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はじめに　～「マニュアル」作成によせて～

立教大学コミュニティ福祉学部（以下、コミ福）では、学部として、「3.11 以降」にどのようにかかわるか

を巡って、さまざまな試行錯誤を続けてきた（これからも続けていくであろう）。なぜなら「3.11」は、私た

ち一人ひとりの生活観・人生観・世界観に、これまでの他の災害等にはなかったさまざまな大きな影響を与

えたからである（このことは客観的な根拠があるわけではないが、多くの人が感じているのではないか）。

一人ひとりの人間が「3.11」に何を感じ、それをどう受けとめるかは、それぞれにとってこれからの大き

な課題である。しかし、とりわけ感受性の高い若い世代の学生たちが「3.11」をどう受けとめたか（あるいは、

受けとめきれていないか）は、大学教育にかかわるものにとっては非常に大きな関心事であり、これを教育

的な効果に高めることができるかどうかも一つの大きな課題である。

コミ福では、被災地や被災者の復興支援を長期継続的に展開することをいち早く決意し、その方策を模索

してきた。その結果、現時点では、ある程度の成果を上げたということができる。しかしその道のりは模索

と選択の積み重ねで、決して平坦ではなかった。活動をスタートさせた時点では、私たちには、活動を推

進する組織も情報も財源もなかった。そうした体制を日常からとっていたため、すぐに活動を展開できた

NPO や NGO と異なって、大学の学部はそもそもそういう活動を期待されて（想定して）いなかったからで

ある。

にもかかわらず、コミ福では組織を立ち上げ、手探りで活動を組み立て、何とか今にたどり着いた。これ

には、多くの方々の理解や協力、時代の要請、さらには「幸運」があったということができる。この場を借り

て感謝したい。

ところで、「3.11」からの復興・復旧もまだ終わっていないし、私たちの活動も完全に軌道に乗っているわ

けでもないのに、ここに、「大学のための災害復興支援・活動マニュアル」を上梓しようとするのには、いく

つかの理由がある。

最も大きな、かつ直接的な理由は、手探りで財源を求めていた際、最初に獲得した財源が立教大学学術推

進特別重点資金（Rikkyo University Promotional Fund for Good Educational Practice ／以下、「立教

GP」）という「教育の活性化と高度化に資することを目的とした助成制度」であったため、こうした活動が学

生への教育活動にどのように資するかについて、単年度ごとにまとめる必要があったからである。

しかし加えて、私たちが手探りで行ってきたことを整理し、今後に活かすためにも、中間点の 1 年目に（GP

の期間は 2 年）振り返りを行うことが重要であると考えたからである。さらに、これを「マニュアル」の形で

刊行しようと考えたのは、今後想定される東海・東南海・南海地震あるいは局所的な断層地震、気象の変化
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にともなう洪水・火山爆発などによる災害などに対して、実効性かつ教育効果のある活動を、できる限り安

全な環境のもとで行うための指針を提示することが求められていると考えたからである。

したがって、本マニュアルは大きく分けて３部から構成されることになった。

第 1 部は、災害ボランティア活動を学生が行う際に知っておかなければならないことや気をつけなくては

ならない諸事項について、豊富な活動経験をもつ２人の専門家に「マニュアル」としてまとめていただいた。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会総務部企画担当加納佑一氏には災害ボランティアと復興支援活動につい

て、特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会事務局長後藤麻理子氏には、支援ボランティ

アを行う際の視点や留意点などについて整理していただいた。参考となるところが多いのではないかと自負

するところである。

第２部には、東日本大震災の被災各地で、福祉やコミュニティの側面に焦点を当てて積極的に取材活動を

しているフリージャーナリストの佐賀由彦氏に、現地の取材をしていただき、被災地の今をレポートしてい

ただくことにした。私たちが見聞きしている震災被害や復興活動は全体の一部でしかないとの認識から、各

地で取材をしている佐賀氏に、全体を俯瞰するような内容を期待してのことである。

そして第３部では、コミ福の１年間の活動を総括し、これからの方向性に資するために、１年間の記録を

まとめた。何もない状態からスタートして支援体制を確立していった方策、各地で活動が展開できるように

なった経緯、各地での具体的活動内容などについて、資料や写真を交えながら、わかりやすく記述しようと

した。他の大学などで、これから支援組織を立ち上げるにあたって、参考にしていただければ幸いである。

先にもふれたが、この「マニュアル」は完成形ではなく、GP の 2 年間の中間点での総括に過ぎない。私た

ちは、「3.11」以降の活動を、短くて 5 年、目標は 10 年先においている。今回の GP が終わったからといって、

コミ福の活動が終わるわけではない。さまざまな活動を積み重ねていくことで、この「マニュアル」の内容が

さらに充実することを期待したい。

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

委員長　森本　佳樹
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

　災害を引き起こす現象

１　災害とは

災害は、地震や台風などの自然現象等によって人々が受けるわざわいのことを指す 。地震や台

風それ自体は自然現象であり、災害ではないことに注意したい。

たとえば、日本で大きな揺れをともなう地震が発生したとする。しかし、家屋は一つも倒壊せず、

死者やケガ人も発生しなかった。この場合、私たちは「地震が起きた」とは言うが、「災害が発生した」

とは言わない。しかし、地震によって数千人を超える人が亡くなったり、たくさんの家が壊れ住む

場所がなくなったりしたらどうだろうか。私たちは「大災害が発生した」と言うだろう。

このように、私たちは人々の命を奪うもの、また、人々の暮らしを大きく壊してしまうものを「災

害」と呼んでいる。このことを正しく理解しておくことは、被災者を支援するうえで極めて重要な

ことである。なぜならば、私たちはその「災害」が起きた場所に行き、暮らしを大きく壊されてし

まった人たちとかかわることになるからだ。

　

