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住民災害ボランティアの必要性

～過去の災害現場を見てきた経験から～

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2021 年 秋号

● 今月の注目記事  Ｐ１  住民災害ボランティアの必要性 ～過去の災害現場を見てきた経験から～　

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

　

　コロナ禍になって初めての大災害となった令和２年７月豪雨が2020年7月3日から7月31 日にかけて、熊本県

を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨が起こった。今年も台風等で被害を受けた地域がある。

　被災地では、災害からの復旧に向けて、被災者の家の片づけや泥だし等が必要になる。それには、多くの人手が

必要になり、そこに、ボランティアは欠かせない存在になっている。平成25 年の災害対策基本法改正では、行政

が「ボランティアとの連携に努める」旨が明記されている。

　ただ、現在は、コロナ禍の感染症対策等で、県外への移動が制限される期間もあり、県を跨いでのボランティア

は来ることが難しい。人数が減少している。

　災害の大きさにもよるが、被災した周辺の市町村や、被災地地域の中の住民の共助で支え合わないと、人数の確

保が難しいように思う。

　今回は、このような住民災害ボランティアの必要性について、過去の災害現場を見てきた視点から報告したい。

●住民災害ボランティアをテーマとする経緯

　まち・コミでは、これまでも災害後の住民の繋がり

でコミュニティ再生をする場面に出会ってきた。た

だ、住民が災害後コミュニティ活動を実施するには、

普段していない場合、始動までに時間がかかる。災害

前に地域の自治力があるところは、住民同士の助け合

いが行われている。

　災害後、迅速に動くためには、災害前に組織化して

おくことが大事である。

●住民が災害ボランティアをすることの

メリット、デメリット

○メリット

　さらに、地域の方がボランティアに関わることは、

外部からくるボランティアには無い、地域の情報や

ネットワークがある。

　たとえば、地域住民は、地域のことを知っており、

災害時に手が必要そうな人を知っていること。そし

て、地域自治があると、ニーズの質量ともに把握でき
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ており、外部者と共有することができて、地域住民だ

