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第 21期 南三陸交流プログラムの活動報告書  

 

１．活動概要 

 

・2016年 8月 7日(日曜日)～8月 9日(火曜日)、2泊 3日 

・ガイダンス：2016年 7月 19日(火曜日) 17時 00分 ～ 19時 00分 

・振り返り：2016年 8月 23日(火曜日) 17時 00分 ～ 20時 00分 

   追 加：2016年 8月 13日(土曜日) 10時 00分 ～ 12時 00分 

・行 き 先：宮城県南三陸町 

・宿 泊 先： まなびの里いりやど 

・主な活動：震災遺構巡りおよび花見山プロジェクト等 

・参 加 者：学生 5名、教員 1名：河東 仁 スタッフ 1名：任 賢宰 計 7名 

新座コミ福 新座他学部 池袋 教員 スタッフ 計 

4 1 0 1 1 7 

 

 

２．スケジュール 

 

【一日目】 2016年 8月 7日（日） 

 ：震災遺構と復興プロジェクト 

時間 活動場所・内容 備考 

7:56        東京駅発  はやぶさ 101号（全席指定 6号車）  

8:02  上野駅発   

8:22  大宮駅発   

9:59  くりこま高原駅着  改札前にて集合 

10:20 くりこま高原駅発   

11:30～12:20 昼食（そば処すがわら）  

12:30 出発  

13:00～15:00 震災遺構巡り 
高野会館、防災対策庁舎、荒島、旧防

波堤、ふくしの里 

16:00～17:15 Yes工房 工房見学 

17:30 宿（いりやど）に到着  

18:00～ 夕食     

19:30～21:30 振り返り(一日目) 研修室 

21:30 自由時間・就寝  
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【二日目】 2016 年 8 月 8日（月）  

：体験学習――花見山（下草刈り）、災害時・避難所生活シミュレーション 

時間 活動場所・内容 備考 

7:00 朝食 ジャージ上下（作業できる服装・帽

子）・飲料等を持参し、すぐ出かける準

備をしてください。 7:45 いりやど出発 

08:00～11:30 花見山プロジェクト  

11:30～13:00 昼食＠花見山頂上 コンビニ弁当 

13:15～13:30 シャワー いりやど 

14:00～18:00 災害時・避難所シミュレーション いりやど ＠3,500円 

18:30～ 夕食  

19:30～21;00 振り返り（二日目） 研修室 

21:00 自由時間・就寝  

   

 

 

【三日目】 2016 年 8 月 9日（火）  

：おでって 

時間 活動場所・内容 備考 

7:00 朝食  

8:45 いりやど出発  

09:00 ポータルセンター  

10:00～16:00 長さんのおでって  

12:30～13;30 昼食  

13:30~16:00 おでって  

18:00 くりこま高原着  

18:00～ 自由時間 レンタカー返却 

18:30 改札前集合  

18:46 くりこま高原発（新幹線） やまびこ 54号（6号車） 

20:38 大宮駅着  

21:06 上野駅着  

21:12 東京駅着  
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３．活動の様子 

 

【一日目】 

〈震災遺構巡り〉 

   

防災対策庁舎と献花台の様子 

   

荒島周辺の様子 

   

福祉の里の高台から防災対策庁舎を見下ろしている様子 

〈学生の感想〉 

・最初に震災遺構を回ったことで震災の規模を目で見て痛感でき、その後に実際に現地の方にお話を聞

くことができたので、自分の中で理解しやすかったこと。 

・震災の被害の大きさがよく分かる旧防災対策庁舎、津波が丸かぶりしたという荒島など多くのものを

実際に目にすることで震災の凄まじさについて身をもって感じることができた。また、震災時の写真パ
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ネルや町の未来設計図の模型などを見ることにより、震災前と現在、そしてこれからの姿の 3 視点で

