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 福島はイチエフよりも大きい 

   

 

  福島県立ふたば未来学園高校  

教諭 小磯匡大   （世界史） 

 

 

１．被災体験 

皆さまはじめまして。今回このような機会を頂きま

して、いわゆる 3.11 後の福島の状況について書かせ

てもらえることになりました。ありがとうございます。 
まず自己紹介をします。私は福島県の太平洋沿岸

（浜通りと言います）にある楢葉町という所で生まれ

育ちました。 
近隣の、やや名が知れている行政区としてはいわき

市があります。いわき市には常磐炭鉱があり、明治時

代から採掘が行われていました。1960 年代のエネル

ギー革命で炭鉱業が斜陽になったことを受けて「スパ

リゾートハワイアンズ」として再出発した…というお

話は映画『フラガール』などで取り上げられています。 
いわきから北に向かうと、東京電力の火力発電所が

ある広野町、東京電力の福島第二原子力発電所がある

楢葉町と富岡町、事故を起こした福島第一原子力発電

所（通称イチエフ）がある大熊町と双葉町、東北電力

の原発誘致が企図されていた浪江町があります。明治

以降、労働力や石炭や電力を関東に送り出していた地

域であることがわかります。これら六町に内陸二村を

加えた双葉郡といわき市の「首都の下請け」的構造は

戊辰戦争に由来するものと考えられますが、ひとまず

それは措きましょう。 
私が住む楢葉は本屋もない町で、大きな買い物は富

岡やいわきまで足を運んでいました。小さな町が合併

しないでいられた背景にも原発の恩恵があるのでし

ょう。富岡には東電が作ったエネルギー館（現・廃炉

資料館）という子ども向けの施設があり、そこでは「原

発内の放射線は何重ものシステムによって漏れない

ようになっているのだ」、ということがゲームや冊子

を通じてアピールされており、「事故なんかあり得な

い」という主張が施設に伏流していました。ちなみに

エネルギー館の近くには「アトムボーイ」というすご

い名前の回転寿司屋があり、原発の町であることを誇

っているようでした。 
私が生まれたのは 1982 年ですので、このようなア

ピールは、チェルノブイリ後の「あれはソ連だから起

こった。日本の原発は安全なんだ」という薄弱な根拠

の上に立った言説の瀰漫だったのでしょう。双葉町に

あったことで知られる「原子力 明るい未来のエネル

ギー」という標語看板もこの頃に作られたはずです。 
楢葉を離れ、大学では民俗学を専攻し、高校の世界

史教師として福島県に戻りました。浜通り北部にある

相馬市の高校が初任地で、その年度の３月 11 日に東

日本大震災が起こりました。 
つい 10 日前に卒業した生徒が、在校生の家族が、

本校に入学するはずだった生徒が、そして多くの家屋

と人びとが大切にしていたものが津波に飲み込まれ

ました。生徒と職員は町の体育館に避難しましたが、

私のアパートは無事でした。当時の日記にはこうあり

ます。「生徒を送り、いったん家に戻る。自衛隊の車

が市役所の前にあった。妻は無事であった。よかった。

食器がさんざん割れ、棚の物もズンドコに落ちたよう。 
ＴＶの津波の映像がすごい。仙台空港が水浸しだ。 妻
は憔悴していたが、ご飯を出してくれた。温かいもの

がありがたい。８時半、また自転車で避難所に戻る。

生徒にチョコを配る。だいぶ避難者が増えていた。他

の先生に「奥さんのところ戻りな」と言われたので失

礼した。家に帰れなくなった生徒がかわいそうだ。自

衛隊の車とすれ違う。実家に電話するとみんな無事な

ようで良かった」。 
日記に原発のことが出てくるのは翌日のことです。

 
顔写真 

 
(別途ファイル

でのご提出で

も結構です。） 
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「新聞は来ていない。土曜特集と広告だけ来ている。

いらない。パンを食う。実家に電話をかけるとおじ家

族もそこに避難してきていることが分かった。心配な

のは原発だ。実家の近くの範囲まで避難勧告が出てい

るので、仕事で出ている父が戻り次第、どうするか決

めるとのこと。 
余震が続く。慣れてきた。テレビで隣町の線路がズ

タズタになった様子や、宮古の津波の映像を見ておの

のく。洋間の整理をし、またニュースを見る。天気が

いいのが救い。 
家の前の道を救急車、消防車合わせて 19 台が通っ

た。昼食は焼きそば。固定電話が不通になった。買い

物へ行く。天気は快晴だが埃のにおいがする。道路に

一部段差ができていた。デイリー、セブンイレブンと

も閉まっていた。 
３時ごろ戻ると福島第一原発でセシウムが漏れた

というニュースが流れていた。 
少し寝る。５時半ごろ TV をつけると第一原発の建

屋の天井崩壊。６時前に官房長官の発表。楢葉の実家

も避難圏になった。風呂にはいる。避難所にいる生徒

や先生のことを思うと申し訳ない。７時ごろ避難範囲

がさらに 20 キロに。昨日家族の安否を確かめてそれ

で終わりだと思っていたのに。実家との連絡がまだつ

かぬ。 
20 時 44 分、原発の爆発は原子炉格納容器が爆発し

ただけでなく、放射能も低下していることが報じられ

た（漏れている？）。海水を使った冷却に取り掛かる

という。相変わらず余震。22 時、母の実家から電話

があり、両親がそこに避難したことが分かった。祖母

と犬は自分の意思で家に残ったという。ネットで調べ

ると第一原発から実家は直線距離 14 キロ」。 
この周辺自治体への避難勧告によって浪江町では

津波被害者の捜索が打ち切られています。おそらく助

けられた命が原発事故によって失われました。 
14 日は月曜だったので学校へ向かうと、部活動の

場所でもあった旧体育館が遺体安置所になっていま

した。 

この日の三号機爆発は職員室のテレビで見ました。

私も含め、先生方みな呆然とする他ありません。職員

会議で自宅待機が決まり、私と妻は妻の実家の仙台に

避難しました。楢葉の家族はその後各地を転々とする

ことになります。 
また日記を引用します。 
15 日「ひきこもっている。避難圏が 20 キロから

30 キロ圏に拡大された。発表される放射線量がマイ

クロシーベルトからミリシーベルトになった。あまり

気にしても仕方ないが鬱々とする」。 
16 日「余震がこうも多いと最初の、ズン…という

衝撃を吟味すれば、その地震の規模が予測できるよう

な気がしてきた。地震ソムリエ」。 
19 日「夜のニュースで福島県川俣町の牛の乳から

放射性物質が観測されたことが伝えられた。自分が思

っていた以上にショックを受けた。それは放射性物質

の汚染が地産地消を汚している、ということがわかっ

たからだ。それはしばらく相馬のうまい魚や、実家で

作る米が食べられなくなる可能性を示していた。小便

をしに外に出ると満月だった。満月を見ながらしばし

呆然とし、自分に詩心があるなら月光の浄化力を恃む

歌をつくるところだ」。 
地産地消を通じて自分の細胞の一部になっていた

ふるさとが、放射能で汚染されたと感じたから…そこ

らへんが私の「ショック」の根拠かと思われます。 
相馬高校は避難区域外だったため４月 19 日に入学

式を開くことができました。壁に大穴が空いた体育館

での式です。新入生の服装がバラバラでいたましさが

ありますがそれでも嬉しいものです。 
私が副担任に入っていた新二年生の学年主任で浪

江町出身の松村茂郎先生は始業のあいさつでこう言

いました。 
「福島県人は被害にあっている。人類が経験したこと

のない苦しみの状況にある。しかし、世界中から注目

されている「フクシマ」人の生き方は、生き様は、世

界中の人たちに希望を与えるものでなければならな

い。勘違いをしてはいけない。私たちフクシマ人が世
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界から希望をもらうのではない。私たちの生き様が、

世界に希望を与えるのだ」と。 
松村先生は読み上げながら泣いており、それを見た

男子が「松村先生泣き虫なんだな！」とからかいまし

た。しかしその彼もまた泣いています。 
私にとって今なお、福島での教育を考えるにあたり

大切にしている言葉です。松村先生の浪江での被曝、

生徒の安否確認と卒業までの奮闘は朝日新聞特別報

道部『プロメテウスの罠５』に収録されています。 
楢葉町は結局３月 12 日の夜以来立ち入り禁止とな

り、家族は父の退職金でいわきに家を購入し、現在も

そこに住んでおります。飼い犬と祖母はそこが終の棲

家となってしまいました。犬はともかく、80 年近く

暮らしていた町、ご近所の関係性から離れざるを得な

くなった祖母の状況を思うとこみ上げてくるものが

あるのですが、本人は少なくとも表面上は恬淡として

おり、ぽとりと花が落ちるように、ある日死にました。 
 

２．ふたば未来学園 

先に震災後の浜通りの高校教育の動きを述べてお

きます。避難区域内にあった学校は、それぞれ別な地

区の公的施設や他校の施設を借りて「サテライト高

校」として運営され、相馬高校でもふたつのサテライ

ト校を引き受けました。 
双葉郡にあった５つの高校は休校を余儀なくされ、

それらのカリキュラムと校旗を引き継ぐ「ふたば未来

学園」が 2015 年に広野町に開校しました。双葉郡唯

一の、そしてイチエフに最も近い高校です。開校の経

緯は朝日新聞特別報道部『プロメテウスの罠８』に記

録されていますのでよろしければご覧ください。 
私は 2018 年に赴任し、現在も勤務しています。本

校は地域社会が「生まれ変わり」を迫られたことをか

えって奇貨とし、新たな教育活動を試みています。 
高校一年次には被災地バスツアーと取材を通じて、

立場の違いから生じる課題や、複雑に絡み合って解が

見えない課題を題材とした対話劇を創ります。このこ

とで協働性、寛容性などコミュニケーション力や本質

をつかむ力を身につけます。 
二～三年次の「総合的な探究の時間」では、地域の

問題の解決に向けた実践プロジェクトを創出します。

本校で「未来創造探究」と呼ぶその授業において、生

徒は自らの興味関心に従い、探究活動を行います。 
これらは震災および原発事故によって先鋭化した

高齢化や過疎化などの課題に加え、原発事故特有の課

題、そして持続可能な循環型社会をめざすためのグロ

ーバルな課題に向き合っていくことを目的とした教

育活動です。 
フクシマというフィールド自体にも注目が集まっ

ています。灘高で東北合宿を企画した前川直哉先生は

その目的をこう語ります。「被災地域を実際歩き、自

分の目で見て多く方のお話を聞く。課題に取り組む

「カッコいい大人」たちの姿を見る」と。 
先にも述べましたが、震災と原発事故がもたらした

問題に加え、それにより日本の地方が抱える、高齢化

や過疎の問題が加速してしまいました。私が小さい頃

あった、地区のお祭り、農家の信仰（私はこの庚申信

仰のレポートで大学に入学できました）はすでにあり

ません。これは 3.11 によるコミュニティの分散によ

るものでなく、離農や少子化によって 3.11 以前に消

えつつありました。このような事情で「正解のない問

い」に直面せざるを得ない場所となってしまった福島

を、前川先生は逆に「課題の多さは、福島の教育の強

み」と表現しています。 
ふたば未来学園は原発事故を起こした双葉郡に唯

一ある高等学校であり、だからこそ「被災地」を手近

に「教材化」できる唯一の高等学校になっていると考

えています。 
授業時間で行う演劇と探究の他に、「社会起業部」

という変わった名前の部活動では、地域を「知る・伝

える・盛り上げる」ことを目標に掲げて活動していま

す。私が顧問になった昨年度は、フクシマに関心を持

つ他県の高校生・大学生と交流し、被災地を案内する

など現状を知ってもらう活動を行いました。また、気

仙沼や水俣などへのフィールドワークを行い、津波の
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惨状や、原発事故と水俣病の構造的類似を学習しまし

た。 
 
３．アニミズム世界に対する申し訳なさ 

「フクシマや山河草木鳥獣蟲魚砂ひとつぶまで選擧

權あれ」。今回「倫理的」というテーマを頂いたとき、

真っ先に思い出したのが水原紫苑さんのこの短歌で

す。そのわけを考えるにあたりもう少し震災後の思い

出を振り返っていきたいと思います。 
 2011 年の夏に、復興関係者の車で警戒区域に指定

されていた楢葉に入りました。以下日記より引用しま

す。 
「使い捨ての真っ白なつなぎと青い帽子を渡された。

それを着て町へ。家の入口で下ろしてもらい、玄関に

むかって小路を登ってゆくと、まず目に入ったのは庭

の雑草であった。草取りをしないとこんなにも繁茂す

るのかと、俺の背丈ほどになった草に驚く。ひと気の

ない家。薄く積もった埃が、そこにしばらく人間が住

んでいないことを物語っており、さびしさを感じさせ

る。カーテンと窓を開け、仏壇に線香を、氏神である

外の稲荷社に持参した油揚げをあげた。 
 家の周りをうろつく。小動物の白骨が隣家の庭に落

ちていた。おそらく餓死した猫のものだろう。動物関

係でいえばこのへんにも放された犬や牛がいるとい

う。道路には乾いたそれらの糞が落ちていることから

もそれが分かる。 
 家に戻る。トイレに行くと、入るなりクモの巣が顔

について嫌な感じ。ふたつある俺の本の部屋はどちら

も本が散乱していたので、仕方なくそれらを踏みなが

ら崩れた本棚を立て直した。ひとつが北側にある部屋

なので、電気がつかないと何も分からない。滞在時間

の２時間ではどうにもできないので、とりあえず足も

との本から整理し、一時帰宅は終了した。次に帰れる

のはいつの日か。「３月」のままめくられずにいた居

間のカレンダーを思い出しながら考えた」 
 2011 年秋の日記にはこのようにあります。「住民が

誰もいない中、ふるさとに季節が流れている。秋にな

り放射能のそよ風のなか、庭のあけびは実を太らせ、

固いユズに色がさし、山のオニグルミは青い実をつけ

ている。しかし、クルミを採る者も、田の稲を刈る者

も、銀杏を拾う者もいない。毎日茶と飯と香が供えら

れた仏壇に、月二回油揚げが供えられた氏神の社に、

彼岸にはぼた餅が供えられた墓に、手を合わせる者は

誰もいないのだ」。 
 さて、「次に帰れる日」の「次」は一年後でした。

この時（2012 年夏）は警戒区域が解除され、避難指

示解除準備区域となっていました。日記には以下のよ

うにあります。 
「町に続くひと気のない県道で車を飛ばしながら、誰

に阻まれることなく原発事故以来ふるさとに帰れる、

という高揚を感じていた。県道から町道に入ると、道

路脇の夏草がアルファルト部分にまで大いにはみ出

していた。俺が芭蕉なら一句できそうだ。  
 田にも夏草が生い茂っている。子供のころ、父や祖

母が稲刈りをする脇でイナゴをとった田んぼも例外

でなかった。 
 まず墓参り。うちの二基の墓石は倒れ、台座も崩れ

ていた。隣の墓は納骨室が見えそう。同じく墓参りに

来ていたＳさんという近所のおじさんに出会った。Ｓ

さんは「諦めついたか。帰ってきて。アキラメ」と俺

に言った。まるで自分自身に言っているようだった。  
 家に行く。家の屋根の瓦の隙間からも草が、特に庭

は背丈以上のものが生え、羽虫が夥しく跋扈している。

空間線量は 1.2 マイクロシーベルト毎時を示してい

た。玄関脇の父の植木はすっかりしおれており、中に

入ると、畳の一面にほこりが積もっていて不愉快にな

る。人が住まない家とはこうなるのか。 
 仏壇（すでに位牌は持ち出しているが）と神棚に手

を合わせ、外の氏神にも持参した油揚げを供えた。 
帰路、県道 35 号線を南下していわきに向かう。来

た時よりも思いっきりアクセルを踏んで、俺の育った

楢葉町を出た」。 
 このような当時の感傷的な文章を読み返してみる

と、仏壇、氏神社、墓という単語が毎回書かれている
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ことに気づきます。また、ユズ、クルミ、稲など口に

してきた、そして今は得られないふるさとの恵みの列

挙で哀切を表現しているようです。それはどこに由来

しているのでしょうか。それは 1932 年生まれの私の

祖母の年代が持っていた、人間が生態圏に見出してい

た深い共感情だと思われます。 
このマインドは、魚を「天のくれらすもん」として

すなどっていた水俣の漁民にも見られたものでしょ

う。祖母は周りの自然を、ただの資源とはみなしてい

ませんでした。まるで自分の存在の一部であるように

あるいは、自分が周りの自然の一部であるように感じ

ていました。この共感情のもとでは、田畑や山川は単

なる作業場でも資源でも固定資本でもなく、自己をは

ぐくませ、死後は「祖霊」となって還るアニミズム的

時空間とみなされていました。 
 祖母が生前、大学生の私に言った言葉が忘れられま

せん。楢葉に戻るかどうかは分からない、と話す私に

対して「じゃあ誰が先祖さま守るんだ」という意のこ

とを方言で言ったのです（祖母が死んで、私の中の「方

言」も消えつつあります。これも悲しい！）。おばあ

ちゃん子であった私は、何となくそういったマインド

を引き継いでいるのでしょう。それにより人間の営み

によって透明に汚されたふるさとの「山河草木鳥獣蟲

魚砂ひとつぶ」にまで、ある種の申し訳なさを、同時

に自分が汚されたような悲しさを想起させたのかと

思います。ただ、日記には雑草やクモは嫌悪的に書い

ており、あくまで人間生活を基準とした生態圏である

ことも分かります。祖母もムカデには容赦しませんで

した。 
 2020 年に私は妻子とともに楢葉に戻りました。季

節ごとの墓参り、月に二回氏神社詣でができることを

嬉しく思いますし、自分がかつて浸ったアニミズム世

界を子どもたちにも知ってもらえることも幸せなこ

とだと思います。 
しかし今なお、大熊町や双葉町は帰還困難区域が多

く残っており、この地域では残念ながらアニミズム世

界との交差を回復させる復興ができない状態です。 

 
４．原発に対する思い 

震災の翌年、相馬市の宇田川でシャケが遡上してい

るのを見ました。海から４～５キロ離れた場所でした

が大量にいます。あの恐ろしい波が来た海から、恵み

の群れが里に登ってきていたことに感動しました。そ

うです、地震と津波だけなら自然の回復力が災害の傷

を癒したことでしょう。しかし原発事故はそう簡単に

おさまりませんでした。シャケが来た海は、何億ベク

レルもの汚染を受けた海でもあります。 
 初任者研修時に「原発事故が起こったら」という学

校マニュアルが紹介されました。正直言って私もまた

原発の安全性を無批判に信じており、「起こるわけな

いでしょ、事故なんて」という気持ちでそのマニュア

ルを読んでいました。数か月後、まさしくそれが現実

になるとも知らず。 
 3.11 後、自分の中で原発事故と折り合いをつける

ため小説を書きました。ただ、イチエフを描くのはあ

まりに直截すぎたため、チェルノブイリ原発事故を下

敷きに『ネフスキーさん！』という作品を作りました。

幸い評価を得て2017年に福島県文学賞と審査員の松

村栄子氏により第 159 回芥川賞推薦を頂きました。

（DL できます。https://booth.pm/ja/items/3098563） 
 無批判であったことは、事故によってはじめて自覚

された反省です。今の段階で原発の倫理的側面を考え

た場合、①過酷事故、②被曝労働者、③ウラン採掘に

伴う問題、④放射性廃棄物をどうするか、の問題があ

る、と私は考えます。 
 また、そういったデメリットのしわ寄せが弱者に向

かうこと…たとえば「危険だから田舎に立地させる」

「同じ被曝でも子どものほうが影響を受ける」「貧し

い国ほど被曝（ウラン採掘・廃棄物）を受け入れざる

を得ない」という現状も差別的であり容認できない点

です。 
 原発の経営は、非人道的であればあるほど安く電力

を生産できます。すなわち、原発建設を地方に押し付

け、ウラン採掘の被曝も保証せず、安全神話を信じ込

https://booth.pm/ja/items/3098563
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ませ、廃棄物もどこかに押し付け、津波を予見しても

対策をせず、事故が起こっても「放射能は無主物」と

主張する…というやり方であれば、利益が大きくなり

ます。「3.11 後、原発のコストがかさむ」というのは

倫理にもとる政策が多少は正され、本来払うべきコス

トが計上されるようになってきた…からかもしれま

せん。 
 ここで大急ぎで言わなければいけないのは、福島県

双葉郡の住民にとって、原発は大きな経済効果を間違

いなくもたらしていた、ということです。 
 冬季の出稼ぎはなくなり、正月も家族で過ごせるよ

うになりました。住民にとって東電はありがたい存在

でしたが、しかしあくまでそれは「片思い」だったこ

とが事故後明らかになってきました。 
 水俣住民とチッソとの関係も同様です。チッソ擁護

したいという住民の気持ちをチッソの側はくみ取ら

ない。交渉の場面でチッソは「これは単なる交渉事で

すから」と命に値段をつけました。 
 原発事故に何か意味があるとしたら、そういった非

倫理性を見直す契機とすることかと思います。そうで

なければ双葉郡の土地は、人は、意味なくただ汚され

捨てられることになってしまいます。 
 私がそうであったように、世間の多くの人が事故に

よって原子力や現代社会について考えざるを得なく

なっています。考えなくてもすんでいた過去を「幸運」

とみることもできますが、考えざるを得ない状況を、

気づきを得られる機会と捉えたく思います。そうしな

ければ（繰り返しになりますが）事故が起こった甲斐

がない、無駄な犠牲になってしまいます。 
 双葉町に原子力災害伝承館が開館した際に、私は柳

田国男の『遠野物語』を思い出し、その前書きこそ、

伝承館に求めたいスタンスだと気づきました。 
 その前書きとは「願わくはこれを語りて平地人を戦

慄せしめよ」というもので、これを「願わくはこれを

以って現代人を戦慄せしめよ」とでもすれば、まさし

く私のルサンチマン含みの情念が憑依できる言葉だ

と思います。 

 しかしこの言い方だと、まるで私が「現代人でない」

ような言葉であり、原発との距離を隔絶してしまう口

ぶりです。私は親族に東電関係者はいないのですが、

さきに述べたようにエネルギー館などでの子どもの

頃から「原発は安全だ」ということを無批判に信じて

いました。 
 私たちは東電に「騙された」側でありますが、同時

にそういう意味では、「騙す側でもあった」わけです。

東電ではないにしろ東北電力の原発でつくった電力

の享受者でもあるし、東電の経済恩恵を間接的には受

けているはずですから、「山河草木鳥獣蟲魚砂ひとつ

ぶ」にしてみれば、加害者の一員でもあります。 
 水俣の緒方正人が「自分もまた近代文明の恩恵を浴

していた『もうひとりのチッソ』だ」と気付いたよう

に、私自身もまた原発由来の電力を享受していた「も

うひとりの東電」としての現代人だということには自

覚的でいたいと思います。自覚したうえで、現代消費

社会における人間と、巨大化した資本主義を考えてい

かねばいけないと思います。 
 原発事故によって、フクシマが受けた傷は、治らな

い傷です。岡部兼芳が「障害」と表現したそれと、付

き合っていかざるを得ません。 
 昨年、社会起業部の水俣研修を通じて水俣の風土に

ひたり、水俣の大きさを感じました。水俣が水俣病よ

り大きいように、福島もまた傷自体を包摂してなお余

力のある存在だと思います。 
 これを読まれた皆様にはぜひ福島を訪れ、伝承館な

どで私たちが生きた「現代」を自分事として「戦慄」

するだけでなく、福島の風土の良さもぜひ体感してい

ただければと思います。 
福島はイチエフよりも大きい、そう信じています。 
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 夏はこれから 
   
