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特集１ 日本災害復興学会 2010 神戸大会シンポジウム 

「震災 15 年残された課題 震災障がい者」報告 

 

 日時：2010 年 10 月 16 日（土）～10 月 17 日（日） 14:00～16:40  
場所：神戸大学六甲台キャンパス（六甲ホール） 
 
■第一部 トーク 「震災障がい者のおもい」 

岡田 一男（警備会社勤務） 
城戸美智子（主婦・三児の母） 
聞き手：魚住由紀（MBS ラジオ震災防災番組「ネットワーク 1・17」パーソ

ナリティ） 
 
■第二部 シンポジウム 「震災障がい者 残された課題」 

 パネリスト 
牧秀一（よろず相談室主宰・神戸市立楠高校教員） 
桜井誠一（元神戸市保健福祉局長・日本パラリンピック委員会運営委員） 
川口裕之（毎日新聞記者） 
玉木幸則（メインストリーム協会副代表・日本相談支援専門員協会副代表） 

コーディネーター 
塩崎賢明（神戸大学大学院 工学研究科教授） 
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 日本災害復興学会神戸大会シンポジウム 

一部 トーク「震災障がい者のおもい」 

 

 

 

 

○司会 

「震災 15 年 残された課題 震災障がい者」と

いうタイトルのシンポジウムでございます。 

本大会の実行委員会の第１回目の議題は、この

シンポジウムのテーマをどのように設定するかと

いうところから議論が始まりました。震災からも

う 15 年以上経過した神戸、被災地ですけれども、

そこではまだ数々の問題が残っています。住まい

の問題であったり、また、神戸の市内に戻ってこ

れなかった人々のいろんな課題があるわけですけ

れども、その中でも特に、余り焦点が当てられて

こなかった震災障がい者という課題をシンポジウ

ムのテーマに設定して、これまで企画を進めてま

いりました。 

本日のシンポジウムの流れですが、二部構成に

分かれております。第一部では、ＭＢＳラジオ震

災防災番組を担当されています魚住さんの進行で、

第一部「震災障がい者のおもい」という形で、40

分ほど進めてまいります。その後、休憩を挟むこ

となく第二部のパネルディスカッションに進みま

す。パネルディスカッションのコーディネーター

は、神戸大学教授の塩崎先生にお願いいたしてお

ります。 

そうしましたら、早速シンポジウムのほうを開

始します。それでは、これ以降の進行を魚住さん、

よろしくお願いいたします。 

○魚住由紀 

大会実行委員も務めさせていただいております、

私、魚住由紀と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

ふだんは毎日放送の震災番組、「ネットワーク

1・17」という番組のパーソナリティとしまして、

ラジオでおしゃべりをしております。そんなわけ

で、時々カジュアルな言葉遣いになってしまうか

もしれませんけれども、お許しくださいませ。 

 

 
 

早速なんですけれども、お手元の資料、１カ所

訂正させてください。中に、城戸美智子さんのお

書きになった「新しい風」という文章がございま

すが、おわかりでしょうか。こちらですね、「新し

い風」と書いてありますけれども、その右下の一

番右側の行です、「そんな中で、小学校４年生にな

った拓馬。直子の嬉しい小学校入学」と書いてあ

りますが、「嬉しいはずの」と、「はずの」を入れ

てください。ちょっと意味が変わってきてしまい

ますので。ごめんなさい、いきなり訂正からです

が、よろしくお願いいたします。 

本当にいいお天気で、午後の眠くなる時間です、

少し長い時間ですが、どうぞ最後までおつき合い
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ください。 

今日は、このように「震災 15 年 残された課題 

震災障がい者」というタイトルでシンポジウムを

開かせていただきます。この問題は、今まで余り

光が当たってこなかった問題です。私ごとになり

ますけれども、この問題、私も初めて知ったのは

2007 年の１月、この復興学会の設立準備フォーラ

ムが開かれまして、そのときの円卓会議で、この

問題が初めて公の場所で発表されました。そのと

きに私も初めて認識いたしました。 

そうやって耳を傾けてみると、がつんと頭を殴

られたような思いのする言葉がその中にありまし

て、それが当事者のお母様がおっしゃっていた、

「これまでけがをした人も頑張ってね、早く治し

て頑張って生きていってねという言葉をだれも言

ってくれなかった」。この言葉は、私は大変ショッ

クでした。ラジオの向こうにいる皆さんに、励ま

しの言葉をいつも少しでもと思ってかけているつ

もりで仕事をしていたのに、そんな方たちに思い

を寄せることが自分はできていなかった。今回、

こうやってシンポジウムに携わらせていただいて、

そのことを胸に秘めながらお手伝いをさせていた

だいております。 

あの 15 年前、震災当初よく言われたのが、阪

神・淡路大震災、この地震は、日本の将来に起き

ることを前倒しして、日本の弱い部分をあぶり出

して見せたという言い方をよくしていましたけれ

ども、覚えていらっしゃいますでしょうか。それ

から 15 年たって、いろんな検証が行われて。 

例えば復興住宅に住んでいらっしゃるひとり暮

らしの高齢者にはケアが必要だということがわか

って、当初からわかっていましたけれども、それ

を支えるボランティアの方たち、そしてまた行政

もそれに対して何かサポートシステムをというこ

とで、今、神戸では盛んにそのケアに力を入れて

います。そうすると、じゃあ私たちの生きている

地域で、このことが何か超高齢化社会に生かせな

いだろうか、と全国から視察がやってくるように

なりました。 

きっと、今日お届けする問題も、そのように、

これから日本の中で役に立てていただける、そう

いう問題ではないかと考えています。何しろ議論

されたことが余りない問題ですので、もしかした

らこういう場所では初めてかもしれません。です

ので、今日のシンポジウム、どこまでたどり着く

かわかりませんけれども、きっと何かヒントが出

てきたり、これからに向けての糸口が見えてくる

んじゃないか、そんなふうに私は思っています。 

では始めていきたいと思います。前半は私が聞

き手を務めさせていただきます。お二人の方に壇

上に上がっていただきますので、どうぞ大きな拍

手でお迎えくださいませ。 

まず、城戸美智子さん。よろしくお願いします。

続いて、岡田一男さんです。よろしくお願いいた

します。 

それでは、どうしましょうか。おかけいただい

てから、それから、お話を始めさせていただきま

しょうか。私も失礼して座らせていただきます。 

では、早速ですが自己紹介を兼ねながら、城戸

さんからまずお願いできますか。 

○城戸美智子 

今日は遠くからたくさんの方が来られていると

聞いています。ありがとうございます。 

私ごとですけれども、私は５歳ぐらいのときに、

多発性の関節リウマチというのにかかりまして、

半世紀ちょっと、この病と一緒に生きてきました。

でも、普通に結婚をして、３人の子供に恵まれま

した。子供を授かったときに思ったのは、何とし

ても子供たちが 20 歳になって成人するまでは、頑

張らなくちゃいけないなという思いでした。そん

な中で、阪神・淡路大震災に遭いました。今まで

は自分の体も気遣いながらの生活をしていました

けれども、この震災に遭ってからは、自分のこと

はもう言っておれないという感じになりまして、

いろんなところに出かけていったりとか、娘の介

護とかに忙しくなりました。今ではもう、それが
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私のリハビリにもなっているのかなと、少しプラ

スの考えも持ちながら頑張っています。 

今日は、私たち親子の震災の話を一生懸命させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○魚住由紀 

では、続いて岡田さんもお願いします。 

○岡田一男 

現在、私はポートアイランドに住んでおります。

岡田と申します。仕事は、現在は神戸大丸の夜間

の警備の仕事で、６時 15 分から明くる日の９時半

までの勤務で、歩きながら、リハビリしながらお

金をもらっていると、そういうふうにとって頑張

っている岡田一男です。よろしくお願いします。 

○魚住由紀 

ありがとうございます。岡田さん、足が不自由

でいらっしゃって、それを御自身でテープでぐる

ぐる巻いて固定をされて、リハビリを兼ねながら

警備の仕事をされていて、夜勤が多くて大変な中、

今日もお越しいただいております。お二方、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

さて、早速なんですけれども、城戸さんね、震

災当初、15 年前というのはどんな状況で地震を迎

えられたんですか。 

 

 
 

○城戸美智子 

私は阪神の大石の近くに住んでいたんですけれ

ども、阪神の高架が、あの辺全部落ちた、本当に

際に住んでいました。あの辺は灘五郷という酒蔵

の、静かで本当に下町情緒のいい、平和な町でし

た。そこで震災に遭って、洋子はピアノの下敷き

になりました。助けたときにはもう意識がなくて、

どうしたものかと思ったんですけれども、何とか

病院に運ぼうということで外に出ました。運ぶに

しても阪神の高架が落ちていたりとか、垂れた電

線に行く手を阻まれたりとか、家が道になだれ込

んでいるとか、本当に想像しないような状況でし

た。今思ったら、それを見ただけでも大変なこと

なのに、そのときはそれを平気で、この道が通れ

ないから違う道を行こうなんて言っていた自分に、

後で気がついたときにすごく驚きました。 

娘は、運ばれた病院もほぼ全壊状態のような病

院だったんですけれども、奇跡的にその晩に転院

させてもらったんです。転院先もやはり電気とか

はなかったんですが、自家発電の集中治療室が使

えるということで、そこに運ばれました。そこで

私が先生から聞いたのは、12 時間の命ということ

でした。会わせたい人がいたら会わせてあげてく

ださいと言われたのですが、こういう状態でだれ

が来てくれるんだろうと。老いた母とか、そんな

ことを一瞬思いましたけれども。その中で先生が、

娘さんは若いから、３％の命の希望があると言っ

てくださいました。私は先生に、「それにすがりま

すから頑張ります」ということでした。娘はそん

な死の縁から何週間かたって生還してきてくれま

した。そんな状態でした。 

○魚住由紀 

最初、皆さんが助けてくださって、そして病院

に運んでいかれたんですよね。 

○城戸美智子 

そうです。そのころの流れとかを話すと、本当

にいろんな知らない方たちに娘を病院に入れてい

ただきました。後から思うと、ある意味奇跡じゃ

ないかと思えます。何か違う星に来たような町の

中を病院に向かったと思います。夢中だったので
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よくわかりませんけれども、入った病院も大変で

した。 

○魚住由紀 

最初、何時間後ぐらいに病院に行かれたんです

か。 

○城戸美智子 

娘の場合は本当にこれが、運がいいと言ったら

おかしいですけども、すぐに近所の人たちが来て

くださって、娘がピアノの下敷きになってるから

助けてっていう感じで、ピアノを持ち上げてくれ

て、すぐに外に出したんですね。そしたら近所の

お兄さんが、車があるから病院に運ぼうとか言っ

てくださったので、本当にぐちゃぐちゃの道を何

とか探しながら、病院の近くまでは行けたんです

けども、結局は病院の前までは行けなくて、ここ

から運ぼうということになったんですね。そして

車から娘をおろして、けがしてますから助けてく

ださいって、本当に知らない人たちに叫んだんで

す。そしたらたくさん外に出ておられた男の方た

ちがわあっと寄ってくださって、娘を、近くの救

急指定の病院だったんですけれども、そこに運ん

でくださいました。でも、運んだその病院も、後

から聞けば全壊状態の病院だったということで、

もちろん治療とかもしてもらえず。 

○魚住由紀 

それで、どうされたんですか。 

○城戸美智子 

でも娘は比較的まだ混まないと言ったらおかし

いですけど、早い段階で入ったので、点滴とかを

していただきました。そして私は看護師さんに、

意識がないから絶対頭がどうにかなっていると思

ったので、レントゲンを撮ってくださいと言った

んですね。そしたら看護師さんが、電気が来てな

いのに何で撮れるのよとかって怒られたというか、

言われて、そのとき初めて、ああそうなんやと思

いました。そんなときからだんだん、いっぱいの

人が来られるようになってきたということで。娘

は、時間とかはわかりませんけれども、早い段階

で病院へは滑り込んだんです。 

○魚住由紀 

呼吸が一度とまったんですよね。  

○城戸美智子 

いつ転院できたのかわからないんですけども、

転院先の病院で呼吸がとまってると言われました。

早く何とかせなということで、呼吸器をつけるよ

うなことをしていただいたんですが、呼吸器もな

くて、手でこうやってやる呼吸器を初めつけてて

ね。 

○魚住由紀 

手動式の。 

○城戸美智子 

はい。それからすぐに看護師さんが、古い形や

けどごめんねとか言いながら探してきてくださっ

て、娘は呼吸器につながれて、12 時間の命と宣告

されました。 

○魚住由紀 

どうにかそれで命は取りとめることは。 

○城戸美智子 

でも、そのときはもうわからなくて、それから

２週間ぐらいは、もうどうだろう、どうだろうと

いう中で、本当に娘の目は、当初、腐った魚のよ

うな目をしてたんです。もう全然。それがだんだ

んといつもの娘とまではいかないまでも、いつも

のひとみがキラキラとしている娘の目のようにき

れいになってきました。そして私が、もう命は大

丈夫かな、もう大分元気かな、となったときに、

娘に「洋ちゃん、大きな地震があってね、けがし

たんよ。友達もみんな大変なのよ」って言ったと

き、娘の目から涙がポロポロって流れたんです。

そのときに、私は、ああこの子はもうわかってる、

大丈夫だと確信をしました。 

○魚住由紀 

わかりました。 

さて、岡田さん。岡田さんは１月 17 日５時 46

分、どこにいらっしゃったんですか。 

○岡田一男 
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当日、前日からセーターとズボンのまま、長方

形の壁際のこたつに横から入って、そのままうた

た寝して朝まで眠ってた状態でした。 

○魚住由紀 

岡田さんは東灘区の御影、阪神御影の駅の北側

にある通り沿いに、パーラーコイケさんでしたね、

喫茶店を営んでいらっしゃって、自宅とお店が一

緒の建物、ここで被災されたんですね。 

 

 
 

○岡田一男 

そうですね。あれは朝、寝てたときに耳元に何

か、ゴーっというような音が聞こえたと思ったと

きに、ゆさゆさっと揺れて、ビルが何かビシッビ

シッと音がし出して、地震やと思って立ち上がろ

うとした瞬間に、下からどかんと突き上げられま

した。そのときに、その勢い、突き上げられた勢

いでどんとしりもち、片ひざついて立ち上がった

ときのしりもちをついた状態の、ひざとこたつの

間のわずか 20 センチ弱のところに頭を突っ込ん

だときに、何か頭の上でどたん、ばたんといって、

あと大きな大音響でどかんというような音がして、

その後はしんと静まりかえってしまいました。後

で、20 日ほどして娘がその穴の中に手を突っ込ん

でカメラで撮ってくれた写真を見たときに、その

ばたんばたんどかんの意味がわかったんですけど

も。 

○魚住由紀 

次の写真を、それでは。ここですか。体が挟ま

れていたところが。 

○岡田一男 

海中電池の横に白く見えているのが、本が詰ま

った 20 センチ幅の本箱がどんと飛んできて、こた

つの上に乗っかりました。その上にちょっとちら

っと見えているのが、自分の右わき腹にあった壁、

15 センチのコンクリートなんですけども、それの

下が崩れて、そのまま頭の上にどかんと乗ってき

た形ですよね。 

○魚住由紀 

50 センチぐらいの間の中に、ずっと挟まれたま

まだったわけですよね。 

○岡田一男 

そうですね。だから、今思っても、どう言うの

か、落ちて頭を下げるタイミングがたとえ１秒で

もおくれていたら頭がなくなってたやろうと思い

ますし、下げた頭がひざの上に乗っていても頭が

つぶれていただろうなという思いが今でもありま

すね。 

○魚住由紀 

ひざを曲げた状態で、おしりをぎゅっとついて、

ここはうつ伏せ。 

○岡田一男 

立てひざで。毛布の中に顔を突っ込んだ状態で

すね。 

○魚住由紀 

呼吸はどうでしたか。 

○岡田一男 

その瞬間から息でけへんという。息ができんと

いうような感じはありました。 

○魚住由紀 

結局、何時間ぐらいその中に閉じ込められたま

まだったんでしょうか。 

○岡田一男 

結局、最終的に田辺市のレスキュー隊、奇跡的

にですけれども、助けていただいたのが 18 時間後。 

○魚住由紀 
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18 時間後。 

○岡田一男 

はい、18 時間後です。 

○魚住由紀 

それまでは、その 18 時間の間というのは、岡田

さん、どんなこと考えられたりしましたか。 

○岡田一男 

最初はね、びしっといったときからここだけか

なという感じもあったんですけども、まず最初に、

自分の今埋まっているすぐ近くにガス管の太い本

管、ビルに供給する太いガス管があったので、あ

そこ壊れてるなと思って。 

○魚住由紀 

そんなことまで。 

○岡田一男 

しかし、ガスのにおいは全然しなかったので、

大丈夫やなと思って。しばらくはしんと静まり返

ってました。 

○魚住由紀 

外からの声みたいなものは聞こえなかったです

か。 

○岡田一男 

だから、どのくらいたったか時間はわかりませ

んが、娘がお父さん、お母さんって呼びかけてき

たときに、娘は助かったんやなという思いがあり

ました。その娘が、ビルの、はだしでビルの屋上

まで飛び上がって、屋上から近所の人に助けを呼

んで、近所の方がたくさん来てくれて。それから

もう助けるということで、余震の中、皆さん来て

くれました。 

○魚住由紀 

次の写真をごらんいただきましょう。 

これは、フェンスが見えますけれども、建物の、

先ほどの裏側になりますね。 

○岡田一男 

そうです。これは御影工業高校のグランドにあ

った、うちのビルの４階まで届く野球のネットが

あったんですけども、このネットがあるために、

間は１メートルちょっとしか間隔なくて、付近の

人は遠回りしてこのネットの中に入ってきて、声

かけてくれたというような状況だったんです。 

○魚住由紀 

こちらから岡田さんも救助されたんでしょうか。 

○岡田一男 

そうです。まあ、それまでに随分ね、暗い中で

いろんなことを考えていたんですけども、一番最

初、ヘリコプター飛ぶ音で、ちょっとこれ大きい

なという感じがまずしました。その後、御影浜で

三菱商事のＬＰＧのタンク、ガス漏れが発生して

いるから。 

○魚住由紀 

ありましたね、タンクからガスが漏れはじめた。 

○岡田一男 

はい。住民の方は国道２号から北へ避難してく

ださいと、そういうマイクで言う声が聞こえて、

埋まって下見ながら、下で呼吸、一生懸命息しな

がら、これはちょっとじゃない、大変なことにな

ってるなという、だんだんそういうときに、はい。 

○魚住由紀 

そのアナウンスが聞こえてきたんですね、逃げ

るようにという。 

○岡田一男 

全く外の状況というのはわかりませんけど、そ

ういう音とか、その声で、外の状況が少しずつ理

解できてきたような状況に。 

○魚住由紀 

ということは、岡田さんが埋もれている中で、

多分、近所の方たちは北へ北へと逃げておられた

んでしょうね。 

○岡田一男 

そうですね。しばらくの間は静かになりました。 

○魚住由紀 

わかりました。 

そしてまた城戸さんにお伺いしますけれども、

何とか命を取りとめられて、洋子さん。だけれど

も、後遺症が残ってしまった。お嬢さんはどうい
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う症状で、どんな後遺症が残ってしまったんでし

