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本報告の主旨 

○「平成23年東日本大震災」で宮城県内において
展開されてきたICTを活用した支援活動について
現状と課題を明らかにする 

１．東日本大震災における被災地支援活動による
情報通信技術の活用状況 

２． 「防災科研」の災害情報ボランティア活動 

３．気仙沼市本吉地区における「Webデータベース
システム」を活用した生活支援活動 

４．南三陸町の経済復興支援と灰干しプロジェクト
におけるICT活用の今後 

2 



干川の関わった災害 

• 1995 阪神・淡路大震災  

• 1997 日本海重油災害（ナホトカ号重油流出事故） 

• 1998 栃木・福島水害、高知水害 

• 1999 広島水害、トルコ大地震、台湾大地震 

• 2000 有珠山火山災害、三宅島火山災害(現在も継続中） 

• 2004 新潟県中越地震 

• 2005 福岡県西方沖地震 

• 2007 能登半島地震、新潟県中越沖地震 

• 2008 岩手・宮城内陸地震 

• 2009 静岡県駿河湾地震、台風９号佐用町水害 

• 2010 庄原市水害、台風９号小山町水害、奄美大島水害 

• 2011 霧島連山新燃岳火山災害、東日本大震災 



１ 東日本大震災における被災地支援
活動による情報通信技術活用の状況 

○大手ポータルサイトの震災関連サイト 

• Yahoo Japan「東日本大震災に関する情報」、
google「東日本大震災」、 nifty 「@nifty 東日
本大震災情報」、 

○支援者支援ポータルサイト 

・「防災科研」の「ALL311:東日本大震災協働情
報プラットフォーム」 

・ 「東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN）」 
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２．防災科学技術研究所の 
災害情報ボランティア活動 

• 被災地の災害対応や復旧・復興に役立つ信頼
できる情報を、全国のさまざまな機関や個人の
方々と協働して集約・作成・発信する「ALL311：東
日本大震災協働情報プラットフォーム」を開設 

• 「e コミュニティ・プラットフォーム」を活用し、宮城

県内の災害ボランティアセンターを対象に、各種
地図・地理空間情報の配信や利用、地震動や土
砂災害等の災害情報、震災疎開・避難の受け入
れ活動支援等を行う 
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３．気仙沼市本吉地区における
WebDBを活用した仮設住宅支援活動 

• 「特定非営利活動法人 基盤地図情報活用
研究会」が、「中央共同募金会」赤い羽根「災
害ボランティア・NPO活動サポート募金」から
活動資金として150万円の助成を受け、 

• 2011年9月：気仙沼市本吉地区で活動拠点確
保と関係団体との調整 

• 同年10月より、支援活動を開始 

• 仮設住宅解消まで活動継続（5年～10年） 

6 



WebDBシステムを活用した 
仮設住宅支援活動の現状と今後 

• 気仙沼市本吉地区の仮設住宅１４団地約５００世帯
を対象 

• 1991年「雲仙普賢岳噴火災害」と1995年「阪神・淡

路大震災」で仮設住宅支援経験のあるベテラン・ボ
ランティア１名が活動 

• ２０１１年１２月より月２回情報紙「すきまかぜ」を作
成・配布し、仮設住宅住民との信頼関係づくりを行う 

• 昼間在宅の住民の状況を把握し、支援を要する事
態になって場合、関係機関・団体につなぐ→孤独死
等の問題に対処 
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４．南三陸町の経済復興支援と 
灰干しプロジェクトにおけるICT活用の今後 

○南三陸町の「福興市」を中心とした経済復興
支援から「南三陸町復興まちづくり機構」への
展開 

・「灰干しがつなぐ被災地復興支援ネットワー
ク」の形成：三宅島から高原町・都城市を経て
南三陸町へ 

・ICTを活用した被災地支援ネットワーク構築と
展開の可能性と課題 
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地域SNS全国フォーラムin姫路防災分科会

「東日本大震災時の地域SNS」

岩手大学 吉田等明

（モリオネット hitoaki@iwate-u.ac.jp）



地震発生後の状況

3月11日14:46地震発生，引き続いて停電
岩手大学のネットワークやサーバが全て停止
モリオネットがサービスを停止
盛岡市内全面的に停電

3月12日 市内の停電が少しずつ回復に向かう
20:30 モリオネット一時的に復旧
22:00 再びサービス停止

3月13日 停電の回復とネットワークの復旧 支援開始
8:30 モリオネット稼動を再開

14:00 震災対応のためのコミュニティ（外部公開）の立ち上げ
「【緊急】東北地方太平洋沖地震に関する情報共有」

http://sns.city.morioka.lg.jp/community/?bbs_id=300
15:00 岩手大学及びTOPIC盛岡NOCのネットワークが復旧

（工学部は14日8:30)



