
平成２５年度に行われた市民活動団体との協働事業調査 資料№４Ｂ
№ 部名 課名 協働の形態 事業名 事業内容 協働の相手

1 総務部 人事課 その他
ファーストステージ必修Ｂ研修「行政課題研
究基礎講座」

市民活動団体の活動を通じて、課題を見つけ、グループで研究し、行政との協働
のあり方等について学ぶ

市民活動センター、NPO法人富士市子育てサーク
ネットワークルふじママネット、NPO法人東海道・吉原
宿、まちづくりネットワークフジスタイル（コミュニティス
ペースりぼん）、フジヤマ・ピロシキ・プロジェクト、一
般社団法人まちの遊民社

2 総務部 広報広聴課 補助金 広島平和のための親子バスツアー
親子で広島平和公園などを訪れ､平和の大切さを体験学習する企画だが、Ｈ25
年度は参加者が少なく中止となった

核兵器廃絶平和富士市民の会

3 総務部 広報広聴課 補助金・後援 平和のための富士戦争展 展示を通して平和の大切さ、人の命の尊さを訴えた 核兵器廃絶平和富士市民の会

4 総務部 広報広聴課 補助金・後援 平和都市宣言記念事業 平和都市宣言記念事業として、平和講座を年8回開催した 核兵器廃絶平和富士市民の会

5 総務部 防災危機管理課 その他 災害ボランティア連絡会の開催
災害時のボランティア活動を、効率的・迅速に行うため、関係団体による連絡会
を実施

災害ボランティア連絡会（団体調査表の10団体）

6 総務部 防災危機管理課 その他 静岡県総合防災訓練 静岡県総合防災訓練に災害ボランティア連絡会の１１団体が参加 災害ボランティア連絡会（団体調査表の11団体）

7 総務部 防災危機管理課 その他 富士市アマチュア無線非常通信協力会 連絡会、役員会、総会などの開催 富士市アマチュア無線非常通信協力会

8 総務部 防災危機管理課 その他 地域防災指導員会 研修会、役員会、総会などの開催 地域防災指導員

9 総務部 防災危機管理課 後援 災害ボランティア支援本部開設訓練 災害ボランティア支援本部開設訓練を実施 災害ボランティア連絡会（団体調査表の11団体）

10 総務部 防災危機管理課 後援 災害ボランティア講習会 災害ボランティア支援本部の役割などを学んでもらうため、講習会を開催。 災害ボランティア連絡会（団体調査表の11団体）

11 市民部 市民協働課 業務委託 富士市民活動センター指定管理委託
富士市民活動センターの管理運営を、地方自治法第244条の２第３項に基づき、
指定管理者が行っている。

ＮＰＯ法人東海道・吉原宿

12 市民部 市民協働課 業務委託 いきがいセカンドライフ開拓・参加促進事業
シニアの皆さんが、生きがいを持ち、地域社会の一員として社会参加を続けなが
ら、セカンドライフを過ごせるよう支援し、ＮＰＯや地域の団体が貴重な人材を確
保することにもつなげる。

一般社団法人　まちの遊民社

13 市民部 市民協働課 業務委託 ＮＰＯ支援講座業務委託
市内ＮＰＯ法人が加盟する協議会において、ＮＰＯ支援講座を開催することによ
り、ＮＰＯ法人組織の高度化を図る。

富士市ＮＰＯ協議会

14 市民部 市民協働課 アダプション・プログラム アダプション・プログラム事業
市民の環境美化の意識の高揚を図るため、道路、河川、公園等の公共施設にお
いて団体・事業所等が行う美化活動の支援をする。

企業、市民活動団体など68団体

15 市民部 市民協働課 後援 そうだ！沼川プロジェクト「彼岸花ウォーク」
川沿い遊歩道としてよみがえりつつある沼川、滝川の堤防を、季節の花を楽しみ
ながらウォーキングし、環境意識の向上や、親睦を図る。

そうだ！沼川プロジェクト実行委員会

16 市民部 市民協働課 後援 そうだ！沼川プロジェクト「お花見ウォーク」
川沿い遊歩道としてよみがえりつつある沼川、滝川の堤防を、季節の花を楽しみ
ながらウォーキングし、環境意識の向上や、親睦を図る。

そうだ！沼川プロジェクト実行委員会

17 市民部 市民協働課 後援
還暦フェスティバル2012『還暦世代のつど
い』

人と人のつながり、人と社会のつながり、これからの人生の生きがいを見つける
きっかけの場となるよう、還暦世代の社会参画と親睦を図る。

一般社団法人まちの遊民社

18 市民部 市民安全課 業務委託 富士市生活展・市民生活講座 平成25年度富士市生活展・市民生活講座の企画、運営を行う 富士市消費者運動連絡会

19 市民部 市民安全課 補助金 消費者行政促進事業 消費生活の安定向上のための諸活動 富士市消費者運動連絡会

20 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 外国人のための日本語講座 富士市在住・在勤の外国人を対象に日本語講座を開催 富士日本語教室

21 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 国際交流フェア
市内の国際交流団体等による活動紹介、各国料理・民芸品販売、日本の伝統文
化体験　他

富士市国際交流協会

22 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 男女共同参画センター活動委託

男女共同参画の啓発・推進を目的とした講座やワークショップを開催する「富士
発・女と男のフォーラム」（年間19プログラム）及び男女共同参画センター情報
コーナーを会場に読み聞かせ・工作等を行う「ほっとスペース」（月2回）の企画・
運営を委託。

きらり交流会議

23 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 男性の子育て支援講座事業委託
父親の子育てスキルの向上を図ると同時に、父親間のネットワークづくりを推進
する。

子育てサークルﾈｯﾄﾜｰｸ　ふじママネット

24 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 男女共同参画地区推進員事業
男女共同参画地区推進員を市内全地区に設置し、地区における男女共同参画
の普及啓発等、男女共同参画を推進するための事業の企画・運営を委託。（1地
区50,000円×26地区）

男女共同参画地区推進員

25 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 男女共同参画地区推進員ブロック事業
各まちづくりセンターブロックにおける男女共同参画の普及啓発。男女共同参画
を推進するための事業の企画・運営を委託。（6地区　600,000円）

男女共同参画地区推進員

26 市民部 多文化・男女共同参画課業務委託 男女共同参画学級開設事業
男女共同参画社会の実現に向けて、市民と協働で事業を進めるため、男女共同
参画に関する講座開催等の事業を委託。（４団体）

