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「長期の支援活動と『心のケア』」Ⅳ 
 

東日本大震災から間もなく１か月以上が過ぎました。 

日ごとに暖かさを増しているのが救いです。ボランティアは全国から押し寄せています。

それは被災者にとっては労力や物資の支援だけでなく大きな「心のケア」になっています。 

「こころのケア」は専門家だけが担えるものではありません。 

しかしその一方で原発事故への対応は混とんとしています。 

人びとの関心も「被災地」と「原発」に二分されているようにさえ思われます。 

 

いずれにしても、復興には長い年月がかかります。 

「どうぞ笑ってください。人が笑っているのを見てねたむほど、私たちは落ちぶれてはい

ません」と語った被災地の方々も、何度も失望し、時には絶望に襲われることがあるでしょ

う。 

しかし、被災地の人たちが教えてくれた「希望」を東北だけでなく全国で、世界で共有す

るため、一緒に頑張ってきましょう。 

東北も全国も世界も長期的挑戦の開始です。 

 

悲しみを喜びにするために  

４月１８日（月） 

 

 ４月１６日、東京で、「済州島四・三事件６３周年追悼の集い」が開催されました。東日本

大震災のため、開催が例年より遅れました。 

 済州島四・三事件は、金石範の長編小説『火山島』で知られるようになりました。１９４９

年、アメリカと李承晩政権は政権を確立するため、反対運動を押し切って南朝鮮単独での選挙

を強行しました。朝鮮半島の南に浮かぶ『火山島』・済州島では反対した人たちだけでなく多

くの住民も韓国軍によって弾圧、虐殺されました。 

 家族を殺された遺族は、軍事独裁政権下では悲しむと“アカ”と言われるため「悲しむ自由」

もありませんでした。死者のために涙を流すことさえ罪に問われました。 

 毎年命日を迎える真夜中１２時、遺族は口を手で蔽い、押し殺して泣いて過ごしてきたとい

います。事件の真実が掘り起こされ、軍事政権が終焉するとやっと大声で泣けるようになった

といいます。 

 人には「悲しむ自由」があります。泣くことができる自由を獲得した時、自分を取り戻し、

泣くことが歓びになりました。 
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 今回の東日本大震災では多くの方が一瞬のうちに亡くなりました。残された者はなかなか心

の整理ができません。どのようにして乗り越えるか、一緒に乗り越えることができるのでしょ

うか。 

 聖路加国際病院の日野原重明理事長は、４月１１日の毎日新聞で「死別の悲しみ寄り添う本」

３冊を推薦しています。 

 まず、『愛する人を亡くした時』（E・A・グロルマン編著）です。 

死別の喪失感は、 

 「愛児を失うと 親は人生の希望を奪われる 

  配偶者が亡くなると ともに生きていくべき現在を失う 

  親が亡くなると 人は過去を失う 

  友人が亡くなると 人は自分の一部をうしなう」 

と言います。 

 

 もう１冊がグリーフケアの古典である G・E・ウェストバーグ著『すばらしい悲しみ －グリ

ーフが癒される１０の段階－』（地引網出版）です。 

 Griefとは「深い悲しみ」の意味です。著者は、深い悲しみが癒されるには１０段階のプロ

セスがあるといいます。そのそれぞれの段階の特徴と、どうしたらその段階を乗り越えること

ができるかを説明しています。 

 「深刻な悲しみ」には５つの特徴があります。①身体的苦痛、②死への願望、③死への願望、

④罪責感、⑤行動様式の喪失、です。 

 １０段階は、喪失（肉親・知人などの死・家屋や財産の消失）に立ち向かうにあたってはほ

とんどの人が立ち向かわなければならないプロセスです。すべての段階を通る必要はないし、

順番通りである必要はありません。 

  

 １０段階を紹介します。 

 第１段階。ショック状態に陥る。 

 ショック状態とは、悲しみがあまりにも大きい時、その悲劇的な体験に反忚して一時的に感

情が麻痺してしまうことです。一時的な現実逃避です。 

 周囲の者の対処方法は、すべてが崩れ去った時に対忚できるようその人のそばにいてあげる

ことです。できることを可能な限りさせることは癒しになるので取り上げないことです。 

 第２段階。感情を表現する。 

 感情をいたずらに封じ込めることは、自分自身を傷つけることです。感じた悲しみを表現す

ることが必要です。気恥しい場合には、一人になり、自然に出てくる感情に身を委ねます。 

 第３段階。憂うつになり孤独を感じる。 
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 感情を表現した結果、ひどい憂うつと孤独を感じるようになります。周囲の者はそっとそば

