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平成 23 年度	 番屋・物資部報告書  
 

１、 実施期間：平成 23年３月 22日	 ～	 平成 24年 3月 31日 
 
２、 場	 	 所：鉈屋町 旧・番屋 (消防第二分団 旧番屋) 
 
３、 対 象 者：被災者 
 
４、 目	 	 的：①生活物資の支援	 （緊急支援→生活支援・困窮者支援と推移） 
	 	 	 	 	 	 	 	 ②避難者同士、避難者と支援者の交流の場の確保 
 
５、	 手	 	 法： 

① 来所者へ買い物かごと『支援物資受取表』をお渡しする。 
② 来所者は陳列棚に並ぶ生活雑貨、調理器具、寝具、余暇アイテムについて必要なも
のを自ら選び、かごに入れる。この際に『受取表』には品目と数量を記載する。 

③ お見送り担当メンバーが『受取表』の項目をチェックし、かごと受取表を回収する。
表面アンケートについて未記入欄があれば聞き取り。この聞き取りにより、潜在的

な傾聴ニーズや支援ニーズを掘り起こすことが可能である。 
④ 状況に応じて、持ち帰り分物資を来所者の自家用車まで運ぶ。 

 
６、	 総	 	 括 

 当初は問屋業であった。その後、内陸避難者が来所するようになり、現在の小売形式へ
転換した。(5/19~) 

 小売業へ転換直後、数量制限を行わなかった。その結果、少数の被災者が多量の物資を
受け取るケースが散見された。ボランティアメンバーとの協議のうえ、物資制限を開始

する。(時期不明。6月上旬？) 
 物資制限が被災者とメンバーのストレス要因であるとの聞き取りを基に、制限を解除す
る。(1月下旬) 

 来所者数は四半期ごと月平均で 200 → 1,000 → 1,200 → 800と推移。冬季、路面悪
化による減少がある。（４~５→６~８→９~11→12~２と切り分け。4月は 4件で除外。） 

 ボランティアの推移は四半期で、不明 → 330 → 420 → 420、と推移。秋季、冬季に
ついては短時間参加者が増加したため数字上は顕在化していない。人時計算で行けば確

実に減少している。 
 支援物資は夏季をピークに減少傾向。一日当たり、ピーク時：60~100 個口，現在：５

~10個口まで減少。 
 
６、 次年度への要望・改善点（配送部とも一部、共通している内容） 

 減少傾向にあるリソースでは現行の支援は維持が難しい。 
 参加メンバーの減少・固定化による個人の負担増。 
 到着物資の減少による支援物資の不足。 
 岩大プール、センター上階の終息による倉庫の不足。 
 お見送り時のチェックを省略すると潜在的な傾聴ニーズを見落としかねない。 
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もりおか復興支援センタ―	 物資部	 報告書 
 
平成２４年９月１４日に開設しました。毎週月曜日は休館日（祭日の場合は翌日振替） 
毎日午前１０時～午後３時までの受付です。 
 
◆活動目的 
『被災者の生活レベル向上のための物資支援を通してボランティア、被災者との心の交流』を目的とし

て活動しています。 
 
◆活動実績 
物資利用来館者は（２月２６日現在）延べ人数 6,588 名に上ります。 
９月～１１月の３か月平均は１２５０名、１２月～２月の平均は９４５名となっています。 
冬季期間の１２月~２月は天候や道路状況で沿岸部よりの来館人数が減少致しました。 
来館比率は内陸避難者が６０％、沿岸部４０％です。 
ボランティア参加者は 
（２月２６日現在）月平均延べ１６０名となっています。 
 
◆物資アイテム 
店舗型による支援物資の提供をしています。 
置いてあるアイテムは 
・婦人服	 インナー、アウター、防寒着、マフラー、アクセサリー、バックなど小物類 
・紳士服	 インナー、アウター、防寒着 
・子供服	 ベビー服 
・靴	 	 	 婦人、紳士、子供、ベビー、スニーカー 
・着物 
・ミルク、紙おむつ、離乳食 
 
◆受け渡しの内容 
来館者には受付表の入ったカゴをお渡しして自由に選んで頂きます。 
帰るときに品物のチェックとアンケートの聞き取りを致します。 
この聞き取りを最重要視しています。 
聞き取りの際に、被災された方の生活状況、健康や心の状況をお聞きし、その中で生活相談や生活支援

が必要な方には、１Ｆの相談に繋ぎます。 
精神状態の不安定な方や、悩みのある方には女性センターの相談と１Ｆに繋いでいます。 
被災されて内陸に居住する方、沿岸部に居住する方のニーズをお聞きできますし、現地の様子、情報収

集等リアルタイムで知ることができます。 
内陸部に避難された方は都市型のニーズを求め、沿岸部の方とは違う要望があります。 
また、来館された方々は地元のご近所の方にお会いできるし、消息のわからない人などに偶然再会でき

たり、誰かに会えるかもしれないと期待を寄せて楽しみにしておられる方もいます。 
ボランティアさんと顔なじみになり会話が弾んだり、お友達と待ち合わせの場所に指定するなど、人と

人をつなぐ場所にもなっています。  
盛岡市に避難された方に、盛岡のご案内などコンシェルジュ的な働きかけもしています。 

（文責：小笠原） - 9-



平成 24 年 3 月 5 日

もりおか復興支援センター 阿部�知幸

佐藤�直克
【訪問件数】

【もりおか復興支援センター登録件数】

729世帯�（現在盛岡市内居住世帯のみ）

【聞き取り件数】

395世帯�（�同上�）

【対象】

【活動内容】

戸別訪問による面談・聞き取りと生活支援

【要望・相談】

・�住民票は地元と盛岡のどちらにした方が良いのか
・�みなし仮設の延長�（みなし仮設からみなし仮設への移転）
・�世帯の人数が増え働かなくてはならない ⇔ 介護する為に仕事を辞めた
・�仕事につきたいが(自営業だったので)できうる仕事がない
・�みなし仮設以外では家電を貰えないのか(6点セット)

【問題点】

・�外出・移動困難な世帯への対応
・�問題を抱えている世帯（人）ほど外部とのつながりが少ない(全くない)
・�母子家庭、特に震災以前からの世帯への支援がほとんどない
・�罹災証明が発行されなかった世帯（人）への支援は全くない（相談しに来れていないのでは？）

