
災害支援活動のあゆみ展

2011年東日本大震災～2016年熊本地震

～2017年九州北部豪雨～そして2019年佐賀豪雨
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東日本大震災を忘れない
～3.11 から10 年～

イベントスペース
（セリア通路）にて



2011年～東日本大震災 みやぎへの支援を開始

2011年緊急復旧支援

緊急義援募金には
組合員さんより５０８
万円が寄せられた

未曽有の震災発生直後の３月２
２日～３月３０日にかけて職員２名
がみやぎ生協の仙台市南小泉店
の復旧の支援に行きました。トラッ
クに支援物資の軽油、灯油、ポリ
缶、コープのメーカーから寄せられ
た飲料水、お茶、お菓子、ジュース
などを積んで現地に向かいました。

津波で壊滅的な被害を受けた閖上
（ゆりあげ）店に言葉を失いました

2012年みやぎ生協理事を佐賀にお招き
して支援交流会を開催

みやぎ生協の被災地の方
のためのボランティアをされ
ている鳥田理事、高橋理事
を佐賀へお招きして、佐賀
からできる支援活動の在り
方を交流しました。被災地
のグッズなどの紹介もされ
ました。

2012年被災地のふれあい喫茶への支援が始まり
ました（11月に「みやぎ支援サガンねっと」が結成）

みやぎ生協の仮設住宅
の方が集まって元気にな
るための「ふれあい喫茶」
へ、お菓子や手作りキット、
応援メッセージ等を送る
活動を続けました。

2018年仮設住宅から全員が災害復興住宅への
引っ越しが終わり、活動を終えました。 2



支援物資を降ろした後、数キロ先の沿岸部に近
い津波被災店の閖上(ゆりあげ)店を視察しました。

仙台市街地への津波を遮った高速道路の海側は
想像を絶する魔界のような惨状でした。

津波があらゆるものを飲み込んでぐちゃぐちゃに
し、車や漁船や壊れた家が散在し、異様なにおい
と埃が漂っていました。

下の写真は閖上店の店内です。がれきといっしょ
に車が2台流れ込んでいます。

2011年3月22～30日みやぎ生協緊急支援
（職員2名を派遣）

3/22仙台着～被災した閖上店視察
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みやぎ生協支援 2011/3/23～30
南小泉店の復旧支援

家族１P制
限の卵。支
援に入った
私たちも
ずっと生鮮
品を食べら
れない日が
続きました。

地震でレジが故障し、店頭に品物を並べて販売。
一度に来られると取り合いになるため入店制限
をしています。品物も生鮮品の入荷が少なく、
一人1品まで。都市ガスが止まりお風呂に入れず、
ガソリンも不足しガソリンスタンドはどこも車
の行列。当たり前に商品やモノがそろっている
ことがどんなに大切かを目の当たりにしました。
暖房もなく本部の事務所で寝袋で寝泊まりし、
食事はレトルトのごはんやおかずの自炊でした。

店頭に商品を並
べて1個100円
単位で販売して

います。

入店制限で店頭
には長い行列。
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●被災地宮城県への代表視察（8月）

みやぎ生協との交流と支援活動が開始されました

●被災地のふれあい喫茶への支援が始ま
りました（11月「みやぎ支援サガンねっと」が結成）

●みやぎ生協理事を佐賀にお招きして
支援交流会を開催（9月）

■COOPアクション全国交流会（福島）
へ参加しました（3月）

松本理事、干潟会長、
喜多専務が宮城県
の女川、石巻、仙台
の仮設住宅の方と交
流し、現状を視察し
ました。

みやぎ生協の被災地の方
のためのボランティアをさ
れている鳥田理事、高橋
理事を佐賀へお招きして、
佐賀からできる支援活動
の在り方を交流しました。
被災地のグッズなどの紹
介もされました。

