
 

 

  

第１号議案 2015年度 NPO法人 泉京・垂井 活動報告 

 

*2015年度の主な活動 

活動 10年目の 2015年度、NPO法人 泉京・垂井は、まちづくり事業、環境の保全・エコライフ事業、生涯

学習・多文化共生事業の 3つの事業を中心に活動を展開しました。 

［まちづくり］ 

 まちづくり事業では、これまで継続的に開設してきたまちづくりプラザを垂井地区から宮代地区へ移転して 2

年目となりました。 

人材育成や町内外団体との連携をより一層推進しました。 

外部からの研修受け入れや各種講演会にて、泉京・垂井の活動紹介や情報交換をする機会にも恵まれました。 

［環境の保全・エコライフ］ 

 環境の保全・エコライフ事業では、揖斐川流域の循環型社会形成に資する活動を実施しました。都市部と農村

部、先進国と発展途上国をつなぐ各種の取り組みを実践しました。 

フェアトレードと地産地消の産品を扱い、フェアトレードタウン垂井の旗艦店となる「フェアトレード&地産

地消みずのわ」の運営も 2年目となりました。 

［生涯学習・多文化共生］ 

 生涯学習・多文化共生事業では、当事者グループの活動開始の支援を行いました。 

 

*まちづくりの推進に資する活動 

【活動方針】 

1. まちづくりプラザの開設と運営 

2. 町内外団体との連携によるまちづくり 

3. まちづくりを推進するための人材育成 

4. 東日本大震災の被災地・避難者支援 

 

【活動報告】 

1.まちづくりプラザの開設と運営 

1.1 まちづくりプラザ 

2015 年度は 4 月より 2 名体制で事務局を運営してきました。継続して開設してきているまちづくりプラザは、垂井町

を中心として、西濃各地や県内外の地域活動団体との協働事業の実施や情報共有、まちづくりの拠点としての役割

を果たしています。 

1.2 「フェアトレード＆地産地消 みずのわ」でのまちづくりに関するイベント実施 

   「みずのわ」に併設するコミュニティースペースにてまちづくりに関するイベントを実施しました。 

日にち タイトル 講師 参加数 内容 

2015年 

9月 8日 

情報発信のコツセミナー 桐山岳寛氏 13人 NPO、小規模事業者を対象に情報発信

に関するセミナーを実施し日常の活

動の支援を行いました。 

2015年 

10月 17日 

「会報誌づくり」のセミナー 桐山岳寛氏 11人 活動内容の紹介方法、読者の支持を得

るための原則など会報誌作りに関するセ



 

 

  

