


はじめに

○昨年３月 11 日に発生した東日本大震災によって、多くの尊い命が奪われ広範な地域が

甚大な被害を受けました。震災から約１年が過ぎようとしていますが、今もなお多くの方々

が不自由な生活を強いられている重い現実があります。あきらめずに被災地の状況が一日

も早く改善されていくよう、復興に向けて弛まぬ努力を続けていくしかありません。

○今回の未曾有の大震災に当たっては、あの混乱のさなか被災者相互が支え合い、助け合

うという姿が数多く見られました。東北地方に根付く人と人とのつながりや「絆」の強さ

は改めて多くの人々の心を打ちました。また、それと同時にその復旧・復興のために全国

から多くのボランティアやＮＰＯなどがいち早く駆け付け、被災地の支援活動に当たった

ことは大きな希望ともなりました。

○現在、我が国全体としては、地域におけるコミュニティの衰退が指摘され、その対応と

して「学び合いを通じた地域づくり」などの取組が行われつつあります。そうした中、人々

の自発的な意思を基調としつつ社会貢献をしていくボランティア活動に大きな関心が寄せ

られています。

○ご承知のように、平成７年の阪神・淡路大震災以降、地域におけるボランティア活動は

大変活発なものとなってきております。近年では、特に学校支援地域本部事業等の推進に

より、学校教育に関わるボランティアが増加するなど地域住民が気軽にボランティア活動

に参加するような機運が生じています。また「新しい公共」の担い手として行政との協働

で地域課題の解決に関わり、よりよい地域づくりを目指そうという動きも全国的にみられ

始めています。

○さらに、平成 10 年の特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の施行以来、我が国では、

40,000 を超えるＮＰＯが法人の認定を受け、地域の実態に応じ多様な活動を展開してきて

います。その中でも、活動分野については、ＮＰＯ法に示された 17 の分野のうち、「まち

づくり、社会教育の推進を図る活動、子どもの健全育成を図る活動」など教育関係の取組

も大きな広がりを見せつつあります。

○そこで、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、地域におけるＮＰＯ活動

やボランティア活動等の特色ある事例を収集・整理分析し、今後の社会教育活動の在り方

を探り、地域における民間の諸活動の推進に役立てようと調査研究を行うこととしまし

た。本年度は特に被災地支援に焦点を絞り事例調査を行いました。調査対象は、被災地の

復興に関わるＮＰＯ活動やボランティア活動から 13 事例を抽出し聞き取り調査を行い、

現状を把握し今後の方向性を展望することとしました。

○調査結果からは、被災地の実態に応じた柔軟かつ多彩な取組が行われていること、活動

を進める上での仕組みづくりや組織化に様々な工夫がみられることなど、取り上げた個々
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のケースからは今後の参考となる数多くの知見を見いだすことができました。

　また、企業の積極的な社会貢献活動や大学と自治体との連携、ＮＰＯを束ねる中間支援

組織の関わりなど今までの枠に捉われない多様な機関とのネットワークの姿も明らにする

ことができたと考えております。

○今後、全国の社会教育関係者が各地域でＮＰＯ活動やボランティア活動等を行う人々と

連携し、各々の地域にあった活動を展開していく上で、この調査研究報告書が少しでもお

役に立てれば幸いです。

○結びに、本調査研究の実施に当たり、ご指導いただきました清國祐二委員長（香川大学

生涯学習教育研究センター長・教授）をはじめ、委員各位ならびに本調査研究にご協力を

いただきました市町村教育委員会、社会教育施設、ＮＰＯ・ボランティア団体等の皆様方

に厚く御礼申し上げます。

　　平成 24 年３月 国立教育政策研究所　　　　　　　　　　　

社会教育実践研究センター長　服部　英二
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第１章 調査研究の概要

１　調査研究の目的

　地域におけるＮＰＯ活動やボランティア活動等の特色ある事例を収集、整理分析し、

今後の地域における民間の諸活動の推進を図るための基礎資料とする。

２　調査研究方法

　地域の多様なＮＰＯ活動やボランティア活動等の実態を把握するために、ＮＰＯ活動

やボランティア活動等を３つに分類し、分類ごとに先駆的・特徴的な事例を対象として

聞き取り調査（13 事例）を行った。なお、聞き取り調査の期間は、平成 23 年９月～ 11

月までとした。

３　調査研究の概況

　今回の調査研究の中心テーマは「奉仕活動・体験活動の推進・定着」であり、そのた

めに「地域におけるＮＰＯ活動やボランティア活動等の実態」について調査し、改めて

推進方策を見出そうとするものである。これまで類似の調査研究は散見できるが、本研

究は平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災という未曾有の大災害の直後という特

殊性がある。そのような状況下において、社会教育の蓄積してきた力が被災地支援にお

いてどこまで有効性を発揮できたのか、また社会教育の外にある力がどのような支援活

動を展開できたのか、そこからの出発であった。実践活動の聞き取り調査については活

動の特徴を考慮しつつ、［被災地における活動］と、［被災地外からの活動］とに大きく

二分して、［被災地における活動］についてはさらに［社会教育機関等の取組］と［Ｎ

ＰＯ等の取組］に便宜上分類した。

　調査研究の具体や詳細については第２章以降に譲るとして、ここではやや抽象的な表

現にはなるが調査研究の成果を概観したい。まずは、今回の状況の特殊性もあり、すべ

てにおいて「連携」や「ネットワーク」が鍵となっており、「つながる」ことによって

活動の成果が導かれている。それは闇雲ではなく、過去の震災経験が有効な資源や行動

原理として活用されているところにも特徴がある。このような非常事態において「社会

教育が何をなしえたか？」という問いが適切かどうかには迷いがあるが、社会教育施設

やそこを拠点に活動していた団体が新たな「つながり」を形成して、支援活動が行われ

てきたことは間違いないところである。「つなぐ」ことこそ社会教育の神髄であること

が浮き彫りとなった。

　次に、東日本大震災が私たちに突きつけたものは、「失う」や「ない」という状況で

はなかったか。そのことが「満ち足りた」そして「ある」暮らしに慣れきっていた私た

ちを、人間が立ち返るべき「絆」や「つながり」のところまで引き戻したのではないか。

思いと行動力をもつ主体が集い、より大きな力を発揮した今回の実践活動から学ぶべき

ものは大きい。「ある時代」の社会教育の役割を考えることは、「ない時代」の社会教育

の役割を考えるよりも困難であることを改めて考える契機となった。

　さらに、「被災地・被災者の求める支援」や「被災地・被災者との信頼関係」という

言葉がたびたび使われることになる。社会教育の使命のひとつが「つなぐ」ことである
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ことは前述した。そう考えると、社会教育にできることは支援を必要としているところ

のニーズを正確に把握すること、相手との信頼関係を築くことが大前提となる。同時に、

教育資源となるさまざまな主体との関係づくりも重要である。

【図１】社会教育主事に求められるコミュニケーション能力

「思いを聴く・訊く」

相手の気持ちが理解できるまで聴く 相手の気持ちを引き出すように訊く

↓↓

「自分と相手の立場や役割を共感する」

職員としての立場と役割を理解してもらう 相手の立場に応じた役割を一緒に見つける

↓↓

「相互の立場や役割の延長線上で協力する」

相互理解の上で、さらに協力する ゆるぎない信頼関係につながる

　今回の調査研究を通し、平時に社会教育が何をしておかなければならないのかが鮮明

になったように思う。平時であるからこそ「備え」が必要であり、できるだけ多くの主

体が当事者として参加する地域づくりをコーディネートし、学習活動や地域活動をサ

ポートすることが、今後益々社会教育に求められる機能となるであろう。

（清國　祐二）

４　調査研究の主体

　国立教育政策研究所社会教育実践研究センターに設置された、学識経験者等により構

成する「地域におけるＮＰＯ活動やボランティア活動等の実態に関する調査研究委員

会」が調査研究を実施した。その委員は、次のとおりである。

　　加藤　種男　　　財団法人アサヒビール芸術文化財団事務局長

　○清國　祐二　　　香川大学生涯学習教育研究センター長・教授

　　興梠　寛　　　　昭和女子大学コミュニティサービスラーニングセンター長

　　　　　　　　　　世田谷ボランティア協会理事長

　　　　　　　　　　全国体験活動ボランティア活動総合推進センターコーディネーター

　　澁谷　隆　　　　富士ゼロックス株式会社ＣＳＲ部長

　　山岡　義典　　　法政大学教授・日本ＮＰＯセンター代表理事

（以上五十音順、○は委員長、所属は平成 24 年３月現在）

　　服部　英二　　　国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長

　　工藤　朝博　　　国立教育政策研究所社会教育実践研究センター社会教育調査官

　　山本　芳正　　　国立教育政策研究所社会教育実践研究センター専門調査員

　なお、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、鳥越留美子（専門職）が

庶務を担当した。
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第２章　地域におけるＮＰＯ活動やボランティア活動等の推進の視点

１　あまりにも厳しい現実のなかで

　東日本大震災から 1 年の月日が経過しようとしている。

　時を重ねるとともに、被災地に生きる人びとの家族を失った悲しみや喪失感は増すば

かりだ。いまをどう生きるか、これからをどう生きるのか。これまで無我夢中で避難生

活をつづけてきた人びとは、恐怖した過去と、苦しい現実と、予測できない明日との狭

間に暮らしている。

　被災した人びとのあまりにも悲しい経験と厳しい現実をまえにして、無力感を感じつ

つ現地に足をはこびながら、自分に何ができるかを問い、試行錯誤の応援活動を重ねて

いる日々である。

　厳しい冬を過ごす東北の被災地では、ボランティアの姿がめっきり少なくなった。災

害直後のピーク時と比較すると、10 分の 1 以下に減少していると各市町村の災害ボラ

ンティアセンターは報告している。

　その要因をボランティアへの関心が低くなったからだ、と断ずることはできない。人

びとは、それぞれの日常という時間の流れのなかに回帰し、そのなかで、むしろいま自

分に何ができるのかと躊躇をしながら暮らしているようにみえる。被災した人びとのた

めに何かの役に立ちたいという人びとの志と葛藤は、全国各地のまちやむらに静かに潜

在している。その気持ちの心の動きを、親身になって受けとめ、社会の力にするための

知恵と工夫が問われている。

　今回の災害は、予想を遙かに超えた歴史に残る災害である。いま、国や自治体によっ

て復興計画が実施されようとしているが、被害を受けた人びとの生活の再建は、善意や

自発的意志によるボランティア・ＮＰＯなどの市民社会の力に依存するだけで先にすす

むことはできない。たとえば、災害ボランティア活動の象徴のようにメディアに登場す

る、手作業で行われる瓦礫撤去作業や汚染地域の洗浄は短期的な応急措置にすぎない。

政治や行政が長期的・広域的な復興ビジョンを敏速に示し、相互に協力しあいながら根

本的な問題解決のために取り組んでいかなくてはならない。

　ボランティア・ＮＰＯは、その監視役でもあり、あるときは厳しい批判者であり、そ

して、よきパートナーでもあるのだ。

２　人と社会を結ぶ「縁」を結ぶ知恵と工夫が問われている

　ボランタリーマインドは、社会に確実に広がっている。

　日本人のボランティア意識に、このところ大きな変化が現れている。2005 年の内閣府

が行った『生涯学習に関する世論調査』によれば、15 歳から 19 歳までの青年の 55.3％

は「ボランティア活動に参加したことがある」（1993 年調査では 38.3％）と答えている。

また、「ボランティア活動に参加してみたい」 と答えた青年は、72.7％（1993 年は

66.7％）におよぶ。いっぽう、20 歳以上の成人をみてみると、44.2％が「参加したこと

がある」と答え、「参加してみたい人」は 59.6％である。調査は、ボランティアマイン

ドをもった若者たちが日本の社会に確実に育ちつつあることを示している。

　しかし、そうした気持が、社会のなかで活動に実を結んでいるというわけではない。
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2008 年に内閣府が行った「世界青年意識調査」（1972 年から５年ごとに国際比較。今回

の対象は日本、韓国、アメリカ、イギリス、フランス）によれば、日本の青年でボラン

ティア活動を「以前、したことがある」と答えた者は 43.9％。「現在、活動している」

は 5.6％（アメリカ 17.6％、韓国 8.2％、イギリス 7.0％、フランス 6.3％）。「まったく

したことがない」と答えた者は 50.4％となっている。

　日本人のボランタリーマインドは年ごとに社会に広がっているが、その気持ちが参加

につながっていない、というのが現在の課題であるといえる。

　1995 年の阪神大震災では、1 年間で 137 万人のボランティアが被災地に足を運び「ボ

ランティア元年」と呼ばれた。その活動の広がりが 1998 年のＮＰＯ法（特定非営利活

動促進法）制定の後押しにもなった。しかし、今回の阪神大震災の規模をはるかに越え

る大災害にもかかわらず、この２ヶ月間で東北を訪れたボランティアの数は、阪神のと

きの半数にも届かなかった。その原因を探るには、多様な角度からの調査と分析が必要

であろう。

　筆者は、市民と行政とが協力しあって設立した、民間ボランティア推進機関『世田谷

ボランティア協会』（1881 年に設立した社会福祉法人）の運営に参加している。

　同協会が市民参画型で 2005 年から常設している『せたがや災害ボランティアセン

ター』では、発災直後から独自の被災地調査を行い、被災地の求めにもとづいて医師・

看護師や介護士などの「専門ボランティア」を延べ 332 人（2011 年３月 19 日から 13 市

町村に継続派遣中、2012 年１月 31 日現在の登録者 1,268 人）派遣してきた。また、誰

でもが参加可能な「ボランティアバス」（2011 年７月から４市町村に運行中、2012 年１

月 31 日現在延べ 231 人の参加者）も運行しつづけている。

　そのいっぽうで、世田谷区内においては、区行政と協働で、区内の被災地支援を行っ

ている多様なＮＰＯに参加を呼びかけた「被災地支援市民活動団体連絡協議会」を運営

し、おたがいの持つ現地活動情報を交換しあい、経験の交流と共有を定期的に行ってい

る。

　その経験から考察すると、今回の災害では、①被害が甚大かつ広域的で情報の掌握と

集約に時間がかかったこと。②継続した余震、津波被害への警戒感、さらには原子力発

電所の放射能流出事故などによる二次被害の危険性が高かったこと。③被災市町村の社

会福祉協議会に開設しているボランティアセンターに専任するコーディネーター人材が

不足していること。④被災直後に各県行政が県外からのボランティア参加を制限したこ

とが“活動控え”の風潮を生み、発災直後のボランティア活動のつまずきにつながった

ことなどが、災害ボランティア活動をするうえでの壁になった要因として考えられる。

災害時に行政が自発的なボランティア活動を“制限”“統制”することについては、今

後の議論を必要とするであろう。

　このような、ボランティア・ＮＰＯ活動を支援するための環境づくりは、常日頃のま

ちづくりのなかで培われていなくては実を結ぶことはない。

　いま、人と人、人と社会を結ぶ「縁」を結ぶ知恵と工夫が問われている。

３　企業市民活動とボランティア・ＮＰＯのミッションが融合するとき

　ボランティア・ＮＰＯの世界は、災害によって被害を受けた人びとと、力になりたい
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と自発的に手をさしのべた人びととの間に結ばれた「共助の縁」である。その助けあい

と、心のかよいあいは、個々の出会いとつながり方によって異なるが、おたがいの信頼

と合意によって結ばれた「協働の絆」なしには力を発揮することはできない。

　いま、政治や行政の世界では、復興計画という名の巨大プロジェクトがすすめられつ

つある。そのような鳥瞰図的な政策の実行と、一人ひとりの生活者に寄り添いながら身

の丈に合った応援活動をすすめるボランティア・ＮＰＯの世界とは、まったくの対極に

あるように見える。しかし、行政によるまちづくりや再生計画をすすめるためには、ボ

ランティア・ＮＰＯなどの市民社会の意見を充分に聴取し、信頼関係を築く努力を惜し

まず、さらにはボランティア・ＮＰＯのもつ優位的なスキルを提供してもらうなどの協

働なくしては実を結ばない。その意味で、ボランティア・ＮＰＯを、行政の都合のよい

下働きをする“善良な市民”にしてはならないことはいうまでもない。

　近年、アメリカやイギリスの英語圏のボランティアセンターやＮＰＯ・ＮＧＯなどを

訪れると、「Make a difference ！」（変化を起こそう！）というメッセージコピーをよく

目にする。1970 年代にイギリスの環境保護運動家が提唱し世界に広がった「Think 

globally, Act Locally」というメッセージは、日本のボランティア・ＮＰＯでもよく知

られている。新たに広がりつつある、社会に「変化を起こそう」という言葉は、市民社

会（Civil Society）は確実に世界に変化を起こす力だ、という明確なメッセージなので

ある。

　国連は 1970 年に、国連憲章第 71 条で「ＮＧＯ」（Non-Governmental Organization）と

のパートナーシップを謳って、経済社会理事会への認証登録制度を導入した。また、21

世紀の 初の年、2001 年を「ボランティア国際年」（IYV）に定めた。それらの動きは、

複雑化する世界の諸問題は、国連という行政機関だけでは解決できない、ボランティア・

ＮＰＯなどの市民社会とのパートナーシップなしには共生社会の構築は不可能であると

の、世界に向けた宣言でもあった。

　グローバル社会ではいま、ボランティア・ＮＰＯは経済社会に新たな活力を生みだし、

人びとに多様な雇用を創出する“社会力”としても注目されている。ＮＰＯ大国といわ

れているアメリカ合衆国では、54％の人びとが非営利組織で働き、イギリスでは 30％を

超える人びとが非営利組織で働いている。さらには、公共の利益に寄与することをミッ

ションに掲げた新しい企業形態「社会企業」（Social Business）も、新たな社会的トレ

ンドになりつつある。

　企業による社会貢献活動もまた、さらに進化の道を歩んでいる。

　国連は、2007 年に「グローバル・コンパクト」（Global Compact）制度をスタートさせて、

世界の「企業の社会責任」（CSR）を掲げる企業と、共生社会に寄与するための社会的約

束を結ぶ呼びかけを行った。日本でも、すでに約 160 社の企業の 高経営責任者（CEO）

が直筆で締結書にサインをしている。こうした国連と企業との社会的契約は、人権、労

働基準、環境、腐敗防止など 10 の原則におよんでいる。国連は、社会的責任を果たそ

うとする企業を新たなパートナーとして認証し、国際的な規範を遵守し実践することに

より、世界に積極的な変化をもたらすことを期待しているのである。

　日本経団連は、「企業行動委員会」を設置して、CSR についての基本的な考え方を制

定し国内外に公表している。その呼びかけに参加している企業の少なくとも 473 社（2009
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年時点）は CSR のための社内体制や制度を定め、90％の企業が CSR への取組の情報の開

示を行っている。

　東日本大震災の被災地では、こうした企業による「企業市民活動」とボランティア・

ＮＰＯとが目的と社会的責任を共有し、被災者やコミュニティをともに応援する姿がめ

だった。こうした動きもまた、社会を変える「変化」なのである。

４　ボランティア・ＮＰＯと“協働”する社会教育へ

　今回の大災害は“見えない価値”に投資しない社会は力を失う、という強いメッセー

ジを発しながら、日本の社会の価値観に大きな転換を迫っているように思えてならな

い。

　ボランティア・ＮＰＯのミッションは、生命の尊厳、持続可能な共生社会の実現、平

和への希求などの“見えない価値”を行動原理としている。しかもその行動形態は、人

びとの自由意志にもとづき、創意と工夫による開拓的で多様な活動分野に広がってい

る。時代や社会のニーズに敏感に反応しながら活動様式は柔軟に変化するのもボラン

ティア・ＮＰＯの特性でもある。

　甚大な津波被害から、懸命に社会復興を試みている宮城県女川町教育委員会では、社

会教育に携わるスタッフの創意によって、特定非営利活動法人『ＮＰＯカタリバ』と協

働することによって、学ぶことへの喜びを体験し進学や就職に挑戦するための学び舎『女

川向学館』を運営している。また、町の人びとが培った「経験知」をキャリア教育に活

かす学校教育支援活動にも取り組んでいる。

　若者たちのボランティア・スピリットによって運営されている FM ラジオ局『おなが

わ災害 FM』は、生活再建に取り組む被災地の人びとを勇気づけ、若者たちに勇気と優

しさの種子を発信しつづけている。

　宮城県内の厳しい教育環境の再建に取り組んでいる宮城県教育委員会は、家庭・地域・

学校が協働し地域全体で子どもを育てる体制の整備を図ることを目的にした「協働教育

推進事業」をさらに強力にすすめている。県教委が行った調査によれば、県内の学校に

「今後の学校運営に『学校支援地域本部』は必要か」と聞いたところ、95％の学校長が

「大いに必要」と答えた。「不必要」と答えた回答は０％だったという。

　地域社会において行政とボランティア・ＮＰＯとが一体となった“協働する教育”は、

いま被災地復興への取組への試みとして静かに広がりつつある。

（興梠　寛）
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第３章　東日本大震災後の復興に関わるＮＰＯ活動や

ボランティア活動等の現状と課題　



第３章 東日本大震災後の復興に関わるＮＰＯ活動やボランティア活動等の現

状と課題

１　ボランティア・ＮＰＯ等からの視点

（１）災害ボランティアセンターが受け付けたボランティア活動者数の推移

　今回の東日本大震災で、実際に

どれだけのボランティアが参加し

たかは、分からない。概数が把握

されているのは、被災各地で災害

発生直後から社会福祉協議会が中

心になって立ち上げた災害ボラン

ティアセンターで受け付けた参加

数である。その毎月の３県別推移

を示したのが表１で、これをグラ

フで示したのが図２である。

　３月から２月末までに災害ボラ

ンティアセンターが受け付けたボ

ランティア数は３県合計で約 93.7

万人、 その内、 宮城県が約 45.7

万人で一番多く、岩手県が約 33.4

万人で続き、福島県はその半分以

下 の 約 14.6 万 人 と 低 調 で あ る。

しかし３県の死者と行方明者の計

（警察庁緊急災害警備本部１月

５日現在発表）は、宮城県 11,300

人、岩手県 6,000 人、福島県 1,800

人で、これを被災規模とみなす

と、被災規模割合では福島県が一

番高く、岩手県が続き、宮城県は

も低い。次に３県合計を月別推

移でみると、４月から５月にかけ

てピークを迎え、６，７月と 10 万人

を超える数が続く。学生が夏休み

に入る８月は急増かと思われたが

10 万人を割り、９月には６万人余

りに、10月には５万人に減じている。

その後も低減し、12 月、１月と急減、

２月でやや持ち返している。

　しかしこの傾向は県別にかなり

異なる。７月までは宮城県が圧倒

【図２】災害ボランティアセンターで受け付けた

　　　　ボランティア活動者数の推移（仮集計）

【表１】災害ボランティアセンターで受け付けた

　　　　ボランティア活動者数の推移（仮集計）

月別 3県合（人） 岩手県 宮城県 福島県

3月 59,000 12,100 26,600 20,400

4 月 156,400 34,700 92,600 29,000

5 月 171,800 46,000 91,500 34,400

6 月 129,400 42,200 64,700 22,500

7 月 125,900 46,400 62,700 16,800

8 月 97,600 48,200 40,200 9,200

9 月 62,500 36,400 22,700 3,400

10 月 50,000 25,500 20,400 4,000

11 月 37,600 19.900 15,400 2,300

12 月 18,800 9,100 7,800 1,900

1 月 11,800 5,600 5,100 1,200

2 月 16,000 7,900 6,900 1,300

合計 936,900 334,000 456,600 146,200

全社協 Web サイト（2012 年 3 月 8 日現在）「被災地支援・

災害ボランティア情報」より作成。各数値を 100 単位の概

数としているため合計が合わない場合がある。
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的に多く、過半数を占める。連休には仙台まで新幹線が開通し、ボランティアのアク

セスが容易になったためであろう。しかし８月は宮城県も福島県も急減し、岩手県だ

けが７月よりも増え、その数は３県でトップになっている。その後１月に至るまで３

県とも数は減ってきているものの、岩手県は３県全体の半数以上を占め、トップを維

持している。岩手県の三陸被災地は新幹線駅からの距離も遠く、そのアクセスは宮城

県の被災地に較べ、困難が大きい。それにも拘わらず、８月以降も一定程度のボラン

ティア受付数を維持してきたの は何故だろうか。

（２）ボランティア・コーディネート組織の役割

　その直接的な理由になるかどうか分からないが、岩手県ではボランティア・コーディ

ネート組織の果たした役割が、その理由の一つとしてあったのではないかと思われ

る。事例報告にある２つの組織を中心に、その役割を検討しておこう。

　図３は、ボランティア・コーディネート組織がない場合に、ボランティア等の支援

リソースが支援ニーズにどう向かうかを概念的に示したもので、それぞれのリソース

がバラバラに支援ニーズに向かっても効果的な支援にはならない、ということを示し

ている。ニーズとリソースの間にコーディネートする仲介組織が入った場合を概念的

に示したのが図４である。仲介組織が支援ニーズを把握し、支援リソースに適切に呼

びかけ、リソースを適切なニーズに結び付けることができる。この場合、図示はして

いないが、支援行為と逆方向に適切な情報の流れがあることが重要である。

【図３】民間支援における支援ニーズと

　　　　支援リソースの関係①

【図４】民間支援における支援ニーズと

　　　　支援リソースの関係②

　図５は、そのような仲介組織としての「いわて GINGA-NET」の仕組みを概念的に示

している。ここでは４つの組織が実行委員会を作ってボランティア・コーディネート

事業を実施した。阪神・淡路大震災で救援活動を経験した関西の２つの組織と、現地

でコーディネートを担当する岩手県内の２つの組織である。前者は阪神・淡路大震災

後の救援活動やその後の活動実績を生かして、必要資金を集め、全国の学生に呼び掛

け、バスを運行してボランティアを岩手県に集める。後者は、県に集まった学生の宿

舎を用意し、被災地に送り出し、その仮設住宅における「お茶っこ」などのボランティ

ア活動を支援する。このような仕組みを通じて、８, ９月の７週間に全国の 146 大学
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から 1,086 人の学生ボランティアを三陸の被災地に送ることができた。

　図６は、「遠野まごころネット」の役割を図示したものである。遠野は三陸沿岸被

災地の後方支援基地として重要な位置にある。ここには、自衛隊や東京大学なども災

害発生直後に拠点を置いたが、多数のＮＰＯも全国から入りこんで拠点とした。遠野

まごころネットは、地元の遠野市社会福祉協議会とＮＰＯ法人遠野里・山・くらしネッ

トワークが、これらの外来ＮＰＯや地元団体に呼び掛けて設立したものである。遠野

まごころネットは、個人ボランティアの受入れと宿舎提供を行い、９月末までに

47,955 人のボランティアを受け入れた。その他、救援物資のコーディネートでも大き

な役割を果たした。また、さまざまな団体から支援金を得ることによって、各種の生

活再建に向けた事業を展開している。

【図５】仲介組織としての「いわて GINGA-NET

　　　　プロジェクト」　　　　　　　　　　

【図６】仲介・事業組織としての

　　　　「遠野まごころネット」　

（３）文化・社会活動への企業の支援例

　被災地での文化的な社会活動への企業の支援例として、花王株式会社が市民社会創

造ファンドと協力して実施した花王・コミュニティミュージアム・プログラムの特別

募集がある 
i

。

　このプログラムは、博物館・美術館等を拠点に活動する市民団体を応援するものと

して 2007 年に開始したもので、2011 年４月に 終回の公募を予定していたが、その

準備の 中に震災が発生したため、急遽、被災地における文化的活動への助成に切り

替えて公募することにしたものである。またこのプログラムで助成実績をもつ団体に

は、別途個別に呼び掛けて参加を促した。1 件当たり助成額は 50 万まで、助成活動

期間は８月から翌年３月までとし、172 の応募の中から現地および現地外の 24 団体が

助成を受け、さまざまな取組を行った。

　今回の事例では、「なにわホネホネ団」が化石をテーマとした体験型ワークショッ

プで、「こどもとむしの会」が陸前高田博物館の被災標本の洗浄・修復・地元ボランティ

ア支援で助成を受け、それぞれの経験を生かした活動を行った。また「遠野まごころ

ネット」も、郷土芸能の公演・記録・ネットワーク化の活動で助成を受けている。

i　http://www.civilfund.org/fund25.html 市民社会創造ファンド　花王・コミュニティミュージアム・プログラ

ム参照
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（４）時間の流れへの対応

　被災地でのボランティアやＮＰＯの活動は、時間とともに急速に変化する。先にボ

ランティア数の推移で見たように、災害ボランティアセンター経由のボランティアは

大月で 17 万人を超えたが、ほぼ１年を経た 2012 年２月には１万６千人に減った。

10 分の１である。今後はさらに減少していくであろうから、その意味では、すでに

ボランティアの活躍時期は終わったとも言える。

　震災後の時間の流れをどうとらえるかは、厳密に見ると地域や地区によって異なる

が、大きな流れは共通に捉えることができる。この被災後の時間の流れについて、岩

手・宮城・福島の３県で被災者障がいセンターを立ち上げてきた「ゆめ風基金」の八

幡隆司理事は、各センターの変化の方向を次の時期区分によって説明している 
i

。

第１期：災害発生後から仮設住宅建設が始まるまでの緊急支援活動を行った時期。

第２期：仮設住宅建設が始まり、ほとんどの人が入居を終えた時期。

第３期：仮設住宅の入居が完了し、震災後１年目を迎えるまでの時期。

第４期：震災後１年目を迎えてから２年目を迎えるまでの１年間で、復興住宅へ避

　　　　難者が移るまでの時期。

　阪神・淡路大震災以後、大災害の現場に寄り添って救援活動をしてきた経験に基づ

く観察で、被災地に生成する市民活動の一般的な展開過程としても理解できる 
ii

。各期

に年月を入れてみると、１期は３～６月、２期は７～ 10 月、３期は 11 月～３月、４

期は４月～翌年３月と想定され、ボランティアの活動規模もほぼこれに準じて変化し

ていくと考えられる。ボランティアの活躍の場という点からは、第１期は避難所での

共同生活の支援と津波被災地での被災住宅の片付けや瓦礫の撤去、第２期は避難所か

ら仮設住宅への移住の支援、第３期は仮設住宅でのコミュニティづくりの支援、第４

期は仮設住宅での先の見えない定常生活の支援となる。

　ここに示されていない第４期以降については、第５期として震災後３年目を迎える

までの１年間の仮設住宅から復興住宅への移住の時期、第６期として震災後５年目を

迎えるまでの２年間の復興住宅での定住に向けた時期を想定することができる。第４

期を過ぎるとボランティアの活動は殆ど見られなくなるが、代わって地元のＮＰＯの

有給スタッフによる定常的な寄り添い型の活動が重要になってくる。

　今回の事例で取り上げた活動は、調査時期が第１～２期のもので、第３～４期には、

多くの活動は終息または停止し、解散した活動組織もあれば、被災地から撤退した外

来組織も多い。しかし被災地で生まれたいくつかの組織は地元に根を下ろし、活動内

容を変容させつつ成長していく。これからの重要な課題は、この先の見えにくい過程

を根気よくどう支えていくかにあるが、この課題を事例分析からだけ導き出すこと

は、殆ど無理であろう。これらの事例が参考になるのは、今後、他の地域で発生する

かもしれない大規模自然災害への対応・対策に関してである。

（山岡　義典）

i　http://blog.canpan.info/tasuketto/archive/582 被災地障がい者支援センターみやぎ

（2011 年 7 月 6 日投稿「変わりゆく被災地の中で」（『積み木』59 号掲載原稿））

ii　原発被災による福島県の場合には、このような過程も見通しにくく、そこに不安や対応の困難さがある。
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２　企業等からの視点

