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2 富士子ども劇場 富士子ども劇場「子どもまつり」 H26～

市内全ての子どもたちを対象に、異年齢の子どもたちが遊べる遊び空間を企画
・子どもたちのための独創的で自由な遊び体験コーナー
・子どもたちのオリジナル手作りゲームコーナー
・子どもたちのフリーマーケット
・子どもから大人まで楽しめる人形劇や舞台劇

200 100 200 100 200 100

本事業は子ども劇場の会員以外にも開放しようとする取り組みであり、
それを楽しみにしている子供とその両親が多いことから、この取り組み
が地域に根付いている点は評価できますが、劇団謝金、宿泊費、会場
装飾費の積算に妥当性が乏しく、事業内容も現状と同様なため現状ど
おり１０万円の補助が妥当と判断しました。

4

NPO法人ゆめ・まち・ねっ
と 外遊びによる子ども・若者の居

場所づくり事業
Ｈ１９～

子ども、若者が参加費無料・親の申込み不要で参加でき、どんな家庭でも、また
障がいの有無や不登校なども問われず、自由に遊べる環境を提供する「冒険遊
び場たごっこパーク」を、島田公園及び小潤井川で、実施
・隔週の土日に開催（長期休みは連続開催なども）
・子ども、若者、大人が集う
・参加者は焚き火、川遊び、木登り、廃材工作、泥遊びなど豊かな遊びと若者、
親世代、高齢者などさまざまな人との交流を提供し、子ども・若者の社会性、協調
性、創造性などを育む。

500 500 500 500 500 500
富士市の青少年の健全育成に多大な貢献をしている事業であり、これ
まで長年継続した活動をしていることも評価に値し、要望額全額の補助
が妥当と判断しました。

5

NPO法人ゆめ・まち・ねっ
と 屋内遊びを入口に子ども・若者

の生きづらさに寄り添うまちなか
保健室事業

Ｈ２５～

子ども・若者に家庭や学校・職場、その他あらゆる子ども・若者支援活動とは異な
る、児童クラブ＋児童館＋駄菓子屋的雰囲気の自分らしくいられる屋内フリース
ペースを提供。週１～２日、平日の放課後に実施。参加費無料、親の申込み不
要、障がい・不登校・学区・年齢問わず。生き辛さを抱える子ども・若者、親の悩
み、苦しみ、辛さに寄り添い対応する。

340 340 340 340 340 340

この事業は、社会生活を円滑に営むことが困難な子ども達にとって、行
政機関等の既存施設以外の大切な居場所となっており、これまでの活
動も充分な成果を挙げています。今後もさらに発展の可能性がある事
業と評価した結果、要望額全額の補助が妥当と判断しました。

6

ＮＰＯ法人富士ぶどうの会
障がい児と保護者支援プログラ
ム事業

Ｈ２３～

障がいのある子供たちが、学校や園以外の場でいろいろな活動体験を行うことに
より、多くの方たちとふれあい、体験を通じて自分でできることの喜びを味わうこと
で、将来の自立の支援をします。さらに就労につなげるため、障がい者を雇用し
ている企業や事務所などへの見学会または勉強会などをすることによって、保護
者や本人の将来の就労目標を見据える手助けとなるようにする。

150 150 150 150 150 150

少ない活動資源の中で、障がい児の活動を広げ、社会性を身につける
ことに繋がる本事業は極めて重要な事業と考えます。今後、組織基盤
が強化され、さらにこの活動の市内での認知が進み、支援者が増えて
いくことを期待し、要望額全額の補助が妥当と判断しました。

7

NPO法人　こすもす
“ほっと”サロン「こすもす」の運
営

Ｈ２４～

精神に障がいを持たれた人達（以下当事者と云う）と関り、当事者のよき話相手、
よき相談相手になるとともに、当事者の地域における生活支援、地域の人達への
啓発を目的とする。
・毎月第1日曜日富士市フィランセにて“ほっと”サロンを開催
・年1回、当事者を対象とした施設等研修・見学の実施
・当事者の自立を図るための料理教室などの実施

