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       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2017 年 秋号

● 今月の注目記事 Ｐ１～ 4 復興から学ぶべきことは何か？　～被災地の再建状況を 「伝える」 活動～

● インフォメーション ● http://park15.wakwak.com/~m-comi/

　

　まち･ コミュニケーション（以下、まち･ コミ）は、阪神・淡路大震災発生後の 1 9 9 6 年に

組織し、被災地の生活再建支援を始めました。今では、阪神・淡路大震災の経験を、東日

本大震災、そして熊本地震の被災地にも生かし、支援活動を継続しています。

　被災後に生活再建を進める上で「過去の災害を学び、生かすこと」が大切です。そして、

その学びは、できるだけ被災する前に進めておき、災害が起こってから慌てないよう「事

前に備えること」が必要です。

　そこでまち･ コミでは、被災した地域が経験していることを積極的に伝え、今後の備え

につなげてほしいと、「講演」「研修受け入れ」「主催勉強会（御蔵学校）」という、3 つの

「伝える」事業を行っています。これらの事業をご報告します。

復興から学ぶべきことは何か？
～被災地の再建状況を 「伝える」 活動～

伝える活動①

「講演活動」

講演活動のこれまで

　まち・コミでは、阪神・淡路大震災から始ま

り、東日本大震災、熊本地震の被災地で、ヒア

リングを中心にした調査活動をしてきました。

調査からわかったことを、今後の災害への備え

に活かしてほしいと、神戸にある事務所を飛び

出して日本全国へ、最近では、海外へも講演に

出かけています。

　講演活動は、依頼を受けて行っています。依

頼が入り始めたのは、阪神・淡路大震災から 5年

が過ぎた 2000 年頃でした。

　当時は、まち･コミの顧問（現在は理事）であ

り、まち・コミが事務所を置く地域の住民組織

▲東大阪市主催のエリアデザイン講座にて「なかまを集

める・巻き込む・共感し合う コミュニケーション講座」

をテーマに、代表理事の宮定がお話しました。（20 1 7 年

1 月 22 日）
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の会長でもある田中保三氏に、被災地の現状や

課題を話してほしいとの要望がほとんどでした。

その後、200 3 年には、まち･コミと田中氏が会

長をする組織が合同で、防災功労者内閣総理大

臣表彰を受け、このことをきっかけに、講演依

頼が増え始め、代表の宮定も、支援者の立場か

らみた復興をテーマに登壇するようになりまし

た。また、宮定が 2012 年に博士号を取得してか

らは、研究成果を元にして、大学で講演する機

会も増えています。

現在の講演活動

　現在の講師は、テーマにより様々です。神戸

長田の復興や地元住民組織・企業のことについ

ては理事の田中が、災害復興やまちづくりに関

わることは宮定が、N P O 関連のことは事務局の

戸田が担当しています。

　講演の依頼があるのは、まち・コミが活動す

る神戸や東日本、熊本で出会った、被災地の視

察やボランティアに来ていた方、大学の先生、

学会や研究会に所属する研究者、まち･ コミの

会員の方、ボランティアやＮＰＯの中間支援組

織の方など、様々です。中には、面識はありま

せんが、フェイスブックやホームページを見て

連絡をくださる方もいます。最近は、海外（韓

国・台湾・ハワイ等）からの依頼もありました。

　講演テーマでご希望の多いのは、「災害からの

一人ひとりの生活再建」、「復興まちづくり」、「復

興段階におけるコミュニティーづくりの難しさ」

です。これらのテーマに合わせて、事例は、阪

神・淡路大震災２２年、東日本大震災６年、熊

本地震１年にわたるヒアリングなどの調査を元

に、比較を加え、土地や時期ごとの課題を抽出

して伝えています。できる限り、被災地で聴い

た生の声や生活状況を伝えることで、講演会の

参加者には、もし被災した場合でも大丈夫であ

るように、備えるヒントにしてほしいと思って

います。

　ボランティアやＮＰＯの中間支援組織での講

演では、被災地がボランティアを必要としてい

るのは災害発生直後だけではなく、長期にわた

ること、そして災害の影響は、生活再建や地域

づくりなど、その後何年も続くことを伝えてい

ます。まち･コミが取り組んできた、災害現場で

一人ひとりの声を聴くの方法等も伝え、被災者

のニーズに合った活動ができるボランティアを

増やす一助になればと考えています。

　ここ 3 年間で、2017 年度は 10 回（2017 年 9

月現在）、2016 年度は 16 回、2015 年度は 24 回

の講演を行っています。講演の参加者からは、

「災害の影響が何年も続き、その支援活動が必要

だと思いました。」「まちの復興って難しいんだ

ことを学びました。それを克服するためには、コ

ミュニティーで支え合うことが大切だというこ

とがわかりました」といった感想がありました。

　

