
P1 

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2015 

活動・研究助成 完了報告書【B コース（新規助成）】 

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2015 

活動・研究助成 完了報告書 

【Ｂコース（新規助成）】 
（助成期間：2015年 4月～2016年 3月） 

 

住友商事株式会社 御中                           ＊いずれかに○ 

提出日 ： 2016 年 4 月 29 日 

プロジェクト名 
東日本大震災復興支援プロジェクト 2015〜変化する現地の支援ニーズに応じ

たユースチャレンジ事業 

助 成 額 300 万円  助成番号  15－B－1－5 

 

団 体 名 立教大学コミュニティ福祉学部東日本大震災復興支援推進室 

代 表 者 （役職名） 委員長 （氏名） 湯澤直美 印 

連絡先および

書類送付先 

（役職名） 次長（教育研究コ

ーディネーター） 
（氏名） 岡博大 

住所 〒352-8558 埼玉県新座市北野 1-2-26 

立教大学新座キャンパス 6 号館 3 階 N631 号室 

TEL 048-471-6967 携帯電話  (氏名) 岡博大 

E-mail  (氏名) 岡博大 

上記以外

の連絡先 

携帯電話  (氏名)湯澤直美 

E-mail  (氏名)湯澤直美 

URL http://www2.rikkyo.ac.jp/web/csc 

 

1．助成プロジェクトの概要（助成プロジェクトの目的・背景、内容、計画変更点など） 

 立教大学コミュニティ福祉学部「東日本大震災復興支援プロジェクト」は、被災された方々の

生活支援とコミュニティ再生を目的に、震災直後の 2011 年 4 月に設立された。福祉の専門家で

ある本学教員・職員らの支援体制のもと、学生が主体となって、計 235 回のべ 2897 人が現地活

動を展開している（2016 年 3 月末現在）。主な活動拠点は、岩手県陸前高田市、宮城県気仙沼

市大島、同南三陸町、同石巻市･女川町、福島県いわき市、東京都新宿区･東久留米市（広域避難

者が住む都営団地）の計 7 カ所。現地の支援ニーズに基づき、仮設住宅や小中学校、社会福祉

協議会の施設等で、高齢者や子どもたち、被災された方々との交流プログラムに取り組んでいる。 

 2015 年度の助成プロジェクトでは、災害公営住宅の竣工や市街地の盛り土により、特に復興

フェーズの変化が見込まれる「陸前高田」「気仙沼･大島」「いわき」「石巻･女川」「南三陸」の計

5 か所の活動に焦点を当てた活動を行った。 

 計画変更点としては、（１）活動実施月の変更（陸前高田、いわき、南三陸）、（２）活動実施

月の追加、がある。理由としては、現地の支援ニーズに基づいて実施月を変更したこと、予算の

節約等の工夫により、予算の枠内で実施回数を増やしたことがある。結果、活動実績は「陸前高

田」3 回、「気仙沼･大島」3 回、「いわき」4 回、「石巻･女川」2 回、「南三陸」1 回となった。 

（事務局欄） 

受付日  ／ 書類確認  添付資料  備 考  

○ 活動 

 研究 
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2．実施報告 

プロジェクトで実施した内容と結果について記入してください。なお、実施計画書の「4-（1）取り組み

内容」や「5.実施スケジュール」と連動させながら、開催日・場所・参加人数なども含めるなど、具体的

に記入してください。 

■全体の活動 

 現地支援活動（交流プログラム）の実施：合計 13回 

 参加者（学生･教職員スタッフ・現地の住民等）：合計 1788人 

 

