
陸前高田市支援団体マッピングデータ

マッピング前 前回のマッピング 前回のマッピング+今回のマッピング
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市内の動き
・2011年3月11日　東日本大震災発災、避難所の開設、
救援活動の開始
・7月～仮設入居スタート

環境未来都市に採択 ・冬期は気候の関係などで支援量減。 ・冬期間減少傾向であった支援が元に戻り始める。

物資

○初動期の支援の流れ
①ふとん②衣類③食品④生活用品⑤炊き出し
※水質の問題で『水』の提供は重宝

【支援団体】
・緊急期～発災後半年は、多くの団体が炊き出しや物資
支援を行っている。その後、生活支援としてボリュームや
意味合いを変えながら続ける団体と、他カテゴリ(それぞ
れの得意/専門的な支援分野)に移り変わっていく団体に
分かれる。

○いざ配布となった時の個人情報の壁、配り方の公平性の問
題が顕在化

○小規模仮設・みなし仮設・在宅避難者への支援格差が問題化
○3月で市からの一律物資配布は基本的には終了

・内容の変化
(例1)　教育・子ども分野：子ども向け衣料品→地域の祭り
の道具・運動用のマットなど、いわゆる物資というよりか具
体的な機会を想定したものに変化。
(例2)　コミュニティづくり分野：住民主体のイベントを自主
開催するので、鍋釜の貸出や、什器などを支援して欲し
い。
・余剰物資の問題→効率的な再分配の動き
(例1)　連絡会の中で「遠野まごころネット」による余剰物
資の回収（3月～）
(例2)教育・子ども分野：学校用品の余剰物資のリストアッ
プ、各学校・家庭への再分配

炊き出し
○避難所からの流れで、仮設住宅入居以降も支援団体
による炊き出しイベント

○炊き出しや物資配布に関する意見の相違の顕在化
→切り替えの時期とされがちであるが、本来は切り替えは仮設ご
と・地域ごと、また個人によって差がある。

○仮設での生活が長引き、食生活に変化…ビタミンの欠
乏
○炊き出しの意味合いの変化(「空腹を満たす」→「機会
の提供」)

○外部支援者が行う場合でも、”地域の人を
巻き込む”が大きいテーマ。
→交流を生む一方、弊害もある。

生活支援

○2011年8月～生活支援相談員制度開始

【支援団体】
・6月～移動支援開始：買い物・医療機関

【連絡会のトピック】
・高齢者の一人暮らしの見守り方法

【連絡会のトピック】
・住民の悩みの複雑化・専門化

【支援団体】
・移動支援：医療機関への送迎に限る

【支援団体】
・移動販売車の運行開始
→買い物が不便な方の声を受けて

○3月～BRT運行開始
○デマンド交通試行

医療・保健

【包括ケア会議】
・4月6日～5月22日　第1回健康生活調査（全戸調査）→
有資格者の支援者が手伝い
・4月26日より包括ケア会議開始
・5 月中旬～11 月8 日 第2回仮設住宅入居者健康・生活
調査→有資格者の支援者が手伝い

【県立高田病院】
・外来が立ち上がる前から地域に出て話して回る活動
　5〜6月　避難所にて、仮設住宅に移った場合の健康リ
スク等を講話
→仮設住宅ができ始めてからは集会所にて（大体週3くら
いのペース）、回りきったところで地域コミセン等にも巡
回。
・6月〜　在宅への訪問診療開始
・7月1日〜災害医療→保健医療に移行（※診療報酬が異
なる）
・7月15日　高田病院が統括していた全国からの支援医
療チームの派遣が終了
・7月31日　日本赤十字の派遣終了。高田第一中学校内
の診療所は県医師会に運営が引き継がれる。
・7月25日　外来診療（建物は仮設）スタート

【包括ケア会議】
（・11月9日～11月22日 第2回健康生活調査〔秋ローラー〕・11
月23日～平成24年1月13日 追加調査）

【県立高田病院】
・2012年度 地域巡回型の健康講話は継続
・2月1日　41床の病棟スタート、3月以降　震災前からあった外来が
復活(クイーンズクリニック等)
→病棟の開設と外来の再開をもって、いわゆる「仮の状態」が収束
し、普通の診療体制に近づいた実感。

【包括ケア会議/未来図会議】
・4月～包括ケア会議→陸前高田市未来図保健医療福祉
会議に名称変更

【県立高田病院】
・5月〜ほっとつばきシステム（在宅・老人ホーム入居者
の、急変時の無条件入院システム）開始
・5月〜はまらっせん農園開始…健康増進と集いの機会
の創出（2013年3月現在9カ所運営）

