
©Peace Winds 

  「あのとき助けてもらったから今度は自分ができることをしたい」
　「防災や復興について語り合いたい」
　「熊本の被災地の現状を知りたい」

 　東日本大震災から6年半、熊本地震から1年以上が経ちました。また、
世界では今も洪水や地震、 台風など多くの災害が人々の生活を襲って
います。
　 Civic Force は、今夏、熊本地震の被災地を訪れる研修プログラム 「九
州復興支援ボランティアツアー」 を企画。 東日本大震災で被災した学
生と韓国の若者 15 人が、 さまざまな思いを持って被災した地域を訪問
しました。
　 地震で変わり果てた故郷を撮り続ける南阿蘇村の写真家や地震の経
験を語り継ぐ学生、 農業の復興と地域活性化を目指す山都町の起業家
たち、 歴史ある城下町の街並復活プロジェクトを立ち上げた若者ーー熱
い志を持つたくさんの人々への取材活動を通じて、 災害後の厳しい現
状だけでなく、 一人一人異なる思いや各土地の魅力を知りました。
　 今月のニュースレターでは、「国際交流」 と 「復興支援」 がセットになっ
た研修プログラムの報告と参加した学生たちの声をお届けします。 また、
九州の被災地で実施中の 「NPO パートナー協働事業」 の進捗状況や、
アジア防災人道支援センターの研修生を受け入れて実施した日本研修
についてお伝えします。
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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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「今度は自分ができることをしたい」

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。

大量の土砂や流木が家や田畑にな
だれ込み、 行方不明者の捜索が
困難を極めた九州北部豪雨。 今も
避難生活を続ける人を支えるため、
今後は土砂や瓦礫の撤去作業、
田畑の修復作業などを担うボラン
ティアが求められています。

2016 年 4 月の熊本地震により崩落した
阿蘇大橋付近。 日韓両国の学生たちが
訪れた南阿蘇村の高野台では大規模な
斜面崩壊が発生し今も甚大な被害の爪
跡が残っています



Monthly Topics

熊本×東北×韓国

日本各地で発生する災害時の緊急支援
活動や被災地の復旧 ・ 復興に向けた取
り組みなどについてお知らせします。
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「九州復興支援ボランティアツアー」 に日韓の学生が参加

2016 年 4 月の地震から 1 年以上が経ちましたが、 熊本では観光客の数が戻らず地域経済に打撃を与えていま
す。 そこで Civic Force は 8 月 28 日から約 1 週間、 日韓の学生向け研修プログラム 「九州復興支援ボランティ
アツアー」 を実施しました。 被災地に足を運んで復興の現状を確認しつつ、 両国の若者が交流しながら熊本
の魅力を体感 ・ 発掘。 取材の結果を国内外に広く発信し、 観光客の増加につなげることを目指しました。

（Civic Force 東日本大震災支援事業 「夢を応援プロジェクト」 と熊本地震 「NPO パートナー協働事業」 の連携企画です。
韓国で防災ネットワークの構築に取り組む 「A-PAD KOREA」 と協力しています）

支援物資

「復興」 と 「観光」 テーマに取材

　参加したのは東北から 7 人、 韓国から 8 人の合

わせて 15 人。 プログラムの前半、 地震の被害に

あった熊本市、 南阿蘇村、 山都町の 3 地域の被

災地を訪問し、 復興支援に取り組む地元企業や

NPO などに話を聞きました。 そして、 それらの情

報をもとに後半は 3 チームに分かれて取材先を決

め、 各地の復興の現状や観光資源に関する取材

活動を実施。 最終日には写真を活用しながら見聞

きしたことや今後の発信計画などを発表しました。

　　　　　    
「1 人 1 万人を熊本に呼び込む」

　東北の学生たちにとって今回のプログラムは、

被災地としての熊本だけでなく、 豊かな自然のな

かで地域の魅力を発見する機会になったようです。

　また、 専修学校の福祉プロジェクトの一環として

参加した韓国の学生の目標は 「1 人 1 万人の観光

客を熊本に呼び込むこと」。 帰国後、 写真や動画

を編集して発信し、 年内にはエッセイ集の出版も企

画しています。 良い作品をつくるため、 研修期間

中は深夜まで話し合いを重ねる姿がありました。
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東北と韓国の若者は熊本で何を学び、 何を感じたのでしょうか。

