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協働の「共通言語」としてのSDGs

■ご相談下さい■
市民活動や協働に関する相談を受け付けています。「市民活動を始めたい」「協働したい」「活動して
いるが悩みがある」など、お気軽にご相談ください。
■団体情報を提供します■
市民活動センターに登録している団体の情報を、ウェブサイト等で提供しています。また、条件に
マッチした団体を探すお手伝いも行っています。
■イベントやセミナーを実施■
まちづくりを学ぶ講座を開催したり、中高生向け「1Dayボランティア」体験セミナーなどを開催して
います。
■施設や設備の利用について■
市民活動を行っている（これから行おうとする）団体が登録することにより、市民活動センターの施
設や設備を利用することができます。

島田市市民活動センター（市民活動支援業務：NPO法人クロスメディアしまだ）
島田市本通三丁目6-1（島田市地域交流センター「歩歩路」内）
TEL 0547-33-1550
・開館/年中無休※年末年始（12月29日～1月3日）を除く
・時間/9：00～22：00※市民活動センター利用21：30まで

これからのパートナーシップを考えよう

島田市市民活動センター

島田市市民活動センターは、「島田市をもっとすみやすいまち
にしたい」、「安心して暮らせるまちにしたい」という市民のみな
さんの自主的な社会貢献活動（市民活動）を支援し、地域を豊かにするための施設です。活動の相談や
情報発信などをとおして、市民活動団体やこれから活動を始めようとするみなさんを応援していきます。

　SDGs（エスディージーズ）は、Sustainable Development Goalsの略で、「誰一人取り残
さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の
国際目標です。
　SDGsへの関心は企業などの事業者を中心に高まっています。市民活動においても、
SDGsの視点から企業、行政機関、大学など様々なプレイヤーへアプローチすることで、
協働の糸口が見つかります。お互いの本業への必要性とメリットを感じ、さらにはSDGs
の取り組みに貢献できることにつながります。

島田市市民活動センター 協働の事例ガイドブック

■自分たちの活動はSDGsの17の目標のうち、どの取り組みか気づこう
■どんな企業や団体が、自分たちの取り組みを求めているのかに気づこう
■さまざまな企業が取り組んでいるSDGsの取り組みにも目を向けてみよう

知っていますか？

市民活動や協働に関する相談窓口
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「1+1」が10にも100にも。協働って何だろう

Intr�uction
市民活動団体×事業者×行政

少子高齢化をはじめとした社会の様々な変化に伴い、私たちは多くの新たな課題
に直面しています。持続可能なまちづくりのために、地域の課題やニーズをいち早
く捉え、解決に柔軟かつ迅速に取り組むことができる市民の皆さんが、市民活動
に取り組むことが期待されています。しかしながら、多様化・複雑化・深刻化する
課題は、行政や、市民活動団体、事業者などが単独で解決することは年々難しく
なっています。そこで、多様な主体がそれぞれの得意分野や特性を生かし、役割
分担をし、ともに考え協力しながら地域課題に取り組む「協働」が求められていま
す。島田市市民活動センターでは「協働の事例ガイドブック」発行を通じて、一つ
の組織だけでは十分に成果を出せない地域課題の解決や目標達成のために、有
効な手段である「協働」への理解を深め、みんなで力を合わせ、それぞれの強みを
生かしてともに地域課題の解決に向けた取り組みを目指します。

事業者や行政など様々なパートナーとの協働で実現したマ
ルシェイベント「富士山santaキャラバン」。信頼関係の積み
重ねが成功につながりました。

協働に裏技やテクニックはありません。最初は時間や手間がかかりますが、コツコツとや
ることを重ねることで、信頼関係が築かれていくと思います。協働はあくまで手段。まずは
自分の団体の目的や活動を見つめなおし、「やりたいことと、やれること」や「本当にやる必
要があるか」をメンバーと共有していく作業から始めたいですね。

団体名▶島ママDream　　　設立時期▶2011年11月
目的▶子育て中のママたちの学びたい、やってみたいを実現していくこと　ママたちの最初の一歩の背中を押すこと
主な事業▶防災・子育て・健康に関する講座などの開催、ベルマークの仕分け・集計の作業、「島ママDreamマーケット」（マ
ルシェ）の開催　

■団体立ち上げの経緯は？
幼い子を持つ親に向けた防災講座への参加を
きっかけに、母親が子連れで集まり学ぶ場を作
ろうと活動がスタート。
また、ママたちがお店を出したり、地域とつなが
ることで子育て活力がアップできたら、という
目的から実現したのが島ママDreamマーケット
です。

■協働に至る経緯は？
コロナ禍で様々なイベント中止が相次ぎ、せめ
てクリスマスは楽しいイベントができないかと
考えている中、島田市の「トライアル・サウン
ディング」を知りました。しかし広い会場の規模
を考えると1団体だけでは難しく、集客力があり
親交のある㈱ママバトンの杉山氏に連絡し、共
同開催を即決しました。

