
- 60 -

◇◇ ２ 中学校教員編 ◇◇

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

教員として，地域の奉仕者として，家庭

を支える者として

第一中学校 教諭 佐藤 秀樹
さとう ひでき

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

その１【３月１１日１４時４６分その時】

卒業式の日の午後。職員室。大きなゆ

れがきた。ゆれが発生して十数秒。予想

されていた宮城県沖地震がとうとうやっ

て来てしまったと思った。冷静に（これ

はよくない意味。もう少し自分の身の安

全を確保しておかなければ）頭上や周辺

の様子を見渡しながら，棚や机を支え，

転倒を防いでいた。さらにゆれが続く。

尋常ではない地震だと思った。そして浜

育ちだった私は津波が来ると思った。家

族は？

その２【３月１１日１４時４６分その後】

揺れがおさまった。職員室にケガ人な

ど，人的な被害はない。もちろん，物は

散乱。廊下は賞状の額縁が落ち，つり下

がっている状態。外を見る。倒壊してい

る民家や火災はまだない。学校の破損状

況をみんなで確認する。照明やガラスの

落下など，特に体育館の状況がひどい。

職員室にもどり，携帯で家内へ電話をす

るが通じない。けたたましいサイレンが

鳴り始め，大津波警報の放送が続く。家

内の職場は海岸線から１キロ強の小高い

土地。大丈夫だろう。子ども達も海から

遠い保育所。大丈夫だろう。実家の両親

は海から約１００ｍ。チリ地震津波は実

家の門口まで来たということだったが，

防波堤も当時と比べてかさ上げされてい

る。大丈夫だろう。そのように自分は状

況を読み，まずはこの場での職務に専念

しようと思った。生徒や住民の皆さんが

少しずつ一中の校庭に集まってきた。管

理職の指示のもと，避難所開設の準備が

始まった。緊急物資の運搬，避難スペー

スの確保，避難してきた皆さんの誘導…。

そのような状況の中で適切な表現ではな

いが，「やるぞ」と張り切っていた。非常

時こそ，奉仕者としての役割を果たさな

ければ…。まずは目の前にいる皆さんの

ために。お年寄りに「大丈夫ですよ。」と

声をかけた。そして，今後困難が予想さ

れる明日からの教育活動で生徒のために。

「まずは生徒の安否確認が最優先。がん

ばるぞ…」と。

その３【避難所開設が一段落して，眼下

を見ると】

１階教室での避難所開設が一区切りつ

いて，テニスコートの脇から眼下の千賀

の浦を見る。マリンゲートの１階が水没

しているのが，遠目にもはっきり確認さ

れた。やはり，予想していた大津波の到

来。家族は？「大丈夫だろう」ではなく

「大丈夫だろうか」という思いが広がる。

その後も避難所での対応を続ける。
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その４【１６時１３分「津波が来ている。」

「保育所が心配。」】

ふと携帯をながめると，着信メールが

一つあり，家内からの着信であった。短

い２文で「津波が来ている」「保育所が心

配」とあった。家内の職場は砂浜海岸か

ら少なくても１キロは内陸に入っており，

そこに津波がせまっているということは，

自分が想定していたものとは違う，とて

つもない津波が来たということ。心配が

一気に増大した。家族の無事を確認した

い…。「がんばるぞ」と「家族の安否を確

認したい」の葛藤。

その５【１９時過ぎ。家族の安否確認に

向かう。】

避難してきた皆さんへの非常食の配布

やろうそくによる灯りの確保など，一晩

過ごすための作業が一段落したと判断し，

管理職に「子どもを確認したい」と申し

出，許可を得て，学校を後にした。海岸

線を避け，保育所に着くと真っ暗で人の

気配はない。付近の人に聞くと保育所の

子どもたちは近くの小学校に避難してい

るとのこと。小学校に急いだ。真っ暗な

体育館に無数の人。大きな声で「○○保

育所の子どもはどこにいますか。」と叫ん

だ。しばらくすると「保護者の方ですか」

と保育所の先生が歩みよってきた。誘導

されていくと，子ども２人は先生方に抱

きかかえられていた。この数時間，さぞ

や不安だったろうという思いや小さい命

を守っていただいたという感謝の気持ち

でいっぱいになった。自宅に帰る途中，

幸運にも家内の車とすれ違い，子どもた

ちを引き渡すことできた。すぐに父母の

所へ向かった。高台に車を置き，海の方

に歩いた。周辺の家屋は残っていたが，

実家の手前，数十メートルの所までくる

と，津波によるヘドロが堆積しており，

足を取られながら前に進んだ。実家は形

は残っていたが，一階部分にヘドロや漂

流物が散乱し，ひどい状態であった。人

の気配はない。津波が到達してないとこ

ろまでもどり，何軒か訪ねて回った。「お

父さんとお母さん，高台の～さんの所に

避難しているよ」と話を聞いた。ほっと

した。その家に向かい両親の無事を確認

した。両親を引き取ろうしたが，「今日は

ここに泊めなさい」と言われた。その家

の方のご厚意に甘えて，両親をお願いし，

自宅にもどった。家内とその後１日，２

日の対応を確認し，一中にもどった。時

間は２２時を過ぎていた。明けて翌日か

らは，生徒の安否確認，避難されている

皆さんへの対応，泊まりの勤務，休みの

日には実家の復旧の毎日であった。

その６【今回の震災で一番感じたこと】

震災当日の行動を長々と書いたが，そ

れは反省点を明らかにするためである。

教員，地域の奉仕者として，皆さんのた

めに「がんばるぞ」と思っていても，家

族というベースへの備えがしっかりしな

ければ，力を十分に発揮できないという

ことである。一番は家族の形態に目を向

けるべきだったと思う。成人だけの家族。

高齢者や幼児がいる家族。介護を必要と

する者がいる家族，共稼ぎなど…。家族

を構成する各人の生活力が高いか，低い

かは特に重要な要素だと感じた。例えば，

家族の構成員が中学生や高校生以上であ
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れば，「家は頼むぞ」で済む。しかし，私

