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第一章 実施にあたって 

1.先遣隊の目的 

   大学生被災地応援ネットワークは、2012 年 8 月に宮城県南三陸町志津川に設置され

ている仮設住宅を訪問し、仮設住宅の方々と交流を行い、学生としてできる形で傾聴や

精神的なケアを行うことを予定している。その際に、仮設住宅の方々とどのような形の

交流が必要とされているのかなど、被災地のニーズを調べる必要があった。 

   そこで、8 月の本プロジェクトに向けて、あらかじめ仮設住宅の方や、自治会、教育

委員会の方々とミーティングを行い、必要とされている支援の形を調査することで、よ

り被災地のニーズに合った支援を行える体制を整えることを目的として、今回の先遣隊

を実施した。 

2.先遣隊の概要 

＜実施団体＞ 

大学生被災地応援ネットワーク 

 

＜先遣隊メンバー（5 名）＞ 

三竿健吾（代表） 白髪光洋（副代表）  

石川美里 石原勇弥 原田博士 

 

＜訪問期間＞ 

平成 24 年 5 月 2 日（水）～5 月 5 日（土） 

 

＜宿泊場所＞ 

ニュー泊崎荘 

 

＜訪問日程＞ 

5 月 2 日 岡山出発 

5 月 3 日 南三陸町到着、志津川中学校仮設住宅自治会の方々と交流 

5 月 4 日 教育委員会の方と交流、観光協会・ボランティアセンター訪問、 

     仮設住宅の方々と交流 

5 月 5 日 南三陸町出発 

5 月 6 日 岡山到着 

 

 

 



第三章 実施記録 

1.岡山出発・自治会の方と交流（5/2～5/3） 

5 月 2 日（水）の 21 時に岡山大学を出発した。今回はメンバー5 人で 1 台のレンタカーを

利用し、南三陸町へ向かった。ゴールデンウィークということもあり、高速道路での渋滞の

懸念があったため、日本海側を迂回する経路をとった。南三陸町には 3 日（木）の 15 時 30

分頃に到着し、走行時間は計 18 時間 30 分であった。 

 到着後、志津川中学校の仮設住宅内にある集会所を訪問し、志津川中学校仮設住宅自治会

の佐藤さん（副自治会長）とミーティングを行った。次に、志津川中学校自治会の鈴木さん

（庶務係）とミーティングを行った。 

 ミーティングを終え、19 時 30 分頃に宿泊先に到着した。その後、メンバー同士で 1 日の

振り返りを含めたミーティングを行い、その日の気付きや想い、具体的な情報を共有した。 

＜議事記録＞ 

◆佐藤さん（志津川中学校仮設住宅自治会副会長） 

<時間>16：00～17：00 <場所>集会所 

・志津川の外に移住しても、住所は志津川のままにしている ・商店街でお祭りが行われている 

・志津川から出なければ、仕事に就けない人もいる ・商店街でお祭りが行われている 

・仮設住宅には広い年齢層の人が居り、一人暮らしが多い  

・新年会やお花見会やお茶飲み会を行っている 

・イベントはビラで周知を行っている ・カラオケ大会やカーシェアリングをしている 

・一人暮らしの人には声かけを行っている ・仮設同士のつながりが少ない 

・震災前は行政ごとに企画を行っていた ・月に一回の自治会定例会を開いている 

・集会場の利用はあらかじめ連絡していれば利用可能 ・仮設には 70 代の方と小学生が多い 

・ミシンなどの道具はあっても指導者がいないため上手に使われていない 

・いまだに仮設に入れていない人が居る ・トコヤッサイ（伝統芸能）は町や村で飾り付け 

されていた 

・お祭りを企画しているのは→観光局 ・交通手段がないため企画に参加できない 

・自治体制が徐々に形になってきている ・ボランティアをする際はリストを上げて選択してもらう 

・お互いに声をかけて集まることが多い ・催しものをしてくれたほうがいい(一人じゃ動きにくい) 

