
（URL） http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

第１０回

ちばコラボ大賞
千葉県知事賞

※審査にあたり、現地調査、ヒアリング等のご協力をお願いする場合があります。

募集する
事例

問い合わせ・
応募先

募集方法

スケジュール
（予定）

審査基準

●地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業等とＮＰＯの2団体以上の連携事例、又はそれらに行政機関を
　含む3団体以上の連携事例、及びこれらが協議体として取り組んだ連携事例のいずれかであること。
●現在継続中又は終了後１年以内の事例であること。
●県内で取り組まれている事例であること。
●連携団体のうち、1つ以上の団体が県内に事務所を有すること。
●行政機関からの委託により取り組まれている事例ではないこと。

目的・先駆性・連携度・成果・発展性などの観点から総合的に評価します。

６月～８月 ８月～９月 １０月～１１月 １２月
事例の募集 第１次審査

県事務局による審査

第２次審査 表彰式
外部の有識者を中心と
する審査会による審査

賞状の贈呈
表彰事例の発表

　県内では、ＮＰＯ（市民活動団体）と地縁団体、社会福祉協議会、学校・大学、企業、行政機関等が連
携して、それぞれの特性を活かしながら地域社会の課題解決に取り組むことで、福祉や環境、子育
て、まちづくり等さまざまな分野で成果をあげています。
　そのような連携事例の中から、他のモデルとなる優れた事例に取り組んでいる団体を表彰し、連携
の重要性や効果を広く県民に周知することにより、連携による地域づくりを促進しています。

※８月３日（月）当日必着（持参の場合は午後５時までにご持参ください）
　自薦他薦は問いませんが、自薦の場合は１団体１事例までとします。
　なお、応募にあたっては、必ず各連携団体の了解を得るようにしてください。
　応募書類や実施要綱等は「千葉県NPO・ボランティア情報ネット」からダウンロードできます。
　URL(http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html)

千葉県マスコット
キャラクター
「チーバくん」

以下の書類を郵送または持参により応募ください。

〒260-8667 千葉市中央区市場町１-１（県庁本庁舎４階）
千葉県 環境生活部 県民生活・文化課 県民活動推進班　
電話：043-223-4133　E-mail：npo-vo@mz.pref.chiba.lg.jp
詳しくは千葉県NPO・ボランティア情報ネットをご覧ください。

●「応募書」または「推薦書」
●第１号様式、第２号様式
●その他事例に関係する参考資料（A4用紙５枚まで）

募集期間：令和２年６月１日（月）～８月３日（月）



これまでの表彰事例（平成27年度～令和元年度の取り組みを紹介します。）

●いちかつまるざ ●市川市リハビリテーション協議会
●シニア劇団「波瀾ばんばん座」 ●すこんてぃ ●ライラック
●鍼灸マッサージ ここから ●学校法人千葉学園 千葉商科大学
●イリデセンス（大人のおしゃれレッスン）
●いちかわＩＴインストラクターズ　他

※受賞時の取り組みを記載しています。また、実施団体から了承を得た事例のみ掲載しています。

連携団体

●やちまたふくしフェスタ2018実行委員会 ●やちまた若者サミット
●地域を健康から豊かにする団体tocoS ●ボランティア楽団和音
●絵本作家 中澤 久美子 ●点字ボランティアともしび
●手話サークルてのひら ●八街おもちゃ病院
●千葉ホークス　他２９団体

連携団体

●NPO法人MamaCan ●NPO法人子育て支援ぽこら
●NPO法人子育てひろばほわほわ ●松戸市（総務部男女共同参画課）
●松戸公共職業安定所 ●社会福祉法人まつかぜの会豆のちから
●NPO法人まつど自閉症センター生活介護事業所ふれんず
●社会福祉法人松戸市社会福祉協議会 ●株式会社グランバー東京ラスク
●有限会社平林看護婦家政婦紹介所　他２団体

