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2012年 1月 30日 

 

第３回陸前高田市ネットワーク連絡会議事録 

 

 

日 時：2012年 1月 24日（火）10:00～12:00 

場 所：竹駒コミュニティセンター（定住促進センター） 

出席者：※別紙参照 

スピーカー：広田町旧広田水産高校仮設住宅 自治会長 菅野徳一氏 

    気仙町二日市地区（北側）仮設住宅 自治会長 大坂信夫氏 

司会・進行：ジャパン・プラットフォーム 山中努氏 

 

第１部・全体会 

 

１．開会挨拶  

○陸前高田市災害ボランティアセンター所長 星拓史 

＜ネットワーク連絡会の設立趣旨＞ 

・今までは包括的な支援団体間のネットワークが存在しなかったため、支援ができな

いケースや支援の偏りが発生。 

・より手厚い支援、そして、各地域に平等な支援を行うために本ネットワーク連絡会

を設立。 

・支援団体の横の連携を目指す。 

・団体間の情報共有・協力・連携。 

・人材確保や技術・ノウハウの共有。 

・今後事務局は、当面ボランティアセンターが行う。 

・今後の目標は、地元の方々の顔が見える、地元の方々を中心とした連絡会とする。 

 

２．仮設住宅自治会より最近のニーズについて 

○旧広田水産高校仮設住宅自治会長 菅野徳一氏 

（１）最近のニーズ 

・必要最低限の生活をするための物資は十分行き届いている。 

・避難所生活と比べれば、（仮設住宅では）快適な生活を送っている。 

・広水の住民のほとんどは漁業従事者であり、漁業を再開しようと考えている人が増

えているため、漁業のための道具を支援してもらいたい。例えばウニやアワビ漁に関

する道具など。漁協からの補助もあり、船などは整備されつつある。カッパ、竹竿、

ライフジャケット、櫂、スラスターなどが求められている。 
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物資の支援よりもメンタルケアの支援が求められている。 

・お年寄りはすることがない。 

・住宅そのものも狭いため、動きが少ない。 

・週２回行われている社協主催の「お茶っ子会」は、 何もすることのないお・年寄り

にとっては、そこに集まり、話しをすることで、心の健全化として効果があると感じ

られる。 

 

（２） 仮設住宅に住まわれている方々の現状 

・全体で１２９戸ある。もともとの家を修理したり、新築したりする方もいて、昨年

では４世帯が退去した。しかし、またすぐに新しい世帯が入ってくる。 

・その仮設に移ってくる世帯は高台移転に期待を持っている。防災集団移転促進特別

措置法による津波の心配のない場所の借上げ、宅地造成を待っている。しかし、行政

からの住民説明会は１回開催されただけなので、住民は行政の対応が遅いと感じてい

る。 

・広水に住む有志が集って、アンケートをとっている。自分で生活を立て直すという

声よりも公営住宅に入りたいという声が多い。 

・地震により被災した他の場所と比較した場合、北海道・奥尻島（北海道南西沖地震

による被害）では義援金が多いところで（各戸）1,400万円支給された。新潟県・小千

谷市（新潟県中越地震による被害）では、集団移転した家庭に農協の総合共済による

補償で、総合共済に預けた額の半分が支給された。広水では農協・総合共済に入って

いる人は少ないので、上記のような補償は得られず、経済的に厳しい。自力再編は厳

しい。 

 

○気仙町二日市地区（北側）仮設住宅自治会長 大坂信夫氏 

（１） 仮設の状態 

・仮設住宅に住まわれている方々の現状は、地域は違うが広水の状況とほぼ同じであ

る。 

物資は余るほど届いた。仮説住宅の部屋が狭く、物資を置く場所に困っている。 

・外に物置がある家もあるが、無い家では、物資を置けて雨が防げる物置が欲しがっ

ている。 

 

（２） 仮設住宅に住まわれている方の感じているニーズ 

・広水同様に、部屋から出て気分転換となるようなレクリエーションの必要性を感じ

ている。 

・仮設住宅には年寄りが住んでいる割合が高い。ほとんどの方があまり外に出ない。 

・二日市・北側仮設には街灯がない。真っ暗になり側溝が見えないため危険性が高く、
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早急な街灯の設置を求めている。 

