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究の分野から成るシンクタンクですが、具体的

とちぎ協働デザインリーグは、
協働のまちづくりの調査研究、
支援・協力、政策提言等を行う
シンクタンクです

には、次の事業を行っています。
１．協働の視点によるボランティア・NPO 活動
の成果、課題等を明らかにする調査研究
２．研究の成果に基づく行政、企業、他団体等
への協働方策の提言
３．ボランティア・NPO の自立と協働を支援す
る研修・教育、協力・指導助言
４．協働のまちづくりに関わる社会貢献活動拠
点の事務局業務

〒 3 2 0-0032 宇 都 宮 市 昭 和 2-2-7
と ち ぎ ボ ラ ンテ ィアNPOセ ンター 内
UR L : http ://www.tochigi-tcdl.net

平成 19 年４月より、栃木県の施設である
「とちぎボランティア NPO センター（愛称

とちぎ協働デザインリーグ
TOCHIGI COLLABORATION DESIGN LEAGUE

ぽ・ぽ・ら）
」の管理運営を受託しています。
５．その他、当リーグのミッションを達成する

「リーグファイル」の発刊にあたって
理事長

藤本

ために必要な事業

信義
■とちぎボランティア NPO センター

とちぎ協働デザインリーグの季刊誌「リーグ

（ぽ･ぽ･ら）の管理運営

ファイル」創刊号をお届けします。この創刊号

これらの事業を進めるためには、さまざまな

で初めて私たちの団体名をご覧になる方々に、

分野からの参加と協働が不可欠です。特に、県

まずは自己紹介をさせていただきます。

民の「自立・協働・社会参加」を基本的なコン
セプトとするとちぎボランティア NPO センタ

■とちぎ協働デザインリーグとは

ー（以下、ぽ･ぽ･ら）の管理運営は、当リーグ

とちぎ協働デザインリーグは、平成 19 年１

の主要な事業であり、多くのボランティア・NPO

月にリニューアルした団体です。それ以前の４

団体や関係機関との連携・協働により実施され

年間は「とちぎ NPO 研究会」として、社会貢献

ています。県域全体の社会貢献活動に視野をお

活動に寄与する各種調査研究、研修等を積み重

くぽ･ぽ･らは、市町単位に設置されている公設

ねてきましたが、さらに栃木県総合計画で強調

および民設の市民活動サポートセンター（中間

されている「協働」の理念を具体化する灯台と

支援センター）との情報交換、相互研修等にも

しての役割を果たすべく、研究会を発展的に解

力を入れています。業務内容は、施設管理／情

消して再生しました。

報の収集・提供／相談・コーディネート／教育・

団体名の「とちぎ協働デザインリーグ」は、

研修／交流・理解促進／ネットワーク促進／調

栃木県を活動の拠点として、市民活動団体、行

査研究等、多岐にわたっています。リーグ所属

政、企業、地域等の協働をデザインする仲間た

の研究員４名が、ぽ･ぽ･らの運営スタッフとし

ちというほどの意味です。

て、サポーター数名の協力を得ながらこれらの

当リーグは、まちづくりを幅広くとらえ、こ

業務を遂行しています。

れに貢献するあらゆる個人、団体等の自立と協
働を実現するというビジョンのもとに、協働に

今後、県民協働に資する当リーグの活動、情

よるまちづくりの調査研究、支援・協力、政策

報ストック等を年４回の予定で発信しますので、

提言等を行うことを使命としています。教育研

どうぞよろしくお願いします。
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「まち・むら地域力 UP 講座」
を企画しませんか？

