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震災後の子ども・若者たち 
継続的支援が育てた力

2018年3月





はじめに 

　私たちは、平成25年度から29年度の5年間にわたり福祉社会開発研究センターの研究の柱として、東
日本大震災の被災地における子ども支援について研究を重ねてきた。 
　本研究は、被災地での子ども権利の具体化のために子ども・若者の参加による実態を明らかにし、支
援の仕組みづくりと可視化を目指したものである。 
　本研究報告書は、東日本大震災からの復興にかかわる調査研究の成果の一部を公開するものである。 
　2011年3月11日の東日本大震災からまもなく丸7年が過ぎようとしている。この間、子ども・若者は、
それぞれにこの震災の体験を背負い、 身を削るような学びを続けている。その中には、専門的な支援に
繋がった子ども・若者もいれば、支援が必要にもかかわらず、専門機関に繋がっていない子ども・若者も
いる。また、彼らの中には、被災したふるさとの復興や自分たちの体験を次の世代に繋げたいと願い、
活動の場を求めている若者もいる。こうした子ども・若者たちが震災を抱えながら成長し、大人になって
いくためには、継続的・総合的に支援を続ける体制を緊急に構築することが求められる。その一時期を
共同研究という形で継続した関係を持った宮城県南三陸町出身若者たち、岩手県山田町おらーほで過ご
した若者たち、こうした子どもたちが自分自身の問題として震災からの復興を考え、取り組んできた。 
　私たち大人の伴走の距離感、関与など彼らは固有の価値を明確に表現し、震災後の若者支援の重要性
と取り組み方への示唆を多様な形で教えてくれている。彼らの協力なしにはこの研究はあり得なかったこ
とに改めて心から感謝の意を表したい。 
　なお、この研究は以下の研究費による研究を合わせて行い、この成果を本研究に使用していることを付
記する。 
- 2014年度厚労省児童福祉問題調査「被災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調査研究事
業」 

- 2015年度厚労省子ども・子育て支援推進調査研究事業「被災した子ども家庭を継続的に支援する
ための当事者参加型システム開発調査研究事業」 

- 第46回（平成27年度）三菱財団社会福祉事業・研究　助成「東日本大震災において支援を受けて
きた中高生の参加型子ども支援マニュアルの開発」 

2018年3月 
　

東洋大学福祉社会開発研究センター長 
子どもユニット代表 

東洋大学教授　森田明美 





1. 研究の概要と提言 

(１)背景および目的 

中高生支援者のための新たな支援ルー
ルづくりを目指して 

　私たちは、2011年3月11日の東日本大震災前
から行ってきた中高生支援及び震災後に行ってき
た被災地における中高生支援の研究を手がかりと
しながら、子ども支援団体と共に、各被災自治体
に対して中高生支援の重要性を提起しながら主体
的に支援体制を構築してきた。本研究では、被災
地での学習支援や自習室の提供等の支援を受けて
きた子どもたちと支援者が、「震災後の時期」ご
との中高生支援の在り方や「課題別に行政サービ
ス等支援機関に繋ぐための支援者に求められる知
識やスキル」を明らかにし、支援者が「その技術
や知識の習得するためのプログラムを開発」を行
うことを目的とした。そして、もし、次に大震災
が起きた場合に、復興の過程で必要となる中高生
向け支援者のためのガイドラインになればと考え
ている。 

(２)方法 

震災の現場にいた子どもたち・当事
者が参加して震災後の中高生支援を
総括 

　本研究では、これまで出会ってきた支援者の姿
や利用してきた支援の実態について、被災した子
どもたち（といっても、震災当時の子どもが丸５
年経ち青年になっており、調査研究に協力してく

れた）が語る内容を基に可視化しながら、その支
援のタイミングや有効性等について議論を行って
きた。具体的な方法としては、被災した子どもた
ちへのグループインタビュー（南三陸町立戸倉中
学２年で被災して流された同級生２０人アンケー
ト）や、子どもたちが実施した被災地域への訪問
調査の結果（山田町ゾンタハウスを利用する高校
生が２０１５年１月に実施した仮設住宅に住む１
００人の人たちへのアンケート、）を手掛かりに
した。支援を受けた子どもたちが見て、感じて、
考えたことを私たち研究者と共に振り返りながら、
被災地の子ども支援のあり方について議論を重ね
てきた（後述８月と１月に実施）。このように震
災の現場にいた子どもたち当事者が参加する研究
方法は、子どもの権利を実現する上で必要なもの
であると考えている。そして、子どもたちと共に
震災後においても被災地における児童福祉課題と
子どもの権利実現を真正面から向き合ってき私た
ちだからこそできるオリジナリティのあるもので
ある。 

(３)結果および考察 

復興した地域に適応する人材育成に
は信頼できる場と人が必要 

　本研究から導き出された最も重要なことは、「子
どもたちにとって信頼できる場や人との出会いが、
次の一歩を踏み出すきっかけとなっていたこと」
である。私たちは、子どもたちが自分自身の人生
を取り戻し、復興の過程で新たに作られる地域に
おける担い手になるためには市民性を獲得してい
くことが必要だと考えていた。しかし、被災地で
は、学校や家族自体も大きな被害を受けていたこ
とから、それらが子どもの後見を十分に引き受け
ることは困難だった。そこで、この市民性を培う
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プロセスを促すためには、支える場として、第一
に学校や家族以外の「第３のおとなとそのような
おとなと話せる場」で「話を聴いてくれること」
が必要であった。 
　研究の結果、子どもたちは以下のようなプロセ
ス経ていることが確認できた。

o 信頼できる身近なおとなに自分の話ができるよ
うになる、また安心して話せる場がある 

o そうした信頼できるおとな以外の人に対して、
自分の話ができるようになる 

o 同年代の子ども同士で震災の経験を語り合う 

o これからの生き方を考える 

o 一歩踏み出す 

　子どもたち自身が「自分の過去を言語化」し、
未来について考える際に「自分のままでよいのだ」
「自分でやってよいのだ」という肯定感という市
民性の基礎を得ていくことも明らかとなった。そ

の際、自身の経験を社会化していく様相が確認で
きた。 
　なお、高校生の場合は、支援の対象として捉え
られず、自立した存在として周りから認識されて
しまうため、ニーズが見過ごされやすいことも分
かった。

(４)提言と今後の課題 

中高生支援の質量向上のために必要
な３つのこと

　本研究では、子どもたちはしっかりと話を聴い
てもらうことで、市民性を培う一歩を踏み出すこ
とができるということが明らかとなった。また、
市民性を培うプロセスを経て、新たな取組に踏み
出したとしても、そのことを気にかけて、かつ子
どもたち自身がそのことを話したいと思い、その
おとなの元に足を運んでいることが分かった。そ
こで、子どもたちが暮らす地域の中で子どもたち
の市民性を育むには２つのシステムと、そのプロ
セスで見られる子どもたちの興味関心の広がりに
対するニーズを具現化することができる専門性を
養成するプログラムが必要である。 
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　1つ目が、子どもたちが、専門性をもつ信頼で
きるおとなと会えるように、継続して場を運営す
るシステムである。 
　2つ目は、子どもたちと子どもたちが持つニー
ズをマッチングするシステムである。 
　3つ目は、支援者の専門性養成のための研修プ
ログラムである。 

　子どもたちが市民性を獲得していく上で、新た
な支援や人とのつながりを求めていくことが確認
できることから、支援者自身が子どもたちのニー
ズを具現化するためのつながりや支援情報、具体
的には奨学金、まちづくりワークショップ、自己
啓発、進学、就職等の情報を常に掴み、それぞれ
の子どもたちに理解できる方法で伝えることがで
きる仕組みが求められる。このことは３つ目の支
援者の専門性養成のための研修プログラムでは必
須の課程である。 

家族まるごと支える重層的な支援シ
ステムの検討が課題 

　本研究は、震災後の復興の過程で必要となる中
高生支援の質量の向上のために必要なことを考察
した。その中で、家族つまり子どもの保護者への
アプローチについて課題が残った。保護者が経済
的に困窮していて子どもがネグレクト状態の場合
や保護者が精神障害を持っている場合等で学習支
援等を利用できない（しない）傾向が本研究の中
で確認されている。家族まるごと支える役割は学
習支援の場等の中高生支援だけで担うことは困難
であり、児童相談所や市町村等による重層的な支
援システムの構築が必要であると考えられる。こ
の点については、被災地に限らず国内の制度上の
課題でもあるため、法令改正等の動向も踏まえて
別途調査研究を実施する必要がある。
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2. 子どもたちの現在
～支えられて市民とし
ての力を身につける
（ケース集） 
(１)Z00 café（岩手県山田町）

山田町ゾンタハウスの概要 

　岩手県山田町は地震による津波被害を受け、町
の大部分が浸水し、かつ大火災に見舞われていた。
平成28年4月15日現在、東日本大震災による死者・
行方不明者は825人となっている。平成23年1月
時点の人口における4.3％が震災によって犠牲と
なった 。 1

　震災後、東洋大学社会学部森田研究室に国際奉
仕団体ゾンタクラブの日本支部から、復興支援に
関する寄付の申し出があったという。大学職員に
山田町出身の女性がいたことから、山田町におけ
る復興支援を決断した。このとき、支援の対象と
して中学生や高校生といった、それまで児童福祉
の支援の対象として捉えられてこなかった子ども
たちへの支援を検討してきた。特に受験を控えて
いる子どもたちにとって、受験勉強ができないば
かりか、受験自体ができるのかどうかも分からず、
不安を抱えていたこともその理由として挙げられ
る。 
　その後、東洋大学社会学社会福祉学科森田ゼミ
の学生や院生が山田町を訪れ、ゾンタハウス設置
のための準備を行った。2011年9月4日にゾンタ

ハウスの開所式が催され、中学生や高校生への学
習支援が開始されることとなった。

・Z00 caféの運営 

  震災から5年が経過しようとする中で、子どもた
ちからゾンタハウスにいる大人 たちに対して、一2

歩踏み出した取組をしたいという相談が2015年

に入りあったという。そのときは、まだ具体的に
どのようなことをしたいという明確なイメージは
なかったが、山田町で暮らす人たちのために、何
か役に立ちたいということを考えていたようであ
る。つまり、これまでたくさんの人達に支えても
らってきたから、今度は子どもたちが山田町の人
たちを元気にしたいと考えたのである。 
  とはいえ、漠然としたイメージしかなかったこ
とから、2016年1月から2月にかけて、宮城県石
巻市にある高校生カフェ「　」（かぎかっこ）へ
訪問をし、カフェの開設のイメージを作り上げた。

2017年3月までに13回のカフェを実施している。

 山田町（2016）『震災からの復旧と再生　東日本大震災からこれまでの歩み　山田町復興記録誌』http://www.town.yamada.iwate.jp/20_fukkou/1

pdf/fu_kirokushi1.pdf　2017.3.11 アクセス

 ゾンタハウスには、ボランティアだけでなくゾンタハウスの管理運営を担う大人が4人おり、勉強をみるだけでなく、何気ない毎日の話をした2

り、将来のことの相談を受けたりしている。
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運営しているのは高校生であり、学業への影響や
アルバイトとしての位置づけができないことか
ら、毎日運営している訳ではない。メニューの開
発や接客、レジ等、これまで携わることのなかっ
た仕事であったため苦労をしているようであるが、
それぞれに充実感を持って取り組んでいるようで
ある。

・一歩踏み出すきっかけ
 子どもたちがカフェを運営するきっかけとなっ
たのは、支える側になりたいという思いがあった
ことは述べてきた。では、なぜそのように考える
ようになったのであろうか。そのきっかけとして、
震災以降毎年1月に開催されている、「子どもた
ちと一緒に考える被災地の復興支援」への参加し
たことが挙げられる。被災地とはいえ、岩手・宮
城・福島とそれぞれ被災の状況には違いがあるし、
そこで暮らす子どもたちの震災への考え方も多様
である。そうした様々な地域の子どもたちが集ま
り、被災後の支援のあり方について考えることを
目的として開催されている。ゾンタハウスを利用
している子どもたちもこの催しに参加しており、
後述するような南三陸の青年たち等の活躍を見な
がら、自分たちにも何かできるはずと考えたよう
である。他にも、子どもたちは震災当時、目の前
で大切な人を失ったり、もしかしたら自分が命を
落としていたかもしれないという、想像を絶する
経験をしてきた。自分が今本当に生きていて良い
のだろうか、亡くなっていった人たちの分もしっ
かりと生きろと言われどうがんばれば良いのか、
弱音を見せずに生きなければならないのか、など
誰にもその辛い思いを伝えることができない、あ
るいは聞いてもらうことができなかったという。
簡単には自分の考えていることを他者に伝えられ
ず、自分の中で解決しなければならないと思って
いたと語る子どもたちもいた。 
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　しかし、この集いに参加し、話を聞いてくれる
大人たちや子どもたちと出会いながら、少しずつ
子どもたちは安心感を得ながら、自分の思いを語
り始めてきた。そして、会を重ねるとともに、子
どもたちが自分の思いをたくさん語ることができ
るようになってきている。自分自身のことを語る
ことで、大人たちや他の子どもたちに受け入れて
もらい、少しずつ子どもたち自身がエンパワメン
トできるようになっていく姿をたくさん目にする
ことができた。自分自身のことを言葉で表現する
ことによる、自分自身を振り返る、見つめなおす
重要性を大人自身も学ぶことができる機会であっ
た。 
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(２)ゾンタハウス周辺の仮設
住宅に住む１００人へのアン
ケート調査結果 

　山田町に住む人々はどのような場を必要として
いるのか、山田町の仮設住宅に住む方々や中学生
など10代以上の人を対象にして2016年年２月に
アンケート調査を実施した。 
　その結果、若者からお年寄りまで幅広く、必要
としているのは「年齢に関係なく、いろんな人と
おしゃべりできるスペース」だった。山田町では、
憩いの場というものがあまりなく、また、その少
ない憩いの場においても年齢層が偏っていること
から、誰もが集い交流できる場が求められている
ことがわかったため、高校生カフェを開くことに
した経緯がある。
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・資料紹介
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(３)Project"M" （宮城県南
三陸町） 

Project"M"  の概要 

　Project"M"は、2015年に宮城県南三陸町(戸倉
地区)出身の大学生が中心となって立ち上げた組
織である。 
　中心メンバーの4人は大学生となって南三陸町
を離れ、大学で出会った他地域の学生と関わる中
で、東日本大震災や被災地に対する大きなギャッ
プを感じたという。例えば、宮城県のことを「マ
ンゴーの有名な？」と言われたり、東日本大震災
への関心がなかったりしたことを感じ取ったとい
う。高校生の頃から考えていた、大切な地元のた
めに、「何かしたい」と言う思いを形にしなけれ
ばならないと真剣に考えるようになった。また、
震災以降ずっと支えられる側にいたが、支える側
にならなければならないという思いもあった。 
　しかし、Project"M"のメンバーたちは具体的に
どのようなことを実践したら良いか、なかなか具
体的なイメージが掴めないままであった。地元を
離れてしまったため、顔を合わせて話すことは簡
単ではないため、SNS等を用いて話し合いを繰り
返し、友人を誘い合って小規模旅行という形で南
三陸ツアーを実施することにした。　 
現在では、語り部活動を通し、東日本大震災当事
者としての震災教訓の発信を行ってきた。結成後、
東北出身等の学生メンバーを加え、地元出身者が
企画する被災地ツアーを中心に、震災の"過去"と
共に、復興へ進む東北の"今"を発信する活動を行
なっている。実際に現地に足を運ぶ形で若者と地
域を結び、震災時の状況や、被災地が抱えている
現状の課題、地元の人々の温かさや、震災後に見
つめ直した故郷の魅力などに触れ、地域の未来を

考え、その未来を具体的な形にしていくための活
動を行っている。 
　また、特に大きな課題として、震災風化を防ぐ
ことが大切だと考えている。先述のような、東日
本大震災のことが、ただの過去の出来事として捉
えられるようになってきたり、ある一部の地域の
出来事のように捉えられていることに対する危機
感を青年たちは持っている。過去とその教訓を語
り継ぐ活動を行いつつ、若い世代が地域の中で交
流を実践する活動を通して、若者の"地域"や"社会
"に対する関わり方を探っている。また、東北の
被災地に関わる中で、地域や身近な社会の課題に
対して感じた"気づき"を共有し、「学生が実行で
きる」アイディアを立て、実行することも目的と
している。 

・新たな挑戦「当事者と共にツアー」をするきっ
かけ 
　上記のような背景のもと、青年たちは活動を開
始したが、それ以外にも彼らの活動を後押しした
存在があった。 
4人の青年は中学校2年生の3月に被災している。
南三陸町は大きな津波被害を受け、長期にわたる
避難生活を余儀なくされていた。その後学校が再
開され、仮設住宅に居住することができたが、落
ち着かない日々が続いていたようである。特に中
学校3年生となり、受験勉強も本格的にやらなけ
ればならなかったが、なかなか落ち着いて勉強を
することができなかった。 
　そんな中、学習支援を行っている団体が中学校
にやってきて、授業終了後から帰りのバスの時間
までの間、勉強のサポートを受けることができた。

　そこで出会った支援者から、東洋大学で毎年実
施されていた被災した子どもたちの意見交換を行
うシンポジウムに招待された。ここでこの4人は
自分たちの体験を公の場で語る機会を得て、当時
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の町の状況やその後の暮らし、地元の伝統芸ので
ある鹿子踊りなどをプレゼンした。聴講したおと
なたちが真剣に頷いてくれたり、涙を流してくれ
たり、積極的に質問がなされたことを経験し、自
分たちの体験の価値を見出すことができたようで
ある。また、より多くの場で語り継いでいく必要
があると、使命感も同時に感じたようである。 
　その後も意見交換会に何度か参加し、様々な人
たちと関わる機会を得てきたが、自分たちの発表
に進展が見られないことに青年たち自身が焦るよ
うになってきたようである。 

・個人的な経験を社会化するプロセス
　被災経験をそうした経験がない他の学生に話を
したが、リアリティを持って理解されることがで
きなかったということが、Project"M"  の活動の
大きな理由でもあり、危機感であった。一方でそ
ういった危機感に対しても聴いてもらうことがで
きたおとなの存在は、彼らにとってとても重要で
あった。個人的な経験を他者に受容してもらうこ
とによって、若者たちの思いや考えが広がってい
く、いわば社会化していく実感を得ることができ
たのだと考えられる。受け止めてもらったことが
自己肯定感を高めることにつながっていると青年
たちも語っていることからも、こうした機会を各
地域につくりあげていくことが必要である。

・紹介資料
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3．戸倉中学校 65期
生の追跡調査（宮城
県南三陸町） 
(１)震災後に受けた支援と現
在 
　当調査の協力者である戸倉中学校（以下、戸中
という。）出身の４名が調査班を組んで、同級生
１６名に震災後に受けた支援について、SNSを利
用したアンケート調査を行った。その後、当調査
班がアンケート調査の結果を踏まえて個人別に聞
き込み調査を行った。 

【SNSを利用したアンケート調査の概要と結果】
（右図参照） 
・実施時期：　2016年６月10～ 6月月17日 
・対　　　象：　戸倉中学校65期生　20名 
・方　　　法：　設問への回答（LINEグループ） 
・回収率：　100％ 
・設問　

震災後、受けた支援プログラムが 
キッズドア（の放課後学習）のみ→　涙ス
タンプ 
キッズドア（の放課後学習）、ローソンの
奨学金のみ　→　ハートスタンプ 
キッズドア（の放課後学習）、ローソン（の
奨学金）に加えその他外部からの支援（避
難所での物資支給等は含まない）　→　
びっくりスタンプ 

・結果 
放課後学習のみ　　　　　 　　　13名 
放課後学習、ローソンの奨学金のみ ０名 

放課後学習、ローソンの奨学金＋外部から
の支援　 　　　　　　　　　　　　　
７名 

・【聞き取り調査の結果】
SNSを使ったアンケートにはない選択肢があるこ
とが分かった。 
放課後学習のみ　   　　　13名 
放課後学習、ローソンの奨学金のみ ０名 
放課後学習＋外部からの支援  ２名 
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放課後学習、ローソンの奨学金＋外部からの
支援　　　　　　　　　　　　　　　　　５
名 

