名古屋市守山区

ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海

構成人員

安心して豊かに暮らせる「ひとにやさしいまちづくり」

職員2人
ボランティア20人
会員51

●活動内容
『人にやさしい街づくり連続講座』
（愛知県主催。2003年〜2010年）の企画･
運営を担い、車いす体験・まちづくりワークショップ、講演会などを実施し、
『人に
やさしい街づくりアドバイザー』を養成している。また、
「バリアフリーのまちづくり」
先進地域へ行って学ぶスタディツアーや、
ひとにやさしいまちづくりに向けた調査
研究、提言、相談･助言などを行っている。

●活動の背景、活動への思い
まちの中のバリアを取り除き、障害のある人もお年寄りも、誰もが住みやすくなる
まちづくりが必要」と考え『人にやさしい街づくりアドバイザー』の仲間たちで同
団体を設立。
「車いす利用者や多様な人たちと共に、
まちづくりに関わりながらま
ちを変えたい。今後は観光など異分野でもバリアフリーの考えを取り入れた活動
に取り組みたい」と思いを語る。
概要

●法人認証年月日／ 2003年5月2日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、NPOの援助

募 集 中 ！
まちづくりに取り組む人材育成のための「連続
講座」には、最近は受講者の応募が少ないと
いう。人は誰もがいずれ高齢化して、障害者と
同じ立場になる。同団体のメンバーは熱意を
もった人が多いので、講座に参加して、一緒に
自分のまちを見直し考える機会としてみては。

連絡先
〒463-0096 名古屋市守山区森宮町100
TEL
FAX
E-mail
URL

052-792-1156 平日・土 10:00〜18:00
052-792-1156
hitomachi@npo-jp.net
http://www.hitomachi.npo-jp.net

名古屋市天白区

プラスまちづくり

構成人員

住民自身がまちづくりに取り組むきっかけをつくる

職員6人
ボランティア6人
会員14

●活動内容
間伐体験講座開催の他、森の保全活動を行う
『もりもり隊』
を結成。もりもり隊は、
間伐作業や間伐材利用方法の考案、国産材の利用促進などを実施し、森のサ
イクルを提案。また、
『まちあるき』ワークショップを開催。皆で歩くことでそのまち
の魅力を再発見し、
まちに興味を持つ「きっかけ」づくりから、新たなまちづくりの
参加方法を目指す。段ボールを用いた仮想のまちづくりや住みたいまちの絵を描
くなど、子どもを対象とした取り組みも実施。

●活動の背景、活動への思い
住民がまちづくりに関わるきっかけづくりとして開催されている『地域の「まちづく
りびと」養成講座』に代表が参加し、
「みんなでまちづくりをすすめていきたい」と
の思いをもった他の参加者と出会い、共に団体を設立。まちづくりに関わること
であれば、活動参加のきっかけづくりから団体のサポート、環境保全、未来を担う
子どもに対する活動などあらゆることを、家から一歩でも外であればどこでも対象
として取り組むという姿勢で活動中。

概要

●法人認証年月日／ 2011年9月9日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 環境保全、子どもの健全育成

募 集 中 ！
『もりもり隊』の隊員や、
『まちあるき』ワーク
ショップの参加者を募集中。また、不定期でま
ちづくりに関するさまざまなイベントを開催して
いるため、気軽に参加をと呼びかけている。イ
ベント参加者にはメーリングリストなどで随時情
報が配信される。イベントの詳しい情報はホー
ムページやブログ、
ツイッターなど参照。

連絡先
〒468-0068 名古屋市天白区表台198 グレイス表台305
TEL
FAX
E-mail
URL

052-839-0584 9:00〜21:00
052-839-0649
info@plus-machi.net
http://plus-machi.net/

名古屋市熱田区

堀川まちネット

構成人員

祭りや環境保全を通し、地域一体でまちづくりを目指す

職員2人
ボランティア120人
会員29

●活動内容
1.『堀川まつり』を企画・運営。各地の祭りに出向いて研究し、地域の歴史文
化や気質、
また見所など祭りの要素を考慮しながら作り上げてきた。祭りは時
代と共に変化するという考えから、工夫を続けている。堀川まつりを残していく
ため、今後は後継者の育成にも着手する予定。
2. 堀川周辺の公園や道路、川岸の清掃活動や水質調査など、環境を守る活動
を実施。清掃活動には毎回30人ほど、多い時は約100人が参加している。

