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「誰ひとり取り残さない」ために  
必要な多面的な連携

日野ボランティア・ネットワーク 代表　山下 弘彦

災害ボランティアセン
ターの運営支援にあたった
縁もあり、平成30年7月豪
雨で被災した岡山県、令和
2年7月豪雨で被災した熊本
県八代市の被災者見守り・
相談支援事業に継続的に
携わり、現地に足を運んで
きました。
この事業で自治体が社会

福祉協議会に委託して運営
している「地域支え合いセ
ンター」の生活支援相談員
は、被災して建設型仮設住
宅、みなし仮設住宅、在宅
等で暮らしている方を訪問
して、生活再建に向けた相
談に乗っています。
訪問に同行して暮らしぶ

りを見て日々の訪問で把握
している状況をお聞きする
と、被災後の住まいを決め
るのに際し、様々な困難を
抱えておられることを実感
します。
被災するまで家賃がか

からない家に住み、近隣

の分け合いなどで暮らし
が成り立っていた方が支
援金などを受けても今後
の暮らしに不安があり、
それでもこれまで暮らし
ていた土地に簡易な造り
でも住宅を建て生活する
ことを望まれていたり。ひ
とり親家庭で、親の通
勤・子どもの通学や被災
の影響も含めた生活環境
を考えて、どこで暮らす
か容易に答えが出なかっ
たり。
様々なケースに、経済的
な問題、障がいがあると思
われる傾向、親族・近所関
係、土地の所有権等の事
情・課題が絡まり、さらに八
代市坂本町では、地盤のか
さ上げが5年先とされてい
る地区があること、JR肥薩
線復旧の見通しが立たない
こと等が困難さを増してい
ます。
社会的な課題に関して
様々な制度が作られていま

すが、そうしたリスクがあり
ながら対象となる「基準」
で捉えられない方、複合的
に課題が絡まり合っている
ケースも多いことを考える
と、専門職・機関のほか、
地域にあって在野のコー
ディネーターの役割をして
いる方など、様々な方が把
握している情報を持ち寄
り、それぞれの関わりで課
題解決に向かわねば、形式
的な「再建」となりかねま
せん。
こうしたことが機能する
ためには、日頃から多様な
関係性を紡いでおくことが
重要であり、被災された方
の課題や思いも含めて時間
をかけて話を聴き、それを
踏まえて再建について一緒
に考えていく人の重要性を
感じます。
「誰ひとり取り残さな
い」ために、自分もまた一人
の当事者として関わりたい
と思うのです。

⑫

新型コロナウイルスの影
響で返済が困難になった個
人の債務者を救済すること
を目的として、自然災害債
務整理ガイドラインの「新
型コロナウイルス感染症に
適用する場合の特則」の運
用が2020年12月1日より始
まりました。
新型コロナウイルスの影
響で債務の返済が困難と
なった個人（個人事業主を

含む）が、この制度を利用す
ることで、一定の要件のもと
で債務の減免を受けること
ができます。信用情報の事
故登録がされない点や、住
宅を処分しない選択肢があ
る点、原則として保証人への
請求がされないという点、
弁護士等専門家の支援を無
償で受けられる点など、破
産手続と比較して多くのメ
リットがあります。

しかし、運用開始から1
年が経過したものの、想定
通りには利用されていない
のが現状です。2021年12
月末の時点で、制度の利用
件数は1617件、そのうち債
務整理の成立に至った件数
はわずか73件に留まりま
す。その背景には、制度の
周知が不十分であることに
加え、債務整理の成立には
全ての対象債権者の同意

が必要で、ガイドラインを
尊重しない債権者が一社で
も現れると、手続が暗礁に
乗り上げてしまうという問
題があります。また、特則が
公表された2020年10月30
日より後に負担した債務は
減免の対象にならないとさ
れていることも、新型コロ
ナウイルスの影響が長期化
している現状からして、救
済を受けられる債務者の
幅を狭めてしまっていま
す。債務者の生活・事業の
再建を支援するという制度
の目的を果たすためには、
現状に即した制度、運用へ
の改善が強く求められると
ころです。

自然災害債務整理ガイドライン・
コロナ特則の概要と現状

弁護士法人空と海（第二東京弁護士会） 弁護士　在間 文康

②

阪神・淡路大震災を契機
に全国区になった味といえ
ば…そばめし、ぼっかけと
挙げられますが、それにど
ろソースではないでしょう
か？「どろソース」はオリ
バーソース（大正12年創
業）の商標で、もともとソー
ス造りの沈殿物で「どろ」
と言われていた部分、その
多くはすてられていたが旨
味が凝縮していることか
ら、もったいないと加工し
発売したところ人気製品と
なったものです。

1993年激辛どろソース発
売。翌1994年には過去最高
益を達成。しかし1995年1月
17日の阪神・淡路大震災で
神戸市兵庫区にあった同社
は本社社屋と7棟の工場の
うち3棟が火災で焼失。従
業員もなくなり操業をストッ
プせざる得ませんでした。
工場の再建の目途すら立
たない中、4年前に三代目
社長を継いだばかりの道満
雅彦さんに会社再建を誓わ
せたのが醸造タンクに残っ
ていたまさに「どろ」だった

そうです。これさえあれば、
お客様に自分たちの味が届
けられる…それを仕込んだ
製造担当の主任・佐藤さん
は震災で犠牲になられたそ
うですが。今でも1月17日に
震災を忘れないために佐藤
さんが残したレシピ通りに
ソースを炊き、熟成させ特
別なソースとしてお客様に
届けています。
実は道満さんには震災か

ら7年後、関西地方向け経
済番組「ルソンの壺」に出
演してもらいました。震災を

語るとき涙を流され、その上
で今があるのは「震災が
あったから」「（残ったソー
スが）ここでやめるなと…。
ソースの会社をやめてソー
スも捨ててという決断も
あったが、もう一つの決断は
復興です」と語ってください
ました。
道満さんと再建に共に奮

闘した老舗ソースメーカー
社員の意気込みが、今もつ
まった熟成の＜復興の味＞
だと、私は思い込んで日々
使っています。

どろソース　熟成の復興の味
NHKエンタープライズ　制作部プロデューサー　井上 利丸

復興味な味な味な味な

7 復興若者通信
備えるを当たり前に
川崎 杏樹

被災地と学生 繋げる報道を
藤井 千尋

6 復興スケッチ
二つの「竹あかり」と復興10年
中島 みゆき

8 味な復興
どろソース　熟成の復興の味
井上 利丸

法制度と現場
自然災害債務整理ガイドライン・
コロナ特則の概要と現状
在間 文康
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日本災害復興学会の初

