
平成23年度ＮＰＯ等からの協働事業提案 Ａコース（申請額：１００万円以上３００万円以下） プレゼン実施団体

提出団体名 事業名 事業概要（提案者作成を転記）

1
特定非営利活動法人

ふくろうの家
幼児期からの環境整備で

自立した人へ広がろう

障害者自立支援法・改正法の施行が始まりました。それに伴
い、県・行政機関は、新法を見守り育てていくことを担い、地
域・事業所等の実施機関は、地域で障害児を育て、障害者を
支え、社会参加を維持していけるような運営に着手することで
す。共に「育てる力、支える力」と新法をニーズにあった形に
「変える力」の育成が求められます。県・専門機関と地域・事
業所等が協働して、障害児者の発達と社会参加を支援できる
人材育成と社会整備を提案します。

2 ＣＡＰ三重
ＳＴＯＰ！子どもへの暴力

～人権から始まる暴力のない社会～

子どもが権利意識を持ち、あらゆる暴力から自分を守る力を
高めるための人権教育プログラム「ＣＡＰプログラム（子どもへ
の暴力防止プログラム）」を、「教職員・保護者・子どもの３つ
のアプローチ」に基づいて、県内の小学校で実施する。
ＣＡＰプログラムを学校・地域・家庭の協働で実施することによ
り、その効果を高めることができる。これは、三重県こども条例
の基本理念に基づく役割をそれぞれの立場で担うことになる。

3
男女共同参画

みえネット

  「意思決定の場へ女性の参画」
促進応援プラン

    ～寄ってたかって男女共同参画を
活かしたまちづくり～

行政と連携・協働しつつ「新しい公共」による「支えあいと活気
のある」地域コミュニティをつくっていくことに、男女共同参画
の視点は不可欠である。
県内の市町を訪問し、男女共同参画推進状況を聞き取る中で
市町の課題を共有し、協働して方策を探る。また、女性が意思
決定の場で活動できる力量を形成するための人財育成講座・
学習会を地域で行う。さらに、地域活性化に女性の参画が不
可欠であることの講演会を、地域で開催する。併せて、男女が
いきいきと働いている企業知事表彰を受賞した企業を中心に
連携し、地域における「寄ってたかって男女共同参画を活かし
たまちづくり」を効果的に推進するための体制づくりを行う。
この事業により、あらゆる分野への女性の参画を進め、地域
の活性化を図る。

4
穂積製材所
プロジェクト
実行委員会

島ヶ原地区の林産資源を活かした
木工体験ツアーの推進

三重県伊賀市の島ヶ原地区の製材所を拠点に都市住民を対
象とした週末滞在型のエコツアーを展開します。地域産材を
活用した「木工体験」をプログラムとして組込み、家具デザイ
ナーなどに講師をお願いしながら木製の家具などを製作して
もらいます。加えて、林業の現場での間伐体験など、森林問
題について学ぶスタディツアーとしても展開します。また、地元
技術者やデザイナー等との連携によって、地域産材製品（家
具等）のブランディングや製品開発も行っていきます。木工製
品以外にも、主婦グループと連携した特産品の研究開発など
にもチャレンジしたいと考えています。

5
特定非営利活動法人
みえ親子・人間関係

研究会

不登校児支援ドアオープナー
(訪問相談)モデル事業

不登校児支援ドアオープナー(訪問相談)モデル事業
１．ドアオープナースタッフによる訪問実践活動
２．ドアオープナースタッフ育成研修
３．ケースについて市町との共同研究



