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１．はじめに 

中越地震が発生してから早いもので 10 年になりま

す。「早い」と感じるのは私だけで、もしかすると被

害を受けた方々は、「やっと 10 年たった」と復興に取

組んだこの 10 年の重みを噛みしめていらっしゃるか

もしれません。10 年経って家族や友人、先祖から引

き継いだ田畑や自宅を失った悲しみは癒されたとし

ても消えることは無いでしょう。中越地震によって人

生が大きく変わった方々もたくさんいることと思い

ます。 

私は、中越地震発生時に新潟県長岡保健所の保健師

として勤務しておりました。旧山古志村が全村避難と

なり、避難所となった長岡高校や大手高校、旧栃尾市

他の市町村の避難所に、避難者の健康支援のために県

外保健師を含めた看護職を配置する任務に忙殺され

た日々がありました。今も鮮明に思い出すのは、旧山

古志村の住民が避難した大手高校の体育館に泊った

夜に、働き盛りの男性陣がストーブを囲み、「山古志

は壊滅的な被害らしい、これからどうなるんだろう」

「俺達が何とかするしかないじゃないか」と地域の将

来のこと、生業のことを話し合っていた姿です。 

災害時の健康支援は、1995 年の阪神・淡路大震災

以降に系統立てて整理され、蓄積され始めたところで

した。災害発生直後の急性期対応は行えても、復旧・

復興期への健康支援は、誰に何をどのように行えばよ

いのか計画を考えることが難しく、手探りの状態から

のスタートでした。しかし、旧山古志の住民の「俺た

ちが何とかするしかないじゃないか」という言葉を糧

に、その方々が復旧・復興を行えるように、健康面か

ら支えていけば良いのだと思い、取組みました。 

阪神・淡路大震災で活動された方々からも助言を受

けました。「応急仮設住宅が閉鎖された以降の、災害

保健活動をどう考えれば良いですか？」との愚問に丁

寧にお教えいただきました。「早く普通の生活に戻す

こと」「生活再建を行う主体者は住民であって、保健

師が生活の立て直しをするのではない」「支援を受け

続けることが苦痛な人もいる、支援の質と量の判断が

重要」ということと、兵庫県淡路市の保健師からは「都

市部の大規模な復興住宅団地でなければ、保健師の他

の担当地区住民への健康支援と大きな違いは無い。そ

のような活動になることを目標に支援をすること。た

だし、注意深く見守り、必要時は素早く支援できる体

制をつくる」ことも教えていただきました。 

現在は大学で教鞭をとっているため、直接的な健康

支援を私自身は行っていません。旧山古志村、小千谷

市等の資料と復興プロセス研究会（主催：公益社団法

人中越防災安全推進機構）で 2014 年 1～3月に行った

ヒアリング等から、中越地震復興期の住民の健康課題

と支援を概観して報告いたします。  

 
写真 1 豪雪期の仮設住宅 2005 年 1 月 20 日筆者撮影 

 

２．中越地震の概要 

 2004年10月23日17時56分、マグニチュード6.8、

最大震度 7の地震が発生し、人的被害は死者 68 人（関
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連死推定 6割以上）、負傷者 4,795 人、住家被害は全

