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Ⅰ調査概要 

 

１．調査目的 

復興公営住宅等への移転本格化に伴い、移転先での新たな地域コミュニティづくりを図る上で想定

される課題を明らかにする。 

 

２．調査対象 

石巻市復興公営住宅居住者 団地 1,381世帯 

 

３．調査期間 

2015年12月23日～1月31日 

 

４．調査方法 

連絡スタッフにより各団地（住宅）へ投函、期間中に返信用封筒にて回収 

 

５．調査票配布・回収状況 

対象の市内復興公営住宅、配布数 1,381世帯、回収数 409世帯（回収率 29.6%） 

 

 

当アンケートの集計における定義と注意事項 

 意図の不明回答、または結果に不整合をおよぼすと思われる回答については集計から除外する 

 抜粋した自由記述は、明らかな間違いについては訂正。それ以外は回答者の表現を尊重し、文脈等

そのまま掲載 

 自由記述の回答について、回答者の認識であり必ずしも事実と一致するものではない 

 

当アンケート調査報告の読み方 

①・・・ 設問の内容 

②・・・ 回答方式 

 年月記述 – 回答者による日付記述 

 選択 - 用意された回答の番号を選択 

 記述 - 回答者による自由記述 

 単回答 - 選択式において一つだけの選択 

 複数回答 – 選択式において複数の選択 

  

③・・・ 該当設問回答者総数 ÷ 回収アンケート総数 

④・・・ 回答の詳細説明及び分析に基づいた見解の解説 

⑤・・・ グラフ及び自由記述内
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Ⅱ調査結果  

【回答者について】 

問1. 入居時期（和暦年月記述式 回答率 97.1％） 

平成 27年 5月以降の入居が 76％を占める結果となった。更に、平成 27年 5月から 8月

の入居が 38.8%であるのに対し、前年度の同時期は 0%であった。このことから、復興公営住

宅当選者の受け入れが 27年度に本格化した様子が見てとれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問2. 性別（選択式単回答 回答率 98.0%） 

回答者性別については 3ページのグラフ（図 2-1）の通り。前年度比で女性の割合が 5.3ポイ

ント増、男性は 3.7ポイントの減となった。 

石巻市民の男女比が女性 51%、男性 48%（平成 26 年 9 月時点）であることを考慮すると、女

性の比率が 8.3ポイント高いことが分かる。また、アンケート結果の男女比が約 20ポイントと

大きな開きがあることから、仮設住宅からの本格的な移転に伴いどのような変化が起こったの

か分析したところ、高齢の独居世帯が多く、80 歳代においては女性の独居世帯が多いという事

が見えてきた。（３ページ 図 2-2及び図 2-3） 

※独居（１人世帯）率は５ページの図 4-1を参照 

 

 

2.4%

5.6%

0.0%

1.9%

14.1%

38.8%

33.2%

4.0%
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平成２６年１月から４月
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平成２７年１月から４月

平成２７年５月から８月

平成２７年９月から１２月

平成２８年１月以降

入居時期
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 （図 2-1）回答者の性別比 

      

   （図 2-2）独居世帯の性別比 

    

 （図 2-3）年代及び性別独居率 
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問3. 年代（選択及び記述式単回答 回答率 98.5%） 

平成２７年度より復興公営住宅への本格的な移転が始まっていることから、回答者数は昨年

比 358%となった。回答者数は 3 倍強となったが、年代の比率に大きな変化は見られない。この

結果から、アンケート回収率 29.6%を踏まえて配布全世帯の年代比を単純に 3 倍強と予測する

と、大きな差違は無いと考えられる。 

 

（図 3-1 平成２７年度年代比） 

     

 

（図 3-2 平成２６年度年代比） 
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問4. 同居人数（記述式単回答 回答率 98.0%） 

 2 人以下の世帯が全体の 77.0%を占め、独居世帯は 36.9%にも上る。問２の性別と併せて分析

すると、10 世帯中 3.6 世帯が独居世帯であり、1.9 世帯が 70 才以上の独居であることが分かっ

た。実に５世帯中１世帯が 70 歳以上の独居という事になる。 

（図 4-1） 

 

 

問5.  移転前の住居（選択及び記述式単回答 回答率 99.3%） 

応急仮設住宅からの入居が前回の調査と比較し 12%強の増加となり、復興公営住宅への本格

的な移転が始まっていることが伺える。その他の内容詳細については次ページに記載。 

１人

38.5%

２人

38.5%

３人

13.4%

４人以上

9.7%

同居人数

59.0%

27.8%

7.0%

1.3%

4.8%

応急仮設住宅

家賃無料の「みなし仮設住宅」

みなし仮設住宅以外の有料民間賃貸住宅（借家・

アパート）

自宅

その他

移転前の住居
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【移転先のご近所づきあいについて】 

問 6. 町内会への加入状況（選択及び記述式単回答 回答率 91.2%） 

 自治会への加入者は 73.6%、未加入者で今後加入を考えている住人を合わせると 82.9%とな

り、自治会の必要性や加入へ対する理解度が非常に高いことが見てとれる。その他の回答の詳細

は 7 ページの表『その他の状況』のとおり。 

 

    問 6 その他の内容

35.7%

37.9%

9.3%

7.6%

9.3%

町内会に加入し、行事や会合に参加している

加入はしているが、行事等には参加していな

い

加入していないが、今後加入を考えている

加入しておらず、今後加入する予定もない

その他

町内会への加入状況

その他の内容 

わからない 

団地会を作り、共益費は毎月支払っている 

入居したばかり、未だ町内会は分からない 

休みが合わず出来ていません 

加入しているが行事はまだ無い 

町内会費の集金がまだである 

復興住宅のみの入居者間の組織には加入しているが行事には参加していない 

自分が病気のためあまり参加していないです 

町内会費を納めているのに老人クラブなどの誘いがない。参加はしたいのに 

毎月\1200支払しているけど加入しているの? 車いすなので無理です 

町内会はまだ活動していないらしい 

まだ分からない 

引越してまだ日があさいので、あまりわからない 

自治会がまだない 

説明会に参加したばかりでまだ良くわからない 

加入しているけど、まだ行事等なし 

この手の情報は全くない。町内会、行政区、行政資料の我々の配布経路等知らない

ことが多すぎる。 
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問 7. 現在の住宅内の自治体制について（選択式複数回答 回答率 64.1%） 

 ※当設問においての回答率は、当設問の回答者数÷問 6で「１」もしくは「２」と回答した回答者数 

問 6 について「１」または「２」を選択した住民に現在の自治体制について尋ねた結果、被災

したことにより招かれた環境であるにもかかわらず「緊急時の対応・・・」が 3.3%に止まる結

果となった事が懸念される。 

 （図 7） 

    

 

 

 

 

 

 

81.1%

27.8%

64.1%

3.3%

リーダー役（班長など）が決まっている

掃除当番など役割分担をしている

回覧板が回っている

緊急時の対応（連絡網など）が取り決められている

現在の住宅内の自治体制

当公営住宅ではまだ自治会はキノウしていない。 

足が悪くて歩けない 

団地同階の観覧版を回すだけ 
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問8.  復興公営住宅の団地会等自治組織の形態について（選択式単回答 回答率 85.6%） 

 自治組織の理想の形態について「あまり必要とは思わない」と答えた住民は 13.4%に止まった

最も多い回答は「わからない」で 36.0%となった。 

 

 

問 9. 住宅内の付合い・交流について（選択式複数回答 回答率 94.0%）      

  部屋を訪ね合ったり食事を共にするなど、独自のコミュニティーを形成出来ている住民は

 27.2%であった。厚生労働省が推進する『包括ケアシステム』の構築にはこのごく自然なコミュ  

 ニケーションが必要であり、この部分を拡大してゆくことが必要だと考えられる。一方で「近所

 付き合いをしたくない」と考える住民は 16.3%に止まった。「出て歩くことが難しい」と回答し

 た住民の６割が、自身や同居者の病気や障害、高齢であることを理由としている。この「出て歩

 くことが難しい」住民のコミュニティー形成の成就が今後の大きな課題であると思われる。 

19.6%

16.4%

13.4%

36.0%

地域の町内会とは別に、復興公営住宅単独の自治組

織も作った方がよい

一つの班として地域の町内会に編入するのがよい

あまり必要とは思わない

わからない

復興公営住宅内の団地会等

自治組織の形態について

10.6%

16.6%

62.3%

36.9%

11.9%

10.8%

5.5%

7.4%

個人的な付き合い（食事・外出など）をもつ人が

いる

互いに部屋を訪ね合う人がいる

あいさつを交わすひとがいる

軽い雑談を交わす人がいる

付き合いを持ちたいが、現在はない

あまり近所付き合いをしたいとは思わない

わずらわしいので付き合いたくない

出て歩くことが難しい

住宅内の付合い・交流について
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問９の「出て歩くことが難しい」の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10. 現在の住宅内の雰囲気・様子について（選択及び記述式複数回答 回答率 91.7%） 