・季節ごとの企画をしたいと思う人もいるが出来ていない ・やりたいと思っているが動けない 

・自分たちで何かやろうと思う人が少ない。だから、誰かが始めないと動けない 

・ボランティアが抜けた後を考えている ・志津川の外にでた家族が心配 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆鈴木さん（志津川中学校自治会庶務係） <時間>17：00～18：00 <場所>集会所 

 

 ・仮設の中のコミュニティーは形になっている ・昨年は一年間生きるために生きてきた 

・今のニーズは炊き出しなどのボランティアではなく、土地の売買などに移り変わってきている 

・次は、自分たちから動いていきたい 

・ニーズをしっかりと汲み取った上でボランティアを行うべきである 

・大切な人を亡くしている人もいれば静かに暮らしたい人もいる。 

大々的な企画は迷惑の可能性がある 

・住民から行政に働きかける場ができ始めている ・午前午後に一つずつの企画にして欲しい 

・被災者の方も一年経って、大多数の方は前向きに捉え始めている 

・被災者、支援者がお互いに得るものがある支援でなければ意味がない 

・岡山県で災害があった時の為に、大学生が勉強をしておいて欲しい 

・支援をしてくれる人は自己完結できなきゃ意味がない ・人手は欲しい 

・子供向けの企画を考えてほしい ・思いつきの活動ではなく求められている活動を 

・時間に余裕のある支援を。（企画を詰め込み過ぎない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.教育委員会の方と交流、観光協会・ボランティアセンター訪問、 

 仮設住宅の方々と交流（5/4） 

 5 月 4 日（金）は、午前中はＡ班（三竿、石川）とＢ班（白髪、石原、原田）に分かれて

行動した。 

Ａ班は南三陸町教育委員会生涯学習課課長の及川さんとミーティングを行った。Ｂ班は観光

協会を訪問した後、ボランティアセンターを訪問した。 

 午後からは二つの班が合流し、さんさん商店街へ向かった。さんさん商店街は地元の人や

旅行客で活気に満ち溢れており、志津川の復興への象徴になっている。ここでは、海鮮魚類

を中心とした飲食店や、お土産の店から、電気用品など日常生活に関わる商品を扱う店が立

ち並んでいた。また、イベントブースもあり、訪れた時には多くの人が声を合わせて合唱を

しており、メンバーも一緒に歌を歌った。 

 夕方から、志津川中学校の仮設住宅を訪問し、様々な人と交流をした。この際、メンバー

は子供達と遊んだり、お年寄りの方々のお話に加わったり、集会所での交流に参加した。 

 その後、仮設住宅の方々のご厚意で食事会を開いていただき、応援ネットの企画などの話

をさせていただきながら、仮設住宅の方々と交流をさせていただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜議事記録＞ 

◆及川さん（南三陸教育委員会生涯学習課課長）<時間>10：00～11：30 <場所>平成の森 

 

・被災地支援は集会場を中心に行ってほしい ・現在の志津川はさまざまな大学と繋がりがある 

・具体的に読み聞かせやレクリエーションが望ましい ・コミュニティー図書館(映画の上映 

もしくは学習) 

・何もすることがないことが最も大変になっている ・文化的な支援をして欲しい 

・それぞれの年代の人に合ったそれぞれの場所が求められている 

・文化的な面からの支援で心が折れないような支援が必要 ・まだまだ人と人との交流が必要 

・岡山の色を持った支援をしてほしい ・見ず知らずの人たちの支援が復興への懸け橋になる 

・仮設住宅ではいろんな格差が生まれている ・人との縁をもっと作っていきたい 

・人が集まってくる活動が必要 ・仮設の管理は保健福祉課が管理を行っている 

・子どもの笑顔によって親も子どもも笑顔になれるだからこそ、どちらも笑顔になれる活動が 

好ましい 

・「平成の森」（公民館のような施設）を使った活動は可能である 

・過去を失ってしまったが、未来は失いたくはない ・震災を風化させたくない 

・今回の震災を教訓にしていってほしい ・写真や記録に残るようなものを作ってほしい 

・不活発病(動かないために発症)、喧嘩が起きやすい ・月一回校長会が実施されている 

・子ども向けのイベントが少ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



◆観光協会、ボランティアセンター訪問 <時間>10：00～11：30 

 

