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ご  挨  拶 

 

石巻仮設住宅自治連合推進会長 

山崎信哉 

 

2011.3.11、未曾有の災害に遭遇した被災者は過酷な避難生活を経て、抽選入居方式により仮設住

宅団地という新しいコミュニティに集った。価値観や生活習慣の異なる人々との生活環境の激変は、

仮設住民に戸惑いや新たな悩みをもたらした面も多い。 

このような中で、各コミュニティの特質に応じた安心・安全を目指し、生活環境整備を進めようと

している自治組織の世話人や役員等がコミュニティ形成上の問題点や課題・提案等を認識・共有し、

以後の自治組織運営に資する目的の下にアンケート調査を実施したものである。 

調査項目は次のとおり設定した。 

・ 自治組織形成の現状 

・ 役員の認識 

・ 自治会結成の経緯 

・ 自治会不結成の事由 

・ 役員就任の契機 

・ 行事の回数・主催・トラブル・課題 

・ ボランティアの来訪回数・団体数・行事内容・トラブル・課題 

・ 自立の意識動向・支援物資の配付回数・トラブル・問題点 

・ 住居、備品に関する過去・現在の意識 

・ 生活の利便性 1)買い物 2)通院 3)通学 4)遊び場 

・ 地元（既存）自治組織との連携[イベント共催] 

・ 生活の工夫[団地内での趣味の畑作り等] 

・ 行政との連携 1)用件 2)連携費用 3)所要時間 4)行政の費用負担 

 

実施手法のうち、調査項目・選択肢等の設定については種々の助言・指導を生かせるような検討が

十分ではないとの謗りは免れないものの、アンケート用紙の配付・回収の労を多とし、その実施過程

において、各団地組織リーダーとの「絆」形成等、目的外の成果もあると思われる。 

本調査が今後の仮設団地コミュニティの形成・運営等にわずかでも寄与することがあれば幸甚であ

る。 

企画・構成・助言・指導・実施・まとめ・分析・報告の各段階における関係各位に多大なる感謝の

意を表したい。 
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調査報告によせて 

 

石巻仮設住宅自治連合推進会／みらいサポート石巻 

滝沢 勝 

石巻仮設住宅自治連合推進会 

阿部 光夫 

 

 昨年４月、仮設城内団地で同団地事務局長の内海氏と自治連合会の活動を後世に残したいものだと

話し合っていた。具体的に何をするかは暗中模索の状態であった。同８月末に仮設開成第１、２団地

中野会長から仮設団地のアーカイブをやろうと話がでた。９月１２日、「新しい公共の場づくりのた

めのモデル事業」のヒアリング会場で記録調査のアーカイブ事業として「団地役員聞き取り」調査を

本格的に始める事となった。改めて予算をつけて頂いた宮城県と、復興応援隊の一員としても感謝を

申し上げる。石巻仮設住宅自治連会後藤前会長の理解を得、現山崎会長の仮設住宅の統一基準を設け

るべき等を盛り込んだ全１０項目の「聞き取り調査表」が１１月に完成をみた。聞き取りやアンケー

トを受けた事はあっても、する側の経験もなく、まして聞き取り調査の文章を作るなどというのは初

めての作業で、戸惑い、試行錯誤を繰り返してきた。調査表作成へご助言を頂いた東北大学大学院情

報学科研究科の河村和徳准教授へ感謝を申し上げたい。 

聞き取り調査は１１月下旬から開始したものの、今年１月２７日の「仮設団地カラオケ歌合戦」の

準備やら、当日を終えての疲労感が抜けず作業は遅々としていた。２月１２日現在で５０団地を訪問

し回収は３６件という状態であった。もう一人の調査担当、糠塚前仮設団地阿部会長は意気軒昂であ

るものの、残り８４団地を予定の２月２０日まで訪問、回収は困難と思えてきていた。その姿に事務

局も、今回の聞き取り調査の取りまとめに尽力をいただいた、石巻専修大学経営学部竹中徹准教授も

心配されて、同竹中徹ゼミナールから菅原君、東北大学大学院文学研究科の吉良君、また開成第９，

１０，１３仮設団地遠藤会長、城内仮設団地桜井女史らの手伝いを頂き、予定から２日遅れの２月２

２日に、全仮設１３４団地を回る事ができた。最終的には１１１団地（８２，８％）から回答があり、

各団地会長、世話人代表、役員の皆様から、初めてお会いする私たちに、時に、ご自宅や談話室、集

会所で熱いお茶をすすめられながら貴重なご意見をお伺いできた事に改めて感謝申し上げる。 

今回の調査では、仮設団地のコミュニティ作りや問題点、仮設住宅の居住性、仮設の周辺状況等を

聞いた、余りにも未熟な調査であったと思う。次回、再度の調査を考えている。その時は今回の反省

を生かした調査としたい。 

最後に、聞き取り調査の分析、レポートの発行まで、多忙な時間をこじ開けるようにご尽力いただ

いた石巻専修大学経営学部竹中徹准教授、同ゼミナールに心から感謝申し上げる。 
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調査報告 

Ⅰ はじめに 

 本報告は、2012 年 11 月より 2013 年 2 月にかけて、石巻仮設住宅自治連合推進会により、石巻市

内仮設住宅団地自治会役員および同世話人の方々に対して実施したアンケート調査に関する一次報

告である。まずは今回の調査にご協力いただいた上記各位に厚く御礼申し上げるとともに、日頃の自

治組織の運営努力に敬意を表したい。 

 今回の調査に至る経緯の詳細は、発起人の一人であり、また調査現場の陣頭指揮にあたった石巻仮

設住宅自治連合推進会滝沢勝氏、阿部光夫氏の寄稿にゆずるが、本調査は、東日本大震災に起因して

成立した地縁団体が主体となり、調査票の作成から取りまとめまでを行ったという点に大きな特徴が

有る。また、調査をきっかけとして、これまで石巻仮設自治連合会ならびに同連合推進会と関わりの

薄かった仮設住宅団地自治組織役員と縁をつなぎ、互助の輪を広げたいとの意図を持っており、この

点でいわゆる「調査のための調査」あるいは「報告書作成を目的とした調査」とは一線を画するもの

である。その一方で、一般的なアンケート調査に比してユニークな質問項目や選択肢、さらに客観的

に質問趣旨がとらえにくい項目も散見される。これらは滝沢氏も述べられているように『聞き取りや

アンケートを受けた事はあっても、する側の経験もなく、まして聞き取り調査の文章を作るなどとい

うのは初めての作業』という、かかる調査に対する不慣れとともに、調査対象も調査主体も石巻市内

仮設住宅団地の自治組織役員として苦楽を共にしているという、ある種の連帯感ないしは共通体験に

根ざしたものであるようにも思われる。調査内容等の瑕疵を指摘することは容易かもしれないが、調

査にあたった石巻仮設住宅自治連合推進会事務局をはじめとする関係者の意気に免じてご寛恕いた

だきたくお願いする次第である。 

石巻専修大学 経営学部   

竹中徹ゼミナール有志一同 

 

 

Ⅱ 調査概要 

 １．調査目的 

   仮設住宅団地自治組織の現状ならびに仮設住宅団地における生活をめぐる自治組織役員の認

識を把握し、今後の自治組織運営における課題を検討する。 

 ２．調査対象 

   石巻市内仮設住宅団地自治組織役員(自治会役員、世話人等) 

 ３．調査期間 

   2012 年 11 月 24 日から 2013 年 2 月 22 日まで。 

 ４．調査方法 

   自治組織役員を訪問し、調査票を配布した上で、下記 3 つの方法により回収。 

① その場で記入を求め、その場で回収。 

② 調査票を託し、期間中に再訪し回収。 

③ 調査票と返送封筒を託し、期間中に石巻仮設住宅自治連合推進会事務局宛郵便により回収。 

 ５．調査票配布回収状況 

   配布団地数：134 団地、回収団地数 111 団地(回収率 82.8％)。 
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Ⅲ アンケート項目 

１．自治会結成について 

 

 仮設住宅団地に自治会が結成されている場合に、その結成経緯に関する設問である。震災を受けて

既存のコミュニティが断絶した状況の下、仮設住宅団地での新しいコミュニティ作りにおける行政の

役割が大きかった結果が見て取れる。一方、ボランティア主導が 10.8％と無視できない割合に上っ

ている。 

 

 

 

 仮設住宅団地内に自治会が結成されていない場合に、その事由に関する設問である。特に小規模団

地において、既存の町内会への編入が顕著である。世話人会で十分との回答も相当数に上っているが、

自治会(役員)の果たす機能と世話人の果たす機能の異同については、今後検討する必要がありそうで

ある。 

行政主導 

46.2% 

住民主導 

35.4% 

ボランティア

主導 

10.8% 

その他 

7.7% 

図1-1 自治会結成の経緯 (ｎ＝65) 

町内会編入 

50.0% 

世話人会で 

充分 

32.6% 

必要ない 

6.5% 

その他 

10.9% 

図1-2 自治会不結成の事由 (ｎ＝46) 
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 自治会役員あるいは世話人といった、住民自治(組織)の主導的立場に就任した経緯に関する設問で

ある。先の図１-1 でみたように、自治会結成に際しては行政主導の割合が大きかったが、ここでは

総会選出の割合が最大となっている。総会選出と役員会選出を加えると過半となることから、仮設住

民が主体的に役員を選出したケースが多かったといえる。 

 

 

