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報道取材情報（沼津市）          平成 31 年３月１日（金）発表 

  名 称 等  沼津市民間支援まちづくりファンドアドバイザー会議 

       公開ヒアリングの開催 

実施日時  平成 31 年３月 10 日（日曜日）９時 15 分～18 時 10 分 

場  所  大手町会館 ２階ホール（沼津市大手町三丁目５番 16 号） 

担  当  企画部 地域自治課   

        直通 ０５５－９３４－４８０７  内線 ２２８２ 

 

１ 内 容 

本市では、「沼津市民間支援まちづくりファンド事業」により、民間発意のまちづくり活

動を支援しております。 

これは、市民、市民活動団体、民間企業などから広くまちづくり活動の提案を募り、外

部有識者で構成する「沼津市民間支援まちづくりファンドアドバイザー会議」の評価を踏

まえて市が事業採択し、補助金を交付する制度です。平成 28 年度から制度を実施し、これ

まで延べ 106 件のまちづくり活動を採択、支援してきました。 

今回のアドバイザー会議は、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、

公開ヒアリングを行うものです。応募総数 39 件のうち、ソフト部門（ステップアップ型）

25 件、ハード部門３件の計 28 件を対象とし、別紙スケジュール表のとおり実施します。 

応募団体関係者のほか、まちづくり活動に興味のある方、まちづくり活動団体との交流

を図りたい方など、どなたでも観覧いただけます（途中入場・退出も可能です）。 

なお、採択結果は、3月末頃を目処に発表する予定です。 

  

２ 開催日・場所・内容 

  日時：平成 31 年３月 10 日(日) 

 ９時 15 分～18 時 10 分（別紙スケジュールのとおり） 

  会場：大手町会館 ２階ホール 

     （沼津市大手町三丁目５番 16 号） 

  内容：応募者によるプレゼンテーション、委員からの質疑応答 

 

（参考）募集の概要 

    募集期間：平成 30 年 12 月 10 日(月)～平成 31 年１月 31 日(木) 

    応募総数：39 件 

      内訳：ソフト部門（スタート支援型） 11 件（応募書類による評価） 

         ソフト部門（ステップアップ型）25 件（公開ヒアリング対象） 

         ハード部門           3 件（公開ヒアリング対象） 



沼津市民間支援まちづくりファンド　アドバイザー会議スケジュール

日時：平成31年3月10日(日)
会場：大手町会館　2階ホール

順番 応募者名 事業名

9:15 ～ 9:20 開会

1 9:20 ～ 9:35 ソフト ステップアップ型 (特)ＩＢＡ未来塾
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

2 9:35 ～ 9:50 ソフト ステップアップ型 長谷川　浩 障害者・高齢者のためのPCお助けサロン事業

3 9:55 ～ 10:10 ソフト ステップアップ型 (特)静岡こころのサポートセンター 自殺防止・減少浸透（ゲートキーパー）サポート事業

4 10:10 ～ 10:25 ソフト ステップアップ型 CoderDojo三島沼津 CoderDojo三島沼津の継続発展

5 10:30 ～ 10:45 ソフト ステップアップ型 門池地区連合自治会 門池公園の利活用促進事業

6 10:45 ～ 11:00 ソフト ステップアップ型 (特)キミスタ 沼津文化交流会

7 11:00 ～ 11:15 ソフト ステップアップ型 (特)キミスタ 歌声伴奏サービス事業

8 11:20 ～ 11:35 ソフト ステップアップ型 (一社)食育スタジオDreamy 子育て応援プロジェクト

9 11:35 ～ 11:50 ハード 地域住民等交流施設 (一社)食育スタジオDreamy 赤ちゃんの駅新設と食育スタジオ移設工事

10 11:50 ～ 12:05 ソフト ステップアップ型 (特)静岡人材再生支援センター 「かがやけファーム」事業(継続)

12:05 ～ 13:15 休憩

11 13:15 ～ 13:30 ハード 地域住民等交流施設 久保田　典子 ぬまづにしうらの恵み　くぼたパン工房

12 13:30 ～ 13:45 ソフト ステップアップ型 一般社団法人　チャンクス
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～

13 13:50 ～ 14:05 ソフト ステップアップ型 大岡地区連合自治会 大岡地区公共交通住民協議会

14 14:05 ～ 14:20 ソフト ステップアップ型 渡會　信介 移動型パークプロジェクト「CARAVAN PARK」

15 14:25 ～ 14:40 ソフト ステップアップ型 Ｅサポ Weekend ENGLISH SUPPORT in Numazu

16 14:40 ～ 14:55 ソフト ステップアップ型 障害者のしごとを考える母の会 『母たちのスキルアップ支援』とスキルの活用

17 15:00 ～ 15:10 ソフト ステップアップ型 EN
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

18 15:10 ～ 15:20 ソフト ステップアップ型 EN
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

19 15:20 ～ 15:30 ソフト ステップアップ型 EN アート×ジオツアー 2019

20 15:30 ～ 15:40 ハード 地域住民等交流施設 EN DHARMA沼津リノベーション

15:40 ～ 15:55 休憩

21 15:55 ～ 16:10 ソフト ステップアップ型 (特)Woman'sサポート
女性経営者のスキルアップセミナー＆交流会（座談
会）

22 16:10 ～ 16:25 ソフト ステップアップ型 子育て応援サークルいちご 「さいしょのいっぽ　つながる笑顔」事業

23 16:30 ～ 16:45 ソフト ステップアップ型 Code for ふじのくに Open Data Labo

24 16:45 ～ 17:00 ソフト ステップアップ型 ぬまづの宝百選一首実行委員会
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～

25 17:05 ～ 17:20 ソフト ステップアップ型 ミュージックフェスタ 狩野川ミュージックフェスタ（水辺の音楽祭）

26 17:20 ～ 17:35 ソフト ステップアップ型 Music & Art Festival 実行委員会 夏フェス　Summer of Love

27 17:40 ～ 17:55 ソフト ステップアップ型 (特)樹木いきいきプロジェクト にぎわい創出に貢献するイソギク植栽の試験的事業

28 17:55 ～ 18:10 ソフト ステップアップ型 (特)沼津新鮮組
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～

時間 事業区分


