
●平成３０年度～３１年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

テ
ー

マ
設
定
型

予告篇で盛り上げる
東京２０２０オリンピッ
ク競技大会セーリング
競技江の島開催

ＮＰＯ法人　湘南遊映坐

2020年東京オリンピック・パラリンピックのセーリング競技
会場である江の島において、地元の藤沢市民がいかに開
催準備を進めていったのか、後世へ記録映像を残す。ま
た、それらの記録映像と特集記事をネット上で順次公開
し、2020年本大会に向けて、市民の気運を高めていく。
　具体的には、市民をはじめ国内外の五輪ファンが親しみ
やすく気軽に閲覧できるように、映画の「予告篇」形式で短
篇映像を合計8本（特報4本、本予告4本）制作。特集記事と
ともに、専用ホームページやSNS上で国内外へ順次公開・
発信していく。
　最終的には、「総集編」のドキュメンタリー映画も制作し、
後世に向けて映像遺産（レガシー）を残す。

東京オリンピック・
パラリンピック開
催準備室

自
由
提
案
型

藤沢市ジュニアアス
リートスポーツ栄養講
座
～めざせ東京2020オ
リンピック・パラリン
ピック～

特定非営利活動法人
湘南栄養指導センター

東京２０２０オリンピック競技大会セーリング競技が藤沢市
で開催されることを機に、様々なスポーツに励むジュニア
世代や保護者等に対し「スポーツ栄養講座」を行う。家庭を
中心とした幅広い層に対し、大会への関心度の底上げを
狙う。又、開催後も健康意識を保持させ、生涯を通じてス
ポーツを楽しむ市民を増やすことを目指す。
講座は体育館や企業施設にて、講義・実習・パラスポーツ
体験を組み合わせた講座を年３回、調理実習を年1回行
う。
現場は主に公認スポーツ栄養士が担当。パラスポーツ体
験や調理実習については市と包括的連携協定を結んだ東
京ガス(株)の協力も得ながら企業やパラスポーツとのコラ
ボ等、新しい取り組みを盛り込んで行く。

スポーツ推進課

●平成３０年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

テ
ー

マ
設
定
型

オリンピック・パラリン
ピックに向けた（仮称）
市民応援団運営事業

特定非営利活動法人
藤沢市民活動推進機構

市民による東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大
会(以下、オリパラと略す)への応援気運を高めるため、誰も
が参加・登録できる(仮称)市民応援団を結成する。応援団
事務局を立ち上げ、オリパラに関する情報の発信、応援団
員の募集、市民による新しい応援企画を考えるワーク
ショップ（アイデアソン）を開催し、市民による主体的な応援
気運を醸成する。
オリパラというビッグイベントの開催を契機に、これまで社
会貢献などの活動に全く興味を示さなかった層、または興
味があったが活動していない層に対して積極的にアプロー
チし、今後の藤沢市を担う「市民意識」を醸成することを目
的とする。

東京オリンピック・
パラリンピック開
催準備室

●平成２９年度～３０年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

自治会・町内会
運営サポート事業

一般社団法人
日本キャリアアップ支援協
会

昨今、自治会・町内会の事務負担や役員の担い手不足が
問題となっている。事務を効率化し、本来の自治会の重要
な役割である地域の人々の交流に注力できる仕組みを作
ることで、災害時の「共助」機能を持ち、犯罪に強い安心安
全な、より住みよい地域を築き、誰もが参加できる身近な
「まちづくり」の一助となることを目的とする。行政等の役立
つ情報発信・セミナー等もあるが、実際に目を通し、参加し
て自分たちで自治会業務の見直しをすることは人員不足
の状況では難しく、役員は組織運営や経理に精通している
人ばかりではないため大きな負担となる。そこで自治会の
活動にコンサルティングスタッフとして参加し、一緒に業務
改善を図る。

市民自治推進課

市民参加による遊休
農地及び農業理解の
促進に関する事業

藤沢市新規参入者連絡会

遊休荒廃農地の増加と比例して増加しているのが近隣住
民からの適正な農地管理を求める声である。
この問題を解決するためには遊休荒廃農地の解消だけで
なく、農薬散布や農地の土の流出に対する近隣住民の嫌
悪感の緩和のために、農業の必要性を訴え、農作物の生
産現場が地元にある魅力を広く伝えることが重要である。
本会が持つ各会員の経験等を活かし、市内に存在する遊
休荒廃農地を解消し、その農地にて農作業を通した新たな
季節感の提供と、自然に触れる楽しみを近隣住民へ提供
し、農業への理解を深めていく。

農業委員会事務
局・農業水産課

テ
ー

マ
設
定
型

まちづくりパートナーシップ事業提案制度　事業一覧



●平成２８年度～２９年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

スマートフォンアプリ
「ふじさわ防災ナビ」
魅力アップ事業

特定非営利活動法人
湘南ふじさわシニアネット

　スマートフォンアプリ「ふじさわ防災ナビ」を、防災情報や
災害情報の発信に留めることなく、平常時はより身近な情
報べんり帳として活用できるよう利便性の高いコンテンツを
提供し、併せてスマートフォン及びタブレットの体験型講習
会を展開して「ふじさわ防災ナビ」の普及促進に寄与する
事を事業目的とする。
１．藤沢市を中心とした様々な地域情報を、編集記事、写
真、動画等のコンテ　ンツに取り纏めタイムリーに提供する
ことで「ふじさわ防災ナビ」の利便性と鮮度を維持する。
・イベント/催物情報、地域の話題、四季の景色、企画記
事、等
２．市民センター等に設置された「ふじさわシティWi-Fi」を
活用し、スマートフォン及びタブレットの体験型講習会を地
区巡回で開催する。
　・「ふじさわシティWi-Fi」「ふじさわ防災ナビ」及びインター
ネットを安全に、便利に、楽しく利用する。

