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出会い、つながり、生まれる

陸前高田の未来をつくる対話

第三回開催レポート

【開催日：２０１２年２月２６日（日）】

陸前高田創生ふるさと会議

ミラツク

 
大木浩士

赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」助成事業
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開催概要

■プロジェクト名：「陸前高田の未来をつくる対話」

■開催目的：

①「陸前高田にいらっしゃる方々」と「各地で活動されているコミュニティリーダーの方々」が対話を行い、課題

 
や実現したい事柄を共有し、それらを解決・実現するリソースを知るきっかけの場とすること。

②陸前高田にいらっしゃる方々に「対話の場」を体験していただき、「自由に話し合える場作りのノウハウ」を知

 
り、学んでいただくこと。（自ら場作りが行えるようになること）

③参加者同士のネットワーキング。

■主催：ＮＰＯ法人・陸前高田創生ふるさと会議

共催：ＮＰＯ法人・ミラツク

※「陸前高田創生ふるさと会議」と「ミラツク」の団体概要は、後ろのページをご参照ください。

■開催日時：２０１２年２月２６日（日）１３：００～１８：００

※今後１ヶ月に１回の頻度で、継続的に開催の予定

■開催場所：竹駒地区コミュニティセンター

※住所：岩手県陸前高田市竹駒町字館４４

■参加者：２５名

※陸前高田にご縁のある方１４名、他の地域から１１名が参加。

※この事業は、赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金」の助成を受け実施しています。
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第三回参加者

■陸前高田からの参加者

氏名
11/12
参加

第１回
参加

第２回
参加

備考

1 福田利喜さん ふくだとしき 〇 〇 〇 主催者
2 浦谷収さん うらやしゅう 〇 〇

3 種坂奈保子さん たねさかなおこ 〇

4 村上龍臣さん むらかみたつみ 〇

5 中田源さん なかたげん 種坂さんご紹介
6 村上昌吾さん むらかみしょうご 明日の希望
7 嶋村俊亮さん しまむらしゅんすけ 秋田大学／学生復興支援会　秋田事務局局長
8 熊谷将之さん くまがいまさゆき 〇 うごく七夕まつり実行委員会・総括・企画部長
9 福田陽介さん ふくだようすけ 〇 水産関連団体職員

10 福田紀雄さん ふくだとしお 〇 〇 うごく七夕まつり実行委員会・事務局長
11 熊谷祐太さん くまがいゆうた 釧路公立大学
12 村上智人さん むらかみともひと 会社員
13 長谷川順一さん はせがわじゅんいち 長谷川建設・代表取締役社長／なつかしい未来創造
14 熊谷与志昭さん くまがいよしあき 〇 〇 株式会社マイヤ 大船渡より参加

■陸前高田以外の参加者

氏名
11/12
参加

第１回
参加

第２回
参加

ミラツク 所属 備考

1 大木浩士 おおきひろし 〇 〇 〇 ミラツク 博報堂 コーディネーター
2 西村勇也さん にしむらゆうや 〇 〇 〇 ミラツク・代表理事 ダイアログＢａｒ・代表 ファシリテーター
3 井口奈保さん いぐちなほ 〇 〇 ミラツク TEDxTokyo ファシリテーター
4 西山隆則さん にしやまたかのり ロート製薬・復興支援室
5 曽我建太さん そがけんた ｇｒｅｅｎｚ.jp
6 小野裕之さん おのひろゆき ｇｒｅｅｎｚ.jp

7 大矢中子さん おおやなかこ 〇 〇
被災地をメディアでつなぐプロジェク
ト　笑顔３１１・代表

8 空閑厚樹さん くがあつき 〇
立教大学　コミュニティ福祉学部・准
教授

9 熊倉敬聡さん くまくらたかあき 〇 〇 ミラツク 慶応義塾大学理工学部・教授

10 広部知森さん ひろべかずもり 〇
ＮＰＯ・寄付のしっぽ（石巻を中心に
活動）

11 渡辺彩紀さん わたなべさき 実践女子大学

陸前高田　未来商店街　事務局

専修大学／高田のこと語っぺ会

EN PROJECT JAPAN

所属

陸前高田創生ふるさと会議・副理事長
亜細亜大学／高田のこと語っぺ会
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前回からの進捗の共有

