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別冊資料 4. 聞き取り調査および特定グループ・ディスカッション意見集  
■本資料は、国際協力 NGO センター(JANIC)による「東日本大震災 市民社会による支援活動 合同レ

ビュー事業 検証結果報告書 ~国際協力 NGO の視点から~」（以下、報告書）の別冊資料です。 
■報告書の全文は、JANIC ウェブサイト（http:// www.janic.org/mt/pdf/eqreview.pdf）に掲載しています。 

 
本資料は、聞き取り調査および特定グループ・ディスカッションの議事録から、具体的な団体

名や個人名に関する記述を削除し、あげられた意見を、トピックごとにまとめ直したものである。 
各意見の右側の欄には、発言者の属性（外部支援団体・地元団体）、特定グループ・ディスカ

ッションの場合は、特定グループ・ディスカッションを表す「FGD」が表記されている（例：

社会福祉協議会を対象とした特定グループ・ディスカッションの場合は、社協 FGD）。 
なお、聞き取り調査は、より自由で具体的な意見が出されるよう、発言者の個人名や団体名は

掲載していない約束で実施した。 
 

地域の特色 
岩手の活動は、宮城と比べると小規模に細かく行う方が多かったイメージがあ

る。例えば、宮城県の石巻周辺地域は石巻市が大きく取り扱い、5 つぐらいに

分業した大掛かりな支援を行っていた。他方で岩手の場合は、沿岸部の個々の

町が小さく、部落単位や集落単位に入って行った活動が多いのではないか。大

きくて陸前高田や大槌だと思う。都市型の支援というよりは農村型の支援だっ

た。（当然、宮城にも農村型支援はあったが、傾向として） 

地元団体 

阪神・淡路大震災と比較する人が多いが、阪神は都市型だった。東日本大震災

は農村の沿岸部であり状況が違う。農村部では、人間関係が構築できていない

と物事が進められない側面が強い。外から勢いよく入ってきた外部者が上から

ものを言っても聞き入れられない 

地元団体 

岩手の市民社会組織の方が、宮城より行政依存が強いと感じている。住民も自

分達でやろうというよりは、行政にやってくれというイメージがある 
地元団体 

岩手県内の NPO の分布は極端に偏っている。例えば、大船渡は新しい団体が

沢山立ち上がったが、山田は皆無である 
地元団体 

宮城岩手は内陸に人が出て行った特徴があるにしろ、被災地域が沿岸部に限ら

れるなど、局地的。福島の場合は、県全体が被災地のようなもの。広域避難な

どの問題 

地元団体 

地域により時間軸が全然違う。まちづくり協議会などが宮城や岩手は立ち上が

っている。他方、福島はどこでまちを作るのか、仮のまちを作るのか、そもそ

もまちを作るのかという次元。足並みがそろいにくい 

地元団体 

あまりに広域すぎるので、福島は現場感がある話がしにくい。共通課題に対す

るアクションというのはできていない。情報共有で終わっている 
地元団体 

仮設住宅でニーズや動向の調査をしようとしても、地域によってはみなし仮設

の方が多く、難しい。仮設住宅コミュニティの話題に特化した話になっている 
地元団体 

本当は被災地は 3 県だけではない。茨城などもある 地元団体 
放射線はリスクの一つでしかない。放射線差別はある 地元団体 
関東以南から比較的アクセスの良い宮城県の、特に仙台市や石巻市周辺に支援

が集中していた 
地元団体 

放射能よりアスベストが危険性が高いということもある 地元団体 
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岩手県の狭い大槌（1 万 6,000 人ぐらい）でも、川を超えると人の特性が全然

違う。大槌の人間でも、怖くて川の向こうには行けない、といった感覚が震災

前からある。大槌には 10 の行政区がある。人種も言葉も違うと考えた方が良

い。大槌橋を渡るのが、子どもの頃は怖かった 

地元団体 

もともと福島は、地域的な壁がある。県北（二本松まで）、県中、県南、いわ

き、会津など土地で分かれており、その中でもあくの強い人が多く、支援関係

でも個人プレイが邁進している 

外部支援団体 

福島市は閉鎖的なことが多い。物資が来ても受け取りを拒否することもある。

「福島市に被災者はいませんよ」などと言われたことがある。福島市民に届け

たのではなくて、福島市に避難している人達に向けて配布した物資だったの

に。官尊民卑的な風土が見受けられることもある 

外部支援団体 

宮城県の 13 市町村の中で石巻や気仙沼に多くの外部支援が入った。南三陸な

ど強い団体が社協とタッグを組んだ。そのためその後は誰も来なかった。もっ

と色んな人と関わりたかった。亘理などは、社協職員が支援に入り、強い

NGO/NPO が定着しなかった。パートナーにはならなかった。支援 P を通して

一週間単位で来る人や団体があり、助かったが。13 市町村のカラーがあった 

社協 FGD 

岩手県の遠野は、外部から来た人に任せるスタイルだったのが、上手く行った。

それで地元の人が何をやっていたのか、というのが重要。地元の社協職員は、

地元の人たちを呼んで、生活支援という本来のマンデットに行くべきだった。

あるいは、地元の住民自身が扱えるボランティアセンターにしていく、要援護

者を支えるインフォーマルな下準備をしていく、などするべき 

地元団体 

市の区域で区切らなくても、もっと小さい範囲でならやれる団体が多くある。

それを総合コーディネーションすればよいのでは 
地元団体 

社協と言っても、色々とやっている。仕組みも複雑で、地域によっても違う 地元団体 
 

物資配布 
物資のばらまきが良くないことだという認識がある。だけどやってしまった。

10 年分のストックがあると言われたため、岩手県某地域の教育委員会に文房具

を配らざるを得なかった 

地元団体 

役所や支援団体の倉庫にある物資について「ニーズが把握されて、物が十分な

数集まるまで配布できない」ということだった。公平性の観点を重視しすぎた 
地元団体 

日本中から集積された物資を官（役所など）が配給するが、配給する側が倉庫

の在庫を見て、余りそうなものを持ってくるということがあった 
地元団体 

在庫がないということは必要なもの、ということ。「必要なものを、必要な人

に、必要な時に」配給するべき。行政から、必要ないものが下りてくるのだけ

を待っていて問題があった 

地元団体 

色々な方法で物資を配ったが、支援者側で色々と選ぶより、物資を並べて、好

きなものを持っていって下さいというやり方が一番良い方法だった。しかしこ

の場合、取りに来られない人をどうやってフォローするかという問題が残る 

地元団体 

震災直後は、宮城から岩手県の遠野に物資を取りに来た人もいた。1 日数百人

単位の物資を捌く必要があった 
地元団体 

「避難所に物はある。だから取りに来てください」と言っても、感情的には、

避難所にいない人＝家があるので、避難所の人々に気を使ってなのか、避難所

に物資を取りに行きにくい在宅避難者がいた 

地元団体 
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物資に関してはルールがなかった。住み分けがなかった。足並みはそろってい

なかった。団体によっては、2 年 3 年経っても大型家電を配っていた 
地元団体 

物資の倉庫を、民間と政府で共有して管理するようにした。それまでは天井近

くまで溢れかえっていた倉庫（体育館）だったが、ようやくはけ始めた。行政

が配る場合は完全に公平性に配慮する必要があるので、若干不平等になっても

民間団体が配布することで在庫がたまらずに済んだ 

地元団体 

雑多なものが集まってきた。政府は細かい物を扱うのが苦手。大量に同じもの

が来るのを捌くのは得意。現地は両方欲しい 
地元団体 

物資の支援に関し、引き際は行政が早かった 地元団体 
不要な物資が来ないようにするには、発信側の工夫が必要な場合も多い。メデ

ィアの影響で極端な量の紙おむつが小さな村に届くなど、バランスの悪い支援

もあった 

地元団体 

物資の過剰配布は止められない。コーディネーションは完全には出来ない。岩

手の某ネットワーク会議は、情報交換や情報共有で終わっていた。行政が旗を

振るべきだった。 

地元団体 

ルールがあったところで最終的には属人的で、マンパワー任せの状態だった 地元団体 
公平性等の理由から、行政が物資を抱え込む形になっていたが、悪意ではない。

不平等な配布をすれば、それはそれでクレームが来る。各地から物資を送る人

が、色々と一つの箱に混ぜて送ってきている場合は、（開封や仕分け、整理に

人と時間を要するので）対応に数倍の時間がかかる 

地元団体 

行政はキャパシティが限定的なため、誰が旗を振るべきなのか分からない 地元団体 
情報がないと動けない。情報共有の観点、責任の観点が重要である 地元団体 
災害が起きてから関係性を作るのは容易ではないので、事前準備が重要。誰が

どこまでどんなふうにやるかを決めておけると理想。石巻の場合は一応、近隣

の市町と石巻専修大学と協定が結ばれていた。だから早く動けた 

地元団体 

役所は、「毛布が欲しい」というと、「何人いるの」と答える。例えば 100 枚の

毛布がないと不公平になるので支給できない 
地元団体 

NPO が集めた支援物資が、全員に行き渡るだけの数がないという理由で、行

政の判断によって被災者に届かないことがあった 
外部支援団体 

 
ニーズ調査 

初期の対応で役場の人に、瓦礫撤去事業のニーズ調査（現地踏査）をさせて欲

しいと話したところ、その対象地で「これは俺の土地だ。立ち入らないで欲し

い」と住民が言う可能性があり、できないと断られた。この説得に時間がかか

り、実際にボランティアに入ってもらうのに１週間かかった。ボランティアが

実際に入ってからは、その姿や活動を見て、地元住民がボランティアとは何か、

その必要性を含めて認識した 

地元団体 

陸前高田・大槌は、しっかりと需要を調査した。現地の被災者を雇用し、ボラ

ンティアを少人数つけ、避難所だけでなく民家に避難している人達にも物資を

配った 

地元団体 

自団体は、陸前高田 2,000 戸（仮設＋みなし仮設＋在宅）、大槌 2,000 戸ほど

のデータベースを作り、必要なところ（要支援者）に見守り活動を続けている 
地元団体 

大規模災害の対応には団体内での対応では間に合わない場合があるので、積極

的に他団体と連携してニーズ調査を実施することが必要であった 
地元団体 
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活動を始めたタイミングではニーズが把握しきれず探り探りだった 外部支援団体 
ニーズ調査の過程で現地のニーズに近い地元団体や個人の関与を獲得するこ