ミナーを実施しました。 

11月 17日 情報発信のコツセミナー（実践

編） 

桐山岳寛氏 6人 9 月に行われた講座の実践編。NPO 等

の活動をわかりやすく伝えるための技術

や法則を学ぶました。 

2016年 

3月 20日 

垂井のまちカフェ 井坂泰成氏 

相川出后氏 

8人 垂井のまちづくりに関して対話する場。

垂井在住の方と、移住してきた方との交

流を行いました。 

2016年 

3月 30日 

垂井のまちカフェ 井坂泰成氏 

不破章雄氏 

4人 垂井のまちづくりに関して対話する場。

「観光」をテーマに対話を行いました。 

2．町内外団体との連携によるまちづくり 

2.1 たるいまちづくりフェスタ実行委員会への参画 

垂井町の住民活動団体によって構成されているたるいまちづくりフェスタ実行委員会の構成団体、役員とし

て事業の実施に関わりました。2015 年 10 月 31、11 月 1 日に開催されたふれあい垂井ピア 2015 のスタン

プ・ラリーでは、フェアトレード認知度調査を実施しました。また併せてパネル展示によるまちづくり団体

の活動周知を行いました。 

主催によるたるいまちづくりフェスタ実行委員会主催による「まちづくり『円卓会議』」が今年度も開催

され、泉京・垂井の理事が円卓会議に参加しました。 

2.2 「おんぽういちば」の開催 

出店者がそれぞれの技術を教えるワークショップ、そして貨幣とモノの交換ではなく、お客さん、出店者

も何か知恵が学べるマルシェとして「おんぽういちば」開催に向けた会議を複数回、「第 0 回」のプレイベ

ントと位置付けた実施を 1回、カフェ結にて行いました。 

2.3 大学、NGOなどの研修受け入れ 

今年度は大学、NGOなど多くの団体の研修を受け入れました。受け入れた団体は以下の通りです。 

日にち 受け入れ団体名・研修名 場所 内容 

2015年 

9月 3日

～6日 

龍谷大学ボランティア・NPO 活

動センター夏季国内体験学習プ

ログラム 

垂井町、揖斐川町 垂井町揖斐川町の地域づくり現場を訪れ、ま

たフェアトレード学生ネットワークのサミ

ットに参加しました。 

2015年 

9月 4日

～6日 

フェアトレード学生ネットワー

ク（FTSN）サミット 

垂井町 FTSN のサミットをコーディネート。垂井で

のフェアトレードの取り組みのお話や、町長

や議員との対話、まちあるきなどを行いまし

た。 

2015年 

9月 21日

～23日 

PARC（アジア太平洋資料センタ

ー）自由学校の国内エクスポージ

ャーツアー 

垂井町・揖斐川町 揖斐川の中・上流部の地域づくりや資源管理

の現場を訪れました。 

2015年

11月 22

日 

龍谷大学猪瀬ゼミ 垂井町 地域づくりに関する講義や垂井のまちある

きを行いました。 

2016年 

1月 25日

山梨大学馬籠ゼミ 

 

垂井町・関ヶ原

町・揖斐川町 

関ヶ原町野上地区のマンボや垂井町の湧水、

揖斐川町春日地区の水資源管理の現場を訪



 

 

  

～26日 れました。 

2.5 その他の連携等 

独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金が主催 NPO 法人名古屋 NGO センター企画・運営の「広

報のプロから学ぶ、伝え方パワーアップ研修」において、受講生の現場体験・実習先として協力しました。

フェアトレードデイ垂井、垂井町府中地区農地・水・環境保全向上対策事業の会報誌作成取材などで実習を

行いました。また、独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金が主催 NPO 法人名古屋 NGO センター

企画・運営の「「お金がないから活動できない」から脱却しよう!! ファンドレイジング(資金調達)研修」にお

いて、受講生の現場体験・実習先として協力しました。「みずのわ」や中山道垂井宿まつりにて実施した「は

じめてのフェアトレード展」で実習を行いました。 

垂井町府中地区農地・水・環境保全向上対策事業の一環で、活動報告のための会報誌作成の業務を委託し

ました。2015年度は 2回の発行でした。 

3. まちづくりを推進するための人材育成 

今年度は 3 名のインターン実習の受け入れを行いました。池田風太さんは 6 月 30 日～8 月 30 日の間に 100

時間の実習を行い、フェアトレードタウンに関する業務を行いました。NPO 法人名古屋 NGO センターの

NGO スタッフになりたい人のためのコミュニティ・カレッジ（N たま）のプログラムの一環で受け入れを

行った和田さとみさんは、8月 24日～2月 1日の期間で、みずのわディスプレーやレイアウト、パッケージ

作りや広報業務、出店補助に携わりました。内山大志さんは 10月 1日～3月 27日の期間に事務所 2階に住

み込みながら、ウェブサイト作成、取材などフェアトレードや地産地消に関する業務を行いました。また 3

月 20 日に、東町コミュニティーセンターにて垂井町歴史教室主催で内山さんの活動報告会が開催されまし

た。 

4． 東日本大震災の被災地・避難者支援 

2012年度をもって「ぎふ・西濃“新しい縁づくり”～東日本大震災被災者支援事業～」は一旦終了しました

が、母体となる西濃環境NPOネットワークが継続して被災者支援団体のネットワーク化を中心とした活動

を行っています。2015年 5月 24日第 1回東海地域ネットワーク化推進会に出席しました。2016年 3月 12

日に東日本大震災のドキュメンタリー映画大西暢夫監督の「家族の軌跡」の上映会を実施し上映会に対する

寄付を被災地に送りました。 

 