・公共交通手段の利便性を高めて欲しい。バス停まで 200mあり、遠く感じていて、仮

説の前にバス停があればと感じている。バスの本数が少ないため、個人で自動車を所

有している世帯はいいが、それ以外の世帯の交通手段はバスのみであり、バスの増便

を求めている。 

 

○質疑 

にじのライブラリー 荒木奏子氏 

・第２回ネットワーク連絡会では気仙語が聞こえなかった。陸前高田市出身ではない

方々が議論をしている。地元の人の声を聞かずして、突っ走っている 

・善意は断れない。「今は十分です」とか、「それはちょっと迷惑なんです」といった

断りは、善意で活動している方に言いずらい。外部の団体の活動に協力を過度に求め

られ、自分のすべきことができない。 

・具体例）長部小グラウンドで運動会を開催 

・良かった点は、協賛団体の紹介をすることによって、普段のイベントの設営がどれ

だけ大変かを思い知った。また自分たちがやっていたイベントが出来たことが、いつ

もどおりにできたことが嬉しかった。 

・悪かった点は、勝手に写真を撮られることがしばしばあった。結局は陸前高田を離

れていく人たちに根ほり葉ほりコメントを求められるのは辛い。コメントを求める側

に必要なスキルが無いと、なおさらコメントを求められる側は辛い。自分たちの活動

を終えて、あっさりと陸前高田を離れられると淋しい思いがする。 

・地元の人は今までの生活基盤を取り戻すのに精一杯。 

・イベントが多過ぎる、イベントにかまっている暇はない。結局イベントに集まるの

はボランティアのほうが多い。 

・陸前高田市民が普通の生活を取り戻せるようになるための活動をしてほしい。 

・様々なイベントによる一時的に気分が盛り上がるだけの生活ではなく、震災前に続

いていた継続的に充足感を得られる生活を取り戻せるような活動をしてほしい。 

 

 



第３回陸前高田市ネットワーク連絡会議事録 
第２部 分科会 

2012年1月24日（火） 
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於：竹駒コミュニティセンター 
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1-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介① 

