
 

 巻 頭 言 災害支援の会プロジェクト 代表・柿久保浩次

 泥との格闘が続く被災地では５月も半ば過ぎると暑さも増して、大変な状況が続いているのだろう。被災地に豪雨

とニュースが流れたが、こんな状況でも被災された方々は、一時避難の状態から普通の生活を取り戻すために、仮で

あっても新しい住まいや仕事を捜しているだろう。遠くで思いを巡らすだけではなく、現地に足を運ぶ人たちが我々

の関係者にも増えてきた。しかし、まだまだこれからである。 

●活動報告  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１．概要報告（2011年５月中旬～５月下旬） 

●「被災地に赴き、次のステップを模索」（災害支援の会事務局）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ５月は仙台の拠点を軸に全国移動ネットの関係者から、

多くの方々に仙台・石巻・山元町を訪ねて頂いた。また

石巻の移送レラが実施している被災者に対する無料の移

動サービス提供活動に多数の方が運転協力してくれた。 

被災直後の緊急避難状態から、次のステップをどうす

るのかを検討するために、国土交通省や日本財団などが、

調査や意見交換の場を被災地で持ち始めた。全国移動ネ

ット災害支援の会も初めて関係者で話す場を持った。

 

２．つづく被災地での活動と さまざまな想い 

●５月 16～20 日「石巻・仙台で移動支援のボランティアをして」（移動ネットおかやま／横山和廣）●● 

仙台の震災支援拠点で活動するために、岡山から２名

で出向きました。帰岡は 21 日ですが、石巻市内は移動支

援ボランティア・レラの活動に参加して、５日間約 25

回の運行となりました。車両は関西 STS チームが寄贈し

たセレナを使わせてもらい、スムーズに移動支援活動が

できました。ありがとうございました。 

仙台拠点では移動サービスネットワークみやぎ・菅原

さんのご支援をいただきました。また、拠点の家主、ミ

キ自工の今野さ

んから「震災支援

の拠点として活

用してほしい」と

お言葉をいただ

き、お世話になり

ました。遅くまで

仙台の拠点にて ミキ自工・今野社長と   支援拠点の寄せ書

き作成をお手伝いしましたが、「寄せ書きが埋まることが

生きがい」と話されていたのが印象的でした。 

今回の運転者の年齢は 62 歳と 67 歳でしたが、移動支

援ボランティア・レラの現場には、70 歳代の人が３名も

おり、車で寝起きしている方もいらっしゃるとのこと。

大変な刺激を受けました。 

そして今回の活動で、移動サービスの原点が見えた気

がしました。 

私たちは、今までいかに能天気なことを議論してきた

のか？ 震災の現場は、タクシーも公共交通も道路運送

法も機能しない世界です。そのような世界における移動

支援の議論がされていなかったことを、改めて感じさせ

られました。 

避難所の人には、いまだに石巻市から義捐金が配られ

ていないそうです。着のみ着のままの避難者に、「石巻駅

前のタクシーを使え」と簡単に言えるでしょうか?  

最後に、交代支援部隊の確保ですが、体験談を語りつ

ないでこれから試みたいと思っています。 

◆問合せ先◆ 

全国移動ネット 

℡03-3706-0626 

E-Mail 
info@zenkoku 
-ido.net 
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●「『災害派遣等従事車両証明書』の申請手続きについて」 