【感想】

すでに安定的な生活を送られている世帯も見られているが、多くの世帯は様々な問題や悩みを抱えている。
現在、特に支援が必要とされる世帯の中には震災以前より、支援が必要な要因があり、それが表面化
しているケースも多く、みなし仮設が終了し家賃が自己負担となった場合約6割弱の世帯で収支がマイナスに
転じると予測しております。
今、問題や悩みが出始めた(認知した)ばかりで、今後、中長期的な支援が必要で、個人だけではなく社会全体が
被災者の生活・心理的回復を支援できるシステムが必要だと感じる。

個別訪問・生活支援�活動報告

定期訪問

外出・移動困難

食料支援

訪問不要要望

項目

要支援

7月

4

8月

187

9月

187

1月

166

2月

125

件数

10月

184

11月

167

12月

200

172

25

96

15

クリア

3

1

0

3

-

26

主に若い世代で支援を必要としていない世帯

備考

著しく生活困窮している世帯や特に心理支援が必要な世帯

独居老齢者世帯や要支援よりやや軽度な世帯

足腰が悪い、交通の便が悪く車などがない世帯

食料品をお渡ししている世帯
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平成 23 年度	 定例お茶っこ飲み会報告書  

 
１、 実施期間：平成 23年 8月 20日	 ～	 平成 24年 3月 31日 
	 	 	 	 	 	 	 	 毎週土曜日	 10:30～11:30 
 
２、 場	 	 所：もりおか復興支援センター・ホール 
 
３、 対 象 者：内陸避難者、盛岡市民、関係者 

 
４、 目	 	 的：①外出の機会の確保 
	 	 	 	 	 	 	 	 ②避難者同士、避難者と支援者の交流の場の確保 
	 	 	 	 	 	 	 	 ③自立した活動のきっかけの提供 
５、	 総	 	 括 
	 	 ・毎回平均	 １０～１５名の参加を保つ事が出来た。 
	 	 ・あえて毎回のテーマを設定する事をせず、毎回行いたい事を自由に行っていただいた。 
	 	 ・当初は自己紹介の際に、被災体験を話される方が多く、なかなか進行出来なかったが、回数

を重ねるごとに馴染みの関係が出来、1時間の間で十分にお話を楽しんでいただけるように
なった。 

	 	 ・偶然の再会も多く観られ、出会いのきっかけとなった。 
	 	 ・参加者の希望より、囲碁クラブ・カラオケサークル・ボランティアへと新たな活動へつなが

った。 
	 	 ・高齢層が多く、若年層が少なくなってしまった。しかし、定例に関しては高齢層でもよいと

思われる。理由として、なかなか外出するきっかけの少ない方々が、1週間に 1回の外出す
る機会になっている事である。また、その中でも自主性が見られており、新しい活動へつな

がっている事があげられる。介護サービスは拒否されても、お茶っこ飲み会へ参加して下さ

っているので、その年代層への対応できる機会として必要と思われる。 
	 	 ・当初の計画通り、定例のお茶っこ飲み会から、市町村別のお茶っこ飲み会へつなげる事が出

来た。 
	 	 ・お茶っこ飲み会の参加者の希望より、きっかけとして、センターでカラオケ大会を行い、そ

の際の参加者の要望により、センター利用者の方が代表として、独立した形でのカラオケサ

ークルが発足した。 
６、 	 次年度への要望・改善点 
	 	 ・活動の取りまとめをし、進めて下さる方が出てきているので、カラオケサークルの様に自主

的に活動を行っていけるよう、サーポートし、移行していく。 
	 	 ・お茶っこ飲み会で希望のあった色々な活動については、サークル活動として展開して 

いきたい。 
 
 
 

文責：澤田	 貴子 
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平成 23 年度	 市町村別お茶っこ飲み会報告書  
 
１、 開催月日：平成 23年 10月 25日～平成 24年 3月 22日（計 26回） 
 
２、 場	 	 所：もりおか復興支援センター・ホール 

 
３、 対 象 者：内陸避難者、盛岡市民、関係者 

 
４、 目	 	 的：①同郷の方々との出会い・交流の場の提供 
	 	 	 	 	 	 	 	 ②被災者の外出・情報交換の場の提供 
	 	 	 	 	 	 	 	 ③自立した活動のきっかけの提供 
 
５、 総	 	 括 
	 	 ・定例のお茶っこ飲み会より、「同郷の人に会いたい」という声が多く聞か 
	 	 	 れ、当初は試行的に行ったが、最終的には曜日固定の定期開催となった。 
	 	 ・回を重ねるごとに参加者は減ってきているが、その理由として回を重ね 
	 	 	 る事により、皆さん住所等の交換をされて、個人個人で連絡が取りあえ 
	 	 	 る状況となった事があげられる。 
	 	 ・人数は少なくなっているものの、定着しており、継続希望の声が多い。 
	 	 ・市町村別お茶っこ飲み会であると、ほとんど職員の介入が必要なく、知 

り合い同士で集まり、地元のお話をされていた。準備・片付け等も行っ 
てくださる方々もあった。 

	 	 ・他の集まりに比べ、男性参加者も多い。 
	 	 ・会終了後、車を乗り合わせて食事へ行かれたり、皆さんに食べて欲しい 
	 	 	 と差し入れを持って来られる方々もあり、定例のお茶っこ飲み会にはな 
	 	 	 い様子も観られた。 
 
６、 次年度への要望・改善点 
	 	 ・参加者数は減少しているものの、継続希望の声が多く、次年度も曜日を 

市町村ごとに固定し、実施していく。 
	 	 ・継続の声はあるものの、参加者数が少ないため、開催内容について検討 

要する。 
	 	 ・開催時間 1時間であるが、ニーズに合わせ時間や内容を検討していく。 
	 	 	 （他イベントや講座との組み合わせなど） 

文責：澤田	 貴子 
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平成 23 年度	 折り紙サロン報告書  
 