（１）企業として何を行ったのか

　富士ゼロックス㈱では、先ず、2011 年３月 11 日には人命保護 優先の観点から、

従業員に帰宅を指示するとともに、帰宅困難者には事業所内で軽食を配付して翌日（３

月 12 日）の帰宅に備えさせた。また、かねて準備していた携帯メールの安否確認シ

ステムを利用して安否確認を行った（３月 16 日完了）。社内の組織に関しては、３月

12 日に本社に「東北地方太平洋沖地震統合対策本部」（本部長：山本忠人社長）を、

被災４県の販売会社に現地対策本部を設置して、各事業所の被災状況とお客様の被災

状況調査を開始した。

　翌週の３月 17 日には、義捐金２億円をジャパン・プラットフォームに寄付して震

災直後の調査活動や復興活動を行うＮＰＯ等の初動を支援するとともに、社内募金と

支援メッセージを書き込んだ寄せ書きを開始して、４月までに国内・外から 4,000 万

円を超える募金と寄せ書きを集めることができた（*1）。また、生活物資の供給が止まっ

ているとの情報に接して、全国各事業所で備蓄していた水・食料等に加えて、現地の

変わりゆく需要を把握した上で各事業所が交代で従業員に声をかけて現物寄付を求

め、これらを逐次被災地域に送った（*2）。

　社業を通じた復旧・復興活動としては、ＮＧＯの復旧・復興支援活動を応援するた

め、①大量部数必要とされる各種印刷物を当社の高速・デジタルプリンターを活用し

て無償で出力するサービス、②必要な複合機（プリンター及びコピー、FAXまたはスキャ

ナー）をトナー及びプリント料金を無償にして、用紙も無償で一定枚数提供し、 長

１年間無償でお貸しするサービス、を 2011 年５月から実施した。

　さらに、社員ボランティアを継続的に被災地に派遣して復旧・復興活動を支援して

いる。具体的には、７月には新入社員教育の一環として 221 名を派遣したほか、９月

以降も断続的に週 20 ～ 30 名の社員ボランティアを派遣して、これまでに述べ 153 名

派遣した。なお、このボランティア派遣については、趣旨に賛同する他の企業にも声

をかけて共同で派遣している。

（*1）   ①被災４県の販売会社が行う被災地支援プロジェクトへの寄付、②富士フィ

ルムホールディングスとともに被災県の育英基金への拠出、③従業員の見舞金

に充当。

（*2）   食料品（カップ麺１万４千食余など）、衛生用品（マスク約４万枚など）、乳児・

介護用品（おむつ 60 パック余）、生活・安全用品（毛布２千枚余、乾電池２千

個余など）、衣料（防寒着約 500 着など）が集まり、会社組織を通じてお客様や

そのご家族に、また震災対応ＮＧＯを通じて避難所で生活している皆様に、３

月 18 日からお届けすることができた。

　被災地の復興には生活再建支援としての産業支援が欠かせない。従って、社員ボラ

ンティアの支援活動も当初の瓦礫撤去から地元の水産業、観光業支援に重点を移して

きている。今後は、地元の方たちと意見交換しつつ、地元の将来像を共有する中で体

験・滞在型の集客プログラムなどを工夫して行く必要があると考えている。
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（２）復興活動に関わる企業のボランティア活動の課題

　企業には資金力と事業・目的遂行能力がある。また企業は、お客様（富士ゼロック

スの場合にはお客様企業）との日常的なお付き合いを通じてお客様の得意分野に精通

するとともに、お客様と地域の発展なくしてそこでの健全な企業活動は成り立たない

との想いを共有している。さらに、企業は、社会課題とかかわり安定したコミュニティ

の復興をボランティアとしてお手伝いしたいとの想いを懐く多くの従業員を有してい

る。

　しかしながら、被災地域の被災状況や人間関係、必要物資の種類や量に関する情報、

必要なサービスを提供できるＮＧＯに関する情報や彼らが何を欲しているか、富士ゼ

ロックスとの協業の可能性があるかなどの情報については、必ずしも十分に持ち合わ

せていない。

　今回の東日本大震災からの復旧・復興プロセス（継続中）では、次のような繋がり

が支援活動に欠かせなかった。

①　被災状況と被災地のニーズをいち早く把握する能力を持ち、企業が信頼して復

旧・復興活動について主として資金協力の面で協働できる組織の存在（今回の場合

では、「ジャパン・プラットフォーム」）

②　支援活動を行おうとする地域のコミュニティとの繋がりを持ち、企業ボランティ

アを好意的に受け入れ、円滑に協働できるＮＧＯとそのネットワーク（今回の場合

では、「シビック・フォース」）

③　CSR の実践・向上を目的とした企業間連携組織として、一企業では継続できない

支援活動を企業の枠を超えて協働できるプラットフォーム（今回の場合では、「グ

ローバル・コンパクト・ジャパンネットワーク」）

　他方で、今回の東日本大震災による被害者及び被災規模は未曾有な程度であったこ

とから、渦中ではできる限りのことを手掛けたつもりでも、私自身は現段階で振り返っ

てみると次のような課題認識を持つに至っている。

①　企業自身の BCP（Business Continuity Plan）には限界があったので、初期の従業

員及びその家族の安否確認こそほぼ想定通りに把握できたものの、お客様の被災状

況とニーズ把握、サプライチェーンの復旧など企業活動の復旧に苦労した。もっと

迅速に、効果的に地域支援活動を行うことができたのではないか。

②　震災直後、被災地域の情報を把握できず、被災地にどのタイミングで入るべきか、

どのような組織と協業すべきか手探りで進めざるを得なかった。事前に、地域ネッ

トワークと協業体制をしっかりと構築すべきではないか。

③　本格的な復興には地場産業支援が欠かせないが、企業レベルでの支援の考え方や

社内の知恵を結集する仕掛けをもっと積極的に行うべきではないか。

④　このような体験を「企業知」化して、内外関係者で共有して備えるべきではない

か（昨年３月の東日本大震災の直前２月に震災のあったニュージーランドの関連会

社代表からもこのような声が聞かれた）。

（澁谷　隆）
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３　地域の文化芸術からの視点

（１）南三陸町の場合－草の根市民社会のネットワーク

　震災から５日たって、やっと南三陸町の宮川舞さんが生存しているとの未確認情報

が入ってきた。そして３月 20 日になって宮川さん本人が、避難所から電話してこら

れたと、「切子」プロジェクトのコーディネーターである仙台の吉川由美さんから知

らせがあった。

　その電話で、吉川さんは、「全国のみんなが切子で応援してくれることになったよ」

と伝えたところ、電話口で二人で大泣したという。

　大震災の起きる当日の午前中、私は高知県立美術館での地域創造の研修会で、全国

各地から集まったアート関係者に南三陸町で実施されたアートプロジェクト「切子」

の紹介をしていた。地域再生におけるこのプロジェクトの可能性と広がりについて、

全国のできるだけ多くの人に理解してほしかったからだ。そして、震災から３日後に

吉川さんにこういう内容のメールを送った。「アサヒ ･ アートフェスティバル（AAF）

としては、ぜひ南三陸応援が必要だと思う。具体案は必ずしも浮かばないが、また今

後の社会全体がどうなるかも分からないけれど、しかるべきタイミングで、南三陸切

子応援隊による現地支援ができると思う。アートを中心に据えて、社会全般の支援に

AAF 参加の皆で力を合わせてぜひ取り組んでいこう。」

　南三陸を巡り、震災以降全国各地の関係者の間で、メールが飛び交い、話し合いの

場を持ち、それぞれの地域で、早くから「切子」を作って、必要な支援物資とともに

現地に送ることが始まった。「切子」とは何か。これは、神社や神棚に用いられる御

幣に倣って、南三陸町で始められたアートプロジェクトで、一軒一軒のお宅を回り、

その家の特色を聞き出し、それを切り紙細工のようにして、白い紙に切り出し、その

紙をそれぞれの家の前に飾るというものである。この単純な誰にでもできる活動が、

南三陸町では大きな意味を持った。

　三陸沿岸に共通するように、ここでも漁業が主たる生業で、大きなホテルが一つあ

る他は、旅館や鮮魚店や衣料雑貨店や飲食店などが飛び飛びに並ぶ商店街があるだけ

の過疎の町であった。いくつかの集落では、濃密なコミュニティが生きていて、それ

を支える郷土芸能も生きているが、町の中心地では、祭りはあるものの、人々のコミュ

ニケーションが必ずしも濃密ではなかった。

　「切子」プロジェクトを始めてみると、これまで良く知らなかったそれぞれの家の

人のことが分かってきて、特に、町の外から来た女性たちにとって、新たなネットワー

クの形成になった。「切子」は本来白い紙を使うが、中国から来た人が、生家の周辺

では赤い切り紙細工が盛んだと紹介し、赤い切子も生まれることになった。かくして、

2010 年夏に始まったプロジェクトは、中心メンバーが「彩り」プロジェクトというチー

ムを作り、秋にも更なる展開を図り、2011 年２月には、町内全域への拡大計画を練っ

ていた。

　こうした継続した活動の結果、近隣の人も知らなかった林業家の佐藤家の内部を見

せて頂き、さらにはイベント時のカフェとして使わせていただいたりもした。佐藤家

は豪邸で、ナマコ壁の土蔵やすばらしい庭があって、座敷の鴨居には 1960 年のチリ

沖地震の際にこの地を襲った、人の背丈を越える津波の跡が白い線となって残ってい
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た。また、交流の場を作ったり、新しいデザートメニューを開発したりと、コミュニ

ケーションが活性化し、新しいコミュニティを生み出すまでになっていた。すなわち、

市民協働参加型のアート活動が、地域のコミュニティ創造にとって効果的に機能して

いたのである。そして、このプロジェクトは、アサヒ ･ アートフェスティバル（AAF）

という全国の市民主導のアートプロジェクトのネットワークに参加していた。ネット

ワークに参加することで、同じような過疎地の地域課題を抱える人々と知り合い、こ

うした課題解決にアートで取り組む多くのグループの存在を知り、勇気付けられもし

ていた。

　この南三陸町を津波が襲ったのである。すべてが流されてしまった。旅館も、鮮魚

店も、衣料雑貨店も、飲食店も、佐藤家の屋敷も庭も、切子も何もかもすべてがなく

なってしまった。山内鮮魚店の鉄筋コンクリート製の店舗は、50 メートルも先に横

倒しになっていた。由緒ある佐藤家にあった伊達政宗書状も、鴨居の津波跡の白い線

も、流されてしまった。

　しかし、このアートプロジェクトを実施していたことが、「彩り」プロジェクトの

メンバーの生きる力を支えた。また、AAF のネットワークを通して、早くから全国各

地で切子が作られ、応援のメッセージが伝えられ、南三陸の人々の孤立感を救うこと

になった。「私たちは南三陸のことを忘れてはいません」というメッセージを送り続

けたのである。

　暗澹たる無力感にとらわれながら、同時に何かをしなければというあせりとともに

震災直後から交わされた全国の AAF 関係者間のメール記録が多数残っている。この記

録と、私たちがささやかながらも行った行動とは、私たちの誇りであり、私たちを今

でも勇気付ける。アートプロジェクトとそのネットワークは、新しい地域のあり方を

創造するのに効果を持ち、また、大災害の復興においても、人と人のコミュニケーショ

ンを活性化し、生きる力を与え、勇気をもたらす。アートこそ市民社会のセーフティ

ネットそのものであることを、私たちは南三陸の事例から知ることができる。

　南三陸だけでなく、被災地には、仙台、いわき、八戸などいくつもの地にアートネッ

トワークがあった。南三陸ほど人的被害は受けなかったが、巨大な船が何艘も陸に押

し上げられた八戸では、震災の 1 ヶ月前にオープンしていたポータルミュージアム

「はっち」が救援に大きな役割を果たした。また、セクターを越えた市民主導の活動

が、岩手県北部の支援活動に活躍した。

　今回の震災復興には、国内だけでなく、海外からの幅広い支援が大きな役割を果た

したことも特色であった。その中には、米軍による支援のような、巨大パワーによる

組織的な活動が役割を果たしたのはもちろんである。それと同時に、人々の心のひだ

に分け入った、被災者の心に寄り添う支援を、ボランティアやさらには、草の根の多

様な領域のネットワークが果たしたのも、特筆されるべき事柄であろう。

　アートによる地域創造が、環境、福祉、教育、外交、産業、観光は言うに及ばず、

防災や災害復興においても重要な役割を果たすのであり、何よりも草の根の市民社会

のネットワークが生きることが、南三陸に代表される事例に示されているだろう。
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（２）プロジェクト「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！」の場合－新たな文化創造のネットワーク

　しかし、被災地の課題は、複雑であり、あまりにも大きい。特に、福島の抱える課

題は、私たちの無力感を際立たせる。それでも、いわき市の文化施設アリオスのよう

に、開館以来、施設内の活動だけにとどまることなく、きめ細かいアウトリーチ活動

を通して、市中のさまざまな場所でアート活動を展開してきたことが、困難な中にも、

ひとつの光明となった場合もある。

　また、同じくいわき湯元温泉の旧映画館「三凾座」（みはこざ）のように、震災前

から「街の秘密基地的存在として再利用」する意思を持った地元の人々により、創造

的な活用に取り組んできた例もあった。ここでは震災後、水俣と原発を結びつける映

画の上映を皮切りに、全国からアーティストやアートプロデューサーを招き、放射能

とどのように向き合い、放射能の中でいかなる新たな社会が成り立つかを考えようと

している。

　プロジェクト「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！」は、中でも大きな発信力を持つ取組である。

世界中に広まったいわばネガティブ ･ ブランドとしての「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」を、

ありのままの「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」のままで、しかしポジティブに受け入れてもら

うには何をなすべきか、それを考え、それを提案しようというのである。そのために

福島に縁のある 3 人のアーティスト、大友良英氏、和合亮一氏、遠藤ミチロウ氏が話

し合い、地元の人々と連携して立ち上げたアートプロジェクトである。これも、南三

陸の「彩り」プロジェクト同様に、もともと地域にあったネットワークではなく、新

たに立ち上げたアートネットワークである。しかし、幅広い協力者による、福島の地

元の人脈が底流にある。

　さらに、ここでも世界のネットワークが機能している。地元の音楽愛好家はもとよ

り、ジャンルも違えば活躍の場も違う全国の多様な音楽家が福島に集まってきた。す

べて手弁当の参加で、坂本龍一氏のような世界的なメジャーも参加してきた。そして、

2011 年８月 15 日に福島市内「四季の里」で、全国から集められた風呂敷を縫い合わ

せた美しい「大風呂敷」の上で、私たちは終日音楽を聴き、詩の朗読を聴いた。直接

聴いた人の数だけでも１万３千人に及び、さらには大友氏や坂本氏の世界的ネット

ワークと名声により、世界中で 20 万人を超える人々がネット中継を見て耳を傾けた

のである。

　これだけで「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」のイメージが変わるわけではない。ましてや現

実は何も変わらないかもしれない。まことに私たちは無力というしかない存在であ

る。しかし、現に福島に生きる人々にとって、ただ無力では生きていけない。政治の

世界も、経済の世界も、そしてメディアの世界も、権力ある世界ではどこでもこれま

で原発について議論することは、ほとんどタブーに近かったのではないか。まして批

判するなど思いもよらないことであったろう。震災後でさえも、本当に議論の場が保

障されているかどうか、心もとない。若手ながら世界的なデザイナーとして著名なス

プツ二子氏は、「原発の是非を議論する場に、どうして政治家と科学者だけがいて、アー

ティストや市民が入れてもらえないのか」を問うている。

　こうした状況の中で、アーティスト間のネットワークを駆使して、福島から新たな

文化を創造し、世界に向けてありのままの「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」を発信し続けよう、
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というのが本プロジェクトである。ここでも地域と世界のアートネットワークが、困

難な課題解決に取り組んでいる。

（３）郷土芸能と祭り－今に生きる伝統的なネットワーク

　新たなネットワークと同時に、被災地には伝統的な地域コミュニティによる伝統的

なネットワークが生きていて、そのことが震災復興に大きな力を発揮している。

　折角の義捐金の配分にもたついていた行政などの機関と違って、企業メセナ協議会

では、民間組織の迅速さを発揮し、義捐金ではない、芸術文化による復興支援基金

（GBFund）を早くも３月中には立ち上げ、翌月には助成金の交付を開始した。こうし

た目的限定の復興支援基金は、残念ながら巨大な義捐金と比べると小さな額ではある

が、それでも個人と企業等の協力により、震災後１年以内に総額７千万円の寄付金を

集め、89 件の芸術文化による復興支援の団体に助成金を配布した。

　この活動を通して、私たちは、新たなアートネットワークの立ち上げや、震災前か

らの新しいアート活動によるネットワークの存在を知るとともに、伝統芸能やお祭り

の重要性にも気づくこととなった。

　伝統芸能や祭りがなぜ重要なのか。こうした伝統芸能には、元来外からの見物人が

いなかった。集落であっても、町場であっても、こうした芸能は、その土地の人々が

集まり、参加し、みんなでつくり、みんなで楽しんだからである。いわば究極のコミュ

ニティアートであって、わざわざこれを外から見物に来る人を必要としてはいなかっ

たのである。あえて想定された見物人といえば、それは共同体の神であって、感謝と

予祝、あるいは鎮魂と平安を祈るのがこうした伝統芸能の意味合いであってみれば、

あるいは神の怒りを静め、あるいは神を喜ばせ楽しませなければ、人々の願いは成就

しない。だから、敬虔の静寂の中にも、できるだけ華やかに派手に装い、楽の音を高

く、できるだけ激しく踊るのである。したがって、大災害の後に歌舞音曲を自粛する

のは、全く道理に合わないことになる。むしろ、神に手を合わせるとともに、神に平

穏を祈るためにも、祭りを行わなければならない。

　もちろん祭りや伝統芸能にはいくつかの課題もある。全員参加、全員が作り手であ

るといっても、これまでは長く参加を拒まれていた人々もあった。たとえば女性を排

除する場合や、共同体内部にも宮座だけの独占もあった。祭事には多様なタブーがあ

り、だからこそ、私たちは自然界の森羅万象に対して、謙虚に振舞ってもこられたの

だが、そのタブーが、家父長制的社会構造と結びつくとき、排除の論理も生み出して

しまう。しかし、こうした排除の論理は、過疎地においては少しずつ機能しなくなっ

てきたのも皮肉な事実である。祭事をしようにも人がいない。そこで、女性への禁忌

をはずし、年齢の差別もはずし、共同体の垣根をも越え、よそ者であっても参加して

くれるならば祭りに受け入れるようになりつつある。

　祭りや伝統芸能は、このようにして人々のつながりを保障してきた。大災害におい

て、この構造がセーフティーネットとして機能する。祭りをともにしてきたからこそ、

ともに助け合う。しかも、一人ひとりの生きる力を奮い立たせる。心の支えである。

だから、被災地の復興において、祭りを中心とした伝統芸能の維持、再興が何よりも

重要なのである。伝統芸能もまた、草の根の市民社会ネットワークの重要な柱だとい
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うことができる。

　伝統芸能には、しかしコミュニティ内部だけではなく、外部から人が来る門付けの

放浪芸のような場合もあった。これはコミュニティ内部で完結する祭り型の伝統芸能

の機能と矛盾するように見えるかもしれない。しかし、放浪芸といえども、むしろコ

ミュニティの枠を越えたネットワークによっているのであり、だから、あれほど排他

的に見える地域コミュニティがこれを喜んで受け入れ、場を提供したのである。しか

も、こうした放浪芸能こそが地域の伝統芸を豊かに育んだのである。

　そうではあるが、それでも伝統的な祭事のネットワークから漏れてしまう人々がい

るのも事実である。そうした人々に寄り添うためには、新たなコミュニティアートも

不可欠である。伝統的祭事以外の 2 つの事例を紹介したのは、そのためでもある。伝

統であれ、新たな創造であれ、広い意味でのアートが草の根市民社会のネットワーク

形成の要にある。だから、震災復興のために、私たちは芸術文化への支援を重要な柱

と考え行動しているのである。

（４）行政のなすべきこと

　ここまで、草の根の市民社会のネットワークについて、３つの典型事例を紹介した。

こうした活動が成功する鍵は、いかに市民自らが主体となるかにかかっている。した

がって、市民の主体性を促し、自らが生きがいを持って取り組める活動を応援するこ

とが重要である。行政の準備した雇用創出が、なぜうまくいかないのか。仕事なら何

でもいいわけがない。大震災の教訓の一つは、社会構造を変えなければならない、と

いうことにあったのではないか。そうだとすれば、働き方をも変えなければならない

だろう。生きがいを持てる仕事であるかどうか。そうした仕事を創出することが、緊

急課題である。

　被災者は一人ひとりの置かれた状況が違う。同時にすべての人が心に大きな傷を

負ってしまった。一人ひとりの状況に合わせた、生きがいの創出が重要であって、そ

のためには自己表現の社会化の場を用意することが必要である。その事例の一端は本

稿で紹介した。こうした活動に長けたアートＮＰＯの支援やアート活動のコーディ

ネーターの雇用を保証することが緊急課題である。その上で何をなすべきかのプログ

ラム開発は、こうしたＮＰＯやコーディネーターに委ねるべきである。

　たとえば、こうした人々が国際的なネットワークを樹立できる場の提供は、その資

金提供とともに、行政の役割ではないか。近年議論されている、いわゆる「アーツカ

ウンシル」が成立していれば、こうした芸術文化による復興支援活動は、もっと大き

な成果を挙げていただろう。これまた、残念なことである。

　大震災からちょうど一年目の日にこの原稿を書き終える。被災地だけでなく、全国

各地から鎮魂と復興のための太鼓の響きが、明らかに私の耳底に響いている。

（加藤　種男）
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第４章　民間の諸活動の推進支援のために社会教育ができること

１　東日本大震災と社会教育

　今回の調査研究の対象となった実践活動とは、東日本大震災後の復旧・復興に直接的

に関わる活動や間接的に支援する活動、被災した子どもたちの心のケアに関わる活動、

文化や芸能の再興に関わる活動などである。実際に活動が進展する中で、さまざまな波

及効果や学習成果が生まれてもおり、「社会教育が得たもの」を考えることも一方で必

要なことである。しかし、本章では「社会教育ができること」について考えることとす

る。

　第２部の冒頭で示しているように、今回の聞き取り調査については活動の特徴を考慮

した上で、［被災地における活動］と、［被災地外からの活動］とに大きく二分し、［被

災地における活動］についてはさらに［社会教育機関等の取組］と［ＮＰＯ等の取組］

に便宜上分類している。しかしながら、被災地に対する支援活動では一致しているし、

複数の主体が連携することで活動が行われているため厳密には区分しづらい。

　例えば、社会教育機関等の取組の中には、公民館等の社会教育施設を拠点に活動して

いるのものがあるが、それは単独で活動しているわけではなく、むしろネットワークで

結ばれていた主体同士が目的を共有することでより効果的な取組に変換している。教育

委員会生涯学習課の取組もあるが、その取組に賛同し自ら中心となって行動しようとす

る外部の力がなければ教育行政職員だけで動かせるはずもない。これらは、「社会教育

が何をしたか？」という実例とはなるが、実際にはそれを支えるさまざまな主体の存在

が大きいことがわかる。見方を変えると、社会教育が果たした役割は点在する機能を「つ

なぐ」ことであり、思いのある団体や個人に働きかけることであり、「つなぐ」ことこ

そ社会教育の神髄であることが改めて浮き彫りとなっている。

　このことは、実は改めて取り上げるほどのものではないかも知れない。そもそも、戦

後の社会教育の歴史を振り返れば自明のことでもある。社会教育は、戦後復興のプロセ

スの中で、地域の文化や伝統を受け継いでいくと同時に、産業構造や価値観の変化がも

たらす新たな社会課題に、地域を挙げて立ち向かっていったのである。多くの場合、そ

の拠点となったのは公民館であり、牽引していったのは社会教育関係団体であった。地

域住民の意識の中に社会教育があったかどうかではなく、結果的に社会教育が地域に何

を築いていったかを今一度再考すべき時期ではないだろうか。

　また、近年の取組を見ても、学社連携・融合、通学合宿、科学体験教室、放課後子ど

も教室、コミュニティスクール、学校支援地域本部など、地域の教育資源をつなぐこと

に心を砕いてきたのは社会教育である。日本では、教育を「家庭教育」「学校教育」「社

会教育」という３つの場として分類してきた。社会教育は、家庭や学校で行われる教育

を除くすべての教育を範疇とするので、非常に広範囲にわたっている。それを支える社

会教育行政は、予算的には残念ながら教育行政の周辺部にしか位置していないことがわ

かる。そのような吹けば飛ぶような財政基盤の中で、しかも時代の進展によって生み出

される新たな課題を前に、成果を出していくためにはさまざまな教育・学習資源をあら

ゆる手法を用いて「つないでいく」しかないのである。

　その意味で、東日本大震災が私たちに突きつけたものは、「失う」や「ない」という
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状況ではなかったか。そのことが「満ち足りた」そして「ある」暮らしに慣れきってい

