- 宮城県石巻市・福島県 -

東日本大震災
災害支援 PROJECT
10年の振り返り 〜あの頃から、私たちは〜
NPO法人 On The Road

●宮城復興支援概要
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災。オンザロードは翌月の 2011 年 4 月より、ボランティアを受け入れる
団体として、被災した現地に入り、活動を開始しました。
活動の拠点となったのは、津波により大きな被害を受けた宮城県石巻市と牡鹿郡女川町を中心に、瓦礫撤去・泥だし
などの緊急支援から始まり、炊き出しの提供、避難所から仮設住宅への引っ越し支援等、多岐に渡る震災復興支援活動
を行いました。
緊急時は常時 100 名〜 200 名の沢山のボランティアを受け入れることで、被災地を更に幅広く支援出来るよう、ボ
ランティアビレッジを開設。石巻市災害対策本部、石巻市災害ボランティアセンター、石巻災害復興支援協議会と連携し、
班ごとに宮城県石巻市渡波地区および周辺地域に派遣し復興支援を実践してきました。
家屋・道路・側溝のクリーンアップ、炊き出し、情報の伝達など生活の自立にむけた支援、避難所のサポート、店舗
の営業再開サポート、仮設住宅への引越し・運搬サポート、漁業支援、復興ハローワーク、フリーペーパー制作など、
随時ニーズに合わせた支援を行いました。
一時的に収束した後も、仮設住宅に住む被災者のコミュニティ形成や地域の絆を結ぶ交流イベントなど、地域住民のニー
ズに寄り添った幅広い内容で支援活動を実施。
現在は、震災前のような街の明るさを目指して、また石巻の魅力を伝えていけるような地元に根付く施設を建設。地
元の方々と運営しています。これまで延べ人数 30,000 人以上のボランティアを受け入れてきました。
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宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

※実績数は 2011年４月15日〜2012 年１月31日までの算出です。

活動

実績

生活班

生活

：

ボランティアビレッジの運営

班

常時100名以上、
6/18 には最大 258 名のボランティアの受け入れを行い、延べ 18,865 名のボランティアが弊団体を通して災害支援活動を行いました。
ビレッジ運営を担う生活班では、ボランティアのテントの設置・管理、ボランティア同士が交流出来る共有テントの設置・運営を致しました。
健康面では、医師の方々に定期的に来て頂き、ボランティアの健康チェックや熱中症対策を実施。緊急の体調不良者対応のため、緊急避難施設「住
宅復興支援ハウス」を救護室として設置しました。さらに、企業様から大型冷蔵庫や物資管理倉庫などをご提供いただいたり、電気設備の強化などを独
自で行ったりと、生活スペースを充実化することで、ボランティア参加へのハードルを下げ、より安心して過ごせるよう工夫を凝らしました。

10 月以降は被災した物件をリフォームし、石巻市内に滞在拠点を設けたことで、より地域に根付いた支援をできる体制を整えました。また、8 月からは、
「On The Road TV」として、オンザロードの活動内容や被災地の現状を映像で伝えられるよう、You Tube へのアップロード継続して行いました。個人
参加の方と共に、企業・団体のボランティアも幅広く受け入れさせて頂きました。
（以下参照）
◆株式会社インテリジェンス

＜企業ボランティア一覧＞

◆江崎グリコ株式会社

◆マゼラン・リゾーツ・アンド・トラスト株式会社

◆株式会社リクルート

◆一般社団法人 志友会

◆株式会社サンクチュアリ・パブリッシング

◆株式会社ザッパラス

◆非営利団体 En 女医会

◆株式会社ＪＡＬエンジニアリング

◆新日本有限責任監査法人

◆非営利団体 all for one

◆新日鉄エンジニアリング株式会社

◆全センコー労働組合

◆運営ボランティア延べ人数

活動

実績

4,285 名

片付け班

家屋、
道路からの泥のかき出し及びガレキ撤去

1

片付
け班

：

弊団体で最も注力したのが、大規模な泥・ゴミ・ガレキの撤去作業、家屋、道路のクリーンアップ活動です。大多数のボランティアがこの班で活動しましたが、
撤去作業は屋内や道路上のかき出しに留まらず、
蓄積された廃棄物を重機や運搬車で集積場まで運搬し、
渡波地区全体のクリーンアップに取り組みました。

