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Ｓｔａｎｄ・ｂｙ・ｙｏｕ！そばにいるよ 被災３県ワイド版 被災者のそばにいるよ
毎日新聞 2017 年 3 月 12 日
井上祥行さん（31）＝喜屋武真之介撮影

医療や介護、福祉などの現場で、当事者に寄り添う若手を紹介する
「Ｓｔａｎｄ ｂｙ ｙｏｕ！ そばにいるよ」
。今回はワイド版とし
て、１１日に発生６年を迎えた東日本大震災の被災３県で活動する３
人を取り上げます。
元通りになるまで 特養の介護福祉士・井上祥行（よしゆき）さん（31）
福岡市の障害者施設で働いていた２０１３年、震災の傷痕が深く残
る福島県南相馬市にある障害者施設にボランティアに行った。
施設ではスタッフが不足していた。町に子どもの姿はなく、除染で
出た汚染土を詰めた黒い袋が、あちこちで積み上がっていた。
「福島のために力になりたい」
。九州に戻っても、後ろ髪を引かれる心持ちが続いた。そ
んな時、同県飯舘村の特別養護老人ホーム「いいたてホーム」が介護スタッフを募集して
いると知った。
いいたてホームは、原発事故による避難指示区域内にあるが、特別に入所が認められて
いた。入所者を移動させるより施設にとどまった方が健康へのリスクが少ないと施設が判
断したためだ。
母親や周りの人たちから心配されたが、福島への思いを語って説得した。１４年４月、
隣の川俣町に移り住み、施設に通い始めた。飯舘村は、のどかな風景が広がり、夜に見上
げる満天の星の美しさは感動的だった。
入所者の方言が聞き取れなかったり、先輩から注意を受けたりすることもあった。
「スタ
ッフが足りないからここに来たけど、役に立っているのだろうか」。ふと弱音を吐くと、目
の前の入所者から「ご苦労さん」と優しい言葉が返ってきた。「人と人が触れ合う仕事に地
域は関係ない」と思った。
働き始めてから半年後、母親が施設を訪ねて来た。
「実際に見ると印
象は大違い。みんないきいき働いている。いい施設だね」。励ましがう
れしかった。
町は３月末に一部を除いて避難指示が解除される。「住民が戻って、
スタッフも利用者も増えて、震災前のようになってくれたら」
。その姿
を見るまで、この地で頑張るつもりだ。
【関谷俊介】
布教超え心のケア 曹洞宗僧侶・高橋悦堂（えつどう）さん（37）
高橋悦堂さん

宮城県栗原市にある「普門寺」の副住職。震災は「僧侶として生き
る決心がついた」出来事だったという。
津波の犠牲者たちの遺体は内陸部の同市の火葬場にも次々と運ばれ、近隣の僧侶たちと
ボランティアで供養した。最初に目に飛び込んできたのが、６基の小さなひつぎ。「子ども

だ」
。すぐに気付き、衝撃を受けた。
遺族のそばで心を込めて読経した。すると、小学５年生の娘を亡くした父親が「和尚さ
んに拝んでもらえて安心できた」と声を掛けてくれた。
「読経で人の心が安らかになるんだ
と感じた。この経験が出発点になった」
被災者の悲しみや苦しみを受け止めようと参加したのが、僧侶仲間が始めた移動傾聴喫
茶「カフェ・デ・モンク」の活動。道具を詰め込んだ軽トラックで避難所や仮設住宅を回
り、温かいコーヒーを提供する。
「モンク」は英語の「僧侶」だが、「お坊さんがみんなの
文句を聴く」という意味も込めている。
２０１３年からは、名取市の仮設住宅の訪問も始めた。人が集まる場に出る元気のない
被災者も多いからだ。畑がなくなって家に閉じこもるおじいさん宅から帰る時、おばあさ
んに「（夫が）人と楽しそうに話すのを久しぶりに見た」と言われた。「ここで死にたい」
と漏らす独居の高齢者も少なくない。「震災は人々の日常を変えた」と痛切に思う。
末期がん患者らを在宅診療するある医師との出会いをきっかけに、布教を目的とせず医
療機関や施設などで心のケアをする「臨床宗教師」の活動にも取り組む。
「医療や福祉の現
場で宗教者がいろいろな活動に関われることを伝えたい」。その思いで、死に向き合う患者
や大切な人を失った遺族らの声に耳を傾ける。【下桐実雅子】
ともに乗り越える 病院の療養介助専門員・田代恵子さん（32）
田代恵子さん＝国立病院機構釜石病院提供

