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「震災後で一番つらかった時？……今です。そしてこれからです」。これは 2016 年 1 月、
高橋弘則さん(気仙沼信用金庫勤務)から聞いた言葉です。四苦八苦しながら必死になって何
とかようやく工場・会社や自宅を再建したけれども、これから負債を返して行けるだろう
か、町に人は戻ってくるだろうか、注文は入ってくるだろうか……。不安と先行きの見え
なさは想像するに余りあります。ここまで頑張ってきた気力や体力も限界に来ている、そ
んな状況が想像されます。他方で、人びとの生活や経済的・精神的状況には大きな落差が
生じています。仮設住宅での生活が長期化している人も少なくありません。共感し理解し
一緒に考えながら歩むことも一筋縄ではいかない現実があります。とりわけ現在も続く原
発事故の被害はますます問題を複雑化させているように思われます。容易に解決策が見い
だせない時に出来ることとは何でしょうか。まずは、起きている事柄やぶつかっている問
題を、丁寧かつ謙虚に、そして地道に、知ることとそれを一つずつ共有することから始め
るしかない、そんな思いも込めて『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』第 4 号を
作成しました。第 1～3 号ともあわせてお読みいただければ幸いです。
2016 年 2 月 15 日
『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』
第 4 号編集委員会

（辻智子）

＜凡例＞
・各章の記録は執筆者出身地域を北から順（同一地域は執筆者五十音順）に並べた。
・編集作業においては、誤字・脱字の修正、漢字と平仮名の変換、必要に応じての改行な
どを行った。
・各記録の作成過程を各々の冒頭または末尾に記した。特に記載のないものは編集委員会
からの呼びかけや依頼に応えて寄せていただいた手記である。
・文体等は記録ごとに統一することとした。
・写真は、特に記載のないものはすべて編集委員会および北海道大学教育学部青年期教育
論ゼミの撮影。
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第一章
原発避難者の記録

宮城県内仙台空港周辺。かさ上げ工事が進む。（2016 年 1 月 30 日撮影）
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第二章
暮らしと地域の歩み

公民館のある高台から見た気仙沼市本吉町小泉地区。山の手前(正面)には被災農家らによる大規模なトマト
栽培ハウスの農園が 2015 年秋に新設された。(2016 年 1 月 30 日撮影)
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自分に出来る事
及川

龍徳

（岩手県大船渡市）

こうと立ち上げました。メンバーは、龍
徳さんを代表に、NHK みんなのうたで大船
渡から全国に音楽を届けている『LAWBLOW』
さんや龍徳さんの仲間たち。活動内容は、
被災した老人ホームから壊れた車いすを

東日本大震災が発生してから、まもな

無償で修理し、高齢者施設の他、地域の

く５年という月日が経過しようとしてい

交流施設などに提供する活動を主にして

ます。その中で『今の自分に出来る事』

います。お金をかけずに、手間暇と時間

を見つけ活動を続けている地元の先輩に

をかけて直しています。

お話を伺ってきました。
（松田恵美子）
私の 2 つ年上の及川龍徳さんは、普段
は会社員で休日にはレゲエの音楽の活動
をしています。
震災が起きたあの日、大船渡にある自
宅は無事でしたがライフラインは寸断し
ていました。発生翌日、当時３歳の長男
と生後 6 ヶ月の次男を連れて陸前高田市
内陸部の実家の方へ避難してきたそうで

初めは使える部品を集めて、4 台の車い

す。消防団として活動しなければいけな

すで 1 台作れたらいいと思っていたそう

かったのに「変わり果てた街や、人が亡

ですが、実際回収してみると塩水に浸か

くなっているのを見るのが怖かった」と

っただけなので塩水の錆を落とせば使え

の事でした。地元の為に何かしたいと思

る状態でした。REVAIBS の活動を龍徳さん

っても何もできない、友人と集まって慰

の HP を見て、職場が被災してやることが

め合う事しか出来なかったそうです。そ

ないと言っていた先輩や後輩、同級生等

んな日々が続いた 2011 年 4 月、大船渡市

が「手伝うよ」と言って集まって来てく

三陸町越喜来(おきらい)の老人ホームの

れたそうです。施設から許可を得て 32 台

車いすの話が仲間との話で上がりました。 を回収。その頃はまだ水も出ない頃だっ
「自分たちに出来る事はこれしかな

たので、盛川まで車いすを持って行って

い！」と思ったそうです。被災した車い

みんなでジャブジャブ川に入ってブラシ

すを直すのは自分達しかできないのでは

で塩水を洗い落としました。その後、龍

と。内陸から来て直すものでもなく、地

徳さんの家に持って来てメンテナンスを

元に住んでいる自分達じゃないとできな

するのですが、そんなことは誰もやった

い、と思いやりだしたのが【REVIBS(リバ

ことがありませんでした。龍徳さんをは

イブス)車椅子作戦】です。失われたバイ

じめ、集まったメンバーは工業高校出身。

ブス（活気）を音楽を通して復興してい

バラせばなんとかなるのでは？とノウハ
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ウ０（ゼロ）の状態での始まりでした。

以前、大船渡をどんな街にしていきた

そこは工業高校出身、バラしてみて、覚

い？と聞かれたことがあるそうで、大船

えて、車いすを直していったそうです。

渡をもっと人を集められる場所にしたい。

2014 年 9 月時点で、延べ 35 人がこれまで

「大船渡に行ったら楽しかった、また行

に 9 台を修繕し、そのうち 6 台をバリア

きたい」って思えるような街にしたい。

フリーではない家に転居せざるを得なか

若者の世代として動いている人達の集ま

った方や津波のショックで歩行が困難に

って来れるような場所にしたいとのこと

なった方等に貸し出や寄贈をしました。

でした。

以前から Facebook 等で活動をしている
のを見ていましたが、改めて凄いな、と
震災から時が経ち、修理したものが必

思いました。自分に今できることを探し、

要な時は過ぎ、支援団体の協力で新品を

団体を立ち上げ活動していくそのことが

届けられる様になりました。それでも「忘

とても凄く、素敵なことだと思います。

れないこと、発信し続けることが大事」

時間が経つにつれて、震災の事は薄れて

と月命日には活動を続け、ブログで報告

いきます。でも、その中でも出来る事を

しています。震災当時幼かった息子たち

し、情報の発信をしています。そんな先

も手伝ってくれるようになったそうです。 輩を見習い、私も少しでもいいので自分
今、大切に思うのは「内面からの復興」。

なりのやり方で今の被災地の現状を発信

一般向けの傾聴スキルを身に付ける講習

していこうと思います。先輩には先輩の

を受講。普段弱みを決して見せることの

やり方があるように、私には私にしかや

ない知人が、涙を流しながら打ち明ける

れないこと、私だからやれることがある

心の奥の苦悩に耳を傾けること。

はずなのだから。

震災前、自分の好きな曲を聴かせるこ

【プロフィール】

とが多かった音楽は、震災犠牲者や、人

及川

と人との繋がりに思いをはせたメッセー

岩手県大船渡市在住。製造業。1984 年生まれ。岩

ジを届ける曲作りに変化し、
「一人一人を

手県陸前高田市出。REVIBES 代表。ONE STAR sound

ケアする音楽」に共感する人が増えたと

VULCAN として、音楽活動、コミュニティＦＭのＤ

話してくれました。

Ｊとしても活動中。

龍徳（おいかわ

たつのり）

（写真提供：及川さん）
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まもなく・・・
松田

恵美子

（岩手県陸前高田市）

時は 3 月、まだまだ寒い季節です。灯り
の元は家にあった蝋燭のみ。数も限られ
ています。明るいうちから夕飯の準備を
して、早いうちに食べていました。夜は
寒いので、靴下をはき厚着をして毛布に

あの震災から間もなく 5 年が経とうと

包まって寝ていましたね。揺れるたびに

しています。あの瓦礫の山だった陸前高

また大きく揺れるんじゃないかとビクビ

田市はかさ上げ工事が終わり、これから

クしていました。この震災からですかね、

本格的なまちづくりが始まって行こうと

大きな地震は苦手になりました。長い揺

しています。

れが来るとつい身構えてしまいますね。

今でもあの日の光景は覚えています。

電気が復旧し、テレビで色んな情報が

津波から数日経ち、ようやく市内へ入れ

得られるようになりました。そこで、陸

るようになり始めてみた高田市は壊滅的

前高田市を襲った津波のこと、被害の事、

な状態でした。どこを見回しても、瓦礫、

そして、福島第一原発の爆発の事を知り

瓦礫、瓦礫しか無く、以前の高田市の面

ました。弟が消防団に入隊していたので、

影を残しているものは有りませんでした。 弟から青年会の仲間が無事だった事を聞
市内へ向かう途中、海から遠く離れた場
所にまで瓦礫が流れ着いていました。橋

職場の方も大変でした。私は隣町に有

の上には流れて来たであろう家の屋根が

る会社に勤めています。発生当時、私は

ありました。
「なんでこんなのがこんなと

出荷の準備をしていました。その時に強

ころに有るんだよ！？」と思ったのを覚

い揺れに襲われ、工場長の指示で外へ避

えています。市内に入り見た瞬間、
「なん

難。揺れが収まっている隙に荷物を取り

だよ、これ・・・」としか思えません。

出し、工場長や幹部の方により全員帰宅

自分が育った町、思い出が沢山あった町

の指示が出されました。発生した日は金

が何一つ無くなっていたのですから。

曜日でしたので、どうすればいいのか分

震災当初の生活は大変でした。地震に

からなかったので取りあえず会社へ向か

より電気が止まっていたので、情報の収

いました。他の従業員の方も来ていらし

集は車のラジオしかありません。携帯の

て、いるメンバーで会社の復旧の仕事を

電波も止まっていたので携帯も使えませ

していました。男性陣は地震によってズ

んでした。今どんな状態になっているの

レてしまった機械の直し。女性陣は床に

か等の情報を聞いていました。就寝時も

散らばっているゴミの片づけをしました。

まだ余震が続いていたので、いつまた大

その間に電気が復旧し、昼間だけだった

きな揺れが来ても逃げられるように一階

片付けも夕方まで出来るようになりまし

の茶の間で寝起きしていました。電気が

た。携帯の電波も職場の方は回復し、連

止まっているので勿論灯りは有りません

絡が取れるようになりました。休憩時間

し、暖を取るものもありません。発生当

に見てみると、遠く離れている友人や全
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国の青年会の仲間から心配のメールが沢

開催場所はどうする？開催時期は？出演

山入っていました。その一つ一つに自分

団体は？機材は？と言った色々な問題が

は無事だった事を伝えました。その中で

出てきました。開催会場は市立の小学校

もある一人の友人が、私と連絡が取れる

の体育館を借りて秋に開催。出演団体は、

まで毎日励ましのメールをくれていまし

地元の青年会や自分たちの伝手を頼り、

た。それを見た瞬間に泣きそうになりま

出演者の確保をしました。

したね。頑張らねばと、そう強く思いま

開催当日、お客さんが来てくれるのか

した。その子とは遠くに住んでいるため

心配でしたが、多くの方々にご来場頂き

中々会えませんが、とても大切な友人で

ました。震災後、初めて会い無事だった

す。出荷の方も配達の業者が止まってし

事を喜び合う方々が多くいました。演目

まっていましたので、隣の遠野市の方に

の最後に、出演者とお客さんが一緒にな

行ったり、会社の伝手で支援物資を積ん

って毎年お盆に踊られている『高田音頭』

できたトラックに乗せてもらって出荷し

を踊りました。この音頭はどこの町にも

ていました。FAX も使えるところまで走っ

ありましたが、津波により無くなってし

て行って送ったりしていました。いまで

まっていました。内陸部の青年会から借

は仕事の方もお客様からの受注が増え、

りて流しました。踊っていただいた方の

毎日忙しく働いています。

お一人が「また踊れるとは思っていなか

青年団活動も色々ありました。津波に

った。来て良かった」と話されていたと

より、市内にあった会館も流され、陸前

後から聞きました。そうやって、誰かに

高田市青年団体協議会(以下、市青協)の

少しでも喜んでもらえて、開催して良か

集まる場所が無くなってしまいました。

ったと思いました。

津波の影響がなかった内陸部のコミュニ

今でも『青年芸能祭』は開催していま

ティーセンターを借りて拠点とし、臨時

す。地元で活動している団体や、歌手の

総会を開き活動を再開させました。最初

方、郷土芸能の方にも出演していただい

はなかなか集まりませんでしたが、段々

ております。新しく市内にコミュニティ

とみんなが集まってくるようになりまし

ーホールが出来たので、そこで開催して

た。

いく予定です。

そのうちに、今自分達に何ができるか

他にも新たな取り組みとして、
『私達が

という話になり、毎年冬に開催している

考える陸前高田！』を開催しています。

『青年芸能祭』を開催しようと言う話に

これは陸前高田市長、戸羽太市長の「若

なりました。最初はこんな時に開催して

い世代の声が聞きたい」と言う事から開

いいものか悩みましたが、こんな時だか

催しました。試行錯誤しながら開催して

らこそ開催した方がいいんじゃないかと

きました。今は、「自分達が考える防災」

なりました。毎日が辛く、悲しいことだ

として活動しています。あの震災を生き

からこそ何か明るい、楽しい話題になれ

残った自分達だからこそ、避難所の中で

ばと。開催が決まってからが大変でした。

必要だったものを思い出しながら考えて
25
25
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います。みんなで話し合いながら、時に
は外に飛び出して調査をしたりして少し
ずつ活動しています。
こうして改めて思い返してみると、本
当に毎日が慌ただしく、あっという間に
過ぎて行った様に思います。当たり前の
ようにあったものが無くなる。そんなこ
とはあの日まで思いもしませんでした。
無くなって初めてそこに有る有難さ、尊
さが分かったように思います。いつ無く
なるか分からないからこそ今を大切に生
きていけるのだと思います。そして、現
地に住んでいる自分達だからこそ出来る
事、自分達じゃないとできないことがあ
ると思います。陸前高田市はこれから新
たなまちづくりに向けて前に進んでいき

第 57 回市青協青年芸能祭(2013 年 10 月 31 日、写真

ます。その中で私達に出来る事は僅かか

撮影：矢口悦子)

もしれません。その中で自分たちに出来
る事をしながら、少しでも情報を発信し
ていきたいと思います。
【プロフィール】
松田

恵美子（まつだ

えみこ）

岩手県陸前高田市出身・在住。会社員。
1986 年生まれ。岩手県青年団体協議会会
長。
（『生きる』第 1 号、第 2 号、第 3 号
も参照）

桜ライン 311 が植えた津波到達点の桜と、そこから眺
第 58 回全国青年問題研究集会の問題別集会で発表

める陸前高田市街地(2013 年 11 月、撮影：矢口悦子)

する松田さん。（写真提供：日青協)
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震災手記
吉田

香代

（岩手県陸前高田市）

ッとしながらも先生に「どこに帰るの？」
と声をかけられ、
「竹駒にいる夫の実家に
義母が 1 人でいるので、そちらも心配な
のでそちらにむかいます」と話すと、
「そ
の方がいいよ。海の方にはいかないでね」

2011 年 3 月 11 日・・・、もうすぐ 5

と言われました。今となってはその一言

年になりますが、今でも震災があった日

のおかげで私は【津波】の被害を受けず

の事ははっきりと覚えています。

に済んだのだと思います。義母の安否を

私が結婚して陸前高田市に住んで丸 2
年が経過した時の事でした。3 つ年上の夫

確認したら娘を預け 1 人自宅に戻るつも
りでいましたので。

と当時 1 歳の娘、3 人で松原海岸に程近

保育園から義母宅までは車で 5 分程で

い市営住宅に暮らして 10 ヶ月が過ぎよ

したが、既に逃げる車や走って逃げる人、

うとしていました。私と夫は仕事で市内

逃げ出す犬、けたたましく鳴り響く防災

にはおらず、娘は自宅から 10km 離れた

無線・・・みんながパニックになりつつ

保育園にいました。地震が起きた時、私

ありました。それでも様子を伺ってご近

は隣町の会社で仕事をしており、1 歳の娘

所さん同士道端で話をしていたのもつか

の事ばかり気になって会社から飛び出し、 の間、後ろを振り返ってみると普段では
急いで車で 20 分程の娘の保育園へと向

絶対に見えないはずの気仙川が盛り上が

かいました。私は元々岩手県内陸の出身

って家が流されて行くのが見えました。

の為【津波】の恐ろしさなど微塵も考え

とても不思議で何が起こっているのか全

ていませんでした・・・そう、気仙川を

く分からずその光景を見ていたのを覚え

逆流する【津波】を目撃するまでは・・・

ています。義母宅について 1 分も経って

娘を迎えに行く最中では夫に携帯のメ

いなかったと思います。私が娘を連れて

ールで『そっちは大丈夫？私は娘を迎え

走ってきた道路はあっという間に津波に

に行く』とだけ送信しました。その後は

のまれてしまっていたのです。5 分・・・

携帯も音信不通になりました。2 日後に再

いや 1 分でも遅れていたら私や娘はあの

会する夫から言われたのが「死んだ」と

逆流してくる気仙川の波にのまれ今を生

思ったと言われました。あの災害を目の

きていられなかった事でしょう。

当たりにすれば誰しもがそう思っても仕
方なかったと思います。

その後、義母や義妹と一緒に高台の病
院に一時避難し一夜を過ごしました。沢

内陸に向かう車が沢山いる中、海側に

山の人が着の身着のまま逃げてきていて

向かう車が少なくなったのもあり 15 分

病院内は異様な空気でした。それでも少

程で娘の保育園に到着しました。園にい

なからず食べ物を出してもらい、みんな

た先生と子供達は寒い外の園庭で小さく

で寄り添い冷たい廊下内の床に段ボール

丸くなって座っていました。幼いながら

を敷き、幼い娘をずっと抱きしめ、一睡

も泣かずに待っていてくれた娘に私はホ

もできないまま何度も襲う地震とまた来
27
27

生きる.indd 27

2016/02/19 9:39

るかもしれない津波に怯えながら朝を迎

たら起こるかもしれない天災や事故にも

えました。
・・・次の日の朝、目を覚まし

彼らは真っ先に私達の先に立ち活躍して

た娘を抱え、きれいな朝日がさしている

くれると思います。

のが見えたので外に出て本当は昨日起き

震災から 2～3 日経ち、娘の体調が悪く

たことは“夢”ではなかったのでは・・・？

オムツも無い・・・着替えさせるのも限

と思いつつ高台から高田市内を見たあの

界になり、私は内陸の自分の実家に帰る

時の光景は今でも忘れられません。

事になりました。一刻も早く病院に行け

冷たい空気・・・何台も飛び交うヘリ

るようにと。高田から離れ街灯の灯りが

コプター・・・市内は水と瓦礫の山・・・

目に入った時に“すぅー”と安堵したの

娘に気づかれぬ様私は声をこらえて泣き

と、携帯メールが何通もきました。当時

ました。自宅がある気仙町の方には気仙

私は携帯を 2 個所持していたので、地元

大橋の姿もなく、まだ連絡が取れていな

の友人や両親、兄弟が何通もメールをく

い夫の安否もわからず・・・ただただ呆

れたり、留守電が入っていたのを見て本

然と涙を流したのを覚えています。なん

当に嬉しかったです。実家に帰る途中、

とか落ち着きを取り戻し、1 度、義母宅へ

車を停め両親に電話を入れた時には思わ

戻ることにしました。すると夫の車が置

ずお互いに泣いてしまいました。この時、

いてありましたが、家中探してもいませ

震災から 5 日程経っていました。連絡出

んでした。すぐ近くの消防団の屯所に向

来なかったこと、心配させてしまったこ

かうと夫は半纏を着て仕事からなんとか

と、本当に両親には申し訳なく感じまし

戻り寝ずに消防団の活動をしていました。 た。無事に再会した時にやっとホッとし
その後、夫は高田の為、人々の為、休み

たのかまた泣いてしまいました。ただ、

も取らずに 1 ヶ月の間消防団の活動に励

消防団の活動を最優先にしていた夫を残

むことになるのです。仲間を見つけた

してきたのは正直なところ心配で心残り

い・・・無我夢中でいた様でその時の活

でした。

動を殆ど覚えていないと後に語っていま

内陸もやはり震災で混乱しているのは

した。何体ものご遺体を見つけ、時には

一緒で、スーパーに行ってもオムツや食

自分の友人・・・時には地域の知り合

料は全くありませんでした。ガソリンス

い・・・時には娘と同じくらいの子供。

タンドは長蛇の列。娘をおんぶして最寄

震災が起きるまでは普通の一般人で“は

りの病院へ行きました。その時、保険証

んてん”を着たら消防団員として・・・

は津波に流され持っていませんでした。

飲まず食わずで活動し、1 ヶ月で 10kg 以

父からお金を借りて病院へ行き、事情を

上痩せてしまいました。夫を含め水門を

話して内科の先生に娘を診ていただきま

閉めに行って犠牲になってしまった方や

した。その時は本当に親切にしていただ

市民の誘導で逃げ遅れてしまった消防団

きました。診察代も「震災で被災したん

員も沢山いた様です。一言で彼らは本当

だから今日はいらないよ」と。名前と住

にすごいです。誇りです。またもしかし

所と実家の電話番号を書いて後日ご連絡
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いただき温かい言葉と共に、
「また困った

が聞こえてきました。
「今日が誕生日だっ

事があったらおいで」と言葉を結んでく

たから何もできないけどせめて電話だけ

れました。実際、震災で保険証が無くな

でも・・・」と夫が話していました。
「え！？

ったとしてもそんなこと関係ないから全

どうやって電話してんの？」と私が聞く

額払う様言われた病院もありました。そ

と、少ないガソリンなのに車を走らせ、

れが本当なのだと思います。それでも私

移動中継車の近くまで来て携帯のアンテ

達に寄り添ってくれる方もいるのだと感

ナが立つところまで来たとのことでした。

じた時は本当に嬉しかったです。

消防団の活動ですっかり疲れていたのだ

自分の人生の中でまさか自分の身に

ろうと思います。精神的にも肉体的に

“震災の被害者になる”とは夢にも思い

も・・・。少し元気が無いようにも感じ

ませんでした。2011 年 3 月 11 日・・・

られましたが、たぶん私の誕生日の中で

その日まで。でも、誰にも起こり得る事

今までもこれからも一生忘れられない誕

だと今は感じています。

生日になりました。津波で沢山の物や思

あの日からもうすぐ 5 年になりますが、

い出を無くしてしまったけれど、心の中

幼かった娘も今年で小学生になります。

にある思い出は一生消せないものですよ

沢山のボランティアの方々に支えられ、

ね。

色々な支援を頂きながら娘は大きく元気

最後に東日本大震災で犠牲となられた

に育っています。当時の記憶は勿論あり

方のご冥福をお祈りすると共に、この日

ませんが、保育園の先生達や私達大人か

を忘れず、自分が帰りたくなる“ふるさ

ら震災の話を聞いて 3 月 11 日の意味を小

と”を作っていく事こそが復興に繋がっ

さいながらも理解しつつあるのだと思い

ていくのではないかと思います。子供達

ます。沢山の方々が亡くなられ、その中

が笑顔で『ただいま』って言える『家』

で私達は生かされたのです。生きる大切

＝『ふるさと』を作っていくのが私達の

さ、命の大切さ、そして、人の温かさを。

使命なのかもしれません。

これからも震災の教訓と共に伝えていか
なければと思います。沢山の人に支えら

【プロフィール】

れ、助け合いながら人生は続いていくも

吉田

のだと感じています。震災から 11 日後が

岩手県陸前高田市在住。製造業。1979 年生まれ。

私の当時 32 歳の誕生日でした。娘と実家

岩手県一関市出身。

香代（よしだ

かよ）

に避難をして誕生日どころではなかった
のですが・・・その日の夜、高田に残し
てきた夫から携帯に着信ありました。本
当なら電気がやっと復旧したくらいで携
帯の電波など無いはずなのに“どうやっ
て！？”と思い、半信半疑で電話を受け
ると電話からはすごい雑音と共に夫の声
29
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この地で生きる
高橋