～観光協会～ 

 ・1 ヶ月に 1回、ベーサイドアリーナにてイベント開催している ・現状では 8 月にイベントはない 

・住民の方々の気持ちもいろいろである ・被災者の方々のやりたいという気持ちが大切 

・商店街の申請は運営組合に問い合わせる ・高速道路無料化を利用していただきたい 

 

～ボランティアセンター～ 

 ・現状では、8 月における瓦礫撤去などのボランティアのニーズはわからない 

・ボランティアの情報はホームページに挙がるので、ＨＰをチェックする 

 

◆志津川中学校仮設住宅の方々と交流 <時間>15：00～18：00 

・中学校からの 1ヶ月に 1 回の報告紙が活力になる ・お祭りはやりたいが、人が居ない、 

場所がない 

・花火大会では一瞬でも気持ちが安らいだ ・被災者同士にしか分からないことがある 

・細かい支援しか今はない ・楽しい行事が欲しい 

・遠いところから来てくれるだけで嬉しい ・足が悪いため商店街に行けない 

・いつまでも被災者としてじゃいられない。だからこそ、できることはやらなくてはいけない 

  

◆志津川の方々と食事会 <時間>18：00～21：00 <場所>さんさん商店街―松原食堂 

・どんどんやっていきたい。全力で協力したい ・保護者の方とのこまめな連絡が必要 

・職場体験がイベントとしてお客の呼びこみがあった→店側学生双方にメリットがあった 

・社会と触れ合う体験がほしい 

・震災前は芸能人など来なかった。しかし、今は芸能人が来るのが当たり前になっている。だから、 

将来何をやってもらっても当たり前になってしまうのではないかという不安 

・祭りに当たって、警備の問題が難しい 

・ネガティブに考えてしまう人も、ポジティブに考えることができるようになる企画を 

・やらなきゃはじまらない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第三章 会計報告 

内容内容内容内容            金額金額金額金額    備考備考備考備考    

宿泊費（2 泊） 66,000 株式会社ニュー泊崎荘 

移動費（レンタカー） 21.500 横山石油株式会社 

高速道路費 43,550 宮城県道路公社 

浦和本線   

川口本線   

山陽本線   

ガソリン代 24,337 ENEOS(根本石油株式会社) 

ENEOS(根本石油株式会社) 

ENEOS(根本石油株式会社) 

SUZUYO(鈴与エネルギー株式会社) 

マティクス(株式会社 マティクス) 

IDEMITSU(丸新石油株式会社)  

合計合計合計合計    155,387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第四章 感想 

応援ネット先遣隊を通して 

岡山大学 2 回生 三竿健吾 

 

