別紙
神奈川県新しい公共の場づくりのためのモデル事業一覧
【第１回締切り分】
モデル事業名

申請者

【ＮＰＯ等】
特定非営利活動法人
藤沢市市民活動推進連
ＮＰＯ等次世代リーダー
絡会
育成支援事業
【都道府県・市町村
等】
神奈川県

事業概要

事業期間

事業実施内容

特定非営利活動法人、公益法人、協同
組合などの民間非営利組織の中核となる
若手のリーダーや基幹スタッフを対象と
した研修プログラムを、多様な分野の支
援組織と企業、行政が連携して開発・運
営する。

第Ⅱ期ＮＰＯ次世代
リーダー研修講座を６
平成24年5月2日～ 回開催（受講者数28
平成25年3月31日 名）。フォローアップ
講座をⅠ期、Ⅱ期各2
回開催

東日本大震災における今後の災害対策
のフェーズの変化に対応した的確な被災
地支援活動を展開できるよう、被災地に
【ＮＰＯ等】
おけるボランティアのニーズの変化を的
特定非営利活動法人
かながわ東日本大震災ボ
確にキャッチし、そうした情報を県内の
神奈川災害ボランティ
ランティアステーション
ＮＰＯや専門ボランティア、個人ボラン
アネットワーク
事業における情報活用モ
ティア、企業等の支援者に対して発信す
【都道府県・市町村
デル開発事業
るとともに、県内の支援者が持っている
等】
様々なシーズに関する情報収集を行い、
神奈川県
関係機関の連携・協力のもと、支援活動
のマッチング等の調整を行う新たな仕組
みを構築する。

新おおつち漁協の産業
復興支援の検討会を実
施。被災地情報発信支
援として被災事業者等
平成24年5月30日 のＨＰ作成をサポー
～平成25年3月31 ト。被災地の調査研究
日
の会議・研究会を開
催。ＳＮＳを用いた災
害情報ボランティア活
動として県内で防災訓
練を実施した。

真鶴町、町立博物館及びＮＰＯが中心
となり、漁協や大学など、海に関わるマ
ルチステークホルダーが、沿岸の環境保
全と利用について連携・協力し、地域住
【ＮＰＯ等】
民や市民が「公共物：海」を学び、親し
特定非営利活動法人
める場を創出することで、真鶴町の豊か
Life with the Ocean ま ディスカバーブルー
な海の自然を活かしたまちづくりを促進
なづる
【都道府県・市町村
し、持続可能な「人」と「海」の関わり
等】
合いを持った社会を構築する。具体的に
真鶴町
は、海と親しめる拠点を整備（町立博物
館の充実）し、町立海の学校の機能拡張
や海と親しめる事業の創出等を実施す
る。

一般向け「海のミュー
ジ ア ム 」 を 41 回 開 催
（ 参加 者916 名） 、遠
藤貝類博物館「海の学
校」事業を33団体に実
施（参加者1459名）、
平成24年4月1日～
真鶴の海の生物紹介冊
平成25年3月31日
子を作成・配布。地元
漁協と連携しイベント
でプランクトン観察
ブースを出展、ダイ
バー向けプランクトン
観察会を開催

旧片浦中学校を「食とエネルギーの自
給」についての学びと実践の場とするた
【ＮＰＯ等】
め、地域住民と市民が自然エネルギー設
ＮＰＯ法人 子ども 備を製作、設置し、利活用する。
旧片浦中学校“食とエネ
と生活文化協会
また耕作放棄地を再利用して体験農園
ルギーの地産地消”プロ
【都道府県・市町村
を作る。
ジェクト
等】
こうした取組を多様な担い手が協働す
小田原市
ることでより効果的な成果をうみだす仕
組みを構築し、片浦地区が持続可能な社
会のモデルとなることを目指す。

循環型農園（パーマカ
ルチャー農園）づくり
として、土の造成や種
まき等を８回実施、自
然エネルギー・自然浄
平成24年4月1日～ 化システムづくりとし
平成25年3月31日 て、コンポストボック
スづくりなどのワーク
ショップを１６回実
施、つながり・出会い
づくりとして、かわら
版を４回発行した。

三浦市における地域課題を、半島突端
ゆえの地域性を伴う「閑散とした賑わい
のない街」と、市民活動を期待する半面
【ＮＰＯ等】
「活性化されていない構造」と捉え、そ
ＮＰＯ法人 みうら
「まちカル」ｄｅ生きが
れらを解決するための「生きがい」を発
映画舎
いにぎわい盛り上げタウ
見し「にぎわい」を創っていく仕組みと
【都道府県・市町村
ン
なる事業を展開する。具体的には市民活
等】
動拠点を整備し、カルチャー系セミナー
三浦市
＆ワークショップを開催するほか、市民
による情報発信事業、市民参加型ライブ
イベントを実施する。

まちづくりイベント
「まちごとカルチャー
＠三崎」を3回開催。
市民交流活動拠点の整
備、開放。ＳＮＳを活
平成24年4月1日～
用した継続的な情報発
平成25年3月31日
信の実施。市民編集員
によるコミュニティ
ペーパーの発行。市民
活動活性化研修を13回
開催

