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（固定電話）
03-6234-1493
（FAX）
03-6234-1497

医療・保健

岩手県立高田病院は「地域の医療と健康を守るた
め、地域に寄り添い、地域と共に歩みます」の基本
理念のもと、地域の皆様が健康で安心して暮らせる
よう、患者さん中心の医療に努めております。

東日本未来都市研究会は、環境とエネルギーと産業
と市民生活が調和する都市を設計し、大災害を乗り
越えて未来都市を実現することを目的としていま
す。陸前高田市、大船渡市、住田町が推進している
「気仙広域環境未来都市」を担当しています。

4

キャパビル(講習・研修)

健康生活ネットおおふなと

3

「心身ともに健康な町づくり」を願い、三陸を中心
に、心身の健康推進活動を支援する市民活動団体で
す。避難所、仮設での医師による健康相談、美術文
化法による健康増進ｾﾐﾅｰ、美術品ﾚﾌﾟﾘｶによる鑑
賞・授業、コサージュづくりや新入生へのプレゼン
ト、家庭菜園ｾﾐﾅｰ等。

http://www.takata-hp.com/岩手県立高田病院

教育・子ども

医療・保健

医療・保健

http://www.eastjapan-
smartcity.org/index.html

http://facebook.com/ksnet.oof
unato

健康生活ネット
おおふなと
代表
塩田　史利

教育・子ども

http://www.hands.or.jp/

（固定電話）
0192-27-0409

雇用・生業支援

（携帯電話：阿部）
080-3322-1582

コミュニティづくり

生活支援

コミュニティづくり

（固定電話）
0192-47-4385
（FAX）
0192-47-4384

（固定電話）
0193-55-5691
（FAX）
019-621-6493

コミュニティづくり

（固定電話）
0192-54-3221
（FAX）
0192-53-2061

院長
田畑　潔

1

（固定電話）
03-5805-8565
（FAX）
03-5805-8667

平野　志穂

山村　友幸

2

HANDSは気仙地域の子どもたちが健康に育ち、保
護者の方々にとっても子育てしやすいまちになるよ
う、応援しています。陸前高田市ではロタウイルス
ワクチンの助成や子育て支援を行っています。

医療・保健

特定非営利活動法人
HANDS

サロン・イベント

6

有志ボランティアチーム
えんやこーら

「仮設住宅支援員配置事業」として陸前高田市より
委託を受け、4月より事業を開始（現在、42の仮設
住宅自治会が加盟）。仮設住宅にお住まいのみなさ
んに様々な情報を発信できるスピーカーとなるべ
く、24名の支援員といわて復興応援隊（県職員）2
名が絶賛奮闘中！立ち上がったばかりの素人集団で
すが、みなさんの仲間に入れてもらえれば幸いで
す！

5

陸前高田市仮設住宅連絡会

早川　浩之

http://www.iwate.coop/

生活支援

3

阿部　義郎

http://mtnkeisei.com/

（けせんセンター）
0192-26-3957
（FAX）
0192-27-8197

住環境整備

http://ameblo.jp/rikutakakasetu
/

https://www.facebook.com/rik
utakakasetu

情報

主な活動内容

教育・子ども

【医療・保健】健康相談、こころのケアなど、医療・保健・福祉分野にかかわる活動をしています！

生活支援

金　昭男

http://www.iwate-
u.ac.jp/reconstruct/s_index_kik
o.shtml

医療・保健

（固定電話）
0192-47-4360
（FAX）
0192-47-4360

http://fly-on-the-
wind.seesaa.net/category/111
09538-1.html

ボランティア派遣

生活支援

サロン・イベント

2

4

私達は「いわて生協ボランティアバス」で知り合っ
た50～60代のおじさん中心のボランティアチーム
です。一級建築士の資格を持つ者を中心に、整地や
花壇造りの為、盛岡や滝沢村から通い続けていま
す。

いわて生活協同組合
（いわて生協）

杉田　不二代

NPO法人
遠野山・里・暮らしネットワー
ク

遠野市を主たるフィールドとして、「資源を生かし
た都市住民との交流の深化と移住の促進」「伝統文
化・芸能・技術・技芸の伝承と進化と応用」「里
地・里山における循環的な生活スタイルの再興と実
践」を柱に具体的な事業を行う事により、社会全体
の利益の増進に寄与することを目的としています。
23年度より後方支援活動を行っています。