 団体名・出席者名 活動内容 

奥州絆の会・玉山 広田小の子供たちと雪遊び・スケートなどをして、体を動かす。 

国境なき子どもたち（KnK） 
改造したバスで移動教室をしている（定員：９名）。 
活動場所は滝の里・小友・広田。 

IFC 後方支援・ネットーワーク作り。 

ハマトラ横浜フットボールネットワー
ク  

サッカーサポート団体。横田小仮設で体育館で体を動かす。 

Civic Force 気仙沼・南三陸で活動を始めた。中・長期的な活動の支援。 

ピースウィンズジャパン（PWJ）・山田 
気仙沼で活動中。高田は今後予定している。自由に表現できる遊び場の提供
と保護者サポートをしている。 

STC仮設子どもセンター 
①子供に優しい地域づくり、学童保育支援を達成するための②指導員支援、
③集会所整備の３つの柱を軸に活動中。 

１．子ども・教育分科会 



1-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介② 

 団体名・出席者名 活動内容 

NICE・上田 ボラセンニーズで活動。高田斎苑で学習支援。 

HSBC・大畑 金融機関。NICEと一緒に活動。 

ええ町つくり隊 仮設内の障害児の調査と子育ての悩み相談。 

HANDS 母子・未就学の子供対象。予防接種など、行政への支援。 

P@CT・伊藤 横田・長部・広田・高田での学習支援。子ども支援ネットワークの開催。 

アトリエMoMoプロジェクト 
→自由創作活動をするための「子供のアトリエ」を実施。長部・気仙小・バス待
ち時間・週１回・米崎・小友 



■ 公平性の確保 

  → 支援が行き届かないという問題への対策  
・支援が集中しないよう、支援団体のマッピングで全体を把握し、
調整する。 

– 1日5回クリスマスプレゼントをもらった子どももいた。 

・保護者を亡くされた子どもに対しては、支援状況をどのように伝
えるかが問題。 

– 学校での対応の限界 

• 所得格差がある現状をどう打開するかが問題である。 

– イベントなどの支援によっては金銭的な問題で、参加できる家庭
とできない家庭が出てくる可能性がある。 

• 参加する親子が限られている。 
– 公平に参加してもらえるニーズ探し、イベント企画が必要 

– 参加意欲の低い家庭へのアプローチを考える必要がある。 

– 地域同士の仲が悪いところもあり、震災前から存在している確執
を避けているのでは？ → 地域のつながりがない 

– （親子に共通して）知っている友達がいないから外に出ない。 

→知っている友達が集まれるスキームを考える必要がある。 
 

■ イベントなどに呼ぶときの送迎の手段 
 ・主な手段はスクールバス 

– バスも多くの数を確保できないため、現状はすし詰め状態 
 

■ 支援策を運営するスタッフの数が少ない 
 

■ 子供が集中して学習できる場所が確保でき  
ない 

 ・子どもたちも集中して学習できる場所を求めている。 

– 学習が進まない場合、将来的には失業問題が発生するの
では？ 

 

1-2 会議の内容 

支援団体が現在抱えている課題等 

■ 子供たちに自分が住んでいる所の思い出作り
などを演出したい 

•アプローチが難しく、アドバイスを求めている 

 

■ 学校の先生にも課題があると感じている 
•残すは卒業式のみなので、目標をなくしているのではないか？ 

•疲れが出てきている 

– 先生だけでなく、親も同様であり、彼らに対する支援も必要
なのではないか？ 

 目薬、マッサージなどの物資・イベントが求められている。 

 自走できる仕組みが必要だが、そのノウハウがない。 

 場の設け方に工夫が必要なのでは？ 

•やり方によっては、特別な方法ではなくても、飲み会で対応でき
る場合もある。 

•物資・用品が不足 

•何を必要としているかを聞いても、すぐに思いつかない。 
 

■ カウンセラーや心理士の存在はなじみがない
ため、カウンセリングを受けた子どもたちの中には、
「自分はどこか悪いのではないか？」と考える場合
もある。 
 

■ 学校に遊び場がないため、居場所がない 
•学童保育よりも、児童館があったほうが良いという声がある。 

 



■ 子どものメンタルケア 
• フラッシュバックに対する対処 

– メンタルケアに関する相談を受けた場合の紹介先がない。 

» ぴあカウンセラーの紹介はどうだろうか？ 

– 相談ではなくて、告白なのではないか？ 

» 相談する前の対応がまずは必要なのでは？ 

– 傾聴・同意できる地元の人がいること、子どもを守る地域の力が大事である。 

 

■ 先が見えないという不安への対策の検討 
 

■ 子どもに「次の高田を担う人」であるということを伝えたい。 
•子どもが高田のことについて考えるようになった。 

 環境整備をしながら、支援団体は一歩下がって、子どもたちの後押しをする時期である。 

地元の方からあがった要望 



２．サロン・イベント分科会 

2-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介① 

 団体名・出席者名 活動内容 

にじのライブラリー・荒木 
アトリエMoMoというイベントを3月3日に行う。つるし雛のイベントで、お母さんた
ちが中心。大根コンとも協力し、自分たちで全部やる。 

青年海外協力協会・久保 協力隊OB・OGによる団体。看護中心でVC運営支援をしてきた。 

グローバルヒューマン 

旧広田水産高校で週２回料理クラブを実施。他に、広田保育園、広田小学校、
長部でも開催。（名称：「わさいくらぶ つんぬき」） 
クラブ活動中心としたサロンイベントの他には、リハビリや月２回の物資配布を
行なっている。 

陸前高田未来商店街・種坂 
バラバラの場所にある商店をまとめていきたい。 
外部発信/インフラ整備を種坂さんがお手伝い。回遊できるような場所づくり、
イベント誘致を企画している。 

