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「『心のケア』教訓を共有するために」 Ⅻ 

 

東日本大震災から４年が過ぎました。 

時間の流れとともに風化が進むのは自然ですが、被災地が置き去りにされたまま 

で進んでいるように思われると恐怖を覚えます。 

４年が過ぎると被災地の人びとは、少しは状況を客観的に捉えることができるよ 

うになりました。しかしその中で、諦めや無力感に襲われることになってしまった 

としたら支援の力が弱かったということでもあります。 

 その結果は、また同じような災害に襲われた時に教訓が生かされず、被害を小さ 

くすることができなくなります。 

  救援者、支援者の「心のケア」は、阪神淡路大震災教訓を活かしながらの取り組 

みが進んでいます。しかしまだまだ共有化、全体化には至っていません。 

 災害は防ぐことができませんが、１次被害、２次被害とも教訓を活かして小さく 

することはできます。 

 

「哀と 愛と 逢と・・・」  

 

 ３月１７日 （火） 

 

 ３月８日、神戸市で『惨事ストレス“救援者の心のケア”』（緑風出版）の出版記念を兼

ねた講演会が開催され話をしました。 

内容を大幅にはしょりながら報告します。 

 

 

 東日本大震災で惨事ストレスについて改めて問題になりました。救援者、支援者、ボラ

ンティアは活動中や任務終了後しばらく経ってからも、誰でも罹患する危険性があります。 

 メンタルヘルスの問題というと医者等の専門家にしか対応ができないといわれることが

ありますがそうではありません。まず、日常的に近くにいる者にとっては、当事者の変化

に早期に気づいて対応していくことが必要です。そのためには平時においても“心がまえ”

が必要です。ストレスに強い人間作りではなく、ストレスを和らげる、同僚・仲間と協力

して小さくする関係・環境作りをすすめということです。それは職場の労働安全衛生の取

り組みや、いじめなどで精神的に追い込まれた仲間への対応にも役立ちます。 

  

 はじめに、阪神淡路大震災での被災者と支援者の闘いと成果を、沢山あるなかからいく
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つかを確認します。 

 １つは住宅問題です。 

 阪神淡路大震災発生直後によく言われたのは、住居は私有財産、国や行政は保証しなと

いうことです。「衣食住は自己責任」 を強制、生活基盤の保障や支援をしようとしません

でした。家屋が半壊の被災者を避難所から追い出そうとしました。自力で何とかできる富

者と自力では絶対不可能な貧者を“平等に”切り捨てました。確かに住居は私有財産です。

しかし非常事態に遭遇した人々から生存権を奪うような対応をするのなら、一体、国って

何なのだろうかと思ってしまいます。 

 被災者は何度も支援を訴えながら東海道を行進し、国会や政府に支援請願を繰り返しま

した。作家の小田実さんたちが「被災者生活再建支援法案」を作成、成立に向けて奮闘し

ました。思いは「被災者が苦しむのは阪神淡路大震災を最後にしよう」でした。 

 そして９８年５月に成立させました。その後、各地の災害、東日本大震災でも生活再建

支援を受けられるようになりました。東日本大震災においても忘れてはいけないことです。 

 生存権、“当たり前のこと”を獲得するのは日本では本当に困難が伴います。 

 

 ２つ目は、雇用保険です。 

 震災で経営が難しくなった会社は労働者を一方的に解雇してきました。 

 社会保険に加入していなかった会社の労働者は何の補償もないままで放り出されました。 

 「被災者ユニオン」は加入していなかったのは会社の責任と主張し、ハローワークに加

入していなくても６か月遡って加入していたことにして雇用保険を給付するよう要請し、

実現させました。この取り扱いはその後も続いています。 

 『大震災 神戸新聞報道記録１９９５-９９ 問われずにいられない』（神戸新聞社編）

の「第２部 働く場所は今」はこの問題を含めて労働者の問題を取り上げています。 

 東日本大震災においては、その部分を抜粋してパンフレットが作成され被災地のユニオ

ンに配布されました。（本当は著作権の問題があるのでしょうが） 

 雇用保険を未加入の場合に遡って適用するのは阪神淡路大震災の時の闘いの成果である

ことを忘れてはいけません。 

 

 ３つ目は、あしなが育英会・あしながおじさんの活動です。 

 交通事故で親を亡くした子どもたちの支援を続けてきましたが、阪神淡路大震災の時か

ら震災で親を亡くした子供たちの支援に取り組んでいます。（１４年１月２１日の「活動報

告」参照） 

 神戸にレインボーハウス（虹の家）を建設しました。気軽に利用できるように設計され

ましたが、その中に、１人きりで大声を出せる部屋を作りました。自分たちの体験からく

るものです。 

 その後、過労死で親を亡くした子供たちの支援に取り組んできました。東日本大震災で
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は０歳から大学院生まで特別一時金を支給。子どもたちの心のケアだけでなく保護者への

心の支援もおこなっています。レインボーハウスは東日本大震災では２か所に完成しまし

た。 

 あしなが育英会の活動は今後も長期に必要です。カンパは誰でも、どこにいてもできる

支援です。 

 

 ４つ目は、心のケアです。 

 １９８５年８月の日航機墜落事故の時はまったく問題になりませんでした。 

 救援活動に従事した自衛隊員の中には、その時のことを思い出して肉料理が食べられな

くなった者もたくさんいたと聞きます。 

 １９９１年６月に発生した長崎県雲仙・普賢岳の噴火災害では５.６００人が仮設住宅に

移りました。住民に精神的体調不良者が現れ、３人が自殺に至りました。この時の状況を、

対策にあたった保健士たちが報告書を作成しています。 

 阪神淡路大震災までは、「心のケア」は集団に対する慰問、娯楽などをさしました。 

 １９９４年１月、ロスアンゼルス大地震の時、ボランティアグループ全米被害者救援機

構が活躍しました。非専門家です。 

阪神淡路大震災の後の１月２８日から大阪ＹＭＣＡ「こころのケアネットワーク」のボ

ランティアが被災地に入りました。ピンクのスカーフに「こころのケアネットワーク」の

ワッペンをつけていました。「こころのボランティア」と呼ばれました。（１１年１月１４

日の「活動報告」参照） 

 阪神淡路大震災から「心のケア」は被災者個人に対するものになりました。 

 しかし救援者・支援者への心のケアの問題はなかなか取り上げられません。それでも３

月にボランティアが帰る時、区役所で「帰ってから気を付けること」のチラシが渡されま

した。「惨事ストレス」の注意です。 

 

 ５つ目は、「ボランチィア元年」と呼ばれたような共生の精神が生まれたことです。 

 お互いの助け合いの精神が育まれました。 

 福井県にある丸岡文化財団が毎年募集する「日本一短い手紙」の１９９５年のテーマは

「愛」でした。阪神からは応募が５首あり、神戸新聞の旧社屋に垂れ幕で紹介されました。 

 その中の１首です。 

  『地震さん 愛を忘れかけていたおろかな私たちを もう叱らないで』 

 その後ボランティアはあちこちで活躍しています。経験も共有されています。 

 

 ６つ目は、心のケアの対応は時間の流れとともに変わるということを体験から情報提供

しています。 

 兵庫県は震災後１０年間、『阪神・淡路大震災復興誌』を刊行しました。その中の学校の
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状態、児童・生徒の心理状況はどうだったのか、教職員はどう対応したかの報告から見て

みます。（１３年１１月１９日の「活動報告」参照） 

 １０年目の状況です。 

「しかし、被災から１０年たっても児童・生徒が負った心の傷は今も残されている。大震

災からの振興が広い分野で進んだ中で、いまだに解決、解消の道が遠い課題でもある。大

震災から学んだ教訓だ。 

 兵庫県教委は、被災直後の１９９６年から、震災による教育的配慮を必要とする児童・

生徒数の調査を続けている。１９９８年度の４,１０６人をピークに、１９９７年度から３

年間は４,０００人の大台を超え、２０００年度から減少傾向となった。要因別に見ると、

被災から５年を境に、事情が変わってくる。前期は『震災の恐怖によるストレス、住宅環

境の変化、通学状況の変化』などが主な要因。後半は『家族・友人関係の変化』や『経済

環境の変化』などが漸増傾向を見せるようになる。これを県教委は『二次的要因』と位置

づけている。 

 要因はどうあれ、要配慮児童・生徒は、１０年後の２００４年度１,３３７人、２００５

年度８０８人にのぼる。県教委をはじめとして教育現場では、初体験の『心のケア』に取

り組んできた。その成果が要配慮児童・生徒数の減少である。その中心的役割を果たした

として評価されるのが『教育復興担当教員』。略称『復興担』は被災後、国の教員加配措置

で配置され、『心のケア』と『防災教育の推進』に努めた。」 

「要配慮児童・生徒の２００４年度要因（複数回答）は『住宅環境の変化』が４３.５％（前

年４０.１％ 、前々年４０.０％）。『経済環境の変化』が３７.１％（３４.７％、３３.１％）。

『家族・友人関係の変化』が３６.９％（３９.０％、４１.０％）。『震災の恐怖によるスト

レス』が２９.９％（３５.３％、３６.８％）で、これら４項目が要因の大半を占める。４

項目以外では『学校環境の変化』４.９％（６.９％、８.６％）、『通学状況の変化』４.３％

（４.７％、５.５％）など。 

 トップの『住宅環境の変化』は前年と変わらないが、『経済環境の変化』が２位（前年４

位、前々年４位）につけた。『家族・友人関係の変化』は３位（前年２位、前々年１位）。「震

災の恐怖によるストレス」は４位（前年３位、前々年３位）。要因別順位は２位以下にかな

りの変動が見られた。『震災の恐怖』が大きくポイントを下げたのに対し、『経済環境』は

毎年ポイントを上げ、最近の二次的要因の特徴を２００４年度も見せた。」 

 