・地震　・津波　・雨　・雪　・竜巻（突風）　・雷　・山崩れ

・原子力　・交通事故

1
災害ボランティアとは
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

２　災害ボランティアとは

１）災害ボランティアとは

前項で見たように災害は「人々の命を奪うもの、また、人々の暮らしを大きく壊してしまうもの」

である。そう考えると、災害ボランティアは、被災者自身が日常の暮らしを取り戻す過程をともに

歩み、サポートする存在といえる。ここで重要なことは、日常の暮らしを取り戻す主体は被災者自

身であり、ボランティアが取り戻させるわけではないことだ。ボランティアにはあくまで、被災者

が主体的に日常を取り戻すことができるようにサポートすることが求められる。

一方で、気をつけなければならない点は、災害ボランティアをしたいと思う人たちは「被災者の

役に立ちたい」という積極的な気持から行動を起こす人が多いため、そうした想いが先に走りすぎ、

せっかく助けに行った被災者を悲しい気持ちにさせてしまうことがある。たとえば、以下のような

事例があった。

災害ボランティアの目的は、被災者自身が日常の暮らしを取り戻すサポートをすることであり、

瓦礫を早く片づけることではない。瓦礫を撤去することは暮らしを取り戻すための一つの方法でし

かないのに、いつの間にかそれが目的とすりかわってしまっている。こうした光景はよくみられる。

「泥を見ずして、人を見よ」これは水害のボランティアのときにボランティアへのオリエンテーショ

震災３か月後、かねてから災害ボランティアをしたいと思っていたＡ君は、バイトの都

合をつけ、１週間、被災地でボランティアを行うことにした。現地で災害ボランティア

センターに行ったところ、被災者の個人宅で瓦礫撤去を行うこととなった。Ａ君はここ

ぞとばかりに張り切り、家の方が出されたお茶も飲まずに一生懸命瓦礫を撤去し、かな

り作業が進んだ。依頼された方も喜んでいるようだった。

しかし、翌日、センターのスタッフがそのお宅に行くと、家の方が次のようなことを話

し始めた。「本当はもっとゆっくりやってもらいたかったんだよね。もう３か月も経って

こっちも疲れてきちゃって。最近はボランティアさんがうちに来るのも楽しみなんだ。

いろいろとお話ができたらよかったのに。なんて文句言っちゃいけないね……せっかく

こんなにきれいにしてくれたんだから」。
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

ンとして使われる言葉だが、どの災害でのボランティア活動にもあてはまるボランティアの本質を

ついた言葉だろう。

２）災害ボランティアの心がまえ（マインドセット）

災害ボランティアが被災地で活動するうえで、気に留めておくべき１０の点について記しておく。

①復興の主役は被災者

復興する主体は被災者である。ボランティア独自の判断でさまざまな支援活動を展開するの

ではなく、被災者の声を聞き、被災者と一緒に進めていくプロセスこそが重要である。ボランティ

アから見れば瓦礫でも、被災者にとっては大切な思い出かもしれない。私たちの目線で考える

のではなく、被災者目線を意識して活動することが大事である。

②ボランティアとしてできること／できないことを考える

被災地の復興にボランティアが果たす役割はとても大きい。しかし、一人のボランティアが

できることには限界がある。たとえば、１週間しか現地で活動しないボランティアが「（被災者の）

○○さんの心のケアをするんだ！」と言っても、それは難しいと言わざるを得ない。被災者の

側からすれば「すぐにここからいなくなってしまう見知らぬ人になぜつらいことを話さなけれ

ばいけないのか？」と逆に傷ついてしまう。被災者の生活の全体の中で、ボランティアとして

かかわることのできる部分はどこなのか、自分自身で考えることが大事である。また、それを

周囲の人とも共有することで客観的な意見をもらうことができる。

被災者の大好きなＣＤを瓦礫の中から一緒に探す
ボランティア（東日本大震災：気仙沼）
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

③受け入れてもらっていることに感謝する

ボランティアは活動しに来て「あげた」という感覚になりがちだが、私たちは被災地から見

れば「外部」の人間であり、現地の人たちがボランティアを受け入れてくれたおかげでボランティ

ア活動ができているともいえる。ボランティアがある被災者宅で活動するとき、その家の方は

厳しい避難所生活を送りながら、移動手段もないなか、歩いて自宅まで来てくれているのかも

しれない。こうした状況を想像し、感謝して活動しよう。

④被災者、被災地という名前はない

被災者という名前の人や被災地という地名はなく、それぞれに固有の歴史や文化、考え方が

ある。それを大切したかかわりが重要である。特に、被災者という点では、ボランティアが何

かしてあげなければいけないという考えに立ちがちだが、被災者になったからといって日常の

ものごとがすべてできなくなるわけではない。「被災者だから」「被災地だから」という先入観

に改めて気づくことも重要である。

⑤そこにいること（Co-presence）

ボランティアは何か役に立つ活動をしなければいけないと考えがちだが、実は、被災者から

すれば「私たちのことを心配して駆けつけてきてくれた」ということ自体をうれしく思う人も

多い。一生懸命活動することも大事だが、被災者の声に耳を傾けよう。ボランティアが感じた

ことや想いを伝えよう。そして、その人に寄り添おう。その出会いこそが、かけがえのないも

のとして、被災者の復興への一歩を生み出す原動力となる。

⑥無理は禁物

せっかく被災地に来て活動しているのだから、と無理して活動するボランティアは多くいる。

たとえば、泥のかき出し作業などで持ちきれないほどの土嚢を運んだり、休憩時間も無視して

活動を続けるボランティアなど。一見、すばらしいように感じるが、無理は事故やケガのもと

であり、絶対にしてはいけないことである。

⑦ボランティア同士のチームワークを大切に

ボランティア活動は個人でもできるものだが、ボランティア一人ひとりのもつ特性や強みを

活かすことで活動の幅や広がりが出てくる。そのため、チームワークを大切にすることが重要となる。
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

⑧活動中に知り得た個人情報などをむやみに公開しない

近年、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどで個人でも簡単に不特定多数の人間に対し、

情報発信することが可能となった。被災地の現状や自分の行った活動、出会った被災者の方と

の思い出を発信したい気持ちはとても大事であるが、一方で、被災者の中には「自分の家の被

災した状況を外に出してほしくない」と思う人もいる。ボランティアを頼むことさえ躊躇する

人もたくさんいるのだ。

⑨被災地での体験を信頼できる仲間や友人と共有する

被災地で自分が見た光景や行ったこと、感じたことなどを信頼できる仲間や友人と共有する。

一緒に活動に行った仲間がいればその人たちと行うのがよい。被災地は日常では経験すること

のないものであり、知らぬ間に大きなストレスを受けていることがある。体験を口にしたり、

他者の話を聞くことで自分自身の気持ちに整理をつけるきっかけとなる。また、そうした場が

継続的に被災地支援を行うきっかけづくりにもなることも多い。

⑩被災地に行くだけが災害ボランティア活動ではない

できれば被災地に足を運びたいが、時間の都合上、毎回、被災地に行くことが難しい人もい

るだろう。災害ボランティアの目的は被災者が復興の一歩を踏み出すためのかかわりであり、

被災地での活動がすべてではない。たとえば、義援金の募集や支援物資の送付、被災地の農産

物を買うという方法もある。特に大災害は長期にわたる支援が求められるため、こうした後方

でできる支援を多く考えていくことが必要となる。

【参考文献】

・防災ボランティアの「お作法」集（内閣府 hp）

　http://www.bousai.go.jp/minna/bousai-volunteer/kihan/index.html

宿舎にて１日のボランティア活動の振り返りを行う
（東日本大震災：一関）
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