「あそぼう」の会、虹色子育ての会、ほか　　計4団体

27 市民部 多文化・男女共同参画課補助金 富士市国際交流協会事業補助金 国際交流フェア、姉妹・友好都市交流など国際親善に係る事業 富士市国際交流協会

28 市民部 多文化・男女共同参画課 補助金 富士市国際交流協会事業補助金
姉妹都市アメリカ・オーシャンサイド市を訪問し、公共施設見学やホームスティを
通じて、市民の国際性を涵養。

静岡県立富士高等学校
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29 市民部 多文化・男女共同参画課 補助金 富士市国際交流協会事業補助金
姉妹都市アメリカ・オーシャンサイド市を訪問。市長表敬訪問をはじめ、観光施
設、企業、学校、日本人コミュニティなどを訪問し、市民主体の友好交流を推進し
た

富士・オーシャンサイド友好市民の会

30 市民部 多文化・男女共同参画課補助金 富士市夏期大学運営費補助金
〔第1部〕チアーズファクトリー、〔第2部〕講演「女と男の人生を楽しくする方程式」
講師：ピーター・フランクル氏　2部構成で開催し、広く市民に対して男女共同参画
の啓発を行った。

女性ネットワーク・富士

31 市民部 多文化・男女共同参画課 会議への参画 男女共同参画審議会
男女共同参画に関する施策を計画的に推進する男女共同参画審議会の開催。
委員12名の定員のうち、4人の市民委員（公募3、市長指名1）を置いている。

男女共同参画審議会委員

32 市民部 吉原まちづくりセンター その他 ヨシワラ大学まちづくり入門学科
NPO活動の説明を受け、また、その活動の現場を直接見ることにより、NPO活動
への興味・関心を持たせ、社会貢献への参画意識を高める。

NPO法人　東海道・吉原宿

33 市民部 今泉まちづくりセンター その他 少年教育事業「いずみっ子クラブ」 原田湧水公園にて自然体験活動 富士市環境アドバイザー

34 市民部 今泉まちづくりセンター その他 放課後子ども教室 本の読み聞かせ 虹niji

35 市民部 吉永まちづくりセンター その他 竹かぐやを作ろう！ 竹かぐやを作り、姫名の里まつりを盛り上げる Fiil－net

36 市民部 吉永まちづくりセンター その他 少年教育事業「春の餅つき大会」 お餅の出来るまでを学び、実際に杵と臼を使い、餅つきを行う。 吉永地区生涯学習推進会

37 市民部 吉永まちづくりセンター 共催 親子教室「わいわい子育てサロン」
４ヶ月～１歳児を持つ母親を対象に、親子の交流、仲間つくりを狙いとし、地域で
の子育て支援を行う。

吉永地区生涯学習推進会

38 市民部
岩松北まちづくりセン
ター

その他 放課後子ども教室『交通安全教室』
交通安全について、模型やイラストを使用して説明し、また、クイズ形式（出席者
全員に印刷物を配付）により楽しみながら学んだ。

交通安全協会岩松北分会

39 市民部
岩松北まちづくりセン
ター

その他 放課後子ども教室『紙芝居』
現在では接する機会が無い紙芝居を、他地区でも活動されている実演者を招い
て上演した。（日本の昔話）

岩松北地区福祉推進会

40 市民部
まちづくり課鷹岡まちづ
くりセンター

その他
北西部ブロックまちづくりセンター合同少年
教育事業「親子アウトドア」

講座での講師を依頼し、丸火自然公園での自然観察を行った。 富士自然観察の会

41 市民部
まちづくり課鷹岡まちづ
くりセンター

その他
北西部ブロックまちづくりセンター合同少年
教育事業「レッツ☆フジレク！」

講座での講師を依頼し、西臼塚周辺でのアニマルトラッキングを行った。 富士自然観察の会

42 市民部
まちづくり課鷹岡まちづ
くりセンター

その他
北西部ブロックまちづくりセンター合同少年
教育事業「レッツ☆フジレク！」

講座での講師を依頼し、丸火自然公園でのオリエンテーリングを行った 富士オリエンテーリングクラブ

43 福祉部 福祉総務課 業務委託 富士市敬老会
地区町内会連合会又は社会福祉施設ごとに、地区町内会連合会、地区女性団
体、社会福祉法人等に委託して、75歳以上を対象者として敬老会を開催。

 富士市町内会連合会、地区女性団体

44 福祉部 福祉総務課 その他 生活困窮者のためのフードバンク事業
食品企業協力団体より、包装キズなどにより廃棄せざるを得ない食料品を受け
取り、生活困窮者に無償で提供する。

ＮＰＯ法人ＰＯＰＯＬＯ

45 福祉部 福祉総務課 実行委員会 富士市福祉展 高齢者、障害児（者）等の作品を展示し、市民の皆さんに福祉の普及啓発を図る  社会福祉施設、福祉団体

46 福祉部 障害福祉課 業務委託 心身障害児者ふれあい交流事業 心身障害児者を対象とした交流・レクリエーション事業の実施 NPO法人富士市手をつなぐ育成会

47 福祉部 障害福祉課 業務委託 障害児者カルチャー講座 心身障害児者を対象とした文化・教養講座の開催 NPO法人富士市手をつなぐ育成会

48 福祉部 障害福祉課 業務委託 就労機能パワーアップ事業 就労支援のための専任コーディネーターの配置 NPO法人富士市手をつなぐ育成会

49 福祉部 障害福祉課 業務委託 手話通訳奉仕員養成講座 聴覚障害者のための手話通訳奉仕員の養成 手話講習会企画運営委員会

50 福祉部 障害福祉課 業務委託 要約筆記奉仕員養成講座 聴覚障害者のための要約筆記奉仕員の養成 要約筆記サークル　ＯＨＰふじ

51 福祉部 障害福祉課 業務委託 相談支援機能強化事業 地域で生活する障害者の自立を援助するため、生活上の様々な相談に応じる 自立生活センター　チャレンジド・ふじ

52 福祉部 障害福祉課 実行委員会・業務委託 障害者週間記念事業 障害者に対する理解と認識を深める啓発活動 障害者習慣記念事業実行委員会

53 福祉部 障害福祉課 実行委員会・業務委託 市民福祉まつり開催事業 障害者等とのふれあいをテーマとした市民福祉まつりの開催 市民福祉まつり実行委員会

54 福祉部 障害福祉課 補助金 富士市手をつなぐ育成会運営助成事業 富士市手をつなぐ育成会への活動助成 NPO法人富士市手をつなぐ育成会

55 福祉部 障害福祉課 補助金 富士ぶどうの会運営費補助金 障害児体験支援プログラムの実施 NPO法人富士ぶどうの会

56 福祉部 障害福祉課 補助金 精神障害者自立支援事業補助金
ほっとサロン「こすもす」を毎月１回開催するなど、精神障害者と関わる事業を実
施

NPO法人こすもす

57 福祉部 障害福祉課 補助金 富士市身体障害者福祉会運営助成事業 富士市身体障害者福祉会への活動助成 富士市身体障害者福祉会

58 福祉部 障害福祉課 補助金 重度障害児者言語訓練助成事業 重度障害児者の言語訓練の実施 和泉の会

59 福祉部 障害福祉課 実行委員会・補助金 三福祉団体スポーツレクリエーション大会開催
富士市身体障害者福祉会、富士市手をつなぐ育成会、富士市単身家庭の会の
三団体によるスポーツ交流事業

