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被災に備えて
平時から心がけること被災地のチャレンジを共に！

葛巻 徹（くずまき とおる）さん
特定非営利活動法人 いわて連携復興センター 代表理事

　震災以降、大きく2つの出会いがあり、私は今ここにいま
す。一つは岩手県内外で活躍する同年代の皆さんとの出会い
です。復興や、社会・地域課題に取り組む同年代の仲間達との
邂逅から勇気を頂き、私が活動を続けている原動力となって
ます。経験の少ない私が何を目指せばいいかの羅針盤とさせ
て頂いており、この場をお借りしてありがとうと言いたいで
す。もう一つは、岩手県内で市民活動分野でチャレンジしてい
る仲間達です。地域の課題に対して何もしないで傍観すると
いう選択肢もあるのに、自分の使命に気付き活動している皆
さんや岩手の為に汗をかいているかけがえのない皆さんが
いるからこそ、私も今のＮＰＯをサポートする活動をさせて頂
いています。引き続き岩手で一緒に活動させて下さい。
　これから期待する出会いは、チャレンジする人を応援した
いという人たちとの出会いです。震災で、被災地の時間軸は
10年早まったといわれています。ここでのチャレンジはまさ
に日本の地域課題解決の最先端に関わる事だと思っていま
す。今だからこそ、それを一緒に成し遂げる全国の仲間と出
会いたいです。
【プロフィール】1977年生まれ。岩手県花巻市出身、在住。2007年頃からサラ
リーマンの傍ら市民活動に関わる。2011年からＮＰＯの専従職員となり、2018年
より現役職。日本ファンドレイジング協会東北チャプター共同代表も務める。
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●葛巻 徹さん
 （特定非営利活動法人 いわて連携復興センター 代表理事）
●山田 浩史さん
 （日本生活協同組合連合会 組織推進本部）
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全国で復興を支えつづけるために
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３県（岩手、宮城、福島）の連携復興センターとJCN世話団体にも、
震災以降の活動で影響を受けた出会いや期待する出会いというテーマで寄稿いただきます。

今回はいわて連携復興センターの葛巻徹さんとJCN世話団体でもある日本生活協同組合連合会の山田浩史さんです
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山田 浩史（やまだ ひろし）さん
日本生活協同組合連合会 組織推進本部　

サステナビリティ推進部 地域・コミュニティー担当

　東日本大震災の当時は内閣府に出向勤務し、国の審議会を運
営していました。私も帰宅困難者になり、首都圏における交通網
の混乱など機能不全のリスクを実感しました。2017年の秋より
被災地支援に関わるようになりましたが、平成30年7月豪雨、北
海道胆振東部地震では、支援物資の手配、災害ボランティアセン
ターの運営、避難所の炊き出しなどの支援のコーディネートを経
験させていただきました。

　東日本大震災発生後、全国の生協は、被災者の緊急支援とし
て、安否確認や自治体への支援物資の提供、生協のトラックによ
る避難所への配送にも協力しました。生活再建支援の取組みと
しては、生活必需品の入手が困難な地域での移動販売・炊き出
し・弁当宅配の実施、買い物バス運行、サロン活動などを続けて
います。改めて、地域における生協の役割発揮が求められている
ことがわかりました。

　これらの経験を通じて平時から地域の課題に行政、社協、NPO
などが連携して取り組むことが、災害時にも団体の特性を活かし
た支援の環境づくりにつながると感じるようになりました。生協
が積極的に地域の団体とつながるために、コーディネーターなど
の人材育成の必要性も感じています。今後も災害時に、被災者・
被災地のニーズに沿った物資や人の支援になることを目指し、ヒ
ト・モノ・カネの支援を適切にマッチングしていきたいです。

【プロフィール】2017年秋から県域・広域災害に
備えた平時からのネットワークづくり、災害支援な
どに関わっています。2004年入協。学協支所（食
品バイヤー）、内閣府出向、組合員活動部、地域・コ
ミュニティー担当。



