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   梅雨−—−—。 全国でもいち早く 6 月初旬に梅雨入りした九州には、 梅
雨のことを方言で 「ながし」 と呼ぶ地域があります。 語源については様々

ないわれがありますが、 「大雨ですべてが流される」 ことに起因していると

も言われます。

　この時期は、 毎年全国的に洪水や土砂くずれなどの災害が発生しやすく

なりますが、 今年 4 月に大地震が起きた熊本では、 地震の揺れによって

地盤がゆるみ、 土砂災害や水害のリスクがより一層高まりました。 実際、

6 月 19 日から豪雨が降り続いた熊本では、 土砂崩れや自宅の冠水など

の被害が出ています。 また、 6 月 20 日以降、 梅雨前線の活動が活発化

した影響で、 九州 4 県で 40 万人以上に避難勧告が発令されました。 自

然とともにある生活を続けてきた人々からは、 「また山が崩れた」 「田畑の

修復が追いつかない」 と悲痛の声が聞こえてきます。

　今月のニュースレターでは、 5 月に発行した臨時増刊号に続き、 熊本地

震の被災地の “今” についてお伝えするとともに、 梅雨や猛暑の中、 避

難者の方々の生活改善のために最善を尽くしてきた支援活動の現状をご

報告します。 また、 東日本大震災で被災した 3 県の高校生 ・ 大学生に

向けた若者支援プログラム 「夢を応援プロジェクト」 の一環で実施した写

真コンテストの結果や、 震災後にアジアの災害支援 NPO とともに立ち上

げた 「アジアパシフィック アライアンス （A-PAD）」 の活動についてご紹介

します。
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12 月に発生したフィリピン台風 22 号

でサマール島に渡った緊急支援チー

ム。 Civic Force と A-PAD、ピースウィ

ンズ ・ ジャパンの合同チームとして、

ヘリで被災地の様子を確認しました
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非情の豪雨と続く避難生活
　 

被災した地域の医療アクセス改善を目

指す 「オールラウンドヘリコプター」

（p3）。 自治体や病院などとの連携を

重視し、 2015 年 1 月には岩手県気仙

郡にある住田町と協定を締結しました

熊本地震で被害を受けた益城町に約 80 棟のユニットハ

ウスを設置。 梅雨入りを前に、 緊急避難用テントからの

移動を呼びかけ、 ペット連れの避難世帯を中心に約 35

世帯の居住空間となっています。

熊本地震で被害を受けた益城町に約 80 棟のユニットハ

ウスを設置。 梅雨入りを前に、 緊急避難用テントからの

移動を呼びかけ、 ペット連れの避難世帯を中心に約 35

世帯の居住空間となっています。
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　　　　　　　仮設住宅への入居開始

　 4 月 14 日の地震発生から 2 カ月半が経ちました。

被災した地域の中でも特に被害が大きく、 約 4800

棟が全半壊した益城町では、 ７月末までに 10 カ所

に 1110 戸分の仮設住宅が設置される予定です。

　緊急支援チーム （Civic Force ／ A-PAD ジャパ

ン／ Peace Winds Japan） が設置 ・ 運営した 「テ

ント村」 で避難生活を続けてきた方の中にも、 定

員 3 倍の抽選に選ばれた方がいます。 「ようやく少

し落ち着ける。 今まで本当にありがとう」 と、 安堵

の表情でテントを後にする方の姿を見て、 緊急期

からの “つなぎ役” の役割を果たせたと、 別れを

惜しみつつ感慨深い思いを抱きます。

　他方、 仮設住宅に入れる人は、 まだほんの一

部にすぎません。 益城町では、 仮設住宅の用地

確保と建設を進めていますが、 現在わかっている

だけでも 400 戸以上が足りない状況です。 また、

熱中症や感染症を避けるため、 益城町内では、

他の支援団体を含め、 5 月末ですべてのテントの

撤去を余儀なくされました。

2011 年 3 月 11 日以降続けてきた
Civic Force の東日本大震災の支援活
動をはじめ、 日本各地で発生する災
害時の緊急支援活動についてお知ら
せします。

a-b コミュニティースペースには子どもたちが集い、 みんなの憩いの場に
c-f 似顔絵を描くアーティストや花を植える高校生、 犬の散歩やシャンプー
など全国からやってきたボランティアの皆さん
g-j ユニットハウスとともにキッチンやトイレなどを設置 g
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被災地
を
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テントからユニットハウスへ

