
２０１６年度事業報告書 

特定非営利活動法人まち･コミュニケーション 

 

【２０１６年度の活動の総括】 

2016 年度も多くの方々に支えられ、活動を行いました。おかげさまで、任意団体設立か

ら 20 年を迎え、５月には神戸事務所で、７月には関東事務所で、20 年感謝の集いを行うこ

とができました。ありがとうございました。 

４月には熊本地震が発生し、専門家の方々に呼びかけ、被災家屋の相談や生活再建の相

談にのりました。 

また、これまでの震災復興まちづくり支援の経験から、事前復興まちづくりへ向けて、

広く活動を伝え、まちづくりに携わる仲間を増やしていこうと、伝える場づくり（“被災地

のつぶやき”のインターネット発信、勉強会の開催等）を大事にしました。 

各事業について下記で報告させていただきます。ご指導よろしくお願いします。 

 

 

【事業報告】 

 

●まちづくり部門 

 
【被災地復興支援事業】 

●東日本大震災 

東日本大震災の被災地で、支援活動を行いました。宮城県石巻市に滞在し、雄勝町を中

心に石巻市・宮城県にて、地域の会合や催し等に出席し、復興計画を把握すると共に、地

域住民の生活再建を聴き取り調査で追い、地域住民の声から現状を把握し、共に復興を考

えました。転出者の集いにも参加し、地域を離れた方の生活再建状況や再建の方向性等を

把握しました。特に今年度は、福島の復興についても学ぶ勉強会を開催し、実際６月に福

島を訪問し、地域の方と現状を把握しました。 

 震災から６年目をむかえ、生活再建は一人一人異なってきており、状況把握も難しくな

ってきました。生活再建に取り組む被災当事者が、“何を失い”“何を取り戻すのか”が、

他の外部支援者にはわかりにくくなってきています。 

当団体は 20 年間、阪神・淡路大震災の被災地に常駐し、地域の人々の心の機微を感じな

がら、継続的に復興まちづくり支援をしてきました。そのノウハウを伝える重要性を感じ、

地元大学が事務局を担う復興大学や、社会福祉協議会や行政職員、地元ボランティア団体

等からの相談を積極的に受け入れてきました。テーマは“復興まちづくりの状況把握”、“仮

設住宅から公営住宅への移行”、“支援活動の地元地域への効果”等多岐にわたり、当団体

のネットワークを活かしての支援も行いました。 

 まちづくりの相談が発展し、地域の会議の議事録作成支援、転出者の集いに参加しての

生活再建状況等の把握、地域へ入る専門家への情報提供、浜にいるサラリーマン世帯（漁

師以外に方）や転出者への聴き取り調査、地域の祭への参加、地区防災計画策定作業の支



援・報告会同席、被災地を外部の方に見て感じて頂く視察の開催、ボランティア同窓会（in）

に参加、日本災害復興学会（in 石巻）開催実行委員、福島復興の勉強会の開催、福島視察、

地元組織への活動報告・情報共有、復興まちづくりを勉強する学生への指導・聴き取り調

査コーディネート、空き家物件の管理相談、神戸のまちづくり関係者と雄勝町を訪問し、

住民組織と持続的なまちづくりについて話合い、日本住宅会議の石巻市での勉強会・視察

開催コーディネート、地域組織の持続性について相談受入、勉強会の開催、講師派遣のコ

ーディネートにつながりました。震災復興を追う研究者の調査受入をコーディネートし、

地域組織へ復興事業後のまちづくりについて、意見交換を行う場をつくりました。 

 広く知ってもらうため、3 月初旬に被災地ツアーも行いました。 

 勉強会や視察で資料や助成金の情報等を、各住民のニーズに合わせて送付しました。 

 

