
第１２回陸前高田市ネットワーク連絡会 
議事録 



次第 
• Ⅰ部 
➢「新潟中越地震から学ぶ～“地域住民”の取り組み」 
   ●旧山古志村虫亀地区  

直売所・農家レストラン「多菜田」 五十嵐 なつ子 氏 
   ●旧川口町荒谷集落 

「はぁ～とふる荒谷塾・二代目」 宮 日出夫 氏 
• Ⅱ部 第Ⅰ部を基にしたワークショップ 
➢1グループ 
➢2グループ 
➢3グループ 
➢4グループ 
➢5グループ 
➢6グループ 

 今回は中越地震で被災された住民
のお二方にお越しいただき、お話をし
ていただきました。 
 お話の雰囲気が伝わるように、口
語での議事録となっておりますので、
ご了承ください。 



Ⅰ部-1 「新潟中越地震から学ぶ“地域住民”の取り組み」 
旧山古志村虫亀地区 「多菜田」 五十嵐 なつ子 氏 

被災から出店に至るまで 
・陸前高田にはお邪魔した事がなかったが、無理を言って今回は来させて貰っ
た。皆さんに山のお母さんが地震を体験してこんなお店を建てた事を知っても
らえたらと思う。中越の地震から今年１０月で丸８年が経とうとしている。おか
げさまで今では落ち着いて平和に暮らしていて、ようやく当時を振り返る事が
出来るようになった。被災直後、避難するヘリコプターから見た、山が変形する
ほどの力を持つ地震でも。今は人の力と自然の力で回復した。人の力があっ
てこそだが、自然の回復力に驚いている。今は昔のような山古志に戻っている 

・被災当時、勤めに出ていたので皆と同じようにヘリで救助され避難所の体育
館に避難。其処で５０日間過ごした後、地区の人と一緒に仮設住宅に入った。
夫婦共働きだった為もあり、時間が合わず仮設の住民同士の交流もなく。仮設
住居では人との接触を避けるよう約二年間暮らした。元々身体が強かったの
だが、全てに目を塞いで耳を塞いで生きてきた影響からか、身体を壊してし
まった。そして入院をキッカケに退職を決心した。 

・家も出来て、仮設生活が終わって。さあ、これから自分は何をしようかと考え
た時、地元に戻って仮設では出来なかった地元の方との交流が出来、人との
関わり合いが楽しいと思えるようになった。仮設では感じる事が出来なかった
人との関わり合いが、地元に帰ってまた出来るようになった。 

・沢山の支援を受けた私達がどうしたら恩返しが出来るのか、「山古志に帰っ
て来たんだから山古志で何かが出来たらいいよね」と地域の方たちと話にあ
がった。山古志の物を活かした何かを始めようと思った。 
 



旧山古志村の地域資源を
活かしたお店を始めるまで 

・住んでいる地域が標高の高い地域の為に、非常に多くの豊かな自然がある。
山の澄んだ湧水や美味しいお米を利用して、地域の皆が気軽に休める場所を
提供したいと思った。復興基金からの支援事業があるはずだと地域振興局に
自分から聞いてみた。「母ちゃん待ってたよ」と言われ、やってみようと思い、平
成２０年１２月にお店をオープン。何も判らない地元のお母さん達がやっている
んだから、皆で助けてやってくれと復興局の方から一言あったからなのかは解
らないが、非常に多くの方から助けていただいた。 

・朝の畑仕事、日中のお店の仕事など山の生活は大変である。冬のお客がい
ない時に店を閉めないのは、そうした大変な生活で休める場を提供したいと
思ったからだった。仲間４人全員の賃金を支払えるようになり、材料費の滞納
もなく、今はお店を切り盛り出来ている。 
 

浮上してきた問題点 
・そんな大切な思いのこもったお店だが、地域には若い方やそもそも男性が少
ないためにそのお店を引き継いでくれる方がいないという懸念がある。お母さ
んでやっているお店だからこそ魅力があるのであり、男性を入れてしまうと利
益追求型のお店になってしまうのではないかと思った。 