     私たちはテント村の入居者を始めとする避難者の

方々が再び寝泊まりできる場所を失わないよう、 6

月 7 日までに益城町にあるテクノリサーチパーク内

の駐車場に、 ユニットハウス （プレハブ） 80 棟を

設置しました。 クーラー付きの部屋を用意し、 合

わせて炊事場やシャワーユニット、 洋式トイレ、 洗

濯機も設置。 梅雨や猛暑の中、 変わる利用者の

ニーズに随時対応しています。

　これまでに 35 世帯以上がテントからユニットハウ

スに移動し、 ペット連れを中心に約 100 人の住ま

いとして利用されています。 また、 合わせて設置

した 2 棟のコミュニティースペースやその周辺では、

学校帰りの子どもたちが宿題をしたり、 犬の散歩

途中に談話する場面が見られるようになりました。

　益城町で被災後、 体育館の避難所やテント生活

を経て、 現在ユニットハウスで暮らす宮﨑律子さん

は、たびたびの引越に疲れた表情を見せつつも 「プ

ライベートな空間が確保でき、 雨風から守られた生

活ができてありがたい」 と話してくれました。
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避難所支援

　　　　　   熊本版 「NPO パートナー協働事業」 スタート
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   Civic Force は地域の復旧 ・ 復興をサポートするため、 2016 年 5 月から 「NPO パートナー