 
  特定非営利活動法人 高田暮舎   

副理事長 越戸浩貴  
 
夏の朝 

2022 年 7 月 12 日朝 7 時。夜から網戸にしてある窓

から降ってくるのは夏の陽だ。遠くに見える海は夏の

海だし、暑い空気が漂っているのはまぎれもなく夏の

匂いだ。 

 

 

 
私は特に夏が好きだ。海のまちに生まれたのに泳げ

ない、ヒョロヒョロと背が高く決して血色も良くない

し、肌が弱くて日焼けできない私は夏のキラキラを全

身で享受してきたわけではない。それでも夏は、とき

に感傷も伴いながら（だからこそいい）私の特別な季

節であり続ける。 
寒くて身動きが取れない冬への反発かもしれない。

岩手沿岸北部、久慈市の山間に育ち、大学は盛岡、仕

事でも仙台までしか住居を移したことがない私にと

って、冬に情緒や郷愁を感じるよりもツラさが先に立

つ。別に冬自体が悪いわけではない、それは分かるが

どうにも消せない感覚だ。 
私は、妻と今年 2 歳になる息子と暮らしている。初

めての子育てで体力も気力も削られるが、小さい子ど

もと過ごす夏は楽しい。保育所のチャイム、プールバ

ッグ、カブトムシの匂い。好きだったあの感覚が自分

の人生に戻ってくることがとても心地いい。子供の成

長とともに、懐かしい夏と初めての夏を過ごすことが

できるのは幸せだ。 

だけど、今年の夏は少しだけ違和感がある。つらい

冬を越したにもかかわらず、尖ったつららのかけらが

心に残っているように感じて仕方ない。 
年明けからどうもうまくまわらない。少し良いこと

があるかと思えば悪いことに打ち消される、その繰り

返しだ。特に体の不調が顕著で、30 代後半に突入し

たからといってしまえばそれまでだが、それにしても

ひどい。 
公私共にお世話になっている H さんに愚痴をこぼ

すと彼女も年明けから悪いことが続いているという。

「そんな柄でもないけど、一緒にお祓いでもいくか」

と 2 人で苦笑いした。 
 
H さんと私 

H さんは農家で産直の運営もしている。私が盛岡の

大学院生だった頃、復興支援で陸前高田に通っていた

ときに出会った。たぶん、2011 年の暮れだった。プレ

ハブの産直でストーブを囲んだのを思い出す。 
2013 年に私が高田に移住した際には家探しも手伝

ってもらった。移住後も家のこと、仕事のことと広く

お世話になっている。 
軽口を叩き合うのが基本のコミュニケーションな

のであまり素直には言えないが、まあ、ありきたりに

いえば陸前高田の母とでもいうのだろうか。震災の年

からの付き合いなのでもう 10 年以上の仲になるとい

うことか。彼女は今年で 60 歳。一昨年生まれた私の
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息子は、彼女の言葉を借りるのであれば「血のつなが

っていない孫」だ。 

 
空き家のこと 
少し話は変わるが、私は空き家にまつわる仕事をし

ている。 
地方で空き家の仕事をしているというと「古民家の

リノベ（リノベーション）とか？」と良く聞かれるが、

遺品整理や権利問題など地味な部分を専門的に扱う

仕事だ。 
現在の空き家対策というと、どうしてもリノベ、カ

フェ、ゲストハウスなどおしゃれに使うことをイメー

ジする人が多い。実際にはそれ以前に大きな問題が横

たわっている。「どうにもならない家」が圧倒的に多

いのだ。10 年前まで生活していたままの家財が山の

ようにある家（家財といっても半分以上はゴミとして

処分される）や、相続がされていないとか物件の状態

がきわめて良くない家も多い。 

 

 

 
さらに言えば家財や相続の問題は表層的なもので

しかない。家という、思い出が堆積した特殊な資産を、

前に動かすのも処分するのも、ほとんどの人にとって

初めての経験だ。金銭や条件だけで動くものでもない。

感情や人間関係も絡んでくるのでそこにパターンや

最適解はない。 

キラキラした空き家リノベとは別の世界にいる。か

っこいいことは誰かに任せればいい、かっこいいんだ

から誰かがやるのだ。そういうのは震災後に星の数ほ

ど見てきただろうと自分に問いかける。 

本当に必要だけど見向きされない、誰もやらないこ

とをやる。そこに自分なりの矜恃がある。 
志を強く持って、ビビらずにやるという威勢の良さ

とは裏腹に、増える相談に四苦八苦、その割に売上が

安定せずヒヤヒヤ。でも、理解ある仲間と一緒に体を

動かして、一軒一軒のこんがらがった状況に向き合う

のは割と心地いいものだ。 
 
遺品のこと 
こういった姿勢は H さんから学んだことが多い。

学んだというよりは勝手に感じたというのが実際の

ところだけど。H さんは新規就農者の育成（というよ

りは「お世話」の方が正確か）や産直運営では他の人

がやらない面倒を一手に引き受けてやっている。お人

好しな部分もあるのだろうが、本当に大事なことを見

逃さない目は確かだと思う。 
遺品整理の現場というのは実はにぎやかなものだ。

親族が立ち会う場合には、立ち合いというよりも共同

作業という感じで「古いアルバムでてきましたよ、大

切そうなものですけど、どうしますかー？」「うーん、

ちょっと見てみるからそこに置いといて！」「うわー、

なつかしい！ ちょっと見てみてこれ！」 
と言った具合に思い出が溢れ出す。 

体を動かすことでテンションも上がるのだろうか。

思い出を見返しながら、最終的にスッキリした家を眺

めるときには、私たちと所有者の間には不思議な縁が

生まれている。 

誰かの思い出の品をゴミとして処分するのは心苦

しいから、なるべく再利用したい。古物の買取や再販

にも力を入れていきたいがまだまだ駆け出しだ。私に

は用途がわからないものが多すぎる。そういう時は H

さんに現場を見てもらう。 
 



特集 復興と倫理  
 

 復興 (28 号) Vol.11 No.1 2022.9. 11 

 

 

 

「なつかしいなー豆炭の行火（あんか）」 

「あー、このニットは今のばあちゃんたちの若いとき

に流行ったのよ。ほら、ここに穴が空いてて通すとマ

フラーになるべ？」 
「錆びたスコップとか鉈は引き取ろうか？ うちの

産直に置いとけば欲しい人いると思うよ」 
私のような若造が現場を見るのとは訳が違う。空き

家から出てくるものを全て活用したい！なんて理想

を掲げたって、到底かなわない。 

 
H さんのこと 

H さんは津波で長男、長女、自身の弟を亡くしてい

る。彼女の気持ちを私がここで書くことなんてできな

いし、するつもりもない。 
H さんが遺族会として奔走する姿をみた。行政機関

に務めた 2 人の子の死に向き合い、時に政治とぶつか

りながらエネルギーを燃やし続けた姿を見た。その心

の内は誰にも見ることはできない。 
遺族会の活動や、毎年 3 月が近づくたびの取材ラッ

シュに疲れ果てた顔をみた。諦めたようにも見えるし

何かを受け入れたような顔にも見えた。 
2 年ほど前だったか「子を失った時から別の生き物

になった」という H さんの言葉を聞いた。心の内も

気持ちの変化も分からない。ただ、別の生き物になっ

たという事実には妙に納得した。 

小さな傷は自然に（ほぼ）復元して（ほぼ）元通り

になる。でも、大きすぎる傷は元通りにならず、内面

に表面に残り、その人を変えてしまう。傷が人を引っ

張り回す。過去の時間も、未来の時間もその意味を変

えてしまう。 
誰にも見えない心を抱えて、子を失い別の生き物に

なった彼女は意識的にも無意識にもエネルギーに転

換して、自分を形作ってきたのだろうか。前向きであ

ろうと後ろ向きであろうと。 
 
震災後 

H さんの周りには震災後たくさんの人がいた、私を

含め。その多くが震災後の彼女しか知らない。それは

別の生き物になった彼女を慕うということなのか。確

かにそういう時期はあったように思う。あの当時の熱

気の渦ともいえるような空気、そのなかで H さんの

ように強烈なエネルギーを発する人に私たちは惹き

つけられた。 
今はどうなのだろう。2013 年に陸前高田に移住し

た私は、当初こそ復興の大きな波の中にいることを感

じた。しかし、復興支援の立ち位置で外からまちを見

るのとは違う世界があることに気づいた。いや、世界

というと大げさで、自分とまちの関係の多くを生活と

実務が占めるようになるというのが正しいか。 
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ここで触れるまでもないが、復興まちづくりの過程

においては遺族、被災者、政治で意見の違いがある。

それは大きな溝になって、この小さなまちで手を取り

合えない人たちがたくさんいる。 
例えば、目を疑うような大規模な高台造成工事。ポ

ツポツとしか建物がない中心市街地、雑草が主役かの

ように目立つ空き地は、まちの未来を悲観的に見せる

には十分すぎた。造成工事の安全性、土地利用の実現

性など様々な立場の声が飛び交う。誰もが納得する答

えはなく、人々の間に溝だけが残る。 
それでも。その溝を内包して、まちは徐々に生活の

場になっていく。 
家やお店が増え空白が少しずつ埋まり、徒歩でまち

を行き来する人が増えた。3、4 年前だったか、図書館

で勉強する高校生や公園で遊ぶ親子の姿が見られる

ようになった。 
課題が消えたわけでもないし、溝がなくなったわけ

でもないが、少しずつまちの姿は穏やかになっていく。 

まちだけでなく、傷を負った人たちもまた、傷を内

包しながらも穏やかな未来に向かっていくのだろう

か。H さんが子を失ったことで別の生き物になったこ

とは変えられないだろう。でも、そのうえで、数十年

という時間の中にせめて穏やかな変化があればと思

う。（震災からの時間の経過、家族を持ったこと、私

にとってこういうことを考えるタイミングだったの

だろう。子を失うことや、自分が早くにこの世を去る

ことなど、H さんに重ねてあれこれ考えてしまう） 
 
喪失 
今年 3 月、H さんの夫が亡くなった。入院からわず

か 1 ヶ月、言葉にならない出来事だった。上旬に私の

妻と息子がコロナに感染し、妻は入院するほどで、と

ても不安な日々を過ごした。妻の退院、家族全員の隔

離が終わりホッとして間もないタイミングでの訃報

に言葉を失った。 
H さんの夫。口数少なく優しい笑顔で、居間のソフ

ァにもたれかかりながらアルコール度数が低い可愛

い色の缶チューハイを飲んでいる姿が思い起こされ

た。 

何かと目立ち主張が強い H さんとの不思議で絶妙

なバランスは、私にとって夫婦の在り方の一つを示し

てもらったように思う。 

「なんであの人にこんなことが」「なんでまた 3 月

に」と言いようのない気持ちに駆られた。 
気が沈む時期だった。H さんに葬儀場であいさつを

して 1 週間ほど立った頃、兼ねてから体調が悪かった

私は病院で検査をし、病気の芽がいくつか見つかった。

すぐにどうこうというものではないが思ったよりも

良くない。人生の先にある存在だった死が、生活の連

続の先に現れた感覚は忘れられない。 
 
家のサイクル 

H さんから家の荷物整理の相談をされたのはその

すぐあとだった。話を聞くに生前整理という意味合い

が強そうだ。自分がいつどうなるかは分からない、長

生きする保証なんてないということに気づいたとい

う。 
「遺品整理とか気にせずに死ぬ日まで自分らしく

暮らす」と言っていたのを前に聞いたことがある。こ

の変化が前向きなものとは思えなかった。無理のない

話だが、ここ最近、H さんの中の火がポッと消えたよ

うに感じるのだ。 
子を失った夫婦の 11 年。これからの数十年、せめ

て老後まで穏やかな未来であってほしかった。 
生前整理の相談をどう受け止めたらいいのか判断

がつきかねるまま、一旦、屋根裏の状態確認をするこ

とになった。と、一歩めでつまずく。屋根裏に続く収

納階段が動かない。家の外壁に梯子をかけよじ登り、

古い木枠の窓を無理やり開けて中に入る。なるほど、

地震で荷が崩れ階段の可動部分を邪魔していた。 
裸電球のスイッチを捻る。築 100 年以上の古い農家

の家。屋根裏といってもかなり広い。 
大きな長持、嫁入り道具のタンス、冠婚葬祭用のお

膳にお椀、赤ちゃんのお風呂などが一角にあった。 
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前に H さんが話していたのを思い出す。確か、お

っぴばあちゃん（ひいおばあちゃん）の形見分けをし

た時の話題から広がった。「おっぴばあさん、おっぴ

じいさんをみて、じいさんばあさんをみて、今度は自

分が子どもにみられるほうになって。そういう家のサ

イクルがあると思ってたのよ。でも、震災があって子

どもがいなくなって自分はそのサイクルにいないん

だと気づいたのね」 
屋根裏にある古いものたちは紛れもなく、家のサイ

クルを支えてきたものたちだった。 
「おーい、おらは病院に行くから戸締まりよろしくね

ー」 
驚くべきマイペース。人の家の屋根裏に 1 人残され

る滅多にない経験をした。 
崩れていた荷を起こし、少しホコリを払って階段を

使えるようにした。多い時で 8 人が住んでいたという

H さんの家を眺めながら家を出た。遺品整理の仕事を

始めたときに「自分の知り合いの家を扱うのはちょっ

とつらいなあ」とぼんやり考えたことを思い出した。

と同時に今の自分の中ではある程度覚悟ができてい

ることにも気づいた。 
 
入院 

7 月上旬、H さんは入院した。持病が悪化して、入

院翌日に手術になった。一般的には危険な手術ではな

い。でも、ここ最近の疲労と今の気力を考えると心配

になった。 
 
退院 

H さんから連絡があり、手術も無事終わり 10 日で

退院して戻ってきたということで、まずはホッとした。

まだ本調子ではないらしく声のトーンが低いのが

痛々しい。 
退院祝いにちょっと高いケーキを用意して妻と息

子とともに H さんの家に行った。H さんの夫の仏前

に手を合わせ、息子を広い家で走り回らせる。H さん

はといえば何やらタブレットをいじっている。生命保

険のアカウントにうまくログインできないようだ。ロ

グインだけ手伝ってケーキを食べた。生命保険の内容

については話さなかった。 
梅雨明け間近と思っていたが、雨が続き、夏はまた

どこかへ行ってしまった。 

 

 

 
入院の件もあり、H さんの家の整理の話は一旦スト

ップしている。外は大雨だが、来週には梅雨が明ける

はずなので、天気がいい日にもう一度 H さんの家の

様子を見に行こう。 
戻ってきた夏が少しの前向きさを運んでくれるか

もしれない。 

 
夏はこれから 
この文章は 10 年後に自分が読み返すためのものだ

と思って書いている。復興と倫理というテーマをいた

だいた時に、理論立てたものや体系的なもの、統計的

なものは書けないと直感したのだ。 
この 11 年もこれからの 10 年だって「震災から○○

年目の被災地」とか「遺族の今」とかいう言葉で一般

化したくない。 
（当たり前だが）防災、教育、都市計画、福祉など

多くの分野で統計や一般化は必要だ。だから、これは

「私が書くなら」一般化したくないというただの意固

地な感情だ。コンサルでもない、政治家でもない、芸
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術家でもない。このまちで実務的にやることを選んだ

自分の立ち位置の問題だ。 
さらに言えば、誰かが生きたことや死んだことに勝

手に意味をつけるのは好きじゃない。たくさんの命が

消えてしまったまちで誰かの気持ちを代弁するよう

なこともしたくない。 
自分の立ち位置を見定めて、洞察力と愛情を持って

人と接して、自分の見解をしっかり示していく他ない

ように思う。なんとも面倒くさい人間だ。まあ、この

辺も H さんから学んだ（学んでしまった）性質な気

がする。 
11 年前から刺さったままの尖ったつらら。それが

つけた傷は治りようがないかもしれない。でもそのつ

ららを少しずつ溶かすことはできるんじゃないか。10

年後に H さんと「あの時はきつかったなあ」と穏や

かに話すことができるように「血のつながっていない

息子」ができることは、まあいくらかはあると思う。 
まずは、息子を連れて H さんが産直で出している

でっかいかき氷でも食べに行こう。 
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 何故、行政による被災者支援は混乱するのか 

  被災者に必要な支援を届けるための知恵を絞れ！ 

 

  前 長野県危機管理部 火山防災幹  古越 武彦 

人と防災未来センターリサーチフェロー 

（特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）事業部事業担当） 

 

 

１．最初に 

私は、災害が大嫌いだ。命を亡くしたり、今まさに

亡くそうとしていたり、身体を傷つけられ、大切な家

族を傷つけられ、恋人や友人を奪われ、将来の夢を奪

われ、住むところを奪われ、一瞬でいろいろなものを

奪っていく災害が、本当に、心の底から大嫌いだ。 
今の我々には自然災害の発生そのものを無くすこ

とは出来ない。だからこそ、行政は、法律や制度を整

備し、様々な施策に取り組むことで災害対応に強くな

ろうとしてきた。 
研究者は、少しでも被害を無くそうと長期間にわた

り研究を続けてきた。地域は、防災訓練などを行うこ

とで災害に強い地域づくりを進めてきた。 
多くのNPO等市民セクターや災害ボランティアは、

災害があれば被災者へ支援の手を届けようとしてき

た。そう、皆、努力してきた。 
なのに、何故だろう。災害が発生するたびに、逃げ

遅れる人が大勢いたり、地方公共団体の災害対応は混

乱するし、避難所では 100 年前と何ら変わらない光

景が繰り返されるし、被災者が必要とする支援は届か

ない。そして大切な命が消えようとする。同じような

課題が繰り返されている。うんざりだ。何より、被災

地に立った時に、何もできない自分の無力さを思い知

らされることが、本当に辛い。 
そんな私だが、今年の 3 月末（2022 年 3 月 31 日：

早期退職）まで長野県職員だった。県職員として 30
年、このうち後半の 15 年間は防災・減災業務に携わ

った。特に 2009年 4月に危機管理部に配属された後、

2011 年東日本大震災をはじめ、2014 年御嶽山噴火、

2014 年長野県神城断層地震、2019 年令和元年東日本

台風といった大規模災害への対応を行った。数えれば、

県災害対策本部の設置も 9 回（うち災害救助法の適

用は 9 回）となり、そのすべてにおいて災害応急活

動に従事してきた。いくつもの苦い経験をした。憤り

があった。怒りがあった。 
だからこそ、ここに、私個人としての考えを書かせ

ていただく。中には読まれて気分を害される方もおら

れるかと思うが、何卒、ご容赦願いたい。 
 

２．法律や制度は、誰のためのものなのか？ 

（１）災害救助法は、被災者を支援する法律なのか？ 

きっと多くの方は、災害救助法とは、災害が発生し

た際に、被災者を救助するかどうかを決めている法律

と思ってはいないだろうか。法律が適用されない場合

は救助をしなくてもいいのだと思ってはいないだろ

うか。ましてや、そこに市町村の人口規模に応じた滅

失家屋数によって法の適否が決められているとは、さ

ぞや思ってはいないだろう。だって、そもそもこの法

律は、昭和 22 年に、生存権保障の発想のもとに制定

された法律なのだから。 
それなのに被災者の全てが、法に基づく救助を平等

に受けていない。同様の災害で同様の被害が発生し、

同様に被災しても、災害救助法が適用されない（「し

ない」と明記したいところだが）場合がある。毎年、

台風や豪雨、地震により多くの災害が発生しているに

も関わらず、だ。 
被災者支援を行うNPO等の皆さんも不思議に思っ

たことは一度や二度ではないだろう。何故、この市町

村には災害救助法が適用されないのだろうと。 
そもそも災害救助法の一般基準は「最低限のライ
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ン」（と私は思っている）であり、原則、現物で供与

されることになっていることすら理解されていない。

一般基準を守っていれば必要な救助ができるという

ものではない。一般基準で災害関連死は防げるのか。

否である。法律が被災者を救うのではない。人が法を

理解し、被災者のために運用して救うのである。 
では、実際に法律を運用する側から見ればどうだろ

うか。すごく乱暴な物言いをするが、実施主体の都道

府県にとって、災害救助法とは、単に救助にかかる経

費について、基準に照らし合わせて、国が国費（一部

は都道府県負担だが）で負担してくれる、他の国の助

成制度と同様の財源の確保のための法律なのである。

災害救助法は、決して崇高な法律ではない。 
また、国費が投入されるから当然のことではあるが、

災害救助法の事務処理は、都道府県にとって非常に負

担が大きい。例えば、避難所の供与は７日間であり、

それを延長するためには内閣府と延長するための協

議が必要となる。指定避難所の代わりにホテルや旅館

を利用する場合には、その地域の宿泊施設の宿泊料等

を調べ、内閣府に協議する必要がある。ありとあらゆ

る項目に対し、積算根拠や理由付けが必要となるし、

証拠書類もしっかりと保管・整備しなければならない。 
そして内閣府による精算監査が行われ、その結果、

国費が決められる。時間や手間がものすごくかかる上、

それでも全額が国費の対象となるとは限らないので

ある。 
このようなことから、法の本来の趣旨を離れ、法を

積極的に適用し活用する都道府県と、消極的（適用し

ない）な都道府県とに分かれるのである。 
その証拠に「（救助法適用県は同じ思いだと思いま

すが）救助法の 4 号適用における判断は非常にあい

まいであるにも関わらず、短時間で減災・防災保険と

の比較などを踏まえ市町村長の判断を求めなければ

ならないこと、救助法適用しても、救助費が積み上が

らないと、救助事務費が少額しか国庫負担金交付され

ないことなどの、法の仕組みが大きな問題であると感

じているところであり、むしろこちらをテーマとでき

ないかと考えているところです」（原文のまま）。 
これは令和 2 年 7 月豪雨災害（2020 年）において、

災害救助法を適用した県に対し、九州地方のある県か

ら災害救助法の適用についての意見照会がなされた

ものの一文である。まさに財源と事務処理のことしか

目に入っていないのである。 
また、「平成 27 年 9 月関東・東北豪雨」災害では、

「災害発生から 2 週間を経過しても避難所ではおに

ぎりと菓子パンしか配られていない」との情報を入手

したため、その県の担当者に対し、温かい食事の提供

など、避難所における良好な生活環境の確保のために

災害救助法の特別基準の適用を提案した（長野県が当

該被災県のバックアップを担当）ことがある。 
しかしながら当時の被災県の担当者からは「良い食

事を提供すれば、いつまでも避難所生活を続けること

にもつながり、自立を阻害する」として頑として改善

しようとはしてくれなかった。 
これは「災害救助法の適用にあたっては、法の目的

である『被災者の保護』と『社会の秩序の保全』のた

めには、何よりも迅速な法適用が必要であり、災害時

に迅速な法適用判断が可能な 4 号基準（災害救助法

施行令第 1 条第 1 項第 4 号）による適用を積極的に

進めるべき」（内閣府）との考えに反している。  
そしてなにより、「食と栄養」の支援は、人の命と

尊厳に関わる。少しでも美味しいもの、温かいものを

食べることで、「あー、生きていてよかった。明日か

ら頑張ろう」と思ってもらう、このことがとても大切

だと思っている。担当者の勝手な思い込みが人の命や

尊厳を奪いかねないということを、行政に携わる全て

の者は、しっかりと心に刻んでおいて欲しい。 
では、これら担当者は悪意を持っているのかといえ

ば決してそんなことはない。逆にとても真面目な地方

公務員ともいえる。何故か。これは彼らの災害対応の

目的が「被災者支援」ということではなく、「正しく

（基準どおりに）制度を運用する」となっているから

だ。法や制度は「被災者を支援する」という目的の手

段の一つに過ぎないにも関わらず、だ。都道府県や市
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町村の職員は、そういった落とし穴に落ちやすいとい

