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 2014年度からの地域クラスター・ネットワーク支援において、いずれの地域においても「担い手

不足」問題が深刻であることを実感。多くの志を持つ活動者が60～70代に差し掛かった今、地域の

環境を守る活動を、今、若手につないでおかなければ今後の環境活動は立ち行きません。この問題を

放置しては前へは進めないのです。そこで2018年度からは、これまでの愛知・岐阜・三重３県の環

境活動をつなぎ、次世代ともつながる『SDGｓ＆流域思考による地域の未来創造プログラム』（仮

称）を開始し、人材発掘・育成に取り組みます。 

事業期間 

2018（平成30）年6月1日～2021（平成33）年5月31日 

『ＳＤＧｓ＆流域思考による地域の未来創造プログラム』（仮称）を開始。 
東海3県での人材発掘・育成のしくみづくりにつなげる 

目 標 

3ヵ年ビジョン≪ 2018年度～2020年度≫ 

研修・交流
プログラム 
パイロット
版実施 

研修・交流
プログラム
の充実 

若者が 

主体的に 

活動するプ
ログラム 

ver.1完成 

2018年度 

2019年度 

2020年度 

上記三大課題の解決が容易でないことは周知のとおりであり、担い手育成を個々の団体の課題ではな

く共通の課題として捉え、３県の中間支援や環境ネットワーク連携で『人材育成』をしくみ化するの

が上記プログラムです。２０１８年度はその着手の年。長年、中部の環境活動を牽引してきた活動

者・ネットワーク組織（右ページ表参照）と共同で、人材発掘・育成のしくみ構築を目指します。 

三大課題「活動者の高齢化」「新しい人が入らない」「活動がひろがらない」を皆の課題に 三大課題「活動者の高齢化」「新しい人が入らない」「活動がひろがらない」を皆の課題に 



◆2018年度事業の２つの柱（3ヵ年ビジョン1年目） 

 1.愛三岐3県のネットワーク組織（ベテラン団体）との協働でより高次の課題解決へ。 

 2.持続可能な循環型社会構築に向け、活動地を定めて（揖斐川流域）パイロット事業を行う   

 

これまで、当団体事業の柱であった「情報交流会」は、右図の「地域の未来創造プログラム」

の1年を締めくくる大事なイベントとして機能させます。また、「助成金セミナー」は、地域

の課題に継続的に取り組もうとする人々・団体が、収益体制を確立する初期段階において資金

調達手段を学ぶ場として充実させます。 

そしてもう一つ、パイロット事業となる人材育成塾（アクティブラーニング事業）を、西濃地

域（揖斐川流域）で開始します。 
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県 組織名 

岐阜 西濃環境NPOネットワーク 

愛知 渥美半島環境活動協議会 

愛知・岐阜・三重 伊勢・三河湾流域ネットワーク 

愛知・岐阜・三重 藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 

愛知・岐阜 土岐川・庄内川源流の森委員会        

愛知・岐阜 NPO土岐川・庄内川サポートセンター 

愛知・岐阜・三重 22世紀奈佐の浜プロジェクト委員会 

愛知・岐阜・三重 東海市民社会ネットワーク 

3ヵ年ビジョンによる会員等推移 3ヵ年ビジョンによる会員等推移 

人材発掘・育成のしくみづくりにともに取り組む３県のネットワーク 
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2018年度事業の柱のひとつ目は、3県連携で取り組む「地域の未来創造プログラム」（仮称 Ｐ．

