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2011 年度 成ゼミナール 東日本大震災ボランティア活動報告 

 

私たちは何を見て、どのような活動をしたのか 

気仙沼市立面瀬中学校避難所の場合 

 

堀川拓也・加藤蓮美・西川愛・加藤茉紘・中村真基・家崎敦子 

佐野領哉・土松祐佑・小栗優・山内幸司 

 

Ⅰ 全体の概要と活動工程 

  

私たち中京大学現代社会学部成ゼミ 3 年生の 10 名は、高藤真弓さんの紹介で、宮城県

東松島市と気仙沼市のいずれかの場所にボランティアとして参加することになった。ゼミ

内で議論の末、気仙沼市面瀬中学校の避難所にボランティアへ行くことが決まった。現地

では気仙沼市市議会議員の佐藤輝子さんと、現地で活動をしている日本ホスピス在宅ケア

研究会副理事長・黒田裕子さんのお力を借りながら、活動をした。 

 

《活動日時》 平成 23 年 5 月 31 日（火）～6 月 4 日（土） 

（4 泊 5 日・内 2 日車中泊・実働 3 日） 

《活動場所》 気仙沼市立面瀬（おもせ）中学校・体育館 

       学校所在地・〒988－0206・宮城県気仙沼市岩月寺沢 44 番地 

《交通手段》 行き・夜行バス・高速バス・タクシー・レンタカー 

       帰り・江戸川区の災害支援車両・JR・新幹線・夜行バス・レンタカー 

《活動人数》 教員 1 名（成元哲） 

ゼミ生 10 名（堀川拓也・加藤蓮美・西川愛・加藤茉紘・中村真基・家崎敦子                   

佐野領哉・土松祐佑・小栗優・山内幸司） 

 

＜平成 23 年 5 月 31 日（火）～1 日目～＞ 

 

20：00   名古屋駅太閤口の噴水前に集合 

21：30   名古屋駅・出発（夜行バス） 

       高速のサービスエリアで計 3 回休憩 

 

＜平成 23 年 6 月１日（水）～2 日目～＞ 

｛＊（A）バス組・（B）レンタカー組｝ 

７：40   仙台駅前・到着  

     （朝食） 

8：44   （A）仙台発気仙沼行き・出発（高速バス）・高速で一回休憩 

11：30  （A）気仙沼駅・到着 

面瀬中学校へタクシーで出発 

12：00  （A）気仙沼市立面瀬中学校・到着（レンタカー組） 
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      昼食（炊き出しの焼きそば） 

13：00  （B）到着（レンタカー） 

① 黒田さん（日本在宅ホスピス研究会副理事）・芳賀さん（市職員の方）・

佐藤さん（市議会議員）のお話を聞く。（自分たちが来た目的を明確に

することを要求される。） 

14：30  （１）お茶会準備開始（堀川・加藤ま・山内） 

     （２）避難所整備（小栗・中村・佐野・先生）  

      （３）キッズコーナーの整理（土松・加藤は・家崎・西川） 

15：00  （１）お茶会 

      （２）仮設住宅への手伝い 

      （３）子供と遊ぶ      ＊それぞれ 18 時まで活動 

16：10   体操（奈良体操・元気はつらつ体操） 

16：20   布テープ貼り。外で子供たちと遊ぶ。   

18：30   夕食 

20：25   ミーティング（黒田さん・芳賀さん・三浦さん・先生・ゼミ生 10 人） 

21：00   消灯 

 

＜平成 23 年 6 月 2 日（木）～3 日目～＞ 

 

6：00    起床（テレビに電源が入る） 

6：50    朝食 

      （朝食後・避難者の方たちにご挨拶） 

7：40    掃除・ゴミだし（各丁目にわかれて分担） 

9：30    （１）テープ貼り・仮設へ移った方の場所の清掃・今度来られる方への準備 

（家崎・小栗・加藤ま・山内） 

 

（２）気仙沼沿岸部から单三陸町までの被害状況の確認 

（佐野・加藤は・西川・土松・堀川・中村・先生） 

10：00   保健衛生士（神戸の方）の方からお話を伺う 

12：20   昼食（中華丼・カレーパン）（家崎・小栗・加藤ま・山内） 

      江戸川区の職員の方に話を聞く。（家崎・小栗・加藤ま・山内） 

13：00   昼食（佐野・加藤は・西川・土松・堀川・中村・先生） 

13：30   ①気仙沼漁港辺りの被害状況を見るため出発。（家崎・小栗・加藤ま・山内・

土松・中村） 

①三菱重工の新入社員の方たちからお話を伺う 

②被災者の方のお話を伺う 

③奈良県天理市役所の健康推進課の方からお話を伺う 

           （佐野・加藤は・西川・堀川・先生） 

15：30   ①お茶会（西川・加藤は） 

視察組は避難所（面瀬中学校）に戻る。 
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② 子供と触れ合う（交流）（土松・小栗・堀川） 

③ 物資（古着やかばん）の仕分けの片付け （小栗・堀川） 

16：30    ダンボールの片付け 

17：00    体操（奈良体操・元気はつらつ体操） 

18：10    夕食 

20：00    ミーティング（黒田さん・松尾さん・先生・ゼミ生 3 人） 

20：30    面瀬中学校を出発（レンタカー・バス組） 

21：00    消灯 

 

＜平成 23 年 6 月 3 日（金）～4 日目～＞ 

 

6：00    起床・テレビ ON 

7：00    朝食 

7：40    マットを体育館の２階に上げる作業とマットの消每 

       仮設住宅への引っ越し手伝い 

9：30    他の避難施設への見学 

       総合体育館見学（タクシー） 

       防災センター見学（タクシー） 

10：40   避難所（面瀬中学校）に戻る 

11：40   江戸川区職員の方からお話を伺う。 

12：00   面瀬中学校・出発（先生） 

13：00   子どもたちと遊ぶ 

14：45   お茶会の準備＆お茶会 

15：30   子どもたちと遊ぶ 

16：20   体操（奈良体操・元気はつらつ体操） 

16：40   マット移動 

17：00   挨拶・写真撮影 etc… 

17：20    避難所（面瀬中学校）出発（江戸川区の災害支援車両）（電車・バス組） 

18：00   JR 気仙沼駅・出発 

19：55   一関駅・出発（東北新幹線やまびこ） 

20：40   お土産を見る 

23：30   仙台・出発（夜行バス） 

 

＜平成 23 年 6 月４日～5 日目～＞ 

 

5：00    新宿（朝食・マクドナルド） 

7：30    新宿・出発（高速バス） 

13：15   名古屋駅ビックカメラ前・到着・解散 
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Ⅱ 活動詳細内容 

 

 

●面瀬中学校（体育館・避難所）見取り図 

 

               更衣室 

                            キッズルーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  駐車場                            駐車場 

 

 

 

 

平成 23 年 6 月 1 日（水） 

●13:00～14:00 ＜気仙沼市役所職員の芳賀さんのお話＞ 

 

今回、私たちがお世話になった気仙沼市面瀬中学校体育館の避難所を運営しているスタ

ッフは気仙沼市役所職員が 24 時間交代制で 1 人つき、奈良県からの保健師が 2 人、東京

都から江戸川区役所職員が 4 人、日本ホスピス在宅研究会の黒田さんと職員の方と、元気

仙沼市役所職員であった高須さんご夫妻の計 11 名。私たちが行ったときは群馬県の理学

療法士の方も 2 人いらっしゃった。 

この避難所には工学院大学から頂いたダンボールのパーテーションで、それぞれの避難

民が住む空間に、ある程度のプライバシーが守られている。このパーテーションの高さに
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も工夫があり、プライバシー保護の観点からいくと、1m 以上の高さが必要となるが、住

民たちの要望でコミュニケーションが取りやすく、かつプライベート空間が作れる 80cm

にした。避難所生活をしている人数は過渡期を迎えており、仮設住宅に移る人、そして残

る人がいて、把握できていない。 

ここの避難所では区画制度があり、区画ごとに 1～4 丁目までに分かれている。その区

画ごとにゴミやトイレ掃除、配食を当番制で分担している。この面瀬中学校避難所ではこ

うして命を重んじることができる。さらに、徹底的な衛生管理のもとで行われているため、

震災後、肺炎もウイルス感染者も出ておらず、トイレも異臭がしない。 

 

●13：00～14：00 ＜日本ホスピス在宅ケア研究会副理事長・黒田さんのお話＞ 

 