桑畑　学

飯塚　郁子

公益財団法人
みちのく衛生の会

いわて生協は、「助けあい、支えあい、ともにつく
るくらしの安心」をスローガンに、沿岸地域を含め
て県内２１万世帯の組合員活動と事業活動を通じ
て、地域の復興のために継続的に取り組みを進めて
います。

当会は2011年6月3日より、被災者等に対して、交
通手段等のライフラインの確保、衛生活動、感染症
予防等の心身の健康促進活動を行っております。

岩手大学は、復興支援を推進させるため全学組織の
「岩手大学三陸復興推進機構」を設置しました。機
構は、教育支援部門、生活支援部門、水産業復興推
進部門、ものづくり産業復興推進部門、農林畜産業
復興推進部門、地域防災教育研究部門の６部門から
構成されています。

陸前高田市の市民の生活にかかわる関係者が集ま
り、震災からの復興に向けた中・長期的な展望を議
論し、地域全体にとって望ましい体制づくりを目的
としている。
　（※市内外のあらゆる団体の参加により成り立っ
ている合議体としての位置付けとなっている。）

国立大学法人
岩手大学

一般社団法人
東日本未来都市研究会

医療・保健

まちづくりプラットフォーム  　団　体　連　絡　先　一　覧　表

特定非営利活動法人
陸前たがだ八起プロジェクト

佐々木　眞

陸前高田市で支援活動を行っている団体を紹介しています。支援してほしいことがある時、どこに連絡すればいいのかわからない時に、この一覧表をご利用ください。
※　情報は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。
※　各団体の連絡先につながらない時は、下部に記載の「陸前高田市まちづくりプラットフォーム　事務局」までご連絡ください。

【生活支援】物資、炊き出し、住環境整備、買い物・移動支援、見守り活動など、生活にかかわる支援をしています！

1 http://blog.canpan.info/rt8kpj/

（固定電話）
0192-56-4111
（FAX）
0192-56-4111

主な活動内容

物資配布

コミュニティづくり

サロン・イベント

モビリア仮設住宅（168戸）を中心として、住民が
孤立しないよう、仮設住宅の見守り支援やサロン活
動、自治会活動のサポートなどを行いながら、安
全・安心に住める住民主体のコミュニティづくりを
行っています

http://www.tonotv.com/membe
rs/yamasatonet/

キャパビル(講習・研修)

物資配布
（事務所）
0198-62-0601
（FAX）
0198-62-0602

雇用・生業支援

女性支援

陸前高田市
保健医療福祉未来図会議
（※通称：未来図会議）

教育・子ども

（市役所代表）
0192-54-2111
（市役所代表）
0192-54-3888

菅野　直人
（※暫定：陸前高
田市　民生部長
→※未来図会議の
行政の総括者）
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http//www7a.biglobe.ne.jp/^a-
machi/

教育・子ども

【教育・子ども】教育・子ども分野の支援をしています！

佐々木　智洋

その他

キャパビル(講習・研修)

1
（携帯電話）
080-1652-6875

www.personal-support.jp

教育・子ども

http://hamatra.com

（携帯電話：伊東）
090-1936-1192

教育・子ども

教育・子ども

（携帯電話）
090-1815-0311
（FAX）
045-754-2410

http://www.unicef.or.jp/

http://unicef-iwate.jp/

http://www.waseda.jp/wavoc/
support/

｢自閉症児・者が自立して暮らせる町づくり研究会｣とし
て平成15年4月に、医療・福祉・教育などに携わる者
が集まり発足しました。本部は一関にあり支部は現在、
盛岡と陸前高田にあります。昨年には一関に自閉症美術
館がオープンしました。そこが発達障がいへの理解と啓
発の拠点ともなっています。

（団体HP）
http://www.pact311.org/
（陸前高田市復興サポートステー
ション）
http://rt-station311.org/

伊藤　雅人

（固定電話）
03-6278-4002

教育・子ども

（固定電話）
0192-47-4977
（FAX）
0192-47-4977

http://ext.ricoh.co.jp/kouken/sci
ence_caravan/

子供向けの科学ワークショップ「サエンスキャラバン」
の実施により、科学の楽しさを知ってもらう活動や「こ
どもまちづくりクラブ」の支援を行っています。

高齢者の生きがいとしての働く場所づくりを目指し
ます。生産者が野菜をもってきて稼げる場所、仮設
で引きこもりがちな高齢者がお茶をのみ、歌をうた
い、その日のことを話し、情報交換と生き甲斐を
もって働くことができて、元気に居られる場所とし
ての直売所です。三陸の海の幸、山の幸をお届けし
ます。

