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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

刻 と々変化する地域課題に
立ち向かえる組織を目指すために

「ふくしまNPO経営者ゼミ」とは
　ふくしまNPO経営者ゼミは、「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、ふくしまNPOネットワークセンターと日本NPO
センターが連携し実施するものです。具体的な内容は、福島県内のNPOから5名という少数
精鋭のリーダーを対象にし、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
ことを目的に実施するものです。福島県では2017年からスタートし、今回で3年目の実施と
なりました。

この企画に込める願いとは
　参加の5名のメンバーが、東日本大震災による被災や原発事故による数々の問題を抱える
福島県において、民間のチカラを最大限に発揮し、被災地の復興活動やその後の地域活動
を継続するための牽引力となってもらうことが願いです。併せて、自らの組織だけでなく福島
県内のNPOにおけるリーダーとなってもらえる人材となる事も願っています。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3期のメンバーは
取り組んでもらいました。

さて、その成果は…
　メンバーは、みんな忙しい業務をやりくりして1年間熱心に参加してくれました。ゼミ開始
当初は、主体的運営という進め方に戸惑うと同時に、メンバー間の関係作りにかなりの時間
を費やす結果となりましたが、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。今期は講師を招いた座学をメインとする方式で
なく、過去のゼミ生との交流を図ったり、ゼミ生個々の課題について話し合ったりすることで、
今自分たちがやるべきこと、これからの福島に必要とされることについて、気づき、考え始め
たというのが現状でしょう。また、新型コロナウイルスの広がりにより、折角の機会であった、
遠方に出かけての視察研修や3県合同による報告会などが、実施できなかったことは、本当
に残念だったと思います。したがって、成果はもう少し先のお楽しみ。ということでしょうか。

　震災から10年目が目前に迫って今、現状維持だけでなく、先を見据えた取り組みが求めら
れます。この経営者ゼミでの学びや経験が、参加メンバーのこれからの活動の糧になってく
れることを願うばかりです。今期の経営者ゼミは終了しましたが、このつながりが次につなが
ることを期待して。

～ふくしまNPO経営者ゼミ第3期を通じて～

contents
2019年（3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

福島県事務局からのメッセージ 　20-22P

活動アルバム 　23-25P

編集後記 　26P
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特定非営利活動法人
青空保育たけの子

認定NPO法人
ふくしま30年プロジェクト3期生

3期生

非営利任意団体 
KAKECOMI

2期生

白河市

南相馬市市民活動 サポートセンター2期生

特定非営利活動法人
働くママを輝かせる
プロジェクト

3期生

特定非営利活動法人 えんじょいらいふ福祉会

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

1期生

1期生

2期生

特定非営利活動法人 ぴぃかぁぶぅ

こおりやま子ども若者ネット3期生

3期生

特定非営利活動法人 ココネット・マム1期生

福島市

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

南相馬
市

認定特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ2期生

特定非営利活動法人 ふよう土 21002期生

喜多方
市

特定非営利活動法人 みんなのひろば1期生

伊達市

郡山市

認定NPO法人

ふくしま30年プロジェクト
〒960-0201　福島市飯坂町字一本松11-7
TEL：024-573-5697　FAX：024-573-5698
代表者／佐原　真紀

活動地域
福島市

団
体
目
的

「NPO法人CRMS市民放射能測定所 福島」（旧法人名）は、

東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発

電所の事故後より放射能測定を中心に活動を開始しまし

た。その後、ニーズの変化に伴い活動内容を広げ、①行政

に代わるセカンドオピニオンを提供する非営利組織とし

て30年の長きに渡って放射能を監視し、福島での暮らし

を回復するために、学びの場を提供する。②放射線測定、

健康相談会を充実し、交流会、放射線セミナー、子ども向

け放射線ワークショップを開催するなど放射線防護のた

めの知識普及を目指していく。これらの新たな活動のイ

メージ認知とその向上を願い、新名称は「認定NPO法人 

ふくしま30年プロジェクト」と致しました。

活
動
内
容

認定NPO法人ふくしま30年プロジェクトは、放射能防護のための
活動をしています。食品の放射能測定と、ホールボディカウンター
による体内残留放射能測定を中心に、福島市で市民の手による自発
的な活動をしています。市民からの測定依頼を受け付けるととも
に、広く情報を共有するために測定したデータはウェブサイト等で
公開しています。（交流会・セミナー／食品・環境放射能測定／ホー
ルボディカウンター測定／空間線量測定など）