6 月以降は、震災で地盤沈下が起こった地域への冠水問題へも取り組み、側溝（排水溝）掃除も継続的に行いました。住民の方のニーズに合った作
業を主体とすることで、また地域住民の方々との共同作業を通し、在宅避難者同士の地域コミュニティ形成の促進、さらに自立自活の契機に大きく関与
したと感じました。
これらの活動から、
（社）
石巻災害復興支援協議会より、
「日本一の泥出し部隊」
と評されました。さらに9月28日には、
渡波地区の復興に大きく貢献したとして、
石巻市役所渡波支所にて渡波支所長より感謝状を頂きました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 8,262 名

◆運搬廃棄物

10,882 トン

◆主な活動地域

石巻市（主に渡波地区）、牡鹿郡女川町出島

◆廃棄した畳

14,776 枚

◆終了軒数

1,055 軒

◆総側溝長

54,896m
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宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

活動

実績

ニーズ調査・受付班

： ニー

ズ
・受調査
付班

被災者からの聞き取り

石巻市役所渡波支所、及び巡回にて毎日ニーズの受け付けを行い、被災者が必要としている支援の聞き取り作業を行いました。家屋からの泥、ゴミ、
ガレキの撤去要望の受け付けや、必要物資の聞き取りなど常に変化するニーズ内容の把握、他団体との連携、他地域の情報把握を調整した上、支援
に向う様に心がけました。それと同時に地域内で孤立している方、支援の手が行き届いていない地域がないか、広範囲に渡り見回りを行い、支援を必要
とする被災者を見つけては迅速に対応していきました。
仮設住宅班とも連携し、支援を求める声を聞き逃さないように対応致しました。各班の作業レベルに見合った内容を意識することで、作業レベルの底上げ
を実行しつつ、ボランティアがサポートするべきことと、復興者自身の手で出来ること、その線引きを明確にしながら自立の弊害とならないようニーズの拾い
出しを行いました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 176 名

◆終了軒数

874 件

◆対応した依頼

家屋からの泥の撤去、家具・畳の運び出し、土嚢袋の配布、側溝掃除など
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活動

実績

炊き出し班

避難所、
在宅避難者への食事と物資提供

炊き
出し
班

：

（社）石巻社会福祉協議会からの依頼で、渡波地区と女川町での炊き出しを継続的に行って参りました。行政からの支給食はお弁当やパンといった物が
多かったため、弊団体では栄養バランスを考えた温かい食事や、配給されていない生野菜やフルーツの提供を行ってきました。また、炊き出しと並行し、
救援物資の配布も兼任して行いました。7 月以降、
ライフラインの復旧やスーパー・飲食店の再開に伴い、
食事の提供という形から地域ごとの状況に合わせ、
調理器具（カセットコンロ等）の提供や食材の提供を行い、
さらに介助班と連携し、
タイムリーに行政が実施している雇用情報や義援金の受け取り方などを、
被災者に分かりやすく伝えられるような情報伝達業務も担いました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 496 名

◆提供地域

石巻市渡波地区、牡鹿郡女川町

◆提供数

約 25,537 食

＜提供食の一例＞ 仙台味噌を使った味噌汁、中華スープ、サバの竜田揚げ、肉うどん、天ぷらうどん、
マグロの生姜煮、白玉ぜんざい、アジ・穴子の干物弁当、すき焼き丼、ちらし寿司、パイナップル、オレンジ等
＜提供物資の一例＞ 子供服、ウィンドブレーカー、
Ｔシャツ、長靴、帽子、夏みかん、野菜ジュース等

03

4

宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

活動

実績

介助班

介助

：

班

避難所・仮設住宅でのサポート業務や生活の自立・自活にむけた支援

発災直後から各避難所でのサポート、仮設風呂の運営を担当しました。長期にわたる避難所での生活で、肉体的・精神的な緊張感・疲労、コミュニケーショ
ン不足などが生じ、それに対し、マッサージ、ヘアーカット、簡単なおやつの提供、仮設風呂の運営を行い、
避難者や在宅避難者と密着した支援を行いました。
これらの業務補助を通じて、コミュニケーションが生まれるきっかけを作るよう、意識して迅速な対応を心がけました。
また、在宅者や仮設住宅への移住者が増えて来た 7 月からは、ハローワークの情報が届いていない求職者に広く分かり易く情報を提供して参りました。さ
らに各仮設住宅の集会所でお茶会を催してきましたが、様々な趣味・嗜好をこらしたお茶会の開催は参加住民からの評判もよく、コミュニティ形成に繋が
る有効な手段だと感じました。

