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はじめに
『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』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
事実を記録として残すことを目的に始めた取り組みです。 年  月の第１号以来、第２
号  年  月 、第３号  年  月 、第４号  年  月 とこれまで６年間にわたり継
続的に発行してきました。
 『生きる』では、地域で青年団・青年会活動をする青年たちを中心としながら、その 2%・
2*、友人・知人、活動への協力者たちにも広く呼びかけて各々の体験を手記に書いてもらい、
掲載してきました。また、ぜひ話をうかがいたいという方には編集委員会から取材に出向き、
聞き取りの記録や報告としてまとめてきました。号を重ねるにつれて内容にも書き方にも
幅が出てきました。今回初めて書く人もいれば毎号継続的に書いてくださる人もいます。今
だから言えること、今になってやっと語れることも出てきました。今になって自分自身が負
った傷の深さに気づかされたという手記もありました。
「忘れるべきこと」
「忘れた方がいい
こと」と、
「忘れてはいけないこと」
「残し伝えなくてはならないこと」があるという声もは
っきり聴こえるようになってきました。もう思い出したくない、忘れたいという気持ちと、
忘れちゃいけないという気持ちとのせめぎあいが、目の前で否応なく変わっていく町の風
景を前にして複雑な思いを呼び起こしている様子がよく伝わってきます。
 震災当時の体験については、この記録のような文字に残したものが今後、力を発揮してい
くのではないかという予感がしています。体験は時間の経過とともに記憶になっていきま
す。本人にとっての辛い体験はそうならなければならないとも思います。辛い体験を何度も
思い出したり語ったりすることが、語る人・聴く人に何をもたらすのか考えさせられると同
時に、だからこそ当時の言葉を文字にした記録をもっと活用したいと考えます。幸い、地域
青年活動には、お互いに書いたものを読み、書き手に思いをはせる学習活動の文化と歴史が
あります。これまでのものも含め本冊子『生きる』をさらに活用いただけたらと思います。
 今号には、昨年の熊本地震や集中豪雨など自然災害とどう向き合うかという問題意識が
強く表明されました。また、地域を超えた関係継続の蓄積の経験は、現代日本社会の｢地方｣
の課題が凝縮された場として｢被災地｣を見る時、地域を超えた青年の集団的な相互交流が
持つ意味として、その大きさを感じさせます。被災地の復興過程は「地方」の今後と地続き
だからです。現在も続く原発事故の被害や避難が突きつけるものに対しては、今もまだほと
んど展望を見出せないままにいるように思えます。まだまだこれからです。
本書を読んでいただき、息の長い取り組みを今後も一緒に共有してもらえたら幸いです。

 年  月  日
                  『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』
第５号編集委員会（辻智子）
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＜凡例＞
・記録は原則として執筆者の出身地域で北から順に並べた（同一地域は執筆者五十音順）。
・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、記録執筆者本人または日本青年団協議会の提供によるものである。
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【資料】

 現在、大槌町青年団体連絡協議会は参加

ご当地ヒーローで防災啓発 

者の減少でヒーローショーの継続が危ぶま

～被災したからこそ伝えられること～

出来るヒーローショーがある。これからも



活動を続けて、津波・地震の恐怖を地元はも



ちろん他の町にもつたえていきたい。

れているが、自分たちが被災したからこそ

（大槌町青年団体連絡協議会
     副会長 小林 宣久さん）
（日本青年団新聞  年  月号より）


 10 月５日、岩手県民育成会議主催の「い
わて親子フェスティバルｉｎアイーナ」が、
いわて県民情報交流センターで開催され、
大槌町青年団体連絡協議会は防災戦隊ホウ
ライオーショーを披露した。防災戦隊ホウ
ライオーは、地震や津波などの災害から町
民を救えるよう、町内外でのイベント時に
活躍する防災啓発を目的としたヒーローで、
これまでも様々な場面に登場してきた。
 フェスティバルは、ＮＨＫ教育テレビ「つ
くってあそぼ」でお馴染みのわくわくさん
こと久保田雅人さんの工作ショーをはじめ
満載のプログラムで、ヒーローショーは親
子連れ約 30 組に披露した。ヒーローショー
はホウライオーレッド・ブルーが地震の化
身シンドロックを倒す内容で親子連れにも
好評だった。
 主催者の岩手県民育成会議からは後日手
紙をいただき、家族や親子で楽しめるイベ
ントを行うことで家庭内での対話やふれあ
いを深めるという事業の目的を達成するこ
とができたいと温かい言葉を頂いた。

6
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次の世代につなげる

固まってきた時、本当に桜にするのかとか、

岡本 翔馬

ほぼ毎日のように集まって話しあいました。

今後どういう形態でやっていくのかとか、

（岩手県陸前高田市）

本気でやるんだったら法人格の方が絶対い
いとか、事務局も必要になるし、ホームペー

※岡本さんは岩手県陸前高田市で 132 法人

ジ（+3）を作ろうかとか、団体の名前はどう

桜ライン  の代表をしている。桜ライン

するかとか、どういった形式で植樹会やる

 は津波の到達点に桜を植えていく活動

かとか。震災  年後には植えられたらいい

で、震災の年の秋に陸前高田市青年団体協

ねって言っていたんですが、
+3 を作ったら、

議会のメンバーの発案でスタートした。そ

かなり早いタイミングでいろんな方から問

の後、132 法人化 現在は認定 132 法人 。

い合わせをいただいて。その中に苗木を提

（桜ライン  および岡本さんの震災前と

供したいというお話をいただいて、始める

直後の状況については、
『生きる』 号、 号、

なら早い方がいいよね。ということで震災

 号をお読みください）

の年の  月から植樹を始めました。



―それからは順調に年  回の植樹会をして
こられた。
順調と言うか怪しいところはあると思い
ますけど、植樹会は年  回（ 月中旬～
月上旬、 月中旬～ 月初旬）
、基本軸とし
てやらせていただいています。今年 
年 も  月  日と  日の  日間、一般参
加で全国から、いわゆるボランティアの皆


た。他に学校の受け入れもやっていますの

岡本翔馬さん


で学校単位での受け入れと一般の方の受け

―桜ライン  の活動が始まった頃、どん

入れと  つの軸を分けてやっています。今

な感じでしたか。

秋は  月  週目あたりに  回、学校の受け

設立に向けた当時は本当に桜でいいのか

入れをしました。植え替えも必要ですし、傾

とまず議論しました。桜は病虫害に弱いの

斜がきつかったり知識がないと厳しい現場

で津波の到達地点に単独で植えたら枯れち

がいくつかあるので、そういう意味も含め

ゃうんじゃないかとか。震災の被害を後世

て他にスタッフや役員、正会員と一緒にや

に伝えるということを主旨とする僕らの場

る会も  回あります。それを入れて今年の

合、極端な話、別に桜じゃなくても何とかな

秋としてはトータル  回。設立当時は年中

るんですよね。だから桜以外にコストも含

植えられるのかと思っていましたけれど、

めて適切な木があればそれもいいんじゃな

苗木を植えた後そこに根付く確率 定着率

いって話もしました。メンバーがある程度

を考えると、葉が落ちてから芽吹くまでが
11
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いいと業者さんの指導をいただいてこうい

すしね。あと、やっぱり半分くらいはリピー

う形態を基本軸にしています。

ターの方が来てくださっていて、毎年、高田

―行政や地元の業者などいろいろな地元の

に来る口実にして使ってくださっているケ

方が関わっておられるんですよね？

ースもあります。植えた桜をもう  回自分

そうですね。
 年前に比べれば圧倒的にた

で見に行きたいとか、参加した植樹会で会

くさんの方にご一緒させていただいている

った地権者さんに会いに行きたいとか、皆

ところはあります。 年  月に認定 132

さんそれぞれいろいろ、僕らの植樹会に参

も取得して  年経ちます。だいぶしっかり

加するということだけでなくて、陸前高田

した組織にしようとエネルギー注いできま

市で何かしらの計画というか、そういうも

したから、それなりの成果は出せているか

のを持ってかかわり続けている方がすごく

なと。

多いみたいです。僕らの団体としては、もち

不謹慎な表現かもしれませんが、震災当

ろん植樹会に参加いただくというのは一つ

時、ある種のお祭り騒ぎみたいな熱が社会

大きなものではありますけど、そうやって

全体にありました。でも今それはほとんど

陸前高田と縁を持って何回も来てくれる、

ないわけです。その中で、僕らは東日本大震

行きたいと思わせる場所に陸前高田がなっ

災をきっかけに生まれた団体ではあります

ていってほしい。復興はこれからが本番で

が、東日本大震災のことをあまり言われな

すし、その先を考えた「いい関係性」を作る

くなっても僕らがやりたいこと、達成した

お手伝いができているのであれば、団体と

い目標は消えないので、そういう社会の雰

して嬉しいし、これ以上のことはないかな

囲気の変化に対して、どういうふうに団体

って感じはしますね。

をフィットさせていくかを考えています。

―縁があって来て陸前高田に来るようにな

無くなっていった 132 団体も多いわけです

って私も今回  回目です。街並みとか、こ

が、その中で、しっかりと地に足をつけてど

こが変わったなとか、ここはまだこんな感

う進めていくかというフェーズ 局面 に、

じかとか、こっちに来ると懐かしさのよう

この  年ぐらいは入ったと考えています。

なものを感じます。こういうことなんだな

今は、企業や個人に参加してもらうきっか

って思ったりするんです、ほんとに復興と

けをどう作っていくかに力を注いでいこう

かそういうの。台風の時も、岩手県ってこ

と話しています。

とですごく気になりました。
国内外問わず大きい災害が起きると支援

―参加者は減る傾向にあるんですか？
おかげさまで今のところはそこまでは。

の名目で陸前高田から募金を集めて現地に

募集も  週間の募集期間で全部埋まります

送っています。東日本大震災当時、僕らは支

し。植樹会の参加人数に関していえばその

えてもらう側でした。今度はこちらが支え

傾向はありません。

る側になれたらいいなって。+3 でも募集し

―コンセプトがしっかりしてるので参加し

て、市内  か所くらいに募金箱を置かせて

やすいんでしょうね。

もらっています。また今回（ 年の集中

そうですね、やることがわかりやすいで

8
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加して泥かきをしてきました。僕らここ陸

は、僕らがやっていることに対して、例えば

前高田にいた人は、震災当時、泥かきをやっ

「 桜の木を植える 土地の提供をお願いし

ていないんです、避難所の生活だけでいっ

ます」ってチラシを配布するだけで市内で

ぱいいっぱいだったので。だからあの時に

はある程度反応があったんですけど、今は

皆さんがこういうことをされていたんだな

（今も配布はしているのですが）問い合わ

って追体験するというところもあります。

せや申込みが基本的にほぼなくなっていま

岩泉はひどい被害でボランティアが圧倒的

す。今はスタッフが実際に土地の権利を持

に足りていない状態でした。震災直後にお

っている方の所に足を運んで、お会いして

つき合いしていた皆さんが今、積極的に岩

話をして回っています。

泉に入っています、先日、我々が団体でお邪

―かなり地道な作業が必要ですね。

魔した時にも、ボランティアセンターやい

ほんとにマンパワーの必要な世界です。

ろいろなところに行くわけですけど、だい

でも、植樹の土地の提供をくださる方に限

たい知り合いがいるんですよね。震災時に

った話ではないですが、なんで僕らがそれ

陸前高田を支えてくれた人たちが、今、岩泉

をやりたいかっていうのをどう伝えるかっ

を支えてくれてるんだなと思って、すごく

て考えると、紙だけで伝えられるものはた

感慨深かったです。

いしたことなくて、実際にお会いして、顔を
合わせて成立することなんだと思います。



他にも桜ライン  はいろいろな要素を含

―桜ラインの進捗状況、達成状況は？
 本が目標ですが現状で  か所

んでいて、最初は震災の風化防止でしたけ

 の植樹が終わっています。計画でいう

ど、今は陸前高田だけじゃなくて全国の皆

とまだ ％ぐらいという感じになります。参

さんに防災や減災をどう感じてもらうかと

加者数は全部延べ人数として  名です。 か、陸前高田市と全国の皆さんをどのよう
（ 年  月末日時点）

に繋いでいくかとか、震災直後の立ち上げ

―息の長い活動になっていきますね。

の時とはちょっと増えてきた要素がありま

もともと植える期間として ～ 年く

す。それも含めてスタッフが話をしていま

らいかかるという想定でスタートしている

す。やっぱり顔を見ないと信用できないこ

ので、まあこんなものかと思います。順調か

ともありますしね。どこの地方もそうだと

というとなかなか難しいところですけれど

思いますけど。

ね。

―木を一本植えるって言ってもこの町を変

―ご苦労もいろいろあると思います。

えるわけですから。

植物なので生き物を扱う責任みたいなも

そうですね。そういう意味では、紙一枚で

のが結構でてくるわけですよね。日陰、落ち

なんとかなるものでもないですし、それこ

葉、病虫害といたハードルも出てきますし、

そ僕らが死んでも残るものなので、木を植

電柱と重なるとか。そうなったら管理をど

えるというのは言葉としては簡単なことか

うするんだという話になってくるのでクリ

もしれないですけど、事前の細かい設計や

アしなくちゃいけない。活動を始めた当時

地権者さん自身の不安をどうクリアしてい
13
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くかというところが変わらずあります。そ

れなりに大きくなったら枝の本数を減らし

こは粛々とやっていくしかないところです。

たり下の方は落としたり、そういった管理

―植えた後の管理も。

をそろそろ本格的にやらないといけない。

植えた後の管理の方が圧倒的に大変です

樹木医さんや造園業者さんと打ち合わせし

よ。ハイライトは植えるところと咲くとこ

ながらやっていく予定です。植えた直後 ，

ろなんでしょうけども、その途中が実は一

 年は、
かなり密なメンテナンスが必要で、

番大変。若い木を使っているので、そもそも

植えて ～ 年、～ 年というようなスパ

ちゃんと根づくかという点がまずあります。

ンごとに管理の仕方も変わってくるはずで、

桜は木としてあまり強い方ではないので。

それをスタッフがまず把握する必要もあり

震災から  年間、放置されている土地は雑

ますし、地域の皆さんと一緒に管理してい

草が人の背丈くらいになるような場所ばか

くことを考えた時、どの部分をお願して、ど

りになってきますし、そういう現場に関し

の部分は僕らがやるべきなのか試行錯誤で

ては、夏には頻度を上げて草刈もします。他

すが、まだなかなか手を付けていないとこ

にはシカによる食害も結構出ます。それに

ろでもあります。

どう対応していくかを考えると、植えるよ



りよっぽどお金も人出もかかります。管理

―町としては、今、震災  年目を迎えてど

については、そこそこの専門性も必要にな

うなんでしょうか。
どうなんでしょうねぇ。高田の場合は「ま

るので、それをどう担保するかが難しいと

だまだ」感はだいぶあるかな。 年以上たっ

ころです。
実は今ちょうど、 年、 年当初に

て、だいぶ雰囲気が落ち着いたと思います

植えていた苗木が大きくなってきて、そろ

し、被災された方の住宅の問題一つとって

そろ本格的に剪定に手を付けなきゃいけな

みても、高台移転の場所もかなり分譲が進

くなってきています。太く育てていくため

んで、そこに建てて住んでおられる方もい

に枝の本数を減らさなきゃいけない。これ

ますしね。市の災害公営住宅もある程度出

は桜に限った話ではないんですが、木を植

そろって、ちょうど移行する時期です。そう

えるとどんどん上の方に勝手に伸びていっ

いうところは、ある種の目処みたいなもの

てくれて勝手に上の方で枝が分かれていく

はほぼできてきた。といっても、仮設住宅の

イメージがある人がほとんどだと思うんで

約  割はまだそのまま入居しているようで

すけど、実際には、下の方の若い時に枝分か

す。

れしたものがそのままずっと残っちゃう。

―今も仮設住宅に。

だから上の方に背丈を伸ばしたいのであれ

仮設住宅に。今、ちょうど仮設住宅をどう

ば、上の方を残して下の方の枝を払わなき

撤去したり集約したりしていくかという段

ゃいけないんです。桜の場合、枝を密集させ

階に入ったところです。高田の場合、土地を

ると一本一本が細くなって風に弱くなった

かさ上げしたところに町を新しく作り直す

り枝どうしがぶつかって傷ついて、それが

というのが復興の一つの大きなポイントに

原因で枯れてしまったりしてくるので、そ

なると思うんですけど、今年  年 の秋

10

生きる.indd 10

14

2017/02/20 11:41

からやっと一部の建設がスタートしました。
 年くらいにはある程度の形にはなって

回数は減っているでしょうね。少し長期

いてほしいとは思いますが、どうでしょう

的な視点で考えなきゃいけない時期になっ

か。
 年でここまでかと思う方も多いでしょ

たってことでもあります。震災当時は、明日

う。住民の皆さんにすれば、この  年は、

どうするとか、半年後どうするっていう世

あっという間だったなというところもある

界に生きていたわけで、それより先のこと

でしょうけれど、長い  年だったと思われ

なんて考えられない。でもそれがある程度、

る方の方が多いんじゃないかな。

少しずつ時間が経ってきて、
「明日どうする」

―かさ上げの盛土を山から運んでいたベル

が、半年になり  年になり、今は、向こう 

トコンベアの橋を解体しましたね。

年どうしようか、向こう  年どうしようか

はい。コンベアで運ぶ作業に関しては終

というように長いスパンで物事を考えられ

了ということで。でも、かさ上げ自体は全部

るようになっていたっていうのはあります。

が終わっているわけではなく中心市街地を

まあ  年ですからね、間もなく。

再生するエリアに関してはおおむねできて

あとは、この町がずっと残っていけるの

いても、周辺の住宅やそういったところは

かって考えていかなければいけませんから

まだ全部は終わっていません。

ね。東日本大震災に関わらず日本の地方は

―景色としてはずいぶん変わってきた感じ

そもそも「限界」なので。 年くらいに

ですね。

は単独で維持できない自治体がかなり出る

そうですね。毎日いると見慣れてしまう

って予想も国から出ていますし、人口も日

ので変化が感じにくい部分はありますが。

本の場合は増えることはほぼない、減って

いつまでも現状にとどまっているわけにも

いく。そうなった時、東日本大震災で被災し

いかないし変化を受け止めこっちが起こし

た地域は基本的にかなり限界気味の地域が

ていくくらいじゃないと駄目だなと思う時

多いので、そのあたりも含めてこの町をど

もあります。僕らが見るべきは未来なので。

ういうふうにしていくのかって考えなきゃ

もちろん住民のみなさん全員がそう思えて

いけない。それは行政だけで考えることで

いるかというと全然そんなことはないです

はなく、住民の皆さんにもそういった視点

けどね。僕ら桜ライン  や若い世代の視

を持ってる方も多いと思います。自分の子

点で言えば、忘れるべきじゃないことはち

供の未来ですから。

ゃんと残す。でも町は生き物だから、変わっ

―震災からどう立ち上がるか、から、高田

ていかないと復興にならない。その両面の

の未来をどうしていくか、に。
震災の復興からどう立ち上がるかという

バランスですね。
―昨日、市青協の村上和三さんが、皆の視

ことと僕らの未来っていうのは本来的には

点が変わってきたように思う、やっぱり皆

イコールのはずなんですけどね。震災特有

これからどうしていくべきかなっていうと

の課題ももちろん大量に出ましたけど、で

ころに視点が移ってきたよねって話されて

もそれはもともとあったものが震災で一気

いました。最近、過去を振り返ることが少

に加速度的に進んだというか露呈したにす
15
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ぎない。東日本大震災では多くの人が亡く

ね。この町にいても経験してないんですよ。

なったし多くの人がダメージを受けました

それがあと

けども、この町がどういうふうに変わるの

はもう知らない。それからさらに

か、変わっていくのか、その変えていくエネ

たら中学校以下はもう全員知らない。

ルギーみたいなものが、今、この町にはある

後、

ので、いい方にとらえて形にしていかなき

や記憶も経験がないということになります。

ゃいけないなと思います。震災当時は、良く

住んでいる僕らの中にすら年数とともに風

も悪くもカオスだったんですよね。ほんと

化はうまれてくるので、経験した世代が、ど

に混沌としていた。だから何かを始めるっ

ういうふうに次の世代に引き渡していくか

ていうことは、あの当時はやりやすかった

というのは今すぐ始めておかないといけな

んだと思います。今もそうかというとそれ

い。そこにアプローチはしていきたいです。

はちょっと違う。 年近くたって、落ち着い

今、市内の小学校の卒業記念で一緒に植樹

てきた部分があるわけですよね。落ち着く

会をやったりしていますが、それを市内全

ってことはイコール安定という意味です。

小学校とやりたいなぁと考えています。一

安定すれば変化は起こりにくくなる。震災

方、東日本大震災がどういうものだったの

直後や 年目、 年目は、安定というものが

かっていうのを子どもたち自身が感じたり

すごく少なかった代わりに、変化すること

考えたりする時間を作らなきゃいけないだ

に対しての許容感みたいなものがすごくあ

ろうというふうには思います。防災教育に

った。でも、これから何か劇的なものが始ま

近いような性質のものを、市としてなのか

っていくかっていうとたぶんそうじゃない。

県と一緒にやるのか、ちょっと仕込み中で

震災

年目

年目に播いた種みたいなもの

年たったら小学校

年後っていうのは、

年生以下
年たっ
年

歳以下はもは

すけど、考えているところです。

を、どう育てていくかっていうフェーズに

―すごいですね。次々と出てくるものを一

なっているので、新たな種を播くには難し

つ一つクリアしながら。

い時期になりつつあるって、正直なところ、

うのがうちの団体の一つの特徴でもあるの

思いますね。
―桜ライン

外の人たちがつながってくれているとい

の場合で言うと？

で、その過程にどう外の人たちに関わって

今までの経緯もあるし続けてきたことで

もらえるかは継続した意識のひとつだなと

生まれてきたものがたくさんあるので、そ

改めて思います。以前よりも落ち着いて俯

れをどういうふうに大きく育てていくかと

瞰的に状況を認識したり、今後の事業展開

いう時期に入ってきていると思います。こ

を考えるようになったとは思います。スタ

れからは、僕らの桜がどういうものなのか

ッフをどういうふうに増やしていくかとか、

っていうのを、どうやって次の世代に伝え

事業をどういうふうに膨らましていくかと

ていくかっていうことをもう少し意識して

か。今度、陸前高田に復興祈念公園ができる

やっていかなきゃいけないなと思っていま

んですけど、その計画もだいぶ進んできて、

す。例えば震災からもう
小学校

年なので、今の

年生に震災の記憶はないんですよ

そこに桜ライン

に関わらせてもらえた

りしています。高田で

年間やってきたこ
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ともですが、みなさんと一緒に当時播いた

の幸せを重ねるっていうところにかなり意

種がそれなりにしっかり育っているところ

識が向くようになってきたことですかね。

もあるっていう感じがしますよね。まだま

桜ライン

だですけどね。

立ち上げや参加をしているんですが、出来

―最後に、これからについて一言。

ることはまだまだあるはずだと思っていま

桜ライン

としてはあまり前と変わり

ません。陸前高田が震災を受けたことは変

以外にもいくつか

法人の

す。
―お子さんも生まれましたしね。

わらないし、それをなかったことにするの

はい。次の世代が一番側にいるので。この

は絶対に間違っている。ただ、残すところ

子にどんな可能性を見せてあげられるかっ

と、人びとの気持ちが癒えていくと一緒に

ていうことを考えています。そしてこの世
代の未来の下地になるものを作るのは、僕
たちの責任でもあります。
―ありがとうございました。

【プロフィール】
岡本

翔馬（おかもと

しょうま）

岩手県陸前高田市在住。

桜は着実に育っている

県陸前高田市出身。

年生まれ

岩手

法人桜ライン

代

表理事。

消えていくものとに分けたほうがいいと思
うんですよね。正しく風化させないといけ
ない。そういった部分も住民の皆さんと一
緒に作っていけたらいいなって思います。
現状、陸前高田イコール東日本大震災って
いうのはイメージとしてあると思います。
でもそれは癪（しゃく）なんですよね、正直
なところ。それが永遠に残るっていうのは。
それ意外の部分が付加価値になるようなま
ちづくりを、皆さんと創っていく。これは団
体としても僕個人としてもやっていきたい
ですね。

年後、

年後、

年後にこの町

に住んでいる人たちが自分の町を誇らしく
思えるような状況を作れたらいいのかなっ
て思います。僕自身が震災直後より少し変
わってきたなと思う点は、自分の幸せと人

13
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テル・タッピク  が残されることになって

あの日から･･･

います。次世代に今回の震災の事を伝えて
行ければと思います。

そして、これから
松田 恵美子
（岩手県陸前高田市）

 あの無尽蔵に被害をもたらした『東日本
大震災』から６年の月日が経とうとしてい
ます（執筆現在）
。大津波により、瓦礫の山
と化した陸前高田市は多くの方々により復
興してきています。
 何もかもを失った陸前高田市ですが、そ
の中でも一歩ずつゆっくりとですが前へ進
んでいます。今では中心市街地では盛土の
作業が終わり、その上に大型の商業施設の
工事が進められています。そして、多くの施
設が建てられたり、災害公営住宅の建設・引
っ越しも行われています。
 陸前高田市と言えば日本百景にも選ばれ



ている『高田松原』が有名です。砂浜に約７
万本の松が植えられていました。しかし、そ

奇跡の一本松

の松は震災による大津波により流され、奇
跡的に１本だけ残りました。その松はこれ
から復興していく陸前高田市の象徴として
保存されることとなり、多額の費用を掛け
防腐処理をし『奇跡の一本松』として今も陸
前高田市に有ります。連日市内外から多く


の方々が見に来られています。
 そして、この一本松を掘り起こした時の
根の部分が『陸前高田市復興まちづくり情



報館』に展示されています。この情報館は、

 震災後、新たにシンガポールからの支援

被災前の陸前高田市の写真や動画、災害状

により『陸前高田市コミュニティーホール』

況の展示も行われています。

が建設されました。高田市唯一のホールに

 一本松の他にも震災遺構として、気仙中

なり市内の行事は全てこのホールで行われ

学校・下宿定住促進住宅・陸前高田ユースホ

ています。我々市青協の主催する『市青協青

14
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年芸能祭』もこのホールで行っています。

事が行われています。そして、その隣には
『陸前高田市文化会館（仮称）』を建設する
計画が組まれています。この文化会館は震
災前に有った『市民会館』と『ふれあいセン
ター』の両方の機能を併せ持った建物にな
ります。会館の建設に伴い、建設する業者や
市役所職員だけではなく、実際に使用する



市民の意見も入れながら建設しようとのこ

『陸前高田市コミュニティーホール』

とでワークショップが計４回開催されまし



た。会館の敷地内には野外コンサートやラ

 そして、コミュニティーホールの隣に『陸

イブができる屋外ステージの建設も計画さ

前高田市消防防災センター』
が平成  年 

れています。

月に完成し、 月  日から本格的に稼働

 本当に少しずつですが、復興してきてい

しています。この施設は消防機能を備えた

ます。完全なる復興はまだまだ先ですが、私

庁舎等に加え、防災知識を深めるための体

たち『陸前高田市』に住む者として出来る事

験棟や災害時に備えた備蓄倉庫、消防ポン

をしていきたいと思います。陸前高田市青

プ操法などに対応した訓練場、災害対策本

年団体協議会も活動を続けています。震災

部設置にも活躍する防災研究室等様々な防

前より活動している人数は減ってしまいま

災機能を併せ持った施設になっています。

したが、今いる人数で出来る事をしていま

庁舎等については、免震構造を採用し、非常

す。現在は、平成  年  月に行う『第 

灯発電機や太陽光発電、受水槽の設置など

回市青協青年芸能祭』の開催に向けて準備

により災害時にインフラが途絶した場合で

をしています。市青協全員の力を合わせて

も防災拠点として機能の維持が出来る様に

無事成功できるように頑張っていきたいと

なっています。平成  年度の消防の操法の

思います。

大会もこの防災センターで行われました。

 これからも復興していく『陸前高田市』を
見守って行っていただければと思います。

【プロフィール】
松田 恵美子（まつだ えみこ）
岩手県陸前高田市在住、出身。岩手県青年団
体協議会会長。


『陸前高田市消防防災センター』

 現在、陸前高田市では大型商業施設の工
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信念に沿い、１日１日を

確信に近い形で思い続けている。法人とし

丁寧に生きる

だ活動内容の質は高くはなく、市民の巻き

佐々木 信秋

受益者にとどまっているに過ぎないが、そ

（岩手県陸前高田市）

の直感に沿い、一歩一歩、丁寧に地道に、だ

ては  名前後の小さな組織であり、まだま
込みができているかと言われれば、一部の

が確実に陸前高田市に貢献できる組織を目
  年  月  日の東日本大震災があっ

指していこうと思う。

てから私の人生は本当に大きく変わった。

 個人的に驚いていることは「とても陸前

「よし、明日から頑張ろう！」震災前日に３

高田市が好き」と言える自分がいることで

年間準備した :HE 会社の船出として、共同

ある。なぜなら私は「陸前高田市が嫌い」で

創業者と小さな飲み会をしていた。本当に

高校卒業後に上京し、あまり故郷にも帰ら

待ち望んでいた会社設立だったため希望で

ず東京暮らしを満喫していた。そんな自分

胸が一杯だったことを今でも鮮明に覚えて

が震災後に陸前高田市の地域性や人に触れ

いる。次の日から「まさか自分の故郷がなく

るなかで、これまで知らなかった陸前高田

なるとは」
「まさか自分が陸前高田に戻ると

市の魅力や温かさに気づき、自然と「ここに

は」
「まさか故郷で 132 をするとは」･･･と

暮している人たちを笑顔にしたい」と思え

まさかまさかの連続の毎日で、あっという

ていることである。そのように思えてから

間に６年が経過しようとしているのが本音

は 132 としての将来ビジョンも定まり、あ

だ。なので多くの方が感じるような「震災」

りがたいことに公私共非常に充実している。

についてのさまざまなことが最近やっと自

今、私が震災を経て思うことは、起きた悲し

分なりの咀嚼と整理が出来始めている。

みを忘れずに１日１日を丁寧に生きること、

 思い返すと震災から２〜３年は地獄のよ

そして、信念に沿い淡々と地域に貢献し続

うな日々であった。未経験で 132 を設立し

けることである。

てしまい、かつ、震災という特殊な状況、さ



らには前述の「一番やりたいこと（:HE）
」を

【プロフィール】

我慢し続ける、私にとって 132 を続けると

佐々木 信秋（ささき のぶあき）

いうことは辛く、苦しいもの以外なにもの

岩手県陸前高田市在住。 年生まれ。岩手

でもなかった。他人が見れば「さっさと 132

県 陸 前 高 田 市 出 身 。 一 般 社 団 法 人 6$9(

をやめて、:HE に戻れば」と思われる話でし

7$.$7$ 代表理事。

かないし、事実、多くの方にそのように助言
をいただくことは多かった。なぜ続けたか
と問われれば今後の陸前高田市に必要な組
織になる、と直感で感じていたからだ。がら
にもなく“私”ではなく“公”の考えとして、
そのように予感し、動き続け、そして今でも

16
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気仙沼市の現状と･･･

能性のある地域に建築されるものが多かっ

芳賀 広美

 戸建てタイプは木造で、従来工法が用い

（宮城県気仙沼市本吉町）

られていて大きさは  ㎡、 ㎡、 ㎡の

た為、鉄筋の高層階が求められたのです。



３タイプがあり居住人数によって希望した

 東日本大震災から５年以上が過ぎ、もう

タイプになるか決まるそうです。この戸建

じき６年になります。

てタイプが建てられる場所は、基本的に

 気仙沼市内では、 年  月末現在で災

元々山や、林、農地であった場所なので、比

害公営住宅の着工戸数が ％を超え、また

較的平地の農地部分に建てたものは早めに

自主再建や防災集団移転、完成した公営住
宅への移転によって住民の減少した仮設住
宅の解体を始めたと新聞報道がされました。
 私は『生きる第４号』にも書きましたが、
現在災害公営住宅（以下、
「公営住宅」の表
記は全て「災害公営住宅」のこと）の建築に


関わる仕事をしているので、今回は気仙沼
市内の公営住宅の情報についてご紹介など

完成間近の災害公営住宅

をしたいと思います。


着工されたのですが、山を切り開いて造成
する場所は当初の予定よりも１年近くも工
期が伸びてしまった例もあります。戸建て
タイプが郊外に建てられるのは、若干です
が中心部に比べて土地の確保が容易なのと、
一軒家で生活したい人もいるだろうという
  配慮なのだと思います。

気仙沼内湾地区

 浸水地域は一応かさ上げしてから建築し



ていますが、南郷住宅（旧南気仙沼小学校跡

気仙沼市の公営住宅は市の中央部では高層

地）はほとんどかさ上げされずに建築され

階の集合住宅タイプがメインで建築され、

ています。建設当時、仮設住宅を減らすため

郊外部には木造の平屋戸建てタイプと木造

の早急な公営住宅の整備という面もありま

長屋（平屋長屋・二階建て長屋）が建築され

したが、この高層階の公営住宅はそのまま

ています。なぜこのような分類なのかとい

「津波避難ビル」の役割を持っているので

いますと、市中央部においては建築可能な

す。そのため一階部分には居住空間がなく、

土地に対しての被災者及び公営住宅への入

駐車場や集会室や店舗などになっていると

居希望者が多いことと、津波の浸水地域や、

の話を聞いたことがあります。この南郷地

次に同じ規模の津波が来た際に浸水する可

区は浸水したものの、倒壊した建物が比較
21
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的少なく、そのまま家を修理して居住して

もどこで曲がれば目的地に着くのかわかり

いる方も多いので、その方たちの避難場所

にくい状況になっています。

としての整備を行うことを優先させたのだ

 このかさ上げされた地域に建築されたの

と思われます。

が内ノ脇住宅と幸町住宅なのですが、辺り

 その南郷住宅の川向かいの内ノ脇地区、

にはまだ他の建物がないので、大川にかか

幸町・中町・弁天町等の地区は大きな被害を

る橋から見ると、南郷住宅・内ノ脇住宅・幸

受けました。その様子は高台から見下ろす

町住宅が存在感たっぷりに建っていること

ととても顕著で、大川を挟んだだけでどう

から、目に見える形で復興が進んでいるの

してここまで被害に差が出たのだろう？と

が実感できます。

 一口に５年以上などと言ってしまいます
が、思えば各地の公園や運動場だけでなく、
ほとんどの小学校または中学校の校庭に仮
設住宅が建ち並び、子どもたちが校庭で遊
べなくなってから６年目ということで、震