今回の大学生被災地応援ネットの先遣隊を行うことによって、非常に多くの気付きや、想

いを得ることができ、本プロジェクトにとって大きな前進となったと思います。 

 まず、私自身にとって被災地に入るという経験は今回が初めてでした。いつもはメディア

を通して見たり、聞いたりする光景や様子を自分の肌で感じた時、全く言葉が出ませんでし

た。去年の 3 月 11 日が来るまでは、今の私が岡山でしているのと全く同じように、そこに

は何気ない日常の生活があったのだということを、被災者の方のお話から、未だ撤去されて

いない瓦礫の山から、積み上げられた車から、足元に転がっていた茶碗のかけらから、ひし

ひしと感じました。かつてないほどの大地震、津波がこの場所を襲い、かけがえのない命が

失われたことを、現実のこととして受け止めました。 

 次に、今回の先遣隊では、自治会、教育委員会、仮設住宅の方々と、様々な人と話をさせ

ていただきました。その中で、私は自分が被災地支援を行っていくことの意味、自分の存在

理由を見つけることができたと思います。震災が起きてから 1 年間、岡山にいながら震災の

ことを考え、支援を行ってきました。しかし、自分の中で段々と支援の目的や、対象が曖昧

になってきてしまい、活動の方向性を失いかけていました。しかし、被災地を肌で感じ、被

災した人々と交流することで、自分の中で「被災地支援」という軸がはっきりと定まり、よ

り強い想いで進んでいくことを決心しました。 

 そして、今回の先遣隊では被災地で必要とされていることを、仮設住宅というマクロな視

点から、仮設の住民というミクロな視点で見つめることができたと思います。現在、被災地

ではボランティアが抜けた後の体制や、自分たちで自立して進んでいくことが考えられてい

ます。それに当たって、応援ネットとしては全ての企画を自分たちだけで進めるのではなく、

仮設の方々が自立できるようにお互いに協力して、被災地の方々の歩みを邪魔せずサポート

できるような形で支援をしていきたいと思いました。また、仮設住宅の方々はいろんな人と

の交流をまだまだ必要としています。そこで、単純に話をしたり、何か物作りをしたり、お

祭りをしたり、どんな形でもいいのでしっかりとたくさんの人々が交流できる場を設けたい

と思います。そうすることで、気持ちや想いに良い変化が生まれ、そしてそれが態度や姿勢

に影響し、復興に向けてもっと力強く進んでいくためのきっかけになるのではないかと思い

ます。 

 最後に、大学生被災地応援ネットワークの本プロジェクト及び、今回の先遣隊は心温かい、

多大なご支援や応援をしてくださっている皆さんのお力があるからこそ、実現できることで

す。これほどのご支援をしてくださっていることに深く感謝するとともに、強い責任感も感

じています。皆さんの想いを私たち学生に託していただき、その想いを被災地でしっかりと

形にすると同時に、「学生だからこそできる支援」をメンバーで考え、実現していこうと思

います。改めてお礼を申し上げるとともに、これからも応援をどうぞよろしくお願いします。 



大学生被災地応援ネットワーク先遣隊にて 

環太平洋大学 3 回生 白髪光洋 

 