重度の心身障害を持つ人が長期入院する国立病院機構釜石病院（岩
手県釜石市）で、看護師の指示を受けて患者の入浴や食事、排せつの
ケアなどに当たる。洋服選びや散歩などの生活支援も業務の一つだ。
「患者さんの笑顔が仕事の原動力です」と満面の笑みで語る。
沿岸の山田町出身。盛岡市の専門学校で介護福祉士の資格を取り、
震災の時は郷里の社会福祉協議会が運営する介護事業所で訪問介護
のヘルパーとして働いていた。
町役場に間借りしていた職場で大きな揺れに襲われ、避難してきた
住民を高台に誘導。津波が引いた後は火災が迫り、別地区の避難所に
高齢者らを移した。自宅は無事だったが、その後１カ月ほどは避難所で暮らし、福祉避難
所で被災者のおむつ交換をしたり、１人暮らしの高齢者宅の生活援助に歩き回ったりした。
訪問先で「たくさん味見して」と大きな皿を渡された時は、涙が出るほどうれしかったと
いう。
震災まで、介護は科学的根拠に基づく支援をしていれば結果が付いてくると思っていた。
だが、環境が整わない中、暮らしていかなければならない高齢者らを前にして感じたのが
「一緒に工夫を重ね、ともに乗り越えていく」ことの大切さ。思い込みを少なくし、相手
の価値観を否定しないことを心掛けるようになった。
今の病棟は、医療の必要性の高い患者が多い。身ぶりや言葉で気持ちを表現できない患
者の目の動きや表情から、意思を読み取らねばならない場合もある。
「それが分かるとうれ
しいし、患者さんも伝わったことが分かると笑顔になる。もっと勉強して、引き出しを増
やしたい」
【有田浩子】

災害弱者支援考える

読売新聞 2017 年 03 月 12 日

避難所生活を想定し、炊き出しをする参加者（彦根市で）

◇彦根 制度説明や炊き出し訓練
災害時に高齢者や障害者らをいかに守るかを考えるイベント
「２０１７・３・１１ いま、彦根で暮らす私にできること」
（彦
根市社会福祉協議会など主催）が１１日、市福祉センター別館な
どで開かれた。

具体的な課題をもとに災害弱者支援を考えるワークショップには、民生児童委員ら約２
０人が参加した。
市社協職員が自分自身や家族の手助けだけでは避難が難しい人たちを支える市の「災害
時避難行動要支援者制度」について説明。制度の登録者が、対象となる「７５歳以上のみ
の世帯の高齢者」らの２４％（約２３００人）にとどまり、登録者のうち地域の協力者が
決まっているのが３６％しかいない現状が報告された。
グループ別の話し合いでは、参加者が「“彦根は安全”という思いがあって登録が進まない
のでは」
「最近は地域内でつながりを持つことを嫌う傾向がある」など様々な意見を発表。
「つながりは備え」という認識を共有し、取り組みを進めることを確認した。
別会場では約８０人が参加し、避難所生活を想定したカレーライスの炊き出し訓練を実
施。避難所運営、車いすなどを使った避難の訓練も行われた。