モデル事業名

申請者

【協議体】
横浜・石巻文化芸術
交流プログラム実行委
横浜・石巻文化芸術交流 員会
プログラム
（特定非営利活動法人
黄金町エリアマネジメ
ントセンター、横浜市
ほか）

事業概要
石巻市に拠点を設け、創造的な活動に
よるまちの再生を目指し、アーティスト
や建築家、クリエイターなどの交流を促
進する。その相互補完的な交流により、
被災地復興の一助になるとともに、様々
な情報やノウハウの共有化の促進を図
る。具体的には、アーティストの派遣や
ワークショップの開催などを行う。

事業期間

事業実施内容

横浜から石巻にアー
ティストを派遣し、展
覧会、トークショー、
平成24年4月1日～ ワークショップを4～6
平成25年3月31日 月、7月～8月、8月～9
月、1１月～12月、2月
～3月と５回実施。延
べ2,000人が来場

【第２回締切り分】
モデル事業名

申請者

【協議体】
ＮＰＯを映像メディ
アで元気にする藤沢モ
デル作成事業実行委員
ＮＰＯ専用動画サイトで 会
ＮＰＯを元気にします
（特定非営利活動法人
湘南市民メディアネッ
トワーク）
（藤沢市市民自治部市
民自治推進課）

事業概要

事業期間

事業実施内容

ＮＰＯのＣＭ映像を発信する動画プ
ラットフォームを構築するとともに、中
間支援施設にメディアセンター機能を持
たせて、ＮＰＯのＣＭ映像作成を支援す
ることにより、ＮＰＯの活性化を図る。
映像メディアを活用して広報すること
で、ＮＰＯの人材募集や助成金、寄付の
獲得、協働事業などにつなげる。

構築したＮＰＯ動画サ
イトに動画をアップ、
スマフォで視聴できる
システム完成。映像制
平成24年4月1日～ 作講座を開催（ＮＰＯ
平成25年3月31日 団体向け7回、高校生
向け6回、大学生向け8
回）し、ＮＰＯに関す
る情報の映像制作（10
本）を行った。

コミュニティビジネスのインキュベー
ション機能を持つ、地域交流拠点を設
【協議体】
置・運営する。
かわさき・みんなの
「食」をテーマに、地域の課題を見つ
地域交流とコミュニティ キッチン推進協議会
めなおす機会を提供し、地域の人同士で
ビジネスを育てる「みん （特定非営利活動法人 つながり合うことで、コミュニティを作
なのキッチン」
ぐらすかわさき）
る場として、また、その中からコミュニ
（川崎市経済労働局企 ティの課題をビジネスの手法を持って解
画課）
決する起業家を生み出す場として、女性
や若者の就業支援の場としての機能を発
揮していく。

地域交流拠点機能を持
つコミュニティカフェ
を４月１日にオープ
ン。貸しキッチン＆ス
ペース事業は110回利
平成24年4月1日～
用、飲食業開業のため
平成25年3月31日
のワンディシェフは70
回利用があり、コミュ
ニティビジネス講座・
交流会を計16回実施し
た。

【協議体】
生きづらさを抱える
若者達がつくる【新し
い共助のしくみづく
生きづらさを抱える若者
り】プロジェクト 実
達がつくる【新しい共助
行委員会
のしくみづくり】プロ
（特定非営利活動法人
ジェクト
ヒューマンフェロー
シップ）
（横浜市こども青少年
局青少年育成課）

生きづらさなどの課題を抱え就労する
前に立ち止まってしまっている若者が、
東日本大震災の被災地である石巻に行
き、そこで共同生活をしながら長期的に
支援活動に参加することにより、支援す
る側・される側という枠組みを超えた、
互いに助け合う新しい復興支援システム
の形成を図る。

横浜で石巻の物産を月
に６～７回販売。石巻
で地域のイベントに月
１回の割合で参加。ま
平成24年4月1日～ た、移動販売車で、た
平成25年3月31日 こ焼き、焼きとりを仮
設住宅を回って販売。
地域住民と協力しなが
ら、若者の自立の支援
を実施

【協議体】
協働の新たなステー
ジへの環境創出事業協
議体
協働の新たなステージへ
（特定非営利活動法人
の環境創出事業
びーのびーの）
（横浜市市民局市民活
動支援課）

市民活動における分野を超えた、協働
事業に特化した相談窓口のネットワーク
を構築し、今後の新たな公共の担い手づ
くりを側面からサポートできる体制づく
りを目指すとともに、事例を積み上げた
ノウハウを他団体に継承できるサイトの
立ち上げや、人材育成を行っていくこと
で協働事業にふさわしい関係づくりのた
めの総合的支援ができる環境を創出す
る。

多様なステークホル
ダーによるネットワー
クを構築し、協働事業
に関する相談窓口を県
内の中間支援組織16団
平成24年4月1日～ 体に設置。協働に関す
平成25年3月31日 るケース会議を10回開
催。協働に関する研修
会を3回開催。最終提
言のシンポジウムを2
月28日に開催（117名
参加）

