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本法人に被災地支援活動の機会を与えて下さった助成団体、ならびにご寄付を賜

った本法人の正会員の皆様に、この場をかりて深く感謝とお礼を申し上げます。 

お金は、むだなく、正しく、効果的に被災地支援に生かすよう力を尽くしました。 

その活動成果を皆様と一緒に分かち合いたく、ここに詳細をご報告申し上げます。 

NPO 法人地域健康づくり支援会ワンツースリー 理事長 北 澤 一 利 

 

平成 23 年度中に被災地支援事業のために本法人が受けた助成金と寄付金の総額 

 

助成金・寄付金の名称 金 額（円）

札幌市市民まちづくり活動促進助成金（被災地活動型） 800,000

赤い羽根「災害ボランティア・ＮＰＯ支援」助成事業 2,370,000

独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業 1,595,078

本法人の正会員 213 名からの寄付（ふまねっとボランティアシャトル） 1,147,776

合   計 5,912,854

 

正会員の寄付金で購入した「ふまねっとボランティアシャトル」マツダ MPV 平成 12 年式と

被災地支援チーム（右から、秋田、渡邊、北澤、坂田、三岩、河野、長内、明井、三浦）

の皆様、平成 23 年 7 月 5日、札幌市北区ふまねっと研修センター前にて 
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はじめに 被災地の復興を願ってふまねっとボランティアシャトルを発航する 

NPO 法人地域健康づくり支援会ワンツースリー理事長  北 澤 一 利 

東日本大震災の発生から 2 ヶ月経過した、平成 23 年の 5 月上旬、被災地の状況を伝える新聞報道

は、避難所で生活する高齢者の健康問題を指摘しておりました。平成 23 年 5 月 17 日の 朝日新聞の

朝刊には、避難生活で体調を悪化させる高齢者が相次いでいる、歩行が困難となり、認知症の疑いが

出てきた人がいて、要介護認定の申請が急増している、という報道がありました。記事によると、「南三

陸町で 4 月末までの 1 ヶ月間で約 60 件と通常の 3 倍程度。東松島市で 3 月下旬以降、5 倍程度の

約 100 件。亘理町で 2 倍程度の約 60 件」の申請があるとのことでした。 

NPO 法人地域健康づくり支援会ワンツースリーでは、これまでの私たちの活動の蓄積やノウハウが

生かせないだろうかと考え、ふまねっと運動を通じた被災地支援活動の検討を始めました。ちょうどその

頃、被災地の救援から戻ってきた道内の社会福祉協議会の職員から「避難所の生活が不自由であり、

身体機能の低下が著しい。仮設住宅に移っても問題は解決しない。気持ちが落ち込み、閉じこもりにな

りやすいので、ふれあいやサロン活動が必要だ。だが、人手が足りない。だから、住民が主体的にでき

るふまねっとがいいのではないか」と助言をいただきました。 

 本法人の職員は二人です。通常業務に加えて被災地支援活動を行うのは大きな困難が予想されま

した。しかし、二人の職員は、どうしてもやりたいという強い意志がありました。そこで、平成 23 年 5 月 21

日に札幌市で行われた定期総会で、被災地支援事業を提案することになりました。出席下さった正会

員の皆様が賛成して下さり、計画と予算が提案通り認められました。すぐにその場で被災地支援チーム

が組織され、5 月下旬から活動を開始することになりました。 

今回の被災地支援活動において、ふまねっと運動の利点は次の三点です。①場所をとらない。その

ため、避難所や仮設住宅の集会所など、被災者のそばで行うことができる。②歩行や認知機能の改善

だけでなく、コミュニティー機能を高め、閉じこもりを防ぐことができる。③住民自身が自ら行うことができ

る。したがって、被災者自身で問題を解消することができる。 

これらの利点を明確にして被災地支援関連の助成金に申請したところ、幸い三つの助成金が認めら

れました。これに加えて、本法人の一般財源と正会員から仰いだ寄付を合わせて、総額 6,086,161 円

の被災地支援事業を行いました。当法人では、全国に広がる正会員の皆様のお力添えを頂きながら取

り組んだ、今回のふまねっと運動を通じた被災地の支援活動を「ふまねっとボランティアシャトル」と名付

けました。 

 今回の支援活動では、最終的に被災地の石巻市に 20 名、陸前高田市に 8 名、大船渡市に 4 名の

「ふまねっとインストラクター」を、また釜石市に 3 名、近隣の遠野市に 24 名の「ふまねっとサポーター」

を養成することができました。このふまねっとインストラクター、サポーターの皆さんは、今後の被災地の

住民の健康回復や介護予防だけでなく、復興支援やまちづくりに大きな力をおかし下さると信じており

ます。「ふまねっとボランティアシャトル」という名前には、「定期便」を発航して行ったり来たりしながら、

被災地の復興と全国の正会員のボランティア活動を支援し続けるという決意が込められています。 

平成 24 年 5 月 11 日 
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第 1 章 札幌市市民まちづくり活動促進助成金（被災地活動型） 

 

事業名「被災地高齢者の身体機能改善のためのふまねっとボランティアシャトル派遣事業」 

 

実施期間 平成 23 年 8 月 1 日 ～ 平成 23 年 12 月 31 日 

 

１．事業の開始に至るまでの経緯 

東日本大震災発生後、避難所や仮設住宅において高齢者の歩行や認知機能の低下による

自立生活の困難や要介護認定申請件数の増加が報じられている。また、仮設住宅に住むこ

とで生活環境が変わり、特に高齢者は閉じこもりがちになるという点が懸念されている。 

そこで当法人では、被災者の介護予防と健康づくり、そして仮設住宅のコミュニティー

機能向上を目的に、オリジナル介護予防プログラム「ふまねっと運動」を利用した被災地

支援事業を実施したいと考えた。 

以上の理由で、本法人は平成 23 年 7 月 15 日、札幌市上田文雄市長宛てに、札幌市が募

集している「さぽーとほっと基金助成事業」の申請を行った。その後、札幌市から審査の

ためのプレゼンを行う旨の連絡があり、7 月 29 日にふまねっと札幌支部の三岩澄子会長を

はじめ 3 名のサポーターが、尚和里子副理事長と一緒に札幌市男女共同参画施設「エルプ

ラザ」でプレゼンを行った。 

平成 23 年 8 月上旬、札幌市より助成決定の通知を頂いた。申請額の 200 万円に対し、助

成決定額は 80 万円となったため、計画していた事業は縮小して実施することとなった。 

 

２．事業の目的 

1. 岩手県沿岸の被災地住民の要望に応えて、ふまねっと運動のボランティア指導者を

札幌市内から 10 回、合計 50 名をシャトルで派遣する。 

2. ふまねっと運動で、被災地の高齢者の身体機能の維持回復を行い、要介護状態にな

ることを防ぐ。 

3. 避難所や仮設住宅で不自由な生活を強いられている被災者住民の気分をやわらげ

るようなレクリエーションを行う。 

4. 仮設住宅周辺のふれあい活動を支援し、コミュニティー機能を高める。 

 

３．事業の概要 

 本助成事業は、札幌市に在住しているふまねっと運動の指導資格を持つ「ふまねっとサ

ポーター」を、被災地になるべく多く派遣することに重点をおいた。本法人では、2,000 人

の正会員から寄付を募って中古車両を一台購入し、これに「ボランティアシャトル」とい
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う名前をつけた。この名前には、「何度も何度も被災地と札幌市をいったりきたりして、な

るべく多くのボランティアを派遣したい」という活動理念がこめられている。実際には、

このボランティアシャトルは花巻市に停泊させておき、被災地における移動のみで使用し

たため北海道に上陸することはなかった。 

 最終的に、本助成事業において岩手県遠野市、陸前高田市、および宮城県石巻市に 4 回

の派遣を行い、合計 13 名のボランティアを派遣することとなった。 

 

４．事業実績 

被災地の仮設住宅において、延べ 85 名の被災者を対象に合計 5 回のふまねっと健康教室

を実施することができた。また、今後の継続的な支援活動に向けて、ふまねっと運動を紹

介するため、92 名の行政職員、福祉施設職員を対象にふまねっと体験講習を 5 回実施した。 

 

日付 市町村 場所 内容 被災者数

8 月 24 日 石巻市 万石浦公園仮設住宅ふれあい会 健康教室 16 名

9 月 1 日 石巻市 向陽町仮設住宅ふれあい会 健康教室 16 名

10 月 3 日 石巻市 向陽町仮設住宅ふれあい会 健康教室 13 名

10 月 5 日 石巻市 万石浦公園仮設住宅ふれあい会 健康教室 5 名

10 月 11 日 陸前高田市 高田第一中学校仮設住宅 健康教室 35 名

合計 5 回 85 名

 

住民、役場・施設職員対象ふまねっと健康教室、ふまねっと体験講習実施一覧 

日付 市町村 場所 内容 参加者数 

8 月 23 日 遠野市 宮守地区ふれあいサロン 健康教室 37 名

8 月 30 日 遠野市 アンチエージングの会 健康教室 14 名

8 月 31 日 遠野市 ふれあいホーム薬研淵 健康教室 18 名

10 月 4 日 陸前高田市 介護老人保健施設松原苑 体験講習 8 名

10 月 6 日 遠野市 ふれあいホームかかし 健康教室 15 名

合計 5 回 92 名

 

５．事業成果 

１）ボランティアシャトルによるボランティアの派遣 

 派遣に参加していただいたボランティアの皆様には、活動終了後アンケート（巻末資料）

をお願いした。どなたも参加する前は被災地の様子や、被災者とどのように接すればよい

のか等不安に思われていたようだ。しかし実際に活動に参加されて、被災者の意外なほど

明るく元気な様子に驚かれ、励ますつもりが逆に元気や勇気をいただいたとお答えになる
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方が多かった。 

また、被災者が楽しそうにふまねっと運動を行っている様子を見て、ふまねっと運動の

良さを再認識し、地域での健康づくり活動に対するモチベーションを高められたことを伺

うことができた。そして、活動を通じて見聞きした被災地の様子を仲間に伝え、できる範

囲で被災地支援を続けていくという意欲を聞くことができた。 

被災地支援を行いたいと考えていたボランティアへ機会を提供でき、また参加したボラ

ンティアが地域に戻って被災地支援の輪を広めていくきっかけを作ることができたことで、

大変意義のある取り組みであったと考える。今後、この活動に刺激されて札幌市内の住民

の社会参加が促進し、地域福祉に取り組むボランティア人材が増加することを期待したい。 

 

２）ふまねっと健康教室 

 実施したいずれのふまねっと健康教室でも、とても良い雰囲気を作ることができた。参

加した被災者はふまねっと運動のステップができるようにお互いに応援し合ったり、たま

にステップを失敗して笑いを生んだり、とても盛り上がった。参加者からは「足が軽くな

った」、「頭がすっきりした」、「とても楽しかったので続けてほしい」という感想を聞くこ

とができた。 

石巻市の向陽町仮設住宅など数回にわたり実施した健康教室では、回を重ねるごとに参

加者の姿勢が良くなり、歩行機能が改善している様子を伺うことができた。また参加者同

士の交流も活発に行われるようになり、コミュニティー機能を高めることにも貢献できた

と考えている。参加者からは「顔見知りが増え、知り合うきっかけになった（70 代女性）」

「知らない人ばかりで不安でしたが初めて参加して良かったと思った（60 代女性）」「ふま

ねっとは毎回楽しかった（70 代女性）」等という感想を聞くことができた。 

 

３）本事業のボランティア活動に参加したふまねっとサポーターの一覧（参加順） 

安藤百合子、菊池加代子、渋沢スミ、三岩澄子、三岩昇、今淵宏子、佐藤佑、坂本真理

奈、寺井翔太、上林トシコ、須藤舞、村木久仁子、多田美津子、大原郁美、大西紀久江、

中野祐美、渡辺文子、波多野和位、林成美、櫻場京子 
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６．収支決算書 

 

項      目 金      額（円） 内              訳 

自己資金 

 自己資金 

８５３ 

 

さぽーとほっと基金助成金 ８００，０００ 当該事業に対する助成希望額 

その他の補助金・助成金 ０  

寄附金・協賛金 ０  

その他 ０  

収 
 

 
 

 

入 

計 ８００，８５３  

１６８，６００ 900円×174時間＋通信費3,000円×4ヶ月 
報償費 

０  

０  
役務費 

０  

０  
使用料・賃借料 

０  

３５１，９０５ ETC、カーナビ、冷蔵庫、書庫、パイプ椅子 
備品費・消耗品費 

３５，２０８ 活動拠点用消耗品費 

旅費 ２４５，１４０ 札幌・釧路－花巻４往復 

その他 ０  

助
成
対
象
経
費 

小計 ８００，８５３  

   

   

   

   

   

   

支 
 

 
 

 
出 

助
成
対
象
外
経
費 

小計 ０  

 計 ８００，８５３  
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７．活動概要 

 

8 月 24 日 

1. 宮城県石巻市 

2. 万石浦公園仮設住宅集会

所前にてふまねっと教室

を実施。 

3. 第 1 班は、北海道教育大

学の 2 年生（左から）、林

成美、坂本真理奈、大原

郁美さんの三名です。 

 

8 月 31 日 

1. 岩手県遠野市ふれあいホ

ーム薬研淵 

2. デイサービスの利用者を

対象にふまねっと運動の

デモンストレーションを

行いました。 

3. 指導しているのは、札幌

から参加した三岩さん。

車いすの皆さんも挑戦し

ました。 

10 月 5 日、 

1. 宮城県石巻市、万石浦公

園仮設住宅ふれあい会。

2. 仮設住宅の皆さんにも元

気が見られます。 

3. 指導しているのは、石巻

市で誕生したふまねっと

インストラクターの遠藤

さんと武田さん（ぱんぷ

きん介護センター）。 
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10 月 6 日 

1. 岩手県遠野市ふれあいホ

ームかかしサロン。 

2. 被災地でふまねっとサポ

ーターさんが誕生しまし

た。 

3. 指導しているのは遠野市

に誕生したふまねっとサ

ポーターの菊池さん、遠

藤さん。 

 

