Ⅰ
１

研究の概要

研究の
研究 の 主題
震災復興のためのＮＰＯ等との連携に関する調査研究

２

研究目的
平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災津波により、岩手県沿岸部は大きな被害を

受けた。住民は、仮設住宅や内陸部への避難を余儀なくされ、地域コミュニティを再構築
しなければならない状況となった。
行政においても、職員や庁舎が被害を受けたため、機能が回復するまでには時間を要し
た。復興に関する業務を最優先しなければならないため、社会教育事業のみならず、どの
部署においてもマンパワーの不足が課題となった。
『東日本大震災復興基本法』の制定や復
興庁の設置により、復興に向けた取組が加速するかに思われたものの、ハード面の整備が
最優先され、ソフト面については進展しない状況であった。被災者の多くは、未だに仮設
住宅等での避難生活を強いられ、復興を身近に感じることができないでいる。
進展しないソフト面を補うために、県外から多くのＮＰＯ等がこれまでの経験を基に支
援に訪れたり、住民自らがＮＰＯ等を立ち上げる状況が見られた。皆が気軽に集える場の
提供、心の癒しの提供など、それぞれの団体が、被災者のニーズに合わせ、自分たちの強
みを活かした活動を、独自の計画に沿って、県内各地で展開している。
住民の声を直に聞き、寄り添いながら活動を続けているＮＰＯ等は、県内において被災
者に生きる希望を与えてきた。また、今後、地域づくりを担っていく貴重な人材を抱える
大事なパートナーでもある。震災を風化させず、復興を迎えるまで支援活動が継続される
ことが、被災者を勇気付けることになる。そのためにも、ＮＰＯ等との連携の在り方を模
索していくことが必要であると考える。
そこで本研究では、沿岸被災地において、震災復興に関する活動を行っているＮＰＯ等
や内陸避難者を対象にした支援活動を行っているＮＰＯ等について、その実態を明らかに
し、ＮＰＯ等との協働事業の実施、先進的な事例の調査分析等により、震災復興のための
ＮＰＯ等と社会教育との連携の在り方を提示するものである。
３

年次計画
本研究は、２年次に亘って調査・研究を行うこととした。
１年次（平成 25 年度）は、沿岸部で活動しているＮＰＯ等の聞き取り調査や資料文献等

の調査により、ＮＰＯ等の活動状況について、その実態を明らかにする。
２年次（平成 26 年度）は、全国の震災対応事例の取組等に係る調査を実施し、社会教育
がＮＰＯ等とどのように連携することができるのか、ＮＰＯ等との協働事業を実施し、連
携の在り方について考える。
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Ⅱ
１

研究の内容

ＮＰＯ法施行から震災までのＮＰＯ
ＮＰＯ法施行から震災までの ＮＰＯ等の動向
ＮＰＯ 等の動向

（１）各答申にみられるＮＰＯの位置づけ
平成 10 年３月、
『特定非営利活動促進法（以下、ＮＰＯ法）』
（同年 12 月１日施行）が
成立した。これを受け、以下の答申が出された。
同年９月、生涯学習審議会答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方
について』において、ＮＰＯとの連携が提言された。社会の急激な変化に伴い多様化･
高度化する学習ニーズや生涯学習社会の進展に対応する具体的方策について提示した。
その中で、『ＮＰＯ法』の成立に触れ、「民間の諸活動の活発化への対応」として「民間
活動についての環境の整備や支援を行うとともに、ボランティア団体をはじめとするＮ
ＰＯを含め、民間団体と連携協力を進めることが必要」とした。社会教育行政が、これ
らの団体等と対等な立場で相互に連携・協力し合う関係を形成することの重要性につい
て述べている。
平成 11 年６月、生涯学習審議会が、『学習の成果を幅広く生かす』を答申し、行政と
ＮＰＯとのパートナーシップのもとに生涯学習社会が活性化されることを期待するとと
もに、ＮＰＯへの適切な支援の必要性について触れている。少子･高齢化、情報化等の社
会状況の急激な変化による複雑かつ多岐にわたる課題解決への行政の限界に触れ、ボラ
ンティア活動が、より専門性や継続性のある活動となることを期待している。
平成 16 年、中央教育審議会生涯学習分科会が、
『今後の生涯学習の振興方策について』
に係る審議経過を報告した。「生涯学習振興を担う職員等の在り方」の中で、「民間教育
事業者やＮＰＯ、ボランティアの生涯学習振興行政との協働や柔軟な参画のノウハウの
育成を図るための方策の検討が求められる」と述べている。国の方針として、これまで
民間との連携を打ち出してきたものの、国や地方公共団体とＮＰＯ等との連携がほとん
ど進んでいないという現状を踏まえ、一層の「協働」
（お互いの特性を認識し、尊重しあ
いながら、対等な立場の下に、積極的に協力し合うこと）の必要性を訴えている。
平成 20 年、中央教育審議会が、
『新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について』
を答申した。「ＮＰＯ、民間事業者等と行政の連携の在り方」の中で、「生涯学習振興行
政・社会教育行政においては、様々な学習機会の提供や学習活動の実施等において、Ｎ
ＰＯ、中間支援組織及び民間事業者等の民間団体の果たす役割が大きく、地域の実態等
に応じて行政が民間団体等との積極的な連携を進めることが大切である」と述べている。
ＮＰＯ等の役割の重要性について触れるだけに留まらず、
「ＮＰＯ、民間事業者等と行政
との連携を推進するための具体的な仕組みづくりは重要であり、例えば行政とこれらの
ＮＰＯ、民間事業者等との協議会を設けることや、既に取組がなされている様々な事業
等において同様の場がある場合にはその活用を図る」などと、一歩踏み込んだ形で具体
的に連携の形を示すようになった。さらに、
「行政の役割は、自主的な『民』による活動
を側面から支援しつつ連携し、持続可能な活力を生み出していくことである」と行政の
果たすべき役割について明示している。
ＮＰＯの定義については、図１の通り狭義から最広義まで様々な使われ方をしている。
一般的にＮＰＯは①②の範囲とすることが多いが、本研究においては、ＮＰＯ等として、
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①②に加え、一部③の社団法人等についても広く調査することとした。
図１

ＮＰＯの定義

ＮＰＯ（Non‐Profit‐Organization）とは、直訳すると“非営利組織”であり、一般的
には公益的な活動を自主的・自発的に行う民間団体を指すが、その範囲は狭義から広義ま
で、様々な使われ方をしている。
最広義
アメリカで一般に
使われている範囲
国民生活白書での範囲
最狭義

④

③

②

①

協 同組 合 等

経 済 団体

労 働 団体

⑤ 町内 会 ・自 治 会

医療 法 人

宗教 法 人

学校法 人

社会福 祉 法 人

財 団法 人

社 団法 人

市 民 活 動 団体

ボ ラ ンテ ィ ア団 体

特定 非 営 利 活 動 法 人

（Ｎ Ｐ Ｏ法 人）

志縁組織

地縁組織

（備考）
「地縁組織」は町内会、自治会など、ある一定の地理的範囲に住む住民が相互扶助
や自治的な活動を行う組織のことを言うのに対して、ある特定の目的を達成しよう
とする人たちで組織するＮＰＯを、志でつながる団体という意味で「志縁組織」と
いう場合がある。

参考『平成 12 年度国民白書』（経済企画庁）
（２）岩手県におけるＮＰＯの位置づけ
『ＮＰＯ法』の成立に合わせ、平成 10 年３月、岩手県も『社会貢献活動の支援に関す
る条例』を制定し、県、市町村、事業者の３者の責務、役割について触れ、社会貢献活
動の支援を推進していくこととした。また、社会貢献活動の支援に関する指針を定める
こと、岩手県社会貢献活動支援審議会を設置することも明記した。
この条例に則り、翌平成 11 年３月、
『社会貢献活動の支援に関する指針』を策定した。
その中では、ボランティア活動やＮＰＯ活動は、行政、民間企業等と異なる第三の領域
の担い手として期待し、支援を推進していくこととした。また、同年策定の『岩手県総
合計画』の基本構想では、新しい岩手づくりの理念として、「『自立・参画・創造』によ
る持続的な地域づくり」を掲げ、県民一人ひとりが主体的に地域社会に参画し、お互い
に役割分担しながら、ともに地域づくりを進めることが、新しい時代の岩手の「創造」
へ結びついていくものであるとした。
これを受け、平成 15 年、『ＮＰＯとの協働に向けて～ＮＰＯとの協働を進めるための
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ガイドライン～』を策定した。
「協働についての全庁的な共通認識を図るとともに、職員
一人ひとりがＮＰＯとの協働の意義を理解し、県としてＮＰＯとの協働を一層推進する
こと」という姿勢を示した。その中で、県におけるＮＰＯとの協働のとらえ方について、
「ＮＰＯと県とが共通の問題意識を持つ領域において、それぞれが個別に活動するより
も高い成果を上げるために、お互いの特性を認識し、尊重しあいながら、対等な立場の
もとに協力しあう関係のこと」と明記している。さらに協働を進めるための７つのポイ
ントを表１の通り提示し、それぞれについて趣旨と進め方を具体的に明記した。
表１

本 県がＮＰＯと協働を進めるためのポイント

今後、県では、以下のポイントに基づいて、全部局において協働を推進していきます。
１

ＮＰＯからの県政に対する提案の受け入れ、事業化の検討

２

事業実施における計画段階からの協働の検討

３

最も効果的な協働形態の選択

４

最もふさわしい協働相手の選定

５

事業実施後の評価の実施

６

情報公開の実施

７

パイロット事業の実施

平成 18 年、地域振興部にＮＰＯ・国際課を新設した。同年に開館した「いわて県民情
報交流センター」内に、
「ＮＰＯ活動交流センター」を開設し、県民がＮＰＯやボランテ
ィア活動に参加しやすい環境づくり、協働を推進する拠点の整備に努めた。
このような取組を進めた結果、ＮＰＯ認証数は年々増加していったものの、
「ほとんど
の協働事業が県とＮＰＯ法人との協働で、協働相手の広がりがない」
「県主導でＮＰＯの
意見や企画が活かされていない」などの問題が指摘された。そこで、平成 19 年、『協働
推進マニュアル』を策定し、住民にとってよりよいサービスを提供できる方法は何かと
いう視点で、協働することを目的とするのではなく、町内会･自治会や企業など、より広
い団体から、最もふさわしい協働の相手を選定して、事業の成果が上がるように事業を
実施していくこととした。
平成 21 年、『いわて県民計画』において、県民一人ひとりが、共に支え合いながらい
きいきと働き、安心して暮らし、楽しく学んでいくことのできる希望あふれる社会『希
望郷いわて』を創ることを掲げた。この社会を実現するためには、
「県民、企業、ＮＰＯ、
市町村、県など地域社会を構成するあらゆる主体が、共に支え合い、総力を結集しなが
ら、地域の歴史的・文化的・経済的・人的資源を最大限に活用し、地域の個性や特色を
生かした取り組みを展開することにより、地域の価値を高めていく」
“地域経営”が必要
であるとするなど、ＮＰＯが地域社会を構成する主体の一つとして、確実に位置づけら
れるようになってきた。
（３）県内ＮＰＯ法人の動向
ＮＰＯ法が制定された平成 10 年度は、図２に示すとおり、全国で 23 のＮＰＯ法人が
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認証された。
県内においては、平成 11 年度よりＮＰＯ法人への認証の申請が開始されたため、図３
に示すとおり、平成 10 年度の県内のＮＰＯ法人認証数は０である。
翌年度、県内第１号のＮＰＯ法人「花巻文化村協議会」が認証された。この年度内に
13 のＮＰＯ法人が認証され、ＮＰＯ法人としての活動が本県でもスタートした。法人数
も徐々に増加し、平成 22 年度には県内で 349 にまで達した。
図２

全国のＮＰＯ
全国の ＮＰＯ法人
ＮＰＯ 法人認証数の推移
法人 認証数の推移

（平成 25 年度については、
11 月末現在のデータ）

図３

県内ＮＰＯ
県内 ＮＰＯ法人
ＮＰＯ 法人認証数の推移
法人 認証数の推移

（平成 25 年度については、
11 月末現在のデータ）

参考

内閣府ホームページ、岩手県政策地域部
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ＮＰＯ・文化国際課統計データを基に作成

２

震災以降のＮＰＯ等の
震災以降のＮＰＯ等 の 動向

（１）東日本大震災復興基本法、第２期教育振興基本計画とＮＰＯ
平成 23 年６月 24 日、
『東日本大震災復興基本法』が制定された。復興についての基本
理念、国、地方公共団体の責務を記し、その中で、
「被災者を含む国民一人一人が相互に
連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多用な主体
が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと」としている。また、東
日本大震災復興対策本部及び復興庁を設置することを明記し、国を挙げて復興に迅速に
取り組み、活力ある日本の再生を図ることとしている。
その約１ヶ月後の７月 29 日、東日本大震災復興対策本部が、『東日本大震災からの復
興の基本方針』を示した。復興期間を 10 年間と定め、地域の資源を活かした地域・コミ
ュニティ主体の復興を基本とすることを述べている。公的主体の他に「ＮＰＯやボラン
ティア、さらには地域コミュニティを支えてきた消防団や民生委員などの『新しい公共』
による復興のための活動を促進する」としている。
年が明けた平成 24 年２月、復興庁が発足し、復興に向けた様々な取組が本格的にスタ
ートした。
平成 25 年、中央教育審議会が、『第２期教育振興基本計画について』を答申した。そ
の中で、表２の通り、四つの基本的方向性を示した。その中の一つである「絆づくりと
活力あるコミュニティの形成～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～」の中で、
「世代や立場などが異なる様々な人が集まる地域コミュニティが教育の基盤であること
はもとより、教育の営み自体が地域コミュニティを形成･活性化し、各地域の抱える課題
を適切な形で解決する基盤となること、その拠点として学校や公民館がより重要な役割
を果たしていくべき」と述べている。加えて、
「いわゆる地縁組織などによるコミュニテ
ィだけではなく、地域外のＮＰＯ･企業･大学なども含めた様々な主体との関わりを深め
ていくことも重要である」としている。さらに、それら四つの基本的方向性を支える環
境整備として、社会教育推進体制の強化を明示した。
「社会教育行政が、学校や家庭、まちづくり、福祉等の関係部局や民間団体、大学等
の地域の多様な主体と、より積極的に連携を仕掛け、地域住民も一体となって協働して
取組を進めていく『社会教育行政の再構築』を実施するための環境整備を図る」とし、
社会教育行政が、ＮＰＯ等との連携をより一層進めていかなければならないことを強調
している。
表２