まず、全員に「ここで何がしたいのか？」という問いを黒田さんから投げかけられた。 

私は、今この避難所に来るまでに石巻や单三陸や気仙沼を見てきて、何も言葉が出なか

ったこと、そしてこの現状を見て被災地の人のためには何も出来ないと思うが、ここで被

災者からの何かを感じて学び取り、被災者の方との向き合い方を習得し、わたしたちが住

む、そして次に大きな大地震が来るであろう愛知県に持ち帰り、今できる対策を考え伝え

ることがここに来た目的だと答えた。みんなもそれぞれの思いを発表していた。 

黒田さんは、ここでは被災者の視点という観念ではなく、暮らしの視点から考えることが重

要であり、社会学に取り入れていくべきだとおっしゃっていた。また、ゴミ箱とトイレの中に

はそこでの“暮らし”があり、そこで何が見えるかが大切であると教えてくださった。 

黒田さん自身、中学校で講演をした際、中学生に 3 月 11 日をどんな日にしたいか？尋

ねたという。ある中学 1 年生の子は「世界最大級の震災の日」と言い、ある中学 3 年生の

子は「忘れてはいけない日。伝えていかなければいけない。」と答えたと言う。生き残った

自分たちが、後世に語り継ぎ、自分の社会との向き合い方を考えていかなければいけない

ということを改めて感じた。 

 

・「ボランティアとは？」→自己成熟であり、全て自己完結でないといけない。 

 ①知的成熟 ②人的成熟（人脈・点から線へ） 

・避難所は我々の日常を考えさせていただける場であり、機会を提供してくださっている

場であるから目的をもって自ら行動しなければいけない。 

 

●14：30～16：00 

（1）お茶会係（堀川・加藤ま・山内） 

 

現地で初めての活動であったので、緊張や戸惑いはあった。だがとにかく傾聴まがいで

もいいから、聞くことにチャレンジしようという目標を立てた。現地にいる保健師さんに、

指示を仰ぎながら、机とイスを並べ、温かいお茶を準備して、きゅうりの漬物、ういろう

を用意した。３時くらいになると、続々とおじいちゃんおばあちゃん逹がお茶会にやって

きた。きゅうりの漬物を切っているとき、60 代半ばの女性が、「男性の方が調理している

のね」と優しい感じの声でおっしゃった。また、お茶会の開催を待っている方から、「結構
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大きく切っているね」と言われ、自分が、何も考えずに切っていることに気付いた。逆に

「この位のほうが食べごたえあっていいよ」ともおっしゃっている方もいて、最後には、

みなさんがおいしく召し上がっていらっしゃっていた。おじいちゃんおばあちゃん逹はお

茶と漬物を食べながら、今は避難所から仮設住宅へ移動する人の過渡期なので、「○○さん

がいなくなった」、「寂しいねー」などといった話をしていた。仮設住宅は抽選で住める人

が決まり、抽選に外れる人もいる。他に目が止まった人はお茶会に来る人達の中では、尐

し若い 50 代くらいの女性。その人には孫が二人いるが、震災当時、「家の一階が津波に飲

まれてねー、もう尐し津波が上まで来ていたら孫は飲み込まれていたんだよ。」と語る。ま

た今はこうして避難民生活をしているわけだが、「ここまで逃げてきた時の記憶がない・・・

怖くて怖くて。」と語る。相当、恐怖と生きるために必死だったのだろうと思った。お茶会

はこのように来た人達が話をして交流、ストレス発散をする場であった。 

またお茶会は、奈良県天理市役所健康推進課の方（2 人）が、参加者の方々の話を盛り

上げたり、「歌をみんなで歌おう」と提案して歌ったり、考えてきた手とリズムを使ったゲ

ームを提案して、みんなで楽しめる時間を作り出していた。こういうゲームをするなかで

徐々にスキンシップをとり、みんなが笑顔になる回数が増えた。そして４時になり、お茶

会は終了。参加者の方々に「また来るね」、「楽しかったよ」などと言われ、このお茶会は

生活の大事な時間の一部だと実感した。 

 

●14:30~16:00 

（2）避難所整備係（小栗・中村・佐野・先生） 

 

避難所の中は、プライバシーに配慮してダンボールの仕切り（partition）によって細か

く区分けされ、家ができている。また床には寝る時などに痛くないようにマットが敷かれ

ている。（床→畳→競技用マット→柔らかいマット、と変わっていった。）被災者の方が他

の区画に移りたくなったり、スペースを拡張したくなったりした場合に、ダンボールの仕

切りを組み直し、荷物やマットを移動する。また、不要なスペースがある場合、その仕切

りやマットを撤去する。最初は何から始めて良いか分からなかったが、まずフロア掃除を

行い、仮設住宅へ移って行った人が住んでいた段ボールの家、マットを撤去しながら作業

をした。マットの下は多くのほこりがあって長い間暮らしていた事が感じられた。掃除を

していると 1 つの家族から家の拡張をお願いされた。ここの家族は小学生 2 人の女の子が

おり、マット 3 つ分の拡張をお願いされた。この空いたスペースは仮設住宅が抽選で当た

り、引っ越していった家族のものだった。また、引っ越していった家族には娘の友達もい

る、とお母さんから聞いた。仮設住宅の抽選が外れて、引っ越していく時は、娘 2 人は泣

いていてかわいそうだったが、体育館の他の住人に迷惑なため、布団などで泣き声がもれ

ないようにしていたという。また、気仙沼ではどこへ行ってもガムテープが不足しており、

節約しながら家を広げた。拡張が終わってからお母さんから「ありがとう。これで子ども

たちも喜ぶ。でんぐりがえしができる。」と言われた。そして、作業を終えて数分後、子ど

もたちが帰ってくると家が大きくなっているのに気付きとても喜んでくれた。それを見て、

「こんなに喜んでくれるんだ」と私も嬉しくなった。 

また、老人夫婦の家の拡張も手伝ったが、「これで足をのばして寝れる。応接間ができた。」
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という言葉が印象的だった。 

他にも避難所で生活をする人達の生活の知恵を感じた。段ボールを結ぶことができなか

ったときにコツを教えてくれる方がいたりして、自分の区画内でいかにスペースを活用す

るかという知恵を最大限に活用しているのだと感じることができた。 

また、仮設住宅への抽選に漏れた人は、「昨日は、今までの避難生活の中で一番豪華な食

事だった。避難所なら、作らなくてもご飯が出る。そして、避難所の人は今日から大の字

になって寝よう」と仮設に入れなくても前向きに考えていた。(小栗) 

 

●14:30~ 

(3)キッズコーナーの整理・子供の世話をする係（土松・加藤は・家崎・西川） 

・漫画や雑誌、絵本の整理 

・遊ぶスペースを広くするために、物の配置等の変更 

 まずは本の整理から始まった。大量の本が無造作に置かれており、またほとんどが中古

本なのだろう、読み古した感じがかなり出ていた。黒田さんから「子どもたちが読まなさ

そうな本は破棄してもいい」と言われたが、何を読んで何を読まないのかわからなかった

ため、とりあえずまずは各ジャンルで仕分けをし、まとめて箱にしまうという作業を行っ

ていた。また、成先生から「子どもたちが本を読みたくなるように並べて」と言われたが、

良い案が思いつかなかったため、とりあえず向きを揃えたり、高さを揃えたりして、見た

目が綺麗になるように心掛け、手分けして作業をしていた。片付けという卖純な作業でも、

利用する子供たちのことを考えるととても難しい作業に感じた。 

 

●15：00～17：30 避難所から仮設住宅への引越し手伝い（加藤は） 

 このとき被災者の方にお話を聞いた。 

・熊谷 倫さん (83) 

私たちが伺った 6/1 に面瀬中学校避難所前の仮設住宅へ引越しをしていた。体育館の出

入り口をたまたま通りかかったところに座布団や布団を足を引きずりながら、1 人で運ん

でいたので、お手伝いしましょうか?と声をかけた。そうしたら一回目はいいよいいよ～と

言っていたが暇なので良いですよといったらじゃあ、といって自分がもっていた荷物を手

渡してくれた。そこから仮設住宅までは 2 分くらいで、倫おじいちゃんとたわいもないこ

とを話しながら向かった。この避難所と仮設住宅への荷物の移動は 2 回で終わった。やは

り荷物は尐ない。家に着いて荷物を置いて周りを見渡すと、まだ何も片付いていない。何

か手伝うよと言ったら快くお家に上げてくれた。仮設住宅の中には、日本赤十字社のシー

ルが貼られた家電がたくさんあった。40 型くらいの大きな液晶テレビ、炊飯器、スチーム

レンジ、冷蔵庫など日常生活をする上で必要なものは全て備え付けられてあった。布団も

ふかふかの羽毛ぶとんと敷布団とカバーが用意されており、私はこの布団にカバーをつけ

た。倫おじいちゃんは 1 人暮らしでこんないいところは勿体ないな～と言っていた。こん

ないいところに住まさせてもらって良いのかな～とも言っていた。何事にもやってもらっ

て当然という気持ちはない。感謝、感謝の気持ちで接してくれたし、自分も接したつもり

だ。程なくして、おじいちゃんに散歩に誘われた。成先生も一緒に行った。倫おじいちゃ

んは立派な杖を持って登場。中学校の裏山の方へとずんずん登って行く。途中おじいちゃ
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んのお友達の家へ寄ったり、事細かに倫おじいちゃんの町・気仙沼を紹介してくれた。高