■協働による成果や気づきは？
トヨタユナイテッド静岡の電気自動車を身近に
感じてもらう出店や、中部電力の発電の知識を
実感できる体験ブースなど、事業者の方々は自
分たちのメリットを優先しつつも、島ママの趣
旨に沿った関わり方をしてもらえました。また
島田市の広報支援のおかげで、今までにない幅
広い層に団体を知ってもらえたことも大きな成
果でした。

■今後の展望は？
毎年開催している島ママDreamマーケットも10
年が経過し、当初に比べ地域でマルシェが多く
開催されるようになり、継続について考えてい
るところです。いろんな企業や個店商店、団体な
どと一緒に活動してきましたので、その経験を
活かしマルシェを開催したい人たちの応援がで
きればと思います。

■協働って何だろう？
地域の「困った」を解決するため、複数の主体（市民や、市民活動団体、事業者、
行政）が、目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。それぞれの立場や
特性を理解した上で、対等の立場で協力し活動することです。協働というと、こ
れまでは「市民等と行政(市や県など)の協働」が中心でしたが、近年では、市民
活動団体同士や事業者など市民間の協働の取り組みも増えてきています。 

■どうして協働が必要なの？
たとえば資金面や、人材の確保、広報などの専門性など、それぞれの強みを役
割分担することにより、単独では難しかった課題解決に向けたアクションが行
えることがあります。しかし協働は、それ自体が目的ではなくミッション解決の
近道になる手段のひとつです。それぞれの事業が協働に適するかどうかを見極
め、高い効果が期待できる場合は、積極的に協働しましょう。

活 動
 事 例

「富士山santaキャラバン」
島ママDream

協働のヒント

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択) すべての人に

健康・福祉
住み続けられる

まち
パートナー
シップ（協働）

協働の
パートナー

●㈱ママバトン【協働運営】
●各種事業者【運営資金（協賛）】
●島田市【後援】

島ママDream　創設者：杉本真美氏

Int�view

行政
(市や県など)

市民活動団体

市民 事業者

市民間の協働
市民と行政の協働

活動
団体

協働
事例
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「1+1」が10にも100にも。協働って何だろう

Intr�uction
市民活動団体×事業者×行政

少子高齢化をはじめとした社会の様々な変化に伴い、私たちは多くの新たな課題
に直面しています。持続可能なまちづくりのために、地域の課題やニーズをいち早
く捉え、解決に柔軟かつ迅速に取り組むことができる市民の皆さんが、市民活動
に取り組むことが期待されています。しかしながら、多様化・複雑化・深刻化する
課題は、行政や、市民活動団体、事業者などが単独で解決することは年々難しく
なっています。そこで、多様な主体がそれぞれの得意分野や特性を生かし、役割
分担をし、ともに考え協力しながら地域課題に取り組む「協働」が求められていま
す。島田市市民活動センターでは「協働の事例ガイドブック」発行を通じて、一つ
の組織だけでは十分に成果を出せない地域課題の解決や目標達成のために、有
効な手段である「協働」への理解を深め、みんなで力を合わせ、それぞれの強みを
生かしてともに地域課題の解決に向けた取り組みを目指します。

事業者や行政など様々なパートナーとの協働で実現したマ
ルシェイベント「富士山santaキャラバン」。信頼関係の積み
重ねが成功につながりました。

協働に裏技やテクニックはありません。最初は時間や手間がかかりますが、コツコツとや
ることを重ねることで、信頼関係が築かれていくと思います。協働はあくまで手段。まずは
自分の団体の目的や活動を見つめなおし、「やりたいことと、やれること」や「本当にやる必
要があるか」をメンバーと共有していく作業から始めたいですね。

団体名▶島ママDream　　　設立時期▶2011年11月
目的▶子育て中のママたちの学びたい、やってみたいを実現していくこと　ママたちの最初の一歩の背中を押すこと
主な事業▶防災・子育て・健康に関する講座などの開催、ベルマークの仕分け・集計の作業、「島ママDreamマーケット」（マ
ルシェ）の開催　

■団体立ち上げの経緯は？
幼い子を持つ親に向けた防災講座への参加を
きっかけに、母親が子連れで集まり学ぶ場を作
ろうと活動がスタート。
また、ママたちがお店を出したり、地域とつなが
ることで子育て活力がアップできたら、という
目的から実現したのが島ママDreamマーケット
です。

■協働に至る経緯は？
コロナ禍で様々なイベント中止が相次ぎ、せめ
てクリスマスは楽しいイベントができないかと
考えている中、島田市の「トライアル・サウン
ディング」を知りました。しかし広い会場の規模
を考えると1団体だけでは難しく、集客力があり
親交のある㈱ママバトンの杉山氏に連絡し、共
同開催を即決しました。