の例のように私と家内が教員，子ども２

人が保育所にお世話になっている幼児。

隣接の町に住んでいる両親は８０歳近く

の高齢者。夫婦が災害対応で仕事に出れ

ば，生活力の低い高齢者と幼児をだれが

守るかということである。今回は心もと

ないが，高齢の両親に幼子を任せること

になったが…。

今回のような大災害があった時，最前

線で役割を果たさなければならない役所

関係や医療，警察，消防，教育などの仕

事にあたる者は，職務と家族の生活を両

立させるための手段を講じておくべきと

思った。兄弟，親戚，地域の知人…。誰

に残した家族を託すのか？

その７【現実は？】

その６で職務と家族の生活を両立させ

るための手段を講じておくべきと書いた

が，現実は厳しい面がある。私自身，今

２年前と同じ状況だったらどうか？姉を

頼る？遠方で運転免許がない。無理であ

る。叔父叔母を頼る？叔父叔母も高齢に

なっており，逆にこちらが支える側であ

る。現役世代の親戚もそれぞれ家庭があ

る。地域のみなさん？近くの方とあいさ

つを交わす程度である。これから高齢化

や核家族化による家族の人数の減少がま

すます進み，地域での人間関係が疎遠化

する中で今回のような大災害が起きた時，

今回，私が感じたような事例が多く出て

くるのではないかと思う。「みんなのため

にがんばるぞ」を実行するために「手段

を講じておくべき」と言いながら結論は

でない。

その８【最後にちょっとした提案を】

これまで書いたことの関連と中学校の

教員として当時を思い出して一言。災害

が発生した時，中学生が役立つのではな

いかということである。高校生は広い学

区の関係で掌握が難しいし，小学生は幼

くて役割を任せるのは無理である。今回，

地域の中で一番手があいていて，戦力に

なりえたのは中学生だったのではないか

と今になって思う。実際，少数ではある

が一部の生徒が，避難所での清掃や地域

の後片付けなど，ボランティアに関わっ

ている。人命救助など危険を伴う役割は

させられないが，災害が落ち着いた後の

地域の生活の維持には，おおいに役立つ

のではないか。避難所での手伝いや高齢

者の一人世帯に出向き，毎日声がけをし

て安否を確認する，給水の水の配達など

…。また，私の話になるが，震災の影響

が長引くなか，勤務時間が終了する前に

終わってしまうスーパー。食料確保の不

安が増していったことを覚えている。一

人暮らしの高齢者などは，食料や燃料確

保ということについて，不安だったので

はないかと想像する。「買い出しくらいだ

ったら中学生でも出来る」というは安易

な考えか。聞くところによると全国には，

中学生を地域の防災に

組み込んでいるところ

もあるという。実行に

移すには学校だけでな

く，町内会や行政との

連携，保護者の同意な

ど難しい面もあるが，

一つの意見として提起

しておきたい。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

みんなに優しい街づくり

第二中学校 教諭 梅 村 信 行
うめむら のぶゆき

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１．はじめに

震災当日，多くの中学校では卒業式を終え

て，職員が卒業生の思い出を語り合ってい

た頃に地震が発生した。生徒はすでに下校

を終え，自宅にいたり家族や友達と出かけ

ていたりと，各自がそれぞれで過ごしてい

た時間に起きた出来事であった。

２．震災後の対応

私の担任していた生徒は港の近くに住んで

おり，地震後に安否確認の電話をしたが，

自宅も携帯電話も通じない。道路も津波の

影響で通行止めと，行くことが出来ない状

況になった。学校は避難所となり，そちら

の運営もしながら学校業務も行う日々が始

まった。その後，職員で手分けして全生徒

の安否確認をすることになり，車で行ける

所までは行って，その先は泥の中を歩いて

直接各家庭を訪問して回った。私が生徒に

会えたのは，震災から５日後であった。そ

れから少しずつライフラインも復旧し始め，

生徒の親とも電話で連絡が取れるようにな

った。

家庭訪問をする際に歩いた道は，今まで車

で通っていた道と同じかと思われるほど様

子が変わっていた。途中の家は１階の天井

まで海水の跡がついており，道路は泥が堆

積し，車や家財が道にあふれていた。それ

らをよけながら歩いていったが，そこでわ

かったのは，担任している生徒の家の直前

まで津波が来ていたということであった。

少し登り坂になっていたことで，その家庭

までは被害が及ばなかったような状態であ

った。

３．特別支援学級

私が担任していた生徒というのは，特別支

援学級の生徒である。４月になって学校が

再開し，生徒が学校に来るようになってか

ら，震災の時の話を聞いた。

当日は，二階の自分の部屋に一人でいて地

震にあった。あまりの揺れに怖くなって，

それからは部屋にじっとしていた。電気も

つかず，カーテンも締めていたので外で何

が起きていたか全然わからなかったそうで，

津波が来ていたのを知っていたか聞いたら，

わからなかったということであった。

４．支援の必要な人に

この話を聞いたときに，災害が起きたらま

ず自分の身を自分で守るのは第一であるが，

それができない人もいる。乳児やお年寄り

の他にも，身体に不自由を抱えている人，

一人暮らしをしている人など，日常の生活

では普通に過ごしていても，非常時には自

分で行動できない人もいる。そのような人

の対応ができる避難体制づくりが必要だと

感じた。

普段から，どの家にそのような人が住んで

いるか，災害時にはどのように避難，移動

することができるのかの対策を講じること。

そのような対応の仕方をわかりやすく書い

た紙を本人が持っていたり，身近にあると

対処の仕方もわかってくるであろう。

歩道の段差を少なくするなど，日常の生活

でのバリアフリー化は年々広がっている。

支援の必要な人も健常者と同じように日々

を普通に過ごせ，災害時にも対応が施され
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る街になっていくとよいと感じた。

５．避難所から戻ったら避難生活

私事であるが，中学校が避難所となり，学

校に寝泊りして避難してきた方々のお世話

に携わった。主な内容は１日３回の食事の

準備と，生活環境の整備であった。特に本

校ではプールが破損して溜めていた水が流

れ出して使えなくなったので，雪を溶かし

たり近所の生徒の家から地下水をためた水

を頂いたりして水を確保してトイレの清掃

にあたった。

そして，交代で一時帰宅した時，自宅のマ

ンションの玄関に一枚の紙が貼られていた。

「退去勧告」

「この建物は破損が著しく，居住できなく

なりました。荷物はしばらくそのままでい

いですが，居住はせず速やかに避難所に移

動してください。」という内容であった。ホ

ールから玄関に行くまでに，廊下は壁が崩

れ，真っ暗な中を携帯電話の光で歩いて行

く間「ここに住めるのか？」という疑問が

頭をよぎってはいた。その後，マンション

は大規模半壊と認定され，新しい住まいが

見つかるまで，勤務中は中学校，終わると

車の中での生活で約１カ月を過ごした。ガ

ソリンを入れるのにも６時間近く並んでも

入れられるのは２０リッター。しかも緊急

車両専門がほとんどで一般車が入れられる

所は一握り。など，今まで経験したことの

ない生活を余儀なくされた。

６．おわりに

今回の震災では，避難してきた方とお世

話をする方が，どちらも被災しているとい

う事態の中での避難所運営・復旧作業であ

った。

そんな厳しい環境の中，避難して体育館

に寝泊りしていた生徒・地域の方や，日中

手伝いに来る生徒が食事の配布の手伝いな

どを自発的に協力して，日が経つにつれて

職員の手伝いをしてくれる人が増えてきた。

その後の水の配給などでも，寒い中を，列

を乱さず並んで待っていただくなど地域の

方々のご協力のおかげで約１カ月の避難所

運営が行えたことに感謝したい。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

平成２３年度入試の時

第三中学校 教諭 杉浦 和彦
すぎうらかずひこ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

平成２２年度は第３学年所属の進路指

導主事をしていた。様々な進路事務も終

わりに近づいていた頃であった。

平成２３年３月９日(水)は公立高校の

入試引率で鹿島台商業に来ていた。入試

３校時の途中11時45分最大震度５弱の地

震発生。結構大きな揺れがあり，心配す

るもそれ以上大きな揺れもなくおさまっ

た。この地震の影響で，社会科の試験が

一時中断し，入試時間が延長された。幸

い，生徒や校舎には大きな被害もなく，

引き続き入試が行われることとなった。

昼休みが若干短縮され，午後の日程は予

定通り実施されることが決定された。思

えば，３．１１の余震であったわけだが，

「予想されていた宮城県沖地震がこれだ

ったのか」という方向に考えてしまった。

さほどの被害もなく入試も滞りなく終わ

ったことに，安堵してしまったことが，

思い起こされる。県からの発表は次の通

りであった。

（１）地震発生時の検査教科

「社会」（１１：２５～１２：１５）

（２）対応の内容

ア「社会」…８０会場中７１会場で，校長の

判断により，最大１０分中断したが，中

断した分の時間を延長し「社会」の検査

を終えた。

イ「英語」…

昼休み時間（１２：１５～１３：００）

で時間の調整を行い，午後の「英語」の

検査は予定どおり実施。

翌日の３月１０日(木)は卒業式準備で

忙しく，１１日(金)は卒業式。そして，

卒業式後の大震災であった。

大震災の混乱から若干落ち着き始めて

みると，３月１５日の合格発表の心配が

出てきた。

通信手段が途絶えている中，毎日開か

れる校長会が大きな情報源であった。公

立高校・私立高校ともまもなく合格発表

延期の連絡が入る。電気もない中で，少

ない情報をたよりに進路関係の仕事を進

めることとなった。合格発表が２３日と

なったことを受けて，２２日１１時に市

内の進路指導主事会が塩竈一中で開催さ

れた。合格発表は県のホームページでも

発表されることが決まっていたが，市内

の中学校４校で手分けをして，受験校を

まわって，市内４校分の合格証を受領す

ることが決まった。

この時期一番心配されていたのが，ガ

ソリン不足である。何処のガソリンスタ

ンドも長蛇の列で，何日も給油できずに

いた。三中の担当は鹿島台商業と南郷高

校である。かなり遠い学校である。比較

的ガソリンに余裕があることと，進路指

導主事であることから自分が受領に行く

ことになった。

当日，道路事情も考慮してお昼過ぎに

は学校を出発した。途中，鶴巣の橋が通

行止めになっていたために大きく迂回す

ることになり，この先の道路も心配しな

がら向かった。途中の道路は思いの外す

いていたが，鹿島台商業入り口の民家の

塀が大きく崩れていた。

南郷高校でも合格証を受領し，自分が

一中に到着したのはもう暗くなってから
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であった。市内各校の先生が高校から合

