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   「災害救助活動と『心のケア』」Ⅲ 
 

福島原発事故の進展が新聞テレビの一面をかざる日々が続いています。震災記事が目立ち

ません。 

経済界が開始した「自粛」のし過ぎの主張は、被災者もそう言っている、復興を遅らせる

との理由付けをして少しづつ浸透してきています。 

彼らが言う「自粛」のし過ぎは、以前のような経済活動に戻ろうということです。 

しかし、復興に向けた検討に際しては、これまでの福島県の人たちを犠牲にした経済活動

であったことの捉え返しがまず必要です。これまでのあたかも無駄な照明が活性化であるよ

うに捉えていた価値観の転換が必要です。今不自由でないことのほとんどは明日も不自由で

はありません。 

単なる以前のような経済活動の回復は復興でも何でもありません。経済界でも、企業の社

会的役割・責任を無視した経済活動は許されません。消費者も騙されずに監視をしましょう。 

物量の多さ・大きさが幸福のバロメーターという価値観から、もっと大切なものがあると

いうことを教えてくれたのが今回の震災です。人びとの本来の生活スタイルを取り戻すこと

が必要です。  

携帯電話が役に立たなかったという前に、地域の絆が命を救ったという事実を確認しまし

ょう。 

被災現地ではまだまだ多くの人たちがいろんな分野で頑張っています。 

 

 

 

－メッセージ－  新聞記者の震災記事が 

 書けないという思いは“記者魂”があるから  

４月１日（金） 

 

東日本大地震は未曽有の出来事です。 

私たちは、突然、想像つかない残酷な光景を目の当たりにしました。 

目の前一面を埋める直前までの生活手段が押し潰されて流された瓦礫……、泤にまみれた遺

体、彷徨う住民…… 

命拾いをし、寒い避難所で我慢を続ける老人、恐怖に縮こまる子供たち…… 

彼らが生活を取り戻すにはどれくらいの年月を要するのか。まずは何から始めたらいいのか

…… 
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この場に立つとき、誰もがたた呆然とします。見たまま、聞いたままを文字にしようにもな

りません。シャッターを押すことが出来ません。 

冷静さを失い、事態を伝える言葉が見つかりません。 

しかし伝えることが課せられた業務です。 

とにかくメモをします。それを続けます。それしかできませんでした。 

伝えなければならないことの、ほんのわずかでさえも伝えられません。 

無力感が襲います。被災者に申し訳ないという自責の念に駆られます。 

 

「ナチスの収容所の現実について証言することができるのは、まさにその恐怖に立会い、生

き残ったムーゼルマンだけだが、しかしまさにそれがゆえに、彼は何ごとも語ることができな

い。」 

「ヒロシマを見た者は広島を語ることはできない」 

まさに誰にも、“証言の不可能性”があります。 

 

今回の震災の記事を奮闘して“みごと”に書くことが出来た記者がいたら、彼は甲子園大会

の感動記事も、殺人現場の悲惨な記事も、どんな場面も“みごと”に書くことでしょう。 

しかし読者は“みごと”に共感し、理解するのではありません。そこで起きた事態とそれを

伝える「人間が書いた記事」に共感し、事態を理解するのです。それこそが新聞の持つ役割で

す。 

寒さの中で彷徨う被災者の姿、遺体に手を合わせながら、記者も心身ともに彷徨いながら書

くから、尐しは真実に迫ることが出来るのです。被災者が顔を向けてくれるのです。 

 

“証言の不可能性”の事態においては、だれも“みごと”にかけないのです。 

新聞には連日、たくさんの知識人、中には文章を書くことを生業としている人たちが震災に

ついての文章を寄せています。冷静に読んでみるとその方たちの文章は、抽象的です。失礼な

がら拙いです。この事態に対応する文章はやはりだれも書けないのです。 

 

記者は、時には冷酷でなければなりません。しかしそうできない時もあります。まさに今回

の事態がそうです。なぜなら、記者は人間であり、本質的に優しいからです。優しさを失って

は、平時でも記事は書けません。 

書けなかったという悔しさ、空しさに襲われるのは、伝えなければならないという“記者魂”

を持っていたからです。その思いを受け止めて被災者は喜び、感謝するでしょう。 

 

１９４５年８月６日、広島に原爆が投下された市街地を中国新聞社のカメラマン松重美人さ

んは歩き回りました。その時のことを振り返っています。 
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「御幸橋西詰の警察官派出所のところに、十数人の被災者が応急処置を待っているようすに

