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≪日本財団助成事業≫ 

震災がつなぐ全国ネットワーク移動寺子屋 in長野 

日時：2013年 5月 26日（日）9:00～12:00 

場所：千曲市総合観光会館 小会議室 

参加者：長野県内で活動する団体、外部支援団体、震つな会員、全国ネットワーク関係者など 24名 

 

移動寺子屋とは？ 

とちぎボランティアネットワーク事務局長 矢野正

広氏（震つな事務局長） 

移動寺子屋は災害の現場に集まって学ぶ場。栄村の

地震のことは知っていたが、行けなかった。本当は

被害の大小ではなく個別に関わらないといけない。 

 

第 1部基調講演 

樋口正幸氏（小滝復興支援チーム） 

栄村の地震では多くの支援をいただいた。いつも

感謝を言いたいと思っているが、なかなかお礼を言

う場がないのでこの場でお礼を言いたい。 

東日本大震災で家も揺れて大変なことになって

いると思った。まさかうちの方にそのあと地震が起

きるとは思っていなかった。寝ていたときに急にド

カンときた。3時 59分で真っ暗だったが、地震で電

気がついたのでパニックにはならなかった。部屋の

箪笥が倒れていて 30 センチずれていたら、頭に直

撃していた。今思うとぞっとする。家は窓を閉めよ

うとしてもびくともしない。とにかく外に出た。外

は 2メートルの雪でスキーウェアを着て出たら、す

ぐに隣の人も出てきて、地震だなぁという話をした。 

小滝集落は 17 戸しかなく、一人暮らしのお年寄

りや寝たきりの方を抱えたお家もあるので、まずは

90歳のじいちゃんの家に行った。あまり入ったこと

なかった家だけど、だいたいどこに寝ているかわか

っていたので、家に入り親戚の人に引き渡した。そ

のあと寝たきりの方の家に行って、どうやって引っ

張り出したかわかんないけど、じいちゃんとばあち

ゃんを出してきて、車の中に入れた。 

すぐに集落のみんなで集まって、小滝集落では 10

分程度で全員の安否が確認できた。集まるところは

決めていなかったけど、みんなが集まる場に自然と

集まってきた。そうやって集まる場があるというの

が非常に大事だと思う。 

集まったときに冷静な方がいて、写真を撮ってお

いた方がいいよ、とか、家のブレーカーを切ろうと

いう話をしてすぐに家々を回った。2 メートルの雪

なので道路に雪が崩れて通れない状態だった。みん

なは鉄骨の車庫の中が安全だろうということでそ

こに避難した。そういう状況なので、集落外に避難

するにも出来ない状況で、小滝を脱出するには 10

時間かかった。一番大変だったのはトイレ。ぼっと

んトイレしか使えなかったが、1軒しかなかった。 

自分はすぐに役場に向かった。車はつかえないの

で、使える車をはしごしながら。役場は 5年前に作

ったものだが、陥没してジャンプしないと入れない

状態だった。自分の職場は避難所を設置する部署だ

ったが、自分だけで誰も来ないという状況だった。

小滝から歩いて隣の集落に向かうと様子は違って

いて、小滝は被害が大きかった。役場の周りもひど

かった。 

避難所は 7か所設置した。そのときレンタル会社

の人から名刺をもらって最初はちょっとムッとし

たが、あとからトイレが必要と分かってすぐに準備
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してもらった。ありがたい名刺だった。最初は和式

しかなかったが、お年寄りから遠慮がちになんとか

ならないかという声があり、長野中から集めてもら

った。今考えると栄村の被害だけだったので集める

ことが出来たと思う。長野で広域に被災していたら

難しかったと思う。 

避難はヘリで行うことになったが、長野のヘリは

東北に行っていて、大阪や京都から回してもらった。

結局小滝から避難するのに 10時間かかった。 

初日の食事はおいなりさん 1個。朝の 4時から食

べてないので、そのいなりを食べた時は不安になっ

た。しかし、翌日から支援物資が入ってきた。食事

は弁当 3食だけなので、飽きてくる。地元のお医者

さんがお年寄りは全部食べたらだめだよ、とまわっ

ていた。それで情報を伝えるのが大事だと感じて、

情報を手書きで書いて避難所に配りはじめた。まけ

んな栄村というタイトルで、とにかく色んな情報を

出そう、ほんわり感を出そうということで手書きに

した。最終的には 32 号出した。避難所の本部では

いろんな検討をしているけど、とにかく遅い。でも

避難者は何がどうなっているかわからないので、情

報を伝えようと思った。 

栄村は集落のつながりは非常に強い。また、避難

所も地域ごとに入ったのである程度知っている人

同士で入ることが出来た。いま思うと苦情が 1件も

なかった。プライバシーもあるが、ついたても使わ

なかった。 

10日間避難所を開設したが、避難所から帰ってい

いとなって帰ったのは若い人たち。そのあとに避難

所が大変だという話があった。高齢者だけになって

いたので、不安が募ったりという状況だったので集

まって話し合って若い人が避難所の当直に行こう

ということになった。小滝は問題をすぐに口に出す

風習があるので良かったと思う。 

なんとか不安感を無くせないかと思って、ホテル

で入浴させてもらった。みんなで行くことが大事な

ので、集落のみんなで行った。その時に初めてあっ

たかいごはんを食べてみんな笑顔が出た。 

1 か月後に公民館に集まってお茶のみをして、み

んなで集落に戻ってこようという話をした。雪が降

って基礎がどうなっているかわからなかったので、

そこへ上げたが基礎はガタガタだった。 

雪がなくなると色んなところがぐちゃぐちゃに

なっていることがわかってきた。区長だけでは無理

なので、動ける人に集まってもらった。これを機に

20 代の若い人などにも集落自治などに関わっても

らいたいと思って声をかけたら集まってくれた。 

まずやったのは被害状況を調べること。特命班を

作って調べて回って会議で報告した。信大の農学部

の方とも組んで被害状況をすぐに調べて回った。 

6 月ごろに区長会をやったが、小滝集落全体で 1

億 5000 万円かかるという計算をした。これでは自

分たちだけでは無理だ、中越の基金のようなものが

ないと無理だと訴えたが全然ダメだった。 

そこですぐに中越に学びに行った。そのとき中越

の人は何を言っているんだろう、大丈夫かなと思っ

たが、今はその時言われたことが分かる気がする。

もう一度中越に行ってお礼をしたい。 

復旧は行政がやってくれるけども、目に見えない

ものはなかなか復興できない。小滝の空き住居は村

が解体費用を持ったのでどんどん壊されていった。

空き住居を使って小滝のまちづくりを何とかした

いという想いがあったので、もうだめだという気持

ちになってしまい、うつ状態になってしまった。 

今はサポーターが欲しいということを訴えてい

る。片づけも大事だけど、一緒にそばにいて話をし

て背中を押してくれる人が欲しいと思う。 

しかし、ある日鼻歌を歌っている自分がいて、時
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間が解決してくれるということもあると思った。東

京からある団体が小滝を支援したいという申し出

があった。それでなんとか出来るんじゃないかとい

う光が見えた。それから前向きになることが出来た。 

小滝から古文書が出てきて、それを見ると 300年

前にみんなが村を捨てて出て行ったことがあった。

でも水路を作って戻ってきてもらった。今もその時

と同じ危機感。自分も 300年後にこんなことがあっ

たんだよ、と言われるように村づくりをしていきた

いと思っている。 

今は戻って来た若い人たちと町づくりをしてい

る。最初のテーマとして、村の入り口のビオトープ

づくりをしている。 

小滝の自慢はコメなので、米を売り出している。

小滝集落は地震後に 17戸から 13戸に減ってしまっ

た。田んぼは荒らさないという 20 年前からの約束

があってが、米を作る人が減ってしまったので自分

の持ち分が 3倍に増えた。前は農協に出していたけ

ど、今回は出すのをやめて自力で販売をしてみた。

自慢ではないけど、馬鹿になってやってみると応援

してくれたりしてくれる人がいるんだと分かった。

将来的に小滝のコメは全量自分たちで販売したい。 

中越の人たちが 10 年前に地震が起きたら、と言

っていたのが今はわかる。それをつなげられたらと

思っていたときにこの話をもらってありがたい。 

地震で学んだことは、 

情報の大事さ、一緒になって後押ししてくれる人が

大切だと思った。集落は力が落ちてきているので、

お金もうれしいけど、たまに遊びに来てくれて手伝

ってくれる手と元気がすごくパワーをもらうこと

が出来る。ぜひ小滝にも遊びに来てほしい。 

 

第 2部車座トーク 

浦野）事前に集落独自で防災の取組をしていたのか？ 

樋口）栄村としての防災訓練はしていた。 

津賀）消防団はみんな入るのか？ 

樋口）若い男性は皆、消防団。コミュニティの機会に

なっている。当時の集落は 17 軒 41 人。殆ど兼

業農家。牛を飼っていた人、野菜を作っていた

人、年寄りで専業はいたが、ほとんど兼業。災

害時には栄村の社協は、ノウハウが無かった。

介護のヘルパー派遣が主。今回、外からの人と

一緒にやって学んだのでは。ボランティアは全

部で 3000 人くらい来た。自分の集落に来てく

れた人とは、色々やっているが、栄村としては

活用していない。 

矢野）来てくれたボランティアの名簿を使って声をか

けたら。米が売り易くなるのでは？ボランティ

アも、何かしたい。 

樋口）うちが一番欲しいのは、集落を守る共同作業。

集落普請。その力が無くなった。その危機感は

大きい。17 軒がいまは 13 軒になって、直後の

年は、12 人普請に来たが、翌春の普請には 8

人しか来なかった。これまでやってきた同じメ

ニューをこなせなくなった。そこに若い人が来

てもらえればホントに助かる。 

浦野）信大とのつながりは？ 

樋口）ある。近所に信大の学生がいる。松本より長野

が多い。 

矢野）津南や十日町からボランティアの応援やノウハ

ウはあったのか？ 

樋口）大勢来てもらった。一番は中越防災安全推進機

構。どういうつながりかお付き合いが始まった。

ボランティアセンターを立ち上げる時に来た

のだと思う。そこでノウハウを提供してくれた。

栄村の中で小滝が一番困っていた。記録を見た

ら 5 月に入って連休頃に、来てもらい、話をし

てもらった。田んぼを最初にやらなければなら

ないので、同じ被害にあった人に来てもらった。

そこから田んぼの被害対策が始まった。 

萩原）田んぼの復旧はどうやってしたのか？ 

樋口）国の災害復旧事業は現状復旧が原則。元のまま

になおす。高さも同じ。今回、信大の先生から

画期的だったと言われたのが、目に見えないク

ラックまで保障してもらったこと。手で掘って

被害を実証したら、災害復旧で見てもらえた。

中越の時は、田を直して水をかけたら壊れた。 

松山）前日に東日本大震災があって、テレビを通して
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見ていて、翌朝の震災。東日本大震災との関係

で思うところがあれば。 

樋口）集落の年寄が対策をしていて、物をまとめて普

段着を着て寝ていた。凄いなと思った。避難生

活をしていて、栄村の避難者が東北と自分達を

比べる。向こうが大変なんだから、自分達は我

慢しなければと。こちらも相当困っていたが大

変だということが言いづらかった。 

荻原）ボランティアで何かできないかと 10 月に訪れ

た時に、地元の方がボランティアにものを頼み

づらい。我慢していたように見えた。 

樋口）何かやることはないか？と言われて、力仕事を

やってもらう。でも何をどうして良いか分から

ない。外から小滝村って良いところだねと言わ

れて、再確認できる。中越のある集落は 5 軒し

かなくて、集落を捨てようという話になったが、

そこに応援が来て、「いいところだね」とずっ

と言われ続けて、じゃあいるかと言うことにな

った。その後、若い移住者も来て、おれたちは、

土地・財産はいらない。新しく来た人にこの集

落で暮らすすべを伝えられれば良いと。 

村井）家は全て解体したのか？ 

樋口）17 戸のうち残ったのはいくつかあったが、古民

家は 5 軒のうち 4 軒壊した。雪が降るので、雪

を越せる状態でないものは壊す。費用は行政持

ち。何とか残して家並みを守りたかったが。 

村井）神戸の時、公費解体して、後悔している人が多

かった。2007 年の能登半島地震後、被災者生

活再建支援法で修理費にお金が出ることにな

ったが、その情報は入ってこなかったのか。宮

大工が修復してそのデータは全て内閣府にあ

った。鈴木保先生は木造家屋の修復に詳しい。

2 年経ってしまったので、費用がでるか分から

ないがきいてみる。 

樋口）栄村は、文化財を保護する意識が薄くて、土蔵

がことごとくやられた。凄いゴミが出た。でも

古民具に詳しい先生がいて教えてもらった。村

の歴史的にもそうした活動は重要。地元の人達

だけだったら、全て捨ててしまったと思う。行

政も理解を示してくれて保管場所にお金を付

けて直してくれるかもしれない方向になって

いる。 

松田）栄村のガイドブックに色々な写真があるが、小

滝以外の集落で、災害後の道筋の違いはあった

のか？ 

樋口）動ける人が 8 人しかいないのが、小滝ともう一

つの集落。もう一つは無くなるかもしれない。

少し大きくなると、感じていないかもしれない。

一瞬のうちに過疎化が進んだかんじ。被害のひ

どかったのは、同じライン上にある 5 集落。小

滝では集落を残そうと復興計画を作るが、他は

やっていない。 

矢野）他は、まとめ役がいないのか？ 

樋口）自分は仕事をやめるくらい突っ込んでしまった

が、それは兄貴分のような理解者がいたから。

他は、いないのかもしれない。 

村野）残りの４集落は？ 

樋口）小滝よりも、３～５倍くらい大きい。出ていっ

た人がいるところもあるが、4 軒いなくなった

ところはない。復興住宅も各集落に作ってもら

えたので、そこに戻ってこられた。 

村野）映像に若い女子もいたが、仕切りを作らなくて

大丈夫だったか 

樋口）なかったようだ。 

浦野）寝たきりのおばあちゃんは、同じ避難所に？ 

樋口）高齢者の 5 人は、小滝の避難所で守ってねと言

ったのに、いつの間にかどこから指示が出たよ

うで、養護老人ホームに移されていた。そこは

劣悪な状態だとわかっていたので。養護老人ホ

ームの入り口の吹きさらしのところに置かれ

ていた。亡くなった 3 人のうち 90 歳のおばあ

ちゃんも、そこにいた。そこから子供が連れに

きてくれたがその数日後に亡くなった。後は親

戚家の家にいったり。地震がなかったらその 90

歳のおばあちゃんはまだ生きていて、色々なこ

とを教えてくれたと思うので悔しい。他の 2 人

も高齢者で、一人は食べ物がつっかえて亡くな

4



   第 33回定例会【資料１】 

 

 