プログラムに参加した日韓両国の学生に聞きました。

VOICE

「支援される側でなく

する側として

役立ちたい」

　　　　
　　　　　 村上真聖さん
                 （大学 3 年）

プログラムでは、 熊本地震や九州豪雨の災害現場
の見学、 ボランティア体験を通じて、 支援される側
から支援する側に立ち、 東北以外の被災地に対し
ても役に立ちたいと感じました。 熊本で故郷を大切
にする地元の人と交流したり、 韓国の学生と熊本
の良い点を考える中で、 逆に出身地 ・ 岩手に目を
向け、 故郷を大切にしたいと思うようになりました。

「見て、 聞いて、

触れたからこそ

わかることがある」

      　　　　岡田楓さん
　　　　　　　　（大学 4 年）　　

熊本や福岡で出会った人や自然、 土地固有のもの
など、 自分の目で見て聞いて触れたからこそ伝わる
魅力がありました。 地震後の生活や古くから続く農
業など個人旅行では見過ごしてしまうものに溢れてい
たと思います。 地震から時間が経っても復興はまだ
途上で発信されない事実があります。 そのことをみ
んなが知っておかなければならないと感じました。

「外国の人と

一緒に作り上げる

難しさとおもしろさ」

                      菊地丈一郎さん
（大学 4 年）

全日程参加し多くの学びがあり、 報道されない熊本
の現状や被害の甚大さを知りました。 韓国の学生と
のグループワークでは進め方や考え方の違いを感じ
る場面もあり、 異なる文化の人たちと１つの物を作り
上げる難しさとおもしろさを感じました。 物怖じせず
考えをぶつけつつ双方の意見を組み合わせて新たな
方向性に持っていく大切さを学べたと思います。

 

「恩返しの思いで

熊本へ」

           　東晃平さん
                （大学 3 年）

東日本大震災で被災し多くの方に支援してもらい、
その感謝と恩返しの思いで今回のプロジェクトに参加
しました。 熊本や福岡の被災地はまだまだ復興には
程遠い事実を痛感しました。 熊本地震から学んだこ
とを東日本大震災の復興のために役立てたいと思っ
ています。

「やっと一歩を

踏み出せた」

     　金野綾香さん
（大学 4 年）

以前から熊本に行きたいと思っていましたが、 なか
なか一歩が踏み出せずにいました。 思い切ってこの
プログラムに参加したことで、 被災地の復興につい
て視野が広がる機会となりました。 東北と熊本では、
同じ被災地でも環境や土地柄で状況が全く違いま
す。 今回のような機会があればまた参加したいです。

　　　　　「被災経験を

語り継ぐ大切さ

学んだ」

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡沙羽さん

（大学 3 年）

特に印象深かったのは、 熊本地震の被害にあった
東海大学農学部の学生の話です。 仲間の死や事
故の後遺症などに直面した同世代のつらい経験を
耳にし自らの経験と重なって客観視できませんでし
た。 でも 「実体験を語り継ぐことで災害を身近に感
じてほしい」 と始めた語り部ツアーの話を聞き、 被
災経験を誰かに語り継ぐことの大切さを学びました。
 

　　　　　「恩返しの思いで熊本へ来ました」　　　　　「恩返しの思いで熊本へ来ました」
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　研修プログラム期間中の 8 月 30 日、 日韓
の学生たちは、 今年 7 月に九州北部豪雨の
被害を受けた福岡県朝倉市でボランティア活
動を行いました。 災害ボランティアセンターと
連携する九州キリスト教災害支援センターの
コーディネートのもと、 他のボランティア参加
者約 50 人と一緒に、 壊れた家屋の清掃や
がれき撤去、 泥出しの作業などに汗を流しま
した。

九州北部豪雨の被災地で日韓の学生がボランティア

「元の生活に
戻るには
時間がかかる」

木村朋広さん

夢を応援プロジェクトの夏のプログ

ラムには昨年も参加し、 今回が 2

回目。 8 日間全日程に参加し一番

印象深かったのは、 朝倉市でのボ

ランティア活動です。 被災地での

ボランティアに参加するは初めて

で、 1 軒片付けるのにたくさんの人

出が必要だと知りました。 まだまだ

元の生活に戻れるようになるのは

遠いと感じましたが、 これからも何

かできることをしたいです。

「農業を営む町で

“地域循環” を

垣間見て」

      キム ミンジュさん
　　　　　　　　　　

グループワークでは、 山都町で農業を営む人の暮し
や考え方をじっくり聞きました。 大地の恵からできる
農産物、 それらを使ったレストラン、 まちのなかに
“循環” があり、 ここで耳にしたすべてのストーリー
に大きな価値があります。 また会いに来たいと思う
人たちと出会えました。 帰国後、熊本の PR にあたっ
ては観光スポットの紹介ではなく、 農業を営む人たち
に焦点をあてた動画やエッセイをつくりたいです。
 