【なりわい支援】雇用・収入創出、産業への支援をしています！

陸前高田市内で、教育委員会や学校、PTAなどと連
携し定期的に子ども支援や、県内外からボランティ
アや、企業などの新入社員研修などをを行い、交流
人口の増加を図ったり、マッチングやイベントを
行っている団体です。

特定非営利活動法人
P@CT

なし（株）リコー7

楠野　晋一2

NPO法人
ハマトラ
横浜フットボールネットワーク

認定NPO法人
国境なき子どもたち（KnK）

早稲田大学
平山郁夫記念ボランティアセン
ター

ボランティア派遣なし

村井　香織

特定非営利活動法人
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

教育・子ども

主な活動内容

教育・子ども

（東京事務局）
03-6279-1126
（岩手事務所）
0193-22-3877
（東京事務局FAX）
03-6279-1127
（岩手事務所FAX）
0193-22-3877

http://www.knk.or.jp
http://knk-iwate.jp
（東北事業専用ウェブサイト）

（固定電話）
03-5286-3925
（FAX）
03-3203-6306

教育・子ども

（固定電話）
0192-56-3325
（FAX）
0192-56-3325

4

3

2

早稲田大学の一機関として２００２年４月に設立。
「社会と大学をつなぐ」「体験的に学ぶ機会を提供
する」「学生が社会に貢献することを応援する」と
いう３つの理念を掲げ事業を展開している。

国境なき子どもたち（KnK）は開発途上にある国々
のストリートチルドレンや人身売買の被害に遭った
子ども、大規模自然災害の被災児など、恵まれない
青少年に教育支援を提供するNGOです。 日本と諸
外国の子どもたちがお互いの理解を深め、友情を育
み、共に成長していくことを目的に1997年に日本
で設立され、2000年からアジア各地で援助活動、
2011年3月より主に岩手県沿岸部にて東日本大震
災の支援活動を展開しています。

鈴木　正彦教育支援チーム「まつ」

5

国連機関であるユニセフの日本委員会として、日本国内
で世界の子どもたちのための啓発・政策提言や、ユニセ
フ活動資金の拠出を行っています。東日本大震災を受け
て、50年ぶりに日本国内での支援活動を決定し、心理
社会的ケア・子どもの保護・子ども参画による復興計画
作り支援を柱に活動を続けています。

（理事）
篠原 みどり

公益財団法人
日本ユニセフ協会

東日本大震災をきっかけに，陸前高田市の退職教員を中
心に設立した教育支援団体です。被災した子どもたちの
長期的な見守り，被災学校の支援，日々教育活動に奮闘
する先生方の居場所の運営などを行っています。

横浜F・マリノスのサポーターが中心となって活動
するNPO。2011年3月より復興支援活動を開始し
ました。同年６月より陸前高田市に入り、以来子ど
もたちの笑顔に会いたくて活動を続けています。

6

藤原綾子
（岩手県ユニセフ
協会事務局長）

（事務局）
080-2813-3099
（FAX）
0197-23-6371

コミュニティづくり

雇用・生業支援

雇用・生業支援

雇用・生業支援

（固定電話）
0192-47-3287
（FAX）
0192-47-3289

8

3

SAVE TAKATAは2011年3月11日起きた、東日
本大震災により甚大な被害を受けた岩手県陸前高田
市を、復興、発展させるために、出身者を中心に設
立された団体です。

【SAVE TAKATA 理念】
陸前高田に笑顔を創る
【SAVE TAKATA 3つのミッション】
1　若者がいきいきと活躍出来る場づくりをする
2　陸前高田の6次産業モデルを創出する
3　ITリテラシーを向上し、情報格差を無くす

SAVE TAKATAの事業とは、地域内外をあらゆる
形で「つなぐ」ことです。市民単位から企業単位ま
でお互いの事情にあった形で適切につなぎ、地域の
復興と発展に寄与していきます。

