
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  ２０１２年７月発行     

    東京都生活協同組合連合会 

 コープ災害ボランティアネットワーク幹事会

      ０３－３３８３－７８００ 

2011年７月７日(土）第１０回コープ災害ボランティアネットワーク総会が全労済東京都本部で開催されました。あ
いにくの雨にも関わらず３７名の会員が参加しました。ご意見、要望もあり和気あいあいの中にも１０年という節目
の総会になりました。 

 

東京都生協連伊野瀬会長理事 

開会に際して東京都生協連伊野瀬会長理事か
ら「結成から１０年、良くここまでやってきたなと
の思いがあり、これから３０７名となった会員が
地域での活動を含めてどう活動していくのかが
非常に大事です。 防災には地域を知る生協
が必要であり、その生協が連携することが大事
です。その為にもＣＯ災ボに大きく期待していま
す。東京都生協連は、ＣＯ災ボの活動を支援
し、お手伝いをして行きたいと強い決意を持っ
ているところです。」とご挨拶をいただきました。 

 

司会の中村幹事 

中村幹事の司会で第
１０回コープ災害ボラ
ンティアネットワーク総
会が始まり議長に幹事
の高田さんが推薦され
ました。そして的屋代
表幹事より議案提案
がされ審議が行われ
ました。 

 第１号議案：２０１１年度活動報告承認の件

第２号議案：２０１２年度活動方針承認の件

第３号議案：２０１２年度幹事選出の件 

【提案・審議】 
第１号・２号議案提案され、質疑応答の後、拍手で確認されました。
また、第３号議案も新任二人を含め７人の幹事が確認承認されまし
た。 

 

議長の高田幹事 

的屋代表幹事

～２０１２年度活動方針～
１、コープ災害ボランティア養成の取り組みを進めます。 
２、東京都生協連、他団体と協力・連携し、ボランティア活動を進めます。 
３、ＣＯ災ボ会員の活動活性化を図ります。 
４、ＣＯ災ボに必要な活動について協議・検討を進めると共に情報の受発信に

努めます。 

～１１年度活動報告の概要～ 
＊コープ災害ボランティア養成講座を進め会員は３０７名になり、今回、第１１期は  
小平市と合同でまち歩き体験をしました。           
＊スキルアップ研修として、普通救命講習を実施し２５名のＣＯ災ボ会員の参加があり
ました。 
＊東京災害ボランティアネットワークとの連携を緊密にし、支援活動を継続しました。
ボランティア養成講座の前に東災ボへの募金授与式を行いました。４月からの募金総
額は１２６５０２６円になりました。 
＊ＣＯ災ボ会員の活動の活性化を図りました。ＣＯ災ボ幹事が組合員に向け、震災が
起きたときの調理実習を行い生活者としての視点で実習がされ好評でした。 
＊ＣＯ災ボ幹事会として、東災ボの被災地支援を現地の赴き、実際にどのように活動
しているのか実際に五感で感じ首都直下地震が起きたときにどのように動くか、動け
るのかを学びました。 

～新幹事紹介～ 
・的屋勝一 ・大矢憲二 

・中村佳子 ・西裕子 

・松本守史 ☆中原真美子 

☆野崎雅利 

１年間よろしくお願いします 

      ☆新任、敬称略 

～たくさんのご意見・要望が出ました～ 
＊ 参加生協が増えてよかったです！ 
＊ ３．１１が起き真剣に考えなくてはならないと考えて参加しました。ただ自宅から

距離的に遠いのでもっと近くで開催してほしいです。 
＊ 文書記録、資料からの学びが多かったが、今回は体験された学びが多かった。 
＊ 帰宅困難者訓練はむやみに移動しないほう良いのが基本ではないか 



 
 
 
 
 
総会後に、『首都直下地震に備えて東災ボの活動に学ぶ！』と題してシンポジウムを開催し４８名が参加しました。 
シンポジウムでは東京災害ボランティアネットワーク事務局次長福田信章氏よりご講演頂きました。パネルディスカッションで
は東京災害ボランティアネットワークの北山氏 Yorth for3.11 の斎藤氏、橋本氏をパネラーに迎え会場との質問にも答えなが
ら首都直下に備えて色々とご意見を伺いました。 