連携団体

令和
元年度

プロ集団による介護予防・認知症予防のイベントを開催。
「いつまでもいきいき暮らせる街いちかわ」を目指します。

　介護予防・認知症予防のため、代表である認知症予防専門士の方が、作業療法士、健康運動
指導士、行政書士といった専門職の方々に声をかけ、いきいき生きがいプロジェクトを結成。
ここに来れば体が、脳が、心が若返る、つい足を運びたくなる介護予防・認知症予防のイベント
を開催しています。 
　おしゃれをした後にプロカメラマンによる写真撮影を行い、みんなで見せ合ったり、身体機
能をチェックしたら次回のイベントで再測定して結果を比較したり、元気な高齢者の演劇やピ
アノ演奏活動を見て、自分もやってみようと思ってもらったり、何回も参加したくなるような、
地域への参加へつながるような企画をしています。 
　また、地域住民、企業等とコラボすることで、高齢者への理解を促進。高齢者が買うもの・行
く場所がないという問題解決につなげ、お出かけしやすい環境を整えることで、街に繰り出す
機会を増やし、高齢者の認知症予防だけでなく街の活性化にもつなげ、「いつまでもいきいき
暮らせる街いちかわ」を目指しています。

市川市

参加・体験型のイベントを通じ、障害児者と地域住民等との交流・共有・
共感や課題解決のきっかけをつくります。

　「障害があってもなくても暮らしやすいまちづくりのきっかけを作りたい」「誰もが取り残さ
れることのない共生社会を目指したい」との想いから、障害福祉に関わる社会福祉法人や
NPO、企業などが主体となり、やちまたふくしフェスタ実行委員会を組織し、参加型・体験型の
イベント「やちまたふくしフェスタ」を開催しています。 
　年1回、八街市中央公民館を全館貸し切り、障害者スポーツ体験をはじめ、物販、作品展、講
演会など、様々なイベントを実施し、障害児者とその家族、支援者、地域住民が世代を超えて
交流し、「楽しむ」を共有・共感できる場づくりを行うことで、参加者に自然なかたちで障害福祉
への理解を深めてもらうとともに、障害児者の社会参加の場や機会にもなっています。フェス
タへの参加を通じて、様々な分野の団体や企業、飲食店などがつながり、障害福祉の枠を超え
た地域づくりや活動へと発展してきており、若者が主体的に地域の課題に目を向け、協働しな
がら課題解決に取り組む起点にもなっています。

やちまたふくしフェスタ2018
　　　　　　かんじる・つながる・うまれる

八街市

働き方を考える女性の悩みや不安をワンストップで解消。
小さなお子さんがいても安心して参加できる配慮もしています。

　松戸市の30～44歳の女性の就業率は全国と比較して約5％低くなっています。NPO法人
MamaCanから「働きたい女性のためになにかできないか？」と松戸市や市内NPO等に呼び
かけコラボが実現しました。
　「働き方を決めていない」「保育や介護など身の回りの環境を整えてから働きたい」といった
ニーズに応えるべく、行政や民間といった枠にとらわれず、就労相談や市の子育て事業の案
内、ファイナンシャルプランナーによるマネー相談など多方面での相談体制を整え、女性の悩
みや不安をワンストップで解消しました。また、小さなお子さんがいらっしゃる女性も参加しや
すいように、お子さんの一時保育を実施したり、各部屋にキッズスペースを設けるなどの配慮
もしました。
　コラボにより、お互いのネットワークを活かした広報ができたとともに、市の施設を会場とし
たことで、主催団体はイベント来場者に安心感を持ってもらうことができ、市は施設のPRやイ
ベント開催にあたっての女性目線を知ることができました。

お仕事フェスタinゆうまつど
～自分らしい働き方と出会える場所～

松戸市

いきいき生きがいプロジェクト＠いちかわ
～春輝祭・秋輝祭（介護予防・認知症予防のためのイベント）～

しゅんきさい しゅうきさい



●子育て応援メッセ実行委員会
●NPO法人いちかわ子育てネットワーク
●NPO法人親そだちネットワーク ビジー・ビー
●NPO法人市川子ども文化ステーション
●ファザーリング・ジャパンちば
●NPO法人ハートフルコミュニケーション　他9団体