高台からの内ノ脇地区（中央の白い線のあ

学校によっては仮設住宅の撤去が間に合わ

たりが大川）

ずに、このまま一回も自分の学校の校庭で



遊ぶことなく中学校へ進学してしまう現状

疑問に思うほどです。そのため５～ｍほ

を考えると、この時間がとてつもなく長い

どの大規模なかさ上げ工事をもともとあっ

ものであったと改めて実感していまいます。

た道路を封鎖の上で工事を行っています。

 それだけの時間が経つと、皆それまで当

とはいえ、完全に道路をなくすと生活に支

たり前に覚えていたつもりのことも、段々

障が出るので、最初は大川を渡って３つ目

あやふやになってきているのに気づきまし

の信号機のある交差点から先を封鎖（十字

た。最近は職場でも「あの会社どこにあった

路が丁字路になった状態）して左右に迂回

っけ？」
「被災して□□に移転していたはず」

させる、そのあと１年ほどで一つ手前の交

「仮設事務所からちゃんとしたの建てて移

差点から…、また１年ほどでさらに手前の

転しているはずなんだけど」
「ネットで調べ

交差点という風に工事が進んでいるため、

ても、震災前の住所しか載っていないです

そのたびに右折がわ（元南気仙沼駅前付近・

よ」などとネットの情報よりも紙の電話帳

魚市場方面）の道路もどんどん変化してい

の方が頼りになることもしばしば。情報の

て、さらに「海の市」から内ノ脇住宅（旧大

補正や確認が顕著になってきています。

川公園）へ一直線に道路が整備されてしま

 特に震災当時大火事で中継され、その後

って、もとの道路の感覚が全て消えてしま

第十八共徳丸で有名になった鹿折地区は前

って、現在分かれ道ごとに立てられている

述の内ノ脇・幸町地区と同様に、完全に元の

案内表示がないとタクシーの運転手さんで

街がなくなっているため、かさ上げしてか

18
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災直後に小学校に入学した子がもう五年生。
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ら災害公営住宅を建設するなど大規模な工

ない状況でした。かろうじてメイン庁舎が

事が行われていて、鹿折地区に住んでいた

無事だった（すぐ近くにあった方は一階被

人でも「この辺にあったんだけど、自分の家

災）気仙沼市でも、電気もなく、固定電話も

なのに正確な場所がわからなくなってきた」

携帯電話も通じないので無理な話でした。

と以前聞いたことがあります。

職員さんたちはそれよりも目の前の被害に

 この約５年数か月、みんな家や仕事をな

どう対処すべきかの方に重きを置いていた

くし、明日のことも考えられない、今を生き

はずです。熊本地震の翌日あたりに放送さ

るだけで精一杯の状態での避難所暮らしか

れた、レポーター曰く市役所の女性職員が

ら、仮設住宅への入居。細かな日用品も何一

避難してきた人たちの食事を作っていると

つ残っていないので、生活水準を元の状態

いう映像も見ましたが、職員さんたちはい

に戻すのにもかなりの時間がかかりました。

ろいろ他にもやらなければならない状態だ

仕事も元の職場に戻れる人もいますが、被

ったはずです。そして忘れられがちですが、

災のため規模を縮小したり、廃業してしま

これほどの被害状況では大半の職員さんも

ったりした企業もあるので、今まで長年培

被災者です。

ってきた技術などが通じない新たな職種へ

 大きな被害で被災して呆然となってしま

の不安など人それぞれに生きること、地元

うのもわかります。でも少しずつでも体を

の復興に精一杯努力してきました。そのた

動かし、みんなで協力していけば、きっと気

めに日々インプットされる情報が多く、だ

力は戻ってくるものです。つらい体験も体

んだん古い記憶が薄れて来ているのも理由

を動かしたり、同じ体験をした人たちと話

でしょう。

し合ったりしていれば徐々に薄めていくこ



とが出来ると思います。私のいた避難所で

  年は  月に熊本で大きな地震が起こり、

も「車で子供を小学校に迎えに行ったんだ

連日テレビで被災地のことが報道され、避

けど、波がもう道路に来てて、その中をザバ

難所の情報などを見ていて否応なく当時の

ザバ走ってきたんだよー。車錆びるかも」と

ことを思い出してしまいます。

か「歩いていたときだったから、気がついた

 その報道を見ていて、一部の市町村の被

ら津波がすぐ後ろまで迫ってて必死に走っ

害状況だけが何度も放送されていたのが気

たよ」というような九死に一生の経験をみ

になりました。東日本の津波による広範囲

んなで笑って話せるようになりました。

の被害と、今回の熊本のような直下型地震

 今年は九州だけではなく、鳥取、福島でも

被害は違うのかもしれませんが、報道され

大きな地震がありました。 月の津波警報

ない近隣の市町村にも大きな被害があるの

はやはり当時を思い出してしまい、ずっと

ではないでしょうか？また市役所等のＨＰ

各種情報を見られる状態で過ごしました。

に情報がないから安心とは言い切れないの

また、台風も例年にない動きや勢力を保っ

ではないでしょうか？当時、南三陸町や陸

たまま上陸し、多大な被害が出て気が休ま

前高田市、大槌町などは市役所（役場）庁舎

ることがない年でした。各地で被災された

が被災していて情報の発信などは到底出来

皆様にお見舞い申し上げます。東北はあの
23
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がれきの山から、全国の皆様のご協力もい
ただきながらここまで復興が進んでいます。
そして昨今どこで災害が起こっても、全国
からボランティアや支援が届きやすくなり
ました。人間って強いな、優しいなと改めて
実感しました。皆さんの地域もきっと復興
できます。一緒に頑張りましょう。

【プロフィール】
芳賀 広美（はが ひろみ）
宮城県気仙沼市在住。 年生まれ。宮城県
本吉郡本吉町（現、気仙沼市）出身。前宮城県
青年団連絡協議会事務局次長。（『生きる』第
１、２、４号も参照）
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東日本大震災を受けて
工藤 大樹
（宮城県本吉郡南三陸町）

をはじめ魚屋さんなどを中心に、震災前か
ら町を盛り上げる為に、元気よくいろいろ
な活動をしていた方達がおります。しかし、
我々の父親世代の方達です。

年後、

年

後を考えたときに、このままではいけない
震災以前より全国青年体育大会の卓球競

んじゃないか、自分も何か町の復興のため

技で参加をさせていただいている、宮城県

にできないかと感じておりました。私は、漁

南三陸町卓球協会の工藤と申します。

業協同組合で仕事をしているため、漁業関

東日本大震災があり、自宅が流失したた

係の仕事をしている人のために、通常業務

め卓球で使用する、ラケット、シューズ、ユ

とは別の業務が増え、余裕がない毎日を暮

ニフォーム、ジャージなど全て流されてし

らしていました。

まいました。普段練習している体育館も避

震災後、飲む場所が徐々に出来始め、久し

難所として使用されていて練習も出来ない

ぶりに同級生で集まり、お酒を飲んだ時に

状況でした。落ち着いてくるとやはり卓球

話をしたところみんな同じ気持ちでした。

がしたくなります。仮設住宅が整備され、体

「次は俺たちの番じゃないか」と。それが

育館の修理が終わり使用することが出来る

きっかけで一か月半後の平成

となったとき、青年団の復興基金や南三陸

「南三陸ふっこう青年会」という任意団体

町と交流のあった卓球メーカーを始め、全

を立ち上げました。私の同級生が中心でし

国の皆様よりご支援を受けてまた活動を再

たが、町内在住の若いメンバーが共感して

開することが出来ました。今現在も、毎年青

くれ加入し一緒に活動しております。ハー

年体育大会に参加させていただいておりま

ド面は無理なのでソフト面で盛り上げてい

す。震災後すぐの全国青年大会への参加は、

こうと、これまで夏の盆踊り大会をはじめ、

卓球がメインですが、全国の支援をしてい

ぬるぬるドッジボール大会やぬるぬる水鉄

ただいた方への御礼もありました。ユニフ

砲大会、水風船大会など企画・運営し町民の

ォームを作っていただいたメーカーさんに

皆さんのみならず町外からも参加して頂き

は、競技会場へも足を運んでいただき、自分

一緒に楽しんでおります。

年

月に

たちの競技する姿で感謝の気持ちを伝える

「町の人に笑顔になってもらいたい」
「南

ことが出来ました。また、震災から年に一

三陸町にきてほしい」「活気を取り戻した

度、南三陸町にボランティアにきていただ

い」
、気持ちの面での復興を盛り上げるため

いた方との再会も全国青年大会にあわせて

立ち上がりましたが、当初は、青年団体や

行っており、お互いに一人の友人として絆

若者が活躍する場も、もちろん自分たちの

が広がっています。

団体を知っている人もいないため、苦労は
しましたが、仲間や自分たちの思いがあっ

震災後に、この町が復興するまで何十年
かかるんだろうと感じました。
震災直後から南三陸町では「福興市」など

たことで、だんだんと町の方々にも知って
もらい、理解していただくまでになりまし
た。
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 まだまだ住民の流出は止まらず、復興に
はとっても遠いですが、自分たちが常に一
番に、楽しむことをモットーに、今は約 
名（ 歳代から  歳代まで）ほどで活動し
ています。これからも、千年続くような南三
陸町の大きな祭りを自分たちの手で作り上
げるため、
「会いに行ける青年団」を目指し
て、元気よく復興を楽しんでいこうと思っ
ております。

【プロフィール】
工藤 大樹（くどう だいき）
宮城県本吉郡南三陸町在住。南三陸ふっこう
青年会会長。
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僚を誘い３人で行ってきました。松島町は

良い地域のために

松島湾に点在する島に守られてか、比較的
家屋の被害は少なかったように思いますが、

～震災ボランティアが

観光施設の駐車場などは多くの泥が堆積し

きっかけで～

ており、その除去活動を担当しました。当日

金須 健

た仲間の中には関東や関西など遠方からバ

（宮城県黒川郡大郷町）

スで来てくれている方が多くいました。遠

の活動は大勢の中で行われ、一緒に活動し

方からボランティア活動に来てくれている
地域活動（ボランティア）をはじめたきっ

方々の姿を見て、同じ宮城県に住む自分が

かけ

できることはなにかと考えました。

 私は宮城県の内陸部に住んでいます。東

 ４月～５月は仕事も再開したりなどであ

日本大震災が発災した際は、停電や断水等

まり多くの日数は活動できなかったのです

はあったものの自宅に大きな被害はなく、

が、石巻市や東松島市でボランティア活動

ライフラインが復旧した後は、ほぼ普段通

を継続しました。その中で、災害ボランティ

りの生活を送ることができていました。当

アセンターの中で活動する「運営ボランテ

時勤めていた工場は、停電や工業用水の断

ィア」の存在を知りました。

水等の関係で休業となり、発災から約一か

 運営ボランティアとは、災害ボランティ

月の間は自宅待機や工場の清掃をしながら

アセンターにおいて、依頼者からの依頼を

過ごしていました。ガソリンも手に入りに

聞き取り、センターに来てくれたボランテ

くくなっていた為、近隣に住んでいた上司

ィア活動希望者をどの依頼者宅で活動をし

や同僚と乗り合わせて出勤していたことを

てもらうか振り分けたりする他、活動に必

思い出します。

要な資材 スコップや一輪車等 の管理、ボ

 一方で、ラジオやテレビから流れてくる

ランティアさんに対して活動内容や注意点

沿岸部のニュース。同じ宮城県内で、幼少の

のオリエンテーションも仕事とされていま

頃や成人をしてからも海水浴や催しものな

した。

どに参加した思い出深い土地でもある沿岸

 ボランティア依頼者からの電話で沿岸部

地域の状況を見て、
「自分にもなにかできな

の被災者の方から依頼内容を聞き取る際に、

いか」と思ったのが、ボランティア活動を行

方言がわからず大変という話や、土地勘が

うきっかけでした。

無くどの道を行けば依頼者宅に着くのかわ



からないという話をよく聞きました。そし

ボランティアを行うなかで

てなにより、遠方の方々は自前で食料や宿

 最初にボランティア活動を行ったのは、

を確保しなければならず、自身の仕事の関

住んでいる大郷町の隣町でもある「松島町」

係や経済的な面も含めて長期滞在が難しい

です。３月末頃のことでした。インターネッ

ということが課題として取り上げられてい

トでボランティア募集の情報を見つけ、同

ました。運営ボランティアの仕事は、それぞ
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れのボランティアセンターのシステムを知

マに震災の翌年（ 年）から東松島市内

り、土地を知るなど、ボランティア活動の調

の高校と連携して継続して実施しています。

整を円滑に進めて行く為に、覚えることが

 この活動は、仮設住宅集会所を利用した

たくさんあります。それらを覚えた頃に滞

「高校生カフェ」の実施が主なものとなっ

在可能日数の関係でその人がいなくなって

ており、仮設住宅やその近隣に住む方々の

しまうということが多々ある現状でした。

憩いの時間となっています。
「企画」
「準備」

そのような中で、同じ宮城県内ということ

「実施」をカフェに参加してくれる方のこ

で自宅から通いやすく、宿泊場所にも困ら

とを思いながら自ら考えて行動してくれる

ない自分は、その「運営ボランティア」とい

高校生たちの姿と、
「おにいちゃん、おねえ

う役割を担うのが良いのではないかという

ちゃんと遊ぶ子どもたちの笑顔」
「参加して

ことで、インターネット上で運営ボランテ

くれる地域の方の笑顔」を通じて、
「高校生

ィアを募集していた「東松島市災害ボラン

のチカラ」を実感しています。

ティアセンター」での活動を始めました。





最後に

現在の仕事・活動

 「ボランティアってなんのためにする

  年  月末で工場の仕事を退職し、

の？」

ボランティア活動を通じて縁のあった「Ｎ

 素朴な疑問ですが、核心をついた問では

ＰＯ法人ＣＦＦ ケアリング・フォー・ザ・

ないでしょうか？例えば、震災によって自

フューチャー・ファンデーション・ジャパ

宅などが被害を受けて困っている人を無償

ン 」の東松島市復興支援担当職員を経て、

でお手伝いするのもボランティア。みなさ

現在は「社会福祉法人東松島市社会福祉協

んの市や町にも月に一回くらい発行される

議会」の職員として復興支援活動などの活

広報誌ってありますよね？視覚に障害のあ

動を行っています。

る方の為に、その広報誌を朗読してＣＤな

 現在担当している仕事の中に、
「高校生と

どに録音し、音声として情報を届けるボラ

のボランティア活動」があります。この活動

ンティアもいます。

は、震災時に災害ボランティアセンターに

 誰かに言われたからする活動ではなく、

おいて「泥だし」
「畳の搬出」
「屋内の掃除」

困っている人や地域での課題を自分で見つ

などの現場での作業をはじめ、
「ボランティ

け、それを解決するためになにかしようと

ア活動の調整」
「データ入力 記録 」など「運

自然に動き出すことがボランティアではな

営ボランティア」としての仕事も、高校生や

いかと、私は思っています。

大学生が頼もしい地域の一員としておおき

 私は、震災がきっかけでボランティア活

なチカラを見せてくれたことがきっかけで、

動をはじめ、そのボランティア活動を通じ

災害時だけでなく平時から高校生のチカラ

て、
「地元である大郷町はどうなんだろう？」

を地域で生かすことを目的に実施している

と目を向けたことがきっかけで青年団活動

活動です。
「高校生にできることを、高校生

をはじめました。震災前までは、ボランティ

とともに考え、実践する」ということをテー

ア活動も青年団活動も身近には感じていな
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いものでした。それを少しでも身近に感じ
てもらうこと、活動につながるきっかけを
作ることが、今現在私が仕事として与えら
れていることのひとつだと思います。
 「誰かのために」なにかすること、大きい
ことでも、小さいことでも。思いやる、気に
かけるだけでも良いと思います。思いがき
っと行動を変えると思います。それぞれの
人が「できることを、できるときに」。その
積み重ねが良い地域になっていくのではと
感じています。

【プロフィール】
金須 健（きす たけし）
宮城県黒川郡大郷町在住。大郷町青年団事務
局長。
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は退勤になりました。

宮城に住んでいて
千葉 加奈子

なかったんですが、落ち着かない職場での

（宮城県黒川郡大郷町）

業務をしながら、今まで青年団の先輩から



聞いていたことを思い出していました。私

 あの地震からもう少しで６年が過ぎよう

たちは今何ができるのか、青年団がこんな

としている中、
『生きる』を書くことにより

時何ができるのか、悩んでいるときに全国

改めて、自分が宮城に生きていることを感

の青年が活動をしながら募金活動をしてい

じています。

ることを知り、感動させられました。この思

 当時私は、小学校で務めており、児童の下

いを何かの形で全国の青年に伝えられない

校時間でした。大きくない学校でしたが、鉄

かと考えていた時に、自分には合唱がある

筋コンクリートの校舎が大きく揺れ、近く

ことに改めて気付きました。その場が全国

にいた子供たちがあまりの揺れで立ってい

青年大会になりました。参加させていただ

られず泣いて私にすがっていた時は、この

き、その年の全体合唱が津波のことなどが

まま学校と一緒に潰れてしまうのではない

書かれていた合唱でした。私たち合唱部の

か、いやっこの子たちを守らなくてはと、必

中にも仕事場で津波の恐怖を感じた青年が

死で声をかけていました。一度揺れがおさ

おり、今はこの合唱曲は歌えない、せっかく

まり、外に避難しましたが、冷たい風と雪で

の全体合唱だが、辞退したい。その思いは、

さらに子供たちを恐怖が取り巻いていまし

一人の団員だけでなく、合唱部全員でした。

た。私は、事務をしているため、学校内がま

宮城県黒川郡、県の中央部ですが、同じ宮城

だ安全なのか確認をしなくてはいけないの

県民なんだと強い思いを感じた瞬間でした。

ですが、校長先生の判断で周囲のみを確認

全体合唱を歌わない分、自分たちの演奏は、

するのみでした。体育館も倒壊の危険はな

感謝の気持ちだけではない多くの願いも込

かったですが、寒空の下、ブルーシートで雪

めて歌詞を考えた曲を演奏させていただき

をしのいでの児童引き渡しになりました。

ました。それで、何か伝わっていれば、私た

最後の一人も引き渡しが完了したところで、

ちが東京の地に来て演奏したことで歌える

職員が携帯電話のニュースを見ていたのを

喜びで、宮城のこと、東北のこと、全国の青

確認したとき、日本列島が津波警報で真っ

年に感謝を！！という思いで参加しました。

赤だったのを覚えています。私が勤めてい

  年は、九州でも大きな地震があり、

た学校は、県の中央部に位置しているため

また東北でも東日本大震災の余震といわれ

津波の心配はなかったですが、まさかあん

る地震がありました。また、恐怖を感じた

なに大きな津波が襲っているとは、あの時、

分、同じ悲しみや苦労を味わわないよう、こ

少しも感じていませんでした。まもなくし

の生きるやパネルを通して地震の恐ろしさ

て、学校の体育館が避難所になりましたが、

や日ごろの備えや防災について、全国の青

近くに倒壊している家もなく、避難してき

年に知ってほしいと思います。本当に怖い、

た住民も少なかったため、ほとんどの職員

つらいものです。考え学ぶ青年だからこそ、
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 しばらくは、通常業務ができる状態では
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伝えられると思います。
 宮城は、復興に向けて一歩一歩進んでい
ます。まだまだかもしれませんが、私は、こ
の町が好きです。

【プロフィール】
千葉 加奈子（ちば かなこ）
宮城県黒川郡大郷町在住。宮城県青年団連絡
協議会会長。
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ます。今回の震災を教訓に、２度と起こって

当時をふりかえり･･･

ほしくはない事ですが、初動の対応がしっ
かりできるようにしたいと思います。

そしてこれから
武藤 順子

災害復興住宅や新築への転居がなされてき

（宮城県黒川郡大和町）

ました。よく聞く、目に見える復興が始まっ



てきました。まだまだ、社会、地域となると

 東日本大震災から６年が過ぎようとして

すべてが整っているわけではなく、地域が

います。

再建したといえるようになるには何十年も

 私は当時、多賀城市にある老人ホームで

かかるといっている方がおりました。現状

働いていました。もちろん今も在勤してい

特に沿岸部の地域では、待ち切れず住人の

ますが、そこで勤務中に震災に遭いました

流出が問題になっているとのことです。や

（詳細は１号に掲載）
。やはり当時の事を思

っと復興しても人がいないということにな

い出すとどうにもならない気持ちでいっぱ

ってしまうのではないか、どんどん復興に

いになります。職場は多賀城市でも沿岸部

近づいて行っているように見えても本当の

の七ヶ浜や塩釜に近い位置にあります。ぎ

復興になるのかなど、多くの問題や不安が

りぎり津波の被害は無かったものの、0

山積みであることも確かです。そのような

先では津波の被害がひどく道路が遮断され、

中でも各地域では元気にその地域の特色を

また石油会社の爆発で有毒ガスが発生し外

生かしながら一歩一歩前に進んでいること

にも出られず孤立し２週間閉じ込められて

も確かなのです。

いました。当時も  人以上の高齢者や避

 生きるの原稿を書くにあたり中々進まな

難者が施設にいましたが、施設の水分や備

いのが現状でした。冒頭にも申した通り、あ

蓄食料では最大限減らしても持って４日程

の時の事を思い出すことが苦痛でたまらな

度でした。中には、寒さや栄養不足で亡くな

いのです。私がうけた被害など他の人に比

る方もおりましたし、高齢者やもちろん職

べたら全然小さいもので、たった２週間の

員の衰弱も著しいものがありました。やっ

ことだったかもしれませんが、過酷な２週

と、支援物資が届いたのは５日を過ぎたあ

間でした。一番耐えられなかったのは衛生

たりでした。というのも、このような施設に

面です。下水が地震の影響で機能しなくな

は、役所に届け出れば給水車を回してくれ

り流すことが出来ず汚物がある中での使用、

たり、支援物資を届けてくれたりするらし

一人になるところがなく影で体をふくこと

いのですが、それを管理者側が分からずた

も難しかった。支援物資の中に、体拭きシー

だただやり過ごし、現場の職員が必死にや

トが入っていたときは涙がでました。あの

り繰りしていました。設立してから  年も

爽快感は忘れられません。次は食料面で、ど

たっておらず過去に今回のような災害を経

うしても高齢者優先になるので職員への配

験していなかったとはいえ、あまりにも知

給は利用者さんより少なく、水分も震災か

らなすぎではなかったのかと、今では思い

ら数日はほとんど摂っておらず、つばも出
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てこなかった。給水車が来るようになり水
が勢いよく流れる様に感動したものでした。
沢山の不安や非日常的な事が重なり精神的
に追い詰められていました。そういう中で
も高齢者を抱えていた私たちは被災者でも
あり、同時に支援者でもありました。しか
し、それがあの２週間を乗り切れたといっ
ても過言ではありません。精神面・体力面共
に限界でも守らなければならない尊い命が
あり、それが支えになっていたのだと思い
ます。
 どうしても、震災の事を思い出すと当時
の辛かったことが走馬灯のように蘇ってき
て、気持ちがわるくなりなるべく思い出さ
ないようにしています。震災直後から県団
に入団し、被災地域として風化を防ぐため、
県外からの視察の受け入れなど行っていま
す。思い出したくはない事だけど、忘れては
いけないこと、後世に残さなければいけな
いことと、強く認識し活動してきました。ど
うなったら復興なのか？という議論では、
私達役員もすごく考えさせられました。沢
山の方との出会いや意見交換は、自分たち
にとっても改めて気が引き締まりますし、
また、参加した方の視察後の感想を聞くと
やって良かったなと思います。
 思い出したくない、忘れたいというのが
本音ですが、伝えていくことが生き残った
者たちの使命なのでしょう。

【プロフィール】
武藤 順子（むとう じゅんこ）
宮城県黒川郡大和町在住。宮城県青年団連絡
協議会監事。
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（２）この１年間で「はっ！！」とした出来

今、感じること
岩崎 大輔

 これまで「生きる」の中で数回、被災地の

（宮城県東松島市）

現状を書かせて頂きましたが、今回はこの



１年で私が「はっ！！」とした出来事を２つ

（１）あっという間に６年

紹介したいと思います。

 真新しい防潮堤が続く海岸線。ここを毎

 ひとつは私が今まで関わってきた「受入

日職場に向かって走る。防潮堤に隠れて海

事業」での出来事です。

岸線を見ることは出来ないが、時々建設中

 受入事業とは、様々な団体や個人の方々

の切れ間から海岸線が見える。 

が被災地を実際に訪れ、見て・聞いて・感じ

 以前と変わらない海と朝日が見えるのは、

た事を基に、東日本大震災からの復興の様

ほんの僅かな工事区間。

子や課題について自ら学習する機会をサポ

 やがてここも完成すると、もう海を見る

ートするものであります。

ことが出来なくなってしまう･･･

 宮城県団役員時代には多くの青年団仲間

 新しく出来る防潮堤が、あの日の前の事

の被災地研修への協力を行い、県団役員を

も、あの日からの事も、全てに蓋をしてしま

引退した後も、青年団以外にも自分の職場

うような、そんな思いをこの頃感じてしま

関係の方々など、様々な方々の被災地研修

う。そんな毎日です。

に協力しながら、多くの皆さんとの繋がり



の機会を頂きました。

 東日本大震災から間もなく６年目を迎え

 実際、石巻市には被災地受入のガイドさ

ようとしています。私は宮城県石巻市内の

んとして、元住民の方々など専門の方々も

企業に震災前から今日まで勤務しています。

たくさんいます。しかし、私が当時職場で直

震災で被災した市内には、新しく建てられ

面した状況や、震災前の思い出など説明し、

た建物も多くなりましたが、未だに手付か

可能な限り青年団関係者に協力を頂きなが

ずの場所も多くあります。しかし、市の郊外

ら進めるなど、自分にしかできない受入事

には集団移転用地・震災復興住宅建設も完

業を進めるように心がけています。それが

了し、被災した方々の新たな生活も始まっ

震災を多くの方々に語りつなげるとともに、

ています。復興は一歩一歩確実に進んでい

自分自身の中での気持ちの整理も同時に行

ます。

っているのだろうと思って進めてきました。

 テレビや新聞からは毎日、震災からの復

 しかし、今年の受け入れ事業では驚く様

興や震災を風化させない様々な取組み等、

な出来事が何件かありました。

震災関連のニュースが取り上げられていま

 例を挙げると、
「○○名の団体なので食事

す。

場所の確保や休憩場所を入れて欲しい。予

 東日本大震災からは今でも、そしてこれ

算は○○○○円で、○○と○○が食べられ

からも復興の途中なのであります。

ません。それと、予定にない石巻市内の観光



施設を見学できませんか？」と無理難題。
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「すいません、ツアーコンダクターではあ

るように、職場毎に芋煮や焼きそば、焼き鳥

りませんので」と丁寧にお断りしました。

などの食べ物を作るのですが・・・

 その中でも一番驚いたのが「ポ○モン *2」
。

参加者から「一般の方が紛れているので何

参加者（大学生）数名が「ポ○モン *2」に

とかして欲しい」というクレームが上がり

夢中になりコースから離脱した事や、さら

ました。調べてみると、どうも参加対象者で

にバスから降りてこないので理由を聞いた

は無い一般の方々数名が、配布している食

ところ、前日に深酒してしまったので体調

べ物を大量に持ち帰ろうとしているとの事。

が悪いので寝ていたいとの事。さらに研修

どれどれ、ちょっと説明をしようと当の本

中の移動の車中でも、見学先で地元の関係

人達と話し合いを行いました。

者に説明を頂いている時にもゲームに夢

「すいません、今日は○○組合の（芋煮会）

中･･･たまたま同行した県団 2% からも「せ

行事です。一般の方ではありませんでしょ

めて研修時間だけは研修に集中しろ！」と

うか？本来は駄目ですが、特別に（食べ物）

嘆きの言葉を聞きましたが、震災を経験し

ひとつだけですが差し上げますので申し訳

ていない若い方々にはこれが現実なんだろ

ありませんが、これ以上はご勘弁いただけ

うなと強く感じた瞬間でもありました。彼

ませんでしょうか？」と注意を促すと、殆ど

らは一体何をしに来ているのだろうか？？

の方が理解を示して退場して頂きました

 でも、ガレキもヘドロも無く、新しく立ち

（どうも支援物資の無料配布と勘違いした

並ぶ街並みや防潮堤、そして手付かずの海

ようです）
。

岸線を見て、震災の状況を想像しろと言う

 しかし、中にはこんな感じで･･･「自分も

方が難しいのではないだろうか？現状から

かつて○○労組に入っていた（全く別の団

震災当時に私達が経験した様子を想像しろ

体です）
。震災で被災して今は近くの仮設住

という方が難しいのではないだろうか？そ

宅に住んでいる。ここでイベントがあると

れよりも今、ゲームで遊ぶのが現実の世界

聞いてやってきた。無料配布ならもっと欲

なのだろう。

しい。私も貰える筈だ」と譲らない方もいま

 受入事業を進めてきて今、当時の状況を

した。イベントの趣旨を説明し、みんなで参

伝えるのが年々難しくなって来たと強く感

加費を出し合って主催しているイベントだ

じた瞬間でもあります。
（これが風化なので

と説明しましたが、最後には「自分は震災の

しょうか？）

被災者だ！！（物を）貰うのは当然だ！」と



吐き捨てるような一言を残してその場を立

 もうひとつは、職場労組での事例ですが、

ち去ってしまいました。

「自分は被災者だ！」という意識を持った

 この一言にはその場所に居た皆が「グサ

人との間で起こった出来事です。

ッ」と心に何かが突き刺さった感じがしま

  月某日、東北地方では恒例の芋煮会を

した。その後、その場所に居たみんなでこの

石巻地方の地場産業労組の仲間達と開催し

事が話題になり、
「今時支援物資の配布なん

ている時に事件が起こりました。このイベ

かある訳ないじゃないか」
「みんな、自立し

ントでは毎回、参加者とその家族に配布す

て頑張っているのだ！」
「俺だって仮設住宅
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に住んでいる、そんな気持ちなんか微塵も

かされたのか、大きな混乱はありませんで

無い！」といろいろな意見が上がりました。

した（ただ、車での避難渋滞が発生。問題に

被災者全ての人がその様な考えや思いでな

なりましたが）
。

いことは間違いないのですが、日常の生活

 私も職場から、津波警報解除になるまで

を一変してしまった出来事から、未だに自

従業員は自宅待機と連絡があり、心配しな

らの力で頑張り前に進んで行く気持ちにな

がら地震のニュースを見ていました。その

れず、未だに誰かに頼ってしまう・頼るし

時、仙台港に津波が押し寄せて川を遡上す

かない考えの人が多いのだろうか？ ほん

る映像を見ていた時の事です。突如、めまい

の少数の方々の心の中にある本音を感じて

がして気分が悪くなってしまったのです。

しまう出来事で少々悲しくなってしまう出

 「ああっ？もしかしてこれがＰＴＳＤっ

来事でした。

ていうやつなのかな？」



 そう感じたのでテレビを見るのを止め、

（３）自分が今、感じていること

外の空気を吸いながらふと、考え込んでし

 震災から間もなく６年になります。震災

まいました。
「もしかしたら本当は自分自身

以降、私自身の生活環境も周囲の様子も大

の中に忘れてしまいたい気持ちがあるのか

きく変化しました。職場の労組の役員とし

な？もう、いいじゃないのって気持ちがあ

て大きな合理化の中で多くの仲間の退職も

るのかな？」

経験しましたが現在、管理職を命じられ今

 震災で受けた傷口の瘡蓋が今、ようやく

度は従業員の管理監督をする立場になりま

回復しようとしているのかもしれません。

した。立場が変わると解るものですが、やは

しかし、瘡蓋が無くなっても傷を受けたケ

り企業の再建は多くの支援（物資・資本）が

ガの事はなかなか忘れられないものです。

必要であり、大変なものだと強く感じてい

もうすぐ震災から６年になる今、前記の２

ます。

つの事例を経験したりして、もしかしたら

 そして現在は、実家の登米市から職場に

自分自身の気持ちの中での風化が始まって

近い東松島市内に妻と二人で居住していま

いたのかもしれません。でも、そんなことを

す。現在住んでいる場所は震災で発生した

言っていられません。まだまだこれから

津波の浸水区域であります。震災後には以

様々な事に直面するかもしれません。だっ

前と変わらない平穏な住宅地に戻り、住民

て、東日本大震災からは今でも、そしてこ

の皆さんが静かに暮らしています。

れからも復興の途中なのであります。

 そんな平穏な中、突如  月  日早朝に

 最近、新しく出来る防潮堤を眺める度に

福島県沖で地震が発生、直後に東北地方沿

寂しい気持ちになっていたのもそれが原因

岸に津波警報が発令されました。
（宮城県は

だったのかもしれません。新しく出来る防

注意報から警報に変更）

潮堤をはじめとする、全ての建物が、震災を

 早朝から避難所に避難する人、海沿いへ

忘れる・風化させる為の栓になって欲しく

の道は通行規制になり大きな混乱も予想さ

ありません。これからの未来を見据えた街

れました。しかし、東日本大震災の教訓が生

つくり・環境つくりのものになって欲しい
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と今、強く感じています。そして、これから

るのと、それをきっかけとする新たな支え

石巻をはじめとする被災地に足を運んでい

合いの切掛けにつながると信じております。

ただく方々には、かつてここを巨大津波が



襲ったという事柄だけでなく、これからを

【プロフィール】

生きる人々の思いを感じ取って頂ければと

岩崎 大輔（いわさき だいすけ）

感じています。

宮城県登米市在住。会社員。 年生ま



れ。宮城県登米郡（現登米市）豊里町出身。

（４）これからの地域の復興と全国で発生

宮城県青年団連絡協議会参与。全日本造船機

する災害への支援

械労働組合ヤマニシ分会書記長。（
『生きる』

 東日本大震災以降も全国各地や世界各地

第１～４号も参照）

で様々な自然災害が発生しています。今年
４月には熊本で大規模な震災が発生しまし
た。その時にも「助けてもらった恩は助けて
返す」といった感じで、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。私
も熊本の被災地周辺に、青年団活動や仕事
を通じて知り合った仲間がいましたが、震
災発生直後の連絡は控えさせて頂きました。
自らの経験から、震災発生直後は家族・親
戚・職場・地域の方々など、日常の生活で関
わる方々への安否確認の連絡を優先するべ
きであり、それが落ち着いたら今度は自分
の生活基盤を整える必要があります。それ
がひと段落した頃に支援の連絡を入れた方
が良いと感じたからです。ひと段落ついた
頃に連絡を入れさせて頂きましたが、案の
定、自分が経験した時と同じ様子だったよ
うです。
 もし皆さんがボランティア活動や研修等
で被災地を訪れ、そこで何かを学ぶような
機会があるならば、是非地元の方々と交流
する機会を作って頂きたいと思います。震
災発生直後の生活の様子などを聞く事は、
今度は自分の身に関わる危機に備える事に
なるかもしれません。そして、そこで生まれ
た交流こそがこれからの復興支援につなが
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心できた。