10 月以降は、住民の方の趣味や手作業の内職へと繋がるものづくりワークショップを中心としたお茶会を行いました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 1,436 名

◆お茶会参加人数

2,014 名

◆仮設風呂利用者数

2,864 名

◆ヘアーカット利用者数

146 名

◆マッサージ利用者数

1,182 名
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活動

実績

元気づくり班

元気

：

づく
り班

地域コミュニティ形成の為のイベント企画や清掃活動支援

仮設住宅へ移り住んだ方々と、家が無事残り自宅で生活する在住者で支援に格差が生まれ、人間関係に溝が生じやすい被災地。そこで石巻市湊地区・
渡波地区に住む住民を対象としたイベントや清掃活動 ( ゴミ拾い ) などを行うことにより、仮設住宅住民と在宅避難者が垣根無く、地域全体でコミュニティ
を形成することを目的として活動する班が、2012 年 1 月より正式に活動を開始しました。
クリスマスイルミネーションや餅つき、節分など季節に合ったイベントを行うことで、老若男女問わず誰でも楽しめる工夫を凝らしています。
支援する側が一方的に提供するのではなく、
住民からの「こういうことがしたい」
という声を汲み取り、
一緒にイベントや行事の中身を創っていくことを大事にし、
受身ではない被災者の自立的な動きを目的としました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 42 名

◆イベント参加人数

667 名
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宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

活動

実績

店舗再生班

店舗

：

店舗の営業再開のサポート

再生

班

ライフラインも徐々に回復し、街から少しずつガレキが撤去されていく中で、地震・津波の被害を受けた店舗から一日も早く営業を再開したいという声の下、
石巻市中央商店街を中心に、渡波地区・港地区でチラシを配布し店舗再生サポートの希望者を募集。口コミなどでの波及効果もみられました。ボランティ
アスタッフ内の建築・内装工事経験者が下見をし、作業内容を判断した上でサポートに入りました。さらに、感染病を防ぐ為の EM 菌での消毒作業や、
店舗内の掃除、厨房の手入れ、食器洗いや泥出し、店内のクリーニング、内装のリニューアル補助、新たな家具や備品の提供等といった内容を専門
分野（設備班・清掃班・デザイン班）で担当を分け、営業再開に向けての支援を実施致しました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 1,776 名

◆店舗再生サポート件数

75 件 ( 同店舗でのアート 29 件含む )

◆店舗情報

美容院、旅館 3 軒、ブティック 2 軒、駄菓子屋 2 軒、ラーメン屋 2 軒、喫茶店 2 軒、中華料理屋 2 軒、弁当屋、洋食店、

居酒屋 5 軒、
スナック 3 軒、酒屋 3 軒、
自転車屋、葬儀屋、ボーリング場、肉屋、
ハンバーグ屋、焼きそば屋、テナントビル（飲食店 6 軒）、
診療所、薬局、灯油屋、カラオケ、花屋、診療所
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活動

実績

引越し班

仮設住宅への引越しサポート

引越
し班

：

避難者の方々が、避難所から仮設住宅へ引越す際のサポート（荷詰め、荷運び、荷卸し等）を行いました。石巻市役所に交渉し、仮設住宅入居説明
会でのブースを設置、直接の声かけや、またチラシを配るなどと、サポートが必要な方全員に伝わるように広報し、依頼しやすい受け付け体制を調整しました。

10 月 11日をもって石巻市の全ての避難所が閉鎖することが決定したことに伴い、引越しサポート依頼数も急増したので、しっかりと日程や場所の段取りを
組みより多くの引越しサポートを効率的に、そしてスムーズに従事出来るよう、班編成を2 班から3 班に組み直すなど運営体制の見直しも行い、無事全て
の引越しサポートを終了しました。荷物の運搬はもちろん、仮設住宅にて待機しその場で荷卸しの手伝いをする、家具を組み立てるなどのサポートも致しま
した。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 937 名

◆仮設風呂利用者数

石巻市全域・牡鹿郡女川町

◆引越し終了件数

891 件（荷卸し手伝い含む）
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宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

活動

実績

漁業支援班

漁業

：

支援

盛んであった漁業産業を取り戻すサポート

班

漁業・養殖業が盛んであった石巻市ですが、津波により大打撃を受けました。再開を諦める漁師の方々も少なくなかったため、少しでも多くの漁業家の方
が仕事を再開できるよう、市場などでの聞き込み調査から始め、JF（漁業協同組合）石巻湾支所の倉庫整理を手伝いや、牡蠣の種付け・養殖作業、海苔・
あさりの養殖作業支援など、様々な漁業復興・再生を行いました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 154 名