（図 10） 

 

 

 「ご近所付き合いも少なく、顔の分かる人も少ない」との回答が 45.9%を占めた。同じ住宅内

にどのような人が住んでいるのか、顔も分からないというのは大きな不安要素であることは断

言できる。これを解消することに関係する回答が「交流行事等あれば人が集まるが・・・」であ

り、26.1%を占めた。「住民どうしが比較的仲よくしていると感じる」と合わせると 47.6%とな

り、この数字を増やすことで「顔の分からない」という不安要素 45.9%は減少させることが出来

ると思われる。このことから、交流事業は永続的に行われるべきであると考えられる。現在、行

政やボランティア団体等の主催による復興公営住宅住民を対象とした交流行事の開催頻度が

21.5%

26.1%

45.9%

30.4%

7.1%

住民どうしが比較的仲よくしていると感じる

交流行事等あれば人が集まるが、普段はあまり顔

を合わせることがない

ご近所づきあいが少なく、顔の分かる人も少ない

仮設住宅にいたころに比べると、人とのつながり

が希薄になったと感じる

その他

現在の住宅内の雰囲気・様子について

「出て歩くことが難しい」の理由 

病気療養中 

私自身、身体に障害があり母は高齢 

視覚障害のため 

母・足が悪くあまり歩かない 

車いす生活なので 

出て歩くことが難しい人もいると思う。精神的、肉体的、病気や年齢的、経済的その他。 

自分自身は良いが家族置いて出て歩けない 

高齢なので歩くのがひどい 

子供がいるから 

きっかけがない。集会等がない。 

まだよくわからない 

デーサービスに行っている 

仕事もしている為、なかなか時間もない 

あいさつはみなさんにします 

歩行が難しいが交流を持ちたい 
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徐々に多くなっているが、最終的には住民主体で開催出来る事が理想であると思われる。そのた

めには、住民有志がノウハウを培うための長期的なサポートが必要であり、今後の活動の課題の

一つであると考えられる。(19 ページ 図 10 参照) 

 

以下は問 10 の回答「その他」で得た自由記述の内容 

その他の理由 

みんなコソコソあいさつも少ない。仲良くするという気持ちがないのか？ 

他の階の住人の方の顔と名前が分からない人がいる 

まったくわからないです 

皆さんお会いすると必ずごあいさつをしてくれて、とても良いことと思っている。 

地区にもどったけど足が痛く外に出られない 

交流が無く、出合った時は互いに挨拶をする 

よくわからない。そこまで見ていない。 

まだ分からない 

だれとも会ったことがない。人の気配を感じない 

まだ 1 カ月なので皆あいさつ程度だと思う 

私は 3階なので仮設にいた時はすぐ戸をあければ人が通るのがわかるけど今は隣の人もあま

りわからない 

ごく普通だと思います 

東の方しか名前わかりません 

日本語が分からないので回覧板とかわずらわしい。書類が書けず、読めないので知人に毎回

頼んでいる 

もめごとが多い。何か事件等が起きたらと市に相談したが何の解決策もない 

あいさつ位していると思う 

コミュニティがない。コミュニティを必要として選ばれて住まわせてもらっているのに、皆さんそれ

を避けている様に見える。沈黙の状態が排他的に感じられる。 

デイサービスに加入しております 

もっと会議の回数をふやしてコミュニケーションをとった方がいいと思う 

まだ顔合わせしていない、ただ仮設住宅で隣だった人もいるし顔見知りが近所にいるので安心

している。 

顔が分かるが名前が分からないとはどういうことか？個人情報のあり方が？ 

仮設に居る所は楽しかった。本当は市営住宅楽しみでしたが、店は遠く車の生活でいろいろ大

変で残念です 

ちょっと変わっている人がいて怖い（いつもベランダから帰宅の頃のぞかれる） 

エレベーターなどで顔を合わせたら挨拶する程度です。年をとった方、１人暮らし、障害者が多

いのにビックリしました 



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 11.やってみたいサークル  
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どこの家の人はああだ、ここの家はこうらしいという話ばかりで聞きたくない。市役所に相談して

も相手にされず、どうしていいか分からない。 

「つかずはなれず」のきょり感で良いと思う 

トラブルがあった人とは顔もあわせたくない。なにをいってもうわのそらだから。 

仮設での生活は基本的にお互い助け合いの必要性を認識することから始まった。公営住宅で

は自立した生活を行政及び住民相互から求められる。自立した生活とコミュニティの必要さは決

してあい反するものではないと思うが・・・ 

あいさつをしても返してくれる人達が少ない（意外と年配者に多い）何故？そんな人達にあまり

良い印象がもてない 

駐車違反が多くトラブルも頻繁にあり困っている 

 

問11. やってみたいサークル（選択及び自由記述式複数回答 回答率 51.1%） 

 問 10 の結果から得られた交流事業の必要性と重要度に並び、住民のサークルへの関心は高い

ものと言える。中でも人気が高いのはカラオケであった。弊会では仮設住宅住民を対象に『カラ

オケ温泉バスツアー』というイベントを行っているが、参加者は毎年 100 名を超えている。更

に、弊会への加盟・未加盟を問わず仮設団地及び復興公営住宅の自治会（団地会等）に対し通信

カラオケの無料貸出しを行っており、こちらも多くの自治会に利用されている事実からもカラ

オケは重要なツールの一つであることが立証されていると言える。 

 ラジオ体操や料理教室についても、回答者の３割弱が関心を持っているという結果が得られ

た。ラジオ体操に関しては石巻弁で制作された「おらほのラジオ体操」の浸透力がうかがえる。

実際に「おらほのラジオ体操」でコミュニティー形成を図っている仮設団地自治会も存在し、成

果が確認されていることから、これも重要なツールであると言える。 

 料理教室も非常に人気が高く、成果が確認されているツールであると言える。その他の回答の

中には「男の料理教室」という声もあり、男性にも評価されていることがうかがえる。 

 

 

33.5%

12.1%

11.7%

11.7%

23.8%

25.7%

22.3%

カラオケ

健康マージャン

ヨガ

絵手紙

お料理教室

ラジオ体操

その他

やってみたいサークル



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 12.自治組織に期待する役割  
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問12. 今後の生活において、自治組織に期待する役割（選択及び記述式複数回答  

  回答率 81.9%） 

 当設問の回答率は回収アンケート全体の 81.9%と、復興公営住宅住民にとって最も高い関心

がある問題であることが伺える。中でも『生活ルールの維持』が 40.4%と圧倒的に多い結果とな

った。仮設住宅団地でも大きな問題となったゴミ・ペット・騒音・迷惑駐車などのトラブルが、

復興公営住宅でも引き続き問題となっている現実が垣間見れる。『生活情報の提供』についても

34.5%と多くの住民が自治組織の活動として期待していることが見てとれる。但し、自治組織（団

地会等）がしっかり機能している住宅では、前出の問題は限りなく最小限に抑えられている事が

確認されており、トラブルが多く住民の要望や期待が多い住宅では自治組織が存在しない、もし

くは、機能していないという可能性が考えられる。 

 

 

その他の理由 

集金、共益費について 

自治組織が早く育って本物になってほしい。ＯＢや市の職員や市議員、弁護士、宗教家（外

国人）が加わってほしい等 

生活安定の為の財源等のヒント 

自治会及び班長会議などの内容が良くわからず個々につたわってこない事 

自分は足が悪いのでいろいろの行事にさんか中々できない 

駐車場の電気が暗い。他の復興住宅は明るい。人の出入りがこわい。 

①ですが（生活情報の提供）各部屋に配布してほしい。背のひくい人、目のわるい人、ゆっく

り読み出来ない 

自治組織に期待する事など何もない。個人の責任でやればよい。 

今の所はうまくいっているみたいです 

34.5%

22.1%

21.1%
40.4%

16.6%

15.1%

15.1%

12.7%

18.4%

生活情報の提供（掲示板や回覧板など）

交流の場づくり

環境整備・衛生管理

生活ルールの維持（ゴミ、ペット、騒音、駐車など）

住民の悩み相談、人間関係への対応

入居者情報の把握

防災訓練・防犯活動などの取り組み

行政やボランティア団体など外部団体との連絡窓口

その他

今後の生活において、自治組織に期待する役割

は何ですか



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 13.自治組織のおける要援護者へのあるべき姿 
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問13. 自治組織における要援護者への対応のあるべき姿 （選択式複数回答 回答率 77.5%） 