人に学び、今一度、私にできることを考えよう

東日本大震災支援全国ネットワーク

代表世話人　栗田暢之

スタッフ紹介

　震災当初、日本中はもとより世界各地からも「がんばれ！東北！」が合言葉になり、直接行け

る者は被災地各所で汗を流し、水や食糧を届けた。また直接行けない者はお金やモノを送っ

た。誰もができることを必死に考え、行動に移した。

　あれから8年。行政による懸命なハード事業は進められ、壊滅的だった沿岸部や高台移転

に伴う宅地の整備、災害公営住宅の新築など、まちの再建は着実に進められている。ただし、

自治体によってはまだその途上にあり、今もひっきりなしに大型ダンプが行き交う地域もある。

そして、原発事故により、いまだ一歩も入れない帰宅困難区域がある一方で、道路を挟んでそ

の反対側は居住制限区域が解除され、制度上は普通に暮らせる区域となった地域もある。

　一言では決して語れない8年の歩みにおいて、逆に、真新しいまち故の新たな「くらしの課

題」も山積だ。さらに個別化・潜在化・深刻化の現実が付きまとう。その上で、ここを民の「人」

が今日も懸命に「人」を支え続けている。ある人は、高齢化率50%超えが珍しくない公営住

宅群で個別訪問をしたり、自治会構築に奔走したり、一緒にサロンを企画して足しげく参加

を呼び掛けたり…。ある人は、通院などの移動支援で、毎日70名もの方々の送迎をし、買い

物にも付き添ったり…。ある若者たちは、震災を機にI・J・Uターンして、まちのコミュニティ

再構築に新鮮な風をもたらしたり、復興まちづくりに斬新なアイデアを届けたり…。

　こうして被災地の現実と向き合い続けている人の今の姿を、あの時、「がんばれ！東北！」と

連呼した多くの人に伝えたい。その奮闘ぶりを味わいつつ、今一度できることを一緒に考

え、行動したいと願い、今号も自信を持って「人」を紹介する。

宮　城岩　手
　8回目の311を迎える日本。「被災地のいま」という

使い古された言葉は、現在進行形で変化する東北の

一片を切り取る事しかできません。このレポートは東日

本大震災被災地に生きる一人ひとりに焦点をあて、そ

の背景にある課題を考察するとともに、全国からの関

わり方を提案することを目的としています。市民が主

体となる活動を後ろ支えすることで地域に恩返しをし

ようとする方、交流を深め家族のような関係性を地域

内外に創出しようとする方、外から地元を俯瞰し効果

的な発信を模索する方、多様な働き方を実現すること

で誰もが生きやすい環境づくりに奮闘する方。一度は

失われたまちでも、ヒトの想いは失われず、こうした活

動として強化されていきます。このレポートが、全国か

らの関わり方を考えることはもとより、そのことを通じ

自分自身の生き方を見つめる機会になれば幸いです。

●岩手県担当:中野圭

　今回紹介する宮城の4名の方から「持続可能な地域

コミュニティをどのようにつくるか」「女性が自らを活か

し元気に活躍するにはどうすればいいのか」「どのよう

に地域で子どもの遊び場を作っていくのか」「東日本

大震災を踏まえてどのように未来を作り上げていくの

か」という投げ掛けをいただきました。これまで、被災

した地域をどのように支援するかということを考えな

がら活動してきましたが（もちろん、まだ支援は必要だ

と思いますが）、今は、これらの問いについて全国で一

緒に考えることが大切なのではないかと考えていま

す。この問いを考えること自体が将来、日本が抱える課

題を考えることにも繋がるのではないかと感じている

ためです。今一度、東北に目を向けて一緒に課題を考

えてみませんか。

●宮城県担当：杉村郁雄

広　域
　改めてこの原稿をつくるためのインタビューではじ

めて知ることもあります。ネットワークは、まず相手の声

を聴くことからつながっていくのでしょう。いま広域避

難者支援の現場では、これまで支援に関わってきた担

い手だけではなく、その地域のボランティア活動や福

祉、教育、医療などに取り組んでいる人たちとのつなが

りも必要という声を聞きます。つまりは、被災者支援・避

難者支援という枠を超えたネットワークづくりが求めら

れているということです。避難者の声を聴く、お互いに

感じている声を聴くことを重ねて、思いを同じくすると

ころから、ネットワークがつくられていくのでしょう。地

域ごとにネットワークづくりを応援していきたいです。

●広域避難者支援担当：津賀高幸
岩手県大船渡市越喜来生まれ。代々
漁師家系の16代目。早稲田大学商学
部卒業、東日本大震災を機にＵター
ン。2012年よりJCNなどNPO活動
を開始し、2016年漁業に転身する。

岩手県担当：
中野圭（なかの けい）

2014年よりJCNの活動に携わり、現
在は、広域避難者支援、事務局、宮城
県を担当している。現地で活動する団
体の「声」を多くの方に届ける場や機
会を作りたい。

宮城県担当：
杉村郁雄（すぎむら いくお）

1972年神奈川県鎌倉市生まれ。
ニュージーランド育ち。98年より環境
系のNPO活動に参加。震災後、2012
年9月よりJCN福島担当に。福島県双
葉郡富岡町在住。スズメ好き。

福島県担当：
鈴木亮（すずき りょう）

高知県出身。滋賀県立大学環境科学
部卒業後、民間シンクタンクで、地域
防災・災害ボランティア活動に関する
業務に関わる。JCNは設立準備の段
階から関わる。

広域避難者支援担当：
津賀高幸（つが たかゆき）

J C N担当者より

福　島
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　東日本大震災から9年目となりました。3月はメディア

や復興関係者が騒がしくなる月です。今号でご紹介す

る4人のキーマンは、そんな3月にも新規のマッチング

や取材・登壇についてご対応いただける「受援力の高

い」方々です。インキュベーション（起業支援）やサポー

トセンター（中間支援）、NPOに深くかかわる旅館経営

者や農家さんネットワークとバラエティに富んでいます

が、根っこに通ずる何かは共通しています。それは、個

人としての哲学がブレず魅力的である事と、組織として

未来志向である事です。限られた誌面ではごくごく一部

しかお届けできませんが、ぜひ、実際に会いに行き、ご

縁を結んでいただくきっかけになればと思います。

●福島県担当：鈴木亮
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木下 雄太(きのした ゆうた)さん
特定非営利活動法人 おおふなと市民活動センター 理事長

