
災害子ども支援ネットワークみやぎ 
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＜2015 年 3 月＞ 

 東日本大震災発生から 4 年目を迎えようとしています。皆様にはいつもあたたかいご支援をいただきありがとう

ございます。目の前の仕事に追われ、ご報告が滞っておりましたが、やっとニュースレター第 3 号を発行すること

ができました。これまでは、「災害子どもセンターニュースレター」としておりましたが、今回より「災害子ども支

援ネットワークみやぎ」全体の活動も含め、ご報告申し上げます。今回は主にこの 1 年間の活動と、災害子ども支

援センター利用者の声をお伝えいたします。災害復興住宅の完成進捗状況をご覧いただければ、復興は緒についた

ばかりということがお分かりいただけると思います。 

 皆様のご支援が支えです。これからもよろしくお願い申し上げます。 

災害子ども支援ネットワークみやぎ 代表世話人 小林純子 

1年間の支援活動報告 

【イベント実施】 

 

・2014年 6月 22日（日）「さくらーれ交流会」 

東京の日本トルコ女性交流会「さくらーれ」と仙台の日本

トルコ協会の皆さんが被災地の子どもと一緒にトルコ料

理をつくりました。その後、家族も加わってトルコの民族

衣装を着て記念撮影をしたり、フェイスペインティングを

したり、トルコのゲームやダンスで楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

・あきらちゃん、コロッケくんコンサート  

岩沼市亀塚保育園、名取市美田園わかば幼稚園、 

名取市元気キッズにて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仙台南ロータリークラブからの支援 

石巻市ひがし保育園（遊具寄贈）、名取市美田園

わかば幼稚園（園児用机･椅子寄贈）、東松島市

のびる幼稚園（放送設備一式寄贈）、気仙沼市お

ひさま保育園（年長児園児用机･椅子寄贈） 

・広島東南ロータリークラブよりピアノ寄贈 

気仙沼市かやの実保育園・登米市森のくまさん保

育園（2013 年）、丸森町館矢間小学校・東松

島市のびる幼稚園（2014年） 

・災害子ども支援ネットワークみやぎへの寄付金に

よる寄贈等 

気仙沼市おひさま保育園（年中・年少園児用、机・

椅子）、丸森町（ウクレレ）個人宛（裁縫セット、

書道セット、学用品） 

支援物資購入、イベント実施費用 

・その他のイベントにて活動をＰＲしました。 
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【支援していただいた施設からの報告】 

皆様に応援していただき、被災地から、少しずつうれしいニュースをお届けすることができるようになりました。 

 

  
 

 

気仙沼市 おひさま保育園 気仙沼市 新生保育園 

園長先生が津波に流され、園舎も被害を受け、倉

庫を借りて保育をしていた「おひさま保育園」の新

園舎が完成し、入園希望が多いため、建て増しをし

て園児を受け入れています。里見理事長を初め、先

生方の努力が実を結びました。 

 

 

 

 

 

 

園舎が流失したため、経営していた法人が全員を解雇

しましたが、先生たちは、近くの空き店舗で、保育を再

開し、「保育スペースつぼみ」と名付けました。今回、

もとの経営法人が事業を再開することになり、代表の畠

山先生は復帰を請われて、悩んだ末に「つぼみ」を閉じ

て、園長として就任 

しました。 

東松島市 のびる幼稚園 名取市 美田園わかば幼稚園 丸森町 NPO法人そのつ森 

東松島市のびる地区は、多くの犠牲者

をだしたところです。目の前に海が広

がる、素晴らしい環境にあったのびる

幼稚園でしたが、津波で跡形もなくな

ってしまいました。園長先生は、「い

つ幼稚園が始まるの?」という子ども

の声に背中を押され、隣町の松島町の

施設を借りて園を再開、その後、縫製

工場の倉庫を改装して園を続けてき

ました。9月 13日に念願の新園舎が

完成し、落慶式がとり行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名取市閖上にあった閖上わかば保

育園は、園舎が使用できなくなり、

しばらくは閖上さいかい市場の仮

設プレハブ店舗の１室に事務室を

置き、再開の準備をしていました。 

場所を内陸の美田園に移し、「美

田園わかば幼稚園」として生まれ

変わりました。 

 

