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       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2021 年 夏号

● 今月の注目記事  Ｐ１  設立 25 周年を迎えて　

● インフォメーション ● ht tp : / /par k15 .wakwak . com/~m-c om i/

　

　当団体は、設立25 年を迎えました。

　これもひとえに支えてくださった皆さまのおかげです。ありがとうございます。

　今号では、被災地の住まいの再建支援を主なテーマに、4つの時期に分けて、25年の活動の流れを振り返ります。

　各被災地の支援活動から得られた様々な成果と課題をきっかけとし、次の活動に取り組んできました。

１．組織の始まりは、阪神・淡路大震災の支援

　　～神戸市長田区に活動拠点ができる～

（1996 年～）

　当団体の設立のきっかけは、26 年前の阪神・淡路大

震災です。神戸市長田区御蔵（みくら）地区は、８割

全焼という甚大な被害を受け、ほとんど人が居ない状

況でした。そんな中「この町に人が戻らなければ町の

復興はない」と気づいたのが、関東から支援に駆けつ

けた小野幸一郎（宗幸）氏と浅野幸子氏、そして地元

企業の社長で後に地元まちづくり協議会会長となる田

中保三氏でした。被災して地域を離れた方に、少しの

間でも地域に戻ってきてもらおうと、地域住民とボラ

ンティアと共に慰霊法要を行いました。

　コミュニティ支援を継続することの重要性を実感し、

任意団体「阪神・淡路大震災まち支援グループ まち･

コミュニーション（2015年～認定NPO法人まち･コミュ

ニケーション（以下、｢まち・コミ｣））」を設立しました。

事務所スペースは田中氏の会社に支援を受けました。

事務所は今も御蔵地区にあります。

設立25 周年を迎えて

▲阪神・淡路大震災から 1 カ月後の、神戸市

長田区御蔵地区
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　10年以上にわたり、住まいの再建とコミュニティ再

生に取り組みました。被災者の生活実態調査、共同住

宅再建コーディネート、住民とボランティアが運営す

る民設民営の地域コミュニティスペースの設立支援や、

住民参加の公園ワークショップ、2000 年から、現代表

の宮定章も加わり、集会所の建設を行いました。そし

てこれらの、『ボランティアと地域住民の連携による神

戸・御蔵地区の震災対応と復興へのとりくみ』が、防

災功労者内閣総理大臣賞を受賞しました。

　復興に向け、どのようにすれば住まいや地域コミュ

ニティを復興できるのかという課題が残りました。地

域に戻りたいと被災者の8 割が希望していたにもかか

わらず、3 割しか戻って来ませんでした。その一方で、

被災者からは、「（あなたたちは何もできないことはわ

かっていた。ただ、）いつも横にいて、一緒に悩んでく

れるだけで心強かった。」と言ってもらい、被災者が

困った時にそばにいる「寄り添い型支援」の重要性を

実感しました。

２．地元コミュニティで暮らしながら神戸の教訓

を伝える～コミュニティ再生の難しさを再確認す

る。そして未来へ伝えるために～

（2011 年～ 東日本大震災）

　日本中に大きな衝撃を与えた東日本大震災。まち・コ

ミは、これまでの支援活動で培ったネットワークを頼

りに、津波被災地の支援に入りました。そうしている

と、死者・行方不明者数が最も多い、宮城県石巻市の

漁村の若者が、｢このままではまちが無くなる｣と、神戸

まで助けを求めにきました。阪神・淡路大震災で、人

がいなくなった地域での住まいの再建やコミュニティ

再生の難しさを経験した団体として、暮らしながら、

地域の繋がりの維持に共に取り組みたいと、被災地に

拠点を設けることになりました。

　津波被害を受けた雄勝町には、震災前の1 ／4 の人

口しかいませんでした。そこで、地域を離れた住民と

被災地雄勝町との繋がりをつくる役割を果たそうと、

地域に住まう人に漁村地域の暮らしを教えてもらい、

さらには転出した被災者を訪問し、雄勝の暮らしの思

い出や、被災後の暮らしを聞き、住まいの再建の希望

を聞きながら、地域の現状を伝えました。

　東日本大震災から10年を経た今では、雄勝町以外の

多くの被災地にも知り合いができ、どのようにすれば

住まいや地域コミュニティを復興できるのかという悩

みを共に語り合える繋がりを継続できています。

　被災地で聞く課題は、津波により、人は内陸部の都

市に向かい、沿岸部の人口減少が加速したことで、地

域コミュニティの維持が難しくなっています。 また、

被災者が、生活再建の支援メニューについての情報を

得ることができるかどうかで、住まいの再建費用の負

担の増加、さらには、再建できるかどうかに影響して

▲現在の御蔵地区

▲東日本大震災の被災地での一コマ。地域の

会議に出席し、現状把握に努める。
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いることに直面しました。そこで、災害が起こると追