台になった木々の生い茂ったおじいちゃんの散歩コースは物凄く静かだったが、そこには

確かに私たちと生活があった。立派な大きな家が建ち並び、家の中では子供達が走り回っ

ている。いま自分が被災地にきて、避難所から来たことを忘れるくらい、普通の生活。同

じ町内での格差に唖然とした。そして、一緒に歩いている当事者のおじいちゃんはどんな

ことを思いながら歩いているんだろうと思った。あの 3/11 を境に確実に格差が生じている。 

帰る日の夜、もう一度倫おじいちゃんの家を訪ねた。前日に行く約束をしていたからだ。 

おじいちゃんが出て来て暖かい笑顔で、いつ来るかわからないから出かけるときは鍵開け

てってたんだよ。勝手に入ってこれば良いよ。と、言ってくれた。愛知県から来たいきな

り来た学生にこんなに暖かく接してくれる。ここには地域があるし、それを当たり前に部

外者の私たちにも与えてくれる。 

もう帰っちゃうのか。この言葉に、また絶対に来るからね。と言っている自分がいた。

絶対にまた会いに行こうと思う。 

 

・りな(14)とりなのお母さん 

倫おじいちゃんの家の前で、足を引きずったお母さんに会った。おじいちゃんのお家の

引越しを手伝っていたことを言うと、私のとこも手伝ってーと言われたのでお邪魔した。

この家族も 6/1 に面瀬中学校の前の仮設住宅に引越しをしている最中だった。 

ここの家族構成はお母さんと 24歳と 21歳と高校３年と中学３年の娘さんと中学１年の

息子さんだ。ここで一緒に暮らしているのは下の 2 人で、高校生の子は石巻の高校の避難

所で生活しているそうだ。上の 2 人は仙台で働いている。ここの仮設住宅は 2DK なのだ

が、1 人から 4 人までは同じ部屋の大きさなのだ。5 人になると 2 部屋割り当てられる。

育ち盛りの子供達がいる家族には狭い空間だなと感じた。 

部屋の片付けをしているときにお母さんが津波に飲み込まれた家の写メを見せてくれた。

立派な大きい家だったが 2 階まで津波が押し寄せ、引き潮で 1 階は家具も壁さえも全て流

され、辛うじて柱が残る程度だ。地震が起こったときお母さんと当時高校２年の娘さんは

家にいた。あまりに大きな地震だったので、高校生の娘さんと愛犬のオスカと猫を連れて

車でこの面瀬中学校に、りな(当時中２)たちを迎えに来た。車からおりて海の方を見たら

黒い波が押し寄せて来てるのを、そこで初めて知ったという。みるみるうちに町をのみ 

こんでいった。着の身着のまま家を出たきり、家は流され帰れなくなり、そのままこの面

瀬中学校の避難所での生活が始まった。 

当時小学 6 年だった息子のしゅんすけくんの中学校の制服が発注したまま、まだ出来上

がっていなかった。そしてその制服のお店も流されてしまったらしい。しかし、お店の厚

意により作り直して、避難所まで送られてきたそうだ。ここでもまた感謝、感謝という言

葉がこぼれていた。 

避難所から出て仮設住宅に移った時から、物資の提供も、ご飯の提供も一気に全てなく

なる。避難所でもご飯のときは、避難所で生活していない子供達をまず出してから配給を

始める。しかし、育ち盛りのいる家にとってはいきなりもらえなくなるのはとても負担が

大きい。ここのお家でもお昼に外で三菱重工の新入社員の方が行なっていた、中華丼の炊

き出しをたくさんもらっておき、夜に子供たちにたべさせていた。この引越しの次の日に、
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預けていた、愛犬と猫が帰ってくると喜んでいた。しかし大きな一軒家とは違い、仮設住

宅なので、万が一噛み付いたり危害を加えるとその瞬間保健所送りだそうで、過敏になっ

ていた。 

もとの生活が戻る日はいつ来るのだろうか…。 

必死に復興への道を探っている状況だった。（加藤は） 

 

●16:10~16:20  ＜体操（奈良体操・元気はつらつ体操）＞ 

奈良県天理市役所、健康推進課から支援に来てくださっている方たちが「生活不活発病」

予防・防止対策のために、考案したもので、1 日１回、午後 4 時頃避難所内にいる人全員

で行った。引きこもってしまっているお年寄りに体を動かしてもらうために、はじめは歌

謡曲に振り付けを付けたものをやっていたが，あまり効果がなかった。そこで小さい子に

も馴染みやすい音楽にし，かつ簡卖にできる奈良体操を考案し、みんなで一緒にやるよう

にしたところ、徐々にお年寄りの方々もやってくれるようになったという。これは、芳賀

さんに、「半ば強制だ」と言われた。多くの方が協力的に参加することで、恥ずかしがらず、

自然と体操がしやすい環境を作るためなのだと思った。だが、中には座っている方々もい

た。特に男性の方が多かったように思う。仕事から帰ってきた人も、参加していなかった。  

 

●16：20 ＜子どもたち(小１から小５)と遊ぶ＞ 

外で子どもたちと遊んだ。肩車をして、逃げ回っていたが、ボールを集中砲火された。

一つ気になったのは、ボールを集中的に人にぶつけている遊びを続けていたことだ。尐し

不自然に感じ、ストレス発散をしているように思えた。(山内) 

 

小学１年生の男の子が体育館のなかで野球ボールを床でついて 1 人で遊んでいた。「外

で一緒に遊ぼう」と話しかけたら、ぶつぶつ何か言葉を発し、走ってどこかへ行ってしま

った。知らない人が突然来て作業をし、かつ自分に話しかけてきたから怖くなって逃げち

ゃったのかな…と思いながら外に出たら、靴をはいて、今にもボールを投げそうな感じで

待っていてくれた。キャッチボールをすることになった。ボールを投げては走って取りに

行ったり、急にかけっこをすることになったり、ボール当てをしたりした。 

突然、その男の子が「ちょっと仮設に行ってくるから、そこで待ってて！」って言って

きた。「来るまでそこから動いちゃダメだよ！」と叫び、仮設に行く途中何度もこっちを振

り返っていた。もっと遊びたいから待っていてほしいという思いがあったのだろうと思っ

たが、“1 人になりたくない”という思いもあったのではないかと思った。その日の夜のミ

ーティングで、私は「子供たちの中には抱きついてきたり、手つないできたりする子もい

た。子供たちが見ず知らずの私たちに全く壁をつくらずに接してくれて嬉しかった」と話

した。そうしたら「逆に私にとってその子供たちの行動はこわい」と、気仙沼市の保健師

の三浦さんは、話してくれた。理由はおっしゃらず、考えておくようにと言われた。震災

にあって、怖い思いや悲しい思いを体験したことによる恐怖心、不安感から、1 人でいた

くない、誰かに頼りたい、側にいてほしいといった感情が自然に行動として表れているの

だろうかと考えた。帰宅して、保育士である母にも相談した。母は、「その子たちの行動は

一見普通の子供たちがするような行動をしている。でも被災した子供たちなんだという考
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えでみてみると、何か言葉にならないメッセージを発している気がしてならない。」と話し

てくれた。確かに、そのような気がするが、約２日間でそこまで深く子供たちの心の中に

深入りすることができず、メッセージを読み取ることができなかった。(西川) 

 

子供たちは、思っていた以上に元気がよかった。そして、口が悪かった。なかなか乱暴だ

った。しかし、私を受け入れてくれた。はじめは、警戒していて近くに寄ってこなかった

が、徐々に近づいてきてくれた。小さな揺れがあったときにさっきまで笑っていた子が急

に怖がって抱きついてきた。私は、気づかないほどの揺れを敏感に反応するほどトラウマ

になっていたのだと思う。遊んでいて気づいたことは、子供が遊ぶスペースが避難所の中

にはあったが、外には無いということ。またドッジボールをしていても車に当たることや、

車の出入りがあるため、危ない。大人の目の届く範囲で子供が思いっきり遊べるスペース

（グラウンド）を作ることがよいと考える。ボールもいたるところに散乱していて、遊び

道具をしまえるところを作ることが必要だ。(小栗) 

 

