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各被災地で被災された方々が「今度は俺たちの番だ」と…。今年も
多くの被災地から仲間たちが現場へと駆けつけてくれた。
各地で起こる自然災害、生きている地球で生活している以上避ける
事ができない自然の猛威、そして自然は恵みも与えてくれる。
日常に感謝しながらもイザ災害時には一人一人が考え、動き、連携
し、共に汗を流す、そんな仲間の輪が少しずつではあるが広がって
いるのを感じる。現地現場には行けないが出来ることを…と、後方
支援を頂き、継続する事ができたOPEN JAPAN緊急支援活動。
全国社会福祉協議会の災害ボランティアセンター運営者研修会の
場で災害支援の技術系支援活動の必要性と連携のあり方をお話し
する機会も頂いた。OPEN JAPANの特長でもある連携ネットワーク
型チームの関係強化、そして今後も必ず起きる大規模自然災害に
備え、それに対応できる体制作りが急がれる。

緊急支援活動   熊本地震被害2016.4 ～
4月14日、16日未明に発生した熊本地震ではOPEN JAPAN 吉村、
木村、木名瀬、草島、吉澤が発生直後に熊本県に入り先遣として
救援活動を開始！被害の大きい益城町や西原村、南阿蘇村にて、
避難所での炊き出し、重機を使用しての技術系ボランティア活動、
また車中泊対策としてのテントの提供など、適材適所のボランティア
コーディネートを行った。
５月に入り、私は関東・東北豪雨（2015.9）による鬼怒川決壊で

、ネパール大震災
(2015.4)の被災地にて復興支援活動を行っていた。途中、熊本地震
の情報を聞き予定を早め帰国し熊本に向かった。そして過去に九州
北部豪雨 (2012.7) で支援活動に入り信頼関係が出来ている南阿蘇村
に阿蘇ボランティア支援ベースを拠点として構えて活動を開始した。
また、南阿蘇村黒川地区では地元の公民館をお借りし、南阿蘇村社協
と連携しながら黒川ボランティアセンターを開設した。ここでは被災
した東海大学農学部の学生と共に活動拠点の一つとして運営を
した。この拠点は 11月より南阿蘇村中松地区へベースを移転し
2017年5 している。（肥田ひーさー）

【熊本地震での活動件数】避難所での炊き出し昼夜合わせ 6265食、
重機案件 200 件以上 ( 家屋や納屋、小屋の下敷きになった車両
約150台農機具約50台を救出)、屋根案件85件、手作業(家財出し、
瓦礫撤去等 )207 件、引っ越し 29件、その他 6件。
ニーズ総件数 402件、活動人数は 2500名を超える。

阪神淡路大震災の時に生まれた私たちの『動き』は
様々な『縁』を作りながら東日本大震災で石巻に
集結しました。その後も起こる災害に私たちはこれ
までの経験と出会った仲間たちとの連携を頼りに
微力ながらも真正面から向き合ってきました。
未来を見据え、新たな『動き』と『縁』を作るため、
今、私たちが取り組んでいる活動をご紹介させて
いただきます。さぁ、共に動こう！
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日本カーシェアリング協会の緊急支援活動

災害で家や車を失い着の身着のまま避難所に避難された方々の状況、
それは、安心できる地域に避難することもできず、必要なものを買いに
行くこともできず、片づけるための荷物を運ぶこともできない。小さ
なお子さんや年老いたご両親を抱えていると尚更大変。そんな方々に、
急場を凌ぐための車を無料で一定期間貸し出し、再建のための一歩を
サポートする取り組み『サポート・レンタカー』を実施している。
支援団体にも同じ条件で貸し出し、支援活動のバックアップも行っている。
2016 年 4 月の熊本地震では九州の熊本に隣接している県を中心に呼び
かけたところ、41台の車が集まり、のべ73件の車の貸し出しを行った。
2016 年 8 月の台風10号災害では15台の車で、のべ 19 件の貸し出し
を行った。（2017年2月時点）また、石巻で経験を積んだ生活再建のため
のレンタカーやリースを組み合わせることで復興のステージに応じた
長期的なサポートにも対応している。被災者が立ち上がり一歩前に
進むためのサポートを車で支援し続けていきたい。　（吉澤タケ）