●自由記述「自治会結成に係る喜びや苦心について」（抜粋） 

・住民から[ありがとう」と言われると少しは住民の為になっているのかなぁとやりがいを感じる。

時間的制限を受ける所と、費用的面での負担が厳しい。 

・Ｈ２４年の夏にバーべキュウ大会をしたときに参加人数を多くて、皆の笑顔見られたことと、クリ

スマス会した時も子供たちがプレゼントやクリスマスツリーやサンタさんを見て喜んでくれたこ

とに喜びを感じ、やって良かったと思い今までの苦労がようやく実ったと実感した。 

・不平、不満又はねぎらわれた時など、それらの事が達成できて、住民に喜ばれた時などはうれしい。 

・団地内での他地域から来た人と交流が出来て色々と参考となった。災害にあった人ですのでお互い

理解することが難しい。(個人差があります) 

・自治会内部の対立で困惑しています。 

・様々な行事で時間的な余裕がない(仕事との両立が難しい)・集会所(自治会)予定(行事)に参加住民が

限られている 

 

  

行政の依頼 

26.2% 

総会選出 

37.4% 

自薦 

3.7% 

役員会選出 

15.0% 

その他 

17.8% 

図1-3 会長等役員就任の契機 (ｎ＝107) 
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 ２．コミュニティ作りについて 

 

 仮設住宅団地内での行事回数に関する設問である。選択肢に不備があり、回数の設定に精粗がある

が、半数以上の団地で月 1 回から 4 回程度の行事が開催されていることが見て取れる。 

 

●自由記述「コミュニティ作りの特徴について」（抜粋） 

・お茶会など（主に 1 人暮らしのお年寄りの方に声をかけてます）、ビーズ作り、折り紙、手工芸を

主に作っています。 

・コミュニティ作りの中核になっているカラオケ(カラオケ愛好会)は毎土曜日開催・唯一住民同士が

心から楽しめる行事として欠くことが出来ない 

・当団地も、石巻市の様々な地域から、抽選により入居しているため、今までにあったコミュニティ

が完全に失われてしまっている。 

・各種支援活動がありますが有効に利用されないのが残念です。①集合人員が自然に少なくなってき

ている。②理解されていない。 

 

5 

8 

32 

33 

10 

18 

0 5 10 15 20 25 30 35

毎日 

週5回以上 

週1回以上 

月1回程度 

なし 

その他 

図2-1 行事の回数 (ｎ＝106) 
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 行事の主催についての設問である。未だ半数近くの行事がボランティアの努力によって主催されて

いることが見て取れる。 

 

 

 

 行事をめぐるトラブル･問題に関する設問である。参加者の固定化を問題視している自治組織役員

が多い。行事に数多くの参加者を集めることが必ずしもコミュニティ形成の要件とは言えないであろ

うが、コミュニティ形成の状況を把握する上での一定の判断材料となることから、これを重視してい

るとも考えられる。なお、参加者の固定化は行事内容等にも関係するものと考えられる。 

 

 

●自由記述「トラブルや問題解決の成功事例」（抜粋） 

・1,道路駐車について：当初、通路に 5～6 台常駐していたが直接禁止を伝えたり、回覧などの呼び

かけで、現在解消した事 2、イベントの件：参加者は、女性のみだったが、男性参加を幾度か声掛

住人 

27.2% 

ボランティア 

45.7% 

社協 

13.2% 

地元町内会 

9.3% 

その他 

4.6% 

図2-2 行事主催 (ｎ＝151;複数回

答) 

22 

29 

4 

1 

4 

11 

0 

43 

9 

0 10 20 30 40 50

駐車 

ゴミ 

騒音 

徘徊 

飲酒 

人間関係 

場所の確保 

参加者の固定化 

その他 

図2-3 行事をめぐるトラブル･問題 
(ｎ＝123;複数回答) 
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けし、お陰で 4～6 名位であるが、意欲的に参加している。 

・朝と夜の巡回により迷惑駐車４０～５０台に毎回、指定場所への移動をお願いし続け（H23.7 から

H24.12）、緊急車両の夜間通行の安全や住民の安全安心を確保できた。 

・各団体さんが支援物資を届けてくださる場合、残り物は持ち帰ってくれますが、団地内住人が個人

的に支援物資と称して持ち込むケースがあり、この場合残り物は放置されます。談話室が物置化し

ますので、持ちこむものに処分の責任を負わせました。苦情が出ましたが最後まで責任を持たせま

した。それ以後、このケースはなくなりました。 

・住人同士のいざこざについては、双方の話を聞き、問題解決になりました。年配の方は、言ったこ

とも忘れてることが多く間に入るのは大変ですが、話しを聞いてあげる事が大切です。 

 

 

３．ボランティア団体について 

 

 ボランティアの来訪回数に関する設問である。月 1 回～2，3 回が半数以上を占めている。なお、

本設問は、行事開催に伴うボランティアの来訪に限定するものではないが、後述の図 3-3 でみられる

ように行事内容と同一カテゴリーでの設問としてしまったため、回答者をミスリードした可能性があ

る点に注意されたい。 

 

 

3 

12 

34 

33 

18 

0 

3 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

週4回以上 

週1回以上 

月2､3回程度 

月1回程度 

不定期 

なし 

その他 

図3-1 ボランティアの来訪回数 (ｎ＝103) 
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 仮設住宅団地を来訪するボランティア団体の数に関する設問である。ほとんどの団地に複数のボラ

ンティア団体が入っていることが見て取れる。一方、単一団体が 19％、なしとの回答が 4％に上っ

ているが、これまでから単一団体のみ、あるいはボランティア団体の来訪がなかったのか、あるいは

現在そういう状況にあるのかといった点は、補足設問がないため不明である。 

 

 

 お茶会が圧倒的に多く、次いで手芸、体操となっており、この 3 つで回答の過半となっている。

かかる行事内容からは、比較的中高齢の参加者が多いものと考えられる。またお茶会、手芸の参加者

は女性が多いと推察される。先の図 2-3 で見たように行事への参加者の固定化に関して問題視する回

答が多かったが、このような一定の年齢層をターゲットとした行事が多いことも相関するように考え

られる。なお、本設問はボランティア団体に関するカテゴリーでの質問であるため、ボランティア団

体主催の行事に限定した回答となっている可能性がある。 

 

 

複数 

73.4% 

単一団体 

19.1% 

なし 

4.3% 

その他 

3.2% 

図3-2 来訪する団体数 (ｎ＝94) 

80 
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23 
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47 

31 
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21 

27 

0 20 40 60 80 100

お茶会 

食事会 

カラオケ 

演芸 

手芸 

体操 

勉強会 

ゲーム 

季節の行事 

その他 

図3-3 行事内容 (ｎ＝273;複数回答) 
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 ボランティアに対する感謝の気持ちの有無について問うものである。圧倒的に肯定的な回答が多い

ものの、感謝の気持ちは無いとする回答が 6.5％存在する点に目が引かれる。なお、本設問の選択肢

には中間的な項目が設定されていないため両極端の回答となっているが、「どちらかと言えば有る」

といった中間的回答の存在する可能性も指摘しておきたい。 

 

 

 ボランティアをめぐるトラブル・問題に関する設問である。複数回答であるにもかかわらず回答数

が 47 と必ずしも多くないが、ボランティアをめぐるトラブル･問題を認識している役員も存在する

ことを示しており、先の図 3-4 に見た否定的回答の要因となっているとも考えられる。 

 

 

有る 

91.6% 

無い 

6.5% 

その他 

1.9% 

図3-4 ボランティアに対する感謝の気

持ち (ｎ＝107) 
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10 
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後片付け 

戸締まり 

無理な計画 

態度 

手間 

宿泊 

無連絡 

Wブッキング 

日程管理 

鍵管理 

その他 

図3-5 ボランティアをめぐるトラブル･問題 
(ｎ＝47;複数回答) 
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 (ボランティアによる支援からの)自立の時期にさしかかっているという雰囲気が、自治組織内に存

在するか否かを問うものである。設問はボランティア団体についてのカテゴリーに設定されているも

のの、『ボランティアによる支援から』の自立という限定をつけずに行ったため、回答者による多様

な解釈を反映した数値となっている可能性がある。 

 

 

●自由記述「ボランティアについて」（抜粋） 

・石巻に長くいる団体は、とても素晴らしい活動をしていて感謝感謝です。 

・少人数の団地なので、参加する人がいない時せっかく来てもらっても申し訳ないような気持ちがし

ます。 

・（仮設住人）側のやってほしいことと、少しかけはなれた内容の活動になる場合がある、みんな一

生懸命なのは理解できるが、ボランティアとは、何をすることなのか、仲間どうし研究し合えば、

今以上に素晴らしい活動ができるのではないか。「相手のことを中心に考える」それが少し足りな

いように思う。 

・良いボランティア、悪いボランティアさまざまですが、我々ももはや自立しています。押し付けが

ましいのは要りません。 

 

有る 

34.6% 

芽生えだしてい

る 

31.7% 

無い 

24.0% 

その他 

9.6% 

図3-6 自立の時期という雰囲気 (ｎ＝104) 
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４．支援物資について 

 

 支援物資の配布回数を問う設問である。昨年の石巻仮設自治連合会定例会においてアナウンスされ

たが、ボランティア団体を中心として支援物資の配布を縮小する申し合わせが行われたが、これを反

映したものか、現在は支援物資の配布が無いとの回答が過半となっている。なお、一度も無いとの回

答が 4.7％あるが、これについては小規模団地あるいは市街から遠隔の団地等、支援が届いていない

団地の存在を示唆するものであり、さらなる詳細な分析が必要と思われる。 

 

 

 

 支援物資をめぐるトラブル･問題を問う設問である。先の図 3-5 で見た設問と同様、複数回答であ

るにもかかわらず回答数が 61 と必ずしも多くなく、支援物資に対する肯定的受け止めを物語るもの

と考えられる。 

 