参加者同士で簡単な自己紹介をした後、「陸前高田創生ふるさと会議」の福田様、「立教大学」の空閑様、「高田の

 
こと語っぺ会」の浦谷様より、前回開催からの進捗などについて共有をしていただきました。

■「陸前高田創生ふるさと会議」

 

福田様より
・地元の人達と東京の人達をつなぐ場として、このプロジェクトを継続的に開催していき

 
たいと考えています。地元が持つ課題を共有し、参加していただいた方々に情報やア

 
ドバイスなどをいただき、今後の取り組みについて考えていく場にしたいと思います。
・陸前高田では、３．１１を目前に様々イベントがあります。仮設住宅に住んでいる方が

 
どうやって集団移転をするのか、そんなテーマでの話し合いもあります。
・今年１月に地元の方々に集まってもらい、「陸前高田の未来を語ろう会」を２回開催し

 
ました。そこで分かったことは、「同じ陸前高田でも、地域によって課題が異なる」という

 
ことです。今後は、高田町、気仙町、今泉地区を分けて話し合う場を作っていきたいと

 
考えています。
・市のボランティアセンターが中心となり、ボランティアで入っている方々の会議も開催

 
されています。今の陸前高田に必要なのは、「地元の人達が自分たちの力で歩きはじ

 
めるためのサポート」だと思います。しかしボランティアの方々だけで話をすると、未だ

 
に「物資支援」のことが話題になったり、「自分たちだけで何をしてあげられるか」という

 
発想になってしまうようです。「そうじゃないんだよな」と感じることが最近多いです。

■「立教大学社会福祉学部」

 

空閑様より
・第１回目に参加しました。その際、なつかしい未来創造の田村社長より「社会教育が

 
できる学校づくり」のお話があり、もしかしたら立教大学で連携できることがあるかも知

 
れないと思いました。
・その後１度田村社長とお会いし、具体的な構想案のお話をうかがいました。
・例えばですが、牡蠣の養殖や地元野菜を育てることについて、学生とすぐにつなげる

 
ことができるかも知れないとのイメージを持っています。

■「高田のこと語っぺ会」

 

浦谷様より
・私が主催する「高田のこと語っぺ会（３回目）」を２月１９日に開催しました。場所は陸

 
前高田の米崎コミセンです。参加者は約３０名。若者目線で、陸前高田のまちづくりの

 
ことを考えようと開催しました。
・今回ははじめて参加する方も多く、「これまでどんな遊びをしてきたのか」「これからど

 
んな遊びをしていきたいか」などについて話をしてみました。
・今後継続的な開催を予定しており、具体的な形に落とせるような取り組みにしていき

 
たいと思っています。福田様 浦谷様空閑様
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自己紹介

この日初めて会う方が３人（または４人）１組になり、簡単な自己紹介を行いました。

初めて出会う方同士の心が通う、大切な時間になりました。
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参加者がテーマを出し、話し合いを実施

「陸前高田でこのようなことをやってみたい」「自分のプロジェクトをもっとよくしたい」など、参加者から具体的な

 
テーマを出していただき、話し合いを実施しました。（下記の５つのテーマが出されました）

『ＮＰＯ法人の活動資金の調達』

陸前高田創生ふるさと会議・福田様より

『コミュニティスペースと宿をつくりたい』

ＥＮ

 

ＰＲＯＪＥＣＴ

 

ＪＡＰＡＮ・中田様より

『社会学校（大学のできること）』

慶応義塾大学・熊倉様より

『人が集まる場としての商店街』

陸前高田未来商店街・種坂様より

『語っぺ会での今後の話の進め方』

高田のこと語っぺ会・村上様より
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参加者がテーマを出し、話し合いを実施

各テーマについて４～５名のグループをつくり、情報やアイデアを共有する話し合いを行いました。

２５分間話し合った後、グループメンバーの入れ替えを行い、同様のテーマで話し合いを進めました。
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参加者がテーマを出し、話し合いを実施