緊急支援   2016年台風10号大雨被害
2016 年 8月台風 10 号によって北海道、東北に甚大な被害が出た。
9 月 2 日、吉村は北海道南富良野町にダンプ、2t 重機と共に入り、
全国からの仲間と共に川に落ちそうな倒壊家屋の曳き潰しや土砂撤去、
流失した床下に凍結防止の土砂入れ、孤立した集落への道作りといった
緊急作業を行った。
私は熊本県南阿蘇村から資機材を積載して岩手県岩泉町に入り、被害
状況や支援体制の情報収集、現場確認を開始した。
本州一大きな町 ( 東京 23 区＋横浜市と同じ広さ ) である岩泉町の
道路は、あちらこちら寸断され主要道路が通行止めになっていたため、
いまだ多くの孤立集落が点在していた。
岩泉社協の災害ボランティアセンターは町中心部の他に２ヶ所にサテ
ライトを設け対応を始めたが、さらに離れた甚大な被害の出ている
安家 (あっか) 地区へは手が伸びていなかった。
安家地区は、発災後 2週間近く災害ボランティアが入らず住民の方々
のみで泥出しなどを行っていた。また高齢者も多く心身共に疲弊して
いる様子だった。
調査の結果、安家地区復旧の為には 1000 人単位での支援、ボラン
ティア活動が必要な被害状況と判断し、私達は岩泉社協・役場と協議し、
安家地区を中心に活動をする事に決めた。
活動の拠点として、土砂出しをした安家産直施設を OPEN JAPAN の
ベースとして使用させて頂き、カーシェアの貸し出し、そして町内で
の重機を使用しての活動を行った。その結果、12月末までの三ヶ月間、
様々なボランティアが活動する中で緊急を要する住民からのニーズの
対応をほぼ終えるまでに至った。
今後は岩泉社協や役場、他NPO団体と連携し、今後の (ニーズ対応、
仮設住宅、在宅支援、サロン開催 ) 仕組み作りと立ち上げサポートを
三月末までの予定として行う予定である。　（肥田ひーさー）

【岩泉町での活動件数】重機案件(車、農機具、除雪機等の取り出し含む)
45 件、床上床下泥出し 49件、その他 38件。
ベース活動人数 1125人、連携団体人数 2126人

OPEN JAPAN緊急支援時の主な活動内容
被災地に入り、これをすれば良いという事が決まっている訳ではない。
地震・水害など被害の種類、そして地形や季節、色々なケースがあるなか、今、何が必要とされているのかを常に考えながらの行動となる。
その源となるのはやはり地元住民の方々の声に他ならない。実際に熊本・岩泉では具体的に下のような活動をさせて頂いた。

○避難所等での炊き出し。弁当等の配給が始まった後も、温かいスープを添えるなど、食を通して被災された方々とふれあう場作り
○ボランティア支援ベースの立ち上げ、情報共有会議設立や役場社協への各提案提言によるサポート、ボランティア団体の受け入れ、マッチング
○社協ボラセンが対応の難しい危険家屋 ( 応急危険度判定士による赤紙黄紙判定 )からの貴重品、遺品、車両、農機具などの救出作業
○重機ニーズの対応 ( 家屋内外土砂撤去、仮設道路・橋の設置、河川周り流木撤去、車庫や納屋からの車両の取り出し )
○家屋、納屋や小屋の床上下泥出し、壁、床板撤去、消毒、補強修繕、家屋基礎部分仮修繕、凍結防止の水道管埋設
○サポートレンタカー（被災者、支援団体へ向け、一定期間無料で車の貸出し）
○物資配布 ( ペンライト、ヘッドライト、食品、野菜、米、衣類、ストーブ、毛布 )
○屋根の仮補修作業としてのブルーシート張りや瓦下ろし作業
○仮設住宅やみなし仮設住宅への引っ越しサポート
○避難所や仮設住宅集会所、町の施設での寄席やお茶会、餅つき、生け花教室などの開催
○地元支援団体 へのノウハウ提供設立支援  支援継続の為の引き継ぎ業務



