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ネットワーク連絡会事務局からの連絡事項 
• マッピングデータの説明 

– １７団体のデータが集まった 

• 少なすぎる 

– データがより多く集まれば、データの制度がより
高くなる。 

• まだ提出していない団体は早期の提出を、もしくは提
出できない理由を事務局まで 

– １０月以降に仮設住宅に支援に入った回数とその目的を
まとめたもの 

– 「支援回数」について 

• 支援に入った回数には幅を設けていて、その幅の平
均値を団体数に掛け合わせて算出。 

– １～５回という幅に３団体いた場合、１と５の平均
値である３と３を掛けて、９回分としてデータを収
集 

– 「充足率」について 

• 支援回数を世帯数で割ったもの 

• 地域ごとのばらつきが顕著 

– 小友町・広田町の充足率は、数値的には高い。 

• 医療・保険関係のデータは入っていない。 

• ウェブページ掲載情報についての説明 

– 掲載する情報について、ご意見・ご提案があれば、連絡
会事務局まで。 

• ワーキンググループの作成について 

– ネットワーク連絡会はあくまでも議論の場 

– 具体的な行動に移すためには、地元住民の方、及び支
援団体のみなさんのご協力が必要 

– 議論した中で出来た具体案を実際に実行するのがワー
キンググループ 

– ご協力いただける方は、事務局まで。 

 

モビリア仮設自治会長  
千田勝治さんによる状況説明 

• モビリアの仮設住宅の状況（最大の仮設、１６８戸、うち１
０８戸が戸建） 

– 毎週様々なイベントがある 

– 住民をまとめるのが大変 

• 中越防災安全推進機構・蒲生さん（長洞出身）が手
助け 

– もともとモビリアの周辺に住んでいた方は２７世帯 

• それ以外は市内全域から集まっている 

• 戸建の仮設住宅が多い 

– 孤立しがち 

– どこに誰がいるのかわからない 

– コミュニティの形成が難しい 

– 住民の調査を実施した結果、若い方・一人暮らしが多
いことが判明 

• コミュニケーションが取りにくい 

陸前高田市災害ボランティアセンター 
萩原史さんによる状況説明 

• VCの活動概要 

– 配付資料にはVCで対応してきたニーズと、対応で
きないと判断したニーズを掲載 

• VCで対応できないものはネットワーク連絡会を
通して、適切な支援団体に依頼する 

 

 



グループⅠ 議事録① 
 

 

※グループI議事録では（自）は自治会長の意味で使用 

本グループの話し合いで注目すべき課題 

• イベントにおける男性参加者の少なさ 

– 仮設の部屋から出てきて、少し話しをすることで、近隣住民がどん
な人なのかを理解するきっかけとなる 

•近隣住民を理解することで安心感が生まれる 

– 知っている人がいるという安心感があれば、イベントにも参加
する 

» 震災以前のコミュニティがバラバラになってしまったので、な
かなか行きづらい 

– 安心感がないから、外に出てこないのでは？ 

•安心感が生まれれば、これからのコミュニティ形成を促進させる
要因となるのでは？ 

– 一人暮らしの男性にとってはイベントに出ていくことを面倒と感じ
ている人も多いはず 

•今さら近所付き合いをするのもどうかと感じている人も多いはず 

– （自）風土的にお茶っ子や手芸教室には男性は参加しない 

•呼びかけ方・企画に問題がある 

– （自）男性も行きやすいイベントをつくって欲しい 

•足湯しながらお茶っ子はいいと思う 

•「赤ちょうちん」のような、酒を飲み交わすイベントは集まりやす
い 

– 自治会長の慰労会には集まった 

•夜のイベントには集まりやすい 

•仕事もあるので、日中のイベントには参加しづらい 

– 日中のイベントに参加することに対して、周りの目を気にする
人が多い 

•無理矢理、男女一緒にやる必要はないのでは？ 

•（自）みんな顔見知り 

– コミュニティはできつつある 

 

