
 
 

３．ＮＰＯ法人の取組への高齢者の参加促進に向けた調査の実施 

３－１．調査対象団体の選定 

２-１．において選定したＮＰＯ法人等のうち、その活動内容から高齢者の支援活動参加者数

が多い団体を３団体抽出した。調査対象団体を以下に示す。 

 
図表 調査対象一覧 

取組分野 No. 団体名 県名 

心のケア、見守り、 

生活支援 

１ 特定非営利活動法人仙台傾聴の会 宮城県 

２ 特定非営利活動法人シニア人財倶楽部 福島県 

中間支援 ３ 特定非営利活動法人シニアパワーいわて 岩手県 

 

３－２．調査項目の検討 

当該団体の活動に参加している高齢者（各団体３～７名程度）から、参加動機や参加促進にあ

たっての障害、必要な環境整備等についてヒアリングを実施するにあたり、ヒアリング項目の検

討を行い、以下の項目に沿ってヒアリングを実施した。また、実施主体（当該団体）に対しても、

高齢者の参加に対する意向、参加促進に向けた課題や工夫等について、ヒアリングを実施した。 

 

図表 ヒアリング項目（全団体共通の基本項目） 

 

＜支援活動参加者（高齢者）＞ 

項目 内容 

支援活動参加者（高齢者）

の基礎情報 
・年代、性別 
・活動年数 

参加の背景、経緯 ・参加に至った経緯、プロセス 
・参加に至った動機、きっかけ 

活動内容 ・参加回数 
・活動の内容、担当する役割 
・活動に役立つスキル・ノウハウ 
・報酬、出費の状況 

参加した感想 ・参加の満足度 
・家族の反応 
・参加して得られた効果 
・参加して良かったこと、困ったこと 
・参加する上での課題（改善した方が良いと思う点等） 

今後の展望 ・今後の参加の意向 
・今後の活動でチャレンジしたいこと 
・高齢者の参加を促す上で必要なこと 
（行政に取り組んでもらいたい支援等） 
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＜実施主体＞ 

項目 内容 

実施主体の基礎情報 ・スタッフの年齢構成 
・性別 

支援活動参加者（高齢

者）の考え方 
・高齢者の参加の経緯 
・高齢者が参加することによるメリット、デメリット 
・報酬の有無 

促進意向 ・高齢者の参加についての団体としての意向 
・参加促進に向けた課題認識、具体的な取組、工夫 

今後の展望 ・現在参加している高齢者スタッフに今後取り組んでもらいたいこと 
・高齢者の参加を促す上で必要なこと（行政に取り組んでもらいたい支

援等） 
 
３－３．調査結果のとりまとめ 

調査を実施した団体について、次ページ以降に、そのとりまとめ結果を掲載する。 
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（１）支援活動参加者（高齢者） 

項目 特定非営利活動法人仙台傾聴の会 特定非営利活動法人シニア人財倶楽部 特定非営利活動法人シニアパワーいわて 

参加の背景、経緯  命の電話を 15年程行っていたことから、「聞く」というこ

とに慣れている。退職を１年早め、活動に参加した。 
（70代、女性） 

 活動に参加して５年となる。 

 何か震災の復興の役に立てるような仕事がないか探して

いたところ、仮設住宅を回る移動販売員の仕事の話を聞

き、参加してみようと思ったのがきっかけ。（60代、女性） 

 活動に参加して５年目となる。銀行を 55歳で定年し、他

会社へ５年、60歳から３年半また別の会社へ勤務してい

た。その後、先輩より声掛けがあり、参加に至った。 
（60代、男性）  義両親と同居する中で、傾聴の重要性を感じていたことか

ら、勉強を始め、活動に参加している。５年前に団体が発

足した際に入ろうとしたが一杯であったため、養成講座を

きっかけに活動に参加した。（女性） 

 65歳まで銀行に勤めていた。その後、銀行の先輩がシニア

パワーいわてを作り、声がかかったことにより参加に至

る。（70代、男性） 

 退職後に、社協の案内を見て養成講座を受講した（５年

前）。その後、震災が起き、団体から声掛けがあったこと

で、活動を開始した。（60代、男性） 
 事務職から福祉関係に転身し、ホームヘルパーを行ってい

た経験もあることから、活動に参加した。（女性） 
活動内容  震災後すぐに避難所を訪問し、傾聴を実施した。毎回の傾

聴の後、「何をやっているのだろう」という思いにとらわ

れていたが、「ありがとう」という言葉を聞いた時に、「続

けていくことができる」と感じた。 
 名取での責任者を務めている。これまでに 170回程傾聴を

実施している。 

 活動への関わり方として、「自分の空いている時間をプレ

ゼントしたい」という気持ちで行っている。 
 主人の応援があることに感謝している。また、相手のこと

を聞くことが身につき、忍耐力を得ることができた。孫に

も、話をよく聞いてくれるととても喜ばれている。（女性） 

 仮設住宅等を車で回り、高齢等で買い物に自力でなかなか

行けない方等を対象に移動販売を行っている。 

 品物を売るのはもちろんであるが、受益者とのコミュニケ

ーションも重要な仕事となっている。 

 移動販売は仮設住宅に住む高齢者の重要なコミュニケー

ションの場になっている。 

 長年生きてきた人生の中で培ってきたいろいろな経験が

生かされていると感じる。以前商売をやっていた経験があ

る別の販売員は、商売慣れしているため、受益者が欲しい

ものがすぐに分かるらしい。（60代、女性） 

 

