２０１２年度事業報告書
２０１２年１１月１日から２０１３年１０月３１日まで

特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
１

事業の成果に関する事項

2012年度は、当初実施するものとして計画した事業について、概ね計画通り実施することができた。
Amanecer運営事業は、震災から2年が経過した節目の時期だったことと、芸能人のブログで紹介されたことなどから、4月度と5月度に大幅に売り上げを
伸ばし、販売目標の達成に大きく貢献した。
Eyes for future運営事業は、受講した28名の内、25名が修了し、10月末時点で4名が石巻市の女性人材リストに登録した。2014年3月～9月にかけて、第
2期の講座と、起業家支援スクールを実施する予定である。
復興応援グッズ販売事業では、ナカジマコーポレーションとの協働により、同社のキャラクターを使った無事かえるリュックの販売を開始した。
石巻復興コーディネート事業では、前年度に引き続き積水ハウス株式会社の新入社員研修を行った。今年度は仮設住宅での清掃活動を新たに実施し、住
民から好評を得たため、他の企業から研修受入の依頼があった際にも実施している。
子どもママ支援事業では、前年度に引き続き、広場でのプレーパーク、子ども遠足を開催したほか、外国人と日本人の親子が各国の料理を一緒に作る料
理教室や中高生向けのファシリテーションセミナーなどを開催した。
子育てママ応援コミュニティカフェ運営事業は、当初の開店予定より2か月遅れ、8月の開店となった。開店後は石巻に恋しちゃった♡や子どもママ支援
事業のイベントを開催するなどをして、カフェの利用者増を図っている。

やっぺす隊がやってくる！運営事業は、仮設団地の住民にイベントの運営を徐々に移管しながら今年度も事業を継続し、141回のイベントを開催して述
べ1,326名が参加した。当初の予測では仮設団地の住民は徐々に減少していくものと考えられていたが、初めてイベントに参加した人は97名いた。これ
は住民が退去したのちも別の団地の住民が転居してきたなどの理由で人数はほとんど減少せず、新たに入居した住民がほかの住民と関係性を築く場とし
て本事業へのニーズが根強く残っていたためと考えられる。また、住民のみでイベントやコミュニティを維持していくことは、住民の負担増加による疲
弊やコミュニティが排他的になる恐れがあるため、今後も住民が中心となってイベントを継続できるようにするスタンスは持続しつつ、受付や参加費の
管理などについては次年度も引き続きサポートしていく予定である。

石巻復興ワークキャンプ運営事業では、年度内合計参加者数は77名と当初の計画よりも参加者は少なかったものの、仮設住宅のコミュニティ形成、仮設
団地内の居住環境の改善、被災者の孤立感の軽減、参加者の防災意識の向上などの成果が見られた。
子育て支援団体のネットワーク形成、及び情報発信事業では、会議まではつながりがなかった（弱かった）団体間や団体の行政のつながりが深まり、そ
れぞれの持つ資源（人や情報や施設などの場所）をシェアすることで、お互いの活動がスムーズに展開される土壌ができた。参加団体からは、「活動に
必要なつながりができた、情報が得られた」「今後の活動の方向が見えた」などの声があった。また、今後は共同での情報発信の強化や、研修会の実施
などに期待が高まっている。
石巻に恋しちゃった♡運営事業は、第3期子どもｻﾎﾟｰﾄ基金の助成金と宮城県の石巻圏域復興応援隊設置事業の委託を受け、今年度は2月と7～8月に、2回
にわたって開催した。夏（7～8月）の開催中から、次年度11月に開催する第3回に向けて、プログラム主催者の経験者などから実行委員会を構成して企
画運営の準備を行った。
内閣府復興支援型地域社会雇用創造事業は3月末をもって無事に終了したが、本事業で起業した方のフォローアップを兼ね、8月から石巻復興起業家ゼミ
を開催している。
生きがい仕事づくり事業では、前年度から取引をしていた株式会社福市との協働によるEAST LOOPプロジェクトが2013年2月をもって終了したものの、今
年度も、株式会社イストワール、ヴィリーナジャパン株式会社、Saki-pon projectなどとの協働で合計18名の方に内職を提供することができた。

