 駅 前

大 和 駅 前

引 地 台 公 園

大 和 駅 前

5/11～12

大 和 駅 前

大 和 駅 前

大 和 市 役 所

下 草 柳 コ ミ セ ン

泉 の 森 公 園

大 和 駅 前 周 辺

大 和 駅 前

大 和 駅 前 周 辺

大 和 駅 前

事　業　内　容
スタッフ

参加者数

4/5 （金） 引地台小学校入学式　防犯キャンペーン
4人
70人

4/10 （水） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

4/15 （月） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

4/26 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

4/29 （月） やすらぎと緑のふれあいまつり　防犯キャンペーン
4人

500人

大和市民まつり（パレード・街頭キャンペーン・広報啓発資料の配布等）
30人

3900人

5/24 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

6/10 （月） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

6/14 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

7/10 （水） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

7/23 （火） いきいきサロンにおける防犯講話
1人
15人

7/26 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

8/15 （木） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
17人
500人

8/26 （月） 大和市子ども見守り隊発足式
1人

100人

9/1 (日) 敬老のつどいにおける防犯講話
1人
90人

9/3 （火） 当会　定期総会 -

9/8 (日) 敬老のつどいおける防犯講話
1人

100人

9/10 （火） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
18人
500人

9/17 （火） 大和中央7丁目地区『茶々会』防犯講話
1人
20人

9/26 （木） 全国防犯協会連合会・警察庁長官連名防犯功労者表彰式
1人

100人

9/27 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

10/11 （金） 安全・安心まちづくり旬間　一日警察官委嘱式
1人
10人

10/15 （火） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
14人
600人

10/17 （木） 安全・安心まちづくり旬間防犯パトロール出発式
5人

200人

10/20 （日） 南林間文化祭　防犯キャンペーン
5人

200人

10/24 （木） 安全・安心まちづくり旬間防犯パトロール出発式
3人

300人

10/27 （日） 下草柳コミセンまつり　地域安全キャンペーン
3人

300人

11/3 (日) ふれあい広場　地域安全キャンペーン
5人

500人

11/8 （金） 防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
20人
500人

11/13 （水） 県警本部・県女性防合同振り込め詐欺撲滅グリーンリボンキャンペーン
95人
300人

11/17 (日) ふれあい広場会場　地域安全キャンペーン
3人

500人

11/22 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

11/24 (日) ふれあい広場会場　地域安全キャンペーン
6人

500人

11/27 （水） 交番の日　交通・地域・防犯合同キャンペーン
15人
200人

12/7 （土） 大和市安全なまちづくり推進大会・年末防犯キャンペーン
23人

1500人

12/13 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
15人
500人

12/20 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

1/10 （金） 110番の日・防犯の日　大和市合同防犯キャンペーン
15人
200人

1/24 （金） 歓楽街対策パトロール 13人

1/28 （火） 当会　研修会 13人

2/14 （金） 年金支給日 振り込め詐欺撲滅キャンペーン
15人
500人

2/18 （火） 大和中央7丁目地区『茶々会』防犯講話
1人
30人

2/28 (金) 歓楽街対策パトロール 13人

南 林 間 駅 前

大 和 警 察 署

久 里 浜 少 年 院

大 和 駅 前

武 蔵 小 杉 駅 前
こ す ぎ コ ア パ ー ク

大 和 駅 前

イ オ ン 大 和 店

大 和 警 察 署

明 治 記 念 館

大 和 駅 前

高 座 渋 谷 駅 前

シ リ ウ ス
大 和 駅 前

大 和 駅 前

南 林 間 小 学 校

大 和 駅 前

中 央 7 丁 目
自 治 会 館

下 草 柳 コ ミ セ ン

オ ー ク シ テ ィ

中 央 林 間 駅 前
つ き み 野 駅 前

中 央 １ 号 公 園下
　
　
半
　
　
期

草 柳 コ ミ セ ン

大 和 駅 前

大 和 駅 前

大 和 駅 前

中 央 7 丁 目
自 治 会 館

文 ヶ 岡 小 学 校

大 和 駅 前

下 草 柳 コ ミ セ ン

大 和 駅 前

令和元年度大和市協働事業報告書

実施月日 実施場所

上
　
　
半
　
　
期

引 地 台 小 学 校

中 央 林 間 駅 前

大 和 駅 前

引 地 台 公 園

大 和 駅 前

5/11～12

大 和 駅 前

大 和 駅 前

大 和 市 役 所

下 草 柳 コ ミ セ ン

泉 の 森 公 園

大 和 駅 前 周 辺

大 和 駅 前

大 和 駅 前 周 辺

大 和 駅 前

別紙  
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１１．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 （※） 
    15年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：  2,747,002円 

