
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



平成 23 年度事業報告 

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

 

平成 23 年度は支援協力・人材育成事業として 16 事業、うち調査研究事業を 5 事業（継続 2 事業、新規 3 事業）、人材育成事業を 2 事業、情報発信事業を 3 事業実施した。震災復興に関する業務も多く

手掛けた。 

 

１）支援協力・人材育成（被災地支援） 

定款の  

事業名  

事業報告（平成 24 年 3 月現在）  
活動の様子  

事業名  委託者  主な実施対象地  内容  

支
援
協
力
・
人
材
育
成
（
被
災
地
支
援
） 

1．岩手県田野畑村明戸集落の  

元気応援団の活動支援  

(業務№H23-3) 

中央共同募金  

（赤い羽根募金）  
田野畑村明戸  

明戸地区の自治活動を支援するため、出身者に

向けた広報誌の発行を計６回行い、自治活動の報

告、イベント参加の募集、応援金の募集などを行

なった。また、三陸鉄道のライトアップや収穫祭、

小正月行事などのイベントも行なった。  

コミュニティビジネスにつながることも企図し

て真空パック器と蒸し器の購入も行った。    

2．陸前高田市から西和賀町内への  

内陸避難者の生活支援  

(業務№H23-6) 

中央共同募金  

（赤い羽根募金）  

 

日本財団 

陸前高田市  

西和賀町 

避難者自らで組織した避難者の会（はまなすの

会）を支援し、①避難者の生活ニーズの聞き取り、

②家族親戚の短期避難の受け入れ事業、③不足物

資の調達事業、④有償ボランティアによる地域と

の交流事業を行なった。 

  

3．温泉買い物バスの運行による  

仮設住宅や自宅への引きこもり防止と  

生活環境改善事業  

(業務№H23-16) 

岩手県 

（新しい公共モデ

ル事業） 

田野畑村 

田野畑村において、被災者の外出機会および面

接機会の創出として、村内のバス停を経由して近

隣入浴施設へ送迎し、商店等で買い物に立ち寄る

温泉買い物送迎バスを運行した。  

＊平成 24 年度も継続予定 

  

4．大船渡市三陸町崎浜地区の  

自分たちでつくる復興計画の策定  

及び復興の実現による集落コミュニティ  

の強化事業  

(業務№H23-23) 

地域創造基金  

みやぎ 
大船渡市三陸町崎浜  

今回の震災により大きな被災を受けた崎浜地区

は、自らが復興をめざし、平成 23 年 6 月に『崎浜

地区復興会議』を立ち上げた。その活動のひとつ

として、集団移転やこれからの復興に関する検討

を WS 形式で支援した。 

＊平成 24 年度も別予算にて継続予定  
  

 

  



２）支援協力・人材育成（地域づくり支援） 

 

定款の  

事業名  

事業報告（平成 24 年 3 月現在）  
活動の様子  

事業名  委託者  主な実施対象地  内容  

支
援
協
力
・
人
材
育
成 

5.西和賀エコミュージアム事業  

地元学実施指導業務  

(業務№H23-1) 

西和賀町  
西和賀町 

（若畑・湯ノ沢）  

毎年、継続で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、若畑地区

（継続）と湯之沢地区（継続）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。 

＊平成 24 年度も継続予定 
  

6.水分地区創造会議企画運営業務  

(業務№H23-2) 
紫波町 紫波町水分  

紫波町水分地区を対象に、地区内の地域課題解

決にむけての方針や方策を話し合う場を提供する

ことを目的として、夢語り、集落点検を含むＷＳ

を計６回実施し、地域づくり組織の結成と実践チ

ームの編成までを支援した。  

  

7.葛巻町冬部地区の  

「ふるさと応援団」支援事業  

(業務№H23-4) 

住民組織  葛巻町冬部  

昨年度に引き続き、交流人口の増加と定住促進

による地域活性化を目標として、出身者に対する

広報誌の発行を行なった。（１回発行）  

  

8.西和賀町小繋沢地区の 

「ふるさと応援団」支援事業  

(業務№H23-5) 

住民組織  西和賀町小繋沢  

昨年度に引き続き、交流人口の増加と定住促進

による地域活性化を目標として出身者に対する広

報誌の発行を行なった。（１回発行）  

  

9.食と地域の交流促進対策交付金事業  

農村と漁村の往来と支え合いから育てる  

“つよいふるさと”づくり事業  

(業務№H23-7) 

浮田・崎浜  

地域振興協議会  

(東北農政局) 