■協働による成果や気づきは？
トヨタユナイテッド静岡の電気自動車を身近に
感じてもらう出店や、中部電力の発電の知識を
実感できる体験ブースなど、事業者の方々は自
分たちのメリットを優先しつつも、島ママの趣
旨に沿った関わり方をしてもらえました。また
島田市の広報支援のおかげで、今までにない幅
広い層に団体を知ってもらえたことも大きな成
果でした。

■今後の展望は？
毎年開催している島ママDreamマーケットも10
年が経過し、当初に比べ地域でマルシェが多く
開催されるようになり、継続について考えてい
るところです。いろんな企業や個店商店、団体な
どと一緒に活動してきましたので、その経験を
活かしマルシェを開催したい人たちの応援がで
きればと思います。

■協働って何だろう？
地域の「困った」を解決するため、複数の主体（市民や、市民活動団体、事業者、
行政）が、目標を共有し、ともに力を合わせて活動すること。それぞれの立場や
特性を理解した上で、対等の立場で協力し活動することです。協働というと、こ
れまでは「市民等と行政(市や県など)の協働」が中心でしたが、近年では、市民
活動団体同士や事業者など市民間の協働の取り組みも増えてきています。 

■どうして協働が必要なの？
たとえば資金面や、人材の確保、広報などの専門性など、それぞれの強みを役
割分担することにより、単独では難しかった課題解決に向けたアクションが行
えることがあります。しかし協働は、それ自体が目的ではなくミッション解決の
近道になる手段のひとつです。それぞれの事業が協働に適するかどうかを見極
め、高い効果が期待できる場合は、積極的に協働しましょう。
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●㈱ママバトン【協働運営】
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「放課後ひだまり教室」

市民活動団体×NPO法人

平日の放課後「宿題」「補修学習」「自由研究」を見守ります。場
所はグループホーム陽だまり内の一室。子どもを通じ地域の
人たちが集い、学び合い、交流する場を育んでいます。

「子どもたちをきっかけに、地域のお年寄りや障がい者、子育て世代、企業や事業所など、み
んながつながれる地域社会を作りたい」という思いを持ち続けてやってきました。思いが
あれば、必ず協働できるパートナーが見つかるはず。協働によりつながり、同じ目的に向か
い動くことがきっとできると思います。

団体名▶Study Like Playing　　　設立時期▶2019年11月
目的▶地域で子どもを育む。自然体験や農業体験、生活体験の機会を提供し、新しい学びの形を提案する。
主な事業▶放課後ひだまり教室、フリースクールひだまり教室、ひだまりベイス、大井川わ っぱクラブ、など。子どもたちを
きっかけに、地域の人が集まる場の運営。

■団体立ち上げの経緯は？
約20年間、小学校の教員として教育に携わって
きましたが、学校だけでは子どもたちを豊かに
育てることはできないと考え、地域で子どもた
ちを育む仕組みを作りたいと思い、退職して
Study Like Playingを結成しました。

■協働に至る経緯は？
退職後、地域で子どもたちを育てる仕組みにつ
いて考えているときに、グループホーム陽だま
り内にある「みんなの居場所『ひだまりカフェ』」
が目に留まりました。「子どもたちがたくさん来
てくれたら」という思いに共感し、施設内で「放
課後ひだまり教室」を始めました。

■協働による成果や気づきは？
障害のある人や地域の人と、子どもたちが顔見
知りになり交流し、お互いの信頼感が醸成され

ました。地域のみんなで、子育てをしている形に
近づいてきたと感じます。子どもたちの為だけ
ではなく、何かやりたい大人も少なくないこと
に気づき、「大人の生きがいづくりの場」として
も機能していると感じます。

■今後の展望は？
早くコロナが終息して、子どもたちや施設の人、
そして地域の人たちとつながる活動を再開する
ことを望みます。そして地域の人たちに、この活
動へさらに参画してほしいです。この活動に特
別な資格などはいりませんが、教員経験から
ちょっとしたコツをお伝えしますので、未経験
者の方や興味がある方など、共に活動してくだ
さる方大歓迎。やりたい！参加したい！とお考
えの方はぜひお声掛けいただけたらと思いま
す。

活 動
 事 例

Study Like Playing

協働のヒント

質の高い教育 住み続けられる
まち

パートナー
シップ（協働）

協働の
パートナー

●認定NPO法人フリースペース・
　うぇるびー【協働運営】

Study Like Playing　代表：松浦静治氏

Int�view

一人で食事をしている子、みんなで楽しく食事をしたい方、
息抜きしたいお母さんたち…。地域に開かれた、誰でも参加
できるこども食堂を運営しています。

声を出す、声を上げる事が大事。言わないと知ってもらえない、気づいてもらえません。「これを
やっているよ、これが欲しいよ、これをやりたいよ」など。仲間、協働相手との調和を意識すること
も大事だと思います。正しさは人それぞれ。意見を主張するばかりでなく、互いを尊重し相手の意
見を受け止め寄り添い、ゆるくゆとりをもって運営していくと良いと思います。

