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 阪神・淡路大震災の記憶を次世代に引き継ぐ            

〜一つひとつの言葉の意味を噛み締めて〜 

 

   

 

被災地 NGO恊働センター代表 

頼政 良太 

 

１．3.11から 1.17へ 

2015 年 1 月 17 日に阪神・淡路大震災から丸 20 年

が経過した。私たちは、多くの団体と共に「阪神・淡

路大震災から 20年 KOBE市民と NGOフォーラム 2015」

を開催した。このフォーラムは、若い世代（大学生や

高校生、20 代など）と震災を経験した世代とが、お

互いの議論をぶつけ合うという内容であった。 

このフォーラムを開催するにあたって、東日本大震

災を抜きに考えることはできなかった。私の所属団体

である被災地 NGO恊働センターも、東日本大震災の支

援活動を継続している。活動の現場で目の当たりにし

たのは、阪神・淡路大震災のときと同じような、ある

いはさらに悪化したような被災地の状況であった。も

ちろん、阪神・淡路大震災から進歩がなかったわけで

はなく、より良くなっていることもあった。しかし、

例えば「震災関連死」の問題など、阪神・淡路大震災

と同様の課題が解決されないまま、かえって状況は悪

化しているような問題さえあった。阪神・淡路大震災

から 15 年以上経ち、当時からずっと活動を続けてき

ているメンバーにとって、同じ過ちを繰り返し、その

結果、またしても被災者が苦しむという構造が変わっ

ていない現実を目の当たりにした。このことを直視し

ないわけにはいかなかった。 

阪神・淡路大震災 20年の大きなテーマは、「次世代

にどう伝えるのか？」ということだった。このテーマ

を考える際に、「なぜ東日本大震災の被災地には、教

訓が伝わらないのか？」、「なぜ教訓が生かされなかっ

たのか？」という点についてしっかりと考え抜いたう

えで、その次にようやく、阪神・淡路大震災 20 年を

考える必要があるのではないかという結論に至った。

東日本大震災の被災地での支援活動を続けながら、そ

の手を休めることなく、並行して、足元の阪神・淡路

大震災を見つめ直そうとしたからである。 

そこで私たちが考えたのは、1.17の教訓を 3.11に

伝えるという「1.17から 3.11へ」という、時系列で

言えば当たり前の言葉ではなく、3.11 の被災地を見

つめて、あらためて 1.17 の教訓は何だったのか、な

ぜ伝わらなかったのかを考える、「3.11から 1.17へ」

という言葉だった。 

 

２．原点は足湯ボランティア 

私の災害ボランティアの原点は、「足湯ボランティ

ア活動」だ。2007 年の能登半島地震での活動をきっ

かけに、災害ボランティアの道に足を踏み入れた。 

足湯ボランティアは、被災した方々の足を温め、お

話をすることで、心と体を共に“ホッ”としていただ

くというボランティア活動だ。タライに入れたお湯に

足をつけ、向かいに座ったボランティアが手をさすり

ながら、様々なお話を聞くという取り組みだ。その被

災者が語ってくれた言葉のことを「つぶやき」と呼び、

カードに記録している。 

このように、足湯ボランティアは、1対 1の対面式

のボランティア活動だ。被災した方とボランティアが

向き合い、様々なお話をする。ボランティアと初めて

出会ったという人も、すぐに打ち解けることが多い。 

被災地での足湯ボランティアは、阪神・淡路大震災

の際に誕生した。当時は寒い避難所でお風呂も入れず、

せめて足だけでも温められればという想いから始ま
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った。その後、新潟県中越地震や能登半島地震の被災

地へと活動の輪が広がっていった。主に大学生が中心

となって活動を担ってきたが、東日本大震災の際には、

日本財団と震災がつなぐ全国ネットワーク、東海地震

等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会が

中心となって「震つな×ROAD プロジェクト足湯隊」

を結成し、延べ 2,000人の足湯ボランティアを被災地

へと送り出した。その他にも支援団体、大学生など多

くの方々が、支援活動のメニューとして“足湯”を取

り入れている。こうした動きによって足湯ボランティ

アの裾野は大きく広がった。また、足湯ボランティア

が集めた「つぶやき」は、東京大学被災地支援ネット

ワークの先生方と連携して、詳細な分析作業をおこな

っている。 

 