連携団体

連携団体

●四街道市旭中学校地区民生委員児童委員協議会
●四街道市旭中学校地区社会福祉協議会 ●旭ヶ丘自治会
●みそら自治会 ●鷹の台自治会

連携団体

●富津市教育委員会（教育部生涯学習課・中央公民館）
●nigiwai  ●社会福祉法人薄光会
●社会福祉法人アルムの森 ●ヒラマ畳工業

平成
30年度

気軽に集まれる助け合いネットワークをつくり、
住民みんなが安全・安心・楽しく暮らせる街づくりを行っています。

　少子高齢化が進む団地では、高齢化の不安や子育ての不安を抱える人が多く、気軽に集ま
れる場所があれば、助け合えるネットワークが作れるのではないか、と考えていたところ、地域
の連携協力体制を築きたい民生委員、高齢化対策に悩む自治会、市民の理解を得たいと悩む
社会福祉協議会の３者が合致して「プロジェクトひまわり」が誕生しました。
　「プロジェクトひまわり」では、自治会館を新しく建て直した、旭ヶ丘を皮切りに２年間で３か所
のサロンを立ち上げる計画を練り、アンケートやPR・広報を経て、誰でも気軽に参加できるひ
まわりサロンを誕生させることができました。立ち上がったサロンは、民生委員が全員運営委
員であり、自治会が会場を優先的に確保し、社会福祉協議会がサロンの社会的信用を担って
います。
　サロンでは、みんなが気軽に集まれる100円カフェや健康講座などを開催し、参加者は年間
１万人を超えるようになり、安全・安心・楽しい街づくりができています。

ひまわりサロン 四街道市

妊娠、出産、お父さんになる不安、出産・育児を支える側になる不安…
たくさんの不安に「大丈夫！」というメッセージをおくります。

　子育ての原点「妊娠・出産」を意識した時点から情報を届けていくために、出産・産前産後サ
ポートや、子育てに関わる人たちのネットワークをつなぎ「地域で子育て」の第一歩を作ること
を目的にNPO、行政、企業等が連携をとってイベントを開催しました。初めて出産を迎える妊
婦さんの不安やお父さんになる男性の不安、出産・育児を支える側に回った親世代の不安な
ど、たくさんの不安に大丈夫というメッセージを送っています。
　協働でイベントを開催することによって、NPO団体は行政担当者と顔見知りとなり困難事
例の場合の相談ができることや、企業連携することで資金面の支援を受けることができ、告知
ルートも広がりました。行政や企業は、施策や事業のPRができています。
　イベントでは、妊婦さんが関心をもつような内容を中心に、妊娠出産にかかわる情報提供、
産婦人科医とのミニ座談会、妊婦体験ワークショップなどを行っています。年々来場者も増
え、地域で出産・子育てを支える仕組みづくりに繋がっています。

ハッピーマタニティフェスタinいちかわ 市川市

市民の手で、公民館の図書室の環境を改善。
公民館全体の環境改善に波及し、公民館が「みんなの居場所」になりました。

　図書館のない富津市にとって公民館の図書室は重要な施設でありながら、職員の不足によ
り除籍まで手が回らず図書があふれ利用しづらい状況だったため、教育委員会が職場体験で
生徒の力を借り、蔵書整理をはじめました。
　また、「本を整理したい」という市民を集めて図書ボランティアを立ち上げ、市民の力を図書
室の整理に生かしてもらうことになりました。
　図書室では、図書ボランティアが随時整理を行い、除籍した本は「図書リサイクル会」で市民
の手に渡せるようになりました。
　また、生活の中で図書に親しめる環境や「みんなの居場所」が欲しいという思いから、子育て
世代を中心とするグループが生まれ、レイアウトも含めた図書室改修から、やがて公民館全体
の整理・改善へと進みました。更に地元の福祉施設や各種団体と連携しながら、公民館カフェ
やフリーマーケットを開催したり、「雑誌スポンサー制度」が実現しました。
　「お座敷図書室」ができるなど、公民館が快適な居場所となり、利用者も増え、多種多様な地
域住民がどんどん繋がっています。