南三陸を見ることができた。 

・荒島を訪れたとき島が丸ごと津波にのまれたと聞いて改めて津波の大きさを実感し、怖いと思った。あ

の高さで海が物を巻き込んで迫ってくる恐怖を今までわかっていなかった。 

・防災対策庁舎を訪れた際、遺族と思われる方が団体の見学に急かされるように献花台を離れていった

のを見た時、献花台で見学者が祈るのは避けたほうがいいのではないかと感じた。献花台は津波や地震

の被害で親しい人を亡くした遺族と、亡くなった方とを繋ぐ場であると思う。そのような場に外部の者

が立ち入っていいのだろうかと疑問に思った。しかし初日の振り返りにあったように被災者や遺族だ

けでなく外部の者がその場を共有することで遺族の想いを知ることが、震災復興のための外部にとっ

ての始めの一歩なのかもしれない。また防災対策庁舎はテレビでもよく映されるが、中にいた人が助か

った高野会館はそこまでメジャーではないように思う。どちらも訪れることが重要ではないかと感じ

た。亡くなった方を悼むことも重要だがそこで助かった人もまたいるということを知らなければなら

ないと思う。対応の仕方で助かった命もあるということを高野会館は気づかせてくれた。 

 

〈Yes工房〉 

  

工房内の案内と震災から今までについてきいている様子。 

〈学生の感想〉 

・ダジャレ。「本当につらいときは笑ってなきゃやっていけないんだよ」、という言葉。ただのおやじギャ

グではなく、生きるエネルギーを感じた。 

・Yes工房では想像以上にたくさんの商品が並べられており、地元のキャラクターであるオクトパス君を

丁寧に手作業で作る姿を間近で見た。震災があっても諦めずに、自分に出来ることをこつこつと行い、

少しでも復興のための気持ちを高めることの大切さを感じた。このような人たちがいると、周りは心強

く感じると思う。 
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現地一日目の振り返り様子 

 

【二日目】 

〈花見山プロジェクト〉 

  

花見山の草刈り作業の様子 

 

花見山の山頂でランチタイム 

〈学生の感想〉 

・花見山を作ることで人々は上を向いて希望を持って生きていけるのではないかと感じた。私もまた訪

れたいし、リピーターも増え、南三陸活性化の一つのきっかけになると感じた。震災時の様子など詳し
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く聞くことができた。笑顔の中、時折見せる悲しいさびしそうな表情が、震災の傷跡のようなものを感

じさせた。また、「ここで学んだことを地元に帰っていかせなかったら意味がない」「こんな遠くまで学

んでどうするのか」「自分の地域でできないことをほかの場所で経験して何の意味があるのか」などと

いう批判的なお言葉。ただ冷たいようにも思えるが、筋の通ったお言葉で深く考えさせられた。 

・辛い経験を乗り越えて町のために頑張る姿と伝えなければ意味が無いという言葉が印象に残った。 

・普段はご自身の被災体験を話されないとのことだったが、今回はお話してくださったことで私たちと

の距離が近くなったのではないかと感じた。また、自分の地域で出来ていないことを他の場所に行って

経験してもしょうがないという風な否定的な意見を初めて聞くことができた。 

・花見山プロジェクトは、草を刈る作業をさせてもらったが、土地が広すぎて私たちが刈った部分が小さ

く見えたので、完成するには果てしなく感じた。しかし一緒に作業をしていたＡさんと長い時間を共に

したことで、震災当時のことやそのあとの夢の話などを聞くことができた。今までは、復興支援に行っ

たら地元の人がなんでもいろいろなことを教えて話してくれたが、よく考えると、初対面の誰かもしら

ないただの学生に、自身の辛い出来事やトラウマになるくらいの体験を話してくれるのはすごいこと

だと思う。本当は一人ひとりの方とじっくりお話して仲良くなってからでないと話してくれないよう

なことだと改めてわかった。 

・入谷地区ではおにぎりを自炊できていたということを聞き自然のなかで電気やガスに頼らず自活でき

る環境が存在することに感動した。 

 

〈災害時・避難所シミュレーション（SSP）〉 

  

  

災害時・避難所シミュレーション活動の様子 
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〈学生の感想〉 