【活動の評価】 

・ 併設する「フェアトレード&地産地消 みずのわ」の運営と並行しながら、各職員が外部との折衝や外出にも対応して

います。そのため、今後、より一層事務局運営や接客対応が円滑に行える体制、例えばボランティアスタッフやインタ

ーンの受け入れ体制を考える必要があります。 

・ コミュニティースペースでは、情報発信の講座やまちづくりに関する対話の場など新しい取り組みを行うことができた。

講師やファシリテーターは会員が務めました。参加者が目標には及ばない回が多かったが、「またやってほしい」など

の声が多く、今後も継続して実施していきたいと思います。 

・ ふれあい垂井ピアでは、両日で 1000名あまりのブース来訪者がありました。そのうち 471人に対してフェ

アトレードに関する意識調査（アンケート）を行いました。垂井町内の多くの住民活動団体と交流を図るこ

とができ、今後の活動につながる事業となりました。 

・ 研修受け入れでは、多くの団体を受け入れました。受入数は 2014 年度から減少したものの、再び研修に来

る団体や以前受け入れた団体からの紹介できた団体があり、広がりを見せています。また、FTSN は約 80



 

 

  

名の参加があり、町内に大きなインパクトを与えました。垂井町内のフィールドワークだけにとどまらず、

揖斐川流域を上流から下流までめぐるものもあり、流域内のさまざまな地域資源、まちづくりの現場を知る

ことができました。外部から垂井町や揖斐川流域に人が訪れることで、地元の方々は、地域の魅力を再認識

することができ、また、スタッフも研修に来た学生の研修に取り組む姿勢や話の聞き方など、学ぶことが多

く、研修する側、受け入れる側相互の学びの場となりました。 

・ 第 23回地域と世界がつながるフォーラムは福岡県太宰府市にて開催され、地球規模で進行する経済活動の危険

な面に警鐘を鳴らし、地域の環境保全や持続可能な社会をつくっていくための足元からの取り組みについて

話し合ったり、フィールドワークを行ったりしました。多くの団体と交流することができ、新しいネットワークの

構築が図れました。 

・ 「広報のプロから学ぶ、伝え方パワーアップ研修」「お金がないから活動できない」から脱却しよう!! ファ

ンドレイジング(資金調達)研修の受講生の現場体験・実習では、泉京・垂井が実際に行っているチラシ、会

報誌、ウェブサイト、facebookなどの広報媒体について説明したり、フェアトレードデイ垂井や中山道垂井

宿まつりで団体紹介や商品販売などを行ったりしました。実習生が泉京・垂井の他のイベントにも訪れたり、

団体の紹介をしてくれたりと、団体の広報にもなりました。 

・ 農地・水・環境保全向上対策事業の会報誌は、町内でも非常に評判がよく、継続して委託いただけることに

なっています。町内団体の情報発信を支援できるように、より趣向を凝らした会報誌作成を行います。 

・ インターン実習生 3 名を受け入れました。今年度は初めて住み込みでの長期インターンを受け入れました。

実習生はフェアトレードタウン推進や、外部研修受け入れ「みずのわ」の運営、情報発信などを担当しまし

た。実習生にはおおむね満足をしてもらえましたが、受け入れの態勢などさらに整備をしていく必要があり

ます。 

・ 新しい縁づくり事業を継続して実施することにより、西濃地域や岐阜県のみならず県外との被災地支援、避

難者支援団体のネットワークが強化されました。「家族の軌跡」上映会では 600 名以上の参加者がありまし

た。入場整理券に対する寄付金の半分が被災地支援、半分が映画の製作費に寄付されました。 

 

