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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災，私の体験から

第一小学校 前Ｐ会長 荻原 勝

我が町塩竈市，３月１０日は「鹽竈神社帆手

祭り」だ。同日，一般の皆さんに開放した我が

家の「ひな祭り」も最終日を迎えていた。

お山も我が家も祭りを終え，一息付いた，翌

１１日，想像だにできない魔の手が私たちを襲

うことになる。

「東日本大震災，発生」

ガッタン，ガッタン，ガッタン，ガッタン。

まるで家を持ち上げては落とすかの様な強烈な

揺れ，経験のないその揺れに「宮城県沖地震だ。

ついに来てしまった。治まれ，治まってくれ」

と思わず叫んでいた。

何分経ったことだろう，揺れに柱はギシギシ

唸り，家のあちこちでガラスの割れる音が響く。

おひな様が無残にも転がり落ちていく。立ちす

くむ母を安全そうな場所に引きずりながら，家

族の安否が気になってしかたがない。

やっとのことで揺れは治まった。私は外に出

た。瓦，外壁，何とかもちこたえた。町内も見

た目には変わらない。ただ山手へ向かう車がす

でに渋滞し始めている。

「息 子」

ちょうどそこに，高２の息子が帰宅する。乗

っていた仙石線，西塩釜駅に着いた頃に地震が

起こったという。後から聞くことになる帰宅時

の苦労話を思うと何と幸運だったことだろう。

さらにその前を走る下り電車は津波に向かって

いた訳で本当に居たたまれない思いだ。日頃当

てにしたこともない息子だが，戻ったことで私

の気持ちが前に進んだように思う。この時ばか

りは心強かった。

「津 波」

そうこうしている間に防災無線が津波警報を

叫び出す。当初４メートルが６メートルになり，

そして８メートルになっていく。この警報の変

化に言い知れない恐怖を感じ，気が焦る。息子

に母を託し第一小学校に逃がす。

ひとり残った私だったが，何も手がつかない。

「まだいたのかぁ，一小に行くべぇ」町内の人

たちの声がけに応じ私も逃げ支度にかかる。こ

の時でもそれほどの危機感は無かったように思

う「まさか津波がここまではこない。それより

余震での二次被災が心配。」そんな思いでいた。

「避 難」

私が家を出たのは夕方５時頃だったと思う。す

でに停電になっており暗闇になる前に一小に着

こうと思った。西町を過ぎ本町にさしかかる頃，

恐ろしい光景を目の当たりにする。かつては町

内を流れていた祓川，唯一ここで顔を見せ雨水

を集め暗渠に流していた。その暗渠を逆流した

どす黒い水が音も無く溢れていた。その溢れ方

がどこまでも盛り上がりそうで怖い。

この溢れた水で町内の数件が床下浸水したが，

浦戸諸島が波を押さえてくれなければ町内はか

なりの範囲水没していたことは間違いないとこ

ろだ。海沿いの惨状がここで初めて心配になっ

た。

「避難所 塩竈一小」

一小に着くと体育館はすでに開放され，児童

たちと避難された人たちで混雑していた。校舎，

体育館とも被害は無いように見える。みんなと

顔を合わすことができ幾分気が落ちついた。し

かし，本塩釜駅前で店を構える友人から，塩竈

市の沿岸部は大打撃を受けていることを聞かさ

れ愕然とする。

日が暮れ真っ暗闇。雪も降り出し，しんしん

と冷気が身に浸む。間もなく災害用発電機が用

意され体育館とトイレに向かう廊下にライトが

点いた。広い体育館に行灯のようにぼんやりと
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灯っている。しかし，そんな明かりが何と有り

難かったことだろう，繰り返し起こる余震の恐

怖をかなり和らげてくれた。

校庭には車がいっぱいだ。暖はとれるし，ラ

ジオやテレビもあるのだろう，とても快適そう

だ。この時ガソリンが無くなるなんて思いもし

ないことだった。

子どもたちは意外とおとなしい。５年生の私

の娘も何やら友達とじゃれ合い，時折笑い声も

聞こえてきてこちらもほっとする。山手の地域

で自宅が大丈夫な子は親に引き渡されている。

引き渡し訓練の成果か支障なくことは進み子ど

もたちの数が減ってきた。校長先生が情報を集

め，説明をされている。落ち着いた校長先生の

声に皆さんも落ち着きを見せる。男の先生方は

トイレ用の水をプールから運ぶ。先生方，市の

職員，ボランティア，賢明のサポートがすばら

しく機能し始めていた。

「配 給」

避難者にも毛布が渡され，水と温かいご飯も

配られ感謝感激。アルファ化米という非常食だ

そうでとてもおいしい。しかし，これが最初で

最後の非常食だとは思いもしなかった。明日に

はもう何も無い，この現実に直面する。この時，

私の住まう西町の皆さんは，体育館でいっしょ

に座っていた。皆さんの顔を見ながら「炊き出

し出来ないかなぁ」おそらく皆さんも同じ思い

を感じていたと思う。

西町は防災会を立ち上げ，毎年防災訓練を行

ってきた。そして町内会長が日本赤十字団員で

炊き出し機材を預かっている。

夜も更けた，大部分の方は寒さに耐えるのが

精一杯だ。外は既に雪はやみ，目を見張らんば

かりの満点の星空になっている。自然の猛威と

神秘，人はその狭間で何と無力なんだろうか。

思いっ切り，気が抜ける。

メールで安否を確認出来ていた女房と娘が合

流。娘の友達も連れてきていた。もう１２時近

い。やっと家族が揃った。

「炊き出し」

朝になり町内会長と炊き出し実行を決める。

その旨担当者に話し，町内の皆さんに協力をお

願いした。快い返事が直ぐさま返ってきて俄然

その気になった。家族と家に戻る。本町，宮町

は泥だらけ，ひっくり返った車が無残だ。西町

は入り口付近が泥になっていたが大方は大丈夫

そうだ。しかし，我が家に着くと，おそらく側

溝を逆流して吹き出したのであろう泥で路肩が

どろどろになっている。津波の爪先が正にここ

までとどいていたのだ。

震災翌日のこの朝から西町町民有志による炊

き出しが始まり，避難所が閉じられる３月３１

日まで朝晩集合することになる。米，野菜，他

の食材やプロパンガスまで全て皆さんの持ち寄

りだ。手探りの作業が続くが日を追うごとに見

事な連携を見せるようになる。手順が良くなり，

チームワークが出来上がってきた。第一小学校

は我々が守る，そんな使命感も芽生えていたよ

うに思う。

しかし，次第に食材が尽きはじめる。思案の

あげく一小避難所に食材の提供を頼んだ。食材

が集まり急場を凌ぐ。そうこうしている間に市

の給水車が立ち寄ってくれるようになり，食材

も各方面から集まり安定してきた。メンバーも

町外にも広がりを見せ，掛け値無しの連帯感は

気持ち良さすら感じられた。

「本 性」

聞くところによると，とても人のなす事とは

思えないような現状もあったようだが，その真

逆の空間，この素晴らしい仲間の一員であった

ことは一生涯忘れることは無い。人はこういっ

た究極の場面で本性が見えるものなのか。私は

図らずも居ることができたこの場面に生かされ

たと思っている。

「町内会としての反省」

町内活動としては至らぬ事も多々あった。毎
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日の炊き出しに追われ，すべき事がいくつも成

されずにいた。例えば町民ご家族全員の安否確

認。また，安否確認方法の把握。必要な支援内

容の把握とその確保。これは高齢者世帯，一人

暮らし世帯が中心になるができうれば全戸把握

したいところだ。さらにこういった役割は分担

しておきたいが，その時，だれがいてどれだけ

動けるのかはまったく未知数だ。そこで，この

役割は町民全体が把握，共有し，いざとなった

ら私がやるという気持ちでいることが大切だと

思う。

「生 き 抜 く」

被害甚大な地域，特に故郷全体を失い，家族

の中で一人生き残られた方もおられる。何を耐

え，どのように頑張り，立ち直れるというのだ

ろう。思えば思うほど心は張り裂け気が遠くな

る。

しかし，命拾いをしたのなら，生き抜かなけ

ればならない。生き抜かなければ，申し訳が立

たないではないか。逝ってしまった最愛の人た

ちは必ず寄り添っていてくれる。また会えるこ

とを確信して生きよう。そしてまた会えた時に

「りっぱに生き抜いてくれたね」と褒めてもら

えるように生きよう。大きく人生が変わってし

まわれる方々に，「人間の，日本人の本性，まだ

まだ捨てた物で無い」ということを申し添えた

い。またそうであることを信じている。

「思 い」

間もなく震災から１年が過ぎようとしている。

物が溢れ万能を疑わなかったこの世の欺瞞に気

づかされた人は多い。その反面，何も無くなっ

たからこそ始めて味わえた繋がりや温もりは一

生ものの財産を得た思いだ。人の幸せとは，ひ

とりのものである時，軽く小さい，人と人の間

にあるものこそが尊いのだ。ご支援を寄せられ

た全ての方々に最大の感謝を申し上げ私の「震

災の体験報告」を閉じたいと思う。

合掌

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

思い出が育てる

第三小学校 Ｐ役員 佐藤 則子

「殉職って何？」

震災特集のテレビを見ていた娘が訪ねてきた。

「仕事をしている時に亡くなること，地震のあ

ったあの時間，大人はみんな仕事中だったから

ね。」

娘を見ると目に涙をためてじっと見つめてきた。

あの日から１０か月も経ち，温かい我が家で夕

食を待つひと時，一瞬で娘があの日の不安の渦

の中に引き戻されてしまう瞬間を初めて見せつ

けられた。教室の机の下に体を縮めて揺れが収

まるのを待つ間，父と母にはもう会えないこと

を想像して泣いてしまったと笑いながら話して

いたのは避難所から自宅に戻った頃だった。

３月１１日，午後２時４５分，職場である学

校では５校時目がもうすぐ終わるという時刻。

突然，地震予知機が警報を鳴らした。ぐらぐら

と強い揺れが長く続いた。職場は仙台市泉区。

携帯電話，固定電話，公衆電話，メールは不通

になり，家族となかなか連絡が取れなかった。

小学生の息子，娘とは母親友達を通じて第三小

学校体育館で保護者のお迎え待ちであると知っ

た。子供たちには日頃から地震が起きたら父も

母もすぐには職場から帰れないこともある，学

校の指示に従うようにと約束していたので学校

にいるならと安心した。中学生の息子はラジオ

から流れる「塩釜第三中学校在校生無事です」

の放送で安堵した。高校生の長男は石巻市内で

部活遠征中であった。ラジオからは津波警報，

その被害の様子が流れていた。これまでには体

験したことのない事態が起きたことを感じたも

のの，職場で寒い一夜を明かした。街中の明か

りが消え，真っ暗な夜空の星がまるで落ちてく

るほどに美しかった。夜遅くやっと連絡が取れ
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た主人からの電話で，長男の無事と主人の多賀