震災 6 年 埋もれていた子どもたちの声 ～“原発避難いじめ”の実態
クローズアップ現代+ 2017 年 3 月 8 日
震災６年 “原発避難いじめ” 埋もれていた声
震災から６年。
今も避難をしている福島県の人は、およそ８万人
に上ります。
今回、ＮＨＫが大学と共同で行ったアンケートで
は、５４件の子どものいじめのうち、直接的な悪
口やひぼう中傷が最も多く、３２件。
身体的な暴力を伴ういじめが１３件。
金品をたかられるが５件。
そして、いじめがエスカレートして、命の危険が
及ぶ、重大事態なども２件ありました。
自由記述欄につづられていた、いじめの実態
です。
「隣の同級生が物を落としたので拾ってやろ
うとしたら、放射能がうつるから触るなと言
われた」「『汚い』『お金もらってるんでしょ』

などと言われた」
。
これほど深刻な状況が広がっている一方で、
国や自治体は、その実態をほとんど把握して
いません。
一連のいじめが発覚するきっかけとなった
のが、去年（２０１６年）の秋、横浜で明ら
かになったある少年へのいじめでした。*
その少年がつづった手記です。
初めて全文を提供していただきました。
手記と、少年の両親のインタビューから、そ
の心の内が見えてきました。
震災６年 “原発避難いじめ” 初めて語

る 少年の思い
少年の手記より
“今まで何回も死のうと思った。
でも、震災でいっぱい死んだから、つらいけど、僕は生きると決めた。
”
原発事故の後、避難先で受けてきた、いじめについて少年がつづった手記です。
両親にさえ打ち明けてこなかった胸の内を、一気にはき出しました。
少年の母親
「感情のままに書き出したんです、私の目の
前で。
すごい勢いというか、形相で書きなぐりまし
たね。
」
６年前に起きた原発事故。
少年の家族は横浜に避難し、父親は転職。
少年は転校を余儀なくされました。
転校直後、小学２年生の時に、いじめは始ま
りました。
名前に「菌」を付けて呼ばれたり、鬼ごっこの鬼ばかりさせられたりしました。
学校は気付いていましたが、継続してケアす
ることはなく、いじめは繰り返されていきま
した。
やがて、少年は不登校に。
このころ、両親もいじめに気付く余裕はあり
ませんでした。
父親は慣れない仕事に苦労し、母親は地震で
被害を受けた家の片づけのため、福島と横浜
を行ったり来たりしていたからです。
少年の母親
「毎日うなされていたんですね。
寝言も言うし、泣くし。
でもずっと“震災のトラウマ”だと思っていた。
親の余裕のなさですよね。
深く掘り下げて考えることができていなかった。」
不登校は５か月続きましたが、学校は、いじめではなく、震災のストレスが原因だと捉え
ていました。
再び学校に通い始めると、少年はさらに、ひどいいじめを受けるようになります。
少年の手記より
“いつも蹴られたり、殴られたり、ランドセル振り回される。
怖くて何もできなくて、本当につらかった。”
しかし、少年はいじめられていることを、親には一切話しませんでした。
避難生活で苦労している両親を、そばで見ていたからです。
少年の母親
「足とかに、あざがすごかったんですよ。
転んだだけではできないような場所にあったり。
問い詰めたんですけど『転んだ』としか言わない。
」
少年の父親
「私たちに心配をかけたくないって気持ちがあったんですね。
一切、言わなかった。
」
周囲が気付かぬまま、事態は、より深刻になっていきました。