 

週1回以上 

0.9% 

月3回程度 

4.7% 

月1回程度 

17.0% 

現在は無い 

51.9% 

一度も無い 

4.7% 

その他 

20.8% 

図4-1 支援物資の配布回数 (ｎ＝106) 
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賞味期限切れ 

汚れた古着 

放置 

無連絡 

押し売り 

自立の阻害 

住民間のトラブル 

地元住人とのトラブル 

その他 

図4-2 支援物資をめぐるトラブル･問題 
(ｎ＝61;複数回答) 
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●自由記述「支援物資について」（抜粋） 

・支援されるのが当然と思うようになってしまい、感謝の感が薄れてきたようだ。もう支援に頼らな

い自立心を持たなければと思う。 

・支援物資のあり方も、TPO に合わせてやっていかないと支援依存になり、被災者をダメにしてし

まうこともある。 

・衣類はもういらない・食料品は毎日使うので回数が多いほど喜ぶ・娯楽用品がほしい[欄外：サイ

ズが合わなく、7～8 割すてた。] 

・家を流失した人にとってはすべて。有りがたかった 

・汚れた古着ばかり来たときは処分に困りました。 

・大きな団地には、支援物資や各種いろいろなボランティアがきてくれているようですが当団地には

一度もきて頂いていません、同じ被災者が住む仮設でも格差があると思います」。 

 

 

５．住宅・備品について 

 

 

満足 

32.7% 

やや満足 

50.0% 

不満 

15.4% 

その他 

1.9% 

図5-1 住居･備品に関する満足度(入居

時) (ｎ＝104) 
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 入居時(図 5-1)と現在(図 5-2)における住居･備品に関する満足度を問う設問である。両者ともほぼ

同じ割合で肯定的回答が 80％超となっている。なお、昨年石巻市開成･南境地区仮設住宅を対象とし

たアンケート調査(石巻専修大学 山崎泰央教授ほか)によると、仮設住宅の総合的な満足度について

60.1％が否定的な回答(｢とても不満(25.7％)｣､「やや不満(34.4％)」)を寄せており、上記の設問とは

相反する結果となっている。これについてはアンケート対象の相違の他に、本調査では住居と備品の

満足度を併せて問うていることも影響している可能性がある。 

 

 

 満足した備品について問う設問である。家電 6 点セットの評価が高い。 

 

 

満足 

35.6% 

やや満足 

47.5% 

不満 

12.9% 

その他 

4.0% 

図5-2 住居･備品に関する満足度(現在) 

(ｎ＝101) 
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5 
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家電6点セット 

布団 

生活消耗品 

食料品 

食器類 

衣装ケース 

その他 

図5-3 満足した備品 (ｎ＝337;複数回答) 
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 住居･備品の不満等に関する設問である。上図ではスペースの関係で選択肢を番号で表記している

が、内容は以下の通りである。「狭い」、「収納が少ない」との回答が多く、「隣の音が聞こえる」、「結

露」がそれに次いでいる。 

①狭い、②収納が少ない、③クローゼットが無い、④子供の勉強部屋が無い、⑤隣の音が聞こえる、

⑥外に出られる窓が無い、⑦凍結、⑧結露、⑨カビ、⑩隙間風が入る、⑪冷暖房対策、⑫お風呂等の

バリアフリー対策、⑬棟と棟との道幅が狭い、⑭棚の落下等工事への疑問、⑮追加工事が多い、⑯計

画性が無い、⑰税金の無駄遣いと心配、⑱将来設計のため災害公営住宅等の計画が知りたい、⑲その

他 

 

 

本設問もスペースの関係で選択肢を番号で表記しているが、内容は以下の通りである。 

① 今回の反省点を生かした仮設住宅にすべきと思う。 

② 追加工事をなくすためにも統一した設計の仮設住宅 

③ 屋内備品やバリアフリーの統一基準 
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図5-4 住居･備品の不満等 
(ｎ＝654;複数回答) 
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図5-5 今後の仮設住宅について 
(ｎ＝211;複数回答) 
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④ 道幅や棟と棟との幅など住環境を考慮した基準が必要 

⑤ 従来のタイプで良いと思う 

⑥ その他 

⑤ の回答が著しく低く、現状の仮設住宅に対する満足度の低さが伺われる。 

 

 

●自由記述「住居、備品について」（抜粋） 

・女性の観点から台所の流し台がせまく、料理しずらい。 

・収納がない、隣の音が聞こえる、窓が小さいが一番大きな問題です。 

・玄関前にスロープ付いていても、障害のある人が車椅子で仮設のなかへ入れるような広さが必要だ

と思います。 

・駐車場最てい二台欲しいです、ここの団地２台、３台普通です。 

・利用実態を調査すべきと思う（住んでいない又物置代わりで二世帯分使用の例もある）又一世帯分

に大人 3 名の家庭もある、空室の活用を考える喜ぶ人もいると思う。 

・造る場所もないところに緊急に造るものなので、不満ばかりを言ってもしょうがない 

・無駄なお金は使ってもらいたくない、一生ここに生活するのではないのだから我慢すべきと思う、

その為には早く復興公営住宅を願う。 

 

 

 ６．団地周辺環境について 

 

 

 

徒歩で可能 

18.2% 

車でないと不

可 

43.0% 

移動販売車を

利用 

22.4% 

宅配 

13.9% 

その他 

2.4% 

図6-1 買い物環境 (ｎ＝165;複数回答) 
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徒歩で可能 

14.3% 

車でないと不

可 

74.8% 

困っている 

7.6% 

その他 

3.4% 

図6-2 通院環境 (ｎ＝119;複数回

答) 

仮設学区への

通学者が多い 

25.6% 

震災前学区へ

の通学者が多

い 

54.7% 

その他 

19.8% 

図6-3 通学環境 (ｎ＝86) 

有る 

20.2% 

無い(作って欲

しい) 

35.1% 

どちらとも言

えない 

35.1% 

その他 

9.6% 

図6-4 児童の遊戯環境 (ｎ＝94) 
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 図 6-1 から 6-4 はそれぞれ買い物、通院、通学、児童の遊戯に関する環境に関する設問である。い

ずれについても、仮設住宅団地の立地に強く依存するものであり、上記の回答のみから拙速な分析は

できないが、通学環境に関する無回答者が多かったことは、今回の調査対象となった自治組織役員の

年齢層と関係しているものと考えられる。 

 

 

 

 何らかの共催を行っているという回答が 40％超となっており、地元町内会に編入した団地(回答数

26)以外でも地元とのイベント共催を行っていることが伺われる。 

 

 

 

 

 

 

よく実施 

9.6% 

ときどき実施 

31.7% 

実施していな

い 

53.8% 

その他 

4.8% 

図6-5 地元町内会とのイベント共催状

況 (ｎ＝104) 

既に有る 

17.0% 

有れば良い 

40.0% 

どちらでも良

い 

25.0% 

無くても良い 

13.0% 

その他 

5.0% 

図6-6 趣味の土地(畑など) (ｎ＝100) 
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●自由記述「団地周辺環境について」（抜粋） 

・買い物病院に行くにも無料シャトルバス運行を団地ある限りやってほしい高齢者の皆様の為にも 

・畑作業に行っている住民は居るが、場所が遠い、近ければ参加住民も増えるのではないか。子供の

姿が見えない(外に出て来ないのか)どちらともいえないのが現状。 

・近くに製紙会社のグランドがありますが一角だけでも貸して頂けたら子供達も運動不足解消になる

と思います。一考を。 

・家を流失した人のこった人との隔壁があり、村が二分されているように感じる。 

 

 

７．行政等への連携にかかる費用・時間について 

 

 

 図 7-1 は行政等との連携の有無に関する設問である。連携が有るとの回答が 69.7％と多数を占め

ている一方、図 7-2 を見ると主な行政等への用件は住宅等の改善、行事等の問い合わせ、災害公営住

宅等の問い合わせが上位を占めており、いずれも要望･問い合わせといった、どちらかと言えば一方

有る 

69.7% 

無い 

26.3% 

その他 

4.0% 

図7-1 行政等との連携 (ｎ＝99) 
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災害公営住宅等の問い合わせ 

無い 

その他 

図7-2 主な行政等への用件 
(ｎ＝138;複数回答) 
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的な用件となっている。選択肢の設定にも問題があるが、行政･自治組織の連携が活発であれば、双

方向的なやりとりとなり、図 7-2 の選択肢で言えばその他の回答がもっと多くても良いように思われ

る。図 7-1 での連携について、そこでの有るとの回答の背後では、実際のところどのような連携が行

われているのか、さらに詳細な調査が必要と思われる。 

 

 

 

 行政等との連携費用および時間を問う設問である。いずれについても設問に対する回答数そのもの

が回答者の半数前後と決して高いものでは無く、また、費用額、時間、ともにばらつきがある。これ

らの費用、時間が自治組織役員の負担となっている旨の議論は、これまでにも石巻仮設住宅自治連合

会定例会等で議論の俎上に上ってきたが、ここでの回答結果からは、少なくともそれぞれの団地なら

びに役員の置かれた状況に応じた対応を議論するべき問題であり、全団地共通の議論とするには更な

る精査が必要と思われる。 

2 

12 

7 

10 

22 

9 

0 5 10 15 20 25

月5万円以上 

月3万円以上 

月1万円程度 

月5千円程度 

無い 

その他 

図7-3 行政等との連携費用 (ｎ＝62) 
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週4時間程度 