 『支援をしたいと』した回答者が 74.1%に上った。そのうち 33.9%が『支援をしたいが余裕が

ない』とした。『余裕がない』という理由を当アンケート全体を通して考慮してみると、仕事を

している等の時間的理由に加えて、自身や同居者が高齢である、あるいは身障者であるといった

身体的理由が見えてきた。また、『支援をしたいが、何をどうすればいいのかわからない』とし

た住民が 16.6%あることから、日常的、且つ自然に行える支援の方法を啓発する活動を行うこ

とが必要だと思われる。（14 ページ図 13 参照） 

 

（図 13） 

 

 

問 13 その他の理由 

その他の理由 

5(かえってトラブルのもととなるので、素人がするべきではない)のように時々思うときがあ

る 

仕事の休みとかが会社員と違い自分は出来るか不安です 

支援したいが体に自信が無し 

高齢なのでできない 

わからない 

歩行が困難で思うように何もできないです 

失敗を繰り返すのみにおいて、ノウハウが蓄積し、技術が生まれ進歩すると思っている 

自分は年もとっているのでよくわからない 

自営業ですので協力できる時間が限られる 

23.6%

16.6%

33.9%

9.6%

21.1%

7.3%

できる範囲で支援したい

支援をしたいが、何をどうすればいいのかわから

ない

支援をしたいが、余裕がない

支援は市役所等がやる仕事であって、自治組織が

する必要はない

かえってトラブルのもととなるので、素人がする

べきではない

その他

自治組織における要援護者への

対応のあるべき姿



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 14. 既存の地域の方々と共に良いご近所づきあいを 

築いていくためには、どのような取り組みが必要か 
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私が身障者です 

自分が高齢者と住んでいるので、他の人の世話まで無理です 

要援護者とは、どのような人を指すのか定かではないのでなんとも言えない。 

要援護者と近隣の援護者同士の情報の共有化と責任範囲の明確化がきちんとしておかな

いとむずかしい。とりあえずやれる範囲からスタートしてみるのも一方法。 

年齢的には無理かも？ 

二番谷地復興住宅は会長や係の人が一生懸命にやっております。仕事していたので、これ

からはなるべく手をかそうと思っております。 

 

問14. 既存の地域の方々と共に良いご近所づきあいを築いていくためには、どのような取り

組みが必要か（選択式複数回答 回答率 67.0%） 

 当設問は、既存の地域の住民と、良い付合いをするための肯定的な回答のみを用意した。７割

近い回答が得られたことから、多くの住民が近所付き合いについて前向きであることが見てと

れる。中でも、『地域の一員として、町内会の清掃活動や行事など、積極的に関わっていく』が

39.3%と最も多く、自らが積極的に関わっていく姿勢が感じられる。 

 

 

27.4%

19.3%

39.3%

11.1%

24.4%

8.5%

入居者どうしで交流を深め、生活ルールを決

めるなど、住宅内のご近所づきあいづくりか

ら取り組む

復興公営住宅居住者と地域住民との顔合わせ

会を開き、お互いを知る場を作る

地域の一員として、町内会の清掃活動や行事

など、積極的に関わっていく

地域の集会所等を活用し、交流の場をつくる

自治組織の枠にとらわれないご近所づきあい

（子供会、老人クラブ、サークル活動など）

を活発にする

復興公営住宅の集会所等を利用し交流の場を

作る

既存の地域の方々と共に良いご近所づきあいを

築いていくためには、どのような取り組みが必

要と思いますか？



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 15.ご近所付き合いにおける良いアイディア、 

または困りごと 
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問15. ご近所との付き合いにおける良いアイディア、または困りごと（記述式回答 回答率

29.8%） 

 当設問は、自由記述にて回答を求めた。明らかな誤字、脱字以外はそのまま掲載しており、事

実の誤認と思われるコメントや独特な表現など、回答者の意志を尊重しそのまま掲載した。この

回答から見てとれるのが、復興公営住宅における住民感情であると言える。 

ご近所との付き合いにおける良いアイディア、または困りごと 

みんなで仲良くこの団地を良くしていこう！というリーダーがいて無理なく事を決めればいい

が、個性が強くあいさつもできない人もいて、これから近所づきあいが不安である。変な仮設

からの仲間で組んだりしている人もいるらしく、一緒にやっていこうという人も少ない。一番は

協力する人もいて、強く気が利くリーダーシップをとる人が必要。公平な方。 

自治会費を出さない人がいる協力しない 

私の住んでいる団地は入居している方々が心のやさしい方々が多く、トラブル等もなく明るく楽

しい団地生活を過ごしております、特に困りごと等はございません。これからも末永くおつき合

いをさせて頂きたいと思います。 

騒音ゴミの分別等で疑われた時があった。色々な世帯・世代が集合住宅にはいるので価値観

や物のとらえ方もさまざまだが、復興住宅にいるという事は何らかの事情（家をなくす、大切な

人を亡くす）があり、どこまで会話していいのか分からず、仕事と子育てと日々の生活で精一

杯の３０代夫婦の我が家にとって交流する機会・場所に限界があり、トラブルを避けたいという

気持ちが先走る為、少々の騒音もお互い様と割り切るようにはしているが、時にはひどい時も

あり、苦情も出したいが、どこに誰に言えばいいか分からず・・・。苦情や地域交流に参加でき

ない人の為に専用ボックスを設置してはどうですか？復興住宅内だけでなく、元々住んでいた

方々からも公営住宅ができて引越して来た人たちのマナーが悪いと聞いた事があります。 

ベランダの物干し場の辺りに上の階からたばこの灰が落ちてくる事がある。洗濯物が汚れるこ

とより、火事になったら大変困るのですぐやめてほしい。 

駐車場を借りずに道路に車をとめている人がいるため、自分の車を駐車する際出入りしづら

い。子供達が敷地に入ってくるため車の出入りの祭危ない 

表札に苗字を書いてほしいと思います 

一人暮らしの方（ご年配の方）が多くみられるので、どこまで介入してつき合いをすればよいの

かわからない。（災害時には隣近所に声をかけ合うようには思っているが・・・） 

まだ家族が復興住宅での生活に慣れることが先決で、又、高齢者もいるため近所づきあいの

事まで考える時間的ゆとりも精神的余裕もない 

復興住宅と戸建の垣根のない交流を目指す 

２階住宅ですが、結構階段がきつい為、年々老化が進んでいる人が多くなってきているこれか

ら、増々歩くことが困難な人が増えて転倒する人が出て来ると思います。何らかの処置が必要

と考えます。石巻の復興が遅れている分、みんなもその間、年を取る分けですから。やはり、

復興と平行でやるべき問題だと思います。 

高齢なので自分自身の事で精一杯です奉仕したくてもかえって迷惑をかけることになる。 



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 15.ご近所付き合いにおける良いアイディア、 

または困りごと 
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家は２台駐車場を借りて毎月納金していますが、他の人で路上駐車が見られます。事故が無

い時はいいのですが、いかがなものかと思われます。 

ゴミ捨てあまりに勝手すぎる 

回覧板など、掲示するのではなく、直接手渡しすれば少しずつ隣近所と会話も増えるので

は・・・集会所において交流の場も作ってくれてはいるが、はじめはとても入りづらい。せめて、

習い事とかのサークルから入っていくしかない。自治会ではありませんが、ゴミ集積所が汚

い。せめて、当番制にするか清掃を心がけるのが良いと思います。一部の方だと思いますが、

ゴミが分別されていないが、誰も何も言わない。公営に入居して１年過ぎましたが湿気がすごく

畳がカビやすい、仮設よりひどい。結構、窓は開けっぱなしにしているが、夏はハエが入り、ゲ

ジゲジモ多くて困っている。 

団地内の駐車場を１台分借りているが、名前は無理としても部屋番号だけでも車止めの所に

でもわかるようにしてはどうか。 

世帯分離しなくてはならなくなったので、１人暮らしになりました。淋しいけど家族とか親戚の人

達に声をかけられがんばっています。ただ、足が痛く体が思うように動きません。 

今のままでいいと思います 

①ゴミ出しは守れ②植木の中とかにゴミをすてる者がいる 

駐車場１台 3千円、しかし、戸建の場合駐車場代を払わないでよい、これは不公平。入居して

から地域住民の方から聞き、公営住宅に申込する段階で説明するべきだし、取られている人、

取られない人があるっておかしい。納得できない。 

子供その家族うるさくて困っています。 

借り上げ住宅なのでしょうか？集会所も外水道もなく困ります。問７－２の②④（回覧板・連絡

網）は全く無い、見て見ぬふりの住民が多い 

ここの住宅には集会所もなく、交流の場と言うと町内会の行事に参加しなければなりません。

全戸が参加するには中々難しく、本人よりも家族（娘）に活動や行事参加を頼んでいる次第で

す。 

子供が多いのは良いですが駐車場内での三輪車の暴走が困る。車間を通ってはキズがつく

し、夜も置きっぱなしでぶつけた。そういう子供の親は駐車場内で子供がケンカして大泣きして

も出て来る事はない。いつもハラハラしています。 

近所の方とのおつきあいや交流の場にも参加したいのですが、身体に障害を抱えており一人

で自由に出歩くことがままならない状態です、母は高齢で少し歩くと足や腰が痛いとのこと。そ

んな二人で暮らしている状態ですので地域の交流の場には参加できません。 

ゴミや缶・ビン等の出す日のルールを守らない人がいる 

住宅の管理費は集金になるようですが、不在の時もあるので( 仕事で夕方いない時もある) 

