
平成２３年度事業報告書 

 

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日 

 

特定非営利活動法人２１世紀を創る会・みかわ 

 

Ⅰ．事業実施の概略 

特定非営利活動法人２１世紀を創る会・みかわは、岡崎市を中心とする三河地域におい

て、民、産、官、学の連携、協調活動の推進をもって保健、医療、福祉、社会教育、文化、芸

術、スポーツ、情報、市民活動の分野におけるまちづくりを推進し、健全で豊かな地域社会

の実現とその活性化に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的とし、次の事業を実

施した。具体的には、本法人の定款第５条第１項第１号の事業として、『地域資源をまちづく

りに活かす事業』、『ボランティア等の活動を支援する事業』、『大学の知的資産をまちづくり

に繋げる事業』、『まちの活性化に資する活動に取組む団体を支援する事業』を実施した。 

また、定款第５条第１項第２号の収益事業は実施しなかった。 

 

Ⅱ．事業の実施に関する事項  （特定非営利活動に係る事業） 

１．【地域資源をまちづくりに活かす事業】 

（ア）地産地消推進事業 

 ①おかざきファーマーズマーケット 

「地産地消」を推進するためには、地域の人々の地産地消に対する理解の向上と、

農業生産者と商店や飲食店、そして消費者とがもっと近寄り、お互いを良く知り、気

持ちが通じあう関係を築いていくことが重要です。そのきっかけづくりとして、新しい

朝市「おかざきファーマーズマーケット事業」を平成２０年度より開催しており、平成

２２年６月からは、毎月第１・３土曜日に定期開催しています。 

回 日  程 会 場 出店者数 イ ベ ン ト 

1  ４月 ２日（土） 暮らしの杜 ３４店舗 
あつあつふっくら和の朝ごはん、丸太切大会、 

トイレットペーパーを被災地へ贈ろう 

2  ４月１６日（土） 暮らしの杜 ３５店舗 
あつあつふっくら和の朝ごはん、 

木製ミニカー製作体験 

3  ５月 ７日（土） 暮らしの杜 ３１店舗 まるごと額田の朝ごはん 

4  ５月２１日（土） 暮らしの杜 ４０店舗 まるごと額田の朝ごはん 

5  ６月 ４日（土） 暮らしの杜 ３５店舗 こだわりのモーニングセット 

6  ６月１８日（土） 暮らしの杜 ３６店舗 こだわりのモーニングセット 

7  ７月 ２日（土） 暮らしの杜 ３７店舗 ワンコイン１００円朝市 

8  ７月１６日（土） 暮らしの杜 ３８店舗 ワンコイン１００円朝市 

9  ８月 ６日（土） 暮らしの杜 ３０店舗 五平餅を焼いてみよう 体験会 

10  ８月２０日（土） 暮らしの杜 ２８店舗 五平餅を焼いてみよう 体験会 



11  ９月 ３日（土） 暮らしの杜 台風接近により中止 

12  ９月１７日（土） 暮らしの杜 ２１店舗 リレーフォーライフ 

13 １０月 １日（土） 暮らしの杜 ３２店舗 ばぁーばの浅漬け講座 

14 １０月１５日（土） 暮らしの杜 １３店舗 枝豆収穫祭、防犯活動啓発キャラバン隊 

15 １１月 ５日（土） 暮らしの杜 ２４店舗 芋煮会 

16 １１月１９日（土） 暮らしの杜 １７店舗 焼き芋大会 

17 １２月 ３日（土） 暮らしの杜 ２０店舗 餅つき祭り、花餅づくり 

18 １２月１７日（土） 暮らしの杜 ３２店舗 ジャンボ梨皮むき大会 

19  １月 ７日（土） 暮らしの杜 ２８店舗 
あら汁 ＋ 太巻き ＋ たまご焼き、 

グレート家康公『葵』武将隊 

20  １月２１日（土） 暮らしの杜 ３７店舗 
あら汁 ＋ 太巻き ＋ たまご焼き、 

グレート家康公『葵』武将隊 

21  ２月 ４日（土） 暮らしの杜 ４１店舗 ニギス団子汁 

22  ２月１８日（土） 暮らしの杜 ４１店舗 ニギス団子汁 

23  ３月 ３日（土） 暮らしの杜 ３２店舗 
春野菜と山菜ピザ、しいたけ原木植菌体験 

ぴあとらＰｌａｓ生演奏 

24  ３月１７日（土） 暮らしの杜 １７店舗 春野菜と山菜ピザ 

25  ３月 24 日（土） げんき館 ３０店舗 春のげんきまつり 併設 

 