花巻市東和町浮田  

大船渡市崎浜  

里と海の集落の交流事業の一環として、「交流か

らうまれる食と地域づくり」と題し、漁村のやふ

るさと市などを開催した。被災直後は物資の運搬、

炊き出しなどの支援も行った。  

＊平成 24 年度も継続予定 

  

10.永井地区公園ワークショップ業務  

(業務№H23-8) 
盛岡市 盛岡市永井  

永井地区の高櫓児童公園をグラウンドワークの

再整備を取り組むための勉強会を開催し、検討の

ためのワークショップを開催し、実際の施工へと

進めている。  

   



 

支
援
協
力
・
人
材
育
成 

11.故郷“東山”活用事業企画運営業務  

(業務№H23-13) 
一関市 一関市東山  

“地元学から始める地域おこし”についての基

礎的な講義や先進地視察を、全自治会を対象に実

施し、地域おこしを進める際の組織についても講

義を通じ学習を行うことで、最終的に、当該地域

のお宝を活かした“地域づくり計画”の策定支援

を行った。  
  

12.小国地域ビジョン策定支援事業  

(業務№H23-14) 
川井村小国  川井村小国  

宮古市小国地区の地域ビジョンを住民で作り上

げるため、お宝探しから実践メニューの絞り込み

まで、ワークショップ形式で支援を行なった。  

  

13.東町物語ワークショップ業務  

(業務№H23-22) 
花巻市東町町内会  花巻市東町  

花巻市東町町内会と協働し，東町の歴史や食文

化などを伝える冊子「東町物語」の作成のため、

ワークショップ形式で支援を行なった  

  

14.平成 23 年度地域づくり講座開催業務  

(業務№H23-10) 
北上市 北上市 

昨年度策定した地域計画のアクションプラン作

りをサポートするために、16 地区の３回の講座と

情報交換会を開催した。 

  

15.北上市地域づくり組織条例策定  

ワークショップ運営業務 

(業務№H23-24) 

北上市 北上市 

北上市総合計画に掲げる地域づくりを推進する

ための権利と責務、位置付けなどについて明確に

する条例を制定するにあたり、市民参画による条

例の原案作成を行うため、ワークショップを開催

した。 

＊平成 24 年度も継続予定 
  

16.地域社会雇用創造事業に係る  

「グラウンドワーク・インターンシップ」 

ＯＪＴ研修受入業務  

(業務№H23-12) 

NPO 法人 

グラウンドワーク

寒河江 

事務所 

田野畑村 

主に NPO の活動内容や被災地支援活動に興味

のある研修生の OJT 研修を受け入れ、活動紹介や

企画書作成の指導、被災地調査に同行させる等の

研修を行なった。  

 



３）調査研究（被災地支援） 

定款の  

事業名  

事業報告（平成 24 年 3 月現在）   

事業名  委託者  主な実施対象地  内容   

調
査
研
究 

17．田野畑村地域公共交通確保維持改善事

業係る調査検討業務  

(業務№H23-9) 

田野畑村 田野畑村 

仮設住宅の足の確保や被災により新たに生まれ

た、公共交通に対するニーズの把握と、復興に伴

う公共交通へのニーズ調査を実施し、公共交通の

確保維持改善計画のための調査報告及び提案を行

なった。  

＊平成 24 年度も継続予定 

   

18．宮古市地域公共交通確保維持改善事業  

に係る調査検討業務  

(業務№H23-19) 

岩手県北自動車  

株式会社 
宮古市 

  

  

19．山田町地域公共交通確保維持改善事業  

に係る調査検討業務  

(業務№H23-20) 

岩手県北自動車  

株式会社 
山田町 

20．岩泉町地域公共交通確保維持改善事業  

に係る調査検討業務  

(業務№H23-26) 

岩手県北自動車  

株式会社 
岩泉町 

21．漁村・漁業を支えるネットワーク形成

に関する調査研究  

(業務№H23-17) 

東北活性化  

研究センター  

田野畑村島越集落  

大船渡市崎浜集落  

漁業を基幹産業とする集落の選定および集落と

漁業の被災状況調査、集落の被災状況・漁業の被

害状況の実態調査、漁業の復旧や復興方針の検討

提案を行った。 

  

22．残存する漁業集落と新集落・再生集落

が連携した地域コミュニティ再生計画立案

業務 

(業務№H23-15) 

財）漁港漁場漁

村技術研究所  
田野畑村 

田野畑村の復興計画策定のため、復興会議のメ

ンバーとして被災者へのヒアリング調査等を実施

し、コミュニティ再生分野の復興計画案をまとめ、

提案した。  

  