た私たちに、人間が も大事にしなければならない「絆」や「つながり」を思い返させ

たに違いない。思いと行動力をもつ主体が集い、より大きな力を発揮した今回の実践活

動から学ぶべきものは大きい。

　私たちが本当に考えなければならないのは、「『ある時代』の社会教育」であって、「『な

い時代』の社会教育」ではない。この「『ある時代』の社会教育」を構想するために、

今回私たちに多大なる不利益をもたらした東日本大震災後の社会教育の動向から導こう

としているのである。本調査研究委員会の任務は想像以上に大きなものなのである。

２　民間の諸活動を推進支援するとは

　本章のタイトルに「民間の諸活動の推進支援」とあるので、ここで一定の概念整理を

しておく必要がある。民間とは一般的に「公共セクション＝行政」と対概念で使われる

ことが多い。乱暴にいえば「非行政＝民間」という理解であって、行政の指揮命令系統

に組み込まれていない、公の支配に属さないものすべてを指すのであろう。非常に広い

範囲である。

　本調査研究の中では、調査対象となったどの実践活動を見ても「非営利活動」が原則

となっている。活動母体が企業であったとしても、本来の企業目的とは異なる理念で公

共的色彩の強い活動を展開している。公共的色彩という観点でいえば、かつて現代的課

題と呼ばれ、今も高度化・複雑化する課題（例えば、環境やエネルギー、人権、国際紛

争、ＩＣＴ、コミュニケーション等）に取り組んでいる組織や団体がイメージできる。

組織や団体として特定のミッションをもって社会的に活動しているＮＰＯ等が想起でき

ようが、社会教育関係団体や地縁組織なども地域課題の解決に向けた取組を行ってき

た。

　社会教育関係団体や教育文化振興財団等の社会教育行政と緊密な連携を図ってきた団

体は微妙な位置づけとなるが、ここでは基本的に「非行政＝民間」ということでそれら

も民間に含めて考えていきたい。

（１）民間の諸活動の特徴～企業～

　一時的なバブル期の華々しい企業のフィランソロピーやメセナ活動とは異なり、現

在企業は地に足の着いた社会貢献活動を行っている。理念的にも、企業市民や企業が

果たすべき社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）が社訓の中に盛り込

まれるなど、社員も含めた企業体としての社会貢献が定着してきた。

　今回は企業自身も被災者であり、自社の復旧・復興も大きな課題となっている。そ

れを越えたところでの地域の復旧・復興への強い思いもある。企業には強力なネット

ワークと機敏なフットワークがあり、豊富な資金とスピード感ある意思決定は、行政

には到底真似できるものではない。直接現地で取り組む活動もあれば、他の民間団体

が動きやすい環境づくりもある。的確な情報を流したり、必要な資金を提供したり、

中間支援組織として重要な役割も果たしている。ノウハウのあるところが迅速に動く

ことで、初動対応がスムーズになり、復旧に向けた動きがつくりやすくなる。

― 20 ―



（２）民間の諸活動の特徴～ＮＰＯ・ボランティア団体～

　公共の担い手は行政だけではない。企業、民間団体、ＮＰＯ、市民一人ひとり、社

会の構成員すべてがそのような自覚をすることが理想的である。今回の大震災は少な

からず、その意識が広がっていったのではなかろうか。

　さて、ＮＰＯやボランティア団体はそもそも明確なミッションをもっている。その

ミッションを達成するために、 善の方法をとろうとする。今回のような緊急時には、

即座に協力して行動できるところとつながり、意思決定に必要以上に期間を要すると

ころとは手を組まない。これらの団体は過去の経験とノウハウをもっているので、得

意な分野で得意な団体がイニシアティブをとる。場面や内容が変われば、異なった団

体の組合せになり、別の団体がイニシアティブをとる。すべてはミッションによって

動くのである。

　一方、平時には当然これとは異なった動きを見せる。継続的な取組をしようとすれ

ば、行政との連携は不可欠である。スポンサーとなってくれるような企業との結びつ

きも大切になる。活動の理解者であり支援者である個人や地域との関わりも大事にし

なければならない。このように時と場合によって、活動内容の質や連携・協力相手が

異なってくるのである。

（３）民間の諸活動を支える視点～社会教育行政～

　軽快なフットワークをもつ民間団体であるが、公平公正を重んじて、慎重な判断と

意思決定をする行政も一方の極として必要である。持続可能な取組にしようとすれ

ば、行政として責任ある判断が求められる。なぜならば、緊急時に集まる瞬間的な善

意は残念ながら期間限定的で、逓減していくのが常だからだ。それは責められる類の

ものではなく、必要な活動をどのように維持、継続していけばよいかを検討し、実現

するのが行政に期待される役割なのである。

　社会教育でいえば、公民館や博物館等の社会教育施設がプラットフォームの役割を

果たしていた実践がある（事例１～４、７、10、11）。活動のきっかけは同じではな

いが、社会教育活動の財産であることは間違いない。普段の日常的な活動が、緊急時

にどのような展開に結びつくことができるのかを見通すことができれば、世の中に

もっと貢献できる社会教育となるであろう。また、地域を越えての情報収集やネット

ワークづくりができれば、さらに大きな力へと発展することもわかった。これらは社

会教育行政が日常的に取り組んでおくべき内容であろう。

　平時における人材養成も重要である。放課後子ども教室や学校支援地域本部等の事

業を進める際に、優秀で有能なコーディネーターの有無が成果を左右することは十分

過ぎるほど明白となっている。豊かな地域づくりのために、地域に存在するさまざま

な資源をつないでいく視点をもっている人が必要である。そう考えると、（１）（２）

で触れた民間の組織と人材は大いに期待できる。社会教育行政がスーパーコーディ

ネートできる力量を備えることが理想ではあるが、それが困難であるとすれば地域資

源の把握とネットワークづくりは少なくともしておかなければならない。
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３　社会教育行政に求められるもの

（１）社会教育施設

　社会教育施設も大きな被害を受けた。施設それぞれに危機管理対応をすることは言

うまでもないが、想定を越える災害に見舞われた時にはどうしようもない。その際に、

行政区を越えてどのような協力ができるのかを定めておく必要があろう。事例７「Ｎ

ＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク」のように、宮城県沖地震の教訓から誕生し

た活動がベースとなり、支援活動につながったケースもある。このノウハウが各地に

伝播し、ネットワークによってつながれることが求められるであろう。

　東日本大震災でなくても、毎年のように災害は各地で起こっている。被災規模によっ

て対応も異なるであろうが、近隣での被災地支援がいつでもできるよう、また不幸に

も自分の地域が被災した時にも、スムーズに支援が受け入れられるような、社会教育

施設広域ネットワークのような体制づくりが重要となろう。

（２）社会教育実践の成果

　一般的に考えて、社会教育行政における被災地支援に向けての人材育成は困難であ

る。危機管理行政と連携した地域自主防災のリーダー養成や減災についての学習機会

の提供などにとどまる。基本は自分の身を自分で守るためにできることを自宅から始

め、近隣に広げていく取り組みであり、万一の際の家族や親族の安否確認の方法を確

認しておくなど、視野は限定的である。もちろん、それには一定の理解ができる。

　とすれば、直接的な被災地支援とは離れているが、結果的に緊急時や災害時に力を

発揮できる仕組みを日常的にどうつくっておけばよいのかを考える必要がある。ひと

つの成果を示すものとして、仙台市内の学校長に対して行われた聞き取り調査があ

る。学校支援地域本部を設置している校区では 95％（未設置校区では 35％）が、避

難所での自治組織がスムーズに立ち上がったという結果が得られている。

（３）社会教育職員

　社会教育が「つなぐ」ことを使命としてきたことは既に述べた。そう考えると、社

会教育職員には高度なコミュニケーション能力が要求されることになる。需要元と供

給元に働きかけ、信頼関係を築き、活動を進めていく中で何かを創発させるような仕

組みづくりへの関与である。筆者が社会教育主事等研修（遠隔教育教材）において使

用した図を紹介する。ファシリテーション能力を備えたコーディネーターとしての社

会教育職員の存在が重要となる。
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【再掲】社会教育主事に求められるコミュニケーション能力

「思いを聴く・訊く」

相手の気持ちが理解できるまで聴く 相手の気持ちを引き出すように訊く

↓↓

「自分と相手の立場や役割を共感する」

職員としての立場と役割を理解してもらう 相手の立場に応じた役割を一緒に見つける

↓↓

「相互の立場や役割の延長線上で協力する」

相互理解の上で、さらに協力する ゆるぎない信頼関係につながる

（国立教育政策研究所社会教育実践研究センター：「社会教育主事研修～資質・能力の具体と

　実践～を参照のこと　http://www.nier.go.jp/jissen/gakusyu/H23_enkakusyakai/index.html ）

　今回の調査でわかったこととして、社会教育活動の蓄積が発端となって、被災地への

支援活動が起こった事例は数多い。しかし、今後も社会を支える大きな力を発揮するに

は、これまで以上の「見通し」をもち、賛同者を増やすための「説明する力」を磨くこ

とが必要である。社会教育は正念場にあるといってよい。

（清國　祐二）
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第Ⅱ部　実践事例（聞き取り調査）編



実践事例（聞き取り調査）

１　実践事例（聞き取り調査先）の分類

　東日本大震災後、被災地の復興支援に関わっているＮＰＯ活動やボランティア活動等

を被災地に拠点を置いて活動をしている「被災地における活動」と被災地以外に拠点を

置いて活動している「被災地外からの活動」に分類した。

　また、「被災地における活動」をさらに、「社会教育機関等の取組」と「ＮＰＯ等の取

組」に分類した。「被災地外からの取組」は、いくつかに分類することが難しいことか

ら「多様な支援の取組」とし、それぞれの分類ごとに特色ある事例を抽出した。

＜分類＞

被災地における活動・社会教育機関等の取組

被災地における活動・ＮＰＯ等の取組

被災地外からの活動・多様な支援の取組

＜分類による聞き取り調査先＞

分類 N0 聞き取り調査先

被
災
地
に
お
け
る
活
動

社会教育機関等の取組

1 ３.11 絵本プロジェクトいわて

（岩手県盛岡市中央公民館）

2 ヤングボランティアＳＥＥＤ

（岩手県久慈市立中央公民館）

3 ３がつ 11 にちをわすれないためにセンター

（せんだいメディアテーク）

4 女川町教育委員会生涯学習課

ＮＰＯ等の取組

5 いわて GINGA-NET プロジェクト

（岩手県立大学学生ボランティアセンター）

6 ＮＰＯ法人遠野まごころネット

7 ＮＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク

8 プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！実行委員会

（平成 24 年６月からＮＰＯ法人）

被
災
地
外
か
ら
の
活
動

多様な支援の取組

9 福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会

（通称：ふくしまキッズ実行委員会）

10 なにわホネホネ団

（大阪市立自然史博物館）

11 ＮＰＯ法人こどもとむしの会

（兵庫県佐用町昆虫館）

12 社団法人全日本郷土芸能協会（平成 24 年４月から

公益社団法人）

13 公益社団法人セカンドハンド
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２　特色ある事例の概況（一覧）

No 所在地 名　称 概　要

１ 岩手県 ３.11 絵本プロジェクトいわて

（岩手県盛岡市中央公民館）

公民館が核となり、ＮＰＯ・地域等

との連携により絵本を通した被災地

支援を行う取組

［被災地のニーズと支援とを効果的

にマッチング］

２ 岩手県 ヤングボランティアＳＥＥＤ

（岩手県久慈市立中央公民館）

高校生ボランティアグループによる

地域と連携した被災地支援の取組

［高校生の思いを実現する仕組みづ

くり］

３ 宮城県 ３がつ 11 にちをわすれないため

にセンター

（せんだいメディアテーク）

市民や専門家等が協働して被災地の

復興を記録し、未来への財産とする

取組

［市民と協働した財産づくり］

４ 宮城県 女川町教育委員会生涯学習課 避難所や仮設住宅等における学びを

通したコミュニティづくりを支援す

る取組

［地域の力と絆を生かした復興支

援］

５ 岩手県 いわて GINGA-NET プロジェクト

（岩手県立大学学生ボランティ

アセンター）

被災地への学生の思いを形にし、大

学や学生間のネットワークづくりを

生かした取組

［地域を結ぶ大学生の絆とエネル

ギー］

６ 岩手県 ＮＰＯ法人遠野まごころネット 多様な主体との連携により、被災地

のニーズを把握しながらコミュニ

ティの再構築・創造を目指す取組

［多様な主体による未来への可能

性］

７ 宮城県 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 宮 城 歴 史 資 料 保 全

ネットワーク

地域の文化財を救出・保護・保存し、

地域の宝として市民の共有財産にす

る取組

［地域の宝を未来へ］

８ 福島県 プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭ

Ａ！実行委員会

詩・音楽等の芸術の力によって、地

域を活性化し未来への希望を創りだ

す取組

［福島をあきらめない熱い思い］

９ 北海道

福島県

神奈川県

福島の子どもを守ろうプログラ

ム実行委員会

（通称：ふくしまキッズ実行委

員会）

被災地の子どもたちに豊かな体験活

動を提供するとともに、子どもたち

の体験活動を通して地域を元気にす

る取組

［子どもたちへ豊かな体験活動を］
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10 大阪府 なにわホネホネ団

（大阪市立自然史博物館）

博物館を拠点に活動するボランティ

ア団体が、その専門性を生かして被

災地での体験活動を行う取組

［ボランティアの専門性を生かす］

11 兵庫県 ＮＰＯ法人こどもとむしの会

（兵庫県佐用町昆虫館）

ＮＰＯが持つ専門性を生かして博物

館の被災資料等の修復や子どもたち

への支援を進める取組

［つながりを生かした被災標本の修

復］

12 東京都 社団法人全日本郷土芸能協会 郷土芸能の復興を通した地域づくり

を進める郷土芸能復興支援プロジェ

クトの取組

［地域が地域であることの誇りを支

える］

13 香川県 公益社団法人セカンドハンド 行政やＮＰＯ等との連携により、避

難者の自立支援と被災地の経済復興

を目指した取組

［連携による多様な支援の在り方］
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1　３.11絵本プロジェクトいわて（岩手県盛岡市中央公民館）

　　～公民館が核となり、ＮＰＯ・地域等との連携により絵本を通した

被災地支援を行う取組～　　　

【取組の概要】

盛岡市中央公民館が中心となり、教育事務所、ＮＰＯ、ボランティア団体等と連携しな

がら被災地の子どもたちに絵本を届ける活動である。児童図書編集者による絵本を被災

地に送ろうという呼びかけに、盛岡市中央公民館が応え、活動を進めるための事務局と

なった。盛岡市中央公民館に送られてきた約 23 万冊の絵本をボランティアが整理・分類・

保管し、被災地のニーズを聞きながら必要な絵本を届けている。また、絵本を積んだ「え

ほんカー」が被災地を巡回し、子どもたちが自分で欲しい本を選ぶことができる仕組み

をつくっている。活動を表すシンボルマークを作成したり、ホームページ等を活用した

りするなどして効果的に情報発信をしている。平成 24 年度からは「絵本」を活用した

サロンを開設して新しいコミュニティづくりや、沿岸被災地の絵本ボランティアの活動

支援を行う予定である。

１　事例の概要

団体等の名称 ３.11 絵本プロジェクトいわて

連絡先 岩手県盛岡市愛宕町 14-1　盛岡市中央公民館

TEL　019-654-5366　FAX　019-653-3505

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　３月 11 日の公民館の状況

　３月 11 日、14 時 46 分に地震が発生し、盛岡市は震度５強の揺れに襲われた。

　盛岡市中央公民館（以下「同館」とする）では、人的被害はなく、建物にもわず

かな被害があった程度であった。同館は、当初避難所に指定されていなかったが、

避難所に指定されていた近隣の小学校が避難所として閉鎖されたため、沿岸被災地

からの避難者を主な対象者として避難者４名を受け入れた。その後、避難所を集約

することとなり同館の避難所は２日間で解除となった。３月 19 日から臨時休館を

止め、業務を再開したが、余震や利用団体のキャンセル等により、業務が通常に戻っ

たのは、４中旬からであった。

イ　取組が始まった経緯

　児童図書編集者である末盛千枝子氏が平成 22 年５月に岩手県内へ転居され、平

成 23 年２月に同館で開催した末盛氏の講演会には 200 名を超える参加者があった。

　こうしたつながりもあって、３月 19 日に末盛氏から被災地の子どもたちに絵本

を届ける活動への参加の呼びかけが知人らにあり、同館の主幹兼館長補佐である赤

沢氏のもとにもあり、同館がこの取組に賛同し、事務局を引き受けることとなった。

　３月 24 日には、末盛氏が主催するセミナー参加者 2,000 名に絵本を届ける活動
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への協力を求める手紙が送られたほか、同館館長の坂田氏と主幹兼館長補佐である

赤沢氏からのメールなどによる呼びかけに賛同したＮＰＯのネットワークから全国

各地に情報が発信された。この日をもって、３.11 絵本プロジェクトいわて（以下「同

プロジェクト」）の活動が始まった。

　ところが、事務局として、どのように活動を進めるのかが分からず、見通しをも

つことができなかった。そこで、西宮さくらネットの石井布紀子氏からの助言を受

け、まずは被災地の現地調査に行くことにした。生きること、生活再建が 優先さ

れる被災地において、絵本を届ける活動ができるのかどうか、できるとしたらどの

タイミングで行えるのか、ということについて情報収集を行った。その際に、被災

地の方から、この活動への賛同を得ることができ、被災地への絵本を届ける活動を

始めることとなった。

　当初は、盛岡市内にある女性センターを絵本の集積場所にする予定としていた

が、同館の郷土資料展示室が閉室になっていたこともあり、 終的に同館に絵本を

集めることとなった。

ウ　構成組織

　同プロジェクトには、盛岡市内のＮＰＯ団体（ＮＰＯ法人参画プランニング・い

わて、ＮＰＯ法人いわてアートサポートセンター）、ボランティア団体（盛岡市婦

人ボランティア野の花会）、県教育委員会盛岡教育事務所が関わっている。

　盛岡市婦人ボランティア野の花会から盛岡市教育委員会生涯学習課に、自分たち

にできることはないかという問い合わせがあった。そこで、市教育委員会生涯学習

課から同プロジェクトの活動についての情報提供があり、参加することとなった。

　盛岡教育事務所は、被災地の県教育事務所と連絡をとったり、道案内をしたりす

るなど、大切な役割を担っている。

（２）活動の実際

　同プロジェクトの活動内容は、絵本の集積・分類、被災への配本、被災地での絵本

の読み聞かせ、「えほんカー」による絵本プレゼントである。

ア　絵本の集積と分類、配本（ボランティアの関わり）

　平成 23 年３月下旬に新聞で紹介され、３月 28 日には、新聞を読んだ方からの電

話での問い合わせが増え、３月 30 日から同館へ本が届き始めた。300 件１万冊の本

が届いた日もあった。３月 30 日から届き始めた絵本は、５日間で 1,300 件、45,098

冊にもなった。

　この絵本を仕分け、整理したのが、ボランティアである。ボランティアは募集し

ていないが、地域で活動していた「盛岡市婦人ボランティア野の花会」が中心となっ

て活動を進めた。また、野の花会や盛岡教育事務所から同プロジェクトの活動の紹

介を受けた市内の学校図書館ボランティアや読み聞かせボランティアが集まった。

さらに、口コミで情報が伝わり、退職した保育士や図書館司書、中央公民館図書館

ボランティア、近隣の幼稚園の教諭、中学生等がボランティアとして参加した。平

成 24 年３月７日現在で、156 日間、のべ 3,116 名のボランティアが関わった。
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（ア）活動時間の設定

　ボランティアの活動時間を午後１時から午後３時の２時間とした。絵本は、ま

とまると重たくなるだけでなく、長時間の活動になると体に負担がかかる。その

ため、「もう少しやりたい」と思うくらいの時間にとどめることとした。さらに、

その日の活動を始める時と終わる時には、ミーティングを行い、活動の報告と次

の日への引き継ぎを行った。その中で、ボランティアから、自分たちの活動がど

の程度進んでいるのかを知りたいという声があがり、処理した件数と冊数を表示

することとなった。また、活動が紹介された新聞記事等も張り出すことで、メン

バーの意欲を高めることにもなった。

（イ）リーダーの存在と班編成

　集まった絵本は、荷解き班と仕分け班に分かれて活動を進めた。荷解き班は、

届いた箱を開けて、冊数を数えるものである。野の花会がこの活動を引き受けた。

野の花会の会長が荷解き班のリーダーを務め、毎日変わるメンバーに説明をしな

がら作業を進めた。

　仕分け班は、０～３歳、４～５歳、小学校低学年、小学校高学年の４つの区分

に、絵本を仕分けした。この活動は、対象となる子どもたちについての知識を持っ

ている学校図書館ボランティアや保育士が中心となった。市内の保育園を同年の

３月 31 日で早期退職した保育士がリーダーとなり活動を進めた。50 冊ずつコン

テナに仕分けをした。分類については、はじめは年齢による４つの分類だったも

のから、出版社ごと、著者名の五十音順へと分類が変わってきている。

＜ボランティアによる仕分け作業＞ ＜被災地からのニーズに合わせた整理＞

イ　被災地への配本

　被災地へは、全国からたくさんの本が届いていたものの、欲しい本や必要な本が

届いていないという実態もあった。また、子どたち向けの本はたくさんあるが、保

育士や幼稚園の教諭が必要とする本がないということもあった。そこで、まだ届い

ていない本や欲しい本の情報を求めた。また、被災地の保育所等へ欲しい本の情報

を手紙等で問い合わせたり、口コミで広がったりした結果、被災地から欲しい本の

リクエストが来るようになった。絵本を届ける際には、届け先と必ず直接話をし、
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欲しい本のリストや届け方の確認をしている。被災地に届けることが難しい本は、

市内の保育所等で活用してもらっている。

ウ　被災地での読み聞かせ

　絵本の仕分け等に関わった人や被災地で読み聞かせを行っていた人に、読み聞か

せをしてもらうこととした。絵本を上手に読むことが大切ではなく、被災地への思

いが大事であり、どんな思いで届けられたのか、どんな気持ちが込められているの

かを実感している人に読み聞かせをしてもらうことによって、伝わるものは大きい

と判断したためである。

エ　「えほんカー」での絵本プレゼント

　寄付金や助成金等を活用して、これまでに６台の「えほんカー」を揃えた。その

うち大槌町、宮古市、釜石市、大船渡市、普代村に絵本を満載した「えほんカー」

を寄贈した。現在、同プロジェクトの事務局には、１台の「えほんカー」がある。

被災地では、子どもたちに「えほんカー」に積んである絵本をプレゼントしている。

その際に、子どもたちに、たくさんある絵本からお気に入りの絵本を選ばせるよう

にしている。自分で選ぶという行為があることで、子どもたちは絵本を手にしたと

きに大きな喜びを感じたようである。

＜絵本を選ぶ子どもたち＞ ＜ 6台そろった「えほんカー」＞

３　成果と課題

（１）成果

　 平 成 24 年 ３ 月 ７ 日 現 在 で、5,821 件、231,927 冊 の 絵 本 が 集 ま り、225 箇 所 に、

81,750 冊の絵本を届けることができた。また、青森県八戸市から宮城県石巻市まで、

14 市町村に「えほんカー」が出向いた。関わったボンランティアは、156 日間で 3,116

名であった。このように同プロジェクトでは、約 23 万冊の絵本を集め、そのうち

８万冊を被災地に送るという大きな成果があった。また、届けた本の数だけでなく、

被災地のニーズと届ける絵本とをマッチングすることによって、必要とされる絵本を

届けることができたことも大きな成果である。
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　事務局長の赤沢氏によれば、「えほんカー」で被災地の保育所や幼稚園を訪問し、

子どもたちに直接絵本を届けることは、子どもたちが自分で絵本を選ぶことが可能と

なったことにより、絵本を手にした時の喜びはひとしおだったようである。

　この活動に関わったボランティアが、自ら役割を考え、分担し、自主的に活動を進

めたということも成果である。館長をはじめ同館の職員は、「中央公民館は、地域と

のつながりが弱いのではないか」と感じていたという。しかし、この活動を通して、

同館に関わる住民が増え、公民館と住民とのつながりができた。また、参加した住民

間のつながりや絆も形成された。

　赤沢氏によれば、被災地に直接行くことはできないが、何かしたいという思いを持っ

た人がたくさんいる。この活動を通して、遠い場所にいたとしても被災地のために自

分も貢献できたという思いをもつことができた人が大勢いる。全国の多くの人々の思

いを被災地に届けるという成果もあったという。

（２）課題

　同館館長の坂田氏によれば、この取組を通して見えてきた課題は、県内の他の市町

村の公民館とのネットワークの不足であったという。被災地での支援活動を行うＮＰ

Ｏ等にとって、被災地の情報は欠かせないものである。被災地の状況やニーズ把握を

する際に、現地の情報を具体的に把握している公民館等との連携が重要となる。

　本事例では、公民館が核となって、関係機関等と連携して被災地の情報をきめ細か

く把握している。また、同館職員の熱意、館長や教育委員会のスピーディーな判断と

決断により、スピード感のあるタイミングのよい支援活動となっている。しかし、Ｎ

ＰＯやボランティア団体等が被災地での活動を行うためには、普段から社会教育行政

とＮＰＯやボランティア団体等との連携やネットワークを作っておく必要があるとの

ことである。被災地をはじめとした各地域にある公民館とのネットワークがあれば、

さらにきめ細かな情報収集と支援活動ができた可能性は高い。地域ごとの状況は違

い、地域ごとにニーズも違う。情報を共有化し、被災地の復興のために多様な主体が

関わることができるようなネットワークを普段から作っておくことが重要だというこ

とである。

４　今後の方向性

　同プロジェクトの事務局によれば、今後は、引き続き被災地での読み聞かせ、「えほ

んカー」による巡回を行っていくという。一方、絵本の募集は終えていることから、同

館に分類・整理されている絵本を被災地に届ける活動は、終息していく予定である。平

成 24 年度中には、これまでの活動をまとめた記録・報告書の発行も予定している。

　今後は、絵本を被災地に届ける活動を基に、新しい活動を展開していく予定である。

例えば、絵本サロン、絵本カフェ等、絵本を通した交流の場の創設・コミュニティづく

り等である。この取組に関わった団体・機関等を中心として、今後の活動を検討してい

く予定である。
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５　考察

　盛岡市中央公民館を核とした多様な主体が協働した同プロジェクトの取組は、被災地

の子どもたちの心を癒すとともに、未来へ向かう希望を与えることとなった。この取組

を分析するにあたって、３つの特徴（参考となる視点）を見出すことができる。

①　絵本の分類と保管、被災地のニーズとのマッチングによる配本

　被災地には、全国から善意の絵本が多く届いており、被災地の方々からは感謝され

ている。一方で、たくさんの本が入った段ボール箱等が届くため、荷解き、段ボール

箱からの取り出し、分類、整理、保管という作業が必要となる。本事例では、同館が

集積所となり、膨大な絵本の保管と管理をすることによって、被災地へ負担をかけな

いという特徴がある。また、被災地から欲しい本や必要とする本の情報を得た後は、

直接被災地と情報交換をしながら、本当に必要とされている本を届けることを徹底し

ている。しかも、年齢ごと、出版社ごと等に分類されているため、要望を確認した後

の配本までがスピーディーである。欲しい時に欲しい本が届く仕組みができているこ

とは、被災地への支援にとって重要な点である。

②　公民館が核となったネットワーク

　同プロジェクトは、ＮＰＯ団体、行政により構成され、実際の活動は多くのボラン

ティアによって進められている。この活動の中心となったのは、盛岡市中央公民館で

ある。公民館が地域のＮＰＯや教育事務所等との連携をすすめたことが活動の充実に

つながっている。また、公民館を拠点に活動するボランティア団体との連携も重要な

点である。日頃からのボランティア団体とのつながりや信頼関係によって、活動が円

滑に進んでいる。

③　ホームページ等を活用した積極的な情報発信

　多くの絵本が集まり、活動の周知に貢献しているのが、インターネットによる情報

発信のためのホームページの充実である。活動の象徴ともいえるマークを作成し、分

かりやすく視覚に訴えるホームページを作成している。このホームページを通して、

絵本の募集の呼びかけ、イベント等の広報、活動の記録等の積極的な情報発信をして

いる。ホームページによる積極的な情報発信により、同ネットワークの取組が周知さ

れ、活動の充実につながっている。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

岩手県盛岡市中央公民館長 坂田　裕一

岩手県盛岡市中央公民館主幹兼館長補佐　３.11 絵本プロジェクト

いわて事務局長

赤沢　千鶴

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月 31 日）
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2　ヤングボランティアＳＥＥＤ（岩手県久慈市立中央公民館）

　　～高校生ボランティアグループによる地域と連携した被災地支援の取組～

【取組の概要】

地域の活性化を目的として活動する高校生ボランティアグループが、被災地のためにで

きることを考え、市民や地元商店街と連携して被災地の支援活動を行った。高校生が主

体となって、KIZUNART（絆アート）と名付けた事業を行った。これは、市民が描いた被

災地への思いをつなぎ合わせて大きなメッセージとし被災地へ送ったものである。また、

地元商店街の祭りに模擬店を出し、その収益金を被災地へ送った。こうした活動を進め

る際には、久慈市立中央公民館が関わり、高校生のアイデアや思いを具現化するための

支援を行った。この活動を通して、高校生の成長だけでなく、高校生に対する地域の眼

差しにも変化が見られ始めている。

１　事例の概要

団体等の名称 ヤングボランティアＳＥＥＤ（高校生ボランティアグループ）

連絡先 岩手県久慈市新中の橋 5-28-4　久慈市立中央公民館

TEL　0194-53-4606　FAX　0194-52-7057

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　活動に至る経緯

　久慈市立中央公民館（以下「同館」とする）では、公民館事業として平成 15 年

度から高校生ボランティアの活動を支援している。主に久慈市内にある２つの高校

に在学する高校生で構成する高校生ボランティアグループ「ヤングボランティア

ＳＥＥＤ」があり、地域の活性化のために様々な活動を行っている。

　平成 17 年度には、同館を拠点として継続して活動していたＳＥＥＤと、国の補

助による地域活性化を目的としたヤングボランティアの活動があり、平成 22 年度

に二つのグループを統合して、新しいヤングボランティアＳＥＥＤ（以下「ヤンボ

ラ」とする）が結成された。

　同館では平成 22 年度からヤンボラとしての活動と主催事業として高校生ボラン

ティア養成講座を実施している。特徴的なのは、夏と冬に行われる商店街の祭りに、

ヤンボラとして、模擬店を出店したり各種のイベントを実施したりしていることである。

　ヤンボラのメンバーが、震災後の被災地への支援のために、地域と連携しながら

活動を行い、この活動に対して公民館が支援をしている。

イ　組織

　メンバーは、高校に在学している間、ヤンボラに関わる。年度当初に公民館が中

心となってチラシ等を各高校に配布しメンバーを募集している。ヤンボラは、リー

ダーを中心としたメンバーによる主体的な運営がなされている。リーダーは全体を
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取りまとめるとともに、メンバー間の連絡調整等を行っている。リーダーの選出は、