②おかざき地産地消セレクション認定事業 

 ａ）認定基準 

【加工食品認定】 

・食品に使われた原材料の総重量に対し、三河地域で作られた原材料の含有率

が３０％以上であること。 

・含有率を証明できる証拠（栽培事実、伝票等）が存在すること。 

・岡崎市内の事業主であること。 

・特に三河地域の原材料比率が概ね８０％以上の場合は特別認定とする。 

【飲食店認定】 

・提供している料理の中に、常に地元農産物を使用している料理があること。 

・地元農産物を積極的に使用していることを、店舗紹介或いはメニュー等に記し

て顧客に明示していること。 

・岡崎市内の事業主であること。 

・地産地消のよさを理解し、それを推進することを宣言していること。 

 

ｂ）認定商品・飲食店 

・加工食品の部 ４３商品（２１社）  ・飲食店の部  ２１店舗 

 



（イ）まちの魅力づくり」支援事業 

①岡崎 JAZZ ストリート２０１１に協賛しました 

 

（ウ）支出額 １，５８８，４５０円 

 

２．  【ボランティアの活動を支援する事業】 

東海地震などに備えるため、災害ボランティアの活動支援を通じて、災害への意識と関心

が高いまちづくりを目指しました。 

また、地域のボランティア団体によるまちづくり活動を支援しました。 

（ア）防災リーダーフォローアップ講座 

日  時  ６月１２日（日） １０時～１７時 

会  場  岡崎市福祉会館 

参加者  １５９名 

主  催  ＮＰＯ法人あいち防災リーダー育成支援ネット 

 

（イ）高校生災害ボランティア・コーディネーター養成講座 

日  時  ８月８日（月）・９日（火） ９時～１６時３０分 

会  場  岡崎市福祉会館 

参加者  ３４名 

主  催  ＮＰＯ法人あいち防災リーダー育成支援ネット 

 

（ウ）あいち防災リーダー養成塾 

主  催  ＮＰＯ法人あいち防災リーダー育成支援ネット 

 第１日目 第２日目 第３日目 第４日目 

日 程  ９月１８日（日） １０月 ８日（土） １０月２２日（土） 
１１月１２日

（土） 

会 場 
名古屋大学 

環境総合館 

岡 崎 市 

福祉会館 

岡 崎 市 

福祉会館 

名 古 屋 

港湾会館 

参加者 １０３名 １０３名 ９９名 １０２名 

 

