
特定非営利活動法人災害復興支援ボランティアネット（福島県南

相馬市） 

東日本大震災と原子力災害、その後の風評被害に苦しむ南相馬市において、被災者のニ

ーズと全国からのボランティアをマッチングし、帰還に向けたがれき撤去や家財道具の

運びだし、草刈りなどを実施。 

東日本大震災における被災地復興支援事業 

（平成 25年度 NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業） 

南相馬市の避難者の帰還に向けた環境整備事業 

（平成 26年度 NPO 等の運営力強化を通じた復興支援事業） 

 

１ 団体の概要 

東日本大震災の直後、復興ボランティアを行いたいという思いで神奈川県から来た代表者が、福

島県南相馬市で活動を開始。徐々にボランティアセンターとしての役割を担うようになり、南相馬

市社会福祉協議会からの復興ボランティアに係る業務委嘱を受け、翌平成 24年に NPO法人を設立。

同社会福祉協議会から事業の委託を受け、現在に至っている。 

災害復興支援ボランティアネットでは、ボランティアの宿泊、活動に必要な重機やトラック、ハ

ンマーナイフ、ウッドチッパー・草刈機などを所有し、ボランティアに貸し出すなど、地域住民の

ニーズに応えられる体制を整備するとともに、被災者ニーズの発掘、全国からのボランティア受入

れとマッチングにより、帰還に向けた被災者支援を行っている。 

 

活動開始年度 平成 24年度 法人設立年度 平成 24年度 

主な活動分野 ボランティア受入れ、がれき撤去、家財道具運びだし、除草等 

所在地 福島県南相馬市小高区本町２-89 

電話 0244-26-8934 FAX 0244-26-8935 

E-mail － 

URL － 

代表者 松本 光雄 会員数 約 20名 

スタッフ数 ６名（内有給常勤１名、無給非常勤４名） 

事業規模 約 1,400万円（平成 26年度） 

 

２ 活動内容 

東日本大震災直後は、避難場所となった中学校の体育館に事務所を設置し、避難者のケアやボラ

ンティアの受入れを行うとともに、市民のニーズ調査等を実施するなど、ボランティアと市民のマ

ッチングを行っていた。 

平成 24年４月には同市小高区の警戒区域が解除され、避難指示解除準備区域になったことから、

小高区内でのニーズが急増し、活動のエリアを小高区に移し、６月に社会福祉協議会の施設である

小高区社協会館に事務所を開設。今なお夜間の居住が制限されている小高区住民の帰還に向けて、

自宅周辺や農地の草刈、がれき撤去や建物の応急修理、倒木の危険性のある庭木や竹林、雑林の伐

採、家財道具の運び出し、ビニールハウスや家畜小屋の解体等の復興支援作業を行っている。 

Ｎｏ.14 
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支援に際しては、このような被災者のニーズとボランティアのマッチングを図るとともに、被災

者のニーズ発掘調査や新潟県や埼玉県、東京都などの自治体や社会福祉協議会、民間企業の組合や

ボランティアグループ、ボランティアツアー等への応援要請などを行っている。避難先の新潟県三

条市から被災者が一時帰宅した際には、三条市のボランティア団体も同行して片づけを手伝うツア

ーが実現した。 

さらに全国からのボランティアの無料宿泊所の運営、支援物資の受付等を行うとともに、被災者

に対しては、仮設住宅での支援や「被災者交流の集い」イベントを開催し、被災者の孤立化防止に

貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●代表者の熱い思いと経験に基づくボランティア支援センターの運営 

代表者の家族がかつて柏崎刈羽原子力発電所を見学中、新潟県中越地震（平成 16 年）に遭遇

し、一時的に被災者として、様々な経験をしたことから、復興ボランティアに関心を持ち、新潟

県中越沖地震（平成 19年）の際にも災害ボランティアに駆けつけた。その後、当団体を設立し、

全国において災害ボランティアを実施するなど、災害ボランティアの特殊なニーズや活動内容に

ついて豊富な経験を有するようになった。 

東日本大震災においても特に原子力災害に悩む福島県を平成 23 年４月に訪れ、同年５月当初

から南相馬市において災害ボランティア活動を開始し、無料宿泊所の運営を行っている。 

活動資金はほぼ全額を代表者が負担しており、重機や草刈機、チェーンソー、軽トラック、自

家用車等を買い取るなど、私財を投げ打って活動を行っている。途中、資金難にも遭遇し、活動

の期限付き休止を検討することもあったが、代表者の熱い思いと地域住民や事業者の協力により、

事業を継続している。 

 