丸森町は福島県と接している町で

す。震災後、線量の高い地域もあ

り、放射能を心配して多くの子育

て世帯が町外に移住し、子どもの

数が激減しました。丸森町の山間

にある閉校した小学校を地域の拠

点に整備している「NPO法人その

つ森」の代表が、ご自分がウクレ

レを弾くので、学校などでも披露

していたところ、子どもたちがや

ってみたいと言いました。友達が

減り、寂しい思いをしている子ど

もたちのために、ウクレレ教室を

開こうと考えました。その趣旨に

賛同し、ウクレレ 

9台を贈りました。 

 

 

 

丸 森 町 舘 矢 間 小 学 校 

丸森町の舘矢間小学校では、まだグランドピアノがあり

ませんでしたが、広島の東南ロータリークラブの支援で寄

贈されました。贈呈式では、子どもたちの元気な歌声を披

露してくれました。これからの学校行事や地域の行事にピ

アノが活躍することでしょう。 

ピアノの贈呈をきっかけとして、PTAの方たちが「い

いことみんなでしよう会」を結成し、広島の土砂災害支援

の募金活動を行ってくださいました。 
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災害子ども支援センター運営事業報告 

【利用状況】 

仙台市からの補助金が終了し縮小を余儀なくされるところでしたが、「グループみこし 藤枝澪子基金」より 100 万

円の補助金を頂き、昨年と同様の開館体制を維持できました。センターの運営ができているのも、物資や御寄附を下さっ

ている皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。年間の利用者は次の通りです。 

月 来館者数 
物資 

提供者数 
相 談 ( 来
館・電話) 