・友人達と話し合った結果、自分達は利益を追求するのではなく、山のお母さ
んの感覚で暖かな空間にしたいと思っているのだと共有することが出来た。そ
の一環として手間暇をかけて毎日の味噌汁の味見も誰かが一人で行うのでは
なく、全員が味見をして納得出来る味を提供するようにしている。 

・地元に対して大きなイベントを開催したりなどの大きな事で地域貢献は出来
ず、小さな地域貢献しか出来ないが、その小さな地域貢献を大切にしたいと
思っている。 
 



地域にかける想い 
・今、地域は３割の方が流出してしまった。離村した方が多かった事から、地
域が寂しくなっていくのではないかと考えた。 

・だからこそ、その地域を棄てるのではなく、山古志に戻る事を自ら選んだ。
仮設で交流していたからか、若い世代の方も多く戻って来てくれた。 

・自分達で山古志に残る事を選択したからこそ、一生懸命頑張っているお母さ
ん世代、お婆ちゃん世代を見て欲しいと思っている。 

・お母さん、お婆ちゃんが元気だとお父さんが元気になった。地域の女性が元
気になる事が地域を元気にする事ではないかと思った 
 

・被災後、多くの問題を見つける事が出来る様になった。地域の消防団や畑
作放棄地の利用など。自分たちで問題を発見し、それについて真剣に考える
様になる事が出来た。お母さん達が元気になるとお父さんが元気になる。 

・地震をきっかけに、自分を見つめなおす機会を与えて貰ったと考えている。
以前は離村する人に冷たい視線を向けたものだったが、今は自分の物として
受け止め対策を考える事が出来るようになった。 

・被災前も小さな地域なので交流はあったが、被災後は独居老人をどうする
かなどの地域の問題を自発的に話しあうようになった。 

最後になるが、私達は皆さんに比べると規模の小さな被災だったが。陸前高
田は非常に大きな被害を受けた。私たち以上に長い長い道のりになると思う
が、神様は放っておかないはず。月並みな言い方になるが、焦らずにゆっくり
と構えて負けないで欲しいと思う。 
 
 

被災後の気持ちの変化 



Ⅰ部-2 旧川口町荒谷集落 
はぁ～とふる荒谷塾二代目  宮 日出夫 氏 

先に被災した者として 
・荒谷地区の自然探検などのワークショップを通じて地元の子供たちとお年
寄りの枠を超えたコミュニティ作りをしている。８年間続けてきて、地元の若
者が活気づいた。 
・よその地区との交流が進み、積極的に地域に貢献するようになったと思う。 

荒谷地区だけでなく、様々な人と関わり、様々な地域の方と繋がる事が出来
た。なかでも荒谷地区と京島地区との交流を行う事で本物の仲間と思える信
頼関係を築くことが出来た。。 

被災してからの一年間だけで、周辺の地域だけでなく、県内外の方と非常に
多くの出会いがあった。 

今回の講演はその時に出会った方と連絡があった事から始まる。先に被災
した者として、自分たちの体験が何か役に立つのではないかと考えた。 

・被災直後は工事の車で溢れていたが、被災から一年経つと車が５，６台
ぐらいしか見えなくなった。お盆を過ぎたら一日で数えるぐらいしか車の往
来が亡くなってしまった。このままでは誰もいなくなると思い、年を重ねた後
も楽しいと思える地域づくりをやろうと考え、手探りで様々な事を行ってき
た。 

・この地域に何をしたら良いか解らなかったが、有識者に助けられ自分達
の地域にマッチした自分達が出来る範囲で楽しいと思える地域を作りたい
と思った。 

小さくてもイベントを自分達で行った。地域で参加している皆さんが楽しい
と思っているようであり、まだ安いがスタッフに賃金も払えるようになった。 

被災者からの離脱に向
けて 



はぁ～とふる荒谷塾に
ついて 

・活動を始めて最初の頃は一週間に二回ずつ、毎
週活動を行った。その中で本当に様々な人と出会い、
何をしたらいいかを考えた。 

・しかしなかなか本当に良い意見と言うのは出てこ
ず、そこで様々な支援者・有識者の方にアドバイス
を貰ったり、よその地域で色んな事をやっている事
例を聞いたりもした。 