弘則

（宮城県気仙沼市）

争とは比べるものではないが、何万人も
の人が亡くなり、街が壊滅した光景を目
の当たりにして「人生のなかでやっぱり
こんなことが起きるのだ」と強く実感し
た。

震災から 5 年。早いようですごく昔の

最近、職場の同僚と、
「またあんな震災

ようにも感じる。普通の生活に戻り、便

があったらどうする」という話をした。

利な日常が当たり前のように暮らしてい

「あきらめる」という言葉がほとんどだ

る。1 個のおにぎりをありがたく食べた事、 った。「もう同じことはできない」。誰し
飲む水さえもままならなかったこと、ロ

もがそう思っている。私も同じだ。それ

ーソクの明かりで暮らしたこと、今では

はこれまでの復旧、復興への道のりは果

夢だったかのようにさえも思える。何日

てしなく、険しく、辛く、長く、そして 5

も風呂に入れず、当時 6 歳の娘に「パパ、

年という月日を持っても終わっていない

髪を洗わなくても死なないんだね」と話

現実がある。

されたことを思い出す。我が家は被災し
なかったが、空腹と寒さを黙ってこらえ
ながら、子供なりに一生懸命「生きる」
という事を考えたのかもしれない。
私の父や母は戦争を体験し、その当時
の貧しさや辛さをよく話してくれたが、
「自分が生きているうちにそんなことが
あるのだろうか、そんな悲惨な出来事は
もうこの国には起きない」と思っていた。
春が近づき、日に日に暖かくなるにつれ、

震災後の再出発。(筆者提供)

厳しい寒さからの解放とは裏腹に、冬の
冷たさとは違った空気感にあの日の光景

私は、気仙沼信用金庫復興支援部に勤

がトラウマのように蘇ってくる。空には

務している。本業の融資はもちろん、被

ヘリコプターが飛び交い、長靴にリュッ

災した工場の再建や、商品開発をお手伝

クを背負い瓦礫の中、家族を探して歩く

いし各地の商談会へ共に出かけている。

人々、たくさんの遺体が体育館に並び、

そうした、震災後の私たちの取り組みは

亡くなった家族を弔うこともできなかっ

テレビや雑誌などで取り上げられたくさ

た。古くから親交のある社長が言った「死

んの評価を頂いた。私が出演した NHK

んだも地獄、生きたも地獄」生き残った

スペシャル「魚の町は守れるか、信用金

ことは奇跡だが、希望を失ったままこれ

庫密着 200 日」は全国の信用金庫で理念

からどうやって生きて行けばいいのか、

教育として新入職員向け研修で使われて

絶望と辛さがこう語ったのであろう。戦

いるそうだ。人に評価されるためでもな
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く、番組の為でもないが、お客様と向き

で育てられたその魂は、今こうして毎日

合って、励まし、手を取り合って、立ち

の仕事に生かされていると感じている。

上がるために必死に取り組んできた活動

今、地元中学校の統合問題が浮上して

が、広く知れ渡り、たくさんの方々が被

いる。地域の中心部が壊滅し、仮設住宅

災地気仙沼へ目を向け、
世界的な NGO や

にたくさんの人々がまだ避難している状

大手商社、様々な財団と協力して企業の

況で、住民感情を無視した行政の考えは、

復旧復興へ支援する事が出来たと思って

深い憤りと怒りさえも感じる。かつて、

いる。地方の小さな金融機関が、なぜこ

青年団で汗を流した仲間を中心にこの問

れまで先例のない事業を行って来られた

題にどう取り組むか議論を重ねている。

のか、それは地域に対する想いに他なら
ない。
地域を基盤とする信用金庫は地域無く

震災直後、子供たちの通学手段確保と
して行政の力を借りず、全国の皆様の支
援を頂きながらスクールバスを走らせた。

して存続はありえない。震災が激しかっ

仲間だったからこそ、遠慮なく自分の意

た岩手県大船渡市から陸前高田市、宮城

見をぶつけ合える、それはとても幸せな

県気仙沼市、南三陸町まで沿岸のみを営

ことであり、心強い。

業エリアとする当信用金庫は、全 12 店舗
中 10 店舗が被災した。職員の 7 割以上が
被災した中で震災 3 日後から残された店
舗で仮払い業務を行った。
「今、何をすべ
きか」甚大な災害のなかで究極の選択だ
ったのかもしれない。
「それぞれがやれる
ことをする」自分を証明するものがない
お客様へ面識だけで払い出しをする、ま

全国からの支援を得て自前で走らせているスクール

さに信用のみの取引は地域に根差した私

バス。統廃合で遠方になった幼稚園・小学校に通う子

達だけができる支援だったと思う。その

どもたちを乗せる。(筆者提供)

根底には、職員それぞれに地元を思う心
があったからに違いない。自分のふるさ

震災後、全国からたくさんの若者がボ

とを再生したい、その想いは今も続いて

ランティアにやって来た。この地で創業

いる。

した若者もいる。被災地の役に立ちたい

私自身も、地元で育ちこの地域が嫌だ

と考えている若者は増えたように感じる。

った時期もあった。都会に憧れ、人々と

今の若者も捨てたものではない。広くた

交わることが億劫になったこともあった

くさんの若者が手を取り合って、ネット

が、地元を知れば知るほど、人に触れれ

ワークを強めながら、しっかりと意見を

ば触れるほど、地域が好きになった。だ

言い合える仲間を作り、いつの日か地域

からこそ、必ず復興するという想いは強

の担い手として、リーダーとして活躍し

いのだと思う。ましてや、かつて青年団

て欲しいと願っている。
31
31

生きる.indd 31

2016/02/19 9:39

もう二度と、あのような災害は起きて
欲しくない。しかし、歴史を遡れば昔か
らこの地域は津波の被害を受けて来た。
「またあんな震災があったらどうする」
と問いかけられれば誰しもやっぱり「今
度はあきらめる」と答えるだろう。しか
し、先人たちは今よりも過酷な時代に、
寄り添い、心の支えを見つけて今を築い
てきたのだ。私もこの地で「生きる」と

高橋弘則さん(右)。(筆者提供)

覚悟を決めた。
「もう同じことはできない」
と言えるほど、やりきる覚悟で精一杯、
二人の子供が大人になるまで、この地域
の復興が見えるまであきらめず歩んでい
きたい。そして、それが震災後全国から
この被災地を訪れ、私達を応援し、支援
して頂いた方々への感謝と恩返しに繋が
ると信じている。
「生きる」
。それは辛く、重い言葉であ
る。しかしあの日、心が折れそうになっ
た私にとっては、強く、勇気の持てる言

造船工場の復興にも気仙沼信用金庫は大きな役割を

葉でもある。この地に生きるものとして、

果たしている。（2016 年 1 月）

あの震災を経験したものとして恥じぬよ
うしっかりと生きてゆきたい。
【プロフィール】
高橋

弘則（たかはし

ひろのり）

宮城県気仙沼市在住。会社員(気仙沼信用金庫職員)。
1965 年生まれ。宮城県本吉郡本吉町(現気仙沼市)
出身。元日本青年団協議会副会長(日青協経歴：99
年度常任理事、00-01 年度副会長)。
（『生きる』第 1
号、第 2 号も参照）
※気仙沼信用金庫については、「東日本大震災から 5
年目 復興の現実と地域金融機関の取り組みを追う！

気仙沼の港に停泊する船。(2016 年 1 月)

気仙沼信用金庫の復興支援(前編、後編)」(『近代セ
ールス』2015 年 10 月 1 日号、同 15 日号)、『ともに前
へ、ともに明日へ』(服部宏幸、新潮社、2015 年)も参
照。
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里海（まち）の防潮堤
芳賀

孝司

(宮城県気仙沼市)

化する台風や、爆弾低気圧の接近により
発生しやすくなった高潮のへの備えとし
ての役割も担ってくれると思う。地盤沈
下でその脅威は確実に高まっている。
生活の基盤となる産業の定着にも必要

2014 年 5 月 14 日付『三陸新報』紙上「リレー随想」

不可欠な条件で、危険区域の縮小で背後

への寄稿をご本人と新聞社の了解を得て転載させて

地を有効利用することはまちづくりの選

いただきます。(編集委）

択肢を広げることにも繋がる。
大谷漁港近くには、堤防部分が既に完

岩井崎の沖の戸倉磯の付近の暗礁域を

成した「野々下海岸防潮堤」があって、

通れば、かつて干潮時には姿を現してい

今はその断面を見ることができる。戸倉

た豆喰根（まめぐれ）を今は目にするこ

磯を望むその海側にはアワビの稚貝の生

とはない。春の大潮、マツモやヒジキの

息に適しているとされる転石域が広がり、

開口では、岩場に集うおばちゃんたちが

磯草も付いている。ＴＰ9.8ｍのコンクリ

口々に「さっぱり磯が引かない」とこぼ

ート壁を高いと感じるかは人それぞれだ

している。決して、潮が引かないわけで

が、その場に立つと、今後のまちの展望

も、干出岩がなくなったわけではなく地

を現実のものとして思い描くことができ

盤が沈下した影響である。

る。

東日本大震災の地震により当地方では

震災から私たちは全国の皆さんの大き

70 ㎝ほど地盤沈下したとされる。一見分

な支援に励まされてきた。今後、また同

かりにくいその変化は、海辺に暮らすも

様な災害が起きた場合でも、被害を最小

のにとっては、日々の生活のなかで直面

に止め、災害に強い町を作っていくこと

している現実である。

も頂いた厚情への恩返しのひとつだと考

震災から 3 年、復興半ばの地域の関心

える。そのためにも避難道の整備や災害

ごとの一つに防潮堤建設の是非がある。

マニュアル構築、防災意識の高揚などと

最近はその建設に疑問を投げかける声の

併せて、地域に適した防潮堤の在りかた

ほうが活発なようで、この場で防潮堤の

を話し合うことはとても大切なことだと

必要性を云うには多少勇気がいる。

感じる。

景観を損なう、自然破壊、莫大な建設

震災後、防潮堤に限らず、地域の将来

費用など反対の理由は様々だが、本当に

図を自ら考えようとした町づくりの集ま

必要な防潮堤の建設にまで水を差すこと

りが各地で行われている。遅ればせなが

になりはしないか、復興計画が遅れ、そ

ら大谷でも地域を考える会「大谷の里海

の完成に将来の希望を抱く人たちの気持

（まち）づくり検討委員会」を立ち上げ

ちを傷つけてはいないかと心が波立つ。

ることになった。大谷を海や山や里から

防潮堤は津波への防御策としては当然
のことながら、海水温の上昇により巨大

眺めながら地域の将来を多くの仲間と考
えていこうという主旨から名付けられた。
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名のとおり、まだ海とも山とも付かない
会だが、大谷に住む世代も職業も立場も
違った面々が思い思いに話し合い、将来
の町の姿を想像創造し考えを発信してい
く。将来的には「大谷の人」を育成する
場として子供たちに郷土の芸能や料理を
伝え、農漁業を体験出来る環境整備にも
取り組みたいとも思っている。
集った仲間と地域を考え、とりあえず
動くことで、まずは大谷に住む人たちの

気仙沼市大谷小中学校脇のお地蔵さん。震災当

気持ちから嵩上げしていけることを願っ

時、この地区の駐在をしていた警察官の遺体がこ

ている。

こで発見されたのを悼んで住民が建立。お供えが
絶えない。(2016 年 1 月)

【プロフィール】
芳賀

孝司（はが

こうじ）

宮城県気仙沼市在住。漁師。1970 年生まれ。宮城
県本吉郡本吉町(現気仙沼市)出身。元本吉郡青年
団体協議会会長。
(『生きる』第 1 号も参照)

気仙沼魚市場。毎朝、競りが行われている。

『三陸新報』に掲載された芳賀孝司さんの「リレー随想」

（2016 年 1 月）

(2014 年 5 月 14 日)。
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仮設住宅
悲喜こもごも
芳賀

広美

(宮城県気仙沼市)

まる時がない状態でした。
この仮設住宅も千差万別と言えるくら
いバリエーションに富んでいます。基本
的な部屋数、広さは決まっているのです
が、様々な住宅メーカーや工務店が団地
ごとに手分けして建設するので、外壁や、
窓の大きさ、部屋の配置等特色がありま

平成 27 年 2 月、新居ができあがりまし
た。

す。わかりやすい大きな違いは玄関の形
で、ドア型と引き戸型に分かれます。窓

震災から丸 4 年を目前にしての再建で

も腰高窓だけの団地と、掃き出し窓と腰

す。これでやっと、仮設住宅の生活から

高窓が一つずつとか、掃き出し窓だけと

自立することができました。

かいろいろありました。次に、隣の世帯

我が家が仮設住宅に入居が決定したの

との間がくっついているか、離れている

は、平成 23 年 8 月下旬のことでした。5

かです。我が家は引き戸型で、隣との間

月の頭に市内最初の仮設住宅の引き渡し

がくっついている形だったのですが、住

が報道されてから、
「まだ建設する場所が

んでみると中々……な部分がありました。

決まらないのか」
「希望を出した地区の住

他にも、同じような作りだと思ってい

宅がずいぶん出来てきていたようだ」
「で

たら、Ａ団地では「隣の部屋の話し声や

も入れるのかどうかわからないし…」と、

生活音が聞こえてきていて、こっちの音

同じように家を流された者同士で噂しな

も聞こえているだろうからと声を潜めて

がら、一日千秋の思いで仮設住宅への入

生活しているんだけど、そのためか隣は

居を心待ちにしていました。

こちらの声が聞こえない様で、防音がさ

気仙沼市だけで 3500 戸余が建設されま

れていると思いこんでいて音を潜めよう

したが、リアス式海岸の特徴（海岸線の

ともしないからストレスが溜まる」とい

すぐ近くまで山が迫っている。平地が少

う話があると、同じ地域のＢ団地では「隣

ない）を色濃くもつ地域ですので建設用

にも子供がいるけど、生活音なんて、そ

地の取得が難しく、小中学校の校庭や公

んな音聞いたことないよ」というように

園はもとより、市民グラウンド等の運動

防音に対する施工の違いや、外壁の断熱

施設用地、さらには個人所有の土地の貸

材の量が違っていて、後日防寒対策とし

与提供を受け、それでも足りなくて、最

て外断熱の追加と二重窓にする、風除室

終的には隣接の岩手県一関市の室根町、

をつける等の追加工事が行われ、次は密

千厩町の旧学校跡地を利用させてもらっ

閉性が高いため、内部に結露が生じて、

ての建設でした。しかも、希望する団地

またもや外壁に通気口をつける工事が…。

に入ることが出来るのかも直前までわか

というわけで最初の半年程はちょくちょ

らない（抽選の当選連絡が鍵の引き渡し

く「追加工事のお知らせ」が入ってきて、

日前日）という、被災者にとっては心休

なかなか落ち着かなかったです。
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「住まわせてもらっているのだから文

タイプでも玄関が完全に離れている方式

句を言うな」というお声もあるかとは思

ならば起こりえないと思われるので、玄

いますが、今後こういう住宅を作ること

関が離れている団地を見かけると非常に

に縁が出来た時に思い出していただけれ

うらやましく思ったものです。

ばと思い書いてみたいと思います。
「文句」
ではなく「個人的な感想」です。

職場の先輩は扉タイプに住んでいまし
たが、玄関付近が昼間でも薄暗く、基本
的に台所は玄関を入ってすぐの場所なの

まず、玄関の良い面……引き戸タイプ

で、朝食や昼食の準備でも灯りを点けな

＝上半分が加工ガラスなので、昼間は電

いといけないという話を聞いたことがあ

気をつけなくても台所が明るい。人影が

ります。

見えるので、来客に気付きやすい。外鍵

そういえば、住宅内は基本的にバリア

が付いているが、中のクレセント錠とは

フリーを考えているのか、床板は玄関か

連動していないので、防犯上安心。

らフラットに作られています。入居当初

引き戸玄関の悪い面……「こんにちは

は風除室がなく、30cm ない位の巾の階段

ー」と聞こえて戸を開けると、お隣さん

を数段上って玄関に入る形だったのです

のお客さんだった。玄関前の人影に気付

が、各家庭によって靴を外で脱いで入る

いて開けたら、無言で風除室から出て行

お宅と、中にマットを敷いてそこで脱ぐ

った人がいた…（結構恐い）。先に内鍵を

お宅とに分かれていて、訪問する際にう

かけて家族が就寝してしまうと、鍵を持

っかりして土足で入ってしまったりする

っていても遅く帰ってきた家族が入れな

危険性がありました（よその車に乗る際

い（←実際近所であった話）。内鍵をきち

に「土足厳禁」かどうか確認するような

んとしていても、所詮上半分はガラスな

感じでしょうか？）。ちなみに我が家は、

ので、防犯上もろい（←逆にこのおかげ

外で脱ぐ方式だったのですが、ある日、

で、一人暮らしの高齢者が中で倒れてい

夜間に風雨が強く降り、翌朝靴が全滅と

た時に、ガラスを割って救出したという

いうことが数回ありました…。この点か

話もあります）
。風除室の境目が透明な波

らも早めに風除室がほしかったです。

板トタンなので、同時に出入りした時結
構気まずい。また、上下左右も隙間だら
けなので、冬場など風除室でタバコを吸
われると、隣の風除室までにおいが流れ
てくる。戸も柱一本しか間にないので、
勢いよく閉められると、関係ない隣の部
屋まで衝撃が通る。
上記の例の中で、隣のお客さんが…、
風除室の境が…、においが…、戸の間が
柱一本…という話は、同じような引き戸
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そんな仮設住宅も、だんだん災害公営
住宅や防災集団移転の用地の造成の完了

震災前の景色からガラッと変わってきま
した。

及び引き渡しが進んでいるので、27 年の

郊外部の戸建てタイプは、基本的に気

年末現在、89 団地 2157 世帯 4957 人、入

仙沼産の木材を使用するということが決

居率が 65.5％となったとの報道がありま

められていて、地元の工務店の方たちが

した
（「三陸新報」28 年 1 月 10 日号より）
。

毎日建設を行っております。戸建てタイ

まだ完全に入居世帯が 0 になった団地

プは約 800 戸が建てられる計画で、27 年

はないそうですが、徐々に集約を始めて

末現在で 250 戸超が完成しています。29

学校の校庭や、民有地を先に撤去、返還

年度初頭までには全戸完成の予定だとい

できるようにしていくそうです。

うことで、未だ仮設住宅にお住いの方た

そういえば、まだ避難所暮らしの時に、

ちが早く安心して暮らせる住まいを完成

中学生と小学生の子供を持つお母さんが、 させられる様、微力ながら頑張っていき
「学校の校庭に仮設住宅が建つって話だ

たいと思います。

から、これからこの子達は運動会や部活
で校庭を思いっきり走り回れないんだよ
ね」といっていたのを思いだします。地
域によっては、中学校の校庭に仮設があ
っても小学校にはないとか、その逆のパ
ターンもあるのですが、私の住む本吉町
大谷地区は昔から小中学校が同一敷地で、
校庭は完全にくっついていて広く、私の
小学校時代は小中合同で運動会を行って
いました。そこに仮設住宅の名称は「大
谷中学校団地」ですが、小中学校の校庭

芳賀さんの旧宅前を走る JR 気仙沼線の線路跡を
走る BRT(バス高速輸送システム)(2016 年 1 月)

全体に巨大仮設団地が出来上がってしま
いました。そのため小学校の PTA で近所

【プロフィール】

の民有地を借りて運動場にしたという話

芳賀

も聞いていたので、早く返してあげてほ

宮城県気仙沼市在住。団体職員。1972 年生まれ。

しいと思います。

宮城県本吉郡本吉町(現、気仙沼市)出身。前宮城

現在私は、災害公営住宅関係の仕事に
ついており、日々着工数や、完成の時期

広美（はが

ひろみ）

県青年団連絡協議会事務局次長。
（『生きる』第 1 号、第 2 号も参照）

を目にしているのですが、鉄筋コンクリ
ート製の集合団地型は市の中央地域に
着々と姿を現してきました。そのまま津
波避難ビルの役割も兼ねるので、今まで
市内にはなかった高層住宅となっており、
37
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県外避難者の現在（その２）：2014 年～2015 年
古農

満

（秋田県秋田市／福島県浪江町）

この記録は、秋田にてヒアリングを行い（2016 年 1 月 23 日）、その内容を整理・編集して確認を
得たものである。
（ ）補足、
［ ］は質問を示す（インタビュー・編集：辻智子）
。
浪江町の成人式
今年（2014 年）の 1 月、浪江町の成人式がありました。震災当時の中学 3 年生、私の娘の学年な
んですが、成人式を迎えるということで役場の避難先である二本松に行って来ました。いろいろな
人に久しぶりに再開しました。やはりうちらの所というのは原発の作業をしていた人たちも周りに
いたわけです。1F（東京電力福島第一原子力発電所）に入って収束作業にあたっている後輩なんか
も当然いるんですけれども、東電に勤めてそれを生業にしていた人、今も原発で作業をしている人
も来たので、いろいろな話をしました。５年前にフィードバックして、当時の話を、あの時どうだ
った、こうだったと。震災後、何回か電話がかかってきたりはしていましたけれど、実際に会うの
は５年ぶりでしたので、やはりひとしおでしたね。
今年の新成人は震災が中学校の時の卒業式だったから思いがすごく深い。でも来年以降はどうな
るかな。震災の時、浪江中学校だったとしても離ればなれになってしまったら、例えば北海道の中
学校に編入学したら、一緒に成人式を迎える友達っていうのは北海道の友達になるんじゃないか。
結局、友達がいる所が成人式を迎える所だろうから、これからは浪江町の成人式というのはぐっと
人数が減るかもしれない。いわゆる人生で一番多感な時期、青春ど真ん中の時が中学校・高校でし
ょう。その頃の友達と一緒に成人式を迎えたいっていうのがあると思う。だから子どもの中では、
たとえ今までの人生で浪江町に住んでいた期間が長いとしても、現在、生きている所が､その子に
とってのベースになっていく。中学校を卒業してから、もう５年経って、成人式。この時間は、も
う埋められないよね。逆戻りすることもできない。
浪江町の小中学校
今、取りあえず二本松市に、浪江小学校・中学校という名前はあって存在しているのだけれども、
子どもの数は両方あわせて 20～30 人。学校が再開したのがちょっと遅れたわけですよね。それを
待っていた人もいるのかもしれないですけれども、待ち切れなくて違う学校に編入学した人もいる
わけです。その後に浪江小学校、浪江中学校ができても、やっぱり戻ってこない。不登校とか、同
じ境遇じゃない人の所でいじめにあったとか、ちょっと引きこもりがちになった人がやっぱり同じ
境遇の人たちだったらば学校にも行けるという感じで戻ってくるとか、避難先で居場所を持てなか
った子どもたちが浪江の中学校に戻ってくるっていうのはあると思う。同じ立場だからこそ、お互
い、気をつかって話ができるのだと。
当然、学校のカリキュラムも「絆づくり」とか、浪江に帰ったら何をするとか、どうしても地域
密着のカリキュラムという感じになるんですよね。それが本当にいいことなんだろうか。成人式の
町長の挨拶でも、「皆さんのような若い力なくして浪江町の復興はない」みたいなことがあったの
ですけれど、それって、ちょっと重いんですよね。子どもたちにあんまり背負わせるのもどうかな
と思っています。
避難者へのバッシング
今日（2016 年 1 月 23 日）午後 9 時から NHK スペシャルで、帰還困難区域・制限区域だった所か
ら帰っていいよと言われた楢葉町のことをやります。帰ってもいいよと言われても、なかなか人口
が増えていかない。その葛藤といいますか、町当局、町長はじめね。やっぱり不安なんですよね。
原発そのものの不安もあるのですけれども、全然、顔を知らない作業員の人たちが住んでいたり、
治安がすごく悪かったり。避難しているのも地獄かもしれないけれど戻るっていうのもやっぱり地
獄。
今、５年経とうとしてね、いろいろなバッシングもメディアで受けているんですよ。遠く離れれ
ば離れるほど、そういうのってわからないかもしれないんですけれどね、福島県内にいると「避難

