平成27 年度 事業報告書
平成27 年4 月1 日から平成28 年3 月31 日まで
特定非営利活動法人いわて連携復興センター

１ はじめに
4 月16 日に発生した九州地方を中心とする震災において、お亡くなりになられた方々のご冥福をお
祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
東日本大震災から5 年目を迎えた平成27 年度。岩手県沿岸部では、着々と災害公営住宅が建設や高
台移転の為の土地造成が行われ、仮設住宅から恒久住宅への移行が本格化しています。
いわて連携復興センターは、復興支援を行う多様な担い手を後方支援することにより、復興を加速さ
せ一日も早い岩手県沿岸部の復興を目指すことをミッションとする組織です。今年度もこの大きな活動
の軸をもとに様々な取り組みをさせていただきました。
平成27 年度のキーワードは「コーディネート」でした。復興庁が事業実施主体となって進める「被
災者コーディネート事業」、ジャパンプラットフォームより委嘱された「被災者支援プログラムに関す
る委嘱業務」、JCN 地域コーディネート推進事業等により、被災者および被災地で活動する団体・行
政・企業等の課題やニーズを吸い上げ、その解決にむけた人・資金・ノウハウ等の様々なリソースを提
供し、被災地の課題解決に向けて尽力させていただきました。被災地の課題は震災直後に比べより多様
化しています。このような様々な課題に日々スタッフが対応することにより、解決のためのノウハウが
蓄積されていることは、組織にとっても大きな基盤強化に繋がりました。
このほか、市民セクターから見た復興のロードマップの作成や東日本大震災の教訓を後世に伝えてい
く活動、岩手県内における市民活動の裾野を広げる取り組み等々多くの活動をさせていただきました。
このような一連の活動を通じて、被災地域および岩手県内における様々な地域課題に対して解決に導く
役割を果たすことができていると感じています。この1 年間の関係各位のご指導、ご協力に厚く御礼を
申し上げ、実施各事業について事業報告をさせていただきます。

２ 実施事業
（１）地域コミュニティの再生を図る事業
○東日本大震災被災者支援プログラムおよび被災者支援コーディネート事業に関する委嘱業務（委託事
業：認定特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム） ＊実施期間：平成27 年４月～平成27 年
7 月 （委託期間：平成27 年1 月～平成27 年7 月）
ジャパン・プラットフォームが支援するNPO 等のモニタリングの実施、現地で活動するNPO 等の組
織基盤強化につながる研修の実施、県域での支援者間のネットワーク構築や体制の整備、復興支援に係
る課題の解決策の検討とその実行または提言、被災者支援コーディネート事業に関連して、情報収集、
案件発掘、支援のマッチング等の事業を実施しました。
【具体的な実施状況】
（1） JPF が支援するNPO 等へのモニタリング・共に生きるファンドフォローアップ…4 件

（2）現地で活動するNPO 等の組織基盤強化につながる研修の開催
①新しい担い手を育むセミナー、イベントの開催…5 件
日時

内容

4/9

災害復興法に向けての意見交換会in 岩手

4/22

タネラボ（宮古市まちづくりふれあい講座）

4/28

復興支援を行う団体が活用できる助成金説明・相談会

5/19

タネラボ（紫波の事例に学ぶ）

6/18

タネラボ（宮古市役所庁舎移転に伴う機能について）

②個別の相談による運営サポート…4 件
（3）県域での支援者間のネットワーク構築や体制の整備
①情報・課題の収集（団体訪問数）…4 月：10 件 5 月：6 件 6 月：9 件 7 月：10 件
②連携の場の創出…12 件
日時

会議名

4/7、5/19、6/2、6/16、7/7、7/21

岩手県定例MT

4/23

第14 回内陸避難者支援ネットワーク会議

7/28

第15 回内陸避難者支援ネットワーク会議

7/29

北上復興支援協働体MT

6/18

釜石コミュニティ会議

7/9、7/23

釜石まちづくり連絡会議

③地域のネットワーク会議への参加…34 件
日時

会議名

4/16、5/21、6/18、7/16

釜石エリアMT

4/9、5/14、6/11

大船渡アクションNW

4/14、6/16、7/14

陸前高田まちづくりプラットフォーム

4/8、5/19、6/16、7/21

北上復興支援協働体MT

6/18

釜石コミュニティ会議

7/9、7/23

釜石まちづくり連絡会議

4/24、5/22、6/24、7/24

中間支援MT

4/26

おおふなとキッズワーキング

4/21、6/22、7/22

陸前高田協働MT

5/12

宮古市生活復興支援センター会議

4/8、5/13、5/27、6/10、6/24

大槌情報共有会

4/22、7/22

釜石地区被災者支援連絡会議

6/4

わくわくやまだ座談会

④全国的な地域課題解決の先進事例の視察及び各種研修参加…4 件
⑤各種研修参加…4 件
（4）被災者支援コーディネート事業に関連して、情報取集、案件発掘、支援のマッチング等の業務

