
現状と課題、被災地に何ができるか？
東日本大震災 緊急支援活動を通して

（特活）パルシック

（特活）アプカス

内容

1.学生ボランティアの皆さんに
　酪農学園大学卒業生として。NGOの一員として。

2.足早にアプカスの活動紹介
　活動体制、活動の紹介など

3.東日本大震災パルシック・アプカスの活動

4.活動地 宮城県の被災地の様子

5.今後の課題と取り組みについて
　被災者の「参加」という視点から。ボランティアや市民団体を育てる
という視点から。

1.学生ボランティアの皆さんに
　～ （どうにか卒業できた）酪農学園大学の卒業生として、

そして、NGOの一員として～

津波被災地の風景

2005.01.01 インド洋大津波南部被災地



津波被災地の風景

2005.01.03 インド洋大津波南部被災地

津波被災地の風景

2005.01.03 インド洋大津波南部被災地

津波被災地の風景

2005.02 インド洋大津波避難キャンプ

日本人の若者の視点から

2004 青年海外協力隊員 派遣地にて

2004年の12月26日、インド洋大津波の際にスリランカに滞在
していた石川青年とのメールのやり取りから考えてよう！



日本人の若者の視点1 

2004.11.インド洋大津波の発生前

おひさしぶり。げんき？？こちらは、そこそこ元気で仕事してますよ。

さて、まもなく2年間が過ぎようとしているけど、ちょっと延長が決まったので報告して
おきます。来年の5月まで6ヶ月スリランカにいることになりました。いつの間にか、『ゴミ
担当者』として毎日ハッタリを言っています。現場の仕事に携わると、もっともっと勉
強したいな～と思ったり、でもこれで生活していけるのか？とちょっと現実を考えたり。
6ヶ月猶予期間？をもらったのでもう少し放浪します。

スリランカより

日本人の若者の視点2

2004.12.27 大津波発生直後

みなさまへ

皆さんいかがお過ごしでしょうか？

さて、ニュースでご存知の方も多いかと思いますが、インドネシア沖で起きた地震の
ため大規模な津波が発生しました。スリランカ時間の１２月２６日９時ごろ（日本の
１１時）一回目の津波が東海岸、南海岸を中心に発生しています。

政府発表では３０００人以上死亡。５０万人以上が影響を受けていると言うことで
す。クリスマス・年末休暇中と言うこともあり、多くの外国人が訪れていた地域（南、
南東海岸）も被害を受けています。

まだまだ、状況が明らかになってきていません。日本人の旅行客も多数いると言う
情報もあります。 私のいる地域は、北中部（内陸部）であり、今回の津波の被害
は全くありません。

ひとまず無事と言う報告までに。ご心配頂いた方ありがとうございます。

また詳しくは情報が入り次第お送りします。

日本人の若者の視点3

2005.01.24 現場はどこに？

私が関わりを持っているNGOでは毎日のように様々な救援物資が被災地へと送ら
れる。この物品管理を担当しているのがキールティーさん。災害翌日から、現在に
至るまで彼はオフィスに軟禁（？）状態である。

【中略】

ただ、いつもスポットがあたるのは被災地の『現場』で働く人々である。先週彼と荷
物の仕分けをしている時彼がボソッと「俺も現場を見たいんだけどな・・・これが俺の
担当だから・・・。」といっていた。

私は、少なからず、彼の気持ちが分かる。

「あなたがいなければ救援物資は被災者の手に届かないよ、重要な仕事だよ・・・」
と彼に言った。

ありきたりの言葉であったが、私の本心でもあった。裏方でがんばっている人がたくさ
んいる。被災地だけが『現場』ではない。支援に関係する全ての人が『現場』にいる。

日本人の若者の視点4

2005.01.23 100m圏内の住宅建設禁止？

津波発生よりちょうど4週間が過ぎた。コロンボから南に200キロほどのタンガッラに来
ている。

海岸沿いの家々がみな破壊されて、以前は道路から見えなった海は今ではきれい
に見える

【中略】

ただ、完全に家が破壊され一時的にすら家に帰る事が難しい人も多く、我が家が
あった所に帰れない人は、避難所の解消とともにさらに不便な所などへの移動を余
儀なくされるであろう。 政府の決定では、海から100m圏内は家を建てるのを禁止。
すでに、ゴールなどではこの決定への抗議運動などもおきている。