口座振替にならないものかと思う 

近所づきあいのことではないのですが、この市営住宅は親子間での継承ができないのを入居

してから知り、高齢の父の名義にしてしまったので、もし父が亡くなったら私は出て行かなけれ

ばならないのかが一番の心配です。家をなくした被災者のための住宅なのに・・・ 



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 15.ご近所付き合いにおける良いアイディア、 

または困りごと 
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他地区からの移転で復興住宅の部屋のキーを渡される日に一般家庭ごみ収集カレンダーを

配布してほしかったです 

大震災から 5年近くなるのに町内会として災害が起きた場合の避難場所が決まっていないの

で不安である。( 蛇田新西境谷地） 

毎日の生活の中で商店が 1軒コンビニ 1軒バスで買い物大変 

一人暮らしの部屋なのに外部に連絡できぬ緊急ボタンの設置は一人暮らしにはくその役にも

立ちません。今後有効に使用できるように県や市などで住む人のための住宅をつくってほし

い。人間の絆の心が希薄でございます 

空き室があるようだが、入居者いるのかどうか不明で不安。自分の居室の建物の空室くらい

知っておきたい。個人情報の問題もあるかと思うので、難しいかもしれないが。 

近くに妹たちや身内がおりますので近所の付き合いは挨拶ぐらいでよいと思います 

現在ある地域に入ったためもともとある地区の人たちばかりが集会所を利用している。復興住

宅へきている支援物などは、もともとの地区の人がもらい、私たちは支援が来たことすら分か

らないでいる。すべての住人に声をかけたり、回覧で回してもよさそうなものと思う 

仮設から復興住宅へと変わったけれども、仮設にいたとき以上にエネルギーを使う、こんなに

もしんどいものかと考えさせられる。これなら仮設にいた方がましと思う。復興住宅に入ったか

らといって安心して生活しているわけではない不安の方が大きいのである。市の方には本当

に親身になってやっていると思いますが、市の職員の不祥事が続いているのが気にかかる。

これは皆さんも感じていることだと思いますが、私にとっては腹立たしく感じる。仮設から復興

住宅に移せばいいと思っているからに過ぎないと感じる 

集合住宅で生活する年齢も様々なので、交流を深める以前にお互いがお互いを思いやる

個々の気持ちが大事だと思います。エントランスを汚したり外に平気でゴミを捨てる。早朝、夜

中の外での大声。夜中でもかまわず走り回る。生活スタイルが違うのは当たり前ですが、人と

して不快に感じることは誰も同じだと思います。皆、様々なつらい思いや経験をしてここにいる

のですから、もう少し他人を思いやる気持ちを持つべきです。交流がどうのとかは、こういった

生活を続けていくうえで、自然とできてくるものではないですか? ペット禁止の部屋で犬を飼っ

ている人。駐車スペースではない場所に車を止める人。夜中に平気で走ったりジャンプしたり

大声で歌う人。平気で食べカスやゴミを駐車スペースに捨てる人。まず、ここの意識から変え

ていくべきでは？ 

私が住んでいる復興住宅は民間借上げのため、ラウンジなどみなが集まれる場所がありませ

ん。町内の公民館（というか町内会館）は小さくて古くて遠くて、利用するには不便すぎます。

町内会の総会に出席した（しかも２年連続で）のですが、町内会は復興住宅の住民にどう接す

ればいいか全く分かっていない。（というか、むしろ腫れ物にでもさわるような発言をしていた某

町内会長もいた）。（ここがどこかばれると思いますが）石巻市の自治会の連合会の会長を務

めている方がいる町内会だとはとてもじゃないけど思えません。もっと積極的に復興住宅の住

民と接して欲しいです。また、ここの町内会ほか、近隣の町内会の区割りも現状に全く合って

いないです。昔のなごりを踏襲すればいいというものではありません。時代とともに変わってい
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ってもいいのではないでしょうか。さらに、いちばん残念なのは市の対応！！？？黄金浜の復

興住宅のように、入居者説明会の時に復興住宅住民同士の顔合わせ会を、市主催で行うべ

きだったと思います。入居者説明会は市と業者（大家さん）の説明がばばばーっと行われただ

けで１時間で終わったというお粗末なもので、みな唖然としてましたから。市ではお茶（ペットボ

トル）をまとめ買い（発注）するお金と集まれる場所は提供できるでしょうに。そんな頭が無かっ

たんでしょうね。市がやらなければ誰が出来るんだ？ってそう断言できます。以前「ハートネッ

トＴＶ」（NHK Eテレ、のち総合テレビでも再編集して放送）で、石巻の復興住宅のことが取り上

げられました。その時、私がいる復興住宅でも何人か取材を受けた（私の家もその一件です）

のですが、みな口々にコミュニティの形成に対する危機感と（近所づきあいのこと）、そのため

にはみんなが集まれる場所がほしい、ということをカメラに向かって訴えました。NHKではかな

りはしょって編集して、去年３月の「ハートネット TV」では良いところしか取り上げず、後に再編

集して NHK総合で放送された特集でも、まだ全体像（厳しい現実）を取り上げるには不十分過

ぎましたから。復興住宅でのコミュニティづくりは、仮設住宅にいた頃よりうんとうんと難しいで

す。市、町内会ではその絶好の機会を逃してしまいました。すごく残念というか、怒りさえ覚え

ます。何とか自宅を開放してお茶っこのみサロンでも開くしかないのかなあ？でも、仕事あるし

ー部屋片付いてないしーできないよー！！ 

住人以外の禁止区域内の無断駐車している車がある！！迷惑です。自転車の盗難。 

以前の住所の班なので仲良くやっている 

とても、とても難しい問題と思います。県外からこちらに移り住んで、亡くなられるまで、言葉や

習慣に馴染めず無念だったろう人々を知っているからです 

交通の便が良くないので、週に１回でも出掛けるバスなどあるといい。長い距離は歩けないた

め、外出は誰かに頼んでいかなければならないため、お願いします。 

現在入居している復興公営住宅にトラブルメーカーの住人が居ますが、この人物が他の入居

者に対してとんでもない「いやがらせ」をしています。この様な人がいると安心して住めないの

で何とか何とか対策して欲しいです。アイディアとしては応急仮設を一部残しておいてそこへ移

ってもらえば良いと思います。もちろん家賃を払うという事で。それと、わが家でもペットを一匹

飼っていますが、他の住民は二匹飼っているいる人もいるので今後もう一匹飼いたいと思って

います。一世帯に一頭（一匹）までというルールを守ってきたのでいざ引っ越して来たら二匹飼

っている人もいるのでびっくりしました。二匹合わせて体重が 10Kgまで OKなら私の家でも飼

いたいです。ルールをちゃんと守ってきたのにとても馬鹿らしくなってしまいガッカリしていま

す。正直者は馬鹿を見るとはこの事ですね。そして、現在飼っているペットが亡くなったら飼え

ないとは本当でしょうか？つい最近知ったのですが、そんな話は聞いていませんでしたので今

後もう一匹新たにペットを飼いたいと思ってます。駐車場の件についてはやはり違法駐車をし

ている人達もいる様なので、きちんと調べてほしいです。来局用の駐車場もせめて５台～１０

台分設けてほしいです。知り合い、友達、親戚等訪ねて来た時どこに駐車したら良いのかわか

りません。このような場合どこに停めたら良いのでしょうか？市役所、東部管理事務所も口先
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ばかりなので正直腹立たしいです。※楽器を弾いている人がいますが、私の家でも昼間弾か

