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［表紙のご紹介］
スマイルとうほくプロジェクト

6月15日に宮古市田老の「グリーンピア
三陸みやこ」で、仮設住宅に住む方や保育
園・児童館の子どもたち、有志の団体などが
団結して、フラワーアートの植栽を行いま
した。色違いの花を組み合わせ、8月には大
きなスマイルマークが見られます。みなさ
んにも笑顔をおすそ分けいたします。
URL：http://smile-tohoku.jp/

特集

協働のすすめ

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 と 三 陸 鉄 道

NPO法人 夢ネット大船渡

半分がトンネルなので、そこをプラネタリウムにしたい

平成18年設立。地域おこしのアイディアを探し出し、住民・行政・事業者との協働による元気なま
ちづくりを目指し、もって市民の生活と福祉の向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的とす
る。理事長の岩城さんにお話をうかがいました。

という思いや、沿線に桜やもみじなどの季節ごとの花
が見られるようにしていきたいという思いもあります。
そして大船渡近郊だけではなく、盛岡や他の地域と
もつながっていくことが、被災地域の復興を後押しし

協働は信頼である

てくれると思います。みなさんも一緒に、三陸鉄道の
列車を貸し切って楽しく過ごしてみませんか？

今回は協働というテーマでお話をしていますが、私

は協働に必要なものは信頼と考えています。そして、そ

の信頼を得るために重要な点は2つあります。1つ目は、
最終的な責任は自分が持つということ。綺麗事かもし
れませんが、市民活動における協働は、どこかが責任
を持たないと発展していかないと思います。そして2つ
目は、お金の管理や経理が潔白で、そして慎重である

ということです。残念ですが、ある事件を境にＮＰＯと

いうのは変な目で見られてしまうことが増えたと思いま
盛駅前でも、様々なイベントを行っています。

動き出した小さな駅待合室

ＮＰＯ法人「夢ネット大船渡」は、もともと地域おこ

しや中間支援などを行ってきた団体でした。その活動

のなかで、三陸鉄道のお手伝いをしていこうという動き
が生まれ、歌声列車や納涼列車などの企画を行うよう
になりました。平成23年に発生した東日本大震災によ

り三陸鉄道が不通になり列車が来なくなった三陸鉄道
盛駅、そして待合室には鍵がかけられましたが、同年の

10月に岩手県から委託を受けて、市民や観光客の交流

す。そういった目で見られないように経理を公明正大に
すべきと感じます。

私たちの団体は今年9年目になりますが、当初はあま

り知られていませんでした。震災後には、三陸鉄道盛

駅の運営や被災者支援に仮設住宅への訪問など、地道
な努力で地域の信頼を勝ち取ってきました。

その勝ち取ってきた信頼から様々な出会いや交流が

列車をバックに記念撮影♪

幸せ広がる三鉄の活用イベント

今後も三陸鉄道を使ったイベント企画を考えており、

今年9月には金婚式列車を企画しています。4人座れる
ボックス席に、ご夫婦2人だけで座っていただいて、少
し豪華にしていきたいですね。

また、費用をご夫婦からいただくのではなく、その

子どもたちがプレゼントのように準備していただこうと
考えております。これは、実は私が去年金婚式を迎え
たから思いついたんですけどね(笑)
他にも、三陸鉄道南リアス線36.6キロのうちおよそ

人の心をつなぐため今日も走ります。

生まれ、そこからまた新しい事業を行うことができたの

で、協働を行いたいと思う方は、少しずつ確実に周り

夢ネット大船渡の協働の仕組み

からの信頼を得る努力をすることが、一番の近道かも
しれませんね。

乗車券販売や貸し切り
列車などのサービス提供

の場所としてふれあい待合室としてオープンしました。

輝く経験と地域の絆

三陸鉄道
利用者

平成25年の三陸鉄道運行再開とともに、私たちのふ

れあい待合室で乗車券販売などの業務が開始しました。

NPO法人

夢ネット
大船 渡
購入代金

ここでの乗車券販売や貸し切り列車の売上の一部が、

売上の一部が収入になる

三陸鉄道
乗車券などの売上

私たちの収入になります。震災前から企画・運営を行っ

ていたノウハウを生かし、会員のみなさんの協力やお知

恵を借りて、いろいろなイベントなどを行っております。

NPO法人 夢ネット大船渡

実はこういった駅での業務委託を受けているＮＰＯ法

人は私たちだけなのです。他はもっと大きい団体などが
受けているのですが、地域に根付いたＮＰＯ法人もや
れるという面を見せたいですね。

列車の中でワインを堪能中。
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住所：〒022-0003
岩手県大船渡市盛町字内ノ目１４－１５
TEL・FAX：0192-47-3271
URL: http://www.geocities.jp/npoyumenet/