「震度７」と自分の役割

 ２日後にまたもや「震度７」が発生。信じ

佐久間 祥平

られない気持ちと、２日前のダメージを負

（宮城県角田市）

った建物が大丈夫なのかとの思いが錯綜し
た。直後に倒壊した家屋などのニュースを

  年  月  日  時  分、再び戦慄

すぐ見ることなり、５年前の記憶が蘇り不

が走る３文字をテレビで目にした。
「震度７」

安が募った。

である。忘れもしない  年  月  日 

 以前に、遠くの地から震災を見た場合ど

時  分、同じ県内である宮城県栗原市で観

のような気持ちなのだろうかという疑問を

測したあの時以来の３文字だ。

抱いたことがあった。本当はこんな疑問は

 私が住んでいる地域ではあの時、震度６

いつまでもわからないままの方が良かった

強と６弱の狭間のような場所で、いずれに

のだが、被災地を離れたところから見るこ

しろ生まれてこの方一番強い揺れだったわ

ととなり、
「これではすぐに連絡を取りたく

けだが、あの時携帯電話に緊急地震速報の

なるわけだよな」と納得した自分がいた。

音楽とともに表示されたのが「震度７」だっ

 熊本地震から１ヶ月も経たない５月４日

た。

～５日、日本青年団協議会の定期大会が行

  年  月  日  時  分、阪神淡路大

われた。この大会には厳しい状況の中熊本

震災の時に初めて目の当たりにした時から

県団も出席し、中渡会長から現状なども聞

この「震度７」から伝わる恐怖と不安、そし

くことができた。実は大会前日の夜、中渡会

て的確な言葉ではないかもしれないが得も

長と一足先にお話する機会があったのだが、

しれぬ迫力がある。だからこそ直線距離で

その時に聞かれたのが「被災したあとの県

 キロも離れている熊本で発生した地震

団の動きは？」
「支援を受けた場合にどう対

に対しても、物凄い緊張感と不安が走った

応するか？」など県団長としての今後の話

事を覚えている。

だった。被災三県と言われた岩手・宮城・福

 やはり一番初めに頭をよぎったのは熊本

島の三県団も代替わりして、当時の県団長

県に住む青年団員たちの顔だ。連絡先を知

はみんな退任している。その中で宮城の県

っている仲間もたくさんいる。すぐにでも

団長だった私が現在日青協役員で、新たに

安否を確認したかったが電話はできなかっ

被災地となってしまった県の団長に、当時

た。５年前の震災を経験している私は、こう

同じ立場として考えていた、経験したこと

いう時に一番知りたいのは家族や近くに住

を話すことができた。これは、今自分が日青

んでいる人たちの安否だということを承知

協の役員をやっている大きな意義の一つな

している。だからこそ直接の連絡は自重し

のではないかとあらためて感じた。

た。幸いフェイスブックに熊本地震のこと

 役員１年目に震災を風化させないために

を投稿したところ、熊本と同じ九州の仲間

東日本大震災パネルを作成した。それ以降

から状況や熊本県団の団員の安否などの情

も事あるごとに震災には関わってきたつも

報が飛び込んできて、その点では少しは安

りだが、今回の一件も何かのお役に立てた
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かもしれないと思うと嬉しいし、今後も伝
えていけるものは全て伝えていかなければ
という強い気持ちを自分の中で再認識した。
もちろん地震なんてなければいいし、津波
なんかは絶対来て欲しくはないが、南海ト
ラフ地震など発生する可能性が高いものも
報道されている。それが何時なのかはわか
らないが、今自分ができることを日青協役
員としても、一個人としても精一杯やって
いくことが後の防災や減災につながると信
じて活動を続けていきたいと思う。

【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。 年生
まれ。宮城県青年団連絡協議会会長をへて、
 年～ 年日本青年団協議会常任理事、
現在同副会長。
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震災を経て 2016

した。 月から（常磐線の）試運転も始ま

齋藤 緑

災害速報の着信音に怯えた一日でした。５

（宮城県亘理郡山元町）

年９ヶ月前の景色が頭の中に何度も蘇りま

りました。町のサイレンや携帯から流れる

した。
  年  月  日常磐線の浜吉田駅〜相

 あの震災から５年以上も経って、その後

馬駅間が５年９ヶ月ぶりに開通しました。

も日本国内だけでも様々な災害が起こって

早朝  時  分頃からの一番列車出発式には

います。そんな中  月  日渡辺謙さん主

町内外の大勢の人達が喜びや嬉しさ等万感

演ドラマ「５年目のひとり」が放映されまし

迫る思いを胸に望んでいました。また、工事

たが、その中にも「５年も経っているのにま

に関わって下さった方や、山元町役場に派

だ言ってるの」みたいな台詞がありました。

遣職員として来て下さっていた方々もそれ

遠くに住んでいる方や同じ県内でも津波の

ぞれの思いを胸にこの日山元町に来てくだ

被害が無かった内陸の方々からすると、
「ま

さっていました。

だ？」となるのかも知れません。しかしドラ

 私は毎日利用していた電車が、あの日以

マの中の渡辺謙さんもそうでしたが、当時

来５年９ヶ月ぶりに開通するというお知ら

は家族を無くした悲しみに向き合えず、仕

せをひと月ほど前に「りんごラジオ」放送内

事に没頭し、２年過ぎたあたりから、何もせ

で原稿を読んだとき、ぐっと胸がつまり、涙

ずに涙が止まらなくなって、自分がおかし

が溢れそうになりました。思わず原稿が読

いと仕事を辞めて治療に専念した･･･とあ

めなくなりそうになりました。そして、そん

りましたが、そんな方がきっと少なくない

な反応が出た自分に自分が一番驚きました。

と思います。そういう方々へのケアが今後

たぶん自分の胸の奥深くに押し込んでいた

も必要だと思いますし、その事がこれから

感情が溢れ出そうになったんですね。普通

のどんな災害でも心のケア等をどうするか

に愛車で駅に行き、いつものように電車で

の指針になるのではないでしょうか？

通勤したあの日。やっとの思いで２日後に

 また 60$3 の解散は大打撃です。私がファ

町に帰ると、駅も線路も愛車も無くなって

ンという事が理由だけでなく、60$3 は独自

いました。もちろんそんな私以上に辛い慟

のレギュラー番組で毎週毎週義援金の呼び

哭を味わった人々が多い中、
「車くらいで良

かけをしてくれています。毎週毎週欠かさ

かったね。
」何度も言われた言葉です。私の

ずです。それを見て「毎週火曜日に寄付をす

ようにその時にしっかりと喪失感を感じる

るのが日課になりました。
」という方もいら

事をはばかられた人が多かったのではない

っしゃいます。被災地の者にとって一番恐

でしょうか？震災で自分自身を守る為にど

れているのが忘れられる事です。毎週毎週

れだけの感情や思いに蓋をしているのでし

きちんと撮り直してメンバーが呼びかけて

ょう。

くれている姿に何度励まされた事でしょう。

 そして  月  日の早朝の地震と津波注

３年経った時５年経った時この呼びかけが

意報→津波警報。一日中心がざわざわしま

終わるのでは・・・と何度か不安になりまし
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たが、彼らは続けてくれました。本当に被災

（旧）志津川町育ち。元日本青年団協議会副

地に心を寄せてくれたのです。そのレギュ

会長（日青協経歴： 年度常任理事、

ラー番組は今年の  月で終わってしまい

 年度副会長）
（
。
『生きる』
第１～４号も参照）

ます。今後は震災の事をコンスタントに電



波にのせてくれる番組は無くなってしまい
ます。時折特集で被災地の今を取り上げて
くれる番組はありますが、そういう番組は
気に留めてくれている人は観て下さるでし
ょうが、全く関心のない方は観ないでしょ
う･･･。だからこそ、バラエティ番組であり
ながら、毎週番組内の最後に彼らの声で発
信してくれる事に意味があったのです。そ
んな彼らが解散してしまいそれに伴って番
組が終了してしまうのは本当に残念でなり
ません。
 私の住んでいる山元町は震災前の人口は
１万  人でした。-5 常磐線が開通する
までの５年９ヶ月の間に人口の４分の１が
流出し現在は１万  人（ 月末現在）で
す。町はコンパクトシティ構想を元に復興
事業を行い、新しい地区が出来、新しい家が
立ち並び、すっかり変わりました。-5 常磐
線開通がゴールではなく、これらの事をい
かに生かしていくかがこれからの町の課題
だと思います。私がずっと関わって来た、臨
時災害 )0「りんごラジオ」も来年３月閉局
予定です。その後この町のために何が出来
るのか模索している今日この頃です。この
町に住んでいて良かったと私自身思えるよ
うに、そしてそう思える人が増えるような
町にしていきたいと思います。

【プロフィール】
齋藤 緑（さいとう みどり）
宮城県亘理郡山元町在住。幼稚園教諭。
年宮城県（旧）古川市生まれ、
（旧）築館町・
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東日本大震災を経験して

安全靴ゴーグルマスク前掛け 極力素

佐藤 竜太

私の住む会津地方は、ほぼ賠償の対象には

肌の露出を避ける 。同じ福島県にあっても、

（千葉県市原市）

なりませんでした。
  月  日の事でした。
「消防団」出動要請

  年  月  日 金 朝は、通常通りに

があり、８時から  時まででしたが沿岸部

出勤して、いつも変わらず作業をしていた。

から避難してきた方の車輌の駐車場への誘

午後３時の休憩までもう少しあとひとふ

導。スクリーニング検査を実施してきたか

んばりと思っていた矢先あの時間は訪れ

証明書の確認 年齢性別問わず１人１枚 。

た。
「 時  分」
。昭和初期に造られた建

夜間交通誘導で使用する「発光棒」
（？）を

物・一応鉄骨造りだが、天井の吊り照明、落

持ち、２人ずつ３グループ①先頭証明書

下することはなかったが、地から足を伝っ

確認②スクリーニング検査証明書有無確

て上下縦横に感じる大きな揺れ。以前から

認③早目に出してもらうように後続車へ

も避難訓練等は実施していましたが、
「身の

１台ずつ伝令（立地的に高台、主要国道から

安全」が最優先、直ちに作業を中止 主電源

ほぼ１㎞あります）。福島全県民に対して

も切らなかったように記憶している 即座

「県民健康調査問診票」が県立医大から郵

に屋外に退避した。工場敷地内広いので、職

送されてきました。私自身、当時まだ若い

場毎に一時避難場所が指定されており副作

し、高齢者・妊婦・乳幼児ではないので催促

業長の点呼・人員確認後、揺れの落ち着くの

がありましたが、回答せずそのまま放置し

を待ち「全体の集合場所」へ移動。
「未曾有

ていました、しかし  年頃ペンを執り、

の大災害」「災害は忘れた頃にやってくる」

Ａ４サイズで  ページくらいに質問・回答

とは言いますが。これ以降、会社全体で定期

と当日から２週間分の行動記録を手帳と記

的に「避難訓練」
「退避経路の確保障害物の

憶を頼りに記入（どの経路で移動して、何処

撤去」など行うようになりました。
「原発事

にいて、何をしていたか、屋外肌露出時間は

故」がありましたが、鉄鋼会社ですが製品の

どの位か HWF）
。

非破壊検査として「放射性同位元素」使用し



ていました。扱う物が物ですので工場敷地

 大震災以降、原子力発電に関する観念が

内の一番奥に建屋はあります。病院には国

変わりました。原発の施設としていた「Ｊビ

家資格レントゲン技師の方がいますが、弊

レッジ」サッカーナショナルトレーニング

社は「ＮＤＩ」
（非破壊検査協会）認定技術

センターは廃炉作業の拠点になっています。

者が照射・作業していました。
「ガラスバッ

国外に眼を向けると、未だに「チェルノブイ

チ」と「デジタル表示積算線量計」
（脇下体

リ」事故も完全終息していません。「雇用」

温計大）を装着して作業していました。

も生み出していましたが。
「二酸化炭素」温

 私自身も、その部署に在籍しており、線源

室効果ガスを排出しない発電方法として重

を照射していない時は中に出入りしていた

宝されていましたが。
「日本の原発は大丈夫」

ことを記憶しています。作業服ヘルメット

や事故後「原発の安全神話が崩壊した」など
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の話や、職場においても「絶対の安全は無
い」という話を耳にします。
 原発再稼働議論の前に安全廃炉、事故終
息にもっと傾注してもらいたいと願ってや
みません。

【プロフィール】
佐藤 竜太（さとう りゅうた）
千葉県市原市在住。会社員。福島県会津若松
市出身。福島県連合青年会事務局長。
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私が見た

いう連絡が入り、長野県に住む友人からは

当時の事・今の事

している」という連絡が入ってきたりしま

長谷川 綾

そしてそのときテレビで報道され始める津

（福島県会津若松市）

波の映像と被害の状況。福島第一原子力発

「家が全壊したため、隣町の避難所に避難
した。各地域の仲間達から入ってくる情報、

電所の水素爆発。次々に分かってくる被害
震災当時、私の見た現状

の大きさに驚くことしかできませんでした。

 この震災が起きた当時、私はまだ青年会

 そこから一週間くらいは、夜は大接間で

にも入っていない卒業間近の短大の学生で

テレビやラジオをつけた状態での雑魚寝。

した。たまたま卒業式の準備のために地元・

身体は痛いし、気持ちも参ってくる。どうに

福島県会津若松に戻って来ていて、たまた

か楽しいことを考えて、家族の気持ちを少

まあの  月  日に自宅にいました。震度５

しでも明るくさせようとして、それでもう

の今までにないような激しい揺れに気付い

まくいかず、自分に何かできる事はないか

て、急いで祖父母の安全を確保し、いつでも

と悶々する日々を送っていました。

外に出られる状態を作り、揺れがあるたび

  月  日に行われるはずだった卒業式は

にドアを開け、外の状態を確認し続けまし

中止。証書だけ取りに行くため栃木へ。そこ

た。

で見たのは各地域で行われていた計画停電

 ある程度落ち着いてきた頃、その時間帯

の状況。所々信号機が止まっていて、部屋の

に外に出ていた家族や、近隣の県に住む短

中も暗く、なにか別の世界に来てしまった

大の友人達などに「生きているか？」
「そっ

ような感覚に陥ったのを覚えています。

ちの地域の状態はどう？」と安否確認をし



ていました。自分自身、何から始めたらいい

転機、青年会に入ってから

のかとパニック状態になりながらも、テレ

 そして３月も終わりの頃、偶然地元の公

ビで地震の規模や被害に遭っている地域が

民館の臨時職員の仕事をやってみないかと

テロップとして挙がりだすと、確認せずに

いう話があり、そこに就職。それと同時期に

はいられませんでした。どうか、何もなく無

避難所への炊き出しのボランティアへの参

事でいて欲しい･･･その一心で一斉メール

加等も始めました。その頃から、デマや風評

を何回かに分けて送り続けました。メール

被害などが多く目立ち始めます。私も、そん

や電話の回線が混乱していたのもあって、

なデマや風評被害からくる根も葉もない

時間を空けて送ったメールに対しての返信

噂・誹謗中傷に一喜一憂させられました。で

が返ってきました。仕事や学校に行ってい

も、炊き出しで体育館を訪れた時、
「炊き出

た家族は無事。各地の友達からも被害の情

し？待ってたのよ！」と笑顔で駆け寄って

報が入ってきます。

きてくださった方、
「ありがとう」と炊き出

 同じ福島県内の子からは「大した怪我は

しで出されたご飯を受け取ってくれる方の

ないけれど、家が半壊した状態になった」と

言葉を聞いて、本当に人のために何かした
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い！と思うようになりました。その１年後

を見つめなおす良い時期なのではないでし

に地元の青年会の会長であった渡辺直也さ

ょうか？災害への備えは出来ていますか？

んから、青年会に参加してみないかという

自分たちのもしもの時の避難場所はわかり

お誘いがあり、そこから青年団活動に参加

ますか？話し合いたいと声をかけても、
『い

していくことになります。青年会に入る事

つでもできるでしょ』で終ってはいけない

によって、多方面で震災と向き合うことが

と思うんです。あの震災の時、あれだけ自分

できました。自分の地域だけでは分からな

がパニック状態になっていたのもあるので

い被害の状況、実際に行って見た惨状、そこ

すが、災害時、どう動くべきか。自分は、何

から立ち上がろうとしている人々。それは、

ができるのか。それを考えて行かなくては

見て終わりではない。この現状をいい方向

いけないと思います。

に持って行くには、自分達に何ができるか

 もちろん、町おこしで盛り上げていくこ

という自分への問題提起となりました。

とも大切ですが、その根底には、多分災害時



の対処法や、避難場所の確保って当たり前

そして今、思うこと

のようについてくるはずなんですよね。イ

 現在、福島県の復興は進んでいるようで、

ベントや、何かを行う側だけが知っていれ

すべての方面で進んでいるとは言えない状

ばいいではなく、自分達も、もっと一人ひと

態です。原発においても、風評被害において

りが動けるようにならなくてはいけないの

も全てが払拭されたとはいえません。けれ

かなと思います。

ど、今まで線量や汚染水の関係で漁が出来

 私は、仕事が変わってしまい前よりもま

なかった地域の漁業の再開。
『ふくしまデス

ちづくりの会議などに参加できる時間が少

ティネーションキャンペーン
（ふくしま '&）』

なくなって来てはいますが、青年会や地域

による、福島県内の魅力の発信を通しての

事業を使ってでも、出来る事は少ないかも

観光地、農産物などの見直しなど、徐々に立

しれないけれど、若者視点での情報発信が

ち直りつつある所もたくさんあります。私

できればと考えています。

自身、町の、市の活性化のお手伝いがしたく
て、)DFHERRN、7ZLWWHU 等の活用。地域のま

【プロフィール】

ちづくり委員会等へ時々参加したりしてい

長谷川 綾（はせがわ あや）

ます。そこでの地域の方々の町や市に対す

福島県会津若松市出身・在住。福島県連合青

る想いを聞いて、多くの人たちと繋がり自

年会会長。

分も何か発信できればいいなという安易な
発想からではあったのですが。
 しかし、どんどん震災の記憶が風化して
いるのも事実。 月  日が来てもあまり、
周りと震災については話し合わなくなりま
した。「ああ、そんなこともあったっけ？」
という感じになりつつあります。今が、震災
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事でした。
【写真①】

原発も化石燃料にも
頼らない社会へ
湯浅 直樹
（群馬県高崎市）
１．はじめに
 未曽有の大震災で数多くの被害にあわれ

 

た方々に、心よりお見舞い申し上げます。今

写真①

回は「原発に頼らない生活」を中心に書かせ



て頂きます。

バイオマス発電所は外からしか見る事はで

 まずはじめに福島第一原発から約 NP

きませんでしたが、燃料は農家から買った

も離れているにもかかわらず、原発事故後

麦わらや家畜の糞尿で、発電に伴い出る約

椎茸は放射能の実害で廃業しました。梅は

％もの廃熱もその地域の給湯や暖房に利

風評被害で売り上げが半減し、未だ元の売

用しているとの事でした。日本は発電によ

り上げには戻らない状況です。くわしくは

る廃熱を無駄にしている事、建物を断熱せ

「第３号」をご覧下さい。なお、売上向上の

ずに暖房しまるで「穴のあいたバケツ」とけ

一助として平成  年６月「有機 -$6 認証」

しかけられました。

の「有機農産物」と「有機加工食品」を同時

 また大きな農場で見た体育館程の麦わら

に取得しています。

の倉庫には、その奥にバイオマスボイラー

 この間心が揺らぐ出来事がありました。

があり、コンベアで麦わらを運び込む様に

平成  年２月取り引き先の大地を守る会

なっていました。【写真②】

から熱心に誘われ「デンマークの再生可能
エネルギー＆有機農業者を訪ねるスタディ
ツアー」に参加しました。まずデンマークの
「食料自給率約 ％とエネルギー自給率
約 ％」に驚かされました。
 有機農業も盛んで主たる農産物は麦で、
その麦を使った畜産も盛んでした。平らで
見渡す限りの広大な畑の周りには電柱の数

 

くらいの風力発電機があり、農業収入より

写真②

も売電収入の方が多い所もありました。



 デンマークではオイルショックの時に原

一旦お湯を沸かしその熱で農場内の給湯と

発建設をやめ、その予定地から再生可能エ

暖房を行う仕組みで、自然界にある廃物を

ネルギーである風力発電が始まったという

うまく暮らしに利用している事が良く分か
51
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りました。

③梅を燃す（バイオモス）ボイラー【写真⑤



（右）
】

２．私の再生可能エネルギー
 デンマークに行くずっと前からやって来
た、我家の暮らしを紹介します。
①太陽光発電【写真③】
  年前梅加工所の屋根に設置、 年前作
業所に、４年前自宅に、そして３年前全量売
で倉庫に設置し、すべて南側の屋根の上で
合計で一般家庭約  軒分。非電化住宅とエ



ネルギーをあまり使わない有機農業で、電

梅や杉の薪等農林業残さを燃やしお湯を一

気の自給率は約 ％です。

旦つくり、給湯や暖房に利用します。燃やす
物は違いますが、デンマークとまったく同
じ仕組みに驚きました。タイマーを使えば、
自宅と作業所は朝から暖かくなっています。
停電でも給湯できます。
④２個口カマド【写真⑤（左）
】
 木を燃やして、炊事ができます。先祖代々
使っているので、このカマドが何代目かは


太陽光発電

分かりません。
⑤高気密高断熱住宅【写真⑥（中央のものさ



しは FP）
】

②太陽熱温水器【写真④（中央）】
 最初の太陽熱温水器は約  年前に設置
しました。こちらは二代目で、春から秋は半
日以上晴れればそのまま給湯可能です。ま
た停電でも使え、断水でも少量なら屋根の
お湯（水）が出て来ます。


自宅の壁の断熱は FP、天井は FP で、少
しは「バケツの穴」も小さくなったでしょう
か。全室床下暖房で、早朝よりタイマー稼働
可能です。
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⑥電気自動車による給電機【写真⑦】

います。
 そしてその繰り返しで「原発も化石燃料
にも頼らない生活に」そして「原発のない社
会に」していこうではありませんか。
 最後にまたこんな大きな災害が起こらな
い事と、復興が大きく進む事をお祈り申し
上げます。

  【プロフィール】



湯浅 直樹（ゆあさ なおき）

停電でも晴れていれば、太陽光発電の自

群馬県高崎市在住。ゆあさ農園園主。湯浅太

立運転で電気は使えますが、夜は使えませ

陽光発電所所長。 年生まれ。群馬県群馬

ん。夜の非常時は電気自動車のバッテリー

郡榛名町（現高崎市）出身。元日本青年団協議

を家庭用に変換して使える「給電機」を設置

会副会長（日青協略歴：～ 年常任理事、

しました。非電化住宅を目指したので、軽の

～ 年副会長）
。

電気自動車でも平気です。





 この他に水は「地下 P の天然水」です。
野菜は家の前の畑にあり、梅干しは売る程
あります。停電でも断水でも少しは暮せる
でしょうか。

３．これからの提言
 私自身有機農業と共に再生可能エネルギ
ーを、我家でできる限り実践してきたつも
りですが、今回デンマークを訪れいくつか
気づいた事があります。それはできる条件
の人は、食料もエネルギーも自分で作ると
いう事です。
 農家は畑と屋根と残さで食料とエネルギ
ーを作ってほしいです。川が近くにある人
は、水力発電も可能だと思います。また農家
でなくても屋根のある人は太陽光発電や太
陽熱温水器を利用してほしいです。
 そして農村ではあり余っている農林業残
さを利用しバイオマス発電をし、廃熱も地
域に還元する様な仕組みを提言したいと思
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防災減災を伝える
むずかしさ
小川 光一
（東京都）

岩手県陸前高田市の「桜ライン 」のド
キュメンタリー映画『この街に桜が咲けば』


を撮った監督・小川光一さん（写真右）に映
画に込めた思いをうかがった話を文字化し

てしまったので、卒業式や入学式の写真を

編集した後ご本人に確認し、加筆修正した

誰が撮るんだっていうことで全国のカメラ

ものである（ 年  月  日、聞きて・中

マンに声をかけて陸前高田に来てもらって

園謙二、京都にて）

写真を撮ってもらうとか、結構マイナーな



ことをしていました。

― 年  月  日の時はどちらに？

―もともとご自身が写真撮影をされてい
た？

 月  日は東京にいました。自宅に戻っ

写真よりは映像の方をやっていました。

た瞬間でした。経験したことのないような
揺れで窓ガラスにひびが入りました。当時、

ただ、カメラマンの友人もいましたので「伝

その瞬間は、東京で大きな地震が起きた、東

える」というところで今まで持っていたノ

京が震源地だって思ったんですけど、どう

ウハウを活用して。それで  年の夏から、

やら違うらしい、東北の方だという情報が

中間支援というか、その場その場の支援よ

入って来た時に、
「震源地が東北なのに東京

りも何かを始めようとしている人たちのサ

でこれだけ揺れてるってことは本当に恐ろ

ポートをしようというところに切り替えま

しいことが起きたんだな」って思いました。

した。新しく事業を始めようとしている地

本当に未曽有の大震災になってしまって…。

元の人や、つぶれてしまったお店を再開し

たまたま陸前高田に両親がいる友人がい

ようという人や、以前あったものを戻そう

たので、その方のサポートをするつもりで

という動きやそういう地元の人たちの動き

一緒に陸前高田に支援を始めたのが最初で

をくみ取って支援していたんですけど、そ

す。当時は 132 を新規で立ち上げて、全国

の中で、 年  月に立ち上がったのが

から寄付金をもらってマイナーなニーズに

「桜ライン 」
（注）です。素敵な活動を

応える支援をしていました。自衛隊とか大

しているなと思って。

きいところが隈なく支援しているのを見て、

―そこからあの映画作品につながっていく

隈ないぶん隅々まで支援がいかないので。

んですね。
最初は、支援をしているいろいろな団体

例えば、陸前高田の写真館がすべて流され

の  つだったんですけど、「桜ライン 」

50

生きる.indd 50

54

2017/02/20 11:41

の人と、人として仲良くなっていって、132

も密着取材をしすぎていたので、 年の

として支援をしているけど一個人としても

夏に僕が理事に就任するという異例の人事

支援もしたいと思うようになりました。そ

が起きて今も理事として関わっています。

れこそ映像をつくれるっていう技術が自分

―全国各地で映画上映会が開かれたそうで

にはあったので、簡単な広報映像を作った

すね。
陸前高田の人たちの姿を通して、彼らが

りしていました。
当時、僕は東京・下北沢でカフェの経営を

自分たちと同じ思いをしないでほしいと言

始めていたので、なかなか東北に行けない

っているのを、防災のメッセージとして伝

時期もあったんですけど、そのカフェを

播させていこうというということで、

 年  月に閉店させたんですね。そのタ

年  月から全国で上映をしました。
『あの街

イミングで、
「桜ライン 」から事務局に

に桜が咲けば』の映画監督として  都道府

来ないかって言ってくださって。他のとこ

県の半分くらい回って何千人かの人に考え

ろからも声がかかっていたので「桜ライン

てもらえればいいのかなと思っていたんで

」に行く選択をしなくてもよかったんで

すけど、口コミとか、上映会に来た人が自分

すけど、後世に災害の恐ろしさを伝えて防

の町でも上映会をしたいとか言ってくれて、

災意識を高めてもらうっていうところが僕

どんどん続いて、本当は  か月で打ち切る

の中で強く共感するところだったので、
「よ

つもりが、 年と  か月も続いてしまって。

し行こう」ということになりました。

しまって、とか言っちゃいましたけど、映画

―誘われてカフェを閉めたのではなくて、

の中で一番多くもらった感想が、家族を連

たまたまタイミングが合ったんですね。

れてくればよかったとか、友だちをもっと

タイミングが合ったんです。事務局の中

連れてくればよかったとか、そういうのが

で「桜ライン 」の業務もやりながら、広

圧倒的に多くて、映画の中のメッセージは

報的な映像を作ってくれってことで作った

もともと誰かが伝えたいけどうまく伝えら

んですけど、同時に、テレビを見ても新聞を

れない、周りに伝えられないって思ってい

読んでも、復興がこれだけ進んでいますと

たものだったんだな、というところで、すご

か、今こんな問題がありますっていうとこ

い共時性があったんだなぁと思いました。

ろばかり取り上げられていて、防災の重要

例えば東北に一回行ったことがある人がい

性というものがなかなか目に入らないんだ

て、その人がいくら写真を持っていても、そ

なって感じたので、映画みたいなものを作

れを自分の町に戻って見せながらしゃべっ

って全国で防災の重要性を訴えるっていう

ても、なかなか伝わらないことなんかも多

ことをしたらどうかって「桜ライン 」に

かったと思うんです。それを映像や講演を

話をさせてもらって快諾していただき、そ

やることで伝わった。たぶん同じことを僕

れで作り始めたのが『あの街に桜が咲けば』

が言ったのか、言いたいことがその中に 

っていう映画です。 年の  月に完成し

個でもあったのか、皆さんが共感してくれ

ました。その頃には「桜ライン 」の事務

たっていうのがでかかったのかなって思っ

局から抜けたんですけど、その間、あまりに

ています。最終的に動員数も  万人を超え
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て、 都道府県全部に行くことが大きな結

きれなかった悔しさっていうのが残る経験

果として残ったところではあります。

になってしまっています。だからこそ防災

―すごいことですよね。

の重要性っていうのを僕自身ずっと続けて

インディーズ映画では異例のことだと思
います。ただ僕の中では、なぜか達成感がな

その中で防災の対策本を出版しないかと

くて、なんでだろう？って、その  年間を

いう話があって  年  月に  冊目の『い

振り返ってみた時に、やっぱり伝わった時

つ大災害が起きても家族で生き延びる』っ

もあれば、伝わらなかった時もあって、その

ていう本を出させてもらいました。防災士

伝わらなかった時のことが、たぶん頭にす

の資格を取ったり、講演しながらどう話す

ごく残ってしまっていたのかなと思います。

と人に響きやすいのかとか、どういうふう

今、その映画が本にもなっているんですけ

に伝えると防災したくなってくるのかとか、

ど、その中にも書いたんですが、広島で土砂

全国で二百回弱くらい講演した中で自分な

災害起こる前に何回も広島に行って土砂災

りに蓄積したものがあったので、そこを厳

害が危ないよって言っていても「いやあ、広

選して書いた本になっています。防災の本

島は災害が少ないからねえ」ってあしらわ

って聞くと学術書的なものをイメージする

れてしまったり、どの町に行っても、自分の

かもしれないんですけど、その点は情報を

町は安全だけども防災大事ですよねとか、

そぎ落としてシンプルに作りました。ネコ

自分の家族とか自分は大丈夫だけど東北心

を出したりしてかわいい感じにして、ちょ

配ですよねとか、なぜかみんな必ず自分の

っとこれから防災のことを知ってみたいな

町は大丈夫、自分は大丈夫って言い聞かせ

っていう人や関心のない人が読みやすい本、

ながら暮らしているところがあるんだなと

入り口として価値のある本にしたいと。震

思いました。どこの県に行っても言われた

災後、陸前高田に住んでいた時期もありま

んです。その人たち全員が嘘をついていな

すけど通い続けた期間も含めると映画が完

いのであれば、 都道府県全部が安全で、

成するまでの  年間のうちの半分くらいは、

こんなに災害が起きるわけはないんですが。

住んだり通ったりして陸前高田にいたんで

安心しながらでないと生きていくのがたい

す。その時にいろんな人に聞いた話や全国

へんな生物なので難しいところはあるんで

を回っている時の経験も含め、自分が一番

すけど、やっぱり災害に対して、僕たち、な

何を伝えたいか、何を全国の人に考えてほ

めすぎてるなぁって思った  年間でした。

しいかって考えた時に、大切な人のために

それこそ熊本でも  回上映していて、その

防災をしたくなるというところに１つ大き

時にもやっぱり「自分たち熊本、そんなに災

な希望があるのかなと、自分自身を守るた

害が起きる町じゃないから」って言われち

めというよりは、自分の子どもを守るため

ゃった。この前、鳥取の地震もありましたけ

とか、自分の恋人を守るためとか、そういう

ど、鳥取の会場は結構ガラガラで、本当に鳥

大切な人のためって思うと不思議とエネル

取でも起きるかもしれないっていう感じが

ギーというかパワーがみなぎるのかなって

しなかった。そう思うと、達成感よりも伝え

思って。東北の人たちも、家を失ったり、財
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産失ったり、仕事を失ったりして、それも十

んですけど、それで自主防災組織のない場

分つらいんですけど、やっぱりみなさんが

所で映画上映と講演をした時、それをきっ

口をそろえて言うのは、大切な人が亡くな

かけにして自主防災組織ができたんです。

ったことが耐えられない、しんどいって言

それが僕にとっては、すごく意味を残せた

っています。そうなってからじゃあ遅いの

ものになったし、映画をただ観て終わらず

で僕たちは絶対に繰り返しちゃぁだめだな

につなげてくださったっていうのは本当に

って思う。だから大切な人のために防災を

心強かったです。そういうことは個人単位

したくなってほしいなって。

でもたくさんあって、例えば夫婦で観に来

―大きい犠牲があったからこそ、それを活

た人が、映画と防災のメッセージを聞いた

かして次の時に備えないと、って。

後に、そのままホームセンターに行って防

世界中、日本中で災害が起きて人が亡く

災バッグ作りましたって写真を送ってくだ

なるたびに陸前高田のおっちゃんたちが、

さいました。また１人で観に来た人が、次に

「あー、自分たちの経験って無駄だったの

また同じ町に上映で行った時に、
「大切な人、

かな」っていうのが、いつも僕はぐさっとく

連れてきましたよ」って家族や恋人を連れ

る。あの人たちに、自分のたちのが教訓伝わ

てまた来てくれたり。そういうふうに防災

ってないとか、自分たちの教訓は無駄だっ

に対して強い思いを持ってくれる人も多い

たって、絶対に思わせちゃいけないと思う

んだと思ったので、そういう人たちの思い

んですよね。それはたぶん支援以前の話で、

がもっと伝播していくといいなと思いなが

無駄に思わせない上で、それで余裕ある人

ら過ごしていました。なので、防災を広める

が支援するべきで、支援だけして、防災もし

のは防災の専門家とか被災した人がやるも

てないって、わけわかんない。

のではなくて、もっと一人一人が、防災大事

―まず自分たちが防災してから。

だなって思ってる一人一人が、そう思って

ってずっと思いながらいたからこそ、こ

ない周りの人に伝えていくっていうのが一

ういうふうに防災の活動してきたんですけ

番大事なんだなって思います。高校の講演

ど、やっぱり先に、東北の人たち心配したり

でも、例えば「恋人を災害の時に守らないな

気にかけちゃうのが先行しちゃうんですけ

んてダサすぎだぞ」みたいに言うと、
「あー、

ど、それと同時に持ち合わせていないとい

やべぇ、ダセーそれ」とか、
「彼女、大切な

けない、もう  つの大事なこととして、防

んで防災します」とか言ってくれる子とか、

災はあるのかなって思っています。

素直に受けとめてくれるような子も多くて。

伝わらないとか、ネガティブなことばっ

これからの日本の防災意識を担うのって、

かり話してきたんですけど、その一方で、嬉

僕たちよりももっと若い  代の子とかだ

しかったこともいっぱいありました。各自

ったりすると思うので、そういう子たちに、

治体に自主防災組織があるところとないと

今のうちからしっかりと防災のことを伝え

ころがあって県によって普及率が全然ちが

たい、若い子たちに防災のことを考えても

うんですけど、％切っていたり、高いとこ

らうきっかけをもっと作っていきたいと思

ろだと ％台だったり、ほんとに差がある

っています。  
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僕まだ  代で、わりと中高生と年齢が近
いので、ちょっとふざけたり、皆と仲良くな
ってから話したりとかもできるので。歳が
近いと子どもたちも親近感持ってくれたり
共感する言葉も多いようで、先生たちから
は、子どもたちがこういうテーマの話をこ
んなに聞いたの初めてですとか、いつも半
分くらいは寝ているような授業なのに  人
も寝なかったとか言われます。
「若い人が若
い人に伝える」っていうことにも可能性を
感じてるので、ギリギリまだ若いうちに、そ
のフィールドで頑張っていけたらいいなと
思っています。

※（注）
「桜ライン 」とは、 年の東
日本大震災による津波で大きな被害を受け
た陸前高田市の青年たちが、津波の到達点
に桜の苗木を植樹し被害の実相と教訓を後
世に残していく取り組みで、世界からも多
くの賛同を得て現在も続いている。

