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研究の概要

研究主題
大学生を主体としたフィールドワークの実施による復興支援の実証的研究
～全国生涯学習ネットワークフォーラム 2013 岩手大会の取組から～

２

研究目的
東日本大震災から２年が経過した。発災直後は、ＮＰＯやＮＧＯなどの民間団体、大学
生ボランティアなどが沿岸被災地に入り、積極的な支援活動を行った。当初は、炊き出し
や避難所の整備、がれき撤去などハード面の支援が最優先され、多くのボランティアが県
内各地で活動する姿が見られた。しかし、少しずつハード面が改善され、住民の仮設住宅
への入居が始まると、現地のニーズにも変化が生まれ、次第に普段の生活に関する支援が
必要とされるようになった。それにより、個人に寄り添った支援が多くなり、心のケアや
傾聴活動、イベント開催やサロン活動、学習支援などのソフト面へとシフトする一方で、
ボランティアの数も急激に減少してきた。そうした中、大学生ボランティアが被災地に数
多く足を運び、継続的な支援活動を行っており、沿岸被災地域にとっては復興への大きな
力となっている。
このような時期に、震災のために一旦中止されていた「全国生涯学習ネットワークフォ
ーラム」が、改めて、平成 25 年度に岩手県で開催されることが決定した。
このフォーラムは、日本の多くの地域が抱える課題をテーマとして、行政や大学等の研
究機関、ＮＰＯや各種ボランティア団体等の民間団体などが、生涯学習を通じた社会づく
り、地域づくりについて研究協議してきたものであるが、「2013 岩手大会」では、被災地
で活躍する大学生に焦点を当て、
「若者が地域で活動できる訪問活動プログラム（フィール
ドワーク）」を全国に発信するとともに、「若者のネットワーク化」を図ることを目指し、
実施することとなった。
本研究は、聞き取り調査等により、沿岸被災地のボランティア活動の現状を把握すると
ともに、大学生ボランティアが主体となって活動する「2013 岩手大会」において、参加学
生の活動状況を追跡調査する中で、その成果を実証的に検証し、今後の復興支援の在り方
について提案しようとするものである。

３

年次計画
本研究は、１年次の調査・研究とする。
本県の被災地支援活動を行っている大学生ボランティアについて、各種資料による分析
や被災地での聞き取り調査により、その活動状況を把握する。
また、「2013 岩手大会」における大学生の活動を企画段階から追跡調査し、その成果を
実証的に検証することにより、今後の復興支援の在り方について考察する。
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Ⅱ
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研究の内容

大学生ボランティアの活動概要

（１） 全国からの大学生ボランティアの活動状況
東日本大震災発生後、全国各地から多くのボランティアが東北３県の被災地に入った。
岩手県内においても、被害が甚大で広域であったため、平成 23 年３月だけで約 12,000
人のボランティアが活動し、発災からおよそ１年が経過した平成 24 年４月段階では、約
30 万人を超えるボランティアが県内各地で活動した。そのうち、大学生ボランティアに
限定した人数は、公式な統計として発表されていないが、数多くの全国の大学生ボラン
ティアが被災地支援活動を行った。以下の表１・表２は、各種メディア情報や大学ホー
ムページ、県の「震災記録」等をもとに岩手県内で活動した大学生ボランティアの 状況
をまとめたものである。
大学生ボランティアの受入窓口が一本化されていなかったこともあり、全てを把握す
ることは困難であった。そのため、表に記載されていない大学生ボランティアの活動が
多々あったものと思われる。
表１

大学生による沿岸特定市町村支援活動

年

①

大船渡市

岩手大学「新学期へ向け大船渡小で机ピカピカ清掃」
岩手県立大学「支援物資の仕分け」
北里 大学「潜水・がれき撤収、広田中に顕微鏡 22 台寄贈、奉仕活動に汗、漁業再生へ研究発表」
北海道酪農学園大学「仮設住宅の現状調査」
青山学院大学「子どもの遊び支援」
明治大学「児童らと交流・学習支援」
23

東海大学「三陸町で公民館建設、泊地区のテレビ番組撮影や編集サポート」
相模女子大「炊き出し」
東京工芸大学「仮設商店街へ大漁旗贈る」
國學院大學、首都大学東京「がれき撤去、炊き出し、写真洗浄、身の回り整理、心のケア」
東京工芸大学、新潟大学「イベント開催」
大阪府立大学「介護支援、サロン活動」
関西大学「サロン活動、学習支援、イベントの開催」
愛知県立大学「がれき撤去、学習支援」
神戸大学「 赤崎再訪し要望把握、仮設を訪問、慰霊祭の灯篭作り 」
岩手県立大学「学びの部屋開設」
富士大学「商店街の活性化ツアー」
明治大学「 炊き出し、がれき撤去 」

24

東海大学「児童教室（LED の電飾作り）」
相模女子大学「仮設でプランター交流」
神戸大学「中赤崎住民アンケート」
立命館大学「大船渡市と復興協力協定、漢字遊び大会」
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岩手大学「恋し浜駅、盛駅に花畑整備」
北里大学「２年越しミニ水族館開設、越喜来小で川の生き物楽校」
筑波大学「心のケア、訪問相談」
千葉大学「細浦地区住民意見交換し地域の未来像描く」
亜細亜大学「お茶っこの会」
25

明治大学「懐かしの家再現作製（理容おいしん）、サンマの絵などイラスト教室」
金沢大学「足湯で支援」
香川大学・金沢大学「復興計画に携わる活動（建築に関すること）」
大阪大学「外国人の被災体験学ぶ（家庭訪問、体験）」
神戸大学「赤崎復興隊と住民主体の未来図描く、足湯の活動」
立命館大学「将棋や落語で住民に元気」

他

愛知学泉大学、大阪府立大学

年

②

陸前高田市

岩手大学「ボランティアセンター運営支援」
岩手県立大学「 ボランティアセンター運営支援、住田でフェスティバル（陸前高田から招待）、
運動不足解消に体操指導、女子学生ら陸前高田で交流会 」

盛岡大学「吉田家文書洗浄・修復作業」
富士大学「支援物資配送、塩害農地改良作業」
千葉大学「寺子屋指導」
23

早稲田大学「写真洗浄（段ボール２箱分）」
慶応大学「イベント訪問、スポーツ交流、ＯＢアカペラ披露」
愛知県立大学「がれき撤去、学習支援」
神戸大学「足湯」
大阪府立大学「がれき撤去」
関西大学「サロン活動、学習支援、イベントの開催」
愛媛大学「学生をインターンで派遣（仮設建設支援）」
福岡大学「草取り」
岩手大学「仮設商店街開設支援」
岩手県立大学「子育て支援の集い」
盛岡大学 「陸前高田市と連携協定（生涯学習など交流促進）」
富士大学「商店街活性化ツアー」
八戸工科大学「吉田家住宅古文書復元」

24

早稲田大学「マンドリン演奏」
立教大学「図書館復興へ分類奉仕、市と協定締結」
慶応大学「ＯＢアカペラ披露」
明治大学「気仙中の被災体験調査」
青山学院大学「写真返還へデータ処理」
法政大学・筑波大学「高田未来商店街の魅力発信（職場体験基に手作り情報誌で店紹介）｣
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神戸大学「上和野自主防災会と避難所運営、上和野地区と連携協定」
京都伝統工芸大学校「被災松の仏像 20 体寄贈」
盛岡大学「高田高被災資料応急処置（生徒会誌や学校新聞）、修復の被災資料 1141 点」
宮城大学「子どもの主体性育む夢プロ活動」
岩手県立大学・関西大学「仮設で焼きうどん」
明治大学「要谷地区の移転先地形模型製作し寄贈、中学生と命守る（逃げ地図）作製」
昭和女子大学「文化財保存修復」
聖心女子大学「市内２ケ所に遊び場（BASF ジャパンと）」
東京大学「学習支援」
25

立教大学「野球教室（中学生対象）」
聖心女子大「子どもの遊び場設置」
慶応大学「ＯＢアカペラ披露、高田高ＯＢとサッカー交流」
早稲田大「新入職員が花植え交流、スポーツ交流」
京都伝統工芸大学校「被災松で仏像 213 体、普門寺に寄贈」
大阪大学「外国人の被災体験学ぶ（家庭訪問、体験）」
神戸大学「上和野町内会で若者交え地域づくり議論」
静岡大学「全世帯の避難行動調査（市報告書に反映）」
九州産業大学「米崎中仮設住民と盆踊用ミニねぶた製作（全戸配布）、山車灯籠づくり」

他

大阪市立大学

年

③

釜石市

岩手大学「ボランティアセンター運営支援、支援拠点開設（産業復興、専門家育成）」
岩手県立大学「 学生ボランティアを差配（釜石常駐）、いわて GINGA-NET による、復興餅つき 」
富士大学「がれき撤去、泥かき、住宅清掃、支援物資運搬・配達」
拓殖大学「駅周辺のがれき撤去」
23

工学院大学「復興プロジェクト会議の企画、開催」
首都大学東京「血圧測定、足湯、体操教室」
愛知県立大学「がれき撤去、学習支援」
大阪市立大学「イベント開催、学習支援」
大阪市立大学「がれき撤去、泥かき、仮設住宅への引っ越し手伝い」
関西大学「サロン活動、学習支援、 イベント開催」
岩手大学「水産復興へ研究施設新設（来年３月開所）」
富士大学「環境整備、商店街活性化ツアー、学習支援」

24

神戸大学「鵜住居に安心街灯設置、ボランティアバスツアー、足湯、手芸」
東京藝術大学「コンサート開催」
拓殖大学「釜石市と支援協定（学生派遣）」
東京大学「釜石カレッジ開講（復興題材公開講座）」
岩手大学「悩み相談ルーム開設、復興推進研究施設開所（水産等産業創出支援）」
岩手県立大学（復興 GIRLS&BOYS）「学生考案復興コロッケ（県産ウニ、アワビ）開発」
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富士大学「水産復興支援」
秋田大学「草取り、草刈り、がれき撤去」
25

