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　任意団体設立から 22 年目となる 2017 年度が終わりました。

　2017 年度は特に、 これまでの震災復興まちづくり支援の経験を元に、 防災まちづくりや事前復興まち

づくりの重要性を伝えるため、 南海トラフ地震の被害が予想される地区に出向いての講演活動や、 防災

まちづくりに携わる仲間を増やすことを目的とした伝える場づくり （「被災地のつぶやき」 のインターネット

発信、 勉強会の開催等） に力を入れました。

　2017 年度の活動の概略をご報告します。 詳細は 「2017 年度事業報告書」 （http://machi-comi.wjg.jp/

m-comi/report/2017houkoku.pdf） をご覧ください。

２０１7年度 活動のご報告

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2018 年 春号

● 今月の注目記事 Ｐ１ 2017 年度活動のご報告

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

　

まちづくり部門

【被災地復興支援事業】

●東日本大震災

宮城県石巻市に滞在し、 雄勝町を中心に石巻

市 ・宮城県にて、 地域の会合や催し等に出席し、

復興計画を把握すると共に、 地域住民の生活再

建を聴き取り調査で追い、 地域住民の声から現状

を把握し、 共に復興を考えました。 転出者の集い

にも参加し、 地域を離れた方の生活再建状況や

今後の方向性等を把握しました。 また今年度は、

福島の復興についても学ぶ勉強会を開催し、 ６月

は実際に福島を訪問し、 被災者や支援者と現状

を把握しました。

地元大学が事務局を担う復興大学や、 社会福

祉協議会や行政職員、 地元ボランティア団体等か

らの相談を積極的に受け入れてきました。 テーマ

は 「復興まちづくりの状況把握」 「仮設住宅から公

営住宅への移行」 「支援活動の地元地域への効

果」 等多岐にわたり、 当団体のネットワークを活か

しての支援も行いました。

▲ 4 月 1 1 日大邱市ボランティアセンター交流受入
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●熊本地震

余震が長く続く中 「被災者の不安に寄り添い、 住

宅再建 ・復興への希望を見いだすためのコーディ

ネート」 をテーマに、 21 日間の支援活動を行いまし

た。 神戸事務所で熊本地震をテーマにした勉強会を

4 月9 日、 6 月 3 日に行い、 被災者や支援者と専

門家との意見交換も行いました。

【地域まちづくり支援事業】

●神戸市長田区御蔵地区

1 月 17 日の慰霊法要の開催支援と、 御菅西地

区再建状況調査を行いました。 調査結果は 「季

刊まち ・ コミ」 冬号(2017 年 12 月発行)で報告い

たしました。 また、 小さな団体を運営していくため

に必要なノウハウを伝えようと、 地域や活動の種類

を限定せず各種団体の相談に乗りました。

●事前復興まちづくり

災害が起こってからの復興まちづくりや地域づく

りでは限界があると確信し、 2016 年度から事前復

興まちづくりの取り組みも始めています。 その一環

で、 徳島県海部郡美波町の方々と共に講演 ・ 熊

本視察 ・ 勉強会を行いました。 3 月には、 美波

町と雄勝町、 女川町をインターネット中継で繋ぎま

した。 6 月には、 美波町由岐支所職員の防災講

義でミニ講話をしました。

【まちづくり研究調査事業】

大学生や学識経験者を現地 （神戸市、 宮城県）

で受け入れ、 調査 ・ 視察コーディネート ・ 支援を

行いました。 また、 復興まちづくり等を取材するマ

スコミに対しての情報提供も行いました。 関東都

市学会からニュース及び年報の発送作業と会費請

求作業を受託しました。

学びの場づくり部門

【震災体験学習事業】

2017 年度は 1 校 （中学校） に対し、 震災学習

を実施しました。 また、 １月には被災地を歩くイベ

ント 「こうべ ・ あいウォーク」 の参加者へ豚汁を提

供しました。

【研修受入事業】

27 件の研修を実施しました。 日本国内から、 高

校生、 大学生、 議員、 弁護士会、 商工会議所

や国家公務員の視察がありました。 海外からは、

欧米やアジア諸国等、 2 0 カ国を超える国の方を

受入し、 復興まちづくりについて伝えました。

▲ 5 月 4 日 在宅避難者への聴き取り（熊本）

▲1 1 月 1 0 日　語り部の講話
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【講師派遣事業】

