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　東日本大震災の被災地復興は、見た目では被災地の様子は大きく変化したもの
の、被災地域の差はあれ、復興と呼ぶには到底及ばない状況でもあります。また外
部支援者の撤退が増加するなど、復興支援のための資源が減少しているため、地元
住民を主体とした課題解決とコミュニティの再建が必要です。
　これらのニーズに応えていくためには、被災者の主体性を十分理解し、かつ、問題
に対して長期的に取り組むことにコミットしている現地NPOの活動と組織基盤を支え
る仕組みが必要となります。
　そこで被災地で活動するNPOの組織基盤強化事業の一環として、被災地のNPO
リーダー（経営者）を募り、年間を通じて組織経営と運営のあり方について研鑽し、
個別組織の活動基盤を強化すると同時に、地域ごとの長期的な連携の基盤を作る

「NPO経営者ゼミ」を福島県では2017年春にスタートしました。

タケダ・いのちとくらし再生プログラムは、東日本大震災により被災した地域
の復興のため、特定非営利活動法人日本NPOセンターが武田薬品工業株
式会社から、一般用医薬品アリナミン類の収益の一部を寄付金として受け、
主に岩手県、宮城県、福島県を対象に2011年10月から実施していています。

NPO経営者ゼミについて

【NPO経営者ゼミでゼミ生が行うこと】

　ゼミ生が主体的に「持続可能なNPO経営を行うために必要なこと」を考えて、1年
間を通じてお互いに切磋琢磨しながら実践に活かせるよう学び合います。基本的に、
年間研修プログラムはゼミ生の協議によって決定していきます。
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特定非営利活動法人日本NPOセンター

常務理事       田尻　佳史

変化する社会や地域に
立ち向かえる組織を目指して

「ふくしまNPO経営者ゼミ」とは
　この事業は、「タケダ・いのちとくらし再生プログラム」のプログラムの一つとして、武田
薬品工業株式会社の支援を受け、日本NPOセンターが岩手県、宮城県、福島県の
NPO支援組織と連携し実施するものです。内容は、各県のNPOの5名という少数精鋭
のリーダーを対象に、1年間を通じて主体的に学び、その学びを地域や現場に活かすこ
とを目的に、福島県では2017年からスタートしたものです。

このプログラムに込める願い
　この参加メンバーが、東日本大震災により被災し、また原発事故による数々の問題を
抱える福島県において、被災地の復興活動やその後の地域活動を行う上で、民間の力を
最大限に発揮し、活動を続けて行くために、それの牽引力となってもらうことが願いです。
そこでゼミでは、①自らの組織の基盤強化を図ること。②メンバーが主体的にこの機会を
活用すること。③足元の課題のみならず、先進事例から学ぶこと。④メンバー間の関係が、
終了後も助け合えること。⑤自らの学びや経験を、他の団体に共有すること。を目標に、
福島の第2期のメンバーに取り組んでもらいました。

さて、その成果は…
　参加メンバーは、みんな忙しい業務をやりくりして、1年間参加してくれました。ゼミの
開始当初は、主体的運営という進め方に戸惑い、メンバー同士が遠慮しながらの参加
だったものの、回を重ねるうちに、悩みを打ち明けたり、持論を展開したり、仲間としての
認識が浸透しはじめたようです。そして座学や議論だけでなく、このプログラムの売りで
もある、県外の団体訪問や視察を通じて、今自分たちがやるべきこと、やらなければなら
ないことに気づき、これから新たな第一歩を踏み出すことになるでしょう。ゼミを通じて感
じたこと、考えたことを、それぞれの現場で、実践してもらえると感じています。なので、
成果はもう少し先に見えてくることを期待しています。

　震災から８年が経過し、がむしゃらに進む時期から、先を見据えた取り組みが求めら
れる今、このゼミは参加メンバーに対して、どのような役割を果たせたのか‥。今後もこ
の福島の地で、ゼミでの出会いや学び、気づきが少しでも活かされることを願いたい。

～ふくしまNPO経営者ゼミ第2期を通じて～

contents
2018年（2期生）所属団体紹介 　　4-5P

1年間の活動内容 　　6-7P

ふくしまNPO経営者ゼミ　ゼミ生からの報告 　8-19P

1期生（卒業生）からのメッセージ 　20-21P

福島県事務局からのメッセージ 　22-23P

活動アルバム 　24-27P

卒業生の動き（コラボ事業） 　28-29P

編集後記 　30P
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特定非営利活動法人
えんじょいらいふ福祉会