サロン・イベント

ボランティア派遣

主な活動内容

1

当センターは、岩手県委託個別支援モデル事業とし
て、奥州商工会議所が受託して運営しているもので
す。岩手県南部（花巻市以南の地域）と沿岸南部
（大槌町以南の地域）をエリアとしています。

副センター長
佐藤　哲哉

林農海　直売所
ワーカーズコープ

いわて県南パーソナル・サポー
ト・センター

名古屋市の陸前高田丸ごと支援の一環で、陸前高田と名
古屋の企業間での商取引マッチング、アンテナショップ
やイベントでの陸前高田産品の販売拡大支援などを通じ
て、陸前高田の産業復興を支援しています。

（固定電話）
0192-54-2111
内線271
（FAX）
0192-54-3888

収入創出 http://savetakata.org/

コミュニティづくり

情報

収入創出

雇用・生業支援

rt11546@city.rikuzentakata.iwa
te.jp

陸前高田市
商工観光課内
竹本　圭吾

4

伊藤　英
一般社団法人
SAVE　TAKATA

陸前高田産業支援デスク
（名古屋市役所
市民経済局産業労働課）
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http://hananochikara.org/

（固定電話）
078-803-6256
（FAX）
078-803-6028

理事長：
高橋　英夫

サロン・イベント

コミュニティづくり

生活支援

梅本　匠

http://gh-touhoku.com/

（携帯電話）
090-2226-0989（金藤　公夫）

責任者・担当者は
置いておりませ
ん。

神戸大学
学生ボランティア支援室

東北大学の東日本大震災関連の学生ボランティア支
援を担当するセクションです。陸前高田市には、神
戸大学学生ボランティア支援室と連携して、現在ま
でに4回、「陸前高田ボランティアツアー」を企画
し実施してきました。仮設住宅等での足湯・手芸の
ボランティア活動を主に行っています。

２０１１年５月より東北３県沿岸部と東京を笑いで
つなげる活動をしております。東北では仮設住宅集
会場や公民館で寄席を開催し、心の癒しをするべく
活動しております。
東京ではアロマキャンドル作りを通して東北地方の
現状などを語り、情報の風化防止につとめていま
す。

熊谷　耕太郎

（固定電話）
022-795-7818

https://sites.google.com/site/vol
tohokuuniv/

（固定電話）
0191-48-4080
（FAX）
0191-48-4089

10

東北大学
東日本大震災学生ボランティア
支援室

法律

http://www.kibounohana311.o
rg/

（固定電話）
019-686-2574
（FAX）
019-686-2574

【コミュニティづくり】サロンやイベントの運営など、地域コミュニティづくりにかかわる活動をしています！

http://www.peace-winds.org

（固定電話）
0226-25-9220
（FAX）
0226-25-9223

主な活動内容

当団体は「必要な人々に必要な支援を」をモットー
に活動する日本発祥の国際協力NGOである。1996
年の団体設立以来、世界26の国と地域で活動し、東
日本大震災支援では2011年・2012年の2年間で
約12万人を支援してきた。

1

吉川　三枝子

【女性】女性に関するさまざまな活動を行っています！

女性支援

荻原　直子

コミュニティづくり

1

（固定電話）
0192-54-3121
（FAX）
0192-54-3121

主な活動内容

2

教育・子ども

コミュニティづくり

コミュニティづくり

地元住民が主体となって地域・街の再生を目指し、
震災によって解体、弱体化してしまったコミュニ
ティーや、震災をきっかけとして新しく生まれたコ
ミュニティーに対して、交流やコミュニケーション
の場を提供するためのイベントや催し物の開催。ま
た、自分のための時間がとれない女性に焦点をあて
て、彼女たちが集まれる場を作ることにより、女性
コミュニティを再構築し、震災後、より困難となっ
ている子育てのストレスへの対応、簡単な悩みを共
有していかれる場の創設、女性特有の相談が寄せら
れるような窓口を開設しながら、女性からの視点で
まちづくりに参画できる仕組みを作っていきたい。

