
 
 

 

   

 

 

 

 

沼津市では、市民や事業者が主体的に取り組む「まちづくり活動」や「まちづくりに資する施設整備等」に

対して、「沼津市民間支援まちづくりファンド事業」により補助金を交付して、それぞれの活動の支援に取り

組んでおります。 

平成 31 年度に実施されるまちづくり活動の提案について、平成 30 年 12 月 10 日から平成 30 年 1 月 31

日まで募集を行い、３９事業の応募を受け付けました。 

平成 31 年 3 月 10 日に沼津市民間支援まちづくりファンドアドバイザー会議（公開ヒアリング）を開催し、

アドバイザーの評価を基に、辞退 1 件を除く３８事業を民間支援まちづくりファンドの対象事業として採択し

ましたのでお知らせします。 

 

■概要 

 

１ 採択事業の状況 

 (1) ソフト部門（地域活性化や住民の生活向上に資する「まちづくり活動」を支援するもの） 

採択件数 ３６事業（スタート支援型１１事業、ステップアップ型２５事業） 

 

   ・まちづくりの推進を図る活動（１０事業） 

    主な採択事業 

応 募 者 特定非営利活動法人 カケルバイク 

事 業 名 サイクリストフレンドリーエリア創造（カケルバイク創造）プロジェクト 

事業概要 

民間目線で沼津市を基点としたサイクルツーリズムの魅力発信と、サイク

リストが楽しく安全に走るサポートを目的とし、ツアーガイドの養成、ツ

アーガイド派遣、サイクリストの安全走行スキルアップ講座等を開催。 

 

応 募 者 渡會 信介（団体での申請を検討中） 

事 業 名 移動型スケートパーク「ＣＡＲＡＶＡＮ ＰＡＲＫ」 

事業概要 

軽量小型の障害物を製作し、年間を通じて市内の公共空間等を移動し、Ｂ

ＭＸやマウンテンバイクなどの自転車やスケートボードの遊び場となる移

動型スケートパーク「ＣＡＲＡＶＡＮ ＰＡＲＫ」を設置・運営する。 

 

・福祉の増進、子どもの健全育成を図る活動（９事業） 

主な採択事業 

応 募 者 子育て応援サークル いちご 

事 業 名 「さいしょのいっぽ つながる笑顔」事業 

事業概要 

子育て期にもっとも孤立してしまうと言われている「産後すぐ０歳～就園

前の親子」を対象に、年間を通じて、そこに行けば誰かと話せる、繋がれ

る、子育ての最初の一歩を気軽に踏み出せるきっかけを提供する。 
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「民間支援まちづくりファンド」の 

事業採択について 



沼津市民間支援まちづくりファンド事業　平成31年度実施事業の選定結果 応募事業数：39事業　採択事業数：38事業（1事業辞退）

ソフト部門
まちづくりの推進を図る活動（10件）

№ 事業名 申請者(団体)名 事業概要

1 移動型パークプロジェクト「CARAVAN PARK」 渡會　信介 BMXなどアーバンスポーツの移動型セクションが市内の公園や施設を巡回

2 大岡地区公共交通住民協議会 大岡地区連合自治会 地域住民の生活の足を確保するため、住民が主体となった運行サービスの検討

3 門池公園の利活用促進事業 門池地区連合自治会 門池公園において、手ぶらで来ても楽しめるバーベキュー、野外体験・学習サービスの提供

4 沼津文化交流会 (特)キミスタ 地域のお祭り等への生演奏隊･踊子隊の派遣による地域コミュニティの活性化事業

5 夏フェス　Summer of Love Music & Art Festival 実行委員会 中央公園において、音楽とアートを題材としたイベントの開催

6 狩野川ミュージックフェスタ（水辺の音楽祭） ミュージックフェスタ 狩野川河川敷を活用した音楽イベントの開催

7 サイクリストフレンドリーエリア創造（カケルバイク創造）プロジェクト (特)カケルバイク サイクルツーリズムガイドの養成・派遣、サイクリストスキルアップ講座の開催

