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新宮市魅力発信女子部
女性が来たくなるまち 新宮市

新宮市に女性だけで地域の活性化に取り組んでいる団
体があるという話を耳にして新宮市内の知人に尋ねると︑
市役所の勢古口さんに尋ねたらと教えていただき︑早速︑
新宮市役所を訪ねました︒
勢古口千賀子さんは︑商工観光課長をされておられお

新宮市魅力発信女子部

その新宮市で発足した

﹁新宮市魅力発信女子部﹂

力を発掘し紹介する情報発

は︑そのような新宮市の魅

こころよく引き受けてくださいまして︑寄稿していただ

信と地域の活性化に取り組

忙しい方ですが︑事情を説明し執筆を依頼したところ︑
きました︒

ら電車で約４時間半︑名古

に位置する新宮市︒大阪か

三重県と和歌山県の県境

流通に代わり道路が発展す

でした︒それが︑船による

が宴を広げるにぎやかな町

が闊歩し︑木材商の旦那衆

盛期には︑まちなかを芸子

材の集積地として栄え︑最

市︒その昔から城下町︑木

に︑平成

たいと考えています︒

人口の拡大につなげていき

し︑将来の移住定住︑関係

新宮市﹂となることをＰＲ

り﹁女性が来たくなるまち

性が住みやすいまち〟であ

年度から女性職

年には

人口もピーク時の４万６

した︒女性目線で︑豊かな

通信ＳＮＧ４﹂を発行しま

あ る 新 宮 城 跡 の ほ か︑ 文

の世界遺産や国史跡指定で

神倉神社︑阿須賀神社など

るといわれている女性︒女

買ったり︑旅の決定権を握

べたりおしゃれなお土産を

いろんなおいしいものを食
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んでいます︒新宮市が〝女

屋から約３時間半︑東京か

るにつれ︑高速道路の通ら

員４人で情報発信の一つと

はじめに

らは約５時間半と︑どこか

ない辺境の地となってしま

してニュースレター﹁新宮
０００人から平成

観光資源に恵まれる新宮市

豪・佐藤春夫︑文化学院を

性が行くところに男性も付
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この取り組みを始める前

らも遠いところです︒

いました︒

そんな新宮市ですが︑和
２番目︑近畿でも８番目に

３万人を割ってしまいまし

歌山県で和歌山市に次いで
市制施行した熊野の中心都

の魅力を紹介しようと取り

開設した西村伊作︑中上健

いてくるのではないかと︑

道をはじめ︑熊野速玉大社︑ 組んだものです︒旅行して

次など多くの文化人を排出

定番とは違う女性からの情

報発信をずっとやってみた

する歴史と文化に彩られた
まちです︒
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方針でも︑女性が輝く社会