•仮設の現状 

– 荷物はあるけど、寝泊りしていない住民もいる 

•班長をする人が居なくなる場合がある 

– 回覧を回しても、常に住んでいない人のところでストップして
しまう 

– 退去に関するルールはあるのか？ 

•住宅を新築した場合、いつ仮設を退去しなければならないの
か？ 

•コンテナ替わりに使っているのはこまる 

– もともと住んでいた地域から遠い仮設に住んでいる人は、そ
のもともと住んでいた地域に戻りたいと思っている 

•商売をしている方々は仕方ない場合もある 

– 高田では商売ができず、平日は周辺地域で商売をしている 

•  高台移転 

– 高台移転のための、造成用地買取交渉が問題 

•造成用地の交渉は、まず被災者が主体となって地権者と交渉し、
造成の承諾を得たら行政が買取交渉に移る 

– 地権者がNOと言ったらそれ以上は話が進まない 

•行政は部落単位ですすめてほしいと思っている 

– みんなバラバラ 

»リーダーがいない → 難しい 

•商店街の場合、行政は震災前の地価で計算するため、現在の
地価との差額分は住民が負担しなければならない 

– 売る側もいくらで購入してくれるのかを知りたい 

•元の宅地をいくらで買ってもらうかによって、売却する坪数が変
わる 

– 単価が決まらないと、宅地造成の方向性が決められない 

•津波の被害を受けた場所は、土地鑑定士を入れても値段が上
がるわけでもない 

– おそらく半分以下であろう 

»再鑑定後の値段はまだ出ない 

•場所によっては震災前の1/5だった 



グループⅠ 議事録② 
 

 

•  産業支援 

– 現実としては人が足りていないところが多いが、ハローワークな
どで従業員の募集しても集まらない 

•失業保険があるから 

– でも２，３月で切れる人が多い 

•期間雇用では集まりにくい 

– 短期的な仕事では将来の見通しが立たない 

•社会復帰する気持ちになれない 

•高田が今後どうなるかわからないから、再度高田に戻ってきて
もこれからの生活に対する不安が大きい 

– 仕事を探しながらできる内職を実施中 

•手仕事で気分転換 

– 徐々に仕事をする気が起きる 

•様々な種類の商品がある 

•実施している地域もあるが、実施していない地域もある 

– 物資を配布するが故に、地元商店での商品が売れない 

•土日だけなどの短期的に活動している支援団体にどのようにこ
の現状を伝えるかが問題 

– 地元の商店街の復興につながるような支援をしてほしい 

» ボランティアによる民業圧迫をさけるようにしてほしい 

– バザーなども無料ではなく、安価での販売をしてもいいのでは？ 

– （自）バウチャー（引換券）制度はいいと思う 

•特定の商店から購入するのではなく、引換券を配布し、引き換
える商店を地元の人に選択してもらえるようにすると、住民に対
しても、商店に対しても公平性を保つことができる 

– 例：灯油券 

– 農業支援 

•VCで対応を検討中 

 

 

•運動不足 

– 体操などのイベントは喜ばれる 

– VCでは昨年、広田町でグランドゴルフ場の整備 

•グランドゴルフは広田町以外でも人気がある 

– 野球をやりたい人が多い 

•小・中学生から７０歳以上の方まで楽しんでいる 

– 草野球に参加されている大人は、野球も楽しみながら、練
習・試合後の飲み会によって、コミュニティが形成されている 

» 酒を飲みながら談笑することで希望を持つことができる 

– 仮設がグランドにあるため、より運動不足の環境が出来上がっ
てしまった 

•広田の子どもたちはグランドを仮設住宅に提供しているため、
運動会さえできない。 

– 野球だけに限らず、多目的のグラウンドを整備する必要が
ある 

» 高田はバレーボールも強かった 

• しかし場所がない 

– 子どもに対する学習支援は整いつつあるが、運動不足解消の
支援が足りない 

•内陸でやられると、沿岸部の人は行きづらい 

– 移動にかかる時間などのコストがかかる 

 

 



グループⅡ 議事録① 
■仮設住宅・地域の現状について 
 【竹駒小学校仮設住宅】 
   ・支援する側もされる側も変わるべきではないか 
     →「もらい癖がついてしまっている」「誰かが何かやってくれる」 
       「困れば誰かに言えばいい」という考えが増えてきている 
   ・仮設住宅は寒いと報道されがちだが、我が家よりは暖かい 
  