8 じん３プロジェクト じん３プロジェクト 芸術と文化の分野で沼津に貢献できるサロンの形成を目指したワークショップ

9
コミュニティの力で社会の仕組みを変えていく
コミュニティ・オーガナイジングをはじめよう

(仮)沼津市民シンクタンク創設実行委員会 地域課題に住民が主体的に取り組む仕組みや手法を学び、組織化への基盤を作る

10 シンナカ彩生プロジェクト 沼津新仲見世商店街 アーケード撤去後の整備やルール化、道路空間の有効活用等についての検討

福祉の増進、子どもの健全育成を図る活動（9件）

№ 事業名 申請者(団体)名 事業概要

11 「さいしょのいっぽ　つながる笑顔」事業 子育て応援サークルいちご 孤立しがちな０歳～就園前の親子の居場所づくり、仲間づくり

12 自殺防止・減少浸透（ゲートキーパー）サポート事業 (特)静岡こころのサポートセンター 自殺対策の周知・啓発のための「ゲートキーパー養成研修」の実施

13 『母たちのスキルアップ支援』とスキルの活用 障害者のしごとを考える母の会 障害を抱える子どもたちの将来の仕事、居場所を創る事業

14 子育て応援プロジェクト (一社)食育スタジオDreamy 栄養相談、ママデイサービス、講演会等による乳幼児の保護者支援

15 歌声伴奏サービス事業 (特)キミスタ 市内高齢者施設における音楽療法の普及啓発活動と人材育成

16 冬休み学習支援　書き初め講座 通級保護者となかまたちの会　ぱすてる 通級指導学級在籍児童の長期休暇における学習支援イベント

17 つながるつながり、つながりつながる 鈴木　逸美 発達障害の当事者が集う居場所をつくり、社会とつながるきっかけとする

18 健康麻雀の普及による「認知症予防 及び 交流の場づくり」 今沢健康麻雀愛好会 出前講座、体験会、交流会などを通じて健康麻雀の普及と競技人口拡大を図る

19 原地区の生活介護サービス『わ・く・ら』の啓蒙活動 (特)わ・く・ら 生活介護施設の通所希望者を対象に、地域住民等を交えた集う会を開催



学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動（7件）

№ 事業名 申請者(団体)名 事業概要

20 Weekend ENGLISH SUPPORT in Numazu Ｅサポ 英語に自信のある高校生が、同年代の人たちに英語を気軽に学べる機会を提供する

21 幼児教育のための施策「みんなで花を咲かせましょ」および「芸術士」の提案 EN 商店街における幼児とアーティストがコラボした展示の実施及び「芸術士」の具現化に向けた活動

22 ボタニカ・RYUギャラリー・EN静岡県内３ギャラリー合同企画展 EN 元印刷工場をリノベーションしたギャラリーにおける他市ギャラリーと連携した企画展の実施

23 アート×ジオツアー 2019 EN 静浦周辺のジオスポットを題材にアートにつなげる体験型ツアー実施、作品の公開

24 フェンシングで地方創生　～フェンシングフェスティバル2020～ (特)沼津新鮮組 初心者の子供への体験会、練習会などフェンシングを更に普及するためのイベントの開催

25 絵本でつながる 絵本専門店グリム 子育て世代の親が子どもの本について学ぶ機会の提供

26 瞽女町音楽研究会 瞽女町音楽研究会 沼津の瞽女文化の研究・情報発信のため、情報誌の制作・映画上映会の開催

その他の活動（10件）

№ 事業名 申請者(団体)名 事業概要

27 荒廃農地を活用して野菜づくりで浮島・原地域活性化活動 (特)ＩＢＡ未来塾 荒廃農地を活用した野菜づくり等による原・浮島地区の地域間交流・活性化事業

28 にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業 (特)樹木いきいきプロジェクト 門池地区の地域住民とイソギクを植栽し、将来のにぎわいづくりの実験・検証を行う

29 ぬまづの宝百選一首～100選めぐって沼津の魅力を和歌にしよう～ ぬまづの宝百選一首実行委員会 沼津の宝１００選を題材としたのかるたを作成するためのワークショップ開催等

30 沼津発日ロ交流事業　～モスクワ・ウラジオストク日ロ交流写真展～ 一般社団法人　チャンクス ロシアと沼津(戸田)の交流の歴史を中心とした日ロ交流写真展、講演会の開催

