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2012年 1月 16日 

 

第 2回陸前高田市ネットワーク連絡会議事録 

 

 

日 時：2012年 1月 10日（火） 10：00～12：00 

場 所：米崎コミュニティセンター（自然環境活用センター） 

出席者：62団体、90名（※出席者は別紙参照） 

司会・進行：国際協力NGOセンター（JANIC） 保坂志保 

 

第一部 

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 

前半は、市役所から復興計画の概と、被災者支援の状況。社協から生活支援相談員の活

動状況、ボラセンからは最近の住民のニーズ状況を報告し、後半は、意見・情報交換を行

いたい。 

本連絡会は去る 12 月 13 日発足。その際は、今後テーマを決めて議論していくという方

向性を確認したが、まず現在の市の取り組みや社協の支援の動きを知っていただき、共有

していただくことを第一に考えている。 

この連絡会が今後、官民協働で陸前高田市民の今後のプラスになることを皆で一緒に考

えていく場になることを目指して運営していきたい。ぜひ皆さんのお力で育てていただけ

ればありがたい。どうぞご協力をお願いします。 

 

○（司会）保坂氏－資料確認と写真撮影について 

 次第、出席者名簿、参加団体一覧表、カテゴリー別団体紹介、生活支援ニーズ（その他）

の内訳、陸前高田市社会福祉協議会生活支援相談員、被災者支援の状況 

 

２．報告・協議事項 

（１）「陸前高田市震災復興計画」の概要及び被災者支援の状況について 

○陸前高田市民生部長 菅野直人氏 

・業務についての説明 

 民生部長兼福祉事務所長、長寿社会課長も兼ねている。そのなかでは地域生活支援セン

ターという介護関係のセンター長も兼ねているので、いろいろな形で情報交換を行いたい。 
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地域支援生活センターで介護関係、生活保護関係の相談業務等を行っているが、地域包

括ケアという形で、医療、福祉、介護等全般にわたる取り組みを行っている。 

毎月、コミセンにて情報交換や勉強会を開催。 

 

○陸前高田市企画部長 菊池満夫氏 

・復興計画関係の説明。（以下、資料に記載ある部分の説明は省略） 

5月に復興対策局を設け、復興計画の策定に着手。 

8月には 50人の学識経験者等を交え復興計画の検討委員に依頼し、以後５回会議を開催。 

震災復興計画は 12月 21日に市議会議会の議決を得て復興計画が策定された。 

 

（以下、「陸前高田市震災復興計画＜概要版＞～『海と緑と太陽との共生・海浜新都市』

の創造～」の説明） 

・「復興のまちづくりの目標」の「人口規模の設定 2万 5千人台」について 

被災前の人口は 24,000人。（現在の人口推計は約 2万） 

市長としては現在の状況を回復するだけではなく、町の振興を図ることを含めて人口規

模 25,000人台を目標に設定。 

 

・震災復興計画イメージ図（案） 

 三陸縦貫自動車道、国道、幹線道路等を含めた道路ネットワークを形成したい。 

 現在の市街地を山側にシフトし、市街地調整を図る。住居は高台移転を進める。 

 

・今泉・泉地区の拡大図 

 松原地区には防潮堤を建設（12.5ｍの計画）。その裏面には防災メモリアル公園を設置。

幹線道路より山際を市街地として整備。商業ゾーンを平坦地域に再生。住居等、教育・医

療施設については山際に整備したい。 

 

・断面イメージ 

 左側が海岸。盛土になっているところに新市街地を形成。5メートルを基準とし、盛土を

しながら、鉄道を盛土した面にあげていく。幹線道路、市街地等を形成しながら、今後復

興のまちづくりをしたい。 

防潮堤の整備は今後 5 年ほどかかる。防潮堤をはかりつつ高台を整備し市街地を形成す

ると時間がかかる。住民等と相談しながら復興を進めたい。 
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・アンケート「今後の居住に関する意向調査」について 

自立再建、それから可能であれば再建という方が多いが、「可能であれば再建」という方

がどの程度再建できるかというところは私たちも不安がある。現在高田・今泉地区につい

ては個別相談会、アンケート等を行っている。市内各地でもアンケートを行い市営住宅の

建設等に役立てたい。 

復興計画が策定され、スピード感をもって復興へと思っているが、防潮堤だけでも５年

かかる為、市民の不安を解消するために話し合いを重ねながら進めていきたい。 

 

