
コロナ禍で起きる自然災害。各地から仲間が集まりにくい状況が続き、マンパワーの不足がある中での災害支援。重機作業や

屋根上作業など、被災地で共に汗を流してきた団体との連携をより強め支援活動を継続している。

行政や災害ボランティアセンター、地元 NPO、外部の専門団体などとの情報共有と連携による対応。 直接作業による支援と

過去の経験や知識を活かした現場コーディネート、プロジェクトの提案、事例や制度の提言、被災地と被災地を繋げることも。 

コロナ禍、自然の脅威。便利さや豊かさに慣れた生活から、支え合い、一人一人の生きる力が求められる。

平時からの地元コミュニティでの備えを強めることや講習会の開催。 来るべき災害への備えをより一層強化していきます。 

そして、それぞれの状況のなか、できることをと、たくさんの応援、お気持ち、皆様の想いのひとしずくが水の波紋のよう

に広がっています。ありがとうございます。 肥田ひーさー（ん）OPEN JAPAN災害支援チームリーダー

OPEN JAPAN活動報告書 ～202２.3

それぞれの状況の中、できることを・・・



令和２年７月の豪雨災害から１年半が経

ちました。災害後からずっと支えて頂い

た OPEN JAPAN さんには今でも感謝の

気持ちでいっぱいです。心の復興、拠り

所の大切さ、災害があった時に自分たち

で復興していくことが何なのかを教えて

頂きました。一緒になって頑張ってもら

える存在があるのは、私たち住民にとっ

て宝です。ありがとうございます。

令和３年２月１３日発生「令和３年福島県沖地震」

により、町内の屋根瓦や家屋の被害が多数、高

齢者の多い町にとっては自力修繕が厳しい状態

でした。オープンジャパン緊急支援チームの方々

とは、令和元年に起きた台風１９号においての、

丸森町でも良く顔を合わせており沢山のことを

学ばせて頂きました。今回の地震後直ぐにリー

ダーの肥田浩さん（ひーさん）

は、山元町に駆け付けてくれ

OJの仲間達によるマンパ

ワー投入で、沢山の支援を頂

き感謝の気持ちで一杯です。

ありがとうございました。

令和３年２月１３日深夜、福島県沖を震源に

最大震度６強を観測する地震が発生。 活動

継続中であった熊本県球磨村から地元宮城

県の山元町へ向かいました。 山元町災害ボ

ランティアセンターと連携して技術系 NPO 

の調整を行うと同時に、雨漏りを防ぐため

屋根瓦の補修や応急処置、家屋内保全など

の直接支援活動を行いました。 

連携団体と共に屋根上活動や家屋裏の法面

流出土砂の重機による撤去、倒木の撤去な

どに当たりました。 屋根上活動は常に落下

＝即大事故の危険な活動であり、被災され

た住民さんの気持ちに寄り添いながら、ロー

プワークによる安全確保と現場での安全管

理を徹底し、一件の事故も無く安全に活動

を完了しました。

２０２１年度は球磨村での継続活動から開始しました。途中、福島県

沖地震があり、熊本と宮城の二拠点活動に。球磨村では地域の皆

さんに技術講習を行いながら一緒に復旧活動にあたりました。

山間部集落の敷地内整備やコミュニティの中心として再建を

決めたお宅の復旧、みんなの畑として使う予定地の整備、地域

で立ち上がった防災団体への運営アドバイスや技術講習など

これからに向けてのニーズに取り組みました。

発災から１年を迎えた７月４日には地域の皆さんと慰霊のひと

時を持ち、７月７日には私たちの送別会を神瀬の皆さんが開

いてくださいました。その後資機材整理や地域団体への引継ぎ

などを行い、私たちは次の活動地へ。長期活動が多い私たち

ですが、球磨村では１３か月に及ぶ滞在活動となりました。

＜熊本県＞ ＜宮城県＞球磨村 2020.07.05 ～
2021.08.01令和２年７月豪雨　災害支援 山元町 2021.02 ～

2021.06福島県沖地震　災害支援

大工系家屋内案件
大工系家屋外案件
地域ニーズ