法政大学「スポーツ交流」
早稲田大学「学習支援」
拓殖大学「釜石支援」
聖学院大学「サンタプロジェクト・仮設訪問プレゼント贈呈」

他

昭和大学

年

④

大槌町

岩手大学「大槌小鎚神社避難所で留学生が中国ギョーザ作り、避難生活調査」
東海大学「仮設近くに集会所設置（盛岡市と連携）」
23

東京大学「赤浜地区住民に立体模型寄贈」
明治学院大学「吉里吉里小で手形ペタペタ将来の夢描く、吉里吉里語辞典を電子化」
立教大学「吉里吉里語辞典を電子化（大学生ら復刻）」
日本体育大学「中学生指導」
岩手大学「仮設入居者 500 人に調査」
岩手県立大学「サロン活動、学習支援、イベントの開催」
岩手医科大学「町民調査」
秋田県立大学「大槌町と協定（地元木材活用）、ウッドチップで仮設商店街舗装」

24

東京大学「 大槌町の記憶収集、大槌町と包括的協定（町助言・人材育成などまちづくり）、海洋
研究拠点化、海洋シンポで海の未来発信 」

明治学院大学「 大槌町と長期支援連携協定、子どもの遊び場づくり、学習支援、物資の仕分け 」
東京農業大学「住宅の跡地に畑作り苗移植」
神戸大学「ワークショップ（模型で復活）」
（大槌臨学舎「無料塾（県外大学生ら奉仕・NPO 法人が放課後学校）」）
岩手大学「独自防災計画作成（安渡地区）、仮設住民の意識調査」
早稲田大学「独自防災計画作成（安渡地区）」
駒澤大学「子どもサンタが贈り物」
女子栄養大学「 大槌ワカメの活用（埼玉川越市場と協力）」
明治学院大学「吉里吉里で集い」
25

東京大学「 赤浜地区の全世帯避難行動聞き取り調査（町公民館赤浜分館と協力）、大槌旧役場
３Ｄ保存、赤浜地区証言集製作協力、大槌高で東大ワークショップ、中央公民館に知の拠点
開設(東大博物館)、生涯学習に講師派遣検討（大槌文化ハウス）」

お茶の水女子大学「吉里吉里小と遠隔授業」
名古屋市立大学「 観光船はまゆりＣＧで復元 」
神戸大学「震災後の町定点観測、写真から未来図想像（大槌高生と）」
関西大学「人材育成ネット支援（大槌高生を遠隔指導）」
他

岩手県立産業短期大学
清泉女学院大学

上田女子短期大学

東京工業大学

花園大学京都工芸繊維大学

千葉商科大学
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諏訪東京理科大学

目白大学

花園大学

昭和大学

立命館大学

関西大学

沖縄大学

年

⑤

宮古市

岩手大学「震災廃材で仮設住宅建設（宮古の業者と）、馬術部が高浜小を訪問」
23

岩手県立大学「震災廃材で仮設住宅建設（宮古の業者と）」
早稲田大学「宮古駅前で小中学生と共演」
立命館大学「集会所の設置、サロン活動」
岩手大学「 留学生が園児にバレンタインデープレゼント、田老に研究室分室開所、田老一中で
岩大生と津波防災議論、支援センター設置（地域のニーズ収集）」

岩手県立大学「田老にサポートオフィス設置（生活、産業再生）」
24

北海道旭川大学「学習サポート・高齢者交流・健康体操」
早稲田大「田野畑中で村の魅力を映像作品に」
中央大学「子どもの遊び場、学習支援」
立命館大学「 ドーム集会所建設（重茂南仮設住宅）、仮設で傾聴や物資届け、鍬ケ崎にサッカー
ボール型仮設集会所完成、防災・教訓を学ぶ学習会 」

岩手大学「校舎に残った暦の保存額縁作製（田老一中に寄贈）」
岩手県立大学 「観光振興へ３者協定｢旅行商品開発（宮古市 、観光協会）、無人販売ｼｽﾃﾑ開発｣
盛岡大学・盛岡大短期大学部「サロン活動、田老で影絵人形劇」
いわて高等教育コンソーシアム「復興へ若者の知恵を活用するワークショップ」
25

東北学院大学「ＯＢジャズ演奏」
お茶の水女子大学「宮古小でテレビ活用授業」
早稲田大学「 ジャズクラブが七夕コンサート 」
大阪電気通信大学「PIKA PIKA アートで光のメッセージ」
立命館大学「 派遣 18 回延べ 500 人超（将棋や落語で住民に元気）、田老の被災前の姿を模型で
再現・展示、鍬ケ崎住民による復興街づくり議論 」

他

青山学院短期大学

玉川大学

筑波大学

年

明治大学
⑥

文教大学

日本大学

福岡女学院大学

山田町

岩手大学「ニーズ調査、子どもへの遊び支援」
いわて岩手高等教育コンソーシアム（県内５大学）「畑除草作業」
神奈川大学「学習支援、鯨館清掃」
明治学院大学「サロン活動」
昭和大学「がれき撤去、清掃活動」
23

東京海洋大学「鯨館清掃」
早稲田大学・立命館大学・龍谷大学・函館大谷短期大学・静岡大学「がれき撤去」
日本体育大学「がれき撤去、炊き出し、年末掃除、仮設住宅でエッサッサ披露」
神戸大学「サロン活動、足湯、手芸」
長崎国際大学「がれき撤去、鯨館清掃」
（ゾンタハウス「 子どもに勉強の場提供 （ 自習できる施設開所、地域住民の憩う空間も ）」）
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岩手大学「キャンプで勉強や乗馬、留学生らが仮設で餅つき」
東京工業大学「写真洗浄、写真検索アプリ開発」
24

静岡工科自動車大学校「海岸清掃」
京都花園大学「 畑の清掃 」
（ｍｉｘ ｊａｍプロジェクト（静岡県内大学団体）「イベントの開催」）
岩手県立大学「傾聴、ものづくり、手話歌（光さんと共演）」

25

お茶の水女子大学「山田高で出前授業」
日本体育大学「仮設入居者と正月飾り製作」
神戸大学「足湯、ものづくり」

他
年
23

⑦

岩泉町

岩手県立大学「現地調査」

24
25

早稲田大学「コンサート支援」

他
年
23

⑧

田野畑村

早稲田大学「物資運搬、写真洗浄、観光地の整備、掲示板設置」
聖学院大学「桜の鉢株分け支援、子どもの遊びの支援、イベントの開催」

24

明星大学「イベントの開催」
和歌山大学「写真洗浄、産業支援」
大阪教育大学「イベントの開催」

25
他

岩手大学

岩手県立大学

青森県立保健大学

年

⑨

23

学習院大学「がれき撤去、苗植え支援、水族館清掃、物資の仕分け、海岸清掃」

24

岩手大学「フォーラム開催、復興研究拠点（沿岸北部のセンター）開設」

25

岩手大学「久慈市と連携、フォーラムで活性化事例紹介」

他

大阪大学

年
23

⑩

久慈市

普代村

岩手大学「炊き出し、物資の仕分け、図書整理」

24
25
他
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年

⑪

洋野町

23
24
25

岩手県立大学「住民に聞き取り調査（種市駅前活性化）、中間報告会」

他

年

⑫

野田村

県立二戸高看「仮設住民マッサージ」
北海道教育大学「自炊し奉仕活動」
八戸短期大学「野田駅前でプランターに花植え」
23

チーム北リアス「奉仕活動拠点開所、住民と交流（青森・関西の学生）」
チーム北リアス・首都大学東京・工学院大・京都大・弘前大・八戸高専
「野田村復興まちづくりワークショップ」
青森県立保健大学「身体測定、健康相談、イベントの開催」
東京農業大学「がれき撤去」
弘前大学・青森県立保健大学「 個人の歴史資料を救出、野田小全児童へＸマス贈り物、お茶会 」

24

チーム北リアス・首都大学東京・工学院大・京都大・弘前大・八戸高専
「野田村復興まちづくりワークショップ」
岩手大学「都市公園構想（子どもら参加し遊具デザイン検討）」
弘前大学「住民アンケート調査、野田小でサンタプレゼント」

25

大阪大学「研修拠点開設（住民と交流再興支援）、村民と衛星中継、奥尻から学ぶ復興」
チーム北リアス・首都大学東京・工学院大・京都大・弘前大・八戸高専
「野田村復興まちづくりワークショップ」

他

表２

岩手看護短大

青森中央学院大学

桐蔭横浜大学

関西学院大学

八戸大学

八戸工業大学

流通経済大学

学習院大学

神戸大学

大学生による沿岸部特定市町村外支援活動（内陸支援含み）

年
岩手大学「女性のケア、がれき木材を仮設住宅集会場に活用、津波の絵本で防災教育（沿岸
小中学校へ寄贈）、パソコン被災地へ（全国から 750 台以上）、復興推進本部設置（沿岸で
技術、経営力養成、人材育成事業）」
岩手県立大「受入計画（全国から奉仕学生集結：８～９月に 150 大学から 1300 人）、いわて
23

GIGA-NET プロジェクト（活動先や滞在先準備）、復興ガールズ結成（東京で被災松キーホ
ルダー製品販売）、NPO 法人化へ団体設立（奉仕学生の態勢整備）」
岩手大・県立大・岩手医大・富士大・盛岡大（いわてコンソーシアム）が復興支援
岩手県立産業技術短期大学「奉仕活動」
岩手医科大学「防災グッズ作成」
盛岡大学「 県立博物館で吉田家文書修復の奉仕作業 」
北海道教育大「生ノウハウ本出版（完全自立の支援活動）」
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宮城大学「手作り番屋完成、被災地保健」
新潟大学「トリセツサイト開設（快適仮設生活の工夫）」
23

金沢大学「足湯」
東京大学「仮設ベンチ製作（遠野）」
法政大学・早稲田大学・明治大学「ボランティア学生チーム結成」
神戸学院大学・東北福祉大学・東北大学「被災写真再生させ隊（洗ってデジタル化修復）」
早稲田大学「旧大籠小（藤沢町）を復興応援拠点、一関市藤沢町でアカペラコンサート」
いわて高等教育コンソーシアム「 文科省公募事業採択、講義（盛岡）、津波語り部から学ぶ、
防災教育（東北みらい創りサマースクール）」

