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事業報告

第6期となる今年度は、市民活動支援センターの認知度向上と、団体の活動基盤の
構築という部分に力を入れて活動してまいりました。
30年度からは運営が大船渡市市民活動支援協議会からNPO法人CAVO（おおふなと市
民活動センター）に変わり、新たな一歩を踏み出したところです。

まずは今年度もフードドライブを引き続き行うことによって、企業の協力も得ら
れ、市民活動支援センターに立ち寄る方が増えました。
前年度に引き続き、「まち・ひと・しごと総合戦略市民会議」のコーディネート
とファシリテーション、今年度はKOSONOWA（子育て支援ネットワーク）のファシ
リテーションなど、会議運営のサポートをすることで市民主体のアクションを生
み出すお手伝いができました。
また、「大船渡学」のフィールドワーク先の紹介を中心としたサポートも継続し、
出張相談会などを行いました。「全国高校生マイプロジェクトアワード」ではベ
ストラーニング賞を受賞する学生もおり、去年の文部科学大臣賞に続いて嬉しい
出来事となりました。
他地域の中間支援組織との情報共有やスキルアップも定期的に行い、研修や「と
うほくNPOフォーラムin気仙沼2018」の共同開催をすることで、被災地を支える
NPO活動の今後について学ぶ機会を作ることができました。
年度末には2回目となる「市民活動まつり」を実施。多くの参加団体と共に活動を
PRできる場を作ることができました。

上記活動をしていく中で、センターに関わる人が増えたこともあり、来所人数は6
年間の中で一番多く、認知度の向上という点では昨年よりも認知度を上げること
ができたのではないかと思います。
また、当センターで２年間一緒のテーブルで活動してきた集落支援員のお二人が、
市役所に戻ることになりました。今後も地域への支援をする際に協力し合いなが
ら活動していきたいです。