今回は志津川に行って私の想ったことを 3 点にまとめて書かせて頂きます。1 つ目は仮設住

宅に住む方々の想いや考えは様々でニーズに合った支援の難しさを改めて実感したこと。2

つ目は私たちには心強い味方が居ると再確認できたこと。そして最後に、8 月に応援ネット

として志津川を訪れる際、何を目的に行くのかを明確にするべきではないかと思った。 

1. 様々なニーズ 

東日本大震災から 1 年という節目を迎え、1 年前と同じ考えや気持ちで活動することは大変

困難だと今回の先遣隊で学んだ。志津川に到着して志津川中学仮設住宅の副自治会長さんに

私たちの想いや企画についてぶつけた。副自治会長さんは前向きに話を聞いてくれていた。

しかし、庶務の鈴木さんという方は大変厳しいことを言われた。「今、そんなことは望んで

いないと」ばっさり企画を切られてしまったのだ。このように、同じ仮設住宅でも様々なニ

ーズがあり、1 年前のようにやりたいという私たちのエゴだけではどうしても実現できない

現状があるのだと実感した。しかし、私の考えは“お祭り”という企画をどうしても実現し

たい。志津川の文化をもう一度復興してほしいのです。それは、エゴではなく大切な人がい

る志津川が少しでも前を向いて歩いて行ける企画を考えるべきだと思うからである。 

そして、お祭りという媒体が志津川と岡山県を結ぶ懸け橋になればと強く願っているからで

ある。 

2. 心強い味方 

私が一番感動したことは、志津川には心強い味方が居るということである。それは、志津川

中学校野球部の子ども達と親御さんだ。私たちの想いに寄り添いしっかりと目を見て話を聞

いてくれる。私たちはこんなにも心強く、優しい人たちの支えの中で企画を考えているので

ある。私は大好きな志津川のために一生懸命動きたい。前を向いて動きたいと思う人たちを

支えていきたいと強く思った。 

3. 応援ネットの目的 

応援ネットの目的として前提としてあったのが仮設住宅の傾聴である。しかし、今回先遣隊

として参加させて頂いて傾聴の必要性を改めて考えさせられた。鈴木さんも話されていたが、

私たち大学生が傾聴を行うことで被災した方々の想いは変わるのだろうか？当時のことを

掘り返し、傷をえぐるような真似はしないほうが良いのではないかと思う。そんなことより

も、志津川の町を見て、志津川の方の話を聞いて、自分たち自身で感じ思ったことを岡山県

の方々に伝えることが目的として合っているのではないだろうか？一人一人感じたことや

思ったことは異なってくるが、その中に大切な想いや考えが個々に出てくる、そういった気

持の芽生えが大切なことだと私は思う。 

今回先遣隊として参加させて頂き、様々な想いや考えが芽生えました。しっかりメンバーと

共有し、できるだけ多くの方のニーズに応えられる企画を練っていきたいと強く思う。 

 

  



被災地の風を感じて 

岡山大学 3 回生 石川美里 

 

私は去年の 8 月からおかやまバトンに所属して、被災地支援を自分なりに行ってきました

が、被災地の現状を自分の目でみたことは一度もありませんでした。そのことが自分の心に

ずっと引っかかっていました。どれだけ被災地のことを思っても、どうしても自分の中身が

空っぽな気がして、すごく嫌でした。 

そんな中、今回応援ネット先遣隊として宮城県南三陸町を訪問して、すごくたくさんのこ

とを学びました。防災庁舎をみて、ビルの上にある車をみて、何もない土地をみて、遅すぎ

たかもしれないけれど、自分の肌で東日本大震災を感じました。けれど、どれだけ気持ちを

重ねようとしても、どうしても想像の範囲を超えられないのです。それがすごく悔しかった

です。そんな自分だから、活動を通して誰かを傷つけたりしないか不安も大きいですが、行

く前の自分とは違う感情が生まれたことは、今後の活動にとって本当に大切だと思っていま

す。 

8 月の活動に向けていろいろな人とお話をさせていただく中で、人と話している時が一番

自分の心が被災地支援に向いている気がしました。子ども達と遊ぶ時間、仮設住宅の方とお

話をする時、志津川中学校野球部の父兄さんや、球児達と笑いあう時、さんさん商店街で美

味しいご飯を食べる時、南三陸の美しい新緑を見る時、今こうして生きて、考えて、悩みな

がら前へ進もうとすることがどれだけ貴重なことかを感じました。自分達に出来ることの中

で、何が正しいかは分からないし、これから迷う事もたくさんあると思うけど、今回自分が

感じたこと、見たことを踏まえて、応援ネットとしての活動を通じて多くの笑顔が生まれれ

ば良いなと思っています。 

  



再び志津川に行って 

環太平洋大学 3 回生 石原勇弥 

 