者慣れ」って言われます。震災の時、日本国中や世界中が手を差し伸べてくれた。避難者は５年経
ってもそれを普通なんだと思っている、と言われる。決してそういうわけではないのですけれども、
時間が過ぎると、同じようなことをしていても違うふうに取られてしまうということがある。震災
直後は誰もそう思わなくても、５年経つと、いつまでも支援物資もらってないで自立しろよ、とい
うような。
例えば、震災以前から医療機関が潤沢にあったわけではないのに避難者がたくさん来るようにな
った地域で、今までだったら 10 分くらい待てば入れた医療機関が１時間待ちになったとか、歯医
者さんは予約無しで入れたのが予約をして１カ月後だとか。そういうところからバッシングの声が
出てきて、
「（避難者は）早く帰れ」みたいな…。地域の中に、わだかまりと言いますか、元からそ
の地域に住んでいた人との間でわだかまりのようなものが生じている。アパートが足りないと、
「避
難者がアパートを全部取っている」って言われる。賠償金という、ある程度のお金をもらって、例
えば中にはごく一部の人ですけれども仕事も突然辞めてしまってやることがないからパチンコや
って気晴らししている人もいる。でも気晴らしって、毎日やれば気晴らしじゃないんです。でも、
そういうのを見ている人から、
「いいよな、お前らは。働かなくてもお金がもらえるから」って言
われたりします。高級車を買えば、
「いいよな、働かなくてもそういう車に乗れて」って、車に傷
をつけられたりして、そういう軋轢がやっぱりあるみたいです。
「いつまでも避難民やっているな」
という。
この『生きる』１回目の時（2012 年 3 月）は、現状を本当に話したくて話したくてって状態で、
かなりしゃべったんですけれど、もう２回目の時（2014 年 1 月）には、
「言ってもどうしようもな
い、このことは動かない」っていうのがあった。今回（2016 年 1 月）は、同じ俺という一つのもの
に対しても、時間が過ぎていくことによって、周りが変わっていってしまった、俺は基本的にあま
り変わっていないんですけれど、そういう周囲の変化していく過程みたいなものを発信できればい
いなと思っている。
家族のその後
うちの息子は、震災当時、高校２年生の３月でした。高校３年生で秋田に来て、偏差値とか高校
のレベルとかがまずわからなくて、入学する学校も悩んだし、入学する学校が決まってから、うち
ら親も就職したみたいな状態、子ども優先でね。卒業しても浪江に対する思いというか双葉高校へ
の思いがあって、特に２年間部活をやってきての高校３年の春だったので、一緒に団体戦で剣道を
やりたかったって、そういう思いが今でも残っているみたいです。実は双葉高校でインターハイ地
区予選に出た生徒もいるわけです。それなのに自分は出られなかったって。試合自体には秋田の高
校の剣道部で出たわけなんですけれども、やっぱり本人からしてみれば双葉高校の皆と一緒に出た
かったって思いもあったでしょう。それが突然、断ち切られて、理不尽にね。息子には双葉高校の
剣道部の仲間に悪いなぁという思いがあるんだよね。福島県内だったら双葉高校の生徒として試合
に出られる特例があった。でも県外だとそれがなかったんです。
［「なんで秋田に来たんだよ」みたいな感じになってお父さんとしては辛かったんじゃないです
か？］いやいや。それは本人がわかっているんですよ。［わかっているけれど整理ができない］そ
うそう。放射線とか、そういうものに関して距離を置くのが一番被曝しないことだというのは本人
もわかっている。遠く離れて正解だったというのもわかっている。だけれども理不尽さがそこにあ
るわけですよ。
［もし県外からも双葉高校で出られるルールだったら？］違ったでしょうね。ただ、
その時、息子が県内に行っただろうか。うーん…。その頃(2011 年夏頃)って、まだ情報が錯綜して
いて、福島県内はやっぱり放射線物質もあって、福島や郡山は結構数値も高かった。だからそうい
うのもあって、行けないというのもわかっていて、出られないという理不尽さ。
息子は、その後、秋田の大学に行って、今年の春、卒業です。［就職はどちらに？］いろいろ本
人も悩んだと思うんですけれども福島市内の病院に。
［震災当時、秋田にいた娘さんも福島に戻っ
て看護の仕事をなさっていると以前うかがいました］そうです。秋田にいれば秋田の友達がいるん
だけれども、福島に行くと福島の友達がやっぱりいるんですよね。うーん、その気持ち、わかるな。
［避難者バッシング云々は子ども世代ではまたちょっと違う感じなのでしょうか？］大人とはま
た違いますね。あれから５年経って、放射性物質がなくなったわけではないのですけれど、分解さ
れて自然減衰っていうことで空間放射線量もだいぶ下がったというのもあるのですよ。［若い世代
は「同じ福島県の友達」という感じなんですね］不思議なもので、俺もそうなんですけれど、前ま

では福島県にいても地元だなんて思わなかったですよ。浪江町に行けば地元だという意識がありま
したが。県外に離れると、福島県が地元だという意識になるんですね。
［一番下の娘さんは…］今は仙台の大学にいます。［ということは、お子さん全員が秋田を出ら
れたんですね］そうです。これは秋田に来た時から考えていたことなんですが、竹の節のように、
節目節目で、これからうちら夫婦は人生を変えていくことになるって。今回、息子が秋田から卒業
するということだったので、それに伴って移住を決めました。子どもたちが秋田にいるんだったら、
秋田にいたいけど、でももう秋田を出るってことになって、じゃあ今度はもううちらの番だねって
いうことで。
そしておふくろは、福島で弟の家から歩いて 1 分くらいのところにアパートを借りて一人暮らし
をしているのですが呼び戻します。弟がいるから何かあったらすぐに対応できるから、それはそれ
でいいんですけれども、本来は俺が長男で、うちで一緒に暮らしていたわけですから。だから今度
はうちらが移住したら、おふくろを呼び戻して本来のあるべき姿に戻すっていうことですね。
移住先を決める
［移住先は？］宮城県大衡村です。最初のきっかけは佐々木春樹氏（元・宮城県青年団体協議会
会長）。宮城でも南の方で福島にも近いし、大衡村も佐々木氏も前から知っていた。彼は俺より２、
３歳下なんです。震災後、何気なく電話したらば、彼は村会議員をやっていて農業委員会もやって
るということで、「来たらいいんでねえ？」みたいな感じになって、それで、いろいろと村の中を
案内してもらったりして、１年に２、３回は一緒に酒を飲んでましたね。
［2 年前にはどこに行くか迷ってるっておっしゃっていましたよね、北海道とか西の方とか］そ
うそう。山梨とか長野にも行ってきました。大衡村に決めたのは、まず、やっぱり東北人は東北を
離れちゃならないんだと。I ターンとか、そういうのだったらいいんですけれど、朝日はやっぱり
海から上がって山に沈まないとね（笑）。［東北といっても太平洋側ですね］そう、そうなんです。
太平洋側のね。秋田の夕陽は確かにきれいなんですけれど。ま、そんな感じもあるし、やっぱり農
業をやりたいと思っていたので、あんまり福島県に近すぎず遠すぎずという微妙な距離感がちょう
ど良かったんです。そこからですと浪江の自分の家に行くのにも高速道路を使って１時間半ぐらい
で行けるんです。
［福島県内にしなかったのは放射線や土壌のことで？］それも一つありますが、それよりも福島
で今、農業をやる難しさっていうのを痛切に感じていたので。これまで俺は農家ってことで自分の
作ったものに責任と誇りを持っていたんですけれども、今の福島の現状で、いわゆる風評被害と言
いますか、マイナスから農業をやるっていうのは厳しい。ゼロからの発進と言いますけれど、浪江
とは違う福島県内で農業をやるとなると、俺の場合、マイナスからのスタートになる。だったらゼ
ロの方がいいなって。プラスに近いので。
仙台という大消費地も近くにある。大衡村って村だから田舎なんですけれど仙台駅まで 40、50
分、仙台市泉区っていう一番北の区までは車で 20 分から 25 分ぐらいで行くんですよ。だから村っ
て言っても、そんなに辺鄙じゃないんです、実は。人口こそ少ないだけで（約 5500 人）
。
［村から移住者の受入に奨励金とかも？］はい。いろいろ補助があって。他にも例えば、震災後、
トヨタ東日本という会社がその村の工業団地に入ってきたんですけれど、ハイブリッドカーを買う
と 150 万の補助が出る、ただし村人に限りですけれど。それから太陽光パネルの会社もあるんでけ
れど、そこの製品を買うと、１キロワットあたり５万円の補助があるとか。どこの行政でも、そう
いう補助金ってピークを過ぎちゃったので打ち切っているのですが、まだその村ではあるんですよ。
西には迷惑施設と言われる王城寺原の演習場という自衛隊の演習場もある。仙台に近くて、でも仙
台市内ではないので、結構いろいろな会社も来ているんですね。
［大衡村の農業は？］リンゴと水稲。それも専業じゃなくて。勤め先がいくらでもあるので兼業
農業なんです。だから（逆に専業の俺にとっては）いいなと思って。バッティングする人、ライバ
ルがいないから。専業農業者が少ない。だからいい。「新規に村で農業を始めようとする時に、補
助金とか予算は付くか」と聞いたら「付く」と言う。初期投資ってやっぱりたいへんなので。村に
ない新規の産品を作る時、村は補助金を出すかって聞いたら、出すって言う。俺は浪江で、梨やキ
ウイフルーツ、田んぼを作っていたのですけれど、大衡村に梨もキウイフルーツもない。キウイフ
ルーツだと３年、４年目でなり始めるので、これはいいなと。基本的には果樹屋さんなんです。
［大衡村は放射能の影響は？］農地も家も計器で測ったけど「あれ？落ちてねえ」って。2011

年 3 月 15 日の飛散状況で、仙台の南からぐーっと南風が吹いて岩手の一関あたりは汚染されてい
るんですけれども大衡村にはあまり来ていなかった。数値が一番強く出るのが雨樋の枡なんだけど
も、それでも簡易のものでは数値出なくて、サンプリングに持っていって核種まで出る専門的な機
械で計ってもらったところ、唯一、雨樋の枡から出ましたが、それでも 1800 ベクレル。1800 ベク
レルがどのぐらいの数値かというと、今、帰還困難区域にあって、それを持ち出していいですよと
いうのが 13000 ベクレルなので、それよりずっと少ない。それも集まってきたやつの数値だから、
集まっていない平地の値だとそんなにもならない。道路のアスファルトの横の土とかは雨水が寄る
から、そこに苔なんかがあると高くなるんだけど、そこを測っても出なかった。計った専門家の友
人もびっくりしていたぐらいでした。
大衡村に決めた理由のもう一つは活断層。宮城県の内陸には大きな活断層があるのだけれど、そ
れからも外れていた。大きな川もない。災害が少ないというよりも、あったとしても人口密度が少
ないので被災割合が少ないんですよ、人が密集していないから。ちょっと小高い丘みたいなところ
なんですけれども、ありとあらゆる条件を満たしていた。いろいろ総合的に判断して決めました。
宮城県では､今、沿岸部からの人口流出が甚だしいんですけれども、今回の国勢調査の結果で人口
が増えているところが県内で大衡村は大和・名取に続いて３位だったそうです（宮城県 HP より）。
震災があぶり出したもの
今回の震災では、それまでクローズアップされていなかったものがクローズアップされた。あぶ
り出されたという感じかな。例えば、レモン汁をつけて筆で字を書いて、ろうそくの火の上であぶ
って…あぶり出しってありましたね。今回のことでは、やらなくてもいいようなこととか、知らな
くてもいいようなこととか、いろんなことがあぶり出された感じです。遺言にもなかったような山
の土地であったり、夫婦関係であったり、親子関係、家族関係も含めてね。うまくいっていた結婚
したばかりの新婚さんが、子どものためにと言って、奥さんは避難したい、でも旦那さんの職場は
福島にあるから避難できない、そこに、じいさん、ばあさんがいて、
「（避難していない人もいるの
に）何でお前だけ避難しなきゃだめなの？子ども（孫）も連れて行くの？」みたいなことを言う。
子どものために距離を置こうとしたのに、でもそれをわかってもらえなかったから離婚したって話
を聞きます。こんなことがなければそんなふうにはならなかった。幸せな家族もそういうふうにあ
ぶり出されてしまって別れるようになってしまったというのかな。だから、今回のことって、ただ
単に放射性物質が飛んだだけじゃなくて、いろんな意味を持ちますよね。
［通常なら決裂にまで至らなくてそこそこどうにかこうにか］うまい具合に落としどころに持っ
ていってたりするのが夫婦。そんなものじゃないですか。それが、絶対的なところ、究極のところ
まで行ってしまった。いかざるを得なかったというのが今回のことでしょうね。だから、お互いの
考え方とかも、まさかこんな人だとは思わなかったというのがクローズアップされたわけでしょう、
結局は。［しかも周りから追い込まれている］秋田に避難してきた若いお母さんと子どもさんがい
たんですけれど、その人に聞いたら「なんて私は無知だったのか。この放射性物質というものに関
して。福島県に原発があるっていうのは知っていたけれど、なんでこんなに無知だったの」って言
うんです。結局、危ない、危ないってわかってはいても、今すぐじゃなくて夏休みになる前に秋田
に行くって決めた。いわゆる大人の道理ですよ。避難してきたそのタイミングは。危ないって頭で
はわかっていても、夏休みになったら、１学期が終わったら、って考えたんですね。
［自主的に避
難されたんですね］危ないって感じて、すぐにでも避難したいって思っていても、そこは大人の道
理ですよね、子どもの学校の１学期が終わってからというのは。でもそこで、避難した後、「なん
で私はこんなに無知なんだ」って自分を責めた。かと思えば、
「もう深く考えないんだ」って言う
人、「考えるとおかしくなるから」って言う人もいるしね。
秋田には被災者支援室があって集まったりしています。秋田は結構、お母さんと子どもたちの避
難が多いんですね。そうすると、親子で稲刈り体験なんていうのがあって、うちらも「懐かしいな、
行ってみっか」って行ってみたりしています。そのお母さんの中には、旦那さんを呼んで、こっち
（秋田）で就職させた人もいます。そもそもそのお母さんは秋田が実家だったみたい。全然知らな
いところに行くと友達もいないかもしれないけれど、秋田にもベースがあって、ママ友だっている
わけだからね、これは大きいよね。

被災者支援
避難してきた方が被災者支援室の職員をやっているんです。やっぱり同じ立場の人じゃないと被
災者のところに行っても心を開いてくれないんだって。まして、秋田で被災していない人が行って
も、ここまで聞いちゃいけないんだとかって、いやに遠慮してしまったりして、逆に言えない。そ
れが、「いや、私もそうだったんだけれども」って言うと、同じ立場なんだってことで話をしてく
れたりするそうです。だから被災者の方がそういう業務をしているみたいです。
浪江町は町独自に復興支援員を委託して全国各地の浪江町民の家を訪問するというのをやって
います。［訪問して話を聞く］うんうん。やっぱり震災直後はね、話をしたくても周りに知ってい
る人が誰もいないから言えなかったんですよね。でも、同じ境遇の人が来れば、全然知らない人だ
ったとしても、同じ浪江町で、例えば具体的にすごいローカルな話ができる。町内の○○に住んで
たんだ、とかって話をすると打ち解け合って、初対面なんですけれど、それだけで話ができる。話
をすると「いや、今まで心につっかえていたやつ、全部吐き出せて良かった。せいせいした。なん
ぼ、このことを言いたかったか」って。聞いてもらうだけでいいんだけれども、違う人に言ったっ
て響かない。ただ同じように相づちを打っていたとしても、同じ立場の人だと全然違うって言って
ました。
［話の中身も５年経つと変わってくる？］そうそう、変わっていくんですよ。でも、うちの嫁さ
んの実家、つまり義理のお母さんは、それをやっていないんですね。だから次のステージに行けな
いんです。東京にいるんですけれど近くに人がいない。「あの時はこうだった」って娘には言って
いても、近くの人と会っていないんですよ。秋田まで我々と一緒に避難して来たんですけれども、
息子が東京にいてそこに行っちゃったから避難所にも行っていなかった。途中でそういう話をして
いないものですから次のステージに行けない。次のステージっていうか、「あの時はこうだったよ
ね。あんたは何をやってたの」という話をやって、それで落ち着くと、今度は、じゃあどこに家を
建てるとか、次のステージに前向きに話がいくのですけれど、それをやっていないと「会いたい、
会いたい」ってばかりで。まして年齢が上なので難しい。やっぱり一つ一つクリアしていかないと
心の整理って一挙にできないんですよね。一つ一つ階段を上がるように、そして時間が過ぎ去って
いくと、１階から２階に行けるんですけれど。階段の１段目とか２段目がないんだもの、３段目４
段目に上がれないでしょう。
［周りが３段目や４段目にいると自分だけ１段目にも到達していないのは辛いですね］うん。だ
から、聞く方が４段目になっていればさ、どうしても１段目の人を見ると「もうその時期は過ぎた
よね」みたいな感じになってしまって。
［
「あなた、まだそんなこと言ってるの」って？］そう。こ
の人は自立に向けて動いている、でもこの人はまだ１段も上っていない、あの時のまんま。だから
うちの嫁さんのところに、体調が悪いとかってメールをよこしたりして、後ろ向きなんです。電話
したり、妻が時々行ってますけれどね。元々が田舎だから地域密着型で。やっぱり近くの人といろ
いろ話をしていたのがあったので。だからこれから大衡村に行ったらば、取りあえず農業再開する
んですけれど、木を植えたって時間がかかるから、その間、義理のお母さんと一緒に会いたい人や
話をしたい人を訪ねて歩こうって話をしています。東京で義母は、息子は仕事してるし、自分で運
転免許は持っていても車は浪江に起きっ放しだし、自分で行きたいところに行けない状態なんです。
浪江の家に入るのも、バスでとか許可を取ってからじゃないと入れない。それがなかなかできない
から、なおさら鬱憤がたまるというかね。
［自分の暮らしという感覚がない？］そうです。今までは、どこでも行きたいところ、やりたい
ことを行ったりやったりしていたのに、それが抑圧されていた。東京で、独りでいて、誰も話もで
きないから。息子と息子の嫁と一緒に住んでいたりするわけでしょう。こんこんと溜まってきます
よ、ストレスがね。だから、「隣りの○○さんに会いたい」って言うのであれば、じゃあ○○さん
を訪ねていきましょうって。そうして話をすれば気も晴れるし。○○さんが今こうやっているんだ
っていう姿を見れば、お母さんもやる気になるというか、「ああ、隣りの○○さんも、そういうふ
うな家を今度建てるんだ」とか「どこに住むんだ」とかっていう話をすれば、刺激になるじゃない
ですか。すると「私も」みたいに。１段上がればさ、２段、３段って惰性で上がっていけるんです
けど、１段目上がるまでが大切なんですよ。それを１年ぐらいかけて知っている人ツアーでもやる
かって話しています。心のリハビリですよね。

浪江に戻るのか
［皆が本当にいろんな状態なんですね］そう。千差万別。５年っていう時間だけが平等に過ぎて
いっただけ。平等に。毎年３月に浪江町の地区の総会があって、今年もあるんですけれども、なか
なか…。そこで、
「戻りますか、戻りませんか」ってアンケートが必ずあるのね。平成 29 年３月で
避難解除して農地の除染を終わらせて帰還を始めるっていうのが浪江町の方針なんですよ。それに
対して、地域に戻って「お手伝いしますか、しませんか」みたいなアンケート。
［町の計画作りに参加してくださいますか？と］そうそう。それはわかるんだけれども、そうい
うのもあるから、皆、自分の考えを押し殺していたんですよ。でも５年っていう歳月は、さすがに、
さすがって言ったらあれですけれど、判断するには十分過ぎる時間ですよね。だから、だんだんそ
の総会、今年で５回目なんですけれど、回を重ねるごとに、
「戻らない」
「ここ（今いるところ）に
家を求めた」っていう人が、だんだん増えてくるわけです。
［もう俺は今住んでいるところに家を］
建てたからって。そこでコミュニティがもうでき上がっているからって。そういう人がだんだん増
えてきている。そういうのを聞くと、
「ああ、ああいうふうにしてもいいんだな」って、今まで返
事を保留していた人たちが…今度、意思表示をする。
［それは震災後、３年くらいから？］３年目ぐらいからだね。３年目、４年目と。［古農さんも
去年、もう戻らないって言ったんですね？］そうですね。［その前年は、まだ…］どうなるかわか
らないって。地域で若くて農業やっているのって俺しかいないんですよ。60 歳の人は 65 歳になり
ますから、農地を耕したりするのにもだんだんたいへんになってきますよね。じゃあどうすんだと
いったら「若い人に」ってなる。俺は今年 50 歳なんですけれども、あっ 51 か、去年 50 になった
んですけれども、だからやっぱりそういう人にね、何て言うのかな…［期待？］期待が重々と、の
しかかってくる。でも、やれるものとやれないものがあるし。例えば、通勤みたいな感じでやれる
んだったら、それはそれでいいんだけれども、うちの息子たちはもう農業はやらないからね。だか
ら、例えば田んぼを作れるようにしたらば、この後、誰がやるのっていう次の問題も出てくるわけ
です。
それでも国から補助金が下りるんですね。10 アールあたり 35000 円ほど。農地保全管理という名
目で下りるんですよ。そのためにやる？でもそれがなくなったらどうするの？誰もやらないわけで
しょう、結局。だからどうなのかな、難しいな。私らのところは帰還困難区域なので全然そんな話
はまだないんですけれども、帰還準備区域とか居住制限区域っていうのは､今、もう始まっている。
時々行って草刈りやってきたって言う人もいる。やっぱり利権っていうのかな、それにからむもの
も、うーん…あるんですね。ぐちゃぐちゃとしたところ。だって、1 反 35000 円でも 1 町で 35 万円
でしょう？10 町やれば 350 万円ですからね。大きいですよ。
今、浪江町では１人の方が花を作っていらっしゃるんです。食べ物じゃないからね。試験栽培と
いう形でやっているんですけれども１人でやっている。この間の成人式で、「この花は、私たちの
故郷、浪江町でとれた花です」って壇上で紹介された。それで一人ひとりにその花を手渡しするわ
けですよ、受付の所で帰る時に。それと、浪江の造り酒屋さんが造った（と言っても今は山形で造
っているんですけれども）日本酒とね。それは１人でやっているからこそ今はそういうふうに需要
と供給が成り立つけれども、皆がやり始めたらどうなるのってことなんです。今は、もてはやされ
てメディアも含めてやっているから１人でも十分対応できますけれど、10 人とか５人になって、生
産量が上がって売れるかっていったら、当然、需要と供給でだぶつくわけですよね。町だけで買い
上げることも当然できないし。そうすると市場原理で一般市場に出した時にどうなるのか。行政が
音頭を取って、
「やりましょう、やりましょう」って言っていて、
「こんなはずじゃなかった」って。
もう見えるんですよ。だから、良くも悪くも、いいところもあれば厳しさも当然知っている人には、
先がもう見えている。音頭を取る行政もたいへんだけど、その通りにはいかないよというような話
を聞きました。だから今後、復興に関してもいろいろな問題が出てくると思います。確かに戻って
何かをやるとすれば、復興の予算から、町とか県とか国からも、予算はお金はガツンと来るでしょ
う。でも、そこで、そのものがちゃんと売れて経営が成り立っていくかどうかっていうことが問題
なわけです。
［ずっと支援とか補助金というわけにはいきませんからね］だから、そこがまた問題。
本当に何をやるにしても問題。