岩手県立大学「今夏受入全国から 600 人（いわて GINGA-NET）」
岩手医科大学「被災者の心、ケアのセンター開所」
県立産業短期大学校・岩手大学・盛岡情報ビジネス校「 被災企業支援（商品包装など）、いわ
てデザインネットワークボランティア結成 」

24

千葉大学「一関公民館で被災者交流会（心のケアチーム）」
中央大学「生活聞き取り調査（奥州拠点に被災地支援）」
跡見学園女子大学「仮設にサンタ姿で訪問」
お茶の水女子大学「理科教育で復興支援（県教委と相互協力協定締結）」
京都大学「起業支援、復興リーダー養成（SAVE IWATE と連携）」
立命館大学「校庭狭くても鍛える（被災中学生向けメニュー作成）」
自治体と大学協定「岩手大学‐釜石市ほか 13 市町村、東京大学‐大槌町、法政大学‐
陸前高田市議会、立命館大学‐大船渡市、明治大学‐大船渡市、立教大学‐陸前高田市」

岩手大学「 防災フォーラム（災害解析、まちづくり、文化３部門）、復興学習を必修化（被災地
合宿）、全国足湯ボランティア交流会、津波避難携帯アプリ開発 」

いわて GINGA-NET 「 全国各地から学生 300 人集結：被災地訪れ奉仕活動、１ヶ月間生活再建支
援仮設で活動（お茶っこサロン、体操、手作りボウリング、卓球等）」

岩手県立大学「岩手町川口中で防災カードゲーム体験学習」
25

岩手大学・関西学院大学「子どものケア（サマースクール)」
岩手医科大学「子どもの心ケア拠点開所、専門家常駐（矢巾キャンパス）」
東北大学・岩手医科大学「被災 15 万人追跡健康調査」
東京大学・東北大学「震災遺構を３Ｄ保存」
法政大学「活動報告会（遠野観光提言・復興支援ツアーも）」
京都大学「経営マネジメント研修（SAVE IWATE と）」
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（２）岩手県内の大学生ボランティアの特色ある活動状況
本県では、発災直後から個別の活動に加え、大学が設置した「ボランティアセンター」
や「復興支援センター」などと連携しながら、個人・サークル団体等が、支援活動を徐々
に広げるようになった。以下は、県内の大学生ボランティアに関する特色ある活動をま
とめたものである。
ア

「ＮＰＯ法人いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴ」（岩手県立大学）
岩手県立大学では、平成 19 年に発生した新潟中越沖地震を機に、大学生による復
興支援ボランティアが行われるようになり、翌、平成 20 年、
「岩手県立大学学生ボラ
ンティアセンター」が設置された。平成 23 年の東日本大震災の支援活動にあたり、
被災地の要支援ニーズと学生のボランティアニーズを効果的に結びつけるために、岩
手県立大学、岩手県社会福祉協議会、県外のＮＰＯとが連携して「ＮＰＯ法人いわて
ＧＩＮＧＡ－ＮＥＴ」が結成された。
全国の大学生から、多数のボランテ
ィアの申込みを受け、活動におけるプ
ログラム開発、マッチング、現地サポ
ート活動等を中心に積極的に活動する
ようになった。支援の形としては、沿
岸南部地域にアクセスのよい住田町を
ボランティアの宿泊拠点とし、全国か
ら募った大学生グループを岩手県内各
地でのボランティア活動に割り振る仕
組み作りやネットワーク作りに精力的

中学生への学習支援

に取り組んでいった。
全国の大学生ボランティアで組織され活動した「いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴプロジ
ェクト」は、平成 23 年夏の実施期間「夏銀河 2011」（９週間）の間に、全国 147 大
学から、約 1,300 人の学生が集まり、広域的に支援活動にあたった。支援の内容は、
主にサロン活動、子どもの遊び支援、清掃活動であった。
現在は、活動も３年目を迎え、長期休業や週末を中心に活動し、これまでに延べ
10,000 人以上の大学生が全国から参加した。平成 25 年度、「夏銀河 2013」では、合
計 600 人の大学生が参加し、サロン
活動や学習支援、イベント活動を中
心に支援にあたった。その他にも、
地域貢献や災害時の即戦力となる
人材を育成する取組である「人材育
成事業」、大学の枠を越え、県内の
大学生ボランティアの交流・情報交
換ができる「いわて学生ネットワー
ク支援事業」等を展開している。
仮設集会所での子どもの遊び支援
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イ

「天気輪の柱」「もりもり☆岩手」（岩手大学）
岩手大学では、発災当初、東日本大震災復興対策本部の公認ボランティア団体とし
て、「天気輪の柱」「もりもり☆岩手」が積極的なボランティア活動を行った。平成
23 年４月上旬から本格的な活動を始め、「天気輪の柱」は宮古市、「もりもり☆岩手」
は陸前高田市を拠点に、震災ボランティアのブログ管理や募金、ボランティアセンタ
ーの運営補助、がれき撤去、清掃作業、ニーズ調査等を多岐にわたる活動を実践した。
宮古市の活動は、延べ 565 人、陸前高田市の活動は、延べ 330 人（平成 23 年４月 13
日）にものぼり、多くの大学生がボランティアに関わった。
「天気輪の柱」は、現在、団体名を
「ＡＮＥＷ（アニュー）」に変更し、
長期休業や週末を利用して、宮古市
で盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティアセ
ンターと連携して活動を継続してい
る。最近の活動としては、主に沿岸
被災地の子どもたちを近隣市町村の
野外施設に招待し、自然体験などを
行っている。一方、「もりもり☆岩
手」は、陸前高田市で毎月第２・第
４土曜日に、「ＮＰＯ法人Ｐ＠ＣＴ
（パクト）」と協働で、子どもたち

子どもたちと一緒に遊ぶ大学生たち

が集う場（みちくさルーム)づくり
を中心とした活動を行っている。集まった子どもたちに勉強を教えたり、一緒に遊ん
だりしながら継続的な活動を続けている。
大学としては、現在、三陸復興推進
機構生活支援部門のボランティア班
が、大学生ボランティアのコーディネ
ートを担いながら、宮古市、陸前高田
市、釜石市などを拠点に活動を実施し
ている。また、釜石市と陸前高田市で
は、ボランティア手法の一つである
「足湯」を取り入れ、仮設住宅の支援
活動を行っている。なお、陸前高田市
では、東北大学と神戸大学との連携で
「足湯ボランティア」を実施しており、
平成 25 年 12 月６日・７日には、岩手

陸前高田市での「足湯」

大学で、「第５回全国足湯ボランティ
ア交流会」を開催し、全国から 11 大学、70 人の参加者を迎え、県外の大学と地元の
大学が、共に足湯を通した東北の復興支援について情報交換を行った。
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ウ

「いわて高等教育コンソーシアム」（県内５大学連携）
「いわて高等教育コンソーシアム」は、岩手大学、岩手県立大学、盛岡大学、岩手

医科大学、富士大学で構成される「いわて５大学学長会議」を発展的に継承し、平成
20 年に設立された。地域を担う中核的人材育成事業を進めることとしていたが、震災
を機に、平成 23 年６月、「いわて高等教育コンソーシアム学長宣言」を行い、本格的
な震災復興へ向けた事業が展開された。（平成 24 年４月から一関工業高等専門学校、
放送大学岩手学習センターも参加）
平成 23 年 12 月、学生の地域参加型
プロジェクトとして「きずなプロジェ
クト」を発足した。この「きずなプロ
ジェクト」は、５大学の学生が、合同
で学習支援をしたり、クラブやサーク
ル、ボランティア団体などからの、様
々なニーズに応じて支援したりするも
のであった。事前学習会を経た後、釜
石市の漁港において、わかめ加工支援
を行ったり、畑の除草作業や地域イベ
ントの支援、商店街の活性化ツアーへ

きずなプロジェクト「わかめ加工支援」

参加したりするなど、地域の大学とし
て、地域を支える人材育成を目指しな
がら活動を進めてきた。
現在は、ボランティア活動に関する
知識や技能、リーダーの役割など多様
な状況に対応し得る能力の育成や、危
機管理・防災、地域コミュニティの再
生に関わる実習やグループワークを実
施するとともに、復興の担い手に必要
な知見を獲得するための集中講義（「ボ
ランティアとリーダーシップ」「危機管
高校生とのワークショップ
理と復興」）を開催している。また、次世代
を担う高校生と大学生が、被災地の復興に
ついて自ら考え、未来について話し合うワ
ークショップ事業も行っており、
「学び」と
「実践」を両輪とする人材育成を目指した
活動が展開されている。

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ」の集中講義
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２

全国生涯学習ネットワークフォーラム 2013 岩手大会

（１）2013 岩手大会開催までの経緯
ア

2011 岩手大会中止から 2013 岩手大会決定まで
全国生涯学習ネットワークフォーラムは、日本の多くの地域社会が抱えている課題

をテーマとして、行政や大学等の教育機関、ＮＰＯや各種ボランティア団 体等の民間
団体、企業等の様々な関係者及び国民一人ひとりが、生涯学習を通じた新しい社会づ
くり・地域づくりについて研究協議し、その成果の発信と活動の全国展開を図り、中
長期的な取組を推進するための関係者間のネットワークづくりを目指してきた。
平成 22 年度は、翌年の「全国生涯学習ネットワークフォーラム岩手大会」が開催さ
れることが決定しており、開催場所や事業内容等について準備を進めていたところで
あった。しかしながら、平成 23 年３月 11 日、東日本大震災が発生したため、2011 岩
手大会は中止せざるを得なくなった。そのため、急遽、文部科学省が主体となって東
京大会を開催することとなり、
「学びを力とする３.11 以降の社会づくり、地域づくり」
をテーマに、東日本大震災から見えてきた成果や課題を踏まえ、生涯学習を通じた新
しい社会づくり、地域づくりの方向性等について研究協議し、その成果を発信し た。
平成 24 年度は、宮城教育大学、福島大学、岩手大学の持ち回りで開催され、「学び
を通じた絆づくりと活力あるコミュニティの形成」をテーマに 、「学び」を媒介にし
た地域づくり・絆づくりのための課題解決型活動の推進について研究協議し、その成
果を発信した。
2011 年の東京大会、2012 年の東北３県大会（宮城・福島・岩手）においては、大会
運営及びボランティアの活動報告等を多くの大学生が担った。その中でも、全国の大
学生ボランティアが沿岸被災地に足を運び、多種多様なボランティア活動をする中で、
復興支援の大きな力となっている姿がクローズアップされ、「大学生ボランティアは、
これからの復興支援や社会づくり、地域づくりのための重要な 人材」との認識が共有
された。以上のような２年間の経過を経て、平成 25 年度は、今まさに復興に立ち向か
っている岩手県において、大学生の活動実践を中心としたフォーラムを開催すること
が決定した。
イ

