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2018年度の事業計画書 

 

2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで 

 

特定非営利活動法人 茨城 NPOセンター・コモンズ 

 

2018年度事業方針 

 

 2018 年は、コモンズが法人設立 20 年となる年

です。振り返ると、前半の 10 年は NPO 法人の   

設立相談、コミュニティ・ビジネスの起業、会計、

助成金の研修など、いわゆる中間支援が活動の  

中心でした。 

 やがて、企業、労働団体、行政との連携推進を

目指した地域円卓会議や協働に関するフォーラム

に重点が移り、そこからフードバンクやいばらき

未来基金など仲介の仕組みがつくられていきまし

た。 

 10 年前の 2008 年に起きたリーマンショック後

は、派遣切りにあった日系ブラジル人の支援、2011

年の東日本大震災からは被災者支援、そして生活

困窮者の電話相談、若者の就労支援などが始まり、

セーフティネットに関する相談事業が増えてきま

した。 

 2015 年の常総水害で事務所が被災してからは、

中長期的な地域の復興とコミュニティ再生、自主

防災、空き家再生に挑むようになり、昨年は 1 月

に外国人も含めた障害者福祉事業を行う一般社団

法人グローバルセンター・コモンズ、10 月には、

空き家再生を行うジュントス・常総復興まちづく

り株式会社をグループ法人として設立しました。 

 NPO は、社会の課題解決のための手段であり、

お金と人を集める道具です。目的は市民が協力し

あって社会を良くすることにあります。常総での

事業にエネルギーが注がれ過ぎていると思われる

かもしれません。確かにそうです。 

 災害は、空き家、孤独、心の悩み、高齢化、子

どもの貧困など様々な問題を表面化させます。  

財政難の自治体から資金は得にくいですが、協力

して福祉、教育、防災、空き家問題に取り組める

環境が被災地にはあります。常総で具体的な課題

解決の事業モデルをつくることができれば、それ

は県内、そして全国に発信することもできます。 

 常総で取り組んでいる「えんがわハウス」の   

取り組みは、空き家を買い取り、改修するチャレ

ンジですが、融資、補助、建築基準法、低コスト

の住宅改修など様々な壁を乗り越えようとして 

います。 

 多文化保育も、ほとんど前例がない実験です。

外国人人口は全国的に増えており、日本語が話せ

ない隣人との共生や、子どもの就学、キャリア   

支援は、常総だけの課題ではありません。 

 首都直下地震や豪雨災害のリスクが高まる中で、

市民自らが防災に取り組むことが必要です。常総

での様々な分野の実験を前に進めるだけでなく、

その実践を他地域でも取り組めるように広めつつ、

寄付も募る。人が直に交わる中で、いざという時

に助け合えるネットワークをつくる。支え合い、

学び合う人のつながりをつくっていきましょう。 

 ぜひ、常総というフィールドでの実験を見に  

来てください。応援してください。そして皆さん

の家、団体、地域でも防災などに取り組んでくだ

さい。安心できる地域を、共につくりましょう。 

2018年 5月 14日 

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ 

代表理事 横田 能洋 
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 主な事業計画  

 

 

継続／

新規 
事業名 支援対象 事業名と事業内容 

主な 

協力組織 

継続 

いばらき若

者サポート

ステーショ

ン（通称：

サポステ） 

15～39 歳

で無業状態

にある方及

びその家族 

厚生労働省受託事業「地域若者サポ―トステーション」を通じ、

「グッジョブセンターみと」と補完・連携しながら、若年無業者

等の社会的・職業的自立のための支援を推進します。 

 