団体名▶しまだ　こども・つながり研究所　　　設立時期▶2019年3月
目的▶地域の子どもたちは地域で育てる。子どもを中心に、地域のだれもが寄り合える場。
主な事業▶はつくらこども食堂、はつくらんど（駄菓子屋）、ひとり親家庭の食材の配布会

■団体立ち上げの経緯は？
代表の青山さんはPTA会長を務める等、もとも
と子育てに関心があるシングルマザー。子ども
食堂をいつかやりたいと思っていましたが、虐
待死する子供達のことをニュースで知り「安心
して食べることが大事」と思い立ち、子ども食堂
を立ち上げることを決意しました。

■協働に至る経緯は？
まずはチラシを作成し、初倉中学校へボラン
ティアを募集し中学生との協働が始まりまし
た。公民館で活動しているため多くの人の目に
留まり、地域の事業者さんからの支援が広まり
ました。そして運営資金の助成金申請を行った
際に行政の関係する課とつながりました。企業
さんは当事業のサイトを見つけてもらいご支援
いただいています。

■協働による成果や気づきは？
ボランティアに関心を持つ人が多いことに気づ
きました。特に、高齢の農家さんからは寄付の際
にこちらが感謝されることも。こちらがしても
らうことばかりのようですが、実際は相手側に
もメリットや気づきがあるようで、お互い様の
成果が出ていることも気づきました。

■今後の展望は？
現在は公民館のくららで月一回の開催ですが、
いずれは拠点を持てたらと思っています。いつ
でも困っている人が来れるように、毎日提供で
きれば。また団体が行っているその他の活動（駄
菓子屋、ひとり親家庭の食材の配布会）もできる
ような居場所となれる場を作りたいです。
また、現在NPO法人を立ち上げる準備をしてい
ます。

活 動
 事 例

協働のヒント

すべての人に
健康・福祉

人や国の
不平等をなくすジェンダー平等

協働の
パートナー

●地域の農家や個人・自治会【協働運営】
●島田市【情報提供・広報】
●事業者【運営資金・寄付】

Int�view

市民活動団体×地域団体・個人
×事業者×行政
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活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

活動
団体

協働
事例 「はつくら  こども食堂」

はつくら  こども・つながり研究所活動
団体

協働
事例

はつくら  こども・つながり研究所　副代表：清水幹郎氏
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「放課後ひだまり教室」

市民活動団体×NPO法人

平日の放課後「宿題」「補修学習」「自由研究」を見守ります。場
所はグループホーム陽だまり内の一室。子どもを通じ地域の
人たちが集い、学び合い、交流する場を育んでいます。

「子どもたちをきっかけに、地域のお年寄りや障がい者、子育て世代、企業や事業所など、み
んながつながれる地域社会を作りたい」という思いを持ち続けてやってきました。思いが
あれば、必ず協働できるパートナーが見つかるはず。協働によりつながり、同じ目的に向か
い動くことがきっとできると思います。

団体名▶Study Like Playing　　　設立時期▶2019年11月
目的▶地域で子どもを育む。自然体験や農業体験、生活体験の機会を提供し、新しい学びの形を提案する。
主な事業▶放課後ひだまり教室、フリースクールひだまり教室、ひだまりベイス、大井川わ っぱクラブ、など。子どもたちを
きっかけに、地域の人が集まる場の運営。

■団体立ち上げの経緯は？
約20年間、小学校の教員として教育に携わって
きましたが、学校だけでは子どもたちを豊かに
育てることはできないと考え、地域で子どもた
ちを育む仕組みを作りたいと思い、退職して
Study Like Playingを結成しました。

■協働に至る経緯は？
退職後、地域で子どもたちを育てる仕組みにつ
いて考えているときに、グループホーム陽だま
り内にある「みんなの居場所『ひだまりカフェ』」
が目に留まりました。「子どもたちがたくさん来
てくれたら」という思いに共感し、施設内で「放
課後ひだまり教室」を始めました。

■協働による成果や気づきは？
障害のある人や地域の人と、子どもたちが顔見
知りになり交流し、お互いの信頼感が醸成され

ました。地域のみんなで、子育てをしている形に
近づいてきたと感じます。子どもたちの為だけ
ではなく、何かやりたい大人も少なくないこと
に気づき、「大人の生きがいづくりの場」として
も機能していると感じます。