現リーダーが次のリーダーを決定し引継を行う。メンバー数は、平成23年度は 66名、

常時活動に参加するのは約 30 名程度である。活動を始めて本年度で９年目を迎え、

メンバー間にボランティアの目的や意義の理解が深まり、ボランティア活動が定着

してきつつある。

ウ　復興支援に向けた取組が始まったきっかけ

　久慈市は、市内の沿岸部が津波等により被災した。メンバーから被災地のために

何かをしたいという提案があり、自分たちにできることを話し合った。そこでは、

実際に自分たちにできることについて意見を出し合った。それまで、メンバーは、

個々に被災地に行って瓦礫の撤去作業や支援物資の仕分け等のボランティアを

行っていた。こうした経験から、ヤンボラとして被災地支援のための活動をしなく

てはという強い思いをメンバーが持ち、話し合った結果、２つの取組が始まった。

（２）活動の実際

ア　KIZUNART ～私たちの元気を届けよう～

　被災地へ市民のメッセージを届けることを通して、被災地を元気づけるととも

に、市民が協力して活動を行うことにより、地域の絆を深めることを目的に行われ

た取組である。主催は、ヤンボラであり、企画、運営も全てヤンボラのメンバーが

行った。

　当日は、市民 11 名が参加し、それぞれが描いた被災地へのメッセージや絵を

後に合わせて大きなメッセージアートにして、被災地である野田村へ送った。被災

地を支援するメッセージアートを完成することができただけでなく、活動をとおし

て、参加者同士が交流し関わりが深まった。

　公民館の関わりとしては、１回目の話し合いの際に、公民館長から「被災地への

一方的な善意の押しつけでなく、両者が『よかったね』『楽しかったね』と思える

ものをしてはどうか」、というアドバイスがあった。その後は、メンバーの主体的

な話し合いや活動を見守りつつ、事業を企画する際のポイントや配慮事項等につい

てアドバイスを適宜行った。

＜ヤンボラのメンバーによる手順の説明＞ ＜メッセージアートの完成＞
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イ　商店街の夏祭りにおける被災地支援活動

　ヤンボラでは、７月から８月にかけて市内の５つの商店街で行われる祭りに、模

擬店の出店やイベントの開催を行った。その中で、震災後の復興に関わる活動とし

て、募金箱の設置、チャリティー模擬店の出店、外国から届いたメッセージの掲示

を行った。

（ア）募金箱の設置

　７月 31 日に十八日商店会会場（たいない夜店）で、募金箱を設置した。集まっ

た募金を久慈市を通して、義援金として被災者に送った。

（イ）チャリティー模擬店の出店

　８月６日から７日にかけて、駅前商店街会場（ヤマセあきんど祭り）で、模擬

店を出店した。かき氷、ジュースなどの食べ物や手作り小物を販売し、収益金を

義援金として被災者に送った。

＜商店街の祭りでの募金活動＞ ＜チャリティー模擬店＞

（ウ）外国から届いたメッセージの掲示

　外国から被災地に届いたメッセージを翻訳し飾り付けをしたものを、８月６日

から７日に行われた駅前商店街会場（ヤマセあきんど祭り）において、掲示し多

くの市民に見てもらった。

ウ　ヤンボラ以外での活動

　久慈市内沿岸部の瓦礫撤去作業にヤンボラとしてではなく、個人として参加した

メンバーがいた。また、被災地への物資の仕分けにも関わったメンバーもいた。ヤ

ンボラの活動等の経験から、被災地の復興のために何かしたいとの思いで自主的に

行動している。

３　成果と課題

（１）成果

　ヤンボラを直接支援している同館主事の熊谷氏によれば、成果の一つは、高校生自

身の変容だという。ヤンボラの活動の目的は、地域の活性化であり、メンバーには、

地元久慈市を元気にしたいという強い思いがある。地元商店街の祭りへの参加の目的
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も地域課題を発見し、祭りに参加しながら地域課題を解決するということがある。夏

の祭りで発見した地域の課題について、解決策をメンバーで話し合い、冬の祭りへの

参加を通して解決していく。熊谷氏によれば、高校生がヤンボラの活動を通して感じ

た地域課題とは、地域にもっと元気を出してほしい、地域が活性化してほしいという

ことだそうである。被災地の支援のための活動は、まさに地域課題の解決である。市

内または県内の被災地の復興に、自分たちがどのように関わることができるのか、被

災地を元気づけることができるのか等について真剣に話し合い、地域と連携しながら

活動を行った。こうした活動により、被災地に対する支援となったこと、被災地との

関わりができたことは大きな成果だということである。

　また、ボランティアには多様な形態があり、高校生のボランティア活動そのものへ

の意識が高まったこと、地域住民と関わることでコミュニケーション力が高まったこ

とも大きな成果であったという。さらに、メンバーの変容として、活動する前と活動

後では、久慈市を好きになった割合が増えたり、久慈市に戻って地域のために役立ち

たいという意識が高まったりしていることも挙げられるという。

　成果の二つ目は、高校生が被災地の復興のために活動している姿を見て、地域住民

の被災地の復興に対する意識に変化がみられてきたことだという。また、通常のヤン

ボラの活動を見たり、ヤンボラのメンバーと関わったりすることで、地域への愛着や

誇りという住民の意識が高まってきたという。これは、ヤンボラが実施した市民の意

識に関するアンケートからもうかがうことができる。

　成果の三つ目は、同館館長の小向氏によると、ヤンボラの活動に対する学校（高校）

の理解の深まりであるという。高校へは、ヤンボラの活動状況について情報提供を行

うとともに、高校の教員に学校外でがんばっている活動を見てもらうことで、教員の

子どもたちを見る目が変わってきたということである。

（２）課題

　「KIZUNART ～私たちの元気を届けよう～」には、市民同士の交流や地域の絆を深め

るためには、もっと多くの市民の参加があるとよかったという。参加者が少なかった

のは、事業開催の情報が多くの市民に届きにくかったためだということである。

　また、夏祭りでの募金やチャリティー模擬店では、企画や準備段階からメンバー全

員が関わることが難しかったという。話し合いや実際の活動はリーダーを中心として

進められているが、メンバー全員が役割を分担し活躍できる仕組みづくりも必要との

ことである。実際の活動では、準備段階からメンバー全員が関わることが難しく、準

備不足のため当日あわててしまうことがあった。また、メンバーの動向が直前まで調

整できない、当日だけ来ると動きが解らない、といった課題もあったという。当日だ

けの参加となったメンバーは、目的の共有化が難しかったり、活動の詳細が伝わらな

かったりして、全てのメンバーの取組になったとは言い難いことも課題だということ

である。

　ヤンボラ全体の課題としては、地域とのつながりができた頃には高校を卒業し、卒

業後はヤンボラの活動への関わりがなくなることだという。高校生の活動として定着

しているために、高校を卒業した後のＯＢやＯＧがヤンボラと関わることがない。地
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域で活動しようとした時に、ある程度の人数がいなければ活動することが難しいこと

から、同館としては、ヤンボラを卒業した後の地域での活動へのつなぎの役目を果た

す仕組みづくりが必要だと考えている。また、年度ごとにメンバーが変わるために、

商店街の方と関わる中で生じる様々な問題が引き継がれずに、同じような問題が発生

することもあるという。

４　今後の方向性

　ヤンボラのメンバーにとって、継続的な被災地への支援活動をどのように行うかとい

う見通しをもつことが必要となってくる。今回の取組は、被災地のニーズというよりは、

自分たちにできることをまずはやってみようというものであった。今後、被災地の復興

をどのように考えて、どのように関わっていくのかという目的をメンバーで共有できる

かどうかが問われてくるであろう。そして、そこに公民館がどのように関わっていくの

か。

　公民館長、担当職員からは、高校生が関わっているボランティアに関する情報が欲し

いということがあった。地域ごとに多様なボランティアの活動があり、地道な活動が多

く行われている。そうしたボランティアに関する情報の共有化ができれば、今後の取組

の参考となる。例えば、全国的なボランティアの大会や集会があれば、地道な取組や息

の長い取組も注目される。また、震災でどれだけの高校生がどれだけのことをしたのか

という情報をとりまとめたものがあれば、今後の参考になるということであった。例え

ば、ボランティア甲子園等があれば、実践や課題を共有化できるということであった。

　さらに、ボランティアの活動を支援する職員やスタッフの資質・力量を高める機会が

不足していることもある。ボランティア活動を支援するためのノウハウを共有できる機

会も少なく、経験を積んだころには異動があり、ネットワークやノウハウが引き継がれ

ていかない。研修等により、ボランティア活動への支援方法等を学ぶ場を設定していく

必要を感じているということであった。

５　考察

　ヤンボラが被災地支援のために行った活動は、久慈市という自分たちの地域を意識し

たものから、被災地のため、もっと言えば社会のために自分たちにできることはないか

と考えたものである。被災地支援の活動を通して、自分たちも社会とつながって役立っ

ているという実感をもつことができ、高校生自身にも大きな成長があった。それまでは、

自分たちが「楽しいこと」「したいこと」をもとに活動を企画していたが、「だれかのた

めに」という明確な目的をもって活動しようとする意識へと変化してきている。

　他のボランティア活動と異なる点は、活動に明確な終わりがあることといえる。高校

の卒業と同時にヤンボラの活動からも卒業する。限られた期間だからこそ、真剣に仲間

と協力して打ち込む姿が見られるのかもしれない。一方、課題でも述べたが、ヤンボラ

の活動終了後の地域での活動の場を確保したり、ＯＢやＯＧを含めたメンバーのネット

ワークづくりをしたりすることが求められる。

　ヤンボラの活動を通して、地域や社会とのつながりを意識し、人と関わることの楽し

さを味わった経験は、社会に出てからも地域とつながりをもちながら生活していこうと
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いう「公民的資質」を高めることにもつながっていく。公民館が拠点となったからこそ、

高校生も安心して活動ができている。震災後の復興のために新たな組織を作るのではな

く、既存の高校生ボランティアグループを公民館が適切に支援し、実践に結びつけた参

考となる事例である。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

久慈市立中央公民館長 小向　秀美

久慈市市立中央公民館管理事業グループ主事 熊谷　奈穂子

（聞き取り調査実施日　平成 23 年９月 28 日）
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3　３がつ11にちをわすれないため にセンター（せんだいメディアテーク）

　　～市民や専門家等が協働して被災地の復興を記録し、未来への財産とする取組～

【取組の概要】

せんだいメディアテークでは、震災後の復興のプロセスを市民の手によって記録するプ

ロジェクトとして、３がつ 11 にちをわすれないためにセンターを立ち上げた。せんだ

いメディアテークの有する設備・機材等を市民に提供し、市民が取材者となり被災地の

復旧・復興の様子を映像、写真、音声等多様な手法によって記録している。取材にあたっ

ては、人権や著作権等への配慮があり、人々の営みを大切にしながら記録・保存するこ

とに努めている。作品はインターネット上に公開されたものを、せんだいメディアテー

クの職員が審査し、活動の趣旨に適合した作品を特設サイトに転載、積極的に情報発信

をしている。また、同時にすべての作品はアーカイブ化される。

１　事例の概要

団体等の名称 ３がつ 11 にちをわすれないためにセンター

連絡先 宮城県仙台市青葉区春日町 2-1　せんだいメディアテーク

TEL　022-713-4483　FAX　022-713-4482

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　３月 11 日のせんだいメディアテークの状況

　地震発生時には、施設内に利用者等が約 300 名程度いたため、施設の外へ全員が

避難した。人的な被害はなかったが、７階の天井が落下するなど、館内は危険と考

えられたため全館を閉鎖した。施設内の安全確認を１ヵ月程度かけて行い、５月か

ら一部フロアを再開した。震災後３～４日後には、せんだいメディアテークとして、

何ができるのかを議論し、５月３日から３がつ 11 にちをわすれないためにセンター

の活動が始まった。

イ　３がつ 11 にちをわすれないためにセンターの組織・運営

　３がつ 11 にちをわすれないためにセンター（以下「同センター」とする）は、

せんだいメディアテークにおける事業のプロジェクト名である。市民や映像の専門

家とせんだいメディアテークの職員が協働して、被災地の復旧・復興の過程を記録、

発信する取組である。スタッフは、せんだいメディアテークの職員と臨時スタッフ

を併せた計 10 名となっている。

（２）活動の実際

　映像の専門家や市民が被災地の復旧・復興の様子を映像、写真、音声、テキスト等

により記録し、それを「震災の記録・市民協働アーカイブ」として、記録保存、発信

している。
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ア　活動を開始するまで

　市民や団体等がこの事業へ参加するためには、まず、同センターへの事前登録が

必要となる。登録の条件は以下の通りである。

・センターの趣旨に沿った非営利の市民活動を行う個人、団体であること

・または、それを促進・支援する活動であること

・所定のルールに則り、ほかの参加者とも協働し、活動すること

・活動の内容や記録、作品などの活動成果を公開すること

・著作権等の確認を行い、せんだいメディアテークからの情報公開を承認すること

　申込書をもとに、同センターで審査を行い、活動内容や活動計画が適切であれば

登録される。

イ　被災地での取材活動

　登録後、参加者は被災地における復旧・復興の過程を多様な手段により記録する。

その際に、同センターからビデオカメラ等の機材の貸出、編集機器やスタジオ設備

の提供も行っている。また、取材する際には、身分証明書として同センターが発行

する参加パスを携行する。被災地で取材する際に、取材者（市民等）に「取材の手

引き」を渡し、取材の手順、配慮事項、個人情報保護への対応方法等について、確

認をしている。

　平成 23 年 10 月現在で、約 80 名の市民が参加して、取材を行っている。取材し

た映像等は、取材者自身が編集し、インターネット上に公開する。公開された映像

等を同センタースタッフが視聴し、本事業の趣旨に適合したものを選定し、震災復

興アーカイブとして同センターのホームページから情報発信することとしている。

　取材内容は、被災地の様子を撮影したもの、被災者の方へのインタビュー、復興

に向けて活動をしている個人やＮＰＯ等の団体の取組、地域の祭り等の行事の様子

等、多岐に渡っている。取材場所も、仙台市内にとどまらず、石巻市、南三陸町、

名取市、福島県等広範囲に及んでいる。中には、映像の専門家による記録もある。

ウ　インターネット番組の配信

　市民が震災体験を語り直し、震災復興の支援活動を考える番組を放送している。

国内外で活躍しているＮＧＯのメンバーが、海外経験の被災地支援への生かし方等

を語る番組、被災地の方へのインタビューを通して、被災地に暮らす方々の思いや

暮らしの様子を掘り起こす番組、地震や停電等によるいつもと違う生活体験につい

ての本音トークの番組などがある。

エ　せんだいメディアテーククラブ活動「きろくぶ！」

　中学生から社会人が、地域の記録を映像に残すための取材方法やノウハウを学ん

だり、作品の上映会等を行ったりする活動である。取材の組み立てや心得等を映像

の専門家である講師から学ぶ。学んだことを基に、実際に地域に出かけてビデオカ

メラを使って撮影を行う。撮影した映像は、メンバーで鑑賞することとなっている。

次世代育成も視野に入れた取組である。
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（３）関係機関等との連携

　市民との連携はもとより、市内にある中間支援組織であるＮＰＯ等との連携を図っ

ている。市内のＮＰＯ等が記録、保存している復興に関わる映像等をパネルにして同

センター内のホールに展示している。

＜ 3がつ 11 にちをわすれないためにセンターＨＰ＞ ＜番組のスタジオ＞

３　成果と課題

（１）成果

　平成 23 年 10 月 18 日現在で、写真約 3,000 点、映像約 100 点が作品として公開され

ている。被災地の状況を記録するという環境やスタッフ体制が整い、着実に作品が増

えてきているという。作品が増えると同時に、この活動に関わる市民も増え、この活

動を通して市民同士のつながりができつつある。平成 24 年３月には、これまでの取

組をまとめた成果物を発表する予定としている。

　被災地の状況は、多様であり、復興に関わる個々の活動を把握することは難しい。

市民の力によって、復興のプロセスを記録することによって、そこに住む人たちの思

いを知ることとなる。こうした思いを復興の過程で埋もれさせるのではなく、共有財

産として尊重しながら発信しているのは、大きな成果である。

（２）課題

　同センターの責任者である甲斐氏によれば、課題は、蓄積されつつある記録作品を

どのように活用していくか、ということだという。現在は、同センターのホームペー

ジから情報発信している。同センターのホームページ上での公開という活用方法だけ

でなく、今後は、作品づくりに取り組もうとする市民の意識を高めるためにも、作品

の多様な活用方法を示すことが必要となってくるとのことである。

　市民への認知度を上げ、作品づくりに取り組もうとする参加者を増やすこと、多く

の市民に記録作品を見てもらうことも課題だという。平成 23 年 11 月末現在で、同セ

ンターのホームページへのアクセス数が 434,688 となっている。この数字への評価は

様々であろうが、今後、よりよい広報の在り方や周知方法を工夫していくことも必要

であるという。
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４　今後の方向性

　同センターを開設した際には、すぐには多くの市民の参加がなかったという。そのた

め、せんだいメディアテークに国の緊急雇用創出事業で雇い入れられた臨時スタッフが

企画し実際に取材を行い、コンテンツを増やしていった。現在でもスタッフの手による

作品づくりは行われているが、いずれは、スタッフの手による作品づくりを減らし、市

民や映像の専門家等の手による記録作品を増やしていくこととしている。そして、市民

の活動をバックアップする方に力を入れていくこととしている。つまり、同センターの

主導から、本来の意味で市民の手によるものにしていきたいということである。

　ビデオカメラ等を持って被災地で記録活動を行っている市民の中には、被災地の様子

の記録や被災した人々への取材等に確固たる意味を見出すことができず悩むこともある

という。同センターでは、こうした市民の相談場所や情報交換をする場を設定している。

自分の活動について悩んだり迷ったりしている参加者への精神的なケアとなっているた

め、今後も参加者同士の交流を深めたり、活動状況を報告し合ったりできる場を大切に

していくという。

　趣旨を深く理解した参加者が増えてきた半面、どこまで参加者を広げていくのか、参

加をどこで締め切るのかについても視野に入れて取り組んでいくこととしている。

５　考察

　本事例からは、社会教育施設としての施設の本来の設立趣旨と復興支援活動がリンク

していることが伺える。せんだいメディアテークの設立の趣旨には、「すべての人々が

様々なメディアを通じて自由に情報のやりとりを行い、使いこなせるようにお手伝いす

る公共施設」とある。３がつ 11 にちをわすれないためにセンターの取組は、この設立

趣旨を具現化するものとなっている。施設の果たすべき役割と復興支援の活動が重な

り、施設が保有する機材、機器、作品づくりのノウハウやスキルを生かすことができて

いることから、今後も継続した取組が期待できる。

　このように復興のプロセスを市民の目線で、ていねいに追っていくことは、生涯学習

を振興する施設として、公益性を担保しながら、施設が「役立っている」という存在意

義を高めることにもつながっている。

　同じ仙台市でも市内の中心部と沿岸部では、被災状況が違う。この隔たりをつなぐも

のとして、映像等を通して情報を共有化することができるこのセンターの取組は意義の

あるものといえよう。被災地に直接ビデオカメラをもって行くことにより、被災者に寄

り添い、状況を共有することが可能となり、被災した方々とのつながりもできる。被災

地の状況は、刻々と変化していく。その変化の過程において、人は何を考え、何に悩み、

何を目指そうとしているのかを、ていねいに記録していくことは、今後の復興を考える

際の大きな参考となると思われる。

　映像等の情報を取り扱うにあたって、著作権、肖像権等の尊重や権利の所在について

も文書をもって明らかとしている。また、取材する際の人権への配慮等も明文化し、取

材者が常に人権を意識するように配慮がなされている。被災地の復興の過程を記録して

いくことの価値と併せて、被災地の方々の人権や思いを尊重する取組は、「人」を大切

にするという極めて重要な視点を与えられる事例である。
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（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

せんだいメディアテーク企画・活動支援室室長 甲斐　賢治

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月 18 日）
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4　女川町教育委員会生涯学習課

　　～避難所や仮設住宅等における学びを通したコミュニティづくりを支援する取組～

【取組の概要】

宮城県女川町は、市街地のほとんどが被災し、900 名を超える多くの方が亡くなったり

行方不明になったりしている。震災後は、町内の高台にある体育館が避難所となり、仮

設住宅の建設も進んでいる。避難所や仮設住宅では、教育委員会生涯学習課が中心となっ

て、「学びの場」創り、住民同士の交流や絆づくりを進めている。また、地域と連携し

た学校支援、ＮＰＯと連携した子どもたちへの学習機会の提供など、教育行政と多様な

主体との連携・協働により、多様な取組を行っている。地域の資源や人材を活用しながら、

地域や住民の実態に応じたコミュニティの再構築や復興に向けた仕組みづくりを進めて

いる。

１　事例の概要

団体等の名称 女川町教育委員会生涯学習課

連絡先 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原 190

TEL　0225-53-2295　FAX　0225-53-2295

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　豊かな漁場に恵まれた太平洋沿岸の町

　宮城県牡鹿郡女川町は、日本有数の漁港・女川漁港をかかえる太平洋沿岸に位置

する町である。

　リアス式海岸は天然の良港を形成し、金華山沖の漁場では暖流と寒流が交わり、

サンマをはじめ豊富な魚種に恵まれている。牡蠣や帆立貝、銀鮭などの養殖漁業も

盛んだ。町の南側には、石巻市とまたがって建てられた東北電力・女川原子力発電

所があり、東北地方に電力をもたらしている。

　町の総人口は 8,233 人（平成 23 年 12 月１日女川町推計、但し震災直前の平成 22

年 11 月時点では 10,1171 人・3,883 世帯）。しかし、昭和 45 年（1970 年）の人口

17,681 人（総務省統計局国勢調査）と比較すると、人口は減少する傾向にあるのも

現実である。

イ　大地震津波は人びとの生命と暮らしを破壊した

　女川町は、津波被害により一瞬にして多数の尊い人命と町の家屋７割を失った。

　平成 23 年（2011 年）３月 11 日 14 時 46 分に発生したマグニチュード 9.0、震度

６弱を記録した『東日本大震災』は、沿岸部を中心に壊滅的な被害をあたえた。女

川漁港消防庁舎の記録によれば、津波の 大の高さは海抜 14.8 メートルを記録し

た。
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　町の中心に位置する女川駅は、土台だけ残して駅舎が流失し、仙台駅と女川駅を

結ぶＪＲ石巻線は女川・石巻間の線路が破壊された。鉄道はいま（2012 年１月現在）

も復旧していない。３階建ての町役場の庁舎は、冠水によって機能を失い、勤務し

ていた町長以下職員は間一髪で屋上に避難した。しかし町民の人的被害は甚大だっ

た。平成 23 年８月 29 日の時点で死者の数は 547 人、行方不明者は 411 人にのぼり

多くの尊い人命が失われた。全壊した建物の被害は 2,939 棟、半壊した建物は 337 棟、

一部破損は 640 棟を数えた。町民はこれまで培ってきた生活基盤を失った。人びと

の学習拠点であった町役場庁舎近くの『生涯教育センター』も壊滅的被害を受けた。

　津波によって住宅を失った被災町民 2,380 人は、小・中・高等学校、女川町総合

体育館、勤労青少年センター、町立病院、寺院、保育所、ホテルなど 18 カ所の避

難所（４月７日現在）で厳しい避難生活（避難所は 11 月９日までに順次閉鎖された）

を余儀なくされた。その後、避難所から仮設住宅へと生活拠点は移行し、町内（一

部は石巻市）29 カ所（平成 23 年７月 24 日現在）に仮設住宅群が建設された。

＜避難所のパーテーション設置＞＜震災後の女川町役場＞

ウ　人びとの生活再建と町の復興

　平成 23 年８月 10 日、町によって組織された『女川町復興計画策定委員会』は、「女

川町復興計画」の 終答申（案）をとりまとめた。

　その計画は、基本目標を「とりもどそう　笑顔あふれる女川町」とし、さらに「安

全・安心な港町づくり」《防災》、「港町産業の再生と発展」《産業》、「住みよい港町

づくり」《住環境》、「心身ともに健康なまちづくり」《保健・医療・福祉》、「心豊か

な人づくり」《人材育成》の５つの復興方針によって構成されている。

　とくに生涯学習に関する復興方針「心豊かな人づくり」《人材育成》については、

「町の復興には、将来を担う世代の人材育成も重要です。学校教育や生涯学習を通

じて、積極的に町の発展に向けた活動を行える力を養い、まちづくりを担える人材

の育成をめざします。また、震災で他地域から応援に駆けつけた多くの人々との出

会い、絆を大切にし、今後もその交流に努めます。」と述べている。

　町では、復興のための達成目標期間を平成 30 年度までの８年間とし、その期間

を「復旧期」（平成 23 年度～ 24 年度・２年間）、「基盤整備期」（平成 25 年度～ 27

年度・３年間）、「本格復興期」（平成 28 年度～ 30 年度・３年間）の３段階に分けて、
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段階ごとに必要な取組を行うこととしている。

（２）活動の実際

ア　教育なくして町の復興はない

　遠藤定治教育長による「教育が止まっては町の復興はおぼつかない」のもとに、

教育再建活動がはじまった。

　震災による津波から避難した女川町教育委員会の職員は、町の高台に位置する女

川町立第二小学校に仮事務所を設置（その後町役場仮設庁舎の完成とともに移転）

して継続して業務を行った。さっそく教育委員会は、子どもたちの教育を停滞させ

てはならないとの方針をもとに、小・中学校授業の即時の再開を試みた。また、こ

れまですすめてきた「社会教育のまちづくり」の成果を活かして「学びの場を核と

した地域の絆づくり」に取り組みながら、町の再建をめざすこととした。

　生涯学習課は、仮設庁舎のなかにある教育委員会と離れた、総合運動場に隣接す

る『女川町総合体育館』に事務所機能を移転させた。生涯学習課の職員たちは、こ

れまでの従来業務とともに、総合体育館内に避難生活している町民のための安否確

認情報の提供、配食活動、物資供給作業、医療・保健指導による健康管理、避難所

の環境整備などに取り組むことになった。

　宮城県から派遣されている派遣社会教育主事は、同課の職員とともに窓口業務や

避難者対応、生涯学習事業を担うとともに、宮城県教育庁生涯学習課や管内の県教

育事務所との連絡調整や情報交換の役割を担うことになった。

イ　被災地での“学びの場”を拓く取組

（ア）「女川ちゃっこい絵本館」（初等教育）

　「女川ちゃっこい絵本館」は、もともと読書のまちづくりの一環として、平成

22 年に構想された計画だった。町内での絵本の募集をはじめた 中に、３月 11

日の津波被害にあい、絵本館構想は中断。しかし、教育を停滞させてはならない

という町の方針によって、被災した子どもたちや親子が絵本に親しみ、心を癒す

ことのできる絵本空間づくりを復活させたものである。

　絵本館づくりの構想は、さまざまなメディアに紹介され、町を越えて全国に共

感の輪が広がっていった。その結果、趣旨に賛同した日本ユニセフ協会、企業の

社会貢献活動、ボランティアなどの協力によって、約１万冊の書籍が寄贈された。

そのなかから約 5,000 冊の絵本のみを選び、５月 10 日に女川町立第二小学校の

施設内に絵本館がオープンした。運営は、生涯学習課生涯学習係が担うことになっ

た。

　絵本館は、７月 25 日には、同小学校の玄関口にある独立したスペースにリ

ニューアル・オープンし、子どもたちが寝そべりながら読むことのできる、イン

テリア・デザインを施した明るくくつろげる絵本館に生まれ変わった。

　『女川ちゃっこい絵本館』は、小学校の授業の休み時間や昼休み時間を中心に

多くの児童が利用している。読書活動の他にも、ボランティアによる音楽演奏、

あやとり、あそびやゲーム、手品、読み聞かせなど、ボランティアによる学習支
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援活動が行われている。夏休みなどの長期休業時には、町内を循環するバスを活

