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学会長を仰せつかること
になりました。会員のみな
さまに助けていただかなけ
れば、到底つとまらない
大任です。お力添えをどうぞ
よろしくお願い申し上げ
ます。
ご挨拶に私事を交えるこ

とをお許しください。ちょう
ど5年前、2016年4月、高齢
の義母が熊本地震で被災
しました。翌日から、関西に
ある私の自宅で義母の県外
避難生活が始まりました。
熊本の老舗デパートに名産
品を手配くださった方がい
ました。地元の果物の風
味、そして昔から変わらな
い包装紙に義母は「懐かし
い」と声をあげていました。
あるNPO法人は地元紙熊
本日日新聞を毎日郵送して
くれました。数日遅れの紙
面を長い時間かけて隅から
隅まで読むのを、義母は今
も日課にしています。
2020年、同じ熊本県内

で発生した豪雨災害の被災
地では、シェアキッチンなど
で地元の味を提供する取り
組みがなされていました。そ

ういえば、東日本大震災の
被災地でも、地元の調理師
の方に懐かしい故郷の味を
再現してもらう支援活動が
行われていました。
文字通り空気のように
なったありふれたものは日
常を構成する大事な要素で
ありながら、まさにその馴
れ親しみの故に日々の意識
からは脱落していきます。こ
の意味で、日常の中心に置
かれていた小さな味の支援
は、被災者の心の機微に届
く実に味な支援だと感じま
した。
それにしても、馴れっこ
になって見逃しがちなふだ
んの有難みに、それが奪わ
れた「後」ではなく、その
「前」に目を向けることは
できないものか。そう考え
た私たちは、南海トラフ地
震の脅威が指摘されている
高知県黒潮町で「未来への
メモワール」と銘打った取り
組みを始めています。これ
は、「仮に大きな災害に見
舞われたとして、残しておき
たいものは何ですか」と問
いかける試みです。

家族写真、卒業文集、
美しい砂浜などに加えて、こ
こにもいくつかふだんの味
が登場しました。「学食の
照り焼き丼」、「父の中華料
理店」などです。東日本大
震災の被災地とネットで
結んで、「残しておきたかっ
たもの」について被災者に
お話を聞く機会も設けま
した。その言葉に触れて考
えを変える人もあらわれま
した。
災害後を生きることにつ
いて、時に原理的に時に実
践的に考え抜き、人と暮ら
しを支える活動を学会員の
みなさまとともに進めて参
りたいと思います。

味の支援／味な支援
会長・矢守 克也（京都大学防災研究所・教授）

消息
◆入会※カッコ内は所属。

敬称略

正会員▽加藤 友啓（一般社団

法人プロボノ消防志 理事）

学生会員▽横山 智樹（東京

都立大学大学院 人文科学研

究科 博士後期課程）▽三浦 

智啓（福島大学 理工学群 共

生システム理工学類 学生）

◆異動＝新所属（旧所属）

名前。敬称略。

▽桐蔭横浜大学 スポーツ健

康政策学部 教授（京都教育

大学 教育学部 准教授）中

野 英之▽東北大学 高度教

養教育・学生支援機構 特任

助教（東北大学大学院 文学

研究科 博士後期課程）松原 

久▽NPO法人ふるさと回帰

支援センター 副事務局長（公

益社団法人中越防災安全推

進機構 震災アーカイブス・

メモリアルセンター センター

長）稲垣 文彦▽和歌山大学 

紀伊半島価値共創基幹災

害科学・レジリエンス共創

センター 特任准教授（NPO

法人まち・コミュニケーショ

ン 代表理事）宮定 章▽徳島

大学 人と地域共創センター 

学術研究員（徳島大学 地域

創生センター 学術研究員）

井若 和久▽京都大学 総合

生存学館 特定准教授（京都

大学 GSSユニット 特定准教

授）清水 美香▽関西学院大

学 総合政策学部 非常勤講

師（神戸大学大学院 工学系

研究科 COE研究員）小川 知

弘▽河北新報社 防災・教育

室 部次長兼論説委員（河北

新報社 防災・教育室 部次

長）須藤 宣毅▽東京都立大

学 都市環境学部 都市政策

科学科 教授（東京都立大学 

都市環境学部 都市システム

科学専攻）饗庭 伸▽阪神・

淡路大震災記念 人と防災

未来センター 主任研究員（阪

神・淡路大震災記念 人と防

災未来センター 研究員）高

原 耕平▽東北文化学園大

学 現代社会学部 助教（一ツ

橋大学大学院 社会学研究

科 博士後期課程）山﨑 真

帆▽東京弘和法律事務所 

弁護士（弁護士）岡本 正▽

彦根地方気象台 台長（気象

庁 地震火山部管理課 地震

津波防災対策室 調査官）赤

石 一英▽UR都市機構 西日

本支社 中国まちづくり支援

事務所 課長（UR都市機構 福

島震災復興支援本部 建築

計画課 課長）太田 亘

◆逝去のお知らせ

三澤 寿美さん(東北福祉大

学 健康科学部・保健看護学

科 教授)がお亡くなりになり

ました。心よりのご冥福を

お祈り申し上げます。

（4月23日現在 学会事務局

提出分）

今年度の学会大会につ
いて、お知らせです。東日
本大震災から10年という
節目に、被災したまちの変
化や、そこで暮らす人々の
声を実際に見て聞いて実感
していただきたいと、私た
ち現地実行委員メンバー
一同は、オンラインに限定
した学会大会ではなく、現
地開催を実現できないか、
模索し、準備を進めてきま
した。コロナ禍のもと、現
地開催が果たして可能かど
うか、状況を見極めにくい
状況は、依然続いていま
す。しかし、コロナが収まる

のを待つことは無駄であ
り、こうしている間にも、災
害が起きる可能性はありま
す。日本災害復興学会の主
軸である「現場で何が起き
ているのか」を、もう一度
再確認するためにも、今年
度の学会大会は、オンライ
ンプラス現地開催によるハ
イブリッド式で実施する予
定で参ります。岩手大会現
地実行委員メンバーにとっ
ては、2年分の思いを込め
て、そして、2011年3月11日
から10年、メンバーそれぞ
れの立場から被災地との
関わりを積み重ねてきた

様々な思いとともに、満を
持しての開催となります。
3日間を通した大会の
テーマは、「東日本大震災
岩手の10年　岩手で生ま
れたこと・変わったこと」と
しました。このテーマをも
とに、エクスカーションに
始まり、最終日のシンポジ
ウムにかけて、東日本大震
災からの復興過程で何が
起きていたのか、振り返り
ます。

◆日程：2021年9月18日
（土）エクスカーション
9月19日（日）分科会

9月20日（月・祝）口頭
発表、シンポジウム

なお、シンポジウムは、岩手
県による「いわて復興未来
塾」と共催となります。
◆場所：分科会および口頭
発表は、陸前高田グロー
バルキャンパス
シンポジウムは、陸前高
田市民文化会館「奇跡
の一本松ホール」

エクスカーションおよび
シンポジウムの内容は、
HPおよびSNSで随時発信
してまいります。
（文責　坂口奈央）

日本災害復興学会大会　岩手大会決定
岩手大会実行委員　五味壮平（岩手大学）福留邦洋（岩手大学）、阿部友幸（フードバンクいわて）、
吉江暢洋（弁護士）、葛巻徹（いわて連携復興センター）、坂口奈央（日本学術振興会）
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今年の3月末時点で、熊本
県内にはまだ9市町村で418
人（150世帯）の方が応急仮
設住宅にお住まいです。今
年度中に自宅再建の見通し
が立っていない方は約50世
帯。益城町、西原村、熊本市
で土地区画整理事業などの
公共事業の影響を受けてい
る方々になります。
4月14日、小さな揺れを感

じた後は、とにかく倒れてく
るものを手で振り払いなが
ら研究室の床にしゃがみこ
んだのを覚えています。4月
16日未明の本震は、揺れで
目を覚ました時は既にまっ
すぐ歩けない状況で、マン
ションの外に飛び出し自宅
近くの公園で一夜を過ごし
ました。朝になって自転車
で大学に向かったときは、
その後2週間に及ぶ避難所
運営をすることになるとは
思ってもいませんでした。
あの地震から5年。道路
などは大方が復旧し、阿蘇
に向かう国道57号線は週
末、観光客で渋滞していま
す。崩落した阿蘇大橋は今
もぶら下がったままで、それ
を対岸から確認できる場所
に駐車場が整備され、観光
客が写真を撮っていきま
す。近くには、東海大学農学
部キャンパス跡地や学生の
下宿先だった地区がありま
す。亡くなった大学生の家族
や友人は、この現場とどう向
き合っているのだろう。何か

