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☎055-934-4807
地域自治課
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　民間支援まちづくりファンド事業として、地域に人のつなが
りを生み出す取組など、民間が主体となったまちづくり活動を
幅広く支援しています。

募集期間　12 月８日㈭～令和５年１月 27 日㈮（１月 20 日㈮までに事前相談が必要です）
対象事業　令和５年４月１日以降に取り組むまちづくり活動
応募方法　市役所２階地域自治課または市ホームページにある応募書類を直接または郵送
※市制 100 周年を契機に、拡大展開を計画する事業等がありましたら、ぜひご検討ください。
※ 補助金を交付する事業は、外部の有識者で構成する「沼津市民間支援まちづくりファンド

事業アドバイザー会議」の意見を参考に選定します。
※申込方法等の詳細は、市ホームページをご覧ください。

沼津市民間支援まちづくりファンド事業
まちづくり活動の提案を募集します！

◆ソフト部門の事業例
◀医療的ケア児のママ交流会
出会いづらい状況にあるママ同士
が気軽に情報交換できる場づくり

　移住経験者へのインタビュー▶
移住者や移住予定者のための沼津
暮らし応援本「沼住」の制作

◆ハード部門の事業例
◀循環ワークス
元工場をリノベーションし、資源
の有効活用について考える交流拠
点施設

空き家を活用した拠点整備▶
元旅館をリノベーションした、カ
フェ・コワーキングスペース観光
拠点施設

対　象　市内で下記のまちづくり活動に取り組む個人または団体
　　　　①スタート支援型事業
　　　　　これからまちづくり活動を始める個人または団体が提案する事業
　　　　②ステップアップ型事業
　　　　　すでにまちづくり活動に取り組んでいる個人または団体が提案する事業
補助率　①対象となる経費の 9/10 ②対象となる経費の 2/3（継続事業は 1/2）
交付上限額　①10 万円②30 万円

ソフト部門 地域活性化や住民の生活向上に役立つまちづくり活動

対　象　市内で下記の事業を行おうとする個人または団体
　　　　①地域住民等交流施設整備事業
　　　　　多様な世代が自発的な活動を行う交流施設やビジネス分野における交流施設等の整備
　　　　②観光拠点整備事業
　　　　　観光客の増加を図るための利便施設や観光資源の情報を発信する拠点施設等の整備
　　　　③水辺の景観形成事業
　　　　　狩野川や海岸線沿いなど水辺空間の修景やにぎわいを創出するための施設改修等
　　　　④古いまちなみ保全事業
　　　　　市内に点在する伝統的な古民家や蔵などを活用して、新たな事業を実施するための施設改修等
補助率　いずれも対象となる経費の 1/2（一定の条件を満たす場合は ４/５）
交付上限額　いずれも 100 万円（特に公益性が高い事業は 2５0 万円）

ハード部門 市内のにぎわいやまちづくりにつながる施設整備等

市公式ホームページ
民間支援まちづくり
ファンド事業
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静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

2022年

1212救急協力医月１日㈭～20日㈫

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119 

耳鼻科
８時～17時

12月
4㈰つりた耳鼻咽喉科 927-3387宮前町 11㈰しんふじ耳鼻咽喉科 0545-65-0600富士市川成新町 18㈰芹沢耳鼻咽喉科 993-8000裾野市茶畑

眼科
８時～17時

12月
4㈰関眼科胃腸科 975-2381三島市東本町 11㈰本多眼科 931-1519御幸町 18㈰木村眼科 967-4611原

産婦人科
８時～17時

12月
4㈰井関マタニティ 952-4103八幡町 11㈰市立病院 924-5100東椎路 18㈰かやま産婦人科 997-3551裾野市岩波

歯科
８時～17時

12月
4㈰植松歯科医院 924-3535若葉町 11㈰梅田歯科医院 921-3338米山町 18㈰えがわ歯科矯正歯科 923-6480高島本町

沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055‒958‒0119

内　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

小児科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

外　科
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

12月 1 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

2 ㈮ さはこクリニック 999-3850 長泉町中土狩 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 萩野クリニック 966-7111 根古屋

3 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 光ヶ丘小児科 987-2200 三島市光ヶ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

4 ㈰
沼津リハビリテーション
杉山（和）医院
大坂屋クリニック

931-1911
972-3223
995-3100

上香貫蔓陀ケ原
清水町伏見
裾野市佐野

白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 守重医院大沢ハートクリニック
931-2511
929-1313

我入道江川
若葉町

5 ㈪ いずみクリニック 993-4760 裾野市茶畑 杉谷小児科 923-6543 筒井町 駿東整形 922-8855 高沢町

6 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 青木整形 922-0521 高島町

7 ㈬ 旭医院 966-0031 原 よざ小児科 967-5722 原 松原医院 962-1496 白銀町

8 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

9 ㈮ 柿田川医院 973-3601 清水町柿田 すずきファミリー 960-0333 一本松 関外科 921-2185 花園町

10 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 大橋内科 ･小児科 992-2800 裾野市佐野 聖隷沼津 952-1000 松下

11 ㈰
南一色セントラル
林（秀）医院
田中クリニック

980-5777
931-1120
992-1881

長泉町南一色
住吉町
裾野市伊豆島田

田中医院 921-2053 高島町
西方外科
田中クリニック
ひがしおかクリニック

921-1333
992-1881
941-8269

共栄町
裾野市伊豆島田
清水町柿田

12 ㈪ 杉山（茂）医院 992-0028 裾野市平松 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 田沢医院 962-1205 大手町

13 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

14 ㈬ ひらまクリニック 986-7834 長泉町桜堤 杉谷小児科 923-6543 筒井町 沼津大山クリニック 954-2274 大手町

15 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈮ やぐちクリニック 973-3811 清水町伏見 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 山本整形外科 989-8111 長泉町南一色

17 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 ウィンザークリニック 050-3145-1236 三島市谷田 池田病院 986-1212 長泉町本宿

18 ㈰
かとう内科医院
森医院
東名裾野病院

946-5562
966-2017
997-0200

大岡
石川
裾野市御宿

すずきファミリー 960-0333 一本松 関外科
駿東整形

921-2185
922-8855

花園町
高沢町

19 ㈪ 小野医院 951-6213 真砂町 よざ小児科 967-5722 原 えがわ医院 921-5148 高島本町

20 ㈫ 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 白石医院 951-4593 市道町