非常に難しい事かもしれないが、一律の決まりを作るのではなく、地域ごとで状況ご
とで決まりを作るなどの配慮が欲しい。



日本人の若者の視点5

2005.01.28 インド洋大津波の発生後3週間

みなさんへ 阪神大震災から10年。あの日の朝私はいつもより早く目が覚めて何気
にラジオを入れ6時前に地震の一報を聞きました。当然、そのニュースでは被害の
大きさがつかめておらず、あのような大惨事になってるとはその時思いもしませんでし
た。その後、次から次へとニュースが入ってきてその全容が明らかになっていったので
す。

【中略】

ところが、外に出てみると明らかにみんなの様子が違い、何か大変な事が起きてい
ると言う事が分かったのです。

その後、少しずつ全容が明らかになってきました。 さて、阪神大震災の被災地は10
年間でどのように復興したのか？その事について全く知らない私ですが、一つ気にな
るのは「忘れ去られた人」がいなかったのかという事です。いわゆる「弱い立場の人」
が切り捨てられるような事がなかったのか？そのような対策があったのか？いま、スリ
ランカの現場を見ながらそんな事を考えていました。

日本人の若者の視点6 

2005.01.24 有志で避難所に「笑い」を

今回は我々が行なっている活動の紹介をしようと思う。

当初、我々が行なっていたのは瓦礫の撤去などの手伝いであった。その後、避難
所などの情報が入ってきたり実際に避難所の様子を見に行ったりして、我々にでき
る事は何かと考えた時に思いついたのが『笑い』を提供する活動だった。

避難所にいる人たちにとって外国人が来ても『ものをくれる人』としか映らないかもし
れないけど、我々は少しでも彼らと一緒にいる事を大切にし、シンハラ語が出来る
特性を活かし避難所にいる人たちの中にすっと入って行き、人々と話し一緒に笑い、
少しでも辛い思い出を忘れる事を助けるような活動をする事が我々の願いである。
カウンセリングなんていう大きなことは出来ないけど、なにかしたい・・・。

【中略】

最初は、子ども相手のプログラムを考えていたが、実際に活動を進めていくと遠巻き
で見ている大人たちが多い事に気が付き、運動などに積極的に大人も巻き込むよ
うにしている。結構無邪気にバレーボールを楽しむ大人たちを見ているとこちらまで
楽しくなってくる。

日本人の若者の視点7 

2005.01.29 津波のあった一日

確か報告していなかったかと思うが、津波が起きた当時私も南西海岸沿いにいた。
10時前だっただろうか、周りの人が騒がしくなってきたので何かおかしいなと思い、近
くにいたスリランカ人にどうしたのかと尋ねた。その人は、当然『津波』なんて言葉を知
らないので「海が来るらしい！」という返答をした。私は意味がよく分からなかったが、
その直後にJICAから携帯電話に来た『津波発生。安否確認をする』のメッセージで、
状況がわかった。しかしその時、スリランカ全土が津波に襲われている事なんて思い
もしなかった・・・。

【中略】

25日私は海で遊んでいた。もし、津波が一日早く来ていたら、巻き込まれた可能
性が高い。26日はコロンボへ帰る準備をしていたので、荷物もまとめて海にも行かず
にいた。もし、帰る前にひと泳ぎと海に行っていたら・・・。『もし』という言葉を使ったら
切がないのだが、本当に運が良かった。 運良く助かったのだから、何かをしたいと言
う思いが今の活動の原動力の一つかもしれない。まだまだ私の中での優先事項は
「津波被災者支援」である。