１、実施期間：平成 23年 11月 24日	 ～	 平成 24年 2月 28日（６回コース） 
 
２、場	 	 所：もりおか復興支援センター・ホール 
 
３、講	 	 師：丹野	 恵美子氏 
 
４、受 講 者：内陸避難者 
 
５、主	 	 旨：①定期開催による外出するきっかけ・場の提供。 

②作品制作へ集中し、完成することにより達成感・満足感が得られ、生活意

欲の向上を目指す。 
 
６、総括 
	 ・周知については各戸配布の郵送時に、文書にて行った。 
・折り紙を行い感じた事は、支援者も被災者も全く関係なく、教え教えられ一つの作品が

仕上がっていく事である。また、自分が覚えた事を、他者へ教えることにより、また輪

が広がっていった。 
	 ・参加者の皆さんは毎回、製作に非常に集中されていた。 
	 ・コミュニケーションもよくとれており、毎回「難しい」と話されながらも「久し振りに

こんなに笑った」と喜ばれる方、ご友人の方とゆっくりとお話しをされながら製作をさ

れる方、男性の参加等	 皆さん楽しまれていた。 
	 ・本来、平成 23年 11月・12月の 2回の予定であったが、好評であり継続の希望が多く、
全 6回の開催となった。 

 
７、次年度への要望・改善点 
	 ・折り紙サロンは、単発的に行ったものであったが、継続希望の声が多く実施に至った。

来年度も定期開催していきたい。 
	 ・材料費が 1回 1人当たり	 ３００円程度となるため、予算の確保が必要である。 
	 ・次年度は製作作品を展示し、来館者の皆さんに鑑賞していただき、参加者の拡大を目指 
す。また、たとえばセンターでの文化祭等	 次のイベントに繋げる。 
 
 

文責：澤田	 貴子 
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SAVE	 IWATE	 学習支援	 ～山田町学習支援・学習支援サロン～ 
平成 24年 3月 5日 

《山田町学習支援》 

 

〈背景と目的〉 
東日本大震災で岩手県山田町は大きな被害を受け、町の中心地山田地区でも、家屋の５

０％にあたる１３００棟が全壊するなど、被災者の方々は経済面も含め多くの困難な状況

に置かれている。 
こうした中で、町内の子供たちは、本震災による経済的な困難に加え、授業再開の遅れ、

学習塾の閉鎖等、学習環境の悪化にも直面しており、生徒達の学習環境の改善が喫緊の課

題となっている。 
対象とする生徒に対する学習支援の短期的な目標は、学力の向上である。しかしそれば

かりではない。ともすればくじけそうになる生徒達に手を差し伸べて、勉強したい進学し

たいという夢を持ち続ける手伝いができれば成功であると考える。 
彼らは、町の財産であり、震災復興の主役となることが期待されている。本取り組みを

通して、生徒達が、山田町に愛着を持ち、今後世界のどこで活躍していても山田町を含め、

困っている人を応援する気持ちを持ち続けてもらうことが長期的に目指すゴールである。 
 

〈実施概要〉 
【場所】山田町役場近くの龍昌寺 
【日時】毎週土日	 10～17時 
【期間】平成 23年 9月～平成 24年 3月 
【対象】山田町在住の小中高生 
【講師】ボランティアで募集(ポスター、チラシなど)、学生が中心に参加 
【移動】車、バス、タクシー、電車 
【学習形式】自習及び個別 
【その他】 
子どもの送迎は保護者の方にお願いする 
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〈取り組み経過〉 
平成 23 年	 

4 月末	 山田町でニーズ調査をした際、こどもの学習面の不安を訴える親の意見が多く寄せ

られた。そのため、特に大学受験を控える高校生を対象に学習支援を行うことを立

案した。 
5月初め	 高校生の進路希望状況などを把握するため、山田高校に調査に入る。生徒 10名

程度に進路希望状況や、学習支援活動に対するニーズなどを質問形式で聞き取り

調査を行ったところ、うち 4 名が進学を希望し全員が学習支援活動への参加を希
望していたため、山田町全体での学習支援に対するニーズが一定量存在すると考

え、活動することを決定した。 
6月	 対象を山田高校に絞り、進路指導の教員と協力して3年生全体に学習支援の活動紹介、

参加希望のアンケートをとった。この時点での参加希望者は 1 名のみ。当団体内に学
習支援部設立。 

7 月	 フィナンソロピー協会から 100 万円の寄付金を受ける。	 

8 月	 岩手県立山田高等学校にて生徒募集。同時にボランティア講師募集。 
9月	 山田町にて学習支援開始。三重県立川越高校より教材の提供。生徒は高校3年生 1名。

当月 9 回活動。	 

10月	 岩手大学不来方祭にて講師募集。山田高校さいかち祭にて生徒募集。当月 5回活動。 
11月	 高校生 3名と中学生 2名が新しく生徒として来る。パソコンを利用しての遠隔学習

支援開始。当月 8回活動。 
12月	 中学生 8名が新しく生徒として来る。高校生の専門学校受験が始まる。当月 8回活

動。 
平成 24年 
1月	 ボランティア講師向け学習支援説明会実施、小学生 2名、高校生 2名が新しく生徒と

して来る。大学入試センター試験。私立高校受験開始。当月 9回活動予定。 
2月	 大学二次試験対策。高校受験対策。当月 8回活動。 
（3月	 高校受験対策。当月 10回活動予定。） 
 

〈活動実績〉H24.2末 

・47回活動 
・累計参加者 
小学生 2名	 中学生 8名	 高校生 6名	 学生 29名	 社会人 10名 
・高校 3年生全員の進路が決定 
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〈今後の課題〉 
・講師の確保 
子供たちには色々な人（他学校の子どもや学生、社会人）と接することにより、勉強だ 