・しかし、よその地域と同じことをやっていてはダメだ
ろうと思った。荒谷は荒谷の、自分達の地域の特徴
を活かした、自分達がやれる範囲で楽しく過ごせる
にはどうすればいいかを考えるようになった 

・都会の人を何とか呼んで、地域の人と一緒になっ
て何かをやって楽しもうと言うのを目標にした。 

・一年の内に４回ぐらい小さくてもイベントを行った。
春は山菜取りツアー、秋は稲刈り体験ツアーなどを
企画。都会の方が自然と触れ合えるようなイベント
を行っている 
 

最後に 
・陸前高田は非常に大きい地域。その被害の範囲
も広く大きな被害だった陸前高田だから、最初か
ら人が集まるのは難しいと思う。最初から急いで
やっても無理な話である。無理ない範囲で何かを
やってみようとするのが大切である。 
 



➢質疑 

（質問） 
「何が活動をやろうと思ったキッカケか」 

（質問） 
「長く活動を継続出来たのは何故か」 

（回答：はぁ～とふる荒谷塾 宮 氏） 

「私達も五十嵐さんと一緒。被災者は支援者がいつまでもいない事に気付き始める。自分達で何かを始め
ようとしたのが良かった。支援者に支えられたからこそ、自分達も恩返しをしたいと思うようになった。」 
 

（回答：はぁ～とふる荒谷塾 宮 氏） 

「多くの援助を貰っていたが、いつまでも出るものじゃない。地域の中で自分達で資金を得る事が出来る、
そのようなシステムを作ったからではないか」 
」 
（回答：農家レストラン多菜田 五十嵐 氏） 

「ズブの素人が始めたので、周りから支えて貰うのが多かったが。一番の支えは家族だった。女性ばかりな
ので男性の協力が無ければやっていけない。冬は赤字だが、大きくはしないようにしようと自分達のやり方
を持って頑張って来たからではないか。経済的な援助は出来ないが、やってからの援助はいくらでも出来る。
そんな言葉が勇気になった」 
 



➢質疑 
（質問） 
「復興とは？以前に比べて今の地域はどうか？ 

（回答：農家レストラン多菜田 五十嵐 氏） 

「以前より大好きになった。高齢化は進み限界集落に近くなったが、地域に自ら進んで戻ってきた者ばかり
なので繋がりが非常に深く、動植物全てを大好きになった」 
 
（回答：はぁ～とふる荒谷塾 宮 氏） 

「地震の時に自宅は全壊。全員が避難勧告された甚大な被害を受けた地域だったので、もう戻れないと
思っていた。避難所での共同生活がキッカケなのか、年齢を超えた地域の付き合いが始まった。今の地域
の方が以前より明るい」 
 
 
 ➢最後の言葉として 

• 急がなくていい。焦らずに自然体で頑張ってほしい 

• 人は頑張っているとそれが伝わってくる。素直な自分を出せばいい
という事なのだと思う。 

• 希望を忘れずに諦めないのが良かった。早まる事をせず焦らずに、
じっくり頑張ってほしい。 

 