【未来図会議】
・8月～第3回健康生活調査
→有資格者の支援者が手伝い

【県立高田病院】
・健康講話・はまらっせん農園の継続
・2月9日　在宅医療を支える会（チームけせん
の和）発足
→在宅医療に関与する職種の横断的な連携
の枠組
・〜3月　全国からの整形外科の医師派遣支
援終了。クイーンズクリニック終了
・3月〜　はまってけらいんかだってけらいん相
談室　開設

教育・子ども

【支援団体】
・仮設子どもセンターや集会所の設置。
・部活動支援バス
・子どものストレス発散や第三者との交流を促すためのた
まり場づくりとして、定期的な教室(場)をもうける。
・仮設敷地内に移動子どもセンター(バス)を定期運行。
・子どもが中心のまちづくりクラブの実施。子供目線での
将来のビジョンを作成。
・地域に特化して物資支援から学習支援まで幅広く行う。
・未就学児の保健医療支援。予防接種・健康診断、子育
て支援事業の実施。(地元子育て関連施設の支援も）
・子ども向け衣料品、学習支援品の物資提供
・発達障がいの子どもに特化した支援
・図書館の開設、移動図書館の実施
（上記支援はしばらく継続）

【支援団体】
左記に加え…
・大学生の学習ボランティア
・子ども支援ネットワーク発足
・冬休み学習会の実施

＜子ども支援NW＞
○取り上げられたトピック
・震災の影響で環境に変化（転校・家庭環境）
・子どもの精神的なストレスの蓄積。被災した子どもの発散エネ
ルギーがとても大きい。
・支援イベントになかなか子どもが集まれない
・地区ごとの事情が異なる為、支援方法も地域ごとに異なる。
・教職員へのケア

【支援団体】
左記に加え…
・春休みの学習会の実施
・季節イベント（ひなまつり等）の地域と外部団体の共催

＜子ども支援NW＞
○状況
・教育委員会とのつながりが主
→PTAや自治会長へのアプローチ
・3月　PTA経由保護者を対象としたアンケートの実施
○取り上げられたトピック
・学校の統合の報告など
・仮設住宅がある為、学校のグラウンドが使えないことによる、遊び
場・発散の場の喪失
・カウンセリング事業の開始
・子育て世代への支援
・地域主体の子ども向けイベントの協力依頼
・震災から1年をどうむかえるか、学校でも課題に
・通学バスが満杯

【支援団体】
左記に加え…
・スポーツ分野(部活・スポ少)、地域行事(地域催事・祭り
等)、音楽分野（吹奏楽部等）などへのより具体的な物資
支援
・部活動支援バス、市の事業化

＜子ども支援NW＞
○状況
・アンケートの分析、課題アプローチ
→結果に基づき、子ども向け定期開催教室（場）の増設等
・親子イベントの検討

【支援団体】
左記に加え…
・夏休みの学習会の実施

＜子ども支援NW＞
○状況
・遠足企画の実施

【支援団体】
左記に加え…
・教職員向けの居場所づくり
・プロジェクト応募型助成の実施
・交流企画(遠方へ演奏に赴く等)

＜子ども支援NW＞
○状況
・（かねてより）遊び場が少ない→遊び場マップの作成
を開始
○取り上げられたトピック
・中高生の遊び場(たまり場)不足
・仮設に限らない子ども支援活動の重要性

【支援団体】
左記に加え…
・発達障がいの子ども(幼児～中学生)の見守
り・保護を行う教室の開設

＜子ども支援NW＞
○状況
○取り上げられているトピック
・地元託児(保育)所・学童などからのボラン
ティア要請

住環境整備

○仮設入居以降、仮設毎に集会所・集会室の設置
→「基準を満たさないと設置されない」「申請すれば設置
できる」など情報が錯綜。
…集会場の有無＝支援受け入れ可能か否かになりがち

【支援団体】
・集会所・グラウンド整備など
・被災した施設の再建補助(障がい者施設など)

○棚・スロープ・ウッドデッキづくり
→家の中の設備も外の設備も、全てを一律に取り付けられた
わけではない。建設会社(仮設を建てた会社)、消防法上の問題
など顕在化。
→冬場の雪害などへの対策

【支援団体】
左記にに加え…
・コミュニティ広場の設計・整地

法律

○7月～被災者相談センター(大船渡)開所
○9月～法律相談センター（陸前高田）設置
【制度】
・2011年8月　個人版私的整理ガイドライン運用開始
【支援団体】
・仮設集会所などでの法律相談会

○3月　いわて三陸ひまわり基金法律事務所開設

【支援団体】
左記に加え…
・現地との支援体制が構築できたことで、専門家の派遣を縮小。

○6月　大船渡被災者相談センター陸前高田市役所内に
出張相談窓口開設

【法律事務所】
・相談の多くは相続に関するもの。→一回忌で話し合いを
設けたのではないかと推察できる。
次いで被災ローン関係、借金、離婚に関することなど。
・4～6月災害弔慰金に関しての相談が増えてきた。
→3月の広報で知った方が多いのではないかと推察でき
る。
・個人版私的整理ガイドラインなど、周知不足から活用が
伸びない現状。

