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「地域づくり活動支援事業」概要

（３）対象となる地域

１．目的
個性ある地域づくり方策を研究する「地域づく

○活動対象地域は日本国内。ただし、東京都 23

り活動団体支援調査」の一環として、地方において

区及び三大都市圏の大都市（さいたま市、千

地域づくり活動を行っている団体に対し支援事業

葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大

を行う。

阪市、神戸市）の区域は除く。
○全国を活動対象としているグループは対象に

２．支援事業の対象

はならない。

（１）対象となるテーマ：
なお、支援事業の対象となる活動には事業記録
等の作成・出版、講演会・シンポジウムの開催な
ども含まれる。また、
「著しく政治・イデオロギー・
宗教・営利などの目的に偏するもの」
「特定の事業
の反対運動を目的としたもの」「実質的に完了し
ているもの」「原則として専ら特定の個人または
法人、企業が所有している土地建物等の資産の増
加を行おうとする活動」などは支援の対象とはな
らない。

「知恵のネットワーキング」
地域に根ざしたまちづくりに取り組んでいる住
民主体のグループが、活動をより豊かで活発なも
のとするためには、多様なネットワークや情報交
流を密にする中で、さまざまな知恵を身につけて
いくことが重要である。活動を活性化するために
どのような「知恵のネットワーキング」ができる
のか、そのアイディアを募集する。
なお、平成 14 年度からは、このテーマに加え

３．支援金額

次の２つを重点的に公募した。

1 件当たり 100 万円（平成 12 〜 13 年度）、50 万

・都市と農山漁村など地域間の連携・交流の取

円（平成 14 〜 15 年度）を上限とし、総額約 1000 万

り組み

円。

・地方のまちや地域の再生への取り組み

４．支援期間

（２）活動内容例

原則として 7 月から翌年 3 月の 9ヶ月間。

○地域固有の文化・伝統・産業などを活かしな
がら、地域やまちを元気にする取り組み

５．支援対象の決定方法

○中心市街地に活気をとりもどそうとする取り

選考委員会における書類選考にて決定する。

組み
○地域づくり・まちづくりのきっかけになるよ
うな身近にあるいろいろな魅力や可能性を探
し出そうとする取り組み
○自分たちの暮らしを見つめ直し、より暮らし
やすい環境の実現を目指す取り組み
○身近な建物・ひろばなどの整備や公共的な施
設の整備を媒介としながら人と人とのつなが
りを育む取り組み
○農山漁村地域において、都市住民との交流を
進める取り組み…など
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＜地域づくり活動支援事業 2000 ＞

＜地域づくり活動支援事業 2001 ＞

●支援金総額
1,170 万円
●支援件数
15 件
●応募件数
223 件
●選考委員
委員長 大村謙二郎（筑波大学）
委 員 青木辰司（東洋大学）
委 員 小野佐和子（千葉大学）
委 員 山岡義典（日本ＮＰＯセンター）
委 員 山島哲夫（Ｈ＆Ｃ財団）

●支援金総額
1,070 万円
●支援件数
14 件
●応募件数
115 件
●選考委員
委員長 大村謙二郎（筑波大学）
委 員 地井昭夫（広島大学）
委 員 萩原なつ子（東横学園女子短期大学）
委 員 山岡義典（日本ＮＰＯセンター）
委 員 山島哲夫（Ｈ＆Ｃ財団）

●対象団体
南会津グリーンストッククラブ（福島県）
（特）木と遊ぶ研究所（新潟県）
村上町屋商人会（新潟県）
幸まちづくり研究会（神奈川県）
（特）浜松ＮＰＯネットワークセンター（静岡県）
豊根村山村生活体験宿泊協会（愛知県）
近木っ子会議（大阪府）
プラザ５ 運営委員会（兵庫県）
エコネット津山（岡山県）
（特）まちのよそおいネットワーク（山口県）
「四国へんろ道文化」世界遺産化の会（愛媛県）
赤岡「まちの宝物ホメ残し隊」（高知県）
山鹿協同隊（熊本県）
安心院町グリーンツーリズム研究会（大分県）
ミニ独立村「赤米のふるさと」千石村（鹿児島県）