 活動での役割としては、当初は、県受託事業である法人税

納付書の発送業務を担当した。銀行員の経歴上、問題なく

対応できた。岩手公園での樹木プレートとりつけの資金算

段、作成、とりつけ業務等もボランティアで実施している。 

 公務員の削減が進む中、中間支援ＮＰＯとして行政に代わ

り、中小ＮＰＯへの側面支援（決算書作成支援等）を行っ

ている。（60代、男性） 
 会計事務のスキルを生かし、ＮＰＯの中間支援を行ってい

る。（70代、男性） 

 自分でできる範囲の中で活動に参加している（月１回程

度）。（女性） 
 家族の協力なしに活動に参加することはできない。（70代、

女性） 
参加した感想  接していると家族のような気持ちになり、親しみがわく。

元気になる姿に助けられると感じることがよくある。 
 養成講座だけでは、十分なスキルを得ることが難しいと考

えるため、団体が行う様々な研修への参加が重要である。

（70代、女性） 

 受益者は、買い物はもちろんだが、販売員とのコミュニケ

ーションを楽しみにしているところがある。 

 活動当初は、販売員に対して受益者が懐疑的に感じている

雰囲気があったが、何度も通ううちによく話すようにな

り、家族の話や相談話も受けるようになった。 

 待っていてもらえる、喜んでもらえる、頼りにされている

という感覚が非常にうれしい。 

 仮設住宅の方を対象とした相談員制度があるが、心を閉ざ

しているためなかなか上手くいかない。しかし、移動販売

員であれば、売る・買うという行為を通じて自然と会話が

生まれることになる。 

 やりがいがあり、満足感がある。暇なときはない。また、

沿岸地区（大船渡、陸前高田等）への転勤経験がなかった

ことから、内陸とは違う沿岸地区の状況を知れたことが良

かった。被災地の役に立つことができた。 
 活動に参加したタイミングが、収支報告書が活動報告書に

切り替わる頃であり、新たに覚えることに苦労した。 
（60代、男性） 

 毎月開催される定例会が、意見交換や情報共有、支援活動

参加者の思いを引き出す場となっており、活動における悩

みを吐き出せる場である。 

 何かで社会貢献をしたいと考える人が、同じ目的に向かっ

て活動することができる点がよく、会員１人ひとりにプラ

スとなっている。脳への刺激にもなる。（60代、男性） 
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項目 特定非営利活動法人仙台傾聴の会 特定非営利活動法人シニア人財倶楽部 特定非営利活動法人シニアパワーいわて 

  受益者の好みや家族の事情等も次第に分かるようになる

ため、こちらももっと役に立ちたいと思えるようになる。 

 期待されている以上、変なものは売れない。受益者に迷惑

をかけられないという思いからし、大雨や大雪でも休まず

に通った。それが強い信頼関係につながったと思う。 
（60代、女性） 

 やりがい、生きがい、はりあいがある。健康維持にもなる。

また、予定がある。 

 週５日ほどはこの活動に費やしている。 

 報酬は気にしていない。（70代、男性） 

今後の展望  謙虚さが一番大事である。80歳までは続けていきたい。 
 私自身が、友達の誘いや交流の場で呼び掛けられたことで

活動への参加を開始したため、交流の場があるとよいと考

える。（70代、女性） 

 今後も継続したいと考えているが、いわき市より、当事業

が担当所管から外れたため継続できないとの連絡があり、

３月 15 日で活動が終わりになってしまう。非常に残念で

ある。（60代、女性） 

 PR、声掛けにより、支援活動参加者が途切れることのない

ようにする。 

 今後も、知識を活かしていくことと、アンテナを広げて開

拓していくことを行いたい。（60代、男性） 
 運転できる限り、継続して活動する。（女性）  今後も継続して活動する。（70代、男性） 

 

（２）実施主体 

項目 特定非営利活動法人シニア人財倶楽部 特定非営利活動法人シニアパワーいわて 

支援活動参加者（高齢者）

の考え方 
 活動当初は、余暇活動として、シニア世代が中心となって耕作放棄地で農作物の生産を始

めた。その後野菜を売る朝市や移動販売にまで活動が広がってきた経緯があり、当団体の

人材はシニアがメインである。 

 高齢者スタッフは責任感が強く、仕事を途中で投げ出したりしないことが大きなメリット。

一方、体力や仕事のスピード面では若者に劣るため、デメリットとなる。 

 当団体の活動は、健康年齢を維持するためにも、知識を維持することにつながっている。 

促進意向  芋煮会やバーベキュー、そば打ち体験等、楽しめるイベントを開催して、高齢者の参加促

進を図っている。 

 活動への参加は、本人の生きがいややりがいに任せている。 

 

 メリットは、培った知識・経験を活かし、還元していくこと。生きがい、健康、目標があ

ること。デメリットは特になし。個人を拘束するものではない。報酬はないが、直接的経

費を負担している。 
 活動への参加は、本人の生きがい、やりがいに任せている。 

 活動への参加の自由度を尊重しており、そのスタンスに賛同いただいている人が集まって

いる。個性を尊重する風土、コミュニケーションによるつながりが出来上がっている。 

今後の展望  高齢者支援に対する支援の充実が必要。  何かをやりたいという人を誘い、会員の入れ替えを図り、かつ増やしながら継続していく。 
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３－４．高齢者の参加促進に向けた課題と今後の方向性 