■１．「陸前高田交流プログラム」計 3回実施、参加者計 108 人 

▶ 実施日：2015年 5月 23日〜24日 

  開催場所：岩手県陸前高田市内、小友町コミュニティセンターほか 

  参加者：合計 37 人（学生 6人、教職員スタッフ 1人、地元住民 30人） 

  実施内容：陸前高田市内を巡り復興状況のいまを定点観測、小友町コミュニティセンターにて 

 津波被害の写真整理と地元住民の方々との交流会実施など。 

▶ 実施日：2015年 6月 27日〜28日 

  開催場所：岩手県陸前高田市内、西下団地（災害公営住宅）、米沢商会ビルほか 

  参加者：合計 35 人（学生 7人、教職員スタッフ 1人、地元住民 27人） 

  実施内容：陸前高田市内、震災遺構の米沢商会ビルなどを巡り復興状況のいまを定点観測、西 

 下団地（災害公営住宅）にて地元住民の方々と七夕飾りのワークショップなどを実施。 

▶ 実施日：2015年 8月 6日〜8日 

  開催場所：岩手県陸前高田市内、西下団地（災害公営住宅）、気仙町今泉地区ほか 

  参加者：合計 36 人（学生 5人、教職員スタッフ 1人、地元住民 30人） 

  実施内容：地元伝統の祭り「けんか七夕」への参加、西下団地（災害公営住宅）にて地元住民 

 の方々と交流会などを実施。 

 

■２．「気仙沼･大島交流プログラム」計 3 回実施、参加者計 1272 人 

▶ 実施日：2015年 4月 18日〜19日 

  開催場所：宮城県気仙沼市大島、大島中学校仮設住宅、大島開発総合センターほか 

  参加者：合計 904人（学生 13 人、教職員スタッフ 4 人、地元住民 887 人） 

  実施内容：「気仙沼つばきマラソン」の運営サポート、大島在住の小中高生への学習支援、大 

 島中学校仮設住宅の住民との交流会など。 

▶ 実施日：2015年 5月 17日〜19日 

  開催場所：宮城県気仙沼市大島、大島中学校仮設住宅、大島開発総合センターほか 

  参加者：合計 313人（学生 11 人、教職員スタッフ 4 人、地元住民 298 人） 

  実施内容：大島合同運動会の運営サポート、大島在住の小中高生への学習支援、大島中学校仮 

 設住宅の住民との交流会など。 

▶ 実施日：2015年 6月 13日〜14日 

  開催場所：宮城県気仙沼市大島、大島中学校仮設住宅、大島開発総合センターほか 

  参加者：合計 55 人（学生 6人、教職員スタッフ 4人、地元住民 45人） 

  実施内容：大島在住の小中高生への学習支援、大島中学校仮設住宅の住民との交流会、健康体 

 操の実施など。 

 

■３．「いわき交流プログラム」計 4回実施、参加者計 355人 

▶ 実施日：2015年 8月 1日〜3日 

  開催場所：福島県いわき市薄磯地区、薄磯団地（災害公営住宅）、南台仮設住宅 

  参加者：合計 133人（学生 13 人、教職員スタッフ 4 人、地元住民 116 人） 

  実施内容：仮設の古峯農商神社での地元住民の方々との交流会、被災から復興した丸又蒲鉾の 

 見学と交流会、薄磯団地（災害公営住宅）の夏祭りを地元住民の方々と共催、南台仮設住宅の 
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 双葉町社会福祉協議会の集会所（ひだまり）で双葉郡からの避難住民の方々と交流会、薄磯地 

