
協働推進事業一覧表　・　行政提案型
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1 19 新規 福祉 行政提案型 高齢者の生きがいづくり事業 湘南健康麻将クラブ 高齢福祉介護課 1 ¥476,000 ¥90,000 1

2 19-21 新規 安全・安心 行政提案型 防犯ネットワークづくり 香川防犯ボランティア隊 安全対策課 2 ¥50,000 ¥18,660 ¥50,000 ¥44,940 ¥50,000 ¥49,700 0

3 19-21 新規 安全・安心 行政提案型 防災講座 防災について学ぶ会 防災対策課 3 ¥200,000 ¥139,042 ¥220,000 ¥167,572 ¥220,000 ¥191,125 0

4 19-22 新規 学校教育・社会教育 行政提案型 冒険あそび場事業 茅ヶ崎に冒険あそび場をつくろう会 青少年課 4 ¥600,058 ¥600,000 ¥660,040 ¥660,000 ¥660,002 ¥660,000 ¥660,006 ¥660,000 1

5 20 新規 子育て 行政提案型 市民向け療育研修会 茅ヶ崎地区自閉症児・者親の会 こども育成相談課（こどもセンター） 5 ¥269,000 ¥269,000 0

6 20 新規 土木・基盤 行政提案型 アートペイントによる落書きの抑制事業 茅ヶ崎の未来を考える会 道路管理課 6 ¥1,496,078 ¥1,392,000 0

7 20-21 新規 福祉 行政提案型 高齢者の生きがいづくり事業　童謡唱歌教室 「山田耕筰」と「赤とんぼ」を愛する会 高齢福祉介護課 7 ¥276,700 ¥200,000 ¥331,600 ¥200,000 1

子育て こども育成相談課

地域保健・公衆衛生 健康づくり課

産業・雇用 農政課

環境・資源 ごみ対策課

学務課

環境政策課

茅ヶ崎市民のための市民による成年後見支援センターの開設（１年目） 高齢福祉介護課

茅ヶ崎市民のための市民による成年後見支援センター事業（２，３年目） 障害福祉課

企画 秘書広報課（20～22年度）

文化推進課（21～22年度）

男女参画社会課（22年度）

農政課

産業振興課

企画 秘書広報課

13 20-22 新規 都市づくり 市民提案型 茅ヶ崎の歴史的文化的資源等の保存と活用の仕組みの構築 茅ヶ崎の文化景観を育む会 景観まちづくり課 13 ¥854,500 ¥666,622 ¥826,000 ¥711,415 ¥800,000 ¥654,904 0

14 21 2回目 土木・基盤 行政提案型 アートペイントによる落書きの抑制事業 ＮＰＯ法人湘南スタイル 道路管理課 14 ¥1,540,000 ¥1,540,000 0

15 21 新規 総務 行政提案型 新たな自治に向けての協働ＰＲ大作戦(協働まちづくり普及啓発事業） NPO法人e-Drive 市民活動推進課 15 ¥905,403 ¥880,000 0

16 21 ２回目 福祉 市民提案型 「健康麻将初心者教室」と「健康麻将出前サロン」 湘南健康麻将クラブ 高齢福祉介護課 16 ¥727,000 ¥295,000 1

環境・資源 環境政策課

総務 市民活動推進課

企画 国県事業対策課

産業振興課

農政課

19 22 新規 生涯学習・文化 行政提案型 女性のための就労支援事業～基礎から学ぶパソコン講座 NPO法人パソコンボランティア湘南 男女参画社会課 19 ¥382,000 ¥224,320 0

20 22 新規 下水道・河川 行政提案型 雨水貯留タンク設置の普及啓発事業 「生きのこれ川」の応援団 下水道河川建設課 20 ¥133,000 ¥133,000 0

情報推進課

秘書広報課

総務 市民自治推進課

22 23 新規 都市づくり 行政提案型 景観資源の周知啓発事業 まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎 景観みどり課 22 ¥285,164 ¥214,000 0