＜東日本大震災復興支援 活動実績＞ 

日 活動内容 

1/19～2/17、3/3～3/23、4/14～19、4/23

～5/2、5/15～5/19、5/22～25、6/22～6/30、

7/24～8/9、8/27～9/6、9/30～10/4、10/28

～11/2、11/12～14、12/18～24 

石巻に滞在し、復興支援 

3/6、4/28、9/4、10/2 地元組織等へ、活動報告・共有 

9/4～6、9/30～10/2 各種学会コーディネート 

1/23、2/1、2/17、5/1、5/15 地域の会議や説明会、集い、祭りに出席 

1/26、2/5、3/20、10/30、 ヒアリング調査、復興まちづくり情報収集 

1/30、3/6、3/12、3/13、3/19、3/12、4/16、

4/23、5/18、5/22 
復興まちづくり勉強会等参加し、情報収集 

1/30、2/14、11/12、11/13、12/20 地域（団体・個人）からの相談や打合せ 

2/17、3/5、3/6、11/12、11/13 地元支援組織の会合に出席 

5/18、6/24 専門家への相談・仲介 

6/25 取材対応 

随時 個人の住宅再建支援 

随時 漁村の調査等 

2/21、6/23、7/30 福島について視察・相談・勉強会 

3/5、3/6、3/12、3/13、3/12、4/30 地元団体報告会同席 

3/9～11、4/17～18、8/1、8/27～29、9/5 復興まちづくり勉強会＆被災地視察開催 

随時 情報発信・提供 

 

●熊本地震 

「余震が長く続く中、被災者の不安に寄り添い、住宅再建・復興への希望を見いだすた

めのコーディネート」をテーマに８回（34 日間）支援活動を行いました。報告会を神戸事

務所にて、4 月 22 日、5 月 8 日、6 月 19 日に行い、専門家ボランティアを募りました。 

 

下記に、訪問日と場所と内容を下記に示し報告します。 



１．4 月 19 日～23 日：現状把握と現在ある資源を把握するため熊本県（嘉島町、益城町、

南阿蘇村、西原村等）へ向かい、緊急支援（課題とニーズの把握、地理的状況の把握、緊

急物資の供給等）を行った。「住宅の安全性に不安のある被災者が多いこと」を把握した。 

２．5 月 2 日～6 日：そこで、建築や土木や法律の専門家に呼びかけ、計 16 名の専門家と

共に熊本（嘉島町、益城町、南阿蘇村、西原村等）へ、向かい住宅被害状況の説明や今後

の再建に向けて注意する情報等を伝えた。 

３．5 月 18 日～21 日：専門家の活動を知った南阿蘇村から依頼を受け、相談会へ、専門家

派遣のコーディネートを行い同行した。熊本地元の専門家と、神戸・東日本の経験のある

専門家を繋いだ。相談会に来られない被災者もいるため、集落を訪問し、情報提供と相談

にのった。「建物の被害だけでなく、地盤や擁壁の被害も大きい。」ことを把握した。 

４．5 月 30 日～6 月 1 日：土木の専門家と共に、擁壁の応急処置のモデルとして、所有者

と、協働で工事を行った。”やればできる！”と、所有当事者が、専門家の助言を受けその

後も応急処置をを継続した。 

５．6 月 15 日～18 日：擁壁の応急処置のフォローを行った。大雨により、集落への立入り

が出来なくなった地区の会長を訪問し、今後の地域の再建に向けて相談にのった。 

６．6 月 30 日～7 月 1 日：事前復興が重要であると認識の元、メンバーと共に現地の状況

を再確認するため、災害ボランティアセンターの活動に参加した。 

７．7 月 10 日～14 日：これまで、何度も集落に通った信頼感から、集落の集いに招かれ、

仮設住宅への移行も始まりバラバラになる時にどのように過ごせば良いかを、神戸と東日

本の体験談を被災者へ伝えた。住まい相談にのっている NGO から、地盤の相談にどのよう

にのればよいか相談を受け、地元の土木の専門家と繋ぎ、現地同行した。 

８．8 月 18 日～24 日：地盤被害の大きいため、その被害状況を、面的に明らかにしようと、

擁壁調査を行いました。学生や専門家が参加してくださりました。熊本の被災地の家屋調

査を面的にされていた熊本県立大学の柴田祐研究室と共同で行いました。調査項目は、擁

壁の高さ・幅・被害の有無、被害部分の幅、材質、上下の土地利用にしました。夏の暑い

中、関西・関東・熊本から来てくださり、37 度の猛暑の中、住宅地図と測量機器、カメラ

を持って、２～３人組で、地区の範囲を分け、調査項目をチェックしながら集落を回りま

した。（季刊まち・コミ 2016 年秋号参照）その後も被災した方々や、支援者の相談に乗り

ながら、住宅再建・復興まちづくりの状況を追っている。 

▲5月 3 日 専門家ボランティアの皆さん ▲ 8月 27 日 東北と神戸のまちづくり経験交流 

 

