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「復興期の『心のケア』」Ⅹ 
 

震災から２年半以上が経ちました。 

しかし被災地はやっと復興が始まったという状況です。一方、被災地以外では震災があ

ったことも忘れられかけられています。 

このような時期、被災者は震災からの直接的ストレスではなく、震災によってもたらさ

れた新たな生活状況からの様々なストレスを発生させます。自分の力ではどうにもならな

い現実、なかなか進まない復興事業、将来が展望できない不安などなどです。 

復興支援活動にたずさわる労働者もこの中でストレスを発生させます。復興事業の遅れ

は焦りを生じさせ、長時間労働が続いたりします。またいくら頑張っても先が見えない中

で自分の存在を不甲斐なく思ってしまったりします。 

このような時こそ、お互いに理解し合い、かばい合って横の繋がりを強め、“ゆとり”を

作って行かなければなりません。 

焦りは禁物です。復興支援活動に携わる労働者を犠牲にした復興は、真の復興とは呼べ

ません。 

 

生命も健康も大事。自分の働き方を考えよう、変えていこう  

 

 １２月２６日（木） 

 

 １２月２１日、日本教職員組合中央執行委員の向明戸静子さんをお招きして講演会「震

災の支援活動に従事する労働者への心のケアは」を開催しました。向明戸さんは、２０１

１年３月１１日の震災の時は岩手県久慈市の学校に勤務、１２年４月から日教組本部に勤

務しています。 

 被災地から見えてきたこと、克服すべきこと、今後の教訓として生かすべきことなどを

具体例を含めて話してもらいました。 

 講演内容を紹介します。 

 

 

 震災当時は久慈市内に住んでいて、市内の山側の小学校に教員として勤務していました。 

 学校、教職員は世間から孤立しています。行政的にも隔離されています。ケアが行き届

いていません。実態がわかりづらいです。このことは現場にいる時はわかりませんでした。 

 震災後の自治体職員や教職員、地元にいて支援を続けている人たちの惨事ストレスにつ

いても、阪神淡路大震災の経験から課題はたくさんあって取り組まなければならないこと
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はわかっていました。しかしどうしても手が届きません。 

 どうしてそうなのかわからなかったのですが、日教組本部に来て構図が見えてきました。 

 

 学校の教職員は、非正規教職員もそうですが実態をつかみづらいです。 

 本部に来てすぐ、復興庁に、１年たっても教職員はまだ誰も相談を受けれられないでい

る、一度も自分の心の内を語れていない者たちがいる、どうにかケアをしてもらいたい、

一斉休暇を実施してほしいと要請しました。 

 とにかくまず休ませなければなりません。どんなケアをしようと今まで手が及んでいま

せん。普段も全国の教職員が労働安全衛生についてはまったく手つかずです。 

 

 被災地を対象に特別休暇を取得させてほしいという要望もあります。 

 教職員は授業がある限り交代で休めと言われてもできない状態です。年休の行使も少な

いです。特別休暇の要求さえ我慢しています。通院が必要なのにしていないこともありま

す。だから一斉休暇しかないのです。 

 各県教委にも一斉休暇を早期に実施して欲しいと要請したのですが理解されませんでし

た。 

 組合も、教育委員会も子供の対策や学校再開などでオーバーワークで手が回らない状況

にあることを知っていました。でも訴えるしかないのです。 

 

 １年半経って、事故があってからのメンタルヘルスチェックではなく、今の状態から継

続的にメンタルチェックを続けられる体制を提案しました。同じ地区で、同じ体験者同士

でグループでお茶を飲みながら話し合いができる、自分は思いを吐けなくても誰かの話を

聞いて自分もそうだったと思えるようなグルーピングのカウンセリングがいいのではない

かということです。個人的なカウンセリングも必要ならばそこからピックアップしていけ

ます。 

 

 復興庁に、被災地の労働組合は構想を立てて要請に行きました。 

 復興庁はいろいろな省庁の寄せ集めで、教職員団体が行くと文科省から出向している者

が対応されました。 

 出てきたのは緊急スクールカウンセラー等派遣事業です。緊急的にカウンセラーを派遣

しましょうということでした。事業内容を見ますと、表向き子供のケアで、保護者・教職

員の相談にも乗りますということです。実態としては教職員も相談できる体制がとれてい

るところもあったようです。 

 

 公務員全体の問題だから総務省に要請に行こうということになりました。 

 総務省の出先機関である地方公務員災害補償基金による「メンタルヘルス総合対策事業」 
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が昨年度からあります。立ち上げる前から労働組合も関わって話をしました。グループカ

ウンセリングのようなものを入れてもらいました。継続的なメンヘルチェックも入れても

らいました。 

 そのメニューが「基本メニュー」です。ストレスチェック、臨床心理士等のカウンセリ

ング、メンタルヘルスセミナー事業、心の健康回復事業として交流、話し合いなど、メン

タルヘルスマネージメント支援などです。教職員は、あらためて開催すると研修会のよう

になってしまうので、話し合いなどの場所は、会議室のようなところではなくて、ほっと

できるところにしてほしいと提案しました。税金を使う事業なので難しいと言われました。 

 

 いろいろな方と話をしても、教職員については今どうなっているかわからないと言われ

ました。 

 教職員は「子供を守ってくれる人」という目で見てくれます。保護者の生活が安定して

いない中では、子供も安定しません。そういったことで心を悩ませています。 

 

 教職員はなんできついのかなと考えました。子ども・保護者、避難者と直接のやり取り

があるからだと思っていましたが、それだけじゃないなといろいろ思っていたことを整理

してみました。その結果、だからきついんだとあらためて思いました。 

 支援者としての自治体職員や教職員の立場は、当該と話をしていると自分たちはできて

当たり前、一生懸命やって当たり前なんだよねと言われます。たとえば支援物資を配った

りしていて足りなくなるのも、回らないのも自分たちのせいです。避難所運営ではなく、

被災者として勤務校とは別の学校にいる方も、周りからは教職員ということで支援物資は

後回しになったりします。 

 滞る、止まることは許されません。すべての要請を受ける窓口となります。 

 住民の感情は苛立ち、怒りでその矛先なります。ストレートな怒りというよりも、言葉

のきつさは先が見えないことに対するどうにもならない苛立ちや怒りです。はっきりした

ものではありません。自治体職員のストレスはそのような中から発生します。 

 