■ぽ･ぽ･らスタッフ講師派遣
当講座のほかに、ぽ･ぽ･らスタッフ（リーグ
研究員）の講師派遣も、市町中間支援センター

■主

等の要請に応じています。今までに、NPO 法人

旨

の概要紹介や法人設立のノウハウ研修、ボラン

21 世紀初頭に至るまで、「より大きく、より

ティア講座の講師などの実績があります。

多く、より速く」を目指してきた私たちの社会
は、今、元気であり続けることの困難に出会っ

■［別表］リーグ理事による講演・研修等

ています。

テーマ一覧（50 音順）

少子高齢化がまち・むらを問わず進行し、経
済・社会のグローバリゼーションが地域固有の

○石河

暮らしや文化を希薄なものにしてきました。一

不砂

（白鴎大学講師

方では地球規模の環境問題や、世界共通の人権

とちぎおもちゃ図書館長）

擁護問題等への身近な取組が求められるように

・おもちゃの図書館による地域のネットワーク

なっています。

・玩具と高齢者
・玩具療法による高齢者の介護予防

この講座は、専門分野を通して地域と深く関
わってきた「とちぎ協働デザインリーグ」理事

○石原

の先生方が、ローカルであることの大切さを念

栄子

（作新学院大学女子短期大学部教授）

頭に置きつつ、これらの困難に向き合う方途を

・乳幼児の生活と遊び（玩具、絵本）

地域の皆さんと共に考える企画です。

・子どもの成長と親の役割

地域力とは、自分たちの住む地域の課題を、
できる限り自分たちで解決していく力のことで

・育児書にみる父親の役割の変遷

す。子ども・高齢者の地域での見守り、コミュ

・子どもの育つ力

ニティづくり、子育て支援、地域の産業おこし、

・子どもの生活と食を考える

環境配慮の地域づくり、地域自治の振興策等々、
○大石

さまざまな課題に応える用意があります。地域

剛史

（国際医療福祉大学専任講師）

の皆さんの学習意欲を、先生方に向けていただ

・ボランティアの推進に関するテーマ

ければ幸いです。

・高齢者や障害者と共に生きる福祉コミュニテ
ィづくりに関するテーマ

■講座概要
講

師：別表参照のこと

主

催：とちぎボランティア NPO センター

・ワールド・カフェやファシリテーション等効
果的なワークショップの行い方に関する研修

実施団体：とちぎ協働デザインリーグ
協

○粕谷

力：市町中間支援センター（予定）

圭司

（白鴎大学教授）

講座日時：地域からの要請によってテーマと

・彫刻の魅力を鑑賞して想いを立体表現しよう

日時を設定します。
場

所：市町中間支援センター、ぽ･ぽ･ら等

・心と向き合うお面づくり

経

費：講師派遣の諸費用は不要です。

・親子協働の風船タマゴづくり（石膏使用）

講座受講料

・ガラス絵（はがき２枚大）づくりを楽しむ

無料

・自然満喫！ドングリ細工・枯れ枝細工・巣箱

問い合わせ：ぽ･ぽ･ら（担当：石垣、小針）

づくり

TEL.028-623-3455
とちぎ協働デザインリーグ
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○加藤千佐子