日時

会議名

4/8、4/24、5/8、7/2、7/9

3県連携復興センター会議

○東日本大震災被災者支援プログラムに関する委嘱業務（委託事業：認定特定非営利活動法人ジャパ
ン・プラットフォーム） ＊実施期間：平成27 年8 月～平成28 年3 月
活動内容については、平成27 年1 月～平成27 年7 月までの委嘱内容とほぼ同じく、ジャパン・プラッ
トフォームが支援するNPO 等のモニタリングの実施、現地で活動するNPO 等の組織基盤強化につな
がる研修の実施、県域での支援者間のネットワーク構築や体制の整備、復興支援に係る課題の解決策の
検討とその実行または提言、情報集約及び情報発信、連携調整支援のマッチング等の業務を行いまし
た。
【具体的な実施状況】
（1）JPF が支援するNPO 等へのモニタリング・共に生きるファンドフォローアップ…9 件
（2）現地で活動するNPO 等の組織基盤強化につながる研修等の開催
①新しい担い手を育むセミナー、イベントの開催
日時

内容

9/10

タネラボ（情報発信について）

10/6

復興支援を行う団体が活用できる助成金説明・相談会

11/27

NPO 法人 事務局セミナー＆事務力検定

3/22

ママハウス会計・経理講座/一般社団法人・NPO 法人研修

②個別の相談による運営サポート…4 件
（3）県域での支援者間のネットワーク構築や体制の整備
①情報・課題の収集（団体訪問数）…8 月：17 件 9 月：20 件 10 月：17 件 11 月：17 件
12 月：11 件 1 月：24 件 2 月：27 件 3 月：18 件
②連携の場の創出
日時

8/18、9/1、9/15、10/6、11/10、
12/1、12/15、1/19、2/2、3/15

会議名

岩手県定例MT

8/28

今だからこそ交流会

10/2

JCN 現地会議in 岩手（盛岡）

10/28

第16 回内陸避難者支援ネットワーク会議

11/20

岩手県復興局等によるNPO の勉強会開催

1/22

第17 回内陸避難者支援ネットワーク会議
仮設・災害公営住宅等コミュニティ支援団体交

1/25

流会・意見交換会

2/4

JCN 現地会議in 岩手（陸前高田）

3/17-18

社協×NPO 連携会議

③地域のネットワーク会議への参加
日時

会議名

8/6、8 /20、 9/10、4/16、5/21、6/18、7/16

釜石エリアMT

8/6、9/3、10/15、11/4、12/3、1/21

大船渡アクションNW

8/11、9/15、10/20、11/17、12/15、1/19、
2/16、3/15
8/19、9/15、10/13、11/5、12/17、1/27、
2/9、3/29
9/17、10/15、12/17、1/21、2/18、3/17
8/6、8/27、9 /10、9/24、10/22、11/12、
12/11、1/14、2/12、3/16
8/28、9/17、10/23、11/20、12/18、1/21、
2/24、3/22
1/28
8/24、9/17、10/27、11/30、12/14、1/29、
2/22、3/22

陸前高田まちづくりプラットフォーム
北上復興支援協働体MT
釜石コミュニティ会議
釜石まちづくり連絡会議
中間支援MT
おおふなとキッズワーキング
陸前高田協働MT