壊及び半壊が約17,000棟でした（2009年 10月時点）。 

３．健康課題及び支援の概要 

（１）地震発生後から仮設住宅入居まで 

2004 年 10 月から 12 月までは、看護師のボランテ

ィア、県外からの派遣保健師等多数の応援を得て、避

難所及び自宅避難者への健康支援を行いました。本稿

では詳細を割愛します。 

（２）2005 年～2009 年までの概要 

 新潟県中越大震災復興基金（以下、復興基金とする）

を活用して、健康サポート事業を市町村の保健師が中

心になり計画し、委託先の団体と一緒に取組みました。

内容は「看護職による健康相談・訪問指導」、委託先

は新潟県看護協会です。同じく復興基金により「ここ

ろのケアセンター」が新潟市内に 2005 年に開設され、

サテライトを長岡市内、小千谷市内に設置して精神保

健福祉士を中心に活動を行いました。 

 表 1 に主な健康課題と活動内容を記載しましたが、

健康課題は、新規課題をトピックとして書きだしてい

ます。前年から引き続き、重要な健康課題として支援

に取組んでいた項目もありますが、紙面の都合上、省

略しています。 

 2005 年頃から被災者は「山を下りて新しい地に移

り住むか、農業はどうするか、集落との関係は？」と

将来を考えて決断していかなければならず、考えれば

考えるほど悩み、家族の中で意見が分かれ、食欲が無

く胃が痛い、眠れない等の不安定な時期でした。また、

避難生活による疲労蓄積と復興に向けて加重労働と

なった壮年期の方々は、高血圧や糖尿病の悪化など慢

性疾患が多くなりました。 

 2006 年以降、自宅修繕が終わり仮設住宅を出る人

や復興公営住宅（以下、復興住宅）の入居も始まり、

仮設住宅入居者が減ると、移転先が未定な方々は焦燥

感を訴えました。また、従前地域に戻った方々も、顔

馴染みが他へ移転していなくなり寂しさを感じてい

ました。保健師は、家庭訪問を行いながら、人間関係

をつくり元気を回復するように、仮設住宅地域、復興

住宅内、従前集落内等において社会福祉協議会や NPO

と協働して地域の茶の間等を開設して気軽に集まる

場所づくりも行ってきました。 

表 1 被災者の主な健康課題と活動内容 

年 主な健康課題 活動内容 

 

 

 

05

年

１．雪解けと共に農地被害が明らかになり、

再建可能か不安感増強・不眠等の訴え増

加。 

２．脳卒中の発症が例年よりも多い。 

３．壮年期に疲労の蓄積が見られるが、訴え

は少ない。 

４．狭い仮設住宅空間のため家庭内トラブル

が起こり、苦痛の訴えがある。 

５．米作りができなくなり、生きがい・役割

喪失感、イライラを訴える高齢者が多い。

・家庭訪問

・仮設住宅

地区単位で

の健康相談

・全戸健康

調査 

・こころの

ケア活動 

（PTSD や

うつ病の早

期発見のた

め の 講 演

会、相談会、

訪問等） 

・地域の茶

の間や生き

生きサロン

を社会福祉

協議会等と

共催 

・健康面で

ハイリスク

な対象に対

し、定期的

な家庭訪問

・多重課題

を有し、仮

設住宅から

次の生活へ

自力で移行

困難な人へ

は他機関と

連携協力し

て支援 

・社会福祉

協議会、生

活支援相談

員、こころ

のケアセン

ター等と定

期的な連絡

会の開催 

 

 

06

年

 

＊復興住宅入居開始 

１．災害後ストレスによる循環器系疾患患者

の増加。 

２．自殺者の発生。 

３．復興住宅によっては顔見知りが存在せ

ず、孤立したり体調を崩す人が出現。 

 

 

 

 

 

07

年

 

＊復興住宅全戸完成、入居完了 

１．50～60 歳代に地域の役割や期待が集中

し、疲労が見られる。 

２．仮設住宅入居者が減り、残る住民に、再

建に対する焦燥感の訴えが強まる。 

３．仮設住宅から次の生活に自らの力で移行

が困難な人たちは健康面だけでなく経済

問題など、多重課題を抱えている場合が多

い。 

４．復興住宅によっては入居者同士の生活ト

ラブルが起こり、健康悪化している人がい

る。 

５．高齢者や障害者が多く入居している復興

住宅では、自助・互助は難しく、互いの人

間関係づくりから支援が必要。 

 

08

年

１．従前集落に戻った住民も集落の人口が減

り、コミュニティの人間関係が変化。茶飲

み友達が存在せず、高齢者は閉じこもりが

ちになった。 

 

09

年

１．復興住宅によっては、こころのスクリー

ニング（スクリーニング尺度 K10）でハイ

リスクとなる高齢者が多い地域がある。 

２．復興住宅に家族と同居している高齢者の

中に、支援は不要と言う存在も出始めた。

10

～

14

年

１．高齢者中心の復興住宅では高齢化が進

み、個別支援の必要度が高くなった。 

２．こころのスクリーニング（スクリーニン

グ尺度 K10）でハイリスク者は減少した

が、一定程度存在している。 

引用・参考文献 1）、2）、3）より抽出・抜粋して記載した。 
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写真 2 被災集落地域の茶の間で看護学生との交流       

2010 年 9 月 1 日筆者撮影 

 

（３）2010～2014 年までの概要 

 健康サポート事業は終了し、心のケアセンターと市

町村保健師、社会福祉協議会や地域包括支援センター

の連携の下、活動を行っています（表 1）。 

 

