
＜横田町＞活動団体 活動分野 
えぇ町つくり隊 【コミュ】【サ・イ】 

陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

にじのライブラリー 【教・子】【女】【場】【取次】【情】 

難民を助ける会 【要援】 

いわて生活協同組合 
【炊】【サ・イ】 

【他】（移動販売車） 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】 

ハマトラ横浜フットボールネットワーク 【教・子】【サ・イ】【キャパ】 

リコー 【他】(プリントサービス) 

夢ネット大船渡 【情】【キャパ】【物】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【サ・イ】【物】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【教・子】 

遠野まごころネット 【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】 

早稲田大学平山郁夫 
記念ボランティアセンター 

【サ・イ】 

大根コンプロジェクト 【教・子】【物】【サ・イ】 

コープあいち 【コミュ】 

国立大学法人 岩手大学 【教・子】 

国境なき子どもたち 【教・子】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【コミュ】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

難民支援協会 【法】【サ・イ】【医・保】【取次】 

＜矢作町＞活動団体 活動分野 
陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

いわて生活協同組合 【炊】【サ・イ】 

えんやこーら 【住】 

教育支援チーム「まつ」 【教・子】【物】 

今そこに落語と笑いを配達する演芸団 【教・子】【サ・イ】 

夢ネット大船渡 【情】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】 

日本ユニセフ協会 【サ・イ】 

キエーロ陸前高田 【住】【コミュ】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】 

前田建設工業 【炊】 

大根コンプロジェクト 【教・子】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

難民支援協会 【法】【サ・イ】 
＜気仙町＞活動団体 活動分野 
陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

にじのライブラリー 【教・子】【女】【場】【取次】【情】 

難民を助ける会 【医・保】【サ・イ】 

いわて生活協同組合 【炊】【サ・イ】【住】【ボラ】【他】 

えんやこーら 【住】 

グローバルヒューマン 【収】 

教育支援チーム「まつ」 【教・子】物資支援 

今そこに落語と笑いを配達する演芸団 【教・子】【サ・イ】 

夢ネット大船渡 【情】【キャパ】 

ReVA 復興ボランティアチーム上尾 【ボラ】(瓦礫撤去等) 

パクト 【教・子】【ボラ】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【ボラ】 

キエーロ陸前高田 【住】【コミュ】 

遠野まごころネット 
【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】

【業】 

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセン
ター 

【コミュ】 

大根コンプロジェクト 【コミュ】【サ・イ】 

コープあいち 【コミュ】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【コミュ】 

難民支援協会 【法】【サ・イ】 

＜竹駒町＞活動団体 活動分野 
えぇ町つくり隊 【コミュ】・【サ・イ】 

陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

難民を助ける会 【サ・イ】【業】【要援】 

いわて生活協同組合 
【炊】【サ・イ】 

【他】（移動販売車） 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】 

いわて未来づくり機構 【取次】 

えんやこーら 【住】 

リコー 【他】(プリントサービス) 

陸前たがだ八起プロジェクト 【サ・イ】 

夢ネット大船渡 【情】 

HANDS 【医・保】【教・子】【サ・イ】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【物】【サ・イ】 

日本ユニセフ協会 【教・子】【サ・イ】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【ボラ】 

キエーロ陸前高田 【住】【コミュ】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 
【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】

【業】 

大根コンプロジェクト 【コミュ】【教・子】 

コープあいち 【コミュ】【他】（慰労会実施） 

岩手県立高田病院 【医・保】 

国境なき子どもたち 【教・子】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【他】（花壇づくり） 

シャンティ国際ボランティア会 【他】（移動図書館） 

難民支援協会 【法】【サ・イ】 

＜高田町＞活動団体 活動分野 
陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

財団法人遠野市教育文化振興財団 【教・子】 

難民を助ける会 【サ・イ】【業】【要援】 

いわて生活協同組合 【炊】【サ・イ】【他】（移動販売） 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】【サ・イ】 

えんやこーら 【住】 

グローバルヒューマン 【医・保】 

リコー 【他】(プリントサービス) 

夢ネット大船渡 【サ・イ】【情】【キャパ】【物】 

HANDS 【医・保】【教・子】【サ・イ】 

ReVA 復興ボランティアチーム上尾 【情】【取次】【他】（運搬） 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【物】 

日本ユニセフ協会 【サ・イ】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【ボラ】 

Think Future 【キャパ】 

キエーロ陸前高田 【住】【コミュ】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 
【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】