重機・チェンソー
サロン
現調・見回り

7件
10件
28件
31件
2件
15件

球磨村での活動実績球磨村での活動実績

活動人数　218人（OJ連携）　2021/04 ～

大工系家屋内案件
屋根案件
重機・チェンソー
現調・見回り

17件
23件
34件
25件

山元町での活動実績山元町での活動実績

活動人数　193人（OJ連携）
2021/02 ～ 06

「住み続ける」を前提にした活動活動期間13か月、地域の皆さんとともに

（延べ人数・件数） （延べ人数・件数）

2 3

1年ともに暮らし活動した神瀬のみなさんと
佐賀から球磨村に戻って
地域の憩いの場となる大岩亭の復旧作業

その先の笑顔のために、その笑顔で見送ってもらえました

住民の皆さんと一緒に
たくさんの活動を行いました

地元の和尚さんグループに講習しながら
コミュニティの畑整備

1年ともに暮らし活動した神瀬のみなさんと
佐賀から球磨村に戻って
地域の憩いの場となる大岩亭の復旧作業

神瀬地区の住民さんも免許を取得、地域復旧へ神瀬地区の住民さんも免許を取得、地域復旧へ

その先の笑顔のために、その笑顔で見送ってもらえました

住民の皆さんと一緒に
たくさんの活動を行いました

地元の和尚さんグループに講習しながら
コミュニティの畑整備

まるもり女子重機隊も出動
現場で実地講習です

社協でのミーティング風景、情報を共有して進めます

地震による雨漏りで天井が抜けてしまったお宅、家屋再生で応急復旧しました

連携団体との共同作業連携団体との共同作業

まるもり女子重機隊も出動
現場で実地講習です

DRT、RA、DEF、結などとの技術連携は
各地で共に活動しました
DRT、RA、DEF、結などとの技術連携は
各地で共に活動しました

社協でのミーティング風景、情報を共有して進めます

地震による雨漏りで天井が抜けてしまったお宅、家屋再生で応急復旧しました

球磨村神瀬　岩崎ちふみさん

山元町社会福祉協議会職員のみなさん

地元の方の声

地元の方の声

感謝の気持ちでいっぱいです。

心の復興、拠り所の大切さ



局所的に流れ出た大量の土石流。捜索活動と二次災害の危険性のため、

立ち入り禁止規制線が張られ、現場での活動が困難な状況。少しずつ支援

活動を開始しました。

避難所を訪問してニーズ調査を行い、 被災された方々の声を元に、車両曳

き出し、倒壊家屋からの位牌、貴重品、思い出の品等の取り出しを行いま

した。 過去の被災地での事例や取り組みの提案実践を行政に提言。 避難所

や規制線内の自宅からみなし仮設への引っ越し支援対応。警察、消防、行政、

社会福祉協議会、地元建設業協会、

地元NPO、連携団体と情報共有する

毎日。現在も被災された方々は規制

線内への自由な出入りができない

状況です。規制線が解除となるのは

数年後。地元の力で長期的に支えて

いけるよう、地元にできる限りの引

き継ぎをしました。

私たちは宮城県丸森町と災害時の支援協定を締結い

たしました。各地から打診をいただく中、東北の団体

としてまず地元宮城の同町と協定を結びました。

協定には平時の活動として人材育成も含まれます。

現在、様々な技術を活かした支援が全国の被災地で

展開されています。多様なスキルを持つ方々に災害

時特有の事例を踏まえた技術講習、その方々が力を

発揮するために欠かせない現場コーディネーター育

成研修なども丸森町とともに開催する予定です。

各地で地元行政・社協と連携し活動してきた私た

ちならではの「災害支援の更なる一歩」を考え、

動いてまいります。

ＯＰＥＮ  ＪＡＰＡＮには、令和元年東日本台風の際、発災
直後から多大なご支援をいただき、当町でも住民の自助・
共助の意識が強まりました。今では「まるもり女子重機
隊」が結成され、自主的な活動をしています。今後も、
行政の手の行き届かない部分で、被災住民に寄り添った
活動をしてくださるようご期待申し上げます。