日本人の若者の視点8

2005.02.08 配慮こそ必要

多くのが学校が再開している。避難所として使われている学校がまだ多くあるが、一
時的に他の学校へ生徒を送っている。完全に破壊された学校の建設はまだ始まっ
ていないが、仮設の学校・一時的な統合で対応するようである。

【中略】

その地域では比較的被害も大きく、両親を亡くしたり、兄弟を亡くした子ども達が
多数いた。当然、どの子の親が亡くなっているかなどは分からない。その情報を集め
ろと上からの命令を受けた先生は、子ども達を集め、「お父さん、お母さんがいない
子はこっち！」「お父さんだけいない子はこっち！」「お母さんがいない子はこっ
ち！」・・・・。と言ったそうだ。全く信じられない事である。普通の人でもそんな言い方
はしないと思うが、教育者がそんな事を言おうとは・・・。要するに、簡単に情報を集
めるやり方を先生達は選択したのであろう。子どもへの配慮のかけらもない。 NGO
スタッフの話では、子ども達は平然と先生の言う事にしたがって動き特に泣き出した
りする子はいなかったらしい。



日本人の若者の視点9

2005.02.10　2次的被災者は？

朝5時半に出発、南部の都市マータラ・ハンバントタを目指した。【中略】

NGOのスタッフは、被災者かそうでないかの区別も難しく、本当に必要な人の手元
に届く前に支援物資が終わってしまう危険性があると彼らは指摘していた。 今後そ
のNGOは、本当に被害を受けて立ち直る事が難しい人々を選び、彼らが自立する
までの長い支援を計画中との事だった。「緊急支援」から「復興支援」へと、どこで
移行させるのが非常に大きな課題である。

【中略】

NGOの報告によると、今の段階では、多方面から援助も入ってくるし、気持ち強く
あるので、何とかみんなが寄り添って生きている。ただ、今後支援が減っていったりす
ると、被災していない人たちも生活が苦しいので、被災者を『追い出す』（言葉が悪
いかもしれないが）という事が広まってくるのではという事だった。 また、直接被災をし
てなくとも、被災地で仕事をしていた人や、下請けなどの仕事をしていた人たちも、
仕事を失い、お金もなく困っている。2次的被災者への支援は現在行なわれていな
い。

日本人の若者の視点10

2005.02.25 援助依存症候群？

被災地の状況は刻一刻と変化している。ゴールロード沿いの景色も明らかに変わっ
てきた。以前は、ただ瓦礫の山であったが、 少しずつ瓦礫は片付けられ、その場所
にテントを張る人が増えてきた。【中略】

そんな話の中で、本当に驚く事を聞いた。ある被災地域に行ったとき、被災者の一
人が彼らにあびせた言葉が「ある物おいて帰れ！」であったそうだ。はじめ私は自分
の耳を疑った。【中略】

帰り我々の前を一台のワゴンが走っていた。時折彼らの車の窓から何かが投げられ
ているのに気がついた。子ども達を見つけてはそのノートを窓から投げているのである。
時には車の速度を落とし、近くにいる子どもたちにノートを見せて子どもを集めたから
ノートを投げる。子どもたち にノートが必要か現段階では必要ないのか全く聞く事も
なく、一方的に与えているのである。「動物に餌をやっているのではない・・・。」
援助する方、される方双方に問題があるのであろう。現場にほとんど行かない私に
もこれだけの事が見えてくるのだから、 実際の現場ではこれよりはるかに多い『事実』
があるのであろう・・・。『援助依存症候群』に陥ったら一体どうやって復興なんてする
のだろうか？