用した絵本館への子どもの送迎支援も行われている。

　生涯学習課では、絵本館にひきつづき第２の文化拠点として、平成 24 年３月

の完成を目標に、一般図書と絵本の部屋の両方を備えた『女川つながる図書館』

の完成をめざして準備をすすめている。

（イ）放課後児童教室「まなびたいム」（学校支援）

　震災は、学校教育現場に大きな被害をもたらした。

　子どもたちの下校の方法も変わり、午後４時に出発する町内を循環する下校バ

スに頼らざるをえなくなった。

　４月 11 日には町内の小・中学校の始業式が行われた。しかし、スタッフが被

災したために、従来から実施してきた『放課後児童クラブ』の再開の見通しがつ

かなかった。そこで、担任の教師は下校バスの発車時間まで子どもへの対応をす

ることになった。該当する児童は、小学校１年生から２年生までの 111 人であっ

た。

　生涯学習課では、教師の負担軽減のために、５月 17 日から「まなびたいム」

をスタートすることにした。活動時間は午後３時から４時まで。同課の生涯学習

係を運営主体として児童を預かるとともに、登録していた生涯学習指導者の登録

者名簿 102 人の再確認を行い、子どもの学習活動への応援を要請した。７月には、

各小学校混合の選択講座も開始した。講座に参加する児童・生徒は、女川第一小

学校、女川第二小学校で合わせて１日 100 人の小・中学生にまで広がっていった。

【『まなびたいム』の活動内容（例）】

月曜日 レクリエーション・映画教室 宮城県松島自然の家・石巻市視聴覚

センター職員

火曜・木曜日 読み聞かせ 読み聞かせボランティア

水曜日 サッカー教室 ＪＦ L コバルトーレ女川

金曜日 工作・かきかた教室 女川町文化協会

（ウ）なでしこセミナー（女性教育）

　町内の各地避難所や仮設住宅を健康相談のために巡回（毎週水曜日）したとこ

ろ、無気力気味の人が多いように感じられた。そこで、生涯学習課では、とくに

女性たちのために心の安らぐ場や、何でも話し合える場を提供することにした。

７月 12 日には、第１回「なでしこセミナー」をスタートさせ、いまでは仮設住

宅で毎回約 20 人の女性たちがセミナーに参加している。

（エ）女川向学館（地域活動支援）

　「女川向学館」は、特定非営利活動法人『ＮＰＯカタリバ』が主催し、女川町

教育委員会や女川学力向上委員会、公益財団法人日本財団ハタチ基金の後援を受
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けて実施している行政と民間が協働する“コラボレーション・スクール”である。

　学校、学習塾の講師、地域住民をはじめ趣旨に賛同する寄付者などの協力によっ

て、放課後の学校を拠点に実施されている。被災地支援のための“放課後学校”

として７月４日にスタートした。

　参加している小学生は 90 人、中学生は 115 人である。会場は、女川町第一小

学校仮設住宅前校舎で、受講料は無料。授業の内容は、小学生が算数・国語、中

学生が英語・数学・社会・作文など。小・中学生のための冬期講習や、高等学校

の受験対策、さらには企業の寄附による自習室の提供も行っている。また、海外

から来たボランティアの協力によって特別英会話教室が行われ、高校生を対象に

したキャリア教育も行われるなど、学習内容は魅力的なものになっている。

（オ）学社融合事業「潮活動」（青少年教育）

　平成８年に『創意の時間』という名称でスタートした、町内の中学生を対象と

した学社融合事業は、平成 11 年度からは『潮活動』と名称を変更し実施されて

いる。担当する生涯学習課では、講座の企画をはじめ講師の依頼から送迎までを

担当している。

　開設している講座は 12 講座で、１年間に６回（１回 90 分）好きなものを選択

できる。講座の内容は、伝統太鼓の演奏、文化財めぐり、漁協や商工会による職

場体験学習、戦争体験者による平和学習、東北大学工学部の協力による化学実験

教室、東京海洋大学の教授による講座など、多彩なプログラムを提供している。

　参加する中学生は、女川第一中学校、女川第二中学校の全員の 215 人が参加し

ている。「潮活動」で学んだ学習成果は、それぞれの学校の文化祭で発表している。

（カ）その他の事業

　年間をとおして町民の参画型事業を企画することも生涯学習課の役割である。

仮設住宅に暮らす人びとの自治意識を高め交流を促進するためのコミュニティづ

くりの支援、ジュニア・リーダーの養成、「体育の日」のレクリエレーション、「文

化の日」に開催する文化芸術鑑賞会、毎年 11 月に開催する「うみねこクロスカ

ントリー大会」、１月に実施する「成人式」の開催など多様である。

＜ちゃっこい絵本館＞ ＜なでしこセミナー＞
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ウ　ボランティア・ＮＰＯとの協働

　女川町における災害ボランティア活動は、町の災害対策本部と協働する『女川町

災害ボランティアセンター』（女川町社会福祉協議会が運営・現在は『女川町復興

支援センター』に名称を変更）のコーディネート（需給調整機能）によってすすめ

られている。

　センターは、これまでに、町内外からの災害ボランティアの受付・登録・活動の

調整、炊き出し、避難所や仮設住宅への配食や物資の仕分け作業の手伝い、がれき

撤去やグランド整備の人的派遣、仮設住宅入居の手伝いや巡回訪問活動などを行っ

ている。センターが９月 30 日までに対応した、ボランティア活動者の総数は、延

べ 1,300 人（炊き出し人数は除く）である。

　『女川町復興支援センター』と連携する、若者たちに運営されている『おながわ

災害 FM』は、もっとも身近で親しみやすい、人と人、人と地域社会を結ぶコミュ

ニティ・メディアとして、多くの人びとに親しまれている。

（３）関係機関等との連携

　女川町教育委員会生涯学習課では、派遣社会教育主事を通して、宮城県教育委員会

生涯学習課や宮城県教育事務所と連携して広域的な災害対応の情報の掌握や交換など

を行っている。町内においては、災害対策本部をはじめ、社会福祉協議会に設置され

ている『女川町災害ボランティアセンター』（現在は『女川町復興支援センター』に

名称を変更）や役場の各部局との連携のもとに災害対応の諸活動をすすめている。

　生涯学習課では、連携するＮＰＯ等として、特定非営利活動法人『ＮＰＯカタリバ』

（「女川向学館」の設立や運営補助、高校生対象のキャリア教育・東京都杉並区）、特

定非営利活動法人『ソフトボール・ドリーム』（青少年健全育成とスポーツ交流のた

めのイベントの企画運営・群馬県高崎市）、社会福祉法人『世田谷ボランティア協会』

（仮設住宅への訪問等・東京都世田谷区）、公益財団法人『日本ユニセフ協会』（「女

川ちゃっこい絵本館」の設立準備の協力・東京都港区）、『日本科学未来館』（小学生

対象の星空教室の企画・運 営・実施・東京都江東区）など、町の枠を越えた全国の多

様なスキルを持つＮＰＯなどと連携して諸事業をすすめている。

３　成果と課題

（１）成果

　調査に応対してくれた、生涯学習課の色川洋二氏（派遣社会教育主事）は、生涯学

習事業への取組の成果として、つぎの５つを上げている。

①ボランティア、ＮＰＯなどの支援をコーディネートし、ニーズに合う支援がで

きた。

②事業を行うことで、地域住民に対しての雇用（緊急雇用創出事業）の場が生ま

れた。

③学びの場を通して、児童生徒の心のケアを行い、精神的な苦痛を和らげること

ができた。

④震災後、就学援助児童数が増加し、町として学習支援を行い、学習環境の充実
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を図ることができた。

⑤定期的に仮設住宅を巡回することで、地域住民の PTSD を解消する有効な手だ

てのひとつとなった。

　また、同氏は、ボランティア・ＮＰＯの成果についてつぎのように述べている。

　「地域住民が仮設住宅に入居することで、ボランティアが訪問する機会が増え、定

期的、継続的な関わりを持つことができた。そのなかで新しいニーズを地域住民から

つかむことができ、いち早く対応することができた。また、震災の出来事を話すなど

『PTSD』の症状を現す地域住民も少なくなく、関わりのなかで被害者に対してのメン

タルヘルスケアを行うなどの保健的指導も行ってきた」

（２）課題

　生涯学習課は、今後の課題についてつぎの４つを上げている。

①　事業の継続性

　各種事業において、単発的な支援ではなく継続的な支援を依頼し、復興のま

ちづくりにつなげていく。

②　的確なニーズ把握と敏速な対応

　まちづくりのために、避難者や町民のニーズを生活の関わりのなかで把握

し、その対応に素早くあたる。

③　時間の確保

　避難している住民のための対応の時間を十分に確保する。

④　多様な教育ニーズへの対応

　地域住民の教育的ニーズに対応する心構えを準備しておく。

４　今後の方向性

　今後において、女川町教育委員会生涯学習課は「女川町復興計画」に掲げた生涯学習

に関する復興方針「心豊かな人づくり」《人材育成》をもとに、中長期的対策を策定し

て各種事業を推進していくことにしている。

　その町の復興方針に謳われている、①将来を担う世代の人材育成、②学校教育や生涯

学習を通じて、積極的に町の発展に向けた活動を行える力を養い、まちづくりを担える

人材の育成をめざす、③震災で他地域から応援に駆けつけた多くの人々との出会い、絆

を大切にし、今後もその交流に努める、とした目標に向かって、職員が多様な専門家の

協力を得て迅速かつ効果的な事業の推進をいかにすすめていくかが期待されている。

５　考察

　平成 23 年３月 11 日以前の女川町の姿を、私は知らない。

　女川町で出会う人びとの話を聴くたびに、町を愛する気持ちを痛いほど受けとめた。

災害に遭遇するまえの町の美しい情景や、活気に満ちた町の営みが眼に浮かぶようだっ

た。

　はじめて女川町を訪れたのは、発災直後の３月下旬のことだった。

　被災者の人びとを応援するボランティア計画を立案するためだった。町の高台にある
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緊急避難所は、自衛隊や警察車両、緊急救援医療チームの開設した診療スペース、家族

や知人の居所を確認する人びと、炊き出しや救援物資を配布するボランティアなどで騒

然とした雰囲気だった。

　発災直後の混乱した状況のなかで、町の社会福祉協議会が立ち上げた『女川町災害ボ

ランティアセンター』コーディネーターの秩序のとれた対応ぶりは心に強く残った。刻々

と変化しながら寄せられる被災現場のニーズを掌握し、被災者とボランティアとの需給

調整をする。そうしたコーディネーターのささえがあるからこそ、私が運営に参加する

『せたがや災害ボランティアセンター』（運営主体は社会福祉法人世田谷ボランティア

協会）においても、登録して活動の機会を待つ看護師、介護師、マッサージ師などの医

療専門ボランティアの派遣活動が可能になっている。

　８月下旬には、教鞭をとる大学の学生たちとともに３度目の訪問をした。

　昭和女子大学、名古屋大学、名古屋市立大学の学生、医師・看護師・セラピストとの

混合チームを編成し『東日本大震災の被災者の人びとを応援する学生ボランティアワー

クキャンプ』を行った。

　学生たちが中心となり、仮設住宅の集会所を借りて、不自由な暮らしをつづける人び

との心と体を癒したいとの願いで企画した活動である。温かいお湯に足を浸し、マッサー

ジをとおして体の血流をよくして心と体をほぐしていただく『足湯』や、お茶会を開き

住民どうしの親睦を深めていただく『くつろぎサロン』を６ヵ所の仮設住宅で行った。

子どもたちと屋内外での多彩な遊びを楽しんだ。その数日間の交流をとおして、時間の

経過とともにやわらかな人間関係を芽生えさせ、やがて住民たちは被災経験のない若い

学生たちに、時を忘れて「あのとき」の経験を語りはじめた。

　３度目は９月 28 日。本調査を行うための訪問だった。

　町の中心部の瓦礫のほとんどは撤去され、礎石だけ残った家屋の跡地で花束を手向け

る喪服の人びとの姿があった。高台に開設した仮設庁舎では、女川町役場の職員たちの

きびきびと執務する表情が印象的だった。その姿を見て、時間は過ぎ行くものだけでは

なく創るものだ、と思った。

　いま、町役場の職員たちは、住み慣れた居場所を離れ仮設住宅や町外への避難を余儀

なくされている人びとが帰還するに値する町をいかに創るか、が厳しく問われている。

そのプレッシャーは想像を絶するものだろう。

　同じように教育行政を担う生涯学習課のスタッフにとっても、社会教育を担う専門職

としての敏速で的確な課題解決力が問われている。避難生活をおくる町民と同居する総

合体育館の玄関横に開設された執務室を訪れるたびに、その緊張感が強く伝わってき

た。

　本調査の対応にあたっていただいた色川洋二・派遣社会教育主事の「生涯学習課の使

命は子どもたちや地域の人に、故郷のよさを知ってもらうことです」という言葉に凝縮

されている。その使命の実現のためにはまず何が大切か、と質問すると「仮設住宅地域

のコミュニティづくりからはじまる」と、町民の主体的なまちづくりへの参画意識を育

み活動環境を拓くことの大切さを明快に語ってくれた。

　女川町は、今回の災害に直面する以前から「学びの場を核とした地域の絆づくり」に

取り組んでいる。そうした取組のプロセスから育まれた家庭・学校・地域の絆は、大災
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害に見舞われた町を再生する原動力になっている。

　それを体現するものが、特定非営利活動法人『ＮＰＯカタリバ』と協働する事業『女

川向学館』の活動である。『女川向学館』は、町内の子どもたちが、志を持ち進学や就

職に挑戦するための学習を支援する学び舎である。また、町の人びとが培った知恵と経

験をキャリア教育をとおして還元することができる「経験知」を伝承する拠点であり、

国内外のゲストティーチャーを招いて異なる文化や知識にふれる拠点でもある。その行

政と市民社会セクターとが協働する先駆的な試みは、災害被災地の取組という枠組みを

超えて、全国の「放課後子どもプラン」や「学校支援地域本部事業」に携わる教育委員

会の先進的なモデルになるであろう。

　若者たちによって献身的に運営されている FM ラジオ局『おながわ災害 FM』にも注目

したい。被災地の人びとを勇気づけ、暮らしに根ざした情報を送りつづける FM ラジオ

局は、町の出身の若者と町を応援しにやってきた若者とコラボレートした放送局であ

る。発信する情報は、電波をとおしてだけでなく、インターネットをとおしても発信さ

れる。災害をきっかけにした若者たちの絆は、被災者の人びとはもとより全国の若者た

ちに「やればできる」という灯を燈し、勇気と優しさの種子を発信しつづけている。そ

の新鮮な行動は、テレビメディアをとおして、閉塞的な空気が覆う全国の人びとに共感

の輪を広げている。

　宮城県教育委員会は、家庭・地域・学校が協働し地域全体で子どもを育てる体制の整

備を図ることを目的にした「協働教育推進事業」をすすめている。県教委が行った調査

によれば、震災後の各学校が「避難所運営組織をスムーズに立ち上げたかどうか」を聞

いたところ、『学校支援地域本部』に地域の人びとがボランティアとして授業や行事等

の手伝いをしていた学校の 95％は「順調だった」と答えている。また、今後の学校運

営に『学校支援地域本部』は必要かと聞いたところ、95％の学校長が「大いに必要」と

答え、「不必要」と答えた回答は０％だった。こうした地域社会が一体となった「協働

教育」の成果は、女川町教育委員会の取組をみても明らかである。

　調査を終えて、再び生涯学習課を訪れた。佐藤誠一課長をはじめ逞しいスタッフの方々

の仕事ぶりを拝見し、未曾有の苦難に臆することなく、ひたすら被災町民に寄り添いつ

づける社会教育のプロフェッショナルの、真の姿を見る思いだった。

（興梠　寛）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

女川町教育委員会生涯学習課派遣社会教育主事 色川　洋二

（聞き取り調査実施日　平成 23 年９月 28 日）
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5　いわて GINGA-NET プロジェクト（岩手県立大学学生ボランティアセンター）

　　～被災地への学生の思いを形にし、大学や学生間のネットワークづくりを生かした取組～

＊以下の記述は、聞き取り調査の内容をホームページで確認し、補足したもの。

＊［　　］はホームページで確認した聞き取り調査（10 月 31 日）後の出来事。

【取組の概要】

被災地の支援ニーズと全国の学生のボランティアニーズを効果的に結び付けるため、岩

手県内の県立大学学生ボランティアセンターと社会福祉協議会および県外の２つの

ＮＰＯ法人（さくらネットとユースビジョン）が実行委員会を組織し、夏休みを前に立

ち上げたプロジェクト。県内組織がボランティア活動プログラムの開発とマッチングを、

県外組織が全国の大学ボランティアセンターや学生ボランティア推進団体と連携して学

生ボランティアの募集と送り出しや現地での宿泊サポート等の活動環境整備を行った。

夏休みの一般参加者募集は８月３日～９月 20 日の７週間で、参加規模は１週間単位で

毎週 100 ～ 150 名程度、計 1,000 名を予定していたが、 終的には 146 大学から 1,086 名

の学生が参加した。活動地域は大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市・住田町・他で、

仮設住宅でのサロン活動が主な活動であった。

［11 月 13 日には、京都で報告会を行っている。］

１　事例の概要

団体等の名称 いわて GINGA-NET プロジェクト実行委員会

連絡先 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52　岩手県立大学学生ボランティア

センター

TEL　019-694-2835　FAX　019-694-2835

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

　運営主体は、県内の岩手県立大学学生ボランティアセンターと岩手県社会福祉協議

会、県外のさくらネットとユースビジョンの４組織で構成する実行委員会。

　県内の中心組織である岩手県立大学学生ボランティアセンター（以下、県立大学生

VC）は、2007 年に発生した新潟県中越沖地震の復興支援ボランティアへの参加を契機

に、翌 2008 年に学内にボランティアセンターを設立、大学が場所を提供し、学生自

身が運営を行ってきた。センター代表も学生である。約 50 名のスタッフが、地域か

らのボランティア依頼への対応や、学生への活動紹介を行ってきたが、東日本大震災

の発生後は、釜石市と陸前高田市の災害ボランティアセンター（以下、災害 VC）の

運営支援や週末ボランティア企画の運営など、学生を主体に様々な活動を行ってき

た。もともと災害ボランティアからスタートしたセンターだけに、その経験も生かさ

れ、迅速な対応ができた。県外組織のユースビジョンとは、ユースビジョン主催の学

生ボランティアセンターの全国研修等で面識があった。

　県内の協力組織である岩手県社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的

とする団体で、東日本大震災後は、地域福祉企画部ボランティア・市民活動センター
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を中心に、県内の災害 VC と連携して復興ボランティアのコーディネート役を担って

きた。

　県外のさくらネットは兵庫県西宮市のＮＰＯ法人で、阪神・淡路大震災の経験と教

訓をもとに、災害にも強い福祉のまちづくり事業、くらしの充実に向けたＮＰＯと自

治体との協働事業等を通じ、個人とコミュニティの関係づくりに取り組んできた。東

日本大震災後は、４・５月の２回、「いわてっこ応援！学生ボランティアバスプロジェ

クト」を実施し、100 名を越える関西の大学生たちを岩手県でのボランティア活動に

送り出した。

　県外のユースビジョンは京都市のＮＰＯ法人で、阪神・淡路大震災を契機に高まっ

た学生のボランティア活動の動きを地域や社会に根付かせていくため学生有志が 1996

年に設立した「きょうと学生ボランティアセンター」を前身とする。ボランティア活

動を通じて多くの学生と地域を結ぶ活動を展開し、2005 年に今の名称に変更した。そ

の後、ＮＰＯへのインターンシップや就職支援など活動の幅を広げつつ、各地の大学

ボランティアセンターの設立や運営の支援、学び合いの機会づくりなどに取り組んで

きた。

（２）活動の実際

　県立大学生 VC 自身の活動としては、災害発生とともに２チームに分かれて被災地

に入った。３月 21 日から陸前高田市の災害 VC に入って活動を開始、22 日には釜石市

で災害 VC の立ち上げに参加、両市で数日滞在しては交替しながら、約１か月間活動

した。活動内容は避難所のニーズ調査や災害 VC でのボランティアのマッチング。宿

泊は、陸前高田市ではドライビングスクールと災害 VC の宿舎、釜石市では個人宅で

あった。４月 18 日から大学が始まるので、４月 17 日で一旦休止した。

　ゴールデンウィークには試験的な取組として学生 VC でボランティアバスを出し、

五葉地区公民館の避難所で活動した。宿泊は旧小学校の体育館で、延べ参加は 100 名

以内、静岡や神戸からも参加した。このとき、ユースビジョンの赤澤清孝代表が来訪

した。

　６月は土日を中心に学生 VC が京都・大阪・東京・名古屋など６カ所でボランティ

ア活動の説明会と呼びかけを行った。１期 100 ～ 150 人くらいで 1,000 名くらいを計

画し、受け入れと活動プログラムとマッチングを学生 VC ですることにし、バスの手

配と資金調達をユースビジョンが担当、さくらネットが事務方で動くことになった。

活動地域も釜石市・陸前高田市から大船渡市・大槌町・住田町・他に広がった。これ

が「いわて GINGA-NET プロジェクト」として展開した。

　「いわて GINGA-NET プロジェクト」の活動期間は７月 27 日～９月 27 日の９週間だが、

一般参加募集期間は８月３日～９月 20 日までの 7 週間。「思いを形に」が合い言葉。

参加費は 1,500 円で、大学で負担したところもある。資金助成は日本財団と赤い羽根。

すべてで 1,000 万円規模。各期のスケジュールは、初日は夜行バスで現地に行き、２

日目はオリエンテーションやチーム交流、３～５日が各地でのボランティア活動で、

５日目の夜行バスで帰路につく。

　現地の活動は、仮設住宅でのお茶っこサロンが主。子どもの学習支援も予定したが
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殆ど実現しなかった。地域住民との繋がりをつけ、県内の学生が全く入れていないと

ころや社協が入れていないところを新規開拓した。活動はすべて学生に任せ、学生が

作り上げる。満足した学生もいるし不満の学生もいた。学生は各期でバラバラだが、

引き継ぎを重視した。スタッフは基本的に見守りで、ボランティアが自主的に考えて

やっていく。それぞれのボランティアの自主性で活動するが、 低限の設備はもって

いく。バスについては、フジモーターを使った。

　夏休み中ということで、予定通り 146 大学、1,086 名が参加した。４・５期が大変だっ

た。各期 150 人の予定を 200 人に増やした。７・８期は型が出来ていたので楽だった。

＜釜石市災害ボランティアセンターの

立ち上げに関わる＞

＜仮設住宅での活動＞

（２）関係機関等との連携

　県内の災害ボランティアに関心を持つ学生 VC と県社会福祉協議会、県外の阪神・

淡路大震災での活動体験をもつユースビジョンとさくらネット、この４者の緊密な連

携が、このプロジェクトを作り上げた。これに日本財団と共同募金会が資金的に協力

した。学生 VC とユースビジョンは震災前からも接触があった。

３　成果と課題

（１）成果

　直接的な成果としては、全国の 146 校から 1,086 名の学生がボランティアに参加し

たこと。今後、この学生たちのネットワークができ、今回のボランティア経験が地域

でのアクションにつながれば、大きな成果になる。

　間接的な成果としては、この活動を継承すべく新たな組織が誕生したことがある。

一つは一昨日（聞き取り調査の２日前で 10 月 29 日）発起人会が開かれた「いわて

GINGA-NET」で、学生 VC 前代表の八重垣綾子（４年生）氏が理事長になって年度内に

立ち上げ、ＮＰＯ法人化をめざす。「いわて５大学コンソーシアム」などとも連携し、

若い力を生かした若者研修を行い、災害に拘らず、いろいろな方向性を追求する。[12

月 28 日～１月４日には「いわて GINGA-NET」が実施主体になって“冬銀河”を実施し、

京都・名古屋・東京を経由するボラバスで 50 名の学生ボランティを主に釜石市で受

け入れ、仮設住宅でのサロン活動や子ども向けの学習支援活動を計画した。]
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　もう一つの新しい組織としては、岩手県立大学で学生たちの指導を行ってきた山本

克彦准教授が理事長になって 10 月 17 日に設立した「一般社団法人子どものエンパワ

メントいわて」がある。参画と挑戦による子どものエンパワメントの場づくりを進め

るが、いわて GINGA-NET を応援する中間支援組織としての役割も果たす。

（２）課題

　プロジェクト自身は夏休み２か月のボランティア活動で、特に大きな問題もなく無

事に終了した。この経験を、参加者たちがそれぞれの地域に戻ってどう生かしていく

か、また岩手で生まれた新しい組織が、この経験をどう継承・発展させていけるかが

課題。

＜オリエンテーションの様子＞ ＜被災地の巡回＞

４　今後の方向性

　「いわて GINGA-NET」がプロジェクトを継承し、「子どものエンパワメントいわて」が

応援する。

５　考察

　このプロジェクトは夏休み２か月に限られたものであるが、中越沖地震の災害ボラン

ティア活動体験から生まれた現地の学生 VC と阪神・淡路大震災での救援活動から生ま

れた２つの関西のＮＰＯが、現地の県社協とも協力しながら全国の学生ボランティアを

1,000 名以上も被災地に送り込みコーディネートした活動としてユニークであり、一つ

の災害救援の仕組みのモデルを提示している。

　仮設住宅に移って間もない被災者の生活を少しでも豊かなものにするとともに、全国

各地の学生に貴重なボランティア経験の機会を提供し、学生たちも多くの学びや喜びを

得たことと思う。この被災者と学生の双方の満足度や失敗・困惑・混乱などについては、

今の段階では評価できないが、全般的には成果は大きかったように思われる。また聞き

取り調査後の 11 月 13 日には京都で報告会を開催し 200 名近くの参加があったが、この

ような報告会を通じての学生たちの体験の情報発信も、多くの人に刺激を与えることで

意義あることといえる。
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　阪神・淡路大震災と中越沖地震との経験がこのプロジェクトを生み出したように、こ

のプロジェクトの経験は今後の日本や世界の各地で発生する大災害時に、必ず活かされ

るであろう。今回のプロジェクトの経験が生かされるためには、今回関わった若者たち

の中からリーダーが育つとともに、プロジェクトの短期的・中長期的な事後評価も必要

であろう。

　このような活動を社会教育の中にどのように取り入れていくかについては、特に現時

点でコメントすべきことはないが、多くのヒントが埋もれているように思う。

（山岡　義典）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

公立大学法人岩手県立大学社会福祉学部准教授 山本　克彦

岩手県立大学学生ボランティアセンター代表 早川　陽

公立大学法人岩手県立大学社会福祉研究科社会福祉学専攻博士前

期課程総合福祉コース

浅石　裕司

いわて GINGA-NET 代表（元学生ボランティアセンター代表） 八重樫　綾子

岩手県立大学学生ボランティアセンター　キャスト 松本　唯美

災害ボランティアスタッフ 高木　紀枝

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月 31 日）
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6　ＮＰＯ法人遠野まごころネット 

　　～多様な主体との連携により、被災地のニーズを把握しながら

コミュニティの再構築・創造を目指す取組～

【取組の概要】

遠野市社会福祉協議会等数団体が中心となって、岩手県沿岸の被災地を支援するボラン

ティアの拠点を岩手県遠野市に設立した。50 を超える多くの団体や機関等と連携し、そ

れぞれの専門性を活かした取組を行っている。個人ボランティアを受け入れ、被災地で

の活動をコーディネートしている。また、仮設住宅等でお茶を飲みながら交流を図る「お

茶っこ隊」、農地の再生さらには被災地での雇用を生み出すことによる経済的な自立を

も目指した「まごころの郷」事業、交流の場としての「まごころ広場」の運営など、長

期的な計画のもと活動を進めている。東北新幹線や東北自動車道等が通る内陸部と被災

地である沿岸部の中間地点にあるという地理的条件も、復興支援を考える上で重要な要

素となろう。

１　事例の概要

団体等の名称 ＮＰＯ法人遠野まごころネット

連絡先 岩手県遠野市松崎町白岩字薬研淵 1-3

（平成 23 年 12 月から岩手県遠野市大工町 10-10 へ移転）

TEL　0198-62-1001　FAX　0198-62-1002

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　設立の経緯

　遠野まごころネット（以下「同ネット」とする）は、岩手県沿岸部の被災地を支

援するために、遠野市民を中心として結成されたボランティア団体である。組織と

しては、遠野市社会福祉協議会、柏木レイクリゾート株式会社、ＮＰＯ法人遠野山・

里・暮らしネットワーク、遠野の風土と観光を考える協議会、ＮＰＯ法人遠野エコ

ネット、社団法人遠野青年会議所等が中心となり、平成 23 年３月 28 日に設立された。

11 月１日現在で、57 団体によって構成されている。被災地では、多くの団体や機

関等が活動していたが、個別の活動では支援に限界があった。そこで、団体や機関

等が連携することによって、それぞれのよさや専門性を生かした支援活動を行うこ

とが可能となるということから、同ネットが設立された。平成 23 年７月 27 日にＮ

ＰＯ法人となっている。

　組織としては、代表１名、副代表３名、事務局があり、実際に活動するための物

資班（物資の調達、管理、配送）、車両班（配車、送迎、輸送）、作業班（家屋清掃、

瓦礫だし）、ケア班（足湯、カフェ、炊き出し、イベント）、情報班（情報全般、広

報）に分かれている（平成 23 年 11 月１日現在）。
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イ　運営の実際

