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アプカスは、2004 年 12 月のスマトラ沖大津波の被災を受けスリランカで発足し、その後、2007 年の中部州

の地すべり被災地の支援のため、酪農学園大学の同期の仲間や研究者など、現在の中心メンバーが集まり、

活動を本格化させました。会が本格始動してから 6 年ほどと、まだまだ小さく若い NGO ですが、スリランカの

自然災害や内戦の被災地、僻地貧困地域で、様々なパートナーと多種多様な復興支援活動、地域開発事業を

展開しています。 

 今回の東日本大震災の発災時には、私自身もスリランカから帰国してまだ数日のことで、2011年 1月に発生

したスリランカ国内の洪水被災者の支援に取り組んでいる中での出来事でした。アプカスの事務所がある函

館市も、函館駅や観光地区であるベイエリア地区が津波で浸水し、被災状況の把握が進まず混乱を極める中、

不安な夜を過ごしたのを今でも鮮明に覚えています。その後、秩序と色を失ってしまった被災地の風景や

日々悲しみと喜びが交錯するニュース映像に一喜一憂しながらも、当初は日本では行政が中心となり統治機

能が速やかに回復し、必要な支援が確保されるだろうというイメージがあり、我々のような開発途上国での

支援ノウハウは、先進国ではあまり活かす機会はないだろういう思いを抱えて被災地の状況を見守っていま

した。しかし、パートナー団体から声をかけていただいたご縁もあり、内心は「役に立てることがあるのだろう

か？」という思いを抱きながらも、2011 年 3 月下旬から支援活動に参加する機会をいただきました。そこから、

被災地に拠点を構え、被災地の行政や地域住民から課題や思いを聞きながら 2年近く支援活動を続けること

になりましたが、海外の経験や外部の支援団体のノウハウや存在は、今なお被災地のお役に立てるのではな

いかと思っています。 

我々が東北で支援活動を開始してから、地域防災とも共通しますが、災害時において平時からのネットワー

クがいかに大切かということも再確認しています。私たちの団体は、前述の通り、酪農学園大学の卒業生が中

心になって立ち上げたという経緯もあり、当時の酪農学科や環境システム学部を中心とする教職員の皆さま

には、団体立ち上げ時から大変懇意にしていただき、スタディツアーの受け入れや授業の講師として呼んでい

ただいたという平時のネットワークがあった上で、東北の被災地への学生派遣の受入れの打診をいただくこ

ととなりました。   

市民活動や民間レベルの国際協力の面白味の一つは、「お互いがそれぞれ出せる範囲で有形・無形の資源

を出し合う」ことであり、我々の国際協力や地域開発の仕事の大部分は、「各プロジェクトの目的を達成する

ために、個々の資源を繋ぎ、引き出していくこと」と言っても過言ではありません。また、資源と一言で言って

も多種多様で、知識や専門技術、ネットワーク、資金、さらには、実際に支援活動に参加することも一つの資源

の提供に他なりません。今回は、その貴重な資源の一つとなった酪農学園大学の東日本大震災被災地への学

生派遣を簡単に振り返りたいと思います。 

  