陸前たかだ八起プロジェクト・蒲生 陸前高田市最大の仮設住宅（モビリア）の見守り支援。 

アビリティーズ協会(略/アビ協会)/福
祉フォーラムJPN 

福祉フォーラム東北・佐藤  
4月から支援物資を配布。地元民業との兼合いが難しかった。 

いたばし災害支援ネットワーク・浅井 
ボランティアセンターの運営支援と仮設住宅の運営。高田一中に２名、米崎小
に１名のスタッフを派遣。 



• 2-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介② 

 団体名・出席者名 活動内容 

岩手大学・早川 
産業復興に向けて活動中。 農学部学生が中心となり、みちくさルーム（P@CT
主催）やスポーツ関係の支援に取り組んでいる。 

４０s・佐々木 
陸高ロータリーと共同で、うごく七夕実行委員会（2011、2012年）やBBQ大会・
サッカー教室を開催している。 

日本グリーンツーリズム・ネットワーク
センター・本多 

１月から本格始動。東京で「あおぞら市」を開催。若手支援希望者による団体。
ワークショップ・報告会などでP@CTをサポート。東京の若手を送りこむことを計
画している。 

難民支援協会・中山 
岩手はもともと弁護士が少ないため、4月から法律支援を行なったり、外国人
の就労支援を行っている。また、コミュニティ支援（桜ライン）や女性支援、物資
や助産師相談会などを開催。ボランティアセンターの運営支援も実施。 

LOTS・木村 
とうごう薬局。７/20配達も。 
理学療法士による在宅支援を行なっている。 

岩手生協・金子 

ニーズをしっかり把握しながら活動していくことに重点を置いている。広田町中
心にボラバスによる支援を行い、昨年はグラウンドゴルフ場の整備を行なった。
また、大阪生協と共同で４ヶ所でお茶っこというサロンを行なった。今年3月に
再開予定で、趣旨が明確なニーズに対する支援を希望。 

チームふくい・後藤 5～10月は東京福祉士会と共同で活動。11月からは「けせん朝市」のお手伝い。 

NICCO・東田 
小友・広田町を中心に活動。8か所の仮設住宅を活動場所としている。5月から
作業療法士による支援や、社協・地元の保健士の支援を行っている。 



2-1 会議の内容 

■ 他団体がどこで何をやっているのか分からないの
で、事前に分かる仕組みを作るべきでは？どこに支援
集中しているかもわかるようにしたい。 
 

■ 千厩の雇用促進住宅などの内陸避難者には届き
にくい。 
 

■ 市民は疲れてきているところがあるように見受け
られる。（とある仮設の半分はうつ状態） 
 

■ 現場の意見・状況をより重視するべき。 
 

■ FacebookやTwitterであらぬ方向に翻ろうされる
人々が多く、情報を正しく発信すべき。 
 

■ いろんな制度の谷間にいる人や家族の負担を地
域の中で解決する方法とは？ 
 

■ 単独でなく協力して活動する必要性がある。 
 

■ 雇用を生むための手段とは？ 
 陸前高田市をブランド化し、それを商品に用いてはどうだろう
か？ 

■ 行政とコンタクトを密に取るべきである。 
 

■ ボランティア活動に参加したいと思っている人が、
陸前高田市へ来られないと感じている原因となる障壁
を低くするための工夫をすべき。 
 

支援団体が現在抱えている課題等 

 

■ 高度障害保険のニーズを東京へ。 
 

■「けせん朝市」の準備では人手が不足している。 
福祉関係職員の入れ替わりが激しく、新人職員研修が全
然できてない。フォローのための体制を作るべき。 

 

■地元にどう根付いていくべきか？ 

 
 

今後のサロン・イベント活動の指針 
 

（１）住民からのニーズに基づいていくために
は、どうすればいいか？ 

（２）3.11を迎えるにあたって、どのような対応
が考えられるか？ 

（３）事前に住民がサロン・イベントに関する情
報を得るためには、どうすればいいか？ 

 

課題共有をふまえて、 
分科会で中心的に取り上げたトピック 
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■ 仮設住宅の現状 
1.竹駒小仮設の現状 