＜サポステ相談支援事業＞ 

① 職業的自立に向けての専門的相談支援（個別相談・セミナー

等）を実施 

② 高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談等を

実施 

③ IT技術を活用した相談環境を整備（新規） 

④ 人材不足の業種・職種等におけるサポステ利用者の個々のニ

ーズに即した OJTと Off-JTを組み合わせた職場体験プログ

ラムを実施 

⑤ 就職者への定着・ステップアップ相談を実施 

公共職業安

定所、地方自

治体等の関

係機関 

拡充 

グッジョブ

センターみ

と 

ニートやひ

きこもりが

ちな若者、

生 活 困 窮

者、障がい

をお持ちの

方（年齢制

限なし）や

就労に関し

長い間のブ

ランクや経

験不足によ

る不安から

一般就労や

自立が難し

いと思われ

る全ての人

が対象  

（推計：ニ

ー ト

26,000人、

準ひきこも

り 19,000

人） 

 グッジョブセンターみとは、仕事のブランクや経験不足などに

よる不安から、すぐに働くことが困難と思っている方に、相談や

仕事の体験を通して働くことに近づけるお手伝いをしています。

ひきこもっている方は、いきなり就労は困難です。グッジョブを

居場所に、そして就労体験へと人それぞれに合ったペースで進め

ていきます。 

 課題は見えているが制度が追いついていない分野を補完して

いるのがグッジョブセンターみとであり、平成 28 年 1 月にコモ

ンズのミッションに基づき、立ち上げた事業です。 

 

１）就労体験先の確保など 

① 東海村社会福祉協議会「絆」の建物清掃業務（新規） 

平成 30 年 4 月から 31 年 3 月の期間・日曜日と祝日を除く毎日

建物内の清掃を行います。 

② 株式会社ギルドセキュリティの警備業務（新規） 

利用者の就労体験先として選択肢を増やすため、警備会社と連携

を図り、単発的なイベントなどを中心に警備を行います。 

③ 社会福祉法人「ナザレ園」の園内での軽作業等（新規） 

利用者の就労体験先として選択肢を増やすため、福祉施設と連携

を図るなど、利用者に合った仕事の開拓の可能性を探ります。 

④ 生活協同組合（コープデリ水戸）での印刷業務（継続） 

ジョブトレーナー1人と利用者 1人の 2人で印刷業務やその他チ

ラシ折りを中心に行います。平成 28 年 8 月に新規事業としてス

タートした事業で今年度で 3年目に入ります。 

 

 

中間的就労

の受け入れ

先：生協や  

介護施設、

NPO、商店

街、農家、   

自動車整備

会社、清掃業

務、個人宅な

ど  

 

県内の就労

支援機関と

の連携： 

・ひたちなか

市役所 

・那珂市役

所・大洗町役

場 

・常陸太田市

役所 

・笠間市役

所・笠間市社

会福祉協議

会 

・東海村社会

2018年度の活動方針①：セーフティネットのインキュベーション事業 

 いばらき若者サポートステーション事業において、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、

我が国の将来を支える人材となるよう、職業的自立支援を行います。 

 生活困窮者を支えるため、支援組織が連携しやすい体制づくり、コーディネート人材をつくります。 

 就労支援のモデル事業として「グッジョブセンターみと」の運営と、企業開拓の拡大を図ります。 

 グッジョブセンターみと、いばらき若者サポートステーションとよりそいホットラインにおいて、  

事業間連携をしっかり取り、各事業の更なる効果的な運営を目指します。 
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継続／

新規 
事業名 支援対象 事業名と事業内容 

主な 

協力組織 

２）ボランティア・ジョブトレーナーの育成と研修 

就労体験先の拡大に伴う、ボランティア・ジョブトレーナーの増

員と、質の高い就労体験を目指すためジョブトレーナーのスキル

アップ研修を実施します。   

                                              

３）就労準備支援事業の受託を目指す 

生活困窮者自立支援制度の任意事業である「就労準備支援事業」

の 31年度受託に向け、引き続き行政と連携を図ります。 

福祉協議会 

 

県内の生活

困窮者自立

支援法の担

当課との連

携強化  

継続 

0120-279- 

338 

つなぐ・さ

さえる 

「よりそい

ホットライ

ン」の運営 

 

ど ん な 人

の、どんな

悩みにもよ

りそって、

一緒に解決

する方法を

探します 

生活困窮か

ら心の悩み

などの全て

の人が対象 

24 時間 365日、通話無料の電話相談の運営 

音声ガイダンスで相談を選べます。 

1. 暮らしの中での困っていること、気持ちや悩みを聞いてほし

い方 

2. 外国人による相談（9か国語で対応） 

3. 性暴力、ドメスティックバイオレンスなど、女性の相談 

4. 性別や同性愛（セクシャルマイノリティ）などに関わる相談 

5. 自殺を考えるほど思い悩んでいる方 

8. 被災者の方で困っている方 

●電話相談員増員育成研修の実施（2～3名） 

・相談員の V-cubeでの研修と育成 

・継続支援員の育成 

・折返し、同行支援、同行面談の実施など 問題を一緒に解決す

る電話相談機関である。 

 