１．派遣時期の作業内容と受入れにあたって 

2011年 4月より、当会の石巻、気仙沼を始めとする支援活動に、大きく 3 つの時期に分けて、のべ 100 名を

超える酪農学園大学の学生が大学からの公的派遣という形で参加してくれました。 

 期間 支援対象地/拠点 フェーズ 当会の主な支援事業 

第 1 期 2011年 4 月～6月 宮城県全土/石巻市 
緊急支援後期～応急復

旧期 

・物資支援 

・情報支援 

第 2 期 2011年 10 月～12月 
気仙沼市および石巻

市/気仙沼市本吉町 

避難所解消期・仮設居

住期初期 

・仮設住宅の住環境改善（断熱改善） 

・集会所の建設 

第 3期 2012年 7月～12 月 
気仙沼市/気仙沼市

本吉町 

仮設居住期中期・復興

期 

・共同農園の運営 

・仮設住宅の住環境改善（緑化・エコ化） 

・交流イベントの実施 

 受け入れに際しては、支援活動を行う実務者としての立場から、「現場を持つという強み」を意識し、「学生

にとってどういう経験が今後に活きるか？」という部分は、当初から意識していました。 

 第 1 期は、緊急支援という状況からは改善していましたが、多くの物資ニーズがある時期であり、派遣学生

にも朝から夜遅くまで支援物資の発注や運搬、炊き出し

支援をしてもらいました。遠隔地の避難所を対象とし、被

災地での物資購入、ニーズベース（御用聞き）の物資支援

という計画したプロジェクトの性質上、一般の物資支援よ

りも実施には多くの労力が必要でした。まだ生活物資が

満足に手に入らない人もいるという現実を目の前にして、

睡眠時間を削るほどの高い気持ちと緊迫感を持って支

援活動に参加する経験自体が、よい経験になるのではな

いかと思い、学生もあえて一般の社会人ボランティアと

同様に扱いました。広範囲の水道施設が被災し、風呂な

どにもなかなか入れない厳しい状況下で、朝から夜遅くまでの活動でヘトヘトだったとは思いますが、多くの

学生が強い気持ちを持って活動に参加してくれたと思います。 

2011年の秋から冬にかけての第2期は、関西の建築学、コミュニティ開発の専門家と協働で、民間のファンド

を取って、先の阪神淡路大震災などでも「狭い、寒

い、音が漏れる」といった問題に集約され深刻化し

た仮設住宅の住環境改善のために長期的な取り組

みを開始していました。派遣当初は、宮城県の仮設

住宅への追加支援の実施が不透明な中で、プレハ

ブ仮設を中心に結露問題や寒さ問題が深刻化し、

居住者や一般ボランティアでも実施可能な断熱改

善に集中して取り組んでいる時期でした。多くの派

遣学生がほぼ初体験という建築資材の工作作業

や施工に朝から晩まで取り組んでもらい、結果とし

ては断熱改修を希望した200世帯近くの仮設住宅世帯の断熱改善を達成しました。これは酪農学園大学の学

仮設住宅内部での窓面の断熱支援の様子 

宮城県全土を対象とした物資支援の様子 



生の力なしには達成不可能であった規模の支援であり、今なお多くの住民の方が、この支援に感謝してくれ

ています。また、建築系の支援は、多くの時間を居住者の住宅内で作業するため、カッターでプチプチシート

を切って窓に貼るなど、慣れない作業で戸惑いも多い支援だったとは思いますが、半日も住宅内で作業をし

ていると仮設居住者とコミュニケーションが必然的に生まれ、派遣学生にとって、交流という面でも短期間で

充実した時間に繋がったのではないかと思います。   

また、当時の支援拠点が、地域の集会所をお借りしていたこともあり、近隣住民からの差し入れや懇親会な

どを通して、東北のおもてなし文化を体感する貴重な時間になったようです。この時期の学生の反応や近隣

住民からお話を聞く中で、外部者の中でも「若者の存在」が被災地域の資源を再発見や再定義をする可能性

のようなものを感じ始め、さらに継続して、学生が被災地域に足を運べるよう、酪ネットの派遣活動の活動資

金を得るための赤い羽根共同募金会への助成申請や活動内容に関する調整等のサポートを行いました。 

 資金獲得と新年度の酪ネットの組織運営の引き継ぎに時間がかかったため、少し期間をおいて2012年の夏

期から、第 3 期の派遣が再開されました。共同農園の整備や仮設住宅の緑化など、酪農学園大学の専門分野

でもある農業や環境分野に関わる支援活動（共同

農園の運営や仮設住宅の緑化やエコ化等）も春から

開始していた事情もあり、派遣されてくる個々の学

生の適性や興味のある分野を考慮した上で、作業に

関わってもらうように意識しました。派遣学生の個

別ニーズに対応するために、作業メニューが細分化

し、調整側は労力がかかりました。しかし、多くの専門

家が指摘する通り、被災地で発生する農業や環境の

課題の根底には、日本自体がこれから向き合わざる

を得ない高齢化・過疎化の問題、農漁村地域のあり

方、コミュニティの問題等が集約されており、その全

てを理解できなくても、それを若いうちに肌で感じてほしいという思いがあり、駐在員や関係者にもそれらの

課題への気づきを促すように、日々の振り返り等でコミュニケーションを積極的に取ってもらうようにしまし

た。 

  