23 23 新規 土木・基盤 行政提案型 みどりの里親ボランティア制度普及促進事業 イーハトーブ湘南 公園緑地課 23 ¥582,202 ¥452,000 0

24 24 ２回目 生涯学習・文化 行政提案型 生涯学習ガイドブックデータ検索システムの構築 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット 文化生涯学習課 24 ¥1,204,000 ¥1,204,000 0

25 24 ２回目 下水道・河川 行政提案型 千ノ川の水循環啓発事業 「生きのこれ川」の応援団 下水道河川建設課 25 ¥313,668 ¥300,000 0

26 24 ３回目 総務 市民提案型 新しい公共の担い手ブラッシュアップ事業 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット 市民自治推進課 26 ¥1,502,800 ¥1,429,000 0

子育て支援課

こども育成相談課

保育課

28 25 ４回目 生涯学習・文化 行政提案型 文化生涯学習ポータルサイト試作モデルの作成 ＮＰＯ法人湘南スタイル 文化生涯学習課 28 ¥2,511,686 ¥2,511,686 0

29 25 ２回目 環境・資源 行政提案型 茅ヶ崎市太陽光発電クレジット事業 NPO法人ちがさき自然エネルギーネットワーク（ＲＥＮ） 環境政策課 29 ¥1,078,000 ¥498,954 1

30 25 新規 総務 行政提案型 市民活動げんき基金　PR・寄附促進プロジェクト 特定非営利活動法人セカンドブックアーチ 市民自治推進課 30 ¥644,634 ¥639,000 0

新規 茅ヶ崎市聴覚障害者協会

新規 茅ヶ崎市手話通訳者連絡会

都市づくり 景観みどり課

総務 市民自治推進課

総務 市民自治推進課

産業・雇用 産業振興課

企画 企画経営課

34 25 新規 土木・基盤 市民提案型
（仮称）柳島キャンプ場本格オープン直前企画！自然にやさしい映画会～映
画と共にキャンプ場の魅力を発信～

茅ヶ崎つなぐ海と森 公園緑地課 34 ¥280,000 ¥262,000 0

都市づくり 茅ヶ崎海岸のみどりの保全と再生事業（1年目） 景観みどり課

産業・雇用 茅ヶ崎漁港地域における海浜植生の保全と再生事業（２～３年目） 農業水産課

36 26 ４回目 環境・資源 行政提案型 ちがさきエコネット（地球温暖化対策ポータルサイト）事業 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット 環境政策課 36 ¥2,465,000 ¥2,465,000 1

37 26 新規 地域保健・公衆衛生 行政提案型 飼い主の居ない猫の不妊手術事業及び猫の適正管理普及啓発事業 Chigasaki　Cat's　Protect 環境保全課 37 ¥1,732,180 ¥1,694,000 1

新規 音声ガイドサービスを活用した地域活性化事業 富士ゼロックス神奈川（株）

３回目 音声ガイドサービスの活用と応用化へのステップアップ事業 まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎

39 26 新規 子育て 市民提案型 親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんが来た！”（愛称：BP） 子育て支援グループ　チーム・ミモザ こども育成相談課 39 ¥806,600 ¥779,000 0

40 27 新規 地域保健・公衆衛生 行政提案型 みんな元気！みんな笑顔！食育教室～おいしく楽しく健康に～ 茅ヶ崎市食生活改善推進団体 スポーツ健康課 40 ¥654,800 ¥583,652 0

資源循環課

環境事業センター

安全・安心 市民相談課

企画 企画経営課

総務 市民自治推進課

産業・雇用 産業振興課

¥2,221,886

令和元年１０月１７日
第４回市民活動推進委員会
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¥2,400,000