市担当課の執行額（注 2）： 6,960,074円（※） 

事業の目的 
活動団体の居場所としての「部室」や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．中高校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．部室を含むセンターの管理運営を行う。 

令和元年度 

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 7.8月 

イベント 12/15 

 

 

 

 

参考） 

ベテルギウス 

まつり（全体） 

 

 

 

＜センター指標＞ 

 

 

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」発進 

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 

来館者数報告 「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） 

「このゆびとまれっ！」中高生ボランティア活動 

“ベテルギウスまつり”の一環として 

「カッコーフェスタ＃」（活動交流まつり）26団体 

                    交流ブース出店  13 

                    パフォーマンス   6 

                    ワークショップ他  7 

カウンター計数 

   来館者人数（昨年人数） 

総計     5,453人 (4,378) 

         本館  3,084人 (2,528) 

            北館  2,369人 (1,850) 

・登録団体数                  169団体 

・会議室使用度数           1,180回   9,955人 

・部室活用回数          2,203回 

・市民交流スペース人数＊    17,329人  

               ＊参考（受付で見える範囲） 

（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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◆令和元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） 

企画に掲げた活動項目を計画的に行えた。 

 

ベテルギウス施設・部室活用など活動団体の活動を

ひろげる場所として役立たせている。 

 

毎日の「業務日誌」配信、HPや PC活用や広報紙、

チラシ作成などの手段で関係者との情報共有も有効

に行っている。 

 

電子掲示板（会議室予約）・カラー印刷機設置・貸出

用 PC やプロジェクターなどの寄贈品等も運営方針

に沿って活用されている。 

（コメント） 

・移転２年後、部室入居者が増える一方で、新たな 

課題が見えてきた中、課題解決に向け、事業者と協 

力し対応することができた。 

・事業者の工夫で、事務作業がシステム化し、整理

されたため、スムーズな対応ができるようになって

いる。 

 

・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） 

市民活動を積極的に推し進める登録団体が減った

為、一緒にボランティア推進、研修やセミナーを組

み立てて行く機会が減った。 

また従来の「カッコーフェスタ」（活動交流まつり）

も登録団体や地元自治会からの“実行委員”的な活

動が減り、企画や場所・設備・通信処理など主にス

タッフが担った。 

3 月は新型コロナウィルス対応で会議室・市民活動

スペースは閉めたが、部室活用 191回、印刷活用で

12 自治会や老人会総会をサポートしまた決算・予

算など内部業務を終え、次期へのスムーズな移行が

できた。 

（コメント） 

・一部施設（会議室、市民交流スペース）を３月の

１ヶ月間、感染症対応で閉鎖することとなるなど臨

時の対応が発生したが、事業者と協力し、対応する

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） 

予算内での収支処理が計画的に行われた。 

「拠点やまと」会議での予算実績・予測など全員で

管理運営に携わってきた。 

予算構成を項目別・会計コード別に管理した。 

（コメント） 

概ね予算どおり事業を実施することができた。 
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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 

（コメント） 

行政側、市民側共に組織や人材を活かした活動を行

っている。 

ボランティア活動の推進など、協働事業の信頼性や

広いネットワークで登録団体を結び、中高生や高齢

者を多く呼び入れている。 

（コメント） 

・新たな課題にも、市民活動センターと市民活動課

双方で協力し、市民の立場、行政の立場で必要な意

見交換を行い、調整することができた。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

移転後、公益的な活動目的の市民活動団体から 趣味

的な同好活動の登録団体に大きく振れて来ている。 

 

「協働事業」として双方が市民や活動団体に対して

表立って対応する機会が減ってきている。 

 

事業内容も従来の相談研修やボランティア推進活動

から場所管理・予約調整や集金領収など事務的な作

業が大幅に増えている。 

＊増えたルーチン作業はプログラミング化で処理 

 

従来の市民活動団体や NPO 団体で培った社会資源

を役立てる対面相談や活動交流・団体交流等でのコ

ーディネート作業も減ってきている。 

 

市民活動ブース「部室」や会議室管理も従来の会計・

給与・金銭出納に組込まれており、支障無く管理業

務の出来るチームへの引継ぎや継続支援を行ってい

きたい。 

・移転後２年経ち、施設管理事務が安定してきた一

方で、市民活動を支えるための相談業務等が少なく

なっている。 

市民活動センターでは、活動内容や支援内容など

に関する情報発信の方法について、SNSの活用方法

を検討するなど、新たな取り組みをはじめており、

今後も事業者と一体となって進めていきたい。 
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１２．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 （※） 
      ９年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）： ３４，６６５ 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。 

令和元年度 

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） 

11月12日(木) 

11:55-12:45 

 

 

 

