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活動レポート 
（フィールドスタディ空閑ゼミ夏合宿＠南三陸町入谷地区） 

 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 

フィールドスタディ：「いのちのつながり」からコミュニティを考える 

担当者：空閑厚樹 准教授 

 

 

 

参加者 

藤田知也、小牧芳明、小原田啓介、関根裕太、大岡舞（以上3日目ミーティング参加） 

松堂永、都丸明日香、遠藤紘介、山本麻矢（以上3日目仮設住宅訪問参加） 
 

 

はじめに 

 私たちのゼミでは当初、栃木県西那須野にある『アジア学院』における合宿を予定していたが、

東日本大震災の影響でアジア学院の利用が困難となり、合宿地を話し合った。教授は、福島原発

事故による放射能の影響に対する学生たちの不安を配慮してくれたが、私たちはむしろ、実際に

被災地に行くことを望んだ。その理由は、「ゼミのテーマである『いのちのつながり』に沿って学べ

ること、できることはないか」、「個人では被災地に行く機会がないが、ゼミという機会として現地に

行き、現地を知りたい」と考えたためである。 

 合宿地は、津波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町に決まった。テレビで見ただけで、被災

の状態を“知っているつもり”であった私たちは、「現地を知って、学び、感じたことを大事にしよう」

をテーマに臨んだ合宿であった。現地で活動する方〄から学んだことを、簡単ではあるがまとめて

みたい。 

 

 

活動概要 

一日目 

被災地区視察→田んぼ復興作業→田んぼ復興プロジェクトレクチャー（ひころの里） 

二日目 

講義＆ワークショップ（入谷公民館）→講習会（〃）→入谷散策 

三日目 

班別行動：仮設住宅訪問 or ミーティング（入谷公民館） 
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活動報告 

一日目 

・被災地区視察 

詳細は「感想レポート」を参照 
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・田んぼ復興作業 

 入谷地区の田んぼでMS＆ADの方〄と復興作業を行った。塩害により農作業が困難になった

田んぼの復興である。鍬や鋤を使って土を耕し、雑草をとって、流されてきた瓦礫の破片を取り除

くという作業段階であった。大きな瓦礫は取り除かれていたが、小さな破片や写真、小石などがま

だたくさん残っており、田植えには程遠い状態であった。この田んぼを子供たちが裸足で入れる

状態にするのが目標であるという。取り除いた瓦礫は一ヶ所に集められ、後で行政に回収されるの

だが、雑草は田んぼの畦道づくりに利用されていた。 

 

 

 
 

 

・田んぼ復興プロジェクトレクチャー 

 午後は宿泊地ひころの里にて、午前中作業を行った田んぼも含めた、田んぼ復興プロジェクト

のレクチャーを NPO法人田んぼ理事長の岩渕さん、宮城学院女子大学教授の佐藤さんより受け

た。東北大学と NPO法人田んぼが共同で、「海と田んぼからのグリーン宣言」というものを立て、

生態系をいかに維持しながら再生できるかということをテーマに、作業を STEP1～7の段階に分け

取り組んでおり、プロジェクトの成果は「地球サミット2011」等で発表する。塩害を受けた農地はそ

の塩分を抜かなければならないと知ってはいたが、その内容は予想外のものであった。「塩分＝

悪いもの」というのではなく、津波は、人災がなければ、むしろ土壌にとってプラス面があるという。

これは生態系に影響を与えるためであり、このプロジェクトは冬から春にかけて田んぼに水を張る

「ふゆみずたんぼ」といった農法でその生態系をモニタリング調査し、生物多様性を利用した有機

農業により復興を目指すものである。モニタリングは南三陸から気仙沼の25ヶ所の水田にて行わ

れており、継続的に生物の種類や数を調査している。 

 有機農業における農薬と生態系の関係性について、興味深い話を聞くことができた。1960年代

から農法が変化し始め、農薬の使用が増えた。農薬の使用目的は農作物につく生物を殺すこと

であるが、必ずしもその生物たちが悪影響をもたらすわけではない。例えば、それらの生物が死ね



5 

 

ばそれは土の栄養となる。さらには、ミミズが土を食べ排出することでより良い土壌をつくり出す。

細かいシステムまではわかっていないが、様〄な生物のなかでこういった連鎖が起きることで、多

様性による有機農業が成立するのである。無農薬であっても、合鴨を田んぼに放し、作物につく

虫を食べさせる「合鴨水田」は“生物農薬”といえる。合鴨水田のように一つの生物に頼る農法の

危険性も、生物多様性にこだわる理由の一つであるようだ。聞いていて驚いたのが、同じ100g中

では、ウナギよりもドジョウのほうが栄養価が高いということである。 

 

               
  

 