気がつき、その辺へ近づいて行きました。市の中心部や鷹野橋周辺で被災した人が、やっと御

幸橋西詰まで避難してきました。…… 

私の目の前に見るこの光景に、カメラを向けることは、耐えがたい苦痛でありました。しか

し現実にみるこの地獄絵図を後世に残し伝えるには、写真以外にはないのです。ましてや、こ

の場でカメラを持ち、その特権を与えられているのは自分ひとりなのです。それでも、カメラ

に手をかけましたが、どうしてもシャッター切れないのです。…… 

シャッターを切ろうと思い、気は焦っても指が動かず、写せないのです。 

このように苦しんでいる人々を果たして写すべきかどうか。長い時間、ためらいました。不

思議と、どこからとなく「この惨状を写真にして、多くの人に伝えてほしい」と、呼びかけら

れているように思えてきました。それでもまだ、 

「撮ろうか、撮るまいか」 

と、迷いました。 

そうした幻覚のうちに私の目は、ようやくカメラのファインダーに寄りました。 

『火傷をしているみなさん、そこに横たわっている罹災者のみなさん。いま私はみなさんの

死の苦しみにあるその姿を写真に撮りますが許して下さい』 

と心でお詫びをしながらシャッターを切る姿勢に入り、 

『よし、撮ろう』 

と、御幸橋西詰の電車道路中央千田寄りまできて、ためらう間断のときをふりきり、１枚のシ

ャッターを切りました。この１枚目のシャッターを切るまでに３０分はためらいました。 

１枚シャッターを切ると、不思議に心が落ち着き、近づいて撮ろうと思うようになりました。 

１０歩（５、６メートル）ほど近づき２枚目を撮ろうと、ファインダーを覗いてみるとあま

りにもむごく、涙でファインダーが曇りました。 

死ぬか生きるかの人を、追い立てられる思いで切った２枚目のシャッターは、あふれ出る涙

の証人の姿です。 

体内に秘めている記者根生とでもいうか、アップでもう１枚と、被災者の集まる派出所前へ

進みましたが、そこは死者、負傷者で埋まっていました。カメラを向けるには、あまりにも更

にむごい惨状でした。 

猛り狂う火災が近づき、安全な場所とはいえない真夏の路上に火傷で瀕死の身体を横たえる

人たちに、 

『すぐ、軍の救援隊が来ます。がんばってください』 

と力づけ、その人たちの前を通り抜けましたが、まさにうしろ髪をひかれる思いでした。 

やっと、２枚目でも撮れたと思うと気合いが抜け、目的を果たした気持の反面、その場にい

ることのばつの悪さを痛切に感じたのです。」（『なみだのファインダー』松重美人著 ぎょ

うせい刊） 
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松重さんは被災者を正面から撮ることはできなかったとも語っています。 

 

読者は、特に被災者は「人間が書いた記事」を待っていました。そして安らぎ、改めて悲し

み、勇気づけられたのです。 

そして被災者や全国の心寄せる人たちは思いを共有し、社会を動かしていきます。 

 

そうはいっても現地を彷徨った１人１人の記者はもどかしさ、歯痒さ、むなしさが募り続け

ます。それを自分の力不足と受け止めたりします。書けなかった、伝えられていないという思

いがあります。伝えていない取材メモがたくさんあります。 

そのような思いで被災地を離れなければなりませんでした。 

どんなに力を持つ新聞であっても、やれることには限界があります。その乖離は記者や新聞

社の責任ではありません。 

 

伝えなければならないのは、今だけではありません。 

復興にはあと５年、１０年、いや２０年かかるかもしれません。 

その間、被災地の人々の営みと一緒に２０１１年３月１１日をそれぞれの立場で伝え続けて

いかなければなりません。 

自分しか目撃しなかったその瞬間を、誰かに伝えなければなりません。 

重松さんの原子力の被害を繰り返してはならないという思いは、福島原発事故で裏切られま

した。この悔しさ、空しさをこそ繰り返えさせてはいけません。 

５年、１０年、いや２０年後の新聞が、苦闘の後の喜びの笑顔で飾るために、被災地、被災

者を含めて、私たちの責任と任務は緒に就いたばかりです。 

 

     『冴えた眼から』 

 