 別の資料です。 

 阪神淡路大震災から２年２ヶ月に、時兵庫県精神保健協会 こころのケアセンターは教職

員のメンタルヘルス調査をおこないました。その結果は、震災後２年余を経過した時点に

おいてなお、個人的な被災状況が過酷だった、震災後過酷な業務に従事した者ほど精神健

康が低下していて、女性は男性に比べて強いストレスをこうむっていました。被災地に勤

務する者の１０～２０％でＰＴＳＤが強く疑われました。 
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 地震の被害をこうむった者はその後も過酷な生活状況の中で、いわばドミノ倒し式に

次々と新しいストレス状況に見舞われていく傾向がありました。被災地に勤務する教職員

は、勤務先が避難所となったかどうかにかかわらず強い心理的影響を受けていた。 

 教訓として「教職員たちが本来の学校教育以外の責任や業務を担うことは最小限にとど

めるべきであろう。教職員にしかできない被災者のためにではなく、教職員自身と子ども

の精神健康の維持のために援助というものがある。」 

 そうしないと災害後の教職員の“燃え尽き症候”の危険性が出てきます。 

 

 東日本大震災３か月後に宮城県教職員組合は阪神淡路大震災を西宮市で体験した教員を

招いて、沿岸部の３カ所で講座を開きました。貴重な体験談が語られました。 

「甚大な被災地と比べてうちはたいしたことないからもっとがんばらないとという気持ち

を持ってしまった」、子どもの荒れ・不登校や教職員の『うつ』が震災後３年目にピークを

迎えたなどの体験談が話されました。そして行政への加配要求などが大切、「先生たち 交

代で休もう」と提案されました。 

 

 神戸新聞は昨年末から阪神淡路大震災の特集を組みました。 

 １２月１日付の新聞に、阪神淡路大震災の時、神戸市灘区に住んでいて大阪の小学校に

勤務していた元教員の話が載っていました。家族は無事でしたが自宅は全焼。日常と思い

出を奪われた喪失感は大きかったが、「大勢の犠牲者が出た中、家が燃えただけで大した被

害じゃない」と自分に言い聞かせ、がむしゃらに働いてきました。 

 震災１０年目、心は悲鳴を上げ、不眠症に。病院で「燃え尽き症候群」と診断され、約

３カ月間休職。その後も再発し、退職することになってしまいました。 

 頑張りすぎることが結果として長期に活躍できなくなってしまいました。 

 

 徳島県教育委員会作成パンフレット『こどもが 安心できる 毎日のために』に惨事スト

レスについても載っています。 

「休憩をとることは決して『自分勝手』なことではありません。災害後の子どもへの支援

は長期にわたります。短期集中でエネルギーを放出し、枯渇してしまわないようにしてく

ださい。 

 また、教職員が休むことは、『先生も自分と同じ』と子どもが安心するきっかけとなるこ

ともあります。大規模災害で全く休める状態ではないと思える場合は、学外者や支援の対

象者がいない、教職員のための休憩スペースなどを準備するといいでしょう。また外部か

らの支援者が校内にいる場合は、遠慮なく連携し、一人で抱え込まないようにしましょう。」 

 

 それぞれ置かれた状況が違います。時間の経過とともに事態が変化が生じてきます。こ

のことは東日本大震災の今後の課題としおさえておく必要があります。 
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 救援活動・支援活動に従事していたものたちへの“心のケア”は専門家だけができるわ

けではありません。 

 その具体例を紹介します。 

 阪神淡路大震災から１年過ぎて、阪神大震災を記録しつづける会編『阪神大震災 もう

１年 まだ１年』（神戸新聞総合出版センター）が刊行されました。その中の「自信と誇り

を」からの抜粋です。救援者を間近かで見ていての教訓が語られています。（１５年２月１

２日の「活動報告」参照） 

「心のケアというものは、私達にはできないものなのか。夜間パトロールで街を歩いてい

る時、『ありがとう』『頑張ってね』のそんな一言が、どれだけ多くの警察官を救ったこと

だろうか。 

 避難所のボランティアの方が言っていた。『感謝してほしいと思ったことは一度もないが、

感謝してくださると元気が出ます』と。街に出て、３歳の息子が県外からの応援のゴミ収

集車に足を止めて手を振った。笑って手を振りかえしてくれたあの人に、私達の気持ちが

伝わっただろうか。」 

 阪神淡路大震災の時、三ノ宮から大阪に電車で向かう途中の森公園に「愛をありがとう」

の横断幕が掲げられていました。これだけで心のケアです。 

 

 東日本大震災の後の宮城県石巻市・門脇小学校の隣の空地にベニヤ板１枚に「全国の み

なさんに 感謝」と大書きされた看板が立っていました。 

 落書きされていました。「全国の」左側に「❤心から」、右側に「＆世界中の」、「感謝」

の上に「（足跡マーク）一歩 一歩 又一歩（足跡マーク）前へ！！」、「感謝」の下に「あ

りがとう！！」と。 

 救援者・支援者がこれを目にいた時心のケアになったと思います。 

 看板が撤去されましたがその跡に、「祈りの杜」の公園が作られました。公園名を刻んだ

石にの下に 

    「哀と 

      愛と 

       逢と・・・」 

とあります。 

 

 昨年１２月２４日付の『神戸新聞』の「惨事ストレス ねぎらいこそ最大のケア」の見

出し記事が載りました。消防士の惨事ストレスについて、兵庫県ころのケアセンター長の

加藤寛精神科医は救助側へ接し方として「忘れていけないのは、組織の内外からのねぎい。

それが大きなケアにる」と呼びかけています。 
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                                （つづく） 

 

「寄り添う」 とは喜怒哀楽を共有すること  

 

 ３月２０日（金） 

 

 前回の続きです。 

 

 ３月８日、神戸市で『惨事ストレス“救援者の心のケア”』（緑風出版）の出版記念を兼

ねた講演会が開催され話をしました。 

 

 『本』からいくつか抜粋します。 

「救援活動と言っても、それぞれ任務は違います。 

消防士や警察官、自衛隊員は発生直後から現場で活動します。集団行動で、短時間・短期

間です。自治体職員、教職員、医療関係者、ボランティアは現場の周辺や事態がおさまっ

た後に活動します。個人で判断しなければならない事態も多く、期間は長期に及ぶことも

あります。報道関係者は現場も周辺も目撃し、記録しながら行動します。惨事ストレスの

危険性について被災者同士、支援者同士、支援者のリーダーたち、家族は認識し、長期に

監視し合あって予防・防止に取り組んでいかなければなりません。」 

 体調不良は、災害という「異常な事態への正常な反応」です。 

 

 惨事ストレスへの取り組みは神戸市消防局が進んでいます。阪神淡路大震災の体験はホ

ームページで公開され、本も出版されています。 

「山元町は１４日、神戸市消防局が最初に支援に駆けつけたところです。到着すると責任

者は『皆さんに休んでもらうために駆けつけました。何でも申し付けて下さい』と挨拶し

たといいます。被災地の消防士たちの心情を理解している対応です。 

 また、被災地の人たちにとっては神戸、兵庫という車輌やプレート、制服を見ただけで

自分たちの気持ちがわかってくれる人が来たと受け止めて安心できたということです。」 

 

 

「『階上中学校といえば「防災教育」といわれ 内外から高く評価され 十分な訓練もして

いた私たちでした。』しかし東日本大震災で３人の卒業予定者を亡くしてしまいました。 

 階上中学校は３年間の間に『自助』『共助』『公助』のサイクルで防災訓練を行ってきた

といいます。 

 震災を経て防災教育の見直しをしました。何よりも自分の命を確実に守ること、それが
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多くの人の命を守ることになるという確認をしました。その結果、『自助』『自助・共助』『自

助・公助』のサイクルで、『自助』を基盤にした防災学習に変わりました。 

 多くの犠牲を払い過ぎた教訓を活かしています。」（１４年９月１７日の「活動報告」参

照） 

 

 「自助・共助」についての阪神淡路大震災の教訓が２００３年７月３０日の「朝日新聞」

に載っていました。 

「現在、ＡＭ神戸の災害マニュアルには『家族と近隣の安全を確認してから出社する』と

いう一項がある。三枝さん（現取締役）は『それが当たり前。人命を１人でも救ってから

被災地報道』という。 

 同局は今も月に１回、災害報道の勉強会を開く。『誰のために報道するのか』という原点

を忘れないためにだ」 

 

 阪神淡路大震災が発生したのは明け方でした。家族の安否確認はすぐにできました。東

日本大震災は午後２時４６分です。家を離れて働いていた人たちや児童・生徒たちは家族

の安否確認はとりにくい状態でした。しかしそのまま救援・支援活動に従事した人たちも

大勢います。 

 