にいてあげます。「放っといて」という反忚でも通常、本心は違います。心が平安になり、心

配が本物であると理解したなら援助は大きな進展を見せます。 

 第４段階。悲しみが身体の症状として表れる。 

 悲嘆を原因とする身体的な症状が現れるのは、１０段階ある悲しみのプロセスのある段階で

止まってしまっています。その段階に含まれた感情的な問題を乗り越える手助けを周囲の者が

しない限り、病気は回復しません。 

 第５段階。パニックに陥る。 

 喪失を体験するとき、そのこと以外に何も考えられなくなってパニックに陥ることがありま

す。悲しみの時に何事にも集中できないのは悲しむことと同じくらい自然なことです。パニッ

クでさえ普通のことだと知ると心の安らぎを得ます。 

 喪失以外何も考えられない時期を乗り越えるためには、今までとは違った新しい人間関係を

築く必要があります。 

 第６段階。喪失に罪責感を抱く。 

 「正常な罪責感」と「神経症的な罪責感」があります。 

 「正常な罪責感」は、社会的基準で考えて気が咎めるようなことをしたり、なすべきことを

しなかったりしたときに感じます。「神経症的な罪責感」は、個々の問題によって生じる実際

的な関わりとはまったく不釣り合いな罪責感を抱いてしまうものです。 

 罪責感をそのままにし、自分自身の感情が理解できずにいると、惨めな状態が続き、悲しみ

を原因とする様々な身体的症状に悩まされます。罪責感に向かい合いことは大切なことです。

恐れず、恥ずかしがらずに周囲に語ることが必要です。 

 第７段階。怒りと恨みで一杯になる。 

 少しずつ憂うつから抜け出していくと、これまで自分では気付いていなかった怒りや恨みな

どの強い感情を表現できるようになります。これらの感情は人間にとって普通です。 

 しかし恨みは健康的な感情ではなく、それに心を支配されるなら、有害なものになります。

にもかかわらず、恨みは、悲しみが癒されるプロセスの正常な一部分です。人間は、責任を負

うべき人をいつも探しもとめています。 

 第８段階。元の生活に戻ることを拒否する。 

 悲しみを癒す作業によってすっかり元気を取り戻し、日常の生活に戻りたいと本気で願って

いても、心の中の何かがそれを拒否します。自分の体験した喪失が何か特別のものであり、そ

れがどれだけ大きなものであったか他人には全然わからないと感じているのです。周囲の者は

他のことをしゃべっていて、自分１人が悲しみの中に取り残されているかのようです。 

 誰かが、それを覚えていて挙げなければなりません。「何もなかった」という状態に戻して

はならないのです。 

 さらに、元の生活に戻ろうと試みる時、それが耐え難いほどの痛みを伴うものであることを

知ります。そこで、新しい状況に対処して戦うよりは、悲しみ続けることを求めます。新しい
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予測不可能な世界に身を置くより、悲しみの中にいた方が快適なのです。慣れ親しんだ状況に

とどまっていたいのです。 

 愛した人の記憶が薄れないように助けてあげて、お互いに関心を表しあうことは友人の務め

です。 

 第９段階。徐々に希望が湧いてくる。 

 周囲の者からの愛情を受けていると、自分の考えの非現実的な部分が見えやすくなり、「生

きていてよかった！」と思えるような人生に１歩近づきます。そして、他のあらゆる人生経験

も、再び意義あるものになってきます。 

 第１０段階。現実を受け入れられるようになる。 

人は深刻な悲しみの体験をすると、まるで違う人のようになります。その出来事への対忚次第

で、以前よりも強い人間にもなれば弱い人間にもなり、心が健康にもなれば病むこともありま

す。 

 悲しみを癒す作業を１人ですべきだという考えは誤りです。 

 周囲の者は「悲しみなさい。しかし、他の望みを持たない人々のようにではなく」と言いま

す。 

 現実を受け入れようとしはじめると、現実世界を恐れる必要などないということに気が付き

ます。 

 「素晴らしい悲しみ」です。 

 

 復興のためには、まず「心の復興」を実現させなければなりません。 

 それが人が住む街の復興の礎になります。 

 

 

出動したくない自衛隊員を無理やり出動させるのは人権無視  

４月２２日（金） 

 