nigiwaiプロジェクト～公民館で繋がる～ 富津市



●もばちゃいる運営委員会
●茂原ショッピングプラザアスモ

連携団体

●子育て応援メッセinふなばし実行委員会
●NPO法人子ども劇場千葉県センター ●こども人権ネットちば
●NPO法人世界のともだち ●あそびの文化祭
●NPO法人アフタースクール ●NPO法人船橋子ども劇場
●高根台おもちゃ病院 ●つかだおはなし会 ●チームUKIUKI
●NPO法人マドレボニータ ●ママさんダンス　他19団体

連携団体

●ＮＩＣＯ-ｋａｍａ ｆｅｓ実行委員会
●株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク ショッピングプラザ鎌ヶ谷
●鎌ケ谷市

連携団体

平成
29年度

その人にあった子育てのための豊富な情報や安心感が得られる、
対面ならではの「生の交流」ができる取組です。

船橋市では、核家族率が高く、子育ての経験がほとんどない人たちが多いため、お母さんの
育児の負担が高くなっています。また、子育てに関する情報も玉石混交といえる状況で、それ
ぞれの子育てにあった知識や安心感を得られる場所の必要性が高まってきています。
そのような場や子育て支援の情報を家庭に届けるため、実行委員が立ち上がり、「子育て応
援メッセinふなばし」が開催されるようになりました。
「子育て応援メッセinふなばし」では、子育てをしているすべての市民を対象に、講演、ワーク
ショップ、相談・交流コーナー、情報展示ブースなどを通して触れ合いを楽しんでいます。連携
している団体は30団体以上で、NPO法人、医師、栄養士などの専門家、地域の子育て団体や
社会福祉協議会などと多く、すそ野の広さも目指しています。小さなことで不安を感じている
お母さんたちと繋がる、ネットとは異なる、対面で「生の交流」が出来る取組です。

子育て応援メッセinふなばし 船橋市

生活に関わりのある地域の職業50種類の職業体験イベントで、
子供が地域の事業を知り、同時に子供を見守る社会づくりにつなげています。

茂原市では、企業や小売販売店など地域に密接した店舗を知ってもらうことで、近隣商業施
設への流れを地域に戻すことを課題としています。そのような中でショッピングセンターのコ
ンセプトである「地元の皆様の元気を応援します。」という理念と、もばちゃいるの目的と方向
性が合致していたことにより、NPOと企業とで連携が始まりました。
このイベントでは、保護者から意見を聞き、子どもたちに密接した、街で生活するうえで関わ

りのある職業を、ショッピングセンター全館を使用し、約50種類の体験ができるようになって
います。また、運営スタッフに保護者や市内中学生に部活動の一環として参加してもらうこと
で、多くの人と関わることができる取組にもなっています。
子どもたちが、「仕事」を実際に体験することで、地域の企業や小売販売店の事業を知っても