（エ）災害ボランティアの支援 ＜ＮＰＯあいち防災リーダー育成支援ネットの活動＞ 

月  日 内  容 会  場 参加者 

４月２１日（木） 防災訓練 桜丘高校 １，６００名 

５月２９日（日） 

～６月 １日（水） 東日本避難所慰問 多賀城市 ８名 

６月 ８日（水） 社会教育委員研修 名古屋市公会堂 ２００名 

６月１０日（金） 防災リーダーフォローアップ講座 岡崎市福祉会館 １５０名 

６月２２日（水） 防災啓発 愛知大学名古屋キャンパス ５０名 

７月 ９日（土） 防災 名古屋国際会議場 １００名 

８月 １日（月） 図上訓練ＤＩＧ 名古屋大学 ７５名 

８月 ３日（水） 多国籍防災 港区九番団地 １００名 

８月 ５日（金） 

～８月 ６日（土） 高校生災害ボランティア 桜丘高校 ８０名 

８月 ８日（月） 

～８月 ９日（火） 高校生災害ボランティア 岡崎市福祉会館 ３５名 



９月 １日（木） 避難訓練 豊明中学校 ６００名 

９月 １日（木） リーダー養成講座 東海市地域防災センター ４０名 

９月 ５日（月） 

～９月 ６日（火） 東北被災地視察 多賀城市 ８名 

９月１４日（水） 啓発用品体験・展示 豊橋南高校 １００名 

９月１７日（土） 啓発用品体験・展示 日進市立東小学校 １００名 

９月１８日（日） 防災養成講座１日目 名古屋大学環境総合館 １００名 

９月２１日（水） 啓発用品体験・展示 豊橋高校 ４００名 

９月２８日（水） 非常食実技 あいち青年の家 ４０名 

１０月 １日（土） リーダー養成講座１日目 桑名市社会福祉会館 ４０名 

１０月 ２日（日） 啓発用品体験・展示 桜丘高校 １，０００名 

１０月 ８日（土） 防災養成講座２日目 岡崎市福祉会館 １００名 

１０月１４日（金） 防災 ジャイカ中部 １７名 

１０月２１日（金） 防災講座と実技 県立岐阜工業高校 ３５名 

１０月２２日（土） 防災養成講座３日目 岡崎市福祉会館 １００名 

１０月２９日（土） 啓発用品体験・展示 沙織公民館 ４００名 

１０月３０日（日） リーダー養成講座２日目 多度公民館 ４０名 

１１月 １日（火） 啓発用品体験・展示 豊橋高校 ４０名 

１１月 ６日（日） 啓発用品体験・展示 愛知医科大学 ３００名 

１１月１２日（土） 防災養成講座４日目 名古屋港湾会館 １００名 

１１月２１日（月） 避難訓練ＨＵM 天白区体育館 １００名 

１１月２５日（金） 防災養成講座 弥富農業技術センター ８０名 

１１月２６日（土） 防災講座 長嶋センター ５０名 

１１月２９日（火） 教職員の非常食 岩津高校 ３０名 

１２月 １日（木） 防災養成講座 名古屋市港防災センター ２０名 

１２月１０日（土） 防災活動発表 名古屋大学豊田講堂 ３００名 

１２月１７日（土） 啓発用品体験・展示 モリコロパーク ５０名 

１２月１９日（月） ５・６年生先生教本作成 岡崎市立城南小学校 １００名 

１２月２６日（月） 活動発表 名古屋大学豊田講堂 １８０名 

１月１８日（水） 被害地確認 蓮馨寺 ２０名 

１月２１日（土） 防災講座 豊橋市消防署 ４０名 

１月２９日（日） 被害地確認 南陽町公民館 ３０名 

２月 ５日（日） ハザードマップ作成 南陽町公民館 ３１名 

２月１８日（土） 図上訓練 しあわせの村 ３０名 

２月２０日（月） ハザードマップ作成 蓮馨寺 ２０名 

２月２１日（火） ハザードマップ作成 南陽町公民館 ３０名 

３月 ３日（土） ハザードマップ作成 蓮馨寺 ２１名 

３月 ４日（日） ハザードマップ作成 藤高集会所 ３０名 

３月 ９日（金） ハザードマップ作成 藤前会館 ３１名 

３月１２日（月） 

～３月１３日（火） 東日本視察研修と慰問 南三陸・陸前高田市 ９名 

３月２６日（月） さわやかコンサート 防災啓発 岡崎市民会館 １００名 

（オ）おかざきファーマーズマーケットへの市内ＮＰＯ団体の出展を支援しました。 

 

（カ）支出額 ４１０，４７０円 



３．【大学の知的資産をまちづくりに繋げていく事業】 

（ア）交流サロン運営事業 

意識ある人々の集いの場として、ゆったり和やかに身の丈にあった地域づくりに 貢

献していくことを目的に、岡崎大学懇話会等のゲストスピーカーのスピーチと参加者

の意見交換、情報交換の交流会で構成。      

開催日 ゲ ス ト テ ー マ 参加 

１１月１６日

（水） 

愛知産業大学大学院 教授 

延藤安弘 氏 
東北復興希望のデザイン ２９名 

      会 場  岡崎市明大寺町西郷中３９－７７ 葵丘 

 

（イ）岡崎大学懇話会連携事業 

①地域活性化フォーラム 

日  時  平成２４年２月２１日（火） １４時 

場  所  岡崎商工会議所 

参加者  ９３名 

発 表 者 テ  ー  マ 

愛知産業大学 教授 

佐々木尚孝 氏 

携帯情報端末とＳＮＳを利用した観光情報の 

活用と提供手法 

愛知学泉大学 教授 

杉浦ミドリ 氏 

同     講師 

堀田千絵 氏 

高齢者のニーズに応じた岡崎のまち、活用術の開発 

～定年後に住みたいまち“岡崎”を目指して～ 

愛知学泉短期大学 講師 

木村典子 氏 

地域密着サービスを拠点とし、スポーツ活動による 

認知症予防・進行防止のまちづくりに関する研究 

人間環境大学 教授 

芳賀康朗 氏 

名古屋の大学生からみた岡崎市のイメージに関する 

研究２  岡崎市と犬山市の比較 

岡崎女子短期大学 講師 

町田由徳 氏 
岡崎の工芸資産を生かした観光開発の可能性調査 

 