◆活動地域

石巻市渡波地区、
牡鹿郡女川町出島

◆対応した依頼

岩に付着した海苔剥がし 18,000 枚、

漁業用ロープの制作約 9,300 個、カキの養殖に使用するホタテ
の貝殻の洗浄作業 20ｔ、あさりの収穫約 40Kg、アンカー（ホ
（重さ約 100ｔ）
タテの養殖に使ういかだの重し）
の作成 1,758 個
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活動

実績

フリーペーパー班 「石巻元気だより」の制作

：フ

リー
ペー
パー
班

家屋・インフラの被害で明らかに情報が不足している被災者へ、石巻市がどのように復興に向かっているのか、町が綺麗になっていく様子、営業を再開
した店舗の紹介、
雇用情報、
町に密着している NPO/NGO の活動報告など、
石巻市が元気になる情報を掲載。8 月 8 日に創刊し、
石巻市全域のコンビニ、
仮設住宅での配布、また東京のイベントなどで散布し、情報提供や遠方からの支援へと結びつけます。

NHK や毎日新聞などに報道していただきました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 321 名

◆配布地域

主に石巻市内の仮設住宅やコンビニ

◆発行部数

58,000 部（12 月迄：8,000 部 / 号、1 月より：10,000 部 / 号）

◆発行日

2011年 8月8 日、8 月22日、9月10 日、9月28日、11月 28 日、12月28日、2012年1月28日
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宮城県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Miyagi-

活動

実績

石巻★元気トリップ

：

石巻
★元
気ト
リッ
プ
H.I.S. との協働復興バスツアーの催行

被災地の為に何かをしたい、現地に行きたいと考えているけどボランティアとして行くには敷居が高い、また一歩踏み込めないという方に向けて、発災直後
から石巻市を中心に災害支援活動を行ってきたオンザロードと、世界を元気にしようというコンセプトの元、様々なツアーの企画・運営をしている H.I.S. と
の協働で、石巻市、女川町、塩釜市を巡り、被災地の現状を実際に目で見て、被災者の生の声を聞き、復興した飲食店での食を楽しみ、復興支援ボランティ
アを行ってもらう、東京発着の復興バスツアー「石巻★元気トリップ」を開催しました。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 168 名

◆一般参加者

355 人

◆催行日

8 月 19日、8 月 26日、9 月 16日、9 月 23日、10 月 21 日、10 月 28 日、
11 月 25日、12 月 16 日、1 月 27日
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活動

実績

ものづくり班

被災者の雇用促進サポート

もの
づく
り班

：

被災により職を無くした方々、そして年配の方の収入確保、仮設住宅での雇用促進・安定を目指すと共に地元の物産・産業を盛り上げていくため、新し
い雇用の形を提供しました。
漁網を使ったミサンガを復興者が内職によって作成・販売し、売上金額の内、諸経費を引いた金額が復興者の賃金になる制作の仕組みです。

DATA
◆参加ボランティア

延べ 252 名
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現在も継続している活動
-Currently in Active-

活動

実績

石巻元気商店班

：
復
石巻 興デパ
元気 ート
商店
班

オンラインで地元の生産者さんの販路を拡大

ヤフー株式会社が運営する「復興デパートメント」との共同プロジェクトで、2011 年 12 月のオープン以降、石巻市を中心とした宮城県内の地場産品を
対象に Yahoo! ショッピング上のオンラインショップ「石巻元気商店」を展開してきましたが、2015 年 11 月より、地元企業として独立・新会社を設立
することとなりました。IT 環境の整わない漁師さんなど、様々なニーズに合わせて通販が行えるよう、通販業務のバッググラウンドを行ってきた本プロジェクト
でしたが、
立ち上げ時より継続性を考えて地元への引き渡しを目標に進めてきました。そして、
ようやくその目標を実現することが出来ました。
4 年の月日を経て、
立ち上げ時は、4 社の生産者さん、10 商品から始まった石巻元気商店ですが、現在は石巻市を中心に約 50 社の生産者さんにその輪が広がり、商品
数も累計 200 点以上になりました。この 4 年の経験を元に、より一層社会に貢献出来る事業となれるよう努める所存です。今後とも石巻元気商店を宜
しくお願い致します。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/otr-ishinomaki/ 「石巻元気商店」で検索！