代会長を務めた兵庫県立

大大学院減災復興政策研

究科（神戸市）の室崎益輝

教授が今年3月、退官を迎

えた。被災者、市民の中に

入り込み、研究者という枠

を超えて各地の災害復興に

関わり続けてきた室崎氏

に、今後の学会への期待、

後進へのメッセージを聞い

た。（広報委員・磯辺康

子）

―復興学会が発足して14

年。これまでの歩みをどう

振り返るか。

この学会は、当初から研

究者だけでなく、NPO、メ

ディア、行政関係者も入り、

立場を超えて「人の命を守

る」ことをともに考えてき

た。従来の学会とは違うあ

りようを示せたと思う。復

興とは、今苦しんでいる一人

ひとりを見て、支えること。

災害だけでなく、社会の未

来を考えること。そうした概

念が、ある程度は定着して

きたと思う。2005年に開設

された関西学院大学災害

復興制度研究所（西宮市）

とも合わせ、災害復興を考

える共通の基盤ができたの

ではないか。しかし、今、自

分が携わってきたことを振

り返ると、思い通りにいか

なかった部分が目について

しまう。

―どういう部分を課題と感

じているか。

「現場に立つ」という基

本がおろそかになっている

研究者が多いように感じ

る。シミュレーションや数

量的な解析ばかりが重視

され、どんどん専門分化し

ていく風潮がある。重要な

のは、手段より「思い」であ

り、一人ひとりの苦しみを

聞くこと。現場に行き、被

災者の声を聞かなければ

分からないことがある。数

字に裏打ちされた論文を書

かなければ業績として認め

られにくいという点は理解

するが、現場に学ぶという

基本が弱くなっているよう

に思う。東日本大震災の復

興にしても、10年以上経っ

て東北の状況は変化して

いるのに、震災直後のイ

メージのままで「この復興

はけしからん」という論調

で語られることには疑問を

感じる。

■地域密着型の専門的
　人材育成が急務

―専門的な人材の育成を目

指し、兵庫県立大大学院減

災復興政策研究科を立ち

上げて5年。当初の目標は

どこまで進めることができ

たか。

減災、復興のためには、

研究者を育てるだけでな

く、コミュニティー、自治

体、メディア、学校、企業な

ど、社会のさまざまなところ

に人材を配置していくこと

が不可欠。地域密着型の人

材を育てていかなければな

らない。自治体にはもっと

職員を大学院に送り出して

ほしいが、残念ながら少数

にとどまっている。減災、復

興の専門性を持つ人材が本

当に必要だとは考えていな

いのだろう。命を守ることを

最優先する、という意識は

まだ薄いと感じる。

一方で、私たち指導する

側も、学問の分野を超え、

幅広い視野で教えることが

十分にできていない。技術

的な部分や目新しさばかり

を追うのではなく、将来の

社会のあり方を見据え、新

たな学問のあり方を提示し

ていかねばならない。常々

必要性を感じながら、教員

として招くことができな

かったのが哲学者。復興を

考えるうえで、哲学は大変

重要な分野だと思う。

インタビューインタビューインタビューインタビュー

人類の方向性見つめ  新しい科学の体系構築を
「命を守る」原点に  現場主義の徹底を
室崎 益輝・学会初代会長　兵庫県立大大学院教授を退官　後進へメッセージ

達成できていない部分が

目につくが、この5年でコ

ミュニティーを支える人材

は少しずつ育ってきた。被

災地でボランティアを経験

した人、マスコミの人などさ

まざまな背景の人が入学し

てくれている。最近は学部

を出てすぐの学生も増え、

多様な人材が集まるように

なってきた。

■提案が結果に結びつく
　まで責任を持つ

―室崎教授にとっても、災

害復興の分野全体にとって

も、27年前の阪神・淡路大

震災は大きな転機だったと

思う。その経験から後進に

伝えたいことは。

阪神・淡路大震災以前か

ら、わたしは「住民の立場

に立つことが大切」と言っ

ていたが、実際は住民に背

を向けていたと気づいた。

震災前は、調査をしても、

住民にきちんと説明すると

いう姿勢がなかった。震災

の9年前に神戸市の地震対

策を取りまとめ、想定震度

を「5の強」としていたこと

で、震災後、市民から糾弾

されもした。

そうした経験から、市民

との距離感は大きく変わっ

た。阪神・淡路大震災の

後、日本火災学会の調査を

まとめた際、「まずは市民に

結果を返そう」と神戸市内

で報告会を開いた。会場は

満員になり、市民の関心の

高さを物語っていた。メディ

アの重要性も認識するよう

になり、メディアとの距離感

も変わった。

行政との距離感も変わっ

た。市民の側に立ちつつ

も、行政と敵対ばかりして

いては、課題は解決できな

い。批判すべき点は批判し

ながら、行政とも連携しな

ければ街は変わらない。ど

うすれば行政が変わるの

か、考えていくことが重要

だ。兵庫県と連携して実現

できた一例として、2005年

に創設された「住宅再建共

済制度」（フェニックス共

済）がある。また、阪神・淡

路後にさまざまな分野の専

門家と行政が議論、提言す

る場となった「被災者復興

支援会議」も、連携の在り

方を示す例だろう。

専門家は、自らの提案

が世の中に実装され、一人

でも多くの命が救われる

という結果に結びつくま

での責任を持つべきだと

考える。正義を貫くこと

と、人の命を救うことは違

う。まずは、自らが考える

正義を正当と認めて一緒

に立ち上がってくれる人々

との輪を作ること。そして

議論し、意見を共有し、輪

を広げていくこと。提案が

うまくいかなければ、その

理由を考えること。そうし

た取り組みが、一人でも多

くの命を助けるために必

要であり、その過程で行政

も次第に変化していく。

■着眼大局、着手小局

―東日本大震災の被災地に

も入り続けている。この11

年を振り返って感じること

は。

阪神・淡路大震災の時、

東京の専門家の多くは「地

元に任せる」という姿勢で、

調査やまちづくりの提言な

どにあまり外から意見を差

しはさまず、私たちに任せ

てくれた。だから、東日本大

震災の後、復興は東北の

人々が中心になって進める

べきだと考え、こちらから無

理に関わろうとはしなかっ

た。しかし今になってみる

と、被災者の背中を押した

り、力を引き出したりするよ

うな関わり方はもっとでき

たのではないか、という後

悔がある。

今感じるのは、「暮らしと

安全」を表裏一体のものと

して復興まちづくりを進め

るという考え方が、この社

会には定着していないとい

うこと。復興学という学問

がまだ成熟していない、と

感じる。

　