–月命日には慰霊会をしていたら、徐々に人が集
まってくるようになり、それを個人的にイベント化 
 

2.米崎町佐野仮設の現状 

–「受け入れる方は“今”から始まる」 

–受け入れる方の心境 

»（避難所での）集団生活 → （８月からの仮設
住宅での）共同生活 → （２か月後）自己主張
が強くなり、お互いに壁ができた。 

•自己主張・お互いの壁に苦慮した。 

•我慢と協力のラインが必要 

»（過去の）話は飽きた。 

•結果として、家から出てこない人が増え、
心の問題が引き起こりやすくなった。 

•めげずに入って、風通しをよくする努力を
した。 

•正月すぎてから、人が集まるようになった。 

• ２、３回いってダメでも、そこで諦めず、続
けてもらうと人が増えてくる。 

»明日（未来）の話がほしい 

»外の話しを聞いてみたい 

»現在イベントとゆっくり集まれるスペースの割
合を、４対６くらいでやっている。 

■ 地元の支援団体がどうしたいかを考える。 
住民が何かしたいと思ったとき、「外から来る人が何かイベントをやってい
るからできない」という事態にならないようにする必要がある。 

                 ↓ 
＜対応策＞ 

• 各仮設のプロフィールを作り、それを各団体でシェア＆アップデートする
ことで、地元のコミュニティが外部支援団体の企画を活用しながら、各
予定がバッティングすることを避ける。 
 

• 住民には新聞、広報、メール・メルマガ、災害FM、Twitterで周知 
 ボランティアが取りまとめる？ 
 サステイナブル（持続可能・自走可能）にするには？ 
 

• 支援団体間ではカレンダーをシェアする。 
 社協の情報も掲載する。 

 
※参考 
住田町では２週間に１回のペースで社協と支援団体が会議をしている。 
住民にはカレンダーに掲載して、紙媒体で配布。支援団体にはWEBやメー
ルで配信。これらを社協職員がまとめている。 
 
＜懸念事項＞ 
みなし仮設や在宅避難者には届かない？ 
              ⇒解決案：元々の自治区を利用してみては？ 

 
■ 未来の話をするために 
• 弁護士などの情報を持っている人や専門性のある人と話す。 
• グリーフ・ケア 
• 地元の人や専門家と顔の見える関係で話す。 
• 前に進むための話しをする。 
• ‘ケアされる’におしとどめない、本当のケアが必要。 

 (1) 住民からのニーズに基づいていくためには、どうすればいいか？ 



• (2)については次回繰り越し 

• (3)についてはイベント情報共有カレンダーを作成 

– まず初めは、事務局が取りまとめて作成。フォームをＭＬに投稿するので、各団体記入
の上提出。 

– 他の策については次回繰り越し 

近日中に実行するもの 

• 住民向けの支援団体紹介表の作成 
• イベント情報の共有 

しかし、運営の方法・周知の方法は要検討 
• 定期的なスケジュール合せのためのミーティング 
• 住民からのニーズ・アセスメント 及び マッチング 

アセスメント：目標と現状のギャップの評価 
マッチング：ニーズに対する最適な支援方法とのマッチング 



3-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介① 

 団体名・出席者名 活動内容 

b-for-a・佐野 障害者の支援。障害者の生活の場やグループホームなどを支援。 

日本障害者フォーラム・袖岡 13団体の連合体。同行介助支援を実施。ニーズに応じて夜も対応。 

生活協同組合おおさかパルコープ・
林 

遠野まごころネットの物資班。大阪や奈良の生協から大槌や高田にボランティ
アを派遣。野菜などを届けながら高齢者の見守りを実施。農産物など食料品
の生産にも関心あり。 

かながわ金太郎ハウス・安田 
高田の店舗マップを作成。4月以降はSave Takataに引き継ぎ。今までは神奈
川県が助成していたため、今後は財源が課題。 

えんやこーら・阿部 
土木工事が専門。竹駒町の未来商店街の造成を実施中。日立建機より重機
の無償リースの支援を受けている。 

金沢大学・田中 
2011年5月より、広田町の仮設住宅や集会所で足湯ボランティアを展開。金沢
から移動に10時間かかるため、どのように継続するかが課題。毎週は来られ
ないため、他の団体と連携していきたい。 

