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特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 

平成 20 年度事業報告書等 

提 出 書 
 
 

下記に掲げる前事業年度（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで）の事業

報告書等について、特定非営利活動促進法第29条第１項の規定により、提出します。 

 
記 
 

１ 平成 20 年度の事業報告書 ［3 部］ 
 
２ 平成 20 年度の財産目録 ［3 部］ 
 
３ 平成 20 年度の貸借対照表 ［3 部］ 
 
４ 平成 20 年度の収支計算書 ［3 部］ 
 
５ 平成 20 年度の役員名簿 ［3 部］ 
 
６ 平成 20 年度の社員のうち 10 人以上の者の氏名［3 部］ 
 

                               
以上 



平成２０年度 事業報告書 
  平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで 

 
１ 事業の成果 
 平成 20 年度は、支援協力事業として６事業（継続１事業、新規５事業）、普及啓発や人材育成に関する事業を２事業（新規２事業）、調査研究事業を４事業（継続２事業、新規 2 事業）のほか、情報発信事業

を実施した。 

事業計画（平成 20 年 5 月時点） 事業報告（平成 21 年 5 月現在） 
定款の 
事業名 

事業名 実施予定 
箇所 

収入 
見込額 
(千円) 

事業名 委託者 委託・ 
補助額 内容 

西和賀エコミュージアム事業
＜継続＞ 

西和賀町 
小繋沢区 
・若畑区 

320 1）西和賀エコミュージアム事業 西和賀町 336
毎年、2 地区ずつ地元学から地域づくり計画の策定まで実践支援を行っ

ている。今年度は、小繋沢地区と若畑地区において地域づくりの実践の
支援と地域づくり計画策定の支援を行った。  

花巻市東和東部地区小学校跡
活用検討 

花巻市 
東和町 300 2）花巻市東和東部地区谷内小学校跡活用検討 国土交通省  2,500

 国土交通省の補助事業（「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル

事業）に応募申請し、採択を受けて実施した事業。平成 24 年の小学校閉
校に向けて、地域における活用案の検討支援を行った。（WS7 回、先進
地視察 2 回） 

公共交通利用推進人材育成 岩手県 1,000 （実施せず）   

   3）一関市骨寺村のふるさとづくり計画書 振興協議会  299  農山漁村地域力発掘支援モデル事業に採択された一関市骨寺村のふる
さとづくり計画書の作成支援を行った。 

   4）花巻市東和町浮田地区のふるさとづくり計
画書 振興協議会  418

 農山漁村地域力発掘支援モデル事業に採択された花巻市東和町浮田地
区および大船渡市三陸町崎浜地区のふるさとづくり計画書の作成支援を
行った。（WS4 回） 

   5）市民との協働による北上市総合計画（地域
計画）の策定支援 北上市 439

 総合計画の地域計画策定支援として、講演会(2 回)およびモデル地区と
して選定された和賀地区において地域計画策定支援を実施した。（WS5
回）＊岩手大学地域連携センターの事業として実施 

支援 
協力 

   6）地域計画策定に関わる巡回講座実施業務委
託 北上市 150  総合計画の地域計画策定に向けて 15 地区を対象とした巡回相談を実

施した。 

グラウンドワークによる 
公園づくりセミナー 盛岡市 100 7）住民･企業･行政のパートナーシップによる

グラウンドワーク型公園づくり広報事業 
自主 

(盛岡市共催) 100
 平成 20 年 10 月 16 日に岩手県民情報交流センター（アイーナ）にてセ
ミナーを開催。テキストと DVD の製作も行った。盛岡市の公募型協働事
業に応募申請し、採択を受け 10 万円の支援をいただいて開催した。  

普及 
啓発 
・ 

人材 
育成 

地域づくりワークショップ 
研修会事業  － 100 

8）「新たな公とコミュニティの再編・強化」—
東北広域地方計画における“地域づくり協働
体”を考える―セミナー 

自主 
(農村計画学会
東北地区主催)