令和３年７月３日、伊豆山地区土石流災害発生。発災直後よりオープンジャパン肥田さんには、
災害ボランティアセンターの運営にかかわっていただきました。突然の災害で混乱している私
たちを被災地での活動はもとより、センター運営の助言、団体間の調整、被災住民の支え・地
域の復旧さらに行政との連携、助言等・・・で支えていただきました。
そんな中心で活動しているにもかかわらず『熱海のことは熱海の人で、復旧・復興することが
大事だよ』と常に私たちの自立を促し続け、自分たちは決して中心にはならず。オープンジャ
パンの大切にしているものと感じました。本当に感謝しております。ありがとうございました。

２０１９年台風１９号災害からの復旧工事は、丸森町の

広さや事業者の不足などからいまだ手付かずのところ

も残っています。

当時廃棄物の仮置き場となり使われなくなった広場の

復旧や、災害で変わり果てたコミュニティ施設の景観

再生。重機プロボノとして被災地で活動してきた経験

を活かし、活動にあたりました。

災害以降、町民で結成し奮闘している「まるもり女子

重機隊」も講習をかねて参加、町のコミュニティ施設

も少しずつ綺麗な姿に生まれ変わりました。

住民の自助・共助の意識が強まりました。

大工系家屋内案件
大工系家屋外案件
地域ニーズ
行政ニーズ
　（重機・チェンソー）
現調・見回り

13件
3件
0件
 

22 件
11件

丸森町での活動実績丸森町での活動実績

活動人数　232人（OJ連携）  2021/04 ～

技術系案件
地域ニーズ
重機・チェンソー
サロン
現調・見回り

36件
3件
5件
2件
89件

熱海市での活動実績熱海市での活動実績

活動人数　412人（OJ連携）
2021/07 ～

＜宮城県＞ ＜静岡県＞丸森町 2019.10 ～
活動中令和元年東日本台風（台風１９号）　災害支援 熱海市 2021.07 ～

活動中令和3年7月伊豆山土砂災害　災害支援

丸森町と災害協定を締結

二次災害の恐れ、活動が困難な状況で

長期的な関わりから見えてくるもの

（延べ人数・件数）

（延べ人数・件数）

緊急支援チーム初の災害協定を地元宮城県丸森町と締結

台風19号災害から復活したあぶくま駅周辺の環境整備

地元団体が取り組む森林環境等を
通した防災活動にも取り組む

町からの依頼で地域コミュニティ施設の
整備復旧を手掛ける

町とともに副町長も立ち合って
進捗状況とこれからの打ち合わせ

緊急支援チーム初の災害協定を地元宮城県丸森町と締結

立ち入り規制区域内への一時帰宅支援 

社協とボラセンの立ち上げ・コーディネートサポート

地元の消防有志も連携して活動にあたりました

基礎だけ残ったお宅から貴重品を探し出していく

重機隊は敷地内の土砂を撤去し早期復旧に尽力

立ち入り規制区域内への一時帰宅支援 

社協とボラセンの立ち上げ・コーディネートサポート

地元の消防有志も連携して活動にあたりました

基礎だけ残ったお宅から貴重品を探し出していく

重機隊は敷地内の土砂を撤去し早期復旧に尽力

台風19号災害から復活したあぶくま駅周辺の環境整備

地元団体が取り組む森林環境等を
通した防災活動にも取り組む

町からの依頼で地域コミュニティ施設の
整備復旧を手掛ける

町とともに副町長も立ち合って
進捗状況とこれからの打ち合わせ

4 5

熱海市社会福祉協議会事務局長　真野 隆さん

丸森町長　保科 郷雄さん

地元の方
の声

地元の方
の声 熱海のことは熱海の人で



２年に満たない間に２回の豪雨災害に見舞わ

れた佐賀県。前回の災害からやっと日常に戻

るという時に再び被災された方も少なくあり

ません。熱海と並行して活動を開始しました。

２年前も活動した大町で、「まさかこんな