住民票と賠償の問題
［移住したら大衡村に住民票を移すのですか？］そこがまた一つ問題なんですね。今、住民票は
浪江町にあるんですけれども、住民票を動かして問題になるのが賠償のことなんですよ。住民票を
動かした時点で、「避難生活、終わりですね」って言われそう。でも、いや、そこも一時的な避難
場所なんだけどって。だって本来、そっち（浪江町）に土地は当然多くあるわけです。だから「避
難中なんですよ」っていうスタンスにしておかないとダメなのかな（と思って躊躇している）。た
だ、それもいつまでもそういうわけにもいかないので、ある程度、賠償の話が進んで、ある程度の
ところになったらば住民票も動かそうとは思っているんだけれど、今はまだ、そこまで私の方の賠
償の話も進んでいないんですよ、実は。賠償申請の期限が３年だったのが伸びたってことで今もや
っているんです。この間も浪江に行って、住んでいた母屋、納屋、倉庫、機械置き場と、ありとあ
らゆるところを土地家屋調査士が評価をしてきた。山、畑、田んぼ、そういう不動産の部分と家財
のようなものへの賠償は進んできていますが、一番ボリュームのある宅地と建物は今回が初めてだ
ったんです。［少しずつなんですね］そう、一挙にできない。仮に一挙にやったとしても東電はち
ょっとずつなんですよ、と言うより時間がかかるんですね。
［住民票が浪江町ではなくなったら査定中でも賠償を打ち切る？］いや、家というものには 2011
年 3 月 11 日に住んでいた人という条件があるので、それは大丈夫。でも例えば、避難中というこ
とで精神的賠償をしますよ、というのが、避難が終わったんですよね、となれば打ち切られる可能
性はある。避難していて結婚したら賠償を打ち切られたっていう話を聞いたんです。20 歳で避難し
て２年後の 22 歳の時に彼氏ができて結婚しましたと。そうしたらば、もう結婚したんだから避難
じゃないよねっていうことで賠償を打ち切られたそうです。いや、いや、そういうわけじゃないで
しょう。本来、結婚すれば、孫が生まれたとしても、その家に当然帰って、初孫だとか言って楽し
むようなこともできたのに、それができないわけですから。精神的賠償っていうのは続くんですよ
ね、俺の考えでは。でも東電はそれを打ち切った。「えっ、それはおかしいべ」って皆からだいぶ
批判があって、考え直して継続したそうです。だから皆、そういう目に遭っているので意固地にな
っているというか。［何かしたらやられるんじゃないかって…］そうそう。だめなんですね。賠償
の手続が全部終わるまでにはあと１年ぐらいかかるでしょうね。墓地の関係とか次から次へと。
俺はこれでも結構、一生懸命やっているつもりなんですけれども、一つのものを進めるのにマル
チタスクにできないんですよ。１個ずつ、一つの階段上りつつじゃないと。２段飛ばし、３段飛ば
しができないんで。動かす金も大きいので。能力がある人ならいいんでしょうけれど、見落としが
あるんですよ。特に今回、森林の山の相続が新たにでてきた。相続が全部終わってたと思って出し
たらば後から後から出てくる出てくる。俺、行政書士に３回行きました。見つかって、また見つか
って。だいぶお金もかかりました。町が違っていたりするとシステムも違っていて、浪江町は古農
という名前を出せば全部検索ができるんですけれど、隣町は古農ではだめで、ちゃんとした名前と
住所を書かないとひっかからないとか、そういうのがあって、３世代、４世代前まで遡って、うち
の親父もやってなかったものとかがあったり、共有地のことも。
［入会（いりあい）ですね］そう
そう。それの名義も変更してないっていうことで。例えば 30 人いたら 30 分の１の権利が発生する。
ですけれど、その名義を変更していなかったお陰で東電からの賠償のリストにもあがってきていな
い。なぜかというと代表者名だけだから。だからそれを自分の名義にして名寄せをまた取ってきて、
東電に「ほら、俺のまだあるから、もう１回調べ直して」って出さないといけない。個人の所有物
は、町役場に東電が照会して書くことはできるんですけれども大雑把なんですね。その他誰々、そ
の他何十人とかっていうのを抽出できないんですね。それは自分で抜け落ちているからっていうこ
とで言わないと。その抜け落ちているものすらわからなかった。だからそういうのもあって、かな
り時間がかかっているんですよ。登記するのにも時間がかかるし、お金も当然かかるし。ましてや、
３世代前、じいちゃんの名義のものがあったらば、遺言書とかがなければ、判子をもらいにあちこ
ちに歩かなきゃいけないでしょう？うちの場合は祖父の遺言書があったし、うちの親父は震災前に
亡くなって財産分割協議書っていう公的なものをちゃんと作ってあったので全部私の名義にでき
たんですけれど、そういうのがなければ、まず無理でしょう。だから賠償の前に自分の名義にする
のに半年かかったりとか、なかなかたいへんでした。
それで今回の宅地建物の査定額がどのくらいになるか、それをベースにして新しく家を建てる時
の数字になるそうなんです。例えば賠償額が 2000 万となったとします。その 2000 万から減価償却
で半分の 1000 万になったとします。新しい住居を求める時に 1000 万ではなかなか買えないから、

そのために東電には計算式があって何倍かにするらしい。そのベースになるのが今回の査定額なん
だそうです。秋田で家を建てるのと新宿で家を建てるのでは全然単価が違うから、日本全国いろい
ろなところ、福島市、郡山市、秋田市、同じ市ですけれども、単価が全然違うので、それに合わせ
て、それに見合ったものをかさ上げしましょうっていうことになっている。
行政手続
税務署関係でも問題があります。私は相馬税務署管轄なんですが、今度、大衡村で営農を始める
と、農業を始めたから所も申告をしなければならないんですが、これは相馬税務署に申告しなけれ
ばならない。住民票を動かしていないからだそうです。そこでも業務が煩雑というか、一筋縄では
いかない、スマートじゃないっていうか、住民票を動かしていないから。でも、もし住民票を動か
して大衡村になれば、やっぱり２カ所で営農しているということになる。なので非常に困惑する場
面が出てくる。例えば、○○株式会社の宮城支店、福島本店みたいな感じの考え方をすればいいん
だけど、そういう考えが自分の中ではまだなくて、そういうところもどういうふうにしたらいいの
かとか、とにかく今まで考えてもいなかったことを考えざるを得なくなっている。
それでなくても、秋田に避難していても元帳が浪江にあるから、申告できないから保留にしてく
れって、３年間、去年の３月までは避難指示区域は大丈夫だったんですけれど、延長してくれって
延長願いを秋田の税務署から相馬税務署に出したんですけれど、相馬税務署から電話がかかってき
て、その用紙は出すことないから破棄しますっていう書類を送るから、それに書いて送ってくれれ
ば秋田の税務署のやつを破棄しますって、同じ税務署でも情報がちゃんと共有されていないってい
うか、不便。煩雑。秋田では、そういう事案がないので、細かく説明して、相談して、じゃあこの
文書を書いて、一般的な申告の延期みたいな用紙を書いたんですけれど、それはダメで、出すこと
ないからって相馬税務署から言われるという。一般的な事例じゃないんですね、やっぱり。そんな
案件がないんだもん。同じ税務署だからちゃんとわかっているんだろうって思ったら、福島県内の
税務署と県外の税務署ではちょっと対応が違っていて、そこらへんも納税者からすれば何とかして
くれよって感じでしたね。行政って、縦割りなのか横割りなのかよくわからないですけれど、そう
いうところも県を離れて避難しているという立場だと、やっぱり特別な対応をしなければならない。
農地の問題
福島で農業をやるんだったら、しかじかこういう訳だっていうことは当然重々わかっているし福
島県の農業振興のためにも、そんな人材は農業をやって欲しいって思うからウエルカムなんですけ
れど、県をまたいでしまうと、私が福島でやっていた農業っていうのはまったくゼロ扱い。行政的
にはゼロなんですよ。
私は一番初めに宮城県の農業開発公社に行ったのですが、「前例がない」って言われた。前例な
んて、ないですよ。地震だって前例なかったでしょう？1000 年に１回ですから。でも、まずそうい
うふうに言われました。
「私は農家だから農地を買えますよね」って言ったんですが、
「農業者リス
トは県単位、町単位。宮城県に農地があるんだったら農業者として認められますけれども（福島県
で農業をやってたから農業者とは認められない）」という感じでした。そんなことを言ったら若く
て新規就農をめざしている人なんかは農業ができないじゃないですかというと、「そういう人は買
うよりもまず借りるので」って言うわけさ。若い新規就農者は、借りて、ある程度実績を上げて、
村なり町が認めて「あの人だったら間違いなく農業をやってくれるな」みたいなことで、それから
「あんただったら農地を売ってもいいよ」って言う人が出てきて、そして農業をやるっていうのが
普通の考え方なんだそうです。でも私の場合は、（宮城では）実績もないし、農地は借りるんじゃ
なくて買いたいって言っているわけですから、普通の段階にはどれも当てはまらないわけです。前
例がないということで、新規就農者扱いになったみたいなんですね。
［初めから買うって決めていたんですか？］うん。だって自分の農地じゃなければ堆肥を入れた
って損じゃないですか。他の人のために土地を肥やしてさ。若い人だったら別かもしれませんが、
俺は 50 ですから。50 で新規に農業をやるっていうのは端から見れば怪しいんですよ。まぁ、でも
取りあえず村役場も、実はその地主さんも、もう俺に売りたいと。そして俺は買いたいと思ってい
る。お金を払って覚え書きも書いてあるわけなんです。ここで売れなくなると地主さんだって困る。
お金を払ってあるので。地主さんも心配して、いろいろ働きかけをしてくれました。去年の 10 月
くらいに村役場から文書で回答をもらって、いわゆる営農計画書、これからここで農業をやったら、

どういう農業をやりたいとか、その計画書を提出して、それとトラクターとかコンバインとか、そ
ういう農業の機械のリストを出してくれっていわれました。
［大衡村に移住を決めてから］１年はかかったでしょう。容易なことじゃないんだ、農地って。
今、言われたものを作って出して、正式には結局全部で１年半ぐらいかかったことになる。俺は一
子相伝みたいな感じで、農家の長男だから農家っていう安易な気持ちでやってきたんですけれど、
新たに農業をやるって大変なことなんだ、ハードル高いんだって分かりました。俺の場合、田んぼ
じゃなくてキウイや梨をやりたいって言って、でも村でそんなことをやった人はいなかったから
「本当にこの人、大丈夫かな？」って思われてもしょうがなかったのかもしれない。いや、なかな
かたいへんなんだな、と思いましたね。今まで自分がやってきたことをただやるだけなのに周りは
そうは見ていないんですね。ひじょうに不思議で、思い通りにならない苛立たしさと言いますか、
そんな感じがしました。まずはあの行政の前例主義にですが。
［やはり仕事しながら賠償や新規就農の手続は難しいですね］そうです。役場関係、行政関係は、
土日は絶対やりませんからね、平日行かないとダメでしょう？その間、春と秋は大潟村に農業のバ
イトに行っていました。春１カ月、秋１カ月ほど。そのバイト以外の動ける時に動いたっていう感
じです。
引き裂かれる思い
［今、一番の心配や不安は？］そうですね…これから農業をやっていくと決めたことは決めたん
ですけれども、今後、営農の方がどうなっていくかっていうこと。それからどういうふうにしてい
ったらいいのか。これは不安でもあり、楽しみでもあります。
あとは今後、浪江町が帰還に向けて居住制限と準備区域が平成 29 年３月で解除になった時に、
自分としてどういうふうにしていったらいいのか。実際、同級生でも、平成 29 年 3 月に帰ってき
てすぐできるように田畑を保全する―さっき言った 1 反 35000 円で保全する―ということでトラク
ターで耕したり復興に向けた準備をしているんですね。うちらの地域は帰還困難区域だから、まだ
そういうふうな具体的な動きはないんですけれども、大熊町では帰還困難区域も除染が始まったの
で、ゆくゆくは解除になるんだろうと思います。だからその時に、自分の土地だけじゃなくて、地
域への責任、50 代の者としての責任が結構重いんだよね。自分が生まれ育ってきた場所が荒れ果て
たままでいいのかなという自分でもそういう葛藤がありますね。そこには住めないんですけれども。
この間も行って、荒れ果てていく自分の家とか周りの風景を目の当たりに見てきたわけなんですけ
れども、あまりにもそれは寂しいんですよ。妻は、行くと、やっぱり気持ちが沈んで帰ってくるの
で行きたくないって言ってます。がっかりしてくるって。家はやっぱり朽ち果てていくんですよ。
震災で瓦がずれたり割れていたりしている所があって、そこから雨水が入ってくる。当然、当時は
セシウムとかの濃度が高かったですから、セシウムを含んだ雨水が家の中に入ってきて天井は腐っ
て落ちている。そういう状態なんですけれども、それでも我が家に変わりはないっていうか…［思
い出がありますよね、楽しかった頃のことを思い出したりとか］そうそう。だから、今後その家を
どうしていくのか。何十年か後のために直すのかとか。そこらへんで、また新たな決断をしなけれ
ばならないんだろうなと思います。
それに伴って、地域の再生って格好良く言えばそうなんだけれども、そういうことへの思いがあ
りますね。今、除染の人たちが町の中に入っているので、パッと見ると町が活性化しているような
感じにも見える、人がいるから。震災後、本格的に除染が始まったのは今年度ですよ。それまでは
人っ子一人いないような、そんな町だったので、まさにゴーストタウンだった。役場も復興準備室
なるものがあって、役場の職員も住んではいないんですけれども近くの南相馬市から通って昼間は
常駐している。［町の中に人がいるんですね］うん。不本意ながら人が動いている状況というのは
ね、除染の人たちのトラックが動いているだけなんですけれども、すごい不本意なんだけども、な
んかこのままだったらば、前の浪江町を取り戻せるんじゃないかなっていう錯覚を覚えましたね。
ただ、うちらの地域に入れば、帰還困難区域だから、やっぱり荒れ放題で、除染は当然やってい
ないし、人っ子一人いないんですよ。ただ、帰還困難区域に行くまでの居住制限、いわゆる町のど
真ん中とか駅とかがあるところっていうのは、車の往来があったり、下水道の工事をしてたり、上
水道の工事をしていたりとか、そういうのが目に見えてわかるんです。だから前とはちょっと違う
な、と感じる。
［４年目に入って、ふっとそういう気持ちが動いたというか］そうですね。当然、町としてもいつ

までもこのままじゃいけないということで、環境省と話をして、復興をめざすための除染を始めた
んだと思うんです。町に泥棒さんがいっぱいいるのでバリケードを張っていたんですけれども、居
住制限と準備区域に関しては今年の 4 月からバリケードを撤去する方針になりましたので。そうす
ると避難していた人が、今まで遠回りして入らなければならなかったのが家に入りやすくなるわけ
ですよ。利便性も良くなれば人の往来も出てくるし、ガソリンスタンドも２軒、コンビニも１軒や
っているんですけれども、ちょっとずつそういうふうになってゆく。友達も田んぼを整備している
というのを聞くと、やっぱり、俺は大衡村に住むとは言ったものの、気持ちはそっち（浪江）にも
あるわけですよ。［引き裂かれますね］うーん。そういう思いもある。俺は復興に関わらなくてい
いのか、っていう葛藤なんですよ。同級の友達が、相馬から 1 時間かけて行って田んぼをうなった
り、組合を作って何とか戻って営農できるようにやってる姿を見ているので、避難解除になった時、
俺がやるしかねえのかなって。期待されるのも嫌なんだけども、自分でもどうにかしなければいけ
ないのかな、っていう葛藤かな。もし津波で被災した沿岸部のところだったら、有無も言わさず、
「おう、復興するぞ。頑張っと」って言って、いの一番にこの指とまれって言って俺はやる方なん
ですけれどもね、きっと。
2、3 日前の福島の新聞をネット上で見たら、
（原発から）今まで 100 万ベクレル以上出ていたの
が、12 月は 47 万ベクレルに下がってだいぶ落ち着いてきたっていう報道があったんですね。でも、
これは皆わかっていないだけで、今でも１日あたり何万ベクレルって、ぽわぽわと放射性物質が拡
散しているんですよ、あそこから。そんな所に戻って復興っていうのも本末転倒のような感じもす
る。ただ、他方で、戻って一生懸命やっている同級生の姿を見ると、ああ俺もやらなければ、とか、
浪江町のためにみたいなふうに思ったりとかもする。子どもたちはいいんですよ、そんなぽわぽわ
っと、いつも悪いものを吐き出しているものの近くに寄らなくてもいい。子どもたちはいいの。子
どもも嫁さんもいい。ただ俺は男だし、そこで生まれ育って、この地域を何とかしなければならな
いっていう自責の念と言いますか、その葛藤がありますね、今。
［古農さんの中では、やっぱり生まれ育った土地で生きているってことがすごく支えになってい
たのが大きかった］当然。ベースですからね。お墓はまぎれもなくそこにあるんだもん。先祖のお
墓が。じゃあ違うところにお墓を作ればいいじゃんっていうものでもない。もう百姓の長男ってい
う DNA に刻まれたものがあって、帰還本能って言いましたっけ？必ずそこに戻るっていう本能みた
いのがあってさ、なんかね、そこらへんの葛藤だよね。
［そういう気持ちに共感してくれる友達っていらっしゃるんですか？］実は今朝ね、青年会の OB
から電話があったんだけど、その人はいわき市に今、家を建てていて連休には入れるんだって。あ
っちもやっぱり同じ百姓の長男で、いろいろ話はするんですけれども、農業はもうやらないって言
ってる。結局、人それぞれの人生、生き方だから、正解はないって。皆各々選んだ道が正解なんだ
と思うんです。だから、
「俺はこうすっから」と言われれば、
「ああそうなんだ。俺は大衡で田畠耕
しますから」って言ったんだ。
［古農さんと同じような、近い状況の人は周りにはあまりいない？］
んだね。農業をやるっていう人はまだいないかな。だから俺と同じ年、同級生で今、戻って、田ん
ぼを耕してるっていうやつが一番身近ですよ。
［お金をもらいながら田んぼの保全をして取りあえず帰還できる日を待つという道ですね］うん、
そう。私のところは帰還困難だから、まだそこのステージまで行ってない。でも、もしそういうふ
う（帰還準備）になったらば、どうしようって思っている。今までの状況を見ると、町が「帰還を
もっと先に延ばせ」って言ったって、国はビッタビッタ決めてきていますから、その通りにさせて
いる。だからその流れに乗ってくる。その流れなんですよ。でも、そうなった時に、どうしようか
な、って今から危惧している。
この間、家に東電の人と家屋調査士の人と入った時に、放射線管理の人も付いてきて、敷地内の
放射線を測ったんですよ。「毎時 5.5 ぐらいで年間いるとどのぐらいですか」って聞いたら、年間
だと 44 ミリシーベルト。50 以上は帰還困難だって言われたところが、あれから時間が過ぎて 44
までは下がった。でもそこで 24 時間いると、家の中だって雨水と一緒に放射性物質が床や柱に付
いているわけですから外とあまり変わりない、そんな中で 44 ミリシーベルトを浴びて営農するっ
ていうことに意味があるのかな？とかさ（考えてしまう）
。
先ほども言ったように、自分の作った農産物に対して責任と誇りを持って、食べてもらう人の身
になって作るのが農家なんですけれども、それがもう根底から崩れているのに、復興という名の下
に営農を再開して、本末転倒だなって心で思っている。