●活動の背景、活動への思い
熱田の歴史・文化の情報誌『ミニコミ紙あつたっ子』を創刊したボランティアグ
ループ『あつたっ子』と、堀川まつりを復活させた『堀川まつり実行委員会』が合
併して、2004年に設立された団体。堀川まつりはまきわら船を川に浮かべること
から「きれいな川に船を流したい」との思いで清掃活動にも取り組んでいる。活
気ある街をつくるとともに、生活にも祭りにも重要な水を一人ひとりが大切にする
社会を目指し活動中。

概要

●法人認証年月日／ 2005年2月25日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全

募 集 中 ！
事務局の運営ボランティアを募集中。団体の
思いに共感する人であれば性別や年齢、職業
などは問わない。さまざまな人々と共に、多様な
意見を出し合って活動していきたいと望んでいる。
また、堀川まつりのボランティアも募集している。
活動内容は準備・運営・片づけで、期間は祭り
の2週間前から翌日まで。

連絡先
〒456-0024 名古屋市熱田区森後町7-14 沼田ビル3F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-682-5008 月〜金 12:00〜15:00
052-682-5008
horikawa-machinet@nifty.com
http://horikawamachi.net/

名古屋市名東区

まちデザインラボ

構成人員

専門家として市民と行政との協働によるまちづくりを支援

職員1人
ボランティア0人
会員11

●活動内容
JR春日井駅から公共施設『文化フォーラム』周辺の散策マップを作成。幅広い
世代の市民と街を歩き、街の中にある人を引き付けるものや場所、
きれいな風景、
おもしろい店などを探し、地図の形に表現した。また、名古屋市港区のまちづくり
団体が街の活性化を目的に実施している「子どもとアーティストで防潮壁に絵を
書く」という取り組みにボランティアで協力し、記録の作成を担当。写真や文章
でまとめ冊子を作成し、記念として残す予定。

●活動の背景、活動への思い
普段まちづくりの仕事をしているメンバーが、依頼人の意向に左右される仕事で
はなく、NPOとして中立の立場でまちづくりに取り組み、
ひとりでは難しいことをみ
んなで実現していきたいとの思いで団体を設立。
「商店街の活性化や街の景観
デザイン、バリアフリー化といったまちづくりに対し、市民と行政が一体となって取
り組むことができるよう、
まちづくりの専門家として市民と行政の間でアイディアを
形にする手伝いがしたい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2009年7月23日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全

募 集 中 ！
一緒に活動するメンバーを募集中。特別な知
識や技術がなくても、
まちづくりが好きな気持ち
があれば大丈夫とのこと。
「今後の活動につい
て一緒に考えていってほしい」
と呼びかけている。
一緒に活動したいという思いをもつ人は、
まず
電話かメールで連絡を。

連絡先
〒465-0095 名古屋市名東区高社2-97-403
TEL
FAX
E-mail
URL

052-774-7729 平日 9:00〜17:00
052-774-7729
info@machidezainlabo.com
http://www.machidezainlabo.com/

名古屋市中区

まちの縁側育くみ隊

構成人員

縁側のような、人や文化が混ざり合う場所を育みたい

職員3人
ボランティア15人
会員80

●活動内容
住民や行政を含む、
あらゆる人々が「自分たちのまちは自分たちで守り育もう」と
思えるコーディネートをすることが団体の役割。中区でまちづくり拠点『まちの会所』
を運営し、錦2丁目を中心とした各地のまち育て支援を行っている。また、多主体
が協働し、
まち育てをすすめるための媒介者として、必要なセンスとスキルを養成
する『ファシリテーター養成講座』なども行っている。東区では、地域に開かれた
居場所『まちの縁側GOGO!』の運営支援を行う。

●活動の背景、活動への思い
『橦木館』
（東区）
という縁側のある屋敷が取り壊されることを知った市民が、縁
側の魅力をもっと多くの人に楽しんでほしいと、橦木館で園遊会などのイベントを
始めた。そこに集まった人たちが、橦木館が取り壊された後も「人と人とをゆるや
かに結ぶ温かい開かれた居場所」
といった縁側の思想を継承したいと団体を設立。
「人と人との関係が希薄である現代社会においては、縁側の思想をもつ場所が
もっと必要だ」と代表。橦木館は現在、文化財として一般公開されている。