 
 
 
 
３月１１日は、東京都生協連の人たちと帰宅困難者対応に
あたりました。そして３月２５日に現地を支えようと先遣
隊が出発しました。当初登米市に拠点を置き気仙沼から南
三陸、石巻を支えようと考えましたがあまりの被害の大き
さに全部は無理と判断しました。そのときすでに、気仙沼
ではシャンティ国際ボランティア会が、石巻はピースボー
トがそれぞれ支援に入っていたので南三陸町を支援する
ことになりました。登米市に縁があったこともありました。
去年の４月から６０週になりますが支援を続けています。
その間に、避難所支援から仮設住宅への支援に変わって行
きました。 

東京災害ボランティアネットワークが被災者支援活動
を展開するうえで大事にしている点はいくつかあります。
一つ目に関係性ということ、『被災者の方々との関係を強
く意識』しています。自分たちはこのように支援したいと
被災者の方に伝えなくてはならないし、被災者もこの人に
支援をしてもらいたいという関係をどのように構築して
いくかが一番大事でほぼ全てといってもいいと思います。
信頼関係を作っていくこと、そして被災地の団体との関係
をつくっていくこと。被災地では団体も被災しています。
そして団体としての機能の多くを失っている場合が多い
です。ですからその団体に対して一方的な批判はしません。
批判をしないわけではありませんが自分たちも被災者な
のに一生懸命やっている人たちに直線的な批判は気持ち
をなえさせてしまいます。批判をすればするほど関係性が
壊れてしまいます。もうひとつは被災地域の近隣市民との
関係です。遠方から支援は「必ず」縮小され、いずれ無く
なります。その後の被災者支援は被災地近隣が主体となっ
て取り組まなければなりません。物理的に寄り添うことが
大事ではないかと思います。内陸の人たちは沿岸部の人た
ちに手を差し伸べたいと思ってはいますが、どうしていい
かわからない。そういう方たちと一緒に支援し行くことが
大事です。今４月から９月までは近隣市民の人たちが主体
となっていけるように取り組んでいっている。やらなくて
はだめというのでなくて一緒にやろうという気持ちで取
り組んでいます。人との関係を大事にしていて、現場主義
ということが大事になってきます。 
二つ目に大事にしているのが支援内容です。意識をしてい
るのは被災者の「いのちとくらし」を支えることです。よ
く「被災地支援」と「被災者支援」と言葉がありますが、
後者の場所を支援するのではなく人を支援をするという
こだわりがあります。そういう意味で被災者支援というこ
と、自死しないための支援というのは人がそばに居るとい
うことだと考えています。避難所から仮設住宅へ移るとき
は緊張しました。なぜかというと仮設住宅に入居すると独

りになり自死してしまう
リスクが高まります。被災
者にくらしの場所の変化
に応じて支援内容も変え
ていきました。そして気を
付けていることは支援漬
けにならない支援です。あ
る被災者は「自分たちで出
来ることは自分たちでし
たい。使わない支援物資が
有り余っているのを見た
くない」とお話されていました。支援物資は必ず必要です
がうまく支援を受けたい人にいきわたるシステム、方法を
真剣に考えないといけないと思います。被災者の自主性を
重んじる支援。何から何までやってしまうような支援では
なく出来るところは自分たちでやること、支援が無くなっ
ても自立していけるような支援が大事だと思います。 
３つ目の大事にしている点は非日常を体験してそれを日
常に活かすということです。被災者と交流することで「災
害」や「被災者」を学ぶことが出来ます。被災地での気づ
きのほとんどは普段の生活での課題です。たとえば取り残
される人たちは日常生活でも取り残されています。災害時
には見ないようにしてきたこと、見えないようにしてきた
ことの蓋が取れてしまってあからさまに出てきます。その
見えてきたことはボランティア自身が学びます。その気づ
きを団体の中で活かすことが大事です。組織を通して個人
の経験をフィードバックできること、することが大事です。
来るべき災害に備えて気づきを日常で活かすことが大事
です。そして東京で災害に向けた取り組みとして起こった
後ではなく、起こる前の「防災・減災」活動、これが結果
的には災害時に役立ちます。 
キーワードは「受援力」と「連携」です。受援力とは支援
を受ける力です。支援が行きやすいように支援を受け入れ
ますという主体的な気持ちが大事です。皆さんは相談でき
る相手、助けてといえる人が、友人知人が居ますか？誰に
も言えなければ支援が行きません。これは個人だけでなく
行政、団体にも言えます。声が出せる発信力、そして多様
な団体などとの「連携」が大事です。「自分の団体以外の
団体といかに連携できるか」が被災者支援の要になります。 
最後に被災者支援で本当に求められるものは『本気で人に
気持ちを寄せられる』『本気で人を心配する気持ち』『自分
に置き換えて、自分の親や子どもや親類に置き換えられ
る』など人により添える気持ち、当たり前の気持ちが必要
になるのではないでしょうか。 
 

