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きたかみ復興支援協働体 構成団体

いわてＮＰＯーＮＥＴサポート（市民活動支援）
いわて連携復興センター（沿岸地域復興支援）

北上雇用対策協議会（就職支援）
北上市（被災者支援、復興支援）

北上市社会福祉協議会（ボランティア活動支援）
黒沢尻北地区自治振興協議会（コミュニティ支援）

北上ネットワークフォーラム（産業支援）

きたかみ復興ステーション
〒０２４－００６１
岩手県北上市大通り１－８－２４
電話：０１９７－ ６５－００２５
メール：fukkou@kitakamicity.jp

＜ステーション事業のコンセプト＞

①内陸避難者の自立とコミュニティ醸成
情報の共有、制度活用支援と地域内でのつなが

りづくり

②復興施策・活動の充実
分野・市町村を超えた情報・ノウハウの共有に

よる各団体の効果的な復興活動の実施

③今後の復興に向けた取り組み共有とノウハウ蓄積
○復興に向けた課題を共有し、改善に向けた仕組
みづくりにむけた各プラットフォームでの指針
づくりの支援

○今後、全国でおこりうる災害に向け、防災・減
災・復興のためのノウハウの共有、指針づくり
の支援



＜内陸避難者・地域コミュニティ交流事業＞
同郷者のサロン、テーマ別サロン等を行い、コミュニティ醸成に向けた取り組みを継続して実施する。

№ 事業名 開催日時 会場 参加者数 № 事業名 開催日時 会場 参加者数 № 事業名 開催日時 会場 参加者数

1 ふるさとカフェ大槌 2012年4月4日 ステーション１階 5 71 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年12月19日 ステーション1階 4 75 てんどの会 2013年1月21日 ステーション1階 10

2 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2012年4月5日 ステーション１階 1 72 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2013年1月9日 ステーション1階 15 77 てんどの会 2013年1月24日 ステーション1階 10

3 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年4月11日 ステーション１階 12 73 ふるさとカフェ釜石 2013年1月16日 ステーション1階 3 78 てんどの会 2013年1月28日 ステーション1階 10

4 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年4月12日 ステーション１階 4 76 ふるさとカフェ大槌 2013年1月23日 ステーション1階 9 80 てんどの会 2013年1月31日 ステーション1階 10

5 ふるさとカフェ釜石 2012年4月18日 ステーション１階 6 79 ふるさとカフェ宮城・福島 2013年1月30日 ステーション1階 2 82 てんどの会 2013年2月4日 ステーション１階 11

8 ふるさとカフェ大槌 2012年5月9日 ステーション１階 7 83 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2013年2月6日 ステーション1階 12 84 てんどの会 2013年2月7日 ステーション1階 7

9 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2012年5月10日 ステーション１階 1 85 ふるさとカフェ大槌 2013年2月13日 ステーション1階 5 86 てんどの会 2013年2月14日 ステーション１階 13

10 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年5月16日 ステーション１階 8 88 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2013年2月19日 ステーション１階 2 87 てんどの会 2013年2月18日 ステーション１階 10

11 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年5月17日 ステーション１階 4 93 ふるさとカフェ宮城・福島 2013年3月1日 ステーション１階 4 89 てんどの会 2013年2月21日 ステーション１階 11

16 ふるさとカフェ全域 2012年5月30日 ステーション1階 6 95 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2013年3月6日 ステーション１階 13 91 てんどの会 2013年2月25日 ステーション１階 8

18 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2012年6月7日 ステーション1階 6 92 てんどの会 2013年2月28日 ステーション１階 14

19 ふるさとカフェ大槌 2012年6月13日 ステーション1階 9 94 てんどの会 2013年3月4日 ステーション１階 10

20 ふるさとカフェ釜石 2012年6月14日 ステーション1階 8 96 てんどの会 2013年3月7日 ステーション１階 15

22 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年6月20日 ステーション1階 14

23 ふるさとカフェ全域 2012年6月27日 ステーション1階 3 № 事業名 開催日時 会場 参加者数 № 事業名 開催日時 会場 参加者数

26 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年7月4日 ステーション1階 6 6 さくらの集い「ちぎり絵講座」 2012年4月19日 ステーション１階 13 14 minimini農園 2012年5月24日 雇用促進住宅 15