週1時間程度 

無い 

その他 

図7-4 行政等との連携に要する時間 
(ｎ＝50) 
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 先の図 7-3 で見た、行政等との連携費用を行政が負担すべきか否かとの設問である。明示的な回答

の中では、負担すべきと思わないとの回答が最も低く、何らかの形での負担を求める回答が多い印象

であるが、先の図 7-1 から図 7-3 の結果と考え合わせると、連携のあり方を含めた更なる議論が必要

と思われる。 

 

 

●自由記述「自治会役員としての喜びや苦労について」（抜粋） 

・皆(一人一人)が協力してくれます。一度もトラブルがない団地です。最後まで楽しく仲良く生活で

きればと思います。 

・仮設住宅は、価値観や生活習慣の異なった人達の集まりであり、既設の町内会等コミュニティのよ

うに、ルール等も定着していない。根気強く「禁止用語」や「指示用語」などは慎み、依頼する姿

勢で時間をかけて、安心・安全なコミュニティに近づいていくように心がけている。ねぎらいの言

葉を頂くことも最近は多くなっており、役員の方々の動きが理解されていると感じることが多い。 

・設立して半年、手探りの状態だったが自治連合会、行政の指導もあり、気負いなく会員全体で頑張

ろうという姿勢が見られ活気ずいた事が一番・なかには、１～2 世帯であるが、行事参加を避ける

場合あり、現在は静かに見守ってる感じ、・全体としては、特にトラブルもなく、仲良く生活して

いる姿が多く、交流も深まり落ち着いている。 

・草取りなどにも、誰ひとり手伝わない。 

・役員さんは大変だと思います。昨年迄は各自が被害者の立場でお互い協力する思いがあったが日が

進むごとにその意識が薄れてきていると思いますので、これからはますますこの傾向が進むと思い

ますので対策が必要で、もし良作がありましたお教えし願いたいと思います。 

・喜びはない、やっている事があまり理解されていない 

・住民が一挙に減ったので一部の人に役職が集中し多忙とストレスでダウンしそうである。又そうい

う苦労や悩みは当人にしか分からず孤独を感じる 

 

以上 

24 

11 

29 

8 

0 5 10 15 20 25 30 35

負担すべきと思う 

負担すべきと思わない 

どちらとも言えない 

その他 

図7-5 費用の行政負担 (ｎ＝72) 
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【参考資料】 

●自由記述「自治会結成に係る喜びや苦心について」 

１０）に記入します。 

住人の笑顔と元気が好きです。 

前会長から引き継ぎまったく無いと言われました。 

住民から[ありがとう」と言われると少しは住民の為になっているのかなぁとやりがいを感じる。

時間的制限を受ける所と、費用的面での負担が厳しい。 

出来る事内でガマン 

役員の人達は何をするにも協力し、まとまりがあるので助けられています。 

他の町村からの集まりにてコミュニティ作りが大変である。 

個人情報で世帯主と家族構成など不明である。 

[欄外]行政と住民の懇談会時に選ばれた 

やっと、ここにきて、入居者同士の交流も深まりトラブルもない事が喜ばしい。 

公園設置、病院への通路開通等での行政とのやりとり、住民の理解 

私自身が、いそがしいものですから、仮設の皆様の要望をなかなか聞かせて頂くことができま

せん、もっと皆様によろこんでもらいたいと思います。 

高齢者の多い団地のため若者が率先して生活しなければと思い班長を引き受けました。とても

静かで支援やボランティアもあまりない団地だと実感しております。 

[欄外]２ケ月ごしの役員 

役員は一致団結苦にない。 

[欄外]集まりもないので 

今のところナシ 

[欄外]コミニティつくりの懇談会で 

団地内での他地域から来た人と交流が出来て色々と参考となった。災害にあった人ですのでお

互い理解することが難しい。(個人差があります) 

石巻の仮設団地の中で最後まで自治会が出来ず、行政の方が何度もいらっしゃいました。今は

町内会へ入ることになったので、会長などはおらずに、それぞれ担当になっている方で協力して

います。 

祝田地区の人達なので特に心配なし 

[欄外]役員も震災後「和」がなくなっている、なごやかな雰囲気がなくなっています。特に役員に

ついてはー。 

世帯数少ないので、皆様協力的でまとまります。 

仮設に入居してから１年４か月なるけど何のトラブルがないので助かっています。何の苦心もあ

りません。 

特になし 

戸数が少数のため集会所がなく別の集会所（小学校）を利用している（談話室） 

老人世帯に声掛けをしたり、物資を届けたりしたときは喜ばれます。 

不平、不満又はねぎらわれた時など、それらの事が達成できて、住民に喜ばれた時などはうれ
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しい。 

喜びは頼まれたことを解決してあげた時の住民の笑顔、苦労というより全てのボランティアの窓

口をなっているので大変な時はある 

物資が来たとき平等に配分に困る。犬の鳴き声とか小さなことでも代表に行ってもらいたいと言

ってくる。 

お金にまつわる要求が多い 

自治会存在の効果が十分に団地住民に理解されていない。 

イベント等の参加不足 

自治会内部の対立で困惑しています。 

毎日、脳こうそく（のうこうそく）の病気との闘いですが、自治会長として仮設住宅の皆様の幸福

のために無事、無事故を祈ってまいります。 

H２４年の夏にバーべキュウ大会をしたときに参加人数を多くて、皆の笑顔見られたことと、クリ

スマス会した時も子供たちがプレゼントやクリスマスツリーやサンタさんを見て喜んでくれたこと

に喜びを感じ、やって良かったと思い今までの苦労がようやく実ったと実感した。 

いつも同じ顔ぶれなので苦心している。 

各役員が協力的で大変うれしいです。 

不在者が多く直接逢えない。 

月 2回お茶会などがあるけどなかなか人が集まらないのでもう少し多数来たらと思います。 

この仮設は近郊の方々が多いので楽しく生活しているようです。 

仕事や高台移転は他地区にくらべ順調に進んでいると思うが他地区（石巻市内）に行った方々

の苦情が多い事について地区の問題でないと思う。 

ボランティアの声掛けが楽しみです 

時間の配分 

あることの告知、連絡を団地内に行うにあたって、コピー機がなくて困るときがある。 

・様々な行事で時間的な余裕がない(仕事との両立が難しい)・集会所(自治会)予定(行事)に参

加住民が限られている 

 

 

●自由記述「コミュニティ作りの特徴について」 

①月２回ブロック長集合（１７人）→行政だより等分類、配布→班長への連絡→回覧板で情報の

伝達する。さらに掲示板は毎日巡回整理。 ②夜間の迷惑駐車はほとんど無い。 

自治会として企画したのは「クリスマス会」のみ他はボランティア手動 

日常の生活の中で、朝夕の出会いの中で[地元町内会主催は]年 3,4回 

当団地も、石巻市の様々な地域から、抽選により入居しているため、今までにあったコミュニテ

ィが完全に失われてしまっている。 

個人的に４，５人等で今年は四月から布で物つくりはじめます。 

お茶会と物つくり、特にお年寄りの人達はお茶会を楽しみにしているようでえす。普段話せない

事を楽しく時間を過ごす場であるようです。 
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おかげさまにて今現在いざこざ、トラブルがない。 

談話室ができたばかりなので・・・ 

[欄外]月 3回程度 

団地内のお茶会が多い 

[欄外]地元利用、お茶会、懇談会 

1、2回移動図書の貸し出しや、カラオケ等、たこ焼き焼き芋など配られる 2、子供中心の物つく

りや、勉強会、遊びなどで活気ずいている。3、健康面での料理教室も人気あり。 

集会所が 3か所有り、イベント多数 

主にお茶会が主です。もっといろいろなボランティアの皆様に来て頂きたいと思います。 

10:00～16:00集会所使用 

ボランティア、市、仮設の人達で集まる。 

[欄外]年５回（新年会、春祭り、夏祭り、秋祭り、忘年会） 

月 2回 

[欄外]前はありましたが今はほとんどナシ 

コミュニケーションが良い 

[欄外]ゴミ問題、住人からの苦情で市の担当と相談移転その後市の担当者が来たかどうか判り

ません 

各種支援活動がありますが有効に利用されないのが残念です。①集合人員が自然に少なくな

ってきている。②理解されていない。 

ボランティア様からの声(評価)として、とても明るくまとまりのある団地なので何度でも来たいと

いうのがあった。 

最初は(８月)月一回お茶会、その中年齢の高い人が多く、いつも部屋にいていつも１人であるこ

とが気がかりで１０月ごろより毎日お茶飲み会が始まり、正月過ぎごろよりお昼をはじめここ１年

皆の力でお昼を続けることができ、よき談笑をする場所になっている。 

ピースさんが月に１度程度、今年に入りセーブザチルドレンさんが月に１度程度お茶会や子供

たちへ遊ぶ時間を作ってくれていますが、日中家にいない世帯が多く参加人数はほぼいませ

ん。また団地の集まりは半年に１度程度、夜に行いますが参加者は毎回ほぼ同じで世帯数の

半分も集まらず残念です。 

山影の場所なので日当たり不可 

地区内に住んでいる皆様といっしょに行う。 

[欄外]区の役員になった以上は、自分の事よりも区民の事を考えなければいけないと思うがど

うもその辺が区長としての役を果たしていない、我々役員に何事あっても活かしてくれない。 

毎日行事と言う訳ではないが談話室を解放して毎日あつまっている 2/13日あみもの教室。 

健康に対してのアドバイス及び体操等 

若い人や高齢者たちが独自で談話室を使用、お茶飲み会などをしている。 

談話室がない為、小渕地区の桜畑団地で行われる行事に合わせています。 

皆さんこちらの状況や想いに添いあうとしてくれる人たちでひとりよがりや押しつけはないと思え

るところがこの団地はない 
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前網浜赤島団地と合同 

イベントを極力多くし、選んで参加してもらうようにしている。 

自主的講座、卓球大会、お茶っこ会、温泉旅行、ボランティア主導型、カラオケ、お茶っこ。 

お茶会など（主に 1人暮らしのお年寄りの方に声をかけてます）、ビーズ作り、折り紙、手工芸を

主に作っています。 

[欄外]バーベキュー会、芋煮会他 

毎週木曜日、10日からお茶のみ会を開催。 

主な行事や予定を話し合う。 

高齢者の方々はあまり復興事業等の状況知らないのでしりたがってるよくお茶っこ会で聞かれ

ます。 

年一回の地区総会、年二回のお祭り、衛生会、年二回浜美化運動、テレビ組合アンテナ刈り払

い、各種グループでの活動、若布養殖組合、定置組合、消防団（年一回の研修旅行等）各講中

での一泊旅行、公民館、分館でのカラオケボランティアの方々の料理、仕出しのイベント。 

社協より毎週水曜日お茶会楽しみです。一歩教室が 1月 5日で終了、ほんとうに残念です。17

名で楽しんでいました。 

お茶会、勉強会 

[欄外：週 4回以上] 

