
第18回陸前高田市ネットワーク連絡会 
議事録 

2012年2月19日（火） 
10：00～12：00 

於：長部地区コミュニティセンター 

 



団体名 報告内容 活動の中での課題、お知らせ等 

発達障害サポート 
えぇ町つくり隊 

◆発達障害サポート、社会参加、理解の啓発を目的に活動。 

高田ではアンケート、既存の団体等から情報収集を実施。 

◆新事業として、児童デイサービスを開始。 
さぽーとはうす☆すてっぷ： 
利用時間 9時30分～16時30分 (定員3名) 
場所は、旧きらりんきっず（高田町） 
1月から随時受け入れをしています。 
4月からは利用時間や内容が変わる予定です。 

【課題】 
◆預かる場所が狭いため、3人が限度。常勤スタッフもサービス
について勉強中。 

◆もう少し広い場所を借りて受入定員を増やしたい。 

 どこか場所に関する情報があれば教えてほしい。 

岩手県ユニセフ協会 ◆こどもに優しいまちづくり。虐待など、どうやったら気付けるか
の提言。市と協働して、要保護者の協議会支援している。 

◆昨年は大槌をメインとして活動。 

大船渡、陸前高田は少なかった。 

◆心のケア等の研修会、CAP研修、お父さん支援員の研修会等
を実施しているので、利用してもらいたい。CAP研修会はH25年
12月まで無料なので、ぜひ。 

◆月に1回保育所を回って情報収集。 

【今後の活動についての提案】 
◆子ども支援をメインに行うのであれば、既存ネットワーク（子ど
も支援ネットワーク）やすでに子どもを対象とした支援活動を実
施している団体と連携し、支援内容が被らないようにした方が良
い。 

◆お父さんたちへの支援・・・ 
支援対象は震災遺児家庭のお父さんピンポイント 

→仮設住宅連絡会など他団体に連携・タイアップを依頼？ 

◆研修会等については、東海、岩日、日日や市の広報、夢ネット
の復興ニュースなどへ掲載して周知。 

IFC/JCN ◆県内の震災支援に特化した支援団体。 
県内全域を対象に、沿岸各地に担当者を置いている。 
◆団体のニーズ、オファーのマッチング、研修会、会議開催。 
◆つながる場、学びの場の提供。 

【告知】 
◆2/22：政府予算説明会 

大船渡福祉センター（16時～18時）その後大船渡アクション会議
も開催。オブザーバー参加OKなのでぜひ。 

◆2/25：若者会議in岩手 20代の若者がスピーカー、ディスカッ
ションの中心に若手がどんなことを考えているのか等を知る機会。
（参加者の年齢は制限なし） 
◆3/8：JCN現地会議in岩手釜石合庁会場。 

『NPOと行政の連携について』がテーマNPO目線からと行政目
線両方をカバーする予定。 

いわて未来づくり機構 ◆産学官連携組織。自分は公募型復興企画がメイン。 

◆支援提案、マッチング。 

◆直近の活動では釜石「虹の家」にベビーフェンスを設置。 

◆情報発信のワークショップを開催。 

単なる情報発信ではなく、ストーリー性を含ませた情報発信につ
いて、専門家を招いてワークショップをおこなった。 

◆他、ポータルサイトで情報発信をしている。 

各団体からの活動の紹介など 



団体名 報告内容 活動の中での課題、お知らせ等 

岩手大学 心のケア班 ◆H25年度から釜石サテライトで支援者向けカウンセリングを開
始。 
◆これまでも支援者向けの心のケアとして 

【ストレスについての勉強会、ストレス状態のアンケート】を実施。 

◆次年度から新しく【アフターケア、コンサルテーション】を実施。 

予約制・無料なのでぜひ。 

P@CT ◆矢作、気仙、広田にて小学生対象に子ども支援を実施 
※4月以降は小友でも実施予定 
◆陸前高田市復興サポートステーションを運営。 
VCの引き継ぎ、ハード系ニーズに対応のほか、企業の新人研修
や体験プログラムも受け入れ。 
（1/15から2/18で650人の受け入れ、月火休み） 
新人研修の企業と子ども支援をマッチング、企業とのマッチング、
コーディネート業務なども。 
◆宿泊施設とサポステの併設を予定 
（現サポステも2年間は気仙町にも残す。3年以内に一関経由、
気仙沼経由の両方のボランティアに対応できるような宿泊所併
設のサポステを作りたい。） 