 仙台市消防局が発行した『東日本大震災にける消防活動記録』 からです。（１２年１２

月７日の「活動報告」参照） 

「連絡が取れない家族等の安否確認や家財などの損壊程度が計り知れない不安感などで、

これまで経験したことのない閉塞感を職員のだれもが感じ、行き詰るストレスのやり場が

ない状態で、職員間の意見の摩擦など表れ出したところもあった。そうした頃、地震発生

からから６日目のことである。『一時帰宅』という措置がとられた。我々職員は自分の耳を

疑った。 

 それは、本来、職場で取るべき休憩や仮眠を、環境を移して自宅で取る‥。という解釈

の措置であり、不眠不休の業務継続の末、職員の心と身体の健康管理を考慮した結果の策

であった。 

 『家に帰れない‥』、『家族に会えない‥』という日常生活において当たり前のことがで

きない日々が続く中で、消防の活動を期待して止まない市民に対しては、消防職員がその

業務を離れ自宅に戻ることなど許されないと思っていた。まして、夫や妻、父や母、そし

て息子や娘の側面を持った消防職員の家庭では、その職員の帰りをいち早く待ち望んでい

る家族など誰もいなかった。 

 それは誰もが理解し、『当然のこと』と自らを納得させていたからこそ、それぞれの心の

中にじっと閉じ込めていた『耐える‥』という封印感情の中で職員も葛藤していた。 

 しかし、その耐える力にも限界があって、個人差もあった。消防職員とて人間である。
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睡眠も必要であれば、心配ごとで仕事が手につかないこともある。そんな思いを組織は理

解してくれ、思い切った措置を取ってくれたのである。 

 我々職員は涙がでる思いであった。素晴らしい組織である。職員を大切にしてくれてい

ることを実感した。 

 ……職責を離れ、私人として自宅に戻り家族と再会することへの後ろめたさ、罪悪感の

ような感覚をもった職員は、１人、２人だけではないはずである。 

 こうしてとられた一時帰宅の措置によって、消防職員として使命を達成させることの誇

りと、家族への感謝の気持ちをあらためて心に刻み込み、心にビタミン剤を補給して職場

に戻ってきた職員たちの顔は、みな穏やかで、我々職員は働く活力を取り戻した。」 

 組織として長期戦を覚悟すればこそ、職員１人ひとりと家族の心身の安心・安定をはか

る必要があります。 

 

 

 報道関係者はどうだったでしょうか。 

「私は、奇しくも東日本大震災の約１か月前の２０１１年２月７日に東京の新聞労連で初

めて開かれたジャーナリストの惨事ストレスを考える勉強会に参加しました。専門家の方

から、ジャーナリスト、あるいは消防士や警察官、自衛隊員らは直接被災者ではなくても

被害の現場を見たり、体験したりすることで強く感じるストレスのことを『惨事ストレス』

ということを学びました。その時に指名されて阪神・淡路大震災の経験を話したのですが、

私としても、いい勉強会に参加させてもらったなと思っていたら、約１カ月後に東日本大

震災が起きました。 

 ２月は、実践に向けてこれからこの勉強会を深めていきましょうということでした。そ

れからわずか１か月後に真価が試されることになったと改めて感じました。」 

「神戸新聞の記者も東日本大震災の１週間余り後には被災地に取材に入っています。その

時に私は労働組合委員長の立場で、彼らに１枚のコピーを渡しました。それは２月の勉強

会でもらった『災害取材にあたる時の心得 気を付けること』と書かれたビラです。内容

的にはシンプルで「少しでも休養を取ってください。仲間と声を掛け合ってください。少

し落ち着いたら、仲間や上司と話しあってください。」といくつか箇条書きになったもので

す。その後、神戸新聞は臨時支局を仙台に置くことになり、アパートを借りて立ち上げま

すが、そこにコピーを送って貼っておいてください、何かあった時は見るようにしてくだ

さいとアドバイスしました。そのようなことは些細なことかもしれませんが、阪神・淡路

大震災の当時は無防備だったのですが、少しでも役に立てればという思いで、私なりに取

り組みました。」 

 新聞労連は、東日本大震災発生前に惨事ストレスに取り組んでいた唯一の労働組合では

ないでしょうか。 
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 当時の東日本大震災での新聞労働者の闘いはどうだったでしょうか。 

 「石巻日日新聞」です。 

「３月１１日の地震のあった１４時４６分頃、私はこの山の上の裁判所で取材しようとし

ていて、車から降りた直後に長い横揺れが続き、その後、津波警報が出たので会社に戻り

ました。自分は警察と消防担当なので上司の指示で情報を集めに向かったんです。…… 

 それから石巻日日新聞社に再び集まるまでの４日間は、１人きりで取材しました。『とに

かく記録しなければ』という気持ちだけでした。ああいうことは、いつか風化すると思う

んです。『それだけはしてはいけない』という思い１つでした。…… 

 結局、会社は浸水して建物は生き残ったんですが、電気がないからテレビもパソコンも

使えないですし、電気も携帯も通じない、浸水のせいで輪転機も回せない……結局、伝達

手段は紙とペンか口頭しかなかったんです。移動手段は自分の足か自転車しかなかったで

すし。 

 実際４日目で初めて出社した時に『手書きの壁新聞を作って自分たちで貼りに行く』っ

ていうのを聞いて、ちょっと驚いて『恥ずかしいなぁ…』と思ったんです。河北新報や全

国紙が新聞を印刷しているなかで、（輪転機が浸水したため印刷できない）うちだけは手書

きの壁新聞しか出せないというのが悔しくて悔しくて、恥ずかしくて……今でこそ、世界

のニュースや全国的にそれが美談とされてますが、当時は本当に恥ずかしくて、貼りに行

くのが嫌だったんです。貼りに行ってもすぐに逃げるように帰ってきました（笑）。とは言

っても、我々は地域の人に生かされてきた会社ですからね。地元の新聞と謳っている以上、

いざという時にこそ、何かしらのかたちで還元出来ないと『何のための新聞社だ？』って

ことになると思うんです。よかったのは、壁新聞は文字が大きかったから、夕方になると

暗くなる避難所の人は読みやすかったことですかね （笑）…… 

 本当の意味での復旧…建物、ハードの復旧は出来たとしても、心の復旧にはどれだけの

時間がかかるだろう？と思います。僕らは地域の新聞社ですから、地域と一緒にもがいて

いかなければと思います。」（小雑誌『石巻 VOICE』VOL.１） 

 

 石巻日日新聞の編集長から直接話を聞く機会がありました。 

 津波がきて電気も止まって新聞発行が出来なくなった時、経営者は「リスク管理が足り

なかった」と反省し、次の手段を考えたということです。 

 戦争中に政府情報局によって統制下に置かれ、新聞統合が行われて「一県一紙制」が導

入され、発行が中止させられた時も、当時の社長は独自にわら半紙にニュースを印刷して

街に貼ったという反骨精神の持ち主でした。人びとが必要とした情報を伝達するのが新聞

の役目だと捉えていました。 

 その経験がよみがえりました。 

 同じ記事を６枚の模造紙にマジックで書き、避難所やコンビニ前６カ所に貼りました。

１週間続けました。 
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 その新聞は後に遠くの避難所からも発見されました。旧い日付のを誰かが持って行って

貼ったらしいということです。それくらいみんなが知りたい情報が書いてありました。 

 編集長は自宅に帰れません。家族の安否はわかりません。暗い社屋でたばこが唯一のス

トレス解消の手段だったと言います。 

 ３月１２日の新聞には左上に「正確な情報で行動を」と書いてあります。関東大震災の

時に人々がデマに惑わされたことが頭に浮かんだからといいます。 

 残されている当時の新聞を見ていると、マグニチュードの数字に線が引かれて訂正され

ています。手作りだから可能なことで「正確な情報」です。 

 ついでですが、石巻日日新聞は原水爆禁止運動の時も地域の人たちと奮闘します。（１4

年２月２８日の「活動報告」参照） 

 壁新聞は、終戦直後の広島で中国新聞社も行っています。 

 

 新聞販売店では配達員も犠牲になっています。 

 気仙沼市の藤田新聞店は、被災を免れた本店で地域情報紙『ふれあい交差点』（Ｂ４判２

ページ）の『災害特集号』を作成し、新聞に折り込んで配達しました。住民の安否や行政・

生活・普及支援の情報、伝言板などさまざまな記事を載せ、号数は５００日経って２００

号を超えていました。 

 地元の小さな報道機関も“体力以上”に頑張って使命を果たしていました。 

 

 １４年３月１０日付の「毎日新聞」は『大震災地元記者 ＰＴＳＤ疑い２割 [発生１年

後 １２０人調査] の見出し記事を載せました。 

「質問は２１項目（複数回答）。 

 記者自身が体験した状況は、『余震の危険がある場所で取材・報道活動を行った』が８６.