8/11、9/15、1/19、2/16、3/15

宮古市生活復興支援センター会議

8/19、9/16、10/7、11/4

大槌情報共有会

11/11、2/17

釜石地区被災者支援連絡会議

10/20

わくわくやまだ座談会

10/14、11/12、12/22、1/26、2/18、3/17

3 県連携復興センター会議

9/29

いわてNPO 中間支援ネットワーク

④全国的な地域課題解決の先進事例の視察及び各種研修参加…16 件
⑤各種研修参加…30 件

〇被災者支援コーディネート業務（委託事業：株式会社三菱総合研究所）
＊実施期間：平成27 年7 月～平成28 年3 月
復興庁が事業実施主体となって進める「被災者コーディネート事業」の実施に関し、被災者支援コーデ
ィネーターとして、新たな活動主体の参画や連携強化を通じた支援体制の充実、企業CSR と自治体との
マッチング、生きがいづくり支援事業を実施する各種主体（NPO 等）と地域をつなぐ活動等を行うもの
です。この事業では、岩手県内でコミュニティ支援を行う団体に特化したメールマガジンの配信や、岩
手県が実施している専門家派遣に関する勉強会の実施など具体的な成果がありました。

○岩手県における市民活動と協働促進のための基盤づくり事業（助成事業：公益財団法人日本財
団）＊実施期間：平成27 年4 月～平成28 年3 月
復興支援を行う担い手の創出と、市民活動・協働事案が定着することを目的とした事業です。具体的に
は、企業・行政×市民活動団体における連携事業（いわてトライアングッド）の実施（実施件数9
件）、弊法人ホームページに市民活動の必要性と機運向上を底支えするデータベースの設置、担い手の
土壌を育む勉強会の開催として、コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップとNPO 事務局力
セミナーを開催しました。

（1）企業・行政×市民活動団体における連携事業（いわてトライアングッド）の実施
日付

参加者
タイトル

平成27 年6 月27 日

協力団体
数

これからの応援を考
えるツアーな野田

20 名

盛岡医療福祉専門学校 NPO 法人のんのりのだ物語
盛岡医療福祉専門学校 NPO法人フードバンク岩手
NPO

平成27 年7 月24 日

ボランティアなう

18 名

法人のんのりのだ物語NPO 法人いわてGINGA-NET
岩手ビッグブルズ（岩手スポーツプロモーション株式会
社）

「お金の地産地消白
平成27 年7 月30 日

書2014」を読む会

10 名

コミュニティ・ユース・バンクmomo 日本政策金融公庫

in 岩手
ユースみやっこベース 有限会社すがた 三陸鉄道株式会社
平成27 年7 月30 日

10 名

地元と地元

花坂印刷工業株式会社
焼酎BAR ハレ。 Art Eriy's

平成27 年8 月11 日・

あやまんJAPAN in

12 日

いわてJAPAN

株式会社全力エージェンシー あやまんJAPAN 株式会社
300 名

NPO 法人防災・市民メディア推進協議会 奥州エフエム
放送株式会社 株式会社ラヂオもりおか

結果にコミットする
平成27 年10 月15 日

NPO ～ wiz study

18 名

コミュニティ・ユース・バンクmomo NPO 法人wiz

69 名

居酒家 里伊 一般社団法人United Green

vol.7 feat. IFC ～
平成27 年12 月7 日
～平成28 年1 月31

食べて飲んで騒いで
復興支援！
日
地域からの招待状
平成28 年2 月27 日

～in わかもの交流

28 名

～

一般社団法人United Green
一般社団法人SAVE TAKATA

（2）2015 年度コミュニティ・オーガナイジング・ワークショップin 岩手
日付
平成27 年9 月25 日～27 日

会場
柏木MASSE

参加者数
14 名

〇平成27 年度復興支援基盤強化事業 NPO 等寄附募集支援事業（寄附募集・認定NPO 法人取得セミ
ナー）委託業務（委託事業：岩手県）＊実施期間：平成27 年7 月～平成28 年3 月
この事業は、支援や寄附を受けるための企画提案力及びプレゼン能力の向上、広報ノウハウを習得する
セミナー及びを認定NPO 法人制度の習得のためのセミナーを沿岸2 回、盛岡１回の計3 回以上開催する
ものです。この2 つのセミナーは同時開催とし、平成27 年11 月27 日に大船渡市、翌28 日に宮古市、

