
（令和３年２月 25 日発表） 

令和３年度静岡市協働パイロット事業 

社会的課題を解決するための協働事業提案を募集します！

◆ アピールポイント

○本市における社会的課題を解決するため、市と協働して実施する

協働事業のアイディアを募集します！ 

〇静岡市協働パイロット事業は、市民活動団体と市との協働を進め

るために実施する試行的な協働事業です。 

○今年度は課題テーマとして、コロナ感染症対策に関する協働事業

を募集！ 

○採択された事業は、市と役割分担の上で１年間事業に取り組んで

いただきます。事業にかかる費用は市が負担します。

◆ 日時・期間 
【募集期間】 

令和３年３月５日（金）～４月５日（月） 

◆ 内 容 な ど 

◇採用事業数 

 事業予算額 200 万円（予定）の範囲内で新規事業を採択します。

１事業あたりの事業額に制限はありません。 

◇募集テーマ 

 ①自由テーマ 

  応募団体が自由に課題設定を行う、分野を問わず社会的課題の

解決のために実施する事業 

 ②課題テーマ 

市が設定した社会的課題について、その解決のために実施する

事業 

◇応募資格 

 静岡市内に事務所がある NPO 法人又は一定の条件を満たす非営

利の市民活動団体で、１年以上の活動実績があるもの 

◆ 応募方法等 

 所定の応募用紙を市ホームページからダウンロードし、添付書類

とともに、市民自治推進課宛てに郵送または持参してください（当

日消印有効）。 

◇ホームページ URL 

 https://www.city.shizuoka.lg.jp/912_000153.html 

報道資料



◆ 事業説明会  

本事業に関する説明会を開催します（要予約） 

◇会場 

 ①静岡市清水市民活動センター 第一会議室 

 （静岡市清水区港町 2-1-1 キララシティ 2 階） 

 ②静岡市番町市民活動センター 大会議室 

 （静岡市葵区一番町 50 番地） 

◇日時 

 ①令和 3 年 3 月 4 日（木）19 時 00 分～21 時 00 分 

 （清水市民活動センター会場） 

 ②令和 3 年 3 月 5 日（金）19 時 00 分～21 時 00 分 

 （番町市民活動センター会場） 

◇お申し込み、お問い合わせ 

 静岡市 市民局 市民自治推進課 市民協働促進係 

 （静岡市葵区追手町 5 番 1 号 静岡市役所静岡庁舎新館 15 階）

 TEL：054-221-1372 

 電子メール：shiminjichi@city.shizuoka.lg.jp 

別紙資料  有 ・ 無                        

ぜひ取材をお願いします！

【問合せ】  市民自治推進課 (静岡庁舎新館 15 階)

電話 054-221-1372 



別紙１

令和３年度静岡市協働パイロット事業 課題テーマ一覧

 令和３年度協働パイロット事業では、計１件の課題テーマが提示されました。 

以下の内容をご確認いただき、静岡市の抱える課題解決のため、貴団体の力をお貸しください。 

№ 

１ 

課 題 テ ー マ テーマ提案課 

コロナ禍による市民生活への影響に対する取組について 
市民自治推進課 

(054-221-1372) 