うことを理解する必要があるのだが、そのような重要

なことは研修や会議で示されることはない。 
では、視点を変えてみたらどうか。例えば、災害救

助法の理念や目的を、生存権保障から「被災者の生活

再建」としたらどうだろうか。救助の種類ごとではな

く、「避難所開所から 3 日後には、最低でもこのくら

いのことは避難所で確保している」、「在宅避難者は、

１週間後にはこのくらいの支援を受けている」といっ

た目標を設定するようにできれば、それに向けて県や

市町村、NPO などのアクターが、それぞれ知恵を絞

り、力を合わせやすくなる。今もよりも、もっと適時

適切な支援ができるようになるはずだ。 
（２）「住家の再建」＝「被災者の生活再建」なのか？ 

現行制度において、被災者が様々な支援を受けるた

めに必要なのが「住家の被害認定」と、それによって

発行される「罹災証明」である。このプロセスを踏ま

なければ被災者生活再建支援制度による支援を受け

ることは出来ない。 
被災者生活再建支援制度の支援金は、「生活の再建

を『支援するもの』であり、見舞金的な性格を有し、

災害に対する『補償』ではなく、生活再建に要する経

費の全額を賄うものではない」（内閣府：被災者生活

再建支援制度の在り方に関する実務者会議検討結果

報告，2020.）とされている。また、住んでいる市町

村ごとに法が適用されるため、たまたま基準に満たな

い地域に住んでいる場合には、同様の被害があったと

しても、支援を受けることはできない。見舞金という

性質を持っているというのに、何とも矛盾した話では

ないだろうか。 
（３）現行制度は完璧ではない 

制度の矛盾といえば、応急仮設住宅と応急修理制度

の矛盾に取り組んだことがある。令和元年東日本台風

の時だ。当時の制度運用では、災害救助法に基づく住

宅の応急修理は、災害発生の日から 1 月以内に完了

することとなっており、そのため、応急仮設住宅（民

間賃貸住宅の借り上げを含む）を利用しない場合が対

象となる。つまり併用できなかったのである。 
しかしながら現実には、大規模な水害が発生した際

には、住宅の乾燥や修理業者の分散等の理由により修

理までに長期間を要し、1 カ月以内での修理完了は困

難な状況となる。この間、被災者は応急仮設住宅に空

き室があったとしても利用できず、避難所もしくは被

災した住宅において生活を送ることとなる。被災者の

ために建設される応急仮設住宅なのに利用できない

のだ。 
被災者は、早い段階から住宅の応急修理を行うか、

応急仮設住宅に入居するのかの選択を迫られる。 
生活再建の見通しがないまま、誰が判断できるとい

うのだろうか。そのため、柔軟な対応が可能となるよ

う内閣府と協議をしたが、とうとう認められなかった。 
悔しかったので、内閣府「災害救助法による救助の

基準に関する意見交換会（第 2 回）」（2020.3.23）に

おいて、「応急修理制度を廃止し、被災者生活再建支

援制度の加算支援金の上乗せ（支援金とすることで事

務処理を簡素化し被災者が利用しやすくすることが

狙い）」を提案した。残念ながら「法律が異なる上、

災害救助は現物給付が原則となり、長野県の提案のよ

うに別の制度へというのはハードルが高い」との見解

が示された。 
その後、「令和 2 年 7 月豪雨」でも同様の課題が浮

き彫りとなり、この災害以降、住宅が半壊（住宅とし

ての利用ができない場合）以上の被害を受け、他の住

まいの確保が困難な者については、応急修理期間中に

応急仮設住宅を使用することが可能となった。 
矛盾していると思っても、声が上がらなければ修正

されないのである。 
（４）被災者目線の制度運用は可能か？ 

災害救助法と被災者生活再建支援法は、「被災者の

ための法律」という共通の目的を有しているものの、

性質（生存権保障と見舞金）が異なるがゆえに、当然

ではあるが、別々に運用されている。 
でもこれは、運用側の都合である。被災者にしてみ

れば、法律や制度が異なろうとも、その地で生活再建
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を図らなければならないことには変わりがない。被災

直後の救助（災害救助法）を経て、生活再建（被災者

生活再建支援法）に取り組むという流れなのだ。 
この流れを、地方公共団体が、被災者目線で意識で

きるかどうかがとても重要となると思っている。 
ところが、地方公共団体では、「被災者支援のため

に救助法と被災者生活再建支援法とを一体として運

用し、生活再建までの流れを作る」という考えになか

なか至らないのである。 
３．地方公共団体の災害対応が下手くそな理由 

地方公共団体の災害対応は、評価・検証され、また

批判されることで次の災害への備えとして活かされ

るのだが、それはその災害が発生した地方公共団体に

限られてしまう。残念ながら、地域（都道府県・市町

村）が異なれば、例え同様の災害で同様の課題が発生

したとしても、「被災経験に基づく知恵」、つまり災害

対応の経験則が活かされることはない。所詮は「対岸

の火事」なのである。 
そもそも災害時の課題とは、実災害において顕在化

するものである。特に被災経験のない（少ない）地方

公共団体にとっては、平時において課題を予想するこ

と自体が困難なのである。特に被災者支援に関しては、

地方公共団体ごとに大きな差が生じていること、優良

な取組事例が他の地方公共団体の実務に反映されな

いという状況から、そもそも現行の災害対応の仕組み

そのものに、根本的な欠陥があるのではないかと考え

ている。 
（１）地域防災計画は役に立っているのか？ 

地域防災計画には、それぞれの地方公共団体の防災

に関わりのある国機関、公共機関、NPO 等サードセ

クター、住民等の防災に関して処理すべき基本的な事

項や責務が定められている。災害発生とともに、時間

的順序に沿って、あらかじめどの部署がどのような取

組を行うかといった役割分担がなされていることに

より、災害応急対策の実効性が確保されているはずで

ある。ところが実際には機能不全に陥ってしまう。 
それは何故か。地域防災計画は、防災関係機関やそ

れぞれの組織の部署が何を行うか、といった災害対応

の事務ごとに整理されており、さらに、個々の事務は

国から県、県から市町村と縦割りで実行することで効

率化が図られている。 
実は、このことが「被災地・被災者の喫緊の課題を

解決するためには、どのようにすればよいか」という

課題解決型の思考を阻害してしまうのではと考えて

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よく防災担当者の研修などに出てくる資料である。

これを素直に見てみれば、「なるほど、災害対応には、

発災から初動期、応急期、復旧・復興期といった流れ

があって、そのフェーズごとにあらかじめ決められた

業務を行うのだな」と思うであろう。 
では、それぞれお住いの地域の都道府県や市町村の

地域防災計画を確認していただきたい。地域防災計画

は、災害予防・事前準備及び災害応急対策に重点がお

かれ、災害復旧・復興については各種制度や補助等の

記載が中心となっており、被災者の生活再や建被災地

の復興、コミュニティの再生といった、被災者が生き

ていくために必要となる考え方や実行方法が、まった

くと言っていいほど盛り込まれていないのである。 
では、被災者を支援する計画などが地方公共団体に

あるかといえば皆無である（被災地については、再建

のための「事前復興計画」などがある）。 
前述したように「被災者の目線」に立った場合、本

来は災害救助から生活再建までの一貫した支援が必

 
図１ 災害対応とフェーズ 
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要となり、そのためには、あらゆる人的・物的リソー

スを活用したマネジメントが重要となるはずである。

ところが、地域防災計画には具体的な実施計画はなく、

また、別に被災者支援のための計画もないことから、

災害が発生する都度、地方公共団体ごとに、一から始

めるようになる。 
このことが、被災者支援に関して、地域ごとに大き

な差が生じしまう原因でもある。標準的な対応がない

のである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これが、例えば地域防災計画の「災害復旧・復興」

の中にでも被災者の個々に焦点をあてた支援策が講

じられるような災害対応マネジメントの考え方があ

れば、今まで以上の支援が可能となるはずだ。決して

困難なことではないはずだ。 
(2)災害対策本部の廃止が被災者支援を阻害する 

地方公共団体の災害対策本部は、災害応急対策を実

施するための特別に編成される組織であり、復旧・復

興期のフェーズになれば、災害対策本部としての役割

を終え、解散する。その後はどうなるかといえば、大

規模災害であれば、復興本部など、権限を持った別の

組織に引き継ぐことができるが、復興本部などが設置

されない場合には、通常業務の範疇となる。 
今まで災害対策本部が主導で牽引してきたことが、

ある日、本部の廃止とともに、切り替わってしまうの

である。このことが被災者支援を阻害する要因の一つ

と考えている。誰かが統括してコントロールするよう

になっていない限り、上手くいかないのは明白である。 
（３）防災訓練で、災害対応に強くなれるのか？ 

「令和 4 年度総合防災訓練大綱（令和 4 年 6 月 17
日中央防災会議）」の「５．地方公共団体等における

防災訓練等(1)地方公共団体等の総合防災訓練の重要

性」には、このような記載がある。 
「災害時における初動対応を直接担うのは、地方公

共団体であり、その業務継続の確保に努めることや、

国を始め防災関係機関及び住民、事業所等との連携、

協力を得て、地域の防災体制が十分その機能を発揮す

るよう努めることが求められる。…」 
全文を読めばご理解いただけると思うが、災害発生

から初動期までの組織体制の強化や役割分担の明確

化、地方公共団体と他団体との連携の確認など、簡単

に言えば、目の前の出来事にどのように対処するかと

いうことだ。役割分担の明確化？言葉はきれいだが、

単に業務の所管を決めておこうということだ。訓練を

繰り返すことで、知らず知らずのうちに、自分の枠を

設定し、固定化され、結果として自由な発想や行動を

阻害してしまう恐れがあるというのに。 
そもそも地方公共団体の災害対応は誰のために行

うのか。被災者・被災地の支援のためだ。その根本的

な目的である「被災者支援」の記載が、この大綱には

ない。 
敢えて「被災者支援」の観点の内容を意図的に訓練

に取り入れない限り、いくら訓練を頻繁にやろうとも、

実際の災害対応において、適時適切な避難者支援には

繋がらないのである。 
被災者支援を行うに当たっては、臨機応変の対応が

求められるが、特に重要なのが、その時々のリソース

を最大限活用し、調整することだ。特に都道府県は、

公的な機関だけでなく、セクターを超えて NPO 等

様々な主体が参画可能な災害対応、いわゆる「災害対

応ガバナンス」を適切に構築することが重要となる。 
しかしながら、果たして、どれだけ訓練に取り入れ

られているのだろうか。そんなことだから、貧困な発

 
図２ 災害対応とフェーズ 

（地域防災計画は全てをカバーしていない） 
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想しかできなくなり、必要な支援を届けることができ

ないのだ。 
（４）図上訓練での実践 

私は、自分が関わってきた長野県の図上訓練におい

て、災害対応のフェーズの切り替えと、目標を掲げる

ことによる災害対応マネジメントについて、徹底して

拘ってきた。2011 年度の図上訓練から、発災初動期

と、ある程度の時間が経過した応急期の 2 つのフェ

ーズを必ず訓練していた。令和元年東日本台風災害が

発生する 1 月前の 2019 年度の図上訓練では、発災直

後からの初動期における災害対応と、発災 24 時間後

を想定し、被災者目線による災害応急活動の必要性を

訓練の中で実施した。 
フェーズの切り替えを意識し、災害関連死を決して

出さないといった目標を常に持つことにより、組織全

体で「今はどのような状況にあるか」という現状の把

握と、「目標を達成するためにどのような対策を講ず

るか」といった具体的な対策の検討を強制的に行うの

である。 
また、2019 年度の図上訓練では、NPO 等のサード

セクターとの連携を図ることを目的として、県をはじ

めとする関係者によるワークショップを実施してお

り、この取組が直後に発生した令和元年東日本台風災

害において、大きな効果を発揮することになった。 
 

４．令和元年東日本台風災害での実践 

きっと批判ばかりしているお前（古越）はどうだっ

たのだとお叱りを受けると思うので、自分が取り組ん

だことを少しばかりお話ししたい。 
（１）災害対策本部室による災害対応マネジメント 

令和元年東日本台風災害は、長野県内で初めてとも

いえる広域災害となった。2019 年 10 月 12 日午後 3
時 30 分に県内では初めてとなる大雨特別警報が発表

（当初は 34 市町村に発表。最終は 43 市町村に発表）

されると、同時刻をもって県災害対策本部を設置し、

以下のような実践を展開した。 
まず、初動体制確保のために災害対策本部室の指名

要員を招集の上、オペレーションルームにおいて担当

ごとに業務を開始した。 
併せて災害救助法の適用（災害救助法施行令第 1

条第 1 項第 4 号による適用）や、消防・警察・自衛

隊と連携し災害の発生に備えた。 
当時の長野県危機管理部は、危機管理部長が危機管

理監を兼任し、主管課である消防課（15 名）と危機

管理防災課（15 名）の 2 課 31 名の体制であった。 
県災害対策本部室は、機能別担当（チーム）ごとに

災害応急活動を実施する。当時は、①総括調整担当、

②活動調整担当、③情報収集担当、④広域応援・救助

調整担当、⑤情報発信担当、⑥庶務担当、⑦応援・受

援本部（長野県広域受援計画を実施）の 7 つの機能

別担当があった。 
さらに、①総括調整担当には、防災関係機関との窓

口や法の適用を行うため、警察担当、災害救助法担当、

通信担当、建設担当、災害ボランティア担当を、⑦応

援・受援本部には、広域防災拠点担当、人的応援・受

援担当、物資調整担当を配置していた。 
その名が表すとおり、「○○○調整担当」は、防災

関係機関、場合によっては NPO 等サードセクターな

どとの徹底した「調整と協働」を行うことで課題の解

決を図る。各担当のリーダーには危機管理部の役職者

を当てることで権限が与えられており、即時決断と即

時実行が可能となっている。さらに、これら災害応急

活動全体をコントロールするのが「総括調整担当」と

なっている。 
総括調整担当が、災害対応全般の流れとフェーズを

意識し、将来を予測しながら県災害対策本部全体を機

能的に運用するのである。実際に県災害対策本部室

（オペレーションルーム）における各担当の人員や配

置については、災害応急活動の進行に合わせて、人員

の集約と配分を繰り返し、常に最適となるよう調整を

図っていた。当時、総括調整担当であった私の感覚で

は、初動期から応急期にあっては「三日後を予想」、

応急期から復旧期にあっては「一週間後を予想」しな

がら、フェーズにあった災害対応を実施していた。 
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（２）「被災者生活再建支援チーム」の設置 

2019 年 10 月 13 日午前 4 時頃、長野市を流れる千

曲川の堤防が破堤した。これにより、これまでに経験

したことがない大規模な浸水被害が発生した。当時は

被災市町村も混乱し、被災地の情報も断片的に入るの

みであったことから、特に被害の全体像の把握に注力

した。被災地からの情報が入らないということは、そ

れだけ大きな被害が発生しているはずではと考えて

はいたが、実際は想像以上の被害が発生していた。 
同日 10 月 13 日の午後となり、県災害対策本部室

において様々な情報を得ながら、私は被災者を支援す

るための仕組みが必要になるのではと考えていた。 
一言で被災者支援といっても、危機管理部だけでも

災害救助法、被災者生活再建支援法、災害弔慰金・災

害見舞金といった制度を複数所管している。さらに健

康管理や福祉制度の活用、法律相談など、多種多様で

且つ膨大な事務量が発生する。 
被災者支援のためには、全庁かつ横断的に取り組む

必要があるのだが、当時は、全体を統括する仕組みが

県災害対策本部室の中にはもちろんのこと、県庁の中

にも無かったのだ。 
そこで私は、県災害対策本部室の中に、新たに「被

災者を支援するための専門チーム」の設置を考案した。 
県災害対策本本部室とは別の、例えば福祉担当部局

にチームを設置するのではなく、あえて県災害対策本

部室の中に設置したのは、ある狙いがあったからだ。  
被災者の目線に立ち、救助から生活再建の流れを一

元的に管理し、途切れのない被災者支援を行いたいと

いう思いがあったからだ。 
発災翌日の 10 月 14 日には「生活再建を見通した

被災者支援チーム」を企画・立案し、庁内での調整を

経てチームを編成し、翌々日 15 日（発災３日後）に

は県災害対策本部室内に「被災者生活再建支援チー

ム」を設置した。 
この「被災者生活再建支援チーム」は、危機管理部

の職員のほか、過去の災害で被災者支援の実務経験を

有する職員や、他部局の健康管理、福祉、住宅といっ

た業務の担当者などから選任し、人事課より危機管理

部への兼務発令を行うことで正式な組織とした。 
さらに、このチームに他県から長野県への応援で派

遣された職員、特に災害救助法や被災者支援制度に詳

しい職員を加えることで、業務を進める上で必要な人

的リソースを確保するとともに、人と防災未来センタ

ー等へ被災者支援に知見のある研究者の派遣を依頼

した。 
このような取組が可能となったのは「被災者を支援

する」という明確な目標を掲げたことにより、それを

実現するための方法や取組を各アクターが自ら考え、

実行できたことによる。共通の目標を定め、アクター

に明確な役割（できる限り権限を付して）を与えるこ

とで、災害対応ガバナンスは機能するのである。 
なお、このような対応が可能となった背景には、災

害が多いにもかかわらず、他の都道府県と比べて防災

担当の職員が少ないという状況のもと、知恵を絞るこ

とで人的リソースの確保や業務の最適化を図ってき

たという事情があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）サードセクターとの連携 

県災害対策本部室の要員は、県職員だけでなく、

NPO の代表等も要員として指名（登録）することで、

県職員と同等の立場となる。オペレーションルームの

中では「総括調整担当（チーム）」の中の「災害ボラ

担当」と協働して、災害応急活動を実施する体制とな

っていた。 

「被災者生活再建支援チーム」の設置

実施事務
①住家の被害認定調査指導・支援
②罹災証明発行業務支援
③避難所の状況把握、ホテル旅館等二次避難
の後方支援(保健部局との調整)

④市町村が実施する在宅要援護者の把握・
支援 の後方支援（人員の調整など）

⑤応急仮設住宅の供与（建設部局との調整）
⑥各種被災者支援の実施方法についての
整理と市町村への周知

⑦各種生活再建・住宅再建メニューの策定
（専門家の派遣など） ほか

構成
〇 被災者生活再建支援チーム18人～13人
・危機管理部（プロパー６、旧部員兼務２）、健康福祉部（保健１、福祉１）、建設部（建築１）
・応援県（中部９県１市、鳥取県ほか）９名～３名

複数市町村で避難所生活が長期化し、仮設住宅の供与（建設型・みなし等）も県内で
数十年経験の無い規模となることが判明してきた発災３日目に、熊本地震や平成30年
７月豪雨での各県の対応を参考に設置

 
図３ 長野県被災者生活再建支援チームの概要 
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発災後、直ちに長野県社会福祉協議会のほか、県域

の災害中間支援組織である「長野県災害時支援ネット

ワーク（N-net）」（代表幹事：特定非営利活動法人長

野県 NPO センター）、全国域の災害中間支援組織で

ある「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク

（JVOAD）」などから複数の関係者が自発的に県災

害対策本部へ参集し、早期から支援体制を整えること

が出来た。 
このように比較的早期に体制を整えることが可能

となったのは、同年 2019 年 3 月に策定した長野県広

域受援計画や、発災前月 9 月に実施した図上訓練の

成果と言える。 
当時、オペレーションルームの中には災害ボラ担当

として 4 名ほどが座れるブースを確保していたが、

大勢の応援によりスペースが足りなくなってしまっ

た。そこで、災害ボラ担当を「一般の災害ボランティ

ア」と「NPO・NGO の 2 つの担当に分け、そのうち

「NPO・NGO」担当については、外部からの応援団

体等と十分に連携できるように、オペレーションルー

ムに近い会議室を確保した上で独立させた。 
また、「一般の災害ボランティア」担当には長野県

社会福祉協議会を中心した体制、「NPO・NGO」担

当は N-net や JVOAD を中心とした体制としたこと

で、それぞれが得意とする能力が十分に発揮できる体

制とした。 
これらについては、私が独断で実行したものではあ

るが、それには、きちんとした目的があった。東日本

大震災以降、2016 年熊本地震や 2018 年７月豪雨災

害など、全国で大規模な災害が発生していたが、その

都度、サードセクターによる被災者支援が行われ、被

災者にとって大きな支えとなった。 
NPO 等支援者が活動しやすい環境とするためには、

支援者による「調整の場」の設置が極めて重要となる

ため、長野県広域受援計画では、発災 3 日後に「情

報共有・活動調整の場（ボランティア、NPO 等との

活動調整）の設置」を定めていた。 
しかしながら、どこに設置するかといった具体的な

内容までは定めていなかったことから、自らの権限に

おいて設置したのである。 
県庁の中において、県災害対策本部室の一員として

活動してもらうこと自体が、支援者にとって活動しや

すい環境となるととともに、被災市町村や被災者から

の信頼にもつながり、結果的に適時適切な支援につな

がるのである。 
それだけでなく、サードセクターの代表者に対し、

県災害対策本部員会議（知事をはじめとする幹部の会

議）や内閣府官房審議官（防災担当）を長とした内閣

府調査チームによる省庁連絡会議など、各種会議への

参加を求めたことも、その後の支援対策の実施に大き

く影響を及ぼしている。 
長野市の被災地において多量に発生した災害廃棄

物の処理のため、今までに例のない官民共同による

「Operation One Nagano（オペレーションワンナガ

ノ）」が実施された。被災者のために、市民、ボラン

ティア、行政、自衛隊など、多くの人の力を結集する

ことが出来たのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）災害対策から復旧・復興への切り替え 

災害発生から 1 カ月が過ぎようとすると、県災害

対策本部での災害応急活動にも一定の目途が立ち、本

格的な復旧・復興のフェーズとなってきた。 
前述のとおり、県災害対策本部は初動から応急期ま

 
図４ Operation One Nagano の概要 
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でを集中的に行うために特化した組織であるため、復

旧・復興の業務を行うためには、県庁内に専門の組織

を設置する必要があると考えていた。 
これは、災害対策本部として、いつ何時起こるかも

しれない次の災害へ備えるためにも重要なことでも

あった。そのため私は、発災から 3 週間目頃から準

備を進め、発災から 1 か月目の 2019 年 11 月 15 日午

前 9 時に「復旧・復興本部（仮称：発案当時）」の設

置を提案した。 
すぐに庁内での協議が進み、同日夕方には知事・副

知事の了解が得られた。これにより関係部局との調整

を行い、新組織の設置要綱を検討し、1 週間後の 11
月 22 日に「長野県生活再建・生業（なりわい）本部」

を設置した。激変緩和のため、しばらくの間は「災害

対策本部」と「生活再建・生業（なりわい）本部」の

両本部を運用しながら、徐々に「生活再建・生業（な

りわい）本部」に業務を集約・移管を進め、翌年 2020
年 2 年 3 月 26 日（木） 午前９時 00 分をもって県

災害対策本部を廃止した。 
これにより、長野県としての災害応急活動が終了し、

本格的な復旧・復興のフェーズに入った。 
 

５．被災者に必要な支援を届けるために 

（１）公務員的発想の罠 

実はこんな話がある。先日、長野市で開催されたあ

る Web 学習会に参加した。NPO、生協、学識経験者

などが参加したがそこに市の職員が入っていた。話の

内容から非常にまじめな印象を受けた。何故かという

と、「行政ではできることに限りがある」、「役割分担

をしっかり考えて進めたい」といった内容をことさら

強調していたからだ。 
特に個人情報の扱いについて、支援者側から「支援

が必要な人の情報を共有できれば、もっと支援ができ

ると思うので、このネットワークとの協定を締結する

などして個人情報を共有することで、強化を図ったら

どうか」という提案があった。 
それに対し「個人情報の取り扱いには注意が必要だ。

行政以外で個人情報を扱うことは想定できない」とい

う意見だった。なるほどと思った。これが個人情報の

取り扱いをテーマにしていたのなら、そのとおりだろ

う。しかし、支援が必要な人にとってはどうだろうか。

発言したのは防災担当ではないので、災害対策基本法

第四十九条の十一第二項により、災害発生前に支援者

に対し個人情報が提供できることや、内閣府「避難行

動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」のこと

は知らないのだろう。 
でも、発言には、「支援が必要な人に対して、どの

ようにしたら必要な支援を届けることができるのか」

といったことは含まれることはなかった。自分の役割

をしっかり担いたいからこそ、枠を作り、なるべく負

担が少ないようにしようとバイアスがかかるのだ。 
私は、そのことを知っていたので、なるべく穏やか

に、懇切丁寧に反論したことをここに明記しておこう。 
同様のことを令和元年東日本台風災害時にも経験

した。被災者のための法律相談をどこが行うかで揉め

たのだ。長野県弁護士会から支援の申し出をいただい

た時に、災害対策本部として長野県庁内で法律関係の

事務を所管している課に対応を依頼したのだ。 
ところが、地域防災計画には危機管理防災課が現地

機関と実施すようになっているので出来ないと言わ

れたのだ。自分たちの所掌事務ではないと。何とも馬

鹿げた話である。全庁を挙げて災害対応をしているに

もかかわらず、臨機応変な対応を行うことができない

のである。組織内のことならまだしも、被災者を支援

するのに何の根拠が必要だというのだ。 
その場は「押し付けあって無駄な時間を費やすよ

り」と思って対応したが、その後の地域防災計画の修

正において、担当課として対応できるように（反論で

きないように）位置づけてやったことで、しっかりと

成敗してやったが。 
できない理由、やらない理由を一生懸命探すより、

どのように支援の手を届けるかと考え、実行するのが

本来の公務員ではないのだろうか。災害救助法もそう

だ。法の適否にかかわらず、必要な救助を行えばよい。
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その費用を国費で賄うかとか、都道府県の一般財源