基調講演：『東日本大震災発災からの東災ボの活動』
     

     東京災害ボランティアネットワーク事務局次長   福田 信章氏

コープ災害ボランティアネットワーク総会シンポジウム



パネルディスカッション 
Youth for 3.11斎藤氏 
斎藤氏はYouth for3.11の事務
局を担っており学生と色々な
ボランティア団体を繋いでい
ます。 
Youth for 3.11は２０１１年３
月１１日に学生４人で立ち上
げました。学生にハードルの下
がったボランティアプログラ
ムを提供したいという思いか
らです。ボランティアのやり方はいっぱいあるけれど、
ＮＰＯや民間の団体とどう繋がるか繋げていけばいい
のかが解らずアクションに移せない学生に対してその
繋ぐことをYouth for3.11でやってハードルを低くしま
した。そのため事前研修の場で仲間になってもらう事や
リフレクションとパッケージ化しました。７月１日現在
メルマガ登録者数８２２３人、ボランティア動員数１６
８２人になっています。フェイスブックを通して自分た
ちからアプローチして繋がった団体は１０団体あり、そ
のうち５団体とは現在も繋がっています。もちろん東京
災害ボランティアネットワークも現在進行形です。日本
のボランティア活動をもっと身近なものにして再び襲
うであろう震災が発生したとき何らかのアクションを
起こせる人間を増やしたいと思います。 
 

Youth for 3.11 橋本寛氏 

橋本氏は Youth for3.11 で今
まで問題があった発言など情報
収集し、これからボランティア
しやすいようにする役割を担っ
ています。またリクレクション
して非日常を経験したことを次
につなげていくことをしていま
す。５月の連休に赤い帽子をか

ぶって東災ボ南三陸町『ふれあい喫茶』のボランティア
活動に参加、その活動報告をしていただきました。仮設
で暮らす人々の『ふれあい』『交流の場』というのはた
だ食べ物を提供するだけでなく、興味深いと思いました。
一緒にご飯やお茶をいただいたりして話をする。裏方だ
けではない活動をしています。とても細かい心遣いをし
ていると思いました。学生には安心していけるプログラ
ム。大人で慣れていること、学生にしかできないところ
があります。ご飯を一緒に作る大人の女性の力は強い。
でも学生はふれあい喫茶では僕たちは孫にも兄や姉に
もなれます。普通じゃ絶対に話す機会がない仲間。東災
ボは赤い帽子で引き継がれていく継続的なボランティ
アで、学生全員が感じた強みと重さであること。被災地
という非日常に学生が行くこと、それは２０年、３０年
後に未来を創る存在であること。そして学生だけではな
く社会の方たちとの出会い、凝縮された時間、生活を送
ったことだと思います。 
 
東京災害ボランティアネットワーク 北山光治氏 
赤帽をかぶってお話が始まりまし
た。全労済を定年退職し悠々自適
な生活をしていたところに３，１
１が起こり東災ボの事務局になり、
被災者を支援する活動にかかわっ
てきました。最初は手配師のよう
にこちらに何人、あちらに何人と 

 
 

