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　2 0 1 6 年度も多くの方々に支えていただき、無事終えることができました。誠にありがとう

ございました。

　今号では、2 0 1 6 年度（2 0 1 6 年 1 月から 1 2 月）の活動の中で、特徴的だったものについて

ご報告します。全ての事業につきましては「2 0 1 6 年度事業報告書」（h t t p : / / m a c h i -

comi.wjg.jp/m-comi/report/2016houkoku.pdf）に掲載していますので、ぜひご覧ください。

２０１６年度 活動トピックス

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2017 年 春号

● 今月の注目記事 Ｐ１ 2016 年度活動トピックス

● インフォメーション ● ht tp : / /par k15 .wakwak . com/~m-c om i/

　

＜活動開始から2 0 年！＞

まち･ コミュニケーションの設立は、阪神・

淡路大震災から1 年後の1996 年4 月。2016 年

に 2 0 周年を迎え、これまで支えてくださった

方々に感謝する機会を作りたいと、５月に神

戸の御蔵事務局で「2 0 年感謝の集い」、７月に

は東京で2 0 周年をテーマにした「勉強会」を

企画しました。神戸には3 3 名、東京には1 6 名

の方が、お集まりくださいました。

神戸では参加者の方々に一言ずつ、当団体に

まつわる思い出などをお話いただき、懐かし

いエピソードで盛り上がりました。今まで活

動してきた中で、多くの方に応援していただ

き、いろんな時期を乗り越えてきたことを、事

務局スタッフ一同、実感しました。

▲思い出話で賑わった「2 0 年感謝の集い」（神戸）▲ 2 0 年を振り返る「勉強会」（東京）
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＜熊本地震の被災地を支援＞