 区の被災･復興状況の定点観測など。 

▶ 実施日：2015年 9月 11日〜13日 

  開催場所：福島県いわき市薄磯地区、薄磯団地（災害公営住宅）、鮮魚おのざき平店 

  参加者：合計 57 人（学生 11 人、教職員スタッフ 6 人、地元住民 40人） 

  実施内容：薄磯団地にて住民の方々と交流会、住友商事様等のご協力（バリアフリー映画）に 

 より出張上映会「うすいそ遊映坐」を開催、団地内の看板づくり、鮮魚おのざき平店にて社長･ 

 従業員らとの交流会実施など。 

▶ 実施日：2016年 2月 20日〜22日 

  開催場所：福島県いわき市薄磯地区、薄磯団地（災害公営住宅）、南台仮設住宅 

  参加者：合計 102人（学生 9人、教職員スタッフ 3人、地元住民 90人） 

  実施内容：薄磯団地の住民の方々と交流会、高台造成地お披露目、南台仮設住宅の双葉町社会 

 福祉協議会の集会所（ひだまり）で双葉郡からの避難住民の方々との交流会の実施など。 

▶ 実施日：2016年 3月 14日〜15日 

  開催場所：福島県いわき市薄磯地区、薄磯団地（災害公営住宅）、南台仮設住宅、楢葉町 

  参加者：合計 63 人（学生 10 人、教職員スタッフ 3 人、地元住民 50人） 

  実施内容：薄磯団地の住民の方々と交流会、南台仮設住宅の双葉町社会福祉協議会の集会所（ひ 

 だまり）で双葉郡からの避難住民の方々との交流会、避難解除された楢葉町の復興状況の視察、 

 同町地域包括センターの訪問など。 

 

■４．「石巻･女川交流プログラム（ツアー）」計 2回実施、参加者計 41 人 

▶ 実施日：2015年 9月 19日〜20日 

  開催場所：宮城県石巻市、女川町 

  参加者：合計 28 人（学生 14 人、教職員スタッフ 2 人、地元住民 12人） 

  実施内容：石巻市･女川町の被災･復興状況の定点観測、語り部さんとの交流、おながわ秋刀魚 

 収穫祭への参加など。 

▶ 実施日：2016年 3月 25日〜26日 

  開催場所：宮城県石巻市、女川町 

  参加者：合計 13 人（学生 5人、教職員スタッフ 0人、地元住民 8 人） 

  実施内容：石巻市･女川町の被災･復興状況の定点観測、語り部さんとの交流、女川町復幸祭へ 

 の参加など。 

 

■５．「南三陸交流プログラム（ツアー）」1 回実施、参加者 12 人 

▶ 実施日：2015年 6月 6日〜7日 

  開催場所：宮城県南三陸町 

  参加者：合計 12 人（学生 4人、教職員スタッフ 1人、地元住民 7 人） 

  実施内容：南三陸町の被災･復興状況の視察、仮設復興商店街さんさん商店街の季節料理「志 

 のや」店主の方と南三陸の地元食材を生かした新たなメニューを共同で試作･調理して開発（わ 

 かめはっと汁）など。 
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3．プロジェクトの振り返り 

被災者の生活再建支援とユースによる取り組み支援の視点からプロジェクトを振り返り、目標の達成度、

残された課題などについて記入してください。 

（1）目標の達成度 

 当初設定した目標（「実施計画書」の「3-(3)プロジェクトで達成したい目標」）に照らして、達

成度として該当するものに○印を付け、その理由を記入してください。 

（ ）非常に高い水準、（○）高い水準、（ ）普通、（ ）低い水準、（ ）非常に低い水準 

（理由） 

■「陸前高田」 

・災害公営住宅の竣工に伴い必要とされる新たなコミュニティ作りに貢献することができた。  

・盛り土工事の加速に伴い様変わりする街の景観･復興状況を定点観測することができた。 

 

■「気仙沼･大島」 

・2018 年度竣工予定の大島架橋に伴い、統廃合が予定されている大島小学校･中学校の児童らへ

の学習支援や学校行事のサポートを継続開催することができた。 

・仮設住宅の高齢者との継続的な交流を実現できた。 

 

■「いわき」 

・双葉郡から仮設住宅への避難住民と地元市民との間のあつれきの緩和、新旧住民両者をつなぐ 

 新たなコミュニティ作りに貢献できた。長期化する避難生活を支援する交流イベントの開催等 

 を実現できた。 

 

■「石巻･女川」 

・復興支援に興味はあるが踏み出せない、復興支援未経験の学生らが、支援活動の第一歩を踏み 

 出すむきっかけ作りができた。 

 

■「南三陸」 

・復興街作りの加速に伴い地元漁業水産業と新たな復興商店街の魅力の発信が求められている。 

 三陸特産のわかめ漁師らとの交流を通じて、特産品の魅力を体感し PR することができた。三 

 陸の魅力を代表する海の幸「わかめ」をより身近に感じられるように、秋の学園祭や地域の祭 

 り等で、三陸産のワカメ料理やワカメを PR するイベントを開催。南三陸の漁業水産業を支援 

 することができた。 

・復興支援入門的な活動として、学生に広く門戸を開くことができた。 
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（2）被災者の生活再建支援につながったかどうか 