―未来を担う研究者に伝え

たいことは。

20世紀の科学を乗り越

え、新しい科学の体系を構

築していかなければ、人の

命は救えない。戦争にして

も新型コロナウイルスにし

てもそうだが、人類のさま

ざまなテーマに立ち向かう

には、新しい科学、新しい

方法論を生み出していく必

要がある。既存の発想、

ルールの中で考えていても

解決できない。

「着眼大局、着手小局」

という言葉がある。私たち

は常に、地球、人類全体の

方向性をしっかりと見つめ

ていく必要があると思う。

美しい言葉で言えば「未来

の夢を描くこと」。そう考え

ると、やはり、先ほど触れ

たように「哲学」を学ぶこ

とは重要だと思う。わたし

は寺田寅彦の影響を強く

受けているので、特にそう

思う。

夢を論文にすることはで

きない。しかし、未来の夢

を描かなければ、間違った

方向へ進んでしまう。若い

研究者はそのことを忘れず

に、復興や社会づくりを考

え、自分のテーマに取り組

んでいってほしい。
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メージのままで「この復興

はけしからん」という論調

で語られることには疑問を

感じる。

■地域密着型の専門的
　人材育成が急務

―専門的な人材の育成を目

指し、兵庫県立大大学院減

災復興政策研究科を立ち

上げて5年。当初の目標は

どこまで進めることができ

たか。

減災、復興のためには、

研究者を育てるだけでな

く、コミュニティー、自治

体、メディア、学校、企業な

ど、社会のさまざまなところ

に人材を配置していくこと

が不可欠。地域密着型の人

材を育てていかなければな

らない。自治体にはもっと

職員を大学院に送り出して

ほしいが、残念ながら少数

にとどまっている。減災、復

興の専門性を持つ人材が本

当に必要だとは考えていな

いのだろう。命を守ることを

最優先する、という意識は

まだ薄いと感じる。

一方で、私たち指導する

側も、学問の分野を超え、

幅広い視野で教えることが

十分にできていない。技術

的な部分や目新しさばかり

を追うのではなく、将来の

社会のあり方を見据え、新

たな学問のあり方を提示し

ていかねばならない。常々

必要性を感じながら、教員

として招くことができな

かったのが哲学者。復興を

考えるうえで、哲学は大変

重要な分野だと思う。

インタビューインタビューインタビューインタビュー

人類の方向性見つめ  新しい科学の体系構築を
「命を守る」原点に  現場主義の徹底を
室崎 益輝・学会初代会長　兵庫県立大大学院教授を退官　後進へメッセージ

達成できていない部分が

目につくが、この5年でコ

ミュニティーを支える人材

は少しずつ育ってきた。被

災地でボランティアを経験

した人、マスコミの人などさ

まざまな背景の人が入学し

てくれている。最近は学部

を出てすぐの学生も増え、

多様な人材が集まるように

なってきた。

■提案が結果に結びつく
　まで責任を持つ

―室崎教授にとっても、災

害復興の分野全体にとって

も、27年前の阪神・淡路大

震災は大きな転機だったと

思う。その経験から後進に

伝えたいことは。

阪神・淡路大震災以前か

ら、わたしは「住民の立場

に立つことが大切」と言っ

ていたが、実際は住民に背

を向けていたと気づいた。

震災前は、調査をしても、

住民にきちんと説明すると

いう姿勢がなかった。震災

の9年前に神戸市の地震対

策を取りまとめ、想定震度

を「5の強」としていたこと

で、震災後、市民から糾弾

されもした。

そうした経験から、市民

との距離感は大きく変わっ

た。阪神・淡路大震災の

後、日本火災学会の調査を

まとめた際、「まずは市民に

結果を返そう」と神戸市内

で報告会を開いた。会場は

満員になり、市民の関心の

高さを物語っていた。メディ

アの重要性も認識するよう

になり、メディアとの距離感

も変わった。

行政との距離感も変わっ

た。市民の側に立ちつつ

も、行政と敵対ばかりして

いては、課題は解決できな

い。批判すべき点は批判し

ながら、行政とも連携しな

ければ街は変わらない。ど

うすれば行政が変わるの

か、考えていくことが重要

だ。兵庫県と連携して実現

できた一例として、2005年

に創設された「住宅再建共

済制度」（フェニックス共

済）がある。また、阪神・淡

路後にさまざまな分野の専

門家と行政が議論、提言す

る場となった「被災者復興

支援会議」も、連携の在り

方を示す例だろう。

専門家は、自らの提案

が世の中に実装され、一人

でも多くの命が救われる

という結果に結びつくま

での責任を持つべきだと

考える。正義を貫くこと

と、人の命を救うことは違

う。まずは、自らが考える

正義を正当と認めて一緒

に立ち上がってくれる人々

との輪を作ること。そして

議論し、意見を共有し、輪

を広げていくこと。提案が

うまくいかなければ、その

理由を考えること。そうし

た取り組みが、一人でも多

くの命を助けるために必

要であり、その過程で行政

も次第に変化していく。

■着眼大局、着手小局

―東日本大震災の被災地に

も入り続けている。この11

年を振り返って感じること

は。

阪神・淡路大震災の時、

東京の専門家の多くは「地

元に任せる」という姿勢で、

調査やまちづくりの提言な

どにあまり外から意見を差

しはさまず、私たちに任せ

てくれた。だから、東日本大

震災の後、復興は東北の

人々が中心になって進める

べきだと考え、こちらから無

理に関わろうとはしなかっ

た。しかし今になってみる

と、被災者の背中を押した

り、力を引き出したりするよ

うな関わり方はもっとでき

たのではないか、という後

悔がある。

今感じるのは、「暮らしと

安全」を表裏一体のものと

して復興まちづくりを進め

るという考え方が、この社

会には定着していないとい

うこと。復興学という学問

がまだ成熟していない、と

感じる。

　