ＮＰＯ法人等の運営力強化の方策等に係る高齢者の参加促進に向けた課題や工夫等につい

て、整理した。 

 

●ＮＰＯ法人等からの働きかけによる活動への参加 

 活動への参加のきっかけは、ＮＰＯ法人等が行う講座への参加やＮＰＯ法人等からの呼び掛

けによる場合が多く見られた。退職後に何らかの活動への参加を考えている高齢者に対し、在

職中や退職後のタイミングでのＮＰＯ法人等からの働きかけが有効なきっかけとなりうる。ま

た、友人の誘いや交流の場が活動への参加のきっかけとなるとの意見があることから、ＮＰＯ

法人等の活動を広くＰＲしたり、社会貢献活動への参加を検討している人と交流を持つ場等を

設定することが、参加の促進につながると考えられる。 

 

●在職中からの参加意識の醸成 

 退職後、活動へ参加するまでに時間を要した人がいる一方で、活動への参加を目指し退職を

１年早めた人もいる。在職中から、退職後の過ごし方の選択肢としてＮＰＯ法人等への活動の

参加を検討することができると、高齢者の活動への参加の促進につながることが示唆されたこ

とから、在職中からＮＰＯ法人等の活動を知る機会を得る仕組みづくりが重要である。 

 

●自身のスキル・経験を活かすことができ、達成感を得ることのできる活動内容・役割の提供 

 活動に参加するにあたって、自身のこれまでの仕事等を通じて得たスキル・経験を活かした

活動を行っている高齢者が多く見られる。高齢者にとって、これまで培ってきたスキル・経験

を活かして活動に貢献できることは、自身の張り合いや生きがい、知識の維持につながってい

る。また、それらの活動が受益者に感謝されるとともに、スキル・経験を次の世代へ継承して

いくことにもつながることから、達成感を抱くことができ、活動の継続につながっている。高

齢者自身が、スキル・経験を活かすことができ、かつ、達成感を得ることのできる活動内容や

役割を担うことが、継続した活動への参加に有効と考えられる。 

 

●可能な範囲での参加を受け入れるＮＰＯ法人等の環境の整備と家族の理解 

 高齢者が活動へ参加するにあたっては、家庭の状況や体力面、活動のスピード等により制約

が発生することが想定されるが、その点を踏まえた上で、自身の可能な範囲で参加している高

齢者が多く見られる。ＮＰＯ法人等としても、高齢者の参加可能な日時や能力等の範囲での活

動を受け入れており、活動への参加の自由度を尊重している点が、有効に機能している点とし

てあげられる。また、活動への参加に対する家族の理解・協力が重要であるが、活動で得たス

キルが家族との交流に役立つこと等もあり、家族からの理解・協力を得るきっかけとなってい

る。 

 

●メンバー間における目的・悩みの共有 

 何かで社会貢献をしたいと考える高齢者同士が、同じ目的を持ち活動することができる点が、

高齢者の活動への意欲を維持させるポイントとなっている。高齢者の活動への参加においては、

年齢や健康面での制約等が継続に向けた障害となると考えられるが、メンバー間での意見交換
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や情報共有、悩みを相談できる場が提供されていることにより、それらの障害を越えて活動を

継続していくモチベーションの向上・維持につながっている。また、活動における問題点等を

共有し、改善していくことができるようになっており、メンバー間での目的・悩みを共有でき

る機会の提供が、活動への参加を継続していく際に重要な点と考えられる。 

 

●活動の場の提供等、行政による支援 

 ＮＰＯ法人等においては、高齢者の有するスキル・ノウハウや、活動に対する責任感が強い

こと等をメリットと捉え、高齢者の参加を促進したい意向が高いと考えられる。一方で、ＮＰ

Ｏ法人等が高齢者を活動の担い手として受け入れる環境の整備が重要であるが、あまり進んで

いない状況にある。例えば、活動に参加する高齢者の多くが報酬を得ておらず、望んでいない

という状況にあり、ボランティアでの参加（直接費のみ支払う場合を含む）が多くなっている。

高齢者の善意・熱意により活動への参加が維持されていることは望ましい状況である一方、運

営にかかる費用を確保し、高齢者が活動を継続していくことのできる活動基盤の維持が重要な

課題となっている。 

このように、ＮＰＯ法人等に対する資金的な支援に加え、活動場所の提供・整備や、高齢者

に対する団体の紹介、情報提供等は非常に有効であることから、行政の継続的な支援が重要と

なっている。 
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４．自立的・持続的な復興・被災者支援活動の推進に向けたＮＰＯ法人等の

運営力強化方策の検討 

 

４－１．活動実態の整理 

アンケートやヒアリング調査を通じて明らかとなった、復興・被災者支援活動を行うＮＰＯ法

人等の活動における工夫やポイントを整理した。 

 