2013 岩手大会の趣旨
2013 岩手大会においては、過去２年間の開催成果や震災からの復興に向けた取組を

踏まえ、岩手県沿岸部を生涯学習の一つの実践の場（フィールド）として捉え、大学
生を中心としながら、
「若者が地域で活動できる訪問活動プログラム（フィールドワー
ク）」を全国に発信するとともに、「若者のネットワーク化」を図ることを目指し、 開
催することとした。
本県沿岸部にとっても、復興の現状を発信することや震災で得られた教訓を全国に
発信することにより、震災の風化を防ぐとともに、全国から様々な人々 が集まり、交
流することで、新たな支援のネットワークが構築され、復興の更なる推進が図られる
ことが期待される。
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図１

2013 岩手大会の概要

プレ・フォーラム

ワーキング・グループ
立ち 上げ

ワーキング・グループ会議
実行委員会

フィールドワーク

企画実施委員会

ワーキング・グループ会議

メインフォーラム

アフターフォーラム

（２）2013 岩手大会
ア

プレ・フォーラム
(ｱ) プレ・フォーラムまでの取組
①

岩手県内５大学へのアプローチ
平成 25 年５月 23 日、2013 岩手大会の実行委員会が組織され、開催要綱、実委
員会会則（案）、岩手大会開催概要（案）が承認された。その後、24 日の企画実
施委員会を経て、岩手県内５大学に 2013 岩手大会の概要説明（図１）プレ・フォ
ーラムの内容の説明、大学生ボランティアの周知と募集等の依頼を行った。
表３は、訪問先をまとめたものである。

表３

県内５大学への訪問
訪問日

訪問先

５月 29 日

岩手大学・総務企画部（いわて高等教育コンソーシアム事務局）

６月 12 日

富士大学・福祉教育ボランティアセンター

６月 19 日
６月 21 日

盛岡大学・学生部
岩手県立大学学生センター
岩手医科大学・総務部
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②

大学生ボランティア・リーダーの確保
岩手県内をフィールドにしたプレフォーラムを実施するため、県内の大学生ボ
ランティアのリーダー的な役割ができる人材を確保する必要があった。そこで、
県内で活動している大学生ボランティア団体の情報も収集することとした。５月
29 日、岩手大学を訪問した際、『いわて高等教育コンソーシアム』のワークショ
ップが宮古市で開催されるという情報を得た。そこで、６月 29 日、宮古市で開催
された「被災地の高校生とコンソーシアム連携校の学生がともに学ぶワークショ
ップ」の視察に伺った。高校生 66 人と大学生 26 人が産業振興や地域づくり、ま
ちづくりについて活発な話し合いを行い、自分たちの考えを積極的に発表する姿
を目にすることができた。この時、ワークショップの中心となって活動していた
大学生に、「2013 岩手大会」の概要を話す機会を得た。これを契機に、大学生リ
ーダー候補が徐々に浮かび上がってきた。
（最終的には、大学生４人がワーキング
グループの中心となって活動するに至った。）

③

プレ・フォーラムへ向けた連携のための手立て
国の予算決定後、図２のような組織を構成し、事業の推進を図ってきた。この
組織は、フィールドワークやメインフォーラム・アフターフォーラムまで、継続
して事業推進の柱となった。

図２

プレ・フォーラムへ向けた連携

作成

2013 岩手大会実行委員会

協力依頼

（企画実施委員会）
協力依頼

ポ
ス
タ
ー
配
布
・
掲
示

情報提供

連携
県内５大学（コンソーシアム）
＜窓口＞

情報提供
個人

情報提供
各ボランティア団体

開設
ＨＰ・Facebook の発信

全国
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ＮＰＯ法人
いわて
GINGA-NET

岩
手
県
内

(ｲ) プレ・フォーラムの開催
①

プレ・フォーラムのねらい
2013 岩手大会プレ・フォーラムの主なねらいは、次の通りである。

・ 2013 岩手大会開催に向け、県内において被災地支援活動を行っている学生等を対象
に、被災地の現状や課題について学んだり、情報交換を行ったりすることを通して、
自らの活動を振り返るとともに、新たなネットワークによる活動 の継続と充実を図る。
・ 被災地から学び、支援・応援する学生等と地域再生に取り組む地元青年との交流を通
し、課題や問題を導き出すとともに、成果に結びつく継続的支援や 大震災発生の可能
性に対する対応について現場から探る。
・ ともに学び、交流することを通して、2013 岩手大会開催に向けて心をひとつにして
取り組む契機とする。
②

日程と活動内容
テーマを「つなぐ～継続・交流～①支援の継続、②備えの学びの継続、③心の
交流」として実施した。宮古市、山田町を会場に、参加者 22 人（大学生 13 人、
若手社会人３人、一般６人）により、７月６日（土）・７日（日）に開催し、盛岡
駅、久慈駅、花巻駅を発着点とし、レクチャーフォーラム、被災地の現状視察と
座談会、ワークショップ等を行った。
以下は、日程と主な内容である。

日

時

間

活動内容

概

要

７/６

7:00

久慈駅西口発

・･被災地の現状と課題を

(土)

7:30

花巻駅西口発

踏まえ、現地のニーズ

8:00

盛岡駅西口発

に即した継続的な支援

宮古市新里生涯学習センター着

の在り方について講演

10:20
10:30

開会行事

いただき、事業への参

11:00

レクチャーフォーラム

加目標の共通理解を図

「震災から復興へ

～次世代への期待～」

岩手県中核観光 コーディネーター 草野悟 氏
(感想)・･宮古でどんな復興支援やイベントが行われて
いるのかを知ることができて良かった。今後
いかに宮古市に人を呼び込み、継続した活動
ができるかが、重要であることが分かった。
･ボランティアコーディネートや地域の活性化
について、第一線で活動している方から話を
聞けて貴重だった。
12:00

昼食・休憩・移動（山田コースは早目の出発）
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った。

13:00

被災地の現状視察と座談会

･被災後、地元で地域づ

Ａ：集会所設置によるコミュニティ再生への取組

くりに尽力されている

宮古市鍬ケ崎地区青年リーダー

住民から、被災当時の

（鍬ケ崎仮設集会所

状況、復興に向けた取

等）

Ｂ：街中産業再生と地域活性化による街の顔づく

り組み等をお話いただ
いた。その中で出され

りへの取組

た課題をもとに、解決

山田町夢プロジェクト
（スーパー「びはん」会議室

等）

Ｃ：思いをつなぐイベント開催による地域づくり

していくための支援に
ついて意見を交流し合
った。

の取組
宮古市「鎮魂の祈り実行委員会」
（浄土ヶ浜

(感想)

長町公園仮設住宅 談話室等）

･復興イベントを企画している方のお話を実際

･お互いの考えや思いを

に聞いたり、仮設住宅で住民の方に暮らしに

共有することがでた時

ついて伺ったりしてとても参考になった。ボ

間となった。

ランティアは、一人よがりではなく、地元の
方が必要としていること、普段感じているこ
とや思いを踏まえて、実際に現地で一緒にな
って活動していくものだと感じた。
・被災地に来られたことがとても良かったと思
う。震災の風化が言われているが、現地へ来
て改めてそれを実感した。家の再建の目処が
立っていないことを聞き、復興にはまだ時間
がかかるとわかった。
７/７ 9:30

ワークショップ

(日)

「震災から復興へ～継続・つなぐ・心と支援～」

え、課題解決に向けた

①情報交流

継続的支援活動による

②フィールドワーク企画

地域づくりについて考

③まとめ

えを深め合った。

(感想)

･前日の意見交換を踏ま

･どのようにまとめたらよいのか、フィールド
ワークで何をしたらよいのか戸惑った。でも、 （テーマ）
１日目の体験から得られたことを振り返りな Ａ：子どもを中心とした
がら、今後のボランティア活動の内容を考え

世代間交流
Ｂ：人と地域の魅力によ

ることができた。
･とても勉強になった。これを企画だけに終わ
らせず、実践できるようにしたい。

る活性化
Ｃ：地域イベントによる
コミュニティの再生
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12:00

昼食
講話「 三陸鉄道復旧への道

三鉄の地域貢献 」

･震災津波による被災状

三陸鉄道（株） 代表取締役 望月正彦 氏

況と三鉄による地域活

分かち合い

性化への取り組みにつ

・１日目視察先やワークショップの報告
閉会式

いて講演をいただい
た。その中で出された

・キックオフ宣言

課題をもとに、解決し

14:00

三陸鉄道宮古駅発

ていくための支援につ

16:30

盛岡駅着、久慈駅着

いて意見を交流し合っ

17:30

花巻駅着

た。

(感想)

･鉄道は市民の足として、とても重要であると
感じた。早期復旧したこと、お客さんを増や
そうとしている努力に感心した。
･今回のように、実際に現地に行って、人の話

･お互いの考えや思いを
共有することができた
時間となった。

を聞いて、心で感じて行動すべきだと思った。
･すごく貴重な体験となった。ずっと被災地に
行き、生の声を聞きたいと思っていたので実
現できて良かった。今回学んだことを大学に
持ち帰り、今後の活動に活かしていきたい。

仮設住宅で話を聞く大学生たち

フィールドワークに向けたワークショップ
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(ｳ) 大学生が主体のワーキング・グループ会議の開催と経過
①