―未来を担う研究者に伝え

たいことは。

20世紀の科学を乗り越

え、新しい科学の体系を構

築していかなければ、人の

命は救えない。戦争にして

も新型コロナウイルスにし

てもそうだが、人類のさま

ざまなテーマに立ち向かう

には、新しい科学、新しい

方法論を生み出していく必

要がある。既存の発想、

ルールの中で考えていても

解決できない。

「着眼大局、着手小局」

という言葉がある。私たち

は常に、地球、人類全体の

方向性をしっかりと見つめ

ていく必要があると思う。

美しい言葉で言えば「未来

の夢を描くこと」。そう考え

ると、やはり、先ほど触れ

たように「哲学」を学ぶこ

とは重要だと思う。わたし

は寺田寅彦の影響を強く

受けているので、特にそう

思う。

夢を論文にすることはで

きない。しかし、未来の夢

を描かなければ、間違った

方向へ進んでしまう。若い

研究者はそのことを忘れず

に、復興や社会づくりを考

え、自分のテーマに取り組

んでいってほしい。
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東日本大震災では宮城

県内だけでも、死者9,541

人、行方不明者1,236人、認

定された震災関連死929

人、住家被害約83,000棟、

半壊15,5000棟、一部損壊

約224,200棟、床下浸水

7,800棟などの被害が発生

し、多くの人が日常を奪わ

れた。

東日本大震災では、総額

33兆円もの復興予算が組

まれ、大規模な復興事業が

行われ、災害救助法、被災

者生活再建支援法をはじ

め多くの支援制度が準備さ

れた。しかし、被災地では、

今なお、在宅被災者をはじ

め再建費用を工面できず思

うように住宅再建のできな

い被災者もいる。他方で、

防災集団移転促進事業に

より造成された土地や災害

公営住宅には被災者が入

居せず空室が生じている。

沿岸部では、震災により仕

事がなくなり、子育て世代

が仕事を求めて都市部に出

たことから少子高齢化が進

み過疎化している。

被災地が復興するために

は被災者一人ひとりの復興

が不可欠である。被災者一

人ひとりが復興するために

は、各種支援制度を十分に

活用することが必要であ

る。その前提として、災害救

助法の応急修理制度や被

災者生活再建支援法の支

援金額を大幅に増額し、ま

た、家賃補助制度など新た

な支援メニューを創設する

など支援制度そのものを見

直すことが必要である。そ

のうえで、被災者が生活再

建するためには、被災者に

適切な時期に適切な情報

が等しく提供されなければ

ならない。高齢者、障害者

や病気を抱えている人など

には情報が届きにくいこと

から、申請主義を改めアウ

トリーチにより情報を届け

る必要がある。被災は、住

家被害のみならず、家族の

死、介護、仕事（失業、収入

の減少）、借金の問題など

様々である。必要な支援

も、資金、仕事、医療、介護

など一人ひとり異なる。その

ため、個別の被災状況を把

握し、生活再建の意向を踏

まえ、行政、福祉関係機

関、専門家やNPO等が連携

し、必要な支援制度をパッ

ケージ化して支援する災害

ケースマネジメントの手法

が必要である。

そして、災害ケースマネ

ジメントは、被災者一人ひと

りの生活再建のみならず、

まちづくりにも有用である。

一人ひとりの生活再建の意

向が決まり、その意向を集

約した結果こそがまちづく

りの住民合意と評価できる

からである。

災害ケースマネジメント

は、東日本大震災の仙台市

や大船渡市で行われ、その

後の熊本地震や西日本豪

雨の被災地でも行われた。

鳥取県では条例により制度

化もされている。しかし、南

海トラフ地震などの巨大地

震では、自治体のみでは多

くの被災者に対応できるだ

けの財源や人材を確保でき

ない恐れもある。そこで、例

えば、災害対策基本法に災

害ケースマネジメントの実

施を規定し、国が制度を構

築し、財源を負担すること

を考えなければならない。

また、被災者台帳は、被

災者を広く把握し各種支援

制度が利用できるよう、住

家にととまらない被害状況

の記載と支援者との共有が

必要である。そして、住家の

被害認定について、現状の

損害判定基準は、①細分化

しすぎており調査が煩雑で

あること、②被害認定結果

と支援制度が紐づけられて

おり、被災者から第2次調

査や再調査を求められるこ

とも少なくないことなど、市

町村にとっても被災者に

とっても負担となっている。

南海トラフ地震では全壊焼

失棟数最大約238.6万棟と

想定されている。現状の被

害認定基準では迅速に対

応できないことから改めら

れるべきである。

さらに、災害ケースマネ

ジメントを実施する際に

は、行政、福祉関係機関、

専門家やNPO等が連携す

る必要があることから、被

災者の個人情報を共有で

きるよう整理する必要が

ある。

最後に、最も重要なこと

は、平時から支援にあたる

人材の育成を図り、災害時

に確保できるよう体制を整

備することである。被災者

を助けることができるのは

寄り添う人でしかない。

東日本大震災の教訓が

未来の被災者支援につな

がることを期待したい。

仙台弁護士会所属・弁護士　宇都 彰浩

筆者が初めて足湯ボラン

ティア（以下、足湯）に出

会ったのは、能登半島地震

（2007）のときだ。被災し

た輪島市門前町の仮設団

地集会場で、中越・KOBE

足湯隊、被災地NGO恊働

センターのメンバーと取り

組んだ足湯を通し、筆者は

被災された住民に向き合う

上で大切なことの多くを学

んだ。能登半島地震以降、

激甚災害が発生するたび

に、足湯、泥出し、家屋の

片付けなど、その時々の現

地ニーズに応じた活動を学

生と取り組んできたが、足

湯を通して学んだ「目の前

の一人に向き合い寄り添

う」はすべての活動に通底

している。東日本大震災

（2011）で被災した岩手

県陸前高田市M地区に10

年以上関わり続けている

が、これも目の前にいる一

人にどう寄り添うかの模索

と実践の結果だ。

住民がこれからの暮らし

の希望を自分自身のことば

で語ることは、住民主体の

復興に欠かせない。足湯の

場で住民の語りを促す触媒

となるのが「手に触れる」と

「傾聴」だ。ボランティアが

住民の手に優しく触れる。

避難生活の不安と緊張でこ

わばった住民の表情が少し

ずつ和らいでいく。お湯の

温かさ、優しく手を握られ

たときの安心感に身体も心

も温まる。話したいことが

自然と口に出る。ときには

思いもよらず内に秘めてい

た思いが「つぶやき」となっ

て吐露される。ここで「つぶ

やき」というと、ことばと捉

えられがちだが、ことばで

はない「つぶやき」が発せ

られることがある。過度な

聴覚依存は大切な住民の

声を見逃すことになる。そ

れゆえ、ボランティアは相

手の表情、しぐさ、手の感

触など、あらゆる角度から

相手を理解し受け止めよう

とする。

学生たちと足湯をする

際、筆者が大切だと思う３

つのことを伝えている。1つ

目は匿名性にそっぽを向く

こと。「被災者の力になり

たい」と言うフレーズを耳

にするが、そもそも被災者

という人などいない。被災

者ではなくAさんに向き合

うのだ。Aさんという唯一

無二の存在に向き合い、ど

のように暮らしたいかをＡ

さん自身が自分の言葉で

語れるように寄り添えるか

どうかだ。2つ目は効率性

から足を洗うこと。効率性

に絡め取られ目の前の人を

捉えようとする限り、「たら

いに張ったお湯に足を付

けている人」が目の前にい

るだけで、そこに出会いは

成立していない。3つ目は

「あなたのことが大切だ」

という気持ちで向き合うこ

と。手を優しく握り、私の

眼差しをしっかりと見つ

め、話を聴く。それは「あ

なたはほかの誰ともとりか

えのきかない大切な存在」

として住民に向き合うこ

と。ボランティア側がその

ような心で接するとき、住

民は自然に語り出す。大半

は畑仕事のことや、飼って

いる犬のことなど、たわい

もないない話だ。だが、そ

んな話であったとしても、

聴く相手がいなければ語る

ことはできない。そして、た

わいもない話が積み重ね

られた先に、断片化し心の

内側に潜んでいたこれから

の暮らしの夢や希望が現

れることがある。だから住

民自身の言葉が発せられ

るまで、ボランティアには

「待つ」という力が必要

だ。「待つ」ことは脱・匿名

性、脱効率性の両方に通じ

る大切な行為だ。

2021年5月以降、個別避

難計画の作成に向けた動

きが全国各地で活発にな

りつつある。大いに期待し

ているが、そのいっぽうで

不安もある。手段だけが独

り歩きし、匿名性と効率性

に絡め取られた魂の宿ら

ない道具になってしまわな

いかという不安だ。何か策

はないかと考えていたと

き、妙案が思い浮かんだ。

個別避難計画に関わるす

べての人が足湯の研修を

受けるというのはどうだろ

う。温もりのある個別避難

計画が各地で誕生するの

ではないだろうか。

北陸学院大学人間総合学部教授　田中 純一

東北から未災地への伝言
ひさいち

能登　　年能登　　年15

災害研究・災害ボランティアに
必要なことは足湯から学んだ

被災者一人ひとりの復興のために
支援制度の改正と災害ケースマネジメントの法制化の提言

この欄に投稿を希望さ

れる方は山中まで連絡を

ください。アドレスはya8s-

ymnk@asahi-net.or.jp

です。
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東日本大震災では宮城