★コモンズでは、入口から出口へ 

 よりそいホットラインの電話相談（入口）の相談者を、出口で

あるグッジョブセンターみとへとつなぎ、ワンストップのサービ

ス実施ができており、就労や自立へと相談者をつないでいます。 

地域センタ

ーやまなし・ 

栃木センタ

ー・埼玉セン

ター・群馬セ

ンター 

 

電話相談に

関わる県内

外の全国の

組織 

 

「ボランティア・ジョブトレーナ」の募集！！ 

 利用者とともに就労体験をしてくださる方を、募集します。利用者が、就労体験から一般就労へと旅

立つ感動の瞬間に立ち会うことができます。この感動を、共感しませんか。 

 

「グッジョブセンターみと」ボランティア募集！！ 

グッジョブセンターみとでは、皆さんの様々な経験や知識を

活かし、利用者と一緒に活動できる仲間としてボランティアの

登録を募集しています。ボランティアの主な活動内容は、来所

者との相談業務、ワーク（折り紙教室・パステル教室・カンフ

ー＆中国語など）への参加、コミュニケーション力アップの利

用者との団らん、イベント活動などです。ご登録をよろしくお

願い致します。 

 

会員の皆さんへ 

会員の皆さんの知識や経験を活かして利用者が出来そうな仕

事や事業所の方をご紹介いただく、また福島の方との交流に

ご協力いただくなど、可能な形でのご参加をお待ちしていま

す。         

 茨城 NPOセンター・コモンズ「グッジョブセンターみと」 

 水戸市大工町 1-2-3 トモスみとビル 4階 C1  

連絡先：029-291-8990          
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 「いばらき若者サポートステーション（通称：サポステ）」では、働きたいけど様々な要因で働くこと

が難しい若者に働く前準備として職場見学・体験の場を探しています。「若者の就労支援に関心がある」

「何か役に立てることがあるかもしれない」などと、お考えの事業所の皆様、ぜひお力をお貸しくださ

い。 

 

＜対象地域＞ 

【県北地区】 

・北茨城市・高萩市・日立市・大子町・東海村・常陸太田市・常陸大宮市・那珂市・ひたちなか市 

【県央地区】 

 ・水戸市・城里町・笠間市・大洗町・茨城町 

【鹿行地区】 

・鉾田市・行方市・鹿嶋市・潮来市・神栖市 

 

 ＜お問い合わせ＞ 

いばらき若者サポートステーション 

茨城県水戸市梅香２丁目１番３９号 茨城県労働福祉会館２・３階 

TEL:029-300-4570・FAX:029-300-4320 

✉:saposute@npocommons.org 
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2018年度の常総市におけるコモンズの事業計画 

 

I. 水害被災者支援と地域の心の復興、防災に関する取り組み 

 

課題：水害から 3年目となる常総市では、次の 4点が課題になっています。 

人口減少（2年間で 1割減少） 仲間の喪失、飲食店の閉鎖を招いています 

空き家が放置されている 新築もありますが、水害後手付かずの物件も多くあります 

高齢者などのひきこもりの増加 家は直せても、集まる場もなく、人との関わりが減っています 

災害への不安と、被災経験の風化 昨年立ち上げた自主防災の訓練等を拡充する必要があります 

 

解決策 1：診療所と大きな家を「えんがわハウス」として再生します 

 昨年度設立した「ジュントス・常総復興まちづくり株式会社」と連携して、土地購入費と改修費を   

確保し、3つの建物を下記のように活用できるようにします。 

旧診療所 多くの住民が求める「気軽に行けるカフェ」、趣味や学習、相談ができる場所 

旧母屋 子どもから高齢者まで楽しく過ごせる「居場所」、宴会や交流行事の開催場所 

旧住宅棟 多文化保育「はじめの一歩保育園」で、家族ぐるみで多文化交流 

 