第２期教育振興基本計画について（答申）における四つの基本的方向性

１

社会を生き抜く力の養成

～多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働～

２

未来への飛躍を実現する人材の育成

～変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各

分野を牽引していく人材～
３

学びのセーフティネットの構築

～誰もがアクセスできる多様な学習機会～

４

絆づくりと活力あるコミュニティの形成
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～社会が人を育み、人が社会をつくる好循環～

（２）岩手県東日本大震災津波復興計画、いわて県民計画第２期アクションプランとＮＰＯ
本県全体が東日本大震災津波を乗り越えて力強く復興するための未来の設計図として、
平成 23 年８月、
『 岩手県東日本大震災津波復興計画
と大地と共に生きる

復興基本計画

～いのちを守り

海

ふるさと岩手・三陸の創造～』を策定した。前述の平成 21 年『い

わて県民計画』と軌を一にしながら推進していくこととし、復興に当たっても、ＮＰＯ
の位置づけは変わらず、第４章「復興に向けた具体的取組」の、
「地域コミュニティ」で
は、「『新しい公共』の担い手が主役となって市町村と協働して進める復興のまちづくり
を支援する」とした。以前にも増して、協働の推進の必要性について触れ、ＮＰＯ等が
復興に関わって重要な役割を担っていくとしている。
平成 24 年２月に策定された『いわて県民計画第２期アクションプラン』においては、
被災者支援におけるＮＰＯやボランティア等が重要な役割を担っていることについて言
及し、震災対応など地域課題の解決に向け、地域の多様な主体による「新しい公共」の
取組などを一層推進する必要性についても明記した。これにより、公共サービス全体の
質を向上させようとするものである。
ＮＰＯ･文化国際課では、これを実現させるために「『新しい公共』の拡大と定着に向
けた普及啓発・仕組みづくり」「『新しい公共』を担うＮＰＯへの支援機能の充実」を掲
げ、取組みを推進した。
この第２期アクションプラン策定と同時に、国の補助金を活用した「新しい公共支援
事業」の取組を開始した。大きな柱である「支援事業」と「モデル事業」のうち、平成
23 年度は、「新しい公共の場作りのためのモデル事業」として、震災からの復旧･復興に
向けた震災対応の取組（震災対応案件）に特化し、10 事業（条件付採択含む）を採択し
た。平成 24 年度からは、震災対応案件（44 事業採択）、震災対応案件以外の取組（通常
案件）と「支援事業」も実施し、「新しい公共」の普及･拡大に努めた。
２年間に亘る「新しい公共支援事業」の終了に伴い、今年度から岩手、宮城、福島県
に対してのみ実施される「ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事業」の取組として、
「復興支援の担い手の基礎的能力強化事業」「復興支援の担い手の運営力強化実践事業」
を実施し、高い運営力を有するＮＰＯ等の育成をしながら自立する団体への移行を進め
てきた。このことは、中・長期的な復興・被災者支援を持続可能なものにしていくこと
をねらいとしている。「復興支援の担い手基礎的能力強化事業」に２団体を選定し、「復
興支援の担い手の運営力強化実践事業」に 21 事業（条件付き採択含）を採択した。さら
に、県が設置するＮＰＯ活動交流センターの体制を見直し、これまで別々に委託してい
たＮＰＯ活動交流センターの運営とＮＰＯ情報誌『ＰＩＮ（パイン）』の発行を一元化し、
ＮＰＯの情報の収集・発信を強化した。
（３）震災後の県内ＮＰＯ法人の動向
ここ数年のＮＰＯ法人認証数の推移を、平成 20 年度から対前年比の増加率で全国と本
県を比較したのが図４である。震災後の県内における対前年比ＮＰＯ法人数の認証数は、
111％、110％で推移し、震災前と比較すると、約７％の増加率であり、急激に上昇して
いる。
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図４

対前年度比ＮＰＯ
対前年度比 ＮＰＯ法人
ＮＰＯ 法人認証数の推移
法人 認証数の推移

震災前

参考

震災後

岩手県政策地域部

ＮＰＯ・文化国際課統計データを基に作成

図５の通り、年間増加数の推移を、被災３県に絞って比較すると、３県とも震災後の
平成 23 年度、24 年度は急激に増えていることがわかる。
本県においては、震災前までは年間増加数が 20 前後程度とあまり変化が見られなかっ
たものの、22 年度と震災後の 23 年度を比較すると 204％増であり、同様に 22 年度と 24
年度を比較しても 248％増となっている。
図５

被災３県におけるＮＰＯ
被災３県における ＮＰＯ法人
ＮＰＯ 法人年間増加数の推移
法人 年間増加数の推移

参考

内閣府のＮＰＯ法人認証数統計データを基に作成
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また、平成 23 年度のＮＰＯ法人の活動分野を調査したところ、図６のとおり「保健・
医療、福祉」
「まちづくり」
「子どもの健全育成」
「連絡、助言、援助」が多いことがわか
った。
（これは、ＮＰＯの定款に記載されている分類であり、複数の分野にまたがって活
動内容を選択しているものであるため、法人数とは合致しないものである。）
図６

本 県におけるＮＰＯ法人
388 ）
県における ＮＰＯ法人活動分野別
ＮＰＯ法人 活動分野別認証状
活動分野別 認証状況
認証状 況 （平成 24 年 3 月末 NPO 法人認証数 388）

参考

岩手県政策地域部

ＮＰＯ・文化国際課統計データを基に作成

さらに、震災前の平成 22 年度を基にした平成 23 年、24 年度の対年度比を分析した。
図７の折れ線グラフを見ると、震災後、
「災害救援」を目的としたＮＰＯ法人が数多く設
立された様子がわかる。
図７

本 県におけるＮＰＯ
県における ＮＰＯ法人
ＮＰＯ 法人活動分野別認証状況の推移
法人 活動分野別認証状況の推移

参考

岩手県政策地域部
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ＮＰＯ・文化国際課統計データを基に作成

３

震災復興に向けたＮＰＯ等の活動概況

（１）ＮＰＯ等による沿岸部の支援活動状況
東日本大震災津波による人的被害・建物被害状況を市町村ごとに表わしたものが図８
である。津波により大きな被害を受けた沿岸部は、多くの住民が仮設住宅での避難生活
を余儀なくされた。また、被災者の約 15％が、長年生活した地元を離れ、内陸部のみな
し仮設等に避難した。
図８

東日本大震災による人的被害・建物被害状況一覧（市町村別）
東日本大震災による 人的被害・建物被害状況一覧（市町村別）
家屋倒壊

26

死者
行方不明者
家屋倒壊

２
２
26

死者
家屋倒壊
行方不明者

38
479
１

死者
14
行方不明者 15
家屋倒壊
270
死者

７

死者
420
行方不明者 94
家屋倒壊 4,098
死者
640
行方不明者 149
家屋倒壊 3,167
死者
803
行方不明者 432
家屋倒壊 3,717
死者
888
行方不明者 152
家屋倒壊 3,655
死者
340
行方不明者 79
家屋倒壊 3,934
死者
1,556
行方不明者 215
家屋倒壊 3,341

【岩手県計】
■死者
■家屋倒壊

4,672 人（直接死のみ）

■行方不明者

1,143 人（内陸４人含む）

25,023 棟（内陸 1,858 棟含む）（平成 25 年 11 月 30 日現在

岩手県総務部総合防災室発 表 ）

※復興庁が平成 24 年 4 月に発表した本県の避難者数は 42,716 人であり、本県復興局が同
年同月に発表した内陸避難者数は約 6,600 人である。
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沿岸部において、どのＮＰＯ等がどのような支援活動を行ったのかということについ
て、新聞報道、ＮＰＯいわて連携復興センターの「支援活動マップ」、及び各ＮＰＯ等の
ホームページに掲載されている活動報告書等を参考にし、市町村ごとの支援活動状況を
まとめたものが表３から表 14 である。ＮＰＯ等の受入窓口が一本化されていなかったこ
ともあり、全てを把握することは困難であった。そのため、表に記載されていないＮＰ
Ｏ等の支援活動も多々あるものと思われる。
表３

大船渡市支援活動状況

年

大船渡:NPO 居場所創造プロジェクト「居場所ハウス運営、コミュニティ支援」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援」
大船渡:NPO センター１２３「障がい者生活支援」
大船渡:NPO みなとみらい・三陸「災害 FM 開局支援、ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ提供、三陸ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業」
大船渡:NPO 防災・市民メディア推進協議会「情報化支援、コミュニティ FM」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「健全育成、高齢者支援、仕事創出」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
大船渡:(一社)東北人魂・岩手グラウンドプロジェクト「サッカーによる支援、ﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ」
大船渡:けせん・ありがとうプロジェクト「仮設住民で感謝手ぬぐいを製作・販売）」
大船渡:おはなしころりん「移動図書館車運行、読み聞かせ養成講座」
大船渡:リトル越喜来「がれき撤去」
大船渡:健康生活ネットおおふなと「健康増進・支援」
大船渡:大船渡サポートネットワーク・センター「被災者支援、ボランティア、情報発信」
大船渡:赤崎復興応援隊「がれき撤去、コミュニティ支援」
23 盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「女性の悩み・暴力相談事業、法律相談、女性支援」

盛岡:NPO いわて子育てネット「健全育成、子育て支援」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室運営、読み聞かせ」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動、雇用支援」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「チェンソーの安全講習」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（ｲｰﾊﾟｯﾁ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
盛岡:みっこ倶楽部「健康増進」
盛岡:ハート・ニットプロジェクト「女性支援、ニット製作販売」
盛岡:あそび ma-senka「子育て支援」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売事業」
花巻:NPO いわて地域づくり支援センター「崎浜地区復興会議、
『食と交流』支援事業」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
遠野:みちのくふる里ネットワーク「生活相談、産業創出」
北上:NPO いわて NPO－NET サポート「中間支援組織、支援情報収集・提供」
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奥州:NPO 復興支援奥州ネット「健全育成・支援活動」
平泉:東日本大震災復興支援大根コンプロジェクト「支援物資、保育・子育て支援」
住田:NPO すみた森の案内人「子供自然教室、子育て支援」
住田:もさばロハス倶楽部「ボランティア支援」
札幌:NPOFacilitator Fellows「災害ボランティア、講師」
気仙沼:NPO 森は海の恋人「環境教育、体験学習支援、植樹」
仙台:(公財)共生地域創造財団「在宅被災者支援、コミュニティ支援」
宮城:Art Explode!!!きなこ「写真撮影、アルバム作製ワークショップ」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「父子家庭支援」
埼玉:こもれびの会「ボランティア活動、コミュニティ支援」
横浜:NPO 神奈川災害ボランティアネットワーク「がれき撤去、ボランティア」
静岡:NPO 日本津波災害支援ボランティアの会「マッサージ」
名古屋:大船渡・陸前高田支援ネットワーク「被災者支援」
大阪:NGO チーム３ミニッツ「震災記録の発行、展覧会開催」
大阪:CASH FOR WORK JAPAN「職業支援（浜のミサンガ作製販売と関連）」
広島:NGO ピースウィンズ・ジャパン「物資支給支援」
鳥取:NPO やまつみスポーツクラブ「仮設支援で遊び」
23 東京:NPO 東京デザインアソシエーション「大船渡北小で世界に一つの服作り」

東京:NPO チャイルド・ファンド・ジャパン「仮設で納涼会」
東京:NPO グローバル･スポーツ・アライアンス「支援物資、スポーツ選手とのイベント」
東京:NPO ソウルオブ東北「炊き出し、料理教室・ワークショップ」
東京:NPO ブリッジ

エーシア

ジャパン「食事の提供とコミュニティづくり」

東京:NPO 難民を助ける会「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 難民支援協会「被災者支援」
東京:NPO がんばらんばたい「いのちの彩プロジェクト、ロッカクさんとコラボ」
東京:NGO ハビタット･フォー・ヒューマニティ・ジャパン「仮設設置、建設支援」
東京:NGO ヒューマンライツ・ナウ「被災者法律相談、権利保護」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(一社)心の絆プロジェクト「仮設住宅で心のケア活動」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(公財)さわやか福祉財団「地域社会づくり、全国ネットワーク（JCN）設立」
東京:Youth for Ofunato「学生ボランティア、学習支援、イベント企画」
東京:国連の友 Asia-Pacific「医療活動、避難所直接支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、雇用創出事業、自立支援」
ドイツ:NPO 絆・ベルリン「がれき撤去、ボランティア活動」
大船渡:NPO リグリーン「浸水地域に綿羊放牧」
24 大船渡:NPO みなとみらい・三陸「支援物資、人材育成事業、木製ベンチ作成会事業」

大船渡:NPO 居場所創造プロジェクト「居場所ハウス運営、コミュニティ支援」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援」
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大船渡:NPO センター１２３「障がい者生活支援」
大船渡:NPO 防災・市民メディア推進協議会「情報化支援、コミュニティ FM」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「健全育成、高齢者支援、仕事創出」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
大船渡:(一社)東北人魂・岩手グラウンドプロジェクト「サッカーによる支援、ﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ」
大船渡:大船渡ロータリークラブ「綾里中に部活動道具寄贈」
大船渡:おはなしころりん「仮設入居者らに絵本読み聞かせ講座」
大船渡:健康生活ネットおおふなと「健康増進・支援」
大船渡:大船渡サポートネットワーク・センター「被災者支援、ボランティア、情報発信」
大船渡:赤崎復興応援隊「がれき撤去、コミュニティ支援」
盛岡:NPO いわて子育てネット「猪川保育園等で出前体育遊び」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業、女性の悩み・暴力相談事業」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室運営、読み聞かせ」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動、雇用支援」
盛岡:NPO 学生ビジニティいわて「若手人材育成」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「チェンソーの安全講習」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（ｲｰﾊﾟｯﾁ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ製作販売」
盛岡:ハート・ニットプロジェクト「女性支援、ニット製作販売」
24 滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」

花巻:NPO いわて地域づくり支援センター「崎浜地区復興会議、
『食と交流』支援事業」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
北上:3.11 いわて教会ネットワーク「教会片付け」
気仙沼:NPO 森は海の恋人「環境教育、体験学習支援、植樹」
仙台:(公財)共生地域創造財団「在宅被災者支援、コミュニティ支援」
名古屋:大船渡・陸前高田支援ネットワーク「被災者支援（大船渡サポートネットワークと連携）」
大阪:NGO チーム３ミニッツ「震災記録の発行、展覧会開催」
大阪:ロータリークラブ「赤崎へ交流施設寄贈」
大阪:CASH FOR WORK JAPAN「職業支援（浜のミサンガ作製販売と関連）」
広島:NGO ピースウィンズ・ジャパン「海産物の加工場を提供」
東京:NPO ブリッジ