●16 時頃～夕食の 18:30 まで ＜話し相手になる＞（家崎） 

一人で避難所をうろうろしている 80 代くらいのおじいさんがいたので、お茶会に誘い

手を引いて連れていってあげた。「孫が帰ってきたみたいだ」と言われた。こちらから話し

かけたことには簡卖にしか答えてくれなかったが、自分から話すときにはとても楽しそう

に話してくれる。話してくれた事柄をなかなかうまく拡げられなかったことを反省すると

同時に、「傾聴」の重要さ、難しさを知った。また、65 歳のおじいさんとも会話をした。

この方とはこれ以降も、家の横の通路を通る度に会話をさせていただいた。仮設住宅の抽

選に漏れ、市営住宅に入居する 6 月下旬までは避難所生活が続くということで、「我慢の

限界だ」と言っていた。 

 

●20:25~ ＜ミーティング＞（黒田さん・芳賀さん・三浦さんと） 

三浦さん：この活動を通して、「何か心で感じられるものを見つけてほしい。」 

 

芳賀さん：二つの視点がある。例として、避難訓練をしたときに「一つの経路から逃げる

べき」と言う芳賀さんに対して、「複数の経路から逃げるべきだ」という外部の人がいた。

その外部の人は、「津波は何秒後でなく、何分何十分後に来るもの」ということを認識でき

ていなかった。 

→ 自分のイメージと現実の違い 

 

Q なぜ 8 時 30 分に半分消灯するのか？ 

→ここには、いろんな年代の方が住んでいて、いろんなルール、生活スタイルがあるので、

子供たちの寝る時間を促すため。 

 

平成 23 年 6 月 2 日（木） 

 

●7:40~9:30 ＜掃除、ゴミだし＞（各丁目にわかれて分担） 
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  避難所内の皆でフロアとトイレの掃除を行った。それぞれ丁ごとに分かれて行う。私

たちも、フロアとトイレに分かれて行った。みんなで協力してしっかり掃除をしている

なという印象を受けた。 

 

●9:30~10:30 と 10:30~12:30 

＜気仙沼市沿岸部、单三陸町、陸前高田市までの被害状況を視察＞  

(佐野・加藤は・西川・堀川・先生) 

 

2 日目は気仙沼市沿岸部、陸前高田市の被害状況を見に行くことに時間を使った。道は

泤がところどころあったり、瓦礫が道に飛び出していたりなど津波の影響が感じられた。

また、自衛隊の車や、千葉県警の車、ダンプカーなど被災地のために働いているであろう

車を多くみられた。破壊された道には交通整備の人がいるところもあった。気仙沼は津波

の被害を受けていて店や家などは流されていたり、形が崩れていたりしていた。しかし、

気仙沼市沿岸部より衝撃的だったのが陸前高田市であった。海から離れている場所も一面

瓦礫の山でボランティアの人や警察の捜索活動が見られた。そして、市街地に近づくとテ

レビで見た光景を自分の目で見ることができた。とても衝撃的だった。本当に市街地なの

かと目を疑ってしまう光景だった。そこに建っていたであろう家や店などは姿と形が全く

なく、土地が数キロ先見えるくらいひらけていた。残っている建物は、自分は運転してい

たため、あまり辺りを見渡せなかったが、ホテルが 1 つ建っていたのだけ覚えている。被

害を受けていない地域と比べると別世界だった。(佐野) 

 

車で気仙沼市沿岸部を走った。魚のような生臭い臭いがたちこめていた。私と堀川くんで

交代でビデオカメラを回し続けていた。最初はこの目の前に広がる凄まじい光景をみんな

にぜひ見てもらいたくて必死に撮っていたが、徐々にそんなことを考える余裕もなく、た

だただ無心でビデオカメラを回していた。最初はこの光景を受け止められなかった。受け

止めたくなかった。積み上げられた車や、柱しか残っていない家、崩れ落ちた橋、枯れた

木、瓦礫の山、それらを見ているとすごく怖くなった。右を見ても左を見ても何もかもが

なくなっていて、津波がどうやって、どっちの方向から来たのかも全然わからない状況だ

った。車で走っている時、何度か地元の人や他のボランティア団体の復旧作業や警察の捜

索活動を目にした。私はその活動風景も写真やビデオカメラにおさめた。一生懸命必死に

なって復興作業をしている彼らを、窓を開けて車の中から写真を撮る。写真を撮るだけ撮

って帰って行く。彼らの中には、この現状を１人でも多くの人に知ってもらい、ありのま

まを伝えてもらいたいから、どんどん写真を撮ってほしいと思っている人も居たと思うが、

逆に野次馬だと思われ、写真を撮るなら手伝えと内心では思われているような気がして、

申し訳ない気持ちになった。(西川) 

 

●9：30～  

＜床に布テープ貼り・仮設へ移った方の場所の清掃・次来られる方のための準備＞ 

（小栗・加藤ま・土松・中村・家崎・山内） 
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この活動で、色々なことを考えさせられた。まず始めは、布テープなどの備品についてだ。

60 代くらいの男性の方が優しい口調であったが、それらのものが、被災者たちが持ち寄っ

たものであるから、「考えて大切に使ってくれ」とおっしゃった。これを聞いて、恥ずかし

くなった。仮設へ移った方の場所の清掃は、黒田さんに依頼された。いくつかの指示を受

けた。尾形さんの奥さんからは、次に入居される方のために、ドアをつくってほしいと依

頼された。指示された作業を終え、ドアを作成しているときに、ドアをつける位置や、壊

れてもすぐ直せるか、材料をできるだけ最小限に抑えなければならないなど、被災者が必

要とする形に、最善を尽くさなければならないと思い知らされた。より便利な形がベスト

ではないし、自分の理想とした形（スライド式など）が必ずしも良いとは限らないことに

気付いた。やはり、言われて気付く、そんなの常識であるといって納得するのではなく、

自分が行動する過程の中で気付かされた体験は、貴重な経験になった。最後に、被災者の

方が実際にドアを開け閉めして、「とても良いね、ありがとう」と喜んでくださった。 

また、床の整備として、床に敷いてあるシートをつなぎとめているガムテープに、お年

寄りがつまずかないように、ガムテープを貼り直したり、シートのしわをのばす作業。ゆ

っくりすり足で，お年寄りの立場にたつように歩いてみると、つまずくポイントを発見で

きる。 

ここで何も考えずに自由に使わせてもらっていたガムテープだったが、気仙沼市にガムテ

ープがなかったため、江戸川区からわざわざもってきてもらったものだと、知らされた。 

 

●12：00～13:00 

＜市役所の三浦さん、江戸川区役所の方々（黒野さん、吉田さん）の話＞ 

（小栗・加藤ま・土松・中村・家崎・山内） 

 

3名の職員の方にお話を伺うことができた。 

・面瀬中学校で支援活動をしている理由 

 震災の後、気仙沼市が東京都特別区連合に支援の要請を送った際、江戸川区の区長が会

長を務めていたためである。 

 江戸川区の他に、目黒区なども気仙沼市を支援している。 

・避難所での仕事の内容 

  市の方々の、手の回らない部分の補助・サポートや、物資が足らなくなった際にはそれ

に応じて調達をしたりしている。 

  時が経つにつれ、物資は満たされていく反面、避難所ではさらに人手が必要になってく

るため、ボランティアの存在は重要だと職員の方は話して下さった。 

最初はガス・電気も通っていなかったため、その日その日を暮らすのが精いっぱいだっ

た。ライフラインが回復したのは４月中旬ごろだった。 

・江戸川区が他に取り組んでいる支援 

  浦安市の舞浜で、15人体制で支援を行い、り災の判定をしたり壊滅状況を調べたりして

いる 

 江戸川区は毎年花火大会を開催しているが、観客６０万人～１００万人を裁くこと（保安

業務）ができないため今年は中止し、その協賛金を被災地にまわした。 
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  義援金を集め，約 3000万を被災地に寄付した 

・面瀬避難所について 

 朝、夕のご飯やお弁当は，自衛隊の人が用意してくれたものだが、気仙沼市内でも用意

がない所もある。昼にパン＋牛乳のこともあるため、自分で即席の味噌汁やカップラーメ

ンを食べる被災者の人も多い。 

キッズルームにある本や漫画は全国の支援物資の中から送られてきたもの。 

 支援物資や、避難所生活の面でもここはかなり整っている避難所の一つ。 

仮設にもれた人々の対策は特にしていないため、カウンセリングが重要になってくる。 

・派遣された中でプラスになったこと 

 実際に避難所生活、支援を体験する事で自分の地域で地震が起こったときに自分達が学

んだことや体験したことを地元に帰ってからフィードバックできる機会を得ることができ

る。例えば、地震が起きた時のマニュアルがあるが、そのマニュアルのおかしい部分を指

摘することもできる。 

 

 

●13:30~14:00 ＜三菱重工の新入社員の方たちへの聞き取り＞ 

（先生、加藤、西川、堀川、佐野） 

  

