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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

第四回開催レポート

【開催日：２０１２年３月２５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。

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、高田のこと語っぺ会

協力：高田自動車学校

■開催日時：２０１２年３月２５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：１３名

※陸前高田にご縁のある方５名、他の地域から８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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第四回参加者

■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

第３回
参加

備考

1 福田利喜さん ふくだとしき 〇 〇 〇 〇 主催者
2 田村満さん たむらみつる 〇 〇

3 浦谷収さん うらやしゅう 〇 〇 〇

4 臼井健一さん うすいけんいち 自営業（広田地区）

5 平野俊幸さん ひらのとしゆき 〇 株式会社ラピス

■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

第３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 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 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 広部知森さん ひろべかずもり 〇 〇
ＮＰＯ・寄付のしっぽ（石巻を中心に
活動）

4 吉岡マコさん よしおかまこ NPOマドレボニータ
5 小池悠菜さん こいけゆうな 盛岡白百合学園高等学校

6 大矢中子さん おおやなかこ 〇 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

7 吉村隆顕さん よしむらたかあき 吉工園・代表
8 城光さん じょうひかる ジェイブイ、吉工園

亜細亜大学／高田のこと語っぺ会

所属

陸前高田創生ふるさと会議・副理事長
なつかしい未来創造株式会社・代表
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自己紹介＆福田さん・田村さんからのお話

参加者同士で自己紹介を行った後、「陸前高田創生ふるさと会議」の福田様、「なつかしい未来創造株式会社」の

 
田村様より、現在の陸前高田の状況や復興に向けての課題についてお話をいただきました。

■福田さん
・１年たってみて思うことは、社会福祉協議会もNHKも地元のことは分かっていない、ということです。

・支援に来られる方のミーティングに参加して、「東京の基準」で話し合いが行われているな、と感じ

 
ました。地元にいる「受け手側」の思いや都合はさておき、「ボランティアする側」の思いや都合で会

 
議が行われているような印象でした。
・そろそろ地元の人たちが、自分たちの足で歩き始めないといけないのに、と思います。
・また地元の人たちの間では、仮設に住んでいる人とそれ以外の人たちの軋轢が大きくなってきて

 
います。

■田村さん
・私は陸前高田で「産業」を作っていきたいと考えています。
・市長は、陸前高田市を「世界に誇れる街にしていきたい」と話しています。私には、具体的に「世界

 
に誇れる街」とはどのような街なのかイメージが持てません。「世界に誇れる街」とはどういう街なの

 
か、市民と行政の人たちとの間で話し合いを行っていくべきではないかと思います。
・仮設住宅に住んでいる人は、仮設を出ないといけなくなった時の住む場所をとても心配しています。

 
一方行政は１０年かけて街をつくろうとしています。１０年かけて街ができるまでの間、人々の暮らし

 
はどうなるのか。考えていかないといけない大きな課題です。
・市民に必要なのは、「未来に対する夢や希望」です。地元の人たちに夢を持ってもらうこと。そのた

 
めの話し合いの場が不可欠だと思います。

■福田さん
・「世界に誇れる街」という言葉が出てきたとき、具体的な施策はほとんど考えられていなかったよう

 
に思います。「再生可能エネルギー」を使った街づくりということは構想にあったようですが。
・陸前高田には仕事がありません。陸前高田に戻ってきたいと考えている若い人たちのためにも、

