
H30.9.28 災害時に必要な対話の場の作り方 

 - 1 - 

災害時に必要な対話の場の作り方 
日時：平成３０年９月２８日（金）１９：００～２１：１２ 

場所：サンポート高松５１会議室 

内容： 

○話してくれた方々： 

西予市野村町 地域づくり協力隊 山口聡子 

ファシリテーション 木下和昭 

ファシリテーショングラフィック 岩下紗矢香 

○ファシリテーター： 

Ｏｆｆｉｃｅ１２３代表 谷益美 

 

○今日の進め方 

・みんなの知りたいことを確認し、それに答えてもらいます。 

・まず何者なのか自己紹介から。 

 

山口： 

・事務所が１．４ｍぐらい浸かり、大規模半壊。 

・誰かのところでも起きるかもしれない、災害の時にファシリテーション講座で一緒になった人

（木下さん）が来てくれて、緊急な時こそみんなの意見を集約できるスキルが生かせるかな。 

・なかなか経験できることではないので共有できたらとここに来ました。 

 

谷：今日の内容を単なるファイルかもしれないですが、簡単なメモとして残したいので。みなさん

この会の Facebookで情報共有を。 

・山口さんは台風の前日、高松で私のファシリテーション講座に来ていてまさかの大規模半壊 

 

木下： 

・印刷屋さんの管理部 メンタル、トイレのつまりの修繕など何でもやります。 

・必要に迫られた面もありファシリテーション、その関係で山口さんと出会い。 

・Facebook で「野村は良いところですね、今度行きますね」と言いながら、「絶対野村に行きま

すね」と言ったのがこれ（今回の西日本豪雨による野村の被災）か。 

・７月１４日に野村に行き、力仕事をする気満々で、つなぎ服を着て長靴、スコップを持って到

着したら、山口さんから言われたことは「今日はファシリテーションして」と。 

 

山口 

・「こんな時だから野村に行きたい」と言われてしまい、今はスコップ、泥かきが欲しいタイミン

グだったのだけれど、場づくりが必要だったので、みなさんにお手伝いいただいた。 

 

岩下： 

・鹿児島出身、愛媛大学社会競争学部の前進のコースで観光や地域づくりに携わる。 

・仕事は、愛媛県西予市 明浜で無茶茶園 有機栽培の会社の営業。 

・洪水の時には私はマンションの２階で無被害。被害が無いなりに、「町が大変なのに自分は何も
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できない」とのジレンマ。建物や気持ちの被害の差がある。 

・ファシリテーショングラフィック 会社の会議が無茶苦茶の時に書いたりするが、野村でみん

なの意見を見える化しまとめたいと参加しました。 

 

山口： 

・野村は海抜０ｍから１４００ｍまである長い町。 

・ダムの過剰な放流で６４０棟、５人の方が亡くなられ、ヒューマンエラーを指摘される方がい

てデリケートな状況。 

 

○壁に貼ってある資料の紹介 

・地域起こし協力隊とは：総務省のお金で地域を起こしている人。一回都会に出ていて都会の経

験を田舎に生かせる人。私は２年目 

１）９月１６日 市が防災フォーラムを開催し、被害の状況をまとめたモノを借りてきた。海か

ら山までの写真と地図。 

 

２）３日間のオーガナイズ：二人のいない３日目は不安だったので、岩下さんがシートを作って

くれた。「これは何のためにやっているのでしょうか」の議論用に用意してもらったシート。 

 

３）写真：無くなってしまう状況を早い段階から記

録。被災して１０日目、道路交通法無視の軽トラ

に大勢乗せて移動、市全域がジオパーク認定され

ているのだが橋が壊れて景観が変わった、外部支

援にプレゼンして資金調達し事務所を再建、自衛

隊による仮設浴室の提供、体育館が避難所に、農

業も１軒で５千万円の被害、・・・ 

 

４）何かしたいけど何をしたらいいかわからないあなたへ 

Ｙｅｓ，Ｎｏで何をやればいいかがわかるシート 

  支援金をとるプレゼン用資料：被災の状況、課題など

の資料を大学生が作ってくれた。そのために情報を正確

に残さないといけないと。 

  子供たちを面倒みる会 

 