 山田町、宮古市の高校の現業職員は、地震が起き、津波が来て被災者が避難して来た時

から、必要な物に対する司令塔として対応しました。すべて緊急対応ですが準備していた

ものは何もないなかで２４時間対応です。いつ寝たっけという話も聞きました。ボイラー

室の狭いところに教職員は交替で横になっていました。 

 男子生徒は避難者が車で押し寄せるので交通整理に従事しました。全部入れきったのは

夜遅くです。女子教職員と生徒は調理室で、集めてきてもらった米で炊き出しのおにぎり

を作って避難者に渡しました。最後に、作っていた高校生に渡ったおにぎりはピンポン玉

くらいでした。教職員は、まだ食べていない方はいませんかと声を出して確認した後に受

け取ったのはもっと小さいものでした。でもあったかいご飯を食べれたんだからよかった
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んだよねと言っていました。 

 その後は、トイレ用、飲料水用の水汲みです。切らしてはいけないということで、教職

員全員で避難者が起き出す前に始動します。山から汲んだり、川の近くの鮭のふ化場から

きれいな飲み水をもらい、ポリタンクで運びました。それが長期戦の中で疲労していきま

す。 

 一番つらかったのは風呂に入れなかったことだそうです。ほっとしたいという思いもあ

りますが寒いです。 

 教職員は避難者と一緒の場所で寝起きします。緊急事態にも２４時間対応します。しか

も長期間です。 

 常に周囲の目があります。 

  

 国・行政と地方自治体、住民や教職員が板挟みになることがあります。これは今も続い

ています。 

 教職員は、授業が再開すると、今後は学習しながら子供たちのケアをして行きたいと思

っていました。 

 そこに文科省から復興教育、放射能教育などがおろされてきました。各教育委員会主催

で行っていた陸上競技会や合唱コンクールなどを、みなが元気出るから必ずすぐに復活し

ろと言われました。３月前に翌年度の予定が組まれていた公開研究授業を９月に予定通り

行わされた学校もありました。普段の授業以上に準備をします。本当はそんな状態ではあ

りません。 

 そんな負荷をかけてまで元気でない者を元気であるようにアピールするようにと言われ

ます。 

 

 全国の支援団体が子どもたちや被災者を元気にしたいと訪れます。有名人もきます。子

どもたちは音楽が聞けたりしますので今日は何かなと楽しみにします。いまだに来ていま

す。児童生徒は元気をアピールするための練習もします。 

 しかし確かに子供たちは楽しんでいますが、普通の誰も来ない日に戻った時の感情の落

差は大きいです。１年目はそれが心配だったと言っていました。 

 

 文科省の奨励事業として復興教育がおろされました。 

 子どもたちにこれからどういう未来を作っていきたいかを考えさせましょうというのが

主な狙いです。 

 被災地の教職員は、子供たちの心の状態を見ながら、やれることとやれないことがある

というなかで手探りですが自分たちでやっていかなければならないと思っています。子た

ちが将来ここで生きて行くために、先輩たちも乗り越えてきた中で、今は無理かもしれな

いけれど、ゆくゆくは自分が体験したことや怖かったことを今後に活かして行かなければ
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なりません。 

 そのなかでどう生き抜いていくか。教職員は何も授けられないです。子供たちが自分で

考えて、何かを生み出していかなければなりません。 

 教え与えるものではないなと捉えています。 

 

 しかし文科省は一方的に押し付けてきます。授けるものになっていきます。教職員は文

科省が言ういいだろうが本当にいいのだろうかと悩んでいます。管理職は板挟みです。無

下に断れません。 

 子供たちを目の前にした時、行政から言われたことと本当に必要なことの間で板挟みに

なっています。 

 自治体労働者とはちがう板挟みです。 

 

 日常と初めて経験する非日常の業務の板挟みになり、いつ切れ目なのかわからない過重

労働が続きました。いまだに切れ目がわからないという人がいます。 

 少し前、ある青年が「全国のみなさんとの交流で話をしなければならないのですが本当

は話したくないんですよね」とぽろっと言いました。でも翌日の交流会では自ら進んで話

をしていました。使命感だと思います。 

 彼は、自分の中で３．１１がいつ終わったのかわらない。そのとおりで終わっていない

し、メリハリがなかったんです。ここで休もう、切り替えようという場面がなかったので

す。 

 

 学校には震災過配教職員がいますがほとんど非常勤です。臨時教員だとフルタイムです

が非常勤です。カウンセラーも非常勤で複数校かけ持ちです。 

 今回の震災過配教職員はハローワークに募集をかけました。何を手伝ってもらうかとい

うのは学校任せです。人が多いのは本当に助かります。しかし教育免許がない方もきます

が指導はできないことになっています。教職員の仕事を回せません。学校が必要な派遣に

なっていません。派遣され人も何をしたらいいかわからないでつらいです。そういうとこ

ろでも疲弊をしています。 

 

 自宅を被災した教職員は遠距離通勤になりました。学校が避難所になった教職員は唯一

安らげる家庭も失って多忙を極めました。疲労も、気持ち的にも回復できないなかで家族

にさえつらさを言うことはできませんでした。 

 同僚にも自分の身内が行方不明だったことを言えずに休みなく勤務を続けていた者がい

ました。見つかった時、明日休みますとだけ言って休暇を取りました。葬儀でした。 

 まだ見つかっていない人もいますので、自分の身内は見つかったと言えないのです。 

 職場でも、身内でも話せませんでした。いまはだいぶ話せるようになりました。 
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 これからの課題ですが、日常的にしなければならないことは当たり前に行いましょうと