0  平成 21 年 1 月 16 日に、農村計画学会東北地区セミナーの支援として、
地域づくりに関するセミナーを開催した。 

西和賀町湯川地区の公共交通
検討＜継続＞ 西和賀町 1,000 9）西和賀町地域公共交通総合連携計画策定調

査業務 西和賀町 603  西和賀町の公共交通体系を見直し、今後の再構築に向けた方針と事業
メニューの検討と計画書（「総合連携計画」）の策定を支援した。 

田野畑村総合交通体系検討＜
継続＞ 田野畑村 2,000 10）田野畑村公共交通総合連携計画策定に関

する調査検討業務 田野畑村 2,500  田野畑村の公共交通体系を見直し、今後の再構築に向けた方針と事業
メニューの検討と計画書（「総合連携計画」）の策定を支援した。 

   11）田野畑村における生活交通確保方策に関す
る調査研究  さんりく基金 900  デマンド型乗合タクシーと過疎地有償運送の導入の可能性と課題を検

証し、三陸地域における適応の可能性を検討した。 

調査 
研究 

   12）十和田市地域公共交通総合連携計画策定
調査業務 十和田市 4,500  十和田市の公共交通体系を見直し、今後の再構築に向けた方針と事業

メニューの検討と計画書（「総合連携計画」）の策定を支援した。 

いわせん通信配信事業  － 0 （実施せず）   
情報 
発信 いわせんホームページ運営 － 0 （随時実施） 自主 0  

計   4,820   12,745  



（支援協力事業） 

1）西和賀エコミュージアム事業 
 西和賀町が取り組むエコミュージアム事業への支援を今年度も引き続き実施した。本業務では、毎年、

継続 1 地区と新規１地区において地元学等の支援を実施することになっており、今年度も継続地区（小

繋沢地区）と新規地区（若畑地区）において支援事業を実施した。 
小繋沢地区においては、昨年度「お宝探し」や「お宝改善計画」、「繋の郷づくり計画」のメニューを

まとめており、今年度はそのメニューにしたがって、実践活動を行った。 
若畑地区においては、平成 16 年度に実施していた地元学の成果を元にお宝マップを作成し、お宝の

改善活用案を考え、その中から今年度実施するメニューを選び、実践を行った。実践は、明治期に発生

した大地震により生じた川舟断層の見学会と防災訓練を兼ねて実施した。 
〔小繋沢の実践例〕 
7 月 16 日部会長会議 

 

11 月 16 日大根品評会 2 月 7 日雪あかり 

〔若畑沢の実践〕 
9 月 25 日ワークショップ 

 

11 月 9 日川舟断層学習会 と現地見学 

 
2）花巻市東和東部地区谷内小学校跡活用検討 
 平成 24 年 3 月に閉校が決まっている谷内小学校の跡地活用を住民が主体的に進めていく支援を行っ

た。「跡地を考える会」を立ち上げ、ワークショップの運営支援を行うほか、地域概況の資料収集等を

行った。ワークショップは計 7 回開催し、そのほかに 2 箇所の先進事例の視察も行った。 
 この事業は、国土交通省の補助事業（「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル事業）の採択

を受けて実施した。 



   

3）一関市骨寺村のふるさとづくり計画書 
4）花巻市東和町浮田地区のふるさとづくり計画書 
 農山漁村地域力発掘支援モデル事業に採択された一関市骨寺村および花巻市東和町浮田地区・大船渡市三

陸町崎浜地区のふるさとづくり計画書の作成支援を行った。 

 作成に当たっては、ワークショップを実施して、住民主体の事業計画の策定を目指した。 

9 月１日骨寺 WS 

 

11 月 1 日浮田・崎浜 WS 11 月 23 日浮田・崎浜交流 

 
5）市民との協働による北上市総合計画（地域計画）の策定支援 
 北上市では、平成 22 年度に総合計画の策定を目指しており、地域が主体的に地域計画を策定し、計画の一