*環境の保全・エコライフの推進に資する活動 

【活動方針】 

1. 水環境に関する冊子のとりまとめ、活動報告 

2. ウォーキング、ワークショップ、講演会などの開催 

3. “ぎふ・エコライフ推進プロジェクト”の活動拡大と参画 

4. 垂井町のゴミ減量に向けた制度設計・構築 

5. フェアトレードタウン垂井に向けた取り組み 

6. 「あどぼの学校」事業実施による政策提言の担い手育成 

 

【活動報告】 

1. 水環境に関する冊子のとりまとめ、活動報告 

水環境調査結果の冊子化については、今年度も十分に対応することができませんでした。 

2. ウォーキング、ワークショップ、講演会などの開催 

以下のイベントを開催しました。 

日にち タイトル 講師 参加数 内容 



 

 

  

2015年 

4月 11日 

春の水環境ウォーキング 「春のう

きうきウォッチング in表佐（おさ）」 

神田浩史氏 5人 表佐地区のガマや湯壺、表佐湊などをま

わりました。 

2015年 

4月 16日 

タイ、ラオスの人々の暮らしと私た

ちとのつながり ～メコン河、チャ

オプラヤ河流域の映像から学

び、感じ、考える～ 

木口由香氏

（NPO 法人メ

コン・ウォッチ

事務局長） 

11人 木口さん作成の『水が所有されるとき －

タイ・アユタヤの水辺の暮らし』の上映、

お話がありました。 

2015年 8月 28

日、2016年 1月

7日 3月 21日 

再生可能エネルギーの広げ

方？! 垂井版 

ニカラグアの

会と共催 

 

合計 16

人 

太陽光や水力発電など再生可能エネル

ギー利用についてワークショップなどを

行いました 

3． 西濃環境NPOネットワークへの参画 

・ 2015 年 10 月 25 日には、第 6 回アースデイ・いびがわを開催しました。地元食材を使ったお茶漬け選手権や地産

地消をテーマにした出店、ステージなどを催しました。 

・ 2015年 9月 1日 2日に徳島県神山町へ視察を行い、空き家活用や地域づくりについて学びました。 

 

4. 垂井町のゴミ減量に向けた制度設計・構築 

10月 3日に開催された垂井町エコドーム 3周年記念環境フェアの企画・運営を行いました。リサイクル楽団

によるライブや、環境落語、おもちゃドクター、展示などを行いました。約 100名の参加があり、エコドー

ムの利用促進とゴミ減量の啓発を行うことができました。 

垂井町エコドーム利用促進ためのミニイベントを実施しました。7 月から月に 1 回（10 月は除く）エコドーム学習室及

びその周辺で行いました。実施内容は以下の通りです。 

日にち タイトル 講師 参加数 内容 

2015年 

6月 14日 

廃材を使った楽器作

りワークショップ 

泉京・垂井スタッ

フ 

12名（おとな 5

名、こども 7名） 

ペットボトルや、牛乳パックなど身近

な廃材を使った楽器作りを実施しま

した。 

2015年 

7月 19日 

間伐材をつかっての

オリジナルプランタ

ーづくり 

小寺春樹氏 

（山菜の里いび） 

17 名（おとな

10 名こども 7

名） 

最初に間伐のお話をしたのち間伐材

をつかってのオリジナルプランター

づくりを行いました。 

2015年 

8月 9日 

身の回りのものから

作る、防災グッズ 

泉京・垂井スタッフ 10名 新聞紙を使って作ったスリッパ、防災

ずきん、エコバックなどを作成しまし

た。 

2015年 

9月 20日 

ひょうたんを使った

ランプづくり 

竹内蘭氏 

（養老瓢箪エイト） 

17 名（おとな

15 名こども 2

名） 

ひょうたんに下絵を描き、工具で穴を

あけ、色付けをし、ランプを完成させ

ました。 

2015年 

11月 14日 

エコドーム周辺の野

鳥観察 

沢島武徳氏 

（日本野鳥の会

岐阜支部監事） 

26名（おとな 4

名 こども 22

名） 

エコドーム学習室で野鳥のお話のあ

と、エコドーム周辺の野鳥観察を実施

する予定であったが、雨天であったた

め、スライドを使って野鳥に関するお

話、ねじと木の摩擦により鳥の鳴き声

がするバードコールを作成しました。 



 