講義の内容は、農薬の有無による食の安全性に対する私たち自身の価値観にまで及んだ。私た

ちが有機農業という言葉を知ったのは、消費者としての食の安全性に対する意識からではないだ

ろうか。しかしながら、農薬によって虫による害をなくすなど、人間にとってだけ良いか悪いかという

判断ではなく、全ての生物にとっての安全安心をいかに守れるかといったことが持続可能性を生

み出すのである。こういった内容をポジティブにアピールできる手段が少ないのが問題点である。

私たち自身の価値観の見直しが求められているのだ。 

 以前私たちのなかには、小川町下里の佐藤太さんの田んぼで草取り作業を体験したメンバーが

いるが、講義のなかで、田んぼの草取りに関する話も聞くことができた。なんと、草取りはすべきで

ないとのことだ。むしろ、草取りの前に土づくりが何よりも大事なのである。そして、毎日の水の管理

がポイントである。田んぼから水が減ると、土と酸素が触れ、草が生える。それを防ぐために、水の

管理を欠かさないことが大切なのだ。 

 農水省を始めとする政府は、生物多様性の効果や津波のプラスの影響を知らず、薬品など、“ケ

ミカル”を用いた復興を進めようとしている。そんな政府に対し、「ケミカルが全てじゃない。ケミカル

を使わなくても早い再生が可能である」ということを証明することもこのプロジェクトの目標である。

上からの政策と違い、このプロジェクトは市民参加型で、さらには、たった15分の調査でデータが

出るため、参加しやすい復興プロジェクトである。小規模ではあるが、現地でのこういった試みが

復興を支えているのではないだろうか。また、岩渕さんは、田んぼで収穫した米を「福幸米（ふっこ

うまい）」という名前で売り、その売り上げを復興に使うという経済システムとしての計画もねってい

るという。このような持続可能な復興計画も必要なのだ。 
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二日目 

・講義＆ワークショップ 

 
 

 二日目は入谷公民館にて、職員の芳賀さんの講義とワークショップで始まった。南三陸町は、歌

津、志津川、入谷、戸倉の四つの地区から構成されており、山村地域である入谷以外は浜の地域

であるため、入谷だけが津波の被害を免れた。入谷には528世帯、約2000人が住んでおり、1～10

区に分かれている。震災当日、区長たちが公民館に集まり、被災地域にどのようにして食糧を届

けるかを話し合い、炊き出し等を公民館から届けた。少し離れた地域には行きたくても、道が無く

なっていたため、山を回って届けた。 

 津波は来なかったものの、入谷でも電気、水道などライフラインの被害を受けた。電気は工業者

からバッテリーや発電機を借り、水は山から湧き出る沢の水を汲んだため、まだ生活は保てたが、

日常生活から無くなって一番困ったのは電気であった。発電機は借りれたものの、その発電機を

動かすための燃料が足りなくなる。ボランティア等の車両からガソリンを分けてもらい、なんとか乗り

切った。まだ雪の降る季節、灯油があっても、ファンヒーターが使えない。そんな中での活動であ

った。 

 入谷公民館にも津波で流され、泥まみれになった人〄が運び込まれた。高齢者は低体温症で

危険な状態に陥っていることが多く、懸命な手当てが続いた。津波の被害を受けた地域のなかで

も、南三陸町の南に位置する戸倉は一番被害が大きかった。戸倉中学校は海抜30m以上の高台

にあり、避難所にも指定されていた。しかしながら、水位は一階にまで到達し外で様子を眺めてい

た人たちは流された。かつてのチリ地震津波の経験から、津波に対する備えはできていた。だが、

その備えや人〄の予想をはるかに上回る規模の津波であったのだ。 

 芳賀さんの話を聞いていて、入谷はコミュニティ力の強い地区であると感じた。区長を中心とした

早急な救援活動など、そこにはたしかに人〄の強いつながりが存在していた。入谷地区に関する

面白い話も教えていただいた。浜の三地区の人〄は気性が荒く、山の入谷の人〄は我慢強いと

言われ、「嫁にするなら入谷の娘」と言われていたそうだ。また、地区内に親戚等同じ苗字が多い

ため、どこの○○さんかを区別するために屋号で人を呼ぶことがあるという。例えば、公民館裏の家

には「芝の上」という屋号がついており、その家の人を「芝の上」と呼ぶそうだ。古い家には皆屋号

があり、屋根の上に飾られていた。こういった特徴をもった地区のなかで、人〄は密接な関係を築

いており、古くからのコミュニティがあった。 
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 講義の後は、「入谷をどんな場所にするか、どんなものがあるといいか」というテーマで、二班に

分かれて意見を出し合った。福祉施設、病院、レジャー施設等、施設の充実といった案が多かっ

たが、どちらのグループも「今の入谷を大事に残す」といった考えが基本にあった。また、震災の

記憶を後世に伝える施設をつくるという案も共通していた。私たちの意見は区の会議でも活用して

いただけるということなので、少しでも役に立つといいと思う。 

 

 

・講習会 

 芳賀さんの講義の後は南三陸町保健福祉課福祉アドバイザーの本間さんによる、支援員さん向

けの「地域福祉時代の『地域づくり』」といった講習会に参加した。 

内容は別紙参照 

            
 

 

・入谷散策 

 午後は公民館館長の阿部さんに入谷地区を案内していただいた。最初に訪れたのは入谷 YES

工房。八幡神社境内にあり、取り壊しが決まっていた旧入谷中学校の木造校舎で「おくとぱす」は

作られていた。「おくとぱす」は「『置く』と受験を『パス』する」という意味のタコのキャラクターをかた

どった文鎮である。震災以前は数種類の型にコンクリートを流し込み作っていたが、津波で工場ご

と流されてしまったため、現在はこの場所で一種類の文鎮と缶バッチを作っている。校舎の二階で

は震災で職を失った人の雇用支援として、工芸品等の内職が行われていた。 
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坂を上がると御神木に囲まれた社があり、静かに入谷を見守っている。燈篭が倒れているなど、