角免　昌俊

公益社団法人
シャンティ国際ボランティア会

特定非営利活動法人
ピースウィンズ・ジャパン

被災された方々の明日への活力、希望となりますよ
う、また地域の復興を担っていく子ども達が笑顔に
なれますよう、花と緑による支援活動を行っていま
す。

希望の花いわて3.11プロジェク
ト

特定非営利活動法人
まぁむたかた

情報

http://www.sva.or.jp/tohoku

5

新沼　孝徳
（事業受託者：公
益社団法人助けあ
いジャパン）

花の力 プロジェクト

今そこ演芸団
（今そこに落語と笑いを配達す
る演芸団）

（携帯電話）
080-6849-9692

コミュニティづくり

ボランティア派遣

http://www.kyoto-nicco.org（携帯電話）
090-6326-1522

サロン・イベント

コミュニティづくり

サロン・イベント

情報

（固定電話）
03-3882-8563
（FAX）
03-5244-2825

古賀　東彦

http://iwate-fukkou.net/

サロン・イベント

http://www.imasoko-engei.net

コミュニティづくり

9

8

神戸大学の学生ボランティア支援を担当するセク
ションです。東日本大震災に際しては「神戸大学東
北ボランティアバス」を企画して、現在までに14
回、陸前高田市を含む岩手県沿岸部へ学生ボラン
ティアを派遣してきました。現在では主に仮設住宅
等集会所での足湯と手芸の活動を行っています。

コミュニティづくり

公益社団法人
日本国際民間協力会
（NICCO）

吉田　真由美

7

陸前高田市の市立図書館、私設図書室と連携して、
仮設団地での移動図書館活動、モビリア仮設団地内
での図書室運営などを行っています。本の貸し借り
とともに、お茶を飲んだりおしゃべりしたり自由な
場づくりを行っています。

NICCOは、1979年の設立以来、京都に本部を置
き、国内外で緊急支援・自立支援活動を行う国際協
力NGOです。東北では岩手県陸前高田市、宮城県気
仙沼市および名取市に事務所を置き、漁業などの経
済復興支援、心理社会的ケア、ボランティア派遣な
ど、地域に根ざした復興支援活動に取り組んでいま
す。

花とみどりを愛する有志が中心となり、復興地に心
豊かで潤いのある、笑顔が溢れる元気な地域コミュ
ニティ作り実現のため、花と緑を使った支援活動を
お手伝いいたします。

県内外の支援者と沿岸地域をつなぐ、復興支援の
マッチングを行っています。平成25年度からは沿岸
に4カ所（陸前高田市、釜石市、宮古市、久慈市）
に拠点をを設けて活動を継続していきます。

3

4

雇用・生業支援
いわて未来づくり機構
「いわて三陸復興かけ橋プロ
ジェクト」事務局

6

生活支援

藤室 玲治

平成23年夏より、陸前高田を中心に支援活動を実施
してきました。被災した方と寄り添い、必要な時に
必要な支援をと心がけて活動してきました。今後も
同じスタンスで、変わっていくニーズにしっかり寄
り添い、支援活動をしていきたいと考えています。

コミュニティづくり

雇用・生業支援

NPO法人
グローバルヒューマン

サロン・イベント

生活支援

コミュニティづくり

特定非営利活動法人
再生の里　ヤルキタウン

11

二次的被害者を絶対に出さない！をコンセプトにあ
らゆるプロジェクトを実施。復旧復興に繋げる“再
生への足掛かり”を基本理念に憩える！集える！元
気を発信する！コミュニティ広場を被災者主体で創
設。次世代復興モデル都市づくりに行政との協働と
補完に貢献します。

（固定電話）
0192-55-3077
（FAX）
0192-55-3077

コミュニティづくり

雇用・生業支援

http://ameblo.jp/ku-tono

住環境整備 http://ameblo.jp/yarukitown/
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http://www.maeda.co.jp/

（固定電話）
0192-47-4100
（FAX）
0192-47-4100

http://www.habitatjp.org/
特定非営利活動法人
ハビタット・フォー・ヒューマ
ニティ・ジャパン

岩本　隆憲

小松 健

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)

上田　 英司 tohoku@nice1.gr.jp

http://www.coop-
aichi.jp/fukko/

（携帯電話：谷本）
070-5459-6271
（FAX）
045-330-8709

ボランティア派遣

6

7 教育・子ども

情報なし8 http://kanagawa311/net

（携帯電話：吉野）
090-6257-0131

島村　亜紀子

（固定電話）
0192-47-3576
（FAX）
0192-47-3576

吉野　正子

生活支援

サロン・イベント

ボランティア派遣

コミュニティづくり

http://daikonkon.blogspot.jp/

2

生活協同組合
コープあいち

4

ハビタット・フォー・ヒューマニティは、住宅を建
てることでコミュニティを築く自立支援型NGOで
す。貧困国で、被災地で、先進国で。人種、宗教、
国籍に関係なく、これまでに世界約100の国と地域
で住宅建築支援を行っています。