『牡鹿半島食堂いぶき』2017年4月22日オープン！

福島支援、保養キャンプ 『3月10日』制作室

8.6 One Pi:ce

カーシェアリングプロジェクト（日本カーシェアリング協会）

皆さまから沢山のご支援を頂き進めてきました「古民家再生IBUKIプロジェクト」
が、ようやく 4月22日に「牡鹿半島食堂いぶき」としてオープンいたします。
石巻市街地から車で約45分。牡鹿半島の中ほどに位置した大原浜に、あの津波
を2階まで受けながら残った築約80年の古民家があります。この古民家を修復
し、地域の方々と牡鹿半島に訪れる方々を繋げ、美味しい石巻・宮城のもの
を食べながら人が気軽に集まれる場所にしたい、それがこのプロジェクトの
始まりでした。
2013年3月から少しずつ工事を進めており、母屋の修復をほぼ終え、2017年春
のオープンに向けて最終段階に入っています。また隣接している築約 120年の蔵
も修復を開始しています。（こちらは継続して支援をお願いしております。）
「牡鹿半島食堂いぶき」は、美味しい海の幸を堪能できるだけでなく、地元の方々
も気軽に寄っていただけるコミュニティスペースとしての役割も担います。
情報はOPEN JAPANのHP並びに「牡鹿半島食堂いぶき」のHP・Facebookページ

楽しみ
にしています。是非、遊びに来てください！　（堀越千世）

「津波が来るって言うから、幼稚園からみんなで裸足で逃げたの・・・
あの時、怖かったことは覚えているわ・・・」といわき市の小学生が語っ
た。あれから５年少し、４年生になってもその時の様子は忘れられず、
その後の放射能からの一時避難もあり、今は同じ市内に暮らしている
が、目に見えない被爆のことが親心には残っている。「屋外で遊べない
子どもたちを線量の低い自然の中で思いっきり遊ばせたい！」と活動
している NPO法人SEEDS OF HOPE 青山さんと今年も連携して、
GFS 協力の元、その子どもたちを招待し長野県北部の野尻湖畔で保養
キャンプを行った！湖水浴やカヌー・カヤックなどで怖かった水との
触れ合いを通じ、少しずつ癒されています！地元の方々からの新鮮な
野菜やお米の差し入れもあり、お土産でも感謝されました！（吉村の助）

東日本大震災の原発事故の影響で故郷を離
れざるを得ない被災者の方々が綴る自分
史づくりのお手伝いを行ってきた。これま
で 7 冊の自分史を完成し、そこにはその地
域の素朴な営みと個性あふれる文化、町
が変わっていく様子、更に事故後の避難生
活での苦労がありありと表れた。ご協力
いただいた被災者の方お一人お一人が、自
身の生き様と共に故郷の歴史を後世に伝え
残す担い手となっていただいた。（吉澤タケ）

地元の被爆者の方々に証言を記
録させていただき、8 月 6 日に
福岡県八女市星野村に今も尚燃
え続ける「原爆の残り火」を灯
しながら、その言葉に耳を傾け
る場を作るプロジェクト。これまで6名の方々の記録映像を地元
の大学生達と共に作り上げてきた。被爆証言の記録映像と伝え
残す担い手を作ることを目指している。（吉澤タケ）