【地域まちづくり支援事業】 

神戸市長田区御蔵地区において主に、1 月 17 日の慰霊法要の開催支援と、御菅西地区再



建状況調査を行いました。調査結果は「季刊まち・コミ」冬号でご報告いたしました。 

石巻市上釜地区では、内閣府の地区防災計画策定の事務局をしました。昨年度のワーク

ショップを踏まえ報告づくりの支援を行いました。その報告書を元に、国連防災会議のフ

ォローアップイベントとして、仙台・石巻での報告会での発表をサポートしました。 

事前復興まちづくりへも取り組みを始めるため、徳島県美波町の方々と共に、講演・視

察・勉強会を行いました。 

認定 NPO 法人を取得したことから、小さな活動を運営していくために必要なノウハウを

伝えようと、地域や活動の種類を限定せず各種団体の相談に乗りました。 

 

【まちづくり研究調査事業】 

 大学生や学識経験者を、現地（神戸市、宮城県）で受け入れ、調査・視察コーディネー

ト・支援を行いました。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震等、復興まちづくり

の現場で行われていることを知っていただく機会となりました。また、復興まちづくり等

を取材するマスコミに対しての情報提供も行いました。 

１１月末～１２月にはアメリカ（ニューオリンズ・ガルベストン）へハリケーンからの

復興まちづくりの復興視察に行きました。 

 関東都市学会からニュース及び年報の発送作業と会費請求作業を受託し、２月、４月、

９月、１０月に行いました。 

 

＜調査視察コーディネート・支援 実績＞ 

日 属性 テーマ 

1/5 FM ラジオ守口 神戸：復興まちづくり 

1/14 明治大学教授・内閣府 まち・コミの復興まちづくり 

1/22 乃村工藝社 東日本：宮城県南部の復興まちづくり 

1/30 建築士 東日本：雄勝町の復興まちづくり 

2/7 名古屋大学減災連携研究センター 東日本：雄勝町の復興まちづくり 

2/29 住友ゴム 神戸：まち・コミのまちづくり 

4/30 広島県から医療関係者 東日本：雄勝町の復興まちづくり 

5/6 台湾の建築家 出石町：水害から復興まちづくり 

6/18 兵庫県立大学 教授 東日本：語り部の継続について 

6/25 ソトコト編集部 東日本：雄勝町の復興まちづくり 

7/2,3 熊本の地域づくり応援隊 出石町：水害から復興まちづくり 

7/4.5 熊本の地域づくり応援隊 関西：農業によるまちづくり 

7/12 神戸大学准教授 熊本：被害状況と生活再建 

8/1 専修大学 社会学ゼミ 東日本：漁村の復興  

8/2 専修大学 社会学ゼミ４回生 東日本：地域の集いの場 

8/12 UR 都市再生機構 神戸：共同住宅とまちづくり 

8/23 建築学会 熊本：被害状況と生活再建 

8/31 金沢大学 経済学ゼミ 東日本：雄勝町の復興まちづくり 



11/21 毎日新聞 神戸：まち・コミのまちづくり 

11/25 弁護士 神戸：復興まちづくりと生活再建 

12/20 東北大学災害科学研究所 東日本：雄勝町の復興まちづくり 

 

 

● 学びの場づくり部門              
【震災体験学習事業】 

2016 年度は、5 校（中学校 2，高校 3）に対し、震災学習を実施しました。また、１月に

は被災地を歩くイベント「こうべ・あいウォーク」の参加者へ、豚汁を提供しました。 

＜2016 年度震災体験学習受入状況＞ 

日 学校名 生 徒

(人) 

教 員

(人) 

時 間

(ｈ) 

場所 語り部

(人) 

10/21 愛知県 県立春日井高等学校 356 17 1.5 ふたば学舎 5 

10/25 神奈川県 湘南学園高等学校 44 2 2 まち・コミ 5 

11/9 岡山県 倉敷市立多津美中学校 30 3 3 まち･コミ 7 

11/16 東京都都立橘高等学校 205 10 2 ふたば学舎 6 

11/21 高知県 四万十町立窪川中学校 77 6 3 まち・コミ 6 

 