  ○困りごと 
    ・高齢者の１人暮らしの方の見守り方法 
      →自治会長が毎日１人で回って歩くことは難しいので、自治会で独自 
         ルールを作り実践。 

◆独自ルール◆ 
 ・カーテンの開け閉め 
 ・電気の付けっぱなし、消しっぱなし 
 ・配布物がある際は、ポスティングではな 
  く必ず顔を合わせて渡す。 
   →どうしても出てこれない場合は、 
     相手の返事を確認できたら渡す 

なかなか全戸で徹底されない 
↓ 

＜対応策＞ 
保健師や社協の相談員から情報
を貰いながら見守りをしている。 

【長洞地区仮設住宅】 
    ・震災当初から、地域の中に仮設住宅を作るという思いだったため、 
     自立に関しては早い段階から進んでいた。 
  ○今、取り組んでいること 
         ・「土曜市」の開催 

□目  的：仮設住宅のコミュニティーの形成。 
       住民の安否確認や交流できる場となるように。 
□開催日：毎週土日 
□内  容：住民がそれぞれ物資を持ち寄り、販売 
  
※売り上げは、原価を除き、仮設住宅の共益費にしている。 
 集会場の光熱費などでお金がかかるので、住民の方の負担
を少しでも減らすため。 

・「なでしこ水産」の起業 
  →５年先、１０年先も長洞にいる人達と一緒に事業をやりたい。そのた 
          め、目標を与えようとの思いから女性の方々を中心に始めた。 

□試みていること 
 ・一夜干し 
 ・さんまのみりん干し 
 ・マツモの共同販売 

将来的には・・ 
 企業に提案できたらいい 

※ただ、「なでしこ水産」の
場所がないので、工場を作
りたい！ 

○困りごと 
  ・男性の仕事がない 
    →漁業をリタイアした人たち（主に高齢者）の仕事がない。 
      80歳～85歳ぐらいまで漁業をする集落で育ってきた方が、70歳     
            位で被災をし、船も無くなり、リタイアせざるを得なくなった。 

【モビリア仮設住宅】 
  ・戸数が多く、一戸建ての余所から入ってきた方とのコミュニケーションが 
         大変 
  ・自発的（住民を巻き込んだ）イベントを企画している 
    → 仮設自体が大きく、注目されていたこともあり、外からのイベントが 
                 多かった。自立に向け、サポートセンターで企画。 
  ・住民間の壁ができている 
    →屋外活動に活発な方と関わりたくないと思っている方もいる。 
  ・高齢者の方と若い人の１人暮らしの安否確認が難しい 
    →長屋の仮設住宅の場合は、隣の音が聞こえるので確認がとれやす 
                 い。しかし、一戸建ての場合は、入居してから一度も顔を合わせた 
                 ことがないという方もいる状況。 
  ・高齢者の方の移動手段 
    →ご近所で協力できることもあるとは思うが、そういう動きも起こらない。 
               支援する側が、言ってやってしまうと押し付けになってしまうので難 
     しい。 

・一斉メールでの安否確認や情報共有 
  →４月から、富士通とDoCoMoから携帯電話の無料支援をしてもらって 
          いる。土曜市のお知らせや会議の報告など、様々な情報を一斉メー 
          ルで共有している。 

「なりわい」、「移動支援」、「コミュニティー形成」 
「今後のボランティア・支援について」 

※各仮設住宅の現状を踏まえ、課題として出された、下記４つの具体的 
  なアクションを考える！ 



グループⅡ 議事録② 

工場は、網を作る場所だけではなく“ 番屋 ”として使っていた場所 
 →作業をしたり、お茶を飲んで話をしたりしていた 

「コミュニケーションの場」 
  

※できれば、住民と支援団体と一緒に建設したい！！ 

残土の提供と整地のための技術提供をお願いしたい！ 

  →残土で埋める作業は、「男性の手仕事」にします。 

■なりわい （男性の仕事） 
  ・男性の方の手仕事は例えばどのようなものなのか？ 
     →長洞地区の場合：漁に使用する刺し網づくり 
                   ウニ・アワビをとる道具（カギ）づくり 
                                       ↓ 
             ○現状と課題：作る場所がない。 
                            →工場を建てる資金をどうやって作るか 