10 月 11 日 

1. 岩手県陸前高田市高田地

区お茶っこ飲みの会。 

2. 新しく完成した仮設住宅

で、被災者を対象にふま

ねっと運動を紹介しまし

た。 

3. 指導しているのは北海道

教育大学の 4 年生の寺井

翔太君です。 

 

10 月 11 日 

1. 陸前高田地区お茶っこ飲

みの会後に参加者と。 

2. ふまねっとが終わった後

に仮設の前で記念撮影。

3. 左から 2 番目が、北海道

教育大学 4 年生の佐藤佑

君です。 

4. 初対面の皆さんでした

が、たいへん喜ばれまし

た。大成功に終わりまし

た。 
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第 2 章 赤い羽根「災害ボランティア」助成事業報告書 

 

事業名 「ふまねっと運動で被災者の健康づくりと新しい交流（まち）づくり事業」 

 

１．活動を始めるまでの経緯 

各種の報道より、避難所や仮設住宅において、高齢者の歩行や認知機能に低下が生じ、

自立生活の困難や要介護認定申請件数の増加が報告されている。また、仮設住宅入居後の

閉じこもり、孤独死、自殺の増加が懸念されている。 

そこで、まずは歩行機能や認知機能の改善効果が高い「ふまねっと運動」で、被災住民

の身体機能の回復と健康づくりを行うことが優先する緊急課題であると考えられる。 

 

２．事業の目的 

本法人が開発した、歩行や認知機能の改善、交流の促進、高齢者の社会参加を支援する

力がある「ふまねっと運動」を使用して、次の３事業に取り組む。 

1. 被災地の高齢者の歩行、認知機能の回復をはかり、要介護状態になることを防ぐ。 

2. 避難所や仮設住宅周辺のふれあい活動を支援し、コミュニティー機能を高める。 

3. 被災地の行政や社協と連携し、住民を対象にふまねっと運動の指導者養成講習を行っ

て、持続的な地域福祉と復興にむけたまちづくり活動が定着するよう支援する。 

 

３．活動を開始する前に行った準備や視察 

5 月 24 日 宮古市社会福祉協議会にて、被災者高齢者の現状とニーズ調査。 

6 月 3 日 名取市宮城県立精神医療センター所属のふまねっと運動指導者に被災者の現

状と復興支援のニーズ調査。 

6 月 16 日 岩手医科大学公衆衛生学講座にて、被災者の現状とニーズ調査。花巻市社会

福祉協議会で、住民対象の人材養成事業協力要請。遠野市社会福祉協議会まごころネ

ットで、被災地の今後の復興活動に必要な支援のニーズ調査、高齢者の健康状態調査。 

6 月 21 日 石巻市ぱんぷきん介護予防センターで、施設利用者と職員を対象にふまねっ

と運動の紹介。後日ぱんぷきん介護予防センターより、復興支援の協力要請を受ける。 

6 月 27 日 遠野市役所社会教育課、遠野市保健福祉課、まごころネットに連携協力要請、

遠野市住民対象にふまねっと体験講習会の実施。 

 

４．本助成金で実施した事業の一覧 

 日時 名称 場所 対象 参加者数 派遣者数

1 5 月 24 日 宮古市社会福祉協議会訪問 宮古市 社協職員 － 2 

2 6 月 28 日 ふまねっと体験講習 遠野市 遠野市民 9 2 

 12



3 7 月 6 日 「進め！大槌」に参加 大槌町 大槌町民 4 1 

4 7 月 7 日 長部地区お茶っこ飲みの会 陸前高田市 仮設住宅住民 20 1 

5 7 月 8 日 「進め！大槌」に参加 大槌町 大槌町民 4 1 

6 7 月 9 日 「進め！大槌」に参加 大槌町 大槌町民 5 7 

7 7 月 10 日 「進め！大槌」に参加 大槌町 大槌町民 16 7 

8 8 月 3 日 遠野市若返り教室 遠野市 遠野市民 20 1 

9 8 月 4 日 長部地区お茶っこ飲みの会 陸前高田市 仮設住宅住民 18 3 

10 8 月 5 日 知的障害者入所施設ひかみの園 陸前高田市 施設入所者 60 3 

11 8 月 6 日 インストラクター3 級養成講習会 石巻市 施設職員 20 3 

12 8 月 7 日 さくらデイサービス活動支援 石巻市 施設利用者 15 3 

13 8 月 8 日 向陽町仮設住宅ふれあい会 石巻市 仮設住宅住民 18 3 

14 8 月 9 日 遠野サポーター養成講習会 遠野市 遠野市民 6 1 

15 8 月 23 日 宮守地区ふれあいサロン 遠野市 遠野市民 37 4 

16 8 月 24 日 万石浦公園仮設住宅健康教室 石巻市 仮設住宅住民 16 4 

17 8 月 30 日 遠野市アンチエージングの会 遠野市 遠野市民 14 7 

18 8 月 31 日 遠野市ふれあいホーム薬研淵 遠野市 施設利用者 18 4 

19 9 月 1 日 向陽町仮設住宅健康教室 石巻市 仮設住宅住民 16 4 

20 10 月 3 日 向陽町仮設住宅健康教室 石巻市 仮設住宅住民 13 1 

21 10 月 4 日 陸前高田松原苑 陸前高田市 施設職員 8 10 

22 10 月 5 日 万石浦公園仮設住宅健康教室 石巻市 仮設住宅住民 5 6 

23 10 月 11 日 高田第一中学校仮設住宅 陸前高田市 仮設住宅住民 35 4 

24 11 月 28 日 12 自治区ふまねっと体験教室 遠野市 遠野市民 13 1 

25 11 月 29 日 松原苑ふまねっと講習会 陸前高田市 施設職員 12 5 

26 11 月 30 日 松原苑ふまねっと講習会 陸前高田市 施設職員 12 5 

27 11 月 30 日 遠野市仮設住宅健康教室 遠野市 仮設住宅住民 4 9 

28 12 月 4 日 花巻宿舎引き上げ清掃 花巻市 花巻市不動産 － 1 

29 1 月 9 日 向陽町仮設住宅ふれあい会 石巻市 仮設住宅住民 13 1 

活動概要：総派遣回数 29 回、総参加者数 431 名、総派遣者数 104 名 

主な支出内訳：宿舎家賃、光熱料、宿舎用家電製品、運動・教室用具、人件費、旅費、消耗品等 
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５．活動概要 

 

6 月 28 日 

1. 被災地から 40 キロ程

度内陸に位置する遠

野市で人材養成を行

うことを決定。 

2. 体験講習会でふまね

っとを初体験する、遠

野市の「遠野まごころ

ネット」のボランティ

ア関係者。 

 

 

7 月 9 日 

1. 大槌町の大槌中学校

グランドに設けられ

たテント内で行われ

たイベントで、ふまね

っとの体験コーナー

を設置する。 

2. 被災者にわかるよう

に、手作りの旗と折り

紙を取り付ける。 

 

 

8 月 9 日 

1. 遠野市市民センター

で、遠野市民を対象に

行われた「第 1 回ふま

ねっとサポーター養

成講習」でグループワ

ークを行う受講生。 

2. 被災地のふまねっと

サポーター第 1 期生と

なる。 
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11 月 28 日 

1. 遠野市の公民館で行

われた健康教室で、一

般市民を対象に、ふま

ねっとの説明を行う

遠野サポーター。 

2. 自立した継続的活動

に向けて、実地練習を

支援するのが目的。 

3. とても落ち着いて、上

手に行うことができ、

会場が盛り上がった。

 

11 月 29 日 

1. 陸前高田市の介護老

人保健施設松原苑に

手行われたふまねっ

とインストラクター3

級養成講習会で指導

練習をする施設職員。

2. 被災地における介護

予防事業にふまねっ

と運動が取り入れら

れる。 

 

11 月 30 日 

1. 遠野市に設けられた

被災者用の仮設住宅

「希望の郷「絆」サポ

ートセンター」でふま

ねっと運動を行う。 

2. 楽しそうに交流をす

る、仮設住宅住民と北

海道から支援に駆け

つけたサポーターの

皆さん。 
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６．収支決算書 

 

収入の部     

科目 予算額 決算額 増減 備考 

中央共同募金会助成金収入 2,370,000 2,370,000 0   

法人自己資金 0 5,054 5,054  

収入合計 2,370,000 2,375,054 5,054   

 

     

支出の部     

科目 予算額 決算額 増減 備考 

物品・資材・消耗品費 300,000 328,176 28,176 ふまねっと他 

研修費 200,000 150,000 -50,000 講習受講料 

通信費 120,000 80,116 -39,884 5 ヶ月分 

備品費 300,000 55,601 -244,399 ストーブ他 

消耗品費 0 58,115 58,115 活動拠点用 

謝金 80,000 64,000 -16,000 8,000 円×8 回 

賃貸料 240,000 196,000 -44,000 5 ヶ月分 

契約料 100,000 97,000 -3,000 宿舎、契約手数料 

光熱費 60,000 36,414 -23,586 5 ヶ月分 

人件費 200,000 480,650 280,650 事務補助員 

職員旅費 450,000 676,810 226,810 札幌花巻 10 往復 

リース代 120,000 21,315 -98,685 レンタカー 

ガソリン代 180,000 130,857 -49,143  

ボランティア保険料 20,000 0 -20,000  

支出合計 2,370,000 2,375,054 5,054   

 

本事業のボランティアに参加者して下さった皆さん（参加順） 

樋室伸顕、安藤百合子、長内喜四三、三岩昇、三岩澄子、坂田ヨシヱ（札幌市）、遠藤紅美

子（函館市）、斉藤孝司、芳賀誠次（北見市）、秋田ひろ子（余市町）、上林トミコ、佐々木

矩子、菊池キミ子、佐藤恵利佳、小川悦子、村木久仁子、昆栄子、鈴木郁子、土野貞子（遠

野市） 
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第 3 章 独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業 

 

事業名 被災者を健康づくり指導者に養成する事業 

 

実施期間 平成 23 年 9 月 5 日～平成 24 年 3 月 31 日 

 

１．事業の目的 

被災地の仮設住宅周辺住民の身体機能の向上と認知機能の改善、およびまちづくりに取

り組む地域福祉のボランティアを行う人材を養成することを目的に、被災地の高齢者を対

象とした健康づくり指導者養成事業を実施する。 

 

２．事業の意義 

�被災地高齢者の身体機能低下、認知機能低下、孤独死の増加に対応する。 

 震災の避難所や仮設住宅において、長期にわたる避難生活の不自由のために高齢者の歩

行や認知機能に低下が生じ、自立生活の困難や要介護認定申請件数の増加が報告されてい

る。また、仮設住宅移動後の孤独、近隣の友人関係の変化・喪失、失職、自殺、孤独死の

増加が報道、懸念されている。 

そこで、仮設住宅周辺の人のつながりやコミュニティー機能を高める効果があり、高齢

者でも自発的に取り組むことができる「運動プログラム」や、これを継続して指導できる

「人材」が求められている。特に被災地の復興のためには、被災地の住民自らが指導者と

なって、自力で取り組める「運動プログラム」が望ましい。 

私たちが 5 月～7 月にわたり、独自に被災地で調査した結果、被災地住民の多くが自分達自

身でできる社会貢献や新しい集団への帰属、ボランティア活動への参加を求めていること

がわかった。そこで、これらの被災地の住民の力を生かす運動プログラムやボランティア

事業へのニーズが高いと言える。 

 

�高齢者対象の健康づくり指導者「ふまねっとサポーター」養成事業の必要性 

本法人が開発した「ふまねっと運動」は、歩行機能や認知機能の改善効果が高いことが

証明されている。また、北海道内の高齢者を対象に指導者（ふまねっとサポーター）養成

を行って、すでに 1300 人（平成 23 年 3 月現在）の高齢者のボランティア指導者を養成し

た実績がある。北海道内では、30 以上の市町村において社会福祉協議会がふれあい事業で

ふまねっと運動が広く利用されている。 

このふまねっと運動を被災地の高齢者に紹介することで、高齢者の社会参加だけでなく、

介護予防や健康づくり、さらにコミュニティー機能の向上に貢献することができる。これ

によって、復興への地域まちづくりの基礎固めを行うことができる。 
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３．事業実績一覧表 

 

健康づくり指導者ボランティア養成事業（ふまねっとサポーター養成講習会） 

 日付 会場 受講者数 

1 9 月 7 日(水) 遠野市民センター 7 名 

2 11 月 8 日(火) 遠野市民体育館 6 名 

3 12 月 3 日(土) 遠野市総合福祉センター 5 名 

4 2 月 12 日(日) 遠野市民センター 11 名 

合 計（延べ人数） 29 名 

 

ボランティア活動支援事業（ふまねっとサポーター活動自立継続の支援） 

  日付 市町村 会場 内容 サポーター

1 10 月 30 日 遠野市 ふれあいホーム薬研淵 健康教室 3 名 

2 10 月 31 日 遠野市 ふれあいホーム薬研淵 健康教室 3 名 

3 11 月 1 日 遠野市 遠野市民センター 練習会 3 名 

4 11 月 2 日 石巻市 大橋地区仮設住宅 健康教室  

5 11 月 4 日 釧路市 北海道教育大学釧路校 研修会 3 名 

6 11 月 5 日 旭川市 市民活動交流センター 研修会 3 名 

7 11 月 7 日 陸前高田市 下矢作コミュニティセンター 健康教室  

8 11 月 9 日 釜石市 平田地区サポートセンター 健康教室 1 名 

9 1 月 13 日 遠野市 青笹地区センター 健康教室 4 名 

10 1 月 18 日 遠野市 GH あったかいごひといち 健康教室 1 名 

11 1 月 18 日 遠野市 遠野市民センター 会議 6 名 

12 1 月 19 日 遠野市 希望の郷｢絆｣サポートセンター 会議 2 名 

13 2 月 12 日 遠野市 遠野市民センター 体験講習 6 名 

14 2 月 12 日 遠野市 遠野市民センター 会議 17 名 

15 2 月 13 日 遠野市 宮代公民館 健康教室 4 名 

16 2 月 13 日 陸前高田市 デイサービス竹の里 健康教室  

17 2 月 17 日 遠野市 あえりあ遠野 健康教室 12 名 

18 3 月 7 日 遠野市 希望の郷｢絆｣サポートセンター 健康教室 3 名 

19 3 月 8 日 遠野市 遠野市民センター 会議 5 名 

20 3 月 18 日 遠野市 遠野市民センター 会議 8 名 

合 計（延べ人数） 84 名 
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４．収支計算書 

 