30 ふるさとカフェ釜石 2012年7月11日 ステーション1階 4 7 さくらの集い「バス講座」 2012年4月23日 ステーション１階 3 25 けんか七夕作り 2012年7月2日 ステーション1階 11

31 ふるさとカフェ大槌 2012年7月12日 ステーション1階 8 12 さくらの集い「収納セミナ―」 2012年5月22日 雇用促進集会所 14 27 けんか七夕作り 2012年7月5日 ステーション１階 7

34 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年7月18日 ステーション1階 13 13 さくらの集い「七宝焼き講座」 2012年5月23日 生涯学習センター 10 29 けんか七夕作り 2012年7月9日 ステーション1階 7

36 ふるさとカフェ田野畑・宮古・山田 2012年7月20日 ステーション1階 2 15 さくらの集い「ウォーキング」 2012年5月30日 展勝地 6 32 けんか七夕作り 2012年7月12日 ステーション1階 7

38 ふるさとカフェ全域 2012年7月25日 ステーション1階 1 17 さくらの集い「絵手紙講座」 2012年6月6日 ステーション1階 11 37 けんか七夕作り 2012年7月23日 ステーション1階 3

42 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年8月2日 連携復興センター2階 2 21 さくらの集い「夜カフェ」 2012年6月15日 ステーション1階 3 39 けんか七夕作り 2012年7月26日 ステーション1階 7

44 ふるさとカフェ釜石 2012年8月8日 ステーション1階 2 24 さくらの集い「子育てサロン」 2012年6月29日 社会福祉協議会 14 40 けんか七夕作り 2012年7月30日 ステーション1階 6

45 ふるさとカフェ大槌 2012年8月22日 連携復興センター2階 6 28 さくらの集い「エコクラフト講座」 2012年7月6日 連携復興センター2階 17 43 みちのく芸能まつり観覧 2012年8月5日 連携復興センター2階 25

46 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年8月29日 連携復興センター2階 11 33 さくらの集い「花植え」 2012年7月17日 雇用促進集会所 10 63 わらび座「遠野物語」ツアー 2012年11月25日 秋田　わらび座 38

47 ふるさとカフェ釜石 2012年9月5日 ステーション１階 4 35 さくらの集い「男カフェ」 2012年7月19日 雇用促進集会所 10 68 わらび座「遠野物語」ツアー 2012年12月7日 秋田　わらび座 39

48 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年9月6日 ステーション1階 4 41 さくらの集い「絵手紙講座」 2012年8月1日 ステーション1階 4

50 ふるさとカフェ大槌 2012年9月12日 ステーション1階 4 49 さくらの集い「カラオケパーティー」 2012年8月31日 笑福亭クレヨン 7 事業名 開催数 のべ参加者数

53 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年9月19日 ステーション1階 14 51 さくらの集い「囲碁・将棋」 2012年9月11日 雇用促進　集会所 7 ふるさとカフェ 49回 304人
55 ふるさとカフェ釜石 2012年10月3日 ステーション1階 6 52 さくらの集い「ちぎり絵講座」 2012年9月15日 ステーション1階 10 さくらの集い 23回 227人
56 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年10月10日 ステーション1階 10 54 さくらの集い「ちぎり絵講座」 2012年9月26日 ステーション1階 10 てんどの会 13回 139人
57 ふるさとカフェ大槌 2012年10月17日 ステーション1階 4 58 さくらの集い「エコクラフト講座」 2012年10月19日 連携復興センター2階 18 その他 11回 165人
59 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年10月24日 ステーション1階 3 62 さくらの集い「リース制作」 2012年11月21日 ステーション1階 10

60 ふるさとカフェ釜石 2012年11月1日 ステーション1階 5 65 さくらの集い「ケーキ作り」 2012年12月3日 ケーキの国　アリス 5

61 ふるさとカフェ大槌 2012年11月14日 ステーション1階 6 66 さくらの集い「ニードルフェルト」 2012年12月4日 ステーション1階 11

64 ふるさとカフェ宮城・福島 2012年11月28日 ステーション1階 3 74 さくらの集い「プリザーブドフラワー」 2013年1月17日 連携復興センター2階 15