■今後の展望は？
早くコロナが終息して、子どもたちや施設の人、
そして地域の人たちとつながる活動を再開する
ことを望みます。そして地域の人たちに、この活
動へさらに参画してほしいです。この活動に特
別な資格などはいりませんが、教員経験から
ちょっとしたコツをお伝えしますので、未経験
者の方や興味がある方など、共に活動してくだ
さる方大歓迎。やりたい！参加したい！とお考
えの方はぜひお声掛けいただけたらと思いま
す。

活 動
 事 例

Study Like Playing

協働のヒント

質の高い教育 住み続けられる
まち

パートナー
シップ（協働）

協働の
パートナー

●認定NPO法人フリースペース・
　うぇるびー【協働運営】

Study Like Playing　代表：松浦静治氏

Int�view

一人で食事をしている子、みんなで楽しく食事をしたい方、
息抜きしたいお母さんたち…。地域に開かれた、誰でも参加
できるこども食堂を運営しています。

声を出す、声を上げる事が大事。言わないと知ってもらえない、気づいてもらえません。「これを
やっているよ、これが欲しいよ、これをやりたいよ」など。仲間、協働相手との調和を意識すること
も大事だと思います。正しさは人それぞれ。意見を主張するばかりでなく、互いを尊重し相手の意
見を受け止め寄り添い、ゆるくゆとりをもって運営していくと良いと思います。

団体名▶しまだ　こども・つながり研究所　　　設立時期▶2019年3月
目的▶地域の子どもたちは地域で育てる。子どもを中心に、地域のだれもが寄り合える場。
主な事業▶はつくらこども食堂、はつくらんど（駄菓子屋）、ひとり親家庭の食材の配布会

■団体立ち上げの経緯は？
代表の青山さんはPTA会長を務める等、もとも
と子育てに関心があるシングルマザー。子ども
食堂をいつかやりたいと思っていましたが、虐
待死する子供達のことをニュースで知り「安心
して食べることが大事」と思い立ち、子ども食堂
を立ち上げることを決意しました。

■協働に至る経緯は？
まずはチラシを作成し、初倉中学校へボラン
ティアを募集し中学生との協働が始まりまし
た。公民館で活動しているため多くの人の目に
留まり、地域の事業者さんからの支援が広まり
ました。そして運営資金の助成金申請を行った
際に行政の関係する課とつながりました。企業
さんは当事業のサイトを見つけてもらいご支援
いただいています。

■協働による成果や気づきは？
ボランティアに関心を持つ人が多いことに気づ
きました。特に、高齢の農家さんからは寄付の際
にこちらが感謝されることも。こちらがしても
らうことばかりのようですが、実際は相手側に
もメリットや気づきがあるようで、お互い様の
成果が出ていることも気づきました。

■今後の展望は？
現在は公民館のくららで月一回の開催ですが、
いずれは拠点を持てたらと思っています。いつ
でも困っている人が来れるように、毎日提供で
きれば。また団体が行っているその他の活動（駄
菓子屋、ひとり親家庭の食材の配布会）もできる
ような居場所となれる場を作りたいです。
また、現在NPO法人を立ち上げる準備をしてい
ます。

活 動
 事 例

協働のヒント

すべての人に
健康・福祉

人や国の
不平等をなくすジェンダー平等

協働の
パートナー

●地域の農家や個人・自治会【協働運営】
●島田市【情報提供・広報】
●事業者【運営資金・寄付】

Int�view

市民活動団体×地域団体・個人
×事業者×行政

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

活動
団体

協働
事例 「はつくら  こども食堂」

はつくら  こども・つながり研究所活動
団体

協働
事例

はつくら  こども・つながり研究所　副代表：清水幹郎氏
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市民活動団体×事業者×行政

地域の人が困っている耕作放棄地を再生し大豆を植え、実っ
た大豆で味噌を作る体験会を開催するなど、実際に循環型の
暮らしを体験してもらう事業や勉強会などを行っています。

ノウハウなどは少ないものです。どこと協働すればいいのかは、まずテーマを立案し、今の
自分たちに無いものは何かをメンバーで話し合うことが大事かと思います。また、つなが
りたい相手には、自分から思い切って声をかけていくこと。思っているほど相手は拒否し
ないものです。外に声を出せば外とつながりますよ。

団体名▶NPO法人しまだ環境ひろば　設立時期▶2003年8月（法人化2011年12月）　目的▶環境問題を地域から解決して
いくため、島田市や周辺地域の市民や事業者に対して、望ましい環境像の実現をするための事業を行い、地球環境の改善に
寄与する　主な事業▶各団体との協働でしまだ環境ひろば塾の開催（手づくり味噌の会・生ごみの堆肥化教室・梅の収穫会
など）耕作放棄地の再生による市民農園の維持管理事業、小水力発電の研究・検討事業など。