○藤本

（作新学院大学女子短期大学部教授）

信義

（宇都宮大学名誉教授）

・親育ち、子育て応援してみよう

・居住者参加のコミュニティ形成

・家庭・学校・地域の教育再生の気づきと支援

・福祉施設・居住施設の計画とデザイン

・子どもの読書環境づくり、ご一緒にしてみま

・まちづくり・むらおこしワークショップ

せんか？

・まちとむらの景観づくり

・子どもの居場所づくり、ご一緒にしてみませ

・自治体振興計画の手法

んか？
○水谷

・男女共同参画社会づくり、理論と方法、はじ

正一

（宇都宮大学教授）

めの１歩！

・水辺生態系の保全計画（計画プロセス、市民、
○中村

祐司

住民参加、環境管理活動など）

（宇都宮大学教授）

・水田まわりの環境修復技術（考え方、実際例、

・変えましょう！住民の知恵で行政を

評価方法など）

・ずばり教えます！地域社会を見るポイント

・モンスーンアジアの農業と水利（水田灌漑シ

・手作りの自治基本条例を皆で作りませんか？

ステムの多面的機能、水利組織の役割など）

・見直しましょう！地方自治体の総合計画を私

【体験学習】

たちの目線で

・「田んぼの学校」（メダカ里親の会として、一
般市民を対象に各種の体験学習の機会を提供

○西田

直樹

可能）

（作新学院大学女子短期大学部教授）

・「田んぼまわりの生きもの調査」（住民・市民

・日本文化、地域文化に関する講演

を対象とした小川＝水路、水田などの魚類、

・絵本、童話の読みきかせのワークショップ

両生類調査）

・カンタン情報誌づくり
○三橋

・旅人目線で地域の魅力再発見

伸夫

（宇都宮大学教授）

・子どもと楽しむ、子どもと学ぶ、休日ドライ

・コミュニティの活性化とコミュニティづくり

ブ講座

・地域の景観づくり

・バイクで走って地域の再発見〜歴史好きツー

・地域資源（資産）を生かしたむらづくり

リングのすすめ〜

・行政との協働による地域自治

・地域デビュー講座（１）コミュニケーション
ツールを探そう

○結城
○橋立

史隆

（白鴎大学教授）

達夫

・世界の文化事情

（作新学院大学教授）
・農山村地域活性化

・異文化コミュニケーション

・観光（グリーンツーリズム）振興

・国際理解教育

・商店街活性化

・青年海外協力隊事情

・景観とまちづくり

・プロジェクト企画手法研修（ＰＣＭ研修）

・コミュニティ・ビジネスを起こす

・まちづくり：
「住民」から「市民」になるため
のツールの開発

・まちづくり 50 年史
とちぎ協働デザインリーグ
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とちぎ協働デザインリーグ
理事長

藤本 信義

役員名簿

2010.６.５

宇都宮大学名誉教授
とちぎボランティアNPOセンター所長

副理事長

三橋 伸夫

宇都宮大学教授
とちぎボランティアNPOセンター副所長

副理事長

加藤千佐子

作新学院大学女子短期大学部教授
とちぎボランティアNPOセンター副所長

常任理事

結城 史隆

白鴎大学教授

常任理事

西田 直樹

作新学院大学女子短期大学部教授

理 事

大石 剛史

国際医療福祉大学専任講師

理 事

水谷 正一

宇都宮大学教授

理 事

中村 祐司

宇都宮大学教授

理 事

橋立 達夫

作新学院大学教授

理 事

粕谷 圭司

白鴎大学教授

理 事

石原 栄子

作新学院大学女子短期大学部教授

理 事

石河 不砂

白鴎大学講師 とちぎおもちゃ図書館長

監 事

安納 宏和

関東信越税理士会栃木県支部連合会 常務理事
公益活動対策部長

とちぎボランティア NPO センター担当
研究員

小林有見子

とちぎ協働デザインリーグ

研究員

小針

協子

とちぎ協働デザインリーグ

研究員

土屋

友里

とちぎ協働デザインリーグ

研究員

石垣

武

とちぎ協働デザインリーグ

●役員、研究員とも、団体設立時から若干の異動があり、現在に至っています。
廣瀬隆人先生（宇都宮大学教授）は、
「とちぎ NPO 研究会」の頃から、ボランティア・NPO によるま
ちづくり、地元学、社会教育、学校と地域との連携等の幅広いテーマで、当リーグの中心メンバーとし
て活躍されてきました。現在は、諸般の事情により役員を退いていますが、折にふれてリーグ活動への
貴重な御意見、助言等をいただいています。
当リーグがぽ･ぽ･らの管理運営業務を受託する前から、その職員だった近藤（旧姓：角田）奈穂美さん
は、新潟県上越市に拠点のある「NPO 法人 くびき野 NPO サポートセンター」の職員と結婚、現在、
「ぽ･ぽ･らふるさと通信員」をお願いしています。
とちぎ協働デザインリーグ
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