三福祉団体スポーツレクリエーション大会実行委員会

60 福祉部 障害福祉課 後援 わくわく体験団 障害のある子ども達を対象に１年間を通して料理、運動、イベントなどを実施 NPO法人富士ぶどうの会
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61 福祉部 障害福祉課 後援 第4回スペシャルオリンピック日本・静岡夏季地
第4回スペシャルオリンピック日本・静岡夏季地区大会（バドミントン・バスケット
ボール・ボウリング）

スペシャルオリンピック日本・静岡

62 福祉部 障害福祉課 後援 第10回『ＤＲＥＡＭ　ＣＵＰ』
身体障害者野球チーム（8チーム）によるカップ争奪戦及び健常者チームとの交
流試合

中部東海身体障害者野球連盟静岡支部

63 福祉部 障害福祉課 後援 平成25年度はばたきの会交流支援事業
一般市民及び当事者とその家族を対象とした講演会「精神の病が治るというこ
と」

富士圏域清新保健福祉連合会（はばたきの会）

64 福祉部 子育て支援課 業務委託 富士市単親家庭福祉対策促進事業
①単親家庭対策事業　②情報提供事業　③単親家庭交流事業　④単親家庭生
活支援事業

富士市単親家庭の会

65 福祉部 子育て支援課 補助金 ふじ山子どもおもちゃ病院 ふじ山子どもおもちゃ病院

66 福祉部 子育て支援課 後援 フォスターセッション＆新規里親相談会
里親に対する理解の啓発のため、パネルトーク、パネルディスカッション、鼎談、
里親発表、また、里親に興味がある方のための相談会を行った。

ふじ虹の会

67 福祉部 子育て支援課 後援 第36回静岡県児童福祉施設冬季球技大会 第36回静岡県児童福祉施設冬季球技大会 静岡県児童養護施設協議会

68 福祉部 子育て支援課 後援
子育て支援講座「Nobody's Perfect ～完璧
な親なんていない！～」

子育て支援講座 のびのび応援隊

69 福祉部 子育て支援課 後援
『REAL501』チャリティーフェスティバルin新富
士市メディカルモール　ラ・サルーテ

Kid'sダンス、フラダンス、和太鼓等。会場内に募金箱を設置し、富士市内の児童
養護施設に寄付。

『REAL501』実行委員会

70 保健部 保健医療課 実行委員会・業務委託 富士市食育推進事業実行委員会 富士山おむすび計画及び、その施策に関する調査、企画、実施活動を行う
NPO富士川っ子の会、富士市PTA連絡協議会、富士
市食生活推進員会、富士市農業協同組合女性部、
(有)駿河屋賀兵衛、静岡ガス㈱富士支社

71 保健部 保健医療課 補助金・後援
難病団体援護活動費補助金交付、相談会・
講演会の後援

難病患者及びその家族への支援、相談活動と、難病に関する総合相談会、講演
会を開催する

富士市難病団体連絡協議会

72 保健部 保健医療課 会議への参画 富士市食育推進会議
食育推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進計画
の作成及びその実施の推進や、重要事項の審議を行う

富士市消費者運動連絡会、富士市学校給食を考える
会、国際ソロプチミスト富士、私立幼稚園協会、富士
市民間保育園連盟、　　富士市農業協同組合、富士
中央青果㈱

73 保健部 保健医療課 後援 いのちと食を考える集い６
主催団体は富士・富士宮地域の食に関わる団体で構成しており、親子で一緒に
遊びながら食について楽しく学べるイベントを実施した

ふじ食農体験交流協議会

74 保健部 保健医療課 後援 第2回食育フェスタ
主催者は、本市の食育推進について貢献度が高く、食育月間である6月に、食の
大切さ・楽しさ等の情報発信を行うため、親子を対象としたイベントを実施した

静岡ガス㈱富士支社

75 保健部 健康対策課 業務委託 双子の子育て支援事業
多胎児を育てる親の交流する場をつくることと、多胎児を育てる親の育児サーク
ル「ツインパワーズ」の活動を支援する。

特定非営利活動法人あそび子育て研究協会

76 保健部 健康対策課 業務委託 健康推進員活動支援事業
市が行う保健事業の円滑な推進及び市民の自発的な健康づくりの推進を図るた
めに、研修や健康講座の開催、健診のＰＲ等 の実施

富士市健康推進会

77 保健部 健康対策課 業務委託 食生活推進員活動事業 食生活の改善を中心とした健康づくりのための普及啓発活動を実施 富士市食生活推進員会

78 保健部 健康対策課 業務委託 結核健康診断等啓発事業 結核予防と健診受診勧奨について、市民への普及啓発を実施 静岡県結核予防婦人会　富士支部

79 保健部 健康対策課 会議への参画 健康ふじ２１推進会議 「健康ふじ２１計画」の評価・推進を行う。 公募市民６名

80 保健部 健康対策課 会議への参画 勤労者健康対策協議会
勤労者の健康推進について協議検討し、「健康ふじ２１計画Ⅱ」に基き市民の健
康指標の向上を図る。

公募市民３名

81 保健部 健康対策課 会議への参画 住民歯科会議 歯科保健の推進のために協議検討を行なう。 公募市民３名

82 保健部 健康対策課 実行委員会 健康まつり
関係機関団体が、「健康で　笑顔あふれる　明るい　富士市」をめざして健康の重
要性を認識し、市民ぐるみの健康づくりに寄与することを目的とする。

健康まつり実行委員会

83 保健部 介護保険課 業務委託 介護相談員派遣事業
・介護保険事業所へ介護相談員を派遣し、利用者の相談に応じるとともに事業者
へそれを伝えることによりサービスの質の向上を図る。

NPO法人ハイネット・ふじ

84 保健部 介護保険課 業務委託 認知症相談事業

・若年性認知症の人と家族のつどい定期開催〔若年性認知症（65歳未満）の本人
と介護者の相談や支え合いの支援と認知症理解への啓発〕
・認知症サポーター養成講座定期開催〔市民を対象に１か月に一度を目処に定
期開催し、認知症の知識と対応について知る機会を提供する。〕