 
ボランティアを振り分けもしました。そんな時どうやっ
てチームワークを作っていくか、それは帰ってからのみ
んなで共有化するミーティングでした。そして事務局と
して一番心がけていたことは一人もけが人を出さない、
事故を起こさないということです。病人も出さないよう
に思っていたが残念ながら病人は出てしまいました。来
て翌日帰ってもらうこともありました。被災者には、何
にもしなくていいからただ寄り添うこと、にこにこして
寄り添うことが大事だと話しました。仮設住宅でふれあ
い喫茶をするのは被災者同士のコミュニティーの場づ
くりをすること。住民同士集落の中で、ずっと生活して
きた人たち、バラバラになった人たちに場づくりをする
ことです。そして来てくれる人だけでいい。しかし全戸
訪問をすることで、全部わかります。最後に来てよかっ
たと帰って周りに伝えてもらいたいと思います。 
 
コープ災害ボランティアネットワーク幹事 

コーディネーター 西裕子氏 
 
西：会場からの質問を受けており
ますのでよろしくお願いします。 
病気や障害をもっている人に伝え
ておきたいことを教えてください。 
北山：避難所生活は無理です。き
ちんと生活が出来る場所にいらっ
しゃいました。仮設住宅ではその

様な人たちもいます。全盲の方で毎回ふれあい喫茶に出
てきてくれたり、３２歳男性で少し知的障害があるがフ
レンドリーで赤帽は優しいから好きといってふれあい
喫茶をお手伝いしてくれる方。またアルコール依存症の
方がいますが、飲むなとは言えないですね。事務局が情
報を察知してボランティアの方に情報提供しています。 
斎藤；気仙沼で介助を専用にしている避難所にいった
ことがあります。 
橋本：子どもが懐いて人気の存在。ふれあい喫茶は活
躍できる場所になっていると思いました。 
西：被災者支援で自分がどんな利益を与えられるでし
ょうか？実体験で感じたこと、思ったこと，気づきを教
えてください。 
北山：話の中に入っていける人、いけない人が居ます
がニコニコ笑っていたらそれでいい。たわいの無い話だ
けどそれを壊してはいけない。利益を与えるということ
ではなく、逆に元気を貰って帰る人が多いです。 
斎藤：そう考えたことは無いが学生という孫にも、兄や
姉にもなれる魅力的なポジションを活用していること
はある。与えられたことを一生懸命やっていたら、僕だ
けに方言で話してきたり、ボランティアと呼ばれていた
のが「おい茶髪」と変わっていった経験があります。 
橋本：些細なことで一人ひとりがありがとうって言っ
てくれる、大変な状況にある人たちにそういわれて自分
の中でボランティアというものが変わりました。 
西：受援力を高める取り組みと各団体での取り組みと
のマッチングについて伺いたいと思います。 
斎藤：半分ラッキーでした。金ない、箱ない、コネな
い。思いはあるがどうしようかな？というのが正直なと
ころでした。「ここまで用意したけどこれ以上は出来な
いので力を貸してください。」とお願いしていきました。
ツイッターやフェイスブックで学生たちとは繋がって
いきました。 
福田：使命感と種々の好奇心でのボランティア活動の



際ＴＶ，新聞、各種報道による災害現場と体験するギャ
ップみたいなものにどう対処されたか？と言うのは、 
現実とのギャップというところでは今回はメディアの
人もがんばったと思います。全くではありませんがあま
りゴリ押しというところが無かったように思います。ド
ラマティックに切り取るということはあまりしていな
いのではと感じました。何とかしなくてはという気持ち
はあったと思いますが使命感ということは無いのでは
と思いました。 
 
また、ボランティア活動は一時的なものなのか？公助が
立ち上がるまでのつなぎ役で終了するのか？または長
期にわたるのか？との質問ですが 
両方あります。一時的に必要になることもあるし、長期
で必要になることもあります。東災ボは１年半やってき
たがその後はスポット的な支援を考えています。これか
らは専門的な部分はもっともっと必要になってくると
思います。これから先は高台移転の条件アドバイスや福
祉レベル、医療などが長期に必要になると思います。 
 
第１次救助はかなり手間取ったようだがどのくらいか
かったのか？国では３、１１でボランティア組織を立ち
上げたがそのセクションは実質的には動けたのか？ 
救助にかかったかということはそれぞれまちまちだっ
たのでどのぐらいということは言えない。政府の対応の
まずさは挙げればきりがない。しかし、政府の中にボラ
ンティアというものが明記されたということは大きい。
JCN が窓口になって政府の情報を流してくれているの
は大きい。４８週ボランティアバスを出したが高速道路
をタダにしてくれたのは政府の支援として大きかった。 