東日本大震災後、約 6 万台の車が被災した宮城県石巻市で、寄付で集めた車を活用したカーシェア

費用の積み立て等のルールを利用者同士で作って運営するという点である。買物等の乗り合い、お年
寄りの通院等の外出支援、更には旅行等にも活用され、地域コミュニティが活性化していくことから
『コミュニティ・カーシェアリング』と呼んでいる。2012 年 2 月から生活再建事業として石巻市
から委託を受ける。2013年から三菱自動車工業㈱の支援を受け、電気自動車（EV）の活用が始まり、
2014年 11月から地元の産官学民共同で『石巻エコ EVカーシェアリング検討委員会』を立ち上げ、
復興公営住宅（被災者の方々が仮設住宅から移り住んでいく公営団地）への導入に伴う、持続可能な
モデル作りと様々な地域連携についての検討が本格的に始まる。その一環として2015年6月には、
復興公営住宅に設置された太陽光発電で充電するEVを活用したカーシェアリングが始まる。また、
EVは移動式電源として活用できるため、その復興公営住宅を拠点として、災害現場にEVで電気を供給
する訓練も石巻市総合防災訓練で毎年行われるようになった。
私たちと同じようなコミュニティ運営型のカーシェアリングを行うオーストリアの CARUSO Car 
Sharing 協同組合との交流も生まれ『コミュニティ・カーシェアリング』の国際シンポジウムを
2016年10月に石巻で開催し、今は第2回のドイツでの開催を夢に描きながら調整を進めている。
現在、約 120 台の車を活用し、『車を活用した社会貢献』を模索しながらシェアリング以外にも左頁
の緊急支援活動や生活困窮者・支援団体への貸し出し等実践している。震災から 6 年が経ち、自立的
な運営が求められる中、有償事業として「ソーシャル・カーリース」事業、東京海上日動火災の保険代理
店事業を立ち上げ（気軽にご相談下さい）、手探りながらもなんとか一歩ずつ前に進んでいる。持続
可能な形を作り、車を活用した社会貢献の「雛形」を石巻にしっかり築いていきたい。（吉澤タケ）



OPEN JAPANは皆様からご支援頂いた活動支援金によって運営をさせて頂いており
ます。災害発生時、初動の緊急支援ではボランティアを受け入れるためのベースの
立ち上げや、活動に必要な機材の運搬や燃料費など、全て皆様の気持ちが形となっ
て、被災された方々のための支援と繋がっております。また緊急時のみならず、
地域の方々との繋がりを大切にし、今、何が必要とされているかを常に考え、支援内容
を変化させて各被災地で活動を続けさせて頂いております。こうした全ての活動の
ベースとなるOPEN JAPANの活動費へのご支援をよろしくお願い致します。

OPEN JAPANへのご支援のお願いOPEN JAPANへのご支援のお願い

▼他銀行からお振込みの場合　　
店名（店番）二二九（ニニキユウ）店（229）
預金種目 当座
口座番号 0126661

▼ゆうちょ銀行お振込みの場合
口座記号番号 02250-5-126661　
口座名称 一般社団法人 OPEN JAPAN
口座名称 シヤ）オープン　ジャパン

オープンジャパン

オープンジャパン

デザイン・

一般社団法人OPEN JAPAN オープンジャパン
〒986-0821 宮城県石巻市住吉町1-1-2　（2017年初夏移転予定：〒986-0813 宮城県石巻市駅前北通り1-157）
Tel &Fax：0225-92-7820　E-Mail：info@openjapan.net 　URL：www.openjapan.net　
代表：吉澤武彦、理事：吉村誠司、對馬達、草島進一、顧問：木村とーる、緊急支援担当：肥田浩、IBUKI担当：堀越千世

