一般社団法人
ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）

－ 人こそが人を支援できるということ －
すべての人々がお互いに助け合える社会をめざして。

[ 活動報告書 ]

2017年 九州北部豪雨 災害支援

PBVと、被災地･被災者をご支援くださっている皆様へ
感謝を込めて。
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道路が陥没し川のように冠水している状態 大量の流木と土砂が堆積
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土砂により押しつぶされた天井

九州北部豪雨

被害状況

降雨の概要
2017年7月5日から6日にかけて福岡県と大分県の一部を中心とした九州北部は局地的な集中豪雨に見舞
われ、5日夕方より気象庁によって、福岡県朝倉市、大分県日田市など31市町村に対して、大雨特別警報
が出されました。気象庁の解析によれば、5日午後、福岡県朝倉市、大分県日田市においてそれぞれ1時間
110～120mm超の猛烈な雨が降ったとして、「記録的短時間大雨情報」が発表され、政府は九州北部豪雨
災害に災害救助法を適用することを決定しました。
福岡県朝倉市や東峰村を中心に広い地域を襲った記録的な
豪雨は、東西に伸びる梅雨前線に暖かく湿った空気が流入し
て積乱雲が次々にできる「線状降水帯」が原因だと言われて
います。
PBVも活動を行った5年前の2012年7月に発生した「九州
北部豪雨」でも、熊本・福岡・大分県では、今回と同じ現象
が見られ30名が亡くなっています。線状降水帯は、積乱雲
が急速に発達して局地的に大雨となるため、予測は難しいと
されています。今回の九州北部豪雨をはじめ、2014年8月の
広島市土砂災害、2015年9月の関東・東北豪雨など、近年の
豪雨災害はこの線状降水帯によって発生しています。今回の
豪 雨 の あ っ た 5 日 か ら の 24 時 間 降 雨 量 が 朝 倉 市 で は
1000mmに達し、観測史上1位を更新するなど、これまでの
観測記録を更新する大雨となりました。74人が犠牲となっ
た広島豪雨で300mm、関東北部豪雨の日光市で700mm。
今回のすさまじさが分かります。

（西日本新聞 2017年7月20日 朝刊）

被害の概要
この豪雨によって、福岡、大分両県において発生した人的被害は死者、行方不明者を合わせ40名、主な
住宅被害は全壊、半壊、床上浸水含め2,862棟。また、周辺自治体を含め発災直後には2,000名を超える避
難者が発生しました。
この度の災害の特徴として、福岡県朝倉市や東峰村山間部に猛烈に降った雨が地中に浸透する間もなく
山肌を流れ、表土層と樹木が崩れ落ちる「表層崩壊」が発生。山肌を流れた降雨が大量の流木を伴った大
規模な土石流となって谷間から下流の中小河川に流れ込み、土砂と流木が橋梁を塞き止めました。これに
よって、本来の川が堆積した土砂によって埋められ、川の流れが変わってしまい、新たに水が流れた場所
で家屋を押し流すという被害が数時間内に起きました。

福岡県

乗用車とほぼ同じ大きさの岩も山から流れ落ちてきた

大分県

朝倉市

東峰村

添田町

日田市

死者

31名

3名

0名

3名

行方
不明者

3名

0名

0名

0名

全壊・半壊
一部損壊

1031件

83件

2件

308件

床上・床下
浸水

422件

67件

27件

922件

避難者数
（最大時）

1204名
590世帯

454名
世帯数不明

14名
14世帯

110名
58世帯

（2017年12月末時点 福岡県･大分県HP）
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プロジェクト概要
PBVでは、7月5日に発生した「平成29年7月
九州北部豪雨」に対して翌日の7月6日から先
遣スタッフを派遣。7月9日から支援活動を開
始しました。支援活動は福岡県の東峰村・朝倉
市を中心に現地災害ボランティアセンターの運
営支援、家屋清掃、仮設住宅やみなし仮設への
生活用品の提供及び、集会所への備品提供をス
タッフ・ボランティアと共に実施しました。そ
の他、全国災害ボランティア支援団体ネット
ワーク（JVOAD）へスタッフを派遣し、支援
調整や情報の収集等を行いました。

①

活動期間

活
動
活動場所
実
績
活動人数

2017年

7月6日－12月31日
福岡県
東峰村、朝倉市

78人 / 延べ669人

災害ボランティアセンター運営サポート / 清掃活動

地元社会福祉協議会や行政、NPOと連携し、災害ボランティアセンター(以下災害VC)の運営サポートや家
屋の清掃･片付けを行いました。また、地区の区会長のサポートと共に現場コーディネートも担いました。
マッチング・ニーズ調査、連絡会議の実施など

②

清掃支援

仮設住宅支援 / コミュニティ形成サポート

応急仮設住宅、民間借り上げ住宅に入居された世帯に対し、生活応援キットを寄贈しました。また、コ
ミュニティの構築に向けて、仮設団地に設けられた集会所に対し、備品の調達・搬入を担いました。
応急仮設住宅

➂

民間借り上げ住宅
（みなし仮設住宅）

仮設住宅集会所

支援活動に関わる行政・企業・民間団体の連携・コー
ディネーション / 農業支援

全国災害ボランティア支援団体
ネットワーク（JVOAD）へ職員を
派遣するという形で、団体間の支
援調整を担いました。
また、農業支援として「JA筑前あ
さくら農業ボランティアセン
ター」の立ち上げから運営サポー
トを実施しました。