県内だけでも、死者9,541

人、行方不明者1,236人、認

定された震災関連死929

人、住家被害約83,000棟、

半壊15,5000棟、一部損壊

約224,200棟、床下浸水

7,800棟などの被害が発生

し、多くの人が日常を奪わ

れた。

東日本大震災では、総額

33兆円もの復興予算が組

まれ、大規模な復興事業が

行われ、災害救助法、被災

者生活再建支援法をはじ

め多くの支援制度が準備さ

れた。しかし、被災地では、

今なお、在宅被災者をはじ

め再建費用を工面できず思

うように住宅再建のできな

い被災者もいる。他方で、

防災集団移転促進事業に

より造成された土地や災害

公営住宅には被災者が入

居せず空室が生じている。

沿岸部では、震災により仕

事がなくなり、子育て世代

が仕事を求めて都市部に出

たことから少子高齢化が進

み過疎化している。

被災地が復興するために

は被災者一人ひとりの復興

が不可欠である。被災者一

人ひとりが復興するために

は、各種支援制度を十分に

活用することが必要であ

る。その前提として、災害救

助法の応急修理制度や被

災者生活再建支援法の支

援金額を大幅に増額し、ま

た、家賃補助制度など新た

な支援メニューを創設する

など支援制度そのものを見

直すことが必要である。そ

のうえで、被災者が生活再

建するためには、被災者に

適切な時期に適切な情報

が等しく提供されなければ

ならない。高齢者、障害者

や病気を抱えている人など

には情報が届きにくいこと

から、申請主義を改めアウ

トリーチにより情報を届け

る必要がある。被災は、住

家被害のみならず、家族の

死、介護、仕事（失業、収入

の減少）、借金の問題など

様々である。必要な支援

も、資金、仕事、医療、介護

など一人ひとり異なる。その

ため、個別の被災状況を把

握し、生活再建の意向を踏

まえ、行政、福祉関係機

関、専門家やNPO等が連携

し、必要な支援制度をパッ

ケージ化して支援する災害

ケースマネジメントの手法

が必要である。

そして、災害ケースマネ

ジメントは、被災者一人ひと

りの生活再建のみならず、

まちづくりにも有用である。

一人ひとりの生活再建の意

向が決まり、その意向を集

約した結果こそがまちづく

りの住民合意と評価できる

からである。

災害ケースマネジメント

は、東日本大震災の仙台市

や大船渡市で行われ、その

後の熊本地震や西日本豪

雨の被災地でも行われた。

鳥取県では条例により制度

化もされている。しかし、南

海トラフ地震などの巨大地

震では、自治体のみでは多

くの被災者に対応できるだ

けの財源や人材を確保でき

ない恐れもある。そこで、例

えば、災害対策基本法に災

害ケースマネジメントの実

施を規定し、国が制度を構

築し、財源を負担すること

を考えなければならない。

また、被災者台帳は、被

災者を広く把握し各種支援

制度が利用できるよう、住

家にととまらない被害状況

の記載と支援者との共有が

必要である。そして、住家の

被害認定について、現状の

損害判定基準は、①細分化

しすぎており調査が煩雑で

あること、②被害認定結果

と支援制度が紐づけられて

おり、被災者から第2次調

査や再調査を求められるこ

とも少なくないことなど、市

町村にとっても被災者に

とっても負担となっている。

南海トラフ地震では全壊焼

失棟数最大約238.6万棟と

想定されている。現状の被

害認定基準では迅速に対

応できないことから改めら

れるべきである。

さらに、災害ケースマネ

ジメントを実施する際に

は、行政、福祉関係機関、

専門家やNPO等が連携す

る必要があることから、被

災者の個人情報を共有で

きるよう整理する必要が

ある。

最後に、最も重要なこと

は、平時から支援にあたる

人材の育成を図り、災害時

に確保できるよう体制を整

備することである。被災者

を助けることができるのは

寄り添う人でしかない。

東日本大震災の教訓が

未来の被災者支援につな

がることを期待したい。

仙台弁護士会所属・弁護士　宇都 彰浩

筆者が初めて足湯ボラン

ティア（以下、足湯）に出

会ったのは、能登半島地震

（2007）のときだ。被災し

た輪島市門前町の仮設団

地集会場で、中越・KOBE

足湯隊、被災地NGO恊働

センターのメンバーと取り

組んだ足湯を通し、筆者は

被災された住民に向き合う

上で大切なことの多くを学

んだ。能登半島地震以降、

激甚災害が発生するたび

に、足湯、泥出し、家屋の

片付けなど、その時々の現

地ニーズに応じた活動を学

生と取り組んできたが、足

湯を通して学んだ「目の前

の一人に向き合い寄り添

う」はすべての活動に通底

している。東日本大震災

（2011）で被災した岩手

県陸前高田市M地区に10

年以上関わり続けている

が、これも目の前にいる一

人にどう寄り添うかの模索

と実践の結果だ。

住民がこれからの暮らし

の希望を自分自身のことば

で語ることは、住民主体の

復興に欠かせない。足湯の

場で住民の語りを促す触媒

となるのが「手に触れる」と

「傾聴」だ。ボランティアが

住民の手に優しく触れる。

避難生活の不安と緊張でこ

わばった住民の表情が少し

ずつ和らいでいく。お湯の

温かさ、優しく手を握られ

たときの安心感に身体も心

も温まる。話したいことが

自然と口に出る。ときには

思いもよらず内に秘めてい

た思いが「つぶやき」となっ

て吐露される。ここで「つぶ

やき」というと、ことばと捉

えられがちだが、ことばで

はない「つぶやき」が発せ

られることがある。過度な

聴覚依存は大切な住民の

声を見逃すことになる。そ

れゆえ、ボランティアは相

手の表情、しぐさ、手の感

触など、あらゆる角度から

相手を理解し受け止めよう

とする。

学生たちと足湯をする

際、筆者が大切だと思う３

つのことを伝えている。1つ

目は匿名性にそっぽを向く

こと。「被災者の力になり

たい」と言うフレーズを耳

にするが、そもそも被災者

という人などいない。被災

者ではなくAさんに向き合

うのだ。Aさんという唯一

無二の存在に向き合い、ど

のように暮らしたいかをＡ

さん自身が自分の言葉で

語れるように寄り添えるか

どうかだ。2つ目は効率性

から足を洗うこと。効率性

に絡め取られ目の前の人を

捉えようとする限り、「たら

いに張ったお湯に足を付

けている人」が目の前にい

るだけで、そこに出会いは

成立していない。3つ目は

「あなたのことが大切だ」

という気持ちで向き合うこ

と。手を優しく握り、私の

眼差しをしっかりと見つ

め、話を聴く。それは「あ

なたはほかの誰ともとりか

えのきかない大切な存在」

として住民に向き合うこ

と。ボランティア側がその

ような心で接するとき、住

民は自然に語り出す。大半

は畑仕事のことや、飼って

いる犬のことなど、たわい

もないない話だ。だが、そ

んな話であったとしても、

聴く相手がいなければ語る

ことはできない。そして、た

わいもない話が積み重ね

られた先に、断片化し心の

内側に潜んでいたこれから

の暮らしの夢や希望が現

れることがある。だから住

民自身の言葉が発せられ

るまで、ボランティアには

「待つ」という力が必要

だ。「待つ」ことは脱・匿名

性、脱効率性の両方に通じ

る大切な行為だ。

2021年5月以降、個別避

難計画の作成に向けた動

きが全国各地で活発にな

りつつある。大いに期待し

ているが、そのいっぽうで

不安もある。手段だけが独

り歩きし、匿名性と効率性

に絡め取られた魂の宿ら

ない道具になってしまわな

いかという不安だ。何か策

はないかと考えていたと

き、妙案が思い浮かんだ。

個別避難計画に関わるす

べての人が足湯の研修を

受けるというのはどうだろ

う。温もりのある個別避難

計画が各地で誕生するの

ではないだろうか。

北陸学院大学人間総合学部教授　田中 純一

東北から未災地への伝言
ひさいち

能登　　年能登　　年15

災害研究・災害ボランティアに
必要なことは足湯から学んだ

被災者一人ひとりの復興のために
支援制度の改正と災害ケースマネジメントの法制化の提言

この欄に投稿を希望さ

れる方は山中まで連絡を

ください。アドレスはya8s-

ymnk@asahi-net.or.jp

です。
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10年前、尾崎集落で灯された「竹あかり」10年前、尾崎集落で灯された「竹あかり」

東日本大震災11年の3月
11日、石巻市釜谷の震災遺
構大川小学校で「竹あか
り」が灯された。津波により
死亡・行方不明となった児
童74人、教職員10人と同じ
84本の竹灯籠が、背の高い
竹のモニュメントを囲む。
18時少し前にLEDが点灯す
ると、かつて人々の暮らしが
あった場所にオレンジ色の
光が広がった。
「竹あかり」は大川小遺
族らでつくる実行委員会が
初めて企画した。演出は、全
国で竹あかりイベントを手
がける池田親生さん（熊本
県南関町）が担当し、週末
ごとに住民やボランティア
が集まり準備した。
11日は大川地区には珍し
い、風のない穏やかな夜
だった。献灯式は、社会人1
年目の永沼悠斗さんが司会
を、自身の伝承組織を立ち
上げたばかりの卒業生、只
野哲也さんがあいさつし、
若い世代が前面に立つ構成
となった。人々は、竹灯籠の
間を歩き、時を過ごした。校
舎存廃や訴訟をめぐる長い
議論を経て、これほどやわら
かな時間が流れる大川小
を、震災後初めて見た。そし
て、この場に来られない人の
ことを思った。
10年前、2012年3月11日、
大川地区で最も河口に近い