格証を受領して一中に集まり，会議室で

市内の中学校ごとに分けて，各中学校に

持ち帰った。

震災の影響で，合格証を配布すること

ができなかった高校も多く，合格した生

徒への配布もなかなか連絡が取れずに大

変な思いをした。宮城農業高等学校へ進

学した生徒は，校舎が完全に使えないた

め，１日入学さえどうなるかわからない

状況で，進学していった。制服もなく校

舎もなく，さぞかし大変だったことだろ

うと思う。また，高校の校舎が震災で使

えなくなり遠くの校舎に間借りして，バ

スでの移動をしている生徒。県からの発

表は次の通りである。

（１）一般入試合格発表日・場所等の変更

ア 合格発表日

３月１５日（火）午後３時を３月２３日

（水）午後３時に延期し，午後４時以降

に，合格者番号を各高校のＨＰに掲載。

イ 合格発表場所

① 宮城県農業高校は名取北で発表。

② 石巻地区の１１校は，地区内のそれぞ

れの高校と石巻市役所で，地区内のす

べての高校の合格者番号を掲示。

③ 本吉地区の５校は，地区内のそれぞれ

の高校と階上中学校で，地区内のすべ

ての高校の合格者番号を掲示。

また，次に大変だったのが，二次募集

である。二次募集の日程が次のように変

更された。

（２）第二次募集の日程等の変更

ア 出願期間

３月１６日（水）午前９時から３月１８日

（金）午後３時までを，３月２８日（月）

午前９時から４月４日（月）午前１１時

までに変更。

イ 学力検査等及び合格発表

３月２２日（火）から３月２３日（水）ま

での実施を，学力検査等を４月５日（火），

合格発表日を４月５日（火）又は４月６

日（水）に変更するとともに，合格発表

時に合格者番号を各高校のＨＰに掲載。

ウ 検査会場等

① 志津川は米谷工で実施。

② 石巻好文館，石巻工，石巻西，石巻北

飯野川は石巻工で実施。

③ 女川，宮城水産，石巻市立女子，石巻

市立女子商は石巻市立女子で実施。

避難所や避難先にいる生徒と連絡を取

り合いながらの，入試関係事務は困難を

極めた。しかし，３年担当以外にも職員

全員の力で，何とか乗り切ることができ

た。浦戸以外の中学校の校舎は全く使え

ない学校はなく，それぞれが避難所運営

をしながら，こうした進路事務，年度末

年度始の準備を行っていった。

「もし，３．１１が入試の日であった

ら」と思うと大変なことであったと思う。

各高校で受検中であり，安否確認も果た

して，どのぐらいの時間がかかったか想

像できないほどである。入試の再試験な

ど大混乱だったことと思われる。ほんの

数日であったが，運命の歯車はその日を

外れ，入試の後だったのは幸いであった

という他はない。
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

一年半が経ちました

第三中学校 教諭 桑 原 孝
くわはら たかし

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

２０１１年３月１１日から二日後，日曜日，

朝の出勤からを綴ります。

唯一の情報源であるラジオにより，信号が消

えていたり道路が寸断されているということを

聞いていたので，ある程度の覚悟をして家を車

で出たのですが，実際にそのような場所を目に

すると予想していた以上で，運転中もたびたび

おこる余震と共にしりごみし，もともと遅いは

ずの車のスピードが自ずとさらに下がります。

車が進む前方を確認しながらのノロノロ運転で

す。ある場所は道路が陥没し，ある場所は片側

一車線しかなく，ある場所はマンホールの蓋が

車のボンネットの高さまで盛り上がり，とにか

くまっすぐ走ることはできません。そして，目

の前を右に左に交通量のたいへん多い交差点で

一時停止をします。もちろん信号は消えていま

す。利府街道です。ここを横切らなければなり

ません。戸惑い以上に恐ろしさを感じます。恐

る恐るアクセルをわずかに踏みながら，左右の

車が止まってくれるのを確認し，ゆっくりと進

みます。こんな中でもほっとする場面がありま

す。普段は見られないお互いの譲り合いに，た

くさん出会いました。行く先々のガソリンスタ

ンドには，決まって車の行列があります。また，

車の行列を見つけ，その列をしばらくたどれば，

遙か遠くにガソリンスタンドです。車列の中を

のぞくと誰も乗っていない車がたくさんありま

す。

職場に着くと，早速，生徒一人一人の安否確

認を行うことになります。まず電話で確認をす

るのですが，固定電話が切れているので，携帯

電話でつながりそうな家庭から。しかし，多く

の生徒は学区を巡回して確認することになりま

す。

ラジオを鳴らし肩にかけ，首にはペンと笛，

リュックには水や飴，キャラメル，懐中電灯，

雨具，薬品などを入れて出発。町中を歩くのに

あたかも簡単な登山に行くようです。津波で押

し寄せた水がまだ引かずに低い部分に溜まって

いる場所がいくつかあり，生徒の家が目の前に

見えてもわざわざ高台を通って遠回りをする必

要があります。

生徒が家族と一緒にかたづけをしています。

普段は無邪気で駆け回っている生徒が，まだ寒

い中，Ｔシャツ一枚で汗を流しながらです。こ

ちらからの挨拶に返答する暇もなくスコップで

黙々と泥をかいています。

両手に大きなペットボトルや水タンクを持ち

ながら，「先生，今から水をもらいに行くんだ

よ。」と声をかけすれちがう生徒。こちらは振

り向き，「○○君に会ったか？どうしてる？家

族は大丈夫か？」と後ろから声をかけます。

マンションのエレベーターが使えず，十階を

越えるところまで階段を上ります。崩れた壁や

大きなひび割れをたくさん見つけます。

避難所では，生徒の多くとその家族と話しま

すが，何と声をかけたらよいのかためらいます。

養殖業を営み，道具がなくなってしまった生

徒の家。水が入り，店が使えなくなった生徒の

家。

一人一人がちがう被害を受け，ちがう思いを

抱えています。

そんな中，地元の八百屋さんや果物屋さんが

破格の値で店に残っているものを提供していま

す。「こんなときはお互い様だから…」と。

自治ができている避難所では，仕事をする側
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もしてもらう側も，こんな状況にかかわらず，