せてもらいますので、苦情が来ても文句は言わないでください。以上です。 

上階の住人からゴミ？とかいろいろ振って来てこまってます。トラブルとかおこしたくないので、

もうちょっと常識ある住人ルールを守ってもらえるよう、市からの配慮をしてほしい。たぶん、高

層住宅に入った事のないお年寄りが入ってるからだと思います。上階からの足音とか、迷惑事

でトラブルがおきる前にお願いしたい。 

ルールを守れない人が多すぎて困る。まず路上駐車。毎晩停めている家が多々あり、２台目

の駐車場を借りていない人が多い。キチンと駐車料金を払っている人（こちら）がバカバカしい

よ・・・。入居の祭キチンと調べるべきだったと思う。（一家で何台あるか）駐車場を借りるのは、

任意のような感じがあったので・・・。ペット可の住宅だが最低限のルールは守るべきである。２

匹以上飼っている・・・敷地内リードをしない・・・。ふんの始末・・・。犬を飼っていれば分かるだ

ろう事ばかり。ゴミ出し。ペットボトル・ダンボールゴミの日じゃないのに置いてあるのはなぜで

すか。集積所の掃除は当番制でもいいと思うがやらない人もいると思うのでかえってトラブル

の元になるか・・・？それぞれがルールを守って気持ちよく生活したいものである。 

地域でお茶っこサロン？集会所を使って定期的に開かれているが、復興住宅入居者のみんな

が参加しづらい環境にあります。町内会さんでのグループというのがもう出来ている中で、そ

の輪に入る勇気がなかなかでないと思います。復興住宅入居者のみのイベントもあればまた

違うのではないかと思います。 

相手の身になって物事を考えてやる事 

今は腰痛のために歩くことも立ってることも出来ないのでね何にもできないのでね、申し訳あり

ません。病院に行くのと、リハビリに行くので、どこにも出れません。 

住んでみると南側には窓が一面にあるけど北側には窓がなく玄関だけで夏には風通りが悪く

１箇所あるあかないガラス張りの所を何とか工夫して風の通りを作ってほしいです。１ＤＫの所

だけがないのです。 

集会所がなく入居者との交流はむずかしい 

・ゴミ出しのルールを守らない人がいる。・車の停める所がない。（お客が来たり、子供が帰っ

て来た時など）・子供の遊び方のマナーが悪い（うるさい！！） 

私達のいる公営住宅には集会所がないため交流の場が持てない 

まず野菜も買えない。一番買い物に困ってます。 

近所につき合いなし。頭さげなければ、つんとしていると言ってる人がいる。 

勤務地が近いということもあり、ここの復興住宅に決めました。団地内の顔合わせをしていな

いので、まだ近所付き合いとまではいきません。さいわい仮設でとなり同士だった方がいるし、

地区にも知り合いがおり、今のところ安心して暮らしてます。気がかりな事は、下の階の人に

わが家の足音がひびいていないか大丈夫だろうか？と思っています。子供達にも言って聞か

せてますが・・・。困っていることは今のところありません。色々な世代が入居しているので団地

内での交流の場、地域との交流をしていければいいと思ってますが、集会所がここの団地に
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はないんじゃないでしょうか？今泉前復興住宅に住んでまだ１ヵ月も経ちませんが、これから

交流の場ができればもっと安心できると思います。 

今のところなし（病気のため、自分の生活を維持するのでせいいっぱいです） 

公営住宅はほんの一部なので部落の行事に同意していかなければならない 

私たちの復興公営住宅の集会所はせまくてなにもはなしあうことのできないところですので１

度だけでした。よその所はひろくてきれいなのに西一丁目の公営住宅ですなにもできませんい

ちど見にきて下さい 

まだまだ月日浅いのでこれからだと思います 

復興住宅内でも自分から声をかける様にしています。困り事は交通の便が悪く、病院等に行く

ときもタクシーばかり使えませんし、これから年を取り歩くのも大変になった時等考えると、とて

も不安になります。これは私だけの問題ではないと思いますが如何でしょうか？ 

時折まちがい郵便があるので専用のポストがあると思います。 

復興住宅に集会所がないのでお話することがないのであればよいと思います 

夏まつりなど行事ごとをつくる 

犬でもねこでも（フン）のしまつだけはしてほしい。ビンカンゴミすてる人が多いので私は犬散歩

のときはひろって歩いてます。おはようのことばを話をしてもしらんぷりにアイデアなんか出来

る事ない 

二階の音が下の私の部屋までドタバタと夜おそくまで続くことがある。困ってます。良いアイデ

ィアは旧蛇田も同じ町ですから、子供達（小）（中）学生が春休み夏休み冬休みなど、または

（土）（日）でも良いのですが、自由に子供達が学習できる場所として使う事が出来ると良いか

もしれません。そのためＰ、Ｔ、Ａはじめ、学校の先生方もふくめてよく話し合いをもち進められ

たらと私は思っております。石巻市内に１ヶ所だけありますが（立野）にもっと多くの場所がある

と良いですね 

今住んでいる公営住宅には集会所がないので、なおさら交流が減っていると思う 

集会所がない為気軽に集まる場所がない。民間で作ったマンション（復興住宅）の為集会所が

ない 

お風呂場に換気扇を回していても他の台所のニオイが入ってくる 

入所したばかりなのでなんとも言えません 

問１０にも書きましたが、帰宅時車の音でわかるのかベランダに出てきてジーっと見ている人

がいて気持ち悪い！！ 

問題がある時は班長さんに相談しています。回覧で促す。 

ゴミ集積所のルールが守られていない。特に燃えないゴミがめちゃくちゃに置かれひどい状態

です。柵の所にしっかり見えるゴミの曜日が書かれたプレートや注意書きが必要と思います 

団地内で月１回全員で清掃しています。週２回ごみの収集日に当番制でゴミおきばを清掃して

いる 

ゴミ出しでのルールを守らない。掃除当番を決めても当番以外のいつも同じ人が掃除をしてい

て見かけても知らないふり。有料の場所には止めないで道路に止めている駐車マナーの悪さ 



調査結果 移転先ご近所づきあいについて 問 15.ご近所付き合いにおける良いアイディア、 

または困りごと 

 

21 

 

子供の声を迷惑に感じてる人もいて、子育て中の家庭にとっては日々気をつかって生活する

のは大変 

月１回清掃はお金出しあってやってほしい。お年寄りのみなさんそういっております。 

来客用スペースに車を駐車している住民が多数いるので、客人が来ても車を停める事が出来

ないようです。特に夕方以降に！ 

ご近所との名前が知りたい 

子供がいる人いない人、お互い生活のレベル（お金）に関してなどトラブルのもとになる事もあ

るので、近所づきあいづくりなかなかむずかしい所もある。自分たちの生活だけで、気持ちや

お金に余裕がない。 

車の駐車の事で 

仕事をしている為、廻りは老人、障害者、一人暮らしも多く何だか不安になります。家からどう

にかして外へ出して交流して頂きたくてもムリなのでは・・・ 

人それぞれじゃないですか 

一度も自治会に参加しない人が多く見られる。清掃作業などに参加しない人などがゴミ出しな

どで決まり事を守っていない。誰が出したか分からない集荷しないゴミの処分に困っている。 

復興住宅へ入れたものの心から安らぐ時がない（いつになったら） 

音が響きやすい壁で、話が多少漏れるようだが、個人情報を他人へもらされているようで困っ

ている。団地会のリーダーが困りごとに対して全く動いてくれない。音や、車の出入りで、毎日

生活をかんしされているようで、きゅうくつ。 

ご近所の付き合いはいい方だと思う。ここに入って本当にいいと思います 

個人個人の考えがあると思うのですが、ご近所あまりかかわりたくないと思ってる人（自分も含

めて）が思ってる以上に居る様に思います。自己責任という言葉はとてもいい言葉だと思って

ます。 

問１４の１に丸を付けましたが、ルールを決めたとして、その内容が住民全体で理解していな

ければルールと呼べず一部の人だけで決めてしまったり、いつの間にか変わってしまったりし

ては何の意味もないと思います。それを言えばお互い気分も悪いです。その間に入ってくれる

人なり、アドバイスをしてくれる方がいればいいと思います。現在この住宅では月１回夏も冬も

そうじや草取りがありますが、案内の紙に不参加の場合 2,000～3,000円（その時でちがう）い

ただきますと書いてあり、これは自治会の集まりで取り決めた内容ではありません。いつのま

にそうなったのか、全く分かりません。又、夏場に住宅内に植えてある（最初からあった）木や

草花に水やりをすると決めたものの、毎回ホースを持って仕切っている方がおり、その方だけ

は毎日水やりです。水道代は住民から集めたお金です。今から雨が降ると分かっていても、

又、前日雨が降っても毎日です。水のムダ使いだと思います。参加できる人とそうでない人が

いますが、仕切っている人にあいさつをしても返事はありません。ようやく落ち着ける場所がで

きたと思っても、この住宅に入ったのはまちがいだったと思うことがあります。自分の意見をは

っきり言ってもいいと思いますが、住みづらくなると思うとそれもなかなかできない状況です。市
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役所へ相談しても、住宅内の自治会で話し合ってほしいとしか言われず、住民内でも誰に話