尾崎集落で、同じ池田さん演
出による「竹あかり」が灯され
た。大川地区は新北上川河
口域の9集落で成り立つ地域
で、河口に近い4集落が災害
危険区域に指定された。川
を遡上した津波により犠牲
者は海から離れるに従い増
え、大川小のある釜谷で住
民の約4割、その上流の間垣
では約5割が命を落とした。
尾崎集落は、背後の山が

海からの津波を防ぎ、長面
浦が川からの津波を緩衝し
たことにより、1階軒下まで
浸水したものの家屋は残っ
た。58世帯の小さな集落で
漁業者が多いこともあり、
声を掛け合って山に逃げ、
その日集落にいた人はほぼ
助かっている。2011年は、
震災前から漁家民宿を開き
消費地交流に努めてきた坂
下健さん・清子さん宅に多
くのボランティアが訪れ、集
落各家の泥かきや漁場復旧
の手伝いをしていた。
そうした集落の結束とボ

ランティアの献身があり、「竹
あかり」が実現した。住民
は、仮設に入ったばかりで移
転先も何も決まってなかった
が、竹に穴を開ける作業を
無心に行った。尾崎と国道
の通る釜谷との間は、地盤沈
下で潟のようになった中を細
い砂利道1本でかろうじてつ
ながれており、道々にトーチ

を持ったボランティアが立ち
来場者を誘導した。長面浦
沿いに竹灯籠が設置され、
一人ひとり蝋燭に火を点け、
犠牲者を悼み復興を誓っ
た。亡き人を思い灯籠も流さ
れた。坂下さん夫妻は、ドラ
ム缶に炭を起こし、殻付き
牡蛎を焼いて振る舞った。
切なく、厳かな夜だった。
4ヶ月後、尾崎集落に
8.4mの防潮堤案が提示さ
れた。電気も復旧しない状
況下の建設計画に、漁協組
合長を長く務めた健さんは
「復興の、仕方がわからね
え」とつぶやいた。漁師らは
会合を重ね、3年かけて防
潮堤の高さを「沈下戻し」の
2.6mに変更した。津波に耐
えたスレート葺きの家並み
は、12年末の公費解体申請
期限に多くの人が申し込み、
消えた。現地高台移転は最
小戸数を満たせず15km内
陸への集団移転となった。
造成が遅れ、長い人は仮設
で8年暮らした。
大川小で「竹あかり」が灯

されると清子さんに伝える
と、「みんな、新しい場所で
新しい生活が始まっている

から。尾崎ではもう開けない
ね」と、遠くを見た。
報道陣がつめかけた献灯

式会場で10年前のことを池
田さんに聞いた。「今回と
は、まったく違いますね。イ
ンフラは整ったけれど、人の
気持ちはどうだろう」と返っ
てきた。10年の間に熊本も、
被災地となった。今回の竹
あかりは「過去と未来、天と
地をつなぐイメージを表現
した。過去を変えることはで
きないけれど、語り継ぐこと
で未来の命を救うことがで
きる。全国の人が被災地に
心を寄せ、この地に生きる人
にとって未来へ向かう光に
なれば」と話す。
翌12日は風の強い朝だっ

た。牡蛎の出荷作業をする
清子さんに「竹あかり、見ま
したか」と尋ねると、「見た
よ。テレビのチャンネル次々
変えて、見たよ」と手を休め
ず答えた。10年、思うように
いかなかったことがたくさん
ある。地域の人々の間にも、
隔たりができた。そうしたす
べてを、「竹あかり」の光のあ
たたかさが包み、未来を拓く
きっかけになればと願う。

二つの「竹あかり」と復興10年
東京大学大学院学際情報学府　中島 みゆき

私は現在、岩手県釜石市
にある「いのちをつなぐ未
来館」という震災伝承施設
で語り部の活動をしていま
す。東日本大震災の発生
時、私は中学校2年生。海
の近くにあった学校から高
台へと避難し、当時学校管
理下にいた生徒全員が助か
ることができました。
あの日、助かることがで
きたのは、防災学習のお陰
だと感じています。一般的
な防災学習では「真面目
に、笑ってはいけない」と言
われることが多いかと思い
ますが、私たちの学校では

「楽しく真剣に」防災に取
り組んでいました。例えば、
津波を疑似体験するために
車と競争したり、てんでんこ
の教えを広めるムービーを
撮影したり、町に出てハザー
ドマップを作ったり。基本
的には生徒同士が話し合い
ながら授業を進めていくこ
とによって、楽しくかつ真剣
に学習に取り組むことがで
きていました。結果、生徒
たちも自然と自ら考えるよう
になり、主体的に行動する
ようになりました。
これらの防災教育の成果
が震災当日のスムーズな避

難行動につながったと考え
ています。震災前の防災教
育と実際の避難を経験した
からこそ、備えることの大切
さをより強く伝えることがで
きる。私たちが助かった防
災を知ることを、今後、起き
うる災害から助かるための
きっかけにしたい。そんな想
いを込めて、日々語り部とし
ての活動を行っています。

一番大切なことは、日常
生活の中に取り入れて日頃
から触れておくことです。備
えることを「当たり前」にし
ておくことで、いざという時
にその効果が発揮されま
す。自分の命だけでなく、大
切な人を失わないための備
えを「当たり前」にしてもら
えるように、情報を発信し
続けたいと思っています。

備えるを当たり前に
株式会社かまいしDMC　川崎 杏樹

復興復興若者通信若者通信

私は『東北大学新聞』と
いう学生新聞を発行してい
る、東北大学学友会報道部
の編集長を務めています。
大学入学を機に岐阜県から
仙台に来て驚いたのは、毎
日のように東日本大震災に
関連する話題が、地元新聞
やローカルテレビ番組で取

り上げられていることです。
岐阜県は被災地から離れて
いることもあり、東日本大
震災について触れる機会が
多くありませんでした。
震災前とは違う生活、変

わってしまった街、建物に残さ
れた津波の爪痕―。東北に
来て初めて、いまだ震災は東

北の人々の生活に影響を与え
ていることを知りました。
東北大学新聞では、震災

から10年の節目となる昨
年、一年間を通して「あの日
を訪ねて」という連載を行い
ました。連載では、宮城県内
の震災関連施設や、被災地
で活動した航空自衛隊松島
基地の隊員、地元紙である
河北新報社の記者の方を取
材し、当時の様子やその後
の復興について伝えていま
す。震災を経験し、復興のた
めに尽力してきた人々の言
葉には、震災の怖さや復興
の尊さに対する実感が込め
られています。これらの言葉
で語られる経験は、岐阜県

にいるときテレビの前で、激
しく揺れるビル群や津波に
押し流される民家の映像を
見ているだけでは分からな
かったことです。
東日本大震災の被害や
教訓を、震災を経験してい
ない人にこそ知ってほしい
です。関心を持ち続けるこ
とは、同じ惨禍を繰り返さ
ないことに繋がります。全
国から東北大学に集まる学
生にとって、東北大学新聞
が東日本大震災に関心を
持つきっかけとなれば、と
思います。これからも東北
大学新聞を通して、震災や
復興の様子、防災の情報を
伝えていきたいです。