を学ぶ場所になっているの
だろうか、ただの観光地に
なってはいないだろうか。震
災遺構というものに、当事
者はどう関わっていけるの
か。阿蘇に行くたびにあの
揺れを思い出してしまう私
には、5年経っても何となく
通り過ぎてしまう場所に
なっています。
5年という節目にあたり地
元マスコミでも沢山の特集
が組まれ、益城町で道路4
車線化の影響を受けた80
代の男性が、「生きている間
に家に戻りたい」と答えてい
ました。未来のため、将来
の子供のためというワード
で取り残されるのは、今を生
きている高齢者かもしれな
いと感じています。何となく
遠慮してしまうことが、当時
は沢山ありました。南阿蘇
村で出会った区長は、父親
を避難所から搬送した先の
病院で亡くしました。
持病が悪化したのが
原因で、周りから勧め
られましたが震災関
連死の申請をしませ
んでした。お葬式は
避難所生活をしてい
る最中に執り行われ、
自治会役員などは避
難所から出席したと
言います。「区長だか
らね。関連死だから
お金をもらうっていう
のが何かね」とただ
ただ微笑まれるだけ

でした。
被災自治体職員と関わる

中でも、苦悩が聞かれまし
た。夫婦そろって仕事をして
いる場合、日中回ってくる給
水車からは水の確保ができ
ません。役場の仕事が終
わって、山に沢の水を汲みに
行き子供に飲ませた時、申
し訳なさでいっぱいになっ
たと泣き出す方もいました。
非常時の参集で、家族を置
いて出勤したため夫婦間で
ギクシャクしている方や、自
宅の修繕は地域内の他の家
が終わらないと始められな
いという職員。息抜きの外
食にも出られないという方
や、職員同士で亀裂ができ
てしまったなど。本来、災害
対応や復旧業務の最前線に
いる行政職員が体力的にも
精神的にも疲弊する状況が
作り出されていました。
学生たちと通っていた熊
本市南区の仮設住宅では、
3年を区切りに外部からの
支援活動がほぼなくなりま

した。関わり続ける。寄り添
う。活動する時に必ず聞か
れる言葉ですが、最後の1
人になるまでという関わり
方は、どのくらいの方ができ
るのでしょうか。約200世
帯あった仮設住宅も、昨年
春には10世帯を切るほどし
か残っていませんでした。
同じ地区の方々が地元の工
務店に自宅再建を発注した
ため、順番待ちしていると
いう状況でした。
私の住むマンションは、
室内やベランダに亀裂がで
きただけでしたし、幸い自
分も知り合いも大きな怪我
をすることもありませんでし
た。なので、自分が「被災
者」だったのかどうかもよく
分かりません。今までの復
興に関する研究の成果はど
こで反映されていくのだろ
う、どうすれば実務の現場
に生かされていくのだろう
と、改めて当時の混乱やこ
の5年を振り返りながら考
えています。

熊本地震から5年経って思うこと
安部 美和（熊本大学熊本創生推進機構 准教授）

避難所閉鎖の日、小学生からもらったはがき。運営に参加した学生たちと一緒
に読んで号泣した。たった2週間でも疲れ果てていた当時、これがなかったらそ
の後の被災地支援活動には向かえていなかったと思う。

熊本地震は、被災者支援
において官民連携が大きく
進化するきっかけをつくった。
発災直後に開催された
「熊本地震・支援団体火の
国会議（通称：火の国会
議）」には、県内外のＮＰＯ
など約300団体が参加し、

各団体の活動内容や被災し
た地域のニーズ・課題に関
する情報が共有され、団体
同士の連携が生まれる場と
なっていった。
また、県・県社会福祉協
議会・ＮＰＯのコアメンバー
による連携会議（コア会議）

も開催され、火の国会議で
出された課題への対応も協
議されるようになった。火の
国会議で中心的な役割を
担ってきた地元の団体が集
まって「くまもと災害ボラン
ティア団体ネットワーク
（KVOAD）」という中間支援
組織が立ち上げられ、復興
期にかけても火の国会議が
継続して行われる体制が整
えられた。その結果として、
避難所への支援、要配慮者
への支援、仮設住宅や在宅
避難者への支援など官民が
連携した取り組みが活発に
行われるようになった。
熊本での事例を基に、そ
の後の災害においても同様
な連携が行われ、現在では
国の防災基本計画におい

て、「行政・ＮＰＯ・ボラン
ティア等の三者で連携」
「情報共有会議の整備・強
化」「中間支援組織（ＮＰ
Ｏ・ボランティア等の活動
支援や活動調整を行う組
織）を含めた連携体制の構
築」などが記載されるに
至った。
一方で、情報共有会議の
運営を担うような中間支援
組織が災害前から明確に
なっている都道府県はまだ
限られている。また、車中
泊避難者への対策や災害
関連死を防ぐための方策な
ど、各地で発災前から官民
でどれだけ話し合いができ
ているだろうか。当時の教
訓を活かすためにも更なる
進化が求められている。

私が熊本大学に入学する
前年に熊本地震が起きた。
他県に住んでいたが、母方
の実家が熊本市だったこ
と、受験生だった私はすで
に熊本大学を志望校に決定
していたことから他人事に
は思えなかった。そこで何で
もいい、少しでもいいから力
になりたいと思い地震直後
のGWに熊本市の災害復興
ボランティアに参加した。参
加受付の長蛇の列に圧倒さ
れたことを覚えている。
翌春熊本大学に入学する

ことになった私は、このよう
なときに熊本に住むのだか
らできる限り力になりたい
と思った。入学直後に、大
学院生になった今も所属す
るD-SEVENというサークル
に入った。そこでは、熊本市
南区に位置する藤山仮設を
月に一度訪問する活動を
2020年3月仮設団地が閉
鎖されるまで続けた。地域
の方の交流の場を目指した
催し物、草むしりや退去さ
れる方のお手伝いをした。
おそらく私が熊本大学に入

学した2017年時点で、熊本
地震の報道はかなり少なく
なり全国的にはある程度の
復興は完了したと思われて
いたと思う。しかし住民の
方々の小さなコンテナのよ
うな部屋での生活を目の当
たりにし、現状と世間の認
識に隔たりを感じた。実に2
年半続ける中で、住民の方
と顔なじみになり「また来
てね」と言ってもらえるよう
になった。些細なことしかし
ていないが、いつも私たち
を待っていてくれた。過信

かもしれないが住民の方々
は、寄り添ってもらっている
と思えるだけで嬉しかった
のではないかと思う。
被災直後は注目される
が、数か月たつと忘れられ
てしまう。頻発する災害の
中でそんな方々が増え続け
ていることを忘れず、寄り
添っていきたい。

熊本地震から5年、災害支援・連携の進化
明城 徹也（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）事務局長）

地震の後の熊本が教えてくれたこと
横尾 拓海（熊本大学大学院自然科学教育部機械数理工学専攻 修士1年）

4／19 熊本地震支援団体火の国会議（第1回）

県・県社協・NPO連携会議
（コア会議）
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今年の3月末時点で、熊本
県内にはまだ9市町村で418
人（150世帯）の方が応急仮
設住宅にお住まいです。今
年度中に自宅再建の見通し
が立っていない方は約50世
帯。益城町、西原村、熊本市
で土地区画整理事業などの
公共事業の影響を受けてい
る方々になります。
4月14日、小さな揺れを感

じた後は、とにかく倒れてく
るものを手で振り払いなが
ら研究室の床にしゃがみこ
んだのを覚えています。4月
16日未明の本震は、揺れで
目を覚ました時は既にまっ
すぐ歩けない状況で、マン
ションの外に飛び出し自宅
近くの公園で一夜を過ごし
ました。朝になって自転車
で大学に向かったときは、
その後2週間に及ぶ避難所
運営をすることになるとは
思ってもいませんでした。
あの地震から5年。道路
などは大方が復旧し、阿蘇
に向かう国道57号線は週
末、観光客で渋滞していま
す。崩落した阿蘇大橋は今
もぶら下がったままで、それ
を対岸から確認できる場所
に駐車場が整備され、観光
客が写真を撮っていきま
す。近くには、東海大学農学
部キャンパス跡地や学生の
下宿先だった地区がありま
す。亡くなった大学生の家族
や友人は、この現場とどう向
き合っているのだろう。何か

