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マンスリーサポーターを募集しています。平時の活動を月々のご寄付で支えてください。詳細は 4ページをご参照ください。 

 

東北の春 

 

2012 年 4 月、東北ではまだ雪がちらつく地域も

多く、春の到来はもう少し先になりそうです。1

年前の今日、被災した人々の多くは、体育館など

避難所での生活を余儀なくされました。あれから

1 年以上が経過し、人々の生活は一見、落ち着き

を取り戻したかのように見えます。しかし、津波

で甚大な被害を受けたコミュニティの再生や地元

企業の復活、個々人の心のケアなど課題は山積み

で、地域の復興はこれからが正念場です。 

13 回目のマンスリー・レポートでは、今年 5 月

27 日に宮城県気仙沼・大島で開催される「気仙沼

大島ランフェスタ」をはじめ、NPO パートナー協

働事業の新しい動きなどについて紹介します。 

 

5/27「気仙沼大島ランフェスタ」開催！ 

 

宮城県気仙沼市の有人離島・大島で 2012 年 5

月 27 日、「気仙沼大島ランフェスタ～楽しむこと

が支援になる～」が開催されます。 

気仙沼大島ランフェスタは、東日本大震災で甚

大な被害を受けた大島の人々によって発案された、

震災後初の復興イベントです。大島では、島の伝

統行事として 1983 年から毎年、つばきの花が咲く 

4 月頃に「気仙沼大島つばきマラソン」を実施し

てきました。しかしながら、2011 年 4 月に予定

していた 29 回目の大会実施は、震災の影響でコ

ースが崩壊した上、大会運営メンバーの多くが被

災したことから断念せざるをえませんでした。 

島の人々は、震災後、Civic Force を含む全国か

らの支援団体やボランティアとともに復興に取り

組んできましたが、そうした中、「もう一度、この

島で大会を開

きたい」「自分

たちで力を合

わせて島の復

興のきっかけ

をつくらなけ

れば」「緑に囲

まれた島の美 

 

しさをもう一度知ってもらいたい」といった声が

聞かれるようになりました。 

そこで、Civic Force は、島の人々が主体となっ

て実施するこの「ランフェスタ」を、市内外の企

業や NGO と協力しながら、復興支援イベントと

して成功させるため、主体になるランフェスタ実

行委員会の立ち上げや運営、各種調整などのサポ

ートを行っています。 

Civic Force の大島での支援活動は、発生直後か

らの「緊急支援物資の大規模調達・配送事業」に

始まり、島民の足となるフェリーを貸与する「カ

ーフェリー就航事業」、企業と連携して続けてきた

「社員ボランティア派遣プログラム」など、多岐

にわたります。今回の「ラ

ンフェスタ」のサポート

は、こうした支援活動の

一つであり、「NPO パー

トナー協働事業」として

島の実行委員会とパート

ナー協定を結び、島内外

から多数のランナーの参

加と企業スポンサーの呼

び掛けなどに関する協力

をしています。 

大会に関する詳細は下記をご覧ください。 

 

【概要】  

●日時：2012 年 5 月 27 日（日）   

9:00 セレモニー／10:00 スタート  

●場所：宮城県気仙沼大島  

●競技種目：①10km  ②ハーフ  

●コース：大島島内回周コース／ 

スタート・ゴール地点（ふれあい広場）  

●イベント会場 ：ふれあい広場  

●定員：750 人（最大 1,200 人）  

●参加費：一般 5,000 円（宮城・岩手・福島の

被災 3 県からの参加者は 2,500 円）  

●主催：気仙沼大島ランフェスタ実行委員会 

（委員長：白幡昇一、事務局長：松本治）  

●公式サイト  http://oshima-runfes.jp/ 

●Facebook  http://www.facebook.com/runfes 

マンスリー・レポート vol. 11 

 

 

東日本大震災発生から 11 ヶ月 

  CIVIC FORCE の活動報告 

 
 

2012. 04. 11 

 

マンスリー・レポート vol. 13 

 

 

東日本大震災発生から 13 カ月 

   CIVIC FORCE の活動報告 
 

 