７％。東京電力福島第１原発事故に関連し、『放射線による被害が懸念される場所で取材・

報道活動を行った』も３５％。３０％が『遺体を見た、あるいは遺体に触れた』、２１.７％

が『津波による被害を受ける様子をじかに目撃した』とし、『普段より過度に体力を消耗し

た』との回答が７５％だった。 

 取材に伴う問題や困難については、７５.８％が『取材対象者に対する接し方に関して悩

んだ、あるいは苦労した』。３０.８％は『取材対象者に心理的な負担をかけたり結果的に

傷つけたりした』と感じていた。『被害者に強く感情移入し、取材を続けるのが困難になっ

た』と回答した人も１６.７％いた。『問題や困難はなかった』は６.７％で、９割以上が葛

藤を抱えながら取材していた。 

 取材や報道の内容については、４０.８％が『現場にいた人から非難を受けた』とし、２

０.８％が『プライバシー保護のため報道を控えた』と答えた。一方、５６.７％が『取材

対象から感謝された』、４１.７％が『自分の報道が誰かの役にたったことを実感した』と

回答し、やりがいを感じている様子もうかがえる。」 
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 調査結果はパンフレットになっています。 

 

 １１年４月４日付の「毎日新聞」に 『直面した「死」 本質どう伝えるか』の見出し記

事が載りました。 

「この現場の本当の姿を伝えるにはどうしたらいいのだろう。一部の週刊誌は遺体そのも

のを掲載し、新聞にも載せるべきだという議論がある。だが、今の私には分からない。私

は最近、津波に襲われる夢を何度も見る。必死に逃げようとするが足が動かず、津波にの

み込まれそうになる場面で目が覚める。新聞の写真を見て読者が悪夢に襲われたらと思っ

てしまう。…… 

 人間ってなんだろう。命ってなんだろう。今まで何度も考えてきたはずのことを自問し

ている。多くの理不尽な死に直面し、それでも生活を始めた被災者の姿。私はやはり、見

なくてはならないと思う。見て、撮り続けなければと。」 

 記者の苦闘が書かれています。多くの記者が同じような思いを抱いたと思います。 

 

 ある新聞社の記者と話をしました。 

「阪神淡路大震災の時、避難所に取材に来た記者の方は、被災者を取材することが出来な

くてボランティアにだけ取材したんですよ」 

「私も同じでした。最初は被災者の方が話しているのを近くに行って聞くだけでした。直

接話を聞くことは大変な目に合われていると思うとできませんでした。何度か行くうちに

被災者の方の方から話かけてくれました」 

「実は、一緒に行った若いボランチィアもそうでした。一生懸命働きますが被災者とは話

ができません。年寄りの出番でした。話を聞くだけで喜んでもらいました」 

 

 

 東日本大震災における福島民友新聞の闘いが本『記者たちは海に向かった 津波と放射

能と福島民友新聞』（門田隆将著 KADOKAWA）になっています。福島浜通りの支局の記者た

ちの姿を抜粋して紹介します。 

 震災の数日前、支局の記者たちは「俺たちは津波そのものを撮るんじゃない。津波対策

をする人たちの姿をカメラに納めればいいのだ。」と確認します。 

 震災当日、取材中に津波から避難する住民を誘導して熊田記者が死亡します。誘導され

た住民は助かりました。４月２日に遺体は発見されます。 

 １３年、福島民友新聞社は最期まで仕事と向き合った熊田という人間を忘れないために、

「熊田賞」を設けました。 

  

 同僚の記者は、車の中で津波に遭遇した時、必死に走ってくる老人に気がつきました。

腕には孫らしい小さな子どもを抱き、その後ろをおばあさんが走っていました。反射的に
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カメラに手を伸ばしました。この時、濁流のなかから車が飛び出してきておばあさんを助

けます。記者は車を切り返した時、バックミラーに老人が波に呑まれる瞬間が映りました。 

 記者の苦闘が始まります。なぜカメラに手を伸ばさないで助けようとしなかったのか。

記者である前に人間ではないのか。 

「なぜあの時、あの人を助けられなかったのだろう。自分が死ぬのがそんなに怖かったの

か。自分の命を惜しんだおまえは、えらそうに新聞記者をつづけられるのか。 

 そんな自問自答を繰り返してきた。 

 あの日、目の前に子供を抱いたおじいちゃんが逃げてきた時、たとえ自分が『死んだ』

としても、助けるべきではなかったのか。 

 あの時、津波の写真を撮ろうと海に向かっていた自分は、目の前の光景に一瞬、カメラ

に手を伸ばしてしまった。そのために、助けるタイミングを逸したのではなかったか。お

まえが『新聞記者だったこと』が、あの人たちを助けられなかったんだ。いや助けられな

かったにしても、なぜ、自分の命を『もしかしたら、助けられるかもしれない』という方

に賭けなかったんだ。」 

 ３年過ぎてもテレビで津波の映像が流れると涙が止まらなくなるといいます。新聞記者

を辞めようと思うことの繰り返しです。自分自身が許せないからです。 

 この心情（「生存者抑うつ」）からどうしたら脱出できるのでしょうか。 

 

 もう１人の記者は毎日新聞社の記者が同じ場所にいて毎日新聞の記者の動きを見ていま

した。海の近くまで行って危なくなって逃げてきた毎日新聞の記者はシャッターを切りな

がら足の震えが止まりませんでした。 

「（顔が）真っ青というか、普通じゃない感じでした。……非常に不安定な落ち着きのない

顔だった」 

 のちに毎日新聞社の記者は、自分自身震災後は虚脱感、あるいは一種の情緒不安定に陥

っていたのではないかとで思うと語っています。 

 毎日新聞の記者は熊田記者とも交流がありました。 

 熊田記者の遺体が発見され、告別式が終わって震災から１か月経った時、母親からメー

ルが届きます。「生きていてくれてありがとう」 

 メールを読んだ後、（熊田ごめん）と慟哭します。熊田記者のお母さんに思いをはせます。

自分が生きていることが無性に申し訳なかったといいます。自分が生きていることに違和

感を覚えることもあるといいます。 

 

 相馬支局に原発事故で避難命令が出されます。しかし記者は「いま俺が相馬から撤退し

たら、相馬の読者は民友を見放すぞ。俺はにげない」と拒否します。 

 支社長が「会社の命令」と通告して本社に引き上げさせることにします。 

 浪江町の新聞販売店の話です。販売店に新聞が届くのはだいたい午前３時頃。しかし配



 

14 

 

達員は避難所からいつもより早く姿を見せたといいます。そして避難所にも配りました。

配り終わると原発事故で避難指示がだされました。 

 地域の人たちはしばらく経って一時帰宅が許された時に自宅で３月１２日の朝刊を目に

しました。 

 

 報道とは何でしょうか。 

 １１年４月末から５月にかけて、朝日新聞社は震災報道写真展を開催、１２年３月にも

開催しました。そこに１１年の写真展での感想文が掲示されていました。（１２年７月３日

の『活動報告』参照） 

「震災直後に気仙沼に入りました東京の消防官です。 

 帰りましてから震災の写真を見ることが出来ませんでした。 

 本日は後世・将来へ申しつぐべき写真の数々を拝見させていただき、現地の残土の中か

ら出された方々ひとりひとりが思い出され、涙が止まりませんでした。ただ『やすらかに』

との思いでいっぱいです。 

報道の真価を理解している者（つもり）としてあの状況で人々を救出したくても将来の

為の取材をつづけた報道の方々に敬意を表させていただきます。 

                   東京・板橋 男（４４歳）」 

 

 ドキュメンタリー映画『生き抜く 南三陸町 人々の１年』（ＪＮＮ系列作成）にはナレ

ーションがありません。スタッフたちは「記録とは冷徹な傍観者の営みではなく、記録と

は寄り添い続けること」と体感していったとパンフレットに書いています。（１２年１０月

２６日の「活動報告」参照） 

 では寄り添うとはどういうことを言うのでしょうか。 

 ＪＮＮ系列製作の別のドキュメンタリーのシーンです。 

 集落でお祝い事をすることになったので主催者は記者にも声をかけます。記者は出席し

ますが酒は飲もうとしません。主催者が記者を建物の外に呼び出します。「めでたいことを

お前にも祝ってほしいから声をかけたんだ。被災していたって、めでたい時に酒を飲むく

らいの金はあるぞ。おれたちの酒を受けられないのなら二度と来るな。仲間ではない」 

 寄り添うとは、そこの人たちと喜怒哀楽を共有することです。 

 

 もう一度『本』からです。 

「『津波てんでんこ』とは、津波が来たら他人のことは考えないで別々に逃げろという“教

え”です。もう一つ『津波残り』の言葉があります。津波に襲われて自分だけ残ったとい

う忸怩たる思いを言います。 

 『津波てんでんこ』はまず自分が助かるということですが、その方が助かる者が多くな

るということの体験からきているものです。しかしもっと深い意味が含まれているのでは
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ないでしょうか。死者等に対して“助けられなかった”という『津波残り』の思いを抱か

せることから解放させるためのものではないでしょうか。そして助かった命を大切にして

いかなければならないということです。」 

 そうだとしたら、すばらしい惨事ストレス対策です。 

 

 

 熊田記者の同僚記者の「心のケア」はどうしたらいいでしょうか。 

 カメラに手をかけたのは「記者魂」のあらわれです。使命感を持っていたからです。褒

められることです。 

 生き残ったから悔やむのです。死んだら悔やむことも他者を弔うこともできません。逃

げたことは、自分を大切にしたということです。 

 生き残ったから、今後、体験を活かして被災者に寄り添った、被災者から「ありがとう」

と言われるような記事を熊田記者に代って書くことはできます。そのような記事で、でき

たら被災地の復興記事で「熊田賞」を受賞できるよう仕事を続けるこができます。そして

受賞したら、熊田記者からの「俺の分も頑張ってくれてありがとう」「ご苦労さま」と言わ

れたことになります。 

 しかし浪江町、大熊町には入ることができません。 

 生き残ったことの使命を確認し、「生きていてよかった」と実感できようになること、そ

れが熊田記者を「忘れないこと」ことです。 

 