「ReVA復興ボランティアチーム・上尾」は、埼玉
県上尾市社会福祉協議会が募集したボランティアバ
スの参加者有志で結成したチームです。現在も月に
一度「陸前高田市」にボランティアバスを運行。力
仕事・大工仕事を得意とし、漁業支援・仮設環境整
備等ニーズに合わせた活動をしています。

3

気仙市民復興連絡会の約30ヶ所の避難所等炊き出し
参加（食材と要員協力）を契機に、愛知県民（会
員）のメッセージ付タオル約２０万枚を地元のみな
さんに配っていただき、親交が深まった地域や団体
のみなさんと協働して、今年は「気仙をたずねて交
流やイベント共催」「愛知に迎えての学び」相互市
民交流を会員からの活動支援募金で取り組みます。

情報

日本・世界でワークキャンプという合宿型ボラン
ティア活動を主催。また、海外90ヵ国165団体の
ネットワークを持ち、世界各国へボランティアを派
遣しています。活動内容は被災地復興・教育・環
境・福祉など多岐に渡ります。

今まで活動の場としてきた「かながわ東日本大震災
ボランティアステーション事業」は2013年3月31
日で事業を終了しましたが、この2年間でご縁の繋
がった被災地の皆様とともに歩みながら復興の一助
となりたい、という思いを持ったメンバーが集まり
新たに「かながわ311ネットワーク」を立ち上げま
した。

かながわ311ネットワーク
（NPO法人申請手続き中）

2011年より継続的に支援活動を行っています。今
年度の活動については、
1.　Face to Faceの地道な復旧・復興支援の実施
　　(拠出だけでなく汗をかく)
2. 活動は「細くても長い」活動を行う
を方針に活動を継続して参ります。

岩手県平泉町を拠点に、東日本大震災の被災地支援
活動をしている団体です。

東日本大震災復興支援
大根コンプロジェクト

前田建設工業(株)

ボランティア派遣

ＲｅＶＡ復興ボランティアチー
ム・上尾

ボランティア派遣

ボランティア派遣

ＮＰＯ法人
遠野まごころネット

井上　恵太

吉沢　則雄

生活支援

（携帯電話：市川）
080-6556-1052

ボランティア派遣

（固定電話）
052-703-6055
（FAX）
052-703-3387

その他

住環境整備

ボランティア派遣

雇用・生業支援

その他

（固定電話）
0192-47-3456
（FAX）
0192-47-3456

その他

情報

（固定電話）
0192-47-3271
（FAX）
0192-47-3271

キャパビル(講習・研修)

雇用・生業支援

その他

（携帯電話：増田）
090-5347-6981

http://www.geocities.jp/npoyum
enet

aidtakata.org

https://twitter.com/E_code1

コミュニティづくり

ボランティア派遣

http://tonomagokoro.Net/

（固定電話）
0192-62-1001
（FAX）
0192-62-1002

（五味・職場）
019-621-6802

主な活動内容

教育・子ども

http://www7b.biglobe.ne.jp/~re
va/index.html

東日本大震災後、陸前高田市と市民を大きく支援す
る為のプラットフォームとして設立されました。支
援してくださる団体、政府関係者、企業、国内外Ｎ
ＧＯ、私共の趣旨に賛同いただける皆様と連携をと
りながら、陸前高田市の復興の為に活動していきま
す。

五味　壮平

特定非営利活動法人
夢ネット大船渡

コミュニティづくり

特定非営利活動法人
陸前高田市支援連絡協議会
Aid TAKATA

菅野　塁
阿部　裕美

情報

岩手大学の学生と教員有志からなるチームです。陸
前高田の方々と、全国で陸前高田に応援者の方々、
関心をよせている方々、あるいは過去に訪問したこ
とのある方々とのつなぎめの一つとなることで、陸
前高田を支えとなりうる「広域コミュニティ」の形
成促進と維持に貢献できればと考えています。