こおりやま子ども若者ネット
〒963-0104　郡山市昭和2丁目2-7 さとうビル2F
　　　　　　　認定NPO法人キャリアデザイナーズ内
　　　　　　　こおりやま子ども若者ネット事務局
TEL：024-973-5667（認定NPO法人キャリアデザイナーズ内）
代表者／鈴木　綾

活動地域

郡山市

団
体
目
的

郡山で主に、「子ども若者」をテーマに活動している団体

で構成するネットワーク組織です。団体の活動目的は、

『子ども若者に関する社会的排除を解決し、子ども若者の

「参加」「自己実現」「多様性」を尊ぶ地域社会を実現する。

（団体規約第3条）』を掲げています。

活
動
内
容

子ども若者の社会的排除に関しては、様々な複合要因が重なって起こると
の報告があります。単一の課題ではなく、教育・労働・医療・障害福祉等、
複数の領域をつなげ、子ども若者の社会的排除を解決することを志してい
ます。そのためには、まず地域の活動団体が、繋がり課題を共有し、互いの
強みを活かし、そして支えあい目的の実現を目指します。そして私たちは、
子ども若者は、支援や育む対象として捉えるだけではなく、この地域社会の
構成員として、彼らの「参加」を共に実現する仲間として協同していく事を
大切にしています。

〈加盟団体〉
生き方工房necota／認定特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ／一般社団
法人グレースコミュニティサービス／こおりやま福祉よりあい会議／一般社団法人
Stand for mothers／チャイルドラインこおりやま／特定非営利活動法人ビーンズふ
くしま／特定非営利活動法人福島県自然体験合校協会／公益財団法人星総合病院大
町キッズベース／認定特定非営利活動法人ほっとスペースR／まちなか広場Perch／
特定非営利活動法人ミットレーベン／箭内好彦（郡山市議会議員）／四つ葉学舎

特定非営利活動法人

青空保育たけの子
〒960-8161　福島市郷野目字仲46-1
TEL：070-1143-1166　FAX：024-545-0535
代表者／辺見　妙子

活動地域

福島市

団
体
目
的

子どもたちがこの世にたったひとりのかけがえのない人

間として、健やかに「自分を生きる」ことができるように、

“周りの自然とたっぷり触れ合う”、“自分で考え、自分の言

葉で話し、自分で行動する”、“育てた野菜たっぷりの豊か

な食卓”、“親こそ健やかに、ともに育ちあう環境を”、“意欲

と思いやりあふれる日々”、“森のムッレ教室（自然環境教

育プログラム）”を大切にしています。

活
動
内
容

「火・水・木・金・土」の五行の遊びが中心の野外保育を行っています。
たき火を使って調理、水あそび、川遊びや木工作り、森に出かけた
り、畑仕事をし、大人から子どもまで共に育ち合える場所です。環
境教育のムッレ教室、文化の伝承としてわらべうたや昔ながらの遊
び、環境セラピー癒しの空間として古民家を拠点によねざわ冒険あ
そび場あそべんちゃ～らんど、キャンプ講座、食農体験、ピザ作り、
マルシェなどの交流広場も行っています。

特定非営利活動法人

働くママを輝かせるプロジェクト
〒979-2174　南相馬市小高区大富字仲島121-2
TEL：090-4317-6182
代表者／門馬　ひろみ

活動地域
南相馬市

団
体
目
的

東日本大震災により被災した地域に対して、復興が進む

中で生じている様々な問題の解決に関する事業を行うと

ともに、福島第一原子力発電所事故以降、除染が進む農地

の再生及び有効利用の他、子ども同伴で安心して働ける

環境を整えることで、子育て世代の悩みや相談ができる

新たなコミュニティを作り出すことで子どもたちの健全

育成及び地域の活性化に繋がる社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。

活
動
内
容

子育て支援、地域支援などを行うために2018年11月に南相馬市で

設立された団体です。団体の中心の活動は、コットンパールを使った

アクセサリーや製品づくりです。活動を行っている南相馬市小高区

でコットン栽培を行っている農家の方々に協力をいただき、自団体で

もコットンの栽培をしています。団体の拠点となる交流スペースは

小高区の民家を活用し、コミュニティの場として、今後も働く女性を

応援するイベントや様々な角度からの地域のにぎわい創出を検討し

ています。

2019年（3期生）所属団体紹介
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3期生

特定非営利活動法人 ココネット・マム1期生
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南相馬
市

認定特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ2期生
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喜多方
市
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特定非営利活動法人