城市内の会社，車は津波で流され，多賀城文化

センターに避難していると知った。

翌朝，仙台市の職場から自宅までの通勤路は

信号が点灯しないものの道路の亀裂，陥没がい

くつかあるだけで，車はまばら，通行人はなく

静寂であった。仙台市を抜けて多賀城市が近付

くと，のどが痛くなるような黒い煙を黙々と上

げているのが見えてきた。次第にパトカーとす

れ違い，様子が違ってきた。多賀城文化センタ

ーの中に入ると，非常灯の薄暗い中何千人とい

う人がホール，階段，展示場，トイレ前もいっ

ぱいであった。長い列の向こうでは多賀城市の

職員がバナナ一本，飲料水を配っていた。一目

見ただけでも全員への配布には足りないのが分

かった。

子どもの待つ第

三小学校に着く

と，校庭には車が

きれいに並んで隙

間なく駐車し，体

育館の中は泥だら

けの足跡が沢山ついていた。電気が付き明るい体

育館で毛布に包まる小学生，老人が３００人ぐら

い。ストーブもついていた。自宅は半壊程度であ

ったが情報から隔離されることが不安で避難所に

留まることにした。避難所となった体育館内を冷

静に眺めて，まず感じたことは，先が見えない不

安である。余震が続く中ここにいれば安全なの

か，水はどうすれば手に入るのか，食べ物は，１

時間後に何があるのか，今何をすればいいのか分

からない不安を抱えた人達の渦でいっぱいにな

り，その不安感は広まっていた。

避難所の本部は市役所職員が４，５人。安否確

認と住民からの情報処理で混乱しているように見

えた。体育館がいつまで避難所となるのか，昼食

の配給があるのだろうか，役所に聞けばいいのだ

ろうか？まず，子供たちの昼食を確保しなければ

ならない。先生に聞いた。

「昼食はどうするのですか？」

「市に聞いてください。」

そして市役所職員に自己紹介してから一番言いた

い事を「まもなくお昼になります。食べ物は何か

あるのですか？三小でＰＴＡ役員をしています。

仕事は学校職員です。お手伝いできますが，何か

出来ることはありますか？」

「調理室に来て見てください。」

その時，調理室には近くのかまぼこ加工場から食

品が寄贈されていた。備蓄倉庫から出された緊急

用の飲料水，乾パンもあっ

た。

「これを，配る？」

「さて，何人いる？揚げか

まぼこを一人何枚配れる？

夜の食料はどこからか入っ

てくるの？一袋６枚入りが

一箱に３０袋，それが何箱

ある？一人３枚かな？」

その時から避難所の食事の配給を考える役割をさ

せていただくことになった。

届いた食品をリストアップして個数を数え，一

食分の分量に見合うように仕分けることから始め

た。かまぼこ類，ソーセージ，お菓子，バナナ，

飲料，様々なものが届けられた。割り箸，紙コッ

プ，プラ容器は瞬く間に消耗。給水車はいつ来る

か分からなかった。ライフラインストップの中で

カップ麺など今は出せないものもあったが出来る

だけ全員に同じ分量を配ることを心がけた。市役

所の方も，先生方も不眠不休が続いているようだ

ったのでＰＴＡ役員や地

域のつながりから手伝っ

てくれる母親数人に声を

かけ，市役所の方に相談

しながら決めていった。

やっと食事の配布を開

始しても最後の方に配り
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終えるまで１時間かかることもあった。どうした

らみんなが満足するのか，もう一品配布出来ない

だろうか，次の時間に配布出来るものも残してお

かなければならない。電卓を弾いて何度も数えて

はみたものの答えは出なかった。

避難所の配食は３日目には１，０００食を超え

た。夕食時に３０個のパンしかない日があった。

どうやって１，０００食に配食するか思案してい

た時，炊き立てのご飯が１０箱届いた。手伝いを

呼びかけて３０分で１０００個のおにぎりを握り

６時には配食を始めることが出来たという奇跡も

あった。

朝食には７００食，夕食には倍の１，４００食

が出るという日もあった。様々な意見があった

が，列に並ばれた方全員に配りたいと考えてい

た。

一人ひとりの現状は計り知れないものがあると思

ったからである。

４日目にプロパンガスが届き，炊き出しが出来

るようになった。温かい汁物はとてもありがたか

った。二つのなべで一度に１，０００食作ること

は出来ないため，具，水を継ぎ足しながらの配給

にした。

「今日の昼は水餃子の予定で

す。だし汁はどうしよう。塩

がある！」

「白菜差し入れしてくれる方

を見つけたよ。」

「ソーセージにかまぼこも入

れちゃおう！」

毎回一喜一憂しながらの準備作業であった。

自宅に帰ることを考えた時もあった。小学生の

息子が避難所での手伝いがあるから帰れないと言

った一言で取り止め，仕事を休み，炊出しに専念

することにした。

避難所では状況も必要な物資も日々変わる。

千人の食事を確保するために炊き出しリーダー

をしていたことが小さな記事で朝日新聞に掲載

された（平成２３年３月１８日）。記者から欲し

いものは？と問われて物ではなく「知恵がほし

い」と答えた。その記事はテレビで紹介され，

ネット上で話題になっていたことを後で知った。

４月に札幌のお菓子屋さんを営む女性からは日

持ちのするレーズンクッキーが１，０００個届

いた。カリフォルニアに住む日本語教師グルー

プからは被災地の子供たちに「ギフトボックス」

を届けたい，一年間のプロジェクトにしたいと

申し入れがあった。その代表者山口さん親子は

この記事を読み，避難所となった第三小学校の

子供達に笑顔になってほしいと考えていたとい

う。そして６月下旬に英語の絵本を届けるため

に来校されるという交流に発展した。

（朝日新聞・平成２３年７月６日に記事あり）

ある友人がこんなことを語ってくれた。ご実

家とお母様を亡くされて土台だけになった周り

を歩きながら以前私が『ハリーポッター』を全

巻読んだ感想として語っていたことがふと頭に

浮かんだという。

「『ハリーポッター』は友情ファンタジーで

はない。愛の物語だ。どんな敵にも奪う事の出

来ない最大の武器は，美しく，暖かい親との思

い出。愛する人への強い思い出は邪悪なものに

勝つ力となる。人が困難に立ち向かう力は思い

出が育てる。」

そんなことを言ったらしい。友人は，幼いころ

のアルバムがなくても思い出がある。自分は暖

かい家庭で育ち，親から素晴らしい思い出をい

ただいた。…とあらためてご両親に感謝したそ

うだ。

子供達は仕事帰りの私に奇声をあげて喜び駆

け寄る。津波警報の中で親に会えなかった一晩

の恐怖感，不安感は消えないようだ。

子供達と，地域の方と，まだ出会っていない

皆さんとも，心の交流を持ち，決して失うこと

のない，豊かな楽しい思い出を沢山積み重ねた

いと思う。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

私の大切なもの

月見ヶ丘小学校 Ｐ事務長 本多恵美子

余震に脅え，映像や記事等に涙する，そん

な日々が現在も続いている。年月だけが明ら

かに過ぎていき，「まち」の姿も復興の兆しを

見せようと奮闘している。それに若干遅れが

ちな心の方は，それでも少しずつ「前へ，前

へ。」と歩みだしている。

あの時，「何を思い」，「何を考え」，「何を語

り合い」，「何を得たか」，まだ，心の中に染み

付いている。逆に，忘れたいけど忘れられな

い。今はそっとしておきたい。そんな思いと

は裏腹に「何かを残さなければ」という力も

働く。

そんな時，文字として残す機会を得た。少

し勇気を出して，あの大震災を直視し，一つ

一つの心のひだを見つめてみたいと思う。

自宅に一人で居た私は，世界が左右に大き

く揺れているという恐ろしく不思議な現象を

目の当たりにした。ちらちらと雪も舞い，暗

く不気味なほど静かで人の気配が全く感じら

れない，異空間に居るような時間であった。

（早く止まって，お願い！）と懇願しなが

ら外を見つめていた。今まで感じたことの無

い振動は，自然界が人間に対して何か行動を

起こし始めたのかとさえ思うほどであった。

長い揺れがおさまってから，ただ事ではない

事態に恐々としていた。（とにかく行動しなく

ては…）と己をせかし，割れたものを確認し，

水をあらゆるものに溜め，ガスの元栓を締め，

ブレーカーを落とした。これから来る暗闇を

予測しての行動が始まった。

その時，即座に（子どもを…）と思わず，

冷静に身の回りの対応ができたのは「学校が

一番安全だ」との信頼感があったからに他な

らない。大事には至っていないという確信が

あったからである。しかし，それが正しかっ

たのか否かは断言できない。後から，迎えに

行った子どもの姿を見て後悔の念が込み上げ

たからである。親として間違っていたのかも

知れない。

家は取り敢えず大丈夫，次は子ども達・・

・。こんな事態だ，徒歩で迎えに行こう。そ

こまで辿り着くのにどのくらいの時間の経過

があったのだろうか。実際，子どもは大きな

ブルーシートを傘代わりに皆で支え持ち，上

靴でしかもコートも無い薄着の状態で待ち侘

びていたのである。

この時自分の失態を恥じた。（ごめんね，も

っと早く来たら，こんな寒い思いしなくて済

んだのに…）雪空の中，肩を包み込むように

帰途についた。薄っぺらな濡れた上靴でヒタ

ヒタと歩く薄着の息子，

「寒いでしょ，ママのコート貸すよ。」

「大丈夫，ママが寒くなるよ。」

と，会話を交わしながらも出会えて良かった

と，温かい気持ちで家に辿り着いた。高校生

の娘も逞しく６時間かけて徒歩で帰って来て

くれた。見ず知らずの人たちと励ましあいな

がら，さらに途中からは闇夜をたった一人で

・・・。子どもの底力を見た思いであった。

ちゃんと育ってくれていると嬉しさも込み上

げた。自分の命を自分で守ろうとした娘の姿

がそこにあった。

小学生の息子は暫くの間，地震の大きさを

クイズのように当てていた。同時に自分は即，

テーブルの下に潜る。一人で居られない日も

半年ほど続いた。姉の方といえば防災グッズ

の準備にチェックを入れる。

そして来る３月１１日には震災時を再現す

べく，ろうそくで過ごそうと子ども達が提案

する。明らかに子ども達の中に変化が起こっ

ている。子どもながらに感じ，考え，己の知

恵にして生きていこうとしている。
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言うまでもなく，子ども達にとって一番大