いうことです。 

 私たちの働き方とか子供の環境整備です。学習活動での苦悩が一番つらいです。そこを

クリアすることを重点的に進めていきたいと思っています。それが教職員の負担解消にな

りますし、楽になる体制です。自分のことは二の次に人が多いので。 

 労働安全衛生は予防的な取り組みをしなければならないとはわかっています。そのため

には教職員自身が自分の働き方を考えよう、変えていこう、生命も健康も考えて行こうと

呼びかけています。子どもたちも教職員も、誰にとっての命と健康も大事という視点から

働き方を考えていきませんかと提起していきたいと思っています。 

 疲労をためない働き方に変えていかなければなりません。 

 現職死亡が結構あります。 

 知っている身内の方の話では「これが終わったら病院に行くから」と言っていました。

しかし終わってほっとしたら亡くなってしまいました。 

 ため込まないで切れ細かな休憩をとるようにしなければなりません。 

 休憩はちゃんと取る、通院はちゃんとする、サービス出勤はしないようにしなければな

りません。 

 時間管理がありませんが、労務管理の要求とともに自分たちも意識を変えていかなけれ

ばなりません。 

 

 

 被災地現場の状況と訴えがじっくりと伝わってくる講演でした。 

 

 

救援者でもある教職員への救援対策が急務  

 

１１月１９日（火） 

 

 １１月１４日付の『河北新報』に「教職員『燃え尽き』２２.７％ 震災対応、多忙化 宮

城」の見出し記事が載りました。 

 県教委は、６月下旬に県下の教職員約１万８８００人を対象にアンケート形式で健康調

査を実施しました。回答率は８５.４％でした。２０１１年１２月に続き２回目です。 

 今回は初めて「心身ともにがっくりと疲れを感じる」「仕事に熱意が持てなくなった」な

ど１６項目の「燃え尽き症候群」の兆候を調べました。２２.７％が兆候を示していました。
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専門機関の受診が必要なレベルと判断された割合は全体で１７.３％。地域別地域別では東

部圏域（石巻市、東松島市、女川町）１８.３％、仙台圏域（名取市、塩釜市など１３市町

村）１８.１％、仙台市１８.０％でした。比較的軽いレベルは５.４％でした。東日本大震

災で被災した児童・生徒の心のケアや施設復旧の調整など、震災対応にエネルギーを注い

だケースが多いといいます。 

 

 現在の体調は、「あまり良くない」「悪い」は２４.７％で前回の２１.３％からやや増加

しています。精神面の健康の自己評価で、相談機関によるケアが「かなり注意が必要」「要

注意」は１１.２％で前回の１１.１％とほぼ同じです。 

 ストレスを「大変強く感じる」「強く感じる」は２４.６％で前回より２.６ポイント上昇。

中でも、南三陸地域（気仙沼市、南三陸町）２８.３％、東部圏域２７.３％と高くなって

います。「ストレスを感じている」の回答者に震災との関連について質問すると「ある」が

南三陸３３.１％、東部圏域２９.７％で、県全体１４.１％の２倍以上となっています。原

因は「多忙・業務量の拡大」 が１３.４％、「勤務内容の変化」が９.０％です。 

 深刻な状況です。しかも増えています。 

 

 ７月１８日の「活動報告」に岩手県の教職員について書きましたが、被災地はどこも深

刻です。 

 被災地の教職員は被災者です。そのうえに避難所等の管理者、児童・生徒の心のケアを

する救援者でもあります。しかし自分自身が被災者であるにもかかわらず、他の被災者や

児童・生徒への対応を優先して行動してきました。緊張の中で自分が抱えているストレス

にも気が付かないくらいの多忙を極めていました。 

 他者の悩み、怒り、ストレスの話を聞く行為は大きな精神的負荷がかかります。児童・

生徒、保護者の心情を理解できる分だけ共有してしまって体調を崩します。それがずっと

続いていました。 

 

 しかしこれまで震災・災害後の教職員の“心のケア”について関心が寄せられることが

少なく、対策が遅れているのが事実です。 

 専門家派遣というような対策に留まらない取り組みが必要です。 

 

 

 阪神淡路大震災においても児童・生徒への心のケアは対策がとられましたが教職員の“心

のケア”の必要性に気づいたのはしばらく経ってからでした。 

 阪神淡路大震災発生後１０年間、兵庫県の関連機関は毎年『阪神・淡路大震災復興誌』

を刊行しています。その最終版・第１０巻の第６章教育から学校の状態、児童・生徒の心

理状況はどうだったのか、それに教職員はどう対応していたのか拾ってみます。実際に教



 

8 

 

職員がどのような活動をしていたのかを見る中から、教職員への対応策が探れるからです。 

 

 「被災児童・生徒の心のケアといえば、教育復興担当教員があげられ、学級担任が対応

しきれない『心のケア』に、担任教諭、保護者、養護教論、スクールカウンセラー、関係

機関の間に立って、コーディネータ一役を果たした。被災児童・生徒一人ひとりの症状を

把謹し、『個に応じた心のケア』を進め、家庭訪問をくり返し、教室に入れない児童・生徒

に相談室で個別指導を行った。」 

 「心に大震災の傷を負った被災児章・生徒の教育的配慮に取り組む『教育復興担当教員』

は２００４年度に５５人配置と、大幅減となった。要配慮児童・生徒の減少、震災から１

０年経過などによるもので、配置市町は、１９９８年度から変わらず、６市２町。…… 

 教育復興担当教員は国の加配措量による配置で、１９９５年度に１２８人、１９９６年

度から２０００年度まで２０７人、２００１年度１８０人、２００２年度１３０人、２０

０３年度６５人と、要配慮児童・生徒の減少に伴って削減された。２００４年度は当初、

文部科学省が全廃方針を打ち出したが、兵庫県教委の強い要望で５５人体制で継続された。 

 ２００５年度からは教育復興担当教員としては廃止され、『阪神・淡路大震災に係る心の

ケア担当教員』に名称変更して、神戸、西宮、芦屋、宝塚の４市に、計３６人（前年より

１９人減）が配置された。」 

 