た︒それが︑ちょうど国の

だと思ったこともありまし

とがあり︑この企画は無理

ガジン﹁新宮人﹂の作成に

まず︑初年度はウェブマ

よる企画と

いチームに

とても楽し

する企画案

をつくることを最重要課題

取り組みました︒作成ワー

事務局によ

員のほか会社員︑デザイナ

とし﹁すべての女性が輝く

クショップでは﹁魅力的な

る観光スポ

たものが新宮市魅力発信女

政策パッケージ﹂を本部決

新宮人﹂の情報を出しあい

ットの紹介

いと思っていました︒４人

定︒女性が仲間を見つけて

共有しあったほか﹁新宮の

をウェブマ

も作り上げ

活動し支え合えるようなネ

魅力・新宮の宝﹂となりそ

ガジンに掲

ー︑記者︑主婦︑議員など

のお薦めスポットやお気に

ットワークを支援すると記

うな企画アイデア出しを行

載すること

子部です︒それでも︑実現

入りのものを紹介︒それが

されおり︑まさしく自分た

いました︒若い女性ならで

ができまし

でそれこそ自由に自分たち

日本広報協会の広報紙で取

ちの考えていることと合致

はのアイデアが次々飛び出

た︒同マガ

楽しむ人が増え﹁女性が来

取り組みは地方紙をはじ

媒体に掲載いただきまし

め︑中央紙︑ラジオ︑地元
主や観光ガイドなど約

そのほか明治大学で開催

た︒そのほか﹁新宮人﹂を

新宮市﹂の
んでくれるのだろうか︑興

人 を 取 り 上 げ ま し た︒ メ

し た﹁ 熊 野 学 フ ォ ー ラ ム ﹂

もとに報道機関が掲載され

たくなるまち

女性のほか︑

そして魅

り上げられ︑広報コンクー

するものと企画を進めてい

し大変盛り上がり︑一般的

ジンを見て︑

ました︒

ルの企画部門で入選となり

ったものです︒

な﹁会議﹂ではなく︑どん

新しい素敵

さまざま︒

ました︒

そして︑国の地方創生事

どん意見が出てアイデアを

な出会いや

するまでにはいろいろなこ

ニュースレター作成から

業の一つとして認めていた

重ねていくという活発な意

新しい旅の

力的な新宮

調子に乗って︑もっと取り

だき﹁市民とつくる魅力発

見交換の場でした︒紹介す

魅力的な新宮人

組みを発展させたいと考え

信事業﹂として事業開始し

人

スタイルを
特化し︑約２００件︑

る魅力的な新宮人も女性に
決定してからも女子部の

の名が挙がりました︒

味を持って取り組んでくれ

ン バ ー は︑ ワ ー ク シ ョ ッ

で女子部メンバー２人が

ている新宮女性を取材︑中

ケーブルテレビ︑月刊広報

るのだろうかと不安はあり

プ以外でもチームごとに

﹁ 新 宮 人 ﹂ と﹁ 新 宮 市 魅 力

ＰＲにつなげればと考えて

代ま

facebook や カ フ

央紙などで報道するなどの

で掲載︒ネットメディアも

人に

発 信 女 子 部 ﹂ の PR を 実

歳の

〜
での平均年齢

ェなどで熱心に打ち合わせ

派生効果も出ています︒

20
33

ました︒それが

より取り組みをスタートで

施しました︒

います︒

市長、新宮人掲載女性と女子部メンバー

を行い︑同マガジンに掲載

そのなかから︑女性商店

40
きました︒メンバーは市職

から︑公募したら皆申し込

部員はまったくの無償です

ました︒

ワークショップ風景

35 40
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学術・社会連携部と協働し︑ る ﹂﹁ ハ イ ヒ ー ル は︑ お し