・聞き取り調査を通じて得られた項目別の感想 
放課後学習をやって良かったこと 
- 震災直後からスタートが遅れた分を補えた。

- 学習支援を受けるのが初めてで、勉強の仕
方を知ることができた 

- 普段出会えない大人達との出会いがあった。
ボランティアの皆さんに出会えた。 

- 学校の先生とは違う、頼れる大人に出会え
た。 

- 楽しくて良い刺激になった 
- 仮設住宅では勉強ができないため、ありが
たかった 

- 自分の苦手な範囲を選んで勉強できる、そ
してすぐに質問できる環境が良かった 

- 友達みんなで楽しく勉強ができた 
- 勉強に前向きな気持ちで取り組めるように
なった 

- 行きたい高校に無事合格することができた。

- 高校での学習の地盤固めができた。 
- 大学へ進学できた 
- 就職試験でも中学の基礎知識が役立った。 

ローソンの奨学金をもらわなかった理由 
-  選考(作文、家庭環境)で落ちた 
-  応募しなかった 
-  必要なかった 

ローソンの奨学金に応募しなかった理由 
-  作文を書くのが面倒だった 
-  なんとなく 
-  家も家族も無事だったから 

他の支援としてどのような支援を受けましたか、
受けて良かったことは 
-  みちのく未来基金金(奨学金金) 
-  あしなが育英会(奨学金金) 
-  TOMODACHIのサポートによるアメリカで
の鹿子躍公演の実施 

-  ニトリの奨学金金 
-  茅ヶ崎市との交流 

（良かったこと） 
-  経済的に助かった 
-  交流会などが楽しかった 
-  伝統芸能に対する考え方が、強制的に躍ら
されていたという認識から、自らの楽しみ
に変わった 

-  初めて（無料で）海外に渡航できて、良い
経験になった 

他の支援として、どんな支援が欲しかったか 
- 高校生生への学習支援 
- もっと同世代と交流できるようなイベント
に参加したかったが、情報がなかった 

- 家や家族を失って支援を受けている友達を
前に、自分が支援してほしいとは言えなかっ
た 

- 奨学金で十分助かっていたので他は特に必
要なかった。 

・調査班による考察 
　傾向として、中学校での学習支援という受動的
な支援しか受けず、ローソンの奨学金ももらわな
かった人たちは他の支援も受けていないことがわ
かった。主な理由としてあげられたのが被災度合
いの違いであった。そもそも家も家族も無事だっ
た人たちは、自分から支援プログラムを探したり
応募したりしない。そして家を失った人たちは能
動的に支援を受けるという姿勢がなく、何も情報
を得られなかったというケースがほとんどである。
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家族を失った同級生は共に放課後学習支援以外の
支援も受けているが、受動的か能動的かの違いに
よって、支援の数が大幅に違う。何か１つの支援
(特に奨学金以外の)を受けることによって自分の
中で変化が生じ、次の機会に繋げているのが「放
課後学習支援＋奨学金＋他」に分類された人たち
であり、学習支援のみで終わってしまった人たち
は、アンケートに対しても消極的で、「受けてき
た支援」という概念自自体ほとんど持ち合わせて
いない傾向がみられた。震災後ほどなく同級生の
1人が「わたしの家も流されればよかった」と言っ
た。クラス内でその発言が問題となったが、受け
られる支援数の違いに、複雑な気持ちを抱いてい
たに違いない。確かに被災度合いで奨学生を制限
するのは当たり前かもしれないが、同じ被災体験
をした子どもとして、家も家族も無事だった子ど
もに対しての精神的ケアを含む支援が必要だった
と結論づける。 

(２) 震災後に受けた支援と現
在（追加調査） 
　当調査班が、地元南三陸町で行われる成人式に
参加した際に、再度同級生に追加で個人別に聞き
込み調査を行った。 

・【追加聞き取り調査の結果】 
・実施時期：　2017年１月８日～９日 
・対　　　象：　戸倉中学校６５期生　10名 
・方　　　法：　個別の聞き取り 

・追加聞き取り調査を通じて得られた項目別の内
容 
震災後に初めて震災の話をしたのはいつか、また、
それは誰に 
- 話していない 

- 部活動で、兵庫県の高校生と交流した時(高
校)、兵庫県の高校生に 

- 誰にも話していない気がする。高校におい
ても。 

- 就活時の面接等で、会社の社長に話した。
就活で会社の社員に。 

- 震災の１週間後、母親に　（ほかの家族に
は話せなかった） 

- 神戸での講演会で、高２の時。被災県外の
中高生や、メディアに。 

- 覚えていないが、親戚や家族に。 
- 高校に入って、友達と震災の話をしている
時。友達、家族に。 

今自分が暮らしている地域で被災したことを話し
ているか、あるいは話すことができるか 
- 誰にも話していない 
- 聞かれれば話す 
- 話せるが自分から話そうとはしない 
- 話したくないが、断ることができず話して
いる 

- 話しづらい 
- 被災地（地元・宮城）で働いているため、
常に被災者と関わっている。話すことには
全く抵抗はない。 

話をしていないとすればその理由 
- 話をする空気にではない。興味があって聞
いてくる人もいないような感じ（大学内等）

- 機会がないから。話すような雰囲気でない。
聞いてくる人もいないから。 

- 同じような境遇をした人には話せるが、何
も知らずにぐいぐい聞いてくる人には話し
たくない 

- 聞かれていないのに言うのは押し付けがま
しく思われそう 
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- その場の雰囲気を悪くするので言わない 
- 地元や震災の話が友人間でタブーになりそ
うだから 

- 今までで、不愉快だった被災への言葉や声 
- 死体見た？等の興味本位の質問 
- 瓦礫引き受け拒否の声 
- 絆ばかり唱えるメディア 
- 自分に対してのものではないが、被曝に対
する風評被害など（ニュース） 

- ネットの誹謗中傷。風評被害など 
- 特に思い当たらない 

親・親戚以外で信頼できる大人はいるか 
- いない 
- 作らないようにしている。自分のことを知っ
てもらいたいということもない。 

- 信頼 と言えるほどでもないが、相談があれ
ば学校のカウンセリング室など、受け付け
ているところを利用した 

- 震災当時担任だった中学校の先生 
- 信頼できるのは親 

自己実現（これからやりたいと思っていること、
実現したいこと） 
- 建築関係の仕事に就くための努力をしたい
（大学） 

- 今働いていること、今やっていることを続
けて頑張りたい 

- 小説家になりたい 
- 今は特にない 
- 国家試験に合格すること（栄養士） 
- 保育士になること 
- トリマーとして働いていくこと 
- 美容師として新しい地で活躍していくこと 

応援してくれる人がいるか 
- 建築関係の仕事に就いている親 

- 母親　（前に一度だけ話したきりだが、きっ
と応援してくれている） 

- 親 
- 親や大学の先生、高校時代の友人 
- 家族、友達、先生 
- いないような・・・ 
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4. 復旧復興への若者
の意見の取り入れ方
／市民教育の取り入
れ方 
(１)実際の支援における視点
（支援者側の視点） 

震災によって、自分が生活してきた 
”まち"を感じ、考えるようになる 

　震災が起きる前は、ほとんどの子どもは何気な
く日常を過ごしており、自分が住んでいる地域に
ついてそれほど興味・関心が無かったり、あるい
は地域の魅力を体感することがほとんどなかった。
しかし、震災を経ることで、自分が生きてきた地
域を実感し、その土地について考え、歴史を感じ、
魅力に気づいた。 
　南三陸で続いている伝統芸能の「鹿子踊り」や
「相馬野馬追」、あるいは地域の祭りなど、それ
らの文化的な習俗が存続できなくなってはじめて、
そうした空間の意味や良さ、そこにおける自分の
役割などを痛感し、また、当たり前のように日常
の中で食べていた海の幸、山の幸のおいしさに気
づいた。加えて、国内外から招待を受け、被災体
験を話したり、あるいは短期・長期留学による同
世代との交流を通じ、より自分が生まれ育った村
や町について、想いを強くしていっている。 
　国際ＮＧО「セーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ン」（ＳＣＪ）が、被災地の小学4年生～高校3
年生の13、957人を対象にした「Hear Our 
Voice 10～子ども参加に関する意識調査」
（2015年11月～12月実施）によると、62.4％

の子どもたちが「自分のまちの復興に関わりたい」
と回答している。ＳＣＪは同様の調査を2011年
度、2012年度、2014年度に実施しているが、11
年度が84.4％、12年度が68.1％、14年度が64.9％
というように、「地域の復興に関わりたい」と回
答した子どもの割合は、年度を追うごとに減少し
ている。その一方、「自分のまちの復興に関わっ
た」と回答した子どもの割合は 15年度61.7％と
なり、12年度の56.7％、14年度の57.2％に比べ、
わずかに増加した。 
　「復興に関わりたくない」「復興に関わってい
ない」理由については、「何をしたらいいか分か
らない」(56.6％)、「関わる機会がない」
(43.6％)という回答が突出し、12年度、14年度
の調査結果と同様の傾向が見て取れる。このこと
から本調査では、「いまだ、子どもが復興に関わ
るための具体的な情報や機会の提供が、子どもに
分かりやすい形で伝わっていないことが原因だ」
としている。 
　また、「復興に関わりたい」と回答した子ども
のうち 55.2％が「子どもの意見が復興に良い影
響を与える」と回答した一方で、「復興に関わり
たくない」と回答した子どもの75.4％が「子ども
の意見は復興に良い影響を与えない」と回答した
とのことである。 
　子どもたちをとりまく環境も安定はせず、さま
ざまな意見もあるが、被災地の子どもがその町や
地域の担い手になるためにも、自分が活躍できる
ということの体験なしには実現につながらない。
「郷土愛」というのは、まさに、上から押し付け
られたり、大人から教わるものではなく、日常生
活の中で自分が生活している地域の中で居場所を
感じ、必要とされていることや、自分にできるこ
とを感じることがあってこそ、培われるものであ
ろう。 
　この先も50年、60年と生きていく子どもたち
の声が活かされずに、復興計画が進んでいるのは
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なぜなのか。子どもが望む復興計画になっている
のか。子どもは有権者ではなくとも、その町で生
活している町民であり、市民であるのは言うまで
もない。子どもも当事者の一人として参加できる
ようなシステムを築くことが、その町を愛する人
を増やすことにつながる。子どもの声を受け止め、
その町を愛し、支える人を増やす 

　この調査に参加した被災地の子どもたちは、こ
うした声を発している。 
　被災地で成長している子どもたちは、数年後に
は大人になる。しかし、大人になってから社会の
担い手としてみなされるのではなく、今、この時
も、その町の住民であり、地域社会の担い手であ
るのは事実である。むしろ、被災地の子どもたち
が、自分が生活している町の将来に絶望を感じて
しまうのか、それとも希望を見出せるのかは、「消
滅可能自治体」としても取り上げられている沿岸
地域の自治体であればこそ、地域の死活問題となっ
ていくであろう。 
　親や教師、そして多くの大人たちは、子どもに
とって「良かれ」と思って大人だけで物事を進め
てしまいがちだが、その結果子どもには届かない、
響かないことがたくさんある。当事者である子ど
もに、大人の想いが届いているのか。そしてまた、
大人は子どもたちの声をきちんと受けとめられて
いるのか。今だからこそ、その町で生きている子
どもと大人がともに、町の復旧・復興のあり方に
ついて考え、話し、意見を交わしあうことが、町
を愛する人を増やすことにつながるのである。 

「学習支援」で開かれる新たな視野 

　本調査にも出てくるように、時間や空間は十分
ではなくとも、少しの時間でも勉強に集中できる
環境を整えた学習支援が各地で取り組まれた。あ
るいは家庭で眠っている教材・文房具のみならず、
出版社などからも多くの学習教材の提供があった。
教える側も地元の方だけではなく、被災地外から
大学生や会社員などがボランティアで手分けして
関わった。 
　特に沿岸部に住む子どもたちにとって震災が起
きるまでは、中学や高校卒業後に就く仕事といえ
ば、親が従事する職業（漁業、農業など）、公務
員や農協などの職員、介護職くらいのイメージし
かなかった。そうしたなか、被災地での復旧・復
興活動に県外から多くの人が関わることによって、
自動車会社や電気会社、銀行といったよく耳にす
る企業のほか、航空会社やリース会社、証券会社、
ＩＴ企業など、名前は聞いたことがあっても身近
ではない企業の人と出会い話をしたり、さらには
ウェブデザイナー、ライフプランナー、ソーシャ
ルイノベーターなどそれまで聞いたことのない職
種の人と接し、著名な大学の学生と交流したりな
ど、今までにない将来を意識する出会いが広がっ
た。 
　「学習支援」が主目的とはいえ、親でもなく、
学校の先生でもない人との〝ななめの関係″を通
じて、親や教師には言えない何気ないことを話し、
聞いてもらうことで、「心の居場所」も生まれた
ようである。「学校は息苦しく、家は誘惑が多く
てリラックスしてしまう。塾でも学校でもない居
場所だからこそ、程よい緊張感の中で勉強がはか
どった」と宮城県の高校生は語ってくれている。 
他にも「大学生になったら自分も学習支援に関わ
りたい」「中高生時代に得たたくさんの体験を、
各地で伝えていきたい」「こうした支援によって、
あらためて地元のために働くことを決意した」な
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ど、多くの方との出会いが中高生にとって大きな
経験となり、成長につながっている。 

市民を育てる 

　有権者ではなくとも主権者である子どもが、ま
さに当事者として、権利主体として社会に参加す
ることは、民主主義社会において健全なことであ
る。こうした社会への参加が〝主権者とは何か″
〝権利行使に伴う責任とは何か″〝意見が異なる
時はどのように主張をしたらいいのか（折り合え
ばいいのか）″ということを考える機会となる。
そして、自分の思い通りにならなかったり、主義
主張が異なる人と激論になったり、あるいは自分
の不甲斐なさを体感することによって異なる意見
と出会い、対応スキルを学ぶ。 

これはまさに、市民教育の場であろう。 

　地球規模では人口は増加の一途をたどり、今後
も否応なしにグローバル化の波に飲み込まれてい
く。少子高齢化が進む日本が今後も存続していく
ためには、これまでの「島国・日本」の視点だけ
では立ち行かず、内向きではなく、外に対して積
極的に出て行くことが不可欠となる。であればこ
そ、過保護に大人が子どもを育てるのではなく、
18歳で大人として世界に出て行けるように育てて
いく必要がある。 
　子どもの未来は、私たちの未来でもある。まさ
に、子どもの未来を、子ども自身が創っていく取
組が、本報告書の中身であり、その実践となって
いる。大人としてすべきことは何かが、今、問わ
れていると言えよう。 
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5. 中高校生の支援の
必要性と支援の仕方 
(１)支援の必要性 

児童福祉における中学生や高校生の
位置づけ 

　日本の児童福祉サービスを概観すると、概ね就
学前の保育サービスと社会的養護や障がいがある
子どもたちなど、いわゆる困難を抱えている子ど
もたちに対する保護的な支援の２つの柱によって
構成されているとみることができる。前者につい
ては先述しているように、就学前の子どもとその
家庭がサービスの対象となっているところに特徴
があり、家庭・保育施設・地域における子育て支
援の3者によって子どもを支える構造が構築され
はじめてきている。しかし、子どもたちが小学校
に入るとこうした構造は一変する。就学期以降の
子どもたちに対する児童福祉サービスは、放課後
児童健全育成事業（学童保育、学童クラブ等の名
称）か地域にあれば児童館が主となり、子どもた
ちを支える基盤は学校教育と家庭教育が大半を担っ
ている。 
　さらに子どもたちが中学生・高校生になると、
利用できる児童福祉サービスはおおむね児童館の
みとなるが、児童館は比較的小学生以下を対象と
した室内環境が整備されていることが少なくない
ことから、中学生や高校生が日常的に利用する場
にはなりにくい。この時期の子どもたちの1日の
過ごし方を見ると、部活動まで含めれば概ね１０
時間程度は学校におり、それ以外は家庭で過ごす
こととなる。中には子どもたちの中には部活動の
後、塾に通っていることもあるだろう。地域の中

で過ごすという時間が小学生の頃よりもさらに少
なくないのである。 
　後者について、虐待等、子どもたちが深刻な状
況に追い込まれたとき、保護的に児童福祉サービ
スは支援を展開することとなる。しかし、例えば
虐待についてみると、比較的高校生に対しては児
童相談所が介入することは少なく、高校生が支援
の対象として捉えられえているとは言えない。 
児童福祉サービスの子どもたちのライフステージ
毎に分析をすると、年齢の高い子どもたち、具体
的には中学生や高校生や、支援の対象としてしっ
かりと認識されているとは言い難いことが指摘で
きる。 

支援が必要な２つの理由 
　 
　では、こうした中学生や高校生に対して、支援
は必要ないのであろうか。私たちがこれまで行っ
てきた被災地における子どもたちとの調査研究か
ら、支援の必要性は十分にあると考えている。そ
の理由として２つ挙げることができる。 
　１つは、震災前まで中学生や高校生を支える役
割は学校と家庭が担ってきたが、その学校も家庭
も子どもたちの同じように被災をした。その結果、
中学生や高校生の受け皿であった学校や家庭が機
能不全に陥ってしまった。そのため、居場所を失っ
てしまった中学生や高校生たちは、不安や苛立ち
を聴いてもらうことができなくなってしまった。
中にはストレスを発散するために、深夜まちなか
を徘徊したり、自動販売機などを破損させてしまっ
たりするなどの行動に出てしまった子どもたちが
いたことが報告されている。さらに、先述のよう
に、中学生や高校生はそもそも児童福祉における
支援の対象として捉えられていなかったため、復
興計画において彼らに対する支援はほとんど位置
づけられていなかった。支援がほとんど用意され
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ていなかった子どもたちは、被災する中で支援を
必要としていたのである。 
　また、次節で指摘しているが、中学生や高校生
へは被災地において学習支援が提供されていた。
そうした支援を受けてきた子どもたちが、現在高
校生になったり大学生になったりして、様々な活
動を行っている（第１章）。こうした活動のきっ
かけは学習支援の場で出会った信頼できる大人た
ちに話を聴いてもらうことであった。話しを聴い
てもらうことで、子ども自身の中で安心感が芽生
え、少しずつ自分の悩みや今後何をしていきたい
のか、子ども自身が「見える化」していく姿が明
らかとなっている。こうした子どもたちの思いを
尊重してもらいながら、子どもたちが本来的に持っ
ているリジリエンスを発揮することができるよう
になったのである。具体的な支援の様相について
は次節に示すが、このような現実からも、中学生
や高校生への支援の必要性を指摘することができ
る。 

(２)支援の視点 

調査で出会ってきた被災地における
学習支援の場の概要 

　まず、私たちが調査研究のフィールドとして設
定をした学習支援の場について、概略を述べた上
で、学習支援の場の支援の構造について明らかに
する。 
　清水ら（2017）で整理しているように、被災
直後から多くの被災地外の大学生や支援者が被災
地にやってきた。そうした外からの支援者たちの
中には、学習環境が整っていない被災地の子ども
たちのための学習スペースを作ったり、実際に勉
強を教えたりするなど、いまでいう学習支援を展

開していた。当時は現在のような生活困窮者自立
支援法における学習支援事業やひとり親家庭の子
どもたちを対象とした学習支援ボランティア事業
がなかったことから、被災地における学習支援は
公的な裏付けなく、支援者たちが何とか人や物、
お金を集め実施しているものであった。被災地で
展開している学習支援の特徴は次のように整理で
きる。１）市民社会による独自の取組、２）ター
ゲッティングがほとんどなされていないため、被
災地域で暮らす子どもたちであれば誰もでも本人
が希望すれば利用できた、３）２）とも関わるが
強制的に利用させられる場ではない、である。 

