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2011年 12月 13日 

 

第 1回陸前高田市ネットワーク連絡会議事録 

 

 

日 時：2011年 12月 13日（火）10:00～11:30 

場 所：矢作コミュニティセンター 

出席者：50団体、82名（※出席者は別紙参照） 

司会・進行：JANIC 保坂志保氏 

 

１．開会のあいさつ  陸前高田市社会福祉協議会事務局長 及川賢一氏 

・５３団体も陸前高田を支援くださって、本当に感謝している 

・被災者に対する支援という志は一つなので、情報交換をし、今後も一緒に頑張って

いきたい 

 

２． 出席団体・出席者紹介 

地元コミュニティセンター・仮設住宅自治会 

●米崎小学校仮設住宅 自治会長 佐藤一男氏 

今までは、ボランティアに対して「なんでもやって」と頼んだ結果、ミスマッチが多

くあった。今後マッチング、声掛けのタイミング・方向がきちんと整備できれば、ボ

ランティア活動と現地のニーズがマッチできるのではないかと思い、連絡会に参加。 

 

●高田一中仮設住宅 自治会副会長 菅野幸治氏 

ボランティアさんにはお世話になっています。よろしくお願いします。 

 

●旧広田水産高校仮設住宅 自治会副会長 戸羽忠夫氏 

地域のコミュニケーション・ボランティアに対するコミュニケーションをできる限り

大切にしている。 

 

支援団体等 

●えんやこーら 

活動内容： 

・コミュニティ広場作り 

例）各地域でのゲートゴルフ場、花畑などの建設 

  ・陸前高田の仮設住宅商店街の構想 
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●Edベンチャー 

活動内容： 

・被災学校の必要物品のニーズ聞き取り、納入 

・学校での子供の様子聞き取り 

・現地教育支援ＮＰＯ立ち上げの支援 

例）教育支援チームまつ 

立ち上げたばかり。全教員を集め、今後の教育・支援に対して必要なことを考え 

ている。今後、Edoベンチャーでやっていることを徐々に「まつ」に移行。 

 

●認定ＮＰＯ法人 難民支援協会 

活動内容： 

・市内での法律相談、法律に関する情報提供 

・女性支援、ＶＣ運営支援 

・外国人被災者支援（就労支援として、資格取得～就職をサポート） 

・コミュニティづくり（現在、桜ライン３１１と協働中） 

・ボランティア派遣（バス運行は１１月で終了。今後の動きは模索中） 

 

●桜ライン３１１実行委員会事務局 

ほぼ非陸前高田市民のメンバーで構成。後世に同じ思いをしてほしくないという想い

からスタート。 

 

活動内容： 

津波の到達地点を桜でつなぐ。12/6に第１回植林。現在４３本植えている。来春大々

的に動き始めるために、今年中に個人の募集受け入れを始める予定。 

 

●被災地ＮＧＯ協働センター 

活動内容： 

・仮設住宅で「まけないぞう」作り（壁掛けタオルを作り、被災者の収入に） 

 

●日本財団 ROADプロジェクト（震災がつなぐ全国ネットワーク） 

活動内容： 

・ボランティア派遣（今までは陸前高田市中心。今後はモビリア仮設住宅に継続的に

ボランティアを派遣する予定） 

 

●日本青年会議所東北地区岩手ブロック協議会 

活動内容： 
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東北３県の支援。全国の青年会議所(703組織)とネットワークを作る。 

長期滞在は難しいため、短期的な支援を模索中。 

 

●IVY気仙沼 

雇用者４１人、ほとんどが被災者。当初はみな未経験者だったが、７か月経ち、みな

成長した。 

今日は各団体の話を聞きながら色々学び、今後の活動に活かしていきたい。 

 

●岩手大学 

学生のボランティア団体“もりも岩手”の活動内容： 

・陸前高田災害ＶＣ運営メンバーの派遣 

・現場のガレキ撤去、草刈り 

・横田町での学習支援（11月～、来年も継続的に） 

 

●岩手大学三陸復興推進本部生活支援部門 

岩手大学は三陸復興推進本部を立ち上げ活動中。 

 

●グローバルヒューマン 

活動内容： 

・陸前高田と気仙沼で炊き出し、物資の提供 

・今月～お料理クラブ＠旧広田水産高校仮設住宅 

自分たちの夕飯を自分たちで作る。５年を１期として、４期活動できるよう頑張

っていきたい。 

 