【プロフィール】
小川 光一（おがわ こういち）
 年東京都出身。防災士。
「他人の痛みを想
像できる人間であれ」を信条に掲げている。
陸前高田まち・ひと・しごと総合戦略策定会
議委員、認定ＮＰＯ法人桜ライン  理事、
防災ドキュメンタリー『あの街に桜が咲けば』
監督兼著者ほか。防災講演の依頼は
.RLFKL2JDZD%#JPDLOFRPまで。
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ついて、その時は全く知らなかった。

東日本大震災を振り返る

 池袋駅に着いても、電車は一切動いてい
なかった。帰れないならどこかのホテルに
宿泊しようと思ったが、すべて満室だった。



公衆電話の長蛇の列に並んで、なんとか自

 黒のフリルがたくさんついたマネキンが、

宅の家族に電話した時には半泣きだったと

左右に揺れている。 年  月  日、私は

思う。電話で西武線が動き出したらしいと

原宿のゴスロリ洋服店のショーケースの前

知り、確か  時を過ぎた頃に西武池袋線に

を歩いていた。揺れ方がなんだかおぞまし

乗り、 時頃帰宅できたと記憶している。

く、
「怖い演出だな」と思った。その数秒後、

彼氏が自宅まで送ってくれて、それが私の

電線も揺れていることに気付き、地面が揺

両親との初対面となった。

れ出し、ようやくこれが地震なのだと分か

 翌日、アルバイト先の映画館から連絡が

った。私はこの頃  歳で、大学３年生の進

あり、天井が剥がれて壊れたので１ヶ月程

級目前の春休み期間を過ごしていた。

休館するとのことだった。
「地震の時にシフ

 大きな揺れがあった後も、そのまま買い

トに入っていなくてよかったな」とこっそ

物を続けた。なぜ安全なところに避難した

り思って、自分が災害に対して何も準備で

り家に帰ったりしなかったのだろうと、今

きていなかったと思い知った。パニックに

では思う。当時の彼氏（現在の夫）と一緒に、

なったお客様をどう誘導するのか、事前に

特に買わなくてはいけないものもないのに、

きちんと確認しておかないといけないなと

原宿の町を歩いていた。何度も大きな余震

思い、その後の消防訓練や日頃の勤務でイ

があった。その度に店を出て、道の真ん中で

メージを膨らませるようになった。

揺れが収まるのを待った。何とか日常を続

 大学の春休みも１ヶ月延長となった。毎

行しようとしていたように思う。

日のようにテレビで津波の映像とＡＣのＣ

原宿駅まで行くと、駅には人がたくさん

Ｍを見ていた。津波に家や人がのまれてい

いたが、電車が止まっているようだった。す

く様子に本当に衝撃を受けた。外出しても、

ぐに動くだろうという甘い考えで、駅近く

駅や電車、建物内は節電のため真っ暗で、水

のカラオケで時間をつぶした。日が暮れて

も売り切れ、放射能が怖くてマスクをつけ

も電車が動かなかったので、やっと危機感

っぱなし。３月・４月は、とにかく鬱々とし

が生まれ、原宿駅から池袋駅まで、７㎞程歩

た気持ちで、引きこもっていた。５月からは

くことにした。

大学が始まり、新入生歓迎コンパは花見で

 携帯電話は途中から電波が入らなくなっ

はなくピクニックになった。生活のところ

たため、地震の全体像は全く分かっておら

どころに震災による歪みがありながらも、

ず、震源は関東だと思っていた。途中の新宿

少しずつ日常生活に戻っていったように思

のオーロラビジョンで、北海道にも津波が

う。

来るというニュースを見て、北海道の祖母

 ２年後に日本青年団協議会に就職し、

を心配に思った。東北地方の凄惨な津波に

 年  月の日青協福島理事会で私は初
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めて被災地を訪れた。家々がなくなった久
之浜の様子を見て、やっと、東日本大震災と
いうものの一部を実物として理解した気が
した。お風呂の跡や神社などが実物として
震災・津波の被害を物語っていた。写真を撮
ることも苦しかったのを覚えている。
  年度末には『生きる』第３号の編集
作業も行った。執筆者と連絡をとったり、校
正のために何度も読んだりする中で、震災
に対しての考え方や行動はそれぞれ違うこ
と、だからこそ体験を綴り、記録していくこ
とが貴重なのだと感じた。あの頃家に帰る
ので精一杯で、自分以外の誰かのために何
もできなかったことを後ろめたく思ってい
たが、一冊の本の制作に携わることができ
て嬉しく思った。
 この手記を書いてみて、自分の災害に対
する考えの甘さをあらためて感じた。今こ
こで災害が起きたらどう避難するか、どう
連絡をとるか、どう家に帰るのか、常に意識
し、暮らしていきたいと思う。
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東日本大震災手記

どだったという。東京ですらこれだけ揺れ

高嶋 聡平

害が出ているのだろうと心配に思った。し

（東京都文京区）

ばらくテレビを見続けているとまたもや大

ていたのに、いったい東北はどれだけの被


時期的にも、おそらく春休みだったと思

大きな地震の後には余震がくるということ

う。東日本大震災があった日、私は高校三年

は聞いたことはあったが、本震とあまり変

生だった。いつものように自宅のパソコン

わらないような揺れだったのでかなり驚い

でサッカーの試合を見ていると、突然画面

た。その後も大きな余震が続いたが、そのた

が大きく揺れた。一瞬、何が起きたのか理解

びに大きく建物が揺れるので、次第に酔っ

できなかったが画面だけでなく自分も、家

てきてとても気持ち悪かったのを今でも覚

も大きく揺れていることに気づき、急いで

えている。外の空気を吸おうと外に出ると、

机の下に身を隠した。今までに体験したこ

道に人があふれていた。ニュースで交通機

とのないような揺れと地鳴りが続く中、正

関が止まって帰宅困難者が出る、と言って

直「あ、死ぬかも」と多少死を覚悟した。体

いたので恐らくそれだろうとすぐに分かっ

験したことのない恐怖におびえていたが意

た。正直こんなにすぐに影響が出ると思っ

外と頭の中は冷静だったと思う。しかし、そ

ていなかったし、こんなに身近な話だと思

の日は両親や姉も家におらず、一人だけだ

っていなかった。その日は結局家族全員が

ったため、すごく心細かったのを覚えてい

揃ったのは夜の８時頃で、地震の話でもち

る。揺れが何分間続いていたかは正直あま

きりだった。寝ている途中にも普段ではな

り覚えていないが、７～８分ほど揺れてい

いような大きめの余震があり、ほとんど眠

たように感じた。揺れが次第に落ち着くと、

れなかった。

まず母親と連絡を取った。災害時だったに

以上が自分の感じた当時の感想だが、正

もかかわらず、意外とすんなりと電話は繋

直、あのときの地震の衝撃はあまり思い出

がった。まずはお互いの安否確認をした後、

せない。

家の状況を確認し、伝えた。自分の部屋の漫

 東北の方々は自分よりもっと大きな衝撃

画などは散乱していたが、そこまでの被害

を体感していたのかと思うと、正直いたた

はなかった。私はマンションの６階に住ん

まれない。また、震災だけでなく、東京電力

でいるが、母はたまたま区役所の  階にい

福島第一原発の影響、それに伴う風評被害

たらしく、ものすごく揺れたという。電話が

で被災者の方々はとても辛い思いをしてき

終わった後、情報を集めようと思いテレビ

たと思う。

をつけると、震源地は東北の沿岸部で起こ

 震災から５年経った今、自分は日青協で

ったということが言われており、正直驚い

臨時職員として働いていて、今年５月に研

た。震源地は関東だと思っていたからだ。ニ

修で実際に福島へ行く機会があった。５年

ュースでは、福島など震源近くの県の震度

の歳月が過ぎた今でも崩壊した建物や隔離

は６から７、東京の震度は５弱から５強ほ

された大量の汚染土、津波により更地にな
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きい揺れがきて、すぐさま机の下に隠れた。
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った場所など未だに目を疑うような現状を
目の当たりにした。正直復興があまり進ん
でいないということは耳にしていたが、こ
こまでとは思っていなかった。しかし、こう
いった状況を把握しておくことも日青協の
仕事を続けていくにあたり、とても重要な
ことだと感じた。
自分もいつ地震で平和な日常が奪われて
しまうか分からないので、一日も早く被災
地の方々に今までの日常が戻ることを願い
ながら、一日一日を精一杯生きようと強く
思った。

【プロフィール】
高嶋 聡平（たかしま そうへい）
東京都文京区出身、在住。日本青年団協議会
事務局員。
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なかった。通話は相手の携帯電話の電池を

棚田 一論

本的にメールを送り、返事を待つしかでき

（埼玉県志木市）

なかった。無事の連絡が事務所の電話や、個

大きく消耗するため、私をはじめ局員は基



人の携帯電話に連絡が入ると全員が胸をな

 日本大震災でお亡くなりになられた方々

で下ろし、まだ確認が取れていない仲間が

のご冥福をお祈りし、被災された皆様に心

いる事の不安が募る。その一喜一憂にとて

からお見舞いを申し上げます。

も神経がすり減らされた。地震発生から一



ヶ月程は強い余震が続き、通勤電車の運行

 戦後未曾有の災害と言われている東日本

も制限されていたため、十分に事務所に滞

大震災は、 年（平成  年） 月  日

在することができなかった。したがって、私

午後  時  分に発生した。地震発生した時

はもっぱら携帯電話から安否確認のメール

は旧日本青年館で事務仕事をしている途中

を送ったり、受けたりすることが多かった。

だった。緊急地震速報が流れ、外を見ると電

当たり前ではあるが、テレビでは地震の様

柱が左右にしなっていることが今でも脳裏

子や、被災地の状況などが連日放送される。

に焼き付いている。はじめの一歩というボ

私はそのたびに東北で出会った青年団員の

クシング漫画で紹介されるデンプシーロー

方の姿が脳裏をよぎる。頭が重たくなる

ルという技のように∞を描く電柱を見て背

日々が続いた。

筋が凍った。
「大きな地震が発生しました。

 青年団のことだけではない。私の母は福

当ホテルのお客様は速やかに外に避難して

島県南相馬市出身で、祖母は震災の時まで

下さい。職員は至急１階フロント前にお集

そこで生活をしていた。祖母の家は６号線

まり下さい」館内放送が流れた。

沿いの内陸側に位置していたので、津波の

 私は９階の客室から逃げ遅れたお客様が

被害は受けなかった。また、東京電力福島第

いないかを確認するよう指示を受け、階段

一原発から NP の地点に位置しているの

で９階までかけあがる。頭の中が真っ白で

で避難区域（NP 圏内）からも逃れること

無我夢中だった。もし客室で「人が亡くなっ

ができたが、時期を同じくして認知症が発

ていたらどうしよう」とばかり考えながら、

症したため、宮城県仙台市に住む叔母の家

客室を回り続ける。その後も続く余震。客室

に避難することになった。叔母の家も電気

のテレビやポットは倒れ、アメニティは散

が止まる被害はあったが「家は壊れなかっ

乱していた。加えて亀裂の入った青年館の

たから、避難所よりは気が楽。ただ、友達と

壁は、映画のワンシーンのようだった。その

かが避難しているのを知ると、力になりた

日は青年館の事務所に宿泊。翌日、自宅に戻

くてもなれないやりきれなさがあった」と

った。翌日から日青協も青年館の事務所も

叔母は当時を振り返る。震災後の福島県に

被災された地域に住む青年団や、青年団Ｏ

行ったのは、 年  月だった。これまで

Ｂ・ＯＧの安否確認の対応に追われた。特

利用していた常磐自動車道は使えなかった

に、岩手県・宮城県・福島県とは連絡が取れ

ので、東北道から山道を車で３時間ほど走
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る。途中、飯館村を通過すると人の気配が一
気に消えた。村全体が妙な静けさに包まれ
ており、得も言われぬ不安に包まれた。翌
日、祖母の家から海に向かって車を走らせ
る。家が建っていたと思われる区画の跡地
と、畑に打ちあがっている漁船たち。自分の
記憶が否定されているかのように、何もな
い光景が目の前に広がった。幼いころに遊
んでいた場所などは、すべて津波で流され
ていた。
「本当に何も残ってない」思わず言
葉が漏れる。それ以外の言葉が出てこなか
った。祖母は震災からしばらくして、軽い認
知症を患ったため私の母と叔母の家を半年
ごとに往復して過ごしている。年に１～２
度会う。そのたびに「福島に帰りたい」と寂
しそうに話す。南相馬市は常磐自動車道の
開通、まもなく常磐線も開通するようにな
ってきた。震災で多くの犠牲となった街は、
ようやく復興が始まったように思える。元
の姿に戻ることはないが、少しでも活気を
取り戻してくれたらと願うばかりだ。
東日本大震災から５年。今日までの間に
結婚にも恵まれ、二人の子宝を授かること
ができた。結婚や育児を通じてあらためて
当たり前の日常こそが奇跡の連続だ。家族
と共に朝を迎え、仕事したり遊んだりして、
家族と共に眠る。当たり前を特別に思い、こ
れからも私は生きていきたい。
【プロフィール】
棚田

一論（たなだ

かずのり）

福島県南相馬市出身。埼玉県志木市在住。日
本青年団協議会事務局員。現在総務部長
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んばかりに外に出ました。行員は「落ち着い

６年がたち思うこと
鳥澤 文彦

害の状況を確認したりしていました。なに

（東京都大田区）

が起きたかのかわからず、その場で立ち続



けている人もいました。先程の女性は「どう

１．東日本大震災の時、私は・・・

もお騒がせしました」と私に声をかけて外

 東日本大震災の時、私は家にいました。翌

に出ていきました。私も２回目の揺れに備

日には和歌山の青年団の仲間の結婚式に招

えて外に出ました。外には大勢の人が溢れ

待いただいていたので、仕事を休んでその

ていました。誰もが、いったいなにが起きた

準備をしていました。家の近くの銀行で用

のか分からない様子でした。もちろん私も

事を済ませ帰ろうとしたその時、建物のガ

でした。

ラスがものすごい音を立てて揺れていたの

 私は急いで自宅に戻りました。テレビや

を覚えています。その後、今まで経験したこ

本棚は倒れ、冷蔵庫の扉が開いて中の食料

とのない、激しい揺れが私たちを襲いまし

品が無残にも床に散乱していました。テレ

た。銀行のお客様も、行員も、なにが起きた

ビを元の位置に戻し電源をつけました。ど

のか分かるまもなく、叫んでいました。その

のチャンネルも地震の報道がされていまし

場でしゃがみ込んでしまう人やどうしてい

た。ある放送局のアナウンサーはヘルメッ

いかわからずオロオロしている人もたくさ

トを被りながら原稿を読んでいました。ど

んいました。私自身も大地震が来た、もしか

の画面も画面右下に津波情報が出されてい

したら近年報道されている首都圏直下型大

ました。
「大津波警報」という表示があり、

地震というものではないか、と思い、不安を

日本地図の太平洋沿岸が赤く点滅している

感じ、建物の壁が壊れ、閉じ込められたらど

のを見て、たいへんなことが起きたことを

うしよう、もしこの建物が壊れたらどうし

実感しました。日青協事務局に電話をかけ

よう、ここで死ぬかもしれないと、頭の中で

ても、まったくつながらない状況でした。よ

いろんなことが駆け巡りました。私の隣に

うやく夜になり、事務局と連絡がつき、事務

いた女性はその場で泣きながら腰が抜けた

局内の状況が確認できました。青年館の当

ようにしゃがみ込んでしまいました。私は

時の建物の中ホールを中心に、帰宅が困難

なにもできませんでしたが、
「大丈夫ですか

な人たちの休憩場所として開放することも

ら、もうすぐやみますから」と言って背中を

聞きました。夜になると、私のところに友人

さするくらいしかできませんでした。もち

や家族から心配の電話やメールがありまし

ろん、その大地震がもうすぐ終わるという

た。

確信はありませんでしたが、隣で突然しゃ

 岩手県、宮城県、福島県と広域的な大打撃

がみ込んでしまった姿を見て、呆然とした

を受けたことを知りました。被災状況は主

態度をしていることもできませんでした。

にテレビの報道で確認しました。津波が壁

 それからしばらくすると、地震は止まり

のように海を越え、川が氾濫し、建物を一瞬

ました。建物の中の人たちは、今だ！と言わ

にして飲み込む映像も目にしました。買い
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物に出かけなければならず、都内の状況が



わからずに車で新宿まで出かけようとした

２．熊本地震の時、私は・・・。

ら、歩道ばかりか車道にまで大勢の人があ

 ４月１４日から私はたまたま佐賀にいま

ふれ、通常であれば１５分で着くところが、

した。大学の先生らとともに佐賀市内で打

２時間もかかりました。

合せを兼ねて一杯やっていたその時、お店

私は和歌山に向かう際、その日は滋賀の

がものすごく横に揺れ、テーブルの上に載

仲間のところで一泊し、飲み明かす予定で

っていたものや店内のグラスや酒瓶などが

した。しかし、東海道新幹線は運転再開のめ

全部落ちて、店内はものすごいことになっ

どは立たず、仕方なく車ででかけることに

ていました。店内の人たちは外にも出ず、地

しました。私は運転中はラジオを聞いて情

震がおさまったらまた何事もなかったかの

報を確認しました。しかし、緊急地震速報が

ように酒盛りが始まりました。私たちはち

鳴ると、前の車も横の車もドライバーが同

ょうど明日もお互いに早いこともあり、そ

じく聞いていたからか、突然路肩に停車し

の場で切り上げ帰途に着きました。ホテル

ようとする車が増えました。渋滞、そして緊

に戻りテレビをつけると、地震による大災

急地震速報による避難、こうした状況の繰

害が熊本市内に及んでいることを報道で知

り返しが東名高速東京インターチェンジに

りました。友人からも安否確認の電話があ

たどり着くまで続きました。結局滋賀の仲

りました。私は佐賀から熊本までそんなに

間の家での前泊はあきらめ、途中休憩をと

距離が離れていないこともあり、明日、青年

りながら運転しました。しばらく順調に進

団の仲間に連絡をして出かけようかどうか

んでいましたが、東名高速の富士インター

迷っていました。翌１５日、日本青年館の山

チェンジから清水インターチェンジまでが

本常務から電話をいただき、
「昨夜の大地震

高波で通行止めのため、私の車も含めて立

で熊本県青年会館がたいへんなことになっ

ち往生の状態でした。私は時間のことが気

ているらしい。もし良ければ状況を確認し

になったので、富士インターチェンジを降

にとんでもらえないか？」との要請を受け

りて、中央高速に切り替えて移動をはじめ

ました。こうして車で１５日に熊本まで出

ました。名古屋から先はほとんど渋滞もな

かけました。

くスムーズでしたが、結局和歌山に到着し

 九州自動車道は途中までスムーズに進ん

たのは午後８時、仲間の結婚式どころか披

でいましたが、追越車線をものすごいスピ

露宴も終わり、二次会に入る状況で混ざる

ードで他県ナンバーの災害支援車両が行き

ことが出来ました。おおよそ２４時間のド

来していました。福岡ナンバーのタクシー

ライブでした。和歌山の人たちからは「なん

も相当数走っていました。乗車されていた

か東京がたいへんなことになってるらしい

人たちは、恐らく東京などからの地震被害

な」と声をかけられましたが、今考えれば、

などの状況把握のための視察で来られた人

東京をはじめ関東の大惨事の受け止め方は、

たちではないかと思います。高速道路は植

関西でも人によって違うのだな、というこ

木インターチェンジ手前から突然渋滞し始

とを思いました。

めました。こうして熊本県青年会館に着い
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たのは、午後８時でした。佐賀市内を出発し

っていましたし、たとえその規模が小さく

たのは午後２時でしたので、６時間かかっ

ても、危機感を感じていました。そうした者

たことになります。通常であれば距離にし

からすれば、東日本大震災や熊本地震が発

て６０キロ程度ですので、高速で１時間足

生した時は、ともに何が起こったのかがわ

らずで到着すると思います。

からない状態でした。多くの尊いいのちが

 熊本県青年会館に着くと、県青年団協議

一瞬にして奪われましたが、きっと何が起

会の中渡考之会長と岡本了監事が出迎えて

こったのかがわからない、死を予感、あるい

くださいました。二人とも元気そうな姿で

は覚悟するいとまもなく、いのちが奪われ

したが、会館の至る所が破損していました。

た、そのことを思うと、私はなんともやるせ

１階エレベーターホールは、水浸しになっ

ない気持ちが未だに募ります。そうした中

ていました。会館の被災状況については当

で仲間に寄り添い、小さなことから大きな

時日本青年館に報告した資料がありますの

ことまで、復興支援の名のもとに活動に励

で、別添をごらんください。

む青年団の姿は、かけがえのないものだと

帰路の途中、何度も自衛隊の救援車両を

思います。

目にしました。また、移動中も余震が続いて

今回、私個人の経験を踏まえ、角度を変

いました。ホテルに着いたのが午前１時過

え、私自身がどう生きていくのかというこ

ぎ、ベッドに入ろうとしたその時、午前１時

とを考え、この文章をつくりました。私自身

２５分、いわゆる後に本震と呼ばれる大き

が日本人として、また、一人の人間として、

な地震が発生し、私はベッドから落ちそう

災害とどう向き合っていきるのか、それは

になりました。たった今、熊本から帰ってき

今でも答えが出せませんが、豊かに生きる

たばかりなのに、その後こんなに大きな地

ことと合わせて考え、大切な人と寄り添い

震が再び襲ってくるとは・・・。自然の脅威

生きていければと思っています。

というものを痛感しました。





【プロフィール】

３．私はどう生きていくのか

鳥澤 文彦（とりさわ ふみひこ）
。

東日本大震災から６年、その後熊本地震

東京都大田区在住。 年生まれ。静岡県静岡市
出身。日本青年団協議会事務局長。

や鳥取県中部地震など、震度５弱を超える
地震が頻発しています。私は静岡県で生ま



れましたが、静岡県では幼稚園の時から年
間にわたり防災訓練を実施していました。



私が生まれる４０年も前から、静岡県には



東海地震という大きな地震が襲い、甚大な



被害が想定されることが叫ばれ、自治体の



防災・減災対策も毎年のように更新されて



いました。そうした地域で生まれ育った者



からすれば、地震が起きることに敏感にな
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【資料】

れ、事務所の机上の書類等が落下、会館ロビ

熊本地震被災報告

ーに掲げていた大きな絵画も落下していま



したが、幸い人的被害はありませんでした。
４月１５日、佐賀市内でレンタカーを借

１４日夜は会館の１階ロビーには、近隣住

り、１４時に佐賀を出発し高速道路、一般道

民１０名ほどの方が避難していたようです。

路を経て青年会館に到着したのは１９時５

（ニュースで中央区のマンションが真っ二

０分でした。到着に時間がかかったため、青

つに割れたとありましたが、会館の近くだ

年会館の宮川常務とは会えませんでしたが、

ったようです）

青年会館職員の大塚さん、県青協の中渡会



長と岡本監事とお会いすることができまし



た。以下、青年会館の被害状況です。







１．熊本県青年会館の状況



３階にある貯水槽の損壊により水漏れが



１階ロビーにまで起こっていました。また、




ボイラー給管が途中破損し使用できないた



め、風呂が使えない状況でした。屋上のポー




 階ボイラー管破損



 階貯水槽周辺
ルはすべて倒れていました。会議室は、壁面
にひびが入り照明器具も落下している状況
のようです。危ないからと見せていただく
ことはできませんでした。先程の水漏れに
より、全般にわたって天井のシミも酷く、床
はびちゃびちゃ、そんな感じでした。私が到



着してからも、水が上から滴り落ちていま



した。地震直後は、レストランのグラスが割


69

生きる.indd 65

県団事務所

65

2017/02/20 11:41



は熊本市内に住んでいますが、ご家族に被


害はなかったとのことです。県団としては



今後の復旧活動等については県団役員と協



議するとのことでした。



（鳥澤文彦・日本青年団協議会事務局



長）






１階ロビー天井





また、会館職員の方も避難所で生活をし
ている人たちもいるようです。水道蛇口を
ひねると白濁の水が出てきて、断水も時間
の問題とのことでした。会館はゴールデン
ウイークにかけて団体客予約が入っていま
したが、１５日ですべてキャンセルになっ
たそうです。

２．熊本県青年団協議会の状況
熊本県青年団協議会はこの週末に定期大
会を予定していましたが、延期したとのこ
とでした。県団事務所内では、棚は落下しな
かったものの、壁に掲げていた予定版（白
板）や机上の書類やパソコンが落下したく
らいで、あとは大きな被害はなかったよう
です。事務局長の古奥さんの自宅が益城町
にあり、青年会館にとどまり、熊本市内での
避難所生活をしているとのことでした。岡
本監事は地震の時、県団事務所で作業をし
ていたようでしたが、特にけがなどはなく、
利用客・避難客の対応を会館職員とともに
行いました。岡本監事は山鹿市出身で現在
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らめるという判断をしたそうです。これは

生きる

ト

石井 昌志
（石川県羽咋市）

震災から５日後に自分は放射線のスクリ
ーニング（検査）チームとして福島に入りま
した。原子力発電所で何が起こっているか
もわからない状況で現地入りし、各地で検
査を行いましたが、やはりいろいろなこと


が起こりました。
現地では朝に福島県庁でミーティングを

スクリーニングの様子

して、どのチームがどこに行くかを決め、夕

リアージと呼ばれ、災害時、少ない医療資源

方には戻って何があったかを報告、検討す

でいかに多くの人を助けるかを判断しなけ

るのですが、自分のチームは西郷村（にしご

ればならない際の手法として、現在では広

うむら）という村に派遣されたのですが、現

く知られていますが、当時は病院に勤務し

地で消防団の方々をスクリーニングすると、

ていても聞いたことがある程度であり、現

「大丈夫とわかって安心した！また近所の

実として直面した時に本当に苦しい思いを

老人たちを見回ってくるわ！」と出発して

したことを覚えています。

いき、普段からの活動をたくましく思いま

それと同じく苦しかったのは、情報も少

した。

ない中で、ある避難所が「被ばく者が入って

２か所目のスクリーニングでは「お前ら

くると他の人が被ばくするから、証明書が

は政府の手先だろう。信用できない」と言

ないと避難所に入れない」という話でした。

われたこともありましたが、
「自分たちも

被ばく者から被ばくすることはまずありえ

放射線の専門家である。その自分たちがこ

ないのは我々にとっては常識でしたが、ま

こにいるということは信用できないか？」

さかそのようなことが起こり、かといって

と言うと「確かに！」と笑顔になられた出

訂正するにも通信網がないとう状況だった

来事も、実際に顔を合わすことの大切さを

ので、急きょ２万枚の証明書を印刷して、２

実感することとなりました。また自分と別

日目から配るという対応をしました。広島、

のチームは、公民館に行った際に駐車場に

長崎の原爆投下による被ばくから６６年た

バスが置いてあって、中に人がいるみたい

った今でも、こんな間違った情報で人は左

と言われ、確認すると約３０名の寝たきり

右され、差別をしてしまうという現実は言

の老人が布団にくるまって放置されていた

いようのない悔しさ、さみしさを感じまし

そうです。診断すると２名はすでに死亡し

た。

ており、２名は救急搬送の指示をし、約２

このような体験をさせていただき、この

０名は公民館に移送し、そして２名をあき

時の出会いから、自分は今、ＤＭＡＴ（災害
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派遣医療チーム）として活動をさせていた
だいています。ＤＭＡＴは災害から４８時
間以内に現地に入ることを想定し、要請訓
練を受けた隊員で構成され、全国で約１万
人が首都直下地震や南海トラフ地震などに
備えるべく、日々、研修と研鑽を重ねていま
す。最近では熊本地震にも多くのＤＭＡＴ
が派遣されました。
この活動をする基礎となったのはやはり
青年団活動だと思います。青年団をやって
いたおかげで全国各地に仲間ができ、その
ことで、どこでなにが起こっても、身内のこ
と、仲間のことと思うことができる。それな
らやれることはやろうかなと思える。全国
に青年団があることを今も誇りに思います。

【プロフィール】
石井 昌志（いしい まさし）
石川県羽咋市在住、出身。会社員。石川県青年
団協議会会長をへて、 年度～ 年度日本
青年団協議会常任理事、 年度同副会長、
年度同監事。
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６年

業や各種活動団体が迅速な対応で支援体制

福永 晃仁

でも関東方面現地工場への支援物資調達の

（滋賀県蒲生郡日野町）

ための協力依頼があった。休日出勤などで

をとっていたこともあり、自分が働く工場



損壊した工場からの製品引き上げ、検品手

「６年」

直しなども行い、全社をあげての支援体制

  年  月  日から６年が経とうとし

が確立されていた。震災直後、
「直接的支援」

ている。日常の慌ただしさとともに当時の

とともに「間接的支援」も大きな役割を果た

記憶が少しずつ薄れていく中、自分を含め

したことは言うまでもない。そういった状

多くの人々が「生きるということに向き合

況の中、県青連役員と再度議論をする中で

う」
「生きているということを考えさせられ

自分たちができることを模索した。
「直接足

る」出来事となったことは事実であり、今あ

を運ぶことはできないが、現地の方々が心

らためてあの時の想いと自分たちの生活を

配で何かその気持ちを伝えたい」そんな思

振り返ってみようと思う。

いを持った人々の気持ちをわかりやすくス

 当時の手帳を読み返してみると  月  日

トレートに一つの形として滋賀県民からの

は真っ白なままであった。翌日の土日は会

寄せ書きを送ろうと。できる限り多くの想

長を務めていた滋賀県青年団体連合会の定

いが集まればと県庁を通じてイオンショッ

期大会ということもあり真っ黒に塗りつぶ

ピングセンターに場所の提供を依頼、趣旨

されていた。戦後最大級の出来事として実

に賛同いただき  月  日に活動を行うこと

感することになったのは２、３日後の震災

ができた。３㎡の白布が  名以上のメッ

の全貌が見え始めてからのことだったよう

セージで埋め尽くされ、子どもから大人ま

に思う。定期大会を終え、２日後の役員会で

で多くの方々に現地への想いを綴っていた

集まり、役員と震災の内容、現地の状況、日

だくことができた。その後、東北各県団長の

青協を中心とした青年団の動きなどを確認

ご協力もあり各避難所への掲示が決定、５

した。
「すぐに現地に足を運び直接的支援を

月の日青協定期大会では陸前高田の橋詰さ

行う。必要物資を早急に必要数送る」そんな

んにそのメッセージを託すことができた。

動きが必要なのか、そのためにはどうすれ

彼のその時の表情を僕は一生忘れることは

ば良いのか、そんなことばかりが頭の中で

ないと思う。

ぐるぐると回っていた。しかし現実には１

 年  月  日から６年。僕たちは、日

つの青年団体としてどうすることもできず、

本は、何を学んだのか。子どもたちにどのよ

無力感だけが存在していた。本当に何もで

うな未来を託したいのか。大人が責任を持

きずに申し訳ないという気持ちがあった。

って向き合う必要がある。

だが一方で、自分たちの生活の中でできる

【プロフィール】

ことをやろうという想いも込み上げてきた。

福永 晃仁（ふくなが あきひと）

青年団員である前に一社会人としてできる

滋賀県蒲生郡日野町出身、在住。会社員。

ことをやろうと。国内全体を通じて各種企

年度日本青年団協議会副会長。
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【資料】

とらざるをえなかった。ＪＲ宝塚線・福知

阪神淡路大震災の記録

山線の伊丹駅周辺あたりから、損壊した家

～近畿ブロック青年団の取り組み～

になると、完全に倒壊した家や傾いたアパ

屋が目立つようになってきた。宝塚駅周辺
ートが目に飛び込んでくる。宝塚駅の一つ

  年１月  日に発生した阪神淡路大

手前の中山寺駅はプラットホームが崩れ、

震災は、兵庫、大阪地区にかつてない災害

駅舎もかなりの被害を受けている様子だ。

をもたらし、 名余りの尊いいのちが

地震被害の大きさを初めて自分たちの目で

犠牲となった。当時近畿ブロック地区青年

確認することができた。

団協議会は、未曾有の被害に直面し、青年

 ＪＲ三田駅から神戸電鉄、北神急行を乗

団のネットワークを最大限にいかし、災害

り継いで新神戸駅まで出た。地下にあるホ

支援活動を迅速に取り組んだ。これは当時

ームでは、大きなリュックサックを背負っ

支援活動の経過を滋賀県青年団体連合会の

た人や、両手にたくさんの荷物を持った人

役員がまとめた記録である。

たちの姿が目立つ。
「なんか異様に静かや



な」と中村君がつぶやく。そういえば、人

手さぐりの調査活動

は多く、混雑しているが、言葉を交わす人

 兵庫県南部地震 阪神・淡路大震災 発生

は少ない。

から  日目の  月  日、奈良県青研集会

 新神戸駅からは徒歩で、通称フラワーロ

終了後に、大阪。京都・滋賀・和歌山・奈

ードを南へ、神戸市役所に向かった。三宮

良の各府県から  人が出席して、緊急の

駅が近くなるにつれ、周囲の建物の被害が

近畿ブロック役員会が行われた。今回の大

大きくなってきた。ビルが途中の階で押し

震災に対し、青年団として何ができるの

つぶされ、くの字に傾いている。阪急三宮

か、どんな救援活動が有効的なのかなどに

駅は駅ビルとともに崩壊し、近寄ることも

ついて検討を重ねた。

できない。テレビの映像では何度も見た光

 「有効的な取り組みを進めるためには、

景だが、自分の目で見ると、改めて地震の

現地の情勢を把握する必要があるのではな

規模がいかに激しかったのかが実感でき

いか」との出席メンバーの一致した意見を

た。神戸一の繁華街・三宮周辺は、見る影

受け、調査団を現地に派遣することにし

もなく無残な姿に変貌していた。

た。

 崩れかかったＪＲの高架橋の下を恐る恐

 翌  日、滋賀県団・藤木会長、中村雅

る越え、ほどなく神戸市役所に到着。大阪

昭理事、兵庫県団・藤田三智子団長と奈良

からここまで、約  時間弱。普段なら 

県団・岡村事務局長の  人で、とりあえず

分の距離である。

神戸市中央区にある神戸市役所に入ること

 まず、救援物資受付で、それぞれリュッ

にした。阪神間のＪＲ、私鉄とも大きな被

クに詰めて持ってきたカイロを手渡し、市

害を受けていることから、ＪＲ大阪駅から

役所本館に入った。 階ロビーには、避難

神戸までは、大幅な北回りの迂回ルートを

してきた被災者であふれかえっている。廊
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下や階段などいたるところに新聞紙や段ボ