4 月 1 4 日と1 6 日の熊本地震発生を受け、支

援活動を開始しました。

4 月1 9 日から5 日間行った被災地（嘉島町、

益城町、南阿蘇村、西原村等）の現状把握で、

「住宅の安全性に不安のある被災者が多いこ

と」がわかったため、まずは「建築・土木・法

律などの専門家による相談活動」を行いまし

た。この相談活動では、5 月2 日からの5 日間、

まち･ コミュニケーション独自のネットワーク

で、建築や土木、法律などの専門家に参加を

呼びかけ、計1 6 名の専門家と共に熊本（嘉島

町、益城町、南阿蘇村、西原村等）へ、向かい

ました。相談活動では、住宅の被害があった

方々に対し、住宅被害状況の説明や今後の再

建に向けて注意する情報等を直接伝えました。

また、5 月 1 8 日からは、専門家の活動を知っ

た南阿蘇村から専門家派遣の依頼を受け、当

団体がコーディネートし、同行しました。現在

は、各専門家が地元熊本の方々とネットワー

クを作り、支援活動は継続されています。

専門家による相談活動の中で、「建物の被害

だけでなく、地盤や擁壁の被害も大きい」こと

を把握したため、次に「地盤や擁壁の調査」を

行いました。8 月1 8 日から7 日間、熊本地震の

被災地で家屋調査をされていた熊本県立大学

の柴田祐研究室と共同で、地盤被害の状況を

面的に明らかにしようと、南阿蘇村立野地区

の擁壁調査を行いました。関西・関東・熊本か

ら、学生や専門家に参加していただきました。

気温3 7 度の猛暑の中、住宅地図と測量機器、カ

メラを持って、２～３人組で集落を回りまし

た。調査項目は、擁壁の高さ・幅・被害の有無、

被害部分の幅、材質、上下の土地利用にしまし

た。調査後も被災した方々や、支援者の相談に

乗りながら、住宅再建・復興まちづくりの状況

を追っています。

その他、屋根へのブルーシート張りや、擁壁

の応急処置など、被災者のニーズに合わせた

支援活動も行いました。

＜「被災地のつぶやき」発信＞

当団体では、阪神・淡路大震災、東日本大震

災、熊本地震の被災地で、被災者の方々の声に

耳を傾けてきました。その声の一つ一つは小

さなつぶやきではありますが、復興に向けて

の前向きな思い、後悔の念、思い通りにならな

い悩みなど、全国のみなさんにぜひ知ってい

ただきたい被災者の思いがあふれています。

この声を「被災地のつぶやき」としてインター

▲真夏に行った熊本地震被災地の擁壁調査

▲まち･ コミのネットワークで熊本に集結した

　専門家や被災地支援経験者たち
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2016年度 会計報告

2,782
269,181

2,219,915 2,491,878

什器備品 386,365 386,365
2,878,243

1,668,037
495,205
45,346 2,208,588

0
2,208,588

-2,035,958
2,705,613

669,655
2,878,243

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

負債合計

正味財産の部

前期繰越正味財産

前受金

預り金

固定負債

資産合計

負債の部

流動負債

未払金

固定資産

資産の部

流動資産

小口現金

普通預金

2016年度　貸借対照表
2016年12月31日現在

　　　　　　　　　特定非営利活動に係る事業の会計　　　　　(円)

科　　目 金　　額

未収金

科目

正会員受取会費 160,000
賛助会員受取会費 869,000
購読会員受取会費 75,000 1,104,000

1,755,839
3,875,222
4,897,726
134,016

11,766,803

人件費 3,355,200
その他費用 5,221,532 8,576,732

人件費 244,800
その他費用 167,658 412,458

8,989,190
2,777,613
2,777,613

法人税、住民税及び事業税 72,000
2,705,613
-2,035,958

0 0 669,655

2016年度　活動計算書(簡易版)
2016年1月1日～2016年12月31日(配賦)

　　　　　　　　特定非営利活動に係る事業の会計　　　　（円）

  経常収益合計

事業収益

その他収益

受取助成金等

受取寄付金

金　額

 次期繰越正味財産額

  経常費用合計

 当期経常増減額

 (1)経常収益

受取会費

 (2)経常費用

 管理費

 事業費

 税引前当期正味財産増減額

 当期正味財産増減額

 前期繰越正味財産額
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

■「御蔵学校」 次回のテーマは熊本地震です。

　昨年の1 0 月から毎月ほぼ1 回のペースで、「東日本大震災（宮城）」、「インドネシア スマ

トラ沖地震」、「阪神・淡路大震災」、「東日本大震災（福島）」、「東日本大震災（岩手）」をテーマ

に、御蔵学校（勉強会）を開催してきました。

　次回4 月 9 日の御蔵学校は、熊本地震がテーマです。今から1 年前、震度７以上を観測する

揺れが2 回も発生し、大きな被害を受けた被災地の現状を、現地調査を続けてこられた熊本

県立大学の柴田祐先生にお聞きします。また、南阿蘇村新所地区で老人会会長をされてい

る丸野健雄さんには、インターネット中継でお話いただきます。

●第4 5 回御蔵学校

熊本地震から 1 年　集落は今　～集落持続性を考える～

日時：20 1 7 年4 月9 日（日） 13 : 3 0 ～1 6 : 3 0

講師：柴田祐氏（熊本県立大学環境共生学部居住環境学科 准教授、南阿蘇村復興計画策定委員）

　　　丸野健雄氏（熊本県 南阿蘇村新所老人会会長）　※丸野氏は熊本からのインターネット中継

※講師からのお話のほか、まち･ コミュニケーションからの活動報告も予定しています。

【主催・申込】まち･ コミュニケーション

メールm-c om i@ b j.w ak wa k . co m　 電話07 8-5 7 8- 11 0 0（不在の時は留守電にお願いします）
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まち･コミ 活動報告 12/1 ～ 2/28

ご支援、ありがとうございます。12/1 ～ 2/28　(新規･継続)　        順不同･敬称略

【正会員】井上赫朗(東京都) 北岡孝統(兵庫県) 田中保三(兵庫県) 田中貢(大阪府) 【賛助会員】高井秀樹(兵庫県) 高井徹

(埼玉県)室崎益輝(京都府) 中田敬司(兵庫県) 白石喜久夫(宮城県) 齊田哲平(東京都)  岡田知弘(京都府) 新川泰道(秋田

県) 宮下克己(兵庫県) 大久保清孝(兵庫県) 糟谷佐紀(兵庫県) 服部光晴(奈良県) 荒木克仁(栃木県) 長谷川庄司(東京都)