・SSP では首都直下型の地震がおきた時の町や大学の状況を初めて想像した。避難所での生活や様々な

問題を体験型で解いていくことで、震災時のイメージができ、自分の中で少し覚悟ができたこと。とっ

さの対応をするために、自分が今何をするべきなのかを知ることができた。 

・当時の状況を踏まえつつ、もし東京で大震災が起こったらどうなるのかを訴えかける姿が印象に残っ

た。 

・災害時避難所シミュレーションでは、残酷さは境遇が変えられなくて避難所でしか生活できないとい

うことで、避難所で生活するには生活の方法を作らなければならないという大変さを知った。 

・避難所での生活で起こりうる問題についてのシミュレーションや問題にどう対処するかを議論した。

その中で大学が震災時に一時的な避難所となった場合、私達は避難所の運営側に回るかもしれないこ

とを気づかされた。また、避難所での生活について今まで想像していたよりもリアルに考えることがで

きたがトイレの問題は今まで気にしたこともなく、自分の想像力の範囲の狭さを実感した。また自分の

専攻している分野の知識が生かせそうなところもあったので知識だけで終わらせずに行動として実践

できるように日頃から意識しておかなければならないと感じた。花見山プロジェクトに参加した際に

Ｓさんから頂いた「いい体験になったというだけで終わらせてはいけない。経験を発展させないと駄目

だ。」という言葉もこのことを意味しているように思われた。 

 

現地二日目の振り返り様子 

 

【三日目】 

〈Ｎさんのおでって〉 

  

昆布結びの手伝いをしている様子 
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〈学生の感想〉 

・震災後の人とのネットワークの広さから、自分の中の苦しい経験で終わるのではなく、人に伝えること

を大事にしていると感じた。高台の土地が海側の土地の 10倍するとおっしゃっていたこと。家のロー

ンも 2 重どころではないと聞き、経済面でも苦しいだろうと感じた。その中で、海鞘や昆布を低価格

で販売している姿勢から、南三陸町の名産を広めようとしている姿や漁師としての誇りを感じた。 

・漁師を続けながらも日本全国を駆け回り、様々な場所で愛されていることが印象的だった。 

・被災のはなしでは綺麗な部分を聞くことが多かったが、本当に苦しい部分も教えてくださったのが印

象に残った。 

・こんぶを結んで結びこんぶにする仕事を初めてやったおでってでは、地元のＳさんがお話してくれる

なかみんなで黙々と結んだり、ホヤをいただいたりして楽しかった。ホヤはやはり独特な味だと感じ

た。 

・海に近い地域では５時間かけて家族４人あたり１個のおにぎりを配給に受け取りに行き、物資の奪い

合いもあったということにショックを受けた。家族４人の１日分の食料がおにぎり１つというのは酷

いとは思った 

 

 