撮影：宮城県気仙沼「大島」 

 

http://oshima-runfes.jp/
http://www.facebook.com/runfes
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中長期的なまちづくりをサポートする

「NPO パートナー協働事業」第 3期 
 

移り変わる被災地のニーズに対し、きめ細やか

に対応するため、2011 年 4 月から続けてきた Civic 

Force の「NPO パートナー協働事業」。これまでに

25 団体と 29 事業を展開し、現在実施中の第 3 期

では、中長期的な視点で地域復興のための新しい

まちづくりなどをサポートしています。 

今回は、新規 2 事業についてお伝えするととも

に、2012 年 4 月現在実施中の事業の進捗状況をご

報告します。また、Civic Force では新たなニーズ

を発掘し、新規事業の開拓にも取り組んでいます。 

なお、これまで実施した事業については、外部

専門家とともに終了時モニタリングを行い、結果

を公表するとともに、各団体にフィードバックし

ています。詳細はホームページをご覧ください。 

http://www.civic-force.org/emergency/higashinihon

/npo/ 

 

■新規事業■ 

■気仙沼みらい計画 大沢チーム×Civic Force 

東日本大震災の影響で地区の約 8 割に当たるお

よそ 140 世帯が被災・流出した気仙沼市唐桑町大

沢地区では、「大沢地区防災集団移転促進期成同盟

会」を中心に、集団移転や復興まちづくり計画の

検討が進められています。Civic Force の NPO パー

トナー協働事業では、新しいまちづくりに不可欠

な“住民参加型”の合意形成をサポートするため、

「気仙沼みらい計画・大沢チーム」と協働し、ま

ちづくりワークショップの実施などをサポートし

ています。同団体は、気仙沼にゆかりがあり、都

市計画や建築の分野に精通する神戸大、横浜市立

大、東北芸術工科大の専門家と学生らによって設

立。同事業では、専

門的な知見からの助

言、住民・行政に続

く第三の立場からの

意見提供を通じて、

まちづくりのための

コミュニティ強化を

後押ししていきます。 

 

■ランフェスタ実行委員会×Civic Force 

宮城県気仙沼市の有人離島「大島」で 5 月 27 日

に実施される「ランフェスタ」の実行委員会をパ

ートナーに、大会の成功に向けてサポートしてい

ます。詳細は 1 ページ参照。 

■実施中の事業（2012年 4月 11日現在） 

－第Ⅱ期事業－ 

（専門性・新規性があり、かつ地元の 

 被災者コミュニティが参加する事業）  

 

■森は海の恋人×Civic Force  

宮城県気仙沼市

を拠点に、環境教

育・森づくり・環

境保全の活動を続

ける「森は海の恋

人」は、4 月 3 日、

東京・日経ホール

で、シンポジウム「海と共に生きる～震災復興と

森は海の恋人運動～」を開催しました（Civic Force

後援）。このシンポジウムは、2011 年 12 月に仙台

で、今年 3 月には気仙沼で実施され、今回で 3 回

目。東日本大震災発生後、海の生物や土木などに

詳しい専門家とともに続けてきた海に関する調査

の結果を公表するとともに、海とともにあるまち

づくりについて提案しました。5 月には福岡でも

開催される予定で、畠山信副理事長は「より多く

の人に東北の海の回復状況や新しいまちづくりに

ついて知ってもらいたい」と話しています。 

－第Ⅲ期事業－ 

（中長期的な視点をもつ地域復興のための 

 コミュニティ支援、まちづくり支援事業） 

 

■気仙沼ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ聖敬会×Civic Force 

気仙沼の被災者が中心となって立ち上がった聖

敬会は、在宅被災者への訪問とアクセサリー作り

を通じて、被災者の孤立化防止と収入向上に向け

た活動を続けています。「NPO パートナー協働事

業」では、昨年 10 月から 12 月、在宅避難者の訪

問を通じて傾聴活動を実施。3 月からは、講習会

など地域のコミュニティづくりの場を提供する同

団体の活動をサポートしています。 

 

