特 別 手と心で結び合う 人とまち
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大震災は南北500㎞で死

6000人︑今回の東日本
織が︑専門的な救援力をも

フを抱えたしっかりした組

入ったのです︒有給スタッ

って大きな活躍をしました︒

者行方不明者は約2万人︑
倍︑被災者で3倍
バラバラのボランティアで

面積で
以上です︒またアクセスに
はなかったのです︒

条件も悪くガソリンも供給

当初は新幹線も不通︑道路

ら行くには宿泊も必要で︑

は仙台だけです︒首都圏か

今回の被災地では大都市圏

セスにバリアがなかった︒

近所での助け合いが強く︑

助け合いや破壊を免れた隣

はなおさらで︑避難所での

束の固い三陸の沿岸地域で

抗があります︒地域的な結

らぬ人に助けられる事に抵

一般に日本人は︑見も知

﹁絆﹂
は多彩に結ばれる

ついても︑阪神・淡路の場
合は学生を含めた1千万人
のボランティアが徒歩で通

できない︒アクセスコスト

外部からの支援は容易では

うことが可能でした︒アク

倍を超えていた

でかけて経験を積んだ団体

中国四川省の地震被災地に

ンドネシアの津波被災地や

役割を果たしています︒イ

災害救援のプロ集団として

たのは海外協力系の団体で︑

した︒被災直後に活動でき

とはほとんどないと言いま

バラバラに入ってできるこ

津波も来そうな所で学生が

かないように︑余震もあり

学生たちに自分勝手には行

でしょう︒私は4月初め︑

援物資も届けられる︒震災

ーズがわかりますから︑救

炊き出しの際に被災者のニ

わば炊き出しのプロです︒

体か海外支援団体です︒い

いるのはホームレス支援団

ができる大きな鍋を持って

ました︒日本中で炊き出し

地域内のNPO活動もあり

ら活発に活動するような︑

全国ネットの救援も得なが

ムレスの支援を行う団体が

し大都市では︑仙台でホー

なかったと思います︒しか

は恐らく

が︑震災の翌日から現地に
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の周りで大事と思うことを
やればいいので成果をあげ

ボランティアは個人が社
動きから特定非営利活動促

社会に位置付けようという

ボランティア・NPOは
なにができるのか

会のために自発的に行う活
進法︵NPO法︶が1998

ました︒このような活動を

動のことです︒しかしボラ
年3月に成立し︑

月から

ンティア一人一人では大し

ると活動の幅も広がり信頼

き︑かつ交代もできるとな

とで個々の得意技が発揮で

プを組み役割を分担するこ

た力になりません︒グルー

ました︒現在︑特定非営利

がでて︑現在の名称になり

う言葉はどうかという意見

が︑立法の過程で市民とい

称は市民活動促進法でした

施行されました︒もとの名

はいえないかもしれません

も増します︒それを経常的

︶です︒個人
Organization
の自発性を基本に︑活動の
が︑多くの人が営利を目的

活動法人︵NPO法人︶は4

理念と使命を明確にし︑利
としない組織をつくって活

にやるために組織にする︑

益は求めず︑社会に必要な
動をしてきたことには︑大

万3千団体︒すべてが社会

活動を行います︒運営には
きな意味があります︒

となると毎月の資金も欠か

拠点としての事務所をもつ

渉を行う者も必要で︑活動
重要な働きをしています︒

路で頑張った人や組織が︑

今回の震災でも阪神・淡

年間で︑経済

しかしこの
年前︑阪神・淡

全体をみて公平に進めるの

注目を浴びました︒行政は

路大震災ではボランティアが

模の大きさです︒阪神・淡

いる一番の原因は︑災害規

ンティア活動を困難にして

も進みました︒今回のボラ

的には厳しくなり︑高齢化

で直ぐには身動きがとれま

㎞に犠牲者は約

路は東西

今から

せません︒

的な役割を果たしていると

事務を担う人や対外的な交

それがNPO︵ Nonproﬁt
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せんが︑ボランティアは自分
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福島へ4泊5日で繰り返し