「チャレンジするひと」
「チャレンジできるまち」をつくりたい

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　のんのりのだ物語として活動を始めた当初は、野田村の復興支援員の方々をはじめ地元の
人たちとの出会いが私を支えてくれました。現在も野田村や、行く先々でお会いする皆様との
出会いひとつひとつを大切にしています。個人名を挙げるとすれば、NPO法人いわて連携復興
センター代表理事の葛巻徹さんです。葛巻さんのことは、最初はあまり好きじゃなかったです
けど（笑）、お互いを知り、対話する中で、のんのりとしての活動や私自身の迷いを解決してくれ
て、今はとても信頼できる存在です。今後も頼りますし、私を導いてくれる存在として一緒に伴
走していただきたいです。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　「夢」と「経験」がある方々との出会いを求めていきたいと考えています。これまでも「夢」を
持つ方との出会いを大切に思い、一緒に前を見て進んでくれるたくさんの仲間との関係が生
まれました。しかし、夢や勢いだけでは超えられない課題も多く経験しています。今後は野田村
での活動を確立するために知識やノウハウ、いわば夢と一緒に「経験」を持つ方々との出会い
を期待します。そのためには私自身がしっかり成長し、そうした出会いに気づける視点を身につ
けたいと思っています。そして、私だけでなく野田村にも私と同じような出会いが生まれる環境
を作り、地域で暮らす皆様を導いていきたいです。

下向 理奈(しもむかい りな)さん
特定非営利活動法人 のんのりのだ物語 代表理事

導かれる側から、導いていける存在へ！

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　中学2年生の時に、東日本大震災がありました。田老の祖父母は無事でしたが、親戚のおば
あちゃんが避難せずに亡くなりました。命を守ることを何かしたいな、と思い参加した
TOMODACHIサマー2013ソフトバンク・リーダーシップ・プログラムで、アメリカに行きまし
た。その時、14歳の起業家に会って「若くても自分次第で何でもできる」と衝撃を受けました。
帰国後、200以上のワークショップに参加して、その中で防災教育に関するプレゼンをしたこと
がきっかけで、NHKの「東北発未来塾」に出演しました。そこで出会ったのが、番組上の講師
だったNPO法人プラスアーツの理事長永田宏和さんです。番組が終わった後、実際に教材とし
て作ろうと持ち掛けてくれ、出来たのが津波防災紙芝居「ちちんぷいぷい」です。この時の出会
いが、その後の私にとって大きなものとなりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　仲間と「28歳で宮古に帰る」と約束しています。それまでは、宮古を外側からPRしていきたい
です。今取り組んでいるのは、本州最東端のまち宮古市PR隊、きっかけ食堂、MYSH Sake Bar
で、宮古のおいしい食・酒の「コト」と宮古で活動している「ヒト」を都内に招いて、宮古を知って
もらう活動です。一人でできることには限界があるけれど、分業してやっていきたいです。地域
ぐるみで応援していくことに、一緒に取り組んでいける仲間との出会いを期待しています。

佐々木 真琴(ささき まこと)さん
本州最東端のまち宮古PR隊 / 群馬県立女子大学4年 / ASHOKA Japan 東北Youth venture 第10期 / TOMODACHIアラムナイ

大好きな宮古と他地域を繋ぐ
「きっかけ」をつくるひとに・・・！

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　私が影響を受けた出会いは、リンゴ農家5代目の大和田貴史さんです。2014年、私が一般
社団法人SAVE TAKATAに在籍していた時の出会いです。陸前高田市には、米崎町という地
域を中心に採れる「米崎りんご」というものがあります。現在120軒ほどのリンゴ農家がいます
が、年々高齢化が深刻になったこともあり、従事者は減少しています。そんな中でも大和田さ
んは、20～30代の中で継ぐと決めていた唯一の人でした。元々リンゴづくりに興味のなかった
私ですが、彼と出会ったことで、「米崎りんごの存在をもっと多くの人に知って欲しい」「米崎り
んご仲間を増やし、次の世代に引き継いでいきたい」という想いになりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　我々の活動を見て、「自分もやってみたい！」と思ってくれる人に出会いたいです。地域内外問
わず入口はどこからでも良いのですが、しっかりコミット出来る人が良いです。ただ、この地域
に生まれ育った人がその地域の伝統や産業を引き継いでいくという事自体がすごいことだと
思っていて、ずっと陸前高田にいる人や、一度離れて戻ってきた人が、あとに続くように道を
作っていきたいと思っています。私たちがどうPRするか…という事もあるかと思いますが、「陸
前高田市にリンゴがある」という事を知って欲しいです。ぜひリンゴを食べに陸前高田市に来
てください！