った。 

白鳥）復興プロジェクトチームについて。 

樋口）トップが 65 歳の兄貴分。最初は 12 人で現在

15 人。若い人たちの中にはすぐ隣の集落に村営

住宅に住んでいる人もいて、呼びよせた。 

白鳥）若い人たちが自分達で決めてやれる雰囲気があ

るのか。 

樋口）復興計画の中で、将来的にどうしたらよいかに

ついては全体で。お祭りの神楽は、若い連中が

絶対やると言っているので任せている。若い連

中が集落自治、地域づくりに知らないうちに入

っているように持っていきたい。 

白鳥）昔ながらの決め方と、プロジェクトチームの決

め方の間に違いはあるのか？ 

樋口）決めごとはあまりなくて、会合も自由な発言が

できる。栄村の中では、小滝って、そんな雰囲

気があるよね、と言われている。 

柴田）小滝以外の集落で、樋口さんのような取り組み

をしているところは？ 

樋口）ない。事を起こして欲しい。このままじゃ何も

ないよ、一緒にやろうよ言っているが。小滝が

栄村のモデル集落になろうと意識してやって

いる。行政も小滝にエコひいきしてもらって。

でも行政はなかなかひいきしてくれない。皆に

もモデルになるぞと言っている。ただ、周囲に

波及させるより、自分の集落で精一杯。東京の

支援者は、田んぼにお世話になっている。 

松山）中越地震から、山間地の集落と都市がつながっ

ているがどうか？ 

柴田）耕作放棄地になったようなところをグリーンツ

ーリズムにして、他所者と一緒にやっている。

受入れているのは地区で一人。浮いてしまいや

すいのが難点。色々なグループの人が関わって

くれている。最初、雪下ろしに来て欲しいと言

われて、安全な雪下ろしの指南を若者にしてと

いうことで関わりができた。福島の人が土を触

りたいと言って、木沢で米を作ってそれを仮設

で売っている。最近では土地が足りなくなって、

日光に田植えに行った。 

樋口）そんな風に使いたくて古民家を残したが、残っ

た 13 軒の中で、何をする気だ？という雰囲気

も感じる。 

矢野）夏に、道普請で、草刈りに行った。8 人だと大

変でしょう。他所者が継続的に来てくれる仕掛

けを作れるかが勝負。プログラムを一緒に作っ

ていければ。 

柴田）栄村のトマトジュース大好きで、50 箱くらい買

った。私のテーマは産業による地域復興。買い

付けていって地元で売る。 

松山）外だから気づける。こんなことできませんか？

という提案などあれば。木沢では田植え、草刈

り、稲刈り、3 回来てくれる。 

柴田）別の地区でそばを作って、古民家で蕎麦屋を作

ったら、繁盛しすぎて腱鞘炎になって。 

白鳥）90 歳の人が亡くなっていなかったら聴きたかっ

たことは 

樋口）我々が知らないことを知っている。「小滝の昭

和 50 年の歩み」をカレンダーの裏に書いたも

のが出てきた。これを活字にして集落に残そう

と思っている。90 歳の人は一杯知っている。例

えば小滝の米の物語。ある年に全く米が取れな

かったが、水が出た一つの田だけ収穫があって、

そこで取れたモミで小滝の米をつないだ。また、

200 年くらい前の落書き。もう読めないが、そ

の人は暗記していた。 

小滝物語がいろんなところに隠されている。

仕事をしていたらそういう人達から学べない

ので、集落で腰を据えてその人達と付き合えば
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身につくだろうと思って。今、やりたいことは

山ほどある。 

浦野）能登半島地震の穴水町と 5 年以上交流が続いて

いる。そこで取れる牡蠣を食べに行く。知られ

ていない地域にいくきっかけが出来ている。パ

ンフレットを見て、凄く魅力的で来たいなと思

うものが沢山ある。 

頼政）同じ能登半島で、毎年大学生を連れて祭りに参

加している。担ぎ手がいなくて、しんどくなっ

ていく中で、外からの学生が関わっている。は

っぴも名前入りのものをもらってしまって、行

かざるを得ない感じで、向こうの人にも神戸に

来てもらっている。担ぎ手がいなくて出せない

集落も含めて 20 集落。 

佐藤）気仙沼の支援に入っていて、今の話だと外の人

に来てもらって、魅力をしってもらいたいとい

うことだが、唐桑半島では地元の人では気づか

ないような文化財の保護、重要なものを地元の

人と一緒に外からの人がまち歩きをして、中の

人が気づいていく。 

松田）長続きするのは、人に出会うこと。最終的あの

おじいちゃんがいるから行こうとなる。そうし

たものを欲している人が多い。生きていく上で

必要なもの。それを作るきっかけがない。田舎

が無い人が増えている。出会いのきっかけを。 

佐藤）樋口さんがいなかったら、小滝はどうなってい

たか？ 

樋口）田んぼを守るという意地がある。いなければ田

んぼの半分はなくなった。そうなると崩壊する。 

 

★感想（震つな以外の参加者より） 

関谷）千曲市在住。栄村出身。震災後すぐに栄村に入

った。今日は新聞を見て危機にきた。 

青木）千曲市在住。母の実家が栄村。家は全壊。赤紙

貼られたのでつぶした。父母は村営住宅に居住。

ベッドの上の棚を外せと言っていたが、そのま

まだったので死んだと思った。最初は栄村に来

るなと言われていたが、近所の同級生は亀裂に

鉄板おいて行ったと話を聞いて、私も実家まで

行った。時間があれば父母に地震の時の話を聞

きたい。樋口さんとは同級生。正幸の応援にき

た。家が無くなった跡地をみると切ない。父母

は復興住宅に入ったが、がくっと老け込んだ。

仮設ではやることがない。この地震なかったら

こんなに一気に老けなかっただろう。 

荻原）千曲市に住んでいる。こんな近くに住んでいる

のにこの地震のことは情報として入ってこな

かった。自分たちも行って何をすればよいのか

分からない。栄村の震災復興に少しでも関わり

たい。 

（記録／被災地 NGO 恊働センター 頼政良太） 
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2013/8現在
氏名 所属 役職 備考

1 松山文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 事務局長 若手幹事会リーダー

2 松田曜子 関西学院大学 准教授 若手幹事会副リーダー、震つな個人会員

3 渡辺日出夫 ADRA　Japan 国内事業担当 やまもと復興応援センター副センター長

4 白鳥孝太 シャンティ国際ボランティア会 気仙沼事務所統括

5 菅　磨志保 関西大学 准教授 震つな個人会員

6 河内　毅 中越防災安全推進機構　地域防災力センターチーフコーディネーター

7 浦野　愛 レスキューストックヤード 常務理事

8 頼政良太 被災地NGO恊働センター

9 岡坂　健 レスキューストックヤード ＪＣＮ担当 ＪＣＮ事務局

10 柴田貴史 とちぎボランティアネットワーク 災害対策班オールとちぎ 社協職員（鹿沼市に出向中）

11 安久正倫 茨城NPOセンター・コモンズ 事務局次長

12 加藤祐子 レスキューストックヤード 震つな担当 震つな事務局

13 谷永　誠 かながわ３１１ネットワーク 理事

14 津賀高幸 ダイナックス都市環境研究所 研究員 ＪＣＮ広域避難者支援担当、震つな個人会員

15 宮崎猛志 国際ボランティア学生協会（IVUSA） 理事・事務局長 代理出席の場合あり（佐藤、深山）

16 明城徹也 ジャパン・プラットフォーム 東北事務所長

17 佐藤大地 ジャパン・プラットフォーム 国内事業担当

18 福田信章 東京災害ボランティアネットワーク 事務局次長

19 加納佑一 東京ボランティア・市民活動センター

1～15は震つな加盟　16～19は非加盟（オブザーバー）

震災がつなぐ全国ネットワーク若手幹事会　名簿

若手幹事会のこれまでの動き

2011年総会にて栗田代表が次世代に代表を譲る方向性を示したことを受け、代表候補者等を検討するも、2012年総会までに

具体的な検討が進まず、同年11月の定例会後、当時の幹事を中心に若手幹事会を設置し、次期代表の検討を始めた。

2012年、静岡の図上訓練WGの機会に合わせて、数回検討を行った末、2013年度1年をかけて検討をし、2014年総会時に新人

事について承認を得られるよう進めていくことが決まった。

震つな新体制を決めていくにあたり、０ベース（震つなは本当に必要かという議論）から検討し、各々が思う「震つな」や震つな

の役割について検討。震つなとして何をやっていきたいのか、を具体的に議論することになった。

その中で、外部者にこれまでの震つなを評価していただき、また今後の震つなへの期待も含め10名の様々な立場の方にヒア

リングを行った。（2013年2～4月）

これまで活字化されていなかったものを活字化することで「これが震つな」という5か条を決めていくこと。また、それを柱に個々

の団体ではなく震つなとして何をしていきたいのか、について検討を深めるため、合宿を開催することにした。

以上の方向性を示すため、総会前の5月7日に、若手幹事会から現四役に説明。方向性についての意見をいただいた。

その後、7月31日～8月1日の合宿を経て、来年度事業および人事について、検討を進めている。
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

2013年度 若手幹事会合宿報告 

文責：松山 

□日 時：2013年 7月 31日（水）13:00～20:00、8月 1日（木）9:00～12:30 

□場 所：日本財団ビル 2F会議室（東京都港区赤坂 1-2-2） 

□参加者：松山（震つな）、松田（関学大:個）河内（中越）、浦野・加藤（RSY）、渡辺（ADRA）、 

津賀（ダイナックス:個）、白鳥（SVA）、菅（関西大:個）、谷永（かながわ311）、 

以下、オブザーバー：福田（東災ボ）、加納（TVAC）、明城（JPF）  以上13名 

   ※欠席の若手幹事会メンバー 

    頼政（被災地NGO恊働センター）・佐藤（JPF）は7/28発生の山口水害対応現地入りのため 

    安久（コモンズ）、岡坂（RSY）、柴田（とちぎVN）、宮崎（IVUSA）3名は欠席 

 

2日間を通して、全体ワークまたはグループワー

ク等を行い、個々の認識を理解し合ったり、共通

認識を導き出したりすることにより、これまでの

震つなをどのように次世代として引き継いでいく

のかについて、認識の共有や企画の検討を行った。

また、山口で発生した水害対応に頼政・佐藤の2

名が現地入りしたこともあり、初動対応の体制に

ついて検討を行った。 

 

１．初動対応について 

今年 7 月 18 日発災の西伊豆町水害対応や 7/28

発生の山口県での水害を受けて、初動対応につい

て若手幹事会としてチームをつくり、派遣の調整

などを行うことを決めた。 

【初動対応チーム】松山、浦野、白鳥、(明城) 

3名で構成。2人以上が現場に入らないようにし、

2 人以上で派遣の調整や検討を行い対応する。こ

の度の山口水害より対応していく。 

 これまで事務局への報告がバラバラであったた

め、報告書の書式（様式）を作成し、今夏より活

用していく。 

【様式作成チーム】松山、浦野、松田 

 

２．震つなを色で表現してみる 

 個々がイメージしている「震つなの色」を表現

し、出し合った。ロゴの紺色の他、暖色系の色を

イメージする人も多かった。 

 

３．これまでの震つなを振り返る 

 改めて、現在までの「震つな」を振り返ってみ

た。過去の代表の大きさを改めて知ることになっ

たが、新生震つなとしては、同じ役割は担えない。

同じことをするのではなく、先人の教えを踏まえ

つつ関係する者が本当にやりたいことを実現でき

る震つなにしていく方向性を確認した。 

 また、ヒアリングなど外部からは、言語化や可

視化が弱い（少ない）という意見が複数あったた

め、今後の方向性として言語化や可視化を意識し

て表現していくことが確認された。 

 

４．東日本大震災支援にあたり何にこだわったか 

 震つなの一員として、個々（の団体）が東日本

大震災支援にあたり、何にこだわったのかを出し

合うことで、震つなに求める役割（震つならしさ）

を明確にしていった。 

 「寄り添う」「支援の隙間」「場づくり」「過

去の経験」などのキーワードがあがり、これらを

踏まえて、「震つな 5 か条」を再検討することに

なった。 

 【5か条検討チーム】松田、津賀、福田 
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５．新生震つなの体制（役員等）について 

 2012年度からの懸案事項であった人事案を決め

ていくにあたり、現行の四役体制のポストに人を

当てていくのではなく、そもそもどのような役割

が必要なのかを検討。以下のようにまとまった。 

 

・代表（共同代表制 2名、または代表＋副代表） 

・幹事：意思決定機関、任期あり、事業を実施す

るプロジェクトチームに所属。団体正会

員より 1名は出し事業に関わる。 

・顧問：役員ではない 

・事務局（事務局長、事務局次長、事務局、会計） 

・プロジェクトチーム（チーム長、ﾁｰﾑｽﾀｯﾌ） 

 

６．プロジェクトチームについて 

 これまでは事業実施（計画も含め）については、

手上げ方式が中心であり、事業を行うにあたり組

織的な関与があまりなかった。そのため、総会・

定例会以外の役割が不明確という課題があった。 

皆が震つなとして何をやりたいのか、を出し合

い、その「何」を実現するためのチームをつくり、

具体的に形にしていくことになった。 

◯緊急チーム（常設）：松山、白鳥、浦野／必ず、

代表か事務局長がはいる 

◯ツールチーム：浦野、頼政、谷永、加納 

◯広報チーム：渡辺、岡坂、津賀 

◯座談会チーム：白鳥、松山、津賀、菅、福田 

◯足湯 Vチーム：松田、菅、頼政 

寺子屋については、通年のおおよその計画を出す

ように検討し、担当制にして対応する。2014年度

の寺子屋については、後日検討の予定。 

 

７．各プロジェクトの検討 

◯みんながつながるツールづくり（浦野） 

10月に今年度事業として合宿を開催予定 

・独自事業、ブックレットチームからつなげる 

・ボランティアの存在、意義を明らかにする 

・防災、減災のためにつかえるツール 

 

◯座談会（白鳥、松山／津賀・福田サポート） 

・今後の災害救援のあり方を考える。大きな構想

を語り合う 

・支援 P関係者等との振り返り 

・震つなの見える化 

・東日本大震災のふりかえり、初動、立ち位置 

・まずは平成 26年 2月名古屋開催予定の寺子屋な

どを活かす 

 

◯足湯 Vの決着（松田） 

・平成 25年度は情報収集をしておく 

・平成 26年度日本財団に事業申請する 

・どこでどうやって定着したのかをさぐる 

・定着したとこ＝南相馬、七ヶ浜、東京、気仙沼、

山元、モビリア、ほかにも独自採用有り 

・終わらせ方、つぎへの発展のさせ方を考える 

・復興特別予算でサポートする 

・広がりを発信し続ける 

 

◯リエゾン育成 

・平成 26年度だけでは無理、共同事業として位置

づける 

・状況を見て判断する 

 

以上について、来年度事業計画作成に反映してい

くことを確認し、終了した。 

以上 
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検証！東日本大震災 

「支援の隙間にいる被災者」に向けたボランティアのアプローチを考えるワークショップ報告 

文責：浦野愛（レスキューストックヤード） 

（実施日時・場所） 

・2013年 10月 1日（火）13:00～17:30および 2日（水）9:30～12:00 

・場所：日本財団ビル 8階打合せスペース 

 

（ワークショップの目的） 

① 東日本大震災において、行政や社協（ボラセン）による支援の網の目から取りこぼされた「支援の隙

間にいる被災者」の受け皿として、ボランティアが行ってきた活動の共有と検証。 

② 「支援の隙間にいる被災者」を早期に発見・対応してきたボランティアの存在意義と、具体的な支援

プログラムの手法を伝えるツールづくりのアイデア出し。 

 

（参加者） 

加納祐一（東京ボランティア・市民活動センター）、佐藤寛子（亘理町社会福祉協議会）、白鳥孝太（シ

ャンティア国際ボランティア会）、明城徹也・佐藤大地（ジャパンプラットフォーム）、渡辺日出夫（ADRA 

Japan）、中西朝子（陸前たがだ八起プロジェクト）、松山文紀（震災がつなぐ全国ネットワーク）、頼

政良太（被災地 NGO 恊働センター）、遠藤智子（社会的包摂サポートセンター）、小柳明子（地球の楽

好）、浅野幸子（東日本大震災女性支援ネットワーク）、浦野愛・加藤祐子（レスキューストックヤー

ド）、河内毅（国際復興支援チーム中越）、高松清美（神奈川災害ボランティアネットワーク）、中西

里映子（アレルギー支援ネットワーク）、八幡隆司（ゆめ風基金・被災地障がい者センター）、津賀高

幸（ダイナックス都市環境研究所）、福田信章（東京災害ボランティアネットワーク）、塩沢祥子（神

奈川災害ボランティアネットワーク）、深山恭介（IVUSA）、神元幸津江（いたばし総合ボランティアセ

ンター） 

 