 
働く場を確保していくことも大きな課題の一つです。
・私は「おじいちゃん、おばあちゃんの知恵が活きる街」がキーワードだと思います。みんなが知恵

 
を出し合える場所になっていくことが、街づくりを進める上で大切なことだと思います。

■田村さん
・小学校６年生を対象にした学力テストでは、秋田県が全国トップです。秋田の特に好成績な町で

 
は、３世代同居の家が多いそうです。そういうものが、これからの日本には大切なのかなと思いま

 
す。

右より、福田様、田村様
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参加者同士の対話

車座に座り、福田さん、田村さんのお話を聞いて感じたことや質問したいことなどについて、全員で話し合いを行い

 
ました。

■吉岡さん
・お話いただいた課題は、どの地域でも直面している課題だと思いました。
・コミュニティをつくることが大切だとあらためて感じました。

■大矢さん
・子供たちが教育を受けやすい街、ここで子供を産みたいと感じられる街、そんな街づくりが私は大

 
切だと思います。
・お母さんたちが参加しやすい、話し合いの場づくりも考えてみたいと思います。名取のホームセン

 
ターでは、母子を対象にした様々なワークショップが開かれていて、多くの人たちが集まっていました。

■広部さん
・「話し合いによるコミュニティづくり」を進める際、小さくても良いので「結果」を出すことが重要だと思

 
います。
・行政の方々に話を聞いてもらうためには、「大きな声」にしていくことも大切です。石巻では仮設住宅

 
の連合会をつくり、行政の方々に声を聞いてもらうことができました。このような連合づくりも必要かも

 
知れません。
・福田さんから、「ボランティアの人たちのネットワーク化を、大学の先生が中心となり進めようとして

 
いる」とのお話がありましたが、そのような方々との連携もチャレンジしてみてもよいかも知れません。

■臼井さん
・広田地区に住んでいます。広田では「物資やボランティアは、もういらない」との声を多く聞きます。

 
ボランティアの方々がいると、どうしてもその方々に甘えてしまいます。
・私は広田の若者で集まって、世代間の話し合いや外部の若者との話し合いを行っていきたいと考

 
えています。
・陸前高田の年配の方には、「若い者に何ができるんだ」と思っている方がいます。それが、若者が

 
声を出しにくくなった大きな原因の一つだと感じています。

■福田さん
・「もうボランティアはもういらない」との声はよく聞きます。ここまではボランティア、ここからは自分達

 
で自立してやっていこうという考え方を持つことも大切だと思います。
・一方陸前高田には、まだボランティアを必要としている人たちが確かにいます。ただ、支援に来られ

 
る方々と地元の方々のマッチングがなかなかできていません。マッチングをできる方がいません。
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■田村さん
・私はボランティアに来られる方をとても大切に思っています。一度陸前高田に来られた方は、その

 
後も陸前高田のことが気になると思います。そしてファンになっていただけると思います。ファンを増

 
やしていくことは、とても大切なことです。

■大木
・外部の方が「被災地のために何かをしてあげよう」との（一方的な）思いで来るのはもういい。そうで

 
はなく、地元の方に「やりたいこと」があり、それを支援する動き（ボランティア）であればウェルカム。

 
そんなお話のように理解しました。
・ただ現在は、「地元の方のやりたいこと」がよくわかりません。それを話し合ったり、見える化したり、

 
情報発信していくことが、私はとても大切だと思います。

■大矢さん
・「ボランティアで入った方がファンになる」ということは、その通りだと思います。宮城県の表浜では、

 
漁協の職員が漁業再生のためのファンドを立ち上げました。このファンド購入者のほとんどは、一度

 
ボランティアに来たことがある方々です。
・そういう意味で、広くボランティアの方々に来ていただける場所を作っておくことも、大切な取り組み

 
かもしれません。

■小池さん
・日本が復興していくためには、日本や世界について話し合う場が必要だと思います。
・また、世界に対してこの現状を発信していくことも大切だと思います。

■吉村さん
・以前と同じような街づくりを進めるなら、世界に誇れる街にならないと思います。
・街づくりのために産業の復興はとても大切です。ただ事業を成功させるには、様々な条件をクリアし

 
ていかなくてはなりません。そのためには頭脳が大切です。その頭脳を養うため、地方に大学を作る

 
ことも大切な取り組みだと思います。

参加者同士の対話

車座に座り、福田さん、田村さんのお話を聞いて感じたことや質問したいことなどについて、全員で話し合いを行い

 
ました。
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■城さん
・行政といっても、実際に動いているのは人です。「行政で働きたい」と思った方の多くは、安定と高給

 
を求めてのことかも知れません。
・復興のポイントはスピードだと思います。外から見ていて、スピードが遅いように感じます。行政を頼

 
るだけではなく、市民がどんどん動き、スピードを早めていくことが重要だと思います。
・現在は東北の被災地が注目されていますが、もしも首都圏で何かあったら、人もお金も東北から離

 
れていくと思います。そうなる前に、できることをどんどん進めていくことが必要だと思います。

■浦谷さん
・陸前高田には、震災前から多くの課題がありました。それが震災によって顕在化したように感じて

 
います。
・仕事がないのもその一つです。陸前高田で働きたい。でも仕事がない。起業するのも簡単ではない。

 
親戚からは「安定した仕事につけよ」と言われます。
・これからどうすれば良いのか悩んでいます。もう一歩進めていくために模索している段階です。

■田村さん
・皆さんの話を聞いていて、「結果を残していきたいな」と思います。集まって話をするだけではなく、

 
結果を残したい。
・一人ひとりの住民にとって、スピード感は重要だと思います。

■福田さん
・私も一つでいいから結果をつくりたいと思います。
・「ユーストリームを使った料理教室」「お化粧の会」「産後のお母さんたちが集まれる場づくり」など、

 
本日の自己紹介でアイデアがたくさん出されました。とにかく一つひとつ実現に向けて取り組んでみ

 
たいと思います。

参加者同士の対話

車座に座り、福田さん、田村さんのお話を聞いて感じたことや質問したいことなどについて、全員で話し合いを行い

 
ました。



7

参加者からテーマを出していただき話し合い

「自分が取り組んでみたいこと」や「何とかしたい課題」について、参加者からトピックを出していただき、グループに

 
分かれて話しあいを行いました。

なつかしい未来創造株式会社
田村さん

自営業（広田地区）
臼井さん

ＮＰＯマドレボニータ
吉岡さん

被災地をメディアでつなぐプロジェク

 
ト笑顔３．１１・大矢さん
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参加者からテーマを出していただき話し合い
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話し合いの内容を共有