５）被災者の心を支えるために （公社）プランインター

ナショナル 

 子供や女の子の自立支援の団体が、東日本大震災のあと

被災者をどう支援したらいいかを整理。 内容はダウン

ロードできる。 

 

６）広報せいよ 西予市の広報誌 ＨＰからダウンロードできる 

 

７）被災した人しか入手できない資料：被災した方への支援制度、仮設住居への入居の手引き ← 
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制度の改定があるたびに改訂してくれている 

 

８）ソトコト 取組が掲載された 

 

19:31～19:47 これらの資料をみんなで見よう 

 

 

 

 

 

 

 

○知りたいこと、聞きたいこと 

１）被災経験のない住民の方と支援者（支援経験がある人、無い人）をどうつないだのか。 

 

２）物資が届き始めたタイミング、マッチングのズレをどう調整していったのか、モノの流れの

マッチングをどうマネージメントしていったのか。 

 

３）昔の良さが残っている人と人のつながりがある野村。自分のふるさとも同じような田舎だが

情報がつながっていない。野村では被災時や日常の情報伝達の流れはどうだったのか。 

 

４）７０代のボランティアが勝手に炊き出しを初めて混乱。方言が分かるからと被災者から話を

聴き個人情報の扱いにトラブル 社協やボラセンを通さない活動が問題に。確実に指示を出す

ことが大事なのかと思うが、初対面の人、バックグラウンドのある人、多様性のあるボランテ

ィア（目的、背景）に、どう最大限効果を発揮してもらったのか。 

 

５）私は西予市や倉敷にも研修で訪問している。ボランティアさんが思いを持って被災地に行っ

ても機能しないことがある。ぶっちゃけ、どういうボランティアは困ったか。 

 

６）四国は風水害が多く、発展途上国も災害が多く、ニーズは時間と共に変わっていき、優先順

位、年齢の違いや家族構成、要介護者の有無など、どうニーズを調整したのか。行政や社協の

人も人数が限られていて、外からのそういった方面の支援者もいるけれど、どう調整されたの

か、調整のコツは。 

 

７）被災した時に本当に必要だったもの、生の声を。 

 

８）全国で豪雨や地震が起き、災害が起き、ボランティアの人がだんだん少なくなっている状況

だと思うが、今はどういった状況か、どんな支援が必要か。 

 

谷：災害が起きたあとに、どうやって復興が始まるのか。復興の始まり方は。 

・まず山口さんから。 
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山口： 

・「復興」と「復旧」のフェーズがある。復旧ができてから復興に入っていく。復興のフェーズに

入っているが、まだ復旧もできていない家もある。 

・ボランティアを頼みたい時にどこに言えばいいか知っているか。ボランティアセンターが社会

福祉協議会にできることが多い。市、県、全国の社協さんがＮＰＯ、ＮＧＯなどと話をして被

災者と支援者をつなぐ。 

・何となくそんな流れを私が知ったのは、東日本大震災で災害ボランティアセンターをした経験

があったから。 

 

フロアから: 

・日常も「ボランティアセンター」がある。災害時にはそれとは異なる「災害ボランティアセン

ター」が立ち上げられるので、「災害ボランティアセンター」と呼んで区別して。 

・「災ボラ」と略することが多い。災ボラをおおむね２日以内に立ち上げる。 

 

・支援をしたいと思ってくれている知り合いが、みんな私のところに「何をしたらいい」と問い

合わせをしてくることが、現地の対応をしながらなので対応がしんどかった。 

・災ボラの立ち上げに不眠不休で準備を進めている。おおむね２日での立ち上げができないこと

もある。役場が、社協が被災したら状況が変わる。 

・社協の被災を想定し、近隣の社協が支援に行く協定を結んでいる。 

 

谷:ボランティアについて思ったことは 

 

○山口 

◇被災地で求められる支援内容にはステージがある 

・最初はガテン系の作業ができる人しか必要ではなく、セラピストが「支援に来たい」と言われ

ても今のタイミングではない。 

 

◇何もしないという選択がある 

・情報収集する班は、地域のことがわからない段階で情報発信することの危うさを考え、情報発

信しないことを選んだ。 

・ボランティアに来てくれた人たちが気持ちよく帰ってもらえるよう、「何もしない」という選択

がある。 

 