ょうか。 

○城戸美智子 

そうですね、娘の体にたくさんのいろいろなチ

ューブがついていたんですけれども、それが一つ

一つ取れていって、元の姿に……なってきたんで

すけれども、何か違う、何か違う、いつもと全然、

前の洋子じゃないと思い始めたのはまだ入院して

いたときです。歯を磨きなさいと言うといつまで

も歯を磨いている、ちゃんとおふろに入っても体

を洗えない、それから、病室の窓から見える入院

患者の皆さんににこにこあいさつする、何かおか

しい、おかしい。いつもの洋子じゃないというの

をすごく感じました。後から言葉的には多動とい

う言葉で、じっと座っていられなかったり、本当

に全く前の洋子ではない洋子になってしまいまし

た。 

退院後、２年間リハビリに通いました。言葉も

ちゃんと話せなくなったので、言語訓練とか作業

療法とかいろいろしたんですけれども、落ちつい

てはきたのですが、これから先、この子はどうな

っていくんだろうというのが全然わかりませんで

した。そんな時、たまたま洋子と同じような症状

の方が載っている新聞を見ました。それは名古屋

のリハビリテーション病院の患者さんの記事だっ

たんですけれども、病院に問い合わせをさせてい

ただきました。そこで診ていただけることになり

ました。震災から６年がたっていました。名古屋

に行って、そこで高次脳機能障害であるとはっき

り言われました。私はそれまでいろんなところで

娘のことをお話しするときに、こんなんで、こん

なんで、こんなことができてできなくてみたいな

話をしていたんですけれども、高次脳機能障害と

いう大きな障害を負ったということがはっきりし

たことで、私はこれからこれを、相手の人がわか

ろうとわかるまいと言えるという気持ちで、変な

言葉ですけど、ある意味ほっとしたというような、

向き合っていける元気が出たかなという反面、あ

あやっぱりそうなんだという気持ちで名古屋から

帰ってきました。それは本当に、震災から６年が

たっていました。 

○魚住由紀 

高次脳機能障害という病気、障害については、

多分まだまだ知られてないと思いますけれども、

城戸さんはこの言葉を知ったのは震災からどのぐ

らいたってですか。 

○城戸美智子 

ですから、もう名古屋で。名古屋でその先生に。 

○魚住由紀 

じゃあそのときに初めて。 

○城戸美智子 

そうです。 

○魚住由紀 

それまではわからなかったんですか。 

○城戸美智子 

わからなかったです。だからその障害、何が障

害というのがわからなかったです。それでその病

院に行ったときに、もちろんドクターの先生もそ

うですけれども、ワーカーさんに、教えてもらい

ました。それからその病院の近くにあった高次脳

機能障害の家族会にも行きますかと言われたので、

もちろん行きますということで、家族会の家族の

方にお会いして、娘こんなんなんですとか、こん

なことができて、できなくてとか言ったときに、

初めて高次脳の人はそうだよねって言っていただ

いたんですね。そのときに、本当にやっと話が通

じる人に会えたんだという思いで、本当にずっと

泣いてました。 

○魚住由紀 

その家族の会というのは名古屋にしかないんで

すか。 

○城戸美智子 

いえ、今はもう全国的にある、大分できました。

あれからもう本当に１０年近くたって、高次脳と

いう言葉もあちらこちらで聞かれるようにもなっ

てきましたけれども、あの時分はまだまだそんな



特集１  神戸大会・震災障がい者シンポジウム報告 

 

日本災害復興学会誌 VOL.2 9
 

ことが一般的というか、私は知りませんでした。

兵庫県に帰ってきても、高次脳機能障害なんです

と言ったら、どんな字を書くんでしょうとか言わ

れる程度のところから始まりましたので、まだま

だ認知度は低かったと思います。私も知らなかっ

た。 

○魚住由紀 

兵庫県でも専門のお医者様がおられる。 

○城戸美智子 

そうです。全国的にも数えられるぐらいしかい

ないと言われました。今はそれを判定してくださ

る先生も増えてきつつはあると思いますけれども、

私が名古屋から帰ってきて言われたのは、高次脳

機能障害というのは、今のところ何の支援も制度

もない、本当に福祉の谷間に落ちてしまった障害

なんだと聞かされました。 

○魚住由紀 

そういう城戸さん御一家は、鈴蘭台の公園の仮

設住宅で過ごされて、その写真ありますかね。そ

この仮設住宅から。 

○城戸美智子 

荷物がたくさん出てますが。 

○魚住由紀 

荷物たくさんありますね。 

○城戸美智子 

子供もいっぱいいますので。 

○魚住由紀 

５人家族で。 

○城戸美智子 

私が仮設に行ったのは、震災後、娘が退院して

実家に帰ったんですけれども、両親も年老いてて

なかなか大変だったので、仮設に出ようというこ

とになりました。本当に重い気持ちで、洋子がそ

うやって多動でじっとしておれなかったり、下の

２人の子は元気盛りだったので、多分１週間も仮

設にはおられへんやろうなという気持ちで行った

んです。本当にもう、生きる希望というか、そん

なのは全然なくて、私は……マイナス思考で生き

てはいけない、どうやったら死ねるんだろうみた

いなことばかり、頑張って考えていたような状態

だったんです。仮設に行ったときに、83 世帯ほど

あったんですが、その中で子供がいた世帯は３世

帯だけだったんですね。あとは高齢者の方だった

んですけれども、皆さん本当に自分の孫とか子供

のようにかわいがってくださって、私がうるさく

て済みませんって言ったら、いや、もう子供の声

が聞こえると元気が出るよって言ってくださって。 

○魚住由紀 

そうですか。 

○城戸美智子 

私は本当に仮設に行ったことによって、自分の

暗かった向きを変えていただいた。生きていける

かなと。私は震災に遭って仮設に行ったことで方

向が変わった。ここが一つの大きな生きる原点だ

ったと思っています。今ここに至っている私の。 

○魚住由紀 

そうですか。ありがとうございます。 

そして岡田さんですが、岡田さんにはどういう

障害となって残ってしまったんでしょうか。まず

最初、病院に運ばれて、そのときはどんな症状だ

ったんでしょう。 

○岡田一男 

そうですね、東神戸病院に運び込まれたときは、

血圧も上が 70 切ってる、血中酸素も 70 から 50 台

に下がってくると。それから、わき腹にコンクリ

ートが当たって、ここも２本骨折……。そういう

状態の中で挟まれた足、足というか、18 時間おし

りの１点で体重を支えていたもので、足が完全に

しびれてしまっていたので、足の左足、手が全く

しびれて動けない状態でして、そのままＩＣＵに

入ったんですけども、ボンベの酸素、あと２時間

かなという話が聞こえまして、レスキュー、ＩＣ

Ｕといってもレスキュー隊のストレッチャーのま

まＩＣＵの前の廊下で並べて治療してもらいまし

たし、酸素もボンベから直接パイプを引いてきて、

口の中にほうり込むというような形で、あと２時
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間もつかなという声を聞きながら、その中で治療

を受けてました。 

意識があったりなかったりで、後で、８年後ぐ

らいですか、病院で見せてもらったときには、当

時はカルテなんかできてなかったんやと。その都

度、その都度の症状に合わせてメモに書いて、そ

れを張りつけていったんやという、そのメモを見

せてもらったときに、かなりシビアというような

ことも書いてありましたし。神戸ではこれ、治療

できないということで。 

○魚住由紀 

大阪に。 

○岡田一男 

杭瀬に半日ほどいて、最終的に 19 日の夕方です

かね、千船病院、５時 40 分ごろだったと思うんで

すけども、大阪の千船病院に入りました。即ＣＴ

写真撮ってもらったときに、先生４人ほどいらっ

しゃったんですけども、上 60 切ったな、やばいや

ばいって。チアノーゼも出てるぞというような感

じで、やばいやばいと言われながら、機械では息

を吸ってと言われますけど、息吸うことはできな

かった。その後すぐ、人口透析が始まりまして、

４時間ぐらいかかって、やっと血の気が戻ってき

たかなというような状況から病院の生活に入りま

した。 

○魚住由紀 

入りました、８カ月。それでクラッシュシンド

ロームと言われたわけですね。 

○岡田一男 

そうですね。それから、入院して１日か２日目

ごろですね。当時、担当してもらってた足立先生

というドクターですけども、神戸大学のほうから

岡田さんと同じような症状で挫滅症候群、普通は

クラッシュシンドロームという症状が 13 名わか

っていると。その 13 名の中の１人ですということ

で、これ珍しい、あんまりわかってない珍しいこ

ともあるので、治療する資料は使わせてもらって

いいですかという申し出がありましたから、その

とき助かるのは何か役目がある以外、もう、自分

が助かると全く思っていなかったので、どんどん

使ってくださいというようなことで。 

○魚住由紀 

助かるのであれば、自分には何か役目があると。 

○岡田一男 

絶対もう、役目以外、これで死んで当たり前、

助かるのはおかしいという状況だったので。 

○魚住由紀 

なるほどね。 

○岡田一男 

どんどん使ってくださいという姿勢は、最初か

らありました。 

○魚住由紀 

最初は、まず、多臓器不全の治療をされて、本

当は足もおしりも痛くてモルヒネを打ってもらい

ながらずっと我慢されていたんだけれどもという

ことですね。 

千船病院でのスタッフの皆さんとの写真もあり

ます。 

○岡田一男 

そうですね。 

○魚住由紀 

それからその後ですが、後遺症として、こちら

が挫滅症候群。 

○岡田一男 

診断書ですね。 

○魚住由紀 

診断書が出ています。それから、足とおしりに、

結局、後遺症が残られたわけですね、岡田さんね。 

○岡田一男 

そうですね。最初は挫滅症候群で、急性腎不全、

それから急性心不全。命にかかわるところだけを

うちではやらせてくださいということで、特に心

不全に関しては３月末いっぱいまでかかっての治

療になりました。 

○魚住由紀 

こちらは、これは。 
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○岡田一男 

その間、おしりのほうは全く治療するというこ

とがなかったものですから、その間に、４カ月ぐ

らいしてからですかね、だんだんおしりの横にひ

ざの皿ぐらいの大きさの固まりができてきて、ま

ともに座ることはできないし。 

○魚住由紀 

おしりが固まってしまったんです、おしりの筋

肉がかたくなってしまった。 

○岡田一男 

そうです。おしりの重心をかけるところが、筋

肉が、後で聞けば石灰化ということらしいんです

けども、それが取れるのに約４年以上かかりまし

た。 

○魚住由紀 

４年以上してからの、これは写真ですか。 

○岡田一男 

その直後の東神戸病院のクラッシュシンドロー

ム、挫滅症候群の４年後の予後の調査ということ

で。 

○魚住由紀 

はい。これ左側がおしり左ですね。右側がおし

り右の断面図と。 

○岡田一男 

はい。左が普通の大臀筋の位置で、右側の大臀

筋は約３分の１がもうそげてなくなった。溶けて

なくなってるんです。 

○魚住由紀 

一回かたくなった筋肉が、今度は溶けてなくな

ってしまったという状況で、だから、おしりの筋

肉が今ないと。 

○岡田一男 

はい。３分の１ほどなくなった。これ、けがだ

ったら治るんですけど、けがと違うなと。壊れて

るんやというのが実感としてありましたね。 

○魚住由紀 

身体障害の手帳を交付されますけれども、岡田

さんはこの手帳は足でとられていて、このおしり

に関しては、認定の中に入っていないということ

ですね。 

○岡田一男 

東神戸病院の遠山先生、現在、副院長ですけど

も、この写真とか、あと診察行ったときに、悪い

けどさわってもいいかって言って、ぽんとしたら

手のひらの中にすぽっと入ってしまうぐらいの大

きさ。左と、かわいそうになと言って。これ、今

の身体障害の等級では対象外のところであって、

臀部のあれということは人口肛門つけるとか、そ

ういうこと以外は障害と認めないという。障害の

枠から外れたけがやということを言われました。

かわいそうにと。 

○魚住由紀 

結局、認定の中には入らないわけですけれども、

実際のところ岡田さんはこのおしりの筋肉がない

ことによって、日常に不自由をしていらっしゃる

ということです。 

さて、城戸さん、15 年、どんな思いで過ごされ

てきたか、そんな長い間のことを一言で、２分で

言えなんて言われても無理かと思いますけれども、

少し教えていただけますか。 

○城戸美智子 

私はずっと洋子みたいな、こういう震災でけが

した人たちのことが聞かれるかと思ったんですが、

それが全然聞かれなくて、耳からも目からも、そ

して何からも聞かれないということにすごく悲し

いというか、憤りを感じていました。本当に毎日

毎日がとても苦しかったんですけれども。 

そんな中で阪神・淡路大震災を記録し続ける会

の手記募集というのを新聞で見たんです。それを

見たときに、私は今のこの思いを書きたいという

か、残したいという気持ちがすごくあり、その記

事を見た途端にもう、本当に一瞬というか、すぐ

に書きました。それがお手元に今日は届いている

と思います。「新しい風」というのは向こうがタイ

トルをつけてくださいました。それは本当にすべ

てをさらけ出してという意味で、子供たちの名前
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もそのままに、みんな素直な気持ちで書かせても

らいました。 

そしてそれが思いがけなく本に載せていただく

ことになりました。それによっていろいろと声を

かけてくださる方たちもいて、その都度一生懸命

私の経験したことをお話しさせていただいたりす

ることにもなりました。 

それから、10 年目のときに、私は 10 年目、ど

んなことが書けるかなと思っていたんですけれど

も、亡くなられてしまったのですが、高森先生が、

城戸さん書いてみませんかと言って背中を押して

くださいました。そして、私はやっぱり書こうと

思って 10 年目にも書かせていただきました。それ

も、この震災のことを教訓として伝えるには大事

ということで、本に載せていただくことになりま

した。 

私は 10 年目のときに、兵庫県と神戸市が、この

10 年で震災を検証するということで、あちらこち

らでたくさんのシンポジウムがあったり、ワーク

ショップがあったりしました。まだ私も元気だっ

たので、私たちのようなことが出るかしらという

思いがあって、自分でできる範囲、わかる範囲で

聞きに行こうという思いがありました。そんな中

で、5,000 人アンケートという、読売新聞だった

と思うんですけれども、アンケートがあって、神

戸大学の岩崎先生が統計を発表してらっしゃいま

した。その中に「大きなけが」という項目があっ

て、「出てる」とか思って。私はもう出ないという

ことを確認するためのシンポジウム回りをやろう

という気持ちがありましたので、一瞬ぼうっとし

て聞いてたんですけども、「大きなけが」があって、

これは大きな問題ですというふうに先生がおっし

ゃったときに、すごくもうびっくりしてしまいま

した。後日岩崎先生とお話しする機会を頂き、そ

のときに「10年間、本当にほったらかしてきたね、

ごめんね」と言ってくださったんですね。私はご

くごく普通の主婦ですので、大学の先生とお会い

する機会ももちろんないわけです。けれども、先

生にそうやって言っていただけたということで、

何かすごく今まで凍りついていた心の、一角の氷

がぽろっと取れたなという、そんなイメージがあ

りました。 

○魚住由紀 

大きな出会いでしたね。 

さあ、岡田さんですけれども、岡田さんは 10 年

半たったときに、田辺消防にありがとうと花束を

持って行かれたということがありました。これは

岡田さんにとっては大きな節目だったそうですね。 

○岡田一男 

そうですね。震災で余震の続く中、本当に危な

い中を２時間必死で救助されてくださった人たち

が、声ではお礼は言ったんですけども、ちゃんと

顔を見てお礼を言わなかったら、これは人間のす

ることじゃないわと。人間じゃないという、自分

を責める気持ちが 10 年間ずっとありましたので、

いろいろあって、やっと 10 年目に休みを取れて、

今行かなかったらと思って、田辺市のほうに行か

せていただきました。そのときに、紀伊田辺の駅

をおりたときに、消防の広報車が待っていたんで

すけども、岡田さん、ちょっと予定変わりました

と。田辺の市長が岡田さんに会いたがっています

ので、先にそちらのほうに来てくださいというこ

とで、市長のほうに行かせてもらって、よく来て

くださいましたと声をかけていただきました。 

その後すぐ記者会見が始まったんですけども、

まず第一声の質問が、岡田さん、どうして 10 年目

なんですかという、そういう質問から。 

○魚住由紀 

そうですね。何てお答えになったんですか。 

○岡田一男 

いや、今までは本当にいろいろあって、やっと

10年で来ることができたんですという。もうあの。 

○魚住由紀 

それまではいっぱいいっぱい。 

○岡田一男 

そうですね、はい。10 年たって来るのが精いっ
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ぱいだったというお話をさせていただきました。 

○魚住由紀 

これが一つ、岡田さんにとっての転機となられ

たそうですね。 

○岡田一男 

そうですね。そのときにお会いした消防の司令

の方たちが、実際に当日、自分らの、何か神戸に

煙が上がっているということで、自分たちが乗り

込んでこられた方だったんですけども、１週間の

レスキューの活動の記録というのは、ただ、大学

ノートにレポートとして書いてあるだけのを見せ

てもらいました。その中で、１週間 17 名掘り出し

て、生存者は２名。そのうちの岡田さんは１人で

すと。問題は、ずっと悩みがあるという、後で知

ったことなんですけども、一番最初に、声はしな

いけど助けてくれませんかというところに着手し

ようとしたときに、僕を助ける、助けると言って

いた青年が走って行って、レスキュー車に飛び乗

って、こっち声するんやから、こっち来てという

ことで引っ張っていったわけですけども、そのこ

とを 10 年間ずっと考えていたという。声がしない

から助けなくていいのか。声がするから助けんと

いかんのか。そのことで 10 年悩んだとおっしゃっ

てました。レスキューの掘り起こしたときに、そ

の現状というのは、おっしゃったのは、人の命っ

てこんなに簡単になくなっていいものやろうかと

思ったと。朝コーヒー飲みながら、おばあさんが

こたつの上で圧死されたり、おじいさんが逃げよ

うとして窓から飛び出した途端に、窓枠に挟まれ

てそのまま死んでいったと。だからレスキュー隊

としても非常につらい思いをしたというようなお

話を聞いたときに、自分が助けていただいたとい

うことの重さというのを物すごく感じましたです

ね。 

○魚住由紀 

感じられた。 

○岡田一男 

これはその責任というか、助かった命の使い道

というのはどうしたらいいのかと。そういうこと

を物すごく感じさせられました。 

○魚住由紀 

その使い道として、今度は、岡田さんはほかの

方へ目を向けられるようになる。 

○岡田一男 

そうですね。さっき城戸さんがおっしゃった岩

崎先生が、12 年目に六甲の勤労会館で震災で障害

を負われた方、けがを負われた方と家族の集いと

いうのをするという、新聞に小さな記事が出てい

まして、神戸大学の岩崎研究所というところの電

話番号があってので、電話を入れてみました。 

○魚住由紀 

行ってみた。そしたら同じような方たちが集ま

っていらっしゃった。 

○岡田一男 

そうですね。気楽に来てくださいということで

したけども、現場に行ったときのお話を聞いてい

て、それは気楽なものではありません。非常に重

い。 

○魚住由紀 

皆さん重いものを抱えてらっしゃったわけです

ね。その集まりに行かれたところで、実はこの後、

登壇されます、牧秀一先生にお会いになって。 

○岡田一男 

はい。重いなと思いながら帰ろうと思って、エ

レベーターのボタンを押して、10 秒か 15 秒ぐら

い待ったと思うんですけど、そのときに後ろから

声かけられたのが、僕らが知ってる御影工業高校

で教師をされていた牧先生が声をかけてください

ました。 

○魚住由紀 

ちょうど営まれていたこの喫茶店の裏側が御影

工業高校で、そこに牧秀一先生が勤められておら

れたこともあって、お客さんとマスターという関

係だったそうで、あっという、偶然の出会いがそ

こであったわけです。 

そうやって、じゃあ今度こういう、同じ境遇の
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仲間たちで集まろうという話になって、牧さんの