（単独財源）で賄うとか、本来はどうでもいい話であ

る。被災者を支援し、命を守る。その目的達成のため

に大切な税金を使わせていただくのだから。 
（２）被災者支援のために力を合わせるには 

災害対応の現状を打破するためには、既存の考えを

大きく大胆に転換する必要があると考えている。今ま

でのように、行政を中心として、その他の支援者を回

りに置くような災害対応では限界が来ていることに

気づくべきである。これからは、被災者・被災地にど

のような支援を届けるかといった具体的な目標を掲

げ、それを達成するための知恵を皆で出し合うような

災害対応の方法にしなければならない。「災害対応ガ

バナンス」による災害対応だ。では、どのようにする

のか。 
最初に、被災者目線による、地方公共団体を強制的

に動かすための新たな仕組みを提案したい。 
災害救助から被災者の生活再建までを視野に入れ

た全国的な特別チームによる、直接的な被災地支援だ。

あらかじめ必要な人材を育成・選定し、災害発生時に

は、内閣府とともに都道府県の災害対策本部に入る。

派遣した者に権限を持たせ、災害救助法や被災者生活

再建支援制度、福祉や医療を担当する県職員や県域の

災害中間支援組織の NPOらとともに、県災害対策本部

の中に特別チームを編成する。さらに、このチームと

対になるカウンターパートナーを被災市町村に設置

し、各々が同じ目標を持って災害マネジメントを行う

のである。一見、荒唐無稽なことに思えるかもしれな

いが、現行制度の運用で十分に可能だと考えている。 
行政組織を機能させるということは、実は非常に難

しいと理解していただきたい。例えば、多くの研究者

が市町村を支援するツールの開発などを行っている

が、併せて組織を動かすための仕組がなければ、どん

なに良いものでも動かないし、活かされない。 
次に、様々な支援の手をまとめる方法はあるのか。 
一つの試みとして、「長野県避難所 TKB スタンダ

ード」を考案した。 

これは、避難所における良好な生活環境の確保のた

めにポイントとなる頭文字から呼称される「TKB」

（「T」はトイレ（衛生）、「K」はキッチン（栄養）、

「B」はベッド（睡眠））の具体的な達成目標を定め

ることにより、県、国、市町村、NPO・NGO、民間

団体などが、それぞれが強みを活かした取組を有機的

かつ一体的に推進することで迅速に必要な支援を確

保しようとするものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、災害発生から 3 日以内（初動期）、7 日以

内（応急期）といった一定期間ごとに避難所の状況を

確認・評価する仕組みを取り入れることで、実効性を

確保するように考えている。 
支援者それぞれが異なった目標で対応を行えば（特

に行政は自分の枠の中で）、当然のことながら支援の

「もれ・むら」が生じてしまう。共通の目標があれば、

皆が力を合わせ、被災者に必要な支援を届けることが

できるはずである。災害対応は、被災者のために実施

するのである。このことを決して忘れてはならない。 
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図５ 「長野県避難所 TKB スタンダード」 
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 希望を握りしめて 

  阪神淡路大震災 25年間の活動から 

 

  元ＮＰＯ法人阪神淡路大震災よろず相談室  

理事長 牧秀一 

 

 

１．はじめに 私の事 

大学生の頃、テニスばかりしていた思い出がある。

その私が 1975 年、テニスの強い神戸市の教師になっ

た。新任教師が集められた会場で「君、こっちや」と

御影工業高校の校長が私を含む 5 人を着任校へ連れ

て行った。その時まで、私は夜間高校（定時制）の存

在すら知らない大学生だった。 
「お前らに負けへんぞ！」全校生徒が集まる着任式

で、金髪にピアス、斜に構え迎えてくれた生徒たちに、

とっさに出た言葉だった。これが教師生活の始まりだ

った。何度も全日制高校に異動するように校長から言

われたが、退職するまでの 37 年間、夜間高校の教師

で居続けたのには、重い理由があった。 
家庭訪問や会社訪問を続けていると、生徒の姿は学

校と職場・家ではそれぞれ違うことを知り、その背景

にある色々なものが見えてきた。たとえば、経済的貧

しさがあり、被差別の中で抜き差しならぬ状況に置か

れた親と子の姿もあった。荒れることで辛うじて立っ

ている生徒と、生き抜こうと懸命な親の姿を前に「学

校、卒業せなあかんで」としか言えなかったことを覚

えている。 
教師となった当初は、働きながら学校に来る生徒が

ほとんどだった。沖縄から集団就職で神戸にやって来

た青年や、幼い頃にブラジルに移住し 50 歳で家族と

帰国、ポルトガル語しか話せず、学校でいじめられ不

登校になった息子に「お父さんも頑張るからお前も頑

張れ」と夜間高校に入学した年配生徒がいた。一家を

支えようと懸命に働いていた生徒たちとの出会いは、

私には衝撃だった。 
夜間高校は「社会の縮図」そのものだ。難病を抱え

ながら卒業しようと頑張る生徒、かつて不登校だった

生徒、学ぶ機会を失くしていた高齢者、普通高校に入

学出来なかった障害者など、多様な生徒たちが「混在」

して学んでいる。 
37 年間の教師生活で、私は想像以上の重い荷物を

背負った多くの生徒たちに出会った。私は教壇で数学

を教えたが、生徒たちが私に人生を教えてくれた。 
夜間高校で様々な境遇にある生徒たちとの出会い、

そして震災前年の心臓移植の募金活動。これら私の置

かれた環境が阪神淡路大震災で生まれたボランティ

ア「よろず相談室」の下地となり、25 年間の活動を

支えてきたのだと思う。 
 

 
写真 1 教員生活最後の授業 

 
２．阪神淡路大震災 

（１）話を聞き続けた 25年間 

1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災から四半世紀

が経過した今、被災地の町並みは元に戻ったかのよう

に見える。だが、震災で家を失い家族を失った人々は、

震災前の生活を取り戻すことが出来ているのだろう

か。とりわけ復興住宅に住む一人暮らしの高齢者や震

 
顔写真 

 
(別途ファイル

でのご提出で

も結構です。） 
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災障害者の長年の苦渋は、想像するに余りある。 
震災当時、神戸市東灘区の自宅は音を立てて激しく

揺れ歪んでいった。このまま自宅が崩壊し「死」を覚

悟したその直後に、揺れは収まった。あの時の恐怖を

忘れることはない。 
私は、学校が避難所となったこと、自宅と学校間の

交通網を含む町並みが壊滅状態となり夜の勤務が困

難となったことで、約 2 週間、自宅近くの避難所で

ボランティア活動に専念したいと校長に申し出、勤務

に支障のない範囲でボランティア活動を許された。そ

して、気がつけばボランティア活動を 25 年間続けて

きた。 
震災翌年から孤独死・自殺を防ごうと仮設住宅を回

り始め、復興住宅が出来てからは 130 世帯（140 名）

を月に 1 回、訪問した。訪ねていくのは、家や家族、

仕事を失って、住み慣れた場所から引き離された、と 
 

 
写真 2 仮設住宅訪問（1996年、六甲アイランド） 

りわけ一人暮らしの高齢者。「どないしてる？」と声

をかけ、ひとときでも話し相手になることは、「置き

去りにされていない」と実感できる時間になる。少し

でも気持ちが晴れれば、少しずつ前を向けるようにな

る。そう信じてやってきた。 
25 年の間に多くの方が亡くなり、現在訪問してい

る家は 12 世帯。途中、何度もやめようと思った。友

や家族を亡くし、愛着の染み込んだ家財やアルバムの

すべてを失った人たちの思いを聞くことは、心がボロ

ボロになるほどに疲れることだった。 
1 日に 3 軒 7 時間以上、話を聞いて回ったことがあ

る。その帰りには、行く道に乗った自転車に乗ること

が出来ないほどに心身が疲れ、ふらつきながら自転車

を押して帰った。それでも、楽しみに待っていてくれ

ている人がいると思うと、また行った。 
しかし、私自身の高齢化は同時に私を精神的に追い

詰めていった。高齢者と関わるということは「死」と

直面するということだからである。 
（２）仮設住宅での生活 

被災者の多くは遠く離れた仮設住宅への転居を余

儀なくされ、避難所で顔馴染みになった人々とも離れ

離れになり、コミュニティは分断された。入居者の 3
分の 1 は高齢者。入居優先順位（①60 歳以上の高齢

者または障害者のいる世帯、②障害者・乳幼児・妊婦

などのいる世帯など）の弊害によるものであった。 
N さん夫婦が長年住み慣れた自宅は全壊。傾いた

隣の家が自宅の壁を突き破った。室内はガラスの破片

で足の踏み場もなく、トイレの戸は曲がり、天井の隙

間からは空が見えていた。 
地震の後遺症は今も残る。トイレに入りドアを閉め

た途端、胸がドンドンと鳴り、目の前が真っ白になる。

地震の揺れが止まった直後のあの恐怖感に襲われる

のである。95 年 4 月、４度目の抽選で仮設住宅に入

居することが出来た。三ノ宮の自宅近くでの避難生活

３ヶ月後の事だった。そこは六甲山を超え有馬温泉か

ら北にしばらく行かねばならない。三ノ宮から車で１

時間。通勤ラッシュ時には 2 時間はゆうにかかる。
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それでも落ち着いて 2 人が生活できると思うと有り

難かった。プライバシーのない避難所生活にくらべ、

仮設住宅での生活は手足を伸ばして寝るゆとりがあ

った。それだけでも少しの安心を得たと思えた。しか

し、現実は厳しく辛いことも多い仮設住宅生活となっ

たのである。 
N さんの住む仮設住宅から肉や野菜を売っている

店は、電車で 10 分のところにしかない。病院はもっ

と遠くに行かねばならない。特に高齢者や病弱者は、

不安と不自由を抱えねばならなかった。住民の強い要

望で近くにミニコープができ、バスが通うようになっ

たのは、入居 8 ヶ月後（95 年 12 月末）のことだった。

また、仮設の夏は薄いトタン屋根一枚が焼き付き、蒸

し風呂のように熱い。冬は隙間から冷気が入り冷蔵庫

の中のように寒い。台所に立つと寒くて身体の震えが

止まらない。仮設ではストーブを使わない申し合わせ

があった。万一、火災が起きれば、瞬く間に仮設全域

を燃やし尽くすからであった。多くの住民たちはこた

つ、ホットカーペットなどの電気製品を使って、暖を

とった。だが、収入のない人は毛布や布団に包まり暖

を取るしかなかった。トイレとバスはユニットになっ

ていた。身体を洗う場所がないため、多くの人は、ト

イレの蓋に座り身体を洗っていたのだっだ。 
仮設には、高齢者や一人暮らしの人が多く（約

60％）始終、救急車やパトカーが出入りしていた。

入居後半年以内に、近くにある公園で仮設に住む 45
歳の企業主が首をつり自殺した。 
その前にも震災で妻を亡くして一人暮らしになっ

た若い男性が、酒浸りになり肝硬変で亡くなった。ま

た、N さんの隣に住む 57 才の女性は脳卒中で、2 軒

隣の男性も肝硬変で亡くなった。男性が発見されたの

は、死後 5 日目だった。200 世帯が住む仮設では入居

以来、1年間で7人が亡くなった。全員孤独死だった。 
1996 年 8 月 6 日、神戸新聞は東加古川にある仮設

住宅ですでに６人もの死者が出たと報道した。これは

仮設住宅入居後 12 日間に１人が亡くなったことにな

る。N さんは「明日は我が身かと思うと、夜寝つい

てから胸が苦しくなる時があります。」と語った。 
しばらく後、N さん夫妻はローンを組み、元居た

場所に自宅を再建して仮設を離れた。ある時 N さん

は 1 年以上暮らした仮設住宅を訪ねてみた。もう撤

去されているかと思ったが、そこに N さん夫妻が暮

らした部屋があった。孤独の中で死んでいった隣人の

玄関には、見慣れたサンダルがなおも放置されたまま

だった。生きる希望を失い、アルコールに浸り死んで

いった人の部屋には、飲み干した酒瓶が 1 本、転が

ったままになっていた。 
みんなで仮設住宅の一角に作った花壇もあった。水

をやり、語りかける人たちが誰もいないにもかかわら

ず、その草木は枯れることなく力強く咲いていた。ピ

ンク色の花を咲かせたツメキリ草を摘んでいるとき、

仮設生活時代の事が走馬灯のように思い出され、とめ

どなく涙があふれた。N さんは人目をはばかること

なく泣いたのだった。 
（３）仮設住宅から復興住宅へ 

震災後の 3 年間で、コミュニティの分断は繰り返

された。避難所から仮設住宅、仮設住宅から復興住宅

への転居。その度に入居優先順位と抽選による入居が、

コミュニティの分断を被災者に課し、孤独は深まって

いったのである。 
 「ウジ虫がいたので、部屋の中で死んでるのが見つ

かったんや。こんな死に方ないで…。鉄の扉の復興住

宅では、中でどうなってるのか全くわからへん。明日

は我が身かと思うとたまらんほど不安なんや。」同じ

棟で孤独死があったという住民の叫びは悲痛だった。 
 神戸市の中心地三ノ宮近くにある「HAT 神戸」（東

西 2 キロ）には、33 棟、約 3500 戸、約 7 千人が暮

らす大規模復興住宅群が建設された。 
E さんは、この復興住宅群の東端に住んでいた。メ

インゲートまで 1 キロの所にある。80 歳で一人暮ら

し、年金生活だった。１DK の部屋には、テレビ、布

団、小さな衣装棚…。ちゃぶ台の上には仮設住宅での

クリスマス会のビンゴゲームで当たった飾り物と電

話があるだけである。部屋はがらんとしていた。日課
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写真 3 復興住宅訪問 

 
は自転車で 1 日 4 回、HAT 神戸の周りをぐるりと巡

ること。残りの時間はジッとテレビを見ていた。この

繰り返しの日々である。寂しいから、仮設時代に仲の

良かった人に電話をかける。「どうや。元気かいな。

わしか？ まあまあや…」。声を聞きたくてついつい

長話になってしまう。電話代はかさむが、心が落ち着

くのだった。仮設住宅にいた頃、E さんは笑顔が絶え

ることがなかった。大きな声、面白い話で人を笑わせ

る仮設一の人気者だった。復興住宅に当選した時は、

新生活に希望を膨らませた。だが、訪ねると「わしら

が入れる店あらへん。せめてうどん屋や立ち飲み屋な

んかあったら、そこで友達が出来るんやけどなあ。」

と寂しそうに語った。 
うどん屋、立ち飲み屋、喫茶店など、気軽に入れ、

人とゆっくり話すことのできる場がない。 
「仮設の時はよかったなあ。話す人もおったし、楽

しかったわ」「ここは寂しいところやなあ。何もする

ことあらへん」。明るく笑顔が絶えなかった E さんの

顔に孤独の皺が刻み込まれていった。会う度に皺が増

え深くなる。部屋であぐらをかき、俯きながら手をも

む姿は悲しかった。 
話し相手がいない復興住宅での生活は、E さんを打

ちのめしていく。「しんどいけど生きていかなあかん

もんなあ」。復興住宅で聞いた最後の言葉である。数

か月後、E さんは病院に運ばれた。お見舞いに行った

時、酸素マスクをつけた E さんは、頷き涙を浮かべ

ていた。１週間後、仮設では明るい人気者だった E
さんは、寂しさの中で亡くなっていった。 

C さんは復興住宅の３階に住んでいた。当時 84 歳。

84 歳から 88 歳の人たちが住むこの階の「最年少者」

である。震災前に一人息子を亡くし、その後、震災で

全てを失った。孤独な人生を送るおばあさんである。

「互いに助け合うことができぬ人たちが、ジッと孤独

の日々を送っていると思うと、毎日が不安で不安で仕

方ない」と話した。だから、些細なことでもゆっくり

話すひとときが、何より心の「安心薬」になると我々

の訪問をいつも楽しみにしてくれた。 
ここは三ノ宮から車で 5 分、徒歩で 1 時間の所に

ある。人と話すことはほとんどない。小さな体の C
さんは寂しそうに「ここは都会の墓場です」とポツン

とつぶやいた。仮設で暮らしていた時に拾った猫が、

唯一、心を慰めてくれた。「あんたも私も一人やなあ。

寂しいから仲良うしような」と話しかけていた。 
 

３．手紙支援 ―手紙の持つ力― 

2002 年末のことだった。私が書いたブックレット

『被災地・神戸に生きる人びと ―相談室から見た 7
年間―』1)を読んだという茨城県の歯科医 M さんから

こんな手紙が届いた。 
 「遠くにいても出来ることはありませんか」 
私は「一人暮らしの人に、手紙を書いて欲しい」と

頼んだ。 
以後、彼女はよろず相談室が関わっているおよそ

200 人に宛てて「クリスマスカード」や「年賀状」と、

心ばかりのプレゼント（靴下やお箸、年越しそばなど）

を毎年届け続けてくれた。カードにはいつも「穏やか

な生活が続きますように」「来年がカレンダーに楽し
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い予定をたくさん書き込める一年でありますように」

など優しい言葉がしたためられていた。M さんは、

知り合いの子どもたちや近所の幼稚園児に手紙支援

の輪を広げた。 
 2005 年、香川県 K 高校の当時 3 年生が社会問題を

学ぶ授業で、M さんが始めた手紙支援のことを知り、

生徒たちは「手紙を書こう」と「書く会」を結成。高

校生と被災地のお年寄り 200人との文通が始まった。 
 年 2 回、高校生たちは神戸のおじいちゃん、おば

あちゃんに会いに来る。文通相手の高校生に会った時

の被災者たちの笑顔は喜びに満ちていた。高校 3 年

生の A さんは文通を続けるにつれ、福祉の仕事をし

たいという漠然とした思いが、専門学校へ進学し介護

福祉士になるという志望へと深まったという。進学を

決心するまでの迷いを手紙に綴ると「君なら大丈夫」

と、文通相手のお年寄りに励まされ背中を押された。 
 激励の手紙を綴ったのは、復興住宅で一人暮らす

75 歳の T さん。交流会で 2 人は出会い、卒業を前に

した A さんに、T さんが「貴女はこれから出発です

よ。嫁に出す寂しさです」とチラシの裏にはなむけの

言葉を毛筆で躍らせた。T さんは、震災で自宅や営ん

でいた会社を失った。住宅の 1 人暮らしは寂しく、A
さんの手紙に込められた思いやりが身に染みるとい

う。交流会が終わり、帰路につく A さんが乗ったバ

スが見えなくなるまで、両手を振っていた。 
手紙支援は、徐々に全国に広がり「よろず相談室」

には毎月 100～200 通の手紙が送られてくるように

なった。 
クリスマスや正月は、とりわけ一人暮らしで高齢の

被災者には寂しい。世の中の賑やかさが寂しさを増幅

させるのだった。このような時、手書きの「手紙」は

被災者の心を温めた。届けた時の笑顔は言葉では言い

表せない。私たち「よろず相談室」のメンバーにとっ

て、届けることで笑顔を共有できる貴重な一時だった。 
 
４．震災障害者 ―死者のかげに隠れ、忘れら

れてきた人々― 

震災から 11 年が経過したころ、かつて私が勤めて

いた学校近くの喫茶店のマスターO さんに偶然エレ

ベーターホールで再会した。O さんは震災で 18 時間

がれきの下敷きになり、身体障害 4 級のクラッシュ

症候群と診断された。今も右足の痺れが取れず、テー

プをぐるぐる巻きにしないと歩けない。「11 年間、私

は重い荷物を背負ってきました。薄紙を剥ぐように軽

くしていきたい。同じ悩みを持つ人たちが気楽に集ま

る場あれば…」と私に話してくれた。この言葉が「震

災障害者と家族の集い」を持つきっかけとなった。 
じつは、10 年以上、私は震災障害者の苦渋の日々

を想像することが出来なかった。それは、「孤独死」

「自殺」といった悲惨な出来事に目を奪われ、障害を

負ったとはいえ「生きているだけましなのでは…」と

の思いがあったからだと思う。 
震災（災害）障害者とは「震災（災害）起因で障害

者（身体・知的・精神）となった人」のことである。

家や仕事、身体の自由を同時に奪われ、長引く療養生

活で生活再建も遅々として進まず、生活情報も殆ど得

ることは出来なかった。震災障害者の実態を自治体も

把握しなかったため、社会から取り残されてきた。 
よろず相談室が出会った阪神淡路大震災の震災障

害者が、抱え苦しんだ点は次の点であった。 
① 自然災害ゆえ訴えていく相手がいない「天災の不

条理」 
② 同じ家にいた家族全員が等しく震災に遭ったに

も関わらず、死亡、重傷、障害、無事など様々な

運命を一家が背負う「家族間の格差」 
③ 多数の死者に比べ「生きているだけまし」と言わ

れ、震災で障害を負った苦しさや辛さを打ち明け

ることが出来ない「孤立感」 
④ 被災地以外の病院で長期間の入院・リハビリ生活

の間に街は復興し、自分だけが後遺症と闘ってい

るという「取り残され感」 
（１）思いを分かち合える場所 

「震災障害者と家族の集い」を月 1 回開くように

なったのは、震災から 12 年目の 3 月の事だった。参
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加者は多い時には 21 人。それぞれが生きていくうえ