Ａ：Ａコース（３００万円以下） Ｂ：Ｂコース（１，０００万円以下）

提案者 事業名 関係室 協働予定の市町・企業等

Ａ：特定非営利活動法人
ふくろうの家

幼児期からの環境整備で自立した人へ広がろ
う 健康福祉部こども家庭室、障害福祉室

津市こども総合支援室、志摩市
障害児支援室、児童発達支援事
業者、他のＮＰＯ法人、地域農業

Ｂ：ＣＯＲＯＲＯ 障害者余暇活動支援プロジェクト 健康福祉部障害福祉室

Ｂ：ＵＤほっとねっと四日市
《高齢者・障害者も笑顔で買い物ができる街・
三重県》を目指して

健康福祉部健康福祉総務室、障害福
祉室

地区市民センター、自治会、在
宅介護支援センター

Ａ：ＣＡＰ三重 「ＳＴＯＰ！子どもへの暴力～人権から始まる
暴力のない社会～」

人権教育室 ＣＡＰプログラム実施小学校、ＰＴ
Ａ、地域団体

Ａ：特定非営利活動法人
みえ親子・人間関係研究会

不登校児支援ドアオープナー(訪問相談)モデ
ル事業

教育委員会事務局生徒指導・健康室、
健康福祉部こども未来室 津市、松坂市

Ｂ：特定非営利活動法人
ＭＣサポートセンター

乳幼児揺さぶられ症候群予防啓発プロジェク
ト 健康福祉部こども家庭室

市町村保健センター、子育て支
援センター、産婦人科医会、小
児科医会、助産師会

Ｂ：特定非営利活動法人
スポーツクラブどんぐり 三重っ子！元気・わくわくプロジェクト

健康福祉部こども家庭室、教育委員会
事務局スポーツ振興室 株式会社ニッシュウプラン

Ｂ：特定非営利活動法人
伊賀の伝丸

災害にも強い多文化共生地域づくり事業 生活・文化部国際室

外国人住民／地元企業（Ｅ社を
想定）／伊賀市（人権生活環境
部・防災危機管理室）／伊賀日
本語の会

Ｂ：特定非営利活動法人
人材育成センター

地域と密着した多文化共生の社会づくり
生活・文化部国際室、勤労雇用支援室
農水商工部農業経営室

商工会議所・経営者協会、三重
県内の大学

Ｂ：特定非営利活動法人
愛伝舎

多国籍児童生徒の放課後学習支援事業 教育委員会事務局小中学校教育室
生活・文化部国際室

鈴鹿市教育委員会
三井物産(株)

Ｂ：特定非営利活動法人
atrio 「つながり」プロジェクト

生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室
農水商工部商工振興室
「美し国おこし・三重」推進室

一般社団法人海っ子の森、三重
大ＮＰＯ法人三重地域開発研究
機構

Ｂ：特定非営利活動法人
Ｍブリッジ

～スゴイことを｢スゴイ！｣とみんなでほめる三
重県へ！～ステークホルダーと共感する｢新・
企業価値創造事業｣

生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室
農水商工部農水商工総務室、商工振
興室

すでにつながりのある商工会議
所、社会福祉協議会、商工会議
所、地元マスコミ、商店街連合会

Ｂ：特定非営利活動法人
自利利他

御師プロジェクト｢よびかけＢＡＮＫ｣構築事業 生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室

Ｂ：特定非営利活動法人
津市ＮＰＯサポートセンター

地域課題解決型インターンシッププログラム
コミュプロ

生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室、
農水商工部商工振興室

企業３社、社会福祉法人２団体、
ＮＰＯ団体７団体

Ａ：穂積製材所プロジェクト実
行委員会

島ヶ原地区の林産資源を活かした木工体験ツ
アーの推進

環境森林部森林・林業経営室、自然環
境室

島ヶ原木材工業有限会社、ＮＰＯ
法人伊賀・島ヶ原おかみさんの
会、島ヶ原観光協会、三重大
学、京都造形芸術大学

Ａ：桑竹会
荒れた竹薮を美竹林にし、竹を活かした循環
型社会をつくる

環境森林部森林・林業経営室、自然環
境室、森林保全室

趣旨に共感するＮＰＯ・農事法
人・竹関連業者

Ｂ：特定非営利活動法人
赤目の里山を育てる会

里山総合利用の循環モデル事業の推進～「マ
ツタケ再生センター」の 設立

環境森林部森林・林業経営室、自然環
境室

特定非営利活動法人 日本国際
ワークキャンプセンター ナイス
ボランティア確保
特定非営利活動法人 なばりＮ
ＰＯセンター
地域づくり委員会
みえＮＰＯネットワークセンター