 １９日、陸上自衛隊は、第一特殊武器防護隊所属の 3等陸曹が逮捕され、同日付で懲戒免職

にしたと発表しました。「原発事故への対忚で除染作業をする部隊の無線通信を担当していた

恐怖心でパニックになり、自衛隊のトラックで逃走しました。容疑はトラック等の窃盗という

ことです。 

 ２０日、神奈川県警港南署は、海上自衛隊横須賀基地所属の潜水艦救難母艦「ちよだ」乗組

員の３等海曹を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕したと発表しました。３等海曹は前にも、宮城

沖の遺体収容作業に従事したが再出動予定でした。捕まったら出動しなくていいと思ってわざ

とやったと言います。 
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 前者の恐怖は誰でも抱きます。 

今回の福島原発事故でも、もおそらく災害援助の訓練をもっとも重ねている東京消防庁の指

揮者が、任務終了後に涙ながらに記者会見をしたのを皆見ました。これまで訓練したことのな

い、相手が見えないなかでの事態への対忚でした。そこにあったのは恐怖を克服する「使命感」

です。 

 ましてや自衛隊にとって原発事故への対忚は、本来の任務である「攻撃」の一環ではありま

せん。訓練経験がありません。 

 遺体収容作業は誰にとっても辛いものです。救助活動訓練を重ねてきた者たちにとってもそ

うです。消防庁の惨事ストレス調査でも原因の１位が「死体を見た、あるいは死体に触れた」、

２位が「死体が凄惨、あるいは衝撃的な災害であった」で他の項目を大きく話しています。子

供の遺体を見るのと異臭はいつも、本当につらいと語っています。悪夢、不安感、睡眠障害、

抑うつ傾向に襲われます。 

 自衛隊は、体力勝負の人海戦術で救助活動や遺体捜索を展開していますが、救助活動の訓練

はあまりしていません。やはり本来の任務ではないからです。 ここに現在の自衛隊が持つお

かしな「立ち位置」、「攻撃」と「救助」という二面性の矛盾があります。だから救助活動で

恐怖を感じたとしても当たり前のことです。 

 ４月４日にも書きましたが、自衛隊は採用に際して適忚性の心理テスト・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。なぜなら戦闘状況でのストレスに強いパー

ソナリティーなどそもそも存在しないからです。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。不安反忚は、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。 

 出動したくないという隊員を無理やり出動させるのは人権無視です。 

  

 自衛隊は逃亡した隊員は隊の秩序を乱した等々主張します。 

 しかし恐怖が原因で心身に異変が見られる隊員に同じ恐怖を体験させることを秩序とは言

いません。拷問です。そのようなものは指揮命令にはなりません。「使用者の安全配慮義務」

に違反します。 

 すでに夜眠れないなどと訴えている自衛隊員もたくさんいます。 

 今自衛隊がしなければならないことは、ストレスがたまっている、心身ともに不安定に陥っ

ている隊員のチェックとケアです。そのような状況で救援活動を強制させると、大きな事故を

誘発します。 

 

 米軍の制服組を養成する学校には遺体を扱うときの留意事項が列挙されたマニュアルがあ

ります。『遺体が救援者に引き起こす気持ちの変化：救援者向けパンフレット』として防衛医

科大学の医師が翻訳しています。日本でも消防庁では活用されています。（加藤寛著『消防士

を救え！』東京法令出版刊） 
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 しかし、自衛隊では救援活動は本来の任務でないということからかあまり活用されていない