 

  

2015年

12月 19

日 

フェアトレード活動

から考える環境のお

話と読み聞かせ 

神田浩史氏 

（泉京・垂井理事） 

6 名（おとな 4

名  こども 2

名） 

『ぞうの森とポテトチップス』を使っ

て読み聞かせを行った。パーム椰子の

プランテーションがあるインドネシ

アのボルネオ島の話し、普段の買い物

と環境とのつながりを、スライドを使

って説明しました。 

2015年 1

月 16日 

間伐材を使ったスプ

ーンづくり 

小寺春樹氏 

（山菜の里いび 

27 名（おとな

10 名 こども

17名） 

間伐についてのお話のあと、間伐材か

らできたスプーンの口に入れる部分

を彫刻刀で彫り、紙やすりをかけた。 

2015年 2

月 28日 

みんなで探そう垂井

の小さな春 

國枝裕介氏 

（森と IT） 

9 名（おとな 5

名  こども 4

名） 

ビンゴカードを使いながら、公園やエ

コドーム周辺を散策し、蕗の薹、梅な

ど小さな春をみつけました。 

2015年 3

月 20日 

古い布を素敵にリメ

イク 裂織コースタ

ー作り 

三宅よし子氏 ７名（おとな 6 名 

こども 1名） 

古布を裂き、作成した道具とフォーク

を使って織ってオリジナルのコース

ターを作成しました。 

 

5. フェアトレードタウン垂井に向けた取り組み 

フェアトレードタウン垂井に向けて、町内におけるフェアトレード普及啓発活動、フェアトレード出前授業、

フェアトレード関連イベントの実施を行いました。町内におけるフェアトレード普及啓発活動では、2015年

5月 17日に第 5回フェアトレードデイ垂井を朝倉運動公園にて実施しました。出店者数は 63組、来場者数

は約 6,000人でした。フェアトレードタウン垂井推進委員会の役員会議を 3回実施しました。また 2015年 8

月 28日にはフェアトレードタウン垂井推進委員会 2015年度総会、及びに設立 1周年記念講演を行いました。

記念講演では名古屋のフェアトレードタウン立役者である原田さとみ氏をお呼びし、名古屋でフェアトレー

ドタウンとなった経緯などをお話し頂きました。またフェアトレード出前授業に関しては、2015 年 7 月 21

日に大垣北高校英語クラブに、2015 年 10 月 20 日に揖斐高校にフェアトレード出前授業を行いました。貿

易ゲームでは実際に貧富の差が生まれる仕組みを体感してもらい、フェアトレードに関する DVD の上映で

は、フェアトレードの理解促進を図りました。フェアトレード関連イベントでは、併設しているコミュニティー

スペースぷかぷかで、フェアトレードや地産地消の啓発イベントや、まちづくりに関するイベントなどを開催しました。

垂井町内外からお客さんが訪れました。町内の方に対しては、フェアトレードや地産地消の普及、町外の方に対して

は垂井町のフェアトレードに対する取り組みをアピールすることができました。コミュニティスペースで行ったイベント

（貸しスペースも含む）は以下の通りです。 

日にち タイトル 講師 参加数 内容 

2015年 6

月 16日 

moilyさんのお話会 池宮聖美氏 13人 カンボジアで伝統の技法を使いなが

らかごを生産、輸入をしている池宮さ

んのお話会 

2015年 8

月 18日 

さなえさんとフェア

トレードの珈琲を楽

しむ会 

吉田沙奈恵氏 12名 フェアトレードコーヒーの飲み比べ会を行

いました。アイスコーヒーの淹れ方やコー

ヒーのお話を聞きました。 

2015年 8 １day傳六茶園 森ひろみ氏 9名 春日のお茶とお菓子を楽しむ１Day



 

