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-南三陸町活動報告書 

（コミュニティスタディ河東ゼミ夏合宿 8 月 6 日～8 月 8 日） 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 

テーマ：文化政策から考えるコミュニティ形成と復興支援 

担当教員：河東仁  

学生 

遠藤紘介、大岡舞、大沢夏佳、大舘懐、小原田啓介、小牧芳明、島田佳奈、関根祐太 

寺田美邑、徳田真人、都丸明日香、長倉杏子、藤田知也、森開こゆき、柳沢珠子 

 

・はじめに 

昨年の 3 月 11 日に発生した東日本大震災。住宅は 8 万棟以上が全壊、犠牲者も 2 万人を

越え、多くのコミュニティが崩壊した。そうした中、今回は昨年の空閑ゼミに引き続き南

三陸町を訪れた。様々な方のお話を伺うことで、コミュニティ政策学科のテーマの１つで

もある「人と人とのつながり」とは何か、今後の復興の在り方、そして我々のゼミのテー

マである「文化政策」について考える。今回は全員参加型にするためゼミの時間にグルー

プに分かれ、事前学習とフィードバック(10 頁以降に各班のまとめを掲載)を行った。 

 

□南三陸町の被害状況 

 

直 接 死： 589 名 

災害関連死： 20 名 

死者数の合計： 609 名 

行方不明者数： 280 名 

住宅、建物被害（全壊数＋半壊数）：3315戸 

罹 災 率： 62% 

※ 宮城県,復興庁 HP のデータより（2012/4/6 時点） 

 

 

・活動スケジュール 

一日目 

古川駅にて佐藤幸也氏（宮城学院女子大学教授）と合流→登米市南方仮設住宅→入谷たん

ぼ→入谷復興商店街→被災地視察→Yes 工房（村井香月氏との懇談会） 

二日目 

宮城大学南三陸復興ステーション（鈴木清美氏との懇談会）→南三陸被災者支援センター

（本間照雄氏との懇談会）→JAPAN 元氣塾（高橋氏との懇談会）→高橋一清氏（南三陸町
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産業振興課参事）を囲んでの夕食→佐藤幸也氏を囲んでのミーティング 

三日目 

戸倉サテライト：芳賀氏（生活支援員）・村岡賢一氏（獅子舞保存会会長）との懇談会→横

山サテライト（復興ガエル作業体験） 

 

・活動報告 

一日目 

・南三陸復興商店街→被災地視察 

 復興商店街は 2012 年 2 月 25 日にオープンした仮設商店街である。昨年訪れた時点では

考えられなかったが、その場所には活気と希望が見られた。商店街という身近で集まれる

コミュニティが作られることにより、新たなつながりも生まれている。その場で食事をい

ただいたのだが、やはり海の町というだけあって魚介類は新鮮そのもの。お店の方も私た

ちの来訪を喜んでくださり心の温かさを感じた。この出会いによるつながりも商店街とい

うコミュニティの恩恵と言えるだろう。 

 

2011 年 8 月             2012 年 8 月 

 

2011 年 8 月             2012 年 8 月 

その後、沿岸部を視察した。予想以上に整備は進んでおらず、復興(復旧)の難しさを目の

当たりにし、震災の与えた影響と私たちが果たすべき使命を考えさせられた。しかし、希

望的なこともあった。それは、昨年訪れた田んぼだ。昨年、震災による塩害と瓦礫により

農作業が困難とされていたその地に力強く、青々とした稲が稲穂を実らせていた。少しず

つではあるが復興に向かって確実に前へ進んでいることを実感した。 



3 

 

 

2011 年 8 月              2012 年 8 月 

 

・Yes 工房 (村井香月氏との懇談会) 

昨年に引き続き足を運ばせていただいた。Yes 工房は取り壊し予定であった旧入谷中学校

を拠点とし、復興支援活動として「オクトパス君」などの作成をしている。オクトパス君

は震災以前からあったが、震災後、避難所の女性 3 人が片隅で商品製作にあたったことか

ら Yes 工房の活動が始まった（2011/7/1 発足）。被災者雇用の狙いもあり、現在は 25 名で

運営し、それぞれが自主性を持って活動していると村井氏は話していた。この活動は一見、

外向けの商品販売のように思えるが地元への定着目的もあるようで、地元の小学校などに

はオクトパス君の着ぐるみも登場している。もちろん、オンラインなどでの全国販売もし

ており、これまでに 3 万個の販売実績を残している。また、芸能人とのコラボレーション

企画を実施するなどメディアからも注目されている。この活動により地元への愛着が増す

ことを村井氏は願っていた。文化政策の視点から見ると、既存の文化(オクトパス君)が震災

をきっかけに新たな側面を含み、地元の人々に希望を与え、ソフト面を支えていると考え

られる。しかし、村井氏は当初、開発目的で南三陸に入り、ハード面強化をビジョンとし

て描いていたという。ここから学んだことは、まずは実践してみるということだ。文化政

策を学んできて感じるのは形がなく捉えづらい分野であるということ。しかし共通してい

ることは文化やモノを通して社会を変えたい・刺激を与えたいという思いである。その思

いが様々な過程を経て文化という形となっていく、これが文化政策だと村井氏の話を通し

て学んだ。 
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村井氏の言葉で支援の在り方について印象的だったものがある。 

 “for(～のために)→with(～と一緒に)→by(～を支えていく)” 

南三陸町をはじめ農村・山村・漁村などの過疎化が進む地域は自地域の素晴らしさに気付

いていないことが多い。だから、外部が地域の“ために”アクションを起こすことでその

素晴らしさに気付き、誇りを持つ。そして“一緒に”考え、行うことで思いを共有する。

最後は地域民の自主性を“支えていく”。 

この考え方は人と人とのつながりをテーマにしているコミュニティ政策学科が核として持

つべきであると感じた。 

 また、夕食時に来てくださった高橋一清氏（南三陸町産業振興課参事）は、大災害以前

に観光行政を担当されており、入谷地区の森林や川、田んぼを活用したグリーンツーリズ

ム、そして志津川地区を初めとする漁業ことに名産の水ダコの水揚げを体験するブルーツ

ーリズムを結びつけることで、南三陸の大自然の素晴らしさを積極的に打ち出していく計

画を建てていたという。 

 今はまだ災害からの復旧復興に全力が注がれなければならない時だが、いずれはこうし

た大きな見取り図をもった地域全体の活性化策が立案され実現されていくことになると思

われる。 

 河東ゼミは、今後もこの大きな流れに沿って、for→with→by を実践し続けていきたい。 

 