２回の話し合いが行われた後、テーマを出した方の「気づきの整理」を行う時間を設けました。

「①参考になった情報、② 初の一歩としてできること、③必要なリソース」の整理を行っていただきました。

【テーマ】

【気づきの整理】

①

②
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参加者がテーマを出し、話し合いを実施

２回の話し合いが行われた後、テーマを出した方の「気づきの整理」を行う時間を設けました。

「①参考になった情報、② 初の一歩としてできること、③必要なリソース」の整理を行っていただきました。

④

③

⑤
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参加者がテーマを出し、話し合いを実施

休憩の後、さらにメンバーを入れ替え、３回目の話し合いを行いました。

参加者は３つのテーマの話し合いに参加し、テーマを出した方は１０～１２名の方々から情報やアドバイスを受けたこ

 
とになります。
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話し合いの内容を共有

テーマを出した方から、話し合いの内容が共有されました。

・まず「ＮＰＯはどうやって収入を得ているのか」について話をうかがいました。

 
行政や企業からの委託が多いことが分かり、また助成金の制度について分

 
からないことがあることに気づきました。
・自分が何をしたいのかですが、「陸前高田の内と外をつなぐコーディネー

 
ト」の役割を担いたいと考えています。
・陸前高田の中には情報格差がありますし、中と外にも情報格差があります。

 
その差を情報誌（フリーペーパーなど）の発行によって埋めたいと考えてい

 
ます。
・どうやって届けるかですが、一番簡単なのは「新聞折込」です。費用は１回

 
２０～３０万円になります。この費用をどのように作るかが大きな課題です。
・話し合いの結果、企業を巻き込みたいと考えました。
・企業からの応援を得たいが、どうしたら企業とつながることができるのかに

 
ついてもご意見をいただきました。
・まずは「自分たちが企業に何をして欲しいのか」を明確にすることが大切だ

 
と分かりました。
・また、「つながりが欲しい企業（業界）はどのようなところなのか」についてブ

 
レスト会議を行う必要があることも気づきました。

『ＮＰＯ法人の活動資金の調達』

陸前高田創生ふるさと会議・福田様より
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『語っぺ会での今後の話の進め方』

高田のこと語っぺ会・村上様より

話し合いの内容を共有

テーマを出した方から、話し合いの内容が共有されました。

・「高田のこと語っぺ会」開催後のアウトプットは焦りすぎなくてもよい、とのア

 
ドバイスをいただきました。
・「開催場所は固定した方がよい」とのアドバイスもいただきました。そして過

 
去に「語っぺ会」に出席した人にできるだけ何度も来ていただくことが、話し合

 
いを前に進めるためには必要だと感じました。
・参加者名簿を作ることの大切さも気づきました。
・今まで「街づくり」や「市全体をどうしすればいいのか」など大きなテーマで話

 
し合いをしようと考えていました。一方で、若者の等身大の目線で話し合いの

 
テーマを考えていくことも大切だと思いました。
・「自分たちで何について話してみようか」、そんなことも話し合いのテーマに

 
なることが分かりました。
・小さくてもよいので、その会その会の具体的な目標を設定することが大切だ

 
と思いました。
・自分たちは壮大なものを描きすぎ、どうしてよいか分からず、少し焦っていた

 
ようにも思います。自分たちだからできる等身大のゴールを作ることの必要性

 
を感じました。
・「会としてこのような考えにまとめることができました」ではなく、本当に何か

 
を始めたい「個人」に焦点をあて、それを皆で応援していくやり方もあることに

 
も気づかされました。
・焦りすぎず、継続的に一歩一歩取り組んでいきたいと思います。
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『人が集まる場としての商店街』