 

  



 

４）調査研究 

定款の  

事業名  

事業報告（平成 24 年 3 月現在）   

事業名  委託者  主な実施対象地  内容   

 23．公共交通利用者ニーズ調査業務  

(業務№H23-21) 
北上市 北上市 

まちなかバスターミナルやバス路線の体系化に向

けた実態調査、効果分析、また、各種チラシの作成、

ターミナル周辺のサイン表示デザインなどの利用促

進も行った。  

  

 

５）情報発信 

定款の  

事業名  

事業報告（平成 24 年 3 月現在）   

事業名  委託者  主な実施対象地  内容   

情
報
発
信 

24．八戸市広域公共交通ネットワーク  

広報事業 

(業務№H23-11) 

北海道 

開発技術センター  
八戸市 

八戸市内の鉄道とバス路線の接続をより容易に行

えるようにする為、鉄道駅と停留所の双方に、分か

り易い表示での接続マップを作成した。  

   

25．七戸町コミュニティバス運行改編に伴

う 

広報資材作成業務  

(業務№H23-18) 

七戸町 七戸町 

七戸町コミュニティバスの利用促進のひとつとし

て、利用者にわかりやすい路線マップと時刻表を作

成した。  

  

26．平成 24 年度版定額制乗合タクシー  

「夜ぷらす」パンフレット作成業務  

(業務№H23-25) 

七戸十和田地域  

公共交通会議  
七戸町 

ＪＲ新幹線「七戸十和田駅」から十和田市内へ接続

する乗合タクシー「夜ぷらす」のパンフレットを作

成した。  

  

 

 

 

 



平成 23 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 財産目録 

 

平成 24 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 

 

 

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 2,367 
      普通  預金 1,155,014 
          現金・預金 計 1,157,381 
    （売上債権）
      未  収  金 22,123,915 
        売上債権 計 22,123,915 
    （その他流動資産）
      前払  費用 42,000 
        その他流動資産  計 42,000 
          流動資産合計 23,323,296 
            資産の部  合計 23,323,296 

  【流動負債】
    未  払  金 6,937,012 
    前  受  金 429,989 
    短期借入金 5,400,000 
    預  り  金 473,325 
    仮  受  金 3,878,389 
    未払法人税等 1,675,300 
    未払消費税 812,500 
      流動負債  計 19,606,515 
        負債の部  合計 19,606,515 

        正味財産 3,716,781 

《資産の部》

《負債の部》



平成 23 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 貸借対照表 

平成 24 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 

 

 

 

 

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現      金 2,367 
      普通  預金 1,155,014 
          現金・預金 計 1,157,381 
    （売上債権）
      未  収  金 22,123,915 
        売上債権 計 22,123,915 
    （その他流動資産）
      前払  費用 42,000 
        その他流動資産  計 42,000 
          流動資産合計 23,323,296 
            資産の部  合計 23,323,296 

  【流動負債】
    未  払  金 6,937,012 
    前  受  金 429,989 
    短期借入金 5,400,000 
    預  り  金 473,325 
    仮  受  金 3,878,389 
    未払法人税等 1,675,300 
    未払消費税 812,500 
      流動負債  計 19,606,515 
        負債の部  合計 19,606,515 

  【正味財産】
    正味  財産 3,716,781 
    (うち当期正味財産増加額) 3,932,093 
      正味財産　計 3,716,781 
        正味財産の部  合計 3,716,781 
          負債・正味財産合計 23,323,296 

《正味財産の部》

《資産の部》

《負債の部》



平成 23 年度 特定非営利活動に関わる事業会計 収支計算書 

平成 23 年４月１日から平成 24 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 

 

 

 

科　　　目
  ［経常収入の部］
Ⅰ経常収入の部
　１会費・入会金収入
     入会金収入 0 
     正会員会費収入 27,000 27,000 
　２事業収入
　　　１．岩手県田野畑村明戸集落の元気応援団の活動支援 1,703,746 
　　　２．陸前高田市から西和賀町内への内陸避難者の生活支援 1,326,000 
　　　２．西和賀町への内陸避難者支援事業 1,000,000 
　　　３．温泉買い物バスの運行による仮設住宅や自宅への
　　　　　引きこもり防止と生活環境改善事業

657,600 

　　　４．大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちでつくる
　　　　　復興計画の策定及び復興の実現による
　　　　　集落コミュニティの強化事業