エーシア

ジャパン「食事の提供とコミュニティづくり」

東京:NPO 難民を助ける会「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 難民支援協会「被災者支援」
東京:NPO チャイルド・ファンド・ジャパン「イベント開催、保育室長洞地域公民館建設」
東京:NPO ソウルオブ東北「料理教室・ワークショップ」
東京:NPO グローバル･スポーツ・アライアンス「支援物資、スポーツ選手とのイベント」
東京:NGO ハビタット･フォー・ヒューマニティ・ジャパン「仮設設置、建設支援」
東京:NGO ヒューマンライツ・ナウ「被災者法律相談、権利保護」
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東京:(一社)心の絆プロジェクト「仮設住宅で心のケア活動」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
24 東京:Youth for Ofunato「学生ボランティア、学習支援、イベント企画」

東京:国連の友 Asia-Pacific「医療活動、避難所直接支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、雇用創出事業、自立支援」
大船渡:NPO さんさんの会「助成が減少配食困難で糖尿病食寄付」
大船渡:NPO 夢ネット大船渡「復興ニュース発行、イベント開催」
大船渡:NPO 居場所創造プロジェクト「居場所ハウス運営、コミュニティ支援」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援」
大船渡:NPO センター１２３「障がい者生活支援」
大船渡:NPO みなとみらい三陸「支援物資、人材育成事業、ベンチ作製」
大船渡:NPO 防災・市民メディア推進協議会「情報化支援、コミュニティ FM」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「健全育成、高齢者支援、仕事創出」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
大船渡:(一社)東北人魂・岩手グラウンドプロジェクト「サッカーによる支援、ﾁｬﾘﾃｨｲﾍﾞﾝﾄ」
大船渡:おはなしころりん「仮設読み聞かせ巡回講座、海外支援絵本和訳」
大船渡:健康生活ネットおおふなと「健康増進・支援」
大船渡:大船渡サポートネットワーク・センター「被災者支援、ボランティア、情報発信」
大船渡:大船渡西ロータリークラブ「鎮魂愛の鐘設置」
大船渡:ブランドプロジェクトみんなのまち「大船渡らしさ発信へ知恵」
盛岡:NPO 岩手自殺防止センター「傾聴体験講座」
25 盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」

盛岡:NPO いわて子育てネット「健全育成、子育て支援」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室運営、読み聞かせ」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動、雇用支援」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「法律相談、女性支援」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（ｲｰﾊﾟｯﾁ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ製作販売」
花巻:NPO いわて地域づくり支援センター「崎浜地区復興会議」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
金ケ崎:金ケ崎ライオンズクラブ「仮設にカラオケ寄贈」
気仙沼:NPO 森は海の恋人「環境教育、体験学習支援、植樹」
千葉:NPO ユナイテッド・プロジェクト「仮設住宅で餅つき交流」
大阪:NGO チーム３ミニッツ「震災記録の発行、展覧会開催」
大阪:CASH FOR WORK JAPAN「職業支援（浜のミサンガ作製販売と関連）」
東京:NPO グローバル･スポーツ・アライアンス「支援物資、スポーツ選手とのイベント」
東京:NPO ソウルオブ東北「料理教室・ワークショップ」
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東京:NPO ブリッジ エーシア ジャパン「食事の提供とコミュニティづくり」
東京:NPO 難民を助ける会「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 難民支援協会「被災者支援」
東京:NPO ARTS for HOPE「アートで心のケアワークショップ（支局開設）」
東京:NGO ハビタット･フォー・ヒューマニティ・ジャパン「仮設設置、建設支援」
25 東京:NGO ヒューマンライツ・ナウ「被災者法律相談、権利保護」

東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(認法)日本赤十字「大船渡小放課後クラブ“うみねこキッズ”支援、医療支援」
東京:国連の友 Asia-Pacific「医療活動、避難所直接支援」
東京:Youth for Ofunato「学生ボランティア、学習支援、イベント企画」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、雇用創出事業、自立支援」
ドイツ:NPO 絆・ベルリン「仮設訪問しコンサート」
表４

陸前高田市支援活動状況

年

陸前高田:NPO 再生の里ヤルキタウン「商店街や花壇整備」
陸前高田:NPO 陸前高田創生ふるさと会議「入浴支援事業、まちづくり事業」
陸前高田:NPO まぁむたかた「被災者支援、法律相談、コミュニティ支援」
陸前高田:NPO りくカフェ「カフェの運営、コミュニティ再生支援、イベント開催」
陸前高田:NPO すずらんとかたつむり「知的障がい児支援、イベント開催」
陸前高田:NPO 総合型りくぜんたかた「健全育成、子育て支援」
陸前高田:NPO SET「関東の若者による被災地支援プロジェクト」
陸前高田:(一社)おやこの広場きらりんきっず「子育て支援、イベント開催」
陸前高田:(財)にじのライブラリー「図書館開設・運営、イベント開催」
陸前高田:フラワーロード陸前高田「チャリティイベント、花壇整備」
陸前高田:フレンドシップ高田「教育支援、スポーツ教室開催」
23 陸前高田:教育支援チームまつ「教育相談、学校支援、カフェ運営」

陸前高田:高田松原を守る会「松原の再生、植樹活動」
陸前高田:豊饒の海「広田湾」の環境を取り戻す会「がれき撤去、養殖産業支援」
陸前高田:陸前高田未来商店街「商店街運営」
陸前高田:若者有志「津波到達点に桜植樹する取組」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室分館『ちいさいおうち』開設、運営・管理」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO 学生ビジニティいわて「若手人材育成」
盛岡:NPO 岩手県レクリエーション協会「レク活動、イベント開催」
盛岡:NPO いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊「ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、相談・支援」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「女性支援、法律相談」
盛岡:NPO みんつな～東日本復興プロジェクト～「生活支援・相談、学用品支援」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（イーパッチ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
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盛岡:盛岡ロータリークラブ「仮設 400 戸浄水器寄贈」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:えんやこ～ら「土木支援、環境整備」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:岩大Ｅ_code「コミュニティ支援、情報発信、ガイドブック作成」
滝沢:希望の花いわて 3.11「花と緑の復興支援開催、花の提供」
花巻:NPO 花巻文化村協議会「支援物資、炊き出し、交流イベント開催」
花巻:ゆいっこ花巻・北上:ゆいっこ北上「空陸連携で陸前高田市へ物資輸送」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:NPO 黄金っと「後方支援（作業員の宿泊施設運営）」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
北上:NPO hands「ボランティアコーディネイト」
北上:NPO フォルダ「支援物資、健康体操・スポーツ支援」
北上:3.11 いわて教会ネットワーク「教会片付け」
西和賀:NPO 深沢晟雄の会「支援物資、炊き出し」
奥州:奥州絆の会「自立支援、子育て支援、イベント開催」
一関:障害者育児支援 NPO 響生「親子ふれあいリフレッシュ」
一関:東日本大震災復興支援大根コンプロジェクト「支援物資、保育園・子育て支援」
23 一関:face to face 東日本大震災リハネットワーク「がれき撤去、リハビリ支援」

一関:地域支縁援団体ＡＲＣＨ「若者によるコミュニティ支援、地域活性化支援」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「教育支援、高齢者支援、産業創出」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援、イベント開催」
大船渡:NPO 夢ネット大船渡「仮設パトロール、PC・手芸教室開催、盛駅待合室管理」
大船渡:NPO みちのくふる里ネットワーク「生活相談、産業支援」
大船渡:健康生活ネットおおふなと「健康増進・支援」
住田:NPO すみた森の案内人「子ども自然教室、子育て支援」
住田:もさばロハス倶楽部「ボランティア支援」
北海道:ＥＮ project japan「支援物資、アスリートによるイベント開催」
宮城:Art Explode!!!きなこ。「写真撮影、アルバム作成ワークショップ」
新潟:(公社)中越防災安全機構「被災者生活支援、ワークショップ開催」
茨城:４０ｓ〈フォーティーズ〉「物資支援、陸前高田ロータリークラブへの支援」
千葉:千葉ふなボランティアネットワーク「ボランティアバスで牡蠣養殖支援」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「生活相談、イベント開催」
埼玉:NPO m's power「絵画イベント開催、コミュニティ支援」
埼玉:(一社)吉川チームともだち「雇用創出、子育て支援、生活相談」
埼玉:(財)入間少林寺拳法・復興支援・陸前高田チーム「がれき撤去、ボランティア活動」
埼玉:ReVA「産業支援、ボランティアバスの運行」
神奈川:NPO 教育支援グループ Ed.ベンチャー「子育て支援、学習・教育支援」
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横浜:NPO ハマトラ・横浜フットボールネットワーク「支援物資」
横浜:NPO 神奈川災害ボランティアネットワーク「生活相談、イベント開催」
神奈川:Smile Support「支援物資、コミュニティ支援」
静岡:(一社)焼津日本 CL 学会「フリースクール生徒の被災地支援」
愛知:NPO 愛知ネット「仮設建設支援、コミュニティ支援」
三重:NPO ほがらか絵本畑「子育て支援、ボランティア活動」
兵庫:NPO ＰＡＳネット「生活・法律相談」
兵庫:NPO ワット神戸「再生エネ街灯２基寄贈」
大阪:NGO チーム３ミニッツ「震災記録の発行、イベント開催」
滋賀:NPO グローバルヒューマン「支援物資、就労・自立支援、情報発信」
福井:NPO 福井災害ボランティアネット「陸前高田の松をまきに再生(販売中止)」
福井:NPO 東日本大震災福幸チームだんね～座「がれき撤去、写真洗浄」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「コミュニティ支援、生活相談」
京都:(公社)日本国際民間協力会 NICCO「物資支援、心のケア、学校再生支援」
広島: NGO ピースウィンズ･ジャパン「支援物資、集いの拠点“どっこい所”を川原地区に開設」
佐賀:NPO 地球市民の会「女性のニーズ傾聴」
宮崎:NPO ハートリンクみやざき for ASIA「支援物資、車椅子寄付」
東京:NPO 環境エネルギー政策研究所「太陽光発電設備無料設置」
東京:NPO 国境なき子ども達「バスを改造し移動図書館始動」
23 東京:NPO マザーリンク・ジャパン「仮設住宅運営生活支援、自立支援」

東京:NPO ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY「炊き出し、料理教室・ワークショップ」
東京:NPO CHILL「支援物資、スポーツイベント開催」
東京:NPO ブリッジ

エーシア

ジャパン「コミュニティ支援」

東京:NPO Youth for 3.11「大学生によるボランティア活動」
東京:NPO ロッツ「産業支援、ボランティア活動、介護支援」
東京:NPO 今そこに落語と笑いを配達する演芸団「イベント開催、環境整備」
東京:NPO 仕事への架け橋「雇用支援、情報発信」
東京:NPO Health And Development Service「子育て支援、被災者相談支援」
東京:NPO MERRY PROJECT「支援物資、イベント開催、自立支援」
東京:NPO 難民支援協会「支援物資、ボランティア、情報発信」
東京:NPO あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」
東京:NPO 難民を助ける会「支援物資、炊き出し、入浴支援」
東京:NPO 福祉フォーラム「保健・医療支援、戸別訪問、地域包括システム」
東京:NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「復興のアイデア発表」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(一社)SAVETAKATA「物産支援、イベント開催、IT 支援」
東京:(公社)Civic Force「支援物資、支援ネットワークの構築」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:東京ロータリークラブ「子育て支援センターを建設」
- 17 -

東京:花の力プロジェクト「ボランティア活動、環境整備、花植支援」
東京:癒しのプロ集団チーム恵比寿「イベント開催」
東京:国連の友 Asia-Pacific「支援物資、医療支援、がれき撤去」
23 東京:ToVR「海や河川のがれき撤去、ボランティア、産業支援」

東京:SOCIAL BUSINESS NETWORK「雇用創出、産業支援」
東京:(財)真如苑 救援ボランティア サーブ「救援ボランティア、炊き出し」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「冬用の支援物資配布」
ドイツ:NPO 絆・ベルリン「がれき撤去、植林、ボランティア」
陸前高田:NPOＰ＠ＣＴ「気仙のボランティア連携（三陸広域ネットワーク会議設立）」
陸前高田:NPO 再生の里ﾔﾙｷﾀｳﾝ「コミュニティ広場『再生の里』開設」
陸前高田:NPO まぁむたかた「被災者支援、法律相談、コミュニティ支援」
陸前高田:NPO 総合型りくぜんたかた「健全育成、子育て支援」
陸前高田:NPO SET「関東の若者による被災地支援プロジェクト」
陸前高田:NPO たかだ八起プロジェクト「モビリア仮設団地内集会所を拠点として支援」
陸前高田:(一社)SAVE TAKATA「『ｹｾﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｯｸｽ』開設（支援団体の拠点施設）」
陸前高田:桜ライン 311「津波到達地点に桜の植樹」
陸前高田:なでしこ会「長洞仮設（通称元気村）の女性、地域コミュニティ活動」
陸前高田:市民が考える復興の会「街づくり、コミュニティ再生」
陸前高田:大津波にも負けず頑張る母ちゃん！応援隊「女性支援、雇用創出」
陸前高田:フラワーロード陸前高田「チャリティイベント、花壇整備」
陸前高田:フレンドシップ高田「教育支援、スポーツ教室開催」
陸前高田:教育支援チームまつ「教育相談、学校支援、カフェ運営」
陸前高田:高田松原を守る会「松原の再生、植樹活動」
24 陸前高田:豊饒の海「広田湾」の環境を取り戻す会「がれき撤去、養殖産業支援」

陸前高田:陸前高田未来商店街「商店街運営」
盛岡:NPO いわて子育てネット「下矢作保育園等で出前体育遊び」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室分館『ちいさいおうち』運営・管理」
盛岡:NPO いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊「ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、相談・支援」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「女性支援、法律相談」
盛岡:NPO みんつな～東日本復興プロジェクト～「生活支援、生活相談、団体への助成金支援」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（ｲｰﾊﾟｯﾁ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
盛岡:盛岡ロータリークラブ「浄水器カートリッジ陸高仮設 400 世帯に寄贈」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:えんやこ～ら「土木支援、環境整備」
盛岡:岩大Ｅ_code「コミュニティ支援、情報発信、ガイドブック作成」
滝沢:地域貢献イベンターＩＰＵ～復興ガールズ～「物品製作販売」
滝沢:希望の花いわて 3.11「花と緑の復興支援開催、花の提供」
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紫波:赤石発！震災応援会「小友中学校に制服や上履きを送る」
花巻:NPO 花巻文化村協議会「支援物資、炊き出し、交流イベント開催」
花巻: ゆいっこ花巻・北上: ゆいっこ北上「物資支援、輸送支援、交流会開催」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:NPO 黄金っと（こがねっと）「後方支援（作業員の宿泊施設運営）」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
北上:NPO hands「ボランティアコーディネイト」
北上:NPO フォルダ「支援物資、健康体操・スポーツ支援」
北上:3.11 いわて教会ネットワーク「教会片付け」
奥州:奥州絆の会「自立支援、子育て支援、イベント開催」
一関:障害者育児支援 NPO 響生「親子ふれあいリフレッシュ」
一関:On Sunday(s)「男性絵本読み聞かせライブ」
一関:NPO レスパイトハウス・ハンズ「陸前高田市に協働拠点（自治会活動支援）」
一関:東日本大震災復興支援大根コンプロジェクト「支援物資、保育園・子育て支援」
一関:地域支縁援団体ＡＲＣＨ「若者によるコミュニティ支援、地域活性化支援」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「教育支援、高齢者支援、産業創出」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援、イベント開催」
大船渡:NPO 夢ネット大船渡「仮設パトロール、PC・手芸教室開催、盛駅待合室管理」
24 大船渡:NPO みちのくふる里ネットワーク「生活相談、産業支援」