10 区画設けられた共同農園の整備の様子 



２．学生派遣の意義や受け入れを通した評価 

被災地への学生派遣を実施している大学は数多くありますが、学生が主体となって被災地へボランティア

活動の派遣をするという試みを 2年近くにわたって行った教育機関を私は知りません。そういう意味では、大

変先鋭的な取り組みであり、収穫も多い一方で課題もあったのではないかと思います。私が知る情報の範囲

での評価ということになりますが、「被災地への学生派遣」と酪ネットが行った「学生主体の派遣運営」に分け、

それぞれの項目に関して、「強み/プラスのインパクト」「弱み/マイナスのインパクト」について箇条書きにして

みました。 

（※強み・弱みという表現は、「活動以前にそもそも持っている優位性と弱点」、インパクトは「活動の結果、もたらされた効果」と

いったイメージで使用していますが、簡略化のため、分けずに記載しました） 

 
強み 、プラスのインパクト 弱み、マイナスのインパクト 

被災地への

学生派遣 

・ボランティア閑散期の派遣が可能 

・話しやすく、被災地域へ明るさをもたらす 

・異質なものとの交流による刺激 

・職業観や人間観の深まり 

・知識や経験の不足による対話力の弱さ（対話

をしても必要な支援にはつながらない） 

・受け入れ側の負担が多い 

・学業の中断 

学生主体の

派遣運営 

・学部や学校を超えたつながりの構築 

・大胆な発想  

・情報の発信能力 

・学生の社会経験、マネジメント能力の向上 

・主体的な取り組み姿勢の醸成 

・やる気が持続せず継続性が弱い 

・リスク管理やマネジメント能力の不足から来る

決定や意思疎通の難しさ 

 被災地への学生派遣自体については、様々な教育機関で実施されており、多くの効用が確認されていると

思いますので詳述しませんが、我々の活動地である気仙沼市本吉町も、高齢化がもともと進んでいる地域で

あるため、仮設住宅で日中過ごしている高齢者

も多く、若者の存在自体が、地域の人の気持ちを

明るくしたり、繋げたりする効果がありました。ま

た、拠点には、他大学の学生や専門家、国際協力

の関係者、経験豊富な長期ボランティアなどと時

間を共にすることも多く、大学の中では出会えな

い人々との交流を通して、職業観や人間観が深

まったという学生本人へのプラスの効果も多く聞

きました。 

また、あえて課題を挙げるとすれば、多くの学

生が、被災者と話はするものの単なる雑談や表面的な交流で満足してしまい、「支援」という観点が乏しかっ

たように思います。福祉や開発学を学んでいる学生ではないので仕方がないのかもしれませんが、1 週間の

滞在期間を考えれば、我々の指導不足の点も含め、もう少しコミュニケーションの質の部分を改善できた部

分があるかもしれません。 

 一方で、1 週間の公欠を取得しての派遣になるため、大学関係者の中には学業の中断への懸念も当然ある

かと思いますが、その点に関しては、北海道から自分たちで交通機関を乗り継ぎ、被災地で作業に汗を流し、

駐在員、自治会関係者と再建された集会所の前で 



地域住民や背景が異なる人々と交流するプラス面を考慮すると、十分価値のある体験であると言えるので

はないかと思います。また、前述の通り、被災地で発生している課題の多くは、学生が今後社会に出て生きて

いく中で、日本が必ず向き合わなければならない高齢化やコミュニティの問題が集約されており、長期的な

観点から学生の社会に対する問題意識や人間観を深めるという意味でも、学校では得られない貴重な時間

であると思います。また、ボランティア閑散期に安定した人数の学生が継続して派遣されたこと自体、我々の

支援活動の規模と質の向上に大きく貢献してくれました。 

 2つ目の項目である「学生主体の派遣運営」への評価に関しては、私自身が普段大学にいませんので、酪ネ

ットの運営の内実はわからないのですが、学生主体で取り組んだという部分に関しては、大変素晴らしい試み