松本 玄太(まつもと げんた)さん
特定非営利活動法人 LAMP 代表理事

米崎りんごの未来のために　
あとに続く人が、歩ける道をつくる　
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　これまで、様々な出会いや機会がありましたが、その中でも、文具店を営む傍ら、地域活性の
活動にも取り組んでいた同級生の竹野さんとの再会が、今の私をつくった最初のきっかけで
す。震災後、応急仮設住宅支援事業に所属し、コミュニティ支援の活動に関わるようになった時
期に、竹野さんの勧めで「サンタがまちにやってくる」というイベントに携わるようになり、大船
渡市の未来について考える「おおふなと2030会議」、経営者や地域リーダーの育成を支援する
「未来創造塾」などに参加することが出来ました。今思えば、彼女と再会したことで、コミュニ
ティ支援や市民活動推進など、自分がやりたいことが何なのかを整理でき、NPO法人おおふな
と市民活動センターの立ち上げにつながったのかもしれない、と感謝しています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　隣の釜石市や陸前高田市では、「自分のまちをどうにかしたい」という思いで活動している若
い人が多いように思います。大船渡でも、チャレンジする人をどんどん増やしたいですし、チャ
レンジできる土壌づくりをしたいと思っています。そのためにも、大船渡にないこと、やってい
ないことに取り組んでいる人に出会いたいです。自分にはない新たな発想に刺激を受けて、大
船渡でやるにはどうすればいいのか考えてみたい、チャレンジしてみたいと思っています。

岩手県大船渡市生まれ。震災後に仮
設住宅の支援員として活動し、災害
公営住宅への移転に共うコミュニ
ティ形成を担当。その後、市民活動支
援センター事務局長として着任し、
NPO法人を立ち上げ現在に至る。

野田村出身。東日本大震災津波を機
に東京から野田村へ Uターン。平成 
27年4月、 NPO法人のんのりのだ
物語を設立し、コミュニティの再活
性やコアなリピーター発掘に取り
組んでいる。

本州最東端のまち岩手県宮古市に
生まれる。中学２年の時に震災を経
験。変わり果てた姿を間近で見る。
親戚を津波で失い、守れるはずだっ
た命を守れなかった悔しさから防
災教育に携わる。伝え方のプロにな
るのが夢。

広島県出身。2012年4月陸前高田
市へ移住。2013年4月一般社団法
人SAVE TAKATA入社。2017年4
月NPO法人LAMP設立。また、ゴス
ペルを中心としたフリーのピアニ
ストとしても活動。

東京都　宮古市 

Mob:080-1694-3598

Mail:makoto1122.ctw@gmail.com 

活動地域

連絡先

岩手県陸前高田市

Tel:0192-47-3287

Mail:info@lamp-yr.org

活動地域

連絡先

岩手県大船渡市

Tel：0192-47-5702
Mail:kinoshita@ofunatocity.jp

活動地域

連絡先

岩手県九戸郡野田村

Tel：0194-75-3981
Mail:nonnori.noda.story
@gmail.com

活動地域

連絡先
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佐藤 賢(さとう けん)さん
特定非営利活動法人 ピースジャム 理事長

新たな生き方を支えてくれた人

栗林 美知子(くりばやし みちこ)さん
 特定非営利活動法人 ウィメンズアイ 事務局長

楽しく集う、仲間ができる、新しいことが始まる

田中 雅子(たなか まさこ)さん
特定非営利活動法人 こども∞感ぱにー 代表理事 / 保育士 / PADIダイブマスター

子どもの可能性を見守り、育てる仲間とともに…

三浦 隆一(みうら りゅういち)さん
認定特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム 地域事業部 プログラム・コーディネーター

多くの出会いに支えられ、ここまでやってこれました
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　日本NPOセンターの田尻さんと三本さんですね。僕は震災前日まで市内でBARの経営をし
ていて支援活動なんて関わったこともなく、「NPOって何？」というレベルでした。そのため畑
違いながら震災直後に始めた母子支援には知識も技術も不足しており、あるのは根性と不安
くらいなものでした。そのような状況で活動を続けていた２０１１年の冬に弊事務所に田尻さん
と三本さんが訪れてくれました。活動に必要な各種セミナーの案内や助成事業を通じた基盤
強化のおかげで、自組織の在り方や歩き方を描けるようになりました。組織間の関係性という
より「人と人」として関わって頂いたおかげで自分の活動を肯定でき、当時の僕には何よりの燃
料になりました。二人に出会えたからこそ今があるのだと現在も感謝しています。でも二人に
は内緒です。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　エシカル製品の開発や販売で効果を上げている人に出会いたいですね。SDGsが設定され
てからは都心部を中心にCSVによる活動が活発になり、今後は非営利的な取り組みがあってこ
そ持続的に財務効果が上がる、という概念が一般化していく機運を感じます。これからは地方
と都会、企業と人、人と地域などが垣根を越えてより課題解決のために結びつき、熟れきった既
存市場から潜在市場への開拓が盛んに行われ多くの協働が生まれると思います。エシカル製
品を通じて、地方コミュニティの抱える課題を地方改革のチャンスにつなげたいです。