●対象団体
琴似日食倉庫コンカリーニョ（北海道）
波宜亭倶楽部（群馬県）
我孫子まちづくり交流会（千葉県）
桜蔵会（富山県）
くらくらアートプロジェクト実行委員会（石川県）
道志村の未来を考える会（山梨県）
ＮＰＯパートナーショップ（静岡県）
（特）しずおか環境教育研究会（静岡県）
漂探古道（和歌山県）
鞆の浦 海の子（広島県）
上幟町東・京橋川水辺の
まちづくり委員会魅力づくり部会（広島県）
（特）ＮＰＯ博多まちづくり（福岡県）
ＤａＤａ（熊本県）
（特）ジュントス（鹿児島県）
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＜地域づくり活動支援事業 2002 ＞

＜地域づくり活動支援事業 2003 ＞

●支援金総額
927.5 万円
●支援件数
20 件
●応募件数
134 件
●選考委員
委員長 大村謙二郎（筑波大学）
委 員 松井真理子（四日市大学）
委 員 森反章夫（東京経済大学）
委 員 山岡義典（日本ＮＰＯセンター）
委 員 野津敏紀（Ｈ＆Ｃ財団）

●支援金総額
745.7 万円
●支援件数
15 件
●応募件数
174 件
●選考委員
委員長 大村謙二郎 （筑波大学）
委 員 萩原なつ子 （武蔵工業大学）
委 員 松井真理子 （四日市大学）
委 員 森反章夫
（東京経済大学）
委 員 山岡義典
（日本ＮＰＯセンター／
法政大学）
委 員 野津敏紀
（Ｈ＆Ｃ財団）

●対象団体
華・花倶楽部（北海道）
（特）さっぽろ村コミュニティ工房（北海道）
北海道北オホーツクの大自然で学ぶ会（北海道）
軽米らしさ探偵団（岩手県）
日本三景松島芭蕉の里づくり交流会
「たけのこ炭の子クラブ」（宮城県）
リバイブ名取２１（宮城県）
（特）朝日町エコミュージアム協会（山形県）
小田原やんべぇ倶楽部（神奈川県）
にいがた寺町からの会（新潟県）
大滝体験交流施設運営組合（新潟県）
（特）いびがわミズみずエコステーション
（岐阜県）
（特）赤目の里山を育てる会（三重県）
水口 21 世紀まちづくり委員会（滋賀県）
テアトルネットワーク「湖人の会」（滋賀県）
福祉支援センター アグリネット（兵庫県）
ひょうご中央山麓ネットワーク（兵庫県）
（特）ＩＫＡＣＨＩ国際舞台芸術祭（山口県）
大莞花莚組合（福岡県）
自然と暮らしを考える研究会（佐賀県）
（特）みやざき子ども文化センター（宮崎県）

●対象団体
当別町農村都市交流研究会（北海道）
函館からトラスト事務局（北海道）
（特）白神山地を守る会（青森県）
鶴岡城下町トラスト（山形県）
つるがしま里山サポートクラブ（埼玉県）
（特）二十一世紀まちづくりの会（埼玉県）
（特）葉山まちづくり協会（神奈川県）
清瀬市民活動センターの会（東京都・新潟県）
がったぼ会（長野県）
まちづくりグループ「with
AIBE」（三重県）
大津の町家を考える会（滋賀県）
（特）ライフ・ワーク・アンド・コミュニティ
（東京都・島根県）
阿波農村舞台の会（徳島県）
引田映像運営協議会（香川県東）
神代小路 まちなみ保存会（長崎県）
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調査対象団体索引

＊（

）内の数字は調査年度

赤岡「まちの宝物ホメ残し隊」
（2000）............32,54

幸まちづくり研究会（2000）....................16,24,80

（特）赤目の里山を育てる会（2002）.................. 90

桜蔵会（2001）

（特）朝日町エコミュージアム協会（2002）

............................. 104

（特）さっぽろ村コミュニティ工房（2002）

................... 26,34,46,84

......................19,22,71

安心院町グリーンツーリズム研究会（2000）

「四国へんろ道文化」世界遺産化の会（2000）

................. 26,30,45,110

.......................... 40,66

我孫子まちづくり交流会（2001）...................... 83

（特） しずおか環境教育研究会（2001）............... 88

阿波農村舞台の会（2003）........................... 43,69

自然と暮らしを考える研究会（2002）............ 34,59

（特）ＩＫＡＣＨＩ国際舞台芸術祭（2002）
..........................

（特）ジュントス（2001）
41,118

............................... 98

（特）白神山地を守る会（2003）.................... 33,91

（特）いびがわミズみずエコステーション（2002）
................................. 89

エコネット津山（2000）

...........................