で抱える問題は違っていた。だが、行政からの支援は

ほとんどなく「孤立無援」であったことは共通してい

た。当初、皆の表情は硬かったが回を重ねるごとに表

情は柔らかくなった。毎月１回開かれた「集い」は、

お茶を飲んでワイワイ話すだけだったが、心が軽くな

っていくと参加者は語った。同じ悩みを持つ人同士だ

からか、不思議な力だと参加者は一様に話した。 
B さんは「集い」に参加した時、何時も涙を流して

いた。「ここは泣いていい場所だと思うのです」と語

った。C さんは子供を亡くし自ら片足を切断。「笑っ

てはいけない。美味しいものを食べてはいけない」と

思い続けていた。震災から 15 年後に「集い」に参加。

その「集い」の雰囲気は彼女の気持ちを変えた。「笑

っていいんや。美味しいものを食べたら子どもが喜ん

でくれる」と思えるようになった。 
「集い」で出会った当事者や家族の問題は複雑で多

様であったが、癒しの場となり互いの悩みを打ち明け

ることのできる貴重な居場所になっていた。 
（２）実態調査と厚生労働省への要望書提出 

兵庫県・神戸市は震災から 15 年目に初めて震災障

害者の実態調査を実施した。これは、マスコミが大き

く取り上げたこと、「集い」に参加する人たちの声が

行政を動かしたのだと思う。 
調査の結果、震災障害者数は報告書の 328 人（う

ち死亡 121 人）と、あとから追加された知的・精神

障害者 21 人の計 349 人とされた。 
2017 年 2 月 28 日、阪神淡路大震災の当事者・家

族 6世帯 9人とよろず相談室のメンバー4人で、国（厚

生労働省）を訪れた。この時、すでに震災から 22 年

が経過していた。身体の状況も悪化し、東京まで行け

るか不安だった人や、震災後、初めて新幹線に乗る人

もいた。だがなにより、彼らは「同じ苦しみを二度と

味わって欲しくない」との思いを抱いていた。面会し

た副大臣は私たち一人ひとりの話を聞いた。震災障害

者らはこの日、要望書を提出。障害者手帳の申請時の

提出書類に災害が原因であると明記する仕組みや、当

事者が相談できる窓口の確保などを求めた。同年 3
月 31 日、国は障害者手帳の交付業務を担う都道府県

など全国の自治体に、医師の診断書の原因欄に「自然

災害」を加えるよう通知した。 
しかし、全国的な「震災障害者」への実態把握は未

だに進んでいないのが現状だ。厚労省の通知に、自治

体が応じないケースもある。東北三県では、震災障害

者数を殆ど把握していない。 
（３）将来起こりうる大惨害の被災者のために 

震災障害者は「生きているだけまし」と言われ、傷

つき 25 年間を歩んできた。社会から忘れられた存在

として、孤立無援の人生を送ってきた。私の知る人で

両足を切断した人がいる。彼は、震災前まで健常者だ

ったが、震災は彼の人生をすっかり変えてしまった。

何度も自殺を考え、その度に思い止まらせ助けてくれ

たのは、家族や友であったという。 
ところで、何故、私たちは震災障害者の存在を知ら

ないのだろう。原因は二点あると思う。一点は、総務

省消防庁の災害報告が、災害被害の全てであると考え

ていることに起因するのだと思う。消防庁のフォ－マ

ットの人的被害の項目に「災害障害者」や「後遺症を

負った人」などがないため、災害障害者の存在を知る

由もないのだと思う。もう 1 点は、我々の想像力の

欠如ではないだろうか。少し考えれば、建物の下敷き

となったり、津波で流されてきた車にぶつかったり、

山崩れで生き埋めになったりで重傷を負い後遺症を

抱えている人がいる事は容易に想像できるだろう。だ

が、多くの人は、震災障害者が語った次の様にしか思

えないのだと思う。「重傷者・軽症者は傷が完治する

のだと思われがちだけど、後遺症が残り、一生苦しむ

人がいる事を想像出来ないのではないでしょうか」。 
これらの事があいまって、震災障害者が社会から忘

れられた存在となったのだと、私は思う。 
生と死の狭間で辛い体験を重ねて生きる、多くの震

災障害者たちに、私たちはどのような支援策を講じる

べきか。それは、置き去りにされてきた阪神淡路大震

災の震災障害者のためだけではなく、東日本大震災で、
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西日本水害で、広島土砂災害で、熊本大震災で、全国

で孤立している災害障害者、そして、近い将来起こり

うる大災害の災害障害者のためでもある。 
（４）今、残された課題 

災害障害者の存在は、消防庁「災害概況即報」等の

「人的被害」の中に「後遺症を負った人」の欄を追加

することで、社会全体がその存在を知ることになるだ

ろう。 
「実態把握と公表」「支援の充実」が今後の課題と

して残されている。「支援の充実」は平成 23 年兵庫

県・神戸市が実態調査をした結果、８項目の課題を列

挙している。だが、まず消防庁の人的把握のフォーマ

ットに「後遺症を負った人」を追加することが最重要

課題なのだ。 

 

図 1 災害確定報告第 1号様式（平成 31年消防庁通知） 

 
５．東日本大震災支援 

（１）東日本は今も非常事態 
東日本の被災地へは、発災 1 ヵ月後から支援を始

めた。その条件は「神戸の被災者を見捨てないこと」

「細く長く支援を続けること」とした。 
私たちはこの 10 年間で 70 回以上東日本の被災地

を訪問した。気仙沼・石巻・福島いわき市・福島葛尾

村を幾度も訪問し、信頼関係を築く活動を心掛けた。 
実は、初めて南三陸の惨状を見た時、「私たちに何

もできない」と仙台まで帰ってしまった。 
翌日、石巻市の郊外の避難所を訪問し、これから先

どうすればいいのか悩んでいる人々の話にひたすら

耳を傾けた。ある 70 代の老夫妻は「娘と孫が津波に

流された。夜、目が覚めるとそのことが思い出されて

眠れない。辛い」と何度も話した。 
それから月に一度、「また来たよ」と石巻と気仙沼

の避難所・仮設住宅を訪問した。人と出会い、共に悩

み、一人ではないと伝え続けた。 
また、被災地の子ども支援や、神戸の教訓を生かし

てもらいたいと被災地の「支援者への支援」も行った。

活動を共にする大学生のチンドン屋は、賑やかな楽器

と衣装で被災地を元気づけた。「また来て―」の声を

全身に浴びて、チンドン屋は、そこに住む人々との再

会を約束した。 
今、仮設住宅が解消され復興住宅への入居がほぼ完

了した。私は、すぐに阪神の復興住宅の現状（25 年

間で仮設住宅・復興住宅での孤独死・自殺者は 1500
人に達し、復興住宅に住み始めた人の約 6 割以上が

死去した）に追いつき、阪神と同じ問題が突きつけら

れると思っている。なぜなら、東北の被災地は地場産

業が壊滅、働く場所が少なくなり、とりわけ若い世代

は働くために、故郷から離れた生活を余儀なくされた

からである。復興住宅は高齢者ばかりが住むところに

なっている。震災で生き延びた命が「希望」すら持て

ず、阪神以上の悲劇を生むのではないかと危惧してい

る。 
東日本は今も非常事態なのだ。 

（２）東日本大震災被災地への手紙支援 
東日本大震災後の 2011 年 6 月、私は神戸市の商店

街の有志に頼まれ、気仙沼へ向かうボランティアバ

スに同行した。そこで、雑貨店の店員だった I さん
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写真 4 障害者手帳申請時の医師の診断書に「自然災害を

明記する仕組み等を求め、厚生労働省副大臣に要望書を提出 

 
と、大学生の H さんに出会った。瓦礫だけになった

街の様子や、体育館に避難した被災者の疲れ切った

表情を見て、彼女たちは何度も涙を流した。帰路に

つくバスの中で、私は 2 人から「できることはない

か」と相談を受けた。そこで、「手紙支援」のこと

を話し、孤立しがちな被災者にっとて「自筆の手紙

は、書いた人が会いに行くのと同じくらいの力を持

っている」と伝えた。1 ヶ月後、二人は「ツタエテ

ガミプロジェクト」を発足。クリスマスカードや、

支援者からの手紙を被災地に送り、被災者と支援者

をつなぐ活動を続けている。 
被災地に行くことだけが、支援のすべてではない。

遠くにいたり、身体が不自由で行けなくとも、被災

地の人たちに絵や文字を通して「ずっと貴方のそば

にいる」と伝えることは出来るのだと思う。会話（言

葉）ではうまく伝えることが出来なくとも、手紙（文

字）ならゆっくり時間をかけて気持ちを伝えること

が出来る。手紙は「あなたは一人ではない」と伝え、

前向きに生きる力を生む。「手紙も人」なのだと、私

は思う。 
 

６．おわりに 人は人によってのみ救うことが出来る 

25 年の活動を通し「心のケア」「訪問活動」につい

て実感した出来事を 2 点伝えたい。 

 私は、「心のケア」に専門家は必要だが、それは最

後の砦なのだと考えている。弟 2 人を失い、母が震

災障害者となった少年は「僕は不登校になりました。

でも仮設で一緒に遊んでくれた大学生のお兄ちゃん、

お姉ちゃんのおかげで自然と学校に行くことで出来

ました」と話した。また、両親を亡くし、離れ離れの

生活を余儀なくされた姉妹は「私は楽しい思い出（キ

ャンプファイヤーなど）をいっぱい大学生たちに残し

てもらい救われました」と振り返り語った。悲しみを

乗り越え生きていく力は、われわれのような普通の人

から得られるのだろうと気づかされた。 
「訪問活動」は、肩ひじ張ってこうしなければなら

ないと思い過ぎてはならない。気負うことで支援者は

頑張りすぎ、そこから義務感が生まれ苦痛になるから

である。「何をするのでもなく、なんとなく、ずっと

そばにいる」。このことが支援者・当事者の距離を近

づけるのだと思う。本音の会話が生まれ、心身が癒さ

れるからである。 
 
阪神淡路大震災は、6434 人のそれぞれの人生を奪

った。また、震災で生きてくぐり抜けた人たちの約

1500 人が孤独死・自殺で亡くなった。その原因は高

齢化だけでなく、生き続ける希望を失った結果だと私

は思う。この頃、25 年という年月は、被災者に何を

与え何を奪っていったのだろうと考え込んでしまう

事が多い。 
被災して一度絶望した人たちが、残りの人生をどう

生きていくのだろう。絶望する日々の中に、『楽しか

った』と思える時間や、『いい日だった』と思える日

がある。その様な日々が時々あるなら、その人は前向

きに生きていけるのではないか。 
時の経過は、様々な問題を被災地に背負わせていく。

阪神・東日本の復興住宅に住む人々への、温かみのあ

る支援の在り方を、行政が今すぐ考えねば、先の見え

ぬ被災者の自殺・孤独死はこれからも続くだろう。 
 
参考文献 

1) 牧秀一（2001）, 被災地・神戸に生きる人びと ―相談

室から見た 7 年間―, 岩波ブックレット.  
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 「復興の倫理」を聴き取る 

  4名の書き手への応答 

 

  人と防災未来センター 

主任研究員 高原耕平 

 

 

１．「復興と倫理」の可能性 

『復興』Vol.28 の特集企画「復興と倫理」につい

て、企画の趣旨を説明し、4 名の書き手への応答を述

べておきたい。 
「復興と倫理」とは聞き慣れない表現である。「生

命倫理学」や「環境倫理学」のような学術領域として、

たとえば「復興倫理学」「災害倫理学」が存立してい

るのではない。応用哲学や応用倫理学の領域で災害や

復興に関することが取り上げられることも稀である。

また、日本災害復興学会を含め、災害や防災や復興に

関する学術領域で「倫理」という語が用いられること

も少ない(1)。しかし、「学」として成立するものであ

るかは別として、災害や復興を「倫理」という視点か

ら再考することは必要であるし、可能だとかんがえて

いる。それはなぜか。わたしは 4 名の書き手に執筆

を依頼する際、つぎのように書いた。 
 
災害は、社会のはたらきや建物だけでなく、それ

以前には疑ってこなかったような、ものの考え方や

感じ方をもゆるがす。いままで信じてきたものは何

だったのか、これまでの考え方でよかったのか、と。

すると〈復興〉とは、建物やまちなみや生活や社会

のはたらきを立てなおすだけでなく、ものの考え方

や感じ方そのものを組み立てなおす営みでもある

かもしれない。 
こうしたゆらぎと組み立てなおしのさなかで、も

のごとの価値、行為や意図の善悪、他人や自分自身

との関わりの意味、政府と市民の関係、財とサービ

スの配分、未来世代への責任、記憶と物語のかたち

といった、問いと答えが簡単には落ち着くことがな

いフィールドにわたしたちは迷いこむ。 

これらの諸課題にこれまでさまざまな学問分野

や実践家が取り組んできた。ただ、いまいちど足を

止めて考えてみたいのは、こうした復興の倫理的問

題を適切に、慎重に、丁寧に掘り下げ、ことばに表

し、災害に打ちのめされ苦しむひとびとの納得を引

き込み、そのかなたに答えと回復をまちのぞむこと

ができるような、思考の誠実な方法といったものを

わたしたちはたしかに手にしているだろうか、とい

うことである。問いを提示することは、ある意味で

たやすい。答えをとりあえず固めることもたやすい。

専門家がスピード感を持って問題を切り分け、被災

者がその解の受け入れ可否を期日内に選択する。わ

たしたちはそのサイクルを苦闘のすえに手にしつ

つある。大切な財産である。けれども、裁断しよう

にもしきれない問い、喉の奥に刺さったままことば

を濁らせる問いが、やはりある。うん、あるとおも

う。 
復興や災害の倫理的課題をどのようにして探り

出し、語り合い、掘り下げ、身体とことばをこわば

らせずに受け止め、誠実に思考することができるか。

本特集で糸口をほぐし出したい問いはこれである。 
 
改めて要約すると、①災害と復興は、わたしたちの

考え方や感じ方そのものを揺らがせ、組み立てなおす

営みでありうる。②その渦中ではものごとの価値、行

為や意図の善悪、他人や自分自身との関わりの意味、

政府と市民の関係、財とサービスの配分、未来世代へ

の責任、記憶と物語のかたちといった倫理的課題が生

じる。③実践家や研究者は、こうした諸課題を切り分

け、答えを手にしてきた。その蓄積は社会の大切な財

産である。④しかし、問いを丁寧に掘り下げ、身体と

 
顔写真 

 
(別途ファイル

でのご提出で

も結構です。） 
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ことばをこわばらせずに受け止め、考えるための「思

考の誠実な方法」をわたしたちは本当に手にしている

か。そうした方法を、さまざまな〈復興〉の現場に立

ってきたひとびとから学ぶことが今回の企画の趣旨

である。 
本号では、小磯匡大氏、越戸浩貴氏、古越武彦氏、

牧秀一氏にご寄稿いただいた。この 4 名に執筆を依

頼したのは、かれらがことばを大切にしているひとび

だとわたしが感じていたからである。ただしかれらは

倫理学の専門家ではないし、わたし自身「復興の倫理

学」「災害の倫理学」ということについて体系的理念

を確保しているわけでもない。だから「糸口をほぐし

出す」ことから始めてみたいとおもう。 
執筆者には、「災害復興の倫理的課題はこれである」

といった書き方ではなく、各自のこれまでの体験をふ

りかえりつつ、改めて思い浮かんできたことや、いま

なお気にかかることをすこしずつ顕わにしてゆくよ

うな書き方をするようお願いした。あわただしく摘出

した課題はすぐに消費され忘れられてしまうけれど

も、じっくりと思い起こしながら析出された問いは永

く残ると考えたからである。そのため、4 つの文章は

思い出語りと論文の中間のようなかたちを持ってい

る。これから読まれる方にお願いしたいことは、どう

かこの 4 つの文章をゆっくり読んでいただきたい、

ということである。静かに声に出しながら読んでいた

だくのがもっとも良いとおもう。 
 
２．「復興の倫理」を聴き取る 

本特集の企画者として 4 名の書き手への応答とな

る文章を書くことが理と礼にかなっているようにお

もわれる。本誌読者より先に文章を読み、考える時間

を与えられたからである。以下では、4 つの文章に（濃

淡の差はそれぞれあるが）共通すると思われる視点を

整理する。 
（１）身体と生活へのまなざし 

 このひとたちの文章には身体と生活がある。身体の

動き、あるいは動かしづらさ、生活の匂い、埃っぽさ、

モノの名前、小さなものを拾い上げる指先の感覚が文

章から立ち上がってくる。いくつか拾い上げてみる。 
 

N さんの住む仮設住宅から肉や野菜を売っている

店は、電車で 10 分のところにしかない。病院はも

っと遠くに行かねばならない。特に高齢者や病弱者

は、不安と不自由を抱えねばならなかった。住民の

強い要望で近くにミニコープができ、バスが通うよ

うになったのは、入居 8 ヶ月後（95 年 12 月末）の

ことだった。また、仮設の夏は薄いトタン屋根一枚

が焼き付き、蒸し風呂のように熱い。冬は隙間から

冷気が入り冷蔵庫の中のように寒い。台所に立つと

寒くて身体の震えが止まらない。仮設ではストーブ

を使わない申し合わせがあった。万一、火災が起き

れば、瞬く間に仮設全域を燃やし尽くすからであっ

た。多くの住民たちはこたつ、ホットカーペットな

どの電気製品を使って、暖をとった。だが、収入の

ない人は毛布や布団に包まり暖を取るしかなかっ

た。トイレとバスはユニットになっていた。身体を

洗う場所がないため、多くの人は、トイレの蓋に座

り身体を洗っていたのだっだ。（牧氏） 
 

E さんは、この復興住宅群の東端に住んでいた。メ

インゲートまで 1 キロの所にある。80 歳で一人暮

らし、年金生活だった。1K の部屋には、テレビ、

布団、小さな衣装棚…。ちゃぶ台の上には仮設住宅

でのクリスマス会のビンゴゲームで当たった飾り

物と電話があるだけである。部屋はがらんとしてい

た。（牧氏） 
 

O さんは震災で 18 時間がれきの下敷きになり、身

体障害 4 級のクラッシュ症候群と診断された。今

も右足の痺れが取れず、テープをぐるぐる巻きにし

ないと歩けない。（牧氏） 
 
家に戻る。トイレに行くと、入るなりクモの巣が顔

について嫌な感じ。ふたつある俺の本の部屋はどち
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らも本が散乱していたので、仕方なくそれらを踏み

ながら崩れた本棚を立て直した。ひとつが北側にあ

る部屋なので、電気がつかないと何も分からない。

滞在時間の２時間ではどうにもできないので、とり

あえず足もとの本から整理し、一時帰宅は終了した。

次に帰れるのはいつの日か。「３月」のままめくら

れずにいた居間のカレンダーを思い出しながら考

えた」（小磯氏） 
 

生前整理の相談をどう受け止めたらいいのか判断

がつきかねるまま、一旦、屋根裏の状態確認をする

ことになった。と、一歩めでつまずく。屋根裏に続

く収納階段が動かない。家の外壁に梯子をかけよじ

登り、古い木枠の窓を無理やり開けて中に入る。な

るほど、地震で荷が崩れ階段の可動部分を邪魔して

いた。／裸電球のスイッチを捻る。築 100 年以上

の古い農家の家。屋根裏といってもかなり広い。／

大きな長持、嫁入り道具のタンス、冠婚葬祭用のお

膳にお椀、赤ちゃんのお風呂などが一角にあった。

（越戸さん） 
 

かれらが生活と身体を描く状況はそれぞれ異なっ

ている。牧氏は仮設住宅や復興住宅に住まう被災者の

生活場面を観察し、かれらの苦境を滲ませつつその風

景を細やかに描く。小磯氏が書くのは自身が原発事故

の被災者となり、生活が突然引き剥がされてしまった

故郷と自宅の様子である。越戸氏は震災で子を喪った

「H さん」の屋根裏部屋を描写しながら、彼女の家

が抱きかかえてきた世代交代の「サイクル」が絶たれ

たというつぶやきを聴き取る。 
 どの文章にも、書き手が体験した状況への冷静さと

慈しみが同居しているとわたしは感じる。客観的な列

挙でも執着でもなく、目を背けることができないけれ

どじかに手を触れることに躊躇するような、傷口に手

のひらをかぶせるような描写である。 
 身体と生活を描いた文章は、書き手が体験している

視界と時間に読者を引き込んでゆく。書き手は被災者

や隣人や、原発事故の避難区域となった故郷に流れる

時間にみずからの時間をあわせてゆく。しかし描写対

象と書き手、書き手と読者の時間が癒合してしまうの

ではない。共感や共振が生じる間合いを保ちつつ、自

他の苦痛をまぜこぜにすることはできないという現

実が浮かび上がってくる。ここに、復興の倫理を書

く・読む・考えることの糸口のひとつがあるようにお

もわれる。すなわち、テンポやリズムを合わせるとい

うことである。 
防災研究・実践の方法には「情報アプローチ」と対

比される「生活アプローチ」がありうるとわたしは別

の場所で提案した 1)。「復興」の研究・実践において

も生活アプローチの理念の重要性を検討できるかも

しれない。 
（２）制度と被災者のズレ 
 次に、復興や被災者支援にかかわる法制度や統計が

被災者の現実的状況とズレるという問題が、特に古越

氏と牧氏によって指摘される。 
 
災害救助法と被災者生活再建支援法は、「被災者の

ための法律」という共通の目的を有しているものの、

性質（生存権保障と見舞金）が異なるがゆえに、当

然ではあるが、別々に運用されている。／でもこれ

は、運用側の都合である。被災者にしてみれば、法

律や制度が異なろうとも、その地で生活再建を図ら

なければならないことには変わりがない。被災直後

の救助（災害救助法）を経て、生活再建（被災者生

活再建支援法）に取り組むという流れなのだ。／こ

の流れを、地方公共団体が、被災者目線で意識でき

るかどうかがとても重要となると思っている。（古

越氏） 
 
ところで、何故、私たちは震災障害者の存在を知ら

ないのだろう。原因は 2 点あると思う。1 点は、総

務省消防庁の災害報告が、災害被害の全てであると

考えていることに起因するのだと思う。消防庁のフ

ォ－マットの人的被害の項目に「災害障害者」や「後
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遺症を負った人」などがないため、災害障害者の存

在を知る由もないのだと思う。（牧氏） 
 
 古越氏は、災害救助法と被災者生活再建支援法の性

質が異なるために、被災者の生活再建の実態に対して

種々のギャップが生じることを述べる。牧氏は災害障

害者の社会的認知が遅れている原因の一つとして、そ

もそも消防庁による被害報告集計に災害障害者の項

目が無いことを指摘する。 
 ここで注目したいことは、かれらが認識論の次元で

問題を捉えようとしている点である。法律がいったん

成立すると、その条文に従って行政職員は被災者の

「救助」や「生活再建支援」を進める。「自分の役割

をしっかり担いたいからこそ、枠を作り、なるべく負

担が少ないようにしようとバイアスがかかる」（古越

氏）。それは被災者の存在を法制度というメガネを通

して認識することにほかならない。そのメガネによっ

て認識され精密に把握される状況もあれば、そもそも

認識されなくなる状況もある。しかしそのメガネは被

災者自身が提供したものではない。同様に、消防庁の

被害調査が死者・行方不明者・負傷者という枠によっ

て被災者を区分するために、その区分が想定していな

い災害障害者の存在ははじめから無かったことにさ

れる。両氏の指摘は、被災地・被災者へのわたしたち

の視線と行動があらかじめ何によってフィルタリン

グされているか、そのフィルターはどのように、だれ

によって構築されるのかを再検討するという倫理的

課題に読者を案内する。 
（３）置き去りにされる・無かったことにされる 
 4 つの文章に共通した感覚として、災害とその体験

が「無かったこと」「解決済みのこと」にされる、あ

るいは過剰に意味づけられる、被災者が置き去りにさ

れることへの憤りや警戒感がある。書き手自身がそれ

に加担することへの言及も重ねられる。 
 

孤独の中で死んでいった隣人の玄関には、見慣れた

サンダルがなおも放置されたままだった。生きる希

望を失い、アルコールに浸り死んでいった人の部屋

には、飲み干した酒瓶が 1 本、転がったままにな

っていた。（牧氏） 
 
じつは、10 年以上、私は震災障害者の苦渋の日々

を想像することが出来なかった。それは、「孤独死」

「自殺」といった悲惨な出来事に目を奪われ、障害

を負ったとはいえ「生きているだけましなのでは

…」との思いがあったからだと思う。（牧氏） 
 
この 11 年もこれからの 10 年だって「震災から○

○年目の被災地」とか「遺族の今」とかいう言葉で

一般化したくない。（越戸氏） 
 
初任者研修時に「原発事故が起こったら」という学

校マニュアルが紹介されました。正直言って私もま

た原発の安全性を無批判に信じており、「起こるわ

けないでしょ、事故なんて」という気持ちでそのマ

ニュアルを読んでいました。数か月後、まさしくそ

れが現実になるとも知らず。（小磯氏） 
 
私がそうであったように、世間の多くの人が事故に

よって原子力や現代社会について考えざるを得な

くなっています。考えなくてもすんでいた過去を

「幸運」とみることもできますが、考えざるを得な

い状況を、気づきを得られる機会と捉えたく思いま

す。そうしなければ（繰り返しになりますが）事故

が起こった甲斐がない、無駄な犠牲になってしまい

ます。（小磯氏） 
 
 被災の苦しみは、苦しい。そうした苦しみが無視さ

れること、あたかも存在しないことや解決済みのこと

にされてしまうのは、さらなる苦しみであり、怒りを

呼び起こす。しかしその怒りさえ「無かったこと」に

されてしまう。越戸氏が言う「一般化」もここに連な

る。被災地・被災者の存在を無視するのでないにして

も、単純なキーワードで括り出し、決まり文句を投げ
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つけて済ませることは、個々の状況や体験を一方的に