二日目 

・宮城大学南三陸復興ステーション（鈴木清美氏との懇談会） 

私たちが宿泊したさんさん館のすぐ裏にある復興ステーションを訪れ、鈴木清美氏から

お話をいただいた。復興ステーション(2012 年 4 月)は自然共生型で自給度の高いライフス

タイルの先取りや新たな提案を行っている。これまでにバイオマス燃料などの自然エネル

ギーへの取り組みや高齢者や障がい者の災害時の課題克服に取り組んできた。 

南三陸町における復興計画の柱は「働きは海でも住まいは高台へ」であり、町民の多く

は賛成している。これを聞いたときは意外であった。ゼミ生の多くは勝手な認識観から住

民は元の場所で暮らしたと望んでいると思っていたからだ。しかし、海で仕事をしている

人は納得はするものの時が経つと海付近へ戻ってしまうようで、そのような歴史を繰り返

してきたと鈴木氏は話していた。南三陸町の地図を見ると内陸の地名にも“水”や“川”“船”

など海と関連する語が多く使われている。これも先人からのメッセージであり、事実、過

去その地区まで津波が押し寄せたという歴史もある。何気ない地名や石碑にも深い意味と

込められた思いがあることを学んだ。 

鈴木氏自身も被災され、九死に一生を得ている。その話を聞きながら被災生活の厳しさ

が伝わってきた。その中で物資の運搬の連携、また薬の調達がうまくいっていないことを

課題として挙げられていた。二度とこのようなことがないことを望むが、今回の教訓を活

かしていかなければならないと感じた。 
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鈴木氏が今回の会談で特に強調していた内容は障がい者や高齢者支援についてであった。

私たちのようなメディアが情報源の人間は殆ど被災された障がい者や高齢者についての理

解どころか知識すらない。鈴木氏は障がい者センターやおもちゃ図書館で、もともと社会

的に弱い立場に置かれていた上に災害に巻き込まれた方々との交流を進めている。近い状

況下の人同士が集まれる場の存在は精神的な面で大変効果的であり、今後大きく使われて

いってほしい。 

 

 

鈴木氏が推す支援の在り方 

救援(自衛隊など)→支援(物資や気持ち)→応援(声を聴く)→縁(つながり) 

非常に共感できるものであり、現在は応援が最も必要だと話していた。被災者は震災か

ら 1 年半が経ち、不満や不安が大きくなり疲弊してきている。いかにして個人の意見を反

映していけるかが焦点となる。そして、その縁をその場限りではなく、継続していくこと

が求められている。 

また南三陸町は海・山ともに豊かで、復興ステーションではグリーン＆ブルーツーリズ

ムを推奨していく。 

 

・南三陸被災者支援センター（本間照雄氏との懇談会） 

昨年から私たちに関心を持ってくださっている本間氏と会談の時間を持った。震災から 1

年半が経ち、現地で過ごしてきた本間氏の発言には重みを感じた。 

 現地では支援の形について見直されていた。震災以来、一方的な支援がなされてきたが

今は避難者の可能性を引き出し、彼らが主体となる支援を奨めている。復興支援は長期的

な事業であり、そうなると地元民の力が不可欠となってくる。そのために地元民を育成し

つつ支援をしていくという形が考えられているようだ。また根本的に支援の在り方につい

ても本間氏は新たな考え方を提唱していた。それは“支援から支縁へ、恩返しから恩送り

へ”である。支援には“する側”と“される側”が生まれてしまうように見える。しかし、

実際はお互いが力を受け合っていることを私たちも現地での経験から実感してきた。この

相互関係を支縁＝交流と捉えるものである。また恩(想い)を受けたならば返すだけでなく、

第三者へ送り、恩の循環がなされるコミュニティ形成が理想だと話していた。 
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コミュニティと聞くと助け合いや支え合いなど美徳のみイメージされがちだが、反面で

は迷惑を掛け合っているのである。そこでいかに他者と関わりの中で煩わしさを醸成し思

いやり合えるかがコミュニティ形成のカギとなってくるのである。その実現へのキーワー

ドとなるものが社会関係資本である。これは“絆”とも言い表せる。震災によって多くの

ものを失ったが、その中で人と社会、人と人の関わり方の大切さが改めて示され、また日

本には社会関係資本が豊富にあることを確認した。この社会関係資本に着目し、地域の強

みを活かしたケアシステム＝町民の自立的支援体制の構築が復興に向けて新たな一歩にな

ると本間氏は話していた。なぜなら町民は自身で居場所を作りたいと望んでいるからだ。 

 本間氏の言葉で印象的だったのは生物的支援の時期が終わり、人間的な支援が求められ

ているということである。人間的な支援とは精神的充足を満たすものであろう。そのため

には自分が存在している、必要とされているという自覚を持てるかどうかが関係してくる。

そのためには町民主体のコミュニティ再構築が必要であると説き、だからこそ地元にこだ

わりたいと話していた。“帰郷したい”と思えるような支援の在り方、そして帰れないとし

ても繋がっていると感じられるような支縁に取り組む姿勢と覚悟が伝わってきた。 

本間氏の話を聞き考えてみると、私たちはたくさんのコミュニティ(ここでは二つ(人)以

上からなるものと定義)の中に存在していることを改めて感じた。大きく見れば地球も一つ

のコミュニティであり、実感できていないだけで実はつながっているのである。そのつな

がりの根底にあるものはお金や物質ではなく、恩(想い)なのではないか。すなわち恩の循環

によって世界はつながっているのであるという考え方もできる。このことが顕著に表れた

ものこそ復興支援のように思えた。 

 

  

三日目 

・戸倉サテライト：芳賀氏（主任生活支援員）・村岡賢一氏（鹿子舞保存会会長）

との懇談会 

・戸倉サテライトは支援員 14 名で構成されており全員が地元民、中には自身も仮設で生活

している方もいる。震災から約 1 年半経ってだいぶ落ち着き、近所でのコミュニケーショ

ンも増えてきた一方で被災者故の問題も発生している。その問題とは“自発性の欠如”だ

という。震災以来多くのボランティアや支援員の方々の力を借りながら厳しい状況を乗り
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越えてきた被災者の方々だが、ある程度生活が安定してきた現在でも、他者の力を頼って