切なのは「命」であり，それを永遠に忘れな

いで心に刻み続けて欲しい。生きられなかっ

た人たちの分まで。そしてさらに，いつも一

緒に居られるとは限らない子ども達には，「自

分の命は自分で守る。」という強い気持ちを持

ち続けて欲しい，と願っている。

主人が仕事で帰れない中，私たち家族３人

は寄り添って過ごす日々が続いた。片時も離

れることなく，洋服を着込んで即，避難でき

る荷物も備えた。一人じゃない事の心強さ，

温かさ，大切さを身に染みて感じた。そして

さらに，近所の方々との触れ合い，協力し合

う様，どんなに励まされたか知れない。今，

希薄になりつつある地域の連携が，どんなに

生きる力となるかを多くの人たちが感じたで

あろう。だからこそ，「地域力」を大切にしな

ければならない。

早いもので，東日本大震災から一年の歳月

が経とうとしている。あの時のあの不便な生

活はもう無い。再度，文明の利器に頼る日々

を送っている。しかし，忘れていない。ガス，

電気，水道，ガソリンの無い生活を送った事

実を。当たり前が当たり前で無くなる現実も

あるという事を。そして当たり前がどんなに

幸せだったのかという事を。そう思うと愛し

い気持ちが様々な所で湧き上がってくる。

今，眼前に広がる全ての世界が大切に思え

る。同時に感謝の思いも膨らんでくる。私を

取り巻く身近なもの全てが，どんなに自分ら

しさを保つ支えになってくれていたのかと気

づかされた。その一番が家庭であり家族であ

る。まだ自立前の子ども達を守り，しっかり

支えていきたい。家族の笑顔溢れる瞬間をた

くさん記憶していきたい。こんな身近にこん

なに大切なものがあったのだから。きっとこ

の思いが大きな力となって子ども達の成長に

繋がっていくと信じている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災に思うこと

月見ヶ丘小学校 町内会長 斉藤 健次

震災の日，私は相馬市へ行っていました。

老人の健康管理のために考えられたニュース

ポーツの中で，近年愛好者を増やし続けてい

る「パークゴルフ」を楽しむためでした。

午後２時過ぎに帰路につきました。かつて

宮交バスの運転手をしていた方の車で，７人

乗りのワゴン車でした。３０分程走った頃，

車が大きく左右に揺れ，「なんだこれは，すご

い地震だな」と車内は騒然となりました。程

なく車の流れは止まりました。路肩を見ると，

亀裂がはしっています。他の通行車両からも

人が出て，前方，後方を眺めています。セン

ターラインも，大きくひび割れていました。

ナビのテレビでは，仙台空港に津波が押し寄

せていると報じています。前方から，道に段

差ができて，前には進めないと伝わってきま

した。これでは海側を走る道路は危険なので，

角田方面に向かおうということになり，進路

を変えました。

私自身は道路不案内ですので，運転者にお

任せするほかなしと，判断しました。携帯も

繋がらなくなり，逆に同乗の人の携帯は，山

形の人とは繋がるなどしております。私も青

森の嫁さんとメールができ，無事を伝えても

らいました。

そんな中，町内会総務部長の伊藤議員から，

月見ヶ丘小学校に避難所を開設したとのメー

ルが入り，地元の仲間達の奮闘ぶりを知るこ

とができ，とりあえずホットしました。しか

し車は進みません。

渋滞がますますひどくなり，進路も再度変

えるなどしながら，出発地の月見ヶ丘霊園駐

車場に到着したのが，夜の１０時半でした。

雪が降り，気温が下がり，学校の裏門の階段
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は，ツルンツルンで歩くのもママならない状

況でした。

避難所は，３教室を使って，１００人ほど

の人が居りました。学校でも，保護者が迎え

に来られない児童も居たようで，校長先生を

はじめ，頑張っていたようです。町内会の共

同募金会から助成を受けた発電機が，停電の

中，威力を発揮しており，役だったことに感

激しましたが，後日聞いたところによると，

燃料に苦労したとのことでした。

当日は時間も遅かったので帰宅しましたが，

翌日朝避難所に顔を出しますと，役員数人と

民生委員さん，避難していた若手の会員さん

が，朝食作りに奮闘しておりました。燃料の

プロパンガスは集会所から運んだようです。

私は町内の状況を点検しましたが，幸いなこ

とに，これといった被害も無かったようで安

心しました。しかし校庭では，飲料水を求め

る人が列をなしており，いつ来るとの保証も

ないのに，寒い中立たせて，待たせておくわ

けにもゆかないので，市の職員の協力を得て，

容器を預かり，順繰りに並べて，後で来ても

らうことにしました。給水も日がたつにつれ，

量の制限が出てきて公平性を保つのに苦労を

しました。炊き出しに並ぶ人も，日を追って

増え，この状態は，商店やスーパーの制限が

緩和されるまで続きました。

後のアンケートで知ったのですが，私の地

区は，高台と岩盤で，災害に強いから安心と

いうことで，親戚などよそからも避難してい

たようで，それらの方達も並んだようでした。

町内会の悲劇は，別の形で発生しました。

震災の翌日，アパートの一室で老齢夫婦が，

停電の中ロウソクを灯したまま睡眠し，火事

が発生し，おじいさんが焼死したのです。こ

の火事で類焼を避けるために努力をした仲間

が，数日後その激務が原因で，命を落としま

した。

わたし達の町内会の最も注意することは「火

事」で，年２回の防災訓練や広報では，この

事に力を入れてきましたが，残念でなりませ

ん。

町内会のアンケートでも，ロウソクを照明

に使用したという家庭が結構ありました。あ

の余震の中での出来事です。防災教育の反省

点です。

最後に町内会では，自主防災会を組織して

きましたが，十分に機能したのかどうか，今

後どう強化すべきなのか考えさせられます。

５００世帯，２０班体制の中，自助，共助

の考えで，マニュアルを作り，訓練しておく

必要性を強く感じた震災でした。自然の脅威

には，人の力では勝てません。自分で自分を

守ること。それが不可能な人は，日頃からそ

の準備を怠らないこと。近隣の方々との融和，

協力，協働の実践を育む事が大切です。そん

な町づくりをしなければと思います。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災当時と避難所運営を振り返って

浦戸第二小学校 副区長 西川 信男

野々島はあの日を境に様相を大きく変えた。

島民や学校に通う子どもたちが歩いた町並み

や美しかった花畑が見るも無残な姿になり，

そして何よりもこれまで我が故郷として愛着

をもったこの土地を離れざるを得なくなった

方々のことを思うと，我が胸が締め付けられ

る思いがする。そんな中，震災体験文集に数

頁をいただける旨連絡があった。あの震災か

ら１０ヶ月が過ぎた今，改めて当時を振り返

ってみたい。

■地震発生から避難まで

当時，私は自宅におり14時46分の地震では，

家屋にほとんど被害を認めなかった。しかし，

漁港を確認すると岸壁が液状化によって約１

ｍ動いており，かつ揺れが1978年の宮城県沖

地震より大きかったので，直感的に津波が来

ると分かった。

その後，島の申し合せのとおり，家族の安

否確認後にポンプ小屋に向かった。時を同じ

くして遠藤 勝 氏がポンプ小屋に到着，２人

で学校下にある防潮堤の門扉を閉めるため，

車を走らせた。門扉を閉めた後は，一次避難

場所である熊野神社への避難を呼びかけるた

めに来た道を戻った。島民は高齢者や１人世

帯が多いため，地区の役員や消防団員が避難

を呼びかけるため奔走した。

高台にある神社に到着してしばらくすると，

第一波が家々を次々に飲み込んでいくのが見

えた。この状況を見たとき，これからどうな

るのかといった不安や怖さはなく，ただ呆然

としただけであった。

その後，浦戸中学校に向けた第２次避難を

開始した。途中，真っ黒で覆い被さってくる

ような波を目撃した。さらに津波は馬越の丘

を越えるまで勢いを増し，道路を越えて対岸

に達するまでになり，ある者の背後には水が

迫るなど，かなり緊迫した状況であった。

私はパニックに陥っていた。地震から浦戸

第二小・浦戸中学校到着まで約５０分の時間

があったわけだが，門扉を閉め避難を呼びか

けて回るのにはせいぜい２０分程度しか要し

ない。それから浦戸二小・浦戸中学校へ到着

するまでの３０分間，自分がどのような行動

をとっていたのかは，当時でも，なかなか思

い出すことができなかったのである。

■避難所の開設・運営

浦戸二小・浦戸中学校に避難した後，学校

の先生方と一緒に避難所を開設した。避難所

の主体は野々島の住民で，野々島区長 鈴木

虎男 氏が代表となり，実務的な部分を私が担

当することになった。意志決定は区の役員と

消防団員による合議制とし，毎日行う定例の

会議を設定した。備蓄品については，幸いに

も毛布を約70名の避難者に対して１～２枚ず

つ配布でき，他の物品についてもあまり不足

感は感じなかった。

何よりうれしかったのは，16時30分ころに

学校の先生方がご飯を炊き，温かなおにぎり

を提供してくれたことである。次の日から冷

静に対応できたのは，パニック状態の中，食

べることによって一息付けたことが何よりも

大きかったと感謝している。

また，学校の先生方が当日翌日と本当によ

くお世話をしてくれた。このことが，我々も

自主的に動かなくてはいけないという意識付

けにつながった。全員が顔見知りで，手のか

かる乳幼児が１人しかいなかったこと，だれ
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もが顔見知りであることは避難所を運営する