・活動ガイドライン（東日本大震災支援全国ネットワーク hp）

　http://www.jpn-civil.net/activity/support/guideline/

・災害時のボランティア活動について（全国社会福祉協議会 hp）

　http://www.shakyo.or.jp/saigai/katudou.html

・災害ボランティアの手引き／個人向け（東京ボランティア・市民活動センター）

　http://tvac.or.jp/tominv/tebiki1.html

３）災害ボランティアの安全衛生

災害ボランティアの安全衛生は心がまえの一部ではあるが、非常に重要な点なので項目を分け

て記すこととした。これまで、支援活動を行っている最中に亡くなったボランティアは数名いる。

1997 年ナホトカ号重油流出事故によるボランティア活動、2004 年新潟県中越地震である。労働

者については法令等が整備されているが、災害ボランティアについては法令の整備はもちろん、そ

の重要性の周知等もそれほど行われていない。そのため、より一層の心がけが必要である。基本的

にはボランティアは自発的なものであり、誰かに強制されるものでもなければ、逆に行くことを強

制的にとめるものでもないが、被災地は危険な活動がともなう地域であり、一定の安全性を確保し

たうえでなければ二次災害の発生が危惧される。

瓦礫や津波が運んだ汚泥には、トイレの汚水やガソリン、油、海底のヘドロなどあらゆるものが

混じっている。活動中にこれらにふれることになるため、特に注意が必要になる。防塵マスク、う

がい、手洗いの徹底を行う。また、コンタクトレンズは毎日洗浄するなどの注意が必要である。

また、活動によって事故やケガがあった場合、ボランティア本人だけでなく被災者が傷つくこと

が多い。被災者からは「ウチに来てボランティアさんにケガをさせてしまった」「震災以降、もう

自分の周りでケガをする人や亡くなる人を見たくない」という声が聞かれている。こうした点から

も災害ボランティアの安全衛生は極めて重要である。

以下、時系列に沿って注意する点を記す。

①活動前日までに

Ａ．ボランティア活動保険への加入：近くの社会福祉協議会で申し込むことができる。

Ｂ．情報収集：交通経路、天候、気温、活動内容の傾向などを事前に情報収集する。

Ｃ．装具の準備：活動に必要な装具をそろえる。
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②活動当日（活動に入る前に）

Ａ．健康チェック：睡眠時間、治療中の病気、血圧、昨日の飲酒量等について確認する。

Ｂ．作業内容の確認：どのような作業を何時から何時まで行うのかを確認する。

Ｃ．装具の確認：活動に必要な装具の確認を行い、なければ災害ボランティアセンター（以下、

　 センター）などで借りることができないか相談する。

Ｄ．活動の役割分担：安全に配慮する人、休憩時間の指示を出す人などを事前に決める。

Ｅ．トイレの場所の確認：活動場所の近くで使用できるトイレを事前に把握しておく。

Ｆ．病院の場所の確認：活動場所の近くで使用できる病院を事前に把握しておく。

③作業中

Ａ．作業場所の確認：二次被害のおそれがないかを確認する。

Ｂ．休憩：１時間に 10 分程度の休憩をとる。夏の暑い日は 20 ～ 30 分ごとに休憩をとる。

Ｃ．食事：食前には石鹸で手を洗う。食後の休憩時間を確保する。

Ｄ．水分・塩分補給：汗をかく活動では水分と塩分が失われやすい。水分だけを摂取すると熱

中症になりやすいので塩分も忘れず摂取する。

④活動中にケガをしたら

Ａ．生命の危険があるとき：救急車を呼び、応急手当を行う。センターへ連絡する。

Ｂ．生命の危険がないとき：程度に応じて手当を行うか病院に行く。センターへ連絡する。

⑤活動を終えたあとに

Ａ．センターへ報告：安全衛生に関して起きた問題点についてまとめて報告する。

Ｂ．惨事ストレスへの対応：活動後、食事会や温泉などクールダウンできる機会を設けたり、

活動報告会などで感じたことを話し合える場を設定する。

【参考文献】

・洙田靖夫『災害ボランティアの安全衛生』日本法制学会　2004/7/21

・災害ボランティア参加者の心のケアポイント集  ver1.0　2011/7/11



9

第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント
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４）災害ボランティアの活動内容

災害ボランティアの活動内容は、当然ながら被災者のニーズによって変わる。以下あげる例はあ

くまでこれまで災害ボランティアが行った活動の一つとして考えてほしい。

・泥かき、泥出し ・ゴミの分別 ・瓦礫撤去 ・屋内清掃

・道具、機器清掃 ・サビ取り ・物資・衣類の仕分け ・炊き出し

・足湯 ・仮設住宅への引っ越し ・災害ボランティアセンター運営

・サロンの運営 ・物資の配布 ・生業支援（いかだづくり、漁具整理、花の苗植え）

・ボランティア団体間の連絡調整 ・行政への提案

【参考文献】

・東京ボランティア・市民活動センター『くらしの復興へつなぐ架け橋』　2011/11/12

５）災害ボランティアがめざすもの

災害ボランティアがめざすものは何か。毎年、静岡県では東海地震に備え、静岡県内と全国から

ボランティアが集まり、図上訓練を行っている。その図上訓練で災害ボランティアがスローガンと

して掲げていることが２つある。

１つは「支援の来ない地域をつくらない」こと。大規模な災害では、大きな都市や外部から行き

やすい地域に支援が偏ることがある。今回の東日本大震災でも支援の偏りが大きな課題になった。

支援が偏るなかで、支援を必要としながらも、SOS すら発せられないために支援の来ない地域が

発生してしまう。そうならないよう、さまざまなボランティア団体と情報を共有し合い、支援の来

ない地域がどこかにあるのではないかという視点を常にもつことが重要だ。

もう一つは「最後の一人まで」である。災害時要援護者など弱い立場におかれる人ほど情報の発

信力が弱く、支援の手が行きとどかない。支援を行うなかで９割の人が助かったからよいと考える

のではなく、まだどこかに支援の手が届いていない人がいるのではないか、という視点を常にもつ

ことがボランティアに求められている。また、被災者からの多様なニーズに対して、私たちは「○

○だからできない」という理由を考えるのではなく、どうしたらニーズが解決できるのか、という

視点で被災者支援に携わるということが重要である。
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６）受援力を高める防災ボランティア

被災地での活動の経験をふまえ、平時から自分自身が住む地域での活動に目を向けていくことも、

重要なことである。

他人や他の地域から支援を受ける力のことを「受援力」と呼んでいる。災害時には、その地域だ

けの力だけではとうてい解決できない問題が次から次へと発生する。その場合、外部からの支援を

地域に有効に活かしていく必要があるが、被災地でのボランティアの受け入れ環境が整っていない

ために、ボランティアの力が十分に発揮できていない事例もみられている。そこで、事前に災害ボ

ランティアとは何か、どのような活動を行うのか、どのように受け入れると地域にとって最もよい

か、などについて行政や町内会などで検討しておくことが重要である。たとえば、過去の災害ボラ

ンティア活動について知る、地域ではどんなニーズが発生する可能性があるかを事前に考えおく、

ほかの地域と相互協定を行う、などである。災害時に多くの人が困らないよう、平時からこうした

取り組みを進めておくことが重要であり、現地にボランティア活動に行ったものだからこそ、その

経験を地域の人たちに伝えていくことができる。

【参考文献】

・内閣府「地域の『受援力』を高めるために」　2010
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３　復興支援の展開