概要

●法人認証年月日／ 2003年5月2日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 保健・医療・福祉、社会教育

募 集 中 ！
東日本大震災で被災したまちを再生するため
の支援金を募集している。寄付金は仙台市若
林区荒浜のまちづくり支援に使われる。その他、
住民主体によるまちづくりのコーディネートをし
てほしいなど、同団体の活動について詳しく知
りたい人は連絡を。パンフレットの送付も可能。

連絡先
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-13
丸の内ステーションビル2F
TEL
FAX
E-mail
URL

052-201-9878 月・火・木・金 10:00〜18:00
052-201-9878
info@engawa.ne.jp
http://www.engawa.ne.jp/

名古屋市北区

マンション管理組合ネットワーク愛知

構成人員

区分所有者によるマンションの自主的管理を支援

職員0人
ボランティア5人
会員67

●活動内容
分譲マンションの維持管理は管理会社に全面委託することが一般的だが、管
理会社を介さず、区分所有者で構成される管理組合が自主的管理を行うことも
可能。同団体ではマンション管理組合とマンション区分所有者を対象に、生活
環境の向上と自主・自立したマンション管理組合の育成を目指し支援活動を行う。
具体的な活動内容は、管理費や大規模修繕費の削減に関する相談対応、
マン
ション管理組合の運営に関するセミナー、個別相談会、交流会の実施など。

●活動の背景、活動への思い
マンション管理組合役員をしていた時、管理会社のずさんな管理を実感し、
自ら
調べて業者を検討することで経費削減に成功した代表らが、得た知識や情報を
広く共有し、
マンションに暮らす市民を支援したいとの思いから団体を設立。
「マ
ンションの維持管理には多額の費用が必要だが、管理会社任せにせず、
自分た
ちの管理組合主導で行うことで削減は可能。我々もお手伝いするので、大切な
資産を自主・自立の意識で守ってほしい」と代表は語る。

概要

●法人認証年月日／ 2010年4月23日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 社会教育、環境保全

募 集 中 ！
毎月名古屋市内と近郊で、マンション管理に関
するセミナーを開催。
「当団体の会員は、
マンショ
ン区分所有者とマンション管理組合であり、業者
などは一切いないので公正な支援が行える」
と代表。
開催日時やこれまでの支援事例についてはホー
ムページを参照。個別の相談にも応じているの
で悩んでいたり、興味のある人は一度連絡を。

連絡先
〒462-0853 名古屋市北区志賀本通1-38
TEL
FAX
E-mail
URL

052-917-5569 9:00〜21:00
052-917-5524
info＠mansionkanrikumiai.net
http://aichi.mansionkanrikumiai.net/

名古屋市中区

マンション管理支援センター

構成人員

安心・安全な住環境を目指す管理組合を支援
●活動内容
マンション管理組合とは、分譲マンションの所有者を構成員とする組合で、長期
修繕計画や防犯・防災対策などマンションの管理・運営を担う。
しかし組合員（分
譲マンション所有者）はマンション管理の専門家ではないため、
その専門知識を
備えた同団体が組合活動を支援。顧問として継続的な支援を行うほか、管理会
社の変更、管理規約の見直し・改定といった相談支援にも携わる。マンション管
理に関する無料相談会も毎月開催している。

●活動の背景、活動への思い
分譲マンションの中には、住民の高齢化と建物の老朽化が大きな問題となって
いるところも。
しかし、
その対策費用は組合員から徴収する管理費・修繕積立金
で賄われるため、管理会社の立場からは、支援しづらい状況もたびたび存在する。
そこで、
マンション管理の専門家が中心となってNPOを設立。組合および組合
員の事情に合わせた支援を行う一方で、
マンション管理組合と地域との連携も
模索しており、
まちづくりへの貢献意欲も高い。

概要

●法人認証年月日／ 2003年1月29日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 地域安全

募 集 中 ！
『マンション管理相談会』を開催しているので、
マンション管理・運営についての相談がある人は、
利用してみては。専門家であるマンション管理
士が、
さまざまな相談に応じている。相談は無料。
毎月第4日曜の13〜16時、
ナディアパーク
（中区）
にて開催。事前申込みが必要。