よろず相談室を中心に集いを、月に１回開かれる

ようになります。そして３年半、皆さんで笑った

り泣いたりしながら過ごされてきたわけですね。

そのうち、大学で学生にいろんな話をするように

なったりとか、それがこの写真ですけれども、過

ごされて、皆さん来られました。 

ごめんなさい、本当に時間がもうなくなってし

まったんですけれども、城戸さん、今思われるこ

と、おっしゃりたいこと、最後になりますが。 

○城戸美智子 

私はいつもこうやって、何かしら皆さんの前で

お話しさせていただくときに、絶対忘れずという

か、抜けたらいけない三つというのをいつも思っ

ています。 

その一つは、私の娘は阪神・淡路大震災で大き

なけがを負いました。生死の境をさまよいました

が、生還してきましたということ。 

それから二つ目に、元気では戻ってきたんです

けれども、元の洋子じゃなかった。高次脳機能障

害という、本当に世間から見放されたというか、

本当に気づいてもらえないような障害を負ったん

だということが二つ目です。 

それから三つ目ですけれども、私はこういう天

変地異のときは、国が、行政が助けてくれるのだ

と漠然と思っていたので、絶対、相談窓口もでき

るだろうと思っていましたが、それは見つかりま

せんでした。そのときに本当、どうして生きてい

いかということがわからなかったときに相談窓口

が欲しいということと、それから洋子がこうやっ

て、本当に青春の一番いいときを、本当に大変な

思いをさせてきたこの経験が教訓として後々に、

何のあれもないというのはすごく悲しいんです。

だから神戸は全世界、それから国内外に配信する

という使命を持って、すてきな、立派な施設もお

持ちですので、ぜひそういう施設の中に、私たち

のようなことを記していただいて、みんなに気づ

いてもらえる、勉強していただける場所をつくっ

ていただきたい。そういう思いでお話しさせてい

ただいています。 

ありがとうございます。 

○魚住由紀 

そして岡田さん、おっしゃりたいことを最後に

お願いします。 

○岡田一男 

そうですね、10 年たって田辺に行ったことで、

少し気が楽になったというか、晴れたというか。

そういう中で、ほかの人どうしてるんやろうかな

という思いがだんだん芽生えてきたと。話の中で、

震災のこと、震災の障害のことをちらっと話した

ときに、10 年たってまだ震災の話ししとんかいと

いう声と、それから障害を負ったといっても、ち

ゃんとしてもうとん違うのという、そういう声が

聞こえてきますね。 

○魚住由紀 

ちゃんとしてというのは、お金の面だとかです

ね。 

○岡田一男 

そうですね、行政がちゃんとやってくれてるん

やろうみたいな、もう、そういうことやろうと。

何があるのというような、そういう突き放したよ

うな言葉が返ってきたとき、これは一生懸命話し

ても理解されることではないなと思いました。そ

のときに、同じ立場の者同士やったら話が通じる

かなという思いがあって、そのことがよろずに、

月１回設けてもらうという希望につながったと思

います。 

○魚住由紀 

その仲間が集まるためにも、一体どこでどなた

がいらっしゃるのかという調査がやっぱり必要だ

と岡田さんはお考えになっているんですね。 

○岡田一男 

そうですね。２年でしたか、ＭＢＳさんの特集

1.17 の収録のときに、行政の中に心の温かい人が

おられたら、勇気出して掘り起こしてほしいと。

それでフォローすべき人がおれば、フォローして
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やってほしいというような、今からでも調べてほ

しいというお話はさせてもらったと思うんですけ

ども、実際になかなかそういう方向には向かなか

ったので、自分で１人でも２人でもやっていくわ

という気持ちになりました。その中であった、１

人、ドクターのお話があるんですけど、やっぱり

僕と同じクラッシュシンドロームで２年以上入院

された方ですけども、医者であるがゆえに苦しか

ったと。 

○魚住由紀 

お医者様が。 

○岡田一男 

はい。自分がどういう症状かというのは、会話

の中で全部自分でわかっているから、何も知らな

いより知っているほうが苦しかった。透析でも、

30 分ぐらいたったかなと思って時計見たら、まだ

５分もたってない。そんな中で随分つらい思いを

したと。いろんな話をさせてもらったんだけど、

最後に、家がつぶれて仕事がつぶれて、仕事、こ

れは。 

○魚住由紀 

お医者さんの仕事ができなくなって。 

○岡田一男 

開業医されてたんですが、それもだめになり、

体もクラッシュでほとんど歩けないような状況に

陥ったときに、体もつぶれ、家もつぶれ、仕事も

つぶれ、これでは心も折れるわなとおっしゃった

んですね。それで別に何も悪いことしてへんのに

ねという言葉をつけ加えられて。その言葉が僕に

とってはなかなか抜けなくて、何回かお電話だけ

では話ししましたけども、まだマスコミの取材を

受けたり、震災のことを話すということは、自分

にとってはとてもできる状態ではないと。 

○魚住由紀 

まだまだ表には。 

○岡田一男 

まだまだ現在も心身ともに苦しんで。 

○魚住由紀 

苦しんでいらっしゃる状況なんですね。 

○岡田一男 

思い出すだけでも苦しいとおっしゃっています。 

○魚住由紀 

わかりました。まだまだ恐らくそういう方たち

がね。 

○岡田一男 

たくさんいると思います。 

○魚住由紀 

いらっしゃるんでしょうね。わかりました。 

本当に申しわけないです。いつも城戸さんは４

時間ぐらい、岡田さんは２時間はお話になるとこ

ろを、こんな短い時間でお話しいただきました。

お二方にどうぞ大きな拍手をお送りくださいませ。

城戸さん、岡田さん、どうもありがとうございま

した。 

どうもありがとうございます。 

それではここで皆さん方には写真を何枚かごら

んいただこうと思います。これは城戸洋子さんの

写真です。震災から半年前の修学旅行の写真です。

一番左が洋子さん。花の 14 歳です。高校受験を控

えて、希望で胸がいっぱい。ひとみはキラキラと

輝いて、お母さんの前で夢をいつも語っていまし

た。そんな洋子さんの人生が、一瞬にして変わり

ます。あのひとみ、あの早口、あの姿が私の前か

ら消え去ったと城戸さんはおっしゃいます。写真

の右下には、一緒の高校へ行きたいと自筆で書か

れています。実は、後ろの席には男子同級生の姿

も写っていまして、マル秘のシールを張ったのは

多分そのせいではないかとお母さんはおっしゃっ

ています。青春真っ盛りの洋子さんです。 

美術のセンスが光る１枚です。この作品を作っ

て何カ月かして、洋子さんの上にピアノが倒れて

きました。意識が全くありませんでした。やっと

たどり着いた三つ目の病院で、洋子さんの呼吸は

とまります。人口呼吸器につながれました。そし

て、あと 12 時間の命と宣告されました。だけど、

若さで命は取りとめることができました。卒業式
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には出られませんでしたが、その日、担任の先生、

学年主任、校長先生、３人で卒業証書を病室まで

持ってきてくれました。１人だけの卒業式です。 

その後、内申書だけで受かった全日制高校では、

うまく適応できなくて、定時制高校に変わって、

ここで牧秀一先生と出会います。そのころの洋子

さん、表情は全くなかったといいます。学校から

行方不明になったこともありました。でも、卒業

するころには、１人でも通学ができるようになり

ました。 

25 歳の洋子さんです。コーヒーチェーン店で就

職体験をしました。掃除やお砂糖の補充、お客さ

んのところに出るときにはだれかに必ずついても

らいます。こんな笑顔を初めて見せてくれました。

店長さんからも、笑顔がいいから接客業に向いて

いると褒められました。そして、次の実習をパス

すれば、雇用が決まるはずでした。人事の担当者

も来て、２週間見てもらいました。でも、だれも

ついてくれずに１人で仕事をするのは、ちょっと

しんどかったんです。 

ことし、洋子さんは 30 歳になりました。きちん

と職につくことは難しいけれど、今は週１回、企

業で事務職をしています。シュレッダーをかける

仕事も覚えました。それから、就労支援事業施設

でクラウンの活動をしています。このクラウンネ

ームは自分が大好きなアイスクリームにしました。

老人ホームや夏祭りの会場を訪れます。会場は、

クラウンたちがやってくると一気に和みます。そ

して、クラウンさんたちも、みんなに喜んでもら

えるから仕事がとっても楽しい。洋子さんはまだ

１人ではできないから、仲間と一緒に出演します。

１回 700 円から 800 円の出演料をもらいます。そ

して、月には平均 5,000 円から 6,000 円の収入だ

ということです。 

後遺症の一つに、自発性の低下もあります。馬

に乗りたいというのは、洋子さんの唯一の自分か

らの希望です。お母さんは、たった一つの自発的

な意思だから大切にしたいと話しています。 

変わりまして、こちらは東灘区にあるよろず相

談室。集まる仲間たちです。３年半、一緒にお茶

を飲んだり、おなべをつついたりして過ごしまし

た。この日は、新たな仲間がやってくるというの

で、歓迎の気持ちを込めてクリスマス会を催しま

した。ケーキを切り分けたのは、もちろん元喫茶

店マスターの岡田一男さんです。初めて会に参加

する人は、だれもが直前まで迷って、重い足どり

で訪れます。それがいつの間にか声を出して笑っ

て、また来たいと言いながら帰っていきます。 

神戸市が障害者を招く年末のコンサートを開き

ました。去年、ここでもまた新たな出会いがあり

ました。私も３日間生き埋めだったのという女性

です。被災体験や思いを語り合いました。 

去年 11 月、震災で障害を負った人は少なくとも

183 人と神戸市が発表して、この夏、兵庫県も 328

人という人数を公表しました。でも、まだだれが

どこで、どんな暮らしをしているのか、その実態

はわかりません。調査は間もなく始まります。仲

間の様子がわかる一歩のところまでようやく来ま

した。すべてはこれからです。 

以上、洋子さんの写真を中心にごらんいただき

ました。この後、シンポジウムに移らせていただ

きます。休みの時間は取らずに、このまま場面転

換をさせていただきます。 

 

 



特集１  神戸大会・震災障がい者シンポジウム報告 

 

日本災害復興学会誌 VOL.2 17
 

 日本災害復興学会神戸大会シンポジウム 

二部 シンポジウム「震災障がい者 残された課題」 

 

 

 

○塩崎賢明 

それでは、引き続きましてシンポジウム、パネ

ルディスカッションに移りたいと思います。私、

コーディネーターを務めさせていただきます、神

戸大学の塩崎です。どうぞよろしくお願いします。 

パネラーの方々はここに４人、御登壇いただい

ておりますが、時間が、私がいただいている予定

よりも 15 分ぐらいなくなってしまっていますの

で、あんまりゆっくりやっておられません。それ

で、もう皆さんのお手元にパネリストの皆さんの

御紹介も顔写真入りのものがあると思いますし、

それをごらんいただいて、それから御発言のとき

にちょっと御自分で簡単に自己紹介もしていただ

きながらということで、なるべく時間を節約して

進めていきたいと思います。 

第一部で当事者の方、あるいはその御家族の非

常にリアルな震災障害者の実態というものが語ら

れました。ここからは、この問題を今後どうして

いけばいいのかという問題に迫っていきたいと思

うわけですけれども、阪神大震災で亡くなった方

は 6,434 人、重傷者が１万 600 何名という数です

けれども、現在のところ、この重傷者のうちどれ

だけ障害を後遺症として持っておられる方がおら

れるのかも判然としておりません。こういう問題

が去年あたりからマスコミ等で大きく取り上げら

れるようになって、やっと行政が本格的な調査に

乗り出し、これから国としても少し関心を向けて

おりますので、何らかの社会的な仕組みがつくら

れていくことを願っているわけですけども、そう

いう大きな流れの一助になればということで、今

日ここで、私たちは初めてですけども、多くの方々

にとっても初めてだと思いますけども、震災障害

者とは一体何なのかという、先ほど具体例をお二

人の方からお聞かせいただいたわけですけども、

もう少し、たくさんおられる障害者の方々の問題

をどう考えていけばいいのか。そしてまたそれに

対して社会としてどういう仕組みをつくっていけ

ばいいのかという問題に迫っていくように話を進

めていきたいと思います。 

それでは、最初に、今も第一部のところで出て

まいりましたけれども、障害者の方々のお話をず

っとお聞きになって、問題を広げる上では大きな

役割を果たしてこられたわけですけども、よろず

相談室を主宰しておられます、牧 秀一先生から

話をお願いしたいと思います。 

 

 

 

○牧 秀一 

皆さん、こんにちは。僕は、本職は高校の教師

で、その時間の合間に、よろず相談室というボラ

ンティアをしています。このボランティアは、震
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災直後、避難所で始めました。活動の中身は、話

を聞くということです。困っている人たちの話を

ずっと聞き続けると。とりわけ高齢者の方の話を

ずっと聞いていました。その方たちが、避難所か

ら仮設住宅、仮設住宅から復興住宅というふうに

して転居をしていくわけです。その中で、ずっと、

やはりよろず相談室の役割は、当初は孤独死を防

ごうとしてきました。訪問することで、あなたは

一人ではないと、置き去りにされていないという

ことを伝えることが主なよろず相談室の目的だっ

たわけです。 

その中で、先ほど岡田さんの話がありましたけ

れども、岡田さんは、あるときふと僕と会って、

12 年間重たい荷物を背負っていました。薄紙をは

ぐように、この荷物を軽くしていきたい。そのた

めには、同じ境遇にあった人たちの集まる場所が

必要なんですと言われたのが、ちょうど４年前で

す。そのときに初めて、我々よろず相談室のメン

バーは、死というもの、孤独死とか自殺とかいう

ものに対して、ずっとそこに目が行き過ぎていて、

震災で障害に遭われた方の日々の生活の苦しさと

いうのがわからなかったんだろうなと、今も反省

しています。 

今、こうして４年間やってきましたけれども、

やはり震災障害者の問題というのは、15 年間我々

がみんなで、ボランティアもそうですし、行政も

そうですし、みんながぽつっと忘れてきた、そう

いう問題だと思っています。本当にこの方たちの

生きるということがつらいということが、今、初

めてわかっていますので、この人たちの声をぜひ、

これからも聞いていきたいなと思っています。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。 

牧先生、多分まだまだ言いたいことはたくさん

あると思いますので、機会を後でつくっていって、

お話を聞きたいと思います。 

それでは続きまして、毎日新聞の記者で、この

問題についてこの間、精力的にずっと追いかけて

取り上げてこられました川口さんのほうからお話

をお願いしたいと思います。 

○川口裕之 

こんにちは。毎日新聞の神戸支局で記者をして

おります、川口と申します。 

 

 

 

毎日新聞では、二、三年前から震災障害者の問

題を随分と力を入れてやってきたというのがあり

ます。私というよりも、私の先輩あたりから随分

と高い問題意識を持ってやってこられたというこ

とがあります。私がそれを継いでやっているとい

うことなんですけれども、震災障害者問題、これ

までどういう流れがあったんだというところを、

ちょっとかいつまんでお話させていただこうと思

います。 

もう 15 年になりますけれども、震災の当初とい

うのは、やっぱりけがをされて後遺症を持たれた

方に関する問題意識というのはマスコミのほうに

もぼちぼちあったということなんですよ。私、当

時いないですけれども、伝え聞く話でさせていた

だきますけれども、やっぱり地元の神戸新聞を初

め、新聞記事からぼちぼちなっている、毎日新聞

でも震災３年後ぐらいには、そういう後遺症を持

った方に焦点を当てた企画記事というのも書いて

おりました。ただ、それがちゃんと記事になった

というだけではなくて、何がどういうふうに問題
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なのかとか、そういうのが議論になることがなく

過ぎてきたということだと思うんですよ。 

震災 10 年のころに、神戸大学にいらした岩崎先

生、今、退官されて名誉教授をされているという

ことですけども、岩崎先生が被災者アンケート、

大規模な被災者アンケートをされて、先ほどの城

戸さんの話にもあったけれども、その中で大けが

をされた方の家族というのは、やっぱり今でも、

震災の直後よりも今のほうがむしろ残念な思いが

強いんだと。そういう救急、救助なんかがしっか

りと来なくて、残念な思いが強いんだという部分

に注目をされて、それで問題意識を持たれた。そ

れで広く発信をされたというのが一つ大きいこと

だったと思うんです。 

それから、だんだん問題意識というのも高まっ

てきて、牧先生が３年前ですか、４年前ですか、

よろず相談室のほうで、そういう震災障害者の方、

御家族の方を呼ばれて、集いというものを始めら

れて、それでずっと息長く続けてこられている。

それで私たちマスコミもその中に入らせていただ

いて、取材というだけじゃなくて、私たちにも何

かそういう支援、何かできるんじゃないかという、

そんな思いを心に持ちながら参加させていただい

ていると。 

それで、ある意味よろず相談室の集いというの

が、皆さんで心を温かくされる、そういう機能も

あれば、私たちがそこを頼りに報道をさせていた

だくという拠点の役割もしていただいて、徐々に

徐々に記事も書けるようになってきたところがあ

ると思います。 

それで、毎日新聞では震災 14 年目のときに、ち

ょっと本格的に取り組まなきゃいけないというこ

とで、被災地を何人もの記者が歩き回って、震災

障害者の方、70 人ぐらい存在をしてらっしゃると

いうことを見つけて、その中で 33 人、34 人だっ

たかな、アンケートをさせてもらったと。それを

紙面にした、震災 14 年目でした。そのとき、これ

はすごく大切なことがいっぱい見えてきたアンケ

ートだったと思います。 

その辺でやっぱり、私たちも発信してきたこと

がきっと行政の方にも届いたと思うんですけれど

も、去年の秋に神戸市のほうで、震災障害は 183

人だということを、そういう障害者手帳の申請書

類ですか、あれをめくっていただいて、把握して

いただいて、それを公表していただいたと。それ

で、それを受けて今年度、実態調査をするという

ことを決めていただいたと。兵庫県のほうでも足

並みをそろえるように、やっぱり実態調査が必要

であろうということを言っていただいたと、そう

いうことがありました。 

ことしの１月 17 日には、前の防災担当大臣、中

井 洽さんという方が、１月 17 日の震災の日に来

られて、それで神戸市長と会われて、震災障害者

の問題というのが大切になっているんだと聞かれ

て、それで大臣が、何ができるか考えてみたいと

一言おっしゃったと、そういうふうに国まで声が

届いたというふうになりました。国のほうではこ

の間の秋ぐらいに記事になっている、この間、一

月、二月前に記事になってるんですけど、来年度

予算の概算要求で、そういう震災障害者を始めと

した、復興の課題、もう一度そういう人の復興に

関して考え直さなきゃいけないということで

1,200 万円という予算を計上するということで、

国のほうもだんだん動き出しているという現状が

あります。それと先ほど触れたように、神戸市と

兵庫県の実態調査を進めるということで、今、着々

とだと思うんですけれども、準備をされていると

いうことです。 

大体震災障害者をめぐる今までの流れというの

はそんな感じで、今、大分、動き出しているぞと

いうところが現状だと思います。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。今あらかたお

話いただきました。震災障害者の問題というもの

は、今どういう時点にあるのかということなんで

すね。ようやく市や県、あるいは国がこれを取り
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上げるというところにやっと来たということです。