震災2年目の全国支援

交流会に、みやぎ支援
ねっとの楽満さんと桑原
理事が参加しました。進
んでいない復興の現状
を知らせることの大切さ
を感じてきました。

仮設住宅の皆さ
んが集まって元
気になるための
サロン活動「ふれ
あい喫茶」へ、佐
賀からお菓子や
手作りキット、応
援メッセージ等を
送りました。
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●みやぎ支援サガンねっとのメン
バーが毎月集まって、被災地のふれ
あい喫茶への手作りのおくりものと手
作りの支援グッズの販売を続けました。

■石巻市三反走仮設住宅への支援と交流が続きました

2014年3月11～13日 日本生協連つながろうコー
プアクション交流会（宮城）に3名参加。石巻のふれ
あい喫茶のみなさんとも交流しました。

13年度は、みやぎのふれあ
い喫茶へ、折形（封筒）
キット、編みひも
ストラップキット、切り絵
のメッセージカード、メッ
セージモビール、お手玉、
フェルトマスコットなどを
送りました。

２０１５度は７月に応援メッセージ入りの仙台
七夕飾りと、12月にフェルトバッグの手作り
キットを送りました。

届けた七夕飾りといっしょに、仮設住宅のみ
なさんとみやぎ生協ボランティアセンターの
組合員さん。 6



2016年度より、みやぎ支援サガンねっとは
サガンねっと復興応援隊として活動継続しました

応援メッセージのモビー
ル、11月に布地のクリス
マスリースをみやぎ生協
へ送りました。

石巻市の三反走仮設住宅をサガンねっと
の代表メンバーで訪ね、交流を深めました。

2012年よりみやぎ生協の被災者仮設住宅ふれあい喫茶を応援してきた

「みやぎ支援サガンねっと」は、2016年度より熊本地震や福島の方へ
も支援活動をひろげることになりました。引き続き、手作りの手芸品を

通して交流をしながら、2018年度まで佐賀のお菓子を贈り続けました。
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2013年～ ふくしまへの支援を開始
■原発事故の影響の大きい福島の現状を
学び、交流を通じた支援活動を開始

福島市のリンゴ生産者と原発被災跡を訪問。

富岡町から避難された仮設住宅の皆さんと交流。

■ふくしまの子ども達を佐賀に招いて、
思いきり野外活動を楽しんでもらいました

２０１３年「福島の子
ども保養プロジェク
トinさが」を開催。福
島の小学生8人を佐
賀へ招待
11月2～4日、吉野ヶ
里公園、バルーンフェ
スタ会場、富士町と鹿
島市での農業体験など

富岡町の「夜の森の桜」
の苗木を新栄店に植樹し、
富岡町から避難中の北崎
さんとコープふくしまの
理事を招待しました。

2016年～2019年
「ふくしまっ子応援プ
ロジェクトinさが」を
開催。福島県新地
町の小学生１８名を
招待
夏休みに、吉野ヶ里公
園、富士町北山少年自
然の家での野外・工作
体験など

ふくしまっ子応援プロジェクトは大分県社会福祉協議会とコープおおいた、
福岡のエフコープとの共同企画で、佐賀～大分～福岡を回りました。 8



2013年 11月2日(土)～4日(月)福島の子ども保養プロジェクトinさが

福島の子どもたち８人(小学４～６年生)を佐賀へ招待し、吉野ヶ里、バルーンフェス
タ会場、富士町市川地区、鹿島七浦地区で、遊び、交流をしました 。

放射線の影響で外遊びが不
足がちの福島の子どもたち
を県外に連れ出して、思い
切り野外体験をして、元気
になってもらう福島のこど
も保養プロジェクトinさが
「さがの感動体験ツアー」
をコープさがと佐賀県ユニ
セフ協会で主催し、実行委
員会で企画実施しました。
子ども達は予定していたバ
ルーン体験は雨のためでき
ませんでしたが、佐賀大学
文化教育学部の学生ボラン
ティアさんと楽しく遊びな
がら多彩なプログラムを体
験しました。 鹿島七浦地区振興会の協力で干潟伝統の四手網漁

