




発刊にあたって

現在、盛岡市内では１００を超えるNPO法人や、２００以上のボランティア団体、４００近

い町内会・自治会等が地域課題の解決に取り組んでいます。

平成１０年の特定非営利活動促進法施行から１０年が経過しましたが、この間、全国で認

証されたNPO法人は３万６千を超え、医療・福祉・環境・まちづくり・国際交流など、

様々な分野で活動を展開しています。

また、本市におきましては、平成１６年に「NPO活動促進のための基本方針」及び「NPO

との協働を進めるためのガイドライン」を策定し、自治と協働によるまちづくりの実現

を目指して取り組みを進めてまいりました。市民と行政の協働は、行政サービスや地域

社会における様々な問題解決に向けて、市民・NPO・行政がお互いの特性を認識し、

尊重し合いながら対等な立場で協力するものであり、市民ニーズに応じた迅速な対応や、

質の高い行政サービスの実現をもたらすものと考えています。

このような市民の活動をより元気にするため、平成１９年３月に、主に市内で活動して

いるNPO、ボランティア団体等の活動紹介や、団体一覧等をまとめた「もりおかNPO

ガイドブック」を発行したところですが、今回、内容の見直しを行い、実際に活動して

いる方の声や、より多くの団体情報を掲載した改訂版を作成いたしました。

本ガイドブックが、市民活動への参画推進と、地域課題の解決に向けた取り組みの一

助となれば幸いです。

結びに、本ガイドブックの作成にあたり、取材にご協力をいただきました団体の皆様

をはじめ関係各位に厚くお礼申し上げます。

平成２１年３月

盛岡市長 谷 藤 裕 明
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第一章では、「わたしたちのまち」をよくするために、わたしたち一人ひとり何ができる

のか、そして、まちをよくするための活動は誰が担うのかについて考えます。一人ひとり

が暮らしの主人公、そして、市民が主役のまちづくりを目指します！

第
一
章
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協働のまちづくりって、なんだろう？
地域のつながりって、どうして必要？

まちづくりは、毎日の暮らしの場づくり。私たち一人ひとりの暮らし方が、まちをつくり

上げています。一緒に、市民協働のまちづくりについて考えてみませんか。

１ 市民協働のまちづくり

最近よく耳にする言葉に、自助・共助・公助と

いう言葉があります。自助、まずは、自分のこと

は自分で責任を持ってやろう。そして、自分でや

れないことは、共助。ともに助けあい支えあって

いこう。そして、支えあいで出来ないことは、公

助、公的な支援をしていこうという考え方です。

これまでの日本では、社会の仕組みとして、家族

や親族、そして、地域の中での支えあいである共

助が大きな役割を果たしてきました。

ところが、核家族化、住宅の郊外化、雇用形態

の変化などに伴い、地域とのつながりが薄れ、今

まで地域社会の助けあいで担ってきたことが、担

えなくなり、市民が行政に求める公助の範囲も広

がってきました。そこへ近年の急激な少子高齢化

が加わり、医療・介護・年金などの負担は増加の

一途をたどって、行政の財政状況は厳しさを増し、

行政がすべての地域の課題や市民のニーズに対応

することは、財政的、組織的にも難しい状況とな

ってきました。

一方で、市民が自ら社会の課題解決に取り組も

うと、様々な活動を自主的・自発的に行う動きも

活発になっており、市民の運営するNPOや地縁

団体が地域に必要な公益的サービスを提供するこ

とも増えてきました。

これからのまちづくりでは、市民が必要とする

公益的なサービスは行政だけが担うのではなく、

また、企業にお金を払いサービスを買うだけでも

なく、市民・企業・行政がそれぞれの役割を担っ

て社会を運営する新たな仕組みが求められていま

す。このような、市民が主体的に参画して社会を

担う仕組みを市民協働のまちづくりと呼んでいま

す。

よくあるQ&A

１ NPOとボランティアの違いはなんですか？

ボランティアというのは、「個人」に注目した言葉で、NPOというのは「団体」に注目した言葉です。自主・自

発的に社会のために何かしようとする点では似ていますが、ボランティアは個人で、NPOは継続的な活動をする団

体です。ボランティアとNPOの関係では、ボランティアは活動する人であり、NPOは有志のボランティアで作っ

た組織であり、活動の場であるといえます。

２ 社会を担う３つの領域

これからの社会の担い手として、行政、企業、

市民という３つの領域が上げられます。１つ目の

領域が、これまで公共を一手に担ってきた行政、

２つ目の領域が営利活動を行う民間企業、そして、

新しい３つ目の領域が、市民による公益活動です。

３つ目の領域、市民による公益活動に求められて

いるのは、社会の中で、行政や、企業が苦手な分

野の活動といわれています。

４ もりおかNPOガイドブック
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２ 非営利って、利益を上げてはいけないということですか？

「営利」とは、株主などの構成員の経済的利益を追求し、団体の利益を構成員が分配することを意味します。たと

えば、株式会社は、株主が出資して会社を運営し、得られた利益を株主に配当するしくみになっています。それに対

して、「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を会員などの構成員に分配しないということを意味します。

つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、

団体の活動目的を達成するための費用に充てる」ということになります。

行政は、税金を使って事業を行うため、公平で公

正であること、また、議会での議決など、常に市民

から認められる活動が求められます。また、限ら

れた予算の中で、優先順位をつけて予算配分する

ため、すでに多くの人に認知された課題に予算が

重点的に配分されることが多く、新しい課題や少

数者の課題には対応が難しいのが現実です。

逆に、企業の場合は行政と違い、柔軟にスピー

ディーに多様化する顧客のニーズに応えてきまし

た。しかし、企業活動の場合は、「利益を追求す

る」という原則があるため、採算の合わないサー

ビスの提供は、継続が難しいのが現実です。

昔から、行政では対応が難しく、企業では採算

がとれない分野のさまざまな社会の課題の解決へ

の取り組みは、助けあいの中で市民が担ってきま

した。高度経済成長以降、生活の変化により、助

けあいが失われてきましたが、近年、多様化する

社会のニーズに応えるために、また市民による公

益活動が活発になってきました。たとえば介護の

必要な高齢者は、かつての大規模の公共福祉施設

で共同生活をする形から、住み慣れた地域で、市

民の運営するデイサービスや宅老所のような地域

の施設でサービスを受ける形に変わってきました。

このように、行政や企業のサービスだけで社会

を運営するのではなく、昔のような地域社会での

助けあいや支えあい、いわゆる「共助」の精神を

大切に、市民自らが、自分達の暮らしに必要なサー

ビスをつくりだしていく活動が重要になってきま

した。

NPOと「まち」つくり
もりおか NPO連絡協議会会長 浅沼道成

地域社会では、加速度的に少子・高齢化が進み、食の安

全が揺らぎ、経済不況のなかで職の安心もまったく見えな

くなってしまった。さらに行財政改革もなかなか進まず、

生活は住民自らが守っていかなければならない状況になっ

てきた。環境に優しいエコライフや健康で楽しいスローラ

イフなど、多くの２１世紀型ライフスタイルが提案され続け

ている。

ところで、私たちは自分たちが生活している「まち」に

ついてどれだけのことを知っているのだろうか。何となく

誰かに任せっきりではないだろうか。

その「まち」では、広くNPO活動が展開されている。NPO

活動とは、非営利組織・団体の活動であり、企業のマーケ

ットや行政のサポートが届きづらい側面に対するサポート

である。それぞれの組織・団体は、地域の多様なニーズに

対して、志（ミッション）を共有するメンバーが集まり、

それぞれの時間や得意な才能を活かしながら活動している。

盛岡におけるNPOのネットワークの一つがもりおか

NPO連絡協議会である。２００７年１月に設立され、２００９年１

月現在で町内会、福祉、スポーツ、国際交流など幅広い分

野の７２団体が加盟している。

この協議会の活動を通じて、盛岡における多くのNPO

活動をしている組織・団体が、盛岡の「まち」を下支えし

ている構図が見えてきた。すなわち、「まち」は企業や行政

の活動と共にNPO活動がリンクして維持されており、「協

働」というキーワードのもとに多くの事業が展開されてき

ている。「まち」つくりにおいてNPOは、無くてはならな

い存在であり、かゆくて手が届かない部分をサポートして

きた。しかし、NPOは自らの組織力や市民における知名度

が少なく、大変苦労をして活動を続けてきているのが現状

だ。

これからの地域社会では、自らの生活は自らが守りなが

らも、地域の住民、行政、企業、NPOがお互いに支えあっ

て「まち」つくりを行っていかなければならない。NPOは

欠けてはならない存在だ。

ココ ララ ムム

５もりおかNPOガイドブック
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３ 地縁団体と志縁団体

３つ目の領域である市民の公益活動を担う組織

には、町内会・自治会などの構成員が地域住民に

限定された地縁団体と、NPOなどの特定の課題

の解決を目指した分野型の志縁団体があります。

志縁団体は自発的に公益的な活動を行う組織であ

り構成員に地域等の限定がないことが地縁団体と

の違いとなっています。

これまでの市民による組織は、地域に根ざした

地縁団体がよく知られていますが、平成１０年に特

定非営利活動促進法が制定されたことを契機に、

特定分野の課題解決を目指す志縁団体の設立が相

次ぎました。

これまで、日本各地にある町内会や自治会など

の地縁団体は、共益性や地域性の強い地域住民の

相互扶助活動を中心としてきましたが、最近では、

地域の課題解決を目指して、町内会を基盤に

NPO法人格を取得し、デイサービスや食事サー

ビスなどの福祉事業を展開する地縁団体も見られ

るようになって来ました。また逆に、志縁型の

NPOの中でも、活動地域を限定して、さまざま

な分野の活動を行って総合的な地域づくりを目指

す地縁型の志縁団体も増えています。

盛岡市では、町内会・自治会が公益活動の一端

を担っていることから、町内会・自治会は，公益

団体と共益団体の両方の性格があると考え、公益

を担うNPOの一部に位置づけています。

地縁団体も志縁団体も、どちらも住民の自主

的・自発的なまちづくり活動の基盤となる組織で

あり、このような組織の中で、市民が積極的に公

共の課題に取り組むことによって、地域課題の解

決が図られ、多様なニーズへの対応が可能になる

だけではなく、地域社会の活性化、新たな経済活

動の創出、多様な社会参加の実現などが期待され

ています。

よくあるQ&A

３ NPO（市民活動団体）って、どうやって運営されているのですか？

NPOは、会則や定款に基づいて運営されます。会則や定款は、団体の憲法とも言え、団体の目的、名称、住所、

事業の種類、会員の種類、役員の種類や権限、業務執行の方法などが書かれています。意思決定は、会員による総会

が最高意思決定機関となり、定款（会則）の作成や変更、役員の選任、事業案と予算案の承認などを行い、それに基

づいて役員会で詳細を決定し、その決定に従って事務局が事業を運営しています。

収入源は大きく分けて７つあり、①会費、②寄付金 ③補助金 ④助成金 ⑤事業収入 ⑥借入金 ⑦金利が上げ

られます。⑤事業収入は、活動目的達成のための「本来事業」と、本来事業を行うために収益を得ることを目的とし

て行われる「非本来事業」に分けられ、行政からの委託収入も⑤事業収入に含まれます。

４ 新しい“つながり”を作ろう

社会の大きな変化の中で、人と人のつながりが

薄れるなか、従来の地域社会の中での助けあいだ

けでは、私たちの暮らしを支えることができなく

なってきています。その中で、地域社会の共助と

違う新しい共助、NPOやボランティアといった

地域社会を補完する新しい“つながり”の中での

共助を加えていくことが必要です。

例えば、防災の問題。公共交通の発達や自家用

車の普及により、現在の暮らしの範囲は、かつて

の地域社会の区域から大きく広がりました。住ん

でいる場所で被災するとは限りません。職場や、

職場までの通勤路、また、仕事での移動の最中か

もしれません。町内だけで防災対策を考えていた

のでは、とても対応できません。暮らしの広がり

に合わせた広域での対策の検討が必要となってき

ます。同時に、それに対応できる新しいつながり

の地域社会＝コミュニティが必要となってきます。

６ もりおかNPOガイドブック
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４ 協働って、どういう意味ですか？

盛岡市の「NPOとの協働を進めるためのガイドライン」では、「それぞれが個別に活動するより高い成果をあげる

ために、共通の目的に対して、お互いの特性を認識し尊重しあいながら、対等な立場で協力して活動すること」と定

義されています。

協働は、それ自体が目的ではなく「目的を達成するための取り組み手法の一つ」です。少子高齢化やライフスタイ

ルの多様化が進むにつれ、市民ニーズも多様化し、これまでの市の組織や財政では、市民ニーズに十分に対応するこ

とが難しくなってきました。盛岡市ではさまざまな分野で市民との協働を進めるために「NPOとの協働を進めるた

めのガイドライン」を定め、NPOとの協働の進め方について、情報公開と説明責任に基づいた具体的な事務手順を

示し、全庁的な協働体制の確立を目指しています。

その新しい仕組みは、地縁団体、志縁団体、行

政、企業、みんなで力を合わせて仕組みを考え、

運営していく必要があります。防災のみならず、

介護、子育て、就労支援など、様々な分野で専門

的知識を持つNPOなどの志縁団体、各地の町内

会・自治会、関連する企業、行政の担当部署と連

携して、広域的に問題に取り組むことで、実際の

暮らしに即した対応が可能になってきます。

同時に、自助、共助、公助の役割をどのように

分担していくかも、行政と一緒に市民が十分に議

論していく必要があります。市民が主体的に解決

する分野と範囲、地方自治体が責任を持つ分野と

範囲、国のセーフティーネットで保障される範囲、

その役割分担を明確にしながら、緩やかに重なる

部分を持った仕組みを考え、それぞれが自立し、

連携して、運営していく仕組みづくりが大切にな

ってきています。

まちづくりのお道具箱

●ファシリテーション

まちづくりを進めるうえで大切なのが、広く深く意見を聞

き、違う利害を持つ人たちの合意形成をし、そして、多くの

人が納得の行く意思決定をする過程です。この難しい作業に

力を発揮する新しい会議手法にファシリテーションがありま

す。そして、それを実践する人をファシリテーターと呼んで

います。

ファシリテーターは、会議で、発言を促したり、話の流れ

を整理したり、参加者の認識を確認したりすることで、相互

理解を深めて、合意形成を行い、組織を活性化させます。

最近では、このファシリテーションを学ぶ機会も増えてい

ます。機会があれば、ぜひ、体験してみてはいかがでしょう

か。

ココ ララ ムム

地域を担う町内会・自治会の役割

盛岡市町内会連合会 会長 晴山貞美

盛岡市町内会連合会は、全国的にも珍しい組織であります。

他の市町村の町内会連合会などは事務局を行政が担当されてお

りますが、私ども市町内会連合会は完全に市から独立し、２名

の事務局体制で運営しております。

昭和３９年７月２０日に創立され、当時の役員の方々は人に頼る

ことなくして、皆で力を合わせて「明るく住みよいまちづくり」

を推進してこられました。その基盤がしっかりしていたから現

在があるものと思っております。心より敬意と感謝を表するも

のです。

現在の社会は、オール・サラリーマン化され、朝早く家を出

て、夕方家に帰るという方が多くなり、町内の人の顔が日中見

えなくなり、したがって役員等を引き受けてくださる方が少な

くなって大変困った現状であります。

また、今後は、女性の役員が多くなって欲しいと願っており

ます。現在３３６の町内会・自治会で１８人の女性会長が活躍され

ておりますが、私は少なくとも男女半々であってもよいと考え

ておりますし、一般役員も多くなって頂きたいと思っておりま

す。

子供会、児童会、生徒会などの様子を見ていますと、女性の

リーダーの方が活躍される組織が多くなっております。実に素

晴らしいことであり、将来がおおいに期待できると楽しみにし

ております。

盛岡市は、「元気なまち盛岡」を目指しております。それに

は、元気な町内会・自治会でなければならないと思っておりま

す。そのためには、若い方々も町内会・自治会活動に参加して

頂き、もっともっと地域活性化を推進して参りたいと思います。

私どももNPOの一員ではありますが、NPO活動が一般市

民にもっともっと理解されることを願っております。

７もりおかNPOガイドブック



まちづくりに関わる基礎知識

１ 町内会・自治会

町内会の始まりは日中戦争にさかのぼり、太平洋戦争時に国によって各地に整備されたのが起源とされ

ています。戦後、自治組織として再組織化されてきましたが、市民一般への法的拘束力を有する法律など

には町内会に関する規定がなく、国及び地方自治体とは法的に独立した存在となっています。多くは任意

団体であり、加入は義務ではありませんが、地域の多くの世帯が加入しているのが一般的です。

盛岡市では、町内会・自治会は、地域住民が自分たちの住む地域を快適で住みよくするために、自主的

に結成された任意の地縁による組織とされ、市内には現在３７０以上が組織されています。

２ コミュニティ

最近よく使われる「コミュニティ」という言葉は、地域社会や近隣社会といった意味で使われています。

一般的には、地域社会とは、ある限定された地域内において形成される人々の社会生活のまとまりを指し、

居住や消費などの家族を中心とした近隣関係や、生産労働の場としての企業・事業所、余暇活動の場の集

まりなどを含んだものと考えることができます。

経済成長が都市の生活環境や人間関係の荒廃を招いたといわれる昭和４５年頃、その解決策としてコミュ

ニティの創設が提唱されて、多くの自治体がコミュニティ政策として、小学校区程度の範囲ごとに、住民

組織の連帯と地域に必要な施設の整備を進めてきました。

盛岡市でも、昭和４５年の岩手国体を契機に、昭和４７年からコミュニティ形成の基盤づくりに取り組み、

現在３０のコミュニティ地区で様々な活動が行われています。

３ ボランティア

ボランティアという言葉の定義は、さまざまですが、ボランティアの語源は、「志願兵」や「義勇兵」

という言葉で、「進んで～を提供する」などの意味を持っています。さまざまな定義の中で共通している

のは、お金を得ることを第一の目的とせず、社会や他人のために、自分からすすんで行動する人というこ

とであり、最近では、福祉分野だけでなく、まちづくりや環境保全など幅広い分野でボランティアが活動

しています。

ボランティアというと無償のイメージが強いですが、青年海外協力隊などのようにボランティアを行う

ために生活費が支給される場合や、子育てや家事の支援、移送サービスなど、活動を継続しやすくするた

めに実費やある程度の報酬が払われる場合も増えています。

４ 特定非営利活動促進法

平成１０年に成立したこの法律は、通称NPO法と呼ばれ、市民の自由な公益活動を促進するため、指定

された１７分野の公益的な活動を行う市民団体が簡単に法人格を持てるようにした法律です。法人格を持つ

ことにより、団体名義での契約の締結や不動産登記ができるなどの法律行為が行えるようになりました。

年１回以上の総会開催、事業報告書・会計書類等の提出、法人の運営や活動内容についての情報公開等

を義務付け、市民による監視を原則としています。また、法人を解散した場合の残余財産は、法で定めら

れた法人や行政機関に帰属し、個々人には分配されない決まりとなっています。

５ 特定非営利活動法人（NPO法人）

市民が集まって公益のために活動している団体のうち、前述の特定非営利促進法に基づいて法人格を取

得した団体のことをいいます。平成２１年１月末までに、全国で３６，０００を越える団体がNPO法人として認

証されました。盛岡市でも、平成２０年までに１００を越えるNPO法人が誕生し、さまざまな分野で活動を

行っています。

８ もりおかNPOガイドブック



「わたしたちのまち」は多くの人に支えられて、成り立っています。第二章では、さまざ

まな活動を通して、「わたしたちのまち」をよくする活動を行っている人を紹介します。

あなたも、自分にできることから、はじめてみませんか。

第
二
章



本の魅力を多くの人に伝えたい！
ボランティア 皆川みちこさん

皆川さんは、うれし野子ども図書室の管理や本の読み聞かせなどのボランティアをしています。はじめは、
図書室の利用者でしたが、今では本の読み聞かせやお話の内容を覚えて、子どもの目を見てお話するストー
リーテリングにも挑戦しています。「１番の楽しみは、子ども達に本を読んでいる時に、子ども達の顔の表
情に変化が現れること！」という皆川さん。
今後は、聞き手の心に伝わるようなお話の仕方やお話のレパートリーの数を増やすように勉強をして、た
くさんの子ども達にお話を伝えていきたいとのことでした。

ひまわりのように明るく、そして素敵に！
ボランティア 竹花昭子さん

竹花さんは、岩手県立中央病院でボランティアをはじめて９年目になります。ボランティア・ひまわりで
は、初めて病院にいらした方へ病院内の案内や入院されている方のシーツ交換、外来でいらした子どもへ本
を読んであげるなど、様々なことをしています。一緒にボランティアをしているメンバーも明るく、さわや
かな人たちなので、いつも楽しく活動することができるそうです。また、ボランティアをすることにより、
多くの方と接し、そこから学べることも多いので、毎回いろいろなことを吸収されているそうです。
最後に竹花さんは、「今後、県内にもこのような病院ボランティアの輪が広がり、お互いに刺激をし合っ
ていければいいな！」と、語ってくださいました。

団体データ

団体名：特定非営利活動法人うれし野こども図書室

住 所：盛岡市紺屋町７－１

電 話：０１９‐６５４‐３７５９ ＦＡＸ番号：０１９‐６５４‐３７５９

写 真：うれし野こども図書室の様子

団体データ

団体名：岩手県立中央病院ボランティア・ひまわり

住 所：盛岡市上田１－４－１

電 話：０１９‐６５３‐１１５１（内線２３１５）

写 真：図書室にて医学に関する情報提供をしている様子

病 院
ボランティア

読 み
聞 か せ
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楽しいから続けてこれた、
配食ボランティア！

ボランティア 藤澤美奈子さん

藤澤さんは、５年前から一人での生活が始まり、このままでは社会とのつながりがなくなってしまうので
はないかと思うようになりました。そこで、なにか人に喜んでもらえることはないか探していた時に、もり
おか配食サービスでのボランティアを知ったそうです。もりおか配食サービスは、月曜日から金曜日、お弁
当を作り、主にお年寄りのお宅にお弁当を配達している団体で、藤澤さんは、毎週１回、１２～３軒のお宅に
手作りのお弁当を配達して４年半になるそうです。配達先の方との会話や「ありがとう」という言葉に元気
をもらい、楽しみながらこのボランティアを続けています。藤澤さんは、「ぜひ他の多くの方にも、この楽
しさを味わってもらいたい！」と語っていました。

みんなで活動する楽しさを知りました！
ボランティア 高橋範子さん

高橋さんは、盛岡市体育指導委員になり、体を動かすことが大好きなメンバーと出会ったことがきっかけ
で、スポレクRネットいわてでボランティアを始めました。スポレクRネットいわては、スポーツを通し
て健康的なライフスタイルを応援する様々な取り組みを行っています。高橋さんは、イベント企画の手伝い
や児童館のスポーツ教室の講師など、様々なボランティアをしています。
スポレクRネットいわてでボランティアを始めて６年目ですが、ボランティアを始める前は、人と接す
ることが苦手だったそうです。それが今では、「スポーツを通し多くの人と出会い、一緒に活動することが
好きになりました。」と語ってくださいました。

団体データ

団体名：特定非営利活動法人もりおか配食サービス

住 所：盛岡市みたけ２－２２－５０

電 話：０１９‐６４８‐８８１０ ＦＡＸ番号：０１９‐６４８‐８８１１

ＵＲＬ：http : //morioka-haisyoku.hp.infoseek.co.jp

写 真：お弁当を届けている様子

団体データ

団体名：特定非営利活動法人スポレクRネットいわて

住 所：盛岡市みたけ３－３７－３８

電 話：０１９－６４６－６０５８ ＦＡＸ番号：０１９－６４６－６０５８

メール：srn－iwate@morioka－２１net.com

ＵＲＬ：http : //www.morioka-21 net.com/srn-iwate/

写 真：児童ニュースポーツ教室の様子

配 食
サービス

スポーツ
振 興
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産業振興だけでなく、地域のために
部長 竹田かづ子

盛岡商工会議所玉山地域運営協議会女性部では、合併前の旧玉山商工会女性部時代から、研修や視察など
の商工会活動に加え、玉山区の夏まつりへの出店や 木記念館の障子張りなど、地域への奉仕活動を行って
きました。また、玉山区女性団体協議会にも加盟し、姫神ホールで行われる玉山区のチャリティーショーな
どのイベント開催のお手伝いをしています。部長の竹田さんは、 木記念館での障子張りでは、観光客との
交流が嬉しいと語ります。最近は、若い人が地域行事に参加しなくなってきたので、次の世代に受け継いで
いけるような活動をしていきたい、また玉山地区は農家が多いので、商工会議所も農家とタイアップして、
観光や物産振興に力をいれていきたいとのことでした。

住み続けたい地域づくりを！
会長 鎌田まき子さん

昭和６２年から町内会婦人部長として、また、平成１９年からは町内会長として、季節の行事などを通じて地
域内のコミュニケーションや交流に務めてこられた鎌田さんは、「いつまでも住み続けたい地域づくりを！」
と日々精力的に活動をされています。住民懇談会に力をいれ、ゴミ問題では利用者同士の話し合いを通じて
問題解決を図るなど、住民との交流と連携を深めています。
町内でも少子高齢化が進む中、住み続けたい安心安全な地域づくりを目指し、自主防犯防災組織を設立。
また、世代間の交流を深めるため民生・児童委員や少年指導員なども兼務し、地域を愛する心を次世代に引
き継いでいこうと、地域活性化に奔走されています。

団体データ

団体名：盛岡商工会議所玉山地域運営協議会女性部

住 所：盛岡市玉山区好摩字芋田向８５－２９

電 話：０１９‐６８２‐０１２７ ＦＡＸ番号：０１９‐６８２‐０５４１

写 真： 木記念館での障子の張替えの様子

団体データ

団体名：上田第一町内会

住 所：盛岡市上田３－６－４０

電 話：０１９‐６５２‐０８６８

写 真：地域の世話人との交流の様子

町 内 会
活 動

商工会議所
女性部活動
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「わたしたちのまち」は、みんなが幸せに暮らせるまちであって欲しい。そんな夢を叶え

るために、多くの人が仲間と集い、さまざまな活動を行っています。第三章では、わたし

たちの暮らしを支えている、さまざまな団体の取り組みをご紹介します。

第
三
章



誰もが住み慣れた場所で
暮らしていける場をつくりたい
特定非営利活動法人第二のわが家

◆介護について悩んでいませんか？◆
介護相談を行っております。デイサービスのこと、福祉用具・認知症者への対応
など、お気軽にご相談ください。認知症の家族の会「いちご会」では、毎月１回、
お茶会や定例会を行なっております。他の施設をご利用の家族の方もご参加いただ
けます。また、ふれあい喫茶では、お菓子付きのコーヒー・お茶を２００円で提供し
ています。お気軽にお立ちよりください。