けでは難しいニーズに対し、外部者にも応援を得ら

れ、災害時に手が必要な方にも、手を届けることがで

きることである。

○デメリット

　地域で災害ボランティアチームを組織化すると、全

員参加のような雰囲気になることもあり、負担に感じ

ることもある。｢ボランティアはできる人ができる時に

する｣を、守る雰囲気がないと地域で結成するのは難

しい。

●事例に学ぶ

　地域で災害ボランティアチームをチームをつくり、

取り組んでいる地域があるので、紹介したい。

○紀伊半島大水害に学ぶ

　2011年9月に起こった紀伊半島大水害から今年で10

年になる。　

　紀伊半島は、豪雨の常襲地帯であり、これまでの備

える知恵や訓練を活かした事例が多く存在している。

　新宮市社会福祉協議会では、紀伊半島大水害の約5

年前より災害ボランティアセンターの設置訓練を行っ

ており、市民も運営スタッフとして訓練していた。被

災の翌日朝には、約20 名の市民ボランティアと社協

職員で災害ボランティアセンターが立ち上げられた。

　開設当初は、高校生もたくさん来た。社協の事業で、

中高生のボランティアスクールを毎年開催しており、

「自分たちが災害時に何ができるか」をいうテーマの

話合いをしていたそうだ。

　新宮市市内の熊野川地区への道は通行止めになり、

集落が孤立状態となった。道が開通しても迂回しなけ

ればならず１時間半ほどかかる。そのため、熊野川に

サテライトが必要となり、応援に来られた社会福祉協

議会の協力を得て立ち上げた。当時の社協職員は、「市

民ボランティアが本体のセンターを支えられていたか

らこそ、サテライトの運営もできた。」と言っている。

　孤立した被災者がどれだけ不安だったか。災害ボラ

ンティアセンターは、被災者の元にボランティアを送

り届けたいという一心だったのだ。各戸ニーズ調査を

行い、約１万人のボランティアが必要だと見積もり、

遠隔地からもボランティア募集を行う「１万人プロ

ジェクト」を実施した。その活動から被災者たちも立

ち直り、地元で支え合えるようになり、発災から2か

月後の11 月6 日には、閉所式をし、住民リーダー自

ら「ボランティアの皆さんには、被災者からわがまま

な要求もあったと思いますが、親が子に与える愛情や

恋人に与える愛情、それ以上の愛情をもってわがまま

を聞き入れてくださいました。私たちはこれを糧に復

旧・復興を成し遂げて見せます。その際には、この出

会いを大切に、ボランティアの皆さんにはまた熊野川

を訪れていただきたいと思います。」と力強い言葉で

話された。

　それから、｢子どもたちに同じ思いはさせたくない｣

と、地域住民や市社会福祉協議会らで住民災害ボラン

ティアチーム｢チームくまのがわ｣を結成した。10年目

にあたる今年は、チームメンバーが地元の小学校・中

学校で災害と復興であったことを伝えた。そして、地

域住民が一丸となって、復興への思いや復興に携わっ

た人々への感謝の気持ちを表した黄色のハンカチを熊

野川町日足地区の高台にあるさつき公園（紀伊半島大

水害復興祈念公園）に掲げ、復興と感謝の気持ちを発

信した。

【概要】紀伊半島大水害

　2011年9月初旬に、紀伊半島（和歌山県、奈良県、

三重県）において、台風12 号に起因する豪雨による

紀伊半島大水害が起こった。全国で死者98 名。被害

の大きかった和歌山県内では、県道路管理の298箇所

が被災し、約160箇所で通行止めとなり、県内の交通

網がまひ状態に陥った。世界遺産の熊野那智大社や那

智の滝に通じる那智川沿いや、那智本宮大社に繋がる

熊野川沿いでも通行が困難になった。
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▲兵庫県豊岡市出石町小坂地区、災害ボランティアグループ「たす