陸前高田未来商店街・種坂様より

話し合いの内容を共有

テーマを出した方から、話し合いの内容が共有されました。

・それぞれの商店が魅力的であることが大切だと思います。高田の魅力が

 
詰っていること。
・地元の人も外部の人にも、「一度寄ってみよう」と思ってもらえる場所にした

 
いと思います。
・オリジナル性の高いサービスや商品を考えていきたいと思います。そのため

 
商店主の方々に相談をしていきたいと思いました。
・高田の美味しいものを見つけたいと思います。そのための情報収集も大切

 
です。
・個人的には「コタツカフェ」をつくりたいと考えており、そこで情報収集をして

 
みたいなと考えています。
・使われていない場所の有効利用を考えることも大切です。朝市の会場があ

 
り、２０ｍ×７．５ｍと大きな場所です。そこが使用されない時間帯のイベント

 
なども考えてみたいと思います。
・大画面を使って「子供映画会」「サッカー観戦」「オリンピック観戦」などができ

 
ると、きっと盛り上がると思います。
・このようなアイデアも含め、商店の方々とぜひ話しあいを行っていきたいと思

 
います。



13

『社会学校（大学のできること）』

慶応義塾大学・熊倉様より

話し合いの内容を共有

テーマを出した方から、話し合いの内容が共有されました。

・陸前高田を「エコタウン」として新しい街づくりをしていこうとの構想がありま

 
す。
・そのためには「人材」が必要です。人材を育てるには「学校」が必要です。
・立教大学など複数の大学がコンソーシアムを組み、学校を運営していくアイ

 
デアが出されました。
・東京大学などは秋入学を進めようとしています。高校を卒業し秋に入学する

 
まで、若い人達が陸前高田に来る。そのような動きが起こせるとよいと思いま

 
す。
・ここで「自然の中で生きる力をつける」ことを学ぶことができるかも知れませ

 
ん。
・デンマークで失業率の高かった島が再生しました。ロラン島という島です。こ

 
の島再生のキーマンが来日するそうです。この方とつながることも最初のス

 
テップかも知れません。
・「社会学校」実現のためには、場作りを一緒に進めてくれる人達（団体）も必

 
要です。そのような人達を探すことも必要だと思います。
・準備は長期的なものになると思います。そのため外部の方が安価で泊まれ

 
る宿が必要になると思います。
・地元で土地や大きな家を持っている方と相談していくことも大切な取り組み

 
かも知れません。
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『コミュニティスペースと宿をつくりたい』

ＥＮ

 

ＰＲＯＪＥＣＴ

 

ＪＡＰＡＮ・中田様より

話し合いの内容を共有

テーマを出した方から、話し合いの内容が共有されました。

・今回いろいろな方からお話をうかがい、「宿は必要だな」と実感しました。「自

 
分が構想していることはニーズがある」ということが分かりました。
・陸前高田の外から来る方だけではなく、「家が流され、陸前高田に戻りたい

 
が戻れない人」のための宿にもなると思いました。
・ただ実際に宿を作ろうと思うと様々な規制があり、簡単にはいかないことも

 
分かりました。
・宿を作るのではなく「民泊」でもよいのではないか、とのお話もありました。
・もし実現させるなら、自治会レベルで「対応できる家」をとりまとめ、特定の個

 
人にのみ利益が落ちないような配慮や仕組みづくりが必要かも知れません。
・情報収集はインターネットではなく、１軒１軒お話をうかがい取りまとめをして

 
いくことが必要だと思います。
・「民泊」をすることで、外部の人達との接点が生まれ、交流が起こります。こ

 
れは地元の方にとってもよいことかも知れないとのお話もありました。
・「コミュニティスペース」については、そのスペースの有効活用についても話

 
が及びました。例えば「カルチャースクール」などを行ってもよいかも知れませ

 
ん。
・そのスペースに来ることで高田のよいものをアピールすることができる、そん

 
な場所になるとよいと考えています。
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自分にとっての「ネクストステップ」を考える

これまでの話し合いを受け、各自が「自分ができるネクストステップ（次の小さなアクション）」を考えました。

そしてそのアイデアを紙に書き、全員で共有を行いました。

【各自がネクストステップを考え】 【全体で共有を行いました】
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自分にとっての「ネクストステップ」を考える