三陸鉄道盛駅ふれあい待合室

住所：〒022-0003 岩手県大船渡市盛町東町裏16
三陸鉄道南リアス線盛駅内
TEL・FAX：0192-47-3542
URL：http://santetsufureai.web.fc2.com/

3

企業が行う社会貢献！CSRの事例紹介
日本たばこ産業株式会社(JT)東北支社
社会環境推進担当の方にお話をうかがいました。

「ひろえば街が好きになる運動」とは？

「ひろえば街が好きになる運動」は、全国各地のお祭や催事で、主催者や各自治体、NPO団体、学生、企業

の方々など地域社会のみなさまと連携して実施している市民参加型の清掃活動です。ご参加いただいた方には、
清掃用具(ゴミ袋・トング)をお渡しして、イベントを楽しみながら気軽に会場周辺の清掃を行っていただきます。

実施回数

29回

実施回数及び参加人数(岩手県)

参加してくれた人数 10,572人

集めたゴミの重量

5.0t

平成27年5月末日現在

岩手県社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センターからのお知らせ

ボラン
ティア
豆知 識

《ボランティア活動保険について～加入編～》
ボランティア活動を安全・安心に行っていただくため、活動中のさ
まざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償するボランティア活
動保険について、よくあるご質問をご紹介します。

Q補償期間は
いつから？いつまで？
Aボランティア活動保険は、毎年4月1日から翌
年3月31日までの1年間が補償期間となります。

・保険加入の時期にかかわらず、翌年3月31日ま
でとなります。
⇒継続的に活動されている方は、4月以降に
更新の手続きを行ってください。
・補償の開始日は原則として、加入手続き完了日
（社会福祉協議会が保険料を受領した日）の
翌日からとなります。
⇒活動開始日の前日までに、加入手続きを完
了してください。

Q複数のボランティアグループ
に所属している場合の加入方
法は？
「ひろえば街が好きになる運動」の拠点です。

創ろうゴミのない街を
私たちJTは、日本全国のお祭りや催事において「ひ
ろえば街が好きになる運動」を、2004年から展開し

『ひろう』という体験を通じて『すてない』
という気持ちを育てたい。もっともっとす
てない人を増やしたい

ております。ご参加いただいた方からは、
「すごく楽し

そんな願いから生まれた活動は、
これからも続きます。

かった♪」
「また参加したい！」といったイベントの感想

※これまでの活動実績および今後の活動予定につきま

や「ゴミについて考えさせられた。」
「今後はゴミをすて

しては、
ＪＴホームページ
（下記URL）
をご参照ください

ないように、自分でも気を付けます！」といった意識の
変化を感じられる感想をいただきました。
この運動は、単にゴミをひろう活動をするというだけ
でなく、街に落ちているゴミをひろってみることで、マ
ナーや街の環境美化について考えていただくきっかけ
となることを目的に行っている活動です。

4

どんなゴミも見逃さない！
！
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日本たばこ産業株式会社 東北支社
営業総務部 盛岡オフィス
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通3-15
TEL：019-623-5271 FAX：019-625-5273
URL：http://www.jti.co.jp/tobacco-world/
torikumi/hiromachi/index.html

A複数のボランティアグループのうち、どこか一
か所で手続きしていただくことで、他のグループ
での活動についても保障されます。

自分のしたいこと、
できることが、
もっと
増えたらいいな！

Q既に基本タイプの保険に加入
している方が、地震被災地でのボ
ランティア活動を行う場合、天災
タイプの保険への加入は必要？
A基本タイプの保険では、活動中の「地震」
・
「噴
火」
・
「津波」によるケガ等は補償されませんので、
あらたに天災タイプの保険に加入する必要があ
ります。
なお、台風などの風水害による活動中のケガ
は、基本タイプで補償されます。

Q加入者個人に保険証券は
発行される？
A岩手県内の社会福祉協議会が取り扱っている
ボランティア保険は、全国社会福祉協議会が契
約者となっている全国的な保険となっており、保
険証券は全国社会福祉協議会に発行され、加入
者個人には発行されません。
加入申込書3枚目が加入者控えとなり、加入
証を兼ねているので、補償期間が終了するまで
大切に保管してください。
また、加入プランや補償期間、事故発生時の

連絡先社会福祉協議会、事故防止のポイント等
を記載した、
「ボランティア活動保険加入カード」
を発行していますので、補償期間が終了するま
で携帯するようにしてください。