ショップとして︑明治大学

アクションづくりワーク

を開催︒

米良はるかさんのセミナー

ど幅広くご活躍されている

でダボス会議に参加するな

ち上げ︑日本人史上最年少

﹁ＲＥＡＤＹＦＯＲ﹂を立

ドファンディングサービス

そして︑日本初のクラウ

展開の資料としました︒

ト ﹄﹂ を 行 い︑ 今 後 の 事 業

子﹃新宮に関するアンケー

性を対象とした﹁〜新宮女

ゃれ新宮女子のシンボル﹂

の中を見ると︑景色が変わ

履いて５㎝上の目線から世

バ ー﹂︑ は﹁ ハ イ ヒ ー ル を

い﹁新宮に旅するブックカ

緒に持ち歩いてもらいた

跡をお気に入りの文庫と一

の 靴 図 鑑 ﹂︑ 新 宮 の 名 所 名

にして紹介する﹁働く女性

タイルを﹁靴﹂をモチーフ

働く女性の仕事やライフス

の後押しにもなる新宮市で

本 箱 ﹂︑I・U タ ー ン 施 策

光施設を紹介する﹁新宮絵

ストとストーリーで市内観

ら︑ こ だ わ

気持ちか

たい﹂との

ントを作り

たいイベ

ちが参加し

﹁自分た

でした︒

まり大盛況

の観客が集

当日は大勢

街 で 開 催 し︑

たいと商店

として使い

ひとも会場

ためにもぜ

域活性化の

アンケート結果から
事業化

は﹁ 住 み や す い ま ち 新 宮

同大学女子学生

というメンバーの気持ちと

り抜いたイ

年度

市﹂をよりＰＲするために

市を訪れ新宮女子とワーク

実現までの紆余曲折を乗り

タリアンコ

地元観光ガイドの案内によ

るフィールドワークも行い︑ た﹁ ハ イ ヒ ー ル ラ ン ﹂︒ 地

ジャスな大人のピクニック

ップを楽しむちょっとゴー

ドル創りなどのワークショ

ースランチやヨガ︑キャン

雑誌﹁事業構想５月号﹂に

出﹂の地方創生の事例とし

おける女性活躍の場の創

体での関心の高い﹁地域に

ジェクト︱﹂に全国の自治

の世界遺産登録地などを巡
り︑﹁ め は り 寿 司 ﹂ づ く り
体験も行いました︒

子部の今年度事業の活動報

働企画も多数あり︑イベン

そのほか各方面からの協

での﹁地域×デザイン展２

また︑東京ミッドタウン

た︒

などにもとりあげられまし

への女子部員の出演や雑誌

ト協働開催や︑テレビ番組

０１７︱まちが魅えるプロ

した︒

告と﹁新宮市﹂をＰＲしま

28

りレンタルサイクルで市内

﹄など︒
﹃ Shingu Picnic
そ し て︑ 平 成 年 度 も

も掲載されました︒
のアクショ

そして︑ワークショップ
で作り上げた

ンアイデアのなかから事業
化につながると思われるも
のを形にしていきました︒
新宮の新しいお土産とな
るメンバーのかわいいイラ

東京ミッドタウン「地域×デザイン展」にて

ハイヒールラン

て活動を発表︒その内容は︑

﹁熊野学フォーラム﹂で女

10

26

２年目となる平成

新宮市に在住または勤務女

ショップを開催しました︒

越えた熱意によって開催し

人が新宮

学生は︑地域の魅力に触れ

新宮ピクニック

28
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らおうという﹁ほっこりツ

で参加者にほっこりしても

性が楽しめるまちなか観光

画アイデア実践として︑女

デア発想を行いました︒企

力を体験できる企画のアイ

に協力︑意見交換などを行

﹁ 中 山 間 ス タ デ ィ ツ ア ー﹂

大阪市立大学とも同大学の

レビ出演などもありました︒

催イベントＰＲブース︑テ

バーの講演︑青年会議所主