４ ）です。「情報交流会」は、本プログラムの1年を締めくくる重要事業として機能させます。また、

「助成金セミナー」は、地域の課題に継続的に取り組もうとする人々・団体が、収益体制を確立する

初期段階において資金調達の方法を学ぶ場として充実させます。 

そして、もう一つの柱は、西濃地域（揖斐川流域）で行う人材発掘・育成のパイロット版「アクティ

ブラーニング事業」です。 

事業期間 

2018（平成30）年6月1日～2019（平成31）年5月31日 

 1.  愛三岐3県のネットワーク組織（ベテラン団体）と力を集結して担い手不足問題に取り組む 

   『SDGｓ＆流域思考による地域の未来創造プログラム』 の種まき 

 2. パイロット事業として、活動地を揖斐川流域に定めたアクティブラーニング事業  

基本方針：２つの柱を中心に進める 

事業期間と基本方針≪ 2018年度≫ 

事業体系 事業体系 

◆ 2018年度活動のターゲットは主に「若者」（20～40歳くらい） 

◆東海3県中間支援組織の連携で、「人材発掘・育成」のしくみづくりを行う 

◆ 助成金セミナーと情報交流会は、3県連携で取り組む上記取組と連動させ、相乗効果を狙う 

◆ これら取り組みにより、企業との協働、協賛獲得を視野に入れる 



1. 山川里海 流域思考 情報交流会 

【事業概要】 

 過去3ヵ年の実績を活かし、中部地域のネットワーク団体と協働で、ともにつくりあげるプロセス重視の交流

会を実施する。3ヵ年ビジョン『人材発掘・育成』のしくみづくりを目指し、今年度は若手主体のプロジェク

ト・パイロット版を盛り込む。その若者活動を、伊勢・三河湾流域圏のベテラン団体、活動者のネットワークが

後押しする協力体制を呼びかけ、ベテランと若手の対話を促進して互いに学び合い、世代間ギャップを埋めて若

者参加を進める方法を探っていく。また、協働するネットワークの呼びかけにより、従来、当団体が広報しきれ

なかった層の参加が見込める。それら団体にSE公募助成を知ってもらうための制度紹介時間を設ける。              

◆プログラムについては、若者企画を柱に  

 ①流域を知るエクスカーション（三重県鳥羽市答志島での清掃活動） 

 ②若者企画（検討中） 

 ③②についての発表            を行う方向で検討中。  

 

 

 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 
 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 

目 的 
①三大課題解決の方途を探る 

②若者の声を聴き、若者が参加できる環境活動の在り方を探る 

【目  標】 

 ◆交流会参加者：100人（一般50人、会員20人、学生30人） 

 ◆会    員：ネットワーク組織1団体、会員5人・団体の獲得 

 ◆若者企画  ：3県連携若者部会（仮称）が立ち上げる 

 ◆若者企画のための勉強会：3回実施 

 ◆上記勉強会参加者：10人×3回＝30人（2-④事業とリンク） 

 ◆上記勉強会での意見を「環境教育部会」（仮）に活かす 

 
【実施日時】平成31年1月27日（日）（予定） 

【実施場所】名古屋市港区 藤前会館（予定） 

【対象者】  環境活動・持続可能な地域づくりに関心のある個人・団体 

     担い手不足に悩む団体 

 企業と行政の環境・地域協働担当者 

   地域連携に関心のある大学生、教育関係者 

【主  催】NPO法人地域の未来・志援センター、22世紀奈佐の浜プロジェクト 

       一般財団法人セブン-イレブン記念財団 

【共  催】伊勢・三河湾流域で活動する複数のネットワーク団体（予定） 

【収入】 490,000円（助成金＋参加費〈学生500円×20名、一般1000円×80人〉）（予定） 

【支出】445,300円（ファシリテーター謝金、交通費、通信費、広告宣伝費等）（予定） 
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2018年度  各事業実施計画(案) ①-1 



日程 内 容 

6月  第1回MTG：企画協議開始 

7月 
 

 若者企画勉強会参加者呼掛け→7～12月 3回実施。（目標：10名） 
 東海市民社会ネットワークにて環境教育部会（仮）構想協議 

8月  第2回MTG：企画詳細詰め、役割分担決定、若者企画支援MTG 
 第1回：若者企画勉強会（目標：10名） 

9月  第3回MTG：共催団体との打ち合わせ・役割分担案作成 

10月  22世紀奈佐の浜プロジェクト・答志島清掃活動 

11月  第2回：若者企画勉強会≪行動計画作成→行動開始≫（目標：10名） 

12月  第３回：若者企画勉強会 
 第４回MTG：共催団体との打ち合わせ 

1月  第５回MTG：共催団体との打ち合わせ 
 情報交流会 
 次年度若者企画コアメンバー勉強会『3県連携若者部会』（仮）発足 
  ≪例≫千葉大・学生団体立ち上げ事例など（小野理事紹介） 

