
 

 

 

 

 

 

 

2015年度事業報告書 

（2015年 6月～2016年 5月） 
  



 

 

2015年度 (2015年 6月～2017年 5月) 事業報告 

１．2015 年度活動ダイジェスト 

●会員の拡大 

 2015年度は正会員 2人、賛助会員 5人・1団体、NPOパートナー会員 9団体の入会があり、当

法人が抱える会員数は、正会員 18人、賛助会員 21人・4団体、パートナー会員 24団体となりま

した。 

新規入会された個人・団体は次の通りです。（順不同、カッコ内は団体所在地） 
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＜正会員＞ ・岩間誠（岐阜県揖斐川町） 

・渡邊幸久（愛知県田原市） 

 ＜賛助会員＞   ・里村光広（愛知県瀬戸市） 

・辻久好（三重県いなべ市） 

・内藤大輔（愛知県名古屋市） 

・NPO法人九州環境サポートセンター（熊本県熊本市） 

・長田由基乃（愛知県名古屋市） 

・古畑美登理（愛知県名古屋市） 

 ＜NPOパートナー会員＞ 

・ＮＰＯ法人多度自然育成の会（三重県桑名市） 

・西濃環境ＮＰＯネットワーク（岐阜県揖斐川町） 

・三河中山間地で安心して暮らし続けるための健康ネットワーク研究会（愛知県豊田市） 

・NPO法人縁がわ（岐阜県飛騨市） 

・NPO法人ハジマル（三重県桑名市） 

・環境保護団体せせらぎ（愛知県岡崎市） 

・あかばね塾（愛知県田原市） 

・北海道エネルギーチェンジ 100ネットワーク（北海道札幌市） 

・外国人就労支援センター（愛知県豊橋市） 

・ＮＰＯ法人 はっくるべりーじゃむ（愛知県田原市） 



 

 

●環境 NPO ヒアリング調査 

 2015年度は次の 12団体への NPOヒアリング調査 

を実施しました。（累計 37団体） 

 うち NPO 法人はっくるべりーじゃむが入会、NPO 法人ピープル

ズコミュニティとＮＰＯ法人大垣市レクリエーション協会は、入

会した西濃環境ＮＰＯネットワークのメンバーであり、情報交流

会にも参加いただくなど、その後のつながりづくりに繋げること

ができました。 

 

 訪問日 訪問先 備考（その後の関わり） 

１ 2015/6/25 コミュネット江南  

２ 2015/7/1 名古屋ＮＧＯセンター  

３ 2015/7/18 市民ネットワークすずかのぶどう  

４ 2015/8/4 ＮＰＯ法人アースアズマザー  

５ 2015/8/19 ＮＰＯ法人森のなりわい研究所  

６ 2015/9/9 自立のための道具の会  

７ 2015/11/10 ＮＰＯ法人はっくるべりーじゃむ 入会 

８ 2016/4/15 ＮＰＯ法人ピープルズコミュニティ 入会・情報交流会に参加 

９ 2016/4/25 ＮＰＯ法人大垣市レクリエーション協会 入会・情報交流会に参加 

10 2016/5/9 いなべ市市民活動センター 来年度の情報交流会協力 

11 2016/5/12 一般財団クリアウオータープロジェクト 助成金セミナー登壇 

12 2016/5/19 豊橋市民センター市民活動プラザ（オレンジプラザ） 助成金セミナー協力 

 

 

●コラボ支援 

 豊田市足助地域の健康ネットワーク研究会と高齢

者見守りサービスを実施する合同会社むすび

design と名古屋大学との協働を支援。名古屋大学

が国立研究開発法人科学技術振興機構の補助を受

け実施する「センター・オブ・イノベーションプ

ログラム」事業の一環として、足助地域で高齢者

を対象とした見守りサービスの導入に向けた取り

組みを支援しました。 

 



 

 