¥750,000

¥2,400,000

¥2,192,000

¥788,000

¥2,513,898

¥2,186,000

¥1,839,000

¥768,000

¥1,603,000

¥1,017,000

¥941,000

¥865,000

4242 27 市民提案型 企業・NPO・行政の協働に向けた「見える化」事業 特定非営利活動法人NPOサポートちがさき

41 27 行政提案型 リユースを中心とした４Ｒ促進事業 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット
環境・資源

41

¥1,055,000

５回目

２回目 ¥1,000,000

¥865,000

¥1,275,514景観みどり課 38 ¥2,164,500¥1,239,63338 26-27 市民提案型都市づくり ¥1,184,000

¥1,732,350

¥2,345,63935 25-27 市民提案型 特定非営利活動法人ゆい 35 ¥1,098,750

新規

新規

33

32 32

33 25 市民提案型 ＮＰＯと企業の協働に向けた出会いと交流の場づくり 特定非営利活動法人ＮＰＯサポートちがさき

¥811,300市民提案型 景観まちづくり市民講座 まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎25

¥1,839,000

¥2,324,426 ¥2,305,000 ¥2,305,000

31 ¥972,204

24-25 市民提案型 インターネットを活用した情報発信による子育て支援事業（2か年継続事業）

２回目

31 25 市民提案型 茅ヶ崎市手話通訳者養成講座福祉 障害福祉課

27 ¥2,402,60027 ＮＰＯ法人湘南スタイル子育て３回目

産業・雇用
¥1,983,286 ¥1,538,91018 ¥1,852,59018 21-22 市民提案型 北部いいとこ発見ＰＲＯＪＥＣＴ～８自治区彼岸花からのまちおこし～ せりざわ彼岸花の会 ¥1,674,523新規

17 21-22 市民提案型
市民立太陽光発電所の設置に伴う、自然エネルギー導入促進と省エネル
ギー普及啓発事業

ちがさき自然エネルギーネットワーク（ＲＥＮ） 17

21 22 市民提案型 ICTを活用した地域コミュニティの醸成 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット
企画

21新規

新規 ¥1,673,407¥1,996,497

¥2,400,000

¥1,644,000¥1,644,000

¥2,450,933

¥688,00011 20-22 市民提案型 英字新聞チガサキブリーズ（茅ヶ崎のそよ風）の発行

産業・雇用
12 ¥2,569,896新規

¥658,000

12 20-22 市民提案型 茅ヶ崎市農業ポータルサイト事業 ＮＰＯ法人湘南スタイル

¥789,226茅ヶ崎市国際交流協会 11新規

10 ¥4,206,377

生涯学習・文化
¥750,000

¥1,851,835 ¥1,856,855

10 20-22 ¥2,893,000 ¥3,880,000

¥1,880,000市内小学校の食品廃棄物を再生処理し、食資源循環の構築に向けた取組
み
（２，３年目）

教育環境

¥2,074,486

NPO法人湘南ふくしネットワークオンブズマン福祉

9

¥1,150,000

¥3,406,748

¥1,146,278

¥4,107,318

¥1,062,790

¥1,880,0009 20-22 市民提案型

市内小学校の食品廃棄物再生での食資源循環の構築（１年目）

NPO法人湘南フードリサイクル

行政提案型 子育て教室 アートケアひろば8 20-22

1年目 ３年目 ４年目
No 実施年度

行政／市民
提案型の別

事業名 事業実施団体
分野

（政策目標）
事業担当課 No

協働推進事業における総事業費決算額及び市負担金決算額

２年目
新規／
複数回

8 ¥1,150,000

¥3,880,000

¥1,150,000新規

新規

新規

¥1,150,000

¥1,909,000

市民提案型
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生涯学習・文化 これから働きたいママのためのプレおしごと講座（１年目） 男女共同参画課