加される支援メニューの情報を届けることが、被災者

に役立つ支援であることを実感しました。

３．被災者支援に関する各種制度の充実とそこか

ら漏れる被災者を支援する

（2016 年～ 熊本地震以降）

　被災者にいち早く届けられるべき情報があると感じ

ながら東日本大震災の被災地で活動していた2016年に

熊本地震が起こりました。被災者の元に情報を届けよ

うと、発災3 日後には、熊本に向いました。

　まち・コミでは、発災直後に「住宅補修相談ボラン

ティア」の参加を呼びかけたところ、建築士、弁護士、

中小企業診断士、不動産鑑定士、技術士、神戸の被災

経験者、復興住宅政策の研究者等が協力してくださり、

被災者の元に足を運びました。地元自治体と協力し、罹

災証明発行時に相談会が同時開催できるように、専門

家への協力をお願いし支援しました。それにより、自

治体職員は罹災証明をスムーズに発行し、判定に疑問

のある被災者は、罹災証明発行窓口の隣にある相談所

で控えている各種専門家へ相談し疑問を解消しました。

専門家は、罹災証明の疑問への回答だけ留まらず、今

後どのようなところで情報収集をしたら良いか等のア

ドバイスも行いました。

　被災者へ相談所を設けることは重要です。しかし、被

▲建築士・不動産鑑定士・弁護士・技術士・

中小企業診断士・神戸の被災経験者で構成さ

れた熊本地震被災地訪問団

災者は初めての体験で混乱しており、どんな支援があ

るかもわからず、また相談したいこと自体が明確でな

いため相談所へ行かず、集落や避難先に取り残される

被災者もいました。被災者を対象とする生活再建支援

施策は、申請方式であり、支援情報が得られないと申

請できない可能性がありました。そのため、これまで

の被災地支援経験から、支援者ができる限り被災者の

元へ出向くアウトリーチ型の支援を行い、住民が専門

家に出会う環境づくりをしました。

　これまで培ったネットワークで、多くの専門家・支

援者に助けていただき、被災者の相談にのることがで

きました。

４．災害があれば訪問し、被災者や支援者から生

活再建を学ぶ。そして次の被災者へ発信・共有し

ネットワークを作る（2018 年～）

　これまで多くの被災地を訪問し、支援やネットワー

ク作りに取り組んできました。もっと多くの被災者を

救いたいと、頻発する災害の被災地（2018 年には、大

阪北部地震、西日本豪雨、台風22号、2019年台風15号、

19号、2020年令和2年豪雨、2021年福島県沖地震）を

訪問し、被災者や支援者から生活再建の課題や解決事

例を伺い、発信・共有をしてきました。中規模の災害

では、支援制度が使えなかったり、使えるけれども知

らなかったり、高齢被災者などの場合支援制度だけで

は資金が足りなかったりというケースがあり、アウト

リーチの必要性を感じました。住まいの解決が難しい

被災者に真摯に相談や補修に取り組む支援者にも多く

接しました。被災者数に比べ、被災者の生活支援をす

る（外部ボランティア）支援者も圧倒的に少ないと感

じています。しかし、被災者に寄り添う支援者は各地

に必ず存在しています。まち･コミではオンライン勉強

会等を開催し、支援者同士のネットワーク作りに取り

組んでいます。
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助け、 助けられる社会を

～50周年を目指して～

■これまでの活動から考えてきたこと

　当団体は、住まいの再建・復興まちづくりに関わる中で、少しでも被災者の役に立ちたいと情報収集

や勉強会等の情報提供を、多くの支援者の助けを借りて行い成果をあげてきました。しかし、同時に、

どうしても助けられない被災者がいたことも事実です。その度に、被災者の住まいの再建、そして復興

とはどのようなものなのかを考えさせられますが、被災地を訪問しても、訪問しても、答えは出ていま

せん。

■被災者・支援者との出会い～被災地の現状～

　その中で、被災地で、真摯に被災者支援に取り組む支援者と数多く出会いました。被災者を支援する

制度ができました。被災者宅を訪問し、支援制度を伝える支援者がおり、情報を得ることで救われる被

災者もいました。また、支援制度では救えないとわかりながらも、自分のできること（ボランティア活

動）で支えたり、なんとかならないかと専門家に繋いだりする支援者にも出会いました。被災地には、

彼らがしているような支援を必要としている被災者がいます。

■これからの社会づくり

　自立とは人に頼らないことと捉えられがちですが、人は支え合わなければならないこともあります。

これまでなら隣の家庭の事情も知っていたようなこともありましたが、近代社会では隣の人の事情も分

からず、支え合いが弱くなっていると思います。近所の人には、相談しにくい人もいます。

交通網の発達や最近の通信手段の発達により、知り合った外部の支援者とも頻繁にコミュニケーション

をとれる社会になりました。

　しかし、災害が起こってからでのコミュニケーションでは助け合う信頼関係を構築するには遅いこと

も多く、日頃から助け助けられる社会をつくっておくことが大切です。まち・コミでは、今後も、被災

現場の状況を把握するとともに、オンラインで情報発信共有することで被災地支援のネットワークづく

りを行っていきます。そしてより多くの地域の人々とのつながりを作ります。

　被災地で支え合いの力を支援するためには、現在の被災者に伴走している支援者がしていることを共