を体験。白えびや魚がかかり大歓声。そのあと生
まれて初めてのみかん狩りを体験。

楽しみだったバルーン体験は雨天で中止。
富士大和森林組合さんの木工教室で記念の
キーホルダーづくりを体験。

富士町市川地区の生産者の協力で、トマトとほう
れん草の収穫体験をして、地元のみなさんたちと
いっしょに郷土料理を作って交流を深めました。

佐大生ボランティアによる吉野ヶ里遺跡を
回りながらのBINGOカードゲームや宿につ
いてゲームで子どもたちは大ブレイク。
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私たちは「福島のいま」から目をそらさない
コープふくしまの方の案内で2015年11月26～28日に福島市のリンゴ生産者、東京
電力福島第一原発20キロ圏、富岡町から避難された方の仮設住宅を訪ねました。

11月26日（木）午後

福島市近郊のふくしま応援隊生産者（りんご生産者橘内さん）と
交流しました
福島市の生産者果樹園きつない・橘内義知さんの農園ではリンゴふじの出

荷の最中でした。親のあとを継ぎ5年前就農。直後に震災による原発事故で
風評被害に会い、風評被害で桃の価格は7～8分の一になりました。
2011年の冬から高圧洗浄機ですべての果樹を洗う大変な除染作業を生産

者全員で徹底し、放射能を測定して安全を確認できました。JAで200台の測
定器を通して全品を放射能測定。翌年から検出限界以下になりました。
橘内さんは「消費者と生産者が率直に会話することが大切。これからも

生協の交流会に出て、福島から遠い人ほど直接会って、今の福島を話して
安心してもらう。何より福島ブランドのおいしさを知ってもらいたい。」
と話されました。

コープふくしま本部（福島市内）にて、理事の皆さんと交流しました
コープふくしまの野中専務、宍戸常務、組合員理事の小澤さん、前島さんから

お話を伺いました。
福島市では事故直後空間放射線量は毎時20 μSV (マイクロシーベルト)もあった

が、除染によって現在は0.09～0.1μSVぐらいまで下がっています。(私たちも線量
計で測って確認しました)

事故を起こした第一原発周辺の居住制限区域（富岡町、大熊町、浪江町、飯館
村の一部）は、今でも昼間は家に帰ることができるが、夜は入れません。国は20
マイクロシーベルト以下まで除染して避難指示を解除しようとしていますが、
「帰るのは個人の自由ですよ」と言いつつ、「帰れるところに帰らないのはあな
たの勝手」という言い分です。 既に自治体としては機能していないので住民は口
に出せない不安があるのです。すでに避難解除された楢葉町でも戻れた住民はご
くわずかです。安心して生活できるまでには多くの課題が残されています。

2015年
ふくしま
視察報告

福島の安全
なリンゴを自
信をもってお
すすめします
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11月27日（金） 11月28日（土）午前福島第一原発から20キロ圏内の楢葉
町⇒富岡町⇒大熊町⇒双葉町⇒浪江
町⇒南相馬市を車中で線量を図りな
がら視察しました
← 放射線量は除染されたところは0.2～0.6マイ
クロシーベルトぐらいでしたが、除染がまだの
林のそばなどは4～8マイクロシーベルトに急上
昇。いわゆるホットスポットが残っています。

↗ 5年前の震災当日のまま放置された家
屋の様子（富岡町）除染作業員によって
ようやく瓦礫の片づけが始まっています。

← JR富岡駅の跡・・・草茫々のプラッ
トホームの向うに大量の除染廃棄物が運
び込まれています。白い建物が除染廃棄
物の減容化施設。その前に除染廃棄物の
黒いフレコンバッグが次々と運び込まれ
ています。あちこちで見かけるのはすべ
て除染作業員ばかりです。

「九州の川内原発が再稼働したけど、事故が起
きたら、避難できても家には帰れないよね」とぽ
つりと言われたことが印象に残りました。
故郷や農地を奪われた方たちに、かける言葉が