◆国のファミリーホーム事業…県内に施設が0である。 
※ファミリーホーム：里親の大きい版 
・60人以上の遺児が高田にもいる。 
・ゆくゆくは、家庭に事情のある子供のための家を建設したい。 
子供6人以上、施設には1人に部屋一室、里親経験3年以上1人
を含むスタッフ3名が最低条件となる。 
◆通年で高田に来る人を増やして、人口増加につなげたい。 
◆少しずつ地域の協力者を増やしていきたい。 
◆「何かしたいけれど何をすればいいのかわからない」という人
…1つ拠点を設けて交流のポイントにしていきたい。 
◆災害VCから続く『外から来る人』の流れを残す…町が出来て
から改めて人を呼ぶ取り組みは０からのスタートとなる。今ある
『ボランティア（外から来る人）』の流れを残して、町が出来た後に
も引き続き来てもらえる仕組みを残さなければ。（まちへの思い
入れが出来る仕組み） 

社会福祉法人 
遠野市社会福祉協議会、 
かながわ金太郎ハウス 

◆陸前高田市の新店舗マップを作成 

◆横浜からのボランティア派遣の為のバスの管理や手伝いを実
施 

◆ITを利用したホームページの作成支援 

大根コン東日本大震災
復興支援プロジェクト 

◆物資支援 

◆足湯等のサービスの実施 

◆運動療法士による心身のケア 

◆ボランティアの中間支援 

SAVE TAKATA ◆活動のテーマは「若者が（陸前高田に）戻ってこられるように」 
支援先に、事業化する方向性でお金を付けていく… 

高田に住み続けるにはお金（収入）が必要。 

◆町づくりをになう会社にしたい。6次産業化を見据えてお金儲
けばかりではないＮＰＯと事業とを両立したい。 

 

各団体からの活動の紹介など 



団体名 報告内容 活動の中での課題、お知らせ等 

いわて生活協同組合 
 

◆移動販売車を用いたサービスの実施 

◆仮設住宅団地の手作り品の販売支援 

（売上高2000万円規模） 

健康生活ネット 
おおふなと 

◆医者や看護師などの医療従事者による仮設住宅団地訪問 

◆MOA美術館の方とともに実施している芸術セラピーの実施 

国立大学法人岩手大学
三陸復興推進機構 

◆支援者団体向けメンタルヘルス・プログラム 

◆来年度から釜石市に釜石サテライトを創設 

 

キエーロ陸前高田 ◆映画「人生いろどり」を見て語る試写会の準備 
◆キエーロアート展の企画、準備 
◆キエーロネットワーク交流会の企画、運営準備 

◆板材を使ってコンポストを作る、使う、という生活に興味のある
団体、地域、仮設住宅を募集中 

公営社団法人 
青年海外協力協会 
JOCA 

◆健康生活調査（陸前高田市主催） 
仮設住宅、みなし仮設、現在フォロー中家庭を除いた約5000世
帯を対象とした全戸訪問 

◆健康推進課にて調査員募集中！ 
（保健師、看護師、社会福祉士などの有資格者） 

岩手県沿岸広域振興局
経営企画部 
大船渡地域振興セン
ター復興推進課 

◆陸前高田、大船渡、住田にて活動を実施 

◆各種専門家の無料相談会の開催 

◆悩み事相談の実施 

 