支援団体による調整会議

-3-

農業被害へのサポート

活動カレンダー

07

08
09

10
11
12

●PBVの動き
●災害VC、清掃支援
●仮設住宅支援

05 九州北部豪雨発生
特別警戒発令と共に情報収集を開始
JVOAD、全国社会福祉協議会と支援の方向性を確認
06 先遣スタッフ現地入り
福岡県朝倉市の状況確認、他団体と支援情報の確認
07 東峰村小石原地区、日田市などの被害状況確認
東峰村社協、全国社協、嘉麻市社協と今後の支援について協議
08 東峰村宝珠山地区実地調査・被害状況の確認
福岡市内で開かれた、支援者情報共有会議に出席
09 JVOAD「九州北部豪雨支援者情報共有会議」に参加
東峰村、東峰村社協と災害VCの設置場所協議
東峰村社会福祉協議会から支援依頼
東峰村社協、応援社協、区長、議員、民生委員と合同チームにてニーズ調査開始
10 東峰村災害VC宝珠山サテライト設置（東峰学園）、運営サポート開始
14 東峰村災害VC宝珠山サテライトにてボランティア受入開始
福岡市内から東峰村内へPBV活動拠点を移動
22 ボランティア人数の減少に伴い、PBV独自にボランティア募集開始
31 JVOADへ追加スタッフの派遣を開始
02
06
09
13
17
18
19

応急仮設住宅支援に向けて、避難所へニーズ聞き取り開始
東峰村「応急仮設住宅入居説明会」へ参加、支援説明を実施
東峰村災害VC宝珠山サテライト移転。東峰学園からいぶき館へ
お盆休みのため、災害VC活動休止（8/13-15)
東峰村応急仮設住宅 建設完了
応急仮設住宅、入居式典に参加
東峰村応急仮設住宅、入居開始（22世帯中、17世帯入居開始）
ニーズ減少に伴い東峰村災害VC（小石原地区）が宝珠山サテライトに統合
27 JVOAD、災害NGO結のアテンドにて朝倉市内の現状確認
01 東峰村災害VC宝珠山サテライトでのボランティア活動、受付を終了
東峰村災害VCが、ボランティア向けセレモニー｢広がれ！希紡の輪｣を実施
02 東峰村災害VCから東峰村VCへ体制移行。移転作業完了
東峰村社協事務所内（喜楽館）にてボランティア受付継続開始
08 東峰村社会福祉協議会からの支援依頼完了
朝倉市蜷城地区での支援活動を開始
11 PBV活動拠点を東峰村から朝倉市に移動
14 各仮設団地の自治会長へ集会所へのコミュニティ形成サポートに関して事前ヒアリング
15 朝倉市多々連地区での活動を開始
東峰村応急仮設住宅、追加5軒建設完了。生活応援キットの搬入･設置作業完了
朝倉市みなし仮設への支援について、朝倉市、商工会、JVOAD、PWJ、PBVで打合せ
20 農業ボランティアについて関係団体と協議開始
22 仮設団地 集会所完成
27 東峰村仮設団地、杷木仮設団地集会所へ備品の提供、搬入･設置完了
30 頓田仮設団地集会所へ備品の提供、搬入･設置完了
07
08
13
27

台風21号発生
台風21号被害のあった、大分県津久見市への先遣調査
各集会所へ机の搬入･設置。全ての備品提供完了
農業ボランティア「JA筑前あさくら農業ボランティアセンター」プレオープン。受付開始

02
03
04

九州北部豪雨 復興車座トークに参加
東峰村仮設住宅入居者や関係者を熊本県の仮設団地へ視察アテンド
現地駐在スタッフの派遣終了

31 JVOADへのスタッフ派遣終了
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東峰村

災害ボランティアセンター運営サポート
清掃活動

樹齢200年～600年を数える巨杉

小石原焼の窯元

東峰村は、福岡県中央部の東端、大分県県境に接
した中山間地域にある人口2,204人（2017年5月時
点）の村です。山林原野が約86％多を占め、東から
北そして西には標高500ｍから900ｍの急峻な山地
が迫り、その谷間を大肥川が中央部を南流し、大行
司で合流する宝珠山川は、渓谷の清流を集めていま
す。
発災前

竹の棚田は「日本の棚田百選」認定

2005年3月28日に日本で一番小さな対等合併と
して旧宝珠山村と旧小石原村が合併し誕生しました。
小石原焼、高取焼などの陶器、木工芸品や竹細工な
どの伝統工芸が広く知られています。他にもきれい
な川にしか住まないホタルの鑑賞やトレッキングも
盛んで、大日ヶ岳、釈迦ヶ岳、浅間山、馬見山など
の山があり、自然を親しむことができます。
（あさくら観光協会HP）

活動背景

東峰村社会福祉協議会は、職員が3名と少人数でありながら、
国道が寸断され村が南北に分断された状態で、実質的に2つの災
害VCの設置の必要に迫られました。関係機関との協議の結果、小
石原(北側)を本所、宝珠山(南側)をサテライトと位置づけ、小石
原は職員、宝珠山は会長を中心にそれぞれ運営することを決めま
した。PBVは宝珠山の立ち上げと運営サポートに入りました。

支援を阻む壁（課題）
発災後

 小石原地区と宝珠山地区を結ぶ橋の崩落
により南北が分断された
 村内で複数の孤立集落が発生した
 電気、水道、通信、道路などほぼ全ての
インフラが停止した
 福岡県で人口最小･高齢化率最高の村
 隣接する朝倉市、日田市の被害報道の多さや、道路状況から
支援者が不足していた

流木や岩をのみ込んだ濁流により道路が陥没し川と化した

東峰村災害VC
宝珠山サテライト
活動期間
活動人数

活
動
内
容

活動件数

活動内容

PBVの活動

7月9日 － 9月8日
延べ5,378人
258件 / 延べ469件

7月9日 － 9月8日

●ボランティアの受入･マッチングによる
ニーズ対応
【主な内容】土砂等の流入物の撤去(家屋･
床上･床下･庭など)、家財の搬出、土の
う積み(土砂等の再流入防止）
●ニーズ調査
●要配慮者を中心とした生活状況の調査
●SNSなどを活用した外部への情報発信
●その他、他機関や支援団体との活動調整