ありません。現地ではいま除染作業員が日々頑
張っておられますが、農地以外の山林は手つかず。
でも除染廃棄物の袋は増える一方。
宮城や岩手とは明らかに違う原発被災地の実態

を目の当たりにしました。

福島の現実を他人事として考えることはできません。
何を伝えなければならないか。 私たちはこれから何ができるか。
みんなで考えていきたいと思います。

郡山市の仮設住宅で富岡町から避難された
方と交流しました

コープふくしまの組合員ボランティアさんが
開催する仮設住まいの皆さんのためのふれ
あいサロンにおじゃましました

↑いたるところ除染廃棄物の山

応援しよう
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２０16年5月17日佐賀と、１８日唐津で
コープふくしま理事を招待してふくしま支援交流会を開催
福島で起きたことや困難を乗り越え
た組合員のお話を聴いて、震災当時
からこれまでの取り組みを知り、こ
れからの福島への支援をどうしてい
けばよいか、原発をどう考えればよ
いか、一緒に考える場として「ふく
しま支援交流会」を開催しました。

福島に住むことでしかわからない、
マスコミからは伝えられないリアル
な体験や実感を聞き涙がでました。

佐賀会場・市民活動プラザには35名が参加しました 唐津会場・唐津市民会館には34名が参加しました

放
射
能
の
不
安
を
、
生
協
の
食
事
検
査

や
内
部
被
ば
く
測
定
に
参
加
し
て
克
服

し
ま
し
た
。
学
習
し
て
自
分
の
も
の
さ
し

を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。
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2016～2019年ふくしまっ子応援プロジェクト

13

2017年7月23～24日 北山少年自然の家～吉野ヶ里公園2016年7月23～24日 吉野ヶ里公園～富士町農業体験

2018年7月21～22日北山少年自然の家～吉野ヶ里公園

ふくしまの子ども保養企画として、大分県社会福祉協議会、コープおおいた、エフコープとの
共同企画で北部九州に福島県新地町の子どもたち18名を夏休みの7月下旬に招待しました。

2019年20～21日 北山少年自然の家～吉野ヶ里公園



2017年ふくしま夜の森の桜植樹交流会
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住民の避難が長引く福島県富岡町の「夜の森の桜」を新栄店に植樹
３月１６日植樹交流会 ～富岡町の北崎さんとコープふくしまの理事をお招きして～

富岡町の北崎さんと
新栄自治会の実松さん

コープふくしま宍戸常務と
コープさが生協桑原会長

植樹交流会には地元新栄自治会の代表も参加されました。
開花を心待ちにして、富岡町との交流が続きますように。

当日は約４０名が集まり、ＮＨＫのニュースでも伝えられました

６年前の東京電力第一原発
の放射能事故で避難が続く
富岡町の桜の名所「夜の森
の桜」の植樹を通じて、原
発事故を風化させず、富岡
町の復興を応援していきま
す。植樹を祈念して「花は
咲く」を合唱しました。

新栄公民館にて交流会を開催。
新栄自治会の実松さんが斎藤連合
会長の歓迎挨拶を代読されました。 以来毎年開花してます。

新栄店でお花見中。



2017年「浪江まち物語つたえ隊」紙芝居のつどい

5月27日佐賀市立図書館 44名参加語り手の松田早百合さん

5月29日サガンねっとで14名が参加 5月30日唐津・伊万里エリア共催27名参加 15

震災で津波に襲われ、原発事故で非難を余儀なくされた体験を、紙芝居と語りで全国
を回っておられる浪江町出身の松田さんの交流会を県内3ヶ所で開催できました。



2019年 ふくしま交流企画
「福島のいま&県民健康調査について」を開催
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3月2日福島県立医科大学の緑川早苗先生から、自らたずさわっ
た福島の原発事故の後の子どもたちの甲状腺検査の実態につい
て学び、コープふくしまの宮澤理事から福島の復興の現状と甲
状腺検査についての組合員さんの声についてお話を聴きました。