 
閉会挨拶  東京都生協連竹内専務理事 
首都直下地震に備えて最低限の準備
はしておく、事前に出来ることをし
ておくことが大事です。災害のとき
生協がどの様な役割を果たせるか、
地域の中で発揮できるコープ災害ボ
ランティアネットワークは重要な役
割を果たします。これからも広げて
いきましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

首都直下が起きたときその時どこに居るかわからない。
どこで食料、水、情報、通信手段が得られるのか知る一
番いい方法は？ということですが特に帰宅困難者とい
うことだと思いますが東京都と内閣府が首都直下地震
における帰宅困難者等対策協議会というのを立ち上げ
ていて、様々な民間企業、社会団体が入って取り組んで
います。それが東京都の条例にも、区市町村レベルでも
活かされ、地域や小さな商店街のもこれから徐々に出来
てくると思います。色々なルールが出来てくると思う。 
 
災害直後から政府による支援まで中継ぎとしてのボラ
ンティアのあり方とは現実的にどのようなものでしょ
うか？というと必ずしも公的な支援、支援が来たからボ
ランティアが終わるのではない。力を合わせて支援に取
り組むのがボランティアではないかと思います。 
 
自助、共助についてはとても基礎になる要になるところ
です。自分たちの力だけでは出来ない。連携，共同とい
うのが自助、共助では必ず必要で自分たちの家族だけで
なく、ご近所などと
一緒に考えられるよ
うな場作りが必要。
生協でもそういう場
作り、地域に中で、
職場の中でもしてい
ってほしいです。 
 
※福田氏に残りの質問に答えていただいてシンポジウム、
パネルディスカッションを終了いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

シンポジウム  ～アンケートより～ 
・基調講演の支援活動で大事にしていることはとてもわ
かりやすく良かった。現地での活動が良くわかりました。 
・Youth for3.11 を知ったことが本日の収穫です。 
『受援力』をもっと高める取り組み、日常の距離感
を縮めることが大切だということが心に残りまし
た。実地で活かしていきたいです。 
・福田さんのお話をもっと詳しく聞きたかった。ま
た別の機会にぜひ企画してください。 
・「今時の若い人は・・？」ナンテ失礼しました。 
Youth for3.11 の報告を聴いて「今時の若いモンは捨
てたモンじゃない」と思いました。もっと学生が増
えるといいですね。 
・これまで被災地のかたの話を伺う度に全国から援
助を受けるのはその地区の方々のネットワーク力に
よるものではと感じていましたが福田さんの話を聞
いて納得しました。「災害で取り残される人たちは日
常生活でも取り残されている」という言葉も心に残
りました。普段の生活の中からボランティアを始め
ていきたいです。 
・久しぶりに見るわが故郷・南三陸町の変わり果て
た姿を目の当たりにして動揺を隠せない。心的スト
レスが今後の大きな問題に、ボランティアの限界も。
ただ被災者に寄り添うだけでは？を痛感。 
・ボランティアのあり方、寄り添うことの大切さの
お話を伺えて良かったです。続けていく大変さ大き
さについても考えさせられました。 
・自分に出来ることはまず身近な町内地域で「減災」
に関わってみようと改めて思いました。若い彼らに
やる気を貰いました。まだ町内ではひよこなのであ
まりでしゃばったことは出来ませんが元気なうちに
出来ることはやりたいと思います。 

第１０回総会   ～アンケートより～ 
・初めての参加。緊張の中にも和気あいあいとした
雰囲気の中での総会を通じ、改めてボランティアネ
ットワークの取り組みの重要さを再確認すること
が出来た。 
・１０年色々な活動し他団体と協力、連携しながら
大きな役割を果たして下さっていることがわかり
ました。 
・とても簡単なのでちょっとおかしかった。 
・スムーズでわかり易い運営でした。総会閉会挨拶

のお話が心に残りました。１割の大切
さを理解できたかなと。とにかく行動
と思ったので初めて参加させていただ
きました。 