【研修受入事業】 

下記のとおり、8 件の研修の受入をいたしました。 

＜2016 年度研修受け入れ状況＞ 

日 受講者（主催者） テーマ・目的 人数 

2/22 

 

中央大学 震災５年後の復興事業と生活再

建の葛藤について 

9 

3/15 関西国際大学 震災復興まちづくり 17 

4/25 イタリアの災害研究者 三陸沿岸の再建状況 1 

5/19 マイヤ労働組合 阪神・淡路大震災の状況と、東

日本大震災の状況の違いなど 

11 

6/14 IATSS フォーラム（アジア８カ国） 震災復興まちづくりと住民参加 25 

10/6 IATSS フォーラム（アジア８カ国） 震災復興まちづくりと住民参加 25 

11/11 神戸大学留学生 御蔵地区の震災復興まちづくり 20 

12/13 トルコ首相府防災危機管理庁 震災復興まちづくりと住民参加 20 

▲ 10 月 6 日               ▲ 12 月 13 日 



【講師派遣事業】 

 依頼に応じ、下記のとおり講師・パネリストの派遣をいたしました。今年度は、アメリ

カ・香港の大学でも講演も行いました。 

＜2016 年度 講師・パネリスト 派遣実績＞ 

日 主催者（場所） 講演テーマ 講師

等 

受講

者数 

3/21 ホテル観洋 語り部の継続について 宮定 200 

4/28 宮城連携復興センタ

ー 

＜現地報告＞東日本大震災から３年の現

実～進まぬ復興、葛藤する地域社会～ 

宮定 30 

5/10 首都大学東京 阪神・淡路大震災の教訓 田中

保三 

50 

5/27 関西学院大学 市民の思いを代弁する仕組みとしての

NPO の視点から、限界と課題 

宮定 110 

6/5 一般社団法人 いな

かパイプ 

災害が起こるとどうなるの？負けないため

に何をできるのか？ 

宮定 15 

6/8 近畿大学 震災復興まちづくり～阪神・淡路大震災２

０年・東日本大震災５年・熊本地震の地域

づくりを継続的に見てきた視点より～ 

宮定 15 

6/21 認定 NPO 法人市民

活動センター神戸 

寄付集めのコツ 戸田 20 

7/21 専修大学 海外の防災や復興に関わって得たこと 宮定 40 

8/26 美波町自主防災会

（徳島県） 

東日本大震災と熊本震災の被災地の現状 宮定 25 

9/4 日本住宅会議（in 石

巻） 

熊本地震の現状報告－認定 NPO 法人 ま

ち・コミュニケーションの活動から－ 

宮定 80 

10/13 神戸学院大学 震災復興事業における生活再建の葛藤と被

災者の居住地選択～東日本大震災石巻市雄

勝町～ 

宮定 50 

10/17 近畿大学 震災復興事業と生活再建の葛藤の中での被

災者の居住地選択～宮城県石巻市雄勝町

（東日本大震災）・神戸市長田区（阪神・淡

路大震災）を事例に～ 

宮定 60 

10/20 神戸学院大学 震災復興事業と生活再建の葛藤の中での被

災者の居住地選択～神戸市長田区（阪神・

淡路大震災）を事例に～ 

宮定 50 

11/28 日米交流基金（テキ

サス A&M 大学） 

阪神・淡路大震災の復興まちづくり 宮定 30 

11/29 日米交流基金（ガル

ベストン市役所） 

阪神・淡路大震災の復興まちづくり 宮定 20 



12/2 日米交流基金（ニュ

ーオリンズ市） 

阪神・淡路大震災の復興まちづくり 宮定 20 

  

▲5 月 27 日               ▲8 月 26 日 

 