放射線被ばくについての科学的な知識を持ち、甲状腺
検査を受ける意味や、福島のお母さんたちの不安にど
う寄り添っていくのか考えることができました。



2016年熊本地震 ともに明日へ。力を一つに九州。

2016年～熊本地震の被災者に寄り添い、仮設住宅での炊き出しやサロン活動の支援

■2016年生協くまもとへの緊急支援で職員を派遣
4月21日 コープ春日店 (2名)

北支所配達支援 (1名)
4月22日 北支所配達支援 (1名)
4月26日 支援物資配送 (3名)
5月23～28日 共済契約者訪問 (1名)
6月9-11日 益城町ボランティアセンター（4名）
6月24－28日 益城町センター（1名）
7月4－9日 仲間づくり支援 (1名）

■2016年避難所、仮設住宅への炊き出し応援
益城町 6月8日（6名）、7月8日（5名）、

8月4日（9名）、9月19日（6名）
熊本市藤山仮設住宅 2017年2月1日（4名）、

4月17日（6名）

■2017年～2019年
仮設住宅の皆さんへの支援
を続けました。
サロン活動で食べてもらう
お菓子に佐賀のお菓子を贈
っています。

■2019年11月には
4年目の仮設住宅の現状と

熊本城と阿蘇大橋の復興の状
況を視察するバスツアーも実
施しました。

仮設住宅での炊き出し 仮設住宅のサロン活動でハンドベルを演奏 阿蘇大橋の崩落跡を視察

益城町の仮設住宅のサロン活動に参加
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2017年九州北部豪雨 杷木町・東峰村
2017年７月の発災時は緊急支援でボランティアセンターの手伝いやボランティア参加に
職員を派遣しました。
仮設住宅が建ってからは、約1年間毎月、エフコープ、ララコープといっしょに杷木町と
東峰村の仮設住宅へ夕食の炊き出しに訪問しました。いつも佐賀のお菓子を届けました。

2018年３月１日東
峰村の仮設住宅にて
炊き出し
有田の郷土料理「雪
の汁(つゆ)」とちら
し寿司、イチゴさが
ほのかを提供。

ボランティアに参加したメンバーは、
現地の被害を目の当たりにして豪雨水
害のすさまじさと、炎天下土砂のかき
出しに汗を流しました。
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2019年佐賀豪雨 コープさがも被災しました
武雄市北方町の第3支所が浸水。配送車両と事務所が機能停止に。九州5つの生協から車両応援。

本部職員も手伝って翌週月曜日から配達再開。組合員へのお見舞いもできました。
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佐賀豪雨支援…炊き出し活動を継続
武雄市おもやいボランティアセンターで

組合員から集めた義援金220万円を佐賀善意銀行へ、武雄市社協、おもやいボランテイア
センター、大町町社協に支援金を20万円づつ贈りました。

おもやいボランティ
アセンターさんでは
被災された方のため
の「子どもの遊び
場」や交流の場「お
もフェス」を続けら
れています。そこで
炊き出しのお手伝い
をしました。
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支援活動を通じて、被災地の皆さんとの交流や見学
を通じて、自分ごととして防災・減災・助け合うこ
とについて学びました。

①一人ひとりのいのちを守る危機管理力が必要です
自分の町のハザードマップを見てますか？

②普段から最低限の備えをしましょう
水・食料・電池・燃料・乗り物・非常持出セット

③地域のコミュニティ（助け合い）の力
自助・公助・共助プラス近所（近助）
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先月2月13日に発生した福島県沖地震で被災された
皆様にお見舞い申し上げます。

2011年の東日本震災の余震がまだ続いています。
生活再建がまだ途上にある方もたくさんおられます。

今後も、被災された方のことを忘れず、災害がいつ
どこで起きてもおかしくないと肝に銘じて、引き続
き防災・減災と被災地への支援の活動を続けていき
ます。