協働事業」 を開始しています。 同事業では各団体の経営体制や事業内容を精査した上で資

金提供し、 毎月の報告を受けるほか、 外部専門家とともに現地に赴き中間のモニタリングお

よび終了時評価を実施します。 東日本大震災をきっかけに生まれたこの仕組みを、 熊本の復

旧 ・ 復興に役立てるため、 第 1 期では 3 団体とのプロジェクトが進行中です。

被災地 NGO 恊働センター

　阪神 ・ 淡路大震災をきっかけに生まれ、 これま

で国内の様々な災害に対応してきた被災地 NGO

恊働センター。 今回の熊本地震では、 支援団体

やボランティアが入りにくい地理的条件や社会福

祉協議会の体制などを鑑み、 西原村を拠点に活

動を開始しました。

　西原村の災害ボランティアセンターや地元の有

志団体などとともに、 家の片付けなどを行うボラ

ンティア活動の拠点づくりを進めています。 また、

避難所での足湯ボランティアも行っています。

　NPO パートナー協働事業では、 運営にかかる

経費やスタッフの交通費 ・ 人件費などをサポート。

物資支援なども同時並行で行い、 住民の声を拾

いながらきめ細やかな復旧支援を続ける被災地

NGO 恊働センターを支えます。

女性支援 熊本こども ・ 女性支援ネット

づくりを進めています。

　NPO パートナー協働事業では、 同団体へのサ

ポートを通じて、 辛い体験を生きる力に変えよう

と奮闘する親子を支えていきます。

まちづくり 通潤橋応援プロジェクトチーム

　熊本県上益城郡山都町にある国の重要文化財

「通潤橋」 は、現役の農業用水としても活用され、

農業を営む町の人々の生活を支えてきました。 し

かし、 地震の影響で水を通す石管の接合部が破

損。 放水できなくなり町の農業や経済に打撃を与

えています。 修復には膨大な費用と時間がかか

り、 その間、 町を離れる人や農業をやめてしまう

人がいるなど過疎化に拍車がかかりつつありま

す。

　こうした中、地元の若手農業従事者が集まり 「通

潤橋応援プロジェクトチーム」 を発足。 チームは、

地域の結束力を高めるとともに、 被災状況を広く

知ってもらうことで修復のための支援を集めよう

と、６月に PR イベント「お田植祭」を実施しました。

　NPO パートナー協働事業では、 イベントや援農

ボランティアのマッチングにかかる経費 ・ 人件費、

広報面などでサポートしていきます。

　熊本の被災地では、 地震の恐怖や長引く避難

生活からストレスを抱える人が増えています。 特

に子どもたちは、 様々な不安の中での生活を余

儀なくされています。

　そこで、 地震が発生する以前から、 熊本で子

どもや子育てに特化した支援活動を展開してきた

複数のグループがネットワークをつくり、 「熊本こ

ども ・ 女性支援ネット」 を結成。 子育て中の母

親の相談を受け付ける団体や心のケアを専門と

する組織などを続ける支援者が、 互いに情報交

換する 「連絡会」 をつくるとともに、 各団体の実

施プログラムの成果や失敗を検証するための場



地震発生
　　4 月 14 日 21 時 26 分地震発生。 アジアパシフィックア

　　　ライアンス ・ ジャパン (A-PAD ジャパン ) とピースウィ

　　　　ンズ ・ ジャパンとともに緊急支援チームを結成。

熊本
地震

レスキューチーム、 行方不明者の捜索 を開始

14 日 23 時、 特に被害の大きかった熊本県中部 ・ 益城　

　　町の惣領地区と安永地区で被害状況の確認と被害者

　　　捜索を開始。 4 月 16 日に再び発生した地震を受け、

　　　　　ヘリで南阿蘇村へ。 警察や消防、 自衛隊などと

　　　　　　　協力して、 救助犬による行方不明者の捜索を

　　　　　　　　　実施しました。

緊急支援活動を振り返る
　　　　　　ーー発災から今日まで

４

6 月、 移り変わる被災地のニーズに

応えるため、 専門性を持つ NPO や復

興に向けて動き出す地元団体などと協力

して、 きめ細やかな事業を展開。 現在、

3 団体との協働事業が進行中です。

                       ユニットハウスの設置と運営 

5 月末、 熱中症や感染症を避けるため、 益城町

内のテント村を撤去。 代替施設として、 ユニットハウ

ス 80 棟を設置。 炊事場やシャワーユニット、 トイレ、

洗濯機など共有で使える設備も整えました。

4 月 18 日、 提携する静岡県袋井市の防災倉庫に備蓄してあ

ったエマージェンシーテントを益城町に輸送。 2016 年 5 月時点で、

総合体育館横の芝生広場と再春館ヒルトップの 2 カ所に、 合わせ

て 50 世帯約 200 人が生活するテント村を運営しました。

支援物資の調達 ・ 配送 

東日本大震災後につながりのできた企業などと協力し、 被災地で必要

　　とされる物資を避難所で配布。 支援が行き届いていない小規模な　

　　　　避難施設のニーズを調査し、 約１カ月にわたりトラックで食料や

　　　　　　衣料品、 日用品などの物資を届けました。 

居住空間の提供と

テント村の運営

NPO パートナーとの協働事業
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空から撮影した気仙沼市内

　Civic Force が東日本大震災をきっか
けに立ち上げに携わった 「一般財団法
人東北共益投資基金」 は、 設立 5 年
を経て 「一般財団法人共益投資基金
JAPAN （略称 : 基金ジャパン）」 に名
称変更しました。
　東北と熊本、 2 つの被災地域を長期
にわたって支援するという初めての挑
戦を余儀なくされる中、 これまでの 「東
北共益投資基金」 としてのノウハウを
熊本の震災にも生かしていくために、
新たな体制をつくり速やかに今後の取
り組みを進めていきます。