１日目と２日目のお昼ご飯の炊き出しをしていた。三菱重工からの被災地への炊き出し

のボランティアは今回を含め３回が予定されており、今回はその２回目の派遣で、神奈川

の工場の近藤さんという女性の新入社員の方にお話しを伺った。先週の３日間は品川工場、

来週の３日間は相模原工場の方が交代で被災地入りしている。３回目以降の予定は今のと

ころないそうだ。今回の派遣では今年度の関東圏新入社員 100 名ほどのうち 45 人で構成

されたグループであった。職種も事務、土建、営業、設計などとばらばらで、年齢は高専

卒から、大学院卒まで多様な人々で構成されていた。45 人全員が観光バスで鳴子の宿泊地

まで移動。宿泊地から新たに３グループ分かれて小さなバスで、気仙沼市、登米市、单三

陸町の避難所に炊き出しと避難所の清掃のお手伝いに行く。活動時間は 10 時～3 時までで、

移動に時間がかかるので活動時間は短めだそうだ。宿泊場所が遠い理由として、被災地で

迷惑にならないようにするためだと言っていた。 

 この三菱重工の炊き出しは、ケータリング業者との連携で行っている。メニューの構成

や、調理、ごみの回収や処分や全て業者が請け負ってくれるので、実質的に社員の方が行

うのは配膳だけということになる。この企画運営は全て近畿日本ツーリストに依頼し、現

地のボランティアコーディネーターと連絡からケータリング業者の手配までしてくれる。

当日近畿日本ツーリストの人も一緒に配っていたので、現地での添乗もしているのだろう。 

 近藤さん方が前日に伺った登米市の避難所には、被害が大きかった单三陸町からの避難

者が多くいたようだ。そして、この気仙沼の面瀬中学校の避難所とは雰囲気がまったく違

ったと言っていた。登米市では、物資の尐なくパーテーションもなく、殺伐と、そして閑

散とした様子であったことを教えてくれた。 

 今回のこの被災地へのボランティアは、５月中旬に決定した。これも CSR（企業の社会

的責任）の一環として行われた。（加藤は） 
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●13:30~15:30  

＜気仙沼漁港辺りの被害状況の視察＞ / (家崎・小栗・加藤ま・山内・土松・中村) 

 

面瀬中学校から車で気仙沼市沿岸部を見に行った。車が横転していたり、瓦礫がまだ片

付いていなかったりと見た目も衝撃的だったが、それに加えて辺り一面に魚の腐ったよう

な臭いが充満していた。道路も整備されていない所も結構あった。瓦礫の撤去が進んでい

て、だいたいの道路が通行できるようになっていた。車も通れるが、やはりトラックが大

半で、まだ復興途中で道のりは長いなと感じた。また、立ち入り禁止区域があり、そこは

瓦礫の撤去がほとんど進んでおらず、船の一部や電柱など様々なものが散らばっていた。 

 気仙沼市役所の駐車場に車を止めたあと、気仙沼港周辺を 1 時間ほどかけて歩き、実際

に倒壊している建物の真横を通ったりした。家の中は丸見え、瓦礫の中にある生活用品、

見慣れたチェーン店の変わり果てた姿‥すべてが衝撃的過ぎて、言葉がでなかった。家に

帰って撮った写真を見たが、写真という媒体では、この悲惨さはこれっぽっちも伝わって

いないなぁと感じた。これを見るまで、避難所の被災者に対して、とにかく笑顔で接しよ

うと心掛けてきたが、それは被災者の気持ちを何も理解していない卖なる偽善者に過ぎな

かった。何も知らない部外者に頑張ろう、なんて言われて励みになるはずがない、なんで

もっと早く気づけなかったのだろうと悔やんだ。それなのに、避難所の皆さんは、こんな

部外者にも明るく、時には笑顔で接してくれる。それは家が住めないほどに壊れてしまっ

たから、ここで生活をしているという事実を忘れてしまうほどだった。（家崎） 

ここに落ちている瓦礫は、私たちにしてみればただの瓦礫だけど、ここに住んでいた人

からすると思い出の品もたくさん混じっているのだろうな、などいろいろ考えさせられた。 

 

●13:30~14:00  

＜奈良県天理市健康推進課・健康推進係課長補佐の溝口京子さんにインタビュー＞ (堀川) 

 

溝口さんは 31 日の火曜日から 5 日の日曜日まで 5 泊 6 日、正味 4 日半で活動する予定。 

全国の行政で、奈良県（天理市役所）は主に宮城県の気仙沼市に支援をすることが決まっ

ていた。3 月 14 日に奈良県東北地方太平洋沖地震支援連絡会議を設置。緊急的な支援とし

ては 3 月 11 日から支援を行っていた。4 月の終わりから、健康推進課として 1 人が活動し

ている。それを何人かで引き継ぎながら活動をしている。6 月 2 日現在、気仙沼市面瀬中

学校には 102 名が生活をしているが、最初は約 300 人が生活をしていた。また、最初のこ

ろは、被災者の方の心の傷が大きく、心のケアを中心にしていたが、話しているとすぐに

涙を流す方が多かったと語る。 

今は 3 ヶ月が経ち、徐々に心の傷も治まり、今は主に「生活不活発病」の防止、予防対

策に力を入れている。 

→ 例：みんなで 4 時から 2 回行う奈良はつらつ体操 

また今は、仮設住宅ができて、被災当初はみんな仲間だという「仲間意識」があったが、

仮設住宅へ行く人が増えるにつれて、「寂しい、悲しい」といった気持ちが増幅。 

→ お茶会などで老人の方に話をさせることによって解消させる。 
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また一緒に生活をする人が多くても尐なくても、「密集性」という利点があるので、お茶

会では主に、スキンシップが取れる活動を促してやっている。 

→ 例：みんなで歌を歌う、手とリズムを使ったゲーム 

 

役所や NPO など違った団体が活動していく中で、それぞれが共通理解することが一番

大事なので、5 時から市の職員が来て一緒にやる情報交換や、食事後のミーティングが重

要。 

＜避難民（高齢者）の問題＞ 

・老人は、動かなくなりいつも長座位なので、股関節を使わないので悪くなる。 

・入れ歯の人はしっかり洗わないと、食べかすなどで、気管支が詰まる。 

・夏からは食事など環境整備をしっかりしないと、食中每がおこる 

・夏は換気、脱水に気づかない→脳梗塞 

・仮設住宅の人が不安と孤独→アルコール、タバコ依存症 

 

市がこうした問題を防止するために、情報交換や嗜好品について考えなければならない。 

＜アドバイス＞ 

自分たちの年齢→孫の年齢 

・たわいもない話でいいから、近づいて話をすることが大事。 

 

●14:30～15:30 ＜お茶会＞ (西川・加藤は) 

 ・避難所にいる人、・仮設住宅にいる人６人＋加藤は、西川、黒田さんが参加 

 ・途中でバザーが開催されたため、３０分くらいで終わってしまった。 

 ・わざわざ仮設住宅から来ている方は、「お茶を飲んだり、お菓子を食べたりしながら、

顔をあわせておしゃべりすることが好き」と話してくれた。 

 ・「趣味」について話を聞いていた。ガーデニングや野菜畑も一瞬にして津波に流されて

しまいもう何もなくなってしまったとい話していた。 

  

 保育園に入学したくらいの男の子が、私が避難所にいるおじいちゃんから貸してもらっ

た震災当時の様子が載っている写真集をみて「あ！この写真カレンダーになってたよ！」

と教えてくれた。そしてその男の子は「何か気になるんだよねー」といたって普通に言っ

た。その言葉がずっと頭の中に残っている。小さな男の子が発した一言。すごく意味のあ

る一言だと思った。 

 

●15:30~ 被災者の方と話す（土松） 

 

避難所に帰って尐し被災地の方と話す機会があった。その方には地震当日の話は聞かな

かったが、ボランティアのあり方を教えていただいた。被災した側からいろんなボランテ

ィアを見てきていて、どのようなことができるのかということから話を聞かせていただい

た。「この避難所でなにができるのか？」と聞かれたが、その問いにはまだ答えが出ておら

ず、なかなか答えることができなかった。そこで、その方がおっしゃっていたのは「とに
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かく君たち若者は元気が、体力があるのでそれを活かすということで助けになるのではな

いか」ということだった。それを聞いてまず考えたことは、自分たちは暗い顔をせず笑顔

でいて、尐しでも笑顔で元気づけることができ、笑顔を分けてあげられるということだっ

た。あとはやはり避難所には年配の方が多く、子どもの遊び相手になるのは厳しいので、

自分たち若者が尐しでもその役割につければいいとも感じた。子どもは元気で遊んでくれ

ると思う人に近づいてくるなと感じたし、中にはうるさいと感じる方も絶対いるだろうけ

ど、子どもの声が避難所にあるとそれだけで元気になるのかなとも思った。そのようなこ

とを思いながら午後からは積極的に子供と接した。 

 