公益社団法人 
日本国際民間協力会 
NICCO 
 

◆楽習会ワークショップ 

（子どもに対する心理社会的プログラム）の実施 

◆畑づくり（広田の畑、モビリアの畑）の実施 

◆男性の集い（気仙沼市松岩地区）の実施 

◆小友、広田の各仮設住宅団地にて開催されるサロンに参加し、
血圧測定と健康相談を実施。 

大船渡地区被災者支援
センター 

◆合同庁舎  ４月～相談員（電話対応） 
◆専門家相談 被災者のストレス・不安対支援 

◆フリーダイヤルでの電話相談や出張相談（陸前高田）も実施。 
対象は高齢となることからインターネットに加え、紙媒体で配布 
すぐ捨てられないようにカレンダーを大きめにするなどの工夫を
している。 

ジャパン・プラット
フォーム 

◆NGOを支える団体（仕組み） 加盟37団体 
地元、地域活動を支援している 
連携調整機能 各団体の活動の大小の調整 
中間・後方支援  

各団体からの活動の紹介など 



団体名 報告内容 活動の中での課題、お知らせ等 

陸前たがだ八起 
プロジェクト 

◆発災後避難所支援をし、その後は仮設支援活動を行っている。 

陸前高田最大のモビリアの仮設住宅に特化した支援をしてきた。 
◆仮設住宅を造りっぱなしで、自治会長に負担がかかっている
状態。やりがいや生きがい作りをしていく必要がある。 

仮設支援を、近隣にも広げていきたい。 

難民支援協会 ◆発災後4月1日から支援活動を行っている。 
高田、大船渡、気仙沼、石巻で各避難所で法律相談や支援金等
の情報提供をしてきた。災害弱者の支援も行っている。 

◆地元団体を立ち上げ、支援してきたが、今後は引き継ぎを行っ
てその団体が自立できるようにしていきたい。 

岩手大学 ◆農学部の学生有志が、Ｐ＠ＣＴを通して「みちくさルーム」で活
動を行っている。地域マネジメント講座等開催した。 

◆これから神戸大学の災害復旧セクションと一緒にスポーツ関
係・・・健康教室とかの支援を継続していきたい。 

大船渡地域振興セン
ター復興推進課 

◆大船渡、高田、住田町で活動。 

センターでの相談等受付を行っている。 

◆専門的無料相談会等も開催している。 

◆相談会の支援継続をしていく予定。 

 

ワーカーズコープ ◆高齢者の方々とつながり、起業支援を行っていく。 

・収入を得てもらうことを支援していく。 
・仕事おこし懇談会。林農海（りんのうかい）地元のたちが一緒に
つくった団体。 

◆おばあさんたちが畑を耕したりしている。プレハブ２棟。 
（高田町） 
 

かながわ東日本大震災
ボランティアステー
ション 

◆神奈川から継続したボランティアバスの派遣 ◆遠野の金太郎ハウスが3月でなくなるので、今後の支援方法
について模索中 
 

いわて結っこ花巻
（もっちぃと森の仲間
たち） 

◆ボランティア団体が行かない場所へ【在宅ケア、お茶っこカー】
などを実施。花巻で517名が参加 
・花巻温泉ツアー 
・まち沢 図書 文庫本 3万冊配布活動 
・小友保育園、土いじり支援、花壇作り 畑／農業支援 
◆冬場、花巻スキー場 
・東和町ボランティアセンター 
70名くらい宿泊可（活動拠点になる） 

NECネッツエスアイ
（ひまわりハウス） 

◆竹駒町に集会所がなかったのでログハウスを建設 
（月～土 11時～19時） 
・パソコン機器を活用しながらの場を提供 

◆『インターネットが苦手』という人達でもOK 
※まず、存在を知ってほしい 
◆広報面で課題感 
（※人通りの多い場所への情報掲示／カタカナ文字を漢字表記
など見やすい、分かりやすい書き方にする工夫をしている／） 
イベントにタイアップして広報活動を実施←しかし、聞く側の人に
どの様に伝わっているのか…） 

各団体からの活動の紹介など 



団体名 報告内容 活動の中での課題、お知らせ等 

ヤルキタウン ◆米崎のコミュニティ広場 
12月にオープンしてから、出来る部分だけ運営している 
◆茶ロン、産直販売、手作り手芸の店、オラホビデオ 
◆2階には、映画上映のスペース、会議利用できるような場所も
ある。商店街ではなく、コミュニティ拠点なので、人が集まれる場
として活用してほしい 
◆花画楼にチューリップを仮設のみなさんと植えたので、春には
見ごろになるでしょう 
 