依頼に応じ、 講師 ・ パネリストを 25 回派遣しま

した。 今年度は日本国内だけでなく、 海外 （アメ

リカ、 台湾、 韓国） でも 4 回の講演を行いました。

【まちづくり勉強会事業】

様々な災害復興に関わる講師に協力していただ

き、 ８回の御蔵学校を開催しました。

また、 被災地の事を知ってもらおうと始めたイン

ターネットサイト 「被災地のつぶやき」 を元に被災

地の事例を具体的に学ぶ勉強会も始めました。 ３

月に石巻市～宮古市、 熊本市、 ４月に台湾、 石

巻市、 気仙沼市、 ５月に熊本、 石巻市、 ６月に

福島、 ９月に石巻市にて、 現地でつぶやきを聞

く会を行いました。

交流の場づくり部門

【地域間交流事業】

野菜作りを通じ 「鳥居やすらぎ市民農園」 や地

元の非営利組織 「暮らしの楽校の～ら」 の方々と

交流しました。 のべ 100 名近くのボランティアの協

力で、 たまねぎ、 じゃがいも、 黒豆をつくりました。

【国際交流事業】

4 月には神戸 ・ 東日本の被災者や支援者や学

術経験者と共に台湾集集地震 （1999 年） の被災

地の状況を視察しました。 1 2 月には 「被災後の

地域復興における市民参加」 日米草の根交流プ

ログラム神戸の代表として招聘され、 岩手県宮古

市、 ガルベストン （テキサス州）、 ニューオリンズ

（ルイジアナ州） の方々とフィラデルフィアを訪問

し、 復興まちづくりについて現地の政府 ・ NPO ・

住民と意見交換しました。

情報発信部門

【情報発信事業】

積極的に人が集う場に出席し、 被災地の復興ま

ちづくりやまち ・ コミの活動について発信しました。

また、 マスコミや各種団体の取材に対応しました。

通信誌 「季刊まち ・ コミ」 を 4 号制作し、 会員

や寄付者に郵送するほか、 事務所の来客等に配

布しました。 ホームページ 「WEBまち･コミ」 （http:/

/park15.wakwak.com/~m-comi/） を更新するほ

か、 「フェイスブック」 等にて日々の活動の記事を

約100本をアップしました。 「まち ・ コミメールニュー

ス」 は 6 通送信。 メールニュース以外にも、 テー

マ毎 （勉強会 ・講演会） に対象者を絞っての情報

発信もしました。 また、 Facebook、 ブログ、 Twitter

の３種類の発信方法を用い 「被災地のつぶやき」

というタイトルで、 まち･コミが被災地支援活動の中

で聞いた声を毎日発信しています。

▲ 1 月 1 4 日アメリカ連邦緊急事態管理庁（神

戸）

▲7 月 4 日出石市民農園 枝豆の収穫
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2017年度 会計報告

科目

正会員受取会費 160,000
賛助会員受取会費 924,000
購読会員受取会費 72,000 1,156,000

2,004,040
2,304,833
4,189,122
56,026

9,710,021

人件費 3,804,222
その他費用 3,329,481 7,133,703

人件費 365,506
その他費用 224,505 590,011

7,723,714
1,986,307
1,986,307

法人税、住民税及び事業税 72,000
1,914,307
669,655

0 0 2,583,962 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

2017年度　活動計算書(簡易版)
2017年1月1日～2017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

124,998
1,565,391
1,315,958 3,006,347

什器備品 317,017 317,017
3,323,364

122,648
571,290
45,464 739,402

0
739,402

669,655
1,914,307

2,583,962
3,323,364

2017年度　貸借対照表
2017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

固定資産

資産の部

流動資産

小口現金

普通預金

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

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
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

■海外の視察調査報告

●花蓮地震の救出で知った現代の便利生活の危うさ（台湾）

　２月６日未明、台湾花蓮直後の花蓮へ緊急支援に行きました。

テレビで放映された断層沿いの倒壊したビルでは、台湾中から

多くのレスキュー隊が来て待機しているが、倒壊の危険性もあ

るため、救出するべき人がいるのにできないもどかしい様子を

見ました。近代的で便利なものの脆さを見ました。

●自然と共生した若者たちの地域づくり( インドネシア)

　国際交流基金の事業で「被災後の地域復興における市民参加」

をテーマに、インドネシアのムラピ山噴火後の地域づくりに触

れる機会を得ました。彼らの言葉には『私たちは、山で暮らす術

を持っています。防災もその一つ。ちゃんとした知識があれば怖

くない。山は、友達なんだ！』麓のある村では、2 0 0 6 年の噴火2 年

後から、毎週土曜日に子どもたちへ、山での暮らし方や防災の教

育（避難方法等）をしています。噴火のほか、水害や地滑りのマン

ガ本をつくり、わかりやすく子どもたちへ伝えていました。

●勉強会予告

「被災地のつぶやきから学

ぶ勉強会（i n 神戸）」

日時 4 月7 日(土)