●避難所（面瀬中学校）にいる尾形光夫さん（以下おじいちゃんと記す）（６５歳）の話 

（加藤は、西川） 

 ＜震災前の話＞ 

おじいちゃんの家は窓を開けるとすぐ目の前が海だった。よく釣りをしていた。昼には

アナゴが釣れ、夜にはカレイやアイナメといった魚が釣れる。ウニもよく獲れるという。

尾形さんは釣りが好きだし、釣った魚を食べるのも好きだった。２０代の頃はマグロ漁船

に乗り、マグロやスズキを獲っていた。だが今は養殖業が盛んになり、以前のような漁が

減ってしまったと尐し寂しそうな表情を見せた。奥さんのみさ子さん（以下おばあちゃん

と記す）は、家の作業場で獲ってきたわかめを乾かし、箱に詰めたり、めかぶにしたりし

て出荷するという作業をしていた。 

  

＜震災当時の話＞ 

 すごく強い揺れを感じた。窓を開けて海を見ると水が沖へ引いていくのを見た。孫を迎

えに行ったおばあちゃんが帰ってきた。その時孫が「津波が来るよ、速く逃げよ逃げよ」

とおじいちゃんの服の裾を引っ張った。３人で避難したのは、今居る面瀬中学校ではなく、

家から約１５分の距離にある避難所だった。でもその避難所では断られたため、そこから

車で面瀬中学校まで来た。一緒に避難した孫は、今は岩手県で両親と住んでいるが、元々

面瀬学区におり、面瀬小学校に通っていたため、今も車で面瀬小学校に通い続けている。 

 孫が「逃げよう逃げよう」と言ったという話くらいから、おじいちゃんは泣いていた。

でも必死に私たちに当時の状況を伝えようとしてくれた。おじいちゃんは親戚を９人も亡

くした。皆、逃げ方（避難の仕方、判断）を間違えてしまったらしい。一瞬の判断で、生

きるか死ぬかの運命が決まる。もし自分にも同じ状況が降りかかったら、冷静に正しい判

断ができるのか。自分は果たして無事に生き延びることができるのか、すごく不安になっ

た。おじいちゃんは、津波は地震がきてから何秒後何十秒後に起きるものではないから、

とりあえず急いで避難した方がいい、その時は絶対車を使っちゃダメだと教えてくれた。

津波後、海から１．５キロのところまで船がうちあげられていた。おじいちゃんの家も屋

根と梁だけしか残っていないという。 

 初めて被災した方のリアルな体験を直接し聞いた。最初おじいちゃんにどう話を持ちか

けていいのか分からず、とりあえず好きなことや、以前やっていた仕事内容などを色々聞

いていた。ある程度聞いたところで、一緒に話を聞いていた加藤さんがうまいこと震災当
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時の話に流れを持っていってくれた。おじいちゃんは言葉を詰まらせながらも、一生懸命

話してくれた。 

 

●16:00～ ＜物資（古着やかばん）の支給の片付け＞ （小栗・堀川） 

 

 元気な子供たちと遊ぶのに疲れ、体育館の外に出ると、そこではブルーシートが敷かれ

て、いろんな服やかばんなどが置かれていた。避難所で生活している方たちも、それを見

ながら、まるでバーゲンセールのように手にとって、衣服を選定していた。支給をしてい

る方に、声をかけると、その方達（２人）は岩手県の盛岡市にある古着買取のリサイクル

ショップ「DonDonDown on Wednesday」というお店のスタッフさんであった。彼らは、

衣服などを各避難所に届けたり、役所に集まった不要な衣服を回収する活動をしていた。 

 そして、彼らは新しい服をもらった人達の笑顔を、「写真に撮らせていただいてもいいで

すか？」と尋ねながら、写真を撮っていた。また、「今日はこんなにたくさんの服をいただ

いて、どうもありがとう」と避難所で暮らす方にお礼されていて、とてもうれしそうだっ

た。 

 

●20:00~ ＜ミーティング＞ （加藤ま・中村・山内・先生・黒田さん・三浦さん） 

 

目的がなければボランティアをすることはできない。今できることを今考える事が重要。

お茶会は被災者同士のコミュニケーションであり、一つ一つに意味がある。黒田さんに代

わって、松尾さんが三日目の活動の指導をしていただける事に。早速このミーティングで、

明日の朝までに「自分たちでお茶会を盛り上げるために何を行うか」を考えてくる、とい

う課題が出た。ミーティング後、四人で話し合って、「昔の遊びをお茶会に来た方々に教え

てもらい、実践する」という結論に落ち着いた。（中村） 

 

○平成 23 年 6 月 3 日（金） 

 

●7：40～ ＜マットを体育館の２階に上げる作業とマットの消每＞（加藤ま、山内、中村） 

  

朝食後、掃除の時間から、マットを体育館の 2 階に上げることを依頼され、マットを運

んだ。その後、マットの両面の埃を下に落ちないように、慎重に落とし、殺菌系のスプレ

ーを両面にかけた。マットを持って階段を上るのは想像以上にきつく、５枚目くらいから

本当に止めたくなった。この三日間の作業の中で一番体力的に大変な作業だった。 

 

●10:00～ ＜気仙沼総合体育館ケーウェブ見学＞ （中村・加藤は・山内） 

  

総合体育館には、現時点で 450 人近くの避難者が生活しているようだ。ボランティアの

テントも 6 張くらいあって、自衛隊もテントを張っていた。被災された方は、3 か所に分

かれて生活されていた。段ボールの仕切りは、面瀬中学校より高く、１ｍくらいに見え、

卓球の球を止める青い仕切りを利用していた。床にマットが敷かれているところと、そう
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でないところがあり、恐らく自分の家から持ってきたマットであると思われるマットを敷

いている人もいた。大きくしっかりした施設であったので、更衣室や子どものプレイルー

ム、保健室やラウンジなど十分なスペースを確保していたように思う。しかし、最高時に

は、1000 人位避難されていたので、今よりも、窮屈な生活をされていたことが想像された。 

 

●10:00～ ＜気仙沼防災センター見学＞ （中村・加藤は・山内） 

 

市の指定の避難所ではない、防災センターは、気仙沼でも尐し高い場所にあり、気仙沼

港を上から見ることができる場所にある。 

近隣住民が、震災後避難し、最大で 300 人、現在は 90 人以下の方が生活をしている。 

元々、消防署であるため、震災後すぐは、消防、警察、自衛隊とが集まる、災害本部であ

った。 

電気は自家発電で復旧、水も給水車で復旧、ガスもプロパンガスで復旧し、避難所の中で

は一番早くにライフラインが復旧したと、市の職員の三浦さんがお話しをしてくれた。 

最初から、毛布、かんぱん、飲料水などがあり、物資が途切れることはなかったというが、

今でも食事は、おにぎり 2 個と缶詰のときもあり、自衛隊からの食料配給は面瀬中の様に

はないという。そのため、私たちが見学をさせていただいた際も、おにぎりを貰おうとし

ている人たちが、配給の時間より、大分前であったが並んで待っていた。 

しかし、6 月からスカイラークからのおかずの提供が始まり、毎日ではないが、暖かい食

事がでるという。 

電気は、自家発電のために、ブレーカーが落ちやすく、洗濯機も使えず、冷蔵庫もない。

総合体育館ではこの夏、空調設備が使えるとされているが、防災センターでは使えないと

いう。 

 防災センターは、一階、三階が避難所となっており、一階は防災関連の展示コーナーを、

仕切って避難所としており、防災センターでは、誰がここで生活しているか、名前・番号

で割り振られている紙が貼ってあった。 

三階は、広い板張りの空間で、仕切りはなく、床には自宅から持ってきた毛布などを敷き、

生活をされていた。仕切りがないため、防災センターでは、ストレスから口論が多発し、

大変であったという。しかし三ヶ月経った頃から、口論も尐なくなったとおっしゃってい

た。 

 また、消防署であるために、子供たちの遊ぶ場はないという。また、TSUTAYA より、

本が寄贈されていて、綺麗に並べられていた。 

三浦さんが、この防災センターで避難所を運営していく中で、よかった点は最初から毛布、

かんぱん、水などの準備がしてあったことであるとおっしゃっており、逆に反省点として、

三日～四日で出て行った人の行方がわからなくなったしまったので、避難してきた人に携

帯の番号を聞いておけば、と話しをされていた。防災センターには入り口を入ってすぐに、

行方不明者名簿、死亡者名簿がおいてあった。行方不明者名簿は、多くの人がめくったの

であろう跡があり、名簿の記述は、服装、髪型、大体の年齢、装飾品などが書いてあり、

行方不明者の捜索がまだ続いていることが、とてもよくわかるものであった。 

 防災センターは指定避難所ではないため、環境面、食事面で対応が悪い 
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しかし、避難所の方々は、人が尐なく、隣近所に人がいないため、気が楽だという人がこ