市立図書館（竹駒町） ◆12月からログハウスで図書館を運営 
市民が何を望んでいるのかをききながら、運営していきたい。 
移動図書館もやっている。商店街にも移動図書館が訪問できる
ようにもしていきたい。 
◆最近利用者が増えてきている 
家を建てるのに参考になる本が欲しいという人がきたり、自分が
持っていた本を流されて…でも、もう一度読みたいからないか？
と探しにくる人もいる。 
◆震災前と震災後でニーズのある本が違う 
◆市内に4カ所ある図書館で、市内をカバーすることはできてい
るのかなと思う。4カ所の図書館で連携（会議あり）はしている。 
蔵書がそれぞれ違うので、共有しあうこともしたい。 

◆図書館は、コミュニティの場でもある。企画もしている。 
◆まだ、図書館がどこにあるのかを知らない人もいるので、今度
広報に載せてもらう。 

各団体からの活動の紹介など 

地元住民の方からの声（地域の状況についてなど） 

◆震災当初から現在まで、支援団体の皆様には大変お世話になった。感謝の意を申し上げたい。 
個人的には、これから物資支援よりも心のケア等の支援をお願いしたい。 
 

◆応援いただいているみなさんに地元の人がどういう要望があるかなど聴くが、時間の経過とともに、要望が薄れてきている。 
土地の確保、住宅建築など、個人の問題に関係することだけが残っていて、支援団体にはできないことではという意見がある。 
しかし、支援団体の支援も、まだまだ住民には必要で、その活動を住民に伝えていきたい。 
 

◆現在、入居している仮設住宅は64世帯→52世帯→42世帯へと推移している。 
※他地域に出る人が増えている。 
 



活動から見える地域の現状・課題など（各テーブル記録より抜粋） 

◆今後、住民を取り巻く様々な状況が変わっていく（集団防災移転や自
治会長の交代なども含めて） 
→これから心のケアなどの支援が非常に重要になってくる。今後の物

質的な支援に関しては、それに甘えてしまう傾向があるため、否定的な
意見と、まだまだ必要であるといった肯定的な意見があった。 

 

◆いろんな組織が移動販売のサービスを提供することによって住民に
とってはたくさんの商品の中から物を選ぶことが可能になったが、それ
によって地元の商店や移動販売が圧迫されているという現状がある。 

 

◆様々な仮設住宅団地で縫い物や小物作りが行われていることは素晴
らしいことだと思う。これらの活動が参加者の心に潤いをもたらしている。 
 

◆支援団体が健康診断を実施してくれることはありがたいが、複数の支
援団体が各々実施してくれるため、支援の内容が被ってしまっているこ
とがある。やはり、支援団体同士の横のつながりも大事だと思う。 
 

◆ボランティアに関して、人の役に立っているという意識が重要。 

ボランティア派遣をコーディネートする側もこの意識をもってコーディネー
トしていくことが重要。 

◆各種イベントに女性は比較的多く参加していただけるが、男性にな
かなか参加していただけないことが現状の課題。現在行っているイベ
ントに工夫を凝らして、もっと男性が参加しやすいような環境を作って
いくことが大事。 