学習支援の場における子どもたちの
過ごし方 

　子どもたちの目的は学習支援の場で勉強をする
ことであった。定期試験前や受験前は特に利用が
多かったことが支援者から語られている。しかし、
勉強だけでなく支援者と一緒に話しをしたり、中
には軽食を摂ることができる場もあり、そこで食
べながら学校のことや家庭のこと、将来のことを
子どもたちのペースでしゃべることができた。家
族のことや学校の悩みを誰にもそれまで打ち明け
られず、学習支援の場で初めて語ったという子ど
もたちにも私たちは出会ってきた。 
こうした何気ない日常を過ごす一方で、子どもた
ちだけではなかなか理解が難しい支援に関する情
報を、支援者が子どもたちと一緒に理解しようと
取り組んでいた。例えば奨学金であれば、子ども
自身が奨学金の対象になるのかがうまく把握でき
ないことがあったようで、支援者が一緒に利用で
きるかどうか調べることがあったという。学校で
も進路相談の中で奨学金の情報は子どもたちに提
示されてきたが、学校の先生たちの中でもうまく
理解が進まない奨学金や経済的支援の情報があり、
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そうした情報は先生から子どもたちに提供される
だけであったという。 
　学習支援の場には多様な大人たちがやってきた。
特に大学生のボランティアは多く、大学生と関わ
る中で子どもたちが大学進学を希望するようにな
ることもおおくあった。他にもまちづくりワーク
ショップへ参加したり、復興に関わる子ども同士
の意見交換の場に行ったり、他の被災地域への見
学などをする機会を得ていた。

支援の視点

　上記のような実践を視覚的に整理しようと試み
たものが以下の図である。 
子どもたちの今の悩みや将来に対する希望など
を、学習支援の場にいる支援者はしっかりと聴い
ていた。中学生や高校生には、児童福祉による支
援がほとんどないことから、話を聴いてもらうこ
とができる場は震災前までは学校や家庭であった
が、先述の通り震災によってそうした機能が崩壊
してしまった。そうした中で学習支援の場は子ど
もたちが話をしっかりと聴いてもらうことができ
る場であった。 
　また、そうした話を大人に尊重してもらえたこ
とが重要であった。何気ない日常の話や将来のこ

とを支援者が聞きながら、次の支援や挑戦に子ど
もたちのペースでつないでいた。つまり、話を聴
いてもらう中で、子ども自身も支援者自身もその
子の今の課題や将来のことを可視化し、これから
の生き方暮らし方を自分でデザインできるように
支援者が常に子どもたちと向き合っていたのであ
る。 
　学習支援の場の支援の構造から、次の5点を指
摘しておきたい。1つ目は、子どもたちの話をしっ
かりと聴くこと、2つ目は子どもたち自身が話を
聴いてもらえたと実感できること、3つ目は一緒
に今のことや今後のことを向き合いながら今の課
題等を可視化すること、4つ目が子どもたちのペー
スで次の支援やチャンスにつながること、5つ目
がこうした支援を子どもたちが利用することでエ
ンパワメントが図られることである。 

＜参考文献＞ 
- 東洋大学福祉社会開発研究センター（2015）「被
災した子ども家庭を支援するためのシステム開発調
査研究事業」平成26年度 厚生労働省　児童福祉問
題調査研究事業　課題１　報告書

- （2016）「東日本大震災による被災児童等に対す
る支援に関する研究」厚生労働省　子ども・子育て
支援推進調査研究事業　課題12　報告書 

- 清水冬樹・森田明美（2017）「子どもの貧困を克
服するためのソーシャルワーク」『ソーシャルワー
ク研究』42（4）、32-9． 
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6. 被災地で学習支援
を利用してきた子ど
もたちのリジリエン
スとエンパワメント 
(１)リジリエンス 

　リジリエンスとは、「危険性（リスク）が高い
状況に置かれながらも、子どもが内的および外的
な能力や資源を活用して良好に適応することに着
目した考え方 」であり、門永によると「困難を3

克服すること」「ストレスのもとで維持される能
力」「トラウマからの回復」の3つの下位分類が
あるとされている。 
　ところで、危険性について2つの視点から理解
されることがある。具体的には、危険性をリスク
とハザードの2つに整理し、その意味を理解する。

　子どもたちが育つ中で、様々な危険が身の回り
にはある。転んで怪我するということから、車に
ひかれそうになるといったもの、あるいは本報告
書で取り組んでいる東日本大震災による被害が想
定されよう。例えば子どもが保育所や幼稚園、学
校等で遊んでいるときに転んですり傷程度の怪我
をすることは、子どもたちが予測可能な場合が想
定され、その後の暮らしにも必ずしも大きな影響
を及ぼさず、むしろ経験することでその危険を察
知することができる。こうした危険をリスクとい
う。一方、事故や大災害に巻き込まれるというこ
とは子どもだけでは対処のしようがなく、その危
険を察知することも困難である。こうした危険は、

場合によっては命を失ったり深刻な障がいを負っ
たりすることも考えられる。これをハザードとい
う。 
　リジリエンスの定義には、「危険性（リスク）
が高い状況」という文言が含まれている。子ども
たちが経験した危険性は、リスクではなくハザー
ドである。この影響は大変深刻であり、震災直後
の子どもに関する保護者や学校からの相談は、つ
なみごっこや死体遊び、強度の分離不安、被災映
像によるフラッシュバックなど、PTSDを発症し
てしまった子どもたちもいたという 。これだけ4

の深刻な状況に子どもたちは追い詰められてしまっ
た。しかし、こうした中で子どもたちは子どもた
ち自身が本来持っているリジリエンスを発揮し、
エンパワメントしていくことができた。 
　私たちは2014年度と2015年度に実施した、学
習支援の場を利用している中学生や高校生を対象
とした調査結果によると、子どもたちの自己肯定
感と将来に対する希望について、どちらも2015
年度の調査の方が高い割合を示していた。下記の
図2つはその結果を示しているものである。例え
ば「自分のことが好きだ」という設問では、2014
年度では23.5％であったが2015年度は36．4％
となっていた。「社会に役立つことをしたい」に
おいても54.7％から64.7％と高い割合を示すよ
うになっていた。「私にはだいたいの将来計画が
ある」においても38.7％から58.8％へと大きく
上昇している。 

 門永朋子（2010）「子ども家庭福祉実践におけるリスクとレジリエンスの視座の可能性」『子ども家庭福祉学』（10）,1-10. なお、門永は3

「レジリエンス」と表記をしているが、本報告では「リジリエンス」と示す。

 足立智昭（2016）「災害後の子どもの心と向き合うには？災害急性期から中期の子どものストレス反応とアセスメントと対応」東日本大震災4

から6年　子どもたちは今　配布資料より
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自分のことが好きだ

自分は人から必要とされている

自分のことをだれもわかってくれない

まわりの人とあまり違わないようにしている

友だちとの関係はお互い深入りしない

社会に役立つことをしたい 64.7%

22%

20%

17.8%

36.5%

36.4%

54.7%

27.8%

20.3%

11.9%

27.5%

23.5%

2014年度調査(n=133) 2015年度調査(n=85)

私にはだいたいの将来計画がある
私は、将来結婚をしたい

私は、将来自分の子どもを育てたい
私には未来がないような気がする

私の将来には希望が持てる
将来の為を考えて今から準備をしていることがある

将来のことを大人とよく話をする
大人になっても地元にいたい

自分の将来は自分で切りひらく自信がある
将来どういった仕事につきたいかはっきりとしている

地元を離れて違うところでずっと暮らしたい 25.0%
57.6%

42.4%
35.3%
38.6%

46.4%
59.5%

11.8%
60.0%
60.0%
58.8%

24%
58.6%

43.9%
34.1%

52.6%
44.4%
46.6%

16.5%
62.4%

50.9%
38.7%

2014年度調査(n=133) 2015年度調査(n=85)



　こうした子どもたちの回復は、学習支援の場に
いる支援者たちも感じているようである。 
- 私たちの活動を通じて、子どもたちの自己
肯定感や自分への自信が深まってきている
ことを感じる。 

- 被災して仮設住宅で生活する子どもたちに
安心して集える居場所が確保された。 

- 宿題をする習慣や学習の遅れをカバーでき
る場・時間ができた。 

- 教科学習にとどまらず、体験学習や集団活
動・スポーツの機会などの創出につながっ
ている。 

- 避難生活によって、学校や友達関係がバラ
バラになってしまった環境の子どもが、地
域の居場所の中で繋がりを回復させること
ができた。 

- 大学生や社会人ボランティアなどの多様な
人との関わりが、子どもの学びや社会観、
人間観に良い影響を与えている。 

- 子どもを中心にしながら、保護者・地域が
つながり、協力したりまとまって行動でき
るきっかけができた。 

- 社会的・心理的にサポートが必要な子ども
や家庭を、必要な支援につなげることがで
きた。 

- 多くの利用者が将来への希望と進路を見出
し、進学することができた。 

- 成績が向上した生徒が多い。子どもが自分
の意見を発信できるようになった。 

- 大学生ボランティアとの交流を心から楽し
みにし、大学生をロールモデルとして感じ
てくれている。 

- 学力向上に加えて、子どもたち自身が抱え
る悩みや不安を、スタッフに話すことによっ
て、安心感を得ることができ、自己肯定感

の醸成に繋がった。不登校児の中には復学
できた児童生徒もいた。 

(２)リジリエンスからエンパ
ワメントへ 

　こうして回復してきた子どもたちが、第1章に
あるような活動を始めている。深刻な被害を受け、
窪田（2015）が言うような「生 」の営みの困難5

に直面した。避難所では特にすることがなく、漠
然とした不安を抱えている中、気にかけてくれる
大人にはあまり出会わなかったという青年がいた。
受験を1年後に控え、このまま高校への進学がで
きなくなるのではないかという心配をしているも
の、親や友人を失ったものなど、これから「生」
をどのように組み立てたら良いか、全く想像がつ
かず、考えるゆとりもなかった。 
そうした子どもたちが学習支援の場で支援者と出
会い、話を聴いてもらいながら、自分がこれから
どのように「生」を描いていたら良いか、少しず
つ向き合いながら回復をしてきた。そして、今子
どもたち・若者たちは再び人生の主人公として自
分の生き方を描き、歩み始めている。リジリエン
スを子どもたちが発揮し、エンパワメントしてい
くことができたのである。

 ここでいう「生」とは「生命」「生活」「人生」のことを示す（窪田2015:5）5
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7. 中高校生が動き出
した後、どのように
つなげるか 
(１)方法論と取組事例 

①被災地における行政による子ども・若者の活動
支援の現状 
　大学生や高校生たちが信頼できる場で回復する
ことによって、次の一歩、具体的にはカフェや被
災地ツアーへと踏み出す姿をここまで確認してき
た。しかし、こうした新たな活動を行うに当たっ
て、解決しなければならない課題がある。それは
運営に関することである。 
Z00 caféの運営については、寄付や助成金など
で動いている。また、高校生たちがアルバイトを
することは地元の高校において原則禁止されてお
り、どうしても必要な場合は届け出をしなければ
ならない。 
　Project"M"  についても運営においては課題が
あった。初めてツアーを実施したときの費用、例
えば宿泊代や交通費等は運営側である大学生がお
およそ負担していた。2回目も同様に運営側が費
用負担をしていたが、3回目は、全労済による支
援を受けることができたため、運営側の負担は大
幅に減らすことができたという。 
こうしたツアーに対する支援は市民社会の側から
なされており、行政による支援がほとんど展開さ
れていない。震災により当初は絶望の中にいたか
もしれない子どもたち・青年たちが、様々な人た
ちと関わる中でそれまでの自分自身の生き方を大
きく変えている中で、その周辺にいるおとなたち-
特に行政関係-は震災前の枠組みの中で子ども支
援を捉えており、彼らの思いに応えることができ
ないままでいるように見える。 

②福島県南相馬市における行政による支援の事例 
　一歩踏み出した子どもたち・青年たちをサポー
トする取組として、福島県南相馬市にあるみなみ
そうま復興大学と学生団体Live Link Odaka
（LLO）の活動を事例として取り上げる。 
福島県南相馬市は2006年1月1日に、それまであっ
た鹿島町、原町市、小高町およびが合併して誕生
した自治体である。旧市町による市境を元に３つ
の区に分かれており、それぞれ北から順に鹿島区、
原町区、小高区となっている。震災前は人口が71、
561人（2011年3月11日現在）であったが、津
波による福島第１原子力発電事故により、人口約
85%が市外に流出し人口が減少していた。さらに、
原発被害により避難区域が設定されたが、その境
界が旧市町境と重なり、合併した自治体が分断さ
れてしまった。具体的には小高地区が原発から
20km圏内に入っていたため警戒区域に、原町区
は30km圏内に入っていたため緊急時避難準備区
域に指定された。小高区については、平成28年7
月12日に避難指示が解除されている。現在の人口
は2017年3月16日現在56、672人となっている。

　みなみそうま復興大学は南相馬市が原町区に
2015年7月に設置したものである。元々大学が設
置されていない自治体において、原発事故による
若い人たちの流失に歯止めがかけられない中、市
外・県外の大学による調査研究・教育事業のフィー
ルドを提供し、南相馬市のまちづくりや復興に関
する知見として還元することや復興の新たな担い
手を育成することを目的としている。具体的には、
調査研究に関わるプラットフォームとなる、市営
住宅を利用した宿泊先の提供、シェアオフィス、
レンタカー等移動に関する費用の負担などを行っ
ている。2017年3月1日現在、16大学がみなみそ
うま復興大学による支援を利用し、調査研究なら
びに教育活動を実施している。2016年度より南
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相馬市の地域課題解決に資する調査研究に要する
経費に対して最大で30万円の事業補助を行ってい
る。 
　また、南相馬市ではみなみそうま復興大学とは
別に、市内の高校に通う学生団体Live Link Odaka
（LLO）が2016年に設立され、南相馬市役所や
社会福祉協議会のような地域の団体が高校生の活
動をサポートしている。具体的には市町へのまち
づくりの提言や地元菓子店と共同で商品開発、被
災地域訪問交流事業などを行っている。 

③行政による子ども若者支援のあり方 
「地元の復興に関心がある若者は多いはず」　 
　Project"M" の小野寺さんは常々様々なところ
で口にしている。みなみそうま復興大学は、大学
を対象とした活動支援ではあるものの、例えば復
興に携わりたい被災経験がある若者が大学生とな
り、みなみそうま復興大学に関わるチャンスを作
ることができる。行政からのサポートがなされて
いることから、まちづくりについてダイレクトに
影響を与えることも十分に考えられる。経済的な
負担だけでなく、子どもたちが発信する活動には
おとなの理解が必要なことが多い。特に被災地の
場合、震災を経験した自分たちだからこそできる
こと、しなければならないことは何かということ
を常に考えている。子どもたちや若者たちの主体
性が十分に発揮できる機会を作り出すためにも、
行政の子ども若者支援のあり方を、その地域の現
状を踏まえた上で各自治体の中で検討されること
を期待したい。 

(２)一歩踏み出したあとも話
を聴いてもらえる関係 

　こうした一歩踏み出した子どもたち・若者たち
への支援はいつまで実施されるべきであろうか。
例えば、児童福祉法であれば、18歳未満の子ど
もたちを対象とすることが法律上明記されている。
社会的養護の場合、近年の法改正により20歳まで、
あるいは大学に通っていれば22歳まで支援を利用
することができる。上述したような、行政による
支援を検討する場合、おそらく年齢によっては支
援がしやすかったりしにくかったりすることが想
定される。特に高校生は自立し始めている時期で
あり、なぜこの時期に支援が必要なのかというこ
とが常に問われていることは先述した通りである。

　こうした議論は常に施策を形成する側からなさ
れているものが多い。これを子どもたち・若者た
ちであればどのように見えているのであろうか。 
　Project"M"  の大学生たちは、毎年開催されて
いる意見交換会に参加している。この理由につい
て問うと、「これまで話をずっと聞いてくれた先
生方にまだまだ話したいことがたくさんある」「次
に先生たちに会ったときにこの話をしたいってこ
ととたくさん巡り合うんですよ」と語っていた。
また、Project"M"  の大学生たちは進学した当初、
大学を卒業したらすぐに南三陸町に戻るというこ
とを考えていた。しかし、今は必ずしもすぐに戻
らなければならない、とは思っていないようであ
る。ツアーを実施して、地元のおとなたちから「自
分のために生きて良いんだよ」と声をかけてもら
えたり、今一度自分の将来を描きなおしてみよう
と思い、救命救急士の資格の取得を控えたりした
青年もいる。東日本大震災で経験したことを語り
継ぎ、風化させないということからはぶれないが、
それを実現するための方法論を今一度考えている
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姿が見受けられる。このように子ども時代に描い
ていた自分の姿を考え直す機会となったのが、多
様な人々に話を聴いてもらうことだったのである。

　聴き続けるということは年齢で区切ることがで
きない営みである。子どもたちの居場所となった
場にいるおとなは、いつでも子どもたち青年たち
が戻って来ることができる場を継続的に運営しな
ければならないし、聴いてほしいと子どもたちか
ら言われたときに聴くことができるおとなの存在
が必要となる。年齢で区切るのではなく、多様な
人たちが集う場を形成していくことが今後の課題
であり、支援策を講じる上でも重要な視点となる
と考えられる。 
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8．まとめ 
　被災地の子ども支援のあり方を検証するにあたっ
て、子ども自身の参加によって、その効果や価値
を評価することは案端ではない。 
　その理由は、子ども・若者支援に関する支援は、
①支援につながりにくい②子どもの意見を聴いて
もらう機会が少ない③困難が見えにくい④施策が
利用しにくい⑤施策の効果が見えにくいからであ
る。 
　だから、支援につながりにくい子どもたちの、
子どもたちの声を聴き、見えにくい困難を共有し、
施策を利用してもらえるようにするために、施策
の効果や課題を検証していかなければならない。 
　支援を用意することは重要であるが、その用意
された施策をどのようにして必要な子どもたちに
届けるのかということが、明確にされ、準備され
ていないと、その価値は生まれてこない。 
今期の取組は、東日本大震災子ども支援に関する
数少ない量的調査を実施した研究者たちが、その
中で育った子ども・若者と一緒にその支援の質と
量、また支援の時期などについて、検証するため
に、被災当事者と一緒になって、その在り方を具
体的な支援を当事者に出してもらいながら、一つ
ずつ検証していった質的な調査である。 
　厳しい災害であればあるほど、丁寧に復興に向
けた支援として、きちんと向き合い、その時折の
気持ちを聴き続け、子どもたちの成長・発達の場
面に寄り添いながら、回復に向けた歩みを進める
ことができる安心できる居場所と話を聞いてくれ
る人と、それを支える専門家の存在、そして自分
のことを考えるための活動が重要であることが分
かった。 
こうした場と人とその子どもが必要とするチャン
スを提供するためには、しっかりと向き合う人の
存在が重要である。 

　その担い手や場は地域によって異なる。そうで
あるからこそ、被災年齢と状態、地域性によって、
適切な支援の場と人のありようを検討しておく必
要があることが分かった。 
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活動の記録 

公開報告会、シンポジウムな
どへの参加・報告 

2015年10月10日～11日： 
 「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポ
ジウム2015in西東京に、被災学生と支援学生
の参加と報告、小中学生との交流：ヤンファン
ギルスさんとの協議 

2016年1月9日～10日 
第５回 大人と子どもの意見交換会［於：東洋
大学］で活動の報告と議論 

2016月3年10日： 
衆議院第２議員会館での第１５回東日本大震
災子ども支援意見交換会で報告 

2016年3月24日： 
宮城県議会：県議会議員と被災地の大学生た
ちとの意見交換 

2016月8月7日： 
公開討論会（於：東洋大学）　震災時の子ど
も支援に関する震災経験の若者たちとボランティ
アで支援した学生たちとのワークショップ： 

2016年9月7日： 
山田町ゾンタハウスの高校生と他の被災地で支
援を受けた大学生が、山田町ゾンタハウスで支
援のあり方を議論 

2016年10月9日： 
「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポ
ジウム2016in宝塚・「災害と子ども」分科会
で、災害時の子ども・若者支援の在り方に関す
る報告と議論に参加 