■団体立ち上げの経緯は？
平成15年3月に施行した「第一次島田市環境基本
計画」の策定のため集まった市民が「環境100人
会議」を組織化し、計画策定という使命を終え
て、計画に書いた市民の取組みを先頭に立って
活動しようと結成しました。

■協働に至る経緯は？
団体の立ち上げは行政の支援がきっかけであ
り、その後も行政とは環境基本計画の進行管理
の実施や環境報告書へ掲載する環境活動報告な
どで協働してきました。また、「しまだ環境ひろ
ば塾」を開催することで、行政のほか、環境問題
に興味のある市民をはじめ、各地域で課題を抱
えている団体からも声をかけてもらい、協働に
至りました。

■協働による成果や気づきは？
しまだ環境ひろばの目的は、循環型社会の形成

や地域から環境問題を解決していくことです
が、多方面との協働により、地域の人たちに環境
問題を身近に感じてもらい、協働し合えば自分
たちもできることを感じてもらえるきっかけと
なりました。実際に味噌づくりを通じて、「地産
地消」「安心安全な食べ物」「伝統食の継承」「循環
型社会」を実現することができました。ここに至
るには市民の皆さんの協力無くしては実現でき
ないので、人づくりが大切だと痛感しています。
また、100人会議後にはたくさんの団体が立ち上
がったにもかかわらず、現在継続している団体
はごくわずかに。一団体の力は小さい。しかし協
働することで活動の継続や拡大につながるの
で、協働の必要性を強く感じています。

■今後の展望は？
団体の後継者を増やしたいです。若い人たちは
もちろん、時間に余裕のあるリタイヤした世代
の人たちに、共に活動し引き継いでもらえたら
と思っています。そのためにもいろんな団体と
の協働は継続し続けたいです。

活 動
 事 例

「手作り味噌の会」
NPO法人しまだ環境ひろば

協働のヒント

エネルギーを
みんなに

海の豊かさを
守ろう

緑の豊かさも
守ろう

協働の
パートナー

●農家・地域団体【協働運営】
●行政【協力】

NPO法人しまだ環境ひろば　代表：諸田昌太郎氏

Int�view

行政×団体×企業×学校

障がいを持つ人や家族が、やりたい事ができる社会づくり。
買物を支援し、イベントではステージ発表、運営を障がい者
自身も行います。商店街や行政、ボランティアの方と実施。

手助けしてくれる人は多ければ多いほど良いです。そのためには、誰とでも仲良くするこ
と、愚痴は言わないこと。優しさを持ちお互いを思いやれれば、協働してくれるところが必
ず現れます。「感謝」と「思いやり」があれば、人は寄ってくると信じています。

団体名▶障がい者福祉連絡会　設立時期▶2013年1月　目的▶障がい種別を超えた障がい者団体等が連携し、お互いの障がい
特性を理解・尊重し合いながら、障がい者や家族が希望する暮らしの一助となることを目的に横断的な連絡会として発足した組織。
主な事業▶島田市で初めて結成された市町単位における障がい者団体(身体・知的・精神・難病)が集まった横断的な連絡会。
人知れず悩んでいる同障の仲間への呼びかけ。日常生活で困っていることや不安に感じていること(福祉制度の谷間の問題)等、
障がいのある人の声を行政へ届ける仕組みの提案

■団体立ち上げの経緯は？
事務局の坂田氏が運営する「リアンの会」（重度
障がい児（者）親の会）が、団体の今後について島
田市福祉課に相談。当団体の代表　原田氏（自身
が障がい者である）を紹介され、団体立ち上げに
至りました。現在は障がい者を支える活動団体9
団体が登録しています。

■協働に至る経緯は？
原田氏が当事者主催イベント「こころのバリア
フリーを広げよう」を提案。街で買い物ができる
よう、入店しやすいステッカーを作成。商店へ直
接交渉し、参加店舗を増やし実際に買い物する
イベントを企画しました。その際に出店者、商店
街とのつながりが生まれました。また、高校や大
学への出張講座で登壇したのがきっかけで学校
との協働に至りました。

■協働による成果や気づきは？
高校や大学との協働は、学生にとってリアルな
学びや体験をすることにより、その後の進路決
定にプラスに。イベントも回を重ねるごとに、初
めこそ迷惑がっていた人が、今ではもっとやっ
てほしいに変化。商店街への認知度も上がりま
した。実際に「助けて、協力してほしい」と声をあ
げることが、一番目的に近づける大事なことだ
と感じています。
また障がい者にとっても、買い物のハードルが
下がり、関わってくれる人（健常者）とのふれあ
いが増え、自己肯定感が上がったようです。

■今後の展望は？
イベントも含め、協働して活動を継続すること
で、将来の福祉の仕事に就く人を増やしたいで
す。介護職に就く人は多いけれど、実際体験する
ことで障がい者ケアへの理解度が上がり福祉職
を希望する人が増えることを望みます。