でも、町の復興のお手伝いはしたいとは思う。誰かがやらなければ地域もあのままでは絶対どう
にもならないっていうのもわかるしさ。そこにお金のためだけに他の業者が来てやったとしても、
自分の土地じゃないからいい加減な仕事しかしないんですよ、実は。
友達がいる所は放射線量が低いから準備段階に入っているわけなんですけれども、低ければそう
いうこともできて、復興というのも具体的に計画通りにいくのだろうけれども、うちらの所はまだ
高いし、ましてそういうふうにやったとしても阿武隈山脈の山は全然除染しないわけですから、西
風が吹いてきて、放射性物質がまた飛んできたりとかすれば、葉もの野菜を作って、その葉っぱに
付いたやつを出荷したり食べたりするのかなって思うと…。
町の復興？
［農業なしに浪江町や古農さんの地区の復興って？］基本的に農業の町。一番生産額は農業だっ
たんだよね。そして第一原発、第二原発に勤める人が多かった。だから難しいところですよ。おん
ぶに抱っこしていた状態もあるからこそ、じゃあ廃炉に向けての前線基地だとか、研究施設だとか
って、絵に描いた餅状態で言われていますけれど、果たしてそんなの来るかどうかもわからない。
今、同じような状況で富岡町もそういうビジョンを掲げてやっているわけですし。でもその南にあ
る楢葉町だって人が戻って来ないって言ってるわけでしょう？首長さんはそう思ってるのかもし
れないけれど、戻ってそこで営農するのに住む人がいなければ本末転倒っていうかね、そこにやっ
ぱり住民と首長さんの感覚のギャップがあるんだよね。首長さんだけじゃなくて行政は行政の思惑
があって、議員も。だからミスマッチばかりだね。
役場にも同級生の職員がいるから、この間、帰った時にたまたま会ったのでちょっと話をしたん
だけども、行政が音頭を取ってやると失敗した時に大変なことになるので、今は確かに補助金が付
いているから行政的には「やったらいいんじゃない？」とは言うんだけれども、自ら自分でやるっ
ていう人でなければ、当然長続きしないのはさ（百も承知）。平時の場合だって行政主導でやった
事業なんてうまくいかないのは当たり前。だから本当にやるっていう人でなければ当然、成功しな
いし。逆境の中でやるわけですから。だから、町長や町議会議員はどう思っているか知らないけれ
ど、応援はするけれども行政主体でやるべきではないって、その役場職員は言っていた。
でも若い世代―どこからどこまで若い世代かっていうことなのだけれども―、小さい子どもがい
て外に出た人間は、下の子どもがある程度大きくなって大学卒業して就職するまでは身動きとれま
せんからね。少なくとも大学に入るまでは、とか。だけど、そこをベースにして子どもたちに友達
ができて、そこで慣れ親しんでいたら、子どもたちにとっては親が住んでいるところが実家なんで
すよ。うちらは浪江が実家だって頭では思っていますけれども、子どもたちは親が住んでいるとこ
ろが実家だから、決して実家はもう浪江町じゃないんですよ。順送りにやってきたものが突然ここ
でスパッと切れて、ここから下はないんですよ、俺が年齢的には一番下。50 ぐらいが。これより若
いと子育て世代なので俺が一番下なのかなって。だからそんなことも考えると、礎ではないんです
けれども、俺がやっぱりやらなければならないのかなって思って。
［それは次は誰に？］託すところがないんです。人口が減ったとしても若い人がいれば託してい
けるんですけれど、それがないんだもの、今は。それなのに、町長が新成人に「浪江町の復興は」
って言ったって誰も戻ってこないですよ。
「戻りたい、戻りたい」って平成 29 年３月に解除になっ
て、いの一番に戻るのは年輩の人たちなんですね。でも年輩の人たちが戻っても、地域に医療機関
がないんですよ。食べるものも、スーパーもないんですよ。そういう人たちが戻れば、スーパーな
り医療機関ができるのかもしれないですけれどタイムラグがありますよね、当然。じゃあそのタイ
ムラグ、ある程度しっかりするまでその人たちはどうするのって。近隣の病院っていっても車で 30
分くらいかけて行くようになる。我慢比べだね、本当に。だから本当にこれからのことを思うと、
いろいろな課題があり過ぎて、考えられないね。ちょっと思っただけでも、今言ったようにいっぱ
いあるんだもん。
消防団で一緒だったやつは、避難した先の広野町っていう楢葉町より南の所に、戻っていいよっ
て言われてすぐ家を建てた。職場が原発なので、そこに家を建てて皆で住んでいるんですけれども、
何て言うのかな、原発の作業員って自分の感覚を麻痺させないと仕事ができないので、「今日は１
だ」って。１ミリシーベルトぐらい浴びたって、感覚が麻痺しているので、なんともないんです。
良くも悪くも。そういうふうにしないと廃炉作業はできないです。

現役青年団員へ
［現役の青年団員に言いたいことは？］夏の参議院選挙から 18 歳で選挙ができるようになる。
今まで若い人は選挙の投票率が悪くて、なかなか政権や政治のイメージがわかないって。でも、例
えば大学生の奨学金を例にしても、返すんじゃなくてもらえるタイプの奨学金を増やすとか、声を
出して、若い人たちの意見を国政に出さなきゃだめだと思うのね。俺らが若い時、酒飲みをしなが
らも政治の話もしていたんですよ。今、若い人たちでそういう話をしたらウザがられるとか重いと
か言われて、一般社会ではそんなふうな感じに思うのかもしれないけれども、せめて青年会の中で
くらい、そういうのを言っていいじゃないですか。激論を飛ばして、あーでもない、こーでもない
っていろいろ言い合いになったとしても、そういう考え方もあるんだなって取り込める懐の深さを
つくるのも青年会だと思う。そして、自分で何をやるべきかっていうことを自分で答えを見つけて
いかなければならないんだろうと思う。良くも悪くも意見の衝突って青年会ではありだよね。だか
ら大いにやってもらいたい。
想像力も大事だよね。自分が体験してなければ想像するしかないんだし。同じ目線で立つのは難
しいんだけれども、でもイメージトレーニングで、もし原発の脇に自分の家があったらどうする？
って考えないと物事は始まっていかない。ボンとなった時どうやって逃げる？っていうことを問題
提起してシミュレーションしてみるのもいい。福島ではこういうふうになったけれども、ならない
ためにはどうしたらいいかとか。ヒューマンエラーも含めて、
「ない」なんてことは全くないので。
もしなったらっていうことは常日頃考えておかなければならない。原発から 100 キロ圏内って言え
ば、秋田と山形、北海道の一部の他はほとんど日本国中が入る。風向きによっては自分の所に来る
可能性がある。嘘でもいいから被災者になると思って、逃げるっていう一つをとったとしても考え
てみて欲しい。

受入事業に協力して
＜被災地学習の取組み＞
岩崎

大輔

（宮城県登米市）

んでいないのでは？と思うこともありま
す。
例をあげるなら雇用の問題も一つです。
市内にある多くの企業は、震災で甚大な
被害を受けました。企業倒産もありまし
たが、公的支援や賃金カットを含む労働
条件切り下げや希望退職実施など合理化

１． まもなく５年に・・・

によって再建した企業も数多くあります。

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

しかし、一度引き下げられた労働条件回

災から間もなく 5 年目を迎えようとして

復は容易なことではありません。自宅や

います。

家族を失った者、未だに仮設住宅から通

私は宮城県石巻市内の企業に震災前か

勤している方々もまだ多く、
「生活再建に

ら今日まで勤務しています。震災で被災

はお金も必要だ。働きなれた職場で働き

した市内中心部を歩いてみても、あの時

たいが生活が苦しいと正直、転職も止む

はここまで浸水していたよな？と思い出

を得ない」と言った声も聞こえます。

す程、ガレキもヘドロも今は当然無く、

震災復興に伴う建設業・建築業関連の

震災前と同じような街並みに徐々に復興

求人が増加しており、地域の平均賃金や

は進んでいます。

高校生の新卒内定率も年々増加傾向であ

市の郊外には、集団移転用地の整備や

ります。反面、高騰する人件費では人員

震災復興住宅も建ち始め、新しい街並み

を確保することは難しく、従業員を雇い

と共に、被災した方々の生活再建の第一

たくても賃金を上げる事は難しく、要員

歩が始まっています。

の確保が困難な状況であります。

海岸部の方では、何十台・何百台のダ
ンプカーが防潮堤建設や護岸整備工事に
必要な土砂を満載し、昼夜走り回ってい
ます。建設に必要な土砂も不足しており、
内陸部の山々が次々に土取場として開発
されています。
復興は確実に一歩一歩確実に進んでい
ます。
以前と同じような生活を取り戻すのは
うれしい事なのですが、逆に震災の風化
が徐々に始まっているのではないのか

建造中の船（ヤマニシ石巻工場にて。2016 年 1 月）

な？と感じることもあります。
また、震災からの復興が進んでいる反
面、そこに住む人々の心の復興は未だ進
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「先の見えない地域の復興状況や企業

してみたとの事。頼まれると引き下がる

の経営状況の先行き、そして震災前と大

ことが出来ないのが青年団魂。勿論二つ

きく変わった生活環境や、引き下げられ

返事で受け入れを承諾しました。これが

た労働条件の中で中々上がらない、働く

法政大学の皆さんとの繋がりの始まりで

事に対するモチベーション・・個人個人

あります。

が感じる様子は確かに違いますが、私自

初めての受け入れは 2012 年 2 月。学生

身が今、この環境で感じている現実であ

さんたちがレンタカーを借りて移動する

ります。
」と『生きる』第３号の中で書き

予定でしたが、雪道を走ったことが無い

ましたが、未だに替わることが無い状況

との事。それでは不安だと言うことで急

であります。これが心の復興の遅れだと

遽レンタカーを手配し、私が運転手で被

思います。

災地を案内しました。
学生さんたちに「ただの運転手さんに

２． 受入事業との関わり
その中で、私が今まで関わってきた「受
入事業」について紹介します。

見られないかな？」と思っていましたが、
参加した学生さん達からは数多くの質問
が寄せられ、真剣に被災地から何かを学

受入事業とは、各種団体が被災地を実

ぼうとしている姿が感じました。
「実際に

際に訪れ、見て・聞いて・感じた事を基

被災地を見て学ぼうとしている方々は多

に、東日本大震災からの復興の様子や課

いはず。その人たちのサポートに青年団

題について自ら学習する機会をサポート

として何か関わることは出来ないだろう

するものであります。

か？」その時に私自身で何か意識が変わ

この事業との関わりのきっかけは、私

ってきたのだと思います。

がまだ県団事務局長をしていた 2012 年の

この様な形で、地元の青年団が震災を

春でした。突然、日青協事務局から「法

風化させないように語り伝えていけると

政大学の学生が被災地学習で宮城に入り

確信したのでしょう。早速、翌年の県団

たいとの事。話を聞いて協力して頂けな

事業の一つとして提案することにし、以

いか？」と一本の電話から始まりました。

降今日まで多くの方々の被災地学習に協

早速、電話を入れてみると対応してく

力させて貰っております。

れたのは佐藤一子先生（当時）で、話を

前記の法政大学の学生さん達とは 2012

伺うと、どうやら法政大学の学生さんた

年から 2015 年まで毎年受け入れを行いま

ちがボランティアで被災地の中で活動し

した。学生さんたちは 2 泊 3 日の日程で

た内容をゼミの仲間に報告し、
「先生、実

宮城県内を回り学習するのですが、2 日目

際に行ってみないとわからないよ。ゼミ

の夜の交流会と 3 日目の被災地視察が県

で行きましょう」という様子になったが、

団としての担当。ただ単に被災地見学を

つても何も無い中で困っていたところ、

するのではなく、当時の様子と現在に至

青年団が自分たちの被災体験を記録して

るまでの関わりの説明や、逆に青年団活

いると言うことを知り、宮城県団に相談

動を知ってもらう為に「青年団って何？」
39
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とか「地域活動とは？」と意見交換を行

ともに、自分自身の中での気持ちの整理

う様に仕向けたり、学生さんの学習だけ

も同時に行っているのだろうと思ってい

ではなく青年団としても自分達の活動を

ます。

振り返る切掛けになる様にしてみたりし
ました。
その中で一番うれしかったのは、南三
陸町を訪問した時です。名称・神割崎や
昼食は青年団仲間の経営する店での大盛
り定食を食べながらの研修で、かなり青
年団色の濃い学習になりましたが、参加
者の学生さんから「被災地に実際に入っ
てみないと解らないことが多かった。し
かし、それだけでなく宮城の素晴らしい
ところや青年団の素敵な部分も案内して

被災地を案内しながら説明をする岩崎さん
(宮城県石巻市大川地区、2016 年 1 月)

貰えてうれしかった。地域と密着してい
る青年団の方々で無ければ出来ない事だ
と思った。
」言われた一言です。本当に青

受入事業に参加された方々から「これ

年団冥利に尽きる一言を頂けたと思いま

からの復興支援はどんなことをすれば良

す。

いのでしょうか？募金や支援物資の提供

法政大学の学生さん以外にも、多くの

も時期が過ぎているし、ボランティアで

皆さんに足を運んで頂き、学習の機会の

ガレキ撤去というのも、もう時期が違い

協力をさせてもらいました。それ以外に

ますよね？」とよく聞かれます。

も私の職場関係の方々など、様々な方々
との繋がりの機会を頂きました。
実際、石巻市には被災地受入のガイド

そこで私は私の考えとして、
「これから
の復興支援の一つは交流ではないでしょ
うか？」と提案します。

さんもいます。その地域の元住民の方々

東日本大震災以降、日本各地で様々な

や、ツアーガイドとしては説明も上手い

自然災害が発生しました。その様な時に

方々もたくさんいます。

も「助けてもらった恩は助けて返す」と

私は被災地石巻市の住民でなく、職場
が石巻市にあるだけなのですが、逆に受

いった感じで、東北からも様々な形での
支援が行われたとも聞いています。

入の際には私が当時直面した場面や、震

何かの機会に被災地を訪れ、そこで何

災前の思い出などを細かく説明し、可能

かを学ぶような機会があるならば、是非

な限り青年団関係者に協力を頂きながら

地元の方々と交流する機会を作って頂き

進めるなど、青年団にしかできない受入

たいと思います。そこで生まれた交流こ

事業を進めるように心がけています。そ

そがこれからの復興支援につながるのと、

れが震災を多くの方々に語りつなげると

それをきっかけとする新たな支え合いの

40
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きっかけにつながると信じております。
東日本大震災からの復興は未だ「道半
ば」であります。その様な状況でも、私
は自分に出来ることを探してコツコツと
歩んでいきたいと思います。
【プロフィール】
岩崎

大輔（いわさき

だいすけ）

宮城県登米市在住。会社員。1975 年生まれ。宮城
県登米郡(現登米市)豊里町出身。宮城県青年団連絡
協議会参与。全日本造船機械労働組合ヤマニシ分
会書記長。

南三陸の海の幸。タコは冬の絶品
(南三陸さんさん商店街にて。2016 年 1 月)

（『生きる』第 1 号、第 2 号、第 3 号も参照）

※法政大学(佐藤一子ゼミ)の被災地実習の取り組
みについては、佐藤一子「法政大学キャリアデザ
イン学部被災地実習の取り組み―宮城県青年団連
絡協議会の受け入れ事業―」(『生きる』第 3 号)
にも詳しい。

石巻合同庁舎の津波到達表示。（2016 年 1 月）

宮城県石巻市・日和山公園から石巻市門脇地区を
のぞむ（2016 年 12 月）
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震災を経て
〜５年目が来る～
齋藤

緑

(宮城県山元町)

これまで震災後は JR の代行バスが主流
の公共交通機関で通学や通勤が大変だっ
たので、人口減少（山元町では約 5000 人
減、26％の減少と発表されています）に
も大きく影響があったと思われますが、
常磐線が開通したら、人の流れがどのよ
うに変わるのか楽しみでもあります。

間もなく東日本大震災から 5 年目を迎

また、震災後、それまでになかった他

えます。わが町山元町は震災前と比べる

の街の方々からの支援等で様々なイベン

と景色がすっかり様変わりしました。街

トが開催されてきましたが、最近はやっ

の 3 カ所に災害公営住宅が整備され、田

と町内の若者の姿が目立つようになって

んぼが埋め立てられ山は切り崩されて整

来て頼もしく感じます。

地され新しい地区が生まれました。その
うち２カ所はもう新たな生活を始めた
方々がいます。狭い仮説住宅から真新し
い安住の家に入り落ち着いた生活を取り
戻しつつある方々がいます。しかし、未
だに仮設住宅に住まわれている方も多く
いて、今年の 5 月以降仮設住宅の使用期
限が順次切れるのですが、その後の生活
が心配されるところです。
JR 常磐線の復旧工事も急ピッチで進み、
予定よりも早い今年(2016 年)12 月までに

山元町青年倶楽部「翔」の皆さん(山元町中央公民
館にて、2014 年 12 月)

開通予定です。今までになかった高設の
線路が街の中を縦断していて、一番景色

山下地区にある、閉店店舗を活用し「や

が変わった部分かも知れません。見慣れ

ました幸街堂」も若者が運営に関わって

ない景色に一瞬たじろぐ時もあります。

開設され、関東からボランティアで来て
いた方が山元町に移住し、農業を始めた
方の作物を売ったり、兵庫から縁があっ
て結婚しこちらに来た男性が明石焼のお
店をやったり、学習塾やそろばん教室、
認知症の家族を持っている方のための相
談会等を開いたりしています。
新しい手作り洋菓子店が開店したり、
関東から移り住み一人でコーヒーの焙煎

山元町で建設が進む常磐線(2014 年 12 月)
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昨年(2015 年)12 月には「山元はじまる

小平地区では、
「コダナリエ」というイ

しぇ」という名のマルシェが明治末期に

ルミネーションイベントが 2012 年から毎

建てられた木造校舎と校庭跡のグラウン

年開催されています。地区の住民を中心

ドを会場に開催され町内外 34 の店舗等が

にボランティアで電球の飾り付けを行い、

出店。特産のいちごやりんご、イチジク

毎年電球数もご支援等も頂きながら増え

等の加工品、野菜や焼き菓子なども売ら

続け、今年は 25 万個の電球が山元町を彩

れ、町内外から 1500 人を超える人手で賑

りました。今回はこの「コダナリエ」を

わいました。これも町内の若者からの発

会場に若者発信の婚活イベントも開催さ

信で開催されました。

れました。

今年 1 月に地元新聞社「河北新報社」
主催の「～今出来る事プロジェクト 2015
〜観光型支援プロジェクト・山元をもっ
と知りたい・応援したい語り部ツアー」
が開催され、
全国から 540 人応募があり、
選ばれた 60 人が山元町を訪れ、町内の語
り部ガイドによる被災校舎の見学をした
り、いちご狩り等も楽しみました。
山元町小平地区の「コダナリエ」(2014 年 12 月)

これまで、山元町には目立つ観光資源
がないので町外から人が来て下さるとい
う事は少なかったのですが、住民一人一
人の努力で震災前よりも山元町に観光で
来てくれる方が増えて来ていることは嬉
しいです。
臨時災害 FM りんごラジオも、他の災害
今、話題の山元町の「いちごカレー」(2014 年 12 月)

ラジオが 5 年を区切りに閉局を発表する
中、もう 1 年継続が決まりました。これ

若者達による「こたつで町おこし」と
いう面白いイベントもあります。こたつ
アーティストを名乗る若者が発起人にな

まで通り、町内の情報に特化した内容を
届けていく予定です。
更に町政にも大きな変化がありました。

り、寒空の屋外（畑の真ん中等）にこた

昨年 10 月に行われた町議会選挙では 13

つを置いて、そこに入りながら町おこし

人の定員のうち 8 人が新人という結果に

談義を交わすイベントを不定期に開催し

なりました。山元町ではしばらく女性議

ています。

員がいなかったのですが、今回の選挙で
43
43

生きる.indd 43

2016/02/19 9:39

は一気に 3 人も女性議員が誕生しました。
今までにはない風が吹くであろうと期待

【プロフィール】

されています。

齋藤

綠（さいとう

みどり）

私自身は昨年 10 月には静岡県青年団連

宮城県山元町在住。幼稚園教諭。1967 年、宮城県

絡協議会に呼んで頂き震災の話をする機

(旧)古川市生まれ、(旧)築館町・(旧)志津川町育

会を頂きました。さらに 11 月には山元町

ち。元日本青年団協議会副会長(日青協経歴：98-02

に視察に来て頂き、りんごラジオ等を見

年度常任理事、03-04 年度副会長)。

学して頂きました。被災地の中でも特に

（『生きる』第 1 号、第 2 号、第 3 号も参照）

知名度の低い山元町に関心を持って下さ
った事が本当に嬉しく感じています。被
災地の人間に取って、一番恐れている事
は忘れられる事です。少しでも思いを寄
せて頂いていることが何よりも力になり
ます。静岡の皆さんに改めて感謝を伝え
たいと思います。ありがとうございまし
た。

町内の幼稚園(2014 年 12 月)

りんごラジオのスタジオ(2014 年 12 月)

これからも山元町そして被災地に関心
のある方は、ぜひお越し頂ければ嬉しく
思います。
これからもどんどん町は変化していく
でしょう。町民の一人として、町に関わ
りながら前向きに日々を過ごしていきた
いと思います。
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震災のこと
窪田

恵美

(宮城県丸森町)

もの学校に向かいました。
―どうやって？
車で行きました。もちろん大渋滞。5
時ぐらいに出たと思うんですけども 4 時
間くらいかかりましたかね。夜の 9 時半

2014 年 12 月 21 日、宮城県山元町中央公民館にて

頃に仙台に。上の子どもの学校はきちん

青年団 OG の窪田さんにうかがった話を文字化し編集

とやってくれていたので、子どもはもち

した後、ご本人に確認していただいた記録である(イン

ろん無事でした。下の子どもの学校は海

タビュー：北海道大学教育学部青年期教育論ゼミ、編

に近かったので(心配でしたが)、津波は

集：辻智子)。

大丈夫でした。私が東京に行くって言っ
てたので、子どもたちは期待せず、
「仕方

震災当日のこと

ない、僕たちは学校で待ってるんだ」と

実は、あまり自分からは話したくない

思って寒い中、待っていました。下の子

んですけども。日青協 OB と東京で集まる

の中学に着いたのは、それこそほんと夜

予定だったんです。1 年前からの予定で。

の 11 時ぐらいだったと思います。そこも

阿武隈急行に乗って出発していたんです。 でも学校ではきちんとしててくれました。
冨野の手前で地震にあいました。でも情

12 時過ぎにやっと家に帰ってきました。

報がなくて状況がわからずにいましたが、 でも、もしこれが次の日だったら難しか
もちろん東京には行けないだろうと思っ

ったかな。ガソリンの問題もあったでし

ていました。連絡も取れないので、どう

ょうし。もちろん旦那は帰ってきてない。

しようかなと。子どもたちは仙台の学校

田舎ですから食べる物は何とかなりまし

だったので、とにかくもううちに帰らな

た。寒さが一番ひどかったです。皆で一

くちゃいけないって思ったんです。タク

つの部屋に入って。

シーで丸森まで帰りました。途中、ラジ

―電気、ガス、水道がダメだったんで

オから流れてくる情報を聞いてこれはも

すね。

う実家(南三陸町)はダメだろうと……。
―ご実家は海の近くなのですか。

水道はダメだったんですけど井戸水が
出たんですよね、うちは。だから飲み水

はい。でも高台なので家は大丈夫でし

はダメでしたけど。相馬の近くの方は水

た。家にいれば父母は大丈夫だと思った

道のラインが違っていて、そこは出てい

んですけれど、姉たちは皆、海のそばで

たんです。親戚がいたので、父が行って

すし、仕事をしていたらダメだろうな、

飲み水だけはもらって来たりしました。

なんて。もちろん連絡も取れないので。

あとは井戸水を沸かして、お皿を洗った

それで、何とか丸森駅まで来て、一回、

りしました。でもお風呂は毎日入れたん

家に帰って、父母は大丈夫だと。旦那は

です。まきが炊けたので。もちろん普段

役場なので、うちに戻ってこられない。

は普通にお湯も出るんですよ、出るんで

とにかく仙台に向かおうと思って、子ど

すけど、田舎なので、まきも使えるよう
45
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にしていたんです。父母の仕事だって言