 「カウンセラーが行う心のケアの分野で、教育援興担当教員は大きな役割を果たした。

教師ならではの方法で成功した。担任ではないが、個別的な児童・生徒へのかかわりが活

動の中核になった。学校とは集団の論理で運営されるが、個の論理を置き、個別指導を中

心に置く活動だった。 

 『声かけ・励まし・日記指導』など教師の常のスタイルが８０％。加えて『生活指導・

学習指導で自信を持たせる』支援を続けた。教師の技法というより自然的なかかわりで、

相談活動も『日常会話の中で』が突出した。家庭、保護者との連携、相談にも積極的だっ

た。１９９８年９月の台湾地震後、現地の日本人学校へ文部省が兵庫の教育復興担当教員

を派遣したことは取り組みの成果を高く評価したからだ。」 

 

 

 「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

震災からの援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
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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。」 

 

 

 「大震災で子どもが負った心の傷を調べる『教育的配慮を要する児童・生徒の実態調査』

は兵庫県教委が１９９６年度から７月１日現在で続けている。 

 ２００１年度までは県内すべての公立小・中学生を調査対象にしたが、２００２年度か

ら震災後に出生した子どもを除くことにし、２００４年度は小学１、２、３年生が調査対

象外となった。 

 ２００４年の調査対象は小学校８２８校１分校、１５万９,６９７人。中学校３５９校３

分校（芦屋国際中等教育学校を含む）、１４万９,１１７人。合計１,１８７校４分校、３０

万８,８１４人。 

 調査結果によると、配慮が必要な小学生５５６人（前年比４２０人減）、中学生７８１人

（同１５１人減）、合計上１,３３７人（同５７１人減）。毎年減少となっているが、被災９

年後に新たな発症が７４人もいた。」 

 

 「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。 

 ９年間の調査結果の流れを見ると、１９９６年度から１９９９年度までは 『震災の恐怖』 

の割合が最も高かった。『住宅環境』 は１９９６年度、１９９７年度は４０％を超える高

い割合を占め、その後、一時減少したが、２００２年度以降、再び、４０％を超え、２０
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０４年度は最も高い。 

 生活基盤を揺るがす災害は、直接の衝撃だけでなく、その後の生活の不安定さなどの二

次的ストレスが、心理的に大きな影響をもたらし続けることが指摘されている。この調査

でも１９９５年度から２００１年度まで『家族・友人関係の変化』が増加し、その後やや

減少したとはいえ、２００４年度でも３６.９％を占めている。 

 また、『経済環境の変化』は１９９５年度以降、一貫して、その割合が増加し、２００４

年は３７.１％、第２位となった。このような二次的ストレスが、震災の恐怖などのストレ

ス体験を呼び起こすことも指摘されており、今後の取り組みは、調査結果の流れ、傾向を

踏まえて進める必要がある。 

 『震災の恐怖ストレス』は倒壊家屋の下敷きになるなどの体験により、再び地震がある

ことへの極度の緊張感を持ったり、地震の夢を見て泣き出すなど。 

 『住宅環境の変化』は避難所での苦しい生活や住民移転の影響など。 

 『家族・友人関係の変化』は震災による家族や身近な人の死、保護者の別居、離婚、友

人との別れなど。『経済環境の変化』は震災の恐怖体験をしたうえ、家庭が経済的に悪化し

たり、保護者が失業。自宅の再建や転居費用がかさんだりするなど。」 

 

 

 「震災で心に傷を負った児童について、兵庫県教委は毎年行う調査で、震災後生まれを

対象から外している。２００４年度の調査では小学３年生以下が除かれ、４年生以上を調

査対象とした。 

 兵庫県教職員組合と兵庫教育文化研究所は、２００４年７月、教育復興担当教員が配置

されている神戸、西宮、芦屋、宝塚各市と北淡町の１９小学校で、教育復興担当教員から

開き取り調査を行った。その結果、小学１－３年生の中でも、約４％にあたる２４２人に

心のケアが必要なことがわかったと発表した。 

 ２４２人には『怖い夢を見る』『乳幼児のような言動が現れる』『集中力に欠ける』『落ち

着きがない』『いらいらしやすい』『攻撃的』『音や振動に過敏』などの症状が見られたとい

う。 

 これらは要ケアの判断基準になっている症状で、理由について、兵教組は『家族・友人

関係の変化』『住宅・経済環境の変化』など２次的要因によるものと分析している。 

 家族が震災で死亡したり、失職や離婚など、乳幼児期に家庭環境の急変を経験して、ス

トレスが出ている。不安定な生活の中で子育てが、子どもの心の成長に影響を与えている

と主張している。」 

 

 時間の流れとともに要因は変化していきます。１０年たっても問題は深刻です。 

 このような事態は東日本大震災の被災地においても今後同じような状況が生まれること

が予想されます。 
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 対応するのは教職員です。救援者でもある教職員への救援対策が必要です。 

 

 

 兵庫県における震災から２年後の教職員の調査を行った兵庫庫県精神保健協会 こころ

のケアセンターの岩井圭司医師による『教職員のメンタルヘルス調査 報告』（兵庫県精神

保健協会こころのケアセンター １９９８年３月）を紹介します。 

 

 調査から見えてきたことを［考察と提言］としてまとめています。 

 ①震災の被害の大きかった地域に勤務する公立学校教職員ほど評価尺度上の得点が高い

傾向があった。 

 ②非被災地域の学校に勤務する教職員の評価尺度得点も、一般人口中のそれに比べて著

しく高く、学校教職員は平時から強いストレスにさらされていることがうかがわれた。 

 ③震災時の個人的被災状況が深刻であった者および震災後の業務内容が過酷であった者

ほど、調査時点での精神健康が低下していた。 

 ④震災時の個人的被災状況が深刻であった者および震災後の業務内容が過酷であった者

では、その後の生活においてもより甚大なストレス状況にさらされやすい傾向を認めた。 

 ⑤長期的な精神健康の低下をもたらす予測因子としては、震災後の業務内容よりも個人

的被災状況の方が重要であると考えられた。 

 ⑥勤務先の学校が避難所になったかどうかにかかわらず被災地にある学校に勤務する者

は、調査時点においても震災の影響を精神健康面でこうむり続けていた。 

 ⑦被災状況・業務内容が同程度であった場合には、女性の方が男性に比して評価尺度上

高得点をしめす傾向があった。 

 