ここでも震災の爪痕は見られた。その下には別の木造校舎と仮設住宅が並んでおり、この木造校

舎には「思い出の品常設展示会」が設けられていた。津波で流された写真、トロフィー、位牌等が

綺麗に泥を落とされ、壁と床にびっしり展示されていた。展示が始まった当初は一日に500名ほど

の人が訪れたというが、それでも持ち主が来ない思い出の品は数え切れないほどであった。持ち

主はまだ来ていないのか、亡くなったのか。写真を探す被災者の方も数名いたが、その姿からは、

「せめて思い出だけは」という気持ちがとても強く伝わってきた。 

 校庭に仮設住宅が並ぶ入谷小学校を過ぎ、「ふれあい農園」にて、農園を営む、南三陸町行政

区長連絡協議会副会長の西城さんに話を聞くことができた。西城さんも区長として震災の対応に

追われた。震災直後はボランティアが次から次へとやってきて、その数の多さに受け入れが大変

であった。保健チームとして医者がたくさん来たが、区でどう受け入れるか対応に困り、10の区を

順番を決めて回ってもらった。 

 

 
 

 震災で職を失った人〄に「仕事を与えてあげなくては」と思い、公民館館長の阿部さんの勧めも

あって、ふれあい農園での雇用支援を始めた。現在は、志津川で職場を流された方など、23名を

正規採用している。こういった緊急雇用対策事業には政府からの助成金があるが、これが無くなっ

てしまっては、雇用支援は厳しい。3年ほど放置されていた畑を耕し、初めにんじん等を菜園として

始めたが、本格的な農業を知ってもらおうと大規模な大根の栽培を始めた。この畑も無農薬である。

有機農業とは何かをよく知らずに、「化学はダメ」「無農薬」と言う人が多いが、化学の利用の仕方

に問題はある。有機農業とは有機物を微生物が分解することで栄養に変わるが、これも化学であ

る。このように化学を自然の力に任せるのが有機農業であり、「化学がダメ」というわけではない。ま

た、米ぬかも栄養価が高く、多く使用している。 
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三日目 

仮設住宅訪問とミーティングの二班に分かれての活動 

・仮設住宅訪問 

 公民館前のひまわり畑からひまわりを届けた。花を配りながら、被災した方〄に話を聞くことがで

きた。 

内容は「感想レポート」、仮設住宅訪問メンバーの感想を参照 

 

 
 

 

・ミーティング 

 入谷公民館にて、仮設住宅入居者の懇親会 BBQ企画についてのミーティングを傍聴させてい

ただいた。被災し、仮設住宅に入ることで、コミュニティは崩壊し、仮設内近所付き合いがうまくい

かないことも入居者のストレスになっている。そのような問題を解決するため、入居者の方〄の交

流の場をつくろうと、入谷地区が先頭に立ってその場を提供することが目的である。本来ならば、

入居者自身が発起人になるのが望ましいのだが、準備等時間がかかるため、入居者が中心であ

ることには変わりないが、入谷地区が先頭に立ち、支援員がバックアップする形で進めていく。

人〄の結びつきが強い入谷では、会う人会う人に（外から来た私たちに対しても）あいさつを交わ

せる。しかしながら、入居者の間や入居者と入谷住民の間でもそういったコミュニケーションがない。

そんな状態をなんとかできないか。 

また、「仮設に入れれば」と希望を持って入居する人が多く、「実際に入ってみたらこんなものか」

といった予想との差によるストレスが少しずつ出てきている。「仮設での生活は思っていたのとは違

う。これからどうしていこう」といった不安などを聞き、適切な機関などを紹介するのも生活支援員の

仕事である。仮設住宅内に設置された談話室も利用されておらず、それを利用しお茶会等を開い

たりもしている。仮設住宅は場所によって建物の質に差があり、そのことで不満を漏らす入居者も

少なくない。そのため、仮設の場所毎に分けて開催するという案も出たが、それでは今後の交流も

難しくなってしまうため、合同開催に。住む場所が決まり、仮設を出る人もいるため、空きが出たら

集約し、より条件の良い仮設に移れるようにする努力も必要である。 

 支援活動をするうえで、個人情報の問題があがった。個人情報保護法により、区の職員でさえも、

どこの仮設、どこの家に何人避難しているのか、誰がどこの仮設に入っているのかといった情報を

得ることができなかった。そのため、食糧等の分配に差が出てしまった。緊急時にはオープンにし

なければ対応ができないと歯がゆさを感じた。町ではなく区長たちで手分けし、一週間目には名

簿を作成することができた。 

 ボランティアの受け入れについても現地の声を聞くことができた。仮設入居者同士の関係ができ

ていない状態で、外からの関係ばかりでは内を見失ってしまう危険性がある。「何かをやってあげ

る」のではなく、「そばにいて見守る」ことが大切。一方的に次〄とやってくるボランティアや中途半

端な気持ちで来られるのは迷惑になるだけである。  
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まとめ 