であったのではないかと思います。ただし、（大船渡と石巻/気仙沼という 2 つの団体と調整する難しさを考

慮した上で）あえて厳しいことを言わせてもらえば、我々が当初期待していた学生ならではの大胆な発想や

主体的な情報発信、さらには、外部の助成金獲得を通してのマネジメント能力の向上のような、学生という強

みを生かした組織全体へのプラスの波及効果はあまり感じられませんでした。また、酪ネットのメンバーや組

織全体のモチベーションに関してもかなり波があり、意思決定も滞る時期もあるように見えました。学生イベ

ントのような一過性のものではなく、被災地の現在進行形の支援に関わることですので、個々のメンバーの

思いや考え方を超えて組織としての責任と自覚を持って連携して欲しいという部分は少なからずありました。

上記のような課題の改善に関しては、組織運営の基本的な技術の不足による部分も多く、社会経験のあるOB

や複数の教職員が学生の運営上の悩みを聞いてあげるようなサポート体制が構築されていれば、もう少し

改善できた部分もあったように思います。それでも、自分たちで被災地派遣に関する冊子を作り、説明会やワ

ークショップを開き、学生を派遣し、活動報告会を実施するといった一連の経験は、コアメンバーの学生の将

来に大きく役立つと思います（個人的には、うまくいかなかったことを皆で振り返って、その原因を掘り下げ、

明日の糧にしてくれるとなおよいと思います）。 

組織マネジメントや活動内容の質という点から見ると、前述の通り改善点も多いと思われますが、そこから

少し離れて振り返ると、派遣学生から滞在時の感謝の手紙をもらったり、1 度だけではなく 2 度 3 度と現地に

足を運んでくれる学生がいたり、被災地からの帰った後でも学内できることを一生懸命模索してくれたりと、

こういう学生に多く出会えたことは純粋にうれしかったですし、我々の活動自体へのモチベーション向上にも

繋がりました。また、当会の現地調整員を務めてくれた堀池や大崎も酪農学園大学の出身であり、派遣学生

同様、温かで豊かな気持ちを持った卒業生と仕事ができたことは、私にとっても大きな収穫となりました。そ

ういった意味からも、被災地への学生派遣に尽力いただいた高橋先生、コアメンバーの学生たち、自分から勇

気をもって被災地に飛び込んでくれた派遣学生には、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

３．派遣学生へのメッセージ 

あまり、偉そうなことは言える立場ではないのですが、国内外の被災地や貧困地域で「現場を持つ実務者」

という観点から、学生の皆さんに 3点ほど伝えられることがあるのではないかと思っています。 

1 つは、「現場に行ってみよう」という気持ちを大切にしてほしいということです。15 年ほど前になりますが、

我々の学生時代には、図書室にある共用パソコンで今から考えるととんでもなく遅いインターネットを見ると

いうのが普通の学生時代でしたが、今では個々の携帯端末で多種多様な情報にスマートにアクセスできるよ

うになりました。そういう時代であるからこそ、「現場に行く」という意義は大きいと思います。もしも、自分の

興味のあることが見つかったのなら、実際に行く労力や軋轢を惜しまずに、現場に立ち現実に向き合ってほし

いと思います。学部を問わず、酪農学園大学の学生は、フットワークが軽いというのが強みなのではないかと



思います。 

2 つ目は、「ボランティアへのイメージ」についてです。派遣学生と話すと、多くは一般の仕事とボランティ

ア活動を全く違うものとして二元的に考えているようでした。多くの学生が、私たちの東北の被災地での活

動も「NGO/支援の仕事＝ボランティア＝無償でいいことをする」といったイメージで捉えていたのは、15 年

前の私の学生時代と変わらないものであり、少々残念に思ったことを覚えています。 

先ほどの評価の部分でも触れましたが、困っている人にいいことをしたいという気持ちだけでは、結果と

して心の通った支援はできません（かといって気持ちがなければできませんが…）。プロジェクトを合理的に