収入の部   

科目 金額 備考 

WAM 助成金 1,595,000  

自己資金 2,155  

その他 78 利息 

合計 1,597,233  

支出の部   

科目 金額 備考 

養成事業   

 講師旅費 157,460 釧路－花巻往復 2 回(69,960 円,87,500 円) 

 事務局旅費 167,360 札幌－花巻往復 3 回(30,640 円,54,880 円,81,840 円) 

 印刷製本費 37,800 講習会チラシ 3,000 部×12 円＋消費税 

 郵送料 4,660 講習会チラシ等送付 4 回(1,100 円,700 円,1,600 円,1,260 円) 

 講師謝金 80,000 北澤一利 8,000 円×5 時間×2 回 

支援事業   

 事務局旅費 649,270 

札幌－花巻往復 7 回(54,600 円,59,280 円,58,740 円,60,280 円 

81,040 円,84,100 円,70,040 円）石巻教室 ETC2,800 円 

北海道研修（花巻-札幌）3 名 173,540 円北海道研修 ETC4,850 円 

 レンタカー代 54,442 北海道研修レンタカー(千歳-釧路 15,015 円釧路-札幌 39,427 円) 

 ガソリン代 44,246 
ガソリン補充 10 回(3,736 円,6,624 円,3,484 円,3,082 円,5,304 円 

4,000 円,5,000 円,1,910 円,5,000 円,6,106 円) 

アンケート報告書   

 アルバイト賃金 111,600 1 月 35,400 円,2 月 35,400 円,3 月 40,800 円 

 郵送料 88,210 
アンケート送料 5 回(700 円,8,560 円,350 円,720 円,880 円) 

報告書送料 140 円×550 通 

 印刷製本費 200,000 報告書印刷 1,000 部×200 円 

その他   

 振り込み手数料 1,785  

 事務局旅費 400  

合計 1,597,233  
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５．活動記録 

 

9 月 7 日 

1. 遠野市内でサポー

ターを 7 名養成。 

2. 受講者からは「出来

る限りお手伝いさ

せて頂きたい」、「緊

張したが、これから

練習して上手にな

りたい」と前向きな

感想がありました。

 

11 月 5 日 

1. 旭川市市民交流セ

ンターCOCODE 

2. 旭川支部の研修会

に参加し、自主練習

の実施方法を学ん

だ。 

3. 遠野市のサポータ

ーが挨拶をしてい

るところ。 

 

12 月 3 日 

1. 遠野市で介助が必

要な方のためにふ

まねっとインスト

ラクターを 5 名養

成した。 

2. 仮設住宅住民の交

流会では歩行機能

が低下した方にも

実践した。 
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11 月 7 日 

1. 岩手県陸前高田市下矢作コ

ミセン。会場の床が冷たか

ったので、札幌から靴下カ

バーを贈ったところ大変喜

ばれた。 

2. サポーターとしてふまねっ

とを継続して行うことの魅

力や効果を説明し、講習会

の案内を行った。 

1 月 13 日 

1. 遠野市青笹地区センター 

2. 参加者は 70 代～90 代で、

全員女性だった。 

3. 多少ふらつく方や間違える

方もいたが、歩き終わって

拍手で盛り上がる。 

4. サポーターの参加者の方へ

のコミュニケーションも豊

富でとても良い雰囲気の教

室になった。 

2 月 13 日 

1. 遠野市宮代公民館、サポー

ターが役割分担し、手遊び

からにぎやかな雰囲気です

すめることができた。 

2. 参加者からは、「頭をつか

う」、「こりゃおもしろい」、

「またやってみたい」とい

う感想を頂くことが出来

た。 

 

 21



第 4 章 正会員の寄付で行われた被災地支援事業 

 

１．事業の目的 

 この事業は被災地の支援活動を行うために、NPO 法人地域健康づくり支援会ワンツースリー

の正会員から寄付を仰ぎ、通常の助成金では支出が認められない車両の購入や、遠方から被災

地のボランティア活動に参加する正会員の旅費負担を軽減することを目的として行いました。 

 

２．活動実績 

 最終的に合計 211 件、総額 1,147,776 円の寄付が寄せられました。このお金は、被災地で活

動する車両(ボランティア・シャトル)の購入や整備と、北海道、東京、静岡など全国各地から被

災地支援活動に参加した合計 36 名のふまねっとサポーター、インストラクターに対する 1 万円

の補助に使われました。 

 

 日 時 名 称 実施場所 参加者 

1 5 月 21 日 平成 23 年度 定期総会 北海道札幌市 58 

2 6 月 9 日 支援活動車両を 30 万円で購入 北海道釧路市  

3 6 月 14 日 第 1 回 被災地支援会議 北海道札幌市 15 

4 6 月 16 日 岩手医科大学 坂田清美教授訪問 いわて花巻空港  

5 6 月 17 日 花巻市社会福祉協議会訪問 岩手県花巻市  

6 6 月 17 日 遠野まごころネット視察訪問 岩手県遠野市  

7 6 月 20 日 第 2 回 被災地支援会議 北海道札幌市 9 

8 7 月 5 日 ボランティア宿舎賃貸契約 岩手県花巻市  

9 7 月 5 日 第 3 回 被災地支援会議 北海道札幌市 10 

10 7 月 19 日 第 4 回 被災地支援会議 北海道札幌市 11 

11 8 月 1 日 第 5 回 被災地支援会議 北海道札幌市 12 

12 8 月 22 日 第 6 回 被災地支援会議 北海道札幌市 7 

13 9 月 9 日 第 7 回 被災地支援会議 北海道札幌市 5 

14 12 月 10 日 第 8 回 被災地支援会議（報告会） 北海道札幌市 11 

  138 

 

 

 

 22



３．被災地支援事業収支計算書 

 

平成 24 年 3 月 31 日 

収入の部   

科目 金額 備考 

寄付金 1,147,776 正会員 208 名と 5 団体の皆様より 

その他 9,300 赤い羽根助成事業火災保険解約返戻金 

自己資金 155,945 自己資金 

合計 1,313,021  

   

支出の部   

科目 金額 備考 

ボランティア助成 360,000 被災地ボランティア参加者支援金 36 名分 

印刷費 12,810 ボランティアシャトル参加者募集チラシ 

消耗品費 6,871 はがき、飲料等 

送料 25,320 切手代、発送費 

旅費交通費 13,350 ふまねっと遠野サポーター派遣旅費等 

交際費 18,967 挨拶用土産 

車両購入費 300,000 平成 12 年式マツダ MPV 定員 7 名 

車両費 388,903 車検代、整備費、スタッドレスタイヤ等 

保険料 62,410 自動車保険料 

租税公課 35,150 自動車税 

支払手数料 29,240 自動車登録費用、寄付金振込手数料 

地代家賃 60,000 遠野宿舎家賃、礼金 

合計 1,313,021  

 

 

 23



４．活動概要 

 

5 月 21 日 

1. 平成 23 年度 NPO 法人

地域健康づくり支援会

ワンツースリーの定期

総会で被災地支援事業

を行うことが承認され

た。 

2. 予算 20 万円を計上。こ

の他、寄付金を仰ぐこと

も了承された。（札幌市

北区、区民センター） 

 

６月 14 日 

1. ふまねっと研修センタ

ーにて、第１回被災地支

援会議にて 

2. 北澤理事長の現地視察

報告に耳を傾けるサポ

ーターの皆さん。 

3. 札幌医科大学の伏木先

生（右端）から助言を仰

ぐ。 

 

7 月 5 日 

1. 被災地でボランティア

が移動に使用する 7 人

乗りの車両。「ふまねっ

とボランティアシャト

ル」と名付けられた。 

2. 第 2 回被災地支援会議

の終了後、メンバーと記

念撮影を行う。 
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8 月 7 日 

1. 花巻市でボランティア

さんが寝泊まりする宿

舎（築 30 年）の掃除と

環境整備を行う。 

2. 札幌医科大学大学院生、

理学療法士の樋室先生

（左）と北澤理事長。（花

巻市志度平） 

 

8 月 19 日 

1. 被災者へ折り紙を折る

札幌北区の「金曜サーク

ル」の参加者とサポータ

ーの皆さん。 

2. 札幌市北区、ふまねっと

研修センターでは、ほぼ

連日のようにこのよう

な贈り物つくりが行わ

れた。 

 

8 月 19 日 

1. できあがった折り紙工

作。 

2. シャツの形に折られた

色とりどりの折り紙は

タオルと共に被災者の

方に贈られた。 

3. ボランティアの皆様た

いへんありがとうござ

いました。 
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10 月 30 日 

1. 被災地に駆けつけた皆

さんが花巻の宿舎で朝

食をとるところ。 

2. 右から米坂（余市町）、

米山（仁木町）、白戸（赤

井川村）、小田川（八王

子市）、高野（静岡市）、

松本（三鷹市）さんの皆

さん。 

 

12 月 10 日 

1. 被災地支援会議で、活動

報告を行う北澤理事長。

冬期間の宿舎の契約を

解除し、ボランティア活

動の支援に移行する。 

2. 活動の最終報告をし、協

力に対するお礼を述べ

た上で、被災地支援チー

ムの解散を行う。 

 

 

５．被災地支援チームメンバー一覧（敬称略、順不同） 

NO 名 前 所 属 NO 名 前 所 属 NO 名 前 所 属 

1 伏木 康弘 札幌市 9 三岩 澄子 札幌市 17 名取 進吾 札幌市 

2 安藤 百合子 札幌市 10 山川 和江 札幌市 18 明井 久嘉 札幌市 

3 加藤 しず子 札幌市 11 若崎 一恵 札幌市 19 鈴木 克子 札幌市 

4 河野 芙美子 札幌市 12 秋田 ひろ子 余市町 20 尚和 里子 職員 

5 宮出 久生 札幌市 13 星山 道子 札幌市 21 青木 貴宏 職員 

6 佐藤 良子 札幌市 14 村田 奈々 札幌市 22 北澤 一利 理事長 

7 坂田 ヨシヱ 札幌市 15 長内 喜四三 札幌市    

8 三浦 淑子 札幌市 16 渡邊 悦子 札幌市    
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６．被災地で養成されたサポーターとインストラクター名簿 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

1 太田 友美 岩手県 遠野市 32 渡邊 智仁 宮城県 石巻市 

2 多田 美津子 岩手県 遠野市 33 氏家 恵美 宮城県 石巻市 

3 佐野 静香 岩手県 遠野市 34 佐藤 ひろ 宮城県 石巻市 

4 今淵 宏子 岩手県 遠野市 35 川崎 純子 宮城県 石巻市 

5 大西 紀久江 岩手県 遠野市 36 髙橋 香奈 宮城県 石巻市 

6 櫻場 京子 岩手県 遠野市 37 住吉 いづみ 宮城県 石巻市 

7 上林 トミコ 岩手県 遠野市 38 佐々木 とよみ 宮城県 石巻市 

8 佐々木 矩子 岩手県 遠野市 39 永田 光枝 宮城県 石巻市 

9 菊池 加代子 岩手県 遠野市 40 斎藤 和徳 宮城県 石巻市 

10 菊池 貞子 岩手県 遠野市 41 今泉 浩彰 宮城県 石巻市 

11 菊池 キミ子 岩手県 遠野市 42 安藤 けえ子 宮城県 石巻市 

12 村木 久仁子 岩手県 遠野市 43 三浦 美昭 宮城県 石巻市 

13 小野 マサ子 岩手県 遠野市 44 平塚 千代 宮城県 石巻市 

14 鈴木 郁子 岩手県 遠野市 45 遠藤 三津恵 宮城県 石巻市 

15 昆 栄子 岩手県 遠野市 46 土屋 力也 宮城県 石巻市 

16 佐藤 恵利佳 岩手県 遠野市 47 武田 祥子 宮城県 石巻市 

17 小川 悦子 岩手県 遠野市 48 千葉 宏之 宮城県 石巻市 

18 土野 貞子 岩手県 遠野市 49 桜井 千鶴 宮城県 石巻市 

19 佐々木 光枝 岩手県 遠野市 50 西山 久美子 宮城県 石巻市 

20 近江 ナミ 岩手県 遠野市 51 杉山 斉 宮城県 石巻市 

21 菊池 智子 岩手県 遠野市 52 藤井 尚子 岐阜県 大垣市 

22 菊池 伹子 岩手県 遠野市 53 大和田 麻友 岩手県 陸前高田市

23 舘林 蝶子 岩手県 遠野市 54 臼井 陽子 岩手県 陸前高田市

24 小山 ルミ 岩手県 遠野市 55 斎藤 真由美 岩手県 陸前高田市

25 紋川 芳子 岩手県 釜石市 56 近藤 円 岩手県 陸前高田市

26 佐藤 育子 岩手県 釜石市 57 戸羽 太一 岩手県 陸前高田市

27 高長 美幸 岩手県 釜石市 58 安達 健太郎 岩手県 陸前高田市

28 小野寺 克幸 岩手県 大船渡市 59 堀江 真澄 岩手県 陸前高田市

29 千葉 敏裕 岩手県 大船渡市 60 熊谷 仁子 岩手県 陸前高田市

30 水野 幸恵 岩手県 大船渡市 61 棟方 由美子 青森県 青森市 

31 菊池 公子 岩手県 大船渡市     

 