大船渡:健康生活ネットおおふなと「健康増進・支援」
住田:NPO すみた森の案内人「子ども自然教室、子育て支援」
住田:もさばロハス倶楽部「ボランティア支援」
千葉:NPO 石巻 face to face 東日本大震災リハネットワーク「がれき撤去、リハビリ支援」
千葉:千葉ふなボランティアネットワーク「ボランティア活動、養殖支援」
埼玉:(一社)吉川チームともだち「雇用創出、子育て支援、生活相談」
埼玉:ReVA「産業支援、バスの運行」
埼玉:ぬーばプロジェクト「移動式ピザカーで子供達にピザを」
神奈川:NPO 教育支援グループ Ed.ベンチャー「子育て支援、学習・教育支援」
神奈川:NPO 伊勢原森林里山研究会「仮設集会所を住民と建設(堂の前)｣
神奈川:Smile Support「支援物資、コミュニティ支援」
山梨:NPO 地域資料デジタル化研究会「広報を修復、DVD にして市に寄贈」
静岡:(一社)焼津日本 CL 学会「フリースクール生徒の被災地支援」
愛知:NPO 愛知ネット「仮設建設支援、コミュニティ支援」
三重:NPO ほがらか絵本畑「子育て支援、ボランティア活動」
兵庫:NPO ＰＡＳネット「生活・法律相談」
大阪:(一社)生活デザイン研究機構「震災記録の発行、イベント開催」
滋賀:NPO グローバルヒューマン「支援物資、就労・自立支援、情報発信」
福井:NPO 坂井東日本大震災福幸チームだんね～座「写真洗浄」
- 19 -

京都:NGO テラ・ルネッサンス「コミュニティ支援、生活相談」
京都:(公社)日本国際民間協力会 NICCO「物資支援、心のケア、学校再生支援」
京都:(特社)アジア南太平洋友好協会「モビリア図書館開設」
広島:NGO ピースウィンズ・ジャパン「多目的スペース（どっこい所）の仮設建物を提供」
東京:NPO 難民を守る会「広田保育園にプール寄贈」
東京:NPO 文化財保存支援機構「修復技術の学校開設（津波浴びた文化財が教材）」
東京:NPO 玉川まちづくりハウス「陸前高田市の稲わらでしめなわ飾り（東京で教室）」
東京:NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「復興のアイデア発表」
東京:NPO 国境なき子ども達「移動図書館始動（バス改造）」
東京:NPO マザーリンク・ジャパン「仮設住宅運営生活支援、自立支援」
東京:NPO ロッツ「産業支援、ボランティア活動、介護支援」
東京:NPO 今そこに落語と笑いを配達する演芸団「イベント開催、環境整備」
東京:NPO 仕事への架け橋「雇用支援、情報発信」
東京:NPO 文化財保存支援機構「被災文化財修復専門家養成へ研修会」
24 東京:NPO あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」

東京:NPO 福祉フォーラム「保健・医療支援、戸別訪問、地域包括システム」
東京:NGO 日本国際ワークキャンプセンターNICE「家・田畑の片づけ、子ども支援等」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(一社)SAVETAKATA「物産支援、イベント開催、IT 支援」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(公財)日本ユニセフ協会「竹駒保育園仮設園舎建設・開園」
東京:花の力プロジェクト「ボランティア活動、環境整備、花植支援」
東京:国連の友 Asia-Pacific「支援物資、医療支援、がれき撤去」
東京:ToVR「海や河川のがれき撤去、ボランティア、産業支援」
東京:SOCIAL BUSINESS NETWORK「雇用創出、産業支援」
東京:(財)真如苑 救援ボランティア サーブ「救援ボランティア、炊き出し」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「冬用の支援物資配布」
ドイツ:NPO 絆・ベルリン「がれき撤去、植林、ボランティア」
ドイツ:NPO ベルリン独日協会「上長部公民館建設」
陸前高田:NPO 桜ライン 311「津波到達点に桜植樹、保育所にクリスマスプレゼント」
陸前高田:NPOＰ＠ｃｔ「旧矢作小に二又復興交流センター開所（地元が運営）」
陸前高田:NPO まちづくり協働センター「市民会議メンバー10 人公募」
陸前高田:NPO まぁむたかた「被災者支援、法律相談、コミュニティ支援」
25 陸前高田:NPO 総合型りくぜんたかた「健全育成、子育て支援」

陸前高田:NPO SET「関東の若者による被災地支援プロジェクト」
陸前高田:NPO 再生の里ヤルキタウン「女性の憩いの場提供」
陸前高田:なでしこ会「長洞仮設（通称元気村）の女性支援、地域コミュニティ活動」
陸前高田:市民が考える復興の会「街づくり、コミュニティ再生」
陸前高田:大津波にも負けず頑張る母ちゃん！応援隊「女性支援、雇用創出」
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陸前高田:フラワーロード陸前高田「チャリティイベント、花壇整備」
陸前高田:フレンドシップ高田「教育支援、スポーツ教室開催」
陸前高田:ロータリークラブ「来年度新設の中学へ楽器寄贈、氷上共鳴会にトラック寄贈」
陸前高田:教育支援チームまつ「教育相談、学校支援、カフェ運営」
陸前高田:高田松原を守る会「松原の再生、植樹活動」
陸前高田:豊饒の海「広田湾」の環境を取り戻す会「がれき撤去、養殖産業支援」
陸前高田:陸前高田未来商店街「商店街運営」
盛岡:NPO 岩手自殺防止センター「傾聴体験学習会」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業、女性支援、法律相談」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO うれし野子ども図書室「図書室分館『ちいさいおうち』運営・管理」
盛岡:NPO いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊「ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、相談・支援」
盛岡:NPO みんつな～東日本復興プロジェクト～「生活支援、生活相談、団体への助成金支援」
盛岡:(一社)子どものエンパワメントいわて（イーパッチ）
「子どもの居場所作り、学習支援」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:えんやこ～ら「土木支援、環境整備」
盛岡:岩大Ｅ_code「コミュニティ支援、情報発信、ガイドブック作成」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:希望の花いわて 3.11「花と緑の復興支援開催、花の提供」
25 花巻: ゆいっこ花巻・北上: ゆいっこ北上「物資支援、輸送支援、交流会開催」

花巻:NPO 花巻文化村協議会「支援物資、炊き出し、交流イベント開催」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:NPO 黄金っと（こがねっと）「後方支援」（作業員の宿泊施設運営）
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:けっぱれ岩手っ子「移動お絵かき会で心のケア、子育て支援」
北上:NPO hands「ボランティアコーディネイト」
一関:大東ロータリークラブ「浄土寺で落語家３人で寄席」
一関:東日本大震災復興支援大根コンプロジェクト「支援物資、保育園・子育て支援」
大船渡:NPO みちのくふる里ネットワーク「生活相談、産業支援、セミナー開催」
大船渡:NPO こそだてシップ「子育て支援対象拡大（就学前まで受入）」
宮城:NPO DSP 災害支援プロジェクト「潜水捜索で車輌引き上げ（古川沼調査）」
埼玉:ぬーばプロジェクト「移動式ピザカーで子供達にピザを」
千葉:千葉ふなボランティアネットワーク「ボランティア活動、養殖支援」
兵庫:NPO ＰＡＳネット「生活・法律相談」
大阪:(一社)生活デザイン研究機構「震災記録の発行、イベント開催」
滋賀:NPO グローバルヒューマン「支援物資、就労・自立支援、情報発信」
京都:(公社)日本国際民間協力会 NICCO「心のケア、学校再生支援」
広島:NGO ピースウィンズ・ジャパン「住民の証言刊行（陸高広田町自主防災会に協力）」
東京:NPO MERRY PROJECT「米崎小児童の笑顔を傘に印刷」
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東京:NPO トリトン・アーツ･ネットワーク「高田高で吹奏楽」
東京:NPO マザーリンク・ジャパン「仮設住宅運営生活支援、自立支援」
東京:NPO 福祉フォーラム「保健・医療支援、戸別訪問、地域包括システム」
東京:NPO あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」
東京:NPO 国境なき子どもたち「改造バスで受験生支える乗り合い自習室」
25 東京:NGO 日本国際ワークキャンプセンターNICE「牡蠣漁師の手伝いと子ども活動」

東京:(公財)日本ユニセフ協会「竹駒保育園舎建設寄贈・再開」
東京:(一社)SAVETAKATA「物産支援、イベント開催、IT 支援」
東京:花の力プロジェクト「ボランティア活動、環境整備、花植支援」
東京:ToVR「海や河川のがれき撤去、ボランティア、産業支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資イベント開催」
表５

釜石市支援活動状況

年
釜石:NPO e ネット・リアス「被災写真修復、うちわの制作・提供、出前パソコン講座」
釜石:NPO＠リアス NPO サポートセンター「仮設支援連絡員、WEB ｻｲﾄ・情報誌発行」
釜石:NPO カリタス釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:NPO 東部漁協管内復興市民会議「子どもの健全育成、環境保全、まちづくり」
釜石:NPO 東日本経済活性化支援機構「まちづくり、産業支援」
釜石:NPO 東北復興支援機構「人材育成、ワークショップ」
釜石:NPO スクラム釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:NPO いわて連携復興センター「地域住民の自立支援」
釜石:(一社)鵜住居まちづくりセンター「ボランティア活動、農業・産業支援」
釜石:どんぐりとウミネコ村支援室「コミュニティ支援、観光」
釜石:釜石応援団－ARAMAGI

Heart－「イベント開催、ボランティア活動」

釜石:(一社)三陸ひとつなぎ自然学校「子どもの健全育成、子育て支援」
23 釜石:創作農家こすもす組合「食事の提供、ボランティア活動」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO ASIA Environmental Alliance「まちづくり、造園」
盛岡:NPO いわて GINGA-NET「まちづくり、ボランティア活動、コミュニティ再生」
盛岡:NPO くらしのサポーターズ「被災者支援、法律相談」
盛岡:NPO サンガ岩手「支援物資、傾聴ボランティア、灯籠作り」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災者支援、コミュニティ再生、支援物資」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「産業支援、雇用創出」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
葛巻:NPO いわて子ども環境研究所「子どもの健全育成、子育て支援」
花巻:ゆいっこ花巻「支援物資、ボランティア活動、コミュニティ支援」
遠野:NPO 遠野まごころネット「支援物資、被災者支援、コミュニティ支援」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「支援物資、まちづくり、ボランティア活動」
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北上:NPO hands「被災者支援、まちづくり、イベント開催」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
大槌:(一社)大槌和～Ring‐Project「産業支援、雇用創出」
北海道:NPO ねおす「栗林にボランティアセンター開設（三陸人つなぎ学校と連携）」
北海道:札幌 NPO ezorock「環境対策活動」
北海道:国際ロータリークラブ北海道「大槌、釜石の小中にピアノ６台寄贈」
秋田:NPO 蜘蛛の糸「カウンセリング、自殺予防」
千葉:千葉ライオンズクラブ「高校生の内定取り消し者に就職支援相談」
千葉:OMF インターナショナル日本委員会「被災者支援、支援物資」
横浜:神奈川災害ボランティアネットワーク「被災者支援。ボランティア活動」
横浜:地球市民 ACT かながわ「保育園支援」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「生活再建支援」
岡山:大槌 NPO AMDA「医療支援、健康サポート」
東京:NPO 難民を守る会「在宅重症障害者に発電機寄贈」
東京:NPO 難民を助ける会「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 日本ビオトープ協会「自然再生」
23 東京:NPO キッズドア「学習支援、心のケア」
東京:NPO グリーンアースキャラバン「菜の花プロジェクト」
東京:NPO マドレボニータ「子育て女性支援」
東京:NGO ケア・インターナショナル

ジャパン「心のケア」

東京:NGO 日本リザルツ「生活･事業再建支援」
東京:NGO グッドネーバーズ･ジャパン「がれき撤去、幼稚園で心のケア」
東京:NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「中妻町仮設団地に仮設集会所建設」
東京:(公社)青年海外協力隊「国内協力隊員を派遣」
東京:(財)さわやか福祉財団「地域社会づくり」
東京:(一社)PR45「映像記録、イベント開催」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:RCF 復興支援チーム「復興支援コーディネーター」
東京:ジョイセフ「女性支援」
東京:プロジェクト伝「グッズ製作販売」
東京:釜石応援隊「障がい者支援」
東京:岩手三陸の復興の狼煙作戦「医師による支援、健康関連」
東京:アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「ぬり絵による心のケア」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「心のケア」
釜石:NPO ガバチョプロジェクト「被災者に芸術の癒し」
釜石:NPO e ネット・リアス「仮設住宅での出前パソコン講座」
24 釜石:NPO＠リアス NPO サポートセンター 「仮設支援連絡員、情報誌発行、復興ハウス」
釜石:NPO 東部漁協管内復興市民会議「子どもの健全育成、環境保全、まちづくり」
釜石:NPO かまいしリンク「復興、まちづくり支援」
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釜石:NPO しゃくなげ net 釜石「住民主役のまちづくり」
釜石:NPO ユーリカラブミッション「復興、まちづくり支援」
釜石:NPO カリタス釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:NPO 東日本経済活性化支援機構「まちづくり、産業支援」
釜石:NPO 東北復興支援機構「人材育成、ワークショップ」
釜石:NPO スクラム釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:(一社)三陸ひとつなぎ自然学校「子どもの健全育成、子育て支援」
釜石:どんぐりとウミネコ村支援室「コミュニティ支援、観光」
釜石:釜石応援団－ARAMAGI