      ・JDFいわて支援センター 
             →同行介助のドライバー募集 
              □３時間で１，０００円 
                 □60歳～70歳ぐらいの方で、地域に詳しい方 
                    （できれば、仮設にこもっている独身の方が良い）  
                 □事務所を竹駒町に設置するので、事務作業をしてもらう方も 
                    探す予定 
                 □市広報で周知 
            →竹駒小学校仮設住宅：ドライバー募集の回覧を作成し、配布す 
        ることは可能 
           →シャンティー国際ボランティア会： 
            ハローワークに求人として出すと集まりづらい。同じように、スタ 
                 ッフを探している団 体もいると思うので、「支援団体の求人票」 
                のようなものがあっても良いのでは。 

 
■今後の支援について 
    ・仮設にこもっている男性への支援 
           →編み物や料理教室など支援の対象が女性に偏りがあった。男性 
           が外に出られるような支援を。 

■その他  （支援が欲しい！） 
 ・竹駒食堂：仮設住宅だけでなく、地域全体の拠点として食堂を始める。全国  
                   から支援に来てくださっている方々に、母ちゃんの手料理を提供 
                   したい。 
                           ↓ 
         ただし、食堂の建設予定地が地盤沈下しているので、残土で埋  
         めたい。 

■まとめ 
 ※支援がほしい、何ができるの？ 
   竹駒食堂を始める→母ちゃんの手料理を出したい 
   （竹駒食堂は地域が拠点） 
   地盤沈下のため、残土で埋めたい←男の手仕事にしたい。 
    ◆支援のお願い：残土の提供、整地の為の調査などの技術提供 
      →いわて未来づくり機構さんでつなぎます 
  
 □漁師のコミュニティーの場 “番屋” －網を作る工場 
     （漁村集落では、必要とされることではないか？） 
      ・住民と支援団体と一緒に建設したい  
    ◆支援のお願い：資材提供 
  
 □JDFドライバーを募集している。65歳以上で、地域に詳しい人 
  
 □男性は女性から声をかけてもらう 
  
 □支援団体求人票を作る：ハローワークは裏で年齢制限があるから 
  
 □支援対象が女性にかたよりがあった→男性の手仕事も考えていく 
  
 □支援団体は、地域の人に動いてもらえるサービス提供を 
     地域の人は、自分たちで動く 
          前：やってやる→やってもらう：やりましょう→やりたい：後 



グループｌｌｌ 議事録 

○ 各地域の現状と課題解決に向けて 

 住民の方からの現状報告 

• 住民主体でイベントを運営していきたいが資金提供をお願いした
い（三日市仮設） 

• 住民の出身地区がバラバラのため、情報収集、共有、交流が必要
（モビリア） 

• 仮設内の街灯やスロープなど住環境を改善したい（三日市工業団
地） 

• 買物＋息抜きの為に交通手段があるとよいが、それにはアセスメ
ントが必要。 

 

○ ボランティア派遣の現状と今後 

• どのようなボランティアを頼んでいいのか、やってれるのか、ボラン
ティア活動の内容、利用の仕方について住民への周知徹底が必
要。 

• 直接住民にではなく、「窓口」を通してボランティアを行うと住民の
ニーズに合わせて人員を割り振ったりなど適切な対応できる。 

• 「顔のみえる支援」・・・交流、ボランティアと住民の間の関係づくり
ができるようなソフトを中心する方向性。高田のファンを増やし、同
じ団体が戻ってきたいと思うようなボランティア活動にしたい。受け
入れた側は成果のわかるような報告をフィードバックするようにす
るとよいのでは。 

• ボランティアに限らず、支援団体等は過剰支援で地元の人たちに
よる発展・活動の機会をそがないように配慮する。 

○ 支援団体ごとの連携について／連絡会の活用 

• 地元の団体、地元の支援団体へのサポートがもっと必要。 

     ex. 自治会長会 

• 連絡会に参加している各団体の情報共有が不十分 

• 連絡会では一般論を議論することが多く、地域ごとの特性を吸い
上げて議論し、連携を図らなければならない。 

• 街づくりのために竹駒で土木作業をしているが、人手が足りず、連
携を人集めに役立てたい。 

• 目安箱の設置前にどの団体が取り扱うのかなどの情報を周知徹
底してからの設置が必要。現在の連絡会の体制で責任をもって投
稿に応える体制を作っていけるのか。団体は住民に寄り添って活
動をしており、住民のニーズを受けて支援を行っている。目安箱を
さらに設置することの有用性は？ 