 被災地から離れた地に住む私たちも「復興」という言葉を口にし、生活の中で義援金、支援物資、

節電に関わってきた。しかし、実際に被災地に行き、復興支援に対する考え方が変わったように

思う。たくさんの物資を送っても、たくさんの人がボランティアに行っても、それだけでは支援になら

ない。人の心、人と人とのつながりが最も必要であることを学んだ。これこそ、コミュニティ政策を学

ぶ学生として考えなくてはならない事なのではないだろうか。 

 3日間私たちが復興に関われたかというと、本格的な支援活動にはあまり関われなかった。しか

しながら、南三陸町入谷地区において活動している方〄の話を聞き、たくさんのことを学んだ。津

波の爪痕を目にし、人〄の話を聞いたことで、現地でしか知ることができない震災の状態や支援

活動における問題点、復興の考え方を知ることができ、また、田んぼ復興プロジェクトのレクチャー

では、小川町での活動に活かせる知識を得ることができた。「この経験を今後どう活かすか」という

ことが、被災地を訪れた私たちの課題である。一人一人の力は微力かもしれない。だが、今回の

合宿で貴重な経験をした私たちが今後、現地で知り、学んだことを人に伝え、自分たちの活動に

活かすことで責任を果たすことができるのではないだろうか。それが私たちにできる、重要な復興

支援なのである。 

文責 藤田知也 
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夏合宿 感想レポート 
 

立教大学コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 

空閑ゼミ 夏合宿参加者 

 

藤田知也 

 「生命倫理」「コミュニティ」「人とのつながり」といったゼミのテーマに沿って何を学

び、それを小川町での活動にどう活かせるか。被災地の復興に自分たちがどう関われるか。

テレビのニュースで見ただけで、知っているつもりになっていた被災地の状態だが、「現

場」を大事にする私たちは、「現場を知って、感じたこと、学んだことを大事にしよう」

と話し合い臨んだ合宿であった。 

 事前に予定していた3日間のスケジュールには変更が多々あり、本格的な活動はあまり

できなかった。しかし、この2泊3日でとても多くのことを知り、感じ、学んだ。壊滅した

町を見て、テレビでは伝わらない“リアル”な状態に圧倒され、あまりの生々しさに言葉

が出なかった。この場所に人々の生活があったこと、この場所で多くの人々が亡くなった

ことが信じられなかった。瓦礫の撤去作業が少しずつ進んでいたが、もしこれが震災直後

であったら、より一層私たちが受けるショックは大きかったのだろう。 

 初日には田んぼ復興プロジェクトに参加した。短い時間ではあったが、土を耕し、草を

とり、瓦礫の破片を拾うという復興作業を体験できた。体験して強く感じたのが、気が遠

くなるということ。これは町の瓦礫撤去作業を見たときにも強く感じたことであった。し

かし、一歩一歩進んでいくしかないという事実がそこにはあり、今まで自分が考えていた

「復興」とは、本当に単発的なもので、大した力になれないのだと思った。 

入谷地区の方々や、生活支援員の方の話を聞ける機会が多く、個人情報の扱いの問題、受

け入れの問題など現地でしかわからないことを現地の方々から聞くことができた。一方的

なボランティアや中途半端な気持ちでの活動はかえって迷惑になるという厳しい言葉も聞

くことができた。わかってはいたことであったが、実際に現地で聞くとへこんだ。しかし、

そのような内容も含め、現地でしか知ることができないことを知れたのは事実であり、

「実際に来て、こういう現状を知れただけでも違う」と言っていただけたように、得たも

のは大きいと思う。全体的に、自分の無力さを感じてばかりの合宿であったが、今後の活

動に活かせる貴重な経験ができた。田んぼ復興プロジェクトのレクチャーではまさに小川

町での活動に活かせる知識を得ることができた。今まではただ農薬を使うか使わないかと

いう視点でしか考えていなかったが、ふゆみず田んぼや生物多様性の話はとてもためにな

る内容であった。 

 小川町での活動においても、今後の復興においても私たちがこの貴重な経験をどう活か

していくかが大事だと感じたことが一番の収穫なのではないかと思う。3日間で多くの

方々のお世話になり、多くのことを教えていただいた。現地で知り、感じ、学んだことを

今後の活動に活かし、少しでも多くの人々に伝えることで、微力ながらも私の責任を果た

せればいいと思う。 

 

松堂永 

今回、初めてゼミの活動に参加してしかもそれが被災地という場所で何か非常に自分に

とって貴重な経験になった。 

 二泊三日という短い期間で自分たちにはほんとに何も出来ないだろうということで、最

初にテーマを作って「被災者と繋がる」だとか「現場を知る」だとかいう被災者の役に立

つとかではなく小さいけど出来ることをやろうということになった。そして、実際に津波
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の被害を受けた現場を見学させてもらったが、テレビなんかで見るのとは全く違うもので