しまう習慣が身に沁みこんでしまっているようだ。支援員は生活そのものを支援するので

はなく被災者が元の生活に戻れるようにと存在している。支援員＝何でもしてくれる人と

いう認識を変えていかなければならないと話していた。 

 サテライトは漠然とあるわけではなく目標を掲げ、細かく組織化されている。まず目標

だが全サテライト目標と各サテライト目標がある。私たちが訪れた 8 月(7～9 月)の全体目

標は「楽しみのある生活を支えよう」であった。この目標からもわかるように仮設住宅内

でも“楽しみ”が生まれてきていることがわかる。一方、戸倉サテライトの目標は「住民

とともに前を向いて進もう」であった。こういった目標はサテライト内で話し合って、皆

で現状を把握し意見を一致させたうえで決まっている。また、目標に対して議論し評価す

ることは徹底しているようだ。そうすることで事業の方向性にズレがないのか確認できる。

次に組織についてだが、サテライト内でさらに細分化されたチームが組まれている。その

チームごとに順番で仮設内を声をかけて回り、その情報を共有している。そういった中で

早朝ラジオ体操や月一回のお茶会など様々な試みが行われてきている。各仮設のニーズに

合わせた活動が行われ、またサテライト同士での研修を実施することでお互いが高めあっ

ているようで、復興に向かって着実に進んでいることを実感した。 

 

・昭和 57 年に戸倉水戸辺で見つかった石碑に鹿子躍の文字が刻まれていた。文字に注目し

てもらえばわかる通り、鹿子舞は単なる“踊り”ではなく踊る・太鼓をたたく・歌うが連

動した躍動的かつ巧技的な“躍り”である。その歴史は古く元禄年間(1700 年代)に伊藤判

内によって始まった。その伝承は一度途切れてしまうが、昭和 57 年の石碑発見を機に鹿子

躍復活の機運が高まり平成 3 年に保存会が発足し今に至る。その石碑を発見し、復活に大

きく貢献したのが村岡氏である。当初、鹿子躍の練習を開始 10 日後に多くの人が辞退し、

残ったのは 6 人であったという。上でも述べたが鹿子躍は難しく、また戸倉地区は牡蠣漁

が盛んで忙しいということが原因であった。しかし、村岡氏は何とかしてこの伝統芸能を

復活させたいという強い思いから呼び掛けを続け、人数集めに成功した。村岡氏が面白い

ことを言っていた。「躍れるようになってからデジャブがあった」と。祖先の血が受け継が

れているのだろうか。その後は子どもたちを教えることが中心的になっていく。一時は衰

退しかけたが子どもたちのパワーによって再スタート。その中で起こった大震災であった。
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太鼓などの道具はすべて流されてしまい、とても踊れる状態ではなかった。しかし、偶然

というより奇跡に近いであろう、流されてしまった太鼓がすべて見つかった。困難や奇跡

を経験し、2012 年 8 月末には USA テキサスで公演を果たすまでになった。はじめは賛同

する人が少なかったという鹿子躍が今では地区の喜びになっている。たかが楽しみでやっ

ていた鹿子躍、しかしそれが今では他人のためになっている。活動が人のつながりを生み、

そして人を思いやるようになるという村岡氏の言葉はとても印象的であった。文化がコミ

ュニティのつながりを強めたことがこの鹿子舞を通して実感できた。 

        

 

・横山サテライト（復興ガエル作業体験） 

今回の合宿唯一の体験型のフィールドワーク。横山サテライトは登米市の仮設住宅で復

興ガエルなどの製作を行っている。住民の多くは南三陸町戸倉地区で被災された方である。

最初にお話しくださった高橋氏を初めとする支援員は 10 名弱で皆被災者である。復興ガエ

ルとは全国へ散らばった仲間へ発信する活動である。南三陸町を離れて暮らす者同士「共

に帰る(＝カエル)」の気持ちを込めて作成している。販売ではなく集うことが目的であり、

その集いから復興ガエルは生まれた。 

活動を共にさせてもらい、住民の方々の温かさと嬉しそうな笑顔が印象的でゼミ生は時

間を忘れて対話と作業に熱中していた。別れが寂しく一度限りの縁で終わらせたくないと

感じたし、続けて関わっていくことが本当に求められている支援であり支縁であると感じ

た。 
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・まとめ 

震災から一年半が経ち、南三陸町には落ち着いた空気が流れていた。しかし、辺りを見

渡すと復興の難しさを感じるしかなかった。今回はお話ししてくださった方をはじめ、さ

んさん館の方、また入谷公民館長阿部氏、その他関係してくださった方の支えがあり、大

変充実した合宿となった。心からの感謝を伝えたい。様々なお話や経験を通して自分たち

の認識の甘さとこれから私たちが果たすべき使命を考えさせていただく機会となった。復

興と一言にいっても形は様々である。瓦礫の整備が済み、住宅が建てられたからと言って

復興がなされた訳もなく、最も焦点を当てるべきはソフト面（被災された方の心の面）で

はないであろうか。 

今回私たちは、文化政策の視点から復興を考えてきた。その中で見えてきたもの、それ

は”文化”は”想い”が芸能や工芸品といった目に見える形になったものではないかとい

う考え方である。Culture(文化)という語はもともと「耕す」という意味で使われていた。

したがって文化は社会(コミュニティ)を耕すものであると捉えられる。何か社会の現状に停

滞や不満を感じた時、その状況を何とかしたいという想いが形となって現れたものこそ文

化なのであり、その文化を用いた働きかけこそ文化政策なのである。オクトパス君・鹿子

舞・復興ガエルなどそれ自体にはコミュニティを変化させる力はないかもしれない。しか

し、その中に“何とかしたい”という想いが込められているからこそ、そのコミュニティ

において大きな力となり希望となるのではないだろうか。 

文責 関根祐太 
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●事前学習 

◆入谷 Yes 工房（島田、関根、徳田) 

 

→「南三陸復興ダコの会」が復興支援活動として 

「オクトパス君」を製作する拠点＝旧入谷中学校 

 

オクトパス君とは？ 

元々は南三陸町の人気キャラクター。南三陸は水産資源が豊富でタコの名産地であること

から町の観光協会がタコをモチーフとし、“置くとパス”にかけ、合格祈願キャラクターと

して製作。 

            

もう一度町を復興させ、元気な故郷を取り戻すべく 

「復興ダコ」として再び登場！ 

⇓ 

商品として販売し収益の一部を東北復興支援金として他県（福島、宮城、岩手）及び南三

陸町に均等配分し寄付 

・「1 つの希望と 3 つの願い」東北復興と合格祈願、除災願、商売繁昌 

・被災者への雇用を生む（パート 20 名程）                

 

TV やブログなどに紹介され反響を呼ぶ。また、復興フォーラムで販売され認知度 UP 

他、T シャツやピンバッジ、ポストカードなどグッズは多数。 

 

・南三陸復興商店街（南三陸さんさん商店街）                   

→2012 年 2 月 25 日南三陸町志津川地区にオープンした 

仮設商店街で地元の事業者 30 店舗が軒を連ねる 

きりこ 

  →江戸時代からの伝統で海の仕事の安全と大漁を願う 

 