共有された「ネクストステップ」のシート



17

自分にとっての「ネクストステップ」を考える

共有された「ネクストステップ」一覧

『情報誌の定期発行。まずは動く！』

『情報拡散』

『ブログで情報発信。それをｔｗｉｔｔｅｒとｆａｃｅｂｏｏｋ

 
に流す』

『陸前高田の声を外へ届けるために情報発信。Ｕ

 
ｓｔｒａｅｍしましょう。まずは１回』

『成果物をおろしてまわる』

『予定をくりあげて、ポータルサイトの登録団体に

 
なってもらう』

『遠隔メンタリングのネットワークづくり』

『高田の物産のＰＲ。同窓会（中学）』

『陸前高田の特産物アピール。企業とのパイプ』

『被災地支援の意識が高い企業のリストをつくる』

『看板・商品にデザインを加える。商店をより魅力

 
的に！』

『ＲｉＰＬ再生への道のお手伝い』

『本を読む。自分のビジョンにストーリーをつける』

『知らない人にも挨拶・会話。コミュニティ強化』

『たくさん外の友人をつれて来て、語る（場をつく

 
る）』

『仲間をつくれるストーリー』

『地元の事業者、ＮＰＯ、土地を持っている人、外

 
からの投資家、企業家、大学の先生などを集めた

 
話し合いツアー。（マネーの虎）』

『プランづくり。話し合う場づくり』

『１００人会議。陸前高田＋〇〇＋△△から東北の

 
未来を考える』

『第４回のデザイン』

『「社会教育」プロジェクトとロラン島のキーマンと

 
の橋渡しをする』

『子供たちの教育・スポーツの場』

『子供達の笑顔のための活動。七夕まつりをやる』



18

「ネクストステップ」についての話し合い

関連のありそうな「ネクストステップ」同士で話し合いの時間を設けました。

今後の連携やアクションを起こすためのヒントについて話し合いが行われました。



19

本日対話の場に参加した感想などを共有

後に全員で車座になり、本日の対話に参加した感想などを共有しました。

■共有された感想の一部

「自分たちの活動を、今後も続けていくことが大切だとあらためて感じました」

「このようなきっかけをいただき、自分にも何かができそうだと思いました。これ

 
からも関わり続けていきたいと思います」

「はじめて参加しました。分からないことがたくさんありましたが、皆さんのお話

 
をうかがい、自分ができることを考えるきっかけになりました」

「今回で３回目の参加になります。ヒントとなる情報をたくさんいただきました。

 
この出会いがきっとプラスになると思います」

「この会が終わってからの行動が大切だと思います。今日知ったことを整理し

 
て、自分ができることを考えていきたいと思います」

「自分たちが具体的にどんな支援を欲しているのか、それをブレストとしたり整

 
理する会が必要だと感じました」

「異業種の方と話ができ、とても参考になります。全く違う情報を持っている

 
方々と話をすると、様々なヒントがいただけます」

「陸前高田市が日本や世界にどう貢献できるかも考えていきたいと思いまし

 
た」

「場作りする際、ゴールが明確じゃないとダメだなと思いました。小さくてもいい

 
ので目標をたて、それを実施して、誰かに客観的に見てもらいアドバイスをもら

 
うことが大切だと思いました」

「社会学校について深い話ができました。自分の中で再度火がつきました」

「いろんな目線で見ることが大切だと思いました。中にいる人、外にいる人。年

 
齢も様々。そんな方々が集まり、いろんな角度からいろんな意見を聞くことが

 
大切だと思いました」

「高田を変えるため、まず自分を変えたいと思います」

「日々高田にいると、同じ光景ばかりを目にします。今回ここに来て、以前

 
やりたいと思っていたことを思い出すことができました。そして自分が思って

 
いることは間違っていないということが確認できました」

「今日、自分にとってのネクストステップを書くとき、『そうか、私がやらない

 
といけないのか』ということに気づかされました」

「場作りをする際、人との関係性を作るだけでなく、具体的な成果が生み出

 
されることも大切だと思います。今回は両方のバランスをとりながらの会

 
だったと思います」
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次回以降の開催日程

■第４回

〇日時・・・３月２５日（日）１３：００～１８：００ごろ

〇場所・・・竹駒地区コミュニティセンター

■第５回

〇日時・・・４月２２日（日）１３：００～１８：００ごろ

〇場所・・・竹駒地区コミュニティセンター

■第６回

〇日時・・・５月２７日（日）１３：００～１８：００ごろ

〇場所・・・竹駒地区コミュニティセンター

※会場集合は、１２：５０です。

※竹駒地区コミュニティセンターの住所・・・岩手県陸前高田市竹駒町字館４４

お忙しい中とは存じますが、ご参加

 
お声がけのほど、よろしくお願い申し上げます！
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２月２６日（日）の夜に開催された「飲み会」の様子