形で再会するとは」と、涙ながらに語られ

る住民さんも。連携団体とともに住民さん

の心情をよく聞き、応えることを心がけて

活動しました。そのような中、先の教訓が

あったからこそ出来ることを、と町・社協・

住民さんが行動する姿が印象的でした。ま

た、継続的に参加された県内ボラの皆さんもスキルアップを目指し、自発的に振り返り会を開いて今後に備えられました。

コロナ禍だからこそ、地元の力が重要になると感じる中で、心強い繋がりが生まれました。佐賀では県外団体の受け皿

となったSPF（佐賀災害支援プラットフォーム）を中心に連携し、様々な防災研修会が開かれる予定です。

７月１３日にかけての大雨被害では、１５日に島根県

雲南市で孤立していた湯村温泉の集落に先遣隊と

して入った。河川からの土砂流入家屋や道路の土

砂撤去をダッシュ隊大阪や TEAM B-DASH と連携

し、ボラセンが対応出来ない世帯の支援を行った。

また、広島県安芸高田ではボラセンより依頼された

家屋等の重機での土砂出し作業も並行して行われ、

流出した橋の仮橋を白石電設の協力で設置し、農機

具を２次被害より避難させることが出来た。その

後、長野県茅野市等で発生した土石流現場へ広島

より向かい果てしない作業となった・・・  （助）

今年は７月に土砂で被災した熱海と、８月の豪雨で川が氾濫

した武雄と久留米を拠点に車の無料貸し出し支援を行いまし

た。熱海では１２台の車を活用し９１件の貸出を行い、武雄・

久留米では６５台の車を活用し１０３件の貸出を

行いました。それぞれの地域で実際に車を被災

された方々の声に耳を傾けていただければと思

います。（QRコードからご確認ください   　　） 

私たちは、車を被災された方を助ける仕組みを社会に構築する

ために一歩踏み出しました。これまで連携してきた企業・団体

らと協定を締結し「モビリティ・レジリエンス・アライアンス」を

立ち上げました。いざという時に迅速に多くの

車を被災地に届けるために連携します。まだ

８団体の小さなアライアンスですが、東日本

大震災クラスの災害が起こっても対応できる

仕組みを目指してこの輪を広げてまいります。 

令和３年５月１日、静岡

県牧之原市において最大

風速５５m/秒を伴う竜巻

が発生し、建物の倒壊や

住居の屋根に損害を起こ

しました。静岡を本拠地と

する連携団体MFP、山元

町で連携し屋根の仮復旧にあたったレスキューアシスト

が活動を開始、OPEN JAPAN からも屋根上作業の講習

を受けたメンバーが合流し一緒に活動しました。

年末から降り続いた雪は

各地で豪雪被害を引き起

こしました。滋賀県彦根市

でも最大積雪７３㎝を超

え、平年の３６倍の積雪量

となり日常生活に支障を

きたす雪害となりました。

連携団体のみなさんが行っている除雪ボランティアの

応援にOPEN JAPANも向かい、通学路の除雪などできる

ことを行いました。

災害時に返却を条件に月額1.1万円（車検代・自動車税・登録費用込）で車を
借りるカーリース。返却された車は支援活動で活用されます。被災地に
常駐し支援活動を行う場合は返却不要で且つ一定期間無料となります。

災害時返却カーリース災害時返却カーリース災害時返却カーリース

災害時に支援車として活用する格安カーリース利用者募集中

「また？」… 令和元年に続き令和３年８月に佐賀県内を
襲った大雨。コロナ禍で外部支援が限られる中、２度目
の被災で心が折れそうな地域の方々の想いに寄り添い、
町・町社協 (災害VC)・支援団体の協働の要として、“また ”
大きな力を貸していただきました。今後は、平時のうち
の繋がりづくりで “また ” ご一緒できれば嬉しいです。