 27



７．寄付者一覧 

NO.1 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

1 加藤 しず子 北海道 釧路市 31 藤野 幸子 北海道 帯広市 

2 佐藤 清美 北海道 広尾町 32 松本 直樹 東京都 三鷹市 

3 笹原 俊子 北海道 釧路市 33 渋沢 スミ 北海道 せたな町 

4 阿部 澄子 北海道 網走市 34 本間 郁子 北海道 釧路市 

5 塚本 久二子 北海道 札幌市 35 内島 章子 北海道 旭川市 

6 佐藤 正子 東京都 三鷹市 36 水野 章 北海道 千歳市 

7 川端 武次郎 北海道 釧路市 37 西村 久子 北海道 別海町 

8 川端 一二三 北海道 釧路市 38 川野 弘善 北海道 中標津町 

9 荻巣 和江 千葉県 佐倉市 39 佐藤 増子 長崎県 佐世保市 

10 伏木 康弘 北海道 札幌市 40 小杉 重宣 北海道 七飯町 

11 竹田 茂人 北海道 函館市 41 金子 祐子 北海道 白糠町 

12 佐野 陽子 北海道 白糠町 42 岩藤 照子 北海道 釧路市 

13 中村 貢 北海道 士幌町 43 島田 恭子 北海道 帯広市 

14 久司 勝也 北海道 帯広市 44 矢田 千夜子 北海道 札幌市 

15 吉川 喜三 東京都 三鷹市 45 星山 道子 北海道 札幌市 

16 吉川 貞子 東京都 三鷹市 46 鈴木 茂 北海道 陸別町 

17 長田 久恵 北海道 函館市 47 宮岸 和子 北海道 札幌市 

18 坂本 鶴江 北海道 函館市 48 鈴木 禮子 北海道 網走市 

19 泉澤 ケイ子 北海道 羅臼町 49 清水 静枝 北海道 帯広市 

20 小栗 公夫 北海道 旭川市 50 片岡 綾子 千葉県 千葉市 

21 松谷 尉司 北海道 陸別町 51 野村 順子 東京都 府中市 

22 佐藤 良則 北海道 釧路市 52 神内 義光 北海道 網走市 

23 長内 喜四三 北海道 札幌市 53 野崎 和子 北海道 網走市 

24 坂本 征子 北海道 砂川市 54 月井 ハルミ 北海道 音更町 

25 杉井 博利 北海道 室蘭市 55 渡辺 美佐子 北海道 旭川市 

26 神 夏江 北海道 士幌町 56 田中 秀子 北海道 釧路市 

27 鈴木 輝子 北海道 更別村 57 松田 良子 東京都 東村山市 

28 田中 悦子 北海道 陸別町 58 東郷 明子 北海道 旭川市 

29 斉藤 やゆみ 北海道 別海町 59 岡村 和子 北海道 札幌市 

30 後藤田 生子 北海道 網走市 60 高橋 秀子 北海道 釧路市 
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寄付者一覧 

                           NO.2 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

61 伊藤 功 北海道 札幌市 91 坂田 ヨシヱ 北海道 札幌市 

62 大山 茂 北海道 函館市 92 杉本 勝 北海道 中札内村 

63 石坂 廣子 北海道 札幌市 93 林  勉 北海道 斜里町 

64 三岩 澄子 北海道 札幌市 94 堀川 直子 北海道 本別町 

65 東海林 夏江 北海道 釧路市 95 山口 由紀子 北海道 函館市 

66 鈴木 克子 北海道 札幌市 96 谷地 一子 北海道 釧路市 

67 日野 静雄 北海道 池田町 97 佐藤 道子 北海道 遠別町 

68 濱田 福松 北海道 札幌市 98 遠藤 克子 北海道 池田町 

69 手繰 良子 北海道 根室市 99 目黒 泰子 北海道 幕別町 

70 藤原 久美子 北海道 釧路市 100 大越 貞子 北海道 釧路市 

71 小島 スゲ子 北海道 札幌市 101 澁谷 隆 北海道 月形町 

72 笹崎 美智子 北海道 岩見沢市 102 遠藤 潔 北海道 釧路市 

73 羽賀 美代子 北海道 上富良野町 103 佐藤 敏昭 北海道 池田町 

74 成田 昭雄 東京都 三鷹市 104 桜田 操 北海道 帯広市 

75 佐藤 悠子 北海道 七飯町 105 鎌田 静江 北海道 音更町 

76 周佐 君男 北海道 札幌市 106 近江 智枝 北海道 札幌市 

77 渡邊 裕子 北海道 帯広市 107 宮出 久生 北海道 札幌市 

78 市村 フジ子 北海道 札幌市 108 江川 静子 北海道 帯広市 

79 小栗 則子 北海道 釧路市 109 迫田 豊子 神奈川県 川崎市 

80 山谷 幸以 北海道 帯広市 110 吉田 ヨシ子 北海道 釧路市 

81 南坂 ひろ子 北海道 岩見沢市 111 波多野 和位 北海道 帯広市 

82 所 美重子 北海道 帯広市 112 七戸 節子 北海道 小樽市 

83 野村 幸子 北海道 札幌市 113 板坂 千恵子 北海道 釧路市 

84 小野 由佳 北海道 増毛町 114 野原 和子 北海道 釧路市 

85 堀内 寿美子 北海道 釧路市 115 橋本 政夫 北海道 釧路町 

86 鈴木 久子 北海道 音更町 116 齊藤 一二三 北海道 赤井川村 

87 高辻 邦子 北海道 釧路市 117 飯田 博子 北海道 苫小牧市 

88 和田 弓 北海道 網走市 118 大森 信善 北海道 札幌市 

89 佐藤 良子 北海道 札幌市 119 小泉 和江 北海道 札幌市 

90 若﨑 一恵 北海道 札幌市 120 元木 ひろ子 北海道 帯広市 
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寄付者一覧 

NO.3 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

121 大東 静江 北海道 せたな町 151 渡辺 志奈子 北海道 釧路市 

122 福田 美恵子 北海道 旭川市 152 薬師寺 清幸 東京都 港区 

123 矢嶋 三男 北海道 帯広市 153 室月 喜美代 北海道 滝川市 

124 金澤 厚子 北海道 帯広市 154 今野 庸二 北海道 留萌市 

125 郷司 明 北海道 池田町 155 高野 みち代 静岡県 静岡市 

126 郷司 碩子 北海道 池田町 156 鷹野 治保 北海道 清水町 

127 髙橋 園子 北海道 千歳市 157 佐藤 広美 北海道 札幌市 

128 名古屋 美智子 北海道 池田町 158 松澤 くに子 北海道 清水町 

129 若原 輝男 北海道 幕別町 159 宮越 洋子 北海道 鹿部町 

130 新妻 洋子 北海道 広尾町 160 長嶺 節子 北海道 清水町 

131 三浦 淑子 北海道 札幌市 161 和知 初子 北海道 清水町 

132 河野 芙美子 北海道 札幌市 162 辻 キミ子 北海道 清水町 

133 小林 弘子 北海道 札幌市 163 宮川 歌子 北海道 清水町 

134 柴田 クニ子 北海道 札幌市 164 羽賀 久子 北海道 清水町 

135 八戸 幸枝 北海道 札幌市 165 吉野 安江 北海道 清水町 

136 福本 春子 北海道 札幌市 166 林 久枝 北海道 清水町 

137 村澤 正明 北海道 札幌市 167 三浦 愛子 北海道 清水町 

138 浅野 光江 北海道 札幌市 168 高橋 昭子 北海道 清水町 

139 忍 則子 北海道 旭川市 169 平岡 洋子 北海道 清水町 

140 望月 哲子 東京都 三鷹市 170 中山 チエ子 東京都 東村山市

141 藤本 朋代 兵庫県 神戸市 171 高砂 弥生 北海道 弟子屈町

142 金石 満 北海道 帯広市 172 佐藤 時子 北海道 石狩市 

143 岡田 京子 愛知県 豊田市 173 児玉 留美子 北海道 旭川市 

144 今橋 文子 北海道 釧路市 174 徳永 美智子 大阪府 和泉市 

145 福谷 榮子 北海道 余市町 175 森上 洋子 大阪府 和泉市 

146 渡辺 征子 北海道 帯広市 176 和﨑 薫 北海道 余市町 

147 牛島 操子 北海道 北見市 177 伴 智枝子 北海道 池田町 

148 有田 廣子 北海道 池田町 178 朝倉 順子 北海道 函館市 

149 大石 緑 北海道 池田町 179 細迫 玉美 福岡県 福岡市 

150 中村 優子 北海道 幕別町 180 菅野 伸枝 北海道 釧路市 
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寄付者一覧 

NO.4 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

181 相原 忍 東京都 三鷹市 201 小林 香 北海道 幕別町 

182 杉本 美雪 北海道 札幌市 202 今田 いずみ 北海道 士幌町 

183 佐藤 啓子 北海道 釧路市 203 土岐 恵美 北海道 帯広市 

184 留田 登美子 北海道 上士幌町 204 遠藤 紅美子 北海道 函館市 

185 山関 香代子 北海道 当別町 205 石黒 恵子 北海道 音更町 

186 小林 登美 北海道 せたな町 206 能登 真貴子 北海道 帯広市 

187 仁井 峰子 北海道 帯広市 207 加藤 博之 和歌山県 和歌山市

188 明井 久嘉 北海道 札幌市 208 札幌レクリエーション協会の皆様 

189 井澗 光子 北海道 札幌市 209 札幌市西野中央会館教室の皆様 

190 神田 雄一 北海道 根室市 210 大阪府和泉市の皆様 

191 佐佐木 富二子 埼玉県 新座市 211 桜ヶ丘ひぶなクラブ健康教室の皆様 

192 渡邊 悦子 北海道 札幌市 212 ふまねっとセンター旭川の皆様 

193 芳賀 誠次 北海道 北見市 213 北海道教育大学釧路校健康教育学研究室 

194 泉水 宏臣 東京都 八王子市

195 寺田 千代子 北海道 士幌町 

196 石井 真知子 北海道 札幌市 

197 今村 勇太 神奈川県 相模原市

198 稲澤 悦子 北海道 釧路市 

199 岡本 美恵子 北海道 札幌市 

200 岩本 美津枝 北海道 旭川市 

ご寄付を下さった皆様に心よりお礼を申し上げます。 

この寄付者一覧は、万全の注意を払って作成してお 

りますが、万が一、記載もれや誤字などにお気づきの

際は、失礼につきまして深くおわび申し上げますと 

ともに、事務局までご一報下さいますようお願い申し 

上げます。ご寄付を頂き誠にありがとうございました。 

電 話 ０１１－７４７－５００７ 担当 尚和 里子 

 

８．被災地支援に参加した正会員一覧 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

1 舘林 蝶子 岩手県 遠野市 8 今淵 宏子 岩手県 遠野市 

2 菊池 キミ子 岩手県 遠野市 9 昆 栄子 岩手県 遠野市 

3 菊池 加代子 岩手県 遠野市 10 佐々木 矩子 岩手県 遠野市 

4 菊池 智子 岩手県 遠野市 11 佐々木 光枝 岩手県 遠野市 

5 菊池 貞子 岩手県 遠野市 12 佐藤 恵利佳 岩手県 遠野市 

6 菊池 伹子 岩手県 遠野市 13 佐野 静香 岩手県 遠野市 

7 近江 ナミ 岩手県 遠野市 14 小山 ルミ 岩手県 遠野市 
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被災地支援ボランティア活動に参加した正会員一覧               No.2 

No 氏 名 都道府県 市町村 No 氏 名 都道府県 市町村 

15 小川 悦子 岩手県 遠野市 46 加藤 しず子 北海道 札幌市 

16 小野 マサ子 岩手県 遠野市 47 河野 芙美子 北海道 札幌市 

17 上林 トミコ 岩手県 遠野市 48 宮出 久生 北海道 札幌市 

18 村木 久仁子 岩手県 遠野市 49 佐藤 良子 北海道 札幌市 

19 多田 美津子 岩手県 遠野市 50 坂田 ヨシヱ 北海道 札幌市 

20 太田 友美 岩手県 遠野市 51 三浦 淑子 北海道 札幌市 

21 大西 紀久江 岩手県 遠野市 52 三岩 昇 北海道 札幌市 

22 土野 貞子 岩手県 遠野市 53 三岩 澄子 北海道 札幌市 

23 鈴木 郁子 岩手県 遠野市 54 山川 和江 北海道 札幌市 

24 櫻場 京子 岩手県 遠野市 55 若崎 一恵 北海道 札幌市 

25 高長 美幸 岩手県 釜石市 56 星山 道子 北海道 札幌市 

26 佐藤 育子 岩手県 釜石市 57 村田 奈々 北海道 札幌市 

27 工藤 菜美 岩手県 盛岡市 58 長内 喜四三 北海道 札幌市 

28 高野 みち代 静岡県 静岡市 59 渡邊 悦子 北海道 札幌市 

29 薬師寺 清幸 東京都 港区 60 樋室 伸顕 北海道 札幌市 

30 松本 直樹 東京都 三鷹市 61 伏木 康弘 北海道 札幌市 

31 渡辺 文子 東京都 西東京市 62 峰崎 正樹 北海道 札幌市 

32 小田川 雅一 東京都 八王子市 63 名取 進吾 北海道 札幌市 

33 渋沢 スミ 北海道 せたな町 64 明井 久嘉 北海道 札幌市 

34 岩本 美津枝 北海道 旭川市 65 鈴木 克子 北海道 札幌市 

35 佐藤 佑 北海道 釧路市 66 今田 いずみ 北海道 士幌町 

36 坂本 真理奈 北海道 釧路市 67 米山 和子 北海道 仁木町 

37 寺井 翔太 北海道 釧路市 68 白戸 清美 北海道 赤井川村

38 須藤 舞 北海道 釧路市 69 波多野 和位 北海道 帯広市 

39 菅原 堅治 北海道 釧路市 70 遠藤 紅美子 北海道 函館市 

40 菅原 登美枝 北海道 釧路市 71 佐藤 悠子 北海道 函館市 

41 大原 郁美 北海道 釧路市 72 斉藤 孝司 北海道 北見市 

42 中野 祐美 北海道 釧路市 73 芳賀 誠次 北海道 北見市 

43 峯田 美恵子 北海道 釧路市 74 秋田 ひろ子 北海道 余市町 

44 林 成美 北海道 釧路市 75 米坂 美保子 北海道 余市町 

45 安藤 百合子 北海道 札幌市     
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９．被災地支援に参加したふまねっとサポーター・インストラクターの感想 