活動

実績

復興施設プロジェクト

：
復
石巻 興デパ
元気 ート
商店
班

オンザロードが泥だし・瓦礫撤去を担当してきた石巻市の渡波地区。
『津波が入ったこの場所を、人が溢れ、笑顔が溢れる場所にしていきたい！』
復興に向けて活動を続けてきた地元の方々や仲間たちと共に、地域に寄り添った持続的な支援ができるよう、そしてずっと残る復興のシンボルとなるような
施設として、2015 年 3 月にオープンしました。
石巻の魅力を体験でき、震災前のように人々が集い、また県外からも立ち寄ってもらえる地域交流の場所つくりを行っていきます。
今後も地域に寄り添った持続的な共生ができるよう、この施設と共に東北を盛り上げていきたいと思います。
また、この施設も今後の独立に向け、現在は、地元の方々が運営を引き継ぎ、Active Life -YADO- という名前で、人と石巻の自然をつなぐゲストハウ
スとして、環境問題に対してもアプローチできる場所として運営されています。
お問い合わせ・詳細・宿泊予約 HP： https://www.activelifelab.com
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要テキスト

東北の魅力を、
県内外の方々と楽しみ後世に残す施設

＜その他、特殊活動や不定期活動＞
屋内消毒活動

津波によって海からの泥、魚介類の死骸など有機物が室内に入っており、泥をかき出した後も消毒液や石灰を利用して滅菌
を行う必要があります。特に、避難所や学校等、多くの人が集まる場所での感染病の予防に繋がるよう実施しました。

仮設シャワー介助活動

渡波地区の避難所、洞源院とサンファンパークの被災者を対象に、米軍が設置した仮設シャワーで、入浴介助を行いました。
各家の掃除や片付けに追われる被災者が、温かいお湯で疲れを癒せる様に毎日約200人の誘導、介助、シャワー室の掃除、
コミュニケーションを中心に対応致しました。 ＊4/18〜5/10 まで実施し、以後、自衛隊に活動業務を引き継ぎました。

子どもの日イベント開催

5/5 のこどもの日。大型バス 3 台をリースし、渡波地区の子どもたちと親御さんをボランティアビレッジに招待しました。当日は
昼食を提供し、子どもたちとお絵描きや、絵本作家の「のぶみさん」による読み聞かせの会などを開催しました。また、
ボランティ
アビレッジに隣接した日帰り温泉「桜の湯」に家族で入浴してもらいました。

遠征活動・調査隊

石巻市以外にも甚大な被害を受けている地域への応援・遠征を行い、多数の関連団体と協働で活動、また各地域のボラ
ンティアセンターに赴き日々上がっているニーズとその処理実態の聞き取りを行いました。
● 5 月 8日〜23日 八戸から女川までの沿岸部の被害状況の把握・調査遠征
●福島県金山町 8 月 6日〜8日 活動内容：ゴミ・ガレキ・泥の撤去
●宮城県本吉郡南三陸町 9 月 8日〜 9 月 13日 活動内容：神社のガレキ撤去（ユナイテッドアース、め組 JAPAN との連携にて）

特殊工作部隊

建設現場の経験があるメンバーを中心に構成して、エンジンカッターやハンマーなどの専門工具を用いて、主に地震・津波
によって倒壊したブロック塀の解体・撤去を行いました。特に、隣の家に寄りかかってしまったものや通り道の安全を妨げて
いるものなど、緊急性があるものを優先に撤去しました。

渡波元気祭・復興瓦礫神輿

オンザロードが主な活動地としている石巻市渡波地区の住民とボランティアの絆を深め、復興の励みとなるよう願いを込め、
2011年6月26日 (日) に渡波小学校にて、渡波元気祭を開催しました。約 5,000 名が来場し、企業や個人の協賛協力の
おかげで食事約 19,000 食、お菓子約 10,000 個、ソフトドリンク約 7,000 本、絵本約 300 冊、浴衣約 400 着、車1
台などを全て無料で提供。震災のガレキで創った復興のシンボル「復興瓦礫神輿」の演舞、宮城県出身石ノ森章太郎氏
の代表作である仮面ライダーのショーなどにより、被災地の方々に元気と笑顔と感動を与えることができた祭となりました。こち
らで披露した復興瓦礫神輿は、8 月 9 日に行われた山形天童市民祭りの創作みこし部門で「王将賞（最優秀賞）」を受賞、
さらに石巻川開きまつりや寒河江市神輿の祭典でも担がせて頂きました。
参加ボランティア 延べ 779 名