[欄外平成 24年 2月ごろ餅つき大会 1回有り、多目的仮設全員でした。] 

・コミュニティ作りの中核になっているカラオケ(カラオケ愛好会)は毎土曜日開催・唯一住民同士

が心から楽しめる行事として欠くことが出来ない 

集会所の使用は無料です。[欄外] 

[欄外]コミニケーションお強めるため飲み会当度々行う 

 

 

●自由記述「トラブルや問題解決の成功事例」 

朝と夜の巡回により迷惑駐車４０～５０台に毎回、指定場所への移動をお願いし続け（H23.7か

ら H24.12）、緊急車両の夜間通行の安全や住民の安全安心を確保できた。 

「鍵管理者に対しての問題が発生したので集会所を９～16時の間解放状態にした。 

4-3-9特になし 

飲酒のトラブルに関しては、犯人の自粛により、一度だけでそれ以降発生することはなかった。 

[欄外]駐車場のラインが無い、幅が狭いとの声が出ています。 

現状トラブル等特にないが、未然に防止する意味で情報発信時にお願いの形で発信している。 

1,道路駐車について：当初、通路に 5～6台常駐していたが直接禁止を伝えたり、回覧などの呼

びかけで、現在解消した事 2、イベントの件：参加者は、女性のみだったが、男性参加を幾度か

声掛けし、お陰で 4～6名位であるが、意欲的に参加している。 

迷惑駐車の車両への根気強い張り紙（ワイパー） 
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・一人暮らしのおばさん宅で洗濯機故障(社協の見回りの人になおしてもらった。）・夕方、住人

の一人が急病になった（他の住人が消防に連絡、救急車で日赤に運んでもらい回復。）・ひとり

暮らしのおばあさんが、４～5日家から出てこなくなった（他の住人が、このおばあさんの親族に

連絡を取り、東京に行っていることが判明。） 

駐車場が遠いため住宅地内の駐車多い 

トラブルはほどんとありません若い人たち同志で週一お茶会をして常に情報交換をしています。 

あまりないがトラブルのある時は皆で話します。 

トラブル一切なし 

話し合いで 

住民からの苦情で市の担当と相談、移転。その後市の担当者が視察に来たかどうか判りませ

ん。 

ゴミの排反では掲示板設置したので種類別の処理が少なくなった。飲酒、騒音はお互いの話合

で理解されるようになりました。 

話し合い 

ゴミ出しで問題があったとき、写真等を掲載した回覧を回し注意を促す。 

トラブルなし 

各団体さんが支援物資を届けてくださる場合、残り物は持ち帰ってくれますが、団地内住人が

個人的に支援物資と称して持ち込むケースがあり、この場合残り物は放置されます。談話室が

物置化しますので、持ちこむものに処分の責任を負わせました。苦情が出ましたが最後まで責

任を持たせました。それ以後、このケースはなくなりました。 

大きなトラブルなし、ただし目に見えないものが各自胸につまっているようです。 

トラブルがない 

トラブルなし 

37戸を３班に分け、それぞれに班長一人を決め月ごとに順番でごみの管理、清掃をしている。 

戸数、世帯数も少ないので、トラブル等もなく。 

入京当初は駐車場に関してはトラブルではないが決まるまでどうしようかと思った。が皆さん聞

く耳を持ってくれてここは話し合いのできる団地と思える。 

犬の件については飼い主に行って苦情が出ているので協力をお願いした。解決しました。 

駐車禁止を３０本多く置いたら、マナーがよくなった。救急車で病人が病気悪化した点をといた

ら、マナー改善がはかられた。 

駐車禁止マークへの違反の減少、これは救急車での病人の搬出に手間取り病人の病状の悪

化の報告を受けて直った。ゆえにその問題を起こせば、このようになるよと現実を直視させるし

か方法は無いようである。 

ごみだしについて定例会で話し合いルール作りをした。 

住人同士のいざこざについては、双方の話を聞き、問題解決になりました。年配の方は、言った

ことも忘れてることが多く間に入るのは大変ですが、話しを聞いてあげる事が大切です。 

自分勝手に思い込んでいるところがあり、話し合いを持つことで解決。 

だまって見過ごすのでは駄目直接当人同志の話をきき我々が仲に入って解決してきました。 
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今のところ特になし。 

[欄外「4-3-9:３Ｋのへやが３戸分空いているが、入居希望者（独身者）が入れない」]今のとこ

ろ、困るようなことはありません 

仮設だよりを発行してて、その内容に記入しておく。 

何も解決できません。ここに居る今は、何も言わない方がりこうです。第 1、第 2、一人ずつ世話

役がいて、自分の好きな人に、物資を上げるようです。 

前以て駐車場は台数分しぇや番号カードで対応したのが成功した。 

福祉課や民生委員と相談、協議し、住民同士のいざこざを処理した。[欄外] 

駐車場あるのに路上駐しているので本人に直接話したが 4、いまだに守らない(女性) 

・駐車場問題は未解決・ゴミ問題は選別などが不徹底→注意を喚起する(声掛け、自治会だより

などで) 

コミュニケーションを強めるため、飲み会当度々おこなう。 

 

 

●自由記述「ボランティアについて」 

ありがたいと思ってます。 

仮設入居初期からだんだんと質」落ちてきた。 

時間にルーズ 

石巻に長くいる団体は、とても素晴らしい活動をしていて感謝感謝です。 

[欄外]心ある人は今でもお手紙や電話で仲良くお付き合いしている、感謝している。 

仮設に入っている人達の心の悩みを親身になって聞いて頂いて、いつも感謝致しております、

ありがとうございます。 

身体を動かす運動等あればなお良いと思う。 

一生県命活動して頂き全てのボランティアに対し感謝している。 

ピースボードの皆様には本当に感謝しております。もっといろいろな方に来てほしいと思いま

す。 

ありがたいと思ってます、 

ピースボードは、若い子たちが中心なのでこちら 

（仮設住人）側のやってほしいことと、少しかけはなれた内容の活動になる場合がある、みんな

一生懸命なのは理解できるが、ボランティアとは、何をすることなのか、仲間どうし研究し合え

ば、今以上に素晴らしい活動ができるのではないか。「相手のことを中心に考える」それが少し

足りないように思う。 

[欄外]自立はここで（仮設で） 

どの行事も皆で楽しんでいます。 

皆よろこんでいます。 

少人数の団地なので、参加する人がいない時せっかく来てもらっても申し訳ないような気持ちが

します。 

ナシ 
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社協以外ほとんど無し。ありがとうございました。[欄外] 

平日の場合集合人数が少ないので我々にも大変苦労する。(突然来た場合) 