皆の顔が生き生きしています。掃除，炊き出し，

警戒などを分担して一人一役。ほとんどの人が

わがままを言わず，皆互いのことを考えていま

す。自分よりもっと大変な人がいるからと，こ

ちらでもあちらでも口にする人がいます。

国道45号を横断するところでは，信号機が止

まったことで警察官による手信号が行われてい

ます。これは，信号機が復旧するまで，夏が終

わるまでだったでしょうか，長く続いたように

思います。観測史上稀にみる異常な暑さと言わ

れる中を朝から夕方まで，アスファルトと排気

ガスの中で交通整理をしてくれた警察官に頭が

下がります。背中には神奈川県警と書いてあり

ました。他にも全国や外国からの支援をたくさ

ん目にしました。

生徒の安否確認を終え職場に戻ると，職員が

両手にバケツを抱え，プールと校舎の間を行き

来するのに加わります。トイレ用の水の汲み出

しです。巡回してくる水の配給にも並びます。

避難所になっている体育館で炊き出したものを

分けてもらうのにも並びます。土曜，日曜の出

勤や夜勤も入り，一日３交代です。

あの３月１１日から一年半が経ちました。こ

の間，いろいろなものが職場に備えられました。

防災無線，複数の電話回線，備蓄食料・飲料水，

防寒用衣類，衛生用品，防災主任…。大切な最

低限の物や役職の配備です。ただ，もっと大切

なことがあると思います。普段，何も起こらな

いときの地域に根ざした当たり前の生活です。

例えば，県震災復興会議のメンバーである今村

文彦さん（東北大学）の言葉に共感したことで

すが，昔からの地域づくりの中心である神社仏

閣は高台にあり，そのほとんどが波をかぶらな

かったそうです。そして，その神社仏閣で行わ

れるお祭りは，地域の人たちを集めた究極の防

災訓練であり，御輿を担ぐルートは避難経路だ

そうです。氏は，「頸健（けいけん）なる街づ

くり」と述べています。また，ドナルド・キー

ンさんは次のように語っています。

「勁健なる（日本の）みなさん，物事を再開す

る勇気をもち，自分や社会の在り方を良い方向

に変えることを恐れず，強く歩を運び続けよう

でありませんか。」

［三中］震災後の図書室
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災を境として

玉川中学校 教諭 黒田 健
くろた たけし

（震災当時 第一中学校勤務）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【はじめに】

東日本大震災が起きてから1年半が過ぎ

ようとしている。

現在勤務している玉川中学校では，こ

の夏休みに校舎の壁の補修が進み，震災

以来の大きな亀裂はペンキが塗られてど

こに亀裂があったのか，分からなくなっ

た。一方で通勤路に目を向ければ，舗装

工事が進み，自家用車で段差を通る度に

感じていたショックが少なくなる度に『復

興』を感じた。そして，それらは徐々に

普通のことになり，亀裂や段差があった

ことさえ，忘れ始めようとしている。

次の一歩のために悲しいことを忘れる

力は人間に必要だ。しかし，この大震災

で，揺れの直後から避難所の開設，学校

の再開までに「学校」と「家庭」ではど

のようなことが行われており，どんな戸

惑いや迷いがあったのか･･･。記憶がおぼ

ろげにならないうちに事実を書き留め，

将来起こりうる東日本大震災のアウター

ライズ地震や次の宮城県沖地震等に生か

せれば幸いである。

【震災までの防災教育】

平成２３年３月１１日(金)は第一中学

校で２学年を担任していた。午前中には

卒業式があり，卒業生が立派に式を行っ

た感動がまだ余韻として残っていた。日

直として式場の施錠を確認し，１階の図

書室前でまだ掲示してあった祝電や祝詞

をゆったりと見ているときだった。小さ

な揺れから徐々に大きな揺れへ。

「一昨日の地震の余震かな？」･･･実は

３月９日(水)のお昼前には最大震度５弱

の地震が起き，津波注意報も出されてい

た。３年生は公立高校一般入試の３時間

目で，受検会場によっては数分間にわた

り試験が中断されたと職員室で話題にな

っていたのだ。震源が宮城県沖であり，

これで３７年周期の宮城県沖地震が終わ

っていたらよいな，と考えていた。しか

し，翌朝の河北新報には宮城県沖地震で

はないことが掲載され，落胆していたの

だった･･･。

宮城県沖地震から，約３０年。毎年の

県民防災の日にしかその記憶がよみがえ

る機会はなくなっていた。学校の防災訓

練では阪神・淡路大震災の教訓から，建

物の崩壊や地震火災に対する指導を行っ

ていた。また，「総合的な学習」の時間や

「１３歳の架け橋」の時間を使い，通学

路のハザードマップ作成の指導をしてい

た。宮城県沖地震の教訓はここで電柱上

のトランスや崖崩れなど生徒が下敷きに

なるおそれのある危険箇所を確認させて

いる内容に生きていた。しかし…，北浜

地区の津波に関しての指導は記憶にない。

（塩竈には８年間居住し，その間に町内

会で配付されたリーフレットによって津

波の浸水予想範囲は知っていた。また，

平成２０年頃に本塩釜駅前で津波の際の

避難場所を示す道路標識を見て，珍しく

感じたことを覚えている。しかし，個人

的に水害に関しては，津波よりも頻度の

高い降雨水害の方が心配されていたと感

じる。）
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【長い揺れとその後】

強い揺れがいつまでたっても終わらな

い！ついに再び宮城県沖地震が来てしま

った！日直巡回中であり，１人のため相

談はできなかった。頭上には天窓，以前，

降雪のためにガラスが破損したことを思

い出し，急いで教室に入ろうと揺れる廊

下を懸命に歩いた。教室に着いてもまだ

揺れは収まらず，窓ガラスが黙視で分か

るぐらいゆがんでいる事が不気味に思わ

れた。校舎倒壊の不安がつのり，２階か

らの窓ガラスやコンクリート塊の落下に

気をつけながら外に出た。校庭に避難し

た後もさらに揺れは続いた。地鳴りと物

の壊れる音が聞こえ，校舎は警備システ

ムの回転灯が点滅し，職員室の中で蛍光

灯が停電によって消える様子が見えた。

揺れがひとまず収まると，昇降口より

先生方が，北門からは周辺で遊んでいた

生徒らが校庭に避難してきた。無事を喜

び合っていると，薬品火災の有無を検索

するよう指示を受け，特別棟の３階の理

科室に向かった。散乱した電源装置など

を避けながら準備室に入ると，薬品庫は

場所が移動しただけで無事だった。しか

し，準備室一面がガラス器具を始め様々

な器具が散乱し，これからも出火を含め

た被害が起こりえる状況だったが，検索

中も何度か余震が起こり，片付けなど始

められるはずがなかった。

校庭に戻ると雪が降っていた。地域防

災無線から津波の予想と避難の指示，そ

してサイレンが聞こえていた。教職員が

点呼を受け，傘やコート類を取りに行っ

た先生方が校庭に戻り，暖かくなってホ

ッとしたのもつかの間。５０周年門から

地域の方々がぞろぞろと校地内に入って

くるのが見えた。

最初はその方々が学校に避難してきた

方々とは気づかなかった。学校が地域の

方々の避難所になることなど，これまで

知識では知っていたが，真剣に考える機

会などなかったのである。

更に，防災無線放送によって，×× m

の津波と伝えられても，これまで聞いた

ことのある cm 単位の津波と違い，その

津波がどれだけの破壊力を持ち，どれだ

けの地域が，どれだけの時間，浸水する

のかなど具体的なことはひとつも想像で

きなかった。その時にはリーフレットに

記載されていた予想浸水地域さえ，頭に

は思い浮かばなかったのである。

【避難所の開設】

第一中学校が避難所になること，体育

館は余震により水銀灯落下の危険がある

ので，１階の一部の教室を避難所とする

ことが指示された。

しかし，避難所を作るために教室の中

にある何が不要で，何が必要なのか誰も

分からなかった。とりあえず，ロッカー

から飛び出し，散乱している生徒の本類

や割れた花瓶などを掃除し，コンセント

が引っかかって落下を免れたテレビを棚

から下ろした。当初，椅子は避難者が座

ると考え，机だけを廊下に出したが，防

災備蓄倉庫が開かれると，そこにはブル

ーシートと毛布があり，それならば椅子

はいらないと廊下に出し･･･と，試行錯誤

があった。倉庫からの資材運搬には避難

してきた生徒がさかんに手伝ってくれた。
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【津波が来たとき】