2016年12月25日： 
宮城県議会他「東日本大震災から6年子どもた
ちは今ー宮城県からの発信」（於：仙台レイ
ンボーハウス）東日本大震災子ども支援に関す
る調査研究報告と被災地の大学生たちの報告
をふまえて支援者や地方議員などとの意見交換 

2017年3月9日～10日： 
第6回 大人と子どもの意見交換会［於：東洋大
学］と衆議院第２議員会館での第１6回東日本
大震災子ども支援意見交換会で活動の報告と
議論への参加 

＜被災地の若者たちと実施した研究会＞ 
2015年11月7日： 

東洋大学研究会 
2016年2月27日～28日： 

合宿研究会（於：東洋大学） 
2016年4月10日：   

東洋大学研究会 
2016年5月8日：   

東洋大学 研究会 
2016年6月5日：    

東洋大学研究会 
2016年6月19日：   

東洋大学 研究会 
2016年8月26日～27日：  

合宿研究会（於：東洋大学） 
2016年11月13日：  

東洋大学 研究会 
2017年2月5日：   

東洋大学 研究会 
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震災から７年目の子
どもたちをめぐる状
況－子どもたちの声
から  

子どもの暮らし復興に向け
て　－東日本大震災から7年
目の子どもたちの声と震災子
ども支援活動への提言－ 

2017年3月11日　東日本大震災
子ども支援ネットワーク 

　2017年3月11日、東日本大震災から6年が経過
し、7年目となります。 
　昨年4月には、熊本・大分地震が発生し、災害
列島日本では、いつどこが次の被災地となるかわ
からないことがあらためて実感されました。熊本・
大分地震の復旧・復興支援活動では、東日本大震
災からの経験や教訓も大いに生かされました。昨
年8月には、岩手県沿岸北部に台風が上陸し、東
日本大震災の被災地が再び災害の被害を受けまし
た。地域でのレジリエンス（回復力）の強化が重
要であることを再認識させられました。 
　東日本大震災の被災地域の外では、震災のこと
が語られる機会が減り、震災が「風化」されてい
く懸念があります。しかし、現在も東日本大震災
による被害は「進行形」であるといえます。とく
に県外避難した福島の子どもたちが避難先で辛い
思いをしたり、いじめを受けたり、家族と別れて

暮らす寂しさを抱えていたりして、今も悲しみや
困難さから心が癒されていない人々がたくさんい
ます。そのようななかで、様々な支援を力にして
成長している子ども・若者たちの姿や活動は私た
ちに希望と勇気を与えてくれます。 
　私たち東日本大震災子ども支援ネットワークは、
2011年5月の発足以来、国連「子どもの権利条約」
の趣旨や規定をふまえた被災地での子ども支援の
あり方を提起する活動をおこなっています。震災
から7年目も、子どもたちや子どもに関わる大人
たちの発言を丁寧に聴き取り、継続的な対話を続
け、子どもの最善の利益の具体化を実現するため
の活動を継続していきます。東日本大震災におけ
る子ども支援活動の視点や経験などについて、今
後起こりうる災害からの復旧・復興にも活かして
いくことができるように、行政や様々な団体など
とのネットワークを保ちながら、発信と連携を強
めていきます。 
　昨年までに引き続き、子どもたちや震災支援に
携わる方々の思いや声を、国会議員会館内での集
い、被災地での意見交換会、子どもたちと市民と
の意見交換会などの機会を通じて、国会や各自治
体の議会、政府、行政、市民社会などにつなぐ取
組も継続していきます。 

(１) 震災から７年目の子どもたちをめぐる状況－
子どもたちの声から 
　東日本大震災から7年目。この間に、発災時小
学1年生だった子どもたちは中学生に、中学2年
生だった子どもたちは、20歳になりました。6年
という歳月を経て、支援を受けた子どもたちが、
子どもたちを支援する立場に成長しています。震
災を経験して、大人になった子どもたちから、次
のような声が寄せられています。 
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　被災地をはじめ様々な地域で、子どもたちが復
興のまちづくりや地域の取組に積極的に携わる機
会が醸成されています。日々支えられてきた若者
たちが、自分自身のことから社会とのつながりを
意識し、新たな活動を始め、様々な形で社会に還
元したいと考えています。 

　「支えられ格差」に加えて、子どもの貧困問題
やDV、虐待など、震災前から地域にあった課題
も顕在化してきています。「支え」が届いていな
い子どもたちにいかに支援を届けるか、地域の社
会資源を有効活用していくことが求められます。
そして、何よりも、ひとりひとりの子どもたちに
寄り添い、継続的な信頼関係を築いていくことの
重要性を認識し、子どもたちの声に耳を傾けるこ
とが求められます。 

　東日本大震災からの復興状況や被災した子ども
たちの現状などを考え、そして上記の意見を含め
成長した子ども（若者）たちの姿を見ると、子ど
も・若者の参加の下で『東日本大震災子ども・若
者白書』をつくることが求められています。 

(２) 災害子ども支援活動に求められる視点 
　私たちは、2016年のネットワーク発足6年目の
メッセージとして、以下の(1) から(5)の視点を提
示しました 。 
　これらの視点は、東日本大震災における災害子
ども支援活動に求められる視点として提示しまし
たが、今後起こりうる災害における子ども支援活
動にも共通して求められる視点です。 
(1) 「子どもとともに」復興を 
(2) 子どもたちのレジリエンス（回復力）を生
かす 
(3) 子どもたちを分断しない、「子どもにやさ
しいまち」づくりを 
(4) 子ども観、子ども支援の捉え直し：一人ひ
とりの子どもに寄り添った支援 
(5) 子ども支援の主流化（子ども支援を後回し
にしたり「次いで」にしないために） 

(３) 「子どもの暮らし」復興に向けた10の提
案 
　本ネットワークでは、「子どもの暮らし」を復
興させること、すなわち、すべての子どもが生来
の力を最大限に発揮できる環境を整える「子ども
にやさしいまち」を具体化するために、7年目に
あたって、次の10の提案をします。そして、この
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提案を実現するために、とりわけ子どもが取り組
むことができるように、人・物・金を含め国・自
治体・市民社会等がそれぞれの役割を果たすとと
もに連携することが求められています。 
　今後起こりえる災害において、子ども支援活動
をおこなう団体や個人の方々の活動指針として参
考にしていただければと思います。 

① 子どもと向き合い、子どもの思いや願いを
受けとめる活動を継続しよう 
　安心して思いや声を聴いてもらうことができる
人と出会い、語ることによって、子どもたちは震
災による厳しい体験を過去のものとして、未来に
向けた歩みを始めます。子どもたちの話をじっく
り聴く機会をつくり出し、その思いや願いを受け
とめる活動を続けることが大切です。震災から7
年目をむかえる今も基本におかれるべき点です。 

② 子どもの自己肯定感と安心感を育てよう 
　子どもたちの「生きていていいんだ」、「自分
のことを考えていいんだ」というような思いを支
える自己肯定感は、子どもたちが今後の自分と社
会の関係を考えていくことにつながっています。
そんな子どもたちの思いや願いを受けとめるため
にも子どもたちの日常にきちんと寄り添い、子ど
もたちが安心して語れる状況を家庭や地域など身
近な場につくり出すことが大切です。 

③ 子どもの声を社会化し、子ども・若者参加
の下で『東日本大震災子ども・若者白書』をつく
ろう 
　子どもたちは地域やまちの"今"と"未来"の担い
手です。まちの未来図は、子どもたちと一緒に描
かねばなりません。子どもにそうした"役割"を与
えることや、子どもが地域やまちの復興に意見を
述べる機会をつくることは、子どもたちの心のケ
アにもつながります。子どもたちがただ語ったり

意見を述べたりするだけではなく、個人の震災体
験を社会化していけるような場をつくることも大
切です。そして、それらの声がきちんと政策に反
映されるなど、つないでいくことが必要です。そ
のようななかで、子ども・若者参加の下で関係者
総がかりによる『東日本大震災子ども・若者白書』
をつくっていきましょう。 

④ 支援につながっていない子どもに工夫して
積極的に働きかけよう 
　子どもたちの間の「支えられ格差」が拡大して
います。まわりに支えてくれる仲間や大人がおら
ず、日常に寄り添う形の学習支援や遊び場などの
活動につながっていない子どもたちと支援をつな
げる方法を考えていくことが大切です。大人から
子どもへの一方的な誘いや価値観の押し付け、情
報の一方的な伝達だけでなく、子どもたちが楽し
んで参加できるような工夫や子ども同士が誘い合っ
て自主的に参加できるような仕組みづくりも求め
られています。 

⑤ 多様な出会い、経験と挑戦の機会を提供し
よう 
　被災体験はそれぞれです。他の地域の子どもた
ちと交流すること、復興の過程で様々な立場や職
業の大人たちと出会い、支えられることで、子ど
もたちは、自らの多様な可能性を発見し将来の姿
を描きます。実際に子どもたちは行動し始めてい
ます。それを支援することは大人の役割です。 

⑥ 安心できる「居場所」－とりわけ中高生も
集える「居場所」をつくろう 
　子どもが安心して自分らしさを出すことができ
る、日常的に使える「居場所」が、子どもを孤立
から守り、前向きに歩き出す力や強い人間関係を
育てます。低年齢の子どもたちだけでなく中高生
も、学校以外でも勉強することができたり、友人
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や信頼できる大人とつながれたりできる「居場所」
が必要です。 

⑦ 子どもが安心して相談でき、効果的に救済
される仕組みをつくろう 
　家族や先生、友人にも悩みを打ち明けたり相談
したりできない、またはそうした機会を持ててい
ない子どもたちがいます。「つらい」、「苦しい」
と感じたときに、子どもが安心してSOSを発信で
きる環境をつくり、その発信が、効果的な救済に
つながる仕組みをつくる必要があります。学校や
施設にある既存の仕組みにとどまらない、独立し
た新たな仕組みづくりが求められています。この
仕組みが効果的に機能するためにも、支援者が子
どもの気持ちに寄り添い、市民と行政などが共同
して子どもを理解し、支援を進めることが必要で
す。 

⑧ 子どもや家族の支援者を支えよう 
　子どもを支えるには、日常的に子どもと接する
保護者や周囲の大人も支えることが必要です。子
どもには「信頼できる大人」の存在が不可欠です。
保育士、教職員、施設職員、学童指導員など子ど
もに関係する様々な職員や支援者が、適切な勤務
条件の下でそれぞれの仕事ができる環境を整える
こと、支援知識や技術を向上するための研修の場
などを与えられ、地域の復興を担う存在になれる
よう、行政や地域が支援することが必要です。ま
た、彼らが十分に休息を取れるような機会をつくっ
ていくことも重要です。 

⑨ 地域の人々と連携し、既存の制度と復興の
ための制度との調整を図ろう 
　外から来た団体の支援で始まった活動が、その
団体が撤退した後も「仕組み」として地元に残る
よう、被災地に既存の団体の能力の強化や、地域
の方々の活動への参加を積極的に促す取組をして

いく必要があります。また、震災後の「復旧・復
興」という特別な取組から、既存の制度への移行
が加速しています。被災地で進める支援の内容を、
既存の制度でも運用可能な形、または運用が容易
な形にしていくことが重要です。 

⑩ 情報や経験を、「今後の備え」として共有
しよう 
　支援活動で得た知識や情報、経験は、今後の防
災・減災への取組に生かせる重要な資源です。子
ども支援に関わる者・団体が実践した支援のあり
方を広く共有し、災害時の子ども支援のツールと
して、実際に支援を受けている子どもたちや震災
当時子どもであった世代の意見も聴きながら、今
後の備えとして残していくことが求められます。 

　※本メッセージを作成するに際しては、被災学
生たちの協力を得た。 
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「地方自治と子ども
施策」全国自治体シ
ンポジウム2015in西
東京における
Project"M"の取組報
告等（2015年10月
10日～11日） 
「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウ
ム2015in西東京（東京都西東京市市民会館）に

おいてProject"M"の取組報告として、被災した学
生と支援者の学生とがともに報告しあった。 
　また、ヤンファンギルスさんと対話した。また、
小中学生との交流し、今後の取組について話し合っ
た。

（写真：西東京市からの提供） 
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Project"M"  の報告に対するJan Van Gilsさん 
（ヨーロッパ子どもにやさしいまちネットワーク代表）からのメッセージ



東日本大震災子ども
支援ネットワーク　
第5回シンポジウムー
子どもたちと一緒に
考える被災地の復興
支援―（2016年1月
9日～10日） 

　岩手県、宮城県、福島県から小・中・高・大学
生が参加して、震災発生後5年が経つうちにたく
ましく、頼もしく成長した姿を見せてくれました。
震災発生時に中学生だった子どもが大学生となり、
実家から離れて一人暮らしを始め、ふるさとを遠
くから見て初めて気づいたことがあったり、支援
を受ける側から支援する側に変わるだけでなく、
次の災害に備えて提言できる立場に成長していま
した。

　約140人の人で賑わう会場で、子どもたちは5
つのグループに分かれ、「自分にとって大切・重
要・ターニングポイントとなった出会いやできご
と」について検討・発表しました。 
　地域も年齢も被災状況も様々な子どもたち同士
が出会い、相手の意見に耳を傾け、お互いの意見
を伝えあいました。学習会や自習室、レスパイト、
子ども会議や様々なプログラムへの参加がターニ
ングポイントになっただけでなく、そこで「いつ」
「誰に」出会ったかが重要であるという意見が目
立ちました。 
　この意見交換会に毎年参加して意見を発表する
ことで、自分自身の気持ちや考えが確認できて、
言いたくても言えなかったことが言えた、人見知
りだった自分が変わっていくことを実感できた等
の感想がありました。 
　議論後半では、様々におこなわれてきた支援事
業や子どもを対象とした 復興支援プログラムと、
先に挙げた「重要だった」事業や出会いとの違い
を検討しました。継続が重要であること、継続す
るかどうかは子どもの意見を聞いて欲しいこと、
震災をふみ台にしてさらに成長できるように背中
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を押して欲しい、保護的な事業だけでは不十
分・・・等、たくさんの意見が出されました。 
会場の大人たちは、子どもの成長する姿にハッと
させられ、子どもから社会に向けられた問いかけ
を真剣に受け止めました。
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＜「子どもたちと一緒に考える被災地の復興支援」における南三陸町出身の若者たち　写真：清水冬樹提供＞ 



第15回　東日本大震
災子ども支援意見交
換会－５年間の子ど
も支援を子ども参加
で検証する－（2016
年3月10日） 

（1）山田町ゾンタハウス　
Z00 café（高校生カフェ）
の取組報告 

　2016年3月10日に、衆議院第二議員会館にお
いて開催された「第15回　東日本大震災子ども支
援意見交換会」に山田町の高校生が4人参加した。
高校生カフェをどのように実現しようとしている
のか、どのようなものにしたいのかなど、この1
年の活動とその成果を国会議員や関係省庁の方た
ちを含めた多くの人たちを前に、プレゼンを行っ
た。なぜこうしたカフェをやろうと思ったのか、
これまでの活動を踏まえながら、自分たちの言葉
で説明をしていた。カフェの名前も「Z00 cafe」
とし、名称の意味や、看板を大学生と一緒に作っ
たり、山田町の人たちがどのようなカフェがある
と良いと考えているかアンケートを行った結果を
公表した。「山田町の方々が必要としている「年
齢に関係なくいろんな人とおしゃべりできるスペー
ス」に少しでも近づけるように頑張っていきたい
なと思います。」という言葉で最後を締めくくっ
た。 

この意見交換会に参加した4人の高校生は、次の
ような感想を述べている。
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(２)Project"M"（南三陸ツアー
等）の取組報告 
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＜「第15回　東日本大震災子ども支援意見交換会」の様子　写真：清水冬樹提供＞



次の大規模災害が起
きる前に、東日本大
震災等の教訓を考え
る　～震災復興にお
ける子ども・若者支
援とは？～（2016年
8月7日） 

(１)概要 
被災地である福島県、宮城県、岩手県の中高生を
東洋大学に招いて行われた。この意見交換会の目
的は各自で受けたサービスを他の地域に住んでい
る学生と共有し、それぞれ足りない支援のありか
たについて考え直そうという目的で行われた。時
間は朝から夕方にかけて話し合った。全4班に分
かれて、各班ファシリテーターが１人、大学生２
人、中高生３人で大まかに５つの議題について議
論し合った。

(２)議論の枠組みと結果 

支援内容 方法

①勇気づけられた ②有効だった

③欲しかったが
利用できなかった

④欲しかった工夫
支援の形、時期

⑤震災後に、頼りになった人は誰か
自分が今後やれること
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・１班の議論 
１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたか 
信頼できる人との関わり 
- ゾンタハウスで人と話して、視野が広がっ
た。 

- 相談することによって、その相手のことを
信頼できるようになった。 

- 子どもの頃から知っていて信頼しているゾ
ンタハウスのスタッフさんからの情報は、
たしかな情報として信頼感を持って受け入
れられた。 

場所の提供 
- 被災して仕事がなくなった親と一緒にいる
ことにより、勉強に集中できなかった。ゾ
ンタハウスで自分より年下の子達が勉強し
ているのを見ると、自分も頑張ろうと思っ
た。 

- 中3の夏に仮設住宅に入居した。部屋数が少
なく勉強する空間がなかった。しかし、家
族と一緒にいるのが苦ではなかった。 

奨学金 
- 国際ゾンタの奨学金を利用した。学校や保
育園が情報を提供してくれる場所だった。 

交流会 
- 仮設でのイベントの交流会があった。そこ
で交流した人は今でも毎年来てくれる人が
いる。茅ヶ崎から交流会で来た人とは、年
に１回茅ヶ崎での交流会で会っている。こ
の交流で世代関わらず様々な人と話せて、
友達や新たな繋がりができた。 

- 草の根交流サミット 
- 伝統芸能を世界に発信した。 

２．なぜその支援が有効だったのか 

- 顔が見える関係で、安心感があるから 
- 仮設訪問では、地域ごとに的を絞った支援
が大事だと感じた。茅ヶ崎では、交流会後
に何が必要か聞いてくれた。→顔が見える
関係だからこそ、ニーズを把握しそれに応え
てくれる。 

- ゾンタハウスの佐藤さんのように、顔を合
わせて話をできる大人がいる。顔が見える
と、その人が支援してくれているのだとわ
かる。 

- 拠点はなかったが、語り部等も震災後に来
て会った人から繋がった。 

- 活動に参加することに関して、友達に相談
しなかった。家族にも確認程度にしか話し
てなかった。 

３．支援が必要だったのにも関わらず利用できな
かったのはなぜか 
- 情報が入ってこなかった 
- 情報を得られず、自分たち家族で何とかし
なくてはならないと思っていた。 

- 内容がわかりづらかった 
- 給付型に近い奨学金を利用していた。条件
等が特殊なものもあって、よく分からなかっ
た。 

- その奨学金がどういったものか説明し、読
み解く人がいたほうがいい。中学生だと分
かりにくかった。 

４．どのような工夫、支援の形があったらよかっ
たか 
- 学校からの情報提供 
- 支援検索サイト 
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５．震災後に、頼りになった人は誰か 
- 進学するにあたって、ゾンタハウスの竹内
先生・佐藤さん、東洋大の森田先生、家族
など。 

- 震災前は親や兄弟に相談していた。→自分
の目標を理解している人たちなので、その
上でのサポートがあって助かった。 

- 竹内先生はゾンタハウスが始まる以前から
知っていて、信頼関係があった。佐藤さん
は、自然と見守ってくれているのが伝わっ
てきた。→２人に共通するのは「継続性」。
ずっと関わり続けているのが、信頼できる
人の条件。 

- 母親→進路関係の経済的な面で頼りになっ
た。 

- 担任の先生には特に様々なことを相談して
いた。（高校の生徒数が少なかったことも
あり、相談しやすかった） 

- 友達に相談することは特に無かった。 
- ボランティアに相談することはあまり無かっ
たが、大学生と関わって「大学ってどんな
ところ？」などと聞くことはあった。 