133 100 133 100 133 100

活動内容は公共的な事業で、富士市にとっても必要なものであり、補
助金交付の対象と判断しました。しかし、参加費収入などと支出のバラ
ンスを見直していく必要もあると思われ、要望額から減額しての補助が
妥当と判断しました。

9

高齢者演劇集団チャレン
ジャー 高齢者による演劇創造・上演事

業
Ｈ２２～

高齢者が本格的な演劇創造に取組み、自ら生き生きとした生活を実現すること。
さらに上演活動を通して地域社会の活性化に資することを目的とする。
・本公演　年1回　ロゼシアター小ホール
・出前公園　年数回　地域に出掛けて高齢者が直面する問題を小作品・コントな
どで無料上演

500 200 500 200 500 200

演劇による地域文化の向上への貢献に加え、高齢者が直面する社会
的問題をコントや寸劇などによって詐欺被害に合わないよう啓発する事
業でもあり、社会性の高いものと評価できます。しかし、チケット収入な
どと支出のバランスを見直していく必要があると思われ、要望額から減
額しての補助が妥当と判断しました。

11

ＮＰＯ法人　捨て猫をなく
す会 飼い主の特定されない猫のＴＮ

Ｒ事業
Ｈ１９～

保健所に引き取りに出され、殺処分される猫を富士保健所管内ゼロを目指す。
・環境総務課に寄せられた問題地域の選定
・約1ヶ月TNR（捕獲・不妊手術・戻す）実施　動物病院休診日除く
・実施方法や手術した猫はもといた場所に戻ってくることを説明し、今後、地区の
猫を減らしていくためには、どうするか住民同士の理解と協力を求める。

500 150 500 150 500 150
団体の努力によって、飼い主の特定されない猫の殺処分をなくすため
に熱心な取組が行われているが、特定地域不妊手術代の半額に相当
するこれまでの補助額と同様の１５万円の補助が妥当と判断しました。
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12

ＮＰＯ法人　ふじ環境倶楽
部 滝川の土手を彼岸花で埋め尽

くす市民里親事業（第２期）
Ｈ２５～

滝川土手を遊歩道として切り開くとともに、自生する彼岸花を多くの市民が参加
する形で移植、植付け、育成する活動を通じて、河川環境の保全と景観形成を
進めることを目的とする。
・多くの市民に呼びかけ、「一人が土手１０m区間の里親」になっていただき、自生
する彼岸花の移植、植付け、土手の草刈・清掃等をしていただく。
・広報誌を作成配布することで、参加者のモチベーション維持と事業広報を図
る。
・彼岸花ウォーキングを開催し、活動の披露、里親募集のきっかけとする。

150 150 150 150 150 150

本事業は平成２５年から平成２７年まで市民活動支援補助金の交付を
している「滝川の土手を彼岸花で埋め尽くす市民里親事業」の第２期で
あり、ジヤトコなど近隣の企業からも応援を受け、事業の内容もより充実
され、広く市民の賛同を得ています。今後もさらに発展の可能性がある
事業と評価した結果、要望額全額の補助が妥当と判断しました。

15

富士の山ビエンナーレ実
行委員会 するがのくにの芸術祭　富士の

山ビエンナーレ
新規

歴史の足跡や面影の残る地域を候補地として、現代アート作品を展示また、現地
で作品を制作することで、作家と地域のつながりを生み、感動の和を、作家、地
域住民、来場者で共有していこうとする新たな創作活動の試みである。
・住居、廃墟、空店舗、空き地の空間を利用した現代アート作品の設置、運営
・名産品、地場産品の物産展の開催、地域行事とのコラボレーション企画の実
施、運営

500 500 500 250 500 500

アート作品を、歴史的景観の面影のある地域に展示あるいは、現地で
作品を制作することで、作家と地域のつながりを生み、感動の和を作
家、地域住民、来場者で共有していこうとする新たな創作活動の試み
であり、市が支援していく必要性、補助金交付の妥当性は大いに認め
られます。平成２８年度及び３０年度の補助金については要望額どおり
の補助が妥当と判断しました。平成２９年度は、芸術祭準備の年となる
ため、要望額の２分の１の補助金交付が妥当であると判断しました。