らうことや、子供たちの安全を地域で見守る社会づくりにも繋がっています。

こども職業体験イベントin茂原
　　　　　　　　　　　もばちゃいる！

茂原市

「街で子育て」を実現するため、子育て中の親が集まり、
地域の活性化や子育て世代の交流のきっかけを作っています。

　子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化しており、子育て世代の孤立が課題となってい
る中で、「全国各地で行われている子育て応援イベントを地元でも実施したい」、「鎌ケ谷市で
あれば街で子育てを実現できるのではないか」という思いから実行委員会が結成されました。
その後、企業、行政が連携し、「街で子育て」を目指し、「NIKO-kama fes」を開催しました。
　NIKO-kama fesは、鎌ケ谷市が共催として参加し市の子育て支援策のPRを図るとともに地
元のショッピングモールが協賛することで、地域全体での子育て支援を応援する仕組みになっ
ています。また、実行委員会は子育て中の母親で構成されているため、イベントの主な対象で
ある子育て中の母親・父親と同じ目線でイベントを実施することが出来ています。
　地元でのイベント開催ということで、自分たちの街へ愛着などを育てるきっかけや、出展者
側・参加者側各々が触れ合う機会を設けることで地域の活性化や、子育て世代同士の交流の
きっかけづくりを図ることに繋がっています。

NICO-kama fes（ニコカマフェス） 鎌ケ谷市



NPO案内犬
PONちゃん

平成
28年度

●Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ ●よつグルメ研究会
●四街道自然農塾 ●一村のアトリエ
●東京情報大学 プロジェクト四街道
●四街道市

連携団体

●NPO法人ちば子ども学研究会
●千葉大学教育学部藤川研究室
●３Ｈ日本語学校

連携団体

多様な人と関わる交流イベントを開催し、楽しみながら自分とは違う価値観、
考え方について理解を深め合っています。

地域みんなで子育てに関わることが必要ですが、子供たちが地域社会と接点を持つ機会は
減少しています。また、地域において自分とは違う価値観、考え方を知る機会として多様な人
と関わる交流の場が必要とされています。そのような課題に対応するため、地域子育てを支援
するＮＰＯと大学、日本語学校が連携して、異世代・異文化交流の場を作る「ＨＩＣプロジェクト」
に取り組むこととなりました。
大学生と日本語学校の留学生との交流から始まり、言葉や文化、考え方の違う両者が理解

を深め合いながら、地域の小学生を対象にしたイベントを開催することを目標に活動が始まり
ました。授業内という限られた時間での準備でしたが、ＮＰＯがアドバイスや連絡調整を行いな
がら、大学生と留学生が主体となって企画運営を行い、イベントが開催できました。
平成28、29年、30年に開催したイベント「アジアのあそびツアーに行こう」では、言葉の壁

を越えて大学生、留学生それぞれが活躍し、参加した小学生も様々な国の文化に触れられる
貴重な機会となりました。

ＨＩＣ（Happy International Communication）プロジェクト 千葉市

「伝統・芸術」、「食」、「農」、「学び」の４つのコラボレーションで
賑わいのある農村づくりを行います。

四街道市吉岡地区には緑豊かな千葉の原風景が広がっていますが、近年は農業従事者の
高齢化による耕作放棄地の増加や古村の伝統文化行事の消滅危機等が課題となっていまし
た。そのような中、市民活動団体や行政、大学等が連携し、賑わいのある農村づくりを行う
「Ｙ・Ｙ・ＮＯＷＳＯＮ」事業が始まりました。
①日本画家田村一村ゆかりの家「一村のアトリエ」を中心に文化芸術の発信を行う「伝統・芸
術」の継承、②「よつグルメ研究会」と連携し、地元食や自然の恵みを活かした料理づくりを行
う「食」の喜びの提供、③四街道自然農塾と協力し、休耕地を活用した体験型農家生活等を開
催する「農」体験の実施、④東京情報大学の教授陣と連携して史跡巡り等を実施し、四街道の
魅力を引き出す「学び」の繋がりの４つのコラボレーションにより成り立ち、幅広い層、市域を
越えた人々の参加を実現しています。
拠点を整備したことで、気軽に住民等が立ち寄れる場が生まれただけでなく、連携団体間で
の新たなネットワークづくりにも繋がっています。