●清掃活動
左記ニーズ対応＋ 家屋等の消毒
●災害VC運営サポート
・ボランティアが活動するための素地作り
安全性の確保：危険の認知や情報共有･装備品の選定
効率性の確保：床下清掃のための床剥がしや資機材の選定
被災者への配慮：作業による汚損破損予防のための養生作業
・救護班の設置
●その他、左記内容を協働で実施

329人

延べ

188件 / 延べ342件

-5-

浸水した家屋は、土砂による影響で大量に蚊が発生し始めていたり、カビなどによる衛生環境の悪化も
心配な状態でした。
暮らし慣れたご自宅での生活を一日でも早く取り戻せるよう、被災された住民の皆さんのことを最優先
に、地元の住民や団体を中心として、様々な関係機関･支援団体と連携協働しながら活動しました。住民さ
んの今後の困りごとが少しでも事前に軽減できるよう、少し先の生活に伴う課題も見通しながら生活再建
をめざして、ひとつ一つ丁寧に実施していきました。

＼ 1日の活動の様子 （一例：水害編） ／
前日までにニーズ調査

運営者の朝礼にて活動の確認

床下もぐりも必要！まずは準備

床下や壁の水分もしっかり取り除く

まずは受付でボランティア登録

活動場所に到着。家財搬出スタート 住民ニーズと活動のマッチング

次は床下の土砂出し！

休憩もしっかり♪

今日も1日お疲れ様でした！

個人ボランティアが続々と集合

梁の木材をブラッシング

連絡会議でその日の課題を相談・調整

洗浄し拭き上げ。消毒も忘れずに

使用した資材もきちんと戻して

住民のおばあちゃんも大喜び

初めての災害ボランティアセンター運営から得たもの
発生当日、お昼頃から雨足が強くなり、私は民生委員会を早々に切り上げ、委員
の方に帰宅していただいた矢先、付近の川の氾濫が起き、見ているうちに土砂で国
道が塞がれてしまいました。停電、断水と続き携帯電話も不通となり、外出中の職 東峰村社会福祉協議会
員や行政等との連絡も出来なくなってしまいました。同時に近隣住民や道路通行中
事務局長 栁瀬 英造さん
の方など沢山の人々が社協に避難してきました。とにかくまずは食料の確保のため、
近所の方に協力いただくなど対応に追われていました。
その後、災害VCの必要性に伴い、隣接社協やボランティア団体の方の協力のも
と設置に向けて動き出しました。当社協は災害VCの設置・運営は初めての経験で
何もわからない状態でしたが、PBVスタッフの皆さんのアドバイスや運営協力により
住民のニーズに合った活動を行うことができました。本当に感謝しています。
現在は、ほとんど災害VCの活動は収束してきていますが、まだまだ残る倒木の処
理や河川の改修など課題は山積みです。住民は今度の梅雨時期に向けて大変不
安を募らせています。
最後に、沢山のボランティアの方々、全国の社協職員、企業やボランティア団体
の皆様など、この災害を通して人のつながりが災害復旧を支えているということを身
に染みて感じました。心から感謝申し上げます。
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朝倉市

家屋の清掃・片付け

朝倉市は、福岡県のほぼ中央部に位置します。市
域西端部は、商工業を中心とした市街地や鉄道駅が
立地し「筑前の小京都」と呼ばれる旧城下町の秋月
地区があります。市域南部には筑後川が流れ、河川
沿いを中心に肥沃かつ平坦な農地を形成しており、
山林(54.7％)、田(15.4％)畑(8.3％)、宅地は6.6％
となっています。
境界にほぼ沿う形で流れる、九州一の大河である
筑後川から派生する形で、筑後川の洪水を治め、安

定的に高田へ農業用水を供給するために築かれた堀
川の三連水車群があります。
三連水車は、200 年以上の歴史を誇る国指定の史跡
で、日本最古にして最大の自動回転式重連揚水水車
です。
また、大きな魅力の一つである温泉資源が点在し
ています。特に原鶴温泉は、筑後川の河畔にたたず
む名湯として、福岡県随一の湧出量を誇っています。
（あさくら観光協会HP）

活動背景
PBVでは、東峰村の災害VC閉所と共に9月から福
岡県朝倉市にて活動を始めました。
発災から2ヶ月が経過しようとしていた頃、朝倉
市で活動を継続している支援団体から情報提供があ
りました。朝倉市では懸命な支援活動が続けられて
いた一方で、災害ボランティアや現地で活動する支
援団体の減少や、被災が甚大な地域への遠慮から、
被災者自身が支援の手を遠慮する傾向が見られ、災
害ボランティアの手が届ききれていない様子が伝
わってきました。ほとんどの復旧作業を住民自身で

合併後の朝倉市は、高速インターが3箇所になるほど
の広さ。

活
動
内
容

行ってきたことによる疲労もあり、日々の生活に最
低限必要な箇所以外は目をつぶらざるを得ないよう
な状況がありました。
また、もともと低い土地にある家は、土砂で生活
排水路が詰まり、またいつ水が上がってくるかとい
う不安もありました。住民や地域のペースに合わせ
て、更に丁寧にお話しを伺っていくことで、家屋や
敷地内の清掃を諦めていた多くの方達から、徐々に
ボランティアへの依頼が上がってきました。

浸水被害に遭った家屋では、高さ1m弱の床上浸水を記録。男性の腰の高さくらいまでの
浸水被害が蜷城地区だけでも200軒以上に上る。

活動期間

9月8日 － 11月4日

活動場所

蜷城地区、多々連地区

主なニーズ内容
活動件数

家屋･床上･床下の泥出し、庭周り･生活排水路の土砂出し、家財搬出、公民
館の清掃、災害VCからのボランティア受入れ･コーディネート

87件 / 延べ140件

PBV活動人数

延べ

274人

コーディネート受
入れ人数

延べ

1,182人
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「本当はやってほしかった…」
～ 丁寧な聴き取りによって出てきた心の声 ～