 

 自然災害は防ぐことはできないけど日常的対策で小さくすることはできます。 

「災害から被害をより小さくするためには平常時の体制のゆとりが必要です。 

 しかし東日本大震災は行政改革攻撃による“小さな政府”が進んだ後に発生しました。

支援の職員を派遣する全国の自治体にもゆとりがありません。そのなかで地元の職員も派

遣職員も奮闘を続けています。 

 １年半が過ぎた頃から今日まで、支援活動に従事していた自治体労働者の中から３人の

職員が自ら命を断ってしまいました。いずれも自殺に至ったのは土・日曜日またはお正月

です。派遣されていた２人は赴任からしばらく経って、期間が予定の半分に至る前です。

多忙ななかでもふと一息入れて自己を取り戻した時、先が見えない業務量と自責の念で展

望を失ってしまったのでしょうか。 

 これ以上の犠牲者を出させないための対策が急がれます。」 

 多忙の中で一息入れたとき自殺に向いました。「二息」、「三息」つけるゆとりある体制が

必要です。周囲に疲れたといえる人間関係を作っておく必要があります。 

 

 「頑張ることは、苦しみじゃない。ヒトだけに与えられた祝福なんだ。」（２００８年６
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月の岩手・宮城内陸地震をテーマにした熊谷達也の小説『光降る丘』角川書店 ２０１２ 

の帯のコピー）（１３年１１月６日の「活動報告」参照）と言えるような社会をみんなでつ

くっていきましょう。 

 「しあわせ運べるように」 

 

 

「ありがとう」 が “心のケア” に  

 

 ２月１２日（木） 

 

 東日本大震災から３年１１か月が過ぎました。 

 忘れられかけています。いや忘れていない、忘れてはいけないと反論して原発事故のこ

とを語り始める人もいます。しかしそれ以外の被災地の状況についてはやはり多くの人に

は忘れられかけています。仕方のないことかもしれません。その裏で復興は遅々として進

んでいません。 

 

 最近、仙石線がこの５月末にやっと全線が開通するというニュースが流れました。石巻

線も同じ頃に全線開通します。復興が遅れているなかで鉄道がなくては不便ということで

被災者は仮設住宅から遠くに移転していっています。その後に開通しても住民が戻ってく

るという保証はありません。しかし人口の減少にストップをかけることはできます。残っ

た者たちで復興です。 

 

 

 阪神淡路大震災から２０年が過ぎました。東日本大震災は阪神淡路大震災から多くの教

訓を学びました。そのなかの１つが“心のケア”です。 

 惨事ストレスは災害から２・３年過ぎた頃から発症すると言われます。阪神淡路大震災

から“心のケア”を検討してみます。 

 阪神淡路大震災では公立学校の校長３名、教頭１名、教諭８名、養護教諭２名、講師１

名が亡くなりました。私学・大学関係を含めると合計３３名が亡くなりました。さらに家

屋全半壊は２４７９戸でした。当初は自分たちの職場が避難所になったりして被災者であ

りながら管理と救援活動も担いました。 

 

 東日本大震災３日月後に宮城県教職員組合は阪神淡路大震災を西宮市で体験した教員を

招いて、沿岸部の３カ所で講座を開きました。「甚大な被災地と比べてうちはたいしたこと

ないからもっとがんばらないとという気持ちを持ってしまった」 、子どもの荒れ・不登校
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や教職員の『うつ』が震災後３年目にピークを迎えた、行政への加配要求などが大切であ

るという教訓が伝えられました。そして「先生たち 交代で休もう」と呼びかけました。 

 

 阪神淡路大震災から２年２ヶ月に、時兵庫県精神保健協会 こころのケアセンターは教職

員のメンタルヘルス調査をおこないました。その結果は、震災後２年余を経過した時点に

おいてなお、個人的な被災状況が過酷だった、震災後過酷な業務に従事した者ほど精神健

康が低下していて、女性は男性に比べて強いストレスをこうむっていました。被災地に勤

務する者の１０～２０％でＰＴＳＤが強く疑われました。 

 地震の被害をこうむった者はその後も過酷な生活状況の中で、いわばドミノ倒し式に

次々と新しいストレス状況に見舞われていく傾向がありました。また、被災地に勤務する

教職員は、勤務先が避難所となったかどうかにかかわらず強い心理的影響を受けていまし

た。  

 教訓として「教職員たちが本来の学校教育以外の責任や業務を担うことは最小限にとど

めるべきであろう。教職員にしかできない被災者のためにではなく、教職員自身と子ども

の精神健康の維持のために援助というものがある。」とあります。 

 そうしないと災害後の教職員の“燃え尽き症候”の危険性が出てきます。 

 

 

 ２０１１年４月３０日付の『毎日新聞』に「東日本大震災 岩手県教委『こころのサポ

ートチーム』が始動」の見出し記事が載りました。阪神淡路大震災の経験踏まえて県教委

は「こころのサポートチーム」を発足させ、研修会も実施しました。そこでは児童生徒の

受け止め方や接し方についての講義と質疑応答が行われましたが教職員自身の健康管理に

ついても話が及びました。 

「先生も肩の力抜いて 

 研修では講義だけでなく、心身をリラックスさせる『実技』にも時間を割いた。『子供を

元気づけるには先生が元気でいることが大切』（県教委）だからだ。県教委によると、同県

沿岸部の公立小中高校の教職員約２５００人のうち約２割が、家屋に被害を受けた被災者

でもある。 

 （臨床心理士の）佐々木さんの指導で、両腕を上に伸ばしたり、肩を上下させたり、座

った状態で足を伸ばしたりするたびに『あー』『はー』と気持ちの良さそうな声がもれ、そ

れまで緊張感や疲労感が漂っていた教員の顔に初めて笑みが浮かんだ。 

 『笑っちゃいけないと思っている人がいるかもしれないが、それは間違い。力を抜く時

に抜かないと力を入れる時に入れられない』。佐々木さんはリラクセーションの大切さを説

く。阪神大震災の時、感情を素直に出し『泣き虫先生』と呼ばれた教員のクラスではスト

レスの回復が早かったという。」 
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 宮城県教委は震災から２年３ヶ月過ぎた１３年６月に県内公立小中高校などの教職員に

健康調査を行いました。その結果、震災９か月後と比べて悪化していました。 

 沿岸部では、ストレスを「大変強く・強く」感じるは３０％近くに及び、震災との関連

については「ある」が３０％前後に及びました。「燃え尽き症候群」の兆候も県全体では１

７％にみられました。 

 

 神戸新聞は昨年末から阪神淡路大震災の特集を組みました。 

 １２月１日付の新聞に、阪神淡路大震災の時、神戸市灘区に住んでいて大阪の小学校に

勤務していた元教員の話が載っていました。家族は無事でしたが自宅は全焼しました。日

常と思い出を奪われた喪失感は大きかったのですが、「大勢の犠牲者が出た中、家が燃えた

だけで大した被害じゃない」と自分に言い聞かせ、がむしゃらに働きました。 

 震災１０年目、心は悲鳴を上げ、不眠症になりました。病院で「燃え尽き症候群」と診

断され、約３カ月間休職。その後も再発し、退職することになってしまいました。 

 頑張りすぎることが結果として長期に活躍できなくなってしまいます。 

 

 阪神淡路大震災から１年過ぎて、阪神大震災を記録しつづける会編の本『阪神大震災 も

う１年 まだ１年』（神戸新聞総合出版センター）が刊行されました。６８人のその中の記

録が載っています。その中の１編です。 

 

   自信と誇りを 

 

 あの大震災より半年余りが過ぎた。疲れ果てた身体が平常に戻りつつある人が多い中、

本人さえ気付いていない心のケアを必要としている人達のことが今とても気にかかる。 

 機動隊員の私の主人。震災前日の当直勤務から４日目に一時帰宅をした。何よりも多く

の人を生きているうちに救出したいという思いだけで働いていた。言葉数はすくなかった

が、無力さと悔しさを隠しきれない様子であった。ほどなくおおくの県外の警察官の応援

があったが、言うまでもなく激務は変わらない。 

 私も水汲みと家族の世話に追われていたが、一段落した時はっとした。救出が毎日繰り

返される中で、主人は一度も自分のしてきた仕事に満足している様子がなかったのだ。そ

れはずっと続いた。 

 例えば、 

 「もっとこうすればよかったんじゃないか」「あと少し早ければ」「あれもしてやりたか

った」。 

 後悔と自責の言葉のみなのだ。側で聞いていても、こんなに頑張っているのになぜ？ と

何度も思った。慰めの言葉は、主人の気持ちを逆撫でするだけだった。私は家族として、

ただの一市民として機動隊をはじめて全ての警察官に頭が下がる思いであったが、実際現



 

19 

 