ぴぃかぁぶぅ
〒963-0206　郡山市静西一丁目226番地
TEL：024-926-0503　FAX：024-926-0504
代表者／吉田　一也

活動地域
郡山市

団
体
目
的

近年子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、中でも

共働き世帯を支えるための、保育園や学童保育等の待機

児童数も年々増加し、子どもたちの居場所が危ぶまれて

います。更に支援の必要な子どもたちが増加していると

も言われ、彼らは人とのコミュニケーションがうまく取

れないために、つまずき、生きにくさを感じていることも

少なくありません。そこで私たちはこのような現状と課

題を解決するため、支援の必要な子どもたちの早期療育

や放課後や夏休み等の長期休暇中の居場所づくりをした

いと考えました。彼らがより多く社会参加する機会をつ

くり、またご家族が気軽に相談できる場をつくることで、

安心して子育てができるお手伝いをしていきたい、すべ

ての子どもたちが集う拠点となり、共に育ち、子どもも大
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1年間の
活動内容 2019年 4月4日（木）

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 ゼミの方向性について

2019年 5月9日（木）
福島市市民活動サポートセンター

❶ ゼミ生プレゼンについて
❷ 中長期計画について
❸ ふくしま経営ゼミの方向性について
アドバイザー／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）

2020年
3月5日（木）～6日（金）
祭屋湯左衛門（福島市飯坂町）

❶ 経営ゼミを振り返り、今後にどう活かすかを
　 テーマとした深堀り
❷ 報告会準備
❸ 組織の活動をブランド化（講座・ゼミ形式）
講師／蔭山洋介
　　  （株式会社コムニス代表取締役社長・スピーチライター）

2019年 7月11日（木）
南相馬市市民活動サポートセンター

❶ 中長期計画についてアドバイザーからサポート❷ 中長期計画作成
❸ ふくしま経営ゼミの方向性について
アドバイザー／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法人働くママを輝かせるプロジェクト訪問

2019年 10月24日（木）
NPO法人青空保育たけの子（山形県

米沢市）

❶ ゼミメンバー組織の課題の深堀から
、今後の学びの

　 内容及び日程調整
アドバイザー／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法人青空保育たけの子（保育園
）訪問

2019年 8月23日（金）
郡山市ニコニコ子ど

も館

❶ ゼミ生がこれまで
申請した助成金申請

書などを活用

 　した組織課題の
深堀

アドバイザー／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法人ぴぃかぁ
ぶぅ／こおりやま子ど

も若者ネット／

　しんせい訪問

2019年 6月20日（木）
福島市市民活動サポート

センター

❶ ゼミ生長期ビジョンプレ
ゼン、

　 プレゼンについての質
問・意見

❷ ふくしま経営ゼミの方向
性について

アドバイザー／田尻佳史（
日本NPOセンター常務理事

）

2019年 12月13日（金）
NPO法人みんなのひろば／福

島市市民活動サポートセンター

❶ NPO法人みんなのひろば視察
及び理事長齋藤大介氏ヒアリン

グ

❷ 人材を活かした組織の基盤強
化

ゲストスピーカー／１期ゼミ生・
齋藤　大介（NPO法人みんなの

ひろば理事長）

　　　　　　　　　　　　　 
  首藤亜希子（NPO法人ココネッ

ト・マム理事長）

※NPO法人みんなのひろば訪問

2019年 9月26日（木）福島市市民活動サポートセンター
❶ ゼミメンバー組織の課題の深堀から、今後の学びの 　内容及び日程調整
アドバイザー／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NPO法人ふくしま30年プロジェクト訪問

2019年 11月18日（月）福島市市民活動サポートセンター❶ ゼミメンバー組織の課題と人材育成をテーマに深堀、
　 今後の学びの内容及び日程調整❷ 人材を活かした組織の基盤強化❸ ゼミメンバー組織の課題と人材育成をテーマに深堀
❹ 人材を活かした組織の基盤強化講師／田尻佳史（日本NPOセンター常務理事）

2020年 2月20日（木）
いわき市四倉町

❶ フィールドワーク（いわき市）：　 NPO法人ザ・ピープル　天空の家（交流拠点施設）

2020年 1月10日（金）福島市市民活動サポートセンター
❶ 人材育成講座
　「経営者の人材育成、経営者としてどうあるべきか？」（ゼミ形式）講師／五井渕利明 （NPO法人CRファクトリー事業部長）

2020年 2月27日（木）
福島市市民活動サポート

センター

❶ フィールドワークの振り
返り

❷ 今後のゼミについて

❸ 合宿について

❹ 報告会の発表について
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