             深川 宗俊 

 

  崩れかかった頭蓋に 

  無数の蛆がうごめいている 

  皮膚は鉛黒色に焦げ 

  剥げて垂れ下っているところは赤黒く爛れている 

  あの日 

  熱線にさらされたお前は 

  焼けた野原で 

  その全裸を菰(まこも)の上に横たえていた 
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  お前の美しかった面影がどこにあろうか 

  痛いとも言わず 泣きもせず 

  うつろ瞠いた眼で 何かをさぐろうとしていた 

  何かを訴えようとしていた 

    

  「むごいのお ひどいことをするのお  

  どうしてこがいにせにゃならんかいのお」 

  母はおろおろと お前を見守るばかりだった 

  救護所も くすりもない焼跡 

  ただ おれの小便で傷口を洗ってやっただけで 

  他に処置のしようがなかったのだ 

    

  ７日の昼すぎであったろうか 

  お前の眼が 空の一点をみつめて 

  急に冴えてきたのは 

  お前は 何も言わなかったけど 

  俺は その眼からお前の戦争にたいする 

  せいいっぱいの抗議を感じた 

    

  今日もひろしまの空を 

  西に飛んで行く爆音を聞きながら 

  俺はペンを握りしめて 

  お前の 冴えた眼のことを 

    

  世界の 

  平和を愛する人たちに 

  告げようとしているのだ 

 

 

救助隊員に食事と睡眠と休息の保障を  

４月４日（月） 

 

 『女子アナ・吏良の海上自衛隊メンタルヘルス奮闘記』（講談社）が昨年末発刊されました。

ＮＨＫキャスター出身の山下吏良さんの隊内での臨床心理士としての活動報告です。 

 今、自衛隊は年間１００人の自殺者を出しています。 
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 しかし「自衛隊では、『いじめ』があったという例は極めて稀です。何をもって『いじめ』

というのか明確な定義もないのですが、実態として、集団生活においてまったくゼロというこ

とはないと思います。あまりにも要領が悪く鈍重な人や、自己中心的で極端に空気が読めない

人は、集団の構成員から嫌われたり、辛く当たられたりするのがどこの社会でも普通だからで

す。」というトーンの文書が続くと、自衛隊そのものが自殺者を生み出していると確信させら

れます。 

 それはさておき、本には惨事ストレスケアの具体例がいくつか載っています。私たちがあま

り知ることが出来ないことです。それを紹介します。 

 ２００１年末、北朝鮮の工作船が九州南西方に現れた時に、これを追跡した海上保安庁の巡

視船が銃撃を行けました。その巡視船の乗組員数人がＰＴＳＤになったと言われています。 

 ２００４年末のスマトラ沖大地震で津波があった時、海上自衛隊の艦艇３隻が派遣され、タ

イ・ブーケット沖で被災者の遺体の収容作業をおこないました。隊員は、特に辛かったのは子

供の遺体の収容。子を持つ隊員は、「これが自分の子どもだったら」と考えて、心にかなり大

きなダメージを受けてしまったと言います。 

 自殺防止対策として、自殺やその他の重大な出来事に遭遇した隊員がどれくらいストレスや

ショックを受けているかを定量的に把握するための心理テスト「ＩＥＳ－R」（出来事インパ

クト尺度）を紹介していなす。今回の震災援助活動をしている人たちにも役立ちます。 

 ・別のことをしていても、そのことが頭から離れない 

 ・イライラして怒りっぽくなっている 

 ・そのことを思い出させるものには近寄らない 

 ・その時の場面が、いきなり頭に浮かんでくる 

 ・寝つきが悪い 

 ・ものごとに集中できない 

 ・そのことについての夢を見る 

 ・自分のせいではないかと思う 

などの項目に「まったくない」から「非常にあてはまる」の５段階から選びます。（「ＩＥＳ

－R」の詳細についてはインターネットで簡単に検索できます） 

 自衛隊は、採用にさいして心理テスト・スクリーニングを行っています。 

 しかし諸外国では行っていません。（『戦争する脳』計見一雄著 平凡社新書）なぜなら戦

闘状況でのストレスに強いパーソナリティーなんてそもそも存在しません。だれでも限界を超

えればブレークダウンします。事前予防はできません。不安反応は、古兵といえども戦闘期間

の長期化とともに、高い頻度で必ず出現します。つまり戦闘機械のような兵隊は作れないので

す。 

 自衛隊には無用なことにこだわってすべて個人のせいにします。 
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 震災現場に派遣されている隊員が「遺体捜索の夢をみて真夜中に起きてしまう」と語ってい