■小泉地区の明日を考える会×Civic Force 

宮城県気仙沼市の小泉地区は、住民の結束力が

強く、被災地の中でもいち早く高台への移転を決

めた地区の一つです。Civic Force の NPO パートナ

http://www.civic-force.org/emergency/higashinihon/npo/
http://www.civic-force.org/emergency/higashinihon/npo/
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ー協働事業では、2011 年 10 月から 12 月、同地区

で活動する日本建築学会をパートナーに、地元の

新しい復興まちづくりと地元住民の組織化に力を

入れてきましたが、今年 3 月からは、同地区の人々

が立ち上げた「小泉地区 明日を考える会」をパー

トナーに、まちづくりワークショップの開催や他

地域との交流事業などを展開しています。 

 

■日本の森バイオマスネットワーク×Civic Force 

福島からの被

災者などを受け

入れる復興共生

住宅「手のひら

に太陽の家」プ

ロジェクトが進

行中です。3 月

24、25 日には、宮城県登米市で福島の親子を対象

に週末保養イベントを開催し、自然豊かな環境の

中で登米の町や人々と触れ合う機会を提供しまし

た。また、登米で建設が進むエコ住宅は、4 月 29

日に上棟式が実施され、5 月には完工予定です。 

 

■ネットワークオレンジ×Civic Force 

「震災前より魅力的なまちづくりを」――昨年 11

月、被災した三陸沿岸の商店主らとともにネット

ワークオレンジが開催した東北マルシェは 1,000

人以上を集客。その後も中小企業診断士と協力し

ながら振り返りワークショップや講習会を継続し

て実施し、実践型ビジネスの視点を養いつつ新し

い共同体の創造を目指して活動中です。Civic 

Force は、産業復興を通じて活気あるまちづくりに

奔走する同団体を引き続きサポートしています。 

 

■ピースジャム×Civic Force 

震災直後、赤ちゃんにミ

ルクやオムツを届けるこ

とから始まったピースジ

ャムの活動は今、野菜ジャ

ムづくりを通じて、母親の

就業と育児の両立をサポートする自立支援へと発

展しています。Civic Force は、「就業機会の提供だ

けでなく、コミュニティの場をつくることで、母

親が元気になり、子どもの成長とまちの復興にも

つながれば」と話す同団体の事業の安定化と母親

リーダーの育成をサポートしています。 

 

「社員ボランティア派遣事業」2期終了 

 

宮城県気仙沼市の大島で、Civic Force が 2011

年 7 月から 2012 年 3 月まで続けてきた「社員ボラ

ンティア派遣プログラム」。富士ゼロックスやグロ

ーバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク

（GC-JN）との連携により、被災地における社員

のボランティア活動を推進する事業として、9 月

から今年 3 月までに延べ 9 社約 350 人が参加しま

した。第 1 期ではがれき撤去や家屋の片付け、写

真洗浄などを行い、第 2 期では漁師の方々ととも

に牡蠣やホタテの養殖いかだづくりなどの作業を

手伝いました。 

企業や行政、NPO との連携による大規模災害時

支援活動を専門とする Civic Force は、社員ボラン

ティア派遣プログラムを通じて、複数企業からの

社員を組織化し、継続的に被災地に送るプログラ

ムを構築してきました。なお、被災地において同

プログラムの調整役として共に活動してきた大島

の災害対策本部は閉鎖することとなりました。今

後は、これまでの活動について振り返るとともに、

引き続き企業との連携により、資金供与だけでは

ない被災地支

援の在り方を

模索・検討し、

人々のニーズ

に合致する復

興支援を目指

します。 

 

 

 産業復興支援事業の第 3号案件確定 

 

Civic Force へのご寄付を原資に、2011 年 12 月

に正式設立した「一般財団法人東北共益投資基金」

の第 3 号案件として、宮城県石巻市で船舶電気機

器の修理・メンテナンスなどを手掛ける及川電機

への支援が確定しました。 

及川電機の

社長・及川幸

八氏は、石巻

地区の造船・

造船関連業者

32 社で構成

する協議会の

会長を務め、
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震災後は、地域再生の旗振り役として、いち早く