●えぇ町つくり隊 

活動内容： 

市内の発達障碍者等の発達支援 

 

●東京社会福祉士会・チーム福井 

  活動内容： 

来年３月までは現地事務所を設置、定期的に施設・行政等に訪問。ニーズを掘り出し、

物・人を送っていく。職員研修の協力もしていきたい。 

 

●SAVE IWATE 

よろしくお願いします。 
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●福祉フォーラムジャパン・日本アビリティーズ協会 協働プロジェクト 

テーマは「住み慣れた町で住み慣れた生活を」 

活動内容： 

・生活不活発病の予防支援 

・地域に専門職を派遣 

 

●Aid TAKATA 

活動内容： 

・ボランティアの宿泊施設として、既存の家を改装して運営 

・12/10に災害ＦＭ立ち上げ。本日市議会を生中継。今後は映像も撮影し、見たい人に

配信する事業を展開予定。 

 

●日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ） 

活動内容： 

・仮設住宅での心のケア事業 

・炊き出し、その他活動 

 

●ワタミグループ兼 School Aid Japan 

活動内容： 

・6/1～ガレキ撤去。５０００人のボランティアを派遣 

・復興まちづくりイベント＠高田小学校 

・大船渡でシンポジウム 

・地元の経営者・起業家を集めて月１で勉強会 

 

●陸前高田 未来商店街（旧・なつかしい未来商店街） 

活動内容： 

竹駒のマイヤの隣に商店街を作ろうとしている。今後色々な支援やイベントができる

よう、地域の人が集まれる場所を作っていきたい 

 

●いたばし災害支援ネットワーク 

活動内容： 

・４月～支援開始 

・５月～炭の家のコーディネート・スタッフ派遣、介護スタッフ派遣 

・１２月～米崎小学校・高田一中の仮設住宅の活動を支援 

・ＶＣにボランティアリーダー派遣。 
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●陸前高田創生ふるさと会議 

活動内容： 

・明治・法政・東大など東京の大学生をコーディネートし、仮設住宅での問題を聞き

取り、まとめて自治会長に報告 

・東京にいる陸前高田出身の若者を集めて活動中 

・陸前高田情報広場、どの団体でも情報発信できるシステムを作成中 

・陸前高田の若いリーダーを育成する研修会を、今週日曜、博報堂等と協力して実施  

・「東日本絆コーディネーションセンター」という、仮設のアルコール中毒・孤独死を

阻止するための支援を岩手大の先生と構築中 

 

●３１１まるごとアーカイブス 

どうやって後世に震災の教訓を伝えるかに主眼を置いて活動。教育関係を含めた幅広

い支援を実施 

 

●ハマトラ横浜フットボールネットワーク 

普段はサッカーサポーターの団体、地域の活性化を横浜で活動 

活動内容： 

・震災後、サポーターネットワークを活かし、仙台のガレキ撤去にボランティアを送

っていた。 

・現在。横田小学校の仮設施設の人々に寄り添えるよう、活動を模索中 

 

●Civic Force 

企業と NGOをつなぐ中間支援団体。 

活動内容： 

・初期は物資配布 

・地元発のＮＰＯの支援 

・今月～基金を立ち上げ、現地の産業を支援 

 

●金太郎ハウス 

活動内容： 

陸前高田の商店マップを作成、各店舗等に配布 

 

●SAVE TAKATA 

東京にいる陸前高田出身の人が集まり、スタート 

活動内容： 

・陸前高田とその他地域で、企業・個人での活動・取材などを現地でコーディネート 
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・今後は企業ベースのプロジェクトを中心に、今後の町づくりをテーマに、プロジェ

クト展開 

 

●ＪＰＦ 

中間支援・後方支援組織。元々は国際協力における日本のＮＧＯの強化支援。 

JPF加盟団体の３５団体中、３１団体がＪＰＦの助成を活用し活動中。 

活動内容： 

・地元のNGO・NPO,地元に常駐するＮＧＯ・ＮＰＯの支援 

・ネットワーク・調整面での手伝い 

・今後は、後方支援のネットワーキング作りでお手伝いできればと思っている 

 