活 動
 事 例

協働のヒント

すべての人に
健康・福祉

住み続けられる
まち 平和と公正

協働の
パートナー

●島田市【情報提供、後援】
●各種事業者【運営資金（協賛）】
●島田市社会協議会【情報提供、運営協力】
●高校・大学【運営協力、情報協力】

Int�view

障がい者福祉連絡会　事務局：坂田美智子氏

障がい者福祉連絡会

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

活動
団体

協働
事例

活動
団体

協働
事例「バリアフリー　てけてけ隊

 島田市商店街探検ツアー」
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市民活動団体×事業者×行政

地域の人が困っている耕作放棄地を再生し大豆を植え、実っ
た大豆で味噌を作る体験会を開催するなど、実際に循環型の
暮らしを体験してもらう事業や勉強会などを行っています。

ノウハウなどは少ないものです。どこと協働すればいいのかは、まずテーマを立案し、今の
自分たちに無いものは何かをメンバーで話し合うことが大事かと思います。また、つなが
りたい相手には、自分から思い切って声をかけていくこと。思っているほど相手は拒否し
ないものです。外に声を出せば外とつながりますよ。

団体名▶NPO法人しまだ環境ひろば　設立時期▶2003年8月（法人化2011年12月）　目的▶環境問題を地域から解決して
いくため、島田市や周辺地域の市民や事業者に対して、望ましい環境像の実現をするための事業を行い、地球環境の改善に
寄与する　主な事業▶各団体との協働でしまだ環境ひろば塾の開催（手づくり味噌の会・生ごみの堆肥化教室・梅の収穫会
など）耕作放棄地の再生による市民農園の維持管理事業、小水力発電の研究・検討事業など。

■団体立ち上げの経緯は？
平成15年3月に施行した「第一次島田市環境基本
計画」の策定のため集まった市民が「環境100人
会議」を組織化し、計画策定という使命を終え
て、計画に書いた市民の取組みを先頭に立って
活動しようと結成しました。

■協働に至る経緯は？
団体の立ち上げは行政の支援がきっかけであ
り、その後も行政とは環境基本計画の進行管理
の実施や環境報告書へ掲載する環境活動報告な
どで協働してきました。また、「しまだ環境ひろ
ば塾」を開催することで、行政のほか、環境問題
に興味のある市民をはじめ、各地域で課題を抱
えている団体からも声をかけてもらい、協働に
至りました。

■協働による成果や気づきは？
しまだ環境ひろばの目的は、循環型社会の形成

や地域から環境問題を解決していくことです
が、多方面との協働により、地域の人たちに環境
問題を身近に感じてもらい、協働し合えば自分
たちもできることを感じてもらえるきっかけと
なりました。実際に味噌づくりを通じて、「地産
地消」「安心安全な食べ物」「伝統食の継承」「循環
型社会」を実現することができました。ここに至
るには市民の皆さんの協力無くしては実現でき
ないので、人づくりが大切だと痛感しています。
また、100人会議後にはたくさんの団体が立ち上
がったにもかかわらず、現在継続している団体
はごくわずかに。一団体の力は小さい。しかし協
働することで活動の継続や拡大につながるの
で、協働の必要性を強く感じています。

■今後の展望は？
団体の後継者を増やしたいです。若い人たちは
もちろん、時間に余裕のあるリタイヤした世代
の人たちに、共に活動し引き継いでもらえたら
と思っています。そのためにもいろんな団体と
の協働は継続し続けたいです。

活 動
 事 例

「手作り味噌の会」
NPO法人しまだ環境ひろば

協働のヒント

エネルギーを
みんなに

海の豊かさを
守ろう

緑の豊かさも
守ろう

協働の
パートナー

●農家・地域団体【協働運営】
●行政【協力】

NPO法人しまだ環境ひろば　代表：諸田昌太郎氏

Int�view

行政×団体×企業×学校

障がいを持つ人や家族が、やりたい事ができる社会づくり。
買物を支援し、イベントではステージ発表、運営を障がい者
自身も行います。商店街や行政、ボランティアの方と実施。

手助けしてくれる人は多ければ多いほど良いです。そのためには、誰とでも仲良くするこ
と、愚痴は言わないこと。優しさを持ちお互いを思いやれれば、協働してくれるところが必
ず現れます。「感謝」と「思いやり」があれば、人は寄ってくると信じています。

団体名▶障がい者福祉連絡会　設立時期▶2013年1月　目的▶障がい種別を超えた障がい者団体等が連携し、お互いの障がい
特性を理解・尊重し合いながら、障がい者や家族が希望する暮らしの一助となることを目的に横断的な連絡会として発足した組織。
主な事業▶島田市で初めて結成された市町単位における障がい者団体(身体・知的・精神・難病)が集まった横断的な連絡会。
人知れず悩んでいる同障の仲間への呼びかけ。日常生活で困っていることや不安に感じていること(福祉制度の谷間の問題)等、
障がいのある人の声を行政へ届ける仕組みの提案

