
 
 

    

 

 

 

 

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「交流の場作り」など、「沼津を元気

にする市民からの提案」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 29 年度は、4 月 7 日から 5 月 19 日まで募集を行い、審査の結果、次のとおり 32 件の事業を民間

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（２９件） 

    民間主導の公益的な「まちづくり活動」を支援するもの 

 

    まちづくりの推進に係るもの（７件） 

     主な採択事業 

応募者 沼津ロゲイニング実行委員会 

事業名 沼津ロゲイニング＆バスロゲイニング 

事業概要 

バスを活用したロゲイニング大会を開催し、沼津市の魅力的なスポッ

トや飲食店などのＰＲ、まちの賑わい創出、公共交通機関の利用促進

を図る。 

 

福祉の増進に係るもの（６件） 

     主な採択事業 

応募者 特定非営利活動法人ユートピア 

事業名 
認知症の人が当たり前に暮らせる地域を当事者とともに作るための住

民対話 

事業概要 
ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）を活用した認知症体験を行い、市内

に増加している認知症患者と向き合うための住民対話を行う。 

 

 

    子どもの健全育成に係るもの（４件） 

     主な採択事業 

応募者 パタポン友の会 

事業名 小さな本の家 

事業概要 

イトーヨーカドーの子ども図書館の後継となる拠点を東原に設置し、

沼津ゆかりの文学の発信と、読書を通じた豊かな文学のまちの構築を

図る。 
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学術、文化、芸術又はスポーツの振興に係るもの（３件） 

     主な採択事業 

応募者 特定非営利活動法人 東駿河湾マリンスポーツ振興会 

事業名 ２０１７ 潮風杯～ＮＵＭＡＺＵ～ 

事業概要 

日本ＳＵＰ協会と連携し、牛臥海岸において、ＳＵＰ（スタンドアッ

プパドルサーフィン）の全国大会を定期的に開催するとともに、ＳＵ

Ｐ人口を増やしていくために初心者講習会を実施する。 

 

その他の事業（９件） 

     主な採択事業 

応募者 特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 

事業名 ふるさとの川と森を守れ！灰塚川「千年の森」づくり 

事業概要 
大平自治会のほか地域の小中学生・ＰＴＡ等と連携し、灰塚川流域の

環境整備と自然観察会を開催する。 

 

 (2) ハード部門（３件） 

    民間主導の「交流の場作り」などのリノベーションを支援するもの 

     採択事業 

応募者 小山田 忍 

事業名 メメント ドライフラワーアレンジメント 

所在地 沼津市山王台 8-11 

事業概要 
旧県立沼津蚕業取締所の事務所として使用されていた木造家屋を改修

し、ドライフラワーショップ、地域交流の場として整備する。 

物件写真 

  

 

応募者 企業組合 Ｍｏｔｈｅｒｓ Ｈａｎｄ 

事業名 地域交流活き活き健康クラブ設置事業 

所在地 沼津市宮前町 3-4 

事業概要 当所在地物件の２階を改修し、地域交流の場として整備する。 

物件写真 

 



 

 

応募者 中川 英俊 

事業名 
沼津まちなかのにぎわい創出にかかる「あげつちコミュニティスペー

ス（仮称）」の整備 

所在地 沼津市上土町 52 

事業概要 当所在地物件の３階を改修し、コミュニティスペースを整備する。 

物件写真 

 

２ 事業選定方法 

応募があった全 34 事業のうち、ソフト部門（スタート支援型）12 事業については沼津市民間支援まち

づくりファンドアドバイザー会議委員による書類審査、ソフト部門（ステップアップ型）19 事業及びハード部

門 3 事業については、6 月 3 日(土)に開催した公開プレゼンテーション審査を実施し、その評価を基に採

択事業を選定しました。 

 

    アドバイザー委員 

氏名 所属 分野 

海老名 隆 (株)日本政策金融公庫沼津支店 支店長兼事業統轄 金融支援 

小泉 秀樹 東京大学大学院教授 まちづくり 

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 

吉川 正明 (株)イワサキ経営 代表取締役社長 起業支援 

 

 

 

※ 採択事業の一覧については、別紙を参照してください。 

 



ソフト部門

まちづくりの推進に係る活動（7件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 沼津ロゲイニング&バスロゲイニング 沼津ロゲイニング実行委員会
バスが利用可能なロゲイニング大会を開催し、沼津市の魅力的なスポットや飲食店などのＰＲ、まちのにぎわい創出、公共交
通機関の利用促進を図る