【まちづくり勉強会事業】 

 震災復興まちづくりを検証しようと「阪神・淡路大震災 21 年とこれからのまちづくり～

現場を見る目・寄り添う視点～」をテーマに計７回の御蔵学校（下表）を開催しました。 

 被災地の事を知ってもらうと始めたインターネットサイト“被災地のつぶやき”を元に、

顔を合わせて学ぶ勉強会も始めました。被災地の事例を具体的に学ぶことにより、大学生

や高校生の参加がありました。３月に宮古市～石巻市、４月に気仙沼、８月に山元町～石

巻市にて、現地でつぶやきを聞く会を行いました。 

 20 周年記念の年で、神戸と関東でこれまでの活動報告を行いました。 

＜2016 年度御蔵学校 開催実績＞ 

日 実施回 テーマ 講師 受講者数 

1/17 第３４回 

 

「被災地経済復興への視点 

～阪神大震災に学ぶ～」「新聞

記者として震災と向き合っ

て」 

遠藤勝裕氏（元日本銀行神戸

支店長 日本学生支援機構理

事長）／磯辺康子氏（元神戸

新聞社記者・専門編集委員） 

63 

1/21 第３５回 

 

「東日本大震災５年 原発事

故からの生活再建～何を失

い。何を取り戻すのか～」 

市村高志氏（とみおか子ども未

来ネットワーク 代表） 

13 

2/29 第３６回 

 

「宮城の復興まちづくり、

住宅再建に思う」 

三部佳英 氏（（一財）宮城県建

築住宅センター 顧問） 

20 

6/19 第３７回 熊本地震から学ぶ 災害への

備え ～ 地域の持続性を考え

よう ～ 

渕上順二氏（益城町住民）／

柴田祐 氏（熊本県立大学環境共

生学部准教授） 

33 

8/25 第３８回 「まちづくりの専門家とし

て、復興事業にかかわって」 

野崎隆一氏（NPO 法人神戸ま

ちづくり研究所理事長） 

15 

10/22 第３９回 災害時に知っておきたい法律

知識～東日本大震災の経験か

ら～ 

宇都彰浩氏（弁護士、宇都・山

田法律事務所、日本弁護士会災害

復興支援委員会委員） 

11 

12/11 第４０回 スマトラ沖地震から学ぶ、地

震への備え 

西芳実氏 (京都大学 地域研究

統合情報センター 准教授) 

8 



＜2016 年被災地のつぶやき勉強会 開催実績＞ 

日 実施回 テーマ 講師 受講者数 

3/25 開設記念 「被災地のつぶやき」から分かる東日

本の今 

宮定(当団体代表理事) 9 

5/14 第１回 

 

「被災地のつぶやき」から感じる大切

なこと～自立・生活再建～ 

宮定 11 

7/9 第２回 

 

「被災地のつぶやき」から感じる大切

なこと～５年目からの挑戦～ 

阿部晃成氏（雄勝地

区を考える会）、宮定 

15 

8/27

～29 

第３回 東日本５年目 「被災地のつぶやき」

を一緒に聞きませんか？（現地訪問） 

三陸沿岸の方々 6 

10/8 第４回 「被災地のつぶやき」から感じる大切

なこと～転出者の生活再建～ 

宮定 6 

▲1 月 17 日 御蔵学校           ▲10 月 8 日 被災地のつぶやき勉強会 

 

 

● 交流の場づくり部門 
 

【地域間交流事業】 
 野菜作りを通じ、鳥居やすらぎ市民農園や地元の非営利組織暮らしの楽校の～らの方々

と交流をしました。「助けるつもりが助けられ」と、地元の方々や購入してくださる応援団

に支えられながら、継続できています。今年度も、のべ 100 名近くの学生と社会人のボラ

ンティアの協力を得て、たくさんのたまねぎ、じゃがいも、黒豆をつくりました。 

  

▲6 月 11 日              ▲10 月 16 日 

 

 



【国際交流事業】 

 神戸市長田区、宮城県石巻市にて、多くの国の方々と復興まちづくりについて交流しま

した。 

 「被災後の地域復興における市民参加」日米草の根交流プログラム神戸の代表として招

聘され、岩手県宮古市の方々とガルベストン（テキサス州）、ニューオリンズ（ルイジアナ

州）を訪問し、復興まちづくりについて現地の政府・NPO・住民と交流しました。 

 香港中文大学で行われた住民参加を学び交流しあう国際学会に参加させていただく機会

を得、東日本大震災の地域づくりについて報告させていただきました。 

  
▲11 月 28 日              ▲12 月 15 日 

 