でも、15 年もの間、こういう問題が取り上げられ

てこなかったのはどうしてだろうという疑問はな

かなか尽きないわけですね。これについては後で

また深めていきたいと思いますが、その当時、神

戸市の行政の中におられて、生活再建本部の次長

として、また、その後は福祉局の局長も務めてこ

られました、いわば市の内部の当事者であられる

わけですけども、桜井さんに来ていただいていま

すので、行政の目から見て、この問題をどのよう

にごらんになってきたのかということについて、

お話しいただきたいと思います。 

 

 

 

○桜井誠一 

私、震災時は神戸市の広報課長というのをやっ

ていまして、市民の方々にどうやっていろんな情

報をお伝えしようかということに必死になって対

応してきた時期でありました。その翌年、ちょう

ど平成８年から、今度は被災者の生活再建という

ことに取り組んでほしいということで辞令をいた

だきまして、生活再建本部というのができました。

そこの次長ということで行きまして、生活再建の

支援プランというのをつくることになりました。

このときには、今日もここにいらしている方もお

られるんですけども、さまざまな学識経験者の皆

さん方のお知恵もかりながら支援プランをつくる

と。その一つのコンセプトの中に、イショクジュ

ウということをテーマにしようということで、医

療、イというのは普通衣という字を書くんですけ

ども、医療の医、ショクは職業の職、そして住ま

い。この三つのカテゴリーでいろんな対策支援を

考えていこうと考えました。 

その中で、医療の問題というところについては、

やはり仮設住宅で、非常に生活環境が変わったこ

とによる心的なストレスでありますとか、そうい

ったことへのケア。それから、生活再建の支援金

の問題、そういう仮設住宅での生活環境の改善、

そういうことが非常に重要な課題であったという

ことと、先ほど牧さんもお話しされていましたが、

高齢者への対策の問題、孤独死の問題、本当に山

積みの中で、いろんな課題に取り組んでいました。 

ただ、震災による障害というのは、その当時は

まだ障害が固定をしていない、負傷者の段階であ

って、病院に入っていたり、通院をされていたり

ということで、障害になったということがなかな

か把握できない状態なんですね。しかも、今から

考えると私たちも想像力が働いていなかったなと

思うんですけれども、例えば障害者手帳を申請す

る様式の中に、そういった自然災害によるとか、

どういうことによるかという分類がないんですね。

交通事故は入っているんです。ところが、分類の

中で自然災害なんかはその他という項目の中に入

ってしまいますから、そういった書類を出してい

ただいた中からも埋没してしまう。ただ、お医者

様の中に、そのコメントを書いている中に、少し

震災によるとか、それから震災原因が 1.17 と日付

が書いてあるとか、そういうことがあれば何とか

わかるだろうと。そんなことで、震災から 10 年の

時を経て、そして昨年、毎日新聞の川口さんのお

話があったように、それを手がかりに何とか見つ

かるのではないかというアイデアが生まれまして、

そして調査に入ったというのがいきさつです。 

本当に今から考えてみると、やはり医療からそ

ういった福祉につなぐところ、特に自然災害なん
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かにおけるそこのつながりの部分というのが非常

に弱かったなと思っていますし、これからいろん

な災害がある中で、応急対策、災害が起こって応

急対策、そして復興といったときに、この対策か

ら復興の過程の中で、どうそういった問題をつな

げていけるのか。その仕組みはどうなのかという、

これが非常に大きなテーマだなと改めて感じてい

ます。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。 

今、桜井さんのほうからは、震災当時の行政の

仕事の中でもこの問題が抜け落ちていった、そう

いうことがあったのではないかということをお話

いただきました。障害者の問題は、今日はここで

震災障害者ということをキーワードに議論をして

いるわけですけども、障害者に関する福祉行政と

いうのはないわけではないわけですね、それ以前

から。行政にとっては、一般的には、障害に対す

る福祉というものは、その障害の原因が何であろ

うということを問わずに、等しくあまねく行うと

いうのが基本的立場としてやってきているわけで

すね。 

そういう中でおっしゃったように、当時はまだ

負傷者であって、障害者であるかどうかもよくわ

からなくて、時間がたつにつれて障害者になって

いくと。そこに一つの落とし穴が有るわけだとい

うことと、もう一つは仮になったとしてもそれは

一般福祉行政、障害者に対する福祉行政の中でカ

バーできるのであろうと。担当者以外は大体そう

思っておかしくないわけですね。そういう仕組み

があるということが、もう一つの見落とされてい

った原因かなと思われるわけです。 

そこで、一つの問題として、震災によって障害

を負うことになった人々の問題というのは今日こ

こで取り上げるわけですけども、それ以外にも中

途障害者、あるいは先天性の障害の方ってたくさ

んいらっしゃるわけですね。その問題とこの問題

をどのように考えるかということは避けて通れな

いと思われます。 

そこで、次に、みずからも障害を持っておられ

ますし、震災でも大きな被害に遭われました。今

も障害者のいろんな運動、活動をしておられる玉

木さんのほうから、この問題について御発言をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○玉木幸則 

皆さん、こんにちは。玉木です。よろしくお願

いします。 

 

 

 

今日は何をしゃべろうかなと思って、ずっと前

半から聞いてたんですけど、なかなかこの問題は

難しいなと思って、今日のみなさんの口調もやっ

ぱり重たい雰囲気できているわけですね。それで

も、この重たさをやっぱり変えていかないと、や

っぱり次に進まへんわけですね。それで現実は現

実で認め合いながら、じゃあ次にどうつなげてい

くかという、ちょっと前向きなお話をさせていた

だきたいなと思うんです。 

僕も実は震災の当時は西宮の、それこそ室﨑先

生の関学の近くの古いアパートに住んでおりまし

て、僕も２階が落ちてきて埋まったというかね、

僕も上向きで寝てたら多分亡くなっていただろう

なと。たまたま横向いて寝てたから気道の確保が

できて、天井が乗ってたんだけども、皆さん、ベ

ッドで寝てくださいね。ベッドのクッションとい
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うのは割と強いですから。それで体を吸収してく

れて、奇跡的に助かったという経験をさせてもら

って。 

さっきから、みなさんのお話をいろいろと聞か

せていただく中で、実はもう真っ向から、隣りに

元行政の方もいらっしゃいますから、日本の社会

保障とか社会福祉行政がおかしいという、まず入

り方をしなくちゃいけないやろうなと。それで多

分行政の方は、ある程度カテゴライズをすること

で仕事が楽なんですよ。障害者はこの範囲のこと

を障害者と言うとか、高齢者はこの範囲を言って、

例えば要介護認定にはまった人だけがサービスど

うぞと。そんな実はしゃくし定規で人の生活は図

れへん。本当はむちゃくちゃ大事なことで。 

僕も福祉の仕事の端っこをかじってますから、

いろいろ話聞く中で、やっぱりアメリカなどで行

われている、ケースワークとかソーシャルワーク

の現状を聞いていくと、日本とはかなり違うんで

すね。障害者手帳があるかどうかとか、そういう

ことじゃなくて、本当のソーシャルワーカーは相

談に来られたときに、生活していていくうえにお

いて、何が困っているかと。その困ったことにつ

いてどういう支援ができるかということだけを考

えるだけなんですよ。来られた方が、たまたま障

害のある方やったとか、来られた方がたまたま妊

産婦さんやったとか、それだけの話であって、そ

こを何かごちゃごちゃ、何々法の第何条の規定に

あなたははまっている、はまっていないと言うか

ら、さっきの岡田さんみたいな状況がぼこぼこ生

まれてくるわけです。 

やっぱり一番大事なのは、地域で住んでいこう

とするときに、何がその課題となっているかとか、

その方の生活でどこが生活のしづらさなのかを明

らかにしていく。それを整理した上で、じゃあ行

政としてできることとか、医療としてできること

とか、それから地域としてできることなどをちゃ

んと整理していく活動がこれから大事かなという

ことと。 

あと１点、牧さんがおっしゃっていた、同じ立

場の境遇の人が集まってというお話は、かなり共

感させていただきました。、僕らが進めてきた自立

生活運動の中で、ピアカウンセリングという技法

があって、それは同じ障害のある者たちが集まっ

て、お互いを肯定していくと。お互いに自信をつ

けて、いわゆるエンパワーメントしていくという

ことが、まず同じ境遇の人たちが集まって話し合

いをするということが第一段階で、今度そこの中

で出てきた課題を、今度はスピークアウトといっ

てほかの人に伝えていくという、その作業を、今

からきっちりとやっていかないと、確かに障害者

とか生活のしづらさということでは同じかもしれ

んけど、いかにいろんな立場の人がいるかという

ことは、僕もそうですけど、僕らもやっぱり伝え

続けんとあかんわけですよ。それは日常的な身近

に障害のある人が生活してないからですよね。障

害のある人が普通はどこにでもおるんやというこ

とを伝えていくという作業がこれから必要やと思

うし、それは僕ら当事者の役割であったり、学校

の先生の役割であったり、マスコミの役割であっ

たりする。だから、今からスピークアウトしてい

って、いかにこの問題も忘れたらあかんことやで

ということを伝えていくことが大事かなと思いま

す。 

○塩崎賢明 

ありがとうございました。 

何か僕の直感では、かなり結論に近いところを

突いてはるなという気がして、何かもうあんまり

議論しなくていいかなと、ここでわかってしまえ

ばですよ。だけども、それじゃシンポジウムとし

て価値がないので、もうちょっとつき合っていた

だくことにして。 

玉木さんの今の発言の中に随分ヒントがあるん

ですね。これは僕の受けとめですけども、ただ、

しかし、問題を共有して、世の中全体がいい方向

に進んでいくためには思い込みだけではだめなの

で、少し議論を続けていきたいと思うんですが、



特集１  神戸大会・震災障がい者シンポジウム報告 

 

日本災害復興学会誌 VOL.2 23
 

牧先生に、岩崎先生や毎日新聞やいろんな方が火

をつけて、この問題を社会化してきている中で、

ずっとよろず相談室で一番べたっとつき合ってき

ておられると思うんですけども、震災によるこの

障害者の方々の問題というのは、ひとまずどうい

う特質を持っているか。これは一体何なのかとい

うことについて、少し御意見をいただきたいと思

うんですけれども。 

○牧 秀一 

玉木さんが言われたみたいに、実は僕が勤めて

いる学校にも知的障害者が約 40 名在籍していま

す。その子たちの在籍の問題、どういうふうにし

ていくのかということですね。卒業後の問題、そ

ういうことを、今、中心になってやっているわけ

ですけれども、今言われていることは、ほんまに

もう、ずしずしわかるような立場にいます。 

その中で、震災で障害を負った人に、どのよう

な特徴があるのかなということですけれども、一

つは、例えばここのホールが震災に遭ったときの

地域だったとします。この阪神・淡路大震災とい

うのは、地域が壊滅したんですね。家も壊れ、そ

して人々も散り散りになりました。ですから、本

当に隣の家がなくなり、そして隣の人も亡くなり

という現状があったんです。それが一つあります。 

もう一つは、この地域の中に、例えば僕、牧の

家があったとします。実際、こういう方がたくさ

んいはるんですけども、例えば子供が２人と、そ

してお母さん、お父さんと、４人家族だったとし

ます。１人が亡くなって、子供が１人亡くなって、

１人が無事であったと。そしてお母さんは片足切

断をした。お父さんは無事だったけども失職した

と。こういうふうに一家の中でさまざまな運命を

背負わされた。これがまず震災障害を負った家族

の中の、家族が１人じゃなくて、家族そのものが

そういうふうになっていったと。これは本当に後

でまたお話ししようかと思うんですけれども、今

も引きずり、一生引きずる問題だと思っています。

そしてその中で、重病であったということで入院

します。先ほど城戸さんとか岡田さんも言われて

いましたけれども、被災地の中に十分に手当をす

る病院はほとんどありませんでした。どうしたか

というと、例えば大阪の方の病院に搬送する。あ

る人は２年９カ月、ずっとそこで入院生活を余儀

なくされていくわけです。そうしていくとどうな

るかというと、その方は元の場所に戻る。でも、

テレビとかでは町の復興が随分と叫ばれて、そし

て自分は一体どうなっていくんやろうという思い

があって元に戻ろうとしますね。この地域に戻る。

そのときに、もちろん自分の家はない。隣近所の

人はいない。そういうことが出てくるわけですね。

これは非常な喪失感として出てきます。そして、

置き忘れられるというんですかね、置き去りにさ

れていくというのが一番適当かなと思いますが、

そういう感覚が出てきます。この置き去りにされ

ていくという感覚をずっと持ち続けたり、そして、

一家が背負う運命がすべてバラバラであったり、

そして地域が崩壊していく。こういうところは、

とりわけ震災、今回の阪神・淡路大震災の震災障

害者と呼ばれている人たちの非常なる特徴ではな

いかなと思います。その中には、社会復帰が、け

がを負って社会復帰が非常に困難になった人とか、

社会復帰ができなくなった人たちとか、さまざま

おられます。そこら辺は、玉木さんが先ほど言わ

れていたように、障害者問題に直結していくわけ

です。ですけども、まず、今、震災障害者という

ことでとらまえたら、そこが随分と違うところだ

ろうなと思っています。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。 

障害者の方というのは、多分、僕は阪神大震災

で一番大きい被害というのは 6,434 人の死亡です

よね、死者と真っ先にとらえるんですけれども、

死んだ人については非常に、その家族の方、遺族

の方は悲しいことはよくわかるんですけども、何

をしても取り返しがつかないんですよね。絶対に

生き返ってくるということは、まあ当分無理でし



特集１  神戸大会・震災障がい者シンポジウム報告 

 

日本災害復興学会誌 VOL.2 24
 

ょうね。幾らｉＰＳ細胞が、技術が発達しても。

そうするともうあきらめるしかないわけですね。

あきらめるのにどれだけ時間がかかるかという苦

しみはあると思うんですけれども。 

だけど、他方で障害者の方というのは、ずっと

その後生きていくということがあるので、忘れる

ことは絶対にできないという、ある意味では非常

にむごい被害じゃないかなと僕自身は思っていて、

一つの大きな違いは、これが天災というか自然災

害によって、全く自分の予期しない、あるいは自

分の責任でも何でもないところから突然襲ってく

るという、そんなところに特徴があるなというこ

とを僕自身は思います。 

川口さんはアンケートとかいろいろやられて、

あるいはまたいろんな方にお会いになって、震災

で障害を持たれた方の特質ないしは重要な点とい

うことについて、どんなふうなことをお考えでし

ょう。 

○川口裕之 

毎日新聞が震災 14 年目のアンケートのときに

紙面にしているのを見ると、結果として、復興か

ら取り残されたという方が４割もいらっしゃった

というところがあるんですよ。今、牧先生もちょ

っと触れられたところもあるんですけれども、要

は体の障害が残るということは、やっぱりあれで

すよね。ずっとその障害とつき合っていかなきゃ

いけない。御家族が障害を負われたら、それにず

っとつき合っていかなきゃいけないというところ

がある。その一方で、町の復興はどんどん進んで

いくと。建物はどんどんきれいになっていくし、

町並みはきれいになっていくと。そういうところ

でやっぱり復興から取り残されたという感覚が、

まず一つあるのかなと思うんですよね。 

感じるのは、被災地で、被災地の課題というの

はたくさんこれまで議論されてきたと思うんです

けれども、例えば御遺族のことに関しては、亡く

なられた、それで大変な思いをされているという

ことは随分とマスコミも記事に書きますし、そう

いう声をかけられるということもあると思います。

あるいは例えばダブルローンとか、家をなくされ

てそのローンが残っていて、また住宅の再建をし

ていかなきゃいけない。そういう問題を抱える方

に関しても、やっぱり大変な問題であると。やっ

ぱり議論をしていかなきゃいけない。どういう対

策が必要なのか、そういうことは言われてきた。

そういうふうに震災復興の課題というのはいろい

ろあったと思うんですけれども、その中で、震災

で障害を負った方の問題というのは全然議論が進

んでこなかった、話題として上がってこなかった

ということがあると思うんですよね。 

城戸さんのお話、私いつもちゃんと心の中に秘

めて取材しなきゃいけないなと思っているんです

けれども、やっぱりそういうふうに御家族が体に

障害を負われてすごく大変な思いをしている。そ

れなのに、行政のほうは、その人数さえ把握して

いないと。例えば消防庁がまとめる被害統計の中

にも、体に障害を負った方という統計の数字がな

いということですよね。あるいは、人と防災セン

ターにそういう記述がないと。要は、大変な思い

をしたのに全然震災を検証していく中で触れても

らえない、教訓にもしてもらえないということ、

これってやっぱり大変なことなんだなと思います。

やっぱり、そういう犠牲になった意味合いという

のが、ちゃんと社会の中で次の災害のために生か

されていかなきゃいけない。そういうふうに、生

かされることでやっぱり意味があったんだという

か、そういう思いもできるのかもしれないですけ

ど、それさえないということなんですからね。そ

ういうふうに、被災地全体で復興していく過程の

中で、どんどん神戸の町は元気になっていきまし

たというところで、本当に取り残されてきた、語

られてこなかったという、そういう思いというの

はすごく重要な問題だと思います。 

○塩崎賢明 

何かで読んだんですけれどもね、生きてるだけ

ましやないかと言われちゃうとか、あるいは何か
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そういうことを自分から言うと、ぜいたく言うて