避難所開設のために，校庭の反対側に

ある防災備蓄倉庫から資材を運んだ。校

庭は雪でぬかるみ，リヤカーも車輪をと

られた。ふと見ると，避難してきた方々

が校庭の東側にあるテニスコートのフェ

ンスの外側に一列に並んで立っていた。

天気のよい日には千賀の浦が一望できる

場所である。「津波を見ているんだよ」誰

かから聞いて，自分も見に行った。「マリ

ンゲートの１階が見えないよ」という声

が聞こえてきた。バス駐車場からの外階

段が妙に短く見えた。携帯電話で写真を

撮っている人もいたが，多くの方は言葉

は少なかった。じっと自分の家に波が押

し寄せる様子を見ていたのかもしれない。

雪は止み，きれいな夕焼けが見えていた。

【校舎の寒さと暗さ】

防災倉庫から反射式ストーブが出てき

たときには安堵した。ガソリン携行缶は

あったが，発電機はなく，教室備えつけ

のＦＦヒーターは使えなかった。ストー

ブに給油している間にも，避難してくる

方はどんどん増えていった。教室に２台

ずつ配置する予定で一度は設置しかけた

ストーブを，増設した他の教室に移動し

なくてはならず，心が痛んだ。ストーブ

は１教室１台，全ての通風口に段ボール

とガムテープで目張りをし，少しでも暖

かくなるようにした。廊下にもストーブ

は設置したが，ほんの２～３ｍでしか暖

かさを感じられなかった。少しでも暖を

とるために，何もない中で毛布の入って

いた銀色で厚手の大きなビニール袋があ

った。足や体に巻き付けることで暖を取

ってもらおうと配付し始めた。こんなも

のでは暖かくならないよと不満を述べら

れる方がいる一方で，ありがとうと笑顔

で受け取ってくださる方もおり，その度

に涙が出る思いがした。結局，保健室を

管理･救護室とし，１階の校庭側の教室全

てが避難所となった。避難してきた方は，

３００人を超えた。

避難所開設に動いている間に，時間は

あっという間に過ぎ，気づけば暗くなり

始めていた。備蓄倉庫にあった非常用の

ロウソクの数は少なかった。理科室から

実験用のロウソクを持参し使用しようと

したが，それでもロウソクが足りない。

そう思っていると，保健室の中の段ボー

ルに大量のロウソク。塩竈神社から届け

られたものだという。大変感謝し，廊下

やトイレ，昇降口にも設置することがで

きた。初日は少しでも余震と暗さから来

る恐怖感を和らげようとたくさんのロウ

ソクを灯した。

【自治の始まり】

避難所とした教室の中には，スペース

も空いているように見えた。しかし，初

めての人同士ではすぐ近くには座ること

はできなかった。後から避難してきた方

は教室には入り難く，徐々に廊下の作り

付けの椅子や教室から出した生徒用の椅

子に座る人も増えた。校庭に入れた自家

用車の中に避難する方も出てきた。知ら

ない人々の中で，家族との連絡も取れな

い。緊張と不安の高まる中，避難した方

からの様々な要求や不満の訴えも増えて

きた。

夕食を配付する前に，各教室でリーダ
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ーとしてお世話をしてくださる方を募る

ことになった。このような状況で出てき

てくださる方がいるかどうか心配だった

が，どの教室からも申し出があり，非常

に嬉しかった。その方々を中心としたお

手伝いがあり，名簿の作成や，食事の提

供ができるようになった。

【家族の安否】

携帯電話は地震以降，不通だった。メ

ールならばつながるのではないかと考え，

家族宛てにメールを作り，気づくたびに

送信ボタンを押していた。しかし，一向

に連絡が取れないことから夕食後に許可

をいただき，家族を捜しに向かった。

地震後初めて見た街は自動車のヘッド

ライト以外は真っ暗。信号も消えたまま

で，渋滞している利府街道をなんとか横

断し，保育園へ。しかし，人影はなく，

門扉に保護者が迎えに来ていない幼児の

名前と避難場所が掲示してあった。娘と

息子の名前はなく，すでに家内が迎えに

来たことが初めて確認でき，また無事な

ことも想像できた。この掲示物は園児の

移動準備で忙しい中，保育士さんが作っ

てくれたものだと思う。保育所にも家族

にも連絡が取れず，夜になるまで迎えに

来れなかった私のような保護者にとって

は，とても嬉しい配慮だった。

自宅に戻ると，家内の自家用車があり

一安心だったが，家の中に人の気配はな

いことにも気付いた。家の中は玄関から

足の踏み場もないほど物が散乱しており，

真っ暗で置き手紙等を探すことさえ難し

かった。以前，塩竈市庚塚に住んでいた

頃に【非常災害時には勤務先の第一中学

校に最終的に避難してくること】と夫婦

で決めていたことを思い出したが，利府

に引っ越して２年。改めて避難場所を明

確に決めていなかったことが悔やまれた。

自家用車の存在から学区の小･中学校の避

難所に行っていること，又は親戚と合流

し実家に向かったことが予想された。近

い場所から探すことにし，小学校に向か

った。予想通り，小学校は避難所となっ

ていたが，避難者名簿，それ以前に受け

付けさえ見あたらず途方に暮れた。避難

者は既に毛布をかぶり寝ている状況だっ

たので，荷物の特徴から捜し出そうとし

た。体育館をぐるぐると１０周もした頃，

後ろから家内の声で名前を呼ばれ，家族

全員の無事を確認できた。

次に県内に住む二人暮らしの両親のこ

とが心配になった。行くのが確実と自家

用車の後ろに布団を敷いて子供を寝せ，

深夜に移動を開始した。幹線道路の渋滞

を避け，信号の少ない道を選んだが，街

灯や家の明かりは全くなくヘッドライト

だけが頼りだった。急に見えてくる道路

の亀裂や路肩の崩壊，橋ごとにある大き

な段差によって徐行を余儀なくされた。

それでも午前３時頃には到着し，両親の

無事を確かめることができた。実家は水

と食料があったので，家内と子供に実家

にいるよう説得し，私は翌朝，塩竈に戻

った。

私の家庭は，私も家内も教員であるこ

とから，２人ともに緊急災害時には勤務

校で避難所の開設や運営などに働くこと

となる。すぐに家庭に帰れないことは結

婚する時，または子供を保育所に預ける

時には考慮しなければならないことであ
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ったが，今回の大震災までは全くそのよ