あった。ほんとに凄い光景だったし、恐怖といか悲哀というか言葉では表せないくらいの

衝撃だった。 

そんな現場で生活支援で一生懸命活動している方々を見学させてもらって、自分たちの無

力さというものを改めて感じた。そんな中、支援活動している方々も被災しているのに、

優しさや温かさに触れることができた。 

僕は仮設住宅にヒマワリ畑から採取したヒマワリを配るために訪問させてもらった。仮設

住宅に行って、まず思ったのが仮設住宅には空きがないほど人々が住んでいるのかと思っ

たが、実際はそうではなく空いている部屋もあったのに驚いた。 

そして、ヒマワリを配っているときに色々な方から被災時のお話を聞くことができた。津

波によってご家族を亡くされた方もなかにはいたが、部外者の僕たちにも嫌な顔一つせず

その時の状況などを詳しく教えてくれた。被災者の話を聞いていくなかで共通していたの

が、昔にあったチリ地震の時に津波の経験をしていて訓練もしているから大丈夫だろうと

油断している時に呆気にとられたように被害にあったそうだ。また、津波で恐ろしいのは

その高さでもあるが、引き波が一番恐ろしいということであった。 

ヒマワリを配った方には、"ありがとう"という言葉を頂いたり、暑いでしょと言ってジュ

ースをくれたりなどほんとに優しい人ばかりであった。 

現場で見たこと、聞いたことを1人でも多くの人に伝えられるようにこれからしていきた

いと思う。 

 

小牧芳明 

今回の合宿で感じたことはたくさんある。現地で見た光景や支援をしている方から聞いた

話など、具体的な活動は出来なかったが多くのことを知ることができた。その中から被災

しながらも支援をしている方々や木呂子の活動に関連しそうなことを中心に述べたいと思

う。 

私たちの合宿先となった場所は、山間部に位置していて津波の直接的被害はなかった。し

かしながら、少し山を降りればそこには津波によって破壊された街が広がっている様なと

ころである。そのため、震災対策本部や自衛隊、警察、病院、消防などが設置され、支援

の中心になっていたらしい。 

しかし、過剰な支援物資、医療班の受け入れなどの対応に追われて思うような行動が取れ

なかったと言う。多くの人々が担ぎ込まれる中、そのようなことまでも対応しなければな

らなかった人々の負担は相当なものだったと思う。現在も様々なことに時間を奪われ、自

分たちの生活もしなければならない中で活動している。彼らとしては、現地に来てくれる

ことはありがたいが受け入れる側のことを考慮してほしいのが本音のようだ。 

また、実際の話し合いに参加して、改めて感じたことがある。それは村ならではのコミュ

ニティが強く残っていることだ。確かに話し合いにおいて、物事が決定するスピードは速

い。理由を述べる必要もなく、阿吽の呼吸でお互いが理解しあえるからだ。木呂子でも同

じような部分はみられる。しかしながら、問題がその地域で解決できるものであれば支障

はないと思うが、解決できるレベルを越えたものは話が別だろう。なぜならば、お互いの

情報交換がとても重要だからである。そのような問題を共同して解決に向かう地域活性化

において、まず私たちがすることはお互いの信頼関係を築くことではないか。腹を割って

話せる関係でなければ、本当の話し合いの場には上がらせてもらえないと今回の話し合い

で感じた。今回の場合は、私たちが学生であり、話し合いの聴衆者としての参加であった

が、それぞれの地域には独特のルールがあることを知った。 
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小原田啓介 

今回の合宿のテーマは、「現状を知っ」て、そこで得たものをふるさと支援隊の活動に生

かすということであった。この二つの課題について、私が体験し考えたことをまとめよう

と思う。そして最後に、今回の活動を通しての総括をしたい。 

約半年が経った今でも、南三陸町は更地だったことに驚いた。あと、人がいないことに違

和感を持った。ここにかつて人の暮らしがあったのかと思うと、改めて津波の無残さを知

った。そんな地でも雑草が生えているのをみて、自然の強さに感嘆した。 

被災者は、学校の校庭に建てられた仮設住宅に入っていた。場所によってクオリティの違

いがあるらしく、不満が募っているとのことだった。そして、そこの体育館には「思い出

の品常設展示会」という、被災者の写真などを保管している場所があった。所狭しと並べ

られている写真を見て、悲しい気持ちになった。同時に、亡くなった方も私たちと一緒に

こうやって家族の面影を探しているのかな、と思った。 

「田んぼの生物多様性の津波からの回復」の勉強会の中で、いくつかふるさと支援隊の活

動に生かせるものがあったと感じた。まず、農薬は生物多様性を奪い、田んぼに悪影響を

及ぼすということ。雑草を防ぐには、土作りが大切であるということ。そして、稲は生産

物ではなく生き物なのだということ。 

つらつらと感じたことを書いてきたが、上記を踏まえて総括をしたいと思う。まず、テー

マについてはある程度の成果を残せたのは良かった。そして、地域の活動に学生が関わる

のは難しいことを改めて実感した。私たちが勉強をしたいという想いと、現地の方が自分

たちの生活で精一杯であるということ。準備が至らなかったことと、あまりに現地の状況

を知らなかったことが今回の反省要因だろう。 

 