●日本版「首長誓約」事業 

地球環境基金の助成を受けて名古屋大学大学院環境学研究科と連携し、次の活動を行いまし

た。 

・手法の開発（「持続可能なエネルギー行動計画」を策定するための支援ツール改良）。 

・首長同士のネットワークづくり、自治体職員の政策能力向上のためのネットワークづくり。 

・日本版「首長誓約」の Web制作（リニューアル）、案内リーフレット作成。 

・EU「市長誓約」との連携、気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）サイドイベント

への参加。 

・西三河 9市 1町の自治体担当者を対象に勉強会を計８回開催。 

・西三河地域の 10首長を訪問し説明。 

平成 27 年 12 月 12 日に岡崎市・豊田市・安城市・知立市・みよし市が日本版「首長誓約」

を誓約しました。平成 28 年 3 月 29 日にはこの 5 市による「西三河首長誓約推進協議会」（会

長：豊田市長）が設立されました。 

 

西三河 9 市 1 町職員向け勉強会を 8 回実施   12 月 12 日、岡崎・豊田等 5 市が誓約第 1

号に 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．各事業実施報告 

１．情報の受発信・交流  

1-1 HP、ブログ、ML、FBによる情報受発信 

【実施内容】 

ホームページ（HP）、メーリングリスト（ML）、Facebook(FB)などの媒体で、当法人および

関連団体のイベント情報や助成金情報などを、市民（NPOなど）に対して発信しました。 

【実施事項】・HP での情報発信…35 回 アクセス数：32,060（平成 28 年 5 月 31 日現

在） 

・ML での情報発信 

 会員 ML（登録者 52 人）…25 件 

 愛知 NPO-ML（登録者 274 人）…25 件 

 岐阜 NPO-ML（登録者 110 人）…25 件 

 三重 NPO-ML （登録者 63 人）…25 件 

・FB での情報発信…156 件（平成 28 年 5 月 31 日現在） 

Facebook ページに対する「いいね！」数 568 件（前年度比 222 件増） 

（平成 28 年 5 月 31 日現在） 

1-2 情報交流会の開催 

【内  容】「豊かな自然を活かすネットワーク in 渥美半島」。私たちの社会の基盤となる自然

を守るためには、これまで熱心に環境活動に取り組んできた人々の後継者が必要で

す。そこで、当団体の新たな方針として、それぞれの地域で活動する人々を中心に、

よそ者や若者を呼び込んでのネットワークづくりを応援。今回の会ではその方針を

明確にするとともに、それら地域ごとのネットワークを緩やかにつなぎ、中部の大

きなネットワーク構築します。 

【実施日時】2016年2月20日（土） 集合時間 ～ 2月21日（日）12:00 

【実施場所】渥美半島、伊良湖ホテル（愛知県田原市伊良湖町恋路浦 2805-22） 

【主  催】一般財団法人セブン-イレブン記念財団／NPO法人地域の未来・志援センター 

【共  催】あかばね塾 

【後  援】愛知県、田原市、田原市教育委員会、豊橋市、環境省中部地方環境事務所、渥美半

島 

      生態系ネットワーク協議会 

【協  力】NPO 法人表浜ネットワーク、環境ボランティアサークル亀の子隊、NPO 法人渥美半

島         

      ハイキングクラブ、NPO法人はっくるべりーじゃむ、いるかビレッジ、環境省中部

環 

      境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ中部）、なごや環境大学 

【実施概要】①現地見学会 

      ②基調講演 



 

 

      ③分科会グループワーク 

      ④交流会 

      ⑤全体会 

【参加者数】103人（目標 100人） 

【参 加 費】一般 10,000円、会員 8,000円 

【収  支】収入：1,028,300円 助成金、参加費 

      支出：962,428円  賃借料、広告費、通信費、旅費交通費など 

 

２．コーディネート 

2-1 地域の多様なつながりづくり支援  

情報交流会などの開催により、渥美半島のネットワーク団体設立の足固めを支援し、平成

28 年 6 月 18 日に発足する運びとなりました。 

次年度については、岐阜県西濃地域でのネットワーク組織である西濃環境ＮＰＯネットワ

ークと連携し情報交流会などを開催し、西濃地域でのネットワーク促進を支援していきます。 

【収  支】収入： 9,000円 

      支出：90,310円  旅費交通費、賃借料 

 