対話終了後、飲み会を開催しました。お酒を飲みながらいろいろなお話を聞かせていただき、つながりが更に深まっ

 
たように思います。（会の途中から、ＥＴＩＣの山内さん、玉川さんも参加されました。）
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陸前高田市
 

戸羽市長からのお話

２月２７日（月）１０：００～

 

陸前高田市役所にて戸羽市長にお会いし、お話をうかがいました。

■戸羽市長からのお話（抜粋）

・復興は「若い人達」が中心となりやっていかないといけないと思います。
・若い人が集まり、夢を語ることも大切。一方で現実的な部分を受け止め、考えて

 
いくことも大切。両方見ることが必要ではないかと思っています。

・役所は事務的、義務的な仕事がとても多いです。そして日々の仕事に追われて

 
います。お話をうかがうことはできるのですが、そのお話に対してなかなか希望通

 
りのご返事や動きができにくいのが現状です。
・新しく学校を建てる話が進んでいますが、まだ場所さえ決まっていません。復興

 
に向け、とても多くの案件に対応しています。
・これまで頑張ってこれたのは、一般の方々の支援があってこそです。でも今年

 
の３月１１日以降はそうもいかなくなるのではないか、動いてくれるところが減るの

 
ではないか、そんな懸念も抱いています。とにかく風化はさせたくありません。

・市民の声を吸い上げることはとても大切なことです。しかし行政がすべてを行う

 
には限界があります。
・２０代、３０代の方々が一同に会して話しをする機会が作れるとよいかも知れま

 
せん。ただ、単に話をするだけではなく、その場で「市が考えている復興の計画」

 
をお伝えし、若い人たちから意見をもらったり自分たちができることを考えていけ

 
るような、そんな場になればとも思います。

・２０代、３０代の人達が「行政待ち」ではいけないと思います。
・まちづくりに関して様々な方からご意見やアドバイスをいただきます。現地のこと

 
を全くわかっていないようなお話もいくつかあります。
・そんな中私は特に「若い人達の純粋な意見」を聞きたいと思っています。純粋に

 
「ふるさとに残りたい」と思っている人達の声を聞きたいと思います。ただ、今はそ

 
の思いに触れる機会がありません。とても残念だと思います。
・若い人達が集まり、何かにチャレンジしてみる。今後そのような動きを起こすきっ

 
かけとなる活動になっていただければと思います。



23

陸前たかだ八起プロジェクト
 

蒲生様
 

千田様からのお話

２月２７日（月）１１：１５～

 

広田地区にあるモビリア仮設住宅において、陸前たかだ八起プロジェクトの蒲生事務局長

 
と千田市議会議員のお話をうかがいました。

■蒲生様

 