組み立て、マネジメントする姿勢が支援活動の際に求められるのも、「NGO の活動も公益性や社会的に難しい

立場にある人々の状況改善を求めつつ、限りある予算の中で効率の良い支援をし、所定の結果を出さなけれ

ばいけないドライな世界」であるためで、そこは皆さんが思っている一般の仕事と大差はありません。また、

表面上は美談に見える支援でも、利益の異なる集団の軋轢を調整したり、支援できないグループが発生した

りと、プロジェクトを管理する立場になると、営利企業と同様に現実的かつ非情な決断しなければならない時

もあり、決してきれい事だけではないのが、皆さんの「ボランティア」の現場である被災者支援の側面の一つ

です。しかし、そういったドライな視点なしには、「今、相手が喜んでくれればそれでいい」「無償だから、楽しけ

ればいい」という近視眼的なボランティア活動や支援で満足してしまう危険性があるように思います。ボラン

ティアや支援をすることへの総合的な理解の深まりがなければ、今回の東北の被災地支援でも数多く見られ

た場当たり的な支援活動は、今後も続いていくのかもしれません。 

さらに、支援の形も変化しています。昨今、国際協力や地域開発の現場では、持続性や自立という観点が重

要視され、ビジネスの分野と支援分野が近接しており、マイクロファイナンス、フェアトレード、BOP ビジネス、社

会的起業などもその流れにあります。多くは、ビジネスというスキームで改善・解決できる課題を積極的にビ

ジネスで解決していく方向性が重視され、支援の世界とビジネスの世界の垣根が少しずつ消えています。さ

らに、アジアの所得・消費水準は平準化していくプロセスの中にあり、皆さんの将来には、日本で働くという選

択肢以外にも、アジアの新興国、さらには、開発途上国で働く機会も一層増えてくる世代なのではないかと思

います。そういった流れの中で、アジアの途上国も一方的に支援する相手ではなく、ビジネス上の戦略的パー

トナーになってくるも場面も今まで以上に多くなるはずです。そのためには、旧来の社会的弱者への援助の

形、旧来のボランティアのイメージから一歩進んだ意識を持って被災地の活動をとらえ直す必要があり、それ

こそが、国内外のボランティア活動全体の質の向上に繋がるのではないでしょうか。 

相手に喜んでもらう支援活動は意外に難しい事、支援の世界は美談だけではない事、NGO の一部は一般企

業と変わらずビジネスなどの手段で貧困の解消などにチャレンジしている事、そして、プロジェクトをマネジメ

ントするという観点からは、目的が違うだけで支援の仕事と一般の仕事に大差はないという事がわかれば、

「仕事＝利益を追求する」「NGO/ボランティア＝無償でいいことをする」という旧来の二元論的な見方とは少

し違った角度から、ボランティア活動や支援の仕事の可能性が見えてくるのではないでしょうか。 

最後のメッセージは、「今回の経験を焦らず消化して、自分の軸の一つにしてほしい」ということです。 

国内外を問わず、災害の現場では、元来、社会がやんわり包み隠しているものが、顕在化し、我々の前に現れ

ます。そして、一方でそれが現在進行形で我々に開かれ、試されます。それこそが、多くの派遣学生が「滞在

時の心を揺さぶられる経験」をした土台にあったのではないかと思います。 

滞在時に経験したすべてを理解する必要は、もちろんありません。ただ、何か大事なことを決める時、自分が

逆境の中にある時に、被災地で見た景色や空気感、 出会った人の顔、毎日の感情の揺れ動きが、一瞬でも頭

をよぎり、思いを馳せてくれれば嬉しいと思います。日常を飛び出し、被災地や被災された皆さんと触れたこ



とが、心静かに考える時にふと浮かんでくる「原風景」、さらに自分を見る時の「鏡」の一つを構成するものに

なってくれれば、きっと被災地の現場に来た意味はあったのだと思います。 

結びに。アプカスの気仙沼での活動はもう少し続く予定ですので、機会があれば、またぜひ東北へ足を運

んでください。継続的にかかわることでしか見えないことは、多々あると思います。 