助成金の受け入れや共同利用設備の購入などに奔

走し、石巻の水産業を支える船舶機器業者の復興

のさきがけとして奮闘してきました。一方、今後

は、増える需要に対応するため、設備機器の整備

や本工場の再建など新たな資金調達が課題となっ

ていました。そこで、当基金は復興への歩みを加

速させるため、金融面でサポートしていくことを

決定しました。詳細はホームページをご覧くださ

い。http://kyoueki.jp/ 

 

気仙沼事務所開設のお知らせ 

 

Civic Force は、2012 年

4 月初旬から気仙沼事務

所を開設しました。住所

は以下のとおりです。 

＜新住所＞ 

〒988-0053 

宮城県気仙沼市田中前 3-4-4 

 

東北支援「指定寄付」の取り扱い変更のお知らせ 

 

2012年3月よりCivic Forceの寄付金の取り扱い

が変わりました。震災発生から 2 月末まで東日本

大震災支援活動向けの「指定寄付」は、全額指定

された活動の事業費として活用していましたが、3

月 1 日以降、全体の 15％を運営費として活用させ

ていただいております。運営費とは、Civic Force

の東京事務所運営にかかる費用や次の災害に備え

る平常時の活動のための費用で、Civic Force の根

幹を支える活動のために活用します。 

震災から 1 年が経過し、東日本大震災に向けた

支援に加え、次の災害に備える活動をさらに強化

すべく、このような措置を取らせていただくこと

となりました。引き続き変わらぬご理解・ご支援

のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

ご寄付の方法について 

 

Civic Force へのご寄付はこれまで銀行、ゆうち

ょ、クレジットカードでのお振り込みをお願いし

ておりましたが、2012 年 2 月 10 日からシステム

移行により、上記に加え、ペイジー、コンビニ、

Edy、Suica でもご寄付いただけるようになりまし

た。詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.civic-force.org/contribution/ 

 

マンスリーサポーター募金のお願い 

 

災害支援は、日ごろからの備えが緊急時のスピ

ードと規模、支援品質に多大な影響を与えます。

東日本大震災での経験を通じ、そのことを改めて

実感した Civic Force は、現在、次の大規模災害に

向けた準備を始めています。今後も国内企業をは

じめ、行政や専門性のある NGO と、精力的に協

議・準備を進める必要があります。 

Civic Force の活動は、まさに「Civic Force（＝

市民の力）」によって支えられ、ここまで活動を続

けることができましたが、平時から備えておくた

めにも、皆様の力が必要です。マンスリーサポー

ターとして、毎月定額（1,000 円単位）をご寄付い

ただく形で、大規模災害への備えに必要な活動に

参加してください。 

今から次なる災害に備え、日本のどこで災害が

起きても、今回よりさらに効果的で効率の良い支

援活動が展開できるようご協力いただきたく、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

平常の活動へのご支援は下記口座で受け付けています。 

■銀行：三井住友銀行 青山支店 普通 6953964 

■ゆうちょ：00140-6-361805  

（上記いずれも口座名義は「ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ｼﾋﾞｯｸﾌｫｰｽ」です） 

■クレジットカード：Civic Force ホームページから

「オンライン募金」をクリックしてください。 

   

賛助会員に関するお願い 

 

Civic Force は、大規模災害発生時に迅速かつ大

規模な支援活動を展開するため、平時から準備を

ご一緒していただける法人を募っています。会費

一口 50 万円の賛助会員として、防災訓練などにご

参加いただき、Civic Force の活動を支えてくださ

い。詳細はホームページをご覧ください。 

http://www.civic-force.org/about/membership/ 

 

※毎月 11 日前後に発行しているマンスリー・レポートは、

http://civic-force.org/news/monthly/ からご覧いただけます。 

 

@civicforce 
 

http://www.facebook.com/civicf

orce 
 

http://www.youtube.com/user/civi

cforceorg 

http://kyoueki.jp/
http://www.civic-force.org/contribution/
http://www.civic-force.org/about/membership/
http://civic-force.org/news/monthly/