生活に必要なと
ころはどうにか
自分たちで片し
たけど、それ以
上は手が出なく
て…

＼ 被災地から被災地へ 支援の循環 恩送り ／
昨年の4月に発生した熊本地震において、PBVが活動していた避難所の一つで
ある「広安小学校」の卒業生2名が、今回の九州北部豪雨の被災地にボラン
ティアとして応援に駆けつけてくれました！
当時彼らは、自身も被災しながら、避難所となっていた母校で、卒業生たち
を集め、避難所の運営を最初から最後まで手伝ってくれていました。そんな彼
らも、今年高校を卒業しそれぞれの進路へと進んでいきました。まだ慣れない
新生活の中、休日を利用してボランティア活動に参加してくれたのです 。
彼らが自ら率先して作業を進めていく姿勢や、しっかりと自分の言葉で経験
を語っている姿はとても頼もしくありました。恩返しの意味も含めて、被災地
から被災地へと今度は自分たちが少しでも力になれればという想いで、暑い中
土砂出しの作業に汗をかいていました。

高齢化、地域機能の希薄... 風水害はいまや全国の課題
あの日、全てが一変しました。たたきつける猛烈な雨は、またたく間に大量の濁流と
なり、まち、集落を飲み込んでいきました。発災当時、市職員は災害対応に追われ、
被災現場の状況や被災者の声を十分に把握することが困難でした。
そんな中、多くの災害ボランティア団体や社協、国、県、市が協働で被災者支援に取
朝倉市役所
り組みましたが、災害の規模が大きかったため、すぐに対応できない地域もありました。
総務部 ふるさと課
PBVでは各種支援が届きにくい被災地に対し、区会長をはじめ被災住民の声を聴き、
行政との連携体制を構築し、家屋等の土砂を撤去するなど、その地域が抱える課題
課長 森田 和枝さん
を解決していただきました。
災害復旧のノウハウが乏しい行政に代わり、外部支援団体の活動が、復旧に一役
を担っていただきました。今回の災害は、朝倉市だけの問題ではなく、高齢化が進み、
地域の共同体機能が薄れていく全国の課題であり、地域住民だけ、また自治体だけ
では問題解決ができません。この災害を機に得られた関係性を、維持・深化させるこ
とで、今後も朝倉市の復興に力を貸していただけることを期待します。
災害当日、失ったものはたくさんあります。しかし、負けるわけにはいきません。
目指すところは、災害前よりも輝く「あさくら」です。
『元気ばい あさくら！！』
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東峰村
朝倉市

仮設住宅支援

住民の困りごと
住める家を失った人には、行政からの支援で家屋は準備されますが、
その後の生活は入居者の負担で行います。しかし、今回の豪雨災害の
ように家屋の中まで雨水や土砂が流入する災害では、家財のほぼ全て
を失ってしまいます。そのため、新しい生活を始めるにしても、家電
製品から日用品まで全てをいちから揃える必要がでてきます。その負
担は、重く被災者にのしかかります。

取り組み
PBVでは、東峰村役場と相談しながら対策に乗り出しました。まず
は、8月頭に仮設住宅の入居予定者がいる避難所へ出向き、お話を伺
うことから始めました。使えそうな生活備品がどのくらい残っている
のか。地域の特性として、普段何が必要なのか。などを伺っていきま
した。お話の中から、車が流されて買出しに行けない方がいらっしゃ
ることや、地域の特性として福岡県内といってもお盆が過ぎると肌寒
くなり、場所によっては零下となり暖房器具を使用していることなど
が分かってきました。事前に聞き取りを行えたおかげで、家族構成に
合わせて提供品の色や子どもサイズの物など、きめ細かい対応ができ
ました。

生活応援キット

活
動
内
容

活動期間

8月2日 － 11月4日

活動人数

延べ

コミュニティ形成サポート

74人

東峰村 応急仮設住宅
活動場所
搬入設置数

家電製品や日用品を寄贈

みなし仮設住宅
朝倉市 みなし仮設住宅

46人22世帯 4団地
東峰村
22人6世帯
朝倉市
394世帯

※朝倉市は、ピースウィンズジャパンと協働で実施

家電製品
寄贈品

35点

キッチン･洗濯･掃除用品、寝具類 など
※購入先は、被災地域の事業者に協力していただきました

入居者説明会にて、事前に説明とヒアリングを実施

(宝珠山地区)
(杷木地区)
(甘木地区)
(朝倉地区)

15～17点

5点

炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ

日用品

①東峰村団地
②林田団地
③頓田団地
④宮野団地

電化製品：テレビ、冷蔵庫、電気ポット、石
油ファンヒーター
家具：テーブル、イス、座布団、ホワイト
ボード、時計
急須･湯呑、キッチン用品、清掃用品、お手洗
い用品 など

北九州大学の学生と連携して搬入
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寄贈品の一部をご紹介

コミュニティ形成サポート

顔を合わせて食事会

食器には伝統の小石原焼を

仮設団地に設けられた集会所

住民同士の重要なコミュニケーションの場
となる集会所は、コミュニティの形成や孤
独・孤立死防止の観点からも大きな役割を果
たします。今回、東峰村と朝倉市の仮設団地
4ヶ所にも集会所が設けられました。
PBVでは、住民のみなさんにとって、より
集いやすい場所となるよう、机、椅子、テレ
ビ、茶器類、清掃用品などのコミュニティ形
成に必要な最低限の備品を手配しました。各
地域の生活文化になるべく寄り添いながら、
丁寧に事前聞き取りを行いました。例えば、
「定例の清掃活動が根付いているから、清掃
用品が多めに必要だ」「高齢者が多いので、
椅子を出さなくてもちょこっと腰掛けれらる
場所があると憩いの場になりやすい」などの
声を取り入れながら揃えていきました。