1）お名前、２）在住地域、３）ボランティア実施期間、４）ボランティア実施内容、５）被

災者の方々へのメッセージ、６）ボランティアを行った感想、７）寄付者へのメッセージ 

 

1）須藤 舞（すどう まい） 

2）北海道教育大釧路校 4 年生 

3）平成 23 年 10 月 3 日～10 月 6 日 

4）10 月 4 日、遠野のサポーターさんと一緒に、

老健施設松原苑で職員の方を対象に講習会

実施、10 月 5 日、万石浦仮設住宅ふれあい

会で、仮設住宅にお住まいの方々へふまねっ

とを行う。 

5）参加者のみなさんはとてもお元気で、私た

ちが逆に元気とパワーをもらいました。これ

からもふまねっと運動で人と人との輪を広

げ、元気になってもらいたいと思います。参

加させていただき、本当にありがとうござい

ました。 

6）このボランティアに向かう前は、被災され

た方々とどのように接すれば良いのか、関わ

ればよいのかわからず、不安で仕方ありませ

んでした。しかし、参加者のみなさんはとて

も元気でパワフルで“笑う”ことを大切にさ

れていました。逆に私たちが元気をもらって

しまい、私達学生は役に立てたのだろう

か・・・と考えてしまいました。また、陸前

高田や石巻へ行く時、車が流されてそのまま

置いてあったり、海ではなかったところが海

になっていたり、家が崩されていたり、家の

土台しかなかったりとすさまじい光景が広

がっていました。とてもショックでした。こ

んな中でも、懸命に生きている皆さんをとて

もすごいと思いました。私はこれからもふま

ねっと活動をつづけて、人とのつながりをつ

くる支援をしていけたらな・・・と思いまし

たし、自分自身も大切にしていきたいと思い

ました。参加させていただき、ありがとうご

ざいました。 

7）今回、岩手・宮城でふまねっとボランティ

アをさせていただきました。勉強になること

が多く、とても良い経験になりました。本当

にありがとうございました。 

 

1)中野 佑美（なかの ゆみ） 

2）北海道教育大釧路校 4 年生 

3）平成 23 年 10 月 3 日～10 月 6 日 

4）陸前高田市「松原苑」の職員の方々にふま

ねっと運動の紹介と体験、石巻市仮設住宅の

方々と石巻市立病院の看護師の方々にふま

ねっと運動の体験 

5）町はまだまだ復興までに時間がかかると思

いますが、そのような中でも皆さんが明るく

笑顔で生活している姿をみて、逆に私の方が

元気づけられました。ありがとうございまし

た。1 日も早い復興を心から願っています。 

6）今回のボランティアでは、私の出身地であ

る陸前高田市で活動できるということで、と

ても楽しみにしていました。ふまねっと運動

を始めた時から、将来地元でふまねっとがで

きたらいいなと思っていたので嬉しかった

です。また、他のサポーターの方々とは 4 日

間一緒に生活させていただきましたが、様々

な地域からきて初めて知り会ったにも関わ

らず、終始楽しく会話することができ、とて

も思い出に残っています。そして、被災地で

の活動では、辛い経験をされたはずなのに、



それでも前向きに元気に生活する方々の姿

を見て、私の方が元気をもらった気がします。

このふまねっと運動がもっともっと広まっ

て、日本全国がスマイルになればいいなと思

いました。 

7）皆さまのおかげで活動の幅が広がり、ボラ

ンティアができていることに、とても感謝し

ております。今後ともご支援をよろしくお願

い致します。 

 

1）波多野 和位（はたの かずい） 

2）北海道帯広市 

3）平成 23 年 10 月 3 日～10 月 6 日 

4）陸前高田市 老人保健施設「まつばら園」

にて老健職員対象のサポーター講習会を行

いました。石巻市 仮設住宅「ふれあい会」

にて仮設住宅入居者の方々、GH パンプキン

の方々と「ふまねっと運動」を行いました。

遠野市「サロン」にて GH 入居者、近隣の方々

と「ふまねっと運動」を行いました。 

5）だいじょうぶ 急がなくても いいんだよ。

前を向いて歩んでくださいね。（自死する方

が多く、スポットも出来ているという事を聞

いて・・・） 

6）何も無くなってしまった街中、瓦礫と壊れ

た車の山を見た時、胸がキュンとなりました。

元気な顔で迎えてくれた陸前高田の友人と

再会し、胸が張り裂けそうになるくらいの感

動。震災を受けた時の事を一生懸命話してく

れた方々。私に出来る事は何だろう？と一週

間街頭募金を行いましたが、現地でのボラン

ティア活動は何が出来るのだろうかと思っ

ていた時のお話でした。被災された方達の笑

顔に救われ、元気をもらって帰ってきました。

もう一度参加したい気持ちもありますが、現

地へ行けなくても、電話での傾聴ボランティ

アがあるといいなと思って帰って来ました。

東北ののどかな田園風景に癒され、一日の疲

れも吹っ飛びました。 

7）皆様のお陰で被災者支援活動を行うことが

できました。御協力ありがとうございました。

お陰様でとても良い体験をさせていただき

ました。 

 

1）渋沢 スミ（しぶさわ すみ） 

2）北海道せたな町 

3）平成 23 年 10 月 3 日～10 月 6 日 

4）10 月 4 日、岩手県陸前高田市（老健施設） 

老健職員（PT）9 名 尚和先生より PT の皆

様に講義、実技指導を行う。私達ボランティ

ア（北海道 4 名、東京 1 名）と遠野市よりサ

ポーターさん 4 名参加し、合同で実施補助を

行う。10 月 5 日、宮城県石巻市万石浦仮設

住宅 仮設住宅住民 5 名、事務所スタッフ 5

名、病院看護師 5 名 皆さんで自己紹介、そ

の後尚和先生より実施説明を行う。事務所ス

タッフ 5 名が中心に成り、ふまねっと実技を

看護師、住民の皆様と共に行う。私達ボラン

ティア補助行う。 

5）石巻スタッフのお話の中で心に残る言葉が

有りました。「今日の日、今の時が大事。先

のことまで考えられない。自分もかわい

い」・・・胸が痛みます。でも、12 月にデイ

サービス再開する事を開き少しほっとしま

した。これからも大変でしょうが、今日の日

を大切に一歩一歩焦らず前進して下さい。一

人一人の力が輪となり復興にきっと繋がる

事でしょう。北海道より祈ってます。 

6）皆さんの（現地スタッフ）笑顔と明るさが

自分に問い掛ける部分、又、皆さんから私自
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身が色々と得る事が沢山あって勉強になり

再確認でした。地域、住民のコミュニケーシ

ョンの取り方（転倒、ADL、認知）予防、又、

仲間づくり等大変な部分が有りますが、長く

続けて行けたらと思ってます。ふまねっとボ

ランティアシャトルに参加させて頂き有り

難うございます。 

7）皆様の善意で、私達、貴重なボランティア

活動を終える事ができました。これからもふ

まねっと活動を大切に続けて参りたいと思

っています。有り難う御座いました。 

 

1）渡辺 文子（わたなべ ふみこ） 

2）東京都西東京市 

3）平成 23 年 10 月 3 日～10 月 6 日 

4）10 月 4 日、陸前高田の老人保健福祉施設松

原苑にて職員対象体験講習手伝い、10 月 5

日、石巻市の万石浦仮設住宅ふれあい会でふ

まねっと実施補助、10 月 6 日、遠野市ふれ

あいホームかかしでデモへの参加協力 

5）大変な震災にあわれ、心よりお見舞い申し

上げます。一歩一歩前に進んで下さい。応援

します！ 

6）被災地に行かせていただき感謝でいっぱい

です。ふまねっと運動を実施し、被災された

皆様が楽しく喜んでいらっしゃる様子に感

動しました。私自身ふまねっと運動を実施し

ている場をはじめて見ることができました。

大変すばらしい運動だと実感し、ぜひ、我が

町でも普及したいです。尚和様には大変お世

話になりました。心よりお礼申し上げます。 

7）皆様のおかげで、ボランティアシャトルに

参加することができました。貴重な体験をす

ることができ、心より感謝申しあげます。地

元に戻り、ふまねっと運動の普及にがんばり

ます。ありがとうございました。 

 

1）佐藤 佑（さとう たすく） 

2）北海道教育大釧路校 4 年生 

3）平成 23 年 10 月 10 日～10 月 12 日 

4）陸前高田 被災した地域に住む高齢者 30

名「お茶っこ飲み会」でふまねっと教室 

5）今回のふまねっと教室はいかがでしたでし

ょうか。私自身、まだまだ勉強途中なので力

不足を感じる場面が多くありましたが、参加

者の皆様に逆に支えられて、自然と拍手、笑

いが起こる楽しい教室になったのではない

かと思います。今回の教室が少しでも皆様の

お力になれば幸いです。今回は、本当にあり

がとうございました。 

6）今回このボランティア活動に参加し、一番

感じたことは、人と人が協力してコミュニケ

ーションを図ることは素晴らしいというこ

とです。被災した陸前高田の皆さんと接した

時には、一人一人の元気、力強さ、人と人の

会話の多さに驚かされました。誰かと会話す

る、一緒に何かをするということはここまで

「活気」を作ることができるのだなと感じま

した。今の社会、地域住民同士のコミュニケ

ーションが少なくなる中、一番目指すべき姿

を見た気がします。これからのふまねっと活

動で少しでもそういう地域を増やしていき

たいと思います。 

7）今回、この様な貴重な体験を支援して頂き

ありがとうございました。今回の体験をこれ

からの勉学に活かしていきたいと思います。 

 

1）寺井 翔太（てらい しょうた） 

2）北海道教育大釧路校 4 年生 

3）平成 23 年 10 月 10 日～10 月 12 日 

 35



4）陸前高田市 高田第一中学校仮設集会所に

おいて高齢者 30 名を対象「お茶っこ飲み会」

でのふまねっと運動 

5）今回参加して下さった方はとても元気な方

が多く、ふまねっと運動を盛り上げて下さっ

たことで、私も大変なことがありましたが、

楽しむことができました。皆様の中で、サポ

ーターさんになって共に「ふまねっと」を盛

り上げていくことができればいいなと思い

ました。今回はありがとうございました。皆

様、これからもお元気で。 

6）今回、陸前高田市という最も死者の出た地

域での活動で、町の状況がどのようなものな

のかを、テレビではなく直接目にして、震災

から 7 ヶ月が過ぎた現在でも、直後とほとん

ど変わっていないことに驚きました。しかし、

そこに住んでいる方々からは、そのようなこ

とがあったことが全く感じられないほどの

元気と笑顔で生活されていて、私が元気と笑

顔を逆に頂いたような気がします。今回私は、

このボランティア活動に参加することがで

きたことを誇りに思い、残り少ない大学生活、

そして、卒業後の人生に生かしていけるよう

努力していきたいと思います。大変貴重な体

験・経験をさせて頂きました。ありがとうご

ざいます。 

7）今回のボランティア活動にあたり、皆様の

寄付がなければ、このような貴重な経験をす

ることができなかったと思います。ありがと

うございました。 

 

1）大西 紀久江（おおにし きくえ） 

2）岩手県遠野市 

3）平成 23 年 10 月 11 日 

4）陸前高田市「髙田第一中学校仮設住宅 お

茶っこ飲み会」に参加しました。当日、予想

以上に集会所に大勢の人が集まり、二つのネ

ットを張ると室内は人でギュウギュウの感

じ。 他の社協や施設の方たちが見学に来ら

れ、ふまねっと教室への関心の高さを感じま

した。参加者はほとんどが年配の女性。和気

あいあい、笑い声の絶えない健康教室でした。 

5）みんな痛み（悩み）を抱えています。一人

で悩まないで、お茶っこの会に参加してくだ

さい。きっとおもわぬ出会いがあり、新しい

人生が開けていくチャンスがあります。 

6）会の終了後、お茶の時間に黙ってポツンと

椅子にすわっている婦人に声をかけると「家

族全員が津波で失くなり、私一人が残った。

主人は孫を探しに行ったまま行方不明。家族

全員の死亡の確認ができていないので、まだ

葬式はしていない・・・。私は他人から慰め

られるのは嫌いだ」時間があればもっともっ

とお話が聞きたかったです。悩みを抱えなが

らもこの健康教室に参加されただけでもよ

かったとつくづく思いました。お茶っこ飲み

会で悩みを抱えている人たちが、心を許せる

人々との出会いがあることを願っています。 

7）皆様の尊いお志を心より感謝いたします。

今後ともよろしくご支援をお願いいたしま

す。 

 

1）松本 直樹（まつもと なおき） 

2）東京都三鷹市 

3）平成 23 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

4）遠野市民センター サポーターの皆様のリ

ハーサルに協力 

  石巻市大橋地区仮設住宅集会所 ぱんぷき

んふれあい会に参加 

5）この度の石巻での被災された皆様との貴重
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な出会いに感謝いたします。私にできること

は大したことはありませんが、皆様が一日も

早く、ごくあたりまえの生活を取り戻される

ことを祈っています。機会をつくって再び石

巻を訪ねたいと思います。 

6）貴重な体験をさせていただき、事務局、サ

ポーターの皆さん、遠野、石巻の皆様に感謝

いたします。特に事務局の青木さんには大変

お世話になりました。被災地での活動はまだ

続くようですが、体に気をつけて取り組んで

いただければ幸いです。 

7）この度はわたしたちの被災地での活動を応

援していただき誠にありがとうございます。

大したことはできませんが、お陰様で貴重な

体験をさせていただきました！！ 

 