1,070,011 

　　　５．西和賀エコミュージアム事業　地元学実施指導業務 449,000 
　　　６．水分地区創造会議企画運営業務 500,000 
　　　７．葛巻町冬部地区の「ふるさと応援団」支援事業 0 
　　　８．西和賀町小繋沢地区の「ふるさと応援団」支援事業 0 
　　　９．農村と漁村の往来と支え合いから育てる
　　　　　“つよいふるさと”づくり事業

678,569 

　　　10．永井地区公園ワークショップ業務 615,300 
　　　11．故郷“東山”活用事業企画運営業務 170,000 
　　　12．小国地域ビジョン策定支援事業 200,000 
　　　13．東町物語ワークショップ業務 105,000 
　　　14．平成２３年度地域づくり講座開催業務 183,750 
　　　15．北上市地域づくり組織条例策定ワークショップ
　　　　　運営業務

315,000 

　　　16.地域社会雇用創造事業に係る
　　　　　「グラウンドワーク・インターンシップ」
　　　　　ＯＪＴ研修受入業務

120,000 

　　　17．田野畑村地域公共交通確保維持改善事業＜継続＞ 4,000,000 
　　　18．宮古市地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

6,520,000 

　　　19．山田町地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

5,070,000 

　　　20．岩泉町地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

3,000,000 

　　　21．漁村・漁業を支えるネットワーク形成に関する
　　　　　調査研究

1,500,000 

　　　22．残存する漁業集落と新集落・再生集落が連携した
　　　　　地域コミュニティ再生計画立案業務

2,971,500 

　　　23．公共交通利用者ニーズ調査業務 848,400 
　　　24．八戸市広域公共交通ネットワーク広報事業 493,500 
　　　25．七戸町コミュニティバス運行改編に伴う
　　　　　広報資材作成業務

598,500 

　　　26．平成24年度版定額制乗合タクシー「夜ぷらす」
　　　　　パンフレット作成業務

193,200 

　　　27．被災地支援 165,000 

    雑収入 327,086 34,781,162 
　３寄付金収入
　　 寄付金 0 0 
　４受取利息収入
     受取利息収入 336 336 
        経常収入  計 34,808,498 

金　　額



 

 

 

Ⅱ経常支出の部
　１事業費
　　　１．岩手県田野畑村明戸集落の元気応援団の活動支援 1,703,746 
　　　２．陸前高田市から西和賀町内への内陸避難者の生活支援 1,326,000 
　　　２．西和賀町への内陸避難者支援事業 1,004,314 
　　　３．温泉買い物バスの運行による仮設住宅や自宅への
　　　　　引きこもり防止と生活環境改善事業

802,652 

　　　４．大船渡市三陸町崎浜地区の自分たちでつくる
　　　　　復興計画の策定及び復興の実現による
　　　　　集落コミュニティの強化事業

1,277,211 

　　　５．西和賀エコミュージアム事業　地元学実施指導業務 345,544 
　　　６．水分地区創造会議企画運営業務 525,720 
　　　７．葛巻町冬部地区の「ふるさと応援団」支援事業 141,550 
　　　８．西和賀町小繋沢地区の「ふるさと応援団」支援事業 20,540 
　　　９．農村と漁村の往来と支え合いから育てる
　　　　　“つよいふるさと”づくり事業

1,443,453 

　　　10．永井地区公園ワークショップ業務 471,815 
　　　11．故郷“東山”活用事業企画運営業務 214,212 
　　　12．小国地域ビジョン策定支援事業 162,610 
　　　13．東町物語ワークショップ業務 73,950 
　　　14．平成２３年度地域づくり講座開催業務 74,091 
　　　15．北上市地域づくり組織条例策定ワークショップ
　　　　　運営業務

76,090 

　　　16．地域社会雇用創造事業に係る
　　　　　「グラウンドワーク・インターンシップ」
　　　　　ＯＪＴ研修受入業務

94,152 

　　　17．平成23年度地域公共交通確保維持改善事業 3,527,493 
　　　18．宮古市地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

5,792,827 

　　　19．山田町地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

4,202,092 

　　　20．岩泉町地域公共交通確保維持改善事業に係る
　　　　　調査検討業務

2,154,207 

　　　21．漁村・漁業を支えるネットワーク形成に関する
　　　　　調査研究

1,341,401 

　　　22．残存する漁業集落と新集落・再生集落が連携した
　　　　　地域コミュニティ再生計画立案業務

2,687,817 

　　　23．公共交通利用者ニーズ調査業務 689,579 
　　　24．八戸市広域公共交通ネットワーク広報事業 85,310 
　　　25．七戸町コミュニティバス運行改編に伴う
　　　　　広報資材作成業務