他被災地への視察
仮設入居を終えてまもなく、仮設団地の自治会
長から「課題を解決していくのに、他の被災地を
参考にしたい」という声があがりました。東峰村
は熊本地震で被災地となった西原村からの支援を
受けていた繋がりもあり、視察が決まりました。
PBVでは、訪問場所や話を伺う方の紹介、当日の
アテンドなど、繋ぎ役を担いました。
11月3日、東峰村の仮設住民や村役場職員、保
健師、社協職員など9人が参加し、熊本県益城町
と西原村にある仮設団地や支援組織を4ヶ所訪れ
ました。 集会所の活用方法や課題を伺い、「そ
れぞれ地域差もあるので、住民主体で時間をかけ
て、その地域に一番合った方法を探していくのが
大事」だということを教えていただきました。

益城町の仮設団地を支援している団体から取り組みや事例を紹介

前を向き、ゆっくりと歩んでいきます。
東峰村仮設団地

7月5日の昼あたりから降り出した雨は時間を追う毎に激しくなり、息をするのも苦
しい程の豪雨でした。私自身も、大規模土石流により家屋を丸ごと流されてしまい 自治会長 和田 晴禅さん
ました。全てを失いましたが、「困っているときはお互い様」「こんな時だからこそ地
域のために何かできることを」と思い、防犯も兼ねて道路の誘導などを行っていま
した。
1ヶ月後の8月6日、仮設住宅の建設が決まり入居者向け説明会が実施されまし
た。そこに、ご支援の内容説明に来ていたPBVスタッフとお会いしました。提供品に
対する事前聞き取りを行うと伺った際には、村外の方には家を探すのも困難だろう
と思い、一緒に訪問したこともありました。夏の暑い日に、ニーズの聞き取りや訪
問先での土砂の撤去など、住民が困惑している中、黙々と作業する姿勢に本当に
頭が下がる思いでした。
仮設住宅に移る時にも家電製品や生活用品などの調達や設置、集会所への備品も、こちらのニーズをしっかり
と聞き入れてくださいました。今では集会所でのイベント・お茶会などには、無くてはならない大事なものばかりで、
みんなが楽しく明るく使っています。
被災者になると、「まさか自分が…」どうしてもこの言葉しか出ません。
「まさか自分が仮設住宅に」「まさか自分が自治会長に」全てが初めての経験です。どの様に仮設住宅の運営を
するのだろう。これから何か問題が起きたら、どう解決していけばよいのだろう。とにかく不安なことばかりでした。
そんな不安な中でも、東峰村の活動を終えた後も、相談できる存在というのは非常に心強いものでした。
今こうやって仮設住宅で皆が笑顔で過ごせるのも、あの時一生懸命ご活動されたスタッフやボランティア活動を
してくださった皆様。海外そして全国から様々な形でご支援いただいた皆様のおかげです。深く感謝いたします。
元の生活に戻るまでは何年かかるか分かりませんが、皆様から頂いた沢山の勇気や元気、温かいご支援を糧
に、住民みんながしっかりと前を向き、ゆっくりですが全力で復興へ歩んでいきます。
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支援活動に関わる行政・企業・民間団体の連携・
コーディネーション
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（以下JVOAD）へのスタッフ派遣を実施しました。
JVOADは、災害対応の課題を解決するため支援者間の連携促進と支援の調整を実行する団体です。
活動期間

活
動
内
容

スタッフ派遣人数

7月9日 － 12月31日

164人

延べ

派遣場所

朝倉市支所内に設置された
JVOAD現地事務所および被災自
治体

活動内容

各種調整事業の実施
福岡県庁にて行われた、第1回目 情報共有会議

九州北部豪雨災害においても、数多くの支援団体（以下NPO）が現地に駆けつけ、様々な活動を展開し
ました。JVOADは、これらのNPO同士が連携し、行政、災害VCなどと連携して、効果的な支援が行われる
よう、調整役を担ってきました。
JVOADの呼びかけによって、7月9日から、支援関係者が集まる「情報共有会議」が開催されました。情
報共有会議では、その日のNPOの活動情報に加えて、活動している地域の課題、行政からの被災者支援制
度などに関する情報提供などを行いました。会議で出された課題をもとに、内閣府や行政、社会福祉協議
会、企業、大学関連、JVOADをはじめ各専門分野のNPOで協議を持ち、支援の漏れや偏りがないよう、
様々な連携の取り組みが行われました。

連携事例
● 情報共有会議の開催

65回 / 参加数158団体(最大) ※2017年12月31日時点。継続実施中

開催数

定例の情報共有会議以外にも、「復興車座トーク」と題して、県内外の支援者が一堂に会して地域の現
状や課題、各地の取り組み、今後の協力体制や復旧復興計画など、様々な話題を各視点から話し合う場
も設けました。

● 避難所への支援
・行政や被災者を含めた避難所内の関係者間の情報共有ミーティングの開催
・地域包括支援センターとの連携
・食事環境の改善（食事スペース、自主的な炊き出しの促進、弁当数の調整）
・避難所内の生活スペースなど環境改善をはじめとする運営サポート
・子どもの遊び場づくりなどの実施
・地元のボランティア団体との支援調整や行政に来る医療福祉やマッサージボランティアのマッチング 等

● 家屋や農地などの土砂･流木の撤去
・被災した地域に対し、各NPOの持つ特徴を活かした活動とニーズのマッチング
例：重機が必要な特殊なボランティア要請や、床下などの作業ができる技術、マンパワーの確保など
・作業中の熱中症対策として、看護師派遣の調整

●在宅避難者に関する支援
在宅など指定避難所以外で生活している状況は、把握することが難しく、過去の災害でも大きな課題と
なってきました。朝倉市とNPOが連携して、被災したと思われる地域に対して全戸訪問し、家屋の状況
や生活状況を把握する調査を実施しました。

●応急仮設住宅への物資
8月中旬に建設型仮設住宅が設置されました。過去の災害での経験も活かし、地元の商工会の協力を得な
がら、住民の仮の住まいでの生活を支えていくために、生活に不可欠な家電等の支援調整を実施しまし
た。
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農業支援