３．「つぶやき」という言葉 

「つぶやき」の内容は、災害時のお話から家族のお

話、地域の自慢、足湯ボランティアの感想など、バラ

エティに富んでいる。多様なボランティアが足湯に取

り組むことによって、多様な声を聞くことができる。

また、ボランティアという「よそ者」であるがゆえに、

近しい方には話すことのできない話などがつぶやか

れる場合がある。大学生のボランティアという「若者」

だから聞ける話もある。 

足湯ボランティアは、「つぶやき」を「つぶやきカ

ード」に記録として残している。なるべくその人が話

した通りに記入し、ボランティアの感想などは備考欄

に記入することにしている。しかし、もちろん、一字

一句、間違わずに書き取ることは難しく、ボランティ

アによってびっしり書く人もいれば、数行の人もいる。

また、足湯に来てくれた人も偏りがあり、多くは高齢

の女性である。そうした条件を考えると、「つぶやき」

が被災地全体の状況を表しているとは言い難い。さら

に被災者の「つぶやき」を先生方と分析していくうち

に、当初考えていた政策提言などよりも、むしろ被災

者を医療や心のケアにつなぐべき内容のほうが多い

ということがわかってきた。そこで、その「つぶやき」

をどのように現場に還元し、専門職へとつなげるのか

ということが、東日本大震災での足湯ボランティアの

課題の一つとなった。 

専門職の方々は、ある種のボーダーラインを設定し、

そのラインを超えた方々に対してのみ治療をおこな

う存在である。例えば、精神科にかかることは、周り

の目を気にしたり、自覚症状が無かったりなどの理由

で、非常にハードルが高い。そのため、そのボーダー

ラインを超えていないところで苦しんでいる方々へ

のケアについては、今まではなかなかおこなわれてこ

なかった。そうしたボーダーラインを超えていないと

ころで苦しんでいる方々へのケアを柔軟におこなえ

るのがボランティアである。「つぶやき」の分析を通

して、足湯ボランティアがそうしたボーダーラインを

超えていない方々への第一次的なケア活動として位

置づけられうるということがわかってきた。現在では、

東日本大震災の「つぶやき」をもとにした「つぶやき

ガイドブック」を作成し、専門職との連携も少しずつ

進んできている。 

私たちが大切にしているのは、「つぶやき」の中に

苦しみを伴ったものがあるということだ。被災地の支

援を考えた時に、その苦しみをどう掬い取っていくの

かを考えなければならない。「つぶやき」を読み返し

ていくと、確かにそこには苦しんでいる被災者が存在

しているということがわかってくる。それは、アンケ

ート調査などではなく、あくまでも足湯で“ホッ”と

してもらうという空間の中であるからこそ生まれる

声なのではないかと考えている。全体を網羅して調査

する形ではなく、効率は悪いかもしれないが足湯のよ

うに1対1で語り合うような形でしか聞けない声もあ

るのだ。まさに、“声なき声”に耳を傾けるというこ

とを体現している活動の一つなのではないだろうか。 

もちろん、足湯ボランティアが万能だというわけで

はない。多くのボランティアが多様な活動を展開し、

“声なき声”を拾おうとすることが、被災者の声を引

き出し、真のニーズをあぶり出していくことにつなが

るのだろう。また、足湯の「つぶやき」は、ある意味
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で被災者が自分自身に語りかけている言葉とも言え

る。東日本大震災の「つぶやき」の中に『こんなつら

い話をしてごめんね。でも誰かに話すことで、自分を

整理することができる。聞いてくれてありがとう』と

いうものがあった。こうして無条件に話を受け入れて

くれる他者が存在するからこそ、自分自身の心の整理

にもつながっているのだろう。 

私が重要だと考えていることは、たった一人でも苦

しんでいる人がそこに―眼前に―いるという、その事

実を直視することだ。その苦しみの声をキャッチする

ためには多様なボランティアが必要であり、足湯ボラ

ンティアもその活動の一つなのである。私の活動の原

点は足湯ボランティアだ。それは、たった一人の声に

耳を傾ける、一人ひとりに寄り添う姿勢こそが、災害

ボランティアに必要な姿ではないかと考えているか

らである。 

 