津波被災地の支援風景

2005.02 文房具の配布？散布？

津波被災地の支援風景

2005.03トイレットペーパー？中国語？



緊急支援における私たちの視点
①短期の視点

・最も支援の届きにくい場所や弱いグループを支援

・ミスマッチングや支援の重複を防ぐ

・現場に行く。現場で声を聞く

②中長期の視点

・全体の支援のバランスについて絶えず配慮する

（自立心や和を乱すような過剰な支援はしない）

・地元のグループを応援する

・地域の資源は何かを一緒に探し、繋ぎ、参加してもらう

　⇒「ただ物を運ぶ≠支援」。支援は本当に難しい！

学生ボランティアの皆さんに

1. ただ、ボランティアをするというだけで
はなく、自分の目で見て、聞いて、話を
し、共有する。そして、また、考える。

2. 迅速＆柔軟な判断とタフであること

3. 基本はチームプレイ

4. 被災された方への配慮

→被災地での経験は、きっとあなたを

　「大人」にします

　2.アプカスの活動紹介
　活動体制、活動の紹介など足早に

アプカスです

アプカスは、

2004年12月に発生した

インド洋大津波のスリランカ人被災者を支援するために
生まれ、

2007年1月の

スリランカ中部州地すべり災害の被災者を支援するた
めに本格始動し、

それ以降、スリランカで災害復興支援や社会開発事業を
行っている団体です。



アプカスです

英語表記：APCAS

AAAAction for (への行動)

PPPPeace (平和)

CCCCapability (ケイパビリティ)

AAAAnd 

SSSSustainability (持続可能性)

日本語表記：アプカス

アイヌ語で「歩く」という意味⇒「共に歩く」

活動のキーワード
対話
本当に必要なもの、取り組むべき課題は、対話を通して明確化。

情報の共有、信頼関係の構築、行政と住民の橋渡しを対話を通して行う。

自立
積極的に地域の資源を活用する。

住民の自主性や参加を尊重し、最終的な決定は受益者間で行ってもらう。

持続
解決された問題や、解決に向けた動きが後退しないような取り組みを、事業の全
てのステージを通して行います。

⇒人々の「歩もう」という気持ちを高め、同時に

　「歩んでいける」環境を作り出すこと

アプカスの活動体制

常勤職員：日本人2名＋スリランカ人8名

アプカスの活動分野

(1)災害復興支援活動

(2)子ども教育支援活動

(3)環境の保全活動

(4)農業技術の向上支援活動

(5)障がい者支援活動

(6)ネットワークの構築活動



(1)災害復興支援活動

スリランカの災害について
・自然災害では・・・

　干ばつ、洪水、地すべりなど

・大規模天災、人災では・・・

　インド洋大津波被災（04年12月/沿岸部）

　内戦被災民の発生（09年～/東部・北部）

　大規模洪水被災（11年1月～2月/北東部）

(1)災害復興支援活動

アプカスの活動
2005～

○インド洋大津波被災者への緊急支援・復興支援（南部、東部州）
※現在のアプカススタッフが、他団体の住宅支援プロジェクトを指揮

2007～2011

○中部州地すべり被災者への長期復興支援
※緊急支援から復興支援まで5年間活動を継続中

2009～

○北部内戦被災地の子ども緊急支援他（スランガニ基金）

2011～

○北東部洪水被災地緊急支援活動（パルシック）

(1)災害復興支援活動

中部州地すべり災害(2007)

(1)災害復興支援活動

中部州地すべり災害(2007)



(1)災害復興支援活動

地すべり災害避難キャンプ(2008)

(1)災害復興支援活動

内戦被災地(2008)

(1)災害復興支援活動

内戦被災地・子どもたちは床で勉強(2010)

(1)災害復興支援活動

大規模洪水被災(2011) 