「賠償金でお金があるだろう」と言いがかりをつけられ、同級生から金を要求されたので
す。
遊園地などで遊ぶ金を、何度も支払わされたといいます。
自主避難だった、この家族が東京電力から受け取った賠償金は１００万円あまり。
避難先で、生活を立て直すために使い果たしていました。
少年の手記より
“教室の隅、防火扉の近く、体育館の裏。
人目が気にならないとこで持ってこいと言われた。
賠償金あるだろ。
”
「お金を出せば、暴力を振るわれなくてすむ」。
そう思った少年は、言われるまま、払い続けてしまいました。
両親が気付いた時には、借金返済のために手元に置いていた１５０万円が、すべてなくな
っていました。
しかし学校側は、少年が自ら金を支払ってい
たとして、いじめであるとは認めようとしま
せんでした。
少年の父親
「『息子さんが率先してお金を渡していたよ
うで、こういうお金を皆さんおごってもらっ
た』と言っていますよという書類を出され
た。
」
学校側の対応に不満を持った両親は直接、市の教育委員会にも何度も訴えましたが、取り
合ってもらえませんでした。
事態が一向によくならないことへの、いらだち。
少年の手記は、この時期つづられたものでした。
少年の手記より
“今までいろんな話をしてきたけど、信用してくれなかった。
何回も先生に言おうとすると、無視されてた。
学校も先生も大嫌い。
”
少年の母親
「全てが怖かったんでしょうね、何もかも。
『自分の周りにいる人たちはみんな敵』と思っていた。」
横浜市教育委員会は、少年が福島から避難してきたことに、学校が十分配慮しなかったこ
とが、いじめを深刻化させたと、現在は責任を認めています。
横浜市教育委員会 岡田優子教育長
「それは申し訳なかった、本当に申し訳ないと思っています。
学年ごとにしっかり引き継いでいって、みんなで見ていくことが大事で。
そこは組織対応だったと思っています。
そこができていなかったのは大きな反省です。
」
まもなく中学２年生になる少年。
不登校は、３年近く続いています。
奪われたのは、かけがえのない時間でした。
少年の父親
「福島にいたときは、自転車に乗るのが好きだった。」
少年の母親
「普通のどこにでもいる男の子。
友だちもいっぱいいて。
」
少年の父親

「みんな遠足に行ったり修学旅行に行ったり、学校行事をいろいろやったりとか、楽しい
思い出ができているのに。
させたかったのに、悔しいです。
」
少年の母親
「せめて卒業式でしたね。
」
少年の父親
「それを考えると本当に悔しいですよね。」
“原発避難いじめ” 知られざる実態
ゲスト 尾木直樹さん（法政大学教授）
ゲスト 辻内琢也さん（早稲田大学教授）
尾木さん：これは本当に、今、全部見せてもらっ
て思うんですけれども、よく、この少年が死なな
いで、生きていてくれたという、そのことをまず
感謝したいなと思います。
そして、こういうふうにして、手記を発表してくれたことによって、今回の問題というの
が見えてきたんですよね。
それと、福島の子どもたちとか、あるいは若者もそうですけど、
「五重苦」って言われてい
るんです。
普通の震災だけではなく、町も家もちゃんとあるのに引っ越さなきゃいけない。
そして、お父さんの仕事も変わらなきゃいけない。
家族がバラバラになるだとか、転校はもちろんですけれども、そういう、いろんな苦労を
一身に背負いながら、その子をいじめてきたわけです。
これは、たまらないですね。
今回のアンケートを通じて、浮かび上がってきたのは、どんなこと？
辻内さん：非常につらいお話を今、ＶＴＲで見ましたけれども、この原発避難いじめが１
例、２例、といった問題ではなく、全国的な広
がりがあることが、今回のアンケートで分かっ
たということです。
さらに、それが過去の話ではなくて、今も続い
ている、現在進行形の話ということですね。
そこが、非常に大きなポイントだと思います。
さらに、このアンケートで、原発ならではのい
じめだという特徴も見えてきました。
それは、どういった内容がいじめに関係してい
ますかという質問に対してなんですが、１つ目が「放射能」
。
２つ目が「賠償金」
。
そして、３つ目が「避難者」であること。
この３つのラベルが貼られて、この子どもたちがいじめに遭っているという。
被災者の方によく聞くんですが、
「原発事故さえなければ」というお話をよく聞きます。
本当に、原発避難ならではのいじめというのが見えてきまして、そのラベルが貼られてい
るからこそ、カミングアウトできない。
カミングアウトすると、福島だっていうことで、いじめられてしまうというようなことが
あって、そこがアンケートから見えてきた特徴だと思います。
中には、命にも及ぶ重大な事態もあった 学校側の対応をどう見る？
尾木さん：これは、当時から可能だったんですよ。
学校が、最も大事にしなければいけない義務というか。
これは、安全配慮義務というので、成文化もされていないんです。
それほど当たり前で、学校にとって重要で、係争になると、いつもそれが問われるんです