（内容） 

 

〇テーマ１「ボランティア支援プログラムの共有

と検証」 

議論が深まりやすい環境づくりのために、参加

者の所属する活動団体の特徴に合わせて、①被災

地全体に向けて支援をしていたチーム②対象者は

多いが問題視されにくい方の支援をしていたチー

ム③対象者そのものが少なく見つけにくい方の支

援をしていたチーム④外部から被災地に定期的に

関わった支援をしていたチームの 4 班に分かれた。

それぞれの団体が行ってきた支援活動メニューに

対して、動機・対象者・活動内容・協力者・資金

調達・成果と課題などについて意見交換した。 

 

 

 

テーマ２「『ボランティアの目線』はどこにある

のか？」 

テーマ１で抽出された活動メニューもふまえ、

災害時により支援の網の目からこぼれ落ちがちな

人は誰であったのかを整理した。例えば 

【男性】 

－仕事をしていない・する気のない中年男性とそ

の母親 

－仕事もを無くした独居男性 

－仕事をしている独身男性（避難されている方な

ど） 

－趣味のない独居男性（40～50 代） 

 

10



第 33回定例会【資料３】 

 

【女性】 

〇女性 

 －妊婦さん 

 －出産したばかりの母親 

 －性暴力・性被害 

 －若年の母子家庭 

 －震災で仕事を無くしたシングルマザー 

 －農村・漁村の女性全般 

 －日本に嫁いできた外国人女性 

 －みなし仮設の母子家庭 

など、一つのカテゴリーの中でも状況はさらに細

分化されることが分かった。また、参加者を震つ

なの枠にとらわれず、様々な分野で実践活動を持

つ方々に広げたことで、高齢者・子ども・介護保

険、女性、外国人、若者、避難者、つながりがな

い・声がだせない人、仮設・みなし仮設、被災を

受けた支援者・区長、病気・アレルギー、障がい

者などのカテゴリーが抽出され、存在が埋もれて

支援が届かず、困難に直面しがちであった人々の

姿がより明確に浮き彫りとなった。 

 

〇テーマ３「伝える・広げるためのツールづくり」

アイデア出し 

テーマ１、２の結果をふまえて、これから被災

地で活動する人たちが①「支援の隙間にいる人た

ちの存在」を知る②「ボランティアの存在意義」

を理解する③「具体的な支援プログラム」を実施

する、ために有効なツールづくりに向けたアイデ

ア出しを行った。具体的には、避難所・在宅・ボ

ランティアセンターなど、被災地のあらゆる場面

において、困りごとを抱える人々を早期に発見す

るために、目配り・気配り・心配りが行き届く人

を増やすことが重要で、まずは存在への気づきを

促すために、ポスターやパンフレットが有効では

ないかという意見が複数あった。また、困りごと

の解決に向けては、過去の被災地で行われてきた

様々な活動メニューを知っておくことも重要だが、

その場にある社会資源（人・もの・金・ネットワ

ーク・制度）を広い視野で分析し、どのように繋

いだら活動を組み立てられるのかを考えられる力

を持った人材も等しく重要であるとした。これら

の視点や人材を育てるには、日常の取り組みこそ

が重要であり、来年・再来年に向けては、①被災

地で住民やボランティアが「支援の隙間にいる被

災者」の存在を認識できるポスターおよびパンフ

レットの作成②「支援の隙間にいる被災者」の早

期発見と、つなぐべき地域資源の確認、具体的な

対応プログラムづくりまでを日常的に訓練するた

めのツール開発を中心に行っていくこととなった。 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

静岡県西伊豆町豪雨水害支援活動報告書 

文責：松山文紀（震災がつなぐ全国ネットワーク） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013年 7

月 17日夜半～18日未明に発生した局地的豪雨に

より被災した静岡県西伊豆町に、静岡県内の災害

ボランティア関係者やジャパン・プラットフォー

ム(JPF)らと協力して対応していくことになり、レ

スキューストックヤード(RSY)よりスタッフを派

遣した。 

震つな事務局長、松山が静岡出身ということも

あり、水害発生当日の午後より静岡県内の災害ボ

ランティア関係者らと情報共有を始めた。7月 18

日夕刻に、翌日から災害ボランティア本部（いわ

ゆる災害ボランティアセンター）が開設されるこ

とが決まり、同時にＲＳＹ宛に資器材貸与の正式

依頼があり、翌 19日朝に名古屋で管理している資

器材を搬出。その後、松山および RSY高木が現地

入りし、災害ボランティア本部の運営サポートを

行うこととなった。同日 JPFからも佐藤氏が現地

入りできる事となり、連携して運営サポートにあ

たることとなった。 

 

 

■西伊豆町について 

人口約 9,000人。2005年に西伊豆町と賀茂村が

合併し、現在の西伊豆町となる。今回の水害がで

被災した宇久須・安良里の地区は旧賀茂村。災害

ボランティア本部を設置した場所（役場本所付近）

からは、車で 15～20分の距離に宇久須・安良里の

地区がある。加山雄三ミュージアムがある堂ヶ島

を有し、観光業が盛んな地域。静岡県内で 2番目

に高齢化率が高く、40%を超えている。1番は川根

本町だが、数年後には 1番になる予想があるほど

高齢化が顕著な町。 

 

■西伊豆町の被災状況（数字は静岡県発表） 

人的被害：なし。 住家被害：一部損壊 4件、

床上浸水 83件、床下浸水 204件。 道路への土砂

流出：計 31件。 

17日 23時頃より静岡県内で局地的豪雨となり、

東海道新幹線が一時運転を見合わせた。18日未明、

西伊豆町で時間雨量 100mlを超える猛烈な豪雨と

なり、各所で土砂崩れや河川氾濫による浸水被害

が発生。多くの家屋に汚泥や土砂が流入した。 

被災した地区は、北から宇久須（うぐす）地区、

安良里（あらり）地区、田子（たご）地区。役場

は更に南の仁科（にしな）地区にあり、仁科地区

の住家被害はほとんどなかった。 

安良里地区では安良里浜川の河口水門が閉まっ

ていたこともあり、川が氾濫。周辺地域に大きな

被害となった。 
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■情報発信について 

松山より静岡県社協（総務班担当）にブログだ

けでなく facebookでの情報発信をするよう提案

したところ、快諾。県社協職員だけでは専用ペー

ジ作成の技術に乏しいことから、facebookを得意

とする県内社協（御殿場市社協）職員に作成を依

頼し、20日より facebookでの情報発信を始めた。 

facebookでは閲覧者のカウンターがついてい

ることもあり、既読者の人数把握ができる。記事

の内容にもよるが、最大 14,000人以上が閲覧する

情報ページとなった。情報の更新には松山も関わ

り、閲覧者（特に外部支援者）が必要と思われる

情報（ボラの需給情報）を中心に、できるだけタ

イムリーな情報発信に努めた。

https://www.facebook.com/nishiizusaigaivc 

 

 

■災害ボランティア本部について 

体制としては、西伊豆町社協の会長がセンター

長。以下、事務局長、事務局次長が総務班を担当

する形で組織されていたが、事務局長宅の被災が

大きかったことから、発災後数日間は事務局長が

出勤できず、実質は事務局次長が担うこととなり、

組織運営されていた。 

県社協からは毎日 3人体制で派遣され、その他

県内市町の社協に対し応援要請を行い、調整を行

った。また、西伊豆町内で県や静岡県ボランティ

ア協会が行った「災害ボランティアコーディネー

ター養成講座」の受講修了者らで組織する西伊豆

災害ボランティアコーディネーターの会の方々も

運営に加わったことから、運営面で人手が不足す

ることはあまりなかった。 

しかし、実際の災害 VCを経験したことのある者

が少なく、サテライトを２ヵ所（宇久須地区と安

良里地区）に置いたことから、サテライトと本部

との情報共有に苦労していた。ここでは、JPF佐

藤さんが、気仙沼で経験した災害 VCの運営手法や

書式などを導入することで、スムーズなサテライ

ト運営につながった。 

 

また、震つな会員の IVUSAが 2度の週末に 40

人体制で現地入りできる情報を得たことから、本

部から最も遠い宇久須地区を重点的に担当しても

らうことができた。日頃から付き合いのあるピー

スボート災害ボランティアセンターでも継続的な

人員派遣を実施したため、水害対応経験者らが有

効に機能できる環境を整えることができた。 
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■震つなとしての関わりについて 

日頃から震つなが大切にしている「支援の届か

ない地域をつくらない、最後の一人まで支援を届

かせる」ための視点や観点を、社協の中心スタッ

フに伝えることで、ローラーによるニーズの再確

認と、ニーズ完了後の再訪問を実施することにつ

ながった。

 

主に関わった活動内容な以下の通り。 

・必要な資器材の調達（借用）手配 

・地元社協が混乱している中で、災害 VC運営に必

要な動きの助言 

・判断に迷うケースに対して、過去の被災地での

対応を知らせ、選択肢としてもらう 

・外部支援者が必要と思われる情報（ボラの需給

バランスなど）を適宜発信 

・外部支援者に分かりやすい情報発信のための環

境整備（facebook等） 

・ミーディング時に不足している観点や役割を担

う（板書等の記録） 

・ニーズ把握に必要な視点や、安全面での配慮の

視点を現場で共に確認する 

・ニーズが上がったお宅に現地調査に行き、おお

よその必要人数と必要資器材の把握 

・活動完了後の完了確認の同行 

・ニーズが上がっていない被害宅への訪問（活動

の必要性の確認） 

・サテライト運営の補助（過去の VC運営の経験を

活かす） 

・災害 VC閉所に向けた社協の窓口体制についての

アドバイス 

・災害 VC閉所後に想定される潜在的ニーズと対策

についての情報提供 

 

■その他 

 今後復興期に考えられる支援内容について、担

当者と連絡を密にし、要請があった際に対応でき

るように関係性を継続していければと思う。 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

岩手県一関市支援活動報告書 

 文責：青木秀子（とちぎボランティアネットワーク） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013年 7

月 26日に岩手県一関市など東北地方を横断した

前線による大雨被害に対し、スタッフ 1名を派遣

し、状況確認を行った。一関市にて水害が発生

し、災害ボランティアセンターが設置された。と

ちぎボランティアネットワークが今年の 3月まで

一関市室根に拠点を構えて、気仙沼等への支援を

おこなっていた経緯もあり、今回、一関支援を検

討。実際に現場確認を主目的として先遣隊として

向かった。 

派遣実績：青木（とちぎＶネット）8/1のみ 

 

■一関市について 

人口約 12万人。一関市は、岩手県の最南端に位

置し、秋田県境に北に栗駒山、東は気仙沼と隣り合

っている。栗駒山、厳美渓、猊鼻渓が観光地として

有名である。2005 年に旧・一関市と西磐井郡花泉

町、東磐井郡大東町、千厩町、東山町、室根村、川

崎村（8 市町村）が合併して現在の一関市となる。

この度の水害では東山地区で被害が発生した。東

山地区は、山村で農業の盛んな地域。 

 

■一関市の被災状況 

人的被害：重症 1名  軽傷 1名 

 住宅被害：床上浸水 98棟（内 東山地区 32棟）   

床下浸水 181棟(内 東山地区 65棟) 

 

一関市の中心部より北東にある東山地域の中の

松川地区という農村地域。最上川支流の砂鉄川の

更に用水路の氾濫によるもの。土石流などの泥水

ではなく、内水氾濫的な浸水被害で局所的。平成

14年にも水害が発生した地域でもある。 

 

 

 

■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

7 月 29日(月)に、一関市社会福祉協議会が、東

山支所に「東山現地災害ボランティアセンター」を

設置。具体的には被災現場近くの体育館を集合場

所として運営していた。 

事前に募集のあったボランティアを割り振り、

各家庭に行く形で活動を行っている。現地での采

配は、現地で活動する NPO 法人 DPS に任されてい

る状況。 

ニーズ調査の方法は、自治会長より回覧版でボ

ランティア募集を案内しているだけで、社協職員

が 1 軒ずつ回るローラーは行っていない。奥ゆか

しいい東北人から積極的にニーズを拾っていく意

識がない。 

週末に大勢の親戚やボランティアが駆け付ける

ことを予想してか、週明けに、ニーズ調査を実施す

るか検討する模様。 

被災ニーズ調査や被災後の支援策などといった

助言の必要性は感じるものの、被災家屋が比較的

少なく、ボランティア数自体が少ない状況にあり、

ボランティアセンター運営補助の必要性は薄いと

判断した。 

 

 隣の東山地区でも被害があった。被害規模的に

は、東山よりも少なく、“地域同士の連携”といっ

た意識はなし。よその被害を知らない。 
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 ボランティア数が何人必要か？などの視点が強

い。個人宅への訪問や個々に抱えた課題の解決な

どといった意識が弱いと感じた。 

 被災者支援よりもボランティアをさばく、とい

う視点が強く、ボランティア活動(中)後の聞きと

りが、作業内容中心になっており、被災者目線では

ないように思えた。 

 地域の学生や団体等に声をかけるなどの動きも

出てきており、外部支援が入らなくとも地域内で

完結できそうに思えた。 

 高齢者や独居宅の訪問などの必要性を話すも、

社協職員で対応しているという返答であったため、

具体的には聞きとりはせず。 

 被害が局所的であり、大量の泥の流入箇所は少

ない状況にあり、大量のボランティアが必要とす

る状況ではなく、ボランティアセンター運営補助

的には必要なし。社協自体も、受け入れる意識な

し。個人宅への丁寧な聞き取りの必要性は伝えて

きた。 

 

 

■支援継続の必要性または支援終了後の関わり 

一関へは、被害状況把握で向かった。現場の状況

の情報の発信がなった事が理由だが、実際に現場

を見ると、被害の程度は少なく、地元の団体等の社

会資源等と連携して、被災地の復旧がなされて行

くであろうと感じた。 

 

 

 

■その他 

運営サポートが必要ないと判断し、現地で活動

する NPO 法人 DPS と現場に入る。現地ボランティ

ア 5～6 名を含め、総勢 30 名程で家屋内以外の清

掃作業。内水氾濫のような感じで泥が少ない。場所

によっては 1メートルを超える水位になった。 

活動をしたお宅は、手をケガしたのでボランテ

ィアを依頼したという。ケガがなければ自分で行

うという東北人気質？が伺えた。目の前のお宅で

も掃除を家族総出で行っていた。 

JAや JC、商工会などの地元団体への支援要請の

必要性を伝える。→既に学校や各々の団体が動き

出していた。 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

山口県山口市（阿東町）支援活動報告書 

 文責：頼政良太（被災地 NGO恊働センター） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013年 7