のでしょうか。 

 パンフレットを紹介します。 

【基本的な心構え】 

 ・業務の目的を忘れないでください。そして、それを見失わないようにして下さい。 

 ・業務前に「心の準備」をすることは簡単ではありません。そのため、業務内容で何が求め

られているのか、可能な限り事前に知ることが大切です。また、同じような経験をした同

僚から話を聞くことも大切です。 

 ・休息をこまめにとり、衛生を保ち、食事と水分をしっかり摂って下さい。 

 ・業務外の時間では、心身ともに休んでください。 

【遺体への接し方】 

 ・遺体に接する時間は必要最小限にして下さい。そして、ほかの人にも必要以上に見せない

ように、敷居、カーテン、パーティーション、カバー、袋などを用いて下さい。 

  業務中は、防御服・手袋を着用し、二次感染の危険性を減らしてください。 

・特定の遺体に集中しすぎないようにして下さい。自分が強い気持ちを抱きやすい遺体には、

特に注意が必要です。 

 ・遺体はあくまでの遺体であって、もう生きてはいないことを、自分の中で言い聞かせてみ

るのも一法です。これは、必要以上に気持ちが流されないためなので、業務終了後、その

ような距離感を取ったことに対して、決して自分自身を責めないでください。 

 ・遺体の近くにある遺留品は、身元確認のために重要であり、遺族にとって大切な所持品で

す。扱いには注意を払ってください。しかし遺留品への必要以上な執着は、あなたの気持

ちを必要以上につらくしますので、注意が必要です。 

 ・臭いを消すための香水や香料は、業務体験とともに後々の記憶に（悪い形で）残してしま

うことがありますので、使用にあたっては注意が必要です。 

  

 ＪＲ西日本の福知山線脱線事故に駆けつけた兵庫医科大学救命センターの看護師が、その時

の心情を語っています。 

 「普段であれば、心肺蘇生をしながら病院搬送されていたかもしれない、または家族に付き

添われ最期を迎え、清拭し死化粧をされていたかもはずのご遺体を目のまえにし、せめてもの

思いで、できる限り傷病者の目を閉じ、着衣を整え、手を胸の前で組むように毛布でくるんで

いった。」 

 できる範囲でエンゼルケア（患者の死後、看護師が遺体に対して行う清拭などの処置）を行

い、毛布でくるんでメディアの目から守ろうとしました。 

 「『私は何をしているんだろう』とすごく思いました。ただ、私にもこだわりがあって、看

護師として何かしたいという思いがすごくあったんです。何ができるかと思ったときにエンゼ

ルケアがあり、手足の位置や服を整えたり、タオルケットでくるむことだったのです……。」 
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 自衛隊は、戦闘攻撃が本来の任務のはずです。しかしかなり長期に救助活動に従事します。

（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）今回は２４万人体制で１０万

人が１か月以上動員されています。ということは、戦闘攻撃の本来の任務にとって１０万人は

余剰人員ということになります。 

 今回のような震災・災害に備え、「攻撃」と「救助」という矛盾した二面性を抱えたままに

しておくのではなく１０万人は自衛隊から分離して災害救助隊として再編成される必要があ

ります。「救助」に特化した訓練を重ねて備えた方が、緊急な事態に対してより積極的な対忚

ができ、隊員が受けるリスクも小さくなります。そして、恐怖のなかであっても「やりがい」

を持つことができます。 

 阪神淡路大震災の時もそうですが、救助活動で市民権を得て戦闘攻撃態勢を強化するのはず

るいです。 

 

 

間もなく４９日  

４月２８日（木） 

 

 ４月２９日、震災で不通になっていた東北新幹線全線が再開します。 

 かつて、中学、高校を卒業した労働者は「金の卵」と呼ばれました。その「金の卵」を大勢

送り出す東北地方からは３月下旬には集団就職列車が走りました。各駅から「蛍の光」のメロ

ディーで送り出します。集団就職列車がなくなった後もしばらく、３月下旬から４月上旬の仙

台駅では、上りの列車が出発するたびに「蛍の光」が流れていました。東京まで急行で６時間、

特急で４時間の頃です。 

 １９８２年に東北新幹線・大宮－盛岡間が開業しました。内陸を走り東京まで２時間です。 

 東京の流行は、東北地方にはまず仙台に届き、その後に、南の福島、西の山形、北の盛岡に

広がります。 

新幹線は幹線です。東京・仙台間は東北本線と常磐線が走っていましたが、新幹線が開通する

と常磐線は利用が減って行きます。沿線地域では流通網が少しづつ狭められていきました。 

 そのようななかで福島浜通りの沿線地域の住民にとっては、１９６６年から建設が開始され

た原発は出稼ぎをしなくていい、地元を離れなくてもいい地域の産業でした。いつの間にか６

基の原発と共存することになっていました。 

 ４月２９日の再開は、何をもたらすでしょうか。ボランティアが現地に行きやすくなります。

その一方、地元での生活を諦めて上京する被災者を乗せることにもなるでしょう。「蛍の光」

が流れなくても。 
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 間もなく３月１１日から、仏教のしきたりでは４９日です。被災者にも意識の変化が表れて