■全拠点の共通 

・どの活動拠点においても、震災により若者世代の流出、減少が加速している。大学生が現地を 

 訪れるだけで、すべての拠点で住民から歓迎を受けている。さらに交流を重ねることで、長期 

 化する復興への歩みを心のケアの観点から支えることができている。 

 

■「陸前高田」 

・仮設住宅から災害公営住宅へ復興フェーズが変化するに伴い、小友町に竣工した西下団地（災 

 害公営住宅）を新たな復興支援の拠点の一つとして確立し、交流会を定期的に開催できるよう 

 になった。 

・西下団地で月一回程度の交流プログラムを開始･継続することで、住民同士の交流を促進し、 

 新たなコミュニティづくりに貢献できた。 

・住民、若者世代の減少により開催が困難になっている地元の伝統行事「けんか七夕」に参加し、 

 その開催継続を支えた。 

・陸前高田市小友町で被災した方々からの聴き取り調査と写真・映像の整理・保管をおこなうこ 

 とで、震災の記憶のアーカイブ化、避難所生活の記録データ化を進められた。 

 

■「気仙沼･大島」 

・離島で若者世代の減少が著しい大島にあって、子どもたちへの学習支援を継続することで、島 

 在住の子どもたちの学習環境の向上に寄与した。勉強を教えるだけでなく、勉強会を通して、 

 大学生と子どもたちが交流し、心のケアにも努めた。 

・島の行事（マラソン大会、合同運動会、砂の造形展等）の運営をサポートすることで、人口減 

 少で危ぶまれる島の行事存続、コミュニティ存続に貢献することができた。 

・大島中学校仮設住宅に残る高齢者の避難者らとの交流会を継続開催することで、長期化する避 

 難生活を心のケアの観点から支えることができた。 

 

■「いわき」 

・南台仮設住宅にある双葉町社会福祉協議会の交流施設「ひだまり」を舞台とした双葉郡からの 

 避難者への交流支援を実施。近隣のいわき市民との交流の場づくりも行うことができた。 

・集会所が存在しない沼ノ内団地で住民同士が集う交流会を企画し、団地のコミュニティづくり 

 に貢献することができた。 

・高台造成、移転後のまちづくりを考えるワークショップなどを住民と合同で開催し、新たな町 

 のビジョンを考える際のサポートをすることができた。 

・出張上映会「うすいそ遊映坐」を住友商事さま協力（バリアフリー映画：「武士の家計簿」）の 

 もと開催することで、新たな住環境である災害公営住宅において、住民同士が集い、楽しむ場 

 を創造し、コミュニティを紡ぐサポートをすることができた。 

 

■「石巻･女川」 

・関東における風化防止活動で一緒に活動している石巻在住の方々を訪問することができ、さ 

 らなる風化防止活動の充実化、強化に向けて、住民の方々と学生の交流を深めることができた。 

・学生が実際に石巻･女川を訪れて地元住民の方々と交流できたことで、大学で新入生歓迎会を 

 開催する際、参加学生が自らの言葉で実感を持って、活動拠点の魅力と現状を伝えることがで 

 きた。この効果等もあり、2016年度は復興支援に興味を持つ学生が数多く参加している 

■「南三陸」 

・地元住民の方と、南三陸の食材を生かした新たな B級グルメ「わかめはっと汁」を開発し、大 

 学学園祭等での販売を通じて、社会へ PRすることができた。 
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（3）ユースが主体となった取り組みによる成果 

■全拠点 

・基本的に、すべての活動拠点において、学生が主人公となって、主体的に支援活動を担い、地 

 元市民らへの交流生活支援、新たなコミュニティづくりに貢献できた。そのために、福祉を専 

 門とする教員・職員らによる相談、助言等のバックアップを行った。 

・活動後、大学に戻ってからも、手紙を書いたり、寄せ書きの色紙を作成して交流相手の住民の 

 方々へお送りするなどして、感謝の気持ちを伝え、支援活動の継続に向けて、さらなる信頼関 

 係の構築ができた。 

 

