平成二十六年十二月二十六日

復興庁 被災者支援班

被災者支援ニュースレター

（第２号）

石巻会場の様子

総合施策の具体化
各地で意見交換会を開催
総理指示を受けて今年８月に
策定した「
被災者の健康・生活支
援に関する総合施策」
の具体化
に向けて、復興庁と県・市町村、
社会福祉協議会や支援団体な
ど、被災者支援の関係者が会し
た意見交換会を 月 日から

施のための財源措置の必要性な
どについてご意見をいただきまし
た。
被災者支援については、これま
で様々な補助制度が設けられて
いますが、それぞれ当初の事業
目的が定められています。各制
度を活用することで現場のニー
ズに対応できるようにしてきてい
るところですが、さらに総合的
な被災者支援の観点から活用し
やすい制度や継続的に支援活動

復興庁が新たな事業として立
ち上げる「
被災者支援コーディ
ネート事業」
（ 年度から前倒し
実施）
については、制度や地域、
被災者と支援団体をつなぐもの
として期待が寄せられました。
民間企業の社会貢献活動（ＣＳ
Ｒ）
について、実施される地域の
偏りがあるので調整してほしいと
いったご意見や、復興支援員を
導入しようとしても人材が確保
できないので支援してほしいと
いったご意見などをいただいてい
ます。復興庁としても成果が上
がるよう努力してまいります。

コーディネート事業に期待

を実施できる安定的な仕組みは
検討課題です。
また、相談員等の方々について、
支援活動の実績が生かされる仕
組みについても総合施策で検討
課題としています。この点につい
て、感謝状があればやる気が出
るといったご意見のほか、資格要
件につながるよう経験年数が考
慮されるといいというご意見もい
ただきました。これらの点につい
ても、さらに検討していきます。

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。

月 日の間に、宮城（
石巻・仙
台会場）
、岩手（
釜石、宮古会
場）
、福島（郡山会場）の各地で
開催しました。
意見交換会では、総合施策で
強化することとした施策の全般
について説明と意見交換が行わ
れ、各回とも４時間以上にわ
たって活発な議論が交わされま
した。復興庁としても現場の生の
声を直接お聞きする貴重な機
会です。本号では、この意見交換
会での主なご意見・質疑等につい
て御紹介します。

安定的な予算確保
各地共通してご意見をいただい
たのは、被災者支援の人材確保
のための予算の点でした。活用し
てきた事業によっては災害公営
住宅移転後の支援が対象となら
ないなどの点や継続的な事業実

釜石会場の様子

被災者支援コーディネート
受託事業者を決定
の官民連携の経験が深く、企業
と自治体とのマッチング、連携案
件形成のサポート等を行ってき
た団体です。例えば、釜石市に
おいて復興支援員（
通称：釜援
隊）
を導入し、地元住民と避難
者の協働によるお祭りイベント
等を通じ、住民主体のコミュニ
ティ活性化を行ってきています。
ふくしま連携復興センター、
みやぎ連携復興センター、いわ
て連携復興センターは、各県域
で復興の中間支援を行い、各地
域の被災者支援ネットワークに
深く貢献してきた団体です。
来年 月から月２回、復興庁
と全コーディネーターで、活動状
況の情報共有や対応案の検討の
ためにコーディネート事業全体
会議を開催し、３月までに数件
のコーディネートの案件組成と
来年度の取組可能性について調
査を実施していきます。地域の
皆様にもご協力をお願いするこ
ともあると思います。どうぞよ
ろしくお願いします。
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【
復興庁 被災者支援班】
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宮古会場の様子

創刊号で被災者支援コーディ
ネート事業の前倒し実施につい
てお知らせいたしましたが、今月
の 日に事業の受託者を決定し
ました。ジャパン・プラットフォー
ム（
ＪＰＦ）、ＲＣＦ復興支援チー
ム、ふくしま連携復興センター、
みやぎ連携復興センター、いわ
て連携復興センターの共同提案
を採択しています。
この事業は、復興庁被災者支
援班で、①被災者支援に新たな
団体を取り込むなど支援体制
を強化すること、②民間企業の
ＣＳＲ活動を自治体のニーズと
マッチングすること、③生きがい
づくり事業を実施する団体と調
整を行うことなどのコーディネー
トを行うに当たって、現地との連
絡調整などを委託するものです。
受託事業者のＪＰＦは発災直
後から被災者支援のための駐在
スタッフを被災３県に配置し、地
元ＮＰＯへのファンド、企業支援
マッチング、支援者間の連携、調
整に取り組んできた団体です。
ＲＣＦは企業と被災地自治体間
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転後のコミュニティ形成の支援につ
いてご意見をいただきました。集
会所の備品の整備への支援が必
要という御意見については、意見
交換会後、復興交付金の効果促
進事業で対象とできるよう調整
しています。今後もいただいたご
意見をもとに課題に対応できる
よう調整してまいります。
郡山会場の様子
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心の復興事業に関心
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様々な質問・意見に答える
復興庁・牛島参事官