（１）質の高い被災者支援・サービス等の提供 

●受益者の視点に立った気配りあふれる支援 

受益者への配慮や気配りによって、質の高い支援につなげている取組が見られた。具体的には、

送迎の際に優しく語りかけるとともに、受益者の話にきちんと耳を傾け丁寧にコミュニケーショ

ンを行う、受益者の会話や乗り降りの様子等から受益者の状態をチェックしてスタッフ間で情報

共有する等、受益者の状況等に応じた送迎支援を行う取組があった【２. 移動支援 Rera】。また、

不安やストレスを抱えた子どもを対象に体験遊びのプログラムを提供し、子どもたちに興味を持

ってもらうことに注力し、それをきっかけとして子どもたちの感性や好奇心を引き出し、震災の

恐怖や悲しみにより抑制された感情の解放を促すことで、心のケアにつなげている取組もあった

【３.いわて子育てネット】。 

受益者を対象としたアンケート結果においても、「心のケア、見守り、生活支援」「子育て支援」

の取組分野で「孤立感や不安感の軽減」及び「心身の健康改善」の効果の度合いが高くなってお

り、きめ細かい配慮や気配りによる質の高い支援が受益者の状況改善に役立っていることが伺え

る。 

●支援方法・内容のマニュアル化や役割分担による質の確保 

支援に関するマニュアル整備や支援に応じた機能的な組織体制づくりによって、質の高い支援

につなげている取組も見られた。例えば、「復興支援ＮＰＯなんでも相談会」の開催にあたり、

スタッフ用及び受益者用のマニュアルを整備し、それらを活用することにより、受益者にとって

分かりやすい相談会にしている取組や、総務・会計・広報の３チームに分かれ、それぞれの専門

分野を生かした相談を行っている取組が見られた【９.シニアパワーいわて】。 

●スタッフの経験を生かした支援活動の展開 

スタッフの経験や技術を生かしたプログラム等の提供により、質の高い支援につなげている取

組が見られた。具体的には、スタッフが有する経験を生かし、音楽療法を組み込んだカフェを運

営することで、参加者全員で歌を歌いお茶を飲みながら話をすることができるプログラムとし、

楽しみや癒しを提供している取組や、ＩＴに詳しいシニア世代がその技術やノウハウを生かして

分かりやすく質の高い内容の高齢者向けのパソコン教室を開催している取組があった。【１.仙台

傾聴の会／４.シニア人財倶楽部】 

また、生活困窮者を対象としたフードバンク事業を行っていた経験が、被災地への食糧支援等

の被災者支援に生かされた取組もあった。【８.フードバンク山形】 
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●受益者のニーズを踏まえた支援 

地方公共団体との事前打ち合わせにより、地域の子どもの実情を踏まえたニーズを確認し、

様々な体験遊びに取り組めるようニーズに合わせたテーマで実施メニューを充実させている取

組【３.いわて子育てネット】や、コミュニティカフェ開設講座の受講者の得意分野やニーズを

踏まえ、入門編・実践編の開催やテーマ別にチーム分けをするなど、柔軟に講座の内容や手法を

変えて対応した取組【５.とめタウンネット】等、地域の実情やニーズに合わせて支援を行うこ

とで、被災者の参加率の向上や満足度を高めること等につながった取組が見られた。 

 

（２）支援活動参加者の育成 

●支援活動参加者のモチベーションの維持・向上 

支援活動参加者の動機づけやモチベーションを高める工夫によって、継続的な支援につなげて

いる取組が見られた。具体的には、支援活動参加者が生きがいややりがい、楽しみを感じられる

ような活動に協力してもらうことで活動への参加意欲を高めている取組や、ある一定の枠で支援

活動参加者を制限することなく、支援活動参加者の多様な関わり方を許容して参加の自由度を高

めている取組があった。【４.シニア人財倶楽部／９.シニアパワーいわて】 

また、特定の支援活動参加者に負担が偏らないよう役割分担に配慮している取組や、活動にか

かる必要経費を公平・明確に支払うことで、支援活動参加者の参加意欲の向上につなげている取

組もあった。【４.シニア人財倶楽部／９.シニアパワーいわて】 

●実践的な講座等による人材の育成 

スタッフのためのスキルアップ講座の実施等により、スタッフのスキルやノウハウを高めて、

より質の高いサービスの提供へつなげている事例が多く見られた。講座の内容も、傾聴ボランテ

ィアの養成や、福祉車両の運転者講習、救急救命講習、患者等搬送乗務員講習、ヘルパー講習と

いった、実際の活動に即した実践的なものが多いことが特徴となっている。【１.仙台傾聴の会／

２.移動支援 Rera／３.いわて子育てネット／９.シニアパワーいわて】 

 

（３）受益者の満足度向上、活動への主体的な参加促進 

●受益者の満足度向上 

（受益者が安心して利用できる環境づくり） 

受益者とのコミュニケーションを大切にするとともに、安全運転に気を配り、乗降時には受益

者に寄り添って体を支える送迎支援【２.移動支援 Rera】や、食事会の食事の量が少なくならな

いように予約制にして受益者の満足度を高めている取組【８.フードバンク山形】等、受益者が

安心して利用できる環境づくりに取り組むことで、満足度の向上につなげている取組が見られた。 

（楽しく参加できる場づくり） 

農業体験や里山ハイキング等、受益者が楽しむことができるプログラムの提供により、受益者

の評判を通じて参加が広がっている取組や、移動販売における売る・買うという行為を通じて自

然と会話が生まれ、受益者の見守りにもつながっている取組【４.シニア人財倶楽部】が見られ

た。また、ワークショップ形式で楽しみながらコミュニティカフェの検討を行った取組や気の合

う仲間同士で検討を行った取組【５.とめタウンネット】等、気軽に楽しく参加できる雰囲気づ

くりや仕組みづくりによって、受益者の参加を促進するとともに、満足度を高めている取組が見
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られた。受益者を対象としたアンケートの結果においても、「コミュニティ形成支援」の取組分