よ。
これに明確に、すべての学校が違反しているということが言えるんじゃないかというので、
行政、それから文科省の方も、もっと強力に、ここを社会的ないじめを生まないようにす
べきだったなと思います。
再び、アンケートを見ていきましょう。
とある男性の言葉です。
「大人が常に口に出している言葉を子どもたちは聞いている。大人たちの心の在り方がゆ
がんでいる。子どもたちのいじめの背景には、こうした大人社会での偏見や嫌がらせがあ
る」ということも見えてきました。
震災６年 “原発避難いじめ” 大人社会に
も偏見が…
リポート：白河真梨奈（社会部）
震災前、福島第一原発のすぐ近くで暮らして
いた家族です。
首都圏に避難した後、息子２人がいじめに遭
い、次男は今でも精神科に通い続けています。
母親
「下の子は別人になってしまった。
人が怖くて、人と話すことも出来ず。
『自分はいなくなってもいい』とか、『もうどうなってもいい』とか。」
子どもたちへの悪質な原発避難いじめ。
まるで映し鏡のように、大人にも嫌がらせが広がっていました。
父親
「知らないところにぽつんと来て、仕事を探して、小さくなりながら、つらかったですね。」
今回のアンケートでも、原発避難を理由に嫌がらせを受けたことがあると答えた大人は、
７４１人の半数近い、３３７人に上ること
が分かりました。
その多くが、賠償金を巡るものでした。
福島で、米の販売店を営んでいた父親は、
原発事故で仕事も家も失いました。
店や自宅のローンの返済のため、首都圏の
避難先で、ようやく見つけたアルバイトの
仕事。
その職場で嫌がらせを受けたのです。
父親
「ずっとこう言われる。
『東電に文句を言えば金になるんだろうから、なにも働かなくてもいい』って。」
アンケートには、福島から避難してきた人へ
の偏見に苦しむ声がつづられています。
女性（東京）
“「あの家は、福島から来た、やつらで汚い」
と言われた。”
９０代女性（埼玉）
“あなたたちは、俺たちの税金で暮らしてん
だよなーと声をかけられた。
心が震えました。”
首都圏の避難先でいじめを受けた家族です。
子どもも親も、福島から避難してきたことを、周囲に隠して暮らしています。