- 「こういう進路があるよ」と提案されるの
と「こういう進路に進むべき」と押し付け
られるのでは、前者の提案の方が良かった。

- 人を理解するには「家族のことを気にかけ
る」ことが大事。 
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・２班の議論 
１．どのような支援が自分を勇気づけてくれたの
か。 
- 資格勉強（英検）、受験勉強（高校）の支
援が役立って、進路のきっかけにもなった。

- 生活を考えなければならない状況下での放
課後支援は受験生として安心できる場所で
もあった。 

- 部活などの用具が流されてしまったが、ユ
ニフォームやラケットなどの支援があり、
助かった。 

- ゾンタで行うイベント（クリスマス）で息
抜きになったし、思い出にもなった。 

- 全国、世界中からのメッセージは嬉しかっ
た。頑張っていこうという気持ちになった。

２．なぜその支援の方法は有効だったのか。 
- 意見交換会の場で現状を知ってもらうこと
ができて、色んな人が携わっていることが
わかった。 

- 自衛隊や交流団体など色々な方面の方々が
訪問して来て、元気づけてくれたし、自分
たちが生活できるのもその人たちのおかげ
であることも知ることができた。 

３．支援が必要にも関わらず、何故利用できなかっ
たのか。 
- 「すこやか」を利用したいと思っていたが、
キッズドアはこちらに来てくれる感じで行
きやすかった。逆に「すこやか」では誰が
そこにいるかわからなかった。チラシから
ではわからない。怖いと感じていた。 

- 友達からの誘いで高校1年から「すこやか」
に通っている。けど利用しなくなった。学
校から遠く、通いづらい。部活もやってい
たのでなおさら行けない。 

- 食事の補助は出たが参考書などが中学生向
きだったので、高校生が支援を受けるとこ
ろではない。わざわざ食事の補助だけを受
けるメリットはないと思う。また、立地条
件も悪く、あまり学生は見えなかった。で
も環境は温かった。話も聞いてくれる人も
いた。ただやはり高校生には物足りなかっ
た。受験勉強としては合わない。家、学校
でできる。 

- 「すこやか」の支援内容を明確にしてほし
い。ただ食事が出るだけでは利用はしない。

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期 
- 本屋が隣町まで行かないといけないから参
考書は助かったが、食べ物などの消費物資
が多く、使いきれなかった。必要な分だけ
あればよかった。 

- 物資のキャベツはとてもよかった。普通は
ご飯とかお握りだから栄養がとれた。量ば
かりじゃなくて、栄養の面で考えてほしかっ
た。 

- 高校の時にも学習支援があればよかった。
あったほうが、勉強している人と一緒に勉
強ができたと思うから。皆が勉強できる場
があればよかった。 

- 奨学金で助かってはいるが、勇気づけられ
てはいない。でも大学への進学のきっかけ
にはなった。 

- 部活に学生生活で一番時間を使っていた。
だから施設で勉強する時間がなかった。 

- 学校のプログラムでよかったこと、してほ
しかったこと 

- 学校としてボランティアを行くことを企画
してほしかった。被災地向けの短期留学の
情報を知らなかった。学校は被災地のこと
を全然教えてくれなかった。自分で調べる
しかなかった。 
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- 宮古市の被害を受けてない高校は震災とい
うことをあまり教えてくれなかった。 

５．震災後に、頼りになった人 
- ゾンタスタッフ全員…進路の相談とか勉強
を一緒に見てくれた。 

- 親・妹…なるべく震災前の状態の振る舞い
をしようとしていた。 

- 親戚…震災後に一緒に住ませてくれたりな
ど、本当に助かった。 

- 支援団体、ボランティア…話を聞いてくれ
たり、心のケアをしてくれた。勉強ができ
る場所作りをしてくれた。 

・３班の議論 
１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたの
か。 
- 物→教材、机、部活動で必要なもの、奨学
金、パン、お菓子など津波の被害で失った
ものを提供してくれた。 

- プログラム→海外短期留学、就職セミナー、
外部から来た人の勉強を教える会などで様々
な人生の選択肢を増やしてくれた。 

- イベント→アーティストのコンサート、自
衛隊とのスポーツ大会やライブとなどは普
通お金を払って参加するものだが、無料で
有名人に会うことができた。 

２．なぜその支援の方法は有効だったのか。 
- 震災の体験が自分の将来に生きてくるから。
震災の体験があったからこそ自分の人生の
選択肢が増えた。 

- 普通だったら経験できないことを経験でき
たから。普通だったら有料で高額なお金を
支払うべきイベントや留学などを無料もし
くは低額で参加できたから。 

- 学習支援があったが故に大学に進学できた。
震災が起きた後はとても勉強ができるよう
な状況ではなかったため、ボランティアに
よる学習支援はかなり有効だった。 

- 日常の生活が送れるようになったため。奨
学金や補助金は自分たちの生活ができるよ
うにしてくれた。 

３．支援が必要だったにも関わらず、なぜ利用で
きなかったのか。 
- ゾンタハウスみたいな存在、南三陸や気仙
沼にはなかったから。ゾンタハウスみたい
に無料で学習支援ができる場所があれば使っ
ていた。 

- 家の近くに塾みたいな存在がなかったから。

- 山田は家が被災度合いにより、奨学金が必
要でももらえなかった。被災度合いが大き
くなくても満足できるお金がもらえなかっ
た。 

- 県外の人との交流。もっと県外の人たちに
知ってもらいたいと思ったのでたくさん交
流できるイベントなどを増やして欲しかっ
た。 

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期 
- 他の地域で行なわれている支援が知れたら
よかった。他の地域で行なわれている支援
を知る機会がなかったため知れるような媒
体があればいいと思った。 

- 震災の話はたくさんの人に聞いてほしい。
共有したい。震災の話は実際のところたく
さんの人にしたいから、もっと聞いてほし
い。 
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５．震災後に、頼りになった人 
- 親、友達、中学の先生、ゾンタ関係の人、
サポートを仲介してくれる人 

- 親→進学、就職、経済、健康 
- ゾンタ関係→勉強、進学 
- 友達→進学、精神面での健康 
- 先生→奨学金、プログラムの提案、進学、
就職 

- 片貝さん、森田先生→仕事とかの視野を広
げてくれた。話を聞いてくれる。 

- 自分が今後やれること 
- ボランティアの提案やプログラムの提案を
周りの人にする。 

- 結果を残して、今まで自分を支えてくれた
人に恩返しをする。 

- 自分の後輩に話して、こういう支援がある
ということを伝えたい。 

・４班の議論 
１．どのような支援が自分を勇気付けてくれたの
か。 
- 物資、直接支援系：　教材、部活用道具支
援、食糧支援、スクールバス、ゾンタハウ
ス 

- イベント：　兵庫県神戸へ行き、阪神淡路
大震災を経験した現地の人達との交流試合、
情報交換 

- プログラム：　キッズドア学習支援（2011
年度・中三当時）、東京の企業での職業体
験 

　　　　　　　　 
２．なぜその支援の方法は有効だったのか 
ゾンタハウス 
- 居場所、勉強できる環境ができた 
- 大学生との交流、進路相談など 
- ゾンタへ通う他の中高生と意見交換ができ
た 

キッズドア 
- 放課後帰宅前の時間に自分達の教室で勉強
ができたから→　自分たちのホームで、安
心して勉強できた。 

- 自分達の教室で行われていたため、入試前
の時期など、時間を無駄にしなくて済んだ 

- 様々な支援を通して自分達の相談に乗って
くれる、背中を押してくれる沢山の大人達
に出会えた。 

３．支援が必要だったにも関わらず、なぜ利用で
きなかったのか 
支援全体 
- 街（役所、避難所等）に支援物資が届いて
いる中、町外れにいる人は、そこまでの移
動手段がない、遠すぎる。 

- どこでどのような支援が行われているか、
どのように情報を得ればいいのかわからな
かった。 

- 奨学金を申し込む際、家の状況、親の収入
等の条件で判断され、申し込めなかった。 

ゾンタハウス 
- 通う子達の中でグループができていて、行
きづらい、環境に馴染みづらかった。 

- 勉強する場と、休憩、おしゃべりする場の
境界が曖昧になってきている。 

４．どのような工夫・支援の形があったか、時期 
- 震災直後に食糧物資が集中して、廃棄する
ことがあった。また、バンしかこないなど、
バランスが偏りがちだったため、必要なも
の、量の明確化が必要。 

- 学校で、奨学金や、プログラムなどのお知
らせが、掲示板に貼ってあるだけや、ホー
ムルームで簡単に告知されるだけなど、非
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常に簡素でわかりづらかったため、もう少
ししっかり情報を教えて欲しい。 

- Z00 café、南三陸等で、活動をしている人
達を見て、自分達の周りにもそういう意識
を持った仲間がいるか知りたかった。一緒
に何かをする仲間が欲しかった。 

- 意見交換会の時期が、センター試験と重な
る。（高三生） 

５．震災後に、頼りになった人 
- 親、友達、中学の先生、ゾンタ関係の人、
サポートを仲介してくれる人 

- ゾンタハウスに通う中高生→学校のことな
ど話しを聞くことができた。 

- ゾンタハウスの佐藤さん→違う考え方を持
つきっかけを与えてくれた。 

- ゾンタハウスに来た大学生→ボランティア
をしようとするきっかけを与えてくれた。 

- NPO底上げの矢部さん→南三陸バスツアー、
プロジェクトMに繋いでくれた。 

- 支援や活動に関する固定観念を覆してくれ
た。 

- 片貝さん→放課後学習会や意見交換会など、
現在の活動につながった。 

- 登米市民の方々→避難の受け入れ、お世話。

- 自分が今後やれること 
- 支援を受けた人に対して何かをそのまま返
すのではなく、支援を受け自分が進んだ先
で自分なりにできることで貢献すること。 

印象に残っている言葉 
- 『頑張ろうね』 
- 『親に反抗しなさい』　進路を決める際に
苦しい状況だからといって親の言い成りに
なるのではなく、自分の考えもしっかり伝
えなさいという言葉。 

- 『お前は家あるからな』家の損害状況によっ
て支援に格差があったため、この言葉が皮
肉っぽく感じられた。 
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(３)参加した子どもたち・青
年たちが感じた震災後の人と
の関わり 

(４)参加した子どもたち・青
年たちの感想 

好きになったこと、 

嬉しかったこと
嫌だったこと、 

腹が立ったこと
「少しは親に反抗し
なさい」と言われた 

やるしかない（逃げ
ても仕方ない） 

（大学の友達から）
震災の話を聞かせて
ほしい 

私たちが嬉しいこと
は、自分たちのやり
たいことをやってい
ることだ 

人生何があるかわか
らないから、やりた
いことをやりなさい 

（話さないでも）一
緒に頑張ろうねとい
う振る舞い 

一期一会（震災後
に、特に好きになっ
た。これからも大切
にしたい） 

強要された 

家あっからな 

どうせ無理なんだか
ら 

うちも親が死ねばよ
かった 

いいな、うちは何も
なかったからな 

震災のおかげで（留
学とか）いっぱい行
っているよね 

（何を根拠にしてい
るかわからない、決
まり文句のように）
頑張ってください、
応援しています 

（分かったように話
す人、態度） 

（しったかぶ
り・・・下調べして
から話してほしい） 

（支援・・・ゴミや
汚れたものが送られ
てきた）
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Project"M" による
岩手県山田町Z00 
Café 見学と意見交
換（2016年9月12
日） 

（1）取組概要 

　山田町を訪問した南三陸出身の大学生２人・い
わき市出身の大学生１人とゾンタハウスでカフェ
を開いた山田町の高校生3人で行われた。ゾンタ
ハウスを初めて訪れる大学生が、山田町のこと、
Z00 caféのことを知るために行われた。所要時
間は約45分で大学生が山田町の高校生に質問を
投げかける形式で行った。 

（2）質問内容および回答 

・Z00 caféを始めた時期はいつだったのか。 
2016年1月9～10日に東洋大学で行われた
「東日本大震災子ども支援意見交換会」か
ら帰ってきてから。caféが開く日は２階か
ら椅子や机を下ろして、並べて開いている。

・なんでやろうと思ったのか。 
ゾンタハウスのスタッフの竹内先生から、
宮城県の石巻で開いている高校生café「」
（かぎかっこ）みたいにやってみないかと
提案があった。

・なんで竹内先生とそういう話になったのか。 
将来、未来に向けてこういうものをやらな
いかという提案があった
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・その提案についてどう思ったのか。 
楽しそうだと思った。 

・自分たちが運営を任せられることはわかってい
たのか。 

土台は大人がやってくれるのかなと思って
いた。メニューなども大まかなところは考
えてくれると思っていた。 

・実際はどうだったのか。 
どういうのをやりたいのかを高校生たちが
案を出して、そこから出せそうなものを大
人がピックアップした。 

・メニューは誰が作ったのか。 
高校生が作っている（大人もちょっといじっ
ている）。 

・メニューは何を参考にしたのか。 
ラテアートはゾンタハウスのスタッフの佐
藤さんの家に行ったときに、佐藤さんがラ
テアートにハマっていて「やってみない？」
と提案された。それでZ00 caféでもやろう
かということになった。 

・Z00 caféをやってみての変化は。 
結構大変。高校生のいる週で、自分たちが
時間のある土曜の14:00-18:00にやる。 

・最近caféをやったのはいつか。 
2016年9月3日（テスト前） 

・始めてみて良い事はあったのか。 
たくさん人が来る。公文の子、その親、高
校生のおばあちゃんの友達など色々な世代
の人と関われるのが嬉しい。 

・地域の人に呼びかけているのか。 
Z00 café の時に、「次は○月○日にやり
ます」と宣伝。あとは、おばあちゃんの口
コミ。あとは、チラシを貼ったりする、人
気ランキングを貼ったりしている。 

・Z00 caféやっている高校生はみんな同じ高校
か。 

みんな同じ山田高校。 

・高校の人に話しているか。 
最初は話していたけど、今は話していない。
準備に関係するクッションやエプロンにつ
いて話していた（４人）。 

・学校の友達にZ00 caféをすすめているのか。 
誘っているが、メンバーとして来てくれな
い。 

・なんで来ないと思うのか。 
ゾンタを利用していなくてちょっと行きづ
らいと感じる子がいる。ゾンタを利用して
いる人でも、土曜日が部活や学校で忙しい。

・毎回盛り上がるのか。 
一番最初の頃は40人くらい来ていたが少な
くなった。 

・どの年代が一番多いのか。 
お年寄り。高校生は数人。 

・山田は他にカフェがあるのか。 
近くに「民謡カフェ」というものがあり、
それが同時期にオープンした。 
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・高校生が学校終わりに行くカフェはあるか。 
ない。 

・いっぽいっぽ山田はどういうところか 
小学生は多い、中学生とかはあまり見ない。
しかし、「ふれあいセンター」は高校生が
勉強しに行っている。（ゾンタのことは触
れずに）学校の先生がそっちに行けと言っ
ている。 

・ふれあいセンターはどのような施設なのか。 
図書館もあるし、小さい子用の絵本のある
スペースもある。軽食を食べるスペースもあ
る。ふれあいセンターの方が建物も新しい
からキレイ、床が柔らかい。 

・ゾンタと比べてどうだったか。 
昨日はふれあいセンターはうるさかった。 

・みんな震災のときの年齢はいくつだったか。 
小５。 

・そのときのことを覚えているのか。 
少し覚えている。 

・震災当時のことを意識してZ00 café などを運
営しているか。 

意識していない。 

・ゾンタに通ったり、caféを運営したりするモチ
ベーションはどこにあるのか。 

地域の人が来てくれる。いつも来てくれる
おじいちゃんおばあちゃんが次のcaféを楽
しみにしてくれている。待っていてくれるか
ら若い世代がガツガツやらないといけない
と思う。 

・この辺の高校生は放課後何をしているのか。 
それぞれの趣味をしている。道端や小学校
や、トンネルや役場の下。遊ぶときはぶら
り旅をしたりしている。 

・出かけるとこはどこに行くのか。 
宮古は 石（たまに）、盛岡。 

・来年受験や就職があるが、どう考えているか。 
福祉系に進みたい。関東はどうかな、とい
う感じ。岩手から出ることをあまり考えて
いない。 

・ゾンタは後継する人がいるのか。 
ちょいちょい声はかけているが、集まらな
い。 

・大人の支えが大きかったのか。 
なんだかんだ大人の支えが大きかった。 

・意見交換会を通して何か感じたことはあるか。 
海外の話を聞いてやりたいと思った。ちょ
うど今年来た副校長が県のイングリッシュ
キャンプや海外派遣の関係者だった。英語
が得意だから、学校の先生から「こういう
のあるから行かない？」と言われ応募。し
かし、3年生が優先で行けなかった（県で10
人くらい）。イングリッシュキャンプはみ
んな行ける。 

・将来は英語を使いたいのか。 
何回かは外国に行って、向こうの福祉を勉
強したい。英語は経験としてありたい。 
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・中学生で遊んでいたところはどこか。 
ずっと部活をしていた。大沢ぶらり旅をし
ていた。探検が多い。山や海。 

・今の子どもたちは何をして遊んでいるのか。 
携帯・スマホやカードゲームなどをしてい
る。 

・家を流された人は今どこにいるのか。 
仮設住宅や山を崩したところに家を建てた
りしている。 

(3)山田町ゾンタハウスの見学
報告　（阿部成子） 
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２０１７年３月９日・
３月１０日東日本大
震災子ども支援意見
交換会 

（1）３月９日　　　　　　
１３時～１７時　　　　　　
東洋大学１号館１６０１教室 

活動内容 
1.基調報告：東日本大震災における子どもの支援
の取り組みとこれまでとこれから：森田明美 

2.被災地の子ども若者たちの報告と大学生・支援
者との意見交換（3グループに分かれて意見交換）
高校生と若者たち（岩手県山田町、南三陸町、東
京など避難者）約10名、東洋大学社会学部学生、
被災地出身の大学生など 

3.全体討議：3グループの報告を受けながら参加
者と一緒に考える 

4.参加団体からのメッセージ 
司会進行：荒牧重人（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク運営委員　山梨学院大学教授） 
　　　　：森田明美（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク事務局長　東洋大学教授）
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報告内容 
【１班】ファシリテーター：林大介 

林：それではProject M、ゾンタハウス、
Z00cafe、東洋大学森田ゼミの報告について意見
交換兼質疑応答を始めます。 

花岡：Z00afeについてですが、カフェを始めよ
うと思った発起人は？  
湊:塾の先生に勧められました。 

花岡：スタンスとしては、ゾンタハウスが先にあっ
てそこで関係があった人に勧められたということ
かな？ 
湊：はい。そうです。 

上田：その前から（Z00cafeができる前）ゾンタ
ハウスには遊びに言っていたということかな？ 
湊：はい。そうです。 

花岡：ゾンタハウスは雰囲気的には、中学生とか
小学生とかも行くイメージ？ 

湊：中高生ですね、公文をやっている日もあるの
で、その時は小中高生でみんな一緒に勉強をして
います。 

林：ゾンタハウスの利用者は中学生が多いのかな？

湊：今は、受験シーズンなので中学生が多いです。
いつもは高校生の方が多く利用しています。 

林：他に聞きたいことがある人いますか？ 
石井：Project Mをやっている方々に質問ですが、
同世代の学生を参加対象としているとレジュメに
は書かれていますが、それはどのように参加学生
を集めているのですか？ 

西條：1回目2回目の参加者が自分の友人を誘い、
その友人がまた別の友人を誘うというような繋が
りの中で参加者が集まりました。 

石井：参加した人からはどのような感想がありま
すか？ 
西條：実際に行ってみてこんなにも復興は進んで
いないのだなという感想が一番見受けられます。
被災した姿と今前向きに復興に向けて頑張ってい
る姿のどちらも知ってもらうというような企画内
容なので、復興はあまり進んでいないけれども地
元の人たちはこんなに頑張っているというギャッ
プを感じるという学生が多いです。 
石井：私は森田ゼミに入って初めて震災のことに
関わらせてもらっていますが、山田町の様子やゾ
ンタハウス、Z00cafeでの活動は行ってみて初め
て分かることだらけでテレビや人から聞いたお話
だけでは全て知ったことにはならないということ
を強く感じました。