野で「避難者同士や地域住民との交流が図られた」の項目において効果の度合いが高く、楽しく

参加できる場づくりが受益者同士の交流につながった結果、高い満足度が得られていることが伺

える。 

●受益者の主体的な参加の促進 

受益者に対し、食事会へ参加するだけでなく、食材の収穫や料理に携わる運営側の活動にも参

加してもらうことで、受益者の主体的な関わりを醸成している取組【８.フードバンク山形】や、

お茶会開始時に行うアイスブレイクの体操や話し合いの進行を受益者に担当してもらうことで

受益者のやる気を引き出すプログラムを展開している取組【１.仙台傾聴の会】等、活動の企画・

運営側に関わってもらうことで、受益者の主体性の醸成や人材の育成につなげている取組が多く

見られた。 

 

（４）地域の認知や理解、参加の促進 

●地域の理解や参加促進 

いわき市のフラ・フェスティバルに参加する大学生が、被災地を慰問して地域と交流すること

により、被災者の楽しみや心の癒しにつながるとともに、広く一般市民の参加を促す「サマーフ

ラフェスティバル」等の新たなイベントを企画して、フラ文化を楽しむ参加のすそ野を広げる取

組を行うことで、より広く活動に対する市民の認知や理解を深め、参加を促進させる取組が見ら

れた【６.フラガールズ甲子園】。受益者を対象としたアンケート結果においても、「域外との交

流」の取組分野で「被災地に対する理解の促進により、風評被害の軽減に役立った」が最も効果

の度合いが高い項目となっており、理解の促進が図られていることが伺える。 

 

（５）多様な主体の協力・連携 

●行政、民間企業等との協力・連携 

行政や民間企業、高校・大学、他のＮＰＯ法人等との協力・連携により、活動を推進している

取組が見られた。被災直後から北海道の支援団体が中心となり、地域に対して移動支援のノウハ

ウ移転と組織の立ち上げを支援したことが、Rera の活動基盤形成につながった取組【２.移動支

援 Rera】や、活動に賛同する地方公共団体、民間企業、高校・大学等が定期的に現地を訪れボラ

ンティア活動を実施している取組【７．災害復興支援ボランティアネット】があった。 
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４－２．課題の抽出・整理 

復興・被災者支援活動を行うＮＰＯ法人等が自立的・持続的に活動を継続していくにあたって

の課題を抽出、整理した。 

 

△活動の継続に向けた資金調達 

多くのＮＰＯ法人等で、来年度以降、継続的に支援活動を行っていくための資金確保に苦慮し

ている現状が明らかとなった。具体的な現状・課題は以下の図表の通りである。 

受益者が被災者や災害弱者である場合、有料化や会費徴収等が難しい状況にあり、助成金に頼

らざるを得ない状況が明らかとなった。一方で、介護保険事業や福祉有償運送等による収益性向

上や、受益者からの参加費徴収等により、事業化を検討しているＮＰＯ法人等も見られた。また、

寄附獲得や民間企業による支援を検討しているＮＰＯ法人等もあった。 

現状・課題 団体名 内容 

来年度以降の補助金

の終了 

１.仙台傾聴の会 来年度以降、県からの補助がなくなる見込みであ

り、活動資金の確保が喫緊の課題。 

４.シニア人財倶楽

部 

いわき市の助成金が今年度で終了となることか

ら、活動の継続が非常に厳しい状況。 

６.フラガールズ甲

子園 

今年度で助成金が終了するため、新たな資金確保

が課題。 

８.フードバンク山

形 

若い世代の受益者を支援スタッフとして雇用し

ていきたいが、人件費の捻出が困難。 

寄附・会費等の減少 ３.いわて子育てネ

ット 

震災直後は寄附金が多かったが現在は減少傾向。

子育て中の母親を対象としていることから会費

の徴収も難しい状況。 

事業化 ２.移動支援 Rera 現在、無償の範囲で行っている送迎支援を福祉有

償運送に切り替える、乗降介助等、送迎の前後に

関わる支援に介護保険事業として関わる等によ

り、収益性を高めていくことが重要。 

５.とめタウンネッ

ト 

平成 28 年度以降も同規模の活動（コミュニティ

カフェ開設講座）を予定しているが、人件費・会

場費の確保が困難。参加費有料化を検討中。 

６.フラガールズ甲

子園 

フラガールズ甲子園等のイベント入場料や参加

費の徴収等も検討していく。 

寄附の獲得 ７.災害復興支援ボ

ランティアネッ

ト 

機材のメンテナンスや買い替え、人材確保等の資

金確保が厳しい。行政からの補助等が受けられな

くなった場合は、寄附等により資金確保を目指

す。 

民間企業による支援 ６.フラガールズ甲

子園 

来年度以降は、寄附等の企業からの協力を検討し

ていく。 
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△人材の確保、育成 

人材の確保や育成が困難なＮＰＯ法人等も見られる。特に被災者支援や復興支援に関わるＮＰ

Ｏ法人等は、人材の余裕もなく、日々の活動で手一杯であり、人材の確保・育成に時間や労力を

割けないＮＰＯ法人等は多いと考えられる。 

団体名 内容 

３.いわて子育てネ

ット 

継続的な子育て支援を行っていくためには、様々な支援プログラムを

取り入れていく必要があるが、支援プログラムの講師資格を得るため

には、関東地方や関西地方で行われる講座を受験する必要があり、そ

のための費用や時間を捻出することが困難。 

９.シニアパワーい

わて 

当団体の活動は、それぞれの会員が培った知識・経験を活かし、次世

代に継承していくようにしているため、活動意欲の高い人材の参加を

促し、会員の拡充を図りながら、活動を継続していく必要がある。 

 