とが重要であった 
外部支援団体 

女性スタッフが高齢者の見守りや物資配達などの活動において、一人で男性宅

を訪問した際に、「問題は発生しなかったが、男性が飲酒していたため身の危

険を感じた」ことがあり、以降、この団体では女性スタッフが戸別訪問する際

は 2 名以上で回る方針が決定された 

外部支援団体 

 
支援金・助成金・補助金 

活動資金が確保できなければ活動は実現しないが、多くの場合、支援団体は、

その活動資金をドナー団体から調達し、ドナー団体に活動の報告を行ってい

る。資金を得るため、支援活動の内容や活動地域、その詳細を決定する際には、

時として現地ニーズの実際の有無以上に支援活動の「結果」や「成功事例」の

示しやすさが重視されていた 

地元団体 

使いにくい補助金があった。支払った後に、「対象外経費」としてはじかれる

ことは非常に多く、ぽっと出の小さな団体などは、会計担当がいるわけではな

いので困った。自己資金がないようなところには、大きなダメージだった。支

援しようという、助けようという気持ちで立ち上がっただけなのに、金銭負担

を負いかねない状況だった 

地元団体 

資金の絶対量ではなく、自団体の活動目的や使途に適した資金源が少なかった 地元団体 
獲得した資金は単年度予算で使い切る必要があったため、予算の不足と余りの

むらがあった 
地元団体 

放射能に関して 2 年半経って思うことは、物事が非常にスピーディーに変わっ

ていくということ。行政、報道、社会が変わり、個人の受け取り方が変わり、

汚染水の問題が出てきたり、翻弄されている状態。何がどうなっているのか、

行政も東電も誰も把握していない。毎日的な課題が変化していく。年度当初に

立てた計画は、半年後には実情に合わないということが多い。3 年計画なんて

無理、毎年改定しないと無理。活動資金で使途が決まっているので、変化に対

応できないことがある 

外部支援団体 

自団体の調査によると、2011 年の NPO 法人の資金源の約半分が寄付による資

金。独自事業は、約 1%しかない。ソーシャルビジネスや社会企業というが、

数字から見ると夢のまた夢。助成や寄付、公金はフェードアウトしていくので、

助成金などの奪い合いの構図になってきている。独自事業化というのは難し

い。委託事業でも良いので、内部留保を取れることが大事。事業費、儲け。人

件費の身の補助金ではなく。政府や民間、外部支援も、組織育成の観点から、

お金の出し方を考える必要がある。委託金の 5%、理想として 10%程度を内部

留保できるようにすることが、主なトレンドとなる良い 

外部支援団体 

政府の助成金は NPO 法人格や過去の活動実績の有無が大きく左右するため、

これらの団体としての信用が得られるまでを外部支援団体にサポートしても

らえるとその後の活動が続く可能性が高くなる。ニーズがなくなった活動や団

体は終了するべきであるが、ニーズがあるのに終了する活動が出てしまってい

る点は看過できない 

地元団体 

寄付を得られる割合は、関東の団体が多く、現地団体はあまり得られていない。

現地は行政に依存（悪い意味とは限らず）するものが多い。現地団体に、直接

寄付なんて集まらない。東京などに受け皿、ファンドなどがあって、それを再

分配（助成）するような仕組みがもう少し必要である 

外部支援団体 
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今回の震災でファンドレイジングに苦戦した団体は、ファンドレイジングの手

法やドナーのニーズに関する研修にスタッフを派遣するなど、ファンドレイジ

ングの能力強化を実施する必要がある 

外部支援団体 

2013 年現在、政府からの助成金は減ってきて獲得が難しくなってきた 外部支援団体 
新しい団体は、民間助成の割合が増えた。これをどう育てるのか。10 年 20 年

というスパンで継続して育てられる必要があり、受け皿が必要。3 年では無理

である。これを実現する大きいファンドがあると良い。国際的ミッションを抱

えていない、ローカルの方が良いのではないか（国際協力団体は、海外で大き

な災害などがあれば、そちらの対応もしなくてはならないため）。そのような

現地の受け皿があった方が、国際 NGO もある種気持ちよく撤退できるのでは

ないか。行政からも説明がつきやすい。今は後ろ髪をひかれているものも多い。

被災 3 県の官と民は、阪神の時とは違い NPO 法など整っているので、できる

はず 

外部支援団体 

大きなキャパシティを持つ団体はドナー団体も安心して予算を付けられ、個人

の寄付も多く集まったため、活動に必要な額以上の資金が集まっていた 
外部支援団体 

ドナーとの綿密なコミュニケーションを心掛け、資金の用途にある程度の柔軟

性を持たせられるようにする必要があった 
外部支援団体 

 
情報発信と情報収集 

自団体でも情報発信をもっとできればと思ったが、スタッフィングの限界や、

的確な表現やスタンスが分からず、出し方が分からなかったことがある。広報

文などを、当事者が目にするかもしれないと考えると、難しい（誤解を恐れず

に言うと、海外の支援の場合のように、「かわいそう」を前面押し出すような

手法は、取りにくい）。受益者（当事者）に書いて貰えれば良かったかもしれ

ないが、忙しさを考えると難しいだろう 

外部支援団体 

国際協力 NGO は、英語のニュースの配信などをもっとやって欲しかった。福

島のことをもっと配信して欲しかった。世界でどれくらい知らされていて、そ

の足りない部分を発信することがが必要 

外部支援団体 

国際的なネットワークには、原発がある国の基準など、シンクタンク的な情報

収集やまとめも期待していた 
外部支援団体 

各国が、311 特集は毎年やっているはず。それを集めて、福島で共有するなど、

外でどう報じられているかを見たい。また、正しく伝わって欲しい。そのつな

ぎを国際協力 NGO にはやって欲しい。フランスに行った時に、県知事などが

30km で 20 マイクロシーベルトと言っていた。福島の後、世界の基準はどう

見直されたか。フランスでどう考えられたか。など 

外部支援団体 

被災コミュニティや地元団体の情報発信力に差があり、それが支援の偏りに繋

がった 
地元団体 

 
子ども支援 

子どもの権利関係でいうと、国際 NGO と組んで、震災前からやってきた。線

量はやはり高いが、家族関係が壊れることによって、子どもの権利侵害がある

とのことで、避難はありえない、との意見があった 

外部支援団体 

子どもの支援を専門とする団体で、原発のことを正面から取り組んでいる団体

がある。大型 NGO だが、これをやっているのはすごいと思う 
外部支援団体 
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特別支援学級の子ども達は、遠足などをやろうとしても、ケアが大変なため難

しかった。最近（2013 年頃）やっとやれるようになってきた。同じプログラ

ムを同じ期間ではできないので、その子達だけを、というかたちでやれるよう

になった。3 年目にしてやっとできるようになってきた 

外部支援団体 

保養の受け入れで、障害のある子どもを受け入れてくれるところも出てきた 外部支援団体 
最も支援されるべき人たちを、やっと支援できるようになってきた 外部支援団体 
自団体の調査によると、子ども支援には行政の資金がほとんどつかず、民間が

多い。初期は子ども支援が多かった（大型 NGO に子ども支援団体があり、こ

この資金が分配される形だった）がこれがなくなると、今後額は激しく落ちる 

外部支援団体 

 
高齢者支援 

助成金などは、震災ばっかりにお金が行ってしまって、障害者の方にお金が行

かないという話があった。高齢者の施設なども同様に言われていた 
外部支援団体 

福島で、震災の方にお金や人が行ってしまって、障害者の対応が出来なかった。

社共も福祉を扱うはずが、手が回らなくなった。福祉のケアをできる人も、5
万人の人材流出の中に含まれている 

外部支援団体 

 
障がい者支援 

地元で震災前から障がい者支援の施設を運営しているが、震災後、外部の団体

が来て連携を申し出てくれた。結果、定期的な情報交換をするとともに、自団

体の活動を金銭的に支援してくれるようになった 

社協 FGD 

障がい者の子どもを持つ家族や、日本語が上手くない外国人の方で、周りの目

を気にして避難所や仮設住宅には住まず、みなし仮設などで孤立した生活をし

ている人がいた。在宅やみなし仮設はニーズ調査を体系的に行いにくく支援団

体がそのニーズを把握しにくい 

地元団体 

支援活動中、どこまでが自分達がやらなくてはならないことか、分からなかっ

たので手探りで活動の規模を拡大した 
社協 FGD 

緊急支援全般で助成金の獲得や人材確保を行ったため、特別支援に手が回らな

かった 
社協 FGD 

 

見守り活動 
見守りの活動を 100%行政がやったからといって、受け手によってはそれが良

いとは限らない。社共がやった方が受ける人もいるし、NPO がやった方が良

い場合もある。CSO の意義でもある。合う合わないもあるので、行政が同様の

支援をしていてもそれを補完する姿勢は重要である。ずっと同じ人が通い続け

ている。仮設がなくなるまで続ける予定 

地元団体 

平日の活動だと、実質、普段家にいて外に出ない人のみが対象となってしまう

ため、「日曜日に活動したい」という声があったが、却下することがあった。

団体としては、先ずは家から出ていないような人の見守りを優先した 

地元団体 
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活動分野と地域の選定 
核や劣化ウランなどの問題を扱ってきた自団体の場合、これまでの海外でのミ