内

容

2019 年末頃に発生したコロナウィルス感染症は、今なお拡大を続け、世界に大きな影響を与え

ています。静岡市もまた、同感染症による影響を受け、これまでの市民生活のあり方は大きく変化せ

ざるを得ず、急激な変化に伴う社会課題の表面化・深刻化が発生しています。 

そこで、市民活動団体の皆様の柔軟な発想とネットワーク、そしてきめ細やかな対応力により、こう

した社会課題の解決を図る本市との協働事業の企画をいただきたく、提案をお待ちしています。 

 【コロナ禍で求められる支援】 

・他者と関わる機会の減少による孤独化・孤立化に対する対応 

・ＩＴ化の加速に伴う、ＩＴへの対応が難しい方々への支援 

・子育て支援、介護支援等のサービス減少などに対する対応 

・その他、コロナ禍を発端とする様々な社会課題の解決のための支援事業 

「課題テーマ」のほかに、「自由テーマ」に関する事業も募集しています！ 

いずれのテーマを選択しても、採択に関する審査に影響はありません。 

「自由テーマ」は、分野を問わず、提案団体の皆様に自由に社会的課題の解決のための協働事業を提案いた

だく部門です。 



別紙２ 

「市と一緒に取り組みたい」協働事業

のご提案をお待ちしています！ 

静岡市協働パイロット事業は、市民活動団

体と市が役割を分担し、社会的課題の解決

に取り組む試行的な協働事業です。 

応募資格

１年以上活動実績があるＮＰＯ法人

や市民活動団体等

応募期間

3/5（金）～4/5（月） 

審 査

一次審査 5 月下旬（予定）

二次審査 5 月下旬（予定） 

事業説明会（要予約） 

3/4（木）19：00～
会 場 清水市民活動センター

（静岡市清水区港町 2-1-1） 

3/5（金）19：00～
会 場 番町市民活動センター

（静岡市葵区一番町 50） 

＜お申し込み、お問い合わせ＞ 

静岡市 市民自治推進課 市民協働促進係

〒420-8602 静岡市葵区追手町５-１ 静岡市役所 15 階

TEL：054-221-1372



令和３年度静岡市協働パイロット事業の概要 

１ 目的 市民活動団体と静岡市の協働を進めるため、試行的な協働事業を募集します。 

２ 事業実施期間 令和３年６月ごろ～令和４年３月末（応募期間：３月５日～４月５日） 

３ 募集内容 

(1) 採択事業数：予算の範囲内で複数事業を採択します。（採択数制限なし） 

(2) １事業当たり事業額（委託金額）：予算の範囲内（予算額 200 万円（予定）） 

※協働パイロット事業は、活動のための補助金、助成金ではありません。 

見積額の根拠を明確に示すよう努めてください。 

(3) テーマ：「課題テーマ」市が提示する課題テーマに応じる協働事業 

「自由テーマ」分野を問わず、社会的課題の解決のための協働事業 

４ 応募資格 

静岡市内に事務所がある特定非営利活動法人または非営利の市民活動団体（５人

以上の構成員で組織し、団体規約等を備え、事業や経理を適正に行うことができる

等の条件を満たす団体）で、１年以上の活動実績がある団体を対象とします。 

 ※複数の団体による共同提案も可能です。 

５ 評価の視点 

事業の目的や内容が広く市民に理解されると認められる企画提案であって、次のよう

な視点により高い評価を受けたものを採択します。 

(1) 市民ニーズや社会的課題を適切に把握している

(2)  協働にふさわしい 

(3)  NPO の先駆性・創造性を活かしている 

(4)  実行性が十分に感じられる 

(5)  事業費の見積りが適正である 

(6)  本格実施（継続実施）への発展性を見込むことができる 

６ 審査方法 

(1) 一次審査 企画提案書から事業内容を確認します。 

(2) 二次審査 面接（プロポーザル・質疑応答）により採択事業を選定します。 

※応募多数の場合は、一次審査により採択しないことを決定する場合があります。

７ 提案方法 

「令和３年度静岡市協働パイロット事業募集要項」をご確認いただき、企画提案

書等を作成してください。なお、企画提案書等を作成する際には、当課又は市の事

業担当課と相談するようにしてください。 

自由テーマで応募する場合は、当課において協働事業担当課を紹介しますので、

お早めにご相談ください。 

８ 市ホームページ
静岡市ホームページにて、詳細な事業内容を掲載しています。 

URL：https://www.city.shizuoka.lg.jp/912_000153.html

※本事業は、令和３年度予算の成立を前提としています。予算案の審議状況によっては事業額や事業内容に変

更が生じる可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。



協働パイロット事業　実施状況

〇過去３年間の採択事業　一覧

令和２年度　採択件数２件　継続事業２件

令和元年度　採択件数３件　継続事業２件

平成30年度　採択件数４件　継続事業2件

継続
（一社）静岡県インラインス
ケート協会

どこでもできるアーバンスポーツ！マ
ナーを知って安全に楽しもう！

市民にとって身近である既存公園や広場、公共施設、学校などを使って、若者を
中心に関心が高まっている「アーバンスポーツ」を楽しむ機会を創出し、市民が
スポーツを楽しむ機会と場所作りを行う。

スポーツ振興課

継続 ミナトブンカサイ実行委員会
次郎長生誕200周年事業を通じたエリア
ブランディングに向けて

次郎長生誕200周年にあたる今年度に、旧川湊エリア（次郎長エリア）及び日の
出地区を対象として、地域資源としての次郎長と清水港を活かした文化、産業、
観光等のまちづくりの活性化を図ることを目的とする。

海洋文化都市推進
本部

2 あそびのひろば事務局 「小中学生のための居場所」実態調査
小中学生を対象に居場所事業を運営する個人及び団体の情報を収集し、本市
で運営している同事業と統合しデータ化することで、市内の居場所事業に関する
運営状況の現状を明らかにすることを目的とする。