2012 年 8 月 25 日から 9 月 11 日まで NPO 団体 ENVISI（仙台）主催で南三陸観光協会共

催のもと「南三陸 福幸きりこ祭」を開催 

→アサヒビールが助成、南三陸さんさん商店街後援 

●ワークショップや作品展、朗読コンサートを実施予定 
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参考 

南三陸復興ダコの会公式ページ http://ms-octopus.jp/ 

南三陸さんさん商店街 http://www.sansan-minamisanriku.com/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆志津川地区(大岡、小牧、森開) 

 

 かつて三陸大津波（1896）が発生し、平坦な海辺から山の手がわへと移住した経緯があ

る。三陸大津波以降、海沿いは畑だった。しかし、再び平坦な海側へと居住地が広がった

とされる。そんな過去をもつ志津川地区。今回の震災での建築物被害は 2048 戸。（罹災率

約 75％）南三陸での建築物被害の 6 割を占める。これから町は、高台を造成して市街地や

住宅地を移し、浸水地域は産業・商業用地、緑地や農地として利用する方向。 

 

復興へと立ち上がる組織 

・さんさん商店街 

・防災キャンプ 

名産 

・たこ、菊 

・M3R-abc 

 

かつて 

 海から 3 キロも川をのぼった山間の清流の地を人々は「蛸ばた」と呼ぶ。 

→明治の津波に乗り、川の浅瀬に打ち上げられた蛸がバタバタもがく姿から。 

「海が全く見えないヤマメの泳ぐ小川で蛸がバタバタしていた。津波は恐ろしい。逃げろ」 

→明治の津波を見た人が孫に諭した。 

 「吾輩は猫である」の挿絵画家として知られる中村不折や正岡子規などが残したものが

津波の教訓としてある。当時は被災地からの通信手段が乏しかったので、今に志津川の津

波を伝えている貴重な資料である。 

 

【参考】 

ホームページ（さんさん商店街、防災キャンプ、M3R-abc） 

日本経済新聞 

 2011/09/08,2012/03/25 朝刊 

河北新報のニュースサイト・コルネット 

 2012/07/21 土曜日 

東北地方太平洋沖地震緊急被害状況報告（宮城大学）志津川 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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◆戸倉地区のコミュニティについて(大舘、寺田、大沢) 

 

■宮城県南三陸町戸倉の市町村合併の歴史 

・明治 8 年、水沢県による村落統合に伴い、折立村・水戸辺村・滝ノ浜・長清水浜が合併

して戸倉村が成立。 

・昭和 30年、志津川町・入谷村と合併し、新制の志津川町となる。 

・平成 17年、「平成の大合併」における志津川町と歌津町の合併によって南三陸町が誕生。 

 

■戸倉地区のデータ 

 平成 20年 平成 24 年 

世帯数 682 605 

人口 2,433 1,981 

・戸倉地区内の駅は「JR気仙沼線 陸前戸倉駅」(2011年 3月から運行停止中)のみ 

・2012年 8月現在は町民バス、乗り合いタクシーも運行停止中 

・教育機関は戸倉小学校、戸倉中学校があったが、前者は志津川小に移転、後者も旧善王

寺小という廃校で授業を行っている。 

 

■戸倉漁港 

・カキやホタテの養殖で知られ、今の時期はカレイやアイナメがよくとれる。 

・東日本大震災により漁業設備や船舶等を失ったが、徐々に漁業も再建されている。 

◇養殖業の再開 

2011年 8月 19日、ダイバーを使っての水中調査・清掃が行われた。この活動により養殖

いかだの設置が可能になり、地域の漁業活動を再開することが可能となった。（漁業活

動が再開されなければ活動再開も難しくなる為に、2年間で養殖水揚げ高 24億円の損失

となる。） 

◇三浦屋 

釣り具・釣り餌・釣り船のレンタルを行っている。店の HPや遊漁船という東北の釣り総

合ポータルサイトで毎日釣果が更新されていて、釣り人が毎日漁港を訪れ、釣りを楽し

んでいることが伺える。 

⇒「釣り」という地域の特色がコミュニティ形成の一部となっている。 

 

■戸倉地区における復興支援の取組み 

・東日本大震災における戸倉地区の罹災戸数：523（罹災率：76.8％） 

・戸倉地区は、共有不動産の「太平洋」を資産に、そこからのフローで生計を支えていた。

店舗が少ないため、倉庫に物資を蓄え日々の不足を融通し、広い居間や集会所をカフェ

や居酒屋として暮らしている。高齢者も参加し、子育てを助け、自給自足は食料だけで
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なく人員・サービスの供給者としても「集落」が大きな役割を果たしていた。 

  現在、それらのほとんどが流失・離散し、日常を維持する為に通勤・送迎や運搬・調

達に時間が消費され、未来を話し合う機会が圧倒的に不足している。 

 

◆戸倉復興支援団(NPO団体) 

高台移転が完了するまでの数年間、都市の店舗やサービスに相当する「屋根のある場所」

が復興の課題と捉え、東日本大震災における「集落」の流失・離散による話し合いの機会

の場の大幅な減少の改善を行う。 

◇活動内容 

・仮設小屋支援 

・番屋（漁師の休憩所兼作業小屋）支援 

・倉庫支援 

・コミュニティスペース支援 

 

◆「自然の家かあちゃんクラブ」(SKC) 

宮城県南三陸町戸倉地区にある自然の家仮設住宅に住むかあちゃん達によって結成された

クラブ。震災によってバラバラになった地域のコミュニティ再生・構築を目的として、か

あちゃん達が集まり親睦を深めています。モットーは「おぢゃっこ飲み飲み、ゆるぐやっ

ぺし」 

◇活動内容 

・編み物教室を開催(マフラー、帽子、チョッキ、アクリルたわしなど) 

・仮設住宅での炊き出し、足湯スペース 

・学生ボランティアと協働でチャリティー物品の販売 

 

⇒NPO 団体や外部ボランティアだけでなく、現地に住む

人々が積極的に復興支援活動やコミュニティ形成活動に

携わっている。 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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◆入谷地区とグリーンツーリズム (小原田、都丸、柳沢) 

 

南三陸町入谷地区について 

 

Ⅰ 町のデータ 

 入谷地区のある南三陸

町は宮城県の北東部に位

置しており、東は太平洋、

北は気仙沼市、南は石巻市、

西は登米市に囲まれてい

る。戸倉地区、志津川地区、

歌津地区、入谷地区の 4つ

の地区に区切られた南三

陸町の中で、唯一海に面し

ていない農山村が入谷地

区だ。平成 23年 12月末現在で 523世帯、人口 1866

人が生活している。 

     