ッションとも通じるところがあるので、福島に関わらないといけないという意

識がある 

外部支援団体 

福島は初めから入るという発想でいた（ジャーナリスト的な発想） 外部支援団体 
発災後しばらくはあらゆる団体が瓦礫撤去や炊き出し、物資配布など同じ活動

を展開していた 
外部支援団体 

専門分野を持つ団体には地元の目の前のニーズを拾うよりも子ども、障害者、

高齢者、外国人といった自分達の専門領域である特定の層の支援以外をしたが

らない団体があった 

地元団体 

福島の人に対しての打ち出し方と、外の人に対しての打ち出し方で、戸惑う 外部支援団体 
福島の原発に関してどういったアドボカシーをしていくのか。イラクなど、海

外の人に発する時、福島をどう位置づけるのか。内外に対して矛盾がなかった

のか、突き詰めればでてくるかもしれない。曖昧に伝えるしかないという時も

あった 

外部支援団体 

初動で宮城や岩手に入った後は、活動を通して現地関係者との関係性が築か

れ、その地域のニーズが一度落ち着くまでは、福島の支援は考えられなかった 
外部支援団体 

移動に割ける時間が限られていたので、アクセスが良い場所を選んだ 外部支援団体 
各関係者は専門性や得手不得手を活かし、活動の住み分けと分担が必要であ

る。そのためには、「自分達はどこまでやります（やりません）」という範囲を

明確にする必要がある 

外部支援団体 

 
住民の自立性 

過度な支援や長期的なビジョンの無い支援が、逆効果になる可能性が大きいと

いうことを、分かっていたはずなのに、そうなってしまった部分がある。「死

を招く援助」（食糧支援をして、食料の作り方を教えない）に近い 

外部支援団体 

最初の支援の段階から、後のことを見越して支援が出来たはずだったが、リア

クティブに動いていた。経験に基づいて半年先、数カ月先を見越すことが出来

ていたはずではないのか 

外部支援団体 

NGO も NPO も個性が強い。理想論を言えば、海外の経験のある NGO が旗を

振り、自立支援がどうの、ということを言うべきだった。海外のことを行って

いる団体は国内での権威やキャパシティもなく、結局日本でも海外での失敗と

同じこともしてしまった。必要な人材やツールを確保出来なかったこともある 

外部支援団体 

これまで福祉の活動をしてきた NPO としては、支援は腐っても「自立支援」

だと思ってやっている。受益者（住民）の自立をサポートすることが大切。ル

ールがなく、住民の自立性を損ねる、ボランティアがやりたいことをやる、自

己満足が多かった。大きな仮設に入って、物資を運んで、炊き出しをするが、

小さい仮設には誰も行かない、ということだった。自立支援を考えた時に、や

や逸脱している。イコールパートナーとして一緒にできない 

地元団体 

震災で失業した地元雇用のスタッフに、プロジェクトの経理や会計を任せてい

た。本人があまり動き回れる健康状態ではなく、人材育成にもなるとの背景が

あった。しかし特殊な会計も多かったため難しく、本人のキャパシティを超え

ていた。会計の重大な失敗は本人の大きな責任となりかねないので、丁寧に教

えられる人員を割けないのであれば、外部からの雇用であっても既に技術のあ

外部支援団体 
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るスタッフがやるべきだと感じた 
とある仮設住宅のコミュニティでは、支援活動で仮設住宅に入る団体にはすべ

て、届け出を出してもらうようにした。この際、団体の担当者からは支援の内

容が適切かなど相談を受けることもあった。相談を受けた場合、「最近似た活

動があったばかりだから別の案はないか」「無料じゃなくて少しでもいいから

有料でサービスを提供して欲しい（地元サービス業とのバランスを考えて）」

など要望を出すことができた 

仮設住宅自治

会長 

被災グッズは売れなくなってきたが、累計で 5,000 万円売った。ミサンガ。広

告代理店が入ったおかげ。雇用者数はピーク時に 200 人いたが、50 人ぐらい

になった。最大で月 15 万円の給料を貰えている人がいた。その好意はかあち

ゃんたちの、仕事に対するモチベーションに繋がっていった。残った 50 人は

技術が上がったので、会社を作る予定 

地元団体 

やりすぎの支援や、自己満足の支援に見えるものは沢山あった。最終的にその

人が幸せになることを考えるのが福祉だと思っている。それを阻害している要

員を専門職の人が、近所の人が、取り除けるよう支えるのが支援。誰かに動か

されているような人生は、自立しておらず、究極な幸せではない 

地元団体 

確かに、被災した人は傷ついたし、誰かの手は必要。だが、最後は受け入れな

いといけない。起こってしまったことは事実。最後は自立が鍵である。神戸の

時も、自立ができなくなると心が弱くなり、5 年後の自殺に繋がったという話

がある 

地元団体 

ボランティアが来ると、おいしいもの・好きなものが出るので子ども達がご飯

を食べなくなる弊害があった 
地元団体 

4 月から、地域福祉コーディネーターとして、質の高い調整力を持った人材を

育てている。現場に出て行って、支援者との中で色々と仕入れている 
地元団体 

高齢者のリハビリテーションやコミュニティ形成の一環で仮設住宅の集会場

を利用した小さな活動から、広告代理店や企業が関わって商品開発して多額の

利益を生む雇用に近い活動まで、その規模には幅があり、後者を重視し過ぎて

製作者（被災住民から雇用）のプレッシャーになったこともあった 

外部支援団体 

無理に活動の事業化や独立を推進してしまうと、当事者の心理的負担（プレッ

シャー）や生活の負担になってしまう 
外部支援団体 

50、60 代の男性は引きこもって家から出てこなく、支援が難しかった 外部支援団体 
沿岸地域の限界集落での送迎サービスの事例では、宮城県の一部では従来、病

院に行く時は近所の人の車に、ついでに乗せてもらう文化があった。しかし震

災後に外部から来た団体はそれを不便だと思い、送迎サービスが始まった。こ

れにより、足の悪い老人を始め多くの人の生活が便利になった反面、住民同士

が助け合う文化やコミュニケーションを取る機会の喪失に繋がり、地元にもと

もとあった「お互い様のセーフティネット」が弱くなってしまった 

社協 FGD 

もともと地元にあった力を理解せずに支援に入ることで、それを損ねることが

ある。過度な漁業支援により、もともとの文化まで変えかねないものがあった 
社協 FGD 

自立支援の妨げになる支援でも、現地の担当者は、「良いことをやっている」

という意識で行っている 
社協 FGD 
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生業支援 
最大の問題は、生業であるが、マスコミも軽視している。防波堤が何メートル

とか、50 年先に誇れるまちを作ろうとか、そういった話ばかりになっている。

目先の仕事のことより、美しい将来の話になっている。目先の雇用が無いと人

口減少が起き、地域の素晴らしい将来を描いても納税者が残らない 

地元団体 

船がどれだけ残ったかというと、半分も回復していない。老人がウニやワカメ

をとっているだけ。小さい漁業をしていた人たちはみんな諦めた 
地元団体 

農業：税金の申請をするとき、20 万円出している（半農）。そうならないよう

に耕作放棄地がいっぱいできるが、野菜を売らないで周りに配っている。生業

というより趣味みたいになってしまっている 

地元団体 

復旧の上にたって復興である。復旧を先ずしっかり考える必要がある 地元団体 
昔は実体経済だったが、現在は架空経済なので、難しい 地元団体 
発災があり、緊急の対応が終わったら、大切なのは生業。その後に、公共事業 地元団体 
生業が切り捨てられている 地元団体 
地域のシルバー人材センターから、地元でもともと高齢者雇用としてやってい

た草刈りなどを、NGO などにやられてしまうとシルバー人材センターでの業

務の確保が難しくなると指摘を受け、調整を行った 

外部支援団体 

国の起業支援があるが、震災前にやっていたのと同じ仕事をするのは助成に該

当しないという。これでは逆ではないか。ノウハウやネットワークがあるもの

を支援しないでどうするのか。復旧、元に戻ること、これが大切なはず 

地元団体 

漁師はワカメの収穫期などに人手が欲しいため、ボランティアが入ることは助

かったが、それにより、地元のまだ働ける高齢者や船をなくした人などは、や

ることを失って「ぼーっ」としているしかなかった。一方、直接的な利害の無

い船のペンキ塗りなどに限定した支援活動は、地域住民と良い関係を保ってで

きているところもあった 

社協 FGD 

行政や NGO が雇用事業を行っていたが、これらは給料が高くてサービス残業

が無いなど、労働条件が地元の常識より良い場合があった。失業保険を貰って

働いていない人や県外に出てしまった人が多いこととの関係もあると思うが、

地元で食品加工会社を再開したが、自社の求人の募集に対して応募が無かった 

地元団体 

産業の復興として水産加工場が建ったが、働き手がおらず動いていない 地元団体 
 

仮設住宅 
仮設住宅が出来始めた頃、早く避難所を抜けて仮設住宅に入居したいという人

が溢れパニックになった。早く入らないと、埋まってしまうのではという不安

があった。報道でも「数が足りない。建設場所が無い」ということが言われ続

けて煽られていた。政府のトップが説明に来て、全員入れることを約束したが。

老人や障害者優先を急ぎ過ぎて、コミュニティの視点が抜け、入居に際するル

ールはバランスが悪かった。パスポートのようなものを配るなど工夫があって

も良かったのではないか 

地元団体 

40 戸未満の仮設住宅にはコミュニティ・スペースがない 地元団体 
宮古はできたが、陸前高田と大鎚はコミュニティを尊重した仮設への移行など

ができなかった。決定機関には、当事者能力が無かったので、「弱者優先」と

いう一般的なルールを優先した。阪神の反省はどこに行ったのか 

地元団体 

特に大鎚などは、小さなコミュニティが密接だったため、これが壊されてから 地元団体 
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修復できず、仮設住宅で新しく作ったりもできなかった。陸前高田では仮設住

宅で新たに出来たコミュニティが、仮設から出る時にまた壊れる 
 

調査の重複 
色々とジャーナリストを連れてくるが、どう報道されているのか。取材を受け

たら、どう発表されたかなど知りたい。地元の関係者は調査に極力協力してい

るが、結果や放送（掲載）日などを話してくれる人は少ない。報道も同じ 

地元団体 

ニーズがあまりに多かったので、調査が重複した感覚はない。空白地帯は結構

あった。これを埋める、これだけ支援が必要だということを纏めることが、ど

こまで出来たか。福島の中間支援団体として言うと、100 点満点で 20 点ぐら

いだった。自分も含め。空白地帯ができてしまったのは、地元の関係者の受け

入れがあったか、ということと、絶対数が足りなかったという認識 

地元団体 

 
ボランティア 

安全性の考慮から、雨が降った日のボランティア活動を中止にした際に、ボラ

ンティアと口論となった。放射能の問題もある。災害 VC としての安全基準は

守らなくてはいけない。しかし、災害 VC を通さずに自己判断でボランティア

をする選択肢を完全に否定するものではない 

社協 FGD 

すべてのボランティアが災害 VC を通すものと思いこんでいる人が世の中には

多い。確かに繋がりやすいけれど、社協は公的な団体、その活動の限界がある。

生業に関わりにくい、安全確保の責任がある。それをやればボランティアの活

動は狭まる。そういう意味で、石巻は社協でやりにくい活動を、民間の復興支

援団体でやっており、住み分けができた。 

社協 FGD 

全壊で赤い紙を貼られている様な（一般的には危険とされる）家でも、大工や

とび職を本業とするボランティアなどは、専門的な判断をして、入って助けら

れたかもしれない。安全判断の基準は一律であるとは限らない 

地元団体 

今回の様な災害 VC の動きは初めての事態だった。これまでは自助と公助だっ

た。あるいはコミュニティ内の共助まで。外から、しかも海外からも来るよう

なことは初めて。そのボランティアのありようというのはガイドラインや仕切

り方がなかったため、其々の主体が独自の判断でやってきた 

地元団体 

 
説明責任 

北海道から来て岩手で不祥事をおこした団体がいた。これがきっかけで、行政

は NPO との関係が非常に悪くなった。説明責任、アカウンティング、育てて

いかなくてはいけない 

地元団体 

岩手県のいわきで 2 回（2012 年 9 月、11 月、2013 年 5 月）生産者、仲買、

加工、販売、お母さん、県外の人を集めて、お互いの立ち位置を話し合えるよ

うにした。意見をきいて貰えた、という実感があったと思うので、意味があっ

た。いわきの中でも色々な意見があることが可視化できた。そもそもは、市民

（放射能）測定所の人から、こういう会をやりたいという声があった 

外部支援団体 

活動に際し、団体のポリシーやミッション、活動範囲などを一応文書化したが、

その通りにはできなかった 
Q&A FGD 

活動内容やスコープを文書化まではしなかったが、適切なコミュニケーション

によって説明責任は果たせたと考えている 
Q&A FGD 
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様々なところからの支援が届き、どれが誰による支援なのか、住民に区別は難