るのと違うかみたいな目で見られるとか、何かそ

ういうのをちらちらと見たことがあるんですけど、

そういう感覚というのは、そういう実態みたいな

ことは、牧先生、あるんですかね。 

○牧 秀一 

 ありますね。僕自身が当初、そう思っていまし

た。ボランティアで高齢者の訪問活動をして、一

人ではない、置き去りにしてへんでと言いに行っ

ている当人ですけれども、しかしそこには、活動

の中には死んだらあかんということがあったんで

す。死というのがものすごく強烈に僕の中に入っ

ていて、生きている人については、やはり生きて

いるだけましやんという気持ちが率直にあったと

思います。それは、僕だけじゃなくて、みんなあ

ったのではないかなと思うんです。それを逆に言

われるという、震災で障害を持った人たちがです

ね。まだ言うてるのかと。これはよう聞きますけ

れども、まだそういうふうに言うてるのかと言わ

れると。だから、僕らの側もそういう気持ちでお

ったということも、率直な気持ち、反省ですけれ

ども、あると思います。 

○塩崎賢明 

もう一度また玉木さんのところにお話ですけど

も、一応、今お二人のほうから、震災で障害を負

った人たちの、なぜ、いかにしてそうなったのか

みたいなことをお話しいただいたわけですけども、

中途障害者の中にも、もちろん大変なことでそう

なった方がたくさんいらっしゃると思うんですよ

ね。それで、先ほどの発言の中でもちょっと結論

めいたことがあって、両方大事だということは本

当にそのとおりなんですけども、玉木さんの目か

ら見られて、震災で障害を負われた人たちのこと

はどんなふうにごらんになりますでしょうか。 

○玉木幸則 

また難しい投げかけなんですけども、まず、牧

さんの言われた、災害によって障害になったとい

うのは、実は僕たちに置きかえると、僕は生まれ

たときなんですよ。交通事故に遭った人は交通事

故に遭ったときなんですよ。そのときに、実は家

族とか周りがごっつい驚くわけですね。本人は、

僕は子供のときやから驚きはなかったはずやけど。 

例えば僕も小さいとき、４歳の終わりに、親が

もうどうしよう、この子何とかせなあかんと思っ

て、施設に入れるわけです。当時はもうええか、

兵庫県はひどい県で、兵庫県庁の中に不幸な子供

を産まない対策室というか、そういうのが歴然と

あったと。当時は、僕らなんかは兵庫県にとって

は不幸な子供やったわけです。不幸な子供は徹底

的に障害を治そうとしたり、軽減しようとしてい

たわけです。だから、４歳の終わりですよ。心理

学やってる人わかると思いますが、乳幼児期にお

ける親子関係、特に母子関係においては、人格形

成上とても重要な時期やと言われているわけです。

そんな時期であっても障害を治すということは、

僕の人格形成無視していいということです。よう

これだけ立派な人間になったなと。うそですよ、

笑うところですからね。 

 

 

 

いや、それで僕が生まれたときは、子供ながら

に何で僕だけここにおるんかなと。近所の何とか

君とか何とかちゃん、毎日お父ちゃん、お母ちゃ

んと御飯食べたりおふろ入ったりなんていう経験

があって、地域に戻っていっても、入学するとき
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に、就学前健診で、あんた障害者やから養護学校

に行けと言ってたわけですよ。それで、結果的に

僕は、高校は養護学校で、全寮制の養護学校に行

ってて、足し算引き算していくと、僕は親と住ん

だ年数はたった 13 年ですよ。姫路に実家があって、

自分の家もあるわけですが、今、実家に帰っても

自分の家という感覚はなくて、知らん人の家に行

ってるという感覚になって、僕ね、実家によう泊

まりませんねん。落ちつかへんから。 

それを考えていくと、障害のある人の生きると

か、地域とか、居場所とか、そういうことは、実

はきっかけ、ごめんなさいね、災害時のきっかけ

と、交通事故とか生まれつきとかというきっかけ

は、本当は変わらへんのですよ。それで周りの反

響も変われへんのですよ。 

川口さんが言われた、復興に伴ってついて行け

ないという話をすると、例えば社会の発展ってあ

りますやんか。僕いつも言うのは明治維新あたり

からさかのぼって言うんだけど、明治維新のとき

に文明開化があって、電気や水道やガスや鉄道が

引き始めたと。今なんかごっつい便利ですやん。

この会場も電気ついて、つけたら電気はつくし、

この中でまず毎日川に水くみに行ってる人いない

でしょう。当たり前のように水道ひねったら水が

出てくる。電車も当たり前のように乗れる。とこ

ろが、あの災害時のときに、三宮の駅の前で、長

いことバス待ってたおっちゃんが、どれだけ怒っ

てました。どれだけ待たすんやって。しゃあない

やん。あれだけの人数、バスで三宮から梅田に行

こうと思ったら、待ちますよ。 

でも、それまで障害の、車いすの人は、駅に行

くと下手したら１週間前に電話してこいから始ま

って、駅に行ってもちょっと待ってねが 15 分、１

時間、２時間待たされて、文句言われながら乗せ

られたということは、実は社会の発展の中で置き

忘れられた人の存在があるということが一般化さ

れてないということが本当の問題であって、実は

川口さんが言われた、町並みはよくなってきたっ

て言ってるけど、実はよくなってないんですよ。

申しわけないけど。それは、僕ね、この間、携帯

壊れて、修理に出したら外見だけきれいになりま

すねと言われた。どういうことですかと聞いたら、

中の機械はそのままで、外だけ新品にできるんで

すわと。これと一緒でね、実は中身変わってない。

ぱっと見ると、いや、携帯きれいになったな、新

しいの買うたんと言われて、いや、ただ、外見を

きれいにしてもうただけやねんというのが、恐ら

く申しわけないけど、川口さんが言われたことな

んやろうなと。 

そうなってくると、やっぱりもともと忘れられ

てた部分を、きっちりと今からみんなでほんまに

考えていきましょう。社会保障が去年、年間予算

の 50 数％になったってえらい騒いでいるわけで

すよ。街頭インタビュー聞いていくと、何人か、

また高齢者や障害者に金かかるんかと言われてた

けど、大きな間違いでね、実は社会保障費の大半

は、皆さんが使っている医療保険制度ですよ。年

金制度ですよ。障害者福祉とか高齢者福祉に使っ

ているお金というのは、先進諸国でいくと、最後

から２番目ですわ、間違いなく。そこら辺の一般

感覚のずれみたいなのをちゃんと埋めていかない

と、多分この障害者問題、いつまでたっても解決

していけないなというのが率直な意見です。 

○塩崎賢明 

わかりました、ありがとうございます。 

今のお話というのは結構重要なことを突いては

るんですよね。要するに町は復興していると。そ

の中で自分は置き去りにされているという、この

図式はわかりやすいんだけども、本当に復興して

いるのか町は、ということが１個と。 

もう一つは、玉木さんが言っているのは、多分、

震災障害者と健常者というような分け方、単純な

分け方ではなくて、いろんな格差やいろんな不平

等がいっぱいあると。多分、震災障害者の人は、

自分が震災のときがきっかけでそうなったことを、

最も受け入れにくい人たちじゃないかと。生まれ
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たときから障害を持っている人は、受け入れがた

いもないわけですよね、最初からそうだから。だ

から、玉木さんは自分はこうでしかないというこ

とを、丸ごとそのまま言いはるわけですね。それ

以外の自分というのはあり得ないわけだから。震

災前の自分なんてないわけですね、彼にとっては。 

だけど多分、障害を震災で受けた人というのは、

一番それを受け入れがたい。受け入れにくい。そ

ういう種類の障害の人かなという感じが聞いてて

ちょっと、わかったのかどうかわからないけど、

ちょっとそういう点に気がついたんですけども、

いかがでしょうか。 

○牧 秀一 

けんかをするわけじゃないんですけども、僕が

今まで震災で障害を負った方の話ですけども、何

人かの方のお話させてもらいたいと思います。 

一つの家族は５人家族です。子供が３人で、お

母さん、お父さんで生活していました。震災で、

２人の子供が亡くなりました。お母さんの両わき

に１歳の子供と数カ月の子供が寝ていました。震

災の揺れで屋根が落ちてきたので、お母さんはと

っさに足を広げたんです。足を広げたんですけど

も、屋根が落ちてきて重たくて、そして身動き取

れなかったです。最初、子供の声が聞こえたんで

すけれども、数分して、子供の声が聞こえなくな

ったそうです。それでお母さんは、数時間、10 時

間してから助けられたんですけども、岡田さんと

一緒のクラッシュ症候群になったわけです。そし

て、足を今、両足とも本当にひどい状況になって

いる。年々ひどくなっていると、この前の電話で

も言うてはりました。 

この方は、毎年１月 17 日になると、あの子供た

ちは帰ってくるねんと言うんです。帰ってくる、

その足音が聞こえるんやと言うんです。先ほど実

は岡田さんと一緒に写ってた、大学生に向けた講

義というのがありました。講義されている方がそ

うだったんです。その真ん中にいてる兄ちゃんが

長男です、生き残った長男なんですよ。その子は、

今、働いて、必死になってお母さんの世話をしよ

うとしています。いつも足音が聞こえてくる、あ

の子たちが帰ってきたという思いですね。これは

お母さんだけじゃなくて、長男の子も、ずっと今

も思うんですね。 

そういう家庭もありますし、それからもう一つ

の家庭は、隣に両親が寝てはって、その隣の部屋

に２カ月の子供がベビーベッドで寝てたと。とこ

ろが震災で、ベビーベッドの上にタンスが落ちて

きたんです。親は無事だったんです。そのことで、

ずっと今も後悔してはります。あと２秒あれば、

ベビーベッドをばっと引っ張って、助けることが

できた。だけどその子は重い障害を持ったわけで

す。重い障害で、本当にどうするかと今も悩んで

はります。 

この方は、このように言うてはります。あと２

秒あれば助けることができたと思うと泣かはりま

す、今も。そして、最近、娘は、これお母さんの

言葉ですけれども、最近、娘は自分の将来のこと

を心配ばかりしています。結婚できるのか、料理

がつくれるのか、親がいなくなればどうしようと。

自分が生きている間に手助けしたいけれども、も

しも、もしもとばかり考えています。でも、この

子の将来を信じて、一人で生きていけるように助

けていきたいです。本人も徐々にできないことも

できるようになってきましたとお母さん、涙流し

ながら話ししはるわけですね。 

こういう、恐らく玉木さん言うてはることも、

ここにずっと終着点があるんじゃないかなと思う

んですけれども、震災でこういう家庭がいっぱい

生まれたということですね。こういうふうな家族

がいっぱい生まれた。今わかっているのは、身体

障害者の 328 名ということです。 

ですけど、これは、実は今集いに来られていて、

２回ほど来られましたかね、その方は 328 名に含

まれていません。その方の子供は亡くなりました。

そして、みずからは片足切断されました。ですけ

ども、先ほど桜井さん言われたように、診断書の
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中に、理由の中に圧迫と書いてあったんです。だ

から 1.17 とか震災が原因であるとかいうのは書

かれていなかったんです。だから、この方は震災

が原因でこうなったんだということは認められな

かったんです。でも、現実はそこで子供を亡くし、

足を切断した人です。こういう孤立無援で、今も

孤立無援で生きている人たちはいっぱいいると思

うんですね。 

だから、震災障害者の問題というのは、何もこ

れで終わったわけじゃなくて、やはり 2,000 名ぐ

らいいるんじゃないかなと僕は思っています。そ

ういう人たちの中で、今やっとわかって集いのほ

うに参加されている方が 15 名です。県の調査で

328 名とわかった。だけど、その中でももう 100

名の方は亡くなっています。その中で来られてい

る方は本当に少しです。だから、今も孤立無援で

生きている、15 年間ですね。孤立無援で生きてい

るということは、これも震災障害者の置かれてい

る家族の後遺症であろうと思うんですね。だから、

これも本当の、ほかの障害と少し違って、何か違

うのではないかなと僕は思っています。 

○玉木幸則 

あのね、ごめんなさい。違うとか違わへんとい

うことを言うてるつもりは全くなくて、経験とし

て重ねていくと、似たようなとこありますよねと。

だから、そういった意味では、いろいろな業界の

人と本当はつながっていく必要がありますよねと。

それは、これまでの身体障害は身体障害、精神障

害は精神障害、知的障害は知的障害というて分か

れて運動してきた歴史もあって、身体障害の中に

も肢体不自由や内臓疾患や視覚、聴覚とかいって、

また障害別に分かれてきて運動してきた背景があ

って、それぞれ大変な思いされてることとか、や

っぱり孤立されてて地域とかに阻害されている精

神障害の方とか、帰りたくても帰る家がないとい

う精神障害の方とかいっぱいいっぱいいはるんで

す。その現実はそれぞれ個別の背景として、きち

っと大事なこととして押さえていかなあかんと思

うし、そういうことをきちっとスピーカーとして、

それぞれの経験を話し合っていく中で、お互いに

理解をしていきながら経験を重ねていく作業は必

要やと思うんです。 

ただ、少なくともそれは当事者の集まりとか、

当事者の中でやっていくということはすごく大事

なことであって、それを今日、聞いてて、何か気

持ち悪いなと思ったのは、当事者じゃない人が代

弁しちゃうと気持ち悪さが残る。それは牧先生が

悪いとかそうではなくて、これまでもそうなんだ

けど、僕ら障害者がうまいこと使われてきた歴史

が、やっぱり僕は忘れられへんというかね、それ

は政治の場面であったり、学校教育の場面であっ

たり、いろんな場面でうまいこと使われてきてい

たというのがやっぱり僕の中にはあって、そうで

はなくて、何でそんなこと言うかというと、さっ

きも手記の話で、あのときあのときって言われ続

けていくと、最終的には、究極はね、やっぱり優

性思想が出てきて、こんなに大変な思いをするん

やったら産まんとこうと。究極ね、申しわけない

けど、今ね、実は中絶される方がふえてきている

と。それも出生前健診で障害があるということが

わかったときに、今回はやめておこうという親御

さんがふえてきていると。それは何かというと、

障害があったら社会で生きていく上で大変なんや

とか、つらい思いするんやとか、そういうことが

前提にあるから今回やめとこうということがある

のかもしれへんけど、僕は何回もいろんなところ

で言わせてもらっているのは、ある超低体重出生

児という、200 グラムぐらいで生まれてくる子供

さんが今ふえてるんですね。昔は心臓がついてい

かんようになって亡くなっていたんだけど、今、

医療技術の進歩のおかげで、そういう状況で生ま

れてくると、恐らく僕よりももっと重度の脳性麻

痺になる確率は高いと。それでも生き続けられた

赤ちゃんがいて、そのお母さんがインタビューを

受けてて、大きくなってうれしいですとか、ミル

ク自分で飲めるようになってうれしいですと我が
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子の成長を喜んではる。しかも、障害になってる

よということを告知されても、そのお母さんがこ

う言いはったんです。この子はね、生きるために

生まれてきたんですって。それ聞いたとき、ごっ

つい泣きました。生きるために生まれてきたんで

す、だから、私はこの子のありのままの姿を受け

入れて育てていきたいですということを言いはっ

たんですね。 

全くそのとおりで、生きるってどういうことな

んかと。結局は、どういう状態であっても幸せに

みんなが暮らしていくと。ああ、生きとってよか

ったなと思えるように生活をしていく。そのため

には、やっぱりいろんな人が、立場によくなって

とか言いますが、その人の立場になんか絶対なれ

ないんですね。きれいごとではなくて。ただ、立

場になれへんけど、そういう人もいるんやなとい

うことを知っていくことが大事やから、今日はた

またま災害障害者という言葉で、その災害のとき

に障害者になられたことの話はしてるんだけども、

せっかくこうやって集まってきてるんやから、そ

れも含めて、もっと根本的な、人が生きるって何

やろうかとか、生きるという意味合いの背景には

どういう状況であっても、だから都合のいい人が

都合のいい枠の中に当てはめることが僕はよくな

いと思っとって、枠があったとしても枠からはみ

出てたとしても、はみ出てた人も含めてみんなが、

ああ生きとってよかったなと思えるような、やっ

ぱり思いが強いから。だから、けんかじゃないん

だけども、災害になっていろんな背景とか思いと

かトラウマとかいろいろあるんかもしれんけど、

似たような状態の人は、やっぱり災害に特化せず

にいっぱいいますよねと。そういう人たちともき

っちりと僕はつながっていくことによって、災害

のときに障害になられた方もより力が増していく

ん違うかなという思いを込めて、くどかったです

ね。 

○塩崎賢明 

くどいぐらいでようやくわかりました。多分、

玉木さんがおっしゃってるのは、障害を負ういろ

んな道筋には物すごく多様なパターンがあって、

これだけが特殊ということは多分なくて、みんな

特殊なんだと。けれども、それには普遍性がある

ということを言ってはるのではないかなと思うん

ですけど、ちょっとここまで発言を抑えてもらっ

ていた桜井さん、議論をお聞きになっていかがで

しょう。それから、徐々にこの問題を社会的にど

う考えていくのかという話に少しずつ移行してい

きたいと思います。 

○桜井誠一 

私、行政という立場を離れて、障害者とスポー

ツというところでずっとかかわりを持ってきまし

た。 

○塩崎賢明 

そうですね、パラリンピックの委員会をずっと

やっていて。 

○桜井誠一 

はい。人間として少しお話をさせていただきた

いなと思うんですね。 

玉木さんがおっしゃったように、本当に国際障

害者年の以前ぐらいまでは、日本の障害者という

のは隔離をされていくという状態でしたね。それ

が、その後ぐらいからどんどん外へ出ていった経

緯があります。 

私が一番印象に残っているのは、私が障害者に

水泳を教え始めたときに、まず障害者の方が水着

姿になるのが嫌だった。そして、教える側に、私

が教えていると、私のよく知っている人間が、あ

んた何でそんなことしてるのと言われるんですね。

だれか身内にいるのと言われた。いや、そうじゃ

ないよ、水泳が好きなんだから一緒にやっている

だけですと、こういう話をしていったんですね。 

ところが、そういう人がたくさんふえてくると、

みんな当たり前になってくるんですね。普通に水

着姿になる、そして普通にかかわり出す。そして

そういうふうに発言をしていた友達が、私も一緒

に手伝うわと入ってきて一緒にやるんですね。 
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ですから、恐らく形であるとか、それから障害

の状態を見るだけで、何となく自分と違うからと

いう抵抗感で少し拒否していたものが、同じよう

に生活する中で、頻繁に接するようになれば、普

通の人間じゃないのという感じで、ごく当たり前

に接するようになってくる。ただ、障害を持って

おられる方というのは、特に中途で事故に遭われ

たり何やされた方というのは、それを受け入れる

までが物すごく大変なんですね。その受け入れる、

自分がそのことを受け入れられて初めて社会の参

加につながっていく。じゃあその受け入れられる

ような状態をどうやって早くつくり出してあげら

れるか。そこに私は行政としてもね、いろんな相

談の機会であるとか、先ほど言葉でピアカウンセ

リング、仲間のカウンセリングと、ピアカウンセ

リングという言葉が出ましたけども、そういうも

のに対する援助をするとか、そういうことで少し

でも早く社会復帰、そして自分が生きていこうと

する力はつけられるのではないか、そういう機会

をやはり行政としても提供するということが非常

に重要だろうなと思うんですね。 

そういう意味からも、この震災という原因者が

あって、その人を責めれば自分が納得できるとい

うものではないので、やはり障害を持ったとき、

自分がもんもんとしていると思うんですね。そう

いう人を少しでも社会の中で一緒にやっていける

ような状態に早くさせてあげられる。そういうた

めには、いろんな、牧さんのやっているような活

動も非常に大事ですし、文化的なものにも引っ張

り出していけることが大事だろうなと思うんです

ね。 

私は、もう一つ忘れられない言葉があるんです

が、神戸市でフェスピック神戸大会をやったこと

があります。そのときに、障害者の人に僕が、障

害者を利用したイベントというのをやっていいと

思いますかと聞いたんです。そしたら、彼がどう

言ったかといったら、桜井さん、私たちうれしい

んですと。私たちの存在を認めてくれたと。私た

ちの出る機会を与えてくれたと言われた。そのと

きに僕は初めて目が覚めましたね。ああ、そうい

うことだと。だから、機会というものをどんどん

提供していける、これが大事だろうなと思います

し、こういう震災で障害を負った方という皆さん

方は、去年、川口さんたちと一緒になって、障害

の数がわかった。その後、コンサートに呼ぼうよ

という話をしましたよね。それはなぜかというと、

どんな機会でもいいから参加する機会をつくって

いけば、きっと克服していけるんだろうなという、

そういう思いもあって、そういうことをみんなで

やろうよと企画したんですね。 

やはり行政というのは税を配分するという、非

常にシビアなものがありますから、それでカバー

できないところはお互い人としてのつながりを大

事にしながら、いろんな施策を打てていけるんじ

ゃないかなと思っています。これは牧さんとも、

生活再建本部にいるときから何かおつき合いさせ

ていただいていることもあるんですけど、そうい

うふうに今、感じているところです。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。 

ここまで割と震災障害者というキーワードの中

身というか、本質というか、それが一般の障害者、

あるいは中途障害者でそれ以外の原因でなった人

たちとの対比の中で、どこが同じか、一緒か、別

にけんかをしかけたわけじゃないんですけれども、

少し浮き上がるような議論をしていただいたわけ

ですけども、ここからその玉木さんの言葉によれ

ば、同じ境遇にある者が集まって、自分たちの問

題を掘り下げて、それを外に出していく活動が大

事だということをおっしゃっているわけで、今の

桜井さんの機会をつくるという話もそれと多分同

じだろうと思うんですけども。 

そういう点で言いますと、今後のことを考える

と、現に１万数千人、１万何百人の人たちが重傷

を負った中に、どれだけ障害を持っている方がい

らっしゃるのか。その人たちの問題をどうするの
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かという問題が１個と、それからもう一つ、来た