２

事業の実施に関する事項
事業名

Amanecer運営
事業

事業内容

被災した女性が製作するアクセサリーブランドを運営した

事業実施
日時
前年度～
通年

事業実施
場所
石巻市内(販
売先は全国)

Eyes for
石巻市内のコ
石巻市内に住む女性に対し、自己実現や社会参画を促す講座 2013年4月
future 運営事
ミュニティカ
を実施した
～8月
業
フェHANA荘

従事者
の人数

受益対象者の
範囲及び人数

4

内職作業者：15名
商品購入者：約3800名

3

宮城県内の20代～60代の
女性28名

事業費額
（千円）

15,599

4,842

全国各地

物品購入・販売を通して
3 石巻の役に立ちたいと考
えている人約1000人

1,590

石巻市および
その周辺地域

3

被災地での人材研修、ボ
ランティア作業および視
察を希望する個人、企
業、NPOなど

5,626

石巻市内

石巻市内の高校生までの
子ども
3
石巻市内の子育て中の母
親

1,898

自分の能力を発揮した
い、何かにチャレンジし
たいと考えている女性や
お母さん20人～30人

6,219

開成1～14団地の住民約
2800名
3 南境7団地の住民約1200名
両仮設団地近隣の住民若
干名

3,201

被災地と関西の学生が、被災地でボランティアをしながら交 前年度～ 石巻市、南三
流するワークキャンプを運営した
2013年3月 陸町

宮城県内在住の大学生お
3 よび関西圏在住の大学生
120名

1,410

５月より毎月１回程度の頻度で、「子育て支援情報の共有・
発信に向けたネットワーク会議 」を開催し、団体間の情報交 2013年5月
石巻市内
換や、子育て支援に関する県内外の施策や事例について学習 ～9月
し、今後の石巻の子育て支援の取り組みについて協議した。

石巻市内の子育て支援団
体。
3
間接的には、未就学児か
ら中学生まで

2,266

復興応援グッ
ズ販売事業

当団体が扱う復興応援商品の販売を行った

前年度～
通年

石巻復興コー
ディネート事
業

被災地での支援活動を希望する個人、企業、NPOに対し視察、 前年度～
ボランティア、研修などのプログラムを企画し、提供した
通年

子ども・ママ
支援事業

プレーパーク、ファシリテーションセミナー、遠足、講習会
前年度～
などを実施し、被災した子どもたちや母親の孤立感やストレ
通年
スを軽減し、自己肯定感を得る機会を作った

子育てママ応
援コミュニ
ティカフェ運
営事業

café
子育てに悩んでいるお母さんや女性が気軽に立ち寄り、働く 2013年4月
butterfly(石
ことができるコミュニティカフェを運営した
～
巻市)

5

やっぺす隊が
やってくる！
運営事業

仮設住宅、主に仮設開成1～14団地、仮設南境7団地の集会所
前年度～
にて、月に15回程度イベント開催を通して、コミュニティ形
通年
成の支援を行った

石巻復興ワー
クキャンプ運
営事業

子育て支援団
体のネット
ワーク形成、
及び情報発信
事業

開成1～14団
地、南境7団
地集会所

石巻に恋し
石巻市、東松島市、女川町で趣味や特技を生かした小規模プ 2013年2
石巻市、東松
ちゃった♡運営 ログラムを一定の期間に実施し、地域資源・人材の発掘・育 月、7月～
島市、女川町
事業
成を行った
8月