１）時期別に見た復興支援の展開

被災後、被災者の生活状況は時系列ごとにめまぐるしく変化する。復興支援を行うものとしては、

こうした時間軸の変化をとらえる視点が極めて重要である。災害の規模などにより、被災後の期間

のとらえ方はさまざまであるが、阪神・淡路大震災では以下の３つの分類が示されているので紹介

する。

一方で、東日本大震災では、これまでの災害と比較し、この３つのステージの進行が遅く、長期

化することでさまざまな問題を引き起こしたといわれている（たとえば、①の緊急救命期では遺体

の捜索が長くかかり生存率が低下した、②の避難救援期では避難所生活が長くなり災害関連死が多

発したなど）。

また、③の生活再建期も、今後、長期化していくことをふまえると、生活再建期の中でも、避難

所等から仮設住宅に移った時期、すぐに生活再建可能な人が仮設住宅から退去していく時期、仮設

住宅から退去できない人が取り残される時期、仮設住宅退去後の復興公営住宅へ移る時期、とさら

に分類ができると考えられる。こうした個々のステージにおいて、被災者の生活状況やニーズがど

のように変化していくのかを見極める必要がある。

【参考文献】

・山下祐介、菅磨志保　『震災ボランティアの社会学』ミネルヴァ書房　2011/11/20

２）被災者の生活場所と生活課題

時間軸に応じた支援を考えるうえで、参考となるのが被災者の生活場所の変化である。生活の場

所はその人の暮らし方、生活のありように大きな影響を及ぼす。発災後、被災者の生活場所は緊急

①緊急救命期：発災直後から被災地内の行政や住民等により、救助・救出活動が行われ、避難

所へ移動する時期。

②避難救援期：住民が身の安全を確保できる場所に移り、避難生活を営む時期。

③生活再建期：避難場所での生活から仮設住宅などに移り、被災者自身が徐々に生活の再建に

乗り出していく時期。
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避難的な場所から仮住まいへ、そして、自宅の再建へと進んでいくが、そうしたなかで、それぞれ

の生活場所でさまざまな生活課題が発生することになる。

①避難所

避難所は住民が身の危険から逃れるために一時的に避難する場所である。避難所は災害救助

法に位置づけられており、多くの自治体では小学校の体育館や公民館、行政センターなどの公

共的な施設を指定していることが多い。そのため、避難所生活は広いスペースでの集団生活と

なることが多く、さまざまな課題が生じる。

これまでの災害の中では、避難所は被災者の生活スペースであり、ボランティアは入っては

いけないと言われたこともある。当然、むやみやたらに出入りし、被災者の生活を脅かすこと

は許されないが、避難所にこそ多くの課題があることも事実である。避難所の代表や行政とも

連携し、どんなボランティア活動ができるかを考えていくことが重要である。

また、「足湯ボランティア」を避難所で行うことで、避難所での生活課題を聞き、支援につな

げている団体もある。以下、これまでの避難所で発生した生活課題を記す。

Ａ．気温の問題：避難所において「気温」は生死にかかわる問題である。避難所はスペースが

広いため空調管理が難しく、夏は暑く、冬は寒い。夏には熱中症、冬には風邪などの病気

にかかりやすくなる。

Ｂ．プライバシー問題：避難所は集団生活の場であり、プライバシーのない生活を送らなけれ

ばならなくなることが多い。新潟県中越地震では、こうした問題を避けるべく多くの被災

者が車での避難生活を選択したため、エコノミークラス症候群となり亡くなる人が多く発

生した。近年ではダンボール等で間仕切りをする避難所も増えてきている。

避難所の一角で行う足湯ボランティア活動
（東日本大震災：陸前高田）



13

第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

Ｃ．衛生問題：衛生問題は深刻である。食べる場所と寝る場所が一緒であり、食事を床に置い

て食べていること、さらに、掃除が行われていないところは埃が床にたまっている。また、

冬には感染症リスクが高まり、夏には熱中症等のリスクが高まる。

Ｄ．トイレ問題：トイレの数が少なく、不衛生になる。トレイに行くことを控えようとして、 

水分を摂らずに脱水症状を起こしたり、エコノミー症候群になる。

Ｅ．運営の問題：避難所をどのように運営するのか。地域のつながりが強く知っている人たち

ばかりの避難所もあれば、見知らぬ人たちが集まる避難所もある。そうしたなかで、行政

からの情報の発信の方法、避難所内の清掃をどうするか、電気を消す時間などさまざまな

ことを決めていく必要がある。

Ｆ．避難所間の格差：東日本大震災で大きな問題となったのが避難所での格差の問題である。

市立や小学校の体育館には情報や物資、ボランティアが集まるが、そうではない小さな避

難所（たとえば、公民館やバスの倉庫など）は、そうした避難所があることも知られず、

劣悪な状態での避難生活を余儀なくされた。

②仮設住宅

仮設住宅も災害救助法に位置づけられる施設である。災害救助法上は「応急仮設住宅」といい、

「住家が全壊、全焼または流失し、居住する住家がない者であり、自らの資力では住家を得るこ

とができない者に緊急的に住宅保障をするために建てられるもの」とされている。

東日本大震災では「みなし仮設」といわれる既存のアパートや公営住宅を借り上げ、被災者

が入居する対応がされたが、これも応急仮設住宅の一つの形態である。

仮設住宅では、何より被災者のニーズが見えづらいことが支援を行ううえでの大きな課題で

ある。一方で、被災者は生活再建に向けて仮の暮らしをスタートさせているので、そうした部

分を大事にしながら、見えない部分をいかに見えるようにしていくのかが仮設住宅でのボラン

ティア活動のポイントといえる。また、今までの生活とはまったく環境が違うなかでの生活と

なるため、移動手段を確保したり、たとえば、農村地域では畑ができるようにするなど、でき

るだけ今までの環境を整えることが重要となる。

さらに、仮設住宅では自治会が結成されることが多い。こうした自治会と連携するとともに、

東日本大震災で配置された「生活支援相談員」等の復興支援にかかわる職種とも連携して活動

を行っていくことが重要である。
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Ａ．社会的孤立の問題：阪神・淡路大震災でも大きな問題となった。仮設住宅には必ずしも近