うなことに気づかずに過ごしてきた。今

回の震災における家族の安否確認につい

ては，震災当日ながら避難所を離れるこ

とを認めていただいた第一中学校，月見

ヶ丘小学校それぞれの校長先生をはじめ

とする諸先生方に大変，感謝している。

【避難所としての約20日】

避難所は塩竈市によって運営されたが，

施設の管理は教職員で行われ，避難所が

塩釜ガス体育館や公民館等にまとめられ

るまでの約２０日間は毎日，泊まり込み

による管理が行われた。施設管理の主な

仕事は，校内の清掃，食事や生活用水の

準備，給水車からの水運び，夜の地域巡

視などであったが，徐々に仕事に対する

戸惑いがなくなり，また精油所の火事の

沈静化や電気の復旧などで復興に対する

希望が見え始め，気持ちが楽になった。

教員としては生徒の安否確認が最優先

だった。私物の携帯電話からメールを一

斉送信すると，生徒同士の目撃情報が多

数寄せられ，２～３時間で２学年の生徒

の９割程度の安否が二次的に確認された。

そしてガソリンの貴重な時期だったが，

ガソリンスタンドの行列に並ぶ役割と，

安否未確認の生徒の家庭訪問を行う役割

に仕事を分担し，２日程度で生徒全員の

無事が確認できた。しかし，同時に津波

の迫る中で家族と離ればなれになり，そ

の家族が犠牲となった生徒もいたことを

聞き，その胸中を察すると手放しには喜

べない状況だった。学区に津波が押し寄

せた事実を改めて認識する悲報だった。

校舎内では少しずつ授業再開に向けて，

校舎内の片付けや三学期の評価も始まっ

ていた。まだ早すぎると感じた３月２４

日の修了式も来年度の事を考えれば行う

必要性があった。修了式では疎開してい

る生徒を除き，生徒の無事な姿を見られ

た安心感と嬉しさに包まれた。そんな中

で私は玉川中学校に異動となった。生徒

の心のケアのため，１週間の兼任となっ

たが，非常に後ろ髪を引かれる思いで，

１０年間務めた第一中学校を後にした。

【転任校の被害と意識の温度差】

３月末に玉川中学校に事務連絡に来た

ときには，驚きの連続だった。体育館の

壁がひどく破損しており，また校舎を見

学した時には，校舎同士をつなぐ中央廊

下の接続が外れ，５～１０ cm 程度の隙

間から外の景色が見えていた。校舎自体

に対する被害の大きさは第一中学校以上

で，卒業式当日であったことを振り返れ

ば，生徒下校後で本当によかったと改め

て感じた。

校舎内では部活動単位でボランティア

活動や練習が始まっており，避難所も早

く閉所した玉川中はすでに学校の機能が

復旧しつつあることを強く感じた。そし

て同じ市内でも学区内に津波が来たか，

来ないかで，生徒や先生方の意識や行動

がこのように違うのか･･･と驚いた。

入学式は４月２１日。新入生を担任す

ることになり，その元気さにやる気をも

らった一学期の始まりだった。津波によ

る被災地から転入生が来たときには，第

一中学校での２週間の経験が役に立てば･

･･と担任を申し出た。
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【東日本大震災を将来に生かす】

平成２４年度，宮城県では防災主幹，

防災主任という新しい役職を作った。初

年度となる今年の研修では，これまでの

防災訓練とは大きく異なる，新しい防災

教育の方法が提案されている。今の生徒

が親になる頃･･･宮城県沖地震のように，

天災は忘れた頃に再びやって来るのかも

しれない。『東日本大震災の教訓によって，

今回の地震ではこれほどまでに被害が少

なくて済んだ』と将来，言われるように･

･･東日本大震災を経験した初めての防災

主任として，その役割を確実に果たして

いきたい。

［玉中］体育館の壁が崩落

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

震災で分かった事

玉川中学校 技術主任 鈴 木 信 彦
す ず き のぶひこ

〈震災当時 第一中学校勤務〉

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

娘の体調が悪く，卒業式が終了すると

直ぐに仙台の病院に行き，そこで今回の

地震を経験した。小児科ということもあ

り多くの乳幼児が入院していて，激しい

揺れに怯える子供達の悲鳴と子供達を守

ろうと一ヶ所に集め庇う看護婦の方々の

声で騒然となった，私も職員と一緒に転

々と蹲る子供達を落下物の少ない場所に

避難させようと廊下を走り出した。ふと

脇を見ると下の階から応援に駆け付けよ

うと階段を上って来る高齢の事務員が，

激しい揺れのため途中で足を滑らせ結構

な勢いで下に転がっていく姿が見えた。

落ちる瞬間に目が合い，階段の踊り場に

崩れ落ちた後もこちらを見上げたので助

けに行こうかとも一瞬考えたが，まずは

子供達の安全が第一だろう，なんか事務

員の目が「行ってくれ」と言っている気

がする。と，勝手に判断し子供達がいる

所に走った。

揺れが収まり大量の落下物が有ったも

のの，子供達には怪我一つなく無事なの

を確認すると，直ぐに思い出したのが「避

難所の設営」。同行していた嫁に後を任せ

職場に向かった。車の中ではテレビが見

られず，ラジオをつけると大型ショッピ

ング店で死傷者が出たとか，大津波警報

が発令されたとか，非現実的な内容が出

ている，中でも津波は８ｍの予想とか・

・いや，聞き間違いだろう。そんな数字
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聞いたことがない，警報なんか何時も大

げさだから４ｍ位か？と，想像してみる

も繰り返し８ｍと言われ，職場までの道

中周りを見ると全半壊の家があり，利府

街道に架かる橋が隆起したのか，道が落

ちたのか凄い段差になっているのを見る

と，最悪の想像をして行動すべきだろう

と判断し，海側ではなく山側から職場に

向かった。

職場に着いて真っ先に給食室に入ると，

栄養士と同期入庁のチーフが釜に水を張

り今後の対応を話し合っていた。二人共

前回の宮城沖地震の記憶や経験があり，

栄養士に至っては炊き出しの経験も有っ

た。まずは水の確保が重要と１６０リッ

トルの水を確保していた。ざっくり考え

ても１００人に炊き出しをしたら２日も

たない。更に，食管などを利用して倍の

３２０リットル確保するのはどうかと提

案すると即座に対応してもらえた。

明るいうちにやる事をやらなきゃ終わ

りだと思い，ガスメーターが漏れを検知

していないのを確認すると，バケツ２杯

分の洗剤水を作り調理室内外全てのガス

管と接続部分に振りかけ少量の漏れも本

当に無いのか念入りに確認し，栄養士と

チーフに調理室を任せ避難所の予定にな

っていた体育館に向かった。

体育館内は担任を持っていない先生方

が慌ただしく動いていた，落下した照明

などが床に散乱し，暗くなってから住民

が入るのは危険だった。その為校長が校

舎を使うと指示し，住民の受け入れ態勢

を進めた。程なくして避難所事務室と居

住の教室ができ，そこで初めて行政側か

ら一中に来た責任者と面会した・・。同

じ市職員と言う事も有り想像通り知り合

いだった。お互い無事だったのを喜ぶと

同時に，失礼な話にはなるが，想像して

いた中でも一番の当たりを引いたと心の

底から安心し，どういう人か私に聞いて

きた先生に「もう，此処は安泰だよ」と

答えたのを憶えている。

避難所ができ，備蓄倉庫から物資を運

び中身を確認すると，思っていた以上に

食料も毛布も足りないことが分かった。

先ず問題は食料，既に避難してきた方々

の名前は確認しているので人数は想像出

来たのだが，一日３食提供すると１日+

１食で終わる食料しか無かった。更に問

題なのは責任者からの言葉「災害の規模

が大きいから救援物資は当てにならない，

この物資で最低３日以上は耐えて」あっ

さり言いますなぁ～と感心した。栄養士

とチーフに相談し，どうやって増やそう

か話し合っていると，まず最初のトラブ

ルがやってきた。学校に設置してある貯

水タンクの水が無くなりトイレが流せな

くなったのだ。住民が入ってから，もの

の２・３時間で空になる，私自身トイレ

の水がこんなに大量に使うものだと初め

て知った。急きょバケツやポリタンクを

集め，プールから水を汲み取りトイレ用

に設置する，大以外は流さず，トイレッ

トペーパーは袋に入れて対応する事にな

った。

そんな作業をしていると外はもう暗い。

校長が「食事は調理室に全部任せる，女

の先生居るから手伝いに寄越すか？」と

聞いてきた。暗くなり足元も懐中電灯が

無ければ見えない状況下，配管剥き出し

の調理室に人を入れるのは危険と判断し，
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調理室の出口のみ部分開放する事に決め，