Ⅱ部 分科会 「第Ⅰ部「新潟中越地震から学ぶ～“地域住民”の取り組み」」をうけ、
【住民】【支援団体】【その他アクター】それぞれができること―1 

  
第1班 

○復興への意見交換会 

・人口流出しているが、牛畠地区は若い人達が戻ってきている
（人口流出が他は５０％。牛畠地区は２０％） 

・年をとっても楽しく住める地域作りをしていくべきなのではない
か 

・はぁ～とふる荒谷塾は週２回の地域住民との話し合いを半年
継続していた。高田でもそうした機会を作るべき 

・もっと他の地域も含めて詳しく知る為に調査する事が大切な
のではないか。（今日の話だけでは良く理解できなかったところ
が多かった） 

・これから働ける人達への就業の場を作りたい（新たな観光資
源の発掘など） 

・私達の地区は高台移転がメドが立ったのでこれからは体を元
気にしていきたいと思う 

・交流を通して人を入れる（ワークショップ的なもので雇用の創
造に繋がる様な形で） 

・自分の集落では農家レストランは出来ないと思う。今は集団
移転の事だけで精一杯 
 
○できる事 

・今後、役に立ち自分達が出来そうな事を考え続ける事が大切
だと思った 

被災された方への直接的な支援だけではなく、復興まちづくり
計画の把握。かかわり（何が出来るか解らないが） 
ともかく自分達の出来る事をやってみる 
冬はリフレッシュできる時 
神様は見ている。とにかく自分を信じることだと思う 
 

第2班 

○住環境の整備 
・若者が戻る事を考える（通信インフラ整備・光ファイバーなど） 

・「人に会いたくない」という事だったが、個々の思いは違えどもコミュ
ニティ作りの支援を行いたい 

・生活基盤・住環境が最優先。これがあって初めて復興に目が向く
（仮設を出たら農家レストランをやろうと思ったとの事から） 

・地域や住民の取り組みを支援する事。アドバイスや適切な機関に
繋ぐ事 

・地域にお金を落とすような企画作り。全国へ情報を発信するための
パーソナルセンターを立ち上げる。継続的に動き回り問題解決に動く 

・自分が出来る事は何かを整理し、出来る事を取り組む。自分を見
つめなおし何が大切なのかを見つめなおすのが大切 
 
○考えた事 
・仮設から出てからアイディアが生まれた 
・振興局に自分から聞きに行った 
・他の地域の人を呼ぶようにした 

・自分の人生の決断があった都会の人を巻き込むイベントの企画が
重要だった 

・震災直後は隠れるようにして暮らしていた。色んな人に支援され、
恩返しをどうすればいいかを考えた。 

・女性だけの農家レストランなので、全員で味見をするというこだわり
を捨てないようにした 
 
○出来る事 
支援団体→地域にお金を落とすような企画作り。全国へ情報を発信

するためのパーソナルセンターを立ち上げる。継続的に動き回り問
題解決に動く 
その他→コミュニケーションスペースの提供 
 



Ⅱ部 分科会 「第Ⅰ部「新潟中越地震から学ぶ～“地域住民”の取り組み」」をうけ、
【住民】【支援団体】【その他アクター】それぞれができること―1 

  
第3班 

○住民目線で考える 
・女性４人でスタートした 
・とにかく楽しそうに感じた 
・女性が元気でいるメリットが大きく感じた 
・年をとっても楽しいと思える地域づくり 

・「街歩き隊」８年間続け成功している。どう高田に活かせるか
を考えたい 
○地域目線で考える 
・支援団体と行政と連携する 
・いいパートナーとマッチングする仕組みがあると嬉しいと思う 

・長期間にわたってこういった事業を成功までに至った事。その
秘訣を教えて貰いたい（他のイベントにも応用したい） 
○いま、できること 
地域住民 
→人の話をよく聞き、ボンヤリとしたやりたい事を形にしていく 
支援団体 
→「子供街づくりクラブ」子供と老人という違いはあるが、地域
づくりという点で共有出来る事があるのではないか 
その他 
→街歩き隊をしてみたい（高田の方を主体に支援団体はアドバ

イザーとして参加）。仮設に暮らす方や既存の自治会・自主防
災組織に向けて 防災マップ＋危険個所マップ。災害のメカニ
ズム＋豆知識通信。 
○これから出来る事 
地域住民 
→仮設の方だけではなく、在宅の方も巻き込んだ企画を進める。

生きがいとなるものを探すお手伝いをする。話し合いを行う場
作り。どれだけ一緒に楽しくなれるかが重要だと思う 
 

第4班 

○住民目線で考える 
・話し合いの場を作りたい 
○地域目線で考える 
・人口流出対策をするべき 
○いま、できること 
・地域住民 
 →市の復興計画案の周知。これからどんな事業を起こすかのたた