隣の人と一緒に入居できるわけではない。そうしたなかで、仮設住宅に入居したら周囲は

知らない人ばかりという状況が生み出される。「仮設住宅に入ってから２週間、誰とも話し

ていない」という声も聞かれている。孤立の問題は、問題をより見えづらくさせ、家族自

体が孤立すると、虐待や DV につながったり、ひとり暮らしであれば自殺にもつながりか

ねない大きな問題である。

※なお「孤独死」とは誰にも看取られずに亡くなったことを言い、それまで本人がどのように暮らし

てきたのかという視点は排除されている。問題の本質は、本人がそれまで社会的に孤立して生きてき

たことであり、一人で亡くなったことが問題ではないことに注意する。

Ｂ．移動手段の問題：仮設住宅の建設には広い場所が必要なため、まちから遠い郊外に建設さ

れることが多い。そのため、車がない限り、自宅や病院、スーパーなどへの移動が困難と

なる。バスを走らせるよう行政に提案していくなどのかかわりが必要となる。

Ｃ．気温の問題：仮設住宅（建設分）はプレハブ住宅のため、夏は暑く、冬は寒い。高齢者や

病弱な人の生活環境としては厳しいものがある。東日本大震災では、夏物物資、冬物物資

という形で募集をかけて、仮設住宅に配布した活動も見られている。

Ｄ．ハード面の問題：仮設住宅は一時的な建物であり、不備も多い。地面の水はけが悪く、虫

が大量発生する、結露ができる、舗装されていないところでは歩行が難しいなど。対処療

法的に支援することも大事だが、こうした状況を行政に伝え、解決を図ってもらうという

対応も重要である。

Ｅ．その他：その他にも仮設住宅には、子どもの遊び場がない、学習の場がない、農作業の場

がない、仮設住宅格差（大きな仮設住宅団地には支援が行きやすいが、みなし仮設や小規

模の仮設住宅団地には支援が行きづらい）など多くの課題がある。

③復興公営住宅

復興公営住宅は仮設住宅等から自宅への再建が困難な人を対象に、自治体が建設する住宅で

ある（復興公営住宅という名前は法律上なく、被災後に自治体が建設する公営住宅をそう呼ん

でいる）。復興公営住宅は仮設住宅と比べ、ハード面での生活環境は大きく向上する。ただし、

人とのつながりという面では大きな課題が残る。復興公営住宅が以前住んでいた地域の近くに

建設される保証はなく、また、せっかく仮設住宅で新しくできたつながりを壊してしまうこと

にもなる。そうした点で、ボランティアが継続的につながり続けていくことは極めて重要である。
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たまに会いに行く、手紙のやり取りをする、といった関係が「遠くから自分のことをに想いを

寄せてくれる人がいる」という安心感を生み出す。

④自宅避難

被災後、避難所や仮設住宅に移らず、壊れかけの自宅で避難を続ける被災者がいる。こうし

た人々は支援が行き届かない可能性が多いので、注意が必要だ。東日本大震災では 50 日以上ラ

イフラインも復旧しないなかで、自宅避難の人々に物資が行き渡っていないという現実があっ

た。被災地で支援活動を行う際に、仮設住宅のみに支援が偏り過ぎないようにすることも重要

である。

⑤その他

仮設住宅等に行かず、親せき宅に身を寄せたり、また、他の地域に引っ越して行く人もいる。

こうした被災者は見落とされがちだが、少なからず存在するので注意する必要がある。特に、

都道府県を超えて避難をしている場合だと、情報が入らないため、被災者に対する各種サービ

スを利用できない場合も少なくない。

３）要援護者支援の視点

災害時、多くの住民が支援を必要とするなかで、見落とされがちなのが災害前から支援が必要だっ

た人たちである。このような人たちは「災害時要援護者」といわれている。復興期の要援護者支援

における重要な視点は、要援護者は災害前の劣悪な生活から、もう一つ質の悪い生活へと追いやら

れてしまうという点である。東日本大震災においては、高齢者や障害者などが避難所生活の中で肺

炎等を原因として亡くなっており、その数は 2012 年２月末で 1,479 人を数える（2012 年 3 月

11 日 読売新聞）。阪神・淡路大震災では、仮設住宅での孤独死等も含め、全体の死者の約 14％が

震災関連死と認定されている。せっかく助かった命が、その後の対応のあり方によって失われてし

まうという事実を、ボランティアや支援者は重く受けとめなければならない。

ともすれば、こうした災害時要援護者の問題は、福祉の専門職の問題として片づけられてしまい

がちだが、実はそうではない。たとえば、障害のある人の多くは、一般の避難所にいることができ

ず、壊れかけの自宅や倉庫などの極めて生活環境の悪い場所に避難していたが、その最も大きな理

由は「避難所での障害者への周囲の理解のなさ」といわれている。

仮設住宅でも同様の問題が発生する。たとえば、もともと低所得で災害が起きたことで失業し、
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1. 災害ボランティアとは

アルコール依存症になった人、軽度の知的障害がありコミュニケーションに困難のある人などは、

仮設住宅でも排除されやすい存在である。では、こうした人たちの生活を専門職のみで支えられる

かというと、それは難しい。緊急時の対応、あるいは、悪徳業者への対応など、地域ぐるみで対応

しないと防げないものもある。むしろ、そうした問題を誰にでも起こりうるものとしてとらえ、仮

設住宅全体の問題として一緒に考えていくというかかわりが重要である。

被災地に数か月単位で長期的にかかわるボランティアは、こうした問題に対して仮設住宅自治会

や生活支援相談員等と連携しながら取り組むことができるかもしれない。また、短期でのボランティ

ア活動でも地域の事情に配慮しながら、たとえば、イベントを行う際には、意識的にイベントに出

て来ない人のお宅にも訪問して景品を渡すなど、要援護者が地域から排除されないかかわりをする

こともできる。

４）ニーズの潜在化と多様化

災害から時間が経てば経つほど、目に見えるニーズは少なくなり、一方で、一人ひとりの生活に

密着した目に見えないニーズが増えていく。たとえば、瓦礫の片づけ、泥出しなどの作業を中心と

した多くの被災者が求める活動は少なくなっていき、代わりに、「仮設住宅から○○病院への通院

の方法がない」「畑がしたい」「就職先を見つけなければ……」といった個別のニーズが増えてくる。

まさに、それらは被災された一人ひとりが日常の生活に戻るための第一歩ともいえるようなニー

ズであるが、こうしたニーズは目に見えにくいため社会的な問題として認知されにくい。そのため、

まず、このようなニーズにボランティアや支援者が気づく必要がある。仮設住宅や自宅を１軒１軒

回る方法（ローラー作戦）や集会場でのお茶飲み会、足湯ボランティアなどにより、一人ひとりの

声をひろっていくなどの実践が行われている。

また、ニーズの個別化はニーズの多様化にもつながるものであり、移動手段の確保、雇用支援、

生きがいづくり、生涯学習支援、まちづくりなど福祉領域ではないニーズであることが多い。こう

したニーズにボランティアや支援者がいち早く気づき、支援プログラムをつくったり、他の領域の

関係機関や支援者へとつないでいくことが重要となる。
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1. 災害ボランティアとは

５）被災者自身が復興への一歩を踏み出せるためのかかわり

復興期においては、被災者がそこで生活を続けていく視点でのかかわりが何よりも重要となる。

特に、復興期の被災地では雇用の問題や生活環境の変化により、被災者が「することがない」状

態に追い込まれる。行きたい場所がなくなった、交通機関が少ない、老人クラブが解散した、一緒

に外出する友人・家族がいなくなったといったものが主な理由である。このような「することがない」

⇒「動かない」という状況が続くと、「動かない」⇒「動けなく」なってくる。これにより、全身

の心身機能が低下した状態を「生活不活発病」という。実際に、東日本大震災でも高齢者の生活機

能の低下が研究により実証されている。

この生活不活発病を防ぐには、被災者が「することをつくる」ことが重要となる。たとえば、縁

台や雪囲いなど生活に必要な物のつくり方を知っている人を地域から見つけ出し、それを知らない

人に伝えることで住民が自ら動ける環境をつくる、あるいは、花壇や畑をつくることで世話を行う

住民が集まる、ダンボールの集団回収のしくみを整えることで、自治が生まれ、地域に多少の収入

も入る。また、以前から行っていた老人クラブや婦人会などを再開させる支援をボランティアが行

うこともできる。

このように、被災者自身がする活動をつくることで被災者に役割が生まれ、地域の中で生きがい

をもって生活できるようになる。

【参考文献】

・JCN「支援に新たな視点を～「生活不活発病」を知ろう～」　2012/3/20

プランターに花植を行う高齢者と子どもたち
（新潟県中越沖地震：刈羽村）
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