しかった。海外で支援を行う時は、団体名の書いてある制服を着て、大きな旗

なども持参し、これは○○という団体からの支援です、という説明をすることが

多いが、日本国内ではそのような自己主張は憚られる文化的な背景があり、成

るべくそうしなかった。そのため、支援に対するクレームや意見をフィードバ

ックとして伝えてもらえる機会が作りにくかったのかもしれない 

Q&A FGD 

団体のスタッフが目立つ色の制服を着て活動していたことで、支援の内容に不

満があった住民が、「その場では伝えられなかったが実はこう思っていた」と

後から、同じ制服を着ている団体職員に伝えてくれたことがあった 

Q&A FGD 

支援に対するクレーム対応の窓口はなかった Q&A FGD 

 
活動の終了や引き継ぎ 

各団体は、イシューが縮小した段階で、解散すればよい。地元でできたグルー

プなどが、何でもかんでも法人化しなくて良い。NPO になってまでやる必要

のない事を NPO にしてやっているところもあるので、淘汰されて当然。フェ

ーズに合わせた別の活動をしても良いと思うが、それを見つける能力があるの

か、見つける作業をするのかということ 

地元団体 

国際協力 NGO は「幻想は抱かない」ということを現地の NPO に教えるべき。

無理に続けることは負担になるだけだと知っているはずなのだから 
地元団体 

助成金ができたからプロジェクトを作るということになっている。自団体の反

省も込めて。これではだめだとは思うが。固定費があることが大事 
地元団体 

ミッションが終了すれば撤退はある種当たり前 地元団体 
最終的なゴールを決めていない団体が多いのは日本的 地元団体 
自分たちの存続のために、「震災さがし」しているような団体もある 地元団体 
良い活動をしている団体だが資金や能力が無くてできなかった、やりたいこと

があったけどやれなかったという団体は作ってはいけないというのが中間支

援団体としてのミッションの一つでもある 

地元団体 

いつまで活動を続けるのかも、記載して欲しいと要望を出されたが、各活動の

期限が明確に決まっておらず、説明しきれなかった 
外部支援団体 

シリアの状況が悪くなっていたので、東北の支援からそちらの支援へウェイト

を増やした。福島の活動をする人は色々いる中で、イラクのことを自団体がや

らないと、という思いでの判断があった 

外部支援団体 

いわきの人々が続けることに意味があるとして、自団体による継続ではなくて

住民に任せたかったが、継続しなかった。5 つの（放射能）測定所のうち、1
つが離脱した。他にもメインの人が病気をしたり、選挙と関わって仲間割れし

たり、他県に移住したりした。最初は市からの委託事業で測定していたが、そ

れも終わり、収入源がなくなった。いわきで関わっている中で、実際に機能し

ている測定所は、2 ヶ所だった 

外部支援団体 

種を残して抜けるという発想が弱かった。役割分担があるからきれいにすっと

抜けるのかもしれないが、それでいいのか？支部を作るつもりで種を作って、

水をやって、芽を出してから去るべきでは 

地元団体 

地元の人の雇用をもっとできればよかった。引き継ぎたかった。持続性。もっ

と早い段階で一緒に仕事をしていけばよかった。しかし、放射能についての立

ち位置なども明確に示せない中で、難しかった 

外部支援団体 
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いわきへのサポートは、地元への次の助成金をとってくることで続けたかった 外部支援団体 
日常生活の中で、放射能のことを地元の人がやっていくのは難しい。母体も緊

急以降でしっかり作れていなかった。活動そのものを、地元の人にやってもら

いたい。日常の中で発見した問題の中でやってください、ということ。勝手だ

とは思うが。団体としての回し方を知っているので、それを引き継ごうとした

が、上手くいかなかった 

外部支援団体 

放射能のセンシティブな問題がある。感情的な部分があるのに、「担当が変わ

りますから去ります」というのも難しい。地元に理解が得られなかった、説明

責任が果たせていない部分がある 

外部支援団体 

引き際は難しい。とはいえ、引き際を初めから決めたスタンスの関わりは、関

わり始めに関係作りに大きな影響を及ぼしたと思う 
外部支援団体 

引き継ぎ時の問題があったかは別として、特にファンドレイジングに関して、

多くの地元団体は自ら資金を獲得する技術を持っておらず、せめて事業を形成

して国の助成金を得るための提案書を書けるぐらいにまで育成しないと、地元

に団体が残らない 

外部支援団体 

自団体で行った調査によると、支援額全体のうち、7 割の資金の主たる事務所

が関東だった。これが「撤退する」ことのインパクトは大きい。被災 3 県は育

っていない 

外部支援団体 

半官半民のベースで現実的・長期的に見ていく必要がある。でないと、バタバ

タと地元団体が消えていく。行政のひも付きが無いと助成できない。子ども支

援や観光（ビジネスと思われる分、支援がつきにくい）などの分野が危機にあ

る。当然、支援は使命を終えれば消えてよいのだが、分野によってはニーズが

あるのに消えてしまう。「災害支援」などは縮小して構わないと思うし、実際

縮小している 

外部支援団体 

2011 年より前からある団体は、活動を続けられる基盤が比較的あるが、2011
年より後にできた団体はすぐにそれを求めるのは難しい。長期的視野に立った

育成が求められる 

外部支援団体 

2011 年は雇用事業の一環として国際協力 NGO の主導で地元の支援活動を行

っていたが、その事業の現地スタッフが NPO を立ち上げたので、2012 年 5 月

からはその能力強化を行った 

外部支援団体 

 
組織内体制 

日本の NPO は、補助金・委託金など、政府のお金に頼るというだけだった 地元団体 
日本で活動するということの意味を NGO の本部などは理解しておらず、文脈

の配慮が足りていないことがある 
地元団体 

現場にいるスタッフは現場に思い入れをし、本部との調整や融通が利かなくな

ることがある。バランス感覚のあるスタッフを育てることが重要である 
地元団体 

緊急で OJT でいきなり現場に放り出されたスタッフが多かった。経験が現場

で活かされるような組織体制が全く取れていなかった 
外部支援団体 

余剰人員をストックしておく力は団体にないので、平時からの提携などで、新

しく来る人を事前に確保できているか 
外部支援団体 

常駐のスタッフがいないと、入ってくる情報も地元との関係も違う。福島の人

がどれだけそれを期待しているかというと、大変期待されている。地元側に自

分達のミッションを分かってもらう努力は必要。なあなあだった部分がある 

外部支援団体 
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現場スタッフの多くが発災後にプロジェクトベースで短期に雇用されたため

団体の運営体制に精通していないことがあった 
外部支援団体 

 
人材 

予算が確保されると扱う事業の数が増え、即戦力の人材を確保することが必要

であった 
外部支援団体 

1 人有能な人はいたが、他に引き抜かれた 外部支援団体 
海外のドナーへの報告業務ができる語学力や業務の経験のある人材が必要だ

った 
外部支援団体 

来年のプロジェクトが何になるか分からない中で、スタッフの募集もかけられ

ない。スタッフがいるからということで次のプロジェクトを探すこともあり得

たが、実際にはできなかった 

外部支援団体 

ファンドレイジングをするために情報収集、申請書や報告書の作成、ドナー団

体との交渉をする人材が必要だった 
外部支援団体 

 
地元団体のキャパシティ 

実感としては、NPO が力をつけた、社会の中で位置づけが上がったという感

覚はない 
地元団体 

NPO が国際協力 NGO のようにミッションを持って、組織や団体としてしっか

りして、成り立ってはいない 
地元団体 

NPO 的（細々と気ままにやる様な）と、NGO 的（しっかりファンドレイズ出

来て組織が出来ていて、専属がいて）という両方がいてよいと思うが、後者で

あるべきような団体が、それをできていない 

地元団体 

被災前からできなかったことは発災後できたりしない 地元団体 
地元団体は量的にも質的にも明らかにキャパシティを超えて活動している 地元団体 
人と財が圧倒的に足りない。ひどくなってきている。団体が立ち上がった事態

が、福島の場合は 3 ヶ月から 6 ヶ月他より遅く、助成金が多く出た時に、乗り

遅れている。その流れにアクセスできていなかった。段々に県の方から助成金

が出るようになっていた。行政の助成金を取るには、実績団体が強い。小さい

団体は、お金が無いから人がいない 

地元団体 

人材がいない。沿岸に NPO 的な人なんて皆無 地元団体 
南相馬やなみえ町などに関しては、NPO さえも 1 つしかない。もともとあっ

たような団体は震災対応などできないような弱い団体 
地元団体 

外部から支援に入ったが受け入れる力が無かった場合があった。受援力の問題 地元団体 
役割分担を事前にしておけばよかった 地元団体 
金や人が足りないというよりは、そのマネジメント能力の問題があった 地元団体 
資金力や、人があっても、マネジメントがないし、発想力もないので、海外と

同じようにはできなかった 
地元団体 

地元団体は、「こういう課題がある、行政が対応出来ない、じゃあ自分たちが

やればいいじゃないか」というような発想にまで至らないことが多く、行政の

助成金などのフォーマットに従って試行している 

地元団体 

自団体の調査によると、NPO の設立時期は、NPO 法ができる前の団体は 2 割、 外部支援団体 
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できた後の団体は 4 割、2011 年以降の団体は 4 割である。被災 3 県の団体の