ったんですね、丸森町の隣の。峠を越え

って。燃やすものもありましたので毎日

て。

お風呂は入れました。だから近くの人に

―遺体安置所がいっぱいになってしま

はお風呂を分けて、どうぞって。明るい

って角田の女子高に移したとうかがいま

うちに入って、４時にはご飯も食べ終わ

した。

って、皆でまた一つの部屋に入るって感

そうなんです。角田の女子高の使われ

じでしたね。旦那は次の日から、坂元(山

なくなった体育館。確認や、物資のこと

元町)の方に応援に入りました。運ばれて

など、そういう仕事をしてたようです。

くる遺体の確認で、ずいぶん辛かったみ

―精神的にはだいぶ参りますよね。突

たいです。
（涙ぐんで）…あ、ごめんなさ

然、準備も何もなく、そういうお仕事は。

い。

そうです。そうだったと思います。そ

―辛いお話をさせてしまって、ごめん

してやっぱり旦那が言ったのは、海があ

なさい。

るのか、ないのかで津波の被害がとにか

いいんです、いいんです。私の実家と

くやっぱり天と地の差だって。旦那は朝

連絡が取れたのは、それから 3 日ぐらい

早く出ていって帰りは 12 時ぐらい。真っ

経過したと思うんです。こちらからは全

暗いうちに帰ってきて寒いところに寝て、

然連絡が取れなくて、一番上の姉の旦那

もう次の朝早く出ていく感じで、毎日も

が志津川(南三陸町)で消防団をやってい

うぐたぐたになって、ほんとかわいそう

て、避難所になったベイサイドアリーナ

っていうか、大丈夫かしらって思いまし

で衛星電話を一人一回ずつ使えるように

た。でも、俺たちよりひどいところがい

なった時に、兄は機転を利かせて役場に

っぱいあるって言って頑張っていました。

電話をくれたんですね。それで、こちら

戦場のようだったでしょうね。津波被害

(南三陸)は全員無事だからって連絡をも

はとにかくすごいんだなっていうのは思

らいました。

い知らされました。だから、丸森は沿岸

―よかったですね。

部に比べたら津波がなかったっていうこ

一週間くらいたって、ようやく私も志

とと、やっぱり命を落とす人がいなかっ

津川の実家に入りました。旦那は教育委

たので、役場や旦那なんかは、とにかく

員会にいましたので、10 日間ぐらい坂元

今は、もう手伝ってできること、できる

の方に通ったと思います。家から役場ま

ことをっていう感じですよね。

ではそんなに遠くないので、とりあえず
自転車で役場まで行っていました。ガス
を使ってご飯を炊けたので、おにぎりを

もちろん丸森も報道されるようになり

もたせていました。朝、役場で 3,4 人で

ました。震災後 3 日ぐらいたって原発事

坂元の方に応援に入っていました。その

故のことがテレビとかラジオとかで言わ

頃、山元町でも亡くなった人もずいぶん

れるようになって。最初はラジオを聴い

いた時に、遺体の安置所が角田市の方だ

ていました。うちでも 1 週間近くテレビ
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は映らなかったと思うんですが、充電し

もわかってました。当時、私が青年団や

に役場に行くと原発が大変なことになっ

ってた時、大きく言うと平和なんですけ

てるという情報を聞いてきました。実際、

れども、立命館の安斎先生のお話を聴く

その時、爆発していて、東京から消防車

ことが多くて、広島の問題や原爆のこと

がきて消火活動にあたっていて、空から

とか、すごく興味があったってこともあ

水をとか。でも、ラジオやテレビは、そ

って、被爆者の証言集を英語版にしたの

ういうことだけじゃないですか。被害が、

を国連に届けようなんていう運動もやっ

どこにどうなってるのかは言ってなかっ

ていて国連の方にも行ったんです。その

た。その時は、そんなに重要なことだと

当時、地元の新聞や河北新報など新聞で

は思ってなかったですね。というか実態

取り上げてもらって、そういう記事を載

が分からなかったです。役場にもそんな

せてもらったりもしたんです。でも、当

情報はあんまり来ていませんでした。例

時、女川原発から 30 キロって言ったって

えば、すぐ逃げなくちゃいけないとか、

興味を持つ人なんか全然いませんでした。

そういう情報も無かったんです。でも、

私自身もそうですし、もしも何かあった

そのうち丸森も外国から来てる方たちが

時にすごいたいへんだよって言ったって、

国の方から旅費を出すからすぐに国外に

私自身もどんなふうにすごくなるかって

逃げろって言われて。大変なことだった

いうのはもちろんわからなかった。その

んだなと。

勉強をしてたって言っても。だからそう

―丸森町(宮城県)は飯舘村(福島県)と

いう意識はあっても、まさか原発が爆発

近いですよね。飯舘村が大変なことにな

したって言っても、そこまでは考えられ

って。

なかったですね。

そうです。風向きでこちらに来たんで

原発の放射能は本当に目に見えないもの

すね。だから飯舘に近い所は丸森でも数

なので。子どもたちも高校生と中学で 18

値が高くなっています。逆に福島でもそ

歳未満ということで、下の子は今も内部

んなに数値が高くないところがあります。 被ばくの検査を定期的に受けています。
―丸森にも福島から避難して来られる

丸森も役場でやっているんです。一年に

方がいたわけですよね？

一回ですけど。機械に入って。今年も夏

そうです、そうです、ええ。役場では

にやりました。親としては定期的に検査

施設や水や食料を（提供した）
。とにかく

ができればいいのかなって思います。や

実態が分からないというのが一番恐ろし

っぱり甲状腺も心配ですし。放射線の数

いです。

値が近いところの子どもたちは、それを

―丸森で、まさかこんなふうになるっ

理由にだと思いますが、引っ越していっ

て思っていなかったですよね？

た人もいますね。その小学校は今、全校

そうですね。うんうん。ただ、私は志

で 9 人しか子どもがいないんです。過疎

津川なので、女川原発が近いんです。女

地帯だったので子どもがもともと少なか

川原発から 30 キロ圏内っていうのは自分

ったんですけども、やっぱり放射能の影
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響もあります。今はもうそんなに影響は

の一本一本を通す機械は、すごくお金が

ないって言っても、やっぱり親や家族の

高くて何台も置けなかったりしています。

中には、子どもを、まだプールに入れた

千本ぐらいの筍から一本(放射能の高い

くないとか、外遊びをさせない、農作業

ものが)出てもやっぱりアウトなので。

をさせたくない、学校の畑でサツマイモ

―元気なくなりますね。

とかを収穫する時に土は触らせたくない、
収穫したものは食べさせたくない、給食

はあると思います、やっぱり。

の牛乳も丸森・角田産だとダメとか、そ

―丸森も除染をされたのですよね？

ういう親もいます。情報がいろいろ飛ん

はい。各地区に除染した土を置くとこ

でいます。そういうこともわからないわ

ろがあります。うちは雨どいのところと

けではないですけども、きちんと勉強し

か、雨水が垂れたところの駐車場の砂利

ていればそんなに心配ない生活ができる

のところが数値が高いので、そこは全部

んですけども。

反対の側から土を持ってきたりしました。

―丸森の主産業は農業ですか？

すごい暑い時だったから大変。一番数値

そうですね。あと観光。町おこしで川

が高い地区はもう一度やり直しています。

で舟下りとかもあります。観光の交流人

子どもたちへの保障も、そこの地区だけ

口を増やしていこうっていうのはだいぶ

は特別に福島並に出ています。

盛んに。

―福島から移り住んでこられた方もい

―震災前に戻りましたか。

るんですか？

いいえ、まだだと思います。一番ひど

私もそこまでは詳しく知らないんです

い時よりはいいと思いますけれども、ま

けど学校にはやっぱり何人かは生徒の中

だまだだと思いますね。産直の農産物を

にもいます。でも家は別の所に建てて丸

買いに来る人がまず少なくなりました。

森に住む人は少ないと思います。丸森は

一番少なくなったのはやっぱり仙台から

自然が豊かでいいんですけど交通が不便

だそうです。春の丸森っていうと筍なん

なんですね。ＪＲも通ってないですし、

ですけども、それが放射能の影響を一番

国道と国道の間に挟まる形なんですね。

受けています。おもしろいっていうか不

通学通勤を考えたり、これから住むとな

思議なもので、筍は一番先のところは放

ると、沿岸部だと亘理や岩沼は仙台に近

射能の数値が高いんだそうです。でも、

いですしね、そちらの方に行く人も多い

それと冬の干し柿とでご飯を食べてる人

です。でも角田・丸森もだいぶ工場誘致

もいるので、やっぱり早く戻さなくちゃ

を頑張って、この間、トヨタ関係の新し

いけないということで、筍はその地区の

い工場ができたりしています。そういう

住民の方が手入れをきちんとして、そこ

ところで頑張ってるんですけどなかなか。

だけ今、一区画だけ解除になったんです。

丸森町はちょうど 60 周年ですが、今は

全町はまだです。国の方にいろいろ働き

60 年前の人口の約半分って言われていま

かけているみたいですけど、やっぱりそ

す、1 万 5 千ぐらいしかいないので。子ど
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もはいま一年に 100 人生まれてないので、
人口は減る一方ですし、あれですかね。
でもほんと自然豊かでいい町なんです、
おだやかで(笑)。

【プロフィール】
窪田

恵美（くぼた

えみ）

宮城県丸森町在住。丸森町教員補助員。1965 年、
宮城県志津川町（現、南三陸町）生まれ。元日本
青年団協議会常任理事（日青協経歴：93-94 年度常
任理事、95 年度監事）。日青協現役の時生まれた長
男は 22 歳、次男は 18 歳になった。

南三陸さんさん商店街(2016 年 1 月)

後列中央が窪田恵美さん。山元町中央公民館にて。
(2014 年 12 月)

49
49

生きる.indd 49

2016/02/19 9:39

50

生きる.indd 50

50

2016/02/19 9:39

51
51

生きる.indd 51

2016/02/19 9:39

52

生きる.indd 52

52

2016/02/19 9:39

第三章
震災への想い

宮城県気仙沼市小泉地区の高台に立つ碑（2016 年 1 月）
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ふくしま復興

記憶を風化させないという狙いと、静岡

スタディツアー

ために現地を見てみようということで復

—静岡県青年団協議会の取り組み—

県での防災活動に活かすためまずは知る
興スタディツアーを始めました（2013 年
10 月・陸前高田訪問）
。
翌年度（2014 年度）は、静岡県にも原

鷺坂 学(静岡県静岡市)
杉山 和義(静岡県島田市)
中本 将之(静岡県裾野市)

子力発電所があり津波が来れば被害が出
る事が確実であったため原子力発電所が
ある福島県に行きました。
―静岡は防災意識が高い、ということ

静岡県青年団協議会は継続して被災地に学ぶ取り

でしょうか？

組みを行ってきた。2013 年 1 月に静岡県青年問題研

防災訓練はやるけれど、それが日々の

究集会で陸前高田の話を聞いた後、岩手県陸前高田

生活に活きているかというと「否」だと

市へのスタディツアーを実行した（その経過は『生きる』

思うのですよね。ただし、小学校から地

第 3 号を参照）。翌 2014 年、今度は福島へのスタディ

震に備えた避難訓練はやっているし、地

ツアーを行った。以下は当時の県団役員である杉山

域の自主防災もしっかり組織されている

和義副会長・中本将之事務局長に行ったインタビュー

ので高いと思います。

をもとに編集・作成し、静岡県団が加筆修正した記録

―県団が「来年度はぜひ福島にスタデ

である（インタビュー：2015 年 3 月、編集・辻智子）。

ィツアーをやりたい」と提案したのです
ね。その時の皆さんの反応はどうだった

■スタディツアー企画の理由
―静岡県の青年団では震災や被災地に

危ないとか、怖いとか、行っていいの

学ぶ取り組みを息長く続けていますね。

かとか、そういう反応をする人ももちろ

静岡県は、東海地震の発生が予想され

んいました。やはり見えないものに対し

ていることから、防災について地域の青

て抵抗感というのはありますから。そこ

年どうしが語り合い「自分たちはどんな

に住んでいる人がいるのはわかっている

ことを準備しなければいけないか」を話

けれど、見に行くだけで自分が危なくな

し合いました（2013 年 1 月、静岡県青年

ってしまうのではないかという先入観で

問題研究集会）
。

すか、そういう意識があるので、「怖い」

その後、５月、その分科会のメンバー

という漠然とした思いというのは、やは

３人で岩手県陸前高田市に実際に行きま

り加盟団員の中にもありました。「怖い」

した。そこでは県団の青年問題研究集会

という声も聞かれました。

でお話していただいた泉田将治さん（当

―どう説明したのですか？

時、岩手県青年団協議会会長）を含め数
名の方と交流しました。
次年度（2013 年度）は、県団と震災の
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津波が来た時に原子力発電所が本当に
安全なのかというのはわからない。やは
り東京電力福島第一原子力発電所のよう
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に爆発してしまったら同じ状況になると

紙を送ったのですが日程が合わなかった

思う。爆発して住めなくなる地域に仲間

ので、今はまだ入れないけれど浪江町は

もいますし、その時のことを常時考えて

手続きをとれば入れるようになるから、

おく必要があると思います。それを考え

そこで放射能測定とか体験をやってみた

ることによって、有事の時にパニックが

らどうかっていう案をもらいました。そ

起こらなければ安全に対処ができるし、

のように当日の事を想定しながら話を詰

事前に学んで備えておけば自分たちが中

めていきました。

心となって復興に向けた取り組みなんか

―やってみてどうでしたか？

も早くなる。また、防災ではなくて減災

やはり側溝や雨樋の辺りが高かったで

という視点で被害が出ないように自分た

す。屋根や雨どいに溜まった放射能が水

ちがどう動けばいいのかっていうところ

と一緒に流れてくるので側溝に集中する

まで考えると思い(福島へのスタディツ

と話してくれました。

アーの必要性を)説明しました。

―何人で福島にいきましたか？

―それで県団の中で担当者をつくって
事業を作った。

参加者が６人、役員 6 人、運転手 2 人。
そのうち 3 人が女性です。

当時社会教宣部の鷺坂副会長が中心に
なってやりました。彼の職場は社会福祉

■福島県浪江町へ

協議会なので、社会的視点を強く持って

―浪江町にはどうやって入ったのです

います。青年団たるもの地域で活動する

か？

ならばやはり社会の担い手として社会課

福島市から行きました。町の入り口に

題に取り組む必要があると話していまし

はゲートがあって、誘導というか警備員

た。

がいまして、そこで許可証を見せて入り

―計画を立てる時、普通のスタディツ

ました。出る時には自分たちがどれだけ

アーと違って、今回はやはりすごく気を

放射能を浴びたのかを調べました。警備

つかったのではないかと思いますが？

員が一人ひとり測定器を持って放射能を

草野会長、担当部の鷺坂副会長、中本

受けた量を計り、問題がなければそのま

局長の 3 人が先遣隊で 6 月に行きました。

まゲートから出してもらいます。人だけ

その時、渡辺直也さん（当時福島県連合

じゃなくて車に対しても線量の検査を行

青年会会長）から、志賀先輩、古農先輩、

います。タイヤや車体の表面など。

宍戸先輩を紹介してもらいました。

―浪江町には何時間ぐらいいたのです

―先遣隊はどこに行ったのですか？

か？時間制限はありましたか？

渡辺会長に会って伊達市と飯舘村に行

17 時までに出なきゃいけないというの

きました。元々は飯舘村に行こうとして

で、2 時間から 3 時間ぐらい居たと思いま

いたのですが、計画を練っている途中で

す。

飯舘村は厳しそうだということになりま
した。静岡県団の草野会長から依頼の手

―その間に何カ所か、バスから降りた
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のですか？
志賀先輩の案内で降りられるところは
降りて。浪江町の海岸線には、まだまだ
瓦礫がたくさんありました。
―陸前高田とは全然違いますね。
違います。家が１軒だけ流されずに残

羽織るだけなので。逆に本当にこれで大
丈夫なのかって心配になりました。
―志賀さんのお宅は原発から…
20 キロ圏内です。家自体は、パッと見
た感じでは住めそうだったのですが、で
も 20 キロ圏内だから住めないっていうこ

っていたり、大きな岩が流されていたり。

とで複雑な気持ちでした。

小学校のグランドや駐車場も草木が生え

―浪江町の住民の方にもお会いになっ

ていました。教室の中なんて避難した時

た？

のままでランドセルも置きっ放しでした。

直接話す事は無かったのですが、ちょ

だから、そこに人がいてもおかしくない

うど若い高校生ぐらいの２人組がいまし

ような状態が保持されていて、草木だけ

た。
「この人たち、なんだ？」みたいな感

が成長していて、その他はそのままとい

じの目で見られました。

う状態。線路も３年経つと草木がぼうぼ
うでもう使えない状況でした。町のカレ
ンダーやポスターなんかも当時のまんま
残ってましたよ。
側溝は放射能が全部溜まっているので、
志賀先輩が「ここは（放射線量が）高い
よ。
」って言われて、皆で「どれどれ」っ
て志賀先輩から借りた測定器を使いなが
ら放射線量を計りしながら町を歩きまし

(写真提供：静岡県団)

た。志賀先輩のご実家も訪問しました。

■「あんぽ柿」の検査

どういった所に放射線が溜まっているか

―全体の旅程は？

とか、話を聞き家の周りの線量を測った

静岡を夜出て翌朝 9 時頃に福島県青少

り空気が経時的にどう変化したりしてい

年会館に到着しました。そこで渡辺会長

るのか測定するために志賀先輩が独自に

と合流して浪江町へ入りました。浪江町

作った機械も使いながら話を聞きました。 を見学した後、青少年会館に戻って、そ
―何か着ているのですか？
防護服を着ました。着なくても大丈夫
な所なのですが、これも体験のうちなの
で、「着たい人は着て」と言われました。

聞いた後に福島県連合青年会の方々と懇
親会をしました。
次の日は、伊達市の宍戸先輩のところ

―着た人は何か感想を言っていました

に行って、午前中は青果場で放射能濃度

か？暑かった？

の検査を受けて「あんぽ柿」が出荷され

そんなに暑い生地でもなかったです。
本当にマスクと同じような生地のものを
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の日の振り返りと福島県の農業について

るまでを見学しました。
「あんぽ柿」は乾燥させるので、ぎゅ
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ーっと水分がなくなるんです。水分が減
った事で「あんぽ柿」の中の放射線濃度

る柿について。
全部駄目ですよというのを示すために、

が上がるので他の果物と比べて出荷が遅

作ってできた柿を潰してこれだけ駄目に

れているという話を聞きました。

なりましたって政府に申請すると賠償が

検査の方法もすごく厳しかったです。8

くるという話をしていました。

個が１つの箱に入っているのでそれを一

―生産者は本当は作りたいでしょうに。

緒に検査できるのですが、もしもその検

もちろんです。名産品ですからね。農

査した中に一個でも線量が基準より高い

家としても先代から受け継いできたもの

ものがあると、その箱の柿は全部処分と

という意識もありますから、
「ここで終わ

いう形で出荷できないということでした。 らせるわけにはいかない。
」と話してくれ
―それは厳しいですね。

ました。

外国の基準と比べると何倍も日本の基

出荷場の見学に行った後、宍戸先輩の

準の方が厳しいそうです。だから、日本

お宅で、柿剥きの体験と、どういう工程

で安全なものというのは間違いなく安全

を経て「あんぽ柿」になるかという説明

だと思いました。作った人じゃないです

を受けました。

けど。これだけの検査を受けていて、こ

直売所でも独自の検査をやっていると

ういう高い基準でやっているのだったら

いうので話を聞きに行きました。そこで

絶対に問題ないと。今は、福島県だけが

は破壊試験をやっていました。農作物を

そういうふうに検査をやっているから福

一回ミキサーで粉々にしてから、その中

島県だけが大変な思いをしているという

にどれくらい入っているのかを調べると

感じもします。

いう方法です。やはりそこの放射能の線

あと、１軒の農家が１日に検査する柿

量基準がすごく高く、しっかり確認して

の量は決まっていて、例えば 100 個しか

いるので世界的に見ても安全というのは

計れませんといったらいうことだったら

間違いないんですよ。

101 個とか 120 個持ってきても、100 個以

―行ってみて知ったことや感じたこと

上超えたものは検査を通っていないから

がたくさんありましたね。

出荷できないそうです。

例えばここに原発から 20 キロ圏内って
いう線があります。こっちの人たちは国
が避難してくださいって言われているの
に、一本挟んで隣りの人は指示が出ない
んです。でも、隣りの人が逃げているか
ら逃げないと危ないと思うから逃げるの
ですが、ここで難しいのが補償の問題で
した。避難指示を受けて避難した人には

(写真提供：静岡県団)

―その補償はどうなっているの？捨て

補償があって自主避難をした人には補償
が出ないんです。たった道１本違うだけ
57
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なのにおかしな話なのですが聞いてみな

かるのかを数字で示してくれたので非常

ければわからない話だと思いました。

にわかりやすかったです。
その次に県の防災アドバイザーの方を

■事前・事後研修

講師に招き、DIG（Disaster Imagination

―中身の濃いツアーでしたね。

Game）といった、地震が置きたときにそ

1 泊 4 日の日程でしたからね。

の地域でどういう被害が起きるのか地図

―事前・事後の研修はどんなことをや

を用いて考える、防災対策を検討する訓

ったんですか。

練を行いました。事後学習会は静岡県団

事前学習は、まず、参加者同士が初対

の事務局がある田町地区にある静岡県青

面であったのでアイスブレーキングをや

少年会館が会場だったので、実際にここ

りました。現地研修まで一緒に行く仲間

で地震が起きた時を想定して、
「ここの橋

ですからね。翌日の午前は、静岡県団の

は地震がきたら落ちちゃうよね。」「ここ

先輩に電力関係の仕事をしている先輩が

しか大通りがないからたぶんここに逃げ

いたものですから、その方を呼んで原子

てからどこかに行く方がいいよね。」「こ

力発電所の安全性だとか、原子力発電所

のへんは細い道だらけだからブロック塀

」とか、被
がどんな原理で発電をやっているのとか、 が倒れて通れなくなるかもね。
そういった基礎的な知識を学びました。

害の想定をしました。想像をする事で自

午後は調べ学習をするため図書館に行

分たちの周りにどんな危険が潜んでいる

きました。東日本大震災についての情報

のかっていうのを自ら考え話し合いまし

を集めようというのは、どのグループも

た。３つのグループに分かれてやったの

共通してやりました。もう一つは風土・

ですが、見る視点や気づく所がどこも違

気候・歴史・名産品の分類の中から一つ

って出た意見に「なるほど。」と納得する

選んで調べ学習をしました。参加者が直

場面もありました。日頃からイメージす

接現地の方と話しをする事が大事だと思

る事が大事だなと思います。

って、事前研修から「主体的にプログラ
ムへ関わる事ができるように」という意
図も含めてプログラムを組みました。
―事後の研修は？
2 週間後にやりました。静岡県でどのよ

私は実家が浜岡原発から 30 キロ圏内な
ので、もし同じような状況になってしま
ったら住めない状況が続くと思うんです。

うな被害があるのかを知る事が必要と考

今、岩手ではもう目に見えてここには住

えて、第４次被害想定の話を聞くために

めないというあきらめがつくのですが、

県の危機管理課の方を招いて講演しても

福島の場合は住めるけれど目に見えない

らい、
「今、被害についてこういう想定を

何かがあるから住めないっていう恐怖が

していますよ。
」ということを説明しても

あったので、もうそうなったらどうにも

らいました。倒壊家屋の数や死亡・行方

ならないんですけれど、そのためにどう

不明者数、ライフラインの復旧に幾日か

いうことをしていけばいいのかっていう
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ことを考えさせられました。あきらめる