■「陸前高田」 

・西下団地（災害公営住宅）において、学生が新たなコミュニティづくりの架け橋、接着剤とな 

 って住民同士が集える場=交流会を開催できた。 

・震災発生当時は中学生だった参加学生が、震災を体感するため、自ら震災遺構を訪れ、語り部 

 さんからヒアリングし、津波の高さや恐ろしさを確認できた。 

 

■「気仙沼･大島」 

・大島の子どもたちへの学習支援活動では、学生自ら、子どもたちのニーズに応じた指導方法を 

 企画し、実施した。理系の指導を求めるものには、理系に強い学生があたり、将来の進路の相 

 談にものることができた。 

・大島仮設住宅における交流会では、住民の方々とのレクリエーションの内容を参加学生自らが 

 企画して実施した。 

 

■「いわき」 

・いわき明星大学や東日本国際大学など福島の地元学生らと連携した支援活動など。新旧住民の

間の架け橋となり、新たなコミュニティづくりに貢献する。 

 

■「石巻･女川」 

・活動に初参加した学生の中から、石巻女川をはじめとした各活動拠点の企画運営に携わる学生 

 を輩出し、学生主導で復興支援活動を継続できる環境を整えることができた。 

・今回の訪問で現在の被災地で起きていることを認識し、参加学生は友人や家族にその経験を伝 

 えていた。その結果、参加者の周りで被災地訪問に興味を持つ学生が増えた。 

 

■「南三陸」 

・三陸の魅力を代表する海の幸「わかめ」をより身近に感じられるように、秋の学園祭や大学の 

 周辺地域の祭り等で、わかめを PRするイベントを実施。南三陸の漁業水産業を支援できた。 

 その企画は、現地活動に参加した学生自身が担当した。 
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（4）残された課題 

■「陸前高田」 

・仮設住宅に取り残されている避難者への心のケア。 

 

■「気仙沼･大島」 

・仮設住宅から災害公営住宅への移行が本格的に始まるため、これまでの活動拠点の変更が余儀 

 なくされている。新たなコミュニティづくりに貢献していくため、活動拠点の選定や支援方法 

 の再検討が必要になっている。 

・2018年竣工予定の大島架橋の影響で検討されている島内の学校の統廃合を見据えた、児童の 

 学習環境の整備等。 

・滞在型の観光を実現するための新たな観光資源の発掘と提案等。 

 

■「いわき」 

・定期的に訪問している薄磯地区は、高台移転後の街の再開発が目前に迫ってきている。再び海 

 水浴場として海開きも予定しており、新たなまちづくりへの貢献、関与も期待されている。 

・福島第一原発周囲の双葉群からいわき市内に避難してきている住民と、いわき市内の津波被害 

 の住民、元々の住民ら、新旧住民の間の架け橋にいかに学生がなれるか。新たなコミュニティ 

 づくりの方法を絶えず検討し、地元の方々と連携していく必要に迫られている。 

 

■「石巻･女川」 

・先輩から後輩へ、企画運営を担当するスタッフの引き継ぎ作業。 

・募集告知、広報が不足し、参加学生をあまり多く巻き込むことができなかったため、今後は早 

 めに広報活動を開始し、多くの学生に参加を促す必要がある。 

 

■「南三陸」 

・当初の想定よりも多くの学生を集めることができなかった。今後、広報活動の改善も必要とさ 

 れている。 
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4．会計報告 

 

※省略 

 