を学ぶ場所になっているの
だろうか、ただの観光地に
なってはいないだろうか。震
災遺構というものに、当事
者はどう関わっていけるの
か。阿蘇に行くたびにあの
揺れを思い出してしまう私
には、5年経っても何となく
通り過ぎてしまう場所に
なっています。
5年という節目にあたり地
元マスコミでも沢山の特集
が組まれ、益城町で道路4
車線化の影響を受けた80
代の男性が、「生きている間
に家に戻りたい」と答えてい
ました。未来のため、将来
の子供のためというワード
で取り残されるのは、今を生
きている高齢者かもしれな
いと感じています。何となく
遠慮してしまうことが、当時
は沢山ありました。南阿蘇
村で出会った区長は、父親
を避難所から搬送した先の
病院で亡くしました。
持病が悪化したのが
原因で、周りから勧め
られましたが震災関
連死の申請をしませ
んでした。お葬式は
避難所生活をしてい
る最中に執り行われ、
自治会役員などは避
難所から出席したと
言います。「区長だか
らね。関連死だから
お金をもらうっていう
のが何かね」とただ
ただ微笑まれるだけ

でした。
被災自治体職員と関わる

中でも、苦悩が聞かれまし
た。夫婦そろって仕事をして
いる場合、日中回ってくる給
水車からは水の確保ができ
ません。役場の仕事が終
わって、山に沢の水を汲みに
行き子供に飲ませた時、申
し訳なさでいっぱいになっ
たと泣き出す方もいました。
非常時の参集で、家族を置
いて出勤したため夫婦間で
ギクシャクしている方や、自
宅の修繕は地域内の他の家
が終わらないと始められな
いという職員。息抜きの外
食にも出られないという方
や、職員同士で亀裂ができ
てしまったなど。本来、災害
対応や復旧業務の最前線に
いる行政職員が体力的にも
精神的にも疲弊する状況が
作り出されていました。
学生たちと通っていた熊
本市南区の仮設住宅では、
3年を区切りに外部からの
支援活動がほぼなくなりま

した。関わり続ける。寄り添
う。活動する時に必ず聞か
れる言葉ですが、最後の1
人になるまでという関わり
方は、どのくらいの方ができ
るのでしょうか。約200世
帯あった仮設住宅も、昨年
春には10世帯を切るほどし
か残っていませんでした。
同じ地区の方々が地元の工
務店に自宅再建を発注した
ため、順番待ちしていると
いう状況でした。
私の住むマンションは、

室内やベランダに亀裂がで
きただけでしたし、幸い自
分も知り合いも大きな怪我
をすることもありませんでし
た。なので、自分が「被災
者」だったのかどうかもよく
分かりません。今までの復
興に関する研究の成果はど
こで反映されていくのだろ
う、どうすれば実務の現場
に生かされていくのだろう
と、改めて当時の混乱やこ
の5年を振り返りながら考
えています。

熊本地震から5年経って思うこと
安部 美和（熊本大学熊本創生推進機構 准教授）

避難所閉鎖の日、小学生からもらったはがき。運営に参加した学生たちと一緒
に読んで号泣した。たった2週間でも疲れ果てていた当時、これがなかったらそ
の後の被災地支援活動には向かえていなかったと思う。

熊本地震は、被災者支援
において官民連携が大きく
進化するきっかけをつくった。
発災直後に開催された

「熊本地震・支援団体火の
国会議（通称：火の国会
議）」には、県内外のＮＰＯ
など約300団体が参加し、

各団体の活動内容や被災し
た地域のニーズ・課題に関
する情報が共有され、団体
同士の連携が生まれる場と
なっていった。
また、県・県社会福祉協
議会・ＮＰＯのコアメンバー
による連携会議（コア会議）

も開催され、火の国会議で
出された課題への対応も協
議されるようになった。火の
国会議で中心的な役割を
担ってきた地元の団体が集
まって「くまもと災害ボラン
ティア団体ネットワーク
（KVOAD）」という中間支援
組織が立ち上げられ、復興
期にかけても火の国会議が
継続して行われる体制が整
えられた。その結果として、
避難所への支援、要配慮者
への支援、仮設住宅や在宅
避難者への支援など官民が
連携した取り組みが活発に
行われるようになった。
熊本での事例を基に、そ
の後の災害においても同様
な連携が行われ、現在では
国の防災基本計画におい

て、「行政・ＮＰＯ・ボラン
ティア等の三者で連携」
「情報共有会議の整備・強
化」「中間支援組織（ＮＰ
Ｏ・ボランティア等の活動
支援や活動調整を行う組
織）を含めた連携体制の構
築」などが記載されるに
至った。
一方で、情報共有会議の
運営を担うような中間支援
組織が災害前から明確に
なっている都道府県はまだ
限られている。また、車中
泊避難者への対策や災害
関連死を防ぐための方策な
ど、各地で発災前から官民
でどれだけ話し合いができ
ているだろうか。当時の教
訓を活かすためにも更なる
進化が求められている。

私が熊本大学に入学する
前年に熊本地震が起きた。
他県に住んでいたが、母方
の実家が熊本市だったこ
と、受験生だった私はすで
に熊本大学を志望校に決定
していたことから他人事に
は思えなかった。そこで何で
もいい、少しでもいいから力
になりたいと思い地震直後
のGWに熊本市の災害復興
ボランティアに参加した。参
加受付の長蛇の列に圧倒さ
れたことを覚えている。
翌春熊本大学に入学する

ことになった私は、このよう
なときに熊本に住むのだか
らできる限り力になりたい
と思った。入学直後に、大
学院生になった今も所属す
るD-SEVENというサークル
に入った。そこでは、熊本市
南区に位置する藤山仮設を
月に一度訪問する活動を
2020年3月仮設団地が閉
鎖されるまで続けた。地域
の方の交流の場を目指した
催し物、草むしりや退去さ
れる方のお手伝いをした。
おそらく私が熊本大学に入

学した2017年時点で、熊本
地震の報道はかなり少なく
なり全国的にはある程度の
復興は完了したと思われて
いたと思う。しかし住民の
方々の小さなコンテナのよ
うな部屋での生活を目の当
たりにし、現状と世間の認
識に隔たりを感じた。実に2
年半続ける中で、住民の方
と顔なじみになり「また来
てね」と言ってもらえるよう
になった。些細なことしかし
ていないが、いつも私たち
を待っていてくれた。過信

かもしれないが住民の方々
は、寄り添ってもらっている
と思えるだけで嬉しかった
のではないかと思う。
被災直後は注目される
が、数か月たつと忘れられ
てしまう。頻発する災害の
中でそんな方々が増え続け
ていることを忘れず、寄り
添っていきたい。

熊本地震から5年、災害支援・連携の進化
明城 徹也（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）事務局長）

地震の後の熊本が教えてくれたこと
横尾 拓海（熊本大学大学院自然科学教育部機械数理工学専攻 修士1年）

4／19 熊本地震支援団体火の国会議（第1回）

県・県社協・NPO連携会議
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被災地となった島原市に
私が初めて入ったのは、火
砕流で43人が犠牲となっ
た6月3日から1週間後のこ
とだった。この時期すでに
1万人以上が避難を余儀な
くされていた。そしてこの
時、自分がこの雲仙の復興
に深く関わるとは思いもし
なかった。あれから30年。
雲仙以降、数多くの復興に
参画してきたが、振り返っ
てみると雲仙の復興はす
べてが難問だった。
当時、最大の難題は、噴

火災害の大きな特徴であ
る終息時期の見通しだっ
た。現在の科学ではこの時
期を正確に予測することは
できず、雲仙の災害では結
局約5年もの間噴火活動が
続いた。この間、山麓は火
砕流で危険な状態が続
き、山腹には大量の火山灰
が堆積した。降雨のたびに
火山灰は土石流となって集
落を襲い、家屋や農地の

被害は何度復旧しても拡大
の一途をたどった。土石流
と降灰、被災地は一面「灰
色の世界」と化し、住民は
毎日先の見えない生活を
強いられた。震災や風水害
は、瞬間的に被害の全体
像が確定し、その後あまり
時間を置かないで復興に
着手できる。雲仙のような
火山災害では被害が時間
の経過とともに変容するた
めなかなか復興のスタート
ラインにたどり着けないこ
とが多いと言える。雲仙の
災害は、まさに近年、前例
のない「対応不能な災害」
であった。
さて、このような難問に