こに来ているという。 

 

●11:30～ ＜江戸川区役所の方々（佐藤さん、いせさん）の話＞（加藤は・中村・山内） 

 

２日目にインタビュー出来なかった江戸川区の方達にお話を伺った。 

・職員の人たちは交代で勤務しており、二人は避難所に必ず残ることになっている。避難

所から４０キロ程離れたペンションで入浴、寝泊まりをしている。 

・この災害支援に携わることができて良かったことは、同じ気仙沼市でも避難所によって

全く環境が異なっている、というようなテレビ、ニュースでは伝わらない事を知ることが

できること。都会のコミュニティは希薄であるが、この避難所のような場所では人の輪、

希望、再生を肌で感じることができる。 

・江戸川区の人たちは尐なくとも来年までは支援を続ける。今は一週間、二週間の派遣で

あるが、これからは長期の派遣が中心となる（現場での慣れの時間が必要、長期でないと

出来ない仕事等があるため）。 

・東京で今回と同じ地震が起こった場合、東京ではこの気仙沼の避難所のように落ち着い

て行動できる人は気仙沼よりも尐ないだろうと話された。ただ、地震が起きてすぐは誰で

も困っているため助け合いが生まれる。その後、だんだん生活が落ち着いてくると秩序を

乱す者が出てくる、とおっしゃっていた。 

 

 

●13:00～ ＜子どもたちと遊ぶ＞ （中村・山内・加藤は） 

  

保健師の方に、「空君（6）とサッカーをして」言われたのがきっかけで、この日の、子

どもたちとの触れ合いが始まった。ボールを蹴ったりして遊んだり、教えたりした。お茶

会の後また室内で、ボール（柔らかいラグビーボールの形をしたもの）を投げ合って遊ん

でいた。匠君も入ってきたが、投げ合いであったので空君と匠君が軽く険悪な感じになっ

た。でもそれは、子どもにとって当たり前の雰囲気だったので、なだめる感じで対応した。

その後、空君のお父さんが来て自然に三人で、遊んでいた。その時の空君の笑顔は、本物

だったように思う。親子ならば当たり前であるといわれば、それでおしまいではあるが、

やはり、親と子どもが触れ合える環境をつくっていくことも、子どもにとって大切である

と感じた。二人で触れ合って入りときは、できるだけ存在を消す感じで見守っていたと思

う。楽しい時の笑顔と、安心している時の笑顔はやはり違うものであると感じた。 

また、空君とお話しをする中で、「僕の家は面瀬中より遠いけど、おばあちゃんがいるから、

ここにいる。家は流されたよ。」と、軽い言葉で話をされ、「もう尐ししたら、面瀬からで

るの？」と聞くと、「おばあちゃん達と一緒がいいな」と話しをしていた。家は流された、

という現実、子供が簡卖に言える言葉ではないと思い、驚いてしまった。 

 

●14：45～ ＜お茶会の準備＆お茶会＞ （中村・山内・加藤ま） 
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この日のお茶会は、20 人位の人が集まって行われた。私たちは、始まる前に、関わりを

持った方たちに、お声をかけ、初日の倍くらいの数の方が集まり、尐し戸惑った。お茶の

おかわりを伺うのにも一苦労であった。尐し時間をいただき、「昔の遊びを学ぶ」と銘打っ

て、話を振ってみたが、反応は正直薄かった。人それぞれ、思い思いに話をなされて、楽

しんでいらっしゃったので、お茶会自体は成功したものの、不完全燃焼に終わってしまっ

た。事前に遊びを伺っておき、その準備をしておく形の方が上手くいったかもしれない。

あと気仙踊りなどのものが、音があればできると思うと、佐藤さんに教えていただいた。

この反省を生かし、次に繋げたいと思う。 

 

●17:00～ ＜江戸川区職員の方の車中にて＞ （中村・山内・加藤ま） 

  

江戸川区の職員の方が、帰り気仙沼駅まで送ってくださるということになり、乗せてい

ただいた。車中にて、「避難所間の支援物資のやり取りとか調整は、行わないのですか」と

尋ねたところ、「できればいいんだけど、どうしてもそういう要請物に限って人数分ないの

で、コミュニティの維持を第一に考える、難しいと」とおっしゃった。規則でダメである

という感じではなかったが、常に支援される方々が、コミュニティの維持や正常化に神経

をとがらしているということが分かり、また考えさせられた。 

 

 

Ⅲ 感想・反省、今後の取り組みについて 

 

＜山内幸司＞ 

今回は、多くの人と触れ合う機会を得ることができたので、前回の大槌隊より学びや気

付きの部分が多かった。東日本大震災についてどう向き合うかという点では、現時点で、

①「この震災を生きた教材とし、コミュニティの在り方や、復興の過程において精神的な

面や、行動においてどのような変化が起こり、また何が支えになっていくのかを学ぶ場と

すること」②「東日本大震災がどのようなものであったかを知り、何が被災地で起こって

いるかを、ノンフィクションで一つ一つの case から考え、発信していくこと。」③「この

震災の教訓（聴き・見て・肌で感じたもの）を色々な場面に応用するなど、次の世代を生

きる私たちの知恵と経験とすること」④「微力であることを確認しつつも、マンパワーや

経済的な支援など、できることとしてほしいことを精査して行動していくこと。」の 4 つ

の視点から向き合っていこうと考えた。 

まず始めに、行動にうつし、限られた時間の中で現地までいって活動したという点は、

評価すべきであると思う。その中で、意思の疎通がうまくいかなかったことや、準備不足

であったことを反省し、情報共有の意識を高めていかなければならない。あと、発言を積

極的に行い、議論をしやすい環境を意識してつくっていかなければならない。 

今回の活動の持ち物に関して考えてみる。ヘルメットや長靴は必要なかったので、持っ

ていかなかったことは、荷物を減らす点でよかった。持って行った方がよかったものとし

ては、布テープ（段ボールや床に敷くシートの補正のため）、ラップ（食器を洗わなくても

よいように）などがある。 
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全体の反省としては、活動計画が漠然としていた点である。柔軟な対応も求められるが、

それでも計画性や、統一性を欠いていたのは間違いない。受け入れ側の協力や、一人一人

の行動で何とか終えることができた。しかし、より収穫あるものにするためには、活動方

法・活動計画のしっかりとした準備が不可欠である。 

 今後の活動において考え、又は考慮するべきと思った点は、①仮設住宅には、面瀬中学

校の避難者だけではなく、その地域の避難者が入居している点②仮設住宅が必要数の 6 割

しか土地の関係上確保できない状況なので、7 月下旬でも体育館に一定の数の避難者がい

る可能性がある点③2 か月後は、さらに体育館避難者と、仮設住宅の避難者の間にわだか

まりができている可能性がある点。④一部の被災者の方だけに重点をおきすぎると、そこ

にもともと存在するコミュニティに肯定的でない影響を与える可能性がある点。⑤移動ス

ケジュールから、活動計画まで情報の共有を徹底する。⑥活動の目的を現時点の段階でも

いいから明確にする。⑦子供だけではなく、大人の精神的疲労にも目を向ける。の７点で

す。 

 今後の活動予定は、①ゼミとして東松島市やそれ以外の地域でも活動を模索する。（広域

災害の全体像をつかむため）②被害規模の違いによってどのような違いが生まれたかを調

べる。（支援の違いなど）③家の泤出しや片付けを行う（避難所の方に伺ってみてもよいか

も・違う視点から震災に向き合ってみるため）④現地へ行かなくてもできる活動も模索し

てみる。（できることを考える範囲を広げるため・報告会開催や掲示物作成なども）の 4

点です。 

 今回の活動で、ようやくスタートラインに立つことができたと感じました。失敗や気付

きは、次に生かしてこそ価値があると思います。大変だと思いますが、これからも目をそ

らさずに向き合っていこうと思っています。 

 

＜家崎敦子＞ 

今回、私は誰かの助けになりたいという考えでボランティアに参加した。しかし、黒田

さんの話を聞いて、その考え方は卖なる自己満足にすぎず，結果得るものが何かも掴むこ

とができないということを理解した。また、遊んでいる子どもたちは，地震や津波で家を

なくしたとは思えないぐらい元気に笑顔で私たちに接してくれて、被災者とどうやって接

すればいいのか悩んでいた私を逆に元気づけてくれたようだった。ここの人たちは、災害

を経験すると同時に、そういう災害を経験していない私には決してわからない、悲しみを

乗り越える強さを持っている、そう感じた。今回一緒に生活をさせてもらう中で、この避

難所のコミュニティの形成の完璧さに驚いた。避難所というものはピリピリしているイメ

ージだったのだが、ここの人たちは辛い状況にありながらも隣人とのコミュニケーション

や助け合いなど、今の私たちに欠けているものを持っていて、感動を覚えた。 

 今回、活動期間が短かったため、やり残した感がものすごくある。これは中途半端に手

を出したまま終われるものではないと思うので、私はまた継続的にこの避難所に赴けたら

いいなぁと思った。 

 