Heart－「イベント開催、ボランティア活動」

釜石:創作農家こすもす組合「食事の提供、ボランティア活動」
釜石:鵜住居を新生する会「ボランティア活動、まちづくり」
釜石:Next Kamaishi「まちづくり、コミュニティ再生、雇用創出」
釜石:フットケアサークル釜石パナケイア「フットケア、傾聴ボランティア」
盛岡:NPO いわて子育てネット「中妻体育館等で出前体育遊び（２回）」
盛岡:NPO ASIA Environmental Alliance「まちづくり、造園」
盛岡:NPO いわて GINGA-NET「まちづくり、ボランティア活動、コミュニティ再生」
盛岡:NPO くらしのサポーターズ「被災者支援、法律相談」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災者支援、コミュニティ再生、支援物資」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「産業支援、雇用創出」
24 盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:NPO ゴーフォワードジャパン「ＩＴ支援、ＰＣ教室」
滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
葛巻:NPO いわて子ども環境研究所「子どもの健全育成、子育て支援」
花巻:NPO 母と子の虹の懸け橋「平田仮設団地で傾聴活動」
花巻:ゆいっこ花巻「支援物資、ボランティア活動、コミュニティ支援」
遠野:NPO 遠野まごころネット「けっぱれ!岩手っ子（お絵かきによる心のケア）事業」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「支援物資、まちづくり、ボランティア活動」
遠野:NPO ボランティアコネクトサポートネットワーク「内職支援、ｺﾐｭﾆﾃｨづくり」
北上:NPO hands「被災者支援、まちづくり、イベント開催」
一関:NPO きものを着る習慣を作る協議会一関支部「着物着方教室再開」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「被災父子ケアで市民対象に講習会」
横浜:神奈川災害ボランティアネットワーク「被災者支援、ボランティア活動」
横浜:地球市民 ACT かながわ「保育園支援」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「生活再建支援」
東京:NPO 日本ビオトープ協会「自然再生」
東京:NPO キッズドア「学習支援、心のケア」
東京:NPO グリーンアースキャラバン「菜の花プロジェクト」
東京:NPO マドレボニータ「子育て女性支援」
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東京:NPO マザーリング・ジャパン「卒業式・入学式で着用の礼服を格安販売」
東京:NPO 国境なき子どもたち「支援活動写真で紹介」
東京:NGO ケア・インターナショナル

ジャパン「心のケア」

東京:NGO 日本リザルツ「生活･事業再建支援」
東京:NGO グッドネーバーズ･ジャパン「幼稚園で心のケア、親子ピザ作り」
東京:(公社)青年海外協力隊「釜石スクラムスクール実施」
24 東京:(公社)学校図書館げんきプロジェクト「復興支援図書、本の寄贈」
東京:(財)さわやか福祉財団「地域社会づくり」
東京:(一社)PR45「映像記録、イベント開催」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:RCF 復興支援チーム「復興支援コーディネーター」
東京:Team Japn 300「カウセラー派遣、ボランティア活動」
東京:アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「ぬり絵による心のケア」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「心のケア」
釜石:NPO かだっぺし「交流・木工品作、孤立者支援」
釜石:NPO 三陸産業復興支援

ASSIST SANRIKU「商品販売、産業支援」

釜石:NPO ガバチョプロジェクト「被災者に芸術の癒し」
釜石:NPO e ネット・リアス「仮設住宅での出前パソコン講座」
釜石:NPO＠リアス NPO サポートセンター「仮設支援連絡員、情報誌発行、復興ハウス」
釜石:NPO 東部漁協管内復興市民会議「子どもの健全育成、環境保全、まちづくり」
釜石:NPO かまいしリンク「復興、まちづくり支援」
釜石:NPO しゃくなげ net 釜石「住民主役のまちづくり」
釜石:NPO ユーリカラブミッション「復興、まちづくり支援」
釜石:NPO カリタス釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:NPO 東日本経済活性化支援機構「まちづくり、産業支援」
釜石:NPO 東北復興支援機構「人材育成、ワークショップ」
25 釜石:NPO スクラム釜石「イベント開催、支援物資、ボランティア活動」
釜石:(一社)三陸ひとつなぎ自然学校「子どもの健全育成、子育て支援」
釜石:どんぐりとウミネコ村支援室「コミュニティ支援、観光」
釜石:釜石応援団－ARAMAGI

Heart－「イベント開催、ボランティア活動」

釜石:釜石ロータリークラブ「歌詞石碑寄贈（ひょうたん島、釜石小校歌）」
釜石:障害者自立センターかまいし「障害者の自立支援」
釜石:鵜住居を新生する会「ボランティア活動、まちづくり」
釜石:Next Kamaishi「まちづくり、コミュニティ再生、雇用創出」
盛岡:NPO いわて子育てネット「出前体育遊び（３回）」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO ASIA Environmental Alliance「まちづくり、造園」
盛岡:NPO いわて GINGA-NET「まちづくり、ボランティア活動、コミュニティ再生」
盛岡:NPO くらしのサポーターズ「被災者支援、法律相談」
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盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災者支援、コミュニティ再生、支援物資」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「産業支援、雇用創出」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
花巻:NPO 母と子の虹の懸け橋「平田仮設団地で傾聴活動」
花巻:ゆいっこ花巻「支援物資、ボランティア活動、コミュニティ支援」
花巻:東和ライオンズクラブ「釜石仮設住民を温泉招待」
遠野:NPO 遠野まごころネット「就労センター、サンタ 100 人イベント開催」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「支援物資、まちづくり、ボランティア活動」
25 遠野:NPO ボランティアコネクトサポートネットワーク「内職支援、ｺﾐｭﾆﾃｨづくり」
東京:NPO 国境なき子どもたち「釜石の未来を新聞に、支援活動写真で紹介」
東京:NPO マドレボニータ「子育て女性支援」
東京:NPO マザーリング・ジャパン「被災者支援、衣服の販売」
東京:NGO ケア・インターナショナル

ジャパン「心のケア」

東京:NGO 日本リザルツ「リボン尾花の手作り講座、人間の安全保障テーマにサミット」
東京:(公社)青年海外協力隊「釜石スクラムスクール実施」
東京:(財)さわやか福祉財団「地域社会づくり」
東京:東京アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「アートセラピー」
表６

大槌町支援活動状況

年
大槌:NPO 吉里吉里国「津波がれき撤去、復活の森事業（森の間伐）」
大槌:NPO まちづくり・ぐるっとおおつち「仮設住宅に復興地蔵、災害 FM 開局運営」
大槌:NPO つどい「まちづくり、交流」
大槌:(一社)おらが大槌夢広場「復興食堂オープン、食の魅力発信事業」
大槌:ゆいっこ大槌「ボランティア団体ゆいっこ、大槌に支部設置」
大槌:新生おおつち「手芸サロン」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「チェンソーの安全講習」

23 盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動」
盛岡:NPO みどりと自然をはぐくむ会「避難路・避難場所整備計画支援」
盛岡:NPO 未来図書館「キャリア教育に関するヒアリング」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:3.11 絵本プロジェクト「絵本とえほんカー寄贈」
花巻:NPO 花巻文化村協議会「花巻湯本中の奉仕活動を援助」
遠野:NPO 遠野まごころネット「被災地支援事業、まごころネットワークづくり」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」
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北上:NPO 県環境カウンセラー協議会「浸水住宅清掃」
北上:NPO いわて NPO－NET サポート「仮設住宅支援事業」
大船渡:NPO 三陸ボランティアダイバーズ「水中清掃ボランティア」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「教育支援、高齢者支援、産業創出」
釜石:NPO＠リアス NPO サポートセンター「仮設でイベント、WEB ｻｲﾄ・情報誌発行」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「父子家庭支援」
神奈川:NPO 芸術村あすなろ「大念寺で音楽会」
神奈川:NPO やさしくなろうよ「彼岸の墓参者に生花４千束提供」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「大槌復興刺し子プロジェクト」
岡山:NPO AMDA「AMDA 大槌健康サポートセンター開設 」
東京:NPO 国境なき子どもたち「通学バス寄贈」
東京:NPO 共存の森ネットワーク「聞き取り調査（住民の声復興に生かす）」

23 東京:NPO 難民を助ける会「支援物資、炊き出し、入浴支援」
東京:NPO 難民支援協会「支援物資、ボランティア、情報発信」
東京:NPO 労働者協同組合ワーカーズコープ「物資、就労支援」
東京 NPO ファザーリング・ジャパン「父子家庭支援」
東京:NGO セーブザ・チルドレン・ジャパン「放課後児童クラブ大槌に仮設施設寄贈」
東京:NGO ｸﾞｯﾄﾞﾈｰﾊﾞｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ「大槌川再生プロジェクト、漁協復興支援事業」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(公社)青年海外協力隊「国内協力隊員を派遣」
東京:(公財)日本ユニセフ協会「大槌保育園仮設完成再開支援」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、心のケア」
ロータリークラブの四団体「大槌、釜石の小中にピアノ６台寄贈」
大槌:NPO 吉里吉里国「薪の生産・販売による雇用創出事業」
大槌:NPO まちづくり・ぐるっとおおつち「仮設住民に人形作り講習会・製造販売へ」
大槌:NPO つどい「まちづくり、交流」
大槌:(一社)おらが大槌夢広場「復興ﾂｰﾘｽﾞﾑ事業、語り部ガイド、大槌新聞発行」
大槌:マリンマザーズきりきり「NPO 日本 BPW 連合会の支援事業所に認定される」
大槌:News Lab おおつち「大槌みらい新聞創刊」

24 盛岡:NPO いわて子育てネット「かみよ稲穂館で出前体育遊び」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「被災地女性自立促進ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰケア事業」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「チェンソーの安全講習」
盛岡:NPO サンガ岩手「手作り内職支援、特産品の開発、生活自立支援」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動」
盛岡:NPO 心の架け橋いわて「メンタルヘルス支援」
盛岡:NPO 未来図書館「大槌高校で『未来パスポート事業（キャリア教育）』」
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盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
滝沢:NPO 劇団ゆう「城山公園体育館でピーターパン公演」
紫波:赤石発！震災応援会「地元の農産物を提供、餅つき大会」
遠野:NPO 遠野まごころネット「住民交流施設建設、被災高校生の進学支援」
遠野:NPO ボランティアコネクトサポートネットワーク「内職支援、ｺﾐｭﾆﾃｨづくり」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」
北上:NPO いわて NPO－NET サポート「仮設住宅支援事業」
一関:NPO きものを着る習慣を作る協議会一関支部「着物着方教室再開」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「教育支援、高齢者支援、産業創出」
釜石:NPO＠リアス NPO サポートセンター「仮設でイベント、WEB ｻｲﾄ・情報誌発行」
秋田:NPO 自殺予防くもの糸「復興の姿映画撮影開始（15 年３月公開）」
埼玉:NPO 市民航空災害支援センター「災害支援民間ヘリ訓練（大槌福祉法人と協力）」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「父子家庭支援」
大阪:大阪ロータリークラブ「町内会へ無線機７台寄贈」

24 滋賀:NPO しが NPO センター「遊び場提供」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「大槌復興刺し子プロジェクト」
岡山:NPO AMDA「医療支援、健康サポート」
東京:NPO カタリバ「受験生応援『無料塾（大槌臨学舎）』」
東京:NPO パレスチナ子どものキャンペーン「児童館建設」
東京:NPO マザーリング・ジャパン「卒業式・入学式で着用の礼服を格安販売」
東京:NPO 難民を助ける会「支援物資、炊き出し、入浴支援」
東京:NPO 難民支援協会「支援物資、ボランティア、情報発信」
東京:NPO 労働者協同組合ワーカーズコープ「物資、就労支援」
東京:NPO ファザーリング・ジャパン「父子家庭支援」
東京:NPO 復興岩手大槌町「首都圏の大槌町出身者らで支援」
東京:NGO ｸﾞｯﾄﾞﾈｰﾊﾞｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ「ｱｰﾄｾﾗﾋﾟｰ､海岸清掃ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、漁業再開ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
東京:NGO 日本国際ワークキャンプセンターNICE「復活の森作り」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、心のケア」
県内外ロータリークラブ「町に街灯 15 基寄贈」
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大槌:NPO まちづくり・ぐるっとおおつち「仮設住民に人形作り講習会・製造販売へ」
大槌:NPO つどい「まちづくり、交流」
大槌:(一社)和 RING－PROJECT「住民、職人に製作の場、ものづくり拠点目指す」
大槌:(一社)おらが大槌夢広場「復興ﾂｰﾘｽﾞﾑ事業、古民家再生事業、語り部ガイド」
大槌:新生おおつち「手芸サロン」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO サンガ岩手「手作り内職支援、特産品の開発、生活自立支援」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「被災地支援活動」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売」
盛岡:ゆいネット盛岡「工作教室で大槌と盛岡の児童交流」
遠野:NPO 遠野まごころネット「就労センター開設、サンタ 100 人子どもに贈り物」
遠野:NPO 遠野山・里・暮らしネットワーク「ボランティア支援、ツーリズム」
遠野:NPO ボランティアコネクトサポートネットワーク「心のケア、コミュニティ作り」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」

25 北上:NPO いわて NPO－NET サポート「仮設住宅支援事業」
大船渡:NPO 絆プロジェクト三陸「教育支援、高齢者支援、産業創出」
埼玉:NPO 新座子育てネットワーク「父子家庭支援」
京都:NGO テラ・ルネッサンス「大槌復興刺し子プロジェクト」
山口:(福社)夢のずうみ村「『子ども夢ハウスおおつち』建設へ１億円募金募集」
東京:NPO カタリバ「大槌臨学舎の新学舎建設」
東京:NPO ソーシャルアーツ「生涯学習で高齢者支援」
東京:NPO 難民を助ける会「支援物資、炊き出し、入浴支援」
東京:NPO 難民支援協会「支援物資、ボランティア、情報発信」
東京:NPO 労働者協同組合ワーカーズコープ「物資、就労支援」
東京 NPO ファザーリング・ジャパン「父子家庭支援」
東京:NGO グッドネーバーズ･ジャパン「幼稚園で心のケア（アートセラピー）」
東京:(一社)クラッシュジャパン「災害援助」
東京:(公社)シャンティ国際ボランティア会「移動図書館」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:あしなが育英会「子ども支援、健全育成支援」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「支援物資、心のケア」
ドイツ:NPO 絆ベルリン「しし踊りで使うドロノキ育成」