被災地の地域SNSからの情報発信

• 地域SNS（モリオネット）では
–信頼できる情報だけに絞る
–新鮮な情報に毎日アップデート

• 例：避難所の名簿は毎日変わる
• 例：通れる道の状況，ライフラインの状況も毎日変わる

–役立つ情報のまとめサイトの構築
• 災害時は，情報過多になりがち
• 重要な情報にたどりつき難くなる

• Twitterは役立っていたがデマも流れていた
※一般のネットでは，ユーザ自らが，必要な情報を捜し取捨選択する必要

他の地域SNSから

の応援メンバーが
重要な役割

被災地の地域SNS

メンバーは，食糧や
安全の確保で精一

杯



アクセス数

■「地震コミュ」利用状況(H22/5/29までの77日間）

投稿総数：

1200以上

閲覧数：

数万アクセス（40000～50000）

うち2/3はモリオネットの外部から

地域SNSのコミュニティとしては相当な利用者数



地震コミュで交換した情報の具体的内容

• 安否確認や情報交換
• ライフラインに関する最新情報
• 地図情報を利用した情報発信

–避難所情報など

• ボランティア同士の情報交換
–各種プロジェクトの遂行
–プロジェクト間の情報交換

• 地震コミュ以外に，管理者レベルの人を集め
たコミュで進め方を議論



組織間のインタフェース及び支援

岩手震災IT支援プロジェクト
岩手県立大学 村山教授らが中心

モリオネットの活動
・ソーシャルメディアによる情報発信

・各種支援プロジェクト

岩手大学工学部
地域防災研究ｾﾝﾀｰ
・全国の大学からICT機器を募集

岩手大学
東日本大震災復興対策本部

Microsoft社
提供PC中のソフトウェアライセンス問題

IBM社
570台のPCを提供の交渉

岩手県
東日本大震災津波
復興本部復興局

全国の地域SNSと連携

岩手大学
情報メディアセンター

メーリングリスト

SNS（OpenSNP）

電子メール

電子メール

電子メール
対面



災害時の動き
岩手震災IT支援プロジェクト[1]

ボランティア
避難所のボランティア

岩手県
災害対策本部 岩手大学

（実は情報メディアセンター）

ソフトウェア情報学部

WIDEプロジェクト

インテル

本学部卒業生

ニーズ

対策

被災者

調整

シスコシステムズ

[1] 「岩手震災IT支援プロジェクト」の資料より引用。
岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 村山優子教授を中心としたグループ。



学び応援プロジェクト

• モリオネットが中心となり，全国から
被災地向けの文房具を集めた

• 目標のダンボール200箱（大きいサ
イズ）を大きく上回る約500箱の文房
具が集まり，岩手県の窓口や東北
各地の被災地へ400箱ほどを送付。

• 現在でも提供が続いている。

• 尾道～姫路～愛知～東京～岩手と，
トラックのリレーでも物資は運ばれ
てきた！

オガサワラユウダイさんが描いてくださった
プロジェクト用のイラスト



大震災【村つぎ】リレープロジェクト

尾道―姫路―愛知―掛川―葛飾ー盛岡をトラックで輸送

集めた文房具を締め切りまでに届ける

• 震災後の危険な道をリレー

愛っち！（春日井地域ＳＮＳ・愛知） あついぞhotコム（熊谷地域ＳＮＳ・埼玉県） Ｅ－宍粟（し

そう地域ＳＮＳ・兵庫県） ｅ－とちぎどっとこむ（栃木県域地域ＳＮＳ） ｅじゃん掛川（掛川地域Ｓ
ＮＳ・静岡県） いたまちＳＮＳ（伊丹高校地域ＳＮＳ・兵庫県） おのみっち（尾道地域ＳＮＳ・広島
県） お茶っ人（宇治山城地域ＳＮＳ・京都府） かちねっと（葛飾地域ＳＮＳ・東京都） 桐生ＳＮ
Ｓ（桐生地域ＳＮＳ） さよっち（佐用地域ＳＮＳ・兵庫県） さんでぃ（三田地域ＳＮＳ・兵庫県）
さんむＳＮＳ（山武地域ＳＮＳ・千葉県） ひょこむ（兵庫県域地域ＳＮＳ・兵庫県）

参加地域ＳＮＳ



学び応援プロジェクト

■文部科学省の「子供の学び支援ポータルサイト」
http://manabishien.mext.go.jp/へ登録して，送り先を捜し送付している

■H23/5/11

・報告・御礼サイトの公開 （一応の終結宣言）

■その後もニーズに合わせて送付
（岩手大学が送料の一部を負担）



モリオネットの関係するプロジェクト

• 高田高校学習支援プロジェクト
• 辞書や参考書を集める
• 岩手大学 梶原先生

http://sns.city.morioka.lg.jp/blog/blog.p
hp?key=44912

辞書 参考書 運搬方法

高田高校 約800冊 約4000冊 高田高校の先生運搬

山田高校 約400冊 なし SAVE IWATEに依頼

大槌高校 約370冊 なし 大槌高校着払い（宅配）



モリオネットの関係するプロジェクト

メンタルケア
• アロマとヨガでゆる・める
http://sns.city.morioka.lg.jp/blog/blog.php?k
ey=44954

２０１１年６月４日土曜日、盛岡手づくり村に
て。（アロマ：情報提供室、ヨガ：第一研修
室）



井内由美さん講演会

• 岩手大学情報処理センター講演会

• 大震災時に，外部からモリオネットを支援してくれた
井内 由美氏を演者として招待

• 開催日：平成23年6月25日(土)

• 演 題：東日本大地震におけるSNSを利用した後方
支援の重要性とその課題

• 主催：岩手大学情報メディアセンター情報処理部門

ライフラインなど重要な情報のまとめサイト
毎日新鮮な情報に更新
http://www.ki-net.jp/morio_net/ji/



岩だるまくん

• 「岩だるまくんGANDARUMA」はモリオネットでうまれた
キャラクタです。被災地支援活動の象徴として世界へ！

• 岩手（あるいは東北、日本）を応援
する気持ちをおもちの方に
どんどん利用していただきたい
と思っています。

• 著作権フリーです。（商用利用も可）



被災地支援のあり方

• 職を失っている人が多い

• 多くの漁船は失われたまま

• 仮設住宅暮らし

• 学校：間借り，仮校舎

• 震災直後

–被災地の要望を第一に

–今は？
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