 

● 情報発信部門 
下記の各事業のほか、積極的に、人が集う場に出席し、被災地の復興まちづくりやまち・

コミの活動について発信しました。また、マスコミや各種団体の取材にも対応しました。 

 

【情報発信事業】 

① 季刊まち・コミ 

 ４号、各号６ページの通信誌を発行しました。会員や寄付者のほか、事務所の来客等に

配布いたしました。 

＜2016 年度季刊まち・コミ一覧＞ 

号 発行日 特集タイトル 郵送数 

春号 3/10 まち･コミュニケーションが設立 20 周年を迎えます 440 

夏号 5/17 熊本地震活動報告 被災者に寄り添った生活再建支援を 454 

秋号 9/14 熊本地震活動報告 熊本地震から５カ月 ～建物・宅地被害を

受けた被災者に寄り添う支援～ 

562 

冬号 12/1 東日本大震災 震災から５年半 ～雄勝町・復興まちづくり

事業の現状～ 

516 

 

② WEB まち・コミ http://park15.wakwak.com/~m-comi/ 

大幅リニューアルしました。当団体を知らない方にもわかりやすいよう配慮しています。

また、「季刊まち・コミ」のＰＤＦデータ版、2015 年度活動報告、2015 年度計算書類等、

新規情報をアップしました。 



③ まち・コミブログ・フェイスブック 

 日々の活動を中心に、活動を報告しています。2016 年度はフェイスブックを中心に、日々

の活動の記事を約 200 本アップしました。 

 

④ まち・コミメールニュース 

12 通のメールニュースを送信しました。 

 ニュース以外にも、 “テーマ毎（勉強会・講演会）に興味のありそうな方”、“開催場所

に近い方”、“学生を誘ってくださる先生”等々、対象を絞って情報発信しました。 

 

＜2016 年度メールニュース一覧＞ 

送信日 内容 送信数 

1/6～8 1.17 のご案内／御蔵学校開催！／「季刊まち・コミ」冬号を

WEB アップ ほか 

3635 

 

2/7～9 東日本大震災から５年、勉強会を２週連続開催 3693 

3/7・8 「被災地のつぶやき」東日本大震災より 5 年を前に 発信開始！ 3711 

3/29・30 4/1 おかげさまで 20 年を迎えます！ 3750 

4/20・21 【現状報告会開催】平成 28 年熊本地震（4 月 22 日 18:30～） 3751 

4/29・5/1 【現状報告会】平成 28 年熊本地震（5 月 8 日 18:00～） 3751 

5/5・6 【勉強会案内】１．被災地のつぶやき第１回勉強会（5/14 14:00

～）、２．熊本地震報告会（5/8 18:00～） 

3916 

5/29・30 たまねぎ購入応援者募集／熊本地震をテーマに御蔵学校 ほか 3899 

6/15・16 じゃがいもと黒大豆枝豆の購入応援者募集・7/9 つぶやき勉強

会開催 

3976 

7/13・15 東京にて勉強会/第 38 回御蔵学校参加者募集 ほか 3976 

9/28・30 黒大豆の枝豆購入応援者募集/第 39 回御蔵学校開催 ほか 4068 

12/3～5 ふるさと納税でまち・コミを応援！／御蔵学校開催 ほか 4084 

 

⑤ 被災地のつぶやき 

 まち･コミが被災地支援活動の中で聞いた声を、１日１回発信しています。Facebook、ブ

ログ、Twitter の３種類の発信方法を用い、「いいね！」や「リツイート」などで声を広め

ていただいています。2016 年 2月 11 日から始めた新しい取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事業実施体制】 

 

（１） 会議に関する事項 

①通常総会 

開催日 平成 28 年 2 月 21 日 12 時 25 分から 12 時 45 分 

開催場所 兵庫県神戸市長田区御蔵通５丁目２１１-４号-１０１（当法人事務所） 

出席者 11 名（うち表決委任者 7 名） 

議事内容 第１号議案  2016 年度事業報告および 2016 年度決算報告承認の件 

       第２号議案  役員選任の件 

②理事会 

第１回 

開催日 平成 28 年 2 月 21 日 10 時 00 分から１2 時 15 分 

開催場所 兵庫県神戸市長田区御蔵通５丁目２１１-４号-１０１（当法人事務所） 

出席者 7 名（うち表決委任者 3 名） 

 議事内容 第１号議案  2015 年度事業報告および 2015 年度決算報告承認の件 

  第２号議案  2016 年度事業計画および 2016 年度活動予算承認の件 

 