～地元主体の取り組みを応援～

今回の災害は、多くの田畑にも被害をもたらしました。住居空間の確保とともに、生活の糧である農地を
回復することも急務の課題でした。

（JA筑前あさくらボランティアセンターHP）

福岡県朝倉市は、柿や梨といった果物や青ねぎなど
の野菜が多く生産されており、県内有数の農業地域で
す。地域の復興には、この農業の振興が欠かせません。
「JA筑前あさくら農業ボランティアセンター」は、被
災された農家への支援が不足する中、地元の筑前あさ
くら農業協同組合と朝倉市が主体となって立ち上がり
ました。
大量に土砂や瓦礫が流れ込んだ農地では、農作物の
栽培が困難な状況になっています。土砂や瓦礫によっ
て田畑の用排水の妨げになったり、果樹園では果樹の
生育に悪影響があり一部立ち枯れも進んでいます。果
樹は、一度枯れてしまうと再度収穫できるようになる
まで、桃栗は3年、柿は8年、梨は15年もの時間がか
かってしまいます。
また、果樹園では重機が入れない場合も多いため、
人の手による早急な支援が必要とされていました。こ
のような状況のなかで、JA筑前あさくら農業ボラン
ティアセンターでは、営農の再開を望む果樹農家を中
心にボランティアによる泥出しや瓦礫の撤去等の活動
を行っています。

実際に現場に入ったボランティアの方々からは、
「農家さんがどんな思いでいるのか、想像するだ
けで心が痛む」
「大切にされてきた農地をなるべく元の状態に戻
し、一刻も早く営農再開できるよう、お手伝いし
たい」
などの声が聞こえました。
農業を営む人にとって、農地は自分の命ほどに大
切なものです。生業としてだけでなく、生きがい
そのものでもあります。農業を諦めざるを得ない
と思っていた農家にとって、農地を一生懸命綺麗
にしているボランティアの姿は心の支えにもなり
ました。

（西日本新聞 2017年8月5日 朝刊）
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＼ お礼状をいただきました ／
東峰村村長より

朝倉市市長より
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＼ 住民さんからのメッセージ ／
井上 征子さん 70代 女性
7月5日はね、一度避難所に行ったんだよ。夕方に雨脚
が弱くなってきたから一旦家に戻って夕飯を食べていた
の。そしたら、急にテレビの下から水がじわーっとあ
がって来たと思ったら、一気に水が押し寄せてきてね、
足をとられそうになったよ。とにかく通帳とかだけもっ
て裸足で急いで逃げたんだ！あの時、水の恐ろしさを初
めて知ったよ。振り返らなくてよかったぁ。欲をかいて
何もかも持って行こうなんて考えたらダメだね。
私のところには、200人くらいのボランティアさんが
来てくれたよ。全国からこんなにたくさんの人が来てく
れるとは思わなかった。これからどうしようかと困って
いた時に、ボランティアさんが来てくれて、感謝の一言
につきるよ。本当にありがとう！持つべきものはやっぱ
り人だね。
また遊びにおいでね！

熊谷 武夫さん 70代 男性
目の前の道から家まで高さが３ｍもあったのに、そこ
から水が押し寄せてきてね。東北のとき映像で見た津
波のようで、恐かったよぉ。
家が流されて、着のみきのまま避難したよ。
この間まで、この服しかなかったからね。
後日、家に戻ったら なぁーんにも無くなってて「俺の
家があったんかな？！」と思うくらい、何もない更地
になっていたよ…
仮設住宅はどんなところかも想像つかないし、何もか
もわからないことだらけだったよ。
それに、母ちゃん（奥様）が流されて逝っちまったか
ら、生活に必要な物を、いちから揃えようったって大
変だと思ってた。
だけど、台所用品や日用品、電化製品まで沢山の方の
おかげで支援物資をいただいて本当に助かったよ。
電子レンジはね、よく使ってるよ。笑

仲道 幸子さん 60代 女性
地域には高齢者が多いので、私は一人でぼちぼち家
の片付けをやろうと思っていました。
でも、泥は臭くてベタベタで、何度流してもなかなか
取れず、水害の大変さを身に染みて感じていました。
さすがに一人ではできないところも出てきて、発災
から1ヶ月後に初めてボランティアさんにお願いしま
した。ボランティアさんが来てくれて1日で作業が終
わって本当に助かりました。しかし、そのあと他にも
清掃箇所が出てきてね。またお願いするのも申し訳な
いなぁと迷っていたら、PBVスタッフの方が声をかけ
てくれました。PBVさんは発災直後からずっと長くい
てくれたので、安心してお願いすることができました。
ここまでこれたのも、みなさんのおかげです。
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＼ ボランティア参加者の声

島田 麻里子さん 栃木県在住

海外旅行中に九州北部豪雨災害のことを知り驚きました。
8月1日から11日まで福岡県東峰村にボランティアに初めて参加し
てきました。率直な感想は「初めてボランティアに行ってみて、よかっ
た」ということです。 理由の一つ目としては、水害の現場を実際に
自分の目でみることができたこと。二つ目は、たくさんの人との出
会いがあったこと。家が浸水してしまって悲しい思いをしたけれど、
ボランティアの人たちが綺麗にしたのを見て『ありがとう、ありがと
う。』と何度も喜んでくれる家主のおばあさんに出会えたこと。 本
当に心から感謝されることを経験し、ボランティアやってよかったな
と思いました。 地元栃木に戻りましたが、これからも地元でできる
ことで支援をしていきたいなと思っています。

《 PBVが災害ボランティアに参加しやすい理由 》
常時開催

･

プ入ト「
編門レ災
ま編ー害
でかニボ
らンラ
スグン
キ講テ
ル座ィ
ア」ア
ッ

災害発生

被災地入り
現地調査

支援内容の決定

先遣スタッフ、
セーフティオ
フィサーの派遣

寄付・物資
ボランティア
募集開始

事前に確認でき
るから安心♪

現地情報がタイム
リーに分かるんだ！
ニュースで被災
地が大変なことに
なってる…。親戚や
友達は大丈夫かな…

私にも何かでき
ることはないか
な？？？

あなた
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事前オリエン
テーション
安全レク
チャーの実施