ます。ケアが必要な段階です。 

 しかしやはり自衛隊の「心のケア」対策は遅れています。 

 精神医療と心理学の研究は戦時に推進され、利用されてきましたが日本の軍隊と自衛隊は、

諸外国の対応や研究を習得していません。今も昔も「根性路線」を基本的に変えていません。

戦時中の戦地にも、終戦後の帰還兵にも「南方ボケ」と呼ばれたたくさんのＰＴＳＤ罹患者が

いました。（『戦争する脳』）しかし放置されたままでした。その一方で同じ集団で同じよう

な恐怖を体験した同期会が定期的に開催されています。しかし集団を離れると武勇伝を吹聴し

ています。 

 同じように惨事ストレスケアを体験する警察官や消防士の対応や研究も共有していません。

消防士はここ数年間の間に取り組みが急激に進みました。 

 

 第一次大戦の経験から、イギリスの軍医は戦争神経症に関する治療方法における４つの原則

を主張しました。 

 戦争神経症とは、一杯に開いた目、強烈な震え、恐怖に満ちた顔つき、全身の皮膚は青ざめ

て冷たい、耳が聞こえなくなったり、口が利けず、目が見えなくなったり、四肢が麻痺してし

まうなどの症状があらわれます。 

 これに対して、 

 １．プロクシミティー（proximity） 接近性。患者に接近していることと、障害が発生し

た場所に接近  している、可能な限り前線に近く、基地の病院より前線近くの病院での治療

に収容。 

 ２．イミディアシー（iｍｍediacy） 直ちに。戦闘によるブレーク・ダウンが起きたらな

るべく早く。 

 ３．期待（expectancy） 励ますこと。「病気ではないから、疲れを取ればすぐに原隊に復

帰できる」と  言ってあげること。期待は「回復して仲間のところへ戻る、それができる」

という本人と救助する側両  方のものです。 

 ４．シンプル（simplicity） 休息を取らせ、熱いシャワーを浴びさせる。一息入れさせて

から温かい食  事を取らせ、そして眠らせることを最優先する。 

 これらを組織の中に組み込んで行うということです。（『戦争する脳』） 

 

 ちなみに、厚生労働省の「復職の手引き」はこの応用ではないかと思われます。しかし実態

はやはり似て非なるものがあります。 

 

 １９７２年の「あさま山荘事件」の時、警視庁の要請で現場には心理学者が動員されていま

した。 
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 彼らは、厳寒のなかでの活動であり体力を消耗することを避けるために交代で休息させるこ

と、前線の全隊員に詳細な情報をこまめに伝達すること、温かい食事をとらせることなどを助

言しました。温かい食事がカップヌードルで、食べている様子が全国に放映されてその後爆発

的な売れ行きになったというのは有名な話です。しかし長野県警はずっと冷たいおにぎりだっ

たと言います。 

 

 寝ない、食べない状況が続くということは精神的に悪影響が出てきます。これは福島原発事

故で修理に奮闘している東京電力と協力会社の社員にも言えることです。 

 被災地での救助活動や福島原発での作業は長期戦になります。精神論での頑張りではなく、

食事と睡眠と休息をきちんと確保した対応をしないと二次被害、三次被害に襲われます。 

 

 『戦争する脳』の著者は「軍や戦闘という、いわば非日常的な状況における現象、精神的に

傷つき倒れていく人々の記述から、日常的なわれわれの平和な世の中と呼ばれている社会でも

同様に傷つき、倒れていっている人々がいることに思いを及ぼさざるを得ない。」と、「４つ

の原則」などについては「職場のメンタル・ヘルス』なるものを考える時にもあるしさを与え

るものである」と書いています。 

 

 米軍では、軍隊が戦闘行為から離れる最長期間は２週間です。自衛隊は……。自衛隊は災害

救助隊に再編成される必要があります。 

 

 

   被災地から帰ってきた同僚・仲間への対応は  

４月７日（木） 

 