 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 
 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 

【2018年度実施計画】 
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主体的に関わる
志ある若手（大学
生～40歳）コアメ
ンバー／10名 

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト 

ア
ウ
ト
カ
ム 

（中
期
〈
3
年
間
〉

目
標
） 

＊次年度より 
 

10名が各3回の活動体験 
1０×3＝3０回のNPOと若

者の交流 

東海3県大学生
を中心に若手参
加者／60名 

若者自身が考える 
環境活動に参加できる、
または参加したくなる条

件 

＊若手（20～
40歳くらいま
で）参加者／

20名 
＊NPO等参加
者／80名 

「いなかのモノサシ」（3ヵ年ビジョン参照）への転
換を若者と共にすすめ、流域思考による持続可

能な社会構築への道筋が見える 

大学等と連携し、若手が活動にエ
ントリーするしくみ案ができる 

3県の中間支援連携で、
人材育成プログラム
（P.4）が始まる 

SE公募助成を知る若者が増え、その資金を使っ
たプロジェクトが生まれる（３件目標） 

情報交流会を「SDGｓ＆流域思考による未来創造プログラム」
の1年を締めくくる交流行事に位置付ける 



2018年度 各事業実施計画(案) ①-2 

2.情報受発信―環境＆SDGｓ関連情報共有促進 

【事業概要】 

 従来通りの広報活動、HP/メールニュース／FBでの情報発信は継続。 

 さらに、これまで中間支援組織間の連携がなく、催事・研修日程がぶつかりあって参加者が分散し

たり、それぞれの団体スタッフが広報業務や集客に多大な労力を割いていることを改善するため、

3ヵ年ビジョンで掲げた『情報のキーステーション』構想～環境＆ＳＤＧｓカレンダー作成～の可能

性を探る。そのため、環境・SDGｓ関連中間支援組織と情報共有を進められるよう働きかける。 

 

 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 
 ①ヒト・情報交流 
   ＆つながり場づくり 

目 的 
①当団体会員・関係者への東海3県環境・SDGｓ関連情報発信力強化 

② 3ヵ年ビジョン『情報のキーステーション』構想のための種まき 

【目  標】 

  ◆メールニュースの定期発行（月2回程度）、HP週1回の更新、FBいいね！数1000 

  ◆ML登録数目標：900件 

 