●継続したボランティアの受入体制の整備 

全国各地からのボランティアを受け入れるため、平成 23 年６月にボランティアのための無料

宿泊所を開設している。またボランティアに対しては、活動に係る安全教育や作業研修を丁寧に

行うなど、スキルアップに心掛け、信頼関係を築く中で、ボランティアのリピーターの増加を図

っている。 

代表者は、リピーターそれぞれが持つ技術を把握しているため、被災者のニーズに対して適材

ボランティアの様子 

災害復興支援ボランティアネットが活動する

南相馬市ボランティア活動センターの外観

（手前がボランティアが朝礼等を行う 

スペース、奥が事務所兼休憩スペース） 
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適所でマッチングすることが可能となっている。 

さらに、新潟県や埼玉県、東京都などの自治体や社会福祉協議会、企業の組合、ボランティア

団体等に対して、被災地の実態や活動の状況を説明し、ボランティアの要請活動を実施している。

また、積極的に新聞、テレビ等の取材に応じ、活動状況を紹介してもらうことなどで当団体の活

動の認知向上を図っている。 

 

●地域住民や事業者の協力者づくり 

南相馬市小高地区の避難指示解除準備区域や居住制限区域に指定されている地域では、立ち入

りが制限されていることから、屋内の家具や食器は被災当時のまま散乱放置され、傷みや汚れの

ため廃棄するほかなくなっている。一時帰宅の度にネズミや動物の糞等の清掃や傷んだ屋根や壁

からの雨漏りにより発生するカビの除去等が必要になる。このため、当団体では住民に代わって

ボランティアの力でこれらの片づけ等を行うことで、折れそうになる地域住民や避難者の心の負

担が少しでも軽くなるように支援を行っている。 

こうした活動が伝わるにつれて、地域住民の信頼や活動を通じて協力を申し出る事業者も多く

なり、必要な資機材の提供や寄附等も増えている。 

 

（２）成長プロセスにおける特徴 

事業実施前 事業実施中 

平成 23年度 平成 24年度 平成 25～26年度 

 
東日本大震災直後、いわき
市で災害ボランティアを行
った後、５月初旬に南相馬
市にて災害ボランティアを
実施。 
 
６月、原町区の避難所に隣
接して事務所を設置しニー
ズ調査やボランティアと被
災者のマッチングを実施。 
 
８月、社会福祉協議会の委
嘱（委嘱料なし）を受ける。 
 

 
小高区の警戒区域が解除さ
れたことから、６月に小高区
の社協会館へ事務所を移転。 
 
８月、NPO法人化を実施。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 25年４月、社会福祉協
議会からボランティア支援
活動の委託（委託料なし）
を受ける。 
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（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 

 関係主体との関連 

実
施
前
（
～
平
成
24
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実
施
中
（
平
成
25
～
26
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 活動の成果 

◎被災者・地域住民、ボランティアとの信頼関係の構築 

月平均 1,000人のボランティアを受け入れ、月平均 200件の災害復興支援活動を行うなど（い

ずれも平成 25年度実績）、着実な事業実施を行うなかで、被災者や地域住民はもとより、ボラン

ティアとも信頼関係を築き、多くのボランティアのリピーターを得ている。 

 

◎地域内外事業者や財団法人・NPO等支援者の拡大 

当団体の活動が実績となり、地域内外の事業者の支援（重機等や各種資機材の提供）や財団法

人、NPO等の助成等を受けるなど支援者が拡大してきている。 

 

◎ボランティアのスキルアップ 

ボランティアに対しては、朝礼、安全教育、作業用の重機や資機材の取扱い研修等を行った後、

災害ボランティアを実施しており、多くのボランティアリーダーを育成している。そうしたボラ

ンティアリーダーがリピーターとなることで、さらに友人を伴って参加するなど、ボランティア

の拡大にも繋がっている。 

 

◎復旧・復興の加速化、避難者の帰還意識の継続支援 

震災後２～３年が経過し、震災後当初よりも、ボランティア人数が減少するなどの問題が発生

したが、ボランティアのスキルアップと、重機や資機材の充足を図ることで、ボランティア人数

災害復興支援ボランティアネット 

南相馬市社会福祉協議会 

委嘱（委嘱料なし） 

ボランティア 被災者・地域住民 

ニーズ 

支援要請 

支援活動 

宿泊支援・資機材の提供 

支援活動要請 

支援要請 

地域事業者 
寄附 

災害復興支援ボランティアネット 

南相馬市社会福祉協議会 

委託（委託料なし） 

ボランティア 被災者・地域住民 

ニーズ 

支援要請 

支援活動 

宿泊支援・資機材の提供 

支援活動要請 

支援要請 

 
寄附 

支援 
財団・NPO 

助成 

支援 

避難者の 

つどい開催 
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減少分を補いながら、避難者支援を行い、被災地の復旧・復興に寄与している。 