対し多くの関係者が知恵を
出しあい対応策を作り上げ
た。
災害対応の中で特に評

価すべきこととして被災町
内会の住民の結束をあげ
たい。まずは典型的な例を
あげると、被災前の集落の

コミュニティを重視した住
民は仮設住宅への入居も
徹底して町内会単位にこだ
わった。
次に、住民と地元自治体
との関係も比較的良好で、
しっかり連携ができたと思
われる。被災した住民は、
次々に被災者団体を立ち
上げた。これら団体の中に
は自主的にアンケート調査
を実施、その結果を基にさ
まざまな要望を自治体に
提出したところが多かっ
た。混迷状態にあった自治
体としては、住民の意向が
把握できずにいたことから
渡りに船の要望書だったと
思われる。自治体は要望書
を基に対応策を検討、その
結果を長崎県に要望、県は
独自のアイデアを生み出し
て国と協議、最終的に国は
前例のない支援策を打ち
出した。結局、各種課題の
解決は常に住民と地元自
治体が連携して行うという
形が徐々にできあがった。
結果的に前例のないこの
手法が困難な課題の解決
の方策として極めて有効
だったと思われる。
この災害ではまさに画
期的な制度として「雲仙岳
災害対策基金」が創設さ
れた。雲仙以前の災害対
応では、「長期の避難生
活」あるいは「生活再建」
という観点は、全くといっ
て良いほどなかった。しか
し、雲仙の災害では、避難
によって住民が生活の糧
となる仕事（農業）を失っ

たことから「生計」が大問
題となった。そこには災害
対策基本法第63条による
「警戒区域の設定」に伴
う強制避難という問題が
根底にあった。本来であ
れば損失補償が議論の焦
点になると思われるが、行
政機関は全く新しい発想
として生活再建支援という
観点から支援制度の設計
を行った。この事業手法
は住民からも大きな評価
を得た。
次に住民が発案した事
業に「地盤のかさ上げ」が
ある。これは、土石流で埋
没した被災地をそのまま土
捨て場として活用してもら
い地盤を高くするという方
法である。まさに逆転の発
想である。地盤のかさ上げ
を学ぶため東日本大震災
後には三陸沿岸の被災地
から関係者が島原市を訪
れている。
そして雲仙で実施された
数多くの復興手法は、後に
発生したほとんどの復興事
業のテキストとなった。
さて、ときおり復興を研
究したいという相談を受け
ることがある。そのときは、
まず雲仙の災害に学ぶべ
き、という助言をする。その
理由は、災害の種類に関係
なく雲仙は、意図すること
なく今日の「復興の礎」を
築いたからである。だから
と言って雲仙の復興が百点
満点というわけでない。ぜ
ひ島原に行って30年たった
被災地を見て欲しい。

復興史の中の
雲仙・普賢岳噴火災害

（一社）減災・復興支援機構
木村 拓郎

2021年3月29日、毎日
新聞は一面で、災害関連死
の審査会議事録が一部自
治体で既に廃棄等されて
いたことを報じました。具
体的には、調査した岩手、
宮城、福島県内の29自治
体のうち、6自治体は廃
棄、5自治体は永年保存、
残りの18自治体は保存か
廃棄を決定していないとい
う報道でした。
災害関連死の審査は、各
自治体が設置した非公開
の審査会で行なわれていま

す。審査の適否を担保する
必要があるとともに、決定
に裁判が提起されることも
ある制度であることから、
各自治体は議事録を作成し
ています。しかし、議事録
の意義はこれだけではあり
ません。
全ての防災対策・被災者
支援施策は、被災者の死
を減らすためにあると言っ
ても過言ではありません。
災害関連死は、いわば現
行制度が至らなかったこと
で生じた死ですから、その

経過には多くの教訓が隠
れています。PDCAサイクル
にのっとり、各事例を分析
し、次の防災対策に活かす
必要があります。日本弁護
士会連合会は2018年8月
23日に災害関連死の事例
の集積・分析・公表を求め
る意見書を出しましたが、
いまだ、全く実現していま
せん。
他方で、政府は東日本
大震災の教訓を活かした
法改正は終了したという立
場です。つまり、被災され

た方が命を賭して残した教
訓は法改正に活かされて
いません。残念ながら、ま
た同じ過ちが繰り返される
状態にあります。
そうこうしている間に10
年が経ち、実は、既に議事
録が廃棄されていたことが
わかったという新聞記事で
す。過去の失敗例と率直に
向き合わず、過去の教訓を
活かせず、とりあえず改正
した体で次に進みがちとい
う悪しき日本文化がまた繰
り返されています。

災害関連死の審査議事録の
意義と、その廃棄問題

元山田町災害弔慰金支給審査委員会委員 弁護士
小口 幸人

⑨

昨年度、当学会ではHP
見直し委員会を立ち上げ、
学会ホームページを全面的
にリニューアルいたしまし
た。スマートフォンの普及や
SNSの隆盛などによって、
近年におけるメディアの利
用環境は学会創設当時と
は大きく変わってきている
状況にあります。一方で大
規模災害の頻発という現実
もあり、災害に関する正確
な情報を広く、そして早く、
社会へ伝達していくという
ことが学会の役割としてさ

らに必要となってきており
ます。
こうした背景をうけ、当
学会ではスマートフォンな
どでの利用も想定した、広
く社会全体へ発信が可能
なWebページのデザインを
昨年度の一年間をかけて
検討・作成のうえ、年明け
より公開いたしました。今
回のリニューアルにおいて
は、学会公式Tw i t t e rや
Facebookを同時に立ち上
げ、SNSを通じて更新状況
を広く発信し、より多くの

方が学会ホームページを利
用できる形としております。
内容面では、まず学会員の
皆様への利便性改善とし
て、2つの学会誌をより利
用しやすくできるよう「刊
行物」という形で集約し、
募集要項などへのリンクも
視認性を高めるなど随所
に工夫を行っております。
また、一般社会向けの広報
として、新たにリレー・コラ
ム企画「復興の問い直し」
を開始し、とくに若い世代
の方に災害復興という世界

へ関心を抱いていただくべ
く、出来るだけ平易な表現
を用いて情報発信を行って
おります。学会員の皆様へ
当企画に関する原稿依頼
が届いた際には、ぜひお力
添えを頂けましたら幸いで
す。今後とも、日本災害復
興学会公式ホームページ
（およびSNS）を何卒よろ
しくお願いいたします。末
筆ですが、本リニューアル
にご尽力を賜りました皆様
へ、あらためて厚く御礼を
申し上げます。

学会ホームページのリニューアルについて
HP見直し委員会　小林 秀行（明治大学）

facebook twitter

54



特 集特 集 雲仙雲仙3030年

被災地となった島原市に
私が初めて入ったのは、火
砕流で43人が犠牲となっ
た6月3日から1週間後のこ
とだった。この時期すでに
1万人以上が避難を余儀な
くされていた。そしてこの
時、自分がこの雲仙の復興
に深く関わるとは思いもし
なかった。あれから30年。
雲仙以降、数多くの復興に
参画してきたが、振り返っ
てみると雲仙の復興はす
べてが難問だった。
当時、最大の難題は、噴
火災害の大きな特徴であ
る終息時期の見通しだっ
た。現在の科学ではこの時
期を正確に予測することは
できず、雲仙の災害では結
局約5年もの間噴火活動が
続いた。この間、山麓は火
砕流で危険な状態が続
き、山腹には大量の火山灰
が堆積した。降雨のたびに
火山灰は土石流となって集
落を襲い、家屋や農地の

被害は何度復旧しても拡大
の一途をたどった。土石流
と降灰、被災地は一面「灰
色の世界」と化し、住民は
毎日先の見えない生活を
強いられた。震災や風水害
は、瞬間的に被害の全体
像が確定し、その後あまり
時間を置かないで復興に
着手できる。雲仙のような
火山災害では被害が時間
の経過とともに変容するた
めなかなか復興のスタート
ラインにたどり着けないこ
とが多いと言える。雲仙の
災害は、まさに近年、前例
のない「対応不能な災害」
であった。
さて、このような難問に
対し多くの関係者が知恵を
出しあい対応策を作り上げ
た。
災害対応の中で特に評
価すべきこととして被災町
内会の住民の結束をあげ
たい。まずは典型的な例を
あげると、被災前の集落の