第二のわが家は、高齢になっても、障がいがあっても、住み慣れた顔なじみの地域で

安心して暮らし続けることができる「よりあい場」づくり、安心して子どもを育てるこ

とができる地域づくりを目指して、「ほっとりほーむ デイサービスセンター」と「黒

石野デイサービスセンター」を運営しています。少人数で一人一人の顔が見える援助を

心がけて、一日のプログラムを決めず、自宅のような雰囲気でゆったりと過ごせる居場

所づくりを行っています。

黒石野では、デイサービス事業と、介護の必要なお年寄りの在宅ケアの相談を受ける

「居宅介護支援事業」や、一時的に在宅介護が困難な方が、家庭的な場所で一時宿泊す

ることで、安心して在宅での生活が継続できる事業も行なっています。

また、近所の方が気軽に立ち寄りお茶を飲めるふれあい喫茶や、元気なお年寄りと一

緒に手作りの会食を楽しむ「ひなたぼっこの会」や地域の方とのふれあいを大事に「小

規模」「地域密着」の活動を行っています。

そして、認知症家族会「いちご会」を平成２０年２月に発足し、家族間の交流や情報交

換、認知症を理解するための研修などを行なっています。認知症になっても、安心して

暮らせるまちづくりに向けて、「認知症を理解し、住みよい町づくり」キャンペーンの

キャラバンメイト活動にも取り組んでいます。

今後も、わが家であるかのような少人数での、あたたかなひとときを提供し、「人」

と「心」が通いあう場所であり続けたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 小野寺アキ子

住 所：盛岡市山岸４－１８－１９

電話番号：０１９‐６６５‐３３５０ ＦＡＸ番号：０１９‐６６５‐３３５３

設立年月日：平成１６年６月１５日

登記年月日：平成１６年６月１６日

会 員 数：７０名

写 真：干柿づくり

高齢者福祉
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可能性を追求しよう�
特定非営利活動法人みたけ弥勒クラブ

◆会員を募集しています◆

特定非営利活動法人みたけ弥勒クラブでは、活動を支援してくださる賛助会員を

募集しています。個人、団体の方どなたでも会員になれますので、ご協力お願いい

たします。

なお、詳細につきましては、上記連絡先まで、お問いあわせください。

障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するための障害者自立支援法が施行さ

れる中、「誰もが住みやすい社会」を目指して、平成１７年１０月「特定非営利活動法人み

たけ弥勒クラブ」が設立されました。

そして、平成１８年４月に障がい者デイサービスセンター「みらい塾」を開所し、翌年

には、障害者自立支援法に基づく多機能型事業所へ移行しました。さらに、平成２０年１２

月に、盛岡市上堂地区に、就労継続支援B型事業所である分場を開所しています。

「みらい塾」では、基本コンセプトを「地域生活力を高めよう！」とし、生活介護事

業や自立支援事業、地域活動支援センターⅡ型事業等を行っています。

生活介護事業では、企業からの受託作業及び自主製品製作作業を行いながら、体育活

動や地域活動等も取り入れ、地域生活に必要な知識・能力を身につけるための活動を行

っています。

また、地域活動支援センターⅡ型事業では、社会参加のきっかけ作りと仲間作りを目

的として、土日祝日に、お花見など季節にあわせたイベントやボウリング大会、カラオ

ケ大会などの余暇活動を提供しています。

今後も、障がいの有無に関わらず「誰もが住みやすい社会」を目指し、近隣で活動し

ている関連ネットワークや一般企業等と連携し、お互いの情報を共有しながら、互いに

助けあい、地域に根ざした支援活動を展開していきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 吉岡美佐子

住 所：盛岡市みたけ５－１７－１７

電話番号：０１９‐６０１‐１１６０ ＦＡＸ番号：０１９‐６４３‐７１１１

E‐mail：mitake３６＠extra.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //miraijyuku.web 5.jp/

設立年月日：平成１７年１０月１３日

登記年月日：平成１７年１０月１３日

会 員 数：５３名（賛助会員３７名）

写 真：外出訓練（初詣）の様子

障がい者
福 祉
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団結力で地域の課題を解決！
上田堤町内会

◆地域づくりに大切なこと◆

地域づくりに最も大切な３点は、① 地域住民みんなの手で地域づくりが行われ

ること、②地域づくりへの意欲を持って夢中になって取り組める人がいること、育

てること、③子どもの頃から世代間のふれあいが持てるような行事を取り入れるこ

とだと思っています。

昭和４３年、６１世帯で町内会が立ち上った当時、上田堤は道路舗装も上水道も整備され

ないままの新興住宅地。砂利投入から舗装路へ、簡易水道から上下水道整備へ、さらに

街灯の設置など、町内の生活基盤の整備が、みんなで力をあわせてきた町内会の道のり

そのものでした。「初めから課題があったから、自分たちの町は、自分たちでつくると

いう思いが強かったですね。団結していたので、初めから行事への参加者も多かったで

す。」

現在では、５５０世帯が加入する大規模町内会に成長し、盆踊り大会、敬老の集い、運

動会、文化祭などの行事を通じて世代を越えた住民の交流を深めながら、明るく安全で

楽しい町内会づくりに、みんなが一体になって取り組んでいます。

平成１６年には時代の変遷に対応して組織再編を行い、「福祉保健部」を設置。住民が

一人暮らしのお年寄りを見守る「シルバーメート事業」や高齢者との懇談の場「炉ばた

会」、健康相談を行う「健康づくり教室」、子育て相談を行う「ニコニコ子育て広場」な

どを行ってきました。また、児童生徒部では、子ども会や中学校、PTAなどと連携し

て、次世代の育成に努め、平成２１年２月には新しい「雪あかり事業」にも挑戦しました。

次の事業を楽しみにしている町内の声が何よりも嬉しいという笠水上さん。夢は、エ

コマネーのような助け合いをサポートする地域通貨をつくることとか。課題を問うと、

「違反ごみの問題など様々な課題はありますが、これまでもいろいろな課題を解決して

きた道のりがあるので、力をあわせることで乗り切れると確信しています」と力強い答

えを頂きました。

団体データ

代表者名：会長 笠水上 譲

住 所：盛岡市上田堤１－２１－１６

電話番号：０１９‐６６１‐０６０４

E‐mail：y-kasa@hb.tp 1.jp

設立年月日：昭和４３年４月４日

会 員 数：５５０世帯

写 真：平成２０年度ニコニコ子育て広場の様子

地域福祉
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やさしさをあなたに そしてわたしに

特定非営利活動法人盛岡市ファミリーサポートセンター

◆あなたの優しさを誰かに届けてみませんか◆

ちょっと人を助けてあげることで、自分が気付かせていただくことって多いので

す。家から外に出て何かお手伝いをしてみたいと思っている方、自分にできること

は何かないか考えている方、お待ちしています。

盛岡市ファミリーサポートセンターは、会員組織により子育て支援、高齢者への援助

を行い、住み良い地域社会づくりを目指して活動しています。

設立のきっかけは、昭和６１年から盛岡市の女性団体が『やさしさをあなたに、そして

わたしに』という相互援助の精神を基に活動してきた経験を活かし“援助精神を引き継

ごう”ということで、平成１５年にNPO法人を設立しました。

活動内容は、子育て中のお母さんなどが、少しでも時間と心のゆとりのある生活が出

来るように保育所・幼稚園の送迎や預かり、学童の放課後の援助、習い事の送り迎え、

保育所や学校等が休みの時の援助、保育所等の入所前の援助などです。また、保護者等

の短時間・臨時的就労の場合や求職活動中の援助、外出時（冠婚葬祭・学校行事など）、

病気・急用の場合の援助です。その他にも、掃除・買い物・食事作りなどの家事援助、

病院への付き添いを行っています。

平成２１年度からは、病児・病後児のお預かりや緊急にも対応できるように事業を展開

していく予定です。

近年、少子・高齢化社会、核家族、女性の社会進出の増加を背景に、援助を必要とす

る依頼会員が増えています。今後、その要望に十分応えていくようにするために考えて

いることは、子育て、高齢者への援助を行う提供会員の仲間を増やしていかなければな

らないということです。

団体データ

代表者名：理事長 金子貞子

住 所：盛岡市若園町２－２

盛岡市総合福祉センター２階

電話番号：０１９‐６２５‐５８１０ ＦＡＸ番号：０１９‐６２５‐５８１０

E‐mail：famisapo-morioka@dolphin-ocn.ne.jp

設立年月日：平成１５年４月１日

登記年月日：平成１５年４月１日

会 員 数：１８５名

写 真：保育ルームでの託児風景

家庭支援

１７もりおかNPOガイドブック



親子で楽しめる「音の広場」を目指して！
サウンド・キッズ

◆参加してみませんか！◆

サウンド・キッズでは毎月第４火曜日の午前１０時～１２時まで、盛岡市玉山総合福

祉センターで活動を行っています。どなたでも参加できますので、気軽にご参加下

さい。なお、参加料などはありませんが、おやつと飲み物はご持参下さい。

旧玉山村では、行政などによる子育て支援が盛んで、子育て支援センターや公民館等

で様々な子育て支援活動が行われていました。代表の玉山さんもそれらの活動に参加し

ながら子育てを行う母親のひとりでした。そんなある時、村の保健福祉課の方から「参

加されている保護者の方で、何か教えてくれる人はいませんか？」という呼びかけがあ

りました。以前、民間の音楽教室で幼児のレッスンを担当していた経験のある玉山さん

が、その経験を活かして「少しでも玉山村のためになるのであれば」と始めたのがサウ

ンド・キッズの活動です。

活動内容としては、全身で音楽を感じて表現する「うた・音楽遊び」や音楽遊びの中

で絵本を読んであげる「おはなしのプレゼント」、道具を使って作品を作ったり、親子

で楽しめる遊びを行う「やってみようコーナー」などがあります。また、活動の最後に

はピアノの生演奏を行い、音楽をキーワードに子育て支援活動に取り組んでいます。「音

楽って楽しいな！」と皆さんに感じていただけるような『親子で楽しめる「音の広場」』

を目指して活動しているそうです。

現在は毎回１０名近くの親子が参加していますが、玉山地区でも少子化の影響で子ども

の数が少なくなってきています。今後は、今まで以上に子育て支援センターなどと協力

しながら、地域における子育て支援活動を続けていけるように頑張っていきたいという

ことです。

団体データ

代表者名：玉山麻美

住 所：盛岡市玉山区芋田１７

電話番号：０１９‐６８２‐２１０２ ＦＡＸ番号：０１９‐６８２‐２１０２

E‐mail：maminbo@nifty.com

設立年月日：平成１１年７月２７日［活動開始日］

会 員 数：特に会員はなし（自由参加）

写 真：ピアノに合わせておさんぽ♪

音楽を通じた
子育て支援
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こころ豊かな「男女共同参画社会」をめざして
特定非営利活動法人いわて翼の会

◆応援してください。会員を募集しています◆

会の趣旨に賛同し活動協力をしたい方（賛助会員、年会費３０００円）、海外研修参

加者で会の中心で一緒に活動したい方（正会員、年会費３０００円）を募集しています。

いわて翼の会は会費で運営されています。ボランティアも大歓迎です。私たちと一

緒に活動しませんか。

平成１０年６月に、県の主催事業「岩手県女性海外派遣研修・岩手県男女共同参画海外

派遣研修」の参加団員と活動の趣旨に賛同する賛助会員で「いわて県女性の翼の会」が

発足しました。その後、平成１７年３月にNPO法人の認証を受け、「特定非営利活動法

人いわて翼の会」として、男女共同参画社会の促進を目的に活動しています。

平成１８年４月からは、岩手県から委託を受け「いわて県民情報交流センター（アイー

ナ）」に設置された「男女共同参画センター」の運営を行っています。県民の皆さんに

向けた情報の発信や収集、各種講座、相談業務などを通じて男女共同参画社会の形成と

促進の役割を担うため、会の大きな事業の１つとして活動しています。

活動は、男女共同参画委員会、地域活性化委員会、国際協力委員会、広報委員会の４

部会で構成され、委員会別にプランを企画し、委員会の企画に会員が参加する形で活動

をしています。例えば、講演会、研修会、広報発行、平和活動、県や他団体の主催する

事業等への積極的参加や事業協力等です。また、県が募集する補助事業にも取り組み、

会員のみならず地域住民の参加も視野に入れた活動に取り組んできました。

平和活動の１つとして、会の発足時より毎年１回会員が一丸となって、戦争や内戦に

より埋設された地雷の撤去活動や地雷被害者支援、難民支援のためのフリーマーケット

を開催し、その収益を国連に認められたNGOに支援する活動を続けています。

今後も、会の交流・親睦を図りながら、男女共同参画、地域社会の活性化、国際協力

を軸とした活動を続けることにより、微力ながら社会貢献をしていきたいということで

す。

団体データ

代表者名：理事長 上原千鶴子

住 所：盛岡市東新庄２－１７－１４

電話番号：０１９‐６２３‐８３４９ ＦＡＸ番号：０１９‐６２３‐８３４９

E‐mail：mutu@muh.biglobe.ne.jp

設立年月日：平成１０年６月６日

登記年月日：平成１７年３月２５日

会 員 数：１２９名（賛助会員１７名）

写 真：フリーマーケットの様子

社会教育
男女共同参画
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すべては子ども達のために！
盛岡市PTA連合会

◆ＰＴＡ活動に積極的に参加しませんか◆

盛岡市の小・中学校PTA活動は、約２２，０００名の会員によるボランティアによっ

て推進され、子ども達の健やかな成長を願ってお父さん、お母さんが奮闘していま

す。

戦後間もない頃、文部省が「日本の教育の民主化は、学校だけに限らず、家庭も地域

社会の組織もそれぞれのもつ教育的役割を果たすことによって一層の成果を上げ得る」

という考えを示したことを受けて、昭和２３年から全国的にPTAの結成が盛んに行われ

盛岡市においても各学校でPTAが結成され、同時に連合組織としての「盛岡市PTA

連合会」が誕生しました。

以来、盛岡市PTA連合会は、各学校のPTAが相互に密接な連携を図って活動でき

るように支援し、盛岡市の教育振興に寄与していくことを目的に活動しています。

主な行事としては、毎年、２月に盛岡市PTA研究大会、１１月に年次表彰式、１２月に

家庭教育セミナー、また５月～９月には、広報・校外生活・総務・教養・保健などの各

専門委員会の研修会の開催などを行っています。その他、各家庭や地域でのあいさつ励

行を推進するための「あいさつ運動三行詩コンクール」や「PTA広報紙のコンクール」

事業も行っています。

今後は、各校のPTAが計画している「子どもの安全・安心を確保する学校環境づく

り活動」の積極的な支援、および、自然環境保護や食育を実践するPTA活動を目指し

ていきたいということです。

団体データ

代表者名：会長 松尾正弘

住 所：盛岡市松尾町１７－１５盛岡畜産会館３階

電話番号：０１９‐６２４‐１１９１ ＦＡＸ番号：０１９‐６５４‐８８２０

設立年月日：昭和２３年

会 員 数：盛岡市内小・中学校７１校のPTA

写 真：教養委員会「みんなで楽しく仲良くなるワー

クショップ」での“人間イス”の完成

社会教育
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心豊かなつながりの時代を求めて
社団法人盛岡青年会議所

◆一緒に「さんさ踊り」に参加してみませんか◆

毎年「さんさ踊り」を運営しています。「さんさ踊り」を踊ってみたい方は一緒

に参加してみませんか。また、各事業に参加希望の方は登録が必要です。ホームペー

ジから登録できますので、ぜひ、一度、ホームページを覗いてみてください。

「新日本の再建は我々、青年の仕事である。」この言葉のもと、戦後の荒廃した日本

を再興していこうとの思いから、青年会議所運動が始まりました。全国７０９の地域に青

年会議所があり、「修練・奉仕・友情」の三信条のもと「明るい豊かな社会」を常に目

指して青年会議所運動の根幹である「ひとづくり、まちづくり」に取り組んでいます。

社団法人盛岡青年会議所は１９５３年２月２日に、全国で３８番目に設立され現在に至りま

す。

活動内容としては、明るく豊かなまちづくりを目指して、一人一人の人間力を豊かに

するための人材育成に取り組み、青少年育成事業としてわんぱく相撲大会、国際交流事

業として台湾の羅東國際青年商會との交流、地域交流事業として盛岡さんさ踊りの運営、

さらに、青年会議所の会員の拡大・育成を行っています。

今年度は、盛岡の中・高生を対象とした「UC（ユナイテッドチルドレン）」立ち上

げへの協力や子供たちの想像力や判断力向上に役立てて頂く為の「倫理道徳教育」の実

践に取り組みます。

また、市民が参加できる政策論争の場として、「公開討論会」を実践し、地域を考え

る力の向上を目指しています。

今後も、市民意識の改革の能動者となり、周囲の人たちから賛同を得て、市民意識の

改革を行っていくことを目指し、自らが自発的に自分のまちや人との関わり、自らが豊

かな未来のために働きかけられることを目指し活動していきたいということです。

団体データ

代表者名：２００９年理事長 田村英司

住 所：盛岡市菜園１丁目６－３樋下第一ビル４階

電話番号：０１９‐６５１‐３７７８ ＦＡＸ番号：０１９‐６５４‐４４７６

E‐mail：info@moriokajc.org

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.moriokajc.org

設立年月日：１９５３年２月２日

登記年月日：１９７２年１２月２７日

会 員 数：１４３名

写 真：「盛岡まちづくりフォーラム」２００８年度事業より

まちづくり

２１もりおかNPOガイドブック



新旧住民の交流によるコミュニティの活性化
街づくり集団 ゆいネット盛南

◆参加してみませんか！◆

地元大宮中学出身のサッカー選手、小笠原満男選手の応援ツアーなど小さな子ど

もからご年配の方まで楽しめるイベントも行っています。まずは興味のあるものか

ら気軽に参加してみませんか！

昔からの農村地域であった盛南地区が、大規模な土地区画整備事業により大型ショッ

ピングセンターの出店や杜の大橋の開通などで近年大きな変貌を遂げています。しかし

ながら、一方では従来から住む住民と新しく出来たアパート、マンションなどの住民と

の交流がほとんどなく、地域住民同士の関係が希薄化してきています。そこで新旧住民

の交流を促し、失われかけているコミュニティを活性化させようと住民有志が立ち上が

り、出来たのが「街づくり集団 ゆいネット盛南」です。

ゆいネット盛南の活動では、まずは自分たちの住んでいる地域に関心を持ってもらう

ことを大切にしています。地域コミュニティづくりについての街づくりフォーラムの開

催や地元農家での農作業体験、盛南地区のシンボルロードである「杜の道」から「杜の

大橋」を清掃しながら歩く『モリモリウォーク』、秋の交通安全運動とタイアップした

『ゆい灯り in 杜の道』など地域の特色を活かした活動を行っています。また、地区内

に産直施設を作り、地元農家の作った野菜の販売等を行い、そこが住民同士の新たな交

流の場ともなっています。

今後も盛南地区が明るく元気な街になるような仕掛け作りをしていくとともに、多く

の人が活動に参加していただけるように情報発信を行っていきたいということでした。

団体データ

代表者名：会長 泉舘正彦

住 所：盛岡市本宮字宮沢９番地〔ゆいっこ通り〕

電話番号：０１９‐６３５‐７９９０ ＦＡＸ番号：０１９‐６３５‐７９９０

E‐mail：info@yui‐seinan.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.yui‐seinan.jp

設立年月日：平成１８年６月１０日

会 員 数：７５（個人・団体・企業）

写 真：「交通安全ゆい灯り in 杜の道」で演奏した大宮中学校吹奏楽部の皆さん

住民有志の
まちづくり
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みんなで力をあわせて公園づくり！
西松園町内会

※：ワークショップ

（workshop）の語

源は、「作業場」「工

房」など、共同で何

かを作る場所を意味

しています。いまで

は、参加者が意見交

換や共同作業を行い

ながら進める体験型

の学習や創造の場と

して使われています。

参加者がみんなで意

見を出したり作業し

たりしながら、特定

の課題について考え、

合意にいたる場とい

うことになります。

◆協働のポイント◆
町内会単独でなく、街援隊、盛岡青年会議所、岩手大学広田ゼミ、市公園緑地課
と様々な団体が関って実行委員会を結成し、町内会組織と実行委員会の組織を別に
したことで、多様な力を持った人を集めることができた。また、協働する際には、
同じ目線と連帯感が大切で、最後は、組織ではなく、個人の意欲で参加するような
意識がないと本当の協働にはならないという会長の言葉が印象的でした。

西松園町内会では、市や他の組織と連携して公園整備を行ってきました。平成１１年「な

かよし公園」、平成１４年「てがた公園」、平成１６年「さんかく公園」、「農の体験公園」、

平成１８年には「ふれあい公園」と「ふじみ公園」を整備し、町内６ヶ所のミニ公園整備

事業は完了しました。

平成１０年、町内のミニ公園（プレイロット）を整備して欲しいと市に要望しましたが

予算の関係で難しく、翌年盛岡市公園緑地課から、住民による街づくりについて岩手大

学の広田先生と学んできた盛岡青年会議所有志による「街援隊」を紹介されました。話

し合いの結果、一緒に公園づくりに取り組めないかと住民アンケートを実施。約８割か

ら賛成を得て、実行委員会を結成しました。
※

実行委員会では、公園の下見や素案を作るワークショップを開催し、３つの案を作成。

その案を基に再度住民アンケートを実施し案を選定しました。また、市からは既存フェ

ンスや砂場の撤去などの基盤整備、企業からは資材を提供して頂き、住民、企業、市が

連携して、グラウンドワークによる公園整備を目指しました。最終日は「ワン・デイ・

チャレンジ！」ということで、花壇や植栽の整備、ベンチ作りなど住民と関係者１００名が

参加して公園が完成しました。

及川前町内会長は、「公園作りはきっかけ。大事なことは、住民間に信頼感が生まれ

たこと」と語ります。コミュニケーションが生まれ、町内会行事に協力的になり、お金

では解決できない隣近所の助けあいが大切だという認識が生まれてきたそうです。今後

は、これまでの経験を活かして、他の地域での住民参加型の公園整備などの応援も行っ

て行きたいということでした。

団体データ

代表者名：会長 菊池康二郎 実行委員長 津村厚生

住 所：盛岡市西松園４－１３－１５

電話番号：０１９‐６６２‐８０７５ ＦＡＸ番号：０１９‐６６２‐８０７５

会 員 数：５８０世帯

写 真：平成１８年「ふれあい公園」でのグラウンドワーク

協働の公園
づ く り
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盛岡のまち並みを大切にしたい！
盛岡まち並み塾

◆参加について◆

盛岡まち並み塾では、各種イベントなどで裏方として一緒に活動してくださる方

を募集しています。また、様々なイベントも開催していますので、昔ながらのまち

並みや町家に興味がある方はご連絡下さい。

「盛岡にも昭和３０年代まで歴史的なまち並みが残っていました…。」と語る事務局の

渡辺さん。今ではすっかり変わってしまい、先人たちが育んできた盛岡の歴史的なまち

並みが変わってしまったそうです。そこで、せっかくの盛岡の生活文化を、次の世代に

も伝えていく義務があると考え、鉈屋町の住民有志や建築家などが中心となり歴史的な

建造物の保存と普及活動をはじめました。

多くの方々へ町家について知ってもらうため、平成１６年より「盛岡町家と旧暦の雛祭

り」を開催しています。平成２０年度は、４月１２日（土）と１３日（日）に４０軒の会場で雛

人形の展示を行い、２日間で１万２千人の見学者においで頂いたそうです。その他にも、

毎月第２土曜日には町家の見学ツアーなど気軽に町家について理解を図って頂くために、

様々なイベントを開催しています。

そして、歴史的建築を保存していくために、空き家の町家や歴史的建築の活用支援な

ども行っています。また、歴史的な盛岡の生活環境や建築等の学習会を開催し、盛岡と

他の都市との町家の比較など、主に盛岡の町家についての研究や啓発活動を行っていま

す。

今後もこのようなまち並み保存と普及活動を行い、いろいろな人たちとの繋がりを大

切にしていきたいということです。

団体データ

代表者名：代表世話人 村井軍一

住 所：盛岡市本町通２－４－５設計同人内

電話番号：０１９‐６２４‐２４６６ ＦＡＸ番号：０１９‐６２４‐２１４６

E‐mail：doujin@ictnet.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.geocities.jp/moriokamatinamijuku/

設立年月日：平成１５年１２月２０日

会 員 数：7０名

写 真：平成２０年の盛岡町家と旧暦の雛祭り

まち並み
保 存
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住民で力を合わせて美しい繋づくり！
つなぎ町内会