上で大いに助かった点であった。

一方，避難所生活で最も困ったのはトイレ

の問題である。幸い浦戸中学校のトイレは合

併浄化槽だったので，器用な者が発電機を回

して工夫した結果，避難所開設後３日後には

トイレが使用可能となった。それ故に，発電

機で作る電気はトイレ優先となったことは言

うまでもない。

避難所を開設して数日後，私はこの避難が

長丁場になることを知らせ，島民の安全やコ

ミュニケーションを確保するべく次のことを

守ってもらうようお願いした。

・自宅があった場所に行って作業を行う場合は，

午前８時から午後４時までとする。

・作業に行く際には必ず複数人で行くこと。

・体を動かすためラジオ体操をすること。

（これは，先生方からの指導事項）

・食事はすべての人の準備が終わってからいた

だくこと。（情報交換の場としての意味づけ）

一つ反省点としてあげられるのが，高齢者

の扱いである。私たち避難所運営側は，動く

ことができるお年寄りに対しても，遠慮して

役割をお願いしなかった。避難所においては，

老若男女にかかわらず，全員に対して適正な

役割を分担してもらうことが不平不満を解消

し，円滑に生活していく知恵となることを学

んだ。

■水道や電気が復旧してから

４月２２日には水道が，同月２５日には電

気が復旧した。復旧の喜びの反面，自宅が残

っている人は，それを契機に自宅で生活した

いとの願いが強くなった。自宅が残っている

か否かによって島民同士に若干の距離感が生

じたのは致し方のないことであるが，様々な

状況下にある人たちが一緒に生活する避難所

運営の難しさを感じた。

さらに，島の様子が心配で帰ってきていた

島内出身の若者たちが，現在の生活本拠地に

戻るため四月の中旬から激減したことは，支

援物資の潤沢な提供を受けるも，物資の運搬

を効率的に行えないというジレンマを感じる

こととなった。日に３度，自衛隊のヘリコプ

ターで物資が運ばれるため，それらを運搬す

る負担は実働可能２０人の我々にとって悩み

の一つであった。

■今後に向けて

津波想定訓練の実施が重要であることを痛

感した。特に，今度の震災時には裏道を使っ

たために難を逃れた人が多かった。自分がい

る場所に応じた避難経路を各々が知っておく

こと，そして，道路の安全点検を全島民で実

施すべきである。

以上，震災当時並びに避難所運営を振り返

っての私の経験と所感を述べた。幸いなこと

に野々島では震災によって亡くなった方はい

ないが，私も含めて，これまで平穏無事な生

活が一変し，家屋や思い出の品々が流されて

しまったかたがたは多数に及ぶ。今でも不自

由な生活を強いられている人もいる。その無

念いかばかりかと考えるとき，この島を愛し，

生活を営んできた者として，これから島の復

興に向けて微力ながら力を尽くしていきたい

と強く思うのである。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『あの時』

杉の入小学校 保護者 三浦 雪枝

あの時，市の指導教員をしている私は杉の

入小学校の教室にいました。揺れがどんどん

激しくなる中，「こわい，きゃー。」と泣き叫

ぶ子供たちを，「大丈夫だから。もうすぐ終わ

るからね。がんばって。」と励ましながら，市

内の第三小学校にいる次女と大崎市の中学校

に通っている長女のことが心配でなりません

でした。どんなに怖い思いをしているのか，

目の前のこの子たちのように，「おかあさー

ん。」と泣き叫んでいるのではないか，倒れた

ものの下敷きになっているのでは，もしかし

てもう会えないのでは……。

揺れがおさまり子供たちと校庭に避難し，

雪でぬれる児童名簿を手にクラス全員の無事

を確認しました。サイレンと共に６メートル

の津波が予想されます。」というアナウンスが

聞こえてきました。６メートルの津波って何

なんだ。とにかくとても大変なことが起きて

しまったんだなとぼう然としていました。我

が家は海に近い港町にあります。家は大丈夫

なんだろうか，津波なんてくるわけない，と

安易にそう考えていました。

校庭から体育館に移動し，激しい余震の続

く中，子供たちの親が引き取りにくるのを待

ちました。これまで引き取り訓練は何度もし

てきたけれど，これは訓練ではない，本当に

大変なことになったとそれぞれの親子の姿を

見て実感しました。「ママー。」と母親の胸に

とびこむ子，「こわかったね。」と子を抱きし

めて泣く母親。私はますます長女と次女のこ

とが心配になり，涙をこらえるのに必死でし

た。

夕方になり，校長先生に勤務を解いていた

だきやっと第三小学校にいる次女のもとに向

かいました。真っ暗な体育館のステージの上

に次女はいました。｢良かった，生きてる。｣

涙があふれます。同時にこの子を守ってく

ださった学校の先生方に心から感謝しました。

涙の再会を予想していたにもかかわらず，次

女は意外にも笑っていました。まずは一安心。

次は大崎市に向かわなくちゃ。週末でガソリ

ンは半分以下，外は明かりも信号も消えて真

っ暗，途中の道路もどんな状態になっている

かわからない。それでも必死に車を走らせた

のですが，道路は大渋滞で何度も途方に暮れ

ました。

とその時，全くつながらなかった携帯電話

がなりました。｢私は岩出山にいるから大丈

夫。」長女からでした。良かった，これで我が

子は二人とも無事だ。本当に安心しました。

岩出山には私の実家があり，古川で勤めをし

ている妹が長女を迎えに行ってくれたようで

す。

校内はたくさんのものが倒れて危険だとい

うので校庭に全員避難していたそうです。そ

こでもやはり，学校の先生方が子供たちを必

死で守ってくださり，安全な場所に避難させ

てくれたことに感謝しました。地震発生時，

子供たちが学校にいてくれて本当に良かった。

もし帰宅途中に地震にあっていたら，子供た

ちはどんな行動をとったでしょうか。「近い将

来，必ず宮城県沖地震がくる」とあれほど騒

がれていたのに，子供たちと真剣に話し合っ

ていなかったことを深く反省します。

長女の無事を確認してまもなく主人とも電

話がつながり，家族全員無事と安心したのも

束の間，主人が｢家はあきらめろ。」と言いま

す。６メートルの津波は本当にきたのだろう

か……。訳はわからないがとにかく今晩家に
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帰るのは無理だろうと，とりあえず杉の入小

学校に引き返すことにしたのです。

体育館には予想をはるかに超える大勢の人

が避難していました。夕方までは教職員とし

て体育館にいた私ですが，ここで避難者とし

ての生活が始まろうとは……。次女の手をに

ぎり，どうにか座る場所を確保しました。

体育館の端っこに児童たちを誘導している

先生の姿が見えました。それぞれの理由でま

だ学校に残ったままの児童がいたのです。家

族や家のことで頭がいっぱいになっている自

分が申し訳なく思いました。その後次女が「お

なかすいた。」と言いだしたのですが，どうや

ら食べ物の配給は終わったようでした。困っ

た私は近くにいた先生にお願いし，なんとか

お菓子の袋を一つもらい次女に与えました。

日ごろ見慣れたお菓子の袋がとても貴重であ

りがたく感じました。

暗い体育館の中に拡声器を持った教頭先生

がいて，大勢の避難者を励ましたり指示を出

したりしていました。他の先生方も自分のこ

とを後回しにして，避難所になった学校のた

めに一生懸命に働いていたと思います。なん

てありがたかったことでしょうか。知ってい

る顔がたくさんあって，何とも言えぬ安心感

がありました。

次の日，港町にある我が家はやはり津波で

相当な被害を受けていることがわかりました。

何とか向かおうとしたのですがそれは叶わず，

諦めてとぼとぼ引き返す，そんな毎日を送る

ことになったのです。自宅の前にたどりつけ

たのは，地震発生から８日目の事でした。

帰る家がないのだと諦めて，学校で避難生

活をさせていただく覚悟を決めましたが，し

ばらくは心の中が空っぽで何も手につきませ

んでした。みんなで毎朝やるラジオ体操も何

だか虚しく，食べ物もあまり喉を通りません。

「家は大丈夫だったの。」と聞かれる度に涙を

こぼしていました。そんな時次女が，「ママ，

泣いてたらだめなんだよ。笑ってなくちゃだ

めなんだよ。」と言いました。そういえばこの

子は迎えに行った時も笑っていました。本人

もきっと辛いはず。なのに精一杯笑顔で明る

く振る舞っている。この子のためにも笑わな

くちゃ。それから私は少しずつ元気を取り戻

しました。

実家にいる長女からは，「今自分にできるこ

とをしようと思って，友達から問題集を借り

て勉強を始めた。」とメールがきました。自宅

の二階は水に浸からなかったことを告げた時，

教科書は無事なんだと喜んだ長女です。二人

の我が子がこんなにも強くて優しい子に育っ

ていることに胸が熱くなりました。

また，避難所では，「ちゃんと食べ物もらっ

たの。」と尋ねてくれる方や，あまり食欲がな

く食べ物の配給を断る私に，「食べなきゃだめ

だよ。」と自分の分を分けてくれようとする方，

毛布を配る際に一つだけ受け取ろうとしてい

る私の横で，「この方はお子さんと二人だから

二つあげて。」と申し出てくださった方，様々

な方から大変親切にしていただきました。他

にも私たちが避難所にいることを知り，すぐ

さまカイロやティッシュ，次女の着替えを届

けてくれたり，避難所の夜は寒いだろうと次

女を自宅に泊めてくれたりしたママ友達。私

はみんなにどうやって恩返しをしたらいいの

だろう。先生方の中にも，長女と会えずにい

る私を気づかってくださる方，ご主人は大丈

夫かと心配してくださった方，着替えのない

私に自宅から衣料品を持ってきてくださる方，

治安の悪い港町まで一緒に向かってくださっ

た方，明るい話で笑わせてくれた方などがい

て，こんな非常時にも人ってこんなに温かい

んだと感謝の気持ちが絶えることはありませ
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んでした。

そして，「学校」。学校とはなんてありがた

い場所なのでしょう。子供たちの学びの場で

あるだけではなく，災害時には地域の人たち

の命をつなぐ場になり，そこでは学校の職員

や市の職員，地域の人たちがみんなで助け合

い支え合って生きようとする。特に，自分の

事を放り投げて，避難者のために働く教職員

や市職員の姿に勇気と感動をいただきました。

この震災では今まで味わったことのない不

安な思いや怖さを体験しましたが，代わりに

命の尊さや人のありがたみに改めて気づく機

会を与えていただきました。二人の我が子が

思った以上にたくましく成長していたことに

も感動しました。私たちを支え励ましてくだ

さったすべての方々に感謝いたします。

我が家は学校での避難生活→実家→仮設住

宅での生活を経て，震災の半年後に自宅に戻

ることができました。その間も，そして今も，

みんなで明るく笑って暮らしています。この

春から高校生になる長女は，どんな環境の中

でも自分の夢を見失わず，やるべきことに手

を抜かずしっかりと前へ進もうとしています。

仮設住宅の学区だった杉の入小学校でお世話

になっていた次女は，春から第三小学校に戻

ります。明るい次女は相変わらず悲しい時も

笑っています。今こうしていられるのは当た

り前のことではありません。そのことを決し

て忘れず，娘たちの前を歩いていけるよう，

母としての自分を磨いて

いくつもりです。何が

あっても泣いて笑って

スマイルスマイル。

でも，もう二度とあんな

悲しい事が起きませんよ

うに……。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を体験して

玉川小学校 Ｐ会長 青沼 幸也

３月１１日は春彼岸の前ということもあり，

その時刻は墓地にて墓石工事をしていました。

携帯電話の緊急速報が鳴り，その後，轟音と共

に下から突き上げられる振動を感じました。墓

地の中の墓石がいっせいに動き出し，倒れたり，

飛んだり，墓石が積み木のように崩れていくの

を目の当たりにしました。自分の足下も動きだ

しましたが，何もできずその場に座り込んでし

まったことを記憶しています。

その後慌てて片づけを行い，多賀城の資材置

き場に機材やトラックを戻し，帰宅をする直前

に下水道から黒い水が吹き上がり，「ヤバイ！」

と思いながら帰りました。ちょうど砂押川を渡

ったところで後ろから津波が押し寄せて来るの

をみて，恐怖でいっぱいになりながら帰宅した

ことを思い出します。

自宅には戻りましたが，自分は町内会の役員

をしているため，家族の安全を確認した後，す

ぐに袖野田集会所に向かいました。数名の役員

の方がすでに集まっており，普段防災訓練を行

っている通りに発電機を用意し，電源を確保し，

下水用の貯水タンクの水で水洗トイレが使える

ようにしていました。袖野田集会所は避難所で

はないのですが，電気が使用できたため，灯り

やテレビ，暖房が使用できる状態になりました。

町内会長の命令で，地区の避難所の玉川小に

町内の方が避難していないかを確認に行きまし

た。そして，避難所の体育館をみて唖然としま

した。全く電源がありませんでした。暖房器具

も照明も使えず，また，体育館のトイレからの

悪臭はひどいものでした。初期の避難所として

の機能と避難所運営ということに関しては全く

機能していないように見えました。
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行政の想定を越える事態となったことかもし