2 サンタ×サンタ×サンタ ～サンタがおまちにやってきた！！～ 子育て応援サークルいちご 中心市街地において、親子世代向けのクリスマスイベントを12月に商店街と連携して開催する。昨年度は2000人の参加者

3 夏フェス　Ｓｕｍｍｅｒ　of　Love Ｍｕｓｉｃ＆Ａｒｔ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ　実行委員会 沼津中央公園で音楽祭を開催し、公共空間の有効活用を図る。

4 街中だがしや楽校2018in沼津 街中だがしや楽校inぬまづ実行委員会
中心市街地において、子どもたちに仕事体験をしてもらい、商品の価値や働くことの意識を実感してもらう「街中だがしや楽
校」を３月に開催する。　昨年度は3000人の参加者

5 おどる商店街プロジェクト～落ち葉で巨大アートを作ろう！～ 合同会社　ODORU家守舎 新仲見世商店街に人が集まる賑わいづくりを行うため、落ち葉を活用した巨大アート製作イベントの実施

6 おいでよ沼津 おいでよ沼津実行委員会
全国から沼津を訪れるアニメファンに沼津そのもののファンになってもらうことを目指し、彼らをおもてなしするイベントを開催
する

7 移動式組み立て屋台「ノラネコ」 今井　風多
組み立て移動式屋台を活用して、沼津や伊豆の原材料に特化して移動ピザ屋を製作し、市内公共施設・遊休地を活用して
出店を行い、新しいワークステイルの構築を図る。

福祉の増進に係る活動(6件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 認知症の人が当たり前に暮らせる地域を当事者とともに作るための住民対話 (特)ユートピア
ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）を活用した認知症体験を行い、市内に増加している認知症患者と向き合うための住民対話を、
今沢地区を主体として実施する。

2 歌声伴奏サービス事業 (特)キミスタ
市内高齢者施設において、音楽療法の普及啓発を行うとともに、これに従事するボランティアの育成と活動の場の構築を図
る。

3 くるらde喰い亭 居場所くるらの家
くるらの家に集う高齢者が、くるら戸田に訪れる観光客向けの地元の食材を活用した食堂をオープンするため、メニューと運
営方法の検討を行う。

4 ラブライブやってみる？沼津仲見世ｄｅまちなか歌声の回×演奏会 ㈱きずな
仲見世のラブライバーが集う「つばき庵」において、ラブライバーと高齢者が集い歌声演奏会を開催するとともに、仲見世の賑
わい作りを行う、。

5 寄り合い処・かぬき「暖だん」 (特)まごころサービス静岡東部センター
申請者が開設している地域の居場所「暖だん」において、新たに高齢者を対象としたカラオケ教室、手芸教室・手芸品の展示
販売、歌声喫茶を実施し、健康増進・生きがいの創出を図る

6 地域交流活き活き健康クラブ 企業組合Mothers　Hand
申請者が整備する地域の居場所（ハード事業申請）を活用し、高齢者向けのレクリエーションや看護師による健康相談、介護
相談等とともに地域住民を対象に講習会、介護教室、感染症予防講習等を行い、安心して暮らせる地域づくり、地域住民の
交流を図る

子どもの健全育成に係る活動(4件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 小さな本の家 パタポン友の会
イトーヨーカドーの子ども図書館の後継となる子ども図書館を西椎路に設置し、沼津ゆかりの文学の発信と、読書を通じた豊
かな文化のまちの構築を図る。

2 子どもと大人が地域で学びあい繋がる学習支援「にじっこ」 (特)青少年就労支援ネットワーク静岡
サンウェルぬまづや大岡駅前に借りる物件を会場に、生活困窮世帯の小学生や年齢を問わず学習困窮者である人に対し
て、市民ボランティアを中心として個別の学習支援を行い、生活環境や年齢に関係なく学びあう場を作る

3 子育てママの「食」応援プロジェクト 食育スタジオＤｒｅaｍｙ
沼津市内で乳幼児の子育てをしている保護者を対象に、「食」の悩みを解決するための栄養指導及びアドバイスを行い、安
心して子育てできる社会の形成を図る