（移動サービスネットワークみやぎ／菅原ふじ子）●●●●●●●●●●●●●● 

災害支援のため遠方から来る車両に対して、車両証明

書及び運行履歴表を IC で提出すると高速代が無料にな

ります。そのためには、宮城県長寿社会政策課の承諾が

必要ですが、当会は５月 25 日に承諾を得ました。 

◆宮城県長寿社会政策課への概要報告：申請にあたって、

災害支援の活動概要を報告しました。（以下、抜粋） 

▼活動内容：宮城県内の被災地や避難所にいる高齢者や

障がい者、移動困難な一般の方々を対象とした通院、買

物、自宅に戻る等、車（福祉車両）を使用して外出（移

動）の支援を無償で行っている ▼証明書の対象地域：・

支援団体都道府県～宮城県仙台市泉区（拠点）まで・仙

台市泉区（拠点）～県内被災地まで ▼使用車両：福祉

車両（持込車両）を使用 ▼活動者：NPO 法人全国移動

サービスネットワークに加盟している理事や会員団体の

有志 ▼活動期間：・平成 23 年４月～翌年３月（目途）・

概ね移動日を含めて１週間（実質５日間）を目安に支援

できる団体が交代で来仙  

◆「感想」ほか：今回、高速道路が無料になる「災害派

遣等従事車両証明書」の申請手続きを宮城県の長寿社会

政策課と行いましたが、大変スムーズに事が運びました。

担当者の対応によるものと思いますが、その日のうちに

受理され、証明書を発行してくれました。 

今回申請したのは２台（杉本さんのセレナの車両と、

仙台市の拠点に置いてある“なにわセレナ”）です。“な

にわセレナ”は、宮城県全域の高速道路が使えるように

申請しています。有効期限は５月 29 日～６月 11 日（最

大２週間）で、その後もまた申請すれば使用可能です。 

宮城県の災害派遣従事車両について 

http://www.pref.miyagi.jp/syoubou/SANPOHAN/TOPPAGE

/saigaisharyo.htm 

 

●「“生活改善の提案”は、たまり場・語り場の設置から！」（ウィラブ北茨城／高松志津夫）●●●●●● 

“災害支援ステップ２”に向けて本会が準備している

「集会所におけるたまり場・語り場の設置」ですが、財

団法人雇用振興協会の運用基準のために遅々として進ん

でいません。たとえば、①本来使用目的外にあたるので、

検討が必要→上局（独法・雇用能力開発機構）に打診の

うえ改めて検討する。②貸借するとしても、規定に則り

1 時間 500 円の使用料発生→一日８時間として、4,000

円、月額 100,000 円の賃貸料が発生。③一日中貸すと、

他団体から利用申し込みがあった時に対応できない。午

前２時間か午後２時間にしてほしい…という運用規程が

出されています。 

さらに、「避難者が心を癒すために敷地内の花壇を手入

れし、『花やミニトマトを栽培したい』と願っている」と

申し出たら、「実のなるものは駄目」との返答。 

そもそも、当該雇用促進住宅や集会所は平成 25年度ま

でに取り壊したうえ更地にする予定の物件であり、過去

３年間一度も使用したことがありません。担当者いわく

「周辺地域住民の使用申し込みに忌憚を生じる」などと

いうことはありえないのです。 

防波堤は津波でいとも簡単に破壊されましたが、役人

の硬直化した“防波堤”は何をもって突破できるのでし

ょうか。 

●会議報告  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

１．各地でもたれた話し合い 

●５月 16日／仙台市「日本財団、現地救援ボランティア団体を集めて会合」 

（移動サービスネットワークみやぎ／菅原ふじ子）●●●●●●●●●●●●●● 

日本財団の ROAD プロジェクトネットワークミーティ

ングが、仙台市で開催されました。参加者は、横山さん

（移動ネットおかやま）、竹田さん（ホップ）、山野上さ

ん（横浜移動サービス協議会）、私ほかの皆さんです。参

加団体は 71 団体で、各２分間の自己紹介（約２時間）の

のち、サービスの連携を進める団体同士のマッチングな

どを行いました。 

マッチングでは温泉を福祉避難所にしている方のお話

を伺いました。移動支援も行っているということ。「今後、

経済支援と移動支援ができると良いなぁ」と思いました。
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●５月 19 日／石巻市「国土交通省、移送 NPO関係者に被災者支援のヒアリング」 