せば分かってもらえるか、信用できる人か分からない状況です。 

たしかにとなりきんじょの方々をないがしろにはできないが、あまりべったりおんぶにだっこ状

態でも困ってしまうのでほどほどに対応してほしいと思う人もいるだろうから、自分一人一人で

できるはんいでムリのない生活が大事だと思う。 

①この住宅には色々な人が入っているはずですね。父、母、祖父母、兄弟、姉、妹その人達に

遊びに来る人や父、母、祖父母に会いにくる人や孫をつれてくる娘なんかいて通路なんかはし

りまわる子供や部屋の中ではしってまわる子供がとなりきんじょにめいわくかからないのか、

めいわくをかけてもなんともおもわない人のきもちわからないのですどうおもっているのかこの

住宅を管理する人達がなんとかたいさくをしてもらわないときんじょのトラブルになると思う。こ

の住宅にはいってまもなくトラブルになってしまったことがあります。②来客用の駐車場のかく

ほがひつようなきがします。住人の駐車スペースの側に車を止めたりしているのをちょくちょく

見かけます。この新立野復興住宅の周辺に防災無線をせっちしてはどうかしらと思います。夜

中に自動車の騒音（アクセルを全回にしているらしいきんじょめいわくなのでそこのところ自治

組織でどうかならないものか。もうひとつは再建されたかたにたずねてくる人達がわかるように

自分がどこの何番地とかわかるようなめじるしを来客の人におしえてほしい私のほうにきかれ

てもこまるのです。一般住宅にすんでいる人にも車のおきばしょきちんとしてもらいたいろじょう

駐車はこまります。 

復興住宅の人や知り合いの方同年齢の交流で話すことやコミュニティにも積極的に行きたいと

心がげて居りますが、４～５年前位、内部神経的病で通院している為気が進まない事が多々

あります。ですが、健康に気をつけ出来るだけ善処する様努力します。 

復興住宅に入居させていただき感謝していますが、壁がうすいのか隣室の会話はもちろん、

本当に小さな生活音も全て聞こえますので、周りに迷惑をかけないようにと神経を使う毎日で

すが、常識の線も人それぞれの様で、なかなかのストレスです。相談したくても上下の部屋に

はほとんど響かないようでクレーム等言い出した者が特定されてしまうのではと、誰にも言え

ず苦しいです。壁などに何か防音の為のシートなり取りつけも考えましたが、くぎなども使用不

可との事で困っています。なにかいいアイディアがあればおしえていただきたいです。 

身体が不自由で外出しにくいので近所付き合いがしたいが不安がある。せめて集会所で行事

や気軽にお茶のみをしたい。集会所の開放を考えてほしい。 

日中仕事をしている若い人達同士のかかわりが少ない。昼間いる人はいろいろなイベントに

参加できるのでなじみやすい。 

先日、１階上の方の所に救急車が来た。私も仮設時より習慣化しているので状況確認に行っ

てみた。誰一人心配して顔を出す人いなかった。以前なら４〜５人位隣近所の方が心配して集

まったもんだ。周囲に無関心、あらためて現実を知らされた思いであった。人並のつきあいが

出来る様になるのはしばらく時を要すると実感 

近所付き合いはしたい 

極力かかわりは持ちたくない 
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欠陥住宅。入居した日に内側から鍵が閉まらなかった。物干しの柱が落ちてきた。４月に入居

したのに未だに業者が建物を直しにきている。うるさくて子供達が昼寝できない。欠陥住宅な

のに、なぜ家賃を市内で一番高くとっているのか不思議でならない。供給公社の対応が悪く市

役所と責任のなすりつけ合い。またどこか壊れるんじゃないかと毎日思いながら生活してい

る。市に訴えて下さい。 

住宅（団地）に移り、地域町内会費、駐車場代、団地会費重なって必要となり、負担かかる。地

域交流は分かるが、移動手段に悩む。同乗しても途中の事故等での責任等 ※家族がそろっ

ている者ばかりではないので、（団地会の事、地域の事、仕事しながら世話役してくれてるので

思う様にいかない）気持ちのくいちがい等でトラブルかも 

仮設とはちがい、近所の人とのつきあいがまるでないので、友人を作りたい。 

集合住宅の（騒）音について、上階の床は下階の天井になるのだから配慮が必要だということ

を周知させてほしい（鉄筋コンクリート造りでも音は響くのですから、当事者に悪気は無くても

音は響くのですから） 

静かに穏やかに、目立たず、素々と生活する事。与えられたルールを受け入れ必ず守ること。 

天気の良くない日は鳥の糞害がバルコニー一帯にある。何とかしてほしい。（ネットを張っては

もらえないでしょうか。） 

仮設住宅での時と違って、復興公営住宅での近所付き合いは大変むずかしい事と思う。（とな

り近所の名前や顔がなかなかわかりずらいから、家にとじこもりがちの人が多いせいもあるか

も？） 

町内会費の集金がありましたが高いと思います。しかもいまだに領収書がきません。おかしく

ないですか？町内会費が一体何にどのように使われているのか全くわかりません。行事など

で会費が使われているのであれば参加できない人への返金などの対応はないのでしょうか？

余裕のある生活ではないので少しでも安くなれば助かります。更に一括払いで、いきなりの集

金もやめてほしい。事前に集金日などをビラで知らせておけば、お金の準備も出来ます。集金

する方も何回もお宅訪問しなくてはならない事態も解消しませんか？ゴミのマナーが悪い人も

多いです。分別しない人。子供達が復興住宅の周りを自転車で暴走していたり走り飛び出して

きたり・・・死角が多いので車運転時は怖いです。駐車場スペースに私物を置きっぱなしの方

います。管理会社に対応してもらいましたが、いまだに片付けてませんよ。お互いルールとマ

ナーを守り気持ちよく生活したいです。以上 

早く集会所を作って下さい 

ペット可で入ったのにかってない人もいて、ペットきらいの人もいるので困る。市でもかっていな

い人をいれるのもおかしい 

社協等の見守り隊、保健師さんのケア活動をお年寄り入居者を主体に活動して欲しい。コミュ

ニティはゆっくりと自然的に進めるのが良いと思います 

②車の出入りを良く見て車をとめてほしい。出入りできなくて困っている入居者が多い。車を止

めてはいけない所にはここには止めないでほしいと白じでかいてほしい。１〜６番の方々が１

番困って居るそうです。どうにかしてください！ 
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仮設住宅での経験をして出来るだけ地区の行事に参加し住民の人達を知ること、その上で

程々の付き合いをしていくのが、トラブル防止につながりました 

小中高生のように部活動を作る。定期的に集まり、交流、同じ趣味をもつ者同士は仲よくなり

やすい為。団地の当番を住民全員に割り当てローテーションする。役割分担が多いと交流しや

すい。 

入居して、もう９カ月になるが、未だに欠陥が多くいつになったら終わるのか？こんなに欠陥が

あるのに家賃は同じなのか？欠陥の連絡をしても、回答がなかなか帰ってこない。 

ベランダでタバコを吸う方がいるが、風向きによって家の換気扇からニオイがする。料理中に

換気扇から部屋中に充満するときがある。子どもがいるので心配。窓をあけて換気してもタバ

コのニオイがするときは窓を閉めざるを得ない。なかなか空気のいれかえができない。冬場の

換気は特に心配。窓をずっとしめきっているので。駐車場が足りない。今の時代一世帯２台は

必要。しばふなど植えず駐車場をもっと作ってほしい。まわりでも話している。近所にとめるとこ

ろはないかとよく聞かれるが、うちも探していると話している。 

あまりにも路上駐車が多く大変迷惑してます。あれって復興住宅管理者が路上駐車してもＯＫ

っていう事なんでしょうか？駐車場はかなりあまっている場所があるんだけど、何とかしてくだ

さい。お願いします。一住人として新沼田第一復興住宅 A,B,C,D より 

私はうつ病にかかってしまいましたが、住宅内の人々の私に対しての接し方が変なので病気

が進んでしまいそう 

私は仕事をしています。休みも不規則です。何か行事があっても今は参加出来ないと思いま

す。したい、出来る方々に力をかし、何でもとりあえずやり始め、つづける事で参加者が増え次

につながると思います。 

年寄りや体の不自由な方には定期的な見回りを希望します。火の不始末や突発的な事故が

気掛かりなので。 

駐車違反！家の前にとめられている為大変こまっている。きちんと駐車場があるにもかかわら

ず、借りずに一家で３〜４台所有している世帯が多く周りは迷惑している。どうにかしてほし

い。ゴミもルールを守らず、何日もおきっぱなし。人の家の敷地内にすてられる。 

入居してまだ日がたっていないので、まだ多少様子見の感じもある。これから近隣トラブル等

問題も出てくる気がする。独居老人もいるので何かあった時の体制等検討要（大雪の駐車場

や通路の除雪等） 

近所の人と積極的に関わっていった結果、悪口を言ったり、人を嫌ったりするタイプの人だとい

う事が分かり困った。 

エレベーターの中が汚い。清掃など何も決まってない。名簿があると良い 

私は二階に居ますが、三階の方が何回か注意されているみたいです。かなり下階にひびきが

あり、たまにはびっくりするくらいひびきます。又、夜中に帰って来てはドンドンするので皆寝て

いるのに今の若い人はそういう所には気づかないようですね。人の話はうわのそらで聞いてい

るのでしょうね。本当に夜のドンドンはこまっております。なんとかなりませんか？ 
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問16. 自治連の今後の活動について、期待すること （選択式複数回答 回答率 51.3%） 