るべきというか、必ず東京や大阪や東南海で大き

な災害が来るということがほぼ確実視されている

わけで、岩崎先生の本なんかによりますと、大体

死者の 10 倍ぐらいの重傷者は出てくると言われ

ている、その中の何割かが後遺症を持った障害者

になる可能性があるわけですけれども、そういう

起こり得るべき不幸に対してどう備えるのかとい

う、この二つの問題があるんじゃないかと思うん

ですけども、差し当たりはそのよろず相談所でや

っておられる活動というのは、非常に粘り強い活

動ですけども、全体をカバーするところまではと

ても行っていないわけで、どういうふうに現在の

状況を切り開いていくのかということについて少

しお話いただきたいと思うんですけれども。 

○牧 秀一 

今集いというのをやっています。震災で障害を

負われた方、その家族が集まって、毎月１回やっ

ているわけですけれども、その中で、やはりすご

く僕は、僕は当事者ではありませんし、支援者で

すけれども、そこで、はっとびっくりしたことは、

去年でしたか、初めて参加された方がおられます。

この方は非常に気丈夫で、息子にも涙見せへんね

んと言うてはりましたけれども、この集いに参加

されてからずっと泣いてはるんですよ。何も、こ

の方は、その方の声ですけども、15 年目に初めて

ここで涙を流させてもらいました。家でも涙を流

せませんでした。ここに入ってきたときに、初対

面の人ばかりなのに、なぜか素直に話ができ、自

分の弱さを出しても許してもらえる場所だと思っ

たのですと言うんですね。ここは私が弱いところ

を見せられる場所やと。それから本当に来れると

きに来るということをされています。 

恐らく、今、本当に 15 人ですから、全体から見

たら１％未満だと僕は思っていますけれども、そ

の方たちの声が、やはりこういう、思いはこうい

うところにあるのかなと思います。別段集うとい

うことで何か議題を持って話をするということじ

ゃないんです。お茶飲みながらわいわいと、この

１カ月間どうやったかなとかいうて話をすると。

そういうところなんですけれども、その中で同じ

人たち、さっきピアカウンセリングと言われまし

たけど、そういう同じ人たちが集まって、初めて、

それこそ今から４年前ですから、震災 12 年後から

ですかね、初めてそういう場を持てたと思ってい

ます。 

この中で当事者の方たちが幾つか提案されてい

ます。まずは人数把握ですね。人数を把握してく

れということです。今はそういう形で行政がやっ

ています。ただ、それは一部だと思っていますが。

それと、総合窓口の設置ですね。いわゆる震災が

起きた。それぞれの人たちの人生がありますから、

ある人は仕事をなくし、ある人は家をなくし、あ

る人は子供の教育の問題で悩んで、ある人は今後

どう生きていったらいいのかということで悩んで

いるわけです。そこに相談できるところがない。

行政は結構縦割りなもので、教育問題に行くと、

教育のところへ行くと、１から全部話しする。家

の問題で行くと、また１から全部話しする。すべ

て１からなんですね。この１から話をするという

ことがとてもしんどくて、もうええわと言うては

りました。そうではなくて、総合的相談窓口です

ね。だから、だれかに言えばほかの後ろの部局の

人に、この方は、Ａさんはこの問題とこの問題と

抱えていますよと。ですから、この問題について

対応しましょうというシステムができたらいいな

と思っています。これできたら、次の災害に備え

ることができるのではないかなと思っています。 

それと、集いですね。やはりこういう集まる場

所、まだこれは１カ所です。そうじゃなくて、あ

ちこちに本当はできたらいいと僕は思っています。

あちこちにできて、そしていろんな人が集うこと

ができればいいし、そこからいろんなことがまた

発信できるのではないかなと思っています。です

から、集いの場所とか総合窓口というのは必要で

すし、いつも当事者の方が話されていることです。 
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それからもう一つは、人と防災未来センターに

何もないということですね。本当にこれは、今考

えれば失礼な話じゃないかなと思っています。で

すから、この実態調査の結果、人と防災未来セン

ターには、海外からも、修学旅行生も来ますから、

彼らにこういう人もいてんでということは、やは

り伝える役割は十分にあろうと思っています。こ

ういう当事者とか家族、また支援者がいろいろな

話をする、した、こうしたらどないやろう、ああ

したらどないやろうという教訓ですね、メッセー

ジをぜひ僕たちは早く流していきたいなと思って

います。というのは、考えているうちに、新たな

震災が起きたらどないしようもない、今の状況の

ままとなればだめなので、今も行政の方が来られ

ていると思いますが、ぜひ早く実態調査を進めて、

こういう提案、教訓を生かすような話を進めても

らえたらなと願っています。 

○塩崎賢明 

ありがとうございました。 

僕は、今おっしゃったこと全部賛成なんですけ

ども、もうちょっと細かく見ると、多分いろんな

人がいらっしゃるという気がするので、まず行政

的には概数とか全体数を把握することが大事だけ

れども、何ていうのかな、死んだ人のことはいつ

も追悼したり、ろうそく燃やしたりとか、あちこ

ち名前があったりしますよね。いないんだと。本

人いないんだけれども、ある種、社会的にちゃん

と位置づけが、この方々は震災で犠牲になった人

だと扱われているんだけども、障害者の人という

のは、そういう居場所というか、亡くなってはい

ない、生きておられるんだけれども、どういう存

在なのかということが、ちゃんと社会的に位置づ

けが与えられるみたいなことを、ちょっと抽象的

でわかりにくいんだけど、何かきちんとした位置

づけが与えられて、堂々と生きていけるようにと

いうような、何かそのようなことが要るんじゃな

いかなという気が、もちろんちゃんととらえない

とまずだめなんだけれども、どこにいるのか、ど

んな人がどんな状態になっているのかというのを

まずとらえないとだめなんだけども、何かそうい

うことがもう一つ要るかなという気がちょっとす

るんですけれどもね。どうでしょう。牧先生でも、

川口さんでも、いかがですか。 

○川口裕之 

難しいですけれども。さっき桜井さんがちょっ

と触れられたと思うんですけれども、その障害者

手帳を申請されるときに、書類を出すと。そのと

きにその原因なんていうのは、自動車事故とか労

災とか、あとちょっと、ぱっと思い出せないです

けど幾つかあって、その中に自然災害という項目

がないというのは確かなところなんですよね。今

回の阪神大震災の場合は、その他のところで震災

と書いてあったり、あるいはその原因となるけが

をした日が１月 17 日となっていたりという、そう

いう形があって神戸市さんのほうでまとめられた

ということなんですけれども、この原因の項目が

何であるんだろういうことを、ちょっと厚生労働

省の担当課の方に話を聞いたことがあって、要は

その後の支援策にスムーズに案内をするためにそ

ういう項目を設けているんだよという話をしてい

ただいたことがあって、自然災害でけがを負う方、

障害を負う方がいらっしゃって、そういう方への

支援策というのはどんなのがあるのかなと思った

ときに、一つ災害障害見舞金というのがあって、

国と自治体でお見舞金を出すということなんです

けども、そういう制度は確かにあるんですよね。

そういうところにちゃんと導いていくためには、

やっぱりそういう申請書類の中に、自然災害とい

うのをちゃんと明記するというのもあり得べしと

いうか、そうすべきだと思うし、そこに自然災害

というのが明記されていれば、統計をこう、統計

というかそういう、災害の被害がどんなものだっ

たのかということで、何人亡くなったとか、倒壊

家屋がどのぐらいあったとかというときに、ちゃ

んと障害を負われた方というのが何人だというの

は集計できるようになると思うんですよね。そこ
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から位置づけられるから、何か考えていけばとい

うことは思うんですけれども。 

○塩崎賢明 

しかし、現状では見舞金の支給の要件が非常に

厳しくて、１級ですかね、それに該当する者でな

ければ見舞金が受けられないという状況になって、

何か数十人という数ですよね、今までが。そこの

問題は一つまずあるのではないでしょうか。 

○川口裕之 

そうですね。それこそ阪神大震災のときは、64

人だったかな。64 人の方がその見舞金を受けられ

ていて、それ以外の方は受けられていないと。や

っぱりそれだけを見たら、震災で障害を負われた

方って 64 人だけなのと思ってしまいますよね。で

も全然そうじゃないわけだし、その辺はもっと、

本当は、私なんかは要件が緩和されて、広い方に

行き渡るような形にすればいいんじゃないのかな

と思うんですよね。やっぱり、額の多寡が問題と

いうよりも、お見舞金という名前がついている以

上、ちゃんと気にかけているよという、そういう

行政のメッセージなんだろうというのは、牧先生

ともよくお話をさせていただくところですけども

ね。 

○塩崎賢明 

先ほど随分御発言いただいたんですけども、現

在の阪神大震災の被災地における震災障害者に対

する問題と、それから今後のことについて、桜井

さんのほうから一つ、考えていらっしゃるところ

をお願いします。 

○桜井誠一 

そうですね、一つは、今、川口さんがお話しさ

れた、弔慰金法に基づく中にある障害者の見舞金

ですよね。これは先生が御指摘になったように労

災の１級ということで、非常に厳しい基準にはな

っています。ですから、感覚的に言うと、もう少

し緩めてもいいんじゃないかなと。ただ、これっ

て議員立法でできた法律ですし、なかなか変える

というのは非常に難しいというのは、いろんな話

の中で出てきますね。 

それから後につなぐという意味で、やはりやれ

るというのは、地域防災計画というのがあるんで

すけれども、これはどの都市もつくっておられま

す。地域防災計画だけではなくて、もう一つ東京

都なんかは、事前復興計画といって、災害があっ

たときに、あとどんな復興をしていこうかという

ことを定められています。復興計画をつくるとい

うのは、災害も起こっていないのにと思いがちな

んですが、その中に考え方とか理念というのは整

理をしておく必要があるだろうと思いますし、例

えばそういう中に、こういう障害、震災によって

障害が発生をし、そしてそういう方々の乗り越え

るためのケアを考えていかなきゃいけないという

一つを入れていくことによって忘れないというこ

ともできますし、阪神・淡路大震災の教訓という

のが生きていけるのではないかなと。そういう意

味では、地域防災計画なり復興計画という中に、

そういう項目が何らかの形で入っていけないかな

とは思っています。 

○塩崎賢明 

ありがとうございました。 

玉木さんのほうからは、震災障害者という、震

災を原因として障害を持たれた人たちに対する問

題を議論しているんですけども、そこから障害者

の施策一般に、どのようにこれを返していけばい

いのかという観点から少し御発言いただけますか。 

○玉木幸則 

今日の話でいくと、やっぱりすき間があるんで

すね。生活のしづらさをいっぱい抱えている人が

あるのに、枠にはめようとするとすき間が出てき

て、そのすき間がやっぱり一番困るんですという

ことが一つ問題で。 

今、川口さんが言われてた、障害認定時に障害

になって要因の分類に災害が入っていないからと

いうのは国の詭弁で、誤解したらあかんのは、も

ちろん福祉制度というのは、残念ながら今の日本

には申請主義ですから、本人が申請に行って判子
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つかん限りは、行政がこんなサービスあるけど使

いませんかと個別ではかかってこないわけですよ。

そこら辺の仕組みがやっぱり一番の問題であって。 

もう一つは牧さんが言われていた、総合相談と

いうのがごっつい大事で、肩書に日本相談支援専

門員協会と書いたやつ、これ去年立ち上げたＮＰ

Ｏ法人なんですが、実は、今、国の制度の中にも、

市町村が行う相談支援事業というのが実際あって、

僕も西宮で、西宮から委託を受けて、障害のある

方の総合相談をやりなさいと言われてるんです。

法律上、その中身を見ていくと、その制度につな

げることとか、権利擁護の活動とか、ピアカウン

セリングだとかを一体的に受けると。なおかつ障

害の種別も関係ないですよと。手帳あるなし関係

ないですよと。とりあえず、相談に来られた内容

をワンストップできっちりと相談支援専門員が寄

り添って、その人と一緒に考えていきましょうね

という仕組みが本当はあるんです。ただ、それを

市町村にお任せとやっちゃうから、格差がいっぱ

い出てくるので、少なくとも、どこの町にでも、

ここの相談センターに行ったら何か聞いてくれる

でって、何かどこかにつながるでという仕組みが

きっちりとあるということが一つと。 

もう一つは、今度、相談に行けない人、近所の

人も心配して、あそこどうやろなって、引きこも

りでって、いろんな状態があると。そこにアウト

リーチというて、窓口におるだけじゃなくて、出

向いていく人、それがこれからきっちりと確立し

ていかなあかん。そのためにはお金がね必要で。

そこなんですよ。人が要るんです。多分、神戸市

でも各区に一個センターがあって、そこには相談

支援専門員は頑張って置いてても５人ですわ。５

人の人が、障害程度区分の調査もしながら、相談

も受けるみたいな状況にあるので、やっぱり相談

支援に特化した専門職であったり、さっき当事者

にも役割あるん違うかなということを塩崎先生が

おっしゃったけど、当事者こそが自分の経験を生

かした上での相談とかピアカウンセリングとかと

いうのを業としてやっていけるはずなんです。と

ころが、これまでは、福祉サービスにおける相談

というのは、障害のない人がやって当たり前みた

いな認識もあったんやけど、せっかくやから経験

を生かした形で、それを仕事としてやっていく。

それをいかに育てていって、私はこうやったけど

ねという話が、最終的には、ピアカウンセリング

の先には仕事というのが見えてくると、より役割

が持てて、より活躍もできるん違うかなと。これ

は僕の 100 年ぐらいの夢なんですけど。 

○塩崎賢明 

ありがとうございました。 

大分ヒントが含まれていて、うまく整理すれば

それがほぼ結論になるような気がするんですけれ

ども、ここまで４人の皆さんにいろいろ御発言い

ただいて、ディスカッションしてきました。災害

復興学会は、将来の、現在でもそうですけども、

災害における復興の過程で必要な社会的な仕組み

というものが大事だということを設立理念に掲げ

ているわけで、復興制度研究会というのもあるん

ですけれども、学会としてこういう問題をどう受

けとめればいいのかということを、本当はここで

今日、コミュニケアとか発表すればいいんですけ

ども、なかなかそこまでいかないので、どう考え

ていけばいいのかということについて、お二人の

方から学会の立場でというのか、個人の立場かな、

御発言をいただきたいと思うんですけど、まず、

復興制度のことを学会でやっていただいている弁

護士の津久井先生のほうから、今までの議論をお

聞きになって、少しコメントをいただければと思

います。 

○津久井進 

皆さん、本当にいろんなお話をありがとうござ

いました。私は学会の中にある法制度研究会とい

うところに属している者ですが、１月から、私た

ちも震災障害者の問題について、法制度をどうす

るかをずっと勉強してまいりました。本来であれ

ば塩崎先生のおっしゃったとおり、報告できると
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ころまでしたいんですが、まだ勉強中であります

ので、今日は意気込みを皆さんにお伝えしようと

思います。 

 

 

 

まず感想を一言申し上げたいです。今日、なぜ

災害で障害を負った方々に私たちは目を向けてこ

なかったんだろうかを、ただ反省するだけじゃな

くて、その「なぜ」を追及したいと思っておりま

した。その点については、私自身、非常に腑に落

ちるところがありました。 

まず、今日のお話の中で、障害者をとりまく社

会条件、あるいは社会の抱える問題がよく見えま

した。社会と言うと人ごとみたいですけど、社会

って私たちのことですから、私たち自身が持って

いる問題が見えたということです。 

障害者のもともと抱えている問題に、もう一つ、

災害という問題があるんだと。質的な違いじゃな

いんだということが今日分かりました。ハードル

が二つあるのかなという感じです。例えば、震災

障害者に関して言いますと、まず、問題を抱えた

方々にとっては、本来の障害者のこれからどうや

って生きていくかという福祉の問題にたどり着く

までが大変だということですよね。 

私たちはいつも復興を考えるわけですが、復興

の中で取り残されている方々をどうするかを考え

ていくうちに行き当たったのが震災障害者の問題

でした。孤立している方々に私たちはどう向き合

うのか。その問題が、まさにここにたくさん隠さ

れていたことに気づいたということです。結局、

私たち自身が見失っていたということだと思いま

す。御本人たちは、置き去り感が強いということ

ですが、これはむしろ、その対局にいる私たちの

問題ではないか。私たち自身も、震災障害者の問

題について、他の問題のように普遍化していない

ことに気づきました。この問題がどんな問題なの

かを普遍的に感じ取ることができるように、これ

から勉強していきたい。ここまでが感想です。済

みません、長くなりました。 

今日、シンポの中で取り上げられなかった問題

についても幾つか研究会で勉強いたしました。中

途障害者の方々が今使える制度として、社会制度

や障害者一般の法制度、厚生年金制度、いろいろ

な制度があるんだけれども、その制度自体にも問

題がいっぱいあるということを学びましたし、ま

た、先ほど交通事故や労災のお話が出ました。こ

れらと比較して、まだまだ恵まれていないとか、

あるいは犯罪被害者の補償制度と比べたら金額が

少ないのではないかという議論もあったんですが、

そういう比較の問題じゃなくて、そんなふうに縦

割り的に考えること自体がどうなんだろうと今考

えています。むしろ様々な制度の中にいろんない

い面があります。そのメリットや使えるところを

集めて、すべてに普遍化できる制度にできないか

ということを考えてみたいと。 

それから、ピアカウンセリングに象徴されます

けれども、同じ立場の方々で、同じ立場の者同士

が集まって次につなげていく。実際、その活動を

されている、活動というのは、これまたたくさん

あるわけですね。例えば森永砒素ミルクの事件の

被害者であるとか、薬害被害の方々であるという

ふうに、加害者がいるような場合については、そ

ういった会が形成されて新しい生き方の仕組みを

つくっています。 

また、玉木さんが御紹介されたように、加害者

がいるわけではない、所与のものとして障害を抱
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えることになったときにどうするか。その問題も