連絡先
〒460-0008 名古屋市中区栄3-11-5
栄マンションS-215
TEL
FAX
E-mail
URL

052-322-7810 随時
0569-26-7325
info@m-shien-center.org
http://www.m-shien-center.org

職員1人
ボランティア2人
会員10

名古屋市天白区

マンションサポートあいち

構成人員

よりよいマンション管理を、管理組合と共に目指す

職員15人
ボランティア0人
会員17

●活動内容
「マンション管理士」という国家資格を持つ会員が、
日常トラブルや建物の大規
模修繕など、
マンション管理組合の悩みごとに対し無料相談を実施。会員は建
築関係など他の資格も併せ持つ人が多く、豊富な専門知識や事例紹介などに
よって問題解決を支援している。その後、必要に応じて契約を交わし、解決に向
けた実務も有料で請け負う。また管理組合を対象に、講師を招いてのセミナーや、
管理組合同士の情報交換の場となる交流会も開催している。

●活動の背景、活動への思い
マンション管理士資格の広報と、管理士の資質を高める活動を愛知県内で担う
『愛
知県マンション管理士会』に所属するメンバーの中の有志が、
より具体的な活
動によってマンション管理組合を支援するため設立。マンションは戸建ての住宅
と異なる問題を多く抱えているが、管理組合はどこに相談したらいいかわからない
場合が多い。
「今後もより多くの管理組合に活動を知ってもらい、
よりよいマン
ション管理を支援していきたい」と代表は言う。

概要

●法人認証年月日／ 2009年7月10日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 社会教育、消費者保護

募 集 中 ！
セミナーの参加者を募集中。
「参加することで、
まずは会の活動について知ってもらいたい」と
呼びかけている。また、
マンションに関する悩み
ごとがある人はぜひ相談を。事務所で受け付け
ているほか、電話相談も可能。マンション管理
士である会員が対応する。

連絡先
〒468-0015 名古屋市天白区原2-3507
グランメールKAZU2B
TEL
FAX
E-mail
URL

052-804-4600 平日 10：00〜17：00
052-893-6620
msaichi4600@yahoo.co.jp
http://www.nagoya-mankansupport.jp/

名古屋市千種区

揚輝荘の会

構成人員

貴重な歴史的建築と庭園緑地を活かしたまちづくり

職員19人
ボランティア17人
会員141

●活動内容
1. 歴史的建造物としての『揚輝荘』
（千種区）に関する資料や記録などの調査・
研究および保全。
2. 庭園の調査や剪定・清掃・整備のほか散策マップ作りなどを行う。
3. 伝統行事・園遊会・お茶会などの主催や、
お月見コンサートなど、市民が参加
できるイベントの開催。
4. 外国人を招き、音楽など日本文化を通じた国際交流活動。
5. 建築・歴史・文化に関する展示パネルの整備や広報活動など。

●活動の背景、活動への思い
『揚輝荘』は旧伊藤次郎左衛門の別邸として大正時代に築かれ、長く政財界
や文化人、
アジアからの留学生などが交流する場となってきた。現在は周辺のマ
ンション開発が進み、
かつての面影が薄れてきているが、
この近代建築物を貴重
な文化遺産として後世まで残し、豊かな自然を保つ都会のオアシスとして活かし
ていきたいとの思いをもつ。地域の交流の場になるよう、市民が参加できるイベ
ントを企画し、豊かなまちづくりに取り組んでいる。

募 集 中 ！
会員や、
ボランティアを募集している。ボランティ
アの活動内容は、建物・庭園の管理・運営や、
庭園観察会、自然観察会の見学者へのガイド
など。また、季節ごとにさまざまなイベントを開催
しており、
「ぜひ足を運んでほしい」と呼びかけ
ている。

概要

●法人認証年月日／ 2006年2月24日
●主な 活 動 分 野／ まちづくり
●従たる活動分野／ 環境保全、国際協力

連絡先
〒464-0057 名古屋市千種区法王町2-5-1
TEL
FAX
E-mail
URL

090-8555-6526 火〜日・祝 9:30〜16:30
052-762-3788
s-tanaka@yokiso.org
http://yokiso.org/

