
大ナゴヤ・ユニバーシティー・ネットワーク�

「学び」を通してナゴヤを元気にしたい�

名古屋市中区�

1. 名古屋とその周辺地域をキャンパスに見立て、『名古屋のたからものツアー』
やカービング（野菜への彫刻）体験など、幅広い世代の人に向けた勉強会や
イベントを無料で開催。「学び」を通じて人と人とがつながるきっかけをつくる。�

2. 名古屋に関わるすべての人々が名古屋を好きになってくれるように、地域資源
を活用した「学び」を通じて、名古屋の魅力を発掘・発信する活動を行う。�

大ナゴヤ大学の活動は、現代表である加藤氏らの「名古屋を変えるんだ」という
思いから始まった。そして、東京都渋谷区にて無料で生涯教育を行うことでまち
づくりをする『NPO法人シブヤ大学』を知ったことをきっかけに、シブヤ大学の仕
組みを取り入れた活動を始めた。市民が自然に参加できるように、世代の制限は
設けず、参加費は無料。「市民が動くきっかけをつくることが、結果的に社会全
体を変えていくことになる」と代表は語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員19人�
ボランティア122人�
会員2,328

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の社会教育、まちづくりの推進事業をサ
ポートする個人会員と法人会員を募集している。
会費は、公開講座の運営やまちづくりの振興
のために役立てられる。また、一緒に授業の運
営などを行うボランティアを随時募集。詳しくは
ホームページ参照。�

連絡先�

〒460-0011 名古屋市中区大須3-42-30 ALA大須ビル1B�
　　　　　  株式会社クーグート気付（大須事務所）�

070-5459-8213　随時�
052-262-6658�
dai-nagoya@univnet.jp�
http://dai-nagoya.univnet.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年12月11日�
まちづくり�
社会教育、学術・文化・芸術・スポーツ�

概要�



多文化共生リソースセンター東海�

国籍が違っても皆が楽しく暮らせる多文化共生社会を�

名古屋市中区�

1. 東海地域の多文化共生の現状や、関係団体の取り組みに関する調査を実施。
そこで分かった課題やニーズに合う情報の提供および講座の開催を行う。�

2. 在日外国人を支援する外国人相談員のスキルアップ研修など、多文化共生
分野で活躍する人材の育成を目的とした、さまざまな研修を実施。�

3.多文化共生をテーマに東海地域で活動を行う団体や人 を々つなぐ、交流イベ
ントを開催。�

多文化が共生する社会づくりを目指すNPOの多くが、資金・人材・情報など地
域社会の資源（リソース）の不足に悩んでいる。そのような団体を支援する中間
支援団体として2009年に設立。「日本で生活する外国人が、言葉・制度の壁や
差別に苦しむことなく、その人らしく生きられる地域を築きたい」と代表は語る。国
籍だけでなく年齢や性別、障害などあらゆる違いを越えて、互いに思いやることが
できる社会を目指し、活動を続けている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア10人�
会員25

構成人員�

募 集 中 ！ �
ニュースレターの取材や作成、会計などの活動
を手伝ってくれるボランティアを募集中。年齢や
国籍は不問。連絡が密にとれる信頼のおける人、
やりたいこと・好きなことを持って主体的に活動
に取り組む人を希望。また企業・自治体と協働し、
外国人労働者とその家族に対する総合的な支
援の仕組みを作っていきたい、とのこと。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年9月24日�
まちづくり�
国際協力、NPOの援助�

概要�

連絡先�

〒�

052-228-8235 平日　9:30～17:30�
052-228-8236�
mrc-t@nifty.com�
http://blog.canpan.info/mrc-t/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0004 名古屋市中区新栄町2-3　YWCAビル6F



地域と協同の研究センター�

協同を支援し、人々のつながりや助け合いを推進する�

名古屋市千種区�

地域および協同活動の発展を促進するため、農協や生協といった協同組合に
限らず、行政や市民団体を含めたさまざまな団体との交流の場を提供。各団体
が個々の活動の中で蓄積してきた知識や経験、事例を相互学習する研修や、各々
が現在抱えている課題や目指す将来像をテーマにした研究会を開催している。
また、2012年は国連が制定した『国際協同組合年』であるため、2011年は協同
について市民が気軽に考え、触れられる場づくりに力を入れる。�

1992年に東京で開催された『国際協同組合同盟大会』を契機に、「協同組合
の理念・役割・あり方について、世界共通の原則をつくろう」という動きが生まれた。
そこで、協同組合について学び、研究するための場が各地につくられ、そのひと
つとして東海のさまざまな協同組合が参加して団体を設立。協同の基礎には、人々
のつながりや助け合いがあるが、近年それらが衰退傾向にあることから、人々が
つながる場や機会を提供していくことを目指している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員7人�
ボランティア80人�
会員335