 これらのことを踏まえて対策を考察しています。 

 「災害をはじめとする心的外傷事件 traumatic eventによる精神健康の低下においては、

その予後ないし全般的な重症度は、急性期の重症度としてよりも回復の遷延というかたち

で出現することがこれまでの研究でしられている。また、被害の軽重は、急性期のある時

点における横断的な重症度よりも慢性期の重症度と相関することが多い。 

 そしてこのことこそが、本調査を意義づけるものであるといえる。学校教職員は災害後

も長期にわたって学校という場所に恒常的にとどまり続ける者であり、長期的な展望と対

策を必要とするからである。 

 学校は教育機関であり、児童・生徒に広い意味での“援助”を与える場である。そして、

学校教職員はトレーニングを受けたプロの救助者・災害援助者ではない。したがって、被

災した児童・生徒に適切な教育的援助を提供することが優先されるべきであって、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。」 
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 「大災害後の被災した児童・生徒のケアにあたっては、精神保健専門家（精神科医、臨

床心理士、精神科ソーシャルワーカー等）の関与が望ましい。しかし、子どもたちの現在

の状態を災害前からの生活史の中に位置づけてとらえることに関しては、専門相談機関や

専門家よりも学校教職員の果たす役割が大きい。特に、災害で保護者をなくしたり、保護

者と離れて暮らすようになった児童・生徒を、生活状況・家庭状況の変化を考慮しつつよ

りトータルな援助者として見守り続けていくことができるのは、担任教師を措いて他には

ない。つまり、被災した生徒・児童に対しては、教職員にしかできない援助というものが

ある。それゆえ、援助者としての教職員に求められるのは“簡便な”精神保健知識ではな

く、あくまでも教育者としての専門技能の延長上に位置づけられるべきものとしてのアド

ヴォカシー（擁護的・保護的援助）を提供する能力であり、その一環としての精神保健知

識であるといえる。学校教職員にとって最小限の災害心理学の知識は、学校避難所に避難

してくる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必要で

ある。」 

 

 阪神淡路大震災における貴重な体験を活かしていかなければなりません。 

 教職員に対する“心のケア”と“ゆとり”が必要です。 

 「被災した生徒・児童に対しては、教職員にしかできない援助というものがある。」 

 児童生徒の心理状態は、体験だけでなくその後の生活変化、社会の変化にも大きく影響

されています。１人ひとりに目が届くだけの教師の人的配置体制が必要です。 

 兵庫県のような “心のケア” ができる「教育復興担当教員」の配置は、教員同士で“ゆ

とり”を作り出すこともできます。安易なカウンセラーの導入はかえって学校現場を混乱

させます。 

 「痛みある心」は児童・生徒も教職員も持っています。それを癒すのは「痛みある心の

裡」をも共有している人たちとの人間関係です。 

 

 

被災地自治体職員の「心のケア」は急務  

 

 １０月１６日（水） 

 

 ９月３０日付の読売新聞は、東日本大震災で被害をうけた岩手県１２市町村、宮城県１

５市町、福島県の沿岸と東京電力福島第一原発事故で避難指示区域となった地域の１５市

町村の計４２市町村を対象に、うつ病など心の問題で１か月以上の長期休職をしている職

員数の調査結果を載せました。今年度もすでに８月までの５か月間で１４７人が１か月以

上の長期休職をしています。２０１０年度は１７７人でしたが、１１年度は２８６人、１
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２年度は２５４人でした。 

 震災後２年半での県別の休職者数（延べ人数）は、宮城県が４６１人、福島県が１８０

人、岩手県が４６人。市町村別（同）では、仙台市が２０７人で最も多く、次いで福島県

いわき市が１０１人、宮城県石巻市が９０人でした。いわき市は、今年度の５か月間で２

０人が休職、１０年度の２３人に近い人数となっています。 

 

 読売新聞は定点観察をしているようです。 

 昨年の６月１２日に 「被災自治体、早期退職相次ぐ…復興業務山積み」 の記事が載り

ました。 

 震災から１年３か月経過した時点での４２市区町村の調査では、少なくとも計３８４人

の職員（病院職や臨時職員を除く）が早期退職しています。各自治体では早期退職の増加

で、さらに人手が足りなくなる悪循環に陥っているとあります。 

 具体的には、福島県南相馬市（職員数約５８０人）では震災後から１２年３月までに前

年度の７倍の４９人が早期退職。福島県双葉町では職員全体の１割以上に上ったといいま

す。子どもの健康不安で引っ越したり、震災で家族の介護が必要になったりしたことなど

が理由といいます。 

 石巻市（約１.４００人）も２００９年度の１２人に対し、震災後は倍近い２１人に上っ

ています。 

 同僚の死を間近で体験したということもあると思われます。 

 

 

 被災地自治体は深刻な問題が続いています。 

 職員不足が深刻です。復興が進むにつれて新たな業務も生まれてきます。全国から１０

００人にのぼる支援を受けていますが土木工事関連担当者を中心にまだまだ不足していま

す。しかし全国の自治体にもゆとりがありません。 

 その一方で体調不良による休職者が急増しています。 

 また、７月１８日の「活動報告」で被災地の教職員の早期退職問題について触れました

が、自治体職員においても体調不良に陥ったり、休職したが復職の意思を失った職員の早

期退職も続いています。退職は誰にとっても本意ではありません。 

 各自治体は、体調不良者に陥る、休職に至る職員を極力減らす対策を取る必要がありま

す。 

 さらに阪神淡路大震災において惨事ストレスは２年、３年後に発症しています。認識し

て注意しておく必要があります。「（心の）災害は忘れた頃にやってくる」です。 

 

 体調不良に陥る原因に長期にわたる過重労働、長時間労働が挙げられています。しかし

現実的問題として解消は簡単ではありません。直ちにこの問題を解消することは復興を遅
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らすことになりかねません。被災者と自治体・職員が対立することにもなります。被災者