れませんが，行政の災害への準備不足というの

は否めないと思います。宮城県沖地震に対応す

る避難ということばかりに施策が集中し，その

避難後の生活という観点が全く欠けていたと思

われます。

玉川小学区では震災の直接的な被害が比較的

少なく幸いでした。最終的には行政の支援が必

要となりますが，その間を自分たちでどの様に

凌いでいくのか，という観点から，私の在住す

る袖野田町内会自主防災組織の対応活動をご紹

介します。

町内会では，３月１１日午後２時４６分に発

生した地震により，午後３時，袖野田集会所に

対策本部を設置しました。

・地震直後には役員７名が集まり，直ちに町内

の安否確認と対策本部機能立ち上げを行いま

した。

・安否確認は２名２班に分かれ巡回し，人的，

家屋など外見上被害確認を行いました。

・同時に発電機を活用し，集会所の照明と電力

を確保，貯水タンクを利用し炊事用水，水洗

トイレも合わせて確保しました。

・１１日夜，会員の中で自宅の被害や余震の恐

怖などにより，非難された方が２０人程おり，

食事の提供と集会所を開放し宿泊も認めまし

た。

・宿泊は１１日から１４日夜までに延べ５０人

前後でした。

・食事の提供は１１日夜から１５日昼まで延べ

４００人前後に提供しました。

・１４日に要支援の要請者住宅を巡回し，改め

て状況の把握を行いました。この時点で，水

などの入手困難な方８人に飲料水を配布しま

した。

・その他，病人および高齢者などを抱え，給水

車から水の入手困難な方に８０本（２Ｌ）の

水を提供しました。

・２１日塩竈市対策本部からカップ麺５０ケー

スの提供がありましたが，要請により，買い

物に不自由な高齢者や事前に要支援申請者世

帯への提供となりました。

・震災当日から電気，水洗トイレを確保したこ

とにより，災害情報確認の為テレビを観に来

る方，携帯電話の充電に来る方，水洗トイレ

を利用に来る方，など大勢の方が集会所を利

用されました。

上記のこと（本部・炊事・配膳等）を成すた

めに，延べ６０人のボランティアの方々の協力

を得られました。また，炊き出しを行うために，

２０数人の方々から食材の提供を受けましたが，

この様な対応をとったのにも関わらず，会員の

方の一部からは「知らなかった」とのお叱りを

受けました。

しかし，炊き出しにおいては，大勢の方々か

ら食材と労力の提供を受けることができました。

これは地域の心強い絆を感じました。停電と断

水により，翌１２日から「電池や食材，飲料水」

の確保に大勢の方が奔走されました。災害時に

おける「自助・共助・公助」の原則が心得と再

確認をしました。

この様な状態で自分自身が震災から１週間，

やれたことは地域の人たちの生活の支援だけで

した。津波で自分の会社や生活がどうなってし

まうのか，そんな不安は考えられませんでした。

今をどう生きるかで頭がいっぱいだったのかも

しれません。その分，その後が大変でした。多

賀城の店の後片づけでヘドロの掃除は，涙を流

しながら１週間一人で行いました。展示品も重

機も車も事務所も無くなり仕事をする気力も無

くなりました。５月いっぱいまで仕事ができな

い状態でしたが，６月からは逆に休む暇が無い

ほどの仕事量となり，地域の皆さんにも助けら

れていることを実感をしました。
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私はこの震災で来る災害に備えてどう準備し

ていくのかだけではなく，自分は震災が来たら

どうやって生きていくのか，というもっと大き

なグランドデザインが必要ではないかと感じま

した。

残念ながら大きな災害はこれからも起こるも

のと思います。そこで生きていくための一番の

障害となるのは「孤独」ではないかと考えまし

た。孤独であっては，助ける人にも助けられる

人にもなれません。また，与える人にも与えら

れる人にもなれません。

今，自分と家族，自分と職場，自分と地域の

関係をもう一度考えてみる良い機会ではないか

と思います。そうすればおのずと色々な事態に

対しての準備ができるのではないかと思います。

これまで仕事をするにあたっては，一見その

内容の難しさにおいて，今持っている道具では

やれないとあきらめることがありました。

しかし，震災後，今持っている道具をどうに

かこうにか工夫して使い，何とか仕事を完成さ

せる，そんなことを心掛けて仕事をするように

なりました。震災で失ったものもたくさんあり

ますが，幸い自分や家族の命は助かりました。

そして，今はやっと前向きに物事を考えられ

るようになりました。それは地域の方との繋が

りや励ましがあったからこそと思います。この

得た体験から今後も前向きに復興作業には協力

をしていきたいと思います。また，自分たちで

考えられる備えは怠らず備えていきたいと思い

ます。

今回の震災でたくさんの方々が亡くなり，た

くさんの方々が悲しい体験をしましたが，たく

さんの方々でこの苦難を乗り越えてゆければと

思います。また，未だにたくさんの方々からの

ご支援が続いていることに感謝致します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

広報の持つ力を信じて

第一中学校 町内会長 佐藤 秀一

大震災の３月１１日，職場から雪の中を歩い

て，地区の避難所になっている塩一中に入った

のは，午後１０時３０分ころだった。避難所の

責任者に挨拶し，一室毎に見回ったものの，町

内会員が居る様子はなかった。民生委員のＫさ

んに会ったので，事情を聞いたところ，「一度，

体育館に避難したが，余震で吊り電燈が落下し

てきたので，各教室に分散した。」「町内会でも，

２，３世帯入っているが，寝てしまったようだ。」

との事。

３月１２日早朝に避難所に行く。地区防犯防

火部のＳさんやＭさんに会い，お互い無事を確

かめ合いながらも，地区の自主防災規約が少し

も機能していないことを嘆いた。だが，「今の今」

をどうすべきか，地区民に状況を知らせること

が急務，と直感。ふと，廊下の掲示板に市発行

の「災害対策ニュース」が目に入り「これだ！」

と思い，３月１４日から「地区ニュース・第１

号」を，「時を置かず，災害関係の情報を正確に

広報することで，地区民の意識の高まりを期待」

し，発行することとした。

その後，市の対策本部ニュースを参考にして，

２３年７月７日まで３６号を，地区内３か所の

掲示板に「手書き・Ａ３またはその倍の大きさ」

にして掲示する。３６号までに３５項目・延べ

２１０の情報を提供することができた。特に，

ライフライン（水道・電気・ガス）では，３７

回掲示の１６.８％。学校関係では１４回の４０

％の掲示。ここでは，塩一中の先生方の献身的

な活動を広報する。防犯関係では１６回，ゴミ

の出し方では２５回の広報となった。「放射能」

では，３月２４日・３月２６日・４月１４日・

６月２２日の４回とも｢安全｣を強調する。２０
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号あたりからは，市の支援対策，復旧・復興の

広報が多くなる。そういう中で，倒れたブロッ

ク塀をボランティアの方々と片付けた記事が２

回（資料１），北部町内会の災害の様子（３５号），

避難状況，余震での心構え（８回広報）等を掲

示する。

コラムでは，「朝早く起きて避難所に行き，朝

食をいただく。昼間はＢ避難所へ。夕方はＣ所

へ行って夕食をいただいて，自宅に帰って寝る。

そういう市民がいるとのこと」（４月１４日。１

９号）。５月９日の２７号には「５月６日ＮＨＫ

のテレビで津波の恐ろしさを放映していました。

『想定外』の『想定』を心しておかなければ，

と思います。もう少しのがんばりです。『共助・

共生』で乗り切りましょう』と広報する。」さら

に２５号では「今朝も新聞の見出しに『終日迷

走・批判の応酬』が踊っています。東日本の人

々の今の生き方を考えると，永田町でそんな権

力争いをしている暇などないはずです。」とちょ

っぴり苦言の広報。

６月に入ってからは，市内も地区も大分落ち

着きを見せ，市の対策本部ニュースも間を置い

て出すようになったので，地区ニュースも第３

６号（７月７日刊・資料２）で終刊とした。こ

の刊では，今までの協力に対する感謝と進行中

の集会所のリフォームの様子をお知らせ出来る

ゆとりを持つまでになった。

これら地区ニュースの広報活動をとおして，

ア 災害発生後．会長の一存で４日後のニュー

スとなった。毎日巡回していて，時折立ち止

まって読んでいる地区民に会う時「目を通し

てくれている。」という事実を確認することが

でき，安堵した。また，掲示をしていると，

地区民が寄ってきて手伝ってもくれ，その必

要性を痛感した。

イ また，時折掲示された記事を通して「もう

すぐガスが入るというが，こちらはまだか。」

の電話をいただく。そんな時，直ぐにガス会
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社に連絡をし，返事を届けた。確かに地区民