けでなく多くのことに感心を持って欲しい。しかしながら、教える人が頻繁に変わること

によりストレスを感じたり、教え方が変わって混乱したりする場合がある。参加講師の母

体を大きくし、長期的なシフトを組むことにより参加者同士顔を覚えてもらい、コミュニ

ケーションも取りやすくする必要がある。 
 
・行政や学校、地元住民との連携 
	 当団体の学習支援は、学生が中心メンバーであり教育の専門家ではない。多感な時期の

子どもを対象とする以上は、本活動が子どもに与えるプラス面とマイナス面を知り、必要

に応じて対処しなくてはならない。そのためには、できるだけ多くのアドバイスが必要で

ある。また現在は土日しか活動していないが、地元の方々に協力をいただければ、平日の

開催も検討できる。 
 

〈来年度の活動概要〉 

【場所】龍昌寺及び農村婦人の家または嶋田地区センター 
【日時】毎週土日	 10時～17時 
【期間】平成 24年 4月～平成 25年 3月 
【対象】山田町在住の小中高生 
【講師】ボランティアで募集 
【学習形式】基本的に自習だが個別対応もする 
【その他】 
子供たちの送迎は保護者の方に協力頂く 
食事は各自で用意する 
 

〈協力団体〉 

龍昌寺：場所・食事等の提供 
ふんばろう東日本支援プロジェクト：教材の提供 
三重県立川越高等学校：教材の提供 
目白大学人間学部心理カウンセリング学科	 准教授	 今野裕之：パソコン、教材の提供 
岩手県立山田高等学校 
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《学習支援サロン》 

 

〈背景と目的〉 

	 現在、盛岡市内へは東日本大震災をうけておよそ 800世帯、1600人が避難している。そ
のうち、小中高生は 120人ほどいる。子供たちも慣れ親しんだ土地を離れて、新しい生活
に慣れようと必死である。その中で、「学校に馴染めない」「勉強についていけない」とい

う声は、保護者の方々から聞く。 
	 当活動は、盛岡市内及び近郊へ沿岸各地から避難している子供たちに対して学習のサ 
ポートだけでなく、この活動を通じて新しいつながりをつくるお手伝いをしていく。 
 

〈実施概要〉 

【場所】もりおか復興支援センター 
【日時】毎週日曜日	 13時～17時 
【期間】平成 23年 12月～平成 24年 3月 
【対象】盛岡市及び盛岡近郊へ避難している小学 4年生～中学 3年生 
【講師】ボランティアで募集、学生を中心に参加 
【学習形式】自習及び個別 
 

〈活動状況〉 

12月	 盛岡市内へ避難している世帯に対して学習支援サロン説明会のお知らせ配布及び説
明会実施、当月 1回開催 

1月	 ボランティア講師向け学習支援説明会実施、当月 4回実施 
2月	 当月 4回実施 
(3月	 当月 4回実施予定) 
 

〈参加者〉 

小学生 11名	 中学生 1名 
学生 6名	 社会人 2名 
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〈今後の課題〉 

・講師の確保 
	 学習支援サロンでは、内陸に避難してきている子供たちだけでなく、学校の友だちも誘

ってねと言っている。そのため今後生徒数の増加が予想される。そうなった場合、講師一

人ひとりの負担が大きくなる。来年度の初めは現在の生徒数を維持する。 
 
・活動場所の再検討 
	 現在活動しているもりおか復興支援センター1階では、生徒数十数名が限界である。今後
活動を拡大(対象生徒を広げるなど)させる場合には、活動場所の再検討が必要である。 
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[ 三陸復興カレンダー] プロジェクト 報告書

●カレンダー発行の主旨

①カレンダーを発行することにより、２０１２年も多くの人に引きつづき被災地に思い

を寄せていただきたい

②震災後だからこそ求められるテーマのカレンダー（自然への祈り、感謝）

③人々の励みや癒しとなるカレンダー（地域を盛り上げるまつり）

④被災地の活性化や観光客誘致への寄与（イベント開催情報の掲載）

⑤１部1,000円で販売し、SAVE IWATEの活動費の確保

●製作の経緯

復興に向かっている地域の姿をテーマにして写真を公募することで始まったが、肖像権

をクリアすることが難しいため、一時断念。岩手の郷土芸能を継続して撮影しているボラ

ンティアがいたため、それを中心テーマとし「鎮魂と祈りの民俗芸能」とする。

三陸沿岸12の市町村から各1枚ずつ掲載することにする。震災後に撮影された写真は7枚。

該当写真が無かった洋野町、野田村については観光協会経由で写真の提供を頂く。

候補写真についてセンター内で投票をして編集に反映させる。

収益の一部を「岩手三陸沿岸の民俗芸能応援募金」に贈ることとする（金額については

全集計が終わり次第決定）。

●販売の経過

10月28日 一部納入 掲載団体、各市町村関係者へ贈呈、岩手日報紹介記事

11月1日 販売開始

11月15日 読売新聞全国版掲載

11月20日 日本テレビ 12時～ストレートニュース

11月28日 5000部完売。5000部増刷決定

12月2日 英訳解説を作成

12月2日 デイリー読売（英字新聞）

12月14日 岩手日報、英訳解説を紹介

12月28日 増刷分完売

沿岸地域への贈呈分2000部増刷

1月4日 沿岸仮設住宅の集会所談話室に贈呈

沿岸の小中高204校に各3部贈呈

2月末現在 販売数 9381部

贈呈、見本 1640部

3月末まで500円で販売継続中

●営業方法

①SAVE IWATEホームページ（ブログ）上で主旨と内容を紹介する

②sanriku99での呼びかけ

③県内マスコミを通じて紹介 （テレビ、ラジオ、新聞、他））
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④団体、企業への訪問営業（マスコミ各社、県庁復興局、教育委員会、盛岡市議会、日

