被災者支援ニュースレター
本ニュースレターは、被災者支援の充実のため、国、自治体や支援団体等の被災者支援に携わ
る関係者の情報共有やコミュニケーションの円滑化、活性化を図るために作成しているものです。

⑤情報基盤の共有

復興庁 被災者支援班

➢ 被災児童の健康・生活対策等総合支援
➢ 教育サイドからのアプローチ
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④ 子どもに対する支援
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（創刊号）

3

しました。
一つ目の柱である支援体制の構築
では、相談員・
復興支援員の拡充
のほか、コーディネート機能の強
化やＮＰＯへの支援、支援者への支
援などに取り組むこととしてい
ます。
二つ目の住宅とコミュニティに関
する課題への対応では、仮設住宅
の空き住戸の活用や仮設住宅の
集約に伴う対応、災害公営住宅
への移転に当たってのコミュニティ
形成などの課題について対応策
をまとめています。
三つ目の「
心」
の復興では、アル
コール対策などの心のケアの推進
のほか、新たに生きがいづくりに
取り組むこととしています。
このほか、子供に対する総合支
援施策の効果的な活用や被災者
データのプラットフォーム化を促
進することとしています。
このニュースレターでは、この総
合施策をはじめとして、国の施
策の動向についてお知らせしてい
きます。

「
総合施策」
を策定

➢
➢

アルコール対策など種々の心のケア施策
地域活性化活動への参画等の生きがいづくり

復興庁の被災者支援班では、
本年 月以降、被災３県の現場
で被災者支援に当たられている
方々や自治体職員等と意見交
換を行いつつ、現場での被災者支
援の課題を把握してきました。
このような中で、本年 月に被
災地の災害公営住宅を視察した
安倍総理から復興大臣が指示
を受け、 本の柱で現場での課
題に対応する「
総合施策」
を策定

③ 「心」の復興

たって、地域の皆様に御協力をお
願いすることとなると思います
が、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

➢
➢

仮設住宅の空き住戸の有効活用
コミュニティに配慮した災害公営住宅整備

5

② 住居とコミュニティに関する課題への対応

5

相談員・復興支援員の充実・確保
コーディネート機能の強化
ＮＰＯ等の活動支援・企業ＣＳＲの促進等

平成二十六年十一月十七日

①体制構築 ②ＣＳＲマッチング
③「心の復興」プロジェクト組成
【平成26年度から前倒し実施】

① 支援体制の充実

被災者支援ニュースレターの創刊に当たって

「心の復興」事業

の健康・生活支援に取り組む所
存ですが、その際、本ニュースレ
ターを通じ、被災者支援に関す
る情報共有やコミュニケーションの
円滑化、活性化を図ってまいりた
いと考えています。
復興のつち音は確実に聞こえ始
めていますが、地域によっては避
難生活が今しばらく続くことに
なります。今後とも、引き続き、
被災者の方々への健康・生活支援
に関する取組をよろしくお願い
します。
復興庁としても、関係府省と
ともに政府一丸となって、市町
村や支援団体の皆さんを全力で
支援してまいります。

コミュニティ復興総合事業

➢ 被災者データのプラットフォーム化の促進
➢ ニュースレターの発刊
からころステーションによる男性向けサロン

復興大臣 竹下 亘

被災者支援コーディネート

➢
➢
➢

「
心」
の復興を推進

この事業では、地域の産業や社
会資源を上手く活用しながら、
農業や水産業、伝統文化の継承
やモノづくりなど、地域活性化
活動に参画してもらう活動を支
援することを考えています。
例えば、これまで、復興庁で取
り組んできた「
新しい東北」
のモ
デル事業として、農園を整備し
て被災者の孤立防止や健康づく
りを図るとともに地域の方々と
交流する事業や被災者の方々が
編み物でニットを作成して販売
する事業について支援しています。
「
心の復興」事業では、被災者の
方々が幅広く参画でき、心身の
ケアに効果的なものを対象にし
ていきたいと考えています。
地域の皆様には、来年度に向け
て、ぜひこのような被災者の方々
の「
心の復興」の取り組みについて
ご検討いただきたいと考えていま
【復興庁参事官 牛島授公】
す。
「新しい東北」先導モデル事業による
農園を活用した孤立防止・健康づくり

3

このコーディネート事業では、
被災者の方々の仮設住宅での暮
らしの状況などを把握しつつ、支
被災から 年半が経過し、仮
援体制の構築や民間企業のＣＳ
設住宅で長い避難生活を送る
Ｒと自治体ニーズのマッチングな
方々の中には、震災前のように
どを実施していきます。このため、
就労や地域での活動等に参画で
岩手県、宮城県、福島県の被災
きない方もおられることと思い
県と東京に「
被災者支援コー
ます。このような中で、被災者の
ディネーター」
を配置することと
方々への見守りなどを行うこと
しています。
とあわせて、被災者の方々が前
被災者の方々の状況の把握や
向きに、生きがいを持って暮らし
支援体制の構築の提案などにあ
ていけるような機会をつくってい
くことが重要な課題です。
「
総合施策」
では、このような
「
心の復興」
の推進についても取
り組むこととし、平成 年度の
概算要求にお
いて、被災者の
生きがいづく
りの取組みを
支援する「
心
の復興」
事業の
予算を要求し
ています。
①プロジェクト支援
【平成27年度予算要求】