67 ふるさとカフェ陸前高田・大船渡 2012年12月5日 ステーション1階 13 81 さくらの集い「パソコン教室」 2013年2月1日 生涯学習センター　３階 6

69 ふるさとカフェ大槌 2012年12月12日 ステーション1階 5 90 さくらの集い「ちぎり絵講座」 2013年2月23日 ステーション１階 13

70 ふるさとカフェ釜石 2012年12月13日 ステーション1階 5

＜ふるさとカフェ＞　同郷者同士の情報交換・コミュニケーションの場

＜さくらの集い＞　テーマ別の乗降交換・つながりづくりの場

＜てんどの会＞　手芸などを中心とした定期的なサークル

＜その他の事業＞　時期的なテーマにあわせてのコミュニティづくり

総計 96回 835人



＜内陸避難者・地域コミュニティ交流事業＞
同郷者のサロン、テーマ別サロン等を行い、コミュニティ醸成に向けた取り組みを継続して実施する。

夜カフェ（男性の参加促進）

ふるさとカフェ（同郷者の集い）
月１回、地域ごとに開催（今年度４９回開催）

さくらの集い（クリスマスリースづくり）

動く七夕のミニチュアづくり
（陸前高田 さくらの会）

絆農園（黒北地区）でのコミュニティづくり

避難者サークル活動支援

雇用促進住宅集会所の活用（のべ約2000名利用）

雇用促進住宅での農園づくり

手芸サークル「てんどの会」
（毎週月曜日・木曜日 １０時～１５時）



第１０回：
日時：２０１２年４月８日１４：００～１８：００ 会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１２名
テーマ：「大槌の復興まちづくりから考える震災復興の課題」
情報提供者：大方潤一郎氏（東京大学大学院教授）

窪田亜矢氏（東京大学大学院准教授）
第１１回：
日時：２０１２年５月１日１８：００～２０：００ 会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１７名
テーマ：「被災地地域の移動の足の確保～持続可能な公共交通へ」
情報提供者：吉田樹氏（福島大学）

第１２回：
日時：２０１２年５月１９日１７：００～１９：００会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１１名
テーマ：「野田村の復興まちづくりから考える震災復興の課題」
情報提供者：河村信治氏（八戸高専教授）野澤康氏（工学院大学副学長）

市古太郎氏（首都大学東京准教授）
第１３回：
日時：２０１２年６月１０日１５：００～１７：３０会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１４名
テーマ：「宮古市・釜石市の復興まちづくりから考える震災復興の課題」
情報提供者：姥浦道生氏（東北大学准教授） 遠藤新氏（工学院大学准教授）

第１４回：
日時：２０１２年７月７日１４：００～１７：３０ 会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１２名
テーマ：「気仙沼市・山田町の復興まちづくりから考える震災復興の課題」
情報提供者：早田宰氏（早稲田大学教授） 三宅諭氏（岩手大学准教授）

第１５回：
日時：２０１２年７月８日１９：００～２０：００ 会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：９名
テーマ：「アートと震災復興」
情報提供者：中村正人氏（東京藝術大学准教授）

第１６回：
日時：２０１２年７月２５日１０：００～１２：００ 会場：沿岸広域振興局
参加者：２１名
テーマ：「コミュニティにおける意思決定に関わる専門家の役割」

～気仙沼市小泉地区の高台移転を通して～
情報提供者：森傑氏（北海道大学工学部教授 : 建築都市研究室）

＜復興に関する情報共有・発信事業（復興サロン）＞
分野を超えた情報の収集、ノウハウの蓄積を目的として、異業種・多分野間での情報交換会・勉強会を実施する。

第１７回
日時：２０１２年１０月１１日 １０：００～１２：００ 会場：沿岸広域振興局
参加者：２８名
テーマ：「復興公営住宅の整備・移転とその後～神戸市を参考に」
情報提供者：中原信氏（神戸市都市計画総局住宅部住宅政策課長）

第１８回
日時：２０１２年１１月２６日 １８：００～２０：００会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１２名
テーマ：「復興とまち育て～おらが大槌とISHINOMAKI2.0の事例から～」
情報提供者：臂徹氏（おらが大槌夢広場事務局長）真野洋介氏（東京工業大学准教授）