講演活動の今後

　今までは主に、被災地での調査や、支援した

経験から学んだことを伝えていました。被災地

の現状を知ったり、被災地に対して何ができる

のかを考えていただく機会になったと思います。

　これからは、現地での調査や経験だけではな

「被災地のつぶやき」 毎日発信中です！

　まち･ コミでは、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの被災地で聴

き取り調査をしてきました。被災地の人々の声を一人でも多くの人に伝えたいと思

い、インターネットで発信しています。ぜひご覧ください。

ブログ　http://hisaichi.seesaa.net/

ツイッター　https://twitter.com/hisaichi_m

フェイスブック　https://www.facebook.com/hisaichitsubuyaki117311/
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く、得た知見を、災害を経験していない方々に

もわかりやすく伝え、「事前の備え」になること

を意識して伝えて行きたいと思っています。

　事前の備えとは、具体的には、コミュニ

ティー（人と人が繋がり、支え合える関係）を

強化し、災害や復興時に支え合える関係を作っ

ておくことです。災害が起こると、まちの様相

が一瞬にして変わります。その後、町が復興し

ていく過程においては、住民の入れ替わりや減

少が起こることを、神戸・東日本・熊本の、復

興まちづくりの現場で多く見てきました。どの

被災地でも、まちをなんとかして復興させよう

と、必死になって取り組んでいます。災害で人

と人が助け合うことの大切さを実感し、よりよ

い地域をつくろうと取り組みます。しかし、災

害復興まちづくりには、数年という長い時間が

かかります。その数年が待てず、多くの住民は

地域から出て、別の地域で生活を再建する傾向

があるようです。新しい地域で 1 から人間関係

を作っていくことは大変ですし、元の地域に

残った人たちも人口が減ってしまい大変です。

災害が起こる前から、コミュニティーを意識し

た活動を進め、災害への対応をできる限り事前

にしておくことが必要だと思います。

　そこで今後の講演では、コミュニティーの大

切さを改めて伝え、日々のまちづくりが楽しく

なる上に、災害にも強い地域になれるようなヒ

ントを伝えていきたいと思っています。

　昨今は地震だけではなく、局地的な豪雨等、

いつ、どこで災害が起こっても不思議ではない

状況です。災害に強いコミュニティーとはどの

ようなものかを伝え、今後の地域づくりに貢献

できる講演活動をしていくことを計画中です。

伝える活動②

「研修受け入れ」

　2000 年頃から、研修として阪神・淡路大震災

の被災地に行きたいので受け入れてほしいとい

う依頼があり、研修受け入れを事業として始め

ました。今では、大学生や社会人、海外からも

来られています。その他、修学旅行で関西を訪

れる中高生も、震災学習で来ています。

　研修は主に、神戸市のまち･コミ事務所で受け

入れています。2011 年からは、東日本大震災の

被災地でも行っています。

　依頼者の多くは、大学の先生や会員等の知り

合いを通じて連絡があります。そのほか、地域

組織や地方自治体、大学の授業の１コマでの

フィールドワークや、JICA 等を通じて海外の被

災地からも視察に来られます。近年では、東日

本大震災や熊本地震の被災地の自治体や商工会

や議員等も来られます。中には、被災地の視察

だけではなく、組織の慰安旅行をかねて来られ

る方もおられます。

　2017 年度は 10 回（2017 年 9 月現在）、2016 年

度は 8 回、20 1 5 年度は 14 回の視察受け入れを

行っています。

　研修の内容は、スライドでの説明とまち歩き

で、所要時間は２時間程度です。これらを通じ

▲被災地の復興を伝えるため、全国に行っています。スライド

を用いて、1 時間程度の講演です。海外の方へは、通訳を介し

てお話をしています。（201 7 年 1 月 18 日 ネパールの大学院

生・東京にて）

▲研修受け入れでは実際に町を歩き、震災の名

残がある場所や、震災の教訓を生かして作られ

た公園などを見学しています。（写真は 2 0 1 7 年 2

月 27 日 中央大学）
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て、主には、災害からの一人ひとりの生活再建