1）菊池 貞子（きくち ていこ） 

2）岩手県遠野市 

3）平成 23 年 10 月 29 日～11 月 21 日 

4）活動：介護通所施設 マヒが有っても、杖

や手押し車を使用する事により歩行可能な

人などを対象にウォーミングアップステッ

プを行いました。公民館で、地域のお年寄り

10 名と課題ステップとレクリエーションス

テップ実施。 

5）明るい未来に向かい元気に前を向いて歩い

て行きましょう。立ち上がれ東日本！！ 

6）地域のお年寄りと運動をした時は、お互い

初めて会う人達でしたが、すごく良い雰囲気

で楽しく出来ました。「又今度やりたいね」

と言われた時はすごく嬉しかったです。また

一つ人の和が繋がりました。私達まで楽しい

気分で活動できました。 

7）皆様の温かい応援のおかげで、私も地域健

康づくり支援会の仲間に成れた事を心から

感謝致します。これからも頑張ります。 

 

1）小田川 雅一（おだがわ まさかず） 

2）東京都八王子 

3）平成 23 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

4）遠野市 現地ふまねっとサポーターへのリ

ハーサル支援 

  石巻市 大橋地区仮設住宅におけるふまね

っと運動の実施 

5）ふまねっと運動を通して少しでも支援が出

来ればと思い、今回参加させていただきまし

た。困難な中でも生活の中に笑顔と共に。 

6）東京に住んでいて出来る事、出来ない事、

様々にあると考えていましたが、今回自分に

出来る事に出合い、少しでも役に立てたので

はと少しほっとしています。“役に立てた”と

いうよりはむしろ、出会った様々な人々から

多くのものをいただいたと思っています。今

後も日常での生活を営みつつ、出来る範囲で

出来る事を行いたいと思います。ありがとう

ございました。 

7）皆様からの御寄附によりこのような継続し

た支援が可能となっていると思います。あり

がとうございました。 

 

1）米坂 美保子（よねさか みほこ）  

2）北海道余市町 

3）平成 23 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

4）11 月 1 日、遠野市民センターで遠野サポー

ターさんによる教室での実践に於けるアド

バイス、11 月 2 日、石巻市大橋地区ふれあ

い会ぱんぷきんの斉藤さんがリーダーにな

り、午前、午後（青木さんリーダー）の 2 回

教室を行う。 

5）教室参加の方達は皆さん明るく、ふまねっ
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とを通して、これからも健康な身体を保ちつ

つこれからの冬をのりきって欲しいと思い

ます。今日で 2 回目という方に巡り合い、ふ

まねっとが楽しいとの話があり、ぱんぷきん

の斉藤さん達にエールを送りたいと思いま

す。 

6）石巻での教室参加と、実際にこの目で見た

現実に胸がふさがる思いがしました。でも、

ぱんぷきんの斉藤さん、武田さん、遠藤さん、

そして、遠野の村木さん達の明るく前向きな

姿にこちらの方が元気をもらったな～と思

いました。自分の地域だけではなく、他のサ

ポーターさん達の教室を見るのはとても良

いと実感しました。只、石巻での支援はこれ

から息長く続けて行った方が良いだろうな

と思いますので、スタッフの健闘を期待した

いです。 

7）本当の意味での支援はこれからだと思いま

すので、これからも心よりの支援が必要かと

思いますので、宜しくお願いします。 

 

1）白戸 清美（しらと きよみ） 

2）北海道余市郡赤井川村 

3）平成 23 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

4）遠野市遠野市民センター 遠野サポーター

リハーサル 

  石巻市大橋地区仮設住宅集会所 ぱんぷき

んふれあい会ふまねっと教室 

5）みなさんの笑顔と厳しい現実を心に刻みま

した。みなさんに出会えて本当によかったで

す。ありがとうございました。これから寒く

なります。健康に気を付けてお過ごし下さい。 

6）ふまねっとは、楽しい出会いの場、交流の

場ということを体験し実感しました。自分が

初めてふまねっとを体験した時のあの楽し

さ、緊張感、高揚感、不思議な一体感に再び

つつまれたような感じがしました。参加者の

方、サポーターの方、みなさんからあたたか

な笑顔をいただきました。また、大変な厳し

い現実も目の前に大きく大きく存在してい

ます。長い支援が必要だと思います。忘れて

はいけないと思います。 

7）とても貴重な経験をすることができました。

ありがとうございました。この経験を何かに

つなげていきたいと思っています。 

 

1）高野 みち代（たかの みちよ） 

2）静岡県静岡市 

3）平成 23 年 10 月 31 日～11 月 3 日 

4）遠野市民センターにて、今月末からサロン

を始めるサポーターさんと交流し、指導練習

の参加者役をさせて頂きました。 

  石巻の仮設住宅にて、被災されたお年寄り

と一緒にぱんぷきんの皆さんのご指導（午

前）と事務局青木さんのご指導（午後）でふ

まねっとを楽しみました。 

5）貴重なお話を聞かせて頂きありがとうござ

いました。皆様の前向きな姿勢と明るい笑顔

に私達の方が元気を頂きました。これから寒

い冬を迎えます。風邪などひかれない様、お

体をご自愛下さい。ふまねっとも続けていつ

までも丈夫なお体でいて下さい。 

6）この地に来る事ができて、ＴＶの映像でな

い生の被災地の様子を目にする事ができた

事、お元気で前向きなお年寄りの皆さんと出

会え、お話を聞かせて頂けた事、遠野と石巻

でふまねっと活動に参加できた事、全てに感

動と感謝の気持ちでいっぱいです。そして、

このボランティアシャトルで素敵な仲間に

出会えた事も私の人生に大きな収穫です。今、
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私にできる事は、地元に戻って被災地で見た

様子や伺ったお話を多くの人達に伝え、知っ

てもらい、分かってもらう事だと思っていま

す。 

7）皆様のお陰で、この地に滞在し、この様な

経験をさせて頂けた事を心より感謝いたし

ます。 

 

1）山川 和江（やまかわ かずえ）  

2）北海道札幌市 

3）平成 23 年 11 月 8 日～11 月 9 日 

4）遠野市、サポーター養成講習会・講習を一

緒に受け、体験者となる。釜石市平田サポー

トセンター デモを行う。 

5）平凡な日常を続けていけることをお祈りし

ています。ふまねっとを通じてお会い出来た

ことに感謝します。そして、「また来ました」

と言えるような支援ができたらと思います。 

6）私自身が一番いい思いをしたのではと恐縮

しています。そして、同じ「ふまねっと」と

いう方向を向いた仲間が出来たこと、体験し

たこと、大きな財産です。ありがとうござい

ます。大変な災害にもかかわらず、前向きな

方々に出会いました。ふまねっとを通じて、

笑いを得、体を動かし、頭も働かせ。これは、

継続が大切だと思った。一度で終わっては申

し訳ないと思う。「また来ましたよ」と行き

たい気持ちでいっぱいです。 

 仲間とは 3 日間寝泊りし、ふまねっとに対す

る熱意を語り合うことでスキルアップにも

つながる気がした。意識の高さに感銘しまし

た。最後に、私の思いに同調し、協力してく

ださった家族に感謝したいと思います。尚和

さん、お世話になりました。 

7）今回の体験は、貴重な財産になりました。

皆様の後方支援がなければ、私の活動も前に

進まなかった気がします。皆さんの思いをあ

ずかって現地にこられました。ありがとうご

ざいました。 

 

1）今田 いずみ（いまだ いずみ） 

2）北海道士幌町 

3）平成 23 年 11 月 8 日～11 月 9 日 

4）遠野市 サポーター講習、釜石市平田、被

災者の方々 デモストレーションのサポー

ター 

5）ふまねっとをしている時の皆様の笑顔素敵

でした。前向きに踏み出そうとの心、北海道

から声援を送りたいと思います。これから冬

本番、どうかお体を大切にお過ごし下さい。 

6）同じ思いの先輩、仲間にお会いできた事、

本当に感謝です。震災後、私が役にたてる事

がないか思っている時にシャトルの計画を

知り、なんの準備もなく無鉄砲にとび込んだ

私を、他の参加していた方々に受け入れてい

ただき、本当に言葉だけでないつながりを感

じました。又、新しく出来た遠野市のサポー

ターの素早い行動力に感動しました。士幌に

帰って仲間に話し、これからの士幌ふまねっ

との会について話し合いたいと思っていま

す。本当に、被災者の方々がふまねっと運動

をしている時の様子は、士幌と同じように皆

さん笑顔で、楽しそうで、フワァーと時間が

流れました。ふまねっと大好きです。尚和さ

んも大好きです。 

7）ふまねっと運動は、どんな場所でも、たと

え被災された方々でも、笑顔と笑い声のあふ

れるものです。ますますふまねっと運動が好

きになりました。ありがとうございました。 
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1）菅原 登美枝（すがわら とみえ）  6）建物の復興は早くすることと、被災地の皆

さんの心と体のケアが自分なりに出来る限

り実行したいと考えています。 

2）北海道釧路市 

3）平成 23 年 11 月 7 日～11 月 10 日 

7）本当に支えてくれてありがとうございまし

た。 

4）遠野市サポーター養成、釜石市平田サポー

トセンター ふまねっと体験講習 

5）家の外に出て、空を見て、山を見て、気持

ちの良い空気をいっぱい吸ってください。そ

して出会った人とおしゃべりをする努力を

少しだけして下さい。そして笑う話に出合っ

たらカゼにも強い体になります。きっとそう

です。 

 

1）峯田 美恵子（みねた みえこ）  

2）北海道釧路市 

3）平成 23 年 11 月 7 日～11 月 10 日 

4）岩手県遠野市体育館 遠野サポーターと合

流して住民 6 名のサポート養成講習会 

  釜石市平田サポートセンター会場 仮設住

宅住民とデイサービス利用者 15 名の方がふ

まねっと運動体験講座 

6）簡単なこと（私達はふまねっと運動ですが）

を楽しく行う事は、参加する方も私達も元気

が出るような気にさせてくれました。帰りに

は玄関まで送り、笑い合えて声かけに応じて

くれて「ありがとう」「楽しかったです」と

言われて、私は「来て下さってありがとうご

ざいます」と握手をして別れました。来て良

かったと思いました。参加者さんの笑顔に感

謝を込めた一日でした。ありがとうございま

す。 

5）3 日間という短い期間でしたが、皆様が明

るく元気に過ごされているので安心しまし

た。ふまねっと運動のサポーターの方々が活

動して、少しでも身体と心が明るくなってほ

しいです。これから寒い季節になりますが、

健康に留意され元気でお過ごし下さい。又、

皆様に是非ともお会いしたいです。 

6）ボランティア活動に参加するまでは、少し

不安がありましたが、ボランティアの人たち

とすぐ打ちとける事ができ、協力し合いなが

ら活動ができました。今までふまねっと運動

をやっていますが、この度のボランティア活

動を通して再認識し、ふまねっと運動のすば

らしさを皆様に伝え広めていきたいと思い

ました。 

7）ありがとうございます。合わせた力が東北

にサポーターさん、インストラクターを沢山

誕生させました。ふまねっとで日本中が元気

になる風景が見える様な気がしました。 

 

1）菅原 堅治（すがわら けんじ）  

2）北海道釧路市 

3）平成 23 年 11 月 7 日～11 月 10 日 

4）遠野体育館 ふまねっとサポーター養成講

座 6 名参加養成講座のボランティア活動、釜

石平田サポートセンター ふまねっと体験

14 名参加のボランティア 

 この度のボランティアで初めて岩手県に行

きました。海岸沿いはまだまだ復興に時間が

かかる様子がうかがえました。 

 一日も早く皆様が元気に生活できるように

なってほしいと痛切に思いました。 5）遠野市・釜石市の地域の笑顔は最高です。

一日も早い復興を希望します。 尚和さん、この度は大変お世話になりました。
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ありがとうございました。 

7）皆様の温かい心使いが嬉しいです。ボラン

ティア活動に参加してお会いした人たちは、

皆様のやさしく心温まる気持ちに感謝して

いました。 

 

1）芳賀 誠次（はが せいじ）  

2）北海道北見市 

3）平成 23 年 11 月 28 日～12 月 1 日 

4）陸前高田市の老健施設松原苑において、2

日間に渡り理学療法士さん 12 名を対象にイ

ンストラクター講習を実施しました。又、遠

野市の仮設サポートセンターにおいて、遠野

のサポーターさん 4 名と伴に仮設住宅に住

んでおられる 4 名の方々とふまねっとの実

習を行いました。 

5）先の見えない生活を送っている中、明るく

毎日を過ごしている姿を見て、少し安心をし

ました。これから寒い季節を迎え、仮設住宅

での生活は大変なことと思います。身体に気

を付けていただき、くれぐれも風邪には注意

をして下さい。少しでも明るい正月を迎えら

れますことを祈念します。 

6）少しの不安を残しながら、ふまねっとボラ

ンティアシャトルに参加させていただきま

した。陸前高田市の松原のあった街並はテレ

ビで放映されているより津波による被害は

大きく感じられ、跡、片付の終えた道路のみ

が目立ち、その道路際に住宅の基礎だけが無

残な姿で残っており、この地に大きな街並が

あったことを思うと心が締め付けられる思

いでした。この地の奥の小高い丘の上に津波

の被害を免れた老健施設松原苑があり、ここ

が今回のインストラクター3級の講習会場で

した。施設の理学療法士さん 12 名を対象に

実施して来ました。その中には、津波の被害

に遭われ仮設住宅から通っている若い理学

療法士さんもおられましたが、明るく何もな

かった様に振る回っていたのが印象に残り

ました。短い期間でしたが参加された皆さん

とボランティア出来たことをうれしく思い

ます。そんなことで、最初の不安は吹きとび

ました。尚和さん事務局の方ご苦労さまでし

た。感謝、感謝！！ 

7）事務局の御世話のもとでのボランティア活

動でしたが、参加して現地の被害にあわれた

方々に少しでも触れることが出来てうれし

く感じます。今後とも皆様の心からのご支援

をよろしくお願い申し上げます。ありがとう

ご座居ました。 

 