な音がした。暗くて何もわからんし、もう

ールを敷き毛布を重ねて座り込む人の姿が

アカンと思うた。家の中はむちゃくちゃに

あった。どの人の顔も、一様に疲れ切った

なったが、幸いマンションは壊れへんだ。

表情だ。ソファーをベッド代わりにし、点

しばらくして外へ出てみたら、近くのビル

滴を受けている人もいる。熱があるのか、

が横倒しになっとった。
」と道路西側の一

ぐったりとした男児を手当てしている医療

角を指差した。
「あんなもん、倒れると誰

スタッフの看護婦。さらに壁にはおびただ

も思わへん。近代建築の粋を集めたはずの

しい数の張り紙が。そのほとんどは、安否

ビルが、あない簡単にいてまうとはなぁ。

に関する情報だ。その間を市職員、自衛

これからは、あんたら若い人たちがこの教

隊、報道関係者、ボランティアの人たち

訓をしっかり生かしてや」

が、あわただしく通り過ぎる。

 三宮北側地区では、倒れかけた街燈にも

 そんな中を、私たちは  階にある被害対

明かりがポツポツ灯っているが、まだ停電

策本部へ。
「避難所の状況は、場所や施設

しているのか真っ暗なところもある。人々

によって異なるので一概には言えないが、

はそれぞれ手に懐中電灯を持って歩いてい

ちょっとした身の回りの品が、全般的に不

る。ほんの１週間前まで、この辺りは勤め

足していると考えていただければ」と、担

帰りのサラリーマンや若者で賑わっていた

当職員。対策本部内もごった返している。

はずだ。これが本当にあの神戸なのかと信

まさに戦場の前線基地のようだ。

じられない思いが消えない。

 午後  時。
『これから夕食を支給しま

 渋滞の続く交差点を、兵庫県警のパトカ

す。
』とのアナウンスがあったので、もう

ーを先導に数十台の消防車がけたたましく

一度、 階ロビーに降りてみた。配られて

サイレンを鳴らして走り抜けていく。また

いたのは、おにぎり  個とミカン  個、ウ

火災が発生したようだ。やりきれない思い

ーロン茶  缶。ほとんど毎日同じ内容だと

がする。

いう。頭から毛布をかぶり食事をしている

 

おじさんに「写真を撮ってもいいですか」

 ２４日には、藤木会長、藤田団長、岡村

と声をかけて承諾を得たが、シャッターを

事務局長と３人で、今度は大阪から西に向

押す気にはなれない。

かう。大阪駅からＪＲで西宮市の甲子園口

 生まれて初めて目にする光景に、私たち

駅まで移動、その後、国道２号線沿いを芦

は言葉も出ない。 

屋市を目指して歩くことにした。

 神戸市役所からの帰途、たまたま言葉を

 阪神高速道の通行止めの影響で、国道４

交わした男性に、地震直後の話を聞くこと

３号線とともに大阪―神戸を結ぶ大動脈と

ができた。ＪＲ三宮駅近くのマンションの

なっている国道２号線は、救援物資を被災

３階の自宅を離れ、前日まで神戸市役所で

地に届ける車などで渋滞していた。その車

避難生活を送っていたというその男性は、

の列を縫うようにして、パトカーや救急

「その時は風呂に入ってたんやが、突き上

車、消防車、自衛隊車両などあらゆる緊急

げるような激しい衝撃と、ものすごい大き

車両がひっきりなしに走り去っていく。ほ
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とんど途切れることなく鳴り響くサイレ

０戸にも及ぶ。また、水道の復旧は約２か

ン。

月後になるという。１階部分が崩れ平屋の

西へと歩くにつれ、倒壊した家や商店が

ようになった家の門柱に『私たち家族は無

歩道をふさぎ、いまだにガラスやブロック

事です』との張り紙が見えるかと思えば隣

塀の残骸が散乱しているところが多くなっ

の家の玄関先には、花束と線香が…。

てきた。落下物の危険から通行制限されて

とても現実の世界と思えない光景の中、

いる個所もある。道路には、いくつもの亀

私たちは芦屋市役所内のボランティア事務

裂が入り、大きく盛り上がっている。その

所を訪ねた。藤木会長がボランティアの一

たびに私たちは、足元に気を配りながら歩

人に状況を聞く。「水が使えないので、紙

かなければならず、普段の倍ほど疲れるよ

コップや紙皿があると。それとカップに入

うな気がした。

ったインスタントのみそ汁などは喜んでも

沿道のガソリンスタンドや自動車販売会

らえる。」そのほか、下着や生理用品、ウ

社の敷地内は、歩いて避難する人や被災地

ェットティッシュ、マスクなどが不足して

に救援物資を運ぶ人たちのための休憩所と

いるという。事務所内では何人かのボラン

なっていた。温かいお茶を無料で提供して

ティアの手によって、救援物資の仕分け作

いるところもある。

業が慌ただしく行われていた。「今のとこ

１時間も歩いていると、瓦礫の山もサイ

ろ人数はそこそこ足りていると思うが作業

レンの音も気にならなくなってしまう。阪

をまとめ、指示するリーダーが少ないのが

神西宮駅近くの交差点では、警視庁と京都

現状」との声も。

府警のパトカーが、道行く人に注意を促し

市役所内は神戸同様、避難者であふれて

ている。その傍らで、名古屋市消防局のレ

いる。換気が悪いせいか、空気が悪い。食

スキュー車が待機している。思えば奇妙な

事や物資を支給している人たちも、全員マ

光景だ。

スクを着けている。「風邪が流行ってい

芦屋市が近くなってくると、状況はさら

て、体調を崩している方も多い。昼夜を問

にひどくなった。歩道上の亀裂は大きくな

わず、毎日のように病人が出る。それでも

り、不気味に傾いている何本もの電柱や街

まだここは空調が効いているので、学校の

燈。今、もし大きな余震があったらと思う

体育館など暖房設備のない避難所よりまし

と恐ろしい。缶コーヒーでも買おうかと思

かもしれない」とボランティアの女性。

っても、ほとんどの自動販売機は利用でき

次に、市役所に近い小学校に設けられた

ない。コンビニエンスストアは一部営業し

避難所を訪れた。すべての教室は被災者で

ているが品物はほとんど空っぽの状態だ。

あふれている。グランドでは、自衛隊の給

歩き始めて約２時間。ようやく芦屋市に

水部隊が飲み水を支給し、ボランティア団

着いた。市内のそこかしこで塀が倒れ、家

体による温かいお茶の支援も行われ、比較

屋が無残な姿をさらしている。
「ひどいも

的落ち着いた雰囲気だ。それでも暖房のな

んやな」と藤木君。芦屋市では、約４００

い教室は辛いに違いない。こんな生活がい

人余りの人が亡くなり、倒壊家屋は１７５

つまで続くのだろう。
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隊員、他のボランティアらとともに汗を流

 大阪梅田まで戻ってくると、そこには普

した。

段と変わらない街の風景があった。地下街

 一方、近畿各府県内の市町村青年団も独

は、勤め帰りのサラリーマンやＯＬで賑わ

自の活動を展開した。大阪府岸和田市青年

っていた。ほんの少し前まで、私たちが目

団協議会は、紙コップ  個をはじめ、

にしてきた衝撃的な光景とは、まさに対照

紙おむつ・生理用品・医薬品など  トント

的だ。行き交う人々を眺めていると、何事

ラック  台分の物資を芦屋市に届けた。ま

も無かったかのように思える。しばらく

た、泉佐野市青年団協議会でも、タオル

は、その奇妙なアンバランスに戸惑いを感

 枚を西宮市に送った。

じた。

 奈良県平群町青年団は、 月  日と 

 そういえば、神戸や芦屋では、スカート

日の二日間、芦屋市で高校生団員を含む

をはいた女性を見かけなかったことにふと

 名が参加して、給水活動や炊き出しの

気が付いた。

支援、避難所以外で生活する被災者たちを



一戸一戸訪ね歩いて情報を収集するなどの

救援活動に全国から  人

ボランティア活動に携わった。

 被災地のあまりにも悲惨な被害状況に私

 地元・兵庫県連合青年団では、県内を 

たちは言葉を失い、本当にこれが現実の世

ブロックに分け、毎週日曜日にそれぞれブ

界なのかと我が目を疑った。情報も混乱し

ロック内の青年団が、神戸、西宮などで、

ていて十分な調査を行える状況ではなかっ

主に炊き出しのボランティア活動を続け

た。ただはっきりとしたのは、救援物資や

た。また、県北部の豊岡市を中心とする但

人手が足りないということだった。

馬地方に震災疎開している子どもたちの精

 私たちはこの状況を近畿各府県団に伝

神的な疲れを少しでも和らげようと、豊岡

え、震災直後から取り組んできた救援募金

市連合青年団などが中心となり  月  日

活動に加え、日青協を通じて全国の青年団

に、スキー教室や餅つき、温泉入浴など楽

に不足している救援物資の集約を呼びかけ

しんでもらう『但馬わくわく探検団』とい

るとともに， 月  日に芦屋市で救援ボラ

うイベントを実施した。

ンティア活動を実施することにした。

 このほか全国各地の青年団が、相次いで

 当日は近畿各府県を中心に、静岡県や福

被災地に入り、ボランティア活動を行っ

井県など全国から  人の青年団が参加し

た。近青協にも多くの問い合わせが寄せら

た。トラックとワゴン車  台分の救援物資

れるようになった。このように全国の情勢

を、滋賀や和歌山など近畿各県で団員が集

も考慮し、近青協では  月  日にもブロ

めた  台の自転車で、市役所と芦屋市ボ

ック役員会を開催して今後の対応について

ランティア委員会事務所に手分けして運ぶ

話し合った。ここでは、組織的・継続的な

とともに、全国各地から送られた物資の荷

活動が大切との認識で、これまで個別に対

下ろしと仕分け作業に、市役所職員や自衛

応してきた青年団の活動をできるだけ効率
よくするために、再度日青協を通じて全国
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の道府県団に芦屋市を拠点とする活動を要

ボランティアが撤退した避難所もある中

請し、具体的な活動予定を把握したうえ

で、新たに出てきた仮設住宅での住民間の

で、スケジュールの確認・調整をするこ

コミュニケーションと自治をどう確立する

と。さらに近畿各府県団で、月曜日から金

かという問題に、行政・委員会とも頭を悩

曜日まで担当日を決め、それぞれの曜日ご

ませていた。その支援活動に青年団として

とに  人をめどにボランティアを派遣する

全面的にかかわってもらえないかという。

『リレーボランティア活動』を行うことを

「青年団の力量に期待している」との強い

決めた。ちなみにそれぞれの府県団の担当

要望を受け、再度ブロック内で話し合った

日は 月 奈良・ 火 和歌山・ 水 京

結果この依頼を受けることにした。

都・ 木 大阪・ 金 滋賀となった。この

 こうして『リレーボランティア活動」で

活動は  月  日からスタートした。

は、芦屋市役所から南東約  キロメートル



にある芦屋中央公園に建設された仮設住宅

リレーボランティア活動に延べ  人参加

 戸 において、まちづくり 自治会づ

 芦屋市での『リレーボランティア活動』

くり に向けての予備調査活動に従事する

を始めるにあたって、まずは芦屋市ボラン

ことになった。調査内容は、入居状況の確

ティア委員会の北垣内敏行委員長と会い、

認、住民からの問題点の聞き取りが中心と

青年団としてこれまでの経緯を説明したう

なった。現地では、奈良大学社会学部の矢

えで、具体的な打ち合わせにかかった。委

守克也助教授もボランティアとして調査活

員会としてはこの活動を歓迎し、全面的に

動に従事されており、委員会の意向で、青

バックアップするとのことで、双方の要望

年団は矢守助教授の指示でともに調査活動

を出し合い調整を行った。

を進めた。

 その後全国青研開催中の  月  日、日本

  日目の作業終了後はメンバー全員で調

青年館に北垣内委員長から連絡が入った。

査内容を持ち寄って確認し、一人一人が感

青年団のボランティアメンバーに「芦屋市

じた問題点や意見を交換し、その内容を、

内の仮設住宅地区に自治会を作る手伝いを

次の日の担当府県団の代表者と連絡を取っ

してもらえないか」との内容であった。早

て直接伝えるという方法で引き継ぎを行っ

速、近畿各府県団と連絡を取り、日青協と

た。また、芦屋市役所別館  階にあるボラ

も相談したうえで、とりあえず  月  日に

ンティア委員会事務室に、委員会の配慮

第一陣のボランティアを奈良県団から予定

で、『近畿青年団』専用のボックスを設置

通り派遣し、 日には芦屋市内に赴き、北

していただいた。そこには、専用のノート

垣内委員長と打ち合わせを行うこととなっ

と地図などの資料が備え付けてあり、毎朝

た。

そのノートを見ることによって、前日の内

 打ち合わせの中で、北垣内委員長は事実

容と当日の作業確認ができるようになっ

上ほぼ救援活動は終わったとの認識で、ボ

た。

ランティアの活動も救援から自立支援へと

 日々、試行錯誤を繰り返しながらの活動

変わりつつあるとの見解を示した。すでに

は  週間にわたり、延べ  人の仲間が活
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動に汗を流した。この結果「緑町」
「若葉

とう」
「ご苦労さん」と声をかけていただ

町」の両仮設地区において自治会が組織さ

いて本当に感謝した。その反面私たちの活

れるに至った。

動を当たり前のように受け止めている人も

  月  日には、日青協・岡本和也常任

いたり、相手の対応の差が激しく戸惑った

理事と矢守助教授を交え改めて北垣内委員

こともあった。また、ボランティアを指示

長と打ち合わせを行った。

するリーダーの力量にも疑問を感じた」と

 この場で①『リレーボランティア活動』

素直な感想を語ってくれた。

は、当面  月  日まで継続させる。② 月

 また、芦屋市で出会ったあるボランティ

 日より  日までは活動を休止し、 日以

アの女子大生は、避難住民とのコミュニケ

降については各府県団とも新年度の事業等

ーションの行き違いに悩んでいた。生まれ

で、これまでのようなボランティア派遣が

て初めての経験に戸惑いともどかしさを感

現実的に困難になることから、ブロック内

じながらも彼女は、これからも機会があれ

で検討することを確認した。

ば活動を続けていきたいという。「炊き出

 これを受け、 月  日、日青協第  回理

しの雑炊を避難所の奥にいたおばあさんに

事会終了後と  日の定期大会期間中に近青

手渡した時、私の手をしっかり握りしめ涙

協役員会を開き協議した。

を目に一杯ためて何度も何度も『おおき

 この中で、①平日のリレーボランティア

に、おおきに』と言ってくれたあの姿を忘

活動継続は、物理的に困難ではないか。②

れることができなくて…」と彼女は笑顔で

私たちがあまりかかわりすぎるとかえって

答えてくれた。

住民の主体的な活動を阻害することになる

 ボランティアの若者たちの笑顔が、被災

のではないか。③このまま継続した場合、

者の心の安らぎや日々の生活の励みになっ

ボランティアを派遣できない日が増える可

たのも事実なのである。一方で被災者と行

能性もあり、かえってボランティア委員会

政、ボランティアとの間で決してきれいご

等に迷惑をかけるのではないか。④今後中

とでは済まない人間関係の摩擦も生じてい

途半端な対応しかできないようなら、組織

た。これもまた事実であった。

的には一応の区切りをつけたらどうなのか

 私たちは、今後もこれらの活動と経験を

などの意見が出た。さらに話し合いを続け

通して、「青年団だからこそできる活動が

た結果、近畿青年団連絡協議会としての組

あるのではないか」との一人一人の仲間の

織的なボランティア派遣は  月  日をもっ

声を大切にしたいと思う。

て一旦終了することになり、芦屋市ボラン

近畿青年団連絡協議会が開設した救援募

ティア委員会にその旨を伝えた。

金口座には、全国から  万円の募金が寄

 期間中  回のボランティア活動に参加し

せられた。 このうち  万円は行政の支

た、奈良県平群町青年団社会部長の米田峰

援が行き届かない被災地の、朝鮮初級・中

子さんは、
「自分たちの目で、被災地の惨

級学校の再建支援として「在日本朝鮮青年

状を認識できた意義は大きかった。被災者

同盟」を通じて手渡し、残りは兵庫県連合

とじかに接し、多くの人たちから「ありが

青年団に寄託した。
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りのない人・地域のことに対しては無関心

いま、思うこと

であった自分を今感じます。

宮本 清一



（東京都三鷹市）

 何かをするべきだったのでしょうか。





 二度と起こらないでほしいと願う。

 神戸の震災時は会社勤務しており、何人



もの同僚が被災したこともあり、組織とし

  年  月  日、私は大阪（東大阪市）

ての援助活動をしていました。これを考え

に住んでいました。

ると、支援できる環境及び自分の意識が必

 外出先で地震の揺れを感じ「また、どこか

要なのかなと考えます。神戸の復興は何十

で地震があったのだな」とぐらいにしか思

年もかかるといわれながら数年で街はかた

いませんでした。
（神戸の大震災以後、各地

ちを戻しました。東日本大震災では５年過

で起こる地震に対して敏感であるものの、

ぎても廃墟の家屋が多く見られます。これ

神戸の大震災の揺れの大きさと比べている

は、地震、津波以外の人的災害である原発事

自分がいます。神戸の時は朝方まだ寝てい

故に起因しているものだと思います。

ましたが、突き上げる揺れにポットが倒れ



るなどすぐ目が覚めたものです。）
 その後、テレビを見て、被災地の状況が映
像として現れた時は、本当に現実なのかと
目を疑いました。それ以後は、テレビニュー
スの報道を絶えず見ていましたが、何もで
きないまま日常の生活を繰り返していまし
た。
 数日後、東京の親戚から水を送ってほし


いと連絡があり、状況を聞くと地震の被害
は大きくないが、放射能の影響が心配であ
り飲み水を確保したいという内容でした。
震災直後のテレビ報道では、津波の被害の
大きさは伝えていましたが、原子力発電所
の被害はそれほどたいしたことないと学者
さんがテレビで話していたとの記憶があり
ます。すぐに水を送ろうとスーパーに行き
ましたが、私と同じに水を購入して配送す
る人たちが溢れていました。





上記写真は  年  月  日撮影

 同じ日本での出来事であっても、かかわ
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 だからこそ、今後起きてほしくないのは
天災であり、起こしてはいけないのは人災
です。

 天災のみなら、街の復興は短期間に行わ
れる可能性がありますが、原発事故では、何
十年もかかることがあるからです。また、天
災は人間の力では防ぎにくいですが、原発
事故は予防措置を講じることができるから
です。
（神戸の地震においても、死者の１割
程度は地震後のライフラインの復旧に伴い
通電した際の火災による人災と呼べるもの
でした。
）

 いま、振り返ると怒りがわくのは、起きな
いでほしいと思う天災（地震）ではなく、起
こしたくない人災についてです。人災（原発
事故）の東京電力の対応（除染対応、補償問
題、真摯に謝る姿等）の悪さ及び報道機関の
原発事故に対するあいまいな報道（原発学
者の発言）は今更ながら怒りをおぼえます。


 今後の政府および報道機関の真摯な対応
を期待します。

【プロフィール】
宮本 清一（みやもと せいいち）
東京都三鷹市在住。熊本県出身。日本青年団
協議会事務局員。
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た。何か大変なことが起こってるのは感じ

中園 謙二

う。その後の目に飛び込んできた津波の映

たがそこまでの危機感はなかったように思

（岡山県倉敷市）

像を見てやっと事の重大さを知った。


復興支援活動の中でいろいろな人と出会

翌日、当時は県団会長だった私に県団役

い、いろいろな場所に支援に行かせていた

員の一人が「募金活動をしましょう」と連絡

だいた。そこで見たこと、聞いたこと、感じ

をくれた。その強い想いを受け、次の日には

たことは決して岡山にいては気づくことが

岡山駅前で募金活動を行った。

できなかったことばかりだと思う。震災が

その街頭募金をきっかけにいろいろな復興

起こり、被災して何がつらかったか、何に苦

支援を行ってきた。募金活動はもちろんだ

労したか。逆にどんなことで気持ちが救わ

がそのほかにも被災地応援プロジェクトと

れたか。そして復興に何を望むか、ほかの地

して岡山駅前で横断幕に寄せ書きを募った

域の方に何を望むか。

り、 年の  月には岩手県の陸前高田市

私が話をさせていただいた方々がおっしゃ

に復興支援ボランティアにいって津波で埋

っていたことが特に印象に残っている。そ

まってしまった水路を掘り起こしたり、被

れは「自分たちと同じ思いをしないでほし

災地の状況や、そこで生きる方々の今を多

い。いつか必ず来る災害に自分や大切な人

くの方に伝えるために自主製作ムービーを

を守るために、根拠を持って備えをしてほ

作り、上映をしたり。防災・減災の研修会で

しい。
」ということだった。

は、被災地の方を招き、岡山で支援を続けて

被災地に行かなければわからなかったこと。

いるメンバーをまじえてパネルディスカッ

支援をされている方の話を聞かなければわ

ションをしたり、災害を疑似体験できるカ

からなかったこと。自分たちが防災・減災に

ードゲーム「クロスロード」をしてその恐ろ

取り組むことも支援になりうるということ。

しさ、理不尽さを考えたりもした。

本当に伝わりにくいことだと思う。自分の



周りでも災害はどこか遠くで起こることで

現在、私は日青協の社会部担当の役員と

自分の地域だけは大丈夫と思っている人が

して復興支援事業を担当させていただいき

ほとんどだ。本当に恐ろしいことだと思う。


「生きる」 号、第  部震災パネルを制作さ



せていただいている。本当にいい機会をい

 年  月  日。東日本を未曽有の大震

ただいたと感謝している。未熟な私にどれ

災が襲った。もうすぐ  年になる。

だけのことができるかはわからないし、絵



に描いた餅になるのでは？そもそも文章や

発災当時、工場勤務だった私は職場で仕事

写真でどれだけのことが伝わるのか？など

をしていた。震災があったことを知ったの

不安は大きい。それでも自分が受け取った

は  時頃だったと思う。テレビをみて、最

想いを伝えていきたいし、これからも伝え

初に飛び込んできた映像は燃え盛る海だっ

なければならないと思う。同時にこれから
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も、自分や大切な人たちを守るため、いざと
いう時の避難場所を話し合ったり、有事の
際は生き残るための備えをしたり、災害に
対して正しい知識を学んでいきたい。
それは災害が決して少ないとは言えないこ
の国に生きる私たちの責任だと思うから。

【プロフィール】
中園 謙二（なかぞの けんじ）
岡山県倉敷市在住、出身。会社員。岡山県青年
団協議会会長をへて、 年から日本青年団
協議会常任理事を務める。
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  時  分 大分空港離陸

十河 由人

 時  分 第１ミッション（道路寸断

 時  分 熊本空港到着

（香川県綾歌郡綾川町）

のため取り残された住民の救助活動）３名



救出
 時  分 第２ミッション（生後３ヶ
月の男児を県外の病院への救急活動）１名
搬送
 時  分 熊本空港離陸（救助救急活
動を終了し高松空港へ向け飛行開始）
 時  分 松山空港着陸（燃料給油の
ため）
 時  分 松山空港離陸


 時  分 高松空港着陸（緊急消防援

平成  年  月  日（土）
、私は、この日

助隊の活動終了）

を一生忘れないだろう。

 熊本地震へ出動する時、被災者を救助す

 平成  年  月  日  時  分震度７の

る事が第１任務でしたが、隊長としてオリ

地震が熊本地方を襲った。 日  時  分

ーブⅡに搭乗した私以外の７名をケガなく

震度７が再び、熊本地方を襲った。

ミッションを成功させ高松空港に帰投させ

 私は、香川県防災航空隊の隊長として

ることが一番の責務でした。人が逃げると

 日の発災から香川県緊急消防援助隊航

ころに飛び込んでいく使命感、被災された

空小隊受援計画に基づき、香川県防災航空

人達を安全な場所まで救助することの重要

隊基地の高松空港に詰めていた。

性を熊本県へ向けて飛行中に強く心に刻ん

 そして、 日  時  分に総務省消防庁

だことを今でも覚えています。

から出動準備の連絡が入った。それからの

 飛行途中に阿蘇山が小噴火をおこし、そ

時系列は次の通りである。

の上空を飛行し、地上ではテレビで映され

  時  分 総務省消防庁からヘリの機

た土砂災害を間近で見て、災害の怖さを改

体問い合わせがあり、救助・救急仕様で準

めて感じました。

備

 熊本空港に到着すると全国から  機の

  時  分 緊急運航（緊急消防援助

防災ヘリコプターが集結していました。全

隊）熊本地震への出動命令

国の仲間達と協力して大災害に立ち向かい

  時  分 香川県防災ヘリコプター

ました。次々と災害情報が入り、一人また

「オリーブⅡ」高松空港を離陸（私を含め

一人、被災者を救出し熊本空港に戻ってく

８名出動）

る仲間達を頼もしく、飛び立つヘリコプタ

  時  分 大分空港到着（燃料給油の

ーには、無事にミッションを完遂させて帰

ため）
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ってきてくれよと祈る気持ちで送り出しま
した。
 熊本空港に  時間  分滞在の間に震度
３以上の余震が  回ありました。被災者
の方々は、何百回も余震に見舞われたと思
うと夜も眠れない状態だと感じました。そ
のような状況の中、私達、人命救助を担う
人達が、被災者の方々に何ができたか？と
思うとわかりません。私自身が命をかけて
全力で災害に立ち向かっても、助からない
命もあるのです。人間の無力さを感じま
す。
 でも、私は、この仕事を続けます。無力
とわかっていても、誰かが、その仕事をし
なければならいのです。災害に立ち向かわ
なければならないのです。どんな絶望的な
現場であろうとも前を向かなければならな
いのです。それが「生きる」ということだ
と切に思います。

【プロフィール】
十河 由人（そごう よしと）
香川県綾歌郡綾川町在住。旧綾南町出身。消
防士。元香川県連合青年会会長。一般社団法
人香川県青年団体育成支援協議会理事。
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 私は一人でずっとニュースを見続けてい

水本 誠時

観続けていた。ただぼーっと、テレビの前で

（愛媛県喜多郡内子町）

これらのニュースのローテーションをずっ

た。理由は分からないがずっとニュースを



と眺めていた。

 年  月  日



「何か、東京がすごいことになっているら

その後

しい。
」

 私の周りでは、毎年東京都警の先生方が

 高校１年の３月。部活終わりに顧問に言

小田に来る剣道の錬成会が中止になったり、

われ、大地震が起こったのを知った。

５月に東京に行くはずだった修学旅行が計

 「修学旅行、東京に決まったのに行けるん

画停電により北海道に変更になったなどと

かなー」
「ディズニーランドが液状化？して

いうことが起きた。しかし震源から大きく

るらしいよ」と部活の友達と話をしたり、帰

離れた愛媛県では直接的な影響は少なかっ

りに当時の彼女と「地震あったらしいよ、怖

たが、ニュースでとあるキーワードがよく

いね」などと話したり、地震があったこと以

取り上げられるようになった。

外はいたっていつもと変わらない部活終わ

 それは、
「南海トラフ巨大地震」、である。

りを過ごしていた。

 年の間に 以上の確率で起こると言わ

 大災害は生まれてから体験をしたことが

れている南海トラフ巨大地震は、多くの被

なかった。阪神淡路大震災も生まれたばか

害者を出す想定がすでになされている。

りなので記憶もなく、新潟中越地震・スマト

しかし愛媛は、もとから大きな災害が少な

ラ沖地震など、愛媛からするとどこか遠く

い土地柄である。瀬戸内の気候は大雨を降

で起きたことのように感じていた。そもそ

らすことがなかなか少なく、四国山脈が台

も、愛媛の山奥（内子町小田地区）に住んで

風から愛媛を守っていてくれて、大きな地

いたこともあり、普段から海に関する恐怖

震も少ない。つまり大規模災害への備えが

は少なかった。

十分にできていないのである。

 事態の大きさをようやく実感したのは、

 今回私は卒業論文のヒアリングで日青協

家に帰ってから。テレビを観た時である。見

の鳥澤様や棚田様に出会い、
『生きる』とい

たことのないような津波の映像。被害者の

う冊子を頂くことができた。その中に綴ら

桁外れな人数。石油コンビナートからの出

れていた文章は、どれも「リアル」で溢れて

火。暗く寒い中避難所に集まる人々。日本の

いた。文章を読むだけで、震災の過酷な状況

海岸線に沿ってカラフルに染められた津波

がひしひしと伝わってきた。そして愛媛に

警戒情報の地図。そして速報値から大きく

生きている自分に大きな危機感が湧いた。

変わったマグニチュード…。これらの映像

 「今のままの取り組みで家族は生きられ

がローテーションで放映されていく。

るんだろうか。友達は生きていけるのだろ

 「…本当にこれが日本で起きたことなの

うか。そもそも自分は生きていけるのだろ

か…。これは本物の映像なのか…。
」

うか。
」
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 今を生きる私にできるのは、１日１日を
しっかりと生きていくことだ。当たり前の
ように来ると思っていた「明日」は、当たり
前ではないことを感じた。この本を読んで、
その当たり前のことを改めて実感した。
自分の人生の主人公は自分だ。少しずつで
もいい。少しずつでも良いから、当たり前で
はない毎日を大切に生きていく。

【プロフィール】
水本 誠時（みずもと せいじ）
愛媛県喜多郡内子町出身、在住。愛媛大学法
文学部生。
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原子力発電所について

そんな、玄海町にある原子力発電所のこ
とを、平成

年私が仕事で玄海町の堆肥セ

考えること

ンターで仕事をした時にそこのパート先の

山田 浩史

ちゃん曰く「玄海原子力発電所のある事は

（佐賀県佐賀市川副町）

良いことだ。
」
、
「玄海町にあることで恩恵を

叔母さんに原発のことを聞きました、おば

受けている」と言われました。この頃の私は
年３月

日、東日本を襲った大震

原子力発電所があることは知っていました

災が美本中に激震が走りました。私は、その

が、原子力発電所や玄海エネルギーパーク

日のニュースを就職活動中に連絡を受け知

には行ったこともなければ関心もありませ

りました。最初に聞いた時には、東北ブロッ

んでした。私は玄海原発については、同じ佐

クの青年団の仲間が大丈夫か心配になり、

賀県にあるけれども、仕事でいく以外行っ

当時の佐賀県団団長確認をしました。団長

たことは無く仕事で携わってなければ、行

と私たちにできることはないか、東北ブロ

く機会がなかったです。

ックは無事かと日本青年団協議会に、確認

しかし、時は経ち東日本大震災後、反対運

しました。私達は、緊急役員会、連絡を加盟

動とかを県庁の周辺で起こるようになりま

団に回し、募金活動を行うことにしました。

した。
「原発反対、再稼働反対。
」を夕方通る

そして、その義援金は日本青年団協議会

度にみるようになりました。私は、何故反対

を通じ東北ブロックの被災地の青年団に送

運動をしているんだろう、電気がないで、ど

りました。川副町青年団としても、宮城県の

のみち困るのは自分達だという認識でした。

仲間の所に支援物資を送ることを決め仲間

その悩みを、 に話したりしていました。
そしたら、

に送りました。

が原発も仕組み、電気につい

そんな時、私の故郷、佐賀県には佐賀県東

ての学習をしよう、そういう事業を行おう

松浦郡玄海町今村に原子力発電所がありま

となりました。そして、昨年度佐賀県連合青

す。玄海町は、平成の大合併により、東松浦

年団の事業の中の活性化委員会でエネンル

年にか

ギッシュバスツアーを行い玄海原子力発電

けて唐津市と合併した。玄海町も当初参加

所の側にある玄海エネルギーパークに行く

していたが、周辺地域における行政支援の

ことができました。

郡のほかの町村は

年から

立ち遅れを懸念し合併協議会より脱会、単

活性化委員会でなぜ、エネルギーパーク

独自治の方向を選択。玄海原子力発電所立

に行こうとなったかというと、私自身もそ

地による多額の税収のため財政状況は比較

うだったんですが、電気がどうやって起こ

的よいが、将来の運営については問題が山

っているのか、原子力発電所が東日本大震

積です。とりわけ、原発での労働者が生活に

災の時になぜ壊れたのかという疑問が誰も

便利で福岡市にも近い唐津市に定住してし

がもっている疑問でした。ちょうど、鹿児島

まうため、玄海町では、過疎化や高齢化の進

県の川内原子力発電所が再稼働する、しな

行が必至であり、対策が急がれています。

いをテレビ、新聞で報道されている頃でし
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た。事業としての参加者は  人集まり優位

ることや参加できる時は参加していきたい

意義な研修になりました。説明の中で原発

と改めて思います。特に今回見たいにエネ

事故の要因、佐賀では起きないかという不

ルギーや原子力発電所の問題は多くの意見

安もできました。

があり間違った答えはないように考えてい

 そんな時に、今年４月に熊本県の直下型

ます。私たちは、未来の子供達の為に賛成と

地震が起きました。佐賀でも被害がありま

か反対ではなく中立の立場で最もよい結論

した。私は、今年の４月から消防団で地元集

を考えていくべきです。そして、次世代に伝

落の部長になりました。私が部長になって

えていくべきです。

最初の出動命令でした。私の集落でも近所

私は、 世紀を生きる青年として多くの

どうしの境界の壁が壊れたりしていました。

人と生きていくために、議論するだけでは

その時、熊本はどうなっているんだろうと

なく多くの人の意見を聞きまなび学習し青

言う疑問もありました。私は、今回は農業を

年団として仲間と共有するべきだと考えま

していたのもあり、農業への忙しさを理由

す。そして、佐賀に住む若者が多くの人に東

に現地に行くこともできませんでした。熊

日本大震災でえた原子力発電所の教訓や経

本の地震のことを。農家仲間に聞いたら。今

験を次の世代に教える必要があります。佐

も余震は続いているけれども、ある意味震

賀は、地震や自然災害に強く、災害に対して

度１自身に慣れたと言われました。

の準備や経験が少ないため実際の時の対処

今年の  月に入り、私たち佐賀県連合青

に弱いと考えます。私たち青年層で実際起

年団に佐賀県庁新エネルギー課から依頼が

きたことを伝えるだけでなく、現地を見に

ありました。内容としては「玄海原子力発電

行くことが大切です。また見に行くことが

所についての意見交換会に参加し青年の代

できなければ、ニュースや新聞で学ぶこと

表として意見を言ってほしい。
」依頼があり

が大事です。様々な場所で原発に関する資

ました。

料が発行されています。地域を舞台に活動

私達は、多くの県の会議に参加する要請

する青年団の一人としてもこれらの資料を

を受けます。エネルギー問題、青少年の問

活用して、地域の子どもたちに正しい原発

題、地球温暖化の問題、北方領土問題、男女

の情報を伝えていきます。

共同参画社会の問題と数多くの会議があり



ます。このような会議に行く度に思うので

【プロフィール】

すが、私達青年団か青年会議所のみなさん

山田 浩史（やまだ ひろふみ）

が一番若く、多く５０代以上の世代が過半

佐賀県佐賀市川副町在住。旧川副町出身。川

数以上を占めています。確かに、私たち世代

副町青年団団長。佐賀県連合青年団事務局長。

は仕事の忙しさと休みが取れない現実があ

玄海原発再稼働に関する委員会委員。

り参加できていません。確かに県庁の会議



は平日が多く行けない現実があります。し
かし、意見を出すことはできると考えてい
ます。私たちが未来を見据えて意見書を送
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き、そのたびに恐怖を感じました。

熊本地震

 時間が経ち、余震も収まりかけたので、自

岡本 了

宅に戻ることにしました。私の自宅は会館

（熊本県山鹿市）

から直線距離で  キロのところにある山



鹿市にありますが、自宅は大丈夫でした。自

  月  日夜、私は熊本市中央区水前寺に

宅に戻る道中、総会のこと、事務局の後片付

ある、熊本県青年会館の青年団事務局で二

けのことを考えていて、さらに大きな恐怖

日後に控えた総会の準備をしていました。

を経験することなど予想もしていませんで

 作業もひと段落し休憩していると、突然、

した。

いままで経験したことのない大きな揺れを

 翌日の  月  日の夜も、自宅から会館の

感じました。部屋の中の棚が倒れ、壁にかけ

青年団事務局に向かいました。日青協の鳥

てあった額縁が落ちたりしました。私はあ

澤事務局長が熊本に来られ、会館の被害状

まりの恐怖で体が動かなくなり、ただ揺れ

況を確認されて、励ましの言葉を頂きまし

が収まるのを待つしかありませんでした。

た。
 鳥澤事務局長が帰られ、事務局の片付け
を始めましたが、遅くなったので事務局に
泊まることにしました。ちなみに、翌日の総
会は中止となりました。
 日が変わり、 日の０時半過ぎに就寝し
ました。