部として盛り込むことを予定している。 

本事業では、地域計画の必要性やあり方などについて広田先生による講演会を 2 回開催した。また、モデ

ル地区として選定された和賀地区において地域計画の策定に関するワークショップを 5 回実施した。 

なお、本事業は岩手大学地域連携センターの事業として実施した。 

   

 
6）地域計画策定に関わる巡回講座実施業務委託 
総合計画の地域計画策定に向けて上記の和賀地区を除く 15 地区を対象とした巡回相談を実施した。 

 



（人材育成・普及啓発事業）＊自主事業（非営利事業） 

7）住民･企業･行政のパートナーシップによるグラウンドワーク型公園づくり広報事業 
 盛岡市内でこれまで取り組んできたグラウンドワークによる公園づくりの事例を紹介するセミナー

を開催すると共に、これから公園づくりに取り組もうとする町内会等に対する手引書とすることを目標

としてテキストと DVD の製作を行った。セミナー参加者は 72 名） 
 本事業は、盛岡市の公募型協働事業として申請し、費用の一部の助成を受けて実施した。 

   
8）「新たな公とコミュニティの再編・強化」—東北広域地方計画における“地域づくり協働体”を考え

る―セミナー 
 農村計画学会・東北地区セミナーとして、コミュニティの再編強化に関するセミナーの支援を行った。セ

ミナーでは、先進事例地として岩手県北上市と宮城県登米市の市役所職員と地元代表者を招いた。セミナー

参加者は 43 名。  

  
 
（調査研究事業） 

9）西和賀町地域公共交通総合連携計画策定調査業務 
10）田野畑村公共交通総合連携計画策定に関する調査検討業務 
12）十和田市地域公共交通総合連携計画策定調査業務 
 国土交通省では、平成 19 年度に「地域公共交通の活性化および再生に関する法律」を策定し、総合

連携計画を策定した団体に対して、3 ヵ年にわたりかかる費用の半額を補助することを決定した。それ

を受けて、当センターでは、各市町村における連携計画策定に関する調査検討事業を実施した。 
 
11）田野畑村における生活交通確保方策に関する調査研究 
 田野畑村においてデマンド型乗合タクシーと過疎地有償運送の導入の可能性と課題について、住民ア

ンケート調査等により検討を行った。さらに、三陸地域における適応の可能性を検討した。＊本事業は

財団法人さんりく基金の支援を受けて実施した。 
 

（情報発信事業） 

 ホームページについては、随時更新および改善を行い、成果やワークショップの予定などの情報を増

やしている。 



平成 20 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 収支計算書 

平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 31 日まで 
特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 

(資金収支の部)

Ⅰ 経常収支の部

1 会費・入会金収入

入会金収入 0

正会員会費収入 15,000

小計 15,000

2 事業収入

小計 12,788,815

3 寄付金収入 413,099

4 受取利息収入 498

経常収入合計 13,217,412

Ⅱ 経常支出の部

1 事業支出

小計 12,600,167

2 管　理　費

  人　件　費 90,050

  旅費交通費 47,275

  備品費 37,194

  通信運搬費 105,964

  租 税 公 課 50,000

  保 険 料 36,250

  会 議 費 9,975

  管理諸費 96,000

  支払手数料 29,070

　印刷製本費 91,140

   雑　　費 7,062

小計 599,980

経常支出合計 13,200,147

経常収支差額 17,265

Ⅲ その他の資金収支の部

1.その他の資金収入 0

2.その他の資金支出 0

当期収支差額 17,265

前期繰越収支差額 21,789

次期繰越収支差額 39,054

決算額科　　　　　目

 



≪正味財産増減の部≫

【正味財産増加の部】

当期収支差額 17,265

資金増加額

正味財産増加の部　計 17,265

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部　計

当期正味財産増加額 17,265

前期繰越正味財産額 21,789

当期正味財産合計 39,054  



平成 20 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 財産目録 

 
平成 21 年 3 月 31 日現在 

 
特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 

 
＜資産の部＞

【流動資産】

（現金・預金）

現金 1,782

普通預金

　北日本銀行上田支店 741,956

　ゆうちょ銀行 7,984

小計 751,722

（売上債権）

未収金 10,550,900

小計 10,550,900

（その他流動資産）

前払費用 346,792

小計 346,792

流動資産合計 11,649,414

資産の部合計 11,649,414

＜負債の部＞

未払金 6,022,178

短期借入金 5,327,000

預かり金

源泉所得税 30,481

仮受金

廣田純一 87,421

上坂佑樹 31,700

下黒沢朝光 51,050

廣田悠人 40,180

若菜千穂 13,600

北條紗希 6,750

流動負債合計 11,610,360

負債の部合計 11,610,360

正味財産 39,054

 