また、小高区のような避難指示解除準備区域や居住制限区域の市民は、遠隔地に避難している

人も多く、自宅には日中しか立寄ることができず、また高齢者の世帯も多いことから、実際には

片付けや草刈等の作業が思うように進まない。また、立寄るたびにネズミ等の糞の清掃や草刈り

が繰り返されることに、精神的な苦痛を感じたり、なかには帰還をあきらめるケースも発生して

いる。避難者があきらめることなく帰還の希望を持ち続けられるようにするためにも、そうした

世帯にボランティアが入り住民に代わって作業を行うことが重要である。 

また自宅だけでなく自宅周辺の整備が進むことにより、まちの復旧も進み、元に戻りつつある

まちの姿を見て、戻りたいという希望が生まれることも期待される。 

 

◎新たな地域協力者の誕生 

現在の小高区社協会館の事務所の契約期限が平成 27 年３月いっぱいとなっており、新たな事

業所の確保が課題となっていた。さらに、事務所には事務スペースだけでなく、重機、軽トラッ

ク、自家用車、各種資機材を置くスペースや駐車場、朝礼等を行う会議スペース（休日は 200人

規模のボランティアが参加）が必要なため、かなりの敷地を有する場所が必要となっていた。 

これに対して、地域の旅館経営者から当団体の活動の重要性が評価され、旅館の別館を事務所

として活用できるよう改築、設備の改修を行ってもらうなど、地域の活動に根差した成果が表れ

ている。 

 

＜事業を通じて得た定量的な成果＞ 

事業を通じた成果 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

平成 26 年度

（12月末時点） 
累計 

ボランティア受け

入れ人数 
－ － 12,348人 7,697人 20,045人 

活動箇所数 － － 2,393箇所 1,308箇所 3,701箇所 

イベント参加人数 － － 600人 －（未実施） 600人 

事業は平成 25、26年度実施「NPO等の運営力強化を通じた復興支援事業」 
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５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎災害の風化によるボランティアの減少 

ボランティアのリピーター化を促進し、ボランティア人数の確保を図っているが、当該団体だ

けでなく日本全体で東日本大震災の風化が進んでおり、いずれの地域でもボランティア人数が減

少している。このような影響を受け、一層のボランティア人数の確保が課題となっている。 

 

◎活動資金の確保 

活動当初は代表者の自己資金のウェイトが高く、その後、寄附等が増えてきていたが、補助金

等の助成の分、寄附等が減ったため、活動資金全体は活動当初と比較しても増加はしていない。

これは、ボランティア同様に寄附についても、国民の関心も高く災害直後は集めやすい環境にあ

ったが、災害から時間が経つにつれて被災地に対する国民の意識が風化しており、結果的に寄附

の減少など事業資金の確保が難しくなっていることによる。さらに、ボランティア人数の減少に

より、代表者が活動の現場や事務所に常駐する必要性が高くなっており、県内外の事業者等への

寄附依頼に動く時間を取れないことも影響している。 

南相馬市社会福祉協議会から小高区社協会館の施設を無償で利用させて頂く一方、委託契約が

無料となっていることから、公的資金も含めて安定した活動資金の確保が課題となっている。 

 

◎ボランティアの特性と情報発信のミスマッチ 

 依然として放射線量の高い地域として風評被害があり、ボランティアの年齢層が高い状況にあ

る。若い世代のボランティアには、親の同意を求めているが、実際に活動前に親の同意が得られ

ず、参加できないボランティアもいる。 

活動についての情報発信としてブログや SNS等の活用を行っているが、ボランティアの中心と

なっている年齢層の高い世代は、ブログや SNSによる情報受信が浸透していないことから、情報

の受発信がミスマッチとなっている。 

これらの世代には新聞やテレビ等のマスメディアによる情報提供が効果的であり、様々な機会

を通じて情報を提供しているが、震災以後、時間が経過するにつれて、新聞やテレビの情報発信

範囲が小さくなる（全国から福島県内へ）傾向にあるのではないかと危惧している。 

 

（２）今後の展望 

◎帰還に合わせた支援事業の加速化 

 平成 28 年度には避難指示解除準備区域や居住制限区域の見直しが想定され、帰還が開始され

る予定である。それまでに現在の災害復旧支援活動を加速させる必要があることから、着実に活

動を遂行していく。 
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