月 来館者数 
物資 

提供者数 
相談（来
館・電話） 

月 来館者数 
物資 

提供者数 
相談（来
館・電話） 

４月 20 20 0  ８月 16 16  2 1２月 27 15 16 

５月 22 20  2 ９月 17 15 0  1月 16 16 2 

６月 28 23 5 10月 21 18 6 2月 17 18 2 

７月 22 20  2 11月 19 16 10 合計 225 197 47 

【利用者の声】 

昨年１１月に利用者の方にアンケートをしたところ次のような感謝の声が寄せられました。 

1. 震災直後困ったことは何ですか。 

・子どもが小さかったので誰かついていなければならず、買出しや水をもらいに並ぶのが大変だった。 

・自宅の倒壊の恐れがあったので当時、3才女児と生後半年男子の子どもを連れ逃げなくてはいけなかった。 

・ライフラインの切断によって手洗いができず、トイレの水も使えず不衛生だった。 

・食物・飲み物・おむつ・おしりふきなど、全てが不足していた。 

・震災の津波によりすべて流されてしまって子どもの哺乳瓶、ミルク、オムツ、着がえ、学校学習用品がなく、大変でした。 

2．その後の変化で抱えた困難は何ですか。（いつごろ、どんなことで？） 

・自宅、店舗が全壊し住むところが無くなった。 

・貯金を切り崩し引っ越しした（その時は仮設、みなし仮設の情報はなかった） 

・家庭環境が変化し、自分の気持ちに余裕がなくなった。子どもの育て方に自信がない。 

・妊娠中だったので、子どもをどこで産んだら良いか、受け入れがあるのかいつも不安でした。 

・保育園が再開せず、休むことで仕事に行く時の子どもの預ける場がなく困った。 

・震災後夫が事故死、2才の子どもと自分の生活になった。 

3．センターを利用してどうでしたか。 

・夫の仕事が見つからない中でのセンターの利用はとても助かりました。 

・地域の方々の宮城の情報はとても参考になりました。 

・スタッフがその都度話を聞いてくれるのが良かった。 

・つらい気持ちやひとりでかかえられないことを話せるのが良い。 

・相談することによりアドバイスをもらい少しでもがんばれた。 

・都度、現在の生活状況をお話しするので、今の自分の状況をしり今後どうしていきたいか考える機会になっている。 

・仕事を失い、借金しか残っていない時に、物資支援をして頂けて本当に助かりました。日用品の購入も困難な状況にあり、子ども

たちに申し訳ない思いでいたので…今は少し明るくなれました。 

・知ったのが遅かった。震災から 2年後だった。 

・ずっと、出かけられる場所と苦しみを受けとってくれる所を探してもなく、誰に支援される助けられることもなく、 

もうあきらめていたので驚いた。 

・話を聞いてもらえて、物資支援までなんて、希望の光もらったような思いだった。 

・消耗品や日用品など生活に常に必要な物をいただいて助かりました。 

・物質的な事のほかにも色々な情報をいただいたり、アドバイスをいただいたり相談に乗ってもらったり、毎月行くのが楽しみです。 

・物資を利用できるだけでなく、お楽しみの会を開いて下さったり、情報を得る場としても良かった。 

・周りは知らない人ばかりなので気軽に行ける場所があると嬉しいですね。 

・夫の仕事も変わり、色々とお金がかかる中でセンターを利用させて頂きとても助かりました。 

・いつも優しい対応をして頂き感謝しています。 

そう思うものに『YES』、そう思わないものには『NO』に○を付けて下さい。（単位：％） 

項目 YES NO 無回答 計 

①一か所で様々な情報が得られ、相談も行うことが出来る  100     100 

②平日毎日開いているので利用しやすい  90 ※10   100 

③スタッフが固定しているので話しやすい  100     100 

④多様なネットワークにより、複合的な相談にも対応できている 90   10 100 

⑤行政の支援対象から外れた人たちへのきめ細かな支援ができている  90   10 100 

※土、日、祝日に開館してほしいという意見が寄せられました。 



4．現状についてどう考えていますか。 

・震災が過ぎて３年 8ヶ月経った。普通に生活しているように思うが未だに地震には敏感ですごいストレスを感じる。あと、震災の

語りや映像は思い出すのでもう一生見たくない、考えたくない。 

・不安がいっぱいで、考えることが出来ない。 

・働かないと生活ができない状況ではあるが、子どもともっと関わりたいという思いもある。 

・収入が無くなることが今は一番怖いので次の職場が決まれば転職して子どもと過ごす時間を増やしたい。 

・仙台在住を決め前に進んでいるところなのでこのまま頑張って行きます。 

・少しずつではありますが、生活も安定してきたと思います。 

・このセンターが私の心の中の、よりどころとなっている。震災を忘れたい反面、忘れてはいけないと思う自分もいて、月に 1度こ