 

 弊会の活動に期待することを選択方式の設問で回答を求めた。『名前は知っているが、活動の

内容はほとんど分からない』がもっとも多く 42.3%であった。本年度の活動は８割が応急仮設

住宅団地であったため、復興公営住宅住民にとっては活動の内容はほとんど分からないという

結果になった。その一方で、『復興住宅入居者の交流事業、茶話会など、新たなご近所づきあい

づくりのための活動』に期待するとの回答が 39.4%であったことから、多くの住民はコミュニ

ティーに高い関心を持っていると言える。 

 

問17. 自治連の活動に期待すること (自由記述 回答率 17.8%) 

 弊会の活動に期待することを自由記述方式の設問で回答を求めた。明らかな誤字、脱字以外は

そのまま掲載しており、事実の誤認と思われるコメントや独特な表現など、回答者の意志を尊重

しそのまま掲載した。 

 

自治連の活動に期待すること 

集会所はあるが仮設の時とちがい、ラジオ体操は何人もしているが、終わった後とか集会所に

きがるに入りにくく、中で何をしているかわからない。イベントに行かない人はつきあいづらい。

仮設の時の方が仲良くなれた。個性が強く（住人）まとまりにくい。社協など声をきがるにかける

人も必要かも 

現在仮設住宅生活の皆さんの話では、仮設を出た人たちの話を聞くとお金がかかるというこ

と、不便でも最後までがんばるという声がよく聞きます。生活費に困っている人達ではなさそう

です。その方が得するという考え。アンケート調査内容とはまた違う考えの様です。 

21.2%

14.9%

12.0%

39.4%

8.0%

42.3%

6.3%

仮設住宅を定期的に訪問し、生活情報やイベント

の紹介などを行う

ホームページや、自治連だよりの発行等で活動を

紹介し情報発信をする

仮設団地でバスツアーなどを企画し、団地内のご

近所づきあいづくりのための活動

復興住宅入居者の交流事業、茶話会など、新たな

ご近所づきあいづくりのための活動

行政やボランティア団体などの外部団体との連絡

調整窓口業務

名前は知っているが、活動の内容はほとんど分か

らない

その他

自治連の今後の活動について、期待する

こと
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人々の先頭に立ちリーダーシップを発揮することはたいへんですが、これからも地域の方々の

為にどうぞよろしくお願い致します。 

私は震災後も仮設などに入らず、自分達で生活することを続けてきたので、物資をいただいた

り訪問を受けたりなどを経験することはほとんどありませんでした。この復興住宅に入られた方

は、仮設やみなし仮設から来たという方が多いようなので、何かをしてもらうという受け身の考

えが残っている様に思います。消極的なイメージがあるので、これからは自分たちの団地は自

分達で考えるというほうが良いように思います。 

仮設に住んでいた頃自治会があり、とても嫌な事が多く、人とのつながりが信じられない事ばか

りだったので、復興住宅に移ったら一切何も関わりたくないと決めていました！ 

仮設住宅から転居の予定がない人の相談の窓口の紹介。サポート。復興住宅での自治会立上

げの手助け。 

復興住宅に入居している人達にもっと声がけをし独居老人がつらい思いをしていたら何とかし

てくれる事を望む。 

隣に誰が住んでいるか分かりません。守秘義務もあるでしょうが、せめて名簿くらいはほしいで

す 

仮設住宅から復興住宅に移れるようにするために、何が必要かを考えてほしいし、その手助け

をしてあげてほしい、特に老人の方のことをできるだけ考えてほしい。 

特に期待することはない 

アンケート内容がよく分からない。復興住宅の自治会はもうあるので答えにくい 

何を期待する内容かわからない 

老人の一人暮らし宅に定期的に訪問してほしい。公営住宅に老人が一人で暮らすことは、大変

そうだから。孤独死とか、一人でいて痴呆になる人も多いと思うので 

いろいろな外部団体と会合し情報を共有しあうことが大事かと思います 

仮設住宅は神経を使いますので早く皆さん自立してください 

高齢でもあるので静かに余生を送りたい。もっと若ければと! 茶話会などいいと思います 

毎年役員決めでやりたくないのに加入しているのは、ご時世にはそぐわない 

仮設自治連がなければ、仮設にいる人や復興住宅、復興団地にいる人たちを救う（と言っても

過言ではない）ことができないと思います。市や町内会は期待できませんから。住民同士のコミ

ュニティ弥栄のために、これからも情報収集や提言や行動で起こしてください。よろしくお願いし

ます。 

①仮設のようにたまには物資が届いてくれたらいいと思います。②ポストに住宅広告を入れて

欲しくないです！！バカにしていると思います。復興住宅をでろという事なのか？おかしいと思

います。住宅広告を入れないようにしてほしいです。 

共働きになったときなどの家賃が不安。復興住宅なのに家賃の決め方がおかしいと思う。震災

で失った財産を貯めようと思っても貯められない。こういうことを行政に発信、訴えていただきた

い。 

法的な事などを明確化して、表裏、全部表示して欲しい。（地図でちゃんと表示、責任者は誰な

のか、ＴＥＬ番号なども）本当のリーダーが生まれてほしい。九州の西郷さんや、四国の坂本龍
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馬さんなどのような人物が東北でも出てほしい。丸投げに丸投げ。下請けに下請けのもとで生

かされていると感じます 

年をとっている者でも何とか暮らせていければと思っているので協力お願いします。 

期待しても無駄だと思います。もう、グダグダなので。 

何事も住民の事を考えて活動してください 

色々な方が住んでいるので入居者、１人１人の気持ちを考えてもらい、不安や悩み事を聞いて

もらい解消してもらいたい。 

問１６の３（交流バスツアー）ぜひ企画して欲しいです。 

公営住宅者の意見を市の方に伝えてほしい。 

集会所の近くにポストが１ヵ所でもいいから設置して欲しい 

あまり考えたことがないです 

団地内でトラブルも少なく暮らして行ければと思います。仮設ではトラブルの話もよく聞いてまし

たし。交流の場を増やして行けばいいと思います。 

高齢のため周囲のみなさんに助けていただいてます。 

私共の入っている住宅は １、集会所がないのでお話合いも出来ない ２、入居者の名簿もない

し顔もわからない ３、日照時間が１日４０分だけしか陽が当らない、イライラする。 

私たちの団地はいちばんはじめだけで、あとは町内さんもこないし近所のつきあいもありませ

ん。あと、ごみもまわりの人たちがなげるけど、日にちなどくべつなくていつもよごれています。

私たちの団地の人たちだけそうじをしています。まわりの人たちもそうじをしてもらいたいです。 

復興住宅の近くにバス停があったらいいと思います 

みなし仮設にいて仮設住宅についてや活動として何をしているのかわからなかったので考えや

期待はありません。 

私は現在７８才ですが、震災時迄はアルバイトで働いていたのですが（職場が閉鎖）現在は非

課税の年金収入だけの生活で仮設住宅暮らしで、わずかの預貯金を使い果たし先の見えない

状況です。この年齢でも何か収入の得られる仕事を模索中ですが、相談する機関が有るといい

のですが 

仮設住宅に入居している方々、本気で復興住宅に入居したいのかどうか、もっと前向きに取り

組むよう指導したらどうか？ 

自治連合推進会の内容がふだんどんな活動をおこなっているのか？良くわかりません。会長は

（かわたに）さんですか？もっと多くの人に知ってもらったほうが、私は良いと思います。色々な

イベントなどをやってます事は知ってますが、私をふくめて老人の人々は色々はなしをしたがっ

てます。今年は申年ですね（見ざる言わざる聞かざる）これがない方が良いですね。がんばって

下さい。 

各棟の入居者名簿がほしい 

色々なイベント予定を聞き交流の場を作って交流を広めた活動をして下さい 

仕事をしている人は良いのですが、独居高齢の方への訪問は続けた方が良いと思います 

年齢が高い様に思います。年配の方の孤立化のない様な取り組みが必要と考えてます。 
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花壇作りなど 