○8月～　左記窓口の月内開催回数増やす

【法律事務所】
・8月～10月(住宅/被災)ローンに関する相談
が増える。
→金融庁よりの通達で、金融機関による周知
拡大。封書が各家庭に届く。(8月)私的整理ガ
イドライン等の周知の徹底が図られ始める。
【仮設住宅での法律相談会】
・質問内容の多くは支援金(基礎)の受け取り
方、被災ローン、弔慰金についてなど。

【支援団体】
・7月～仮設集会所等での法律相談会が市の
事業化。（支援団体も運営継続）

【法律事務所】
・11月～相続の問題が再び増加傾向。
→防災集団移転事業に伴い、移転の条件として『相
続が完了していること』と通知されたため。
【仮設住宅での法律相談会】
・質問内容が高台移転の仕組みやそれに伴う補助制
度などに変化。
・加算支援金に関する質問も。

【支援団体】
・法律相談会の実施

【法律事務所】
・1月～不動産に関する相談が増加。自力で
の高台移転に伴うトラブル。
-建築会社関係のトラブル：工期の遅れ(今後
工事不手際に関することも)
-土地が買いたくても買えない
・2月～借金の相談が増加。
→督促がきつくなったことが背景に。今までは
請求がなかったものの請求が始まった／支援
金や弔慰金など舞い込むお金も多かった。

★行政の動きおよび伝達(通知)の仕方がキー
になっている。

今回のマッピング

カテゴリ

時期



陸前高田市支援団体マッピングデータ

雇用・生業（支援）

【支援団体】
・働く場所のガレキ撤去や整備など
・外国人の為の就労支援（日本語教育や資格取得のため
の研修）

【連絡会のトピック】
・漁業の6次産業化など話題に
・仕事がないわけではないが、失業保険があるためか、人が集まら
ない。また、以前就いていた仕事がみつからないなど。＝仕事のミ
スマッチ

【商店街】
・5月　栃ヶ沢ベースOPEN
・6月　つどいの丘商店街　OPEN

【支援団体】
・商店主たちの用地確保が完了し、上物の建設・設置開
始。
・住民の「自分たちで事業をやってみたい」の声にこたえ
て、チラシづくりやメニュー開発の支援
・外国人就労支援は地元団体が事業として取り組むこと
になり、引継。

【商店街(コミュニティ広場)】
・12月　再生の里ヤルキタウンOPEN

収入創出
【支援団体】
・仮設住宅入居者への手仕事支援として、手芸品の道具
や原材料を配布。

【支援団体】
・手仕事品展示会の実施→展示会を見た方からの要望が増える

【連絡会のトピック】
・手仕事商品の在庫が余ってしまう

【支援団体】
・障がい者施設は改修が済んだが、受託作業の減少や販
路を失ってしまったため、仕事創出と工賃確保のための
支援。

【連絡会のトピック】
・作り手不足の団体もあれば、販路不足の団体も

女性支援
【支援団体】
・避難所・仮設住宅での女性用品をまとめた物資の配布
と健康相談・リラクゼーション

【支援団体】
左記に加え…
・物資支援のニーズ収束、コミュニティが集う機会の提供へ変換

【支援団体】
・女性をメインターゲットとしたサロンの開催

【支援団体】
・サロンの地元移管

サロン・イベント ○仮設住宅集会所などでお茶っこサロンの開始

○意識として、参加者はあくまで参加者。企画は「準備してもら
うもの」。
○参加者が固定してしまう傾向（→一方それがコミュニティづく
りに発展というケースも）

【支援団体】
・住民の中で、手仕事サロンの目的が『集う』→『収入を得る』に
変化したところも。（もちろんそうでないところもある）

【連絡会のトピック】
・サロン・イベントへの男性の参加が少ない
・イベントのバッティング、活動周知に関する広報課題

○地域行事・イベントが復活
○花見などの住民主催のコミュニティイベント

【支援団体】
・7～10月　住民からの要望で「夜のサロン」
を開催

コミュニティづくり

○元のコミュニティとして仮設入居しているかどうかでス
タート時期が異なる
○集会場の有無＝支援受け入れ可能か否かになりがち
＝コミュニティづくりを意図した企画ができるかどうか明暗
がわかれる