【他】（語り部活動） 

前田建設工業 【コミュ】 

早稲田大学平山郁夫記念 
ボランティアセンター 

【コミュ】【サ・イ】【教・子】 
【ボラ】(瓦礫撤去) 

大根コンプロジェクト 
【教・子】【サ・イ】 

【他】(慰問・メンタルケア) 

コープあいち 
【他】（施設の祭り補助・七夕

祭り炊出/補助） 

国立大学法人 岩手大学 【サ・イ】 

青年海外協力協会 / JOCA 【教・子】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【コミュ】 

シャンティ国際ボランティア会 【他】（移動図書館） 

難民支援協会 【法】【サ・イ】【取次】【女】 

＜米崎町＞活動団体 活動分野 
陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

いわて生活協同組合 【炊】【サ・イ】【住】【ボラ】 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】 

えんやこーら 【住】 

リコー 【他】(プリントサービス) 

教育支援チーム「まつ」 【教・子】【物】 

夢ネット大船渡 【情】【物】【収】 

HANDS 【医・保】【教・子】【サ・イ】 

ReVA 復興ボランティアチーム上尾 【コミュ】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【サ・イ】 

パクト 【サ・イ】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【ボラ】 

NPO事業サポートセンター 【サ・イ】 

Think Future 【キャパ】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 【生活】【物】【サ・イ】 

前田建設工業 【コミュ】【業】 

早稲田大学平山郁夫 
記念ボランティアセンター 

【コミュ】【ボラ】(瓦礫撤去) 

大根コンプロジェクト 【教・子】【コミュ】 

コープあいち 【コミュ】【他】（草取り） 

岩手県立高田病院 【医・保】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【物】【コミュ】 

再生の里ヤルキタウン 
【コミュ】【サ・イ】【医・保】 

【場】【住】 

福祉フォーラム東北 
【医・保】【コミュ】 

【窓口】（朝日のあたる家） 

難民支援協会 【法】【サ・イ】【医・保】 

＜小友町＞活動団体 活動分野 
シャンティ国際ボランティア会 【他】（図書室＋関連イベント） 

陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

難民を助ける会 【サ・イ】【炊】【要援】 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】【サ・イ】【住】【医・保】 

えんやこーら 【住】 

教育支援チーム「まつ」 【教・子】【物】 

陸前たがだ八起プロジェクト 
【物】【サ・イ】【コミュ】【生活】
【窓口】（モビリア仮設内） 

夢ネット大船渡 【情】 

HANDS 【医・保】【教・子】【サ・イ】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【物】【サ・イ】 

パクト 【サ・イ】 

NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 【ボラ】 

NPO事業サポートセンター 【サ・イ】 

Think Future 【キャパ】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】 

前田建設工業 【業】【ボラ】 

大根コンプロジェクト 【コミュ】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

国境なき子どもたち 【教・子】 

難民支援協会 【法】 

＜広田町＞活動団体 活動分野 
陸前高田市社会福祉協議会 【サ・イ】 

難民を助ける会 【教・子】 

いわて生活協同組合 【ボラ】 

日本国際民間協力会(NICCO) 【教・子】【サ・イ】【住】【医・保】 

いわて未来づくり機構 【物】【取次】 

えんやこーら 【住】 

グローバルヒューマン 【収】 

リコー 【他】(プリントサービス) 

陸前たがだ八起プロジェクト 【キャパ】 

夢ネット大船渡 【情】【物】 

ReVA 復興ボランティアチーム上尾 【物】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】【物】 

パクト 【教・子】 

NPO事業サポートセンター 【収】 

癒しのプロ集団チーム恵比寿 【サ・イ】 

遠野まごころネット 【生活】【物】【コミュ】【サ・イ】 

早稲田大学平山郁夫記念 
ボランティアセンター 

【教・子】 

大根コンプロジェクト 【炊】【コミュ】【サ・イ】【教・子】 

青年海外協力協会 / JOCA 【ボラ】 

岩手県立高田病院 【医・保】 

国境なき子どもたち 【教・子】 

希望の花いわて3.11プロジェクト 【コミュ】 

シャンティ国際ボランティア会 【他】（移動図書館） 

難民支援協会 【法】 

物資配布 【物】 

炊出し 【炊】 

医療・保健 【医・保】 

教育・子ども 【教・子】 

住環境整備 【住】 

法律 【法】 

雇用・生業支援 【業】 

収入創出 【収】 

女性支援 【女】 

サロン・イベント 【サ・イ】 

コミュニティづくり 【コミュ】 

生活支援 【生活】 

キャパビル(講習・研修) 【キャパ】 

情報 【情】 

場所貸し 【場】 

ボランティア派遣 【ボラ】 

窓口業務 【窓口】 

取次業務 【取次】 

災害時要援護者支援 【要援】 

その他 【他】 



＜市内全域＞活動団体 活動分野 

えぇ町つくり隊 
【教・子】 

【窓口】（さぽーとはうす★すてっぷ） 

陸前高田市社会福祉協議会 
【窓口】(ボランティアセンター) 