けあい隊Ｏ．Ｖ．Ｇ」の勉強会のようす（2 0 2 1 年 1 0 月 3 日）

○台風23号水害（2004年）に学ぶ

　台風２３号で河川の堤防が決壊し、大規模な浸水被

害を受けた兵庫県豊岡市出石町の小坂地区で発生から

１７年となる今年、災害ボランティアグループ「たす

けあい隊Ｏ．Ｖ．Ｇ」が発足し、水害経験者や若者ら、

住民有志の７４人が参加している。

　豊岡市では、旧地区公民館の区域を基本に、2017年

度から地域コミュニティ活づくりを進めている。その

地区でワークショップを行ったときに、被災地なのに

防災力が課題と指摘されたそうです。そこで、地域の

有志が、「あんしん助け合い部会」をつくり、地域で

支え合いを始めたのが経緯で、話合いを重ね、協力し

てくれそうな人がどれくらいいるか調べたり、現職の

各方面の専門家や退役した専門家（医者、看護師、消

防士、電気屋さん、教員、重機が使える人など）を調

べ、「人材バンク兼ボランティア」の方向で進め、よ

り多くの地域住民にも参加して欲しく、「できる人が、

できるときに、できることをする」ということを基本

に裾野を広くし、地域住民ができる災害ボランティア

グループの発足に至った。

　今後は、ボランティアの研修会を開くなどして共助

の機運を盛り上げ、大雨や台風などの災害時には、「普

段から見知った顔」が支援に駆け付ける地域づくりを

目指している。

　その発足式（10月3日）の基調講演に、市民農園の

再建支援で16 年通い続け、復興を共にしてきた当団

体の代表理事の宮定が呼ばれ、｢これまでの災害を教訓

にした安心・安全なまちづくり｣をテーマに、講演を

行った。

【概要】台風23号水害（2004年）

　9月中旬から、台風23号の影響で、兵庫県豊岡市や

出石町を流れる円山川、出石川が氾濫したほか、京都

府福知山市から舞鶴市を流れる由良川が氾濫して浸水

被害が発生した。また、岡山県玉野市や京都府宮津市、

香川県東かがわ市、愛媛県四国中央市など、西日本を

中心に土砂災害が起きた。死者・行方不明者は兵庫県、

京都府、香川県を中心に98 人となった。

○地域の方のお話しを聴いて気づいた点

　どちらの地区も少子高齢化が進んでおり、一つの地

区だけで防災を担うことは難しい状況である。そこ

で、一つの地域だけではなく、近隣の地区と共に、住

民災害ボランティアを結成されている。

　災害時に助けてくれたボランティアへの感謝と共

に、身近な住民同士で支え合うことの意識が高まって

いる。

参考

・出石・小坂地区で災害ボランティアグループ発足　

「顔知る」関係で（神戸新聞2021年10月19日）

・熊野川町は元気です」　水害復興の思いを黄色いハ

ンカチに（紀伊民報2021年8月6日）
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▲運営委員会のようす（2 0 0 3 年 4 月 2 7 日）

まち･コミュニケーションが歩んできた道

～第4回　運営体制を整え、活動の安定を目指す～

■まち協と共に、防災功労者内閣総理大臣賞を受賞～外部からの評価～

　1999 年12 月に竣工した共同再建住宅「みくら5」建設コーディネート後、外部からも評価されるようになっ

た。その一つにあげられるのが、当団体の「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」が認められた、2003 年の「防災まちづくり大賞総務大臣賞」のおよび「防災功労者内閣総

理大臣表彰」の受賞である。

　またこの時期は、神戸市のコミュニティ支援へ関わるコンサルタント等を応援する事業にも採択されたことで、

常駐メンバーが増え、子どもの支援や文化芸術系の事業などへも活動の幅を広げることができた。

■専門家の協力により運営委員の体制を確立

　これまでまち・コミを引っ張ってきた小野幸一郎代表は関東に戻ることになり、これまでの知見を生かし、全

国展開を図るようになった。様々な地域におけるまちづくり活動の活性化を支援するための情報提供と人材発掘

および育成、ネットワークづくり、そして震災の経験を活かすための実践活動を目指した。

　組織面では、専門家の協力により運営委員体制を確立した。実績のある実践者（NPO、経済、広報、まちづく

り）や、学識経験者（社会学、建築学、都市計画学）が、参画してくれた。そして賛助会員制度を導入すること

で、一般の方々にもまちづくりに会員として活動を応援していただくことを始めた。

阪神・淡路大震災から25 年を機に、これまでの活動を振り返る連載

【当連載のバックナンバー】

 第１回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/19-12.pdf

 第２回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/20-06.pdf

 第３回　http://machi-comi.wjg.jp/m-comi/magazine/pdf/20-09.pdf

▲防災まちづくり大賞交流会にて（2 0 0 3 年 1

月 2 4 日）
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

オンライン勉強会のご案内

　今年のお盆に豪雨に見舞われ、3 2 3 2 件の住家被害を受けた佐賀県。2 0 1 9 年にも豪雨被害に見舞われ

ています。

　２度の被害を受けても再建に挑む被災地の現状を学ぶ「オンライン勉強会」を行います。

【日時】 2021年11月15日（月） 19:00～20：30

【タイトル（予定）】

 災害時の支え合い～令和3 年8 月佐賀県豪雨災害の住民・ボランティアの取り組みから学ぶ～

【講師】

 鈴木隆太氏 （一般社団法人おもやい 代表理事）

【内容（予定）】

　被災した住民の生活再建をどのようにサポートするのかを、令和元年８月の佐賀豪雨災害を機に武

雄市民と民間ボランティア団体が声を掛け合い立ち上げられたチームおもやい（2 0 2 0 年3 月1 9 日から

一般社団法人おもやい）の事例から学びます。

【参加費】  一般1,200  円　　学生は無料

【詳細と申込みURL】 https://211115omoyai.peatix.com　　学生はm-comi@bj.wakwak.comへ

【助成】日本財団

オンラインのみ

での開催です
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まち･コミ 活動報告 6/1 ～ 8/31