岩大E_code

理事
千葉　良悦

情報

コミュニティづくり

岩手県司法書士会では、陸前高田司法書士相談セン
ターを拠点として、毎週水・土・日センターでの無
料相談と仮設住宅への巡回相談を行っております。

岩手県司法書士会
副会長
小山田泰彦

主な活動内容

法律

【情報】復興・まちづくりにかかわる情報の収集や発信をしています！

いわて三陸ひまわり基金法律事
務所

3

弁護士会等の支援を受けて開設された陸前高田市初
の法律事務所です。
二重ローン・借金問題、相続、離婚、高齢者問題、
交通事故、刑事事件等一般市民が直面する問題全般
について、法律相談や代理人としての事件処理にあ
たります。

岩手県司法書士会

【法律】法律相談などの支援をしています！

https://www.facebook.com/?re
f=logo#!/rikuzenntakadasihous
hosi

（固定電話）
0192-47-3244

（固定電話）
0192-47-3613
（FAX）
0192-47-3617

2

5

3

1

2

震災前は気仙地域全域（大船渡市、陸前高田市、住
田町）をエリアとした中間支援活動を行い、地域の
各種団体への情報提供などの支援活動を行ってきま
したが、震災後のついては、被災者支援をメーンの
活動に切り替え、地域の復興に向け活動しておりま
す。

岩手県陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、遠
野市を中心に東日本大震災の被災者支援活動を展開
しています。緊急支援から復興支援へと状況の変化
に伴った、多様な支援活動を継続しています。

【ボランティア】ボランティアの受け入れや派遣を行っています！

1

弁護士
在間　文康

主な活動内容

法律
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http://rtmachikyodo.jimdo.com/

11 http://www.refugee.or.jp/

（固定電話）
0192-54-3121
（FAX）
0192-54-3121

女性支援

法律

その他

中山　大輔
特定非営利活動法人
難民支援協会

当会は東京に事務所のあるNPO法人で、平時は日本
に逃れてきた難民への支援を行なっています。
2011年4月から始まった被災地支援では、ボラン
ティア派遣及び災害VCの運営支援、法律相談、女
性支援、外国人被災者就労支援などを行なってきま
した。現在は、今後の復興の中心となる、地元組織
の運営支援を行なっています。

ボランティア派遣

その他
（固定電話）
0197-72-6200
（FAX）
0197-72-6201

（固定電話）
0192-54-5151
（FAX）
0192-54-4775

河内　毅

菅野　広紀

（固定電話）
0192-47-4720
（FAX）
0192-54-2892

その他

（固定電話）
0192-47-3399
（FAX）
0192-47-3399

（固定電話）
0198-68-3636
（FAX）
0198-68-3637

（固定電話）
0258-39-5525
（FAX）
0258-39-5526

コミュニティづくり

http://www.ifc.jp/

http://www.c-bosai-anzen-
kikou.jp/

（固定電話）
03-3817-1810
（FAX）
03-3817-1803

（代表）
村上　安人

http://www.sakura-
line311.org/

http://www.savechildren.or.jp/

（固定電話：本部）
03-3209-5124
（FAX：本部）
03-3209-5124

陸前高田市まちづくりプラットフォームとは・・・
　市内において自主的、自律的かつ継続的にまちづくりを行っている団体の
　活性化と連携を図ることで、陸前高田の復興・まちづくり分野における
　「課題解決」「協働」を具体的に促していく枠組みです。

http://www.ewb-japan.org/

小泉　敬

7

NPO法人
総合型りくぜんたかた

その他

6

セーブ・ザ・チルドレンは国際的な子ども支援
NGO。今回の東日本大震災をうけ、子どもたちと家
族の日常性の回復を目指すと同時に、地域の復興に
向けたまちづくりに、子どもたち自身が声をあげ、
参加できるような活動を実施中。

その他

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パン

8

桜ライン311は2011年3月11日に発生した東日本
大震災を風化させないために、 陸前高田市内の津波
の到達天井に桜の木を植樹する活動を行なっていま
す。

9

高田大隅つどいの丘商店街

国境なき技師団（ＥＷＢＪ）は2004年のインド洋
地震津波災害を契機に設立しました。東南アジアで
の活動から、2011年の東日本大震災を機に被災地
への復興支援に重点を置き、大船渡市／陸前高田市
対してシニア技術者を派遣し、被災地、被災民の
ニーズに沿った、特に社会インフラの復興に寄与し
ています。