 震災１週間後の石巻市内の状況を収めたビディオがあります。防災無線から夕方の定時を知

らせるドボルザークの「家路」のオルゴールがこれまでのように流れていました。このような

時に無神経なとも思いましたが地元ではそれどころではないのでしょう。 

 繰り返してオルゴールは流れ、確実に時間は流れていきます。 

 被災者の自立的活動ややっと届いた救援の人・物をめぐる共感など、尐しずつ報道でも明る

い話題が登場してきています。 

 ２週間が過ぎた避難所に民間の「心のボランティア」が訪れました。おばあちゃんの開口一

番は「辛かった……」。泣き崩れました。地震への「怖かった」ではありませんでした。地震

の後じっと我慢を続けてきたのです。おばあちゃんは、この時にやっと助かったのです。物資

だけでない支援の継続が必要です。 
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 大災害の後の被災者の心理状態は日を追うごとに変わっていきます。尐しでも落ち着きを取

り戻したら生活者として立ち止まっていられません。すると今後への不安が襲います。いらだ

ちます。 

 ボランティア・支援者の“立ち位置”も変わらなければなりません。“密着”し過ぎると被

災者の自立を妨げます。 

 

 ボランティア・支援者の心理状態にも変化が出てきます。 

 やらなければならないことを夢中でこなしている期間が過ぎると、恐怖がフラッシュバック

し頭から消えません。その夢を見ます。また「何もできなかった」「助けられなかった」とい

う無気力が襲い、帰路についても“心の空白”が浮き上がりなかなか通常に戻れません。 

 このような心理状態に陥った時、周囲はどのような対応をしなければならないのでしょうか。 

 まず必要なのは、「惨事ストレス」というものがあるということを理解することです。それ

らは正常の反応なのです。 

 

 阪神大震災の経験・教訓等を踏まえた消防庁の惨事ストレス「対策講座」が加藤寛著『消防

士を救え！』（東京法令出版刊）で語られています。そこから対応を探ってみます。 

 消防署員、警察官、自衛隊員、医療関係者などは社会の安全維持のために、緊急事態に対応

するため日々訓練を繰り返しています。それは実際の場面に直面した場合に自信をもって対応

するためです。訓練が自信をつけます。  

 自信をもって行った任務が実際の局面で結果的に成功に至らなかったとしても、その対応は

できうる最善の方法だったはずです。それ以上のことは仲間以外の他の誰にもできないことで

した。それでも従事した者は自分のせいだと責め続けます。成功したとしても、もっと早く、

もっとうまく成し遂げることが出来なかったかと責め続けます。 

 さらに、周囲が無理解だったり、正当な評価をしなかったり、安全地帯にいた心無い人々か

ら知ったかぶりした避難を浴びせられることがあります。  

 ２００３年、神戸市で消防士の殉職事故が２件ありました。事件直後の記者会見に出席した

警防部長は報道陣から「現場にいたものの判断ミスではないのか」と辛辣な質問が飛んだ時、

即座に「これは予想し得ない崩落であって、現場の者に過失はない」と断言しました。 

 隊員にとっては、組織は隊員を守るというメッセージでした。多くの隊員の支えになり、そ

の後、組織への信頼と忠誠心を増し、活動をまい進できたと言います。そして報道陣の姿勢と

は逆の市民の励ましは本当にありがたかったといいます。 

 今回の福島原発事故で、東京消防庁の放水活動において、上司は最も危険な持ち場に立って

隊員を指揮していました。これで部下は恐怖を安心感と信頼感で克服して作業を続けることが

出来ました。そして達成感をもって任務から離れることができました。 
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 第二次世界大戦中の米軍兵士は、帰国に際してはまとまって船を使用しました。船中で時間

をかけてお互いの悲惨な体験を語り合ったと言います。 

 “デブリーフィング（debriefing）”という用語があります。米空軍では「帰還報告」のこ

とをいいました。今は消防や災害などにかかわった人たちの「災害体験報告」の意味で使われ

ています。体験を語り、共有することが現地で受けた災害ストレス解消には不可欠です。 

 阪神大震災を経験した神戸の消防署員は、それぞれ業務報告だけでなく、その活動記・感想

を思いのままに文書に書きました。それをまとめて『報告集』として発行しました。自分と同

じ思いを抱いた仲間の文章を読んで心の整理をすることができ、“正常”な自分を取り戻すこ

とが出来たといいます。 

 

 救援活動から戻った人たちに対して、送り出した職場や団体はまず感謝の意を表し、「最善

を尽くした」という言葉をかけて労をねぎらって迎え入れましょう。アメリカでは“ヒーロー”