   就寝して約１時間後、いままで経験した
地震により荒れ果てた熊本県青年団事務局

ことのないさらに大きな揺れと  日には



聞くことのなかった轟音で目覚めました。

揺れが収まり、会館のロビーにあるテレビ

腰を抜かすという言葉がありますが、まさ

を点けると地震速報が流れ、震源地が益城

にそんな感じでした。夢か現実か理解でき

町とのことでした。会館から益城町までは

ず、揺れが収まり、会館が崩落せず、建物の

直線距離で  キロも離れていません。テレ

中から無事に脱出できることを、ただただ

ビから色々な情報が入り、熊本城から砂埃

祈るしかありませんでした。自分の人生の

が上がる様子や県内の被害状況が流れまし

中でもあんな恐怖を感じたことはありませ

たが、現実感のない、言葉では言い表せない

ん。どんな感じだったかと訊ねられても、そ

不思議な気持ちだったのを覚えています。

のような言葉しか見つかりません。とにか

その間に、会館のロビーや駐車場には近所

く恐ろしかったと。

の方々が避難して来られました。会館の最

 本震の揺れで事務局内の棚はすべて倒れ、

上階にある貯水タンクは配管が壊れ、
 階の

会館は停電をしたので非常電球が点きまし

ロビーまで水があふれてきました。会館職

た。どうにか大きな揺れが収まり、自分の上

員と水の処理をしていましたが、余震が続

に倒れてきたパーテーションをどかし、無
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事に外に出ることができましたが、余震が

まだ完全に把握できていない状況にあり、

轟音と共にまだ続いていました。

日が昇りさらに信じられない光景が映し出

 駐車場には近所の方々が、 日より多く

されることなど知る由もありません。

非難して来ましたが、余震のたびに地面に

 会館も、余震も少し落ち着いたので山鹿

伏せていました。しかし、取り乱す人はいな

市の自宅に帰ることにしました。道中、倒れ

く、皆さん冷静にされていましたが、不安で

たブロック塀、道路とずれた橋などの色々

した。

な被害が目に映り、そのような中、自宅に帰

 会館のある熊本市中央区水前寺はマンシ

りつきました。自宅は被害もなく、家族も無

ョンやオフィスビルが多く、住宅密集地で

事でした。到着してすぐにテレビを点けま

もあり、さらに大きな地震が来て、ビル、マ

したが、夜中であるため、全体の正確な被害

ンション、住宅が崩落し、火災でも発生した

状況は分からなかったので、就寝すること

ら逃げ場がありません。そのような恐怖を

にしましたが、興奮状態だったのか、なかな

感じていました。

か寝付けませんでした。そうこうしている

 夢か現実か不思議な気分でいると、会館

うちに起床の時間になりました。

職員が宿泊のお客さんがいないことに気づ

 日の出とともに被害状況がわかってきま

きました。３階の泊まっている部屋のほう

したが、報道を理解するのに時間がかかり

を見ましたが反応がありませんでした。強

ました。阿蘇大橋の崩落、熊本市内のマンシ

い余震が続く中、部屋へ確認に行く勇気が

ョンの崩落、益城町、西原村、南阿蘇村の被

正直最初ありませんでした。やはり恐ろし

害状況、理解したくない気持ちもあったの

く、そんな勇気がとても持てませんでした。

かもしれません。

心の中でそのような葛藤をしていると、部

 阿蘇大橋は、地元の人たちには「阿蘇の赤

屋から宿泊客が手を振り出しました。
「もう

橋」と言われていますが、崩落した現場を空

行くしかない」と思い、余震が続く中、職員

撮で報道していましたが、
「あの赤橋だった

と２人で部屋に向かいました。エレベータ

のか。さらに、通行中の車が巻き込まれて行

ーが壊れて使えず、階段で３階まで行き、ご

方不明の方がいる。
」と分かると言葉が出ま

年配のお客さんを担ぐような感じで下まで

せんでした。

降り、無事に避難することができました。

 阿蘇大橋の近くに東海大学農学部があり、

 ラジオ、車載テレビなどから県内の被害

下宿している大学生が倒壊したアパートの

状況の情報が入ってきましたが、現実には

下敷きになり亡くなりました。

思えないことばかりでした。死者の方が多

 初詣で行ったことのある阿蘇神社、幼い

数、橋は崩落、熊本市民病院が使用不可能、

ころよく行っていたスーパーなど思い出の

熊本城の石垣が崩落、阿蘇神社の崩落、その

場所、生まれ故郷の熊本市のシンボル、熊本

他色々と信じられないことが報道されまし

城など県内各地で被害を受けました。自分

た。残念ながら、これはすべて夢の中ではな

の目で確認しようと、会館、熊本市内を見て

く、現実に起こったことでしたが、夜中だっ

回りました。

たこともあり、行政、マスコミも被害状況が

 会館は、建物本体のひび割れ、エレベータ
91
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ーの故障、水回りの破損、断水がありまし



た。また、会館職員の自宅が全壊と聞きまし

【プロフィール】

た。さらに、益城町に住居を構える県青協の

岡本 了（おかもと りょう）

仲間である古奥さんが、本人や家族は無事

熊本県山鹿市在住。山鹿市出身。会社員。熊本

でしたが、自宅アパート、益城町の隣にある

県青年団協議会監事。

御船町の実家も被害を受けました。





 会館を出て、熊本市内を回りましたがと
ても信じられない光景が目に入りました。
倒壊した建物、凸凹の激しい道路、水の配給
を待つ人々、自慢の石垣の崩壊とすべての
瓦が落ちてしまった熊本城。今までは想像
すらしなかった光景でしたが、地震から半
月後、益城方面に向かったら、今見ているこ
とを理解する、それを受け入れることに熊
本市内の時より少々時間が必要でした。道
路沿いのほとんどの建物が全壊で、どう表
現したらいいのか分かりません。

 ８か月前に起きた熊本地震のことを書き
ましたが、あの日のこと、見てきた光景、一
生忘れられないでしょう。未だに恐ろしさ
を思い出します。
 熊本は余震が当初に比べたら減りました
が、まだ続いています。復興も少しずつ進ん
でいますが、被害に遭われた方々に元の生
活が戻ることはありません。熊本城の復興
には  年かかると言われています。２回の
地震で多数の方が亡くなりました。多くの
ものが失われました。

 最後に、日青協の皆様、熊本までボランテ
ィアに来て義援金まで頂いた滋賀県の皆様、
地震直後に心配して連絡を頂いた皆様、あ
りがとうございました。
 人と人とのつながりの大切さ、素晴らし
さを感じました。
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１日も早く生活を取り戻
したい～平成 28 年・熊
本地震の日から今まで～
古奥 紗耶佳
（熊本県熊本市）





当時古奧さんが住んでいた自宅の駐車場

最初の揺れは突然に



  年  月  日午後  時  分、熊本地

島県警の車両を見かけ、ふと涙がこぼれた。

方を震源とする地震が発生した。この地震

心の中では「夢であってほしい」と祈る私が

で私の住む益城町は震度７を観測した。近

いた。

所の道路には亀裂が入り、倒壊した家もあ



った。

真夜中に続く恐怖

 私は地震発生時、自宅から３キロほど離

  月  日午前  時  分、２度目の震度

れたファミリーレストランにいた。突然下

７を観測する地震が私たちを襲った。避難

から突き上げるような揺れに襲われ、あか

所や車中泊で一晩を明かした人も帰宅し、

りが消えた。一瞬何が起きたか分からなか

自宅で眠っていた人も多くいた。まさかさ

ったが、
「地震だ」と理解するのに時間はか

らに大きな地震が起きるとは誰もが予想し

からなかった。この時は恐怖より驚きが強

ていなかっただろう。この本震発生により

かった。家族と電話がつながらなかったが、

被害は拡大し、南阿蘇村では土砂崩れが発

/,1( で連絡をとることができた。

生した。阿蘇大橋の崩落には多くの県民が

 自宅の状況が気になりレストランを出た

驚いたことだろう。被災した町村も増加し、

が、自宅周辺の道路に亀裂が入り、アスファ

通行止めとなった道路も増えた。益城町内

ルトがせり上がっているため、なかなか自

でも、前震では倒壊を免れた住宅が倒壊し

宅に着くことができなかった。やっと自宅

ていた。私の自宅は倒壊しなかったが、住め

に着くと、家具は倒れ、部屋の中は足の踏み

る状態ではなくなったため引っ越しを余儀

場がなかった。外ではガスの臭いもして、町

なくされた。

内では火災が数件発生していた。

 本震発生時は熊本市内の実家でうたた寝

 真っ暗闇の中、強い余震が続いている恐

をしていた。２度目の大きな揺れに最初は

怖とたたかいながら、携帯電話のあかりと

驚き、途中で恐怖へと変わっていった。揺れ

見つけ出した懐中電灯を頼りに貴重品と着

が収まろうとするとまた大きな揺れが起こ

替えを探し出し、熊本市西区にある実家へ

る。実際には途中で収まっていたと思うが、

と避難した。この時、地震発生から３時間半

私は５時間くらいずっと揺れているように

が経過していた。道中、県庁付近で鹿児

感じた。携帯電話の緊急地震速報が繰
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要した。それでも県北・県南地域では全て使
用でき、また熊本は地下水と温泉が豊富で
あるため、生活用水やお風呂の水はどうに
か確保することができた。ただ、熊本市内や
周辺地域では多くのスーパーやコンビニで
閉店もしくは品薄状態となり、数日間は食
べ物の確保が大変だった。今は閉店してい

無残に崩れ落ちる熊本城の石垣

る店の方が少ないが、熊本市周辺のショッ
ピングモールでは未だ再開のめどが立って



いないようだ。また、熊本のシンボルの一つ
でもある熊本城でも天守閣の瓦が落ちたり、
石垣が崩れたりと深刻な被害を受けた。熊
本城が元の姿を取り戻すまでにはまだまだ
時間がかかりそうだ。
 その後の二度の大きな地震により、益城
町・西原村・南阿蘇村以外にも、熊本市や御
船町、宇土市など多くの地域で被害が発生


熊本城は築城  年の中で「最大級の被害」

（写真提供は熊本日日新聞社）

した。

災害支援に感謝
 前震発生直後より警察・消防・自衛隊をは



じめ、多くの方々が災害支援のために熊本
に入った。九州内はもちろんのこと多方面
から駆け付けた車を見かけた。また、ラジオ
では、励ましのメッセージや歌を耳にした。
そのたび「こんなにも遠くから、こんなにも
多くの人たちが熊本のために来てくれてい

熊本大神宮も大打撃を受けた

のニュースや )DFHERRN でも募金活動、ボラ



ンティア活動の様子を目にした。本当にあ

り返し響く。真夜中のあまりにも長い揺れ

りがたいことである。

に「恐い」と泣いてしまった。

  月  日に九州ブロックの団長会が熊本

 本震発生前まではガスと水道を使うこと

県青年会館で行われた。会館もボイラーが

ができた地域でも、電気・ガス・水道が全て

壊れるなどの被害があったが、今は何とか

止まってしまった。実家では、電気は数時間

営業を再開している。団長会後、九州ブロッ

で復旧したが、ガス・水道の復旧に数週間を

クの役員数名と被災した地を見て回った。
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道路は大部分が舗装され、倒壊した建物は

度３程度の揺れでも「怖い」と思うことがあ

撤去され、通行できるようになっていた。し

る。

かし、益城町や南阿蘇村など被害の大きか

 この先も、余震に恐怖を感じることはあ

った地域では、倒壊した住宅の解体作業や

るだろう。ただし、地震に慣れることはした

仮設住宅の建設が進まず避難所等で生活さ

くない。地震に限らずあらゆる災害から身

れている方々も多くいる。また、賃貸住宅も

を守るために、いろいろな防災の知識を学

空きがほぼないため、被災した方々が落ち

びたいと思う。そして、地震のことを思い出

着いた生活を送るまでにはまだまだ時間が

して辛くなることもあるが、一歩一歩前を

かかりそうだ。今でも時折強い余震も発生

向いて頑張っていきたいと思う。

しているが、一日でも早く安心して落ち着



いた生活ができるよう頑張っていきたいと

※本稿は「日本青年団新聞  年７月号」に

思う。

寄稿いただいたものに、現在の状況と所感を



書き加え編集された。

地震発生から８か月が過ぎ･･･



 地震発生から８か月以上過ぎた今、被災

【プロフィール】

地は少しずつ復旧・復興が進んでいる。被災

古奧 紗耶佳（ふるおく さやか）

した建物の解体が終わり、更地となった土

熊本県上益城郡益城町在住。 年生まれ。

地が目立つようになってきた。しかし、解体

熊本県上益城郡御船町出身。会社員。熊本県

待ちの被災家屋がまだまだあるのも事実だ。

青年団協議会副会長。



 多くの被災者が避難していた指定避難所
は、７か月後の  月  日に全て閉鎖され
た。住宅へと戻った人もいるが仮設住宅や
みなし仮設に入居した人も多い。やっと、そ
して、少しずつ前進しているように感じる。
また、７月の時点では再開のめどが立って
いなかったショッピングモールも再開し、
地震前の日常が戻りつつある。
 しかし、道路は仮復旧が終わり通行でき
るものの路面が凸凹しているため、いつも
以上に注意して運転する日々が続いている。
ただ、その状況が８か月以上も続くと、凸凹
した道が当たり前のように感じてしまうこ
とがある。
 余震も数か月前より体感することが減っ
た。その反面、地震前では「あー揺れてる」
くらいにしか感じていなかった震度２や震
95
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震災から学んだこと、

とは思えなかったが、この先もずっと振り

これからも‥

 東日本大震災後、わずかな支援物資を送

照屋 仁士

ろん、日青協の情報収集をはじめとする行

（沖縄県島尻郡南風原町）

動には取組んでいたと思うが、とにかく記

返るごとに流れる映像になるだろう。
ったこと以外、何も行動できずにいた。もち



憶をたどると、何もできないまま半年以上

 日青協定期大会を終えた  年  月  日

を経過したと思う。はじめて東北へ向かっ

（土）
、私は高速バスとレンタカーを乗り継

たのは  月の全国青年大会終了後、同僚議

ぎ、初めて気仙沼を訪れた。時間は  時を

員と東京で合流し、それぞれの先輩を頼り

回ろうかという中、町中から離れたビジネ

に、岩手・宮城へ訪問した。

スホテルにチェックインしてすぐに、歩い

 やはり最初に訪れた印象は衝撃で、震災

て駅前から繁華街を探す。役所前の通りは

から半年以上も経過しているのに、見るも

すっかり店も閉まり、近道と思った「化粧

の聞く声のすべてが想像以上で、あまりに

坂」は街灯もまばらで店を探すまでの道の

大きすぎる傷跡は、後に地元の先輩方から

りはとても遠く感じた。暗い道をひとり歩

「まるで戦後の沖縄のようだ」と表現され

きながら、昨日までの熱い青年団の議論か

た。あれからもうすぐ６年、わずかかもしれ

らだんだん放れ、今回で  回目の被災地訪

ないが私なりに自分にできる事を重ねてき

問に思いを巡らせた。

た。
 
 ５月８日朝８時前、昨晩は繁華街を目指
すもほとんど店は閉まり、チェーンの居酒
屋で１杯だけのビールだったので、早めに
チェックアウトして出発した。その日の行
程は気仙沼から南三陸、ずっと海岸沿いを、




仙台で乗換え





仙台を通り越して福島県相馬市、原発の通


たくさんお店

行止めが解除された道を通り、日青協理事

  調べましたが‥

会で訪れた「久ノ浜」や「道の駅よつくら」



を見て、いわき市内までの超強行ドライブ、

  年  月  日、議員１年目の私は、は

翌朝高速バスで東京、まだまだ重たい気持

じめての予算議会、昼の本会議が一段落し

ちと鞄に入りきらない土産とをかかえ帰沖

た  分の休憩時間だった。議員控室で誰か

した。

がつけたテレビで、その後何度も繰り返し



見たあの映像が飛び込んできた。逆流する
川？いや、ただただ大量の海が陸を飲み込
んでいった。その映像はとても現実のもの
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気仙沼向洋高校跡

北からも南からも止められた








南三陸防災庁舎で黙とう

未だ帰宅困難地域








女川町 きぼうのかね商店街

整備が進んだ久ノ浜
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 今年の訪問で、北はあまちゃんの久慈市



から南は福島県いわき市までの沿岸部を訪
問した。ただ訪問し、わずかな消費をするだ
けでも５年もかかった。被災地に生きる、生
活する方々にとって、この５年間がどんな
に長く、そしてこれからも続くのだろう。
「これで終わってはいけない」
、私自身もこ
れからも被災地の未来を共に見守りたいと、
心から思っている。

 東京、
東北から戻った翌週  月  日（日）
、
神戸での日青協公務を終えて、熊本へ向か



った。５年前の反省から、モヤモヤ悩まず直

無残な熊本城城壁

ぐにでも動こうと考えたが、相手先へ配慮



することも同時に学んだ事で、震災から約
１ヶ月のこの時期になった。色んな媒体や
ＳＮＳなどで被害状況や仲間の安否は確認
していたとはいえ、現地の仲間と会って話
せたことでとても安堵した。熊本県青年会
館が大きな被害を受け、また熊本城や市内
の惨状、益城町を訪問したが、これからの復
旧復興は東北同様に支え続けていかなけれ
ばならない。


益城町中心部

 「生きる」への寄稿の機会を心から感謝し
たい。震災からの復旧復興が風化しないよ
うに、また想いが風化しないように活字に
残る事は本当に貴重だ。私はこの歴史の大
きな記録・記憶を、日青協役員として過ご
し、多くの仲間から大事な教訓を得続けて
いる。この教訓は私の人生を大きく変え、こ
れからも支え続けていく事だろう。


被害を受けた熊本県青年会館

94

生きる.indd 94

 相手をおもう。相手の求めるものを共に
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求める。ささえることで支えられる。これか

【プロフィール】

らの活動だけでなく、人生の中で体現した

照屋 仁士（てるや ひとし）

い。東北や熊本だけでなく、これからも起こ

沖縄県島尻郡南風原町出身、在住。南風原町

るだろう様々な苦難に、共に取組むことが、

議会議員。 年生まれ。沖縄県青年団協議

私や家族、そして仲間の心を豊かにし、それ

会会長をへて、～ 年度日本青年団協議

ぞれのふるさとを発展させていくのだと信

会常任理事。 年度～ 年度同副会長。 年

じる。沖縄に生まれた私だからこそ、誰かの

度より同会長。

痛みに寄り添えるように歩んでいきたい。
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第二章 取材の記録
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震災から学ぶ地域づくり

柄だった。もしもふるさと岡山で災害が起

～ガチトーク ・シンポジウムの記録～

か。今回のシンポジウムでは、東日本大震災



と熊本地震で被災した経験を持つ二人を招

きたら、その時私たちに出来ることはなに

き、
「今できること、したいことは何か」を
テーマに、岡山の青年たちによる東日本大
震災の復興支援の取り組みを交え、地域や
世代を超えて意見交換しあい、青年が「自分
たちで何かをしたい」と思えるきっかけを
つくった。これはシンポジウムの記録の一
部を編集したものである。
―パネリスト



■高橋弘則さん

―鳥澤 まず自己紹介をお願いします。

（宮城県気仙沼市在住。元日本青年団協議

―高橋 東日本大震災から  年を迎えよう

会副会長）

としています。私の体験をお伝えして皆さ

■古奧紗耶佳さん

んと何か共有できればいいなと思います。

（熊本県熊本市在住。熊本県青年団協議会

震災後に九州の青年たちが気仙沼に来られ

副会長）

たので私たちも冗談を言いながらたくさん

■仲田俊範さん

話をしたら「被災地に来て笑ってもいいん

（岡山県新見市在住。岡山県青年団協議会

だ」って言われたんです。被災地の皆も笑わ

監事）

ないと生きていられないので笑っています。

―ファシリテーター

そんなに真剣に聞かなくても「今日、こんな

鳥澤 文彦さん

話あったなぁ」って後で思い出してくれれ

（東京都大田区在住。日本青年団協議会事

ばと思います。

務局長）

―古奥 今は熊本市内に住んでいます。熊



本地震当時は震度７を２回観測した益城町

  年２月４日（土）～５日（日）の２

で生活をしていました。地震のことを少し

日間、岡山県青年館にて平成２８年度岡山

でも皆さんにお伝えできればと思います。

県青年団協議会・岡山市青年団協議会・岡山

人前で話すのが苦手ですので、聞きづらい

県青年団 2% 会合同事業「ガチトーク 

点があるかもしれませんが、よろしくお願

～震災から学ぶ、地域づくり～」が開催され

いします。

た。東日本大震災から５年が経過し、その後

―仲田 東日本大震災とのかかわりでは岩

熊本地震や鳥取県中部地震など日本各地で

手県陸前高田市に  回ほど行かせていただ

災害が続いている。しかし、岡山は古くから

きました。その中で見たことをお話できた

地震や災害はほとんどなく、防災減災に対

らと思います。

する意識や対策が弱いと言われてきた土地

―鳥澤 今、日本で多くの自然災害が起き
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ています。私たちはこれらの災害とどのよ

ブレーキをかけてあってもものすごく揺れ

うに向き合っていくのかを皆さんと考えた

ていました。これはたいへんな地震だと思

いというのが今日の主旨です。このシンポ

いまして本店に戻りました。本店はひじょ

ジウムの後にはグループディスカッション

うに古い建物なので職員がつぶされている

も予定しています。今年の  月  日で東日

んじゃないかと心配しました。ガラスは破

本大震災から  年の歳月が流れています。

れていましたが、皆、無事で、５階建ての５

だんだん私たちの記憶から忘れ去られてい

階にパソコンやプリンタを運ぶ途中でした。

ることもあります。もう一度、この機会に

６メートルの津波が来るという話で、ここ

 の時、どんなふうに過ごしていたのか

に津波が来るんだったら、そんなものを運

を共有したいと思います。

んだって意味がないのではと話して皆で気

―高橋 今日、会場に宮城県南三陸町の防

仙沼小学校に逃げました。そこで海を見て

災庁舎の写真が展示してありますが、そこ

いたらほどなく津波がやってきました。津

に私が書いた文章が添えられていてびっく

波が静かにやってきました。海の波はザブ

りしました。南三陸町では、私と一緒に青年

ンと寄せて来るんですけど津波は壁になっ

団をやっていた仲間が５名、亡くなりまし

て来るんです。木造の建物が全部浮いて流

た。町長が優秀な職員を集めて対応を協議

されて渦を巻くようにして目の前の町が海

しているところに津波が来て亡くなってし

になってしまいました。そして気仙沼は今

まいました。最後の最後まで仕事をまっと

度は火に囲まれたんです。港の先端にある

うしていました、本当に悲しいです。若い時

石油タンクで火が出て、港に流れ出してき

から一緒に汗を流した仲間でしたので、ひ

た石油に火がついて港が全部火の海になり

じょうに悲しい思いです。

ました。避難しているところが火に囲まれ

私には子どもが２人います。当時は、幼稚

た状態になりました。最初は水に、次は火に

園年長の娘と小学校２年生の息子、妻と母
の５人暮らしでした。私は気仙沼信用金庫

私の地区は幼稚園・小学校・中学校が同じ

に勤めております。震災時は法人営業チー

場所にあります。海抜  メートルのところ

ムで新規法人のお客様に営業をする部署に

にあります。地震の後、メールが入りまし

おりまして、地震の時は気仙沼から陸前高

た。娘の同級生のお父さん、私の友人です

田に向かう途中でした。実は前の日に地元

が、もっと言いますとマジシャンのマギー

の酒蔵見学を勝手に主催していまして酒蔵

審司君のお兄さんです。マギー審司君は私

でさんざん酒を飲んで二日酔いだったんで

の後輩です。気仙沼出身なんです。そのマギ

す。午後だし今日は陸前高田はやめようと

ー審司君のお兄さんが私にメールをよこし

いうことで引き返して気仙沼市内の水産会

ました。
「幼稚園、やられました」ってメー

社に向かう途中、大きな地震にあいました。

ルでした。それで頭が真っ白になりました。

電柱が交差をして、電線が切れて、鞭のよう

結構、高いところにあると思っていた幼稚

に地面を叩きつけて、地面からは水が吹き

園にも津波が来たという話でした。私の妻

上がっていました。止めてある車も、サイド

は港の先端にある会社に勤めていたので真
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っ先に津波に飲まれて絶望か、という思い

ました。その時、娘に言われたんです。
「お

で一夜を過ごしました。けれど、幸いにも家

父さん、人って髪を洗わなくても生きられ

族に被害はありませんでした。妻は震災翌

るんだね」って。それまでは毎日、風呂に入

日、ヘリコプターに乗せられて気仙沼小学

っていた。だから毎日、風呂に入れないと病

校の校庭にまいりました。娘は、後から聞い

気になって死ぬんじゃないかと子どもは思

た話によりますと、幼稚園から小学校の校

っていたんです、幼稚園の子は。今でも忘れ

庭に逃げて、さらに津波が来るのを見て、高

られないです。私の仕事は信用金庫ですの

台へ高台へと皆で逃げて助かったというこ

で、待っているお客さんのために仕事に戻

とでした。翌日、体育館に避難しているのを

らなければならない。毎日自転車で  時間

迎えに行きましたら、幼稚園の先生たちが

かけて会社に行って、通帳も判子もないお

ゴミ袋を着て、その周りで子どもたちはひ

客さんに  万円ずつ渡すという仕事を  日

たすら泣いていました。先生方は、私の青年

後から始めました。続きはまた追々話した

団の後輩も何人もいましたけど、家を流さ

いと思います。
（生きる  号、 号、 号参

れ家族も行方不明の状態だったんです。で

照）

も、
「この子どもたちを保護者に返すまでは

津波はすべてのものを持って行ってしま

帰れない」ということで待っていてくれた

います。人も流されました。現実を受け止め

んです。最後の一人の子どもを保護者に返

切れなかったっていうのが当時の思いです。

すまではって。ありがたい気持ちでいっぱ

これが本当なのか、映画なのか、夢なのか。

いです。

その現実を受け止め切れなかったのが  月

そういうわけで私には被害はありません。
家も残りました。でも、水道、電気、電話、

―仲田 僕は３月  日、普通に仕事をして

全部止まりました。水道は３ヶ月、電気は１

いました。現場職なのでツイッターで地震

週間。そして、被災していないので食糧は来

のことを知りました。この辺りでも、経済の

ませんでした。まったく食糧がないまま毎

つながりがあったり、新大阪まで新幹線が

日を過ごすことになりました。地獄のよう

止まったりしていましたが、
「何が起きてい

な毎日でした。避難所に行くと被災した皆

るんだろう」という、なんとも言えない不安

さんは並んでいろんな物をもらえるんです。

を感じたのを覚えています。さっき高橋さ

でも私は被災していないので何ももらえな

んも言われたんですが、気仙沼の港が燃え

い。その時、ちょうど役場にいる青年団の後

ているのをテレビで見て、他のところも、こ

輩が、「弘則さん、食べ物ないでしょう？」

れが現実かって思いながら見ていました。

ってアンパンを一つくれたんです。すごく

そんななか我々の岡山県団で募金をしよう

嬉しかったですね。家に持って帰って子ど

話が出ました。３月  日が日曜日だったの

もたちに食べさせました。今でも忘れませ

で、その日の午前中、岡山駅前で募金活動を

ん。幸い、うちには米が少しありましたの

することにしました。準備の時間がなくて、

で、石油ストーブで米を炊いて、おにぎりを

ボランティアの声かけはしたんですが取り

一日一個食べるというような生活をしてい

まとめる時間がなくて、実際のところ何人
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来るのかわからないという状況でした。当

の陸前高田市でのボランティア体験をもとに、

日、岡山駅に行きますと、すごい数の集団が

被災した人たちを映像におさめたドキュメン

噴水の前にいたんですね。我々の待ち合わ

タリー映画「0HVVDJH」（日本芸術センター第

せ場所です。
「何かとかち合ったかな？失敗

６回映像グランプリ本選ノミネート作品）の

したかな？」と思っていたら、その中の一人

制作・上映活動やボランティア派遣などに取

が「ここで募金をするって聞いたんですけ

り組んでいる。

ど」って声をかけてくれて。結局、集まった

―鳥澤 東日本大震災が起きた時、古奥さ

ボランティアは  人以上、募金活動は 

んはどのように暮らし、どう感じていまし

時間ちょっとだったんですけども  万円

たか。

を超える募金が集まりました。何かしたい

―古奥 私は職場で仕事をしていました。

けど、どうしていいかわからない、そのやり

当時は、去年の熊本地震の直前まで私の親

きれない思いが、その時、日本中で渦巻いて

戚が経営している建築関係の会社で事務の

いたと思うんですね。そういった思いを、ど

仕事をしていまして、その日はたまたま男

うにか届けたいなと言うことで、ここの岡

性の方がたも現場に行かずに事務所で作業

山県青年会館の常務と相談しまして、

をしていました。ラジオで、東北で地震が起

年  月に、高校生を中心とした約  名のボ

きたっていうことを知って、皆いっせいに

ランティアを岩手県陸前高田市に派遣しま

インターネット検索して、津波が来ている

した。僕も一緒に行っていました。震災から

っていう情報をネットで見て、本当にこれ

半年たっていたんですけど、壊れた建物が

が日本で起こっていることなの？何かの映

そのままだったり、道の横に海水が残って

画じゃないの？って驚きと信じられない感

いたりという状態でした。素人ばかりで行

覚でした。いまだに忘れられないです。東日

って何ができるんだろうって思っていた部

本大震災の直前の全国青年大会でお世話に

分もあったんですけど、やっぱり  人もい

なった方（加藤国雄さん、日青協常任理事・

たらそれなりに成果もありまして、人って

当時）が大槌町だと知っていたので、加藤さ

やる気があって協力したらそれなりのこと

んは大丈夫かなってすごく不安になったこ

ができるんだなということを感じました。

とを今でも覚えています。

この活動を通じて、同じメンバーでもっと

―鳥澤 加藤さんとは３月  日以後、まっ

継続的に何ができるか自分たちで考えて活

たく連絡が取れなくなってしまいまして、

動できたらいいなということで

日青協の役員も全国の仲間の皆さんも、ど

「ORYHOLQH 岡山→東日本」
（※）をつくろ

うなっているんですかって連日、日青協の

うという動きになっていきました。
（岡山県

事務局に連絡が来たんですが、電話が全然

団の取り組みについては生きる１，２、３，

つながらないということで。結局、３ヵ月後

４号も参照）

の６月に、これは上司から報告を受けたん

※「ORYHOLQH 岡山→東日本」とは、東日本

ですけども、加藤さんが見つかったと、大槌

大震災発生後に岡山県青年団協議会を中心に

の海岸の浜で見つかったという報告を受け

有志が集まり結成された団体で、彼等彼女等

ました。ひじょうに悲しい思いとともに、や
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っと見つかってくれたかっていうホッとし

ちと /,1( をしていたのでどうにか連絡を

た気持ちでした。流されてまた自分のふる

取ることができました。姉が父ともどうに

さとに戻ってきたと、やっぱり大槌が好き

か連絡をとれたので、大丈夫だったよって

だった加藤さんだから、と皆で言いながら

/,1( で連絡が来ました。/,1( の電話も通じ

弔いました。今でも思い出すとなんともい

たので  人で話ができました。実家は大丈

えない気持ちになります。いくら自然災害

夫かなって話していました。自宅が気にな

とはいえ仲間の一人が、ある日、突然いなく

ったので自宅に戻ったんですけど、家の周

なるのをどう受けとめればいいのか。東日

りの道路のアスファルトがせり上がって亀

本大震災、熊本地震、その他の自然災害でそ

裂が入って、車がなかなか通れませんでし

ういう思いをしていらっしゃる方がたくさ

た。途中、救急車も通れなくて立ち往生して

んおられるわけですね、そういった方達に

いました。私は、もうどうなってもいいやっ

私たちがどれだけ思いをはせられるのかと

て思いながらどうにかこうにか自宅に帰り

いうのは考えなければいけないことではな

着き、家の中にある大事な物を取り出そう

いかなと思います。

と思って玄関を開けたら靴箱の中身が全部

では、今度は、昨年  月  日に発生した

出てしまっていたのにあっけにとられてし

熊本地震についてうかがいます。直接被害

まいました。足の踏み場がない状態。家の中

を受けた古奥さんは、当日、どのように過

では冷蔵庫も洗濯機もテレビもすべて倒れ

ごしていましたか。

ていました。停電していて真っ暗なので、携

―古奥  月  日の夜、９時  分頃に熊

帯電話の灯りを頼りに必要な物を取り出し

本地震が発生しました。当時、震度７を２回

ました。

観測した益城町に住んでいました。自宅か

次に私の実家に行きました。実家はすご

ら直線距離で？メートルのファミリーレス

く古いので地震でつぶれているじゃないか

トランにいたんですけど、そこで  回目の

って思いました。家も父親も無事だったの

地震にあいました。下から突き上げるよう

を確認して、その後、だんなの方の実家（熊

な地震で、起こった瞬間、お店の電気が全部

本市内）に行きました。たまたま  月  日

消えました。何が起こったんだろう？って

からだんなの両親が旅行に出かけていて誰

一瞬わからなかったんですけど、地震だと

もいない状態だったので、実家がどうなっ

すぐにわかりました。ただ体は動かなかっ

ているか気になって。実家は大丈夫でした。

たです。頭の中では、テーブルの下に隠れな

ずっと余震も続くので避難所には行かずに

きゃって、だけどファミレスのテーブルに

だんなの実家に避難しようということにし

は隠れられないなって。頭の中ではわかっ

て、いったん益城町の自宅に戻って洋服や

ているんだけど体が動かない状態でした。

取り出せるものを取り出してだんなの実家

いったん外に避難して、まず家族に連絡を

に向かいました。それが地震が起きて  時

とりました。だけど、やっぱり携帯がつなが

間後、夜中  時くらいだったんですけど、

らないので、どうやって連絡をとろうかと

その時には鹿児島の消防署から熊本地震の

思っていたら、私、三姉妹なんですけど姉た

ために消防車や救急車が熊本市内の県庁の
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近くに来ていました。ずっと、夢であってほ