月 28日に発生した局地的豪雨により被災した山

口県山口市および萩市に、ジャパン・プラットフ

ォーム(JPF)と協力して対応していくことになり、

被災地 NGO 恊働センターよりスタッフを派遣した。

7月 30日に JPF佐藤氏と合流し、山口県社協との

情報交換等を行い震つなで物資の提供（資器材貸

与）の用意があることを伝えた。その後、萩市社

協に移動し災害ボランティアセンター（災害 VC）

立ち上げの会議に参加。JPF佐藤氏と相談し、萩

市は佐藤氏に任せ、頼政は山口市（旧阿東町）へ

向かうこととし、翌 31日から山口市災害 VCの運

営に関わる事となった。また、宇部市の弘中氏や

山口市社協阿東支所の方とも相談し、資器材の不

足を補うため、静岡県西伊豆町の災害 VCに貸しだ

していた名古屋からの資器材を山口市へと搬送す

る調整をし、8/1に搬入された。 

その後、震つな顧問である村野氏の代役として

水野（大分県竹田市社協）、松山（震つな）、松

永（RSY）らを派遣しボランティアセンターの運営

をサポート。特に水野氏は、昨年の九州北部豪雨

水害で地元が被災し災害対応を行った経験から運

営サポートを行った。 

8月半ば、ボランティアセンター閉鎖後の体制

について目処が立ったことを受け、震つなとして

の人的支援は終了した。 

（この時点では）震つな会員ではないが、ピー

スボート災害ボランティアセンター（PBV）とも連

携したことで、サテライト運営等の重要な役割を

水害支援経験のある者が担うことができ、サテラ

イトでの円滑なボランティア活動につながった。 

派遣実績： 

・頼政（被災地 NGO恊働センター） 

7/31-8/6、8/13-16、8/19-21 

・水野（大分県竹田市社協）8/2-5、 

・松山（震つな）8/3-5、8/7-12、8/21-22、 

・松永（RSY）8/7-12 

 

 

■山口市阿東地区（旧阿東町）について 

旧阿東町は、人口 6,837 名、面積 293.08km² 

2010年に山口市に合併吸収された。篠生（しの

ぶ）を始め、地福（じふく）、生雲（いくも）、嘉

年（かね）、徳佐（とくさ）という地区に分れてい

る。島根県との県境に位置し、山口市中心部から

は車で 30分以上かかる。阿東米というブランドが

あるほど農業が盛んで町の 9 割が農業関係に関わ

っていると言われている。また、リンゴ・梨・ブ

ドウなどの果樹園もあり、西日本で最大級のリン

ゴの産地と言われているが、今回の水害でリンゴ

園の一部も被害を受けた。 
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■山口市阿東地区の被災状況 

人的被害：なし。 

住家被害：全壊 9件、半壊 6件、 

床上浸水 161件、床下浸水 655件 

（8/27山口県発表） 

交通遮断 2ヶ所。 

場所：山口県山口市阿東嘉年下（あとうかねし

も）土石流１７箇所、がけ崩れ１箇所 

場所：山口県山口市阿東徳佐中（あとうとくさ

なか）徳佐上（とくさかみ）土石流１３箇所 

（8/1国土交通省） 

 山口市では 7 月 28 日の午前 8 時 13 分までの 1

時間雨量が 143 ㎜という山口県内で観測史上最大

の激烈な大雨を観測し、冠水による被害や土砂崩

れなどが多く発生した。そのため、国道 315 号線

は通行止めとなり、阿東町嘉年地区は一時孤立状

態に陥った。 

 阿東町内で大きく被害を受けたのは徳佐地区と

嘉年地区の 2か所。また、JR山口線も線路が流さ

れ運休するなど大きな被害を受けた。 

 

■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

山口市社協として災害 VCを設置。被災現地の阿東

町支所の事務局長が現地センター長となり、実際

の取り仕切りを行っていた。旧山口市に災害対策

本部を置き、長門峡にある長門峡自然休養村管理

センター内に現地本部（山口市災害ボランティア

センター）を設置。スタッフは山口市社協の職員

がシフトを組み対応し、そこに県社協 1～2名、他

の市町社協 5～6名ほどが応援に入っており人数

は足りていたが、マッチング班が 2名のみになる

など的確な人員配置ができていない。 

 

日赤や県の看護協会、近隣市の災害系ボランテ

ィア団体の支援もあり、平日は、現地本部と災害

対策本部（山口市内）が別々に会議を開催。土日

は現地本部に集まる。意思決定など、現地本部で

ミーティング後、山口市内の社協本部にてミーテ

ィングを行い最終的な決定を行っている。この意

思決定について、災害対策本部（本所）の意向が

強く働くことが多く、現場に近い現地本部の意向

が反映されないことが多々あった。震つなからの

派遣として災害対策本部と現地本部のスタッフ間

の連携が進むよう、間に入って調整などを試みた

が、市社協（本所）スタッフが外部支援者からの

アドバイスを聞き入れる姿勢がなく、現地本部の

スタッフとの感覚の違いが顕著に表れ、活動に影

響していた。 

 

災害 VC 設置場所が被災現場から車で 30 分以上

かかる場所にあり、活動現場への移動は受付後の

送迎が基本となっていたが、送迎とマッチングの

連携が取れていないことや、マッチングを担当す

る人員が手薄なことから、ボランティアの待機時

間が数時間にも及ぶことがあった。 
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災害 VCでの活動範囲を生活空間（主に屋内）の

みと案内していたため、住民からの苦情が出たり、

依頼を諦めてしまう住民が出るなどした。後に屋

内だけでなく屋外（敷地内）対応することになっ

たが、ニーズ調査を再度行うことになるなど、判

断の柔軟性に欠けたことから、的確にニーズを把

握することができていなかった。また、ニーズ調

査の方法が電話での聞き取りのみのため、マニュ

アル化した「聞き方や項目」を指定した指示書に

従っており、ニーズ把握について、記入する内容

の本質（重要度など）が抜けているケースが多く、

記入者のレクチャーの必要性を感じた。 

国道 315 号線が発災から 1 週間ほど通行止めに

なっていた影響から、通行に支障のない被害の大

きな徳佐地区に集中してボランティアが入ったが、

一方で当初孤立していた嘉年地区にはニーズ調査

が進まなかったこともあり、ほとんどボランティ

アを送ることができず、発災後 1 週間経っても手

つかずのケースも出ていた。 

 

VC開設当初は、運営側が大量に来るボランティ

アへの対応ばかりに精力をとられ、民生委員など

との連携もあまり見られなかったが、運営が落ち

着いてきてからはニーズ調査等に積極的に出かけ

られる余裕が出てきたため、地元社協の職員が地

域を巡回することができるようになっていった。 

運営方針について、外部支援者への拒否反応が

強く、特に山口県社協の意向が働いた感があった。

県社協として過去に 4 回の災害支援経験があり、

その経験が「自分たちだけでできる」という過信

につながっており、外部支援者の受け入れを快く

思わない傾向があったように思う。 

被災現場から距離的に遠い場所（車で 30分以上）

に災害 VCを設置する際、現地本部（阿東支部）の

意向を完全に無視した形で山口市社協本部が進め

ていったことに対して市町村合併の弊害を感じた。 

情報発信について、現地本部に NET環境がなく、

適時の情報発信ができない環境が続いていたが、

閉所まで改善されなかった。ボランティア参加者

数の定時報告の提案も、センターの掲示板への書

き込みにとどまり、外向けの情報発信には至らな

かった。 

 

 

■災害 VCの課題に対して行った働きかけ 

 過去の被災地での事例などを知らせ、判断に迷

うケースの対応について考えるためのきっかけと

した。ニーズが上がった実際の被災現場をニーズ

調査スタッフと一緒に確認し、今後も支援が必要

なケースということを理解してもらうための働き

かけをした。これにより、活動前の現地調査と完

了後の現場確認を運営スタッフが行うことにつな

がった。 

また、福原副センター長（阿東支部事務局長）

への支援として、過去の事例等の判断材料の提供

をしたことにより、悩みや迷いの解消につながっ

た。外部支援者と山口市社協の中間に立ち、相互

の意思疎通や情報提供を行った。また、センター

全体の動きをみて、運営方法等アドバイスを行っ

たことにより、運営者間の連携が効率よく行われ

るようになった。 

情報発信のツイッターや facebook の使用を勧

めたが公式には実現しなかった。 
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■支援継続の必要性または支援終了後の関わり 

 災害 VC 閉所までのおおよその目処がつく段階

（お盆明け）まで直接支援を行った。閉所後にも、

ニーズ受付の窓口を社協内にキチンと残しておく

べきというアドバイスをし、阿東町災害復旧生活

応援センターが開設されることが決定した。実際

に同センターでボランティアを派遣したニーズ対

応（最終活動日：9 月 14 日）を行う等、災害 VC

閉所後も住民に寄り添った活動ができていると感

じる。震つなとしては、何かあったときに相談で

きる関係性を継続していくことが重要だと思う。

今後は、イベント等などを行うことがあればいつ

でも連絡をしてもらえるように生活応援センター

の方にはお伝えしてある。 

一方、以下の点については注意が必要と考える。 

・運営支援が必要でないと考える地元県社協 

・過去の経験上、被害にあわれた方々がこの先

困ることが予想されるが、現状のままでは地

元社協はその困りごとに気づかない。 

 

■震つなとしての関わりについて 

過去の経験を活かし、ニーズの取りこぼしがな

いよう、また声を上げられない方へも支援が届く

ようにするための視点をニーズ調査スタッフに伝

えたことで、閉所までにローラーによるニーズの

再調査まで行うことができた。 

主に関わった活動は以下の通り 

・必要な資器材の調達（借用）手配 

・地元社協が混乱している中で、災害 VC運営に必

要な動きの助言 

・判断に迷うケースに対して、過去の被災地での

対応を知らせ、選択肢としてもらう 

・ニーズ把握に必要な視点や、安全面での配慮の

視点を現場で共に確認する 

・ニーズが上がったお宅に現地調査に行き、おお

よその必要人数と必要資器材の把握 

・活動完了後の完了確認の同行 

・ニーズが上がっていない被害宅への訪問（活動

の必要性の確認） 

・サテライト運営の補助 

・災害 VC閉所に向けた社協の窓口体制についての

アドバイス 

・災害 VC閉所後に想定される潜在的ニーズと対策

についての情報提供 

・ボランティア数の情報発信の提案とそれに伴う

様式の作成。 

・朝夕のミーティング時に使用する次第と書式の

作成。 

・ボランティア参加者からの苦情対応方法の検討 

・災害準備金の活用について情報提供 

・ボランティアの動線についてのアドバイス 

・ニーズ票の取り扱い方法 

・ニーズに対する活動必要人数や必要資器材の見

積もり方法 

・ニーズの票の管理（完了確認） 

・オリエンテーションの内容の改善 

・非公式 facebookページ作成と情報発信 

（公式にはならなかった） 

・ゼンリン地図での、ニーズと活動完了のマッピ

ング方法を教える。 

・ボランティアセンター期間延長と場所の移転に

ついての提案。 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

山口県萩市支援活動報告書 

 文責：高木雅成（レスキューストックヤード） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013 年 7

月 28 日に発生した中国地方での豪雨により被災

した山口県萩市に、日頃から連携をしているジャ

パン・プラットフォーム(JPF)らと協力し、レスキ

ューストックヤード(RSY)、ADRA Japan（ADRA）、

シャンティ国際ボランティア会（SVA）よりスタッ

フを派遣した。 

発災翌日に JPF 佐藤氏と被災地 NGO 恊働センタ

ー頼政が先遣隊として現地入りし、まず山口県社

協との情報交換を行った。その後、萩市社協での

災害ボランティアセンター立ち上げ会議に参加。

頼政は萩以外にも被害情報のあった地区（山口市

阿東町）へ向かうため翌日から萩を離れた。 

7月 30日から災害ボランティアセンターが開設

されることが決まり、同日 RSY 宛に資器材貸与の

依頼があり、31日朝に名古屋市災害ボランティア

連絡会が保有する災害ボランティア活動資器材を

搬出。その後 RSY 高木、ADRA 渡辺を派遣し、JPF

佐藤氏と連携して災害ボランティアセンター（災

害 VC）の運営サポートを行うこととなった。また、

スタッフ派遣が途切れることのないよう調整し、

SVA笠原、SVA笠井が現地入りし、支援活動を継続

した。 

地元では、被災により地元の夏祭りなどの行事

が軒並み中止になっており、今回の水害で何が起

こったのか、ボランティアがどのように復旧に関

わったのか、などについて次世代を担う子どもた

ちへ伝えると共に、夏休み期間でもある子どもた

ちへのケアも含め、思い出作りのイベント（夏の

思い出“縁日”）を開催したいと地元からの要請

があり、震つな松山、RSY 松永等を派遣し、同イ

ベント（8月 28日実施）への協力も行った。 

RSY高木：8/2～8 ADRA渡邉：8/3～5、27～29 

SVA笠原：8/7～12 SVA笠井：8/11～14 

RSY松永：8/27～28 

震つな松山：8/3-5、7-12、21-22、26-29 

（山口市と行き来し、情報共有） 

※JPF佐藤：7/30～8/4、8/8～8/15 

 

 

■萩市（旧田万川町、旧須佐町）について 

人口約 53,000人。昭和 30年に「昭和の大合併」

が行われ、現在の萩市の基となった旧萩市・川上

村・田万川町・むつみ村・須佐町・旭村・福栄村

が編成された。2005年に、この 1市 2町 4村が合

併し、新「萩市」となり現在に至る。今回の水害

で被災した須佐・江崎・小川地区は、旧須佐町・

旧田万川町にあたる。島根県との県境でもあり、

役場がある萩市中心部からは、車で 40分の距離に

位置している。 

※豪雨による被害により、通常 40分で行き来で
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きる道路が通行止めになり、当初は 2 時間以上か

けて迂回するルートでしか行き来ができなかった。 

 

 

■萩市の被災状況（8/27山口県発表） 

人的被害： 

死者 2名、行方不明者 1名、負傷者 5名。 

住家被害： 

全壊 41棟、半壊 66棟、一部損壊 65棟、 

床上浸水 572棟、床下浸水 382件。 

 

28日に中国地方で局地的豪雨となり、萩市内で

時間雨量 130mmを超える猛烈な豪雨となり、 

各所で土砂崩れや河川氾濫による浸水被害が発生。

多くの家屋に汚泥や土砂が流入した。被災した地

区は、須佐地区・小川地区・江崎地区。被災数日

間は、断水が続き、給水車が各地区を巡回してい

た。災害救助法ならびに、災者生活再建支援法の

適用がなされている。仮設住宅も 3箇所 40戸建設

がされ、9月 22日から入居が始まっている。 

 

 

■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

 運営主体は萩市社会福祉協議会。広域合併後の

ため、現萩市の各所から社協職員が災害 VCに配置

されていた。本所（旧萩市）から一番遠い場所に

位置する支所（旧須佐町）に災害 VC が設置され、

センター長は本所の方。副センター長は地元支所

の方が担当。萩市社協職員 1～2名が各班を担当す

る形で組織運営されていた。被害が須佐地区（旧

須佐町）・江崎／小川地区（旧田万川町）と広範だ

ったため、立ち上げ時に江崎／小川地区へサテラ

イトを設置。地元社協の人員不足は否めず、災害

VC運営経験のある県社協職員が派遣され、県内近

隣社協の職員も派遣された。また、中国地方の社

協（ブロック派遣）や、昨年九州地方での豪雨で

被災経験のある社協職員も応援に駆け付け、県域

を越えたサポート体制が築かれていった。 

 

運営のための人員が充足していく一方で、被害

にあった須佐・江崎・小川地区の地元住民や地域

性を理解している運営者が少なかった。そのため、

地元婦人会や運営協に依頼し、ニーズ調査への同

行、ボランティア受け入れ、道案内、資器材の運

搬などセンター運営へ協力いただいた。社協の関

係している団体や組織の力（地域力）を有効に活

かせていたように思う。 

支援Ｐ派遣の可能性について、全社協の担当者

らが現地に説明に行くも、最終的には山口県社協

の判断で支援Ｐ派遣は見送られた様子。社協のブ

ロック派遣の動きとして毎日５人ほどが派遣され

ていた。また、県社協職員も毎日２～３人体制で
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サポートにあたっていた。 

 