津波、地すべり、内戦被災比較
年 インド洋大津波災害 地すべり被災 内戦被災

発生した時期 2004年12月 2007年1月12日～14日 1983年～2009年5月

主な被災地 スリランカ沿岸部 スリランカ中部州 スリランカ北部州・東部州

死者数 3万人 16名 13万人

全壊半壊家屋 105,293軒
156/741世帯

（計897世帯）
データなし

被災者数 1,076,240名 3935家族 100万人以上の難民発生

主な支援

・漁民へのボート配布

・災害孤児への教育支
援

・住宅支援・防災計画
（他団体在籍時）

・トイレ建設支援

・簡易水道の設置

・教育支援

・住宅建設支援

・生計向上支援

・避難キャンプ内の子どもへ
の支援

・教育支援

・その他支援を計画中

3.東日本大震災緊急支援活動
パルシック+アプカスの活動

プロジェクトの概要
特定非営利活動法人パルシック

自由学校の運営、政策提言などを行う

PARC（パルク：アジア太平洋資料センター）の国際
協力部門をNPO法人化

代表：井上礼子さん　

国と国ではなく、人と人とが対等な関係を築きな
がら助け合う「民際協力」をテーマに、東ティモ
ールとスリランカで活動を展開。フェアトレードで
も有名。



JPF（ジャパンプラットフォーム）とは？

○NGO、経済界、政府の協力・連携ネットワーク

○難民発生時・自然災害時の緊急援助をより効率
的かつ迅速におこなうためのシステム整備

○政府+企業・市民による基金を緊急援助実施時
にNGOへ提供。NGOは直ちに現地に出動、援助活
動を開始

⇒アフガニスタン・パキスタン人道支援やハイチ地
震などにおいても参加NGOに資金提供

○大規模企業・政府との物資マッチングも実施

東日本大震災 緊急支援活動まで

○地震津波災害発生時（3月11日～災害緊急期）

→スリランカ洪水被災地の緊急支援活動などがあり、
活動予定はなかった

○事態の推移を見守りつつ3月下旬（避難救援期）

→国内災害でJPF（ジャパンプラットフォーム）の助成決定

→緊急支援活動を両団体の協力の下、行うことを決
定（3月29日より）

→パルシック救援隊への石川と伊藤の参加

→アプカスフィールド基金による義援金の募集

プロジェクトの概要 緊急支援における私たちの視点
①短期の視点

・最も支援の届きにくい場所や弱いグループを支援

・ミスマッチングや支援の重複を防ぐ

・現場に行く。現場で声を聞く

②中長期の視点

・全体の支援のバランスについて絶えず配慮する

（自立心や和を乱すような過剰な支援はしない）

・地元のグループを応援する

・地域の資源は何かを一緒に探し、繋ぎ、参加してもらう

　⇒「ただ物を運ぶ≠支援」。支援は本当に難しい！



緊急支援活動 開始前の見立て
○地震津波災害発生時（3月11日～災害緊急期）

→人命救助と生存に直結する緊急支援が最優先

→深刻な燃料不足と情報の混乱

→広域かつ深刻な津波被害と原発問題

○事態の推移を見守りつつ3月下旬（避難救援期）

→命に関わる問題から最低限の物資配布か？

⇒特に避難所間の物資にギャップが発生し、被災者
の中で弱いグループに支援が届かない。また、必要
とされる物資のニーズが刻々と変化すると予測

（情報がほとんどない中で先遣隊派遣）

プロジェクト概要
活動地：
宮城県気仙沼市、南三陸町、女川町、
石巻市、牡鹿半島

目的：
被災者ニーズ充足・生活環境の改善

避難所間のギャップの緩和

パートナー：
国際ボランティアセンター山形（IVY）

活動内容：
特に支援が届いていない避難所・グ
ループへの「御用聞き」による物資配
布＝物資を事前に購入しない

（物理的僻地、社会的僻地、民泊、周
辺自宅居住者も視野に）

「御用聞き」による緊急物資支援
方法：
自治体の物資拠点で担当者や
関係機関から情報の収集

↓

「リスト化し、充足している」

↓

末端の避難所を足で探し出し
話を聞く。そこから、新たな避
難所を聞き出す

↓

足りない物資が多数ある

行政が把握していない避難所
もある

リーダーや発言者の特性を見
抜く(クロスチェックも実施)