「次の夢は、

日本への留学」

      　　
　　  マ ウォンガンさん
　　　　　　　　　

南阿蘇村の観光復興について考えるため、 役場の
職員や学生、 レストランの経営者などに話を聞きまし
た。 「震災前を考えても仕方がない。 前を向くしかな
い」 という言葉が印象的でした。 今回初めて日本に
来ましたが、 心が純粋な人たちに出会うことができ、
もっとたくさん話がしたいと思うようになりました。 次
なる目標は日本語を勉強して、 日本の大学に進学
することです。
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　　　　　     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。

 
竹やぶを整地して設置されたコンテナは
大きな窓と景観をそこなわないグリーン
が特徴。 「みんながふらっと立ち寄れる
場所に」 と九州学び舎の長野さん

コミュニティ支援

　　　　　緊急対応から復興へ　ー NPO パートナー協働事業

2017 年 7 月の九州北部豪雨から 4 カ月以上が経ちましたが、 今も 1,200 人以上が仮設住宅

などでの避難生活を続けています。 Civic Force は、 地域の主体的な復興の取り組みを支援

する 「NPO パートナー協働事業」 を通じて、 地域の復旧 ・ 復興をサポートしています。

ひちくボランティアセンター

　大分県日田市の災害ボランティアセンターが 9

月に閉鎖されたのを受け、 民間のネットワーク組

織 「ひちくボランティアセンター」 が立ち上がり、

被災者のニーズ調査やボランティアの受け入れ調

整などを続けています。 「ひちく」 とは肥前・肥後・

筑前 ・ 筑後の総称で、 拠点は大鶴地区。 Civic 

Force は資金提供を通じて同センターの運営をサ

ポートしているほか、 事務局機能を補完するス

ペースとしてトレーラーハウスを貸与しています。

 