 世帯数（世帯） 人口（人） 比 

戸倉地区 618 2024 13％ 

志津川地区 2357 6804 44％ 

入谷地区 523 1866 12％ 

歌津地区 1395 4794 31％ 

南三陸町全体 4893 15488 100％ 

 

Ⅱ 入谷地区の産業 

 南三陸町全体でみると沿岸部の漁業特に養殖業が中心だ。古くからノリ、カキ、ホヤな

どの養殖が行われ、昭和 50 年代になると世界に先駆けたギンザケの養殖が多くの水揚げを

誇ってきた。近年では、ワカメ、ホタテ等の養殖も盛んに行われている。入谷地区の産業

は以下のようになっている。 

 

① 農業 

入谷地区の農業は、山間部の狭隘な立地条件のもとで、米を主体に葉タバコ・養蚕の複

合経営が営まれてきたが、近年は果樹や収益性の高い施設園芸（フキ・菜の花・ほうれん

草などの野菜、菊）への移行や畜産との兼業が進んでいる。 
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農 家 率 44.7 ％  （農家数 232／519戸） 

販売農家数 232 戸 （専業農家 32 戸） 

（１種兼農家 24 戸） 

（２種兼農家 176 戸） 

主要作目  

水稲    （ 47.6 ha） 

野菜類   （ 5.5 ha） 

 花木類・花木（ 6.1 ha）資料：国勢調査、農林業センサス（Ｈ17年） 

 

② 養蚕業 

 入谷地区は仙台藩養蚕発祥の地として江戸中期以降シルクで栄えていた。「奥仙系」と呼

ばれる最高級生糸の産地として名を馳せ、その品質はパリ万博でグランプリを受賞するな

ど高く評価されていたが現在は衰退。 

 

③ 金 

入谷地区はかつて産金で大いに賑わった里で、最盛

期には「入谷千軒」と称されるほど家々が軒を連ね、

現在でも産金にまつわる数多くの伝説が語り伝え

られている。入谷地区に散在する巨石が金鉱脈を形

成したと言われているが現在は閉山。 

 

Ⅲ 地域活性 

 入谷地区はもともと養蚕や葉タバコが盛んだったが、養蚕業が衰退し、農業従事者の高

齢化などで遊休桑園や遊休農地が年々増加し、地域の活力の衰退が懸念されていた。その

ような状況下、地域が一体となって取り組んでいかなければ地域の活性化は図れないとい

う思いから、昭和 61 年、入谷地区の有志で組織された「入谷を考える会」が中心となり地

域内の各行政区長を説得し、平成 3年に全行政区の全戸（519戸）が加入する「グリーンウ

エーブ入谷構想促進委員会」（グリーンウェーブ：緑の山並みが連なる理想郷）を発足した。

地域にある潜在的な資源を活かし、「住んでよかった。住んでみたい。」というむらづくり

のために、各種活動を展開している。 

グリーンウエーブ入谷構想促進委員会には、都市住民との交流活動や地域の環境保全活

動を行う「青年部」・「婦人部」、手作りの直売所で地場産品の販売等を行う「直売所運営部」、

遊休農地や山林へ花桃、杏等の植栽活動等を行う「桃源郷部」の４つの専門部会が設置さ

れ、各種活動を展開している。また、近隣の五日町商店会と連携した桃源郷構想の推進や、

青年部が中心となり町の観光協会と連携してグリーンツーリズムの取り組み等も行ってい

る。 
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これらの活動の成果として、農林水産省共催の「豊かなむらづくり全国表彰事業」にお

いて東北農政局長賞を受賞している。 

 （cf）ひころの里 

入谷地区の発展を進めるべく、「グリーンウェ

ーブ入谷」の設立とともに、入谷地区の中心に位

置する小高い丘に開所された。入谷の歴史を紹介

したり、入谷の郷土芸能「入谷打囃子」のお祭り

を開催したり、まゆ細工やシイタケの植菌の体験

もできる施設。 

他）杏協会、復興ガーデン、さんさん館、トウキ 

（参考）震災での被害 

 南三陸町では 3月 11日の震災で沿岸部を中心に津波による甚大な被害を受け、半壊以上

の被害を受けた世帯数は 6 割を超えていると報告されている。比較的広い平地に家屋のほ

とんどが立地していた戸倉・志津川地区ではほぼ壊滅状態、歌津地区も高台にあった集落

は被害を免れたが、小さな平地部の建築物はほとんどすべてが全壊している状況だ。一方

で、入谷地区は揺れは大きかったものの、山あいに位置している地理的理由から津波の被

害は最小限に抑えられた。また、近隣の津波被災者の避難所としての機能も果たした。河

北新報ニュースは、大地震の翌日、いち早く生存者の救出に向かったのは入谷地区の消防

団であったと報じている。指令機能が失われ、余震と津波の恐怖と隣り合わせの状況下、

公立志津川病院で孤立した約 120人を避難させたそうだ。 

 

≪住居等の被害状況≫ 平成 23年 4月 3日現在≫ 

地区名 概数 罹災率 

戸倉地区 520戸 75％ 

志津川地区 2020戸 75％ 

入谷地区 10戸 2％ 

歌津地区 780戸 55％ 

南三陸町全体 3330戸 62％ 

 

≪参考≫ 

河北新報ニュース http://www.kahoku.co.jp/ 

南三陸町 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ 

南三陸町観光協会 http://www.m-kankou.jp/ 

東北農政局長賞受賞 

http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/murazukuri/file/pdf/h22zirei-6.pdf 

 

http://www.kahoku.co.jp/
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/
http://www.m-kankou.jp/
http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/murazukuri/file/pdf/h22zirei-6.pdf
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グリーンツーリズム 

 

 

 

 

さんさん館 

1. さんさん館とは？ 

 さんさん館とは、長期間滞在可能で、農業・林業・漁業など自然の中で様々な体験学習

ができる施設である。建物は平成 11 年に廃校になった旧林際小学校を改装した、築 55 年

の木造校舎を利用していて、寝室、食堂、研修室、浴室等を完備している。周りには、ホ

タルの飛ぶ川や田んぼなど日本の原風景が広がり、ゆっくりした時間を過ごすことができ

る。地元の人との交流を楽しみながら新たな自分も見つけられる場所だ。 

 

2. 種類が充実した体験学習 

 体験学習は、種類が豊富で、月ごとに体験できることが異なる。例えば、今の時期 8 月

であったら、トウモロコシやナス、トマトの収穫がある。秋にはキノコ獲りや栗拾い、冬

にはこんにゃく作りやしめ縄つくりなど季節に合わせた体験を行うことができる。また、

収穫したり、作ったものは、食べたり持ちかえることができる。そのほかにも、農業・地

元名人教室体験や通年体験メニューも用意されていて、普段はなかなか体験する事のでき

ないようなことばかりだ。 
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       牛の世話              豆腐つくり体験 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆歌津地区について(遠藤、長倉、藤田) 