や、復興まちづくりを絡め、復興時におけるコ

ミュニティーづくりの難しさを伝えています。

ご要望に応じて研修内容をアレンジするほか、

講演と同様の内容をお伝えすることもあります。

　「被災現地に来て、災害が今も続いていること

を知りました。スライド等のデータを見てわか

りやすかったです。」との感想がありました。

伝える活動③

勉強会「御蔵学校」

　阪神・淡路大震災当初、発災直後は、マスコ

ミに注目され、新聞やテレビで被災地の状況が

伝えられました。その後は、被災者一人一人の

状況は多様化し、マスメディアからの情報が減

少。外部からは、生活再建の状況がわかりにく

くなりました。また被災した当事者は、自身の

今の生活に必死で、今後の生活再建に生かすこ

とができる情報や、他の被災者や被災地域の現

状を、自力で収集し把握する余裕がなくなって

しまいました。そこで当団体が主催となり、地

域（現場）で地域の事を学ぶ勉強会「御蔵学校」

を、神戸のまち･コミ事務所や、その周辺地域に

て始めました。

　阪神・淡路大震災から 2 0 年以上たった現在

は、国内外の被災地の現状に詳しい方を外部講

師として招き、様々な生活再建事例を学んでい

ます。その中で、被災経験のない人達が、“復興

とは何か”をイメージし、「災害前に事前に備え

られることは何か」、「生活再建の中で、取り得

る選択肢を拡げるためにできることは何か」を

考えることができればと、勉強会を継続して

行っています。

　近年のテーマは、「東日本大震災（宮城）」、「イ

ンドネシア スマトラ沖地震」、「阪神・淡路大震

災」、「東日本大震災（福島）」、「東日本大震災（岩

手）」「熊本地震」「中越地震」を扱いました。

参加者は、高校生から専門家まで、幅広い属性・

年齢の方が来られています。参加者同士の交流

も生まれています。

　次回は 9 月 2 9 日（金）に行います。詳細は、

本誌 5 ページかチラシをご覧ください。

活動予定は
メールニュースにて

　「伝える」活動の中で、今後の災害への備えが

各地で進み、災害での被害が少しでも軽減され

ることを期待しています。

　御蔵学校や、参加可能な講演会の予定は、ま

ち･コミからお送りするメールニュースでお知ら

せしています。メールニュース登録のご希望は、

まち･コミ事務局へメールでお知らせください。

　また、講師派遣や研修のご依頼は、まち･コミ

事務局へ、メールか電話でご連絡ください。

＜まち･コミ事務局連絡先＞

メール m-comi@bj.wakwak.com

電話　078-578-1100

（留守の場合は、留守電にお名前と電話番号をお

願いします。こちらから折り返しご連絡します）

▲韓国・大邱市から研修に来られた方々と記念

撮影（20 1 7 年 4 月 11 日）

▲御蔵学校では、講師の先生の知見から多

くを学んでいます。（写真は、2 0 1 7 年 7 月

23 日 丹波史紀氏）
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■9 月29 日（金） 第4 8 回御蔵学校開催

コミュニティーの大切さ

～阪神・淡路大震災2 2 年の（借上）復興公営住宅の

　　　　　　　　　　　　　　　　現場の聴き取りから～

　災害後の再建では、住宅の再建のみならず、コミュニ

ティー（人と人の繋がり）の再生・再構築も大切でした。

　今回は、阪神・淡路大震災2 2 年にして、再度引っ越しを求

められている借上復興公営住宅（※）の入居者の現状を聴き

取りされた市川さん（当時学生）を講師に迎え、コミュニ

ティーの大切さを、学びます。

※借上復興公営住宅：阪神・淡路大震災で兵庫県と神戸、西宮など被災５市が民間所有者から借り上げ、被災者に提供した。借

上期間は20年で、2016年1月から順次借上期限になり、転居を迫られている。期限のピークは２０１８年度。

日 時 2017年9月29日（金） 19時～20時30分

講 師 市川英恵氏（ろっこう医療生協職員）

場 所 まち・コミュニケーション御蔵事務局

参加費 一般1,0 0 0 円　大学生500 円　高校生無料

　

会場準備のため

事前申し込みにご協力ください

▲講師の市川英恵氏が執筆した書籍
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まち･コミ 活動報告 5/14 ～ 8/31

