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日時 ： 平成 28 年５月１８日（水） 午後１時 45 分 

会場 ： 水戸市国際交流センター 多目的ホール 

 

【 本日のスケジュール本日のスケジュール本日のスケジュール本日のスケジュール 】 

  

発表順 予定時間 提案事業名 協働事業者 市の担当課 

13:45 開 会 

事
業

報
告

会
 

１ 13:50～ 外国人を対象とした防災意識啓発事業 
みと男女平等参

画を考える会 
地域安全課 

２ 14:05～ 
Let’s DANCE!!  

～ダンスをみんなで楽しもう！～ 
W_αLPHA 総合教育研究所 

３ 14:20～ 木戸房池ビオトープ整備事業 

特定非営利活動

法人エコ・グリ

ーンいばらき 

環境課 

４ 14:35～ 渡里湧水群の保全と活用 
渡里湧水群を活

かす会 

環境課 

公園緑地課 

５ 14:50～ 
「外遊び」の力を次世代に 

～プレイパークを中心とした地域づくり～ 
Play_Park310 

生涯学習課 

公園緑地課 

６ 15:05～ 水戸の職人物語広報プロジェクト 
常磐大学地域政

策研究会 
商工課 

７ 15:20～ 外国人が買い物し易い商店街づくり 

グローカルフェ

スタいばらき実

行委員会 

商工課 

８ 15:35～ 幸せノート塾 株式会社ＩＦＰ 高齢福祉課 

15:55 閉会 

 

※ 進行により時間が前後する場合があります。 

 

 

 

 問合せ：水戸市市民協働部市民生活課（電話 029-232-9151） 

※「水戸市附属機関の会議の公開に関する規程」により，撮影・録音には許可が必要です。 

水戸市協働事業提案制度  わくわくプロジェクト 

平成 27 年度 事業報告会 
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協働事業名 外国人を対象とした防災意識啓発事業 

協働事業団体 みと男女平等参画を考える会 市の担当課  地域安全課 

事業の概要 ○防災ノートの編集 

 防災ノートの編集作業を進め，中国語，韓国語，英語，「やさしい日本語」によ

る防災ノートを作成した。【発行部数：6,000 部】 

○防災講座の開催（平成 27年７月 11 日） 

 作成した外国人向け防災ノートを活用し，自助・共助の重要性を伝えるとともに， 

日頃の備えや災害時の対処法について説明した。 

○外国人のための防災ツアーの開催（平成 27年 11 月 29 日） 

 栃木県防災館において，地震，大雨等の疑似体験を通して，日本の自然災害の特 

徴を説明した。また，世界遺産である日光東照宮において，観光地における避難誘 

導等を学習した。 

○防災訓練の開催（平成 27年 12 月 12 日） 

 地震から身を守る訓練，施設の防災設備（避難誘導灯,救助袋等）を活用した避 

難訓練，消火活動訓練，炊き出しなどの避難所体験など，災害発生直後から数日後 

にいたる行動について，体験型の防災訓練を実施した。 

収支決算 

［事業総額] 

556,596 円 

収入 水戸市補助金･･･500,000円，自己資金･･･56,596円 

支出 通信運搬費，諸謝金，印刷製本費など 
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協働事業名 Let’s DANCE!! ～ダンスをみんなで楽しもう！～ 

協働事業団体 Ｗ＿αＬＰＨＡ 市の担当課  総合教育研究所 

事業の概要 本事業では，小中学校でダンスが必修化になったことを受けて，小中学校におい

て，教員向けの講習会や各学校でモデル事業を行った。 

○教員向け講習会（平成 27年８月３日） 

市立小中学校体育指導教諭 80 名に対して，ダンスの実技研修を行った。平成

26年度よりも内容をレベルアップして研修を行った。 

○ダンス授業支援事業（７校） 

市立小中学校 49校への意向調査をもとに７校を選出し，教員・児童に対して実

践指導を交えたダンス指導を実施した。 

○ダンステキスト・ＤＶＤの作成 

 基本リズム・ステップ等についてのテキスト，ＤＶＤを作成し各学校へ配布した。 

○「こみっとフェスティバル 2016」でのＰＲ 

 「こみっとフェスティバル 2016」（平成 28 年２月 20 日 イオンモール水戸

内原）において，活動内容の紹介及びデモンストレーション演技を実施した。 

収支決算 

［事業総額] 

537,958 円 

収入 水戸市補助金･･･484,000円，自己資金･･･53,958円 

支出 諸謝金，消耗品費 

協働事業名 木戸房池ビオトープ整備事業 

協働事業団体 
特定非営利活動法人エコ・グ

リーンいばらき 
市の担当課 環境課 

事業の概要  本事業は，木戸房池を地域の多世代の手によりビオトープ化し，自然の生態系

豊かな里山を維持し，環境教育の場や，周囲の人々の憩いの場として将来の世代

に引き継ぐことを目的としている。 

平成 27年度は，球根の植栽作業，倒木のチップ化，木道づくりなどを専門業

者や協力団体，一般市民とともに行った。また，環境学習会や野鳥自然観察会を

開催した。 

収支決算 

［事業総額] 