都丸明日香 

 今回、ゼミ合宿で宮城県南三陸町を訪れて、想像以上の被害の大きさに驚いた。海岸付

近に行ってみると、建物の上に流された車や小型船があったり、瓦礫の山がいくつもあっ

たりとテレビで見るような光景がそのまま残っていて、実際に起こったこととは思えない

くらい町が全壊していた。また、町が全壊しなくて済んだ場所でも、様々な被害が生じて

いるところが多くあることがわかった。色々学ぶことができたこの三日間を振り返ってみ

たい。 

 一日目は、被害の大きかった海岸付近を訪れた後、田んぼでの作業を行った。最初、被

災地での田んぼの作業というとどんなことを行うのかイメージができなかったが、津波は

農業にも影響を及ぼしていて、復興するのに数年はかかるという。津波により、壊れた家

の瓦礫などがたくさん土と混ざっていて、その危険物の撤去を行った。子供たちが裸足で

田んぼに入ることができるようになるためには、小さな破片なども見落としてはならない

ので大変な作業だった。また、津波に襲われた田んぼは、海水の塩が蒸発してしまい、現

在の田んぼの塩分の濃度は海水よりも高いという。このボランティアは、多くの人数で行

えば行うほど、早く田んぼが再生できると思った。 

 二日目は、主に地元の人のお話を聞き、入谷地区を散策した。公民館で働いている方の

お話によると、入谷地区は大きな被害はなかったが、被害の大きかった地域から運ばれて

くる被災者の手当てを主に行ったという。最も困ったことは、電気だという。また、入谷

公民館では、被害にあった町を今後どのように再生していくか、大震災で減ってしまった

地域の人との関わりをどのように増やしていくかを話し合った。ゼミ生の中でまとまった

意見として、都会のように新たな施設をつくるよりも、その地域に合った取り組みを行う

方がいいという意見にまとまった。また、旧入谷中学校では、「置くとパス」の作成を行

っていて、大震災により仕事を失った方々が働いていた。大震災の影響で、大学生の就職

活動が遅れるなど地元の方々の職も奪ってしまったということを痛感した。この「置くと
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パス」という商品を広めるということもボランティアの一つになるのではないかと思った。

また、「思い出の品展示会」を行っているところも訪れた。そこには、津波で流された写

真などが、持ち主が探しやすいように展示されていたが、その写真からは津波の恐ろしさ

が生々しく感じられた。 

 三日目は、入谷公民館の前のひまわりを仮設住宅に住んでいる方々に配る活動を行った。

仮設住宅の方々は外出している方が多かったのでお話はあまり聞くことができなかったが、

一緒に活動を行っていらっしゃった渡辺さんにお話を聞くことができた。渡辺さんは、仮

設住宅に住んでいらっしゃって、6月に仮設住宅に入ったという。まだ被災者の中には仮

設住宅に入ることを拒む方もいらっしゃって、早く入ってほしいとおっしゃっていた。 

 今回、ゼミ合宿に参加させて頂いて、実際に被災地を訪れることができて、家などが流

されたということだけでなく、田んぼや仕事、地域の活性化など、テレビ上では知ること

ができない被害規模の大きさを痛感した。この合宿で学んだことを多くの人に伝えていき

たい。また、この機会を設けてくださった空閑先生には感謝している。 

 

関根裕太 

はじめに 今回、南三陸町を訪問させていただき感じることがたくさんあった。合宿地が

被災地に決まったとき、自分には何ができるのか考えてみたが、何も出てこなかった。被

災の状況を自分の目で確かめてみたい気持ちもあったが、行って迷惑になるのではという

気持ちのほうが大きかった。 

 初日 実際に南三陸町について、その光景に声が出なかった。改めて自然の恐ろしさ、

人間の無力さを感じた。むき出しになった鉄骨や家の土台、今も撤去されていない瓦礫な

どを見て、とてもつらかった。そんな状態であったがかなり整備されたと吉田さんが話し

ていて驚いた。その後、田んぼの復興ということで鍬を使い小さな瓦礫を取り除く活動を

した。短い時間であったがかなり疲れた。実際体験して、3/11以降どれだけの人が復興に

向けて頑張ってきたのか分かった。午後は岩淵さん、佐藤さんの話を聞いた。驚きだった

のは、津波でマイナスの影響が出たのは人間だけということ。ここで聞いた話は小川町で

の活動に役立つと思った。 

2日目 公民館でまずも南三陸町の現状について詳しく話していただいた。一番困ったこ

とは電気が通らなかったことだと話されていた。また、戸倉地区が一番被害が大きかった

ようで海抜３０m以上の高台に避難されていた方々までも津波に飲み込まれたと聞いてぞ

っとした。支援の状況も説明していただいた。場所によっては物資に差があるとは知って

いたが南三陸町は物資が来すぎて困ったと言っていて驚いた。午後は入谷地区を散策した。

仮設住宅や写真館などを回り、最後に畑を復興している方のお話を聞いた。皆さんとても

温かい対応をしてくださってうれしかった。 

３日目 公民館での会議に参加させてもらった。仮設住宅に入居されている方も今は落胆

状態でありコミュニケーションがほとんどない状態だそうだ。自分はてっきり仮設住宅に

入って満足できていると思っていた。この会議の中で、今は部外者が手を差し伸べるより

被災者同士が通じ合わなければいけない時期であり、ボランティアに突然来られても迷惑

だ的なことを言われたことが正直ショックだった。しかし、これが現実であり本当のこと

を聞くことができよかったと思う。 

まとめ この３日間は現地に行かなければ分からないことをたくさん知ることができた。

やはり、自分たちには復興に向けて直接的に力になることはできなかった。むしろ、現地

の方々に力をもらい、温かく迎えてくださったことに感謝と申し訳なさを感じた。現地の

方は誰一人下を向くことなく復興に向けて力強く走っていた。現地の方の本音を聞いたと

きは、つらかったが現実を知ることができた。自分たちは実際に南三陸町に行き、見て聞

いて感じることができた。直接的には力になれなかったが、伝えることはできる。現地の
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方も言っていたが、伝えることが自分たちの使命だと思った。 