構成人員�

「人とのつながりを大切にしてほしい」と呼びか
けている。「つながりから互いに助け合いが生
まれ、助け合いによって生まれたよい効果を積
み重ねることで、一人ひとりの暮らしがよくなり、
豊かな人生を送ることができる」と同団体。そ
のつながりをつくる場のひとつとして、同団体が
実施する企画に参加してみては。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2000年11月17日�
まちづくり�
社会教育、NPOの援助�

概要�

連絡先�

〒464-0824 名古屋市千種区稲舟通1-39

052-781-8280　平日　10:00～18:00�
052-781-8315�
AEL03416@nifty.com�
http://www.tiiki-kyodo.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

メ ッ セ ー ジ �



地域ネットワークほほえみ�

地域のネットワークが、認知症患者を支える�

名古屋市天白区�

認知症患者をはじめ、地域の人が「お互いにお互いさま」で支えあいながら、安
心して暮らせるようになることを目指し、地域のネットワークづくりに取り組んでいる。
具体的には、認知症について知ってもらうための講演会の開催や、地域住民を
対象とした介護相談・医療相談の受け付けといった専門的なものから、養蜂体
験会や農作業体験会など、地域の子どもが高齢者と触れ合うことができる場づ
くりまで幅広く活動している。�

同団体の代表が長年、老人ホームやグループホームを経営していた中で、地域
において「認知症のことを知ってもらう機会が少ない」ということに問題を感じて
いたことから活動を始めた。認知症についての講座や介護相談の受け付けを通
して、「地域全体で認知症患者を支えるまちづくり」を目指し活動している。また
認知症患者の家族だけでなく、多くの人に関わってほしいとの思いから、子どもと
高齢者が触れ合える場づくりにも力を注いでいる。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員0人�
ボランティア20人�
会員48

構成人員�

募 集 中 ！ �
同団体の活動を支える会員と、企画から運営ま
でのさまざまな場面で活動するボランティアを
募集中。認知症についての講座や子どもたち
の体験企画などの参加者も随時募集している。
スタッフは全員ボランティアで、楽しみながら活
動しているとのこと。詳細はホームページで。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2010年2月26日�
まちづくり�
保健・医療・福祉、社会教育�

概要�

連絡先�

〒�

052-433-6111 9:00～18:00�
052-433-7022�
npohohoemi333@yahoo.co.jp�
http://hohoemi33.co.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

468-0012 名古屋市天白区向が丘4-1001



中部定期借地借家権推進機構�

定期借地・借家を推進、豊かな住まいづくりに貢献する�

名古屋市中区�

地主が土地や家を貸す際に、借主との合意のうえ、法律に定められた条件などを
満たした契約期間を設定し、期間終了時に返却することを借主に義務付けるこ
とができる「定期借地権」「定期借家権」に関する講演会やセミナーを開催。ま
た定期借地・借家を推進する『定借プランナー』の養成講座を開催し、資格を
認定している。法律の概念理解から契約書の作り方などの実務まで、制度を活
用するために必要なことを総合的に学ぶことができる。�

従前の『借地借家法』は借主の保護を目的とするため、貸主が土地の返還を求
めても認められないことが多かった。そのため地主は土地を貸さず、また地価の
下落から売却もせず多くの土地が空き地となった。そのような状況を改善するた
め制定された「定期借地権・定期借家権」を広く普及するため団体を設立。貸
主が安心して土地を活用し、借主は土地を購入するよりも低価格でよりよい環
境の家に住める「豊かな住まいづくり」を目指し、活動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア0人�
会員37

構成人員�

募 集 中 ！ �
年に一度、定借プランナー養成講座の参加者
を募集。「制度と関わりの深い建築士・不動産
業の営業担当者には、ぜひ参加してほしい」と
呼びかけている。また、会員も募集中。会員は
会報が送られるなど情報が得やすくなるほか、
研修や講座に会員価格で参加できる。関心の
ある人は会員になってみては。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2002年12月17日�
まちづくり�
経済活動�

概要�

連絡先�

〒�

052-261-6823 平日　10:00～17:00�
052-261-6826�
chubu@cto-s.jp�
http://www.cto-s.jp/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0008 名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル3F