1. 災害ボランティアとは

６）長く細く、ヨソモノがかかわり続ける

また、継続的に被災地外から長く細くかかわることも重要である。外部からかかわり続けること

の一つの意義は「忘れない」ということだ。被災地では「忘れないでください」という言葉を何度

も耳にする。また、継続的にかかわることで「たまに会いに行く」という関係も生まれる。

ただ、近くにいることだけが寄り添うことではない。被災者の多くは災害が起きるまでボランティ

アとのかかわりをもったことのない人たちが多い。そうした人たちが震災を機に、まったく新しい

つながりを得られることも、ボランティア活動の一つの意義といえよう。

一方、外部の人間がかかわることで、その土地の住民も意識していなかった地域のよさを見つけ

出すことがある。外部の人間だからこそわかるそうした魅力を発信し続けていくことも、復興に向

けた被災者支援の一つである。

【参考文献】　

・菅磨志保、山下祐介、渥美公秀『災害ボランティア論入門』弘文堂　2008/12
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

ここでは、大学が学生に災害ボランティア活動を呼びかけ、被災地での活動を行う際の進め方と

留意点を解説する。

大学が学生に被災地支援のための活動を呼びかけるパターンとしては、

① 大学が授業などの一環として行う場合（単位の授与）

② 大学が、学生が自発的にボランティア活動に参加する際に、授業の欠席について配慮する場合

③ 大学が活動先や支援プログラムを準備して、学生に参加を呼びかける場合

④ 大学がさまざまな支援活動情報を集め、学生に情報提供する場合

などがある。

この章では、③のケースを中心に取りあげる。

１　支援を必要とするニーズをつかむ

１）ニーズはなかなか見えてこない

被災地には無数の支援ニーズがあることがわかっていても、それが整理されてあがってくるわけ

ではない。被災者自身ですら「何が必要なのか」「何をしてほしいのか」などと問われても整然と

は答えられないし、一方で「みんなも同じ状況なんだから」「もっとひどい被害を受けている人が

いるんだから」と自分の要望を言うのを控えてしまう人たちも少なくない。〝他人に助けを求める″

ことはそう簡単にできることではなく、たくさんの勇気とエネルギーと体験を必要とするものだと

いうことを押さえておこう。

▲  支援活動と関係づくりのプロセスを通じて被災者の「受援力」（10 頁参照）は

　引き出される

支援を必要とするニーズをつかむ
～どこで何をするのかを決めるための情報収集と調整～

2 学生を、被災地支援に
送り出すための考え方と準備
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２）平時のつながりを辿ることから

「何か困っていることはありませんか？」「うちは大丈夫だから」……。

これで終わってしまってはなかなか支援につながるニーズは見えてこない。では、どうしたらい

いのか？

大切なのは被災地を大きな面でとらえるのではなく、まずはこれまでつながっていた点を探すこ

とである。発災以前に、「研究や視察でうかがった」「実習生を送り出した」「研修で呼ばれて話をした」

「ゼミ合宿でおじゃました」など、これまでの人脈や組織としてのつながりはないかを探してみる。

平時からの糸をたどっていくことで、比較的スムーズにコミュニケーションがとれ、現地の状況を

知ることができる場合がある。

支援を継続的に行っていくならば、まずは被災地に信頼のおけるカウンターパートナーをもつこ

とが重要になる。最初から大きなエリアの情報把握や支援を考えるのではなく、具体的な団体や支

援対象を見定めることにより、何をしたらいいのかが少しずつ見えてくる。

 

▲プラス 災害ボランティアセンターや地元の援助機関との連携も

３）事前の訪問調査、顔の見える関係づくり

活動を始めるにあたっては、活動の内容を明確化するとともに、①移動手段、②寝起きする場所、

③活動に必要な装備、④生活物資（水や食料、生活用品など）、⑤情報端末、などについて、現地

との調整をしなければならない。その際には、必ず調整にあたる人間が現地におもむき、状況を把

握することが重要になる。いく度かの訪問と活動を進めるにつれ、その土地の人たちの暮らし向き

や力関係、地域や分野のキーパーソンが見えてくる。文化と風土を尊重した支援のためには、「顔

の見える関係」をつくり、まずはその土地の人を知ることが重要である。

▲百聞は一見にしかず、バーチャルよりリアルな人間関係は強し
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２　事前のガイダンスやオリエンテーションを行う

１）活動前のガイダンス（オリエンテーション）に必要な項目

ボランティア活動を始める前には必ずオリエンテーションを行い、活動に入る心がまえと具体的

な準備事項などを伝える必要がある。一方的に情報や注意事項を伝達するのではなく、活動におも

むく学生の動機や希望、今の気持ちや不安などにも耳を傾ける時間も確保したい。人数が多くマン

ツーマンやグループでのヒアリングが難しい場合には、記名のアンケートなどを通じて、活動前の

学生の側のニーズや状態を把握しておく。

•	 活動する現地の状況

•	 活動する目的

•	 活動の概要

•	 組織・体制

•	 利用者特性、状態（活動対象がある場合）

•	 活動中の事故とボランティア活動保険

•	 服装、履物、装飾品

•	 経費負担

•	 すでに活動した学生の報告、感想など

•	 活動する施設の構造、設備

•	 業務責任者・ボランティア受け入れ担当者の紹介

•	 ボランティア活動の意味

•	 ボランティアに求めること

•	 ボランティアの心得（注意事項）

•	 活動内容（時間、場所、内容、休憩など）

•	 活動報告・記録の方法

•	 個人情報、プライバシーの取り扱い、保護

•	 利用できる物品、備品、場所

•	 困りごと、トラブル相談窓口

•	 連絡方法

現地の映像や画像、

活動の様子がわかる

写真などがあるとよい

▼送り出す前のオリエンテーション

▼活動前の現地でのオリエンテーション
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３　活動を記録し、次へ引き継ぐために