場で働くものにとっては、自分との戦いでもあったのだ。気付いてから主人にはつとめて

自信を持ってもらうよう気を遣った。 

 生存者の発見が絶望的になった頃は、死臭との戦もあった。遺骨拾いを手伝った火災現

場で、溶けてしまった自分の靴底を出勤前に幾度も触っていた。体力を付けて頑張ってほ

しいと力のつく食事を用意しても、肉類はほとんど受け付けない。一生懸命やろうという

気持ちと、体力の限界とのギャップ。 

 倒壊ビルから遺体が発見される。レンジャー隊員の主人達が翌日、ロープで遺体を降ろ

す予定を聞いたとき、安全を祈らずにはいられなかった。そして数週間の日が経過してい

るため、かなり腐乱も進んでいるらしい。身寄りもなくビルからやっと出られる遺体が、

今は安心して待っているだろうと、喜んで主人を送りだした時もあった。 

 被災した方々は、言い尽くせない心の傷を持っておられる。しかし直後から被災者救出

や、復旧作業、ボランティアに携わった人々も深く心に傷をおっていることも忘れてはな

らない。それは厄介なことに、本人は気付いていないことが多いと聞く。 

 加えて自らも被災者という人も大勢いる。真面目に、そして真剣に関われば関わるほど

余裕がもてず、一途にのめりこんでいく。休息をとることも罪悪感を持ってしまう。第三

者的に関われず、それが最悪の場合、自殺にも結び付きかねないという。責任者という立

場の方は、なおさらだろう。幸い、主人は早い時期に自分を取戻し、今は貴重な体験をさ

せてもらえたあの時を大切にしたいと言えるようになった。 

 心のケアというものは、私達にはできないものなのか。夜間パトロールで街を歩いてい

る時、「ありがとう」「頑張ってね」のそんな一言が、どれだけ多くの警察官を救ったこと

だろうか。 

 避難所のボランティアの方が言っていた。「感謝してほしいと思ったことは一度もないが、

感謝してくださると元気が出ます」と。街に出て、３歳の息子が県外からの応援のゴミ収

集車に足を止めて手を振った。笑って手を振りかえしてくれたあの人に、私達の気持ちが

伝わっただろうか。 

 今後、全国どこでも起こりうる災害時には、心のケア専門チームが、被災した人々には

もちろん、それを手伝う側にも必ずついて頂きたいと切望する。今でも県、市の職員の方々、

ライフライン関係の方々がまだまだ大変な時期を過ごしておられることだろう。どうか自

分のしてきた仕事に、自信と誇りを持ってほしい。そして街がまだその力を必要としてい

ることに、私達も一緒に取り組んでいかなければと改めて思う。 

 阪神大震災は終わっていない。全ての人々が安らげるまで。 

 

 救援者を間近かで見ていての教訓が語られています。 

 

 昨年１２月２４日付の『神戸新聞』の「惨事ストレス ねぎらいこそ最大のケア」の見

出し記事が載りました。消防士の惨事ストレスについて、兵庫県ころのケアセンター長の
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加藤寛精神科医は救助側へ接し方として「忘れていけないのは、組織の内外からのねぎい。

それが大きなケアにる」と呼びかけています。 

 

 

 東日本大震災後も各地で災害が発生しています。１３年１０月１６日の台風で土砂崩れ

が発生し、４０人の死者と行方不明者がでました。１４年８月２０日、広島市安佐南区の

土砂災害で７４人の死者が発生しました。それぞれ救援者のなかから体調不良者が出てい

ます。 

 自然災害は予測できませんが災害被害を小さくするための対策は可能です。救助者への

事前の“心のケア”でストレスもなくすことはできませんが小さくすることができます。 

 そして周囲のだれでも救援者の救援者になれます。 

 

 ３月８日（日）午後１時から、神戸・ひょうご共済会館で惨事ストレスの集会が予定さ

れています。 

 

 

神戸から東北へ 『惨事ストレス 救援者の“心のケア”』刊行  

 

 １２月１９日（金） 

 

 今年は各地で災害が発生しました。地上での人間の自然破壊に地球が怒っているかのよ

うです。被災者は想像つかなかった状況の中でお正月を迎えます。 

 阪神淡路大震災から来年１月１７日で２０年を迎えます。たくさんの催しが予定されて

いますが、２０年間過ぎたからといって傷が癒されない人たちはたくさんいます。 

 

 ３月２５日の「活動報告」で報告しましたが、今年３月、神戸で「阪神・淡路から２０

年 東北へのメッセージ 震災と心のケアを考えるシンポジウム」が開催されました。こ

のシンポジウムの記録や東京でのシンポジウム、それに『安全センター情報』１３年１１

月号に掲載した惨事ストレスの記事を再録して本『惨事ストレス 救援者の“心のケア”』

（緑風出版 ２０００円+税）を刊行しました。 

 阪神淡路大震災の体験の掘り起しと捉え返し、そして今も東日本大震災の復興活動で奮

闘する労働者の一助になれればという思いです。本のタイトルから型苦しくとらえられが

ちですが内容はそうではありません。阪神淡路大震災と東日本大震災の“もう１つの側面”

の実話の読み物です。 
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 「惨事ストレス」は「災害ストレス」とも呼ばれます。「消防隊員、警察官、医療関係者

などの災害救援者が、現場活動をとおして受ける通常とは異なる精神的ストレス」を言い

ます。悲惨な状況を目撃しながら活動を続けるとさまざまな心身の不調をきたします。多

くは一時的なもので、時間が経過するなかで薄れていきますが、衝撃が大きい時はＰＴＳ

Ｄに罹患することもあります。またしばらくたってから突如症状が表れることもあります。

体調を崩した支援者を精神衛生関係者の間では「隠れた被災者」と呼んでいます。 

 

 惨事ストレスの症状は、アメリカの南北戦争で発見され、「戦争神経症」と呼ばれました。

その後、第一次世界大戦の最中にイギリス軍において取り組みが開始されます。 

 日本の軍隊でも症状は発見されていました。具体的に取り組みが始まったのは１９９０

年代に入ってからの消防においてです。その中でも阪神淡路大震災後の神戸市消防局は、

その教訓を全国で共有するため、体験集を発行し、手記等をホームページでも公開してい

ます。 

 

 

 『本』の内容を細かく紹介するのではなく、問題点を集約している「はじめに」を抜粋

します。 

「全国の自治体から被災地の自治体に支援の職員が派遣されています。今年度は１４００

人余りにおよんでいます。現在は、復興期に入っていますが、そうするとこれまで経験し

たことのない業務が発生してきます。震災直後より復興期の方が業務量は増えます。それ

を限られた体制でこなさなければなりません。 

 災害からの被害をより小さくするためには平常時の体制のゆとりが必要です。 

 しかし東日本大震災は行政改革攻撃による“小さな政府”が進んだ後に発生しました。

支援の職員を派遣する全国の自治体にもゆとりがありません。そのなかで地元の職員も派

遣職員も奮闘を続けています。 

 しかし１年半が過ぎた頃から今日まで、支援活動に従事していた自治体労働者の中から

３人の職員が自ら命を断ってしまいました。 

 いずれも自殺に至ったのは土・日曜日またはお正月です。派遣されていた２人は赴任か

らしばらく経って、期間が予定の半分に至る前です。多忙ななかでもふと一息入れて自己

を取り戻した時、先が見えない業務量と自責の念で展望を失ってしまったのでしょうか。 

 これ以上の犠牲者を出させないための対策が急がれます。 

 

 震災直後から“心のケア”が言われ続けていいます。阪神・淡路大震災の経験は活かさ

れています。しかしその問題が救援活動に従事する者、自治体職員や教職員などにおよぶ

ことは多くありません。さらに深刻な状況にあるにもかかわらず組織内だけで問題にされ

て外部と共有されることは多くありません。むしろ隠されているとも思われます。それが
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また問題解決を困難にしています。 

 誰が最初に言ったのかわかりませんが、体調不良は災害という『異常な事態への正常な

反応』です。そのことをお互いに理解し合い、惨事ストレスもお互いに理解し合うなかか

ら小さくすることはできます。災害は防げませんが被害をより小さくすることはできます。」 

 

 

 ＴＢＳテレビは、１月１９日（月）夜９時からドラマ『テレビ未来遺産ＯＲＡＮＧＥ ～

１.１７ 命がけで闘った消防士の魂の物語～ 』を放映します。当時、救助に当たった消

防士達１００人以上に取材をして作り上げた物語です。 

 番組紹介には「“オレンジ” とは、人命救助の為に特別な訓練を受けた、全消防士のわ

ずか３％の人間、特別救助隊の隊員だけに着ることが許された救助服の色。“オレンジ”は

消防士にとって誇りであり、憧れでもあり、ヒーローの象徴です。しかし、そんなヒーロ

ーにも、助けられなかった数えきれない命がある。たった１秒で失われてしまった命があ

る…。震災で味わった悔しさ、どこにもぶつけられない憤りや無力感、そして果てしない

悲しみを乗り越え、今も命の最前線で戦い続ける彼ら。彼らは、どんな想いを持ち、自分

の命を顧みず人を救おうとするのか──。」とあります。楽しみです。 

 