認知症の人と家族の会静岡県支部（「すぎなの会」）

85 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 生きがいデイサービス
介護保険の認定を受けていない高齢者を通所させ、趣味活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、体操
などを行い、自立した生活を支援する。

NPO法人ふれあい富士

86 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 いきいき介護予防教室
介護保険の認定を受けていない高齢者が通所する、生き生きデイサービスにて
介護予防のための実技・講話を毎回1時間以上行う。

NPO法人ふれあい富士

87 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 男性介護者のためのシンポジウム 男性介護者の実像を明らかにし、その問題点等を探る機会をつくる ＮＰＯ法人　生き活き岳南クラブ

88 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 生きがいデイサービス
介護保険の認定を受けていない高齢者を通所させ、趣味活動、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、体操
などを行い、自立した生活を支援する。

NPO法人ハイネット・ふじ
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89 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 いきいき介護予防教室
介護保険の認定を受けていない高齢者が通所する、生き生きデイサービスにて
介護予防のための実技・講話を毎回1時間以上行う。

NPO法人ハイネット・ふじ

90 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 生活支援型ヘルパー派遣事業 健康づくりシニアを対象とする介護予防を目的としたヘルパーの派遣 NPO法人ワーカーズコープ夢コープ

91 保健部 高齢者介護支援課 業務委託 生活支援型ヘルパー派遣事業 健康づくりシニアを対象とする介護予防を目的としたヘルパーの派遣 NPO法人ケアウイング

92 環境部 環境総務課 業務委託
平成25年度地球を考える環境家計簿業務
委託

地球を考える環境家計簿実施に伴う業務全般。広報や説明会の開催、データ入
力など。

富士市ＳＴＯＰ温暖化地域協議会

93 環境部 環境総務課 補助金 捨て猫をなくす会補助金
捨てられた猫たちの新たな飼い主探しや去勢避妊することで、不幸な猫たちを増
やさない活動。

NPO法人捨て猫をなくす会

94 環境部 環境総務課 補助金 富士川っ子「わくわく自然体験」 緑の地球・自然環境にやさしい地球を考える１泊２日の自然体験行事。 ＮＰＯ法人富士川っ子の会

95 環境部 環境総務課 会議への参画 富士市環境審議会
平成24年富士市環境報告書の審議において、市民代表として環境審議会へ参
加。

富士市消費者運動連絡会

96 環境部 環境総務課 会議への参画 富士市地球温暖化対策実行計画協議会
富士市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進行管理の審議において、民
生家庭部門として地球温暖化対策実行計画協議会へ参加。

富士市消費者運動連絡会

97 環境部 環境総務課 会議への参画 富士市地球温暖化対策実行計画協議会
富士市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の進行管理の審議において、民
生家庭部門として地球温暖化対策実行計画協議会へ参加。

富士市STOP温暖化地域協議会

98 環境部 環境保全課 後援
春の森づくり県民大作戦
(故郷の森を楽しもう大作戦IN明見神社)

県下一斉の県民大作戦の日に、親子で参加できる摘み草ハイクを行い、里山に
ついて学び、自然の大切さを認識してもらう。

特定非営利活動法人
鎮守の森を育てる会

99 産業経済部 商業労政課 業務委託 チャレンジショップ推進事業
富士市立高校の商業ビジネス部員によるチャレンジショップ「吉商本舗」を吉原商
店街内に開店。ＮＰＯは経営指導、店舗運営支援などを実施。

NPO法人東海道・吉原宿

100 産業経済部 商業労政課 業務委託、補助金 あなたも商店主支援事業
中心市街地において独立開業または新規出店する方に、家賃及び改装費の一
部補助、開業前準備及び開業後の経営指導等をトータルサポートする。

富士ＴＭＯ

101 産業経済部 商業労政課 業務委託、補助金
ご当地グルメシティセールス事業補助金
ご当地グルメによる地域おこし推進事業

地域活性化を目指し、吉原商店街で生まれた新しいご当地グルメ「つけナポリタ
ン」の普及を推進する事業への業務委託及び補助。

富士ＴＭＯ

102 産業経済部 商業労政課 補助金 ご当地グルメシティセールス事業
地域活性化を目指し、新しいご当地グルメ「富士山ひらら」の普及を推進する事
業への補助。

特定非営利活動法人富士山ひらら

103 産業経済部 商業労政課 補助金 富士ＴＭＯ事業
富士ＴＭＯが実施する中心市街地活性化事業（イベント・講座開催、新商品開
発、再開発検討など）に対する補助事業。

富士ＴＭＯ

104 産業経済部 商業労政課 実行委員会、補助金 富士市技能フェスティバル 技能職者の技能及び手作り品の良さを広く市民にＰＲする。 富士市技能フェスティバル実行委員会

105 産業経済部 商業労政課 実行委員会、補助金 産業まつり商工フェア
商工業振興、地元商工業の紹介、市民の消費生活向上などを目的に、中央公園
イベント広場で実施。

産業まつり商工フェア実行委員会

106 産業経済部 商業労政課 実行委員会、後援、補助金 吉原宿宿場まつり
吉原宿の歴史・文化を活用したまちづくりを目指し、吉原宿歴史紹介ｺｰﾅｰ、ミニ
縁日、よさこい、ミニトレイン、つけナポリタンの限定販売などを実施。

吉原宿宿場まつり実行委員会

107 産業経済部 商業労政課 後援 富士本町軽トラ市
商店街を歩行者天国にし、出店者を募り、軽トラック・軽自動車の荷台を店舗に
見立てて農産物・食品などを売る朝市を行い、商店街の活性化を図る。

富士本町軽トラ市実行委員会

108 産業経済部 観光課  会議への参画・業務委託 絶景★富士山　まるごと岩本山
富士山と梅と桜の眺望が美しい2月から4月の間、岩本山公園で期間限定の出店
やイベント等を開催し、全国的に富士市をPRするとともに地域の活性化を図る。

岩本山・雁堤プロジェクト会議

109 産業経済部 観光課 補助金 フィルムコミッション事業
市内でのドラマ、CM等の撮影による直接の経済効果及び映像を見た人が撮影
地を訪れる等の間接効果により観光振興を図る。

ＮＰＯ法人フィルムコミッション富士

110 産業経済部 観光課 補助金 まちの駅ネットワーク事業
市内にあるまちの駅60駅により、ウォーキング、スタンプラリーなど各種事業を展
開。おもてなしによる観光交流を推進する。