○陸前高田市民生部社会福祉課長・被災者支援室長 菅野利尚氏 

・「被災者支援」について（配布資料、「被災地支援の状況」を中心に説明） 

発災以降、災害救助法に基づく避難所設置、居住の確保、仮設住宅への入居のお世話

等を行った他、健康推進課、保健師(支援団体から派遣の保健師を含む)と被災者のみなら

ず全域での健康調査を実施。 

 

・被災者支援室として取り組んだ内容について 

被災者の経済的支援に取り組み、災害義援金等（主に災害義援金、被災者生活再建資

金、弔慰金）の制度支援の交付を行っている。 

5月 16日災害義援金等の受付を開始し、全体的に 10月中旬に大方交付済み。 

 

①被災者への支援金について 

災害義援金の制度は、人的な被害と住家損壊見舞金の 2つ。 

人的被害ついては、死亡者への交付と行方不明者への交付。死亡者への交付は、国・県

の第一次、二次配分合わせて死亡者 1件あたり 152万円を交付。市としてトータルで 22億

9 千 6 百万円を交付済み。行方不明者も一件あたり 152 万円、市として 1 億 7 千 2 百万円

程度が交付済み。 

住家の損壊見舞金は、住居をなくした住民に対する見舞金として交付。大きくは個人住

宅と社会福祉施設が対象。金額は、住宅が全壊した場合、死亡者の基準と同等に第一次、

第二次配分合わせて 152万円を交付。トータルで 22億 9千 6百万円程度を交付済み。半壊

は、1件あたり 92万 3千円の交付。市トータルで 2億 5百万円程度を交付済み。 

 社会福祉施設については、施設が全壊した場合については、第一次、第二次配分合わせ

て 104万 4千円を交付。総額 2千 8百万円を交付済み。 

半壊の社会福祉施設に対しても交付されるが、該当なし。 
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②生活再建資金について 

交付基準は、大きくは全壊と大規模半壊を対象。また制度として、基礎支援と破産支援

を設けている。基礎支援の場合、全壊して住めなくなった場合は 100 万円を支給。一人世

帯の場合は、75 万円を支給。市全体で 3,363 件が該当。すでに一次分の申請済のほとんど

が交付済み。 

大規模半壊の場合は 50万円、一人世帯は 37万 5千円を支給。市全体で 111件が該当。 

今回の震災の場合、現状の住居の状況に関係なく、基礎支援として 100万円が該当。 

基礎支援は、あらかた交付済みだが、今後は加算支給分を交付予定。加算支給は、住宅

の再建計画に基づき支給し、住宅を新築または購入をする場合、一軒 200 万円、住宅を修

復する場合は 100万円、新たに賃貸住宅を借りる場合には 50万円を支給。 

まだ発災から 1 年経過していない為、現段階では基礎支援が大半を占めるが、加算部分

の申請も増えつつある。 

 

③災害弔慰金について 

死亡、行方不明者に対する交付金。生計維持者とそれ以外への２つの区分があり、生計

維持者が亡くなった場合は１人 500万円、それ以外の場合は 250万円を交付。 

当市では、1,647件の対象に対し 1,459件交付済み。 

 

④災害見舞金について 

 今回の震災によって障害等を負った場合についての交付金。これが 250万円交付済み。 

 

⑤陸前高田市の義援金について 

国、県の義援金、国の制度に基づく生活支援金、また法律に基づく災害弔意金の交付の

他、市単独で全国から 4 億 7 千万円程度の義援金を受けている。市ではその半分を災害義

援金のかさ上げ部分として 1件あたり死亡・行方不明者に 43,000円交付している。今後は、

産業基盤に対し、お見舞いと復興に向けての一時金として、2億 5千万程度を交付したい。 

 

（２）陸前高田市社会福祉協議会生活支援相談員の活動について 

○陸前高田市社会福祉協議会地域福祉部門主任 佐藤尚子氏 

仮設住宅のみならず、みなし仮設、壊れた自宅を直して住んでいる方も対象に訪問活動

を展開。現在市内 8地区を 10に分け、それぞれの地区に生活支援相談員を 2～3名配置。 

サロンについては、市内 10箇所で社協が運営しているほか、支援団体等が立ち上げたサロ

ンもある。 
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（３）最近の住民ニーズについて 

○陸前高田市災害ボランティアセンター 活動主任 萩原史 

○陸前高田市災害ボランティアセンター ニーズ・マッチング班リーダー 佐藤聖実 

 