△地域社会の理解、参加促進 

地域社会とのつながりを構築する取組は行っているものの、活動に対する地域社会からの理解

が進まず、活動自体の活性化や地域への広がり等につながっていない現状が明らかとなった。 

支援活動の継続・発展のために、地域社会の理解と協力は欠かせないものであるため、今後重

点的に取り組んでいくべきテーマと考えられる。 

団体名 内容 

２.移動支援 Rera 現在、60～70 名の会員がいるが、県外の人が多く地元住民の参加が少

ない。活動の継続性を高めていくためには、やはり地元の理解とより

一層の協力を得ていくことが重要であり、今後は地元の理解をより深

めていくことで、地元密着度を高めていくことが重要と考えている（例

えば、受益者やその家族を会員として登録してもらう等）。 

６.フラガールズ甲

子園 

「フラガールズ甲子園」はメディアの注目度も高く、全国的な知名度

も高まっているが、まだ高校生の間でフラ文化が十分に根付いていな

い状況にある。フラダンスが部活になっている高校はまだほとんど見

られないことから、部活動として取り組む高校を増やすとともに、フ

ラガールズ甲子園への参加校も増やしていくことが重要である。 

８.フードバンク山

形 

避難者と地元住民が交流できる場としてイベントを実施しているが、

地元からの参加が少ない状況にある。今後さらに避難者が減少してい

く中で、避難先でのコミュニティを維持していくためには、地元から

の理解と協力が一層必要になってくる。避難者との接点を持てる場を

つくり、避難者への理解を得られるような働きかけが必要。 

 

△効果的な情報発信 

活動に対する理解を広め、寄附の拡大等の協力を得ていくために、積極的な情報発信を行うこ

とを考えてはいるものの、技術やノウハウ、人材の不足等により、十分な対応ができていない現

状となっている。 
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団体名 内容 

３.いわて子育てネ

ット 

当団体の活動の意義や実績を的確に情報発信し、社会からの理解や協

力を得ていく必要がある。現在もウェブサイトやブログ、ＳＮＳ等で

の日常的な活動情報の発信や、新聞等のマスコミからの取材対応を積

極的に行っているが、大きな効果につながっていない。今後、さらに

効果的に活動をＰＲするための工夫を検討していく必要がある。 

７.災害復興支援ボ

ランティアネット 

当団体の活動内容を情報発信し、広く理解を募ることが必要と考える

が、専任の人材がいないことから、十分な対応ができていない。情報

発信を行う人材の確保が課題となっている。 

 

△受益者の新たな課題への対応、支援の広がり 

支援活動において、受益者とのコミュニケーション等を通じて明らかとなってきた新たな課題

に対し、支援の幅を広げて対応しようとする献身的な姿勢が見られた。しかし、活動基盤が充分

ではない中で、さらに支援活動を広げていくことは団体自身の疲弊につながることも懸念される。 

新たなニーズや課題が生まれ支援活動の拡充が必要とされている一方で、地域社会からの支援

が充分でなく対応に苦慮する実情があり、ギャップが生じている。 

団体名 内容 

１.仙台傾聴の会 これまでは、仮設住宅を中心に傾聴活動を行ってきたが、復興住宅へ

の移転が進む中で、今後は復興住宅における傾聴活動を展開していく

必要がある。仮設住宅で形成されてきたコミュニティは、復興住宅へ

の移転によってコミュニティを再形成する必要があり、新たな問題や

課題も想定される。支援拡大によるボランティア人材の育成も含めて、

新たなフェーズでの支援に向けて取組を展開していく。 

２.移動支援 Rera 日々の生活の中で様々な問題を抱えて生活している受益者も多く（移

動だけに困っている受益者はほとんどいない）、移動支援だけでは対応

できない課題が多いと感じることが多くなった。そのため、様々な課

題へ対応できるように、関係機関（社会福祉士、社会福祉協議会等）

へつなぐ仕組みづくり等、ネットワークの広がりを図っていく必要が

ある。 

 

△多様な主体の協力・連携の促進 

活動拠点を持たずに活動しているＮＰＯ法人等もあり、円滑な活動の妨げとなっているケース

が見られた。活動に対する行政の支援やＮＰＯ法人等が運営するレンタルオフィス等の活用等に

より、行政を含む多様な主体との協力・連携を進めていくことが必要である。 

団体名 内容 

９.シニアパワーい

わて 

今後活動を継続していくにあたり、拠点（事務所）が必要。任意団体

や自治会等が使用できる事務所スペースの貸与や資金面等での行政か

らの支援を受けられないか検討している。 
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４－３．自立的・持続的な復興・被災者支援活動の推進に向けたＮＰＯ法人等の運営力強