777,318円 

収入 水戸市補助金･･･450,000円，自己資金･･･327,318円 

支出 諸謝金，消耗品費，通信運搬費など 
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協働事業名 渡里湧水群の保全と活用 

協働事業団体 渡里湧水群を活かす会 市の担当課 
環境課 

公園緑地課 ほか 

事業の概要 本事業は，長者山風致地区北側崖下の湧水箇所，旧水路，あぜ道（認定外道路），

旧国道敷及び田野川の環境を整備し，台地上の歴史的遺産（台渡里官衙遺跡群等）

と一体化して，歴史と自然が融合した地域をつくることを目的としている。 

平成 27年度は，毎月第２日曜日を「湧水の日」とし，会員，地域住民が協力し，

ゴミ収集，除草作業等を行った。また，平成 28 年２月 14 日には，渡里地区の歴

史等に関する講演会を開催した。 

収支決算 

［事業総額] 

337,634円 

収入 水戸市補助金･･･303,000円，自己資金･･･34,634円 

支出 委託料，印刷製本費，消耗品費など 

提案事業名 「外遊び」の力を次世代に～プレイパークを中心とした地域づくり～ 

協働事業団体 Play_Park310 市の担当課 
生涯学習課 

公園緑地課 

事業の概要 本事業は，子どもの冒険遊び場づくりをサポートするとともに，地域の多世代交

流を促進させ，幅広い世代の居場所をつくることを目的としている。 

平成 27年度は，プレイワーカーの育成に向け，救命救急講習会（平成 27年５

月 13 日），ワークショップ（平成 27年７月 17日）を開催した。また，双葉台

公園において，平成 27年７月 18 日（参加者約 70 名（子ども 60 名））及び平

成 27年 11 月 29 日（参加者約 90 名（子ども 70 名））の計２回プレイパーク

を実施した。 

収支決算 

［事業総額] 

555,615円 

収入 水戸市補助金･･･500,000円，自己資金･･･55,615円 

支出 諸謝金，人件費，保険料など 
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協働事業名 水戸の職人物語広報プロジェクト 

協働事業団体 常磐大学地域政策研究会 市の担当課 商工課 

事業の概要  本事業は，水戸の中心市街地にある魅力的な店舗のこだわりを発掘し，パンフ

レットを作成・配布することで，若者を水戸のまちなかに呼び起こし，中心市街

地の活気を取り戻すことを目的としている。 

 平成 27 年度は，平成 26 年度に作成したパンフレットの改訂を行った。【発

行部数：10,000 部】 

また，パンフレットに掲載した店舗へ赴き，各店舗のこだわりについて聞いた

り，雑貨づくりを体験することができるイベント「まちあるき」を実施した。 

収支決算 

［事業総額] 

606,219円 

収入 水戸市補助金･･･500,000 円，自己資金･･･102,219 円，イベント参加費･･･4,000 円 

支出 印刷製本費，消耗品費，諸謝金など 

協働事業名 外国人が買い物し易い商店街づくり 

協働事業団体 グローカルフェスタいばらき実行委員会 市の担当課 商工課 

事業の概要 本事業は，外国人が買い物し易い商店街づくりを進め，外国人と共生できるまち

づくりにより，中心市街地の活性化を実現することを目的としている。 

平成 27年度は，グローカルフェスタいばらき 2015in水戸（平成 27年５月

10 日）を開催した。また，商業祭商店会感謝フェスティバル（平成 27年 10 月

４日）や水戸まちなかフェスティバル（平成 27年 10 月 25 日）へ出展し，フェ

アトレード商品の販売や，国際交流・体験の場を提供した。 

「外国人が買い物しやすい商店街」に関するアンケートを実施，アンケート結果

を水戸市商店会連合会と共有し，商店会の一部店舗へフェアトレード商品設置する

こととなった。 

収支決算 

［事業総額] 

559,702円 

収入 水戸市補助金･･･500,000 円，自己資金･･･1,702 円，参加者負担金等…58,000 円 

支出 物品賃借料，保険料，消耗品費など 
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協働事業名 幸せノート塾 

協働事業団体 株式会社ＩＦＰ 市の担当課 高齢福祉課 

事業の概要 本事業は，シニア世代がセカンドライフを計画するために必要な知識について学び

ながら，これまでの生き方を振り返り，これからの人生をよりよく生きるためのライ

フプランについて考えることを目的としている。 

 平成 27 年度は，オリジナルで作成した「幸せノート」を活用しながら，セカンド

ライフを計画するために必要な知識について学ぶ全３回の講座を２期にわたって開講

した。 

○第１期：会場 水戸市福祉ボランティア会館中研修室（参加者計 79 名） 

・平成 27 年８月 24 日，８月 31 日，９月 9 日 

○第２期：会場 茨城県水戸生涯学習センター中講座室（参加者計 52 名） 

・平成 27 年 11 月 12 日，11 月 19 日，11 月 25 日 

収支決算 

［事業総額] 

178,792 円 

収入 水戸市補助金･･･101,000 円，自己資金･･･12,292 円，参加者負担金…65,500 円 

支出 印刷製本費，消耗品費，食糧費など 