でもある職員は自己矛盾に陥ります。それは真の復興とは言えません。 

 過重労働、長時間労働だけを主張することは傍から愚痴を言っているだけです。 

 自治体職員を抜きにして復興はありません。しかし被災者を抜きにしたら復興とは言え

ません。 

 

 

 いじめ メンタルヘルス労働者支援センターは、「消防士・警察官の惨事ストレス」、「自

治体労働者の惨事ストレス」、「教職員の惨事ストレス」、「報道人の惨事ストレス」を取り

あげたパンフレット『惨事ストレス対策 心身不調は災害という「異常な事態への正常な

反応」』を作成しました。その全文が全国労働安全衛生センター連絡会議の機関誌『安全セ

ンター情報』２０１３年１１号に収録されました。 

 その中の「自治体労働者の惨事ストレス」から長くなりますが引用します。 

 

 「予期しない事態が発生したことに対応する救援者のプロはいません。これまで誰も経

験をしたことがない業務が発生し、指揮者がいないなかで『先が見えない仕事が多くつら

い』、『いくら働いても仕事が終わらない』ことばかりです。完成期日は指定されても手順

の予測がつかないこともあります。 

 自治体労働者は縦型の指揮命令になれ過ぎています。また自分に与えられた任務の完成

だけを目指し、それ以外のことには目を向けません。横型の思考、連携に慣れていません。

思考の転換が必要です。 

 救援者が従事する業務の管理者やリーダーは、救援者と定期的に口頭で報告と評価を行

う機会を設定する必要があります。部署ごとの定期的会合で全体計画と進捗状況の公開と

説明、困難性を含めた問題点・疑問点と課題を出し合って調整・修正し、全体が理解・納

得する必要があります。目標や方向性がはっきりすると『自分は役に立っているのだろう

か』等の無力感や自信喪失、孤立感のストレスを防止でき、任務を再確認することができ

ます。 

それぞれの役割分担を認識することができるとお互いに協力し合うことも可能になり、相

互慰労による“ゆとり”を作り出すこともできます。任務達成時にはみんなで喜びを分か

ち合うことができます。 

 会議に費やす時間を惜んだ結果、かえって時間がかかる事態が生じたという話はしばし

ば聞きます。」 

 

 「直接同じ業務に従事していない同士でも、救援者がグループの中で自分の感情、恐怖、

フラストレーションそして手柄話まで『トーキングスルー』・当人の心的抵抗を熟知させて

反復脅迫の支配から脱却させる機会を持つことが必要です。各地からの救援者は、派遣元
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ごとの気心の知れた同士がより有効です。 

 機会は管理者、ケアする者が設定、赴いて開催する『アウトリーチ』の方法を取ります。

救援者は自分の方から接触するのを嫌がったり、自分から要請するのは自分に欠陥がある

ような恥辱感に駆られたり、ストレスを押し殺して我慢したり遠慮しながら任務を遂行し

ているからです。アウトリーチは誰でもが同じ状況にあると認識させることができます。 

 『カタルシス』・心の中に溜まっていた感情を話すことで解放して気持ちを浄化する機会

は、各人が自分の経験したことへの認識を他者のそれと対比し、積極的に回顧・検証する

ことができます。そして自己統御をすることができ、自然治癒を期待できます。」 

 

 「現在の被災地自治体職員の労働安全衛生対策は緊急を要します。 

 労働者はだれも過重労働や支援がないなかで孤立して業務を遂行していると自分が疲労

蓄積して体調不良に陥っていることに気付きません。他者の異常にも気付きません。過重

労働が抑うつ状態を作り出していきます。職場全体で雰囲気、環境を悪化させていきます。 

 自治体職員を抜きにして復興はありません。これまで経験したことがない業務が発生し、

人員不足の中で１人で何役もこなさなければならないこともあります。しかし無制限の過

重労働が続き、今後も続くことが予想されるならばなおさら、各自が長期に関われる心身

を確保するために定期的休養が必要です。自分を不可欠の人材であると捉え、責任もって

任務を達成しようという熱意を持つならば、逆にいま無理をしてリタイアすることは全体

に対する無責任になることを自覚する必要があります。救援者は、１人で復興活動に従事

しているわけではありません。 

お互いが業務を理解し合い、忙しい中でも労わり合い、“精神的ゆとり”と休息を保障し

合うことが必要です。そうすると異常の予防・早期発見に繋がります。 

 上司は職員を積極的に休ませる配慮と決断が必要です。ストレスが生み出される状況が

続くからこそ、定期的に被災地から隔離された“日常を取り戻し”て自己を確認できる状

況を保障する必要があります。そうすると救援者は自己の任務の重要性を再確認すること

ができます。 

 これらのことはカウンセラーや医師にできることではありません。カウンセラーや医師

まかせは問題解決の先送りでしかありません。」 

 

    頑張れの 声が重荷に なるときは 

     休んでいいよ だれも責めない （２０１１．５．９ 『朝日歌壇』） 

 

です。 

 

 「被災地の自治体職員にとっては、大きなプロジェクトが終了した時、または一定期間

の経過での節目の時、救援者にとっては被災地の活動から帰還した時、『回顧・検証』は自
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分の役割を充分に果たし、できるだけのことはやったという意識を持たせ、ストレス体験

を克服し、自己統制をするためにも役立ちます。救援者は自分の成果が組織的に共有化さ

れる、無駄にされないと受け止めることができます。組織にとっても体験の『回顧・検証』

は財産です。 

 東日本大震災ではすでにたくさんの文献が作成されています。」 

 

 「長時間労働と過重労働がのしかかる救援者は“小さな政府”の被害者でもあります。

しかし被災者からの被害者ではありません。復興は被災者と救援者が共同で仕上げるもの

です。 

 心身不調は、災害という異常な事態への正常な反応です。 

 体調不良者をなくすことはできませんが減らすことはできます。 

 大きな災害体験を乗り越えようとして頑張っている被災者の復興支援に関与しながら、

減らす努力を怠った結果、新たな被災者・二次被害が生み出されるとしたら真の復興と呼

べません。 

 “震災に負けない” ということは、復興にたずさわったすべての関係者が大切にされ、

被災者も救援者も支援者も遠くから思いを寄せた人たちも、お互いに尊重され、希望を共

有し合える社会を創り上げていくことです。」 

 