◆美しい風景を楽しみに、繋にお越しください◆

ぜひ、見ていただきたいのは、「繋大橋」の温泉側から見た御所湖と七ツ森、そ

して、逆方向からみた夜の温泉街です。住民が知恵を出しあい、心を込めて創り上

げている景観と自然豊かな五所湖広域公園、そして自慢の温泉を楽しんで頂ければ

と思います。

町内会発足前から繋小学校同窓会が地域の行事を行っていましたが、きちんとした組

織が必要だという声が上がり、昭和４９年に繋温泉町内会が発足しました。その後、地区

の再編を経て、現在のつなぎ町内会となりました。

数ある年中行事の中でも、成人の日には新春交流を兼ねて地域全体で成人を祝う「新

春交賀会・新成人を祝う会」を、また、３月には中学を卒業して別々の高校へ進学する

生徒を応援する「新たな旅立ちを祝う会」を開催し、世代間の交流を深めています。

平成１７年、盛岡市都市計画マスタープラン地域別構想のワークショップで、つなぎ温

泉の景観について課題が取り上げられたことを契機に、平成１８年の県事業「景観からの

地域づくり（景観点検）」を受託、地域住民と温泉事業者で先進地視察や検討会を実施

しました。そして、話し合いを踏まえ、観光地の一角を木製ラティスと山菜採り用の腰

籠を活用したハンギングバスケットで飾り、地域の景観意識を高めました。さらに、み

んなでつなぎにふさわしい色彩「つなぎ景観色カラーチャート」を選び、改築される小

学校の校舎の色彩について盛岡市に提言し、地域の声として採択されました。また、温

泉街に老人福祉施設が新設される際も、地域から業者に要望を伝えることで、つなぎ地

区に調和した建物が実現しました。

「観光客が来るシーズン前に街をきれいにしようという住民の声で、年３回早朝ゴミ

拾いを行っています。地域には、つなぎ温泉が栄えれば、みんなが良くなるという意識

も生まれてきています。みんなで美しい魅力ある温泉街を目指しながら、明るく住みよ

いまちづくりにつなげていきたい」と事務局の石井さんが語ってくださいました。

団体データ

代表者名：会長 石井幸夫

住 所：盛岡市繋字堂ヶ沢３６－１

つなぎ地区活動センター内

電話番号：０１９‐６８９‐２３６５ ＦＡＸ番号：０１９‐６８９‐２３６５

設立年月日：昭和４９年４月

会 員 数：２１５世帯・２６事業所

写 真：ラティスを作って修景を行っている様子

景観形成

２５もりおかNPOガイドブック



イベントや交流を通して地域の活性化を図る
盛岡市肴町商店街振興組合青年部・４S会

◆肴町商店街で活動をＰＲしませんか◆

ご年配のお客様が多い肴町商店街ですが、最近は、子供連れの若い世代も増えて

います。肴町アーケードや４S会のイベントで活動のPRや発表をしたい団体の方

は、ぜひ、声を掛けてみてください。

４S会は、商店街を、モノを買ったり売ったりする買い物だけの場所ではなく、みん

なが安心して楽しく過ごせる場所にしたいと、肴町商店街でのイベント開催を中心に活

動しています。３５年程前に若手商店主が集まって開催したイベント「肴町３００年祭」の

際、このまま解散するのはもったいないと、翌年の昭和４９年に結成されました。

以来、肴町商店街を舞台に、様々なイベントや交流事業を行ってきました。当初は若

手の地元商店主中心の活動だったそうですが、平成１３年にアーケードが新装されたこと

をきっかけに、商売だけのための商店街ではなく、市民に使ってもらえる場にして地域

全体の活性化を目指したいと、他の団体の活動にも商店街を開放するようになりました。

現在では、「盛岡フラッグアート展」「キッズマート」など、様々な団体と連携してイベ

ントを行っています。

独自の取り組みとしては、小学生以下の子ども達を対象にした「さかなちょうキッズ

クラブ」です。「もりおか肴町七夕祭り」「ハロウィン」など対象イベントに参加すると

ポイントがもらえ、ポイントをためるとプレゼントがもらえます。これは、子どもの頃

遊んだ場所には愛着が生まれるということで、大人になっても肴町を大好きでいて欲し

いという願いが込められています。肴町を子ども達が学んで遊ぶ賑やかな街にして、次

の世代になっても街が元気であるように、長い目で魅力的な商店街をつくり上げて行き

たいということです。

団体データ

代表者名：会長 佐々木健二

住 所：盛岡市肴町６－９商店街事務所内

電話番号：０１９‐６２５‐１５１５ ＦＡＸ番号：０１９‐６２５‐１５１６

E‐mail：sakana４s@jeans.ocn.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.sakanacho.com/

設立年月日：昭和４９年５月

登記年月日：平成１７年１０月１３日

会 員 数：約３０名

写 真：平成２０年１０月のハロウィーンフェスティバルの様子

地 域 の
活 性 化
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芸術・文化は市民の手で！
特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター

◆地域の芸術文化の担い手を募集しています！◆

いわてアートサポートセンターでは、市民プロデューサーや舞台サポーターなど

のボランティアを募集しています。さまざまな催し物も開催していますので事務局

までお問い合わせください。

いわてアートサポートセンターは、「芸術文化は誰のものか」「地域文化は住民自らが

守り、振興していく必要があるのではないか」と考えた有志が集まって設立し、住民が

協力し芸術文化の振興をしていくために様々な活動を行っています。

その１つとして、小学生を対象に「盛岡子ども演劇教室」を開催しています。文部科

学省から委託を受け、演劇などの表現体験で表現力の向上を図ったり、伝承あそびや盛

岡ことばを体験し、地域住民との交流を図るなど、子どもが持っている演劇の能力を伸

ばすための活動を行っています。

その他にも管理運営している、フォーラムや演劇などに活用できるスタジオ「風のス

タジオ」、多目的スペースとして活用できる「風のギャラリー」で、朗読劇や岩手県美

術選奨受賞者によるアート展などを開催しています。また、市民プロデューサーなどを

育成するための養成講座も開催しています。

副理事長の坂田さんは、「かつて神社は、お祭りや演劇などさまざまな目的で使われ、

そこでは、地域文化の継承や住民同志の交流が深められてきました。今では公共ホール

の数も増え、設備も整えられた場所で演劇をできるようになりました。しかし、その一

方で地域住民の交流できる場はなくなり、地域文化も薄れてきました」と語ります。

今後も、芸術文化の振興を図る活動などに力をいれ、地域住民の交流できる場の提供

を通じて地域文化を守り育成し、以前のような活気あるまちになるように活動していき

たいということです。

団体データ

代表者名：理事長 中村光紀

住 所：盛岡市肴町４－２０永卯ビル３階

電話番号：０１９‐６０４‐９０２０ ＦＡＸ番号：０１９‐６０４‐９０２１

E‐mail：arts@ictnet.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.ictnet.ne.jp/～arts/

設立年月日：平成１７年５月

登記年月日：平成１７年５月

写 真：盛岡子ども演劇教室の様子

芸術・文化
の 振 興
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ふるさとの伝統行事を未来へ
盛岡舟っこ流し協賛会

◆参加について◆

毎年、北海道や大阪など全国から担ぎ手として参加される方もいらっしゃいます。

興味のある方や、舟を担いで見たい方は、ぜひ、協賛会まで、ご一報ください。

盛岡を代表するお盆の行事「舟っこ流し」は、享保年間の１７２０年代に先人の供養のた

めに始まったとされる盛岡市指定無形文化財です。この２７０年以上続く行事を、地元で

守り続けているのが「盛岡舟っこ流し協賛会」です。昭和６１年に、戦前・戦後とずっと

続いてきたこの行事を後世に伝えていくため組織化して取り組もうと、初代会長関口氏

の呼びかけで会が発足しました。

会では、毎年、「舟っこ流し」を開催するために、行事の運営だけでなく、地域の力

を借りて、河川敷の清掃、中州の柳の木の伐採、協賛金集めなどを行ってきました。

当日は、地元の町内会など１６団体が、紙やベニヤ板、紙粘土など燃える素材で工夫を

凝らして制作した龍舟が会場に並べられ、式典と合同法要が行われます。法要では、読

経のあと舟を流す団体の代表が順番に焼香をし、舟に想いを預けます。

そして日が暮れ始める頃、子供舟を皮切りに舟っこ流しが始まります。地元の若い衆

に担がれた舟が川に浮かべられると、勢いの良い花火とともに舟に火が放たれ、川に流

されていきます。最後の舟が流される頃には、すっかり日も暮れ「花火大会」が始まり

ます。

地域でずっと続けられてきたこの行事を未来に伝えていくために、この行事を継承し、

後継者を育てながら、個人で参加したいという方の要望にも応えられる体制づくりを行

っていきたいということでした。

団体データ

代表者名：会長 小枝指 博

住 所：盛岡市仙北１－１４－２

電話番号：０１９‐６３６‐１７６４ ＦＡＸ番号：０１９‐６３６‐１８２３

設立年月日：昭和６１年４月

会 員 数：２８団体

写 真：火をはなって流される舟っこ

文化の伝承

２８ もりおかNPOガイドブック



地域に根ざしたスポーツクラブ
特定非営利活動法人まつぞのスポーツクラブ

◆参加してみよう！◆

まつぞのスポーツクラブでは、さまざまなサークルやスポーツ教室を開催してい

ます。スポーツに興味がある方は、ぜひ、足を運んでみてください。お待ちしてお

ります。

まつぞのスポーツクラブは、松園地区を中心に「スポーツや生涯学習を通じて、地域

の活性化を図れるのではないか」と考えた盛岡市体育指導委員が中心となって設立しま

した。年齢やスポーツの経験、レベルに関係なく、みんなが楽しめるような「総合型地

域スポーツクラブ」を目指し活動しています。

現在は、健康の維持増進やより充実した生活を送ることなどを目的に７種目のサーク

ルがあり、種目によって週１～４回のペースで活動しています。また、初心者を対象に

スポーツの基本を学び継続的にスポーツを楽しんでもらえるように、スポーツ教室を開

催しています。テニスや陸上、太極拳など５種目のスポーツ教室があり、子どもを対象

とした教室と大人向けの教室を開催しています。

その他にも、日頃の活動の成果を発揮できるように交流大会や様々なイベントを開催

しています。イベントでは、スポーツだけに限らず地域のお祭りなどにも参加し、生涯

学習の活動の場を広げ、地域住民の自立的な社会参加を促進して、コミュニケーション

の活性化を図っていけるように活動しています。

そして、平成１８年４月より「松園運動広場」の指定管理者として広場の管理運営を行

っています。多くのみなさんに、利用していただけるように様々なプログラムを検討し

ているそうです。

今後も、スポーツを通じてさらに地域に根ざした活動ができるように取り組んでいく

ということです。

団体データ

代表者名：理事長 浅沼道成

住 所：盛岡市北松園１－９－２

電話番号：０１９‐６６３‐９２８０ ＦＡＸ番号：０１９‐６６３‐９２８０

E‐mail：kocoro-i@mrg.biglobe.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www 5 f.biglobe.ne.jp/～matusupo/

設立年月日：平成１５年５月１８日

登記年月日：平成１５年１２月１２日

会 員 数：２４８名

写 真：グラウンドゴルフサークルの様子

スポーツ
振 興

２９もりおかNPOガイドブック



もっと魅力ある中津川と
元気なまちを目指して！

特定非営利活動法人もりおか中津川の会

◆会員募集中！◆

盛岡のシンボルである中津川の魅力を再発見したい方や、中津川と共に地域の活

性化に取り組みたい方など、私たちと一緒になって活動をしていく会員を募集して

います。少しでも興味や関心のある方はお気軽に事務局までご連絡下さい。

盛岡の中心市街地を流れる中津川は、多くの市民に親しまれ愛されています。その中

津川をさらに魅力あるものにし、中津川を生かしたまちづくりをしたい！という有志が

集まり、平成１８年７月にもりおか中津川の会が発足しました。

毎年７月末には、中ノ橋下流の河川敷を会場に「どんど晴れ中津川」を開催し、川遊

び、イワナのつかみ取り、染め物流しなど、多くの催し物を行なっています。９月末に

は、中津川に架かる１５の橋を綺麗に“磨く”「中津川の橋洗い」を行なっており、毎年

１００名程度の方が参加しています。

また、中津川に群生している「ヨシの活用」にも取り組んでおり、よしず、ヨシ紙、

りんご農家で受粉時に使うマメコバチの巣づくりなどへの活用を計画しています。

その他、小中学生を対象にしての水質調査「中津川の環境学習」、各種団体と協働で

行う「中津川の清掃活動」、清流のシンボル“カジカ”の「産卵床づくり」にも取り組

んでいます。

今後も、中津川に関わる各種団体への協力を行なうなど「市民団体のネットワーク化

に関する活動」、清掃活動や植栽や子ども達への環境学習などの「自然環境の保全活動」、

中津川周辺でのイベントを企画・実施する「魅力資源の活用に関わる活動」などの活動

を通じて、「魅力ある中津川」、「川と暮らす元気なまちなか」を目指して、中津川に関

わる様々な活動に取り組んでいきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 川村 登

住 所：盛岡市下ノ橋町７－３６（㈱邑計画事務所内）

電話番号：０１９‐６５３‐１０５８ ＦＡＸ番号：０１９‐６５３‐１０５６

E‐mail：terai@u-keikaku.com/

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.u-keikaku.com/kawa/

設立年月日：平成１８年７月１０日

登記年月日：平成１８年１２月１日

会 員 数：７０名

写 真：中津川の橋洗いの様子

環境活動と
まちづくり

３０ もりおかNPOガイドブック



ふるさとの森林はこの手で守る！
特定非営利活動法人いわて森林再生研究会

◆参加してみよう！◆

森林作業を体験してみたい方は、連絡を頂ければいつでも可能です。また、森林

所有者の方で、森林の管理に困っている方の相談もお受けしています。お気軽にご

連絡下さい。

森林が荒れていくのを何とかストップさせようとの思いが、会発足のきっかけです。

主な活動は、手入れ不足のスギ林や雑木林に出かけ、健康な林に回復させるため、間

伐、下刈りなどをすることです。１回の参加者は２０人前後で２０代から７０代まで幅広く、

女性も参加しています。チェンソーや刈払機も使うので緊張する作業ですが、薄暗かっ

た林もやがて光が射し込み、風が通って見違えるように変わるそうです。「やった～！」

という達成感を味わえる瞬間で、こんな気持ちは日常の暮らしでは中々味わえないそう

です。

もう１つの目玉として、初心者に対して「森林ボランティア講座」を開催しています。

活動は、刃物を使い、１日いっぱい傾斜面での作業を行うなど日常の生活にない作業ば

かりのため、ボランティアを始める方を対象に、安全に作業を行うためのノウハウを、

毎年４月から翌年３月までの１年間のカリキュラムで教えています。刃物や重い樹木を

扱う森林作業ですが、基本を守れば難しいことでなく、これまで事故らしい事故は無い

そうです。この「森林ボランティア講座」の募集は毎年２月～３月に行っています。

このほか、いわて森林再生研究会では間伐材の利活用を図るために炭を焼いたり、薪

を作ったりして、石油の消費を少しでも削減しようと努めています。これらの活動は地

域の環境を守ると同時に地球温暖化防止に繋がるので、気分も爽快になるということで

す。

団体データ

代表者名：代表 斉藤文男

住 所：盛岡市上田堤１－１３－７

電話番号：０１９‐６６３‐０５４７ ＦＡＸ番号：０１９‐６６３‐０５４７

E‐mail：issk@eins.rnac.ne.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.eins.rnac.ne.jp/～issk/

設立年月日：平成１５年３月２５日

登記年月日：平成１５年８月２９日

会 員 数：１３１名

写 真：森林作業

森林保全

３１もりおかNPOガイドブック



地域のみんなで守り育てる米作り
松内活動組織

◆おいしいお米を味わってみてください◆

近い将来、地域の農家のラベンダーが咲く時期に、特別栽培米のPRも兼ねて、

消費者との交流会をやりたいと思っています。自然の美しさと一緒に、玉山のきれ

いな水で育てたお米を、ぜひ、味わってみてください。

松内地区では、以前から地域内の団体が連携して、地域の清掃活動や花壇整備などの

活動を行っていましたが、平成１９年、地域内で低農薬米の栽培を行っている農家から、

国が進める事業「農地・水・環境保全向上対策」に取り組んでみないかという話があり、

松内地区の自治会、老人クラブ、子ども会、消防団をメンバーとして「松内活動組織」

を設立しました。

美しい日本の田園風景といえば、流れる小川の先に、きれいに刈り込まれたあぜ道、

そして、豊かに張られた水面に青い苗が広がっているというイメージですが、現実は、

農家が高齢化して担い手が減少していく中で、耕作放棄地も増え、農村が共同で管理し

ていた水路やあぜ道、農道、溜め池などの管理が少数の高齢化した農家の負担となり、

農業環境は悪化、農村風景も変化してきています。そんな中、農家だけではなく、非農

家も一緒になって農業環境を守り、地域の環境保全を行いながら大切な地場産業である

農業を支えていこうという試みです。

松内地区でも、農家が中心となって共同で水路の草刈や泥あげ、溜め池の堤体改修を

行うほか、７０世帯すべてに声を掛けて、みんなで農道の砂利敷きを行いました。また、

子ども会が、低農薬栽培を行う農家のお手伝いで合鴨を田んぼに放す役を務めるなど、

生き物とのふれあい、農業とのふれあいの機会にもなっています。

「車の普及とともに地域の人が道で会話を交わすことも減り、地域のつながりをどう

やって残していけばいいのかと思っていた。」と会長の湊さん。みんなで１日かけて農

道の砂利敷きなどの活動をすることでお互いにゆっくり話をすることができ、収穫祭な

ど従来の自治会行事への参加者も増えてきました。これからも、助けあいや思いやりの

心を残していく活動を続けていきたいということでした。

団体データ

代表者名：会長 湊 仁

住 所：盛岡市玉山区下田字古河川原１３６－６

電話番号：０１９‐６８２‐１７９２

設立年月日：平成１９年７月

会 員 数：７０世帯

写 真：子どもたちが合鴨を田んぼに放す様子

農 村
環境保全

３２ もりおかNPOガイドブック



自主防災は、お隣さんを
思う気持ちが原点です

上田四丁目町内会自主防災隊

◆それぞれの地区で、防災意識を高めておきましょう！◆

みんなで、大地震が来たときのことを考えておきませんか？ 盛岡市内には、現

在９０を越える自主防災組織が結成されています。それぞれの地区で、助けあいの意

識を持って準備をしておけば、きっと被害の軽減につながります。

災害時に、隣近所でお互いに助けあって被害の軽減を図ろうと、平成１７年５月、盛岡

市内で最初の地域自主防災組織として結成されたのが上田四丁目町内会自主防災隊です。

全国で災害が相次ぐ中、平成１５年、盛岡市でも国の災害対策基本法に基づいて、各地

区の町内会や自治会に自主防災組織の設立を進める提案がなされました。平成７年の阪

神大震災の時、大阪に住む孫を訪ねていて震災に遭い、その経験から、災害時には地域

での助けあいが欠かせないことを実感し、かねてから地域での備えが出来ないかと思っ

ていた町内会長の佐藤さんは、早速、平成１６年の総会で自主防災組織の結成を提案しま

した。

その年、新潟県中越地震をはじめとする大きな災害が相次ぎ、町内会でも防災意識が

高まっていたこともあり、１年間の準備期間を経て結成にいたりました。結成にあたっ

て、苦労したのは組織づくりということですが、４０～５０代という若い役員を中心に、班

長の協力を得て、情報伝達、避難、救急、炊き出しなどの役割分担を決め、班編成を行

いました。そして、結成後は、町内会の会報に「防災の心得」を掲載し関心の高揚を図

り、平成２０年秋には「初期消火・搬出」訓練などを行ってきました。

今後は、さらに人的体制の充実と安定を図りながら、防災３箇条①身体の安全確保（ケ

ガをしない）②火災の危険防止（火事を出さない）③救急の共助活動（皆で助けあう）

等の心構の啓発につとめ耐震診断の普及と、災害時に支援が必要な災害時要援護者の把

握を進め、災害時の役割分担を進めるということですが、何よりも、防災の基本は隣近

所を思う気持ちであり、隣近所のつながりを大切にしていきたいということです。

団体データ

代表者名：隊長 佐藤時夫

住 所：盛岡市上田４－９－３０

電話番号：０１９‐６５２‐０８３６ ＦＡＸ番号：０１９‐６５２‐０８３６

設立年月日：平成１７年５月８日

会 員 数：約３５０人

写 真：心肺蘇生法の実技による講習会

自主防災

３３もりおかNPOガイドブック



盛岡駅前、とことん安心のまちづくり
特定非営利活動法人えき・いきいき

◆会員を募集しています！◆

子どもたちの安全な登下校を見守る「桜城っこ見守り隊員」を募集しています。

その他にも、盛岡駅前の魅力的なまちづくりに興味を持たれた方、私たちと一緒に

活動しましょう！

盛岡駅前地区には、町内会や子ども会、企業など複数の組織があり、個々に様々な活

動をしています。そこで、盛岡駅前をさらに安心で魅力あるまちにするために、それら

の組織が力を合わせて活動できないかと考え、町内会や商店街の人たちで設立されまし

た。

現在、主に取り組んでいるのが防犯や環境美化活動です。防犯活動では、子ども達が

安心して登下校できるようにPTAや町内会の方と一緒に、登下校時の見回りをしてい

ます。「とことん安心」というのぼり旗を掲げ、おそろいのベストを着るなどし、子ど

も達を毎日見守っています。理事長の小野さんは、個人的に以前からこの活動をしてお

り、「以前は小学生だった子どもが高校生になっても会うと挨拶をしてくれるので、嬉

しい。今後もこの活動を続け、子ども達の成長を見守っていきたい。」と語っていまし

た。

そして、環境美化活動では、毎月第３日曜日、朝７時から合同で普段清掃できない地

下道のクモの巣取りや河川敷のゴミ拾いなどをしています。小学生の参加もあり、１６名

程度で清掃活動に取り組んでいます。まちをきれいにすることにより防犯にもつながる

ということで、今後も取り組んでいくそうです。

その他、毎年１回、盛岡駅前で開催する「特産市」などのイベントの運営や販売のお

手伝いをしています。

今後も、盛岡駅前をさらに魅力あるまちにし、だれもが安全に過ごせるようなまちに

していきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 小野敬郎

住 所：盛岡市盛岡駅前通１３－２３阿部ビル４階

ナチュラルコム株式会社内

電話番号：０１９‐６５２‐９１９０ ＦＡＸ番号：０１９‐６５２‐９１３０

E‐mail：miya@naturalcom.jp

設立年月日：平成１８年４月１日

登記年月日：平成１８年４月１７日

会 員 数：２０名

写 真：桜城っ子見守り隊の様子

地域の安全

３４ もりおかNPOガイドブック



くらしとお金の安心相談！
特定非営利法人いわて生活者サポートセンター

◆会員を募集しています！◆

いわて生活者サポートセンターでは、県民のみなさまの豊かな暮らしの実現のた

めに取り組んでいます。現在、当センターの活動をサポートしてくださる会員を募

集しています。詳しくはホームページまたは事務局までお問い合わせ下さい！

いわて生活者サポートセンターは、「心の悩み相談」「家庭の悩み相談」「暮らしの再

建・自立支援」の相談支援事業を通して、心豊かな生活を送れるようにサポートを行っ

ています。また、平成２１年２月からは新たに盛岡市との協働事業として「くらしとお金

の安心支援事業」を開始しました。

「くらしとお金の安心支援事業」では、『相談及びコーディネート事業』『セーフティ

ネット貸付の拡充』を２本の柱として行っています。

低所得やさまざまな理由でくらしやお金の問題で困っている市民の相談窓口をサポー

トセンター内の「くらしとお金の安心相談窓口」〔Tel：０１９－６０４－１７１１〕に一本化し

て、相談及び行政や金融など関係機関の紹介等のコーディネートを行っています。また、

既存セーフティネット貸付制度の利用促進に加え、相談者をたらいまわしにしないワン

ストップサービスを提供するため、関係機関との連携強化を図っています。

関係機関には消費生活センター、福祉事務所、社会福祉協議会、労働金庫、信用生協

などがあり、これまで各機関が縦割りで行っていたものを、一カ所の窓口で相談を受け

て必要な機関に振り分けをしており、この仕組みは全国でも初めての試みとなっており

ます。

今後は、盛岡市以外の県内各地域でも同様の仕組み作りを進めていき、県民の豊かな

暮らしの実現を目指していきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 阿部和平

住 所：盛岡市南大通１－８－７

CFCビル２階

電話番号：０１９‐６０４‐８６１０ ＦＡＸ番号：０１９‐６５３‐０５７０

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.iwate-ss.com/

設立年月日：平成１４年９月９日

会 員 数：個人：５１名 団体：８団体

写 真：いわて生活者サポートセンター外観

人権擁護と
福祉の増進
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だれでもできる国際協力！
フェアトレードいわて

※：フェアトレード

とは

発展途上国の人々の

労働に対し正当な対

価の保証をする取引

のことを言います。

◆参加してみよう！◆

フェアトレードを多くの方に知ってもらうために、さまざまなイベントを開催し

ています。各種イベントの情報はホームページからご覧いただけます。また、フェ

アトレード商品を扱っているお店があったら、ぜひ足を運んでみてください。

フェアトレードいわては、岩手大学の学生が中心となって活動している国際協力団体

です。初代代表の山口さんは「発展途上国の貧困はその国だけの問題ではなく、先進国
※

との関係の中から生まれているということに気付き、その解決策の１つとしてフェアト

レードに出会った」と語っていました。その思いに共感した仲間などが集まり、「フェ

アトレードを岩手で普及させよう」と、この団体を設立しました。

そこで、「フェアトレード」という言葉を多くの方に知ってもらおう！と企画したの

が、２月に開催した「フェアトレード・チョコで２倍の愛を」というバレンタインイベ

ントです。大学内の生協や盛岡市内数店のお店に協力いただき、フェアトレードチョコ

レートの販売をしました。その他にも、フェアトレード商品を使ったアクセサリー作り

のワークショップや勉強会なども開催しています。参加者の方からは、「国際協力に興

味を持っていなかったが、今回のイベントでフェアトレードに興味をもつことができ

た」などの感想を頂いたそうです。

今後もだれでも気軽に参加できるイベントを開催し、多くの方にフェアトレードにつ

いての理解を深めてもらい、発展途上国と先進国の現状についても目を向けてもらえる

ように、活動をしていきたいと語っていました。また、小学校や中学、高校などにも足

を運びフェアトレードに関する出張講座を開催していきたいと考えているということで

す。

団体データ

住 所：盛岡市上田３－１８－３４（岩手大学）

E‐mail：ftiwate@yahoo.co.jp

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //fairtradeiwate.web.fc 2.com

設立年月日：平成１８年１月１０日

会 員 数：１２名

写 真：岩手大学生協のフェアトレードブース作成の

の様子

国際協力
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いわての女性の元気を応援します！
特定非営利活動法人参画プランニング・いわて

◆参加してみよう◆

もりおか女性センターの指定管理を受託していますが、その管理運営とともに、

調査研究活動や講演会・セミナーなどを行っています。あなたも一歩を踏み出して

見ませんか。

参画プランニング・いわては、男女の性別にかかわりなく、一人ひとりの個性と能力

を十分に発揮できる地域社会の実現。そして、一人ひとりが大切にされていることが実

感でき、安全で安心して暮らせる心豊かな地域社会の実現を目指し活動しています。

１９９９年「男女共同参画社会基本法」が施行され、国をはじめ、地方公共団体や自治体

もその意識改革や啓発に努めています。しかし、女性を取り巻く社会状況は、まだまだ

固定的な性別役割分業意識が根強く、その改善にはいまだ至っていません。

参画プランニング・いわては岩手県内に男女共同参画を進めるために、一層の意識改

革や啓発が重要であると考え活動を展開するため発足しました。

団体や個人に対する男女共同参画推進のための支援活動、目的に沿った社会づくりの

ための意識啓発、住みよい地域社会の実現のためのネットワークづくり・メッセージ性

のある情報の収集と発信、女性の自立支援のための相談活動などを展開しています。

活動を展開するためには人材育成が重要なポイントです。そのために、地域で活動し

ている様々な個人や団体への支援とネットワークの構築・情報の収集、活動を積み重ね

てきた女性たちへのさらなる一歩のための支援・相談、また、女性が抱える問題に対し

て、女性の視点に立った相談員の育成講座などを開催しているとのことです。

団体データ

代表者名：理事長 平賀圭子

住 所：盛岡市厨川４－１３－８

電話番号：０１９‐６４５‐６４５５ ＦＡＸ番号：０１９‐６４５‐６４５５

E‐mail：y_tbt_s@ybb.ne.jp

設立年月日：平成１６年１１月２１日

登記年月日：平成１７年３月３０日

会 員 数：１０名

写 真：女性とメディア講座

男 女
共同参画
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子供会の活動を応援します！！
盛岡市少年指導員連絡協議会