 神戸市消防局は、東日本大震災での救援活動においても、その教訓を活かして被災地の

消防をサポートしながら活動しました。報告のそのいくつかを『本』から紹介します。 

 阪神淡路大震災の時の記録です。 

「救援者である彼らは、残された家族に強く感情移入し、自分たちもその悲しみや怒りを

感じとり傷つくのである。災害精神医学者のラファエルによれば、このような『接死体験』

は『ストレス反応の発生に大きく関与し、悪夢、不安感、睡眠障害、そして若干の抑鬱的

傾向』をもたらすという。つまり、ＰＴＳＤの発症が心配されるくらい大きいストレスな

のである。 

 印象的なのは、隊員の多くが、災害救助についてひどい“無力感”を味わったことであ

る。 

 『今まで、どのような災害に出会っても、仲間とともに救出、救助、消防活動をし、こ

の仕事に誇りを持っていた。が、今回は違った。助けを求めてきている人々に応えること

のできない自分の力のなさを嘆き、自然の恐ろしさに驚異を感じた。 

 「ほんまに消えるんやろか……」あまりにも消防が無力に思えた。 

 病院収容後、人命を救助したという充実感はまったくなく、すでに失われたであろう尊

い命の数や救助を待ち焦がれている大勢の人びとのことを思うと、自分の無力さを思い知

らされるとともに、今までの大規模災害に対する認識の甘さを痛感した。』」（安克昌著『心

の傷を癒すということ』角川文庫から引用） 

「今回、懸命に消火活動にたずさわる消防隊員に被災者のなかから『消防隊員はなにやっ
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てるんや』と罵声があびせられたそうである。……隊員たちは、被災者の気持ちが理解で

きるだけに、無力感を抱かずにはいられなかった。」（同） 

 

 東日本大震災においての活動です。 

 ３月１４日、神戸市消防局が最初に支援に駆けつけたのは宮城県山元町です。到着する

と責任者は「皆さんに休んでもらうために駆けつけました。何でも申し付けて下さい」と

挨拶したといいます。被災地の消防士たちの心情を理解している対応です。 

 また、被災地の人たちにとっては神戸、兵庫という車輌やプレート、制服を見ただけで

自分たちの気持ちがわかってくれる人が来たと受け止めて安心できたということです。 

 東日本大震災についての手記です。 

「２日目も午前、午後をとおし、重要な拠点はすべて、ガレキ、堆積物を除去して捜索を

終了。見つけられないもどかしさに葛藤しながら、皆、心を痛めていた。そのため、毎晩

それぞれ疑問点や反省点を出し合い、ディスカッションやブレーンストーミングを行なっ

た。 

 最終日も結局、見つけることはできなかった。住民からかけられる、『ありがとう』、『ご

苦労さま』の言葉、捜索現場で見つけた若い２人が写った結婚式の写真……心が締め付け

られるような想いと自分自身の不甲斐なさ……。『やれることはしたはずなのに』と自問自

答……。しかし、活動をともにした小隊長や隊員たちに救われた気がする。何もできなか

ったが、このチームで活動できたことは誇りである。ありがとう。」（南三陸消防署・亘理

消防署・神戸市消防局＋川井龍介＝編『津波と瓦礫のなかで 東日本大震災 消防隊員死

闘の記』旬報社から引用） 

 

「３月２３日、中央消防署３階会議室に福島第一原子力発電所への派遣隊員５３人が結集

した。 

 『今回の任務にたいする活動方針は、全員無事に帰ってくること！』 

 指揮隊長のこの言葉から我々に課せられた任務の危険性が切実に感じられた。 

 派遣日までの間、放射能にたいする研修や現場対応の訓練が連日おこなわれた。出発の

直前には東京消防庁ハイパーレスキュー隊へ出向き、福島第一原発で放水活動しいている

特殊車両と同型の車両操作訓練もおこなった。 

 この間にも福島第一原発の状況は日々刻々と変化していることはテレビや新聞の報道で

伝えられており、我々の想定している範囲での現場活動となるのか不安は募るばかりであ

った。『今やれることを一生懸命やろう』。そんな気持ちで自分を奮い立たせていた。そし

て３月２９日、福島に向けて出発することとなった。」（同） 

「当時は原発そのものの情報が乏しく、私自身も特殊災害隊員として原発派遣に自ら手を

上げたものの、不安感は非常に大きかった。しかしそれらの業務や不安感はさまざまな方々

の協力により解決することができた。…… 
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 （神戸大学の）北村先生は、我々とともに福島県まで同行し、寝食を共にしてくださっ

た。現地での隊員の汚染検査時などでも的確なアドバイスをいただくことができ、非常に

心強かった。」（同） 

 

 雄姿だけではない１人ひとりの人間の喜怒哀楽の“物語”です。 

 消防以外にも警察官、自治体職員、教員、報道関係者についても取り上げています。 

 

 『本』の「おわりに」からの抜粋です。 

「日本は確実に災害大国になっています。 

 しかしさまざまな予防対策、訓練によって被害はなくすことができなくても小さくする

ことができます。その対策を急がなければなりません。そして災害が発生した時には被災

者だけでなく救援者、支援者にも心を寄せ、“心のケア”を意識しておく必要があります。

救援者、支援者から新たな被害者を出さないようにしなければなりません。そのことが忘

れられたり、おろそかにされた結果犠牲者を出してしまったら、それは人災です。 

 

 災害に遭遇して生き延びた命は生かされた命です。亡くなった人たちの分も合わせて大

命の重さを大切にしなければなりません。 

 心のケアは、社会全体で取り組まなければならない課題です。 

 『しあわせ運べるように』」 

 

 

『先生たち、交代で休もう』  

 

 １１月１１日 （火） 

 

 ９月、宮城県教職員組合は『こどもの“いのち”を守り抜くために 東日本大震災を心

に刻む ～学校で何があったのか 語りたい、残したい、伝えたいこと～』第３集を発行

しました。Ａ４で２１６ページあります。 

 

 第一部は、被災地の教職員の報告です。いくつかを抜粋して紹介します。 

 被害が大きかった地域の小学校の養護教諭です。 

「児童にとって、家庭環境の安定は不可欠です。避難所から仮設住宅、そして新築住宅へ

と、より落ち着いた生活へと移っていける方々ばかりではありません。失業や失職、住宅

の再建の目途の立たない被災者が少なくないのです。 

 児童の心のケアには長い時間がかかると言われていますが、それを強く感じた事例があ
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りました。３年が経とうとする２月に６年女児が授業中に突然泣き出してしまったのです。

この子は３・１１の日に安全だと思われていた地域の避難所に避難していた祖父母と弟を

津波で亡くしてしまい、賑やかな６人家族から３人家族になってしまった女子です。この

女子については、保護者も含めて注意深く見守っていかなくてはならないと教職員全員が

認識していた児童でした。いつも明るく過ごしていましたが、１年後、２年後の３・１１

には体調不良を理由に欠席していました。 

 授業の内容は『家族の思い』についてだったようです。泣きながら別室に連れてこられ

た児童の口から、初めて亡くなった弟のことを聞かされました。その日の朝、弟とけんか

をしたこと。『お姉ちゃんなんか嫌いだ』と言われたので自分も『嫌いだ』と言い返したこ

と。そのまま学校に登校してしまったこと。泣きながら途切れ途切れに話してくれました。

『たった１人の弟から嫌われたままなんだ』と。その子にとって、つらくて、悲しい思い

出です。私はただ聞くことしかできませんでした。 

 ３年経って、やっと話せるようになったことですが、これからもこの子は何回もこのこ

とを思いだすのだろうが、その時はまた誰かが傍にいて聞いてくれていること、そして時

間が解決してくれることを祈るだけです。 

 一緒に働いている職員に対するケアも忘れてはならないと感じています。あの時、自分

の家族の安否がわからない状況の中でも、次々と避難してくる住民への対応や避難所設営

に当っていました。『子どもたちを守るべき立場にある学校職員』という使命感を背負って

いるのですね。でも仲間内では愚痴をこぼしあってもいいでしょう。自分の心の安定が一

番です。」 

 

 大人であれ子どもであれ、誰かが亡くなったことを自分の責任だと感じて責めたり、問

題を解消できなくなってしまったことを悔やみ続けたりします。そこから脱出するために

は誰かに話をして聞いてもらうことが必要です。平常の自分を取り戻すには３年過ぎても

もっと時間が必要な場合もあります。 

 教師は「使命感」だけで行動することは危険です。自分自身の健康、心の安定を取り戻

す、維持することが必要です。 

 

 ３．１１当時は気仙沼市立岩松小学校勤務の教諭の報告です。 

「３月１４日（月）に岩松小学校にやって来たある母親は、私に泣きながら抱きついて『先

生方の判断が正しかったから、こんな海沿いの地域なのに子どもたちが全員無事だった！

津波の時に子供たちを校庭から動かさないでくれてありがとうございました。安易に親に

渡して帰していたら、絶対犠牲者が出ていました。先生たちが体を張って子どもたちを守

ってくれたんです。私の子どもが岩松小学校でよかった！奇跡が起きたんです。岩松の奇

跡です！』と、歓喜の声をあげました。（この母親は、この日の午前中津波で孤立していた

建物から自衛隊のヘリコプターで救出され、わが子の安否を知りたくてすぐ学校にやって
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きたということでした） 