●JOCA 

青年海外協力隊のＯＢ・ＯＧ団体。陸前高田・遠野・釜石・大槌町に支援に入ってい

る。陸前高田には、災害ＶＣスタッフ・医療系スタッフを派遣中 

 

●希望の花いわて 311 

活動内容： 

・花と緑で支援活動。陸前高田では花と緑の文化が盛んだったため、震災後も提供で

きるよう活動中 

・４５号線のフラワーロード・米崎に２０００坪の花畑を作っている 

 

●レスパイトハウス・ハンズ 

活動内容： 

・大隅地区にミニ商店街を建設中。来年４月にオープン予定 

・元々は一関で後方支援。陸前高田でも後方支援の団体を立ち上げ 

 

●東京都社会福祉協議会 

活動内容： 

・東京都として、７月までボラバスを派遣 

・現在は、コーディネーターを３名派遣中 

今後も全面的に協力していきたい。 

 

●夢ネット大船渡 

活動内容： 

・市民復興連絡会を立ち上げ、支援活動 

・物資を避難所に配布、炊き出し 
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・ボランティアの作業の根回し 

・現在、月１で「未来」を発行、週１で「復興新聞」を発行し、各仮設住宅に配布。

配布と同時に、仮設に住む人、特に 1人住まいなどを中心に声をかけるのが主眼。支

援が必要そうであれば、その後関係団体に連絡、協力してもらう。情報を提供し、各

種団体含め色々な人々の協力で、なんとかしている 

 

●ToVR 

都民ボランティア終了後、思いをボランティア団体に引き継いでいくことを目的に発

足。 

活動内容： 

・災害ＶＣスタッフ派遣 

・今後は、東京からボラバス派遣 

など 

 

●セーブ・ザ・チルドレン 

活動内容：陸前高田・釜石等を中心に教育支援 

・小学校に学用品の提供 

・市内の保育所の備品の提供 

・仮設グラウンド、仮設住宅での集会所の建設 

・仮設子供センターで子供まちつくりクラブ展開。子供たちで今後のまちつくりにつ

いて話し合っている。 

・仙台で東北子供サミットを開催 

・子供の考えた夢の町のプランを発表 

 

●国境なき子どもたち（KnK） 

活動内容：３月～学校教育再開のための活動を実施 

・スクールバスのスタート 

・制服・体育着の支援 

・竹駒・広田の小学校等を対象に、バスを改造し、自分の時間を取れない子供が来て

放課後勉強できるよう、スペースを提供 

・釜石等でコミュニティセンターの復興 

 

●ピースウィンズジャパン 

活動内容： 

・仮設施設向けに生活用品を配布 

・子ども支援事業、スポーツアートキャラバンの実施 
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・移動販売車両の提供 

 

●難民を助ける会 

活動内容： 

・宮城・岩手・福島に事務所を設置し、緊急支援を実施。スタッフは全員現地採用 

・身体障碍者・知的障碍者・高齢者に物資を提供 

・施設の修理 

・車両の提供 

・海外ファンドからの支援金を使ってのサロン開催 

 

●思い出の品（311まるごとアーカイブスの一部） 

活動内容：津波で流された写真・品物の返却 

 

●ヤルキキャンプ 

活動内容：近所に頼まれたことをやっている 

・米崎中学校の裏に仮設商店街を作りたい人の手伝い 

・大きい車両の提供、運搬手伝い 

・商店街作りの手伝い 

など 

今後も、商店街作りなどで手伝えることがあれば声をかけてほしい。 

重機、砕石なども安価で提供可能。 

 

●全国青年市長会 

高田市役所隣の事務所にて３名のスタッフが常駐、現地状況を全国の市町村で情報発

信中 

 

●ロッツ災害支援団体 

活動内容： 

・物資の支援を中心に実施 

・今後は長期的に行政・内閣府と連絡を取り合い、地域の人が暮らしやすい町にでき

るよう支援していきたい 

 

●シャンティ国際ボランティア会 

活動内容： 

・３つの仮設住宅に移動図書館を設置 

・小友で集会施設付図書室を作ろうと活動中 
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●ＮＰＯ事業サポートセンター 

ＮＰＯの中間支援団体 

活動内容： 

・集会所にＰＣ・プリンター・通信機器を提供 

・ボランティアを派遣し、自治会の人々に機器の使い方を教えている 

 

●HANDS 

乳幼児、就学時未満の子どもを支援。この年齢の子どもを支援対象としている団体は

少ないので、何かあったらいつでも連絡してほしい 

 