産業・雇用 これから働きたいママのための起業・就業支援（２年目～３年目） 雇用労働課

44 28-29 ５回目 学校教育・社会教育 行政提案型 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座の動画配信及び事業PR ＮＰＯ法人湘南スタイル 社会教育課 44 ¥3,263,169 ¥3,240,000 ¥3,300,406 ¥3,300,000 1

45 28-29 ２回目 土木・基盤 行政提案型 柳島キャンプ場協働運営事業 NPO法人茅ヶ崎つなぐ海と森 公園緑地課 45 ¥15,325,000 ¥15,325,000 ¥15,325,000 ¥15,325,000 0

46 28-29 ６回目 企画 行政提案型 落書き防止、抑制のためのペイント事業 ＮＰＯ法人湘南スタイル 広域事業政策課 46 ¥1,827,638 ¥1,809,000 ¥1,821,000 ¥1,821,000 0

環境・資源 環境保全課

産業・雇用 農業水産課

土木・基盤 公園緑地課

48 28-29 新規 生涯学習・文化 市民提案型 《子育て世代のための生涯学習交流サロン》の運営事業 マム04 文化生涯学習課 48 ¥626,500 ¥525,000 ¥680,100 ¥547,000 1

49 28-29
2回目
（アートケ

生涯学習・文化 市民提案型 美術「みるっこ」プログラム NPO法人赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会 文化生涯学習課 49 ¥1,187,000 ¥1,187,000 ¥1,180,000 ¥1,180,000 1

50 29-30 新規 生涯学習・文化 行政提案型
市制７０周年　茅ヶ崎　市民文化会館改修工事期間を活用したメモリアル事
業

ＮＰＯ法人3F Community Service 文化生涯学習課 50 ¥716,000 ¥776,129 ¥251,500 ¥226,000 0

51 29-30 新規 企画 行政提案型 茅ヶ崎市の未来を考える政策コンテスト 特定非営利活動法人ドットジェイピー 企画経営課 51 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥1,500,000 0

生涯学習・文化 文化生涯学習課

福祉 福祉政策課

53 29-30 ６回目 安全・安心 市民提案型 防災への動画活用 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット 防災対策課 53 ¥1,310,000 ¥1,310,000 ¥1,320,000 ¥1,320,000 0

54 29-30 新規 学校教育・社会教育 市民提案型 中学生への学習支援事業　－わかる喜びを、生きる力に－ 特定非営利活動法人こども応援丸 学校教育指導課 54 ¥1,096,000 ¥803,789 ¥1,329,000 ¥1,197,187 1

55 30-Ｒ1 ７回目 学校教育・社会教育 行政提案型 郷土資料デジタルライブラリー推進事業 特定非営利活動法人湘南ふじさわシニアネット 図書館 55 ¥1,640,000 ¥1,640,000 ¥1,383,000 ¥1,383,000 0

56 30-Ｒ1 新規 学校教育・社会教育 行政提案型 茅ヶ崎公園体験学習センター「はまかぜ菜園」等管理運営事業 半農半xを楽しむ会 青少年課（体験学習センター） 56 ¥349,000 ¥233,000 ¥814,000 ¥654,000 1

No 実施年度
新規／
複数回

分野
（政策目標）

行政／市民
提案型の別

事業名 事業実施団体 事業担当課 No

協働推進事業における総事業費決算額及び市負担金決算額

1年目 ２年目 ３年目 ４年目

1

1

1

現在の
継続状況
1　継続
0　終了

¥1,181,000 ¥1,152,329

¥2,750,000

¥910,000

¥425,000

¥1,373,800

¥427,000

52 ¥2,750,000¥2,750,000 ¥2,750,00052 29-30 市民提案型 ハマミーナ魅力ＵＰ大作戦 特定非営利活動法人まちづくりスポット茅ヶ崎

¥991,500

¥425,000

¥1,444,000

¥427,00047 28-29 行政提案型 海岸利用におけるマナー啓発事業 サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ 47

43 27-29 市民提案型 うみのあお、そらのあお 43新規

新規

新規