50%は震災後にできた 
2011 年後にできた団体を構成するのは、ボランティアスタッフなどの実人数

が多い。資金も小さい。このような新しい団体、社会資本をどう育てるのかに

ついて、外部支援団体も含めてもっと議論があるべき 

外部支援団体 

 
安全管理 

福島にいるローカル NPO の安全管理。地元総合病院の先生のアドバイスで基

準を作っている。先生は原発・放射線は安全といっている方向の強い人なので

その基準を信用している。根拠やデータを示してくれる。 

地元団体 

余震に関しては支援従事者が避難経路を常に把握している体制をとること、被

災家屋のアスベストや落下物に関しては専門家の指示のもとマスクやヘルメ

ットの着用、鉄板の入った中敷きを履くことを義務付けるなど対応した 

外部支援団体 

当初は線量が本当に高かったので、緊迫感があった。今は落ち着いてきている。

当初は、いかにしてここにいる時間を減らすか。こういう状態で、今は避難を

考えるべきなのか、どうするべきなのか、判断に迷う。線量はここからはグン

と下がるわけではないので、長期的に見て生活をどうするか、等。計測は目安

でしかない 

外部支援団体 

福島を受けてできたはずの新基準が、30km で 20 マイクロシーベルト、なの

に福島は 60km で 20 マイクロ。福島のことが反映されていない 
外部支援団体 

職員は、ガイガーカウンターを持たされていたが、解釈や判断は現場スタッフ

に任されていた 
 

除染などに関し、善意で来ている人たちが被ばくするシステムはどうかという

ことで内部で議論になった。それは行政が責任を持ってやるべきなのではとい

う話がある 

外部支援団体 

日本の NGO や NPO を一般的な企業と比較すると、平時の十分な労働環境さ

え確立されていないのが現状で、緊急支援時には休暇の決まりが明確に決めら

れていなかった 

外部支援団体 

国内災害であるという甘えが団体内にあり、安全管理の緩みに繋がった 外部支援団体 
目の前のミッションに熱くなってしまい、現場だけでなく本部も徹夜状態だっ

たため、現場の健康管理は自己責任としてしまうことがあった 
外部支援団体 

コンクリートの多い阪神大震災よりも東日本大震災では木造家屋の被災が多

かったためか、あるいは原発など別の問題があったためか、メディアがアスベ

ストの問題について大きく警告しなかったため、ボランティアが瓦礫撤去の作

業中にマスクを取ることがあった 

外部支援団体 

月 1 度など定期的に放射線測定を受けて団体に提出しているため、大きな心配

はしていない 
外部支援団体 

 
放射能 

住民は答えが出ないことに対するじれったさを感じている。大丈夫とも危ない

とも言われるのはつらい 
外部支援団体 

自団体内でも放射線に関する議論はわれており、「少ないに越したことはない」

というのにとどまっている 
外部支援団体 
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初動（2011 年 4 月から 7 月まで）は岩手にいたが、誰も放射能の話をしてい

なかった。後から 8,000 ベクトル山菜からでたりしたが。福島は危ない、とい

う情報ばかり流れていた。当時の岩手に求めるのは難しいが、3 県横断的に関

われたのではないか 

外部支援団体 

正しい情報がなかったと言われるが、その情報を足で稼ぐ意外に担保できるの

か、と思う。Speedy の情報などは、明らかに公開されるべきだった。情報が

出ていたら、県内に住んでいる人は今と明らかに違う。しかし情報だけだされ

ても、そのサポートを行政が伴わせることができたか、不明 

外部支援団体 

市民オンブズマンではないが、市民が行政内に入ることは必要である 外部支援団体 
 

中間支援組織 
中間支援組織は、組強化するべきは、ピラミッドの真ん中ぐらいの団体のはず

なのに、ピラミッドの上を繋げてしまっている。積極的に団体側から寄ってく

るのはピラミッドの下なのでビジョンやミッションといっても分からない 

地元団体 

中間支援団体が現地に事務所を持ったことで、様々な人に会い、つなげてくれ

るようになり、助かっている 
外部支援団体 

震災対応の洗い出しを JANIC がやってくれた。情報の収集も発信も専門の人

がいると良い 
外部支援団体 

中間支援団体は過度の資金の偏りがなくなるよう、ドナーと支援団体のマッチ

ングを行う際に全体的なバランスを配慮する必要がある 
外部支援団体 

大阪や名古屋など、東京以外に拠点を置く団体も複数ある。しかし、物理的な

距離の遠さや比較的団体の組織基盤の小ささから、募金活動やボランティアバ

スの派遣など、中間支援的な役割を果たす団体が多かった 

外部支援団体 

全体的なコーディネーションが出来るような、質の高い中間支援というのは、

本当に重要 
地元団体 

 
情報交換会 

緊急期の現地においては情報交換会を開催できる状況が整わず、なかなか行わ

れなかった 
外部支援団体 

情報交換会はあったが、その先に踏み込んだコーディネーションというのは無

かった 
地元団体 

NGO 会議のコントロールをできる人を NGO が派遣する 社協 FGD 
地元の先頭にたっていたのは 50 代、土建会社の社長。その人を連絡会議でた

てて、社協は手をひいた。災害の大きさにもよるが相談相手が欲しい。直接的

な利害関係がない人。中間支援。年齢。そこそこに若い人じゃだめ 

社協 FGD 

NGO/NPO の調整機関が社協の中に必要なのでは。活動を統括できる人 社協 FGD 
コーディネーターがおらず、あまり機能していなかった 外部支援団体 
 

外部支援 
地元団体と外部支援団体の違いに驚いた。「そういう人たちがいるのか、そう

いう発想があるのか」ということを知ることが出来た。自主財源での団体運営

など、地元はできない。助成金を国から貰うのが当然だと思っていた。若い職

員が活発に働いているような、こういう在り方もあるという発見があった 

地元団体 



125 
 

平時からの各者の関係作りと相互理解が重要である。しかし、いつ起こるか分

からない災害に対して、平時から貴重な時間や人材を割くことは各団体にとっ

て難しい。そういう理想論的な関係作りではなく、相互にメリットを感じられ

る目的共同体を築けることが望ましい。このメリットは災害対応と必ずしも関

係が無くても構わない。これは支援活動が始まってからも同じで、ネットワー

クの集まりを回数こなすのではなく、お互いに役に立つ集まりを最小限の回

数・コストでやる発想が求められる 

地元団体 

地元団体では総じて災害後の対応をどうしたらよいか分からなかった中で、海

外の知見や巨大資本を投入してやってくれた（仮設住宅の物資配達など） 
地元団体 

外部支援団体は、運営や発信のモデル（在り方）を示してくれた 地元団体 
外部支援団体は独自にやりすぎ。地元の生態系（関係性）を無視しすぎ。地元

団体などを通せばもっとスムーズなことを無視して、外部支援団体は強引な活

動をしていた。インパクトを出すだけならそれで良いかもしれないが、撤退す

るにしても、出口戦略や地域の担い手を作る、という発想がないところが多い。

しかし、地元の担い手にしっかりやることがそんなになく、自発的にやろう！

という人があまりいなかったのも、事実である 

地元団体 

採用のタイミングから、勢いがある様なローカルスタッフがいればよかった

が、地元にそんな人材がいなかった 
地元団体 

外部の支援で最も助かった、必要性を認識したのは泥出し、がれき撤去。東北

三県の支援・復興のプロセスを考えると、震災規模の大きさが現地の市民社会

が対応できるキャパを大きく超えていたことから、外部の支援団体が果たした

影響は非常に大きい。特に初期の段階から出口戦略を考え、地元からコーディ

ネーターを探しだし TOT を行いながら現地の人たちが主体になって活動を行

えるような形を作ったり、地元の NPO では対応できない行政との協働事業の

突破口を開いたりなど大きな役割があった。しかしながら、3 県の中で福島の

事になると、外部の支援団体が行ってきたことには、初期初動の問題、リソー

スの分配、ロバート・チェンバースがいうところの「6 つのジレンマ」等の改

善点が多くあり、今後の教訓として考えていただければと思う 

地元団体 

海外の人々と一緒に働いたり、情報共有をしたことで、福島の団体のキャパシ

ティには良い刺激だった。形として何かになる、なったということではないが。

海外と繋いだ形での枠組みができたかというと、これからの課題ではある 

地元団体 

震災によって外部、国際の団体が入ったことで、市民活動の滞った形を直すこ

とができた 
外部支援団体 

外部支援団体でうまく行っているところは、地元団体と一緒に汗を流すか、黒

子になっているところである 
地元団体 

復興の勢いが落ち着いて来れば、行政のお金がある程度大事になるのが地方。

事業を一緒に作っていくプロセスというのが理解できていない。行政側も受け

入れる人がいないし、NPO も提案する感覚がない 

地元団体 

よその人が入って、良くならないのは、中の人の閉鎖性がある 外部支援団体 
この震災をのりきれたのは NGO/NPO の組織力、力のおかげ。マンパワーも

財源も、知識も。NGO/NPO が入ったからできた取り組み、知らなかったこと

ができた。石巻のネットワークは、毎日のようにミーティングを行い、分担し

て、NPO が力を発揮した一つの例だった 

地元団体 

今でいうサポートセンター支援事業を受けない、という判断をした社協もあっ

た。そんな事業を受けたら大変なことになるから 
地元団体 
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NPO のとあるスタッフが災害 VC のマッチング班などと関わっており、内部