富士市まちの駅ネットワーク

111 産業経済部 観光課 補助金 観光ボランティアガイド事業 観光客に対し観光名所の案内を行う。 富士市観光ボランティアガイドの会

112 産業経済部 観光課 補助金 富士川歴史ウォークイベント事業
富士川流域の史跡や観光スポットを巡るイベントを開催し、新たな観光資源の発
掘と地域の活性化を図る。

富士市商工会

113 産業経済部 観光課  実行委員会・補助金 富士まつり
富士市民総参加の夏の一大イベント。市民総おどり、かぐや姫絵巻、花火大会な
どを実施。

富士まつり実行委員会

114 産業経済部 観光課 後援・補助金 ふじかわ夏まつり 富士川の河川敷で花火大会をメインとした夏まつりを開催。 ふじかわ夏まつり実行委員会

115 産業経済部 観光課 後援・補助金 あっぱれ富士 市内外から50を超えるよさこいチームが参加し、よさこいパフォーマンスを披露。 あっぱれ富士実行委員会

116 産業経済部 観光課 後援・補助金 かりがね祭り
かりがね祭りの伝承と河川愛護意識の高揚を図ることが目的。当日は、壮大な
投げ松明や花火等を実施する。

かりがね祭り実行委員会

117 産業経済部 観光課 後援・補助金 竹かぐや事業
富士市の「かぐや姫伝説」にちなみ、竹で作った灯籠を用いてイベントを開催。市
民による文化の発信や地域の活性化を図る。

Fiil-net 富士生き活きライフネットワーク

118 産業経済部 観光課 後援・補助金 フジパク
体験交流型プログラムを展開し、参加者と地元の人とが交流しながら地域や歴
史を見つめ直すとともに、地域の活性化を図る。

富士山博覧会実行委員会
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119 産業経済部 観光課 その他 富士山百景プロジェクトサポーターズクラブ
日本一撮影マナーの良い街を目指すため、アマチュアカメラマンによる撮影マ
ナー向上についての啓発活動を実施。

富士山百景プロジェクトサポーターズクラブ

120 産業経済部 観光課 会議への参画 富士ブルーベリー共和国
市内のブルーベリー農家で構成される団体で、商品開発やイベントへの参加を
通じ、富士市産のブルーベリーの消費拡大と活性化を図る。

富士ブルーベリー共和国

121 産業経済部 観光課 後援 富士山しらす街道フェア
田子の浦の「釜揚げしらす」を市内外の人に食べてもらう機会を創出するイベン
ト。田子の浦のしらすの消費拡大と地域の活性化を図る。

富士山しらす街道フェア実行委員会

122 産業経済部 農政課 補助金 富士川っ子エコクラブ自然体験楽校  NPO法人富士川っ子の会

123 産業経済部 林政課 業務委託 森林体験学習事業(杣人の四季) 森づくり体験、野外観察、登山、椎茸菌打ち ＮＰＯ法人自然環境保全ネットワーク

124 産業経済部 林政課 補助金 鎮守の森を育てる会補助金 市民が利用する里山整備と活用 特定非営利法人　鎮守の森を育てる会

125 産業経済部 林政課 補助金 富士本林野消防隊補助金 火災予防巡視、森林公園草刈清掃、火災予防看板設置 富士本林野消防隊

126 産業経済部 林政課 補助金 田子浦海岸保安林を守る会補助金 海岸保安林管理、植樹、清掃 田子浦海岸保安林を守る会

127 産業経済部 林政課 補助金 元吉原地区保安林管理補助金 海岸保安林管理、植樹、清掃 元吉原町内会連合会

128 産業経済部 林政課 補助金 ふじもとみどりの少年団活動費補助金 空き缶拾いや巣箱掛けなど自然に親しむ体験活動 ふじもとみどりの少年団

129 産業経済部 林政課 補助金 山林火災予防事業にかかる助成 火災予防巡視、森林公園草刈清掃、火災予防看板設置 内山林野消防隊

130 都市整備部 みどりの課 補助金 花いっぱい推進事業補助金 富士市花の会活動助成金 富士市花の会

131 都市整備部 みどりの課 補助金 バラ普及推進事業補助金 富士ばら会活動助成金 富士ばら会

132 都市整備部 みどりの課 補助金 みどりいっぱい推進事業補助金 みどりいっぱい富士市民の会活動助成金 みどりいっぱい富士市民の会

133 都市整備部 みどりの課 補助金 オープンガーデンガイドブック作成補助金 ガイドブック作成に対する補助金 富士市オープンガーデン

134 都市整備部 みどりの課 その他 公園愛護会活動費（報償金） 公園愛護活動 公園愛護会(197団体）

135 都市整備部 みどりの課 共催 緑と花の百科展（年２回）（上記事業のうち） 緑化啓発イベント みどりいっぱい富士市民の会

136 都市整備部 みどりの課 後援 富士ばらまつり（上記事業のうち） 市民の花「バラ」の普及・啓発 富士ばら会

137 都市整備部 みどりの課 後援 花壇コンクール（上記事業のうち） 緑化啓発事業 みどりいっぱい富士市民の会

138 都市整備部 みどりの課 後援 ガーデニングコンテスト（上記事業のうち） 緑化啓発事業 みどりいっぱい富士市民の会

139 上下水道部 上下水道総務課 会議への参画 下水道料金等審議会 富士市公共下水道使用料改定について調査又は審議を実施
女性ネットワーク富士、富士市消費者運動連絡協議
会、公募市民（３名）

140 建設部 河川課 業務委託 春堀・河川清掃委託 春堀など、河川清掃（浚渫・除草）実施町内会への支援 春堀・河川清掃実施町内会

141 建設部 河川課 補助金
滝川の土手を彼岸花で埋め尽くす市民里親
事業

滝川の土手を彼岸花で埋め尽くす市民里親事業への支援（富士市市民活動支
援補助金）

NPO法人ふじ環境倶楽部

142 建設部 河川課 補助金 田宿川たらい流し川まつり
河川愛護美化活動のモデルケースであるわき水田宿川委員会が実施しているた
らい流し川祭りへの支援

わき水田宿川委員会

143 建設部 河川課 共催 水辺探検隊
小学生を対象に、市内の河川で自然観察・川遊びなどを行う河川愛護啓発及び
環境教育イベント（富士常葉大学への業務委託）

富士常葉大学付属環境防災研究所

144 消防本部 警防課 補助金 山岳遭難防止対策事業 山岳遭難事故の未然防止を図るとともに必要な対策を行う。 静岡県山岳遭難防止対策協議会富士支部

145 消防本部 警防課 補助金 山岳救助対策事業
富士市に点在する山岳等の遭難者の捜索・救助活動や登山道等の整備を行う。
（道標・ルート点検・自然環境の保持）

富士市山岳救助隊

146 消防本部 警防課 補助金 富士市水難活動事業
水難事故発生時に、行政と民間団体等の緊密な関係を保持し、救助・捜索活動
を行う。

富士市水難事故防止対策連絡会会員
(田子の浦漁業協同組合）

147 教育委員会 社会教育課 業務委託 富士市青少年センターまつり
青少年センターまつりは、青少年センターを利用する若者たちが、教養講座、
サークルでの成果を発表するとともに相互の親睦と活動の一層の推進を目的と
する事業。本事業の企画・運営業務の委託。