あるということを知りました。災害というのは自

分のせいではないが、しかし、全く予期しない突

然の災難で、どこに気持ちを持っていったらいい

のかわからない。そういう意味で、すき間になっ

たのかなと思うんです。すき間を解決するのは簡

単で、埋めたらいいわけです。埋め方をどうした

らいいかを考えたい。 

そこで、私たち自身が、今、具体的に取り組も

うと思っているものが五つ挙げてみます。一つは、

相談窓口ですね。総合相談窓口を何とかシステム

化するようなことをしたい。 

二つ目ですけれども、災害弔慰金法について、

手がつけられないというお話がありましたが、是

非、手をつけていきたいと思います。額が少ない

ということばかりが報道で出てくるんですけど、

むしろ本質は要件が厳しいということです。実際、

102 人の方が申請をされて 63 人が受給できたと。

言いかえると 58 人の方は却下されているんです

ね。自分たちの助けを求めて、一縷の望みをかけ

たものがそうであったと。私たちはその要件を緩

和することを訴えていけたらなと思っています。 

しかし、これはお金さえ与えればそれで済むと

いう思想にもつながりやすいと思います。お金を

支給して、後遺症が確定してそこから障害者とな

っていくまでの間の長いブランクがあります。そ

の間をどうしたらいいのかということを考えると、

福祉支援のあり方についても手をつけないといけ

ない、これが三つ目の課題かなと思っております。

医療支援、保険支援という段階があると思います

が、災害障害者となった後の福祉の手前にありま

す医療の場面でどのように向き合っていくかとい

う問題を考えて、これを被災者総合支援法といっ

た新しい法律をつくって、その枠組みの中に位置

づけられたらなと考えております。 

四つ目ですが、家族に対する支援というのは絶

対に欠かせない。むしろこれが一つの本質だと思

います。今日、城戸さんからもいろいろなお話が

ありましたが、震災でいろいろなものを失うとい

うお話がありました。家を失う、コミュニティー

を失う。しかし、家族自身も傷つき、家族自身も

いろんな意味でいろんなものを失うというわけで

すが、震災障害者というと、その障害を負った人

だけととらえがちなのですが、そうではなく、家

族に対する物心両面のいろんな支援ができないか

ということを考えたい。 

五つ目ですが、だれが震災障がい者を忘れてき

たのかといいますと、まず研究者が忘れていたと

いうのが大きいのではないかと思います。それか

ら、社会全体で忘れているというのも大きいだろ

うと思います。それから、行政も忘れていたとい

うことがあるだろうと。もう一つ言えばボランテ

ィアですね。ボランティアも、どれだけできてい

たんだろうというのがあるでしょう。市民、ボラ

ンティア、それから行政、研究者、この者たちが

どのように今後支援をしていくのかということを

考えたいと思います。 

以上、５点について、３つの視点で考えたい。

一つ目は、ことし１月に発表したんですが、災害

復興基本法の法案というのを発表しました。この

基本法の中には、次のような条文を書き入れてい

ます。一つ目は、被災者の決定権です。被災者は、

みずからの尊厳と生活の再生によって自律的人格

の回復を図るところに基本があり、復興のあり方

をみずから決定する権利を有するんだと。そして、

復興の主体は被災者であると。被災者の自立と、

その基本的人権を保障するために、国、地方公共

団体はこれを支援し、必要な施策を負う責務があ

ると。この被災者というのを震災障害者と置きか

えてみれば、今日の議論は全くそのまま当てはま

ると思います。ですから、この災害復興基本法の

思想を広めていく。 

二つ目は先ほど申しました、被災者総合支援法

を何とか形にしていく。 

三つ目は、先ほど桜井さんからも御指摘ありま

したが、まずできることをやろうということで、
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全国にあります地域防災計画の中に、震災障害者

に対する支援というメニューをきっちりと明文化

して位置づけてもらうように呼びかけをしていこ

う、できるところからやっていこうと、こういう

ことを考えております。 

  以上です。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。さすが津久井

弁護士ですね。わかったような気になりました。 

本当はここで、もう一度また御登壇いただいた

パネリストの方々に、今の提案に対する御意見と

かお伺いしたいんですけれども、それをやってい

るととても終わりませんので、申しわけありませ

んけれども、こういうところまで一応たどり着い

ていると、学会の側の頭はですね。御了解いただ

いて、最後に今度は会長として、もう少し重みを

持ってかどうか知りませんが、今までの議論をお

聞きになった上でのまとめの発言をお願いして、

これでとじたいと思います。 

○室﨑益輝 

私は震災障害者と一般の障害者の連関と区別と

いうことはすごく大切だと思っています。その中

で、まずは連関というか、同じ問題なんだと。社

会の中で置かれている障害者に対する、例えば差

別感とか孤立感だとか、そういう原因というのは、

根本はやはり日本の社会全体が抱えている大きな

問題なので、そこを改善しないといけない。それ

は玉木さんが御指摘のとおりで、ここを忘れては

いけないというのは第１点です。多分、この問題

は、国の福祉行政とか障害者行政そのものを変え

ていく取り組みの中で考えていくべき問題だと。 

区別ということでは、復興という視点が大切に

なります。我々、復興学会という立場からすると、

日本の復興行政なり災害行政をどう考え、変えて

いくのかという問題がすごく大きいと思うんです

ね。そういう復興という視点で考えると、やはり

災害復興学会は人間復興ということを基本的なテ

ーマにしています。災害が起きた後で、壊れた家

については１軒１軒、あんなに綿密に調べるのに、

けがをしたり負傷した人に対してはデータがない

という状況そのものが、やはりそこに大きな欠陥

が、震災障害者の申請のところに、その他、災害

の項目がないということも全部すべてそうですけ

れども、やはり一人一人の人間がきちっと元に戻

って元気になるまでずっとケアをすると。チリの

落盤では 33 名に対して、半年かもっと長く続くと

思いますけれども、きちっとケアをするという姿

勢が打ち出されているわけです。それが、今の災

害行政には欠けているというところがすごく問題

で、やはりその災害行政のどこを直すのかという

ことを具体的に提案していかないといけない。そ

れは、直後にやはり非常に大変な混乱の中で、十

分なケアすら、日常だったら、交通事故だったら

病院に担いで、いろんな形で先ほど言ったように

脳のスキャンがしてもらえるんですけど、災害時

はそれすらしてもらえない。全く、外見上はけが

のない人は病院に行っても扱ってもらえない。そ

ういう中で障害者が出ているという、その現実を

しっかり踏まえないと、やはりいけない。それは、

先ほど議論の中で桜井さんが言われたように、直

後の災害時医療は考えてあります。しばらくたっ

てからの高齢者の見守りは考えています。でも、

その間がすぽっと抜けてるんです。障害者は病院

を出た途端にカルテがなくなります。まさにそれ

が、どこにいるか、人数がわからないという、そ

れがその象徴的にあらわしている問題で、そうす

ると重要なことは、震災後の持続的ケアをどうす

るかです。それは、震災障害者、今日はお二方か

ら御説明ありましたが、その実態の悩み、苦しみ

は一体どこから生まれているか、を考えなければ

なりません。その悩みは、僕は少なくすることが

できると思うんです。それをなくすために何をす

べきかが、基本的には我々復興の問題に取り組ん

でいる者に課せられた課題であって、それは直後

からの見守りとケアの仕組みをどういう形でデザ

インをして設計し、だれがやるのかというところ
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をきちっと考えないといけない。単に防災計画に

書けといっても何を書くのかということを学会と

してはきちっと提言しないといけないと思ってい

ますので、その点についてはしっかり考えていき

たいと思っているところであります。 

そういう意味で言うと、その原因と苦しみとい

うことをまずはしっかり理解をするということだ

と思います。それは、単に震災障害者だけではな

くて、まさにその延長上にすべての障害者の苦し

みを我々は理解するという姿勢を持たないといけ

ないし、震災と障害者の関係で言うと、震災が起

きてから後の障害者の問題ではなくて、震災時に、

既に障害者であった人が、玉木さん、さっき……

死にかかったというお話ですけど、震災の中で障

害者は見捨てられてきちっとという問題があって、

まさに障害者を震災の中でどういうふうにケアを

するのかという問題も一緒に考えていくという姿

勢がないと、それはいけないと思っているところ

であります。 

３分の約束はちょっとオーバーしたと思います

けれども、そういうことで、最後、学会の決意で

ありますけれども、まさしくこの問題の解決には、

運動論と計画論と制度論が必要だと。制度論は津

久井先生がちゃんと説明していただきましたけれ

ども、計画論という、地域防災計画なり、そうい

う計画の中にどういう形でこれを書き込んでいく

のかということをきちっと考えて提案をしないと

いけないし、運動論は、我々の学会だけではでき

ませんので、一般市民社会、市民の人たちと力を

合わせて一体何ができるかということを考えてい

かないといけないということを申し上げて、まと

めに変えさせていただきたいと、以上でございま

す。 

○塩崎賢明 

どうもありがとうございました。さすがは会長

のまとめであります。 

○出口俊一 

兵庫県震災復興研究センターの出口ですが、津

久井弁護士の話も非常によくわかったんですけど

も、阪神の被災者、障害者の救済の問題は、先ほ

どのお話の中に入ってないんですね。これをどう

するのかというのが、私は一つ、１点抜けている

のではないかと思いました。ぜひ今後の検討の中

で議論をしていただきたい。 

  以上です。 

○塩崎賢明 

僕は入っているのではないかと思ったんですけ

ど。 

もちろん、先ほどから僕言っていますように、

阪神・淡路の被災地の障害を負われた人たちの、

まず把握から。その人たちに対してどうするかと

いう問題と、それから将来の問題。この二つを取

り上げているつもりであります。 

これで終わりたいと思いますが、阪神・淡路の

被災地での復興の過程というのは、15 年たってま

だやるのかと全国の人は思っているかもしれない

けれども、実はこういう問題があるということを

冒頭でも申し上げましたけれども、本当に深い、

大変な問題があって、今、室﨑先生のほうから決

意を示されましたけれども、ぜひともこれを機会

に、この問題に対する何らかのはっきりした、具

体的な今後に向けての、あるいは現在の被災地に

おける障害者の人たちに対する取り組みというの

がここから進むということをぜひともやりたいと

思います。 

阪神・淡路大震災は、いろんな全国の人たちか

ら支援を受けて、ここまで復興してきたわけです

けども、お返しとしてできたことというのは、僕

は、被災者生活再建支援法をつくったこと、これ

は一つは言えるんですけども、もう一つこの問題

で、つまり震災障害者の問題で、新たな局面を切

り開くことができれば、多少とも全国に対してお

返しができることになるのではないかと思って、

今後とも頑張っていきたいと思います。 

今日は本当にどうもありがとうございました。 
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 雲仙普賢岳噴火災害からの復興 -島原半島世界ジオパーク- 

 

  第 5 回ジオパーク国際ユネスコ会議  事務局長  杉本 伸一 

 

 

 

 

1. はじめに 

あの忘れ得ぬ雲仙・普賢岳噴火災害の火砕流惨事

から今年で早や 20 年となる。198 年ぶりの噴火に多

くの人が山火事だと思ったように、一般の人々に火

山噴火に対する警戒心はなかった。そして行政は、

島原大変へとつながった198年前の噴火と同じシナ

リオを想定して、眉山崩壊に対する避難計画の策定

を始めた。しかし、記録に残る 198 年前の噴火と違

う形で活発化し、人的にも物的にも多くの被害が出

たのである。 

噴火終息から 14 年、新たな溶岩の上には植物の

生育が見られる。そしていま、島原半島は、災害か

らの復興を成し遂げ、さらに普賢岳を地域の活性化

に結びつける取り組みが進められている。 

 

2. 普賢岳噴火災害 

1990 年 11 月 17 日、噴火を始めた普賢岳は、翌

18 日以降は地獄跡火口の噴煙活動は衰ろえ、九十九

島火口からの白色の噴煙が遠望できるのみであっ

た。秋空にたなびく噴煙を見上げながら、中には、

新しい観光名所になるのではとの期待の声もささ

やかれた程である。 

しかし、翌年 2月 12 日、最初と別の火口から再

噴火し、活動が活発化した。さらに 5月には、雨で

火山灰を巻き込んだ土石流が発生し、災害も始まっ

た。そして、山頂に溶岩ドームが現れ、噴火が予想

を超え始めた。溶岩ドーム出現から 4日後、山頂に

たまった溶岩が、火口から崩落した。聞きなれない

“火砕流”の発生であった。研究者は、火砕流への

警戒を呼びかけたが、住民の関心は土石流に強く向

けられたままであり、水無川にたまった土石を早く

取り除き、いかに家屋への被害を防ぐかであった。 

梅雨に入った島原では、土石流と火砕流の二つの

災害をにらんだ防災対策が続けられた。 43 人が犠

牲となった 6 月 3日の火砕流、すべての住民が火砕

流の本当の恐ろしさを理解した日であった。後で振

り返って見ると、研究者は危険だと強い調子で訴え

ていたが、私たちは、火砕流の危険性は頭の中に入

っていても、自分のものにしていなかった。危険だ

ということを、意識していなかったのである。 

島原市南部の水無川流

域は、度重なる火砕流や

降灰はもとより、相次ぐ

土石流の襲来を受け、さ

らに、被害は水無川流域

だけにとどまらず、普賢岳から島原の市街北部を流

れる中尾川流域にも拡大した。台風、集中豪雨災害

などと異なり、噴火災害は、一過性の自然災害では

ない。火砕流、土石流といった災害が人家の密集地

域に押し寄せてきたのが、今回の雲仙普賢岳災害の

大きな特徴であった。 

すべてを焼き尽くす恐ろしい火砕流であっても、

あらゆるものを押し流す猛烈な土石流であっても、

人の住んでいない無用の荒れ地であれば単なる自

然現象であって、自然災害という言葉は使われない。

しかし、島原市では、多くの人がここを故郷として

何百年、何千年も代々住み続けているかけがえのな

い場所で発生したのだ。この生きる場所を無惨に火

砕流と土石流が襲ったのである。人々は生活の場を

追われ収入源を断たれ、混乱渦巻く中に投げ出され
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てしまった。 

 

 

3. 災害から復興へ 

災害の発生と同時に、国や県も被災住民の救済に

全力を傾けていただいた。まだ火砕流や土石流の危

険がある中であったが、1992 年には「水無川砂防計

画の基本構想」が作成され、砂防事業が着工された。 

1993 年 4 月、雲仙復興工事事務所（当時建設省）

が開設され、災害時から今日に至るまで、さまざま

な砂防施設の建設等を行い、噴火災害による土砂災

害を最小限に留め、地域の復興の後押しをした。災

害中は発生した火砕流が 5 分程度で現場に到達す

るため、作業は困難を極めた。このことから、民間

と共同で世界初の無人化施工を実用化し、水無川の

除石工事やコンクリート構造の砂防ダム、鋼鉄製ス

リットダムの建設工事が無人で実施された。今では、

被災地に家並みが戻り、噴火災害以前の平穏な暮ら

しも戻ってきた。 

雲仙で開発された無人化施工技術は、その後、

2000 年有珠山噴火災害においては遊砂地の造成や

流路工内の土砂除去などで用いられ、地域の火山防

災対策に役立つことになる。また、最近では火山防

災対策のみならず、一般の多くの災害現場等におい

ても無人化施工活用が本格化している。 

また、雲仙・普賢岳噴火災害は、被災地のみなら

ず、島原半島全体に大きな影響を及ぼした。特に人

口の減少、あるいは宿泊観光客数減などの経済的低

迷が顕著であった。このため長崎県は、1996 年度

に官民一体となって島原半島全体の再生と活性化

をめざす「島原地域再生行動計画(がまだす計画)」

を策定した。 

「がまだす」とは、島原地方の方言で「がんばる」

という意味である。計画期間は 5 ヵ年で、雲仙岳災

害対策基金による支援、雲仙の復興計画、土石流で

埋没した安中三角地帯の嵩上げによる住宅・農地の

再建、火砕流による旧大野木場小学校被災校舎の現

地保存、災害遺構の保存・活用を柱とする火山観光

などが官民一体で取り組まれ、成果を挙げた。 

2002 年、2003 年には噴火災害の教育・伝承や自

然学習、砂防事業・技術の紹介を行う施設が相次い

でオープン、施設面の環境が整うとともに、ソフト

面では平成新山フィールドミュージアム構想の取

り組みも進められた。 

フィールドミュージアム構想とは、『雲仙岳災害

記念館』を中心とし、周辺の景観や噴火災害の遺構、

火山関係施設、各種防災施設などを野外の博物館

（フィールドミュージアム）ととらえ、「火山と人

とのかかわりあい」をキーワードにこれらをネット

ワーク化するものである。災害をもたらす火山を逆

に観光資源として活用しようとの考えである。 

また、2007 年には世界の研究者が島原半島に会し、

火山都市国際会議島原大会が開催され、火山と共生

する都市（まち）づくりに関する議論が交わされる

とともに島原半島の災害からの復興をアピールし

た。 

現在、砂防事業も約 9割が完成しているが、雲仙

岳平成新山周辺には、噴火活動に伴い、溶岩ドーム

と呼ばれる巨大な岩塊群が不安定に存在し、崩落等

の危険性が懸念されている。このため、溶岩ドーム

監視が続けられているが、溶岩ドーム崩落は火山学

や地球物理学からも稀な現象であり、火山防災およ

び砂防に関する高度な学術的知見が不可欠である

ため、学識経験者などにより溶岩ドーム崩落による

影響が検討されており、より安心して暮らせる街づ

くりが進められている。 

 

4. 世界ジオパーク認定 
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2009 年 8 月、島原半島は日本で初めて、世界ジオ

パークに認定された。世界ジオパークはユネスコの

支援で 2004 年に始まった取り組みだ。保護を重視

する世界遺産に対して、観光資源や教育教材として

活用を推奨している。 

2008 年 6 月、ドイツの第 3回ジオパーク国際会議

の大会宣言において「災害や気候変動などの重要性

を伝え続ける必要がある。ジオパークはこれらを行

ううえで価値ある方法である」と、初めてジオパー

ク活動の中に防災が含まれた。 

島原半島ジオパークの特徴は、雲仙火山による火

山地形や千々石断層に代表される断層地形をはじ

めとした地質的多様性をもつ点にあるが、加えて 2

つの大きな噴火災害を経験している地域でもある。

「島原大変」「雲仙・普賢岳噴火災害」と呼ばれる

これらの災害はこの地域に甚大な被害を与えたが、

現在でも半島全体で 15 万人の人々が、火山ととも

に暮らしている。このようなことから、島原半島ジ

オパークのテーマの一つに「災害の予防」を掲げて

いる。 

火山のふもとで暮らすための防災・減災対策の施

設として築かれた導流堤、治山ダム、砂防えん堤な

どこれらの砂防施設の見学を通じて、火山と防災に

ついて学び考えることができるのだ。世界ジオパー

クネットワークによる現地審査では、「噴火の教訓

や、自然の脅威となる火山のそばで暮すための知恵

について世界的に重要な地域である。地球科学や工

学の先端が1990年以来この地域で開拓されている」

と、高い評価を得た。 

2012 年 5 月 12 日から 15 日の 4 日間、島原半島に

おいて、第 5 回ジオパーク国際ユネスコ会議を開催

することとなった。雲仙火山という地質遺産を中心

に、火山とのかかわり、文化、災害、そして恵みに

ついて学ぶことのできる新しいタイプのジオパー

クとして、世界や日本からの多くの参加者に島原の

魅力をアピールしたい。 

火山は災害ももたらすが、平穏な時には多くの恵

みを与えてくれる。災害と恵み、そしてこの地に暮

らしてき人々の歴史や文化をセットにして、地域の

活性化に結びつける取り組みが進められている。災

害から復興、さらに振興への歩みが始まっている。 
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 2000 年噴火災害からの復興 