◇ニーズとシーズの調整の難しさ 

・地域の人が「これをして欲しい」ということに対応できるならいいけれど、ボランティアの人

が「これをしたい」というのは調整が難しい。 

・大学生も町に泊まる予定のフィールドワークを、バスでの日帰りにした。 

 

◇情報の共有 

・県と社協、外部ボランティア、地域で活動しているボランティアさんの情報共有会議 その会

議をサポートするＮＰＯがある。ジェイボアード 愛媛リソースセンター 

・重機専門、育児専門などの団体 そのような団体の存在を住民は知らない人が多い。 
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・そんな団体がいることを「広報せいよ」に載せているが、伝えたい人と、キャッチしたい人の

マッチングが課題。 

・水に浸かった家の床をはぐって調べてもらうことを頼めることを知らないお年寄りがいる。お

年寄りに状況を聞くと「大丈夫」と答える。でも床下には水が残っていて、お布団がビッショ

リになったりする。 

・どのようなことが起きているかを社協の人たちが勉強する研修があった。 

 

谷：ボランティアをどうまとめる？ 

 

○木下 

・１４日に野村に行こうと思い、７月１２日に山口さんに電話をした。 

・調べても野村の情報が手に入らなかった。義理の姉に電話したら、野村がえらい状況になって

いると知り、山口さんに連絡するのをためらった。返信は次の日の朝５時だった。 

・山口さんから「一人親方の状態です」と聞き、これ以上現状を聞かなかった。 

・勝手にいろいろ想像して準備した。きっとえらいことになっていると思い、連絡するのに気を

使った。 

・ＳＮＳ 情報発信班が何も発信しない決断をした。今必要なモノを発信して届く頃には不要に

なっているかもしれない。２週間後に必要なモノを発信しよう。 

・何が必要か、泥かきをしながらその家の人に「これからどのようなモノが必要ですか」「２週間

後に何が必要ですか」と問うと、家の人は妙な顔をした。 

・今は泥かきで大変な状況で２週間後のことなんて考えられない。 ← 聞いてはいけないこと

を聞いてしまった、その時の家の人の顔を忘れられない 

 

・野村や西予をよく知っている顔見知りの山口さん みんなの前で「この場を仕切るのは木下さ

んです」と紹介してくれた。そのことがありがたかった。 

・小さな班に判断をゆだねると瞑想する。この時点では、「こうしなさい」と方針を指示すること

が大事。 

 

○山口 

・ニーズがあるところにボランティアを連れて行き、その場でリーダーを決めはり付けていく。 

・「コンタクトがなぜいけないのか」など、知っておかないといけないことをレクチャーする。社

協とつながらずにやってしまうと、そんな情報も知らずに現場に入ることになる。 

・質問されないこと、気を使ってくれていると感じた。 

 

谷：ＳＮＳ ちょっと楽しめるイベントなどの情報を発信していることが印象に残っているのだ

が・・・ 

 

山口：ちょっと嬉しい、笑いにつながるイベントの情報 野村を訪れた方が「こんなに変わってい

る」とショックを受けると思い、気分が落ちない何かをしなければと思い集まれる場所などを

作り情報発信した。 

 

谷：緊急時のファシリテーションは 
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木下： 

・議論しているときは真剣、合間でリラックスできるよう、笑顔が出るよう気を使った。 

・泥かきの時、泥をかいてもかいても終わらない。泥かきしながらの会話の中で笑顔が生まれる

ように、家の方と学生との共通点など、話題に意識をめぐらした。 

 

谷：共感できようになる会話。 

 

木下： 

・写真を撮るときには許可を得てから撮ろうね。 

・話を聴いて欲しい人には、話を聴いてあげてください。答えを提示する必要はない。聞いてあ

げることに徹して。 

 

谷：岩下さん、壁の模造紙は書き方が違うと思うのだが、書きながら意識していたことは？ 

 

岩下：みんなの頭の中を共有したいと心がけた。学生さんも入れ替わるので、昨日のこと、明日や

ることを引き継げるよう意識した。 

 

山口：受け入れをするにあたって、学びにもなっているということで受け入れた。今日やって、次

に生かせることは全部出して、引き継ぐ。社協はそうやっている。 

 

岩下：リクエスト、持ってきたらいいこと、やろうとしてきたこと、やったことを記録した。 

 

谷：朝、夜、ふりかえり 見える化したことで、何をやってきたか、何をやるべきかを共有できる。 

 