石巻 - 神戸交流プログラム

阪神大震災の被災地である神戸を視察することで、復興へのイメージをもってもらうこと、学生同士の交流を通し復興への新
たな一歩を踏み出すことを目的とし、オンザロードと石巻復興支援ネットワーク主催で、石巻市と神戸市の交流プログラムを設
けました。其々の学生グループからの復興に対する関わり方の活動報告、復興を遂げた街の散策、そして将来への具体的
な目標などを発表し、沢山の復興への学びの場となりました。またこの活動は読売新聞に掲載されました。
参加者 石巻の中高生 7 名、兵庫の高校生中心 22 名

和歌山災害支援プロジェクト

台風 12 号による豪雨で甚大な被害が起きた和歌山県、那智勝浦町の台風災害支援活動を行いました。宮城県で活動を
続けてきた片付け班の班長、副班長を努めた者を中心に 10 月初めより緊急災害支援部隊を発足し、ボランティア参加者を
指揮しながら、片付け班、炊き出し班、避難所介助班、ボランティアビレッジ運営班に分かれ、復興に向けニーズを１件ず
つ消化していきました。
大規模なガレキや土砂などの撤去作業、小学校のグランドに流れ込んだ土砂や流木などの搬出、校舎内の清掃や学校に飾
るための花植え、各所にて家屋の損壊修復、浸水や側溝の詰まりへの対応を迅速に行い、2 次災害の防止に努めていき
ました。その他、避難所では栄養のある食事の炊き出し、レクリエーションなどの運営なども行いました。
参加ボランティア人数 延べ 628 名 + 那智勝浦町災害ボランティアセンターに登録したボランティア多数
活動場所 那智勝浦町市野々地区、井関地区、八反田地区、口色川地区
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●福島復興支援概要
発災直後、東日本大震災の福島第一原子力発電所の事故の影響で、放射能の高い環境の中では、子どもたちが外で遊
べる場所は限られていた中、福島に残る子どもたちのため、放射線量の低い県や地域での外遊びの企画・運営、地元
の方々に向けた情報発信を目的としたフリーペーパーの発行、地域活性化のためのイベント開催、さらに民間団体初と
なる大規模な除染活動を行ってきました。
また、福島に残る子どもたちを放射能から守り、安心して身体を動かすことが出来るよう、
「福島インドアパーク
（CHANNELSQUARE）
」を運営中。今後さらに円滑にプロジェクトを遂行する為、
一般社団法人 F-WORD を立ち上げ、
現在オンザロードはオフィシャルサポーターとして連携しています。福島インドアパークは運営しつつ、
福島の魅力を伝え、
福島を思い切り楽しんでもらうツアーも開催されています。

チャンネルスクエア

で検索！

http://channelsquare.jp/

CHANNEL JOURNEY

で検索！

http://channelsquare.jp/journey/
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福島県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Fukushima-

福島在住の子どもへの支援活動
県外への遠征キャンプ体験

日時：平成 23 年 9 月 17・18 日
主催：湯沢ルーデンスリゾート
開催地：新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽 3226
参加人数：子ども 13 人

大人 14 人

活動内容
新潟県湯沢のリバーサイドキャンプ場で行われたイベント「リバーサイドキャンプ 2011」に子どもたち13 人を連れ、野外活動を行ってきま
した。現在の福島では放射能の影響で、外での遊びが制限されていますが、
キャンプ場内では、
ジャグリング、
ろうそく作り、
スラッグライン（ベ
ルト状のラインを使用したスポーツ）、釣り、ハンモック、フリスビーなどを体験しました。
スラッグラインでは、
日本チャンピオンの我妻さんに教えてもらいながら、子どもたちは夢中で楽しみました。またろうそく作りでは、
オーガニッ
ク素材の蜜蝋を使い一生懸命手でこね、完成させました。その他ハンモック体験や釣りなど、2 日間に渡ったイベントでは、終始楽しそうな
笑顔で、満喫してくれている様子が伺えました。