というか、自分だったらもしかしたら子

しかないのだけれど、そういったなかで

どものためと言って安全か安全じゃない

自分は何をしていけばいいのか。起こっ

かわからないところに住ませていいのか

た時に何をしていけばいいのか。起こる

っていう葛藤はありますね。なので、志

前に何をしていったらいいのかっていう

賀さんのような専門的な人がいれば、大

のに気づかされました。

丈夫だからいてもいいとか、数値的に危

行った後に変わったのは水を置くよう

険だっていう専門的なことが聞けるので

にしたことですね、玄関に飲料水を。あ

すが、やはり素人だと臆病になって逃げ

とはヘルメットとかも必要だと思うので

るかもしれないっていうところで専門的

すが、まずは水からということで。そこ

な学習というのも大事なんだなというの

らへんの意識的なところが変わったのか

は感じましたね。

な。

子どもの話が出たので、ちょっと補足

―福島に行くということで、原発に関

です。空気は上の方がよく回るので、放

しての周囲の意見についてはどうでした

射能は空気が動かないところにどんどん

か？やっぱり地元にいると、例えば「福

溜まっていく。だから地面に近い方が危

島に行って原発の勉強をするなんてやめ

ないんです。子どもたちは、ハイハイと

た方がいいんじゃないか」とか、
「原発は

かで、よく地べたを這い回るので、全部

安全なんだ、大丈夫なんだ」とか、周り

受けてしまうのですよ。だから大人より

からそういう声や、摩擦はなかったです

も子どもの方が影響が出てしまうという

か？

ことはよく言われていて。成人の人の腰

ありましたね。大丈夫なの？って。家

より下が濃度が高いと言われているので、

族や会社から。

そういった面から見ても、やっぱり子ど

―帰ってきてどうでしたか？

もを住まわせるとなるとちょっと考えさ

それほど詳しくは伝えなかったですけ
れど大丈夫だったよと。思っているより、

せられるものがあるかなということがあ
りますね。

そんなにたいしたことはないというのは

僕の個人的な感想では、福島に行く前

変ですけれど、数値は大丈夫だったし、

から思っていたのは、静岡県は津波の被

入ることもできたよ、という簡単な報告

害を受けることは間違いないと。それで

はしました。どれだけ伝わったかという

浜岡原発があるので原子力発電所の被害

のはわからないですけれど。

もあると。だけどもう一つあるのが富士

自分としても地元が好きなので、住め

山。富士山の噴火も絶対に考えなければ

るのであれば住みたいし、いたいという

いけないことなんです。

のもあるのですが、弟は結婚しているん

―確かに。あり得ますね。

ですね、それで子どもも２人いるので、

規模は小さいにしろ御岳山であれだけ

そうなると、じゃあ子どもを住ませてい

の被害が出ているので、富士山だったら

いのかっていうと、僕でも判断しかねる

もっとあってもおかしくないと思うので
59
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す。さらに、静岡県と山梨県の境なので、

たら、「どこどこ？」って、「千葉ね」と

津波は来ないけれど、山梨の人にも被害

か「震源はそこか」みたいな、そういっ

があるというのは間違いなく想定できる

たところで、興味や関心は今までよりも

とは思うので、静岡はより危険なところ

かなり格段に上がって、スタディツアー

だと思うのです。まさにトリプルパンチ。

をやった効果は間違いなくあるというの

僕は裾野市という、本当に富士山の裾野

はありますね、やはり。今まで社会的視

にいるんです。富士山の周りで、神奈川

点というのは、僕はそんなに持っていな

県との境に御殿場市というのがあって、

かったんですが、今年度の社会教宣部長

その横が裾野市、その南に富士市とぐる

が青年団員に社会問題を考えることを推

っと富士山を囲むようにあるのですけれ

進するために何度も言っていたので興味

ど、その裾野市に僕は住んでいるので、

を持つことができました。

きっと震災で津波の影響はないけれど、

【プロフィール】

富士山の噴火による火山灰だとか、噴火

鷺坂

した時の石が降ってきて、それに当たっ

静岡県静岡市清水区出身・在住。社会福祉協議会

て死んじゃうとか、そういった人が意外

職員。1984 年生まれ。静岡県青年団連絡協議会会

といるんじゃないかなというのも想定し

長。

ていて、だからこそというわけではない

杉山

のですが、より地震が身近になったとい

静岡県島田市出身・在住。会社員。1983 年生まれ。

うか。今までは、来る、来ると言われて

静岡県青年団連絡協議会副会長。

結局来ていないから、全然大丈夫じゃん

中本

って思っていました。防災訓練も小学校

静岡県裾野市出身・在住。会社員。1987 年生まれ。

からずっとやっているけれど、でもそれ

静岡県青年団連絡協議会事務局長。

って火災に対する防災訓練だとかってい

※『日本青年団新聞』(vol.100No.1、2015 年 1 月 1 日)

学（さぎさか

和義（すぎやま

まなぶ）

将之（なかもと

かずよし）

まさゆき）

うところがあるので、例えば階段を降り
ていく時に、どこに新鮮な空気が残って
いるとか、そういった知識はあるにはあ
るのですが、噴火となるとまた違うし、
津波の時はどうするというとまた違うの
で、その時々に合わせた動きというのを、
ちゃんとその時にできるのかな、という
不安は、まだまだあるかなといったとこ
ろがあります。
ただ、やはり変わったことはあって、

りんごラジオスタジオ前で(2015 年)。鷺坂さん(後

例えばニュースで「岩手県の…」って声

列看板の右)、杉山さん(後列看板から右 3 人目)、

が聞こえると「えっ」って反応して見る

中本さん(前列右端)。(写真提供：静岡県団)

ようになった。あとは、地震が…といっ
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「想い」を風化させない

いと思う。震災という事実の中で、人々

ために

復興への道のりを歩んできたのか、そし

藤原 麻美
(滋賀県高島市)

私たちが学ばせてもらったものとは一体

が何を感じ、どのような未来をめざして
て、たくさんの犠牲になった尊い命から
何なのか。風化しないものがあるとすれ
ば、この「生きる」に記されたたくさん

戦後最大の被害といわれた東日本大震

の人々の『想い』ではないだろうか。

災からもうすぐ５年の歳月が流れようと

「被災地は日本の中のひとつの町では

している。最近では被災地の様子が全国

なくあの子が、あの人が暮らす町」
。日本

メディアで取り上げられることも少なく

中がその感覚で繋がることができれば、

なり、自らが知ろうとしない限りその様

対岸の火事ではなくなる社会の問題がた

子を知る機会は格段に減少している。私

くさんあるのではないか･･･被災地を訪

はこれまでに２度被災地を訪れ、被害の

れた私が感じた素直な気持ちである。震

状況や復興の様子を自分の目で見、肌で

災の後、日本全体において『つながり』

感じる機会を得た。その度に、自分自身

や『絆』の重要性が取り沙汰された。そ

の中途半端な覚悟と気持ちを悔い、一日

の反面、これだけの犠牲をはらわなけれ

一日を生きることにちゃんと真剣になろ

ば気付けなかったのかと思うと、なんと

うと思ってきた。本当ならば思い出した

もやりきれない気持ちはぬぐいきれない。

くないであろう記憶を私たちに話してく

であるとするならば、今、そしてこれか

れた被災地の方々の想いに対して私が応

らの私たちにできることとは･･･常にこ

えられることがあるとすれば、当たり前

の答えを求め続けることが、想いを風化

の日常をしっかりと生きることだと思う

させない唯一の方法なのかもしれない。

から。

【プロフィール】

今あらためて「生きる」に書かれたた

藤原

麻美（ふじわら

あさみ）

くさんの人々の手記に触れ、時の流れと

滋賀県高島市在住。公務員。1980 年生まれ。滋賀

ともに「今」から「未来」へと前向きに

県青年団体連合会会長。

変わりゆく人々の気持ちに、人間の根底
にある強さとあたたかさを感じている。
震災の風化が問題視される今、事実とし
て何があったのかを伝えることはもちろ
ん大切だけれども、それでも人間は忘れ
る生き物に違いはない。人々の記憶が薄
れていくことは避けられないし、当時の
映像や写真を何十年先の人々が目にした
としても感じる温度はけして同じではな
61
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考え、行動する年に
久保

隆治

(和歌山県みなべ町)

和歌山県の南に位置するみなべ町で農

【プロフィール】

業の傍ら漁師のアルバイトをしている僕

久保

は、３月 11 日も漁に出ていたことを思い

和歌山県日高郡みなべ町出身・在住。農業。1987

出します。昼から農作業を終え家に帰り

年生まれ。青年クラブみなべ会長。和歌山県青年

テレビを見ていると、丁度港に津波が到

団協議会会長。

隆治（くぼ

りゅうじ）

達した映像が流れていました、その映像
を見た時は津波の規模も全く理解出来て
おらず「港がめちゃくちゃになって漁師
さんと漁協の人片付け大変だなぁ」って
くらいしか思っていませんでした、出掛
けて帰って来た時に被害の甚大さに絶句
しました。
災害直後はボランティアに行くことも
考えましたが、仕事の都合がつかず行か
ないまま一年一年過ぎるたびにその思い
も薄れていました。
昨年東北に行く機会があり仙台空港に
着いて空港を出て直ぐに目に飛び込んで
きたのは傾いたままの建物、プレハブで
営業しているレンタカー屋などでした。
石巻まで行き、進んでない復興を見て
僕は「何も変わらない日常を過ごしてて
いいのか？」と沈んだ気持ちになりまし
た。
帰って来てから何かしなくてはと考え
る日が続きましたが、何をすればいいの
かも分からず今を迎えていますが、5 年目
の今年は青年団として皆で震災を考え何
か行動する年にしようと思います。
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生きる

できたと、そう言ってくれるメンバーが

延江

によって可能になった。青年団の力を感

典子

（岡山県岡山市）

いた。1 人ではできないことが、仲間の力
じた瞬間だった。
2011 年の夏。県団では陸前高田市まで

事務室の書棚に並ぶ「生きる」の表紙

ボランティアに行こうとバスを出した。

をめくった。震災が起こったあの時の、

その後、震災復興プロジェクトとして

感情が思い起こされた。苦しみや悲しみ

「3.love.line（スリーラブライン）岡山

を背負いながら、それでも復興に向けて

→ 東 日 本 実 行 委 員 会 」（ 以 下 、 略 。

動き続けている仲間たちがいる。震災が

「3.love.line」
）が立ち上る。

他人ごとになっていないか、私には何が

2 年目には風化させない思いでポケッ

できるのか。今一度考える機会となった。

トティッシュを作成し配布。岡山から被

地震のことは、当時働いていたバイト

災地へ応援のメッセージを届けようとい

先のテレビを見て知った。家に帰っても

う活動もあった。そして 3 年目には、1

テレビでは、車が押し流されている様子

年目にボランティアで訪れた陸前高田の

が流れ、やるせない気持ちになった。そ

現状を伝えたいと被災地を訪れ映画を作

の後に何度も来た余震に、逃げてくださ

成。4 年目の昨年、県団の主催事業で防災

い、逃げてくださいというキャスターの

研修を開催。桜ライン 311 の代表である

張り詰めた声。いても立ってもいられな

岡本さん、映画『あの街に桜が咲けば』

かった。アルバイトを 3 つも掛け持ちし

を制作された小川監督、岩手県団長の泉

ていた私は、あの時仕事を休むことが出

田将治さんをお招きした。その 3 名と

来なかった。涙を流すだけじゃなく、何

3.love.line のメンバーと私で、パネルデ

かできることをしたかった。

ィスカッションを行うことになった。何

青年団で、過去に街頭募金をする際に

度も県団の活動に参加できる機会があっ

何度かお世話になっていた青年館の武市

たにも関わらず、日々に追われてなかな

さんに、翌日募金活動ができないか相談

か参加できない自分がいた。正直、私は

をしてみた。他の役員にも声をかけ、数

現地に行っていない後ろめたさがある。

名でもやろうということになり、集まれ

失礼なことを言ってしまうんじゃないか。

るメンバーで募金活動をすることになっ

被災された泉田さんや復興に向けて活動

た。
はじめは 10 名くらいと聞いていたが、

し続けている皆さんと、前に立って堂々

行ってみると 100 人にも近い若者がいた。

と話をする自信がなかった。しかし、そ

きっと誰もがみな被災地のために、何か

んな自分の心を解きほぐしてくれるかの

したい、役に立ちたいと思っていた。2

ように、皆さんは常に明るく冗談が耐え

時間ほどで 100 万円を超えるお金が集ま

なかった。そんな皆さんの人柄のおかげ

っていた。自分が何をしたわけでもない。

でパネルディスカッションでは、もどか

でも、延江がやろうと言ってくれたから

しい自分の気持ちを素直に話すことがで
63
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きた。

ろうと。

その後に「生きる」第１号の泉田さん

だが課題は深い。どこも青年層が仕事

の手記を今回読んだ。あの明るさの裏に

の関係などで地域に出てくる人がほとん

は、大変な経験があったということ。当

どいない。非常時に出動する消防団員に

時、面白おかしく語らないと自分がどう

も限界があるようだ。元気な年寄りが支

にかなってしまいそうだったという、泉

援の必要な年寄りを助けるというような

田さんの心境を知った。小川監督の映画

状況である。少子高齢化が進み、青年の

を見ている時に、私の隣にいた泉田さん

都市部流出、そして地域離れがどこも深

が、暗い部屋の中で何度も涙を拭いてい

刻な課題だ。東日本大震災後、県団での

たのを思い出す。何も分かっていない自

経験と出会いを通して、私は青年団の存

分が本当に情けない。

在意義を切実に感じている。地方でも都

私は、県団の仲間たちと一緒に活動さ

市部でも青年の力が必要だ。

せてもらい、たくさんの方と出会い共に

岡山県下の地域青年団は減少の一途を

私たちにできる支援とは何かを考えあう

たどっているが、諦めることなく少しず

ことができた。1 人ではここまでに至らな

つでも地域青年と繋がろうと奮闘してい

かったと思う。もどかしい気持ちすら忘

る。厳しい状況を逆手にチャンスと捉え、

れていたかもしれない。

仲間たちと一致団結し少しずつでも草の

「生きる」に記され残された多くの教

根を広げていきたい。全国の仲間たちが

訓や願い。家庭や職場で非常持出袋の用

記してくれた教訓や願いを忘れないよう、

意や、非常時の避難について話をしてお

一人でも多くの青年に伝えていき、共に

くことはもちろんしておかなければいけ

考えながら歩んでいきたい。

ない。何よりも、生きていることが当た

この感想を書くにあたり「生きる」を

り前ではないこと、全てに感謝を忘れな

読み直し、目の前のことに追われがちな

いこと、また何事も他人ごとにならない

自分の生き方を反省した。この機会があ

こと。そんな願いを本当に忘れないよう

ったことを本当にありがたく思う。

にしたい。

【プロフィール】

私は、掛け持ちしていたバイトをやめ、

延江

典子（のぶえ

のりこ）

2 年前から地元の公民館で働いている。事

岡山県岡山市在住。公民館非常勤職員。1982 年生

業では、防災・減災の課題を取り組むこ

まれ。岡山県岡山市出身。岡山県青年団協議会会

とになり、防災訓練を地域と協働で開催

長。※岡山県青年団協議会の取り組みについては、

をしている。まだまだ天災は他人ごとと

『生きる』第 1 号、第 3 号も参照。

感じている人が多い。しかし、集まって
話しあいや訓練を行う中で、関わってい
る人たちの意識は徐々にだが変化してい
るように思われる。自分の命、家族の命
を守り、自分たちの地域は自分たちで守

64

生きる.indd 64

64

2016/02/19 9:39

防災・減災も支援になる
鳥越

香織

（岡山県倉敷市）

増えたことが嬉しいこととなりました。
活動を続けていくために、次は何が伝え
ていけるのだろうか。メンバーで話し合
いを重ねていきました。そしていくつか
のキーワードが出てきました。

今回、
「生きる」の記事を書くことにな

一つ目は、「防災・減災」。私たちが陸

り、今までの活動を振り返る機会を得ま

前高田を訪れた時に印象に残っているこ

した。

との一つとして、
「防災・減災も支援にな

東日本大震災が起きて、壮絶な状況を

る」ということを知りました。
「同じ過ち

テレビで見たわたしは、そのあまりの衝

を繰り返さない。」「自分たちと同じ悔し

撃に動けなくなったことを覚えています。 い思いをしてほしくない」という強いメ
そんな時、友達に誘われて、震災直後の

ッセージを受け取ったのだと感じました。

募金活動に参加してとてもたくさんの人

岡山は、災害が少ないと言われる県。ま

が集まったことで、わたしにもなにかで

ず、防災・減災に対しての意識も低いの

きるかもしれないと思いになりました。

ではないかという思いが、活動していく

それからしばらく経った 2012 年 8 月に

中で常にありました。その意識を高めて

陸前高田を訪れる機会を得て、わたし自

いくために何ができるのかというのは、

身のなかで、陸前高田への関心がとても

ずっと考えてきた課題でもありました。

高まっていきました。それは、そこで出

それぞれに経験してきたことを語り合う

会った方々の頑張っておられる姿と温か

ことで、一人ひとりの意識を持つきっか

な気持ちを受けてのことでした。

けにしてほしいという思いからでした。

そして一年後、あの場所はどうなった

二つ目は、「支援」。今まで自分たちが

のだろうか、あの方たちは今どうしてい

活動してきたことは、どうだっただろう。

るのだろう、今どんな思いを抱いておら

支援をする側の思いばかりが先行したの

れるのだろうと思い、再度訪れました。

ではないだろうか。どのように受け取ら

また、そのことを自分たちの住んでいる

れていただろうかという少し不安な気持

岡山の人達にも知ってもらいたいと思い

ちが、心のどこかにありました。そこで、

と、自分たちの記憶もどんどん風化して

お互いの立場から率直に話してみたい、

いく。映像ならいつまでも残る。
「伝える、

聴いてみたいという思いからでした。こ

つながる、続ける」という活動の軸とな

の話を深めていくと、岡山と岩手とのギ

ることにも合うと考え、映像として残す

ャップ、被災地へ行った人とそうでない

ことになりました。そうしてできたのが

人のギャップがあるように感じられ、パ

「Message」
でした。
震災から 3 年経った、

ネルディスカッションをしようというこ

2014 年 3 月のことでした。

とになりました。

岡山でも上映の機会を通して、さまざ

そして、震災から 4 年目となる 2014 年

まな方々との出会い、そしてつながりも

3 月に「陸前高田からの Message」を企画
65
65

生きる.indd 65

2016/02/19 9:39

することとなりました。そこで、
「Message」

そして、二日目には「クロスロード」

の取材でお話を伺った、桜ライン３１１

というカードゲームを通して、
「そのとき

代表：岡本翔馬さんと、岩手県青年団協

あなたがどう生きる？」ということを考

議会会長の泉田将冶さんのお話をもっと

えました。災害が起きた時の様々な選択、

聞きたい、岡山の人にも直接きいてほし

それはストレスの連続でありそれを疑似

いと思い、お願いしたところ、快諾いた

体験することで、参加者一人一人が想像

だきました。さらに、活動していく中で

力を働かせ、それぞれの意見を交わすこ

知った桜ライン３１１の活動を映像化し

とができました。

た「あの街に桜が咲けば」を観てみたい、

研修の最後に泉田さんより「いざとい

監督にお話を伺いたいという思いが強く

う時、追い込まれた時、こうして聞いた

なり、お願いしたところ、映画の上映と

こと、考えたことが必ず役に立つ。自分

ともに岡山へ来てくださることになりま

は何ができるか冷静に考えることができ、

した。

生き延びることが出来る確率、周りの人

わたしは、パネルディスカッションに

を助けることが出来る確率が高くなる。

」と力
登壇者として参加させていただきました。 防災・減災の原動力にしてほしい。
テーマは「あの震災から４年目に見えて
きたこと」。メンバーは、泉田将冶さん、
岡本翔馬さん、小川光一さん、岡山で復

強いメッセージを受け取りました。
研修を終えて、参加者の方々からの感
想をいただいたので、一部ではあります

興支援に思いを持ち頑張る延江典子さん、 が紹介したいと思います。
私の５名でした。メンバーで話し合って
きたキーワードである「防災・減災」
「支

【参加者感想より】

援」を中心にそれぞれの立場から、率直

■防災、減災意識の必要性をとても感じ

に意見を交わすことができました。

ました。意識のうすい岡山人に一人でも

その中で、自分が生きていることが、

多く意識づけをしようと思いました。

誰かの幸せに繋がっていることを思うだ
けで、防災・減災への意識が変わってい

■陸前高田の人から、同じことを繰り返

くこと。想像力を働かせることで、防災・

したくないおもいがとても伝わってきま

減災への行動に繋がることも、当たり前

した。難しく暗いイメージになりそうな

のようでも意識しないと気づかなかった

テーマでしたが、わかりやすく、明るく

ことで、わたしの中では大切な発見とな

でもしっかりポイントを押さえたディス

りました。また、地域の団体が弾力性を

カッションでした。

もって、助け合っていくこと。住民一人
ひとりが考え意見を出し合い、その声を

■私たちだけでは知り得ない、生のお話

集めて、挙げていくことの大切さも、実

が聞けたことがとてもよかったです。自

際にあった状況などを交えて聞くことで

分の事として初めて考えた。その時の状

よりリアルに感じました。

況やどうしたらいいのかたくさん悩みま
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した。
【プロフィール】

■岡山の青年代表として、悩んでいるこ

鳥越

と、何をすればいいのか、それに意味が

岡山県倉敷市在住。1982 年生まれ。岡山県小田郡

あるのか、自分に何ができるのかなど、

矢掛町出身。3.loveline 岡山→東日本実行委員会メ

等身大の意見を率直に投げかけていただ

ンバー。

香織（とりごえ・かおり）

きました。日々、自分一人では考えられ
ないことを考える時間になりました。何

※岡山県青年団協議会の取り組みについては、
『生

か、自分で行動を起こすということ、し

きる』第 1 号、第 3 号も参照。

っかり受けとめて、実行したいと思いま
す。
このような感想をいただき、とても嬉
しく思いました。その反面、今回の研修
では、呼びかけが遅くなり、予想してい
た人数よりも集まった人数は少なかった
のです。このような機会の大切さを強く
感じたため、大きな反省となりました。
今現在の課題として、なかなか人が集ま
りにくく、活動の進展が遅くなっている
ように感じています。けれど、これから
も出来ることから、続けていきたいと考
えています。
今回の機会を得て、岩手そして岡山そ
れぞれの状況を震災当時から振り返るこ
とで、自分たちの行ってきたことも、客
観的に見ることができ、より深い学びと
することが出来たと感じています。そし
てこのような機会に、感謝しています。
たくさんのいただいたメッセージを、こ
れからの防災・減災、活動の原動力とし
ていきたいと思います。

67
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東日本大震災パネル作製

「チーム日青協」として震災復興に関わ

に取り組んで

パネルをつくってみたいと考えるように

佐久間

祥平

(日本青年団協議会)

っていくには何かと考えたところ、震災
なっていました。
震災で私たちは多くの仲間を失いまし
た。日青協では現役の常任理事だった岩
手県選出の加藤国雄さんが大槌町役場で