第１９回
日時：２０１２年１２月１８日 １８：００～２０：００ 会場：大槌復興食堂
参加者：２５名
テーマ：「ひと育て・まち育て大学の可能性」
情報提供者：北原啓司氏（弘前大学教育学部教授）

第２０回
日時：２０１３年１月９日 １５：００～１７：００ 会場：石巻市役所
参加者：２５名
テーマ：「復興とまち育て」
情報提供者：臂徹氏（おらが大槌夢広場事務局長） 小原学（北上市）

菊池広人（きたかみ復興支援協働体事務局長）
第２１回
日時：２０１３年２月１４日 １５：００～１７：００ 会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１９名
テーマ：「遠野まごころネットのこれまで・これから」
情報提供者：多田 一彦 氏（遠野まごころネット代表）

第２２回
日時：２０１３年２月１９日 １５：００～１７：００会場：きたかみ復興ＳＴ
参加者：１２名
テーマ：「風評被害からの脱却～喜多方の復興まちづくり～」
情報提供者：江花 圭司 氏（まちづくり喜多方代表）

第２３回
日時：２０１３年２月２３日 １０：００～１２：００
会場：いわて連携復興センター北上サテライト
参加者：２３名
テーマ：「福島の女子が今考えること」
情報提供者：日塔 マキ 氏（女子の暮らし研究所代表）



＜復興コンベンション機能＞
北上市を中心とした復興に関する研究会の開催支援を行うことで、被災地の状況を広く知っていただくこと、ノウハウの蓄積につなげる

○日本建築士会「第２１回まちづくり会議」
日時・場所：
２０１２年５月１２日 １３：３０～１７：００ 北上市民交流プラザ

参加者：８５名
内容：
■被災県建築士による報告
～被災地の現状と復興に向けた建築士の取組み～今後必要な支援は何か～

■討論 テーマ：「被災地の建築士の復興活動をどう支援していくのか」
～復興支援プラットフォームと建築士会の役割～

【パネラー】〇岩手県建築士会 中村 孝幸
〇いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート事務局長 菊池 広人
〇（社）日本建築学会まちづくり支援建築会議 北原 啓司

【ゲストスピーカー】〇北上市長 髙橋 敏彦
【コーディネーター】 日本建築士会連合会まちづくり委員 高坂 幹

○弘前大学地域実践研修
日時・場所：
２０１２年１１月２４日 １３：００～１９：００ 北上市役所他
（北上市の復興支援事業、地域づくりについてのレクチャー、見学）