安心して子育てができるコミュニ
ティづくりを目指し、子育てと仕事
を両立できる職場の提供と雇用創
出、母親の交流の場の提供、子ども
が安心して遊べる環境づくりに取
り組んでいる。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　石巻市の沿岸部に、子どものあそび場をつくることになった2011年9月。この公園が、今も
プレーパークとして、子どもを中心に地域の方々が集う場になるには、数えきれないほどの出
会いと支えがありました。その一人に大工のすーさんがいます。当時、被災して更地となった公
園で子どもと一緒に遊具をつくる時、すーさんは解体した家の廃材をもらってきては、抜いた
釘を「まだまだ使えるよ」とたたいて伸ばして使います。釘が上手く打てなくても「大丈夫だ～」
と笑い飛ばすすーさんから、「工夫すれば、周りにあるものでなんでも作れ、やってみたいと思
うことが大切」ということを子どもたちは教わりました。すーさんは今、もうあそび場には来れ
ない年齢になってしまいました。でも、ものを大切に使い、やろうと思えば何でも実現するとい
う、今のプレーパークの土台を作ってくれ、これからもそれは受け継がれていくでしょう。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　活動が始まって7年半を迎えますが、当初と今では、見えてくる課題が変わってきているのは
確かです。子どもにとって遊ぶことは生きることそのもの。主食といってもいいくらい、子ども
は遊びから創造力や好奇心、社会性などを育んでいきます。でも、今の社会ではそれが保証さ
れているとはいいがたいのは事実です。今の目標は、地域で子どもの遊びを保障し、見守り育
てる街をつくること。その実現には、子どもが自由に遊べる環境をつくる仲間が必要です。その
仲間たちとの出会いに今からワクワクしています。

1968年東京生まれ。趣味は海遊び
や保存食づくりetc…発災後すぐに
石巻入りし、9月に「黄金浜ちびっこ
あそび場」を地域の人と再建する。
現在はここを拠点に、市内にプレー
パークを増やす取り組みや子育て
相談や講座に明け暮れている

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　ウィメンズアイでは2015年から被災3県で活動する若手女性の育成研修「グラスルーツ・ア
カデミー東北」を実施してきました。私も参加者の一人として、さまざまな分野で活躍する同世
代や10、20代の女性たちと出会いました。家族や地域への思い、自分を奮い立たせてくれる
喜びの源泉、人生を切り拓いていくための苦労や葛藤など。東日本大震災は、私も含め彼女た
ちの価値感や生き方に大きな影響を与えています。研修を通じて等身大の自分で語り合える
ようになったこの仲間は特別な存在です。自分らしく生きるって簡単なことではないけれど、そ
れぞれが活動する場で小さくても良い変化を起こしていけたら、ウィメンズアイが目指す「女
性が自らを活かし元気に活躍する」ビジョンの実現に近づいていくのだと思います。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　ユーモアのセンスを持って、気張りすぎず、いい具合に肩の力を抜いて、失敗してもまた一
緒にやりたいと思えるような仲間が欲しいです。変化の激しい不安定な時代に、東北の小さな
町で持続可能な地域を目指して行動を起こしていくことは勇気がいります。正しさを求めすぎ
ると窮屈で息苦しくなってしまうこともあります。現実は、頭を抱えてしまう事もあるからこそ、
心が愉快であることを大事にしたいと思っています。

和歌山県出身、東日本大震災での災
害ボランティアを機にウィメンズ
アイの立ち上げに参加。同法人の事
務局長として、地域の女性たちとと
もに、人をつなぎコミュニティを育
てる活動を続けています。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　個人ボランティアとして活動を始めたときから今に至るまで、すべての出会いに影響を受け
ました。全世界から集まった世代も生い立ちも異なるボランティア、被災地に関心を寄せ続け
てくださっている寄付者、様々な地域や分野で命を削って活動するNPO職員、制度と現実の間
でできることを模索する行政職員、住民に寄り添い共に悩まれている社協職員、そして地域で
暮らすということの現実と覚悟を教えてくださった住民のみなさん、すべての出会いが得難く
貴重なものでした。多くの出会いの中で、社会がどう成り立っているのか実感でき、自分も社会
の一員として様々な方との繋がりがあって生かされていることを意識できるようになりました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　未来を考えるとき、過去、現在をしっかりと判断することが大切です。東日本大震災に関り続
けている関係者や住民の中では、これまでの社会がどう成り立っていたのか、今の現状がどう
なのか共通認識ができつつあると感じています。今後の復興に必要なことは、過去と現在を判
断したうえで、これからの未来をどう描くのかを考え、形にすることだと思っています。現実にあ
る課題をどうするのかを考えるのに比べて、無数の選択肢があり、模範解答のない未来を考え
ることは難しく、多くの意見の対立とチャレンジと失敗が積み重ねられると思います。対立や失
敗を乗り越えて、100年後の当たり前を一緒に考えられるような出会いに期待しています。

宮城県気仙沼市

Tel：0226-29-6583
Mail：info@peace-jam.org

活動地域

連絡先
宮城県石巻市

Mob:090-7185-3941
Mail：kero@codopany.org

活動地域

連絡先

南三陸町、及びその周辺地域

Mail:info@womenseye.net

活動地域

連絡先

東日本大震災が発災後、個人ボラン
ティアをきっかけに、東松島市災害ボ
ランティアセンターの運営に関る。そ
の後、ジャパン・プラットフォームに
入社、宮城地域担当として県域の中間
支援業務に関わり現在に至る。