◆「子供会活動のノウハウ講座」に参加してみよう！◆

「子供会活動のノウハウ講座」を行っています。全部で４回の講座です。一般の

方、ボランティアに興味のある方におススメの講座です。

盛岡市では、昭和５１年度から青少年健全育成に向けて、地区子供会などの組織作りや

活動を支援・援助する「少年指導員制度」を設け、盛岡市教育委員会の少年指導員養成

講座を履修した方を修了生としています。盛岡市少年指導員連絡協議会は、その修了生

によって作られた組織です。

活動目的は、「子どもと青少年団体の継続的な活動を支援すること」「子供会等の地域

における青少年団体の活動に協力して、助言・指導を行うこと」「子供会育成者に協力

し、求めに応じた助言・指導を行うこと」「社会教育機関・団体の行う青少年教育に関

する事業・活動に協力すること」「地域における青少年団体活動の振興に協力する事」

です。

具体的には、子供会・育成会活動、奉仕活動や町内会活動・地域公民館活動・スポー

ツ少年団・自然愛護団体での活動支援、子供会育成会（世話人）に協力して、PTA世

話人研修会を開催することや、生涯学習課・公民館・区界高原少年自然の家・児童セン

ター・市社会福祉協議会・PTAの行う事業や活動に協力をしています。

指導員は、子供達と育成会（親・世話人）を引き離して指導するものではなく、指導

員と子供達と育成者はお互いに係わりあいを持つ、三角形の関係でなくてはならないと

考えて活動しています。

時間がかかっても、子供達が考えて、自分たちで達成感を味わうことを大切にして、

子供達が自分自身の能力を最大限に引き出し、また引き出せるように助言・指導を行い、

将来子供達が自発的に活動できることを目指しているということです。

団体データ

代表者名：会長 田山幸宙

住 所：盛岡市下太田下川原１４０－１

電話番号：０１９‐６５９‐００８７ ＦＡＸ番号：０１９‐６５９‐００８７

設立年月日：昭和５１年１１月

会 員 数：１８０名

写 真：ふれあいランドいわてでのイベントに参加して

子どもの
健全育成
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自立した社会人として巣立つために
特定非営利活動法人未来図書館

◆キャリア教育についての情報が必要な方、連絡をお待ちしています！◆
キャリア教育に興味を持っている方々に向けて、随時情報提供を行っていますの
で、ぜひお問い合わせください。自校で実施したいという学校関係者の方も大歓迎
です。
また、学生、一般の方々を対象とする事業につきましては、ホームページでご案
内しておりますので、興味のある方は、ぜひ、お問い合わせください。

自らの力で未来を切り開いてゆけるようになるため、そして、そのための環境の実現

を目指して、未来図書館が設立されました。

現在は、子供たちが仕事について学ぶことを通じて、現実の社会を自らの肌で感じる

ための活動を中心に、自分たちの身近にある仕事やなかなか触れる機会のない仕事につ

いて理解し、仕事の面白さや厳しさ、働く意義などを学ぶセミナーやイベントを実施し

ています。これまでには、「国際派キャリアセミナー」として、岩手発世界に向けて仕

事をする方々の取り組みや海外でのコミュニケーションのとり方などについて学ぶセミ

ナーなどを行いました。

また、経済産業省「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト事業」の委託を

受け、県内の小中高校の授業で仕事について学ぶ授業を行っています。たとえば、中学

校では、地域の方々や企業などにインタビューをし、地域情報誌にまとめる過程を通じ

て、身近にある職業を理解し、働く人の思いの理解を深めました。

「これらの活動は一朝一夕に成果が現れるものではありませんが、頑張っている大人

たちの後姿から、子どもたちが自ら感じ取ってくれます。私たちは、子どもたちが少し

でも将来のことについて考える機会が増え、自信を持って前に進もうとしてくれること

を期待しています」と、今後も、岩手の人々が自ら未来を切り開いていけるようになる

ための事業やプログラムを提供していきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 久保 均

住 所：盛岡市肴町４－２０永卯ビル３階

電話番号：０１９‐６５４‐６６０１ ＦＡＸ番号：０１９‐６５４‐６６０１

E‐mail：info@miraitoshokan.com

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.miraitoshokan.com/

設立年月日：平成１６年１２月

登記年月日：平成１６年１２月

会 員 数：４１名

写 真：小学校でのキャリアプロジェクト事業

社会教育
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岩手の文化を守り、伝えたい。
特定非営利活動法人いわて芸術文化技術共育研究所

◆神楽を鑑賞してみませんか◆

神楽鑑賞を希望する方に、公演会の紹介をしております。メールでお問合せくだ

さい。

いわて芸術文化技術共育研究所は、岩手の芸術・文化・技術を皆で共に理解・体験し、

育て、次の世代に継承していくための活動に取り組む団体です。平成１５年に、仕事を通

して知りあったクリエーター等が集まり、スキルを持ち寄って岩手の優れた“もの”“こ

と”を自ら感じ、広く発信していこうと設立されました。主に、工芸・食・芸能などの

伝統文化に関する調査研究・記録保存・普及啓発活動、及びこれらに関連した産業振

興・支援活動を行っています。

平成１９年度には、地場産業支援として、「浄法寺漆」の普及啓発活動に取り組みまし

た。漆文化の大切さを伝えるため、浄法寺地域の方々と一緒になって漆の植樹祭や、漆

掻き体験会、漆塗り体験授業、シンポジウムなどを開催し、積極的に浄法寺漆の情報発

信を行いました。また、東京都秋葉原でフォーラムも開催し、広く全国に「浄法寺漆」

の大切さを伝えました。

そのほかにも、岩手県への移住促進に関する普及啓発、産学官連携による産業支援、

岩手県のNPOボランティア広報誌「PIN」の制作受託など、幅広く活動を行っていま

す。

今後は、優れた伝統芸能と祭礼・信仰、それらにまつわる伝説に関する調査研究及び

記録保存、関連講座の開催や、娯楽性と信仰性を併せ持った『神楽』の特異的要素を生

かした、新たな産業の開発・育成を行っていく予定です。

団体データ

代表者名：理事長 南幅直実

住 所：盛岡市手代森１４－１６－２４２

電話番号：０１９‐６７５‐１３０３

E‐mail：info@act.jpn.org

設立年月日：平成１５年１０月２１日

会 員 数：２０名

写 真：浄法寺漆の広報活動を行ったホームページ

産業支援
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地域社会のお助け役はシルバーです！
社団法人盛岡市シルバー人材センター

◆会員募集中！◆

これまでの経験や技術を生かして、就業を通じて生きがいを高める活動意欲のあ

る方を募集しています。技術の向上を図る研修等も開催していますので、興味のあ

る方はシルバー人材センターまでご連絡下さい。

シルバー人材センターでは、定年退職後などの高齢者の生きがいや社会参加を推進し

ています。

これまでの経験や技術を活かし、元気に生活したい高齢者の方を対象に、高齢者にふ

さわしい仕事を、役所や企業、家庭などから受注し、提供しています。仕事の種類は、

草取りなどの軽作業や技能を生かす大工仕事、子育て支援など幅広い内容になっていま

す。グループでの作業が多いので、初めての方でも協力しながら作業をすることができ

ます。また、技術の向上や資格を取得するための講習会を開催しています。そして、会

員同士の親睦を図るために、年２回の旅行やサークル活動を行い、パッチワークやグラ

ウンドゴルフ、囲碁、将棋など、普段でも会員同士で親睦を図れるような取り組みを行

っています。

その他に、地域社会への奉仕活動として、会員が地域の公共施設等で実施日を定め、

草取りや清掃活動を行っています。年３回、会報を発行しこのような活動の報告や講習

会のお知らせなどを会員に配布しています。平成１８年４月からは、盛岡市勤労福祉会館

の指定管理者として管理運営を行っています。

シルバー人材センターは、高齢者と企業や地域などとの橋渡しとなり、高齢者の社会

参加をすすめ、高齢者がイキイキと生活できるように、今後もさまざまな取り組みをし

ていきたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 阿部利男

住 所：盛岡市紺屋町２－９

盛岡市勤労福祉会館１階

電話番号：０１９‐６２２‐３３６３ ＦＡＸ番号：０１９‐６２２‐３２２４

E‐mail：mori－sil@sjc.ne.jp

設立年月日：昭和５５年１０月２８日

登記年月日：昭和５５年１１月４日

会 員 数：７３７名

写 真：奉仕活動の様子

雇用機会の
拡 充
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確かな目と行動力で
生活の安定と向上を目指す

盛岡消費者友の会

◆参加してみませんか◆

消費生活について関心のある方、会員は随時募集中です。一般の方を対象とした

消費者講座も企画運営しています。興味のある方は、是非ご参加ください。

発足時の昭和４８年は、食品添加物への不安や、オイルショックによるすさまじい物価

の上昇が問題となり、全国的に消費者運動が広がった時期でした。盛岡消費者友の会は、

消費者が消費する側としての意識を高め、自主活動により自らの利益を守り、生活の向

上を目指すことを目的として発足しました。

活動内容は、消費者がトラブルに巻き込まれないための啓発活動を柱に、安心して生

活できる環境づくり、食の安全・安心を考えることです。

消費者のトラブルと一言で表しても内容は広範囲に渡ります。食に関する学習として

は、添加物・加工食品の選び方や使い方、生産履歴、残留農薬、地域の特産物の勉強会

など。そのほか、振り込め詐欺によるトラブルの回避の方法や子どもへの小遣いの与え

方などを誰にでも理解しやすいように寸劇にして、公民館や小中学校などで公演を行っ

ています。また、クラフト体験として、子供たちや一般の消費者の方たちと牛乳パック

を使っての手すきはがき作り、パズルボックス作りなどを行い、リサイクルや地球環境

保護についても学習できる内容としています。

買い物の方法も店頭で購入するだけでなく、パソコンや携帯電話から買い物ができる

ようになるなど、消費の形態が多様化する中で、自分自身が確かな目を持ちトラブルに

巻き込まれないように学習することが大切になってきます。その啓発活動を行うために

消費者問題の対策について研修し、それをいかすように努めています。

団体データ

代表者名：会長 村上好子

住 所：盛岡市大館町１０－１７

電話番号：０１９‐６４７‐５５４１ ＦＡＸ番号：０１９‐６４７‐５５４１

設立年月日：昭和４８年７月

会 員 数：４７名

写 真：NPOまつり「パズルボックス作り」

消費者保護
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ボランティアなんでも相談
特定非営利活動法人岩手ボランティア育成会

◆ボランティアでのお困りごとはないですか◆

「ボランティアなんでも相談」はボランティア活動に関すること、社会福祉に関

すること、福祉教育に関すること、人材育成に関すること等、年中無休で受け付け

ております。

高齢者や障がい者のさまざまな生活課題が年々増加する傾向にある中、岩手ボランテ

ィア育成会では、「高齢者や障がい者が物質的援助のみならず精神的な支えを糧として

生きていくためには、公的機関はもちろんとして、社会福祉協議会を中心とした民間社

会福祉活動の果たす役割も大きく、またそれに対する期待も益々高まってきています。

それらの活動の根底には互助精神ともいうべき動機が作用し、このようなボランタリズ

ムの醸成こそが２１世紀の社会福祉における大きなテーマのひとつではないか」と考え活

動しています。

しかしながら、現在の社会構造や経済状況の変化の中で、社会福祉協議会などの民間

社会福祉活動の財政環境は大変厳しく、最大のパートナーのひとつであるボランティア

団体への活動資金助成もままならず、県内には慢性的な資金不足に悩んでいるボランテ

ィア団体が少なくないといわれています。このようなボランティア団体を取り囲むさま

ざまな状況に鑑み、ボランティア団体に直接的に活動資金の援助を行うことがボランテ

ィア活動の振興になり、ひいては社会福祉協議会の活動を支援する一助になるものと、

岩手ボランティア育成会を立ち上げました。これまでの７年間で、総数１６２団体に総額

８９５万円の支援を行ってきました。

平成２１年度以降は、毎年２５０万円程度までの助成規模の拡大に加え、活動資金の直接

的な助成活動だけではなく、専門的な知識や経験を有するスタッフによる団体運営や活

動メニュー開拓および人材育成等に関する助言活動も充実させたいということです。

団体データ

代表者名：理事長 長澤文龍（ぶんりゅう）

住 所：盛岡市津志田西１－１９－７

電話番号：０９０‐３１２８‐９０００ ＦＡＸ番号：０１９‐６５６‐４３１２

設立年月日：平成１３年７月１０日

登記年月日：平成１３年７月２４日

会 員 数：団体１８団体、個人１０名

写 真：活動助成金贈呈式にて

資金援助

４３もりおかNPOガイドブック



明るく住みよいまち盛岡へ�
もりおかNPO連絡協議会

◆メールニュースの読者＆掲載記事を募集中�◆
メールニュースの読者＆掲載記事を募集しています。どなたでもご登録いただけ

ます。また、もりおかNPOブログでも様々な情報を紹介しております。詳しくは、

ホームページをご覧頂くか事務局にお気軽にお問い合わせ下さい。

盛岡市内にはNPOや自治会・町内会・PTA・行政など、公益的な活動を行ってい

る多くの団体があります。「もりおかNPO連絡協議会」では、それらの団体が市民・

NPO・企業・行政との連携や協働を推進して、明るく住みよいまち盛岡の実現に役に

立てることを目指しています。

活動内容としては、NPO活動や地域活動・市民活動に役立つ情報の提供として「も

りおかNPOブログ」の開設や毎月２回発行しているメールニュースで助成金や各団体

のイベントの紹介などを行っています。また、企業等からゲストを招いての研修会や懇

親会の開催、協議会の活動を紹介する「もりおかNPO通信」の発行なども行っていま

す。

昨年９月にはより多くの方にNPOについての理解を深めていただくことを目的に、

ホットライン肴町で「NPOまつり２００８」を開催いたしました。各団体の活動をミニス

テージ発表やパネル展示、販売・体験コーナーを設置して紹介し、延べ約３００名を超え

る方々にご参加いただきました。

今後も盛岡市内のNPO活動や地域活動・市民活動が活性化していくように連携を深

め、情報発信や研修、交流活動を行っていきたいということです。

団体データ

代表者名：会長 浅沼道成

住 所：盛岡市仙北２－４－１２内

電話番号：０１９‐６３５‐１２００ ＦＡＸ番号：０１９‐６３５‐９６０１

E‐mail：info@morioka-npo.net

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.morioka-npo.net

設立年月日：平成１９年１月２４日

会 員 数：７２団体

写 真：NPOまつり２００８の様子

市民活動団体間の
情報交換・交流

４４ もりおかNPOガイドブック



「永井地区まちづくりの会」の活動支援！
いわてNPOセンター

※

アダプト活動とは：

アダプトとは「養子

縁組をする」という

意味。住民が公共空

間（施設）を「アダ

プト」し、これを養

子のように愛情をも

って面倒を見る（清

掃・美化・運営等）

から命名された。自

治体と住民がお互い

の役割分担について

協議し、合意を交わ

して、この合意に基

づいて継続的に管理

行う制度。１９８５年、

アメリカでハイウェ

イのボランティア清

掃活動として始まっ

た。

◆一緒に活動しませんか◆

通年にわたって各種イベントやセミナーを実施しております。詳しくはホーム

ページをご覧下さい。また、個人会員・法人会員を募集しています。私たちの活動

に賛同し、会員になることを希望される方は、事務局まで是非ご連絡ください。

いわてNPOセンターは、「新しい公共の創造に向け、時代を変革する市民活動の実

践と支援」をミッションに掲げ、さまざまな活動を行っている団体です。

今回は、いわてNPOセンターの様々な事業の中から、地域住民と行政がうまく協働

を進めている「永井地区まちづくりの会」の活動支援についてご紹介いたします。

「永井地区まちづくりの会」は、上永井、中永井、下永井３つの自治会の地域に共通

する課題の解決を図るため、自治会の垣根を越えて出来た団体です。毎月定例会を開催

し、その中で出てきた課題ごとにプロジェクトチームを作り活動しています。

具体的な活動としては、水路の転落防止フェンスの設置、住民による農業用水路の草

刈り、放置車両の撤去、通学路の横断歩道の設置などを行っており、会で発行している

まちづくり情報紙『ながい』を通して、それぞれの活動状況を地域住民に紹介していま

す。また、これまでの活動が評価され、岩手県の「元気なコミュニティ１００選」に選ば

れました。

いわてNPOセンターは、コーディネーターとして会の活動に参加し、活動を進める

組織作りや課題を共有するためのワークショップの実施のサポートなどを行っています。

これまでは新しく市民活動を始めるNPO等市民活動団体の立ち上げ支援に力を入れ

てきましたが、今後は「永井地区まちづくりの会」や自治会・町内会のように、現在活

動している地域コミュニティ団体がさらに活性化していけるような支援にも力を入れて

いきたいとのことでした。

団体データ

代表者名：理事長 高井昭平

住 所：盛岡市内丸１１－２

岩手県公会堂２２号室

電話番号：０１９‐６０６‐１１００ ＦＡＸ番号：０１９‐６０６‐１１０１

E‐mail：kikaku@iwate-npo.org

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.iwate-npo.org/center/

設立年月日：平成１５年８月１３日

会 員 数：１７名（正会員）
※

写 真：「鴨助堰せせらぎ隊」によるアダプト活動の様子

地縁団体の
活動支援

４５もりおかNPOガイドブック
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岩手大学農学部教授・ＮＰＯ法人いわて地域づくり支援センター理事長 広田純一

ここ１０年ほど県内外のさまざまな地域づくりに関わってきて、コミュニティの活性化にはコツがあることを確信

するようになりました。それはコミュニティの実践力を高めるということです。実践力などというと何か捉えがた

いものに聞こえるかもしれませんが、確実に実在する力です。それは、地域の共通の目標（や課題）を地域住民が

協同で達成する（解決する）力であり、地域力とか住民力、あるいは「ご近所の底力」（ＮＨＫ）と呼ばれるもの

に近いです。

コミュニティの実践力を高めるにはコミュニティ自らが実践を積み重ねるしかありません。つまり、地域にとっ

ての共通の目標を自分たちで見い出し、地域住民が協同してそれを達成するという活動を地道に積み重ねることが

肝要なのです。スポーツや芸能と同じで、他人の演技を見たり、机上で作戦を練っているだけではダメです。実際

に身体を動かして、しかも単なる練習ではなく、実践の中でそれを行わない限り、真の力はつかないものです。

問題は、ではどうすれば実践できるかということでしょう。いくつかのノウハウがあります。第一は、地域の住

民にやる気になってもらうための動機付けです。そのために最も効果的なのは、地域の実情を知ってもらうことで

あり、地域点検とかお宝探しと呼ばれる方法が取り組みやすいと思います。第二は、地域がまとまれる（盛り上が

れる）ような適切な目標の設定です。ちょっと頑張れば達成できるぐらいの難しさがあり、多くの人が関わりやす

く、成果がわかりやすいもの、そして達成した暁には、それに関わった人たちが達成感が味わえるものがよいでし

ょう。第三は、多くの人が目標の達成のために動ける体制づくりです。体制というのが大袈裟であれば、役割分担

と言ってもいいです。そして第四は、実際に多くの人が関われるように活動を運営していくことです。結果だけを

求めるのではなく、プロセスを重視することが何より大切です。

さあ、あなたの地域では何から実践を始めますか？

ココ ララ ムム

コミュニティの活性化をいかに進めるか

NPO基礎知識－NPOの作り方
何か活動を始めたい！団体を立ち上げたい！と思ったとき、何をすればいいのでしょう？どんなステップで団体を立
ち上げればいいのでしょう？一般的な流れについて、簡単にご紹介させて頂きます。

所轄庁とは
NPO法人の所轄庁は、その団体の事務所の所在地によって決まります。岩手県内のみに事務所を設置する団体（複

数置いても同じです）は、活動場所がたとえ県外であっても、岩手県知事に設立認証申請を行うことになります。２つ
以上の都道府県にまたがって事務所を設置する団体については、内閣府が所轄庁となります。

仲間を募る

取り組みたい活動

テーマを決め、団

体を立ち上げる仲

間（発起人）を募

ります。

設立の申請
所轄庁に以下の書類を提出します。
① 設立認証申請書
② 定款
③ 役員名簿
④ 役員の就任承諾および誓約書の謄本
⑤ 社員（会員）のうち１０人以上の名簿
⑥ 確認書
⑦ 設立趣意書
⑧ （設立）総会の議事録謄本
⑨ 設立年度と翌年度の事業計画書
⑩ 設立年度と翌年度の収支予算書
※書類についての詳細は所轄庁にお問合せください。また、岩手県のHP
からも様式が取り出せます。（http : //www.pref.iwate.jp/より「教育・
文化・協働」�「NPO・ボランティア」へお進みください。）

設立準備会の開催

仲間（発起人）で集

まり、団体名や定款

（会則）、役員、事

業内容、事業計画な

どの案を作ります。

設立総会の開催

案を基に会員を募り、

設立総会を開催し、

名称、会則（定款）、

役員、事業内容、事

業計画を決定します。

縦覧・審査

提出書類の縦覧

（２ヶ月）の後、

審査。申請から

４ヶ月以内に認

証・不認証が決

定します。

活動の開始

設立総会で決まった

内容に基づいて活動

を開始します。

設立登記

認証から２

週間以内に

法務局で設

立登記を行

います。

任意団体の場合

NPO法人の場合

４６ もりおかNPOガイドブック



企業も「わたしたちのまち」を支える一員です。税金を納め、雇用を守るだけではなく、

地域の一員として社会的責任を担い、まちを元気にする社会貢献活動を進めています。第

四章では、さまざまな社会貢献活動に取り組む企業を紹介します。

第
四
章



企業の社会的責任
企業市民としての取り組みに注目！

今、企業でも、地域の一員として社会的な責任を果たし、さらに、社会に貢献する企業で

あろうとする取り組みが広がっています。そんな取り組みの中で、企業とNPOや地域の団

体との連携も始まっています。

１ 企業の社会的責任“CSR"とはなんだろう？
コ ー ポ レ ー ト ソーシャル レ ス ポ ン シ ビ リ テ ィ

最近では、企業の社会的責任について、英語のCorporate Social Responsibility の頭文字をとって、

“CSR"と呼ばれるようになってきました。

これまでも企業は、本来の経済活動を通してさまざまな社会貢献や責任を果たしてきました。たとえば、

商品やサービスの提供、雇用の創出、税金の納付、芸術活動を応援するメセナ活動などです。しかし、最

近では、企業が社会で経済活動を行うときに発生するすべての責任、たとえば環境、安全、人権、情報公

開、法令順守、個人情報保護など、持続可能な社会の一員としての姿勢が問われるようになってきました。

企業の経済活動には、顧客や株主、従業員のほかにも、取引先、地域住民、求職者、投資家、金融機関、

行政など、実に多くの人たちが関わっています。企業にとって、顧客だけでなく、これらの多様な利害関

係者それぞれとの関係を大切にすることの重要性がこれまで以上に増し、これまでの経済的あるいは法的

な責任を大きく超えた社会的責任がもとめられています。現在、２０１０年成立に向けて国際ガイダンス規格

ISO２６０００（組織の社会的責任ガイダンス規格）の検討も進められています。

２ 企業がCSRに取り組む意義

現在では、企業が社会的責任を果たしていくことが必要不可欠であり、企業の競争力を強化し、事業の

継続・発展を促すものであると認識されています。

CSRに取り組むメリット

� 企業価値の向上につながる

� 優秀な人材確保の機会が広がる

� リスク・マネジメントの強化につながる

� 市場からの評価につながる

３ 企業とNPOとの連携の可能性

企業が地域社会の一員として地域貢献活動を進める中で、市民やNPO・地縁団体との連携が進んでい

ます。これまでの企業からの団体への金銭的な活動助成のみならず、事業の共催、社員の派遣や参加の促

進など、企業と市民・NPO・地縁団体・行政が力を合わせたまちづくりが各地で始まっています。

４８ もりおかNPOガイドブック



「ひろう」という体験を通じて、
「捨てない」気持ちを育てたい

日本たばこ産業株式会社（JT）盛岡支店

◆清掃活動に参加しませんか？◆
ＪＴでは、市民・行政・企業が一体となって「美しい街盛岡」をつくるとともに、参
加して頂いた皆様に、ゴミを拾うことを通じて捨てない気持ちを育て、ポイ捨ての
抑止やマナーの大切さを実感して頂きたいと考えています。今後も雪解け後や６月
の環境月間、さんさ踊り前、秋の行楽シーズン等、機会を捉え、清掃活動を実施す
る予定です。皆様のご参加をお持ちしております。お問合せは、ＪＴ盛岡支店まで。

ＪＴでは、社会の一員として、社会と共生する「良き企業市民」であることを目指し、

継続的に地域社会に貢献し、企業の社会的責任を果たしていきたいとの考えから、「青

少年育成に関するＮＰＯ助成事業」や「ひろえば街が好きになる運動」「植林／森林保

全活動」など、全国で様々な社会貢献活動を行っています。

盛岡市は、ＪＴの原料部門（東北原料本部）製造部門（盛岡工場）営業部門（盛岡支

店）の３つの拠点が置かれている全国で唯一の都市であり、地域経済との結びつきも非

常に強く、ＪＴの岩手県、盛岡市への想いには特別なものがあり、市街地の清掃活動や

文化事業への協賛など、様々な形で地域に根ざした取り組みを進めてきました。

特に、長年続けてきた清掃活動は、ＪＴ社員はもとより、たばこ販売店、葉たばこ耕

作農家を始め、地元商店街、町内会、市民団体、企業、学校、行政職員、そして、市民

の方々へも参加を呼びかけた結果、大きな輪となって広がっています。平成２０年には、

「いわて環境王国展」において「ひろえば街が好きになる運動」を実施した他、春の雪

解け後の清掃活動を始め、年４回の市内清掃活動を実施し、延べ１，１００人もの方が参加

しました。

近年は市内の高校、中学、小学校の生徒の参加も増えており、地域に貢献するボラン

ティア活動を体験する機会として、また、「ひろう」という体験を通じて、「捨てない」

気持ちを育む場として、学校や父兄の方から評価を受けるようになりました。

今後もＪＴでは、現在の活動の継続と充実を図り、多くの方に清掃活動に参加しても

らうとともに、「ポイ捨てのない きれいなまち 盛岡」をつくるお手伝いを通じて、

自らが事業を行っている地域社会の発展に貢献したいということです。

団体データ

代表者名：支店長 西原哲夫

住 所：盛岡市盛岡駅前北通３－１５JTビル

電話番号：０１９‐６２５‐８１２１ ＦＡＸ番号：０１９‐６２５‐８１３３

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.jti.co.jp/JTI/index.html

写 真：平成２０年１１月１日 ひろえば街が好きになる運動の様子

清掃活動
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売るだけでなく社会に役立つ企業を目指して！
株式会社ジョイス