【連携を呼びかける団体】 
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分野 組織名 

環境 中部環境パートナーシップオフィス 

環境 なごや環境大学    

環境 伊勢・三河湾流域ネットワーク 

SDGｓ 東海市民社会ネットワーク 

その他 調査中 

…… 

日程（2018年） 内 容 

2018年度 
6～9月 

 関係団体の情報発信を行う中間支援に対し、情報共有依頼 

10～2月  情報共有を行う実施方法について協議 
 

3～5月  上記に基づき実施→PDCA 

2019年度～  情報共有促進の成果をもとに、共通のポータルサイト（「環境＆ＳＤＧ
ｓカレンダー（仮）」）の可能性を探る協議開始 

【実施計画】 

通称『ＳＤＧｓ』（エスディージーズ）。 
2030年に向けて 
世界が合意した 
「持続可能な開発目標」です。 



1. アクティブラーニング事業 

【事業概要】 

 3ヵ年ビジョン『人材発掘・育成』のしくみづくりを目指し、ＮＰＯ法人泉京・垂井や一般社団法人ヤマノカ

ゼ舎（予定）と共催でゼミ形式の講座（塾）を開催する。タイトルは「里山インキュベーターいびがわ 入門講

座』。狙いは、『若手（地域の若手・ヤングシニア層も含む）が、変化の激しい時代において統合的な視野を持

ち、能動的に行動して地域の環境保全を担う人材となる後押しをする』ことである。当該地域では、田園回帰、

地域でなりわいをたてて移住する動きが始まっており、それらの代表的な課題を取りあげ、対象者・団体の活動

基盤強化・事業確立を支援する。重視する点は、具体的な課題を置き、その解決策を考えディスカッションし、

行政や地元企業などへの協働の働きかけ等を教材とする実践的な学びの場とすることである。                                                          

 地域活性化に資するこうした塾のニーズは中山間地を中心に高まっていると考えられ、当団体と共催団体に

とっても事業確立のチャンスと捉え、地元企業等からの資金調達にも結び付けていく。 

【目  標】 

 ◆参加者目標：200人（各20人×10回講座《座学５回、実践編５回》） 

 ◆会   員：実証実験地域より会員2人（団体）の獲得 

 ◆協賛企業目標：初年度5社の獲得（協賛金30万円目標） 

 ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 

目 的 
①若手が能動的に課題解決に取り組む力を育み、担い手を育成する 

②環境活動・SDGｓを目指す活動に若者が携わる機会の増大 

【実施日時】平成30年6月～31年2月 10回《座学５回、実践編５回》  

       ＋企画立案・スタッフ養成のための地域視察 

【実施場所】座学は揖斐川流域の複数施設（予定） 

       ・生きた題材を学ぶ現場フィールドワーク5回（予定） 

【対  象  者】 ・具体的な地域課題を持つ人 

        ・自分が住む地域で自然とともにある暮らし・なりわいを営みたい人 

        ・SDGsに関心があり、持続可能な社会を目指している（したい）人 

【内容 (案)】 ①先行事例を学ぶ ②合意形成のためのコミュニケーション講座  ④試行機会の提供  

【参加費】 全参加10,000円（1回のみの受講も可能） ※会計処理は、共催の泉京・垂井が担当 

【収 入】 80,000円（コーディネーター料として） 

【支 出】 83,088円（旅費交通費・会議費等） 

【協働団体】(予定)  
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2018年度 各事業実施計画(案) ②-1 

団体（組織） 協働内容 

NPO法人泉京・垂井  
研修プログラム作成 
人材発掘・育成しくみづくり 
   

一般社団法人ヤマノカゼ舎 

東海市民社会ネットワーク・環境部会 
（森と水辺の技術研究会） 



【事業概要】 

 地域の環境活動担い手を増やすにあたって、やはり重要となるのが活動資金の調達である。これまでの助成金

セミナーをめぐる考察から、単に助成金やクラウドファンディングのしくみや制度を学ぶだけでなく、「事業立

案方法」「スケジュール構築力」 「目標設定」などを身に付け、組織の基盤強化、マネジメント力向上を支援

する取り組みが求められている。そこで、②-1アクティブラーニングの講座と地域を連動させ、岐阜市～西濃

地域対象の講座を実施する。内容案は下記のとおり。尚、本事業では、これまで培ってきた東海3県のNPOセン

ターとのつながりを活かし、県のNPOセンター及び近隣地域の複数市町NPOセンターとの共同開催を目指す。  

【目  標】 

 ◆参加者目標：45人（会員10人、一般35人） 

 ◆会     員：会員2人（団体）の獲得 

 ◆助成金申請：参加者のセブン-イレブン記念財団環境市民活動助成申請2団体 

 ◆協    働：県域NPOセンターと複数市町NPOセンターと企画会議2回開催 

 ◆センタースタッフの企画力・コーディネート力向上（事後のヒアリングにて検証） 

 ◆同地域内交流促進：NPOセンタースタッフ同士の情報・経験交流促進（事後のヒアリングにて検証） 

 