Ａ：ふたみ手作りマルシェ ふたみ手作りマルシェ
農水商工部マーケティング室地産地消
Ｇ 地産地消ネットワーク

Ｂ：特定非営利活動法人
クロスポイント

地域活性化のための産官学民：商農工連携に
よる新しい志産志消の立ち上げ

農水商工部マーケティング室、観光交
流室

三重大学、伊勢福、九鬼産業、
辻製油、井村屋、三重促進、や
ませ果樹園、富士珈琲、丸高水
産、尾鷲市

平成２３年度 ＮＰＯ等からの協働事業提案一覧

自然環境

農産品

障害福祉

子ども

多文化共生

市民活動



Ａ：Ａコース（３００万円以下） Ｂ：Ｂコース（１，０００万円以下）

提案者 事業名 関係室 協働予定の市町・企業等

平成２３年度 ＮＰＯ等からの協働事業提案一覧

Ｂ：特定非営利活動法人
神社みなとまち再生グループ

歴史ある港が今、よみがえる事業 県士整備部港湾海岸室 、流域維持管
理室、観光交流室

伊勢市、宇治山田港湾整備促進
協議会、NPO伊勢「海の駅・川の
駅」運営会議、神社港自治会他
有識者

Ｂ：特定非営利活動法人
三重ドリームクラブ

～歴史・文化に特化した甲冑武者を用いた観
光ＰＲキャラバン隊事業～「三重県に来て、見
て、知ってもらい隊んさ」三重の観光セールス
マン

観光交流室
「美し国おこし・三重」推進室

津ＮＰＯサポートセンター、ＮＨＫ
大河ドラマ「藤堂高虎」を誘致す
る会、ジャパンエンターテインメン
ト

Ｂ：特定非営利活動法人
伊勢志摩バリアフリー ツアー

センター
日本一のバリアフリー観光県づくり 農水商工部観光交流室

健康福祉部健康福祉総務室

三重県観光連盟、榊原温泉振興
協会・伊賀上野観光協会・松阪
市観光協会・志摩市観光協会・
東紀州観光まちづくり公社など
（現時点では想定）

Ａ：男女共同参画みえネット
「意思決定の場へ女性の参画」促進応援プラ
ン～寄ってたかって男女共同参画を活かした
まちづくり～

生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室

三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」 、四日市市・鈴
鹿市・名張市・伊賀市の男女共
同参画センター

Ｂ：特定非営利活動法人
伊勢さいこう会

「電力・エネルギー危機対策 ・実践プロジェク
ト（鳥羽版）」  ～節電所建設と創電の実行プラ
ン策定～

政策部土地資源室 、環境森林部地球
温暖化対策室

【公】：鳥羽市（環境課、環境保全
審議会）、鳥羽市環境協会、鳥
羽旅館組合、鳥羽磯辺漁協、鳥
羽市環境施設連合会、省エネル
ギーセンター東海北陸支部、
JEMA、日本電気協会中部支部
【産】：鳥羽旅館事業組合、鳥羽
磯辺漁協、鳥羽市環境施設連
合、シャープ、東芝、パナソニック
などの渉外担当者（県内に工場
のある弱電、強電企業）
【学】：三重大学工学部（電気エ
ネルギー関連学科等）

Ｂ：特定非営利活動法人
みないせ市民活動ネット

「古民家を再生して地域再生コアとなる図書館
を設立する」プロジェクト実現のための地域づ
くりの事業

三重県立図書館

自治会連合会、老人クラブ連合
会、文化協会、各小学校ＰＴＡ
会、子ども会、教員ＯＢ会、商工
会、地域ＮＰＯ、地域ボランティア
などの参画と協同

Ｂ：特定非営利活動法人
みんなのクラブネット

「健康増進、介護予防のための『元気づくりシ
ステム』（いなべモデル）の普及活動による地
域活性化事業」

健康福祉部健康づくり室

社団法人元気クラブいなべ、クラ
ブリンクＪＡＰＡＮ、㈱クラブリンク
マネージメント、特定非営利活動
法人地域交流センター、一般財
団法人日本スポーツコミッショ
ン、財団法人三重県産業衛生協
会

Ｂ：特定非営利活動法人
市民社会研究所

働きたいのに働く場がない人のための｢北勢
地域・敷居のない仕事づくりセンター｣の設立

生活・文化部人権室、勤労雇用支援
室、健康福祉部障害福祉室、農水商工
部商工振興室

観光

その他