◆仮設に入居し、ひと段落したと思ったら今後について考えないとなら
ない。今後の見通しの立たない人も多い。 

当初は、日々の生活に必要なものの相談が多かったが、最近は家の再
建問題や名義変更についてなどの相談が増えている。 

仮設に取り残されるんじゃないかという不安…自治会長は「自分は最後
までいないとならない」と考えており、それもまた負担になる。 

集団移転に向けて動き出したところ。 

以前に比べ生活は安定しつつあるが、心の問題が出てきた。 

◆今までの被災地の復興の様子を聞くと、2～3年目がつらかったと聞く。 

それは、支援団体が引いていく時期とも重なりがち。 

（自立ができるかできないかの差がでてきた。） 
家にこもりがちの70代以上の人たちの心のケアが大事。 

◆1月31日現在で、人口は2万710人。そのうち20代は7％程度。 

若者を増やさないと復興どころではない。 

問題は山積している。ボランティアは財産。 

期限付きで高田に入ってきている人をつなぎとめたい。 

高田にかかわれなくなる人が増えることを恐れてはいる。 

◆ボランタリーでやってきたこと→スポンサード→独立、事業化へと向
けて展開していきたい。 

そうしないと若者が定着できない街になってしまう。 

「助けてあげる」では長続きしない。 

参加した人も自分のためになったと思えるような活動を展開していける
といいのだが… 

◆雇用の問題も出てきている。高田は第一次産業の町だった。 

海が元気じゃないと町も元気がでないし発展もしない。 

養殖に携わっていた人や漁師さんもいたが、被災後60～70代がリタイ
アしているという現状。漁業も農業も後継者が必要。 
 



活動から見える地域の現状・課題など（各テーブルの記録より抜粋） 

◆1年経って、大きく変化したことは、東京近辺でも風化気味であること。 

しかし、現地は、何も変わっていない。 

ツアーを企画したりして、知ってもらうようにしている。 

ここにいたら被災者にならなければいけない気持ちになる。 

外から入ってくる団体の情報は重要になってきている。 

 

◆親が家を建てる話ばかりしているから、 

子どもたちの夢がなくなっている。 

家族がいきやすい場をつくることは大事だと思う。 

学童保育をやっている団体が資金切れでいなくなる場合、 

見守りをしてくれる地元の人がいないという課題があり、引き継げない。 

ボランティアというわけにはいかないので、やはり人件費がかかる。 

 
◆陸前高田が、どういうまちになっていくか、 

生活できる基盤をつくることが大事。 

市をどう作って、未来がどうなるのかに向けて、それぞれがどう動くのか
目的、役割分担で進めなければいけないと思う。 

 

◆新しくまちをつくるための文化だったり、歴史背景をつくってあげない
と、これからの子どもたちが夢をもつことができない。 

外からの情報、外からの人に触れ合うことが必要。 

 

◆10年たっても20年たって帰ってきても変わらない。 

人口流出が引き起こした現実。 

理由：地元に働く場がない。 

行政が、人口流出対策をしてこなかった。 

商業施設を多く作ろうとするのはいいが、1次産業などを薄くしてしまっ
たため、人があつまってこなくなってしまった。 

 

◆人手不足 

ボランティアに来て頂いても、受付・運営業務をするマンパワー不足 

（そのための人材育成も含む） 
→宿泊施設が少ないこともネック。 

◆ニーズの要求に応えられているか？ 

→支援が双方向になっていない。 

これからは物資ではなく、居場所（人口交流）が必要。 

二次的被害を想定しての街作りが必要。 

◆住民と各団体との距離感 
→どこの団体が、どのような活動をしているか見えていない。 
 団体毎の連携不足が根本にあるのが実態。 
 

◆1次産業に力を入れて、雇用につなげる。林業・漁業が中心になる 

震災契機にして6次産業までではなく、2次産業まで発展するといい。 

支援団体の取り組みから行政が感じてくれればいい。それくらいの盛り
上げは必要。 

 



お知らせ 

○連絡事項 
 

１）事務局の連絡先について 
 
現在、旧災害ボランティアセンターのプレハブ内に事務所を置いておりますが、
年度末にかけて順次、配線工事やプレハブの撤去等が予定されています。 
電話不通によるご迷惑を避けるため、当面以下の連絡先にご連絡を頂きますよう
お願いします。 
 
・電話番号 080-3303-6929 ＜舩橋＞ 
・メールアドレス rikutakanet@yahoo.co.jp 
・FAX 0192-59-2811(平日のみ。できるだけメールにてお願い致します。) 

  
※新しい番号が決まり次第、あらためてお伝えします。 
  

２）次回連絡会開催日程 
 
第19回 
日時 2013年3月19日（火）10：00～12：00 
場所 小友地区コミュニティセンター 