める人材﹂についてのメン

・一般女性が事業者と係わ

ものと思われる︒

にも将来的にはつながる

致とともに移住定住促進

ァンを獲得︑観光客の誘

組みを進めている︒

な市場創造に向けて取り

連携することで︑新宮に住

ークにつながり︑関係者と

ている女性たちのネットワ

がそれぞれの分野で頑張っ

今後︑このプロジェクト

していただいたことのひと

宮市魅力発信女子部を評価

の高いまちとして︑女子部

す︒

つであると自負しておりま

アー﹂女子部協働開発オリ
いました︒

ることで支援者を得るこ

む︑働く女性がやりたいこ

たな意欲の触発につなが

なり︑定住・移住者を牽引

のメンバーがそのモデルと

・メンバー間︑メンバーと

してくれることを期待して

新宮市魅力発信女子部の

商店街や地域団体など多

っている︒

・情 報 発 信 に よ り 新 宮 の フ

の取り組みは前年までの振
ジナル弁当﹁彩り今昔めは

そして︑メンバーが地域

と︑事業者にとっては新

とができる︑幸せの満足度

﹁ほっこりツアー﹂と
﹁新宮城てっぺん
スケッチツアー﹂

り返りと今後の事業につい
り箱﹂を作成した﹁新宮城

活性化団体を設立︑メンバ

しい発想から事業への新

年度

て︑地元事業者とのワーク
て っ ぺ ん ス ケ ッ チ ツ ア ー﹂

ーの起業もありました︒

３年目となる平成

シ ョ ッ プ を 行 い︑ 新 た な
を開催︒どちらも若い女性
ならではの企画
であり︑今後ガ
イドメニューと
して定着させた

組みも生まれている︒

活動を通じて得た何よりも

います
とのワークショップを行い︑

・ネットワークの拡大によ

大きな成果は︑市内の民間

くの団体との新たな取り
新宮港に入港するクルーズ

り︑それぞれのやりたい

企業︑市民と協働で︑みん

年度も地元参加者
そのほか︑引

船乗客へのオリジナルツア

ことの事業実現の可能性

なで一丸となって地域活性

平成

き続き協働企画

ーやイベントテストなどを

を広げている︒

いと思っていま

として国行政機

行っています︒
青年会議所など

想像力を地域活性のために

自分たちのスキルや行動力︑

交流の幅も広がっている︒ 性も輝く︒仕事も子育ても

の行政からの関心も高く

げてもらったことで︑他

化に取り組めたことだと思
と事業に取り組

無償で提供してくれている

しやすい︑女性が幸せなま

地域の女性が輝けば︑男

います︒
みました︒地元

などが挙げられます︒
ぶ︵丹鶴商店街

・市 内 の 民 間 業 者 と 協 働 し

して

た﹁女子部﹂がたくさん生

した情報発信に主眼を置い

県内でも若年女性を中心と

今後も活動していきたいと

なまちづくりを目指して︑

こと〟が実現できる︒そん

女子部をきっかけとして︑ ち︒自分たちの〝やりたい
編 ︶﹂ や 女 子 部

て取り組みを進めること

実際にこれまでの成果と

ブース出展のほ

思っています︒

きがけとなったことも︑新

まれてきています︒そのさ
・商品を試作販売して新た

ができた︒
の﹁これから求

か︑市内高校で

の中心で愛を叫

のです︒

このように︑メンバーは︑ ・多くのメディアにとりあ

関や地元商工会

30

イベント﹁新宮

議所︑商店街︑

す︒

地域の女性が輝けば︑
男性も輝く

﹁新宮人﹂の発掘や市の魅

「ほっこりツアー」
：神倉神社にて
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和歌山県地域・自治体問題研究所総会記念講演