他の外部支援者を受け入れることに極端に抵抗

を感じている様子があった中、JPF 佐藤や RSY 高

木は災害 VC混乱期をサポートしたこともあり、社

協でない外部支援者としての信頼は得られたよう

に思うが、その他の震つな関係者が VC運営に関わ

るまでの信頼関係は築き辛い地域だった。 

 被害のあった須佐／江崎／小川地区に設置され

ている社協事業所の運営は、通常 2 名の職員で行

われている。災害 VC運営にあたり、須佐地区出身

の社協職員が 1 名（マッチング班担当）しかおら

ず、同じ萩市内ではあるが、地域住民と名前や顔

がつながっている職員が少ない中運営しなければ

ならない現状があった。 

 

災害 VC立ち上げ当初、地元社協職員がセンター

運営に忙しく、センター内に張付けとなり、被災

現場へ行くことができていなかった。ニーズ受付

も電話または、住民が事業所へ来所するしかなく、

住民の声を受付班以外の地元社協職員が聞く体制

がとれない状況があった。また、ボランティアか

ら完了の報告を受けるも、依頼した住民は完了で

はなく継続でお願いしたかったと本部へ来て話す

方もおり、前述と同様に、直接地元社協と住民が

繋がることが難く、住民目線での取り組みや活動

が十分にできないという点が課題だった。 

地元社協職員では災害 VC運営経験が少なく、ニー

ズ受付では、被災状況や依頼内容などの聞取りが上

手くできず、依頼票に落とし込む情報が少なかった

（依頼内容／泥出し、など一言のみが目立った）。実

際に活動に当たったボランティアの声では、資器材

の選定や現場の状況など、依頼内容と差異があるこ

とが多々あった。 

本部とサテライトが設置されていたが、各運営

の様子や現場の様子がお互いに見ようとせず、運

営者間の連携が課題となっていた。 

 

開設から数日間は 30～50 人のボランティア参

加者であったが、初の週末(8/3 土)には 500 人以

上のボランティアが駆けつけたことにより、セン

ターの機能不全が起こったが、運営体制の見直し

等により、翌日以降徐々に解消されていった。 
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■災害 VCの課題に対して行った働きかけ 

地元社協が中心となり運営していくことは前提

だが、各班によってその重要性は変わってくる。

被災者の声は、地元社協職員でしか聴けない声も

あるため、ニーズ調査など、より地元に精通した

者の存在が必要なため、地元職員そこに専念でき

るようサポートを行える外部支援者の必要性が高

かった。ニーズの受付方法が受け身のため、支援

の届かない（声を上げられない）人が出てくるこ

とは想像できた。そのため、地元社協職員の負担

を減らし、住民の声を聴くために現場へ出られる

よう、外部支援者へ任せられる部分を共に協議し、

現場へ出られる体制作りを働きかけた。また、VC

開設当初のニーズ受付方法（受け身）の課題に対

し、地元職員が現地を見て回り、ニーズや情報の

収集ができるよう提案し、ニーズ調査の同行など

を行った。 

その結果、現場の状況把握ができるようになり、

住民の声を現場で見聴きする時間が取れるように

なったことにより、声に出せないニーズへのアプ

ローチが可能になった。また、私たちのような外

部支援者の助言を聞くことや共に協議することで、

本来の社協の得意とする地域課題の解決が可能に

なることを社協職員自身が気づくことができた感

があり、その後のセンター運営に活かすことがで

きたと思われる。 

 

■支援継続の必要性または支援終了後の関わり 

 8 月 31 日に災害 VC が閉所となり、以降は萩市

生活応援センターと名称を変え、引き続き住民ニ

ーズへの対応を行っている。閉所後も当初から支

援に入った JPF 佐藤氏が地元との連絡を継続して

おり、佐藤氏を通じ、地元住民の様子や支援の必

要性など情報共有を続けている。また、仮設住宅

入居者への生活面・財政的な支援は必要だが、再

建が可能な比較的若い世帯が多い。※仮設住宅建

設地域の高齢化率が 40%以上なのに対して、仮設

住宅入居者の高齢化率は 20%以下と、地域の実情

と仮設入居者の年代構成の違いが顕著。 

若い世代は、目途が立てば多くの世帯が仮設住宅

を後にすると思われるが、その反面自立再建が困

難な高齢者だけが仮設住宅に残ることが予測され、

孤立させない支援の在り方を地元や関係団体と協

力しながら、支援を継続していく必要を感じる。 

 

 

■震つなとしての関わりについて 

震つながこれまで培ったネットワークにより、

同一団体職員でない派遣者同士が、現場の状況や

情報共有をしながら、有益な形で継続してサポー

トが行えたのではないかと思う。また、関係団体

を含め、地元から相談できる外部支援者という立

ち位置ができ、外部支援者から提案や相談できる

関係性が地元と作られていることは、支援を継続

して行く上で重要な要素だと思う。 

東日本大震災など、過去の災害支援（特に生活

支援）にあたり、震つなの経験を伝えることがで

きるような機会を持つことができればと思う。 

 

 主に関わった活動内容は以下の通り。 

・必要な資器材の調達（借用）手配 

・地元社協が混乱している中で、災害 VC運営に必

要な動きの助言 

・判断に迷うケースに対して、過去の被災地での

対応を知らせ、選択肢としてもらう 

・サテライトとの連絡窓口 

・ニーズ把握に必要な視点を共に確認する 

・活動完了後の完了確認の電話かけ 

・ボランティアからの完了報告聴き取り 

・災害 VC運営全般の補助 

・県外からの支援を依頼・仲介（夏祭りの出店・

物資支援など） 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

秋田県鹿角市･大館市支援活動報告書 

 文責：青木秀子（とちぎボランティアネットワーク） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013 年 8

月 9 日に秋田県にて発生した豪雨災害に対し、現

地の被災状況把握も含めて現地に向かった。 

全国社会福祉協議会の後藤氏やコラボネット石

井氏、秋田県社協の門脇氏、にいがた災害ボラン

ティアネットワークの李氏らとの同行となった。 

現地状況確認後、出席者で話し合った結果、地

元の被害は点在している状況だが、大規模なもの

ではなかった。現地視察も含めてボランティア活

動を 1日のみ行った。 

派遣実績：青木（とちぎＶネット）8/16～18 

 

■秋田県鹿角市および大館市について 

【鹿角市】 

 人口約 32,000 人。秋田県北東部に位置する市。

青森県・岩手県・秋田県三県の県境に位置する。

古くは「上津野」と表記していた。古墳も多く遺

され、大湯環状列石は全国でも著名な縄文遺跡の

一つ。1972 年、3 町 1 村が合併し現在の鹿角市と

なる。（平成の大合併はしていない） 

【大館市】 

人口約 78,000人。秋田県北東部出羽山地を縫っ

て流れる米代川と長木川の清流沿いに開けた大館

盆地にある。2005 年、田代町・比内町（昭和 30

年代から見ると 9 つの地区が町村合併）を編入し

て、現在の大館市となる。広大な稲作地帯が広が

る農業が盛んな地域で、北東北の拠点都市として

発展中の街。 

 

■鹿角市および大館市の被災状況 

【鹿角市】 

住家被害：床上浸水 26件 床下浸水 207件 

市内を流れる米代川の支流があふれての浸水被

害が多い。山間では鉄砲水による小さな土石流が

あちこちで見られ、田畑(休耕田が多い)に流木が

流れ込んでいる。激甚災害に相当する農業被害と

思われる。住宅被害は各地に点在している。泥水

に浸かったというより、水が上がった被害。 

 

【大館市】（8月 12日 17時現在） 

 住家被害： 

床上浸水 190棟 

 （主な地域：沼館 51棟、池内 27棟、 

御成町一丁目 22棟、花岡 17棟、 

栄町・水門町 10棟、猿間 8棟） 

 床下浸水 261棟 

 （主な地域：沼館 32棟、池内 65棟、 

栄町・水門町 38棟、松峰 23棟、 

清水 5丁目 23棟、葛原 11棟） 

 非住家 156棟 

 （主な地域：沼館 63棟、松峰 23棟、 

栄町・水門町 11棟） 

◇沼館地区 

床上浸水 51棟 床下浸水 32棟 非住家 63棟 

米代川支流の氾濫による浸水被害。河川寄りの

住宅は、基礎が流れるほどの大きな被害だが、住

宅地内は、内水氾濫のような水が流れただけのよ

うで、泥はほとんど観られない。片付けも大方終

わっている。ボランティアが活動している様子な

し。地域の方も、社協(VC)の存在を知らない人が

多い。 

○花岡地区 

 床上浸水 17棟 

川の決壊で川岸の２軒のお宅に大量に泥が入る。

社協職員も入って家財の運び出しをした。しかし、

家主は、家を捨て、市営住宅などに移ることを決

めているという。 

少し離れた同じ地区は、道沿いに家財道具が出

されている。付近は、鉱山で栄えた町。地域住民

同士の交流も薄い。高齢者や生活保護世帯も多い。
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こちらでも家を捨ててほかに移り住む人がいる。

地域との関係性が薄いが故だろうか。 

 

■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

【鹿角市】 

 被災後の 12 日に災害ボランティアセンターが

開設。市社協が運営。しかしながら親戚などで片

付けが終了しているなど被害状況を見る限り、ボ

ランティアの活動自体が少なく、ボランティアセ

ンターへの補助の必要性はなしと判断できた。 

【大館市】 

被災後 10 日に災害ボランティアセンター開設。

市社協が運営。地域の個人ボランティアと地元の

社会福祉施設の職員が、割り当てられ動員されて

いる状況。地元の商工会などへの働き掛けはした

ものの、祭り前という時期もあり、断られている。 

被災規模が小さいせいか積極的にボランティア

を受け入れる姿勢が見られない。 

 沼館地区では、自治会長による丁寧なニーズ聞

き取りがされており、ボランティアを派遣してい

る。一方、落合地区では、炭鉱閉鎖で行き詰った

貧困者が多く暮らしている地区で、自治組織力が

弱く、ニーズが上がってこない。具体的にニーズ

聞き取りを行う予定はなく、丁寧な聞き取りが必

要とされる地区であるが、災害 VC は 18 日で閉所

が決まっている。閉所を覆すのではなく、一旦受

け止め、他の手段で入っていく策を、コラボネッ

トや県社協とで進めることになるも、積極的な介

入はしないことを決めた。 

 ※生憎、社会福祉協議会内の部署内の引っ越し

日と重なっていて、慌ただしい状況であった。 

 

■支援継続の必要性または支援終了後の関わり 

全社協など様々な団体が一緒に訪問した形。震

つなとしては、足湯という被災者支援のツールが

あったが、社協自体の被災者支援への温度差もあ

り、連携が困難な状況にあったので支援を断念し

た。また、様々な団体の方々との同行による被災

地視察であったこともあり、震つなとしての支援

策を提案することなく終わった。外部団体に対し

て受け入れを拒否しているような VC運営では、震

つな独自のルート(地元活動者の紹介)がないと、

継続的な関わりが困難と感じた。 

 

■その他 

 地元の大館市社協としては、災害ボランティア

センターへの外部団体からの応援には拒否的な態

度が伺えた。全社協、コラボネットと秋田県社協

とが調整しあいながら、大館市社会福祉協議会の

職員に対し、被災者支援の後押しを図っていく事

も検討したが、結果的には介入しないことを決め

た。 

水害の片付けなどは、親戚や隣近所で協力し合

う仕組みがあり、大方終わっているという。概ね

落ち着いていて、掃除をしている様子も見られな

い。ただし、未だに水没したままの小学校のグラ

ウンドがあり印象的だった。 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

島根県江津市・浜田市豪雨水害支援活動報告書 

文責：松山文紀（所属：震災がつなぐ全国ネットワーク） 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013年 8

月 23日に発生した局地的豪雨により被災した島

根県江津市および浜田市にスタッフ 1名を派遣し、

災害ボランティアセンター（災害 VC）の運営等の

サポートにあたった。 

震つな事務局長、松山が山口県の水害対応で現

地入りしていたこともあり、隣県の被害調査を目

的に江津市に入った。江津市社協に災害 VCが設置

されることになり、資器材貸与の話を進め、VC開

設翌日の 8/27に山口県山口市阿東町に名古屋か

ら貸し出していた資器材を搬入することができ、

この動きをきっかけに、災害 VC運営のサポートを

行うことになった。同時に隣接する浜田市にも状

況調査に松山が入ったが、浜田には支援Ｐが応援

に入っていたため、松山は江津市の支援に専念す

ることとした。後に浜田市からの資器材貸与依頼

には調整し、対応した。（萩市からの資器材移動

と受け入れ） 

震つな松山：8/25,27,8/29-9/2（主に江津市） 

    8/26,28は山口対応 

 

江津市跡市地区 

 

■江津市および浜田市について 

◇江津市 

人口約 25,000人。2004年 10月に旧桜江町を編

入合併し、現在の江津市となる。今回の水害で被

災した地区はすべて山間地で、旧桜江町では田畑

への土砂流入の被害が大きかった。広島の奥座敷

として人気のある有福温泉を有し、中国地方最大

の河川、江の川が流れている。 

◇浜田市 

人口約 60,000人。2005年 10月に旧浜田市・三

隅町・旭町・金城町・弥栄村の 1市 3町 1村が合

併し、現在の浜田市となる。今回の水害で被災し

た地区は旧浜田市・旧旭町・旧金城町と広範囲で、

浜田市の南端は広島県との県境になる。島根県西

部の中心都市であり、国や県の行政機関が多数立

地している。 

 

■両市の被災状況（数字は島根県発表） 

◇江津市 

人的被害：なし。 

住家被害：全壊 4棟、半壊 2棟、 

床上浸水 142棟、床下浸水 278棟。 

非住家被害：全壊 4棟、浸水 95棟。 

◇浜田市 

人的被害：なし。 

住家被害：全壊 3棟、半壊 6棟、 

一部損壊 12棟、 

床上浸水 37棟、床下浸水 205棟。 

非住家被害：全壊 4棟、浸水 75棟、一部損壊 7棟。 

 

23日未明から降り続いた記録的豪雨により、同

日 13時までの 5時間に降った総降水量は、江津市

桜江で 474 ﾐﾘ、浜田市大辻町で 382 ﾐﾘを記録。江

津市は災害救助法の適用となった(8/23)。 

旧浜田市の一部を除き、ほとんどが山間地での

汚泥や土砂を含む水害。 
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■災害 VCの運営体制について 

◇江津市 

江津市社協が主体となり、近隣市町社協と中

国ブロック派遣社協職員の応援を受けて運営。

災害 VC開設にあたり、島根県社協職員が市社協

に毎日 2名を派遣して、県内市町社協スタッフ

の調整等を行っていた。主だった外部支援者の

姿はなく、県内社協職員で運営を担当する方針

のようだったが、資器材貸与のタイミングがよ

かったこともあり、外部支援者である松山の助

言等を快く受け入れる環境があった。 

隣接する浜田市との協調を意識しており、悪

天候時の活動中止等について、浜田市災害 VC

と足並みを揃えるような動きはあったが、水害

対応に関する活動の視点としては、浜田市より

も住民目線で活動していたように思う。 

江津市社協の事務局が間借り（自らの建物を

持たない）事務局のため、VC設置のスペースが

限られ、3カ所のサテライト（いずれも車で 30

分程度）を開設し、ボランティア活動者は本部

で受付の後、VCの手配した送迎車両で移動した

後に現地で活動した。 

 
江津市災害ボランティアセンター 

 