◆レジ袋の回収も開始しました！◆

各地で有料化が進められているレジ袋ですが、当社ではお客様に負担をお願いす

るのは好ましくないということで、レジ袋を再活用することを目指し、平成２０年９

月よりレジ袋の回収を進めています。牛乳パックやトレイ同様、ご協力をよろしく

お願い致します。

ジョイスでは、商品を販売するだけでなく社会に役立つ企業を目指し、社会貢献活動

「お客様チャリティー基金」や、美しい地球を守るための環境エコ活動に取り組んでき

ました。

平成１３年４月に始めた「お客様チャリティー基金」は、お買物の金額に応じてポイン

トがたまり一定のポイントがたまると５００円の割引券が発行になる「ハッピークーポン

カード」のポイントの一部を福祉活動に寄付するしくみで、社会福祉協議会等を通じて、

７年間で１３４２団体に総額約１億円の寄付を行ってきました。

また、環境エコ活動では、ゴミの減量、リサイクルの促進などに取り組んできました。

特に力を注いできたリサイクル活動は、前社長 小苅米淳一会長の「自社で販売したも

のはゴミに出さない」という思いから、平成２年に東北で初めて、全店での牛乳パック

の回収を開始し、以来、平成３年には食品トレイ、平成４年には空き缶と、回収の種類

を増やしてきました。そして、平成２０年には、ペットボトル、レジ袋、卵パックの回収

も開始しました。回収したレジ袋や卵パックは、リサイクル業者を通して、新しい商品

として生まれ変わっています。また、社用車をハイブリット車にしていくことで、CO

２の排出削減にも努めてきました。

環境意識も高まる中、このような取り組みを評価してくれるお客様も増えてきたとい

うことで、今後も引き続き、出来ることを検討し、環境保護、地域への社会貢献活動を

行っていきたいということでした。

団体データ

代表者名：代表取締役兼社長執行役員

小苅米 秀樹

住 所：盛岡市東安庭２－１－３０

電話番号：０１９‐６２３‐６１００

ＦＡＸ番号：０１９‐６２２‐０４７４

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.jois.co.jp/

E ‐ mail：info@jois.co.jp

リサイク
ルの促進

５０ もりおかNPOガイドブック



写真撮影を通じて高齢者への恩返しを！
株式会社ヒヤマフォトスタヂオ

株式会社ヒヤマフォトスタヂオでは、平成元年からお年寄りの方のポートレート写真

を撮り、敬老の日にプレゼントをする「長寿写真ボランティア事業」を行っています。

この事業は「いま現在の日本を築き上げてきて下さった先輩方への敬意と感謝の気持

ち」と「企業として商売している地域で、何かお返しは出来ないか」という想いから始

めたそうです。

はじめは地域の８０歳以上の独居老人を対象に自宅にお伺いしてポートレート写真を撮

影し、敬老の日にプレゼントをしていましたが、年々希望者が増え、この事業を継続し

ていくためにも、現在は８８歳以上の方を対象に毎年１００～１２０名に限定し、先着制として

行っています。また、この事業には、盛岡市社会福祉協議会や民生委員の方々に協力し

ていただき、これまでの２０年間で３，４００名もの方を撮影してきました。事業に参加され

た方からお礼のお手紙などを頂いたりすると、社員全員で読んで改めてこの活動を続け

てきてよかったと思っているそうです。

この事業を通じて、社員が地域の方とふれあいながら撮影することで、普段の接客と

は違った形のコミュニケーションを学ぶことが出来たり、老人福祉などを考えるきっか

けともなっており、その結果、会社としても社員教育や人材育成に繋がるといった、メ

リットも出ています。

最近では、企業の地域貢献活動がCSRとして取り上げられてきていますが、社長の

樋山さんは「自分たちが事業を始めたときにはそのような言葉はなく、地域に対して素

直に感謝の気持ちを表すボランティアとして活動を続けてきた」とおっしゃっていまし

た。CSRという考え方が出てきたことで自分たちの活動についても改めて考えるきっ

かけとなり、今後は、いまの時代にあった活動を目指し、自分たちの出来る範囲で行っ

ていきたいということでした。

団体データ

代表者名：代表取締役

樋山 桂

住 所：盛岡市上田３－１６－２９

電話番号：０１９‐６５４‐２３０４

ＦＡＸ番号：０１９‐６２４‐２３０２

Ｕ Ｒ Ｌ：http : //www.hiyama-studio.co.jp/

ボランティア
活 動
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市民総参加で“サッコラ チョイワヤッセー”
ココ ララ ムム

CCSSRRををももっっとと知知りりたたいい！！ おすすめCSR情報サイト

日経CSRプロジェクト http : //www.nikkei.co.jp/csr/

日経が運営する様々な立場からのCSRに対する意見や手法、海外レポートなどをまとめたサイト。

環境goo CSR http : //eco.goo.ne.jp/business/

環境経営や顧客とのコミュニケーションを深めたい企業に役立つ情報やコラム、事例などが掲載され、様々な

角度から企業の環境への取り組みが紹介されているサイト。

CANPAN CSR + http : //canpan.info/csr/

日本財団運営のCSR広報支援や企業のCSR情報を提供するCSRを応援する日本初の公益サイト。

CSR経営動向調査 http : //www.jri.co.jp/thinktank/sohatsu/csr/research/tend/

㈱日本総合研究所創発戦略センターが実施した２００３年からのCRS経営動向調査結果のレポート

経済同友会 企業の社会的責任（CSR） http : //www.doyukai.or.jp/c.s.r_summary.html

経済同友会の取り組みや調査結果を紹介したサイト。

日本規格協会 http : //www.jsa.or.jp/stdz/sr/sr.asp

社会的責任（SR）に関する国際規格 ISO２６０００の国内審議状況及び規格開発動向について報告しているサイト。

社会的責任向上のためのNPO/NGOネットワーク http : //www.sr－nn.net/

ISO２６０００／SR （組織の社会的責任ガイダンス規格）に向けての日本のNPO/NGOの取り組みをレポート

するサイト。

盛岡さんさ踊り実行委員会事務局 盛岡商工会議所 事務局長 泉沢 力

熱い盛岡の夏、といえば「盛岡さんさ踊り」。

古くから市内など各地に踊り継がれたさんさ踊り、市民総参加のまつりにしようと昭和５３年、統一さんさ踊りを

創作して新しいまつりがスタートしました。

それまで東北有数のまつりに匹敵するものが無く、市民からは“皆が参加できる大きなまつりを”との要望が募

っていました。

総参加者１５００人でスタートしたまつりは年々規模が拡大し、内容の工夫も凝らされ、延べ１万個の太鼓を含む３

万３千人が参加するまでに発展しました。

平成２０年に３０周年を迎え、前年には「和太鼓の同時演奏世界一」を達成し、ギネスブックに登録なったことは記

憶に新しいところです。今や名実ともに世界一の太鼓パレードとしてブランドを確立しつつあります。

３０年間、まつりを継続し、発展させることができた要因はいくつかあります。

盛岡さんさ踊りの基盤となる「伝統さんさ踊り」団体の地道な継承活動があり、地域の企業等による協賛金の拠

出もたいへん大きな力の基になっています。そして何よりも、多くの市民の皆さんの「盛岡に自分たちのおまつり

をつくろう」という、思いと行動の結集が最大の要因だと思います。

町内会や同好グループ、学校や企業などが競って参加し、楽しみながらパフォーマンスを発揮してきたことが、

まつりの盛り上がりにつながったと思います。

こうした思いと形を大事にしながら、これからも盛岡さんさ踊りを皆で育てていただきたいと願っています。

実行委員会は、盛岡さんさ踊りなどを通じて市民が地元に愛着をもち、多くの人々が交流する元気なまちづくり

を目指しています。

５２ もりおかNPOガイドブック



第五章では、「わたしたちのまち」をよくするために、盛岡市内で活動している団体を分

野別に紹介します。また、さまざまな活動についての相談を行なっている窓口もご紹介し

ます。いろいろな活動を見て、あなたも何かできそうな気がしてきませんか。

第
五
章



盛岡市内団体リスト〈保健・医療・福祉〉

〈
保
健
・
医
療
・
福
祉
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
保健、医療、福祉の増進

ＮＰＯ
法 人

アールシーサービス盛岡 盛岡市みたけ３‐４‐３７

石田 貢 ０１９‐６４８‐８７２１

在宅介護を必要とする高齢者その他支援を必要とする人に対して、居宅
サービス、居宅介護支援事業を行う。又地域の人々に対して、ごみ減量化
の推進に協力し、資源ごみのリサイクル事業を行い、地域の人々が健や
かに暮らせるよう環境保全に努め、社会福祉の増進に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

岩手音声訳の会 盛岡市神明町６‐６‐５１１ http : //www.aiina.jp/facility/sityoukaku/sityoukaku.html

伊東 雅子 ０１９‐６０６‐１７４３ ０１９‐６０６‐１７４４

音声訳奉仕活動を通じて、視覚障害者の福祉と文化の向上に寄与する
こと。音訳技術の向上のために、会員相互及び他団体との交流や研修
を行うこと。※電話・ファックスは岩手県立視聴覚障がい者情報セン
ター

・録音図書制作 ・録音雑誌制作
・市町村音訳ボランティア支援 ・音訳技術向上のための研修
・会報発行 ・視覚障害者との交流

ＮＰＯ
法 人

岩手県精神障害者家族会連合会 盛岡市三本柳８‐１‐３ふれあいランド岩手内

�橋 修 ０１９‐６３７‐７６００ ０１９‐６３７‐７６２６ gankaren@sage.ocn.ne.jp

岩手県精神障害者の社会復帰を促進する啓発活動と相談事業及び援護
活動を通して、精神障害者及び家族の福祉の増進に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

岩手県中途失聴・難聴者協会 盛岡市盛岡駅西１‐７‐１ ４階 聴覚障害者情報センター内

樋下 光夫 ０１９‐６０６‐１７４７ ０１９‐６０６‐１７４７

聴こえが不自由でも不便でない社会環境の構築とお互いの能力に合った手段（補聴
器・筆談・手話等）でコミュニケーションを行うトータルコミュニケーションを社会
に啓蒙し、難聴者等の親睦と交流を深め、且つ難聴者等と健聴者とのコミュニケーシ
ョンを円滑にし、難聴者の自立と社会参加の向上を図り、福祉の増進に寄与すること。

難聴者や中途失聴者に対して情報保障に関する各事業

ＮＰＯ
法 人

いわてグリーフサポート 盛岡市上飯岡６‐１０‐１８

高橋 孝一 ０１９‐６３２‐１０００ ０１９‐６３２‐１０１１

福祉の増進・人権の擁護・老後の権利意識を啓発し自立と安心をサ
ポート（成年後見制度、公正証書遺言、終末期宣言書）

・霊柩車による運送事業 ・永霊供養墓苑「万葉の里」管理事業
・福祉葬の施行

ＮＰＯ
法 人

いわてサービス評価ビューロー 盛岡市長田町２‐２１ 松本ビル内

横山 久子

福祉サービス、介護サービスを受けるすべての利用者に対し、第三者
の立場から社会福祉事業による福祉サービス、介護サービスを公正・
中立に調査・評価を行い、利用者の適切な選択に資すると共に福祉
サービス、介護サービスの質的向上に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

いわてソーシャルサポートセンター 盛岡市本町通１‐９‐１４ＪＴ本町通ビル３Ｆ http : //business 4.plala.or.jp/sscm

酒井 明夫 ０１９‐６５１‐６２７１

主に精神障害者及びその家族の自立と社会参加に関わる支援事業と、
一般市民及び保健医療従事者を対象とした保健医療福祉に関する啓発
活動を行うことにより、岩手県におけるノーマライゼーションの推進
に寄与する。

・面接・電話・メールによる相談受付（メールの場合は、ホームペー
ジの「お問い合わせ」フォームから）※面接は事前予約が必要。専
門の相談員が対応。
・活動支援センター（日中活動の場を提供。平日９：００～１６：４５ 土曜
９：００～１２：００）

ＮＰＯ
法 人

岩手点訳の会 盛岡市津志田２１‐１５

熊谷 典次 ０１９‐６０６‐１７４３ ０１９‐６０６‐１７４４

点字図書等を製作し点訳を通じて視覚障害者の文化・教養の向上に寄
与し、また点字点訳の啓発活動を行うこと。※電話・ファックスは岩
手県立視聴覚障害者情報センター

・点字図書の製作 ・会報発行 ・点字の普及活動
・会員の学習、研修会

ＮＰＯ
法 人

いわて脳外傷友の会イーハトーヴ 盛岡市羽場１４‐８‐４ http : //blog.canpan.info/i-hato-v 2/

堀間 幸子 ０１９‐６３９‐４１７７ ０１９‐６３９‐４１７８ koujinou_iwate@yahoo.co.jp

岩手県内の高次脳機能障害者及びその家族、並びに保健・医療・福祉、
その他関係機関等の職員及び県民に対し、高次脳機能障害に関する知
識の啓発と普及を行うとともに、高次脳機能障害者等の自立に必要な
支援事業を行い、地域と社会の福祉の増進を図り、広く公益に貢献す
ること。

・いわて脳損傷リハビリテーション講習会
・特定信託いわてNPO基金助成事業高次脳機能障害社会参加支援事業
・機関誌「i－hato－v」発行
・支援拠点病院と合同の巡回高次脳機能障害研修会、巡回相談会
・脳外傷友の会第８回全国大会２００８in いわて開催 ・電話相談

ＮＰＯ
法 人

いわての保健福祉支援研究会 盛岡市中央通３‐７‐３０

冨手 正義 ０１９‐６０４‐８８６２ ０１９‐６０４‐８８６３ iwate@hfk.or.jp

介護サービスに対する評価調査を行うほか、介護サービスに関連する
調査研究、研修、並びに助言又は支援の活動などを行い、介護保険の
安定的な発展を図り、高齢者福祉の増進に寄与すること。

・保健医療福祉サービスに関する評価調査、調査研究、研修
・保健医療福祉サービスに関する地方公共団体等からの事業受託
・保健医療福祉サービスに関する情報の収集及び提供
・保健医療福祉サービスに関する助言及び支援の活動

ＮＰＯ
法 人

いわてパノラマ福祉館 盛岡市羽場１４‐８‐４ http : //www５f.biglobe.ne.jp/
～
jiujin/

高舘 美保子 ０１９‐６３９‐８３８３ ０１９‐６３９‐８３８３ jiujin@kfa.biglobe.ne.jp

障害をお持ちの就労を中心とした社会的支援を必要とする方を対象に、
就労支援サービス提供の体制確保、適切な利用の推進を目指し、地域
社会参加を支援する活動を通じて、各種関係機関や地域社会との連携
を図り、地域社会作りや地域福祉の発展に寄与すること。

・障がい者就労移行支援事業
・障がい者就労継続支援事業
・障がい者社会参加推進事業

５４ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈保健・医療・福祉〉

〈
保
健
・
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療
・
福
祉
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

岩手福祉会 盛岡市黒石野２‐２‐１８

伊藤 剛 ０１９‐６６４‐００１９ ０１９‐６６４‐００１８ iwatefukusikai.itou@theia.ocn.ne.jp

高齢者が自ら望む環境で、生きがいのある人生を送るために、生活相
談、介護支援、居宅サービス等の社会福祉に関する事業を行い、高齢
者が心豊かな生活ができるように、高齢者の保健、医療及び福祉の増
進に寄与すること。

・高齢者生活無料相談 ・居宅介護支援
・訪問介護 ・介護予防訪問介護
・福祉（介護）タクシー

ＮＰＯ
法 人

グラシアス 盛岡市本宮字久保筋２１‐５

林 孝男 ０１９‐６５９‐０２１５ ０１９‐６５９‐０２１５

障害者に対して生活、就労など社会的自立に関する諸事業を行い、障
害者の社会参加に寄与すること。

・精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）の運営
・その他この法人の目的達成のために必要な事業

ＮＰＯ
法 人

元氣くらぶ 盛岡市三本柳１３‐１７‐５

藤澤 和治 ０１９‐６３８‐９８４８

生活習慣病等の病を改善する為に、太陽光線・空気・水を利用した新
しい技術の治療法と予防法である総合健康学を不特定に対して普及す
る活動を行い、有害電磁波から身体を守る方法に関する事業を推進し、
多数の健康増進に関与すること。

ＮＰＯ
法 人

好望・恕 盛岡市みたけ４‐２２‐１２

今野 継男

障害者等に対して、生活・就労など社会自立援助に関する諸事業を行
い、障害者等の社会参加に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

少子高齢化対策支援協議会 盛岡市西仙北１‐３２‐１ http : //www.npo‐npo.org

葉澤 光男 ０１９‐６３４‐１２３７ ０１９‐６２６‐２７８０ npo@npo‐npo.org

保育所と学童所の事業により子どもの健全育成をし、DVまたは虐待
被害者に一時避難室を無料提供することにより、人権擁護を行う。ま
た、高齢者、母子・父子家庭、軽度肢体不自由者、農山漁村在住者な
どに安定した生活が出来るよう、同居者支援や結婚支援による福祉の
増進や、まちづくりの推進活動を行い、少子高齢化対策や社会的弱者
の生活支援活動に寄与すること。

・０才～学童に対する２４時間、年中無休の保育所及び学童所の運営
・学童に対し、宿題などの学習指導、各教室や塾運営 ・ベビーシ
ッター（在宅保育）の派遣 ・一時保育や父母も参加できる創作活動
・DVまたは虐待被害者の一時避難者用シェルターの無料提供
・子育て体験や交流による結婚・出産・子育てのマイナスイメージを取
り除く教育 ・独居者支援やケア活動 ・社会的弱者や過疎地域
の農山漁村在住者などへの結婚支援 ・少子高齢化対策問題に関す
るセミナーやスクールの開催、及び情報誌や会報誌の発行

ＮＰＯ
法 人

鍼灸・マッサージ師支援ニューサカエ 盛岡市本宮水門２６‐８ http : //www.new‐sakae.com/

佐藤 政美 ０１９‐６３６‐０３３１ ０１９‐６３６‐０３３１ new‐sak@if‐n.ne.jp

高齢者の介護予防と視覚障害者の雇用機会の拡充を支援すること。 ・健康保険による訪問鍼灸マッサージ事業
・健康保険普及活動ボランティア
・高齢者介護予防促進のマッサージ教室
・「中高年がんばれワンポイントマッサージ教室」

ＮＰＯ
法 人

精神保健を考えるいわての会 盛岡市西青山２‐２４‐５

佐々木 昭一郎

精神障害者とその家族に対して、障害者自立支援法に基づき地域活動
センター事業、障害者の独立、社会復帰促進に関する事業を行い、精
神障害者と地域の人々との交流の場をつくり、住民と共生できる街、
社会づくりの実現のため各種事業を行い、地域社会の福祉の増進を図
り、広く公益に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

施術ボランティア救療隊 盛岡市加賀野１‐１‐３２

堀米 玲子（岩手支部） ０１９‐６５１‐８１４８ ０１９‐６５１‐８１４８

・弱者（病める人）に対する心身のケア
・高齢者に対するやすらぎの提供
・日本古来の精神文化の再興
・人間学に基づく社会活動
・自然環境保護運動

定期的に老人ホーム、特別養護老人ホーム等にて、施術ケア活動

ＮＰＯ
法 人

第二のわが家 盛岡市山岸４‐１８‐１９

小野寺 アキ子 ０１９‐６６５‐３３５０ ０１９‐６６５‐３３５３

本文１４Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

ナチュラルワークス 盛岡市内丸４‐１８

坂本 嘉津子

目まぐるしく変化する社会のなかで暮らす障がい者、高齢者、子ども、
その家族等、社会的弱者が、自分らしく、安心して暮らすことができる
地域社会の実現を図るため、福祉サービス事業の運営及びスローライ
フの視点を取り入れた事業の企画・運営を行い、心豊かな社会環境づく
りに寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

のびっこ寮育センター 盛岡市黒石野１‐１９‐２３

鏡 英夫 ０１９‐６６３‐２０１３ ０１９‐６６３‐２０１３ nobikko@d１．dion.ne.jp

障害を持つ子ども、青年とその家庭を２４時間生活支援すること。 ・日常の学童保育、長期休業中の保育、緊急一時保護 ・月１回の
運動教室、秋春の遠足、夏冬の合宿 ・運動会、クリスマス会など

５５もりおかNPOガイドブック
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ＮＰＯ
法 人

ハーツ生活支援 盛岡市上田１‐６‐４７ ５０２号

山田 珠美 ０１９‐６５２‐１３４３ ０１９‐６５２‐１３４３ hearts-shien@ace.ocn.ne.jp

障害者に対して、生活・就労など社会自立援助に関する諸事業を行い、
障害者の生活の質の向上と社会参加に寄与すること。

・在宅療養を行っている高齢者、全身性重度障がい（児）者、ＡＬＳを
中心とした難病（児）者の介護、介助等
・ホームヘルプ、ガイドヘルプ、移送サービス
・ボランティア活動、地域行事への参加

ＮＰＯ
法 人

ハートピュア盛岡 盛岡市高松４‐７‐６７

千葉 健一 ０１９‐６６２‐６６７２ ０１９‐６６２‐６６７２

精神障害者の社会参加を支援し、自立に寄与する。 ・共同生活援助事業（グループホーム）「フレンドピュア」「憩いの
家」
・地域活動支援センターⅢ型「風の又三郎」
・福祉ショップ

ＮＰＯ
法 人

パパラギの里 盛岡市玉山区大字渋民字愛宕５３－８

今泉 敏朗 ０１９－６８３－１４６９

青少年や高齢者に対して、安らかで静かな環境の中で、不登校等の青
少年が社会に適応できるよう導くための事業や、高齢者が心豊かに暮
らせるため事業を行い、もってより良い社会環境づくりに寄与するこ
と。

ＮＰＯ
法 人

福祉作業所ハーモニー 盛岡市高松３‐４‐５４‐３０ http : //www.morioka-harmony.net/

城内 美徳 ０１９‐６６２‐６００４ ０１９‐６６２‐６００４

主に知的障害者の地域での福祉的就労や社会参加を支援し、障害者の
自立に寄与する。（地域活動支援センターⅢ型）

・福祉作業所として地域の障害者の就労、日中活動の場を確保する
・地域の障害者、家庭の相談や行政との連携事業
・地域でのお祭り、バザーの開催や市内の作業所との情報交換連携事
業

ＮＰＯ
法 人

福祉支援 盛岡市西下台町１８‐２８ http : //www.fukushishien.com/

東島 末起 ０１９‐６２３‐５０００ ０１９‐６５１‐８４００ osawakaikei@tkcnf.or.jp

社会福祉を良くしたいと願う福祉の担い手と福祉の受け手に対して、
第三者としての調和のとれた協働の役割を担う事業と先駆的事業を実
施し、社会福祉を目的とする事業が健全に発達して、福祉コストを負
担する市民と福祉サービスを受ける市民の利益の保護に寄与すること。

・福祉サービス第三者評価
・交流分析セミナー開催
・福祉会計・ＮＰＯ法人会計セミナー開催
・就労支援事業所の工賃倍増支援

ＮＰＯ
法 人

豊心会 盛岡市愛宕１１‐７

直島 瀧子

高齢者、障害者、及びその家族等が住み慣れた地域で心豊かな生活が
できるように、地域に根ざした介護支援、居宅サービス、生活相談等
の福祉事業を行い、地域福祉の向上に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

みたけ弥勒クラブ 盛岡市みたけ５‐１７‐１７ http : //miraijuku.web 5.jp

吉岡 美佐子 ０１９‐６０１‐１１６０ ０１９‐６４３‐７１１１ mitake３６＠extra.ocn.ne.jp

本文１５Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

みつば福祉会 盛岡市上田２‐１４‐３０

齋藤 広子 ０１９‐６２３‐１８００

高齢者に対して、住み慣れた地域で最後まで生活ができるよう、より
地域に密着した福祉の増進を図り、広く公益に貢献すること。

NPO
法 人

もりおか配食サービス 盛岡市みたけ２‐２２‐５０ http : //morioka‐haisyoku.hp.infoseek.co.jp/

川島 京子 ０１９‐６４８‐８８１０ ０１９‐６４８‐８８１１

高齢障害病中病後の人が安心して暮らせるよう、安全で安心な食材で
栄養バランスのとれた手づくりのお弁当をひと声かけて届け、地域福
祉の向上に貢献すること。

・利用者のお宅へこだわり弁当をボランティアが配達
昼食：火・水・木 １食５００円
夕食：月～金 １食５７５円

ＮＰＯ
法 人

盛岡市ファミリーサポートセンター 盛岡市若園町２‐２盛岡市総合福祉センター内

金子 貞子 ０１９‐６２５‐５８１０ ０１９‐６２５‐５８１０

本文１７Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

ユニール 盛岡市手代森１４‐１６‐３６７

千葉 一成 ０１９‐６３６‐３７３８

聴覚障害への理解と手話・手話通訳などの普及・啓発を目的とし、聴
覚障害者と健聴者相互のコミュニケーション保障に関する事業を行う
ことにより、聴覚障害者福祉の向上に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

You‐Meゆいっこ 盛岡市向中野字八日市場４５‐９

上中 雅文 ０１９‐６３５‐３８２８ ０１９‐６３５‐３８２８ mail@yuikko.org

障がい者が自立していくためにより添いながら、それぞれのニーズに
応じた就労先を探すこと。

・はがき、名刺、カレンダー作製
・おこし等のポン菓子製造販売
・りんご、大根、えのきの乾燥製品製造販売
・畑仕事
・外部委託作業（封入れ作業・ポスティング・アパート清掃・その他）

５６ もりおかNPOガイドブック
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団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

ユリノキ会 盛岡市南仙北１‐１７‐７

新里 耕一 ０１９‐６３５‐６６９７ ０１９‐６３５‐６６９７

障害者が能力及び適性に応じ自立した日常生活を営む事ができる様、
地域の特性、利用者の状況に応じた柔軟な事業を効率的・効果的に実
施し、障害者の福祉の増進を図るとともに安心して暮すことのできる
地域社会の実現に寄与すること。

・精神障害者家族会ユリノキ会活動
・小規模作業所（共同作業所コスモス、共同作業所杜の家）
・グループホーム（いこいほーむ、ふる里）運営

ＮＰＯ
法 人

六等星 盛岡市前九年１‐１‐９

齋藤 真也 ０１９‐６４６‐７９９９

障害のある人とその家族に対して、様々な体験活動に関する事業と地
域生活支援事業を中心に提供し、障害の有無に関わらず誰もが気軽に
集える場所で子どもの交流を育み、各福祉関係機関や分野を超えた地
域社会資源とのネットワークづくりにも取り組むことで、だれもが地
域で「普通」の暮らしが営めるような地域社会の創造に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