初めて東日本大震災パネルの話が挙が

の仕事中に津波の被害で亡くなり、それ

ったのは震災発生から大体 1 年が過ぎた

から 3 年間東北地区から日青協役員を出

頃だったと思います。同じ宮城県出身で、

せないでいました。いや、出す余裕がな

元日本青年団協議会副会長の齋藤緑さん

かったという方が正しいかもしれません。

とお会いする機会があり、これから青年

加藤さん以来の東北地区からの役員とな

団としてどのように東日本大震災と関わ

った私は、県団の時と同様に被災地に住

っていけば良いかという話題になりまし

んでいるからこそ発信できる言葉や行動

た。その時に会話の中で「青年団発信で

を見せていかなければとの意識も強く、

パネルのようなものをつくったら、青年

定期大会で審議する運動方針の中に震災

の意識付けにもなるし、風化も防げるの

パネルの案を盛り込ませていただき、無

ではないか」と盛り上がったのを覚えて

事承認され作製を始めることになりまし

います。しかし、震災から 1 年が経った

た。

とはいえ、まだまだ震災前のような県団

当初から上半分に写真、下半分に文章

運営にはなっておらず、当時宮城県青年

とイメージして進め始めたものの、すぐ

団連絡協議会会長だった私は「宮城県団

に壁にぶつかりました。とにかく写真が

でこの話を進めたいところではあるが、

手に入らないのです。そもそも被災地の

現状では難しいかな」と、その時は頭の

青年たちは私も含めあまり当時の写真は

中で先送りにしていました。

持っていません。撮ってはいけないよう

震災から 3 年が過ぎようとしていた

な感覚があったのも事実です。初めから

2013（平成 25）年 2 月頃、私は日本青年

新聞社などから探そうかと思い探してみ

団協議会へ常任理事として立候補する準

るものの、一枚の値段が決して安くない

備を進めていました。はじめは全国青年

金額ばかりです。やっと著作権フリーの

大会について取り組んでいきたいという

写真を見つけるものの、画質が粗いなど

のが一番の目的だったのですが、日青協

締め切りギリギリまで事務局と連携しな

として東日本大震災に関して取り組んで

がら選定させていただきました。

いるのは「生きる」が主で、それも岩手、

下半分の文章は、当初私が考えて写真

宮城、福島のメンバーで構成された編集

に合わせながらつくっていければと思っ

委員会で発行していたので（被災地がそ

ていました。そんな時ふと「生きる」１

の 3 県中心なので当たり前ですが）
、より

号を読み返していた時に、
「私があらため
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て文章をつくるより、当時の生々しい臨
場感あふれるものがここに詰まっている
ではないか」と気づかされてからは一気
に作業が進みました。写真を決めてから
文章をつくろうとしていたところから一
転、
「生きる」の文章をメインに写真を探
す方向へと切り替わりました。
今回日青協震災パネル「あの日の証言」
と題して 7 枚のパネルを作製しました(本
書末資料に掲載)。文章を引用したい旨を
7 名の執筆者の方々にお願いしたところ、
皆さん快諾してくれ、
「どうぞ自由に使っ
てください」「頑張ってくださいね」と、

鳥取県青年問題研究集会で。

励ましの言葉までいただき、より一層い
いものをつくらなければという気持ちに
なりました。

震災から 4 年の月日が流れました。日
本各地で震度 4 以上の地震が最近相次い

このパネルはＡ1 サイズのものとＡ4

でおり、いつどこで震災が起きるか予断

サイズのラミネート加工したものと 2 サ

を許さない状況が続いています。被災地

イズ作製しました。Ａ1 サイズのものは各

では何らかの震災のニュースは毎日ある

道府県青年団で開催される文化祭や体育

ものの、関東以西地域ではほとんど流れ

大会など主催事業で展示してもらうこと

てはいない状況だと聞きます。私は阪神

によって、参加者だけではなく一般のお

淡路大震災を高校時代に経験しているに

客様などより多くの方々の目にとまるの

もかかわらず、あの時何の準備も心構え

ではないかと期待しています。Ａ4 サイズ

もありませんでした。このパネルを、特

の方は青年問題研究集会や活動家研修会

に関東以西の方々に使用していただくこ

など分科会などでそれぞれの手元に置け

とによって、常に少しでも意識してもら

るものを用意しました。

えれば、有事の際の備えになるのではな
いかと考えています。そしてもちろん、
震災を風化させたくないという私たちの
気持ちもこのパネルには詰まっています。
そしてこの運動こそが「チーム日青協」
としての震災復興への新たな取り組みに
なると信じています。
最後になりましたがこのパネルをつく

パネル展示の様子(日本青年館、2015 年 3 月。写真提

るきっかけとなった齋藤緑さん、パネル

供：日青協)

へ文章を提供いただいた 7 名の皆さん、
69
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私とともに編集に携わってくれた日青協
事務局、そしてこのパネルをつくること
を承認していただいた全国の青年団（会）
員の皆さん全てに感謝を申し上げます。
本当にご協力ありがとうございました。
（2014 年 2 月執筆）

【プロフィール】
佐久間

祥平（さくま

しょうへい）

宮城県角田市出身・在住。会社員。1976 年生まれ。
宮城県青年団連絡協議会会長をへて、2014 年より
日本青年団協議会常任理事。
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あ と が き


「光陰矢の如し」
。
 あの未曾有の大災害から、 年  月  日で  年を迎えます。
 振り返ってみれば、私たち青年団は震災以降、募金運動、物資支援、ボランティア活
動、被災体験の聞き取りや学習活動、フィールドワーク等々、震災復興に向けた様々な
取組とともに仲間の思いを共有してきました。この「生きる」の発行もまた、復興に向
けた取組の一つとして、震災で被災された方々をはじめとする人々の体験や暮らし、生
き様を記録してきました。
 月日の流れとともに、かつては復旧や復興と大きく取り上げてきた新聞やテレビなど
での報道の有り様も、慌ただしい時間の流れとともに少しずつ薄くなってきています。
ある意味、それは私たちが抗えないことなのかもしれません。

 しかし、私たちは悩みました。被災の経験と仲間の思いを風化させることなく、青年
団として、また一人の青年として向き合い何ができるのか。そして、次の世代にどうつ
たえていくのか。

生活記録冊子「生きる」は、 年  月  日に発生した地震・津波・原子力発電所
事故とその後を､青年たちが各地域でどのように生きぬいているか､その事実を残すこ
とを目的に、 年から  年まで連続して発行してきました。同時に「生きる」を
活用した学習や復興だけでなく防災・減災の実践なども地域で呼びかけてきました。し
かし、
「これ以上当時の記憶を思い起こすのは辛い」
「なにかに取り組むことを強制され
ているように感じる」といった切実な声も聞こえてきました。もちろん「生きる」の趣
旨をご理解いただき、多くの方々は手記の寄稿を快く引き受け執筆くださいました。私
たちは「生きる」の発行だけに取組をとどめてはいけないと感じ、 年度は「生き
る」の発行を一旦取りやめ、震災の経験と記憶のもう一つの伝え方として、「東日本大
震災パネル第１部『あの日の証言』」の作製と普及に全力を注ぎました。しかし、一年
を経て、この「生きる」を、私たちの暮らしや地域を見つめ直すきっかけにつなげてい
くという原点に立ち戻り、白熱した当時の議論の末、今回第４号として発行することを
決めました。
 年度は日本青年団協議会に加盟する道府県青年団の主催事業などを通じて、パ
ネルを活用した展示会や学びが各地で行われ、風化していくことの怖さと伝えていくこ
との大切さ、難しさを痛感しました。私たちは現在、パネル第  部『復興に向けて』 仮
称 の作製をすすめるとともに、震災から  年を迎え、私たちが改めてどう被災の実相
と経験を継承していくのか、道府県青年団とともに考える学習会を予定しています。
折しも昨年は、アジア太平洋戦争の終了から  年、阪神淡路大震災から  年と節目
71
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の年にあたりました。また、巨大地震や火山噴火など、世界規模で自然災害が猛威をふ
るい、改めて自然の脅威を思い知らされました。地方創生が声高に叫ばれる一方で、被
災された方々の中には今もなお絶望と不安を抱えながら暮らしている人たちも少なく
ありません。めまぐるしい社会の動きに連なりつつ、私たちはこれからどのように歴史
や体験の記憶を継承していくのか。それは私たち一人ひとりに投げかけられた課題でも
あるのです。改めて「生きる」に綴られた体験の重みを受け止めながら、そのことを共
に胸に刻み合いたいと思います。
終わりに、「生きる」 号の発行にあたりご協力いただきました青年団の仲間や先輩
たち、執筆にかかわってくれた方々、「生きる」の発行を待ち望んでいる方々、北海道
大学の辻智子先生をはじめとする編集委員会等々、多くの皆様に御礼申し上げます。

 年  月  日
日本青年団協議会
 事務局長 鳥澤 文彦
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＜資料＞
１．日青協震災パネル「あの日の証言」

Design- B

弘則）

災害ラジオで
情報伝える

月 日から放送開始しました。

役場の特設スタジオで

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」

（気仙沼市 芳賀 広美）

全く現実感がありませんでした。

いい天気だったため、

思えないほどの

このような災害の直後とは

なくなっていたのと、

本当にきれいさっぱり何も

何もなくなっていました。

自宅付近に着いたら、

やっとのことで

何もなくなっていた

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」

（山元町 齋藤 緑）

方が多かったようです。

使えるラジオで聞いてくださる

ところも多く、手回しや電池で

開局当時は電気も復旧していない

行方不明者の名前など。

給水車のスケジュール、

水道や電気の復旧状況や

山元町の被害状況や情報、

21

無念の殉職
南三陸町では
共に汗を流した仲間が
たくさん亡くなった。

高橋

防災庁舎では最後まで避難を
呼びかけ職務を全うして
五人もの仲間が流された。

（気仙沼市

責任感の強い彼らの死が
無念でならない。

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」

忘れないでください
福島は
警戒区域内に住んでいた人も、
警戒区域外に住んでいる人も
困難と闘っています。

重夫）

忘れないでください
『 福島 』を。

志賀

私のふるさとは今、無人となり
息をしていません。
しかし、そこは私の
故郷なのです。
（いわき市

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」
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日青協
震災パネル

Design- A

73

日ぶりのお風呂

日過ぎたあたりで、

お風呂に入ったのも震災から
自衛隊が作ってくれた

齋藤

お風呂に入ったのが最初です。
それまでは沢の水、川の水を
洗わないよりはましと、

かぶっていました。

（山元町

皆がそうしていました。
緑）

訓）

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」

ジェット機の
ような轟音
何の音かわからないが、
外からはものすごい轟音が
聞こえ始めていた。
轟音はジェット機の音に
とても似ていた。
離陸前のスピードを上げる
ときのような音だった。
佐々木

[あの日の証言]
日青協
震災パネル

10
10

獲っては捨てる
虚しい仕事

あんぽ柿は早々に県から生産の

自粛が求められました。

自然乾燥後のセシウム含有量が

基準値を超えたからです。

枝も折れんばかりにたわわに

（伊達市 宍戸 克己）

実った柿を穫って棄てるという

虚しい仕事を延々と

繰り返しました。

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」
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（大槌町

出典：「生きる〜東日本大震災と地域青年の記録〜」
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＜資料＞
２．東日本大震災に関する青年団関係の動き
—2014 年 3 月 12 日～2016 年 2 月 15 日—
２０１４年
４月２０日

岩手県陸前高田市の米崎青年会が桜並木のライトアップ「米小の夜桜」を
５月５日まで開催。

６月

１日

第 62 回宮城県青年文化祭を大崎市で開催。

７月

５日

岩手県沖Ｍ６・震度５弱の地震発生

７月１２日

福島県沖Ｍ７・震度４の地震発生

８月３０日

宮城県青年団連絡協議会が法政大学の学生５名を受け入れ。あらためて石
巻地区を視察。

９月

３日

栃木県北部Ｍ５・震度５弱の地震発生

９月１６日

茨城県南部Ｍ６・震度５弱の地震発生

１０月

５日

岩手県の大槌町青年団体連絡協議会が、いわて親子フェスティバル in アイ
ーナに出演。防災啓発を目的としたヒーローショーの「防災戦隊ホウライ
オー」を披露。

１１月

７日

１１月２２日

第 63 回全国青年大会に被災地から多くのチームや個人が参加。
静岡県青年団連絡協議会が「ふくしま復興スタディツアー」を福島県連合
青年会の協力の下で開催。福島県団ＯＢにも協力をいただき、放射能の測
定やＪＡの現状視察、農業の風評被害の実態を学ぶ。

２０１５年
２月１７日

岩手県沖Ｍ６・震度５強の地震発生

２月１５日

岩手県陸前高田市青年団体協議会が第 58 回青年芸能祭を開催。

２月２１日

岡山県「3.loveline（スリーラブライン）岡山→東日本実行委員会」が、
防災意識の向上を目的とした研修会「陸前高田からの Message～東日本大震
災から考えるべきこと」を岡山県青年館で開催。

２月２１日

鹿児島県出水市野田町青年団が交流のある岩手県野田村を訪問。今後の支
援活動につなげようと復興状況を確認した。

３月１１日

＜震災から４年＞

５月１３日

宮城県沖Ｍ７・震度５強の地震発生

５月２４日

第 63 回宮城県青年文化祭を大郷町で開催し、震災パネルを展示した。

８月

宮城県青年会館にて日青協、辻先生、被災 3 県（岩手県・宮城県・福島県）

８日

の会（団）長等が集まり生きる編集委員会を実施。
８月１０日

石川県青年団協議会は震災パネルを活用し、震災を一人でも多くの人たち
に伝えることを目的に、8 月 10 日から 30 日にかけて石川県行政庁舎 19 階

75

生きる.indd 75

2016/02/19 9:39

展望ロビー及び石川県青少年総合研修センターにて東日本大震災復興パネ
ル展を開催した。
８月１５日

陸前高田市気仙町今泉地区の今泉青年会が気仙川川開きに参加。鎮魂祭の
手伝いや灯籠流しに参加した。

８月２２日

宮城県青年団連絡協議会が法政大学の学生５名を受け入れ、石巻地区を視
察。

１０月２５日

静岡県青年団連絡協議会は、11 月 21 日から 22 日にかけて行う「みやぎ復
興スタディツアー」の事前学習会内で震災パネルを展示した。

１１月２０日

静岡県青年団連絡協議会は震災復興の現状と、自県で大きな震災が起こっ
た際の対応などを学習することを目的に「みやぎ復興スタディツアー」を
宮城県青年団連絡協議会の協力の下に開催。山元町を訪問しりんごラジオ
の取組をはじめ、大川小学校を訪問し震災当時から復興状況などについて
学習した。

２０１６年
１月１６日

北海道青年団体協議会が主催する第 53 回全道青年研究大会内で震災パネル
を展示したほか、社会分科会には震災に関する道内の青年からレポートが
寄せられ当時の様子などが語られた。

１月３０日 「みやぎ復興スタディツアー」の事後学習会内にて震災パネルを展示した。
なお、事後学習会に合わせて第 58 回静岡県青年問題研究集会を併催した。
２月

６日

鳥取県連合青年団は２月６日開催した防災事業内にて震災パネルを展示し、
地域防災への意識向上を図った。
(日本青年団協議会作成)
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＜資料＞
３．『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』第 1～3 号内容(目次)一覧
【第 1 号(2012 年 3 月)】はじめに／目次／東日本大震災に関する青年団関係の動き―2011 年 3 月 11
日～2012 年 3 月 11 日―／第 1 章

大震災での体験をつづる

震災体験を次の世代の人へ（岩手県大槌町・

佐々木訓）、あの日を忘れない～2011.3.11 東日本大震災～(岩手県釜石市・小國太一)、東日本大震災手記(岩
手県陸前高田市・泉田将治)、東日本大震災手記(岩手県陸前高田市/北上市・橋詰琢見)、被災体験記(岩手県
陸前高田市・松田恵美子)、東日本大震災体験記(岩手県陸前高田市・村上宏)、M9.0 震度 7 の地から(宮城
県栗原市・加藤義弘)、大震災から学んだ地域のつながり(宮城県気仙沼市・高橋弘則)、東日本大震災手記(宮
城県気仙沼市・芳賀孝司)、東日本大震災体験記(宮城県気仙沼市・芳賀広美)、東日本大震災を経験して(宮
城県登米市・岩崎大輔)、震災を経て(宮城県山元町・齋藤綠)、東日本大震災以降の行動記録と感じたこと(福
島県会津若松市・吉田恵三)、継続は力なり(福島県会津若松市・渡辺直也)、出るも地獄、残るも地獄(福島
県浪江町/秋田市・古農満)／第 2 章

支援活動の記録

石川県青年団協議会、大阪府岸和田市青年団協議

会・泉佐野市青年団協議会、岡山県青年団協議会、日本青年団協議会／この記録冊子ができるまで(辻智子)
／おわりに～青年団の仲間たちへ～(田中潮)

【第 2 号(2013 年 3 月)】はじめに／目次／東日本大震災に関する青年団関係の動き―2012 年 3 月 12
日～2013 年 3 月 11 日―／第 1 章

大震災の体験を綴る

海は繋がっている(北海道様似町・千葉浩行)、

あの時(青森県八戸市・川井若奈)、生き残った者として(岩手県陸前高田市・菅野学)、3.11 を振り返って(宮
城県気仙沼市・熊谷公人)、ライフライン寸断で混乱状態の震災直後(宮城県登米市・菊地健治)、あの日の
食パンの味が忘れられない(宮城県大和町・武藤順子)、あの日から(宮城県仙台市・山田美香)、震災発生か
ら 10 日間の記憶(宮城県角田市・佐久間祥平)、原発事故と向き合って(福島県伊達市・宍戸克己)、私の「お
もい」(福島県浪江町・志賀重夫)、『記憶』(福島県いわき市・鈴木崇弘)、震災後の状況と「じゃんがら念
仏踊り」への思い(福島県いわき市・渡部久美)、3.11 の経験(静岡県静岡市・相馬隆史)／第 2 章
後の記録

暮らす

3.11

震災後の私の暮らしを振り返る(岩手県大槌町・佐々木訓)、震災はまだ終わっていない(岩手県

陸前高田市・泉田将治)、「米崎小仮設住宅から―2012 年春」(岩手県陸前高田市・佐藤一男)、ピンチをチ
ャンスに(岩手県陸前高田市・橋詰琢見)、一歩ずつ(岩手県陸前高田市・松田恵美子)、希望が持てる地域に
(宮城県気仙沼市・高橋弘則)、けせん避難所・仮設挿話集(宮城県気仙沼市・芳賀広美)、M9.0 震度 7 の地
から(その 2)(宮城県栗原市・加藤義弘)、震災後に直面した雇用問題と被災地の現状(宮城県登米市・岩崎大
輔)、震災を経て～その後(宮城県山元町・齋藤綠)、復興元年(福島県会津若松市・渡辺直也)、あの日から,
間もなく 2 年(福島県会津若松市・吉田恵三)／第 3 章

支援活動の記録

特定非営利活動法人静岡県青年

団連絡協議会～静岡県青年問題研究集会・拓け KATARI 場 2013～、高知県青年活動実践協議会にぎわい
ボニート～東北復興プロジェクト「ship for ship」、大分の青年たちの支援活動、宮崎県高原町青年団灰プ
ロジェクト実行委員会／第 4 章

記録から学ぶ『生きる』1 号を読んで

『生きる』1 号に想う(北海道栗

山町・本田徹)、他人事にさせないために(北海道当別町・穴澤義晴)、
「心をひとつに」～優しさは伝染する
～(栃木県足利市・鈴木光尚)、語り継ぐこと(福井県鯖江市・山田絵美子)、震災から 2 年を迎えて(滋賀県東
近江市・戸嶋幸司)、仲間の声を伝えたい(鳥取県米子市・砂口真)、
『生きる』1 号を読んで想う(香川県綾川
町・岡下進一)、この想いを伝えていく(香川県善通寺市・西梶三枝)、仲間が地域で生きてきた証(高知県檮
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原町・立道斉)、
『生きる』からの学び(沖縄県南風原町・照屋仁士)／編集後記／(裏表紙)村上和三(岩手県陸
前高田市)

【第 3 号(2014 年 5 月)】はじめに／目次／東日本大震災に関する青年団関係の動き―2013 年 3 月 12
日～2014 年 3 月 11 日―／第 1 章

暮らす

町がかわっていく(岩手県陸前高田市・泉田将治)、震災復興

に伴う企業再編の動き(宮城県登米市・岩崎大輔)、故郷・陸前高田に戻って(陸前高田市・岡本翔馬)、県外
避難者の現在(福島県浪江町/秋田県秋田市・古農満)、それぞれの震災―3 年経って―(宮城県山元町・齋藤
綠)、今、複雑化する地域の思い(宮城県角田市・佐久間祥平)、東日本大震災から 3 年を振り返って(岩手県
大槌町・佐々木訓)、私の経験している震災・原発事故(福島県浪江町/南相馬市・志賀重夫)、未来の陸前高
田を考える(岩手県陸前高田市・松田恵美子)、青年団の一人として(福井県鯖江市・山田絵美子)、私の「生
きる」(群馬県高崎市・湯浅直樹)、前を見て生きていく(福島県会津若松市・渡辺直也)／第 2 章

まなぶ・

つたえる・つながる 「あいちから」活動報告(「あいちから」実行委員会)、青森県の支援や避難者受け入
れ(青森県青森市・工藤晶信、青森県八戸市・山田智久)、山形県と東日本大震災(山形県山形市・小関新太
郎)、それぞれが何をすべきか考えていく(秋田県大仙市・齋藤和彦)、いわて復興スタディツアー(静岡県青
年団連絡協議会)、自主製作映画「Message」の取り組み(3.loveline 岡山→東日本実行委員会)、忘れてはい
けないあの日のこと(北海道長沼町・田村芳克)、北海道北見市留辺蘂町・吉田祐美)、県団旅行 in 宮城(福
井県連合青年団)、私のまわりの支援活動(山形県飯豊町・細川由貴)、北海道・東北ブロック研修会(北海道・
東北青年団連絡協議会)／「福島で学ぶフィールドワーク」の記録

大震災直後の福島県に派遣されて(石川

県羽咋市・石井昌志)、たくさんの人に支えられて震災から 1 ヶ月で再オープン(道の駅よつくら港駅長・白
土健二)、福島で学ぶフィールドワークを通じた東北支援に心より感謝申し上げます(特定非営利活動法人
3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会・赤池孝行)、頑張る人の笑顔あふれる～浜風商店街の訪問～／参
加者から寄せられた感想

記憶と記録に残していく(北海道・渡辺泰典)、テレビだけでは分からなかったこ

と(岩手県・松田恵美子)、我々はもう歩みはじめている(宮城県・佐久間祥平、武藤順子)、地域で防災活動
を(秋田県・齋藤和彦)、もっと早く行けばよかった(群馬県・天笠荘一)、大切なのはこれから(石川県・宮義
一)、
「キッカケ」つくり発信していこう(岐阜県・片桐充弘)、あらためて地震の備えを(静岡県・朝原桂子)、
逆にこちらが元気をもらった(愛知県・神谷幸典)、つながる想い(滋賀県・藤原麻美)、押しつぶされるかと
思った(和歌山県・中早洋行)、あの時感じたことは絶対に忘れない(鳥取県・中村美香)、自然の力の脅威(岡
山県・渡邊誠、青井麻由美)、精一杯、生きていく(香川県・十川由人)、参加者が主体者となる活動を(高知
県・大崎博士)、寒い海辺と温かいコーヒー(長崎県・梅川美沙乃)、人はそんなに弱くない(大分県・阿南貴
詞)、なんでもっと早く行かなかったのか(宮崎県・松田裕明)、強く生き抜く地から(宮崎県・堀口美穂)、地
域でも伝え続けていく(鹿児島県・桐野貴行、山下真奈美)、福島でもらった「お土産」(沖縄県・照喜名朝
尚)、私たちの誓い／第 3 章

広がる・広げる―今後に向けて

青年が地域を元気にする(東京都日野市・池

上洋通)、青年たちへの期待(岩手県陸前高田市・大坪涼子)、法政大学キャリアデザイン学部被災地実習の
取り組み(埼玉県さいたま市・佐藤一子)、震災に学ぶ(北海道栗山町・澤田康文)、中国青年との学習交流、
「生きる」そして生きていく(北海道遠軽町・山中ちあき)／あとがき
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