本弁護士会、労働組合 他）

⑤メール、葉書での営業 （SAVE IWATE支援者 各岩手県人会 他）

⑥個人からの拡散、関連団体からの紹介（日本民族学会、静岡市役所、日本弁護士会、

和太鼓集団鼓童他）

⑦郷土芸能祭でのチラシ配布 販売

●成果

①カレンダーに掲載された郷土芸能団体に、とても励みになり嬉しいと喜んで頂けた（支

援の御礼用に使って下さった団体もあった）

②被災地でも地元の芸能ということで親しみを感じ快く購入いただいた

③12か月に沿岸12市町村の芸能を入れたことで、公平な支援に繋がった

④発売当初から英語版の希望があり、英語解説を付けることとなる。外国人の購入が増

えた

⑤海外、日本全国に住む岩手県出身者とのつながりが得られた（ニューヨーク岩手県人

会、沖縄岩手県人会、関西岩手県人会 他）

⑥通販（アマゾン、楽天、でんでん虫、おでんせモール）の販売をはじめ、委託販売所

との繋がりや連携方法を習得できた

⑦クロネコメール便を利用することにより、カレンダー3冊まで日本全国100円で発送で

きた。またその作業をクロネコに外注することで発送作業軽減となった

●反省点

①問い合わせ先の電話番号が決まらないなど印刷開始が遅れ、カレンダー販売としては

大幅に出遅れる

②1か月という短期間での編集作業は厳しい。専用口座の開設やチラシ製作、販売告知

に準備期間が必要

●まとめ

①短期間の準備にも関わらず、鎮魂と祈りの民俗芸能というテーマに絞ったため、多く

の共感と賛同を得ることができた

②日本中の人が身近に出来る支援をという気持ちをもっていてそれを引き出せた

③復興支援のための良質な製品の販売は支援のボリュームを膨らませることにつながる

④カレンダーが大幅な販売数となったのは、SAVE IWATEの地道な一年の活動が信頼され

たため

⑤収益から被災地のクルミを買い取る活動資金をうみ出すことが出来、年末には被災地

の方々に確実に手渡された

⑥SAVE IWATEの次の事業に貢献することができた

⑦最後のページに祭り情報を載せたことにより、多くの人に被災地を訪れていただき、

震災の現状を肌で感じ、郷土芸能に触れる機会となることを期待したい

復興カレンダー担当 寺井律子 千葉菜津樹 村井真
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部数 品代 送料 合計金額

注文売上 6,290 6,332,100 126,072 6,448,052

委託販売 2,189 1,833,650 100 1,833,750

現金売上 922 918,600 - 918,600

見本・贈呈 1,640 - - -

在庫 979 - - -

合計 12,020 9,084,350 126,172 9,200,402

金額

印刷代 2,289,000

チラシ代 31,500

封筒代 47,880

宅急便代 290,946

販売手数料 38,197

その他 3,523

合計 2,701,046

(部）

岩手県 2,596 鹿児島県 81 三重県 16

東京都 1,809 新潟県 74 岐阜県 16

兵庫県 636 群馬県 68 香川県 15

静岡県 633 京都府 54 宮崎県 15

埼玉県 323 青森県 53 富山県 12

神奈川県 323 広島県 40 高知県 12

千葉県 222 秋田県 40 山口県 10

長野県 219 長崎県 34 島根県 10

愛知県 212 山梨県 31 岡山県 7

大阪府 138 愛媛県 28 滋賀県 7

栃木県 133 沖縄県 27 熊本県 7

福岡県 132 山形県 23 石川県 5

宮城県 117 福島 23 大分県 4

北海道 111 アメリカ 20 イギリス 4

茨城県 97 奈良県 19 鳥取県 3

合計 8,459

岩手県 2,596 30.6%

東北(県外) 256 3.1%

他 5,607 66.3%

合計 8,459 100%

●販売状況　(2/29現在)

●経費　(2/29現在)

■三陸復興カレンダー プロジェクト　資料

●都道府県別販売部数　(2/29現在)

       販売合計  -     経費      =　　粗利益

       9,200,402   -   2,701,04   =   6,499,356
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■三陸復興カレンダー

委託販売先 購入いただいた企業・団体 (敬称略)

大坊 小松製作所 岩手日報

ファミリーショップやはた 広島岩手県人会 (有)ワインランド

ナインマート NHK盛岡放送局 民族芸術研究所(わらび座)

ブックボーイ 共和コンクリート工業(株)山梨 (株)宮地商店

大槌復興食堂 大観 医療法人アガペこどもクリニックもりた

ブラッド リン 日本赤十字社Ｍ氏 NPO法人科学映像館を支える会

道の駅 風の丘 岩手県東京事務所総務行政部 長尾台小学校

さゝきクリーニング ウィメンズカウンセリング京都 静岡市東京事務所

有限会社ユーズ 共和コンクリート工業(株)岩手 エステート中村

内田書店 共和コンクリート工業(株)水沢 専修大学法科大学院

太田まちづくり産直 (株)羽田ホンダ販売 盛岡さくら会

三陸きずな商店 日本角底製袋工業組合 こどもクリニックすずき

鳥平 (株)エバメール化粧品 絹巻小児科クリニック

伊藤文具店 (株)小松製菓 味処はつくら

コミュニティセンター 葛飾八幡宮 新神野会館

大坊 有限会社プレアデス 甲州市社会福祉協議会

岩手大学 鳥越製粉㈱東京工場内 (株)アドヴァンス

県立大学 (株)T・Mワークス 青い森サポート

整骨院きよせ 立正大学学長室政策広報課 社団法人蔵前工業会事務局

番屋 民俗歌舞団荒馬座 飯塚市役所総合政策課

ジュンク堂 盛岡店 ぴょんぴょん舎本店 鹿児島大学医字部保健学科

岡本商店 普代村役場教育委員会 MBSラジオ局番組センター

大槌商工会 わらべ保育園 妙長寺

三浦精肉店 いわて生活協同組合 かずさエフエム(株)

SAVEIWATEしずおか事務局 アドバンストマテリアルジャパン(株) NPO法人地域づくりサポートネット

櫻山神社 社会福祉法人なずな森の樹保育園 岩手県教職員組合

SAVEIWATE東京支部 水ロ建商(株) 富山大学人間発達科学部

小松製作所 (株)アリーナシステムズ 岩手県議会

産直 大宮 木綿の会 医療法人たにむら小児科

道の駅石神の丘 三浦小児科 ㈱一心堂薬局

やまびこ館 ニューヨーク岩手県人会 (株)早稲田大学出版部

ブックス西が丘 社団法人国民宿舎協会 日本弁護士連合会

らら・いわて 共和コンクリート工業(株)東北 みきデザインエ房

東山堂 宗教法人碩水寺 東北電力

エムズエクスポ 米沢さくら会 盛友会

M'sDEPOTアルテマルカン桜台店 二戸さくら会

さわや書店 (株)マリードール

いわて銀河プラザ 日本出版販売労働組合

(財)盛岡観光コンベンション協会 DICグラフィックス

加藤商店 盛岡ガス

リーベ IBC

(株) 昭和土木設計 NPO法人遠賀川流域住民の会

足利AKG 昭和村役場総務課庶務係

NPO法人 シーズ加古川 東京トロン(株)