EXILE USA氏によるダンススクール

日時：平成 23 年 10 月 15 日
主催：ＮＰＯ法人オンザロード
開催地：福島市

街なか広場

受益者、またその人数：福島県在住の子どもたち 70 名

活動内容
EXILE USA さんによるキッズダンススクールを開催しました。
「ダンスや音楽の力で少しでも元気や笑顔につながって欲しい」という USA さんの思いで、今回ご協力して頂きました。ダンススクールに
通う子どもたちから初心者の子どもたちまで、気軽に楽しめるような内容で、子どもたちに夢や希望を持たせるようなプログラム作りを目指
して、会場にいた子どもたちから参加を募り、約１時間のダンススクールを行いました。
ダンススクールでは、EXILE の代表曲でもある「Choo Choo TRAIN」のセッションやパフォーマンスで共演したり、最後に参加してくれ
た子どもたち全員へ EXILE オリジナル T シャツをプレゼントしてくださったりと、大変盛り上がりました。
その後、USA さん、同事務所ダンスパフォーマー 3 名の方をゲスト審査員に迎え、福島市のダンススクールに通う子どもたちや大学生など、
計 9 チームが参加するダンスショーを開催しました。
最近の福島では原発の影響で、子どもたちのダンスショーなど発表会の開催はあまり行われていないため、今回の開催で、向上心・達成感・
チームワークを感じてもらえるようなプログラム内容を目指し、1 チーム 4 分程度の曲で披露してもらい、約 1 時間 30 分のショーを行いま
した。
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福島県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Fukushima-

代々木公園イベントへの参加・講演、東京ウォーキング

日時：平成 23 年 11 月 12 ・13 日
代々木公園イベント企画名：SNOW BANK PAY IT FORWARD 2011
開催地：代々木公園
受益者、またその人数：福島県在住の子どもたち 5 名（小学 6 年生 3 名／中学 2 年生 2 名）

活動内容
放射能問題の影響で、普段は外で遊ぶ時間が制限されている子どもたちが、思い切り体を動かし楽しんでもらう事でストレスの軽減を目指
す事を目的とし、１泊 2 日で東京へ引率して SNOW BANK PAY IT FORWARD 2011 イベントに参加しました。そこでは福島スタッフ
のトークライブ／子どもたちの雪遊び／そり滑りへの参加、そして東京ウォーキングを実施しました。
イベント内には「福島の今」についてのトークライブの時間を設けて頂き、福島の現状を伝えさせて頂きました。
福島ブースでは子どもたちと一緒にフリーペーパー創刊号の配布や、他に出店されていたブースへのフリーペーパー設置依頼、募金協力
の呼びかけなどを行い、ご来場のお客様や関係者の方々に沢山の暖かい言葉を頂きました。東京ウォーキングの際には、普段歩かない土
地を散策し、楽しそうな表情を見せてくれました。

福島県活性化を目的とする、復興に向けた活動
フリーペーパー『F-WORLD』

創刊日：平成 23 年 9 月 11 日
発行部数：20,000 部 × 季刊発行
配布地：福島県内全域
受益者：福島県内在住の方

活動内容
世界中を旅したオンザロード理事長 高橋歩の想いから生まれた、生きることを楽しむフリーペーパーです。福島に住む方々の本音や、元気
になる楽しいイベント情報、多くの著名人によるアーティストコラムを掲載させて頂きました。
また、
「学生しゃべくり場@FUKUSHIMA」という、福島と東京の大学生によるコラボレーション企画では、県外の人は今の福島をどう見て
いるのかについてのリアルなトークも掲載しています。当たり前の幸せが当たり前でなくなった福島の現実がありますが、それでも尚この地
に留まり、また活気のある温かい街へと再生していく事を強く望み、大切な仲間への想いを文章に乗せて創刊致しました。

12

福島県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Fukushima-

ボーイズシンクロパフォーマンスライブ

日時：平成 23 年 10 月 30 日
主催：NPO 法人オンザロード
開催地：あづま総合運動公園室内プール
受益者、またその人数：福島県内に住む子どもとそのご家族 101 名

活動内容
放射能の問題で、家の中に居ざるを得ない状況になっている子どもたちに、のびのび遊んでいただける場を提供することを目的として開催
致しました。
現在福島では放射能問題で、子どもたちの外での活動時間に制限がされています。そんな生活を余儀なくされている子どもたちとそのご家
族へ向けて、楽しむことも復興の一環と考え、今回の企画をインディゴブルーさんとの協働の上、開催致しました。外で遊べないという子
どもたち、その親御さんのストレスがこのイベントで少しでも軽減されたのではないかと思います。
また、パフォーマンス後、「楽しかったからやってみたい！」と、シンクロに興味を持つ子どもの姿も見受けられました。