解決策 2：外出支援、生活支援、生きがいづくりを通じて、新たなコミュニティをつくります 

移動支援の拡充 行政などと連携して、通院、買い物などの送迎支援の体制を強化します 

生活支援の拡充 
一般社団法人グローバルセンター・コモンズ（通称：インクル）と連携して、高齢

者などの家の片付けなど、困りごと支援をします 

生きがいづくり えんがわハウスでの交流会で、助け合い活動の参加者を増やします 

 

解決策 3：常総の経験を活かした防災、多様性に配慮した避難所づくりを実践し、全国に広めます 

もりはし自主防災組織の本格稼働支援 
2つの町合同での避難訓練を継続しながら、組織づくりに取り

組みます 

常総ならではの防災ワークショップ 全国から視察研修を受け入れ、メニューを増やします 

独自の防災グッズを生かした出前講座 県内の学校や保育施設などでの防災講座を行います 

福祉避難所キットの開発と普及 
バリアフリー避難所の開設方法を、防災訓練などで実演しま

す 

外国人の防災に関する啓発資料の作成 常総で実践する多文化防災の方法を全国に広めます 

 

解決策 4：全国の被災地と連携した中長期的な被災者支援、被災地の復興に関する提言活動 

- 広島、岩手、北九州、熊本で中長期支援をしている団体の交流会を実施し、被災地同士の情報共有を

進めます。 

- 災害時に支援が届きにくい被災者（在宅避難者など）の生活再建支援で、必要なことをまとめます。 

- 被災地でNPOなどが運営する生活支援拠点の事例や、持続的経営で必要なことをレポートします。 
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II. 外国籍住民の定住支援ならびに子どものキャリア支援の取り組み 

 

課題：人口の 1割弱まで増加している外国籍住民の定住化で、以下の 5点が課題になっています 

外国人比率の高まりと待機児童の増大 
常総市の 0～5歳の外国籍の子は 330名で、その半数が自宅に

います。これが就学準備不足の背景にあります。 

日本語がわからない子の就学に伴う 

問題 

小中学校で外国籍の子の人数、国籍ともに増えており、就学

前日本語指導と就学後の学習支援の必要性が増大。 

日本で生きる外国の青少年の進路開拓 中学で不登校になりやすく、高校を卒業しても進路が限定。 

保護者が日本語を話せず、職域が限定 
職場が限定され不安定な雇用であることが、子どもの学習環

境に影響し、貧困の連鎖が生まれています。 

持ち家に住む人が増え、摩擦回避が  

必要 

空き家に入居する外国人が増え、ゴミ出しや自治会など地域

に溶け込むための市民教育の必要性が増しています。 

      

解決策 1：「はじめの一歩保育園」で保育ニーズに応えつつ、バイリンガル保育スタッフを増やす 

- えんがわハウス内で開所した保育園で、母語サポート付の就園就学につながる保育を実践 

- 外国籍の若者が保育の仕事に就けるように、実習受け入れ、子育て支援員研修の受講を支援 

- 保育園を持続発展させるために、小規模保育や企業主導型保育の認定を目指します 

 

解決策 2：「アフタースクール」を拡充した学童保育の立ち上げと、年間を通じたプレスクール等の実施 

- これまで週 1回しかできなかった補習を毎日行えるよう、場とスタッフとプログラムをつくります 

- 来日直後の児童生徒に日本語初期指導を行うプレスクールを、平日に行える体制をつくります 

- 不登校の生徒が、街や人と出会い、経験を積む中で、自分の目標を持てるような居場所をつくります 

 

解決策 3：「外国ルーツの子のキャリア円卓会議」を通じた教育委員会、学校、事業所の連携を促進 

- 年 3回、外国ルーツの子の進学やキャリア形成に関する検討会を行い、学校での出前講座や職場体験

プログラムを行うほか、若者の進学や資格取得を支援する具体的施策を生み出します。 

- 外国人保護者・生徒対象の高校進学ガイダンスの実施地域を増やしたり、問題にフリガナを付けるな

ど、高校入試における配慮を提言し、進学しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

解決策 4：移住した外国人が地域の一員になれるようにするための情報提供と交流の機会を増やす 

- 常総市役所と協力し、住民主体の国際交流サロン「YOUKOSO!」での交流を促進します。 

- 税、年金、保険、防災、ゴミなど、知っておくべき情報を多言語で伝える人材と資料をつくります。 

- えんがわハウスや助け合い活動、自主防災を通じて、外国籍住民と地域住民の交流を深めます。 

- 外国籍世帯が、常総の自然、防災、水、ゴミ処理などを親子で学べるエコクラブを運営します。 
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テーマ 
次世代のネットワ