[欄外]渡波第二団地の場合、一方的に活動してもらうのではなく相談しながらボランティアの

方々が喜んで帰っていただき「又、来たい。又くるからね」と言ってもらえるように終わりの掃除

を一緒にやったり行事の準備を手伝うのではなく共力し合いながら進めています。私個人として

はボランティアは最後まで必要だと思います。 

数少ないボランティアさんに忘れられず、今なお支えてくれ声がけをいただけるだけでも嬉しい

です。ボランティアだけでなく自分たちも協力出来ること 

1.あるボランティア団体、毎週若い女性数人が来て、お茶会が行われました。明るくて元気にふ

るまってゆきますが、ただ騒がしい。住民と話が噛合うまでもなく、内容もない。彼女たちの為に

こちらがボランティアしているようで疲れましたのでお断りしました。後日談・・お断りされたので

私のことを「鬼」と言っていたとか？私が青鬼で、他の団地には赤鬼さんもいたらしい。2.4,5人

の男女混成グループがボランティアですといってきます。何ができるのか、何をしようとしていつ

のか、目的のはっきりしない集団です。職場から休暇を取ってくる人もいます。学生さんもいま

す。フリーターだったり、仕事を辞めてきたという人だったり、何を考えているのか、理解しがた

い若者たちにがっかりさせられます。3.遠方から物を運んできてくれる人がいます。有難いと思

います。用件が済んでもなかなかお帰りにならない。食事を準備したり、帰りのお弁当を用意し

たり、そして５～６時間もお相手をさせられては疲れました。（接待に慣れていないので）4.元、町

の名士さんを加えた団体さん。漫談と称して元名士さんも出演、受け狙いの駄洒落で頑張りま

す。元名士さんなら、それなりの話題でもあろうかと期待して裏切られました。被災者だって、少

しくらい難しい内容であっても、もう少し高尚なお話を求めているのです。5.お隣の団地にプロの

ピアニストと、プロの声楽家の方が]見えられるとのことでお呼ばれして、拝聴しました。全くの素

人の私どもでしたが涙が出るほど感動しました。すばらしかったです。こんな素晴らしいチャンス

に再び巡り合うことが有ったらいいなあ。6.瓦礫処理とか溝（どぶ）掃除などのきつい作業を献

身的に行ってくださった若い方々本当に有難うございました。 

[欄外]どちらかというと、大きなボランティアはこなくなりましたが、個人でたまに来てくれている

方がいる。 

[欄外]物資は少々のものですが、常に気持ちのこもった態度あり、（EX:白菜 1/4 カット、ねぎ２

本等と各家庭にメッセージと共に配布） 

来るたびに大変良くしてもらい助かってます。 

集まりが悪いと気が立つ 

最初はいろいろ物資とか炊き出しなど個人的知り合いに来てもらっていましたが、今はあんまり

ありません。 

ありがとうございます。 

良いボランティア、悪いボランティアさまざまですが、我々ももはや自立しています。押し付けが

ましいのは要りません。 

ボランティア団体と個人的に友達になり、その方を窓口にして勤労ボランティアに来て、集会場

に泊まり込んでいたり。全体のボランティアになっていなかったり等あった。 
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突然の訪問の場合は一度引きとってもらって前もって打ち合わせをしてからを徹底させておりト

ラブルはない。 

ボランティアも質が問われています。 

最近全然こなくなった。 

小人数の集まりですが楽しみにしています。 

大変熱心に取り組んで頂き感謝しています。 

お茶会の回数が以前よりかなり少なくなりました、精神的にも肉体的にも人間らしい生活が少し

戻ってきました。 

ただただ感謝です。 

参加者が少ないので大変申し訳ないと思います。 

ありがたく感謝している。 

[欄外 5-6-7夜遅く物資支援に来た事前に電話があり断ったのに押しかけてきて口論になった] 

ほどんとボランテァと良好な関係にありリピーターが多い迷惑になりそうな時は責任者としてき

っぱりと断るようにしている。 

何人のボランティアさんが来てもとても楽しみです。 

みなさんが来てくれてありがたいと思います。 

ボランティアの為のボランティアにならないでください。 

有り難いことだけど、自立のため、いつまでもと思います。年寄りの人たちを見守ってほしいで

す。[欄外：1年 8か月ですが各 12月下旬より毎日凍結防止あり(集会所)] 

良くやってくれている。 

内容などにより完結できないものがあると(手作りのもの)気持ち的に途切れてしまい、意欲がな

くなる。回数が次第に少なくなっており、団地全体のくくりの行事になってきている。(参加しにくく

なってきている)[欄外] 

利用団体は規則をよく守り、仮設住民から喜ばれている。 

 

 

●自由記述「支援物資について」 

[欄外：「すべてに感謝してます」] 

支援されるのが当然と思うようになってしまい、感謝の感が薄れてきたようだ。もう支援に頼らな

い自立心を持たなければと思う。 

大きい団地は支援があるそうですが、ここは何もないので私の知り合い又は色々な知り合いを

通じて多少支援にもらう、でも住民は有難うの気持ちがない。 

支援物資のあり方も、TPOに合わせてやっていかないと支援依存になり、被災者をダメにしてし

まうこともある。 

沢山頂きましたので自立できるものならと思っていますが個人的には国民年金ではどうもでき

ないので夜になると毎日頭の中にあの日のことが一杯になり眠れない、支援物資は一人の部

屋で必要なし 

若者の服等多かったようですが、お年寄りの（80歳代）服が少なかったようです。 
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1、衣類などは、サイズが合わないとの声あり 2、男子の下着ほしいなどの意見あり 

半端な個数 

数える位しか、支援物資は頂いていないので、もっと支援してほしいと思います。 

大きな団地には物資がたくさん入っているとの話は以前から聞いております、小さな団地には

中々入ってくれません。どのような手段をとれば、連絡すれば良いのかわからないのが現状と

なり二年がすぎようとしています。 

時代遅れの洋服、サイズの合わないもの 

戸数の少ない所にはこなかった、向陽団地などに来てるのに。 

大きな団地には、支援物資や各種いろいろなボランティアがきてくれているようですが当団地に

は一度もきて頂いていません、同じ被災者が住む仮設でも格差があると思います」。 

今までの支援物資が少なすぎると思います。(外の仮設さんよりも) 

生活用品が 1番助かる 

一年前ぐらいは種々ありましたが、今はほとんどありません。住人も少ないので住人同士のトラ

ブル等ありません。ないと思います。 

ナシ 

南団地にもよろしくお願いします。我々の団地はほとんどありません。 

最初は何でもや買ったものが一年を過ぎるころには衣服については整い始め自分に合ったも

のを徐々に買いそろえる様になる。小さいもので毎日使う洗剤、米、生活雑貨は今でも助かりま

す。 

1.お茶とか菓子を送って頂きますが、お茶会などの様子をその都度写真などで知らせてほしい

という「送り主さんの要望」が来ることが有ります。”その都度”ではきついので要望にお応えして

おりません。送られてきたときのお礼状だけにとどめております。2.お茶葉（緑茶）を送って頂け

るのは有難い」のですが、品質がいまいちで残念です、高齢者だからでしょうか。送って頂ける

のでしたら少しでいいのです、味を楽しめるものをお願いしたいです？。 

[欄外]あまり今は支援物資もなくなりました。もう自立してよいとと思う、いつまでもいただくのを

あたりまえだと思っていつ方がいるので、それはどうかと思う。 

ボランティアや支援物資も来ているところには種々の場所に各々、大分来ているようなところも

あるようですが、浜の小さい所はみのがされている場所は多々あるように思う、今はスーパーも

各々再開しているので、問題ないが少ない世帯の所もあることを考慮願いたい。 

色々と必要な物を頂きました。 

全く被災を受けない人が来て支援物資を受け取りに来た前にも数回来て様子がわかっている

ので良いものを（新品）持ち去っていった。 

洋服で合わないのが一杯あり処分にこまっています。 

家を流失した人にとってはすべて。有りがたかった 

前もってアンケート調査をしてほしい。 

支援物資は中心部のみにかたよりがちで河南などの会長は自力で東京、関西などへ TELなど

で交渉してもらっています。 

[ 欄外]支援物資は良いがもらう側」のモラルがかけている。 
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汚れた古着ばかり来たときは処分に困りました。 

押し売りについて、ひとの人情がない人が多いようです。 

洋服のサイズの小さいものが多く持ち帰って頂くことが気の毒に思うことが有る。 

[ 欄外]今まで一度もお茶会に出たことのない仮設の住民の方たちが支援物資の声掛けをした

ところ７名～８名の住民の皆さんが参加して下さいました。 

有難くいただいております。 

[欄外：個人への支援物資で問題があった。] 

・衣類はもういらない・食料品は毎日使うので回数が多いほど喜ぶ・娯楽用品がほしい[欄外：

サイズが合わなく、7～8割すてた。] 

大森は支援物資が行き届かない所と感じる。仮設住宅間のアンバランス(不平・不備) 

ごく稀ですが、個人名で物資が来ることがある。当団体の役員の了承を得た上で交渉して欲し

いと思います。 

 

 

●自由記述「住居、備品について」 

仮設住宅の格差が大きすぎる。統一した基準で設置すべき。そのための法体系を整備して、今

後の災害に備えるべき。予防措置。 

[欄外]入居者に合わせたバリアフリー 

[欄外]敷布団がなかった 

[欄外]日が当たらない。常に電気が必要、暗い。風当りが強い。 

[欄外]集会所あるが集会所に物置がない 

無駄なお金は使ってもらいたくない、一生ここに生活するのではないのだから我慢すべきと思

う、その為には早く復興公営住宅を願う。 

玄関前にスロープ付いていても、障害のある人が車椅子で仮設のなかへ入れるような広さが必

要だと思います。 

部屋数を増やしてほしい。 

利用実態を調査すべきと思う（住んでいない又物置代わりで二世帯分使用の例もある）又一世

帯分に大人 3名の家庭もある、空室の活用を考える喜ぶ人もいると思う。 

女性の観点から台所の流し台がせまく、料理しずらい。 

収納がない、隣の音が聞こえる、窓が小さいが一番大きな問題です。 

風呂場、トイレに「窓がほしい」と思います。 

[欄外]冷蔵庫が小さい 

各団地によって間取りが異なっているように感じ（天井のガムテープは考え物ですよョ！） 

7）4、5は私が基準です 

[欄外]流し台洗い場が小さい 

[欄外]いくらあっても満足って事もないのでまあ良いと思います。 

ナシ 

[欄外]駐車場最てい二台欲しいです、ここの団地２台、３台普通です。 
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雨樋も最初からつけるべき。一人暮らしだから 4,５帖 1部屋はあり得ない。[欄外] 