らく生活をしていました。余震が  月  日

しい、夢であってほしいって心のどこかで

までの  ヶ月間で約  回、震度  以上で

思っていたんですけど、消防車を見たとた

 回以上なので、震度１にもカウントさ

ん、
「ああ、これ、現実なんだ」って思って

れない揺れもたぶんあるので何千回とずっ

車の中でずっと泣いてました。 月  日は

と揺られる生活を送っていました。

ずっとそんな感じで過ごしました。 日は

―鳥澤 今 /,1( で連絡をとりあったとい

疲れもあって、二人でちょっとうとっとし

うことですが、東日本大震災の時はどうで

たところに本震と呼ばれる二度目の地震が

したか。

来ました。前よりずっと大きな地震がきて、

―高橋 当時、津波で電気もすべて止まっ

おさまったかと思ったら、また大きな揺れ

てしまい、携帯電話の基地局もすべて停電

が来てっていうのを繰り返していました。

してしまいました。携帯電話はすべてつな

途中、いったん実は揺れはおさまっていた

がりませんでした。バッテリーが少し残っ

のかもしれないんですけど、もうずっと揺

ていればメールが通じて、私も震災の夜に

られている感覚で、体感的には  時間、

妻にメールをしました。
「大丈夫です。生き

ずっとゆられっぱなしでした。もともと地

ています」って。
「生きて、子どもたちのと

震をあまり恐いって思う方じゃなかったん

ころに帰ろう」ってメールをしました。それ

ですけど、それ以来、地震が恐いって思うよ

から間もなく港が火に包まれて、妻から「火

うになって、今では震度２とか震度３の揺

に囲まれました」っていうメールが来て、そ

れでも恐いって思うようになってしまいま

れっきりつながらなくなりました。入って

した。 日までは、だんなの実家は電気も

くる情報は避難所にあった小さなラジオか

ガスも水道も使えていたんですけれど、

らだけでした。その小さなラジオから、仙台

日の地震でガス電気水道すべて止まり、電

港に遺体が何百体もあがっているとか、知

気は  時間で復旧したんですけど、ガス・

事が自衛隊に要請をしたとか。ヘリコプタ

水道は  週間は止まったままになってし

ーが上空から中継して「気仙沼の港が火の

まいました。私たちは避難所に入っていな

海になっています、全体が火に囲まれてい

いので配給はもらいに行かず、自分たちで

ます」という断片的な情報があるだけでし

食糧も水も何もかも手配して確保していま

た。後で聞いたんですけど、親戚やきょうだ

した。熊本は湧き水が多くて地下水が豊富

いから私の捜索願が出されていたようです。

なんですけど、
「ここで水を汲めますよ」っ

インターネットで「行方不明者」の名簿に入

ていう情報をフェイスブックで皆がアップ

っていたそうです。行方不明にも何もなっ

して、それをシェアして情報交換していた

ていなくて普通にいたんですけど、連絡が

ので、その水を汲みに行きました。食べ物

とれないということで、そういう状態にな

は、コンビニエンスストアが  日後くらい

っていました。
情報がないのはひじょうに怖いことです。

に再開したので、コンビニに並びました。再
開したとはいっても品薄で、 人  個限定

窃盗団が入って来ているという噂が流れま

というのをどうにかこうにか調達してしば

した。我が家は家が残ったんですが、ガスが
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プロパンガスだったので、そのプロパンガ

防庁が来て、自衛隊のヘリコプターが来て、

スを盗みに窃盗団が来ている、人を殺して

海上保安庁が来て、全部で４機のヘリがビ

金をとっているという噂が、噂が噂を呼ん

ルの屋上からいっせいに人を吊り始めまし

で来ていました。私は、朝６時頃に家を出る

た。もう皆、拍手喝采でした。その日、今度

のですが、妻と子どもと母親を残して仕事

は気仙沼にものすごい数の東京消防庁の消

に行くのに「行かないでくれ」って言われた

防車がサイレン鳴らしてやってきたんです。

んです。
「男の大人がいなかったら泥棒が来

もう何ともいえなかったです。たまたまつ

た時どうするの」って、
「帰ってきた時、皆、

ながったメールで、そうしたヘリが救出に

殺されていたらどうするの」って毎日言わ

来てくれるなんて。今思えば、何にもつなが

れました。でも、もっと困っている人たちが

らなかった時の怖ろしさはないって思って

いるから俺は仕事に行かなきゃならないん

います。いかに人って、そういう情報に頼っ

だって、そういう会話を毎日していたのを

ているのかというのも感じました。情報が

覚えています。デマが飛び交う、噂が噂を呼

何もなくなった時、自分がどう判断して、ど

ぶというような状態でした。

う動くのかっていうのをすごく感じさせら

私たちが、津波が来る様子や震災の様子

れました。

を見ることができたのはだいぶ後で、テレ

―鳥澤 災害時の報道のあり方について

ビで振り返った映像を見て知りました。震

度々話題にされてきました。実際みなさん

災の時は、日本全部がそうなってるんだっ

は報道のあり方、メディアのあり方につい

て思い込んでいました。日本中が全部沈ん

てどのように思われていますか。

だんじゃないかっていうふうに感じていま

―高橋 写真を持ってきたんですけれど、

した。ですから震災の夜、避難所におりまし

これは娘が避難した校庭、震災の翌日の写

て、もう助けは来ないんだから自分たちで

真です。海抜１８メートルの校庭に津波が

何とかしなければならないっていうような

ガレキを運んできている写真ですね。学校

話し合いもしました。当時、気仙沼にいるお

の前の通学路、私のつとめている信用金庫、

母さんがロンドンにいる息子さんにメール

まわりはガレキで埋め尽くされて、屋上に

をしたら、その息子さんがツイッターをし

もガレキがあります。でもこういったもの

て、それを見て、当時の東京都が気仙沼に消

はあんまり報道されませんでしたね。報道

防ヘリを飛ばしたっていう話をテレビで見

は意外なところ、象徴的なこと、ドラマチッ

ましたが、
「もう誰も助けに来ない」って思

クなものにスポットが当てられて報道され

っていたら、朝、日が昇ると同時に東京消防

ている感じがして、実際の被災した人たち

庁のヘリが気仙沼に飛んで来ていたんです。

の状況とか、本当に困っていることをとり

あれには、もう涙が止まりませんでした。皆

あげているっていうのはあまりなかったよ

で泣きました。気仙沼にも助けが来たんだ、

うな気がします。

こんなに日本じゅうがやられているのに、

実は私もテレビに出ました。震災の年の 

こんな田舎の町に助けが来たんだって、皆

月  日に放送された「クローズアップ現代」

で歓声をあげたのを覚えています。東京消

という番組です。取材班が来たので当時の
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課長から「ちょっとお客様の所にご案内し

実際、私がフカヒレ会社を担当した映像

て」って言われて、お客様のところを一緒に

の話をしますと、その会社のメインバンク

回ったんです。長靴をはいて、リュックサッ

の銀行が震災後に「お宅に貸している３億

クしょって。水のたまっているところを一

円、すぐ返してください」って言って、会社

緒に歩いて。
「日銀の白川総裁に聞く」って

も家族も流された会社の社長に迫っていま

いう特番だって言われたんです。日銀総裁

した。私は相談を受けてその話を聞き、気仙

の単独インタビューの中に気仙沼信用金庫

沼信用金庫が、その社長に、新しい工場を建

の映像を  分間入れるのを撮りに来まし

てる資金とメインバンクの銀行から借りて

たっていう話だったんです。その  分間、

いた３億円を全部肩代わりをしました。普

気仙沼の映像が流れたことで、間もなくし

通、そんなことはできないんですが、でも、

て、うちに日本銀行から  億円が振り込

やったんです。その時に思いました。この地

まれました。これを使って被災者に低金利

域にこの会社がなかったら、うちの存在も

でお金を貸してくださいって。うちは日銀

ありえないなって。皆が立ち上がれなかっ

とは取引がないんですけれども  億円き

たら、この街はなくなっちゃうって思って、

ました。テレビの力ってすごいなって思い

それでやりました。地域に対する思いかも

ました。

しれません。それを 1+. は誠実に伝えてく

その取材班のディレクターには、これか
らどんどん取材が減っていって震災の報道

当時、放送局によって様々な報道があっ

はされなくなるのではないか、でも被災地

たことは事実です。補助金欲しさにすごい

はこれからが本当に大変になるんだって話

ことを言っているところをいかにも被災し

をしたんです。仕事も職場も失って、家も失

て困っているかのようにクローズアップし

って、家族も失って、これからどう立ち上が

ている番組もありました。力もないという

るか、これから生きていくのに一番困る場

と失礼なんですけど、マスコミがちやほや

面をどこが取材すんだろうって。
1+. ならや

したために、力もないのにやらなくてもい

ってくれるかねって話をしました。そうし

い事業を再開させしまって大変な目にあっ

たらそのディレクターがまた６月にやって

ているところもあります。未だにマスコミ

きて、
「高橋さん、1+. スペシャル撮らせて

はそこに取材に来ています。マスコミに踊

ください」って。それから７ヶ月間、毎日、

らされた人たちもたくさんいます。マスコ

私と一緒に過ごして取材をしていきました。

ミという観点から見ると、そのおかげで全

その放送は、震災の翌年、震災から間もなく

国から支援に来ていただいて目をかけてい

１年となる  月  日に『魚の街は守れるか

ただいたという恩恵もありましたけども、

気仙沼信用金庫密着  日』という番組で

一方で副作用もあったように私は感じてい

放映されました。1+.、ちゃんとやってくれ

ます。テレビを私たちは鵜呑みにしがちで

たなって思っています。正直に放送してく

すが、本当にそれが正しいのかというのは

れました。そのおかげで、被災地の置かれて

自分の目をきちんともって、いろんな情報

いる現実がよく伝わったと思います。

をとってみないといけないなと、そういう
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ことを学んだような気もいたします。

で気にならなかったのですが、報道のヘリ

―古奥 熊本の場合は、益城町と、その隣の

は、とにかくうるさいなって感じました。そ

西原村、さらに隣りの南阿蘇村が被害が大

んなに撮りたいなら、どこか一社か二社に

きく震度７が観測された地域であったため

代表させてヘリを飛ばせばいいんじゃない

メインで報道されていました。でも、益城町

のって。報道に対しては、全国に情報を流し

の南の、私の地元である御船町は、 日の

てくれることはありがたいんですけど、も

震源地が御船町付近だということもあって

う少し被災者の気持ちを考えて報道してほ

国道に落石があって未だに通行止めになっ

しいなと思ったのを今でも覚えています。

たりしていますが、報道に格差がありまし

―鳥澤 東日本大震災から丸６年、復興に

た。それは熊本の地元の新聞社でもそうで

向けて一生懸命取り組んでいる方もたくさ

すが全国になればなおさらだと思います。

んいます。明るい話題も少しずつ生まれて

被害が大きかった３町村がメインで報道さ

きている部分もあります。

れるのは仕方がなかったんですけど、でも

―高橋 気仙沼の子どもたちも元気に育っ

他にも被害を受けているところがあるのに

ています。うちの娘も小学校６年生になり

まったくといっていいほど報道されない。

まして、間もなく卒業です。震災の年の小学

そのために御船町や他の町には支援物資が

校入学でした。うちの息子は中学生になっ

なかなか来ないと聞きました。知り合いに

ています。その地元の中学生が、今、フェン

よるとフェイスブックには、どこどこの避

シングの日本代表で活躍しています。東京

難所に物資がまったく届いていません、誰

オリンピックには多分、日本代表選手で出

か届けてくれませんかって投稿がたくさん

るんだろうなと思っています。その中の２

あったそうです。聞いた話では、益城町の今

人の子どもたちをパナソニックがＣＭに取

にも崩れそうな家の前で、倒壊する瞬間を

り上げてくれていまして、 年のオリン

撮りたいがためにテレビ局が待機をしてい

ピック候補ということでＣＭを流してくれ

たという話もありました。これも正直言っ

ています。そのうちの  人の女の子のお父

て、被災者からすれば何それ？って、そこま

さんは津波に流されて亡くなりました。も

でしてドキュメンタリー映像が撮りたい

う  人の男の子は、そのお母さんが私と一

の？って、被災者のこと何にも考えてない

緒に青年団をやっていて一緒によく遊びに

よね、そんなことなら来ないでほしいって

行ったり飲んだりした仲間なのですが、そ

すごく思いました。

の息子の彼もおじいさんが津波で流されて

また、報道各社が各々にヘリコプターを

亡くなっています。その２人を育てている

飛ばして何機も飛んでいたんですが、益城

のは、私が一緒に青年団をやっていた仲間

町の防災無線は電柱についているので、ヘ

です、私の仲間たちが教えているんです。

リの音でかき消されてしまいました。防災

今、一生懸命、地域の子どもを育てるという

無線が入っても、ヘリの音で何を言ってい

ことで、ヨーロッパにも遠征に行ったりし

るかまったく分からない状態でした。自衛

てやってくれいます。必ず東京オリンピッ

隊のヘリは、益城の為に来てくれているの

クに出てくれるんじゃないかなと思ってい
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ます。
（ＣＭ動画上映※）

取って、下から仮に支えている状態です。そ

※ＣＭ動画アドレス

こまででも地震から２３ヶ月かかりまし
た。何年、何十年かかるかわかりませんが、

ユニフォームの背中に -$3$1 の文字が入

元の姿に戻そうということで、今、少しずつ

っていました。日本代表なんです。ものすご

工事が始まってきている状況です。

いことです。フェンシングは競技人口が少

―鳥澤 岡山での取り組みもお話しくださ

ないですが、うちの町はフェンシングの町

い。

と言われるくらい盛んで、私の後輩にもロ

―仲田 岡山県団と ORYHOLQH の活動で、

ンドンオリンピックで団体で銀メダルをと

 年目、 年目と、 月に陸前高田市に行っ

った選手がいます。フェンシングの町で、青

てボランティアセンターで災害ボランティ

年団の仲間もフェンシングやってて、こう

アをさせていただきました。丸２年が経過

して今、子どもたちを育てています。普通の

した時点で、ボランティアセンターが閉所

人たちです。彼らもこうして地域の方々に

になり行ってもやることがない状況となり、

育てられてきましたから、ふるさと気仙沼

これからどう活動していくかということに

を大事にしたいという思いがひじょうに強

なった時、僕らの活動のコンセプトが「伝え

いんです。ヨーロッパで戦って勝ってきて

る、つながる、つづける」という３つの柱で

くれると私たち被災地にいる者にとっては

やっていましたので、伝えるということに

大きな勇気にもなっていますし宝にもなっ

力を入れていこうということになりました。

ています。実は私も子どもたちに太鼓を教

僕らが行って作業した場所が今どうなって

えています。そんなふうに一人ひとりは小

いるのか、実際に行きたいというのがあっ

さな力なんですけど、必ず子どもたちがこ

たので、震災から３年目の陸前高田がどう

の町を復興させてくれるんじゃないかと思

なっているかを動画に収めて岡山の人に伝

います。地域を好きになってほしい、人を好

えていこうじゃないかと '9' 製作を始めま

きになってほしい、そういった思いでやっ

した。その取材で知り合った方に、今度は次

ています。

の年の４年目の２月に岡山に来ていただい

―古奥 熊本城は熊本のシンボルですが地

て今日のようにシンポジウムを開催しまし

震で甚大な被害を受けました。武者返しの

た。そんなふうにお互いにいい関係が続い

石垣も至るところで崩れています。熊本城

ています。そして去年も３月に陸前高田市

には、去年  月頃から復興のための寄付金

に行って桜の植樹のボランティアをやって

が全国の方々から寄せられています。今は

きました。こうやって青年団のつながりの

石垣を一つひとつ番号をつけて、保存をし

延長でずっといい関係がつくれているとい

て、という状態で、熊本城も少しずつ復興に

うのがいいことだなと思っていて、こうい

向けて歩みだしています。櫓の角のところ

う関係を永く続けていけたらいいなと思っ

で石垣が１本だけ残っていて崩れるのを免

ています。

れた建物があります。それは、その上から吊

―鳥澤 この取り組みを通して、ご自身や

るような形でクレーンが出て上から石垣を

仲間の皆さんの意識のなかで防災・減災の
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意識っていうのは少しずつ上がりました

会社も、いったんやられたけど、もう一度立

か？

ち上がろうという気持ちにならなければ復

―仲田 被災された方が伝えたいことは、

興はしない。やっぱり一人ひとりの気持ち

日本中どこでも自分たちと同じような思い

がそうなっていかなければならない。

をする人がいなくなってほしいということ

震災後、1+. の番組で、さっき言ったマギ

でしたので、災害に対する備えとかそうい

ー審司君のファミリーヒストリーを観まし

ったことは伝えていかなきゃなと思ってい

た。お父さんの実家がうちのすぐ近所なん

ます。自分もいつそうなるかわからないと

ですけれど歴史上  年に１回ずつ津波の

いう思いは持つようになりました。

被害にあっているんです。昔、津波で家も家

（次のプログラムであるグ
―鳥澤 最後に、

族も失った時、その地域の人たちは何をし

ループワークに向けて）防災・減災意識が

たか。驚きました。最初にしたのは神楽団を

どうしたら芽生えていくのか、私たち個人

呼んできて神楽を見たんです。家を直した

や青年団はどういう取り組みをするべきな

のではない、皆で神楽を見たんです。なぜ

のか、できることは何なのかということを

か。心がまず復興しなかったら地域は復興

お願いします。

しないっていうことを昔の人たちは知って

―高橋 陸前高田の象徴的なホテルの復興

いたんです。だから私も地域の人たちも震

に私も仕事で携わらせていただいています。

災後のお盆に、私がやっている郷土芸能を

そのホテルの +3 では陸前高田のリアルタ

世界中から来ているボランティアの人たち

イムの映像を見ることができます。ぜひ見

といっしょに復興祭でやったんです。震災

てください。なぜ私はこんなに頑張れたか、

の時、人は一人で生きられますかって言葉

それは自分のふるさとが元通りに戻ってほ

をよく聞きましたが、精神的な支えという

しいという気持ちがすごく強いです。青年

のももちろんありますけれども、地域を思

活動によって育てていただいたおかげだと

う人たちがたくさんいる、地域みんなで支

思っています。地域に学んで地域に育てら

えあおうという気持ちがあることが大事な

れたという気持ちはたくさんあります。若

のではないか。水道が３ヶ月も来ない中で、

い頃、自分のふるさとは、好きでもあり、き

地域の人たちが、あそこで水が出るぞって

らいでもありました。わずらわしさみたい

聞いて皆で水を取りに行ったり、うちの親

なものもありました。でも、嫌いだからこそ

戚は毎日  人もの人を預かってご飯を食

何とかしたいという思いが、今、芽生えてき

べさせたりしていました。そういう思いと

ています。皆、復興って言いますけれど、ど

は何でしょう。それは、地域を思う人たちが

うすれば復興するのか。国も莫大なお金を

たくさんいる、地域みんなで支えあおうと

出して防潮堤をつくったり道路をかさあげ

いう気持ちがあるからだと思います。

したりしてくれていますが、どんなにお金

青年団は地域のライフラインだなって気

をだしても町は復興しないと思うんです。

づいたのは、そういうことです。私がやって

お店はお店をやろうとする人がお店をまた

きた青年団活動の中では、地域を知る、地域

やろうと思ってくれないと復興はしません。

の人とつながりをもつ、仲間とのつながり
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をつくることができたんです。だからこの

ました。ですから、今日、来た皆さんは、こ

ふるさとをなんとかしなきゃって、皆で一

こで終わらせないで友だちと仲間と家族と、

つになって立ち上がろうという気持ちにな

こうしたい、こうだったらいいって話をし

れたんです。それがなければ、けっしてふる

てほしい、それがいつか必ず役に立つと思

さとは再生しない、復興しないと思います。

います。

全国の若者たちが来てくれてボランティア

―古奥 私が小さい頃、熊本には台風がよ

もしてくれました。背中を押してもくれま

く来ていました。でも地震は来ないだろう

した。それも大きな力になりました。でもや

って皆が思っていました。県知事も、熊本県

っぱり一人ひとりが主体的にやろうという

には地震は来ないというのをアピールして

気持ちにならなければ元通りにも、前より

大きな工場を誘致していたくらいでした。

もいい町にも、ならないんじゃないかなぁ

ところが今回、熊本県に地震が、しかも２回

と思っています。そういった意味では、ここ

も大きな地震がたて続けにきました。それ

に集まった皆さん、青年活動している方も、

からは、震災や災害が来ないと思うのでは

そうでない方も、一人ではなかなかできな

なく、来ないかもしれないけど来る可能性

いけれども、もう一人友だちがいれば二人、

はゼロじゃない、来る可能性もある、まった

二人いれば何でもできます。一緒に話し合

く来ないわけでもないって毎日思って生活

って一緒に頑張ろうっていったら何でも出

をするようになりました。私も実際、地震前

来ると思います。被災地であっても、被災地

は自宅にまったく保存食など置いていませ

でなくても。そういった人たちがいたら災

んでした。でも地震が来て、食べ物に困っ

害が起きた時に力を生み出すことが出来る

て、水道に困って、水道、電気、ガスすべて

と思っています。

止まって、どうしようとなってしまいまし

防災に疎いとい話がありましたが、気仙

た。保存食やティッシュや水を普段からス

沼もそうでした。毛布もない、食糧もない、

トックしておけば数日間はどうにかなりま

何にもなかった。何回も津波に襲われてい

す。熊本でも３日後から少しずつ食べ物が

るのに避難所に何にもなかったのです。同

手に入るようになりましたので、せめて２、

じです。ただ、そこにふるさとを再生させよ

３日間くらいは食べ物をストックしておこ

うと思う人たちがどれだけいるかというこ

うと思うようになりました。地震から１０

とだと思います。陸前高田では震災後に青

ヶ月たっているんですけど、未だに私の今

年芸能祭とけんか七夕をやりました。南三

の家には、ティッシュなど日用品を入れる

陸町では青年団 2% たちが復幸商店街をつ

袋と、食べ物を入れている袋と、２ℓのペッ

くって立ち上がりました。みんな青年団が

トボトル１箱、いつまた何が起こってもい

すごく盛んだったところです。別に組織が

いように常に置いています。

あるということではなくて、そういう意識

皆さんに伝えたいことは、電気、ガス、水

をもった人がいるということが地域の大き

道が使えること、水道をひねれば水が出る

な力になります。それが必ずやライフライ

のは当たり前じゃないんだよってことです。

ンになると信じています。震災でそう感じ

やはり地震が来る前は、そういうのを使え
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て当たり前だと私も思っていました。けれ
ど使えなくなって初めて、水が使えるって
奇跡だな、電気を使えるって当たり前じゃ
ないんだなって思いました。それもあたり
まえではなく奇跡が重なったものだな、と
いうことを皆さんにもわかってもらえたら
と思います。
―仲田 どのようにしたら意識が芽生える
かというのは、岡山にいたらすごく難しい
と思うんですけど、僕の経験としては、やっ
ぱり被災地に行って、地元の青年の仲間と
一緒に酒を飲んで、熱い中作業してってい
うのを通じて、そこが、テレビの中の、テレビ
に映っているどこかではなくて、
「自分が何
かをした場所」になるんですね。そうした
ら、もうあんまり他人事とは思えない。実
際、去年、陸前高田に行った時も何か懐かし
い場所に帰ってきた感じを覚えました。そ
ういう場所は皆さんにもあると思うんで
す。地元だったり、友だちの住んでいる場
所だ ったり。そういった場所との結びつき
と言いますか、何と言いますか、よくわから
ないけど、すみません。
―鳥澤 皆さんの発言を聞きながら、思い
をはせるということが、意識が芽生える一
つのきっかけになるのではないかと思いま
した。ありがとうございました。
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一時は９演目まで少なくなったことがあっ

続けることの意義

たようだ。以前市民会館でやっていた時に

～第  回市青協

は、 人入る会場が満席になるほどの盛況

青年芸能祭～

いた時期もあったという。そして打開策と

ぶりだったらしく、昼と夜の２公演をして
して、それまで青年会のメンバーが演目に
出るために教えていただいていた先生方に、

  年２月５日に岩手県陸前高田市で開

一緒に芸能祭を盛り上げてくださるようお

催された「第６０回市青協青年芸能祭」を日

願いして「さくら会」
「美咲樹会」
「由豊徳会」

本青年団協議会の佐久間祥平副会長が取材

の皆さんがプログラムに名を連ねている。

した。

もちろん青年会も市内各地区から参加して



おり、踊りや太鼓など青年の若さあふれる

 昨年から会場は、震災直後にシンガポー

パフォーマンスも観ることができた。

ルからの寄付を受け建てられた陸前高田市

 この芸能祭は  年間たったの一度も途

コミュニティーホールに移された。それ以

切れてはいない。あの東日本大震災があっ

前の４年間は以前会場だった陸前高田市民

た年も行われている。
「あの時は橋詰くんが、

会館の被災を受け、陸前高田小学校の体育

なんとしてもやらなくてはいけないって言

館で行われており、 年には私も黒川郡

ったんだよな。やらなくてはいけないのは

連合青年団合唱部の一員としてそのステー

わかるけども、どうやってやる？っていう

ジを踏んでいる。

のがはじまりだったな。」と泉田さん。橋詰

 コミュニティーホールの玄関を入ると早

くんとは当時の市青協会長の橋詰琢見さん

速インカムをつけて忙しそうに走り回って

で、当時は避難所から集まりに来ていた。そ

いる村上和三会長の姿を発見した。話を聞

の年から３年間は、いつもの２月の開催で

くと、今回の実行委員数は  名弱で、ほぼ

はなくて  月の開催が続いた。暖房設備が

全員が演者を兼ねているとのこと。今年度

ない小学校でのお客さんへの配慮だ。ちな

は第一部、第二部合わせて  演目と決して

みにその年は準備期間ほぼ２ヶ月ほどで開

少ないわけではなく、慣れているメンバー

催にこぎつけたというのだからそのパワー

が揃っているとはいえよくこの人数で回し

には恐れ入る。

ているものだなと驚いた。

 津波により記録用のビデオや数々の賞状

 受付にいた前岩手県青年団体協議会会長

は全て流された。泥の中から２枚だけ見つ

で陸前高田市出身の泉田将治さんに、震災

かった賞状を当時の先輩に持っていったら

前と震災後で芸能祭にどのような変化があ

「そんなものは過去のものだ！これからが

ったか聞いてみると、
「市民会館が被災して

大事なんだからいらん」と先輩方らしいエ

使えなくなったこと」がやはり一番大きい

ールをもらったとのこと。
「それにあの年は

ようだが、
「もう一つ、自分たちで演目を揃

会長もだけど、ほとんどの会員が避難所か

えられなくなってきた」こともあるようで

ら会議に通っていたんだからよくやってい
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たよな。
」泉田さんは続けて、
「お客さんから
お金をもらう以上下手なものは観せられな
い。もうやめようかという議論も毎年のよ
うに出るが、やめたら陸前高田市青協の存
在意義がなくなる。それくらいの事業。」と
力強く語ってくれた。
 実行委員と演者を兼ねているメンバーか
らも「一年の中で一番大切な事業」と口を揃
える。実行委員の中には「数年前に踊りの最
中に扇子を落としてしまった。今日はその
リベンジでもあったんですけどね」と演者
としての思いや、やりがいも聞くことがで
きた。
 最後に村上会長に「今後もこの芸能祭は
続けていきますか？」と質問を投げかける
と「出来る限り続けていきたいです！」と一
言。その会長の短い言葉に込められた思い
に、またこの芸能祭を観に来よう、そしてこ
れからも続けていって欲しいと心から思っ
た。きっと大丈夫、あの震災の時ですら途切
れなかったのだから。
（取材：日本青年団協議会副会長 佐久間
祥平）
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こころの 6 年間

せん』という情報は自分の中では信じられ

きぼうのたねカンパニー

きなかった。これからどうやって生きてい

菅野 瑞穂

汚染について頭から切り離したい思いもあ

（福島県二本松市）

り、震災後３週間経ったときに一度地元を

ず、目に見えない不確かな情報に納得がで
ったらいいかという迷いに襲われ、放射能



離れて  年  月下旬から  日間東京へ
東京での大学生活を送り  年 8 ターン

して実家の営む農業に就いた後、 年 



月  日に東日本大震災が起こる。原発事故

自分の気持ちの整理と覚悟

で風評被害の影響を大きく受けた農業。震

福島県にいて常に放射能がつきまとい、

災から６年経過して今のお話を伺った。
（取

わからないことだらけの中で近隣被災地へ

材報告：上野麻美）

物資を届け、目まぐるしく日々を過ごす中



でどこかしらで不安というストレスを抱え
現場が好きなことから生産者側として農

ていた自分に気づき、一時的に東京へ行っ

業を始める。作物を育てる人、流通、販売と

て友人に会い、放射能汚染ということと距

あり、農業はひとくくりにできない。実際に

離を置くことで気持ちはホッとした。気持

モノを作って売るところまで自身で経験し

ちの行き所を失っていた自分を振り返る時

ないと人に伝えることができないと思った

間となった。

ことから農業の生産現場を伝えるために仕

東京では地震で大変だったかもしれない

事に就いた。農業を始めたときは何もわか

が電気はたくさんついていて、当たり前の

らず、親の言われた通りにすることが精一

ように電車が走りみんな仕事に向かう普通

杯。今までお手伝いしていた農業を仕事と

の生活を見て、同じ日本でもこんなに違う

して行う大変さを身に染みて知った。就農

ことを実感した。そして偶然見たニュース

して１年経過しようとする時に東日本大震

で福島県内の現状を離れた場所から知った。

災が起こった。

それは津波の被害を受け家族を失った人、

地震を体験し、津波はテレビニュースを

原発で避難しなくてはならない人、仕事を

見て知ったが、放射能については知識がな

失った人など、何もなくなってしまった状

くわからないことだらけだった。原発事故

況を話すインタビューを見て、ふと自分の

が起きて福島県がどうなるのか、また、放射

置かれている状況を振り返った。住む場所

能の影響がこの地域の農作物にどんな風に

は津波被害がなく避難することはないし家

影響するかを予想していなかった。チェル

族もいる。農業はどうなるかわからないが

ノブイリ事故を見て知っている人は汚染さ

できる可能性はあるのではないか、私は避

れることで農業ができなくなるなど、何か

難しなくてもよい状況だけでも恵まれてい

しら予想できたかもしれない。ニュースで

るのではないかといった思いにたどり着い

毎日報道されていた『健康には影響ありま

た。そして自分が住むこの地域で何かでき
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る可能性はあると考え、 日間ほどで東京

請求をして事実を認めてもらうことをしよ

から二本松市まで戻った。

うと考えていたので農業を止めることなく

戻ってきてから津波の沿岸部に行き、仮

動いていた。

設住宅も建設されていない状況で体育館や



集会所に避難している方々の元へ、特に行

目に見えないものを見える化に

政の目が届かなく物資が届かない所を回り

当時から今でもすごく気になる嫌な言葉

野菜などの物資を運び、民家を回ったりと

は風評被害。放射能により汚染されたのは

できることを手伝った。
 年  月  日、

事実だけれど、メディア関係により風評被

津波に遭った現地を訪れたのは、自分の目

害だと広く報道されることで、裏付けとな

で実際に現地の状況をちゃんと確かめたい

る事実は置き去りに消費者を不安にしたの

思いが強かったことからで、すぐに行動に

ではと思う。当時は学者や研究者から放射

移した。

能の影響について証明できるものがなかっ



たので、影響を受けた可能性としての事実

震災１年目は不安と葛藤の連続

はあるが、実際はどうなのかがわからない

 福島県は広い。それを改めて感じたのは

ので、不安になるのも仕方がなかったと思

原発の汚染状況も全然違ったから。１ヶ月

う。ただ、目に見えないものをきちんと「見

経過しても田んぼに船があがっていて、自

える化」して事実を伝えていくことが大切

衛隊は捜索活動をしていた。原発の近くは

だと知った。そして、田んぼの放射能汚染を

津波の被害を受けて亡くなった人もいるの

新潟大学の先生方に協力をもらって調べて

に放射能の影響で捜査することすらできな

もらい、見えないものをどうやって消費者

い現状だった。他の地域の影響を比べるわ

に伝えるかという課題に対して、データや

けではないが、自分の住む地域では放射能

記録をとることから始めた。

の影響を少なからず受けており震災の影響

米と野菜に含まれる放射線物質の基準値

は甚大ということを痛感した。米や野菜を

は  ベクレル。一般的にはまだまだ知ら

つくるために種をまいてもよい指示は出た

れていない数値。自分たちが作った農作物

が、すぐに作物が育つ訳ではない。ましてや

を実際に測ってみても  ベクレル以下で

それを食べられなかったり影響がどれぐら

ほとんど放射線物質は検出されなかった。

い出ているかはわからない。収穫には少な

しかし、農産物に含まれる放射線物質が基

くとも半年はかかるので、自分にとっては

準値以下だったところで、福島県産地のも

どうなるのかわからない先の見えない不安

のは食べないという人もいる。ましてや子

と闘っていた。その中でも私の住む地域は

どもをもつお母さんはなおさら福島県産の

こういう時だからこそみんなで頑張る気持

ものを食べることを選ばない。そうして知

ちを強くもっているので「やらないよりや

らないままで情報をとらえて自分の判断基

った方がいい」と逆境に立ち向かう前向き

準で「福島県産は危ない」と変換されてしま

な姿勢を誰も崩さなかった。農作物がたと

う現状では、いくらお店に野菜を置いて「福

え売れなかったとしても、東電や国に賠償

島県を応援してください」と言っても、どう
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しても福島県のものが敬遠されてしまう。

の色んな選択があった。自分自身がずっと

東京の方で今でも福島県のものを食べたい

ここで農業をやっていけるのかといった迷

と言って購入してくれる人はいるが、
「スー

いもあった。けれど、ずっとその状況でいる

パーになかなか置いていない」と聞くこと

よりも震災があってもここで農業をする覚

も多々あった。それはこちら側の問題だけ

悟を決めた。それは福島県内でやりたくて

ではなく、流通関係も福島県産というだけ

も農業ができなかった人、家を離れた人、身

で売れないと判断され、東京までもってい

近な人を亡くした人もいる色んな状況下の

っても売れないからその選択肢をとらず、

中で、わたしは恵まれていると思ったから。

流通にのらない現実も少なからずあった。

そういう人のために頑張りたい思いがあっ

また、うちで作っているお米は半分が大阪

たからこそ覚悟をもってやってこられたの

へ取引されていたが取引がキャンセルされ

ではと今振り返って思う。そして、一番は周

て今でも続いている。取引先の消費者は食

りの人の支えがあったからというのが非常

に関して敏感になる子育て世帯も多かった

に大きく、長かったようだがその積み重ね

ため、敬遠される影響は大きく受けた。受け

がもう６年を経過してもここまでやってこ

取り側の判断は自分たちにはどうにかでき

られた。

ることでもないことから、新たな消費者を
見つけるしかない状況ではあった。

その一つとしては、ひとくくりにはしたく



ないがメディアを通じて自分の判断基準を

人とのご縁と学び

きちんと持たなければ流されてしまうこと。

「福島県産はうちではとらない」という

子どもや親の不安、震災後に一度避難した

声があっても、逆に「こういう時だから、

が福島県に戻ってきた人の話などを実際に

歳以上だからなんでも食べる」
「支援のため

自分の耳でたくさん聞いてきた。そこから

に送ってください」と言ってくれる人もい

研究者と一緒にデータをとりながら消費者

て色んな人のおかげでここまでやってこら

に知ってもらい、食を生産している立場と

れた。みんながみんな福島県産のものはあ

して事実を伝えることが大事だと学んだ。

ぶないということになってしまうと、農業

そして震災後に福島県に戻った若者も多

だけではなくこの地域に住んでいる人たち

く、そういった方々とのネットワークが広

の仕事も成り立たなくなってしまう。その

がった。これまで突っ走ってこられたのは、

中でもちゃんと理解したいと思ってくれる

この福島県をどうにかしようという気持ち

人は現場まで足を運んでくれたこともあり、

が強かった、ただそれだけだと思う。私の震

つながってきたご縁のおかげでこうして農

災後の活動の思いは、メディアや媒体を通

業を続けられているのが正直なところだと

じた福島県ではなく、ここに来てここに住

思う。

む地域の人と会話して、一緒に農作業して、

１年目は、売れるか売れないか、食べられ

おいしいご飯を食べて語り合って、なんで

るか食べられないか、というどうなるかわ

もないことを通じてこれが福島県なんだよ

からない不安と葛藤を抱えながら、将来へ

と伝えられたらということ。ここに来ても
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らうことが一番の理解につながると思った