ークづくり 

協働推進のための受託

事業 
被災者支援ネットワークづくり 

地域の

課題 

現在の茨城の市民

活動ネットワーク

は、10～20年前に

NPO 法人を自ら

設立した 60～70

代の理事長クラス

を中心としたもの

であり、次世代の

ネットワークづく

りも必要になって

いる。 

これまでの行政から受

託、また講師派遣を受

ける協働推進事業は、

NPOと行政の協働を促

し、ネットワークづく

りをすること自体に意

義はあるが、単発的で、

なかなかその成果を感

じにくい。 

- 災害時に避難所などで発生する特殊なニ

ーズ（障がいを抱えた子を持つ親、ペット

対応など）に対し、対応できる NPO のネ

ットワークづくり、学びあいの機会が必

要。県単位のネットワークづくりは、まだ

全国でも模索が始まったばかり。 

- 様々な課題当事者を支える福祉系の市民

活動団体は、利用者の保護や避難、連絡の

体制など、備えが十分とは言えない。 

- 社会福祉協議会が設立する災害ボランテ

ィアセンターは、片づけ、泥かきなどのボ

ランティア・コーディネートが中心で、被

災者のニーズに十分対応しきれていない。 

組織の

課題 

コモンズとして

も、20代～中堅の

セーフティネット

づくりに取り組む

担い手とのネット

ワークが弱い。 

あまり優先順位の高く

ない業務に時間を割か

れてしまい、コモンズ

として本来取り組むべ

き活動が疎かになりが

ちになっていた。 

常総の水害被災者支援活動の経験を活かし、首

都圏直下型災害に備える必要がある。 

 

継続／

新規 
事業名 

支援 

対象 
事業内容 主な協力組織 

継続 
NPO マ

ナビヤ 

セーフテ

ィネット

づくりに

取り組む

次世代リ

ーダー 

- NPO の次世代リーダー育成事業として 2009

年度に開始した同事業の初心に立ち返り、県

内で 20 代後半～40 代前半を中心とした、若

手～中堅のセーフティネットづくりに取り組

む民間非営利組織の担い手を集め、ゆるやか

なネットワークづくりの場を生み出します。 

- それぞれの課題意識を持ちより、一緒に悩み、

助け合う関係づくりをコーディネートしま

す。先進事例の共有や、他県への視察、他団

NPO 支援の中

堅者のネットワ

ークづくりに取

り組む全国組織 

2018年度の活動方針②：ネットワーク化事業 

次世代のセーフティネットづくりに取り組む担い手同士をつなぎます。また、高齢福祉や空き家活

用、被災者支援などのテーマで、地域を構成する様々な組織同士をネットワーク化し、持続可能な地

域づくりにつなげます。 
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継続／

新規 
事業名 

支援 

対象 
事業内容 主な協力組織 

体の先輩格のリーダーとのメンター・マッチ

ングなども行います。 

継続 
協働推進

事業 

委託する

自治体に

住む市民 

人口減少や空き家増加などに悩む少子高齢社会

となっている自治体（常陸大宮市、結城市）で、

協働提案制度の企画・運営支援や、コミュニテ

ィ・ビジネス講座などを実施することで、地方創

生や地域の担い手づくりにより重点を置いて、協

働を推進します。 

 