500円～の募金な
らできそう！今回は、
寄付で応援してみよ
う。

ボランティア活動に
参加してみたいけど、
初めてだから不安…。
危険じゃないのかな。

現地に駆けつけてくれて ありがとう！ ／
東峰村での緊急支援活動を行い、結果として23回の現場リー
ダーを担当しました。
事前にPBVの「災害ボランティアトレーニング」を受講したり、現地
到着後、事前説明を受けたりする中で、実践では、
① 疑問は当日中に解決すること
② 解決した疑問を翌日以降、自分の言葉で説明できるようにする
この2点を心がけて活動しました。 また、住民の方との会話をする
場を積極的に作り、やはり道具や機械ではなく、人こそが人を支援
できるんだと実感しました。
『福岡を救ってくれてありがとう』東峰村を後にする時にかけられ
た言葉です。僕にとってこれ以上に幸せな言葉は他に見当たりませ
ん。関わらせていただき感謝しています！

1日の流れ
宿泊･活動拠点、
資機材･装備品の
準備 ※貸し出し実施
ボランティア受入
オリエンテーション

被災地だから、
なかなか宿泊場所が
見つからない。
聞いたことのない
装備品の準備が大
変そう。

野々村 修平さん 大阪府在住

※詳しくはP6をご覧ください。

ボランティア
活動開始
ニーズの変化に合わ
せた支援を実施
※プロジェクトの多様化に
より、活動期間･規模の拡大

の現
説地
明状
、況
安や
全作
確業
認内
容

作
業
開
始
・
休
憩

そ資
の機
日材
のの
振返
り却
返
り
会

活動報告会
の実施
現地以外でできる活動紹介も

PBVから活動報告
書にて報告

きちんとみんなで振り
返れたからバトンを繋
ぐことができた！
数日の参加だった
けど、あのあとどう
被災者の方が、今日の
なったんだろう。
活動は違う困りごとを
言っていたなぁ。こん
帰ってきてからで
なときはどうしたらい
もできることはな
いんだろう。
いかな？？？

どんな活動でも
参加しようと思うけ
ど、必要なら専門ス
キルを活かせたらい
いな
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私たちを温かく受け入れてくださった東峰村、朝倉市、日田市のすべての住民のみなさま、関係者の
方々に深くお礼申し上げます。
また、このような支援活動ができたのも、現地で連携、ご支援くださった多くの団体や駆けつけてくだ
さったボランティアの皆様、そして全国から様々な形で募金や物資、ご寄付を通じてご支援ご協力くだ
さった皆様の応援があったからこそです。本来であればお一人お一人にお会いし、お礼とご報告をさせて
いただきたいところですが、まずはこの場を借りて、心より感謝申し上げます。

ご協力いただいた企業･団体（順不同･略称表記）
●地元の皆様（福岡県、大分県内）
カジワラ商事／グッデイ 日田店／セコム／ANGEL WINGS／Rotary／YNF／アイ電化センター／エフコープ生
活協同組合／ビーンズさかもと／ひちくボランティアセンター／マルバヤシ電器／被災地医療支援チーム そら
／朝倉ライオンズクラブ／朝倉青年会議所／朝倉商工会議所青年部／朝倉市商工会／大分県防災活動支援セン
ター／福岡被災地前進支援／福岡県環境整備事業協同組合連合会／甘木・朝倉消防本部／北九州市立大学／金光
教甘木教会／九州北部水害救援共同センター／小川電機設備／小石原焼陶器協同組合／筑前あさくら農業協同組
合／杷木復興支援ベース／エコワークス社員有志／福丸上笠保存会／黒川復興プロジェクト／
< 自治体 >
福岡県庁／東峰村役場／東峰村議会／朝倉市役所／古江地区自治会／片延地区自治会／坂井地区自治会／多々連
地区自治会
< 社会福祉協議会 >
福岡県社会福祉協議会／東峰村社会福祉協議会／うきは市社会福祉協議会／嘉麻市社会福祉協議会／朝倉市社会
福祉協議会

●福岡県、大分県外からの応援の皆様
AAR Japan／ADRA Japan／ジャパン･プラットフォーム(JPF)／ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)／環境省／
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）／全国社会福祉協議会 全国ボランティア･市民活動振
興センター／災害ボランティア活動支援プロジェクト協議会／災害NGO結／真如苑救援ボランティアサーブ
(SeRV)／コミサポひろしま／くまもと友救の会／キャンナス熊本／小池島田仮設団地／西原村社会福祉協議会
／Youth for 3.11(OGOB)／被災地NGO恊働センター／TOMODACHI イニシアチブ／日本エマソン／DRTJAPAN／シャンティ国際ボランティア会(SVA)／レスキューストックヤード (RSY)／チーム中越／OPEN
JAPAN