きます。 

４月２４日付『毎日新聞』の「余録」に載った、精神科医師の中井久夫編著『昨日のごとく』

を紹介しています。 

「阪神大震災で被災者のケアにあたった精神科医は、地震の４０日～５０日後に人々の間にあ

る変化に気づく。ふだんより元気になった人と、ひきこもってしまう人の違いが目につく。そ

の差がまるで開いたはさみの刃のように広がっていくのだ▲柔軟に新発想を出す人と考えら

れないほど頑固になる人、酒を飲まなくなった人とアルコールにのめり込む人、仲がよくなっ

た夫婦とヒビが入った夫婦――最初のわずかな差が日を追ってどんどん開いていく。医師はそ

れを経済用語を借りて「鋏状較差」と呼んだ▲貧富の差もはさみ状の広がりを見せる。経済力

や社会的人脈、地縁をもつ人々と孤立した人々の境遇の違いが拡大した。人々の生死を分けた

震災は、その後も人々の幸不幸を切り分けた」 

 

 今回の震災では被災者が冷静であったということが世界的に驚かされています。 

 世界共通の諺に「地震は金持ちを貧乏にし、貧乏を金持ちにする」というのがあります。し

かし日本には阪神大震災でも、東日本大震災でも当てはまりません。その代り共同体、地域の

つながりが見直されました。 

 混乱の中で恐怖や不安そして離別の悲しみに襲われた時、それを克服することができたのは

共同体の人たちでした。お互いに「怖かった」という言葉をかわすうちに恐怖感を少しは緩和

することができました。お互いの安否を確認し合う中から安心感を取り戻して行くことができ

ました。親族との離別にも周囲からの声かけがありました。 

 「心のケア」に専門家はいりません。地域共同体が「心のケア」の本当の「専門家」です。 

 停電、断水にも一緒だからこそ我慢することができました。 

 

 今回の災害には、自営業である農民や漁民の家族が多くいます。農民は「家」ではなく「屋

敷」を失いました。生産手段の田畑も一緒に奪われたのです。漁民は船と港を奪われました。

彼らは生まれた時から「転勤」などということとは無縁の生活をしてきました。自然を相手に、

自然と共存して、自分で段取りをつけて仕事をこなしてきました。 

 だから避難所への移動はそれだけで辛いことでストレスが増します。ましてや「屋敷」から

遠く離れる避難所への移動は考えが及ばないことです。 

 避難生活が長期化するなかで、共同生活が苦痛になってくるのは必然です。やはり共同生活

は、地域の繋がりや共同活動である「行事」とは違うのです。 

 さらに、それぞれが置かれている家庭の事情が違います。今後の生活設計の条件が違ってい

ます。自営業の人たちにとって生活の糧は蓄えです。労働者にとっては雇用保険です。高齢者

にとっては年金です。そして家族単位ではそれらの組み合わせとなります。このようななかで、

子供がいる家族にとっては子供手当が支給されるとしたら有難いことです。 
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 この違いは少しづつ拡大していきます。 

 

 阪神淡路大震災の時の避難所で、地震の数日後から、スーツ姿で出勤する労働者がいました。

この家族は家を失ったが収入が途絶えることはありません。立ち直りが早いです。自営業で職

を失った人がいます。その人たちの中にはかろうじて家は大丈夫だったとしても収入の当てが

ありません。家も職も失った人もいました。長期に避難所にいると老人は痴呆の進行が早いで

す。 

 自助努力できる人とその条件がない人に分かれました。 

 それぞれの置かれている条件で避難所に対する要望も違ってくるし、行政への要求も違って

います。ひとつにまとまることが難しくなります。 

 最初はみんな仲良くできたのが、不満を持つようになります。そして不満は身近な者ににぶ

つけます。 

 被災者が避難所から仮設住宅などへの異動、つまり「生活の再建」がスタートするとことに

なり、自己を見つめ直すことができるようになるとストレスが表面化し、ＰＴＳＤが発症する

ことが多くあります。 

 

 今後も被災者のフォローは、 

 ①被災者のもとに出かけて援助を提供する（アウトリーチ） 

 ②他の援助と組み合わせる 

 ③継続したサービスを提供する 

が必要です。（「こころのケアセンター」編『震災とトラウマ』みすず書房刊） 

 震災後に精神保健システムの援助者が被災者に積極的に足を運ぶという取り組みは１９９

１年の長崎雲仙普賢岳噴火災害からだと思われます。数年間にわたって展開されました。「こ

ころのケア」と言うことにまだ偏見があるなかで、日常の保健活動の中に精神保健へ要素を溶

け込ませた啓蒙活動を含めて取り組まれました。 

 住民への「心のケア」は、社会性に富み、地域を知り、そして医療機関と連携しながら対人

援助が任務でしかも継続的に関係を築くことができる保健師が最適です。保健師の介入が「心

の後遺症」を防止することになります。 

しかし、現在、保健師が過重労働にあるのも現状です。 

 問題の解決は、やはり行政の全員を対象にした生活全般への希望が持てる早期の支援策の発

表と途切れない生活保障です。 

 そして長期にわたる様々な不安を聞き入れてくれる相談機関と人の確保です。 

 