皆さん、こんにちは。復興大臣
の竹下 亘（
たけした わたる）
で
す。「
被災者支援ニュースレター」
の創刊に当たって、ひとことご挨
拶を申し上げます。
被災地では、住宅再建・まちづ
くりが進みつつある一方、避難
生活の長期化や分散化等に伴い、
心身のケアやコミュニティ形成な
ど、被災者の健康・
生活支援は、
特に重要な課題のひとつです。
政府としても、この夏、安倍総
理の指示を受けて、復興大臣を
座長とし、関係府省の局長級か
ら構成するタスクフォースにおい
て、「
被災者の健康・生活支援に
関する総合施策」
を策定しまし
た。現在、仮設住宅や災害公営
住宅などにおける見守り活動の
充実や、被災者が主体的に参画
していただけるような生きがい
づくりなど、その具体化に向け
て取り組んでいます。
市町村や支援団体の皆さんと
ともに、今後より一層、被災者

「
総合施策」
では、被災者支援
体制の整備のため、コーディネー
ト機能を強化する施策に新たに
取り組むこととしています。
被災地での見守りやコミュニ
ティ形成の支援は、生活相談員
や復興支援員、ＮＰＯの方々な
ど、様々な活動主体に担っていた
だいています。避難の長期化や被
災者の方々の分散化が進む中で、
被災者支援について、新たな主
体に参画いただいたり、連携を
強化するといったコーディネート
を行い、支援体制を強化してい
くことが必要です。
また、民間企業の社会貢献活
動（
ＣＳＲ）
については、民間企業
に実施していただける支援と自
治体や地域でのニーズのマッチン
グをしていくことが必要です。
このコーディネート事業につい
ては、被災者支援を強化してい
くために早急に取り組むべき課
題であることから、復興庁の調
整費を活用して、平成 年度か
ら実施することが決まりました。
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前倒し実施 決定
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被災地だより
被災地では、健康・生活支援に関する様々な取組が行われています。この
コーナーでは、それら地域の取組について紹介していきます。明るく、前向
きな取組、他の地域でもマネできそうな事例などを、毎回すこしずつですが、
お届けできたらと考えています。

【岩手復興局参事官補佐 本舘健】

子汁、また、洋食メニューなどに
取り組んでいるところもあります。
皆で工夫することで、メニューの
レパートリオ は
―どんどん拡がっ
ていきます。
現在の参加者は高齢者である割
合が高いです。釜石市では、３０
代から４０代の働き盛りの男性の
肥満率がこの１０年で３割から５
割に増加し、生活習慣病やそれに
伴う死亡率も高いことから、生活
習慣病予防の取組みの一環として、
また開催後は自主グループでの活
動につなげられるようにと、活動
を支援していく方針です。

･

【宮城復興局参事官 鈴木雅之】

kenkou@city.date.fukushima.jp

「元気アップ復興隊」による
心と体の健康管理事業（伊達市）

【福島復興局参事官 高山研】

伊達市では、住民（市民および
避難者）に対して、心の相談やス
トレスケアに関する専門家（臨床
心理士、作業療法士、保健師、保
育士等）によってチームを組んだ
「元気アップ復興隊」が中心とな
り、放射線に対する不安や長期化
する避難生活における健康問題な
どで心身に不調がみられる方々に
対してケアを行っています。
具体的には、①放射線に対する
Ｑ＆Ａの講話、②健康相談窓口、
③自主避難親子への支援（避難先
に出向いて講座を行う等）、④乳
幼児健診と連携したストレス相談
や遊び方の紹介、⑤集会所等での
「お茶飲み会」を開催し、ストレ
ス解消の講話やラフターヨガ・体
操・ゲームの実施、⑥帰還者親子
への情報提供およびメンタル支援
などを行っています。
特に、乳幼児健診と連携したス
トレス相談は、なかなか相談に行
くことに踏み切れない方に対して、
乳幼児健診の機会に併せて実施す
ることで、相談しやすい仕組みを
設けるといった工夫をしています。

本件に関する問い合わせ先：伊達市健康推進課
（電話）０２４ ５-７５ １-１５３、（メール）

【復興庁参事官 牛島授公】

係や災害公営住宅でのコミュニ
ティ形成などについて担当してい
ます。文部科学省からの出向でこ
れまで被災地にあまり馴染みはあ
りませんが、これを機に被災地に
貢献したいと取り組んでいます。
粟津主査はコーディネート事業や
心の復興事業を含めて被災者支援
の施策全般を担当し、日々、大変
なボリュームの業務をこなしてく
れています。文部科学省からの出
向で子どもの支援にも熱心です。
このようなメンバーで、現場の
御意見をお聞きしながら被災者支
援の業務に取り組んでいます。
コーディネート事業も開始してい
きますので、ぜひ現場での課題な
どの情報をお知らせください。