緊急時の仮設住宅ですから 100％は望んでおりませんが、隣人の音の問題とか、出入口を隣と

少し離れたところに設置するとか、棟と棟との道幅をもう少し広げられないかとか、検討頂きた

いと思います。前の棟の居間の窓が、後ろの棟の入り口から丸見えで気を使います。目隠しが

あればと思います。1.外部・追加工事で雨水処理のための工事で、外壁の断熱工事が実施され

ましたが、派遣された職人さん？は、まるで素人のようでした。排水工事であるのに、水の流れ

を全く考慮されていません。結果として排水の機能を有していません。1 と同様、追加工事で外

壁の断熱工事が実施されましたが、室内の壁の内部に在るエアコンの配管に損傷を与えたらし

く、エアコンからの水漏れが生じました。エアコンの付け替え工事をやって頂いて一件落着。 

仮設住宅は思っているよりもお床を通しての音が響き、独居のお年寄りと子供がいる家族など

が隣同士で暮らす時気使いはしても生活習慣が違いすぎるので、棟のならびを入居時に考え

たらどうか？また家族と生活する場合、すべての部屋が四畳半だと少し狭い。 

仮設住宅、隙間がある。 

[欄外]造る場所もないところに緊急に造るものなので、不満ばかりを言ってもしょうがない 

棟と棟の間をせめて軽自動車が玄関口迄で横着け出来るように。 

照明がほしい 

[欄外]雨水の排水を考えてもらいたい、燐のグループホームの雨水が入ってくる（近くに側溝あ

り） 

今新築した家と仮設に行ったり来たりしています。自治会長のお世話してくれる人がいないため

です。 

入居して使ってから初めてわかること、追加工事が多く、初めからやっておけばよいのに、それ

こそ税金の無駄遣いと思います。 

入居予定者と仮設とのミスマッチをなくすこと。 

駐車場のスペース（1台分）が狭い、 

仮設団地生活不便な点もありますがこの程度で良いのではないかと思います。 

一人住まいでも６畳１間、２Kは片方が６畳１間が欲しい。 

防犯灯の数が少ないのでもっと増やしてほしい 

[欄外]大和ハウスのプレハブは部屋の間仕切りがあり、不便、開閉できるとエアコンの追加など

不要（税金のむだ省ける？）だし、何かと便利 

[欄外]室にかんきせんがほしいです。横についていますけど、風が入ってくるだけです。 

・駐車場を近辺に効率よく配分してください。・野球場のフェンスをもう数か所あけてほしい(駐車

場との兼合い) 

出来ることなら、以前住んでいた地域の人たちがまとまって住めるようにしたほうが良い。 

入居基準があいまい。不在者宅の確認(市では電話連絡しているとのことだが)があまいのでは

ないか。→安否確認が取れない。 
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●自由記述「団地周辺環境について」 

いざというときの避難は玄関の他に掃き出し窓からもできるように、高窓は禁止すべきと思う。

（生活導線上も不便である。）［欄外にも多数あり］ 

全戸に必要はない。 

[欄外]プランターで作っている 

山の上なので下りわよいが帰りはどうもつかれる。年よりはつらい 

[欄外]なかったので、自主的に集会所を遊び場として活用 

第４団地にはなし 

公園等の遊び場増設 

町内会の方々とは考え方が、全く違うので一回お茶会をしたがとてもいやな想いをしたので一

緒にはしたくない。 

[欄外]公園の仮設にいますが、何か「園芸」で恩返しができないかなぁーと思っています。 

[欄外]いじめがあって前の学区へ行った子有り、家無し子等・・・ 

[欄外]学区外での登校で送り迎えとなっている。 

畑はあいてる、土をつかってやさいや花をうえています。 

[欄外「8-3：学生はいない」] 

ナシ 

近くに製紙会社のグランドがありますが一角だけでも貸して頂けたら子供達も運動不足解消に

なると思います。一考を。 

[欄外]子供の遊び場は集会所を使えば良い。 

[欄外]地元町内会とは無いが、近隣の仮設住宅との交流がある。 

花などを植えて楽しめるところなどあったら良いと思います。 

[欄外]好きな方（畑等）趣味でやりたいと思うので、出来れば土地があった方が良い良いかも

ー。 

[欄外]転校生多い 

[欄外]鹿対策をしっかり しないと何を作ってもうまく行かないと思います。 

家を流失した人のこった人との隔壁があり、村が二分されているように感じる。 

仮設は仮設での(自然的な)決まり事、独特の思いがある。仮設以外は家も仕事もある人は多い

ので分かり合えていないことは多々あると思える。 

[欄外]買い物病院に行くにも無料シャトルバス運行を団地ある限りやってほしい高齢者の皆様

の為にも 

[欄外]子供の遊び場、現状はないのでかわいそう。 

仮の住まいなので贅沢は言わない。 

[欄外：仕事のない方(特に男性)の行く所、逃げる所がないので] 

畑作業に行っている住民は居るが、場所が遠い、近ければ参加住民も増えるのではないか。子

供の姿が見えない(外に出て来ないのか)どちらともいえないのが現状。 

共同の洗車場が無い 

[欄外]町内の学校へバス通学 
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●自由記述「自治会役員としての喜びや苦労について」 

仮設住宅は、価値観や生活習慣の異なった人達の集まりであり、既設の町内会等コミュニティ

のように、ルール等も定着していない。根気強く「禁止用語」や「指示用語」などは慎み、依頼す

る姿勢で時間をかっけて、安心・安全なコミュニティに近づいていくように心がけている。ねぎら

いの言葉を頂くことも最近は多くなっており、役員の方々の動きが理解されていると感じること

が多い。[欄外に記入有] 

微力ながら協力したいと思ってます。 

課題、先日の津波警報の避難無線で出ましたが、高齢者、車椅子の方などの対策を立ててい

ませんでしたので、車の運転が出来ない人、車椅子から車に乗せる援助の人の不足、痛切に

感じました。曜日、昼間、夜間、天候ナドナド対策が違います。「テンデンコ」なんて言ってテレ

ビ、新聞など大声で報道されていますが、本当にそれでよいのでしょうか？ 

団地住人には町内会の一員としての思いがない様で行事への参加はありません。 

独自勝手にやっているとしか思っていない。 

私は、去年の１０月から役員となりましたが、中学校の子供たちをもつ生活の中でで、今自分が

出来る事は何かと考えました。そこで避難所でお世話になったボランティアさんと連絡を 4 とり、

沢山のイベントを開催することが出来ました。なにより住民さんの笑顔が見れたことが一番うれ

しく思ってます。少しずつ前進していく仮設の皆様が自分たちの力で何かをしたいと思う気持ち

が強くもてたと思います。 

[欄外]各世帯におまかせ 

もう少し、住民１人１人の協力があれば、もっとよく自治組織がまとまっていくと思うので、皆様

のよりいっそうのご協力をお願いしたいです。 

私は 77歳のため役は参加しておりませんがいつも役員さん達に感謝しています。 

私は仮設住宅入居早や１年７か月になり市当局より行政委員を任命されました以上当団地の

住民の皆様に１日でも早く仲良くあかるい住み良い団地にそしてより良い環境作りに頑張って

いますけれどなかなか大変です、月に一度集会場にて定例会もっています。 

自治会長と共に 1年間頑張ります。 

草取りなどにも、誰ひとり手伝わない。 

戸数も少なく人があつまらないのでコミュニケーションもとりづらいです。 

仮住まいとの気持ちでいる人が多いと思う、住んでいる期間皆で仲良く暮らす事に気を付けて

いる、小世帯の団地なので、トラブルも無く高齢者はお茶会等楽しんでいる様だ。 

設立して半年、手探りの状態だったが自治連合会、行政の指導もあり、気負いなく会員全体で

頑張ろうという姿勢が見られ活気ずいた事が一番・なかには、１～2世帯であるが、行事参加を

避ける場合あり、現在は静かに見守ってる感じ、・全体としては、特にトラブルもなく、仲良く生活

している姿が多く」、交流も深まり落ち着いている。 

大瓜団地はとてもへんぴな場所にあるため、買い物も、病院も、車のある方はいいのですが、

車の無い方にとっては、とても、お金のかかる場所なので、住人の方にとっては大変苦労なこと

です、４８戸数と規模が小さいため、行政の方でもあまり親身になってくれません、ボランティア

さんにも来て頂きたいのですが、なかなか来て頂くことがありません、行政がこの場所に仮設を
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建てたのですから、もっと、住人の話を聞いてほしいと思います。 

場所的には便利もよく住みやすく感じております。しかし近隣の方々は家もあり普通に生活して

おります。仮設に住んでいるというだけで、やはり温度差は実感しております。でも我々は住む

場所もなく、しかたなく住んでいるので後ろめたさや気を使ったりせず堂々と生活しましょうと若

者同士で話し合っております。同じ境遇の者同士で力をあわせるのが心の支えになると感じて

おります。 

私たちの仮設は皆が良い人たちなので沖区の区長さんとがんばっています、苦労はないです

今は毎日がたのしいです。 

お茶会など、皆、楽しそうに時間をすごせたときは、自分も幸せを感じます。 

入居当日は週一回ぐらい集まりもあったんですが、若い人方、仕事に出てるようなので今は集

まりの少なく談話室も使ってません。 

青葉西第 2団地では今のところナシ 

役員さんは大変だと思います。昨年迄は各自が被害者の立場でお互い協力する思いがあった

が日が進むごとにその意識が薄れてきていると思いますので、これからはますますこの傾向が

進むと思いますので対策が必要で、もし良作がありましたお教えし願いたいと思います。 

住民・役員の方が非常に協力的で一部に問題はあるものの、何の活動をしていても喜びがあ

る。[欄外] 