りの人たちを岩手・宮城・

ディネートして600人余

日本NPOセンターがコー

企業人についても︑私ども

め多くの大学も出しました︒

かった︒早稲田大学をはじ

勢のボランティア参加は難し

かった︒これがなくては大

のですが︑今回はこれが多

地震のときにはじまったも

ラバス︶があります︒中越

ボランティア・バス︵略してボ

今回の特徴のひとつに︑

加わるようになったのです︒

一般のボランティアも大勢

4月末の連休以後︑外から

りこみましたが︑こうして

コーディネーターたちが入

阪神・淡路で経験を積んだ

センターの立ち上げには︑

ったと思っています︒この

ありますが︑止むを得なか

抑えられたようなところも

ようになる︒自由な参加が

ティアセンターを通じて行う

会福祉協議会の災害ボラン

ボランティアの受け入れを社

を危惧しました︒暫くして

らの個別のボランティア参加

後1ヵ月余りは地域も外か

面的なところもあります︒

ランティア活動としては一

ができにくいことなど︑ボ

現地の被災者との人間関係

人の自発的な行為が難しく︑

かもしれません︒しかし個

の良い機会と評価していい

ました︒ボランティア教育

能な対応で参加してもらい

と思います︒企業ごとに可

行く人もいたのではないか

暇をとって企業には内緒で

暇を出すところもある︒休

もあれば︑ボランティア休

勤務として派遣するところ

企業により様々なようで︑

もでてきます︒参加形態は

度も繰り返して入り込む人

発展することもあるし︑何

が生まれる︒同窓会にまで

参加者には緊密な人間関係

ら︑その気持ちを吐き出し︑

た体験と興奮を共有しなが

そして現地での日常を越え

による適切な現場への配置︑

修︑現地コーディネーター

す︒事前やバスの中での研

加しやすい︑ということで

りコストが安く︑誰でも参

い面は︑バラバラで行くよ

送りました︒ボラバスの良
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特別
寄稿

阪神・淡路大震災を機に注目を集めたボランティ
ア、そしてNPO。今回の東日本大震災でも活発に
活動を展開しました。今後への期待と課題につい
て、日本NPOセンター代表理事の山岡義典さんに
寄稿いただきました。
全国から集まったボランティアのテント群 石巻専修大学キャンパス
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瓦礫の撤去作業のため集まったボランティア 多賀城市
まだ温もりの残る生活用品の整理がすすむ 陸前高田市
お風呂もボランティアの手で提供 石巻湊小学校「希望の湯」

写真提供：多賀城市市民活動サポートセンター
写真提供：日本NPOセンター
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も被災者と一緒に暮らして