表７

宮古市支援活動状況

年
宮古:NPO ふれあいステーション・あい「宅老所、被災お年寄りの居場所（ 週２回交流会）」
23

宮古:NPO 地域活動支援センターみやこ「サロン開催（被災者の心回復）」
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宮古:NPO いわてマリンフィールド「仮設ハウス設置（ハーバー再建の拠点）」
宮古:NPO みやこ自立サポートセンター「さおり織り」
宮古:NPO 宮古圏域障がい者福祉推進ネット「障がい者支援、イベント開催」
宮古:NPO 被災地障がい者センターみやこ「障がい者支援、コミュニティ支援」
宮古:NPO いきいきワーキングセミナー「学童保育支援、子どもの学習・生活支援」
宮古:NPO 三陸自然環境新産業プラットフォーム「復興支援者への下宿提供事業」
宮古:NPO 田老「設立総会（地域密着の復興へ住民レベルで研究）」
宮古:NGO 田老元気なまちづくりプロジェクト「人材育成、公共創出事業、コミュニティ」
宮古:おどっつぁんＳ「子育て支援、イベント開催、パパたちの読み聞かせ」
宮古:ユースみやっこベース「学習支援、子ども支援」
宮古:うましか「学習支援、コミュニティ支援」
宮古:森を考える会「環境整備、植樹、森林セラピー」
宮古:生活復興支援センター「開所（災害ボランティアセンター改称）」
宮古:コーディネートセンターみやこ「まちづくり、中間支援、地域コミュニティ支援」
盛岡:NPO 森林ボランティア山仕事くらぶ「流木運搬、がれき撤去、被災木伐採」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業、女性相談事業」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「被災木の処理、キノコ生産基盤復旧」
盛岡:いわてゆいっこ盛岡「仮設にひさし（雨でぬれる玄関悩み解消）」
盛岡:みっこ倶楽部「健康増進」
23

盛岡:キリスト青年会 YMCA「宮古に奉仕活動拠点」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
滝沢:NPO 劇団ゆう「藤原埠頭で巨大鯉のぼり掲揚事業、赤前小学校ピーターパン公演」
青森:青森ライオンズクラブ「灯油差し入れ」
宮城:Art Explode!!!きなこ「写真撮影、アルバム作成ワークショップ」
宮城:杜の都チームドルフィンドリーム「高齢者ヘルスケア、能力開発支援事業」
東京:NPO CHILL「被災者スノーボード体験」
東京:NPO ワールド・ビジョン・ジャパン「仮設集会所建設、生活支援」
東京:NPO プラネット ファイナンス ジャパン「雇用促進、経済復興、トモダチ基金」
東京:NPO 難民を助ける会 「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 環境リレーションズ研究所「環境保全、物資支援、ボランティア活動」
東京:NGO ケア・インターナショナル ジャパン 「コミュニティ支援、イベント・心のケア」
東京:(公財)オイスカ「チャリティイベント、森のつみき広場、農業・環境関連」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:(一社)クラッシュジャパン「支援物資、災害援助」
東京:東京アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「ぬり絵による心のケア」
東京:ふんばろう東日本プロジェクト「冬物支援物資配布、心のケア」
東京:個人ボランティア活動家集団ブルー・シート「支援物資、ボランティア活動」
東北人魂を持つ J 選手の会「チャリティイベント、サッカーでの支援」
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宮古:NPO ふれあいステーション・あい「宅老所、被災お年寄りの居場所（週２回交流会）」
宮古:NPO 地域活動支援センターみやこ「サロン開催（被災者の心のケア）」
宮古:NPO いわてマリンフィールド「仮設ハウス設置（ハーバー再建の拠点）、海洋スポーツ拠点復活（建材提供）」
宮古:NPO みやこ自立サポートセンター「さおり織り」
宮古:NPO 三陸自然環境新産業プラットフォーム「復興支援者への下宿提供事業」
宮古:NPO 宮古圏域障がい者福祉推進ネット「障がい者支援、イベント開催」
宮古:NPO 被災地障がい者センターみやこ「障がい者支援、イベント開催」
宮古:NPO いきいきワーキングセミナー「学童保育支援、子どもの学習・生活支援」
宮古:NPO 立ち上がるぞ！宮古市田老「専用事務所完成」
宮古:NGO 田老元気なまちづくりプロジェクト「人材育成、公共創出事業、コミュニティ」
宮古:おどっつぁんＳ「子育て支援、読み聞かせ会開催、パパたちの読み聞かせ」
宮古:ユースみやっこベース「学習支援、子ども支援」
宮古:うましか「学習支援、コミュニティ支援」
宮古:森を考える会「環境整備、植樹、森林セラピー」
宮古:コーディネートセンターみやこ「まちづくり、中間支援、地域コミュニティ支援」
宮古:生活復興支援センター「遺留品洗浄、あおぞらカフェ」
宮古:宮古東ロータリークラブ「農具 10 セット寄贈（仮設の畑仕事用）」
宮古:宮古ロータリークラブ「津軽石小にピアノ寄贈」
宮古:読み聞かせの会ぞうさんのミミ「学校巡回して読み聞かせ、自宅開放しミニ文庫」
24

盛岡:NPO いわて子育てネット

「総合福祉センター等で出前体育遊び（５回）」

盛岡:NPO くらしのサポーターズ「弁護士による相談支援事業」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業、女性支援・相談事業」
盛岡:NPO いわて森林再生研究会「チェンソーの安全講習」
盛岡:NPO 盛岡キリスト青年会 YMCA「スキーキャンプに宮古の児童参加」
盛岡:いわてゆいっこ盛岡「仮設にひさし（雨でぬれる玄関悩み解消）」
盛岡:みっこ倶楽部「健康増進」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
滝沢:NPO 劇団ゆう「田老仮設店舗で巨大鯉のぼり掲揚事業、西中学校でﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ公演」
東京:NPO 国境なき子どもたち「救助艇寄贈（宮古高ヨット部進水式）」
東京:NPO ワールド・ビジョン・ジャパン「仮設集会所建設、生活支援」
東京:NPO プラネット ファイナンス ジャパン「雇用促進、経済復興、トモダチ基金」
東京:NPO 難民を助ける会 「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 環境リレーションズ研究所「環境保全、物資支援、ボランティア活動」
東京:NGO ケア・インターナショナル ジャパン 「コミュニティ支援、イベント・心のケア」
東京:(公財)オイスカ「チャリティイベント、森のつみき広場、農業・環境関連」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:(一社)クラッシュジャパン「支援物資、災害援助」
東京：ふんばろう東日本プロジェクト「冬物支援物資配布、心のケア」
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東京:TOKYO FUNNY PEOPLE「クリスマスツリーイベント、グッズ製作」
24

東京:team neighbor「ボランティア活動、がれき撤去、募金活動」
東京:東京アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「ぬり絵による心のケア」
東北人魂を持つ J 選手の会「チャリティイベント、サッカーでの支援」
宮古:NPO マリンフィールド「新たな教育活動（海の魅力再発信）」
宮古:NPO 三陸情報局「情報発信・問題提起も（より被災者に密着)」
宮古:NPO 三陸自然環境新産業プラットフォーム「復興支援者への下宿提供事業」
宮古:NPO 宮古圏域障がい者福祉推進ネット「障がい者支援、イベント開催」
宮古:NPO 被災地障がい者センターみやこ「障がい者支援、イベント開催」
宮古:NPO いきいきワーキングセミナー「学童保育支援、子どもの学習・生活支援」
宮古:NPO 立ち上がるぞ！宮古市田老「専用事務所完成」
宮古:NGO 田老元気なまちづくりプロジェクト「人材育成、公共創出事業、コミュニティ」
宮古:おどっつぁんＳ「子育て支援、パパたちの読み聞かせ」
宮古:ユースみやっこベース「学習支援、子ども支援」
宮古:うましか「学習支援、コミュニティ支援」
宮古:森を考える会「環境整備、植樹、森林セラピー」
宮古:コーディネートセンターみやこ「まちづくり、中間支援、地域コミュニティ支援」
宮古:生活復興支援センター「遺留品洗浄、あおぞらカフェ」
宮古:復興支援プロジェクトかけあしの会「復興の絆せんべい」
宮古:TEAM

NINA「パステルアート」

盛岡:NPO いわて子育てネット「総合福祉センター等で出前体育遊び（４回）」
25

盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「被災者支援、女性援助・相談事業」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:いわてゆいっこ盛岡「仮設にひさし（雨でぬれる玄関悩み解消）」
盛岡:みっこ倶楽部「健康増進」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
札幌:NPO コミュニティワーク研究実践センター「人形劇場『めんこいわらし座』開設」

埼玉:ぬーばプロジェクト「移動式ピザカーで子供達にピザを」
東京:NPO 魁文舎「三味線ライブ」
東京:NPO ワールド・ビジョン・ジャパン「仮設集会所建設、生活支援」
東京:NPO プラネット ファイナンス ジャパン「雇用促進、経済復興、トモダチ基金」
東京:NPO 難民を助ける会 「障がい者、高齢者、在宅避難者支援」
東京:NPO 環境リレーションズ研究所「環境保全、物資支援、ボランティア活動」
東京:NGO ケア・インターナショナル ジャパン 「コミュニティ支援、イベント・心のケア」
東京:(公財)オイスカ「チャリティイベント、森のつみき広場、農業・環境関連」
東京:(公財)カリタスジャパン「災害援助、支援物資、ボランティア活動」
東京:(一社)クラッシュジャパン「支援物資、災害援助」
東京：ふんばろう東日本プロジェクト「冬物支援物資配布、心のケア」
東京:TOKYO FUNNY PEOPLE「クリスマスツリーイベント、グッズ製作」
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東京:僕らの夏休みプロジェクト「宮古赤前小の未来予想図を企画・絵本出版」
東北人魂を持つ J 選手の会「チャリティイベント、サッカーでの支援」

表８

山田町支援活動状況

年
山田:復興支援ネットオデンセ山田「中央コミュニティセンターで男の料理講座」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売事業」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
盛岡:(一社)SAVEIWATE「補習寺子屋（大学生個別指導）」
滝沢:座・いどばた「山田町に物資・支援金の提供」
23 滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
花巻:NPO いわて・郷プロジェクト「物資支給支援」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」
東京:NPO 子ども福祉研究所「空きビルに山田町ゾンタハウス開設（中高生の憩いの場）」
東京:NPO ソーシャルコンシェルジュ「休耕田活用し孤立防ぐ交流の場（浜川目地区）」
東京アート＆セラピー協会東日本支援クレヨンネット「ぬり絵による心のケア」
山田:復興支援ネットオデンセ山田「中央コミュニティセンターで男の料理講座」
盛岡:NPO くらしのサポーターズ「弁護士による相談支援事業」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO ブルーサポートいわて「海中瓦礫撤去・清掃」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売事業」
24 盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
滝沢:座・いどばた「山田町に物資・支援金の提供」
滝沢:NPO 劇団ゆう「中央公民館でピーターパン公演」
滝沢:NPO 乗馬とアニマルセラピーを考える会「馬とのふれあい訪問事業」
花巻:NPO いわて・郷プロジェクト「物資支給支援」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」
東京:NPO 国境なき子どもたち「仏企業の支援受け田の浜コミュニティセンター建設」
盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
盛岡:NPO ブルーサポートいわて「海中瓦礫撤去・清掃」
盛岡:三陸に仕事をプロジェクト「浜のミサンガ『環』製作販売事業」
盛岡:傾聴ボランティアもりおか「被災者への傾聴活動」
25 滝沢:座・いどばた「山田町に駄菓子屋開店、売り上げを寄付」
遠野:NPO ボランティアコネクトサポートネットワーク「内職支援、ｺﾐｭﾆﾃｨづくり」
遠野:(一社)プロジェクト Next「物資支給支援」
埼玉:ぬーばプロジェクト「移動式ピザカーで子供達にピザを」
東京:NPO 東北アーカイブ「12 年２月から自動装置で復興定点観測（写真記録も）」
東京:(一社)オランダ島「船越にケアハウスを兼ねた学童クラブ建設（来春完成）」
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表９

岩泉町支援活動状況

年

岩泉:小本を思う会「小本で制作した希望の灯り二千個を点灯」
23 岩泉:グリーンカレッジ岩泉「被災した文書・画像の電子化」

東京:個人ボランティア活動家集団ブルー・シート「被災者支援活動」
東京:ボランティア団体イピル・イピルの会「桜の植樹」
24
25 盛岡:NPO 岩手未来機構「ブルトレ列車ホテル寄贈（平成 26 年開業）」

表 10

田野畑村支援活動状況

年

田野畑:NPO ハックの家「祭り企画、被災住民が観光ガイド（体験、脅威伝える）」
23 花巻:NPO いわて地域づくり支援センター「自治活動支援、入浴買い物バス運行支援」

久慈:NPO 北いわて未来ラボ「野田村さくら祭開催」
東京:個人ボランティア活動家集団ブルー・シート「被災者支援活動」
田野畑:NPO 体験村・たのはたネットワーク「滞在型の観光ツアーで地域活性化」
24 盛岡:NPO いわて子育てネット「アズビィホールで出前体育遊び」

花巻:NPO いわて地域づくり支援センター「入浴買い物バス運行支援」
25 田野畑:NPO 体験村・たのはたネットワーク「サッパ船に定期便運行」

表 11

久慈市支援活動状況

年

久慈:NPO たぐきり「傾聴ボランティア」
23 久慈:NPO 琥珀の泉「沿岸部の子どもキャンプ招待」

埼玉:チームともだち「久慈市縫製工場支援プロジェクト」
久慈:NPO やませデザイン会議「久慈市文化会館で岩手三陸復興音楽祭」
24 久慈:NPO 北いわて未来ラボ「東京で特産品販売」

盛岡:NPO いわて子育てネット「子育て支援センターで出前体育遊び」
埼玉:チームともだち「久慈市縫製工場支援プロジェクト」
久慈:久慈ロータリークラブ「津波襲来記憶に鎮魂の碑建立」
25 盛岡:NPO いわて子育てネット「市民体育館で出前体育遊び」

埼玉:チームともだち「久慈市縫製工場支援プロジェクト」
東京:NPO 和と輪会「久慈の縫製業者商品化（着物アロハ）」
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表 12

普代村支援活動状況

年
23

盛岡:NPO いわて子育てネット「普代村社会体育館で体育遊び（２回）」
24 盛岡:NPO ブルーサポートいわて「海中瓦礫撤去・清掃」

久慈:NPO やませデザイン会議「ふだいまるごと元気市（７月～11 月）」
25

表 13

洋野町支援活動状況

年
23

盛岡:NPO 食育塾いわて「復興支援マドレーヌを贈る」
八戸:NPO やまびこ福祉会「洋野事務所を被災家族に提供」

24 盛岡:NPO いわて子育てネット「大野保育所等で出前体育遊び（３回）
」
25

表 14

野田村支援活動状況

年

野田:チーム北リアス「がれき撤去等」
盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業」
盛岡:絵本プロジェクト「移動図書館車出発、読み聞かせ千冊寄贈」
23 埼玉:チームともだち「野田村復興さくらまつり、野田村こども新聞社設置」