グループIV 議事録 ① 

①各地域の現状と課題 
●コミュニティの問題 

現在、米崎地区のコミュニティが一部バラバラになって
いる状態が問題になっている。 
＜他の地区での対策＞ 
●モビリア仮設団地： 

集会所等をオープンにして、住民同士が交流できるよう
な場を随時提供する。 

高齢者にはアップダウンが激しい地形等でアクセスが難
しいため、現在は4つ集会所を作り、今後それぞれに管

理人（雇用）をつける方向で雇用を踏まえたコミュニティ
づくりのスタイルを取る予定。 
目的：毎日の交流場所。イベントも開催。 
現状：モビリア仮設に居住を登録している362人登録のう
ち50～60人参加 
  

●長部コミセン：長部全地区の人を対象に毎週サロンを
開催。（社協協力） 
現状：40～50名参加  
課題：男性の参加が少ない。 

サロンの実施の準備等については、住民側でも実施す
ることが可能だが、具体的なイベントの内容について、ノ
ウハウがない。最終的に自治区自身で自立して行うこと
を目指しているので、支援団体として、コンテンツの知識
等、イベント開催のためのノウハウの地域への落とし込
みが今後可能と見込まれる。 
  

「自治区自身で自立して行えることを目指す」とあるが、
どうやって自立していくのか？そもそも「自立」とは何
か？ 
●自立のイメージとは？ 
地元の人たちで行う。 

課題：楽しめる企画、運営に関するノウハウを勉強す
る必要がある。 

地元の人材を育成することがカギ。情報収集能力を
高めることも必要であり「情報収集のアンテナ」を高く
する必要がある 
 
●在宅被災者 

現状：支援の遅れ、偏りについて、現状把握できてい
る機関が存在しない。 
  
奥州絆の会の活動例 
場所：小友 

支援が少ない在宅被災者に水不足の時に水を運ぶタ
ンクを提供、冷蔵庫の代わりとなる発泡スチロールの
箱。 

※ニーズを把握するには、膝を合わせて話を聞き寄り
添うことが大切。 
  
●支援物資―市からの物資は丸投げで入ってくる。置
き場がないところもある。 
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③ボランティア派遣 
●モビリア：継続性―長期にわたる大学生との交流を希望
したい 
成果：お年寄りが元気になる。 
交流を通じて文通を始める人も。 
今後：一過性ではなく、2～3回継続して交流をしたい。 
  

●気仙地区：まずは初期の段階からボランティアの皆さん
の支援活動に感謝の言葉。 
  
●陸前高田の課題 
・陸高の情報発信が弱い（VCにほぼ投げている） 
※6~7月 住民はボランティアの仕組みがわからなく、 
誰に何をお願いしていいかわからなかった 
  
●その他 
気仙町民生委員より：2/26 離れ離れに暮らしている今泉
地区の皆さん（100名程度）の交流会のために長部コミセ

ンにて昼食の炊き出し－陸前高田ネットワーク連絡会を通
じ、遠野まごころネット・コープ愛知・日赤岩手が協同支援 
 

※今後はこのような町のコミュニティ作り、人と人を結ぶお
手伝いに携わってもらいたい 
  
 

②商店街、雇用、ビジネス 
●漁業の現状 
・メディアでは半数といわれているが、実際のところ漁師のうち2/3（主に
40～50代の方）がリタイアしているのが実情である(モビリア自治会長) 

・リタイアしている人たちは日雇い労働、別な職についている人        
もいる。 
Ex. トラックの運転手や特殊車両の資格を取るなど。 
・「漁師としての知識しかない」転職が難しい。 

・性格が強く、一匹狼な性格な為、鬱になりがちな人もいるため精神的
なケアが必要。 
・Jobカフェシステムがうまく働いていない難点もある。 
・上記の理由で別な職業・産業への切り替えが困難。 
・国からの保障支援も遅れ、助成金の情報も遅い。 
  