新城観光ホテル まつり同好会 産報出版

手づくり村 医療法人巌心会栃内病院

歴史文化館（乃村工芸） SSBソリューション(株)

ジャスター 阿井物産(株)

遠野山・里・暮らしネットワーク テレビ岩手
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三陸の和グルミプロジェクト

●背景と目的

岩手ではおいしい味のことを「クルミ味がする」という言い方がされてきました。それほどお

いしいクルミですが、拾い、洗い、乾かし、割り、むいて、それからやっと調理に入ります。手

間がかかることからあまり利用されなくなってしまった資源を生かし、被災地での仕事づくりに

つなげようというものです。

殻付きの和グルミを三陸の皆さんに拾い集めていただき、その和グルミを買い取りに沿岸をま

わりました。被災地の方から、合計23トン、約230万個の和グルミを提供いただきました。そし

て被災され慣れない盛岡市内に避難された方々を雇用して、和グルミの殻むきをしていただいて

います。

●生産

①和グルミ買取

平成23年9月から、被災地に向けて和グルミの買取についてＰＲを行いました。チラシの配

布、現地のラジオでの呼びかけ、行政広報への掲載、新聞記事での紹介などです。

最終的に328人の方から和グルミの提供を受けました。三陸を中心に、一部は県内内陸、宮

城県、青森県に及んでいます。

買取価格は、オニグルミが1kg250円、ヒメグルミが300円です。平成23年は大豊作だったた

め、クルミの取引相場はこれよりも下がっていたようです。買取は11月から開始し、翌年1月

いっぱいまでかかりました。買取価格は約600万円です。

②殻むき作業

もりおか復興支援センター４階の厨房を使い、殻むき作業を11月15日から開始しました。8

人の方にパートで働いていただいています。

1月からは野田村の被災者の方々にも殻むき作業をお願いしたが、品質管理が難しいためい

ったん中断。

●販売

①直接販売

Ａｍａｚｏｎでのネット販売、各種イベントでの販売（東京事務所など）

②卸売り販売

ジャスター、岩手生協ほかで販売

③加工用販売

竹芳（和菓子 和くるみ糖１袋200円）、東家（そば屋 くるみそば 682円）ほか

●ＰＲ

和グルミの認知度を向上し、消費拡大をめざして、和グルミ料理・お菓子コンテストを行って

います。最優秀には和グルミむき実2kg＋商品券10,000円。
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販売分 サンプル 合計 品代 送料 合計金額

殻付き 526.54 12.6 539.14 kg 注文売上 551,400 85,295 851,797

むき 161.6 28.61 190.21 kg 委託販売 299,060 700 299,760

殻 1.2 20.9 22.1 kg 現金売上 34,970 - 34,970

パウダー 1.475 3.1 4.575 kg 合計 885,430 85,995 1,186,527

炭 0.7 0.3 1 kg

和グルミ割り器 119 1 120 丁

セット 44 - 44 セット

種類

■三陸の和グルミ プロジェクト　資料

●売上金額　(2/29現在)●販売状況　(2/29現在)

●取引状況　(2/29現在)　　※は現在交渉中

　　　■今後のイベント予定
　　　　3/10～11 東京(中野)にて岩手県主催の復興支援イベント
　　　　3/14～20 遠野まごころネットさんが東京の高島屋の大岩手展に出店
　　　　3/15～17 ジャスター主催の復興応援イベントに先立っての販売
　　　　3/18　　 ジャスター主催の復興応援イベントへの出店

その他
くるカラ.ネット ガーデニング用

※森の木の実 リース

※お菓子司木村屋 お菓子

※茗広茶業株式会社 クッキー

※tuk-tuk パン

※マーマ食品 惣菜

※株式会社企業農業研究所 アイスクリーム

※松ぼっくり ジェラート

料理

※早野商店 ペースト

※まるきん大沢菓子店 お菓子

※浅沼醤油店 ドレッシング

カトリック大和教会

ちいさなたね

加
工
用
販
売

竹芳 和菓子

東家 そば屋

分とく山

さんさん広場

株式会社富澤商店 ネット販売

株式会社昭和土木設計 でんでんむし.com

卸
売
り
販
売

ジャスター(盛岡駅2階北口)

岩手生協

いわて銀河プラザ

鈴木海産

三陸きずな商店

相手先 備考

直接販売
Amazon

各種イベント
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旧番屋を核とした被災者支援の活動拠点形成事業 

ばんやコミュニティ運営協議会(SAVE IWATE と盛岡市) 

活動状況 

 
被災者を文化施設やリクレーション施設にバスを利用して招待 

9/1 石神の丘美術館、高橋行雄展 24 名 
9/25 山田町のこどもたちを盛岡市動物公園に 44 名 
 
 
 
 
10/27 陸前高田市の方を石神の丘美術館 

藤井勉展 38 名 
10/30 大蔵流茂山狂言公演 33 名 
 
 
 
 
12/3 盛岡文士劇へ招待 100 名 
 
 
 
 
2/4 洋野町の子どもたちを小岩井雪まつりに 28 名 
 
 
 
 
 
2012 年度も継続 
 
 
 

 

被災者への支援物資の提供と
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世代間ふれあいフェスタ復興食堂 

岩手県長寿社会課委託事業 
運営 復興食堂実行委員会 SAVE IWATE 盛岡博報堂 
目的 高齢者の孤立化を防止、世代間の交流の促進、運営参加の促進 
実施内容 

11/20 野田村 総合センター  
12/3  田老町 グリーンピア田老  
12/10 釜石市 栗林小学校  
12/17 陸前高田市 横田町コミュニティセンター  
1/8  釜石市 釜石保育園  
1/14  大槌町 吉里吉里小学校  
2/5  宮古市 山口小学校 
2/12  三陸町 とれたて市場 
2/18  大船渡市 末埼ふるさとセンター 

 
 

 
 
 
 
2012 年 3 月 24 日 山田町開催で終了。 

2/19  
2/26  
参加者総数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10～20 名/1 カ所 