防災危機管理室

藤沢宿活性化事業
藤沢宿「昔」と「遊び」
で
にぎわいを

昔の遊びを伝える会

　藤沢は長い歴史の中で、多くの文化や伝統を育て育んで
きました。本事業の課題である藤沢宿のにぎわいの創出
に、昔と遊びをテーマに楽しい、藤沢ならではの講座を提
案致します。子ども、おとな、シニアが共に交流出来て楽し
めるよう、さまざまな知識の伝達、伝統文化の技、たくさん
の手作りをいれました。
　藤沢宿を訪れる人がふらっと寄れる場を交流館に作りま
す。参加者たちが互いに教え合い、学び合って、世代間・
地域交流をします。まちへの愛着を育てる場づくりです。
　文化講座の講師は、藤沢市内のさまざまな文化団体にお
願いし、遊びの体験会は昔の遊びを伝える会の名人が協
力して、進行形の新しいまちづくりになります。

郷土歴史課

自
由
提
案
型

小学５・６年生のため
のサマースクール事
業

特定非営利活動法人
湘南市民メディアネット
ワーク

「目的」　小学生５・６年生児童を対象に、学校夏期休業中
に市内のシニアや大学生、NPO法人等のネットワークを活
用した “居場所”を創設する。サマースクールでは多様な
大人との触れ合いによって、児童が社会性を身につけるこ
とを目的とする。
「内容」　主に就業している保護者の小学生５・６年を対象
にしたサマースクールを藤沢駅北口新堀ライブ館等で開講
する。小学生は、学習支援、外遊びとNPO団体等の多様な
講座を受講する。この体験で、多様な活動する大人や市内
の小学生と出会い、社会を知る機会となる。

青少年課

●平成２７年度～２８年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

テ
ー

マ
設
定
型

高校生のシチズンシッ
プ教育の普及事業

認定特定非営利活動法人
藤沢市市民活動推進連絡
会

　夏季に実施する被災地バスツアーを軸とし、高校生が被
災地の現状や同世代の地域との関わりを学び、被災地や
藤沢の防災・まちづくり、ひいては日本社会について当事
者意識をもって学び、課題をとらえ、解決に向けた活動を
企画する。全て高校生の自主性に任せるのではなく、初動
期はコーディネーターにより道筋を示し、運営を行う。

青少年課

テ
ー

マ
設
定
型



●平成２６年度下半期～２７年度

区分 事業テーマ 団体名 企画概要 担当課

ふじさわファンクラブ
運営事業

特定非営利活動法人
地域魅力

　藤沢の魅力を実感するツアー等により「魅力の体験」「魅
力の学習」「魅力との交流」を通じて、市民の藤沢の魅力に
対する意識や知識を向上させるとともに、実感に基づいた
自分の言葉による情報発信をしていくことで、市が推進す
るシティプロモーションをサポートする。

企画政策課

（仮称）いきいき
シニアライフ応援事業

特定非営利活動法人
湘南ふじさわシニアネット

　シニア世代の方々がいきいきと充実したシニアライフを送
り、「生きがい」を感じるとともに「地域社会に貢献」すること
を事業目的とし、①「地域に返ってくるシニア」と「アクティブ
シニアを求める団体」とのマッチングイベント②「えのしま・
ふじさわポータルサイト」（えのぽ）に、シニア世代に特化し
た情報の提供③シニアが必要とする地域情報や地域活動
に必要な学びの場となるセミナーを実施する。

高齢者支援課

自治会・町内会 応援事業
特定非営利活動法人
湘南ふじさわシニアネット

　課題取組に対する各自治会のモチベーションを高め、さ
らに自治会活性化活動に取り組むためにセミナー、事例発
表、意見交換会を開催する。自治会ホームページで自治会
活動情報を自治会内に発信することにより、自治会活動に
関心を持ってもらう。また、自治会役員等を対象としたＩＴ講
習会を開催し、自治会のＩＴ活用を促進する。

市民自治推進課

地域のたまり場
「ハナミズキ」

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ実
結

　高齢者が住み慣れた地域で孤立せず、顔見知りの方々
との交流ができ、いつまでも元気に住み暮らせるための地
域の縁側作りを行います。隣近所の方々とふらりと立ち寄
れるような居場所を提供し、おしゃべりやお茶のみ、昔とっ
た杵柄を十分に発揮して頂ける楽しい空間をつくる。

健康増進課

高齢者支援課

藤沢郷土民俗・文化
映像制作事業

特定非営利活動法人
湘南市民メディアネット
ワーク

　郷土民族映像を作成し、藤沢市民に愛郷心を啓発すると
ともに郷土民族資料として後世に残すことを目的とする。制
作する動画を電子博物館”みゆネットふじさわ”・藤沢動画
サイト及び各種動画サイト・藤沢市関連のホームページに
掲載し、市内の公共施設、学校等、約８０ヵ所にＤＶＤを作
成して提供する。

郷土歴史課

テ
ー

マ
設
定
型

自
由
提
案
型