2.助成金申請書書き方講座＋資金調達 
 体験談＋助成金セミナー 

 ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 

目 的 
①課題解決に取り組む事業を起こす際に必要な 

  資金調達力向上を支援 

【実施日時】 平成30年9月9日（日） 

【実施場所】 土川商店 場所かさじゅう 

【対  象  者】 ・具体的な地域課題を持つ若手活動者・団体（地域の若手・ヤングシニア層含む） 

        ・広報力・マネジメント力を磨きたい団体（NPOセンター推薦） 

        ・助成金、資金調達に関心がある団体・個人 

【内容】 
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2018年度 各事業実施計画(案) ②-2 

第1部 
10：00～12：10 

 助成金申請書書き方ワークショップ 
  ～初心者歓迎！申請書を使った実践講座～ 

公募助成申請書をワークシートとして使用 
マッチングOK団体は申請につなげる 

12：10～13：20 昼食・休憩   

第2部① 
13：30～14：30 

 資金調達対談 助成金を含め、多様な資金調達を行っている 

（申請経験豊富な団体と助成団体担当者による対談） 団体の実践例をお話しいただく 

14：30～14：40 質疑応答   

第2部② 
14：40～15：50 

 助成団体による制度紹介（Q&Aは個別相談会で） 各団体のコンセプトや制度の特徴、審査基準 

      ≪15分×3団体≫ など、WEBではわからないことを伝える 

15：50～16：00 休憩   

個別相談会  自由参加質問会（３団体の担当者ブースを 当団体理事のブースも設け、運営相談を行う 

16：00～16：30  設け、自由にブースを回って個別に話をする） 



【参加費】 会員500円（午前のみ参加：300円、午後のみ参加：300円） 

【収 入】 217,900円（助成金・参加費） 

【支 出】 217,900円（講師謝金・広報費・旅費交通費・賃借料・印刷代・消耗品等） 

【協働団体】ぎふNPOセンター、西濃地域の市民活動（NPO）センター等 

2.助成金申請書書き方講座＋資金調達体験談+助成金セミナー  ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 
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2018年度 各事業実施計画（案） ②-2,  ②-3 