大槌町 おらが復興食堂

陸前高田市 喜多公民館

約 5000 人 現地ボランティア
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講演会等

日程 講演会等 テーマ 会場 担当

平成23年

5/4(水) 復興いわて！Kizunaフォーラ トークセッション ホテルメトロポリタン 鎌田

ム 晴己

5/19(木) 岩手大学講義 今、私たちにできること－ 岩手大学学生センター 寺井

「SAVE IWATE」の挑戦－ Ｂ棟１階多目的室 良夫

6/3(金) 東日本大震災支援全国ネット 現状報告 岩手県立大学共通講義 鎌田

ワーク「現地会議in岩手」 棟 講堂 晴己

6/27(月) 盛岡にＬＲＴを走らせ隊 勉 三陸に鉄路をふたたび 盛岡 アイーナ６階団 寺井

強会 体活動室３ 良夫

6/29(木) 岩手大学講義 今、私たちにできること 岩手大学学生センター 寺井

「SAVE IWATE」の挑戦 Ａ棟２階Ｇ28教室 良夫

7/2(土) 東日本大震災ボランティアセ SAVE IWATEの活動報告 ながおか市民センター 寺井

ンター 東日本大震災支援・ 地階イベント広場 良夫

奇跡のセンター活動報告会

8/11(木) SAVE IWATEしずおか拡大全体 被災地で今必要なこと 静岡ミライエ呉服町ま 寺井

会 ちづくりセンター 良夫

9/7(水) BAJ東日本大震災活動報告会 まごころキッチン陸前高田 東京ウィメンズプラザ 及川

の活動報告 視聴覚室 一輝

9/11(木) 「市民社会民主主義の理念と 震災と市民社会の対応 ホテルロイヤル盛岡 寺井

政策に関する総合的考察」研 3階会議室 良夫

究会

10/21(金) Think The Earth基金結果報 震災のここから・これから 二子玉川ライズ・オフ 寺井

告 被災地発の活動報告 ィス8階カタリストBA 良夫

10/24(月) 足利市民活動センター SAVE IWATEの活動報告 足利市民活動センター 寺井

がんばろう東北！現地ボラン 良夫

ティア報告会

11/18(金) NPO政策21設立10周年記念シ 被災地における市民活動の 盛岡 マリオス188会 寺井

ンポ「震災復興の政策とその 役割と可能性 議室 良夫

マネジメント」

11/22(火) 岩手県技術士会講演 SAVE IWATEの活動報告 エスポワールいわて 寺井

２Ｆ 大ホール 良夫

11/27(日) 遠賀川交流会 地域のシンボルである川の 福岡県嘉麻市山田生涯 寺井

魅力発信を通したまちづく 学習館視聴覚室 良夫

り＋SAVE IWATEの紹介

平成24年

1/21(土) SAVE IWATEしずおか 遠く離れていても想いは届 静岡サールナートホー 寺井

東日本大震災復興支援シンポ く「私が考える静岡からの ル 良夫

ジウム 支援」パネリスト

2/25(土) 見前地区公民館総会 これからの地域づくり 盛岡市見前地区公民館 寺井

良夫

3/3(土) 震災ボランティア活動報告会 SAVE IWATEの活動報告 盛岡市西部公民館3 階 細田

大会議室 玲

3/6(火) 社会学３学会合同・研究交流 心をつなぐ。SAVE IWATEの アイーナ501 寺井

集会 シンポジウム 活動から 良夫
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被災地の復興の進展について 

事務局長	 加藤昭一 
 

	 大震災から一年が経った現在の被災地の暮らしは、3 月 11 日に比べれば「なんとか生

活している」というレベルにあり、確かに危機的な状況は脱している。被災者、行政、

民間団体、ボランティア、支援者が力を合わせた結果、私たちは「わけあう」ことを思

いだし、危機は脱した。だが今、被災地の復興がどこまできたのかを知るデータはあま

りにも少なく、この報告が主観的・部分的なものになってしまうことをまずはお詫びし

たい。	 

	 今後、復興の進展を客観視し、支援を効率的に行うために、行政は被災地・被災者の

現状調査を行い、少なくとも 1 年に 1 回は統計を公表する必要がある。また必要に応じ

希望する関係者と情報を共有すべきである。そういった体制づくりを切に望む。	 

	 

■現状の概括	 

若年層など社会流出に歯止めがかからず、沿岸は人口の減少と高齢化が進行、個別の再

建の程度の差が拡大している。	 

	 

■収入 
2月 17日までに失業保険が切れた人約 3,500人のうち、就職できた人は 26%、求職を
継続する人は約 60%、約 10%の人は何もできていない。 
岩手の震災離職者は約 25,000人。その後 5,000人程度改善されたとつたえられている。
今、求人は多いが、多くは雇用期間が定められていたり(1 年以内)、建設業などの専門
職のため、就職できる人は限られている。緊急雇用はいつかは切れるため、根本的な雇

用対策が 3年以内に必要。 
社会保障として機能していると言えるのは、共済・厚生年金と失業保険くらい。生活保

護も運用を緩和する必要がある。これらの対象とならず失職している人、苦労が多い人

に対する救済を制度化する必要がある。 
 
■事業の再開と起業 
水産漁獲高は以前の約 6割に止まる。 
商工会の会員調査によれば再開は 58%、廃業は 20～30%。大槌町は 36%しか再開して
いない。体力のない一般の事業所や個人事業所の数字はさらに低くなると思われる。 
 
■生活 
「被災者」のうち、仮設住宅に 14,000軒、公的賃貸住宅に 5,000軒、不明・約 3,000
軒が入居した。 
そのうち、推定約 20%は生活困窮者と思われる。こどもたちは学ぶ場、遊ぶ場が足り
ない。 
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■健康 
	 医療機関・交通機関が破壊され不便になっているため、大きな課題になっていると思

われる。若者の高血圧が増えている。精神的なダメージは、計り知れない。 
 
 
■街づくり・住まい 
がれきの処分は 5%完了。行政による街づくりアウトラインはできたものの、一番大事
な住民の主体的参加と合意には時間が必要で、人材や知恵を求められている。 
→リーダー的人材が足りない。被災地のボランティア希望者の力が発揮されてい