 

 

 

11月28日（木）  

13:40～14:25 

 

鶴間中学校 2年生とのふれあい体験 ４クラス 149名 

大和市腎友会 透析者４名、ボランティア 3名 

透析者は各教室で、生徒に囲まれながら日常生活の様子を「語り

部」のように語ります。障がい当事者を「かわいそう」という同

情ではなく、一人ひとりの違いを理解し、透析という一生涯続け

なければならない重大な障がいに陥らないよう、生活習慣を考え

自分は何をし、どんな力になれるか、などを考えてくれています。 

 

中央林間小学校４年生とのふれあい体験 3クラス 102名、 

大和市腎友会 透析者 3名、ボランティア 3名 

事前学習で腎臓の働きを学び、当日は目に見えない障がい者を

知り、病気の怖さ、手を差し伸べたいと素直な気持ちを表してい

た。質問が多く、将来医師や看護師になりたいとの声も出ていた。 

パラリンピックやヘルプマークへの関心が表れていた。 

 

地域防災訓練は、実施時期が５月に変更となり、日程的に参加で

きなかった。 

（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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◆令和元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） 

透析者が語る言葉を、自分の身に置換えて真剣に聴

いていることが、感想文に現れていた。共生への気

づきは中学生のほうが強かった。 

感想文から中学生の感想 

①透析者への理解  33.1% 

②健康への関心   25.0% 

③共生への気づき  30.4% 

小学生の気づき 

①透析者への理解  29.7% 

②健康への関心   27.2% 

③共生への気づき  26.6% 

（コメント）課名：指導室 

透析者の方の不安や苦しさを直接お聞きすること

で、小中学生は、自分の身に置き換えて、命の尊

さに気づき、自分たちにできることは何かを考え

ることができた。 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 

 避難行動要支援者支援制度の主管課として、本事

業に対する情報提供等の対応は可能だが、今年度

実施した事業の中での関わりはなかった。 

・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） 

各教室で講師を囲むように座り、はじめは静かに聞

いているが透析者が一人ひとりに腕のシャントの

血流音を聞かせ始めると、驚きと怖さを感じて大声

を出し始める。ふれあうことで、より親密度や関心

度が高まり、とたんに質問が続出していた。 

目的や効果を考えれば、さらに他校での実施も考え

たいと思うが、講師となる透析者の体調に負うこと

が多く、拡大することは難しい。 

防災訓練への参加は、実施時期の変更により参加で

きなかった。 

（コメント）課名：指導室 

患者の方のご体調もある中で、学校に直接行って

お話とふれあう機会をいただけることは、貴重な

機会になっている。学校との連絡も直接しっかり

とっていただけた。 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 

避難行動要支援者支援制度の主管課として、本事

業に対する情報提供等の対応は可能だが、今年度

実施した事業の中での関わりはなかった。 

・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） 

防災訓練に参加できなかったため、大部分の予算は

使用しませんでした。 

（コメント）課名：指導室 

実施校にて、スケジュールどおりに実施できた。

予算は、ありません。 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 

避難行動要支援者支援制度の主管課として、本事

業に対する情報提供等の対応は可能だが、今年度

実施した事業の中での関わりはなかった。 
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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） 

このような機会がなければ、透析者が地域の人た

ちに障がいのこと、障がい者の生活実態を知って

もらえず、共生社会を考え実践に向かうことがで

きない。 

鶴間中学校、中央林間小学校ともに人権福祉学習

という大切な時間を通して、児童生徒たちの成長

過程で障がい者、障がい、共生を考えることがで

きた。 

（コメント）課名：指導室 

共生社会の観点から、児童・生徒にとって、直接お

会いして透析のお話をしていただける貴重な機会

は、今後も必要であると考える。 

（採点） ５・４・○3 ・２・１ 

（コメント）課名：健康福祉総務課 

避難行動要支援者支援制度の主管課として、本事業

に対する情報提供等の対応は可能だが、今年度実施

した事業の中での関わりはなかった。 

 

・今後の課題や改善事項等（自由記述） 

事業者   市担当課（※） 

共生社会実現には、最低 10 年のスパンで継続し

ていく必要があります。継続できず途絶えてしま

うとすぐに消えてしまい、回復には長時間を要し

ます。 

社会的に重要度が高い事業という位置づけだけで

なく、具体的な施策として取り上げていくことが

できればと思います。 

具体的な目標設定については、ぜひご指導いただ

きたいと思います。 

課名：指導室 

特にありません。今後も事業者と連絡を密にとって

進めていきたいと思います。 

 

 

課名：健康福祉総務課 

令和元年度は地域防災訓練の実施もなく、関わりは

なかった。今後は、情報提供等や地域防災訓練への

関わりなど、事業者と連携を図る必要がある。 
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１３．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 （※） 
      ６年（令和元年度を含む） 