■団体立ち上げの経緯は？
事務局の坂田氏が運営する「リアンの会」（重度
障がい児（者）親の会）が、団体の今後について島
田市福祉課に相談。当団体の代表　原田氏（自身
が障がい者である）を紹介され、団体立ち上げに
至りました。現在は障がい者を支える活動団体9
団体が登録しています。

■協働に至る経緯は？
原田氏が当事者主催イベント「こころのバリア
フリーを広げよう」を提案。街で買い物ができる
よう、入店しやすいステッカーを作成。商店へ直
接交渉し、参加店舗を増やし実際に買い物する
イベントを企画しました。その際に出店者、商店
街とのつながりが生まれました。また、高校や大
学への出張講座で登壇したのがきっかけで学校
との協働に至りました。

■協働による成果や気づきは？
高校や大学との協働は、学生にとってリアルな
学びや体験をすることにより、その後の進路決
定にプラスに。イベントも回を重ねるごとに、初
めこそ迷惑がっていた人が、今ではもっとやっ
てほしいに変化。商店街への認知度も上がりま
した。実際に「助けて、協力してほしい」と声をあ
げることが、一番目的に近づける大事なことだ
と感じています。
また障がい者にとっても、買い物のハードルが
下がり、関わってくれる人（健常者）とのふれあ
いが増え、自己肯定感が上がったようです。

■今後の展望は？
イベントも含め、協働して活動を継続すること
で、将来の福祉の仕事に就く人を増やしたいで
す。介護職に就く人は多いけれど、実際体験する
ことで障がい者ケアへの理解度が上がり福祉職
を希望する人が増えることを望みます。

活 動
 事 例

協働のヒント

すべての人に
健康・福祉

住み続けられる
まち 平和と公正

協働の
パートナー

●島田市【情報提供、後援】
●各種事業者【運営資金（協賛）】
●島田市社会協議会【情報提供、運営協力】
●高校・大学【運営協力、情報協力】

Int�view

障がい者福祉連絡会　事務局：坂田美智子氏

障がい者福祉連絡会

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

団体の
活動分野
(SDGsから
3つまで選択)

活動
団体

協働
事例

活動
団体

協働
事例「バリアフリー　てけてけ隊

 島田市商店街探検ツアー」
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協働の「共通言語」としてのSDGs

■ご相談下さい■
市民活動や協働に関する相談を受け付けています。「市民活動を始めたい」「協働したい」「活動して
いるが悩みがある」など、お気軽にご相談ください。
■団体情報を提供します■
市民活動センターに登録している団体の情報を、ウェブサイト等で提供しています。また、条件に
マッチした団体を探すお手伝いも行っています。
■イベントやセミナーを実施■
まちづくりを学ぶ講座を開催したり、中高生向け「1Dayボランティア」体験セミナーなどを開催して
います。
■施設や設備の利用について■
市民活動を行っている（これから行おうとする）団体が登録することにより、市民活動センターの施
設や設備を利用することができます。

島田市市民活動センター（市民活動支援業務：NPO法人クロスメディアしまだ）
島田市本通三丁目6-1（島田市地域交流センター「歩歩路」内）
TEL 0547-33-1550
・開館/年中無休※年末年始（12月29日～1月3日）を除く
・時間/9：00～22：00※市民活動センター利用21：30まで

これからのパートナーシップを考えよう

島田市市民活動センター

島田市市民活動センターは、「島田市をもっとすみやすいまち
にしたい」、「安心して暮らせるまちにしたい」という市民のみな
さんの自主的な社会貢献活動（市民活動）を支援し、地域を豊かにするための施設です。活動の相談や
情報発信などをとおして、市民活動団体やこれから活動を始めようとするみなさんを応援していきます。

　SDGs（エスディージーズ）は、Sustainable Development Goalsの略で、「誰一人取り残
さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の
国際目標です。
　SDGsへの関心は企業などの事業者を中心に高まっています。市民活動においても、
SDGsの視点から企業、行政機関、大学など様々なプレイヤーへアプローチすることで、
協働の糸口が見つかります。お互いの本業への必要性とメリットを感じ、さらにはSDGs
の取り組みに貢献できることにつながります。

島田市市民活動センター 協働の事例ガイドブック

■自分たちの活動はSDGsの17の目標のうち、どの取り組みか気づこう
■どんな企業や団体が、自分たちの取り組みを求めているのかに気づこう
■さまざまな企業が取り組んでいるSDGsの取り組みにも目を向けてみよう

知っていますか？

市民活動や協働に関する相談窓口