 

上の写真が歌津地区の当時の被害状況航空写真。 

小さくて見にくいが、囲ったところは歌津大橋が壊れている。 

それ以外の部分も上方の建物がかろうじて残っているのは 

確認できるが、左の方と海沿いは完全にさら地状態である。 

 

 

 

【歌津地区の建築物被害】 

780 戸（り災率約 55％） 

【歌津地区の仮説住宅】 

第四次：246 戸（平成の森） 

第五次：37 戸（歌津中学校グラウンド） 

 

鈴木清美さんのお話にあった神社。 

歌津地区にはこの伊里前の三嶋神社が

旧国道 45 号線の目の前にある。 

鈴木さんのお話にあったように、旧国

道 45 号線は被害なしだったが、新国道

45 号線は津波によって崩壊してしま

ったそうだ。 

http://chingokokka.sakura.ne.jp/sblo_files/chingokokka/image/2011_0710_091800-IMG_0147.JPG
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下の画像が崩落した歌津大橋。 

 

 

歌津地区平成の森キャンプ場 

 

 

 

 

 

 

↑【平成の森】サッカー、野球などの合宿にも人気がある平成の森。温暖な気候と快適なス

ポーツ施設をはじめ 60 人が利用可能な和洋室の宿泊施設を備えており、毎年スポーツ少年

団やクラブチーム、学校や実業団などのスポーツ合宿・キャンプをはじめ研修など広く活用

されている。 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←【あおぞら食堂】 

歌津地区にあるラーメン屋さん。

合宿の時、車で前を通りました！

（たぶん） 

宮城県南三陸町で全国のラーメ

ン屋さんの支援のもと活動して

いるラーメン店（一般社団法人

化）。募金や支援により運営され

ています。 

震災直後は、埼玉県の製麺企業

「カネジン食品株式会社」様が無

償で麺を提供してくださってい

たそう。震災から 1 年を経過した

今でも、信じられない安い価格で

麺をおろしてくれているそうで

す。ラーメンの価格は、地元以外

の方の一般価格と地元の方の地

元価格で分かれています。地元の

方には半額近い価格で、一般の方

には正規の価格で提供していま

す。 

http://hotatecandle.com/wp-content/uploads/2012/06/12.png
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●フィードバック 

◎村井香月さんのお話(遠藤、小牧、都丸) 

○Yes 工房について 

 宮城県本吉郡南三陸町入谷地区にあり廃校となった、旧入谷中学校。入谷中学校は子

どもたちが少なくなったことが原因で廃校になった。昨年の 7 月から「オクトパスくん」

というキャラクターの文鎮や様々な商品（廃材を使った木製品や繭細工）をつくる yes 工

房として使われている。オクトパスくん自体は、震災前からあったが、東日本大震災後、

避難所の片隅で 3 人の女性が商品の製作に当たっていたことがきっかけとなり、yes 工房で

の活動が始まった。名前の由来は、「廃校」~「廃」~「はい」~「Yes」で、平日 9 時～17

時、土日祝 9 時～15 時の定休日なしで運営している。現在は 10 名に増えて、1 日 200 個

のオクトパスくんを製造している。また、ここで働く人々は皆本業であるが、震災前に携

わっていた職業は様々で、物作りに携わっていた人は 1 割程度だという。 

 

○オクトパスくんについて 

 「商品に魅力を！！」ということで、震災前からあったものであるが、「復興ダコ」とし

て再び広める活動が行われている。このオクトパスくんには、“もし、今後日本の違う場所

で災害が起きたら、おそらく東日本大震災は昔のこととなって忘れられてしまうだろう。

でも、東北を忘れないでほしい”という思いがこめられている。また、ボランティアで訪

れた大正大学の学生が町の復興シンボルにと提案したもので、大きさの割に600gと重たく、

そのギャップが人気になった。1200 円で 2012 年 5 月までに 3 万個を販売し、収益の一部

は東北復興支援金として被害の甚大な福島、宮城、岩手、地元の南三陸町に均等に寄付し

ている。取扱店は全国に 60 店舗、イベント等での販売が月５件ほどにのぼる。学生のサー

クル活動などで徐々にネットワークを広め、平泉の世界遺産登録を祝うために、オクトパ

スくんに金箔を施した金ダコを中尊寺に奉納した。 

 

・たこちん(多幸鎮) 

 震災後にオクトパスくんを復興シンボルにと、新しく生まれ変わ

ったのがゆめ多幸鎮である。多幸鎮には「東北の復興」という一つ

の希望と、「合格祈願」「除災願」「商売繁盛」という三つの願いがこ

められている。 

～たこちんプロフィール～ 

男、２才、10/8 生まれ、Yes 工房勤務、好物はアワビと親父ギャグ。 

 

○南三陸について 

 南三陸は 62％が津波で流出してしまい、津波の破壊力はとても大きかった。人口に対す
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る震災の死亡率は第 4 位で約 850 人にものぼり、全壊地域のところもある。 

 

○村井さんのお話を通して 

 復興は、防波堤をつくる等のハード面だけではなく、ソフト面における復興も大事。一

人一人が輝いてこその復興、と村井さんはおっしゃっていた。ハード面と同時に教育や観

光など、人がどうやってライフスタイルを形成するかが重要である。また、地域の素晴ら

しさに気付いていない人も多く、誇りを持つことや一人一人が前を向いていくことが大切

であると外から来た者として感じ、地域の人々とコミュニケーションをとり、寄り添うこ

とが自分の存在意義だとも話しておられた。 

for(～のために)→with(～と一緒に)→by(～を支えていく) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

◎鈴木清美さんのお話(大岡、島田、長倉) 

 

◎入谷地区 

限界集落・・・活性化するためにバイオマス燃料 

      電気任せではなくたくさんある自然を利用 

      BUT→木はたくさんあるがそれをおろしてくる費用が問題点 

グリーンウェーブ・・・グリーンツーリズムとブルーツーリズムの合体 

          （山で泊まって、海でも泊まる） 

↑震災前。現在は海の状況がまだ不可能な状態 

 