◇浜田市 

浜田市社協が主体となり、県内市町社協スタ

ッフに加え、支援Ｐ派遣も得て対応。本部は旧

浜田市にある社協の建物に設置し、浜田市社協

と県社協職員 2人を中心に運営されていた。旧

浜田市以外の被災地域は旧郡部にあたるため、

サテライトを設置して対応。参加するボランテ

ィアは、基本的には一旦本部で登録後、サテラ

イトまで送迎で現地に入り、活動していた。 

浜田市は 1市 3町 1村が合併したという経緯

からか、市の面積が広大なことに加え、社協職

員の異動などから、お互いにいい関係が築けて

いない印象が強かった。また、事務局長やその

他の現場職員が検討の末導き出した方針に対し

て、会長が意見を聞き入れる体制になく、被災

者目線での活動ができづらい環境だった。 

支援Ｐの応援を受けていることから、災害 VC

運営のサポートとしては支援Ｐに任せることと

し、江津市との情報共有にとどまった。 

松山が現地を後にした 9/2以降に資器材貸与

の依頼があったため、萩市に行っていた名古屋

からの資器材を搬入できるよう調整し、9/4に

搬入された。 

災害ボランティア本部開設中のボランティア

参加者は別紙のとおり。 

 

 
山口市から江津市に搬入された名古屋管理の資器材 

 

 

山間地の土砂崩れ（江津市） 
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■震つなとしての関わりについて 

日頃から震つなが大切にしている「支援の届か

ない地域をつくらない、最後の一人まで支援を届

かせる」ための視点や観点を、社協の中心スタッ

フに伝えることで、ローラーによるニーズの再確

認と、ニーズ完了後の再訪問を実施することにつ

ながった。 

主に関わった活動内容な以下の通り。 

・必要な資器材の調達（借用）手配（両市） 

・地元社協が混乱している中で、災害 VC運営に必

要な動きの助言（江津市） 

・判断に迷うケースに対して、過去の被災地での

対応を知らせ、選択肢としてもらう（江津市） 

・ミーディング時に不足している観点や役割を担

う（板書等の記録）（江津市） 

・ニーズ把握に必要な視点や、安全面での配慮の

視点のレクチャー（江津市） 

・サテライト運営の補助（江津市） 

・災害 VC閉所に向けた社協の窓口体制についての

アドバイス（江津市） 

・災害 VC閉所後に想定される潜在的ニーズと対策

についての情報提供（両市） 

 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

京都府福知山市支援活動報告書 

 文責：笠原一城（シャンティ国際ボランティア会気仙沼事務所） 

頼政良太（被災地 NGO恊働センター）          

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013 年 9

月 16 日、台風 18 号の影響で集中豪雨となった京

都府福知山市で発生した水害に対し、関係者を派

遣した。 

シャンティ国際ボランティア会（SVA）と関係の

ある京都のお寺周りが被災した為、SVA東京事務所

の担当者とお見舞いをかねて 9 月 19 日～23 日に

現場入りした。詳細の被害情報がその時はまだ出

ておらず、福知山市役所や災害ボランティアセン

ターを回り情報収集を行った。 

この時点では、SVA関係のお寺をボランティアの

受け入れに使う考え方もあったが、お寺から地域

の特性等を聞いたところ、地域との関係性を考慮

し、お寺としもあえてボランティアセンターを通

じて人材を派遣しているとのことだった。 

災害 VCに関わるにあたり、どこを介入のポイン

トとするべきなのかを意識しながら情報収集に取

り掛かった。震つなからは被災地 NGO 恊働センタ

ーの頼政が合流。 

派遣実績： 

※神野（SVA東京事務所）9/19～20 

※笠原（SVA気仙沼事務所）9/19～23 

頼政（被災地 NGO恊働センタ―）9/22～23 

※この度の派遣について、SVAは震つなとしてで

はなく団体の独自事業として現地入りしたが、

震つな派遣と連携しながら対応したため、合わ

せて報告することとした。 

 

■福知山市について 

人口 79,101人（2013年 9月現在） 

2006年に大江町、三和町、夜久野町の 3 町を合

併して、現在の福知山市となる。 

今回大きな被害をもたらした由良川は、水害が

多発する暴れ川であり、水害の記憶を伝える福知

山市治水記念館も存在する。由良川は 2004年の台

風23号水害の際に観光バスが冠水し乗客がバスの

上で一夜を明かしたことがあった（舞鶴市）が、こ

れも由良川の氾濫が原因だったほど氾濫の多い川

としても有名。 

過去に水害を受けた家屋では石畳がかさ上げさ

れており、この度の水害では、水害被害を受けてい

ない比較的新しい家屋の多くが被災していた。 

 

■福知山市の被災状況（9/24福知山市発表） 

人的被害：なし 

住家被害：浸水家屋 約 960戸 

（床上浸水 約 690戸、床下浸水 約 220戸） 

避難者数：最大 736世帯 1,578人 

（16日午前 8時 30分） 

降り始めからの雨量が多い所では 500 ミリを超

え、数十年に 1 度しかないような記録的な大雨と

なり、福知山を流れる由良川の水位が 7ｍを超え決

壊。由良川の氾濫で全域が水没した戸田地区（132

世帯、306人）は、2004年の台風 23号でも、ほぼ

全域が浸水被害を受けた。その後、国土交通省が水

害対策のため堤防を建設するのに協力し、約 70世

帯が集団移転に踏み切ったものの、堤防は未完成

のままで、今回、移転先の新居が再び水につかっ

た。 
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■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

2004年台風 23号の災害 VCの取り組みの中で、

日頃からの関係者とのネットワーク及び平常時及

び災害時に活動するボランティア活動者の把握を

していく必要性から、関係者、団体等に呼びかけを

し、協議を重ね、2006年９月 29日に「福知山市災

害ボランティアネットワーク連絡会」が発足。 

地元自治会が代表となり、事務局を社協が担って

いた。 

 

福知山市災害ボランティアネットワーク連絡会

の構成団体は下記に示すとおり。 

・福知山市自治会（代表） 

・福知山民間社会福祉施設連絡協議会（副代表） 

・京都府中丹西保健所 

・福知山市 

・福知山市民生児童委員連盟 

・成美大学 

・京都短期大学 

・福知山青年会議所 

・福知山ボランティア連絡協議会 

・連合京都福知山地域協議会 

・福知山地方労働組合協議会 

・赤十字レスキューチェーン京都福知山支会 

・福知山市社会福祉協議会（事務局） 

 

台風 23 号の経験から、災害 VC の運営訓練は何

度も行われていたようで、大型バスの受け入れも

スムーズに行われていた。 

一方で、ニーズ収集は各自治会長から上がって

くることを想定していたが、自治会の状態や会長

の力量（意向）等によって、ボランティアの派遣数

に大きく差が生じ、実際のニーズがどれくらいあ

るのか正確な数字は最後まで確認できなかった。 

災害VCの運営や体制だけに目が行っているよう

で、正確なニーズが集められていないにも関わら

ず、災害 VC閉所の検討していた。 

外部支援の受け入れに関してはあまり前向きで

なく、地元だけで運営していく考えが見受けられ

た。自治会経由でのニーズしか受付していないた

め、全く手の入っていない地域が出てしまった。 

被災現場の状況と災害 VC の動きに疑問を感じ、

実際にどれくらいのニーズの取りこぼしがあるの

かを現場で作業している IVUSA と情報交換を行っ

た。この情報を元に、まだまだニーズが拾いきれて

いない事を統括センターへ毎日伝えたところ、福

知山市災害ボランティア連絡会の副会長がニーズ

漏れを懸念し、同時期に住民から苦情が出たこと

も影響して、当初予定していたボランティアセン

ター閉所の時期延長につながった。 

災害VCへ正確なニーズ情報を伝える仕組みの支

援が必要と感じた。支援を行うのであれば、自治会

への介入と同時に現場で活動するマンパワーが同

じチームで活動し地元自治会からの信頼を得る事

が先ずは先決。この動きを誰が行うのか、滞在中に

判断できなかったため、結果時間切れとなり、現場

を後にすることとなった。 

 

 

福知山市の災害ボランティアセンターは 

・大江地区災害ボランティアセンター 

・戸田地区災害ボランティアセンター 

・統括センター（福知山市武道館） 

の 3 カ所に設置された。 

上図にある、志高地区は舞鶴市の災害ボランテ

ィアセンターが担当していた。 

31



第 33回定例会【資料４】 

 

 

 

■所感 

（笠原） 

現場の状況を震つなに伝えたが、誰をどの期間

派遣できるのかが定まらず、現場としてはどれく

らい踏み込んで行けばいいのか判断ができなかっ

た。 

今年は水害が多発した事もあるが、今後の事を

考えると圧倒的に人材の不足を感じる。今回のよ

うなマンパワーが必要な現場では、IVUSAやピース

ボートとの連携を当初から考えた方が良いと思う

が、今回は初動が遅かったためタイミングがずれ

た感がある。 

初動の対応が発災直後にできなかったのが、今

回の撤退にも影響しているのではないかと思うが、

若手幹事会のみでなく、災害発生時に比較的動き

やすい加盟団体のスタッフをチーム化することも

必要ではないかと思った。 

 

 

■震つなとしての関わりについて 

 被害発生の情報を受け、名古屋管理の資器材が

当時島根県にあったため、名古屋に戻さずに福知

山に入れることも検討し、福知山市社協にその旨

の連絡をしたものの有効な回答（要請）がなかっ

たため、実現しなかった。 

 また、RSY浦野宛に京都府災害ボランティアセ

ンターの方より、資器材不足の際は応援を依頼し

たい旨の連絡が被災当日にはあったものの、それ

以降の正式要請には至らなかったこともあり、出

だしで現場に行きそびれた感があった。 

 京都という独特の風土が影響する中、現地入り

した外部支援団体と連携して情報収集等に努めた

が、災害 VCの運営にまでは入り込めず、結果、

震つなとしての働きかけは限界があると判断し、

派遣を終了した。 

 震つな関係で行った主な活動は以下の通り。 

・京都曹洞宗青年会との情報交換 

・舞鶴市の被害状況と災害ボランティアセンター

の状況確認 

・福知山災害ボランティア連絡会会長との接触 

・地元社協との接触 

・実際に作業した人からの情報収集（IVUSA等） 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 

福井県若狭町支援活動報告書 

 文責：松永鎌矢（レスキューストックヤード） 

 

震災がつなぐ全国ネットワークでは、2013 年 9

月 15 日に台風 18 号の豪雨により福井県若狭町に

浸水被害が発生した現地に名古屋管理の資器材の

貸与およびスタッフを派遣した。 

浦野（ﾚｽｷｭｰｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ：RSY）が先日福井県社協

での講演の際につながりがあったため、資器材の

提供準備があることを浦野より電話にて連絡。そ

の後、19 日に福井県社協杉本氏より RSY に、20

日の若狭町災害ボランティアセンター開設に合わ

せて、災害ボランティア活動資器材の提供の正式

依頼と人的支援の要望があった。同日、名古屋で

管理している資器材を搬出し、スタッフ 1 名（松

永）を派遣した。翌 20 日より松永（RSY）が現地

入りし、23日より大河内（川崎・災害ボランティ

アネットワーク会議）も加わり、災害ボランティ

ア本部の運営サポートを行なった。 

派遣実績： 

松永（レスキューストックヤード）9/20～25 

大河内（川崎・災害ボランティアネットワーク会議）9/23～25 

 

■若狭町について 

人口 15,650人、面積 178.65 km²。福井県西部、

若狭国西南部に位置、若狭湾のリアス式海岸の一

部を成し、谷の中心部に広大な田畑があり、山沿

いに点々と集落がある。 

2005年、三方郡三方町・遠敷郡上中町が合併し、

若狭町が発足。農業（特に米・梅）・漁業（クエ等）

が盛んで、有名な「福井梅」の産地でもある。若

者は進学・就職のため上京するなど、高齢化率は

28.3%。 

 

■若狭町の被災状況 

人的被害：なし 

住家被害：床上浸水 22件、床下浸水 112件。 

※町災対に電話確認 

15 日に台風 18 号の豪雨により若狭町各所で山

からのまとまった雨水や河川氾濫による浸水被害

が発生。家屋に泥や土砂が流入した。被害の大き

かった地区は、野木地区、海士坂（あまさか）地

区、西田地区の 3か所。 

各地域には災害 VC から車で 20～30 程かかる。

同町北部の遊子・小川間で土砂崩れによる通行止

めで小川・神子・常神の各地区を有する常神半島

が孤立し、9 月末日現在でもその状態が続いてい

る。常神半島の住民は、船（グラスボート）で都

市部まで行き買い物をする不便な生活を強いられ

ている。 

 

■災害ボランティアセンター（概要と課題） 

発災後、若狭町社協上層部が災害 VC立ち上げに

消極的だったため、若狭町社協職員数名とふくい

災害ボランティアネットワーク会員女性（若狭町

在住・元町議員）が主体となり、発災翌日の 16

日より被災家屋へのニーズ調査を行い、17日より

野木公民館を拠点として、若狭町野木災害ボラン

ティアセンターを開設。その後、20日より若狭町

社協が中心となって若狭町災害ボランティアセン

ターを開設した。若狭町災害ボラセンの体制とし

て、ボラセン統括本部長（若狭町社協事務局長）、

センター長（若狭町社協泉事業所長）、総務（若狭

町社協本所長）、ニーズ受付（若狭町社協事務局次

長）となっていた。主な被災地域の 3 か所へサテ

ライトを設置し、各サテライト長は若狭町社協職

員が担った。県社協から 2名/日の派遣や近隣市町

村からの応援社協でボランティアセンターの運営

を行っていた。 
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町社協として 10 月中旬に避難所運営訓練を行

う予定だったが、訓練前に被災した。そのため訓

練、災害 VCの運営を経験したことのある職員がい

なかった。 

災害 VC開設の広報（ボランティアがお手伝いし

ます等）について、若狭町の広範囲に点々と被災

家屋があったにも関わらず、チラシをサテライト

付近の世帯にしか配布できていなかった。その他

の地区は区長さんからの口伝えのみで、災害 VC

開設数日後に、訪問調査でようやくニーズを発見

できたケースもあった。ボラセン早期閉所につい

て、統括本部長（局長）の鶴の一声で決まってし

まった。 

 災害 VC運営や訪問ニーズ調査に、地元資源（福

祉委員、民生委員等）をもっと巻き込む必要があ

ったと感じる。現場（各サテライト）に出ている

地元社協がボランティア対応に追われ、住民の声

をゆっくり聞く時間や余力がなかった。災害 VC

閉所後のニーズ対応について対応が曖昧だった。 

 震つなからの派遣として、過去の被災地で行っ

た（あった）事例（個別訪問：学生や女性のマッ

チング、災害 VC 閉所直前はかけ込みでニーズ増）

等を伝え、判断に迷うケースの対応について考え

るためのきっかけとした。 

 過去の事例を事前に伝えることで、その物事が

起こった際にボラセン内で上手く対応できた。し

かし個別訪問については、他職員から「閉所直前

の訪問で仮にニーズがでた場合に対応できない」

との声もあり実現できなかった。 

 

■支援継続の必要性または支援終了後の関わり 

災害 VCが短期閉所かつローラー・完了ニーズの

訪問チェックができていないため、閉所後時間を

置いてニーズが上がる（上がらなくても声に出せ

ない住民がいる）可能性がある。今後こまめに連

絡を取り合い、現在の状況や経過等を含めヒアリ

ングする必要があると感じる。 

 

 