詳しくは動画で

＜佐賀県＞大町町 2021.08 ～
活動中

2022.01 2021.05

令和3年8月豪雨　災害支援 各地での活動報告

令和3年7月豪雨、他

令和3年牧之原市台風等災害 令和4年彦根豪雪

被災地でのカーシェアリング

大工系家屋内案件
大工系家屋外案件
地域ニーズ
重機・チェンソー
サロン
現調・見回り

283件
6件
21件
42件
17件
135件

大町町での活動実績大町町での活動実績

活動人数　1756人（OJ連携）
2021/08 ～

２年間で２回の豪雨災害

（延べ人数・件数）

社協で住民の皆さんに水害にあった時の講習会

恒例の美容ボラ、
「心身ともにさっぱりした」と住民さん

２年前にもお世話になった下潟地区の皆さんと

連携団体による炊き出し暖かいご飯が喜ばれました

嬉野市・武雄市でも重機活動の依頼に応えました

社協で住民の皆さんに水害にあった時の講習会

恒例の美容ボラ、
「心身ともにさっぱりした」と住民さん

2度目の被災となるお宅の床下に潜り復旧へ2度目の被災となるお宅の床下に潜り復旧へ

２年前にもお世話になった下潟地区の皆さんと

仮設橋の設置作業（広島県安芸高田）

荷物搬出の通路確保（長野県茅野）
TEAM B-DASHと TEAMのらぼら、
広島ケン夫妻重機隊（島根県雲南）
TEAM B-DASHと TEAMのらぼら、
広島ケン夫妻重機隊（島根県雲南）

仮設橋の設置作業（広島県安芸高田）

荷物搬出の通路確保（長野県茅野）

連携団体による炊き出し暖かいご飯が喜ばれました

立ち入り禁止区域内にある自宅の
荷物の運搬に利用いただいている様子武雄（九州支部）での貸し出しの様子

モビリティ・レジリエンス・アライアンス発足記者会見の様子

立ち入り禁止区域内にある自宅の
荷物の運搬に利用いただいている様子武雄（九州支部）での貸し出しの様子

モビリティ・レジリエンス・アライアンス発足記者会見の様子

嬉野市・武雄市でも重機活動の依頼に応えました

佐賀県社会福祉協議会　小松美桂さん
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地元の方の声平時の繋がりづくり



OPEN JAPANの仲間たち
現場を共にした仲間たちと連携を行いながら各プロジェクトに取り組んでいます。（2021年度）

DEF 東京アライアンス
DPSL-JAPAN
DRT-JAPANアライアンス
IRON WORKS
KOMATSU
NPOあぶくまの里山を守る会
NPO法人 BOND&JUSTICE
NPO法人 SEEDS OF HOPE
NPO法人九州災害復興支援リーダーズサミット
NPO法人国際ボランティア 学生協会 IVUSA
OKAbeace
Peri.
TEAM B-DASH
TEAMのらぼら
オフィス園崎
おもやいボランティアセンター
カフェデモンク浦河・静内
キーン・ジャパン合同会社
グリーンコープ
コールマンジャパン株式会社
コミサポひろしま
じゃんけんマンファミリー
ダッシュ隊徳島
チームSHIRO
チーム八ヶ岳
ちょんまげ支援隊
ですです隊
テンカラセン
パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社
ピースボート災害支援センター(PBV)
ボーダレスファイヤ熊本
ボランティアチーム援人
ボランティア団体かわせみやませみ
まるもり女子重機隊
め組 JAPAN
モトローラ・ソリューションズ株式会社
ヤマヤ物産有限会社
ライオンズ国際協会337
リコンストラクション・ジャパン
レスキューアシスト
レスキューアシスト熊本
一般社団法人 国際健美軸協会
一般社団法人 JUMP
一般社団法人ダッシュ隊大阪

一般社団法人日本笑顔プロジェクト
一般社団法人フェニックス災害支援機構 フェニックス救援隊
縁の下のもぐら
丸森 tree tree tree
球磨川流域住民再生ネットワーク
魚久
共同ネットワーク株式会社
熊本支援チーム
熊本大学
佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)
佐賀女子短大
災害NGO　ハートレスキュー隊
災害NGO 旅商人
災害NGOぬち
災害NGO結
災害ボランティア愛・知・人
災害支援OEN TEAM
災害支援チーム k.t.s
災害支援信濃町連絡会
災害対応NPO MFP
小澤干物店
常総元気村
神照寺
神瀬マダム
震災がつなぐ全国ネットワーク
世界平和統一家庭連合 平和ボランティア隊(Upeace)
西東京臨済会災害支援部 (臨坊 )
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)
全国曹洞宗青年会
佐賀県地域おこし協力隊ネットワーク(SCN)
茶の国会議
特定非営利活動法人 CONCENT
特定非営利活動法人 災害支援団体 Gorilla
南浜ひまわりプロジェクト
日本財団学生ボランティアセンター
認定NPO法人 地球市民の会
認定NPO法人 日本レスキュー協会
熱海 JC
熱海キコリーズ
熱海市商工会
風組関東
無明
有限会社ランドアース