出来上がったら呼ぶので各教室から数名

取りに来るようにお願いした。

しかし，調理するにも時間が遅いは備

蓄食材を調理した経験など無いは周りは

暗いし，やれる事はそう多くないだろう

と話し合い。まずは備蓄のアルファ米を

人数より少し少なめに湯戻しし，休憩室

に有った麦茶を湯出しした。まずはこの

寒さから守る為に常時温かい飲み物は提

供できる体制を作っておこう，水物が多

ければ空腹も癒されるだろうと言う作戦。

初日の夕食を決めた。ついでに全く同じ

方法で翌日の朝分も作る事にする。朝早

く避難者全員の食事を作るのは難しいと

判断したからだ。米を湯戻しし，使い捨

て手袋と使い捨てのビニール袋を大量に

用意し，廊下で人海戦術を使っておにぎ

りを作る。校内からかき集めたポットに

熱い麦茶を入れ，生徒のお椀を脇に積み

上げ何時でも飲めるようにした。大震災

での避難生活初日，先が見えず，精神的

にも肉体的にも時間的にも暗く重い中で

すら，食事の時間は会話も増え笑みも有

った。食事って凄いんだなと改めて実感

した。

夜になり，カーテンやら校内にあった

毛布やら寒さ対策を進めていると何か凄

い音がする，先生数人と３階の教室から

外を見ると，仙台港の方から火柱が上が

っていた。まるで戦争映画を見ている気

分でこれが現実とは思えなかった。更に

今回の地震が宮城沖地震じゃないとの噂

も流れ始めていたので，どうなんだろう

と同じ年齢の先生に聞いたところ，地学

の研究をやってきたが，これは想定して

いた宮城沖地震だから，次は３０年後だ

ねと冗談を交えながら教えてくれた。先

の見えない震災初日の夜，こう何気に話

し相手になってもらえる同年代や信頼で

きる先生方に囲まれて居る自分は幸せだ

なと痛感した。

翌日の朝はガス警報装置の作動から始

まった。前日確認した時から余震は何回

も来ている，元栓を閉めていたので漏れ

が有るとすれば本管，万一の時は大爆発

必至なだけに本気で焦った。慌てて調理

室内に入ったが，ガスの匂いがしない，

検知器の異常を示すランプも点灯してい

ない，つまりはガス検知器の内部電源が

切れた事を示していた。これと同様の事

が４月の大きな余震で電源が切れた時も

起こった。危険な事は承知の上で，電源

が復旧するまで警報装置の音を切り，万

が一を考え調理室内で待機するようにし

た。

２日目の夕食，嬉しい救援者が現れた。

市内の業者から，海水の掛からなかった

９０キロに及ぶ小麦と，市内の「多国籍

料理店ビストロミルポア」の主人が店内

に残った材料を使って夕食にスープを作

ってくれたのだ。震災前から一中の先生

方には世話になっていたのでその恩返し

がしたいと，店が津波で荒れた状態にも

関わらず，昼は店の片付けをしつつその

後の夕食時には毎日応援に駆け付け調理

を手伝ってくれた。更に，避難者の中か

ら家に残っていた食材を提供してくれる

方達が出てきたり，救援物資として菓子

パンが届いた。備蓄米が心許無くなって

きていただけにありがたかった。更に嬉

しい事に，先生方や卒業生・在校生が生
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徒間の安否確認に奔走してくれた甲斐が

あり生徒達の全員無事が確認された。探

しに出かけた先生方の車も何台かパンク

し立ち往生を余儀なくされたり，津波で

家屋が流された為に消息を掴むのが困難

な中，こんなにも早い段階で生徒達の安

否を確認した先生方と生徒達の熱意に，

私は食事の提供でしか補佐できていない

事に苛立ちを憶えた。

３日目，港町塩釜の特産品である練り

物と，ウインナー等のボイル物が大量に

運び込まれ，一気に食料問題が解決した

気分になった。当初，人数分分け与える

方法を取ろうかと考えていたのだが，種

類が豊富な上に大小様々有り，混乱を生

じさせる可能性があった。さてどうしよ

うかと考えていると，ある女教師が「切

って鍋にしたら美味そうじゃない？」と

提案し即採用。ウインナーの方も当初は

ボイル後包装だからそのまま人数分提供

すれば良いとの事だったが，それは調理

室側で反対した。そろそろ体調が弱って

くる人が出てくる中，再度加熱殺菌して

からでないと食中毒を起こされる危険性

を否定出来ない。かくして，ウインナー

を茹でた残り汁に練り物を加え（カロリ

ーを上げる為にあえて残り汁を使った）

和風に味を調えて提供するごった煮「お

でん風スープ」が夕食に毎回提供される

ことになった。おそらく，一中避難所に

居た人々はその味を忘れることはないだ

ろうと思う。

今回の震災では色々と考えさせられる

事が多かったが，その中でも確実に言え

る事は「兎に角運が良かった」の一言に

尽きると思う。直ぐに避難者を組織化し

細部まで気を配れる体制を作った本当に

頼れる行政の責任者，元々先生方からの

人望が厚かった上，給食単独校方式の長

所だけでなく，職員全員を最大限生かせ

てくれた校長と教頭，常に臨機応変に対

応し最善手を打ち続けた先生方と学校職

員。地域愛に溢れたビストロミルポアの

主人や学区内業者，避難所内の規律を重

んじてくれた避難住民の方々。そのどれ

かが欠けても一中の避難所はもっと違う

形になってしまったのだろうと思う。紋

切りのマニュアルが通用しない災害の前

には，普段の個人が良くも悪くもそのま

ま反映されたように感じられた。先生方

の車がパンクや不調になった時や，施設

の各種応急手当て等は元々機械弄りが趣

味だった事務職員や技術の先生が対応出

来た。長引く避難生活で体調を崩さない

よう保健体育の先生が率先して軽い運動

を促した。各職員の趣味や知識が思わぬ

所で役に立つ場面があった。しかし逆も

普段通りだった，アニメや漫画では不良

が非常時には良い奴になったりするので

少しは期待したが，現実は変わらなかっ

た。利己主義な相手には男性職員や住民

皆で対応した。避難住民も避難所の職員

も皆共に被災者，お互いの信頼無くして

はこう言う災害を乗り切るのは難しいの

だろう。この時，こんなにも素晴らしい

方々に囲まれていたのは本当に運が良か

ったと思っている。

最後に，震災前から校長が職員全員に

言っていた事の一つに「家族を大切にし

ろ」と言うのがあった。合理化が叫ばれ

ていた当時，給食現場の正規職員も定員

の半数以下わずか２名だった。今回の様
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な震災が起きた時，職員は家族から離れ

て避難所の運営にあたる。避難所の安定

的な運営をする為に常時残さなければな

らない人数が決まっている以上，職員の

人数が少なくなれば家族に会える回数も

減る。普段から家族との信頼関係を築い

ていなければ安心して避難所の仕事は出

来ないだろう。又，地域住民の避難所と

しての機能を無視し，非常時に対応でき

る職員の数を減らし続ける事が合理化と

言うならば，この地震大国日本において，

合理化は地域の方々の安全を脅かす言葉

になるだろう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

東日本大震災への対応と課題

浦戸第二小学校・浦戸中学校

校長 志小田 美弘
し こ だ よしひろ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

１ 本校の概要

（１）施設一体型小中併設校

本校が学区とする浦戸諸島は，松島湾

に位置する桂島，野々島，寒風沢島，朴

島から成り立っており，学校が建つのは

野々島である。塩竈観光桟橋（マリンゲ

ート）から，市営汽船で約３０分の距離

である。

平成１７年度から，一階が小学校，二

階が中学校という施設一体型の併設校と

なって現在に至っている。

（２）特認指定の学校

豊かな自然の中で，小中一貫的な少人

数の教育を受けたいという希望がある場

合には，住所を移すことなく従来の学区

外からの児童生徒の転入を認めるという

制度が特認指定校制度である。平成１７

年度に県内で最初の特認指定の学校とな

った。

特認指定校の実態として島内と島外に

分かれて児童生徒が在籍して，島外の生

徒は毎日市営汽船で教職員と共に通学し

ている。発災時の平成２２年度は，３５

名中２５名が市営汽船で通学する特認の

児童生徒たちであった。

２ 発災直後の状況

（１）児童生徒の状況

平成２３年３月１１日は小学生も参列

する浦戸中学校の卒業式であった。地震

発生時の午後２時４６分は，島内の児童
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生徒はそれぞれの島（桂島・寒沢島）に