コミュニティを重視した住
民は仮設住宅への入居も
徹底して町内会単位にこだ
わった。
次に、住民と地元自治体
との関係も比較的良好で、
しっかり連携ができたと思
われる。被災した住民は、
次々に被災者団体を立ち
上げた。これら団体の中に
は自主的にアンケート調査
を実施、その結果を基にさ
まざまな要望を自治体に
提出したところが多かっ
た。混迷状態にあった自治
体としては、住民の意向が
把握できずにいたことから
渡りに船の要望書だったと
思われる。自治体は要望書
を基に対応策を検討、その
結果を長崎県に要望、県は
独自のアイデアを生み出し
て国と協議、最終的に国は
前例のない支援策を打ち
出した。結局、各種課題の
解決は常に住民と地元自
治体が連携して行うという
形が徐々にできあがった。
結果的に前例のないこの
手法が困難な課題の解決
の方策として極めて有効
だったと思われる。
この災害ではまさに画
期的な制度として「雲仙岳
災害対策基金」が創設さ
れた。雲仙以前の災害対
応では、「長期の避難生
活」あるいは「生活再建」
という観点は、全くといっ
て良いほどなかった。しか
し、雲仙の災害では、避難
によって住民が生活の糧
となる仕事（農業）を失っ

たことから「生計」が大問
題となった。そこには災害
対策基本法第63条による
「警戒区域の設定」に伴
う強制避難という問題が
根底にあった。本来であ
れば損失補償が議論の焦
点になると思われるが、行
政機関は全く新しい発想
として生活再建支援という
観点から支援制度の設計
を行った。この事業手法
は住民からも大きな評価
を得た。
次に住民が発案した事

業に「地盤のかさ上げ」が
ある。これは、土石流で埋
没した被災地をそのまま土
捨て場として活用してもら
い地盤を高くするという方
法である。まさに逆転の発
想である。地盤のかさ上げ
を学ぶため東日本大震災
後には三陸沿岸の被災地
から関係者が島原市を訪
れている。
そして雲仙で実施された

数多くの復興手法は、後に
発生したほとんどの復興事
業のテキストとなった。
さて、ときおり復興を研

究したいという相談を受け
ることがある。そのときは、
まず雲仙の災害に学ぶべ
き、という助言をする。その
理由は、災害の種類に関係
なく雲仙は、意図すること
なく今日の「復興の礎」を
築いたからである。だから
と言って雲仙の復興が百点
満点というわけでない。ぜ
ひ島原に行って30年たった
被災地を見て欲しい。

復興史の中の
雲仙・普賢岳噴火災害

（一社）減災・復興支援機構
木村 拓郎

2021年3月29日、毎日
新聞は一面で、災害関連死
の審査会議事録が一部自
治体で既に廃棄等されて
いたことを報じました。具
体的には、調査した岩手、
宮城、福島県内の29自治
体のうち、6自治体は廃
棄、5自治体は永年保存、
残りの18自治体は保存か
廃棄を決定していないとい
う報道でした。
災害関連死の審査は、各

自治体が設置した非公開
の審査会で行なわれていま

す。審査の適否を担保する
必要があるとともに、決定
に裁判が提起されることも
ある制度であることから、
各自治体は議事録を作成し
ています。しかし、議事録
の意義はこれだけではあり
ません。
全ての防災対策・被災者

支援施策は、被災者の死
を減らすためにあると言っ
ても過言ではありません。
災害関連死は、いわば現
行制度が至らなかったこと
で生じた死ですから、その

経過には多くの教訓が隠
れています。PDCAサイクル
にのっとり、各事例を分析
し、次の防災対策に活かす
必要があります。日本弁護
士会連合会は2018年8月
23日に災害関連死の事例
の集積・分析・公表を求め
る意見書を出しましたが、
いまだ、全く実現していま
せん。
他方で、政府は東日本
大震災の教訓を活かした
法改正は終了したという立
場です。つまり、被災され

た方が命を賭して残した教
訓は法改正に活かされて
いません。残念ながら、ま
た同じ過ちが繰り返される
状態にあります。
そうこうしている間に10
年が経ち、実は、既に議事
録が廃棄されていたことが
わかったという新聞記事で
す。過去の失敗例と率直に
向き合わず、過去の教訓を
活かせず、とりあえず改正
した体で次に進みがちとい
う悪しき日本文化がまた繰
り返されています。

災害関連死の審査議事録の
意義と、その廃棄問題

元山田町災害弔慰金支給審査委員会委員 弁護士
小口 幸人

⑨

昨年度、当学会ではHP
見直し委員会を立ち上げ、
学会ホームページを全面的
にリニューアルいたしまし
た。スマートフォンの普及や
SNSの隆盛などによって、
近年におけるメディアの利
用環境は学会創設当時と
は大きく変わってきている
状況にあります。一方で大
規模災害の頻発という現実
もあり、災害に関する正確
な情報を広く、そして早く、
社会へ伝達していくという
ことが学会の役割としてさ

らに必要となってきており
ます。
こうした背景をうけ、当

学会ではスマートフォンな
どでの利用も想定した、広
く社会全体へ発信が可能
なWebページのデザインを
昨年度の一年間をかけて
検討・作成のうえ、年明け
より公開いたしました。今
回のリニューアルにおいて
は、学会公式Tw i t t e rや
Facebookを同時に立ち上
げ、SNSを通じて更新状況
を広く発信し、より多くの

方が学会ホームページを利
用できる形としております。
内容面では、まず学会員の
皆様への利便性改善とし
て、2つの学会誌をより利
用しやすくできるよう「刊
行物」という形で集約し、
募集要項などへのリンクも
視認性を高めるなど随所
に工夫を行っております。
また、一般社会向けの広報
として、新たにリレー・コラ
ム企画「復興の問い直し」
を開始し、とくに若い世代
の方に災害復興という世界

へ関心を抱いていただくべ
く、出来るだけ平易な表現
を用いて情報発信を行って
おります。学会員の皆様へ
当企画に関する原稿依頼
が届いた際には、ぜひお力
添えを頂けましたら幸いで
す。今後とも、日本災害復
興学会公式ホームページ
（およびSNS）を何卒よろ
しくお願いいたします。末
筆ですが、本リニューアル
にご尽力を賜りました皆様
へ、あらためて厚く御礼を
申し上げます。

学会ホームページのリニューアルについて
HP見直し委員会　小林 秀行（明治大学）

facebook twitter
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2020年度定時総会は、
2021年1月10日（日）10：
00～11：45に関西学院大
学において実施された。 
議題4件（①2019年度決
算に関する件、②2021年度
事業計画・予算案に関する
件、③役員改選に関する
件、④会員の除名に関する
件）につき、それぞれ協議の
結果、承認された。議題③
にもとづき理事が改選され
たのち会長を理事会で互選
した結果、新会長は矢守克
也氏に決定した。また、副

会長、各委員長は会長が指
名した（学会HPを参照）。
報告事項として、以下の
活動報告があった。
学会大会（オンライン開
催）について、分科会が
2020年12月19日（土）に開
催された。4件の発表が行
われ当日のログイン数は午
前中155名、午後113名、全
体会81名であった。口頭発
表が、2020年12月20日
（日）に開催された。発表
者14名、参加者は延べ120
名であった。

企画委員会より、現地見
学会・研究会をしようと
思っていたがコロナにより
実施できなかったことが報
告された。また分科会公募
で不採択になった３企画に
ついて今年度中に何らかの
形で発表できないか模索中
であるとのことであった。
広報委員会より、現在今
年度最終号を作成中と報告
があった。次年度も年3回
の発行を予定している。
学会誌編集委員会より、
発行状況の報告があった。
次年度からは学会誌「復
興」は各号の特集の本数を
増やす一方、発行数を減ら
し、論文集と同じ年2回発行

とすることも報告された。
復興支援委員会より、活
動報告が2件（北海道と大
分県にて相談会を実施）
あった。また冊子「被災し
たときに」の改訂、Web化
は引き続き行うとのことで
あった。
総務委員会より、日本災
害復興学会HPの見直しが
行われ、HPが刷新されたと
の報告があった。
その他、災害が起きたと