　構成団体・機関が多く、個人での参加者もいることから、一日の活動後に毎日ミー

ティングを行った。そこで、被災地での支援活動を通して把握したニーズと、その

ニーズに対応できる団体や機関とのマッチングを行った。被災地のニーズを把握し

ても、対応できるまでに時間がかかることが多い。このミーティングにより、被災

地のニーズが分かるだけでなく、各団体や機関等がすぐに対応できるようになっ

た。ニーズにすぐに対応することについては、被災地からの評価も高い。現在では、

週２回のミーティングを行っている。

　同ネットでは、多くの機関・団体等との綿密な連絡調整が行われている。そのた

め、同ネットの運営そのものにボランティアが組織の一員として関わっている。

（２）活動の実際

ア　個人ボランティアの受け入れ

　同ネットには、個人からボランティアの受け入れが可能かどうかの問い合わせが

多くあった。そこで「被災地のために何かをしたい」という一人一人の思いを尊重

し、実現に向けた支援として、個人ボランティアの受け入れを始めた。宿泊施設と

して市の体育館を提供した。多い時には、一日に 620 名ものボランティアが参加し

たこともあったという。体育館で宿泊できない場合には、市内の自治会館等を紹介

した（使用にあたっては有料）。ホームページや口コミで個人ボランティアの受け

入れの情報が広がった。

　ボランティアを希望する者は、インターネット、ファックス、電話で申し込み、

受入れ可能な場合には、必要な装備等を連絡し、窓口で受付をしてもらう。その後、

ミーティングを行い、本人の希望も聞きながら、物資班、車両班、作業班、ケア班、

情報班等の被災地での活動に振り分ける。宿泊地となっている体育館と活動場所間

は、同ネットのバスで送迎をする。

　９月末で、47,955 名のボランティアが参加した。また、宿泊をしたボランティア

は、９月末で 28,842 名となっている。

＜ボランティアの活動を確認する＞ ＜分かち合い隊の家事手伝い＞
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イ　被災地への直接支援事業

　ボランティアを派遣し、被災地のニーズに合わせた支援活動を行っている。作業

班、ケア班は、被災者の方への直接支援を行っている。例えば、３～４名で避難所

を訪問し、家事の手伝いをしたり小さな子ども達の世話をしたりする「分かちあい

隊」、仮設住宅等にテントを張り、お茶を飲みながら交流する「お茶っこ隊、カフェ

隊」などの活動も始まった。

　７～９月にかけて、避難所から仮設住宅に移る人が増えてきた。自分の空間を持

つことができたのと同時に、周囲とのつながりがなくなり心のケアが必要な避難者

も出てきた。そこで、個別に関わる支援も始まった。

ウ　被災地への間接支援事業

　大槌町に作った「まごころ広場」は、被災者に仕事を提供し、雇用を生み出すも

のである。仮設の食堂を設け、住民同士が顔を合わせ交流しながら情報交換をする

場にもなる。現在では、同ネットのスタッフが運営に関わっているが、いずれ被災

者の方へ運営等を委譲し、自分たちの地域を自分たちで作っていくきっかけにして

ほしいと同ネットでは願っている。また、「まごころの郷」は、複数の仮設住宅の

中間地点にあり、家庭菜園、農園、花壇、グラウンド等がある。ここでも被災者の

方の仕事を確保し雇用を生み出すことを目的としている。支援金で運営している

が、企業からの協力も視野にいれている。

＜まごころの郷の花壇＞ ＜農園の整備の様子＞

エ　後方支援活動

　ネットワーク事業として活動報告会等を開催し、同ネットの取組について情報発

信するとともに、新たな参加者や賛同者の掘り起こしを行っている。この報告会を

東京、大阪等で開催し、地域で活動している団体等とのつながりを作っている。ま

た、ボランティア活動に関心を持っている人に対して、具体的に何ができるのかを

提示し、自分にもできそう、やってみたいという意欲を高めることにもつながって

いる。
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３　成果と課題

（１）成果

　理事長の佐藤氏（平成 23 年 11 月１日当時）によれば、被災地のニーズ調査は、様々

な機関や団体等で行われているものの、対応がすぐにとられているとは言えないとい

う。

　被災地の方にとれば、望むことや要求を伝えたにもかかわらず対応がなければ、不

信感や不安につながる。こうしたことから、同ネットにおいて、被災地のニーズにき

め細かく、迅速に対応する仕組みができていることは大きな意味をもつという。多く

の機関や団体の参加があることを生かして、当初は毎日（現在では週２回程度）実施

したミーティングにより、ニーズや課題等を共有し、機関・団体が要望にすぐに対応

できるようになっている。

　個別に活動していた団体や機関等が連携することにより、幅広い分野にわたった支

援が可能となったことも大きな成果だという。こうした多様な支援により被災地にお

いて同ネットへの評価が高まり、被災地とのつながりが深まったり情報収集が容易に

なったりしたことも成果ということである。

（２）課題

　佐藤氏によれば、被災地での活動を進める際の大きな課題は、復旧状況の進捗状況

や仮設住宅等のニーズの情報共有であるという。ボランティアが把握したニーズを取

りまとめ、計画的に復旧・復興の活動につなげていくことが求められる。被災地にき

め細かく関わっているボランティアは、被災地のニーズを把握している場合が多い。

支援に関わっている関係者が集まって、それぞれのレベルでの情報を出し合い、共有

していくことが課題であるとのことである。

　被災地では、冬には気温が低くなり降雪等によって活動する際の環境が厳しくな

る。ボランティア活動が長期に渡ることから、冬の活動計画をどのように立てるかに

ついても検討する必要があるとのことである。

４　今後の方向性

　佐藤氏によれば、被災地でのボランティア活動を核としながら、遠野市やその周辺の

観光等を組み合わせた滞在型の活動を構想しているという。被災地へ複数回訪問するこ

とができるように、ボランティア活動をした後は、遠野市やその周辺の自然や伝統文化

を見たり感じたりするツアーの計画も視野に入れている。被災地を忘れないでほしいと

いう思いもある。

　活動の終了は、いつになるのか分からないが、希望としては、「そういえばあの時終わっ

ていた」と感じるのが理想だという。被災者を置いては終われない。震災前の生活に戻

れる人、新たな目標設定をする人など、状況はそれぞれである。ふるさとに戻れるとい

う選択肢が持てるように、雇用や住居、まちの環境整備等を少しずつ進めていくという

ことである。長期間に渡る支援活動になることが予想されるが、経済的な自立まで見通

した総合的な支援活動を計画している。
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５　考察

　東北新幹線等の主要な交通網のある岩手県内陸部から被災地である沿岸地域までは約

100 ㎞あり、内陸部から被災地への移動には時間がかかる。遠野市は、内陸部と沿岸地

域の中間地点に位置しており、遠野市に支援活動の拠点を置くことは、支援活動の時間

的な負担や移動にかかる疲労が少ないという利点がある。こうした条件も支援活動には

重要であろう。

　直接支援、中間支援、後方支援活動と多様な支援形態をとりながら、長期間の支援活

動を見据えた同ネットの取組は、被災地の復興を支援する取組として、多くの示唆を得

ることができる。組織の中心となっている構成団体の一つが、それまで地域と密着して

活動をしてきた遠野市社会福祉協議会であることも大きい。同ネットの復興支援計画

は、被災地が復興するための経済復興や自立までを視野に入れている。また、被災地で

の自立した活動が復興につながるという明確な方針もある。ただ、こうした仕組みは活

動を開始した時から確定していたものではない。多くの機関や団体、個人が関わる中で、

見えてきた問題点を整理し、徐々に整えてきたものであるという。「こうしなければな

らない」というものではなく、被災地の状況や参加している機関・団体の特徴、個人の

スキル等を踏まえて、修正、改善、発展してきたといえる。多くの団体・機関から構成

される組織が、被災地の状況や構成メンバーの特性を踏まえ、直接支援、中間支援、後

方支援、未来への支援等の多様な支援に取り組んでいる。このことは、今後の被災地支

援の在り方を考える上で、大きなヒントとなろう。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

ＮＰＯ法人遠野まごころネット理事長（平成 23 年 11 月 1 日現在） 佐藤　正市

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 11 月１日）

― 63 ―



7　ＮＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク

　　～地域の文化財を救出・保護・保存し、地域の宝として市民の共有財産にする取組～

【取組の概要】

８年前の宮城県地震をきっかけに、いずれ来るといわれていた宮城県沖地震で歴史資料

が散逸しないようにと、時間との競争で調査と保全を急いだ。従来の歴史資料の探索活

動や調査が個人的な研究課題や自治体史編纂として実施されることが多かったのに対し

て、調査は先ず資料をデジタルカメラで保全してデータベースを作り、後世のために分

析材料を残そうとするものである。活動を開始した８年前に遡れば、歴史資料の保全活

動を行っていたのは阪神淡路大震災を契機とした神戸史料ネットの活動ぐらいで、全国

的にも、また、ここ宮城県でも全く行われていなかった。震災の後では屋敷や蔵が壊れ

て解体されるので、とにかく震災が襲来する前に的確に歴史資料を探し当てて保全する

ことに力を注いだ。平成 23 年３月 11 日に発生した大津波で多くの家屋や蔵が流された

のでレスキューに入り、濡れたり泥で汚れたりした資料、カビのはえた資料などのクリー

ニング作業と、デジタルカメラによる全点撮影に取り組んでいる。こうした作業は、資

料ネットメンバーのほか、学生や全国から申し出てくれるボランティアの方々の協力を

得て続けている。今後全国的にも重要と思われる調査ノウハウの蓄積も見られる一方で、

70 万点を超える膨大な点数の撮影、プリントアウト（共有先が複数ある）など、使用す

る機器、トナーや用紙等の経費なども大きな課題である。さらに、原子力発電所の事故

等を想定すると仙台でも絶対安全とはいえず、保存したデータの保存先など課題は山積

している。

１　事例の概要

団体等の名称 ＮＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク

連絡先 宮城県仙台市青葉区川内 27-1　東北大学川内南キャンパス文科系総合

研究棟 11 階中会議室平川研究室

TEL　022-795-7546　FAX　022-795-7546

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

　宮城歴史資料保全ネットワークの活動に至る経緯については、任意団体の時代の平

成 15 年に発生した宮城県北部地震の３ヶ月後から４ヶ月間にわたり、県北の５町（矢

本町、南郷町、鳴瀬町、鹿島台町、河南町）の 192 件を調査したことが活動の始まり

である。この活動をきっかけに、それまでの「歴史研究者の研究材料としての歴史資

料」から、「郷土の成り立ちを知ることに欠かせない公共財としての歴史資料」へと

評価を変え、在仙大学の研究者、大学院生、博物館職員、地域住民に加えて日本各地

の方も会員に参加して活動を続けてきた。大地震が来ることが必至といわれている静

岡県からも問い合わせが来ている。

　伊達政宗などの著名人のものは資料価値がわかりやすいが、その他の村落資料など
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は文化財としての価値がわかりにくいために、所蔵者も保全しなければならないとい

う認識を持ちにくかった。

　平成 20 年６月に発生した宮城・岩手内陸地震の後にも被災した大崎市、栗原市、

栗駒町やその周辺地域を中心に活動を行ってきた。

　活動資金は、会員からの会費収入だけではとても足らず、大学からの研究費や各方

面からの寄付などを充てているのが現状である。様々な寄付先を求めて膨大な申請書

を書いて申し込んでいる。宮城での活動は東北大学を拠点にＮＰＯと連携した活動を

展開しているが、各地の取組の形態はまちまちである。例えば阪神地区では複数の学

界が集まる形を取っている一方で、博物館が主体となって活動している地域もあり、

その地域の人間関係を色濃く反映している。人数の点から言えば大学院生の存在が大

きく、仙台ではその点恵まれているが、その大学院生も減少しており学問の健全な承

継という点でも由々しき問題である。

　活動の開始時期に関しては、実際の活動が始まった平成 15 年８月 10 日であるが、

ＮＰＯ法人認証日という意味での設立年月日であれば、平成 19 年２月１日である。

全国的に見れば決して早い方ではない。人数としては現在 140 人規模である。東日本

大震災前には 90 名規模であったが、その後全国から応援の方がいらっしゃった。

（２）活動の形態

　上述の通り、宮城県では歴史資料は乏しいといわれていたが、宮城県北部地震をきっ

かけに民家に調査に入った結果、相当量の歴史資料が発見された。また平成 15 年の

場合、震災後３ヶ月経過して入った被災地では、既に多くの歴史資料が処分されてし

まった後であったという苦い経験もした。その際「そんな大事なものなら、何でもっ

と早く来てくれなかったのか」とお叱りを受けたが、町方の行政文書などは一般の人

は読めないので、処分されてしまうことが多い。

　また、３ヶ月も要したのはどこに資料があるか判らなかったためである。効果的に

調査を進めようと思えば、災害が来る前に資料所在リストを整備しておく必要があ

る。そのリスト作りは、先ず既に存在している村史・町史から紐解いて、しかる後に

郷土史家、教育委員会に当たってお話を聞き精度の高い所在リストを作る。土地勘が

ないと使える情報が得られない。その後、調査活動を進めながら、短期間に地域の歴

史資料を調べる（１年間に 50 から 60 箇所調査する）ローラー作戦の技術・ノウハウ

を蓄積するとともに、これまで研究者個人の歴史研究の証拠として捉えられてきた歴

史資料を地域の郷土の公共財と捉える視点を確立し、内容分析は必ずしも現時点でお

こなうということではなく、後世の研究家に任せることも視野に入れて、なるべく多

くの歴史資料の保全に専心するやり方を徹底している。

　実際に古民家や蔵に入って歴史資料を調査するには、慎重な行動が要求される。よ

そ者は受け付けないが、地元の方と一緒であれば「やあやあ。今度調査に入るのでよ

ろしく」と挨拶していただくとその後の調査が格段に容易になる。地元の行政機関に

は費用面では一切期待しないが（期待すると、その時点で話が進まなくなる）、当日

の立会い、写真取りする場所についてはお世話になる。今はデジタルカメラ（それま

ではマイクロカメラだったので高額で手に負えなかった）を使って現場（そのお宅の
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お部屋や近くの公民館等）で、お借りしたお宅の方の立会いの下に撮影し、調査後は

撮影資料を収めたＤＶＤ及びＡ４でプリントアウトしたもの（バインダーに収録）を

そのお宅、地元教育委員会にもお配りして評価いただいている。また、必ず地元の方

とできるだけ共同で調査するようお願いしている。実際に見ていただけば撮影の方

法、整理の方法が円滑に伝授される効果もある。しかしながら、数十年前までの調査

方法では、筆写せざるをえず、お預かりした歴史資料をお借りしたまま返却していな

い例があり信頼関係の点で問題が生じていた。その意味でも現地（公民館、そのお宅

の座敷など）で歴史資料を撮影する方法は優れている。

　歴史資料の保存は、できるだけ広く資料の概要を把握する方法を取っている。全体

計画から１軒当たりに費やせる時間を限り、個々の資料を撮影できないときには、一

塊で、あるいは表紙だけなど広い範囲をカバーすることを優先して取り組んでいる。

１日 50 件調査しようとすれば、１チーム１日７- ８件（１件１- ２時間）が限度、そ

の許された時間内でその場で全て写真撮影するか、所在確認の撮影に留めて日を改め

てくるかを即断する。１チームは仙台から２名と地元の方１名で 低３名で構成す

る。資料の撮影とともにヒアリングを実施しているので、相当密度の濃い活動ができ

るようになっている。

＜古文書等のデータ化作業＞ ＜襖に貼られていた古文書＞

＜被災地から収集した古文書等＞ ＜被災した古文書等の洗浄・修復作業＞
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　東日本大震災後の調査については、宮城県の沿岸地域がほぼ例外なく、しかも内陸

にまで深く入り込んだ津波の被害を受けたため、泥にまみれとなり、かつ塩分を含ん

だ海水に浸り夏に向けてカビが生える状態であったために、エタノール消毒なども加

わり、平時以上の手間隙を要している（現にヒアリング調査した部屋の隣では、埃よ

けのマスクをかけたボランティアの方々が、刷毛で泥を払い、一枚一枚丁寧にくっつ

いた紙をはがし乾燥する作業を行っていた）。

　良かったことは、行政機関とのネットワークができていたので被災家屋の情報が

入ってきたことであり、調査の緊急度を考慮する際に助かったこと。

　全体の進捗状況に関しては、活動開始後８年間で 70 万件写真を撮ったが、まだ全

体の３分の１にも達していないのではないか。歴史資料はこの瞬間にも捨てられてい

る、との強い危機感を持っている。

（３）関係機関等との連携

　地元自治体の社会教育施設との協力関係は比較的うまくいっている。歴史資料の保

全活動全般を見れば仙台市博物館がリードしている地域がある。宮城県の場合でも、

文献撮影のために公民館の部屋をお借りすることもあることに加えて、特に仙台市博

物館には震災直後には東北大学の学内 LAN がダウンしていたために施設を提供いただ

くなど便宜供与をいただいた。他方、図書館については特別な関係は見られない。

　マスコミとの関係については、考古学の領域では世間の耳目を集めるので活動の実

態を知ってもらう機会が多い。他方、歴史資料については地味なので収集の成果につ

いては背景説明とともに丁寧に発信して行かないとマスコミも報道してくれない。

知ってくれないと協力を訴えても効果が少ないので、その点で苦労している。

３　成果と課題

（１）成果

　成果については、後世の評価に委ねられる所が大きい。平川教授自身が強調されて

いるように、調査する側が自分の研究から来る興味を前面に出してしまうと「できる

だけ広くカバーして現存する資料の保全を図り公共財産とする」との会の趣旨をまっ

とうできないことから当然である。しかしながらこの成果の意味が「後世の利益」と

の意味であれば大いにある。

　一例を挙げれば震災の発生予測である。これは、大地震と津波による震災の発生予

測は過去の震災の歴史から計算されるわけであるから、その地域の歴史資料から過去

の震災記録が発見されれば将来の地震発生確率も影響を受けるからである。ただ、こ

の震災記録は歴史資料を読み込まないと簡単には見つけられないので調査の過程で直

ちに発見できるものでもない。従って、歴史資料を保全する人、これを読み込んで史

実を明らかにする人などの時間を超えた協力者がいて初めて成果に繋がりうる、息の

長い作業である。

　また、各地で歴史資料の保全と歴史資料の読み込みが進んで歴史が解明されつつあ

るが、効率的 ･ 効果的な資料の撮影方法などは各地で取り組んでおられる方々が共同

作業を行って初めてノウハウが共有される性質のものであることがわかる。
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（２）課題

　歴史から何を学ぶかは時代によって様々である。これまでの歴史は政治 ･ 経済が主

流であったからそれらに関する資料が珍重されてきた。戦後になってやっと社会史に

目が向けられるようになり、ここ 10-20 年で環境問題にも光が当たるようになってき

た。

　「災害史」についてはほとんど手がける人がいなかった。世界的に見て日本は地震

が頻発する国なので地震に関する歴史資料の収集が発達しているはずなのに、実際に

は歴史が地震の事実を指摘し、周期を見直しにつながり将来の地震予知に影響を与え

る（理科系のデータになる）関係となっている。

　ここから判ることは、歴史の実学としての意義は、現在の価値観から決めることに

はできず、歴史そのものをいかに保全して将来の分析を可能にする格好で残すかで決

まってくることである。従って保全する段階では保全対象の焦点を合わせづらく、必

然的に非効率性を内在させていることである。この誰にも貴重な情報となる可能性が

ある一方で、非効率な活動を一部のＮＰＯに任せておいてよいものだろうか。

　また、地元の理解を得るためにも、写し取った資料をコピーして持ち主や地元の関

係者に共有していただくことが不可欠なのだが、これに人手も費用もかからざるを得

ない。コピーの機器の借料はともかくトナーのコストが高額（東北歴史資料館の分を

含めると４セット作成するので、年間百数十万円）となるので、理解ある企業の支援

があれば大いに有り難いとの訴えには切実なものがあった。

　さらに、仮に首尾よく歴史資料が保全できても半永久的に保全するためには、平川

教授が指摘されるように保存方法・場所が問題となる。東日本大震災とそれに続く原

子力発電所事故が実際に起こった事実からは、女川原子力発電所から 50 キロ圏内の

仙台でも安全ではないことである。国立情報学研究所の支援なども受けながら、首都

圏、さらには外国での保存も考えなくてはならないことを示唆している。

４　今後の方向性

　先ず、宮城県だけでも今回レスキューした資料の撮影、整理に５- ６年はかかる。そ

こで、今後の歴史資料の保全を加速するために歴史資料の保全が持つ意義を広く認識し

てもらう必要がある。

　全国的に見ると、宮城歴史資料保全ネットワークのような活動団体がない県もあるの

で、この種の活動を行っている団体がどこにあるのか、全国的な「見える化」を行うこ

とから始める必要があろう。他方で歴史資料の保存活動について、①基本的考え方、②

保全作業のノウハウ、③保存方法　などについて情報共有と情報整理を行い、ガイドの

作成を図る。その活動の一翼を地域の社会教育施設が担う。

　さらにそのような活動に協力する可能性のある企業に理解を求める活動も行う。これ

らが緊急の課題となろう。

５　考察

　歴史資料は、それを実際に所有しているのは個人かもしれないが、それを将来世代が

その時々の必要性に応じて分析し、役立てることができるとの観点から見る場合には、
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共有財産とも言える。

　東日本大震災の教訓の一つには、その土地で営まれてきた生活は時代とともに変わる

ことはあっても、その記録の中から様々なリスク（例：地震と津波の記録）と可能性（例：

コミュニティの団結や活力維持、困難克服の記録）を引き出すことができる、というこ

とであろう。その有力な情報源となる歴史資料が失われて行く危機にある現在、公共の

立場から保存し将来に備えることは必要不可欠であると思われる。

　地域に複数ある社会教育施設が連携を取りながらその機能の一部として歴史資料の保

全活動を据え直すことを検討すべきである。

　企業の立場からも、どこまでご協力できるか真剣に検討すべきである。

（澁谷　隆）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

ＮＰＯ法人宮城歴史資料保全ネットワーク理事長・東北大学教授 平川　新

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月 18 日）
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8　プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！実行委員会

　　～詩・音楽等の芸術の力によって、地域を活性化し未来への希望を創りだす取組～

【取組の概要】

福島県で生まれ育った音楽家や詩人等が集まり、音楽や詩などの芸術を通して福島を元

気にしようという取組である。８月には、音楽を中心としたフェスティバルを開催し、

約 13,000 人もの参加者があった。また、市民や子どもたちを対象とした「音の学校」や

「市民科学者養成講座」等を開催し、学びの場を創るとともに交流と語らいの場を提供

している。被災地の復興支援には、多様な関わり方があるが、芸術文化の力や魅力によっ

て、福島を元気づけ、そこに生きる人々に勇気を与える取組である。出版物、テレビ、

ラジオ、インターネット等多様な媒体を活用して、広く情報発信に努めている。

１　事例の概要

団体等の名称 プロジェクトＦＵＫＵＳＨＩＭＡ！実行委員会

連絡先 福島県福島市置賜町 1-29　佐平ビル８Ｆ

TEL　024-573-0650　FAX　024-573-0651

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

　現在は任意団体ではあるが、ＮＰＯ法人化を準備中（平成 24 年６月にＮＰＯ法人）。

　組織運営は、地元で手伝った人を中心に、ボランタリーなベースで運営している。

コアメンバーは、福島と東京にそれぞれ 10 名程度。継続した運営が出来るように、

2012 年中にはＮＰＯ法人組織にする。

　大友良英氏の呼び掛けに呼応して、遠藤ミチロウ氏、和合亮一氏の二人の芸術家を

加えた三人が呼びかけ人となって発足した活動。放射能によってネガティブなイメー

ジが世界に伝播してしまった「福島をあきらめない」で、むしろ故郷・福島で「ポジ

ティブな未来像」を描くために地元の人々の協力のもとに開始されたプロジェクト。

　「私たちの気持ちを言い表す言葉がなかなか見つからない。思想や言葉を輸入して

くるのではなく、内部からの内発性の言葉がほしい」「福島から新たな文化を創造す

る」という思いで開始されている。

（２）活動の実際

　 大のプロジェクトは、８月 15 日に福島市の「四季の里」と「あづま球場」で実

施した野外ライブフェスティバルで、観客数が約１万３千人という、福島県下におけ

るコンサートとしては空前の規模となり、同時に世界中で 25 万人がネット上で参加

した。これにより世界中の注目を集め、ありのままの福島を世界に発信でき、多くの

人々が福島に集まることと併せて、見捨てられた福島のイメージを払拭し、福島の人々

に勇気を与え、その生きていく力にとって大きな寄与をなした。
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　当日は、単にコンサートにとどまらず、放射線対策を兼ねた空間全体を包み込む中

崎透氏とアサノコウタ氏監修の「福島大風呂敷」プロジェクトや、市民と協働した和

合亮一氏の詩の朗読プロジェクト「福島群読団 2011」など多彩な活動が展開された。

　中でも、全国から手弁当で参加した多様なジャンルの音楽を含め、地元の音楽愛好

家を中心とした 200 名を超える演奏家による「オーケストラ FUKUSHIMA!」は、観客の

共感を呼び感動を与えるとともに、「みんな楽しそうで明るく表現が出来、福島の人々

に笑顔が戻った」と評価される画期的なものであった。

　また、大友良英氏を中心にその活動が新聞、テレビ、ラジオ等に大きく取り上げら

れ、NHK が特別番組を制作する等、ネットを含めた幅広いメディアによって、「あり

のままの福島を知ってもらいたい」という意図は、相当の反響を得て効果を発揮して

いる。また、すでに２冊の関係書籍も出版されており、この検証は続いている。

　さらに、「詩の学校」「音の学校」や、放射能への対応についてアドバイスを得てき

た放射線衛生学の専門家で、独協医科大学国際疫学研究室准教授の木村真三氏による

「子ども放射線講座」の開催など、多様な活動を地道に開催してきている。

　アート空間の広がりの観点からも、言葉、音楽、美術という多様な表現を駆使して

おり、多数のアーティストを引き付け、多方向の総合的な表現活動になっている。し

かも、ここに一般市民の参画を得ており、企画、運営、出演のすべてに市民協働が実

現しており、新たな生涯学習の実現ともなっている。

＜木村真三氏による子ども放射線教室＞ ＜大友良英氏の音の学校＞

（３）関係機関等との連携

　地元の消防団や町会の全面協力を得た。

　機関ではないが、音楽家、美術家等の専門の芸術家を始め、広く一般市民のボラン

タリーな協力連携は枚挙にいとまなく、そうした多数の支援者の存在があってはじめ

て実現したプロジェクトであるといえる。

３　成果と課題

（１）成果

　福島の人々に勇気を与えたことが 大の成果。

　坂本龍一氏に代表される世界的な音楽家の共感を呼んだ点も大きい。多くの音楽家
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がギャラも交通費もないにもかかわらず手弁当で参加してきている。

　企画、運営、出演のすべてに市民協働が実現しており、新たな生涯学習の実現が見

られた点も大きい。

　こうした結果、ありのままの福島を世界に理解してもらいたいという初期の目的は

相当に達せられた。

　また、その影響は内外に広がっており、東京都による文化発信プロジェクトにおい

て「東京－福島」コンサートのシリーズが開催されたり、和合亮一氏がオランダに招

聘され、皇太子夫妻列席のもと、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団との共演で朗

読会が開催されたりしている。

（２）課題

　福島出身の専門的芸術家の活動にとどまらず、地域の市民の活動として持続するた

めに、継続した活動としての法人化が必要となっている。

４　今後の方向性

　今後は、さらに世界と多様に結びついていき、世界への発信を強化する。特に、イン

ターネット TV やツイッター等の新たなソーシャル・メディアを駆使して、世界との結

びつきを拡大する。

５　考察

　途方にくれて自信を喪失している福島の人々の生きる力を呼び戻し、勇気付ける取組

は、いくつも行われているが、本プロジェクトはその中でも出色で、 も大きく寄与し

たものと評価できる。

　「ありのままの福島」を世界に知ってもらうという、世界発信の戦略は明確で、その

成果も高く評価できる。

　法人化を準備しており、これにより持続した活動を保証され、今後の更なる展開に期

待したい。

（加藤　種男）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会共同代表 和合　亮一

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会福島事務局長 大森　真

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会 松本　久美子

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会 野田　茂則

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会 黒須　秀寿

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会 荒井　政章

プロジェクト FUKUSHIMA! 実行委員会 富山　明子

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 11 月 10 日）
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9　福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会

　　（通称：ふくしまキッズ実行委員会）

　　～被災地の子どもたちに豊かな体験活動を提供するとともに、子どもたちの体験活動

　　　を通して地域を元気にする取組～

【取組の概要】

福島県から一時避難する子どもたちを支援する取組として、北海道内の七飯町をはじめ

とした会場で「ふくしまキッズ夏季林間学校」が実施され、500 名を超す子どもたちが

参加した。福島県、北海道、神奈川県のＮＰＯ法人等でつくる実行委員会によって企画・

運営されている。１～５週間の宿泊型の体験プログラムにより、スポーツや農業体験な

どに取り組みながら、ルールを守り、集団行動を身につける学習の場としても位置付け

ている。また、北海道の 14 の市町が会場となり、各市町において地域住民や関係機関・

団体等が関わることによって、地域の活性化にもつながっている。

１　事例の概要

団体等の名称 福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会（通称：ふくしまキッズ実

行委員会）

連絡先 福島県東白川郡鮫川村赤坂東野字葉貫 57

TEL　0247-48-2508　FAX　0198-62-1002

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　設立の経緯

　福島県において福島原子力発電所の事故の影響により、子どもたちの屋外での活

動が制限されている。こうした状況を踏まえ、子どもたちの学びと育ちを支援する

教育事業を実施し、多様な体験をさせたりコミュニケーション力を育成したりする

ことを目的に設立された団体である。福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会

（以下「同実行委員会」とする）を構成しているのは、福島県内で、子どもたちに

自然体験活動を提供してきたＮＰＯ、ＮＰＯの支援団体、自治体、企業等である。

平成 23 年５月に第１回実行委員会を開催し、実質的な活動が始まった。小・中学

校が夏期休業になる７～８月に北海道において滞在型の体験活動を実施するため

に、数回の実行委員会を行い、活動について検討を続けてきた。

イ　運営の実際

　神奈川県内にあるＮＰＯ法人が事務局となり、運営資金の寄付の呼び掛け、広報

等をはじめとした様々な業務を担っている。子どもたちの体験活動の場を北海道と

し、「ふくしまキッズ夏季林間学校」と名付けた事業を実施するために、北海道の

自然体験活動を行っているＮＰＯ、自治体、企業等で構成される協議会が設立され、

現地での活動を企画・運営している。
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　活動に係る資金は、全て寄付等でまかなわれており、参加者からは北海道と福島