　　　　　   　「夢を応援フォトコンテス
                  ト 2016」 受賞者発表
　
　 東日本大震災で被災した東北 3 県の高校生 ・

大学生をサポートする 「夢を応援プロジェクト。

2016 年 3 月、約 1000 人の奨学生を対象とした 「夢

を応援フォトコンテストを実施し、 最優秀賞 ・ 優秀

賞合わせて 3 人の受賞者が決定しました。

東日本
大震災

　

　　　

最優秀賞

久保田

　　綾さん

   久保田さんは 「何事もなかったような静かな海。

大切な人を奪った海。 大切な町を奪った海。 でも

憎めない。 大好きな私たちの海」 という言葉ととも

に、 この作品を出品しました。

　 受賞について 「まさか賞をもらえると思わずとて

も嬉しい」 と久保田さん。 応募の動機について 「海

はたくさんのものや町、 大切な人までも奪ってしま

いましたが、 それでも変わらずに静かにそこにい

る。 悔しくて憎みたいけれど、 海と一緒にここまで

育ってきた自分にはなぜかできなくて大好き。 そん

な思いから応募した」 と話してくれました。

【東北共益投資基金】 「基金ジャパン」 に名称変更

５

　　　　　   

優秀賞

稲田圭薫 さん

　　「前を向いて生きようと思っても、 あのときのこと

を鮮明に思い出し頭から離れない」 というコメントと

ともに、 デジタルの合成写真を投稿。 稲田さんは

「目の前の風景がこんなふうに見えなくなればいい

と思って制作しました」 と応募の動機を語ります。

受賞について 「これを励みにがんばっていきたい」

と力強いメッセージを送ってくれました。

 

優秀賞

亀谷真美 さん

　 津波の被害を受けたものの奇跡的に残り、 気仙

沼の復興のシンボルとなっている 「龍の松」 を、

美しい背景の景色とともに撮影しました。 審査員か

らは 「気仙沼の海とともに力強く生きようとする逞し

さを感じる。 この震災を未来に伝えることが重要」

と評価されました。

支援先の一つ、 福島の子どもたちの

ための 「ロングビーチハウス」 が完成

　　　　　     スリランカ ：
　　　　　　　 地滑り ・ 土砂災害支援

   5 月 15 日から続いた大雨によって地滑りや洪水

の被害が発生したスリランカでは、 死者 104 人、

行方不明者 99 人、 全壊家屋約 500 軒の被害が

起き、 スリランカ全土で 40 万人以上が被災しまし

た。

　いち早く緊急支援を始めた A-PAD スリランカに対

し、 スリランカの団体や個人などから支援物資の

提供や寄付があり、 5 カ所以上の避難所で緊急物

資を提供。 スリランカ空軍と連携し

仮設診療所を運営、 企業ボランティアを活用等。

地元新聞にも掲載。



A-PAD

Monthly Topics
東日本大震災の経験から何を学び、
何を共有するのか。 災害が頻発す
るアジア地域において、 支援を展開
するための即応体制づくりを続けて
います。