ワーキング・グループ会議の開催
プレ・フォーラム終了後、参加した大学生のメンバーとコーディネーターが集
まり、
「フィールドワーク意見交流会」を行った。フィールドワークを９月下旬ま
でに実施する予定としていたことから、このプレフォーラムに参加した大学生を
ワーキング委員に委嘱し、８月上旬には最初のワーキング・グループ会議を実施
した。
ワーキング・グループ会議の話合いを進める上で、大きな力となったのがコ
ーディネーターの存在であった。被災地域の支援に今も直接関わり、ニーズや地
域の特徴を把握しており、大学生に対する適切な助言やアドバイスをいただいた。
強力なリーダーシップのもとで、支援の在り方を共に考え、フィールドワ
ークについて協議できたことは、
「 大学生たちの学び」につながったものと考える。
図３は、花巻地区Ａグループ委員会のプレ・フォーラムからフィールドワーク
に取り組むまでの流れである。他のグループにおいても、同じような話合いの段
階を重ねながら、フィールドワークに向けた取組を進めた。

図３

プレ・フォーラムからフィールドワークまでの流れ
７／10

７／６・７

＜フィールドワーク意見交換会＞

＜プレ・フォーラム＞

＊フィールドワーク成果発表
ワーキンググループ委員の打診
今後の予定（次回の会議日の調整）等

＊大学生、テスト期間の

９／10～12
＜フィールドワーク＞

ため日程を空けて実施

８／５

ＰＩＫＡ ＰＩＫＡ光の支援

＜第１回花巻地区Ａグループ委員会＞

メッセージづくりの実施

８／12
＜第２回花巻地区Ａグループ委員会＞

８／28

８／22

＜岩手県立宮古北高校・訪問＞

＜岩手県立宮古北高校・訪問＞

＊ＰＩＫＰＩＫＡ光のアート

＊フィールドワーク実施のお願いと
高校生との交流依頼

づくり事前学習会
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等

②

ワーキング・グループ会議の経過
花巻地区Ａ委員会は、大学生５人、市町村職員１人、県社会教育主事４人の構
成で組織した。しかし、それぞれの予定や業務もあり、全員が揃うことはできな
かった。
大学生は、ワーキング・グループ会議２回と事前学習１回の参加ではあったが、
プレ・フォーラム、フィールドワーク意見交換会を踏まえ、
「自分たちにどんなこ
とができるのか」、
「 支援活動を行うことでどのような効果が生まれるのか」など、
積極的に話し合うことができた。ボランティアの内容を変更することもあったが、
粘り強く話し合い、決定することができた。

イ

フィールドワークの取組
(ｱ) ＰＩＫＡＰＩＫＡ光のメッセージづくり
①

事業目的

地元の高校生や中学生、地域住民等とともに、被災地である宮古市をフィールドにして、
懐中電灯等を利用したコマ撮りビデオメッセージを行うことを通して、子どもを中心とし
た「すっからみ交流」の契機とする。
＊「すっからみ」とは、巻き込むという意味があり、「地域を巻き込む交流」を意図して「すっからみ交流」とした。

②
日

日程と活動内容

時 間

活動内容

9/10

13:00 花巻駅発

（火）

14:00 盛岡駅西口発

概

要

・翌日の日程と活動内容の確認を行
った。

17:00 県立陸中海岸青少年の家着
19:00

PIKA PIKA アート準備打合せ

・田老駅での活動について、地域の
方への周知方法や PIKA PIKA によ
る表現内容等について協議を行
い、共通理解を図った。

9/11

9:00 宮古市立津軽石中学校着

（水）

11:00

・津軽石中学校や宮古北高校の生徒

PIKA PIKA 作成

による PIKA PIKA 映像作成の補助

学校長との懇談

として、機材準備や会場設営など

15:30 県立宮古北高校着
映画鑑賞

を行った。

PIKA PIKA 作成

映像編集講座

・田老駅で、地域住民と一緒に PIKA

17:00 県立宮古北高校発

PIKA 作成を行った。田老の良さを

17:40 三陸鉄道田老駅着

表現することができた。

地域住民との PIKA PIKA 作成
19:30 三陸鉄道田老駅発
20:30 県立陸中海岸青少年の家着
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9/12

9:00

講話・交流会・情報交換会

・被災地における PIKA PIKA を通し

①「PIKA PIKA 作成による支援活動」

（木）

大阪電気通信大学
准教授

ナガタ

た支援活動について、講話をいた
だいた。被災者の心にある思いを

タケシ

氏

②「PIKA PIKA 宮古プロジェクト」

表現する、一つの手段としての有
効性を学ぶことができた。

地域コーディネーターみやこ
代表理事

金野

侑

氏

③メインフォーラムに向けた光の
メッセージ共同制作
13:00

振り返り

の共同でメッセージを作り上げ
ることができ、復興への思いを表

分かち合い

現し、ネットワークを広げること

県立陸中海岸青少年の家発
③

・大阪電気通信大学と県内大学生と

ができた。

大学生の感想

・中学生や高校生と交流することができて楽しかった。中学生の笑顔が一番良か
った。普段できない体験ができてとても楽しかったし、大阪電気通信大学の方々
と一つのものを作りあげることができて良かった。
・みんなで PIKA PIKA を作ることはやっぱり楽しかった。みんなで何かをするこ
とで輪を広げていきたいと思った。
・田老駅で色々な方々とお話しできて楽しかった。PIKA PIKA を使ってフォーラム
を成功させたい。
・内容の詰まった時間を過ごせて良かった。震災の映像を見てとても悲しく、寂
しい気持ちになったけど、今の岩手の人たちの笑顔を見ることができて良かっ
た。
④

参加者の感想

・大学生がいてくれて、スムーズに話し合いを進めることができた。
（宮古北高生）
・外部からの交流は普段あまり無いことで、今日はよい刺激になった。

（教員）

・初めて見る PIKA PIKA。知らない表現方法であった。大学生が企画しているのが
すばらしい。

（地域住民）

・このような他の地域の人と触れ合う機会は減ってきている。今後もこのような
機会があればいい。

（地域住民）

みんなで作った PIKA PIKA 映像

田老駅に集まった地域の方たち
- 21 -

(ｲ) 山田発！食のこだわりマップづくり
①

事業目的

被災地である山田町をフィールドにして、県産食材を使用したこだわりを持った食
とそれを作る製造者、料理人に焦点を当てた、「食のこだわりマップづくり」を行う
ことを通して、食とこれを作る人の魅力を発信することにより、交流人口の増加の契
機とする。
②
日

日程と活動内容
時 間

9/17

活動内容

9:30 山田町着（山田町役場）

概

要

・震災津波の被災状況と復興

語り部による震災津波と復興の状況

の現状について現地を歩き

11:00

オリエンテーション

ながらお話いただき、初参

13:00

体験活動

加者の方にも山田町につい

13:15

Ａ：荒川農産物加工組合（郷土料理）

て学ぶ機会を提供できた。

（火）

Ｂ：三陸山田かき小屋（ インタビュー ）
ランドマーク探し
Ｃ：三陸味処三五十（アカモク佃煮）

・３コースに分かれ、それぞ
れのこだわりについて体

体験とインタビューのまとめ

験やインタビューを通し

マップのベースづくり

て学ぶことができた。

19:00

体験・インタビューのまとめ

21:00

振り返り

・振り返りを行い、体験を共
有することができた。

9/18
（水）

9:00
10:00

・２日目も、それぞれのこだ

体験活動

わりについて、体験やイン

Ａ：山田湾ベーカリー（ ピザづくり等 ）

タビューを通して学ぶこと

Ｂ：牡蠣養殖見学（ 見学、殻むき ）

ができた。初日に比べ、主

やまだ観光物産館とっと

体的、積極的に活動する場

Ｃ：釜揚げ屋（うどん打ち等）

面が多く見受けられ、より

16:00

体験とインタビューのまとめ

山田の人の魅力に触れるこ

18:00

振り返り

とができた。

9/19
（木）

オリエンテーション

8:3
0

「食のこだわりマップ」進捗確認

･２日間のまとめを行ったが

体験とインタビューのまとめ

完成はできなかった。これ

ＷＥＢコンテンツ完成

からも作業を継続すること

振り返り

を確認した。

分かち合い

13:00 県立陸中海岸青少年の家発
15:00 盛岡駅西口着

・人や地域とのつながりの大

16:30

切さを確認することができ
た。
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③

大学生の感想

・交流人口を増やすということは難しく、
「あの人に会いたい」というのはあまり
ないのではと思っていたが、今回のフィールドワークで「人に会いに行く って
こういうことなんだ」
「交流人口を増やすとはこういうことなんだ」と、自分の
中で考えが変わる体験ができた。
・初めて被災地に行ってみて、ニュースで見るよりも圧倒的に衝撃を受け た。し
かし、訪問させていただいた人々は、とても前向きで、自分の作るものに自信
を持っていて、その気持ちを応援したいと思った。山田の人々だけでなく、一
緒に３日間ともにした仲間との出会いも 、交流人口を増やす意味でとてもいい
と思った。
・「復興、楽しいよ」という言葉に救われた。被災地の苦しみとかを全然 理解して
ないのに、朝市とかマップ作りをやっていいのか分からなくなった時もあった。
でも、私も楽しく活動したり、山田の人に楽しんでもらったりして最後まで頑張
ろうと思った。立教大学の２人が、「また山田に来たい」と言ってくれて嬉しす
ぎて、涙目になった。

牡蠣の養殖を見学する大学生たち

ランドマークの確認作業

実際にパン作りを体験

生産者から材料について学ぶ
- 23 -

(ｳ) 秋祭
①

ＤＥ

地域交流

事業目的

被災地である宮古市をフィールドにして、流しそうめんや昔遊びなどの交流的な催
しによる秋祭を開催することを通して、様々な世代の交流による地域再生の契機とす
る。
②