（移動サービスネットワークみやぎ／伊藤寿朗）●●●●●●●●●●●●●● 

５月 19日、国土交通省自動車交通局旅客課などが石巻

市を訪問し、被災された方々の移動ニーズについて、現

場で活動中の団体・スタッフから話を聞きました（開催

場所：伊藤家プレハブ（図書室））。 

ヒアリングの目的は、「石巻地域で被災者を対象に移動

サービスを実施している団体・スタッフの方々より、活

動の現状と今後の活動計画を直接聞かせていただく」で

す。開催の背景は、①石巻市の被災者による移動サービ

スのニーズが多い。②北海道、横浜、東京、その他の地

域から移動サービスの団体・個人が石巻に来て、ニーズ

に対応している。③震災以来 2 か月が経過し、緊急時の

支援から日常の支援に移行する方策を検討する時期に来

ている。④石巻地域では従来から移動サービスに対する

関心は高くなく、福祉有償運送団体も「NPO：ぬくもり」

1 団体のみ…等です。 

当日の出席者は、国土交通省自動車交通局２名、東北

運輸局自動車交通部１名、北星学園大学客員教授 秋山

哲男氏。NPO はホップ障害者地域生活支援センター2 名、

横浜移動サービス協議会、移動支援フォーラム 1 名、と

私の 8名でした。 

◆NPO サイドから：①被災者から通院・通学支援の要望

が寄せられているが、車両数、運転者数、緊急度等の制

約で毎日の要望には応えられない。一日 40 件以上、多い

時で 70件の移動サービスを行っている。車両は５台前後

運行しており、運転者は運転しながら食べ物を口に入れ

ているケースが多い。（ホップ）②緊急性が低い要望もあ

るが、被災地の支援に来ているという意識から、「タクシ

ーを利用してください」と言いにくい状況。今後、いつ

まで無料サービスを続けるか。タクシーの代わりにしな

いでという意識も出てくる？③現在の利用目的は通院が

主。買い物への支援要望も数多いが、対応できないので

原則断っている。④被災者の多くは現金収入がない。仮

設住宅ができても、タクシーを利用できる環境にない人

が多いのでは？⑤当地の人たちは、「自分たちでなんとか

しよう」という意識が強く、利用を遠慮したり、病院帰

りにタクシーを利用して帰宅するケースも多い。…など。 

◆国土交通省から：①石巻市では誰が被災者の移動を考

えているのか？②タクシーはどういう役割を果たしてい

るのか？被災者に「タクシーを利用してほしい」と言え

る状況か？③NPO とタクシーの利用はどのように住み分

けをしているのか？④各地から支援に来ている NPO の活

動を、地元に引き継ぐ必要があるのか？あるとすれば、

引き受け手はいるのか？ いない場合、福祉有償運送団

体を作る動きはあるのか？…など。 

◆今後の方針について：①通院、通学など日常的な移動

サービスについては、行政が制度として支援する必要が

ある。②現在の無料バス(ミニバスなど）による避難所間

移動や買い物バスなどのサービスが実施されている間は、

NPO による無料の移動サービスが必要。③無償で実施す

る移動サービスの期限を（たとえば）３か月以内に設定

する必要があるのでは？④現在実施している移動サービ

スを地元に引き継ぐことを考慮すると（緊急時である今）

無償で利用できるケースと有償のケースを設定し、無償

の範囲をできるだけ狭くすることも必要では？ ⑤現制

度の福祉有償運送団体では引き受けることが難しい。財

政的支援も必要となるので別の枠組みが必要ではない

か？ たとえば緊急雇用の制度で支援するなど可能性は

ある…という声が出ました。 

 

２．全国移動ネット災害支援の会・話し合い 

●５月 18 日／世田谷区「だらだら話す災害支援の会」（ハンディキャブを走らせる会／鬼塚正徳）●●●● 

今回の震災に対して、移動サービスを軸に我々がどう

支援を進めるのか？ いろいろなことがまだ見えない今

は顔を合わせて“だらだら”話すことが必要と、柿久保

さんから呼びかけられて８名（（敬称略）柿久保、高松、

菅原、杉本、山本（憲）、山野上、荻野、鬼塚）が、５月

18 日の午後、世田谷ボランティアセンターに集まった。 

仙台市周辺、北茨城・福島、石巻市周辺などで、それ

ぞれが被災地の方々の顔が見える範囲で体験し聞いたこ

と、感じたことを話し合った。 

震災の直後の状態を見て、圧倒され立ちすくんだが、

外部からの支援もあり、割れたガラスを片づけるような

ことから始めたと、福島の様子も含めて高松さんが話し

てくれた。 

また、仙台市内などは避難所の近くにお店があり、支

援者も確保しやすいためか移動のニーズは顕著でないが、

石巻や山村部は自家用車ありきの生活をしていたため、

移動のニーズが多く、その中で石巻の移送レラの存在は

どんどん大きくなっていると菅原さん、山野上さんは話
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してくれた。 