４．なぜ震災の教訓は伝わらないのか 

話を阪神・淡路大震災に戻すと、「なぜ震災の教訓

が伝わってこなかったのか？」ということを、あらた

めて今、考えなければならないのであった。 

私たちは次世代に引き継ぐというテーマを持ちつ

つ、阪神・淡路大震災 20 年を迎える準備を進めてい

たが、今までと同じやり方をしていたのでは、同じよ

うに教訓が伝わらず、また次の災害が起きてしまうの

ではないかという危機感を持っていた。阪神・淡路大

震災以降、どのように教訓が伝えられてきたのかとい

うことを見直したところ、今までのやり方は、経験し

た人が一方的に体験を伝えるのみになっていたので

はないかと私たちは考えた。教訓を伝え聞くものの、

どこか自分の事とは遠い世界に感じていたのではな

いだろうか。それを自分のこととして感じ考えるため

にはどうすればよいのか。 

そこで、“次世代”と呼ばれる若い世代を中心に据

えようということを考えた。「阪神・淡路大震災」と

いう自分の経験していない大きな出来事の話をする

のではなく、自分たちの身近に起こっている問題と震

災の話がどのようにつながっているのかを考えるや

り方が良いのではないかという結論に至った。阪神・

淡路大震災では、日常の課題が震災によって顕在化し

たと言われている。そこで、身近に潜む日常の問題を

まず中心に据えて考えてみることにした。 

また、現在の若い世代にとって、「震災」といえば

東日本大震災のことである。多くの大学生や高校生が

東日本大震災でのボランティア活動を経験していた。

そういう意味では、「3.11 から 1.17 を見つめ直す」

というフレーズがしっくりときた。東日本大震災のボ

ランティア活動を通して若い世代が感じたこと、考え

たことを、阪神・淡路大震災を経験した方々にどのよ

うに受け止めてもらえるのか、それをぶつけることが、

阪神・淡路大震災を振り返り、震災の教訓を受け継ぐ

ことにつながると考えた。 

 

５．「宣言」と「アクションプラン」―世代を

超えて語り合うプロセスを大切にする― 

2015 年 1 月に開催したフォーラムでは、多くの意

見が出された。第 1部では、若い世代がボランティア

活動などを通して、今何を感じているのかを出し合う

セッションを行い、第 2部では、第 1部で出された意

見を受けて、震災を経験した世代の方々がどのように

その意見を受け止めるかを議論した。そして第 3部で

は、両者の意見をぶつけ合い、震災 20 年に何を伝え

るのかを議論しあった。フォーラムで出された意見は、

その後の 1週間を使い、徹底的に議論した。毎晩の集

まりでフォーラムでの議論の中身を吟味し、「宣言」

文と 10の「アクションプラン」が完成した注）。 

「宣言」のみでなく、「アクションプラン」まで作

成したのは、先に述べた通り、震災の問題と日常の問

題が密接につながっているからである。平素からアク

ションプランに記したメニューを少しずつでも、出来

る範囲で実践することこそが、次の災害に備える新し

い社会を作り出していくことにつながるはずだと考

えたのである。 

この「宣言」と「アクションプラン」を作り上げる
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過程の議論で、本当に多様な意見が出され、そして、

その言葉の意味を深く捉え直す議論もなされた。例え

ば、「つながり」については、誰しも“つながりが大

切だ”ということを言っているが、果たして本当にそ

うだろうか、そもそも「つながり」とは一体どんなも

のなのか、といった議論をおこなった。一言で「つな

がり」と言っても、様々なつながりがある。SNSでの

つながりは誰もが簡単につながることができる良さ

がある。一方で、自治会のようなつながりは煩わしさ

もあるが非常に強いつながりでもあるので、災害時に

は頼りになる。 

さらに、ひるがえって、人間同士のつながりのみ想

起すればそれでいいのか、自然とのつながりも考えな

いといけないのではないか。そうした議論もなされた。

「つながり」と「同調」とは異なる。つながることで

個の尊重が脅かされてはいけない。こうした議論を重

ねることで「つながり」がなぜ大切なのかを実感する

ことができる。“つながりが大切だ”という使い古さ

れた言葉の意味を問い直し、そこに至るまでのプロセ

スを含めて議論を尽くしていくことで、この言葉の含

意を―真意を―、ようやく自分自身のことのように実

感できるのではないだろうか。 

 

６．震災の経験を引き継ぎ、受け継ぐというこ

との意義 

最近よく、「阪神・淡路大震災から 20年の歴史ある

NGOを引き継ぐにあたって、どのように考えているの

か」を尋ねられることが多い。震災 20 年の教訓や経

験を引き継ぐ若者は、一体どんな気持ちでいるのかを

みんなが聞きたがっているようだ。そのおかげで、自

分なりに引き継ぐこと、受け継ぐことについて考えて

みる機会をたくさんいただいている。 

自分なりの結論は、「引き継ぐ、受け継ぐ」という

受け身ではいけないということだ。今までの先人の積

み重ねてきたものを土台にしながらも、これから若い

世代がどのように新しい価値観を作っていけるのか

ということが大切だと考えている。 

阪神・淡路大震災の際には「ボランティア元年」と

言われ、世の中に、災害時にはボランティアが駆けつ

けるものという共通認識が、ある程度は定着してきた

のではないかと思う。そのベースの上に立ってこれか

ら活動する私たちは、さらにボランティアの文化を成

熟させていく必要があると思う。ボランティアをさら

に次のステップへ進めるために、もう一度、ボランテ

ィアについて問い直す必要があるのではないか。単に

今までを受け継ぐというだけに留まるのではなく、ど

のように発展、成熟させていけるのかがこれから問わ

れてくる。そのためには受け身であってはいけないと

考えている。 

 