県の往復の交通費の負担のみとなっている。

　福島県をはじめ数か所での活動報告会の実施、活動報告書の作成、外部からの会

計監査等により、活動の透明化を図っている。

（２）活動の実際

ア　ふくしまキッズ夏季林間学校

（ア）実施に至るまでの状況

　小中学生を対象として北海道での滞在型体験活動を行う事業である。同実行委

員会が基本計画を策定し、募集、広報等を行った。北海道の自治体等からの申し

出があり、14 箇所で実施されることとなった。実施会場ごとに、自然体験活動

を専門とするＮＰＯ、地元自治体、企業、公民館等がメンバーとなる協議会を設

置し、体験活動のプログラム等を企画・実施した。北海道教育委員会から道内の

大学や専門学校へ協力依頼があり、多くの学生ボランティアが集まり、各実施会

場での活動に関わった。

　滞在期間は、１～５週間であり、対象は、小学校１年生から中学校３年生となっ

ている。募集開始とともに申し込みがあり、1,000 名を超えるまでになった。そ

の後、各地で体験活動の事業が多く始まったことから、 終的に 518 名の参加と

なった。７月には、参加の申し込みをした子どもたちと保護者を対象とした事前

説明会を実施し、事業の目的、計画、準備物、配慮事項等についての共通理解を

図った。

　夏季林間学校の会場である北海道以外の地域からのボランティアも募集し、関

東地区で事前の説明会を行った。

（イ）実際の活動

　北海道七尾町大沼を本部とし、ここから本部運営拠点７市町、旭川地区拠点３

町、夕張地区拠点４町、計 14 市町を会場として実施された。

　下記のような一日のスケジュールを基本として、各市町の地域の自然や文化等

を生かした体験活動プログラムが提供された。

時刻 活動内容

　６：００ 起床

　７：００ 朝食（当番制）、清掃、洗濯など

　９：００ 学習活動

１２：００ 昼食

１３：００ 体験活動、スポーツ、地域活動、職業体験、創作活動など

１６：００ 夕食準備（当番制）

１８：００ 夕食、片づけ、入浴

２０：００ 自由時間、話し合い

２１：３０ 就寝、リーダーの話し合いなど
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　例えば、旭川市西神楽でのプログラムは、地元の家庭に宿泊するホームスティ

や森林公園での遊び、動物園見学、川遊び、ジャガイモの収穫、木工クラフト、

アイヌ記念館訪問、ブナ林散策、流しそうめん、地域の祭りへの参加等であった。

子どもたちは、豊かな自然の中で、思い切り体を動かし、友だちと関わることで

充実した期間を過ごすことができた。この活動には、学生ボランティアの他に、

地域をよく知っている地元の大人たちがボランティアとして関わり、地域の資源

を生かした体験活動の展開に大きな役割を果たした。

＜砂金採りの体験＞ ＜森を歩く活動＞

イ　ふくしまキッズ夏季林間学校報告会

　本事業が終了した後、福島県、北海道、東京都において、報告会を開催した。林

間学校に参加した子どもたちやその保護者をはじめ、関係者や支援者が集まった。

事務局から活動の状況、体験活動のプログラム、子どもたちの様子等が報告された。

また、外部の専門家による監査報告も行われた。このように、事業の状況や成果に

＜活動報告書を作成＞ ＜多くの参加者があった報告会＞
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ついて積極的に情報発信することに努めている。また、同実行委員会のホームペー

ジからも、活動の状況を詳細に知ることができる。

（３）関係機関等との連携

　同実行委員会を組織する際に、多くのＮＰＯ、機関、自治体、企業等と連携を図っ

ている。また、北海道で夏季林間学校を受け入れた自治体、自然体験活動を提供して

いるＮＰＯ、大学、企業等とも連携を図り、体験活動のプログラムの企画、実施、宿

泊施設の準備等を行った。

３　成果と課題

（１）成果

ア　参加した子どもやその保護者の変容

　同実行委員会事務局によれば、参加した子どもたちは、北海道の豊かな自然の中

で、十分な体験活動を経験することができたという。多様な体験活動のプログラム

が提供されたこともあり、子どもたちは、屋外で体を動かし、たくさんの人と関わ

ることを通して、人とつながることの楽しさや喜びを感じた。

　子どもたちやその保護者の感想からも、この滞在型の体験活動を通して、子ども

たちが多くの体験とともに豊かな学びを得たことが分かる。

【参加児童の感想】

・今回は、「福島キッズ」で楽しく活動して遊ぶことができました。今まで、吸う

ことができなかったおいしい空気を吸い、触れることができなかった土、草を触る

ことも初めてだったかのように思いました。ぼくたちは、あの地震の後は、外で遊

ぶことができませんでした。しかし、「福島キッズ夏季林間学校」に参加し、北海

道の大自然を味わうことができました。こんなことができて、ぼくは、とても今う

れしい気持ちです。支援があったからこそ、このような経験をさせていただきまし

た。本当にありがとうございました。（中略）この「福島キッズ林間学校」の活動

を胸にして、前向きに福島で生活しようと思います。本当にありがとうございまし

た。

【参加児童の保護者の感想】

・今日、娘が帰ってきました。家への車中では、北海道の楽しかった思い出をずっ

と喋りっぱなしでした。もうすぐいわきに着くという頃に、「北海道ではマスクな

しで草の上でゴロゴロしたり、走ったりできたのに、また出来ないんだね」とポツ

リと言ったので、私は、草の上はもう少し我慢しようねと言うと、「今までは分か

らなかったけれど、草をむしると何か安心する匂いがするんだよ。また北海道に行

きたいな」と言いました。

・わが子は、ボランティアの大学生と離れたくなかったと涙していました。それ程

の経験をしてきたんだなと、こちらも胸が熱くなりました。大人になったら自分も

ボランティアに参加したいと言っております。

※「ふくしまキッズ夏季林間学校活動報告」からの引用
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イ　連携した自治体

　北海道の自治体の多くは、少子高齢化が進んでおり、この事業により久しぶりに

地域に子どもたちの声が響き、子どもたちと地域住民が接する機会が増えたとい

う。同実行委員会の副委員長である吉田氏からは、子どもたちの活動に地域の大人

が関わることにより、大人同士の交流ができ、それまで希薄だった大人同士の関係

性が深まったという報告があった。子どもたちに関わることによって、大人が変わ

り地域が変わったということである。中には、この事業のために 15 年振りに盆踊

りが復活した地域もあったという。子どもたちに体験を提供する際に、地域の大人

が自分の地域のよさや財産を再発見することもできたということである。

＜地域の祭りに参加＞ ＜受け入れの地域との交流＞

（２）課題

　福島キッズ夏季林間学校には、自然体験を専門とする 16 のＮＰＯが関わっている。

　具体的なプログラムを作成したり、スタッフの関わり方を考えたりする際に、自然

体験に対する各団体それぞれの思いや手法があり、目的と手段の共有化を図ることが

難しかったという。ある会場では許されたことが、別会場では認められない等、子ど

もたちがとまどうこともあったそうである。そこで、実行委員会の事務局から方針を

示し、子どもたちへの関わり方等について共通理解を図ることにしたという。

　個別の課題としては、会場によっては、食事内容が子どもたちの好みによってしまっ

た、プログラムを詰め込みすぎた、子どもたち同士の関わりを深めるためのプログラ

ムが少なかった等の課題があったとのことである。

　同実行委員会では、林間学校開催中の子どもたちの様子が分かるように、きめこま

かくブログ形式で映像等の情報発信を行った。しかし、保護者の中には、インターネッ

ト環境が整っていない家庭もあり、子どもたちがどこで何をしているのかという情報

が届かないこともあった。

４　今後の方向性

　同実行委員会としては、今後５年間の計画を作成している。今冬には、北海道、横浜

市、愛媛県の３会場で、冬のプログラムを実施することとしている。対象も、福島県の
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子どもたちだけでなく、全国の子どもたちを対象としている。そのため、北海道、北海

道教育委員会、ＮＰＯ等が構成メンバーとなって事務局業務を受け持つ「子どもを守ろ

うプログラム協議会」を設立している。今後は、この協議会が実施主体として事業を継

続していくという。

　今年度、夏季林間学校の実施を受け入れた北海道内の自治体からも、来年度もぜひ継

続して開催してほしいという要望が出ている。来年度は、募集人数を 1,000 ～ 2,000 人

とし、実施会場も増やすなど規模を拡大することとしている。震災後には、こうした取

組に対して社会の関心も高く、多くの賛同を得て資金も集まった。来年度以降も継続的

に資金が集まる仕組みづくりや、活動への賛同者を増やしていくことを考えているとの

ことである。

５　考察

　本事例には、復興を支援する際に重要と思われる３つの視点を見出すことができる。

　第一に、復興を進めるためには、人と人との関係づくりが大切であることを改めて示

していることである。震災後の復興には、安全なまちづくりやインフラ整備等のハード

面の整備とともに、そこに暮らす人々がつながって地域を創ることが求められる。社会

において人と人とのつながりを創るのは、社会教育の大きな役割であり、これまでに各

地域で実践と実績を積み重ねてきている。子どもたちの体験活動という教育的な視点を

持ちながら、子どもたちと子どもたち、子どもたちと大人、大人と大人の関わりを深め、

関係性を創りだすことが、地域づくりには必要であり、そこに社会教育の果たす役割が

大きいということをこの事例は示唆している。

　第二に、長期的な視野をもつことが大切であることを示している。同実行委員会の事

務局となっているＮＰＯは、かつて噴火によって三宅島の島民が避難した際に、三宅島

の受験生等に対して無料で学習する場を提供する取組を行ったことがあった。しかし、

三宅島からの避難生活は数年に及ぶこととなり、２年目以降の受験生等への支援につい

ての計画がなく、支援する人員、資金、連携体制等の見通しが不十分だったため、取組

を中止せざるを得なかったという経験をもっている。災害後の避難生活は長期に渡るこ

とを踏まえ、同実行委員会では、この事業を５年計画で考えている。そのために、実際

に子どもたちの体験活動を企画し実施する協議会を北海道に設立し、専門的なノウハウ

をもっているＮＰＯ、自治体、企業、大学等との連携を図っている。２年目となる平成

24 年度は、募集人数、実施会場とも増やすこととしている。また、子どもたちの長期

自然体験活動が子どもたちに及ぼす影響についても検証していくことも考えているとい

う。そこには、子どもたちの体験活動を通して、子どもたちの成長を支えるとともに、

子どもたちに関わった地域や大人にも元気になってほしいという強い願いが込められて

いる。

　第三は、情報発信を丁寧に行うことの大切さである。同実行委員会では、ホームペー

ジ等により、同実行委員会の理念や取組について情報発信している。また、映像班を編

成し、夏季林間学校の子どもたちの活動を映像によって克明に記録しホームページ上で

公開している。夏季林間学校が終了した後、10 月には活動報告のために３会場で報告

会を行っている。報告会では、会計監査報告もなされ、集まった支援金の使用状況、活
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動の成果と課題を詳細に報告している。このように、丁寧な情報発信を行うことによっ

て、活動を広くＰＲするとともに、社会的な信用を得ることにもつながっている。活動

の様子をまとめ、報告するには相当なエネルギーを要する。しかし、それでもなお、こ

れだけの情報発信に努めることの意義は大きい。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会副委員長（ＮＰＯ法

人教育支援協会代表理事）

吉田　博彦

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 11 月 29 日）
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10　なにわホネホネ団（大阪市立自然史博物館）

　　～博物館を拠点に活動するボランティア団体が、

その専門性を生かして被災地での体験活動を行う取組～

【取組の概要】

大阪市立自然史博物館で骨格標本づくりに携わるボランティア団体が、被災地に赴き、

ボランティア活動を通して蓄積してきたスキルやノウハウを生かし、化石づくり等の

ワークショップ等を実施している。被災地で活動するＮＰＯ法人と連携することによっ

て、円滑な支援活動につながっている。また、ボランティアと大阪市立自然史博物館と

の連携が密であり、大阪市立自然史博物館を通して被災地の博物館や行政機関等との連

絡調整が図られ、活動がスムーズに進められている。被災地でのワークショップは、パ

ケージ化されたものであり、受け入れる側の負担が少ないことも特徴である。

１　事例の概要

団体等の名称 なにわホネホネ団

連絡先 大阪府大阪市東住吉区長居公園 1-23　大阪市立自然史博物館内

TEL　06-6697-6262　FAX　06-6697-6306

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　設立の経緯

　なにわホネホネ団（以下「同団」とする）は、大阪市立自然史博物館（以下「同

館」とする）を拠点に骨格標本作成を行っているボランティア団体である。平成

15 年に近くの動物園が閉園した際に飼育動物のはく製や頭骨標本を同館が引き取

ることとなった。同館の標本の整理に来ていたメンバーに声をかけたことがきっか

けとなり、以後、同館において哺乳類や鳥類等の標本化作業を行うこととなった。

イ　運営の実際

　毎月１回の定例会において、標本化作業を行っている。また、全国から哺乳動物

の死体が送られてくるようになり、必要に応じてメンバーが集まり標本化の作業を

行っている。メンバーは、小学生から高齢まで幅が広いが、20 ～ 30 歳代が多いの

が特徴である。平成 23 年 11 月現在で、メンバーは 200 名を超えている。標本化作

業の他に、全国各地でのイベント等で骨格標本の展示やワークショップ等を行って

いる。

（２）活動の実際

　同団では、これまでに全国各地で、ボランティア、子ども、一般市民を対象とした

ワークショップを行ってきた。そうしたノウハウやスキルを生かした被災地の復興支

援にについてメンバーで話し合った。
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　復興支援に関わる目的の第一は、博物館のボランティアサークルとして、同じ博物

館や東北の子どもたちを応援したいということであった。目的の第二は、復興支援を

通して、被災地の博物館や子育てに関わる団体と交流し、人間関係を作ることであっ

た。

　文化的な復興は、まだ早いのではないかということで、７月に同館の友の会による

チャリティーイベントを行い、収益金を被災地へ送った。一方、西日本の自然系博物

館で組織されている西日本自然史系博物館ネットワークでは、被災地の博物館等への

支援を検討しており、同団としても同ネットワークと歩調を合わせ、活動することと

なった。

　その後、具体的な支援として、以下の取組を行った。

ア　被災地の博物館への支援活動

　西日本自然史系博物館ネットワークにより、被災した陸前高田市立博物館の標本

の修復が行われた。同団は、直接この活動には関わっていないが、部分的に標本の

修復にメンバーが関わっている。

イ　被災地の住民を対象にした支援活動

　被災地において、同団が行ってきたワークショップの手法を生かしたイベントを

開催することとした。そこで岩手県の子育て支援サークルにワークショップ開催を

打診し、博物館やサークルのメンバーと数回打合せを行った。７月 24 日に、博物

館友の会による復興支援イベントが開催され、そこでは遊びコーナーが設けられ

た。その遊びコーナーにおいて、遊び方を提案し、改善点を検討した上で、本番に

臨むこととした。

（ア）ワークショップのプログラム

　岩手県は、化石の産地として有名である。そこで、岩手県で見つかる古生物、

郷土の植物学の偉人をテーマにすることした。岩手県が誇る地域の財産をテーマ

とすることで、郷土への愛着や誇りを感じて欲しいという願いからである。また、

博物館は、自然の記憶を保管する施設と捉え、地域の財産について情報発信する

ことにより、博物館の再開に向けた支援につながると考えた。

（イ）組織

　１回のワークショップでは、スタッフが 15 名程度関わった。ワークショップ

リーダーが４名、学芸員１名、運営スタッフ 10 名程度である。現地滞在費は、

同団が負担した。当日スタッフや現地スタッフ、ボランティアはその都度何名で

も受け入れることとした。会場は、公民館等の施設を活用した。

（ウ）協力体制

　大阪市立自然史博物館を中心に活動しているＮＰＯ法人大阪自然史センターが

スタッフを派遣し、ワークショップそのものの企画、準備作業にも関わった。大

阪市立自然史博物館は、館としても関わっていくことになり、学芸員が窓口となっ

て現地の博物館との交渉を担った。岩手県においては、子育て支援サークルやＮ

ＰＯが会場の確保、教育委員会への後援依頼など現地の連絡調整を行った。また、
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広報や当日の運営にも関わった。岩手県立博物館は、運営のアドバイス、現地の

情報提供、当日の運営、ワークショップで使うワークシート・化石・標本の提供

等を行った。陸前高田市立博物館は、被災標本レスキュー活動に関する展示パネ

ルの提供を行った。

（エ）活動の実際

　９月に山田町、大船渡市において、子どもワークショップ「きょうは一日、化

石であそぼ！」と名付けた事業を実施した。化石のストラップ作成、色紙を使っ

た貼り絵カードづくり、化石のスタンプのコーナー、地元で採れる貝殻を使った

遊び等、子どもたちを中心とした遊びの場を設定した。約 700 名の参加者があっ

た。11 月には、同様の内容で、陸前高田市においても実施し、約 300 名の参加が

あった。

＜イベントに参加した子どもたち＞

＜イベントのチラシ＞

３　成果と課題

（１）成果

　事務局である同館学芸員和田氏によれば、被災地で子どもたちを対象としたワーク

ショップを現地の関係機関や団体と連携して実施できたことが大きな成果だという。

　特に、被災地の博物館（岩手県立博物館、陸前高田市立博物館、大船渡市立博物館

等）と連携をしたことによって、復興に向けた協力体制を作ることができたことが大

きいという。また、教育委員会をはじめ、ＮＰＯやボランティア団体等とも幅広い連

携をとっている。こうした連携を通して、被災地の関係機関や団体の活動を活性化す

ることにつながっているとのことであった。

　二つ目の成果は、被災地の方に喜んでもらえたことだという。イベントへの参加実
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績は、５市町で開催した結果、1,040 名の参加となった。以下にイベント参加者の声

を紹介する。

・子どもが学校からチラシを持って帰ってきて、冷蔵庫に貼って、ずっと「あと何

日だね」と楽しみにしていました。

・親子で出かけられるところが本当に無くなってしまって、土曜日の午後になると

「どうしよう」と悩むんです。今日は、よかったです。

・楽しかったです。一日中いました。

　被災地においては、子どもたちの体験活動の場が少なかったことから、子どもたち

をはじめ家族からもイベント開催に対して感謝の声が届き、ニーズに合った支援活動

ができたといえる。

　また、同団としては、短期間で複数回のイベントを開催したこと、イベントの企画・

運営を担ったこと等によって、被災地との信頼関係ができ、次回のイベント開催の要

請へとつながっていることも成果ととらえている。

（２）課題

　同団のワークショップは、パッケージ化されてはいるが、必ず現地の財産等を活用

することとしている。そのため、現地の情報や様子を詳細に把握する必要がある。今

後は、被災地の博物館等の社会教育施設や関係者等との連携を図ることが重要となる

ということである。今後、被災地の状況に合わせた支援がどこまでできるかが問われ

るであろう。

　後の考察でも記述しているが、博物館の学芸員との連携が緊密に図られている。一

方で、同館には同団以外にも多くのボランティア団体が関わっている。同団の事務局

の和田氏によれば、そうしたボランティア団体等が個別に被災地支援をすることと

なった場合、どのように連携を図り、円滑に活動を進めていくかという連絡調整が必

要となってくるということである。博物館に関わっている多くのボランティア団体が

被災地への支援を考えたり取り組もうとしたりしたときに、博物館としての関わり方

も課題となってくるということである。

　被災地に対して、一過性の支援ではなく継続して関わっていくという姿勢と見通し

を示すことも大切とのことである。来年度も継続してほしいという要望がある半面、

来年度以降の計画や見通しを示すことができないという実態もある。要望があった被

災地でワークショップを開催できるような資金、人員の確保も欠かせない要件とな

る。

４　今後の方向性

　被災地のニーズや都合、受け入れてもらえる余裕の有無等を踏まえながら、継続して

被災地での活動を続けたいということである。今回、被災地で活動をしたことによって、

初めてこのような体験を伴う活動が求められていることが分かったという。同団では、

被災地の機関や団体等と連携しながら、長期間に渡る支援活動をしていきたいと考えて

いる。

　大阪市立自然史博物館では、博物館や地域で活動している団体等によるフェスティバ
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ルを開催している。これは、各団体等が博物館や地域を拠点としながらもお互いのつな

がりがないことから、団体等間のつながりを作りネットワーク形成のきっかけとしたい

という思いからであった。本年度は、全国から 80 あまりの団体が参加した。こうした、

団体等とのネットワークにより、それぞれの団体等がもつ専門性を生かした多様な支援

活動をしていきたいという願いもある。こうした専門性を生かした支援を通して、その

ノウハウや手法等を被災地の方々が活用することによって、いずれは被災地に暮らす

人々自身が、地域の復興のために活動できるように協力していきたいと考えている。

＜各団体等によるフェスティバルのチラシ＞

５　考察

　本事例の特徴として、ボランティア団体とボランティアを担当する博物館の学芸員と

の間できめ細かく連絡調整が行われており、博物館とボランティア団体との信頼関係を

もとに、震災後の復興につながる取組が行われていることが挙げられる。被災地での活

動を企画・運営する際に、同館の学芸員と協働することにより、現地の博物館等との連

携も円滑に図られている。また、被災地のＮＰＯや行政機関等との連携も、大阪市立自

然史博物館がコーディネートすることにより、スムーズに進んでいる。

　二つ目の特徴は、これまでに同団が行ってきた活動（市民向けのワークショップ等）

をそのまま、被災地での活動に生かすことができたことである。被災地での活動をゼロ

から考えるのではなく、自分たちがもっている企画力、ワークショップ実施のノウハウ、

既存の道具等をそのまま活用することができている。本事例からは、それまで社会教育

として地域で地道に行ってきたことが、震災後の復興にもつながり、役立っていること

がわかる。

　被災地では、こうしたワークショップ等を受け入れる際には、なるべく負担のかから

ない事業を望んでいると思われる。同団の事業は、パッケージ化したイベントであり、
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どの地域でも実施することが可能である。一方、どこで実施しても同じ内容ではなく、

パッケージの中には、その地域の財産の活用が図られている。被災地への負担をできる

だけ軽くし、しかもその地域のよさや可能性をも示すことのできる同団の取組は、専門

的なスキルやノウハウをもつＮＰＯやボランティア団体が被災地への支援を行う際に

は、大いに参考となろう。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

大阪市立自然史博物館学芸員　なにわホネホネ団事務局長 和田　岳

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 11 月８日）
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11　ＮＰＯ法人こどもとむしの会（兵庫県佐用町昆虫館）

　　～ＮＰＯが持つ専門性を生かして博物館の被災資料等の修復や

子どもたちへの支援を進める取組～

【取組の概要】

ＮＰＯ法人こどもとむしの会は、兵庫県にある佐用町昆虫館を運営するなど、昆虫を通

して子どもたちに自然の素晴らしさを伝えているＮＰＯ法人である。昆虫に関する専門

的な知識や標本づくりのノウハウ等を活かして、陸前高田市立博物館所蔵の被災した標

本の修復等の支援を行っている。また、被災地から避難してきた子どもたちを対象にし

た昆虫教室を開催したり、関係機関等と連携して被災地でのワークショップ等を行った

りしている。支援する側と被災地との信頼関係を大切にしていることや両者が目的を共

有することなど、復興支援に関わる際の重要な視点を得ることのできる事例である。

１　事例の概要

団体等の名称 ＮＰＯ法人こどもとむしの会（兵庫県佐用町昆虫館）

連絡先 兵庫県灘区六甲台町 1-1　神戸大学農学部昆虫科学研究室内

TEL　080-3853-6483　FAX　06-7878-3758

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

ア　設立の経緯

　昭和 46 年に設立された兵庫県昆虫館は、平成 20 年に閉館し、昆虫館の施設は、

佐用町に譲渡された。この昆虫館を運営するためにＮＰＯ法人こどもとむしの会（以

下「同会」とする）が設立され、平成 20 年から昆虫館の運営にあたっている。同

会の目的は、①ふるさとの昆虫を通し、子どもたちの好奇心、探究心を育む（環境

学習の促進）、②豊かな自然環境を守り、育てる（生物多様性の保全）、③地域の教

育、観光の振興（地域の振興）の３本柱であり、普及啓発活動、運営支援事業、調

査研究事業に取り組んでいる。平成 23 年６月現在で会員 89 名、賛助会員６団体・

名となっている。

イ　被災地支援に至った経緯

　同会として被災地の子どもたちのためにできることを話し合い、佐用町昆虫館に

募金箱を設置したり、ホームページ等で寄付を呼びかけたりした。同会事務局の八

木氏が兵庫県立人と自然の博物館に勤務していることから、被災地の博物館と情報

共有することが可能であった。八木氏から被災地支援に関する情報を同会会員に提

供し、被災地支援の活動に賛同するメンバーによりプロジェクトとして、陸前高田

市立博物館への支援活動が始まった。また、これまで連携して活動してきた兵庫県

立人と自然の博物館が実施する被災地支援事業への協力、同会の会員が構成メン

バーとなっている団体が被災地の子どもたちに体験活動を提供するプロジェクトへ
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の協力も行うこととなった。

（２）活動の実際

ア　陸前高田市立博物館の標本レスキュー

　陸前高田市立博物館には、貴重な動植物の標本や文化財等が多く収蔵されていた

が、東日本大震災による 16 ｍもの津波によって、大きな被害を受けた。昆虫標本

も泥をかぶり、カビや塩害により、至急修復する必要があった。陸前高田市立博物

館の被災した標本等は、岩手県立博物館に運び込まれた後、全国の博物館に送られ、

修復作業が行われていた。しかし、大きな被害を受けたため全国の博物館に送るこ

とのできない昆虫標本が 130 ケース残されており、同会がこの一部の修復にあたった。

　６月から９月にかけて、４回の修復作業に関わった会員は、延べ６名、活動日数

は、延べ 30 日間であった。

　岩手県立博物館の職員とも連携しながら修復方法を検討し、試行錯誤を重ね修復

にあたった。甲虫類は外骨格がしっかりしているため、修復が比較的スムーズであっ

たが、チョウ・ガ・トンボ等の作業には時間を要した。地元の岩手むしの会、博物

館の非常勤職員等も作業に加わった。

　その他、失った標本を再度、収集し標本にするために、必要となる多数の道具や

図鑑等を寄贈した。10 月末現在で、修復が必要な標本は 43 箱となり、全体の３分

の２の作業を終えることができた。

＜被災した標本＞ ＜修復作業の様子＞

＜泥をかぶった標本＞ ＜泥を落としたところ＞ ＜修復した標本＞
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イ　被災地の子どもたちを対象とした活動

　８月には、福島県から避難してきた子どもたちを対象に、昆虫教室（観察・採集

会）を開催した。これは、「福島のこどもを招きたい！明石プロジェクト」が主催し、

同会が協力した事業である。外で思いきり遊ぶことのできない子どもたちを招き、

約２週間の日程で、様々な野外活動を明石市内で実施した。28 名の子どもたちが

参加し、約 100 名のボランティアが関わった。

　同会が行った「命の昆虫教室」では、昆虫標本を前に、同会のメンバーが昆虫に

ついて話をした後、メンバーの指導のもと野外で実際に昆虫採集を行った。クマゼ

ミ、シオカラトンボ等を採集した子どもたちは、 後に「ありがとう」の言葉を添

えて、野外に反した。

＜標本を見ながら講師の話を聞く＞ ＜野外での昆虫採集＞

ウ　関係機関等と連携した学習機会の提供

　兵庫県立人と自然の博物館の復興支援活動「ひとはく Kids キャラバン in 仙台」

の一つである「いどうこうんちゅうかん」を、仙台市太白山自然観察の森・自然観

察センター、仙台市科学館、同会が協働して行った。市内の児童館を会場として、

昆虫、植物、化石の３種類の展示を行った。また、実際に昆虫を手にとって触った

り、昆虫を観察してスケッチしたりした。屋外には、蚊帳を張り、中に昆虫を放し

て、昆虫と触れ合う場も設定した。

３　成果と課題

（１）成果

　陸前高田市立博物館への支援活動では、大きな被害をうけた昆虫標本に対して泥の

剥離、洗浄、保存のための液体注入、整形等の細かな作業を行い、多くの標本を修復

したことが大きな成果といえる。実際に修復作業に関わった同会副理事長の三木氏に

よれば、昆虫標本の修復のノウハウや留意事項等については、それまであまり情報が

ない状態であったため、岩手県立博物館の職員と連携しながら、地道に取り組んだと

いう。また、地元のむしの会や博物館の職員・ボランティア等とも協働しながら進め

たということである。被災した標本 130 箱のうち、約３分の２の修復作業が終わって
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いる。