地域おこし協力隊から起業へ（ 後 編）
―協力隊を上手に使い和歌山を盛り上げる―

今回の記事は︑一〇月号で掲載した９月１日の当研究所

感で行ったら問題が起きる

いというか︑そのスピード

︵文責・西岡︶

総会で行われた森雄翼氏の講演会の後半分を掲載します︒

協力隊の上手な使い方

なったんです︒そのときに︑

続けて︑結局やめることに

だろうって︑待ったをかけ

意見交換してきて︑新しい

いろんな協力隊の方々と
町で０から１をつくるのっ

てかなり難しいというのと︑ その待った待ったのやりと

方が︑僕は正解だと思うん

です︒

岡山県の六島の事例なん

ですけれども︑この方は︑

代の方で︑農業

大阪でずっと福祉のことを

やってた

とか醸造とかはやったこ

とない方なんですけれど

も︑地域の方々がソバをつ

あえず地域の活性化チーム

のか分からないので︑取り

担当の人も何をさせていい

るというのがあるんですよ

すると︑こういう事態にな

りました︒中途半端に募集

大炎上するということがあ

したらいいか分からないし︑ それがネットでさらされて

例に当てはめてみると︑熊

うんですよね︒熊野川の事

違うという事態になっちゃ

い︑入ってみたら何か話が

たいのにやらせてもらえな

りが文書で残っていたので︑ 分からない︒私はこれがし

ちっちゃなビール工場に弟

が来ています︒彼も岡山の

て︑クラフトビールブーム

っちゃな醸造所が増えてき

起業したんです︒全国でち

ールをつくるということで

てるので︑自分はそれでビ

くってるとか︑麦をつくっ

に入ってくれみたいなやり

野川には︑地域活性化チー
なので︑一番いいやり方

ね︒

方のところが結構あるんで
す︒

意して︑１から

だまだ元気な方々が︑米づ

退職された

国販売はしてないんですけ

作放棄地が増えてきていて︑ 販免許は持ってないので全

くりをやってます︒でも耕

ど︑樽でジョッキに入れて

を開発しています︒まだ酒

六島のソバとか麦でビール

って︑自分で工房を構えて︑

代のま

い問題が起きました︒その

程度の自由を協力隊に与え

そこに花を咲かせようと頑

は︑ある

方は︑民間の大企業でバリ

ないとうまくやっていけな

張っています︒ただ︑花を

は︑０から１を行政側で用

バリやってた方で︑地域を

いと思うんです︒

県内のある市では︑すご

おこしたい︑ノウハウもあ
ですけれども︑行政はその

ふうにしたんです︒その募

として受け入れますという

式で採用された人を協力隊

らい︑それをコンテスト形

ジネスプランを提出しても

街のビル１棟を使って︑ビ

の内容なんですけど︑商店

島根県川本町の取り組み

果物を加工してくださいと

地域で頑張っているその成

きに︑その活性化チームの

をどう絡めるかと考えたと

ね︒なので︑ここに協力隊

咲かせて終わりなんですよ

地域の人の得意分野︵一次

力隊の得意分野なんですね︒

いう募集は駄目なんですよ︒ な二次産業︑三次産業が協

お手伝いをしてくださいと

産業︶と協力隊の得意分野

ビールに結び付けるみたい

す︒こういう地域の産物を

かに出店しているみたいで

で︑飲食店とか︑フェスと

販売するのはオッケーなの

りますという感じで来たん
スピード感についていけな

集の仕方が一番いいなと思

か︑それで何か事業をして

代︑

子入りして︑つくり方を習

曖昧な募集で来た人は何を

30

ムがあって︑皆さん︑定年

島根県の事例

い ま し た︒ 逆 に 不 明 瞭 だ

70

をうまくミックスさせて︑

60

くださいという募集のやり

10

と︑あいつ何やってるのか

森雄翼氏

雄 翼
森
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のかなと思います︒地域の

させるような使い方がいい

成果物を面白いものに昇華
ですけども︑これでは絶対

た︒よくあるパターンなん

の事務員として募集をかけ

いい人材が集まらないです︒

す︒募集が下手だと本当に︑

大事なところかなと思いま

を見せてあげるというのが

という期間が決められてい

協力隊というのは︑３年

います︒

いいのかなというふうに思

として協力隊を導入したら

る地域活動に︑ガソリン役

まらない︒北山村でも同じ

で︑これにはいい人材が集

クリエイティブではないの

うに働かされるのは︑全然