中部マンション管理組合協議会�

分譲マンションの自主的な管理運営を支援する�

名古屋市中区�

1. 管理規約や長期修繕計画などマンション管理組合が抱える悩みごとに関し、
助言など各種支援の実施。�

2. 弁護士・建築士などによる月例無料相談会や、相談員による電話・メール・来所・
出張での個別相談など、各種相談窓口の開設。�

3. マンション問題に関する研修会・セミナー、見学会などイベントの開催。�
4. マンション関連資料・情報を機関紙・ホームページなどに提供。その他、講師
派遣や政策提言などを行う。�

マンションにおける苦情処理や管理運営の問題、建物の修繕及び維持保全へ
の対応などが発端となり、全国的にマンションの管理組合団体設立の動きが広
がる中で、愛知県下の45の管理組合が集まり設立した『中部分譲共同住宅管
理組合協議会』を前身とする。個々の管理組合では解決が難しい問題に対し、
適正な管理・運営の相談や支援事業を実施することにより、マンションを中心と
する健全な地域社会の形成と住環境の維持保全を目指している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員14人�
ボランティア0人�
会員273

構成人員�

募 集 中 ！ �
マンションに関する電話・ファックス・メール相
談を受け付け中。会員以外も無料で利用できる。
相談員が対応してくれるので、マンションに関す
る悩みを持つ人は相談を。電話相談の受付時
間は平日10時～17時と、第2・4土曜10時～16時。
電話が難しい場合は、ファックスまたはメールで
連絡を。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2001年10月9日�
まちづくり�
－�

概要�

連絡先�

〒�

052-322-9956 平日 10:00～17：00�
 第2・4土 10:00～16:00�
052-322-9959�
info@chubu-kankyo.org�
http://www.chubu-kankyo.org/

T E L �
�
FAX�
E-mail�
URL

460-0026 名古屋市中区伊勢山2-11-13　サイドビル5F-B



東海マンション管理士協会�

マンションライフのグッドパートナーとして�

名古屋市中区�

マンション管理士で構成される団体で、東海地区にある分譲マンションの管理
組合に対し、マンションの管理・運営に関する支援を行う。具体的には、住民や
管理組合から寄せられる相談への対応や管理規約の策定、長期修繕計画や管
理費などの見直し、顧問としての長期支援など、マンションに関する問題に幅広
く対応している。また会員を対象とした研修会を定期的に開き、深い専門性と広
い知識をもったマンション管理士の育成にも力を注ぐ。�

マンション管理士とは、マンション管理組合の管理・運営に必要な知識を有する
ことを証明する国家資格で、2001年に設置された。その当時、東海地区で同資
格を取った人たちの情報交流がきっかけとなり団体を設立。マンション管理組合
を支援する傍ら、マンション管理士の社会的地位の向上を目指す。特に、マンショ
ン管理士資格だけでは独立開業が難しいため、業務独占資格として認められる
よう、他団体と連携して働きかけたいとしている。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員1人�
ボランティア0人�
会員30

構成人員�

募 集 中 ！ �
分譲マンションの管理・運営に関する相談があ
る人は、同団体まで気軽に電話を。また、年2～
3回、同団体主催の無料相談会も実施している。
その他、会員を対象とした研修会を2か月に1回
ペースで開催しており、マンション管理組合員
などに限り傍聴することもできる。傍聴希望者
は事前に申し込みを。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2003年3月26日�
まちづくり�
環境保全�

概要�

連絡先�

〒460-0004 名古屋市中区新栄1-47-15�
　　　　　  千早グリーンハイツ�

052-263-4005　平日　10:00～16:00�
052-263-4747�
tokai-mankan@joy.ocn.ne.jp�
http://www.toukai-mankan.com/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



ドゥチュウブ�

「もっと中部を知り、楽しむ」情報を発信�

名古屋市中区�

中部地方の魅力や資源を紹介するポータルサイト『DoChubu』を運営�
（http://dochubu.com）。サイトのメインは「地産地消」をテーマに中部地方の
農業・漁業・文化・ものづくり・イベントを紹介する『地産地消のすすめ』。現場
取材に基づき、丁寧でわかりやすい記事づくりを心がけている。防災マップなど
地図情報の作成支援サービス『つながるマップ』と共に、地域情報の発信・共有・
活用の推進に取り組んでいる。�

「自分たちの住む地域のことを意外に知らないのでは？」と思った代表らが、「地
域情報を伝える新しいメディアを創りたい」と同サイトを立ち上げた。「中部地方
にはおいしいものや素敵な人・場所がたくさんある。そこに行ってみたいと思ったり、
実際に訪れて楽しんでもらえる情報を『DoChubu』で届けていきたい。地産地
消というテーマは、地域の活性化にもつながる。まだ知られていない中部の魅力を、
より多くの人に伝えたい」と語る。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア0人�
会員20