Ｙ（よつかいどう）・Ｙ（よしおか）・ＮＯＷＳＯＮ（今どきの農村）
～地球にやさしい体験型農家生活のすゝ め～

四街道市



緑化の推進や減災効果のある森づくりを連携団体だけでなく、
地域住民と一緒に取り組んでいます。

　浦安市は東日本大震災の際、液状化の大きな被害を受けました。そのような中、市の協働事
業提案制度をきっかけとして１３の市民活動団体と行政が連携して、緑化の推進や強風や高潮
からの減災効果が見込まれる森を、地域の人々とともにつくりあげるという、「生命と育ちの森
プロジェクト」の取組が始まりました。
　海岸線に、震災によって噴出した土砂やがれきを活用して土塁を築き、その上に浦安市の気
候に合った多種類の樹木を植樹することで、海からの強風や潮風を和らげる効果のある森が生
まれます。森づくりに必要な苗の育成は幼稚園や小学校など地域の協力を得ながら行っていま
す。また市民大学において森づくりの基礎を学ぶ講座や植樹の指導者（森づくりマイスター）を
養成する講座を開催するなど、森づくりの新たな担い手の育成にも取り組んでいます。
　植樹活動や苗の育成などを地域の人々の参加を得ながら行うことで、地域住民の「ふるさと
意識」の醸成に繋がっています。

生命と育ちの森プロジェクト
【浦安絆の森整備事業】

●チームよつてら
●公益財団法人四街道市地域振興財団
●四街道市

連携団体

●生命と育ちの森プロジェクト（13団体により構成）
●浦安市

連携団体

●木更津市観光ブルーベリー園協議会（9団体により構成）
●木更津市
●千葉県君津農業事務所

連携団体

平成
27年度

いのち

浦安市

地域の学生たちが運営する「寺子屋」で子供たちの居場所をつくり、
運営する学生たち自身も地域交流などを通じ学び成長しています。

　多様化する子供たちの教育ニーズに対応するため、市民活動団体や公民館、行政などが連
携して、市内の小学生を対象に、学習支援や様々な体験学習を提供する「寺子屋事業」を実施
しています。
　この寺子屋事業の運営の中心を担っているのが、大学生や高校生といった、地域の若者た
ちによる市民活動団体「チームよつてら」。寺子屋の企画運営や広報、ボランティアスタッフの
窓口などの機能を担いながら、活動拠点となる四街道公民館で毎月2回、夏休みなどの長期
休業中には市内各地で、寺子屋を開催しています。
　寺子屋では学習支援にとどまらず、書き初めや工作、演劇体験など様々な体験学習も実施
されています。誰もが集まることのできる「寺子屋」を市内各地で開催することで、子どもたち
の居場所づくりや公民館の活性化に繋がり、またボランティアとして活動する学生自身も、地
域の人々と交流しながら活動を行うことによって、社会や将来について考え、成長する機会に
なっています。

チームよつてら
～学びでつながる寺子屋コミュニティ～

四街道市

ブルーベリーを軸とした観光による地域活性化や、
農業のブランド価値創造につなげています。

　木更津市では、市内買い物客の都心流出などにより、中心市街地の空洞化や高齢化等が進
んでおり、地域を盛り上げる新たな魅力づくりが求められていました。そこで、木更津市の観
光農園や市民活動団体などが協議会を結成し、行政などと連携しながら、ブルーベリーを軸に
した地域の活性化に取り組むこととなりました。
　農薬・化学肥料を一切使用しないというこだわりの栽培法によって育てた完熟ブルーベリー
の摘み取り体験を提供しており、協議会内で統一した栽培法を遵守することによって、ブラン
ド価値の創造につながっています。栽培法以外の部分においては、各農園でそれぞれ独自に
加工食品の開発や、豊かな自然を活かした癒しの空間づくり等にも取り組んでおり、農園同士
で切磋琢磨しあいながら、一年を通して観光客が訪れてくれるような観光資源づくりに取り組
んでいます。
　木更津市が日本一のブルーベリー産地として認知を得られることを目指して、日々活動を
続けています。

きさらづ・ブルーベリー・ツーリズム
ー環境に配慮したブルーベリー栽培による地域活性化ー

木更津市