として迎えるのだそうです。しかし派手な歓迎は逆に心の整理をできなくしますので気を付け

なければなりません。 

 そうすることで自己の使命感と活動の満足感と誇りを再確認出来ます。 

 

 「惨事ストレス」に陥った同僚・仲間への対処方法は、「アウトリーチ」と心理教育です。 

 アウトリーチとは、ケアを提供する側が同僚・仲間の方に出向いていくことです。 

 心理教育とは、心情を吐露してすっきりする「カタルシス」によって、この惨事の後に起こ

っている心理面の反応の多くが、当たり前の“正常”な変化であって、ほとんどの場合、自然

に回復することを知ってもらうことです。そのためには、 

 ① 「この面接は治療ではなく、状況を確認し対策を考えたい」、「１回の面接でできるこ

とは限られているが、必要なことがあれば一緒に考えたい」という、言葉かけから導入する。 

 ② 状況や変化について可能であれば確認し、よほど重篤な反応でなければ、原則的に「異

常な状況における正常な反応」 

  であることを伝える。 

 ③ 本人が行っている対処法を確認し、本人の持つ回復力を支持する。 

ことが必要です。 

 そのなかから尐しずつ日常のペースを取り戻していきます。 

 

 そして「お疲れさま。この後は俺たちが引き受けた！」という同僚・仲間からの感謝の言葉

と任務の引き継ぎが安心を取り戻す要因になります。 

 

 

「小さな政府」が被害を拡大  
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４月１１日（月） 

 

 またまた、早大競争部の部員日記を紹介します。 

 ４月８日の部員日記に、今回の震災を他人事と思えない神戸出身の２年生の選手が書いてい

ます。 

   ※ 

 昨夜、東日本大震災の余震で最大級となる震度６強の地震が再び被災地を襲いました。今も

停電や断水が続いている地域があるそうです。尐しずつ復興に向けて進みだしている中での今

回の地震に驚きと悲しみを覚えました。自然の脅威には勝てませんが、なぜまた被災地を苦し

めることが起こるのかと心が痛みます。 

 

 連日ニュースでは地震のことが報道されていますが、そこで感じたことがあります。それは

「人それぞれがプロフェッショナルな仕事をしている」と言うことです。被災者に対してラー

メン屋を経営している方がラーメンを提供したり、大工さんがお風呂を作ったり、マッサージ

師がマッサージをしたりという姿を目にしました。普通なことなのかもしれませんが「何かを

しなくては」と考えていた私には何か気付かされたような気がしました。ではいったい自分は

どんなプロフェッショナルになれるのだろうかと考えてみますと、今は笑顔や希望、勇気を与

えることだと思います。時間が経てば支援の仕方も変化してきます。長期的な支援をどうでき

るかも考えていく必要があると感じています。 

 そこで私にできることの一つとして紹介したい歌があります。 

 私は神戸出身で３歳の時に阪神淡路大震災を経験しました。あまりの大きな揺れに恐怖を感

じ、立ち上がることができず、父におぶってもらい、小学校まで非難したことを覚えています。

神戸の街も震災から１６年が経ち、ほぼ復興を遂げることができました。そんな神戸で歌い継

がれている曲があります。「しあわせ運べるように」です。この曲の歌詞のなかで「支えあう

心と明日への希望を胸に」というフレーズがあります。みんなで支えあれば必ず復興できると

勇気ともらえます。この歌を聴いていただき、尐しでも心の支えになっていただければと思い

ます。是非、一度検索して聞いてください。 

  ※ 

 検索しました。毎年１月１７日の神戸からのテレビ報道に流れている曲です。 

 

        しあわせ運べるように 

 

                   作詞・作曲 臼井 真 

 

 １．地震にも負けない 強い心をもって 

   亡くなった方々のぶんも 
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   毎日を大切に生きてゆこう 

 

   傷ついた神戸を 元の姿にもどそう 

   支え合う心と明日への 希望を胸に  

 

   響き渡れ ぼくたちの歌 

   生まれ変わる 神戸のまちに 

   届けたい わたしたちの歌 

   しあわせ運べるように 

 

 ２．地震にも負けない 強い絆をつくり 

   亡くなった方々のぶんも 

   毎日を大切に生きてゆこう 

 

   傷ついた神戸を 元の姿にもどそう 

   やさしい春の光のような未来を夢み 

 