今の自分のできる、体があいている。今までで自由に動くことができる。この災害で静岡の方に

行き家族がお世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。今の出来ること明日の事はどうなる

か、精いっぱいやりたいと思っております。 

「苦労」などと取り立てて言う程のことはありません。激動？の人生八十余年を大過なく生きて、

また此度の東日本大震災では奇跡的に一命を取り留めたのだから、今、苦労という言葉は要ら

ないのです。震災から４か月後の７月１１日この仮設住宅に入居して７か月後の平成２４年２月

中旬、市からの依頼があって管理人になりましたが、小なりと言えども、震災で総てを失った

人々の集団ですから（そのせいばかりではありませんが）荒れた団地でした。私は、「団地の秩

序回復」をモットーとして現在にいたります。高齢者対策としては、生きている限り「自分の体は

自分で制御できるように」と言うのが私のモットーです、体を動かすように、痴ほう症が速く来な

いように、日々の努力を訴えてきました。人間は動物ですから、動かなければ動けなくなる。が

私の口癖です。団地内のご婦人方、高齢・後期高齢者（私どもも含めて）、体操と脳トレが大事

だと言うことは良く理解していますので、体操はいいのですが、脳トレには抵抗感があったよう

です。出来不出来を他の人と比べられのが嫌らしい。そうじゃないんだというところの理解が最

近出来つつあるようで、以前準備した脳トレの材料がこれから生かされます。   
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自治会という形とはまた違いますが、談話室の鍵の管理等を団地の団地の住民で行うようにな

り、あいさつ程度だった交流も少しづつ変化してきています。団地の世帯数も少なく、または仕

事をしている人も多いので日中はほどんと人がいないので、平日の日中にボランティアさんが

お茶会などをしてくれても人は集まりません」。また団地内での集まりも出席する人が限られて

いるので何かを決めたりするのも難しいこともあります。また震災からまもなく２年ということもも

あり、各家庭でかかえる問題も様々だと思います。復興住宅の件なども、大会場での説明会も

良いと思いますが、車もないお年寄りは、それだけで「行けない」とあきらめてしまいます。行政

に問い合わせても電話に出る人によって答えはバラバラなど不安や不満もあります。いつまで

仮設住宅で生活できるのか？もう少し先々の計画がはっきり見えると良いと思います。 

祝田団地は特にない 

[欄外]小団地なのでトラブルなどは有りませんので何よりです、此れからも楽しく暮らしたいと思

います。 

現在は喜びはなし、むしろ苦労ばかり何故か？区長がしっかりしていないから（自分の事だけし

か、考えていない）そう人を区長を選んだ、区民も悪いかもー。今度は役員改選なので、それな

りにしっかりした方を選びたいと思う。 

[欄外]外の仮設住人より何々の支援があった等といろいろの事が耳に入ってきます、又テレビ

等でどこどこの仮設に果物や野菜の配布等がとか、どこの仮設に直産地より支援ありなどとよ

く放送していますがあんなものは、テレビ等で放送しないで欲しい、放送するなら全仮設に配布

済みにしてからのことにして欲しい、そんなテレビ等は見たくもない。 

上記等の事柄は、別に心労はありませんが漁業を生業にしている我々には漁具及び船の無い

又、原発の保障等がなく、まだまだ大変です、福島の皆様も大変でしょうが石巻の漁業者も大

変ですが頑張るしかありません、これからも宜しくお願い致します。 

喜びはない、やっている事があまり理解されていない 

入居戸数も少ないのでこれまで苦労等はない 

まえほど、高台移転の話が無く少し不安に思う。 

一人暮らし一部屋は大変だと思います。仮設暮らしはストレスがたまると思います。 

お年寄りが多い割に、皆、自立出来ている方が多いと思います。若い人達は積極的に仕事に

従事しています。仮設内の人間関係も今は良くなってきていると思いますでもこれからの方が

長くなると思いますので、不安は多々あります。 

程良い人数で(世帯数)ちょうど良い 

住民の希望に応えられたとき又は、それに対して喜ばれた時などはやってよかったと思う。 

もともとの小渕地区の方しかいないので、気心も知れていてあまり苦労はありません。[いつも

お世話様]と、声をかけられるとかえってありがたく感じます。 

年齢が７０歳以上で、何事も大変だ！ 

自治会は５０軒以上なので班長、外部から来た人の殆んどが、18成すべての代表と見る人は

いるので行政がかかわる場合は区長、仮設に関しては班長とある程度は行政に認めてもらえ

たかたのいきやすい。区長よりもかなり仮設の人が気持ちを話してくれている。これは守秘義務

としてよろしくお願いします。 
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喜びなし。苦労のみです。３月の総会で交替をしたい。 

団地を良くしようと思えば、年間 150～165万位かかり(大きい団地)なにもしなければ、団地住民

から言われ、本当、十分な睡眠がとれず、金ばかりかかるのなら、いっそ団地という建物はある

が、完全個々人がセルフサービス型で個人が行政と一人で要求良いと思います。8月頃と11月

頃に私は病気になり、2週間後休養の旅に行ってきました。これからは、役員は、行政書類の配

布にてっしてはいかがですか。 

自分の時間をとれるような仮設運営できるように役員の仕事にしてほしい。 

仮設での行事など、一部での協力しかなく多々苦労することもありますが、様々な行事を通す

中で最近ではいろいろな方がすこしづつながらも参加する人が増えてきたのには、わずかなが

らの喜びも感じつつあります。 

住人の方々と気心も知れてきて、仲良くしています。（それなりに） 

最初何もかもわからない事ばかりで苦労はしました、今頃は慣れてきましたので皆様と共に頑

張っていきたいと思います。 

行事等を実施して参加人数が多いと満足感を感じる。 

一人ひとり考えの違いがあり大変です。 

[ 欄外]自治会内部のトラブルで困惑しています。 

石巻仮設住宅自治連合会の皆様にお会いでき、大変にありがたく思っています。いつもありが

とうございます 

[欄外]仮設住宅の自治会ですので、大きなイベントや物つくりなどは出来ないのですが、ささや

かな住民の交流の場として、談話室でボランティアの方々とお茶飲み会をしたり夏にはバーべ

キュウと花火で盛り上がり楽しい時間を過ごしたり、冬には早めのクリスマス会を考えていたの

ですが、ツリーがなくて困ったのですが、突然の電話を頂き」まして八王子の支援の会人達から

有難いことにプレゼントされました、おかげさまで、子供たちにも喜ばれ、め組ジャパンたちから

もサンタクロウスの扮装で参加して頂きまして本当に見ず知らずの人達との絆に深く感謝してい

ます。震災で心も体も折れてしまった私たちの苦しみは簡単にはいやされない事だとは思って

いますが仮設生活の数年間の暮らしに少しでも”ほっとする明かり”を共有できたらとの思いで

会を結成しました。一人ひとりいろいろな悩みをかかえて生きていく現実には苦労と努力が必要

になってくることでしょう、前向きになって切り開いていかればならないことも十分理解している

人もあります。ですが、なかなか思うようには、事は運ばれれば立止まっている状態の人もいま

す、私もまだまだ足踏み状態です。せめて、ここにいる間だけでも、私なりに出来る事をしたいと

願っているのでですが、やはり参加する人の顔ぶれはいつも変わりません。心を閉じてしまって

いる人もあります、無理に誘い出すのはいかがと思いまして待つことにしました。弱気になって

しまう私を支えてくれたボランティアの皆様方、遠方より支援して下さった方々、私の足となり手

となってくれた役員の同志たちに”ありがとう”と伝えたい気持ちでいっぱいです。 

皆(一人一人)が協力してくれます。一度もトラブルがない団地です。最後まで楽しく仲良く生活で

きればと思います。 

気苦労ばかりで喜びなんてありません。 

誰かが役員としてやらねばならない。自分の出来るかぎり頑張ろうと思う。 
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1,住民が一挙に減ったので一部の人に役職が集中し多忙とストレスでダウンしそうである。又そ

ういう苦労や悩みは当人にしか 分からず孤独を感じる. 

2,仮設の連合会があるとは聞いてはいたが今回はじめてこのような連絡をを頂きありがたいと

思います、仮設自治会ごとの連携を強め、生活の改善や今後のことについて声を挙げていく必

要があるあることは当然なので、今後共よろしくお願いいたします。 

皆様の協力をいただき、会長として楽に買いを運営してます。これからも支援をお願いします。 

支援物資等の配分等の女性群の苦労多い、雪のかたずけ等は皆協力（自主的に）してくれるの

で助かる。 

①自分たちに責任とお金があれば出来る所が行政ではなかなか出来ない所 ②山ほど難しい

問題が出てくるものを 1つ 1つクリアしなければ前に進むない所 

[欄外]震災後、ばらばらになった事もあり、会長に対して、今の役員、いいたいことも言えないガ

マンの部落と思います。会でも、外へ出た人だけの発言で、ここに居る役員は、誰一人と、何も

いえない状態です。右ならへ、そうする事で何を得る。皆さんが震災にあったにもかかわらず、

舟を持っている人だけに支度金を上げる、そういう会長では話にならない。自分のことだけしか

考えない人間と思います。 

災害公営住宅をお願いします。 

同じ地域住民の方が殆どですので苦労等がなく楽しく仮設住民の皆さんと行事を行っていま

す。 

被災者が最終に於いて、それぞれの世帯で永住するまで、お世話したいと思ってます。まず

は、ここでずっと暮らすんだと安心したいです。 

・市役者の職員が定期的に団地に来て、住民の意見、要望等を聞いて欲しい。・ゴミ置き場へ

のごみの出し方、全然守っていない人が多い。(集めた後に出す。段ボールをそのまま出してい

る。) 

喜びより大変さが多い。[欄外] 

特になし 

ボランティアの皆さんと友達と友人当多くなった。仮設に客人、ボランティア来る度立会時間が

多く少し困るときもある。 

仮設内の老人たちが集まる(表)に東屋がほしい。 

役員では、ありませんので苦労しています。役員はいません。 

 

 