16

富士山少年俳句大会
富士山少年俳句大会 Ｈ２５～

俳句を通して、成長過程にある少年たちの心身の成長と、表現活動の伸
長を図ることを目的とする。併せて富士山麓地域の文化的土壌の礎を築
くことに貢献する。
・富士山の裾野に広がる小中学校から俳句を募集する。
・約7千～１万句の応募句の選考、各市町村・教育委員会・有志の後援依
頼
・作品集作成

50 50 50 50 50 50

環富士山地域の小中学生から俳句を募集し、表彰する事業で高く
評価できます。小中学生の表現活動の伸長を図ることにより、青
少年の健全育成及び地域文化の活性化に繋がることが期待でき、
これらの効果に対して、市が補助することは妥当と判断しまし
た。なお、今後は広域活動の意味も高まるので富士市以外の行政
からも補助金の交付をうける努力をしていただきたい。

17

富士芸術村
富士市の芸術文化振興事業 Ｈ１７～

「富士芸術村」を芸術・文化活動の拠点として、本物の芸術・文化を愛する市民
や創作活動をする作家に開放された空間として、芸術・文化の振興に貢献する
・年数会のワークショップ開催、芸術・文化の情報誌の作成、視察・研修等、作品
展の開催、アートギャラリーツアー

100 100 100 100 100 100

これまでの取り組みで市内外に知られる活動になっていることは評価し
たい。今後も、さらに幅広い作品発表の場を提供していくことを前提
に、その活動を支援するため、要望額全額の補助が妥当と判断しまし
た。なお、自主財源の確保について会員数が１５０名以上いるので、今
後は会費や寄付金などを募り、ワークショップなどに関しては参加費を
徴収するなど、補助金以外の収入改善について検討していただきた
い。

18

特定非営利活動法人　富
士市のごみを考える会

ごみを減らして、資源循環型社
会を作ろう！①先進都市視察と
学習研究②３Rの普及啓発③ご
み減量の実践活動

Ｈ１６～

市民にごみの減量の重要性、正しい分別による資源化の大切さを訴え、ひとりひ
とりが実践する意欲を持ってもらうことを目的とする。
・楽しくごみの勉強ができる「もったいない音楽会」を開催する
・小学校・まちづくりセンター・町内会などでごみ減量啓発活動としての講座実施
・各地区文化祭・イベント等でごみ分別啓発展示、リユース食器の普及活動

50 50 50 50 50 50

環境に対する意識を市民へ啓発することにより、ごみを減量化しようと
する活動であり、富士市にとっては極めて重要な活動の一つと評価で
きます。特にEMぼかしを利用した生ごみ堆肥化については、豊富な経
験を生かし、小学校での出前講座や、環境フェアへの出展など、効果
的な啓発事業を実施していると評価します。総合的に判断した結果、
要望額全額の補助が妥当と判断しました。

19

富士ばら会
バラ普及推進事業 Ｈ１６～

バラ栽培の知識と技術の向上を目指し、バラ文化の普及発展を目的とする
・中央公園のバラ園のバラ育成、手入れを年間通して実施
・富士ばらまつり運営
・緑と花の百科展、バラいっぱい運動、富士山麓ブナ林創造事業等に協力

400 300 400 300 400 300

バラ花壇の鑑賞に市内だけでなく、県内外からも多くの人が中央公園
を訪れており、富士市の観光地の一つとなっています。貴団体は、中
央公園のバラ園の手入れを日常的に行い、富士ばらまつりの開催など
で、市民の花「バラ」の普及活動を実施しており、市が補助金を交付す
ることは妥当と判断します。事業経費を精査した結果、バラ園拡張に伴
う原材料費の増加については妥当な費用積算と判断できますが、他の
経費については見直すことも必要であり、要望額より減額しての補助が
妥当と判断しました。

3,573 2,690 3,573 2,440 3,573 2,690
採　　択：7件
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不　採択：6件
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