仙台会場の様子

「
『
心の復興』
事業」については、
各地域で被災者の心身のケアや
生きがいづくりのニーズが強く、
高い関心が寄せられました。
この事業については、仮設住宅
のほか、災害公営住宅に移転し
た方やその他の被災者の方々も
含めた活動についても対象にして
よいかという御質問をいただき
ました。主には仮設住宅で長期
避難をされる方々の心身のケア
を目的としたものですが、移転
された方等も含めた活動が効果
的である場合には、そのような
事業を対象としてよいと思われ
ます。また、活動のための人件費
も対象となることや株式会社、
自治会連合会などの任意団体も
対象となりうることについて説
明させていただきました。今回の
意見交換会で検討されている事
業についての調査をお願いしたと
ころ、 月末時点で 事業以上
の提案をいただいています。この
調査をもとに、対象となる事業
ができるだけ早く実施できるよ
う調整し、改めて申請の手順につ
いてご連絡させていただきます。
このほか、総合施策でも重要な
課題としている災害公営住宅移
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共有スペースでの昼食

おきらく教室（ふまねっと）の様子

寒さが一段と厳しくなってきま イスに掛け、扇風機などで風を当て
、風呂のふた閉
した。窓を閉め切り、暖房を付け たりすると効果的）
てお過ごしになられる方も多いた めの徹底、エアコンや扇風機、換気
石油ストーブは
かと思います。その際、注意しな 扇のこまめな使用（
ければならないのが、結露による 燃焼時に水分が出るため、乾燥に
「
カビ」
の発生です。厚生労働科学 は適しません。また、換気扇の電気
消費電力 ワットの場合）
は、
研究班では、東日本大震災被災 料金（
地の応急仮設住宅における「
カビ」 常時使用の場合で、１カ月で約３０
などが効果的です。
のアレルギーリスクの研究を行って ０円程度です。）
います。一般に、「
カビ」
は、喘息の カビによる、喘息の再発・悪化や
再発や悪化、アレルギーの原因に アレルギー等の初期症状は咳、痰、
なることから、放置せず、しっかり 倦怠感、息切れなど、風邪の症状
と似ていますが、治療開始が遅れ
駆除することが重要です。
「
カビ」対策の基本は、①カビの ると症状が進行することもありま
す。カビ対策と早めの受診を心がけ
「
除去」
、②カビが生えた場所の
ましょう。
「
乾燥」
、③カビが生えた場所の
「
消毒」
、④消毒した場所の「
乾燥」 ご不明な点があれば、お近くの保
です。例えば、プレハブの仮設住宅 健所や市町村へご相談ください。
（
気密性が高く断熱や換気性能が
低い場合があり、また、室内に物 （参考） http://www.mhlw.go.jp/file/ Seisakujouhou-Kenkoukyoku/
を多く置かざる得ないため、換気
.pdf
やハウスダストの除去が行き届か
なくなることが多い）
では、室内の
換気はもちろん、洗濯物の部屋干
本件に関する問い合わせ先：
しはなるべく避け（部屋干しの場
厚生労働省健康局
合は極力エアコンや
を使
換
気
扇
等
が
ん対策・健康増進課地域保健室
（電話）０３ ５-２５３ １-１１１（代表）
用）
、布団干し（
屋内ではカゴや