３．コンサルティング  

3-1、2 相談業務および伴走型支援業務 

【内  容】2015年度は 随時相談を受け付け、助成金申請、ファシリテーターの仲介、広報支

援などを行いました。 

【実施事項】 ・事業立ち上げに係る検討会の運営支援（議事録作成など）2件 

      ・地域の団体との仲介  1件 

     ・地方自治体エネルギー部局からの首長誓約事業に関する相談 1件 

      ・助成金申請書のチェック 1件 

・コーディネート相談 7件 

・広報相談 24件 

・伴走型支援 1件 

【収  支】収入：120,000円 

      支出：30,614円  旅費交通費 

 

４．団体・人財育成  

4-1 助成金セミナーの開催  

【内  容】「環境市民活動資金調達セミナー」と題し、市民団体に対する助成制度の紹介を

行うとともに助成機関との対話の場づくりを行いました。 

【実施日時】＜助成金申請講座＞2015年 9月 27日（日）13:00～17:00 



 

 

＜本セミナー＞2014 年 11 月 1 日（日）14:00～17:30 

【実施場所】＜助成金申請講座＞まちスポ飛騨高山交流スペース 

＜本セミナー＞日本陶磁器センタービル多目的ホール 

【主  催】一般財団法人セブン-イレブン記念財団／NPO 法人地域の未来・志援センター 

【共  催】NPO法人 まちづくりスポット 

【後  援】愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、環境省中部地方環境事務所、なごや環境

大     

      学／高山市 

【協  力】環境省中部環境パートナーシップオフィス（EPO 中部） 

【実施概要】＜助成金申請講座＞ 

① 助成制度の基本の話 

② 申請書書き方ワーク 

③ 申請事業プレゼンワーク 

④ 投票審査・表彰・振り返り 

      ＜本セミナー＞ 

①基調報告 

      ②助成制度紹介 

      ③審査ポイントレクチャー 

⑤ 個別相談会 

【参加者数】＜助成金申請講座＞25 人（目標 20 人） 

＜本セミナー＞31 人（目標 50 人） 

【参 加 費】＜本セミナー＞会員 1,000 円、一般 500 円（資料代） 

【収  支】収入：233,500円 助成金、参加費ほか 

      支出：242,663円  賃借料、広告費、通信費、旅費交通費など 

 

4-2 インターン生受入≪損保ジャパン CSOラーニング生≫ 

【実施内容】2 人の大学生の受け入れを行い、最長 150 時間の有給（850 円/h）および単位

認定のインターンシップを実施。中間支援組織としての役割を理解してもらうた

め、以下の市民活動団体の活動に参加し、その情報の発信を活動の中心としまし

た。  

・豊森なりわい塾 

・首長誓約 西三河 9市 1町勉強会 

・デンソーエコレンジャー（ＮＰＯ法人表浜ネットワーク） 

・中部リサイクル運動市民の会-Ｒｅ倉庫 

・22世紀奈佐の浜プロジェクト 

・林業インターンシップ 

・助成金申請ワークショップ＠高山 

・助成金セミナー 

・農業インターンシップ 

・情報交流会 in 渥美半島  ほか、関連団体主催の講座に参加 



 

 

【実施期間】2015年 6月～2016年 2月（9カ月間） 

【収  支】収入： 50,000円 協賛金 

支出： 149,693円 旅費交通費、広報費、謝金 

 

 

５．統一テーマでの活動   

5-1 統一テーマでの活動準備  

【実施内容】情報交流会で５つの分科会を立ち上げ、それを次年度以降も継続し、内容を深めて

いくこととしました。 

 

６．調査・研究  

6-1 環境NPOヒアリング調査  

【実施内容】中部地域で活動する下記 12 団体の活動現場を訪問し、活動状況や課題をヒアリン

グするとともに、その活動状況を当法人 HP「NPO訪問記」を通じて発信しました。 

【ヒアリング先】【 】内は通算番号、（ ）内は訪問日 

【32】コミュネット江南（6/25） 

【33】名古屋ＮＧＯセンター（7/1） 

【34】市民ネットワークすずかのぶどう（7/18） 

【35】NPO法人アースアズマザー（8/4） 

【36】ＮＰＯ法人森のなりわい研究所（8/19） 

【37】自立のための道具の会（9/9） 

【38】NPO法人はっくるべりーじゃむ（11/10） 

【39】ＮＰＯ法人ピープルズコミュニティ（4/15） 

【40】ＮＰＯ法人大垣市レクリエーション協会（4/25） 

【41】いなべ市市民活動センター（5/9） 

【42】一般財団クリアウオータープロジェクト（5/12） 

【43】豊橋市民センター市民活動プラザ（オレンジプラザ）（5/19） 

【収  支】収入： なし 

支出： 86,746円 旅費交通費、会議費など（仮） 

 