７．言葉を自分のものにする 

 今まで、言葉の意味を掘り下げて考えることが抜け

ていたように思う。阪神・淡路大震災 20 年のフォー

ラムを通して、そのことを強く感じた。 

これまでは言葉の背後にある概念や想いを議論し

ないままに、言葉として伝わっているだけの表面的な

ものをバトンしていたに過ぎなかったのではないだ

ろうか。ボランティアとはどんな存在なのか、つなが

りとは何か、そのような議論を通して、本当に次の世

代に伝えていかないといけないものが何なのかがわ

かってきたような気がした。 

これまでは、急いで言葉にすることで、その背景に

ある大切な想いを曖昧にしてきてしまっていた。例え

ば、「寄り添い」はどうだろうか。便利な言葉だけに、

それらしく感じられ、それらしく使用してしまうが、

「寄り添い」について議論すると、その核心が何であ

るのか、はっきりと答えられないことが多い。「寄り

添うボランティアが大切だ」と、言葉では簡単に言え

るが、では、「寄り添うボランティアとは一体どんな

ボランティアなのか」を簡単に答えることは難しい。

こうした言葉の背景にある議論のプロセスや想いを

感じていくことが大切である。 

「宣言」と「アクションプラン」も、ただそれを読

むだけで終わっては、今までと何も変わらなくなって



特集 復興のことば、ことばの復興  

 

 復興 (15 号) Vol.7 No.3  2016.3.21. 22 

 

しまう。この「宣言」と「アクションプラン」の行間

に、どのような議論が詰まっていて、どのような想い

が詰まっているのかを、若い世代と共に、しっかりと

今後も議論し続けていきたいと思う。そうした議論を

地道に積み重ねることで、その言葉を自分たちのもの

にしていけるのではないだろうか。 

 この「宣言」と「アクションプラン」をただのお題

目に終わらせてしまっては意味がない。この「アクシ

ョンプラン」をどのように実践していくかということ

が、震災 21年目からの被災地 KOBEで活動する私たち

が試されていることだろう。こうした実践に近道など

なく、少しずつ身近なところから進めるしかない。 

 フォーラムを通して、「宣言」と「アクションプラ

ン」全体で表現していることは、「個の尊重」である。

筆者は、足湯ボランティアの活動を通して、一人ひと

りの被災者に向き合うボランティアとは何かを考え

続けてきた。足湯に訪れた被災者の方々の「つぶやき」

の一語一語に真摯に耳を傾けていく基本姿勢を忘れ

ずに、先人の言葉の意味を噛み締め、考え続けていき

たいと思う。 

さいごに、紙幅の都合により、以下にアクションプ

ランの各項目のみ転載する。 

 

 

 

一、 

いのちを大切にしよう 

どんなときでもいのちを大切にすることが大前提。自分

のいのちだけでなく、まわりのいのちも大切に 

しよう。 

一、 

気軽にボランティアをしてみよう 

何もできないかもしれないけど、何かできるかもしれな

いと思って続けたら、何でもできることに気づ 

く。 

一、 

できることは自分で、できないことは一緒に 

個を尊重し、自分と向き合い、人とつながろう。 

一、 

考えてつながろう、自然ともつながろう 

一方的なつながりにならず、常に相手を想い、つながろ

う。人と人とのつながりだけでなく、自然とも 

つながろう。 

一、 

声なき声を聴こう 

一人ひとりに寄り添って声を聴こう。すべての人に目配

り・気配り・心配りをしよう。 

一、 

見えないモノ、見えないコトを考えよう 

想像力を働かせて、目の前の人の問題を社会全体に拡げ

て考えよう。 

一、 

時には“アホ”になってみよう 

型にとらわれず、そこそこ自由な発想で行動しよう。そ

して、相手の意見を尊重し、先入観にとらわれ 

ないように聞こう。 

一、 

まずは一歩を踏み出して、小さな実践を重ねよう 

頭でっかちに考えるのではなく、一歩踏み出して体験し

てみよう。自分にとっての身近な実践を積み重 

ねよう。 

一、 

「覚悟」を持って生きよう 

一歩を踏み出すための勇気を持とう。 

 

一、 

「いま」を大切に生きよう 

過去、現在、未来のつながりを想像しよう。 

 
補注  

(1) 「KOBE 市民と NGO フォーラム 2015」の「宣言」と

「アクションプラン」の全文は、以下のウェブサイトで

公開している。 

http://ngo-kyodo.org/activity/disaster_relief_and_rehab

ilitation_support.html 

 

 