そして、平成28 年2 月19 日に盛岡市で開催いたしました。
【寄付募集セミナー×認定NPO 法人取得セミナー】
エリア

日付

開催場所

講師・事例発表者

参加者数

【講師】
寄付募集セミナー：鴨崎貴恭（日本ファンドレイジング協会）

沿岸

平成27 年

大船渡市魚市

寄付：37 名
認定NPO 法人取得セミナー：岡本拓也（カタリバ）

（大船渡）

11 月17 日

場
【事例発表】

認定：38 名
wiz 桜ライン311
【講師】
寄付募集セミナー：鴨崎貴恭（日本ファンドレイジング協会）

沿岸

平成27 年

宮古市民総合

寄付：28 名
認定NPO 法人取得セミナー：岡本拓也（カタリバ）

（宮古）

11 月18 日

体育館
【事例発表】

認定：26 名
wiz いわて子育てネット
【講師】
寄付募集セミナー：鵜尾雅隆（日本ファンドレイジング協会）

内陸
（盛岡）

平成28 年
2 月19 日

マリオス

寄付：71 名
認定NPO 法人取得セミナー：岡本拓也（カタリバ）

【事例発表】

認定：65 名
wiz 桜ライン311

〇長期的な復興支援を支える為の市民がつくる復興ロードマッププロジェクト（助成事業：社会福
祉法人中央共同募金会）＊実施期間：平成27 年6 月～平成29 年1 月
東日本大震災から5 年が経過した今もなお、被災者・被災地を取巻く状況が混沌とし、復興の実現を
阻む課題はより一層複雑化している状況を受け、これからの復興・創生期間の5 年間において、復興に
取り組む市民をはじめとした多様な担い手が歩むべき復興の過程、果たすべき役割を確認・共有するた
めのツールとして、いわて・みやぎ・ふくしまの3 県の連携復興センターが協働で「市民がつくる復興
ロードマップ」を作成するものです。各作成にあたっては、平成27 年6 月より、岩手・宮城・福島の
被災三県で復興に関わるメンバーらによるワーキンググループ、また阪神淡路大震災や新潟県中越地震
等、国内地震災害からの復興等に関わってきた外部有識者による検討を行い、平成28 年5 月の公開を
目指しいています。
○「仮設住宅におけるコミュニティ形成支援」事業（委託事業：公益財団法人日本財団）＊実施期間：
平成27 年4 月～平成27 年11 月（委託期間：平成26 年10 月～平成27 年11 月）
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社の寄附をもとに、公益財団法人日本財団より委託を受けてい
るもので、昨年度より継続の事業です。大槌・釜石・大船渡の仮設支援事業の後方支援継続と、将来に
向けた支援体制の進化を目的とし、大船渡市市民活動センターや陸前高田まちづくり協働センター、ぷ
らざかだってをはじめとする地域の中間支援組織への運営サポートを行わせていただきました。また、
平成27 年8～9 月にかけ、震災後8 回目となる、「応急仮設住宅・災害公営住宅 生活環境調査」を岩
手県復興局生活再建課と行いました。その他、大槌町・大船渡市の仮設自治会に対して自主的な活動を

促進することを目的とする「自治会チャレンジ」の実施も行いました。

○きたかみ復興支援協働体・復興ステーション事業（参画事業）＊実施期間：平成27 年4 月～平成
28 年3 月
本年度も「きたかみ復興支援協働体」の一員として、定例のミーティングにおける被災地域の情報や活
動助成金や各種支援制度等の支援情報提供を引き続き行わせていただきました。

（２）都市部と被災地の交流を図る事業
○JCN 地域コーディネート推進事業（委託事業：東日本大震災支援全国ネットワーク）＊実施期
間：平成27 年4 月～平成28 年3 月

昨年度に引き続き、東日本大震災支援全国ネットワーク（以下JCN）と協働し、岩手県で活動する団
体訪問等を行い、被災地で必要とするニーズや情報・資源をJCN のネットワーク通じ全国へ発信する
事業です。弊法人の中野がこの役割を担わせていただき、現地会議の企画・運営や、ケース検討会議と
呼ばれる各県の担当者が集まる会議をはじめとした各種会議・研修の場において、岩手の現状を伝える
役割を果たしました。

○東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業（岩手）（補助事業：公益財団法人東京都歴史
文化財団）＊実施期間：平成27 年4 月～平成28 年3 月
アートを活用したコミュニティ形成プログラムを県内沿岸部で実施する事業です。今年度は釜石市・大
槌町において『地域の「記録」を活用した交流プログラム』と『きむらとしろうじんじんの「野点」in
釜石・大槌地域リサーチ／ヒアリングアーカイブ』、そしてこちらも釜石市において、『とうほくのこ
よみのよぶね』を実施いたしました。