福島復興祭『F-WORLD2011 』

日時：平成 23 年 10 月 15・16 日
主催：ＮＰＯ法人オンザロード
共催：NPO 法人ハッピーアイランドサーフツーリズム／ BRAVEPROJECT
企画運営：福島復興プロジェクトオンザロード福島実行委員会 BRAVE PROJECT
後援：福島市
協力：SHREDDER Di ／笑夢／みなせん／来音／ NEO ／ ABSORB ／浪江焼きそば／アルツ磐梯
開催地：福島市 街なか広場 〒960 - 8035 福島県福島市本町 1
参加人数：延べ 10,000 人
受益者・またその人数：福島県外に避難されている方々、福島県在住の子どもたち、またそのご家族（以下、内訳詳細）
USA ダンススクール参加児童 70 名／ダンスショー参加者 48 名／ Beat of Fukushima
F - WORLD× 福島大学 福島大学生 20 名／石巻復興瓦礫神輿 担ぎ手 80 名／ワークショップ参加者延べ 8,000 名

活動内容
普段外で遊べない子どもたちや、現在放射能の影響でストレスになっている県民に思い切り楽しんでもらい、福島を盛り上げられるような復
興祭を 2 日に渡り開催しました。その中で、著名人である EXILE USA さんをゲストに招いてのダンスレッスン・ダンスセッションの実施、
ペイントアーティスト講師による図工の時間、高さ 20 メートルまで飛ばせる紙飛行機作り体験、石巻で制作した復興瓦礫渡御、地元飯坂
太鼓の演奏、著名人によるトークライブ、その他様々な催し物など、子どもたちやそのご家族で気軽に参加できるプログラムを実施致しました。
現在福島は東日本大震災の影響、放射能問題の影響でメディアからマイナスのイメージとして取り上げられています。簡単に復興できない
福島を楽しく盛り上げていこうという思いの元、福島住民の方々への明るい光となるような活動、安心して暮らせるような活気溢れる街づく
り・コミュニティ作りを目指し、復興祭の開催に至りました。
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福島県での10年間の活動内容
-Decades Activities in Fukushima-

福島県での除染活動

日程：平成 24 年 12 月 1 日〜12 月 10 日
場所：福島県福島市大波地区
10 日間活動者数：延べ 764 名
作業内容：落ち葉・枯れ草の収集とその袋詰め作業／側溝掃除
作業現場数：41 件（個人のお宅・田畑・神社・病院等）
収集ゴミ袋数：14,852 袋＝663,867 リットル
生活班：ボランティアの食事や生活のサポート
共催：福島県

〜震災から10年が経った今。
〜
2011 年 4 月から大規模な災害支援プロジェクトを開始し、ボランティアビレッジを拠点に常時 100 名以上 ( 最大 258 名 ) の
ボランティアを受け入れていく中、街の景色はどんどん変わっていきました。
泥かき、
ガレキ出しを中心とした復旧作業がメインだった緊急支援時を経て、
被災地全体が「復旧」から「復興」へと移り変わる時に、
これまでの活動で築いてきた地元の方々との人間関係が土台となる活動が増えていきました。
活動してきた一人ひとりが「ボランティア」対「被災者」ではなく、
「人」対「人」として接してくれた要因が 大きく占めている
と感じます。
このような活動実績、復興支援を行えたのは延べ 30,000 人以上のボランティアの方々の力が大きく貢献しているといえます。
そして何より、活動を続けられたのは日本中、及び海外からの沢山の温かいご支援をくださった方々のお陰です。
今、10 年の時を経て現地から求められるのは、復興までの道を大きく歩んできた東北を、実際に現地で一緒に楽しんでもらうこ
とと感じます。
震災により、多くの経験を積んでこられた東北の皆さん、強く生きる東北魂を感じました。是非それを現地で触れ合って見て、感
じて欲しいです。
まだまだ知られていない豊かな自然と、美味しい特産物をもっともっと多くの方々に知ってもらいつつ、楽しみながらも、後世へ
残す震災体験。
今後、オンザロードは復興施設の運営の元、東北の魅力をより多くの人に伝えていき、県内外の方々との交流の場を活性化出来
るよう尽力していきます。震災ボランティアを経て、石巻に移り住んでいる多くの元オンザロードボランティアの方々と連携し、
地域の方々と一緒に復興へ歩み続けられるような団体であり続けたいと考えます。
今後とも、ご支援・ご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
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