ご支援いただいた団体様よりメッセージ
PBV様との出会いは2011年の東日本大震災でした。当時、パルシステムでは石巻
市で被災された皆様へ炊き出しを行おうと考えていました。少し広い場所を見つけた
ので炊き出しを行おうと準備を始めたところ「ここでこれから自衛隊の物資配付が始
まるので移動して欲しい」と地元の方々から言われてしまいました。炊き出しを行うこ
とだけが正しいことだと信じて疑わなかった私達は、被災地の流儀を思い知らされま
した。
これからどこで誰に聞けば炊き出し情報がわかるのか、泥出しされている方にうか
がうと「毎日夕方に、石巻専修大学でボランティアの打ち合せが行われているらしい
」とのことでした。さっそく伺うと、校内のグラウンドには数え切れないくらいテントが並
んでいました。夕方になり大勢のボランティアが集まって会議が始まりました。その
会議で明日の炊き出し場所や配食数について打合せがあり、翌日の活動が決まり
ました。その会議の事務局として会議を取り仕切っていたのは若い女性でした。周囲
を見渡すと青色のビブスを着た女性がチラホラ。背中には「ピースボート災害ボラン
ティアセンター」の文字。これがPBV様との出会いでした。そのとき炊き出しの「コー
ディネート」という単語を教えていただきました。
会議の事務局だけでなく被災現場での炊き出しや避難所や仮設住宅への訪問等
、多くのボランティアを精力的に支援活動に送り出す様子に、大変心強い方々だと感
心しました。彼らとなら対等なパートナーシップが結べるのではないかと考え、その
後の熊本地震や今回の九州北部豪雨等では、パルシステムからPBVへ支援金を提
供し、PBVからはパルシステムに被災と支援の現地「生情報」を提供していただきま
した。今後もよきパートナーとして末永くお付き合いいただければと考えています。
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パルシステム
生活協同組合連合会
地域支援本部
環境・地域支援部
担当課長
鈴江 茂敏さん

活動収支報告
街頭･洋上募金
収入
支援金

473,801

災害VC運営サポート / 清掃支援

個人寄付

1,146,816

JVOADへ職員派遣

法人寄付

1,273,426

仮設住宅･集会所支援 / 支援物資

助成金

19,257,068

合計

22,651,111

支出

※不足の264,096円については、東京海上日動火災保険会社
の社員有志による寄付制度「Shere Happiness倶楽部」から
の寄付を充当させていただきました。

人件費

735,684
14,482,889
4,336,451

車両 / 旅費交通費

808,879

通信費 / 事務局運営費

224,608

安全管理 / 宿泊、拠点整備費

238,823

合計

※法人寄付には、企業や団体からの寄付の他に、信頼資本財
団やYahoo!ネット募金を通じた個人寄付が含まれています。

2,087,873

22,915,207
( 2018年3月15日時点 )

●ご寄付・助成をいただいた団体･企業･財団の皆様
パルシステム生活協同組合連合会／東京海上日動火災保険｢Share Happiness 倶楽部｣／東京海上アシスタ
ンス／ロバート･ウォルターズ･ジャパン／ヤフー／日本財団／信頼資本財団／震災がつなぐ全国ネット
ワーク／ジャパン･プラットフォーム／美味しいふくしま伝え隊／FRS二期生／美生社／Move4Japan／湯
梨浜町立東郷中学校／小鳥の森ゴルフパーク／大正富山医薬品労働組合／石ノ森萬画館／街づくりまんぼ
う／ステートレス／真如苑／ラッシュジャパン
その他、PBVサポート会員の皆様からの会費や九州北部豪雨緊急支援へのご寄付を活用させていただきました。
個人情報の観点から、お名前のご紹介は控えさせていただきますが、お一人おひとりの皆様に心より感謝申
し上げます。

寄付金が被災者に届くまで

～ 「義援金」と「支援金」の違い ～
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寄付で応援してください！
災害発生時に、いち早く被災者支援活動を開始する為の｢支援金｣を募集しています。
PBVでは、国内外の自然災害における緊急支援を行なう為、緊急支援体制の構築や、災害ボランテ
ィアの人材育成プグラムを実施しています。これらの活動は、ご寄付や助成金等によって運営され
ています。厳しい状況に置かれてしまう被災者への支援や、今後想定される大規模災害への取組み
を実現させるためには、皆さまからのご支援が必要不可欠です。
どうか、ご協力をお願いいたします。

●会員特典

●サポート会員（小口寄付制度）
[個人] 1口
5,000円/年
[法人] 1口
100,000円/年
※2口以上のご協力も可能です

・ニュースレター「START」と年次報告書をお送りします
・各種講演会・イベントを優先してご案内いたします
・会員同士の集いの場にご参加いただけます
・各セミナー、トレーニングが会員価格で受講できます

ご寄付はこのように役立てられます
炊き出し

栄養不良
の改善･予防

避難所サポート

最低限の
避難生活の維持

家屋清掃

生活再建
への一歩

※実施される支援活動は、被災地状況や被災者のニーズに合わせて展開されます

●お申し込み方法
｢PBVサポート会員 申込書｣をご提出、またはお電話にてご連絡をいただいた上で、下記まで年会費をご入金ください
郵便振替

クレジットカード

郵便振替口座：00120-9-488841(※下6桁は右ツメ)
口座名：社)ピースボート災害ボランティアセンター

VISA,MasterCardを通じた送金は、下記ホームページから
http://pbv.or.jp/support-member

ゆうちょ銀行

その他

ゼロイチキュウ店(019店)当座 0488841
社)ピースボート災害ボランティアセンター

取引先銀行

三菱UFJ銀行、みずほ銀行

その他の募金方法に関しては、下記ホームページをご覧ください。

http://pbv.or.jp/support-member.html

「ピースボート災害ボランティアセンター（PBV）」

2017年

九州北部豪雨 緊急支援 活動報告書

PBVは、東日本大震災への継続的かつ大規模な支援活
動を展開するため、2011年4月に、国際NGO「ピース
ボート」が設立した一般社団法人です。ピースボート
が、1983年より行ってきた国際交流の船旅、そして
1995年の阪神淡路大震災以降の国内外の災害支援の
ノウハウとネットワークを活かし活動しています。
現在は、緊急時の災害対応を軸に、災害ボランティア
の育成や普及活動を実施しています。また、宮城県石
巻市では復興支援に留まらない、地域課題にも積極的
に取り組んでいます。
ホームページ http://pbv.or.jp/

発行：一般社団法人
ピースボート災害ボランティアセンター
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上島安裕、小林深吾
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〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-13-1-2F-A
TEL：03-3363-7967 FAX：03-3362-6073
E-MAIL：kyuen@pbv.or.jp
URL：http://pbv.or.jp/