林：Project Mのツアーにはどんな子たちが参加
しているの？ 
西條：私は今まで学校で震災の話をしたことがあ
まりなくて、仲の良い友達といる時も震災の話は
していいのかわからなくて、自分からはしてきま
せんでした。でもツアーに参加したいといってく
れる子たちは周りにはいました。1回目2回目の
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ツアー後に次も参加したいといってくれる子たち
もいました。参加者は震災を経験した宮城県に住
む子であったり、震災を経験していない山梨県に
住む子であったりと様々です。参加者全員が復興
の活動に興味があるのではなく、ツアーが気にな
る、東北に一度は行ってみたいというような子も
参加してくれます。 

林：ツアー後にフィードバックはするの？ 
西條：二泊三日のツアーですが毎晩各々が感じた
こと、気づいたこと、感想を共有します。最終日
にはワークショップという形で共有をします。自
分の住む町について感じていること、課題などを
話合う時間を設けています。 

林：自分の町というのは？ 
西條：私たちは南三陸町について話し合います。
参加者の中には自宅が栃木県や山梨県など様々で
す。自分の町の魅力や防災について考えます。 
高橋：ゾンタハウスについての質問ですが、今の
Z00cafeを運営しているのは主に高校二年生の代
ですが、今年からみんな受験生になります。その
うえで、後継者についての課題にはどのような取
り組みが必要だと思いますか？また、私たちにで
きることは何ですか？ 
湊：友達に「Z00cafeを一緒にやろうよ」と誘っ
てみてはいるのですが、行きたいとは言ってくれ
ますが、行きづらいと言われます。ゾンタハウス
に一回も言ったことがないし、今カフェを長く手
伝っている人達がいる中でこれから参加するとい
うのには抵抗があると言う人もいます。 

林：Z00cafeができて一年くらいですか？ 
湊：9か月くらいです。 

林：では、カフェに関わっているメンバーはずっ
と変わらないということかな？ 

湊：高村：はい、変わらないです。 

林：今のメンバーはカフェを開く前からゾンタハ
ウスに通っていたの？ 
湊：高村はい、そうです。 

林：今のカフェに関わっているメンバーが同級生
ということで次につなげるために、後輩たちに引
き継いでもらいたいと思っているの？ 
湊：部活の後輩や中学生にも声をかけていきたい
なと思っています。 

林：古庄さん、松尾さんはこの後継者の問題につ
いて学生内で何か話はしていますか？ 
松尾：今聞いていて思ったのが、友達行きづらい
と言っているのなら一人ずつロ―テーションでカ
フェのお手伝いをお休みして、友達を誘って一緒
にZ00cafeにお茶をしに来るとかはどうなのかと
思いました。 
湊：高村：良いと思います。 
花岡：昨年の12月にちょうど3か月経ってないく
らいから高校生のためのカフェとしての活動をやっ
ているのですが、南相馬の、一度住民がゼロ人に
なったところで同じように高校生たちが自分たち
のできる範囲で何かやりたいということで団体を
作ってやっていますが、Z00cafeもこれとイメー
ジが被るというか、彼らも同じ高校二年生でこれ
から受験が始まり今後どうカフェを運営していく
のかというのが目下の課題としてあります。自分
たちの後継者となる人を引っ張ってくるというこ
とがなかなか難しいと言っています。友達をつれ
てくればいいんじゃないかという提案をしますが、
やはり行きづらいという意見が出ているようです。
やはり、自分と違う学年の人を連れてくるという
のは難しいところはあるよね。ゾンタハウスのお
話を聞いていてどこでも同じ課題があるのだなと
思いました。 
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林：湊さん・高村さんは一度、南相馬のカフェに
は行っているのだよね？どんな雰囲気だった？ 
湊：主に高校生だけで運営していたけど学校があ
る平日は大人の人の手も借りて運営していました。

林：Z00cafeは高校生のみで運営している？ 
湊：調理場では大人の手も借りて運営しています。
月に一回、土曜日に開催しています。 
高橋：二回目にZ00cafeに参加した時に東洋大生
が考えたレクリエーションを介護施設の入所者に
出し物として楽しんでもらうという企画を行いま
した。カフェだけの開催ではなく、カフェと並行
してもう一つ企画をやればもっとZ00cafeやゾン
タハウスに来てくれる人が増えるのではないかな
と思いました。 
西條：Z00cafeというのは高校生だけで運営する
ということですよね？後継者についてですが、中
学生も一緒になって運営すれば多少は問題も解決
するのかなと思いました。下の世代もどんどん巻
き込んでいけばいいのかなと感じました。 

林：データにもあると思うけど、実際にカフェに
お客さんとして来てくれた人たちは、中学生と高
校生ではどちらが多いのかな？ 
湊：中学生は全然来ていないです。一人二人くら
いですかね。 

林：実際にカフェをやっていて楽しいの？カフェ
の魅力は何かな？ 
湊：楽しいです。私は調理をする係りですが、お
客さんが美味しいと言って食べてくれて、注文が
多いと作り甲斐があってとても嬉しいです。 

林：カフェをやっていることはご両親や学校の先
生はどう思っているのかな？そういう話をしたこ
とがある？ 

湊：応援してくれています。私たちの親は毎回カ
フェが開かれる度に来てくれます。逆に学校の先
生は来てくれないのであまり興味がないのだと思
います。先生たちをカフェに誘ってはいるのです
が全然来てくれないです。 

林：カフェは学校の外での活動、サークルの活動
みたいなイメージを持っていると思うのだけれど、
これの魅力は何かな？学校との違いとかはどんな
ところ？ 
湊：いろんな人と関わることができるところです。
学校だと先生と友達というつながりしかないけど、
カフェだと、おじいちゃんおばあちゃんや小学生
とか地域の人達と関わることができます。コミュ
ニケーションをとることがとても楽しいです。 
高村：知らない人でもカフェを通じて仲良くなれ
るし、地域の人と深い関わりを持つことができま
す。とても良い場所だと思います。 

林：自分の知らない人に対して地域の人が余計な
こと、自分の言ってほしくないことを言ったりは
しないの？ 
湊・高村：特にないです。 

林：東洋大生はカフェを手伝ってみて、自分が高
校生の時こんなカフェがあったら行ってみたい、
やってみたいと思ったかな？ 
石井：私はやってみたかったと思います。高校が
アルバイト禁止の学校だったのでこんなカフェが
あったら携わりたかったですね。実際にカフェを
手伝ってみて、高齢者の方といったあまり関わる
機会がない方たちと交流できるのはとても良いと
思います。都会では味わうことができない体験・
経験ができるのではないかなと思います。 
松尾：私はZ00cafeのお手伝いはしたことがない
のですが、高校生の時にこんなカフェが近くにあっ
たら行ってみたいと思います。ずっと部活のみの
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生活とかだと視野が狭くなるし、いろいろな人と
関わることでこんな将来もあるとわかると思うの
で是非やってみたかったです。 

林：西條さん、松崎さんは震災前から地域の人と
関わりはあったのかな？ 
私の住んでいるところは田舎で、1キロくらい家
が離れている人同士でも道で会うと挨拶を交わし
ます。学校帰りに世間話をしたりはしていました。
地域のつながりはあると思います。みんな知り合
い以上のつながりはありますね。 
松崎：私は、学校や部活が一緒であった子や親同
士のつながりはとても強いと思います。原発の問
題で親が仕事に出ている間、子どもが一人で留守
番をするのは危ないので近所の家にお邪魔して一
緒に過ごしたりしています。普段から地域のつな
がりを感じています。 
林：学校の中だけではなくてそれ以外で地域の人
たちと関わることができる場があるということは
とても良いことだし、楽しいよね。ツアーで知り
合った人であったり今日の意見交換会で出会った
人であったりとか、人と話すことが苦手なひとも
もちろんいると思うけれどたくさんの人と交流す
ることはやっぱり大切なことだよね。 
西條：私は以前人前で話すことが苦手でした。で
もツアーを開催したことで少しは慣れました。初
めて意見交換会に参加した時は、震災の時の話を
することがとても辛かったです。でも年月が過ぎ
ていくによって震災のことを知ってもらうという
ことが自分の力になっていると感じるようになり
ました。震災のことを話すのは今でも辛くなると
きはあるけど、それ以上に知ってもらいたいとい
う思いが強くなってきました。 

林：学校の友達には震災のことはあまり話せなっ
た？ 

西條：高校の時は周りの友達が同じ震災での体験
をしていたので日常会話の中で話はしていました。
私の高校は南三陸町の隣にあり、電気などは止まっ
てしまいましたが津波の被害は受けませんでした。
でも私の自宅は津波の被害にあい、みんなとはま
た違った被害を受けました。そんな重い話を友達
には話せませんでした。だから自分の震災の体験
を本当に仲のいい信頼できる人にしかできません
でした。高校生の時にこのような意見交換会とい
う場があって本当に良かったと今でも思っていま
す。 

林：湊さんは今回この意見交換会は三回目の参加
ということで以前と何か変わったなということは
ある？ 
湊：毎回みんなと意見を交換するたびにそれぞれ
が違う体験をしているけど考えていることは一緒
だと思います。中学生の時は自分から発言をする
ことが苦手でまとめるのも苦手でした。でも最近
は話すことが楽しいと思うようになって人の意見
を聞くことも楽しいなと思うようになりました。 

林：高校の友達には、東京に来て震災の話をして
きたよとかいう話はするの？ 
湊：ないですね。東京に行ったということは話す
けど具体的な内容については話さないです。同じ
ような経験をしている友達がたくさんいるけど震
災の話は全然しないです。 

林：なぜしないの？やっぱりしにくいのかな？ 
湊：町の舗装が変わったとか新しい建物ができた
とかいう話はします。 
高村：こんな施設ができてほしいなとは話します。
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林：6年経って復興は少しずつしていると思うけ
どそれに関してはどうおもう？震災を経験した小
学生の時と比べてどう変わったかな？ 
湊：道路とか町の様子が変わってきて小さい頃通っ
ていた道もなくなって寂しいな、嫌だなと思うこ
とはあります。自分の思っている、イメージして
いる山田町とは違ったものになりつつあって、震
災前の姿に戻ってほしいなと思うことはあります。
でも自分の育った町だから大人になっても山田に
戻ってきたいなと思います。 

林：これから山田町がこうなってほしいという話
は親とか学校の先生とかと話す機会はあるの？ 
湊：ゾンタハウスやZ00cafeを一緒にやっている
子たちとは世間話の中で話すことができるけどあ
まり深くは話さないです。 

林：Project Mの人たちは自分の町のことを話し
たりするの？ 
西條：私が震災の体験を話せるようになったきっ
かけは大学で震災に関する講演会があってからで
す。その講演会で自分の思っていた以上に友達が
参加していてそこでみんなの前で自分の震災の体
験を話しました。また、同じ大学の友達が
Project Mのツアーに参加してくれてその子たち
には自分の体験を話しました。それ以外の大学の
友達には全然話せていないです。 

林：それは震災のことを話したい？それとも離せ
ないのかな？ 
西條：高校の時は自分の経験を話したいという思
いが強くありました。今は、全員ではないけど、
自分の話だけではなく同じような経験をした人と
友達になれたので高校生の時よりかは、話したい
けど話せないという思いは感じなくなりました。 
松崎：私も以前はあまり震災のことを話すような
友達がいませんでした。でもProject Mのツアー

に参加して西條さんに出会えて踏み込んだ話もで
きるようになりました。 

林：これからどう復興のために関わっていきたい
なと考えていますか？ 
西條：今やっているツアーで、聴覚障がいについ
て学んでいる学生として聴覚障がいを持っている
方が震災時どのように非難したかやどんなことに
困ったかなどを今調査していてこの調査が本当に
被災地の人のためになっているかわからないし、
自己満足で終わるかもしれないけれど、こういう
活動は今後も続けていきたいなと思っています。
私たちの調査によって今後南三陸町やそのほかの
震災の被害を受けた地域に少しでも多くの人が居
住や移住をしに来てくれたらとても嬉しいです。
調べて終わりではなくてしっかりと発信していき
たいなと思っています。今考えているのは、地域
のブログを作ってこんな 
支援が必要ですなどと発信し、動画をつくって聴
覚障がいをもっている方の立場になって、障がい
を持った方がどのように生活をしているかなどと
いうことを知ってもらいたいなと思っています。
またこのような震災が起こった時に教訓として残
しておきたいなと思うし、障がいを持った方に対
して少しでも力になれたらいいなと思います。本
当に力になれるかは分からないけど、やらないよ
りは思いついたことは何でもやった方がいいと私
は思います。できる範囲でやっていきたいなと思
います。 

林：東洋大生は中には阪神淡路大震災を経験した
人もいると思うけど、今回の震災があってこれか
らどんなこと（活動）をするべきだと考えている？
実際に被災地の中学生、高校生と会ってみてどん
なことが課題であると感じている？ 
石井：私はこの震災で大きな被害を受けていない
ので今日みんなと話してみて、経験したことの自

 74



分とのギャップがすごいなと感じました。以前は
テレビなどで震災の映像や情報を見たり聞いたり
しても、自分とはかけ離れた世界のことのように
感じていました。でも、直接被災地に行くことで
わかることがたくさんあるなと活動を通して感じ
ました。全国の人が被災地に行って状況を知ると
いうことはできないけど、もっとこのような活動
が増えたらいいなと思います。就職活動をするう
えで、企業を見るときに復興のための活動をして
いる企業を見てみようかなと思いました。 
瓜生：私がゾンタハウスに行ったときはちょうど
公文が開かれていて、小学二年生の男の子に勉強
を教えました。勉強を教えている中で、6年前の
震災の時はこの子たちはまだ二歳か三歳で地震の
時の記憶はないだろうなとふと思った時に不思議
な感覚になりました。今の私の身の回りの環境と
いえば高いビルがあったり大きな公園があったり
有り余るくらいのたくさんのものが私を取り囲ん
でいる中で、今の山田町で暮らしている子たちは
7、8メートルもある防潮堤がすぐそばにあって道
の舗装もあまり進んでいない中で暮らしています。
この子たちにとってはこのいまの山田町の環境が
普通のもの、当たり前のものとして存在している
ことがとても感慨深いと感じます。この子たちに
震災時のことやその教訓などを伝えるのが今の私
たちがやるべきことなのではないのかなと感じま
す。 

林：Project Mでは語りべなどで子どもたちに震
災時のことを伝えているのだよね？ 
西條：私たちも初めて被災地に来た人たちに震災
のことを伝えることが大切だなとおもいます。で
もまったく震災のことを知らない、または覚えて
いない子どもたちに震災のことを伝えて、語り継
いでいくということを今後していきたいなと思っ
ています。外部に向けた語りべも重要だけれども、

内部の被災地の子どもたちに一番に伝えていくこ
とも大変重要なことだと思っています。 

林：山田高校では、震災のことを語り継いでいく
という活動とかはしているの？ 
湊：やっていないと思います。 

上田：私は湊さんや高村さんの年齢で母親になっ
た人たちの気持ちを聞いて研究をしているのです
が、大人が良かれと思って言っていること、アド
バイスがその人たちにとっては必ずしも正解であ
るとは限らないということに気づかされて、その
ような視点で考察すると、湊さんや高村さんはい
ろいろ大人が言ったりやったりしていることにつ
いて自分の思っている、求めていることと違うな
と感じることはありますか？もしくは大人に対し
て何か言いたいことはありますか？ 
高村：学校の先生に、何度もカフェに来てほしい
と言っているのになかなか来てくれないことです
かね。来てくれる先生はいたけど来てくれない先
生の方が多くていつも「なぜ来てくれないのだろ
う」と思います。安いし美味しいから是非来ても
らいたいです。 
湊：もう少し中学生、高校生を巻き込んで活動を
したいなと思います。以前、宮古市の被害が大き
かったところにボランティア活動に行った時に、
いろんな世代の若者を巻き込んで活動していたの
でこのような活動がもっと増えればいいなと思い
ました。 
林：ひとまずここまでで終了します。 

【２班】ファシリテーター：清水冬樹 

清水：ゾンタに初めて行った時はどうだった？ 
高校生：兄弟が通っていて、公文に通っていた関
係で、ゾンタハウスへはすんなりと入れた。 
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清水：北海道に自主避難をしたけど、その実感は
あった？ 
鈴木：深く関心を持たれず、よくも悪くも聞かれ
ない。最初は自主避難について聞かれることに疲
れていたから聞かれなくて良かったと思っていた
けれど、時間が経つにつれて、自分の人生におい
て重要なことを話さずには理解してもらえないこ
とに違和感を覚えた。仲良くなれば聞いてくれる
けど、面倒臭そうな話で、周りからは煙たがられ
た 

清水：面倒くさいとは相手が？それとも自分が？ 
鈴木：相手が面倒臭いと思っていたと思うし、自
分もその経緯を話すことが複雑であったから面倒
臭いと思っていた。その中で、自分がどこで話し
たかというと、高校の社会の先生が授業の一環と
して母親と一緒に話す機会を与えてくれた。それ
と、自主避難者同士のネットワーク、避難者の会
などで話す機会があった。 

清水：自主避難とはどういうことか、なぜ、自主
避難した？ 
鈴木：原発から６０キロ圏内の、放射能が高いわ
けではないところにいたが、風などによって運ば
れてくる場所でもある。最初、国がその放射能の
情報をスピーディーに流さなかったところから不
信感を抱いた。情報が届かない中で放射能がどう
なるか分からないリスクを抱えた中で生活するの
もありだが、それを避けるのも１つの選択肢だと
思った。それと地震が続くとストレスになったり
体調を崩したりした。避難区域でもなく、自ら避
難したから街から支援物資が届くわけでもないた
め、自分たちでその情報を探し出す。また、それ
も受けられるかどうかは分からない状態から始ま
る。 

清水：いわきはどうだったか？ 

草野：原発には郡山より近いけど、風の関係で、
いわきより郡山の方が放射能が高くなっちゃう。
むしろ、いわきは原発の地域からの避難者を受け
入れる地域。それによって、人口が極端に増えた
地域がある。転校生が１００人来た。

清水：郡山に自主避難した人はどれくらい？ 
草野：自主避難も自分たちが自主避難と言ってい
るだけで、移住者という言葉もある。住民票を移
している人もいればいない人もいる。自主避難の
定義も様々。 

清水：自主避難に抵抗はなかったか？ 
鈴木：地震で学校休みになって１ヶ月後には再開
されたが、登校しても地震が続くから、バタバタ
していたし、学年にも自主避難とは言葉に出さず
に、何人か転校している人がいた。だからその選
択肢もありだと思った。 

清水：今、郡山に戻るという話にはならないのか？

鈴木：郡山に残っている人や祖父母に今後どうす
るのかと聞かれるけど、友達などが残っている中
で自分だけ避難してきて、また「裏切り者」とか
「あいつ逃げたな」と陰口を言っている人をみて、
自分が自主避難したことを申し訳なく思った。ま
た、残って頑張っていた人に受け入れてもらえる
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のか、同じ志でかつ目標でついていけるのか怪し
かった。だから、一回県外に出たのなら、そこか
ら自分が出来ることがあるのかなと思った。その
実践として社会学部に入り、統計的にどういう人
がそういう理由で避難したのかなどを学ぶことが
でき、県外からでもできることがあると考えた。 

清水：草野さんの周りには自主避難したひとはい
るか？ 
草野：あまりいないけどゼロではない。地震があっ
た後は春休みに入ってしまい学校の子と会うこと
はなかったけど、新学期始まってもいなかったか
ら自主避難したのだと思った。 

清水：自主避難については誰かと話すことはあっ
たのか？ 
鈴木：仲のよい１０人くらいしか言っていない。
他の人には親の転勤と言っていた。 
自主避難とは言えない。本当に仲良いこと、言わ
ないと迷惑がかかってしまう子にしか言っていな
かった。 

清水：草野さんはゾンタのようにお世話になった
人への恩返しを形にしようといったような活動を
したりしていたのか？ 
草野：中３～高校半ばまで、復興支援をしてくれ
た世界中の人たちに恩返ししたいという思いで、
フランスのパリでイベントを開くという（東北ス
クール）活動をしていた。そこでの取材で自分が
被災したことを話す機会があった。東北スクール
の繋がりは中学校のとき生徒会長をしていて、い
わき市の中学校の生徒会長全員に東北スクールに
参加しませんかと誘いがあった。 