3. NPOセンタースタッフスキルアップ支援 
 ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 

目 的 
①環境活動・SDGｓを目指す活動の理解者を増やす 

② 3か年ビジョン『人材発掘・育成』のしくみに若手を推薦する道筋づくり 

【事業概要】 

 従来から行ってきた「センタースタッフ交流会」を年2回開催し、その中で、②-2事業の協力を呼

びかける。その地域のニーズをセンタースタッフとともに抽出し、特に若者の活動参加を増やすため

のしくみづくりにつなげる。 

【目  標】 

 ◆交流会参加目標：40人（ 20人×2回） 

 ◆②-2事業共催：3団体の獲得 

 ◆②-1事業の広報協力依頼・3人の参加者獲得 

【実施日時】平成30年7月～31年2月  

【実施場所】交流会は名古屋、又は岐阜市内の会場予定  

【内容 (案)】 ①団体の活動実態を知るアウトリーチ活動とは？ 

        ②団体の基盤強化の考え方～自団体内で人材育成？アウトソーシング？  

【参加費】 ５０0円 

【収 入】 ２0,000円 

【支 出】 ２0,000円（賃借料・消耗品等） 

【協働団体】コミュネット江南、東大手の会 



目 的 

企業、行政、NPOの三者協働による人材育成プロ
グラムを通して、農山村をフィールドに、これから

の生き方、働き方を共に考え、シアワセな社会へ
の新たな価値観（豊森モデル）を創出する。 

【事業概要】 

 東海市民社会ネットワークと連携し、若者の学びの場、世代間・分野間の交流機会を増やし、愛

知・岐阜・三重３県における市民社会の担い手育成を目指す。各県2～3人ずつの若手に、情報交流会

でコラボする22世紀奈佐の浜プロジェクト「若者企画」を任せるOJT方式で、企画力や調整力向

上・合意形成を進める力をつけることを支援する。その中で、若者が環境・SDGｓの活動に携わるに

はどうしたらよいか、また、新たな層へ関心を広げるにはどうしたらよいかを若者と共に考える場を

東海市民社会ネットワークと協力して設ける。大学とも連携し、人材発掘・育成のしくみにつなげる。 

【目  標】 

  ◆勉強会参加者：10人×3回＝30人（1-①事業とリンク）  

 ◆若者企画 ：情報交流会と連携し、3県連携若者部会（仮称）が立ち上げる 

 ◆次年度への継承：上記若者部会より3人（各県1人）が、次年度のコアメンバーとして参画 

【実施日時】通年 

【対  象  者】 環境活動・持続可能な地域づくりに取り組む若手活動者 

【収 入】 0円  【支 出】 110,000円（旅費交通費） 

【協働団体】 22世紀奈佐の浜プロジェクト実行委員会 

4. 流域思考とSDGｓを結ぶ人材育成（仮） 
 ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 

目 的 
東海3県共同事業OJTで、３県連携

若者部会（仮称）コアメンバーを育成 
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2018年度 各事業実施計画(案) ②-4,  ②-5 

 

【事業概要】 

 10年目となる最終年。講座内容は前年度カリキュラムを踏襲。次年度、地元中間支援組織に「豊森なり

わい塾」の運営を引き継ぐため、その組織のスタッフが携わるようにし、事業継承を円滑に進める。 

【目  標】 

 「豊森なりわい塾」の1年を経て、塾生が都市や農山村地域の課題を理解し、自分たちの生き方、働き

方を真剣に考え、行動につなげられるようにする。 

 

【実施期間】通年 

【収 入】 16,156,013円（事業受託金、受講料） 

【支 出】 15,912,000円（人件費、講師謝金、通信費、旅費交通費など） 

5. 豊森プロジェクト『豊森なりわい塾』  ②人材発掘・育成  ②人材発掘・育成 



運営体制 

収益事業を確立し、資金的自立を図るための運営体制について協議を行い

来年度に向け実行性のある体制づくりをめざす 

【理事長】 1人 

【副理事長】 2人 

【理事】  5人（案） 

【監事】   1人 

 1. 役員  1. 役員 

【中間支援】 2人 

【実証事業】 2人 

【その他】  プロジェクトスタッフ数名 

 2. 事務局  2. 事務局 

【実施日時】 平成30年8月12日（日）14：30～15：35 

【実施場所】 日本陶磁器センタービル4F  多目的ホール 

【対象者】  当団体正会員 

【内 容】   平成29年度事業報告、平成29年度活動計算書、監査報告 他 

 3. 総会  3. 総会 

【実施日時】 第1回：平成30年8月12日（日）11：30～13：00 

 第２回：平成30年11月、第３回：平成31年1月、第３回：平成30年3月 

  第５回：平成30年5月（年5回開催予定） 

【実施場所】 日本陶磁器センタービル5F  打合せスペース 

 4. 理事会  4. 理事会 
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＊情報交流会、新規人材育成事業の運営等について、事務局が招集し、適宜開催する。 

 5. 運営会議  5. 運営会議 



会員目標 

協働・連携により、会員数増加をめざす 

会員数の推移 会員数の推移 
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目標【平成30年度】 目標【平成30年度】 

種別 平成29年度実績 
（2017年度） 

平成30年度計画 
（2018年度） 

平成31年度計画 
（2019年度） 

正会員 個人 16 20 25 

賛助会員 個人   16 20 25 

パートナー会員 団体 29 30 35 

ネットワーク会員 団体 41 72 90 

合  計  ― 102 142 175 
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〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町39-18 日本陶磁器センタービル5-D 

 中部リサイクル運動市民の会内 

 TEL ： 052-936-3213        FAX ： 052-982-9089   

 E-mail ： office@c-mirai.org,   URL ： http://www.c-mirai.org/ 

 