【支援団体】
・サロンやイベントを通したコミュニティ形成の機会の提供
・コンポストの設置を通じたコミュニティ形成の機会の提供

【支援団体】
左記に加え…
・被災地と他地域との交流事業の開始
→背景としては、支援の地域格差・仮設間格差の拡大／被災
者や仮設住宅などへの外部からの直接的・ダイレクトな支援
が、被災から自律的に立ち上がろうとする現地地団体や市民
（地域住民）あるは現地コミュニティの主体的な力を阻害してい
るケースが発生／ 現地の皆さんのニーズ変化「来てほしい、見
に来てほしい、忘れないでほしい」「自分たちの取り組みを後方
からサポートしてほしい」

【支援団体】
・年度替わりでサロンを社協に引き継いだところもあれば、新しく請
け負ったところもある。（←地域による）

○コミュニティ形成のためのイベントの開催

キャパビル
(講習・研修)

【支援団体】
・子どもの保護に関する支援員育成・研修会
・地元団体の立ち上げ・運営支援
・PC教室、IT研修など

【支援団体】
左記に加え…
・団体よりもより小さな住民グループの立ち上げ支援。住
民の「自分たちで事業をやってみたい」の声にこたえて、
チラシづくりやメニュー開発の支援

情報

【支援団体】
・4月　「復興ニュース」刊行
・支援情報発信・マッチングを促すウェブサイトの運営
・コーディネーターを通じた情報発信、情報共有会の開催
・市内地図の作成

○12月　災害FM開局
【支援団体】
・「いいことマップ」発刊

場所貸し
○被災をしていないコミュニティセンターやその他施設
（川の駅等）

【支援団体】
・陸前高田まちづくり協働センター開所
・シェアオフィスKesenKyodoBox開所

【支援団体】
・NECネッツエスアイ「ひまわりハウス」開所
・コミュニティスペース　再生の里ヤルキタウン　開所

ボランティア派遣

【社協　災害ボランティアセンター】
・3/17　ボランティアセンター始動
・4/23　横田町狩集に移転、県外ボランティアの本格的な
受け入れスタート
・ボランティア人数推移
2011年3月　296人
2011年4月　3,011人（累計3,307人）
2011年5月　8,814人（累計12,121人）
2011年6月　9,815人（累計21,876人）
2011年7月　14,968人（累計36,844人）
2011年8月　16,276人（累計53,123人）
2011年9月　12,967人（累計660,907人）
【住田町基地】
【支援団体】
・多くは災害ボラセンを通じて活動
・独自でコーディネートできる団体も

【社協　災害ボランティアセンター】
・ボランティア人数推移
2011年10月　11,219人（累計77,309人）
2011年11月　7,823人（累計85,132人）
2011年12月　2,813人（累計87,945人）

【社協　災害ボランティアセンター】
・ボランティア人数推移
2012年1月　2,740人（累計90,685人）
2012年2月　2,576人（累計93,261人）
2012年3月　3,897人（累計97,158人)

【支援団体】
左記に加え…
・冬期間のニーズの減少を受け、ボラバスの派遣を終了した団体も

【社協　災害ボランティアセンター】
・ボランティア人数推移
2012年4月　3,913人（累計101,071人）
2012年5月　3,365人（累計104,436人）
2012年6月　4,757人（累計109,193人)

【社協　災害ボランティアセンター】
・ボランティア人数推移
2012年7月　3,644人（累計112,837人）
2012年8月　5,438人（累計118,275人）
2012年9月　4,908人（累計123,183人)
【住田町基地】
・9月30日をもって閉所

【支援団体】
・住民の方との独自マッチングで活動する団体も

【復興サポートステーション】
・1月15日　プレオープン
・ボランティア人数推移
2013年1～2月　804人（累計人）

窓口業務
○3月～陸戦高田市災害ボランティアセンター開所
○7月～被災者相談センター(大船渡)開所

【支援団体】
・陸前高田まちづくり協働センター開所
・ある仮設住宅において敷地内に図書室の設置（）

災害時要援護者支援

【支援団体】
・福祉施設のハード面の支援（住環境・職場環境）
・外国人の為の緊急支援（物資など）・コミュニティ支援・
就労支援
・発達障がいをもつ子どもを対象とした支援

【支援団体】
・障がい者施設は改修が済んだが、受託作業の減少や販
路を失ってしまったため、仕事創出と工賃確保のための
支援。
・外国人就労支援は地元団体が事業として取り組むこと
になり、引継。外国人コミュニティ支援も、当事者自助組
織を形成されたため、支援としては収束した。

【支援団体】
左記に加え…
・発達障がいのお子さんを預かる場を開室

その他

【支援団体】
・≪コピーサービス≫仮設住宅を対象としたプリントコピー
サービスの実施
・≪運営支援≫災害ボランティアセンターへのスタッフ派
遣
（通常スタッフ・看護師など）

【支援団体】
左記に加え…
・≪コピーサービス≫当初計画通り、地元業者の営業活動を阻害し
ないよう年度内での活動終了