○災害ボランティアセンター 佐藤 

・ボランティアセンターにおけるボランティア活動及びニーズについて 

7~8 月は瓦礫撤去や草刈などの復旧支援のニーズがほぼ 9 割を占めたが、10~11 月に

かけて、引っ越し等の生活支援のニーズが増加。 

・今後、予想されるニーズについて 

  瓦礫撤去の依頼は減少傾向にあるが、瓦礫撤去が終わった土地を畑や花壇等にする為

の土の掘り起し、細かい瓦礫の撤去、片付け等が増えてくると考えられるほか、生活支

援として、送迎などのニーズも増えることが予想される。 

 

○市災害ボランティアセンター 萩原 

  今後も地元の方々の気持ちに寄り添った活動をしていきたい。 

災害ボランティアセンターとしてだけではなく、通常どおりのボランティアセンター

の機能についても考える時期にきている。生活支援、仮設住宅での環境整備のニーズ対

しても活動していきたい。 

 

 

第二部 

４．意見交換 

 

○チーム福井 後藤勇一氏 

社協の方に。サロンについて具体的な数と開催場所について一覧表をいただきたい。そ

れと、仮設住宅にどの団体が継続的に入っているか教えていただきたい。 

 市の菊池部長に。人口流出しているが、逆に高田に長期的に支援に入ってきている人が

いるが、高田に若い人が定着してもらうような施策はお持ちか。 

 

○保坂 

 事務局のほうから部分的に回答させていただく。どの支援団体がどこに入っているかと

いうヒアリングは、私共のほうでやらせていただく。順次皆さんにヒアリングさせていた
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だきたい。 

 

○市社会福祉協議会 事務局長 及川賢一氏 

 サロンについて、社協で立ち上げたのは 10件、民間団体が関わって集会所活用したサロ

ンは、把握している範囲では 12箇所、全部で 22箇所のサロンを運営している。 

住民から団子づくりや、餅つきをやってみたい等のニーズがある。社会福祉協議会とし

ては可能な限り対応していきたい。 

独立してサロン運営をしている箇所が出てきている。自立に向けた生活誘導も目的にサ

ロン運営を心がけていきたい。 

 支援団体の仮設住宅の支援状況については、ごく一部しか把握していない。 

 

○市企画部長 菊池氏 

 東海新報に掲載された数字では当市人口は 20,120 人。被災前は 24,000 人。これは住所

移動した方のみで、住所移動しない人を考えると 20,000人を割っていると思う。 

高田にずっと定着したいという話も聞いている。大学生等、県外にいっている子どもた

ちもぜひ高田のために何かしたいという意見があるが、大学を卒業した生徒が戻ってきた

ときに勤める場所がない、大学で学んだ学問がいかせる職業がないなどの課題がある。選

択できる職業を増やしていくことが大切と考える。 

新しく事業を興したい、起業をしたいという場合は、積極的に支援したいと思うので相

談をしていただきたい。 

大きな課題は、そうした支援する人の泊まる場所がないこと。公共施設等の利用を検討

中だが、財政的な面、国の支援がいかせる部分が見つからず苦慮している。民間で国の補

助を受けた団体もあるので宿泊場所を作る、ただし被災地域につくるわけにはいかないの

で造成しながらになる。すぐにというわけにはいかないが、そういう建設できるよう努力

をしていきたい。 

 

○災害支援プロジェクト LOTS 富山泰庸氏 

 そもそもネットワーク連絡会の目的は何か。第１回に参加していないので、連絡会の趣

旨や目的を明確に伝えてほしい。 

 

○センター所長 星 

 まず目的。連携して効果的な活動をしていきたいというのが大前提。市内で支援する機

関・団体が 80以上あるといわれている。他団体の活動内容を知らなかったり、連携が不十
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分なために支援が重複したり、偏ったりする傾向もこれまでは見られていた。 