の事情も把握していた。そのスタッフが大手旅行会社や民間運営下のボランテ

ィアバスと繋がっていた。参加者からお金をもらっている以上、バス会社とし

ては、絶対にボランティアを実行しないといけない。しかし、社共は安全管理

から雨の日の活動を中止しなくてはいけない。このような環境下で、バス会社

がこのスタッフに 5,000 円のマージンを支払い、「雨天でもボランティアを実

行してくれるように」と交渉することがあったと聞いた 

地元団体 

政治家と繋がっている NPO は沢山いた。非営利活動の利用（被災者の情報・

状況を政治活動に使う、自分の発言に活かすなど）が散見された。政治家の名

前をちらつかせて、圧力がかかってきたこともある 

地元団体 

NPO がやっていたはずの調査の結果を、政党が発表していた。党として動く

より NPO としての方が動きやすいというのがあるらしい 
地元団体 

情報の一元化が必要。NGO に関する情報は社協にないし、NGO も社協のこと

は知らない。NGO は社協が、自分達の要求通りにできない理由はなにか、そ

の背景や構造までは知らない 

社協 FGD 

NGO と社協がうまく協力できたという声がある。短期間しかいないかもしれ

ない団体との連携に時間を割く余裕がなかったので、「いつまでいてくれる

の？」と全部の団体に聞いて、「年スパンでやる」と答えた団体には本格的に

情報共有・協力して、最終的なおとしこみまでしっかり考え、2 年後までの計

画を立ててともに取り組んだことがあった 

社協 FGD 

「3 年間支援活動を継続する」といった団体と、では一緒にやろうとなり、炊

き出しのコーディネーションを全て任せた。事前にその団体は全体のコーディ

ネーションがうまいと知っていた。彼らと話す中で好印象を感じるようにな

り、一緒に寝泊まりする中で信頼できると思っていった。 

社協 FGD 

NGO/NPO と社協で譲歩し合い、物資のやり取りなどを共有化した。その意味

で成功したと言える 
社協 FGD 

震災前、NGO と事業したことがなかった。そういう団体が、どういう役割や

機能をするのか知識がなかった。その人たちの強みを活かすことができなかっ

た。炊き出しの調整などになってしまったが、もっと高度なこともお願いでき

たかもしれない 

社協 FGD 

NGO 関係者が住民に不信がられることがあった 社協 FGD 
社協の職員と NGO がもめてしまったことがある。言動が冷たいと思われてい

たこともあった 
社協 FGD 

外部支援団体は、現地のニーズをよく知る地元団体と連携して活動をしたかっ

たが、どこにどのような団体がいるのか把握できておらず、良いパートナーを

探すのに苦戦した 

外部支援団体 

被災地では、NPO も NGO もボランティアもない。関係ない。現地の人にして

みれば、識別はしていないし、分からない 
地元団体 

NPO というのが位置づけられていないということが問題。社会課題に取り組

んでいる団体があるとすれば、それが行政なはず、という発想なので、市民社

会が社会的なサービスをしていても、市民からのサポートはない 

地元団体 

NGO/NPO がもともと社会的認知の低い中、不祥事のあった団体のせいで更に

評判を下げた。その件は行政も悪いが。岩手で不祥事があってから、行政の委

託事業などは県全体で一気に厳しくなった。すべての緊急事業が影響を受けた 

地元団体 

「寄付・会員を集めに来ているんじゃないか」「どうせすぐ帰ってしまうのだ 外部支援団体 
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から現地に深く関わらないで欲しい」と地元関係者に言われた 
NGO と関わりが今までなかった。名乗られても信用が持てなかった 社協 FGD 
NGO の関係者が市社協に現れた場合は、県社協にその団体を知っているか確

認して、彼らが知らなかったら協力を断わるということもあった 
社協 FGD 

容姿で判断するわけではないが NGO の職員の多くは髭とジャンパー（アウト

ドア）など、ラフな格好も多く、信用に値する人かどうかを判断するのは、容

易ではなかった 

社協 FGD 

宗教系の団体は、大半はしっかりしていると思うが、布教的な取り組みに繋が

ってしまうことがあった 
地元団体 

外部団体の中には、営利に繋がる様なことをする団体もあった。NPO 法人を

持っているが、家電量販店が運営していて、エアコンをいっぺんに取り付けた

こともあった。そういったものが 100%悪いとは限らないが 

地元団体 

外部の団体は、地域性を壊す、ローカルルールを壊すことがあった 地元団体 
個人的には、発災後 3、4 ヶ月ぐらいのうち（誰でもできることが多くて、活

動の手がほんとに必要だった時期）は、トラブルが多かったとしても、積極的

に人を現地に入れないといけなかったと思っている 

地元団体 

宮城で活動していた NPO には、徐々に販売活動がエスカレートし、社協の名

前も無断で使うなど、問題のあるところがあった 
地元団体 

福島に関わっている外部団体はほとんどいない。胸を張って、「私たちは福島

を支援しました」という団体はないのではないか 
地元団体 

外部支援団体の活動は既に東京で決定されており、地元で意見を反映してもら

うのは難しかった。 
地元団体 

震災直後、国際協力 NGO は、宮城、岩手の復興が先だからということで福島

はないがしろにされたが、宮城や岩手でやることがなくなったから福島に来

る、あるいはお金が無くなったからフェードアウトするというイメージがあ

る。福島のまち作りはこれから。福島の人にしてみれば、国際協力 NGO が何

をしたのか、福島を見捨てた、ということすら分かっていないのでは 

地元団体 

国際協力 NGO の支援の絶対量が、福島では少なかったということすら知らな

い現地の NPO が多いので、「熟知たる思い」すら上がってこないのでは。課題

に対して、被災者の数に対して、ボランティアの数でいうと、述べ 1 億 2000
万ぐらい入ったと言われる中で、福島に入ったのは 2 割。たしかに津波の被害

は宮城がひどかったが。復興にどれだけお金がついたのか、現地の NPO がど

れだけ作られたのか。福島がどれだけ不公平だったのか、ということがデータ

として現れる。東京の NPO に対して突きつけたい部分がある 

地元団体 

支援団体によっては、一つの地域で集中して活動をするよりも広域な活動を望

む場合があり、受け入れ側の調整の手間が増えた。まとまって来て欲しかった。

その手伝いもして欲しかった 

地元団体 

福島県の放射能の問題の中、地元団体は活動をしていたが、外部支援団体から

見捨てられたとしか考えられなかった。国の基準があったとして、何とかする

のが NPO/NGO なのではないのか。団体として最大の努力をしたのか。自分た

ちが行かないと決めたところに、人を住ませているということに罪の意識は無

いのか。福島の場合、県外避難者がいる。個々に対する支援だって、国際協力

NGO だってできるはずなのではないのか。全くやってないわけではないが、

量の問題で、そう感じる 

地元団体 

被災後に立ち上げられた現地 NPO の数は多かった。これは、外部の支援が足 地元団体 
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りなかったからそうせざるを得なかったということもある 
福島県に人を送れなかったというのであれば、送れなかった理由はなんだった

のか。送らないというのであれば、「送れない」というメッセージを出すべき

ではないか。想定外だというが、政府だけでなく NPO もそうだったという批

判があるべき 

地元団体 

東北三県の支援・復興のプロセスを考えると、震災の規模の大きさから現地の

市民社会が対応できるキャパを大きく超えていたことから、外部の支援団体が

果たした影響は非常に大きい。特に初期の段階から出口戦略を考え、地元から

コーディネーターを探しだし TOT を行いながら現地の人たち主体で活動を行

えるような形を作ったり、地元の NPO では対応できない行政との協働事業の

突破口を開いたりなど大きな役割があった。 

地元団体 

リソース（復興に関心を持つ層、そして寄付）の分配に問題があった。福島の

復興は初期の時点でも後れを取っているが、更には原発被災地では街に帰還す

るだけでも 5 年、そしてそこからまち作りをするに当たっては 10 年単位の支

援が必要になる。しかしそれに関わるボランティアや支援の人材は平等に分配

されているか？外部の支援団体は単に自分の団体を通じてボランティアを送

るだけではなく、また支援金を集めるだけではなく、それを被災地全体に平等

に分配する義務があるのではないか？福島にボランティアが来たのは全体の 1
割程度だった。現地の受け入れにも問題があったが、外部団体の意思によるも

のも大きい。更にはある団体の調査によると、一番初めにボランティアに行っ

たところに深く共感をするというデータがある。今でも多くの方々が、初めに

ボランティアに行った石巻や南三陸などに思いを募らせてくださっているの

は非常にありがたいし、そのプラットフォームを作ったのはボランティアを動

員した支援団体だと思いますが、中々足を運ぶことのできない岩手の沿岸部そ

して初期の初動が遅れた福島のファンが少ないのは、この初めのボランティア

の分配が要因の一つだ 

地元団体 

サセックス大学のロバート・チェンバースのいうところの 6 つのジレンマがあ

った。私達被災地支援や開発に関わる人間が陥りやすい傾向として、対外特に

個人の寄付者やドナー団体向けに成功している事業の紹介と口当たりのいい

報告をしがちだ。これが福島特に相双（相馬・双葉）地域の復興でいえばまだ

まだ何も手を付けることができない状態だ。他方、海外に本部を置くある国際

NGO の HP を見ると、東日本大震災のページには事業は 3 つのフェーズを終

え、現地にハンドオーバーされ既に事業の完了報告が行われている。これらも

NGO である以上報告を行うのは義務で、事業である以上最終的に終わりを見

せなくてはいけないのは理解するが、福島には全く活動も行った形跡も無く、

福島の現状としてはこれから地元の NPO が 3 年間以上人が住めなかった街に

帰還しまち作りをゼロからしなくてはいけない街が 10 市町村もあるのに、こ

のような口当たりの良い報告書は、むしろ東日本大震災の風化を進めるもので

あると危惧する 

地元団体 

求められる役割はあるのに、NGO は福島に入ってこなかった。NGO が果たし

た役割が分からなかった。NGO として、領域を決めていたのか、など。リス

クマネージメント・ポリシー。行動原則などはどうなっていたのか 

地元団体 

発信とか、海外の教訓を生かして、とか自分達だけではできなかったので、外

部の団体には助けられた 
地元団体 

国際協力 NGO はミッションが海外のはずなので、国内でやってくれるという

ことは、国内の団体がまだ国際的なスタンダードになっていないということで

もあると言えるかもしれない 

地元団体 
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未だにファンディングに関しても、政府の補助金頼み。 地元団体 
求められる役割はあるのに、NGO は福島に入ってこなかった 地元団体 
支援を受けた人が、その地域で住みにくくなることが起こった地域もあった。