九州
北部
豪雨

看護師派遣 九州キリスト災害支援センター （看護部）

　 一時 28 カ所あった福岡県朝倉市の避難所は、

11 月現在 1 カ所に集約され閉所へ向けての準備

が進んでいます。 引っ越しや長引く避難生活にス

トレスを感じる人が増えるなか、 仮設住宅住民や

在宅の被災者へのサポートが求められています。

　 NPO パートナー協働事業では、 9 月から阪神

淡路大震災や東日本大震災、 熊本地震などで看

護支援経験のある 「九州キリスト災害支援セン

ター」 看護部の看護師を派遣するプロジェクトを

開始しました。 災害支援の経験やスキルを、 朝

倉市行政職員や地元の人材に引き継ぐことで地

元主体の支援方法の構築を図ります。

熊本
地震

地域住民や来訪者の憩いの場に　

　　　　　  〜南阿蘇村にコンテナ設置

　熊本地震の被害を受けた南阿蘇村の復興に取り組

む一般社団法人 「九州学び舎」 に、 9 月中旬、 コ

ンテナ 1 台を無償貸与しました。 韓国企業から提供

されたコンテナは20 フィート（長さ約6メートル、ISO規格）。

地域の人々のコミュニティスペースや南阿蘇村で支援

活動に取り組む団体の会議スペース、 そして地元の

魅力を発信する場所として活用する予定です。

　九州学び舎代表の長野良市さんは 「地域の人や外

から来たボランティアの人が気軽に立ち寄れる場所

にしたい。 南阿蘇はまだまだ復興が進まず、 人口

流出や高齢化、 空き地の問題が懸念されるため、

土地活用のモデルケースになるよう工夫していきた

い」 と話しています。

NEW

NEW



　　　　　   誰もが暮らしやすい街を目指して　ー NPO パートナー協働事業熊本
地震  

   熊本地震の被害を受けた地域の復旧・復興をサポートする 「NPO パートナー協働事業」 では、

現在 3 件のプロジェクトを実施中。 p2-4 で紹介した日韓の学生に向けた研修プログラムのほか、

誰もが暮らしやすい街づくりをサポートしています。

西原村 Reborn ネットワーク 大座談会第 2 弾を企画中

LGBT-JAPAN

　 地震の被害を受けた村役場や 3 集落の住民グ

ループと協力して地域の再建をサポートする西原

村 Reborn ネットワーク。 月に 1〜4 回、 支援団

体や住民向けにワークショップを実施しているほ

か、 村内にある交流施設で写真展を開くなど情

報発信を続けています。 また、 8 月に開催した

大座談会が好評だったことから、2 回目を企画中。

12 月には、 新潟で震災後の地域づくりについて

学ぶ研修ツアーを予定しています。

各地での講演に登壇

※LGBT ： Lesbian、 Gay、 Bisexual、
Transgender、 Quetioning

６

　　年齢や障がいにかかわらず誰もが参加できる

ユニバーサルスポーツ 「ボッチャ」 を通じて、 仮

設住宅住民の交流促進と孤立化防止を目指す

ASE は、 仮設住宅などへのボッチャ貸し出しや

ボッチャ交流会の開催などを続けています。

　11 月には、 熊本市東部交流センターで 開催さ

れた 「UD スポーツフェスティバル」 や、 熊本の

企業 ・ アイシン九州の社内スポーツ大会などで

ボッチャ体験会を開催しました。

Arts and Sports for Everyone （ASE）

2020 年のオリンピック ・ パラリンピックまで、

あと 1000 日をきりました。 スポーツや文化

芸術など 8 つのテーマのもと全国各地で大

会を盛り上げるためのさまざまなプログラム

が開催されています。 ASE 主催の 「障がい

者スポーツフォーラム & ユニバーサルスポー

ツ体験会 in くまもと（11/26、熊本県立大学）」

も 「東京 2020 参画プログラム」 に認定され

ています。

◆詳細は HP 参照

http://www.civic-force.org/news/news-1849.php

東京 2020

参画プログラム

障がい者スポーツフォーラム＆

ユニバーサルスポーツ体験会

　 熊本地震における性的マイノリティ LGBT※の調

査や心のケアなどを進める LGBT-JAPAN は、

各地で講演活動を行っています。 7 月には、

NPO の戦略会議にゲストスピーカーとして登壇し

避難所運営にあたっての配慮事項などを講義しま

した。 LGBT-JAPAN との協働事業は 9 月で終了

しましたが、 引き続き災害時のパートナーとして

協力していきます。

地元の魅力を学ぶワークショップ

アイシン九州㈱ ・ 社内スポーツ大会でのボッチャ体験会



東日本
大震災

https://twitter.com/civicforce
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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

共益投
資基金
JAPAN

　　　　　    
         　　企業 17 社 ・ NPO5 団体
　　　　　　緊急対応 「SEMA」 設立
　
　　ヤフー株式会社など災害支援を実施している民

間企業 17 社 、 N P O 5 団 体 と と も に 、 2017

年 8 月末、 国内の緊急災害 対 応 ア ラ イ ア ン 

ス 「 S E M A （Social Emergency Management Alliance)」

を設立しました。 日本国内で災害が起 きたとき、

被災地に必要な物資がタイムリーに届く仕組みとし

て期待されており、

さらに多くの企業や

NPO の参加を受け

付けています。

　　　　　   　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て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 （1,000 円単位） をご寄付いただく

形でともに備えてください。 また、 団体活動全般

へのご寄付は以下の口座で受け付けています。

■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」

■クレジットカード ：ＨＰ「オンライン募金」 より

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

/page1.php?bokin_type=donation

※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

７

　　　　　    
         　　ASEAN の研修生が
　　　　　　日本の災害経験を学ぶ
　
　　アジア地域の災害時緊急対応の調整役を担う

「アセアン防災人道支援センター （AHA センター）」

の研修生が来日し、 10 月 22 日から約 10 日間、

「AHA センター ・ エグゼクティブ ・ プログラム (ACE 

プログラム )」 の日本研修を実施しました。

　 Civic Force とアジアパシフィックアライアンス

（A-PAD） が、 2014 年から毎年受け入れを行って

いる日本研修は今年で 4 回目。 インドネシアにあ

る AHA セ ン タ ー で 6 カ 月 間 の 研 修 を 受 け た

ASEAN9 カ国各 2 名の防災行政官らが首都圏の企

業 ・ 行政の関連施設などを訪れ、 日本の災害の

経験と日本政府による対 ASEAN 支援について学

びました。 　 

　 国やセクターを超えた連携支援の意義を知り、

相互協力の可能性についても語り合うこの研修を

通じて、 ASEAN 地域の防災リーダーを育てるとと

もにネットワークの拡大にもつながっています。

シーマ

アジア
に展開

緊急即
応体制
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