◎震災後 

被災した場所は浜辺、海岸。もともと人の住む場所ではなかった。ここで一旦我々の世

代で考えを改めて高台へ移転。「大昔はどうやって暮らしていたのか、今一度考える」。 

昔→津波の来るスパンと人間の寿命がほぼ同じだったため家が流されては建て、流されて

は建てしていた。⇒「ここからは津波がくるから危険」という石碑を立てていた。 

現在→＊復興資料室を作成中。伝え続けることの大切さ。時がたつと忘れてしまい、また

産業がしやすい海岸に出てきてしまうため。 

   ＊復興団体同士での連絡の取り合い 

   ＊町を出ていた若者が戻ってきている。我々の代で昔の姿を取り戻すという熱い気

持ち 

   ＊ゼロからの街づくり…高台移転後もなるべく地域のもともとのつながりを重視で

きたらよいという考え方や施策がある。皆がすごしやすい町を目指す。＝「ユニ

バーサルデザイン」 
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【救援】プロの力が必要。自衛隊の活躍など 

 ↓ 

【支援】物資を送る、気持ちを送る。 

 ↓ 

【応援】いま最も必要！個人個人の声を聴くことが必要になってきている。転移への不安、

仮設住宅への不満など。ここへきて疲弊している。 

【縁】様々な人とのつながり。何回も着て被災地を把握することの大切さ。 

 

◎被災地における社会的弱者の存在 

＊薬がない…命にかかわる薬ではないため優先されない。ヘリに乗せてもらえても、帰り

の保証がないため結局自分たちで調達するしかない。 

＊道路がない…薬の調達のため外へ出ても道がないから行くことができない。優先して造

ってほしい。 

＊説明が難しい…パニックを起こしがち。詳しいことは言わないほうがいいことも。 

・JDF…障碍者支援センター。施設の人が週一でケア。効果的 

・CIL…障碍者支援センター。 

・おもちゃ図書館いそひよ…震災で停止したが、三か月後再開。図書館のおもちゃ版。 

 

■課題 

＊先人たちの伝えを知らない人が多い。 

 鈴木清美先生も少し知っていた程度。特に意識していなかった。 

→伝えるために…月刊誌；HP；地元の人と一緒に巡ってみる。（まだごく一部の参加） 

＊障がい者の個人情報保護の問題 

緊急時の扱いを見直すべき。薬剤師間の情報共有などが必要になる。 

↑政府とのかみ合わなさに悩む 

＊ほとんどの人が高台移転に賛成 

 移転は住居のみ。産業は浜のほうが都合がよいため。 

 ↑このことがまた浜に人を戻してしまうのではないか。 

 高台がないので木を切り崩す。高台に商店などを造るのは禁止。⇔産業の場が高台にあ

れば安定した雇用が生まれるが。<制度との対立> 

 

--------------------------------------------------------------------- 
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◎本間照雄さんのお話(大沢、寺田、藤田) 

コミュニティ重視の仮設移住は現実的に無理。私有地を借りれば集団移住は可能だが、

半分以上が抽選によってばらばらに。コミュニティの崩壊を余儀なくされている。 

最初は、集団避難の手伝いをしていたが、そこで「役場の人は来ない。俺たちを見捨て

るのか」という声を聞いた。でも「怒られてなんぼ」という気持ちでめげることはなかっ

た。そしてそれ以来、町の様子や人々のインタビューをビデオに収め、仮設住宅間を持っ

て回った。バラバラになった隣人たちの姿が映っていれば、少しでも喜んで貰えるのでは

と思ってのことである。 

 

社会関係資本 

大勢の被災者の生活をサポートセンターだけでは見きれないため、一般町民を支援員と

して大量雇用し、戦力とした。これは、復興の事業が 3 年で終わり、復興の制度等がなく

なってしまっても、町民が戦力となれば財産として残る。復興予算を将来にわたる投資と

して人材をつくろう。という考えから提案。 

また、支援は被災地に来るだけでなく、全国の見なし仮設に移っている人々のケアも必

要。南三陸の様子を伝えるなど。自分の住んでいる所でもそういった支援ができる。町民

たちは「何にもないところだから」と言うが、そういう町民に対して「こういうものがあ

りますよ」と外の目線から教えてあげる。その「あるもの」が社会関係資本。国は専門職

を雇うばかりで、被災者の生活を専門ごとに分けてしまう。そうではなく、地域のセルフ

ケア能力を高める支援が必要。現在は復興支援が始まって以来、人も物も揃っているが、

それは続かない。限りある資源を使っていく術を学ばなければならない。この期間は、瞬

間のことよりも次のこと。次のステップへの踏み台になるようなコミュニティをつくりた

い。地味だが着実に。 

 

恩送り（復興かえる） 

「蛙」と「帰る」をかけてある。支援等で受けた恩を今度は別の人に送る。地元から見

なし仮設に移った人々に。恩を送る際、役割が必要。人は役割を得たとき、誰かの役に立

ったとき、嬉しいと感じる。その場を設ける。物は大したものではないが、大切なのは心

であり、想い。 

 

ボランティアの在り方 

ボランティアと現地とのプラットホームとなる中間組織がない。内閣府が連れてくるこ

ともあるが、育っていない。様々な団体の自己主張の場としてのボランティアになってい

る。「行政の下請けはしない」と言い、言うことを聞かない。ボランティアの力は実際大き

なもの。もっと地元の人たちの意見を聞いて、行政等とうまくリンクして取り組めば良く

なるはず。ネット上で「これがほしい」と言えば、すぐにその物資が届くが、これは不平
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等。HP 等で「うちの団体はこんなことしています」と言えば、企業等から金、物が集まる。 

被災した側は迷惑でも断れない。断ると「なんで」と言われる。その苦労がわかるから、

地元の大学からは学者等は来ない。 

 

------------------------------------------------------------------- 

◎鹿子踊りについて(大舘、関根、森開) 

◆鹿子躍 

踊る・太鼓をたたく・歌うが連動した躍動的かつ巧技的な“躍り” 

※由来、見所、種類等は別紙参照 

◇発祥 

南三陸(岩手で普及) 

◇問題点 

踊りの複雑さ、牡蠣漁が盛んで関心が集まらないなどの理由による人数不足 

→村岡さんの努力と、子供たちを中心に教えるようにしていくことで盛り返す 

 

◇歴史 

元禄年間(1700年代)に伊藤判内 

↓ 

(一度途切れてしまう) 

↓ 

昭和 57年の石碑発見を機に鹿子躍復活の機運が高まる 

※発見したのは村岡さん 

↓ 

平成 3年に保存会が発足 

↓ 

東日本大震災発生が発生するも、 

2011年は 16回の公演を実現 

↓ 

2012年 8月末 USAテキサスで公演を果たすまでに 

 