なってはいけないので、伝えていかなけれ

ので、その活動を色んな人に伝えてきたと

ばならないことはたくさんある。もしかし

いうのがある。

たらずるずると引きずっていると思う人が



いるかもしれない。でも、今でも家に帰れな

そして、 年後の今

い人たちなどがいて、新しい場所で生活を

 ６年経過して、風評云々ということでは

して根付くために色んなストレスを抱えて

なく２つ重要だと考えている。

いる人たちが福島県内にいる事実はあり、

一つは震災後の教訓を伝えること。あの

まだまだやることがたくさんあると思う。

時、水も電気も食料も途絶えた経験をした

 年東京オリンピックで福島県は復興

ことで、便利な生活に慣れている日本人が

したように見せるかもしれない。オリンピ

もう少し見直すことがあるのではと気づか

ックでお金がかかるから損害賠償を打ち切

されたと思う。少しでも食や農業に携わる

るという話だと受け止めている。村に人を

機会など、自給できることを考えるきっか

戻したら避難者に対してのお金を打ち切る、

けではなかったかと感じた。いきなり農地

それで終わりという訳ではない。５年間離

を持つことやエネルギーの自給までといっ

れてから人がいない所に戻るかといったら

た大掛かりなことは難しいかもしれないが、

それはまた別の話。お金だけの問題ではな

身近なところで雨水を貯めて水の使い方を

く、そういう現状が福島県にあることを知

考えたりするなど、できることをみんなで

ってもらうことが大事だと思う。

一歩ずつできたらいいなと思う。

二つ目は、農業従事者として食の大切さ

津波があった場所は津波の教訓が受け継

を伝えること。福島県を応援してください

がれると思う。原発に対しては、どこかで同

というのではなく、福島県の美味しいもの

じ経験を起こしてほしくないことだと思う。

を食べたいから買いたいと思ってもらえる

日本では原発を止めることはしていない。

ような商品を作っていく努力が必要になっ

また繰り返されることをするのかといった

てくる。人の情報もお金も地域の中で回る

ことが行われているように感じる。少しで

ような仕組みをつくれたら、若い人が働け

もそういった流れをなくす方向に向かって

る場ができ、地域を魅力に感じて人が集ま

いけるような意識をみんなが持たないと国

ってくるといった循環する自立した地域が

は変わらないと思う。原発事故に限らず、沖

必要だと感じている。そのためにも農業は

縄県の基地問題、熊本県の水俣病･･･国によ

基盤なので、その基幹産業を成長させてい

って色んなことを操作された今の現状に、

けるようにしていきたい考えで動いている。

みんなが気づいて行動しなければ何も変わ

安心安全なものを食べたいというお客さ

らない。私は一人でも多くの人に目を向け

んが、放射能がふってしまったので福島県

て関心をもってもらいたいから、ここでそ

産のものは有機農業ではない？ということ

ういったことに関しての勉強会を開いてい

で取引キャンセルされている現実もある。

る。

 みんなが食品添加物や遺伝子組み換えな

原発事故が終わりましたという福島県に

ど、どういうものを食べているかわからな
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いのに放射能だけに焦点をあてて言ってい

いように伝える、私にはこれが大事だと思

る。ここに矛盾同士が混在しているように

う。

思える。放射能ということだけにとらわれ

また、ここに来てもらって人との関わり

ずに、普段食べている物を総合的に意識し

ができた楽しみも見出せた。一人で考えて

て考える必要性を感じている。

悶々としていても新しい考えは出なかった



と思う。こういうことは一人ではどうにも

自分の心と思い

ならない。共感して来てくれる人がいるか

私自身は不安じゃないと思っていたけど、
追及されると不安だったことに気づかされ

る方々は原発に限らず色んな経験をしてい

ることがある。震災後色んな出来事の中で、

る。場所は遠いところは九州から、みんな思

３年毎に人前で震災後の活動や今の思いを

いをもってここにくるまで一日かけて来て

発言する機会をいただいている。その時に

くれる。そういう意味で理屈や理論ではな

自分はこの地域で有機農業をやってきたと

く、遺伝子上つながっているんだなと感じ

話している。ある時、そこへ東京から原発反

る。例えば阪神淡路大震災を経験した方は、

対運動をしている人が来て「あなたはここ

あの時支えられたからすぐに来たと言う。

に居て自分の体に何かあったらどうするの

それぞれのバックグラウンドがあるからそ

か？」と質問されたことがあった。ここで農

れぞれが福島県に来る意味を見出している

業をすることを決めていることを話すが、

んだと思う。

自分のどこかに何かしらの不安があるのは

震災があってすぐにみんな行動ができた

事実で、そうはいっても人間だから･･･、ず

から、原発の事についても出来事を共有す

っと前向きに生きていける訳ではないか

ることはできると思う。みんなの意識を変

ら･･･と不安を持っていることを自身で改

えて身の回りの小さなことを一歩でもかえ

めて感じることがあった。心に不安はある

て意思表示をいくことが大切。言葉にする

けれどそこに蓋をして生きているように思

のもひとつ、何か行動をするにしても、示せ

う。

るような人が増えたらいいなと思う。震災

そしてどれだけ自分のこととして考えら

について言葉にできない人もいるかもしれ

れるかが大切なことだと思う。まわりで起

ない。それはそれで受け止めながら、行動で

きていることは「大変だったね」と他人事に

きる人は行動して、気づいた人からやり始

なってしまっているのではないか。自分の

めるといいと思う。募金ということもひと

身の回りで起きたらどうしていたか？とい

つだけど、できたら単発ではなく長く継続

った自分事にするまで意識をもってくると、

する関わりも大切にしてほしいと思う。状

考えて行動したり対策して人に伝えること

況も変われば思いも変わるので強制できる

ができるのではと思う。原発被害に遭った

ことではないから、自分としては関わった

人は「他の人に経験してほしくない出来事

以上は関わり続けたい。結局は自分なので、

だ」と口をそろえて言う。経験しないとわか

自分が続けていけるかどうか次第と思う。

らない、だから二度と同じように経験しな
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熊本震災についてどう思ったか

なものになると、いい面もあるがちゃんと

まず距離を一番に感じた。これだけ遠い

したコミュニケーションがとれなかったり

距離があるからこそ何もできないこともあ

して気づかないこともある。じっくり話す

ると感じることができた。そして東日本大

時間が少なくなってきていることから、悩

震災で起きた地震がフラッシュバックされ

みやつまずいていることを吐き出せるよう

た。熊本震災では車中泊で亡くなるなど環

な場をつくっていきたいなと思っている。

境がすぐに整えられなかったという点では、

これまで体験で訪れた人たちが夜は自然と

急に起きたことに対しての対応策がまだま

自分をさらけ出していける場をつくること

だ難しかったのかなとニュースを見て感じ

もあった。毎日時間とやることに追われて

た。けれどそれを知って自分が何かできる

一日が過ぎ、また朝がくるといったサイク

わけではなかった。どこかで東北の教訓が

ルの中で現代の人は働いているので、今の

少なからず活かされていることもあったと

自分を振り返ったり地域を見直すなり、ま

思う。その当時、つながっている農家さんに

ずは一度立ち止まってみてほしい。福島県

連絡をとり、少しでも情報を得てそれを福

に来たら原発のことを考えたり、少し立ち

島県の人に伝えたいと思った。入ってくる

止まることで色んな事に目をむけることが

情報はテレビや新聞等からが多く、それよ

できるので、時間や場づくり、それができる

り自分が知っている人からの情報の方が現

のがこういう場所ならできるのかなと思う。

地の声をより正確に伝えられると思った。

今すぐにではなくても、知ってほしい。そし

今すぐに何かはできないが、長い目で見

て足を運んでみてほしい。

て実際に現場に行こうと思っている。
これから
教育関係と連携するなど、次の世代に伝
えていきたい。今地域にいる子どもたちが
これから担っていくので、県外の人だけで
はなくまずは地域に根付く子どもたちに、
就職などこれから何か一歩を踏み出す子ど
もたちに、今までの経験を伝えられたらい

農作業に励む菅野さん

いなと思っている。遠くを見てしまいがち
だけれど、近くにいる人たちが大事だと思

【プロフィール】

う。

菅野 瑞穂（すげの みすぼ）

私はここで避難している訳ではなく仕事

福島県二本松市出身、在住。1988 年生ま

も変わらずやってきているので大きな変化

れ。日本女子体育大学卒業後、父親のもと

ということはないが、根本に人を成長させ

で有機農業を始める。福島第一原発事故に

ていきたいという思いがある。特にここに

よる福島の農業の現状を伝えようと 2013

関わる人に対して。SNS など連絡手段が簡単

年 3 月『きぼうのたねカンパニー株式会
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社』を設立。地元での農作業のかたわら、
ひとと自然をつなぐ体験プログラムとして
農業体験ツアーやワークショップなどを通
じて、自分の住む地域と参加者が継続的に
つながり、参加者どうしも交流を深め「出
会いとつながりの場」を企画している。
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３）清掃活動＆缶回収活動の実績

想いつながる

 ７月 ３日 ヤングドラゴンカヌー


ふるさとプロジェクト  



ＰＲとアルミ缶回収

 ７月１７日 チャレンジクラブ夏祭り


～2NC[HQT-7/#/161～

  ジュース販売とアルミ缶回収

 ７月１８日 草津～守山 アルミ缶回収
 ８月 ７日 湖北・草津 アルミ缶回収

１）はじまり

 ８月１７日 船幸祭 アルミ缶回収

  年５月に開催されたスプリングフォ

８月２８日 滋賀県青年大会

ーラム（活研）の中で「ミドルマネージャー



クラス」からの呼びかけにより始まった。フ

９月 ３日 県内一斉アルミ缶回収

ォーラム当日に琵琶湖に湖岸清掃を行った



メンバーは「自分たちのこの活動が地域の



ためや誰かのためにならないのか？」と考



え湖岸清掃をする中で空き缶を回収し、そ



れを売ったお金を熊本地震で被害を受けて



いる熊本に届けようという企画が発案され



た。フォーラム全体会では、県内の青年団員

４）県内一斉 アルミ缶回収大作戦

たちにも協力を呼びかけ、回収目標１万個

 ９月３日（日）には、ふるさとプロジェク

へ向けてプロジェクトが動き出した。

トのメインイベントである「県内一斉アル



ミ缶回収大作戦」を行った。

２）実行委員会

 滋賀県内で活動する青年団員が東西南北

 実行委員会では主に、アルミ缶の回収方

（東近江市・高島市・大津市・長浜市）の４

法やどのように協力者を増やして行くのか

つの拠点に集合し琵琶湖岸で清掃活動・ア

について話し合いが行われた。その中でプ

ルミ缶回収を行いながら南下し、滋賀県青

ロジェクトのことをよりたくさんの方々に

年会館へ。当日の参加者は約  名、この日

知ってもらうためのチラシ作りやグッズ製

だけで役  個のアルミ缶が回収され

作にも取り組み、目標達成に向けて  回の

た。参加した青年団員からは、
「湖岸でＢＢ

実行委員会を開催した。

Ｑしている人に声をかけたら、喜んで協力



してくれた。頑張ってねとか、ありがとうと



いう言葉をもらえてうれしかった」などと



いう声もあった。



 その後、５月から取り組んできたアルミ



缶回収の集計結果が実行委員会から発表さ



れ、目標を大きく上回る結果となり、青年団



の持つ力を改めて実感することとなった。
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７）現地を訪れて感じたこと

５）アルミ缶回収状況

・同じ熊本県で温度差があるのは悲しかっ

７月１３日   １、５５８個

た、壊れた家もあれば壊れてない家もある。

８月 ４日   ３、０２２個

毎日その非日常の景色を見ている被災地の

８月１６日   ７、４３７個

人の気持ちを考えるといたたまれない

８月２２日  １０、２６９個



９月 ３日  ２４、４０２個

・被災地に初めて行った、報道では見られ

１０月１６日  ２６、６３４個

ない、わからないことがたくさんあった、実



際に被災した方の話を聞くと自分の認識と

６）現地への想い、学んだもの

は違うことがたくさんあった

 ５月から始まったこのプロジェクト。集



大成として、現地熊本を訪問し、手渡しで義

・もっと復興が進んでいると思っていた。

援金や想いを伝えたいという実行委員の強

建物とかも壊れたままのところが多くて驚

い願いもあり、 月  日、 日にその想

いた。

いが実現した。実行委員３名、県団３名、Ｏ



Ｂ１名の７名で現地に向かい、現地でのボ

・思ったより進んでいない、情報が今、流

ランティア活動、熊本県青年会館や益城町

れてこないのでこんな感じなんだと思った

への訪問を経て、熊本県団の古奥事務局長

地盤が沈んでいるのを見て、歩きにくさを

に直接義援金が手渡された。

感じて写真ではわからないことがあると思
った。

 月に開催された県団主催のリーダー
研修塾「第  期琵琶湖塾」ではこの取り組



みを学びの柱として県内リーダーとともに

・生活はできている感じはあったが一方で

共有を行った。この事業を通じて実行委員

４月から時が止まっているようなところも

が感じた想いや学びは、今後の地元での青

あった。地震の前には戻れないんだという

年団活動へとつながる強くあたたかいもの

言葉が印象に残った。来てみないとわから

であった。

ないことがたくさんあった、来てよかった。

集めた義援金も直接渡せて良かった、

・テレビでしか見る機会がなかった。本当
にこんな状況なんだと思った。現実として
捉えられていない部分があったが実際に見
て現実だと思い知った。
自分の土地で起こったらどうなるんだろう
かと思った。



（取材：日本青年団協議会常任理事 中園



謙二）
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【資料：ふるさとプロジェクト KP 熊本旅日記】

１日目  月  日 
 アーブ出発
・中澤監事がお菓子とカエルと共にお見送り
・(7& を勢いで通過
・座席の争奪戦
・会長の悲しい %*0 を聞く

 龍野西 6$ 着
０ 龍野西 6$ 発
・お菓子 7,0(♪
・まだみんな元気

１ 福山 6$ 着
１ 福山 6$ 発
・うどん、尾道ラーメンを食べる。

３： 下松 6$ 着
４： 下松 6$ 発

５： 壇ノ浦 6$ 着
５： 壇ノ浦 6$ 発
・工事中の関門海峡を見物
・ドライバー交代

８： 北熊本 6$ 着
８： 北熊本 6$ 発
・熊本ラーメンを食べる
・雨が降り出してボランティアができるか心配していたが、ＮＧＯの方から「とりあえず来
なよ～」と言われ向かう。
・野外フェス「086,& IRU $62」が近くで開催されるようで、女子トイレが大行列

９： 益城熊本空港 ,& で高速を降りる
・勢いで通過した (7& のせいで料金所のおじさんと一悶着あり、ドライバーが怒る。
 →災害派遣等従事車両の申請をしていたため、片道分の高速代が無料のはずが…
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２日目  月  日 
９： 西原村役場着
・
「災害 1*2 結」の土武さん（日本人）と合流する。 
・細い道を通り「結」のベースである「モヤイハウス」へ向う。

：～ ボランティア活動
・土武さんの話が長くて吾志さんがイライラする。
・女子はモヤイハウスの掃除と神戸マダムの下で花嫁修業、
男子は階段作り、ユニットバス解体、家屋の壁はがしの作業を行う。

 熊本県青年会館着
・入浴と車の掃除
・有美ちゃんと熊本駅で涙のお別れをする。
・吾志さんだけ先に入場券を買っていることを知らず、みんな慌てて入場券を買い新幹線の
ホームまで見送る。

： 熊本駅周辺で夕食
・実行委員長がベロベロになる。

： 小林先生合流
・からし蓮根を食べまくる。


３日目  月  日 
８： 起床
・吾志さんと朝マックを買いに行く。トイレの場所を間違えて教えて怒られる。
・リアルくまモンが現れる。「モスしか食べたらダメなんだよ～」と言いながら、初めての
ハッシュポテトに興味深々。結局、 人分食べる。
・食べてる途中に熊本県団の古奥さんが来られる。

９： 募金の受け渡しと講話
・熊本県団の監事と日本青年団協議会の中園常任理事が合流。
・義援金と色紙を渡し、ふるさとプロジェクトについて説明する。
・写真集をいただき震災当日のことについて話を聞く。
・熊本県団の団室を見学させてもらう。
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 現地視察
・益城町や古奥さんの住んでおられたアパートなどを回る。
・熊本城の被害状況を見学。
・小林先生を熊本駅まで送る。
・熊本県青年会館の前で楽しく記念撮影をする。

 熊本県青年会館発
 昼食（ラーメン）
。熊本県団の方と一緒に。

 北熊本 6$ 着
 北熊本 6$ 発
・お土産を買う。
・いきなり団子とかりんとう饅頭を食べる。
・車内で中園さんの取材を受ける。

 ぬかり 6$ 着
 ぬかり 6$ 発
・九州と本州の夜景を見る。

 宮島 6$ 着
 宮島 6$ 発
・車中でエンドレスのしりとりをする。

 小谷 6$ 着
 小谷 6$ 発
・夕食を食べる。

 吉備 6$ 着
０ 吉備 6$ 発
・中園さんと別れる。
・ドライバー交代する。

３： アーブ着・解散
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あとがき

この『生きる』第５号には東日本大震災の
被災当時を改めて振り返ったもの、復興に

 『生きる』第５号は、大変多くの方々が執

向かっての歩み、支援や防災活動の事例や

筆してくださり、取材に応じてくださいま

記録、熊本の震災の手記、阪神淡路大震災当

した。震災を伝えたい、風化させたくない、

時の青年団員の手記など多岐にわたって掲

もう誰にも悔しい思いをしてほしくないと

載をしています。ここにつづられている言

いう想いで積極的に執筆いただいた方もい

葉はテレビやインターネットの世界では知

れば、つらい記憶と向き合いながら想いを

りえない、それぞれの大切な想いが込めら

寄せていただいた方もおられると思います。

れています。いまだ癒えぬ傷を抱えている

また忙しい中でも編集や校正に関わって

方。懸命に前を向き歩みを進める方。ふるさ

くださった方々など、多くの方にご尽力い

とのために汗を流す方。遠く離れた地から

ただき完成いたしました。皆様とともに『生

でも何かできないかと活動する方。もう誰

きる』第５号を発行できたことに対し、ご協

も悔しい思いをしないように防災、減災活

力いただいたすべてのみなさまに深く感謝

動に尽力される方。そのどれもが強く、生々

申し上げます。

しく私たちに訴えかけてきます。


 年３月  日で東日本大震災から６

月日というのは時に残酷で起こってしま

年がたちます。その間にも台風や豪雨によ

ったことをなかったことにもしかねません。

る洪水や土砂災害、火山の噴火、そして記憶

だからこそ想いを、事実を記録する「生き

に新しい熊本大地震をはじめとする地震災

る」には大きな意義があります。この本を手

害など、我が国は何度も大きな災害に見舞

にしたみなさんにぜひこの想いを受け、伝

われています。これだけの災害が起こって

えてほしい。そしてみなさんの周りにいる

いるにもかかわらず、災害はどこか遠い町

地域の方、職場の同僚、仲間、友人、そして

のことで自分たちだけは大丈夫、明日も当

大切な人に伝えてほしい。

たり前のようにいつもの日常があると、ど



こか他人事のように感じてはいないでしょ

いつか必ずくる災害から自分やまわりの

うか。災害を経験した方の多くが「自分たち

大切な人たちを守るために、もう誰もつら

の町に大きな災害は来ないと思っていた」

く悔しい思いをしないために。

と口をそろえて言われます。同時に「こんな



につらくて悔しい思いをもう誰にもしてほ

日本青年団協議会 常任理事 中園 謙二

しくない」とも。




被災地に起こったことは明日自分の町に
起きる現実かもしれない。そんな思いをも
って未来に備えてほしい。
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資料１  日青協震災パネル      ＜サイズ＞全てＢ２サイズ（51.8cm×72.8cm）
＜第１部＞  「あの日の証言」
・・・震災当時の状況や思いを展示します。
（全７枚）

＜第２部＞ 「復興に向けて」 全国各地の青年たちの復興支援活動を展示します。
（全８枚）
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資料２

東日本大震災並びに熊本地震に関する
青年団関係の動き
― 年  月  日～ 年  月  日―

２０１６年
 ３月１１日 ＜震災から５年＞
 ３月２７日 宮城県黒川郡連合青年団が「第９回くろかわコーラスチャリティーコンサ
ート～子どもたちに本を贈ろう。歌声にのせて～」を開催。収益の一部を東
日本大震災の被災地支援に充てた。
 ４月１４日 熊本県熊本地方でＭ６．５・震度７の地震発生
４月１５日 日本青年団協議会鳥澤事務局長が熊本県訪問、熊本県青年会館と熊本県青
年団協議会の状況を確認。
４月１６日 熊本県熊本地方でＭ７．３・震度７の地震発生
      大分県中部でＭ５．３・震度５強の地震発生
 ４月１７日 ただちに青年団の被災状況を電話で確認し、加盟団体に連絡。
      日本青年団協議会としての復興支援の取り組みについて熊本県青年団協議
会幹部と意見交換。
      一般財団法人日本青年館は全国青年会館協議会と連携し熊本県青年会館の
支援活動に取り組むことを確認。
５月 ４日 日本青年団協議会定期大会において熊本地震への緊急支援募金について九
州ブロック青年団連絡協議会と連携し１０月まで募金活動に取り組むこと
を決定。震災パネル展を実施。
 ５月１６日 茨城県南部でＭ５．５・震度５弱の地震発生
６月 ４日 宮城県青年団連絡協議会が第  回宮城県青年文化祭で震災パネル展を実施。

６月１２日 静岡県青年団連絡協議会有志が防災ひろば体験コーナーを出展、防災・減災
をテーマの自作クイズを披露した。
 ６月１４日 全国青年会館協議会総会で青年会館有志が熊本県青年会館小山理事長に募
金を贈呈。
６月１６日 内浦湾でＭ５．３・震度６弱の地震発生
７月１４日 福井県鯖江市吉川地区青年団が合宿通学で子どもたちを対象とした災害や
防災の体験学習を実施。
７月２４日 石川県青年団協議会が金沢市内で震災パネル展を実施。
８月２７日 滋賀県青年団体連合会が震災パネル展を実施。
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７月２７日 茨城県北部でＭ５．４・震度５弱の地震発生
８月 ６日 沖縄県北中城村青年連合会が「沖縄県北中城村東北エイサープロジェクト
～東日本へ北中城から～」を開催し、福島県新地町と宮城県南三陸町で伝統
芸能エイサーを披露。
８月１１日 『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』第１回編集委員会を宮城県青
年会館で実施。あわせて名取市閖上地区を関係者で視察。
８月３１日 熊本県熊本地方でＭ５．２・震度５弱の地震発生
９月１０日 岡山県青年団協議会が岡山県青年祭で震災パネル展を実施。
９月１７日 静岡県青年団連絡協議会が静岡県青年祭で震災パネル展を実施。
９月２６日 沖縄本島近海でＭ５．６・震度５弱の地震発生
１０月 ９日 滋賀県東近江市で震災パネル展を実施。
１０月１１日 『生きる～東日本大震災と地域青年の記録～』第２回編集委員会を東京都内
で実施。
１０月２１日 鳥取県中部でＭ６．６・震度６弱の地震発生
１０月２２日 滋賀県青年団体連合会主催「スプリングフォーラム」参加者有志で立ち上が
った「想いつながるふるさとプロジェクト」の取り組みとして、熊本県益城
町を訪問。
１１月１１日 第６５回全国青年大会で震災パネル展を実施（江戸川区総合文化センター）
。

１１月２２日 福島県沖でＭ７．４・震度５弱の地震発生
１２月２８日 茨城県北部でＭ６．３・震度６弱の地震発生

２０１７年
２月 ４日 岡山県青年団協議会、岡山市青年団協議会、岡山県青年団ＯＢ会共催の「ガ
チトーク２０１７」で、震災から学ぶ地域づくりをテーマにシンポジウムを
実施。ほかにも震災パネル展や防災めしづくり体験を実施。
２月 ５日 岩手県陸前高田市青年団体協議会が青年芸能祭を開催。
 石川県青年団協議会が珠洲市内で震災パネル展を実施。

※上記の通り、わが国では熊本地震をはじめ大規模な地震が近年頻発している。青年団はそうし
た災害に対し、あまねく支援活動に取り組んでいるが、本稿では東日本大震災並びに熊本地震の
復興支援の取り組みを中心に網羅的に記載した。
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資料３

ライフライン寸断で混乱状態の震災直後(宮城県登

『生きる～東日本大震災と地域青年
の記録～』第 ～ 号内容 目次 一覧

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

【第 1 号(2012 年 3 月)】はじめに／目次／東

憶(宮城県角田市・佐久間祥平)、原発事故と向き

日本大震災に関する青年団関係の動き―2011 年 3

合って(福島県伊達市・宍戸克己)、私の「おも

月 11 日～2012 年 3 月 11 日―／第 1 章 大震災

い」(福島県浪江町・志賀重夫)、
『記憶』(福島県

での体験をつづる 震災体験を次の世代の人へ

いわき市・鈴木崇弘)、震災後の状況と「じゃんが

（岩手県大槌町・佐々木訓）
、あの日を忘れない

ら念仏踊り」への思い(福島県いわき市・渡部久

～2011.3.11 東日本大震災～(岩手県釜石市・小國

美)、3.11 の経験(静岡県静岡市・相馬隆史)／第 2

太一)、東日本大震災手記(岩手県陸前高田市・泉

章 暮らす 3.11 後の記録 震災後の私の暮らし

田将治)、東日本大震災手記(岩手県陸前高田市/北

を振り返る(岩手県大槌町・佐々木訓)、震災はま

上市・橋詰琢見)、被災体験記(岩手県陸前高田

だ終わっていない(岩手県陸前高田市・泉田将

市・松田恵美子)、東日本大震災体験記(岩手県陸

治)、
「米崎小仮設住宅から―2012 年春」(岩手県

前高田市・村上宏)、M9.0 震度 7 の地から(宮城県

陸前高田市・佐藤一男)、ピンチをチャンスに(岩

栗原市・加藤義弘)、大震災から学んだ地域のつな

手県陸前高田市・橋詰琢見)、一歩ずつ(岩手県陸

がり(宮城県気仙沼市・高橋弘則)、東日本大震災

前高田市・松田恵美子)、希望が持てる地域に(宮

手記(宮城県気仙沼市・芳賀孝司)、東日本大震災

城県気仙沼市・高橋弘則)、けせん避難所・仮設挿

体験記(宮城県気仙沼市・芳賀広美)、東日本大震

話集(宮城県気仙沼市・芳賀広美)、M9.0 震度 7 の

災を経験して(宮城県登米市・岩崎大輔)、震災を

地から(その 2)(宮城県栗原市・加藤義弘)、震災後

経て(宮城県山元町・齋藤綠)、東日本大震災以降

に直面した雇用問題と被災地の現状(宮城県登米

の行動記録と感じたこと(福島県会津若松市・吉田

市・岩崎大輔)、震災を経て～その後(宮城県山元

恵三)、継続は力なり(福島県会津若松市・渡辺直

町・齋藤綠)、復興元年(福島県会津若松市・渡辺

也)、出るも地獄、残るも地獄(福島県浪江町/秋田

直也)、あの日から,間もなく 2 年(福島県会津若松

市・古農満)／第 2 章 支援活動の記録 石川県青

市・吉田恵三)／第 3 章 支援活動の記録 特定非

年団協議会、大阪府岸和田市青年団協議会・泉佐

営利活動法人静岡県青年団連絡協議会～静岡県青

野市青年団協議会、岡山県青年団協議会、日本青

年問題研究集会・拓け KATARI 場 2013～、高知

年団協議会／この記録冊子ができるまで(辻智子)

県青年活動実践協議会にぎわいボニート～東北復

／おわりに～青年団の仲間たちへ～(田中潮)

興プロジェクト「ship for ship」、大分の青年たち

【第 2 号(2013 年 3 月)】はじめに／目次／東

の支援活動、宮崎県高原町青年団灰プロジェクト

日本大震災に関する青年団関係の動き―2012 年 3

実行委員会／第 4 章 記録から学ぶ『生きる』1

月 12 日～2013 年 3 月 11 日―／第 1 章 大震災

号を読んで 『生きる』1 号に想う(北海道栗山

の体験を綴る 海は繋がっている(北海道様似町・

町・本田徹)、他人事にさせないために(北海道当

千葉浩行)、あの時(青森県八戸市・川井若奈)、生

別町・穴澤義晴)、
「心をひとつに」～優しさは伝

き残った者として(岩手県陸前高田市・菅野学)、

染する～(栃木県足利市・鈴木光尚)、語り継ぐこ

3.11 を振り返って(宮城県気仙沼市・熊谷公人)、

と(福井県鯖江市・山田絵美子)、震災から 2 年を
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迎えて(滋賀県東近江市・戸嶋幸司)、仲間の声を

宮城(福井県連合青年団)、私のまわりの支援活動

伝えたい(鳥取県米子市・砂口真)、
『生きる』1 号

(山形県飯豊町・細川由貴)、北海道・東北ブロッ

を読んで想う(香川県綾川町・岡下進一)、この想

ク研修会(北海道・東北青年団連絡協議会)／「福

いを伝えていく(香川県善通寺市・西梶三枝)、仲

島で学ぶフィールドワーク」の記録 大震災直後

間が地域で生きてきた証(高知県檮原町・立道

の福島県に派遣されて(石川県羽咋市・石井昌

斉)、
『生きる』からの学び(沖縄県南風原町・照屋

志)、たくさんの人に支えられて震災から 1 ヶ月で

仁士)／編集後記／(裏表紙)村上和三(岩手県陸前高

再オープン(道の駅よつくら港駅長・白土健二)、

田市)

福島で学ぶフィールドワークを通じた東北支援に

【第 3 号(2014 年 5 月)】はじめに／目次／東

心より感謝申し上げます(特定非営利活動法人

日本大震災に関する青年団関係の動き―2013 年 3

3.11 被災者を支援するいわき連絡協議会・赤池孝

月 12 日～2014 年 3 月 11 日―／第 1 章 暮らす

行)、頑張る人の笑顔あふれる～浜風商店街の訪問

町がかわっていく(岩手県陸前高田市・泉田将

～／参加者から寄せられた感想 記憶と記録に残

治)、震災復興に伴う企業再編の動き(宮城県登米

していく(北海道・渡辺泰典)、テレビだけでは分

市・岩崎大輔)、故郷・陸前高田に戻って(陸前高

からなかったこと(岩手県・松田恵美子)、我々は

田市・岡本翔馬)、県外避難者の現在(福島県浪江

もう歩みはじめている(宮城県・佐久間祥平、武藤

町/秋田県秋田市・古農満)、それぞれの震災―3 年

順子)、地域で防災活動を(秋田県・齋藤和彦)、も

経って―(宮城県山元町・齋藤綠)、今、複雑化す

っと早く行けばよかった(群馬県・天笠荘一)、大

る地域の思い(宮城県角田市・佐久間祥平)、東日

切なのはこれから(石川県・宮義一)、
「キッカケ」

本大震災から 3 年を振り返って(岩手県大槌町・

つくり発信していこう(岐阜県・片桐充弘)、あら

佐々木訓)、私の経験している震災・原発事故(福

ためて地震の備えを(静岡県・朝原桂子)、逆にこ

島県浪江町/南相馬市・志賀重夫)、未来の陸前高

ちらが元気をもらった(愛知県・神谷幸典)、つな

田を考える(岩手県陸前高田市・松田恵美子)、青

がる想い(滋賀県・藤原麻美)、押しつぶされるか

年団の一人として(福井県鯖江市・山田絵美子)、

と思った(和歌山県・中早洋行)、あの時感じたこ

私の「生きる」(群馬県高崎市・湯浅直樹)、前を

とは絶対に忘れない(鳥取県・中村美香)、自然の

見て生きていく(福島県会津若松市・渡辺直也)／

力の脅威(岡山県・渡邊誠、青井麻由美)、精一

第 2 章 まなぶ・つたえる・つながる 「あいち

杯、生きていく(香川県・十川由人)、参加者が主

から」活動報告(「あいちから」実行委員会)、青

体者となる活動を(高知県・大崎博士)、寒い海辺

森県の支援や避難者受け入れ(青森県青森市・工藤

と温かいコーヒー(長崎県・梅川美沙乃)、人はそ

晶信、青森県八戸市・山田智久)、山形県と東日本

んなに弱くない(大分県・阿南貴詞)、なんでもっ

大震災(山形県山形市・小関新太郎)、それぞれが

と早く行かなかったのか(宮崎県・松田裕明)、強

何をすべきか考えていく(秋田県大仙市・齋藤和

く生き抜く地から(宮崎県・堀口美穂)、地域でも

彦)、いわて復興スタディツアー(静岡県青年団連

伝え続けていく(鹿児島県・桐野貴行、山下真奈

絡協議会)、自主製作映画「Message」の取り組み

美)、福島でもらった「お土産」(沖縄県・照喜名

(3.loveline 岡山→東日本実行委員会)、忘れてはい

朝尚)、私たちの誓い／第 3 章 広がる・広げる―

けないあの日のこと(北海道長沼町・田村芳克)、

今後に向けて 青年が地域を元気にする(東京都日

北海道北見市留辺蘂町・吉田祐美)、県団旅行 in

野市・池上洋通)、青年たちへの期待(岩手県陸前
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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

【第 4 号(2016 年３月)】はじめに／目次／第
一章 原発避難者の記録 県外避難者の現在（そ
の 2）
：2014 年～2015 年 古農 満(福島県浪江町
／秋田県秋田市)／第二章 暮らしと地域の歩み
自分に出来る事(及川龍徳・岩手県大船渡市)、まも
なく・・・(松田恵美子・岩手県陸前高田市）
、震災
手記(吉田香代・岩手県陸前高田市)、高橋弘則(宮城
県気仙沼市)、里海(まち)の防潮堤(芳賀孝司・宮城
県気仙沼市)、仮設住宅 悲喜こもごも(芳賀広美・
宮城県気仙沼市)、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)、震災を経
て～５年目が来る～(齋藤緑・宮城県山元町)、震災
のこと(窪田恵美・宮城県丸森町)、あんぽ柿生産再
開３年目の現状(宍戸克己・福島県伊達市)／第三章
震災への想い ふくしま復興スタディツアー(静岡
県青年団連絡協議会)、
「想い」を風化させないため
に(藤原麻美・滋賀県高島市)、考え、行動する年に
(久保隆治・和歌山県日高郡みなべ町)、生きる(延江
典子・岡山県岡山市)、防災・減災も支援になる(鳥
越香織・岡山県倉敷市)／あとがき／資料・東日本
大震災に関する青年団関係の動き―2014 年 3 月～
2016 年 1 月―／『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
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