１）活動期間は学生の心身の負担を考慮して
被災地では一人の人間が継続的に活動を行う場合もあるが、遠方からの支援の場合には 1 週間

や 10 日間など、期間を決めてシフトを組んで活動したり、何度かに時期を分けて活動したりする

ケースがある。特に学生が活動する場合にはあまり長期にわたって被災地に入ると精神的な負担や

ストレスにつながったり、特定の被災者に対して気持ちが入りすぎてコントロールができなくなっ

たりするなどの影響が出てくる場合がある。

一方、あまり活動期間が短かすぎて、現地の人たちとコミュニケーションをとったり、ふれあっ

たりする時間がなく、活動の手応えや意味を体感することなく終了してしまう状況も起きかねない。

そのような意味では活動期間をどの程度に設定するかは重要なポイントになる。

２）支援のタスキは確実に次の活動者に渡す
複数の学生が時期をずらして活動をする場合、その活動のタスキを確実に渡すためには活動を「記

録」に残すことが不可欠になる。活動する学生は交代しても、先方の利用者（支援を受ける人）は

変わらずという状況はよくあることである。ただでさえ気持ちが疲弊している状況の中で、「また

同じことを言わせるのか」「この前の人に頼んだのに伝わっていないのか」という事態に陥らない

ようにつなぎたいものである。

そのために支援はチームで行っているという意識をしっかりともたせ、自分の経験を次のよりよ

い支援のために活かすという意識で「記録」を残せるような仕組みをつくる。記録様式は簡単なも

のでいいし、活動者が書き込む方法でも、リーダーやコーディネーターが聞き取る方法でもかまわ

ない。課題や気になること、改善すべき事項が次に引き継がれていくことで、信頼は高まっていく。

３）記録は「支援」に活かす、感想は「振り返り」に活かす
記録に個人的な感想（悩みや相談なども）を書き入れてしまうと、共有しづらくなるばかりか、

何が客観的な事実で、何が主観的な見方や思いなのかの識別に時間をとられ、結局、活用されなく

なってしまうことがあるので注意したい。

事後学習とフォローアップについては後の項でふれるが、学生が活動中あるいは活動終了後に記

した感想は重要な資料になる。言葉にすることで整理されたり、気持ちをクールダウンさせること

にもつながるので、記録とは別にしっかり残しておきたい。
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４　被災地で活動する際に注意したいこと

１）ボランティア活動の特性をふまえて参加を呼びかける

ボランティア活動はやっても、やらなくてもいい活動である。気軽にいつでもできるものである

が、やると自らが決めたからには責任がともなうことはいうまでもない。

このボランティア活動の特性をふまえ、学生にボランティア活動を呼びかける際には「行きたい

人が行く」ことを基本にとらえることが重要である。経験による学習効果が期待できるとはいえ、

意欲や関心のない人を何らかの強制力をもって被災地の活動へ促すことは避けたい。平時と比べて

活動リスクは高いし、きめ細かなサポートもしにくいのが被災地の現実である。

２）被災者に寄り添う姿勢を大切にする

「泥を見ずして、人を見よ」―水害のときに生まれた言葉である。ボランティア活動は単なる“作

業”ではなく“かかわり”に意味があるもの。目の前の泥やがれきの撤去に一生懸命になるあまり、

そこに過酷な生活を強いられている被災者がいることを忘れてしまったり、たくさんの思い出や大

切にしていた品物があることを忘れてしまったりすることがある。作業の効率だけでなく、人の悲

しみや不安な気持ちに寄り添い、ときには作業の手を止め、ゆっくり思い出話を聞く時間があって

もいい。それはボランティア活動をするうえで重要なポイントである。

平時にはボランティアの依頼者とボランティア活動者とは対等であることが基本だが、災害時に

おいては被災した側の経済状態や心身の状態が極度に落ち込んでいることが多いため、より被災者

の側に立った支援が求められる。「何がしたいのか」よりも「何が求められているのか」に重点を

おいた支援活動を心がけたい。

３）復旧・復興の主体は被災地（被災者）である

発災直後にはとにかく支援の手を求めていた被災者も、時とともに自分の生活のリズムを取り戻

し、いつまでも一方的に助けられる関係を望んでいるわけではない。復旧・復興に向けてのまちや

コミュニティのデザインを考えるのは地元の人々であるし、それは自分自身の将来を決める重要な

選択にもつながっている。

「こうあるべきだ」「このほうがいい」と外部の人間が価値観や方法を押しつけるのではなく、あ

くまで主体は被災地であり、被災された人々にあることを忘れてはならない。そのうえで、一緒に

一歩一歩復興への道筋を歩みながら、必要な情報やサポートを提供する姿勢をもちたい。
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５　現地の拠点づくりとコーディネーターの配置

１）被災地に活動拠点を構える

継続的な活動を行うためには、❶活動を行う場所、とともに、❷学生・教員など活動者が寝泊り

する場所、❸飲食や排せつ、入浴などを確保する場所、❹什器資機材を保管する場所、が必要にな

る。震災直後であれば余震などを想定して、建物の痛み具合や耐震構造にも注意を払わねばならな

いが、慣れない被災地で借用できる場所や建物を探すことは容易ではない。地元で借用できる物件

情報などを早めにあたり、移動可能な範囲に拠点をかまえたい。

東日本大震災では、都市部と違い、遊休地や空き地が点在していたため、地主との交渉で一時的

にコンテナハウスを建てさせてもらうなどの方法をとった団体もある。地元の自治会役員の紹介で

空き家を活動場所兼宿泊場所として提供してもらった団体もある。

インターネット情報の検索だけではなく、地元住民の人伝ての情報から拠点を確保できたケース

は少なくない。

２）被災地で活動調整にあたる人間を決め、コーディネーターとして配置する

災害時はヒト・モノ・カネ・情報をいかに集め、人や団体の調整を行っていくかが重要になる。

この役割を担うスタッフが単なるマッチング作業に留まっているとなかなか調整は進まない。活動

をおこすときこそ、コーディネーター人材を被災地に送り出したい。

コーディネーターに求められる働きについては、下記のボランティアコーディネーターの８つの

役割を参考に。

③
集
め
る

 ④高める
⑤創

り出
す

⑥
ま
と
め
る

 ⑦
発信
する ①受けとめる

　
②
求
め
る

情報発信、

提言、アド

ボカシー

記録・統計

市民、団体

からの多様

な相談
活動の場や

ボランティア

の募集・開拓

情報の収集と

整理気づきや

学びの機会の

提供

ネットワーク
づくり、プロ
グラムの開発

⑧つなぐ

早瀬昇、筒井のり子『市民社会の創造とボランティアコーディネーション』（p143）筒井書房　2009/7
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

６　活動後の事後学習・リフレクション

●活動を通して得た学びを学生自身の力にしていくために

大学として学生にボランティア活動を呼びかけるからには、たくさんのボランティア活動者を集

め現地のニーズに応えるだけではなく、活動前後のプロセスにおいても学生自身の学びや成長を意

図し、そのことを意識しておかなければならない。学生にとって、被災地でのボランティア活動は

貴重な経験になるとともに、自分自身と社会との接点を体感する機会になるが、活動の意味や疑問

などについて振り返ることなく各自の反省にまかせてしまっては中途半端に終わってしまう。

そのために、活動先から戻ってからの事後学習やリフレクション（振り返り）は重要である。

学生・生徒のボランティア学習に詳しい長沼豊教授（学習院大学）は、ボランティア活動を通じ

ての学びのサイクルについて次のように整理し、その必要性を説いている。

事前学習を経て、活動を体験し、終了後には活動を振り返る。そしてこれに加え、関係のあった

人や組織との間で双方向の認め合いをし、そこでの学びを整理して外部への発信や提言をする。こ

の一連のプロセスを経ていくことにより、活動（体験）は学生自身の学びとして定着していく。

ボランティア学習のPARCDサイクル（学習過程）

 