【協議体】
就労困難な若者によ
る地域課題解決型仕事
就労困難な若者による地 おこしプロジェクト実
域課題解決型仕事おこし 行委員会（特定非営利
事業
活動法人ワーカーズ
コープ・横浜市こども
青少年局青少年育成
課）

ニート・ひきこもりを中心とした就労
困難な若者を対象に、高齢化し孤立して
いる地域で拠点を作り、地域の課題解決
をめざす買物サポート等生活支援事業を
展開し、就労体験の場を提供する。また
多くの訓練も合わせて提供し、その後の
就労をめざした「仕事おこし」プログラ
ムを提供し、若者自身による就労創出を
めざす。

横浜市内３ヶ所で31名
の若者が学習会や就労
平成24年4月1日～
体験を実施。今年２月
平成25年3月31日
仕事起し事業を開始実
施

モデル事業名

申請者

事業概要

事業期間

事業実施内容

外国につながる子ども
外国につながる子どもたちが多数居住
及び保護者に対するオ
する鶴見区において、転入学等による必
リエンテーションを７
要な指導が大きな課題となっている中
回実施。多言語版教育
で、こうした分野の専門NPOと行政が協働
【ＮＰＯ等】
ガイドブックを作成・
で子どもや家族に必要な情報提供や相談
特定非営利活動法人
配布。不就学、不登校
外国につながる子ども・
を多言語で行うことにより、学校生活へ
ＡＢＣジャパン
平成24年4月1日～ 状態の外国につながる
家族を地域で支える教育
のスムーズな適応を支援する。さらに、
【都道府県・市町村】
平成25年3月31日 子どもの把握、就学支
ネットワーク構築事業
このような子どもたちが、健やかに日本
横浜市鶴見区役所地
援（27人）、高校進学
で育つための学習環境を整えるため、行
域振興課
を希望する学齢超過者
政、学校、地域の関連団体のネットワー
に対する教育支援（15
クを構築し人材を育成するとともに、教
人）、多言語による教
育のみならず健康・福祉の分野もカバー
育相談を実施（140
する支援体制を充実させる。
件）

【協議体】
ＹＳＢスクールの設
立によるソーシャルビ
ＹＳＢスクールの設立に
ジネス課題解決モデル
よるソーシャルビジネス
事業協議体（公益財団
課題解決モデル事業
法人起業家支援財団・
神奈川県商工労働局産
業部産業活性課）

県内地域におけるソーシャルビジネス
の問題を解決し、持続可能な組織づくり
に資するスキルをソーシャルビジネスの
担い手に提供するするため、「社会的企
業支援スクール」として、仕事力向上の
ための講座を実施する。講座では、先進
的な活動をする社会的企業のモデルケー
ス分析を行い、公共サービス型のビジネ
スモデルを構築し、普及啓発に役立て
る。

社会的起業家を目指す
「YSBスクール」を３
期に渡って実施。１期
（5/9～6/23）40名修
了。2期（9/5～
平成24年4月1日～
10/20）41名修了。3期
平成25年3月31日
(1/16～3/2）79名修了
3月にYSB特別講座を4
回実施、42名修了。高
校生まちチャレを７～
８月に実施 7名参加

【協議体】
就職希望普通科高校
生のための有給職業体
就職希望普通科高校生の 験プログラム・バイ
ための有給職業体験プロ ターン協議体
グラム・バイターン
（特定非営利活動法人
ユースポート横濱）
（神奈川県立田奈高等
学校）

普通科高校で、経済的事情で進学でき
ず、就職を希望するも採用されずに進路
未決定になる可能性の高い生徒たちを対
象に、地元中小企業が、有給の職業体験
として生徒を受け入れ、研修終了後はア
ルバイト・正社員として継続雇用する。
これにより進路未決定者の減少及び、在
学中の中小企業と高卒求職者のマッチン
グを果たす。

高校生の受入表明企業
40事業者の承諾を得
て、就労体験に20名、
バイターンに13名進ん
平成24年4月1日～
だ。高校生個人の就業
平成25年3月31日
に関して問題が明らか
となったケースもあ
り、個々に合わせた進
路を模索している。

子ども支援事業者と、地域まちづくり
実践者及び県の協働で、地域のまちづく
【ＮＰＯ等】
神奈川特命子ども地域ア
りに参画する「特命子ども地域アク
特定非営利活動法人
クター養成アクション
ター」を育成する。子どもの社会参画の
ミニシティ・プラス
－子どもと大人がともに
機会の拡大、積極的に地域に関わる意欲
【都道府県・市町村】
地域に参画しあう社会基
のある子どもに対する活動の場の提供、
神奈川県県民局青少
盤構築を目指して－
後継者問題等を抱えるまちづくり現場の
年部青少年課
課題解決をマッチングした、新たな仕組
みづくりを行う。

中・高校生の特命子ど
も地域アクター26名が
「まちづくりのいろは
講座」を受講。申し込
みのあった、まちづく
平成24年4月1日～
りの現場となる17団体
平成25年3月31日
に派遣。派遣先となっ
た団体で子ども達がイ
ベントの手伝いや取
材、チラシ配り等を体
験