ＤａＤａ（2001）

47,76

.........................15,102

鶴岡城下町トラスト（2003）....................... 34,113

（特）ＮＰＯ博多まちづくり（2001）..............47,78
.................. 97

つるがしま里山サポートクラブ（2003）.....25,36,92

............................... 103

テアトルネットワーク「湖人の会」（2002）........ 120

大滝体験交流施設運営組合（2002）.................. 111

道志村の未来を考える会（2001）....................... 105

大津の町家を考える会（2003）..................... 23,58

当別町農村都市交流研究会（2003）.................. 108

小田原やんべぇ倶楽部（2002） ............16,25,42,65

鞆の浦

ＮＰＯパートナーショップ（2001）
大莞花莚組合（2002）

海の子（2001）

..........................

31,52

豊根村山村生活体験宿泊協会（2000）............... 114

がったぼ会（2003）

............................. 112

にいがた寺町からの会（2002）..................... 35,67

上幟町東・京橋川水辺のまちづくり委員会魅力づく
り部会（2001）

......................32,36,77

（特）二十一世紀まちづくりの会（2003）............ 72

軽米らしさ探偵団（2002）

............................... 53

日本三景松島芭蕉の里づくり交流会「たけのこ炭の

（特）木と遊ぶ研究所（2000）....................... 24,87

子クラブ」（2002）

................................

波宜亭倶楽部（2001）

............................ 15,63

86

清瀬市民活動センターの会（2003）.................. 116
くらくらアートプロジェクト実行委員会（2001）
........ 14,22,42,45,46,55

神代小路

まちなみ保存会（2003）....................62

近木っ子会議（2000）

函館からトラスト事務局（2003）....................... 57

.......................... 28,85

華・花倶楽部（2002）

琴似日食倉庫コンカリーニョ（2001）...........14,119

............................ 23,79

（特）浜松ＮＰＯネットワークセンター（2000）
............................ 31,81
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（特）葉山まちづくり協会（2003）..................... 73
引田映像運営協議会（2003）............................. 60
ひょうご中央山麓ネットワーク（2002）........ 17,115
漂探古道（2001）
福祉支援センター
プラザ５

.......................... 27,64

アグリネット（2002）......... 106

運営委員会（2000）.......................... 82

北海道北オホーツクの大自然で学ぶ会（2002）
.........................19,107

まちづくりグループ「with

AIBE」（2003）

......................20,39,68

（特）まちのよそおいネットワーク（2000）......... 61
水口 21 世紀まちづくり委員会（2002）........... 39,56
南会津グリーンストッククラブ（2000）........33,109
ミニ独立村「赤米のふるさと」千石村（2000）
.......................... 41,70

（特）みやざき子ども文化センター（2002）
................. 18,28,30,95

村上町屋商人会（2000）

................. 27,35,43,93

山鹿協同隊（2000）

............................... 96

（特）ライフ・ワーク・アンド・コミュニティ
（2003）

リバイブ名取２１（2002）

.............................

117

.......................... 18,94
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関係組織連絡先一覧
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「知恵のネットワーキング 地域づくりアイデア集」を作成するにあたっては、
以下のメンバーによる検討委員会を組織し、内容等の検討を行った。
検討委員会
委員長
大村 謙二郎
委 員
萩原 なつ子
松井 真理子
森反 章夫
山岡 義典
事務局
野津 敏紀
中村 裕
吉野 裕之
大内 朗子
西野 聖子
塩路 安紀子
岡村 七月

筑波大学 教授
武蔵工業大学 助教授
四日市大学 助教授
東京経済大学 助教授
日本ＮＰＯセンター 常務理事／法政大学 教授

ハウジングアンドコミュニティ財団
ハウジングアンドコミュニティ財団
ハウジングアンドコミュニティ財団
ハウジングアンドコミュニティ財団
ハウジングアンドコミュニティ財団
ジオ・プランニング プランナー
ジオ・プランニング プランナー

専務理事
プログラム・オフィサー
プログラム・オフィサー
プログラム・アシスタント
プログラム・アシスタント

知恵のネットワーキング 地域づくりアイデア集
地域づくり団体活動支援調査から

国土交通省

都市・地域整備局

地方整備課

〒 100‑8918 東京都千代田区霞ヶ関 2‑1‑3
TEL.03‑5253‑8404 FAX.03‑5253‑1588

e‑mail:chitos@mlit.go.jp