4 もっと沼津を知ろう！こどもネイチャースクール カイナニパドルスポーツ
子どもたちを対象とした、沼津の海・山・･川を題材とした自然体験教室を開催し、新たに沼津の魅力を発見してもらうととも
に、沼津の歴史・文化を学んでもらう場を提供する。

民間支援まちづくりファンド(H29.4募集)採択事業一覧



学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(3件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 Numazu ｜Ａｒｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 岸　美智代 内浦の旧郵便局の建物を活用し、市内アーティストが滞在製作を行うとともに、作品の発表会を行う。

2 ２０１７　潮風杯～ＮＵＭＡＺＵ～ (特)東駿河湾マリンスポーツ振興会
静岡県東部において、ＳＵＰの全国大会を定期的に開催するため、日本ＳＵＰ協会と連携し、ＳＵＰのレースと初心者向け講
習会を行う。

3 美術でつなぐ ＥＮ
市内アーティストの拠点となっているアーケード名店街の旧電気堂において、美術を題材としたイベント・ワークショップを開催
し、沼津市の文化の育成と発展を図る。

観光の振興を図る活動(2件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 ガイド力のレベルアップ、情報発信力ＵＰ，沼津市民向けのガイド、ウォークの積極実施 ぬまづ観光ボランティアガイド 観光ボランティアガイドのガイド力向上を図る勉強会の開催と、小中学生向け・外国人向けのガイド方法の検討・実施を行う。

2 沼津を記録する。沼津カメラ部 石田　徹
市内で個々に活動しているカメラマンや愛好家のコミュニティを構築し、沼津の情報発信を「沼津非公式観光ウェブサイト」を
通じて行う。

その他（7件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 「定年後の起業」を支援する事業 (特)ＡＣＳ　アシストコミュニティ静岡
定年退職者を対象に、これまでのセミナーにない伴走型支援により「企業の仕方」「コンパクトな経営の仕方」について指導す
るとともに、志を同じくする者同士の交流を図る。

2 WikipediaTown 沼津 Code for Numazu
沼津市内の文化財（古墳）を現地で見学し、図書館等で関連資料を調査するワークショップを行い、その成果をウィキペディ
アに掲載していくことで、沼津の文化財情報を広く発信する

3 「ママが働く」を考えよう！　ワークショップ篇 （一社）ママとね
「ママが働く」ことを考えるためのワークショップをサンウェルで開催するとともに、ワークシェアの働き方を事例を含めて検討
する。

4 女性に対する起業支援、女性起業家のネットワーク構築 (特)Woman’sサポート
女性の起業を推進するため、女性起業者を交えた座談会の開催と、ネットワークネットワーク構築を目的としたサミットの開
催。

5 城下町・宿場町のまちづくり事業 沼津郷土史研究談話会
沼津城跡の研究を市民を交えたワークショップ形式で実施するとともに、ＣＧを活用し当時のまちなみを再現し、広く発信を行
い市民の郷土愛・郷土意識の向上を図る。

6 性的少数者への理解を深め、地域での居場所を作るための事業 (特)メリメロ
一般的に孤立しがちなＬＧＢＴの方が地域社会に参画できるようなシンポジウムの開催と、生活スキルとネットワークの構築を
図るための料理教室の開催を行う。

7 ふるさとの川と森を守れ！灰塚川「千年の森」づくり (特)グラウンドワーク三島
大平自治会と連携し、灰塚川流域の環境整備と自然観察会を開催、今年度は地域の小中学校・ＰＴＡの方が参画できるよ
う、啓発・実践活動を進めていく。

ハード(3件)

№ 事業名 申請者（団体）名 事業概要

1 地域交流活き活き健康クラブ設置事業 企業組合Mothers　Hand 岡宮公民館南側の旧小宮山石材事業所を活用して、主に宮前町地区の高齢者を対象とした地域交流の場を設置する。

2 メメント　ドライフラワーアレンジメント 小山田　忍
山王台のシルクマンション南側の県立沼津蚕業取締所跡地の旧事務所（木造建築）をリノベーションし、ドライフラワーショッ
プ・フラワーアレンジメントの教室を設置する。

3 沼津まちなかのにぎわい創出にかかる「あげつちｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ（仮称）」の整備 中川　英俊
上土商店街のグランマが所有するビル３階を活用して、レンタルスペースを設置して地域情報発信の場、地域コミュニティの
活動の場を設置する。