5．今後の本プロジェクトの見通しや目標 

・外部助成金等、資金源の減少に伴い、再度活動内容を精査し、活動拠点の自律を促し、徐々に 

 活動拠点の数を集約したり、ゼミ単位や個人の活動に移管したり、実施回数を削減するなどし 

 て、復興の歩みに細く長く伴走する体制を再度整える必要が出てきている。 

・復興支援から、その地域が元々持っていた課題に対する支援＝地域支援、地方創生、個別支援 

 へと支援ニーズが拡大してきており、どこまで支援を行うか判断が求められている。 

・さらなる学生主体の活動へ脱皮していけるか、学生と教員、現地関係者との役割の見直しも求 

 められている。 

・災害多発列島日本。東日本大震災以外の復興支援活動をいかに行うか、判断と体制づくりが求 

 められている。 

・2015年度の活動を踏まえて、引き続き多くの学生を巻き込み、現地の様子をより詳細に関東 

 に発信し、変化する石巻女川の現状に合わせた交流支援を展開していきたい。 

・先輩から後輩へ、支援活動を着実に継承“たすき掛け”していく 

 長期化する復興の歩みに寄り添い、細く長く“伴走”していく支援活動が大目標。常に新たな 

 学生が入学し、活動の担い手が存在する大学の強みを生かして、先輩から後輩へ、支援活動の 

 経験とノウハウを継承し、変化し続ける支援ニーズに柔軟に対応した活動を着実に実施してい 

 く。 

・復興支援活動を通じて培った“復興の智恵”の社会への還元 

 東北被災地では震災発生後、少子高齢化や過疎化、経済の疲弊など、現代日本が直面している 

 社会の構造問題が加速して現れており、復興支援を通じた現地の取り組みから、課題解決への 

 ヒントを日本社会全体が学ぶことができる。各拠点の支援活動を通じて学生が得た“復興の智 

 恵”を、引き続き、大学の授業やシンポジウム、講演会、出版物、DVD等を通じて発表・発信 

 することで、社会へ還元していく。また、震災の記憶を先輩から後輩へ伝承し、震災被害の風 

 化を防ぐ。 

・三陸特産品の PR イベント等を通じた産業復興支援 

 引き続き、立教大学の学園祭で、「石巻やきそば」「女川さんま」とともに、今回新開発した「南 

 三陸わかめはっと汁」を紹介するイベントを企画し、三陸の特産品の魅力を広く他の学生や、 

 首都圏の市民らへ PRする。三陸の特産品の振興を通じて、東北の魅力の発信に貢献する。 

・資金計画 

 現在、およそ７割を占める学内資金を中心に、助成金や寄附金などの外部資金の獲得にも引き 

 続き努め、多様な資金源を獲得することで、長期的な復興支援活動の実現を目指す。 

 

 

 

6．添付資料 
※添付資料がありましたら、下欄にタイトルを記入の上、併せて送付ください。 

＜書籍＞ 

・震災 5 年誌「復興支援ってなんだろう？ 人とコミュニティによりそった 5年間」（本の泉 

 社）：2016年 3月 11 日発行 

＜新聞＞ 

・福島民友 2015年 10 月 4日付掲載記事：「いわき交流プログラム」について 

・東海新報 2016年 1月 1日付掲載記事：「陸前高田交流プログラム」について 

・三陸新報 2016年 2月 3日付掲載記事：「気仙沼･大島交流プログラム」について 
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・朝日新聞 2016年 3月 21日付掲載記事：震災 5 年誌の出版とシンポジウムについて 

・読売新聞 2016年 4月 11日付掲載記事：「陸前高田交流プログラム」について 

・読売新聞 2016年 4 月 27日付掲載記事：震災 5 年誌の出版について 

 

 

7．住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラムへのご意見（ご意見やご感想等がござ

いましたらご記入ください。） 

 東日本大震災の発生から 5 年間が過ぎましたが、いまだ復興の途上にあり、支援のニー

ズは引き続き存在します。公的機関による助成金や民間助成金が減少する傾向の中で、御

社による助成金は、活動継続の大きな資金的支えとなっています。また、他の多くの活動

団体との交流の機会を設けてくださり、ネットワークづくりや、モチベーション向上の面

からも、より多くの貢献をしていただいています。あらためまして御礼申し上げます。 

 2016 年度でプログラムは終了予定とお聞きしていますが、今後とも何らかの形でご支援

いただけると幸いです。 

 