令和元年度 

決算予定 

事業者の負担額（注 1）：     4,000  円 

市担当課の執行額（注 2）：     2,800  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。 

令和元年度 

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） 

６月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１６日 

 

 

 

 

 

院内コンサートを実施 

１１曲を演奏。 

季節の曲を入院患者の皆様と一緒に歌ったり、聴き馴染みのあ

る「懐メロ」を聴いて頂き、癒しのひと時となった。 

前回までの反省を生かし、コンサートの流れをコンサート開始

時に説明した。 

・参加者数 ５４名（同伴の家族等含む） 

 スタッフ：事業者２名（五十嵐、前田） 

      進行・患者補助等２０名程度 

 

院内コンサートの実施 

１３曲を演奏。 

冬にちなんだ曲や演歌、手遊び、映画音楽等を演奏した。 

この回は実験的に途中入場・退出ありであることをお伝えして、

更に気楽に参加できる様に配慮した。 

季節的なこともあり、参加者は少なめであった。 

・参加者数 ３１名（同伴の家族等含む） 

スタッフ：事業者２名、（五十嵐、前田） 

      進行・患者補助等２０名程度 

（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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◆令和元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） 

入院患者様へ「癒しの一時を提供する」という点で

は目的を達成出来ているが、更に全体的な進行やプ

ログラム内容を改善し、満足度を上げたいと考えて

います。 

 

（コメント） 

今年度の１回目は参加者数が多く、看護スタッフか

らも好評であった。２回目は、参加者はそれなりの

数がいたが、おとなしい患者さんが多く、１回目に

比べると盛り上がりに欠けた。しかしながら、総じ

て患者さんの満足度は高かった。 

・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） 

昨年度の反省を生かし、事前に予定したスケジュー

ルで実施することが出来た。 

 

（コメント） 

昨年度、日程調整につき、事業者との連携がうまく

取れなかった部分があったが、今年度はその反省を

生かし、予定通りに実施することが出来た。 

・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） 

楽譜の購入は最新のヒット曲のみで、歌謡曲・演歌

等については保有の楽譜を使用することにより経費

を抑えることが出来た。 

機材規模を縮小することにより、公用車を使わずに

運搬出来るようになった上に仕込みや撤収作業の負

担も大幅に軽減できた。 

（コメント） 

予算内で事業を実施できた。 

★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） 

ポスターの制作を病院総務課の方でやって頂ける様

になり、その他コンサートの告知や会場の準備・運

営を病院側で、 

コンサートの構成や演奏面等を事業者側で、 

分業することにより双方の負担が軽くなる上に、よ

り良いコンテンツが作りだせていると感じていま

す。 

また、大和市民による大和市の施設のためのコンサ

ートであり、地域での連携・一体となってコンサー

トを運営出来ていると感じています。 

（コメント） 

事業者側と行政側との役割分担が、回を重ねるごと

に明確化していることで、双方の負担を最小限にし

ながら実施できるようになってきている。 
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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（※） 

昨年度の反省を生かし、機材規模を縮小することに

より、公用車を使わずに運搬出来るようになった上

に仕込みや撤収作業の負担も大幅に軽減できた。 

 

一昨年度に試験的に導入した事前アンケートによる

曲のリクエストを有効的な形で再度導入し、より来

場される入院患者様により一層寄り添った内容に出

来ないか検討しております。 

 

今年度までの6年間は全て講堂でコンサートを実施

しているが、患者様の移動・看護部・病院スタッフ

の更なる負担軽減のため、時間を短くした上で複数

回の公演にするまたは、各階のロビーで小規模な開

催等、方法を検討したいと考えています。 

 

 

 

今年度から、機材の規模を縮小したため、事業者の

倉庫まで機材の積み込みに伺う手間がなくなり、準

備や撤収作業にかかる負担が減り、大変助かった。 

院内告知等の周知活動では、ポスターの掲示箇所を

増やす、あまり事前に参加希望アンケートを取らな

いようにする（アンケート時は参加する気でいたが

体調を崩す方や退院してしまう方、開催日を忘れて

しまう方などがこれまで多かったため）、途中の入退

場が可能であることをアピールする、などの工夫を

行った。その効果から、参加者数は昨年度よりも増

加した。 

ただ、看護部からは、「スタッフに係る負担が大きい

（患者に付き添う看護師の同席が必要であるため）」

ことから、規模の縮小、病棟での開催、回数を減ら

すなど、実施方法見直しの検討を求められている。 

意義のある活動であるため、院内の協力を得ながら、

最適の形で続けていけるよう、検討していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

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 
 