 

被災地の公務労働 
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５月１０日（火） 

 

間もなく震災から 2か月を迎えます。 

新学期開始が遅れていた学校もやっとスタートを迎えます。 

少し前の新聞写真に、教室の板敷の床を木目に抗う方向から雑巾がけをしている児童の姿が

ありました。初めての経験なのでしょうか。授業再開が待ち遠しいのでしょう。 

震災後、避難所となった学校の教師は施設の管理者として、教師、公務員として多忙を極め

ました。使命感がそこに留めさせました。しかも教師自身が被災者や遺族だったりします。 

 

４月１９日、宮城県教育委員会の定例会が開催されたという報道がありました。 

委員の１人は「教職員の避難所運営は業務か、ボランティアか」と質問し、教育長は「本来

業務として張り付く市町村職員がいなければ、教職員が中心とならざるを得ない」との認識を

示しました。すでに県教委は、教職員の避難所対忚を業務の一環とみなし、特殊業務手当を支

給する通知を出していました。他の委員は「教職員は避難者のまとめ役を務めながら、新学期

の準備にも追われている」と指摘し、行政職員の支援を増やし、教職員の負担を軽減するよう

求めたと言います。自分たちの活動を誰かに認めていると思った時、疲労が少しは減少します。 

また指定避難所となっている学校施設の備蓄不足も問題として指摘されました。この間、行

政改革の中で防災対策に手抜きがあったり後回しになっていたのは全国的現象です。 

 かつて箱もの行政が問題になったことがあります。無駄と言われた施設が緊急時には役に立

った例もあります。一方、原発受け入れの見返りで地元に建てた立派な施設が立ち入り禁止区

域になっていたりします。 

 

行政機関の職員も同じ状況でした。 

行政改革・小さな政府は、平時の最低人数が定員です。日常的にすでに無理があります。今

回のような規模への事態でなくても対忚できません。しかし納税者を名乗る住民からの攻撃と

報道機関の煽りのなかで職員は声を上げられませんでした。 

避難所運営にはあらゆる問題が持ち込まれます。 

立場を変えるなら自分が要請、提案、不満をぶつけたい内容もあります。様々な相談が寄せ

られます。生活不安やストレスからの体調不良、解決不可能な問題もあります。 

 職員の自分と住民の自分の心理が全く相反するなかで業務を連続し遂行しています。そのこ

とを周囲の者はお互い理解し、ねぎらい合う必要があります。住民から離れた時間的空間的保

障が必要です。 

 学校では、子供たちの精神的不安定は大人より遅く出現し、ＰＴＳＤは半年後から１年の間

に発症すると言われています。教師はこのことに日常的に注意を払うことが必要になりますが

児童の体調不良はやはり教育の場でしか解消・解決されません。退職者を含めた経験豊かな教

師の配置、しかもゆとりをもった体制のなかでのいたわり合いの保障が必要です。 
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センターが２月１９日に開催した「職場のいじめ・メンタルヘルスを考える」講演とシンポ

ジウムでパネラーから次のような発言がありました。 

「労働行政も人員を削減されてきました。この５年間だけでも１３００人以上が削減されて

います。その上、労働基準監督署の来年度（２００１１年度）の採用は全国で５３人です。一

方、退職者は何百人といます。全国のハローワークでの来年度の採用は２３人です。当然のこ

とながら大量の欠員が生じます。」 

みなこのようななかで頑張っています。 

被災地のハローワーク職員が、求人のため訪れた被災者から激励の声をかけられて涙が出た

と語っていました。 

 

被災者・被害者にならないと他人の痛みに気が付かないということではなく、日常的にお互

いに気を配る・配れる“ゆとり”を持っていないと、いざ深刻な事態に陥った時、深刻さは倍

加します。 

 

 ５月９日の『朝日歌壇』への逗子市の方からの投稿です。 

 

    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 

 