構成人員�

募 集 中 ！ �
『DoChubu』では、記事を取材執筆してくれる
ライターを募集している。取材対象エリアは東
海3県および長野県の一部、静岡県の一部。
人と接すること、書くことが好きで、一緒に中部
地方の魅力を発掘してくれる人を歓迎。詳しく
は問い合わせを。�

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2011年6月24日�
まちづくり�
地域安全、情報化社会�

概要�

連絡先�

〒�

052-265-8842 平日　10:00～18:00�
052-265-8842�
info@dochubu.com�
http://dochubu.com

T E L �
FAX�
E-mail�
URL

460-0002 名古屋市中区丸の内1-9-7�
バンケービル2F-D



久屋・エコまちネット�

久屋大通にたくさんの人が訪れてもらえるように�

名古屋市東区�

1. 東区の久屋地域を花と緑にあふれた街にするため、久屋大通公園周辺歩道
の自転車整備、ゴミ拾い、花植えを地域周辺で営業する事業者や住民が主
体となって行う。�

2.『まちづくり協議会』を年に1～2回開催。ワークショップ形式で進められ、地域
周辺で営業する事業者、住民たちが久屋地域をよりよくしようと自由に意見を
出し合う。そこで出た具体的な提案を、同団体がまとめて名古屋市に提案する。�

久屋・エコまちネットの活動は、現理事の「久屋大通を変えたい」という思いが原
点にある。まちづくりをする上で、同団体が大切にしているのは「久屋大通らしさ」。
「久屋大通を単に綺麗な街にするのではなく、この地域のよさである緑や静寂感
を活かしたおしゃれな街をつくり、人がたくさん訪れる街にしたい」と代表。将来、
この街の事業者たちがこの街で生計を立てていけるようにとの思いをもって活
動している。�

●活動内容�

●活動の背景、活動への思い�

職員2人�
ボランティア20人�
会員64

構成人員�

募 集 中 ！ �
1.久屋大通公園周辺の歩道で、自転車整備、
ゴミ拾い、花植えなどをするボランティアを募集。
花植えは年に2回だが、花の水やりや自転車整
備のボランティアは随時募集している。2.「久
屋地域を変えたい」と思う人は、ぜひ同団体ま
で提言を。まちづくり協議会への参加も大歓迎。 �

●法人認証年月日／�
●主な活動分野／�
●従たる活動分野／�

2009年8月13日�
まちづくり�
環境保全、地域安全�

概要�

連絡先�

〒461-0001 名古屋市東区泉1-14-23

052-957-5450　平日　10:00～17:00�
052-957-5460�
turutowani@u01.gate01.com�
http://www.ecomachi.net/

T E L �
FAX�
E-mail�
URL



ビジュアルコンテンツプロダクトネットワーク

まちの軌跡、生活の歴史をアーカイブにして公開

名古屋市中区

市内の図書館や資料館などに収蔵されている写真、地図、絵図などの資料をデ
ジタルコンテンツ化して公開する、デジタルアーカイブ事業を行う。内容は、江戸
時代から戦前までの名古屋の町並みや暮らしがわかる画像資料が中心で、多く
は有志や協力団体がデジタル化したもの。中には江戸末期の地誌『尾張名所
図会』や、モノクロ写真に彩色を施したユニークな作品も。これら「まちの歴史」を
市民・国民と共有できるようホームページで公開している。

写真収集家がコレクションを社会で共有するために設立。図書館や資料館に分
散している画像資料を、名古屋市をはじめさまざまな協力を得てデータベース化
し、保存・公開する活動へと展開してきた。「戦前と戦後でまちの歴史が分断さ
れ、様子も一変した」と理事長。「まちの歴史は生活の歴史。その延長線上に私
たちがいることに思いを馳せ、いろいろ感じ取ってもらえたら」 という思いを原動力
として、ウェブ公開作業を行っている。

●活動内容

●活動の背景、活動への思い

職員2人
ボランティア2人
会員16

構成人員

募 集 中 ！
幕末から太平洋戦争ごろまでの写真を募集
中。「街並みや日常生活のワンシーンなど、当時
の生活風景や風俗を写したもの、民衆を撮った
スナップ写真などがあれば、ぜひ拝見したい」と
のこと。持っている人は、ぜひ連絡を。

●法人認証年月日／
●主な活動分野／
●従たる活動分野／

2002年7月8日
まちづくり
学術・文化・芸術・スポーツ

概要

連絡先

〒

052-203-4832　平日　9:00～17:00
052-219-4102
vcpn@m5.dion.ne.jp
http://www.h3.dion.ne.jp/~vcpn/

T E L
FAX
E-mail
URL

460-0008 名古屋市中区栄1-6-14