「御用聞き」による緊急物資支援
活動地域：
宮城県気仙沼市、南三陸町、女
川町、石巻市、牡鹿半島の50
以上の避難所

方法：
①新規の避難所を開拓

②ニーズ調査及び物資配布

③信頼関係の構築

チーム人員：

2人or3人×3チーム

(車両3台)
+拠点倉庫管理者

+プロジェクト管理スタッフ



「御用聞き」による緊急物資支援

活動の写真

「御用聞き」による緊急物資支援

活動の特色：

デジタル的なアプローチ（IT技術）
①グーグルファイル（共有ファイル）やGPSの使用によるスタッフ間のタイム
リーな情報共有（スタッフのフィールド能力のギャップの緩和）

②ツイッターやYou Tubeの活用による情報の共有

アナログ的なアプローチ
③まずは「現場」で情報を収集する

④アクセスの悪い僻地へ向かう

④情報を引き出しつつ、地域の資源を探る（コーディネーターの力量が問
われる。）

⑤支援が届いていない箇所、自立心が高い箇所には厚く支援

　　※いずれのアプローチでも無料携帯電話の提供が有益

学生ボランティアの業務内容（予定）
○拠点

石巻市蛇田

○活動地

活動地は宮城県太平洋海岸部の津波被災地

（気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市など片道1時間～2時間半の地域）

○業務内容

参加者の適性を判断し以下の業務をお願いしたいと思っています

1.かれきの除去、泥かきなどの手伝い

2.特に支援が届いていない避難所への物資運搬とニーズ調査補助

3.倉庫での支援物資管理や事務作業

4.フィールドスタッフへの食事の準備

5.外部と避難所の支援物資のマッチング業務補助

6.データの整理や情報の共有など

4.プロジェクトを通して見えた
被災地の様子



グーグルマップと連動し紹介

○避難所情報
http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF
8&brcurrent=3,0x5f89c0a67f667895:0x19a7026
3cb9e1894,0,0x5f89c0a60a588ff5:0xebc7c6b7f
6206b31&msa=0&msid=212199338194988213442.
0004a165216e09c6dc4e3&ll=38.677477,141.4538
5&spn=0.710912,0.386826&source=embed

○写真よる現地の様
子の紹介
https://picasaweb.google.com/apcas2008
/DropBox?authkey=Gv1sRgCJCh_ca34e_5d
Q&pli=1#

プロジェクト進捗状況

被災者支援活動の全体像

地震発生～28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

1.緊急物資支援
1-A 実施可能性の情報収集
1-C 拠点設営
1-D 行政とのネットワーク作り
1-E 物資調達（購入分）
1-F 物資調達（企業寄贈分）
1-G 物資調達（あくしゅプロジェクト）
1-H ニーズ調査＆物資運搬

　気仙沼方面
　南三陸町方面
　女川町方面
　牡鹿半島方面
　石巻市内
　石巻雄勝

2.ボランティアの受け入れ
2-A 無償ボランティアスタッフ
2-B 学生ボランティア（酪農大）

3.中長期支援の土台作り
3-A 実施可能性の基礎調査

被災地のおおよそのフェーズ被災地のおおよそのフェーズ被災地のおおよそのフェーズ被災地のおおよそのフェーズ
災害緊急時～災害緊急時～災害緊急時～災害緊急時～
避難救援期避難救援期避難救援期避難救援期