通にサラリーマンと同じよ

社員よりも安い値段で︑普

行くわけです︒なのに︑正

なことをやるために田舎に

課題は何なのか︑それを一

をしたらいいのか︑地域の

ですけど︑どうやって募集

いるとスムーズではあるん

ん中間コーディネーターが

導入後のサポートももちろ

としたところにお願いして︑

コーディネーターをちゃん

きています︒それは募集と

て︑いい人材を引っ張って

人材発掘のＮＰＯと提携し

三重県はエティックという

の地域で使っていません︒

でも︑和歌山県はほとんど

いい募集の仕方︒

態でやってもらうのが一番

はかなり自由度を与えた状

協力隊にお願いする︒それ

政が準備して︑１から

解決方法としては︑中間

応募来ないですよ︒

て︑３年後は独立しないと

ような募集があるみたいで︑ 緒に考えるパートナーを活

いうよりも一本釣りでうま

協力隊というのは︑好き

人だけで頑張ってるけど︑

いけない︒最初から焦らざ

用して︑募集内容を民間の

広がらないでくすぶってい

るを得ない状況で来ている

ネット上で﹁こんなん行く

企業を入れて一緒に考えた

を

ので︑起業︑事業化という

わけねえよな﹂と話題にな

事前に地域からの要望を

ヒアリングすべし︒

うのが一番いいやり方かな

導入してやってもらうとい

い事業を絡めて︑協力隊を

に既にある産業と何か新し

て︑かつお金までもらえる

うのは︑やりたいことやっ

分の活動に使っていいとい

費︶というお金を全部︑自

円︵ ３ 年 間 の 給 与 と 活 動

間という時間と１２００万

の事業を起こすのに︑３年

スを立ち上げるとか︑自分

僕の場合は︑ゲストハウ

いっていると言われていま

して︑全国の中でもうまく

導入後のお世話もやってま

入前の募集のコンサルとか

洋さんが入って︑協力隊導

バンク代表理事︶の中川玄

ター︵ＮＰＯ法人学生人材

地域で︑中間コーディネー

鳥取は︑鳥取県内すべての

隊を盛り上げる答えです︒

うのが︑僕の和歌山の協力

方がいいんじゃないかとい

んとお話して︑自分から飛

で各地域を回って︑区長さ

べし︒僕の場合は自分の足

地域に溶け込ませてあげる

当職員が上手にお世話して

まとめです︒協力隊は担

ゃないかなと考えます︒

うようなやり方がいいんじ

団体に募集を代行してもら

う予算を使って︑こういう

ただけです︒だからそうい

そのお金を勝浦で１回使っ

でもクリエイティブな業者

導入したり︑採用方法だけ

中間コーディネーターを

し︒

材は集まらないと心得るべ

下手な募集には︑いい人

あわせた募集の仕方をする︒

なので︑そこをうまくかけ

地域の人は一次産業が得意

産業︑三次産業が得意で︑

地域おこし協力隊は二次

募集にはクリエイティブ

と思います︒

ってすごいおいしい話だと

び込んでいったんですけど︑ に委託すべし︒これだけで

要素を大事にすべし︒

全国で見ても和歌山県の

思っています︒安月給で普

す︒
で︑好きなことやって︑お

うに働かされるのとは真逆
で

もっとスムーズだったのに

ほしいなと思う考察です︒

った感想と︑次に生かして

人ぐらい協力隊が入っ

政の人がつないでくれたら︑

募集内容は０から１を行

ありがとうございました︒

以上が協力隊を３年間や

全然違うと思います︒
古座川町﹂とい

最初に出たのが﹁協力隊に

ています︒１地域︑年間２

なとは思います︒

そこの手間を何かうまく行
応募ゼロ

金もらっていいんですかみ

００万円の協力隊募集の広

地域
う記事が出てきて︑古座川

たいな感じだと人は来るん

和歌山県内には︑

町がどういう募集をしてい

告予算が付いているんです︒

力隊 募集﹂って検索して︑ 通にサラリーマンと同じよ

い ん で す よ︒
﹁和歌山

和歌山を
盛り上げるために

協

っていました︒

10

協力隊ってうまくいってな

すよね︒なので︑地域の中

のは早いうちにしたいんで

中間コーディネーターの
中川玄洋氏

くいってます︒和歌山県は

NPO 法人学生人材バンク
代表理事 中川 玄洋

ですよ︒ある程度の自由度

15
るかと言ったら︑観光協会

40
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西日本豪雨災害の
被災者支援ボランティア体験記
ボランティア活動＠御坊市