被災地と学生 繋げる報道を
東北大学文学部3年　藤井 千尋

76



10年前、尾崎集落で灯された「竹あかり」10年前、尾崎集落で灯された「竹あかり」

東日本大震災11年の3月
11日、石巻市釜谷の震災遺
構大川小学校で「竹あか
り」が灯された。津波により
死亡・行方不明となった児
童74人、教職員10人と同じ
84本の竹灯籠が、背の高い
竹のモニュメントを囲む。
18時少し前にLEDが点灯す
ると、かつて人々の暮らしが
あった場所にオレンジ色の
光が広がった。
「竹あかり」は大川小遺
族らでつくる実行委員会が
初めて企画した。演出は、全
国で竹あかりイベントを手
がける池田親生さん（熊本
県南関町）が担当し、週末
ごとに住民やボランティア
が集まり準備した。
11日は大川地区には珍し
い、風のない穏やかな夜
だった。献灯式は、社会人1
年目の永沼悠斗さんが司会
を、自身の伝承組織を立ち
上げたばかりの卒業生、只
野哲也さんがあいさつし、
若い世代が前面に立つ構成
となった。人々は、竹灯籠の
間を歩き、時を過ごした。校
舎存廃や訴訟をめぐる長い
議論を経て、これほどやわら
かな時間が流れる大川小
を、震災後初めて見た。そし
て、この場に来られない人の
ことを思った。
10年前、2012年3月11日、
大川地区で最も河口に近い

尾崎集落で、同じ池田さん演
出による「竹あかり」が灯され
た。大川地区は新北上川河
口域の9集落で成り立つ地域
で、河口に近い4集落が災害
危険区域に指定された。川
を遡上した津波により犠牲
者は海から離れるに従い増
え、大川小のある釜谷で住
民の約4割、その上流の間垣
では約5割が命を落とした。
尾崎集落は、背後の山が
海からの津波を防ぎ、長面
浦が川からの津波を緩衝し
たことにより、1階軒下まで
浸水したものの家屋は残っ
た。58世帯の小さな集落で
漁業者が多いこともあり、
声を掛け合って山に逃げ、
その日集落にいた人はほぼ
助かっている。2011年は、
震災前から漁家民宿を開き
消費地交流に努めてきた坂
下健さん・清子さん宅に多
くのボランティアが訪れ、集
落各家の泥かきや漁場復旧
の手伝いをしていた。
そうした集落の結束とボ

ランティアの献身があり、「竹
あかり」が実現した。住民
は、仮設に入ったばかりで移
転先も何も決まってなかった
が、竹に穴を開ける作業を
無心に行った。尾崎と国道
の通る釜谷との間は、地盤沈
下で潟のようになった中を細
い砂利道1本でかろうじてつ
ながれており、道々にトーチ

を持ったボランティアが立ち
来場者を誘導した。長面浦
沿いに竹灯籠が設置され、
一人ひとり蝋燭に火を点け、
犠牲者を悼み復興を誓っ
た。亡き人を思い灯籠も流さ
れた。坂下さん夫妻は、ドラ
ム缶に炭を起こし、殻付き
牡蛎を焼いて振る舞った。
切なく、厳かな夜だった。
4ヶ月後、尾崎集落に
8.4mの防潮堤案が提示さ
れた。電気も復旧しない状
況下の建設計画に、漁協組
合長を長く務めた健さんは
「復興の、仕方がわからね
え」とつぶやいた。漁師らは
会合を重ね、3年かけて防
潮堤の高さを「沈下戻し」の
2.6mに変更した。津波に耐
えたスレート葺きの家並み
は、12年末の公費解体申請
期限に多くの人が申し込み、
消えた。現地高台移転は最
小戸数を満たせず15km内
陸への集団移転となった。
造成が遅れ、長い人は仮設
で8年暮らした。
大川小で「竹あかり」が灯

されると清子さんに伝える
と、「みんな、新しい場所で
新しい生活が始まっている

から。尾崎ではもう開けない
ね」と、遠くを見た。
報道陣がつめかけた献灯

式会場で10年前のことを池
田さんに聞いた。「今回と
は、まったく違いますね。イ
ンフラは整ったけれど、人の
気持ちはどうだろう」と返っ
てきた。10年の間に熊本も、
被災地となった。今回の竹
あかりは「過去と未来、天と
地をつなぐイメージを表現
した。過去を変えることはで
きないけれど、語り継ぐこと
で未来の命を救うことがで
きる。全国の人が被災地に
心を寄せ、この地に生きる人
にとって未来へ向かう光に
なれば」と話す。
翌12日は風の強い朝だっ

た。牡蛎の出荷作業をする
清子さんに「竹あかり、見ま
したか」と尋ねると、「見た
よ。テレビのチャンネル次々
変えて、見たよ」と手を休め
ず答えた。10年、思うように
いかなかったことがたくさん
ある。地域の人々の間にも、
隔たりができた。そうしたす
べてを、「竹あかり」の光のあ
たたかさが包み、未来を拓く
きっかけになればと願う。

二つの「竹あかり」と復興10年
東京大学大学院学際情報学府　中島 みゆき

私は現在、岩手県釜石市
にある「いのちをつなぐ未
来館」という震災伝承施設
で語り部の活動をしていま
す。東日本大震災の発生
時、私は中学校2年生。海
の近くにあった学校から高
台へと避難し、当時学校管
理下にいた生徒全員が助か
ることができました。
あの日、助かることがで

きたのは、防災学習のお陰
だと感じています。一般的
な防災学習では「真面目
に、笑ってはいけない」と言
われることが多いかと思い
ますが、私たちの学校では

「楽しく真剣に」防災に取
り組んでいました。例えば、
津波を疑似体験するために
車と競争したり、てんでんこ
の教えを広めるムービーを
撮影したり、町に出てハザー
ドマップを作ったり。基本
的には生徒同士が話し合い
ながら授業を進めていくこ
とによって、楽しくかつ真剣
に学習に取り組むことがで
きていました。結果、生徒
たちも自然と自ら考えるよう
になり、主体的に行動する
ようになりました。
これらの防災教育の成果
が震災当日のスムーズな避

難行動につながったと考え
ています。震災前の防災教
育と実際の避難を経験した
からこそ、備えることの大切
さをより強く伝えることがで
きる。私たちが助かった防
災を知ることを、今後、起き
うる災害から助かるための
きっかけにしたい。そんな想
いを込めて、日々語り部とし
ての活動を行っています。

一番大切なことは、日常
生活の中に取り入れて日頃
から触れておくことです。備
えることを「当たり前」にし
ておくことで、いざという時
にその効果が発揮されま
す。自分の命だけでなく、大
切な人を失わないための備
えを「当たり前」にしてもら
えるように、情報を発信し
続けたいと思っています。

備えるを当たり前に
株式会社かまいしDMC　川崎 杏樹

復興復興若者通信若者通信

私は『東北大学新聞』と
いう学生新聞を発行してい
る、東北大学学友会報道部
の編集長を務めています。
大学入学を機に岐阜県から
仙台に来て驚いたのは、毎
日のように東日本大震災に
関連する話題が、地元新聞
やローカルテレビ番組で取

り上げられていることです。
岐阜県は被災地から離れて
いることもあり、東日本大
震災について触れる機会が
多くありませんでした。
震災前とは違う生活、変

わってしまった街、建物に残さ
れた津波の爪痕―。東北に
来て初めて、いまだ震災は東

北の人々の生活に影響を与え
ていることを知りました。
東北大学新聞では、震災

から10年の節目となる昨
年、一年間を通して「あの日
を訪ねて」という連載を行い
ました。連載では、宮城県内
の震災関連施設や、被災地
で活動した航空自衛隊松島
基地の隊員、地元紙である
河北新報社の記者の方を取
材し、当時の様子やその後
の復興について伝えていま
す。震災を経験し、復興のた
めに尽力してきた人々の言
葉には、震災の怖さや復興
の尊さに対する実感が込め
られています。これらの言葉
で語られる経験は、岐阜県