この1年間の関係各位のご指導、ご協力に厚く御礼申し上げ、事業報告と致します。

株式会社キャッセン大船渡とのコラボ企
画、「南山城から学ぶ『地域ブランドの
本質』」講演会の様子

大船渡へ応援に来てくれた
サンタさんとの記念写真



実施事業実績①【相談対応・窓口業務】

相談者の
助成金獲得件数

18件
助成金獲得金額
5,785,000円

来訪者数

1,404人

相談対応件数：118件（新規相談のみの件数）

細目 内容 実績

設立相談 法人や任意団体の設立に関しての相談 3件

運営相談 組織、団体の経営や運営に関わる相談 4件

資金獲得支援 助成金の情報提供・申請に関する支援 52件

照会・情報収集 団体紹介・支援受け入れ先紹介 38件

告知・募集協力 イベントやセミナー、助成金等の告知協力の依頼 4件

その他 大船渡高校「大船渡学」、パソコン指導など 17件

相談対応の様子



実施事業実績②【団体訪問・情報収集・情報発信】

団体訪問件数：245件（延べ）

細目 内容 実績

市民活動団体
大船渡市内で活動する市民活動団体の状況調査を行う。変更等があった場合には、
団体ファイルやHPなどの情報も更新する。 延べ 108団体

公民館
公民館・自治会等の状況調査を行う。変更等があった場合には、団体ファイルやＨ
Ｐなどの情報も更新する。 延べ 64団体

企業・組合
企業や組合等が行う地域づくり活動に関する調査を行う。団体ファイルやブログ・
Facebook等から情報発信を行なう。 延べ 13団体

その他
サークル

上記に当てはまらない団体やサークルの活動状況把握 延べ 60団体

企業訪問：キャッセン防災ワークショップ
（講師 乾燥フルーツComeCome代表 新沼真弓 氏）

運営サポート：居場所創造プロジェクト
（協力 いわて連携復興センター）



実施事業実績③【団体訪問・情報収集・情報発信】

細目 内容 実績

ホームページ
最新情報、助成金、イベント・セミナー、団体情報の更新をし、常に内容の充実
に努める。

676件
訪問者 18,732名

ブログ 助成金や近隣市町村のセミナー情報を掲載する。
683件

訪問者 40,259名

Facebook
市外に向けて大船渡市内の情報を発信することで、大船渡市や市内で活動す
る団体のファンを増やす。

212件
2301いいね

twitter HPやブログ、Facebookに誘導するため、上記3件を更新した際に発信する。
681件

1,083フォロワー

メールニュース
名刺交換をした全ての方に配信。セミナー・助成金情報と併せて大船渡の今を
お知らせする。

51件
724名配信

広報大船渡 広報大船渡「市民活動の輪」にて大船渡市内で活動している団体の紹介を行う。 12件

東海新報 東海新報「地域をつなぐ仲間たち」にて市内活動団体の紹介を行う。 24件

ホームページで
紹介している団体数

91団体

FBいいね数昨年度比

＋48いいね



センターの活動実績①【市民活動団体のスキルアップ（みんなで一緒に学ぼう会）】

学ぼう会の延べ
参加者数

164人

学ぼう会のアンケートで
内容が「有意義であっ
た」と回答した割合

98%

みんなで一緒に学ぼう会 開催内容

第1回 2018/4/12おもてなし英会話を学ぼう！ 協力 新・三陸自治会館 坪井奈穂美 氏

第2回 2018/4/26おもてなし英会話を学ぼう！ 協力 NPO法人 With You Global

第3回 2018/5/18大船渡市地域おこし協力隊ってなぁに？ 大船渡市地域おこし協力隊

第4回 2018/7/18ふれて！学んで！点訳講座 点訳グループ美杉会大船渡

第5回 2018/8/28マジックに挑戦！！ アマチュア・マジシャンズ・クラブ大船渡

第6回 2018/9/28今日から始める認知症予防＆認知症サポーター養成講座 大船渡地区認知症人と家族の会

第7回 2018/10/31広報のいろは NPO法人 陸前高田まちづくり協働センター 種坂 奈保子 氏

第8回 2018/11/30パワーポイントなんでも相談 鈴木 祥悦 氏

第9回 2018/12/20アンケートデータ作成と集計方法 鈴木 祥悦 氏

第10回
2019/1/14  

1/15
いわてソーシャルビジネススクールinみんなで一緒に学ぼう会

NPO法人 NPOフォーラム21 中村恭香 氏
株式会社エンパブリック 広石拓司 氏

第11回 2019/2/13[クラウドファンディング」「助成金申請書」のポイントってなあに？ NPO法人 いわて連携復興センター 中野 圭 氏

第12回 2019/3/20協働ってなぁに NPO法人 いわてNET－サポート 菊池 広人 氏

講座の様子：NPO法人 With You Global 講座の様子：NPO法人 陸前高田まちづくり協働センター



センターの活動実績②【市民活動団体のスキルアップ（みんなで一緒に学ぼう会）】

参加者数

８団体 １４人

第１１回 2019/2/13
『クラウドファンディング・助成金申請書

のポイントってなあに？』

いわて連携復興センター 中野圭さんによる、クラウドファン
ディングの基礎知識と寄付を集めるためのポイント、助成金申請
をする審査員のチェックするポイントの講義を実施しました。
この講座は、NPO法人いわて連携復興センターの協力を得て実施
いたしました。

講座の様子：NPO法人いわて連携復興センター 中野 圭 氏

講座の様子：株式会社エンパブリック 広石 拓司 氏

第１０回 2019/1/14.15
『いわてソーシャルビジネススクールin学ぼう会』

14日にNPO法人NPOフォーラム21 中村恭香さんによるソーシャルビ
ジネス概論と、15日に株式会社エンパブリック 広石拓司さんによ
るビジネスモデルの考え方や自団体のプランに落とし込むための個
別のアドバスなどを実施しました。
この講座は、いわてNPO中間支援ネットワークの協力を得て実施い
たしました。

参加者数

１０団体 １６人



センターの活動実績③【団体ネットワーク・会議運営支援・その他の取り組み】

NPO法人フードバンク岩手への寄付食料品の引き渡しの様子
大船渡市市民活動支援事業補助金説明会の様子

市民活動まつり

来場者数

延べ２００人

フードドライブ

提供者延べ 71人
収集量 289ｋｇ

市民活動まつり：
一般社団法人津波伝承館の紙芝居

「吉浜のおゆき」の様子

NPO法20周年記念フォーラムin東北の様子

参加研修セミナー

41件

大船渡市
市民活動支援事業
補助金活用団体

19団体



センターの活動実績④【団体ネットワーク・会議運営支援・その他の取り組み】

大船渡高校：夕星ホールでの全体講義の様子

まち・ひと・しごと総合戦略市民会議：
テーブルファシリテーションサポート

大船渡高等学校の総合
学習、「大船渡学」の
フィールドワーク先の
紹介と全体ワーク

ショップをサポートさ
せていただきました。
「全国高校生マイプロ
ジェクトアワード」で
はベストラーニング賞
受賞する学生も。

とうほくNPOフォーラムin気仙沼2018：
トークセッションの様子

KOSONOWA：テーブルファシリテーションサポート

大船渡市社会福祉協議
会が実施する、大船渡
市を子育てしやすい町
にするための会議。当
センターは話し合いを
進めるためのサポート
をさせていただきまし

た。

大船渡市まち・ひと・
しごと創生総合戦略の
策定、検証において広
く市民の意見を反映さ
せるための会議です。
当センターは各テーブ
ルにて進行役を務めさ
せていただきました。

被災地の中間支援組織
による合同で実施した
フォーラムです。100
人を超える参加者で、
講演、トークセッショ
ン、分科会共に盛り上
がり、復興の先を見据
えた活動を考える機会
を作ることができまし

た。