OPEN JAPANの構成団体

引っ越しま〜す。

OPEN JAPANの今までの活動

OPEN JAPANの連携団体

2011 年 9月以降、これまで数々の出会いとプロジェクトを生んできた石巻ベースが防潮堤建設
工事のため 2017年度中（5～ 7月頃予定）に移転を予定しています。ぜひ最後に、数えきれな
い有志たちの汗と涙のしみ込んだベースにお越しください。（宿泊も可）スタッフ一同心よりお
待ちしています。尚、引っ越しのお手伝い＆ご寄付も募集中です。移転時期が確定次第ホーム
ページにてお知らせします。　〔移転予定先住所　宮城県石巻市駅前北通り 1-157〕

近年、世界各地で様々な自然災害が発生しています。阪神淡路大震災での教訓やノウハウを活かした様々な団体が発足し、ボランティア
センターの立ち上げから作業方法の伝授など、全国各地の被災した社会福祉協議会との連携も始まりました。最前線では、一般ボランティア
が対処出来ない状況の現場が多い中、技術や専門知識を持った方々が被災者の傍に寄り添い活動し、不安を取り除けるようになって
きています。現在の OPEN JAPAN のネットワーク型支援が本格的に始まった 2011年 3月11日の東日本大震災以降、実際に現地に
足を運び活動をした被災地は以下の通りです。次なる災害の為にも・・・

OPEN JAPANは今まで現場を共にした以下のような仲間達と連携を行いながら、各プロジェクトに取り組んでいます。尚、ここに書き
きれない熱い仲間たちもたぁ～くさん、いてます！
愛知人・阿蘇の灯・キーン・ジャパン合同会社・コールマンジャパン株式会社・災害 NGO 結・NPO 法人スマイルシード・ダッシュ隊大阪・
徳恩寺、神奈川青年教師会・日本財団・日本消防警察スポーツ連盟・にんにこ和歌山・パタゴニア インターナショナル インク日本支社・NPO萬ちゃん・
一般社団法人フェニックス災害支援機構・プロボノやまとえん・三坂屋・南阿蘇よみがえり・ 南浜ひまわりプロジェクト・公益社団法人みらい
サポート石巻 ・臨坊・BORDERLESS FIRE・DRT JAPAN・IDRO Japan・NPO法人 SEEDS OF HOPE・SMBC CSR室、他　（五十音順）

一般社団法人日本カーシェアリング協会・株式会社 IBUKI・ヒューマンシールド神戸・四万十塾・わっか・月とカヌー・石巻カヌークラブ 
OPEN JAPANは以下の組織で運営しています。

2011年　（平成23年）
３月　東日本大震災（宮城県石巻市、他）
７月　新潟・福島豪雨（福島県金山町）
９月　紀伊半島豪雨（和歌山県那智勝浦町、他）

2012年　（平成24年）
５月　つくば市竜巻被害（茨城県つくば市）
７月　九州北部豪雨（熊本県阿蘇市・
　　　　　　　　　　　南阿蘇村、他）

2015年　（平成27年）
４月　ネパール大地震（ラップラック村・ブンガマテイ村）
９月　関東・東北豪雨（栃木県鹿沼市・茨城県常総市）

2016年　（平成28年）
４月　熊本地震（熊本県南阿蘇村・西原村・益城町・
　　　　　　　　　熊本市・阿蘇市、他）
８月　台風１０号大雨被害（北海道南富良野町、岩手県岩泉町）

2013年　（平成25年）
８月　　岩手県央豪雨（岩手県雫石町）
１０月　台風26号土砂災害（伊豆大島）
１１月　フィリピン台風被害（レイテ島、他）　

2014年　（平成26年）
２月　　豪雪被害（埼玉県秩父市・山梨県）
８月　　広島土砂災害（広島県広島市）
１１月　神城断層地震（長野県白馬村）

オープンジャパンの

日々の活動や、詳し

い情報などはWEB

サイトよりご覧下

さい。また過去の

活動報告書や会計

報告書もご覧になる

事が出来ます。　

オフィシャルWEBサイト

www.openjapan.net

OPEN JAPAN石巻ベース移転のお知らせ
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