富士市立青少年センター利用者会

148 教育委員会 社会教育課 補助金 市民活動支援補助金 冒険遊び場づくり事業 NPO法人ゆめ・まち・ねっと

149 教育委員会 社会教育課 補助金 市民活動支援補助金 まちなか保健室事業 NPO法人ゆめ・まち・ねっと

150 教育委員会 社会教育課 補助金 市民活動支援補助金 サイエンスプロジェクト サイエンスプロジェクト実行委員会



平成２５年度に行われた市民活動団体との協働事業調査 資料№４Ｂ
№ 部名 課名 協働の形態 事業名 事業内容 協働の相手

151 教育委員会 社会教育課 その他
平成25年度青少年指導者養成講座「チャレ
ンジ事業」

静岡県級別認定事業の中級指導者を目指す青少年指導者養成講座の柱に位
置づけている「チャレンジ事業」を実施。チャレンジ事業は、講座生が自ら事業を
計画し、準備、実施、振り返りまでを行うもので、富士川っ子の会が主催する小学
生を対象としたエコクラブを事業活動の場として提供してもらい実施。事業実施に
向けて富士川っ子の会より事業の企画に向けてのアドバイスを受けるとともに、
必要な打合せを随時行なっている。

NPO法人富士川っ子の会

152 教育委員会 社会教育課 会議への参画 青少年健全育成事業懇話会 青少年の船に替わる本市の青少年健全育成の根幹をなす象徴的な事業の検討 市民公募委員

153 教育委員会 社会教育課 共催 それいけ！ふじまる遊び塾
小学１～4年生を対象に年4回、青少年センターや広見公演を活動フィールドとし
て学校や学年が異なる仲間との遊びを通して、集団で遊ぶ楽しさを知ってもらう
ために実施

青少年指導者の会「ふじまる」

154 教育委員会 少年自然の家 その他 体験学習推進事業 野外活動体験学習を推進
富士自然観察の会、富士市山岳救助隊、富士市オリ
エンテーリング協会　他

155 教育委員会 少年自然の家 会議への参画 富士市立少年自然の家 運営協議会 富士市立少年自然の家の円滑な運営を図るため、必要な調査、協議を行う。
教員、青少年団体、町内会の各代表(教育委員会に
よる委嘱)

156 教育委員会 文化振興課 業務委託 富士市総合文化祭 富士市総合文化祭の開催 富士市文化連盟

157 教育委員会 文化振興課 業務委託 富士芸術祭 富士芸術祭（紙のアートフェスティバル他）の開催 富士芸術祭実行委員会

158 教育委員会 文化振興課 業務委託 第71期将棋名人戦 第７１期名人戦七番勝負第２局富士大局の開催 第７１期将棋名人戦富士市実行委員会

159 教育委員会 文化振興課 業務委託 文芸普及事業（富士文芸フォーラム） 文芸講座、文芸フォーラムの開催 富士文芸フォーラム実行委員会

160 教育委員会 文化振興課 業務委託 第30回ふるさと芸能祭 ふるさと芸能祭の開催委託 富士市民俗芸能連絡協議会

161 教育委員会 文化振興課 業務委託 平成25年度旧地名調査 市内に残る旧地名や歴史的地名の現地聞き取り調査 富士文化財愛好会

162 教育委員会 文化振興課 補助金 富士市文化連盟活動費補助金 富士市文化連盟の活動費助成 富士市文化連盟

163 教育委員会 文化振興課 補助金 市民活動支援補助金 アート作品の展覧会やワークショップ等の開催 富士芸術村

164 教育委員会 文化振興課 補助金 市民活動支援補助金 市内小学生の絵画・書写の作品展を開催 ＭＯＡ美術館富士児童作品展実行委員会

165 教育委員会 文化振興課 補助金 市民活動支援補助金 人形劇やワークショップ等の開催 富士子ども劇場

166 教育委員会 文化振興課 補助金 市民活動支援補助金 高齢者による演劇上演 高齢者演劇集団チャレンジャー

167 教育委員会 文化振興課 補助金 市民活動支援補助金 富士山周辺の５市５町村の小中学生を対象にした俳句コンクールの開催 富士山少年俳句大会実行委員会

168 教育委員会 文化振興課博物館 業務委託 歴史民俗資料館受付管理業務委託 富士市立歴史民俗資料館の管理、監視、展示案内業務 駿河郷土史研究会

169 教育委員会 文化振興課博物館 その他 「手すき和紙体験」体験指導 手作り和紙工芸講師指導 富士手漉和紙同好会

170 教育委員会 文化振興課博物館 その他 「布ぞうり作り」体験指導 布ぞうり作り体験指導 ハートボックス

171 教育委員会 文化振興課博物館 その他 「富士の型染」体験指導、「富士山タペストリー
型染の基本体験指導及び富士山世界文化遺産登録記念事業として富士山をモ
チーフとした型染めによるタペストリーの製作指導

「富士の型染」グループ

172 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士市体育協会委託スポーツ教室 S-1チャレンジほか19教室 富士市体育協会

173 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士市体育協会事業補助金 事業補助 富士市体育協会

174 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士市スポーツ少年団事業補助金 事業補助 富士市スポーツ少年団

175 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 地区委託スポーツ教室（市内26教室） 市内26地区でのスポーツ教室 各地区生涯学習推進会義

176 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 地区体育祭補助金 市内26地区体育祭の運営 各地区体育祭実行委員会

177 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 親子スポーツ教室 基本運動の指導及び教室の運営 富士市スポーツ推進委員会

178 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 ドッジビー教室 教室運営 総合型地域スポーツクラブTAC　代表　瀧澤弘光

179 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士登山 富士登山の指導、サポート 富士市山岳協会

180 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士市民水泳大会 大会運営及び審判 富士市水泳協会

181 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士駅伝競走大会 大会運営及び審判 富士市陸上競技協会
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182 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士市民エンジョイスポーツデー 事業運営 富士市体育協会

183 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 ふじかわキウイマラソン ふじかわキウイマラソンの開催 ふじかわキウイマラソン実行委員会