復興庁 被災者支援班とは・・・
みなさん、こんにちは。「被災
者支援ニュースレター」を創刊す
るに当たって、日ごろの被災者支
援班の業務や班のメンバーについ
てご紹介させていただきます。
被災者支援班は、復興庁のなか
で、被災者支援の実情の把握や必
要な施策の検討、各省庁との調整
などの業務を担っています。
被災者支援の施策は多岐にわた
り、関係する省庁も多いので、政
府全体としての施策の取りまとめ
のため、「被災者の健康・生活支
援タスクフォース」という会議が
復興大臣の下に設置されており、
この会議を通じて各省と調整する
ことも大事な業務です。
被災者支援班のメンバーは参事
官のほか本務の職員２名、兼務２
名です。参事官の牛島は総務省
（旧自治省）からの出向です。震
災時は茨城県の古河市の副市長で
被災者の方々の受け入れをしまし
た。自治体での経験を活かして地
域の課題解決の支援をしていきた
いと考えています。諏訪補佐は厚
生労働省（旧厚生省）からの出向
で、健康面等での支援施策のプロ
フェッショナルです。石川県の県
庁で福祉関係の総括課長や厚生労
働省の局の総括補佐も経験してき
ています。小野山補佐は福島の関

自主避難親子への支援
（避難先に出向いての講座）

被災者支援ニュースレター（創刊号）（平成26年11月○○日）３/４

TEDIC 本ニュースレターに関するご意見、ご要望（見守り活動等について他の自治体の状況を教えてほ
しい等）については、復興庁 被災者支援班までご連絡ください。
（電 話）０３ ５-５４５ ７-４８１、（メール） hisaisyashien.fukko@cas.go.jp

法人事務所内
に「ほっとス
ペース石巻」
を併設

者を支えるため、次の３つの事業
をメインに活動しています。
①学習に困難を抱える子どもを支
える「学習サポート事業」
②居場所がいない子ども 若者を支
える「サードプレイス事業」
③不登校状態にある子どもを支援
する「不登校サポート事業」

安心な場と
自立への
サポート
を提供

これらの活動を通して、地域の
繋がり、セーフティネットを編み
直すため、地域の学生（ボラン
ティアスタッフ）を中心とする大
人による居場所づくりを行い、子
どもたちや若者への寄り添いに努
めています 。

サードプレイス事業

本件に関する問い合わせ先：特定非営利活動法人
（電 話）０５０ ３-１５４ ３-３７７
（メール） info@tedic.net

不登校サポート事業

〝男〟の料理教室（釜石市）
～男性対象の健康教室の開催及び支援～
釜石市では、地区の１人暮らし
や、高齢者の２人世帯の男性を対
象に 「料理を覚えてもらいましょ
う」という活動が震災前よりあり、
長いところでは、２５年ほど前か
ら活動している団体もあります。
震災後は、震災による事情によ
り、１人暮らしを余儀なくされた
方の食生活の問題がより顕在化し
てきてまいました。「バランスの
とれた料理を食して、少しでも元
気になって欲しい」との思いから、
保健師の声掛けにより、ひきこも
り予防、生きがい、仲間づくりを
目的に、震災前からの取組が拡が
り、各地区でも開催するようにな
りました。仮設住宅の団地の談話
室や地域の集会所などにおいて、
月１回程度開催しています。中に
は、自分たちのメニューなどを活
動記録に編纂している地区もあり
ます。メニューは、ご飯、汁物、
主菜、副菜のが基本。五目ずし、
筍ご飯、さんまのつみれ汁、芋の

kenkou@city.kamaishi.iwate.jp

腕を振るう男性陣
ちょっと心配そうな女性陣

「ひとりぼっちがいないまち」を目指した
民間団体による、子ども・若者の支援（石巻市）

教員と連携した
学校内での個別学習支援

放射線に関する講話
被災者支援班のメンバー
（下段左から、諏訪補佐、牛島参事官、
小野山補佐、上段左から、池谷事務補
助員、粟津主査）

本件に関する問い合わせ先：釜石市健康推進課
（電話）０１９３ ２-２ ０-１７９、（メール）

学習サポート事業

石巻市では様々な民間団体が被
災者の支援に取り組んでおり、例
えば、「子ども・若者に対する支
援」、「若者の就労支援や心の復
興に対する支援」、「高齢者の健
康に対する支援」などの活動を実
施しています。
その取組事例の一つとして、被
災地での安心生活基盤づくりに向
け、精力的に活動している民間団
体の取組を３回のシリーズに分け
紹介していきます。第１回目は、
「ひとりぼっちがいないまち、石
巻」を目指し、子ども・若者への
支援を行っている「特定非営利活
（テディック）」で
動法人 TEDIC
す。
では、東日本大震災を契
TEDIC
機に、子どもを取り巻く様々な困
難が浮き彫りになったことから、
「社会的に孤立（ひとりぼっ
ち）」した・しそうな子ども・若
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