②学生フォーラム  

日  時  平成２３年１１月１９日（土） １３時 

場  所  愛知産業大学 

参加者  １４３名 

その他  １９テーマの特別展示 

発  表  者 テ  ー  マ 

愛知学泉大学・愛知学泉短期大学 

大学祭実行委員会 

大学祭実行委員会の活動報告 

～活動を通じて絆を深める取組み～ 

愛知学泉短期大学 

地域活性化グループ 岡崎嬢 

地域活性化に向けた家康公弁当の開発と

おかざきジャンボリーへの取組み 

愛知産業大学 

信國みどり・大野光由希 
岡崎未来城下町連合のフラッグについて 

愛知産業大学 

チーム留学生 ＷＬ 
日常的な日中文化比較 

人間環境大学 

乙川マッププロジェクト 

乙川に親しみを 

～マップ製作と地域の取組み～ 

人間環境大学 『女子』という新しい女性 



身体文化論ゼミ 

岡崎女子短期大学 

人間福祉学科一同 

地域高齢者との交流から学ぶ福祉の連携 

～岡短昭和浪漫サロン活動報告～ 

岡崎女子短期大学 

幼児教育学科 谷田貝ゼミ 

大学間交流の新展開 

～視線一致型ＴＶ会議システムによる３大

学間遠隔交流学習～ 
 

③岡崎学～岡崎を考える  

開催日  平成２３年１０月２９日（土）、１１月２６日（土）、１２月２４日（土）、 

平成２４年 １月１４日（土）、 １月２８日（土） （全５回） 

参加者  延べ３７４名 

会  場  岡崎商工会議所 

講師 テーマ 

岡崎まちゼミの会 代表 

松井洋一郎 氏 

中心市街地活性化のいま 

～まちゼミ・おかざきバル・商人塾を通して～ 

愛知学泉短期大学 准教授 

石川博章 氏 

藤井達吉のイマジュリィ（大衆的複製図像） 

単行本や雑誌表紙を中心として 

愛知産業大学 教授 

大野幾生 氏 
石工の思い 

宝生園 

水野圭子氏 
武士を魅了した万年青（おもと）の魅力 

株式会社まるや八丁味噌 社長 

浅井信太郎 氏 
八丁味噌の伝統を守る 

    

（ウ）支出額 ５２０，０４０円 

 

 

４．【まちの活性化に資する活動支援事業】 

   様々な分野の、まちの活性化に資する活動を支援し、健全で豊かな地域社会の実現と

その活性化に寄与するため、会員が取組む特定非営利活動を支援しました。 

 （ア）支援内容 

支援団体 事業名 

愛知学泉短期大学 自然農法栽培による三河木綿・ 

がら紡の製品化プロジェクト 

あいち三河農業協同組合 わが町の特産加工品づくりフェアー 

ＮＰＯ岡崎都心再生協議会 まちなか飲食店活性化イベント 

『おかざきバル』・『おかざきまちなか合コン』 

ラ・ローゼファミーユ ２０１１年 ＷＥ ＣＡＮ ＳＴＡＮＤ ＵＰ 

 

  （イ）支出額 １，８００，０００円 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．会議の開催に関する事項 

１．通常総会 

日  時  平成２３年６月１４日（火） 正午 

場  所  岡崎商工会議所 

議  事 

第１号議案 平成２２年度事業報告（案）ならびに収支決算（案）について 

第２号議案 平成２３年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）について 

第３号議案 役員選任について 

     ※通常総会終了後、映画『フード・インク』上映会を開催 

         

２．理事会 

日  時  平成２３年５月２３日（金）１１時 

場  所  岡崎商工会議所 

議  題  平成２３年度通常総会提出資料について 

 

３．監事会 

日  時  平成２３年４月２５日（月）１１時 

場  所  岡崎商工会議所 

議  題  平成２２年度会計監査 

 

４．まちの活性化に資する活動支援事業 審査会 

日  時  平成２３年８月４日（木） １４時 

場  所  岡崎商工会議所 

内  容   申請者ヒアリング及び協議 