 

  

月 25日 （傳六茶園） 傳六茶園。つるしかざりワークショッ

プも同時に行いました。 

2016年 

2月 7日 

フェアトレードスーパ

ー講座 

山本純一氏 24名 山本純一氏よりフェアトレードに関

するお話し、メキシコでの取り組み、

参加者同士の意見交換を行いました。 

2016年 3

月 13日 

フェアトレードスーパ

ー講座 

長坂寿久氏 13名 長坂寿久氏よりフェアトレードに関

するお話し、逗子市でのフェアトレー

ドタウンの取り組み、参加者同士の意

見交換を行いました。 

また上記以外にも以下のイベントに出店を行いました。 

2015年 10月 4日フェアトレードとライブイベント@専応寺 

2015年 10月 27日アースデイいびがわで@揖斐川町 

2015年 10月 31日～11月 1日ふれあい垂井ピア 2015 

2015年 11月 3日まいばらスローライフフェスタ 

2015年 11月 21日おんぽういちば 

 

6. 「あどぼの学校」事業実施による政策提言の担い手育成 

今年度から独立行政法人環境再生保全機構の地球環境基金助成を受けて、アドボカシーの担い手を育成する講座

「あどぼの学校」をスタートさせました。岐阜県において環境政策の実効性を高めるために、住民主体・住民参加・協

働の環境政策立案の推進を目的として、他府県の NGO・NPO と協働して「あどぼの学校」（アドボカシー・スクール）

のプログラムを開発し、実施しました。「あどぼの学校」開設の意義は、単に住民主体・住民参加・協働の環境政策立

案の担い手を育成するに留まらず、行政、企業、大学、メディアなどとの協働を促進することによって、環境政策の主

体は地域住民であるという機運を醸成し、多様なセクターにおける理解を促進し、制度化していくことにあります。プロ

グラム開発ならびに実施にあたっては、泉京・垂井が事務局を務め、認定NPO法人環境市民（京都市）、NPO法人

関西 NGO 協議会（大阪市）、他複数団体により運営員会が組織され、企画運営を行いました。初年度プログラムは

京都市で実施し 2015年 9月から 2016年 2月までに、述べ 10回の講座を実施しました。また、参加者を募ることと、

こういった活動の意味・意義を社会に広く訴えかけるために、京都市内にて公開シンポジウムも開催しました。 

日にち タイトル 講師 参加数 

2015年 

9月 27日 

導入「アドボカシーことはじめ」 杦本育生（認定NPO法人環境市民代表理事） 

神田浩史（NPO法人泉京・垂井副代表理事） 

加藤良太（関西NGO協議会提言専門委員） 

28名 

10月 11日

〜12日 

シンポジウム＋合宿「アドボカシ

ーの先覚者から学ぶ」 

藤井絢子氏（菜の花プロジェクトネットワーク代表） 

早瀬昇氏（日本NPOセンター代表理事） 

富野暉一郎氏（龍谷大学名誉教授） 

46名 

10月 28日 講座「対話とプロセスで政策を動

かす①」 

川村暁雄氏（関西学院大学人間福祉学部教授） 

加藤良太（関西NGO協議会提言専門委員） 

26名 

11月 9日 講座「対話とプロセスで政策を

動かす②」 

小吹岳志氏（フェアトレード・サマサマ＆オイコクレジット・

ジャパン事務局長）、神田浩史（NPO 法人泉京・垂井副

代表理事） 

19名 



 

 

  