272,780 

　　　26．平成24年度版定額制乗合タクシー「夜ぷらす」
　　　　　パンフレット作成業務

78,960 

　　　27．被災地支援 94,617 30,684,733 

　２管理費
給料  手当 91,000 
アルバイト給料 23,380 
福利厚生費 7,169 
通  信  費 16,891 
旅費交通費 32,170 
会  議  費 6,701 
調査費 120 
賃借料 900 
租税  公課 900 
諸  会  費 5,000 
支払手数料 2,415 
雑      費 5,026 191,672 

        経常支出  計 30,876,405 
　　経常収支差額 3,932,093 

Ⅲその他資金収支の部
　１その他資金収入
      繰入金収入 0 0 
        その他資金収入  計 0 



 

Ⅳその他資金支出の部
　１その他資金支出
      繰入金支出 0 0 
        その他資金支出  計 0 
          当期収支差額 3,932,093 
          前期繰越収支差額 △ 215,312 
          次期繰越収支差額 3,716,781 

  ［正味財産増減の部］
Ⅴ正味財産増加の部
　１資産増加額
    当期収支差額 3,932,093 
　２負債減少額
    負債減少額 0 
        増加額  計 3,932,093 
Ⅵ正味財産減少の部
　１資産減少額
    資産減少額（再掲） 0 
　２負債増加額
    負債増加額 0 
        減少額  計 0 
      当期正味財産増加額 3,932,093 
      前期繰越正味財産額 △ 215,312 
      当期正味財産合計 3,716,781 



平成 23 年度 役員名簿 

 

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 

理事 廣田 純一 
岩手県盛岡市黒石野二丁目 

7番 34号 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
同左 

理事 三宅 諭 
岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目 

3番 13-202号 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 平松 千穂 
岩手県花巻市田力 

第 9 地割 24 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
同左 

理事 髙井 昭平 東京都千代田区三番町 14-401号 
23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 津村 厚生 
岩手県盛岡市西松園四丁目 

16番 10号 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 佐藤 重昭 
岩手県盛岡市仙北一丁目 

13番 13号 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 菅原 由紀 
岩手県盛岡市緑が丘一丁目 

15番 21号 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 細田真理子 岩手県盛岡市材木町 6番 14 
23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 竹花 清 
岩手県盛岡市厨川 4丁目 

3番地 4-208 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

理事 大瀧英知 岩手県滝沢村牧野林 1048番 13 
23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 

監事 向井田善朗 
岩手県八幡平市大更 

第 7 地割 87番地 5 

23年 4月 1日 

～24年 3月 31日 
無 



平成 23 年度 社員のうち 10 名以上の名簿 

 

平成 24 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 

氏  名 住所又は居所 

廣田 純一 岩手県盛岡市黒石野二丁目 7番 34号 

三宅 諭 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目 3番 13-202 号 

平松 千穂 岩手県花巻市田力第 9地割 24 

髙井 昭平 東京都千代田区三番町 14-401号 

津村 厚生 岩手県盛岡市西松園四丁目 16番 10号 

佐藤 重昭 岩手県盛岡市仙北一丁目 13番 13号 

菅原 由紀 岩手県盛岡市緑が丘一丁目 15番 21号 

細田真理子 岩手県盛岡市材木町 6番 14 

竹花 清 岩手県盛岡市厨川 4丁目 3番地 4-208 

大瀧英知 岩手県滝沢村牧野林 1048番 13 

向井田善朗 岩手県八幡平市大更第 7地割 87番地 5 

 

  



平成 24 年度 役員名簿 

 

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 

理事 廣田 純一 岩手県盛岡市黒石野二丁目 7番 34号 

理事 三宅 諭 岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目 3番 13-202号 

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 東京都千代田区三番町 14-401号 

理事 津村 厚生 岩手県盛岡市西松園四丁目 16番 10号 

理事 佐藤 重昭 岩手県盛岡市仙北一丁目 13番 13号 

理事 菅原 由紀 岩手県盛岡市緑が丘一丁目 15番 21号 

理事 細田 真理子 岩手県盛岡市材木町 6番 14 

理事 大瀧 英知 岩手県滝沢村牧野林 1048番 13 

理事 下黒沢 朝光 岩手県岩手郡雫石町御明神籬 76-1 

監事 八島 征治 岩手県盛岡市松園二丁目 8-2 

 