　　　1 0 : 0 0 ～

テーマ 「自然との共生に学ぶ防

災まちづくり」

講師 宮定章ほか　

参加費 千円（学生五百円）

内容　3 月1 1 日の前後で、福島

から青森まで〝被災地のつぶや

き〟を聴き回りました。東日本

の復興状況を踏まえた上で、今

後に向けた防災まちづくりを考

えます。

　熊本地震、台湾花蓮地震・北海

道有珠山・インドネシアメラピ

山噴火、アメリカハリケーンサ

ンディ等の被災地を概観比較

し、自然と共生するまちづくり

を考えます。
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まち･コミ 活動報告 11/20 ～ 2/28

ご支援、ありがとうございます。11/20 ～ 2/28　(新規･継続)　       順不同･敬称略

【正会員】櫻井朝教(長野県) 浦野正樹(埼玉県) 田中貢(大阪府) 田中保三(兵庫県) 宮定章(兵庫県) 戸田真由美(兵庫県)

【賛助会員】大塚康央(大阪府) 橋本光穂(兵庫県) 角谷陽子(大阪府) 田嶋民子(兵庫県) 越山健治(京都府) 荒木克仁(栃木県)

まつしまハル(熊本県) 室崎益輝(京都府) 服部光晴(奈良県) 鈴木有(滋賀県) 藤村晴彦(兵庫県) 石崎徹(兵庫県) 清本多恵子(宮城

県) 森あい(熊本県) 川島大輔(愛知県) 徳廣誠司(高知県) 菅磨志保(兵庫県) 根本暁生(宮城県) 田村孝行(宮城県) 高井秀樹(兵庫

県) 前原博(大阪府) 風斗雅博(兵庫県) 大久保裕晴(兵庫県) 中田敬司(兵庫県) 有馬嗣朗(山口県) 岡本誠(兵庫県) 増永理彦(大阪

府) 宮下克己(兵庫県) 高井徹(埼玉県) 村岡峰男(兵庫県) 長谷川庄司(東京都) 鎌田啓通(徳島県) 佐藤美姿(埼玉県) 佐藤正子(宮

城県) 中尾嘉孝(兵庫県) 山地久美子(兵庫県) 喜福加代(兵庫県) 金原雅彦(埼玉県) 岡田知弘(京都府) 六車恵美子(大阪府)

糟谷佐紀(兵庫県) 熊谷博子(東京都) 小野寺宏一(宮城県) 岡宗秀樹(兵庫県) 綱哲男(兵庫県) 森敏昭(兵庫県) 池田浩敬(静岡県)

大久保清孝(兵庫県) 松原永季(兵庫県) 【購読会員】松本誠(兵庫県) 富田真理子(兵庫県) 大久保正之(東京都) 中川寿子(兵庫

県) 尾崎裕子(愛知県) 上田伴子(兵庫県) 遠藤いく子(宮城県) 西浦英子(兵庫県) 岸田圭位子(兵庫県) 水野良将(宮城県) 【寄付】

松本真理子(東京都) 大久保清孝(兵庫県) 松本誠(兵庫県) 町田剛(神奈川県) 湯井恵美子(大阪府) 藤原柄彦兵庫県) 六車恵美子

(大阪府) 佐藤正子(宮城県) 角谷陽子(大阪府) 津久井進(兵庫県) 新川泰道(秋田県) 吉村英祐(大阪府) 大久保洋子(兵庫県)

村岡峰男(兵庫県) 相川康子(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！

 2018 年 3 月 1 日発行　no.22

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　1 月 1 日から新年度がスタートしまし

た。1月の阪神・淡路、3 月の東日本、4 月の熊本と、

過去の災害を思う日々が続いています。(戸)

11/23【地域交流】出石市民農園（たまねぎ

移植）

12/02【国際交流】アメリカ・フィラデル

フィア（国際交流基金：日米草の根交流プ

ログラム：災害後の地域復興における市民

参加）

12/15-18【復興支援】東日本行き（石巻市）

1/14【震災学習】こうべあいウォーク

1/14【勉強会】第49回御蔵学校

1/17【勉強会】被災地のつぶやき勉強会

1/17【研修受入】認定特定非営利活動法人

レスキューストックヤード

1/17【地域支援】ろうそく法要

1/19-23【被災地支援】東日本大震災（石巻

市、雄勝町、牡鹿半島等）

1/21【研究調査】専修大学社会科学研究所

1/29【震災学習】震災学習反省会

2/3【講師派遣】大学コンソーシアムひょ

うご神戸

2/7【情報発信】ラジオ出演(山口放送)

2/7【地域交流】出石市民農園

2/7【復興支援】台湾花蓮地震

2/10【勉強会】御蔵学校(金菱清氏)

2/10【事務所】総会・理事会

2/15【被災地支援】インドネシアメラピ地

震復興まちづくり支援

2/25【復興支援】被災地等支援ワーク

ショップ（神戸市）

2/26【情報発信】ラジオ出演：さくらＦＭ

「防災番組いつもおそばに」

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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