 

  一般社団法人減災・復興支援機構専務理事 

  ネットワーク三宅島代表 宮下加奈 

 

 

 

1. はじめに 

2000 年の三宅島噴火災害から 10 年、全島避難解

除からも 5年が経過しました。 

 三宅島は、多くの皆さまがご存じのとおり、実に

短い周期で噴火を繰り返してきました。およそ 20

年に一度の噴火周期。昭和に入ってからでも 4 度の

噴火を起こし、島民の生活に大きな被害をもたらし

てきました。 

 この 2000 年の災害では、5年 4ヶ月にわたっての

島外避難、コミュニティーの崩壊と再構築、避難解

除後の復興など、多くの課題と教訓を残したと言え

ます。 

 特に、長期に及ぶ生業地を離れての避難生活は、

被災者の生活再建はもちろん、被災地の復興にも大

きな影を落としてきました。それは、災害や避難が

長期化すると言われる火山災害だけではなく、近年

発生している地震災害にも共通するのでは、と言わ

れています。 

 あわせて、今年 3月に発生した東日本大震災の被

災地では、地震、津波、原子力発電所の問題など抱

える事情はそれぞれ違っていても、三宅島同様に生

業地を離れての長期避難生活という意味での共通

点があげられるものと思います。 

 この 10 年、前例のない長期全島避難を体験した

一被災者として三宅島の課題と教訓を振り返るこ

とで、今現在避難生活を余儀なくされている皆さま

の一助になればといます。 

 

三宅島全景（2007 年撮影） 

 

２. 噴火開始～全島避難まで 

 

2000 年 6 月 26 日 19 時 33 分。突然の緊急火山情

報により噴火の発生を知らされました。夜間の避難

勧告発令にもかかわらず対象地域の住民は速やか

に避難をしており、過去の災害からの教訓が活かさ

れていると感じました。 

なぜなら、17 年前の噴火では大量の溶岩流が流出

し、噴火開始から僅か数時間で集落一つが埋没した

という経験があったからです。 

しかし幸いにもこの時の噴火は、島内に大きな被

害を出すこともなく、僅か 4日ほどで一応の終息を

迎えたかのように思えました。 

 ところが雄山の 17 年ぶりの活動はこれで終わっ

たわけではありませんでした。７月に入っても規模

の大小を問わず噴火を繰り返し、度々、多量の降灰

が集落を襲い人々の生活に大きな被害を出しまし

た。大量につもった火山灰は雨のたびに泥流となっ
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て襲ってくる危険があり、噴火だけではなく雨が降

っただけでも避難所に行かなければならず、数日お

きに避難するのは当たり前のような状況が続いて

いました。 

8 月 18 日の最大規模の噴火では、噴煙は成層圏に

まで達し、同 29 日には火砕流が発生したと言われ

ました。この火砕流発生と降雨に伴う泥流被害を避

けるため、全島民の島外避難が決定し、誰も予測し

ていなかった4年 5ヶ月という長期避難生活がスタ

ートしたのです。 

島民が島外避難を完了した 2000 年 9 月以降にな

ってからは、三宅島の噴火史でも、世界の火山観測

史上でもきわめて珍しい、長期にわたる火山ガスの

放出が続き、さらに島民の帰島を難しくしてきたの

です。 

 

 
2000 年 8 月 18 日噴火 

 
 
３．島外避難 

（1）コミュニティーの崩壊と構築 

 

 2000 年の災害では、全島民が島を離れての生活を

余儀なくされました。避難した順に割り当てられた

住宅への入居では既存のコミュニティーは崩壊し

たも同然です。 

 1995 年の阪神淡路大震災の教訓から、避難所や仮

設住宅への入居時は既存のコミュニティーを考慮

することが重要だと言われてきました。2004 年の中

越地震以降は、この点に配慮した仮設住宅への入居

もすすめられてきました。しかし、三宅村一つ丸々

避難するような事態になったこの時には、その教訓

は活かされませんでした。 

慣れ親しんだ土地を離れての避難生活は、孤独感

が募ります。狭い島とは言いながら三宅島には大き

く分けて５つの地区があり、地域間の交流は活発で

あったとは言い難いことも事実です。特に高齢で、

移動の手段をもたない人たち、その必要があまりな

かった時代を生きてきた人たちにとっては重大事

件です。それが、都会という住み慣れない、全く見

ず知らずの場所で、一緒に暮らすことになりました。 

しかしながら避難生活が続いてくれば「島外避難

している」という急激な日々の変化に伴い、心細さ

や精神的不安定から、避難地域ごとに島民が集まる

場などを工夫して生み出していくことになりまし

た。新たなコミュニティーの構築です。 

自発的に集まった島民のグループでは、いわゆる

サークル活動のようなものを展開する、重要な書類

の記入をお手伝いする、選挙にみんなで行くなどい

くつかのきっかけを元に、人と人との繋がりを作っ

ていきました。 

また、多くのボランティアの協力により開催され

た年に2回の「島民ふれあい集会」では、お互いの

近況報告やそれぞれの地域の情報交換をすること

で、島での生活再建への気力をつないでいました。 

 

（２）故郷「三宅島」への思い 

 

避難生活の長期化に伴い一番気になることは、や

はりいつ帰れるのかということになります。避難者

の私たちに入ってくる情報は決して明るいもので

はありませんでした。もちろん、自然が相手ですの

で、先の見通しが立たないのは当たり前と理解はし

ていました。 

ですが、先（帰島時期）がわからないということ

ほど不安なことはありません。 

帰島できなければ、島内の事業主は再開の見込み

が立てられません。その一方、帰島できなくても、
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日々、生活はしなければなりません。 

2000年9月の時点では、避難が長期化するなどと

は思ってもいませんでしたので、預貯金を取り崩し

て生活をしていましたが、避難が長期化すればそう

もいかなくなります。避難して比較的早い時期に適

用を受けた被災者生活再建支援法についても、当時

の基準では世帯主の年齢や収入制限といった縛り

が厳しく、ローンを抱え、子育てをしているといっ

た、もっとも経済的支援を必要としている世代への

適用がかなわなかったのは残念でした。 

そんな中で、生活への不安を少しでも軽くするた

めに、避難中に島外での生業を求めてしまった人も

少なからずいました。当初はアルバイト的に就業す

るつもりでいたのですが、災害が長期化し、先の見

えない生活を支え続けるのは非常に困難です。あわ

せて、就業先からも先の見えない社員を抱える不安

が出始め、正式に就職するか、否かという大きな問

題となりました。 

事業主が再開の目処を立てられなければ、その従

業員も然りなのです。 

また、島で暮らす大多数の高齢者(年金生活者)は、

家庭内で消費する野菜程度は自分たちで作る自給

自足に近い生活を送っていたこともあり、こちらも

生活は困窮をきわめました。慣れない生活で持病が

悪化して医療費がかさむ、帰島してからの家の補修

費を残しておかなければならないなど、生活を切り

詰めなければならない状態が精神的にも肉体的に

も非常に大きかったと思います。 

私たち島民には、慣れない土地での生活、新しい

コミュニティーの形成と既存のコミュニティーの

維持。そして復興への体力、気力、財力の維持。問

題・課題は山ほどありました。 

そんな中、私たちの気持ちを支えていたものはな

んだったのでしょうか？ 

 自然との共生を受入れ、住み慣れた土地へ帰りた

い。そんな思いでしょうか。 

 これは三宅島島民だけではなく、日本各地で起こ

った自然災害の被災者すべてに共通する思いだと

思います。 

では、そんな思いをかなえるために必要なことは

何でしょうか。 

 

 

４．復興への課題 

 

被災地の復興とは何でしょうか。 

私はこれまでも｢復興とは｣と問われたら、「日々

の生活が普通にできること」と答えてきました。 

普通にできるようにするにはたくさんの努力と

支援が必要なのだと思います。 

今回の三宅島噴火災害は被災者生活再建支援法

の改正（2007年）前で、その支援金を住宅再建に充

てることはできませんでした。では、住宅が再建で

きるだけで復興を支援することができるのでしょ

うか。 

前述しましたとおり、被災者がその地に戻り生業

を再開できなければ日々の生活は戻ってきません。

新しく復興を担ってくれる人たちを迎えるために

も産業の再生が不可欠だと思います。この産業がど

こまで復興するかが、人々の生活を支えていくのだ

と思います。避難が長期化したがために、生業の再

開をあきらめざるを得ない人たちも多く、結果、産

業再生の遅れ、復興の遅れを招きます。 

被災地の復興は、被災者一人一人の努力と、地域

の産業再生にかかっているのだと思われます。 

今回の災害で大きな課題となった、長期避難に関

する支援のあり方と、地域の産業再生について、も

う一度検証する必要があるのではないでしょうか。 

 

 

５．現在の三宅島 

 

三宅島の災害から 10 年。帰島からも 5 年が経っ

たことを冒頭でご報告させていただきました。三宅

島の災害はもう終わったと思っていることでしょ

う。 

ですが、三宅島の噴火災害はまだ終わってはいま

せん。今現在でも雄山からの火山ガスの放出は続い

ており、島内には高濃度地区と呼ばれる地域があり
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ます。 

高濃度地区とは、年間集計で比較的火山ガス濃度

が高くなる地区（地域）を指します。 

2011 年 3 月まで、この地域は居住禁止となってい

ました。4 月からはその規制が一部解除され、一定

条件をクリアし安全対策を講じた上で居住が許可

されるようになりました。しかしながら、居住は許

可されても商業活動や営農は許可されてはいませ

ん。もともと大型客船港、空港などがあり、多くの

商店や民宿、飲食店が並ぶこの地域では、その地に

戻れただけでは真の復興とは言えないのが現実で

す。 

人々の生活復興は、衣・食・職・住にあるのでは

ないでしょうか。 

 
坪田高濃度地区 

 

避難中には自然の豊かさ、歴史、伝統など、三宅

島そのものの素晴らしさをあらためて感じること

も出来ました。天気が良いのも、雨が降るのも、災

害が起きるのも全てが自然です。そして、温泉が湧

き、風光明媚な景観をもたらしてくれるのも、この

地球が活発に生きている証拠です。三宅島島民は、

その自然を受入、共生していく道を選んだのです。 

災害から 10 年。一つの節目だと思われるでしょ

う。しかし、被災した当事者からすれば単なる通過

点にすぎないのです。15 年経っても 20 年経っても

100 年経っても変わりません。変わらぬ郷土「三宅

島」なのです。 

20 年周期で言えば次の噴火まであと 10 年。復興

過程の我が島は、もう次の噴火への準備と、復興へ

の目標を考え始めなければいけないのかも知れま

せん。三宅島、被災地にとっては「生きること」そ

のものが復興なのかも知れません。 

地域の復興、それはその地に住む人々の生活復興

あってこそのものだと思います。 

 

1983 年噴火遺構 
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 有珠山噴火１１年 変動する大地との共生 

ジオパーク（地球活動遺産）による人づくり・地域再生 
 

北海道有珠郡壮瞥町 教育委員会 教育長 田鍋敏也 

前洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会 事務局長 

内閣府火山防災エキスパート 内閣府火山防災対策の推進に係る検討会委員 

 

1. はじめに 

この度の東日本大震災により多くの尊い命

が失われたことに深い哀悼の意を捧げ、被災さ

れた皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

今回の地震は、「変動帯」に位置する日本列

島の特徴的な自然現象です。地球の活動は、時

に甚大な被害を引き起こしますが、日本の景勝

地の地形は、過去からの地球の営みの積み重ね

で形成されたものであることに、思いを馳せる

ことも大切です。 

2000 年 3 月の噴火から 11 年余を経た有珠山

周辺では、「変動する大地との共生」をテーマ

としたジオパーク（地球公園＝地球活動遺産）

を推進しています。 

復興というキーワードで取組を紹介します。 

 
2.緊急対応に役立った平時の啓発事業 

2000 年の噴火で、迅速な避難が行われ、人的

な被害は全くなかった背景には、有珠山の麓に

北海道大学有珠火山観測所があり、研究者が現

場に常駐していたことと、自然環境や火山防災

に造詣の深い地域リーダー三松正夫記念館長

三松三朗氏の存在があります。 

 火山を理解する事業は、1983 年から毎年実施

している「子ども郷土史講座（町教委主催）」

や、「有珠山登山会」等があげられます。 

 有識者と活火山の懐（フィールド）に出かけ、

地球の体温、息吹を感じながら、自然の恵みと

一時期の災害について学習します。「楽しい自

然体験」を通して「地域の災害環境を学ぶ」取

組、啓発事業の継続が、迅速な避難行動と死傷

者ゼロにつながったと評価されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2000 年の有珠山噴火と復興計画 

2000 年 3 月 31 日、有珠山は西山西麓から噴

火をはじめ、翌 4月 1日には、北西山麓でも火

口群を形成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子ども郷土史講座  昭和新山登山会（三松三朗氏案内）

宇井忠英北海道大学教授(当時)2000 年 4 月 8日撮影 
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西山麓の国道近くや洞爺湖温泉街からわず

か 300m 背後に火口が開き、生活圏を直撃しま

したが、日頃から、火山を知る取組を継続して

いたこと等から、死傷者はゼロでした。 

噴火災害後、北海道庁と周辺自治体が中心と

なり、約 1年余の検討を経て、2001 年 7 月に災

害復興計画を策定しました。 

(1) 公共施設移転と道路交通ネットワーク 

2000 年の噴火は、極めて小さな活動でしたが、

西胆振消防本部や多くの公共施設が被災した

ことから、ハザードマップを基礎とした土地利

用を復興計画に位置付け小学校や病院等を移

転しました。 

壮瞥町も消防支署の移転、道の駅の機能強化

等、公共施設の移転や再編等、災害に強い街づ

くり整備が行われました。 

2000年の噴火で寸断された国道230号の新ル

ートは専門家の意見により決定され、次の噴火

時、北海道の動脈である JR、高速道路、国道

37 号等の寸断に備え、洞爺湖の東側ルート（一

部新設）も 2010 年、事業化されました（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) エコミュージアムとジオパーク 

2000 年対応の教訓、火山と共生してきた歴史

を次世代に伝承し、経済の活性化につなげる施

策として、エコミュージアム（自然野外博物館）

づくりが位置づけられました。 

「洞爺湖有珠山ジオパーク」は、復興計画に

基づき国・北海道の強力な支援で整備、推進さ

れたエコミュージアムを基盤としたものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．世界ジオパークの基本理念 

世界ジオパークは、ユネスコ（国際連合教育

科学文化機関）が支援する「世界ジオパークネ

ットワーク(GGN､Global Geological Network)」
が推進しています。 

基本理念は「地球の活動を正しく理解し、地

質や地域資源を教育、ツーリズムに生かし持続

可能な地域社会を形成すること」とされ世界遺

産同様、厳正な審査により認定がなされます。 

ＧＧＮへの申請に基づき、2009 年 8 月に「洞

爺湖有珠山ジオパーク」は、糸魚川（新潟）・

島原半島（長崎）とともに国内第一号の世界認

定を受けました。 

洞爺湖周辺エコミュージアム(上)と継続的に実施されている

火山の専門家を招いたフィールド学習会（下） 
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5．ジオパークと減災・復興、地域づくり 

洞爺湖周辺の観光入込は、2000 年噴火前に近

い水準になっていますが、修学旅行生の回復は

50%に満たない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞爺湖有珠山ジオパークのテーマは「変動す

る大地との共生」で、保存、整備された被災し

た建物、火口周辺の散策路、ビジターセンター

や地域の史蹟等により構成されています。 

来訪者が、火山と共生してきたこの地域固有

の歴史、文化にふれる「ジオツーリズム」を通

し、観光産業等の活性化を目指しています。 

○情報提供施設、博物館： 

道の駅 そうべつ情報館 i (ｱｲ) 
洞爺湖ビジターセンター、三松正夫記念館 

北黄金貝塚公園情報センター 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ジオサイト：昭和新山、洞爺湖、縄文遺跡公

園等、９のカテゴリーに 36 サイト 

web 参照 http://www.toya-usu-geopark.org/ 
国内第一号の世界認定を契機に、修学旅行や

外国人等を含め入込は増加（回復）傾向にあり

ますが、厳しい現状は続いています。 

有珠山は近い将来、必ず噴火すると言われて

います。このような地域事情を抱えながら、人

づくりと産業の活性化を、ジオパークというキ

ーワードで、取り組んでいます。 

 

6．日本ジオパーク第 2 回全国大会 
 本年 9月 29 日～10 月 1 日、洞爺湖有珠山地

域で、「ジオツーリズムを通じた観光地づくり」

をテーマに全国大会が開催されます。 

観光、教育、防災をキーワードに「地球と人

間の関わり」、「震災後の日本再生」等について

広く議論する予定で、大会を契機に、ジオパー

クの認知度が上がり、観光再生を加速させるこ

とを期待しています。 

歴史的な転機にある日本において、ジオパー

クが果たす役割を考える機会でもあり、多くの

方の参加を得て開催したいと考えております。 

「美しい洞爺湖も 11 万年前の火山活動で形成した」と話す北海道大学 岡田弘教授(当時)。「子ども郷土史講

座」は地球を学ぶ「ジオツアー」そのもの。全国大会でも多彩なジオツアーが企画されています。 
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7．大震災の復興に必要とされるもの 

東日本大震災は、災害への備えの大切さを改

めて日本人に気付かせる機会となりました。 

今回の災害では「想定外」という言葉が多用

されておりますが、人間の都合で、低頻度大規

模災害から目をそむけてきた実態を率直に反

省し、地球と自然に軸足をおいた視点で、物事

を見つめ直す必要があると考えます。 

復興計画は、この点を十分認識した上で、住

民、自治体、専門家等が連携し策定すべきです。 

また、被災地では、がれきの撤去と失業者の

増加が課題と報じられています。この課題解決

のため、がれきの撤去を被災地の既存企業（法

人）を対象に、雇用継続対策業務として国、県

が委託する等、諸制度を整え、迅速かつ一つ一

つ着実に解決していくことが求められている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と思います。 

 
8．おわりに 

群馬大学大学院片田敏孝教授が釜石市で行

ってきた防災教育が、多くの児童、生徒の命を

救った「釜石の奇跡」が注目されています。 

この釜石の好例が「奇跡ではない社会」を形

成していくことが重要です。 

そのためには、学校教育で「防災」の時数を

増やし、ジオパークの理念である「地球を理解

し共存する」認識の醸成が不可欠です。 

被災者の心情に配慮しつつ、災害跡を保存し、

教訓を子孫へ伝承する仕組みづくりをぜひ検

討していただきたいと思います。 

洞爺湖・有珠山周辺での取組が、被災地復興

と減災人づくりの参考になれば幸いです。 

 

 

 

1977 年～82 年の火山活動で倒壊した病院跡を 2003 年に公園として整備した「1977 年火山遺構公園」 
火山と共生してきた地域の歴史を伝承する貴重なジオサイト。子どもたちへ説明する三松三朗氏(中央) 
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