11月 28日 講座「新たな社会モデルを提示

する①」 

井上保子氏（非営利型株式会社宝塚すみれ発電代表

取締役）、太田航平（地域環境デザイン研究所 ecotone

代表理事） 

14名 

12月 9日 講座「新たな社会モデルを提示

する②」 

高津玉枝氏（株式会社福市代表） 

杦本育生（認定NPO法人環境市民代表理事） 

10名 

2016年 

1月 16日 

講座「メディアや世論から社会

を変える①」 

日比野敏陽（京都新聞記者） 

松浦さと子（龍谷大学教授） 

18名 

1月 27日 講座「メディアや世論から社会

を変える②」 

佐藤潤一氏（国際環境NGOグリーンピース・ジャパン事

務局長） 

14名 

2月 13日

〜14日 

合宿「地域の実践から学ぶ」〜

垂井・西濃の地域と運動 

神田浩史（NPO法人泉京・垂井副代表理事）ほか 14名（1日目） 

19名（2日目） 

2月 27日 まとめ「わたしたちから動き出

すアドボカシー」 

杦本育生（認定NPO法人環境市民代表理事） 

神田浩史（NPO法人泉京・垂井副代表理事） 

加藤良太（関西NGO協議会提言専門委員） 

16名 

 

【活動の評価】 

・ 水環境調査の冊子化については、その作成を追及するかどうかについても再検討する必要があります。 

・ 「みずのわ」のコミュニティースペースで環境について考えるイベントを多く実施できました。規模は大きくないものの、

環境やエネルギーについて様々な人が一緒に考えるイベントを実施できました。 

・ 水環境ウォーキングは 2015年度で第 10回を迎えました。2015年度は垂井町表佐地区を中心にウォーキングを行

いました。がまや湯壺、表佐湊や共同墓地、ハリヨ池などをまわり、昔から続く水資源管理の様子を見たり話を

聞いたりしましいた。 

・ 垂井町のゴミ減量に向けた制度設計・構築について、今年度はミニイベントや環境フェアの企画運営を行いました。

西濃地区のネットワークを活用し、さまざまな団体に協力いただきイベントを実施することができました。集客がうまく

いかず、人数の少ない回がありました。 

・ フェアトレードタウンに向けての取り組みにつて。出前授業の実施を行うことで、スキルやノウハウの蓄積をすることが

出来、フェアトレードと地産地消の普及啓発を行うことが出来ました。フェアトレードタウン垂井推進委員会役員会に

関しては、参加する役員が毎回限られているため、役員への丁寧な説明を行い、今後出席者を増やしていく必要が

あります。 

・ あどぼの学校事業に関しては、参加者総数が約 150名、また講座受講後も継続して関わる受講者がいること、さらに

「あどぼの放課後」として派生した事業展開が行われていること、兵庫県や熊本県においてもあどぼの学校開設の要

望があること、同志社大が行うプロジェクト科目にて採択が決まるなど、多岐に渡る活動へと繋がることが出来ました。 

 

*生涯学習・多文化共生の推進に資する活動 

【活動方針】 

1. 多文化共生推進事業の企画運営、開催 

 

【活動報告】 

1. 多文化共生推進事業の企画運営、開催 



 

 

  

外国籍住民の銀行の手続きなど日常生活で困難なことに対する相談を受けました。 

【活動の評価】 

・昨年度は多文化共生のまちづくり協議会が、主体となって多文化共生事業を進めたため、泉京・垂井は、イベントの開

催、報告など業務のみにとどまりました。今後は、多文化共生のまちづくり協議会の活動展開に合わせて、2016 年度

の企画を検討していきます。外国籍住民と日本人が主体となって共に地域づくりを進める活動を行います。 

 

*その他この法人の目的を達するために必要な上記に係る事業 

【活動方針】 

1. 会報の発行 

2. ホームページの更新 

3. その他の情報発信ツール 

4. メディア掲載 

 