■震つなとしての関わりについて 

 震つなとして、十分な経験を有する者を派遣で

きなかったこともあり、災害 VCのサポートをする

にとどまった感がある。今回の台風 18号のような

同時多発的広範囲に災害 VCが設置される際の対

応については、今後も検討が必要かと思う。 

 主に関わった活動については以下のとおり 

・必要な資器材の調達（借用）手配 

・地元社協が混乱している中で、災害 VC運営に必

要な動きの助言 

・判断に迷うケースに対して、過去の被災地での

対応を知らせ、選択肢としてもらう 

・災害 VC運営で不足している役割を担う（物資・

車両班の指揮や他班との調整） 

・ボランティア活動者の体調・衛生管理の重要性

を助言（水等の手配、手洗い・長靴の洗浄等） 

・活動完了後の完了確認の同行 

・被災家屋の泥だし作業 

・被災家屋の家主から被災状況のヒアリング 

・災害 VC備品・資器材の計数管理・返却先別の仕

分け・返却作業 
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■その他、所感など 

【松永】 

必要に応じて、実務の協力・助言について地元社

協から求められたものに対しては応えることがで

きたのではないかと思う。しかし肝心な災害 VC

の運営期間や体制に対して助言できる程の経験や

力（年齢的にも）がなかった部分が反省点だった。 

【大河内】 

災害 VCが閉所することに伴い、借受け備品の計

数管理・返却先別の仕分けを行った。仕分けに際

しては、仕分け先が６カ所ある中で借受数が明確

でないもの、備品の名称が分からないもの等あり

時間を要した。社協の方にとっては水害時に初め

て見る備品も多く、また、地域での名称の差もあ

るため、画像付のリストがあると便利な様に感じ

た。 

 

以上 
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震災がつなぐ全国ネットワーク　2013年度　予算執行状況　 2013/10/23　現在

＜費目一覧＞ 収入高 支出高 収入（予算） 支出（予算） 備考
会費収入 ¥308,000 ¥335,000 ※1
事業収入 ¥151,000 ¥50,000 総会時の宿泊費等
寄付収入 ¥28,660 ¥100,000
助成金収入 ¥3,000,000 ¥2,000,000  日本財団(\2,000,000）入金済・初動対応費除く
（助成金見込） ¥1,000,000 日本財団より振り込み済
（助成金見込） ¥2,000,000 日本財団より振り込み予定（助成決定済）
雑収入 ¥272 ¥1,000
前年度繰越 ¥4,084,017 ¥2,343,764

計 ¥7,571,949 ¥7,829,764
未払・未収 ¥3,202,965
一般（事業費）10/23時点 ¥612,948 ¥836,000 寺子屋・ブックレット合宿・定例会
一般（事業費）3月までの使用見込み ¥812,948

一般（管理費）10/23時点 ¥1,066,355 ¥1,760,000 総会旅費・事務局人件費・家賃等（名古屋）
一般（管理費）3月までの使用見込み ¥1,726,355

予備費 ¥46,900 ¥50,000 振込手数料等

初動対応費12追加 ¥417,776 ¥389,847
初動対応費13追加 ¥1,272,532 ¥1,000,000 日本財団より振り込み済
初動対応費13追加②
復興支援支出 ¥0 ¥3,350,406 ※２

若手幹事会 ¥225,860 ¥300,000

次年度繰越 ¥0 ¥183,764

計 ¥2,416,475 ¥7,870,017

※1　団体正24/個人正11/賛助個人４/自選２
※２　中越+岩手・宮城（881,052）+新燃岳（469,354）+東日本の寄付（2,000,000）の合算

36



2013年度・初動対応費使用状況

【西伊豆派遣】
名前 所属団体 期間 金額

1 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 58,329
2 髙木　雅成 レスキューストックヤード 5,870
3 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 42,984
4 髙木　雅成 レスキューストックヤード 7,620
他 資器材搬出 名古屋発→西伊豆 68,250
【山口水害派遣】
1 頼政　良太 被災地NGO恊働センター 7/29～8/6 113,973

他 資器材搬出 7/31名古屋発-萩市へ 120,750
2 佐藤　大地 ジャパンプラットフォーム 7/29～8/4 - ※旅費はJPF負担
3 水野　匡也 大分県竹田市社協（個人会員：村野淳子代理）8/2～8/5 30,550
4 髙木　雅成 レスキューストックヤード 8/2～8/8 114,729
5 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 8/3～8/5 40,967
6 渡辺　日出夫 ADRA　Japan 8/3～8/5 - ※交通費はADRA負担
7 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 8/7～8/12 119,288
8 松永　鎌矢 レスキューストックヤード 8/7～8/12 47,010
9 笠原　一城 シャンティ国際ボランティア会 8/7～8/12 72,580

10 佐藤　大地 ジャパンプラットフォーム 8/8～ - ※旅費はJPF負担
11 笠井　俊一 シャンティ国際ボランティア会 8/11～ 107,041
12 頼政　良太 被災地NGO恊働センター 8/13～15 38,149
13 頼政　良太 被災地NGO恊働センター 8/19-21 56,714
14 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 8/19-22 90,360
15 頼政　良太、足湯隊 被災地NGO恊働センター 8/27～28 23,176
16 渡辺　日出夫 ADRA　Japan 8/27～29 40,990
17 松永　鎌矢 レスキューストックヤード 8/27～29 57,904
18 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 8/24-28 107,874
19 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 8/29-9/2 44,990
他 資器材搬出 8/2　伊豆発-阿東へ ※未定
他 印刷費 ボランティア活動安全衛生プチガイド 23,710
【秋田水害派遣】
1 青木　秀子 とちぎボランティアネットワーク 8/15～8/17 53,921

【一ノ関派遣】
1 青木　秀子 とちぎボランティアネットワーク 8/1 18,600

【浜田市水害派遣】
1 タオル送料 5,460

【台風18号水害】
名前 所属団体 期間 金額

1 松永　鎌矢 レスキューストックヤード 9/20～ 85,808
2 頼政　良太 被災地NGO恊働センター 9/22-23 13,589
3 大河内　優樹 川崎災害ボランティアネットワーク 9/22-25 40,814

他 資器材搬出 名古屋から福井県若狭町へ 9/19発送 ※未定
【西伊豆派遣】

名前 所属団体 期間 金額
1 松山　文紀 震災がつなぐ全国ネットワーク 9/22-23 30,179
2 髙木　雅成 レスキューストックヤード 9/22-23 0

1,682,179合計
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2013年度 震災がつなぐ全国ネットワーク 移動寺子屋 in浜松 企画書 

青島寿宗（シャンティ国際ボランティア会気仙沼事務所） 

 

■テーマ 

「東日本大震災の教訓を踏まえ、地域での防災減災に対して寺院は何をできるのか」 

浜松市でも想定される東海・南海トラフ地震や津波の想定から対策が進められ、避難訓練など防

災の取り組みも地域で行われている。それらの取り組みを元にして地域とその中の一人一人が有

事の際にどう対応したらいいのかを話し合い、どれだけ地域で共有できるかが地域の被害を少な

くすることになり、またどのようにそれを行ってゆくかが課題となっている。災害を考えるとい

うことは命をみつめることであると思う。これは決して大袈裟なことではない。 

①地域を知る 

自分たちの住む地域の想定や特徴を知ることで防災・減災に対してそれぞれの立場(個人・団体・

地域)から考え、地域で災害に備える行動を形へしてゆくための機会をつくる。 

②平時からの防災の形を考える 

行政、地域、各団体、寺院、学生など災害が起こった際に地域で共に活動することになるグルー

プが協力して防災の形を考えてゆくことで平時からつながりを築くことが緊急時の対応につなが

る。 

③寺院としての防災への取り組み 

 

■目的 

①地域を知る 

自分たちの住む地域の想定や特徴を知ることで防災・減災に対してそれぞれの立場(個人・団体・

地域)から考え、地域で災害に備える行動を形へしてゆくための機会をつくる。 

②平時からの防災の形を考える 

行政、地域、各団体、寺院、学生など災害が起こった際に地域で共に活動することになるグルー

プが協力して防災の形を考えてゆくことで平時からつながりを築くことが緊急時の対応につなが

る。 

③寺院としての防災への取り組み 

東日本大震災での寺院の経験を学び、寺院が地域に向けて企画を行いうことで災害時に果たすこ

との役割を考え、今後浜松地域で行ってゆく防災の取り組みの例とする。 

 

■体制 

主催：静岡県第 4宗務所（青島所属） 

協力：震災がつなぐ全国ネットワーク シャンティ国際ボランティア会 

浜松市危機管理課、浜松市社協、民生児童委員、ボランティアコーディネーター、 

学生団体、消防団、地域住民に声かけし参加を呼び掛ける。 

 

■対象 

地区住民 寺院 各関係者 

参加者 30名(地域住民 10 名/宗務所 10名/その他 10 名) 

運営側 19名(宗務所 5名/SVA5名/浜松社協 1名/震つな 3名 /Vコーディネーター5名) 

 

■日時：2013 年 11 月 16日(土)13：00～16：30 

 

■場所：大昌寺（浜松市南区江之島町） ※企画者（青島）の実家 
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■タイムテーブルおよび役割分担 

13：00 開会  

13：00～13：10 主催挨拶 10分 

13：10～14：10 シンポジウム 60分 

14：10～14：30 質疑応答 20分 

14：30～14：40 休憩 10分 

14：40～16：00 ワークショップ 80分 

16：00～16：30 まとめ 30分 

16：30 閉会  

 

■内容 

1．ミニシンポ 

企画の目的や意味、これから備えることについてコーディネーターが進行しながら何人かの役割

の方にシンポジストとなってもらい、テーマに沿った話を聞いてゆく。 

◇危機管理課 

浜松市南区の災害想定、考えられている対策、避難場所、海岸の防潮堤工事など地区の状況の話。 

◇震災がつなぐ全国ネットワーク（頼政：被災地 NGO恊働センター） 

全国各地で動いている災害、地域防災への取り組み例を知りこれからの活動へ。なぜこのような

取り組みが必要なのか。(高知での移動寺子屋や防災まちあるきなどワークショップの例、防災に

対する教育や人材育成など) 

◇浜松寺院 

宗務所として取り組んできた東日本大震災被災地支援活動について。被災地の寺院が果たした役

割(弔い、避難所、ボランティア受け入れ、心のケアなど)と、被災地外でこれから寺院が災害に

備えて地域と考えてゆくことの可能性。 

 

2．意見交換・ワークショップ 

班編成 参加者 5人+運営 2=7人×6班(人数によって設定) 

班にて検討、まとめを発表する。 

【テーマ】 

実際に東日本大震災のような地震や津波が起こったらどのように行動したら良いのか？そのため

に何をしたらよいか？を考える。 

 

・ただ検討話し合いを始めるのではなく、地区の想定図や東日本大震災の被害図を重ねてイメー

ジする、津波の映像を見るなど参加者が考えやすいような導入や工夫のワークショップにする。 

浜松市の計画対策や取り組み、それに対する課題も危機管理課などから事前に聞いておくことで

それに対して考えるなどもできる。 

 

 

今回で終わりではなく、①部で聞いた話が来年度などにこんなことができる、これを考えたいな

ど具体的なものをやってみたいという流れにつながるようなものにしたい。 

 

以上 

司会：前田龍慧(静岡第四宗務所) 

コーディネーター：白鳥(SVA) 

ワークショップ：青島(浜松・SVA) 

全体準備：須賀(浜松・SVA) 
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防災寺子屋 in 大昌寺 
 

「地域での防災減災に対して寺院にできること」 

 

想定されている東海・南海トラフ地震や津波の想定から対策が進められ、防災の取り組み

も各地で行われているが、地域とその中の一人一人がどう対応できるのかを話し合い、そ

のために平時から何ができるのか。 

寺院を会場に、様々な立場から考えてゆく機会を設け、地域の意識の向上と防災減災力に

つなげたい。 

 

◇日時 2013年 11月 16日(土) 

13:00～16:30 

◇場所 曹洞宗大昌寺 

(静岡県浜松市南区江之島町) 

内容 

■トークセッション 

これから備えることについてコーディネーターが進行しながら何人かの役割の方にシンポ

ジストとなってもらい、テーマに沿って話を聞いてゆく。 

 

■想定をもとに考える：ワークショップ 

地域の特徴、想定からどうすることができるかを考え。そのために平時から何ができるか

を考える。 

 

 

主催：静岡県第四宗務所 

協力：震災がつなぐ全国ネットワーク シャンティ国際ボランティア会 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 2014年度日本財団助成金申請予定事業について 

文責：松山 

■はじめに 

 これまで震つなは日本財団より助成金を継続的にいただき、事業を実施してきた。その成果として、年

3-4回の移動寺子屋開催の他、各種ブックレットを発行することができた。また、東日本大震災支援では、

ボランティア派遣において共同事務局を持つことになり、松山・松田・頼政・法化図・金子などが日本財

団の助成金や支援金をいただき日本財団ビルにて活動し、足湯ボランティアを継続して派遣し続けるこ

とができた。 

 東日本大震災前の日本財団の助成金は１事業あたり上限 300 万円。震つなはすべての事業を一括（う

ち初動対応費 100万円）し、その助成金と会費を予算として寺子屋等の事業を行ってきた。震災発生後の

2011 年度からは初動対応費は別立てになり、助成金 200 万円（初動対応費は都度申請）をもとに、事業

を行ってきた。 

 東日本大震災支援が 3年目を迎えるにあたり、継続した支援のため栗田代表を含め、3年目の支援につ

いて日本財団担当者とともに検討を進めてきたものの、上層部（理事等）の方針もあり、3年目は東北現

地に拠点を置き、継続的に活動する団体にこだわって支援することになり、震つなとして申請をしてい

た内容については、実現しなかった。※足湯つぶやき心のガイドブック作成で申請 

 日本財団担当者も何度も上に推してはくれたものの、災害支援金の枠での対応は困難との判断があり、

その代わりではないが、翌年度に通常助成として申請するようアドバイスがあり、現在に至っている。過

去の助成では上限金額があったものの、2014 年度事業にかかる助成金申請では上限額がないことを確認

しており、通常助成の補助率である 80%という枠も、震つなの組織特性を鑑み、90%または 100%の補助が

あり得ることを確認済。（口頭ではあるが、松山から日本財団担当者に何度となく確認をした） 

 以上のことを踏まえながら 2014年度の事業を検討するため、若手幹事会合宿（7/31-8/1）やツールづ

くり合宿（10/1-2）を開催し、この度の申請となった。 

 

 日本財団 2014年度助成金申請の助成対象は以下のとおり 

 ・助成対象となる事業 

1．海や船に関する事業 

2．社会福祉、教育、文化などの事業 

（1）あなたのまちづくり（つながり、支えあう地域社会） 

（2）みんなのいのち（一人ひとりを大事にする地域社会） 

（3）子ども・若者の未来（人を育み、未来にわたす地域社会） 

（4）豊かな文化（豊かな文化を培う地域社会） 

（5）東日本大震災における復興支援 

 

震つなの申請予定の事業は大きく２事業あり、いずれも 2(2) 「みんなのいのち」に該当と確認済。 

 １．東日本大震災に関係する事業 

 ２．ネットワーク拡充と真の被災者支援の探究に関する事業 

以上の 2事業として申請する予定とし、事業内容は以下のものを予定。 
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１．東日本大震災に関係する事業（総額 530万円） 

・足湯ボランティアのその後～日常化する足湯～ 30万円 

・つぶやき「こころの健康のガイドブック」作成 600万円（うち管理費 180万円） 

２．ネットワーク拡充と真の被災者支援の探究に関する事業（総額 170万円） 

・支援の隙間に支援を届かせるためのツールづくり 75万円 

・他の災害支援ネットワークとの座談会 50万円 

・移動寺子屋（3回） 各 15万円 計 45万円 

      (1)2013年夏の水害対応検証（緊急救援） 

      (2)新潟県中越地震から 10年（復旧・復興） 

      (3)阪神・淡路大震災から 20年（被害軽減） 

   ３．その他管理費等（事務局人件費含む） 150万円 

 

 ３の人件費等については、過去の実績による。また、管理費単独での申請はできないため１および２の

事業に加えて申請する。2事業の総額は 950万円。 

 