整形することになる。そうすることでテンポやリズム

の共振は立ち消え、自転車で町内を「ぐるりと巡る」

生活のなかで、「薄紙」が身体に何重にも塗り固めら

れているような苦しさのなかでかろうじて維持され

ているペースが、社会一般のスピードから振り払われ、

置き去りにされる。 
 
３．文体のこと 

さいごに 4 つの文章の文体について述べておきた

い。詳細な分析はできないが、これらの文章が持つ緊

張感に意味があるとかんがえるからだ。4 つの文章は

それぞれ固有のリズムや描き方の癖を持っているけ

れども、その底に共通して静けさと力みがあるように

おもえる。それは「心がボロボロになるほどに疲れる」

「「死」と直面する」（牧氏）、「今は得られないふるさ

との恵みの列挙で哀切を表現している」（小磯氏）、「つ

ららを少しずつ溶かす」（越戸氏）、「災害対応は、被

災者のために実施するのである」（古越氏）といった、

災害後の現実に深く分け入る書き手の態度を反映し

たものかもしれない。 
わたしは「復興と倫理」を規定しようとする文章の

なかで、倫理的課題を「身体とことばをこわばらせず

に受け止め」、それを誠実に思考する方法をさぐりた

いと述べた。だが、この規定は正しくなかったといま

はおもう。事象によって、ことばと身体はどうしても

こわばることがある。そのこと自体を無理に否定して

はいけないだろう。こわばるよりは軽やかであったほ

うがいいとおもうけれども、こわばってしまうならば

こわばること自体を大切にすべきかもしれない。 
 文体に改めて注目してみると、特に牧氏と小磯氏の

文章は前述したように思い出語りと論文調の中間の

ようなスタイルである。古越氏は論文調の文体が、越

戸氏は思い出語りの文体がやや勝っているが、やはり

もうひとつの文体も内部に差し込んでいる。 
坂部（2008）は言語行為としての〈はなし〉と〈か

たり〉には、「起承転結をもったひとまとまりの発語

行為」という共通性がある一方で、前者が「より素朴、

直接的」であるのに対して後者は「（二重化的）統合、

反省、屈折の度合いが高く、また、日常生活の行為の

場面からの隔絶、遮断の度合いが高い」という違いが

あると整理している 2)。すなわち、〈はなし〉は状況

や体験をそのままに表出するのに対して、〈かたり〉

は語るべき内容をいったん自分のこころにため込ん

だうえで、ことばを選び、かんがえながら表出する。

体験に改めて入り込みつつ、体験から自らを引き剥が

すようにして語り、書くのである。この区別を用いる

と、平明な論文調の文章が現実をそのまま写し取る

〈はなし〉の次元に属するのに対して、自身の体験を

振り返り、浮かび上がる記憶や感情を整理しつつ、他

者や自己への配慮をたもちながら行われる思い出語

りは〈かたり〉に分類されるだろう。 
すると、書き手は〈はなし〉と〈かたり〉の中間地

帯に立ちながら「復興と倫理」を探ろうとしていると

考えられる。出来事の表現を〈かたり〉の次元に持ち

込むためには、語り手は出来事を自身の反省作用の内

部に取り込まなくてはならない。みずからの体験とし

て咀嚼し、他者に語りかける。一方でかれらの寄稿文

の文体が事象を論理的・直接的に説明する〈はなし〉

の側面を併せ持つことは、書き手が出来事を自身の反

省作用の外部に置こうともしていることを意味して

いると考えられる。 
 つまり中間的な文体は、一方では書き手が「復興」

の場面を深く内面化する作業を続けつつ、他方では敢

えてそのようにしないものとして風景を外に開いた

ままにしていることを反映しているのではないか。屈

折した記憶の時間と、公共世界に開けた平明な論理の

時間が入り交じる。こうした姿勢から「復興の倫理」

が構築されてゆく可能性を改めて聴き取りたい。 
ところで坂部（2008）は「言語行為の二重化的統

合あるいは超出」の段階を区別して「はなし－かたり

－うた」という図式を導入している。本稿で述べてい

る 4 つの文章は「はなし－かたり」の中間に位置す

るが、「かたり－うた」の中間に位置する「復興の倫
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理」の文体もあるかもしれない。たとえば瀬尾（2021）
3)の、崩れないリズムとまるみをおびたことばの流れ

である。 
この 2 種類の文体を比較すると、「復興の倫理」に

は、一方で被災地・被災者の現実生活に分け入り、ご

つごつとしたことばをえらびながらその解決を探る

水平方向のものと、他方で現実生活に深く耳を澄まし

ながら祈りの次元に入り込んでゆく垂直方向のもの

が内包されているのかもしれない。 
 
補注 

(1) ここでは全般的な傾向として「災害／復興と倫理」の研

究が少ないことを述べたが、皆無ではない。N. ザック『災

害の倫理』、直江清隆・越智貢編『災害に向きあう』、加

藤尚武『災害論 安全性工学への疑問』、山名淳・矢野智

司編著『災害と厄災の記憶を伝える』などがある。 
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 悪質な無許可業者による被害の実情と対策 

  令和２年７月豪雨の被災地（熊本）からの報告と提言 

 

  法テラス熊本法律事務所  

弁護士 田中秀基   （熊本県弁護士会） 

 

 

１．はじめに 

令和２年７月豪雨災害により熊本県南部の球磨川

流域は甚大な被害を受けた。熊本県では，死者６７名，

行方不明者２名，全壊１７０９世帯，半壊３８６５世

帯等 1)（熊本県危機管理防災課・令和４年３月３１日

時点）の被害が出ており，合計１２１６戸，２６６４

名の方々が未だに応急仮設住宅等において生活され

ている 2)（熊本県健康福祉政策課・令和４年５月３１

日時点）。他方，公費解体は順調に進んでいる。公費

解体の解体完了率は９９．９％であり 3)（熊本県循環

社会推進課・令和４年３月３１日時点），着実に復旧・

復興の歩みを進めている。 
そういう中で，熊本県南部の人吉市・球磨村等を中

心に，建設業許可のない業者（以下「無許可業者」と

いう。）による建物の新築・リフォーム被害が相次い

でいた（なお，被災地の自治体職員や弁護士等の粘り

強い対応により，現在は被害が止んでいる状況であ

る。）。詳細は後述するが，無許可業者を指導監督する

熊本県はその被害を認識していながら，有効な対応が

できず，最近まで被害の発生が止まらない状況であっ

た（なお，熊本県の各担当者は，現在の運用の中でな

し得る活動をされてきたことは最初に指摘してお

く。）。筆者も被災地での法律相談を担当する中で，悪

質な無許可業者による被害の相談を何度も聞き，行政

に対し必要な監督権限の行使を求めてきたが，その中

で，被災地における無許可業者に対する指導監督上の

制度的な課題があることに気が付いた。 
悪質な無許可業者は被災地を転々とし，各地で被害

を発生させてきたおそれがある。業者にとって被災地

での復興・復旧工事には「旨味」があり，かつ，杜撰

な工事等をしても行政の指導監督権限が行使されな

いことを経験上知っている節がある。今後，発生が懸

念される南海トラフ地震や首都直下型地震等による

被害は令和２年７月豪雨災害の比ではない。その際の

新築・リフォームの被害もより規模が大きく，かつ，

深刻なものとなることが予想される。そこで，令和２

年７月豪雨の被災地で感じた課題を共有し，一定の提

言をするべく，今回，寄稿した次第である。 
 

２．被災地で発生していた被害 

被災地において発生していた悪質な無許可業者に

よる被害は主として２つであった。 

１つは，工期の遅れが各現場で常習的に繰り返され

ていた被害である。無許可業者が建物の新築・リフォ

ーム工事を請け負い，代金を全額受領しながら，工期

を大幅に過ぎても工事を完成させず，かつ，そのよう

な大幅な工期の遅れが複数の現場で常習的に繰り返

されていた。 

もう１つは，施工不備が各現場で常習的に繰り返さ

れていた被害である。無許可業者が建物の新築・リフ

ォーム工事を請け負うが，完成した建物には施工不備

があり，かつ，そのような施工不備が複数の現場で常

習的に繰り返されていた。 

 以下，具体的な事例を紹介する。 

（１）常習的な工期遅延 

５０代の被災者のケースである。A 業者は遅くとも

令和２年１１月末頃には別の現場において施工が遅

れるようになっていた。当該被災者はそのような事情

を知らなかった。A 業者は被災者の住む仮設住宅を訪

問して勧誘し，一緒に被災した自宅を見て回り，令和

２年１２月ころにリフォーム契約を締結させた。工期

は令和３年３月末，契約金額は約４００万円であり，
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代金は全額支払われていた。しかし，契約から１年以

上が経過しても未だに工事は完成していない。筆者が

リフォームの現場を確認したのは契約から１年が経

過した頃であったが，現場では，プラスターボードの

取り付け等が部分的に施工されているだけで，大部分

が手つかずで，建築資材，工具が無造作に放置されて

いた。およそ人が住める状況ではなかった。同行した

一級建築士は，『２か月もあれば十分に完成できる工

事であり，１年もかかる工事ではない。』，『完成しな

い理由として経済的な事情で建築資材が購入できな

いのではないか。』，という。ただ，被災者には別の業

者に依頼する経済的余力は全くない。補助金はすべて

A 業者への支払いに消えてしまった。被災者は『自宅

がいつ完成するのか，いつ戻れるのか，心配で夜も眠

れない…。』と不安そうに述べていた。 
８０代の被災者のケースである。この被災者も令和

３年１月に A 業者にリフォームを依頼した。工期は

令和３年３月末，契約金額は約４００万円であり，代

金は全額支払った。しかし，契約から１年以上が経っ

ても工事が完成していない。同じく，リフォームの現

場を一級建築士と確認すると，先ほどのケースとは真

逆に，工事はほぼ完成していた。一級建築士は『工事

として９０％以上完成している。』，『逆にどうして工

事を完成させないか疑問である。』，『おそらく（わず

かな）建築資材も購入できないため工事がストップし

ているものと思われる。』という。被災者も別の業者

に依頼する経済的余力はない。いつ完成するのか不安

で仕方がないが，待つしかないという。 
気になる噂を別の被災者から聞いた。同じく A 業

者にリフォームを依頼し，契約金額を全額支払ったと

いう。その際，A 業者の社長から『これで（熊本地震

の被災地である）益城の工事ができる。』と言いなが

ら感謝されたという。それが事実であれば，A 業者は

既に熊本地震での復旧工事において工期遅延を生じ

させており，今回，令和２年７月豪雨災害の被災者か

ら受領した代金を熊本地震の工事に充てたことにな

る。A 業者は被災地から被災地へと渡り歩き，悪質な

リフォーム請負工事を繰り返してきたのだろう。 
また別の被災者からも話を聞いた。補助金はすべて

A 業者に渡してしまったので，他の業者に依頼する経

済的余裕はない，A 業者の施工を待つしかない，A 業

者が自転車操業状態であることは分かっている，自分

の工事が完成するときは，別の被害者が出ていること

もわかっているが他にしようがないと。A 業者に依頼

を継続する限り，別の被害者が出なければ，自宅のリ

フォームは完成しない。A 業者のしていることは実に

罪深い。 
A 業者の一連の工期遅延をみると，契約した時点で

既に経済状況が相当悪化し，受領したリフォーム請負

代金を他の工事に回すなど自転車操業状態に陥って

いて，工期遅延を繰り返していたものと解される。 
（２）常習的な施工不備 

次は施工不備を常習的に繰り返していたケースを

紹介する。 
 ６０代の被災者のケースである。被災者は A 業者

にリフォームを５００万円で依頼したが，排水管に必

要な傾斜がなく，適切に排水ができない他，幾つかの

施工の不備があった。改善を求めたが，A 業者は対応

しなかった。A 業者については施工不備に関して複数

の苦情が寄せられていた。 
 ある被災者は B 業者にリフォームを６００万円で

依頼したが，凹んだシステムキッチンの納品，クロス

の汚れ，床面の不自然な盛り上がり等の不具合があっ

た。B 業者に修繕を要請したが，B 業者はまったく対

応しなかったという。その他，見積書に記載された工

事内容に未施工な箇所が複数あり，代金は支払い済み

だが，未だに施工されていない。B 業者にも施工不備

について複数の苦情が寄せられていた。 
 B 業者が施工に携わった結果，違法建築物を作出し

ている事案も生じていた。ある被災者も B 業者にリ

フォームを依頼した。依頼した当時，行政には既に B
業者の被害の情報が多数寄せられていたが，被災者は

まったく知らなかった。自宅を訪問した B 業者に勧

誘され，依頼することにしたという。B 業者との協議
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で，従前の建物にベランダを取り付け，洋室を増設す

ることにし，リフォームには増築部分があった。建物

は準防火地域にあり，増築には確認申請が必要であっ

たが，B 業者により確認申請を経ないまま工事が行わ

れた。被災者はそういった事情はまるで知らなかった。

B 業者の対応に様々な不信感をもった被災者が弁護

士や建築士に相談したところ，確認申請を経ていない

ことや防火基準等の必要な基準をみたしていないこ

とが分かった。リフォーム後の建物は違法建築物とな

り，建築主である被災者にも違法状態を是正する義務

がある。しかし，被災者には違法状態を是正するだけ

の経済的余力がない。B 業者の責任はあまりに重い。 
 A 業者や B 業者の一連の施工不備をみると，建物

建築工事に関する基本的な知識・技術等が不足し，常

習的に施工不備を繰り返していたものと解される。 
（３）被災者の復旧・復興を妨げる存在 

自宅を再建される被災者の中で，無許可業者の被害

にあう割合は決して大きいわけではない。多くは大手

住宅メーカーや信頼ある地場の業者に依頼されてい

るが，被災直後は，職人や資材等が不足し，こういっ

た無許可業者が入り込む余地が生じてくる。 
被災者は自然災害によってすでに大きな経済的ダ

メージを負っている。そういう中で悪質な無許可業者

の被害に遭うと，経済的に非常に深刻な状況に追い込

まれるおそれがある。被災者の経済力は様々である。

元々経済的に余裕のない方が被災し，加えて悪質な無

許可業者の被害にも遭った場合，経済的に回復困難な

状況に陥ってしまう。中には自宅の再建を諦めざるを

得ない被災者もいるだろう。まさに悪質な無許可業者

は，被災者の復旧・復興を妨げる存在である。 
 被災地の復旧・復興を担う行政は，悪質な無許可業

者に対し，必要な監督権限を行使するべきであり，か

つ，現実に行使できるはずである。ただ，現実はそう

ではない。次は行政監督上の課題をみていきたい。 
 

３．行政監督上の課題 

建設業法によれば行政には建設業者を指導監督す

る権限がある。無許可業者に対しては，建設業法第４

１条第１項に基づき必要な指導，助言及び勧告を行う

ことができるほか，法２８条第２項に基づき都道府県

知事が「建設工事を適切に施工しなかったために公衆

に危害を及ぼしたとき，又は危害を及ぼすおそれが大

であるとき」や「請負契約に関し著しく不誠実な行為

をしたとき」には必要な指示をすることができるとす

る。また，同条第３項に基づき営業の停止を命ずるこ

ともできる。勿論，建設業許可を受けた建設業者に比

べれば，指導監督権限を行使できる場面は限定されて

いるものの，無許可業者に対しても法第２８条第２項

及び第３項に基づき指導監督権限を行使することは

可能である。 
 事実，「悪質なリフォーム工事を行う者に対する指

導・監督について」（平成１７年９月３０日国総建第

１６２号）4)では，別紙２において許可を受けないで

建設業を営む者に対する指導・監督ガイドライン（以

下「指導・監督ガイドライン」という。）【資料１】が

規定され，無許可業者に対して適用される建設業法を

列挙し，無許可業者に対する処分の考え方が示されて

いる。 
【資料１】 
悪質なリフォーム工事を行う者に対する指導・監督

について（平成１７年９月３０日国総建第１６２号）

（抜粋） 
（別紙２）許可を受けないで建設業を営む者に対す

る指導・監督のガイドライン 
（１）無許可業者に対しても適用される建設業法の

規定について 
①都道府県知事による指示処分及び営業停止処分

（法第２８条第２項・第３項）  
無許可業者が建設工事を適切に施工しなかったため

に公衆に危害を及ぼした場合，請負契約に関して著

しく不誠実な行為（悪質，重大な手抜き工事や契約

不履行等）があった場合には，当該建設工事が施工

されている区域を管轄する都道府県知事が当該者に

対して指示処分又は営業停止処分をすることができ
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ることとされている。 
（略） 

（２）無許可業者に対する処分の考え方  
 ① 法第２８条第２項に基づく指示処分，法第２８

条第３項に基づく営業停止処分を行う場合  
 一 契約締結の過程に関する法令違反  
（略） 
 二 軽微ではない工事を無許可で請け負った場合  
（略）  
三 粗雑工事等による重大な瑕疵  

施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことによ

り，工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは，原則

として３日以上の営業停止処分を行うこととする。 
② 法第４１条第 1 項に基づく指導を行う場合  
上記①及び下記③には該当しないものの，工事の技

術的観点や請負金額の額に照らして意味の乏しい施

工を繰り返すなど，建設業を営む者として不適切と

認める場合については，機動的に法第４１条第 1 項

に基づく必要な指導，助言及び勧告を行うよう努め

ることとする。 
※アンダーラインは筆者。 
各都道府県においては，指導・監督ガイドラインを

参考にして無許可業者に対する指導監督の基準が定

められており，例えば熊本県では，「建設業者の不正

行為等に対する監督処分の基準」（以下「熊本県の監

督基準」という。）の第４・無許可業者に対する監督

処分の基準【資料２】がそれである。 
【資料２】 
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準（抜

粋） 
第１ 趣旨  

本基準は，建設業者による不正行為等について，

熊本県知事が建設業法に基づき，監督処分を行う場

合の統一的な基準を定めることにより，建設業者の

行う不正行為等に厳正に対処し，もって建設業に対

する信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与するこ

とを目的とする。  

第２ 総則  
１ 監督処分の基本的考え方  

建設業者の不正行為等に対する監督処分は，建設

工事の適正な施工を確保し，発注者を保護するとと

もに，建設業の健全な発達を促進するという建設業

法の目的を踏まえつつ，本基準に従い，当該不正行

為等の内容・程度，社会的影響，情状等を総合的に

勘案して行うものとする。 
（略） 

第３ 監督処分の基準 
（略） 

第４ 無許可業者に対する監督処分の基準  
１ 基本的考え方  
建設業法第２８条第２項各号の一に該当する不正行

為等があった場合 当該不正行為等が故意又は重過

失によるときは原則として営業停止処分を，その他

の 事由によるときは原則として指示処分を行うこ

ととする。なお，個々の監督処分を行うに 当たって

は，情状により，必要な加重又は減軽を行うことを

妨げない。  
２ 具体的基準  
（１）公衆危害 

（略） 
（２）契約締結の過程に関する法令違反 

（略） 
（３）軽微ではない工事を無許可で請け負った場合 

（略） 
（４）粗雑工事等による重大な瑕疵  
施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことによ

り，工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは，３日

以上の営業停止処分を行うこととする。 
では，現行の建設業法，指導・監督ガイドライン及

び熊本県の監督基準を前提として，常習的な工期遅延

や，常習的な施工不備といった行為に対し的確に指導

監督権限が行使されているのか。 
（１）常習的な工期遅延 

ア まず，常習的な工期遅延に対し行政処分は行われ
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ていない。その理由は，指導・監督ガイドラインや熊

本県の監督基準をみれば明らかなように，常習的な工

期遅延に関する規定が存在しないからである。工事の

施工に関する規定は『粗雑工事等による重大な瑕疵』

だけで，建設業者が完成させた建築物に重大な瑕疵が

ある場合のみ監督権限の行使が予定されている。建設

業者が工期遅延を繰り返しているケースや，重大には

至らない瑕疵がある工事を繰り返しているケースと

いった当該建設業者が悪質な施工等を繰り返してい

る場合に監督権限を行使することは予定されていな

い。 
勿論，各都道府県の監督基準は監督処分を行う際の

「基準」に過ぎず，基準にない事項に関して行政処分

を行うことが禁じられているわけではない。ただ，行

政処分の公平性・適正性・公正性を担保するため，基

準にない事項に関して行政処分が行われることはな

いのが実情である。実際，筆者が何度も協議した行政

担当者もそのように明言されていた。 
 しかし，常習的な工期遅延についても，法２８条第

２項の「請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたと

き」に該当し得，適切に監督権限が行使されるべきで

ある。「請負契約に関し」とは建設工事の請負契約に

関する一切の過程をいい，入札，契約の締結，履行な

どすべてを含むとされており，「著しく不誠実な行為」

とは建設業者が請負契約に関して社会通念上，建設業

者が有すべき誠実性を著しく欠くものと判断される

ものをいう 5)。そもそも，常習的に工期遅延を繰り返

す無許可業者は，契約で合意した工期を遵守する姿勢

が全くなく，契約を誠実に履行する姿勢が微塵も存在

しない。また，このような無許可業者は経済状況が悪

化していることが多く，将来も工期違反を繰り返す可

能性が極めて高く，発注者が害される現実的な危険が

ある。それゆえ，常習的に工期遅延を繰り返す無許可

業者は，請負契約に関して社会通念上，建設業者が有

すべき誠実性を著しく欠くものと判断されるものと

解されるべきである。また，常習的に工事の遅延を繰

り返している場合，必要な監督権限を行使することが，

建設工事の適正な施工を確保し，発注者を保護するこ

とにもなり，建設業法の趣旨にも合致するのである。 
イ また行政指導も有効に機能していないのが実情

である。 
常習的な工期遅延が繰り返されていても，行政指導

すら行われていない。行政指導は行政処分を前提とす

るものではない。無許可業者が契約の工期を守らず，

それが複数の工事で見られるなら，契約の工期を適切

に遵守するような行政指導があってもよい。それによ

り建設工事の適正な施工を確保し，発注者を保護する

ことができ，建設業法の趣旨にも合致する。 
しかし，行政実務はそうではない。熊本県の担当者

と協議をし，せめて必要な行政指導を求めたことがあ

ったが，常習的な工期遅延を行政処分できない以上，

行政指導も行っていないと担当者は回答されていた。

行政実務上，行政処分を背景としない行政指導は現実

的ではないようである。 
（２）常習的な施工不備 

ア また，常習的な施工不備が繰り返されていても，

重大な瑕疵がない限り，行政処分が行われていない状

況である。その理由も同様に，熊本県の監督基準に常

習的な施工不備が規定されていないからである。重大

な瑕疵があれば行政処分の対象となるが，その程度に

至らない瑕疵が複数の現場で生じ，常習的に施工不備

が繰り返されていても，行政処分が行われることはな

い。 
 しかし，リフォーム・請負契約を締結した建設業者

は，契約において合意した内容をすべて誠実に履行す

る義務があり，常習的に施工不備を繰り返す無許可業

者は契約において合意した内容を完全に履行する姿

勢が全く存在しない。このような無許可業者は建物建

築工事に関する基本的な知識・技術等が不足している

ことが多く，将来も施工不備を繰り返す可能性が極め

て高く，発注者が害される現実的な危険がある。それ

ゆえ，常習的に施工不備を繰り返す無許可業者は，請

負契約に関して社会通念上，建設業者が有すべき誠実

性を著しく欠くものと判断されるものと解されるべ
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きである。また，常習的に施工不備を繰り返している