日程と活動内容

日

時 間

9/14

8:00

（土）

10:30

（日）

住田町五葉公民館発

概

要

・事前の周知活動や地元

赤前小学校グラウンド仮設住宅着

との打合せ等の下見を

流しそうめん準備

十分に行っていたた

12:30

流しそうめん

め、円滑に進めること

14:30

後始末

ができた。

17:00

花火

サロン活動

18:00

赤前小学校グラウンド仮設住宅発

19:00

県立陸中海岸青少年の家着

21:00
9/15

活動内容

9:00
10:00

・いわてＧＩＮＧＡ－Ｎ
ＥＴとの連携により、

オリエンテーション

全国各地からの大学生

準備及び打合せ

の参加による活動とな

県立陸中海岸青少年の家発

り、学生間のネットワ

赤前小学校グラウンド仮設住宅着

ークづくりにも生かさ

昔遊び（途中

昼食）

15:00

赤前小学校グラウンド仮設住宅発

17:30

住田町五葉公民館着

れた。
・仮設住宅に住む子ども
たちを中心に、世代を
越えた住民の交流の場
を提供することができ
た。地域交流活性化の
一つの契機となった。

③

大学生の感想

・４日間、赤前仮設に行き、夜にチームで話し合っていくことで、一人では味わ
えない何倍にも増した経験を得ることができた。２日間の活動から生まれた笑
顔があり、チーム一人ひとりもそれぞれ目標を立てて取り組んだ活動であった。
短い期間ではあったが、忘れられない思い出となった。地域の方も私たちのこ
とを忘れないでくれていると嬉しいし、自分たちもこの経験を活かして成長し
ていきたい。
・始めは、このイベントの意味は何なのかと考えることがあった。私たち 学生と
仮設の人々が交流して、何になるのだろうと思っていた。しかし、今ではこの
イベントを通して皆さんのつながりを支援することになると気づいた。
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・世代間交流等も目的に企画されたことで、その場が住民同士や学生などの交流
の場となったことはもちろんのこと、イベントをツールとして、その前後にお
いても交流のきっかけを作ることができた。今後も学生として、イベントをど
う利用するかを考えることで、支援の幅が広がるのではないかと思った。
④

参加者の感想
・とてもおいしかった。お腹いっぱいになった。一緒に参加した子どもが、とて
も喜んでいた。このごろは、イベントも少なくなってきたので、とても楽しか
った。

（20 代

女性）

・たくさん食べた。みんなとても楽しんでいた。年寄りばかりだと寂しい。この
頃はイベントも少なくなってきた。

（60 代

男性）

・ここの仮設住宅で流しそうめんをしたのは初めて。とてもおいしかったし、と
ても楽しかった。

（70 代

地域の方とそうめんの準備

竹を組んで流す準備

みんなで流しそうめん

そうめんの後は花火遊び
- 25 -

女性）

(ｴ) 足湯ボランティアｉｎ陸前高田
①

事業目的

被災地である陸前高田市をフィールドにして、足湯及びサロン活動を通じて、被災
地域の住民の方々の心を癒すとともに、そこから得られたつぶやきをもとにこれから
の支援活動のあり方について考える契機とする。
また、足湯支援活動の先進的活動を行っている東北大学や神戸大学の学生ととも
に、県内大学生が活動することにより、ボランティアとしての資質や意識の向上を図
るとともに、大学間のネットワーク構築の契機とする。
②

日程と活動内容
＜足湯講習会（岩手大学）＞

日

時 間

8/29

10:20

（木）

10:30

活動内容

概

岩手大学エントランスホール集合

・足湯ボランティア

開会行事

の意義と効果につ

基調講演

いて学習するとと

「ボランティア支援活動における

もに「つぶやき」

足湯の効果と留意点」
東京大学名誉教授
13:30

似田貝

香門

氏

の重要性について
学んだ。

足湯講座
・足湯を実体験する

被災地 NGO 協働センター
吉椿
東北大学
講座終了

雅道

氏

ことにより、支援
活動への学びを深

特任准教授
藤室

16:00

要

玲治

氏

めた。

解散

＜足湯ボランティア（陸前高田市）＞
日

時 間

活動内容
東北大学・神戸大学

9/4
（水）

概

要

県内大学生

8:00

東北大学発

・語り部の方より災

11:00

陸前高田着

害直後の 避難所運

13:00

講話

営等のお話を伺う

14:00

フィールドワーク

とともに、市内の

16:00

和野会館着

視察を行い、被災

ミーティング

状況をより実感す
ることができた。

9/5
（木）

9:00
10:00

和野会館発

盛岡駅西口発

陸前高田仮設住宅着
足湯ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

・４ヶ所の仮設住宅
で足湯ボランティ

陸前高田着
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アを実施した。

13:00
15:30

足湯ボランティア活動

仮設住宅の方々と

（陸前高田市内及び大船渡市内仮設住宅）

の触れ合いを深め

和野会館着

た。

ミーティング
9/6
（金）

9:00
10:00

和野会館発

・４ヶ所の仮設住宅

陸前高田仮設住宅着

で足湯ボランティ

足湯ボランティア活動
16:00

高田松原着

アを実施した。仮
設住宅の方々と触

泥上げ支援活動

他大学との交流

れ合いを深めた。

和野会館着
ミーティング
9/7
（土）

9:00
10:00

・高田松原の泥上げ

和野会館発

支援活動にも参加

陸前高田仮設住宅着

し、遺骨及び遺品

足湯ボランティア活動
16:00
18:00

③

他大学との交流

和野会館着
ミーティング

19:00

た。

高田松原着
泥上げ支援活動

探しの支援を行っ

振り返り

陸前高田発

大学生の感想
・足湯講習会で学んだことを生かしたいと思い、初めて参加した。仮設住宅の 皆
さんや他の大学との交流ができて良かった。これからも足湯支援活動に参加し
たい。
・阪神淡路大震災の時は、小さかったので記憶にないが、親から話を聞いたこと
があり、東日本大震災で被災した方の役に立ちたいと思っていた。今回説明を
聞きながら現地を実際に見ることができて、津波の恐ろしさを実感した。

・「足湯をしてくれて、ありがとう」「若い人が来てくれると、こっちも元気にな
る」と言っていただいた。沿岸に来て、住民の方と触れ合うことができて嬉し
かった。

会話をしながらの「足湯」

泥上げ支援
- 27 -

ウ

メインフォーラムの取組
(ｱ) メインフォーラムまでの経過
全てのフィールドワーク終了後の 10 月 18 日、企画実施委員会とフィールドワー
ク報告会を開催した。企画実施委員会では、どのフィールドワークも地域との触れ
あいの中で、地域と学生との交流、地域の人同士の交流などの活性化の一助になる
ような活動ができたとの確認がなされた。また、大学生がプレ・フォーラムからフ
ィールドワークまで取り組むことにより、大学生にも成長が見られたことが成果の
一つではないかとの感想も出された。
フィールドワーク報告会では、各グループから内容報告と成果発表などがあった。
その後、質疑が行われ、意見交流が活発になされ、お互いの活動を振り返るととも
に、成果の確認をすることができた。
11 月上旬から 11 月 15 日のメインフォーラム前日まで、それぞれのグループによ
るワーキング・グループ会議が開かれ、フィールドワークの発表に向けた取組が活
発に行われた。大学の講義が終了した夕方から夜にかけて打合せを行ったり、休日
を使って丸一日検討会をしたりするグループもあるなど、回を重ねるごとに主体的
な話合いをするようになってきた。
図４は、花巻地区Ａグループ委員会のフィールドワークからメインフォーラムま
での流れである。

図４

フィールドワークからメインフォーラムまでの流れ
10／18
＜企画実施委員会＞

９／10～12
＜フィールドワーク＞

＊フィールドワークの実施結果
＊メインフォーラムに向けた取組について

等

＜フィールドワーク報告会＞
＊各フィールドワークの報告と講評
＊メインフォーラムに向けた取組について

11／16～17
＜メインフォーラム＞
全国生涯学習ネットワーク
フォーラム 2013 岩手大会

11／１
＜第３回花巻地区Ａグループ委員会＞
＊メインフォーラムの発表内容
時間配分、役割分担

11／15

等

11／10

＜メインフォーラム前日準備＞

＜第４回花巻地区Ａグループ委員会＞

＊全体確認、発表準備

＊発表原稿づくり、役割分担

映像動作確認

等
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等

等

(ｲ) メインフォーラムでの活動発表
11 月 16 日、盛岡市の市民文化ホールにおいて、約 450 名の全国からの参加者を
前に、４つのグループがフィールドワークの報告をした。
時

間

13:10

14:40

活動内容

概

フィールドワーク報告

要

・各グループごとに、企画し、

・プレ・フォーラム経過説明

活動した内容について、これ

・グループ発表

までの経過や活動の目的、成

① PIKA PIKA 光のメッセージづくり

果や課題について話すことが

② 山田発！食のこだわりマップづくり

できた。自分たちの思いや今

③ 秋祭 DE 地域交流（宮古市）

後のボランティアに関する提

④ 足湯ボランティア in 陸前高田

案もあった。

・助言

講評

(ｳ) 参加者からの声
・大学生が大学の枠を越え、地域を越えて、被災地の地域力の再構築を目指す活動
に大変感激した。この取組は、被災地のみならず、少子高齢化の進む地域の活性
化を促す事例として活用できると思う。

（岩手県西和賀町

70 代

男性）

・今回の発表を聞いて、こんなにも考え、話 合いを重ねて実施されていたことを知
り、大変良かった。若者たちが来てくれるだけでパワーをいただけるとは思うが、
一人ひとりの思いを聞けて良かった。