にいるときテレビの前で、激
しく揺れるビル群や津波に
押し流される民家の映像を
見ているだけでは分からな
かったことです。
東日本大震災の被害や
教訓を、震災を経験してい
ない人にこそ知ってほしい
です。関心を持ち続けるこ
とは、同じ惨禍を繰り返さ
ないことに繋がります。全
国から東北大学に集まる学
生にとって、東北大学新聞
が東日本大震災に関心を
持つきっかけとなれば、と
思います。これからも東北
大学新聞を通して、震災や
復興の様子、防災の情報を
伝えていきたいです。

被災地と学生 繋げる報道を
東北大学文学部3年　藤井 千尋
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「誰ひとり取り残さない」ために  
必要な多面的な連携

日野ボランティア・ネットワーク 代表　山下 弘彦

災害ボランティアセン
ターの運営支援にあたった
縁もあり、平成30年7月豪
雨で被災した岡山県、令和
2年7月豪雨で被災した熊本
県八代市の被災者見守り・
相談支援事業に継続的に
携わり、現地に足を運んで
きました。
この事業で自治体が社会
福祉協議会に委託して運営
している「地域支え合いセ
ンター」の生活支援相談員
は、被災して建設型仮設住
宅、みなし仮設住宅、在宅
等で暮らしている方を訪問
して、生活再建に向けた相
談に乗っています。
訪問に同行して暮らしぶ
りを見て日々の訪問で把握
している状況をお聞きする
と、被災後の住まいを決め
るのに際し、様々な困難を
抱えておられることを実感
します。
被災するまで家賃がか
からない家に住み、近隣

の分け合いなどで暮らし
が成り立っていた方が支
援金などを受けても今後
の暮らしに不安があり、
それでもこれまで暮らし
ていた土地に簡易な造り
でも住宅を建て生活する
ことを望まれていたり。ひ
とり親家庭で、親の通
勤・子どもの通学や被災
の影響も含めた生活環境
を考えて、どこで暮らす
か容易に答えが出なかっ
たり。
様々なケースに、経済的
な問題、障がいがあると思
われる傾向、親族・近所関
係、土地の所有権等の事
情・課題が絡まり、さらに八
代市坂本町では、地盤のか
さ上げが5年先とされてい
る地区があること、JR肥薩
線復旧の見通しが立たない
こと等が困難さを増してい
ます。
社会的な課題に関して
様々な制度が作られていま

すが、そうしたリスクがあり
ながら対象となる「基準」
で捉えられない方、複合的
に課題が絡まり合っている
ケースも多いことを考える
と、専門職・機関のほか、
地域にあって在野のコー
ディネーターの役割をして
いる方など、様々な方が把
握している情報を持ち寄
り、それぞれの関わりで課
題解決に向かわねば、形式
的な「再建」となりかねま
せん。
こうしたことが機能する
ためには、日頃から多様な
関係性を紡いでおくことが
重要であり、被災された方
の課題や思いも含めて時間
をかけて話を聴き、それを
踏まえて再建について一緒
に考えていく人の重要性を
感じます。
「誰ひとり取り残さな
い」ために、自分もまた一人
の当事者として関わりたい
と思うのです。

⑫

新型コロナウイルスの影
響で返済が困難になった個
人の債務者を救済すること
を目的として、自然災害債
務整理ガイドラインの「新
型コロナウイルス感染症に
適用する場合の特則」の運
用が2020年12月1日より始
まりました。
新型コロナウイルスの影

響で債務の返済が困難と
なった個人（個人事業主を

含む）が、この制度を利用す
ることで、一定の要件のもと
で債務の減免を受けること
ができます。信用情報の事
故登録がされない点や、住
宅を処分しない選択肢があ
る点、原則として保証人への
請求がされないという点、
弁護士等専門家の支援を無
償で受けられる点など、破
産手続と比較して多くのメ
リットがあります。

しかし、運用開始から1
年が経過したものの、想定
通りには利用されていない
のが現状です。2021年12
月末の時点で、制度の利用
件数は1617件、そのうち債
務整理の成立に至った件数
はわずか73件に留まりま
す。その背景には、制度の
周知が不十分であることに
加え、債務整理の成立には
全ての対象債権者の同意

が必要で、ガイドラインを
尊重しない債権者が一社で
も現れると、手続が暗礁に
乗り上げてしまうという問
題があります。また、特則が
公表された2020年10月30
日より後に負担した債務は
減免の対象にならないとさ
れていることも、新型コロ
ナウイルスの影響が長期化
している現状からして、救
済を受けられる債務者の
幅を狭めてしまっていま
す。債務者の生活・事業の
再建を支援するという制度
の目的を果たすためには、
現状に即した制度、運用へ
の改善が強く求められると
ころです。

自然災害債務整理ガイドライン・
コロナ特則の概要と現状

弁護士法人空と海（第二東京弁護士会） 弁護士　在間 文康

②

阪神・淡路大震災を契機
に全国区になった味といえ
ば…そばめし、ぼっかけと
挙げられますが、それにど
ろソースではないでしょう
か？「どろソース」はオリ
バーソース（大正12年創
業）の商標で、もともとソー
ス造りの沈殿物で「どろ」
と言われていた部分、その
多くはすてられていたが旨
味が凝縮していることか
ら、もったいないと加工し
発売したところ人気製品と
なったものです。

1993年激辛どろソース発
売。翌1994年には過去最高
益を達成。しかし1995年1月
17日の阪神・淡路大震災で
神戸市兵庫区にあった同社
は本社社屋と7棟の工場の
うち3棟が火災で焼失。従
業員もなくなり操業をストッ
プせざる得ませんでした。
工場の再建の目途すら立

たない中、4年前に三代目
社長を継いだばかりの道満
雅彦さんに会社再建を誓わ
せたのが醸造タンクに残っ
ていたまさに「どろ」だった

そうです。これさえあれば、
お客様に自分たちの味が届
けられる…それを仕込んだ
製造担当の主任・佐藤さん
は震災で犠牲になられたそ
うですが。今でも1月17日に
震災を忘れないために佐藤
さんが残したレシピ通りに
ソースを炊き、熟成させ特
別なソースとしてお客様に
届けています。
実は道満さんには震災か

ら7年後、関西地方向け経
済番組「ルソンの壺」に出
演してもらいました。震災を

語るとき涙を流され、その上
で今があるのは「震災が
あったから」「（残ったソー
スが）ここでやめるなと…。
ソースの会社をやめてソー
スも捨ててという決断も
あったが、もう一つの決断は
復興です」と語ってください
ました。
道満さんと再建に共に奮

闘した老舗ソースメーカー
社員の意気込みが、今もつ
まった熟成の＜復興の味＞
だと、私は思い込んで日々
使っています。

どろソース　熟成の復興の味
NHKエンタープライズ　制作部プロデューサー　井上 利丸

復興味な味な味な味な

7 復興若者通信
備えるを当たり前に
川崎 杏樹

被災地と学生 繋げる報道を
藤井 千尋

6 復興スケッチ
二つの「竹あかり」と復興10年
中島 みゆき

8 味な復興
どろソース　熟成の復興の味
井上 利丸

法制度と現場
自然災害債務整理ガイドライン・
コロナ特則の概要と現状
在間 文康
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