場合，必要な監督権限を行使することが，建設工事の

適正な施工を確保し，発注者を保護することとなり，

建設業法の趣旨にも合致するのである。 
なお，民法が改正され，従前の瑕疵担保責任は契約

不適合責任として整理されていて，施工不備を「瑕疵」

に限定する必要はない。例えば，請負契約で定められ

た契約内容に関し未施工の部分があり，引き渡された

建築物について種類，品質又は数量に関して契約の内

容に適合しない状況が複数の現場で生じていれば，常

習的な施工不備として的確に監督権限が行使される

べきである。 
イ （１）イと同様に，行政指導も有効に機能してい

ないのが実情である。 
しかし，無許可業者が契約の内容を誠実に履行せず，

複数の現場において施工不備を繰り返すような状況

であれば，契約内容を誠実に履行する等の行政指導が

あってもよい。やはり，それにより建設工事の適正な

施工を確保し，発注者を保護することができ，建設業

法の趣旨にも合致するからである。 
（３）建築基準法違反等 

前述の通り，悪質な無許可業者を野放しにした結果，

別次元の問題を生じさせている。それが違法建築物の

問題である。違法建築物については，建築基準法第９

条第１項により建築主に違反を是正する責任があり，

建築主である被災者も責任を免れないこととなる。被

災者の置かれた状況は理不尽としかいいようがない。

被災自体の被害に加え，悪質な無許可業者による被害，

そして違法建築物の建築主としての責任，このような

被災者は三重の苦しみを抱える結果となるが，どうし

て，被災者がかような苦しみを背負わなければならな

いのか。 
 

４．提案 

以上のような問題や課題を前提として，指導・監督

ガイドラインを改定し，各都道府県の監督基準の改訂

を促すこと等の対応が必要ではないかと考える。以下，

私案を述べたい。 
（１）基準の改訂 

まず，常習的な工期遅延や常習的な施工不備を適切

に捕捉できる基準を早急に設け，基準を改定するべき

である。 
ア 常習的な工期遅延 
（ア）指導・監督ガイドラインに新たに「常習的な工

期遅延」という基準を設け，各都道府県の監督基準の

改定を促すべきである。 
（イ）常習性の認定であるが，後述の行政指導を前提

に，行政指導後にも新たに契約を締結して工期遅延を

繰り返すような場合を捕捉すれば，常習性の認定は十

分に可能と考える。被害の拡大を生まないため，すみ

やかな行政指導が重要となる。 
イ 常習的な施工不備 
（ア）指導・監督ガイドラインに新たに「常習的な施

工不備」という基準を設け，各都道府県の監督基準の

改定を促すべきである。 
（イ）常習性の認定であるが，同様に，後述の行政指

導を前提に，行政指導後にも新たに契約を締結して施

工不備を繰り返すような場合を捕捉すれば，常習性の

認定は十分に可能と考える。 
（２）行政指導の指針の設定 

ア 指導・監督ガイドラインに行政指導の指針を設け，

特に被災時において迅速に行政指導を行い，可及的に

悪質なリフォーム請負被害の発生を予防するべきで

あるとの指針を示すべきである。 
被災地での対応はスピード勝負である。被災者は自

然災害により既に経済的に深刻なダメージを負って

いる。悪質な無許可業者の被害にあえば，生活の再建

が著しく困難な状況に陥ってしまうおそれがあり，予

防こそが重要である。 
イ 迅速な行政指導を行うため，例えば，複数の工期

遅延や複数の施工不備が確認できた時点で行政指導

を発するべきである。将来の行政処分を視野に入れ，

常習的な工期遅延や常習的な施工不備が認定できる

ほどの調査を要求すると，迅速な行政指導が困難とな
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るためである。 
なお，複数の工期遅延や複数の施工不備といった事

実認定調査は，契約書の確認，注文者からの事情聴取，

建設現場の検証を実施したうえで，無許可業者から必

要な聴き取りを実施すれば，必要な事情は確認が可能

である。工期「遅延」や施工「不備」といった評価的

な認定は建築士の協力を得れば実施が可能である。 
ウ また迅速な行政指導を可能にするため，行政指導

が想定される典型的な事案と想定される標準的な行

政指導案を指導・監督ガイドライン等に規定し，各都

道府県の監督基準の改定にも反映させるよう促すべ

きである。 
例えば，次のようなものが想定できる。 

（ア） 複数の工期遅延 
（行政指導が想定される典型的な事案） 

無許可業者が契約で定められた工期を過ぎても工

事を完成させず，工事が止まっていて，かつ，そのよ

うな工期遅延が複数の契約で生じている事案。 
（想定される行政指導案） 
①契約内容を誠実に履行すること 
②注文者に対し施工の進捗，完成の見込み等を丁寧に

説明すること 
③今後，新たな請負契約を締結するに当たり，工事の

内容，規模，難易，労務・資器材の調達等の事情を十

分に考慮して履行可能な工期を定めること 
④今後，新たな契約で定めた工期を誠実に遵守するこ

と 
なお，上記行政指導の効果を改めて述べておくと，

特に③④について行政指導することで，将来の工期遅

延を予防する効果が期待でき，かつ，行政指導後の工

期遅延が生じた場合，常習性，悪質性の認定が容易に

なり，法第２８条第２項の行政処分を実施し必要な監

督権限の行使が可能となる。 
（イ） 複数の施工不備 
（行政指導が想定される典型的な事案） 
 無許可業者が契約で定められた工事項目の履行に

不備があり，補修を促しても対応せず，かつ，そのよ

うな施工不備が複数の契約で生じている事案。 
（想定される行政指導案） 
①施工の不備を補修する等，契約内容を誠実に履行す

ること。 
②注文者に対し不備の補修，不適合部分の履行等の進

捗，完成の見込み等を丁寧に説明すること 
③今後，新たに建築物の施工に当たり，施工不備が生

じないよう施工体制を改善すること 
 なお，同様に行政指導の効果を述べると，特に③を

行政指導することで，将来の施工不備を予防する効果

が期待でき，かつ，行政指導後の施工不備が生じた場

合，常習性，悪質性の認定が容易になり，法第２８条

第２項等の行政処分を実施し必要な監督権限の行使

が可能となる。 
（３）迅速な行政指導を支える人員の確保 

災害時，建設業法を所管する担当部署は，復旧・復

興業務に忙殺され，おそらく行政上の指導監督を行う

だけの余力がないことが予想される。特に個別の事案

に関して行政上の指導監督を行うための調査を行う

マンパワーが不足するものと思われる。そこで，弁護

士や建築士等がチームを組み，行政指導を下支えする

事実調査を行うことができないだろうか。 
 例えば，複数の工期遅延や複数の施工不備といった

事実調査であれば，前述の通り，契約書の確認，注文

者からの事情聴取，建設現場の検証を実施したうえで，

無許可業者から必要な聴き取りを実施するというも

のであろうから，弁護士及び建築士等がチームを組ん

で事実調査を実施することは可能であると解する。 
 人員の確保については，例えば，弁護士については

各都道府県等の弁護士会と事前に協定を締結する等，

協力可能な弁護士を事前に確保し，事前に備えること

は可能と思われる。なお，手前味噌な話であるが，法

テラス（日本司法支援センター）には約２００名前後

の常勤弁護士がほぼ全国に配置されていて 6)，かつ，

アウトリーチ活動に習熟している常勤弁護士が多い

ので，上記調査活動の一助を担える可能性が高い。特

に過疎地には多くの常勤弁護士が配置されており，過
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疎地での災害時には一定の役割が果たせるものと考

える。 
（４）調査のマニュアル化・研修 

 災害時に弁護士・建築士等がチームを組んで調査に

当たる場合には，弁護士も建築士も普段は建設業法行

政に関与しておらず，調査方法のマニュアル化も必要

であると思われる。また，平時から必要な研修も実施

した方がよい。 
（５）情報共有の仕組み 

悪質な無許可業者による被害の第一報は，消費生活

センターに寄せられることが多い。当該情報は

PIO-NET7)で情報共有がなされているが，建設業法を

所管する担当部署と基本的には情報共有されていな

いはずである。そこで，災害時には，PIO-NET に搭

載された悪質な無許可業者に関する情報について建

設業法を所管する担当部署にも情報共有する仕組み

が設けられるのが望ましい。 
またそれが難しい場合，災害時に，消費生活センタ

ーが把握した情報を，建設業法を所轄する部署が共有

できる仕組みを設けるべきである。最低限の情報にし

ぼり，①業者名，②所在地，③電話等の連絡先，④契

約の内容，⑤苦情の内容（工期遅延，施工不備）等の

情報の共有ができないであろうか。 
（６）被災者への注意喚起 

 行政が把握した情報をすみやかに被災者に周知し，

注意喚起する仕組みも整備するべきである。できるだ

け早く，報道，チラシ，ホームページ，回覧板等の様々

な媒体を通じて注意喚起することが望ましい。高齢者

の場合には情報弱者となって悪質な無許可業者から

狙われやすい。令和２年７月豪雨災害でも高齢者の被

害者が圧倒的に多い印象である。地域包括支援センタ

ー等の職員を通じた呼びかけが非常に重要であり，か

つ，非常に効果的である。 
 また各種支援金の申請時に注意喚起する方法もあ

り得る。例えば，被災者生活再建支援金制度の加算支

援金の申請の添付資料として契約書等の写しが挙げ

られており 8)，受付窓口の職員が情報を共有していれ

ば，事実上，被災者に対し注意喚起し，弁護士や消費

生活センターへの相談を促すことも可能である。 
（７）自治体職員のサポート 

 時に悪質な無許可業者は自治体等の窓口に押しか

け，長時間に渡ってクレームをつけることがある。被

害の予防には自治体職員の頑張りが不可欠であるが，

対応する職員の精神的負担は相当なものである。被災

地の場合，その職員自体が被災者である可能性も高く，

被災しながらも懸命に復旧・復興のために頑張ろうと

されている中，悪質な無許可業者はそのような気持ち

を挫く存在である。対応する職員を孤立させてはいけ

ないし，無許可業者の強硬な対応には，警察や弁護士

等が支援できるよう緊密に連携することが重要であ

る。これにより対応する職員にも安心感が与えられる。 
また，連携する弁護士は必要な助言を淡々と述べる

だけが支援ではない。対応に当たった自治体職員を労

い，その辛さ，恐怖心，怒り等といった気持ちを含め

時間をかけて拝聴し，共感し，一緒に戦える環境を調

整することも支援活動の一つであろうと思う。自省を

込め改めて認識したい。 
 

５.最後に 
筆者は令和２年７月豪雨をきっかけに被災地の支

援活動を初めて経験した。最初は右も左も分からなか

ったところ，津久井進弁護士，永野海弁護士等の研修

等から支援活動の羅針盤を得た。被災時の熊本県弁護

士会会長であった鹿瀬島正剛弁護士が被災者の方々

に向けて迅速かつ明確な発信をされる姿勢を拝見し，

感銘を受けた。いずれにしても，最初は先人の真似か

ら始め，既存の制度を理解し，使えるように努めた。

ただ，既存の制度の由来を知る中で，これらの制度が

所与のものではないことを知った。先人たちが各々経

験した課題に真摯に向き合い，作り上げ，現在も前進

させている。そういう中で，悪質な無許可業者の問題

に出会った。災害には様々な表情がある。筆者が経験

したことがあるなら，その経験を共有し，将来の災害

に備えることが何より重要である。小さなバトンであ
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っても，将来に向って，バトンを着実につなぎ，備え

る。それが今回，寄稿しようと思った動機である。筆

者の提案は的外れなものかもしれないが，社会におい

て課題が共有され，半歩でも社会が前進することを期

待したい。 
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 災害復興における技術系ボランティアの活動の実態と考察２ 

千葉県安房地域での台風被害による屋根補修活動から、その「技術」を考える 

 

  一般社団法人 プロボノ消防志   

理事 加藤友啓   

 

１ はじめに 

 災害復興におけるボランティア活動には、専門的な

技術を要する活動もあり、そのような活動には技術系

ボランティア団体が対応している。しかしその専門性

故に人員を集めることに苦慮する、復興が遅々として

進まない、とは言うものの、いつまでも一つの地域で

の活動は出来ないジレンマがあり、これは彼ら団体を

悩ませている。 

令和元年台風第 15 号での災害被害においても、多

くの住居の瓦屋根が損壊し、その応急処置としての屋

根上でのブルーシート展張活動（以下、「屋根活動」

と言う。）に彼らが対応し、同様の問題は存在してい

た。そこでその対策として、活動の担い手の増加と自

立復興を促すために技術講習会を複数回開催され、筆

者はそのうち 1回参加、前回の投稿ではその様子につ

いて述べた。その内容は、「ブルーシート展張」と「安

全管理」の技術に関する内容から構成されていたが、

特に危険が伴う活動であるため講習会を開催してい

ることが伺えた。しかし講習で全てを教えられるもの

ではなく、実際の現場で「習うより慣れろ」が重要だ

とも教えていた。この「習う」というものは、情報を

言語や数値により形式的、体系的に纏められることを

示唆しており、このような知識は形式知と言われるも

ので、相手に伝達できるものである。その一方、「慣

れる」ということは、言語等で伝達することが困難・

不可能であり、個々人が経験することによりその知識

を内面に棲みこませる「暗黙知」が存在することを示

唆している。ここから屋根活動は、専門的な技術を要

する危険を伴う活動であり、講習会によりある程度の

知識を取得した後、現場の実践活動を経験することに

より技術を深め、その活動が可能になっていくことが

示されていた。 

では、その技術とは具体的にどのようなものなので

あろうか。本論考では、筆者が令和元年台風 15 号に

おける屋根活動に 3 回参加、うち 2 回調査したこと

から、以下述べていく。 

 

２ 屋根活動への参加 

 筆者は令和 2 年 8 月と 9 月の 2 回の屋根活動につ

いて調査を行った。その現場は、茅葺屋根の活動と個

人所有の御社の瓦屋根の住居の現場であり、その内容

は、以下のとおりである。 

（１）事例１：御社の屋根活動 

日時・場所：令和 2年 9月某日・鋸南町某所 

建物概要：個人所有の瓦屋根の御社 

人数・編成：7人・統制Ｆ氏、リーダー兼作業リーダ

ーＤ氏 1 

 鋸南町社協からの依頼で、12 時半に集合のため半

日での活動、取り纏めはＦ夫婦であった。時間の都合

上、崩れそうな瓦の除去と屋根部分の清掃のみとし、

ブルーシート展張は後日とした。この日は風が強く、

屋根上での活動には慎重を要した。参加者は、サラリ

ーマン、フリーランス、Ｄ氏を含めた消防職員の合計

7名で、Ｆ氏が統制、Ｄ氏がリーダー兼作業リーダー

となった。 

該当建物は御社の瓦屋根で、港の近くで強風が吹く

ことも多いためかブルーシートが破損し、瓦屋根がむ

き出しであった(写真 1)。瓦が強風等により飛散する

と危険であるため、除去しブルーシート再展張して欲

しいというのが、依頼主の要望であった。 
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写真 1 ブルーシートが破損して剥き出しになった瓦屋根。

写真側の西側屋根部分の瓦の剥離が激しく、主な活動面とな

った。 

 

まず、屋根上でのメインロープの設定が必要である。

この場合近くに適切な電柱や木等の支点となるよう

な地物があると容易だが、周囲にはそれらしい物が無

い。しかし、建物の屋根の庇と壁に隙間を発見し、Ｄ

氏は建物内の柱に支点を取ることを提案した（写真

2）。もう一方の支点は隣建物の屋上手摺の基礎部分に

取った。このメインロープに命綱を結着するのだが、

長過ぎれば転落時にその役割は果たせず、短か過ぎれ

ば活動範囲が制限される。ロープの設定は支点の位置

に左右され、常に好都合の場所があるとは限らずジレ

ンマが付き纏うが、今回の活動面が主に西側面しかな

いことに気付き命綱を長くし、棟を境に東側に命綱を

結着することで、活動制限と落下防止の矛盾を克服す

る方法をＤ氏は発見し、決定した(写真 3〇印)。屋根

への進入口は、隣建物の屋上高が丁度良い高さだった

ため、はしごを掛け降ろした(写真 13 楕円印)。この

ようなことは、講習会で教えられるものではないが、

Ｄ氏の経験からその場で知恵を絞り、適切な活動環境

を創造し決定していた。 

 

 

写真 2 建物内に支点を設定。隙間があり、スリングを外に

抜くことが出来るのを現場で発見し判断した。 

 

 

写真 3 庇と壁の隙間から抜いた部分からスリングで支点を

作成し、隣棟建物の柵基礎部分にもう一方の支点を取ってロ

ープを展張した。棟を境とした反対側の作業面に結着するこ

とで、命綱を長く取ることができる。進入も隣棟の屋上が近

かったことから、そこを活用しはしごを架けた。 

 

屋根には野地板に経年劣化が見られたことによる

踏み抜き防止と折からの強風のため、Ｆ氏とＤ氏で話

し合い、屋根上の人数は 2、3 人と制限した。この日

の作業の目標は、ブルーシートが直ぐ展張できる状態

に屋根上を整えるところまでとし、割れた瓦や野地板

上の塵や土埃を除去し、再利用可能な瓦の並び変えを

行った。作業そのものは困難では無いが、命綱により

活動範囲を制限されていることから、綱を交錯させな
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い等の注意が必要であった。また、土嚢袋に詰めた廃

棄瓦を屋根上から落としたりもするが、落下地点の確

認と、下の者に大声で「落とすよ！」「落下地点ＯＫ」、

物の受け渡しでも落下防止のための「渡す」「取った」

等のコミュニケーションは各自徹底しており、相互の

連携も必要であった(写真 4）。どこにリスクがあるか

は、活動の推移により常に変わっていくため、例えば

全体を観察しているＤ氏が、「〇〇さん、そこにいる

と危ないから南側に移って作業して」「下の受け渡し

に回って」等、適宜指示して作業させ、リスクヘッジ

を図る。これは作業効率の向上を促し、遊んでいる者

を少なくさせる効果もあった。再利用出来る瓦は一旦

除去し、野地板上土埃や塵等を除去した後、屋根の上

部から順に瓦を順に並べ直し、飛散防止のために淵に

木材を差し込み、ネジ止めをして作業は予想より早く

終了した(写真 5)。瓦を丁寧に上から並べ直せば、そ

の後のブルーシートの展張を庇側となることから、漏

水のリスクを減少させることができる。後日、Ｆ夫婦

に確認したところ、この日までに作業が概ね終了して

いたので、ブルーシート展張はスムーズに活動できた

とのことであった。 

 

 

写真 4 野地板の状況から作業者を 2，3名と制限し、瓦の手

渡しは落下させないよう確認呼称を徹底する 

 

 

写真 5 瓦を並べ替え、土埃を清掃し飛散防止を図り終了 

 

（２）事例２：茅葺屋根民家の屋根活動 

日時・場所：令和 2年 8月某日・鴨川市某所 

建物概要：茅葺屋根民家 

人数・編成：14人・統制Ｂ氏、リーダーＤ氏、作業リ

ーダーＦ氏、アドバイザーＥ氏 

その他：晴れ、最高気温 33.2度 

 被災者宅は、強風により茅葺屋根を覆っているトタ

ン部分が剥離、飛来し剥き出しになったために半年程

前にブルーシートを張ったが、経年劣化により張り替

えて欲しいとの要望であった。茅葺職人は非常に少な

く、費用も高価で修理依頼も進まず、再展張が必要と

なったのである。 

 8 時半に旧主基小学校に集合、9 時に被災者宅の裏

庭でブリーフィングを開始した。この日はボランティ

アが 14 人と人員に余裕があったため、Ｂ氏を統制と

して依頼者等の外部対応と進行管理、Ｄ氏がリーダー

として作業管理、茅葺屋根職人のＥ氏がアドバイザー、

Ｆ夫婦ら経験の多い者が屋根上の作業リーダーと任

務が割り振られた。参加者の職業は、サラリーマン、

フリーランス、消防職員と様々であるが、何回も通っ

ておりお互い顔見知りの者のようであった。始めにブ

リーフィングをし、Ｅ氏から茅葺屋根は直接乗られな

いため困難性が高いことや一日の作業予定、最終目標

を写真や図で示された上で説明を受けた。この日はメ

インロープは設定せず、足場を作成することとし、午
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前中の作業は、足場作りになった。 

屋根に上る進入ラインは 2 連はしご 4 本を庇部分

に均等に掛け、胴縁材をスリングテープにより括り付

けることで転倒防止を図る(写真 7)。複数の進入ライ

ンは各々の作業に適切な経路からの進入を可能にし、

屋根上での移動が最小限で済む。また、はしごを登る

際は、物を持つことが無いように徹底されている。片

手で登ると、三点支持が出来ず、転落等の事故の原因

や所持物の落下の危険性が高まるためで、物を運ぶ場

合は、屋根上から結んだロープを垂らしておき、必要

に応じて吊り上げる。これは屋根上の余計な移動を減

らす効果もある。 

 

 

 写真 7 屋根上から見下ろした状況。はしごを垂木に括りつ

けて、転倒防止を図る（〇印部分） 

 

 足場については、元々トタン屋根打付用に胴縁材が

縦方向に設置されており、それを活用して垂木を横方

向に打ち付けて足場とする(写真 8）。一つの足場を作

ったら、そこに乗り、次の足場を作っていく。この垂

木は、1本約 1.8～2ｍほどの長い棒状であるため扱い

に注意を要した。持っていてバランスを崩しやすく、

不意に振り回すと誰かに接触させ、最悪転落させてし

まう。従って、作業員間で声かけをしながら受け渡し

て物を運ぶことも多用しており、声かけや確認呼称の

ようなコミュニケーションの技術も必要であった。1

箇所での活動を 2名とし、お互いがバディとして安全

管理と連携活動する体勢としていた。 

 

 

 写真 8 茅葺屋根に下から作業足場を作りあげる。垂木は

長物であり、高所での扱いは注意を要する。 

 

 足場は、垂木を胴縁材にインパクトドライバーでビ

ス止めすることで固定していく。一通り足場を組み上

げたところで午前中に作業を終了し、休憩とした(写

真 9)。 

 

  

写真 9 午前中の作業の終了状況。既設置の縦方向の胴縁材

を活用し、横方向に垂木を打ち付けて終了した。 

 

 午後から工法の着手となるが、茅葺屋根には土嚢を

重しとする工法はできず、ブルーシートの端を垂木で

挟み込み、胴縁材をビスで固定する工法とした。ブル

ーシートは、2.7ｍ×4.5ｍ（7.5畳）大、＃3000 と厚
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みがあり強度の高いものを使用する。皺をつけずにき