【お問合せ先】
岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター
TEL:019-637-4483 FAX:019-637-7592
「ずっぱりボランティアいわて」URL http://iwate-volunteer.jp/
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information

岩手県からのお知らせ
●ＮＰＯ法人の情報は広く公開されています
特定非営利活動促進法では、ＮＰＯ法人は自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼
を得て、市民によって育てられるべきとの考えから、公開することとなっております。
ＮＰＯ法人の情報公開として、定款や事業報告書、役員名簿等はどなたでも縦覧・閲覧ができるようになって
います。
岩手県内における縦覧・閲覧は下記の場所で行っていますので、
「ＮＰＯ法人の活動に参加したい」
「ＮＰＯ法
人の活動を支援したい」
「自分たちの活動の参考にしたい」といった場合にご利用ください。
【縦覧・閲覧時間】午前８時30分～午後５時まで なお、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は、閉庁となります。
縦覧・閲覧窓口
県庁
環境生活部 若者女性協働推進室

縦覧・閲覧書類

住所・電話番号

県内に事務所を有するＮＰＯ法人から提出された書類

〒020-8570
盛岡市内丸10-1
TEL：019-629-5198・5199

盛岡広域振興局
（経営企画部）

盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波
〒020-0023
町、矢巾町に主たる事務所を有するＮＰＯ法人から提出さ
盛岡市内丸11-1
れた書類
TEL：019-629-6670
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く）

県南広域振興局
（経営企画部）

花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ケ
〒023-0053
崎町、平泉町に主たる事務所を有するＮＰＯ法人から提出
奥州市水沢区大手町1-2
された書類
TEL：0197-22-2812
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く）

沿岸広域振興局
（経営企画部）
沿岸広域振興局
宮古地域振興センター
沿岸広域振興局
大船渡地域振興センター
県北広域振興局
（経営企画部）
県北広域振興局
二戸地域振興センター

釜石市、大槌町に主たる事務所を有するＮＰＯ法人から提 〒026-0043 釜石市新町6-50
出された書類
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く） TEL：0193-25-2701
〒027-0072
宮古市、山田町、 岩泉町、田野畑村に主たる事務所を有
宮古市五月町1-20
するＮＰＯ法人から提出された書類
TEL：0193-64-2211
大船渡市、陸前高田市、住田町に主たる事務所を有するＮ 〒022-8502
ＰＯ法人から提出された書類
大船渡市猪川町字前田6-1
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く）
TEL：0192-27-9911
久慈市、普代村、野田村、洋野町に主たる事務所を有する 〒028-8042
ＮＰＯ法人から提出された書類
久慈市八日町1-1
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く）
TEL：0194-53-4981
二戸市、軽米町、九戸村、一戸町に主たる事務所を有する 〒028-6103
ＮＰＯ法人から提出された書類
二戸市石切所字荷渡6-3
（権限移譲先市町村が所管する法人を除く）
TEL：0195-23-9201

ＮＰＯ法人の事務所が次の市町村内に限られる場合は、以下の場所で縦覧・閲覧が可能です。

（権限移譲先市町村）

住所・電話番号

大船渡市
（企画政策部企画調整課）

〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15
TEL：0192-27-3111

花巻市
（総合政策部地域づくり課）

〒025-8601 花巻市花城町9-30
TEL：0198-24-2111

北上市
（まちづくり部地域づくり課）

〒024-0061 北上市大通り1-3-1
（おでんせプラザぐろーぶ3Ｆ）
TEL：0197-72-8300
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〒028-8030 久慈市川崎町1-1
TEL：0194-52-2116

〒021-8501 一関市竹山町7-2
一関市
（まちづくり推進部まちづくり推進課） TEL：0191-21-2111
陸前高田市
（企画部まちづくり戦略室）

〒029-2292 陸前高田市高田町字鳴石42-5
TEL：0192-54-2111

釜石市
（総務企画部総合政策課）

〒026-8686 釜石市只越町3-9-13
TEL：0193-22-2111

二戸市
（総合政策部地域振興課）

〒028-6192 二戸市福岡字川又47
TEL：0195-23-3111

〒023-1192 奥州市江刺区大通り1-8
（江刺総合支所内）
奥州市
（協働まちづくり部地域づくり推進課） TEL：0197-35-2111
滝沢市
（市民環境部地域づくり推進課）