（岩手県陸前高田市

50 代

女性）

・学生たちの熱意が伝わってきた。独りよがりではなく、心を通じ合わせた良い活
動報告だったと思う。

（岩手県山田町

20 代

女性）

・大学生などの若者が今できることについて、前向きに取り組む姿が見られた。継
続的な活動や自分の地域に戻っても活動が進められることを期待したい。
（青森県

40 代

男性）

・大学生たちによる企画と実践、その中で学んだことが発表の中でまとめられてい
て良かった。一人ひとり自分の言葉で表現されていた。 （福島県

山田の食のこだわりマップづくり

50 代

女性）

秋祭による交流を発表する学生たち
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３

アンケート並びに聞き取り調査結果

（１）大学生ボランティア
この調査結果は、プレ・フォーラムからフィールドワークまでの大学生への聞き取り
によるものである。
ア

プレ・フォーラムのアンケート結果（13 人から回答）
(ｱ) 事前アンケート（平成 25 年７月６日実施）

①

ボランティア活動経験の有無
現在、活動している（６人） 現在は活動していない（３人） 活動したことがない（４人）

②

必要なボランティア活動は何か（複数回答）
地域づくり（10 人）

③

心のケア（９人）

学習支援、環境整備（６人）

フィールドワーク、メインフォーラムへの参加希望
どちらにもできるだけ参加したい（７人）

④

決めていない（６人）

特に「学びたい」「知りたい」ことは

・被災地の現状を知り、他の大学生と情報交換をしたい。
・今、必要とされているボランティアの内容を知りたい。
・被災地で今、本当に必要なことは何か、何ができるのか。
・復興にあたっての課題や問題。
・他の団体がどのような活動をしているのかを知り、今後の活動に活かしていきたい。
・地域コミュニティづくりに必要なことや生涯学習の在り方など。
ボランティア活動の経験があるのは、現在活動中と以前活動していた人数を合わせて、
13 人中９人で、活動した経験がない人の方が少なかった。今必要なボランティア活動に
ついては、「地域づくり」が多く、続いて「心のケア」「学習支援」「環境整備」であっ
た。また、半数程度が、年間を通じた 2013 岩手大会への参加を希望した。
(ｲ) 事後アンケート（平成 25 年７月７日実施）
①

プレ・フォーラムに参加してみての満足度
大変良かった（10 人）

②

良かった（３人）

ボランティアについての考えの変化（複数回答）
自分のボランティアの継続（８人）

違ったボランティア（６人）

これからボランティアをしたい４人
③

必要なボランティア活動は何か（複数回答）
地域づくり（13 人）

④

イベント企画・運営（８人）心のｹｱ（７人）

仮設住宅訪問（６人）

次回参加したいと思った内容（複数回答）
フィールドワーク（12 人）

ワーキング・グループ、メインフォーラム（８人）

決めていない（１人）
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プレ・フォーラムに参加しての満足度は、全員「良かった」の回答であった。今後
については、現在の自分の活動を継続するとともに、異なった活動をしたいと考える
大学生が半数近くいた。このプレ・フォーラムを経験することにより、次回以降の 2013
岩手大会への参加意欲が向上していた。
イ

フィールドワークのアンケート結果（22 人から回答）
『ＰＩＫＡＰＩＫＡ光のメッセージづくり』（平成 25 年９月 12 日実施：４人）
『山田発！食のこだわりマップづくり』（平成 25 年９月 19 日実施：９人）
『秋祭

①

ＤＥ

地域交流』（平成 25 年９月 15 日実施：９人）

フィールドワークに参加しての満足度
大変良かった（20 人）

②

良かった（２人）

ワーキング・グループで企画した内容を実施してみて
現地視察ができて企画に活かせた（10 人）
話し合うことで沢山の意見が出て充実した内容になった（10 人）
やりがいを持てた、企画するのが大変だった（６人）

③

必要なボランティアは何か（複数回答）
地域づくり（17 人）

仮設訪問、傾聴（９人）

イベント企画・運営（８人）

心のケア（７人）
④

今後参加したいと思った内容
メインフォーラム（11 人）

ワークショップ（フィールドワークのまとめ）（10 人）

決めていない（６人）
⑤

フィールドワークの良かった点と改善点（主なもの）
良かった点

改善点

・参加する個々の学生が、目的や目標をしっかり ・イベントの内容は分かっていたが、
と持ち、取り組んだ。

事前の打合せ時間があれば良かった。

・子どもから高齢者の方まで、地域の方と幅広く ・参加してくれた地域の方への暑さに対す
交流できた。

る配慮が必要だった。

フィールドワークに参加してみての満足度は、
「良かった」との回答がほとんどであ
った。ワーキング・グループ会議の開催によって、より自分たち自身の企画事業であ
ることを認識し、次の段階のフィールドワークを経験することによって、地域づくり
の必要性について、改めて意識するようになってきた様子がうかがえる。
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ウ
表４

アンケート結果の比較
ボランティアに関する考え方の変容
プレ・フォーラム
事

前

事

ボランティアの経験

後

ボランティアに対する考え

①現在、活動している

（６人）

①自分の活動を継続

（８人）

②今は活動していない

（３人）

②違った活動をしたい

（６人）

③活動したことがない

（４人）

③これから活動したい

（４人）

表５

必要と思うボランティア活動の内容
プレ・フォーラム

必要なボランティア活動

事

前

事

フィールド

後

ワーク

心のケア

69.2％

53.8％

31.8％

イベント

30.8％

61.5％

36.4％

仮設住宅訪問

23.1％

46.2％

40.9％

傾聴

23.1％

30.1％

40.9％

地域づくり

76.9％

100.0％

77.3％

表６

大学生の事業への意欲変容
プレ・フォーラム
事

前

事

後

どちらも参加したい

53.8％

フィールドワークに参加したい

92.3％

決めていない

46.2％

ワーキンググループに参加したい

61.5％

メインフォーラムに参加したい

61.5％

決めていない

7.7％

表４でボランティア活動について、「今はしていない」「したことがない」と回答し
た大学生全員が、「これから活動したい」「違った活動をしたい」と考えるようになっ
た。また、表６の事前アンケートで、
「どちらにも（フィールドワーク、メインフォー
ラム）参加したい」「決めていない」が約半数ずつだったものが、事後では、「参加し
たい」の割合が高くなった。これらのことから、プレ・フォーラムを経験することに
より、大学生のボランティア活動への興味・関心が高まったことが うかがえる。
表５の必要と思うボランティア活動の内容について、事後アンケートで割合の高か
ったのは、「地域づくり」「イベント」であり、地域活性化につながる内容であった。
フィールドワークを経験することで、住民の心に寄り添う、「仮設住宅訪問」「傾聴」
の必要性をより認識したものと思われる。
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（２）行政（沿岸被災市町村の社会福祉協議会職員、公民館職員 、商工会職員）
平成 25 年 11 月 21 日（木）～12 月 13 日（金）にかけて、沿岸被災地市町村（陸前高
田市、大船渡市、大槌町、山田町、宮古市、野田村）における大学生ボランティアの活
動について聞き取り調査を行った。
この調査は、2013 岩手大会のフィールドワークも含め、大学生ボランティア活動 に対
して、支援を受けた被災地域の方々がどのような考えを持っているのかを把握するため
に行ったものであり、①大学生ボランティアに対する感想、②大学生ボランティアと連
携できそうな内容（望む支援）は何かという２点について調査したものである 。
（詳細に
ついては、巻末資料参照）
ア
①

沿岸被災市町村の社会福祉協議会職員
大学生ボランティアに対する感想

○自主的に活動してくれた。
○成長していく大学生の姿を見ることが嬉しい。
○来てくれて感謝している。
○泥出しなどの力仕事を手伝ってくれたので助かった。
○自分たちで「何かをしたい」と考えて取り組む姿から元気をもらえた。
○仮設住宅に学生たちが支援に行くと、住民が生き生きとしている。
○学生は地域の活力になる。
○学生は話しやすく、かまえなくていい。これといったクレームは出ていない。
○若者と関わることで、地元の住民が元気になっている。（生活に張りが出る）
○いろいろな場面でアイディアを出してくれるので、とても参考になる。
○大学生は礼儀正しい子が多い。（大学の先生にしっかりと指導されている）
△大学生の中にはボランティアに対する温度差があり、本当に支援したくて来る学生と
単位取得のために来ている学生とに分かれることがあった。
△多くの学生から、『単位取得カード』に感想を記入してほしいと言われることがあり
困った。
②

大学生ボランティアと連携できそうな内容
○大学生の人材バンクがほしい。
○交流（お茶のみなど）や語れる場を作っていきたい。
○町とＮＰＯとの話し合い、助成金のプレゼンテーションの方法 。
○子ども対象の活動。
○学生の企画・活動をそのままコーディネートし、実施したい。
○やって来る大学は、大学のボランティアセンターを通して来るので、目的がはっきり
していて、自己完結で終わるようになっている。
△連携しようとしたこともあったが、やりたいことの違いや押しつけのような支援があ
り、うまくいかないことがあった。
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イ
①

公民館職員
大学生ボランティアに対する感想

○花の苗植えなど（年２～３回）に来て、自己完結でやってくれるところがいい。
○仮設住宅の１棟、１棟を訪問して声を掛けてくれるのが 、本当に有り難い。
○大学生が仮設住宅に訪問してくれることを心待ちにしている人がたくさんいる。
○大学生ボランティアに対して、何か不満や困ったことなどはなかった。
○大学生と地域のつながりができるのがよい。地域づくりには 、大学生が欠かせない。
○高齢者のよい刺激になっている。若いパワーをもらい、生きがいも生まれ、心が潤っ
ている。
○大学生ボランティアは、ねらいをはっきりとさせているので、活動の際に真剣な気持
ちが伝わってくる。（真面目な学生達が多い）
△県内大学の活動が見えない。
△支援する場合は、自己完結で終わるようにしてほしい。
②

大学生ボランティアと連携できそうな内容
○スポーツ施設の建設を予定している。大学生ボランティアには、資金調達の手助けや
運営面などへのアイディアを出してほしい。
○地域がつながるためにも、お祭などのイベントに参加してほしい。
○地域再生、地域づくりには、大学生との連携は不可欠である。
○心のケアが必要であるので、関係機関とも連携しながら進めればよいと思う
ウ

①

商工会職員
大学生ボランティアに対する感想

○とても助けられた。有り難い、感謝している。
○大学生が入ってくれたことで、祭りの準備・運営がスムーズにできた。
○交流人口が増えてよかった。来てくれた大学生は、礼儀正しかった。
○「支援しよう」と行動を起こしてくれたことが素晴らしい。
△まだ来ていない大学生に来てほしい。
△私立大学に多く支援いただいたが、国公立大学の支援活動が見えなかった。
②