Ｗａｉ Ｗａｉ－ぐるんぱ 盛岡市山岸３‐９‐１１

及川 洋子

障害者等に対して、生活・就労など社会自立援助に関する諸事業を行
い、障害者等の社会参加に寄与する。

社 団
法 人

岩手県母子寡婦福祉協会盛岡支部 盛岡市黒川７‐３４‐１

松本 笑子 ０１９‐６９６‐２６５５ ０１９‐６９６‐３８１８

盛岡市に居住する母子寡婦家庭等の福祉の向上を図る為、学習会、研
修会、他団体等との交流などの事業を実施すること。

・親と子の集い ・研修会 ・介護派遣事業
・歳末たすけあい演芸会参加 ・フクシ増進会 展示会

社 団
法 人

日本てんかん協会（波の会）岩手県支部 盛岡市川目６‐９３‐４ 社会福祉法人のびやか丸

０１９‐６６６‐２３２２ ０１９‐６６６‐２３２４

てんかんの正しい知識を普及し、てんかん児（者）が社会参加できる
ように支援すること。

・社会啓発活動（てんかん医学講座）
・療育事業（療育相談、療育サマーキャンプ） ・全国大会参加

岩手県立中央病院ボランティア・ひまわり 盛岡市上田１‐４‐１

竹花 昭子 ０１９‐６５３‐１１５１

会員相互の自主的活動により、病院の基本方針に基づき病院内で活動
を行い、より良い医療環境の向上に努め、住みよい地域社会づくりに
寄与すること。

・外来案内‐自動支払機自動支払機の案内、車椅子での移動等
・おはなしのへや‐小児外来で診療町の児童の相手（遊び・ほんのよみ聞せ等）
・小児病棟‐付き添いがいない場合などの児童の相手、見守り
・病棟支援‐一般病棟での環境整備、身体清潔のお手伝い
・環境・図書‐外来・入院患者のための図書の整備、移動図書等
・医学情報プラザ‐患者やその家族に対して病気・検査・予後などの
情報のための図書を提供

岩手ホスピスの会 盛岡市志家町１３‐３１ http : //www.eins.rnac.jp/
～
hospice

川守田 裕司 ０９０‐２６０４‐７９１８ ０１９‐６５３‐６４４７ hospice@eins.rnac.ne.jp

患者が希望し、医師が認めた場合、誰もがホスピスケアを受けられる
よう、岩手県内により多くのホスピス設置を求め活動している。

・患者・家族による緩和ケア・ホスピスケア等に関するセミナー、講
演会の開催 ・岩手ホスピスの会通信の発行 ・がん相談ホット
ライン（０９０－２６０４－７９１８）の運営 ・緩和ケアの推進に向けた要
請・啓発活動 ・抗がん剤の副作用に苦しむ患者さんへのタオル帽
子作りと配布活動（タオル帽子活動専用電話０８０‐１６５８‐１７６２（吉田）、
タオル帽子活動連絡メール towelcap‐hospice@docomo.ne.jp）

岩手盲ろう者友の会 盛岡市盛岡駅西通１－７－１アイーナ内岩手県立視聴覚障がい者情報センター気付

０９０‐６７８１‐５０５４ ０１９‐６８８‐８９０４ iwate‐d.b@docomo.ne.jp

盲ろう者の社会参加と自立の促進を願い、その福祉向上を図ること。 ・盲ろう者同士、および他の障害者や健常者との交流や親睦を深める活動
・盲ろう者の意思伝達技能の向上 ・盲ろう者の援助者の育成
・盲ろう者をめぐる諸問題を学習とその解決への取り組み
・会報の発行等、本会の目的や事業の理解を深める活動

傾聴ボランティアもりおか 盛岡市三本柳４‐１４‐２

藤原 一高 ０９０‐２９８３‐５６２４ ０１９‐６３９‐１２３６

相手の話を否定せず、ありのまま受けとめて話を聴く傾聴を通じて、相手の方の気
持ちに寄り添いながら、よりよい信頼関係の構築と精神的一体感の共有を目指す。

・高齢者の方々（認知症等の方々を含む）の話し相手
・個人宅、各種高齢者施設、病院等への訪問 ・守秘義務を遵守

ＣＩＬもりおか 盛岡市南仙北２‐２７‐１鈴木ビル１Ｆ２号 http : //cil.55 street.net

川畑 昌子 ０１９‐６３６‐０１３４ ０１９‐６８１‐０８２０ cil_morioka@tmt.ne.jp

障害者スタッフが中心となって、相談業務を行い、障害を持つ方たち
の自立を支援する活動を行い、住みやすい地域づくりを目指す。

重度障害者の地域生活サポート
・ピア・カウンセリング ・有料介助派遣
・自立生活プログラム ・権利擁護活動

仙北地域福祉ボランティアくらし支援隊 盛岡市仙北１‐１５‐３

鈴木 旭 ０１９‐６３５‐１０３０ ０１９‐６３６‐１５５７

地域社会福祉の進展を図り、高齢者世帯と生活弱者（知的・精神的・
身体障害児者）の日常生活を向上させる。また、余暇を社会貢献した
いと願うボランティアの受け皿として発足させたものであり、地域の
人々が共に支え、助け合って住みたい町づくりに寄与し、地域経済の
中心である商店街と連係して地域の活性化を目的とする。

無料サービス事業
・緊急避難サービス ・除雪サービス ・暖房機への給油サービス
有料サポート事業
・通院、買い物、行政、金融機関への送迎サポート
・庭園管理サポート ・除排雪運搬サポート ・散歩付き添いサポート

５７もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈社会教育の推進〉

〈
社
会
教
育
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
ちいさなお星さまの会 滝沢村滝沢字巣子１５２－５２ 岩手県立大学看護学部「ちいさなお星さまの会」事務局 http : //www.ohoshisama.jp

蛎崎 奈津子 ０１９‐６９４‐２２７９ info@ohoshisama.jp

流産や死産、新生児死亡で子どもを亡くした両親、祖父母を対象にわ
かちあう場（お話会）を提供し、精神的支援を行う。体験者の声を保
健・医療現場へ届け、病院や地域でのケアの改善、質の向上に寄与す
る。

・流産や死産、新生児死亡で子どもを亡くした両親、祖父母を対象と
したお話会
・保健・医療従事者を対象とした勉強会

みどりの会 盛岡市志家町３‐１９

吉田 かつ子 ０１９‐６２４‐６５１０ ０１９‐６２４‐６５１０

老人一人一人を大切にする介護をめざしている施設（山岸和敬荘）に
おいて、職員では、手のとどかない部分を、知恵と行動力で少しでも
介護の質を高めるようにする。

・月２回、山岸和敬荘において、車椅子カバーや弁当袋等の縫い物作業
・山岸和敬荘「秋の文化祭」において「不用品バザー」コーナーを担
当し、収益金全額を施設へ寄付
・施設内行事へ参加 ・オンブズマン会議に出席

盛岡アマチュア、マジシャンズ、クラブ 盛岡市緑ヶ丘１‐９‐６（事務局）

０１９‐６６３‐１９４９ ０１９‐６６３‐１９４９

マジックの研究を通じ、会員相互の親睦を図ると共に、「地域社会に
明るさと楽しさを贈る」こと。

・毎年１回、福祉関係施設等の方々を招き、「奇術の祭典」（マジック発
表会）を開催
・県内各地域の福祉施設の訪問、更には老人会、子供会の集い、各種
チャリティショー等に参加。

盛岡高齢社会をよくする女性の会 盛岡市山岸４‐１７‐１３

０１９‐６６１‐８１７１ ０１９‐６６１‐８１７１

超高齢社会を望ましいものにするために、さまざまな実践活動や学習
を通して、高齢者や高齢者を取り巻く家族を支援し、女性の自立と社
会参加の場を創り出すこと。

・高齢社会に関わる問題の調査研究、情報資料の収集と作成、会報の
発行
・講座、講演会、シンポジウム等の開催
・同様の目的を持つ各地域の団体・グループと提携・交流

盛岡市手をつなぐ育成会 盛岡市若園町２‐２盛岡市総合福祉センター内

０１９‐６２４‐４８３２ ０１９‐６２４‐４８３２ morioka‐ikuseikai@image.ocn.ne.jp

知的障害児・者が「地域で共に暮らす」ために、権利を守り障害者福
祉サービスの充実に向けて取り組むこと。

・一時介護支援 ・総合事業 ・福祉作業所への支援
・盛岡市特別支援教育研究会との共催

要約筆記サークル「盛岡」 盛岡市西見前１４‐１‐６８

０１９‐６３８‐４４５８ ０１９‐６３８‐４４５８ nk２７‐２２５＠taupe.plala.or.jp

聴覚障害のある方々へ支援すること。
・要約筆記奉仕員の育成及び派遣事業
・聴覚障害者及び関係者への協力支援

・聴覚障害者への要約筆記奉仕員の要請派遣
・岩手県中途失聴・難聴者協議会の会議、行事等への要請派遣
・岩手県要約筆記奉仕員養成講座事業への要請派遣
・岩手県障害者スポーツ大会への要請派遣
・岩手県障害者芸術祭、岩手県文化芸術祭、岩手県社会福祉大会等へ
の要請派遣

社会教育の推進

ＮＰＯ
法 人

いわて翼の会 盛岡市東新庄２‐１７‐１４

上原 千鶴子 ０１９‐６２３‐８３４９ ０１９‐６２３‐８３４９

本文１９Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

岩手県レクリエーション協会 盛岡市みたけ３‐３８‐２０岩手県青少年会館内 http : //www.ac.auone-net.jp/
～
i-rec/

阿部 正樹 ０１９‐６４７‐７４１３ ０１９‐６４７‐９２１１ iwate-rec@h 3.dion.ne.jp

レクリエーション活動の普及振興を図り、県民の健康で明るい豊かな
生活の形成と、青少年の健全育成に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

手話っ知 盛岡市東見前７‐１４４‐９

木村 敬子 ０１９‐６３８‐５６５７ syuwatti.hands.5752@ever.ocn.ne.jp

障害者、高齢者、児童を含むすべての者に対してコミュニケーション
のバリアを除き、安全で豊かな住み良い地域を作ること。

ＮＰＯ
法 人

乗馬とアニマルセラピーを考える会 盛岡市黒石野１‐３０‐１６ http : //umakkopark-iwate.org/

渡邉 史朗 ０１９‐６６１‐７３５５ ０１９‐６６２‐３３５４ info@umakkopark-iwate.org

県民に対して人と動物に関する事業を行い、健康、教育、福祉等の増
進に寄与すること。

馬っこパークいわての運営
・乗馬 ・ふれあい体験 ・ホースセラピーの実践

ＮＰＯ
法 人

善隣館 盛岡市大沢川原３‐２‐３７ http : //zenrinkan.sd.soft.iwate-pu.ac.jp/pub/

熊谷 真智子 ０１９‐６５４‐１２１２ ０１９‐６５４‐１９８８ npo@zenrinkan.com

「愛と奉仕と出会いの場」という理念を掲げ、これにふさわしいプロ
グラムを実施し、平和で一人一人が生きる喜びを実感できる心豊かな
社会の実現にわずかでも力を尽くすこと。

・キリスト教精神とボランティア精神に基づいた語学教育（英語、中
国語、フランス語、韓国語、スペイン語）
・国境や人種を超えた文化の交流、国際的ボランティア活動（イース
ター、ハロウィーン、クリスマス等、外国文化の紹介や体験プログラ
ムの実施）

ＮＰＯ
法 人

未来図書館 盛岡市肴町４‐２０ 永卯ビル３階 http : //www.miraitoshokan.com

久保 均 ０１９‐６５４‐６６０１ ０１９‐６５４‐６６０１ info@miraitoshokan.com

本文３９Ｐをご参照ください

５８ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈まちづくりの推進〉

〈
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
盛岡市明るい選挙推進協議会 盛岡市内丸１２‐２盛岡市選挙管理委員会事務局内

佐藤 安人 ０１９‐６５１‐４１１１（代） ０１９‐６２２‐６２１１（代） senkan@city.morioka.iwate.jp

・選挙違反をなくすこと（三ない運動の推進）
・棄権を防止すること（投票率の向上）
・どういう人物を国民の代表に選ぶかという目を養うこと（政治意識
の高揚）

・明るい選挙に関する調査、研究及び企画
・明るい選挙に関する啓発宣伝
・その他協議会の目的達成に必要な事業

盛岡市地域女性団体協議会 盛岡市若園町２‐２総合福祉センター内

氏家 満喜子 ０１９‐６２５‐２７５８ ０１９‐６２５‐５８１０

多様化する地域社会に対応するために、組織の力を集結し、明るく住
みよい、まちづくりと郷土の発展に寄与すること。

・リーダー育成 ・地域活動及び組織拡充事業
・女性の地位向上促進事業
・社会福祉活動事業（身障者への理解と協力）
・在宅福祉援助活動（高齢者への援助） ・青少年健全育成活動

盛岡市ＰＴＡ連合会 盛岡市松尾町１７‐１５

松尾 正弘 ０１９‐６２４‐１１９１ ０１９‐６５４‐８８２０

本文２０Ｐをご参照ください

盛岡市婦人ボランティア野の花会 盛岡市北松園２‐１１‐４

小山田 ゆう ０１９‐６６２‐６７１５ ０１９‐６６２‐６７１５

婦人の特性を生かし、生涯学習を通じて得た知識・経験・特技を、地
域や社会に役立てるため、ボランティア精神のもとに住みよいまちづ
くりを目指した実践活動を行うこと。

・「盛岡を知る市民講座」の開催
・「素敵なまちの映画会」（フィルムフォーラム）の開催
・盛岡市、盛岡市教育委員会事業への協力（講師・記録・託児等）
・県生涯学習ボランティアセンター事業への協力（託児・補助等）
・県赤十字血液センター事業への協力（献血推進キャンペーン）
・日本語交流室「じょい」への協力（託児）
・その他

まちづくりの推進

ＮＰＯ
法 人

アイディング 盛岡市仙北３‐２１‐６内 http : //www.iding.org

藤枝 薫 ０１９‐６３５‐１２００ ０１９‐６３５‐９６０１ info@iding.org

地域の連携を図り、行政、企業、団体、地域住民と力を合わせ、地域活性化に取り組むこと。・地域振興事業 ・中間支援事業 ・市民活動拠点の管理・運営事業

ＮＰＯ
法 人

秋田岩手横軸連携交流会 雫石町橋場坂本１１８‐１０ http : //www.npo-renkei.jp

岩佐 正章 ０１９‐６９１‐２３３３ ０１９‐６９１‐２３３４ koryu@npo-renkei.jp

主に道路を軸とした地域間、官民の交流連携を通じて、まちづくり、
地域づくり、観光地づくり、環境、情報及び、福祉等のテーマで歴史
や文化を尊重しながら地域間の交流と連携を促進する取り組みや活動
を支援し市民の活力溢れる社会を実現することに寄与する。

・フォーラムの開催
・街道調査
・道の駅等の安心安全事業
・「道の調査」等

ＮＰＯ
法 人

いわて景観まちづくりセンター 盛岡市鉈屋町３－１０ http : //www.re 77 net.com/keikan-machidukuri/index.html

三宅 諭 keikan.iwate@gmail.com

岩手県内の地域住民、行政、ＮＰＯが対等な関係を築き、美しいまち
づくりや景観形成に取り組んでいくための中間支援組織として、景観
まちづくりに関する啓発、提言、人材育成等の支援活動を行い、豊か
で魅力的な地域空間と文化の創造に貢献し、公益の増進に寄与する。

・セミナー、フォーラムの開催 ・景観計画策定支援
・景観点検等の助言、技術協力 ・地域主体のまちづくり支援
・歴史的建物の利活用支援

ＮＰＯ
法 人

いわて地域づくり支援センター 盛岡市黒石野２‐７‐３４

広田 純一

岩手県内の地域住民、NPO、行政等が対等な関係を築き、持続的な
地域づくりを進めていくための中間支援組織として、地域づくりに関
する支援協力、普及啓発、人材育成等の活動を行い、豊かで魅力的な
地域の創造に貢献し、公益の増進に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

いわてユニバーサルデザインセンター 盛岡市長田町２‐２１インクス・アド内

横澤 高徳 ０１９‐６５３‐７７１７ ０１９‐６２５‐２２７７

ユニバーサルデザインの普及啓発活動、研究、地域活動を支援するこ
と。

・フォーラムの開催 ・人材育成事業
・ユニバーサルデザインネットワーク立ち上げ支援
・ユニバーサルデザイン推進隊活動支援
・ユニバーサルデザイン研究会

ＮＰＯ
法 人

岩手県地域婦人団体協議会 盛岡市みたけ３‐３８‐２０

及川 公子 ０１９‐６４８‐６６２０

本会加盟の各地域婦人団体を基盤とし、環境、消費生活、男女共同参
画、地域の福祉、子どもの健全育成などの諸活動を通して、よりよい
生活と地域社会の発展に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

岩手ふるさとボランティア 盛岡市川目第１３‐１６６‐１

大槻 良輔 ０１９‐６５３‐５５３６ ０１９‐６５２‐８９７８

県、市町村、各種団体、県民と協働して、善意の輪を広げる運動に関
する事業を行い、社会に寄与すること。

・県内全市町村で行うイベント・観光・県産品のPR、企画宣伝活動
・環境保全のため、守りたい身近な自然保護のための指導

ＮＰＯ
法 人

えき・いきいき 盛岡市盛岡駅前通１３‐２３阿部ビル４階ナチュラルコム株式会社内

小野 敬郎 ０１９‐６５２‐９１９０ ０１９‐６５２‐９１３０ miya@naturalcom.jp

本文３４Ｐをご参照ください

５９もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈学術、文化、芸術、スポーツの振興〉

〈
学
術
、文
化
、芸
術
、ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

Ｍ３Project 盛岡市中央通１‐１２‐７

新井山 正仁 ０１９‐６２１‐１３３１

地方自治体が良好で健全な街づくりを推進していくことを支援するた
め調査・研究を行い、意見を提言し又は事業を補佐すること。

ＮＰＯ
法 人

交通ビジネス研究会 盛岡市仙北１‐１６‐３ http : //homepage 2.nifty.com/rail-plan

鈴木 一夫 ０９０‐４８８７‐７８００ ０１９‐６３１‐３７６５ aap０９７１０＠hkg.odn.ne.jp

便利で人と環境にやさしい交通システムの提案及びに地域活性化を軸
としたまちづくりを行うこと。

・ＪＲ山田線 盛岡近郊区間の活性化
・盛岡をはじめ全国の都市へＬＲＴを導入する活動
・ＤＭＶ（デュアルモードビークル）の全国的展開で、地方鉄道を活性化

ＮＰＯ
法 人

都市デザイン総合研究センター 盛岡市大沢川原３‐４‐１

安藤 昭

都市、地域において、機能的で美しく賑わい感のある都市デザインと市民の心を育
むまちづくりに係わる調査研究及び技術開発の実施並びに助言・提言を行うこと。

・まちづくりに関する調査・研究

社 団
法 人

盛岡青年会議所 盛岡市菜園１‐６‐３ 樋下第一ビル４階 http : //www.moriokajc.org

田村 英司（２００９年） ０１９‐６５１‐３７７８ ０１９‐６５４‐４４７６ info@moriokajc.org

本文２１Ｐをご参照ください

アクセシブル盛岡 盛岡市長田町２‐２１インクス・アド内

石川 紀文 ０１９‐６５３‐７７１７ ０１９‐６２５‐２２７７ n-ishikawa@cksupport.com

すべての人にやさしい街づくりをめざして活動すること。 ・岩山展望台へ車イス用スロープの設置
・番田 雄太君作品展 ・絵本「ねっ、やまちゃん」出版

ボランティアグループ岩手社会貢献後援会 盛岡市下ノ橋町１‐２４‐２０６

柳平 春男 ０１９‐６５３‐７２０２

共生次世代のブリッジ・市民参加一体化となって共動支援を目指し、活動すること。・毎日生活環境支援共同体グループ ・障害者自立支援ワークアシスト

街づくり集団「ゆいネット盛南」 盛岡市本宮字宮沢９ゆいっこ通り http : //www.yui-seinan.jp

泉舘 正彦 ０１９‐６３５‐７９９０ ０１９‐６３５‐７９９０ info@yui-seinan.jp

本文２２Pをご参照ください

盛岡市自治公民館連絡協議会 事務局 盛岡市西見前１５‐２４‐５（渡辺 勉）

加藤 邦夫 事務局０１９‐６３７‐３５７７ 事務局０１９‐６３７‐３５７７

盛岡市内の自治公民館相互の連絡協調を図り、自治公民館活動の推進
と地域づくりの発展に寄与すること。

・会員の研修会（９月）
・地区（７）交流研修会（１～３月）
・公民館研究大会開催（１１月）
・会報「もりおか自公連」発行
・優良公民館、功労者表彰（５月）

盛岡まち並み塾 盛岡市本町通２‐４‐５同人設計内 http : //www.geocities.jp/moriokamatinamijuku/

村井 軍一 ０１９‐６２４‐２４６６ ０１９‐６２４‐２１４６ doujin@ictnet.ne.jp

本文２４Ｐをご参照ください

学術、文化、芸術、スポーツの振興

ＮＰＯ
法 人

いわてアートサポートセンター 盛岡市肴町４‐２０永卯ビル３階 http : //www.ictnet.ne.jp/
～
arts/

中村 光紀 ０１９‐６０４‐９０２０ ０１９‐６０４‐９０２１ arts@ictnet.ne.jp

本文２７Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

いわて音楽振興センター 盛岡市前九年２‐９‐３４

佐藤 文治 ０９０‐８４２４‐０３８４ ０１９‐６４６‐８０８３ npo_iwateongaku@yahoo.co.jp

市民に対して、音楽振興、教育に関する事業を行い、アマチュア音楽
団体の活動の活性化と音楽教育の向上に寄与する。

・一般のアマチュア音楽バンドの活動支援 ・学生吹奏楽のコンサート支
援（企画中） ・学生吹奏団体の技術指導（企画中） ・学生吹奏楽団
の手作りコンサートのための委員会設立 ・多くの市民に一流の音楽を安
い料金で届ける（企画中） ・地域活性化のための生バンドの参加

ＮＰＯ
法 人

いわて芸術文化技術共育研究所 盛岡市手代森１４‐１６‐２４２

南幅 直実 ０１９‐６７５‐１３０３

本文４０Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

岩手シークエンスダンス会 盛岡市菜園２‐２‐２０

柴内 眞 ０１９‐６９６‐５５７７

全ての人々に対して、シークエンスダンスの普及を通じて健康の増進
や生きがいのある社会生活の充実に寄与する事業を行い、人々の相互
理解と連帯の輪を広げる健全なダンス文化の振興を図る。

ＮＰＯ
法 人

岩手の野球を発展・躍進させる会 盛岡市大通１‐２‐１（産ビル１階）

吉田 莞爾

青少年に対して、スポーツをとおして、人間形成に関する事業を行い、
社会教育・活気あるまちづくりに寄与すること。

６０ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈学術、文化、芸術、スポーツの振興〉

〈
学
術
、文
化
、芸
術
、ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

コンサートキャラバン イーハトーブ 盛岡市上米内字赤坂３‐９４

大矢 邦宣 npocci@hotmail.co.jp

北東北三県において生のクラシック音楽に接する機会が少ない地域で
クラシック音楽コンサートを開催し、感動を喚起することによって、
クラシック音楽に対する理解と関心を高め、音楽を通じて芸術に接す
る喜びを実感できる心豊かな社会の実現に寄与すること。

・クラシック音楽の無償コンサートの開催
・学童生徒に対するクラシック音楽の普及活動
・クラシック音楽会開催のための支援活動
・その他、目的達成のために必要な事業

ＮＰＯ
法 人

SERVICE FOR HEALTH 盛岡市中ノ橋通１‐１‐２１ラヂオもりおか内

佐々木 茂喜 ０１９‐６４７‐０５１３

盛岡市繁華街の美化活動として、たばこの吸殻、空き缶などのゴミ拾いを
行う。また、高齢者の健康に係わる活動として、講演や健康管理相談と健
康づくりの指導を行うことにより、環境美化と健康づくりに寄与すること
を目的とする。さらに、社会的弱者に健康へのサポートと、発展途上国で
の保健活動と環境整備への効果をもたらす援助を視野に活動すること。

ＮＰＯ
法 人

Jリーグチームを盛岡に作る会 盛岡市肴町４‐２０永卯ビル２階

松好 文司 ０１９‐６５１‐６６５５ ０１９‐６５１‐６６３３

盛岡市を中心とした地域にプロサッカーチームを作り、これを軸に公
益性の高いヨーロッパ型総合スポーツクラブを目指し、スポーツ文化
都市として発展させる事業を行い、地域社会に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

JOY 盛岡市北松園２－２７－３

畠山 博行 ０１９‐６０１‐２２７０ ０１９‐６０１‐２２７０ npo_joy@yahoo.co.jp

市民とともに地域社会の活性化、地域の文化・芸術活動、スポーツの
振興と発展を目的とする。

・岩手県公会堂 大ホール アコースティックライブ春開催
・岩手県公会堂 アートショウ オープニングクロージングセレモニープロデュース
・盛岡駅前イルミネーション 協力
・岩手県公会堂 さんさ祭り ゆかた着付け事業

ＮＰＯ
法 人

スポレクRネットいわて 盛岡市みたけ３‐３７‐３８ http : //www.morioka‐２１net.com/srn‐iwate/

伊東 まさ ０１９‐６４６‐６０５８ ０１９‐６４６‐６０５８ srn‐iwate@morioka‐２１net.com

生涯スポーツを通し子どもから高齢者まで、健康で明るく豊かな生活
を送ることができるような支援をすること。

・生涯スポーツに関する全般
・指導員の養成、育成と活用（派遣など）
・生涯スポーツの普及活動
・イベント開催

ＮＰＯ
法 人

まつぞのスポーツクラブ 盛岡市北松園１‐９‐２ http : //www 5 f.biglobe.ne.jp/
～
matusupo/

浅沼 道成 ０１９‐６６３‐９２８０ ０１９‐６６３‐９２８０ kocoro‐i@mrg.biglobe.ne.jp

本文２９Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

メンタルヘルス支援センター 盛岡市材木町７‐３４‐６０２

齋藤 吉夫 ０１９‐６５３‐９７８６

不登校、高校中退者、ひきこもり等による社会的あるいは家庭内で孤
立している者及びその家族等に対して、対象者を限定せず自立を支援
する事業を行うことにより、健康の回復を図り社会参加を促進し以っ
て社会的認識の向上に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