戻り，特認児童生徒２５名は出張の為に

乗船していた２名の教員と共に市営汽船

の船中にあった。

２名の教員と２５名の児童生徒は，市

営汽船の塩竈桟橋到着と同時に迎えの保

護者と共にマリンゲート三階に避難した。

その後，間もなく塩竈港に津波が到達し

た。マリンゲート周辺地域は，数メート

ルの津波が押し寄せ，隣接の駐車場や路

上の車は洗濯機の中のような状態であり，

市営汽船の到着があと少し早くても，あ

るいは遅くても大変な事態になったので

はないかと思われる。

（２）被害の状況

高台にある校舎そのものの被害は意外

に少なかったが，管理棟（職員室・校長

室・情報図書室）の壁面クロスが剥がれ

てひび割れが至る所に走り，職員室や特

別教室のあらゆる備品が落下した。校地

南側の地面は波打ったように崩れて外部

倉庫が傾き，校庭には深さ１０数センチ

の地割れが幾筋も生じた。校歌を刻んだ

石碑は，陥没した地面の中でひっくり返

っていた。

島内の被災状況は甚大であり，翌日に

集落に降りてみると１０メートルを越え

ると思われる津波が集落の２／３以上の

家屋を押し流し，道路には水圧でできた

巨大な池ができており，電線には海草が

ぶら下がっていた。

（３）避難所開設・運営の状況

地震発生後，直ちに体育館に避難所を

開設する準備に取りかかった。長机，パ

イプ椅子を設置し，パネルで目隠しを作

り，柔道用畳と体育用マットを敷いた。

小雪の舞う中を程なく島の高齢者の方々

が続々と避難してきた。

地域の方々と寝食を共にする生活が４

日間続いたが，行政指定の避難所運営責

任者（副区長）と区長，そして校長との

間で，朝と夕方に定時の打合せをもって

避難所運営にあたるというシステムでス

タートした。教職員は，夕食後に別室で

情報確認や翌日以降の動きについて打合

せを行った。給食調理員と女子教職員に

よる炊き出し，男子教職員による集落か

らの物資の搬入協力という初期の避難所

運営への協力に対して，地域の方々から

大いに感謝された。コミュニティーが強

固な地域であり，避難所運営は整然と行

われた。

教職員は，４日後に島民の船外機で島

を出た。後日の集合場所を塩竈市教育委

員会とし，児童生徒の安否確認を行いな

がら一時帰宅させた。

３ 学校再開に向けての取組

（１）関係機関との連携

３月１３日以降，毎日午前９時３０分

に市教委において臨時校長会が開催され，

震災対応に関わる情報提供と各学校間で

の情報交換が行われた。（当初，島の学校

は孤立しており校長は出席できず）また，

午後４時からは学校担当者会（教務主任

等）が行われて，物資配給やその他の事

務的な指示が行われた。浦戸小中を除く

全ての小・中学校（１０校）が，３０分

も歩けば市教委に集まることができると

いうコンパクトな塩竈市ならではの連携

であるが，非常時の学校運営を預かる者

として大変心強く助かった。
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（２）ホームを離れての勤務

塩釜港の海上交通は完全にクローズと

なっているために，浦戸というホームを

離れて年度末・年度始めの業務を行わな

ければならなかった。加えて，児童生徒

は島内と島外に分かれているという特認

校固有の問題にも直面することになった。

塩竈市けやき教室を臨時の職員室とし

て借用して業務に当たり，小学校の卒業

式，小中学校の修了式は，市営汽船の臨

時的運行のタイミングを待って，本土と

島内２島に分けて実施した。新年度開始

については，三案の形態（Ａ案：間借り

長期ステイ，Ｂ案：間借り短期ステイ，

Ｃ案：浦戸スタート）を想定して準備を

進めたが，校舎（教室）や教材物品の貸

与を申し出ていただいた市内校長会の支

援が大変ありがたかった。

（３）学校と避難所との共用

ライフラインが未復旧ではあったが，

４月２１日に浦戸の地で学校を再開する

ことができた。水筒持参，トイレはプー

ルから汲み置いた水で対応した。体育館

と一階を避難所とし，二階に教室を集約

した。毎朝始業前に小学校教頭が避難所

と打ち合わせを行うようにし，避難所の

動きと学校運営の情報交換を行うことで，

共用生活が円滑に行えるように配慮した。

避難所と学校の共用は７月１２日まで続

いた。

４ 震災対応で得られた知見と課題

（１）情報通信手段の確保

離島である本校は通信手段を失うと正

に孤立する。今回の被災にあたっても基

本的に携帯電話等は不通であり，得られ

るものはラジオからの情報のみであった。

移動の制限が生じる離島にあっては，無

線等の通信手段と発電機を確保すること

は必須である。

（２）児童生徒の引き渡しの判断

今回得られた痛切な教訓だろう。県内

各地で引き渡したが故の事故があった。

警報発令中の場合は保護者であっても引

き渡さずに避難所で待機すべきであり，

そして，そのような対応をすることを予

め保護者との間で確認しておくことが必

要である。平成２４年度のＰＴＡ総会に

おいてこのことを説明した上で理解を得

た。

（３）避難所としての物資の確保

本校は地区の避難所に指定されている。

発災直後は，長期戦を覚悟して一食お

にぎり１個という食事制限を行ったが，

８０名程度が５日間余りを過ごせる程度

の食料と毛布の備蓄があった。今回，自

衛隊ヘリによる食料等の投下があったの

が３日後であったことを考えれば，最低

３日間の必要物資の備蓄が必要である。

（４）行政組織との連携の構築

学校が避難所となる場合，初動体制に

おいて教職員が避難所開設に動くことは

自然であるが，避難所運営の主体は行政

の職務分担である。現実的には学校施設

を熟知する教職員と行政の担当者が役割

を分担しながら，円滑な避難所運営を担

っていくことになる。自校の避難所を運

営する行政側の担当者が誰なのか，どの

ような役割分担・動き方になるのかを確

認しておくことが重要である。

（５）非常時に活きる日常的な地域との

交流

避難所と学校との共用の結果，体育館



- 81 -

の不使用などの不自由さはあったが，大

きな支障を感じることはなかった。避難

している方々は朝夕に挨拶を交わす人た

ちであり，いろいろな教育活動で支援を

頂いたり，学校にお招きしたりしていた

方々である。むしろ，高齢の方々との共

同生活は，ある意味では教育的だと感じ

る場面が少なからずあった。「学校は地域

に浮かぶ船である」という言葉があるが，

日常的な学校と地域との交流が非常時に

生きることを改めて感じた。

（６）外部との調整業務の増大

学校再開後には，外部との渉外業務が

飛躍的に増大する。支援物資や学校訪問

者，取材依頼等への対応が日常的に多く

なる。今回は小学校教頭を外部との調整

業務の窓口にし，学校外との調整を必要

とする業務にすべて対応するようにして

整理した。

（７）「心のケア」の基本は通常授業

支援物資や人の来訪，様々な交流の申

し出は，そのすべてが善意に基づくもの

であるが故に丁寧な対応が求められる。

押し寄せる様々な支援の申し出への対応

に学校のエネルギーが削がれる場合もあ

り得る。子どもの安定とはすなわち，通

常の学校生活を取り戻すということであ

る。時間の経過と共に，学校支援に関わ

る外部との関わりを時には制限していく

ことも必要になる。

（８）避難場所の再確認

今回の災害で，島内において津波被害

を免れた場所は学校を含めて３ヶ所であ

る。塩竈桟橋のマリンゲートも２階以上

は無事であった。これらのことを受けて，

改めて登下校中の避難場所と経路を再確

認した。また，年度初めのＰＴＡ総会に

おいて保護者にも周知した。

（９）非常時における教職員の配備体制

東日本大震災は昼間に発生した。発生

が深夜の時間帯であったら被害はどうだ

ったのか。

日常の連絡手段もほぼ機能しないこと

も判明した。職員の配備体制，集合場所

等の非常時の約束事を再確認しておくこ

とが必要である。離島である本校は，集

合場所を市教委とした。

ここまで書き並べてきたが，今回の震

災対応から検証しなければならないこと

や課題はまだまだある。地域との合同防

災訓練も検討課題だと考えている。

未曾有の大災害の中，今なお困難と課

題が山積しているが，新たな絆が生まれ

たり，未来への決意を語る子ども達の姿

など，これまでややもすると見えにくか

ったものが見え始めているとも感じる。

教育とは未来を語ることに他ならない。

教育に対する期待と責任を改めて感じて

いる。

避難所となった体育館での太鼓演奏

［浦戸二小・浦戸中］


