
いわき市の現状を知る 

「第５回 現地会議 in 福島」 
        
          ２０１３年３月1２日 

いわき市社会福祉協議会  
復興支援ボランティアセンター 

生活支援相談員        

  笑顔と元気で 
 寄り添ういわき 



  大地震と大津波・・・ 
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  ▼いわき市の被災状況 
 
     
   
  
        

事 項 集計数 

 死亡者数 
 ※死亡認定した行方不明者３７名を含む 

     ４４１名 

 建物被害  全壊    ７，９１６棟 

       大規模半壊    ７，２７７棟 

       半壊   ２５，２４４棟 

       一部損壊   ５０，０７４棟 

 みなし仮設（仮設住宅含む）    ２，９３６戸 

 いわき市外への避難者数    ７，８３８名 

 いわき市への避難者数   ２３，７５８名 

平成２５年３月６日現在 

第５回JCN現地会議 in 福島 



   
 平成２３年 
  ３月１６日（火） いわき市災害救援ボランティアセンター開設 
 
  ４月 ４日（月） 災害ボランティア受入れ開始 
    
  ８月 ８日（月） いわき市復興支援ボランティアセンター 

（機能・名称変更） 
            ◆生活支援相談員９名配置 
            ◆災害救援活動と復興支援活動の両立      
       
 平成２４年 
  ４月 １日（月） 生活支援相談員１５名体制 
    
  ６月 １日（土） 生活支援相談員２５名体制 
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 ▼一時提供住宅の訪問活動 
  大きく二つに分け 
  ・高齢者がいる世帯…地域包括支援センター（見守り推進員） 
  ・高齢者以外の世帯…いわき市社会福祉協議会（生活支援相談
員） 

  
  他 
  ・ハイリスク  …いわき市保健所（きぼうときずなプロジェク
ト） 

          …地区保健福祉センター（保健係・福祉介護
係） 

   

 
  
 

 
 ▼生活支援相談員の配置と拠点  
 
   平・四倉・久之浜地区 12名 いわき市社会福祉協議会  
   小名浜     地区  4名 小名浜地区保健福祉センター 
     勿来・田人   地区  3名 勿来・田人地区保健福祉センター 
   常磐・内郷   地区  6名 内郷・好間・三和地区保健福祉センター 
     
    ※各地区において、月1回担当者会議を開催し、訪問状況や 
     ケース検討等を行っている。     
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▼被災者の見守り活動状況    
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 

    

事項 集計数 

 生活支援相談員数       ２５名 

 担当世帯数    ２，４１５世帯 

 訪問回数   ４２，２８２件 

 面談回数   １４，５２４件 

 ポスティング   １９，１９９件 

 交流事業等実施回数（１６ヵ所）      ５０９件 

 ボランティア活動者数    ２，４０２名 

 交流事業参加者数    ９，２４３名 

平成２５年２月２８日現在 
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▼担当世帯住宅状況    
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 

    

事項 世帯数 

 仮設住宅     １９５件   

 雇用促進住宅     ５３３件 

 市借上げ住宅     ３１７件 

 県特例住宅     ９３６件 

 一時提供住宅（住み替え）      １７件 

 一時提供住宅から洩れた世帯      ３４件 

 転居     ３８３件 

平成２５年２月２８日現在 
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生活支援相談員の 
一日の流れ ①【全体ミーティング】 

全体で予定等の確認 

②【訪問】 

ルートを確認しながら 

戸別訪問 

③【記録・電話】 

訪問記録票への記入 

不在票による電話対応 

④【訪問】 

ルートを調整しながら 

戸別訪問 

⑤【記録・電話】 

訪問記録票への記入 

不在票による電話対応 

⑥【連絡調整】 

各関係機関等への 

連絡調整など 

⑦【全体ミーティング】 

活動報告 
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イベントボランティア 
マッチングまでの流れ 【受付】 

企画内容の確認と 

会場の確認 

【マッチング】 

日程調整とチラシ作り 

（他町村への繋ぎ） 

【戸別訪問】 

参加呼びかけ 

【活動】 

イベント・サロンの開催 

【フォロー】 

被災者と 

ボランティア 

【戸別訪問】 

ニーズ調査 
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活動の中から見える被災者の現状 
 

   ・仮設と民間アパートでの支援格差 
  ・住宅問題への不安増大 
  ・地区間での復興状況の違い 
  ・就活意欲の低下 
  ・世帯構成の変化による家族関係の悪化 
  ・金銭問題 
  ・避難者の受け入れ   
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これから・・・ 
 
 平成２５年３月１日より、タブレットの導入 
    ①インターネットによる情報提供 
    ②訪問記録等の情報を一元的に管理 
    ③ストレスチェックによる心のケア 
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≪変化していく支援活動≫ 
 

玄関先での見守り活動から 
↓ 

膝を突き合わせた相談活動へ 
 
 

被災者のサロン 
↓ 

被災者と避難者と元住民のサロ
ン 
 
 

福祉関係者から 
↓ 

地域住民へ 

第５回JCN現地会議 in 福
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おわりに・・・ 
   
 支援する側は、支援される側のキモチになることが大切 
 被災者が失くしたものは、あまりにも大き過ぎる 
  
 支援活動をしたことで『満足』をしてはいけない 
 笑顔を見るまでは、『満足』をしてはいけない 
 ほんの少し『口元が緩む』でもいい 
 その人を笑顔にする活動、それが・・・生活支援相談員の活動 