大阪:NPO 市民生活安全推進協議会「簡易風呂開設」
兵庫:NPO 日本災害救援ボランティアネットワーク「被災者支援事業（ﾁｰﾑ北ﾘｱｽと連携）」
東京:NPO 仕事人倶楽部「復興ライブ、炊き出し」
久慈:NPO やませデザイン会議「野田中学校で岩手三陸復興音楽祭」
盛岡:NPO いわて子育てネット「野田村保育所等で出前体育遊び（３回）」
24 盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業」

兵庫:NPO 日本災害救援ボランティアネットワーク「防災町作り支援」
東京:NPO パペレッタカンパニー「子ども和ます音楽人形劇」
盛岡:SAVE IWATE「村民参加型のショー」
25 盛岡:NPO 参画プランニング・いわて「買い物代行事業」

兵庫:NPO 日本災害救援ボランティアネットワーク「被災地交流事業を開催」
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（２）ＮＰＯ等による内陸部の支援活動状況
内陸部に避難している被災者を対象としたＮＰＯ等による支援活動について、新聞報
道されたものをまとめたものが表 15 である。沿岸部の支援活動同様、表に記載されてい
ないＮＰＯ等の支援活動が多々あるものと思われる。
表 15

内陸部支援活動状況

年
盛岡:NPO いわて子育てネット「新生児と母親受け入れ、乳児用品寄贈、母子を内陸部に避難」
盛岡:NPO サービスフォーヘルス「避難者を対象にした無料ヘルスケア講座開催」
盛岡:NPO 都市デザイン総合研究センター「復興への提言」
盛岡:NPO いわて NPO フォーラム 21「3 ボランティア派遣、被災者への情報発信」
盛岡:SAVE IWATE 「市内避難者が復興手作りぞうきん作成、被災者が集めたクルミを買取」
盛岡:もりおか復興支援センター「避難住民の語らう場、被災者を石神の丘美術館招待、健康相談」
紫波:NPO 紫波みらい研究所「被災者支援プロジェクト 『つながりぬくもりプロジェクト』」
23

花巻:ゆいっこ花巻「被災者との意見交換、古自転車、日用品提供」
北上:NPO いわて NPO-NET サポート「北上震災復興ステーション、仮設住宅支援」
奥州:NPO イーハトーブ宇宙実践センター「避難の被災者と天体観測」
二戸:NPO カシオペア連邦地域づくりサポーターズ 「産業復興支援、出会いキッチン開催」
北海道:真宗支援ネット オンコのかけはし「『とうわボランティアの家』運営」
栃木:NPO とちぎﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ「室根仮設住民製作の壁掛けタオルを販売し支援｣
広島:NGO ピースウィンズ・ジャパン「みなし仮設に暖房提供（県内 20 市町村想定）」
東京:NPO ファザーリング・ジャパン「住田などで読み聞かせ」
東京:(一社)東の食の会「被災地の食の発信、物産の流通」
盛岡:NPO サンガ岩手「イベント開催、傾聴ボランティア、灯籠作り」
盛岡:NPO パワーアップ支援室「避難者支援、コミュニティ再生、」

24

盛岡:もりおか復興支援センター 「市町村別お茶っこ飲み会、被災者に演奏会や健康相談」
花巻:ゆいっこ花巻「服や小物販売（避難女性手芸で収入）、カフェ開店」
北上:NPO いわて NPO-NET サポート「北上震災復興ステーション、仮設住宅支援」
遠野:民話のまち遠野ウォーキング協会「内職支援、復興道路ウォーキングイベント開催」

盛岡:(一社)SAVE IWATE 「古着を小物入れにリメーク、被災地支援考える講座」
盛岡:もりおか復興支援センター 「市町村別お茶っこ飲み会、被災者に演奏会や健康相談」
盛岡:しぇあはーと村「村民交流カフェ開店、文化祭開催、デジタルコンテンツ集積」
盛岡:岩手親子スキンタッチ会「募金の呼びかけ、ボランティア治療」
25

花巻:ゆいっこ花巻「被災者招き花見会、花巻で暮らす被災者へ現状アンケート」
北上:きたかみ復興支援協働体「避難者ら布草履作り教室で交流」
奥州:NPO 奥州ネット「避難者農業体験、沿岸被災者ら料理で交流」
奥州:NPO 復興支援奥州ネット「料理教室で避難者ら交流」
東京:NPO 日本教育再生連盟「災害への備えネットで伝授（被災地からの投稿紹介）」
東京:NPO ソウルオブ東北「住田仮設住民つなぐ料理教室」
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（３）活動分野別による事例
復興支援に関する活動内容については、復興庁で表 16 のように、分類している。
表 16

活動内容別分類

１

初期支援（泥だし・片付け、清掃など）

２

生活支援（物資支援、買い物支援、引越し支援、子育て支援、避難所の環境整備支援、
仮設住宅の環境整備支援など）

３

医療・健康支援（相談活動、心のケアを含む）

４

雇用支援・産業支援

５

まちづくり支援

６

助成・資金支援

７

情報発信

８

アイデア提供（事業内容のアイデアを提供するなどの仲介役としての活動）

９

その他
参考

復興庁ホームページ(http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_117.html)

今年度は、沿岸部に拠点を置き、復興支援活動をしているＮＰＯ等の聞取り調査を行
った（詳細は巻末資料『復興に駆ける』、又は当センターホームページ「まなびネットい
わて」http://www.pref.iwate.jp/~hp1595 を参照）。その中から、表 16 の分類に沿って、
いくつか具体的な実践例を紹介する。
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ア

生活支援（子育て支援）「ＮＰＯ法人 Ｐ＠ＣＴ（パクト）」
「Ｐ＠ＣＴ」は、東日本大
震災の復興支援のみならず、
長期的な地域の活性化を図る
ために、陸前高田市災害ボラ
ンティアセンターの有志スタ
ッフにより平成 23 年７月１日
に結成され、平成 24 年 10 月
１日に法人化した地元発の復
興支援団体である。
つないでフェスティバル

震災から半年経た ない 早い
段階で出された「お世話にな

ったボランティアさんに恩返しをしたい」
「陸前高田の住民の力で、地元を元気にした
い」という住民からの要望に応えるべく、平成 23 年９月 17 日、
「第１回つないでフェ
スティバル」を他の団体、企業の協力を得ながら開催した。様々なブースを立ち上げ、
大人も子どもも楽しめるよう工夫した。平成 24 年の第２回に続き、平成 25 年も９月
14 日に第３回を開催した。３年間で、延べ 1,350 名以上が参加した大きなイベントで
ある。
また、震災で居場所を失った子どもたちが、気軽に立ち寄ることができる憩いの場
「みちくさルーム」を、実施地区ごとに、月２回、14 時から 16 時まで無料で開催し
ている。気仙町、広田町、矢作町、小友町の４地区の仮設団地の集会所や公民館など
を活用し、子どもたちが学生ボランティアと遊んだり、勉強したりしながら、その時
間を楽しく過ごしている。子どもたちへの配慮として、地区毎に支援してくれる大学
を固定し、子どもたちが心を開きやすくしている。子どもが馴染みのある学生ボラン
ティアと打ち解けて話すことができたり、学生ボランティアも子どもの顔と名前を覚
え、積極的に関わることができたりするなど、継続的な信頼関係を築くことを大切に
活動している。また、「みちくさだより」を毎月発行し、活動の様子を保護者に伝え、
保護者との関係も築くように心がけている。
そのほか、陸前高田市内の小中学校への学用品の寄贈、市内で活動する子ども支援
団体や関係者の情報共有を目的とした「子ども支援ネットワーク会議」の事務局運営、
子どもの遊び場やイベントなどの情報を
集めたフリーペーパー、
「たかたん（高田
探検）」の制作、配布なども行っている。
さらに、陸前高田市災害ボランティア
センターの閉所を受け、平成 25 年１月に
は、新しいボランティアの受入れ窓口と
して、陸前高田市サポートステーション
も開設した。７月からは、陸前高田市の
指定管理を受け、旧矢作小学校を改修し
た簡易宿泊所も運営している。
- 38 -

みちくさルーム

イ

まちづくり支援

「ＮＰＯ法人『居場所』創造プロジェクト」（近藤

均理事長）

大船渡市末崎地区において、
平成 24 年２月に、宇宙航空分野
にかかる製造などで世界的に知
られている米国のハネウェル社
から、
「震災で被害を受けた高齢
者を勇気付け、地域復興の過程
で地域の方をつなげる役割を担
う場の建設を」との申し出があ
り、費用の全額支援を受けて、
「ハネウェル居場所ハウス」が
建設されることになった。
近藤理事長は、「『ハネウェル

「居場所ハウス」全景

居場所ハウス』創造プロジェク
ト」を組織し、
「居場所ハウス」が住民のための施設であるという意識を持たせるため
に、
「施設ができたら何がしたいか」をテーマとして、住民参加のビジョンワークショ
ップを何度か開催した。そこでは「コーヒーを出したい」
「パッチワークをしたい」な
ど、やりたいことが続々と出された。また、建築デザインワークショップなどの各種
ワークショップも開催して、開館に備えた。
平成 25 年３月、地域の活動拠点として永続的に運営するために、「ＮＰＯ法人『居
場所』創造プロジェクト」を立ち上げ、昨年から建設が進められてきた建物も無事完
成し、６月には盛大に開所式が執り行われた。
「居場所ハウス」は運営委員会を組織し、会員と協力者で運営計画を話し合いなが
ら運営している。管理人を委託し、原則 10 時から 16 時までの開館とし、木曜日を休
館としている。今年度は寄付金を元手に、電気、ガス、水道などの使用料全てを無料
にし、住民にどんどん施設を使ってもらうことにしている。高齢者が地元料理を持参
して来館者に提供したり、花の鉢植え提供者、水やりなどの管理協力者、周辺環境整
備協 力者 も次 第に 現 わ れて
きた。
「居場所ハウス」を地
域に 解放 する こと で 、 地域
コミュニティ が再構築 され、
新た にこ んな こと も で きる
とい うア イデ アを 出 し ても
らう とい う考 えで あ る 。ま
た多 くの 図書 が寄 贈 さ れ、
高齢 者ば かり では な く 、子
ども たち もこ こで 読 書 する
姿が 見ら れ、 地域 の お 年寄
りとの交流も 図られて いる。

ミニコンサート
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ウ

情報発信

「ＮＰＯ法人

三陸情報局」

（近藤

和也理事長）

近藤理事長は、東日本大
震災津波が発生する前まで、
「サネバネ本舗」で食品製
造に携わっていた。津波に
より工場が被災したため、
「宮古市災害ＦＭ」でボラ
ンティア活動をするように
なった。その活動を通して、
被災者へ送る様々な情報が
足りないと感じ、国の緊急
雇用創出事業を活用した岩
手県沿岸広域振興局の「平
成 24 年度震災復興ミニコミ

こころ通信

誌発行事業」の委託事業と
して、「被災地情報発信マガジンこころ通信」の発行を開始した。16 号に亘り、宮古
市、山田町、岩泉町、田野畑村の仮設住宅入居者向けに約 4,000 部、管外への避難者
向けに約 500 部を発行した。月に一回、８ページのフルカラーで発行した「こころ通
信」は、避難者にとって役に立つもの、笑顔になるものを記事にまとめたもので、あ
えて暗いニュースは載せなかった。宮古市などへの約 4,000 部は、直接渡すことに意
味があると思い、職員が数日をかけ、全て手渡しをした。委託の関係で一旦発行を中
止していたものの、
「ＮＰＯ法人三陸情報局」を立ち上げた後、
「平成 25 年度復興支援
の担い手の運営力強化実践事業」の採択を受け、平成 25 年９月から、２ヶ月に１回、
16 ページのフルカラーで発行を再開した。
また、市民アンケートと宮古“通”の方への取材をもとにした「みやこほっこりＭ
ＡＰ」も作成している。マップには、誰もが知っている定番スポットや自分だけが知
っている“ほっこりスポット”が、店の紹介コメントやイラスト入りで掲載されてお
り、地元住民との共同により手作りされたことが感じられる構成となっている。
その他にも、山田町立船越小学
校から依頼を受け、地域安全マッ
プの作成支援も行った。児童、保
護者から出された危険箇所をもと
に、ＰＴＡの代表者、校長、副校
長と何度も話し合いを行い、イラ
ストを多用し、子どもたちに分か
りやすい文章表記にするなど工夫
し、注意してほしい事をまとめた。
多くの意見を取り入れて作成され
たマップはとても好評である。

あんぜんマップ
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エ

その他①

「ＮＰＯ法人

いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴ」

（八重樫

綾子代表）

東日本大震災発生 10 日後の３
月 21 日から、大学の授業開始前
日の４月 17 日までの期間、学生
ボランティアセンターを中心と
した学生ボランティア 27 名が、
現地災害ボランティアセンター
の運営支援に奔走した。27 名は
シフトを組みながら、ボランテ
ィア受付やマッチング、避難所
を巡回しながらのニーズ調査等
に携わった。
災害ボランティアセンター（釜石）

その後、多くの大学生ボラン

ティアが集まるようになり、ボランティアと被災地をつなぐ役目が必要になったこと
から、岩手県立大学、岩手県社会福祉協議会と県外ＮＰＯが連携し、
「いわてＧＩＮＧ
Ａ－ＮＥＴプロジェクト」を結成した。
結成された当時、企画・運営にあたっては、岩手県立大学学生ボランティアセンタ
ーが、県内ボランティア活動プログラム開発やマッチング、宿泊サポートを行い、
「Ｎ
ＰＯ法人ユースビジョン」（京都府）及び「ＮＰＯ法人さくらネット」（兵庫県）が、
全国の大学ボランティアセンターや学生ボランティア推進団体と連携して、学生ボラ
ンティアの募集と送り出しを行った。その結果、平成 23 年夏の実施期間（９週間）の
間に、全国 147 大学から約 1,300 人の学生がボランティアに参加した。
平成 24 年２月には法人格を取得し、「ＮＰＯ法人

いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴ」を

設立した。ただ単にプロジェクトを実施するだけではなく、主体的な地域貢献の活動
を行うことやその活動を発信することによ
り、より多くの若者の地域に貢献できる力
を育成し、若者発信の活動の発展と活発化
に寄与することを目的として活動を行って
いる。
震災から間もない頃は、持ち込み型の支
援（支援の中身が先立つもの）が多かった
が、２年以上経った現在は、支援のあり方
が大きく様変わりしている。今最も必要な
ことは、「地域住民と共同で色々なものを
創り上げること」や「ニーズに合わせた支
援をしていくこと」である。そこで、現在
は、「県内の大学生を中心に、地域の方と
つながっていく活動をすることを目指し
ながら、支援に取り組んでいる」と、八重
樫代表は述べていた。
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仮設住宅での触れ合い