184 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 市町対抗駅伝競走大会 市町対抗駅伝競走大会参加補助 しずおか市町対抗駅伝競走大会富士市実行委員会

185 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 ウルトラトレイル・マウントフジ レースの支援、STY開会式 ウルトラトレイル・マウントフジ実行委員会

186 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 ウルトラトレイル・マウントフジ エイドステーションの運営 富士市商工会　女性部

187 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士山女子駅伝 選手応援、大会の盛り上げ C-STARS、チアーズファクトリー

188 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士山女子駅伝 選手応援、大会の盛り上げ 各地区和太鼓団体（9団体）

189 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 富士山女子駅伝 選手応援、大会の盛り上げ 鬼太鼓座

190 教育委員会 スポーツ振興課 業務委託 アルティメット大会開催補助金 アルティメットドリームカップ開催 富士市フライングディスク協会

191 教育委員会 スポーツ振興課 補助金
第６１回静岡県高等学校総合体育大会ソフ
トボール競技　ほか

第６１回静岡県高等学校総合体育大会ソフトボール競技　ほか 富士市ソフトボール協会

192 教育委員会 スポーツ振興課 補助金
第４７回静岡県高校男女新人ソフトボール大
会

第４７回静岡県高校男女新人ソフトボール大会 富士市ソフトボール協会

193 教育委員会 スポーツ振興課 その他 富士山女子駅伝 交通整理補助、大会運営支援（ボランティア）

富士市交通安全指導員、富士市町内会連合会、富士
市生涯学習推進会議、富士市消防団、富士市商工会
議所、市内企業、市内小中学校、市立高校、富士見
高校ほか

194 教育委員会 スポーツ振興課 実行委員会 富士山女子駅伝 大会運営、各団体との調整、市民への周知、啓発、ボランティア募集及び配置

195 教育委員会 スポーツ振興課 実行委員会 ウルトラトレイル・マウントフジ レースの支援、STY開会式、エイドステーションの設営

196 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第２０回県民スポーツ・レクリエーション祭
種目別大会

第２０回県民スポーツ・レクリエーション祭　種目別大会 静岡県レクリエーション協会

197 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第２６回沼津千本浜トライアスロン大会　ほ
か

第２６回沼津千本浜トライアスロン大会　ほか 静岡県トライアスロン協会

198 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３０回富士ソフトテニス選手権大会 第３０回富士ソフトテニス選手権大会 富士ソフトテニス協会

199 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第１９回富士ミックスソフトテニス大会 第１９回富士ミックスソフトテニス大会 富士ソフトテニス協会

200 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第２回富士市民グラウンドゴルフ大会 第２回富士市民グラウンドゴルフ大会 富士市グラウンドゴルフ協会

201 教育委員会 スポーツ振興課 後援 レッツ・エンジョイ　ラジオ体操 レッツ・エンジョイ　ラジオ体操 富士市スポーツ推進委員会

202 教育委員会 スポーツ振興課 後援 DISCRAFT  ULTIMATE  OPEN  2013 DISCRAFT  ULTIMATE  OPEN  2013 ㈱クラブジュニア

203 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第２１回富士っ子トライアスロン大会 第２１回富士っ子トライアスロン大会 第２１回富士っ子トライアスロン実行委員会

204 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第４４回静岡県父親ソフトボール大会富士市予第４４回静岡県父親ソフトボール大会富士市予選会 富士市ソフトボール協会

205 教育委員会 スポーツ振興課 後援 2013年度クリケット日本女子2DAYトーナメント2013年度クリケット日本女子2DAYトーナメント 日本クリケット協会

206 教育委員会 スポーツ振興課 後援 2013年度少林寺拳法静岡県大会 2013年度少林寺拳法静岡県大会 静岡県少林寺拳法連盟

207 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第４回全日本社会人アルティメット選手権大会第４回全日本社会人アルティメット選手権大会 日本フライングディスク協会

208 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第１７回中学生夏季研修ソフトテニス大会 第１７回中学生夏季研修ソフトテニス大会 富士ソフトテニス協会

209 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３回スポーツ吹矢富士大会 第３回スポーツ吹矢富士大会 総合型地域スポーツクラブTAC

210 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第２８回静岡県ジュニア選手権水泳競技大
会

第２８回静岡県ジュニア選手権水泳競技大会 静岡県水泳連盟

211 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第４回富士市民グラウンドゴルフレディース大第４回富士市民グラウンドゴルフレディース大会 富士市グラウンドゴルフ協会

212 教育委員会 スポーツ振興課 後援 富士サッカーフェスティバル 富士サッカーフェスティバル 富士市サッカー協会

213 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第１１回静岡県東部ジュニアゲートボール大
会

第１１回静岡県東部ジュニアゲートボール大会 富士市ゲートボール協会

214 教育委員会 スポーツ振興課 後援
富士タカオカライオンズクラブ杯争奪第９回
富士市中学校軟式野球一年生大会

富士タカオカライオンズクラブ杯争奪第９回富士市中学校軟式野球一年生大会 富士野球連盟
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215 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３回富士市中学校秋季軟式野球大会 第３回富士市中学校秋季軟式野球大会 富士野球連盟

216 教育委員会 スポーツ振興課 後援 富士市アマチュアゴルフ選手権大会 富士市アマチュアゴルフ選手権大会 富士市ゴルフ連盟

217 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第５２回静岡県中学校対抗戦ソフトテニス富
士予選

第５２回静岡県中学校対抗戦ソフトテニス富士予選 富士ソフトテニス協会

218 教育委員会 スポーツ振興課 後援 大相撲　富士山場所 大相撲　富士山場所 大相撲富士山場所実行委員会

219 教育委員会 スポーツ振興課 後援
平成25年度第８回常葉大学スポーツフォー
ラム

平成25年度第８回常葉大学スポーツフォーラム 常葉大学富士キャンパス

220 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第８回旭化成杯富士市中学新人サッカー大
会

第８回旭化成杯富士市中学新人サッカー大会 富士市サッカー協会

221 教育委員会 スポーツ振興課 後援 JA全農WCB少年野球教室 JA全農WCB少年野球教室 世界少年野球推進財団

222 教育委員会 スポーツ振興課 後援
平成25年度常葉大学公開講座「スポーツ教
室」

平成25年度常葉大学公開講座「スポーツ教室」 常葉大学

223 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３回富士市富士山武道演舞会 第３回富士市富士山武道演舞会 富士市体育協会

224 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第１６回和可子杯なぎなた競技大会 第１６回和可子杯なぎなた競技大会 静岡県なぎなた連盟