非営利任意団体
KAKECOMI

南相馬市市民活動
サポートセンター

特定非営利活動法人
いいざかサポーターズクラブ

特定非営利活動法人
チームふくしま 特定非営利活動法人

みんなのひろば

特定非営利活動法人
ココネット・マム

特定非営利活動法人
喜多方市民活動サポートネットワーク

1期生

1期生

1期生

1期生

1期生

2期生

2期生

2期生

認定特定非営利活動法人
キャリア・
デザイナーズ

特定非営利活動法人
ふよう土 21002期生

2期生

郡山市

喜多方
市

福島市

伊達市

南相馬
市

白河市

特定非営利活動法人

いいざかサポーターズクラブ
〒960-0201　福島市飯坂町字湯沢26
TEL：024-529-6125　FAX：024-529-6126
代表者／佐藤　耕平

活動地域

福島市

団
体
目
的

この法人は、飯坂地区の住民・個人事業者と飯坂温泉を訪

れる多くの人々に感動を与えるため、市民・企業・行政等

との情報の共有化を通し、歴史・文化・自然・景観・芸術・

スポーツ等の保全や育成を図り、まちづくりに関わる情

報の収集・提供、調査・研究、企画・運営、普及・啓発事業を

行い、観光資源を後世に守り伝え、地域の特性を生かした

観光とまちづくりによるコミュニティ空間の形成を行い

地域活性化に寄与することを目的とする。

活
動
内
容

①まちづくりに関する、情報発信・収集・企画・経営・コンシェルジュ
による総合案内所の運営及び交流及び人材育成を促進させる事業
②まちづくりに関する、講演会・講習会・調査・研究・提言事業
③地域の歴史、伝統、文化、芸能、芸術、スポーツ等、及び地域の名物
の保存、育成を図り地域活性化のためのイベント、お祭りの企画
運営事業
④和風を貴重とする景観づくりの生活環境の活動支援事業
⑤地域の特産品の普及拡大を図る為に、地域の生産者等と事業連携
を図り、地域の特産品を開発・宣伝し地域の活性化を図る事業
⑥地元住民と観光客の交流を育むコミュニティ空間の形式及びコ
ミュニティレストラン（カフェ）の事業
⑦その他第目的をみたすために必要な事業

南相馬市市民活動サポートセンター
〒975-0003　南相馬市原町区栄町2丁目20
TEL：0244-23-5420　FAX：0244-26-7006
代表者／郡　昌弘

活動地域
南相馬市

団
体
目
的

南相馬市市民活動サポートセンターでは、様々な分野で

活動している、市民活動団体や個人への支援、あるいはこ

れから活動を始めようとしている方の相談業務なども

行っております。南相馬市市民活動サポートセンターを

利用することによって「市民活動に関することがよく分

かり、新しい出会いが生まれる」場になることを目指して

います。多くの方々の参加をお待ちしております。

活
動
内
容

①市民活動に関する情報収集と提供
②市民活動に関する学習、研修機会の提供
③市民活動やボランティアの相談
④市民活動団体相互の連携、交流
⑤市民活動のための場所や施設の提供

特定非営利活動法人

ふよう土2100
〒963-8875　郡山市池ノ台20-23
TEL：024-983-7642　FAX：024-983-7643
代表者／大澤　康泰

活動地域

郡山市

団
体
目
的

この法人は、市民・企業・NPO・行政等と協働し、福島県を

中心に東日本大震災、原発事故の被災者に対する復興支

援、子育て支援や障がい者支援等の活動を通して、社会の

発展に関する事業を行い、多様性のある子どもやそのご

家族が平等に安心して暮らせる地域をつくることを目的

とする。

活
動
内
容

①児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
　　・多機能型事業所えるーむ
　　・放課後等デイサービスがっこ
②児童、障がい児、高齢者等に対する相談援助に関する事業
　　・相談支援事業所ひかり相談室
　　・交流サロンひかりの運営と体験活動の実施
③共生型コミュ二ティの創生事業
　　・コミュ二ティmanaamanoの運営

認定特定非営利活動法人

キャリア・デザイナーズ
〒963-8822　郡山市昭和二丁目2番7号
　　　　　　　さとうビル2F
TEL：024-973-5667　FAX：024-973-6116
代表者／深谷　曻