＜中村真基＞ 

今回のボランティアをしてみて、自分が良かったと思うこと。まず、実際に被災者の方
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と交流することが出来たことです。被災者の方たちの生の声を聞くことが出来たし、生活

も被災者の方たちと一緒だったので被災者の方の生活を知ることが出来たと共に、自分も

避難所生活を体験することができました。避難所での生活は大変な面もいろいろあったけ

ど、結果的に非常に良い体験になったと思います。 

次に良かったと思う点は、いろいろな作業・体験ができたことです。今回このレポート

の作成で、このボランティアで行ったことを書き出してみて改めていろいろな作業をした

な、と感じました。他の震災ボランティアをしていないので比較することは出来ませんが、

このボランティアでは幅広い活動をすることができたと思います。また、いろいろな活動・

体験を通して学んだこともたくさんあり、良かったと思います。 

そして、今回のボランティアで大変であると感じたことが二つあります。一つ目は被災

者の方との接し方です。先ほど被災者との交流を良かった事として述べましたが、やはり

被災者の方と接する時には気を遣いました。被災者の方達は私たちには想像できないよう

なつらい体験をしているし、それを思い出したくない人もたくさんいると思います。その

ため会話の内容は特に気をつけなければいけませんでした。避難所のある子供が「僕の家

流されちゃった」と言っていましたが、それに対してどう返答すれば良いかとても迷いま

した。自分の何気ない一言によって被災者の方の心を傷つけてしまう可能性もあるからで

す。また、次に大変だったと感じた点は、このボランティアでは自分で仕事を見つけなけ

ればならない機会がたくさんあったことです。私は、それまでボランティアはコーディネ

ーターの人から与えられた仕事をするだけだと思っていました。そのため、自分は次に何

をすべきなのか、ここに何をしに来たのか分からなくなることが多々ありました。黒田さ

んは「目的がなければボランティアはできない」とおっしゃっていましたが、まさにその

通りだと思いました。そのため、次にボランティアに行く時は、目標を持つことが必要で

あると感じました。また、今回の反省を生かして次回のボランティアでは、かなり前から

綿密な計画を立てることも必要であると思います。まずは、また気仙沼へ行くのか、他の

被災地に行くのかを決めることが先決だと思います。 

 

＜土松祐佑＞ 

今回のボランティア活動をしていていろいろな経験、反省点ができた。どちらかという

と反省点のほうが多いがそれを含めいい経験をさせてもらえた。 

まずは避難所で実際に被災者の方たちと一緒に生活できたのが大きいと思う。しかも朝

昼晩の食事まで用意していただき本当にありがたかった。また避難所の方々はじめ、市役

所の方々が温かく迎え入れてくれて本当によかった。被災者の方の生の声を多くは聞くこ

とはできなかったが、話を聞くというだけで貴重な体験だったと思う。子どもと遊んでい

るだけで大丈夫かなと最初は思ったけどこういうことも必要だし、自分の性格的に話を聞

くより体を動かした方があっていると感じた。社会学として新しく何かを発見できたかと

いうと有意義ではないかもしれないが、これが今自分にできる精一杯だと思った。 

反省点はたくさんあるがすべてに言えることは事前準備の足りなさ、これに尽きると思

う。交通手段にしてもそうだが決まったのが直前だったというのもあるがすべてが準備不

足だった。そのことで自分たちだけならまだしも相手にも迷惑がかかってしまった。あの

ような場所へ行くときはあらかじめシミュレーションをしてどのようなことをしようとし
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っかり決めていく必要がある。実際ただ行くだけで何か得られると考えていたし、何か仕

事が与えられると聞いていたけど全然違って自分で探して考えてやらなければならなかっ

た。これは最初にしては難しかったと思うけどそれを考慮していかなかったのは自分の甘

さでもあった。かといって被災地に行くということは考えるのとは全く違うということも

わかった。実際準備してどれだけの被災地に行ってからプラスになるのかわからないけど、

例えば被災地に行ってどうするのか、何を目的としていくのか、帰ってきてそれをどう生

かすのかということくらいは全員が明確に持っていくべきだと今回被災地に行ってみてと

ても感じた。 

 

＜佐野領哉＞ 

今回ボランティアは自分自身初めてであり、被災者と関わるため上手く話せたり、仕事

ができるかとても不安だった。しかし、避難所の人達は自分が想像していたよりも明るく

雰囲気が良く、よそ者の自分たちと接してくれた。1 日目の仕事をしていても何気ない話

ができたり、挨拶をしたら、にっこり笑って挨拶を返してくれたりなど、自分の緊張が次

第にとれていった。最後の帰る日も今日で帰りますと寝かしてもらった周辺の人や関わっ

た人達に挨拶をしたが、「ご苦労様でした」、「ありがとう」、「気をつけて帰って」など正直

役に立っていないかもしれないのに優しい言葉をたくさんもらった。ボランティアとして

行ったのに逆に元気をもらった。避難所には温かい人しかいなかった。 

 被災地を見れたのも、とてもいい経験になった。震災後はニュースで道が寸断されてい

ると聞いていたが、道は普通に通れるようになっており、自衛隊をはじめとする人々が一

生懸命活動したからだと感じた。そして、津波の恐ろしさを知ることができた。愛知県も

東海大地震が、自分が生きている時におそらくくるだろうから地震を侮ってはいけないと

感じることができた。今後のための反省は、個人的に準備期間が尐なすぎたと感じた。出

発する寸前まで色々と課題があり、本来解決していなければならないことを被災地に持ち

こんでしまったところを反省すべきだと感じた。 

 

＜加藤蓮美・西川愛＞ 

被災地を見て感じたことは、ニュースでは、福島の原発問題は確実に人災だといってい

る。確かにその通りだと思う。しかし、この東日本大震災での被害のほとんどが人災であ

ると思った。どこへ行っても『想定外、想定外』の一言。こんな一言で片付けられるよう

な被害ではない。何ものにも変えがたい人の命を何重ものブロックをかけて守るべきもの

なのだ。住民は今も不安な日々を過ごす。またいつくるか分からない余震と、宮城県沖地

震というもう一つの恐怖だ。そして、残されたローンなどの負債。すべて流され負の遺産

だけが残されてしまったのである。 

 

＜堀川拓也＞ 

 自分がどのように、この大震災と向き合っていくかについて、どの NPO 団体の報告会

よりも、自分の目で見て、いろいろ感じることができたので、とても今回の気仙沼へのボ

ランティアは有益だったと思う。 

 しかし、ゼミとして、統率が取れていないし、念密なスケジュール決めができていない
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ので、すごく無駄になった面があったので、残念だった。 

 これからは、もっとゼミとしてみんなで、円滑に活動・調査・報告をすすめ、できれば

学内や NPO 団体の報告会で、自分たちが学んだことを、多くの人に知ってもらいたい。 

 

＜加藤茉紘＞ 

 今回、ボランティアに参加をしてみて、自分としてまだまだボランティアに対しての考

えがはっきりしていない部分があるのを感じました。行政、NPO 団体、医療関係の方た

ちは、はっきりと目標をたて、そこから自分になにができるか、被災地から何を学ぶのか

はっきりと考えを持ち、支援をされている姿を見て、私自身、被災地で何を学びたいかを

考えながらの 3 日間でした。最終日まで上手くまとめることはできず、でも名古屋に帰っ

てきて、家族、友人と話をするなかで、ボランティアでの被災者側の話よりも、行政側に

たった話を自分自身が強く考えていたことを感じました。防災センターなど他の避難所を

回り、話を聞くなかでの行政の大切さ、また災害時での強さに気付き、また被災者である

のに、近所、同じ避難所の人のために働く行政の方たちをみて、愛知県で地震が起こり、

このような事態になった際も、助けてくれ、頼りになるのは行政であり、それに尐しでも

今回の経験を生かして、私自身が行政の手助けをすることができたらと思い、これからも

気仙沼を通して、学んで行けたらと思います。 

 

＜小栗優＞ 

被災地へ行って私は、何も力になる事ができなかったと思う。ただ現地の様子を見たい

という気持ちで、きちんとした目的が自分の中になかったことが原因だと思う。現地で活

動している方は、それぞれが自分の役割をキチンと理解し目標を持ち、それぞれができる

事をしていた。そして、お互いの仕事を理解し協力し、全体を通して避難所をよくしよう

としていた。今回、人々が協力している姿をみて協力し合う事が非常に大切であり必要で

あるということがわかりました。 

今後は、避難所や避難者の生活に必要なことを考えて、自分達で活動できることを提案し、

実行して行きたいと思います。 

 

以上。 