225 教育委員会 スポーツ振興課 後援 2013年クリケット学生新人戦 2013年クリケット学生新人戦 日本大学クリケット連盟

226 教育委員会 スポーツ振興課 後援 初心者限定！健康UP！ボウリング教室 初心者限定！健康UP！ボウリング教室 ラウンドワン富士店

227 教育委員会 スポーツ振興課 後援
文部科学大臣杯第５回全日本少年春季軟
式野球大会

文部科学大臣杯第５回全日本少年春季軟式野球大会 静岡県野球連盟富士支部

228 教育委員会 スポーツ振興課 後援
2013ガイア　アルティメットカップ　ミックス
トーナメント

2013ガイア　アルティメットカップ　ミックストーナメント ㈱クラブジュニア

229 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３６回静岡県児童福祉施設球技大会 第３６回静岡県児童福祉施設球技大会 静岡県児童養護施設協議会

230 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第６回富士市民キンボールスポーツ大会 第６回富士市民キンボールスポーツ大会 富士市スポーツ推進委員会

231 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第２８回f-Bizチャレンジセミナー 第２８回f-Bizチャレンジセミナー 富士市産業支援センター

232 教育委員会 スポーツ振興課 後援 2014第１回ふれあいニュースポーツ体験inひ 2014第１回ふれあいニュースポーツ体験inひろみ 富士市レクリエーション協会設立準備委員会

233 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３７回富士ニュース杯争奪富士市中学生サ第３７回富士ニュース杯争奪富士市中学生サッカー選手権大会 富士市サッカー協会

234 教育委員会 スポーツ振興課 後援 2014クラブジュニアアルティメット　ドリームカッ2014クラブジュニアアルティメット　ドリームカップ ㈱クラブジュニア

235 教育委員会 スポーツ振興課 後援 クリックフェスタ2014 クリックフェスタ2014 日本クリケット協会

236 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第２８回静岡県市町協会等役員親善バレーボ第２８回静岡県市町協会等役員親善バレーボール大会 富士市バレーボール協会

237 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３６回富士じれあいウォーク 第３６回富士じれあいウォーク （公財）富士市振興公社

238 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第１回富士市なわとび選手権大会 第１回富士市なわとび選手権大会 富士市なわとび協会

239 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第２０回富士ワイズメンズ杯争奪富士市中
学生招待サッカー大会

第２０回富士ワイズメンズ杯争奪富士市中学生招待サッカー大会 富士市サッカー協会

240 教育委員会 スポーツ振興課 後援
第３６回静岡県学童野球兼野球スポーツ少
年団選抜富士大会

第３６回静岡県学童野球兼野球スポーツ少年団選抜富士大会 富士学童野球連絡協議会

241 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第６９回国民体育大会ソフトボール競技成年男第６９回国民体育大会ソフトボール競技成年男子静岡県東部選考会 富士市ソフトボール協会

242 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第２５回わんぱく相撲富士場所 第２５回わんぱく相撲富士場所 富士青年会議所

243 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第３０回富士小学生ソフトテニス大会 第３０回富士小学生ソフトテニス大会 富士市ソフトテニス協会

244 教育委員会 スポーツ振興課 後援 第４３回佐野杯中学生ソフトテニス大会 第４３回佐野杯中学生ソフトテニス大会 富士市ソフトテニス協会

245 教育委員会 中央図書館 補助金 富士市市民活動支援補助金
本の読み聞かせを通して、子どもたちが本に親しむことができるようになることを
目的とする。

おはなしの会おひさま

246 教育委員会 中央図書館 補助金 富士市市民活動支援補助金
子どもたちにたくさんの本を読んでもらい、本の楽しさを知ってもらうため、本の貸
出や「文庫だより」を作成し配布している。

岩松文庫

247 教育委員会 中央図書館 補助金 富士市市民活動支援補助金
本の読み聞かせを通して、子どもたちが本に親しむことができるようになることを
目的とする。

パンの笛
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248 教育委員会 中央図書館 補助金 富士市市民活動支援補助金
本の読み聞かせを通して、子どもたちが本に親しむことができるようになることを
目的とする。

おとぎのへや

249 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） ピーターパン

250 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おはなし汽車ぽっぽ

251 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） ポレポレ子育てサロン

252 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） いない・いない・ばあ

253 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） あおむしの会　えほんのひろば

254 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） トトロ

255 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） ごんぎつねのおはなし会

256 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） えほんのへや　プチおはなし会

257 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） いないいないばあのおへや

258 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） なーちゃんの会

259 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） 菜の花畑　いっしょにあそぼ

260 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） 大淵おはなしの会

261 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おはなしバスケット

262 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おひさま

263 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） パンの笛

264 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） コロコロおはなしの会

265 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おはなしのろうそく

266 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） 富士川ちびちびおはなしの会

267 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おはなしポッケ

268 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） エルマーの会　赤ちゃんおはなし会

269 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） ばあやのおはなしかご

270 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） てんま子育てサロン

271 教育委員会 中央図書館 その他 おはなし会 ブックスタート支援事業（ボランティアによる乳幼児向けおはなし会） おむすびクラブ　赤ちゃんのおはなし会

272 教育委員会 中央図書館 後援 子どもまつり 「第３０回　本はともだち子どもまつり」の開催 富士子どもの本を学ぶ連絡会

環境部 廃棄物対策課 補助金 ごみ減量化啓発活動
リユース食器の活用、環境フェアへの参加、学校やまちづくりセンターでのごみ減
量講座などを実施し、ごみ減量化を市民に啓発する。

NPO法人富士市のごみを考える会

環境部 廃棄物対策課 補助金 未来の夢を運ぶパッカー車デザインコンクール
小学生を対象にごみ収集車に掲示する絵のコンクールを実施し、入選作品は一
定期間ごみ収集車に掲示することで、市民の環境やリサイクルに対する意識を
高める。（25年度は補助金の申請がなかったため交付していない）

こども環境クラブ

環境部 廃棄物対策課 会議への参画 廃棄物減量化等推進審議会 富士市ごみ処理基本計画の進行管理、次期ごみ処理基本計画の策定

富士市町内会連合会、富士環境衛生自治推進協会、
富士市消費者運動連絡会、生活クラブ生協静岡・富
士支部、NPO法人富士市のごみを考える会、市民公
募

環境部 廃棄物対策課 会議への参画 事業系ごみの減量と適正排出を考える懇話会事業系一般廃棄物の減量及び適正排出についての意見聴取 富士市町内会連合会、富士市のごみを考える会

環境部 廃棄物対策課 共催 家庭系可燃ごみ組成調査 集積所から収集した可燃ごみを仕分けし種類ごとに計量して組成を明らかにする
常葉大学、富士市のごみを考える会、富士市消費者
運動連絡会