避難救援期避難救援期避難救援期避難救援期 避難救援機～応急復旧期避難救援機～応急復旧期避難救援機～応急復旧期避難救援機～応急復旧期

4月3月

①物資支援に加え、②市民・学生ボランティアの受け入れ、
③中長期支援に関する調査活動も行っています

プロジェクト進捗状況 物資提供

1.配布物資（現地購入分：できるだけ被災地で購入）

○食料：米、水、野菜、果物、牛肉、コーヒー、調味料全般・・・

○衣料：下着全般、冬物衣料、長靴、ジャージ、スニーカー・・・

○生活用品：食器類、調理用具、布団、常備薬、洗濯清掃用品・・・

○その他：自転車、工具類、洗濯機、燃料全般、建設資材・・・

2.配布物資マッチング（企業から寄贈）

ソーラーパネル（東芝）、衣料全般（ユニクロ）、調理用具（グルー
プセブ）、洗剤（花王）、ロングライフ牛乳（日本テトラパック）、
スニーカー(ecco)など調整

3.市民レベルの物資マッチング（遠隔地の皆様→各避難所）

「あくしゅプロジェクト」を立ち上げ

支援における民間企業の力

物資の大口寄贈に加え、行政を補完する公益的な働
きを企業が担っている ex)食料、宅急便、携帯電話…



あくしゅプロジェクトの紹介

避難所からリクエストの多い物資を皆様が直接避難所に宅急
便で送る物資支援プロジェクト。パルシック・アプカスチームの
フィールドスタッフが、50近くある避難所のリーダーと調整後、
最も物資を必要としている避難所の送付先をお知らせします。

⇒興味をお持ちの方は冊子の用意があります（5月15日まで）

5.今後の課題と取り組みについて

今後の課題のキーワード

(1)開発という視点を

　関わる側が「開発＝good change」や「持続性」と
いう視点を

　ex)炊き出しと自治能力の低下

(2)被災者の参加や自立という視点を

　「被災者＝もらう人」という構図

　ex)キャッシュ・フォーワーク、コアハウジング

(3)NGOや市民活動を育てるという視点を

　ex)人材への支援

被災者の参加 有償ボランティア

「泥かき」は、無償ボランティアだけの仕事か？

○「支援者＝あげる人、被災者=もらう人」？

　（達成感：自らの力で稼ぐ＞義援金）

○自らで作る技術のある人・グループ

　（達成感：自らの力で作る＞他者が作る）

⇒特に復興が遅れる地域では、積極的な参加や自立
を組み込んだ復興が重要



被災者の自立と参加 コアハウジング 被災者の自立と参加 コアハウジング

被災者の自立と参加 コアハウジング

（実際にフィールド調査を行った復興住宅研究者
前田昌弘氏（京都大学大学院工学研究科）のフィールドノートより ）

地すべり被災地の景観：
道路、水道、電気、トイレ、住宅等が徐々
に整備。住宅は自力建設されていく。

マータラの津波被災移転地の景観：
移転地の設備は全て行政とドナーによって
短期間で建設され、住民に引き渡された。

確かに、地滑り被災地の移転地は現段階では居住環境として不十分ではあるものの、
自らの責任と能力で住宅再建を行う人々の顔は生活再建の実感に溢れているように
見えました。それはスピードを重視するあまり住民の意思をしばしば置き去りにしてき
た津波被災地の移転地ではなかなか見られなかった光景です。

被災者の参加 達成感を感じる支援を

被災者の参加を促進させる提言活動も重要



NGOや市民団体を育てるという視点

○不安定な雇用にある若者が、長期に渡り「熱意」で
無償ボランティアをしているケースも多い（低所得者
が低所得者を助けてはいないか？）

⇒行けない自分の代わりに行ってもらうという視点

⇒社会の中で評価することは難しい？

○NGOや市民スタッフの人件費分のサポートが乏しい
⇒長期的な訓練を積んだ人材が育たない

⇒事業の支援＞人の支援に偏っていないか？

NGOや市民団体を育てるという視点

○東日本大震災では多くの支援が寄せられている
が、寄附団体に偏りはないだろうか？

⇒被災者のニーズも多様であるように、多様な活動
を支える多様な支援を

⇒寄附後の「見守り」も含めてこそ、成熟した支援

○支援は長期に及ぶので時期の分散も重要

⇒ゴールデンウイーク後は支援が途絶える？

お越し頂いた皆様
関係者の皆様
支援者の皆様
ありがとうございました