以下、事業ごとの詳細 

□足湯ボランティアのその後～日常化する足湯～（担当：松田） 

・事業名：ROAD足湯ボランティア・その後プロジェクト―日常化する足湯 

・事業の趣旨： 

震つな×ROAD 足湯ボランティア活動は、2011 年 3 月の震災発生直後にボランティア派遣を開始し、

2013年 3月まで継続的に活動を実施してきた。 

ROAD プロジェクトとしてのボランティア派遣は終了したものの、東北各地や広域避難者が生活する

都内各所にて、以前のボランティアや地元の方々が中心となり、今も足湯の活動が続けられている。こ

のような、「日常化した足湯」の活動に着目し、その担い手や運営形態、課題などを整理することで、

「災害ボランティア活動」として開始された足湯が地域の日常に根づいていく過程や、その意義などを

明らかにしたい。 

また、現状ではこれらの活動に対する震つなからのフォローは手薄い状態だが、ネットワーク型支援

団体としての震つなが、長期的にこれらの活動を支援できる手段についても検討するため、現在の足湯

活動の担い手に集まって頂き、情報交換する場を設けたい。 

 

・活動概要と事業計画 

〇2013年度中（寄付金事業として行う） 

・ROADで活動したボランティアに対し、ML等を通じて足湯が地域に定着した事例がないかどうか、再

度照会をかける。 

・いくつかの事例について、震つなとして追尾取材を行う。もしくは足湯の現在の担い手に依頼し、レ

ポートを作成する。 

・いわゆる「被災地」ではない場所で定着した足湯の事例について調査を行う。 

（例：金沢市元菊町内会等） 
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〇2014年度 

・前年度中に集めたレポートを整理し、現在の足湯の担い手に集まり、情報交換会を開催する。 

  （情報交換会は、年 2回を想定） 

〇成果物 

・活動報告書（予算によっては「日常化する足湯」としての簡易冊子） 

〇対象とする活動場所候補 

・モビリア仮設住宅（中西さん） ・七ヶ浜町仮設住宅（東北学院大学／RSY） ・山元町（ADRA） 

・東京都千代田区・足立区・板橋区（金子さん） ・その他、ROAD足湯ボランティア参加者 

 

□つぶやき「こころの健康のガイドブック」作成 600万円（担当：松山・頼政） 

・事業名：足湯により得られた「つぶやき」を専門的な支援先につなげるための取り組み 

・事業の趣旨： 

  日本財団 ROADプロジェクト足湯ボランティア派遣事業（2011.3～2013.3）にて得られた被災者の生

の声は 16,000以上。足湯を受けているホッとする空間と時間だからこそつぶやかれる言葉には、イン

タビューやアンケートでは聞くことのできないことも内在している。足湯を受ける方々の中には、長引

く避難生活などから体調を崩す方もおり、また精神面でも相当のストレスを抱えて生活している。 

  足湯により聞かれた生の声を分析・研究を進めてきた東京大学被災地支援ネットワーク（代表：似田

貝香門名誉教授）は、医療的ケアが必要になる前段階の方に焦点をあて、ケアを進めることの重要性を

挙げている。現地で被災者の声を聴く立ち位置にある方 （々ボランティアコーディネーターや生活支援

相談員など）が専門職へのつなぎの必要性を判断するための一助として、重篤な症状になる前に専門家

につなぐためのツールとしてつぶやきの分析・研究に関するガイドブックを参考に、日々のケアにあた

ることを目的としている。 

  これにより、被災地で絶対的に不足している心の面でのケアについてボランティアコーディネータ

ーなどの日常から声を聞ける環境において関わる方々までもが住民ケアに関われることから、重篤な

症状になるのを未然に防ぐことにつながることが期待されるため、本事業を実施したい。 

 

・活動概要と事業計画 

  2014 年 4 月より、それまでに研究した内容を関係者に共有する機会を定期的（毎月 1 回程度）に設

け、ガイドブック作成の機会とする。その後、ガイドブックのデモ版を作成。デモ版の有効性の検証を

現地（東北の被災地）にて行い、数回の改善の後、冊子化して現被災地から未知なる被災地支援の手法

の一つとして活用していく。 

  デモ版の作成を 10月までに行い、以降現場での試行を経て、2015年 3月末までに冊子化する。冊子

化したものの販売はせず、必要とされる地域や組織に説明を加えながら渡していく。 

 

・成果物は、冊子化する「こころの健康のガイドブック（仮称）」となるが、その他ガイドブック作成ま

でのプロセスを記録化することで、ガイドブックが生きた支援ツールとなるための働きかけも行う。 

また、冊子化するガイドブックは 1,000部発行を予定。（デモ版は簡易なもので対応） 

・対象および現地の協力団体など 
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 ADRA Japan（宮城県山元町）、レスキューストックヤード（宮城県七ヶ浜町）、陸前たがだ八起プロジェ

クト（岩手県陸前高田市）などの支援活動としての足湯を通じて現場試行を進める。 

 

□支援の隙間に支援を届かせるためのツールづくり 75万円（担当：浦野） 

・事業名：「支援の隙間にいる被災者」に向けたボランティアのアプローチを考えるツールの作成 

・事業の趣旨： 

2013 年 10 月に行った「「支援の隙間にいる被災者」に向けたボランティアのアプローチを考えるツ

ールの作成ワークショップ」の結果をもとに、東日本大震災において、行政や社協（ボラセン）による

支援の網の目から取りこぼされた「支援の隙間にいる被災者」の受け皿として、ボランティアが行って

きた活動の共有と検証をさらに深める。また、この結果をもとに、ボランティア・NPO の存在意義と、

具体的な支援プログラムの手法を広く一般市民に伝えると共に、「支援の隙間にいる被災者」を早期発

見する視点と、「繋ぐべき地域資源」のイメージを持った人材を育てていくためのツールづくりに向け

た検討を行う。 

これにより、災害時に支援の隙間に入り込み支援を受けられないままでいる被災者が減り、支援者や

周辺関係者とつながることができるようになる効果が期待される。 

 

・活動概要と事業計画 

〇2014年度 

①被災地で住民やボランティアが「支援の隙間にいる被災者」の存在を認識できるポスターおよびパン

フレットの作成 

②「支援の隙間にいる被災者」の早期発見と、つなぐべき地域資源の確認、具体的な対応プログラムづ

くりまでを日常的に訓練するためのツール開発の検討 

 

・5月／第 1回目：ポスター及びパンフレットづくり WS 

・8月／第 2回目：訓練ツール開発 WS① 

・10月／第 3回目：訓練ツール開発 WS② 

・2015年 3月／ポスター及びパンフレット完成、訓練ツール試作品完成 

 

〇成果物 

・ポスター及びパンフレット／2,000部 

※配布先：震つな加盟団体、ネットワークに関わる団体・組織など。発災時の避難所やボラセン、平常

時の防災訓練や研修等で活用することを想定している。 

・訓練ツールの試作 

※2014年度は試作、2015年度にツールの完成と様々な地域に周知・活用するための各地での勉強会開

催を予定している。 

 

□他の災害支援ネットワークとの座談会 50万円（担当：白鳥） 

・事業名：災害支援者ネットワーク 意見交換会～災害対応時の連携～ 

44



第 33 回定例会【資料７】 

 

 

・事業の趣旨： 

 東日本大震災の支援を行う組織は多くある（JCN加盟団体 800団体以上）が、継続的かつ他の災害被

災地への支援を行う団体はそれほど多くはなく、主に被災した土地の社会福祉協議会が中心となり担

うことが恒例化している。しかしながら、被災した土地の社会福祉協議会だけでは対応することは困難

なため、被災した県の社協やブロック派遣の他、支援Ｐ（災害ボランティア活動支援プロジェクト会

議）関係者やＪＰＦ（ジャパン・プラットフォーム）加盟団体など、災害支援に関わる他のネットワー

ク関係者も支援に入る場合がある。 

 震つなも例に漏れず被災地支援を行うが、災害現場などで出会った時には「じっくり話し合う」余裕

が無い現状。または、加盟しているネットワークの違い、NPOと社協の違いなど、立場や所属の違いか

ら来る「偏見」や「食わず嫌い」の傾向が各組織間やネットワークの間で見られるなかで、あらためて

「災害時の支援活動」や「復興支援」のあり方について話し合い、お互いの特色や考え方などについて

理解を深めて、連携や恊働につながる機会とし、よりよい連携についてともに深めていきたい。 

 

・活動概要と事業計画 

 震つな関係者（主に若手幹事会メンバー）5人程度と他の組織の者 5人程度が介し、年 2回、情報交

換や様々なテーマについての検討を行い、連携できる土壌を整えていく。 

 開催場所は東京を想定。上半期と下半期に 1回ずつ開催する。 

 想定しているテーマは以下の通り 

 ・「協働型」災害ボランティアセンターのあり方について 

（「協働型」のタイプ別分類や「恊働」の指標等） 

・「社協の 災害ボランティアセンター」との連携・協働について 

（災害ＶＣとの連携・恊働の方法論） 

・災害発生時の情報共有や連携について 

（複数団体、ネットワーク間での連携方法の模索） 

・災害発生後の「人の派遣」や協力体制について 

（複数団体、ネットワーク間での連携方法の模索） 

・災害時支援 ～ 復興支援の考え方について 

（被災地とボランティアや市民活動の関わり方について） 

・日頃から地域でとり組める「地域防災」のプログラムについて 

（事例の検討や共通ツールの協力開発等） 

 以上のようなテーマから、優先順位をつけ、検討を進めていく。 

 

□移動寺子屋（3回） 各 15万円 計 45万円 

 ・移動寺子屋事業は、これまでと同様に縁ある地域での開催を考えてはいるが、過去の災害の節目の年

にあたるため、以下のような予定をしている。 

   (1)2013年夏の水害対応検証（緊急救援）※総会と同時開催 

   (2)新潟県中越地震から 10年（復旧・復興）※定例会と同時開催 

   (3)阪神・淡路大震災から 20年（被害軽減） 
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震災がつなぐ全国ネットワーク 2014年度以降新体制に向けた人事案について 

文責：松山 

 

■経緯 

 2012年総会において、栗田代表より年度内での辞意の申し出あり、2013年度総会にて新体制を提案し、

議決の上、新体制に移行していくことを確認した。 

 しかし、2012 年度途中まで検討が進まず、秋の定例会（高知開催）にて幹事を見直すことも含めて、

次期体制担うであろう若手を中心に「若手幹事会」を結成し、以後静岡の訓練の機会を活用しながら検討

を行ってきた。 

 結果、2013 年度総会までには代表交代に至るまでの人事案が出せず、それまで事務局長であった矢野

氏（とちぎボランティアネットワーク）と事務局次長であった村野氏（大分県社協：個人会員）が顧問と

なり、栗田（代表）、松山（事務局長）松田（事務局次長）、村井・矢野・村野（顧問）、という体制で 2013

年度は進め、役員としては、代表・事務局長・事務局次長・顧問より 1名、を四役とし意思決定をしてい

くことが確認された。 

 また、幹事の立ち位置（役割）について、過去に想定していた「各団体から一人は幹事を出し、震つな

事業に主体的に関わるようにしていく」という環境ではなくなってきたことから、幹事の役割に関して

も明確にしていき、規約との整合性もとれるよう、現状に合わせて見直すことが確認された。 

 

 

■若手幹事会 

 2012 年秋の定例会後、静岡の訓練にて集まる機会を活用しながら、若手幹事会を開催。以降数回にわ

たり、次期体制に向けた検討を行った。2013年度、次期体制を検討するための若手幹事会合宿を開催し、

今後の進め方や、必要な役職等について検討された。合宿で検討した結果、以下のような案となった。 

 ・代表（共同代表制 2名、もしくは代表＋副代表） 

・幹事：意思決定機関、任期あり、必ずチームに所属する、団体正会員より 1名 

・顧問：役員ではない 

・事務局（事務局長、事務局次長、事務局スタッフ、会計） 

・プロジェクトチーム（チーム長、チームスタッフ） 

 本来であれば、今回の第 33回定例会にて、新役員の名前を確定し、次の総会にて諮る予定であったが、

若手幹事会での検討が煮詰まらないこともあり、各役職の役割を明確にしたうえで、年度内に候補者を

確定していく方向となっている。 

 

 

■新役員と各々の役割（案） 

 本定例会の準備会を 10月 2日（WS合宿の後）に開催し、再度人事の方向性について確認を行った。そ

の際、役員の役割の明確化が不十分とのことで、松山・松田にて検討し、定例会に出すこととなった。 

 これを受けて、松山・松田で役割を検討（ほぼ松山案ではあるが）。次頁に、役員とその役割を記す。 
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■震災がつなぐ全国ネットワーク 2014年度以降の役職案 

□役員（三役または四役）とは、 

共同代表 2名（または代表 1名＋副代表 1名）、事務局長、（必要に応じて事務局次長を置く） 

上記役員の判断により、顧問を入れることができる。 

 

〇代表（共同代表または代表・副代表）：計 2名 

 ・事業全体の総責任者（事業そのものは担当しなくても可） 

 ・他団体や他ネットワークに対する震つなの「顔」的な存在 

 ・事務局長、次長、幹事からの相談にのり、検討または判断する 

 ・対外的な交渉等を担う 

 ・四役の一員、四役会議（年〇回開催）を招集する 

 

〇事務局長および次長（次長を置く場合、事務局長を補佐する）：各 1名 

 ・事業全体の把握 

  →各事業の進捗確認や進行の働きかけ 

 ・四役の意見や意向の確認ととりまとめ 

 ・組織運営に関する諸々の事務作業等 

  →総会、定例会の準備～開催～報告書送付など 

  →助成金に関する書類の作成（とりまとめ） 

  →必要に応じて、幹事を含めた意見確認 

  →会員への情報提供など 

 ・その他、事務的に必要と思われる作業の責任者 

 ※事務局長、次長のどちらかは緊急対応で現場に行かない立ち位置の人が就く方がいいのではという

意見も若手幹事会からは上がった。 

 

〇幹事（入会後 1年以上の団体会員で、可能な限り各団体より 1名出てもらう）：最低 10名 

      また、個人会員のうち、役員が認めた者は幹事になることができる 

 ・何かしらの事業（プロジェクトや寺子屋）に一員として関わる 

 ・四役以外にも広く意向等を確認したい場合に、聞く対象となる 

 

〇緊急対応チーム（初動対応の諸連絡や調整、情報発信等を行う） 

 ・日本財団担当者に連絡し、初動対応を行う旨を伝え、予算根拠の確認をする 

 ・3人で組織し、全員が同じタイミングに現地入りしないようにする 

 ・3人のうち 1人以上は役員が就く 

 

〇顧問（役員が必要に応じて置くことができる役職。役員と同格だが事業は担当しない） 

 

以上をもとに、年度内に人選も含め候補者を確定し、来年度総会にて新体制となるよう進めていきたい 

47


	01_130527震つな移動寺子屋in長野まとめ
	02_2013若手幹事会名簿
	02_130731-0801若手幹事会報告
	03_ツールづくりWS報告
	04_130718西伊豆水害活動報告_松山
	04_130726一関市水害支援活動報告_青木
	04_130728山口市阿東水害活動報告_頼政
	04_130728萩市水害活動報告_高木
	04_130809秋田県水害活動報告_青木
	04_130823島根水害活動報告_松山
	04_130916福知山水害活動報告_笠原
	04_130916若狭水害活動報告_松永
	05_会計使用状況1023
	05_初動対応費使用状況1025
	06_1大昌寺防災寺子屋企画
	06_2防災寺子屋in大昌寺_チラシ
	07_日本財団助成金申請について
	08_新体制人事案について