組合長のお気に入りの人・特定の世帯だけに支援がいってしまった。それが不

平不満に繋がる。それはかえって地域をだめにする 

社協 FGD 

社協の名前を無断で使用して、外部支援団体がチラシを配っていたことがあっ

た。あたかも綿密な協力関係のある様な書き方だった。誤解を生みかねないた

め、チラシを止めるように電話したら、「社協がそんなこといって良いのか」「一

刻も早い復興を望まないのか」と言われた 

社協 FGD 

大学教授が、四川で、アチェで、阪神など過去の災害の経験を振りかざし、強

引に仕切ろうとした。色々と知っているからついてきてくれという感じだった

が、「静かにしてくれ」と追い払った 

地元団体 

地元団体は県外から来た団体について良く知らず、どこでどのようなサポート

が出来るのか分からなかった 
地元団体 

地元の人と、県外の人と、分かれている。融合することはなかったのか、と思

う。南相馬など、少数。県外の人が入るのは難しいのか。平行線になることは

仕方がないが、関わるべきだと思う。福島の人も、放射能に関して、答えを出

し切りたくないところがある。1 年前のいわきであっても、「測定をしたからと

いって何になるのか」という声もあった。測定をして 24 ベクレル出たところ

で、ではどうするかという別の問題が出る 

外部支援団体 

県外と地元が繋がることによるメリットとして、福島に関する理解が深まると

いうことがあり得たのではないかと思う。孤立をさせないで済む 
外部支援団体 

（放射能）測定所に限らず、もっと繋げられたのではないかと思う。特に県外。

仲介役という意味では、自団体もやることが出来た気がする。直接支援をする

ことになっていた。ファン（地元の小さな活動に対する県外個人からの応援な

ど）を増やしてあげたいということを当時は考えられなかった。自分自身が、

この団体での経歴が浅いということもある。組織として、上手く福島を支援す

るということに必死だった。自団体を介さない支援を紹介する、などの発想に

至らなかった。自団体での歴が浅いということを感じたのは、団体としての別

のイベントやカレンダーを有効に活用できず、逆に忙殺されてしまったことも

ある 

外部支援団体 

県外の人は、福島の桃の販売などにも懐疑的。最近、全国の（放射能）測定所

のデータが分かるというサイトができた。全国測定所ネットワーク 
外部支援団体 

県外にいるスタッフの方が、県内で深く関わりすぎていない分、できることも

ある。県外の（放射能）測定所とつなぐなど、その辺りは特に第 3 者の役割だ

と感じる 

外部支援団体 

外部者の方が、愚痴を言いやすいという側面もある 外部支援団体 
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行政 
小さい規模の町は、もともと、NPO と行政と、市民が近かった。商工会議所

などのメンバーが大抵同じだった。 
地元団体 

国（復興庁）の方とは知っていたが、県や市は相手にしてもらえなかった。最

近は関係ができてきていて、あまり現地に精通していない県の担当者は話を聞

いて参考にしてくれる。こういったことは実力がないとできない 

地元団体 

社会福祉の分野は社協や行政も広く支援を行っている。市民団体も、これらと

連携した活動を行うか、これらの手の行き届かないところを埋める活動ができ

ると、支援の行き渡らない人が減るのではないか 

外部支援団体 

個人情報の取り扱いに関する規制があり、特別な支援を必要とする人がどこに

いるのか、複数の機関で共有する仕組みがなかった 
外部支援団体 

個人情報保護法により、支援を必要とする人の情報が集まりにくかった 外部支援団体 
福島の地元団体は他機関（行政など）との連携が上手くなかった。対等になれ

ていなかった。意思疎通ができなかった 
地元団体 

宮城は自衛隊が入って、4 者会議などができていた。そういったものができな

い県もあった 
地元団体 

行政の姿勢もあるし、市民社会も行政との付き合い方、ノウハウがなかった。

このため、必ずしも良いコミュニケーションが出来たわけではない。社共とは

震災直後は一緒にやろうと模索したが、結局だめだった 

地元団体 

防災や災害救援を専門とする一部の団体を除いて市民社会組織は、平時からの

国内の防災に関する行政との議論に参加してこなかった。このため、今回の災

害発生後に大きな発言権を持つことができなかった 

外部支援団体 

行政機関によって、関係が違う。飯館村とかは、もともと関係があったので、

すっと入れた。波江町などは、「何しに来たんですか」という感じ。もともと

関係があったことが大きい。うまく新しく関係を築くというのも、タイミング

やその時の感情など次第 

外部支援団体 

市民活動の方が、長く担当者がいるのに対し、市役所は 2 年で辞めてしまった

りするので、市民社会の方が知識を持っていたりする 
外部支援団体 

行政とは、関わりたいと思いつつ、手が回らなかった 外部支援団体 
行政との関係には、未だ余地がある。Money Based で、しっかりと組む必要

がある 
外部支援団体 

緊急期の高速道路の利用許可を発行してもらうのに、一般のボランティアなど

と同じ対応で、手続きの時間がかかった 
外部支援団体 

広域な対象地で網羅的な支援を行うには、単独ではまず無理である。他の団体

や政府関係者、社協関係者などと連携する必要がある。この際、個人情報保護

法などが地元のニーズを共有する上で妨げになるのであれば、今後緊急期には

柔軟に対応できるように政府に呼びかけることも一つの手段である 

外部支援団体 

今の北上市の市長はマニュフェストで北上で復興もやるということを書いた。

その縁もあり、れんぷくは北上にもサテライトがある。民間団体の関係者と行

政がうまくやるということの重要性を知っている人が何人かおり、働きかけを

してくれた。県との定期的な会議や関係を作るようになった。 

地元団体 

行政が NGO を知らなすぎた。NGO が市役所に行って、こんなことができま

すと言っても、行政にはじかれた。これやってあれやってと頼めていれば、1
ヶ月、2 ヶ月は早く物事が進んでいた気がする 

地元団体 
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社協 
福島県の社協や、飯館村の社協は、物資を持って行った時には、窓口になって

くれていたので、よかった。倉庫を貸してくれて、物資を置いて言ってくれた。

現場の社協とは、お互い切羽詰っていたので良好の関係でできた。県の社共は

よくわからない。県は色々組織があるので、ややこしい 

外部支援団体 

県と市町で社協の雰囲気が違う。市町の社共は良いが、県は官僚的なため、関

わりにくかった。余計なことを頼めば、仕事が増えるので煙たがられた 
地元団体 

現地の社共は、外部の団体ともよく関わっていた。被災自治体の社協はどうし

てもやらなきゃいけない作業なので、歓迎してくれたが、県の社協の場合、対

応すると仕事が増えてしまう、ということだったので、対応が良くないという

ことが考えられる 

外部支援団体 

社協が積極的な調整まではやらなかった。逆に、社協や自治体に許可を貰い、

広報のお願いなどもして NPO が実施する感じだった 
外部支援団体 

外部支援と社会福祉協議会との関係改善のため、平時からの関係作りや共同の

訓練や、NGO がスタッフをボランティアセンターや社協に派遣し、社協をサ

ポートする支援も有効だった 

外部支援団体 

社協との繋がりは無かった。イベントで一緒になったという程度 外部支援団体 
NGO 側は社協の存在を適切に捉えていなかった 外部支援団体 
今回の災害は、「災害ボラティアセンター」が長期間閉鎖しなかった。このた

め、社協の重要な本来業務のひとつの、生活支援に手が回らなかった。2 ヶ月

後には市民社会にその運営をバトンタッチしてもよかったはず。一方で、生活

支援は社協のマンデットとしてずっと続けないといけない仕事。社共でしかで

きない役割。災害ボラセンは、社共が一員としてなることは重要だが社協じゃ

なきゃできない仕事ではない 

地元団体 

社協が直接的なボランティアマッチングをしなくても良いと思っている。その

代り、オフィシャルな立場として、協定を結んでいる人たちを、しっかりマネ

ジメント、コントロールする。しかし災害発生の直後はそれが難しく、一歩引

いてボラセンを自分たちがやるかどうか判断するようなことは無かった 

地元団体 

CSO の側から見れば、CSO が、社協の心理状態を知らなかった。社協の心理

状態、どうしてそういう心理状態になるのか、ということを検討していかない

と、活きない 

地元団体 

社協があまり理解できないようであれば、社協を無視して現場に飛び込むとい

う判断もあって良かった 
地元団体 

ボランティアは「社共を通してくれ」という報道もあったが、社協を通さなく

ても、気を付けた支援ができればそれでも良かったかもしれない。災害 VC を

通せば混乱もないし、マッチングもできるということで報道も協力していた。

通ることがルールだという風にすりこまれてしまった。NPO が大量に受け入

れた例だってあるが、これは国のボランティア数にカウントされていない 

地元団体 

極地ボランティアの場合は、ボラセンが有効。だが、大規模の場合は合わない

ことがある。阪神のスタイルだけが正しいとなっている 
地元団体 

いわきは、広いから民間で立ち上げたセンターがある。しかし、色々と揉めた。

社共がやるべきことなのに何をやっているんだ、ということで言われたりした 
地元団体 

社協が、地域防災計画で地域ボラセンの中心になることが書いてあるのは、社

協や行政の責任としてである。しかし、民間がやってはいけないとは書いてい

ない。地域のくくりも、市区町村の行政区域になっている。県をまたいだコー

地元団体 
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ディネーションがあったっていいはず。ボランティアセンターの看板も掲げて

いないが、コーディネーションをしていた無名な団体もいっぱいあった。そこ

に、ルールや地元の情報などをいかに提供して、取りまとめるか、という役割

が重要。例えば夕方 5 時の会議には来てもらいますよ、その代り敷材も協力す

るし、受付は一本化する、など 
社協がここまでやりますというラインを決めれば、彼らもやりやすかったので

はないか。社協がもっと勉強して、地域に溶け込んで、平時にどこまで地域に

入っているかが大事 

地元団体 

県社共が市町村の社協で起こっている出来事をこうも分かっていなかったの

か、という出来事があった。都市部で、断片的な情報で判断している。現状に

マッチしない研修や会議もしている。県社共には、県政や国に対して、現場を

代表して発信して欲しいと思っているがそうなっていない 

地元団体 

市と県で、スキルが逆転している。生活実態が県には無い。長期的なビジョン

も無い 
地元団体 

県の社協と、県立の施設運営をする福祉事業団とを合併したが、内部の 9 割 5
分は福祉事業団の人員。社共は儲からないので、合併した。なので、伝え方が

どうであれ、変わらない。パイとしてちっぽけすぎ。福祉事業団は、利用者を

守ることが第一。社協じゃなきゃできないことは何か、ということ 

地元団体 

2012 年ゴールデンウィークに大槌で集中豪雨があった。それを見てられない

ので、ネットワークで号令をかけてパトロール、土砂崩れのがれき撤去をやっ

た。しかし社協は、「私たちの許可なしに現地に入るなんて」という感じだっ

た。社協にはボランティアは週末だけの活動にしてくれ、と言われた。ボラン

ティアや NPO がビブスを着てウロウロしていると、社協に「お前たちは何を

やっているんだ。しっかりやってくれ」と言われる 

地元団体 

社協とは関係ないものも、“社協”とみなされた。ボランティアに関わっている

もののクレームは全て、社協に寄せられた 
社協 FGD 

様々な連携がある。保健士など専門分野の取り組みとして対応できないもの

が、社協としてみられた。ボランティアと見られるものが全部社協の窓口と見

られた 

社協 FGD 

震災以前に、NGO と事業を共にしたことがなく、そういう団体がどういう役

割や機能をするのか知識がなかった。結果として、炊き出しの調整など、専門

性の低い仕事を頼んでしまい、その人たちの強みを活かすことができなかった 

社協 FGD 

NGO の関係者などを、社協内部に派遣するのは、もちろん助かるが、人をい

れることには常にリスクがある。社協の置かれている状況の理解や、諸々のや

り方を知らないので、相互理解への時間も要する。また、派遣された外部の人

が人材として適切でない場合には、社協の負担が増えることもある 

社協 FGD 

人手が足りなかったが、外からの人を派遣してもらえなかった社協もある。 社協 FGD 
継続的に、有給で社協内部に入ってくれた NGO の人材がいたが、大変重要な

戦力だった。一定期間長期で来てくれたのは、本当にありがたかった 
社協 FGD 

現場で NGO の窓口になった人が、対外的なフィルターの役割を果たし、断り

役をやってくれたのは大きい 
社協 FGD 

ある財団がいたおかげで、リスクが減った。嫌われ役をやってもらえた。フィ

ルターや断り役。イメージとしては、それは県社協がやる予定だった。しかし

職員の能力や広域災害で、機能しなかった 

社協 FGD 

NGO 職員が社協の組織支援に半年入った。社協の職員間ではまさしく一員と 社協 FGD 
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して受け入れられていた。しかしその NGO 職員からは、「肝心の意思決定の部