千田様からのお話（抜粋）

・ここは東京ドーム５個分の面積があるキャンプ場でした。全国に１０ヶ所しかない☆５のキャン

 
プ場でもありました。
・震災後、外からの支援者がたくさんいました。私は外と内をつなぐパイプ役になれるといいな

 
と思い、活動を行ってきました。
・この場所は途中道路が寸断され、１ヶ月近く自力で生活をしていかなくてはなりませんでした。

 
避難所や仮設ではコミュニティが大きなカギになりました。どれだけお金を持っていても意味が

 
ありません。皆さんがお住まいの地域でも、コミュニティをしっかり確立することが大切だと思い

 
ます。

・生き残った者には生き残った者の使命があると思います。陸前たかだ八起プロジェクトは、こ

 
の仮設コミュニティの中で行政ができないことを推進しています。
・イベントなども行います。何もしないと部屋の中で１人きりでいる方が多いです。イベントを行

 
い、出会いをつくる。それがコミュニティをつくり大きくしていきます。
・これからはソフト的な支援は必要です。心のケア、ビジネス、ソーシャル的な活動など。仮設に

 
入っている方々が仕事につけ、誇りを取り戻してもらいたいです。
・仮設と在宅の人達の「溝」ができています。この溝を埋めるには、運動会や祭りがよいと思っ

 
ています。そのような企画づくりも進めています。ただ在宅の人達は腰が重く、なかなかこちら

 
に来てもらえないのが現状です。
・ボランティアの方々が高田にきても、現在は泊まるところがありません。宿泊場所のサポート

 
なども行っていければと考えています。
・現在中越地区の方々に来ていただいています。震災後のコミュニティづくり等に関する様々な

 
情報共有やアドバイスをいただいています。中国の四川省やスマトラの方たちとも、この地で交

 
流会ができるといいなと考えています。

・この１年世の中がすごいスピードで変化してしまい、この動きに市民の人達が追いついていな

 
いのが現状です。現在、会議や集会がたくさんあります。どの会議が重要なのかわからない状

 
態です。そんな状況の中、私もそうですが疲れている方が多いです。
・私たちは、一過性ではなく継続的な支援をする団体と付き合っていきたいと思います。
・私たちがやっているのは「住民の声をひろうこと」です。イベントを行っていますが、イベントを

 
やることが目的ではありません。住民の声を集めることが目的です。
・大学生が来ると年配の方々がとてもハイになります。学生と年配の方が文通をはじめるケー

 
スもありました。冗談ではなく、復興に必要なのは女子大生や男子学生だと思います。

左から２番目が蒲生様、右が千田様
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東海新報社
 

佐々木様、臼井様からのお話

２月２７日（月）１３：３０～

 

地元紙「東海新報」を発行されている東海新報社にうかがい、佐々木編集長と臼井様より

 
お話をうかがいました。

左から２番目が佐々木様、３番目が臼井様

■佐々木様

 

臼井様からのお話（抜粋）

・「東海新報」は岩手県大船渡市に本社があります。大船渡市と陸前高田市を中心に

 
発行を行っています。震災以前、この地域の世帯数は約２万２０００。東海新報の発行

 
部数は１万７０００部でした。そして震災直後、発行部数は９０００部まで減り、現在は１

 
万４０００部まで戻りました。

・被災直後は「緊急支援」の時期でした。現在は被災地の課題が変わってきています。
・企業の方々は「私たちに何ができますか」と言ってこられる。できれば「自分の会社は

 
このようなことができますが、このような取り組みに貢献できませんか」とのご提案をい

 
ただきたいです。そうしていただければスピード感が変わってくると思います。

・以前、子供達の進学のために３００人規模で海外留学を提案してきた団体がありまし

 
た。地元の方の反応はよくないと思います。この地区の大人も子供もおくゆかしい性格

 
です。積極的に手を上げる人達は多くないと思います。
・人が集まる話し合いの場も、あらたまって場を設定すると「出席しにくい」と感じてしま

 
うと思います。少しでも固くなると、人はなかなか出てきません。「お茶っこ飲み会」のよ

 
うなものの方が、地元の方は来やすいかもしれませんね。

・支援に入っている団体などで、同じような取り組みをしているところがあります。同じ

 
ような取り組みなら、バラバラにやるのではなく連携した方がよいのではないかと思う

 
こともあります。

・「東海新報」は地元密着型のエリア紙です。そのため「内（地元に住んでいる方）」に

 
向かって情報を発信しています。地元の方にとって必要な情報を選んで発信していま

 
す。
・東海新報の広告料金は、「１段＝２万円（税別）」です。大船渡や陸前高田に方々に

 
情報を発信する手段として新聞広告を活用されても良いかも知れません。
・東海新報は遠方地に郵送でお送りすることも可能です。陸前高田に縁のある方々

 
（支援に入られたことがある方）に地元の情報をお届けできればとも考えています。

http://livedoor.blogimg.jp/iwadou/imgs/c/1/c1540e20.png
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※参考
 

「陸前高田創生ふるさと会議」について

NPO法人陸前高田創生ふるさと会議
設 立 趣 旨 書

１ 趣 旨
平成２３年３月１１日午後２時４６分に発生した宮城県沖を主震源とする大地震による大津波が東日本沿岸を襲来しました。特にも、

 
私たちが暮らす陸前高田市は市街地の大半をはじめ沿岸地域に未曾有の被害をもたらしました。
死者不明者合わせて２３００人以上と人口の１割を一瞬にして失い、併せて、住宅や事務所、店舗など多くの財産、生活の糧である