化方策の検討 

（１）平成 26年度及び平成 27年度の調査結果から見た傾向 

◎支援活動に対する受益者の高い満足度 

受益者を対象としたアンケート結果を見ると、ＮＰＯ法人等の支援によって得られた効果につ

いて、孤立感や不安感、避難者同士や地域住民との交流、家族の負担軽減、心身の健康等の項目

において、「改善した」「どちらかといえば改善した」と感じている受益者の割合が高くなってお

り、今後も更なる支援を希望する受益者が多い。 

被災者支援に取り組むＮＰＯ法人等の活動によって、多くの受益者が生活を維持し、前向きに

活動できるようになっている現状があることから、今後も継続した被災者支援が望まれる。 

◎被災者支援、復興支援に対する理解、協力の必要性 

東日本大震災から５年が経過し、復興が進んできている一方で、被災者支援に取り組むボラン

ティアが減少している。 

アンケート結果を見ると、今後も継続してＮＰＯ法人等の支援を受けたいと考える受益者は多

く、被災者支援が必要な地域はいまだ数多く存在していることから、被災者支援の現状や必要性

をさらに把握していくとともに、全国に周知を図り、再認識してもらうことが重要と考える。ま

た、各支援活動に関して、地域社会の理解や協力をさらに得ていくことも重要と考える。 

◎受益者の抱える課題やニーズの広がり 

復興が進み新たな段階で受益者が抱えるコミュニティ形成に係る悩みや、移動だけに限らない

ニーズへの対応等、受益者が抱える新たな問題や課題が見えてきたことから、これまで行ってき

た支援をより拡充させることを検討しているＮＰＯ法人等（１.仙台傾聴の会／２.移動支援 Rera）

や、避難者と避難先の地域住民との交流を進めているが、地域住民の理解が得られにくいケース

（８.フードバンク山形）等、活動を続ける中で新たな課題や問題に直面しているＮＰＯ法人等

も見られた。 

このように、ある程度復興が進んできている一方で、社会環境の変化や受益者の生活環境の変

化等によって新たな課題が生まれ、ＮＰＯ法人等における支援の拡充が求められるケースがある。 

◎脆弱なＮＰＯ法人等の活動基盤 

平成 26年度及び平成 27年度におけるＮＰＯ法人等が抱える課題として、活動資金の確保は引

き続き大きな課題となっている。受益者が被災者や生活弱者であるケースが多いことから、受益

者負担の考え方で進めることが難しい状況にあり、助成金等に活動費用を頼るケースが多いこと

も大きな要因と言える。 

このような中、新たな人材の確保や育成、支援に必要な設備投資等が困難なＮＰＯ法人等も多

く、被災者支援に取り組むＮＰＯ法人等の活動基盤の整備はあまり進められていない状況にある

と言える。 
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（２）取り組むべき課題と運営力強化方策の検討 

ⅰ）新たな資金調達方法の確立 

活動資金の確保が引き続き大きな課題となっていることから、補助金に頼りすぎない自立的な

活動基盤を構築していく必要があると考える。 

新規事業の検討や受益者負担の導入等、新たな収益の確保に向けた動きがあり、事業化や寄附

獲得等、新たな資金調達方法によってある程度自前で資金を調達できるようになることで、支援

内容の充実や質の向上、支援スタッフの労働環境の向上等にもつながることが期待される。 

＜＜具体的な方策の検討＞＞ 

○事業化の推進 

・復興・被災者支援の活動に関して、継続性・自立性の観点から、中長期的に何らかの事

業化を図り、地域ビジネスとして発展させていくことが重要と考える。例えば、活動の

内容を進化させたビジネス化や、活動内容のプロモーションを目的とした販促商品の開

発・販売を行うことも考えられる。 
・支援活動をビジネスとして発展させたり、新たなニーズに対してビジネスで解決をめざ

す動きが出てくることで、被災者支援が新たな雇用を生む等、地域活性化につながるこ

とも期待されている。 
・質の高い支援を有償で提供するということが今後必要と考えられる（例えば、週２回ま

での送迎は無料だが週３回からは有料にする等）。支援を安定して提供し続けるために

は、スタッフの生活や労働環境を守る観点も重要であり、また、支援の有償化について

受益者の理解を得ていくことも今後の検討課題である。 

○資金調達の多様化による活動の自立性・継続性の向上 

・助成金に頼りがちなＮＰＯ法人等が多いことから、資金調達方法の多様化を図り、資金

調達におけるリスク分散に取り組む必要がある。 

・具体的な方法としては、活動に理解・共感してくれるスポンサー企業の獲得、寄附獲得

に向けた営業活動（クラウドファンディングも含めて）、会費の徴収等が挙げられる。 

・活動資金を自前で確保できるＮＰＯ法人等の育成を図ることで、自立性・継続性の高い

活動を促進させることができる。 

 

ⅱ）活動の継続・質の向上に向けた人材の育成・確保 

日々の被災者支援活動に追われ、将来を見据えた取組にまで手がまわらない状況のＮＰＯ法人

等が多いと思われるが、活動を継続・発展させていく上で、新たな人材を確保してＮＰＯ法人等

の活性化を図ることや、新たなスキルやノウハウを取り入れていくことが非常に重要となる。 

ＮＰＯ法人等の中には、研修等の導入によるスタッフのスキルアップや、知見や技術を有する

高齢者の活用、受益者の支援活動への参画等の様々な方法で人材の確保・育成を進めているＮＰ

Ｏ法人等が見られた。 

このように、様々な方法で人材の育成・確保を図っていくことが、活動を継続させるとともに、

活動の質を向上していくために必要と考える。 
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＜＜具体的な方策の検討＞＞ 