◇東日本大震災に関して 

鹿子躍が子供たちによって盛り上がってきた所で発生。 

太鼓などの道具はすべて流されてしまうが、衣装や太鼓がほぼ見つかる。 

震災によるいきがいの喪失を埋める存在として、鹿子躍が今では地区の喜びになっている。 
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鹿踊の由来 

天暦五年（九五一）六波羅蜜寺の開祖である空也上人は、時折り庵の周囲に戯れ遊ぶ八頭

連れの野鹿を可愛がって育てていた。 

鹿も空也上人に懐いていたが、ある日、このうちの一頭が狩人の弓矢で射殺されてしまう。 

上人は哀れに思い、これを貰い受けて埋葬し、その皮を村人に着せて鹿の遊び戯れる様に

踊らせて冥福を祈り、供養したのが「鹿踊」の始まりと伝えられている。 

見どころ 

鹿踊の醍醐味である 

◇群としてのダイナミズム 

◇足さばき 

→技巧性や躍動感溢れるリズム 

  

形態 

◇太鼓踊り系 

前腰につけた締太鼓（羯鼓）を両手のバチで打ち、自身で歌い、そして踊る 

◇幕踊り系 

踊り手が身に太鼓をつけないで踊り、別に囃子歌あげとがあって、それにつれて身を覆う

幕をゆるがして踊る 

※花巻の鹿踊 

多くが前者の太鼓踊り系であり、装束は馬の黒い長毛をカシラのザイ（髪）とし、本物の

鹿の角を立てる。背に腰差しのササラと呼ばれるものを一対つけ、それが頭上高く抜いて

立っている。 

 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/sightseeing/kanko/1205909902591.html 

  

行山流水戸辺鹿子躍（ぎょうざんりゅうみとべししおどり） 

岩手県南・宮城県北で見られる鹿踊りのうち行山流と呼ばれる流派は、戸倉水戸辺の伊藤

判内持遠を祖としています。伝承は途切れていましたが、地元有志によって判内直系であ

る一関舞川から伝授を受け、盆の 14日に先祖供養として慈眼寺に奉納されています。 

旧伊達領北部に伝わる「行山流」の鹿子踊りは、水戸辺村の住人であった伊藤伴内持遠が

元祖とされています。一関市舞川（旧相川村）に伝わる巻物によると、伊藤伴内から弟の

五郎と三介に伝えられた鹿子踊りは、平磯浜の千葉平九郎、入谷村の安倍四郎兵衛に伝授

され、さらに平九郎を通じて相川村の吉田猪太郎に伝えられたと記されており、巻末には

元禄十三（1700）年七月吉日の日付とともに持遠の花押が添えられています。後に四郎兵

衛のいた入谷村が伊達藩養蚕業の中心地として栄えるようになると、胆沢、磐井、気仙な

どの諸地域との結び付きが強まり、それによって「行山流」と称される鹿子踊りが今日見

られるように広く各地に伝播されたものと考えられます。 行山流発祥の地である水戸辺、
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入谷とも鹿子踊りは途絶えていましたが、昭和五十七年に水戸辺集落を見おろす高台の土

中から「奉一切有為法躍供養也 享保九辰年 本吉郡水戸辺村敬白」と刻まれた石碑が発

見されました。「世のなかに存在するすべてのもの（一切有為法）のために、躍りをもって

供養し奉るものである」と解釈されます。この供養碑の発見を機に獅子踊り復活の機運が

高まり、平成三年四月一日に行山流水戸辺鹿子躍保存会が発足、伊藤伴内直系の躍りを伝

える舞川鹿子躍保存会からの手厚い指導のもと、平成四年七月に地区水戸辺の人々に初披

露、八月十四日には菩提寺である慈眼寺にて躍供養として奉納し、平成五年九月には復活

の「庭揃え」となりました。 なお、鹿子踊りの「おどり」については、供養碑の碑文に「躍」

が用いられていること、跳躍運動である「おどり」を表すには「踊」よりも「躍」の方が

相応しいとの考えから、水戸辺の保存会では「鹿子躍」の表記を用いています。 

 

岩手県の鹿子躍に関する起源  

http://www.shishiodori.com/kigen.html 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◎復興ガエルについて(小原田、徳田、柳沢)  

 

合宿の締めくくりに訪れたのは、南三陸町に隣接した

登米市津山町横山団地応急仮設住宅(通称：横山サテライ

ト)。 

ここで“復興ガエル”作りのお手伝いをしてきた。 

日時：2012 年 8 月 8 日 13：00～15：00 
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○横山サテライトについて 

（左図） 

横山サテライトの外観 

 

このプレハブの前方には、仮設住宅が

並んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津山町横山団地応急仮設住宅 

・宮城県登米(とめ)市津山町横山地区と柳津地区にある応急仮設住宅で、 

主に南三陸町戸倉地区などで被災した（併せて）130 世帯が入居している。 

（参照：「復興市場」http://fukkoichiba.com/shelter/11237） 

・戸倉地区 

  志津川湾に面した漁村地域。 

  震災での被害：建築物 526 戸（平地が少ないため罹災率は 75％）←南三陸町平均 62％ 

・約 7 人の生活支援員・ボランティアの方々と 10 人強の仮設に住む方々（合わせて 20 名

ほど）で 和気あいあいと縫い物や編み物をしている。 

  復興ガエルのほかに、ビニール製のかごや、和紙で作るチューリップなども制作 

                        

（左図） 

作業風景 

 

 

 

 

 

 

手順が書かれた紙を見ながら黙々と時折会話をしながら作業。 

どの支援員もどのボランティアの方々も被災者。生活者と同じ目線。 

http://fukkoichiba.com/shelter/11237
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○復興ガエルについて 

・横山地域の仮設住宅住民による、全国へ散らばった仲間へ発信する活動。 

・ 売り物ではない。出発点は“集うこと”であり、「復興がえる」はその結果生まれたも

のの一つ。 

 

・『南三陸町から離れて暮らす皆様へ』 

  横山と柳津に住む仮説住民が作成した【カエルのストラッ

プ】と【袱紗(ふくさ)】です。 

  南三陸町から離れて暮らす者どうし「共に帰ろう」の気持

ちを一針一針に込めました。 

  一人でも多くの方が町に戻ってくれることを願っていま

す。』（メッセージカードより） 

 

・支援を一方的に受けるだけではなく、被災者側からも恩返し/恩送りの機会 

 頂きっぱなしの申し訳なさ、助けてもらった人にそのまま返すだけでなく、周りの人に

も役割づくり。 

 

【参考】 

Google マップ http://maps.google.co.jp/ 

南三陸町 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/ 

復興市場 http://fukkoichiba.com/shelter/11237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.co.jp/
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/
http://fukkoichiba.com/shelter/11237
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合宿参加者集合写真 