なく茶色い土だけの空間に

ているのだが︑本来の稲が

であれば田んぼは青々とし

あった︒災害前も︑普段は

この川が今回氾濫した川で

と流れている程度に見えた︒

川は水位も低く︑チロチロ

今年は︑大阪北部地震をはじめ︑西日本豪雨や台風︵

なっていた︒おそらく決壊

こんなふうにささやかに流

ボランティアにはどこか

よそ１ヶ月を過ぎた頃︑和

だ︒そこからだんだんと家

橋を渡り終わってすぐの

や面積ともに御坊市と似通

場所が私達のボランティア

見えになっていた︒家財は

っており︑周りは大きな駐

屋にも違和感が出始めた︒

すでに外に運びだされて家

車場を持った店舗が多く並

歌山県自治労連本部より災

の中はがらんどうになって

ぶ町の中心地といった感じ

美しいもの︑良いものとい

朝の９時に間に合うよう

いるのがよく見えた︒現場

で︑御坊市の中心街とよく

活動となる岡山県倉敷市真

にホテルから神戸ハーバー

に向かう道路と平行して走

似た風景であった︒店舗の

多くの家の１階の窓が全開

ランドまで車で向かい︑そ

る鉄道の高架下にはすでに

多くは開店しておらず︑ド

害ボランティア参加の要請

こでボランティアの受付を

瓦礫が延々と山積みにされ

アは開け放たれ︑店の中に

う印象が強い方が多いと思

行った︒そこで５人１組チ

ていた︒今走っているこの

は陳列棚などはなくなって

備町である︒真備町は人口

るだけありのまま感じたま

ームとなり︑一日このチー

道も︑ほんの少し前までは

おり︑道すがらで見てきた

にあけ放たれ︑家の中が丸

に大雨特別警報を発表した︒ ムでボランティアを行うの

ま書くことにしました︒

だそうだ︒この日ハーバー

瓦礫で埋まっていたのだろ

家と同じくがらんとした空

が届いたため応募すること

死者は２００人を超えてお

ランドに集まったボランテ

う︒現場に近づくにつれて

間が広がっていたのが印象

われるので︵私もそうだっ

り︑平成に入ってからは最

ィアは２００〜３００人く

被害が大きくなっているの

的であった︒

にした︒

も大きな被害を出した豪雨

らいだった気がする︒災害

がよく分かった︒水に浸か

年７月６日︑気象

庁は北九州︑中国地方西部

平成

ボランティア募集

災害となった ︵ＢＢＣ ２０

が起こった日からだいたい

いざボランティア活動へ

︶と の こ と で あ
１８／７／

だが︑その変色が２階の屋

った部分は変色しているの

10

る︒その大災害発生からお

ろであった︒

︑３分の

ところに仮設テントで作ら

バスを降りて

れの家の住人たちは無事だ

れたボランティア基地があ

根まで届いている︒それぞ

分︒ ったのだろうかと被害当日

った︒基地に到着したとき

被災地の状況

の様子を思い浮かべている

には

分とのこと︒ボラ

45

15

バスで揺られること

山間部に近づくにつれ道路

と︑バスは大きな橋にさし

ていたと思う︒帰りのバス

時

分くらいになっ

に土埃が目立ちはじめ︑今

かかった︒大きな橋であっ

は

10

13

時
回の災害の様子が分かって

たが︑その下に流れている

2
きた︒本来ならばこの時期

30

一ヶ月と少しといったとこ

た︶今回の体験記ではでき

体験報告を掲載します︒

月

21

号︶
︑北海道地震など天災が続いています︒今回は

月 日に発生した西日本豪雨災害のボランティア活動に

した堤防から流れ出た土砂

れる川だったのだろう︒

8

7

号・
日に参加した御坊市職員労働組合の平見寿英氏の

で稲が埋もれてしまったの

18 6 24

30

平見寿英氏

平 見 寿 英
御坊市職員労働組合
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ッチングが行われていた︒