青少年育成課

No. 団体名 事業名 事業概要 事業担当課

1 （特非）まちなびや 子どもとつくる「草薙まちのおしごと図鑑」
「子どもから高齢者までのすべての世代がまちの活性化に資する活動に参加で
きる仕組み、取り組みを実施し、地域への愛着度を向上する」ことを目的する。 清水駅周辺整備課

継続 （特非）しずおか共育ネット
定時制高校生のための生き抜く力を育
む事業

定時制高校において、生徒が気軽に集まることができる居場所づくり事業や、個
別カウンセリングを実施し、人とのつながりの場を設ける。また、定時制高校の
生徒に特化したインターンシップ受入企業の開拓を図る。（インターンシップ参加
希望者があった場合、随時対応。）

青少年育成課

4
（特非）Map,Navigation,and
Orienteering Promotion

ロゲイニングで駿府の街再発見！
ある地点で撮影した写真をヒントに、街中で同じスポットを見つけ出し撮影を行う
ことを目指したウォーキング「フォト形式ロゲイニング」をR&Rステーションを利用
した形で実施する。

スポーツ振興課

継続 里山くらしＬＡＢＯ
住民が自らのくらしを良くする『小規模多
機能自治』の普及推進事業

まちづくりに積極的な地域のネットワークづくり及び静岡市内の各地域で実施さ
れている住民主体の取り組みについて、お互いに学び合うことを目的とした「地
域の自慢大会」を開催する。

市民自治推進課

2 （特非）ピュアスポーツクラブ ママのコアトレーニングで姿勢美人！
子育て中の母親をメインの対象とし、託児施設の確保をしつつスポーツ教室を
実施する。また、教室実施後にはなぜスポーツを実施できないかのアンケートを
実施・分析を行う。

スポーツ振興課

3 （特非）アートコネクトしずおか
学生×デザイナー×障がい者就労継続
支援B型事業所授産品販売促進プロジェ
クト

対象としたB型事業所にてプロのデザイナー及びアートを学ぶ学生を集め、パッ
ケージデザインに関するワークショップを実施。事業所授産品のブランド化を
図ったモデルケースの構築を目指す。

障害者福祉課

No. 団体名 事業名 事業概要 事業担当課

1 静岡おまちバル実行委員会
静岡デスティネーションキャンペーン連動
型「しずまえバル」～しずまえデスティ
ネーションバル～

静岡デスティネーションキャンペーン（2019年４月~６月）に連携をしたしずまえバ
ルを開催するため、プレ事業としてバルイベントを今年度開催する。 水産漁港振興課

No. 団体名 事業名 事業概要 事業担当課

1
（一社）静岡県インラインス
ケート協会

どこでもできるアーバンスポーツ！マ
ナーを知って安全に楽しもう！

市民にとって身近である既存公園や広場、公共施設、学校などを使って、若者を
中心に関心が高まっている「アーバンスポーツ」を楽しむ機会を創出し、市民が
スポーツを楽しむ機会と場所作りを行う。

スポーツ振興課

2 （特非）しずおかLGBTQ＋
学校における性の多様性の啓発ポス
ターづくりと研修会

性の多様性に関する啓発事業を児童生徒及び教員にそれぞれ実施することで、
教育現場での正しい知識の獲得を図り、性的マイノリティへの支援の充実に寄
与する。

教育センター

3 ミナトブンカサイ実行委員会
ミナトブンカサイ～開港120周年に、
ちょっと先の未来を創造する。～

ブランディング要素の蓄積を活かし、イベント「ミナトブンカサイ」により、地域の歴
史資源の活用方法の検討や次世代モビリティの社会実験、賑わい創出の実践
を行う。

海洋文化都市推進
本部

継続 （特非）ピュアスポーツクラブ ママのコアトレーニングで姿勢美人！
子育て中の母親をメインの対象とし、託児施設の確保をしつつスポーツ教室を
実施する。また、教室実施後にはなぜスポーツを実施できないかのアンケートを
実施・分析を行う。

スポーツ振興課

継続 しずおか福祉ＢＣＭ研究会
静岡市を日本一災害に強い福祉施設の
あるまちに

高齢者、障害者施設及び福祉避難所に向けたBCPチェック表及びBCMチェック
項目をまとめた冊子を作成し、市の担当課と連携して集団指導や事業者向けの
説明会、研修等で活用する。もって、福祉施設の災害対策を推進する。

危機管理総室
福祉総務課
高齢者福祉課
障害者福祉課
介護保険課

別紙３
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