新規 
地域円卓

会議 

左記の課

題に関心

のある組

織 

 中央で開催されていた「社会的責任に関する円

卓会議」の地域版として、2011 年に茨城では全

国初の地域円卓会議を開催しました。県知事も昨

年変わり、新しい茨城づくりが検討される中、こ

の度改めて地域円卓会議を開催します。 

 多様で異なる立場の主体が、自分の組織の強み

や役割を発揮し、協議と実践を繰り返した結果、

茨城が変わり、関わった組織や地域全てが幸せに

なったと実感する機会にします。また、県民の具

体的なニーズを知り、考える機会として、組織の

壁を越えた連携の可能性を模索する場とします。

少子高齢社会において、共助をどのように広げる

かを全体テーマとし、移動支援や遊休不動産利活

用を具体的テーマとして取り上げます。 

地域のパートナ

ーシップを拓く

SRネット茨城 

新規 

被災者支

援ネット

ワークづ

くり 

セーフテ

ィネット

づくりに

取り組む

組織 

2017 年度にコモンズが実施した研修に参加した

団体を中心としながら、福祉系 NPO を中心とし

た災害時特殊ニーズ対応型のゆるやかな市民団

体ネットワークを形成します（助成金申請予定）。

災害時に発生する課題を整理しながら、災害時に

NPO ができること、すべきこと、備えるべきこ

となどを継続して一緒に考えます。 

防災に取り組む

団体によって構

成される、県社

協が事務局を担

当する茨城県防

災ボランティア

ネットワーク 

 

会員の皆さんへ 

 個々の団体の専門化が進めば進むほど、タコツボ化が進みます。ネットワークに参加し、連帯して地

域の課題に取り組めば、より大きなインパクトを生むことができます。今年度はこれまで以上に様々な

ネットワークの機会を設けますので、ぜひ参加し、多様な組織とつながってください。 
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地域の課題 
地域の多様な課題の解決や価値の創造に取り組むセーフティネットづくりに取り組む

担い手が、会計など事務や組織基盤の弱さから、その本来の力を発揮できていない。 

組織の課題 

2017年度に開始した「茨城 NPO事務支援センター」は、NPO会計サポーター育成に

取り組み、会計支援業務を実際に数件開始したものの、財源的にも持続可能な事業化

までには、残念ながら現時点では至っていない。 

 

継続／ 

新規 
事業名 対象 事業内容 

主な協力

組織 

継続 

茨城 NPO

事務支援セ

ンター 

会計担当職員を

雇用したり、税

理士と顧問契約

を結ぶほどの財

源はないが、事

務を何とかした

い と 考 え る

NPO 

- 各団体との支援契約を締結して、NPO 会

計サポーターによる、NPO 法人会計基準

に基づいた会計サポートを実施します。支

援対象となる市民団体の開拓を、より一層

進めます。 

- 税務申告が新たに必要となる障害福祉サ

ービスに取り組む NPO 法人への会計支援

を強化します。 

- NPO 会計サポーターの人材育成の機会を

確保し、事務支援の担い手を拡充します。 

会計支援い

ばらき、ソ

ノリテ 

新規 

NPO 法人

会計基準協

議会事務局

運営 

NPO 法人会計

基準協議会 

同団体の事務局を運営しながら、会計支援や会

計基準の普及に取り組む他の中間支援組織や

会計専門家とのネットワークを築き、県内での

会計支援の充実につなげる。 

 

会員の皆さんへ 

茨城のセーフティネットを支える素晴らしい活動をしていても、会計や労務など組織の基盤となる事

務が疎かになっていては、本来の課題解決力が発揮されず、また信頼して支援する市民も増えません。

茨城NPO事務支援センターの仕組みを活用し、活動に集中できる環境を整え、中長期的に独自の組織運

営力を高めましょう。セーフティネットの担い手として市民から信頼され、寄付やボランティアなどが

多く集まる組織を一緒に目指しましょう。 

2018年度の活動方針③：担い手の育成事業 

茨城NPO事務支援センターによる会計支援などを拡充することによって、セーフティネットづく

りに取り組む担い手の組織基盤強化と信頼性向上につなげます。 

 

）。）。 
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テーマ 遺贈寄付の推進 空き家など遊休不動産の活用 

地域の

課題 

少子高齢社会で高齢単身世帯数も増え、家族

や親族との関係も希薄となっています。そう

した社会的背景もあり、人生最後の社会貢献

として遺贈寄付に近年注目が集まり始めて

います。 

人口流出が進む過疎地域での空き家の増大が

社会課題化しています。水害で被災した常総に

も、多くの空き家が発生しており、その社会的、

福祉的活用が求められています。 

組織の

課題 

2016 年度より遺贈推進に関する取り組みを

少しずつ進めていますが、遺贈寄付受け入れ

態勢の強化、遺贈を検討する潜在的寄付者へ

の働きかけ（仕組みや法律、手順、地域の担

い手、体験談、遺贈寄付事例などの情報提供

と掘り起し）が十分とは言えません。 

いばらき未来基金としても常総の旧青柳製麵

所の利活用推進をコーディネートしてきまし

た。なかなかかたちになりづらいですが、モデ

ル化し、発信することで、遺贈寄付推進とも関

連付けながら、遊休不動産の活用のためのコー

ディネートも行う基金の機能を高めたいと思

います。 

 