大学生ボランティアと連携できそうな内容
○引き続き、夏の七夕祭りのイベントを支援してほしい。
○今の被災地の現状、復興の様子を見に来てほしい。特に、まだ来たことのない大学生
はぜひ来てほしい。
大学生ボランティアは、概ね自己完結型で受入れ者に負担をかけない活動を心がけ
ており、共同で事業を行った際は、大きな戦力になっている。学生と触れあうことで
住民が生き生きとし、学生の訪問を心持ちにしているととらえており、好感を持っ て
受け入れられている。
大学生の若さと知性を生かしたアイディアへの期待、真剣さが伝わりやすい学生に
よる被災住民への心の寄り添い、交流人口を期待するイベント企画等、現状の学生の
活動をほぼ全面的に肯定した上での今後への期待が感じられた。
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（３）地域住民
ア
①

仮設住宅住民
大学生ボランティアに対する感想

○本当に助かっている。（感謝している）
○挨拶や態度も立派でよい大学生ばかり来てくれている。
○声を掛けてくれるので嬉しい。（来てくれるだけで有り難いし、嬉しい）
○ボランティアをしたことで、地元に就職してくれたり、将来の夢を持ってくれたりす
ることが嬉しい。
○大学生がボランティアの活動を通して成長している。
○大学生だからできることがあり、一般のボランティアより大学生の方が大きな力にな
っている。
○県内の大学生は、優しくて健気な若者が多い。
○大学を休学してまで支援に来ている学生がいる。本当に有り難い。
○それぞれの大学の特徴を生かしながら、できることをやってくれている。
△現地のニーズを知ってから活動してほしい。
②

大学生ボランティアと連携できそうな内容
○とにかく来てくれるだけで有り難いので、望むことは何もない。
○大人への傾聴
○子どもの本音を聞いてほしい
○地元のスタッフとしての活動
○特に望むことは何もない。
○おしゃべりや顔合わせなど。来てもらうだけでよい。話し相手になってほしい。
○今後も、人と人とのつき合いをしていきたい。
○一緒に体を動かす活動をしたい。（仮設は狭くて運動不足になる）
○話を聞いてほしい。来てもらって、家に閉じこもっている人がいないように声をかけ
てくれればよい。
○一回で終わるボランティアではなく、何回でも交流できるようなシリーズものの内容
があればいい。
○男性の参加を促すようなイベントを企画してほしい。男性は仮設住宅に閉じこもりが
ちになっている。
○高台移転してからも、集会所などに集まりたいと思っている。大学生には、これから
も来てほしいと思う。
大学生の活動に対する感謝の気持ちと、孫のような大学生の成長を見守る感想が多
く聞かれた。仮設住宅での生活における寂しさを反映してか、今後も、活動内容その
ものよりも、地域内において大学生の姿をいつでも見ることのできる「にぎ やかで若
さがあふれる」地域環境を求めている様子がうかがわれた。
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４

考察

（１）大学生ボランティアの活動状況
ア

若さを活かした支援
県内における大学生ボランティアの活動内容で多く見られたのが、
「子どもの遊び支
援」や「学習支援」、「サロン活動」、「仮設訪問」等であった。
「子どもの遊び支援」や「学習支援」などは、対象が、幼児から高校生までであり、
大学生との年令が近いため、親しみやすく、身近な存在として受け入れやすいことか
ら、多くの場所で子どもたちの笑顔を取り戻していった。
「サロン活動」や「仮設訪問」
は、主な対象が、高齢者であり、孫を見ているような若い大学生の訪問は、
「気持ちが
若返る」など心の癒しとして歓迎されていた。また、働く世代にとっても、大学生ボ
ランティアの「若さ」は、「話しやすい」「聞いてもらえるところがいい」など、受け
入れやすい存在であった。
大学生ボランティアの持つ「若さ」を活かした支援は、沿岸被災地の復興に大きな
力となっている。

イ

高等教育機関としての支援
大学（生）は、町づくりのためのワークショップや仮設入居者へのアンケート調査、
出前講座等、大学としての高度な専門知識や技術を生かした支援活動を展開している。
また、大槌町と東京大学、陸前高田市と立教大学、大船渡市と明治大学等、沿岸自

治体と支援協定を結ぶ大学も多い。そういう中にあって、岩手大学は、地元の高等教
育機関として、沿岸 13 市町村と協定を結び、農業・工業・教育・まちづくり等の幅広
い分野で、大学をあげて支援活動に努めていることがうかがえる。
ウ

集中的な支援
大学生として、沿岸被災地の支援を行う場合、県内の大学が内陸部にあることや、
他県の大学においても、地理的に離れていることから、活動できる時期は、どうして
も限定的になってしまうことが多くなった。大学教授によるゼミの一環としての活動、
週末や長期休業中を使った活動等、ある一定期間に、集中的に支援にあたっていた。
また、一度支援に入ることでその地域とのつながりが生まれ、同じ場所で、ニーズの
変化に対応しながら、継続的に支援を続ける傾向が見られた。

（２）大学生ボランティアを主体とした 2013 岩手大会
ア

大学（生）にとっての成果
地域住民や大学生同士、行政関係者等が、互いにネットワークを組み、つながって

いくことができた。いわば、大学生を巻き込んだ生涯学習といえるものになった。
大学としては、学生がボランティア事業に参画することで、大学生活ではなかなか
得ることができない社会経験を積む機会となり、人材育成につながる大きなメリット
があった。それと同時に、大学生自身にとっても、いろいろな人と出会いながら学べ
る意義ある経験になったものと思われる。また、一連の活動状況についてフェイスブ
ックを活用しながら全国に向けて、リアルタイムで情報提供するとともに、2013 岩手
大会を通じて、全国の支援活動実践者との交流を深めることができたことも大きな成
果であった。
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イ

大学生の意識変容
プレ・フォーラムでは、実際に被災地を訪問し、沿岸の住民と交流する参加体験型
活動を取り入れ、フィールドワークを考えるワークショップを実施したことにより、
ボランティアに対する意識や関心が高まっていった。また、実際のフィールドワーク
では、プレ・フォーラムとその後のワーキンググループ会議の話し合いを経ることに
より、自分たちで作り上げた企画という意識を強く持ったため、極めて満足度が高く、
その後のメインフォーラムへの参加意欲の向上につながったものと考える。
大学生に大きな影響力を示したのは、キャリアが豊富で高度な専門性を有したコー
ディネーターであった。現地の実態を的確に把握し、助言したり、目的や目標を的確
に設定したりする場面が数多くあり、大学生が大きな信頼を寄せていた 。大学生ボラ
ンティアのモチベーションを高く維持させ、継続的な取り組みにつなげる上で、コー
ディネーターは、欠かすことのできない存在であった。

（３）大学生ボランティアに関する評価（現地の聞き取り調査から）
ア

行政等職員（社会福祉協議会・公民館・商工会職員）
「いろいろなアイディアを出してくれるので、とても参考になる」
「大学生ボランテ
ィアは、ねらいをはっきりとさせているので、活動の際に真剣な気持ちが伝わってく
る」など、大学生ボランティアに対するに好意的な回答が多かった。また、各種イベ
ント等、大学生と共同で事業を実施した際は、大学生がかけがえのない大きな戦力に
なっており、今後の支援に関する期待感も大きなものになっていた。

イ

仮設住宅住民
ボランティアの数が年々減少する中で、地域住民の多くが、
「忘れてほしくない」な
どの震災風化を懸念する気持ちとともに、
「来てくれるだけで有り難い」という大学生
への感謝の言葉となって表れていた。大学生ボランティアの支援は、地域住民に元気
や活力をもたらし、地域再生、地域活性化の一助になるものであると感じた。取材時
に対応してくれた地域住民は、高齢者の方が多く、
「大学生がボランティアの活動を通
して、成長している」
「大学生が地元に就職してくれたり、将来の夢を持ってくれ たり
することが嬉しい」と話すなど、自分の孫を見つめるような温かい眼差しの意見が多
く、大学生の存在そのものが、心のケアになっていると感じた。

（４）実践的研究の成果と社会教育との連携
ア

研究の成果
本研究において、大学生ボランティアの復興支援についての特徴でもある「若さを

活かした柔軟な活動」により、大学（生）があらゆる世代に受 入れられながら、被災
住民に元気や活力を与えていることが明らかになった。特に、聞き取り調査からは、
行政担当者・地域住民を問わず、大学生ボランティアの取組には、好意的な 感想が多
く、今後の大学生の支援活動に対して大いに期待していることが分かった。 2013 岩手
大会を通して、大学生ボランティアに対して、
「参加体験」
「気づき」
「事業企画・運営」
「発表」などの参画体験プログラムを意図的に構築することで、大学生ボランティア
が自主的に活動に取り組み、地域ニーズを踏まえた活動内容を充実させるととも に、
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参加意欲が高まることが明らかになった。今後、本県市町村において、大学生ボラン
ティアと連携した社会教育事業等を進める際の一つのモデルとして 、その有効性を提
示することができた。
イ

社会教育との連携
ＮＰＯ法人の組織を立ち上げ、独自に支援活動をしている大学においては、その事

務局が窓口となっているが、一般の大学生ボランティアによる被災地支援活動におい
ては、各市町村の社会福祉協議会がその窓口となっている。
今後、大学生の活動そのものを社会教育事業と連動または協働して取り組むために
は、行政として、相談窓口や大学生が活動できる環境を整備していくことが必要であ
る。本研究におい大学生ボランティアの有効性について繰り返し述べてきたところで
はあるが、今後新たな社会教育事業に際し、大学生が様々な場面で関わることにより、
事業企画運営において大きな成果を生み出すことが期待される。
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Ⅲ
１

研究のまとめ

研究の成果

（１）大学生ボランティアの被災地支援活動の状況について、各種メディアによる報道資料
等や被災地での聞き取り調査をもとにまとめることできた。
（２）大学生が主体となった「全国生涯学習ネットワークフォーラム 2013 岩手大会」につい
て、企画段階から大学生の活動を追跡調査することにより、一連の活動の成果を検証
し、今後の復興支援の在り方について提案することができた。
２

今後の課題

（１）年々ボランティア活動者の人数は、減少しているものの、被災地でのニーズはまだま
だ高い。大学生への被災住民の期待は大きく、今後の継続的な支援活動のためにも、
大学生ボランティアが主体的に活動できる環境を整える必要がある。
（２） 大学生を巻き込んだ社会教育の事業展開を試みることにより、大きな効果が望まれる。
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