 なぜ、気仙沼市内で一番子どもの数が多い岩松小学校で、未曾有の大震災にもかかわら

ず子どもたち全員が無事だったのか。 

 それは、まず、学校として子どもの命を守ることが最優先だという考えが、教職員に徹

底していたということです。この考えは、岩松小学校教職員の苦い経験からの教訓なので

す。実は、岩松小学校では、２００５年に交通事故で当時３年生の女の子が亡くなるとい

う痛ましい出来事がありました。この出来事以来、岩松小学校ではいかにして子どもたち

の命を守るかということで、安全教育に力を注いできました。『学校って本来何をしなけれ

ばならないところなのか』という根本的な問いに対して、いろいろな答えがあると思いま

すが、私は『まず、子どもたちの命を守るところ』ということを強く述べたいと思います。」 

 

 石巻市立門脇小学校の体験を思い出します。災害などに遭遇した時、学校と保護者との

確認は、最終的には学校の判断に従うこととなっています。そのためには学校は避難訓練

を積み上げて安全な方法を確保しています。３，１１ではそれが活かされました。（２０１

１年１２月９日と２０１２年７月６日の「活動方向」参照） 

 

 震災後の対応において、宮城と岩手、福島とでは様々な違いがあります。その中に県職

員、教職員の人事異動があります。３月ということでは４月からの予定は出来ていました。

震災直後に岩手と福島は凍結になりました。しかし宮城では実行されました。 

 当時、石巻市立鹿妻小学校勤務だった教師の報告です。 

「２つ目は、悲しみと悔しさとやり切れなかった離任式である。今思い出しても怒りがこ

み上げる。何が一番に優先されるべきなのか分ってたのであろうか。最大の被災地宮城、

その中でも石巻において『人事異動』をどうしてもおこなわなければならなかったのだろ

うか？ 校庭の片隅の式台の上から、拡声器で児童に話をする転任しなければいけない先

生。それを見守る……いや本当は認めたくない児童と保護者。この光景を見よ。どんな思

いでこの現実を受け止めたか……。当時の人事異動がどれだけの人々の心と将来を傷つけ

たことか。１年人事を凍結したことで何の影響があったのか。同じことが二度と起こらな

いことを願う。 

 ３つ目は、支援の数々である。震災２日目に鹿妻周辺には長岡市と小千谷市の消防車や

救急車が走っていた。長岡や小千谷といえば記憶に新しい中越地震の被災地である。瓦礫

や泥で道路ともいえない道を新潟の消防が走っていたのである。私は『助け合い』という

言葉がふと冷え切った心を暖かくしてくれたことを思いだす。」 

 

 子どもたちを不安とストレスが襲っている段階で、子どもたちと教師を引き裂きました。

避難所になった学校では避難者への対応もしていました。“逃げた”と自責の念に駆られた

教師もいました。毎週末、元の勤務地に通い続けた教師もいました。 
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 防衛大学出身の村井宮城県知事は、被災地や被災者のことよりも、強固な国土と軍隊、

上からの管理しか関心がないようです。そこには人間が存在しません。 

 

 宮教組執行委員長が「復興の要は“教職員の笑顔と健康”」のタイトルで３年間の取り組

みを報告しています。 

「この３年を振り返ると、１年目は、誰もが無我夢中に走り続けた時期でした。宮城県教

職員組合が、２０１１年９月に実施した教職員健康調査によると、教職員の３割が『抑う

つ状態』という結果が明らかになりました。『眠れない』『食欲がない』『瓦礫を見るのがつ

らい』といった声が相次いだのです。 

 ２年目になると。身体的な症状が具体的に現れ始めました。『夕方になると声が出なくな

る』『耳が聞こえにくくなった』という症状です。『被災した校舎を見ると涙が止まらなく

なる』といったメンタル面の事例も数多く報告されるようになりました。 

 ３年目はどうか。『実は遺体安置所になった体育館で遺族との面会に立ち会う業務をして

いました』『たくさんの遺体を見たんです』など、これまで心に封印してきた“あの日”の

凄惨な光景を吐露する教職員が増えました。 

 先日『○○先生、今春、早期退職するんだって』という話を相次いで聞きました。定年

を数年後に控えた被災校の教職員です。震災後の蓄積したストレスから心身ともに疲弊し、

結果、早期退職を決断せざるを得なかったのでしょう。残念でなりません。…… 

 『先生たち、交代で休もう』これは阪神淡路大震災を経験した西宮市の小川嘉憲先生の

言葉です。小川先生の講座を震災から３カ月後に沿岸部の３カ所で開催しました。子ども

の荒れ・不登校や教職員の『うつ』が震災後３年目にピークを迎えたこと、行政への加配

要求などが大切であることなどを学びました」 

 

 ４年目にどういうことが起きるか予測できません。それに対する心構えが必要です。そ

のなかで一番に必要なのは休養です。そしてお互いへの労わりです。 

 せっかく生き残り、３年間被災者と共に、被災者として復興にむけて頑張ってきたのに、

ここで力尽きてしまっては苦労が報われません。 

 

 

 第３部は、２０１４年３月９日に開催されたシンポジウムの報告です。 

 そこでは北上川の上流にあって多くの児童と教員の犠牲者を出した石巻市立大川小学校

の問題にも触れられています。その部分だけ紹介します。 

 会場からの意見です。 

「大川小学校であれだけの子どもたちや先生たちが亡くなったことを単なる特殊な震災・

津波から起こる予期できなかったこと……で捉えるわけにはいかないのです。やはり学校

というものが子どもに対してどういう責任を持っているかということが一番基本的な問題
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なのですね。子どもたちの命を守り育むのが学校の仕事で、何か文化や知識を教えていく

ということだけではなくて、そのもとにはやはり命を育むということがあって、育むもと

には命を守るということがあるわけです。基本的人権の最たるものはやはり命だと思いま

すね。…… 

 学力向上と特化していく中で、本当に１人ひとりの子どもの命の尊さとか、その可能性

とか、学びたいという気持ちをまったく無視して進んでいる。そういう人権破壊の状況が

背後にあって、その１つとして大川小が出てきたんじゃないかと思われてならないんです。」 

 

「大川小学校の検証委員会にも関わっておりましたが、……私は少なくても典型として捉

えています。典型としてどこの学校でも起こりうる可能性を抱えていた問題として捉えて

いました。また今ほど言われたように学校の責任というのは大きい問題として捉えていま

した。…… 

 私も例えば学校の経営とか教育計画とか、そういうものを全部当りました。しかし、や

っぱり命の教育という形がありましたけれども、命を守るとか、命の教育ってどう捉える

のかという。やっぱり命の問題と学校の教育が……学力主義的な状況の中でどうしてもつ

ながらない、切れてしまうという部分がある。だから、大川小学校だって防災の問題、学

校の安全の問題は、１３番目の学校教育計画の一番最後の最後の付けたしのところに載っ

ているわけです。これは、どこの学校でもそうかもしれません。付け足しなんですよね。

学校教育の中の教育課程みたいなものがあって、どういう教科でどういうことをやるかみ

たいなものと、最後の命の問題とは切れているんじゃないか。切らされてしまっている。

学力の問題が第一になってしまって、命が大事ということは建前としては言うけれども切

れてしまっているということが、どこの学校でもあるんじゃないかという状況を私も感じ

ました。」 

 

 

 ２０１２年７月６日の「活動報告」で紹介しましたが、２０１２年７月２９日と３０日、

参議院が主催する「子ども国会」が開会されました。各都道府県代表の中、にお父さんが

大川小学校教師だった６年生の佐々木綾香さんが宮城県の代表として参加しました。 

 震災の時、佐々木さんは大川小学校の北上川をはさんだ向かいの小学校に通っていまし

た。学校の屋上に避難しましたが犠牲になった同級生もいます。自宅は津波で流され、家

にいたおじいさんも亡くなりました。 

 助かった大川小学校の児童が震災直後の様子を証言するテレビ番組などを見聞きし、お

父さんの最期の状況を何となく感じ取れたと言います。「先生が私たちを津波から守ってく

れた。同じように、お父さんも最後まで子どもたちを守ろうとしていた」と確信したと言

います。そのことを話しました。 
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    「家族、友達との絆」 

 

  私の父は、東日本大震災当時、石巻市の小学校の先生でした。父はあの日、他の先生

方と同じように子供たちを必死に守ろうとして亡くなりました。 

  祖父は、私と弟を迎える準備をしていて亡くなりました。私の学校は屋上ぎりぎりま

で津波が来て使えなくなり、友達はみんな転校して離れ離れになりました。 

  あの津波でさまざまなことが変化し、たくさんの悲しみがあふれました。 

  私に今できることは、まず家族の一員として、母、祖母、弟としっかり支え合って生

きていくことです。 

  亡くなった父と祖父のことを誇りに、大切に思いながら、２人が安心できるように立

派に生きていきたいです。 

  次に、友達には誰に対しても優しい気持ちで接し、楽しく過ごしていくことです。亡

くなった友達の分まで、いつも前を向いてしっかりと進んでいきたいと思います。 

  それが、大震災で傷ついた家族や友達との絆を大切にすることになると思っています。 

 

  

 「お父さんも最後まで子どもたちを守ろうとしていた」。子どもたちを犠牲にしようとす

る教師はいません。大川小学校の事故の検証・裁判もそのことを踏まえて進められなけれ

ばなりません。犯人探しのようなことが行われるとしたら亡くなった人たちが浮かばれま

せん。 

 震災後は防災教育が言われています。命を大切にする教育、そのための防災教育の重要

性が見直されなければなりません。学校は、気仙沼市立岩松小学校のように命を守るとこ

ろです。 

 

 震災から３年と８か月を迎えました。 