本格的な冬を迎えるに当たっての
「
カビ」
にご注意ください

本件に関する問い合わせ先：大槌町地域包括支援センター
（電話）０１９３ ４-２ ８-７１６、（メール） choju@town.otsuchi.iwate.jp

【岩手復興局参事官補佐 本舘健】

人一人が他の方に対する自然な
気遣いができるようになってき
たことを感じているとのことです。
現在では、趣味活動を通じて
閉じこもり予防、新しい仲間づ
くりを支援する「
おきらく教室」
を開催しています。町内外から
講師を招き「
編み物、ちぎり絵」
等の教室を実施しており、参加
者間の交流から自主的な活動に
もつながりを見せ始めています。
今後は、男性の参加を促すと
共に、自主活動へ移行して趣味
活動を継続していけるよう支援
をしていきます。
男性への参加を促す「
大切なあ
の人に作る親父の愛情料理教
室」
、「
イケテル女子のビュー
ティー教室」
などのユニークな名
称の取組の開催や地域で出向い
て子供たちにも教えていこうと
大槌町とも相談しているところ
です。

「
楽らく体操・
高齢者なんでも相談会」 （
公益財団法人いきいき岩手支援財団・
大槌町）
～仮設住宅等での高齢者の閉じこもり防止や生活不活発病の予防等の取組～

大槌町では、応急仮設住宅が
身近な場所で簡単に体を動かす
完成した、平成 年８月頃から、 ことを目的に「
大槌ぴんころ体
公益財団法人いきいき岩手支援
操」
を考案し、楽らく体操で指
財団の支援を受け、高齢者から
導面でも協力を得ながら普及活
の相談対応、応急仮設住宅等で
動を行っています。
の高齢者の閉じこもり防止や生
対象は 歳以上で、陶芸教室
活不活発病の予防等に取り組ん 等の特別企画も行いながら町内
でいます。
の応急仮設住宅集会所や既存の
公益財団法人いきいき岩手支
集会所を巡回しています。
援財団では、震災直後、大槌町
高齢者なんでも相談会では、
内に 数か所ある避難所を高齢 主に健康面、介護サービスについ
者の体調管理等のため週に１回
ての相談が寄せられていますが、
程度訪問していましたが、応急
「
イベント等があっても一人だと
仮設住宅の完成とともに新たな
知り合いもいないため参加しづ
コミュニティづくり、皆が集える
らい」
「
最近、眠れなくなり薬を
場がほしいという声を受け、大
服用することになった」
等の参加
槌町地域包括支援センターの依
者の声を活動日誌として編纂し、
頼を受け、楽らく体操・
高齢者
大槌町地域包括支援センターと
なんでも相談会を開始しました。 連携しながら、高齢者の困りご
当センターには看護師も常駐
とや悩みごとを一緒になって考
しており、体重測定、握力測定、 えています。
血圧測定等の健康管理を行って
取組を継続する中で、参加者
います。また、大槌町地域包括
から感じる「
また来てくれたん
支援センターでは東京大学大学
だ。」という安心感、参加者も同
院地域看護分野の協力を得て、 じ気持ちを共有することで、一
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井戸端長屋形式の災害公営住宅（
相馬市）
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おきらく教室（ちぎり絵）の様子
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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
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長屋形式の災害公営住宅の外観
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mitsuyuki-i@city.soma.fukushima.jp

00
00

20

10
90
00
00

20

24

本件に関する問い合わせ先：相馬市建築課
（電話）０２４４ ３-７ ２-１４８、（メール）
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被災地だより

相馬市では、被災者向けの災害 孤独状態を防いでいます。入居者
公営住宅整備にいち早く着手し、 にも「
仮設住宅よりいい環境」
、「
一
平成 年５月に東日本大震災後と 人でいるさみしさがまぎれる」と好
しては最初の災害公営住宅を完成 評のようです。
【
福島復興局参事官 高山研】
させました。また、その造りを長屋
形式にし、入居者が度々顔を合わ
せるよう設計されているという特
徴があります。
具体的には、①毎日の昼食はＮＰ
Ｏが配食したお弁当をラウンジの
ような共有スペースで一堂に会して
食べ、入居者の孤独状態を防止 ②
ランドリースペースは共同にし、井
戸端に入居者が集うよう配置 ③
ランドリースペースの近くには１０
畳の畳コーナー、その外側にサン
デッキを配置 ④全館ユニバーサルデ
ザイン・
バリアフリー（
手すり、車椅
子用トイレ）
⑤手すり付きの大浴
場を設置 ⑥ボランティア活動に対
応するためのスペースを設置 ⑦来
客対応の客間を配置 ⑧共助スペー
スを災害時の支援拠点として利用、
などの特徴があります。
入居者の８割は単身の高齢者で、
平均年齢は 歳程度ですが、１日
に１回は入居者が顔を合わせ、
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