岩手県、宮城県、福島県

Mob：080-9027-5747
Mail：Ryuichi.miura@
japanplatform.org

活動地域

連絡先
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里見 喜生(さとみ よしお)さん 
いわき湯本温泉 古滝屋 主人

関心が生まれる出逢いの場を提供したい

小野寺 孝晃(おのでら たかあき)さん
特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan 理事長

地方にこそ最高級の学問を

天野 淳子(あまの じゅんこ)さん
南相馬市市民活動サポートセンター 事務局長

中間支援を企業としてとらえられる人と出会いたい

浅見 彰宏(あさみ あきひろ)さん
特定非営利活動法人 福島県有機農業ネットワーク 理事長

地域はどこも待ったなし
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　３つあります。震災前からつながりのあった各県の地域づくりの仲間との再会、全く知らない
人なのに心を寄せてくださるボランティアの皆様との出会い、そして障がいをもった方々との
避難所での出会いです。震災前からの仲間たちの温かさには助けられ、ありがたかったです。
ボランティアの方は、沖縄や海外からも足を運んでくださって、本当に「お役に立ちたい」と強
い気持ちの沸き上がり方に、驚きました。障がいをもった方々は、原子力災害でよりに大変な暮
らしを強いられるようになりました。その方々との出会いで、日頃生活の中に潜む社会問題が、
山ほどあることを再認識させられました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　色々な人に出会う機会を頂きました。一生の間で出会える人には、もう会い切ったという位
ありましたので、これからは断捨離かなあ(笑) そんなこと言っちゃダメですよね。でも例えば新
たに「3.11メモリアルネットワーク」の理事のお誘いをいただきましたが、福島だけでなく東北
の方と一緒のテーブルで、同じ方向を向いて活動を始められるというのは嬉しいです。未来の
子ども達のために震災にきちっと向き合って覚悟をもって進めていこうという人たちの集まり
だと思うんです。僕の活動を通してというのもおこがましいのですが、これからも関心がなかっ
た方が新たに「関心が生まれました」と言える出逢いに出会える機会を提供していきたいです。

老舗温泉旅館の16代目。震災後、障
害を持つ子どもとその家族を支援す
るNPOふよう土2100や、オーガ
ニックコットン、手作り太陽光、有機
農業を通し、衣食住の自立を提案す
る「おてんとSUN企業組合」を設立。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　多くの人が南相馬に関わって下さって、出会いの連続でした。その中でも、やはり、うちのセ
ンターのスタッフや会員団体の皆さんですね。他県から来て広報や市民活動に対する意識につ
いて教えてくれる人、高校生で被災して、身寄りのなくなった4歳のこどもを引き取ってチーム
で育てている人、一人一人がドラマをもって関わってくれています。私自身も、震災でご遺体の
搬送とか、いろいろなことがあってここに来ています。支援に来てくださった人も「南相馬大好
き、また来るね」って、人懐っこさがある。当事者から始まるのが市民活動の原点。毎日勉強させ
てもらっている師でもある。この人たちの活動がなければセンターの意味もないと思います。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　今は若い人にも浸透するほど「民間の活動の必要性」が受け入れられるようになりました。
自治会もセンターに「男の料理教室やりたいんだけどさ」「助成申請いっしょにやってくれる？」
と積極的に声をかけてくれます。市民活動の意識と知識を持っている高校生、NPO理事を20
年以上もしてきた50代、60代もいます。でも意識を変えるって、すごく大変。だから「中間支援
組織を企業ととらえられる人」と会いたいです。活動するには資金が必要で、スタッフにも生活
があります。「税金は払って当たり前だけど、寄付はちょっと」という意識を一緒に変えてゆく人
と出会いたいです。そういう人の声をどんどん広げることが、世の中を変える一歩ですよね。

南相馬市出身。震災後、南相馬の復
興団体「みんなの隣組」など、立ち上
げ支援を経て2017年から南相馬市
市民活動サポートセンター事務局
長に就任。2018年4月に設立され
た一般財団法人ふくしま百年基金
の発起人のひとり。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災前は東京のIT会社に勤めており、技術や営業、戦略セクションを経て、最終的には会社
のビジョンづくりや新規事業開発も行っていました。2013年に会社を大きくしようと、事業構
想大学院大学に入学しました。しかし、「いわき出身なのに、この時期になぜ東京の会社のこと
を考えているんだ？」と、先生や仲間に背中を押され、論文のテーマを「福島県沿岸地域の地域
経済活性化」に変更しました。論文を書くために、20年ぶりにいわきに戻ると、現地では同世代
がすごく頑張っていました。そこで先にUターンしていた松本丈くんと出会って、ひとづくりや
地域づくりの事業を「一緒にやりましょう」と言ってくれたのが大きな出会いでした。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　僕は出会いを作る側なんですよね。「浜魂」やインターンシップのコーディネートもその一つ
の活動です。誰かを後押すること、仲間ができること、次への一歩を後押しすることなどを提供
したい。今後は、いわきにビジネススクールを作って、構想した事業を多くの事業家に評価して
もらったり、一緒にやる人を探してもらったりして、産業づくりにつなげたい。地域ほど情報が少
なく、高等な学問が必要なのに、勉強できる環境が少ないと痛感しています。いわき市も人材育
成が地域の経営課題だと、本気で耳を傾けてくれるようになってきました。今後は、いわきの次
の産業を作れるような若い事業構想家を沢山育て、出会いを作れる人も育てていきたいです。