れいに展張するためには、お互いにブルーシートの端

に位置を取り、離れた距離での声かけの連携により、

丁寧に垂木をブルーシートに巻き込む必要がある(写

真 10)。ここでは経験豊富なＦ氏が作業の中心となり、

「棟側を引っ張ってください」「西側を折り込んで垂

木を挟み込みます」とリードし周囲に指示を与える。

Ｆ氏の意図を判断出来る経験者が、積極的に作業を実

施し、初心者は後方支援に回る。ブルーシートは 2枚

使用、下がり棟部分は丁寧に折りこんで小さく、通常

の棟部分は大きく、屋根の形状に合わせて工夫し、隙

間なく漏れが発生しないように展張していた(写真

10)。この時、バディは仲間がバランスを崩したり、

足を取られたりしないよう安全監視も行う。 

 

 

写真 10 一斉にブルーシートを展張する状況。高所で足場も

不安定であるが、呼吸を合わせて展張した。先に棟部分は垂

木で挟み込んでいる。 

 

 Ｄ氏とＥ氏も全体的な作業員の安全監視と進捗の

バランスの確認をし、「○○さん、そこにいると屋根

抜けちゃうよ」「垂木取り回しするからぶつからない

ようにして」「そこで作業する時は気を付けて」と注

意喚起をしたり「上の××さん所に行って垂木を押さ

えてあげて」など安全管理しつつ作業効率が向上する

よう指示をしたりしていた。上での作業は狭視野に陥

りがちなため、俯瞰した指示は効果的であろう。 

 

写真 11 作業が終了した状況。垂木を打ち付けブルーシート

を挟み込むことで、飛散防止を図った。 

 

 炎天下であったため休憩を 30～45 分程度毎に取る、

屋根に登る人員を 5人とし交替とする、といった熱中

症対策にも注意が払われ、地上に降りた時に進捗状況

の確認や下からの支援を行った。屋根上は直射日光や

照り返しが直接当たり、地上より暑く、時間管理は、

屋根上に登らない者の任務であった。筆者も意識が朦

朧とする時もあり、近くにいたＦ夫人から「危ないで

すよ」と危険予知的に声をかけられ、ハッとなること

もあった。 

午前に設置した足場を外すことも含め当初予定の

時間より１時間程度早い 16 時頃に全ての作業が完了

し(写真 11)、Ａ氏やＢ氏もその早さに驚いていた。

そこでＡ氏とＤ氏に聞いところ、「全体を把握せずに

それぞれが動き出すとかえって非効率になるが、今日

はそれが無かった」「皆が協力的に活動してくれて、

適切に指示が行き遊ぶ人がいなかった」との意見であ

った。 

 

３.屋根活動の技術についての考察 

企業のような組織が有する技術 2に関する研究とし

ては、M.ポランニーが命名した暗黙知 3と形式知から

なる、野中らの研究が知られている 4。野中らによれ

ば、暗黙知とは主観(個人)的、経験(身体)的、同時(今

ここ)的、アナログ(実務)的な知であり、現場で共有
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された経験であり、共に行動した者同士で共同化され

ていく知識である。この共同化された暗黙知を明確な

コンセプトとして表すため言語化したものが形式知

であり、形客観(組織)的、理性(精神)的、順序(過去)

的、デジタル(理論)的な知で 5、言語化とはマニュア

ル化、ルール化等することで組織に蓄積されていく。

この時、形式知同士を組み合わせ（連結化）、一つの

知識体系新たな形式知を創り出し、この新たな形式知

がマニュアル化し個人にフィードバックされると暗

黙知として内面化され、新たな現場活動において暗黙

知として共同化、以下同様に循環していく。この一連

プロセスを野中らは SECI6モデルとして提案している。

これは現場活動の経験をスパイラルさせているもの

で、企業でない組織でもこのモデルは当てはまりそう

であり、実際、野中もアメリカ海兵隊の活動を SECI

モデルで考察している。7 

屋根活動では、現場で経験してきた知識を纏め形式

知としたために講習会を開催することができた。しか

し、「習うより慣れろ」の言葉を何度も言っており、、

技術系ボランティア団体は講習会(形式知)は必要で

あるとしているが、暗黙知を蓄積していくことこそが

屋根活動に必要であるとしている。そこで本項では、

屋根活動での講習会と現場活動の内容から、二つの技

術、「ブルーシート展張」と「安全管理」について、

形式知と暗黙知を抽出し考察していく。 

（１）ブルーシート展張の形式知と暗黙知 

講習会はまず、屋根や瓦の構造という形式知を知る

事より始まる。しかし、例えば傾斜のある屋根上での

身の御し方、瓦や屋根の野地板に関しても、どうした

ら割ったり、踏み抜いたりせずに乗って作業が出来る

かを言語等で詳細に教えることは難しく、これらは暗

黙知である。個人の作業については、インパクトドラ

イバーや鋸の器材、マイカ線の結索や木材の資材の取

り扱い、土嚢等の重量物の搬送、長い木材の取り扱い

等があるが、使用する資材や道具として形式知として

教え、その操作自体に困難性はない。しかし、道具の

扱いは不適切に扱えば怪我もしかねなく、不安定な傾

斜した高所であることは、その行動の経験による暗黙

知の蓄積が求められよう。 

複数で協力して行う作業もあり、例えばブルーシー

トを広げる場合は二人以上で操作するが、傾斜のある

屋根上は地上よりも風にも煽られやすく、安全に行う

には経験が必要であろう。また、工法の施工要領、施

工順にも周囲とのタイミングや連携が求められる。ま

た、セオリーにない活動をすることもある。この時作

業をリードし指示を与えているのは、Ｄ氏やＦ氏のよ

うな経験のある者で、筆者のような初心者は言われる

がままに行動することが多く、例えばブルーシートを

二人で広げる際、屋根のどの位置で操作するかについ

て指示を受けたりもした。そして、その行動をしたり、

出来上がった状況を見たり、後でその行為の意図を聞

いたりすることで理解することも間々あったが、それ

は筆者に限ったことではないだろう。 

 リーダーは作業に参加せず、チーム全体を俯瞰し作

業管理をしている。まず、作業環境―落下防止のため

のロープ設定と進入のためのはしご設定―の構築を

指示するがこれらは形式知である。しかし、建物ごと

に形状、環境、修繕箇所は異なることから、現場をよ

く観察し、適切な位置と強度の支点を判断、決定しな

ければならず、これらは所謂、現場判断であり、暗黙

知的な要素が大きい。実際、御社の現場では、支点を

建物内部の柱とし、はしごの進入を隣棟の屋上からと

したり、茅葺屋根では、適切な支点が無いことや高所

作業の熟練者が多かったことから、足場の設定のみに

したりとセオリーと異なる判断をしていた。また、レ

スキューアシストは工法を 14 種類程度開発している

が、ある屋根活動においてどの工法が適切であるかの

判断は、作業環境、人員、資材、器材、被災者の要望

によることから、総合的に判断しなければならず、形

式化するのは難しい。そもそもこの 14 種類の工法を

習得するにも多くの現場経験が求められよう。目まぐ

るしく変化する現場活動での意思決定の技術として

アメリカ海兵隊の OODAループ 8が注目されているが、

これは、観察(Object)→情勢判断(Orientation)→意
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思決定(Decision)→行動（Action）の循環である。こ

の中で一番重要とされているのは「Orientation」で

あり、提唱者の J.R.ボイドは同義語の一つに「暗黙

知を当てている 9。屋根活動において、作業に参加せ

ず全体の意思決定をしていくリーダーにも情勢判断

は大いに要求されている。 

（２）安全管理に関する形式知と暗黙知  

 建設業における死亡災害の原因として最も高いの

は墜落で、毎年 4割程度発生しており 10、この対策の

関心は高い。労働安全衛生法令では、高さ 2ｍを超え

る高所作業では作業床の設置を義務付けているが、作

業床が設けられないような環境での作業者に対して

は、安全衛生特別教育の実施やロープ高所作業の特別

教育講習の受講を課しており、建設業労働災害防止協

会により「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」

も開催されている。このように高所作業は、建設業界

でも細心の注意を払い、事故防止に努めている専門性

の高い分野であると言える。 

 屋根活動には法的拘束力はないが、本質に変わりは

なく、同種の安全管理を講じる必要があろう。実際、

被災者自身が自宅屋根を応急処置したことによる転

落受傷、死亡事故も発生しており、このリスクが屋根

活動と一般的な災害復興ボランティア活動とを分離

させ、参加のハードルを高くしていることは論を待た

ない。そこでレスキューアシストは、活動の経験から

得られた知見やＤ氏の意見を加味した安全管理に学

科の多くの時間を費やし受講させている。個人での技

術に関することが多いものの、バディ活動による相互

看視の技術、リーダーを配置し指揮と注意喚起による

チーム的技術という 3 段階の安全管理を採用してい

ることも教えていた。Ｄ氏によれば、火災現場におい

てはまず、自分自身で身の安全を守り、仲間を気にか

け、隊長は全体を俯瞰しつつ隊員の安全を管理すると

いう形を取っており、屋根活動でも同じようにするよ

う助言をしたとのことである。 

 個人的段階ではロープやはしごによる環境設定と

それを活用するためのハーネス等の着装、適切なロー

プワークによる転落・墜落防止があり、これらを知る

ことは形式知的な安全対策である。その一方で、これ

ら資材、器材やロープワークをどのように適切に扱う

か、足場の悪い高所での振舞いやバランスのとり方、

移動の仕方などは、経験を重ね暗黙知として蓄積され

るものであろう。 

 相互的段階では、確認呼称という形式知が徹底され、

例えば、物の受け渡し等の相互活動では、「取って」

「取った」と、長物を扱うときは「そっちに送る」「了

解した」等、伝え合い、落下防止や接触防止が図られ

ていたが、声をかける内容やタイミングやバディによ

る落下防止策という形式知も、その具体的実践につい

ては、相手との呼吸を合わせたり、重しとしてどう身

構えたりするか、これらは暗黙知の次元である。また、

個人では気付き難い死角や潜在的なリスクを互いに

教え合うリスク認知の仕組みを取り入れているが、そ

こには危険予知という暗黙知の蓄積が必要であろう。

これらは暗黙知を蓄積させた経験者が初心者をリー

ドすることでリスク回避に努め、初心者は経験者を真

似ることで自信をつけ「棲みこむ」ものとしていく。

屋根上で朦朧とした際Ｂ夫人から声をかけられたが、

これは経験者の危険予知に基づく積極的なリスクコ

ミュニケーションで初心者には気付きとなるもので

ある。また、屋根上の作業リーダーが積極的に進捗状

況等の情報をリーダーに伝え、指示を仰ぐようなフォ

ロワーシップ的な場合もあった。 

チームレベルとしては、リーダーは作業管理と安全

管理を同時並行に思考し意思決定しているのだから、

一方に隔たらない両方を意識した思考が求められよ

う。作業環境を設定する場合、前節のとおり建物ごと

の状況、環境、修繕箇所等に対し、想定される作業と

同時に安全管理にも意識した設定が必要である。例え

ば、御社の現場では、作業面の反対側のメインロープ

に命綱を結着させ、作業範囲の確保と転落防止処置を

満たす、はしごによる進入を隣棟屋上からとしたり、

茅葺屋根の現場では、進入のはしごを 4本としたりす

ることで、屋根上の横の動きを最小化することとする
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等、状況に応じたリスクヘッジ図られていた。作業中

は全体を俯瞰して観察し、効率的に進むことを意識し

ながら、安全な行動を省略させないことが求められる。

それは例えば、屋根上の物を運ぶ場合も、確実にはし

ごを両手で登らせてから、ロープで吊り上げさせるよ

うな作業である。この場合、地上の者が物に結着する

ような連携活動となることもあろう。また、夢中にな

り危険な行為に至りそうな作業者には、それを予知し

適宜注意喚起を発し、安全な場所に適切に移動させる、

屋根の強度を直観的に判断し作業人数を制限する等、

安全な環境、状況の維持に努めていることが、御社、

茅葺屋根どちらの現場でも確認された。夏季の活動に

おいては、熱中症対策としての時間管理もリーダーを

中心に実施されていた。これら危険要因の存在と排除

方法に気付くことができなければ注意喚起すること

はできないが、これら危険要因全てを具体的に形式知

化することは出来ないのだから、暗黙知が欠かせない

であろう。しかも屋根活動においては、様々な作業者

ごとの作業が屋根上の至る箇所で行われることもあ

り、両方を意識しつつ変化する状況に応じた OODA ル

ープ的思考が安全管理にも求められよう。 

（３）屋根活動の「技術」とは 

以上、前回、今回の２回に渡り屋根活動の講習と現

場活動について考察してきたが、これまでの流れを一

旦整理してみる。まず、技術系ボランティア団体が、

経験で培われた技術を言語等により形式知化し講習

会を開催してきた。この講習会で教えていた屋根活動

の形式知とは「ブルーシート展張」と「安全管理」と

いう二つの技術から成り、「ブルーシート展張」の技

術は、多くの工法が開発され、現場の様々な諸要因に

より最も適切な工法を判断、選択していた。また、「安

全管理」に関しては、様々な危険要因があるが、講習

会であったように形式知としてリスクを抽出、特定し、

転落・墜落防止を最優先に、落下防止にも配意した環

境設定をしながら、時間管理や声掛けの徹底等と他の

リスクについても対策が立てられ実行されていた。こ

のことは、リスクマネジメントのプロセスである、①

リスクの抽出と特定、②リスクのレベルの分析、③リ

スク対応の優先度の評価、④リスク対策の実行のプロ

セスである。⑤リスク対策の結果の再評価については、

伺うことが出来なかったが、活動の継続によって築か

れた対策であることを鑑みれば、実施されていても不

思議ではない。これら活動はまず「個人レベル」、「相

互レベル」、「チームレベル」の３段階から成っており、

OJTの現場作業に参加すると、初心者は周囲の経験あ

る作業リーダー等から指示を受け、作業リーダーは周

囲に注意を払い、かつリーダーと連携、意図を汲みな

がら指示し、リーダーは全体を俯瞰しながら活動に参

加せずに指示を与える者であり、このような共経験が

暗黙知として作業者の身体的技術として「棲みこんで」

11いく。そして、個人レベル→相互レベル→チームレ

ベルと上がるにつれ、暗黙知の要素が「ブルーシート

展張」「安全管理」の双方でより求められている。こ

の二つの要素はお互いに分離したものではなく、同時

に実施するものである。「ブルーシート展張」のも平

場で実施するのであれば困難性が低くても、屋根上で

「安全管理」をしながら行わなければならないことが、

その活動を難しくしている。 

 最後に、屋根活動を先述の SECI モデル 12に当て嵌

めてみると、新たに屋根活動に参加する場合、学科講

習を受講する。これは形式知の取得である。その後、

OJTによる現場作業に参加すると、リーダーや作業リ

ーダー等との共体験により共同化され、暗黙知が獲得、

内面化され「棲みこんで」いく。この課程で新たな問

題とその解決案を形式化したり、Ｄ氏の安全管理やＥ

氏の茅葺屋根のような専門技術に長けた者が参加し

ていると、その技術を屋根活動の過程において連結化

を図ったりしていくことで、新たな工法や安全管理対

策の形式知を作り出す。そして更なる屋根活動により、

各々の身体に内面化され…この螺旋のスパイラルで

進化、発展し 13、その積み重ねによりボランティア個

人や組織の技術がスパイラルアップし、更にはリーダ

ーを担うことが出来るような人物が育成されていっ

たのであろう 14。 
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以上から屋根活動の技術についてその概略を纏め

てみると、「傾斜した屋根上での高所作業における、

ブルーシート展張と安全管理に関する形式知と暗黙

知からなる技術」であり、個人レベル、相互レベル、

チームレベルとそのポジションによって求められる

技術は異なるが、包括、統合している上位に行くほど

下位の諸要素を制御し、暗黙知の要素が求められる、

リーダーを中心としたチーム活動である(表１)、と言

えるだろう。 

 

表１ 屋根活動を構成する要素 

ブルーシート展張 安全管理  

チームレベル（リーダー）  

目標設定 
作業管理 

安全環境 
安全管理 

相互レベル（作業リーダー） 
工法・技術の取得 相互安全監視 

個人レベル（作業者） 
リーダーの指示理解 
工具操作 

自己安全管理 
建物構造理解 

  

 

４. おわりに 

 ボランティアとは「自発性」「無償性」「公益性」を

伴った活動であり、「困った人を助けたい」という思

いから「一過性」的に災害ボランティアに参加する国

民は少なくないであろう。しかし、屋根活動には暗黙

知の蓄積が、そのためには「継続性」が求められた。

確かに講習会は毎回数十人が受講するなど反響もあ

ったが、そこから実際にボランティアに参加する人は

Ｂ氏によると 1 割程度と決定的対策に至っていない。 

その後も毎年、地震や豪雨による災害被害が発生し

ており 15、技術系ボランティア団体は講習会を開催し

ながら全国各地を飛び回っているが、彼らのマンパワ

ーにも限界があり、支援の輪は広がりつつあるものの、

人員不足に悩まされている。 

災害復興需要は、ある日突然、大量に発生する。そ

の中には“初心者向き”でないものもあり、屋根活動

に関すれば十分な暗黙知の技術を持った者の存在が

必要である。鴨川市においては、レスキューアシスト

が中心となり専従的に、直後の需要過多時では自衛隊

等の組織力により一挙に実施し、技術者の育成と実践

とを機動的かつ継続的に対処してきた。しかし、その

供給力は、1 日当たり 1～3 チーム程度と決して多い

ものではなく、不安に晒され待ち望んでいた被災者も

いたかもしれないが、Ｄ氏やＥ氏のような偶然の出会

いもあり、進化、発展してきた。それも熊本地震以降、

組織として屋根活動を継続し、得られた暗黙知を形式

知化して共有を図り、そこでまた新たな問題にぶつか

り対応することを繰り返すことで、風に飛散し難い耐

久性のあるものや環境や構造、現有器材に適したもの

であり、それこそ彼らの中で SECI モデル的な思考の

循環により築き上げ形式知化したからである。この知

識は公益性の観点から出し惜しみなく公開している。

一方、その参加には個人や団体にコストが掛かり、受

傷事故時への補償等、技術系災害ボランティアにはそ

の活動への対価の問題も言われ 16、その継続性への障

害は多そうである。例えば、参加者がどれだけ参加す

るかは日々不安定であり、また、毎回同じ人ではない。

幸いにしてレスキューアシストに参加する人は、常連

と言われる人が多いが、それでも本業の傍らに参加す

る人ばかりである。このような中、彼らの環境はどの

ようなもので、地域にどのような影響を及ぼしたので

あろうか。今後は屋根活動を社会的な視点から調査、

考察していきたい。なお、この１年に渡る功績により、

令和 2年 8月 28日、レスキューアシストは鴨川市と

災害協定を締結させ、災害 NPOと自治体の連携の新た

な形を築こうとしている。そして令和 3年末において

も、Ａ氏の見立てどおり、令和元年台風第 15 号の被

災者への屋根活動は継続していたことを最後に述べ

ておく。 
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形式知的 
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本執筆にあたりまして、特定非営利活動法人災害救援レス

キューアシストの皆様を始め、ご協力に快諾してくださいま

1 人物については前稿と重複しているため、同じアルファベ

ット名の匿名とする。Ａ氏、Ｂ氏…(一社)レスキューアシス

ト（技術系ボランティア団体）スタッフ、Ｄ氏…某消防職

員、Ｅ氏…茅葺屋根職人、Ｆ夫婦…南房総に移住し、本災害

を切っ掛けに技術系ボランティア団体の技術系職員に転職、

となる。 
2 野中らが SECIモデルを提唱した著書は「知識想像企業」で

「技術」という単語を使っていないが、この「知識」とは、

企業がモノやサービスを生産するために保有している独自の

知識について書かれたものであり、企業の保有している「技

術」と読み替えても差し支えないと思われる。また、似た言

葉に「技能」があるが、技術は言葉や記号等で伝えることが

できるが、技能とはあることを行うための主観的な個人の能

力であると言える。 
3 M.ポランニー・高橋勇夫(訳)(2003),暗黙知の次元,ちくま

学芸文庫 
4 野中郁次郎、竹内弘高(著)梅本勝博(訳)(1996),知識創造企

業,東洋経済新報社 
5 野中・竹内(1996),p.89 
6 野中・竹内(1996),pp.90-104 
7 野中郁次郎(著)(2017).知的機動力の本質.中央公論新社 
8 野中郁次郎(2017),pp.92-95 
9 MCDP6 Command and control, Chapter2, Commando and 

Control Theory. 
10 建設業労働災害防止協会 https://www.kensaibou.or.jp/sa

Ｆe_tech/statistics/construction/index.html 

した、災害復興ボランティアの皆様に感謝申し上げます。なお、

本執筆にかんする責任は著者にあることを付記しておきます。 

11 野中(2017),p.109.この中で、暗黙知として自己の身体の

内部に統合されることを「棲みこむ」と表現している。 
12 野中・竹内(1996),pp.91-104 
13 イノベーションの源泉として、「アイデアと同様にアイデ

アル(理想)重要である」(野中・竹内(1996),pp11-12)と指摘

しているが、そこについてはＡ氏は災害ボランティア活動を

「被災者の不安を和らげること、被災地が自ら復興力を持つ

こと」という理想を日々周囲に語っており、これが周囲の参

加者に共有されたのであろう。 
14 SECI モデルは組織に蓄積される技術とされているが、暗

黙知が個人に蓄積されることを踏まえれば、個人が技術を蓄

積するプロセスであるとも考えられよう。 
15 執筆時現在、令和 2 年、3 年の福島沖地震、令和 3 年熱海市

伊豆山土石流災害、令和 3 年 8 月の佐賀県の豪雨、令和 4 年 8

月豪雨でも技術系ボランティア団体は活動している。 
16 例えば、ネットで検索すると『災害ボランティア、いつま

で善意頼み？ 専門家「まとめる官庁ない」等がある。

https://withnews.jp/article/Ｆ

0181014000qq000000000000000W09Ｆ10101qq000018117A 』 

『台風被災地が「専門技術あるボランティア」を募集せざる

を得ない理由 「タダでやらすな」で済まない事情がある 

https://www.j-cast.com/2019/09/20368172.html?p=all』 

岐路に立つ災害ボランティア～“市民の善意”からの脱却～ 

https://www.nhk.or.jp/ashita-blog/600/439731.html 

などがある。 

                                                   



編集後記 
 
決まり文句のような書き出しになってしまいますが、災害が続いています。本年3月の福島県沖地震、

8 月 3 日からの豪雨、記録的な威力で上陸した台風第 14 号。そしてこの文章を書いている今、台風第

15 号が大雨をもたらしつつあります。また、パキスタンでは国土の 1/3 が被災地となる大洪水が生じて

います。現在は減少傾向にありますが新型コロナウイルス感染症の拡大は再び医療崩壊を生じせしめま

した。ひとが生きているのに、生活と生業があったのに。何を書き、何を言えばよいのかわかりません。 
本号では特集「復興と倫理」として 4 名の執筆者にご寄稿いただきました。企画がめざすところは企

画者の「応答」と題した文章に記したので再説は控えますが、根本的には「復興」を考えるための文体

あるいは「語り方」を探るこころみであったようにおもいます。被災地にはことばが溢れます。そして

被災地ではことばが根こぎにされ、封じられます。じんわりとことばが戻ってくるための語り方や書き

方や聞き方があるはずです。4 名の書き手はそれを常に既に実践されているはずで、そこから学びたい

とおもったのです。それにしても、書くことにはそれなりに慣れているつもりでしたが、「書いてもら

う」のは人生で初めての体験でした。そわそわしました。 
さいごに、本年 6 月をもって近藤誠司先生が学会誌編集委員を退任されました。『復興』前号の特集

企画を編集担当され、また『論文集』に関わる諸課題に解決の道筋をつけられました。これまでありが

とうございました。 
 

第 28 号特集編集担当：高原耕平・石原凌河 
 
 

学会誌編集委員会委員名簿 
 

委員長  飯考行   専修大学 
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