   写真 3 復興住宅（１階が車庫の 2 戸１軒タイプ

 

写真 4 復興住宅（集合住宅タイプ） 2014 年 3 月 23 日 

写真 3・4 新潟工科大学 長聡子撮影 

 

４．復興住宅入居者へのヒアリング結果 

復興プロセス研究会では 2012 年から復興に関する

調査を行い、議論を重ねてきました。その中で「山を

降りて、転居した被災者の暮らしはどうなのか？」と

疑問が出され、2014 年 1-3 月に復興住宅入居者を対

象に、「復興公営住宅内の交流」「復興住宅建設地域の

既存町内との関係」「従前集落との関係」の 3点につ

いてヒアリングを行いました。それらから把握した健

康状態について、述べます。 

多くの場合、新しい地域での暮らしに時間と共に順

応し、学校や職場に、あるいは従前地域にある田畑へ

「通い農業」のために通い、元気に暮らしていました。

復興住宅建設地域の既存町内との交流は、復興住宅団

地の規模にもよりますが、神社のお祭りや歳の神等の

祭礼、町内会のイベントに参加しながらなじんでいっ

たようです。従前集落との関係は、「通い農業」の方

は町内会費等の若干の負担をしながら農作業で顔を

合わせ、「通い農業」がない方でも神社祭礼に参加し

て、従前集落の復興を見ることで元気を得ているよう

に感じました。しかし、「今でもよその家にいる感じ。

落ち着いた気はしない」「震災は死ぬまで終わらない。

元の集落に戻れたら、復興したと思えるかもしれない」

と語った方もおられました。 
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表 1にある通り、新しい環境になじみにくい、人間

関係をつくりにくく孤立している、健康状態が改善し

ない、病気になり要介護になった方々もおられます。

それらの方々が埋もれたままにならないように、関係

者と連携して継続的に個別支援を行い、それは現在も

行われています。 

 

５．自殺の状況 

 新潟県は中越地震の発生前から自殺死亡率の高い

県です。表 1にも 2006 年以降に「自殺の発生」を記

載しています。自殺の背景には様々な要因があり、地

震がどのように関係したかは明確には示しにくい 3）

と言われていますが、中越地震以後に自殺は増加した

のか、データ分析結果を紹介します。 

男女ともに、地震後 3年間の自殺死亡率は、地震前

3 年間に比べて被災地、非被災地共に低下しており、

男性において被災地の自殺死亡率の低下幅は、非被災

地より統計的に有意差があり、大きいことが分かって

います。分析結果では、「被災地での自殺は増加して

いるとはいえないが、今後も慎重に経過を追っていく

必要がある（2010 年時点）」と結論付けていました。 

 

表 2 全国と新潟県の 2001 年～2007 年の自殺率（人口 10 万

対率）と新潟県の自殺全国順位 

  年 01 02 03 04 05 06 07 

全国自殺率 24.1 23.3 23.8 25.5 24.0 24.2 23.7 

新

潟

県 

自殺率 32.9 34.2 31.4 34.0 31.4 29.7 30.6

順位 2 5 4 7 8 7 6 

引用・参考文献 3）P64 より作成 

 

表 3 地震前後 3 年間の被災地・非被災地別自殺死亡率（男性） 

  01-03 年 05-07 年 差 

被災地 
自殺者数（人） 484 438 -46

自殺死亡率１） 47.6 44.2 -3.4

非被災地 
自殺者数（人） 1,220 1,157 -63

自殺死亡率１） 47.5 45.9 -1.6

1）対人口 10 万の数値  

表4 地震前後 3 年間の被災地・非被災地別自殺死亡率（女性） 

  01-03 年 05-07 年 差 

被災地 
自殺者数（人） 225 191 -34

自殺死亡率１） 21.1 18.4 -2.7

非被災地
自殺者数（人） 518 437 -81

自殺死亡率１） 18.9 16.1 -2.8

1）対人口 10 万の数値  

表 3・4 ともに引用・参考文献 3）pp.12-13 より抜粋 

 

６．まとめ 

 看護職による復興に向けた健康支援は、人間関係づ

くりを重視して、被災された方々の本来有している健

康を維持する力を引き出していくことであると、10

年間を振り返り考えています。 
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