   響き渡れぼくたちの歌、生まれ変わる神戸の町に 

   届けたいわたしたちの歌 しあわせ運べるように 

   届けたいわたしたちの歌 しあわせ運べるように 

 

 臼井さんが歌に託して語っています。 

「私が、この歌を作ったのは震災から約 2週間後でした。 

生まれ育った、神戸市東灘区の自宅は全壊、勤務先である小学校も２千人以上の方々の避難所

という状況の中で、親類宅で創作しました。 

 私は、自分が生まれ育った神戸の街が瓦礫と化し、変わり果てた状態になった時に、初めて

自分は神戸という街をとても深く愛していたのだということを知りました。 

 あんなに悲しいことがなければ、永遠に気づかなかったことかもしれません。 

 この歌を作ったときほど胸が痛く、切ない気持ちになったことはありません。 

 その時に、私は神戸の街を人間のようにとらえて思いを綴っていました。 

 神戸の街は傷ついただけなんだ、死んではいない。 

 神戸に住んでいる子供達の清らかな歌声が、苦しんでいる神戸の街に響きわたれば、いつの

日にか必ず傷も癒され元の姿に戻ってくれる…そんな願いを歌詞と曲に託しています。」 

 

 今回の震災でも避難所では教師や自治体職員が、自分自身が被災者であったりしながらも泊

まり込んで、不眠不休で頑張っています。彼らは避難所では最高責任者だったり指揮官です。
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周囲からは期待とともに監視されています。遺体の管理を管理するのも彼らです。心身共の疲

労は計り知れないものがあります。 

 震災直後は被災者に我慢をお願いすることがあっても受け入れられ、感謝の声が寄せられま

した。しかし尐し落ち着きを取り戻して来ると解決不可能な相談を受けたり、不満や苦情が寄

せられ、それに対応しなければなりません。「いいな公務員は失業しないから」と離職を強い

られた被災者からのストレス解消先になったりします。 

 それでも教師や自治体職員の使命感で自分の感情を殺して我慢しています。 

 実際には支援がなく多忙ななかで、情報収集する暇もなく孤立しています。逆にボランティ

アがたくさんの情報を持っていたりします。体調不良を我慢していたり、気付かないこともあ

ります。 

 

 このようななかで本当は２人でペアになって業務をこなして確認しあうとストレスが軽減

されます。交互に、強制的にでも定期的な休息と睡眠が必要です。全体活動がストップするこ

とになっても必要です。周囲の誰かが気付いてカバーしてあげる必要があります。 

 そうしないと行政組織が長期に機能しなくなる危険性があります。身体と精神のバランスを

欠き、さらに頑張ろうという意識のなかで空回りが起き、無力感に苛まれ、ついには意欲を失

ってしまう「燃え尽き症候群(バーンアウト)」に陥ります。 

 また事態の進展が滞ったり、要請に対処できなかった場合、すべて自分の責任と自責の念に

駆られたりしたり、周囲への強度の不信感に襲われたりします。 

 放置したままにしておくと、自殺の危険性さえ出てきます。 

 

 今回の震災では、自治体職員もたくさん死亡したので、余裕がないと言われています。 

 しかしそれだけではありません。小泉政権後の行政改革の名のもとの公務員叩き、人員削減

も今回の事態を招いています。今回の被害地でも災害対策本部が恒常的に機能していた自治体

はどれくらいあったでしょうか。被災地外の自治体にしても応援者を送るだけの余裕がありま

せん。病人や体調不良者が続出するなかで医師が不足しています。震災で不足したのではあり

ません。この間、公営の病院は縮小され、労災病院は閉鎖が続きました。だから遠くにも受け

入れ先がありません。 

 「民間主導」は震災のような事態においてはなにもできていません。この後の「復興」の動

きの中にハイエナのように利得をあさりに来るだけです。「小さな政府」を主唱する連中は、

ボランティア団体のような「民間」と連携することさえもできていません。 

 政府もマスコミも、３月１０日までは公務員の人員削減を声高に語っていました。住民の公

務員叩きへの迎合は自分らの生命をより危険に曝しました。 

 復興構想会議が発足しましたが、このことを肝に銘じて監視していかなければなりません。 

 そうしないと「支えあう心と明日への希望を胸に」生まれ変わるまちに「しあわせ運べ」な

くなります。 