き台の話し合いを設ける。自分の町をどうしたいか、地域の住民が
参加して話し合う場を設けるべき。祭り組は残っているものの旧町内
会は解散した、正解が何かは判らないが旧地域のつながりを継いで
いきたい。 
支援団体 
→地域と行政の橋渡し。内陸のＮＰＯ等との情報共有。元に残った人

と内陸に出た人とのコミュニケーションサロンの企画。活動していくう
えで必要な資金調達についての助言。地域の防災についての助言。
地域の方が必要とするノウハウ・知識を有する専門家とのマッチング 
○これから出来る事 
地域住民 
→気仙町今泉地区が６００戸中、５９０戸余り流出のために現在の避

難先がかなりバラついている。その為、元通りのコミュニティが形成
できそうにない。（コミュニティ形成の為に）町興しを参考に出来たら
と思う。 
 
 



Ⅱ部 分科会 「第Ⅰ部「新潟中越地震から学ぶ～“地域住民”の取り組み」」をうけ、
【住民】【支援団体】【その他アクター】それぞれができること―1 

  第5班 

○住民目線で考える 

・多菜田の空いている時間で話し合いを設け味が偏らないよう
に地域貢献の為、前向きに話し合いを継続した 
・山古志村で頑張っている自分を見て欲しいと思って始めた 

・仮設入居時には何かのイベントに参加しようという気持ちにな
らなかったという事 

・冬は冬で充電期間として役に立った。自分を見つめなおす時
間が必要であったという事 

・仮設での暮らしで元々の地域住民が一緒に生活した事がそ
の後に繋がる活動の源になったという事 

・女性の特技を生かして農家レストランを立ち上げ、地域の友
人達で色々話し合いながら試行錯誤を楽しみながら行った。お
母さんが元気だとお父さんもつられて元気になるという事。 
○地域目線で考える 

・仮設に集落でまとめて入ったかそうでないかで支援の形が異
なる 

・地域の住民が自発的に話しあう場が必要だと感じた。そうし
た場で話された内容を会議に反映すれば運営側も張り合いが
出るのでは 

・仮設での生活が終わった後の繋がりを残す話し合いの場をど
う作るか。難しいと感じた 
○いま、できること 
地域住民 
 →多菜田の活動をヤル気・意欲のある女性に講演して欲しい。
勇気づけて欲しい 
○これから出来る事 
地域住民 
→仮設住宅から出た後に繋がる場の提供 
支援団体 
→地域の女性が主体となって動けるような仕組みづくり 
 
 

第6班 

○住民目線で考える 
・「都会の人を巻き込む」イベントの企画が大切だと知った 
・自分の人生の決断が大きかったのだろう 
・仮設から出てから思いついたアイディアが農家レストランだった 

・震災直後は目を塞ぎ隠れるようにして暮らしていた。色々な人にお
世話になった恩返しをどうしたら良いかを考えた 
・振興局に聞きに行った（長岡市、県に助成金があることを知った） 
・仮設住宅で暮らしている時は人に会いたくない 

・女性だけなので男性も入れようとしたが、みんなで毎朝味見をする
という山の母ちゃんのスタンスを崩したくなかった。若い人も戻ってき
た 
・他の地域の人を呼ぶ 
○地域目線で考える 

・住民としての目線や考え方を大切にしている「楽しく暮らす」「できる
範囲で取り組む」などやれることを数人で良いからやる 
・他がやっていない事をやる（自分達の地域の魅力を外に発信する） 

よその地域がやっている事を真似してもダメ。自分達がやれる範囲
でやれる事。自分達がやれることからやっていく事が地域貢献に繋
がる 

・要約して、自分が出来る事は何かを整理し出来る事から取り組む
ようにする。地域や住民の取り組みを支援する事、アドバイスや適切
な機関に繋ぐ事が重要ではないのだろうか 
○いま、できること 
・地域住民 
 →交流会、お茶会など自由に参加。話し合う場を提供。自由な話し
合いの中から住民同士何かが生まれるのでは？ 
 
 
 