それを人材や物資、資金不足などが活動の障害になっている例も多かったことから、情

報を共有し、支援の協働実施等を目的に会を立ち上げた。 

次回以降は、テーマを決めて、それに興味ある団体が集まって議論していく。団体と、

行政、住民・地域の代表に入ってもらい、一緒によい方向にすすめてもらうのがこの会の

趣旨。まだスタートしたばかりで、私自身も今後の方向性について皆さんのご意見をいた

だきたいと思っている。 

 

○災害支援プロジェクト LOTS 富山氏 

連絡会としてまとまっていくためには、ゴール設定が必要と考える。そのゴール決めを

どうするのか、伺いたい。 

 

○保坂 

 集まった方にただ情報をお伝えするだけでは正直無駄だと思っている。 

住民の意向に重点を置き、外部の支援団体と地元の支援団体と協力して前に進んでいく

ことが重要。 

 ゴール、ビジョンに関しては陸前高田の時間があって、そのペースで進めていくことも

重要。プランニングしてある一定期間中長期考えていても、そのつど方向性を定めるのは

難しいと思う。 

ただ、住民の生活のなかに生まれてきている格差(支援が届いている住民と届いていない

住民)をボトムアップするために、いまできることはないかという思いがある。その情報を

もとに、そこに支援を協力していただけるかどうかが、いま考えられる方向性だと思って

いる。事務局側としても脆弱な部分があり、通常業務を担いつつ連絡会をやっているので、

どうすればよいかと思うところがある。ぜひご意見なりアドバイスをいただきたい。 

 積極的に前へ進んでいきたいが、住民が何を望んでいるのか。我々支援団体が独りよが

りでなく、意見をやりとりする場になり前に進めていければと思っている。 

 

○40s代表・動く七夕まつり ロータリークラブ 秋山現信氏 

 市の方に。代襲相続の問題。司法書士、弁護士関係のケアをどこにしたらいいのか。 

２重ローンへの問題。100人申請して 1人しかおりていないという話があった。 

また、人口流出の問題。去年の陸前高田市の人口流出は 9人。去年は 240人で一気に 2020

年の水準まで下がってしまった。この復興計画実現の間に、若い世代がいなくなってしま

うのではと懸念。 
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雇用の場を真剣に作らないといけないのではないかと思っている。 

 

○市企画部 菊池氏 

代襲相続の問題。権利調整が難しくなっている。高台移転、市街地開発するにも、この

関係をどうすればいいのか問題で、国にもお願いしているが、財産問題は簡単にいかない。

今後相談させていただきたいところ。 

雇用の場の創出については同じ考えである。失業保険が 1 月から切れる人が出てくる。

その際に雇用の場がないと人口流出が進むのではと大きな懸念を持っている。参与を担っ

ているワタミさんもコールセンターという形で 100 人募集しているが、なかなか人が集ま

らないのが現状。職業のミスマッチがあると思っている。産業支援については、名古屋市

の企業ネットワークとも相談している。民間からの提案も考えていきたい。 

場所の問題もあるが、中心部だけでなく矢作、横田に工場を建設できないかなど、場所

の選定を含めて検討している。食堂等についても、矢作食堂のように、竹駒でもそういう

支援をしたいという話があり、これから相談していく予定。 

 

○市民生部長 菅野直人氏 

 権利・法律関係の相談は、弁護士会の協力で相談窓口を設けている。鳴石に社協事務所、

商工会、法律事務所を作る予定で、ひまわり弁護士事務所がすでに高田に来ることが決ま

っている。 

担当課として、細やかな対応をしていきたい。今のところの相談は無料だが、これから

できるところについても、住民の方の負担にならないよう進めていきたい。 

 

○再生の里ヤルキタウン 熊谷耕太郎氏 

市の方に。商店街の計画について伺いたい。釜石、大船渡と比べると遅れているのでは。 

 

○市企画部長 菊池氏 

中小機構の仮設店舗という形で申請しているが、160 程度の申請で、まだ 20 件程しか

おそらくできていないと思う。他の市と違うのは、大船渡、気仙沼では、被災した地域で

も修繕しながら商店をやっているが、高田市の場合、市街地は今後盛土工事が必要なこと

から、被災した土地に建てられない。沢沿いに空き地を見つけながら個別に建てているが、

まとまった形で、みえないところがある。 

農面道路も造成中で、10 数店舗建つ予定だが、中小機構の許可が下りていない、被災地

域に立てられないというところが大きい。他の地域のようにまとまってというのは難しい
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と思うが、3月までには進むと思う。 