は掲示板を通してニュースを生かしている，

と確信できた。

ウ コラムなども話題となり，避難所を変えな

がら食事を摂っている一市民に，「モラルの低

下」と嘆いている地区民がいた。この事実が

一般市民のモラルにも派生し「ここだけの問

題ではない。かつてＹ歌手が来塩した時など，

ショー最中にゾロゾロと退場していた。先日

のＦ大会では，開会のあいさつが聞こえない

ほどの私語だった。」という，広報の持つ力を，

ここでも感じ取った。

エ みのが丘地区では．今回の地区ニュースと

は別に，月１回，月末に「広報・みのが丘」

を発行している。４月の５１１号に大震災に

遭遇しての記事「自己を守り，近隣の人々へ

のいたわりの気持ちを大切にして。」を広報し，

５２１号の記事では，「今年は特に『鎮魂』の

垂れ幕を掲げ，祈りを込めて盆踊り大会が進

められた。」とＫ地区から厳父とお孫さんを津

波で亡くされた御家族へ弔意を表わすことが

できた。

オ ニュースの各号に「こういう地域では何も

できない」と言うのではなく「こういう地域

だからやれることは何か」を，「共助・共生」

そして「住民力」を発揮することが「地域を

盛り上げ豊かにする力になっていく」を基調

にして，地区ニュースを作成できたように思

う。

カ 幸いなことに，災害の最中に集会所のリフ

オームを，話題になってからおよそ１２ヶ月

かけて２３年１２月初めに完成させることが

できた。このような災害の時期だからこそ，

４０年も経過している集会所をリフォームし，

今まで以上にコミュニティー中心の場として

心を新たにし，活動することで，元気をもら

い合い，地区の絆が深まることになることを

目途に，地区ニュースに限らず，事ある毎に

号外で回覧して周知・了解を図った。その甲

斐があって，リフォーム完成が待ち遠しい，

との言葉を多く聞くことができた。

キ 今（２４年１月現在）では，サークル活動

も活発化し，明るく笑顔でリフォームされた

集会所に集まっては歓談に興じつつ活動して

いる様子を見たり聞いたりするにつけ，地道

ながらも，多面的な広報を提供することで，

その効果性が浸透しつつあることを実感して

いるところである。ストーブが

ク しかし，毎日の地区生活の中で「ゴミの問

題」や「行事参加の消極性」など，いくつか

の意識の低さを感じていることも事実である。

なぜこの問題が生じるのか，について，「広報」

という活動分野から直視・把握したい。

ケ そして，町内会のモットーである「共助・

共生」を通して「住民力」を高め，持続させ

ていくためにも，「広報」の持つ地道な力を生

かし，思考し実践していこうとする地区民を

育てるよう努力したい。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

後世への遺産～あの日の悪夢は末代まで

第一中学校 民生委員 小針 靖

ちょうど私の誕生日の翌日，３月１１日午

後２時４６分の恐怖は決して忘れることがで

きない。宮城沖地震の時もそうだったが，家

内で被災した。家が潰れるような，いや，あ

の時以上に揺れが激しく長かった。あの恐怖

のパニックで成すすべなく防御の体勢を取る

こともできず，無我夢中でただ畳に座りこむ

のみだった。ようやく揺れが収まってから，

玄関を開けなければと気が付き外に出た。

ところが既に近くの若者が，一人暮らしの

老人等に声掛けをしていることを知り，また

同時に近くの要介護者のサービスをしている

ヘルパーが老人を乗せて車でやって来て，「避

難所はどこだ！」と慌てふためいている状況

に接して，ようやく手前の立場を認識できる

ような有様だった。間もなく妻が外出から帰

宅し，思いの他，家の内外の被害が少なく済

んだことを確認し，避難所に指定されている

すぐ隣の第一中学校に避難者等を誘導，ボラ

ンティア活動に入ったという次第である。

翌日まで一中に缶詰状態で，避難者が収容

された担当の教室から時には抜け出し，町内

を一巡して安否確認や町内会長，その他の数

人の役員と会い情報交換などをしたが，充分

なものではなかった。避難者は町内はもとよ

り沿岸部の宮町，北浜の方々はむろんのこと，

東京や盛岡など県外の観光客など種々雑多。

突然の災害のショックや余震の恐怖等でパニ

ック状態にあった。それにしても沿岸部にお

ける津波の被害については，高台にある者と

して全く想定もせず，慙愧に堪えない。沿岸

部にあった方々の胸中を思うにつけ，未だに

申し訳ないような気持で一杯である。

今回の大震災で，特に沿岸部の防災上の職

務にあった方々の多くが犠牲となっている。

また民生児童委員も４０人以上の方々が亡く

なっているという。もし私が沿岸部担当の民

生委員であったなら，とっさの判断として手

前の生命を優先させるより，おそらく安否確

認や避難誘導に駆け回っていたに違いない。

これらはまさに理論，理屈ではない。今回

の大震災は地震と津波によって，とりわけ原

発が，人間が築き上げた文明文化を根底から

末代までも崩壊させる危険性を孕んでいるこ

とを知らしめた。過去の歴史をひもとくと，

五百年か千年の間隔にあったというこの貴重

な教訓から多くのことを学び，私たちは震災

前，震災後と区切って価値観や生活スタイル

を大きく変換させなければならない，と思う。

私たちの町内会では，平成１７年に自主防

災規約を定め，市のモデルに従って防災訓練

なども実施していた。また高齢者や障害者な

どの要援護者をどのように支援していくかな

どについても具体的に検討し，生活防災規約

に改正して，平常時と非常時の一体化等につ

いても協議を重ねていた。それらが実は２２

年度，２３年度の町内会の当面の課題だった。

その具体案としては，民生委員や従来の福祉

活動のみでは災害の場合，対応困難なので，
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隣組の中心的存在の町内の各班長等に依拠し

ていこうという方向にあった。しかしながら

今回の大震災は，それらの構想が決して無駄

ではなかったにしても，「絵に描いた餅」の感

なきにしもあらずだった。少なくとも根本的

な見直しが迫られている。

町内会長が提唱している「共生・共助・住

民力」をスローガンに，それらが浸透するよ

うに取り組んでいる。今年度は大きな課題の

一つだった集会所のリフォームを会員に説明

説得し絶大な協力を得て，長年蓄えていた自

主財源により完成させた。その結果，従来に

増して町内のサークル等の住民の活動や絆を

強めるなど，より一層の拠点となりつつある。

今は最早，職住一致の時代ではないが，町

作りにとって町内会こそが最小単位の民主主

義の学校であり，地域の身近な人間同士の絆

を強める大きな要素になるものと信じる。絆

が今回の大震災によってこと新しく云々され

ているが，全国の各地域が高齢化，空洞化の

社会現象により弱体化に拍車をかけ，学校教

育にも影を落としていることは間違いない。

この絆こそが，もともと日本の社会的，政治

的，文化的課題だった。従って災害復興はむ

ろんのこと，日本の再生のキーポイントとす

べき事柄である。そういう意味でも今回の災

害は大きな教訓として学ぶ必要がある。

今回痛感したのは，私たちの町内会の中に

は避難所として第一中学校があったことであ

る。つめかけた市の職員はもとより，中学校

の職員方の献身的な奉仕振りには感動さえ覚

えた。このような地理的，物的，人的社会資

源に恵まれていることに感謝している。これ

らを主体的に最大限に活用し，かつ集会所を

災害時の町内会独自の施設として活用するな

どのサジェスチョンも得ている。また塩竈は

狭いエリアだけに，安否確認等の情報を短時

間で得易いというメリットがある。防災も福

祉も効率的に展開できる。過去の塩竈市の弱

点を長所に切り替えるチャンスでもある。財

政的制約など以上に，少なくともこの情報の

収集という点では災害の場合，重要な側面で

あることを再確認できる。

「自分の命は自分で守る」という防災の原

点に立ち返り，隣同士でどのような常日頃の

人付き合いを重ねるべきか。そしてそれを災

害時の緊急事態にどのように反映させるか等

々。町内の会員，班長，役員，そして民生児

童委員や関係機関の役割などこの機会にそれ

ぞれしっかり見直して，どうネットワーク化

させ統合化させていくか。マクロからの検討，

プランニングに期待する。と同時に町内会と

いうミクロの自主的立場からもいいチャンス

であり，この機会に私たち高齢者が若い後継

者に遺産として，愛するふるさとをいいもの

に伝えていく役割がある，と私は考えている。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を経験して

第二中学校 Ｐ会長 鈴木 信弘

「２０１１・３・１１」その日は塩竈市内の

全中学校で午前中に卒業証書授与式が挙行され

ていました。華やかに且つ厳かに記念すべき行

事が執り行われた学校の体育館がその数時間後

には恐怖で顔をこわばらせた多くの人々に埋め

つくされることを誰もが予想していませんでし

た。体験した「宮城県沖地震」をはるかに凌ぐ

大きなゆれ，その後に発令された大津波警報と

警告のサイレンの音。ただ急いで子供たちを車

に乗せて学校へと向かうことしかできませんで

した。学校に到着して間もなく先生方や生徒た

ちと備蓄倉庫からの食糧や水そして毛布の搬出

作業をしました。何年も前から宮城県沖を震源

とする巨大地震発生の確率の高いことは各研究

機関や知識人から警告が発せられており，市内

の各小中学校では耐震補強工事が震災前に完了

していたため大きな被害が出ることの無かった

ことは幸いでした。また，各家庭・地域・自治

体においてもそれなりの備えをしていたものと

考えます。しかしながら，今回の地震は想定規

模をはるかに凌ぐ大きさと巨大津波を伴った「千

年に一度」と言われる大地震であったため，次

から次へと避難してくる予想以上の地域住民の

数に毛布はすぐに底をつきました。

電気・ガス・水道のライフラインは寸断され

携帯電話も使えない状況。初めて経験する子供

たちには大きな衝撃であったと思います。その

ような混乱した生活の中でも，子供たちは学校

に出向き，避難所での清掃や物資の配給などの

ボランティア活動を積極的に行っていました。

また，町内会など地域に戻ってからも給水所で

の手伝いやお年寄りの水を家まで運んであげた

り等，普段の子供たちの姿からは想像できない

ぐらい力強く，確固たる意志を持って行動して

いたのには驚きを隠せませんでした。そして，

この「飽食」と言われる現代に，家族の食糧を

手に入れるためにスーパーに何時間も行列を作

ったり，夜には十分でない灯りの下，寒い中で

家族が膝をぶつけるぐらいの距離に寄り添いな

がら僅かばかりの粗末な食事を分け合い食べる。

このような苦い経験も決して忘れることのない

深い記憶の中に刻み込まれたはずです。長いよ

うで短いわずか一週間たらずの時間でしたが子

供たちのみならず私たち親にも大きな経験にな

りました。

「人」は一人で生きているものではないとい

うこと，家族であり学校を含めた地域のつなが

りの中で生かされているということ。もっと大

きな観点からいえば，今回の大震災に際し日本

中の人々の目が被災地の我々に向けられたこと，

日本とは人種も宗教も文化も違う世界中の国々

から援助の手が差しのべられたこと。目にはみ

えない「絆」というものを「個人主義」が大勢

を占める現代社会において感じることのできた

ことも大きな意義ある事実です。また，人のた

めに何の見返りも求めず「ボランティア」の精

神というものを肌で感じることのできた良い機

会であったと思います。私自身も被災した浦戸

諸島のみなさんのところにマグロの刺身の差し

入れや，避難所となった体育館と公民館で二日

間「塩釜汁」の炊き出しを行いましたが，自分

も被災していながらそれでも大変な境遇に置か

れた人たちの為に何かをしてあげたい，力にな

りたいと思うそんな気持ちがボランティアへと

繋がること，いざ他の地域で同じような自然災

害が発生したときに自分は何ができるのか，ど

のような方法で被害を被った地域・人々に支援

の手を差しのべてあげられるのかを改めて考え

させられました。

さて，今回の大震災を経験して人知を超えた

想定外の規模の揺れと津波でありましたが，行
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政が策定していた防災マニュアルではどうにも

脆弱で機能しなかった点が多く問題となってい

る沿岸の自治体も多数あるのが事実です。本市

においても各避難所に指定された学校に備え付

けられていた緊急備蓄品は毛布にしろ水・食糧

にしろ少なすぎました。食糧に関しては，震災

の夜には非常食用の米飯，翌朝はクラッカー，

昼には支援物資の食パンを配った時点でその後

の配給の目処がたたなくなり，市職員・先生方

と相談したうえで自宅で非難生活を送れる方々

には自宅へ戻ってもらうこととしました。今回

の震災で得られた様々なデータを今一度精査し，

次なる災害にそなえての防災マニュアルの策定

が急務となっています。また，今回の経験から

避難所指定となった学校の存在意義が大きく，

地域防災の核をなすことも明らかになっていま

す。これらをふまえ，次なる自然災害にも耐え

得る「災害に強いまち塩竈」を作るために教訓

を活かし，復旧・復興の一助となることを希望

します。

そして何より大切なことは，この苦い経験と

困難に立ち向かった人々の姿を風化させること

なく語り伝えること。復興の中心を担うであろ

う子供たちには今回の様々な思い・経験を踏ま

え「生きる」ことの意義や重さを今一度考えて

欲しいと思います。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ないないの暮らしの中にあったもの

第二中学校 Ｐ副会長 佐々木 正博

平成２３年３月１１日金曜日，市内小中学校

では卒業式シーズンを迎え，本来であれば新た

な門出に喜びやお祝いムードに包まれる週末に

なるはずでした。

同日１４時４６分，あまりにも突然に大地震

災害が私たちの街『塩竈』を襲いました。

『東日本大震災』の発生です。

その規模は今までの世界観測史上４番目の規

模，我が国の観測データでは史上最大規模とな

り，地面もろとも唸り声を上げ縦横斜めにバウ

ンドを繰り返し，身の周りのあらゆるものを一

瞬にして破壊していきました。

割れた地面からは得体のしれない煙が異臭と

共に噴き上げ，液状化現象によるヘドロ状の液

体が濁流となって流れ出してきました。

当時新浜町で普段の業務に就いていた私は海

が近かった事やスタッフ全員が津波への警戒心

を持っていてくれたこともあり，各自の安全を

確保させる為，揺れが収まるのを待って，とに

かく高台への避難を急ぎました。

１５時１０分位だったと思いますが，最後に

会社から避難した私は，近くの市民プールのあ

る高台へ一時避難しました。そこでようやく少

し落ち着きを取り戻し，咄嗟に持ち出した携帯

ラジオのスイッチを入れたところ，生まれて初

めて聞いた『大津波警報』と言う警報，三陸沿

岸で１０メートルを超える津波が予測されるの

で早く高台へと何度も避難を呼びかけるアナウ

ンスが聞こえてきました。果たしてここにはい

つ来るのか，ここは何メートルの津波まで耐え

られるのか，家族はどこにいるのか，仲間達は

全員高台に行けただろうか，流されたら何に掴

まって生きのびようかと様々なことを考えてい

た矢先，追い打ちをかけるようにモサモサと視
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界を塞ぐほどの湿雪が降り，少々大げさになる