清水：東川町（鈴木さんが自主避難した場所）で
は自分の経験を話す機会などあった？ 
鈴木：自分から話す機会はなかった。 

清水：草野さんが東北地区での復興のためにした
こと？ 
草野：一番初めのきっかけは、中３の夏にいわき
市の中学校の生徒会長全員が長崎の市長から招か
れて、長崎の生徒会長と交流する機会があった時
に初めて震災のことを話した。 

清水：草野さんの話をきいて東北スクールに行き
たいという人は行けたのか？ 
草野：いわき市からは行けないけど、自治体や地
域によって選ばれ方は様々。自分から申告して選
ばれた人もいる。 

清水：ゾンタのことやカフェのことを話したいと
思ったのはなぜ？ 
高校生：カフェをやっていて、お客さんが震災の
こととか話していて自分たちが伝えていかなけれ
ばいけないと思った。 

清水：草野さんが山田を訪れて、カフェに行って
みてどう思った？ 
草野：すごく町もZ00cafeに来る人もすごくアッ
トホームだと感じた。でも逆に初めての人は入り
にくい。慣れ親しんだ人のみが入りやすい感じ。 

清水：Z00cafeをやってくれる後輩がいないこと
をどう感じている？ 
高校生：まず、ゾンタに来る人が減って、その人
たち同士の関わりもなくなった。カフェをやって
くれる子もいない。前回、ヘルプでカフェに手伝
いに来てくれた中学生もいたけど、仕事の話以外
あまりコミュニケーションがとれなかった。 

清水：下の子たちに支えてもらった人たちに恩返
しがしたいという動機はあるのか？ 
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高校生：６年経って風化している。下の子は新し
い建物、震災前とは違う建物ができて、そこに移っ
ているのが大きいと思う。 

清水：東北スクールは下に受け継ぐとかあるの？ 
草野：１年前にプロジェクトができた。中高生が
やっている。草野さんも関わっている。その子達
が関わったきっかけも生徒会。 

清水：周りから東北スクールをやりたいというの
はなかった？ 
草野：羨ましがられたけど、東北スクールはタフ
で勉強、部活、東北スクールの両立が大変そうと
言われた。 

清水：避難親子として、逆に話し合うことが難し
くならない？ 
鈴木：母親がすごく活動的でしゃべる場所ないと
自ら作る感じの人で、中学生で被災した僕自身も
使える教材になり得る。支援という形ではないけ
ど、親が作ってくれた授業という形での語りであっ
た。 

清水：その時、みんな真剣に聞いてくれた？ 
鈴木：ネットワーク作って出てくれた人で、かつ
福島がどういう複雑な状況にあるということを分
かっている人だから割と聞いてくれた。 
清水さん 旭川は震災の時は地盤が固いためほと
んど揺れなかった。だから、わからない人は分か
らなくて、テレビの中で起こっていることがある
意味パラレルワークだった。震災があったことが
リアリティをもって感じられなかった中で関心を
持ってくれたというのはある意味で話せる場所が
あったからかな。 

清水：震災のことを下の子と話すことってあるの？

高校生：ない 

清水：ふとした時に竹内先生とか友達とか話すこ
とはないの？ 
高校生：友達とも、震災の時に同級生をなくして
話してはいけないのかな…という雰囲気があって
話にくい。 

清水：佐々木さんと小林さんの間でも話をするこ
とはない？ 
高校生：２人の間でもしない。遠慮のいらない人
だと話ししやすいけど分からない人にはどこまで
話し、踏み込んで良いのか分からない。 

清水：２０１４年の調査で周りの人が聞いてくれ
るという割合が高かったけど、２０１５年は極端
にその割合が減ったのだけど、その実感はある？ 
高校生：佐藤さんとか竹内先生と話すことはあっ
ても他の人とはしない。 

清水：佐藤さんとか竹内先生以外でも将来のこと
とか話を聞いてくれる人だと思える人がいなくなっ
ちゃったなという実感はある？ 
高校生：いなかった。 

清水：じゃあ、山田の話じゃないのかな？ 
森田：山田はもともと先生とか向き合ってくれな
かったよね。 
草野：２年前（高校生の時）から考えて、意見交
換会のような大人がこんなにも聞いてくれるのか
とびっくりした。 

森田：２年前くらいから大きな変化があったのか
も。そんな実感はある？ 
鈴木：ニュースでの報道が減っていくことを感じ
た。 
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清水：お母さんが語る場を作ってくれた以外の場
所で発することはあった？ 
鈴木：なかった。でも、母親が自分のこともちゃ
んと１つの意見として考えてくれる人だから、僕
と母親で話し合いをすることもある。だんだん、
高校のことかとどうしても新しい環境の中に入れ
替わると自分の生い立ちを話すかどうか、どこま
で話すかという選択が自主避難者はすごく難しい。
うまく喋れるわけではないからどうやって喋るか。
どうしても年月が経っていくと新しくなっていく
たびに疲れるから喋る機会も減るし、喋られる機
会も減る。 

清水：法政大学ではないの？ 
鈴木：そもそも自分が自主避難者であると言って
いるのは２～３人。どうしても、東京だと言いづ
らい。 

清水：ゼミ生の中で活動を通して、被災した子た
ちが話をできないでいるという実感はある？ 
金子：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島の人
たちに関しては、関わっている年齢が小学５年生
までの子しかいないし、下は２、３歳で自分の自
我が芽生えてくるのが被災後だから復興するとと
もに成長していくというか震災があったことが当
たり前で震災前と比較ができない。変化がどうと
かいう話をすることはない。 
森田：若者たちにとっていうと震災の中を生きて
いるということでいうとそのことがなかなか固ま
らない。そこから復興していく感覚、自分がどう
やって生きていくかということを語っていくこと
で次に伸びていく。その不安定さみたいな、家を
リフォーム中が落ち着かないのと同じように地域
がリフォーム中なわけでずっと。そういう感覚は
ある？震災後の暮らしや建物しか知らない子たち
ばかりという感覚はどうなの？ 

高校生：自分たちが生活していく中で、復興とは
あまり考えずに、みんなが復興しているって言っ
ているから、これが復興なのだろうなって思って
いたけど、今は自分たちがZ00cafeのように、考
えて動いていくうちに、復興って何だろうなって
思うようになった。 
復興って変わっていくけど、自分たちが生活して
きた山田ではなくなる。そういう思いもある。け
ど今のままでは何もないから、建物が建っていく
ということは良いことだけど、前の山田に戻って
欲しいという気持ちもある。 

清水：ハピネを作った時とかにそのような話とか
はなかった？ 
高校生：一応、どういう風な建物になって欲しい
とかをアンケートとか学校に来たりして聞いてき
た。 

清水：暮らしの中のごく一部な話だよね？ 
高校生：全体で考えれば、便利になっていくけど
自分たちとしては、便利になるだけでは住みやす
い街にはならない。 

清水：住みやすさとは？ 
高校生：街の人との関わりが一番大きい。カフェ
とかだと関わることが多いからすみやすさとか考
える。 
工事とかしていて、道路とかが毎日のように変わ
るから、ずっと住んでいたとしても、道がわから
なくなることがある。家などがいつの間にか建っ
ていて、いつ変わっていたのだろうという感じ。
震災前の山田にもう一回住みたいし、戻りたいと
思うけど戻れないということ、新しくなってきて
みんなどう思っているのかな。それを話し合い、
聞き合う場はない。 

【３班】ファシリテーター：谷川由起子 
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谷川：まず３つのグループが説明してくださった
ことについてお互い聞きあいたいなということが
教えていただきたいです。Project Mのお二人に
対してなんですけれども、風化させないようにし
たいとか伝えていきたいという気持ちでやってい
たけども、実は自分たちのためでもあった、自分
たちが故郷の魅力を再発見するというお話をもう
少し詳しく話してもらってもいいですか。 

小野寺：元々ツアーをやろうと思ったきっかけや
語り部をやろうというところに至ったところとし
ては、大学進学で故郷を離れたってことで、その
時に出身が宮城のここでという話をしても、「宮
城ってマンゴーが有名なの？」ということが仲間
内でありました。 
それで、あれだけの報道があったのにこれだけ知
らないのだということにギャップを感じました。
でもそこで興味を持ってくれて地元に来たいとい
う子もいたので、どっちにしろ実際に自分の地元
に足を運んでもらって案内しようとツアーをやっ
たのですが、最初は外に発信したい、知ってほし
いところでしたけども、外の子たちに案内するこ
とで僕らも地元の話を聞くことができるので、中々
その機会って地元に閉じこもっているとできない
ので、案内するから話が聞けるので、そういうこ
とですごく熱い人たちがいたりとか、南三陸面白
いなというのがあったりですね。魅力が発見でき
ましたね。 

三浦：ほとんど言われちゃったのですが、私たち
がツアーをする上では南三陸のことを知っておか
ないといけないので、最低限の知識とか現状とか
を自分たちの中で整理していかないといけないと
いう面でも、逆に自分たちが学んでかなきゃいけ
なかったのでそういう面でもですし、色々なこと
に南三陸町は挑戦していて、一回外に出ちゃうと

情報が回ってこなかったり報道を通してじゃない
と聞けなかったりするので、知り合いづてとかそ
ういう場を通して情報を仕入れて次のツアーに活
かそうかという形でやっているので、自分は外に
出た身ではあるのですが、ツアーを通して町の現
状を学んでいる、現場で働いている人から直接聞
くという機会をもらっているという形ですね。 

谷川：何回かProject Mのツアーを開催されてい
て、最初は身銭を切っていて、外の支援が得られ
るようになってきたり、ツアー先も南三陸だけじゃ
なくなってきたりっていうことがあったと思うの
ですけれど。やっぱり学生が自分のお金でそういっ
たことをやるっていうのが日本中でやっている人
ここにしかいないのではないかと思うのですが、
そこまでしてやろうと思ったのですか？ 
三浦：やっぱり同学年で来たいとは言うけど参加
しやすくするためにはなんだろうって考えた時に、
交通費とか参加費はどうしてもかかるじゃないで
すか。その時に１人１万円とかかかると学生にとっ
てハードルが高いと思ったので、そこはメンバー
で割り勘してっていう話になって、それで参加費
のコストを抑えてずっと自分たちで負担していま
した。今考えればおかしいですけど。 
小野寺：変な気持ちでしたけどね。自分たちが出
して。でもディズニーランドに来てもらうわけじゃ
ないので、震災がなければ広まることがなかった
ようなド田舎に震災があって来たいって言ってく
れる子たちがいるのでそれってすごく幸せだなっ
て思いますね。 

谷川：たぶんベースには故郷愛というものをとて
も感じるというか、人にお金を払ってまで自分の
故郷を見てほしいというのは、震災があるとかな
いとかもしかしたら関係ないっていうかそんな風
に見ていて思ったし、でも続かないからぜひ外の
支援を受けてほしいという風にも思っていたので、
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その後お金の心配よりも内容の心配ができるよう
になってほしいと思っていたので、すごく良かっ
たなと思います。たぶんキーワードとして故郷愛
という面では山田町も同じで。さっき言わなかっ
たけど、（Z00cafeは）給料もらっていないって
言ったほうがいいよ。高校でバイトが禁止されて
いるので、無給で働いていて。あの瞬間あの建物
にお金を貰って働いている人は誰もいないですよ
ね。バイトが全面的に禁止なの？ 
上沢：届け出を出してやらなきゃいけないのです
けれど、やるのも夏休みとか冬休みとかとかじゃ
ないとダメで、それ以外はできないです。 

谷川：だからほんと無償ですよね。行くたびにい
ろんな工夫がされていてあそこの建物にいるとき
だけじゃなくて、すごく普段もいろいろ準備して
いるだろうな。メニューを考えるとかね。その共
通して2つにあるのはやっぱり"故郷愛"かなとい
う風に思うので、逆に私とか東京で暮らしていて
自分が住んでいる町でこんなことが起こったとし
ても、誰もそんなことしないだろうなという思い
もあって、うらやましいなという気持ちがするの
ですけど。そういう意味では、外の人により知っ
てほしい、地元の人に元気になんて欲しいという、
すこし方角は違うのですけど、その辺が共通点か
なと思うのですけど。上沢さんはまだ高校生です
けど、Project Mをやっているような大学生を見
てどう思いますか？ 
上沢：単純にすごいなって思うし、自分も南三陸
に行ってみたいなって思います。もっと南三陸と
か宮城とか福島とかたくさんの人に知ってもらっ
て、いいところだと知ってもらえる人が増えてい
けばいいなと思います。 

谷川：お互い行き来しようとしても、大学生は故
郷から離れていることもあり、地味に行くのも大
変でね。車じゃないとだめだから。そんな機会も

作っていければいいなと思います。中間的な立場
で東洋大学の森田ゼミの皆さんは、例えば
Project M、自分たちと同年代の人がやっている
のをどんな風に見ていますか？ 
畠山：たまに語り部の活動の時とかに何回か一緒
に参加させていただいたのですけれど、若い人が
若い人に伝えるっていうことがすごく大切だなと
思って。いろんな情報源ってあるじゃないですか。
ニュースとか新聞とか。例えば僕が震災当時は高
校1年生で、もちろん学校の方も液状化という形
で被災したので少し東北にいる人たちとは捉え方
が違ったと思うのですけど、それでもニュースと
かで見て映像を見たり、キャスターの方がお話し
されていたり、もちろん本当に大変だなという感
じ方はしたのですが、去年語り部の講演に参加さ
せていただいたときに、同年代の彼らから話を聞
いたときに、すごい話がすっと入ってきました。
例えばニュースとかで震災以外のいろんな事件が
起きたとしても、どっか他人事に感じてしまうと
思うのですよ。でも周りの友人とか同じ世代の人
がこういったことが起きたっていうと、少し他人
事ではないような感じ方、入ってきかたが違うと
思うのですね。そういう違いがある中で本当に特
に若い世代、知らない世代、今の小中学生とか同
じ彼らの大学生の友達でも、宮崎と宮城を間違え
たみたいに全然知らないこともたくさんある中で、
一番伝わってきやすいというか、そういう同じ世
代の働きかけが。それは、本当にニュースとか本
とかと違って、その世代の人たちが語るっていう
のが大切だという風に感じました。 

谷川：やっぱり言葉の迫力が違うというかね。そ
ういうことはありますよね。私自身もちょっと変
な言い方になりますけど、私にとっては山田町し
か知らないから、山田町で活動していると山田町
がすべてというところもあったのですが、
Project Mの皆さんに会った時に、彼らは中学校
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で津波の被害を受けているので、話を聞いたとき
に、たぶんそういうストーリーは町ごと、村ごと
何百もあると思うので。でもそういう子どもたち
の力によってそういうのを発信していこうという
のが出来てない町もたくさんあるわけで。出来て
ない町の方が多いので、もっと知りたいし、子ど
もたちが発信できるように、全てのところで機会
が用意されるようになるといいなという風に私は
感じました。 
今日の課題として、語り続けることとか聞いても
らえることが続けられること、体験したことがあっ
たら共有してくださいとのことだったので、良い
ことはたくさん出ると思うのですけど、聞いても
らえなかったとか場が用意されなかったみたいな
体験とかしていますか？ 
上沢：小学生の時とかゾンタに行く前までは、震
災の事について友達とも喋らないし、そういう話
の話題にならないし、話そうとすらしてなかった
のですけど、ゾンタに行ってからは、地域の大人
の人とかがいたので。あとは、自分とは違う地域
の友達とかもできたので、自分はこの地域でこん
な体験をしたよとか、友達もこっちはこっちの小
学校でこういう感じだったよっていうことをゾン
タで知ることができたかなって感じです。 

谷川：小学生の時は互いに話さなかったっていう
のは、話しちゃいけないみたいな雰囲気に？ 
上沢：もう分かっているよね？というか、お互い
に分かっているから特にそこまで聞かなくても、
例えば友達の親族がどうのこうのっていうのも噂
とかで流れてきているので、その子から直接聞か
なくても知っているし、それ以上深入りするのも
ちょっとっていうのがあったので、あんまり話さ
ないです。 

谷川：お二人（小野寺・三浦）は中学生だったわ
けですけど、中学校生活があと1年間あったわけ

ですよね？その時は互いにそういう話とかはどう
でした？ 
小野寺：中学校はやっぱり同じ境遇・経験を一緒
にしているメンバーだったので、話はしやすかっ
たですね。 
谷川：もちろんね、大変だよなということをベー
スとして共有しているとは思うのでそれぞれ状況
がちょっと違うと思うのですが。 
小野寺：大変だったというか、同じことを体験し
たメンバーと一緒にまた元通り、震災前のコミュ
ニティのまま学校生活が送れているだけですごく
安心感がありましたし、あとは僕のクラスにもご
両親を亡くされている子たちもいたので、そうい
う面では別に気を使うってわけではなく、自然に
ふるまっていたような感じで明るく。でも、全く
震災の話をしないってことでもなかったですね。
むしろ高校とかに行って、全くもう内陸に出ただ
けで津波の事を知ってないので、その時に全く話
す体制もできないし、話す空気にならない。大学
もそうだと思うのですが、そっちの方が大変でし
たね。 

谷川：そうすると、高校・大学とある意味薄まっ
ていきますよね、共有した体験みたいなものが。
薄まっていく中で、誰かと話がしたいというかそ
ういう風に思った時はどうしていましたか？ 
小野寺：話がしたいなってときは、ちょうど森田
先生からの繋がりで、これ（意見交換会）の第2
回目に招待してもらったので、その時にしっかり
と親身になって話を聞いてくれる大人の人たちの
前で津波の体験を話して、今町に思うことを語る
ことができたのが大きかったですね。高校1年生
の1月だったので、ちょうど中学卒業してから。 
谷川：そうするとその時そういう場があった、上
沢さんにとっては山田町ゾンタハウスがおそらく
震災後1年で、中学生になってすぐにできて。で
もそんなすぐには来ていないのだよね？中学校生
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活少し慣れたくらいで来て話すようになって。そ
れでProject Mの方々はシンポジウムがあったり
して。でもそういうのはね、ない人もいっぱいい
るからね。そしたらどうなっちゃうだろうなって
いうのはありますよね。あの、話さなきゃいけな
い環境に置かれるのは良くないと思うのですが、
話したいときに話せるっていうのはやっぱり必要
なのかなって思いますよね。その中で、いろんな
風に気持ちがどんどん変化していって今のそれぞ
れの活動に繋がっていると思います。何回か山田
町の方に森田ゼミの方々行ってくださって、カフェ
を手伝って。もし良かったらそれこそ一度ご招待
したいのですけれど（小野寺・三浦に対して）。
カフェはね、高校生の身の丈にあった運営をした
くて、毎週とかやることになると結局大人がやる
ことになるじゃない？私は、高校生がやれるとき
にやってくれればいいと思っていて。開店の１０
分くらい前からお客さん入ってくるよね？それで、
まだそんな回数やってない時にとったアンケート
に９回来た人がいたのは、１日２回とか来ている
のだね、きっと。本当にお喋りする場がないので、
カフェの日は集まる日みたいにしてくれているの
だよね。すごい女性率が高いし、町の喫茶店だっ
たら回転率が悪くて。だけど同じ人が長くいて何
杯も頼むから、ありがたいのですが。（Project 
Mと山田町ゾンタハウスで）交流出来たらいいの
ですけど。 

小野寺：おばあちゃんとかが多いですか？ 
上沢：おばあちゃんとか、あと自分たちの親が来
ていますね。 
三浦：アンケート見る限り紹介制みたいな感じ。
紹介制っていうのもおかしいのですけど。 
谷川：そんなことはないですけどね。やっぱりテ
レビの後とかね。 
上沢：テレビとかラジオとか新聞に載った時の後
とかは、その新聞とかに次はいつやりますってい