笑顔を見るまでは・・・ 
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～いわきのこれからを共に考えよう～ 

いわき市は、平成２３年３月１１日の大震災・津波・原発事故によって甚大な被害を受けま

した。 

しかしながら、全国のボランティアの方々をはじめとする支援者（団体）の温かいチカラに

より、一歩一歩、笑顔あふれるいわきに戻りつつあります。 

本会としては、ボランティアの方々のこれまでの活動に「感謝」をするとともに、「いわきの

これからについて共に考える」ことをテーマとして、次のとおり「０２４６プロジェクト」を開

催します。 

 

■開催日時 
２０１３年３月１６日（土）１３:００～１５:４０（開場：１２:３０） 

■開催場所 
いわき芸術文化交流館アリオス 中劇場 

■内  容  
１３:００･･･開 会（11:00 から平中央公園でトン汁などの炊き出し） 

 
   １３:１３･･･パネルディスカッション 
                ～いわきのこれからを共に考えよう～ 
        

１４:４０･･･井手綾香さんによる復興支援コンサート 
        

１５:４０･･･閉 会 

※内容は変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

■申込み方法 

いわき市ボランティア活動センターまで 

名前・電話番号を添えて、来所・電話・E メール・ＦＡＸでお申込み願います。 

※定員 650 名ですので、定員になり次第、締め切らせていただきますのでご了承願います。 

●電 話：０２４６-３８-６６３１ 

●F a x：０２４６-３８-６６３２ 

●Eメールアドレス： saigai-vc@iwaki-shakyo.com 
 

■主催：いわき市社会福祉協議会（いわき市復興支援ボランティアセンター）後援：いわき市 

0246 
プロジェクト開

みんな 
集 ま れ
!!

３月１日～３月１６日までいわき市社会福祉センター

１階で全国から寄せられた応援メッセージなどを掲示

しています。 



井手綾香さん（いで あやか）プロ

フィール 

1993 年 7 月 19 日生まれ、19 歳。野生の馬が

100 頭近く生息する自然豊かな地、宮崎県串間

市で生まれ育った。奇しくもいわき市災害救援

ボランティアセンターと同じく2011年 3月 16

日に、ミニアルバム『Portrait』でデビュー。

収録曲の「雲の向こう」はエスエス製薬ハイチ

オール C プラス CM ソングに 413 曲もの候補か

ら選ばれ、発売から半年後には数多くの音楽配

信サイトにて総合チャート TOP3 を記録するな

どロングヒット。iTunes では 2011 年を代表す

るアーティストのひとりとして「iTunes Rewind 2011」ブレークスルーアルバム賞を受賞した。

2012 年 1 月に 1st シングル「きっと、ずっと」（ＮＨＫドラマ 10『タイトロープの女』主題歌）

を発表。3月にはパンテーン 2012 年春 TVCM イメージソング「ヒカリ」と代々木ゼミナール 2012 

CM ソング「風をつかまえて」、日本テレビ系「ＰＯＮ！」ジングル「Ｖｏｉｃｅ」を含む全 3

曲を収録したセカンドシングルをリリースし話題に。同年 4月からフジテレビ系「めざにゅ～」

のテーマソングを担当。4 月 25 日、メジャーファーストアルバム『atelier』をリリースし、iTunes 

Store にて配信 J-POP チャートで 3 位（総合チャート 7位）を記録するなどヒット。同アルバム

には地元宮崎が被災した口蹄疫や新燃岳噴火による災害からの復興を願い、NHK 宮崎とともに約

半年にわたり被災した農家や酪農家をまわり、その声を楽曲にまとめた「輝く海」を収録。そ

の活動は NHK ワールドを通じ世界配信された。8月、ロンドンオリンピック 競泳日本代表 寺川

綾選手への応援ソング「つばさ」（パンテーン 2012 夏 CM ソング）、「ヒトミ色」（めざましムー

ビー第９弾 「にゃんこ THE MOVIE ５」主題歌）、「眩しく優しく強く」（フジテレビ系「めざに

ゅ～」テーマソング）3 曲が収録された 3rd シングルを発表。 

同年 6 月に行われたファーストツアー～atelier～は即日完売し大成功をおさめ、夏には FUJI 

ROCK FESTIVAL’12 出演、日本人アーティストとしてデビュー史上最速で MTV Unplugged へ出演。

また井手綾香と女性シンガーソングライターのカップリングによる井手綾香初の自主企画

2women ライブツアー「ふたりらいぶ ふたりらいふ」を成功させるなど、音源だけでなくライブ

への注目も集めている。 

 井手綾香さんといわき市社会福祉協議会のコラボレーションは、あの日（3 月 16 日）からも

う決まっていた・・・そんな運命を感じます。 

＜リンク＞ 

◆オフィシャルホームページ http://www.ideayaka.com/  （PC/携帯共通） 

◆オフィシャル Facebook  http://www.facebook.com/ideayaka/ 

◆オフィシャルブログ http://ameblo.jp/ide-ayaka/ 

◆オフィシャル Twitter https://twitter.com/ide_ayaka 

◆Youtube オフィシャルチャンネル http://www.youtube.com/ideayakachan/ 

 


	「第５回 現地会議 in 福島」�　　　　　　　�         
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