 

 東松島市の被害状況は、おそらく東日本大震災の市町村なかで最大でした。復興作業も

かなり遅れていました。１年経過した時に市内に掲げられていた看板は「復興に踏み出そ

う」でいた。移転をめぐって住民の対立も起きました。 

 しかし今、一番復興が進んでいるのではないかと言われています。 

 市民の方から話を聞きました。 

 市役所職員は市民との話し合いを続けて信頼関係を築き上げてきました。市民からの申

請、問い合わせについては、なるべく早くということで２０時頃や朝は８時頃に電話連絡

があったりするといいます。（２０時過ぎの電話は控えるようです）  

 それに対して市民は、「市役所職員は本当に頑張っているぞ」「いつ休んでいるんだろう、

がんばり過ぎると身体が持たないぞ」と感心しながら話し合っています。 

 市民は用事があって窓口に行っても「ご苦労さん。急がなくてもいいから」と声をかけ

るのだそうです。そうすると職員にも心にゆとりが生まれます。 

 市民からの感謝の気持ちが、思いやりにおよんでいます。そして職員の心のゆとりを作

り出しています。 

 市民と自治体の気持ちが１つになって復興作業を進めています。 

 本当の復興ができそうです。 
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海上保安官の体調不良、国境、オリンピック  

 

 ９月１３日（金） 

 

 ８月４日の「産経新聞」に、「海保、激務で増えるストレス 尖閣や震災対応 休職など

２０年前の７倍」の見出し記事が載りました。全文紹介します。 

 

「精神的なストレスを抱え休職などしている海上保安官らが、２０年前に比べ約７倍に増

えていることが３日、海上保安庁への取材で分かった。中国公船との対（たい）峙（じ）

が続く尖閣諸島（沖縄県石垣市）や東日本大震災で派遣された職員に強いストレス症状が

みられる例も相次ぐ。海保は、メンタルヘルス対策官を新たに置くなど対応を強化してい

る。 

 海保によると、職員約１万２千人のうち、精神的ストレスによる休職や制限勤務、経過

観察中なのは昨年７月１日時点で２２４人。２０年前の平成４年（３３人）から約７倍に

増えている。 

 その後の調査では、尖閣派遣へのストレス例も確認された。海保は全国規模で巡視船を

やりくりし中国公船への対応を続けるが、長期派遣された巡視船１隻の乗組員の精神状態

調査では約３５人中７人に高いストレスがみられたという。 

 また、別の尖閣対応船では、巡視船という閉鎖的な空間で長期の緊張を強いられること

や、海上は携帯電話などが通じにくく、友人らと思うように連絡が取れないことに対する

ストレスを訴える例もあった。 

 一方、東日本大震災発生直後の対応ストレスを今も訴える職員もいる。被災地派遣職員

対象の『惨事ストレス調査』（昨年６月）では回答を得た約３千人のうちの約３％に高いス

トレスが確認された。住民が流される様子を空から見たヘリの操縦士らが、『何もできなか

った』と自責の念を訴える例もあった。今も約１０人が経過観察が必要という。」 

 

 

 尖閣列島、竹島で国境・領土をめぐる緊張が続いています。その陰で海上保安官に被害

が出ています。深刻な事態です。しかしこのままでは今後も増え続けることは確実です。 

 国境警備と被災地派遣は違います。国境警備は、相手と対峙する訓練をいくら重ねてい

ても、いざ生きた「人間」の相手を見ると自分という「人間」が登場してきます。すると

別の対峙になります。任務と「人間」です。その結果、任務を果たしても「人間」が勝る

と自分の不正義の行為を責め続けることになります。人は本来、人を殺傷できません。 

 被災地派遣では遺体を目撃することがあります。しかし被災者からかけられる「ありが
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とう」の言葉は「何もできなかった」という思いを軽くしてくれます。 

 １０年１１月に、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件をおさめたビデオ映像が流出す

る事件がありました。流出させた職員は国家公務員法の守秘義務違反容疑で逮捕されまし

たが、真意は、自分たちの職務の実態を社会に訴えたかったのではないでしょうか。 

 海上保安官の体調不良者をこれ以上出さないための方法は、国境・領土を巡るつまらな

い争いを直ちに止めることです。 

 

 

 そもそも国境・領土とは何なのでしょうか。 

 歴史を遡って〇〇はどこの帰属だったと主張しても、その時の為政者がその地域まで勢

力を伸ばしていたと主張して記録しただけです。歴史書は時の為政者が自己の威勢を後世

に示すために残したものです。実態は不明です。その視点を抜きにしていずれかの勢力に

加勢していると足元をすくわれます。自分たちも支配され続けます。 

 

 島人にとって為政者は自分たち自身でした。海に生きること以外の帰属意識はありませ

ん。他者と共生することはあっても支配下に入ることではありません。だれもお互いの生

活圏を破壊することはありません。乱獲などしないで共存します。 

 かつて瀬戸内海に存在した「村上水軍」は島を拠点に海域を支配していました。しかし

時の大和の為政者の支配下に入っていたわけではなく、独立した勢力でした。彼らにとっ

て大和は侵略者です。 

 同じことが尖閣列島でも竹島でも言えます。島人が外部勢力から追放されて無人島にな

ったのです。 

 

 明治１８年、日本政府とハワイは「日本ハワイ移民条約」を締結します。それに伴って

山口県大島から多くの島民がハワイに渡りました。１６年に旱魃、１７年に風水害に襲わ

れた状態で移民に飛びつきました。 

 「しかし、石田寛広島大学名誉教授は『貧しさだけが移民の増えた理由ではない』と指

摘する。海を渡って他の地域に行くことに抵抗感のない暮らし、閉鎖的だと思われがちだ

が、遠隔地の情報が意外に早く伝わってくる島の特性が下地にあって、移民への決断を容

易にした、とみている」（『移りゆく広島湾と暮らし』中国新聞社刊） 

 島人は、陸で暮らす人よりも広域での交流がありました。陸の支配者から干渉されませ

ん。 

 