出店する13の店舗は、飲食店や物販のほかにも子育
て支援や学習塾などもあり、買い物とは違う業態で
形成されている。開店後は広い敷地を利用し、各種
野外イベントや子供が遊べるスペースを設け、ばら
ばらになってしまった地域住民の方々に、多彩なイ
ベントを提供することで「賑わいの場」として集
まってもらえるようにしたい。

10

陸前高田市まちづくりプラットフォーム事務局
〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字大隅93-1

高田大隅つどいの丘商店街 陸前高田まちづくり恊働センター内
℡：0192-47-4776　FAX：0192-47-4778　　e-maiｌ：rtmachip@gmail.com

（事務局）
0192-47-4776
（FAX）
0192-47-4778

国境なき技師団
現地統括責任者
萩野　良允
（大船渡市役所、
復興局勤務）

橋詰　琢見

理事長
村上　勝

その他

その他

4

岩手県内における震災対応に特化した市民活動支援
をしております。「被災地域の住民が復興の主役」
という言葉をスローガンに、市民活動を支え応援す
る環境づくりで復興を目指しております。そのため
にNPO支援、ネットワーキング、ニーズマッチン
グ、情報発信などを行っております。

公益社団法人
中越防災安全推進機構

5

「誰でも、いつでも集える場、機会を作りたい。」
を理念に、誰かの企画に参加する受動的な活動のサ
ポートではなく、市民自ら声をあげ企画する能動的
な活動をサポートする団体です。

中越地震以降、中越地域の集落の復興支援に携わっ
ている他、地域の防災力向上支援等も実施していま
す。中越の復興事例の紹介や中越への視察のアレン
ジや中越の住民との被災地間交流などもアレンジが
可能です。

特定非営利活動法人
桜ライン311

その他

特定非営利活動法人
国境なき技師団（ＥＷＢJ)

2

その他の活動をしています！

3

2
社会福祉法人
陸前高田市社会福祉協議会

小野　仁志 場所貸し

情報

情報

青柳　天

NPO法人
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）

中野　圭

6大学支援ネットワーク:
陸前高田地域再生支援研究
プロジェクト

その他法政・明治・中央・東京・目白・東北大学の福祉・
建築・まちづくり・社会学などを専門とする研究者
と学生，また民間の専門家からなる組織です．これ
まで仮設住宅地の調査や，現地の方が主体的に行う
ワークショップの支援などを行っています．
代表：宮城孝（法政大学教授）

窓口業務

サロン・イベント

1

（固定電話）
0192-55-4101
（FAX）
0192-55-4101

窓口業務

法律

陸前高田まちづくり協働センターでは、住民が信頼
関係でつながり、楽しく生き生きと生活し、自己実
現が出来る陸前高田らしい地域づくりを進めるため
の支援をします。「地域の困りごと」「まちづくり
への思い」など、実現、解決に向けて一緒に考えま
す。

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
（ひまわりハウス）

1

主な活動内容

場所貸し

「大船渡地区被災者相談支援センター」では被災者の皆
様の相談窓口として、問い合わせや相談に対応するとと
もに、日替わりで弁護士や司法書士など専門家無料相談
を開催しています。また、被災者の皆様のほか、支援団
体や関係機関からの問い合わせにも対応していますの
で、まずはご相談ください。

陸前高田まちづくり協働セン
ター
（NPO法人レスパイトハウス・
ハンズ）

（フリーダイヤル）
0120－937－700
または
0192－27－9911
（FAX）
0192－27－1395

（固定電話）
0192-47-4776
（FAX）
0192-47-4778

http://www.nesic.co.jp/himawa
ri/index.html

http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=4592&ik=3
&pnp=77&pnp=4592

（東日本支社　支
社長代理）
浅川　人美

「ひまわりハウス」は何かを始めたい、話し合いた
い方が内外問わず自由に集まれるＩＴ井戸端会議ス
ペースです。ＰＣやタブレット等情報・通信製品を
「無償」でお使い頂けます。木の温もりや最新製品
を体感し、未来について語り合いましょう！

会議や趣味の集まりなどのための場所の貸し出しを行っています！

事務局長
及川　賢一

窓口業務

主な活動内容

当協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体の立場か
ら、地域住民や福祉関係団体、行政の援助、協力を得な
がら、「誰もが安心して暮らす事ができる福祉のまちづ
くり」の実現を目指す民間の福祉団体です。

 2013年6月５日　更新
陸前高田市まちづくりプラットフォーム　事務局