6-2 持続可能性データ収集事業  

【実施内容】準備不足などにより 2015年度の実施活動は無し。 

 

 

７．政策提言  

7-1 日本版「首長誓約」による地域気候エネルギー政策確立支援事業  



 

 

【実施内容】地球環境基金の助成を受けて、名古屋大学大学院環境学研究科と連携し、次の

活動を行いました。 

・手法の開発（「持続可能なエネルギー行動計画」を策定するための支援ツール改良）。 

・首長同士のネットワークづくり、自治体職員の政策能力向上のためのネットワークづくり。 

・日本版「首長誓約」の Web制作（リニューアル）、案内リーフレット作成。 

・EU「市長誓約」との連携、気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）サイドイベント

への参加。 

・西三河 9市 1町の自治体担当者を対象に勉強会を計８回開催。 

・西三河地域の 10首長を訪問し説明。 

平成 27 年 12 月 12 日に岡崎市・豊田市・安城市・知立市・みよし市が日本版「首長誓約」

を誓約しました。平成 28 年 3 月 29 日にはこの 5 市による「西三河首長誓約推進協議会」（会

長：豊田市長）が設立されました。 

【収  支】収入： 4,545,372円 地球環境基金助成金                            

支出： 4,582,917円 外部委託費【手法開発、データベースづくり、Web作成】 

ネットワーク形成費用 

（旅費交通費、説明会場費、資料印刷費等） 

 

８．地域デザイン実証  

8-1 豊森プロジェクト  

【実施内容】第５期「豊森なりわい塾」を 31人の受講生を対象に実施。豊田市中山間地をフィー

ルドに、地元学や聞き書きなど集落の住民の協力を得ながら、毎月土・日 2日間の

講座カリキュラムを実施した。他に、一期生から五期生を対象にした「卒塾生ギャ

ザリング」を開催(平成 27年 11月）。100人近くが集まって情報交流を行いました。 

【実施期日】5月から 3月まで毎月 1回、第三土日の 2日間の講座を実施。 

【収  支】収入： 21,344,514円 トヨタ自動車より受託金、講座参加費収入など 

支出： 20,286,588円（見込み） プロジェクトスタッフ人件費、外注費、 

旅費交通費、通信費など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．総会および理事会・運営会議の開催 

1 2015年度総会  

【実施日時】2015年 8月 9日（土）13:30～15:10 

【実施場所】日本陶磁器センタービル４F 多目的ホール 

【審議事項】第 1号議案 ①2014年度事業報告の承認 

②2014年度収支決算の承認 

第 2号議案 ①2015年度事業計画の決定 

            ②2015年度収支予算の決定 

第 3号議案 役員の選任について 

第 4号議案 事務局体制について 

 

2 2015年度理事会  

 第 71回定例理事会 

【実 施 日】2015年 6月 18日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】3人 

【内 容】第 11回通常総会提出議案の承認 

 第 72回定例理事会 

【実 施 日】2015年 8月 9日 

【実施場所】日本陶磁器センタービル４F 多目的ホール 

【出席者数】6人 

【内 容】理事長および副理事長の選任について、理事長に竹内ゆみ子、副理事長に岩間誠、

中川恵子を選任した。 

 第 73回定例理事会 

【実 施 日】2015年 9月 16日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】2015年度情報交流会の企画についての検討、地域の多様なつながりづくり支援事業

（テーマ別小規模交流会「エコカフェ」の開催について情報共有、伴走型支援事業

の進め方についての検討。 

 第 74回定例理事会 

【実 施 日】2015年 11月 18日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】2016年度事業計画の検討 