■なつかしい未来創造株式会社・田村さんより

・世界に誇れる街とはどんな街なのか、そして「この街の特色って何

 
だろう」、そんなテーマで話し合いを行いました。

・話をしてみて、「知識が不足している」と感じました。
・「住民の人たちがどう思っているのか、知らないな」と思いました。行

 
政も含めて、地元の人たちがどんなことを考え感じているのかを知る

 
ことが大切だと思いました。

・そのために、例えば仮設住宅ごとに集まって、どんな街にしたいの

 
か話し合っていく取り組みができればと感じました。

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。この場で具体的なプロジェクトが生まれました。
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話し合いの内容を共有

■マドレボニータ・吉岡さん

・マドレボニータで取り組んでいる、「乳児を持つ母親のための心と身

 
体のケアの教室」について話をしました。
・陸前高田市の出生率は年々少なくなっています。だからこそ、乳幼

 
児を持つ母親は孤立してしまうと思います。
・そういう方々が外に出てこれる場が大切だと考えていますし、この

 
陸前高田の地でそのような場づくりをしたいと考えています。
・乳幼児を抱えるお母さん同士だけではなく、他の世代、例えば高校

 
生なども参加したワークショップも開催の意義があると思います。

・課題は「開催できる場所」を見つけることです。この竹駒コミュニティ

 
センターでも良いかも知れません。
・対象者への呼びかけや行政の後援していただくことも今後の課題と

 
考えています。

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。この場で具体的なプロジェクトが生まれました。
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話し合いの内容を共有

■広田町の自営業・臼井さん

・小さくてもよいので、まず１回、広田町でイベントを行いたいと思いま

 
す。
・小中学生に楽しんでもらえるイベントです。できれば継続して開催し

 
ていきたいと考えています。

・そのために、まずは地元の若い人たちで集まって団体を立ち上げた

 
いと思います。イベント実施の受け皿となる団体です。

・陸前高田や大船渡でいろんな催しがありますが、その開催情報が

 
伝わってくるのが遅いです。情報発信や情報を受け取る仕組みにつ

 
いても考えていきたいと思います。

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。この場で具体的なプロジェクトが生まれました。
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話し合いの内容を共有

■被災地をメディアでつなぐプロジェクト笑顔３．１１

 

・大矢さん

・「陸前高田創生ふるさとTV」を作っていきたいと考えています。陸前高田の

 
市民ＴＶ局で、地元の方が自分達で情報を発信できるメディアです。
・具体的には「ユーストリーム（ＷＥＢを使った動画共有サービス）」を使いた

 
いと思います。
・メインターゲット（視聴者）は、ユーストリームユーザーである都市部にすむ

 
２０代～３０代男性をイメージしています。
・課題は光回線が使える場所探しですが、ネットカフェがよいかも知れない

 
との情報をいただきました。
・継続させるスキーム（体制）づくりも課題です。最初の１回は私が実施しよ

 
うと考えていますが、できれば地元の方に継続的に取り組んでいただけれ

 
ばと考えています。
・告知や連携について、地元新聞社の東海新報社さんにご相談してみても

 
よいかも知れません。
・第一回目の配信日は、４月２０日か２１日を予定しています。
・情報発信のテーマは、「陸前高田の物産紹介(かもめ？)」「陸前高田の社

 
長紹介」「陸前高田の歩き方(行き方、宿紹介)」などを考えています。

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。この場で具体的なプロジェクトが生まれました。
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感想の共有

最後に、本日の感想の共有を行いました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました！

■次回以降の開催日時

◎第５回・・・２０１２年４月２２日（日）１３：００～１８：００
※場所は竹駒コミュニティセンターまたは広田地区の集会所を予定しています。

◎第６回・・・２０１２年５月２７日（日）１３：００～１８：００
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参考

■マドレボニータ

・代表：吉岡マコさん

・「子育ての導入期」という最も不安定な時期にある女性の心と身体の健康をサポートしています。

http://www.madrebonita.com/wordpress/?page_id=52

■被災地をメディアでつなぐプロジェクト

 
笑顔３１１

・代表：大矢中子さん

・「被災地の今」を発信して、他地域を巻き込むことで、長期的な募金や支援というアクションに結びつけること

 
を目的としたプロジェクトです。被災地から地域の方々自身が情報発信できるように、ネット中継設備とノウハ

 
ウの導入にも取り組んでいます。

http://blog.livedoor.jp/egao311/#

http://www.madrebonita.com/wordpress/
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