 

遠藤紘介 

南三陸町の津波による被害のことはテレビなどでよく放送されていて、本当にもの凄いな

と思っていたので覚悟して現地に行ったが、やはりテレビで見るのと実際の被害を生で見

るのとでは何か違って、言葉にならなかった。予想通りの被害の大きさといえばそうなの

だが、丘の上から町全体を見ると本当に戦争のあとみたいで、町がなくなっていて唖然と

してしまった。津波の高さが39メートルもあったところもあると聞いて、その数字にとて

も驚いた。そんな高い波ってあり得るのかとか思ったりして、その高さを想像してもあま

りピンとこなかったのだが、森を見ると木の色が途中まで赤く染まっていて、その赤く染

まっているのは波がその高さまで届いた証拠で、枯れてしまっているというのを聞いて急

に現実的に感じた。少し田んぼを耕すのを手伝わせていただいたとき、ボランティアの

方々が先にいてやり方を教えていただいたのだが雑草がたくさん生えていて思っていたよ

りも重労働だった。しかも津波による被害がまだかなり残っていて、ガラスの破片や木く

ずなど本来田んぼにあるものじゃないものが土の中から次々と出てきた。現地の人はこれ

をもとの姿に戻し、来年の春には子供が裸足で入られるようにしたいと言っていたが、そ

れはどれだけ大変な作業なのだろうと思った。土の中から木くずなどのほかに、誰のもの

か分からないほどにぼろぼろになった写真もいくつか出てきて、何とも言えない気持ちに

なった。津波に流された被災者の写真や物を見に行って、すごい量の写真やアルバム、ト

ロフィーなど大切なものがまだまだ残っていて、取りに来ていないだけなのか、それとも

取りに来られない状況なのかとか考えてしまった。仮設住宅班だった私はひまわりを持っ

て仮設住宅へ行き、被災して家を流されてしまった方に震災当時の話を聞いてきた。皆が

見た八幡神社の近くの仮設住宅は思っていたよりもお洒落で皆も驚いたと思うが私が行っ

たところはコンテナがずらっと並んでいていかにも仮設住宅という感じであった。私は初

め、県外からぽっとやってきた見ず知らずの人間に、思い出したくもないような震災のこ

とをあれこれ聞かれたりするのは絶対いやだろうと思っていたのだが、意外にもどの人も

進んで話をしてくれて、震災当時の状況を細かく話していただけた。このことを一緒にひ

まわりを配りに連れて行ってくれた方に言うと、確かに震災直後は他人をうけつけないほ

どに荒れていたけれど、今は少し落ち着いて逆に誰かに聞いてほしいという気持ちになっ

ているらしい。話した内容は、震災が起こったときになにをしていたかなど、震災のとき

の皆の反応というか対処の仕方など。ほとんどの方は仕事場にいて、他の方も地震が起こ

って津波が来ることは分かっていて、上に避難したのだがこれまでの津波とは全く規模が

違い、安全だと思っていた場所が全然安全じゃなく、油断していたら流された人が多いと

いう。まだ自分の親が見つかっていないという方もいた。高齢者は水に濡れてしまうと見

分けがつかなくなってしまい、写真と似ている人と何人も DNA鑑定をして探している。津

波は初めはゆっくりと迫ってきて、一度引き、そしてさらに大きな波となってやってくる。

ある方は電柱柱が埋まってしまうほどの波に襲われ、そこらじゅうの家は全滅してしまっ

た。同じ日本でも本当に全く違う国のように感じたし、関東に住む我々も少し震災の影響

を感じたが実際に現地に行って被災した方々を見たり話を聞いたりすると、ひまわりを配

ったりするような思いやりや助け合い、励ましあいが必要であるなど、感じるものがたく

さんあって行って良かったと思う。 

 

山本麻矢 

1日目はまず、震災の被害が強い地区を見学させてもらった。テレビでは見ていたが、や

はり実際見ると強烈だった。どこを見渡しても壊れた家や車のがれきの山でそこに生活の

匂いが一切感じられなかった。ただただ茫然と立ち尽くすしかなかった。そして自然災害
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がもたらす破壊力の恐ろしさを改めて思い知らされた。 