ない。 
 

 
■課題 
	 阪神大震災の教訓は、「被災者生活再建支援制度」を生み出し、その後の中越地震で改

善されてきた。この東日本大震災を経験した私たちこそが、さらに新たな解決の方法、

改善の提案をすべき立場にある。新たな解決の糸口を見いだしたら、これを地域の新し

い仕組みとし、新しい社会の制度として発展させ、日本全体で共有していくことが重要

だ。 
	 がれき処理の受け入れの賛否に見られるように、被災地と他の地域でその認識に大き

な開きが生まれている。私たちにとってあたりまえのことでも、関係する全ての人々に

丁寧に説明し、真実を伝える多様な広報活動がこれからは重要になる。 
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東北地方太平洋沖地震に係る人的被害・建物被害状況一覧

岩手県 総務部 総合防災室　

平成24年3月2日　17：00時点

うち、死亡届の受
理件数（件）

陸前高田市 1,555 289 248 不明 3,341

大船渡市 340 86 70 不明 3,629

釜石市 888 158 154 不明 3,648

大槌町 803 479 466 不明 3,717

山田町 604 153 146 不明 3,167

宮古市 420 109 92 33 4,675

岩泉町 7 0 0 0 200

田野畑村 14 15 14 8 270

普代村 0 1 1 1 0

野田村 38 0 0 17 479

久慈市 2 2 2 10 277

洋野町 0 0 0 0 26

沿岸小計 4,671 1,292 1,193 69 23,429

内陸小計 0 10 4 129 1,318

総　計 4,671 1,302 1,197 198 24,747

※１　死者数は県警調査（平成24年3月2日17:00現在・当該市町村で収容した死者数）、行方不明

   　者、行方不明者に関する死亡届の受理件数及び負傷者数は市町村報告による。

　　　注）　行方不明者は、家族等の住民から各市町村へ寄せられた安否不明の人数を計上したもの。

※２　被害の概況については、沿岸部の情報を中心に提供している。

※３　上記には平成23年４月７日の余震の被害も含めている。

※４　家屋倒壊数は住家のみの全壊＋半壊数である。（４月12日報告以降）

※５　平成23年６月30日から、行方不明者に関する死亡届の受理件数を計上している。

行方不明者(人)

家屋倒壊数(棟)負傷者(人)死者　(人)
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SAVE IWATEの活動記録（委託、助成事業） 平成23年度
平成24年2月29日現在

事業名 相手先 事業内容 期間 金額 備考

旧盛岡短大の借 岩手県 被災者支援のための H23.4.28～ 免除 延長申請中

用 救援物資集積拠点 H24.3.31

赤い羽根「災害 社会福祉法 物資の募集と提供 H23.3.13～ 3,000,000

ボランティア・ 人中央共同 H23.6頃

NPO活動サポー 募金会

ト募金」

岩手県陸前高田 NPO法人ブリ 避難所、仮設住宅へ H23.6.10～ 8,699,000 約10人臨時雇

市における大震 ッジエーシ のおかずの配達 H23.7.10 用

災被災者への配 アジャパン (9月末まで

食プログラム （BAJ） 延長)

被災者生活再建 盛岡市 もりおか復興支援セ H23.7.5～ 16,010,183 緊急雇用

支援事業業務委 ンターの運営 H24.3.31 6人雇用

託 ・相談

・物資提供 来年度継続見

・シンポ 込み

平成23年度年賀 郵便事業株 ボランティアと被災 H23.7.28入 11,024,000 NPOもりおか

寄附金 式会社 者を送り届けるため 金済み 中津川の会が

の｢お助け｣バス購入 申請主体

・マイクロバス2台

・トラック1台

・ワゴン車1台

平成23年度緊急 盛岡市 物資支援 H23.8.11～ 11,309,550 4人雇用

雇用事業 H24.3.31

新しい公共の場 岩手県 物資支援 H23.8～ 3,995,000 2人雇用

づくりのための 心のケア H25.3 5,520,000

モデル事業 （バスツアー10回）

乗用車の貸与 NPO法人ブリ デリカ1台無償貸与 三菱商事助成

ッジエーシ 事業

アジャパン

（BAJ）

日野自動車から 日野自動車 デュトロ（2t車2台） 1年間 岩手県経由

の小型トラック の無償貸与

貸与

山田高校学習支 日本フィア 学習支援 H23～ 1,000,000

援 ンソロピー H24.3

協会

東日本大震災Th Think the E 支援活動への支援 1,500,000 第五期（6月1

ink the Earth arth 日〜30日）

基金

東日本大震災Th Think the E 支援活動への支援 1,000,000 第七期（8月1

ink the Earth arth 日〜9月30日）

基金

世代間交流ふれ 岩手県 高齢者等の孤立化、 H23.11.1～ 4,725,000

あいフェスタby 引きこもり防止のた H24.3.31

復興食堂 めのイベント開催
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責 任 者 副責任者

■一般社団法人　SAVE IWATE　概況

2011年3月23日

2012年2月14日　（一般社団法人）

33名

約650名

約10,000名

17,747,252円　（2012年2月29日現在）　　　

活動参加のべ人数

法人登記

職員数

ボランティア登録人数

活動参加のべ人数

活動支援金

■一般社団法人　SAVE IWATE　組織図

物    資   部 漆戸 朗夫 小笠原 博子

生活支援室 阿部 知幸 佐藤 直克

サロン・サークル担当 澤田 貴子

学習支援部 衛藤 　優 及川 誠也

事    業   部

復興ぞうきん

三陸復興カレンダー

　三陸の和グルミ
　　　　　　プロジェクト

岩崎 友子 山本 成美

寺井 良夫

寺井 良夫

総務・経理部 細田 　玲

東 京 支 部 佐々木 敦斗

斎藤 　純

理　　　事

理   事   会 事   務   局

事務局長 加藤 昭一

金野 万里

雫石 吉隆

浅井 敏博

細田 　玲

鎌田 晴己

事務局次長

理 事 長 寺井 良夫

副理事長 渡辺 敏男

安原 昌佑

広   報   室

監　　　事

平成24年3月現在

浅沼 隆彦

加藤 昭一

北田 耕嗣

金野 万里
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