盛岡市水泳協会 盛岡市菜園１‐６‐３ 樋下ビル３階

小笠原 努 ０１９‐６２４‐７５５０ ０１９‐６２４‐７５２５

盛岡市の水泳界を統轄し、代表する団体として、水泳及び水泳競技の
健全な普及、発展を図り、もって広く一般市民の心身の健全な発達と、
明るく豊かな市民生活に寄与し、あわせて地域社会の活性化と雇用促
進を図ること。

・地域住民のための水泳教室の主宰
・地域住民のための水泳競技大会の開催と選手、役員を派遣し運営
・水泳及び水泳競技に関する講習会の開催
・水泳及び水泳競技に関する技術の調査、研究、紹介
・水泳及び水泳競技の指導者の養成 ・障害者水泳競技大会の共催
・水泳及び水泳競技に関するイベントその他の開催
・水泳及び水泳競技に関する物品の販売
・委託を受けた体育施設等の管理運営 など

財 団
法 人

盛岡市体育協会 盛岡市上田３‐１７‐６０ http : //www.morioka‐taikyo.or.jp

長澤 茂 ０１９‐６５２‐７６００ ０１９‐６５２‐７５５７ jimukyoku@morioka‐taikyo.or.jp

盛岡市における体育、スポーツの一層の振興をはかり、市民体力の向
上とスポーツ精神の涵養に資するとともに、盛岡市における体育諸団
体の育成に寄与すること。

・市民の体力向上に関する諸施策の企画及び実施並びにその指導
・体育運動の宣伝啓発及び指導奨励
・加盟団体の強化発展及び相互の連絡融和
・各種体育大会・講習会等の開催及び参加
・体育施設及び資材に関する調査研究
・盛岡市その他関係機関の施策に対する協力
・財団法人 岩手県体育協会等との連絡協調
・委託を受けた体育施設等の管理
・その他目的を達成するために必要な事業
・盛岡市スポーツ少年団運営

財 団
法 人

盛岡市文化振興事業団 盛岡市盛岡駅西通２‐９‐１ http : //www.mfca.jp

斎藤 育夫 ０１９‐６２１‐５１００ ０１９‐６２１‐５１０１ info@mfca.jp

盛岡市における文化の振興を図り、もって市民の心豊かな生活の実現
に寄与すること。

・音楽、舞踊、演劇、美術、その他の芸術文化の鑑賞事業
・市民の文化活動の育成及び支援の事業
・文化に関する情報の収集及び提供の事業
・文化に関する調査、研究、展示等の事業

６１もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈環境の保全〉

〈
環
境
の
保
全
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
盛岡市小学校体育連盟 盛岡市上米内字米内沢５０‐９ 米内小学校内

高鷹 賢司 ０１９‐６６７‐２１３１ ０１９‐６６７‐２２９８

盛岡市内の小学校で組織し、小学校における健全な体育活動の普及推
進・体育事業の適正な企画運営及び小学校相互親睦を図ること。

・陸上記録会 ・水泳記録会 ・球技大会（男子サッカー・女子
ミニバスケットボール） ・スケート記録会 ・スキー記録会

盛岡走友会 盛岡市上太田吉本３‐１ http : //www.ntl 63.ne.jp/souyuukai

松岡 尊重 ０１９‐６５９‐０９１７ ０１９‐６５９‐０９１７

・走ることの大好きな老若男女が集い、毎月１回例走会を開催
・県内の市民マラソンレースへの参加

盛岡の明日を担う青年の会 MANS"

０１９‐６５３‐８８５０ kamier@pdx.ne.jp

青年が地域を考え、社会活動に参加すること。 ・施設での車椅子清掃奉仕、さんさ踊り ・盛岡さんさ踊りへの参加
（他団体と共に） ・ふれあい広場への参加 ・会員相互の親睦活動等

盛岡の歴史を語る会 盛岡市若園町２‐１８盛岡市環境部環境企画課内

渡辺 新一 ０１９‐６５１‐４１１１（内）８４１６

郷土の歴史を研究し広く郷土理解運動を推進し、郷土を愛する諸活動
を展開し、明るく住みよい文化都市の発展に寄与すること。

・歴史講座８回（５・６・７・８・１０．１１．１２．１月）
・歴史見学会１回（９月） ・機関紙８回発行予定

盛岡フォークダンス協会 盛岡市湯沢南１‐９‐３

立林 弘千 ０１９‐６３７‐０７８０ ０１９‐６３７‐０７８０ hiroyuki＿１３９＠muc.biglobe.ne.jp

レクリエーション運動の一環としてフォークダンスの普及振興を図り、
会員相互の親睦に努め、良き人間関係と明るい地域社会作りに貢献す
ること。

・フォークダンス例会・講習会・研修会・パーティ等の開催 ・フ
ォークダンスに関する調査研究 ・フォークダンス指導者養成
・他のレクリエーション団体及び関係機関との連絡協調 ・その他
目的達成に必要な事項

盛岡舟っこ流し協賛会 盛岡市仙北１‐１４‐２

小枝指 博 ０１９‐６３６‐１７６４ ０１９‐６３６‐１８２３

本文２８Pをご参照ください

盛岡弁で遊ぶ会 盛岡市八幡町１３－４０

中谷 眞也 ０１９‐６２３‐６９０２ ０１９‐６２３‐６９０２

昔ながらの盛岡弁を文化遺産として、大事に、楽しく、正しく伝承す
る。

・盛岡弁の会話を楽しむこと（例会 毎月第２金曜日 盛岡市総合福祉センター）
・“盛岡ことば”の収集、調査、研究をすること
・盛岡弁を伝承・普及すること
・他の方言研究団体、同好者との交流、並びに情報、知識の交換をすること
・上記４項目に関る奉仕活動をすること

盛岡弁に親しむ会 盛岡市津志田町２‐１１‐３１‐２０２

千葉 国応 ０１９‐６３７‐２９８７

盛岡弁の保存と伝承の活動を多くの市民に広げる、ボランティア活動 ・盛岡弁の学習会 ・市民公開講座 ・盛岡弁かるた会 ・各
施設・団体からの要請に対応 ・毎月１回定例会（会費：１か月３００円）

環境の保全

ＮＰＯ
法 人

Axis（アクシス）委員会連合 盛岡市前九年３‐３‐１７

岩泉 好和 ０１９‐６４５‐４５９１ axisasac@ybb.ne.jp

地球環境の改善向上及び医（衣）食住の全般にわたり生活者の安全性
の確保を図ること。

・今こそ、目先の利益や便利さを優先させるのではなく、有害化学物
質に頼らない「生命の安全保障」と「国土の安全保障」を中心に据え
た農林水産業への転換が必要と情報提供を通じた啓発と提案・実行型
の活動を実施。

ＮＰＯ
法 人

ASIA Environmental Alliance 盛岡市青山２‐１８‐３

長岡 美和子

インドネシア共和国における地球温暖化防止のための温室効果ガス削
減及び環境保全に、我が国の環境技術やノウハウなどを用いて植林事
業を始めとした環境保全に関する事業を行い、また官公庁、地方公共
団体、各地非政府組織、企業等広範囲との連携を図りＣＯ２削減等の
事業を支援する。これにより、国際協力と日本、インドネシア共和国
を含むアジア諸国の経済活動の活性化を図り、未来のための環境教育
の推進も兼ねて、広く公益に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

いいものクラブ 盛岡市三ツ割字櫃石２０－１

高橋 良男 ０１９－６６４－０３７７ ０１９－６６３－２４４４ cerehand@cameo.plala.or.jp

自然環境に対して、ゴミ、CO２の削減に、リユース食器（Reuse＝
再使用）の普及活動を行うことで環境リスクの低減に寄与すること。

・使い捨て容器に関する相談 ・リユース食器の貸し出し
・リユース食器の普及活動

ＮＰＯ
法 人

いわて銀河系環境ネットワーク 盛岡市菜園１‐３‐６ http : //www.iwate-ginga.or.jp

両角 和夫 ０１９‐６５３‐３９３９ office@iwate-ginga.or.jp

岩手県内を中心とした「分水嶺から沿岸まで」の流域圏を対象に、産・
学・官・市民と地域の発意により、ナチュラルキャピタリズムのコンセ
プトに基づき、実証を通じた研究開発を行い、環境と経済が両立する新
しい社会システムを構築し、もって社会全体の利益に寄与すること。

６２ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈環境の保全〉

〈
環
境
の
保
全
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

いわてグリーン大地の会 盛岡市松園１‐２９‐８

河村 廣次 ０１９‐６６２‐７１２９

自然環境の向上に取り組みながら地域住民の安全で住みやすい生活環境造りを支

援し、自らも政策の提言を行い、行政、企業と連携して地域の振興に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

いわて森林再生研究会 盛岡市上田堤１‐１３‐７ http : //www.eins.rnac.ne.jp/
～
issk/

斉藤 文男 ０１９‐６６３‐０５４７ ０１９‐６６３‐０５４７ issk@eins.rnac.ne.jp

本文３１Pをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

岩手県学校ビオトープ協会 盛岡市南仙北２‐２０‐３

岡田 秀治 ０１９‐６０４‐８２３０

一般市民・環境関係の行政機関や団体及び事業者等に対し、生態系を深
く理解し、自然の営みを最大限尊重しようという考えのもと、自然環境
が本来持つ回復力を利用しながら、生物の生息空間を復元する活動を行
う。併せて、その活動を通して、人間と生物との共生や人間の生命を大切
にする市民を育成する活動を行い、地域の自然環境保全に寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

エイサック 盛岡市前九年３－３－１７ http : //www.axis‐asac.net/

三河 喜美男 ０１９‐６０５‐３３４５ ０１９‐６０５‐３３４６ axisasac@ybb.ne.jp

有機農産物、又は岩手県産ないし環境保全型農産物であることを証明
し、ひいては環境保全型農業の振興を通じ環境保全に寄与すること。

・日本農林規格登録認定機関 ・日本雑穀規格等級検査機関
・農産物検査規格登録検査機関 ・岩手県認定認証機関
・有機空間に係わる認証 ・有機農産物加工酒類の認定等
・上記に関るセミナーを開催

ＮＰＯ
法 人

環境パートナーシップいわて 盛岡市厨川５‐８‐６ http : //eco.soc.or.jp

横山 隆三 ０１９‐６４３‐８５７０ ０１９‐６０６‐１７５３ kanpai@utopia.ocn.ne.jp

安全で安心して暮らせる豊かな地域の創造を目指し、そのために県民
一人ひとりが環境を重視する価値観をもち、環境への負担の少ないラ
イフスタイルを定着させ、自然環境の保全を図りながら持続的に発展
できることを目標に、他の環境団体と連携協力しながら活動すること。

・互いの立場を認識しながらさまざまなイベントやシンポジウムの開催を通じ、意識啓発活動
・県・市町村が施策として出されている「環境基本計画」等の検討見直し
・次代を背負う子供たちの学習を支援する講師の登録、派遣、指導できるリーダーの養成
・会員同士の交流、共有すべき情報の提供、県民の方々に理解されるよに広報活動を行う

ＮＰＯ
法 人

コウモリの保護を考える会 盛岡市下米内２‐１０‐１０ http : //yaplog.jp/batbox_b/

向山 満 ０１９‐６６３‐２１２４ batnpo@yahoo.co.jp

コウモリ類を中心とした野生生物の保全・保護ひいては自然環境の保
全に関連する事業を行い、住民、事業者、行政機関に働きかけること
で自然環境と人間生活との共生を図ること。

・コウモリ類等、野生生物の保全・保護に関る調査・研究
・コウモリ類等、野生生物と地域住民との共生を目的とした調整作業
・会報および紀要の発行による自然環境保全の啓発・情報提供
・コウモリ類等の生態を主題とした自然観察会の実施

ＮＰＯ
法 人

森林ボランティア 山仕事くらぶ 滝沢村滝沢字木賊川５４２

小原 征行 ０１９‐６８８‐８２６８ ０１９‐６８８‐８２６８

荒廃した森林に必要な手入れを行い、本来の目的に沿った森林に育て上げる手助
けをし、森林所有者が再び自分の山に目と足を向けさせるきっかけをつくること。

・活動期間 ３～１２月の間毎月１～２回
・活動内容 杉の間伐、枝打ち、集材 雑木林の除伐、間伐、下刈り

ＮＰＯ
法 人

緑の相談室 盛岡市内丸４‐１５ http : //www.midorisodan.net/

軍司 俊道 ０１９‐６５９‐１０８１ ０１９‐６５９‐１０８１ midorisodan@cap.ocn.ne.jp

岩手県が推進する「自然と共生、環境を基調とする社会」の実現に向けて、緑
化に関する各種の相談に応じると共に、緑の持つ特性を啓蒙し、併せて良好
な景観形成を創造するため、自然資源を活用したまちづくりの推進に関す
る事業を行い、県民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与すること。

・みどりの相談室運営事業
・緑の啓蒙事業
・緑に関する環境調査設計受託事業
・公園等管理受託事業

ＮＰＯ
法 人

もりおか中津川の会 盛岡市下ノ橋７‐３６㈱邑計画事務所内 http : //www.u‐keikaku.com/kawa/

川村 登 ０１９‐６５３‐１０５８ ０１９‐６５３‐１０５６ terai@u‐keikaku.com/

本文３０Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

リサイクルネットワークいわて 盛岡市湯沢１６‐１５‐１２

海鋒 守 ０１９‐６３７‐７１７７

岩手県民一人ひとりに対して、リサイクルを軸とした循環型社会の構
築の中心となり得るような事業を行い、真に豊な未来の創造を最大の
目標として地域の人々が安定して生活でき、循環型社会の実現に寄与
すること。

社 団
法 人

岩手県緑化推進委員会盛岡支部 盛岡市肴町２‐２９農林部林政課内 http : //www.iwatenoki.jp/ryokusui/index.html

谷藤 裕明 ０１９‐６５１‐４１１１（内）６０５３ ０１９‐６５１‐６２４８ rinsei@city.morioka.iwate.jp

「緑の募金」に寄せられた浄財をもとに各地域や公共施設の緑化事業、
野鳥愛護運動、森林とのふれあい行事の開催、緑の少年団をはじめと
する市内小中学校生徒への自然愛護運動支援など、街の緑や豊かな森
林を守るため、市民の参加による広範な活動を実施すること。

・環境緑化推進事業：１学校や公共施設などへの緑化木の配布
２市民植樹祭での緑化木の植栽・苗木配布 ３森林公園等の整備
４森林ボランティアの活動支援
・森林愛護少年団育成事業 ・野鳥愛護運動 ・山火事防止活動
・緑化宣伝活動

盛岡市きれいなまち推進協議会 盛岡市若園町２‐１８ 資源循環推進課

大里 二三 ０１９‐６５１‐４１１１（内）８３２４ ０１９‐６２６‐４１５３

会員であるきれいなまち推進員の職務の円滑な遂行を確保するととも
に、会員相互の親睦を図り、もって市のきれいなまち推進事業の進展
に寄与すること。

・清掃思想及び清掃美化市民運動の啓発及び実践
・ごみ減量市民運動の指導及び協力
・清掃行政に関する建設的な意見の具申
・会員の表彰 ・会員の研修及び調査

６３もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈災害救援・地域安全・人権擁護・国際協力・交流〉

〈
災
害
救
援
活
動
〉

〈
地
域
安
全
活
動
〉

〈
人
権
擁
護
〉

〈
国
際
協
力
・
交
流
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
盛岡市公園愛護会 盛岡市内丸１２‐２ 公園みどり課内

藤村 勲 ０１９‐６２６‐７５３２ ０１９‐６２２‐６２１１（代） kouen@city.morioka.iwate.jp

市が管理する公園及び緑地の健全な発展に寄与し、市民にうるおいと
いこいの場を提供すること。

・会員相互間の交流
・公園の管理活動について、情報、意見を交換し、調査、研究
・管理者と連携し、住民の参加を基に、公園愛護思想の普及及び快適
な公園の管理

盛岡地区更生保護女性の会 滝沢村鵜飼字上山５‐５関向方

関向 正子 ０１９‐６８７‐１８０９ ０１９‐６８７‐１８０９

あやまちをおかした人々や非行に走った子どもたちの立直りの支援を
主軸に青少年の非行防止、子育て支援活動等、地域のニーズに応える
活動の展開と社会を明るくすること。

・犯罪の防止と立直り支援 ・子育て支援
・被害者支援 ・青少年の健全育成
・矯正施設への訪問、事業参加協力（盛岡少年刑務所、盛岡少年院、
盛岡少年鑑別所、岩手保護院）

災害救援活動

ＮＰＯ
法 人

災害サポーターシステム岩手 盛岡市仙北１‐３‐１３アークビル３階

吉田 昭夫 ０１９‐６３６‐２２５０ ０１９‐６３１‐３５５８

地震等の自然災害により、住民が被災、被災の危険が予想される場合や
河川・道路・ダム及びライフライン等の公共施設が被災し、被災の危険
が予想される場合に、被災した施設の被害状況調査や施設の災害復旧
作業等の支援活動を実施し、災害に配慮した街づくり計画への助言、提
言を行い、地域住民の生活安全に寄与すること。

・H１４．７ 台風６．７号（大型梅雨台風）災害支援活動
・H１５．７「岩手自然災害フォーラム２００３」開催
・H１７．９ 平成１４年７月台風６号の被害状況をハザードマップで検証
・Ｈ１９．１０ カスリン・アイオン台風６０年記念事業として「北上川の
洪水を考える」講演会開催

ＮＰＯ
法 人

東北防災研究センター 紫波町北日詰字牡丹野８９‐４ http : //www１８.ocn.ne.jp/
～
tlsc/�ndex/�ndex.htm

岩野 法光 ０１９‐６７１‐２６６６ ０１９‐６７１‐１５３１ touhoku-bousaicenter@minos.ocn.ne.jp

各種天災から生じる災害の支援事業や防火・防災業務に携わる関係者
に対して、火災予防上の施策を行使するうえで必要な教育、育成、指
導等の啓発普及を行うことにより、維持管理の適正化に期すべき業務
に関する事業を行い社会公共の安全と福祉の増進に寄与すること。

・大型タンク車による災害時の給水事業
（Ｈ２０．６ 岩手・宮城内陸地震における衣川区への給水６３０ｔ）
・消防用設備連結送水管の耐圧試験
・会員の消防用設備点検済証の普及、防火対象物認定証の販売普及

ＮＰＯ
法 人

防災ネットいわて 盛岡市みたけ４‐４‐２０ http : //www.eins.rnac.ne.jp/
～
bni

井良沢 道也 ０１９‐６４３‐８８９０ ０１９‐６４３‐８８９２ bni@eins.rnac.ne.jp

・住民の防災に関する知識の向上と意識の高揚
・地域における防災対応力の向上
・災害発生時における復旧支援等の寄与

・土砂災害基礎調査結果住民周知業務
・土砂災害写真パネル展の開催
・児童への土砂災害学習会の開催
・地域防災力形成事業のワークショップへの参画

地域安全活動
盛岡市防犯協会 盛岡市内丸３‐４０ 盛岡東警察署生活安全課内

谷藤 裕明 ０１９‐６５４‐３４５０ ０１９‐６５４‐３４５０

市民の防犯思想の高揚につとめ、防犯活動を積極的に推進して、犯罪
のない明るく住みよい盛岡市の実現に寄与すること。

・各種地域安全活動 ・高齢者の安全対策
・少年の非行防止と健全育成活動 ・環境浄化活動 ・防犯隊活動

和野生き活きボランティア会 盛岡市西見前１５‐９９‐１

武藤 久 ０１９‐６３８‐６５１９ ０１９‐６３８‐６５１９

地域内の高齢者、障がい者への作業奉仕 ・雪かき ・庭木の枝切、雑草除去 ・屋内の軽作業

人権擁護、平和の推進

ＮＰＯ
法 人

いわて障害者雇用支援ネットワーク 盛岡市南大通２‐１０‐３８

佐々木 敏男 ０１９‐６５４‐１７０２

障害のある人の就労支援と雇用拡大をめざし、地域の障害のある人に
対して就労の機会を拡大する事業を行い、働く意志を持つ方に働く場
と働き続けられる環境をつくっていき、障害者の自立と福祉の増進に
寄与すること。

ＮＰＯ
法 人

いわて生活者サポートセンター 盛岡市南大通１‐８‐７ http : //www.iwate‐ss.com/

阿部 和平 ０１９‐６０４‐８６１０ ０１９‐６５３‐０５７０

本文３５Ｐをご参照ください

国際協力、交流

ＮＰＯ
法 人

日本山西省友好協議会 盛岡市盛岡駅前北通５‐１岩手県北観光内

飯岡 和夫 ０１９‐６２２‐２１１１ ０１９‐６２２‐２１１３

中国主に山西省と友好協力すること。 ・山西省の省部太原市への桜花２千本の植樹と育苗
・中国の若い研修生を受入れ、きのこ、野菜、食品加工、園芸など日
本の技術を学習支援（実習期間１年）。
・帰国した研修生たちとの再会交流旅行の実施

ＮＰＯ
法 人

ニュー・ブリッヂ・ネットワーク 盛岡市菜園１‐３‐６農林会館１０階９号室

坂下 陽市

盛岡市出身の新渡戸稲造博士が明治１６年（１８８３）に述べた「願わくば
我太平洋の架け橋とならん」“I wish to become a bridge across
the Pacific”という精神を尊重し、カナダ・ビクトリア市（盛岡市
の姉妹都市）を始め、世界の様々な都市や地域との友好・文化交流関
係を築き、新渡戸博士・精神の後継者を育成し、世界平和に寄与する。

６４ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈男女共同参画・子どもの健全育成〉

〈
男
女
共
同
参
画
〉

〈
子
ど
も
の
健
全
育
成
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

財 団
法 人

岩手県国際交流協会 盛岡市盛岡駅西通１‐７‐１ いわて県民情報交流センター５階 http : //www.iwate-ia.or.jp/

小田島 栄 ０１９‐６５４‐８９００ ０１９‐６５４‐８９２２ iwateint@iwate-ia.or.jp

県民の国際理解を深め、国際協力思想の高揚を図るとともに、地域の
活性化を図り、もって物心ともに豊かな郷土岩手の建設に寄与する。

・情報等の収集・提供 ・調査研究 ・団体等との連携・支援
・国際交流（理解）・協力 ・在住外国人の自立支援・共生

財 団
法 人

盛岡国際交流協会 盛岡市若園町２‐１８ http : //www.e-morioka.com/
～
moriintl/top.html

三浦 宏 ０１９‐６２６‐７５２４ ０１９‐６２６‐４１５３ moriintl@nifty.com

盛岡の歴史、文化、その他の特性を生かしながら、幅広い分野で国際
交流活動を展開することによって市民の国際相互理解と国際友好親善
の促進を図り、「世界に開かれた魅力あるまち、盛岡」の創造に寄与
すること。

・各国の料理教室 ・国際交流ハイキング ・語学講座
・国際理解講座 ・キッズ、レッツ、プレイなどの講座

世界アルペン記念いわてボランティア通訳の会（IVIS） 盛岡市緑ヶ丘１‐１１‐２１（事務局）

平野 ユキ子 ０１９‐６６３‐０７７６ ０１９‐６６３‐０７７６ honda.kozo@nifty.ne.jp

岩手県民が、外国の人々と言葉や文化の違いを超えて、相互に理解し
合う上での“かけはし”役割を担い、本県が目指す民間国際交流の一
層の推進に寄与すること。

・ボランティア通訳、観光、ショッピング案内、国際会議の受付事務等
・国際交流事業への協力、企画、実行
・会員の資質向上のための研修会開催

日本語交流室「じょい」 岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞１‐２６４

大畑 佳代子 ０１９‐６８７‐１５３８ ０１９‐６８７‐６３１２ yokakokk@poplar.ocn.ne.jp

外国人（留学生・日本人配偶者）の為の日本語教室開催。
日本語支援を通じて、異文化交流、及び地域住民との交流を図ること。

・日本語教室の開設時間：毎週火曜日１０：３０～１６：００・ファミリークラ
ス：１０：３０～１２：００・一般クラス：１３：３０～１６：００
・異文化交流イベント
・日本文化紹介（お花見、ひな祭り、節分、七夕、ゆかた着付け教室）

フェアトレードいわて 盛岡市上田３‐１８‐３４（岩手大学） http : //ftiwate.com/

ftiwate@yahoo.co.jp

本文３６Ｐをご参照ください

男女共同参画社会の形成の促進

ＮＰＯ
法 人

参画プランニング・いわて 盛岡市厨川４‐１３‐８

平賀 圭子 ０１９‐６４５‐６４５５ ０１９‐６４５‐６４５５ y_tbt_s@ybb.ne.jp

本文３７Ｐをご参照ください

子どもの健全育成

ＮＰＯ
法 人

いわて子育てネット 盛岡市大通２‐６‐８セントラルガーデンスクエア５０６ http : //www.iwate‐kosodate.net

村井 軍一 ０１９‐６５２‐２９１０ ０１９‐６５２‐２９１０ info@iwate‐kosodate.net

地域社会に対して、子育てに関する全般の事業を行い、子育て環境向
上に寄与する。

・子育てに関する情報窓口事業
・子育てに関する相談・コーディネート事業
・次世代育成支援のための事業 ・子育ての社会化普及事業
・その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

ＮＰＯ
法 人

いわてこどもの心研究懇話会 盛岡市つつじが丘２６‐１３ http : //homepage２．nifty.com/ik‐kon/

細江 達郎 ０１９‐６５４‐３４２４ ０１９‐６５４‐３４２４ ik_kon２００６＠yahoo.co.jp

子どもの心について総合的な研究を行い、各種研究会やセミナーの開
催、多様な利用者の悩みに対応したマニュアルの作成、相談窓口の効
果的な利用システムの構築、関連する研究者・実務家等の実質的な研
究交流、常設の検討会等を通じて、子どもの心の問題に関する岩手方
式の開発を目指し、広く公益に寄与すること。

・隔月に行われる定例研究会
・年１回の地域交流セミナー（岩手県内市町村）
・相談電話のデータベース作成

ＮＰＯ
法 人

岩手県青少年自立支援センターポランの広場 盛岡市松尾町１９‐８ http : //homepage３．nifty.com/poran/

三宅 均 ０１９‐６０５‐８６３２ ０１９‐６０５‐８６３３ bds０２９２９＠nifty.com

不登校やひきこもりに悩む親子を支えるために、相談事業及び講演会
等の学習研修事業を行い、あわせて社会的理解を広めるために広報活
動や研究活動を行うことによって、青少年の健全育成に寄与すること。

・相談活動及びカウンセリング事業
・講演会等の学習研修事業
・調査研究、情報収集及び提供
・会報及び出版物の発行
・青少年の交流活動
・親や若者たちの居場所として、相互の交流を図る場とする
・その他 法人の目的を達成するために必要な事業