ょう︒避難所に入って何日

に喜ばれるという体験でし

のひとつは︑困っている人

もない︒ボランティアの喜び

だけで被災者と出会う機会

の始末︑黙々と作業をやる

ボランティア作業は主に瓦礫

団体がテントを張りました︒

学生だけでなく全国からの

巻専修大のキャンパスでは

があることが重要です︒石

それには︑被災地内に拠点

に継続する必要があります︒

う︒いずれにしても長期的

い応援も増えてくるでしょ

強を手伝うという学生らし

今後も宮古の岩手県立短期

顔見知りになり︑子供の遊
びの相手をして﹁また来て

釜石・大船渡・陸前高田

大学などが地域に密着した

ともあれ︑多くの人が参
などの沿岸部に1時間で行

ね﹂といわれる︑そういう

加できるボラバスは︑ボラ
ける遠野が救援の拠点にな

ボランティアを育てていく

ンティア活動のひとつのあ
りました︒自衛隊もすぐ遠

関係は数日の集団的なボラ

り方を示したと思います︒
野を拠点に入りました︒多

ことを期待しています︒

旅行会社のツアーなども良
くのボランティアをコーディ

バス体験では難しいのです︒

い例です︒平泉や花巻温泉

協議会や地元のNPO﹁遠

ネートする﹁遠野まごころ

というのもあったようです
野山・里・暮らしネットワ

に行き︑三陸の被災地でボ

が︑ボランティア体験だけ
ーク﹂が遠野に拠点を置く

ネット﹂は︑遠野市社会福祉

でなく︑宿泊や飲食︑土産
外からきたボランティア団

ランティアしましょうなど

物の購入などで地域経済の
体などに呼び掛けてつくっ
早期から三陸被災地の救援

たネットワーク組織ですが︑

活性化にも役立ちます︒

絆づくりのネットワーク
県は仙台が拠点になりまし

活動を展開しました︒宮城
今後は被災地域の学生た

くれるのは︑地域に信頼の

たが︑難しいのが福島です︒

ホームレス支援をやってい
おける世話役の力ではない

ちが被災した子供たちの勉

た団体が中心になって関連
でしょうか︒

今回︑多くの行政機能が

行 政同 士 行 政と 市 民
が結ぶ絆

団体に呼びかけ︑県の基金
などを活用して人材を集め︑
仮設住宅に派遣する仕組み
をつくっています︒民間の
修の場もしっかりとつくろ
失われましたが︑東京都を

資金で被災者サポートの研
うとしています︒実はこの
はじめ阪神・淡路大震災の
体験を持つ関西の自治体が

組織は災害発生直前に設立
されていたということで︑

など7府県の﹁関西広域連

即座に職員を派遣しました︒

で︑海岸部の被災地ででき
合﹂など︑自治体間の連携

うまくいく事例ではないか

る仕組みかどうか︑難しい

による支援が活発でした︒

杉並区などが設置した﹁自

かもしれません︒仮設住宅

崩壊した自治体には︑津波

と思います︒しかし仙台と

の入居も︑公平の原則から

による崩壊と原発避難によ

治体スクラム支援室﹂︑大阪

抽選となり︑集落ごと隣近

る崩壊の2種類あります︒

いう大都市圏で可能なこと

所一緒にとはいかなかった︒

NPOやボランティアは行政

島は宮城・岩手とは異なる

ティアの活動において︑福

りました︒NPOやボラン

せるというような活動があ

せよ屋外でのびのびと遊ば

などに連れだし︑一時的に

ちを北海道︑沖縄︑首都圏

島や郡山に避難した子供た

しかしこの夏休みなど︑福

り込める状況ではなかった︒

く︑被災地へ多くの人が入

海岸沿いのアクセスも難し

あり︑常磐線が中断されて

や首都圏に移った自治体も

い︒原発の事故で福島県内

は入りにくく︑今でも少な

今回はボランティアも福島に

実には住宅だけがどんどん

くると言っていますが︑現

のセンター︑溜まり場をつ

も仮設住宅ごとに生活支援

ける絆づくり︒厚生労働省

ら重要なのは仮設住宅にお

の課題があります︒これか

要です︒それぞれの段階で

住宅における絆づくりが重

年余り後には定住先の復興

期にあります︒それから2

づくりです︒今はその移行

くり︑次は仮設住宅での絆

階では避難所における絆づ

も違います︒震災の第1段

また被災後の時期によって

漁村地域とでは違います︒

﹁絆づくり﹂は大都市と農

ンや溜まり場づくりなども

できない環境が多い︒サロ

建てられ︑人間関係も絆も

大きな課題を抱えています︒

絆づくりに活躍する
世話役
試みられていますが︑まだ

階で1億3千万円ほど集ま

して募金をしました︒今段

現地NPO応援基金を設立

さんでいいので︑少額でも

世話好きのおじさんやおば

資格がなくても︑被災者で

するスタッフが必要です︒

少ない︒そこにはお世話を

っています︒これからは現

有償の︑ちょっとしたサポ

日本NPOセンターでは︑

地のNPO・ボランティア

ートをする絆づくりのコー

寄付文化もかなり進んで

が長期的に力をつけていく

や行政幹部が亡くなったり︑

いますが︑戸惑っている面

ディネーターが必要です︒

文書が流れたり破損された

もあります︒多額の支援金

ことが重要です︒それを応

り︑コンピュータのデータが

が国内外から集まりました

仙台での都市型の例ですが︑

全て失われたりして行政機

が︑これを短期間に使って

援していきたいのです︒

能が麻痺した︒このバック

しまうのか︑もう少し長期

しいビジネスモデルが構築

アップには︑行政職員OB

的に使ったほうがいいのか︑

でできないことをやるので

がNPOを組織して協力す

どこにどう配分するのか︑

できるのではないでしょう

れば︑大きな力を発揮でき

議論が必要です︒義援金は

すが︑今回はその行政本体

るのではないでしょうか︒

被災者個人に配分されるも

か︒

民間企業もパワーを発揮

のですから︑できるだけ早

が機能不全になった︒町長

しています︒例えばあるフ

く配布する必要があります

ことにしたと聞いています︒

後の宅配システムに生かす

ニューを変更し︑これを今

うことがわかり︑すぐにメ

り煮物などが喜ばれるとい

が︑お年寄りには揚げ物よ

体に対して︑使用の目的を

けでなく︑ここと思う自治

思います︒自分の出身地だ

も︑もっと活用できればと

です︒
﹁ふるさと納税﹂など

平性﹂には時間がかかるの

なかなか改善が難しい︒
﹁公

が︑この遅れなどの課題も︑

ァミリーレストランは直ち
万食を提供したのです

このように︑ボランティア

絞ってお金を出すことがで

に

活動を単なる救援に終わら

の一部が税制措置として還

きます︒しかも払ったお金
いま東日本では︑これか

付されますから︑善意に一

これからの時代に向けた新

このような認識を持つと︑

出現していると思うのです︒

起こることが︑圧縮されて

でしょうか︒

ぶ強い絆になるのではない

れも︑被災地の外と内を結

定の見返りが可能です︒こ

ら

年位の間に日本社会に

せないことが重要です︒
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千葉からやってきた復興支援ボランティアバス
市街地の清掃に取り組むボランティアバス参加者

写真提供：なの花交通
写真提供：なの花交通
写真提供：多賀城市市民活動サポートセンター
写真提供：鎌倉ガーディアンズ
写真提供：鎌倉市民同窓会

経験豊かなチーム「PEACE PROJECT」による炊き出し
防犯ボランティアチームも駆けつけて支援を展開
全国のまちで開かれた 義援金募集のフリーマーケット
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やまおか よしのり

山岡 義典

そういう中で新たな絆をつ

住宅に入り込んだ泥を搬出するボランティア 多賀城市
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建築学科卒業後、大学院にて都市
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2008年より現職。法政大学現代
福祉学部教授、同大学院人間社会研究科教授、同大学ボラン
ティアセンター長、同大学院多摩共生社会研究所所長も兼務。
主な編著書に、
『 NPO実践講座』
『 NPO基礎講座』
『 時代が動
くとき―社会の変革とNPOの可能性』
（ぎょうせい）
など。