いわき市平出身。高校卒業後、上京
しIT企業に就職。在職中に事業構想
修士課程（MPD）を修了。福島県浜
通りを楽しい地域にするため2015
年7月にUターン。町づくり企画全
般を行政、地元大学、民間企業と連
携し奮闘中。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　震災をきっかけに、「食や農だけでなく福島の復興をどうしたらいいか」という人と会うことが
増えました。それから復興だけでなく農業や地域の本質的な問題をどうしたらいいか、一緒に考
えるステージに移りました。出会う人の幅、すそ野の広さが震災をきっかけに圧倒的に広がった
と思います。東京・世田谷に開いていたアンテナショップ「オルガン堂」に関わってくださる仲間
は、彼らなりのこだわり、意識の強さがあって、本当に困った時にはめいっぱい助けてくれるし、
直接の被災が少なかった会津にも来てくれて、助ける、助けられるという視点を超えて、はっき
りとモノ申してくれる。これからの事を一緒に考えてくれる対等な立場のいいパートナーです。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　福島の支援の在り方を、誰もが改めて考える時期だと感じています。「震災復興」というフィ
ルターを外すと「自分たちの足元もヤバいぞ」と気づきます。でも立ち向かうエネルギーが
残っていません。実際、会津より浜通りの方が潜在的なマンパワーがある。島根や秋田の過疎
先進地もあれば、岩手の海辺のような水産物の加工ができるところは動くお金のスケールが
違います。新たなステージに、被災地かどうかを抜きにして、地域の底上げをするための「実際
のエネルギー」がどれくらい残っているか、モノサシをもってフラットに連携できる仲間と出会
いたいです。被災地も待ったなしだけど、会津も待ったなし。地域はどこも待ったなし！

1969年千葉生まれ。上智大学文学
部卒。鉄鋼メーカー勤務を経て埼玉
県小川町の霜里農場で有機農業研
修。1996年7月から福島県山都町
（現・喜多方市）へ移住。地域循環にこ
だわった有機農業で稲作、野菜、鶏と
豚の小規模有畜複合経営に従事。

福島県いわき市

Tel：0246-38-6586
Mail：info@tatakiage.jp

活動地域

連絡先

福島県いわき市湯本

Tel：0246-43-2191
Mail：satomiyoshio@gmail.com

活動地域

連絡先 福島県南相馬市

Tel：0244-23-5420
Mail：saposen@minami-soma.com

活動地域

連絡先

福島県喜多方市山都町

Tel：0243-24-1795
Mail：info@fukushima-yuuki.net

活動地域

連絡先
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高橋 周介(たかはし しゅうすけ)さん
のまはら 代表

地域の課題を一緒に考え取組みたい

三浦 綾(みうら あや)さん
広島避難者の会アスチカ 代表

これまでつながった人たちと
しっかりつながり続けたい

西山 祐子(にしやま ゆうこ)さん
一般社団法人 みんなの手 代表理事

これまでの経験や知識、知恵を生かしていきたい

武田 恒男(たけだ つねお)さん
さんりくのつながりHAMANASU会

できることから、つながりつなぐ
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Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　私たちは「のまはら」という農業交流を主体にした支援団体です。前身は震災で被災した
方々の互助組織でした。私も南相馬からの避難者で車中泊などを繰り返し、縁もなかった奈良
の公営住宅に入居しました。人の繋がりがほとんどなくなり、ほぼ２カ月人との会話が無くなっ
たとき、これ以上ない不安がこみ上げました。そんな時に奈良の市民団体の方が訪ねてきたこ
とがいまの活動の出発点と言えます。震災支援の活動に加わり、ボランティアの方々、被災され
た方々と繋がりをもつことによって、沢山の素晴らしいご縁を頂きました。いま取り組んでいる
農業交流活動は、過疎が進んだ、有休農地と付随の空き家を活用してみないかと、奈良のある
方から相談を受けたのがきっかけでした。農作業という共通目的をもってはじめた避難者交流
会は、会を重ねる中で、とてもよい成果をあげることができました。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　震災支援活動から８年を経てこれからは奈良の地域に根差した組織へと活動を広げていき
たいと願っています。避難者同士やか関わる人たちだけのネットワークに留まらないで、自分た
ちが住む人たちとの関わりを積極的に持ちたいです。自分たちの課題だけではなく地域の課
題も一緒に考えて取り組むことを目指したいです。