きに本学会として日本学術
会議を通じて政策提言をし
ようとしてもルートがないと
いう指摘を受けたので、次
の執行部で政策提言の方法
を検討することになった。

2020年度定時総会

大分大学学生CERDと
は、大分大学減災・復興デ
ザイン教育研究センター
（CERD）が公認する学生
団体です。防災・減災に関
する知識の構築を目指し、
防災講座の開催などの啓
発活動や災害発生後のボ
ランティア活動、被災地に
おける継続的な復興支援
活動に取り組んでいます。
学生CERDは2018年1月に
CERDに公認され、現在教
育、理工、経済、医の各学
部の計28名が所属してい
ます。
活動が本格化したきっか

けは、昨夏日本各地を襲っ
た「令和2年7月豪雨」でし

た。発災直後、大分大学は
CERDを中心に被災地の復
旧に協力し、その中で学生
CERDは災害ボランティアと
して日田市天瀬町などに派
遣されました。民家の床下
の泥出しや橋梁に堆積した
泥や木々を除去・運搬する
活動などを行い、テレビや
新聞では分からない本当の
被災地の現状を目の当たり
にしました。その後、学生
CER Dは天瀬町において
「心の復興支援」として被
災者との交流会を開催した
り、被災地のゴミ拾いや被
災家屋のリノベーションな
どに取り組んだりしてきま
した。

学生CERDの代表である
私は復興支援活動を行う
にあたって、被災地に「関
わり続けること」と「学ぶこ
と」を大切にしています。
被災地に関わり続けること
は決して容易ではありませ
ん。しかし、災害を風化さ
せないため、被災者を見捨
てないためにはどんな形で
あれ被災地と末長く付き合

い続ける必要があります。
また災害の恐ろしさや地域
住民同士の繋がりの大切
さを被災現場で体験的に
学ぶことによって、多面的・
多角的な視点を持った人
材を育成できると思いま
す。学生として防災・減災
について学び続け、少しで
も社会に貢献できるように
努力していきます。

復興復興若者通信若者通信
「関わり続けること」と「学ぶこと」を忘れずに。

大分大学 学生CERD 代表　山口 泰輝

2020年7月4日。日本三
大急流の一つである球磨川
が氾濫し私の地元である人
吉市も被災地となった。私
たちは発災2日後に現地入
りし支援活動をはじめた。
当初は被災者ニーズ調査に
も協力し地元の医療機関と
連携し、精神疾患をお持ち
の方や高齢者などの外部に

SOSを出すことが難しい被
災者や在宅避難者を中心
に支援を行ってきた。
私たちは災害ボランティ

アセンターを通しての活動
ではなく、パック状の野菜
スープを持ち地域を回りな
がら、自分たちでニーズの掘
り起こしを行い、支援を行
なってきた。

この野菜スープは被災者
と私たちをつなぐ重要な
ツールになっている。
8月下旬から建設型仮設
住宅の入居が始まり、私た
ちも訪問活動を始めソフト
面の支援も開始した。新型
コロナウイルスの影響で仮
設住宅ではイベントもなく
集会所も利用されておら
ず、入居者からは孤独感を
感じる声が多数挙がった。
私たちはそのニーズに答え
るべく仮設住宅内の交流と
コミュニティ強化を目的と
した「つながるカフェ」を企
画し、地元の校区社会福祉
協議会と連携し10月13日か
ら毎週火曜日、各仮設住宅

を回り実行してきた。
また直近ではみなし仮設
利用者を対象とした交流会
「つながる広場」も企画・
実行した。情報も物資も交
流も届かない課題がある中
つながる広場をきっかけに
みなし仮設利用者のコミュ
ニティも重要になってくるの
ではないかと感じる。
交流を通して被災者同士
や地域住民、そして学生と
のつながりができ被災者の
笑顔が多くみられるように
なってきている。
私たちは今後も社会福祉
の学びを生かし、微力なが
ら復興に携わっていきた
い。

学生団体としての災害支援活動
熊本学園大学 社福災害学生ボランティアグループ 代表　山北 翔大

科　　目 予算 決算

Ⅰ収入の部

　1．会費収入

　　　・入会金 3,000 × 29 60,000 87,000 

　　　・年会費　　　　　　　　　　　　 正会員 7,000 × 325 2,205,000 2,275,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学生会員 3,000 × 37 111,000 111,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購読会員 6,000 × 1 12,000 6,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員 50,000 × 4 250,000 200,000 

　　　・過年度年会費 70,000 266,000 

小計 2,708,000 2,945,000 

　2．雑収入

　　　・受取利息 500 31 

　　　・予稿集有償頒布 0 15,000 

小計 500 15,031 

収入合計 2,708,500 2,960,031 

科　　目 予算 決算

Ⅱ支出の部

　１．事業費

　　　・印刷製本費　 ニュースレター作成費 268,950 268,950

　　　・委員会活動費　総務委員会 200,000 236,826

　　　　　　　　　　　企画委員会 300,000 114,630

　　　　　　　　　　　学会誌編集委員会 125,000 118,027

　　　　　　　　　　　復興支援委員会 300,000 15,077

　　　　　　　　　　　学術推進委員会 2,400,000 941,676

小計 3,593,950 1,695,186

　2．管理費

　　　・通信運搬費 300,000 381,021

　　　・ホームページ更新管理（年間更新・ページ追加作成費、ドメイン更新料） 133,380 252,300

　　　・備品・消耗品費 170,000 62,336

　　　・会議・会合費 25,000 15,000

　　　・旅費交通費 50,000 40,680

　　　・慶弔費 20,000 4,276

　　　・防災学術連携体年会費 10,000 20,000
5,000 6,736　　　・雑費　　　　　　　　　　　　（振込手数料等）

小計 713,380 782,349

　3．学会大会事業費（繰出金） 700,000 345,608

　　支出合計 5,007,330 2,823,143

当期収支差額 136,888

前期繰越収支差額 7,763,061 

次期繰越収支差額 7,899,949 

2019年度収支計算書（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日） 2021年度予算案（自 2021年4月1日　至 2022年3月31日） （単位：円）（単位：円）

科　　目 予算案　

Ⅰ収入の部

　1．会費収入

　　　入会金 3,000 × 20 60,000 

　　　年会費  　　　　　　　　       正会員 　 7,000 × 315 2,205,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　学生会員 3,000 × 37 111,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　購読会員 6,000 × 1 6,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員 50,000 × 3 150,000 

　　　・過年度年会費 70,000 

　　　・次年度年会費 0 

≪小計≫ 2,602,000 

　2．雑収入

　　　・受取利息 500 

　3．繰越金取り崩し収入 2,921,380 

当期収入合計 5,523,880 

科　　目 予算案　

Ⅱ支出の部

　1．事業費

　　　・突発災害調査活動費 100,000

　　　・印刷製本費

　　　　ニュースレター作成費 350,000

　　　　学会誌作成費 662,000

　　　・委員会活動費

　　　　総務委員会 300,000

　　　　企画委員会 400,000

　　　　広報委員会 20,000

　　　　学会誌編集委員会 80,000

　　　　復興支援委員会 300,000

　　　　学術推進委員会 1,700,000

≪小計≫ 3,912,000

　2．管理費

　　　通信費 350,000 

　　　ホームページ更新管理　管理・更新料 （240,000円（20,000円×12ヶ月））サーバーレンタル料 (11,880円) 251,880 

　　　備品・消耗品費 100,000

　　　会議・会合費 25,000

　　　旅費交通費 50,000

　　　慶弔費 20,000

　　　防災学術連携体年会費 20,000

　　　雑費　　　　　　　　　　　（振込手数料等） 5,000

≪小計≫ 821,880

　3．予備費 90,000 

　4．学会大会事業費（繰出金） 700,000 

当期支出合計 5,523,880 

2019年度末繰越金 7,899,949 

2020年度繰越金取り崩し額（予算案―大会事業費） 3,879,350 

次期繰越見込額 1,099,219 

山崎 栄一（総務委員長）
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2020年度定時総会は、
2021年1月10日（日）10：
00～11：45に関西学院大
学において実施された。 
議題4件（①2019年度決

算に関する件、②2021年度
事業計画・予算案に関する
件、③役員改選に関する
件、④会員の除名に関する
件）につき、それぞれ協議の
結果、承認された。議題③
にもとづき理事が改選され
たのち会長を理事会で互選
した結果、新会長は矢守克
也氏に決定した。また、副