有し、支援できる人ができる時に関われるようになることがまず必要だと思っています。まち・コミは、

支援者が被災者と支援者を繋ぐために、何をしているのかを学ぶ場をつくり、少しでも孤立する被災者

がいなくなる社会づくりを目指します。

認定NPO 法人まち･コミュニケーション

代表理事 宮定 章
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

最新情報を「メールニュース」でお届けします。

　まち･コミュニケーションでは「メールニュース」を不定期でお届けしています。オンライン勉強会の予定な

ど、通信誌「季刊まち･ コミ」に掲載していない情報もありますので、ぜひお申し込みください。

　被災地支援や防災活動に興味のあるお知り合いにもぜひ、「メールニュース」の登録をお勧めいただけ

ればと思います。

＜申込方法＞　受信を希望するメールアドレスでご連絡ください。

申込先 ： まち･コミュニケーション（m-comi@bj.wakwak.com）

件名 ： メールニュース希望

本文 ： お名前とお住まいの都道府県をご記入ください。（できましたらご所属もお知らせください）

※メールニュースの配信停止を希望される場合も、上記アドレスにご連絡ください。

＜オンライン勉強会とは＞

　オンライン勉強会は、被災地の復興状況や取り組みを知ることで、受講者各自が自然災害や復興に関

する知識を増やし、災害への備えや地域づくりを考えられる内容が中心となっています。みなさんがお住

まいの地域を問わず、どこからでもご参加いただけます。また、全国各地で被災地の復興や、災害前に

備える「事前復興」などに携わっている人たちの交流の場にもなっています。

オンライン

勉強会情報など
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まち･コミ 活動報告 3/1 ～ 5/31

ご支援ありがとうございます。3/1 ～ 5/31(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】遠藤勝裕(埼玉県) 中林一樹(神奈川県) 田中貢(大阪府) 早川知彦(福島県) 津田四郎(兵庫県) 津久井進(兵庫県)

【賛助会員】福留邦洋(岩手県) 佐藤正子(宮城県) 小野寺宏一(宮城県) マリ リズ(宮城県) 越山健治(京都府) 森あい(熊本県)

荒木正昭(熊本県) まつしまハル(熊本県) 今田健太郎(広島県) 池田寛(香川県) 大崎修二(高知県) 小林玲子(埼玉県) 佐藤美姿

(埼玉県) 高井徹(埼玉県) 及川善大(山形県) 池田浩敬(静岡県) 髙橋義治(千葉県) 熊坂ひろ子(東京都) 市川 斉(東京都) 坂戸勝

(東京都) 武山ゆかり(東京都) 西山賢一(徳島県) 田間泰子(奈良県) 株式会社まちづくり研究所(東京都) 大洋株式会社(大阪府)

遠山良徳(福岡県) 鈴木浩(福島県) 河崎紀子(兵庫県) 大久保聡子 (兵庫県) 小林敏信(兵庫県) 森敏昭(兵庫県) 伊藤亜都子(兵庫

県) 橋本光穂(兵庫県) 竹内鉄工所(兵庫県) 大久保泰良(兵庫県) トヨタモビリティパーツ株式会社兵庫支社(兵庫県) 桜間裕章

(兵庫県) 萩原正五郎(兵庫県) 青田良介(兵庫県) 渋谷光延(兵庫県) 矢木隆晴(兵庫県) 荒木伸雄(兵庫県) 足立清人(北海道)

【購読会員】畑山茂(岩手県) 長沼昭太郎(宮城県) 河喜多勝(熊本県) 大久保正之(東京都) 松山幸子(兵庫県) 藤原和男(兵庫県)

中村大蔵(兵庫県)

【寄付】佐藤正子(宮城県) マリ リズ(宮城県) 河喜多勝(熊本県) 木村徹(広島県) 遠山良徳(福岡県) 小林敏信(兵庫県) 赤松愛子

(兵庫県) 飛田雄一(兵庫県) 渋谷光延(兵庫県) 宮定章(兵庫県) 津久井進(兵庫県)

【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！

 2021 年 6 月 1 日発行　no.35

編集 / 発行　

 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　昨年から急に増えたオンライン打合せ。

最初は話しづらさが気になってましたが、今では慣

れて、出かけるのが億劫になってます(汗)(戸)

3/5【事務局】ボランタリー基金助成事

業報告会出席

3/6・7【復興支援】石巻市・女川町訪

問

3/13【情報発信】季刊まち・コミ2021

年春号　印刷・発送

3/20【講師派遣】ふたば学舎(神戸市長

田区)テーマ「防災をひらくヒント～高

齢化率地図で地域を考える」講師：宮

定章

3/22・23・25【情報発信】メール

ニュース発行

3/27・28【復興支援】岩手県・宮城県

訪問

3/31【研修受入】関西大学社会安全学

部 菅磨志保ゼミ

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

4/9【研究調査】関東都市学会受託作業

4/10【勉強会】テーマ「熊本地震から５

年 過去の被災地における地域づくりの

教訓は、 熊本に引き継がれているの

か？」 講師：柴田祐氏、オンライン開催

5/6【事務局】新神戸地域ビジョン検討

委員ヒアリング受入

5/24【事務局】一時支援金申請手続き
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