1）遠藤 紅美子（えんどう くみこ）  

2）北海道函館市 

3）平成 23 年 11 月 28 日～12 月 1 日 

4）陸前高田市老健施設松原苑にて施設職員対

象のインストラクター養成講習。ふまねっと

の取扱い、ステップ実技など 

 遠野市仮設サポートセンター「絆」にて、住

民対象。遠野サポーターの方々と一緒にステ

ップ実技、声かけ 

5）言葉で言いあらわせない色々な思いのなか、

短い時間でしたが一枚のふまねっとを囲み、

笑いながら運動が出来て、楽しくうれしかっ

たです。 

6）１枚のふまねっとを通じ岩手県の住民、施

設職員の皆様と一緒に笑い、お話し、運動で

きました。私が通っている教室と同じ、少し

緊張した楽しい雰囲気でした。多くの力を頂

きました。 

同行の 4 人のメンバーに感謝致します。各々の
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場所で頑張っておられることを実感でき、今

後の自分の活動に繋げていけたらと思って

おります。 

陸前高田市の海辺に凛と立つ“一本松”が目に

焼きついています。 

7）被災地でのふまねっと活動に微力ですが、

参加することができました。ありがとうござ 

ました。 

 

1）斉藤 孝司（さいとう たかし） 

2）北海道北見市 

3）平成 23 年 11 月 28 日～12 月 1 日 

4）遠野市（サポートセンター）～仮設住宅入

居者の皆さんと交流。折悪しく他の行事と重

なり参加者は少なかった。少しは元気づけら

れたカナと思います。陸前高田市（介護老人

保健施設松原苑）～ＰＴ、ＯＴ、介護福祉士、

他のスタッフに三級インストラクターの資

格講習会で二日間訪問（12 名受講） 

5）産まれ育ち、そして仕事の場で災害にあっ

て、仮設住宅にて辛い寂しい毎日を送ってい

ることでしょう。今回訪問しました私どもは

ほんの微力でしたが、北海道や全国の皆さん

が精神的にも支援していることを忘れずに

お過ごし下さい。また、被災にあってもまけ

ずに働いておられる若い世代の職員の皆さ

ん、これからも施設や地域の皆さんのため明

るく活動されますよう遠くから見守ってい

ます。 

6）今回参加させて頂き、本当にありがとうご

ざいました。ＴＶやマスコミ関係で見たり聞

いたりする以上に現地の惨状はひどく、何と

か復活していても復旧にはほど遠いと感じ

ました。 

これからは政治の支援（遅れている）もさる事

乍ら、我々国民が忘れずにいつ迄も支援して

ゆかねばならないと感じてきました。特に私

の住んでいるオホーツク地域は地震をはじ

めとして、自然災害が少ない地域です。この

ため住民はノンビリ安心に浸かっている傾

向にあるので、機会があれば警鐘をならさね

ばならないと思っています。 

 今回宿舎があってとても助かりましたが、被

災地には少し離れていて、動き（行程）に無

理がある様に感じ、また、車を運転する方も

負担があり、万一（事故）などの心配も考え

られました。更に、折角往復の高い交通費を

かけて参加するので二日間位では少なく（私

は）感じましたが、女性や高齢者も多くそれ

ぞれでしょうから、参加可能な方に日程の選

択を（2 日、3 日、１週間、半月とか）して

もらっても良いのカナ！！と感じました。 

7）今回、皆様のご支援を受けて現地へ行って

まいりました。現地は特に海岸線の地域が予

想以上にひどく、復旧も遅れています。これ

からも一過性とならないよう、長い支援が必

要だと感じて帰って参りました。これからも

宜しくお願い申し上げます。 

 

1）坂田 ヨシヱ（さかた よしえ）  

2）北海道札幌市 

3）平成 23 年 11 月 28 日～11 月 30 日 

4） 遠野市仮設サポートセンターに到着、皆

さんお集まりの様で笑顔で迎えて下さいま

した。初めてお目にかかるだけに緊張してし

まいました。あとは楽しく和気あいあい

と・・・ 

  陸前高田市老健施設松原苑夕方 4 時到着、

養成講習を受ける方々の姿を拝見し、ふまね

っとに立ち向かう真剣さを強く感じました。 

 42



5）ここまで頑張って来られた皆様に心から拍

手を送りたいと思います。沢山の方々の笑顔

に、逆に私共が励まされた様な気が致します。

健康第一に毎日をお過ごし下さいます様願

っております。 

6）ボランティアとは名ばかり！！大変反対に

ボランティアされた様な気が致します。 

 行く時には、何でも云われた事を一生懸命、

被災者の方々とあれも、これもと考えて行っ

たつもりですが・・・今思うに・・・何をし

て来たのでしょう。只々申し訳ない気持ちが

私を責めてしまいます。今回の担当尚和さん

には大変お世話になってしまい、頭が上がり

ません！！列車の中で色々な思い出が浮か

びましたか？寒かった事でしょうか？それ

と、尚和さんの笑顔が私の脳裏から離れませ

ん。「ありがとうございました」又、有意義

な旅であったと思います。 

 

 

1）佐藤 恵利佳（さとう えりか） 

2）岩手県遠野市 

3）平成 23 年 11 月 30 日 

4）遠野市内の仮設住宅のサポートセンターに

て、仮設住宅に暮らしている沿岸地域の被災

者の方に、ふまねっとを実施。 

5）以前のような暮らしに近づく為、又、その

日が来るまで、一緒に笑って明るく過ごして

いけるようお手伝いしたいと思っています。

何をしたらよいのか全く分からないので、こ

の「ふまねっと」を通じて、一緒に笑顔の時

を過ごしていきたいです。 

6）サポーターを取得し、はじめてのふまねっ

とでのボランティア活動でしたので、何をど

うしたらよいのか忘れているなと思いまし

たし、とても緊張でした。でも、一緒に笑い

ながら進んでいく中で、参加した方々の表情

のこわばりもとれ、言葉も多くなり、緊張感

の中にも、ほぐれていけるということはとて

もよいことだと思いました。“一緒に楽しむ”

という意味も更に認識させられました。 

7）私は仕事もしているので、なかなかお手伝

いできかねますが、一緒にできることはして

いきたいと思っています。又、色々と皆サマ

も忙しいながらも頑張っていると思います。

これからよろしくお願いします。 

 

1）多田 美津子（ただ みつこ）  

2）岩手県遠野市 

3）平成 23 年 11 月 28 日 

4）陸前高田市介護施設の職員対象のデモンス

トレーション 

5）職員の皆様被災でありながらも支援に一生

懸命活動されていらっしゃる事に感銘を受

けました。私達も後方支援で微力ながらもお

手伝いさせていただきたいと存じます。これ

から長い時間が必要と思いますが、継続的に

お手伝いさせていただきます。一緒に前へ進

みましょう。 

6）刻々と状況が変化している事をボランティ

アを通して感じております。これからは心身

のケア、支援が大切になっております。ふま

ねっとは最適な運動だと理解しております

ので、長期的支援ができればと思います。 

7）皆様の力がこれほどすばらしい物だという

事に胸が熱くなる思いです。今後も一緒に活

動してまいりましょう。 
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第 5 章 被災地と平常地の住民対象のふまねっと運動の効果と健康調査報告 

 

１．研究目的 

 東日本大震災の被災地と北海道内の平常地において、NPO 法人地域健康づくり支援会ワ

ンツースリーが開発したふまねっと運動に参加する高齢者を対象に、健康観とうつ、転倒

や通院に関する 28 項目の質問調査を行い、被災地と平常地の住民の健康観の違いと、ふま

ねっと運動の効果を明らかにするための比較検討を行う。 

 

２．研究対象と実施期間 

被災地、および北海道内の市町村でふまねっと運動に参加した一般地域住民。 

被災地 60 名 宮城県石巻市、岩手県陸前高田市、遠野市 

平常地 195 名 釧路市、白糠町、鶴居村、弟子屈町、陸別町 

合 計 255 名  

実施期間 平成 23 年 9 月 1 日～平成 24 年 2 月 28 日 

 

３．調査項目 

1. 健康観を評価するために SF-8(Short Form Health Survey)を用いた。 

2. うつの評価のために GDS（Geriatrics Dipression Scale）を用いた。 

3. 転倒歴、骨折歴、医療機関受診歴、ふまねっと運動の参加回数を調査した。 

 

４．研究者 

森   満（札幌医科大学医学部公衆衛生学講座教授） 

尚和 里子（札幌医科大学大学院公衆衛生学講座博士課程） 

北澤 一利（北海道教育大学釧路校教授） 

 

５．研究調査結果の概要 

 

表 1 対象者の平均年齢と標準偏差 

被災地 ( 60 人) 平常地 ( 195 人) 
 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 

年齢（歳） 74.8 6.9 72.9 9.1 

 今回の研究に協力してくれた方々の総数は 255 名であり、被災地では 60 名、平常地では

195 名であった。平均年齢は、被災地が 74.8 歳、平常地が 72.9 歳であり、両地域の間に有

意差は認められなかった。 



 

表 2 対象者の地域別の性別、人数と平均年齢 

    女性 男性 合 計 

  対象地域 人数 平均年齢 人数 平均年齢 人数 平均年齢 

遠野市 16 81.1 2 72.0 18 80.1 

石巻市 27 71.7 0 - 27 71.7 

陸前高田市 14 73.4 1 79.0 15 73.8 

被
災
地 

被災地合計 57 74.8 3 74.3 60 74.8

釧路市旭町 28 70.2 2 79.5 30 70.8 

釧路市城山 66 67.9 17 73.5 83 69.0 

鶴居村 10 75.7 6 81.5 16 77.9 

弟子屈町 14 71.9 9 77.2 23 74.0 

白糠町 7 68.3 1 68.0 8 68.3 

陸別町 29 83.4 6 73.3 35 81.7 

平
常
地 

平常地合計 154 72.1 41 75.6 195 72.9 

 合  計 211 72.8 44 75.5 255 73.3 

 表 2 は、被災地と平常地の所在地域別に平均年齢と性別に区別して平均年齢を調査した

ものである。対象者全体の平均年齢は 73.3.歳で、最も平均年齢が高かった地域は陸別町で

あり、最も低かったのは白糠町であった。また、男性の割合は全体の 17.2％であり、女性

が 82.8%と圧倒的に多かった。 

 

表３ 過去 6 ヶ月のふまねっと運動の参加回数 

 被災地 平常地 合 計 

 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

0 回 20 33.3 24 12.3 44 17.3 

1～2 回 5 8.3 25 12.8 30 11.8 

3～5 回 22 36.7 28 14.4 50 19.6 

6～9 回 8 13.3 28 14.4 36 14.1 

10 回以上 5 8.3 90 46.2 95 37.3 

合 計 60 100.0 195 100.0 255 100.0 

 表３は、過去 6 ヶ月間のふまねっと運動への参加回数をたずねたものである。被災地で

は、ふまねっと運動への参加回数が 5 回以下の対象者が 80％以上を占めている。これに対

して、平常地では同じ 5 回以下が約 50％であり、37%が 10 回以上参加していた。 
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表４ 今後希望するふまねっとへの参加希望回数 

 被災地 平常地 合 計 

 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

2 ヶ月に 1 回 0 0.0 4 2.1 4 1.6 

毎月 1 回 19 31.7 20 10.3 39 15.3 

毎月 2 回 25 41.7 59 30.3 84 32.9 

毎月 3 回 7 11.7 32 16.4 39 15.3 

毎週 1 回以上 9 15.0 80 41.0 89 34.9 

合 計 60 100.0 195 100.0 255 100.0 

 表４は、今後ふまねっと運動にどれくらいの頻度で参加したいかをたずねたものである。

全体として、毎週 1 回以上と回答した割合が最も高く 34.9%、これに毎月 2 回と応えた割

合が 32.9%と続いている。両地域合わせると、85％以上の人が毎月 2 回以上参加したいと

希望していることがわかった。 

 

表５ 被災地と平常地における健康観とうつの項目のスコア比較 

被災地 

60 人 

平常地 

195 人 

平均値の差の 

95%信頼区間 項 目 

平均 SD 平均 SD 

有意確率 

下限 上限 

年齢 74.8 6.9 72.9 9.1 0.140 -0.62 4.40

身体機能 47.0 7.4 49.2 6.7 **0.034 -4.21 -0.16 

日常役割機能（身体） 46.8 8.0 49.4 6.4 **0.010 -4.66 -0.63 

体の痛み 50.8 8.6 51.6 8.1 0.479 -3.27 1.54 

全体的健康感 50.8 6.9 53.1 5.8 **0.012 -4.08 -0.51 

活力 49.7 6.7 52.6 6.1 **0.002 -4.83 -1.16 

社会的生活機能 45.8 8.5 49.6 8.0 **0.002 -6.11 -1.36 

日常役割機能（精神） 48.2 6.3 51.1 5.8 **0.002 -4.59 -1.09 

心の健康 48.7 6.8 52.5 5.5 **0.000 -5.44 -2.00 

身体的サマリースコア 47.6 7.6 48.9 6.3 0.196 -3.27 0.67 

精神的サマリースコア 47.5 7.0 51.4 5.0 **0.000 -5.57 -2.29 

うつ（GDS15 点満点） 4.6 3.3 2.8 2.6 **0.000 0.97 2.59 

** p<0.05,  * p<0.1 

 表５は、年齢、健康観を評価する 10 項目とうつの評価項目について正規分布すると仮定

して、危険率 5％とし、独立したサンプルのＴ検定を用いて被災地と平常地の両グループを

比較したものである。有意確率の数値が 0.05 以下である項目（表の中で太文字になってい

る）は、被災地と平常地の間で有意差が認められた項目である。年齢については、有意差
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は認められなかった。 

 健康観の身体機能から精神的サマリースコアまでの 10項目は、基準値を50としており、

これを下回ると標準的な健康観より低いと評価される。対象が高齢者であるので、全体的

に基準値よりも低い傾向がみられる。特に、その傾向は被災地に強かった。すべての項目

について、平常地の方が被災地よりも高く、10 項目中 8 項目について、平常地の方が被災

地より高いことがわかった。 

 うつの項目は、15 点満点で 5 点を超えると軽度のうつと判定され、11 点を超えると重度

のうつと評価される GDS という評価尺度を集計した結果である。被災地の方が平常地より

も得点が高く、うつの傾向が強いことがわかった。 

 