【生活】 

いわて連携復興センター／ＪＣＮ 【取次】【情】 

みちのく衛生の会 【生活】 

生活デザイン研究機構 【情】(冊子発行) 

岩大E_code 【情】【コミュ】 

今そこに落語と笑いを配達する演芸団 【教・子】【サ・イ】 

大船渡地域振興センター 【窓口】【法】【情】 

夢ネット大船渡 【情】 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 【教・子】 

日本ユニセフ協会 【教・子】【医・保】【キャパ】 

陸前高田まちづくり協働センター 【窓口】【場】【情】【キャパ】 

大根コンプロジェクト 
【教・子】 

【他】(慰問・メンタルケア) 

国立大学法人 岩手大学 
【窓口】（災害ボランティアセンター

運営支援） 

青年海外協力協会 / JOCA 【医・保】【ボラ】 

岩手県立高田病院 【窓口】（はまらっせん農園） 

再生の里ヤルキタウン 【サ・イ】【住】 

難民支援協会 【医・保】【要援】【他】(運営支援) 

物資配布 【物】 

炊出し 【炊】 

医療・保健 【医・保】 

教育・子ども 【教・子】 

住環境整備 【住】 

法律 【法】 

雇用・生業支援 【業】 

収入創出 【収】 

女性支援 【女】 

サロン・イベント 【サ・イ】 

コミュニティづくり 【コミュ】 

生活支援 【生活】 

キャパビル(講習・研修) 【キャパ】 

情報 【情】 

場所貸し 【場】 

ボランティア派遣 【ボラ】 

窓口業務 【窓口】 

取次業務 【取次】 

災害時要援護者支援 【要援】 

その他 【他】 

＜住田町＞活動団体 活動分野 
教育支援チーム「まつ」 【教・子】【物】 

夢ネット大船渡 【情】 

日本ユニセフ協会 【サ・イ】 

遠野まごころネット 【サ・イ】 

コープあいち 【コミュ】 

難民支援協会 【法】【サ・イ】 

一般社団法人生活デザイン研究機構 
今そこに落語と笑いを配達する演芸団 
岩手県立高田病院 
いわて生協 
いわて三陸ひまわり基金法律事務所 
いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊高田支部 
いわて未来づくり機構 
いわて連携復興センター 
大船渡地区被災者相談支援センター 
(岩手県沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター) 
岩大E_code 
キエーロ陸前高田 
希望の花いわて3.11プロジェクト 
教育支援チーム「まつ」 
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 
公益社団法人 青年海外協力協会（JOCA） 
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
公益社団法人 日本国際民間協力会（NICCO） 
公益財団法人 みちのく衛生の会 
国立大学法人 岩手大学 
コープあいち 

財団法人 遠野市教育文化振興財団 

社会福祉法人 陸前高田市社会福祉協議会 
社団法人中越防災安全推進機構 
大根コンプロジェクト 

特定非営利活動法人 NPO事業サポートセンター 
特定非営利活動法人 グローバルヒューマン 
特定非営利活動法人 国境なき子どもたち 
特定非営利活動法人 再生の里ヤルキタウン 
特定非営利活動法人 遠野まごころネット 
特定非営利活動法人 NICE(日本国際ワークキャンプセンター） 
特定非営利活動法人 難民支援協会 
特定非営利活動法人 難民を助ける会 
特定非営利活動法人 パクト（P@CT） 
特定非営利活動法人 ハマトラ 横浜フットボールネットワーク 
特定非営利活動法人 HANDS 
特定非営利活動法人 福祉フォーラム東北 
特定非営利活動法人 夢ネット大船渡 
特定非営利活動法人 陸前たがだ八起プロジェクト 
にじのライブラリー 
日本ユニセフ協会 
前田建設工業株式会社  
有志ボランティアチーム えんやこーら 
陸前高田まちづくり協働センター 
リコー株式会社 
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 
ReVA 復興ボランティアチーム上尾 
Think Future 

   計48団体 