【まとめ】 

◆プログラムの流れがよかった。また、「学んで終わり」ではなくて、自分たちのコミュニティでどう生

かせるか考えていくこと。経験として自分の中に留めておくのではなくて、地元に持ち帰ってきてさら

にこねることで、自分たちのコミュニティで生かせる形に変換していく。南三陸にまた行きたいし、他

の地域にも行って自分の理解を深めていきたい。首都直下型震災時のイメージを忘れない。避難場所や

経路など調べること。応急手当の仕方などの知識も得たい。その時のために必要な知識を得ておくこ

と。コミュニティの再編の仕方について考えることなど考えることができた。しかし、昆布結びをしな

がらのお話に集中するのが難しかったことや事前学習がしっかりとできてなかったこと、自分から積

極的に質問や話を振ったりできなかったこと、SSP では受け身になってしまって、柔軟な行動ができ

なかったこと、コミュニティ政策という専攻で自分が学んでいることと日常生活が結び付けられてい

なかったことなど、課題と感じた。 

◆車での移動が中心で様々なところへ行くことができたことや偶然出会った人との交流の中で新たな発

見があったこと、Yes工房や花見山プロジェクトなど南三陸の復興のカギを握る人物からお話を伺うこ

とができ、南三陸の未来について考えることができてよかった。また、チリ地震の際にも家が津波に流

されており、東日本大震災の津波は家が流された 2 回目の経験だったという話など初めて知ることも

多く、この地域について知識を事前に身につけておくことで、より理解を深めることができたのではな

いかと思った。さらに、災害時避難所シミュレーションなど時間が足らず少しやり残してしまったよう

な活動があった。今後、現地の方のお話を聞くだけでなく、自分から聞きたいことを見出せるようにす

ることや被災地の方の当事者意識により近づけるようにすること、事前学習をしっかりとしていくこ

と、ボランティア活動でより力になれるように自分にできることを見つめ直すことなど、活動に取り組

んでいきたい。 

◆毎日の振り返りでは同じプログラムを通して自分が感じたことと他の参加者が感じたことを比べるこ

とができて、考えを整理することができた。また、おでってや花見山の活動ではみんなが熱心に作業を
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行った。目標としていた自分から話し、交流を深めるというのは前回よりもできたと感じている。しか

し、先生が質問する時間を設けてくれた際に特に発言できなかったことがしばしばあったので、活動中

にいろいろなことを考えられるようにしたいと思った。また、災害時シミュレーションは持っているは

ずの知識を出すことができず、また知らなかったことも多くあった。実際に災害が起きた際に今回体験

したことを発揮できるために覚えておかなければならないと考える。今後、また交流プログラムに参加

したい。今回の体験をこれで終わらせるのではなくて、何度か参加するリピーターになることが重要だ

と感じる。花見山プロジェクトでは今回夏の景色を見ることができたため、他の季節、特に春の山を見

に行きたい。さらに、南三陸応縁団に登録したので、他の活動や、またＮさんの昆布の活動にも参加し

てみたいと思った。 

◆今回は震災遺構を見たり、地震を経験した地元の人たちの話を聞く機会が多かった。特に、災害の残酷

さを思い知ったのが、災害時避難所シミュレーションである。残酷さは境遇が変えられなくて避難所で

しか生活できないということで、避難所で生活するには生活の方法を作らなければならないという大

変さを知った。震災が起きて、何千人が流されてしまった、建物が全壊してしまったというのは目に見

えることで、そのあとの避難所にいる人の精神的な被害も莫大なものだった。いりやどで、いりやどの

スタッフの方々と、先生方と友達と後輩とこのシミュレーション講座を受けることが出来てよかった。

避難所の人の大きな苦労をたくさん想像して学ぶことができて、心がずーんと重くなった。忘れられな

い体験となった。もし東京で大地震が起こったときのことを考えて、家族で避難の仕方を決めること

と、災害シミュレーションで習ったことをふまえて避難所の暮らしの作り方を考えておきたい。わたし

も含め、今はまだ東京の人たちは、近々大地震が起こることを予言されていることは知っているが、準

備は全くしていないしまだ大丈夫だろうと本気にしていないから、周りの人にだけでも避難所の恐ろ

しさを伝える。実際に東京で起きたら役所の対応などはどのようなものか調べようと思った。 

◆今回南三陸を訪れて強く思ったのは復興の主役は地元住民でなければならないということだ。外部ボ

ランティアはその土地のことをよく知らないし思い入れもない。地域のことをよく知っている地元住

民が主導してこそ復興が成立するのだと感じた。被災者生活支援員はその象徴の１つであると思う。外

部の専門職が対応したほうが良い場合はあるが、同じ地域住民であるからこそ話せることもあると思

う。外部ボランティアはいずれその土地から離れていく。そのときまでにコミュニティを形成するため

には現地の人々の力が不可欠であることがわかった。また、今回のプログラムを終えて日常生活で「も

しこういう状況だったら自分はどう動けばいいか」といったことを頭の中でシミュレーションするこ

とはいつでも出来ることだなと思ったので、実践していきたい。さらに男性と女性では考え方が違うと

いうことが分かったので女性の立場からも物事を見られるようになれたら良いと思った。日常のなん

でもないような場面でも笑いがあれば楽しくなるかもしれないと感じた。笑いが生まれるためにも相

手のユーモアを拾い、上手く返してさらに楽しくなるように笑いに対して敏感でありたいと思った。 

 

特記事項  

文責：任 賢宰 