分には外部者は加えてくれなかった。社共の支援のために来たんじゃないと感

じた」と言われた。災害 VC の方向性はどうするか、仮設移行に向けて、市に

むけて、などの会議に NGO 職員は入れなかった。現場レベルのミーティング

は出られても、意思決定や判断は、会長の判断だった。これは連携・協働では

なく、NGO の人材を上手く使っただけと批判されてしまうと社協内で反省し

ている 
社協にしてみれば、はたして外部の団体を信用して良いのかという状況にあっ

た。手探りで、断らざるを得なかった部分はある。災害ボランティアセンター

に集中的に人が来たため、対応に追われ、その運営以外を考えられなくなった。

しかし、社会福祉協議会として、被災した人達にどうなって欲しいのか、とい

う発想が欠けていた。地域・社会の人々が自分らしく生きやすい状況を作るの

がミッションなはずなのに 

地元団体 

受援力という言葉は、支援を受ける準備や力が必要なのは分かるが、「受ける

こと」が大事なのではなく、受けた支援を活かすことが大事なのではないか。

それはキャパシティじゃなくて、マネジメント能力である 

地元団体 

発災直後は、時期として、キャパシティが大事だった。抱えている課題が同じ、

泥をかぶった、などだった。現在は、特別な専門性のある申し出があるのに活

かせていなかったり、自立の阻害に繋がったり、ボランティアが出過ぎてしま

ったりする。調整力が活かしきれないことが違う 

地元団体 

災害発生＝社協が災害ボランティアセンターをやりますという誤解。社共を中

心に災害ボランティアセンターを立ち上げることは地域防災計画に書かれて

いるが、ボラセンは被災者支援の一つの手段でしかないのに、災害ボランティ

アセンターありき、社協＝ボラセンとなっている。ボラセンの運営、仕組みの

運営で終わってしまい、復興期の生活とかを考えられなかった 

地元団体 

宮城の南部は、災害ボラセンがパンクしないように、ボランティアをお断りす

るしかない時があった 
地元団体 

地域によっては社協自体が流されていた、拠点自体の確保が大変だった 社協 FGD 
市との連絡も難しかった。市役所も社協を知らない状況があった。防災担当所

は割り振られていたがが、業務は止まっていた。市の縦割りがあった。情報共

有がされていなかった 

社協 FGD 

市民から見れば、公共施設は避難所。指定避難所では無いところもなっていた。

ボラセンとしての場所探し、D-MAT や、病院と場所のとり合いになった。あ

とあとまでボラセンの設置場所は遅れた 

社協 FGD 

社協によって事情が違う。言い方は悪いが、有象無象からの「提案地獄」があ

った。善意での提案も多いが、対応しないと大きく批判される。社協の担当者

にも精神的にまいってしまった人がいる 

社協 FGD 

社協は手一杯だっと一言で言われるが、「手一杯」の中身が様々だった。それ

ぞれの事情で、業務量や、時間、精神面、体力、ぎりぎりの時があった 
社協 FGD 

今回の様な大規模震災では、社協はボラセンをやらないという方法もある。公

的な団体として、他の団体の活動を調整していく、ルール作りなどが公的な組

織として社協がやるべきことか。大規模災害はそうしたほうがいい。公的なル

ールでボランティアを縛り、力をいかせていない。局所的な災害はまた別の議

論がある 

社協 FGD 

ボランティアセンターを運営していると、いつのまにか、ボランティアが行政

の括り（傘下）にあるような錯覚をすることがある。それは矛盾しているので、

社協 FGD 
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そのように考えないように気を付けている。行政ができないことをしてくれる

からボランティアが活きるはず 
災害 VC 設置ありきだったのでは。職員は平時から、何かあったら自分達がや

らなくてはいけないという使命感を持って、VC 運営の研修を受けていた。地

域福祉をやっていくために、なぜ社協が災害ボラセンをやっていくのかという

視点が無い。新しいコミュニティの側面支援。それは平時から。だから社協が

ボラセンをやった方が良いのだがこの視点が無く、ボランティアのマッチング

受け入れなどが先行し、質が良くなかった。発災後の 10 年後を見据えた VC
の運営じゃなかった。その当時は夢中になりすぎてしまっていた 

社協 FGD 

VC がシステムとして整備されるほど、ボランティアの潜在的可能性を下げる 地元団体 
 

ドナー 
ドナーに求められるものがどこまでなのか、ということは大きい。国内のドナ

ー（企業や行政）と、海外のドナーとで違う。説明責任として求められるもの

の量と質も違う 

地元団体 

自己財源率の低い日本の市民社会組織が活動資金を確保する上で、海外ドナー

は大きな貢献を果たした 
外部支援団体 

海外のドナーから 2，3 件話があったが、2011 年や 2012 年の話。スタッフ 2
人ぐらい。本人も日本にいなかった。スケールが大きすぎた。1,000 万以上と

言う話だったが、そんなに必要ない事業もあった 

外部支援団体 

計画申請時や報告の際には、双方の事情に精通した中間支援団体がアドバイザ

ーとして介在することで双方のストレスを軽減できることが考えられる 
外部支援団体 

 
備え 

石巻社協は、専修大学で大規模な VC を実現した。大きな災害では NGO/NPO
がくるということを想定して職員訓練している。受け入れ訓練をしてきたの

で、発災後も違和感がなかった。しかし数名で千人規模の対応をしないといけ

ないため、NGO にサポートしてもらわないと成り立たない 

社協 FGD 

職員研修は 17 年の合併以降やってきた。フォーラムを毎年開催し、受援力を

テーマにしたこともある。職員の共通意識をつくった。NGO を名乗る不審者

が外部から来た時の対応まで話していた 

社協 FGD 

VC は、立上げ運営するのは自信があったが、NGO がこれだけくるのは想定し

ていなかった 
社協 FGD 

事前のネットワークをやらなければいけないが、それでも知らない人は山ほど

くる。事前に準備して確認をとっても、実際に活動すると迷惑になってしまう

ケースがおこる 

社協 FGD 

VCの立ち上げは 3月 17日。ボラセン立上げは無理ではないかと話していたが、

ボランティアが入ってくるようになって、それを受けいれるのは社協というこ

とになった。最初は町民には公開したが外にはしなかったが、予想以上にボラ

ンティアが入ってきた 

社協 FGD 

阪神淡路など国内の過去の災害の経験から、災害対応を準備していた 外部支援団体 
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JICA PARTNER 
「NGO JICA 協議会」を通し、「防災・減災に係る連携強化」を進めている。

この中で、9 月 30 日の第 2 回の協議会から、JICA が運営する国際協力人材の

登録サイト「PARTNER」を活用し、国内での大規模災害時に例外的に登録人

材に対して NGO 等が呼びかけを行い、人材を確保できるように、「災害対応人

材登録制度（仮称）」の導入を検討している。これが実現すると、人材を通し、

海外支援の経験が国内災害に活かされ、さらにこの経験が海外の経験に生きる

ことが期待できる。現在のシステムでは、登録人材に個別にアクセスすること

はできるが、「水・防災」関連の人材に一斉送信するなどができる制度でなく、

「国内災害の時にできることがあれば活動したい」や「国内災害の対応時に連

絡が来てもいい」にチェックを入れた人には一斉に連絡が行くなどの案がある 

JICA 

JICA PARTNER のマンデートは国際協力であるため、国内災害のための活

用は想定されていなかったが、東日本大震災では例外的に活用し、PARTNER
を通して人材の募集などが行われた。結果、PARTNER に登録している海外支

援のプロジェクト経験のある人材と NGO のマッチングが行われたと思われ

る。この仕組みを実現させるうえで課題となっているのは、(1) 国際協力をマ

ンデートとする JICA は、常に日本国内の災害対応人材のための制度を維持で

きないため、何を基準にこの仕組みを発動させるかが決められていないこと。

これは、「どの程度の規模の国内災害だと NGO が活動するのか」が分かると、

より具体的な制度設計が可能となる。(2) また、登録人材に不審な団体からの

アクセス等が無いように、NGO 等に精通した組織による管理運営が求められ

るが、この体制はまだ決まっていない 

JICA 

 
その他 

東日本大震災で 2 階まで水に浸った家屋を清掃して事務所としていた。もう一

度津波が来た時の避難計画は立てていなかった 
地元団体 

政権交代のタイミングのごたごたに巻き込まれて、復興のための資金を、国・

自治体から出てくるのが大幅に遅れた。議員が「直接仮設住宅に行って被災者

と話してきた」と平気でいう。間に入っている人は無視され始めている。復興

交付金を使う県、自治体は責任を取らなくてはいけないが、「好きに使ってく

れ」というのは困る。会計監査などもあるので。国会議員が、現地の人と話し

て、必要なものはこれだ、なんて言い方をするが、地方分権を進めているのは

自分達ではないのか。現場の話をされてしまうと、仕組みの話にならない。被

災者を直接支える層のことを、それが原動力だという評価無しに、直接「生活

再建だ」ということになっている。支える仕組み、支える人がいないでどうす

るつもりなのか。国の予算だって行政の仕組みだって最長 3 年。生活者支援、

NPO/NGO、様々な協力はあった。行政の立て直し、産業の立て直しにシフト

している。すべての地域が少子高齢・過疎になっている中で、まちの復興と、

生活の復興と、産業の復興のバランスが取れなかったという反省があったはず 

地元団体 

キャパシティビルディングは。人は。抜けてしまっているのではないか。NPO
だろうが NGO だろうが、市民力。市民社会の実現なのではないか 

地元団体 
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