父親
「他の人たちに被災者だと知れ渡ったときの怖さが出てしまう。
今でもそうですけど、福島の人間だっていうのは出さないように。
今でも『絶対に言わないように』って、お互い確認し合いながら生きている。」
震災６年 どう向き合うのか “原発避難いじめ”
大人の社会での嫌がらせの原因は、賠償金にまつわるものが最も多い なぜ、本来の意味
合いが理解されない？
辻内さん：賠償金をもらっているということは、彼らが原発事故によって、生活、人生、
環境、そして人間関係まで、全てが根こそぎ奪われたわけです。
だから、それに対する償いとして賠償金。
これは、生活費ではなく、もらっているわけなんで
すが、そのことが忘れ去られて、バッシングを受け
ていると。
この現象は、生活保護バッシングによく似た現象だ
なと思っていまして、その背景に、われわれの日本
が、みんなが生きていくのが苦しい社会、格差、貧
困が広がっているような社会がベースにあるんじ
ゃないかなというふうに見ています。
そんな中で、復興を加速化させるために、避難している人たちの帰還も進めていこうとし
ているが？
辻内さん：避難者は、今まさに、絶壁に立たされているような状況だというふうに私は思
います。
住宅の支援が打ち切られます。
そして、避難指示がどんどん解除されていきます。
解除されると、その１年後には賠償金が打ち切りになるわけです。
まさに絶壁に立たされて、もう突き落とされる寸前というような状況じゃないかなと思い
ます。
６年たって、震災直後に福島の人たちに感じていたような絆だとか気持ちが、だんだん薄
れてきてしまっているんじゃないかと思うが？
尾木さん：どんどん薄れているなと思います。
今、先生もおっしゃったように、現実をきっちりと伝えることもきわめて重要だと思いま
す。
崖っぷちに立たされている状況についてですね。
それと、社会全体が今、貧困化の中で、子どもたちも６人に１人が生活が貧困していると
いう状況の中で、弱者が弱者をいじめるという構造になってしまっていますから、これを
どういうふうに解決していくのかが一番、大事だと思います。
１つは、貧困化対策をきちっとやることと、そのことによって、具体的に夢や希望を子ど
もたちが語れる、持てるというビジョンも、われわれ大人が動きを作っていくということ
が大事だと思います。
もう１つは、子ども参加で、それを実現して
いこうと。
今回も、横浜の少年の声を聞けて分かってき
たわけですよね。
こういう社会にしてほしいという声を聞いて、
やっていけるようになるといいなと思います。
この不寛容になってきている時代に、私たち
にはどんなことができるのか。
そして、横浜の少年も少しずつ前を向き始めています。

震災６年 “原発避難いじめ” 寄り添うために…
避難先の横浜市で、いじめに苦しんでいた少年のもとに、遠く離れた場所から思いもかけ
ないものが届きました。
“離れていても、いつもみんなで応援しています。
”
少年を励ます、メッセージカードです。
メッセージを送ったのは、岐阜市の小学校でした。
６年たった今も、原発事故や放射線について、子どもたちに教えています。
原発事故がどんな被害をもたらしたのか、事実を知る必要がある。
子どもたちが、自分の問題として考えています。
「福島の人たちも地震にあいたくてあったわけじゃない。」
「ひと事みたいに考えたらいけない。」
横浜の少年が原発事故を理由に、いじめに遭ったことを知った子どもたち。
全校児童に呼びかけ、メッセージを書きました。
“放射線がうつらないことを知っています。
味方なので、安心してください。
”
このメッセージを書いた、５年生の長屋美桜さんです。
美桜さんの心を動かしたのは、少年が書いた手記でした。
長屋美桜さん（小５）
「自分がつらいのに、震災でいっぱい死んじゃったから、つらいんだけど生きるっていう
ところが、すごいと思いました。
味方はちゃんといることを忘れないでほしいなと思いました。」
美桜さんの母親も、娘の姿を通して、今も福島の人たちが苦しみ続けていることを、改め
て思い知らされたといいます。
美桜さんの母親
「ちょっと遠くの記憶みたいになっている部分があるので、子どもを通して、遠いところ
で起きていた出来事ではなくて、今もいろいろつらい思いをしている人がいるという。
まだ元に戻っていないんだということを、改めて教えられた、考えさせられた。」
岐阜の小学生たちのメッセージは、横浜の少年に届けられました。
少年の父親
「手書きで冊子まで作ってくれて、涙が出
る思いでした。
」
１つ１つのメッセージを、大切に読んでい
た少年は、いつも手元に置いています。
少年の母親
「
（息子は）読みながら『遊ぼうね』とか言
っていた。
１つ１つに返事をしながら読んでいた。」
少年の父親
「一生の宝物です、本当に。
」
今は、フリースクールに通い、明るさを取り戻しつつある少年。
今回、自分と同じように、いじめを受けている子どもたちに、今の思い
を書いてくれました。
“今、僕は楽しく生きています。
１日１日前向きにいれば何とかなります。
だから、つらいことがあっても自殺を考えないでください。”
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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