31 CoderDojo三島沼津の継続発展 CoderDojo三島沼津 子どもたちのプログラミング能力の育成を図るため、沼津高専などで道場を開催

32 Open Data Labo Code for ふじのくに データとは何かを知り、正しい知識と利活用の方法を身につけるワークショップ

34 障害者・高齢者のためのPCお助けサロン事業 長谷川　浩 主に障害者・高齢者を対象としたパソコン教室と就労支援

35 女性経営者のスキルアップセミナー＆交流会（座談会） (特)Woman'sサポート 起業後の事業成長に課題を抱えている女性を対象としたセミナー、座談会の開催

36 「かがやけファーム」事業(継続) (特)静岡人材再生支援センター 耕作放棄地を障害者・高齢者の就労支援に活用、農業体験教室の実施等

33 まちのぷらっと相談室『まちのぷらっと無料相談会』 まちのぷらっと相談室 士業・専門家の連携任意団体による創業、移住、相続等の無料相談会やイベントの開催

ハード部門（2件）

№ 事業名 申請者(団体)名 事業概要

37 赤ちゃんの駅新設と食育スタジオ移設工事 (一社)食育スタジオDreamy 自宅を改修し、乳幼児の栄養相談・離乳食レッスン等のスタジオ、赤ちゃんの駅等を整備

38 ぬまづにしうらの恵み　くぼたパン工房 久保田　典子 西浦久料の倉庫を改修し、地場産品の加工所・休憩所を整備して住民交流・地域活性化の拠点とする



 

 ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動（７事業） 

主な採択事業  

応 募 者 Ｅサポ 

事 業 名 Weekend ENGLISH SUPPORT in Numazu 

事業概要 

英語に自信がある高校生が先生役となって、市内の中高生と英語のスキル

を共有する場を創り出す。同年代の高校生が講師役になることで、参加者

は学ぶというよりもサークル活動のように楽しく英語に親しみ、英語力を

つけながら仲間を増やすことができる。 

 

 ・その他の活動（１０事業） 

主な採択事業  

応 募 者 一般社団法人 チャンクス 

事 業 名 沼津発日ロ交流事業 ～モスクワ・ウラジオストク日ロ交流写真展～ 

事業概要 

ロシアと沼津の歴史を中心に戸田、下田、富士市等を撮影した「日ロ交流

モスクワ写真展」（モスクワ開催）の作品約 60 点を沼津市で紹介する「日

ロ交流写真展」や日ロ交流記念講演の開催 

 

 (2) ハード部門（にぎわい創出やまちづくりに資する施設整備等を支援するもの） 

採択件数 ２事業 

採択事業  

応 募 者 一般社団法人 食育スタジオＤｒｅａｍｙ 

事 業 名 赤ちゃんの駅新設と食育スタジオ移設工事 

事業概要 
自宅を改修し、乳幼児の栄養相談・離乳食レッスン等のスタジオ、赤ちゃ

んの駅等を整備 

 

応 募 者 久保田 典子 

事 業 名 ぬまづにしうらの恵み くぼたパン工房 

事業概要 
西浦久料の倉庫を改修し、地場産品の加工所・休憩所を整備して住民交流・

地域活性化の拠点とする 

 

   ※ 採択事業の一覧については、別紙を参照してください。 

 

２ 事業選定方法 

応募があった全 39 事業は、３月 10 日(日)に沼津市民間支援まちづくりファンドアドバイザー会議（公開

ヒアリング）を開催し、その評価を基に辞退 1 件を除く 38 件の事業を採択しました。 

  アドバイザー委員（敬称略、五十音順） 

氏名 所属 分野 

小泉 秀樹 東京大学先端科学技術研究センター 共創まちづくり分野教授 まちづくり 

中谷 渉 (株)日本政策金融公庫沼津支店 融資第二課長 金融支援 

千野 和子 公益財団法人ふじのくに未来財団副代表理事 ＮＰＯ支援 

深野 裕士 (一社)マチテラス製作所代表理事 中間支援 

吉川 正明 (株)イワサキ経営 代表取締役社長 起業支援 

 