 

○再生の里ヤルキタウン 熊谷氏 

 よそに比べて残念。市の震災復興計画の概要説明は聞いたが、恒久的なものでなく当面

使用する場所について伺いたかった。 

ヤルキタウンということで、コミュニティ広場を作ろうとしている。そういうことに関

心もっていただきたいことと、そういう場所はいくつかあるのか。 

 

○企画部長 菊池氏 

 市の商業集積の場所、恒久的なところはまだ無理で、仮設でやってもらっている。MAIYA

を中心とし竹駒地区に集中してできているところを活用していきたい。あとは第一中、大

石地区に商店ができてくる。あとは沢沿いしかない。民間の方々が復興イベントをやった

ことによってやる気が出て、それからという方もいるので少々時間がかかっている。市と

しても協力できる部分は協力していきたい。 

 

○保坂 

 流れを変えるためにも提案であるが、次回のテーマを決めてみてはどうか。 

 1点目、金融関係の相談、課題事項について。皆さんが把握しているお金に関する課題点、

解決するにはどう進めればよいかということ。 

 2点目、商店街に関わる復興について。いま皆さんがもっている情報と関わっている状況

の共有。 

それから 3 点目、支援者向けの宿泊環境について。陸前高田で支援活動したいが宿泊施

設がないという話はよく耳にする。逆に住民の方にご相談して空き家ないかなどといった

ところの議論。 

以上３つでいかがか。 

 

○奥州・絆の会 玉山幸芳氏 

 提案あり。個別なテーマも重要だが、お持ちの関心を共有し、仲良くなることから始め

るべきでは。問題意識を出し合ってランキングするなど共有をするべき。課題共有から始

めないと、お金や商店街の話をしたら行き詰ると思う。その前の段階を大事にしてほしい。

集まっているメンバーでワークショップを開いて、問題の共有を図り、行政に入っていた

だきながら協働で作っていかないとうまくいかない気がする。 
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○保坂 

課題については事前に提出をお願いしているが 100％ではない。また、団体の概要につい

ての資料も配ったが、おそらくすべてが伝えきれていないと思う。分野別では、子ども・

教育関係が多く、それ以外に漏れがあるなど、個別にお話をする機会が必要と思っている。 

ただ具体的にこうしたことを議論したいという場がすぐにまとまるわけではないので、

こちらが一方的に議題を提示するのではなく、皆さんから出てきた内容を議論していきた

い。グルーピングをして同じことを複数議論してもかまわないと思う。あとは幅広いこと

をやりすぎないという意味合いもあり、専門家を呼んで云々ではなく住民のために解決す

る仕組みを暫定でも提供できるかどうか考えていきたい。もしくは恒久的にそういう環境

を提供するのであれば、専門機関との連携、予算等について考えなければならないと思う。 

議論が長引くのでまずはさきほどの３つの議題について、ご意見を声かけかメールでお寄

せいただきたい。 

少しずつでも進めていきたいので、ご協力をお願いしたい。 

 

３．連絡事項 

○連絡会事務局 大塚 

 配布資料「カテゴリー別団体紹介」と「陸前高田市ネットワーク参加団体 71団体」、こ

の 2つの違いについて。「カテゴリー別団体紹介」は団体紹介票をまとめたもの。49団体よ

り寄せられた情報をまとめた資料。随時更新するので未提出団体はご連絡を。 

 「陸前高田市ネットワーク参加団体 71 団体」は第 1 回、第 2 回連絡会出席者と、ML

申し込み、団体紹介表提出のいずれかあった団体。随時募集中なのでご連絡を。ML は 70

名ご参加。こちらについても、まだメーリングリストに入っていない人は事務局に声かけ

を。皆さんからいただいた情報は、今後はホームページをたちあげて、随時アクセスして

いただけるよう情報提供する予定。 

 今後は 2 週間に 1 回のペースで開催。次回は 1月 24 日火曜日。場所は竹駒コミセン。2

月は 7日、27日というスケジュールを予定。 

 

 

議事録作成：311まるごとアーカイブス 秋山真理氏 

 

以上 