かもしれませんが，この世の終わりってこんな

感じなのかなぁととても落胆したのを覚えてい

ます。

しばらく経ちましたが，沿岸部に近いはずの

この新浜町市民プールの高台には津波が押し寄

せる気配がありません。後に判明したことです

が，松島や浦戸の島々が津波への防波堤となり

内陸への侵入を緩和してくれた為，沿岸部でも

津波被害が軽い地域もあったようです。幸いこ

の場所一帯もあとわずかのところで浸水は免れ

ましたが，残念ながら浦戸諸島は，壊滅的打撃

を受けてしまいましした。

薄暗くなり１７時頃でしょうか，より高台へ

再避難するべく，最寄りの小学校へ向かいまし

た。今思えば危険な時間帯に移動し高台を離れ

たと思うと背筋が凍る思いです。

既に体育館は大勢の避難者で大混雑していま

したが，動ける大人や先生方が中心となり備蓄

物資の仕分け，全員分の食事の準備等を手分け

して率先して行ないました。避難場所の設営に

向けてみんなで協力しあった甲斐もあり，その

日の夜にはほんの少し落ち着き，避難所で一夜

を過ごせるまでになりました。しかし，緊急地

震速報の不気味なアラーム音，体育館を揺さぶ

る本震とも思えるほどの余震，厳しい寒さと床

の冷たさでほとんど一睡もできずに翌日の朝を

迎えました。

災害避難時必需品の一つとして冬は寒さ，夏

は暑さへの対策が欠かせない事も今回の経験の

なかで実感し，さらには情報の確保や不安の解

消という面においてラジオや携帯テレビ等情報

入手ツールと懐中ライト，電池やバッテリーの

必要性を改めて実感しました。普段あまり気に

しない者たちですが，いざという時は頼りにな

る者たちだと思います。

平成２３年３月１２日土曜日，この日から大

半の被災者が初体験となる《ないないづくしの

生活》がスタートすることになります。後に報

道でも取り上げられていた，物資の不足がまた

たく間に起こり始め，普段は起こらない食料や

燃料を求めての長蛇の列が出来，車のガソリン

等は２日間並んでようやく１０リッターのみ，

物資供給が無い状態で一部在庫品を販売するス

ーパーでは，一人数個までと限定した販売にな

る等，生活物資の不足は他県に迄及び，危機的

な物資枯渇状況が数日間続きました。ここ塩竈

でも同じような状態になりましたが，そのよう

な中でもお互い様の精神で沈着冷静に各自対処

していた事などは，世界に自慢できる我慢強さ

と精神力ではないかと思います。普段の豊かな

暮らしから遮断されてみて，日常からの準備・

備えの重要性や分け合う気持ちの大切さに改め

て気づかされ，「お互い様」「思いやり」「感謝」

の気持ち的な部分も，被災期間を通し随所で再

発見することが出来ました。

復旧活動において感謝しなければならない方

々は数多くいますが，全国の警察・消防・救急

そして自衛隊の方々の活躍があったと思います。

前述しましたが，壊滅的状況に半ば諦めかけた

時に，サイレンを轟かせ隊列を組んで，全国各

地から「さぁ復旧するぞ」と言わんばかりに頼

もしい方々に駆けつけていただき，前をむいて

進もうと励まされた市民の方々も大勢いたので

はないでしょうか。正にここから徐々に塩竈市

の復旧がスタートしていったような気がしてな

りません。

普段当たり前のように身のまわりにある電気

・水道・ガス・電話は，スィッチを切るかのよ

うに遮断されたまま，太陽とともに寝起きする

といった《ないない》の暮らしが始まり，一日

も早い完全復旧を待ち望みながらも結局二週間

以上続くことになります。

携帯電話も数日間は皆全く連絡がつかない状

態となりました。他県からの安否確認の着信は

たくさん入るけど，応答出来ないといった状態

が続き，余計に知人達の心配を煽っていたよう

です。常日頃から災害伝言ダイヤルの使い方を
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自分だけではなく，周りの人々と共に学んでお

くべきだと感じました。

普段の暮らしへの感謝のひとつに『水』があ

げられます。飲用から生活用水まで蛇口をひね

ればいつでも出るのが当たり前でしたが，突然

の断水により私たちの意識は大きく変わり，あ

らゆる意味で上下水道に対する意識を見直す必

要性を実感しました。

一日一日と全国からのライフライン復旧支援

チームの皆様のご尽力によりライフラインは一

歩一歩復旧していきました。灯りが灯る，お湯

を沸かせる，水が流れるという状況がこんなに

も私たちを安心させるものかと痛感しました。

ごく当たり前の事のようですが，普段から水を

無駄にすることなく大事に使っていくことの大

切さ，また遮断された時の対処や，さらにはい

ざという時の準備について本当に真剣に考えさ

せられました。

まさに『備えあれば，憂いなし。』です。

失ったものの方が多い中，発見したものも数

多くありました。普段挨拶だけのご近所さんと

の情報共有や物資の交換といった挨拶以上のコ

ミュニケーションが意外に多かった事や学校の

避難所・備蓄倉庫としての機能に助けられた事，

市のハザードマップがかなり適切だった事，み

んなで力を合わせお互いに助け合えた事等たく

さんありました。

残念ながら多くの犠牲者が出てしまいました

が，生かされたと言っても過言ではない私達は

この体験を語り継ぎ，被災以前よりもっと良い

環境へむけて復旧・復興を進めていかなければ

なりません。私も出来る事から周りのみんなと

協力し復興の一翼を担ってまいります。

執筆に際し，およそ１年が経過しようとして

いる今現在も世界中からの温かい支援に対し心

から感謝申し上げると共に，犠牲となられた方

々，ご遺族の方々に改めてお悔み申し上げます。

《がんばろう日本，がんばろう塩竈》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

「東日本大震災を体験して」

第三中学校 保護者 村上 博之

２日前の３月９日１１時４５分，三陸沖を震

源とする震度４の揺れは余震だったのか？

あの日私は３月２２日に多賀城市で予定され

ていた，ＨＡＧ(ハグ)訓練｢避難所運営訓練｣の

資料作成中だった。

妻は１階の茶の間で，専門学校の卒業式を１

７日に控えた長女と卒業式のため帰宅していた

中学二年生の次女は２階の私の部屋でビデオを

見ていた。塩竈市立第三小学校四年生の息子は

授業中。

ついに宮城県沖地震が来たか！にしては揺れ

が想像以上だ，強すぎる！長すぎる！連動型か？

停電！やっと揺れがおさまった。恐怖に怯える

長女，冷静に対応する次女，妻は外へ逃げてい

た。４人とも怪我は無い，息子は？…学校に居

るから大丈夫だろう，家も倒壊はしていない。

これだけ揺れれば津波は必ず来るはずだ，何分

後？どれくらいの高さで？どこまで？５０年前

のチリ津波が沿岸から４００ｍほどの牛生町の

自宅にも来て床下浸水したと聞いている。

ラジオで情報を聞きながら避難準備をし，車

で５０ｍ先の町内会の一時避難場所へ訓練同様

に避難した。地震災害時に車輌で避難すること

は良くない事だが，アマチュア無線機を搭載し

ているため電源確保には必要で他の交通に支障

はないと判断した。

現実とラジオの情報にはタイムラグがあるの

で，車載の無線機で消防無線を傍受することに

した。ラジオでは大津波警報がでたと言ってい

る。消防無線では「○○漁港津波到達」「７ｍの

津波が…」７ｍ？自宅も津波にのみこまれるの

か？津波到達までまだ時間がある。ハンディ無
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線機で消防の情報を聞きながら自宅から発電機

を持ってきて夜に備える。

１６時５分駆け足ほどの速さで津波が来た。

コンビニの看板が押し流されていく。乗用車２

台ワゴン車１台が流れていく。水位は路面より

１６０ｃｍに達し，７分後に流れが止まり引き

始めた。

１６時２５分ラジオでは仙台新港に１０ｍの

津波が確認されたと言っている。

１６時半を過ぎた頃から雪が激しくなってき

た。水没した何台もの車からクラクションが鳴

り響く。

１７時過ぎに避難所の三小から息子を近所の

人が連れて来て，津波が引いた所に止めた車の

中に居ると言われた。災害時は登録されている

人以外には引き渡さない事になっているのにナ

ゼだ，しかも車の中に置き去りにするなんて信

じられない。車の中には上履きのまま震えてい

る息子がいた。一時避難場所の隣のお宅に，避

難した人たちと一緒に入れてもらい暖をとらせ

て貰った。

自宅の様子を見に行くと，家の前には津波で

流されて来た乗用車が２台並んでいた。自宅に

置いていたバイクと車２台は，津波に冠水して

動かなくなっていた。家の中を見ると床上浸水

した和室は畳が浮き，その上に物が散乱し台所

も悲惨な状態で，浴槽には真っ黒な海水が入っ

ていた。２階も避難前に１階から移動した物も

合わせて足の踏み場もなく，自宅に戻って暮ら

せる状態ではない。

まだ水が引き切っていない１７時４５分頃，

津波の第２波が来たが７分後には引き始めた。

１９時半頃に指定避難所になっている三中に

避難しようと下見に行ったが，体育館の中は満

員状態で身体障害者療護施設「杏友園」の利用

者とスタッフを合わせると１００人ほどがいる。

車椅子の方が３０人ほどいるのに，トイレへ行

くための通路も無い状態だ。校庭も車が満車状

態で，三中への避難は断念した。

一時避難場所に戻りみんなに状況を説明し，

近くの旅館に６０人ほど避難していた方たちに

も状況説明をした後，暖をとらせて貰っている

お宅で一夜を過ごす事にした。

発電機を回して照明とテレビをつけ，ニュー

スを見ると気仙沼が燃えている映像が映った。

想像を超える被害だ，「長期戦になる」と思った。

子供達から離れようとすると「何処に行くの？」

「携帯も繋がらないから離れないで」アマチュ

ア無線機の充電をし，いつでも子供達と連絡が

取れるようにした。この様な時の為に長女と次

女にはアマチュア無線従事者免許を取らせてい

た。

翌朝明るくなるのを待って町内を見て回ると，

いたる所に魚のボラが転がり，産業道路には大

小さまざまな船舶と車が散乱していた。６０人

ほど避難していた旅館に行くと，自宅に戻った

人がいて３０人ほどになっていた。

指定避難所の状況と集会所の畳が浸水で濡れ

ている事を旅館の方に説明し，相談の結果集会

所が使えるようになるまで「共助の避難所」と

して使わせていただく事になった。「共助の避難

所」とは行政の支援を受けずに，避難者全員で

協力し合って運営する避難所のこと。ここには

寝たきりの高齢者３人と全盲の高齢者が居るの

で，避難してきたベテランのヘルパーさんと介

護福祉士なりたての長女がお世話のお手伝いを

させていただく事になった。

１０時ごろから町内の方達が集まり，子供達

が薪を集めて炊き出しの準備が始まった。旅館

の方達はおにぎりを，外では汁物を作り６０人

ほどが暖かい食事をとる事が出来た。午後には

近くの「やまや」さんから，冷凍食品等を提供
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して頂き食材の確保ができた。