震災まで南相馬市で山荘を営む。震
災後、奈良に避難し、2011年5月
「奈良災害支援ネット」に参加、
2012年３月「奈良県被災者の会」結
成。2017年「のまはら」として新た
にスタート。有休農地を再生しなが
ら農家として修業中。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　広島に避難した人たちの交流会でお世話をしていた避難者が中心になって「アスチカ」は発
足しました。広島市社会福祉協議会をはじめ、広島のボランティアの方たちのサポートがあっ
たからこそ継続できていると思っています。また、各地の当事者団体や支援団体との交流が
様々な活動のきっかけにもなりました。一方で、自分自身まわりに「サポートしてください」と言
うことに慣れておらず、不安がたくさんありました。各地に出かける中で出会った北海道の当事
者団体「みちのく会」の本間紀伊子さんは、相談するたびにじっくり話を聞いてくれて、気持ち
が楽になりました。みちのく会は解散しましたが、いまでも活動の参考になっています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　避難したことで出会ったアスチカのスタッフ。その多くはもともとこういった活動の経験もな
い中で、みんなすごく頑張ってきたと思っています。これまでの経験を振り返りながら、自らの
足元を固めながら、それぞれが信じる幸せをつかんでもらいたいです。私自身は、本当に多くの
人と出会うことができました。これからもいろんな人と出会うと思いますが、これまで出会って
きた人たちとのつながりをしっかり続けていきたいと思っています。震災前の状態にすべて戻
ることはできませんが、いまの自分と向き合って、これからもがんばりたいと思っています。

2011年3月11日いわき市で震災に
あう。三姉妹の母。夫はいわき市で
会社を経営。2012年10月広島に避
難した方と当事者の会ひろしま避
難者の会「アスチカ」設立。福島と広
島を行き来しながら活動を継続し
ている。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　避難してからを振り返ると、いろんな人に出会いました。ずっと同じではなく、時間の経過と
ともに変わっていきました。市民、ボランティア団体、マスコミなど様々です。避難した人たち同
士の助け合いから、みんなの手の取組みは、はじまりました。避難先での暮らしが大変だと思っ
ている避難者と、「なにかをしたい」という人たちの思いをつなげたくて、グループをつくりまし
た。同じ立場、同じように子どもを持ったお母さんたちとは、この避難があったからこそ出会う
ことができた人たちです。これからも、京都の「なにかしたい」という思いを持っている人たちを
つないでいきたいと考えています。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　避難してから、最初に手を差し伸べてくださった方、同じように避難された方、保養に協力して
くださった方、取材してくださったメディアの方、まちづくりやソーシャルビジネスに取り組んで
いる方など、「みんなの手」という場を通じて、コミュニティは広がりました。いま各地で自然災害
が発生しているので、そういった地域でも私達の経験を伝えていきたいです。避難先でお世話
になるだけではなく、経験や知識、知恵を活かしていきたいです。また、京都と福島のつながりは
これまでもつないできましたが、さらに各地にいる人たちとのつながりも紡いでいきたいです。

福島県福島市出身。京都市に母子避
難後、「みんなの手」を発足。「寄り添
う・つながる・結ぶ」を柱に、避難者
の孤立防止・地域との連携・ふるさ
ととの絆作り事業を行う。前職は通
訳・英語講師。京わっぱ町家カフェ
「きのわ」と英語教室運営等も行う。

Q.震災以降の活動で影響を受けた出会いを教えてください。
　よく考えてみるとね、一番影響を受けたのは、当時、大熊町復興支援員をしていた牟田さん
なんだよね。彼女は陸前高田市で活動した経験もあって、陸前高田市を舞台にした映画「先祖
になる」の東京町田市で上映会やるときに後押しをしてくれました。その上映会のアンケートを
みると岩手から避難した者同士で会いたいという声が多くてね。元々岩手から避難した人が少
ないため、避難者向けの交流会に参加しても寂しく感じることが多かったんです。そんなことか
ら、都内近郊で開催されているサロンに足を運んで、仲間を連れ出したり、なかなか会えない
人や出てこられない人には絵葉書を送ったり、自然と一人ひとりをつなげることをしてたのか
なと思います。

Q.今後期待する出会いを教えてください。
　震災という辛いことはありましたが、避難してからの出会いが今でも続いていることを考え
るとすごいと思うし、刺激を受けています。向こうでの生活が続いていれば、もしかしたら出会
う人も限られていたかもしれません。これからも自分でも気づかないうちに、いろんな刺激を
受ける生活が続いていくと思います。津波の被害にあった方を思うと、今生きていること自体
ありがたいことだと感じます。自分のことを必要としてくれる人がいるならば、できることを楽
しみながら、続けていきたいと思っています。

東京都生まれ。家族で陸前高田市へ
移住し、25年目を迎えた年に被災。東
京都町田市へ避難後当事者団体「東
北の絆・サロンFMI会」の中心メン
バーとして活動。現在も東京近郊の
サロンなどへ足を運び続けている。

奈良県内

Tel：050-3636-7123(10:30-19:00)
Mail：mail@nomahara.com

活動地域

連絡先

広島県・山口県・島根県

Tel：082-962-8124　
Mail：hiroshima.hinan＠gmail.com 

活動地域

連絡先

京都府・関西

Tel：070-5656-5621
Mail：minnanotekyoto@gmail.com

活動地域

連絡先

東京都、神奈川県とその近郊

https://www.facebook.com/
tsuneo.takeda.96

活動地域

連絡先