継続／

新規 
事業名 

支援 

対象 
事業内容 主な協力組織 

新規 

遺贈寄付

推進のた

め の 調

査、資料

作成、行

事開催を

通じた、

寄付文化

創出と地

域つなが

り支援事

業 

親族との

関係がよ

り希薄な

新住民の

多い県南

地域の市

民 

以下のプロセスを通じ、茨城県内において、遺贈寄

付が一般的な選択肢となっている寄付文化を生み

出します。また、遺贈寄付の推進を通じ、お亡くな

りになる方にとっての人生最後の社会貢献と、地域

とのつながりづくりを支えます。 

①遺贈に関する情報の調査 

②県内の遺贈寄付受け入れ可能な団体の調査 

③パンフレットの作成・配布 

④遺贈寄付アドバイザー研修の開催 

⑤遺贈寄付入門セミナーの開催 

⑥終活セミナーの実施 

⑦遺贈寄付相談の対応 

株式会社  ソノ

リテ、関東信越

税理士会茨城県

支部連合会、一

般社団法人  全

国レガシーギフ

ト協会、一般社

団法人  全国コ

ミュニティ財団

協会 

継続 

遊休不動

産活用を

前提とし

た事業指

定助成 

常総の空

き家で事

業を展開

したい市

民 

常総の被災した旧青柳製麵所の改修のための寄付

募集を引き続き行い、地域住民が交流できる企画が

行えるよう、改修を進めます。また、改修が終わっ

た段階で、同拠点活用の担い手を募集します。いば

らき未来基金として、空き家を舞台に活動するプロ

ジェクトの資金調達と運営支援を行えるようにし

いばらき未来基

金運営委員会の

委員所属組織 

2018度の活動方針④：活動資源の仲介事業 

遺贈寄付の推進や、空き家など遊休不動産活用といった、少子高齢社会における茨城の市民コミュ

ニティ基金としての活動の基盤を整備します。 
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継続／

新規 
事業名 

支援 

対象 
事業内容 主な協力組織 

ます。 

拡充 

多様な寄

付の機会

づくり 

茨城県民

や企業な

ど 

 2017年度からスタートした、「車で寄付しよう」

キャンペーンを継続します。不要になった車、農機、

電化製品、携帯電話、鉄クズ、廃バッテリーなどを

MRMエンタプライゼス社が引き取って、必要経費

を引いた収益は全ていばらき未来基金の子ども支

援活動などへの寄付となります。 

 また、株式会社ライズと連携し、5月にいばらき

未来基金初の寄付つき自動販売機を設置しました。

自動販売機の最新機種への切り替えによる消費電

力の大幅削減、飲料業者との取引条件の見直しなど

によって生まれた改善された収益の中から、新たに

当基金への寄付として充当されることになります。

ライズに自販機管理業務を委託することで、同機を

設置する所有者にとっても新たな負担は一切なく、

新機種の設置、電気代と CO2 の削減、また当基金

への寄付を完全無償で実現することができます。こ

の仕組みが、社会貢献に関心を寄せる県内の他の企

業にも広がるように働きかけます。 

MRM エンタプ

ライゼス、株式

会社ライズ 

継続 
冠助成事

業 

企業や個

人 

2016 年度から開始した県西地域の環境保全活動支

援のための積水化成品基金や、地域課題の解決のた

めの組織基盤強化を支援する花王ハートポケット

倶楽部「地域助成」を実施し、社会貢献活動に取り

組む県内企業のモデルをつくります。 

積水化成品工業

及び花王 

 

会員の皆さんへ 

終活や遺贈寄付、空き家などのテーマは、少子高齢社会において今後ますます注目されていきます。

いばらき未来基金は、茨城の市民コミュニティ基金としての活動を継続しますので、茨城で寄付文化を

生み出すため、一緒に募金活動にご協力ください。また、冠助成も継続しますので、良い活動企画をご

提案いただき、一緒に住みやすい茨城を実現できればと思います。 

 