【活動報告】 

1. 会報の発行 

2015年度は会報誌を発行することができませんでした。 

2. ホームページの更新 

団体情報等を掲載した新たなホームページを運営しました。ブログでは、去年に引き続き適時活動の案内や実施

報告などの情報発信をしてきました。ぎふ・西濃“新しい縁づくり”、フェアトレードデイ垂井は別途ブログにて、それぞ

れ活動の案内や実施報告などの情報発信をしました。 

3. その他の情報発信ツール 

ブログやホームページの他に、インターネット上の交流サイトである Facebook を情報発信ツールとして取り入れ、

活動の案内や実施報告などを行いました。フェアトレードデイ垂井実行委員会やふくしまぼきんの活動も Facebook

ページを作成し、それぞれ活動案内や実績報告などの情報を発信しました。 

4. メディア掲載 

別紙参照 

 

【活動評価】 

・ 事務局 2名体制で他業務との兼ね合いもあり会報誌を発行することができませんでした。今後は会報誌のあり方、発

行回数などを検討していく必要があります。 

・ ブログの更新は事業が忙しくなる時期は、活動の実施報告は大幅に遅れることが多く、情報発信できないことが多か

ったです。 

・ 継続して Facebook を情報発信ツールとして活用することにより、今まで以上に広く情報発信することができました。

Fecebook泉京・垂井ファンページの「いいね！」の数は 2016 年 3 月 31 日現在で 808 件です。これは、808 人の

Facebook利用者が、泉京・垂井からの情報発信を受け取っているということを示しています。 

・ フェアトレード&地産地消みずのわの Facebookページを立ち上げ、日々の様子やイベントの案内を掲載しています。

また、LINE 公式アカウントをつくり、「みずのわ」のターゲットである子育て世代の女性に情報が届きやすくなるような

工夫をしました。みずのわの Facebookページの「いいね」は 756、LINEの友達数は 56です。 

・ 会報誌の季刊発行やホームページを随時更新し、即時に情報発信をする必要があります。 



 

 

  

 

*法人の運営・経営に関する事項 

【活動方針】 

1. 経営安定化に向けての会員増と経営原資の獲得、確立 

2. 運営のより一層の透明化と平準化 

 

【活動報告】 

1. 経営安定化に向けての会員増と経営原資の獲得、確立 

今年度は、委託事業をはじめ多くの事業を担いました。 

2. 運営のより一層の透明化と平準化 

多くの事業を実施しながら、会員の募集を行いました。 

助成金、補助金、業務委託の申請については、2014 年 4 月～2015 年 3 月の間に 10 件の申請を行いまし

た。2015年度事業として、 (財)岐阜県環境管理技術センター、JICS NGO支援助成、東海ろうきんNPO自

立助成、地球環境基金、まちづくり人応援助成の 5件が採択されました。また、2015年度実施分として、JICS 

NGO 支援助成、(財)岐阜県環境管理技術センター、地球環境基金、JTNPO 助成、東海地域 NGO 助成の 5

件が採択されています。 

組織運営や活動発展のため、垂井町商工会、大垣法人会に継続して団体会員として加入しています。 

【活動の評価】 

・ 人件費や事務所維持費など固定費の捻出が課題です。今後職員を継続雇用していくためには、今後も安定的な資

金調達が必要になってきます。これまで以上に、資金調達の長期的な計画を策定していく必要があります。そのため

にも、一層、資金調達の多様化、強化を図り、有給スタッフの継続雇用の確立など責任をもって担保していくことが重

要です。 

・ 新規に正会員 2名、賛助会員１名が入会しました。合計の会員は 70 名です。会費の徴収が滞ってしまいました。今

後は資料やチラシの送付の際に、会費徴収の案内などを同送することで解消していきます。 

・ 事業ごとに作業負荷の大小が大きい中、それぞれの担当者の熱意により円滑に事業を実施することができま

した。 

  

 