活動地域

郡山市

団
体
目
的

この法人は、多くの人々が人間として心豊かで、個人の主

体的なキャリア形成と職業生活の充実や人生を歩むプロ

セスにおいて直面する問題の解決を幅広く支援し、ひい

ては地域の雇用の安定に関する啓蒙活動や支援活動を通

し社会貢献することを目的とする。

活
動
内
容

(1)就労に係る相談業務及び就労支援活動

　①相談業務　②講座　③ジョブトレーニング

　④受入事業所開拓　⑤交流会

(2)支援者育成及び地域社会との連携事業

　①支援者の育成・啓蒙活動　②家族会

　③セミナー・研修会の実施及び参加

　④地域社会とのボランティア活動等

(3)上記記載する以外のキャリア形成に係わる事業全般

　①心のケアーに係るカウンセリング

　②就職に係る相談業務　

2018年（2期生）所属団体紹介
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2期生

郡山市

喜多方
市

福島市
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南相馬
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非営利任意団体

KAKECOMI
〒961-0856　白河市新白河2-24
TEL：0248-21-7912　
代表者／鴻巣　麻里香

活動地域
白河市

団
体
目
的

誰もが孤立しない地域社会づくりを目指し、「社会制度の

隙間」に陥り支援を受けられない人々の必要性に手を伸

ばし続けます。

活
動
内
容

  ①こども・親子の第三の居場所事業（まかないこども食堂たべまな）
②貧困や暴力から抜け出したい女性と親子のシェアハウス事業
　（セーフティシェアハウス）
③ソーシャルワーカーによる相談支援事業（かけこみ相談室）

認定特定非営利活動法人

ふくしまNPOネットワークセンター
〒960-8068　福島市太田町12-30 マルベリービル6F
TEL：024-572-7930　FAX：024-572-7931
E-mail：center@f-npo.jp

福島県事務局
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1 年間の
活動内容

2018年 4月5日（木）
TKP ガーデンシティ仙台

❶ 1期生終了報告会

❷ 2期生の入校式
❸ 1期生と2期生の交流会

※三県合同報告会・入校式

2018年 5月14日（月）福島市市民活動サポートセンター
❶ 自己紹介
❷ 各メンバー、各団体の課題を話し合う❸ NPO経営ゼミとは？　 ～昨年度の事例から～

2018年 6月11日（月）
安積歴史資料館

❶ 講座「経営視点について」
❷ 中長期計画について
❸ 経営ゼミの方向性について
講師：深澤秀樹
　　 (福島市市民活動サポートセンター常勤顧問・元福島キヤノン社長)

※認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ見学

2018年 7月6日（金）
郡山市障害福祉センター研修室

❶ ゼミ生プレゼン
　 ～自分について、中長期計画について～

2018年 8月26日（日）
カーサホテル新白河

❶ ゼミ生プレゼン
　 ～自分について、中長期計画について～

2018年 8月27日（月）カーサホテル新白河
❶ ゼミ生プレゼン
 　～自分について、中長期計画について～❷ ゼミで学びたいテーマの抽出と今後の計画

2018年 12月17日（月）
福島市市民活動サポートセンター

❶ 講座「感性の養い方」
　 「経営者の主体性」について
❷ リーダーとは？
❸ 今後のNPOの組織のあり方を考える
講師：深澤秀樹
　　 (福島市市民活動サポートセンター常勤顧問・元福島キヤノン社長)

※NPO法人いいざかサポーターズクラブ見学

2019年 2月22日（金）福島県いわき市
❶ フィールドワーク(いわき市)：　ザ・ピープル、中之作プロジェクト

2019年 2月27日（水）
山形県米沢市

❶フィールドワーク(米沢市)：With優

2019年 3月13日（水）
広島県広島市

❶ フィールドワーク(広島市)：　 ひろしまNPOセンター、食べて語ろう会 

2019年 3月14日（木）
静岡県熱海市

❶ フィールドワーク(静岡市)：
　 atamista（アタミスタ） 、
　 SMAIL熱海寺小屋

2019年 3月27日（水）

福島市市民活動サポートセンター

❶ 中長期計画の立て方

❷ 事業計画の立て方

❸ 経営者ゼミの振り返り
講師：田尻佳史(日本NPOセンター常務理事)

2019年 4月3日（水）
福島市市民活動サポートセンター

❶ 2期生修了報告会
❷ 3期生の入校式
❸ オリエンテーション
※三県合同報告会・入校式

2019年 1月11日（金）
南相馬市市民活動サポートセンター

❶ NPO法人浮舟の里訪問
❷ フィールドワーク(南相馬市)
※南相馬市市民活動サポートセンター見学

2018年 11月14日（水）

コミュニティ・カフェ EMANON

❶ ワークショップ「人を動かす語り方」

　 「信頼関係づくり」「チーム構成の方法」

　 「戦略づくりの方法」
講師：安谷屋貴子(コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン)

2019年 3月12日（火）
山梨県南アルプス市

❶ フィールドワーク(南アルプス市)：

 　青少年就労支援ネットワーク静岡
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1 年間の
活動内容
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