      2015年度情報交流会企画の検討 

 



 

 

 第 75回定例理事会 

【実 施 日】2016年 1月 27日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】会員種別の追加（ネットワーク会員）についての検討 

      2016年度運営助成申請についての検討 

 第 76回定例理事会 

【実 施 日】2016年 3月 30日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】5人 

【内 容】2016年度助成金セミナーの開催地・開催日程についての検討 

      会員種別の追加（ネットワーク会員）についての検討 

      理事の事務局兼務についての承認 

3. 2015年度運営会議 

 第 6回運営会議 

【実 施 日】2015年 6月 11日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【内 容】第 71回定例理事会について 

 第 7回運営会議 

【実 施 日】2015年 7月 15日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【内 容】2015年度総会について 

      伴走型支援について 

      インターンシップ事業について 

第 8回運営会議 

【実 施 日】2015年 10月 7日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】2016年度情報交流会企画について 

      伴走型支援の進め方について 

第 9回運営会議 

【実 施 日】2016年 1月 6日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】7人 

【内 容】豊橋市温暖化対策推進課からの依頼について 

      SE記念財団合同会議報告について 

      2015年度情報交流会について 

      伴走型支援事業について 



 

 

      エコカフェについて 

      団体パンフの作成について 

      持続可能性データ収集事業について 

第 10回運営会議 

【実 施 日】2016年 2月 10日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】SE記念財団助成申請書について 

      新規事務職員の募集について 

      2015年度情報交流会について 

第 11回運営会議 

【実 施 日】2016年 3月 14日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】新規事務職員の募集と事務局体制について 

      2015年度情報交流会振り返りについて 

      2016年度情報交流会について 

      2016年度助成金セミナーの日程・開催地検討について 

第 12回運営会議 

【実 施 日】2016年 3月 30日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】8人 

【内 容】2016年度情報交流会・西濃環境ＮＰＯネットワークとの共催アースデイいびがわに 

ついて 

      2016年度助成金セミナーの企画について 

      インターン生・受け入れについて 

第 13回運営会議 

【実 施 日】2016年 4月 22日 

【実施場所】地域の未来・志援センター 事務所 

【出席者数】6人 

【内 容】2016年度情報交流会・西濃環境ＮＰＯネットワークとの共催アースデイいびがわに 

ついて 

      2016年度助成金セミナーの企画について 

      市民の伊勢志摩サミットについて 



 

 

４．各事業の目標値と実績比較 

事業 

計画時の目標値と実績 

計画・目標 実績 

地域資源情報の発信 

HPのリニューアル検討 

会員などからの情報発信依

頼：48件/年 

メール配信先 350件 

HPアクセス 10,000件/年 

 

FBいいね数：520 

HPのリニューアル実施・2016/4 

会員などからの情報発信依頼：

54件/年 

メール配信先 499件 

HPアクセス件数：32,080件 

（2016/5/31現在） 

FBいいね数：568（2016/5/31） 

情報交流会の開催 参加者数 100人 参加者数 103人 

地域の多様なつながりづくり

支援 
連携先との意見交換会の開催 

渥美半島での環境ネットワーク

立ち上げ支援 

相談業務・伴走型支援業務 

相談マニュアルの作成 

相談件数：12件      

会員 3人（団体）の獲得 

相談件数 37件 

会員 2人・1団体を獲得 

助成金セミナーの開催 セミナー参加者数 50人 セミナー参加者数 31人 

環境 NPOヒアリング調査事業 
年間 20件の訪問ヒアリング 

会員 10人（団体）の獲得 

12団体に訪問ヒアリング 

会員 3団体を獲得 

環境市民活動団体プレゼン 

大会の実施 

11月～2月頃になごや環境大

学との共催でイベントを開催 

2016年 3月「プレゼン大会」に

協力 

持続可能データ収集 

協力者を募りつつ、データの

収集を行う 

精査・発信方法および運営体

制について検討 

未実施 

地域デザイン戦略研究会  

なごや環境大学などと協議を

数回開催し、目的についての

共通認識を形成する 

未実施 

 

特定非営利活動法人地域の未来・志援センター  

2015年度事業報告書               

以上 

 