表６ ふまねっと運動参加回数の違いにおける健康観とうつの項目のスコア比較 

10 回以上 

95 人 

10 回以下 

160 人 

平均値の差の 

95%信頼区間 項 目 

平均 SD 平均 SD 

有意確率 

下限 上限 

年齢 71.5 8.9 74.4 8.4 **0.012 0.632 5.007 

身体機能 49.9 6.5 48.0 7.1 **0.033 -3.673 -0.151 

日常役割機能（身体） 50.4 6.1 47.9 7.3 **0.007 -4.176 -0.669 

体の痛み 52.4 8.3 50.8 8.1 0.130 -3.709 0.479 

全体的健康感 53.2 6.2 52.2 6.2 0.190 -2.635 0.525 

活力 53.4 5.6 51.1 6.6 **0.006 -3.866 -0.651 

社会的生活機能 49.4 8.4 48.3 8.1 0.274 -3.291 0.937 

日常役割機能（精神） 51.6 5.1 49.7 6.5 **0.013 -3.481 -0.406 

心の健康 52.6 5.3 51.0 6.3 **0.035 -3.189 -0.116 

身体的サマリースコア 49.7 6.6 48.0 6.6 **0.049 -3.414 -0.008 

精神的サマリースコア 51.5 4.5 49.9 6.4 **0.042 -3.005 -0.059 

うつ（GDS15 点満点） 2.6 2.4 3.6 3.1 **0.012 0.207 1.663 

** p<0.05,  * p<0.1 

 表６は、過去 6 ヶ月間にふまねっと運動に 10 回以上参加した対象者のグループと、それ

以外（0 回から 9 回まで参加したグループ）の二つのグループ間で、それぞれの項目を比較

したものである。両グループ間で年齢に有意差が見られ、10 回以上参加したグループの方

が平均年齢で 3 歳程度若かった。 

 健康観に関する 10 の評価項目のうち 7 項目に有意差が認められ、10 回以上のグループ

の方が、10 回以下のグループよりも健康観が良好であった。10 回以下のグループの方が

10 回以上のグループに比べてうつの傾向が強かった。 
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表７ 被災地と平常地のクロス集計（転倒、骨折、通院、処方薬、うつ） 

被災地（60 人） 平常地（195 人） 
質問項目 

はい（人） 割合（％） はい（人） 割合（％）
有意確率 有意差 

転倒した 12 21.1 33 17.1 0.495 なし 

骨折した 2 3.6 3 1.6 0.350 なし 

通院した 32 56.1 88 46.3 0.193 なし 

処方薬あり 42 73.7 141 74.2 0.937 なし 

うつあり 27 50.9 45 28.1 **0.002 有 

** p<0.05,  * p<0.1 

 表７は、被災地と平常地の二つのグループの対象者で、過去 1 年間に「転倒した」、「骨

折した」、「転倒骨折以外の理由で通院した」、「現在、病院で処方されている薬がある」か

どうかをたずねた回答結果をクロス集計で比較し、有意差があるかどうかを分析したもの

である。その結果、転倒、骨折、通院、処方薬の 4 項目については、被災地と平常地にお

いて有意な差が無いことがわかった。 

 しかし、GDS で算出したうつに関する得点をみると、5 点以上で「うつの傾向がある」

と見られる対象者が被災地の方で 50%を越えており、平常地よりも有意に高いことがわか

った。 

 

表８ ふまねっと運動参加回数でクロス集計（転倒、骨折、通院、処方薬、うつ） 

10 回以上（95 人） 10 回以下（160 人） 
質問項目 

はい（人） 割合（％） はい（人） 割合（％）
有意確率 有意差 

転倒した 15 15.8 30 19.4 0.476 なし 

骨折した 0 0.0 5 3.3 *0.077 有 

通院した 44 47.3 75 49.4 0.756 なし 

処方薬あり 68 72.3 115 75.2 0.623 なし 

うつあり 22 28.6 50 36.8 0.225 なし 

** p<0.05,  * p<0.1 

 表８は、ふまねっと運動に「10 回以上参加した」と答えた対象者と、それ以外の対象者

に分けた二つのグループで、過去 1 年間に「転倒した」、「骨折した」、「転倒骨折以外の理

由で通院した」、「現在、病院で処方されている薬がある」かどうかをたずねた回答結果を

クロス集計で比較し、有意差があるかどうかを分析したものである。その結果、転倒、通

院、処方薬、うつについては、ふまねっと運動に 10 回以上参加している人と、それ以外の

人との間に有意差は見られなかった。しかし、「骨折した」は、10 回以上参加したと答えた

グループには 1 人も見られず、危険率 p<0.1 では有意となり、ふまねっと運動が骨折のリ

スクを低下させている可能性があることがうかがえた。 
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６．まとめ 

 被災地の住民の健康観は、SF-8 評価尺度 10 項目の「日常役割機能（身体）」、「全体的健

康感」、「活力」、「社会的生活機能」、「日常役割機能（精神）」、「心の健康」、「精神的サマリ

ースコア」の 8 項目において、平常地の住民の健康観よりも有意に低かった。また、うつ

の評価尺度 GDS（15 点満点）において、平常地の住民の平均が 2.6 点であるのに対し、被

災地の住民の平均が 4.6 点であり、うつの傾向が有意に高いことがわかった。 

 過去 6 ヶ月間に 10 回以上ふまねっと運動に参加したグループと、10 回以下のグループ

の比較では、10 回以上の参加のグループの方が SF-8 評価尺度 10 項目の 7 項目で有意に高

く、うつの傾向は有意に低いことが認められた。 

 以上の結果より、被災が住民の健康状態の低下に影響していること、また、ふまねっと

運動への継続的な参加は、健康状態を改善する可能性があることがうかがえた。 

 

７．本研究の限界と今後の展望 

 本研究の結果から、被災者の健康状態が平常地の住民の健康状態と比較して間違いなく

低いと断言すること、また、ふまねっと運動に継続的に参加した人が参加していない人に

比べて確実に健康観が高いと断言することは難しい。それは、本研究では被災による「負

の影響」と、ふまねっと運動による「正の影響」の二つを分離することができなかったか

らである。本研究の比較結果には、これらの「負」と「正」の影響が双方含まれている可

能性がある。したがって、被災地の住民の健康観が平常地の住民よりも確実に低いと断言

することは早計であり、注意が必要となる。同様に、ふまねっと運動に 10 回以上参加した

人の健康観が 10 回以下の人の健康観より確実に高いとも言えない。この点は、今回本研究

が被災地において「ふまねっと運動への参加者」のみにしか調査協力を依頼することがで

きなかったという、研究上の制約から生じた限界であると考えられる。 

 しかしながら、本研究の結果から、ふまねっと運動は、高齢者の転倒のリスクの低下に

は大きく影響しないが、骨折のリスクの低下には有意に貢献している可能性が示唆された。

また、ふまねっと運動が、今後の被災地の健康づくりにおいて住民の健康観を改善し、復

興に力と希望を与えると展望することはおおいに可能であると考えられる。 

 

８．謝 辞 

 本研究の調査に快く応じて下さった被災地および北海道内に在住の 255 人の対象者の皆

様、被災地支援活動にご寄付を頂いた皆様、そして調査依頼や回答集めのご苦労を引き受

けて下さった NPO 法人地域健康づくり支援会ワンツースリーのふまねっとサポーターの

皆様には、心より感謝とお礼を申し上げたい。本研究が、被災地住民の健康回復、ならび

に復興支援に役立つ知見を少しでも提供することができれば幸いである。 



むすび 本法人の被災地支援事業の成果 

理事長 北 澤 一 利 

１）被災地支援活動の前の信頼関係づくりについて 

東日本大震災から一年が経過した今日、報道によれば被災地の支援に駆けつけるボラン

ティアの減少が懸念されているという。この一年間、全国から多数の個人や民間団体が、

採算を考えずに、被害にあった人やまちを支援するために集まった。この多くのボランテ

ィアが果たした数えきれない苦労や貢献には深い敬意を感じずにはいられない。 

被災地支援を行うボランティア活動は、なかなかたいへんである。遠方から駆けつけて

も費用はすべて自己負担である。会う人、会う人がみな初対面であるから、はじめから終

わりまで自己紹介を何度も繰り返さなければならない。それでも、自己紹介をする機会が

あるならまだましである。場合によっては、名前も名乗れぬままハードで危険な仕事だけ

行って去っていく者もいる。常に、現地のスタッフに迷惑がかからないように務めなけれ

ばならない。じゃまにならないように居場所を探し、被災者を傷つけないように発言や言

葉遣いに気を使う必要がある。人助けに来ているのに、活動させていただいたときは、助

けてあげた方がお礼を忘れてはならない。 

それでも自分がやりたかったボランティア活動ができればありがたい方である。場合に

よっては、よそから来たボランティアは門前払いで、被災者と会話することもできない。

私たちの場合、ふまねっとをつかって健康教室を行おうと思っても、人脈がないので活動

する場と機会を得るのは難しかった。私たちが健康教室を行うためには、まずその前に、

被災地の住民との間に「信頼関係」を築く必要があった。これが大きなカベとなった。 

私たちが行った平成 23 年度の被災地支援活動は、この「信頼関係」づくりに多くの時間

と精力を費したと言える。そもそも、「ふまねっと運動」といったところで、宮城県や岩手

県では知名度が低く、あやしい団体と思われて警戒されることが多かった。そのため、私

たちは「ふまねっと運動とは何か」について、ゼロから説明をしなければならなかった。

ところがこれは、ふまねっと運動をまったく知らない人に、はじめから説明することがど

れほど骨が折れてたいへんであるかをあらためて勉強するよい機会となった。この説明を

通して、粘り強くふまねっと運動の理解者を増やしていくことが私たちの目標になり、8

月末の遠野市でのふまねっとサポーター養成講習会に結びつくことになった。 

 

２）岩手県遠野市を拠点とした経緯について 

被災地には、全国から多数の団体や個人が駆けつけた。ところが、支援を受け付ける窓

口である行政、社会福祉協議、ボランティアセンターは被害と過労で連日過酷な状態が続

く。そこで私たちは、被災地から少し離れた岩手県遠野市に活動の拠点を築くことにした。

そして、そこから沿岸部の被災地、陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、山田町にむ

かって支援活動を行うボランティアの人材を養成することにした。長期戦の構えである。
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そのために、6 月からたびたび遠野市に通って挨拶廻りを行い、7 月から遠野市の住民の皆

さんを対象に、「ふまねっと運動」の楽しさや効果、活動理念を紹介して信頼関係作りを始

めた。 

幸い遠野市役所社会教育課に、ふまねっと運動の発祥地である北海道教育大学釧路校の

卒業生である佐野静香さんが勤務していた。生涯学習やスポーツを担当していることもあ

り、今回の健康づくり指導者養成事業を行うための協力を仰ぐには最適な人物であった。 

佐野静香さんの紹介で、遠野市で被災地支援活動を行う NPO 法人遠野まごころネットの

協力を仰ぐことができた。そして、そこに派遣されていたスタッフを前に、ふまねっと運

動の意義や被災事業での有効性を説明する機会を得ることができた。日本赤十字社から派

遣されていた看護師北島慶子さん、さわやか福祉財団の木原勇さんが関心を持って聞いて

下さり、遠野市社会福祉協議会の職員を紹介していただくことができた。 

こうした手探りの支援活動をとおして、現地の情報収集を行いながら、私たち NPO 法人

地域健康づくり支援会ワンツースリーの被災地支援活動をようやく軌道に乗せることがで

きた。多くの方々のお力添えでどうにか信頼関係を築くことができたと考えている。 

 

３）被災地に誕生した 59 名のふまねっと運動の指導者 

これからの復興を考えたときには、ボランティアが被災地の外部から来くることをあて

にするのではなく、被災地の住民の中に人材を養成していくことが重要になる。そう考え

ると、ふまねっとサポーター養成事業は先駆的である。少々時間がかかろうとも、住民を

対象にボランティアの人材養成事業を行って潜在力を高めることが、自らのまちづくりと

復興に向けた着実な成果につながる。 

ふまねっとボランティアシャトルと名付けた今回の本法人の被災地支援事業では、はじ

めからボランティアの指導者人材を養成することを目標にした。また、これらボランティ

アが誕生した後も、自立して活動するための支援を行った。その結果、最終的に被災地の

石巻市に 20 名、陸前高田市に 8 名、大船渡市に 4 名の「ふまねっとインストラクター」を、

また釜石市に 3 名、近隣の遠野市に 24 名の「ふまねっとサポーター」が、合計 59 名のふ

まねっと運動の指導者が誕生した。今後、これらのふまねっと運動の指導者は、被災地の

避難所や仮設住宅において、住民主体の健康づくりに力を貸して下さることになる。本法

人は、この被災地の活動を継続して支援したいと考えている。 

歩行機能や認知機能改善に効果が高いふまねっと運動を、これらの被災地域の住民に紹

介することで、高齢者の介護予防や健康づくり、さらにふれあい活動などのコミュニティ

ー機能の向上に貢献できる。多くの皆様のお力添えにより、本法人が被災地の支援活動に

参加することができたことに心よりお礼と感謝を申し上げたい。 

 

平成 24 年 5 月 11 日 
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ご寄付のお願い 

今後とも本法人の被災地支援活動、ならびにボランティア活動支援にご理解とご

支援を賜れますようお願い申し上げます。ご厚志を賜れます場合は、誠に恐縮では

ございますが、郵便局備え付けの青色の振り込み用紙をご利用の上、以下の口座よ

りご送金を下さいますようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 寄付金送金先 口座情報 

 ゆうちょ銀行 口座記号 ０２７８０－１ 

  口座番号 ６８７０５ 

  加入者名 特非）地域健康づくり支援会ワンツースリー 

 

 

 

平成 23 年度  

東日本大震災被災地支援事業報告書 

被災地における健康調査報告書 

「ふまねっとボランティアシャトル出航記念切符（創刊号）」  

（ホームページでは、この報告書のカラー版をご覧いただくことができます。） 
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