こに来て、色々な思いの整理をしに来る。ここからまた 1ヶ月が過ぎていくという、区切りの場所になっている。 

5．今後、センターへ望むことは何ですか。 

・子どもが幼稚園に入れば私も仕事をしたいと思っています。時々皆様の顔を見に行きたいと思います。 

消費税増税分でもいいので安く日用品が購入が出来ればありがたいです。 

・平日の他、土日どちらか運営を行って頂けるとありがたいです。仕事をしているので平日は伺う事が出来なくなってしまいました。 

・今までと同じく不安なことがあれば話を聞いてくれたり、支援をお願いしたいです。 

・物資の提供だけでなく、色々な情報がある事を声掛けしてもらえると嬉しいです。 

・精神的ケアもなかった分よけい疲れが残っている。職員の方に話をすることでストレス解消になっている最近で、その存在に感謝。 

・4月から復興住宅の転居があるわけなんですが、生活や環境の変化もあるのでもう少し続けて頂くと相談できたりするので今後し

て頂ければ嬉しいです。 

・今まで通りで十分です。 
 

【災害子ども支援センター担当者からのメッセージ】 

登録している会員それぞれが、それぞれの思いでここに来ているんだという事がわかりました。皆様からの支援でこの

センターが成り立ち、支援者と被災者をつなぐことを手伝わせて頂いている私は、支援者の方々に対し、本当にありがた

い気持ちでいっぱいです。仮設住宅、みなし仮設住宅から災害公営住宅へと抽選を経て引越しをされた会員がいる一方で、

色々な理由から、災害公営住宅に入居できない方（入居資格が得られなかった方）もいます。 

最近は、仮設住宅や災害公営住宅の相談と共に不登校や、いじめ、といった学校のことや、貧困の相談件数も増えてい

ます。震災の影響、ひとり親家庭、障害児を持っているので就労できない、夫が病気など、問題も多様化しています。皆

様から頂く温かい支援は、ここに相談に来る会員や行政の対応枠から外れた会員に手渡しさせて頂いています。 

（高橋由紀） 

【災害公営住宅整備（事業着手）状況 （平成 27 年１月 31 日現在）】震災後４年を迎えますが災害公営住宅の整備

状況は平均 17.4％です。４年目を仮設住宅で迎える人がまだ 12,801 世帯います。 

 
市町名 

計画 

戸数 

完了 

戸数 
進捗率 市町名 

計画 

戸数 

完了 

戸数 
進捗率  市町名 

計画 

戸数 

完了 

戸数 
進捗率 

被 

災 

沿 

岸 

地 

域 

仙台市  3,179戸   783戸  23.60% 亘理町  477戸   180戸 37.70%   

内 

陸 

地 

域 

  

  

登米市 84戸 60戸  71.40% 

石巻市 4,000戸  296戸 7.40% 山元町 476戸  182戸 37.90% 涌谷町 48戸 22戸 45.80% 

塩竈市  420戸 52戸  12.40% 松島町  52戸   0戸 0.00% 栗原市  15戸   15戸  100.00% 

気仙沼市   2,168戸  75戸 3.50% 利府町  25戸  25戸 100.00% 大崎市 170戸 105戸 61.80% 

名取市  716戸   0戸 0.00% 七ヶ浜町 212戸   0戸 0.00% 大郷町 3戸 3戸 100.00% 

多賀城市 532戸  160戸  30.10% 女川町  918戸  225戸  24.50% 美里町 40戸 40戸 100.00% 

岩沼市 210戸   44戸 21.00% 南三陸町 738戸  104戸 14.10%         

東松島市  1,010戸 321戸 31.80%     合計 21市町 15,493戸 2692戸 17.40% 
 

＜災害子ども支援センターの事業内容＞ 

東日本大震災の発生により、困難を抱える子育て世帯・子ども・学校・幼稚園・保育所等を支援します。 

１．情報収集と提供 館内ラックに震災支援関連の情報を置いて提供しています。 

２．物資支援 震災の影響で困難を抱えている子育て世帯を対象に、物資提供を行っています。 

３．子育てに関する相談 災害子ども支援ネットワークみやぎは、様々な団体や個人で組織さ 

れており、多方面の専門家が加わっています。困難な問題に対して相談を受け付けています。 

４．＜ポルカ＞への協力 被災した方々のお子さんの一時預かり＜ポルカ＞への協力も行っています。 

＜運営団体：災害子ども支援ネットワークみやぎ＞住所：〒981-0954 仙台市青葉区川平 1-16-5 ｽｶｲﾊｲﾂ 202 

TEL:022-279-7239 MAIL:saigai_kodomo@yahoo.co.jp HP： http://saigai-kodomo.org/ 

募金振込口座：「災害子ども支援ネットワークみやぎ」 

１．郵便振替口座 02240-3-125954 ２．ゆうちょ銀行 店名 229 店番 229 当座 0125954 