内閣府復興支
援型地域社会
雇用創造事業

・これから被災地で起業する20名の社会起業家の支援を行っ
た(やっぺす!起業支援ファンド)
前年度～ 宮城県内(お
・被災地で活動する社会的企業などで働くことを希望する50 2013年3月 もに石巻市、
名の女性と若者に向けて託児付きのスキルアップ教室とイン 末
南三陸町)
ターンシップを運営した(やっぺす!人材育成スクール)

生きがい仕事
づくり事業

復興支援を希望する企業と共同で、被災した女性向けの手仕 前年度～
事を中心とした内職を提供した
通年

石巻復興起業
家ゼミ運営事
業

石巻市内
取引先：東
京・大阪など

起業家が、商品やサービスの開発や充実化、また財源確保な
2013年5月
どの自組織の課題を改善、解決するために、ビジネス、ファ
石巻市内
～
ンドレイジングの２つのテーマでゼミを実施した

5

対象地域に住むすべての
人々が対象。(今年度は達
人が述べ72人、参加者が
述べ約2000人)

9,464

・被災地での起業を希望
する女性と若者20名
4 ・被災地で活動する社会
的企業などで働くことを
希望する女性と若者50名

53,337

石巻市内で子育てをして
いる女性20名から30名

416

4

飲食店、物販業、サービ
ス業など、ビジネスを通
じて、人やまちを元気に
2
する企業、個人事業、NPO
を営む起業家、リーダー
とそのスタッフ30名程度

2,556

３

実施体制などに関する事項

（１）総会の開催状況
①通常総会
・開催日時
・開催場所
・出席者等
・議事内容

②９月臨時総会
・開催日時
・開催場所
・出席者等
・議事内容

２０１３年１月２６日午前９時半～１１時
石巻復興支援ネットワーク事務所
正会員総数１５名中１５名出席（内、表決委任者１０名）
２０１１年度事業報告、決算報告の承認
役員の選任（内容：任期満了による改選および新任役員の選任）
会費の金額の承認
定款変更の承認
（内容：従たる事務所閉鎖、会議の方法の変更、その他NPO法改正に対する変更）
２０１３年９月１３日１９時～１９時半
石巻復興支援ネットワーク事務所
正会員総数１３名中１３名出席（内、書面評決者１０名）
役員の選任（新任役員の選任）

（２）理事会および監査の開催状況
・２０１３年１月１２日
内部監査
内容：前年度の理事の業務遂行状況及び財産の状況の監査
・２０１３年１月１４日
第１回理事会
内容：通常総会に付すべき事項の承認、役員報酬、２０１２年度事業計画及び収支予算の承認など
・２０１３年１月２６日
第２回理事会
内容：正会員の承認、新任役員の報酬など
・２０１３年２月１日
第３回理事会
内容：代表理事などの互選
・２０１３年５月１６日
第４回理事会
内容：補助金事業実施の承認
・２０１３年８月３１日
第５回理事会
内容：各事業の現状と次年度以降の継続など
・２０１３年１０月１４日 第６回理事会
内容：収支報告、事業計画、収支予算、定款変更など
（３）会員に関する事項（２０１２年度末現在）
・社員（正会員）数：１３人（個人１３人）
（４）役員に関する事項（２０１２年度末現在）
・役員総数：９人（理事８人、監事１人）
・代表者：理事（代表理事）兼子佳恵
（５）職員に関する事項（２０１２年度末現在）
・職員総数：１１人（うち、理事兼任１人）
（６）情報発信体制に関する事項
・ホームページ
団体公式ウェブサイト：http://yappesu.jimdo.com/
Eyes for future公式ウェブサイト：http://eyesforfuture-yappesu.jimdo.com/
石巻に恋しちゃった♡公式ウェブサイト：http://ishikoi.com/
Amanecer公式ウェブサイト：http://amanecer.ocnk.net/
・ブログ
団体公式ブログ：http://ameblo.jp/yappesu

４

その他

（１）所轄庁による定款変更の認証
・認証年月日：２０１３年４月１６日
・変更内容：別紙定款変更に係る新旧対照表のとおり。