市町村の小旅行 

集会所へ簡単に出入りする事にしてください。金を取るのをやめて下さい。仮設住宅よりきたな

いやり方です。住民の悩み相談をもっと近くへ来て話を聞いてください。 

どこにも歩けません 

駐車場以外に駐車している事が無くなるよう期待する 

仮設住民全員が交流を持ちたいと願っている訳ではありません。静かに暮らしたい、あまり触

れあいたくないという人も大勢いらっしゃいます。あまりさわぎたてず、集まりを強要せず、何度

も家を訪問したりせず、気心の知れた方数人と静かに交流していれば良いと願う人達もいる事

を知ってほしいです。 

私達は復興公営住宅に入居できました。それを自立だと思ってます。仮設入居者にもいろいろ

事情はあると思いますが、家賃が０だからと云う悪評は関東地方の友人まで云われています。

ボランティアはやってもらって当り前そんな言葉は聞きたくないのです。仮設住宅地は私共には

わかりませんが、公園等は早く空けてやるべきだと思ってますので、その人達への自己責任、

自立を考えてやるべきだと思ってます。仙台市は今年度で仮設住宅を撤去と云うニュースを聞

いています。石巻も早くそちらへ行けるように努力してほしいです。 

高齢の方の見守りや訪問など、その時に住民の話も合間に聞いてほしい、住民同士では言え

なくてもやもやしていても話を聞いてくれたら少しは気が晴れる気がするので、神戸の震災の時

にも、このような公営住宅が作られたと思うが、その経験をした方の話など聞きたい。 

皆様のおかげでこうして成り立っています。本当にありがとうございます。 

いぜん応急仮設住宅にすんでいた時は自治連合推進会のことはあまりしりませんでした仮設

住宅に住んでいる時集会所でお茶っこ会があった時、仮設住宅の班長さんに自治連合のこと

おそわったのです。色々なことをやることしりました。NPO社団法人の人たちが趣味の PCやタ

ブレットなんか操作のやり方をおしえるような今後の活動にきたいしたい。 

個人の能力を出来るだけ引き出してもらえれば幸せです。大正琴を習い楽器を失い失望してい

ますが譲って下さる方がいても月々のお手当も金がいる事だしあきらめます 

仮設でできていたコミュニティー活動が復興住宅に移ってからは、なかなか同じように築くことが

できず、同じ階の方ともあいさつもできない。早急に交流の場を作ってほしい。体が不自由なの

で迎えに来て欲しい。孤独感が深まっているので早くして欲しい。 

公営住宅に入居して４ヶ月、住民同士のコミュニティの気配が殆ど感じられない。何とか工夫し

て少しでも前へ進もうという感じもない。他の公営住宅団地はどうなのかな。役員等集めて、お

互い情報交換の場をもつ労を取ってもらう人もいないのだろうか。市役所の住宅管理課では何

の役にも立たない。協働課は部外課になるのか？ 

情報が入ってこないのが不安でしょう。各手続き知らずに損をする事も。明日の事を自分で計

画できる環境作り、話を聞いてあげる事も大事。 

要望（物置が欲しいので作って下さい）（集会所のような話をする場所を作って下さい。） 

団地内の交流の為色々イベントを行っていますが平日にかいさいされている為、若い人達（仕

事の為）参加する事が出来ない。 
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私はあまり人とかかわることを好みません。人それぞれだと思います。交流を重く感じる人もい

る事を考えてほしいです。 

茶話会など近所づきあいづくりの場を多くもうけてほしい 

自販機を設置して欲しい 

集会所がない。郵便ポストが必要 

月２回定期的に訪問しています 

住民の悩み相談などの会も開いてほしい。子どもがいるが、うるさいといわれているので、なか

なか生活しづらい。足音がひびくらしいが、うちは１階。自治会長が手書きで苦情の手紙をポス

トにいれてきたが、お互いさまではないのか。年よりを大切にしたいが、子供がいる世帯をじゃ

まにしている。子どもを怒ってばかりいる。「足音をたてないで」と。顔を合わせたくないので、行

事や会合にもだんだん遠のいている。 

何事も強制しないこと 

共益費の個別の集金をやめて頂きたい。家賃といっしょに振込み制にしてもらいたい。現役世

代で暇を持て余してる訳でもないしプライベートへの配慮をお願いしたい。 

集会所を利用できる条件などが分からない 

どんな活動をしているのか良く見えない 

表面的な対応ではなく、実際に即して対応。独居老人は役所手続きだけでも大変（行き来や書

類書くのも大変）手が震えて書けないから代筆してあげたこともある。柔軟な対応を望む。 

推進会にお願いする事ではないのですが、行政に話してください。第一団地内に郵便ポストが

ほしいです。 

初めて知った名前や活動。いろんな組織がある事にびっくりした。なぜ入居前に活動してくれな

かったのか。 

老人クラブ等を作ってみてはいかがなものでしょうか 

まず活動内容を皆さんに知ってもらう事 
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問18. 回答者の居住地分布 (記述式 回答率 33.0%) 

 アンケートにご協力頂いた復興公営住宅住民の分布 

 

 

その他の意見 

 以下、アンケートの余白部分等に書かれていた意見。 

その他の意見 

掲示板にイベントのお知らせの紙などを貼ったら、イベント終了後は貼った方が責任持っては

がした方がいいと思います。いつまでも貼ってあるので汚い。ボランティアの方ははがすまで仕

事だと言ってました。 

全住居：仮設蛇田西部第２団地 

現在自分が立ち上がって 2度フラダンス会を実行しています。去年の十月よりはじめました。集

会所にて皆さん楽しんでいます 

石専大の教授から提言を受けたのですが、「お祭りが出来るスペースがなければ、道路を利用

すれば？」旭町の野菜祭りや久円寺のおめごがその先駆的なモデルケースと言えるのです

が。 

復興住宅全体の駐車場内に復興住宅入居者以外の人が無断駐車禁止しないようにＰ代払って

いるのにおかしいと思います。復興住宅に入ってまで無理に人づきあいは必要ないと思いま

す。人それぞれ住んでいる理由があります 

29.0%

23.7%

14.5%

13.7%

12.2%

3.8%

1.5%

0.8%

0.8%

蛇田地区

渡波地区

中央地区

釜大街道地区

湊地区

河北地区

河南地区

雄勝地区

牡鹿地区

アンケート協力者の分布
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仮設に入った時も上の通り（問１４）と思いなるべく入るようにしましたが意地悪なことをされて泣

きました 

団地自治会があるが一度も集会がない 

集会所に於いてお茶飲み会、カラオケ会とか交流の場を持ってやって欲しい！ 

入居する前に欠陥がこんなに多いなら入居をしなければよかった。復興住宅、他の市では家賃

の設定がちがう。石巻市はなぜ家賃の間隔が狭いのか？ 

 

 

さいごに 

 震災から 5 年を迎え応急仮設住宅等から復興公営住宅への本格的な移転が始まっています。平成 28 年

1 月現在で石巻市内の応急仮設住宅入居率は 60%、4,277 世帯 9,031 人となりました。建設が予定されて

いる、全ての復興公営住宅が完成するのが平成 29 年度末となっており、応急仮設住宅住民の移転完了ま

で 2 年余が残されています。弊会は 3 年間に渡り、応急仮設住宅自治組織役員及び復興公営住宅住民に

ご協力をいただき、アンケート調査を行ってきました。その中で見えてきたもの、生活環境やトラブルな

ど、それは被災地や被災者の枠を超えた日本社会の縮図であると言えます。 

 阪神・淡路大震災から 21 年。東北はまだ神戸の 4 分の 1 の時間しか過ごしていません。確実に同じ道

を歩んでいると考えられ、災害復興住宅（阪神・淡路大震災）では 10 年を過ぎた頃でも、独居者の孤立

などコミュニティに関する諸問題が表面化していたことを思うと、石巻市の復興公営住宅でも避けては

通れない問題だと痛感させられます。 

 一方で、超高齢化社会におけるコミュニティ問題の解決策や、厚生労働省が推進している『地域包括ケ

アシステムの構築』の実現の一助となる住民主体の活動や取り組みなど、日本の縮図がここにあるから

こそ、被災地であるからこそ、モデルケースの構築に取り組める『建設的な環境』を与えていただいてい

るのも事実です。 

 弊会もまた、『建設的な環境』を無にしないよう、コミュニティ問題に関するモデルケースの構築に取

り組み、被災から復興を通して学んだ教訓を後世へ伝えて行けるよう活動を続けていきたいと存じます。 

 アンケートに協力頂いた全ての方々と、報告書を最後まで御目通しいただいた皆様へ心より感謝申し

上げます。 

以上 