今後被災者の

多くが仮設住宅

での生活に移っ

ていくが、独居

の方をはじめと

して、周りから

孤立する人たちを作らないような支援が重要だと、阪神

大震災の経験から柿久保さんが語った。 

ゆるやかなまとめとして、当面石巻の移送レラの活動

支援や、たすけっとや、つなプロからの依頼に対して、

自らの意思で関東や関西から支援してくれる方々をつな

いでいきながら、次のステップを模索する。 

やはり被災した地域の人たちが移動の問題で自ら動き

始めるのが一番望ましいわけで、たとえば現地での運転

者講習会の開催や、県外の支援者に対して現地までの交

通費を支援するなどの具体策をもって、その望ましい状

況を作り出したい。 

高松さんが、「仮設住宅の中にたまり場を確保して、そ

こに集まる人たちで移送の自助グループを作って、生活

の足の確保ができる一つのモデルを作りたい。これを 79

条登録の中に過疎地有償運送ではなく『仮設有償運送』

を位置づけたい」と言った時にはみんな拍手喝さいでし

た。 

           ＊ 

◆出席者の声（ウィラブ北茨城／ 高松）：「だらだら話す

会」とは名ばかりの、真摯な議論について行くので一杯

いっぱいでした。また、柿久保さんのポジティブシンキ

ングのおかげで、若干へタリ気味の私の精神構造も良い

刺激を受けました。「走りながら考える…」関西系のノ

リ？と「振り向き振り向き歩む」東北系の愚鈍さ？の違

いを上手く活かせたらと思います。

 

●Topics！ Topics♪●●●●●●●●●●●● 

◆仙台拠点へ！！ 支援物資・ご協力のお願い！  

東日本大震災の発生から３か月がたちますが、被災地

ではまだまだ物資が不足しています。全国移動ネットが

仙台の拠点としているミキ自工・今野社長から、「支援

している避難所に支援物資を届けたいので協力をお願い

したい」と依頼されました。ご協力できる方は、支援を

お願いします。 

★送り先★ 

〒981-3117  仙台市泉区市名坂字新道９－１ 

有限会社ミキ自工 今野三男様宛 (TEL:022-371-6630) 

◇送ってほしい希望物資 

①春夏物の衣類、②（新しい）下着、肌着、靴下、③靴、

サンダル（サイズは問わない）、④食料品（お米、缶詰

など期限の長いもの）、⑤生理用品、⑥オムツ、⑦ミル

ク、⑧電気ポット、カセットコンロ、鍋、⑨味噌、醤油、

マヨネーズ、⑩車椅子、⑪タオルケット 

（物資を送るダンボール箱の上に、梱包した物資のリス

トを表記してください）   （災害支援の会事務局） 

 

●募金活動●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

いつも全国移動ネット災害支援の会をご支援くださり、

ありがとうございます。 

 

◆ご報告：ご支援くださいました皆様に、厚く御礼申し

上げます。 

お名前     （2011.５.20-６.９  敬称略。順不同） 

地域サポートの会さわやか高知、陽だまり、 

フクシライフ、三澤正紀、井上智子、伊藤みどり 

累計金額（６月９日現在）：1,905,176 円 

 

◆支援募金のお願い：支援物資購入、出動団体やボラン

ティアの経費、燃料代その他に大切に使わせていただき

ます。引き続き、ご協力をお願い申し上げます。 

★お振込み先★ (いずれかにご送金お願い申し上げます) 

郵便振替  加入者名：ＮＰＯ法人全国移動ネット災害支

援の会  

     口座番号：００１９０－１－６２３４５９  

銀行口座  銀行名：みずほ銀行 千歳船橋支店 

（番号 154） 

 預金種目：普通預金 口座番号２１１１７１９  

     口座名義：全国移動ネット災害支援の会  

 

◆編集後記◆支援だより制作をさせていただくようになって、

知らないことがあまりに多く愕然としました。私自身はがんサ

バイバーとして被災地にウィッグを送る支援をしていますが、

“大切なのは継続”と気づかせてくださった皆さんに感謝の想

いで一杯です。これからもよろしくお願いいたします。（石） 
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