三中に行って見ると土足でほこりだらけのに

なった体育館の床を，生徒が大モップで掃除し

ようとしていた。ハンドマイクを使って「これ

から生徒が掃除をしますので，荷物とブルーシ

ートを後の方へ移動して下さい」と呼び掛ける

と，一部の方を除き皆さんが一斉に協力してく

れた。掃除が終わって通路を確保，町内会単位

で区画分けをさせていただいた。顔見知り同士

がまとまった方が，譲り合いや協力がしやすい

から。

三小に行くとジェットヒーターが４機もあり，

南国の様な暖かさに驚いた。通路は問題ないが，

「緊急物資輸送ヘリコプター」の着陸場所にな

っている校庭には車が満車状態だ。

１７時ごろ「共助の避難所」へ戻ると夕飯の

炊出し準備が始まっていた。発電機用の燃料を

確保するため，水没したバイクからガソリンを

抜き取る。

夕食後にこれから皆で何をするか相談をする。

発電機で昼間は井戸のポンプを動かして水の提

供をし，夜は照明と携帯電話の充電をする事に

した。翌日から子供達は井戸水をペットボトル

に入れて，毎日何度も運ぶのが日課になった。

１６日には「共助の避難所」を旅館から集会

所に移し１７人が残った。自宅で寝る事は出来

ても，食事を作ることが出来ない方達と共に炊

き出しをした。

１８日には行政や近所の企業等から，食料の

支援物資が届くようになった。行政からは「３

月３１日で避難所を集約する」と連絡が入る。

ここにはもう支援物資は来なくなるので炊き出

しも３１日で終了し，４月７日まで宿泊だけと

して避難所を閉鎖した。

同じく１８日から旅館のマイクロバスで塩竈

市災害救援ボランティアセンターから２０人ほ

どのボランティアさんに来てもらい津波被害を

受けた町内の片付けが始まり６日ほど続いた。

この間各被災宅とボランティアさんのコーディ

ネートをしていたので，自宅の片付けを始めた

のは２４日からだった。

子供達に「こんな経験は滅多に出来ないのだ

から３人で協力して！」と言うと「ラジャー」

と返事が返ってきた。散乱し津波で泥だらけに

なった物を土嚢袋に詰め込む，次女が「宮城県

造形教育作品展」で入選した絵も。

２４枚の畳を運び出して床板をはがし，床下

の汚泥を「ズリ・ズリ・ガシャコーン」と言い

ながら次女がかき出し，息子は土嚢袋を保持し

ている。長女はそれを外に運び出し，はがした

床板を私が洗う。床下に消毒剤を撒いて床板を

戻し，ブルーシートを敷きカーペットを敷いて

畳の無い自宅で寝られるようになったのは４月

６日だった。

翌日の２３時３２分震度６弱の揺れにたたき

起こされ「またか！」と思いながら車で三中ま

で避難した。校庭には次々に車が入って来たが，

しばらくして「津波の心配が無い」とのラジオ

の声に自宅へもどった。この日以来，子供達は

服を着たまま寝るようになった。

翌朝，自宅の内外を確かめると，古い部分の

壁に亀裂が入り柱や敷居がずれて外れかかって

いる。地盤沈下が原因で風呂場もダメージがひ

どい。長女と息子の体調が悪くなり受診すると，

マイコプラズマとアレルギーと診断され，原因

は「津波汚泥の粉塵ではないか」と言われた。

７月末に代替え車が納車されていらぬ借金が

増える。１１月１９日にはあの環境の中で次女

が夏休み中に描いた絵が「WE LOVE トンボ絵

画コンクール」で環境大臣賞に選ばれて受賞式

に出席した。平成２４年３月末には自宅の半分

を解体することになっている。４月から長女は
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編入学した大学の四年生，次女は高校生，息

子は六年生になる。

今回の災害で親族を失った人，家を失った人，

残った家を解体で失った人に比べれば怪我もせ

ず，何とか住める家も残った我が家は幸運であ

る。不平不満も言わずに明るく楽しい避難所生

活をし，今も頑張っている子供達には本当に頭

が下がる思いだ。

子供達に「辛い悲しい事を思い出さない様に，

震災の話をしない」と言う親もいるが，我が子

には教訓として後世に伝えてもらうためにも忘

れて欲しくはない。

平成２２年１０月２５日塩竈市役所会議室で

行った「避難所運営訓練」を，もっと早い時期

に各指定避難所で始めていればと悔やまれる。

三小では安全確認のため校庭で待機している児

童より先に近所の方が体育館に入り込む。三中

では教育施設である体育館を当然の様に占拠す

る高齢者の集団がいた。子供たちへの防災教育

も必要だが，避難所を利用するマナーについを

地域住民も勉強が必要だと思う。避難所の運営

は行政がするのではなく，利用者でしなければ

ならない事を認識している人は少ない。また，

自主防災会も行政に頼らずその地域をよく分か

っている自分達で，何が必要で何を備えなけれ

ばならないのか考えていかなければならないと

思う。

次の災害に備えて！

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

家庭の防災～「想定外」を想定する

玉川中学校 保護者 佐々木乃扶子

私たちは何年も前から宮城県沖地震を想定し

て，学校や職場，地域での防災訓練を行い，家

庭でも震災に備えての準備をしてきたはずです。

それなのに，どうしてこれほど大きな被害が出

てしまったのでしょうか。新聞によると，昨年

発生した東日本大震災での宮城県の死者は９，

５０８人，行方不明者は１，７６９人（平成２

４年２月１０日現在）で，そのほとんどは津波

に巻き込まれて亡くなったと伝えられています。

沿岸部に住んでいる人たちは津波への警戒もし

ていたはずなのに，なぜこんなにもたくさんの

人が犠牲になってしまったのでしょうか。

今回の震災では，「想定外」という言葉が何度

も使われました。確かに，想定外の大地震，大

津波だったのでしょう。けれども，「想定外」で

済ますにはあまりにも大きな犠牲でした。もう

二度とこんな悲しいことを経験したくはありま

せん。そのために私たちはもっといろいろな「想

定」をしておく必要があったのでしょう。そし

て万が一「想定外」の状況に直面した場合にも

パニックに陥らないように，できる限りの準備

と対策を立てておかなければならなかったのだ

と思います。

私はこの震災を経験して，これまでの防災意

識で欠けていたことや，災害対策に不足してい

た部分について認識することになりました。そ

れをもとに我家の防災について，家族と話し合

いながらいくつかの見直しを行いました。

第一には，外出先で被災した場合の対処につ

いてです。私たちのこれまでの防災は，倒壊防

止に家具を固定する，保存食や生活必需品を備
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蓄し水の汲置きをすることなどでした。怪我を

しないことや，家や生活を守るための対策です。

また，学校や職場では防災訓練を繰り返し行っ

て，避難誘導または待機など児童生徒や職員を

守るための対策がとられています。津波の心配

のない地域にある私たちの自宅や学校，職場で

の被災は「想定内」であり，ほぼ安心できるも

のだと思います。では，それ以外の場所で被災

した場合はどうでしょう。恥ずかしいことです

が，外出先で被災することをこれまで全く考え

たことがありませんでした。地震発生の時，幸

運なことに私と子ども達は自宅に，夫は職場に

いました。会社の構内に津波が押し寄せ，何台

もの車が流れ込むという「想定外」の事態もあ

りましたが，人的被害はありませんでした。し

かし後日知ったところによると，私が度々買い

物に行っていた場所で落下物による死亡事故が

起きており，数日前に通った道でもたくさんの

人や車が流されていたのです。もし外出先で震

災に遭っていたら，私や家族はどんな行動をと

っていたのでしょうか。外出先で建物の倒壊や

津波の被害から逃れるためには，自分がどんな

場所にいるのかを常に認識しておくことが重要

だと思います。それぞれが出かける先々で，「も

しここで地震が発生したらどうするか」を想定

してみることにしました。そしてそこが安全な

場所なのか，避難するとしたらどこへ行けばよ

いのかを考えます。通学・通勤中，電車の中や

運転中だったら，またはショッピングセンター

にいたとしたらなどを想定してみます。そうす

ることで様々な状況に対処することができ，万

が一の時にも落ち着いて行動できるようになる

ことを期待しています。当然のことですが，何

よりも命を守ることを優先する行動が自然にと

れるようになりたいと思います。

次に，ライフラインの停止への備えについて

です。水道・電気・ガス・電車が止まったこと

に加え，ガソリンの補充が困難になりました。

飲料水は買い置きがあり，汲置きと地震発生直

後に風呂に溜めた分を生活用水に使用し，給水

車にもお世話になりました。市ガスの復旧が一

番遅かったので，カセットコンロや電磁調理器，

ホットプレートが活躍しましたが，震災後は物

資が不足し購入が困難でしたので，飲料水やガ

スボンベ，乾電池やその他の生活必需品につい

ても備蓄数を増やすことにしました。車が一台

流され，もう一台はガソリン残量が少なかった

ため大変不便な思いをしましたので，ガソリン

は半分になる前に補充することにしました。

東日本大震災からまもなく一年が経とうとし

ていますが，今でも昨日のことのように記憶が

蘇ります。繰り返し映像を見てきたからかもし

れませんが，この惨状を記憶に留めることで，

防災意識を強く持ち続けることができるのでは

ないでしょうか。毎月１１日に家族で震災のこ

とを話し，多くの犠牲によって与えられた教訓

を活かさなければいけないと思っています。次

に震災に見舞われるのは何年後か何十年後なの

かと推測されていますが，私たちは，明日また

は今すぐにでも地震が発生することを想定し，

いつ被災しても大丈夫なように心がけていたい

と思います。