ご支援ありがとうございます。5/14 ～ 8/31(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】津久井進(兵庫) 末正盛隆(兵庫) 早川知彦(福島) 遠藤勝裕(埼玉) 【賛助会員】飯考行(東京) 樽本憲昭(兵庫) 岡本俊雄(愛
媛) 上田耕蔵(兵庫) 大久保妙子(兵庫) 早坂文明(宮城) 陳浩明(大阪) 玉井清山(長野) 寿松木宏毅(秋田) 有限会社ミナト興産(兵庫)
関西キリンビバレッジサービス株式会社神戸営業所(兵庫) 街角企画株式会社(大阪) 島田誠(兵庫) 栗原昭顕(広島) 吉野隆(熊本)
西野淑美(東京) 大東石油株式会社(兵庫) 小林惠美子(京都) 竹田彰(北海道) 田中邦彦(兵庫) 六ノ坪合資会社(兵庫) 吉田昌(大阪)
石東直子(兵庫) 小林敏信(兵庫) 片瀬道昭(兵庫) 福井直実(兵庫) 株式会社ミック(兵庫) 難波健(大阪) 佃由晃(兵庫) 坂本茂雄(高知)
森昭浩(愛知) 小森宰平(兵庫) 佐藤麗司朗(東京) 竹内裕(北海道) 北島繁昭(埼玉) 内田正之(宮城) 平山勝廣(埼玉) 間野博(福島)
渋谷光延(兵庫) 福留邦洋(宮城) 舟橋國男(大阪) 一般社団法人全国中小貿易業連盟(大阪) 津田四郎(兵庫) 横田尚俊(山口) 齊木崇人
(兵庫) 宇野健一(東京) 西條遊児(兵庫) 熊坂ひろ子(東京) 大牟田智佐子(大阪) 田中淑子(福岡) 日下秀一(東京) 安田正(兵庫)  松山真
(埼玉) 安藤厚子(高知) 小林郁雄(兵庫) 田崎俊彦(兵庫) 原田元基(兵庫) 谷川一成(兵庫) 山下祐介(東京) 株式会社まちづくり研究所
(東京) 吉川俊雄(山口) 入口方(兵庫) 我謝賢(兵庫) 紙徳真理子(兵庫) 萩原正五郎(兵庫) 竹内鉄工所(兵庫) 谷村彦太郎(静岡)
株式会社森口商店(兵庫) 上月康則(徳島) 【購読会員】中村大蔵(兵庫) 和田幹司(兵庫) 大島英司(東京) 西岡潤二(東京) 川崎茂(大阪)
稲津秀樹(兵庫) 平山京子(兵庫) 【寄付】藤井喜代子(愛知) 河喜多勝(熊本) 松山真(埼玉) 坂本茂雄(高知) 小林敏信(兵庫) 西野淑美
(東京) 宇田川規夫(神奈川) 末正盛隆(兵庫) 大東石油株式会社(兵庫) 六ノ坪合資会社(兵庫) 澤田修一(京都) 原田元基(兵庫) 津久井進
(兵庫) 吉野民子(熊本) 早川知彦(福島) 佐藤正子(宮城) 横田尚俊(山口) 船越洋平太(京都) 陳浩明(大阪) 竹内裕(北海道) 津田四郎(兵
庫) 宮嶋由紀子(東京) 木村徹(広島) 田中淑子(福岡) 池田清(兵庫) 田中邦彦(兵庫) 早坂文明(宮城) 春田淳(熊本)

【協力】株式会社兵庫商会(神戸市) 味六亭(宮城県石巻市)

 会員種別

【賛助会員】

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

【正会員】

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

【購読会員】

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！
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 認定 特定非営利活動法人

 ま ち ･コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

事務所　〒653-0014

兵庫県神戸市長田区御蔵通5-211-4-101(みくら５)

TEL　078-578-1100 ／ FAX　078-576-7961

東北出張所　〒986-0859

宮城県石巻市大街道西1-14-101味六亭 相澤様方

e-mail　m-comi@bj.wakwak.com

URL  http://park15.wakwak.com/~m-comi/

■編集後記　F M わぃわぃの番組「ゆうかりに乾杯」

に出演。まち･コミの活動についてお話をさせていた

だきました。生放送で緊張しました～ (戸)

6/1-2【視察】新潟・能登へ

6/3【研修受入】兵庫県立大学

6/3【勉強会】第46回御蔵学校(講師:澤田雅

浩氏)

6/10･11【地域交流】たまねぎ収穫ほか

6/14-28【復興支援】東日本行き

6/15【研修受入】近畿弁護士連合会公害対

策・環境保全委員会夏期研実行委員会

6/23【情報発信】インターネットラジオ FM

わぃわぃ ゆうかりに乾杯 出演

7/5【講師派遣】韓国大邱市ボランティア

センター(講師:宮定)

7/11【講師派遣】立教大学(講師:宮定)

7/11【事務局】理事懇親会in関東

6/16【研修受入】専修大学大矢根ゼミ

7/16-21【復興支援】熊本行き

7/23【勉強会】第47回御蔵学校(講師:丹波

史紀氏)

7/24【講師派遣】被災地NGO協働センター

(講師:宮定)

7/25-8/9【復興支援】東日本行き

8/1【研修受入】京都大学・香港理工大学・

北京大学・梨花女子大学

8/22【講師派遣】東アジア市民社会フォー

ラムin韓国慶州(講師:宮定)

8/26【講師派遣】グループねこの手/神戸

印刷若人会(講師:宮定)

当団体への 賛助会員年会費と ご寄付は、

寄付金控除等税の優遇措置の対象です。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

 お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

◎ご寄付もよろしくお願いいたします◎

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
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