山口：いろいろな人からしゃべりやすい場づくり。感想を聞き、明日に何が生かせるか、何でも言

ってもらい、まとめた。 

 

谷： 

・一日作業をすると、いろいろな思いがたまっている。それを整理する。 

・思いやりや想像力 経験 

・台風が来る、高松もいつ何が起きるかもしれない。 

・自分自身が何をしたらいいのか、どんな行動をしたらいいのか、私は社協の役割をインプット

できた。 

 

20:48～20:58 今思っていることを、参加者 4～6名のグループで共有してください 

◇Ａさん 

・方針を決める人、タスク割 指示が大事。 

・社協さんとのかかわり方を住民一人一人がよく学び直さないといけないと思った。 

◇Ｂさん 

・現状、復旧のフェーズにあること 

・思いがあふれるといろいろ聞いたりする。思いやり、イメージを持って聞きたい。 
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◇Ｃさん 

・何かしたいとの気持ちと、相手の気持ちの温度差がある。それを自覚して発信していかないと

いけない。 

・今はセラピスト要らない その通り 

◇Ｄさん 

・必要な時期に必要なこと、待つこと、災ボラ立ち上げの時間をできるだけ短くしていかないと

いけない、難しいけどそういうことも考えないと。 

◇Ｅさん 

・情報を発信しない、何もしない決断、今欲しいものでは無く２週間後に必要なモノを情報発信

する 情報とリアクションのタイムラグを考えている。 

◇Ａさん 

・排水作業にバスタブを使ってポンプを使おうと家の方に提案 捨てると決めても、自分が入っ

ていたバスタブに泥水を入れることの相談 お父さんだけで決まらなかったことも、夫婦で相

談してもらって決断が出来た ← 想像することが大事 

・捨てるものでもきれいに捨てたい。 

 

谷： 

・必要としている支援 一人一人違う 

・誰が何をできる人か、人のリソース集、助けが要るときに相談できる人、思い出せる人をたく

さん知っておきたい。 

・やりたいと思った山口さん 来たいと思った木下さん うっかりついてきた岩下さん 

・人と人をつないでいく機会をこれからも作りたい。 

 

岩下： 

・ほかの地域、支援される方で、違った取組をしている。今日の話は、私の一つの経験だとして

聞いていただき、情報収集して。 

・自分は○○ができますと、みんながリーダーになる必要はない。 

 

木下： 

・ボランティアに行きたいというのは、ある意味、僕のエゴ。 

・東日本大震災では、即決即行動だった経験。熊本の時に行かなかったことでモヤモヤ、野村に

行って良かった。 

・「これ、ファシリのグループにアップしてね」の一言が、今日のこの会につながった。 

・いろんなタイプの人が、いろいろな役割が発揮でき、リーダーばかりではいけないし、みんな

の個性が発揮できると。 

 

山口： 

・変えたくても変えれない地域の現状、「今こそ地域起こしでしょ」との思い。 

 

できる範囲で、できるだけやる、いろいろな形でつながっていきたい。 

 

山口： 
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・地域の方々はふりかえれていないし、ふりかえることが怖い。 

・みんなのエゴだとしても、何かをしたいと思ってくれたことが嬉しく、私が受け入れがいっぱ

いいっぱいだったからの今回の話しで、社協さんでは土日祝日限定でボランティアを受け入れ

ている、まだ西予市、大洲、宇和島も受け入れしているので、有償ボランティアもあったりす

るので、「地域に来る」「買って応援」「泊まって応援」、何かを感じてもらって、みなさんが大

切に思っている人や場所に、今日のお話がヒントになってくれれば。 

・持病をお持ちの方は１週間分ぐらい多めに薬をもらっておくだけでも自身の安心、安全。 

・「避難指示」が絶対に避難しなければいけない指示だと言うことを覚えておく。 

・携帯に災害情報などのアプリを入れておく。 

・自分の大切な命と、自分のまわりの少し弱い人の命を日常も含めて大事にすると、円滑なコミ

ュニティができるのでは。 

 

谷： 

・今日の会費から部屋代など必要経費５千円をのぞき、残金の全てを山口さんにお渡しします。 

・イベントページにアップしてください。一言のコメントで結構ですので。 

 

－以上－ 
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