２０１２年１１月２５日 ９：００～１５：００ 大船渡市長洞仮設団地
（大船渡仮設住宅団地の見学、仮設住宅支援事業についてのレクチャー）

参加者：６７名

○日本都市計画学会東北支部「学術交流研究会」
日時・場所
２０１３年３月３日 １０：００～１７：００ いわて連携復興センター

参加者：３５名
内容：
講演会「東日本大震災における集落等の復興支援とその先にある活動」
・講師 饗庭 伸 氏（首都大学東京）

高鍋 剛 氏（都市環境研究所）
菊池 広人 （いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート）

北東北ブロック学術交流会
１１題の地域づくり研究の発表



＜復興とまち育て＞
日時・場所：
２０１２年６月１５日１０：００～１１：３０ 大槌町中央公民館
参加者：６５名

２０１２年６月１５日１３：３０～１５：３０ リアスホール
参加者：８６名

講師：北原 啓司 氏（弘前大学教授）

＜復興を学ぶ勉強会＞
日時・場所：
２０１２年８月３０日１４：００～１６：００ 大槌町中央公民館
参加者：７８名

２０１２年８月３１日１３：３０～１６：００ リアスホール
参加者：１０３名

テーマ①：「住宅再建支援制度を学ぼう」
講師：瀧上 明 氏（震災復興をめざす岩手はまゆり法律事務所所長）

テーマ②：「仮設住宅での生活のこれから～中越の事例から～」
講師：川上 英樹 氏（財団法人山の暮らし再生機構 ディレクター）

井上 洋 氏（財団法人山の暮らし再生機構 地域復興支援員

＜メンタルヘルス学習会＞
日時・場所：
２０１２年９月２０日１０：００～１２：００ 大槌町中央公民館
参加者：１６名

２０１２年９月２０日１３：３０～１６：００ リアスホール
参加者：９６名

テーマ：「支援事業におけるセルフストレスマネジメント」
講師：古宮 昇 氏 （大阪経済大学教授／臨床心理士）

＜メンタルヘルス学習会＞
日時・場所：
２０１３年２月１９日１４：００～１６：００ 大槌町中央公民館
参加者：７４名

２０１３年２月２０日１４：００～１６：００ リアスホール
参加者：１０５名

テーマ：「なぜ感謝するとうまくいくのか」
講師：五日市 剛 氏 （会社経営者／工学博士）

＜沿岸地域コミュニティ支援事業＞
沿岸地域の主に支援者を対象にした、復興やメンタルヘルス等の講習会を実施することによって、復興支援活動のバックアップを行うことを目的とする。



第１回
日時：２０１２年７月２６日１５：３０～１７：３０
会場：いわて連携復興センター北上サテライト
参加者：２５名（１３団体）
内容：○情報共有

参加団体、企業の活動紹介（各社３分程度）
北上市の復興支援に向けた取り組み

○情報提供
テーマ「復興におけるＣＳＲの役割とは」
講師： 藤沢烈氏（復興庁政策調査官／ＲＣＦ復興支援チーム代表）

第２回
日時：２０１２年９月１３日１５：３０～１７：３０
会場：いわて連携復興センター北上サテライト
参加者：２８名（１２団体）
内容：○情報共有

参加団体、企業の活動紹介（各社３分程度）
○情報提供
テーマ「県における復興のための企業連携について」
岩手県復興局 産業再生課 小野寺利幸氏
テーマ「国における支援情報、企業連携の方向性について」
復興庁 企業連携推進班 田中宗介氏 金井雄一氏

第３回
日時：２０１２年１１月１５日１５：３０～１７：３０
会場：いわて連携復興センター北上サテライト
参加者：２９名（１４団体）
内容：○情報共有

参加団体、企業の活動紹介（各社３分程度）
○情報提供
テーマ「釜石市の復興の現状について」
講師：嶋田賢和氏（釜石市副市長）

テーマ「被災企業の取り組みについて（大槌町）」
講師：山岸千鶴子氏（株式会社山岸産業取締役専務）

＜産業マッチング支援事業＞
現状で復興支援を行う大手企業と地元自治体、地元企業との連携を促進し、被災地の復興に向けた動きを促進することを目的とします。



＜ボランティアバス運行支援事業＞
主に、学生を対象に、沿岸被災地支援に向けたバスの運行支援を行うことによって、効果的な復興活動を支援する。

北上翔南高校
実施日：2012年8月7日 行先：大船渡 参加人数：61人
内容：盛駅での子ども向けイベントの実施

北上コンピューターアカデミー
実施日：2012年9月27日 行先：陸前高田 参加人数：82人
内容：草刈、手作業による細かながれき拾い・分別

江釣子中学校
実施日：2012年9月29日 行先：大槌町 参加人数：37人
内容：手作業による細かながれき拾い・分別

上野中学校
実施日：2012年10月13日 行先：大槌町 参加人数：57人
内容：手作業による細かながれき拾い・分別

東稜中学校
実施日：2012年10月14日 行先：陸前高田 参加人数：63人
内容：手作業による細かながれき拾い・分別

黒沢尻工業高校
実施日：2012年11月2日 行先：陸前高田 参加人数：37人
内容：手作業による細かながれき拾い・分別

専修大学福祉専門学校
実施日：2012年11月24日 行先：釜石市 参加人数：29人
内容：高齢者の買い物付き添い、サロン活動等

実施日：2012年12月23日 行先：釜石市 参加人数：28人
内容：高齢者の買い物付き添い、サロン活動等

実施日：2013年2月2日 行先：釜石市 参加人数：36人
内容：高齢者の買い物付き添い、サロン活動等

計７校 のべ４３０名の参加

北上翔南高校

ＫＣＡ

上野中
江釣子中

東稜中
黒沢尻工業

専修大学福祉専門学校