その他② 「一般社団法人 おらが大槌夢広場」
（臂

徹

企画創発担当理事兼事務局長）

平成 23 年 3 月 11 日、臂事務局
長は、建設コンサルタントとして、
国土交通省で打ち合わせをしてい
た。帰路、庁舎入口付近で、今ま
で経験したことのない揺れに襲わ
れ、
「庁舎がこれだけ揺れるのはた
だ事ではない」と思った。テレビ
には、日本の誇る建設技術をもっ
て築かれた防潮堤を超えて来る津
波が映しだされていた。
一関市大東町に祖母の家があり、

復興食堂にて

小さい頃、よく岩手に来ていた臂

事務局長は、岩手で復興に貢献したいと願い、平成 23 年６月から大槌町で直轄調査業
務に従事することとなった。そこで知り合った若者たちとともに、産業再生と復興ま
ちづくりの推進の担い手である町民の意識の向上を目指し、
「おらが大槌夢広場」を同
年 11 月２日に設立した。建設コンサルタントを辞し、企画創発担当理事兼事務局長と
して、
「おらが大槌復興食堂」の開店、震災の経験を伝える語り部ガイド、企業の研修
などのナレッジ共有の場のコーディネート、コミュニティサロンの運営など様々な事
業に着手した。
この他にも、大槌のＮＰＯ法人「つどい」の元持事務局長らが、2012 年６月から手
がけていた、芸術文化による大槌町まちづくり人材育成事業「ひょっこりひょうたん
塾」の運営協力の打診を受け、新しい展開を図ることを考えている。
平成 25 年度は、「復興支援担い手の運営力強化実践事業」の採択を受け、復興まち
づくりを担う「プロモーター」や「ファシリテーター」、「事務局員」などの専門的人
材育成に内容を絞って、座学やワークショップを開催している。すでに３回開催済み
で、第１回は、
「我がまち自慢のドン・ガバチョ」と題して９月に行われ、ポスター作
りを通して、ファシリテーションに
ついて学んだ。第２回は、
「正しい失
敗のはじめ方」と題して 10 月に行わ
れ、大槌の若者達が今考えているア
イデアやチャレンジしていることを
聞き、みんなで応援できることがな
いかを参加者全員で考えた。第３回
は、
「熱い想いをクールに企画提案す
る秘訣」と題して 12 月に行われ、企
画提案するためのコンセプトデザイ
ンについて学んだ。第４回も２月に
第３回ひょっこりひょうたん
第３回 ひょっこりひょうたん塾
ひょっこりひょうたん 塾
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行われる予定である。

４

考察

（１） ＮＰＯ等の支援活動
ア

被災状況と支援活動
全国から多くのＮＰＯ等が本県を訪れ、支援活動を行ったことにより、被災者は、
生きる希望と活力を得た。しかしながら、表３～表 14 を見てわかるとおり、同じ沿岸
市町村でも、ＮＰＯ等の入り方に大きな差が出ている。このことは、被害状況やそれ
らの報道と大きな関わりがある。
住宅等の集積しているところが直接大きな被害を被ったところ、防潮堤により、生

活圏内までの被害は避けられたところ等様々であり、被害の大きな地域に自ずと多く
のＮＰＯ等が集結した。震災前からの人や地域とのつながりの有無が、支援に訪れる
か否かに大きく関係していることも見逃すことができないが、各種メディアの報道も、
支援者に大きな影響を及ぼしたものと考えられる。当初壊滅的な被害と報じられた陸
前高田市や火災による被害が大きかった大槌町等、テレビ等に頻繁に取り上げられた
地域に、数多くのＮＰＯ等が入っていった様子がうかがえる。
イ

支援内容の傾向
年度によって被災地ニーズも刻々と変化し、支援内容に変化が見られた。平成 23 年

度は、瓦礫撤去や泥出し、衣服、毛布、食料や絵本といった支援物資の配布、平成 24
年度になると、公民館、交流施設の建設、コミュニティ広場やネットカフェ開設とい
う場の提供、平成 25 年度は、心のケアのためのワークショップ、コンサート、パステ
ルアート、三味線ライブなど、心の癒しを提供する支援が目立つようになってきた。
ＮＰＯ等が、被災者にとって今必要としているものを考え、活動してきたことがうか
がえる。
その一方で、表３～表 15 を見ると、ＮＰＯ等はそれぞれ、震災直後から得意分野を
生かして支援活動を行ってきたこともわかった。
行政で優先的に予算措置されたのが、瓦礫処理、生命を支える医療・健康福祉分野
や水道、ガス等のライフラインの復旧、そして、未来を支える子どもたちの学校教育、
あるいは、生活を支えるための雇用対策等であった。社会教育職員は、復興対策本部
等の一員として、公民館等に設置された避難所の運営に没頭するなど、実質的に社会
教育事業が実施できない状況であった。
そうしたときに、日常を取り戻したいという被災者の希望をかなえてくれたのがＮ
ＰＯ等の活動であった。社会教育等が手薄な時期に、被災者ニーズに対応して、避難
所や仮設住宅等において、子育て支援や健康支援などの事業を展開した。
集団移転等が計画されている今、まちづくり活動にも大きな力を発揮している。
ウ

内陸避難者への支援活動内容
内陸避難者への支援は、まず受け入れ体制を整えることからのスタートであった。
受け入れを開始した後、アンケート調査を行ったＮＰＯ等もあったが、気軽に集まる
ことのできるお茶飲みなどを通じて、ニーズ把握に努めたＮＰＯ等も多く見られた。
内陸部においては、避難者同士、もしくは避難先の住民と交流する場を設けた支援が
続いている。ただし、最初はお茶飲みなどを通した交流だったものが、料理や手芸教
室、農業体験などの作業を通した交流へと変化が見られるようになってきた。長年住
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み慣れた地域を離れ、慣れない地域での不安な生活を送る避難者に対し、新たな仲間
作りや、生きる希望を生み出す活動へと変化してきている。
永住を見越した支援活動を模索する自治体も出てきた今、避難住民を含めたコミュ
ニティづくりにどう取組んでいくかが、今後の大きな課題になっていくものと思われ
る。
（２）ＮＰＯ等の聞き取り調査
ア

活動の成果
生活支援の一つとして、被災を逃れた家を個別に訪問しながら話を聞く活動が行わ
れた。
「ＮＰＯが来るまで、話を聞いてくれる人は誰もいなかった」という切実な声も
聞かれた。このような活動は、どこに誰が住んでいるのかを知っている、地元のＮＰ
Ｏだからこそできた活動であった。また、仮設団地内において、子どもの居場所作り
等の活動が行われた。仮設住宅で、遊びや勉強する場を確保することは困難であった
が、居場所としての空間を確保したことにより、子ども本来の笑顔が戻ってきたとい
う事例が多く聞かれた。
被災者と学生ボランティアをつなぐ役割を果たしたＮＰＯ等もあった。学生らによ
る足湯や傾聴活動等、高齢被災者にとっては子や孫のような世代と触れ合うことで、
自然と笑顔になり、心が癒されたものと思われる。また、学習支援等でお世話になっ
た子どもたちにとっても、学生ボランティアはお兄さん・お姉さん的存在であり、親
近感を持って接することができたものと思われる。
このように、それぞれのＮＰＯ等の各種事業の実施によって得られた、被災者の笑
顔と感謝の声こそが活動の成果であり、活動継続への意欲となっているものと思われ
る。

イ

課題
どの団体も少なからず、多方面から補助金を受けて事業を行っていた。その多くは
単年度のもので、補助金の終了と共に、事業も終了せざるを得ない状況にあった。支
援活動を継続していくためには、活動資金をどのようにして確保するかが、大きな課
題となっている。
また、職員数の不足により、どうしても今以上に、活動を広げることができないと

いう問題を抱えているところも多い。特にも被災地に根を下ろし活動しているＮＰＯ
等にあっては、休みも十分に取れないという状況が続いている。
全国規模のＮＰＯ等でさえも、永続的に本県で支援活動を続けていくことは困難で
ある。運営基盤が脆弱であろうとも、地域の再生や人材育成に情熱を燃やして立ち上
がった地元ＮＰＯ等が、行政と連携しながら継続的に支援活動ができる方途を探って
いくことが重要な課題であると考える。
そのために、社会教育分野において、ＮＰＯ等とどのような接点が考えられるか、
洗い出す必要がある。
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（３）社会教育との接点
ア

家庭教育
読書ボランティアによる読み聞かせ、子どもの居場所作り、大学生による学習支援
等、この分野では、現在も多くの実践が積み重ねられてきている。現在は、仮設住宅
を訪問して活動する場面が多く見られるが、今後は、公民館の方から積極的にＮＰＯ
等に呼びかけ、公民館を活動の拠点とするなど、お互いの情報を共有しながら、これ
まで行ってきた活動をさらに発展させ、活動を継続していくことが期待される。

イ

青少年教育
これからの復興を考えた中学生の新聞作り活動や小学生から高校生までを対象とし
た「子どもまちづくりサミット」の開催など、ＮＰＯ等がサポートしながら、青少年
を巻き込んだ活動が展開されているところがあった。
ＮＰＯ等と連携することで、これまで展開してきた活動ノウハウとを加味しながら、

新しい視点で事業の見直しがなされることが期待される。
ウ

まちづくり
高台移転地整備計画や災害公営住宅建設計画に伴い、今、至るところで、まちづく
りのためのワークショップが展開されており、そこにファシリテート能力の高いＮＰ
Ｏ等の人材が関わっている。コミュニティを構築する住民が、共に未来像を練り上げ
るところに大きな価値を見い出している。
陸前高田市の「けんか七夕」が平成 24 年に復活し、
「釜石よいさ」が平成 25 年に復
活するなど、震災前まで行われていた祭りが徐々に復活してきた。伝統的な郷土芸能
や祭りは、その土地に生きる人の誇りであり、エネルギーを集約させるものでもある
ため、祭りのために故郷に戻ってくる者も多い。伝統行事の復活に貢献したＮＰＯや、
老若男女が集う祭りを企画したＮＰＯ等もあり、それらとの連携を図っていくことも、
まちづくりの創造につながるものと考える。

エ

防災活動
震災の教訓を生かし、公民館や自主防災会が主体となって、発電機を使った防災訓
練や災害図上訓練など、従来の避難訓練とは視点を変えた訓練に取り組み始めている。
防災への住民意識の高揚を図るためにも、地域全体を巻き込んだ訓練が必要である。
そのノウハウや人材を抱えているＮＰＯ等と連携することにより、学校等も巻き込み
ながら、まち全体の防災力の高まりにつながっていく訓練を実施することが期待され
る。

オ

傾聴・心のケア
被災者の心のケアが必要であることはもちろんのこと、被災者を支援する側の心の
ケアも重要視されるようになってきた。これまで、社会福祉協議会又はＮＰＯ等がそ
の役割を担っていることが多かったが、平成 25 年５月に県の委託を受けた岩手医科大
学が、矢巾キャンパス内へ「いわてこどもケアセンター」を設置するなど、心のケア
の充実が、一層図られるようになってきている。今後、被災者との信頼関係を構築し、
継続的に支援していくためには、地元の傾聴ボランティアを育成していくことも必要
であると思われる。
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（４）今後の研究の方向性
震災を風化させず、復興を迎えるまで支援活動が継続されるためには、ＮＰＯ等が積
極的に活動を行っている今の段階で、連携の在り方を模索していくことが必要であると
考える。
そのため、来年度は第一に、表 16 に示した全ての活動分野に亘って、沿岸部で活動し
ているＮＰＯ等の調査を行うとともに、内陸避難者に対しての支援活動を行っているＮ
ＰＯ等の現状についても調査し、どのように連携していくことが、より成果を挙げるこ
とにつながるのか、その糸口を探っていきたい。
第二に、今年度聞き取り調査を行ったＮＰＯ等の追跡調査を行い、住民の日々変化す
る新たなニーズにどのように対応しているのか探っていきたい。
第三に、これまで日本国内において、大きな災害に見舞われながらも復興を成し遂げ
た、奥尻島（北海道西南沖地震）、阪神・淡路（阪神・淡路大震災）、中越（新潟県中越
地震）の事例から、行政とＮＰＯ等がどのように連携しながら復興に向けて取り組み、
その中で社会教育はどのような役割を担っていたのか、また本県同様、東日本大震災に
より被災した宮城、福島県では、現在社会教育関連分野による取組がどのように進めら
れているのか、他県の実践事例から学び、本県の復興支援の一助にしたい。
最後に、今必要とされている課題解決に向け、高い専門性や迅速な行動力といったＮ
ＰＯ等の強み、施設、設備の充実や広報力といった行政の強み、両者それぞれの強みを
活かした事業を実践し、震災復興のための社会教育におけるＮＰＯ等との連携の可能性
の糸口を探っていきたい。
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Ⅲ
１

研究のまとめ

研究の成果
研究の 成果

（１）ＮＰＯ等について、各種答申や文献を整理するとともに、震災前・震災後の県内にお
けるＮＰＯ等の動向や活動状況についてまとめることができた。
（２）ＮＰＯ等の活動報告書や聞き取り調査等から、一部ではあるが、ＮＰＯ等の現状を把
握することにより、今後の研究の方向性について明らかになった。
２

今後の課題
今後の 課題

（１）沿岸部で活動しているＮＰＯ等の調査も継続的に行うとともに、内陸避難者に対して
の支援活動の現状について調査を行い、社会教育との連携の在り方について明らかにす
る必要がある。
（２）奥尻島、阪神・淡路や中越など、大震災により被災した地域で、社会教育がＮＰＯ等
とどのように連携し、復興に向け歩んできたのか、また宮城県、福島県の復興に向けた
取組について調査を行い、本県の復興支援に生かす方策を考察する。
（３）沿岸市町村が必要とする課題解決に向け、ＮＰＯ等との連携事業を実施し、復興支援
のためのＮＰＯ等との連携の在り方について明らかにする必要がある。
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生きるふるさと岩手・三陸の創造～』
16 『いわて県民計画第２期アクションプラン』

（岩手県

平成 23 年８月）

（岩手県

平成 24 年２月）

17 『岩手の生涯学習』東日本大震災津波をふまえた公民館等の役割と課題に関する調
査研究

（岩手県立生涯学習推進センター

18 『いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴプロジェクト活動報告書

平成 24 年度）

1198 人がつないだ 2011 年

夏の活動記録』
（いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴプロジェクト京都実行委員会

平成 24 年３月 31 日）

19 『平成 24 年度社会福祉推進事業（厚生労働省）東日本大震災における学生ボランテ
ィア活動の実 践事例研究報告書～いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴの福祉的支援活動を通
して～』

（ＮＰＯ法人 Facilitator Fellows

平成 25 年３月 31 日）

研究者
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