ンティア基地では仕事のマ
あった︒ボランティアの基

財を外に出すというもので

であった︒新しい仕事も家
況まで把握しているもので

結局一つ一つの家の進行状

前述した通り店はどこも開

していない様子であった︒

ているとのことであったが︑ 人はなく物だけが残り機能

ンティアを受け入れる場合︑

時間であった︒一般のボラ

きたボランティアが実質１

戚の家に避難していること

受けた仕事は５人１組とし

を後から聞いた︒ボランテ

被災地を見て︑自分も被

事故が起こらないよう配慮

した︒まだ水が残っている

ィアに参加した当時は︑被

災して︑分かったこともあ

いておらず︑とても生活で

部分があり︑腐った食料の

災した際の体験が聞けると

るし︑まだまだ分からない

はない様子だった︒家の奥

ようなものもまだ残されて

考えれば︑水も電気もなく︑ こともたくさんあります︒

期待していたが︑よくよく

今後もいろいろと体験し考

地には一通りの道具が揃っ

マッチングやらチームへ

ひどい悪臭を放っていた︒

えていきたいと思います︒

て何組必要となるかが判定

の説明やら準備で︑出発ま

物置に横倒しになっていた

買い物もできない場所で１

とは︑観光客になりきって

するとこういう感じになる

分程度を要した︒住所

り︑冷蔵庫を運び出したり︑ ヶ月も住むというのは現実

食器棚をバールで解体した

そんなことが身にしみて

たくさんのお土産を買い込

きる環境ではない︒私達が

は聞いているが地図上でド

１区画を空っぽにすること

よくわかったのも︑恥ずか

むことにしました︒これも

の物置となっていた部分が

コというのは分からないの

時

号の

ており︑スコップやらバー

を使
で 各 組 で GoogleMap
って自分で調べて欲しいと

ができた︒この時点で

しながら今年の台風

現地にお金を落とすことに

され︑それに応じて現地に

で
の こ と で あ っ た︒ Map
調べた道を進んでいると︑

分くらいになっていたの

です︒買いこんだお土産を

なってしまったからである︒ なるだろうと考えてのこと

被害で私の家も１日停電に

職場や組合のみんなに配っ

のだろう︒

地図にある道が滑落してな

で︑作業を終了することに

ていると︑たくさんの方が

手付かずになっていたので︑ 作業した家の方も︑今は親

くなっていたりしてびっく

で

分ほどで現場に

電気のない夜というのは不

被災地のことを聞いてくれ

ルやらはそこですべて調達

組に振られた仕事は家財を

りした︒

した︒基地に帰って︑今日

安なもので︑テレビも見え

ました︒被災地へのカンパ

到着したボランティアに仕

家の外に出すというもので

着いたが誰もいないので本

の作業と次回必要な作業に

ず通信手段も限られ︑冷蔵

や自分たちの防災意識が強

向かうことになった︒聞け

っていないので現場のこと
はわからない︒○○さんと

ボランティアを終えたあ

この体験記を読んでくれ

被災地は住民不在

ボランティアの解散が

た方にもなんらかの影響が

あったのかなぁと思います︒

時であった︒和歌山から岡

いう人に任せてあるので︑

ボランティアを終えて

あったが︑依頼が大雑把で

当にこの家で合っているの

ついて報告を行い︑バスの

ったの１日だけでもストレ

まってくれれば︑今回ボラ

その部分に着手することに

あったため詳しく聴き直す

かわからなかったので︑依

スの強いものであった︒こ

子を見て回ったりしていた︒ 庫の中身の心配があり︑た

時間になるまで被災地の様

れが１ヶ月ともなるととて

ンティアに参加した意味も

することができた︒

と担当の方も困惑し︑依頼

頼人の方に電話をして聞い

改めて見て回ると私達ボ

も耐えられるようには思え

事を振っていた︒私たちの

人に電話したが繋がらなか

てみるも︑しばらく家に帰

ランティアの人と工事関係

ない︒

ったため︑結局別の現場に
ば担当の方もボランティア

その人に聞いてくださいと

者しかこの町には居ない様
方もボランティアだそうで︑ トという形で支援物資が空
このあたりの地域を任され

与えられたなら幸いです︒

21

山まで移動し︑１泊してで

12

的ではないだろう︒

なんだそうで︑詳しいこと

のことであった︒しばらく

子だった︒フリーマーケッ

30

30

き店舗に置かれていたが︑

14

15

１時間程度の作業で物置の

はよく分かっていないよう

するとその方が現れ︑この

片付け作業中の様子