 

平成 20 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 貸借対照表 

平成 21 年 3 月 31 日現在 
 

特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 
 

＜資産の部＞

【流動資産】

（現金・預金）

現金 1,782

普通預金 749,940

小計 751,722

（売上債権）

未収金 10,550,900

小計 10,550,900

（その他流動資産）

前払費用 346,792

小計 346,792

流動資産合計 11,649,414

資産の部合計 11,649,414

＜負債の部＞

未払金 6,022,178

短期借入金 5,327,000

預かり金 30,481

仮受金 230,701

流動負債合計 11,610,360

負債の部合計 11,610,360

＜正味財産＞

正味財産 39,054

（内当期正味財産増加額） 17,265

正味財産　計 39,054

正味財産の部　合計 39,054

負債・正味財産合計 11,649,414

 



平成 20 年度 役員名簿 

平成 21 年 3 月 31 日現在 
 

特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 
 

役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 
就任 

期間 

報酬を 

受けた 

期間 

代表理事 

理事長 
廣田 純一 岩手県盛岡市黒石野二丁目 7 番 34 号 

H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

代表理事 

理事 
三宅 諭 岩手県盛岡市材木町６番３-403 

H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

常務理事 平松 千穂 岩手県花巻市田力第 9 地割 24 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

理事 髙井 昭平 岩手県盛岡市上ノ橋町６番 5 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

同 津村 厚生 岩手県盛岡市西松園四丁目 16 番 10 号 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

同 佐藤 重昭 岩手県盛岡市仙北一丁目 13 番 13 号 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

同 菅原 由紀 岩手県盛岡市緑が丘一丁目 15 番 21 号 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

同 細田真理子 岩手県盛岡市材木町６番 14 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

同 石川 文惠 奈良県生駒郡三郷町東真貴ヶ丘３丁目 4 番 55 号 
H20.4.1～ 

H20.5.28 
なし 

同 大瀧 英知 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林 1048 番地 13 
H20.5.28～ 

H21.3.31 
なし 

同 竹花 清 岩手県盛岡市厨川 4 丁目 3 番地 4-208 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

監 事 向井田 善朗 岩手県八幡平市大更第 7 地割 87 番地 5 
H20.4.1～ 

H21.3.31 
なし 

 



平成 20 年度 社員のうち 10 名以上の名簿 

平成 21 年 3 月 31 日現在 
 

特定非営利活動法人 いわて地域づくり支援センター 
 

役 名 氏 名 住 所 又 は 居 所 

代表理事・理事長 廣田 純一 岩手県盛岡市黒石野二丁目 7 番 34 号 

代表理事・理事 三宅 諭 岩手県盛岡市材木町６番３-403 

常務理事 平松 千穂 岩手県花巻市田力第 9 地割 24 

理事 髙井 昭平 岩手県盛岡市上ノ橋町６番 5 

同 津村 厚生 岩手県盛岡市西松園四丁目 16 番 10 号 

同 佐藤 重昭 岩手県盛岡市仙北一丁目 13 番 13 号 

同 菅原 由紀 岩手県盛岡市緑が丘一丁目 15 番 21 号 

同 細田真理子 岩手県盛岡市材木町６番 14 

同 大瀧 英知 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字牧野林 1048 番地 13 

同 竹花 清 岩手県盛岡市厨川 4 丁目 3 番地 4-208 

監 事 向井田 善朗 岩手県八幡平市大更第 7 地割 87 番地 5 

 
 
 