私たちは個人・団体・企業
の皆様のご支援で活動して
います。
パートナー企業のキーン・
ジャパンは熱海・大町で住
人さんたちへ靴の提供、
OJ へのマッチング・ドネーション募金を実施、予定額を大
きく超えるご寄付を頂きました。個人・団体の皆様からも
大切な支援金や「ほしいものリスト」等を通じた資機材の
ご寄付を頂きました。また球磨村から佐賀へのボランティ
ア、北海道や熱海から佐賀へ物資支援など被災地同士が
つながる支援の輪を広げることができたのも皆様のお力に
よるものです。心より感謝を申し上げます。

OPEN JAPANの活動は皆様からのご支援によって成り立っています。災害発生時、初動の緊急支援で
はベースの立ち上げや、活動に必要な機材の運搬や燃料など、全て皆様の気持ちが形となり被災された
方々への支援と繋がっています。
また、地域の方々が安心できる関係性を大切にし、今、何が必要とされているかを常に考え、臨機
応変に各被災地で活動を続けています。こうした全ての活動の源となるOPEN JAPANの活動費へ
のご支援を是非よろしくお願い致します。

OPEN JAPANよりご支援のお願いOPEN JAPANよりご支援のお願い

▼ 他銀行 → ゆうちょ銀行 の場合
店名（店番）二二九（ニニキユウ）店（229）
預金種目　当座
口座番号　012 6 6 61

▼ ゆうちょ銀行 → ゆうちょ銀行 の場合
口座記号番号 02250-5 -126661
口座名称　一般社団法人 OPEN JAPAN
口座名称　シヤ）オープン　ジャパン

一般社団法人OPEN JAPAN オープンジャパン
〒986-0813 宮城県石巻市駅前北通り1丁目５-２３　　Tel &Fax：0225-92-7820　
E-Mail：info@openjapan.net 　URL：www.openjapan.net　

構成団体：一般社団法人日本カーシェアリング協会・ヒューマンシールド神戸・四万十塾・しまなみ野外学校・月とカヌー・有限会社アルデバラン

写真 : パウロ　　デザイン：

マンスリー・ＯＪサポーターを募集しています

マンスリー・ＯＪサポーターは毎月定額の寄付で、継続的にOPEN JAPANの取組を

サポートいただける仕組みです。お支払方法はクレジッカードと口座振替をお選

びいただけます。（月額1,000 円～）詳しい内容、お申し込みはOPEN JAPAN の

WEBサイト内サポーター募集ページ（右のQRコード）をご覧ください。

一般社団法人OPEN JAPANの決算報告は、WEBサイトよりご覧ください。　www.openjapan.net/calendar/houkoku

ご支援ありがとうございます。

助 成 団 体

, 他

球磨村神瀬のみなさんが大町へ
ボランティアに来てくれました

熱海と大町でKEENによる
靴の配布を行いました

熱海で被災した干物屋さんから
大町の皆さんへ贈り物

球磨村神瀬のみなさんが大町へ
ボランティアに来てくれました

熱海と大町でKEENによる
靴の配布を行いました

熱海で被災した干物屋さんから
大町の皆さんへ贈り物

みなさまからのご支援が
被災された方々の笑顔に

繋がります！

みなさまからのご支援が
被災された方々の笑顔に

繋がります！

みなさまからのご支援が
被災された方々の笑顔に

繋がります！

https://saigaishien
.openjapan.net/

OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
OPEN JAPAN
災害支援専用サイト
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