ボ ボ ボ ボ ボボ ボ ボ ボ PARCDボ ボ ボ ボ ボボ ボ ボ ボ ボ

Preparation(準備学習)
・目的の明確化

・活動の企画、準備

・予備知識の学習

Reflection(振り返り)
・役に立てたかの検証

・内省と気づき（自己発見）

・学んだ内容の整理、共有Action(活動体験)
・ニーズにあった体験

・社会を体験的に知る

・他者との出会いから学ぶ

Diffusion(発言・提言)
・気づいたことを広める

・課題の解決策を提案

・批判的意識をもって行動

Celebration(認め合い)
・双方向の感謝

・「お互いさま」の確認

・社会的有用感・自己肯定感

長沼 豊 編著『学校ボランティアコーディネーション』より抜粋
長沼豊編著『学校ボランティアコーディネーション』
筒井書房　2009/6　より抜粋
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

７　活動のバックアップ体制をつくる

１）後方支援の体制を整備する

継続した支援活動を行う場合、現地での活動を管理し、必要に応じたバックアップの体制をとる

ことが不可欠になる。そのためには大学内に一時的に専門の部署やセンターを設置し、その窓口業

務と後方支援を担うことが望ましい。

①変化する現地ニーズの継続的な把握

現地で調整や活動を推進するスタッフとは定期的な報・連・相をかわし、常に新しい情報を

押さえる。被災地の情報は内容によっては被災地外のほうが迅速に入手できることもある。双

方が集めた情報を突き合わせつつ、状況を分析する。

②支援に赴く人材の確保とシフト調整

活動希望者を募り、希望してきたメンバーの中からどの時期に誰を送り出すかの調整を行う。

チームを構成した際にはリーダー役をとれる人材を最低１人は配置したり、男女や経験のバラ

ンスなども加味するとよい。

③支援におもむく人材に対する事前・事後のガイダンス、フォローアップ

２で述べた［事前のガイダンスやオリエンテーションを行う］（21 頁）、６で述べた［活動後

の事後学習・リフレクション］（25 頁）については、現地との役割分担をしながら、すべての

活動者に対して行うようにする。

④現地での活動中のトラブルや問題発生に対する対応

現地でのトラブルへの迅速な対応は、基本的に現地で直ちに行うことを基本とするが、その

内容や重篤さによっては、大学内への報告や指示、関係者への対応などを行わなければならな

いことがある。
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

⑤活動にかかった経費の支払い（大学が負担する経費等）

活動に係る経費のうち、何を大学が負担し、何を現地の団体等が負担するのかは事前に明確

にしておく。また、学生自身が負担する経費についても同様である。

学生に事前に渡したり、立替えて事後に精算する経費については事前ガイダンスで周知し、

領収証などの提出を求める場合には、取得方法も詳しく伝えておく。

⑥支援活動記録の整備

活動者の数や活動の概要、学生からの感想などを集約し、記録として保管しておく。活動中

の写真などの画像記録も時系列的に撮っておくといい。

⑦活動財源の調達

活動を支える財源確保のために、各種の助成金や資金援助の情報を随時集め、該当すると思

われるものを探し、応募書類を整え、申請する。
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

８　リスク管理やトラブル発生時の対応

１）災害時のボランティア活動にはたくさんのリスクが潜んでいる

いうまでもなく大きな災害があったエリアで活動を行うには、たくさんのリスクと向き合わなけ

ればならない。地震の場合には発生から一定の期間は大きな余震があることを想定しなければなら

ないし、水害や津波の被害を受けた地域ならば、地盤や建物が水を含んで脆弱になっており、二次

災害に巻き込まれないような情報収集と対策は必須である。

ボランティア活動も「がれきの撤去」や「泥出し、泥かき」などの作業にあたる場合には、釘の

踏み抜きや切り傷、刺し傷などのケガは多く、季節によっては熱中症や虫刺されなども頻発するの

で、活動のための装備と予防対策の周知は重要である。

被災地であっても屋内での作業やサロン活動などにおいては、必ずしも厳重な装備は要しないが、

活動に適した服装を心がけるよう促したい。

実は被災地において最も注意したいリスクは「心のリスク」である。たとえば、

・活動者の態度や言葉が被災者を傷つけてしまうケース

・活動者の経験談や深い悲しみを聞くことで、学生が傷つくケース

・あまりの被害の大きさに「何もできなかった」不全感が強く残るケース

など、平時の活動とは違うことを念頭において、活動後のリフレクション（振り返り）を通し、

心理的なトラウマや心身の異常などが見られる場合には、個別に対応する。

２）事故補償は万全であるかを確認しておく

通常のボランティア活動の場合には「ボランティア活動保険」へ加入し、被災地で活動する際に

は「天災特約」や「天災プラン」をセットにして加入しておくことが望ましい。ボランティア活動

保険は一般に（会社により若干の違いがある）は、大学や学校の管理下におかれた活動には適用さ

れないため注意したい。その場合にも、適用の範囲については必ずパンフレットや約款を調べ、微

妙なケースは保険会社に問い合わせ、被災地の活動に対応したものであるか、実際に行う活動を具

体的にカバーする保険や補償制度であるのかを確認しておく必要がある。

また、活動においては保護者の同意をとっておくことは重要である。
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第１部 災害ボランティアとして学生を派遣する際のポイント

2. 学生を、被災地支援に送り出すための考え方と準備

３）トラブル発生の際には、対応を２段階で考える

どのようなトラブルであろうと、迅速に対応し、処置をすることが基本である。

対応には「応急的な処置」と「再発予防のための恒久的な処置」の２段階がある。まずは、今起

きているトラブルに対する情報収集と対応に努め、とりあえず危機状況を回避したのち、ていねい

な事実検証と原因分析を行い、二度と起きないような対策を立てる。往々にして応急処置で終えて

しまいがちであるので注意したい。

　　ボランティア保険の加入について

大学では通常、正課や学校行事あるいはクラブ活動上の学生の事故に対処するため

に学生教育研究災害傷害保険（通称、「学研災」）に加入している。また、学研災加入者

は学研災付帯賠償責任保険にも加入することができる。したがって、上記の通常の活

動の範囲においてはさまざまな事故に対応できるので、ボランティア保険に加入する

必要はない。しかし、地震、噴火、津波などの自然災害についてはその対象とならな

いため、災害復興のためのボランティア活動の場合には、別途、保険に加入する必要

がある。

その代表的な保険がボランティア保険（天災プラン付）であり、区市町村の社会福祉

協議会が窓口になっている。加入は、基本的には個人単位であるが、大学側で集約し

て手続きすることもできる。補償期間は基本的に 4月 1日からの 1年間で、保険料は、

ボランティア保険の補償額や運営主体によって若干異なってくる。

立教大学コミュニティ福祉学部東日本大震災復興支援室では、活動に参加する学生

すべてにボランティア保険（天災プラン付）に加入してもらっており、支援室の窓口で

受け付け、そのつど、地元の新座市社会福祉協議会に申し込みに行っている。
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