 山口県大島出身の作詞家星野哲郎の作品に『なみだ船』、『兄弟船』などの海人の歌、『風

雪流れ旅』、『北陸流れ旅』などの流浪芸人の歌などがあります。歌の光景に境界線はあり

ません。どの作品もちまちましていません。その作風は他の誰も真似ができません。 
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 竹島を含む玄界灘は、海流がぶつかりあう絶好の漁場でした。明治維新以降、手漁撈に

従事していた島人の目前で日本の漁船が近代漁法で漁場を荒らしました。その結果、島の

周辺にいられなくなったのです。そして「日韓併合」に到ります。 

 日韓併合は一朝一夕に出来上がった構造ではありません。「実績」の積み重ねです。この

視点を見過ごしたら日韓併合の実態が見えなくなります。条約の成立過程や解釈を巡る議

論にしかなりません。 

 ７月２６日の「活動報告」に書きましたが、海を荒らされた済州島の海女たちは、１９

２０年には労働条件の改善を要求して「済州島海女漁業組合」を結成してストライキ闘争

を展開、１９３２年１月には植民地からの搾取に抗議し、人間の尊厳や生存権を要求して

「済州島海女抗日闘争」を開始して勝利しました。 

  

 では、竹島は韓国の領土だったのでしょうか。支配下にあったと主張する為政者は、侵

略者が出現した時、島人を保護する施策をとったのでしょうか。 

 島と島人は為政者から独立・自立して生活圏を維持していたのです。 

 海人文化は国境と無関係です。 

 国境、海域は島人、海人の生活を無視して机上で制定されました。だから争いが起きま

す。 

 

 どちらの勢力であっても生活を破壊した者は侵略者です。 

 尖閣列島や竹島に、領土権を主張する政府が「おれたちの祖先が強奪した島だ」と主張

するなら正しいです。双方の本来の領土ではありません。返すべきです。今、無人島や海

は誰のものでもありません。双方手を引くべきです。 

 

 解決の手法は、両国による、支配ではなく共同管理です。 

 

 国境は勝手なものです。 

 国境がなくなった「日韓併合」で漁場を奪われた済州島の人たちは多くが大阪に出稼ぎ

に渡ります。定住した人たちも多くいます。戦時中に強制連行された在日韓国・朝鮮の人

たちと二世・三世にとって国境、そして国籍とは何なのでしょうか。区別され、排除され、

排除されることが合法的に行われる領域を定めたものでしかありません。 

 国境・国籍は不自由を強いるものです。 

 

 

 オリンピックの開催地決定を巡って騒がしくなっています。 
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 東京に誘致、誘致反対で意見が割れています。だからといってどこの方がいいという議

論は起きません。 

 東京への誘致反対を叫ぶ人たちは、他の候補地ならいいのでしょうか。国境の外側への

排除を主張しているだけです。 

 この議論を聞いて原発問題を連想しました。自分のところに被害が及ばなければいいと

いう論理です。 今、「フクシマ差別」が生みだされています。安倍首相の「東京と福島は

２５０キロ離れています」の演説と五十歩百歩の主張です。 

 だから、それでいて競技が始まると国境の内側の国籍の選手を応援するのです。 

 

 オリンピックは時代遅れだから止めようという意見は出ないのでしょうか。オリンピッ

クを政治が関与しないスポーツの祭典などと誰も捉えていません。政治そのものです。 

 選手団は国籍ごとに編成されます。国際的に人々の移動・移住が進み、国籍が違う人た

ちによる共生・共存社会の形成が拡大している状況の中で、国籍ごとに分断し直すことは

人間関係の破壊でしかありません。そのようなことを肯定する運営は、力もつ勢力たちの

覇権争いでしかありません。 

 

 

 このような思考の「非国民」は１９６４年の東京オリンピック以降、スポーツは好きで

観戦もしますが、オリンピックに関心を寄せたことがありません。 

 

 東京オリンピックの記憶は、地方で子どもの時にテレビで観た開会式です。 

 １９４５年８月６日に広島で生まれた酒井義則選手が聖火台に灯をともした、憲法違反

の自衛隊機が上空で五輪を描いた、日本選手団は最後に集団で入場してきたなどの場面で

す。 

 当時は、被爆者が白血病を発症し亡くなっていく映画やドラマがたくさんありました。

かなりの影響を受けていました。テレビで酒井選手を見ながら、聖火台への階段を昇る途

中に白血病が発症して倒れたら、世界中に原爆の恐ろしさと平和を訴えることができると

いうおかしな期待を本気で抱いていました。 

 翌日の新聞に、ロイター電が「原爆の子が灯をともした」という見出しで記事を発信し

たという記事が載りました。（今捉えるとかなりの偏見がありました。また酒井選手は三次

市出身でした。） 

 自衛隊・員が競技に参加するのに嫌悪感を持ちました。 

 日本選手団の入場行進は、「まつろまぬ民族」の姿でした。孤立した異色の集団でした。 

 その後に、同じ光景を１９４３年１０月の学徒出陣式の記録映像で観ました。青空と土

砂降りは違いますが、会場は同じ国立競技場です。日本選手団は学徒です。国から国威発

揚の成果を強要されました。 
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 選手が自己犠牲を強いられるスポーツは何ものかから利用されているということです。 

 その中で、優勝したアメリカの黒人選手が表彰台にのぼり、アメリカ国歌が流されてア

メリカ国旗が掲揚される時に、右手の拳を振り上げて下を向いている姿を観ました。何で

だろうという疑問と同時にえらく感動したのを覚えています。 

 

 しかし最近はオリンピックはさておき、選手たちは国よりはチームと自分を大事にして

競技を楽しんでいます。国籍に関係なく選手を応援しています。 

 

 

 海上保安官らの体調不良、領土・国境、オリンピック、まったく異なる問題のようです

が個人的には関連する１つの問題と見えています。 