アジア
に

展開する

　　　　　     スリランカ ：
　　　　　　　 地滑り ・ 土砂災害支援

   5 月 15 日から続いた大雨によって地滑りや洪水

の被害が発生したスリランカで 40 万人以上が被災

しました。 いち早く緊急支援を始めた A-PAD スリ

ランカは複数の避難所で緊急物資を提供。 スリラ

ンカ空軍や企業ボランティアと連携して仮設診療所

を運営しました。

６

 【熊本地震支援】
　　報告会で登壇　＠佐賀

   熊本地震支援に関する報告会 （地球

市民の会主催） が、 5 月 21 日、 佐賀

県で開催され、 A-PAD ジャパン事務局

長の根木佳織が登壇しました。

 　A-PAD ジャパンは、 熊本地震直後

から姉妹団体である Civic Force やピー

スウィンズとの合同支援チームを立ち上

げバルーンシェルターやテントなどを提

供。テント村の設置や運営にあたり、「佐

賀から元気を送ろうキャンペーン」 が派

遣するボランティアの方々を受け入れ、

現在も活動を続けています。

　2015 年 11 月、 佐賀に設立された

A-PAD ジャパンは A-PAD の日本のプ

ラットフォームの一つであり、 今後も引

き続き政府、 企業、 NPO の方々との

連携を深めていきます。

A-PAD　ジャパン

A-PAD
　　　　　     韓国 ： ネパール地震に　
　　　　　　　関する国際会議を開催

   ネパール地震支援を続けてきた A-PAD は、 5

月 25 日、 韓国の非営利団体 「Beautiful Coffee」

や 「The Promise」、 研 究 機 関、 イ ス ラ エ ル の

IsraAID などとともに韓国で国際会議を開催しまし

た。 テーマは、 ネパールの地震被災者に対する

心理社会的支援について。 各団体の活動報告を

通じて、 心理社会的支援と生計支援を組み合わせ

たサポートが、 被災者の暮らしに重要であることを

共有しました。
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Monthly Topics
大規模災害時の緊急即応体制を整える
ためのさまざまな取り組みを行っていま
す。 メディア掲載やご協力いただいてい
る皆様の関連情報もお知らせします。

緊急
即応体制
を創る

　　　　　   　広島でレスキュー訓練

　
　災害時に、 より迅速なレスキュー活動ができるよ

う Civic Force は専門家の指導のもと、 姉妹団体と

ともに厳しい訓練に励んでいます。

　訓練は広島県神石高原町で、 定期的に実施さ

れ、 熊本地震支援活動中の 5 月中旬にも、 訓練

を実施。 熊本でのレスキュー活動を振り返る機会

を設けて、 今回の教訓を次の災害で生かすための

情報を共有しました。 また、 2 日間にわたって救

助犬訓練士協会の方々による 「国際 ・ 国内救助

犬出動試験 (MRT) セミナー」 を受講しました。

緊急即
応体制

　　　　　    1 日 1 回
　　　　　　　1 クリックするだけ

　１日１回１クリックするだけで社会貢献につな

がります。

■「gooddo （グッドゥ）」
　http://bit.ly/17Xr7N3

■PSC クリック募金
・ 東北支援

http://www.psc-inc.co.jp/clickdonation/index.
html
・ 熊本支援

http://www.psc-inc.co.jp/clickdonation/kuma
moto.html

　　　　　 
　　　　　　読売新聞 （夕刊） に掲載

　
　　熊本 ・ 益城町での緊急支援活動について、

6/18 付読売新聞夕刊 （地方版） に紹介されました。

タイトルは 「益城にユニットハウス村　NPO テント

閉鎖で ペット連れ避難者らに」。

メディア

　　　　　   　1 日 33 円から
　　　　　　　できることがあります

　次の大規模災害に向け、 平時から備えておくた

めに、皆様の力が必要です。 マンスリーサポーター

として、 毎月定額 （１０００円単位） をご寄付いた

だく形で、 大規模災害にともに備えてください。

■銀行 ： 三井住友銀行　青山支店　普通　6953964

■ゆうちょ ： 00140-6-361805　

（上記いずれも口座名義は 「ｺｳｴｷｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ　ｼﾋ

ﾞｯｸﾌｫｰｽ」 です）

■クレジットカード ：ＨＰ「オンライン募金」 をクリック

してください。

https://bokinchan2.com/civicforce/donation/bokin

/page1.php?bokin_type=donation

※マンスリー ・ レポートおよびニュースレターのバッ

クナンバーは、

http://civic-force.org/news/monthly/ か ら ご 覧 い

ただけます。

緊急即
応体制

緊急即
応体制
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