○東日本大震災の経験を踏まえ､NPO･社会福祉協議会･行政等が平時からの連携や備えを意識づけ
るための啓蒙事業（助成事業：日本郵便株式会社） ＊実施期間：平成27 年4 月～平成28 年3 月
平成26 年度に作成した記録誌「「3.11 いわてNPO の軌跡 － 東日本大震災における支援団体の取り
組み」」を用いて、平時からNPO・行政・社協等セクターを越えた連携や備えておくべきことを全国の
多くのNPO をはじめとする団体等に知っていただくことを目的とした事業です。この事業では、神
戸・高知・神奈川の各県で冊子を基にした活動報告を行ったほか、日本NPO 学会震災特別フォーラム
や、日本復興学会分科会において、冊子の周知・配布を行いました。
○岩手県外のNPO を対象とした「いわてNPO の軌跡」（記録誌）を活用した平時からの備えを伝える
啓蒙活動
日付

平成27 年
9 月11 日

場所

協力

認定NPO 法人まち・コミュ
『神戸復興塾3.11 支援集会

ニケーション，NPO 法人神
戸まちづくり研究所

岩手県内からの同行（参

参加者

加）団体>

数

NPO 法人カリタス釜石（釜石
市）
陸前高田市復古支援連絡会
（陸前高田市）

40 名

こうちNPO フォーラム
2015』分科会３ NPO の真

NPO 法人いわて連携復興セン

平成27 年

価のカタチ「大規模災害時

高知県ボランティア・NPO

ター

12 月12 日

に問われる連携の真価～多

センター

NPO 法人いわてGINGA-NET

様なセクターとの連携を考

30 名
（盛岡市）

える～」
『かながわ防災・減災セミ
ナー 「東日本大震災被災地
平成28 年
2 月28 日

支援ボランティア活動にお
ける岩手の広域支援と神奈
川の後方支援経験から、神

NPO 法人神奈川災害ボラ

NPO 法人遠野まごころネット

ンティアネットワーク

（遠野市）

60 名

奈川での災害ボランティア
受援力向上へ活かす」』

○主な記録誌の紹介・配布場所
日付
平成27 年
9 月12 日
平成27 年
9 月26 日
平成27 年
10 月9 日
平成28 年
1 月22 日
平成28 年
2 月24 日
平成28 年
3 月7 日

配布先
日本NPO 学会震災特別フォーラム

『日本復興学会』分科会3 東日本大震災とNPO の現在

主催

配布冊数

日本NPO 学会震災特別プロ
ジェクト東北班

60

日本災害復興学会

60

岩手県教育委員会

30

いわて三陸復興フォーラム

岩手県

40

岩手ＮＰＯ×東京交流会

岩手県

50

『神奈川県の追悼行事－3.11 メモリアルイベント』

神奈川県

20

『平成27 年度学びを通じた被災地の地域コミュニティ再
生支援事業 「連携協働セミナー」～ＮＰＯと行政との協
働による地域活性化～』

（３）その他、被災地支援のための連携復興事業
○東日本大震災復興支援車両管理事業（委託事業：認定特定非営利活動法人日本NPO センター）
＊実施期間：平成27 年4 月
認定特定非営利活動法人日本NPO センターが所有する復興支援車両を、いわて連携復興センターが、
管理した事業です。

〇住友商事東日本再生ユースチャレンジ・プログラム－インターンシップ奨励プログラム（2015）
（委託事業：特定非営利活動法人市民社会創造ファンド）（通年事業））＊実施期間：平成27 年7
月～平成28 年3 月

この事業は、住友商事株式会社が、東日本大震災の被災地の地域再生と被災者の生活再建を願い、被災
地で活動しているNPO を活動現場とし、長期にわたるユースのインターンシップ活動を応援するもの
です。今年度は、平成27 年7 月から平成28 年3 月までの9 カ月間平嶋孔輝君をインターン生として受
け入れました。

３ 主な会議・行事等開催日程
○通常総会
平成27 年5 月25 日（月）いわて連携復興センター北上サテライト 出席者14 名
○理事会
第１回 平成27 年5 月25 日（月） 13 時30 分～ IFC 北上サテライト 出席者6 名
第2 回 平成27 年7 月28 日（火） 14 時00 分～ IFC 北上サテライト 出席者4 名
第3 回 平成27 年12 月8 日（火） 14 時00 分～ IFC 北上サテライト 出席者5 名
第4 回 平成28 年2 月22 日（月） 14 時00 分～ IFC 北上サテライト 出席者5 名

４ 運営に関する報告
○会員数（平成28 年3 月31 日現在）
正会員数：15（個人正会員13 名 団体正会員2 団体）

以上