ＮＰＯ
法 人

岩手さわやか倶楽部 盛岡市南仙北１‐５‐１８ http : //plaza.rakuten.co.jp/sawayakaclub/

山口 達也 ０１９‐６３６‐２４１５ ０１９‐６３６‐２４１５ npo.iwate‐sawayaka.c@etude.ocn.ne.jp

地域のイベントなどに参加して、まちの活性化を支援し、それに伴い学術、文化、芸術、
スポーツの振興により、次代を担う子供たちが健やかに成長できる地域社会を目指す。

・子どもたちを対象とした夢のカルチャー教室事業活動
・スポーツ発展支援事業活動 ・地域のイベント支援事業活動

ＮＰＯ
法 人

うれし野こども図書室 盛岡市紺屋町７‐１

�橋 美知子 ０１９‐６５４‐３７５９ ０１９‐６５４‐３７５９

こどもたちに対して、本を読む楽しさ、喜びを伝える事業を行い、並び
にこどもの成長に関与する大人に対して、読書がこどもの成長期に果
たす大きな役割についての理解を求め日常の中に読書を取り入れるた
めの事業を行い、こどもの時代という人間形成上最も重要な時期に、ひ
とりひとりの豊かな感性、想像力、語い力を培い、心を育むことに貢献
すること。

・図書館の開室（毎週木・土曜）、図書の貸出、ブック・トーク、ストー
リーテリング、えほんの読み聞かせの活動
・幼稚園・保育園・小学校・中学校等への語り手・読み手の派遣
・「子どもと本」についての講師派遣
・専門家を招いての講演会・講習会の実施（一般向け）
・ストーリーテリング、えほんについての月例会の実施

６５もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈子供の健全育成〉

〈
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活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

STS アクティブイングリッシュセンター 盛岡市上田３‐１３‐３４ http : //www１２．plala.or.jp/sts

上田 恵里子 ０１９‐６５４‐０４０５ ０１９‐６５４‐０４０５ sts@beige.plala.or.jp

一般の青少年から、不登校・引きこもりにある青少年に対して、英語・
カウンセリングを通して、健全育成を図る
・留学に関わるサポートを行うなど、国際協力の活動に寄与する
・一般に対する学習指導

・語学教育（特に英語・英会話学習）に係る事業 ・不登校や引き
こもりにある青少年の社会復帰に係る事業 ・円滑な海外留学の実
現に係る事業 ・海外からの留学生に対するサポート事業 ・そ
の他、子供の健全育成と国際協力に係る事業

ＮＰＯ
法 人

自立学習支援NPOジュニアアップ 盛岡市南仙北１‐９‐５０

菅原 秀幸 ０１９‐６３１‐３３９８ ０１９‐６３１‐３３９８ npo_jyuniaappu@yahoo.co.jp

家庭学習支援を通じ子どもの健全育成 ・家庭学習の必要性と家庭学習を身に付ける方法に係わる事業

ＮＰＯ
法 人

盛岡ＹＭＣＡ 盛岡市本町通３‐１‐１ http : //www.ymcajapan.org/morioka/

石渡 隆司 moriokaymca@k 9.dion.ne.jp

イエス・キリストによって示された生き方に学びつつ、豊かな自然と歴史的伝統に満
ちた岩手の地で、こども、家族、地域とともに、公正で平和な世界の実現を目指す。

野外活動、サッカースクール、英会話教室、水泳教室、学童保育、国
際協力活動、キャンプ等

あそびma・senka 盛岡市中ノ橋通２‐７‐４３ミントンハウス１０１ http : //asobimasenka.blog 55.fc 2.com/

西里 真澄 ０１９‐６２６‐１１８１ ０１９‐６２６‐１１８１ asobi-ma-senka@y 4.dion.ne.jp

「あそび」を中心に親子のコミュニケーションが「もっと豊かに」「も
っと楽しく」なることを応援すると共に、子そだて環境がより豊かな
ものになる事を目指す。

・プロジェクト�・ｋｏ・ｓａｎ：いのちをつなぎ・はぐくむ活動
・プロジェクト Ｇ：家族の「元気」と「笑顔」・地域の「源喜」を応援
・プロジェクト 遊：親子のコミュニケーションを応援

親子で学ぶひまわり塾 盛岡市愛宕町２３‐１５

佐々木洋子 ０１９‐６５１‐０４９３ ０１９‐６５１‐０４９３

読み聞かせ ・小学校・デイサービス等で読み聞かせ・エチオピア（ニューホープガーデン）支援

サウンド・キッズ 盛岡市玉山区芋田１７

玉山 麻美 ０１９‐６８２‐２１０２ ０１９‐６８２‐２１０２ maminbo@nifty.com

本文１８Ｐをご参照ください

青少年赤十字岩手県指導者協議会 盛岡市中央通１‐４‐７（事務局）

佐々木 壮一 ０１９‐６２３‐７２１８ ０１９‐６２４‐００９９

赤十字の理念に基づき、学校教育や日常生活の中で実践活動を通じて、
人道の実現を図ること。

・青少年赤十字の登録式の実施 ・リーダーシップ・トレーニング
センター事業 ・青少年赤十字活動事例発表研究会 ・高等学校
総合文化祭 JRC委員会「活動発表会」 ・こども赤十字研究会

託児ボランティア「クローバー」 盛岡市上田３‐６‐４０

鎌田 まき子 ０１９‐６５２‐０８６８ ０１９‐６５２‐０８６８

子育てサポーターとして関係機関・団体等と連携を図り、誰もが安心
して子育てができる環境を提供し、もって地域社会の福祉の向上に努
めること。

・育児、託児、相談、情報提供
・情報交換、研修等の場の提供
・各種講座、事業等への託児
・個人在宅、ボランティア宅会場等での集団保育、随時、相談可能対応

盛岡市教育振興推進委員会 盛岡市津志田１４‐３７‐２ http : //www.city.morioka.iwate.jp/14 kyoiku/soumu/kyousinplan/kyousinkeikaku 01.htm

佐々木 初朗 ０１９‐６５１‐４１１１ ０１９‐６３７‐８１２２

盛岡市の教育水準を向上するために、盛岡市における教育振興運動の
推進にあたること。

・町内会、関係団体への積極的な働きかけ
・各学校区において、地区子ども会や生徒会校外班活動の中に健康安
全、環境美化活動、福祉活動、奉仕活動、郷土理解学習等を組み入
れて子どもたちの健全育成を図る活動
・地区集会やPTA行事での学習会の開催や実践の交流

玉山区婦人団体連絡協議会 盛岡市玉山区好摩字上山１１‐１

皆川 ミエ子 ０１９‐６８２‐２０１３

児童、高齢者、地域の人たちと交流し、区、自治会事業に協力、婦人
会の仲間づくりとする。

・配食サービス ・児童館お茶会 ・介護老人保健施設ボランテ
ィア ・区、自治会事業協力 ・チャリティーショーなど

花の種ネット～カウンセリングとメンタルヘルス～ 盛岡市盛岡駅西通１‐７‐１アイーナ６階県民活動交流センターレターボックス№１４ http : //counselinghananotane.web.fc 2.com/

三浦 光子 ０１９‐６４７‐５８５８ edelweiss.office@gmail.com

心の専門家である臨床心理士による新しいかたちの市民活動
※臨床心理士とは、養成大学院修了後に取得する資格です。精神科や
心療内科、司法矯正などさまざまな機関で仕事をしているだけでは
なく、公立の小・中・高等学校にスクールカウンセラーとして派遣
されています。

・ＡＤＨＤ／ＬＤの生徒さんのための学習支援教室（ｗｉｎ‐ｗｉｎ）
・カウンセリング・スクールカウンセリングなどの研修会
・他専門家とのコラボレーション企画
・学校の先生など専門職のためのお茶会「たんぽぽ」
・臨床心理士や対人援助をしている方のためのスーパービジョン
・企業のためのメンタルヘルス支援、新人教育支援
・問題の整理を目的としたカウンセリング体験（１回）
・子育てサークルへの支援（カナダのノーバディズ・パーフェクト講座）

盛岡市子ども会育成会連絡協議会 盛岡市若園町２－２

鎌田 まき子 ０１９－６５１－１０００ ０１９－６２２－４９９９

次世代を担う子どもたちの自主性や社会性を最大限に伸ばし、子ども
たちが健全に育ち、心豊かに生活できる環境づくりを推進し、関係機
関と連携をとりながら、日頃から子ども会育成会活動の活性化と発展
を目指すこと。

・児童福祉週間事業「歩け歩け運動」
・盛岡市子ども会スポーツ大会 ・秋の清掃ボランティア活動
・盛岡市子ども会議 ・子ども会育成会活動交流研修会
・「市子連だより」の発行 ・講師派遣事業 など

６６ もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈情報化社会・経済活動の活性化・職業能力の開発・消費者の保護〉
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活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容
盛岡市少年指導員連絡協議会 盛岡市下太田下川原１４０‐１

田山 幸宙 ０１９‐６５９‐００８７ ０１９‐６５９‐００８７

本文３８Ｐをご参照ください

盛岡市中学校体育連盟 滝沢村滝沢字穴口４１９

木村 �史 ０１９‐６８４‐４０３３ ０１９‐６８４‐４０３３

相互に連絡協調を図り、中学校における体育運動の健全なる普及 ・体育運動についての調査研究 ・体育行事の実施 ・小学校・高等学校・その他団体との体育に関わる連絡

盛岡地区BBS会 盛岡市内丸８‐２０盛岡保護観察所内

０１９‐６５１‐７９２８

厚生保護活動をメインに、青少年を対象として、子どもたちが犯罪や
非行に陥らないことを願って活動すること。

・少年院の訪問 ・児童福祉施設の訪問
・学習指導 ・社会参加活動への参加協力 ・非行防止活動

情報化社会の発展

ＮＰＯ
法 人

いわてシニアネット 盛岡市上田１‐６‐４９ http : //www.moon.sphere.ne.jp/isn/

佐野 逸朗 ０１９‐６０４‐６２８０ ０１９‐６０４‐６２８０ isn@mbr.sphere.ne.jp

中高年者がパソコンなどの情報通信技術を学びながら、その成果を活
用することにより、新たな社会参加や社会貢献の場を創造することと、
併せて実り豊かなシニアライフを送れるよう仲間づくりを通して相互
に支えあうつながりをつくり、住みよい地域づくりに寄与すること。

・中高年者対象の IT 講習会の開催 ・高齢者・障害者、小学生対
象の IT 習得支援 ・パソコン何でも相談会に開催
・地域の文化・歴史・風物などを語り、聞く「文化サロン」の開催
・会員相互の情報交流活動及び趣味などの同好会活動

ＮＰＯ
法 人

ＨＣＣ 岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２‐８９ http : //hcc-web.net

瀧澤 寛之 hcc-web@hotmail.com

学生を活動の中心とし、メディアミックスでの情報発信や地域社会の情報
化を支援する。また、それらの活動を通した学生教育、活動支援を行う。

・地域企業・団体の情報化支援事業
・地域情報発信事業 ・学生教育事業

経済活動の活性化

ＮＰＯ
法 人

いわてアグリサポートネット 盛岡市大通１‐２‐１岩手県農業協同組合中央会

�橋 功 ０１９‐６０１‐９３６０ ０１９‐６０１‐９３６２ nrr 29772@nifty.com

地域農業の中心的担い手である認定農業者等が企業的経営者として発展するため
に必要な「情報サービス」の提供、女性・高齢者等の多様な農業の担い手や地域
住民への一般的な技術指導、農産加工支援、学校農園等の栽培指導、花壇づくり
相談業務などの「農業サービス」の提供を通して、地域農業の振興に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

奥州街道会議 盛岡市内丸１１‐２ 岩手県公会堂１４号室

�井 昭平 ０１９‐６５３‐６２４２ ０１９‐６５４‐５３５４

奥州街道に関する活動の交流と連携を図り、道を活用した地域づくり
活動の活性化を通し豊かな地域づくりに貢献する。

ＮＰＯ
法 人

学生ビジニティいわて 盛岡市上田４‐３‐５盛岡市産学官連携推進センター（コラボＭＩＵ）１０２号室 http : //www.busi‐nity.net/

佐々木 正人 ０１９‐６５８‐８１００ ０１９‐６５８‐８１００

次世代を担う大学生等の若い世代に対して、自らが主体となって産学官民連携を推進し
ていく機会の提供に関する事業を行い、人材育成および地域の活性化に寄与すること

・大学生等の若手人材が主体的に行う産学官民連携の研究及び実践事業
・大学生等の若手人材育成及び企業とのマッチング事業など

ＮＰＯ
法 人

生活温故知新 盛岡市中央通３‐１４‐３１ ２階

畠山 はるみ ０１９‐６２９‐３２２６ ０１９‐６２５‐５７５７ info@info-oggi.jp

生活の中でのエコ活動と消費者意識啓蒙 ・機関誌「ヴィジェ」の発行 ・社会教育・環境保全の推進 ・子どもの健全育成 ・消費者の保護

盛岡商工会議所 盛岡市清水町１４－１２ http : //www.ccimorioka.or.jp/

永野 勝美 ０１９‐６２４‐５８８０ ０１９‐６５４‐１５８８ daihyo@ccimorioka.or.jp

地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改
善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商
工業の発展に寄与する。

・中小企業の経営改善、経営革新の支援、創業の支援
・商業活性化、工業振興事業の推進、観光対策の推進
・中心市街地の活性化、賑わいの創出等、街づくりの推進
・産業人材育成、雇用対策の推進

職業能力の開発、雇用機会の拡充の支援

社 団
法 人

盛岡市シルバー人材センター 盛岡市紺屋町２‐９盛岡市勤労福祉会館１階

阿部 利男 ０１９‐６２２‐３３６３ ０１９‐６２２‐３２２４ mori‐sil@sjc.ne.jp

本文４１Pをご参照ください

消費者の保護

ＮＰＯ
法 人

岩手県調査業協会 盛岡市盛岡駅前通１６‐１４

菅野 哲夫 ０１９‐６０６‐３１３１ ０１９‐６５１‐６５１１

調査業の必要とする消費者及び調査業従事者に対して、調査業務の適
正な運営に関する事業を行い、人権を擁護しつつ職業能力の開発に努
め、消費者の保護と情報社会の発展を図るとともに地域安全のための
諸活動を実践し、もって社会の安寧化に寄与する。

ＮＰＯ
法 人

いわて住環境保護管理機構 盛岡市鉈屋町８‐４０ http : //www.naisu‐sinia.co.jp

横須賀 榮 ０１９‐６０４‐１０６０ ０１９‐６２１‐７７２８ iwate@naisu‐sinia.co.jp

・住生活向上のための啓蒙事業
・住生活に係わる消費者保護事業
・消費者（建て主）建築発注契約事項の第三者管理事業
・その他この法人の目的を達成するために必要な事業

・住宅新築、改造工事に関する無料相談所開設の周知広報
・相談者に対するアドバイス
・建築発注契約事項の第三者管理としての保障業務

６７もりおかNPOガイドブック



盛岡市内団体リスト〈市民活動団体への支援・その他〉

〈
市
民
活
動
団
体
へ
の
支
援
・
そ
の
他
〉

活動分野

取 得
法人格

団体名 住所 ホームページ
代表者 電話 ファックス 電子メール

活動目的 活動内容

ＮＰＯ
法 人

楓の会 盛岡市松尾町１８‐１０

吉田 富士男

現代社会において構造的に発生している多重債務、高齢者等社会的弱
者に対して、自立した生活の助長、支援に寄与する。

盛岡消費者友の会 盛岡市大館町１０‐１７

村上 好子 ０１９‐６４７‐５５４１ ０１９‐６４７‐５５４１

本文４２Ｐをご参照ください

市民活動団体への支援

ＮＰＯ
法 人

いわてNPOセンター 盛岡市上ノ橋町６‐５‐１００３号 http : //www.iwate-npo.org/

�井 昭平 ０１９‐６０６‐１１００ ０１９‐６０６‐１１０１ inc@iwate‐npo.org

本文４５Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

いわてNPOフォーラム２１ 盛岡市神明町６‐６‐３１１ http : //www.iwate-npo.net/inf 21/

増子 義孝 ０１９‐６０５‐８２７１ ０１９‐６０５‐８２７２ inf２１staff@iwate‐npo.net

岩手県内におけるNPO活動を多面的に支援するとともにNPO相互
のネットワーク化を促進し、NPOと行政との連携及びNPOと企業
の連携を促進することで、ひとりひとりが生きる喜びを実感できる豊
な社会の実現に寄与すること。

・NPOの設立や運営に係わる相談
・NPO関係者、市民や行政職員によるNPOフリートークの開催
・行政や企業との協働による調査研究などの事業

ＮＰＯ
法 人

岩手ボランティア育成会 盛岡市津志田西１‐１９‐７

長澤 文龍 ０９０‐３１２８‐９０００ ０１９‐６５６‐４３１２

本文４３Ｐをご参照ください

ＮＰＯ
法 人

シニアパワーいわて 盛岡市西仙北１‐３３‐３

永田 敬治 ０１９‐６３５‐０４６０ ０１９‐６３５‐０４６０ yoshinori.t@rondo.ocn.ne.jp（常務理事 高橋善紀）

高齢者が長年職場において培ってきた知識・技能をもって、幅広い分
野に於ける地域の振興に寄与し、併せて高齢者自身の健康管理と生き
甲斐づくりを図ること。

・行政・企業との協働に関する事業
・中間支援事業
・地域の振興に関する事業
・その他この法人の目的達成に必要と認める事業

ＮＰＯ
法 人

政策２１ 盛岡市下ノ橋町７‐３６㈱邑計画事務所内 http : //www.policy 21.jp

鎌田 徳幸 ０１９‐６５３‐１０５８ ０１９‐６５３‐１０５６ info@policy 21.jp

政策評価の研究と実践、各種研究会やセミナーの開催を通じて政策評
価制度の普及をはかり、政策の実務者だけでなく、市民の政策型思考
と市民の代表である議会の政策立案能力を高めるとともに、積極的に
政策提案を行うことにより、広く公益に寄与すること。

・政策の立案・実施・評価等に関する提言
・政策の立案・実施・評価等に関する研修会・セミナーの開催
・政策の立案・実施・評価等に関する情報の収集及び提供
・政策の立案・実施・評価等に関する意見交換の場の提供
・政策の立案・実施・評価等に関する必要な資料の編纂及び刊行
・政策の立案・実施・評価等に関する研修会等への講師派遣
・国・地方自治体等から委託を受けて行う政策評価の実施及び調査研
究

盛岡いのちの電話後援会 盛岡市中央郵便局私書箱６９

０１９‐６５２‐４１６２ ０１９‐６２６‐５６７８

社会福祉法人「盛岡いのちの電話」の活動を支え発展させること。 ・資金ボランティアの募集
・バザーチャリティコンサートなどによる資金集め
・盛岡いのちの電話に関する広報活動

もりおかＮＰＯ連絡協議会 盛岡市仙北２‐４‐１２内 http : //www.morioka-npo.net/

浅沼 道成 ０１９‐６３５‐１２００ ０１９‐６３５‐９６０１ info@morioka-npo.net

本文４４Ｐをご参照ください

その他

ＮＰＯ
法 人

桃源郷づくり岩手県民運動 盛岡市山岸２‐１２‐１９

船越 英男 ０１９‐６５２‐９００８

県土の活性化と地域振興の起爆剤としての活用はもとより、豊かな心
の県民性を育てることにより「日本のふるさと岩手」を全国に知らし
め、本県のPRに貢献すること。

花木の植樹を通じての環境保護と青少年の健全育成

「小さな親切」運動岩手県本部 盛岡市中央通１‐２‐３岩手銀行総務部内

永野 勝美 ０１９‐６２３‐１１１１ ０１９‐６５１‐９８６８

「できる親切はみんなでしよう それが社会の習慣となるように」を
スローガンに、思いやりあふれる、心のかよう社会づくりを行うこと。

・青少年の心の育成事業
・環境美化活動
・一般普及活動
・国際交流事業
・寄贈運動
・ネットワークづくり
・啓発事業
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お役立ち情報
NPO・ボランティア活動に関わる公共の窓口

※NPOによる相談窓口は、６８ページ「市民活動団体への支援」をご覧ください。

お役立ちメールマガジン（MM）・メーリングリスト（ML）

※メールマガジンとは、電子メールを利用して、発行者が定期的にメールで情報を届けてくれるシステムです。メールニュースと呼んでいる団体もあります。

もりおか地域SNS

※SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは、日記や掲示板などの機能を使って，インターネット上でコミュニケーシ
ョンや情報発信を行うことができるサービスです。また、登録し、サイト上で友人になった人には、相互のプロフィールが公開さ
れ、日常生活でつきあいのある友人と同様に、相互信頼のもとの交友関係を築くことができます。

団体名

内 容所在地
電 話 ＦＡＸ
Mail URL

ボランティアに関して

（社福）盛岡市社会福祉協議会 ボランティア活動に関する相談や紹介などの情報提供を行なって
いる。また、企業や財団等が実施している助成金情報の提供など
も行なっている。

盛岡市若園町２‐２ 盛岡市総合福祉センター内
０１９‐６５１‐１０００ ０１９‐６２２‐４９９９

info@morioka‐shakyo.or.jp http : //www.morioka‐shakyo.or.jp/
（社福）盛岡市社会福祉協議会 玉山支所
盛岡市玉山区渋民字泉田７７‐１ 盛岡市玉山総合福祉センター内
０１９‐６８３‐２７４３ ０１９‐６６９‐５１２２

tamasyakyo@m 2.dion.ne.jp http : //www.h 6.dion.ne.jp/～tamasya/index.html
（社福）岩手県社会福祉協議会 ボランティア、市民活動に関する相談や情報提供を行なっている。

ホームページからは、ボランティア検索やイベント情報を見るこ
とができる。

盛岡市三本柳８‐１‐３ ふれあいランド岩手内
０１９‐６３７‐９７１１ ０１９‐６３７‐４２５５

info@iwate‐shakyo.or.jp http : //www.iwate‐shakyo.or.jp/vc/

NPO、ボランティアに
関して

NPO活動交流センター 市民活動・ボランティア活動に関する相談、情報提供・活動場所の無料貸出し
等を行っている。なお、館内には、この他に国際交流・青少年活動・男女共同
参画・環境学習・子育て・高齢者活動の支援を行う施設も設置されている。

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）６階
０１９‐６０６‐１７６０ ０１９‐６０６‐１７６５

npo‐center@aiina.jp http : //www.aiina.jp/npo/index.html
岩手県地域振興部NPO・文化国際課 NPO、ボランティア活動等に関する支援や協働の支援を行なっ

ている。また、ホームページからは、NPO法人に係る様式など
がダウンロードできる。

盛岡市内丸１０‐１ 岩手県庁８階
０１９‐６２９‐５１９８・５１９９ ０１９‐６２９‐５３３９

FA００４２＠pref.iwate.jp http : //www.pref.iwate.jp／（県公式ホームページ）

NPO法人設立に関して

盛岡地方振興局企画総務部 NPO法人の設立、認証に関する相談や情報提供を行なっている。
※トップページから、「盛岡地方振興局」⇒「企画総務部」⇒
「NPO」へお進みください。

盛岡市内丸１１‐１ 盛岡地区合同庁舎３階
０１９‐６２９‐６６７０・６５１０

http : //www.pref.iwate.jp/（県公式ホームページ）

盛岡市内の市民活動、協
働に関して

盛岡市市民部市民活動推進課 盛岡市内の市民活動に関する窓口
盛岡市内丸１２‐２ 盛岡市役所本館１階

０１９‐６５１‐４１１１ ０１９‐６２２‐６２１１
siminkatudo@city.morioka.iwate.jp

名称 内容 登録方法

NPO活動交流センター 県内のNPOに関するイベントやボラン
ティア情報、助成金情報などが届く。

以下のURLより登録が可能。
⇒http : //www.aiina.jp/npo/index.html

（財）岩手県国際交流センター 県内の国際交流・協力に関してのイベン
トや募集情報が届く。

以下のメールアドレスへ、件名に「メールマガジン希望」と
書き添えて、氏名、住所、E－メールアドレスを記入し登録。
⇒web-info@iwate-ia.or.jp

男女共同参画センター センターからのお知らせや、男女共同参
画等に関するイベント情報等が届く。 以下のメールアドレスへ連絡。⇒danjo@aiina.jp

青少年活動交流センター
青少年活動交流センターのイベント、ボ
ランティア情報や県内の青少年向けの講
座やボランティア情報が届く。

以下のURLより登録が可能。
⇒http://www.aiina.jp/seishounen/magajinetouroku.html

環境学習交流センター 県内の環境情報やイベント情報等が届く。
下記のURLより登録が可能。
⇒http://www.aiina.jp/environment/05merumaga
/merumaga.html

もりおかNPO連絡協議会 盛岡市内のNPOに関するイベント、ボ
ランティア情報や助成金情報等が届く。

下記のURLより登録が可能。
⇒ http : //www.morioka-npo.net/

名称 内容 参加方法

モリオネット

インターネット上でコミュニケーション
や情報発信を行うことができる、もりお
か地域SNS。盛岡に住んでいる方や盛
岡に興味がある方など、盛岡に関する
様々な情報発信を行い、情報交換を行っ
ている。
詳しくは、下記のアドレスからご覧いた
だけます。
⇒ https : //sns.city.morioka.lg.jp/

以下のURLより、登録が可能。
⇒ http : //sns.city.morioka.lg.jp/about.php
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〈参考資料一覧〉

・「地域貢献・地域共生を考える企業にお役立ち 地域共生プロデュースマニュアル－企業担当者編」

（�さわやか福祉財団勤労者マルチライフ支援センター ２００５年３月）

・「地域密着型企業の価値を高める 地域共生への道」

（�さわやか福祉財団勤労者マルチライフ支援センター）
・「PIN NPO・ボランティア活動情報誌」（岩手県地域振興部NPO・文化国際課）

・NPOとの協働を進めるためのガイドブック（盛岡市 ２００４年９月策定 ２００５年４月改正）

・NPO活動促進のための基本方針（盛岡市 ２００４年９月）

・内閣府NPOホームページ

http : //www.npo-homepage.go.jp/

・岩手県地域振興部NPO・国際課ホームページNPO応援団

http : //www.pref.iwate.jp/～hp 0301/

・シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会ホームページ

http : //www.npoweb.jp/

編集にあたって

● 掲載にあたっては、盛岡市内で活動している様々な分野の活動を紹介するため、団体の規模、歴史など

のバランスを考慮して選考しました。掲載団体の選考は活動の優劣によるものではありません。

● このガイドブックの内容は、ホームページからもご覧いただけます。ホームページ版は、http : //www.

iding.org/gb 2009/ からリンクしています。

● このガイドブックに掲載した団体の情報は、平成１８年７月から１０月にかけ、あすを築く盛岡市民運動実

践協議会、（社福）盛岡市社会福祉協議会からご協力を頂いて行った調査をもとに、平成２１年１月から

２月にかけて行った再調査に基づいています。
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発 行：盛岡市市民部市民活動推進課
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