第２回 

開催日 平成 28 年 2 月 21 日 12 時 25 分から１2 時 30 分 

開催場所 兵庫県神戸市長田区御蔵通５丁目２１１-４号-１０１（当法人事務所） 

出席者 6 名（うち表決委任者 3 名） 

 議事内容 代表理事及び副代表理事選任の件 

 

③事務局会議 月 3～4 回 出席者：宮定章、田中保三、戸田真由美 

  

 

（２） 事務局体制 

代表理事 宮定章   理事 戸田真由美 

 

（３） 会員 

① 正会員 16 名 

② 賛助会員 157 名 

③ 購読会員 23 名 

 

 

 

 

 

 

 



【資料】 

●新聞掲載記事 

１．阪神大震災２１年 愛する笑顔、再び 犠牲者の写真展、１７日初開催 神戸・長田、

御菅地区（毎日新聞 2016 年 1 月 7 日） 

２．復興過程の教訓伝えることが大切 元記者が講演（神戸新聞 2016 年 1 月 18 日） 

３．続く人口流出被災地の苦悩東日本大震災５年被災者アンケート「地域の復興進まず」

54%（神戸新聞 2016 年 2 月 12 日） 

４．もう終わったと思われたくない 長田で勉強会参加 原発事故５年 現状語る 福

島・富岡町から東京へ避難 NPO 理事長市村さん（神戸新聞 2016 年 2 月 22 日） 

５．一人一人の声を聴いて ＜東日本大震災５年＞ 支え人 まち・コミュニケーション

代表理事 宮定章さん（神戸新聞 2016 年 3 月 2 日） 

６．二つの被災地、つぶやき発信 神戸のＮＰＯがサイト（神戸新聞 2016 年 3 月 16 日） 

７．被災校舎の行方 石巻市震災遺構を考える 阪神大震災 震災風化させぬ「壁」 心

の傷癒えずに（河北新報 2016 年 3 月 21 日） 

８．阪神・淡路から熊本へ 提言 支援に必要な「信頼関係」 宮定章さん（神戸新聞 2016

年 5 月 21 日） 

９．震災教訓発信続け 20 年 復興まちづくり支援 NPO「まち・コミ」（神戸新聞 2016 年

5 月 29 日） 

１０．台風被害の支援 豊岡で長田区の団体  タマネギ収穫（毎日新聞 2016 年 6 月 12 日） 

１１．熊本被災地の現状と復興は 長田の「御蔵学校」で講座 研究者と住民 意見交換

（神戸新聞 2016 年 6 月 20 日） 

１２．熊本 雨追い打ち 地震被害の家、道路に土砂 避難生活逆戻り「先見えぬ」（神戸

新聞 2016 年 7 月 18 日） 

 

●ラジオ出演 

１．ラジオ関西：東日本大震災について、熊本地震について、被災地のつぶやきについて 

 

●執筆 

１．神戸市長田区の御蔵地区を訪問しました。（神戸大学キャンパスアジアプログラム 2016

年 3 月） 

２．被災者に寄り添った生活再建支援を 20 年間被災地を見てきた経験から～熊本地震活

動報告～（地方自治職員研修 2016.8） 

３．東南海地震へ向けて熊本地震から学ぶ 

～建物・宅地被害を乗り越えるために被災者に寄り添った建築家の支援～ 

（大阪府建築士会 建築人 2016 年 8 月号） 

４．連載 震災復興の転換点 阪神・淡路大震災、東日本大震災の生活再建と復興事業に

接して感じたこと（建築雑誌 JABS2016.11） 

５．防災の観点から見た里山・里地・里海 : 持続的な地域の復興へ向けて (特集 里山・里

地・里海の多面的機能の総合評価と豊かな海と地域づくりに向けた取り組み : 魅力ある海

づくりと恒久的相互関係を築くために)（日本海水学会誌 2016.8） 