●チームふくい 

活動内容： 

・在宅高齢者の入浴サービスの提供 

・８月～個人的に生活している。近所の人が困っている話を聞いたら、支援可能な各

団体や VCにつないでいる。 

・現在は、商店街の支援として看板作りを実施中。福井では陸前高田の物産を販売中 

 

●陸前高田市災害ボランティアセンター 

活動内容： 

全国から来るボランティアを住民のニーズに合わせてマッチングし、派遣 

・9/24に 1200名のボランティアが来た。現在は、平日 50~100名のボランティアに活

動してもらっている。 

・今後も、陸前高田市社協のＶＣとして、人と情報が集まる場所として活かせるよう

にしていきたい 

 

●ＪＡＮＩＣ 

岩手で活動するＮＧＯの調整、地域の人とつなげる役割 

 

３． ネットワーク連絡会の目的と活動内容  

陸前高田市ネットワーク連絡会事務局 大塚英二氏 

連絡会の概要 

●対象 

８１団体、地元自治会、コミセン、団体、企業、大学、行政、社協に声かけ 

 

●連絡会の趣旨 



10 

 

今までは各団体独自で活動してきたが、お互い各団体が何をしているのかはわからな

い状況。そのため、活動内容の重複、1団体では対応しきれないニーズでの協働体制な

どが取れなかった。それらの状況に対処できるようにするため、連絡会を開設 

 

●支援団体の課題 

・情報共有：既存のネットワークはあるが、市全体に団体＋行政のＮＰＯがなかった 

・人材・物資・資金の不足 

・支援の偏り：大きな仮設には物資が多く届くが、小さい仮設住宅・在宅被災者など

には届かない現状。 

↓ 

ネットワークの構築 

 

●運営方法 

・２週間に１回連絡会を開催 

・毎回テーマを決め、そのテーマに関係ある団体に参加してもらい、議論 

 

陸前高田市社協 安田留美氏より 

・今現在、色々なニーズが出てきている。まだニーズが必要な部分も多い。しかし、

震災によって困っている人と震災に関係なく困っている人がおり、被災者のみを支

援する段階ではなくなっている。 

例）みなし仮設などのニーズ。現状は、社協の相談員が声を拾い上げて来ている 

 

・また、被災者がほしいものをただ与える段階ではなくなっている。それをほしがる

背景にある個別課題を、どれくらい地域の問題として普遍化できるのか、という視

点が今後必要とされる 

例）交通弱者 

仮設に住み始めてから困っているのか、それともその前から困っているのか？そ

れをどう普遍化し、地域の共通課題として取り組んでいくのか 

 

・外部の人では解決できない細かいニーズや地域アセスメントに対してどう取り組ん

でいくか。枠組みだけでなく、具体的に住民がどんなことに困っているのか、それ

を取り上げ、解決を一緒に考える仲間であり続けてほしい 

 

・陸前高田は、東北の夕張と呼ばれるように、被災前から大変な状況だった。そのた

め、３１１の前に戻るのではなく、新しい陸前高田・力強い陸前高田を作っていき

たい。いずれは地元でやっていかなきゃいけないとはわかっているが、皆様にはそ
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の仲間であってほしい。 

 

・今回の震災後の様々な課題は、年数が経てば解決するものではない。何年経っても

陸前高田のファン・支援の仲間として、長い目で見ていってほしい 

 

 

質疑応答 

Ｑ：今日なぜ市役所の方がいらしていないのか 

Ａ：今日が市議会だから。次回からは参加してくれるようお声掛けする。１０月下旬

に市長・副市長・ＶＣ運営団体で意見交換を実施。その際、市長がぜひ陸前高田

市内で活動している団体と連携して支援を進めていきたい、とおっしゃっていた

だいた。 

 

  その他 

知りたいこと・ほしいものがあれば事務局まで。その他、随時メーリングリスト連絡 

例）新公共事業の助成金申請について 

12/14に大船渡、12/15に釜石にて説明会を開催 

自治会、任意団体でも助成金が下りる。助成金の金額は最大１０００万円 

 

 

５．次回日程 

1/10（火）10:00~。場所未定。 

 

議事録作成：陸前高田市災害ボランティアセンター スタッフ 施 依依 氏 

 

以上 