漁船漁業：「6次産業化」し活動している人がいる。具体的には市場中抜

き型の方式。仲買人の仕組みを外して、直販のような形をとって、小グ
ループで独自産業家としてやっている。  

・資金の調達のノウハウをもっていない人が少なく、再開したい人にも
情報共有がされていない状況。 
養殖漁業：過去5回の津波被害により漁師が減少（特に陸前高田市） 
・刺し網50－60mの海域のガレキの処理が困難。網の補修がかなりの
費用。（奥州絆の会） 
 
●漁船、養殖の課題 
リーダー的存在、マーケティング・ノウハウの流通、資金調達が必要。 
情報共有が重要。投資額が多い。 
  
●今後できること 

・「勉強会」漁業権の縛りや、漁協の立場など、外的障壁が多々ある中
で、「陸前高田における漁業」についての勉強会を、支援団体が支援 
・ノウハウを共有する 
※開示されにくい情報もあるのでどこまで勉強会で学べるかが課題 
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●議題 

（１） 今後のボランティアの動向について 

（２） 仮設住宅における支援の差について 

＜現状及び課題＞ 

①支援の格差 

ア）集会所がない（規模が小さい）ため、支援の手を差しのべ
られない。 

 ・大きな集会所がほしいが、法律（制度）的な問題により、整
備することができない 

イ）みなし仮設・住宅に対する支援がない 

 ・社協主催のサロンは「福祉」の色がこく若い人が参加しづ
らい。 

②今後のボランティア動向 

 ・地域住民との連携 

 ・マンパワー及び今後のボランティアの確保 

 ・プロボノ支援の確保 

 

●今後のボランティアの動向について 

（１）地域住民との連会 

 ・地域住民（離職している若者）と外部支援者が一緒に活動
をしていく必要がある 

 ・住民が行っている活動を後押しする方向もある 

(例）生業支援 

（２）マンパワー及びボランティアの確保 

 ・「人が継続的に来る」という流れを作る 

（３）プロボノ支援の確保 

 ・活動は住民主体だが、会計等の専門的なことは、外部が
サポートする 

●討議内容（支援の格差について） 
（１）効率性などの観点から、支援が偏ってしまう・自治
会長が積極的だったり、日中いてくれる仮設は支援が
入りやすい 
（２）住民の希望と団体が目指す方向のずれ・住民が望
んでいる支援の形を把握することが重要 
（その為にも、各仮設の支援状況、ニーズを把握する必
要性がある） 
（３）集会所の確保 
・宮城県では、NGOが行政に対し提言を行った結果、30
世帯以下の施設にも談話室を建てることになった 
（４）各団体の支援状況のマッピング 
各団体のマッピングを作成しているが、情報提供は17団
体と少ない 
（５）各仮設コミュニティの活用 
  ・ すべての仮設において、お茶っこサロンのようなソ
フト支援が必要というわけではない。各地域に形成され
ているコミュニティを活かすべき。 
  ・ 「外部から支援の手がほしい」と思っている仮設に
対し、支援の手が差し伸べられないことが問題。 
 



●今後の方向性 
（１） 情報の集約とアセスメント    
        ① 地域の情報を把握する。 
       （各地域に入っている団体及び支援内容の把握） 
    ② 各団体の得手の部分を網羅する。 
        ③ 地域住民との連携 
             地域の潜在能力を発掘し、後押しする。 
    ④ 生業支援の具体化 
     生業支援を具体化し市場に結び付ける。 
     （住民の刺激、動機づけを目指す。） 
 
（２） 地域の力を活かす方向にシフトする 
   ① 地域の潜在能力を掘り起し、アセスメントを行う。 
    （ボランティア事業モデルを作り、内外部に発信） 
   ②住民と支援団体が連携し地域おこしを図る。 
    （ワークキャンプなどの実施） 
   ③プロボノの確保 
    「プロボノ募集」サイトを活用する 

●総括 

・情報を集約しアセスメントする。 
・地域住民とボランティアの連携を図る。 
 (マンパワーの解消） 
・外部と地域を結び付ける。 

 （ワークキャンプの実施、プロボノ支援、企業
向けの広報、人材開発） 

復興ビジネスモデルの作成。 
地域おこし、街づくりに繋げる。 
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