次に、田んぼで鎌を用いて土を掘って、中から埋もれたがれきを撤去する作業を一緒に取

り組ませていただいた。広大な土の中から小さな石ころまでひとつひとつ見つけ出すのは

とても大変だし、地味ともいえるかもしれないが、このような小さな取り組みが町の復興

につながる大切なことだと感じた。このがれき撤去によって、以前と同じように、子供た

ちが素足で入っても危険ではない状態まで取り戻そうという思いでみんなで取り組んだ。 

二日目は、まず入谷YES工房を訪れた。そこでオクトパスを製作しているところを見学さ

せていただいた。次に入谷中学校も見学させていただいた。津波で流されてしまった写真

が展示されていた。綺麗に元の形のまま残っているのもあれば、一部消えてしまっていた

り、破損している写真などがたくさんあった。この展示が始まった最初のころは、多いと

きでは５００人近くもの人々が写真を探しにきたと聞いた。過去の思い出は写真でしか残

しておけないから、被災の方にとってすごく大切なものだろうと思った。 

そのあとは、そこの近くを歩いて回り、農業をしていたおじさんにお話しをうかがった。

私たちが見た畑は綺麗に整っていたが、震災当初はここのあたりも津波が押し寄せてきて

大変だったと聞いて驚いた。 

３日目は、仮設住宅を訪問し、ひまわりを配るお手伝いをさせていただいた。日中という

こともあり、留守のお宅が多かったのでお話しをお伺いすることは出来なかったのだが、

私のような知らない者の突然の訪問にも「ありがとう。」と笑顔で快く受け入れてくれて

とても嬉しかった。仮設住宅を回って気づいたのが、仮設住宅といってもすべて一緒では

なく作りがさまざまであった。 

今回、被災地を実際に訪れて、目の前の起きている現状を理解するのでいっぱいいっぱい

であったというのが正直なところであった。この短い期間で、私たちが出来たことはほん

の一部であったかもしれないが、それが復興に向けて少しでも役にたてているのであれば

嬉しいと思う。 

 

大岡舞 

 私は南三陸の状況を直接目の当たりして、本当に言葉にならない思いを経験した。テレ

ビで遠くから画面越しに観ているのとは違って、そこに住んでいた人びとの温もりみたい

なものが感じられた。津波が来る前の南三陸の様子はまったく分からないほどすべてが流

されてしまっていたけど、とても素敵なところだったのだろうという想像はできた。道に、

茶碗みたいなものの破片が落ちていたりして、そこにはたくさんの人がそれぞれの日々を

過ごしていたのが伝わってきて胸が痛くなった。建物とかは、本当に壊滅状態だけどもう

雑草がそこらじゅうに生えてて、自然ってすごいなとも思った。 

 １日目は、南三陸の状況を見てから田んぼの瓦礫撤去をした。家からでる破片などは土

に分解されないらしく、細かいものまで完全に撤去しなければならないらしい。本当に時

間のかかる作業だと感じた。宮城にくる前までは、とにかく早くもとの状態にもどってほ

しいと思っていたけれど、長い目で復興していくという考えのほうが大切なのだと思った。

佐藤さんが、ゼネコンなどの外から来る業者はがちゃがちゃにして作業をしていくけど、

地元の土木のひとたちは、その地域の状況などを知っているから丁寧に作業をすると言っ

ていて、確かにそういう問題などもあるのだと思った。それと同時にその町がすごく好き

なのだと感じた。 

 ２日目は、南三陸の概要の説明をうけてから本間さんの話を聞いた。本間さんの話で、

認知症の人の徘徊で死亡したり行方不明になるひとがたくさんいて、その対策として認知

症の人が徘徊してもいい町づくりが大切だと言っていたのがとてもおもしろい考えで印象

的だ。認知症のひとのみでなく、その人の能力にあった町づくりができたら素敵だなと思

った。その後は、入谷町を散歩した。やはり、この震災の影響で職を失った人達がたくさ
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んいてその人たちのために雇用の場を提供していた。例えば、入谷 yes 工房で内職やオク

トパスの製作をしていた。また、農園で農作業も行なっていた。 

 ３日目は、公民会館で会議を聞いた。仮設住宅の人たちと入谷町の人たちが交流できる

ように行なわれるバーベキュー大会について話合われていた。業者によって仮説住宅のつ

くりがまったく違うらしく、普通の家みたいにきれいなものもあれば、工事現場にあるよ

うな仮説住宅もあると言っていた。このように仮説住宅の違いがあるので、入谷小学校の

仮設と入谷中学校の仮設とは、別々の日程で行なった方がいいのではないかという意見も

あったが、これからもこのような行事を行なうときにずっとばらばらになってしまっては、

いつになっても地域の交流はとれないままだということになり合同で行なわれることに決

まった。また、仮設住宅のなかで問題は様々あるそうで、未だに仮設住宅内でのコミュニ

ケーションはとれていないらしい。テレビでは、前に住んでいた地域の人ごとに仮設住宅

に住めるように配慮していると言っていたので、もう仮設住宅内では人とのやりとりがう

まくいっているのだと安易に思っていたけど、それがほとんどできていないとのことだっ

たのでショックだった。人との繋がりって大切なのだと改めて思わされた。会議が終わり

私たちに対して本音の話になって、これがすごく強烈だった。中途半端な気持ちで来られ

ても迷惑だと言われ、正直おっしゃる通りで泣きそうになった。でもわたしは、今回直接

的にできたことはほとんどなかったけど、実際に被災地に行ってみて感じたことはたくさ

んあって、本当に貴重な話を聞けてすごくよかった。自分勝手な考えだけれど、もっとボ

ランティアの受け入れ態勢ができていたらマイナスにエネルギーを使うのではなくプラス

にエネルギーを使えるのではないかと思う。 