川島大輔(愛知県) 青田良介(兵庫県) 金原雅彦(埼玉県) 田嶋民子(兵庫県) 森敏昭(兵庫県) 有馬嗣朗(山口県) 田中貴宏

(広島県) 村岡峰男(兵庫県) 熊谷博子(東京都) 佐藤美姿(埼玉県) 増永理彦(大阪府)【寄付】遠藤勝裕(埼玉県) 西芳実(京

都府) 吉村英祐(大阪府) 角谷陽子(大阪府) 湯井恵美子(大阪府) 新川泰道(秋田県) 森あい(熊本県) 堀井秀知(徳島県徳)

井上赫朗(東京都) 室崎益輝(京都府) 大久保清孝(兵庫県) 石東直子(兵庫県) 【購読会員】富田真理子(兵庫県) 水野良将

(宮城県) 遠藤いく子(宮城県) 上田伴子(兵庫県) 平田賢一(神奈川県) 鈴木有(滋賀県) 尾崎裕子(愛知県) 西村真一郎(京

都府) 岸田圭位子(兵庫県) 【協力】株式会社兵庫商会(兵庫県神戸市) 味六亭(宮城県石巻市)

会員種別

●賛助会員

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

●正会員

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

●購読会員

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！
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編集 / 発行　

 認定特定非営利活動法人

 ま ち ･コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

事務所　〒653-0014

兵庫県神戸市長田区御蔵通5-211-4-101(みくら５)

TEL　078-578-1100 ／ FAX　078-576-7961

東北出張所　〒986-0859

宮城県石巻市大街道西1-14-101味六亭 相澤様方

e-mail　m-comi@bj.wakwak.com

URL  http://park15.wakwak.com/~m-comi/

■編集後記　昨年から少しずつホームページをリ

ニューアルしています。代表理事の宮定の写真が好

評なんですよ。ぜひご覧ください。(戸)

11/26-12/9【国際交流】US-Japan Exchange

Program 参加（ニューオリンズ（台風災害

地）等訪問）

12/11【勉強会】第40回御蔵学校（講師：西

芳実氏）

12/13【研修受入】 トルコ首相府防災危機管

理庁受入

12/14-18【国際交流】住民参加学会（香港）

12/18-21【復興支援】東日本訪問

1/7【講師派遣】兵庫県立大学

1/7【研修受入】宮城県多賀城高等学校

1/13【勉強会】命の大切さを学ぶ～東日本～

1/14【研修受入】MRPGワークショップ（アメ

リカFIMA等）

1/15【震災体験】こうべアイウォーク

1/15【勉強会】第41回御蔵学校（講師：田

中正人氏）

1/17【地域支援】御菅地区合同慰霊法要

1/17【勉強会】第42回御蔵学校（講師：遠

藤勝裕氏・室崎益輝氏）

1/18【講師派遣】ネパールの大学院生

1/19-21【復興支援】東日本訪問

1/22【講師派遣】東大阪市

1/23【研修受入】宮城県県議会議員

1/30-2/4【復興支援】東日本訪問

2/8-15【復興支援】熊本訪問

2/18【講師派遣】防災・社会貢献ディベー

ト大会

2/19【事務局】理事会・総会

2/19【勉強会】第43回御蔵学校（講師：石

東直子氏）

2/21【研修受入】関西大学社会安全学部

2/25【講師派遣】留学生と多文化共生まち

づくり－熊本地震－

2/26【地域間交流】たまねぎ草抜き

2/26【講師派遣】第2回全国被災地語り部

シンポジウムin西日本

2/27【研修受入】中央大学ボランティア

2/28【研究調査】徳島大学 地域シンポジウ

ム（事前復興）

当団体へ賛助会員年会費とご寄付をくださった方は、寄付金控除等税

の優遇措置を受けることができます。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

ご寄付もよろしくお願いいたします

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
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