〒020-0692 滝沢市中鵜飼55
TEL：019-656-6506

葛巻町
（総務企画課）

〒028-5495 葛巻町葛巻16-1-1
TEL：0195-66-2111

紫波町
〒028-3392 紫波町紫波中央駅前2-3-1
（経営支援部企画課協働支援室） TEL：019-672-6884
西和賀町
（総務課）

〒029-5512 西和賀町川尻40-40-71
TEL：0197-82-2111

金ケ崎町
（総合政策課）

〒029-4592 金ケ崎町西根南町22-1
TEL：0197-42-2111

普代村
（地域創生室）

〒028-8392 普代村第9地割字銅屋13-2
TEL：0194-35-2111

軽米町
（総務課）

〒028-6302 軽米町大字軽米10-85
TEL：0195-46-2111

野田村
（総務課）

〒028-8201 野田村大字野田20-14
TEL：0194-78-2111

洋野町
（企画課）

〒028-7995 洋野町種市23-27
TEL：0194-65-5912

一戸町
（総務部まちづくり課）

〒028-5311 一戸町高善寺字大川鉢24-9
TEL：0195-33-2111

●ホームページでの情報公開
ＮＰＯ法人が作成した閲覧書類のうち、定款や事業報告書等については、県公式
ホームページでも公開しています。
県公式ホームページのトップページメニューから
「くらし・環境」➡「ＮＰＯ・ボランティア・協働」➡

市町村名
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久慈市
（総合政策部地域づくり振興課）

「ＮＰＯ・ボランティア」➡ 「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の
情報公開」とお進みください。
【お問合せ先】岩手県環境生活部若者女性協働推進室
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
TEL：019-629-5198・5199 FAX：019-629-5354
E-mail：AC0006@pref.iwate.jp
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室

Q

中小企業の社会貢献はどのように行えばよい
のでしょうか？

A

自分たちが住む地域へ密着した活動がよいと思います。例えば、施設周辺
の清掃活動や学校の校外学習・インターンの受け入れなども、社会貢献にな

ります。他にも地域の催事、お祭りへの協賛や参加なども考えられます。また、Ｎ
ＰＯや社会福祉協議会などと連携して、障がい者を雇用したり、障がい者施設へ仕
事を依頼したりするという事例もあります。企業の理念に合った社会貢献ができる

助成金
情報
【対

ＰＩＮ

ように、一緒に考えましょう。

ユニベール財団より

『活動助成
「東日本
大震災支援プログ
ラム」
』
のお知らせ

象】被災者に行う傾聴ボランティア

象】過疎地域において活動する住民団体
（法

【締

切】平成27年8月7日
（金）

URL：http://www.pref.iwate.jp/chiiki/
chiikizukuri/036776.html

『日本フラワーデザイナー協会』
のお知らせ
象】植物保護活動・研究・花や植物を通じた

環境福祉活動

大成建設株式会社より

『公益信託 大成建設自然・歴史環境
基金2015年度』
のお知らせ
【対

象】
自然・歴史環境の保全活用

【助成金】

【助成金】80万円を限度とします。
切】平成27年8月31日（月）
（消印有効）

URL：http://www.nfd.or.jp/nfd-crs/nfd-oneleaf-fund

総額1，
500万円程度、助成件数：30件程度
【締

切】平成27年7月31日(金)

URL：http://www.taisei.co.jp/about_us/
society/kikin/html/gist.html

編 集 後 記
今年はいつもより暑く感じます。昔の岩手の梅雨
時は、もっと寒くて雨が多かった気がしたのですが。
ＮＰＯやボランティアでも、これから野外でイベント
が、行われることが多いと思いますが、水分をマメ
に摂取して熱中症に気を付けましょう。
（担当

8

【対

PIN V ol.1 2 015.07

イハタ）

NPO活動交流センターのHPでは、様々なイベント
情報や助成金情報を掲載しています。
みなさまからの市民活動情報やPINへの取材依頼も
お寄せください。
URL：http://www.aiinanpo.org/ E-mail：n-katsu@aiina.jp

アイーナ

N活

検索

Twitter フォローお願いします！
！
！
https://twitter.com/aiinaNPO
Facebook いいねお願いします！
！
！
https://www.facebook.com/aiinaNPO

平成27年7月5日発行 発行／NPO活動交流センター 〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1
いわて県民情報交流センター「アイーナ」６Ｆ TEL：019-606-1760 FAX：019-606-1765
※ＰＩＮ（パイン）は、年4回、各5,000部を発行しています。一部あたりの単価は47.5円（通信費を除く）です。

切】平成27年7月31日(金)
（午後5時必着）

NFD one leaf fundより

【締

集落再生・活性化モデル支援事業
2次募集
【助成金】1事業あたり100万円以内

URL：http://www.univers.or.jp/

【対

岩手県より

人格は問いません）

【助成金】原則50万円
【締

いわてのＮＰＯ・ボランティア活動情報誌

相談
ＮＰＯお悩み