会長、各委員長は会長が指
名した（学会HPを参照）。
報告事項として、以下の

活動報告があった。
学会大会（オンライン開

催）について、分科会が
2020年12月19日（土）に開
催された。4件の発表が行
われ当日のログイン数は午
前中155名、午後113名、全
体会81名であった。口頭発
表が、2020年12月20日
（日）に開催された。発表
者14名、参加者は延べ120
名であった。

企画委員会より、現地見
学会・研究会をしようと
思っていたがコロナにより
実施できなかったことが報
告された。また分科会公募
で不採択になった３企画に
ついて今年度中に何らかの
形で発表できないか模索中
であるとのことであった。
広報委員会より、現在今
年度最終号を作成中と報告
があった。次年度も年3回
の発行を予定している。
学会誌編集委員会より、
発行状況の報告があった。
次年度からは学会誌「復
興」は各号の特集の本数を
増やす一方、発行数を減ら
し、論文集と同じ年2回発行

とすることも報告された。
復興支援委員会より、活
動報告が2件（北海道と大
分県にて相談会を実施）
あった。また冊子「被災し
たときに」の改訂、Web化
は引き続き行うとのことで
あった。
総務委員会より、日本災
害復興学会HPの見直しが
行われ、HPが刷新されたと
の報告があった。
その他、災害が起きたと

きに本学会として日本学術
会議を通じて政策提言をし
ようとしてもルートがないと
いう指摘を受けたので、次
の執行部で政策提言の方法
を検討することになった。

2020年度定時総会

大分大学学生CERDと
は、大分大学減災・復興デ
ザイン教育研究センター
（CERD）が公認する学生
団体です。防災・減災に関
する知識の構築を目指し、
防災講座の開催などの啓
発活動や災害発生後のボ
ランティア活動、被災地に
おける継続的な復興支援
活動に取り組んでいます。
学生CERDは2018年1月に
CERDに公認され、現在教
育、理工、経済、医の各学
部の計28名が所属してい
ます。
活動が本格化したきっか
けは、昨夏日本各地を襲っ
た「令和2年7月豪雨」でし

た。発災直後、大分大学は
CERDを中心に被災地の復
旧に協力し、その中で学生
CERDは災害ボランティアと
して日田市天瀬町などに派
遣されました。民家の床下
の泥出しや橋梁に堆積した
泥や木々を除去・運搬する
活動などを行い、テレビや
新聞では分からない本当の
被災地の現状を目の当たり
にしました。その後、学生
CER Dは天瀬町において
「心の復興支援」として被
災者との交流会を開催した
り、被災地のゴミ拾いや被
災家屋のリノベーションな
どに取り組んだりしてきま
した。

学生CERDの代表である
私は復興支援活動を行う
にあたって、被災地に「関
わり続けること」と「学ぶこ
と」を大切にしています。
被災地に関わり続けること
は決して容易ではありませ
ん。しかし、災害を風化さ
せないため、被災者を見捨
てないためにはどんな形で
あれ被災地と末長く付き合

い続ける必要があります。
また災害の恐ろしさや地域
住民同士の繋がりの大切
さを被災現場で体験的に
学ぶことによって、多面的・
多角的な視点を持った人
材を育成できると思いま
す。学生として防災・減災
について学び続け、少しで
も社会に貢献できるように
努力していきます。

復興復興若者通信若者通信
「関わり続けること」と「学ぶこと」を忘れずに。

大分大学 学生CERD 代表　山口 泰輝

2020年7月4日。日本三
大急流の一つである球磨川
が氾濫し私の地元である人
吉市も被災地となった。私
たちは発災2日後に現地入
りし支援活動をはじめた。
当初は被災者ニーズ調査に
も協力し地元の医療機関と
連携し、精神疾患をお持ち
の方や高齢者などの外部に

SOSを出すことが難しい被
災者や在宅避難者を中心
に支援を行ってきた。
私たちは災害ボランティ
アセンターを通しての活動
ではなく、パック状の野菜
スープを持ち地域を回りな
がら、自分たちでニーズの掘
り起こしを行い、支援を行
なってきた。

この野菜スープは被災者
と私たちをつなぐ重要な
ツールになっている。
8月下旬から建設型仮設
住宅の入居が始まり、私た
ちも訪問活動を始めソフト
面の支援も開始した。新型
コロナウイルスの影響で仮
設住宅ではイベントもなく
集会所も利用されておら
ず、入居者からは孤独感を
感じる声が多数挙がった。
私たちはそのニーズに答え
るべく仮設住宅内の交流と
コミュニティ強化を目的と
した「つながるカフェ」を企
画し、地元の校区社会福祉
協議会と連携し10月13日か
ら毎週火曜日、各仮設住宅

を回り実行してきた。
また直近ではみなし仮設

利用者を対象とした交流会
「つながる広場」も企画・
実行した。情報も物資も交
流も届かない課題がある中
つながる広場をきっかけに
みなし仮設利用者のコミュ
ニティも重要になってくるの
ではないかと感じる。
交流を通して被災者同士

や地域住民、そして学生と
のつながりができ被災者の
笑顔が多くみられるように
なってきている。
私たちは今後も社会福祉

の学びを生かし、微力なが
ら復興に携わっていきた
い。

学生団体としての災害支援活動
熊本学園大学 社福災害学生ボランティアグループ 代表　山北 翔大

科　　目 予算 決算

Ⅰ収入の部

　1．会費収入

　　　・入会金 3,000 × 29 60,000 87,000 

　　　・年会費　　　　　　　　　　　　 正会員 7,000 × 325 2,205,000 2,275,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学生会員 3,000 × 37 111,000 111,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購読会員 6,000 × 1 12,000 6,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員 50,000 × 4 250,000 200,000 

　　　・過年度年会費 70,000 266,000 

小計 2,708,000 2,945,000 

　2．雑収入

　　　・受取利息 500 31 

　　　・予稿集有償頒布 0 15,000 

小計 500 15,031 

収入合計 2,708,500 2,960,031 

科　　目 予算 決算

Ⅱ支出の部

　１．事業費

　　　・印刷製本費　 ニュースレター作成費 268,950 268,950

　　　・委員会活動費　総務委員会 200,000 236,826

　　　　　　　　　　　企画委員会 300,000 114,630

　　　　　　　　　　　学会誌編集委員会 125,000 118,027

　　　　　　　　　　　復興支援委員会 300,000 15,077

　　　　　　　　　　　学術推進委員会 2,400,000 941,676

小計 3,593,950 1,695,186

　2．管理費

　　　・通信運搬費 300,000 381,021

　　　・ホームページ更新管理（年間更新・ページ追加作成費、ドメイン更新料） 133,380 252,300

　　　・備品・消耗品費 170,000 62,336

　　　・会議・会合費 25,000 15,000

　　　・旅費交通費 50,000 40,680

　　　・慶弔費 20,000 4,276

　　　・防災学術連携体年会費 10,000 20,000
5,000 6,736　　　・雑費　　　　　　　　　　　　（振込手数料等）

小計 713,380 782,349

　3．学会大会事業費（繰出金） 700,000 345,608

　　支出合計 5,007,330 2,823,143

当期収支差額 136,888

前期繰越収支差額 7,763,061 

次期繰越収支差額 7,899,949 

2019年度収支計算書（自 2019年4月1日　至 2020年3月31日） 2021年度予算案（自 2021年4月1日　至 2022年3月31日） （単位：円）（単位：円）

科　　目 予算案　

Ⅰ収入の部

　1．会費収入

　　　入会金 3,000 × 20 60,000 

　　　年会費  　　　　　　　　       正会員 　 7,000 × 315 2,205,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　学生会員 3,000 × 37 111,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　購読会員 6,000 × 1 6,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　賛助会員 50,000 × 3 150,000 