　被災地の子どもたちを招いた昆虫教室や、被災地での「いどうこうんちゅうかん」

では、子どもたちの笑顔や活動へ積極的に関わる姿勢が見られたことが大きな成果だ

という。被災地からは、この活動に対して感謝の声が寄せられている。被災地の子ど

もたちに不足していた自然体験や生命と触れ合う体験を実施することで、子どもたち

は元気になり、「がんばろう」という意欲を高めたと言える。

（２）課題

　同会事務局の八木氏によれば、今回の取組をどのように継続していくかが課題との

ことである。取組の成果も大きいことから、被災地からは継続した支援を望む声もあ

る。陸前高田市立博物館への標本レスキューに係る経費は、企業の助成金により賄っ

た。そのため、標本箱や薬品、標本採集に使用する道具等を購入することができた。

　しかし、移動を伴う遠隔地の被災地への支援には、交通費、宿泊費等の経費がかな

りかかることとなる。こうした負担を減らし、継続的な支援を行うための資金をどの

ように集めるかが課題となっている。

　今回は、地元の虫の会やボランティア等との連携はとれたものの、標本の修復を行

うには人手がいる。同会のメンバーだけでなく、被災地での賛同者を募り、作業を円

滑にすすめていくための人材の確保も課題ということである。

４　今後の方向性

　被災した標本が残っているため、修復作業を継続する予定である。平成 24 年４月を

めどに、標本のクリーニングを終え、その後は、標本のデータ化を行うこととしている。

また、仙台市の児童館、科学館、兵庫県立人と自然の博物館等と連携した活動も継続し

ていく予定である。被災地では、博物館そのものが被害を受け博物館としての機能が止

まっている地域もある。このままだと地域から博物館が無くなる可能性もあるという。

地域にとって博物館の意義を改めて考え、今後修復した標本等をどのように活用してい

くのかという計画づくりが望まれる。

５　考察

　同会による被災地への支援活動で、 も特徴的なのは、被災地との信頼関係を大切に

したことである。同会では、かつて佐用町昆虫館が土砂災害にあった際の支援活動等の

経験を踏まえ、被災地への支援に欠かせないものとして、被災地との信頼関係を第一に

置いた。これは、近年国内で 初の未曾有災害、阪神・淡路大震災の経験でもあるとい

う。支援する側の「こうしたい」という思いを具現化する活動ではなく、被災地の方々

の思いやニーズを十分聞いた上で、一緒に活動を進めたことにこの事例のポイントがあ

る。

　昆虫標本の修復については、人員と道具の不足、修復手法の未確定等の課題があった

ため、岩手県立博物館の研究員の指導の下、修復にあたることとした。また、地元のボ

ランティア等と一緒に修復作業を進めることによって、信頼関係を築くことができた。

同会のメンバーだけで修復作業を行おうとすれば、ここまでスムーズに活動が進んでい
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ないと思われる。

　また、修復作業に必要な乾燥用デシケーターと標本箱の提供（企業の助成による）等

のニーズに基づいた物的支援を行ったことも信頼関係を作ることにつながっている。

　次に本事例の特徴として挙げられるのは、被災地の方と同会のメンバーが目的を共有

し、とりあえずではあるが「ゴール」を明確にしたことである。具体的には、昆虫標本

を修復し、地域の宝を守るということである。苦労しながらではあったが、修復作業を

地道に行うことで、修復標本が増えていく。逆に被害を受けた標本が減っていく。この

ことは、両者にとって大きな励みとなり、成果を実感することができたと考える。この

ことから、被災地の復興に関わる際には、思いを共有するとともに、同じ目標に向かっ

て協働しようとする意識をもてるかどうか、さらには、やりとげたという達成感を持て

るかどうかも大切な視点となろう。

　被災地から遠い兵庫県からの支援ではあるが、被災地の方に寄り添い、活動を共にす

ることによって着実に地域の復興に関わった事例であり、本事例からは、被災地の復興

支援には「被災地の方と外部の人間が同じ目線で共に復興に関わる」ことが重要である

ということを導き出すことができる。

　 後に、陸前高田市立博物館、兵庫県立人と自然の博物館、佐用町昆虫館といった地

域の財産をていねいに保管、整理してきた博物館との連携も、本事例を見る上で欠かせ

ない視点である。博物館という社会教育施設のもつ専門性や教育効果をうまくＮＰＯと

の活動に連動させている点は、今後の復興に関わろうとする社会教育施設にとっても参

考となろう。

（山本　芳正）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

ＮＰＯ法人こどもとむしの会副理事長 三木　進

ＮＰＯ法人こどもとむしの会事務局　兵庫県立人と自然の博物

館主任研究員

八木　剛

（聞き取り調査実施日 　平成 23 年 11 月８日）
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12　社団法人全日本郷土芸能協会

　　～郷土芸能の復興を通した地域づくりを進める郷土芸能復興支援プロジェクトの取組～

【取組の概要】

社団法人全日本郷土芸能協会では、震災後すぐに、被災地の郷土芸能の情報収集に努め、

被災状況の把握を行った。こうした情報をもとに、独自の基金の設定、および各支援団

体への情報提供、郷土芸能団体への支援情報提供、応募作業の支援などを行っている。

被災した郷土芸能団体等は、約 500 以上と推定され、その被害状況の全貌は未だ把握さ

れていない。しかし、各地の団体等と連絡を取り合いながら、一日でも早い郷土芸能の

復興を目指して、多様な支援を行っている。また、被災地をはじめとして各地で復興に

つながる事業を実施している。被災地の復興には、人々がつながる郷土芸能や祭り等が

要となることを示唆する事例である。

１　事例の概要

団体等の名称 社団法人全日本郷土芸能協会

連絡先 東京都港区赤坂 6-7-14

TEL　03-3583-8290　FAX　03-3583-2089

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

　社団法人全日本郷土芸能協会（以下「本協会」とする）は、日本各地に伝承されて

いる民俗芸能の育成と振興を図り、文化の発展に寄与することを目的として設立され

た、民俗芸能の保存団体および民俗芸能に関心を持つ団体や個人を会員とする全国組

織であり、1973 年に設立された。

　団体会員数は、約 250 団体で、保存会が中心となっている。

　公開された収支計算書によると、事業活動の収支は、それぞれ年間５千万円前後で

ある。

　役員は、中嶋春洋理事長以下理事 19 名、監事２名である。

　現在は、文部科学省を主務官庁とする社団法人であるが、公益法人化を準備してい

る（平成 24 年４月から公益社団法人）。

　そもそも、被災地における会員も多くあり（約 30 団体）、また調査研究活動を通し

て、被災地に多くの郷土芸能団体が存在することは分かっていた。このため、機関紙

の５月 15 日号にいち早く応援メッセージを掲載するとともに、まず情報収集を開始

した。当初は情報収集に困難を極めたが、 初は個人的なネットワークを駆使して、

会員である保存会の安否確認からはじめた。

　復興支援プロジェクトを立ち上げたのは、７月上旬で、支援すべき団体のリストアッ

プに努めた。被災地には、1,000 を超える団体があるものと推定している。
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（２）活動の実際

　郷土芸能は生活の一部であり、人々の命と生活の大きな拠りどころである。このた

め、郷土芸能の再興は、被災地復興の重要な要であり、これを支援するためにいち早

く独自の基金を立ち上げた。しかしながら、被災者は、応募書類も満足に記載できる

環境になく、全く体制が整っていなかった。また、当協会が公益法人に移行していな

いこともあり、独自に寄付者を募ることは必ずしもスムーズには行かなかった。さら

に、他にも有力な支援団体や基金が設立されたため、当協会としては、これまでの情

報の積み重ねやネットワークを活かして、そうした支援団体や支援基金に対して、被

災団体の応募の実務の手伝いや情報提供に重点を置いた活動に転換した。すなわち、

被災団体に支援情報を伝え、応募書類の記載を手伝うなどしている。求めに応じて、

支援団体側にさまざまな情報提供もしている。

　郷土芸能の復興は、普通に芸能のできる状態に復することが重要と考えている。そ

のためには、まず太鼓や笛、獅子頭などの道具、衣装などの修復、調製のための資金

援助が効果的である。 初は小さな支援で十分で、それで復興のスタートが切れる。

その上で長期の継続した支援体制が必要である。復興のきっかけ作りのためには、東

京などへ被災地団体を招待し、激励することも有効である。そうして、復興したモデ

ルを作り焦点を当て、他への波及として、長期の取組をしたい。

　2009 年に岩手と福島両県は「民俗芸能緊急調査」を実施した。それによると、それ

ぞれの県で、1,120 件、858 件の民俗芸能を確認することができた。しかしながら、

この 20 年間に、それぞれの県で、260 件と 173 件の民俗芸能が失われてもいる。今回

の大きな被災以前から民俗芸能の存続は大きな危機を迎えていた。限界集落では、民

俗芸能は成立しない。今となっては、もはや間に合わなくなった活動が多い。その存

続のためには、子どもの体験による継承と育成が不可欠であり、特に子どもに体験を

重視した活動を今後も継続する。

＜宮城県石巻市大浜地区　葉山神社＞ ＜獅子舞復興プロジェクト　春祈祷＞

（３）関係機関等との連携

　儀礼文化学会、日本財団、企業メセナ協議会等と連携した取組をすすめている。
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３　成果と課題

（１）成果

　独自の基金における支援活動は十分の成果を挙げるにいたらなかったが、そのため

の情報収集とこれまでのネットワークの蓄積により、日本財団が郷土芸能の復興モデ

ルを形成するのに大きな寄与をしており、また、企業メセナ協議会が設定した GBFund

（芸術文化による復興支援基金）による郷土芸能支援への応募団体の実務支援を実施

し、これまでに 20 を超える団体の助成金獲得に寄与した。

（２）課題

　宮城県と岩手県においては、調査が相当行き届き、現状把握がされつつあるが、原

発避難を抱える福島県においては、十分な調査活動も実施できず、課題が残っている。

４　今後の方向性

　繰り返しになるが、民俗芸能は、

人々の生活の一部であり、生きる

力の大きな拠りどころである。さ

まざまな関係機関の理解と協力を

得ながら、活動を継続していきた

い。無理のないスタートは切れた

ので、長期の取組を展開する。子

どもの体験プログラムを中心に、

普通に郷土芸能を実施できる状況

に戻るまで支援を継続する。あわ

せて、これまで協会が行っている

多様なプログラムを継続実施す

る。

５　考察

　地味な団体であるが、これまでの長い実績の積み重ねがあり、郷土芸能を振興するほ

とんどわが国で唯一の全国組織としての役割を果たしている。機関紙が充実しており、

震災後いち早く、被災地の情報を取り上げ、被災地の郷土芸能を激励してきた。独自基

金は十分な成果を上げることはできなかったが、にもかかわらず他の支援団体の情報を

いち早く現地に届け、また体制の整わない被災者に代わって応募用紙の記載について懇

切丁寧なアドバイスを実施するなど、助成金獲得の支援において大きな寄与をしたこと

は、高く評価できる。団体の郷土芸能への熱い思いが基底に流れており、これまでの実

績の上に、混乱期における丁寧な情報提供や、長期の取組姿勢を支えている。被災地に

おける復興に郷土芸能が果たす役割の大きさを考えると、当協会の存在は、復興に不可

欠で重要なものと考えられる。

（加藤　種男）

＜北上市における東日本大震災復興支援事業＞
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（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

社団法人全日本郷土芸能協会常務理事事務局長 笹生　昭

社団法人全日本郷土芸能協会常務理事事務局次長 森下　春夫

社団法人全日本郷土芸能協会事務局 小岩　秀太郎

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月 13 日）
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13　公益社団法人セカンドハンド

　　～行政やＮＰＯ等との連携により、避難者の自立支援と被災地の経済復興を目指した取組～

【取組の概要】

公益社団法人セカンドハンドは、東日本大震災の被災地支援のために、全国に点在す

るＮＰＯやＮＧＯとの被災地情報の共有、地元企業との連携とコーディネーション、

地元市民を巻き込む活動を通して、名取市や石巻市にいち早く緊急物資を届け、必要

な期間それを続けた。しかし、本当に必要な支援はそれ以降であり、被災者の自立支

援に向けた取組「キャッシュ・フォー・ワーク」をＮＧＯとの連携によって開始した。

国際協力に用いられる手法であり、当事者がプロジェクトに参加することに特徴があ

る。瓦礫の撤去等の労働（５時間）に 4,000 円の日払いをすることで、一時的な雇用を

つくり、生活の自立や人間性の回復につなげようとする取組である。遠く離れてもで

きる復興支援の方法がここにある。

１　事例の概要

団体等の名称 公益社団法人セカンドハンド

連絡先 香川県高松市観光通 1-1-18

TEL　087-861-9928　FAX　087-861-9928

２　活動の実際

（１）運営主体の概要

＜組織の成り立ち＞

　セカンドハンドのモデルとなったのはイギリスのオックスファムであり、初代代表

の新田恭子氏がイギリス滞在中にその活動に感銘を受け、豊かな日本でも志を同じく

する活動ができるはず、と周囲に働きかけて実現した。1994 年に香川県高松市南新町

にチャリティ・ショップ１号店を開店することによって活動を本格的に開始した。

＜活動の目的＞

　セカンドハンドの定款には、「開発途上国の教育、医療、自立支援を中心に国内外

の弱者救済活動を行うとともに、国内におけるリユースシステムの確立と普及のため

の各種事業を通じて、国際理解、青少年の人材育成、地球環境保全のための教育啓発

に寄与することを目的とする」と謳われている。

　その目的を実現するための事業として、1）開発途上国への支援事業、2）支援先と

の交流事業、3）国際協力に対する理解を深めるための事業、4）青少年育成事業、5）

日本におけるチャリティーショップシステム定着のための事業、6）文化事業、7）リ

デュース・リユース・リサイクル推進事業、8）その他目的を達成するために必要な

事業、に鋭意取り組んでいる。

＜活動の概要＞

　セカンドハンドの支援先は主に海外（カンボジア）であるが、その活動を支える仕

組み（資金調達）は日本国内にある。セカンドハンドは香川に３店舗、福岡に１店舗
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の計４店舗のチャリティ・ショップを出店し、ボランタリーな運営方法をとっている。

全国各地からリサイクル可能な商品を提供してもらい、それらをチャリティ・ショッ

プやバザーで販売し、その収益を国際協力の資金源としている。この仕組みによって、

助成金や寄付金に頼るだけでなく、一般市民が気軽に（物資の提供や買い物によって）

国際貢献に協力できるようになっている。

　セカンドハンドは、上述のチャリティ・ショップでの収益金を資金とし、主にカン

ボジアに教育・医療・自立・孤児院支援などを行っている。設立当初、カンボジアの

教員養成大学の図書室に辞書や事典等を購入し、寄付を行ったのが 初の海外支援と

なる。現地での学校建設支援もその延長線上にある。また、内戦後のカンボジアで、

教育を受けられない子どもたち、働きたくても働くすべを持たない女性たち、弱い立

場にある人々が自立できる方法を獲得できるよう支援してきた。

　縁あってカンボジア支援を活動の中心に掲げたが、そのことでそれ以外を排除する

ものでは決してなく、支援を必要とするところへは国内外を問わず支援活動を行って

いる。阪神淡路大震災（1995 年）、トルコ地震および台湾地震（1999 年）、インド西

部地震およびモザンビーク洪水（2000 年）、イラン地震（2004 年）など数多くの実績

を残している。

＜組織の概要＞

　組織は理事９人、運営委員 11 人からなり、数多くの支援会員に支えられている。

2000 年にＮＰＯ法人の認可を受け、2008 年に一般社団法人、2010 年に現在の公益社

団法人セカンドハンドに至っている。公益法人として定款を有している。

（２）活動の実際

＜東日本大震災が発生して＞

　東日本大震災発生時に新田氏は JICA（独立行政法人国際協力機構）の要請でカンボ

ジアに出張中であった。地震と津波の知らせを聞いた直後から日本の事務所と連絡を

取り合い、翌 12 日よりセカンドハンド各店頭に募金箱を設置することを決定した。

支援活動を展開するには資金が必要であり、ある程度フリーハンドで活かせるものが

欠かせない。すぐに行動できる基盤を整えながら、信頼できるＮＰＯ等との情報共有

を始めた。

　今回の被災地支援に関しては、新田氏

の阪神淡路大震災での経験が生かされて

いる。被災地のニーズを的確につかんで

行動を起こさなければ、せっかくの物資

や労力が無駄になることがある。メディ

アの情報は瞬く間に全国に広がるため、

極端な物資の過不足を発生させる。一気

に大量に届いて供給過多となり、さばき

きれずに物資が積み上げられたままの光

景は誰しも目にしたことがあるだろう。

それを避けるためには、メディアとは異

＜持ち込まれた救援物資＞
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なる情報も必要であり、被災地の状況と必要な支援、その届け先等の情報を細かく収

集し、マッチングさせることが大切になる。

　新田氏はセカンドハンドの活動を通して、全国各地に信頼できる組織や人のネット

ワークがある。その強みを生かして、すぐさま徳島のＮＧＯである TICO（http://www. 

tico.or.jp/）と連携し、震災発生後 1 週間で医薬品を名取市に届けた。それと並行し

て店頭へはさまざまな救援物資が持ち込まれ、倉庫で保管や仕分けがボランティアの

力を借りながら進んだ。さまざまな情報は入ってくるが、まずは名取市と石巻市へ重

点的に支援に入り、３月だけでもトラック６便で物資を届けた。

＜支援地での課題＞

　新田氏も自ら現地に入り、何が必要なのかをその目で確かめた。そこで痛切に感じ

たことは、的確で継続的な支援のためにはボランティア・コーディネーションが不可

欠であるということであった。数多くの自治体職員や社会福祉協議会職員が現地で支

援活動を行っていたが、個人ボランティアの役割は果たせているが、それ以上の効果

が出ていないことに大きな課題を感じた。これから多くのボランティアが現地に入っ

てくることが予測されるわけだが、その時に「コーディネーションできる人がいない

とせっかくのボランティアが活かされない！」という思いであった。見ず知らずの土

地ですぐに実行する困難さはあるものの、せめてそのような視野をもって現地に入っ

て欲しい、と香川県内行政機関や社会福祉協議会に事あるごとに訴えた。

　もうひとつ、新田氏はボランティアが夜間身体を休めることのできる場所の確保が

必要であると感じた。「被災者が避難所生活をしているのだから、ボランティアが快

適な環境で支援活動することはできない」というボランティア側の精神であろうが、

日中過酷な活動に従事する訳なので一定の環境は整えておくべきだと考えたのであ

る。早速、支援地を歩き、ボランティアが寝泊まりできそうなそろばん教室を見つけ

た。そこの家主に相談をもちかけると、「教

室が再開されるまでであれば構いません

ので、どうぞ使って下さい」と快諾を得た。

メディアの報道で「ボランティアが怪我

をして、ボランティア保険の請求が増加

している」とあったが、危険と隣り合わ

せの支援活動であるだけに新田氏の指摘

は非常に重要であると感じた。また、宿

泊所があればボランティアが相互に情報

交換もでき、危険回避にもつながるであ

ろう。

＜キャッシュ・フォー・ワーク＞

　キャッシュ・フォー・ワーク（Cash for Work：以下 CW）は文字通り、労働に対して

賃金を支払うことである。開発途上国への支援として用いられる手法のひとつであ

り、途上国の人々が支援を受ける「対象」から、支援に参加する「主体」へと、立場

をシフトさせることで変化を生み出そうとするものである。具体的には、参加による

喜びや達成感を味わったり、自尊心や自己有用感を高めたり、当事者意識や自立への

＜被災地へ届けられた救援物資＞
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目覚めにつなげたり、複合的な効果が見られるという。

　今回の場合は、被災者自らが被災地の復興事業に雇用され、賃金を受け取ることで、

被災地の円滑な経済復興と、被災者の自立支援を目指している。CW のプロジェクト

は４月 11 日より開始された。被災者の中から希望者を募り、日当 4,000 円（時給 800

円にて５時間労働）で瓦礫撤去などの作業に従事してもらう。資金はセカンドハンド

を始め、活動に共感するＮＰＯやＮＧＯが窓口となって、市民から寄付を募った。

　ひとまず、第一期にあたる５月末までの 50 日間で、被災し失業した 56 人（石巻市

25 名、気仙沼市 31 名）が雇用された。高校卒業直後の 10 代の若者から 50 代後半ま

での生産年齢が参加し、CW の一定の成果が認められた。しかしながら、課題もあっ

たという。主に肉体労働であったこともあり、男女比は 11 対３と偏った。支払った

賃金も石巻市で日当 3,000 円～ 4,000 円、気仙沼市で 6,000 円であり、必ずしも十分

な額であるとはいえなかった。

　しかしながら、現金収入の閉ざされた人々にとっては、日払い支給は好評であり、

６月以降も継続されている。参加者からは、「避難所でぼんやりしているよりは身体

を動かしていた方が気晴らしになる」、「わずかでもつなぎの生活資金に役立ってうれ

しい」、「町の復興に少しでも役立ってうれしい」、「何もかも失ったけれど、この仕事

を始めることで区切りをつけられ、次のステップに進もうという前向きな気持ちにな

れた」等の言葉が届いているという。

　このプロジェクトの取りまとめを行っている東北広域震災ＮＧＯセンターによる

と、CW のゴールは被災により失業した人々の再就職までの職場提供と地元での再就

職を支援することだという。東日本の実質的な復興と歩みを一にする取組であると感

じた。

（３）関係機関等との連携

　聞き取り調査を通じて、連携の相手先はＮＰＯが中心であることがわかった。特に

被災地のニーズに迅速に応えるには、草の根の情報をキャッチしやすいＮＰＯに一日

の長があるようだ。このような緊急時には、大きな目的さえ一緒であれば柔軟に「相

乗り」できる関係であることが重要であり、そのための情報共有が何のためらいもな

く行われていることに感心した。

　企業との連携もあった。災害時に無償

でトラックを提供する企業に対し、ここ

でもコーディネーションが必要となるの

だが、その役割をセカンドハンドが担っ

ていた。

　すぐに企業から協力の申し入れがある

というこの信頼関係は、設立以降、セカ

ンドハンドとして支援が必要な相手に対

し、的確な支援活動を続けてきた実績が

大きく影響している。善意の気持ちは企

業であれ、個人であれ、数多く存在する。それをつないで届けることのできる団体が

＜無償で提供されたトラック＞
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地域あるのはとても心強いことである。

　一方、行政や社会福祉協議会等との連携は十分であったとはいえない。そもそもの

立場や役割の違いもあり、まったく同じ歩調で、また温度で行動することができない

ことはわかる。しかしながら残念に感じた部分でもある。決断と行動を第一とするＮ

ＰＯは悠長に関係機関の連絡調整を図ろうとしない。直感的にすぐに組める相手を探

し、お互いに長所を生かしながら実行に移す。そう考えると、ＮＰＯと情報を共有し

ようとする積極的な行動を起こすのはむしろ行政であると感じた。公正公平の原則か

ら行政にはすぐにできないことも多く、行動力のあるＮＰＯとは手を組みにくいこと

も想像される。だからこそ災害時、緊急時のガイドライン等を行政として準備してお

く必要性を感じた。

３　成果と課題

（１）成果

　未曾有の大災害となった東日本大震災であるが、その中でセカンドハンド（ＮＰＯ）

の存在感が際だつ取組であった。すべての日本人、いや世界中の多くの人々が、沿岸

部のものを容赦なく根こそぎ押し流す壮絶な光景を目に焼き付けている。被災者は「な

すすべもなく、茫然と立ち尽くすのみ」であったろうことは容易に想像できる。だか

らといって「生きる」とは「変わらず時間が経過する」ことでもある。今、この時を

生きるのは被災者自身であるが、それを支える他者（見える他者・見えない他者）の

存在が必要である。善意があっても行動に移すすべのない一般市民にとって、いざと

いうときのネットワークや行動力のあるＮＰＯのコーディネーションは欠かせない。

　行政とＮＰＯの関係でいえば、緊急災害時の支援活動にノウハウをもつＮＰＯから

行政は積極的に情報収集することが必要である。立場やメンツではなく、被災地ニー

ズにあった支援を届けるためである。行政としてできることも、単独で行動に移すの

ではなく、力のあるＮＰＯや企業に情報提供することが肝要である。行政で意思決定

した後の情報提供は行政内部に一定のリスク（決定への批判や再調整等）を発生させ

ることになろうが、それもノウハウの蓄積と考えればマイナスにはならない。このよ

うなことを聞き取り調査の中で確認することができた。

　小さな政府に向けた動きの中で、行政が責任をもてる公共領域が狭くなってきた。

行政にコストをかけないことを選択する市民は、さまざまな課題がある市民社会の担

い手・当事者でなければならない。恐らくそれは、かつての村落共同体の社会とは異

なったイメージと仕組みであろう。今回の取材のように、日本の危機に立ち向かって

きたＮＰＯが「新しい公共」に市民を巻き込む姿は、近未来の社会像を予期させるの

ではなかろうか。

（２）課題

　阪神淡路大震災（1995 年）以降を見ると、鳥取県西部地震（2000 年）、新潟中越地

震（2004 年）、台風の猛威（2004 年、2011 年）等、大災害の教訓がＮＰＯにも行政に

も蓄積されてきたことは疑いのないところである。それに企業も含め、緊急災害時の

包括的な連携協定が結ばれる自治体も多くなってきた。形式的、環境的に状況は整っ
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てきたが、問題は災害に直面した時にどこまで効果をあげられるか、あるいは近県で

発生した時に効果的な支援ができるか、であろう。

　ところで、この間、市町村合併により行政区が広域化し、災害時の行政の対応にき

め細やかさは求めづらくなってきた。各地でコミュニティ行政（地域コミュニティ政

策）が推進されているが、住民側に高い意識があるかというと心許ないところである。

まずはわが地域に所属意識をもち、まちづくりに主体的に関わる意識からつくらなけ

ればならない。そして行政としては、共助の社会づくりを、長期的な展望（総合振興

計画）に掲げ、地道に構築していくしかなさそうだ。イメージはできるが、実質をと

もなわなければならない。これが大きな課題であろう。

４　今後の方向性

　明確なミッションのもとに活動を展開しているＮＰＯに対して今後の方向性を示す立

場にないが、私たちが学ぶべき点は大いにあった。ひとつは、公共の担い手としての行

政、企業、民間団体、ＮＰＯ、市民一人ひとり、をそれぞれのプレイヤーとして切り離

して考えるべきではないということである。そもそも、プレイヤーといっても、個人は

複数のプレイヤーに属しているのである。また、状況や場面によってプレイヤーの位置

関係は大きく変わり、そのことをプレイヤー自身が受け入れて行動しなければならな

い。これはＮＰＯと行政との関わりの実態から学ぶことができた。プレイヤーを支える

プレイヤーの存在にもっと目を向けなければならないこともあげられよう。ＮＰＯが持

続可能な活動をするために市民がどう支援しなければならないのか、困った時にだけ支

援を求める姿勢からは脱却しなければならない。今回の聞き取り調査が、近未来社会の

あり方を示唆する部分は大きいのではないかと感じた。

５　考察

　公益社団法人セカンドハンドの取材を通して、フットワークとネットワークがＮＰＯ

の神髄であることが納得できた。目の前にある課題に対して、「今、私たちに何ができ

るのか？」が常に命題なのである。

　創設者であり、前代表である新田氏だからこそ、ということもあろうが、意思決定が

非常に迅速である。また事務局との信頼関係もゆるぎないため、迅速さが可能であると

感じた。その点で、ラインで仕事をする行政組織の意思決定とはまったく異なっている。

公平公正を原則とする行政の意思決定は慎重であり、前例のないことへの取組には元来

消極的である。まったく性質の異なる組織のパートナーシップをどう築いていくかは大

きな課題である。

　新田氏のインタビューを聞きながら、次のような言葉が頭に思い浮かんだ。必ずしも

彼女の発言ではなく、筆者の意訳であることをあらかじめ断っておく。「行動なくして、

問題は改善されない」、「できることから、迅速に実施する」、「自分にできることは限ら

れるので、思いを同じくする仲間を探す」、「協力の仕方は様々なので、得意な分野で関

わってもらう」、「思いは溢れているがコーディネーションが足りない」、「役割は固定的

ではなく、柔軟であることが重要だ」、「今できることを、今やる」、「今必要なことは、

今でないと意味が失せる」、「うまくいかなければ、次に生かせばいい」、「信念をもって
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行動すれば、誰かとつながる」等、実践者だからこそ出せる深みのあるニュアンスの数々

であった。

（清國　祐二）

（聞き取り調査協力者）

所属 氏名

公益社団法人セカンドハンド前理事長 新田　恭子

（聞き取り調査実施日　平成 23 年 10 月３日）
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