 
職場をも失いました。
さらに、本市の主産業である農業・漁業にも壊滅的な被害を及ぼしました。
また、電気、水道、通信といったライフラインも壊滅的な被害をこうむり、事業者の献身的な復旧作業が行われていますが、いまだ

 
に水道は復旧の目途さえ立ちません。
このような中、これまで陸前高田市で暮らしてきた私たちがこのまちの復興に寄与することが出来ないかと考え、陸前高田創生ま

 
ちづくり会議を立ち上げることといたしました。
この会は、陸前高田市の将来像を多くの皆さんとともに考え積極的な情報発信を行い、本市を応援してくれる全国各地の皆さんと

 
陸前高田をつなぐ役割を担うとともに、復旧・復興そして新たな陸前高田を作り出すために市民の目線で考え、種々の活動を行う

 
ことによって一日でも早い復興と継続的な陸前高田市のまちづくりを目指すものです。
これまで、この町で普通に暮らしてきましたが、この大震災で暮らしが崩壊しました。陸前高田で生まれ、そして暮らしている自分

 
たちだからこそ、様々な経験と強い思いがあります。だからこそ、お仕着せの復興ではなく自分たちが将来に向って胸を張って残

 
せるまちを作りたい、まちづくりに少しでも寄与したいと考え、一人ひとりが持つ力を結集し活動をする組織として設立するものです。

２

 

申請に至るまでの経過
３．１１東日本題震災に被災した以後、様々な形で陸前高田市の今後を考える機会が多く、且つ、多くの研究者や実務家との交流

 
する機会が多く、陸前高田の未来を市民の目線から多角的に検討することが必要と考え、設立に至ったところである。
また、現在、入浴支援活動を行っており、災害復興へ向けた様々な活動を行う母体としても法人としての活動が財政及び組織運

 
営状適切と考え設立するものである。

平成２３年年５月１１日

理事長：八木澤商店・河野和義会長
副理事長：福田利喜
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※参考
 

「ミラツク」について

NPO法人ミラツク

ミラツクは、2011年にダイアログBar代表の西村勇也氏を中心に設立されたNPOです。
”共に未来を創る”をテーマに、海外のパートナーらと連携しながら国内を中心に対話の場やコミュニティ作り、ユー

 
スリーダーの育成を通じてCollective Innovationの実践に取り組んでいます。

ミラツクのビジョン

1.Collective Innovationの器
NPO法人ミラツクは、”未来を創る”をテーマに、Collective Innovationを社会に生み出す器として設立さ

 
れました。
Collectiveであるためには人と人が真に協力する必要があります。
それは単純な共同プロジェクトやアイディアの結合ではなく、信頼に基づいた人としての協力です。
社会に真の協力が生まれた時、70億という人の数は社会に課題を生み出す負担ではなく、社会の様々

 
な課題を解決するためのエネルギーになるはずです。

2.課題の解決から課題が生まれない社会づくりへ
世界には本当にたくさんの課題があります。
貧困、食料問題、金融危機、子どもの虐待、地方の衰退、家族の崩壊、エネルギー問題。
これらの社会課題は、この10年間を見ても、減るどころか増々複雑で困難なものになっています。
複雑な課題は増え続け、目に見えやすい課題は場所を移して続いている。それが現実の社会の状況

 
ではないでしょうか。
ミラツクは、社会に課題が生まれる状況自体を変えていくことに取り組みます。
人と人が協力し、人と自然が協力することができれば、地球上にいる70億人は社会に課題を生み出す

 
重荷ではなく社会をより良くしていくための源泉として創造的な力を発揮することが出来るはずです。

3.共に未来を創る社会へ
ミラツクは、共に未来を創る社会を目指して、①協力と社会課題の解決を生み出す対話の場、②コミュ

 
ニティを支えるユースリーダーの育成、③Collective Innovationセンターの設立の3つに取り組みます。
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