　　　・過年度年会費 70,000 

　　　・次年度年会費 0 

≪小計≫ 2,602,000 

　2．雑収入

　　　・受取利息 500 

　3．繰越金取り崩し収入 2,921,380 

当期収入合計 5,523,880 

科　　目 予算案　

Ⅱ支出の部

　1．事業費

　　　・突発災害調査活動費 100,000

　　　・印刷製本費

　　　　ニュースレター作成費 350,000

　　　　学会誌作成費 662,000

　　　・委員会活動費

　　　　総務委員会 300,000

　　　　企画委員会 400,000

　　　　広報委員会 20,000

　　　　学会誌編集委員会 80,000

　　　　復興支援委員会 300,000

　　　　学術推進委員会 1,700,000

≪小計≫ 3,912,000

　2．管理費

　　　通信費 350,000 

　　　ホームページ更新管理　管理・更新料 （240,000円（20,000円×12ヶ月））サーバーレンタル料 (11,880円) 251,880 

　　　備品・消耗品費 100,000

　　　会議・会合費 25,000

　　　旅費交通費 50,000

　　　慶弔費 20,000

　　　防災学術連携体年会費 20,000

　　　雑費　　　　　　　　　　　（振込手数料等） 5,000

≪小計≫ 821,880

　3．予備費 90,000 

　4．学会大会事業費（繰出金） 700,000 

当期支出合計 5,523,880 

2019年度末繰越金 7,899,949 

2020年度繰越金取り崩し額（予算案―大会事業費） 3,879,350 

次期繰越見込額 1,099,219 

山崎 栄一（総務委員長）
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発行人 矢守克也
〒662-8501
西宮市上ケ原一番町1番
155号 関西学院大学災害復
興制度研究所気付
TEL：0798-54-6996
FAX：0798-54-6997
http：//f-gakkai.net/

学会長を仰せつかること
になりました。会員のみな
さまに助けていただかなけ
れば、到底つとまらない
大任です。お力添えをどうぞ
よろしくお願い申し上げ
ます。
ご挨拶に私事を交えるこ
とをお許しください。ちょう
ど5年前、2016年4月、高齢
の義母が熊本地震で被災
しました。翌日から、関西に
ある私の自宅で義母の県外
避難生活が始まりました。
熊本の老舗デパートに名産
品を手配くださった方がい
ました。地元の果物の風
味、そして昔から変わらな
い包装紙に義母は「懐かし
い」と声をあげていました。
あるNPO法人は地元紙熊
本日日新聞を毎日郵送して
くれました。数日遅れの紙
面を長い時間かけて隅から
隅まで読むのを、義母は今
も日課にしています。
2020年、同じ熊本県内
で発生した豪雨災害の被災
地では、シェアキッチンなど
で地元の味を提供する取り
組みがなされていました。そ

ういえば、東日本大震災の
被災地でも、地元の調理師
の方に懐かしい故郷の味を
再現してもらう支援活動が
行われていました。
文字通り空気のように
なったありふれたものは日
常を構成する大事な要素で
ありながら、まさにその馴
れ親しみの故に日々の意識
からは脱落していきます。こ
の意味で、日常の中心に置
かれていた小さな味の支援
は、被災者の心の機微に届
く実に味な支援だと感じま
した。
それにしても、馴れっこ
になって見逃しがちなふだ
んの有難みに、それが奪わ
れた「後」ではなく、その
「前」に目を向けることは
できないものか。そう考え
た私たちは、南海トラフ地
震の脅威が指摘されている
高知県黒潮町で「未来への
メモワール」と銘打った取り
組みを始めています。これ
は、「仮に大きな災害に見
舞われたとして、残しておき
たいものは何ですか」と問
いかける試みです。

家族写真、卒業文集、
美しい砂浜などに加えて、こ
こにもいくつかふだんの味
が登場しました。「学食の
照り焼き丼」、「父の中華料
理店」などです。東日本大
震災の被災地とネットで
結んで、「残しておきたかっ
たもの」について被災者に
お話を聞く機会も設けま
した。その言葉に触れて考
えを変える人もあらわれま
した。
災害後を生きることにつ
いて、時に原理的に時に実
践的に考え抜き、人と暮ら
しを支える活動を学会員の
みなさまとともに進めて参
りたいと思います。

味の支援／味な支援
会長・矢守 克也（京都大学防災研究所・教授）

消息
◆入会※カッコ内は所属。

敬称略

正会員▽加藤 友啓（一般社団

法人プロボノ消防志 理事）

学生会員▽横山 智樹（東京

都立大学大学院 人文科学研

究科 博士後期課程）▽三浦 

智啓（福島大学 理工学群 共

生システム理工学類 学生）

◆異動＝新所属（旧所属）

名前。敬称略。

▽桐蔭横浜大学 スポーツ健

康政策学部 教授（京都教育

大学 教育学部 准教授）中

野 英之▽東北大学 高度教

養教育・学生支援機構 特任

助教（東北大学大学院 文学

研究科 博士後期課程）松原 

久▽NPO法人ふるさと回帰

支援センター 副事務局長（公

益社団法人中越防災安全推

進機構 震災アーカイブス・

メモリアルセンター センター

長）稲垣 文彦▽和歌山大学 

紀伊半島価値共創基幹災

害科学・レジリエンス共創

センター 特任准教授（NPO

法人まち・コミュニケーショ

ン 代表理事）宮定 章▽徳島

大学 人と地域共創センター 

学術研究員（徳島大学 地域

創生センター 学術研究員）

井若 和久▽京都大学 総合

生存学館 特定准教授（京都

大学 GSSユニット 特定准教

授）清水 美香▽関西学院大

学 総合政策学部 非常勤講

師（神戸大学大学院 工学系

研究科 COE研究員）小川 知

弘▽河北新報社 防災・教育

室 部次長兼論説委員（河北

新報社 防災・教育室 部次

長）須藤 宣毅▽東京都立大

学 都市環境学部 都市政策

科学科 教授（東京都立大学 

都市環境学部 都市システム

科学専攻）饗庭 伸▽阪神・

淡路大震災記念 人と防災

未来センター 主任研究員（阪

神・淡路大震災記念 人と防

災未来センター 研究員）高

原 耕平▽東北文化学園大

学 現代社会学部 助教（一ツ

橋大学大学院 社会学研究

科 博士後期課程）山﨑 真

帆▽東京弘和法律事務所 

弁護士（弁護士）岡本 正▽

彦根地方気象台 台長（気象

庁 地震火山部管理課 地震

津波防災対策室 調査官）赤

石 一英▽UR都市機構 西日

本支社 中国まちづくり支援

事務所 課長（UR都市機構 福

島震災復興支援本部 建築

計画課 課長）太田 亘

◆逝去のお知らせ

三澤 寿美さん(東北福祉大

学 健康科学部・保健看護学

科 教授)がお亡くなりになり

ました。心よりのご冥福を

お祈り申し上げます。

（4月23日現在 学会事務局

提出分）

今年度の学会大会につ
いて、お知らせです。東日
本大震災から10年という
節目に、被災したまちの変
化や、そこで暮らす人々の
声を実際に見て聞いて実感
していただきたいと、私た
ち現地実行委員メンバー
一同は、オンラインに限定
した学会大会ではなく、現
地開催を実現できないか、
模索し、準備を進めてきま
した。コロナ禍のもと、現
地開催が果たして可能かど
うか、状況を見極めにくい
状況は、依然続いていま
す。しかし、コロナが収まる

のを待つことは無駄であ
り、こうしている間にも、災
害が起きる可能性はありま
す。日本災害復興学会の主
軸である「現場で何が起き
ているのか」を、もう一度
再確認するためにも、今年
度の学会大会は、オンライ
ンプラス現地開催によるハ
イブリッド式で実施する予
定で参ります。岩手大会現
地実行委員メンバーにとっ
ては、2年分の思いを込め
て、そして、2011年3月11日
から10年、メンバーそれぞ
れの立場から被災地との
関わりを積み重ねてきた

様々な思いとともに、満を
持しての開催となります。
3日間を通した大会の
テーマは、「東日本大震災
岩手の10年　岩手で生ま
れたこと・変わったこと」と
しました。このテーマをも
とに、エクスカーションに
始まり、最終日のシンポジ
ウムにかけて、東日本大震
災からの復興過程で何が
起きていたのか、振り返り
ます。

◆日程：2021年9月18日
（土）エクスカーション
9月19日（日）分科会

9月20日（月・祝）口頭
発表、シンポジウム
なお、シンポジウムは、岩手
県による「いわて復興未来
塾」と共催となります。
◆場所：分科会および口頭
発表は、陸前高田グロー
バルキャンパス
シンポジウムは、陸前高
田市民文化会館「奇跡
の一本松ホール」

エクスカーションおよび
シンポジウムの内容は、
HPおよびSNSで随時発信
してまいります。
（文責　坂口奈央）

日本災害復興学会大会　岩手大会決定
岩手大会実行委員　五味壮平（岩手大学）福留邦洋（岩手大学）、阿部友幸（フードバンクいわて）、
吉江暢洋（弁護士）、葛巻徹（いわて連携復興センター）、坂口奈央（日本学術振興会）
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