ご支援ありがとうございます。6/1 ～ 8/31(新規･継続)　　           順不同･敬称略

【正会員】櫻井朝教(長野県) 井上赫朗(東京都) 【賛助会員】高田幸治(岡山県) 麦倉哲(岩手県) 福島かずえ(宮城県) 滝沢圭(宮

城県) 早坂文明(宮城県) 岡田知弘(京都府) 鈴木毅(京都府) 亘佐和子(京都府) 小林惠美子(京都府) 吉野隆(熊本県) 柴田祐(熊本

県) 西村正己(熊本県) 栗原昭顕(広島県) 安藤厚子(高知県) 平山勝廣(埼玉県) 梅田和江(埼玉県) 北島繁昭(埼玉県) 吉川俊雄(山

口県) 横田尚俊(山口県) 日比愛子(神奈川県) 小池リリ子(神奈川県) 松薗祐子(神奈川県) 近藤民代(大阪府) 日本精機株式会社

(大阪府) 陳浩明(大阪府) 街角企画株式会社(大阪府) 大牟田智佐子(大阪府) 舟橋國男(大阪府) 玉井清山(長野県) 小坂のりこ

(東京都) 橋本渉一(東京都) 西野淑美(東京都) 堀井秀知(徳島県) 上月康則(徳島県) 樽本憲昭(兵庫県) 谷川一成(兵庫県) 石崎徹

(兵庫県) 片瀬道昭(兵庫県) 田崎俊彦(兵庫県) 福井直美(兵庫県) 上田耕蔵(兵庫県) 齊木崇人(兵庫県) 株式会社山田工務店(兵

庫県) 関口千鶴子(兵庫県) 松原永季(兵庫県) 大谷良心(兵庫県) 関西キリンビバレッジサービス株式会社神戸営業所(兵庫県)

大東石油株式会社(兵庫県) 株式会社森口商店(兵庫県) 伊藤隆之(兵庫県) 藤原柄彦(兵庫県) 紙徳真理子(兵庫県) 入口方(兵庫

県) 田中邦彦(兵庫県) 佐藤康夫(兵庫県) 宮崎太喜夫(兵庫県) 奥村忠俊(兵庫県) 北後明彦(兵庫県) 竹内裕(北海道) 【購読会員】

岡本祥浩(愛知県) 尾崎裕子(愛知県) 佐伯裕武(宮城県) 川崎茂(大阪府) 大島英司(東京都) 和田幹司(兵庫県) 平山京子(兵庫県)

【寄付】早坂文明(宮城県) 船越洋平太(京都府) 鈴木毅(京都府) 亘佐和子(京都府) 吉野隆(熊本県) 春田淳(熊本県) 梅田和江(埼

玉県) 横田尚俊(山口県) 日本精機株式会社(大阪府) 陳浩明(大阪府) 玉井清山(長野県) 山手斉(東京都) 島田誠(兵庫県) 竹内裕

(北海道)大谷良心(兵庫県) 西野淑美(東京都) 田崎俊彦(兵庫県) 伊藤隆之(兵庫県) 藤原柄彦(兵庫県) 入口方(兵庫県) 田中邦彦

(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！
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■編集後記　新型コロナワクチンの接種２回目が無

事終了。感染防止策は続けていますが、安心感が得

られました。(戸)

6/16【講師派遣】関西大学菅磨志保ゼ

ミ・フィールドワークのアドバイス等

6/26【情報発信】季刊まち･コミ2021年

夏号 印刷発送作業

6/30【事務局】事務局打ち合わせ

7/1【事務局】ひょうごコミュニティ財

団による認定NPOヒアリング

7/22【研究調査】減災・事前復興研究

打合せ

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

8/4【事務局】神戸市認定NPO等支援助

成 公開企画提案会出席

8/27-31【情報発信】メールニュース発

送
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