今回、先駆隊として行かせていただきましてありがとうございました。 

僕が今回志津川に行って感じたことは志津川のみなさんがほんとに大好きだということ

です。実は行っていろんな方とお話をさせていただいて、お祭りがほんとにできるのかとい

う不安に陥りました。震災から 1 年が経ち、これからは復興に向けて自分たちの力で進んで

行かなければならないという想いを持っている方が大勢いらっしゃいます。しかし、それに

向けてどう進んで行くかは皆当然違います。まずは自分たちの日常生活から地道に進んで行

きたい方。震災前、恒例行事として行われていたお祭りなどの伝統的な文化などを通して進

んで行きたい方。そう考えたときに、お祭りをしたいという方もいらっしゃいますがそうで

ない方もいらっしゃいます。このときに、お祭りを求めていない方がいるのにやったって意

味がないのかと思いました。しかし、志津川中学校野球部の保護者の方たちに、これらのこ

とをお話したら「そんなどっちかをとってどっちかをとらないとか考えたらきりがないよ。

俺たちはやりたいし、みんながやるって言うなら俺たちも全力でやる。」とおっしゃってく

ださいました。この時に僕は、僕たちを家族のように毎回接してくださっている方たちが今

必死に進もうとしているのをただ外から見ているだけは嫌だと思いましたし、僕たち応援ネ

ットがやらなければならないことは、そのように前に進んでいる人たちと一緒に力を合わせ

て進んでいくことなんだなと強く思いました。だから絶対お祭りをやりたいですし、このお

祭りをきっかけに少し足踏みしている方々の起爆剤になったらいいなと思います。 

プロジェクト本番まで残り 3 カ月弱となりました。少し僕たちはペースアップをしていか

なければならないと思います。そして志津川に行って岡山に帰ってきたときに、たくさんの

岡山の方々に想いや被災地の現状などを伝えることができるように僕たちも進んでいきま

す。 

  



応援ネット先遣隊 

環太平洋大学 3 回生 原田博史 

 

今回、私は応援ネット先遣隊として、夏のプロジェクトに活かすため東北へ行かせていた

だき、たくさんのことを感じて帰ってきました。 

私が東北へ行ったのは今回が 2 度目で、1 度目は実際に自分の目で東北の現状を見たい。

何か自分も出来るのではないかという想いで訪れ、本当にたくさんのものを得て岡山に帰る

ことが出来ました。今回東北へ行ったのは、もちろん夏のプロジェクトに活かすためでした。

しかし、それと同時に個人的に自分の気持ちを再確認することもできました。 

実際に行ってみて、たくさんの方と話したり、子どもたちと触れ合う機会がありました。

ここからは私がそういった中で感じたこと、思ったことを述べさせていただきます。 

心に残っているのは志津川中学の仮設の自治会の鈴木さんに言われたことです。それは

「傾聴なんてものは、大学生レベルですることじゃない。最近はプロが入ってきているから

その人たちに任せるべき、何か聞きたいなら正直に聞かせてくださいと言うべき」というこ

とです。この言葉を聞いた瞬間、5 人が皆固まってしまいました。TSC さんの主な目的は傾

聴であって自分達はその目的を果たせるのかと不安になりました。しかし、傾聴というもの

を難しく考え過ぎず、自分達の可能な範囲で、できる限り傾聴に近いことをすればいいので

はないかと思いました。 

その他には、自分達がしたいと考えていたお祭りですが、お祭りに対する考えも賛否両論

で、そろそろそういったこともしていきたいと考えている方もいます。その一方で、期間が

お盆だし、静かに過ごしたい人もいるのではないかという考えの方もいました。志津川中学

校の保護者の方達もお祭りをしたいと言ってくれていました。そろそろ何かしなくてはいけ

ないという方もたくさんいたのは事実です。ですが、同時にたくさんの方が家族、友人、大

切な人を亡くしています。お盆に行くのならば、そこはまたじっくりと話合わなければいけ

ないところだと思います。 

私は被災された地域の方達には今リーダーが必要だと思います。何かしたいけど実際には

動けない。けど、人が企画してくれたところには出向く人が多いと聞きました。それを聞い

て考えたのは自分達がいる期間だけでも自分達がリーダーになろうということです。その後

は、志津川の野球部の子たちのような若い人達がリーダーとなって、どんどん周りの人たち

を明るくできたらいいのではないかと思います。 

まだまだ考えたこと、感じたことはたくさんありますが、それらはこれからの会議で先遣

隊として皆に伝えていきたいと思います。 

最後になりましたが、先遣隊を東北に行かせてくださいました皆様、暖かく私たちを迎え

てくれた東北の皆様、本当にありがとうございました。 