○様々な機会や制度を活用した若手人材の育成・確保 

・被災者支援では、支援の中核となる人材不足や高齢化が懸念されるため、若手人材の活

用が重要である。若者や学生が地方部で一定期間滞在し、地域住民等と一緒に地域の課

題解決等に取り組むインターン制度、Ｉ･Ｕ･Ｊターンの促進支援、地域おこし協力隊等

を活用し、若手人材の確保を進めることも有効である。 

○元気なシニア世代の活躍の場の提供 

・定年退職したシニア世代の中には、高度な技術やノウハウ等を有する人材が多く存在す

ることから、このような人材が積極的に活動に関わることができる環境や仕組みづくり

を進めることも、人材確保の観点で重要と考える。また、シニア世代が新たなフィール

ドで活躍することが、生きがいややりがい及び楽しみにつながることが期待される。 

 

ⅲ）地域社会の理解や協力の促進 

被災者支援活動に対する地域社会の理解や参加促進、会費の支払や寄附等の協力、受益者負担

の浸透等の取組は、活動の継続や充実を図る上で非常に重要なことである。 

東日本大震災から５年が経ち、被災者支援に取り組むボランティアが減少している今日におい

て、地域社会の更なる理解促進を図るとともに、活動への協力を広げていくことが重要と考える。 

＜＜具体的な方策の検討＞＞ 

○被災者支援の現状及び必要性の把握 

・被災者支援活動に対するニーズはいまだ多くあることから、被災者のニーズを改めて把

握するとともに、被災者支援の現状を認識し、各地域のニーズに即した支援の必要性を

明らかにすることが重要である。 

○様々な方法を用いた支援活動の周知、理解促進 

・地域社会の理解や協力を得ていくため、活動を分かりやすく訴求性をもって伝える工夫

や様々な情報発信媒体の活用がポイントとなる。具体的には、地元メディアへの露出を

高めること、ＳＮＳ等の活用による情報発信等が考えられる。 

・活動している人の顔が見えることも重要であるため、地方公共団体や民間企業が開催す

るイベントへの出展、セミナー・シンポジウムへの参画、書籍の出版等も考えられる。 

○地方公共団体や地域との連携 

・地方公共団体の協力を得ることで、地方公共団体のウェブサイト、広報誌等を通じた情

報発信を行うことが可能となる。また、自治会の了承を得た上で、地域の回覧板にＮＰ

Ｏ法人等のニュースレターや広報誌を入れる等の取組も有効と考えられる。 

 

ⅳ）支援活動体制の強化、拡充 

被災者支援という性質上、地域の閉じた関係性の中で支援活動が行われていることから、行政

や民間企業、他のＮＰＯ法人等の関係者間の連携が困難であること等、十分な支援体制や連携体

制が構築されていない場合が多いと考えられる。 

一方、多様な主体が協力・連携することで、より効果的に支援ができるとともに、地域外の人

材等の活用によって活動が活性化している取組が多く見られる。 
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被災者支援における人材や資金等が不足しがちな被災地において、積極的に他の団体等と連携

を図り、地域外の人材や資金的協力を得る等、外部からの協力を積極的に活用していくことも非

常に重要と考える。 

＜＜具体的な方策の検討＞＞ 

○被災者支援を担う多様な担い手の拡大 

・被災者支援の活動を継続・発展させていくためには、活動の担い手となるＮＰＯ法人等

をさらに拡充させていくとともに、連携や協働の取組を促進させていくための支援が重

要である。 
・他の団体等とのつながりがあったことで、ＮＰＯ法人等単独では対応できない受益者の

課題に対応できる等、他の団体等との協力・連携のネットワークを構築していくことで、

支援内容の充実や役割分担による負担軽減等が期待できる。 

○中間支援に取り組むＮＰＯ法人等との連携促進 

・人材や財政基盤が安定していないＮＰＯ法人等は、単独で支援を継続することが困難な

場合が多い。 

・そのようなＮＰＯ法人等に対して、中間支援組織による支援（様々な情報提供、協力機

関とのマッチング、専門家の派遣等）が有益であることから、中間支援組織との連携に

よる支援体制の強化を行っていくことも重要と考える。 

○民間企業との連携促進 

・民間企業と連携することにより、資金や人材等の提供を受け、質の高い継続的な支援に

つなげていくことも重要である。 
○外部の協力の積極的な活用 

・人材や資材、資金の不足等により、地域社会の中のみで支援活動を継続することは困難

な場合が多いと考えられる。 
・そのような場合、例えば、支援活動に取り組むＮＰＯ法人等の経営支援、ウェブサイト

の構築等の広報支援、新たな事業構築における事業計画策定への支援等のＮＰＯ法人等

の活動基盤の強化に向けて、外部から専門家を呼んで助言や指導を受けることが必要と

考えられる。 
・大都市部は、多くの人材や情報が集まる場所であるため、このような大都市部の人材や

情報等を活用していくことも重要な視点と考える。例えば、大都市部に拠点を置く中間

支援に関わるＮＰＯ法人等が、都市部の豊富な人材や情報、資金等を活用して被災地で

支援活動を行うＮＰＯ法人等を支援する等が考えられる。 
・被災地では、大都市部等、外部からの支援を受けられるような関係づくりや仕組みづく

りも今後重要になると考える。 
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