桜ライン・橋詰 
生活支援だけではなく、仮設商店街への支援も必要。課題は、高田市内に土
地がないため、事務所や若い人の集まる場所が無い。 

３．住環境・物資分科会 



3-1 今回のネットワーク連絡会に参加した団体の紹介② 

 団体名・出席者名 活動内容 

シャンティ国際ボランティア会（SVA）・
古賀 

7月以降、移動図書館を展開。今後小友の集会所内に仮設図書館を設置。 
県民を雇用しているが、地元スタッフが更に必要。 

遠野まごころネット・菊地 

物資の責任者。物資が足りているとこもあるが、失業者・年金受給者・在宅の
方はまだ物資が必要。阪神では仮設が5年続いた。ただし、仮設の店舗ができ
はじめているため、今後は調整が必要。雇用については、手作りのブローチの
生産・販売で月に15万円の収入を確保している人もいる。 

難民を助ける会（AAR）・小原 

スタッフ9名で県内沿岸部全域をカバー。障害者・高齢者支援がメイン。竹駒の
商店街にコンテナを提供したり、理学療法士などによるヘルスケア事業を実施。
物資配布は、Save Iwateや日本赤十字とも連携して実施。仮設住宅用の雪か
きスコップを釜石と大船渡で提供。漁具など物資支援の検討の余地はあるが、
金額が大きくなればバックドナーが必要になる。 

夢ネット大船渡・千葉 
「みらい」と「復興ニュース」を発行。週に１回、仮設住宅を回り声掛けをしてい
る。仮設住宅の棚作りも実施。手作り小物の展示会や法律相談会も開催予定。 

前田建設工業・島村 
これまでにボランティアを8回派遣。仮設住宅に太陽子発電の照明や掲示板を
設置。公民館設置も試みたが、行政等との調整に苦慮。 

IVY気仙沼・服部 
本部は山形。失業した人たちを対象とした雇用のプロジェクトを実施中。ガレキ
撤去、泥出し、仮設の見守り、買い物支援など。 

日本赤十字・五島 
企業などから様々な物資提供を受けているため、物資が必要であればまずは
声をかけてほしい。 

ヤルキタウン・熊谷 

米崎の2,000坪の土地にてコミュニティ広場をつくっている。中小機構の支援で
5店舗＋憩いの広場をつくる予定。店舗で使用する物資を募集中。ヤルキキャ
ンプのボラ活部門と復興支援合宿施設の運営。元気を発信するイベントの計
画。高田・福島交流プロジェクトも計画中。 



3-2 会議の内容 

■ 支援の偏りをいかにして解決するか  
– 連絡会事務局で、各団体の支援状況が分かる

マッピングを作成する。現在情報を取集中で、今
後共有する。 

■ 物資が行き届いていない所へいかにして
届けるか  

– 大きい仮設に物資が集中し、小さい仮設には届い
ていないこともある。 

– 内陸には物資が行き届いていないところもある。 

– 民家に住んでいる人の実態を調査中。 

– 在宅やみなし仮設を含めた全体的な調査が必要。 

– 物資を配布する前に必要かどうか毎回確認し、聞
き取り調査を行っている。 

– 在宅避難者の支援に力を入れている。 

– 高田は自治会がしっかりしているので、自治会と
の連携が必要。 

■ 仮設住宅での課題  
– 単身の男性で酒に頼ってしまう。 

– 閉じこもりがちで外に出てこない。 

– 耳が遠いため来訪者に気づかない。 

■ 二日市仮設の外灯のニーズ 
– 仮設住宅駐車場に照明を取り付けたことがあるの

で、街灯設置のニーズがあれば検討する。 

■ 今後の分科会 
– 商店街支援や生業支援を行っている団体もある

ため、今後はそういった分科会も開催したい。 

支援団体が現在抱えている課題等 自治会長からの要望等 

■ 物資  
– 物資は十分だが、漁具の細かい道具が足りてい

ないという声がある。 

■ 住環境  
– 夜は暗くて危険なため、街灯を設置して欲しい。 

– 移動手段がないため外出できない人がいる。 
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