うのを書いているので、そうするとカフェの時に
こないだ新聞見たよって来てくれます。 

谷川：このところテレビで紹介されることが多く
て、テレビのコーナーの最後に次回のZ00cafeは
いつって出ると、こんなことしちゃって大丈夫か？
でもこないだなんかは本当に混んで、NHKの人も
手伝ったの？2月の2回目の時に。取材でNHKの
人が来ていたけど、その人もエプロン着けて手伝っ
たかいがあって。でも本当にあなどれないという
か。出しているメニューも手作りなので、壁に写
真も貼ってあるのでぜひまた見てください。そん
な感じなのですけれど、船田さんと鈴木さんは横
から見てゾンタハウスの活動を支えてくださって
いるのですが、一方でゾンタハウスの活動自体は
利用者が減っていて空いてんだよな？勉強のとこ
ろが。もう一時期は、階段のところに人が座って
勉強していた時期もあったのですけれど、今は他
の場所もできて、とっても良いことだとは思うの
ですけれど、ゾンタハウスにしか居られなかった
のがほかの場所もできるようになってとてもいい
とは思うのですが、それをご覧になっていかがな
感想をお持ちでしょうか？ 
鈴木：そうですね、子どもたちを勧誘しています。
勉強しに来なさいって。でも間に合っていますっ
て。少子化で高校の人数、中学生も減っているの
ですから皆山田高校に入れるのです。大体120人
くらい今度中学校卒業して、地元の高校に入るの
は27人かな。あとはもう隣町に行って実業高校の
方へ。宮古商業高校に。実業高校の方が今人気高
くて。 

谷川：高校に進学しちゃえば通学に時間がかかっ
て。もちろん住宅の環境が整ってきて家で勉強し
やすくなっているってこともあると思うのですが。
じゃあ山田高校空いているの？ 
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上沢：空いています。部活は本当に人数足りなく
て、他の部活から借りてきてとか、お互いに。私
も本当はバレー部なのですけれど、今テニス部の
助っ人をしています。試合の人数とかの関係で。
お互いに足りないところはカバーしあう感じでやっ
ています。 
船田：やっぱり、震災後の一番必要な時期とある
程度目的を達成して、使っていただける形が変わっ
てきてるいというのは当然あるので、無理をして
最初の頃のイメージでというわけにはいかないの
で。ぼちぼちと今どの必要にしている方たちが、
谷川さんにもお話ししましたけど、4月から社会
福祉協議会で、まちかどギャラリーのところを3
月で閉めるって新聞に載ったら、うちらに貸して
くれませんかっていう話が来たので。3月でまち
かどギャラリーは閉めますがその後の使い道はそ
のゾンタで考えますって社協の方で来て、震災前
は一般の住宅を借りてひなたぼっこということで、
高齢者が来てお茶を飲んだり、編み物をしたり、
好きなことができるスペースがあったのですが、
それもなくなったので、もしあそこ（まちかどギャ
ラリー）を独占して使えるのであればあの部屋を。
結構使い道が広がってくるので、出入りする方々
のメンバーというか年齢・状況に応じてゾンタハ
ウスと一緒に、イベントとか授業ができるのでは
ないかと。それも社協の方に比重を置いて、手助
けしてもらって、ということなのでやれることが
これからもあるなということですね。地元の老人
クラブも結構居場所を探していますので。 
谷川：ずっと同じであり続ける必要はなくて、逆
に民間のやっていることだからこそ、その時のニー
ズに合わせて変えていける良さもあると思います。

舟田：ふれあいセンター（図書館）とか、使い道
ある程度決まっていますよね、時間も利用する形
態も。ところが好きなようにやれるので、そういっ
た使い方の居場所になるもではないかと思って。 

谷川：やっぱりその時その時必要なものが変わり、
みんなの気持ちや、まず故郷自体が変わっている
でしょ、すごい工事で。だから、それこそ自分た
ちも外に出たらよっぽど自分たちで意識して地元
の事を知ろうと思わないと、今の状況が分からな
いってこともあるし、山田町だって私が行くたび
に道が変わっていて迷子になりそうになるし。今
日は国道こっちだけど、今日の国道こっちみたい
な。だからそういうこともあるし、ただやっぱり
一貫してこの回自体は年に1回やっている中で、
私は最初からずっと出ていて、それぞれがそこま
で故郷へ還元するというかそういう想いが貫かれ
るとは思ってなかったので、感動を覚えているの
ですが。1つ聞きたかったのが、（小野寺・三浦
に対して）今年成人式でしたよね？成人式はどん
な想いだったのかなと思って。みんな外に出てい
るの？ 
小野寺：全員で20人ですけど、役場とかJAとか
地元で働いている子たちが4人くらいいますけど、
後は関東に来ている子たちが4人くらいと、仙台
の方に専門や大学の方に行っているメンバーです
かね。全員何にも変わってなくて、そこはすごく
安心できたところで。1人1人からも地元でとても
頑張っている話、パワーをもらったので、僕らも
早く追いついて頑張りたいなと思います。 
三浦：それこそ専門学生も卒業して今年就職なの
で、我々も2年間学生としてその中でも何かでき
ることはありますし、学生のうちにやっぱりやっ
ていきたいこと、やらなきゃいけないことをやっ
ていくだけというのは、成人式、同世代の中学校
まで一緒だった子たちを見て思いました。 

谷川：そういう話はやっぱり"故郷愛"だなと私は
すごく思います。 
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山田町で大学生が来てくれるじゃない？夏とか冬
とか、春もきてくれています。それはどういう存
在ですか？ 
上沢：話しやすいし、カフェ手伝ってもらうのも
とてもありがたいし、山田町自体に大学がないの
で、大学生と話す機会が本当にないので。大学に
ついてじゃないけど、大学生ってこんな感じなの
だっていうのが東洋大学の皆さんの感じで。（森
田ゼミの人をさして） 
そういうイメージだと思っています。 
小野寺：逆にうちはそういうのがなかったので、
町の中で。ないってことはないのですが、大学生
が来て関わるってことはなかったです。やっぱり
高校卒業したら就職しようか進学しようかってい
う選択もあって。その時にどうしたかっていうと、
わざわざ隣のちょっと遠い気仙沼ってところに2
時間くらいバイクで走って。そこに大学生が来るっ
ていう、そこで大学生にこんな感じだって話を聞
くイベントにわざわざ行きましたね、（三浦と）
2人で。紹介があって。（話を聞いて）ガラッと
変わりましたね。大学良いなって。最初はお互い
高校卒業したら公務員になろうって思っていたの
ですが。 

舟田：前のシンポジウムの時に町づくりの話、被
災にあった自分の町をこんな町にしたいなって、
町づくりに関わりたいなって話したよね？（小野
寺・三浦が）高校の最初のくらいに。今回
Project M立ち上げて地元の良さも知って、どう
いう風にしたらいいのか、なってほしいなってい
うそういう希望は持ちつつあるの？それをどうい
う風に具現化していくのかっていう話をシンポジ
ウムで聞いた。それが少しでもできているかって
いう。 
小野寺：その時は町づくりに携わるにはどうした
らいいのだろうかっていうのを考えて、やっぱ地
方職員、役場に入ることなのかと思ったのですけ

れど、別に自分たちが町づくりにどういう風に関
わるかっていうのを考えるために始めたプロジェ
クトではなかったのですけど、震災教訓と地元の
事をみんなに知ってもらおうと始めた試みでした
けど、その中でまだ活動をしている中で自分はど
ういう風に町に関わりたいかっていうのが見えて
きましたし。大学2年を通して、自発的な活動を
通してとても見えるものがありますね。 
舟田：出てくるよね、やっぱり。それをもうちょっ
と実際に実現に向けてとなると、やっぱり2人だ
けじゃちょっと力が足りないし、ツアーで2～30
人集まったって中々できないし、できる方法を探
してほしいね。 
谷川：でも今の話は、高校生の時はやっぱり材料
が少ないから当然なのですが、町づくりに関わる
一番の方法は地元で公務員になることっていうと
ころからだんだん広がって、いろんな関わり方が
あるっていう風に気付くようになったってことだ
し、上沢さんも将来の夢とか。 
上沢：とりあえず次3年生なので高校卒業したら
大学に行こうと思っているのですけれど、その大
学が今迷っていて。県立大か、（三浦さんの通っ
ている）東北福祉大がいいなって思っていて、そ
こで今悩んでいます。1回山田町を出て大学で学
んでからもう一度山田に戻って、福祉系とかのこ
とで携われたらいいなって思っています。 

谷川：もちろん全て無駄な経験なんてないと思う
のですが、それは震災のあるなしに関係なくて、
そういう風に視野が広がるみたいなことはねすご
くいいなっていう風に思います。 
（Project Mの）語り部を東京でやったりしてい
るわけですよね。それは、やって手ごたえという
かどんな感じでしたかね。中学校でやったって書
いてあった？高校か。（大阪・山口・東京で高校
1年の時にやった）それは依頼が来てなの？ 
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三浦：東京から来たボランティアさんが南三陸に
来て、その方の紹介で東京に来て講演というか震
災当時の話をしてくれないかというのは最初のきっ
かけで、それが確か大阪で。その次の日に山口行っ
て同じような講演が2日連続でありました。それ
が1年も経たないうちに、数か月後くらいにまた
東京で会った感じで、それが本当に始めての語り
部でしたね。ほとんどもう会社の中でやったので
社員さんしかいないような状況だったので、震災
直後っていうこともあり、当時の写真とか使って
頑張って説明したので、それなりに手ごたえとい
うか反応は大きかったかなと思います。あとは、
去年私個人の語り部で、京都の中高一貫の学校に
お邪魔させていただいて、1時間ほど講演してき
たのですが、本当に全校生徒多かったのですけれ
ど、それなりに後で送っていただいた感想とか見
ると、ちょっと変わりましたとか今まで興味がな
かったという感想とかも多くて。話してよかった
なと思いますし、まだまだ知らない人もいるし、
少しでも何か東日本大震災、それこそ熊本地震と
か何でもいいので知るようなきっかけになればい
いなっていうのはあります。 
谷川：森田ゼミ生に聞きたいのですが、今回いろ
んな調査をやって居場所の意味合いとかも変わっ
ていくし、さっきの説明でいっぽいっぽに落ち着
いた雰囲気を好む子どもがいるっていうのにびっ
くりしたのですが。船田さんはあそこにいる大人
は落ち着いてないとかいうし。 
舟田：言葉巧みに誘ってくるとかね、自分の経験
を喋りっぱなしで。そういうおじさんがいっぱい
いる中で落ち着いて…信じられないなと思うけれ
ど。 

谷川：そういう意味で少し山田町から離れたとこ
ろから支えてくれるのが森田ゼミの皆さんなので
すけど、でも故郷ではないじゃない？だからこう
いう活動をしている子たちとかは、大学生からど

ういう風に見えているのかなと、みんなで調査結
果をまとめていく中できっと先輩がやっていたこ
とを見たりしているのだよね？なんか感じたことっ
てありますか？ 
片山：調査自体には4年生が卒業研究としてやっ
ていたので関わってないのですけれど、ゾンタハ
ウスに行ってZ00cafeとかに関わっていったりと
かする中で、やっぱり高校生たちが考える山田町
をもっと活性化させたいという想いを、私たちも
手伝いたいなという想いではやっていて。でもそ
れがZ00cafeとか直接的なお手伝いをすると、手
伝っていることに満足しちゃうというか、それを
やっているっていうことに今満足しているのが私
として感じている課題です。まだ2回しかやって
ないのであまり上から言える立場ではないのです
けれど、その辺でちょっと新しい関わり方ができ
ればいいなって思っていて、まだ具体的なことは
これから考えていかなきゃ分からないのですけど。
せっかく町を活性化させたいっていう想いがある
ので、その想いをとても大事にしたいなっていう
風に思って、これから活動を一緒にやっていけた
らなと思っています。 
坂本：私も2回しか山田町に行ってなくて、しか
もZ00cafeのお手伝いもしていなく、タイミング
が合わなくてZ00cafeの前日とかに行ったことは
あるのですが。まず、自分たちの住んでいるとこ
ろに対する想いっていうのが、東京に住んでいる
人とは比べ物にならないくらいすごいし、震災に
対する考え方ももちろん違うので、そこらへんが
年下ですけれど純粋にすごいなって思いますし、
逆に地域を活性化させたいっていうのに協力した
のですけれど、やっぱり私は当事者じゃないので
状況を知らないのですが、知らないからこそでき
ることが私たちにもあると思うので、そういう意
味での協力もできたらいいなって思っていますし、
直接的な支援というか、頑張っている人を下から
支えてあげられたらいいなって思います。 
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小和口：私は、今日Project Mとかゾンタハウス
でいうとZ00cafeとか、語り部の活動でツアーを
考えて自分たちでやることとか自発性が、南三陸
の方もゾンタの方も大切にしているというか、自
発性があるなって思って、それも地元が好きだか
らとか地元愛があるからこそできているというか。
それを東京の東洋の学生がどうやってサポート、
支えられるのか。支えられることは結構あると思
うのですけれど、どう支えていくのかっていうの
は難しい課題で。どういうことができるのかとか、
今後どうしたらいいのかっていうのは、考えなきゃ
いけない課題でもあるなと思って、何ができるの
かなって。Z00cafe手伝うには、手伝うことはで
きるけど、それ以外にも何か山田町のためにでき
ることを何かもっとありそうだなと漠然と思って
います。 
畠山：僕は先月の4回目の訪問で最後だったので
すけれど、4回を通して正直こっちが何かをでき
たっていうよりは、していただいた、僕が経験さ
せていただいたことの方が本当に大きくて。最後
の訪問の日に、何回かお会いしてお世話になった
ことある方のとこに挨拶に行ったのですけれど、
とても印象的なのが、「またいつでも帰っておい
で」と言っていただけたことですね。半年に1回
4日、5日とかしか行かなくて、何ができたかって
言っても夜少し勉強を教えて、何個かたまにでき
ることのお手伝いしてって感じなのですけれど、
正直何もしてあげられていない僕たちに対して、
「来てくれてありがとう。また帰ってきてね。こ
こを故郷と思ってくれていいから。」ってことを
おっしゃってくださって。正直、今震災からかな
り時が経って、最初の1年目、2年目とか、もちろ
んがれきがたくさんあるからそれの撤去とか、そ
ういう力的な支援というのは当時必要だったと思
うのですけれど、だんだんそれも片付いてきて。
これから僕らが来年度以降も東京からわざわざ大
学生が山田町に行く意味って何だろうって考えた

時に、例えば学習支援とかも隣町とかもっと近い
ところから人呼んでいるわけでもあるじゃないで
すか。でもわざわざ僕らが高いお金を出していた
だいてそこまで、2年間のうちに4回行くっていう
中で、もちろんこっちは吸収することがたくさん
あると思うのですが、向こうの学習支援以外でも
僕らが行く意味っていうのは何なのかっていうの
が最後の訪問からずっと考えていて。たぶんニー
ズも変化していると思います。これから3年生た
ちが2回とか行く中で、また状況も変わっていく
と思いますし、それの中でちゃんと活動を行って
山田町に行くっていう目的を見つけて、また何か
してくれていったらいいなと思います。 

谷川：今の話はたぶんみんな共通して、居場所の
必要性とかニーズとかも変わっていくし、故郷に
関わりたいと思っている若者たちの活動の内容も
変わっていくと思うけど。東京の大学生が東北を
支援するってことの意味合いも変わっていくって
いうことなのだと思います。だからみんな変わっ
ていく者同士がいろんなことをやっているわけで。
それをみんなが常に考えて意見を交換したりしな
いと、やっぱり見失っていくっていうことなのか
なとも思うのですけれど。でもこういうことで1
年に1度くらい会って話をして、やっぱり会った
時にだんだん懐かしなって思ってくるようになっ
てくるというかね、また今年もこのメンバーで集
まれたことの喜びもあると思うので、そんな話も
しながら。でもやっぱり若い人はどんどん社会に
出て繋がっていくので、例えばそれこそ2人（小
野寺・三浦）だって就職すればまたきっと違うよ
ね。こんな平日やって来られるかどうかは。たぶ
ん来られないのではないかと思いますし。それこ
そね、だんだん皆さんも卒業して就職して上沢さ
んもこれから大学行った時に生活が変わって、こ
ういったところに来られる余裕があるかどうかは
分からないのですけど。ただ連絡をとれたり、意
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見を交換出来たりっていうことはきっと続いてい
くとは思うので、うまくそこは連携していけたら
なと思います。 
ではこのあたりで締めようと思います。ありがと
うございました。 

【全体での共有】 

花岡：後継者問題を解決しなければならない。 
問題が出ているからと言って活動自体に問題があ
るというわけはない。 
職場では復興推進係というところで復興の計画を
立てているが、役所でできることは一から作りだ
すということではなく、何かを支援するというこ
とが基本である。地元のプレイヤー(今回はゾンタ
ハウスの高校生、Project Mのメンバー)が始めた
ことをどうやって力添えしていくかというところ
の役割分担が明確だということが被災地を訪れて
明確だと思った。 
始めるということのエネルギーはある。
HP,Twitterもすごい。そこで出ている課題をここ
にいる大人たちや周りの支援している人たちも含
めて例えば「継続」が問題ならば、「どうしたら
解決していけるのか」ということに対して。お金
を出すということではなく対外的なPR、ゾンタハ
ウスであれば東洋大生から「こういう方法で考え
たらいいのではないか」という方向性の転換の提
言がこういった場で生まれてくる。 
南相馬も高校が再開する。尾高駅から高校の通学
路の中に高校生が集えるようなカフェを作りたい、
ということでキッチンカーを自分で作って営業を
始めた。（2016.12） 
役所、地域、こうやって今日のように関係を持っ
た方々とどうしていくかを相談できる場というの
がプレイヤーの自分にとって必要だということを
改めて感じた。活動場所は違いますが、方向性は
同じだと思っているので、これからも情報を共有

しながら大人なら大人なりに、プレイヤーとなっ
ている学生には学生なりのアイディアを出し合っ
て、良い取り組みをしていければ。 

林：カフェはいろいろな世代とコミュニケーショ
ンがとれる。「おいしい」と言ってもらえてうれ
しい。地域の人や知らない人ともコミュニケーショ
ンがとれてうれしい。 
Project Mの学生は様々な大学の学生や同じ大学
の中でもそこまで深く震災の話を出なかったから
意見交換会に参加している。今までつながってい
なかった、もしくはそこまで深くコミュニケーショ
ンをとっていなかったが、震災がきっかけでコミュ
ニケーションをとれるということがよかった、と
いう話を聞いて、伝えるだけでなくいろんな人と
のつながりを築いていくということは大切。震災
がきっかけで地域の見直しが進められているが改
めて感じ取った。70年後に続けていく。環境は違
いますが小さい子は育っていく中で、今あるのが
当たり前と思ってしまうが、本当にそれが当たり
前でいいのか。だからこそ語り継いでいく。そし
て何を学んで、私たちが生きていかなければなら
ないのかを感じた。 

瓜生：山田に行ったときに公文をやっていて、小
学2年生算数の勉強を教えていた。よく考えたら、
今小学2年生ということは震災時、2歳か3歳で震
災を覚えているか覚えていないかくらいの年齢。
その子たちが今周りの環境を見て、防潮堤やショッ
ピングモールがないという環境で暮らし、それを
普通だと思ってしまっていることが感慨深い。自
分は東京で大きな建物やビルが建っているのが当
たり前だと思っているが、その子たちはその環境
で育っているということが不思議、というか感慨
深い。 
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舟田：被災当初はやるべきことがこちらはすぐわ
かる。例えば道路、食べ物、水。直後に火事→消
す、助ける、薬、水、毛布など。 
いろんな問題が解決、満たされると心の問題。 
時間が経つと考えることも変わってくる。 
ゼミの皆さんがきたら「今日は何する？」と聞く
が「んー」と考えるくらい難しいので、地元の人
たちが喜ぶことを。パッとできて、楽しめること
をきっかけに作っていこうということに落ち着い
た。なので山田に来るときはきっかけを作るよう
なものを持ってきてほしい。 

谷川：故郷愛に満ちた活動 
Project Mは発信型、Z00cafeは活性化型という
感じだとは思うが、ただどちらも故郷愛が共通し
ているのと地元の人と話す機会が得られる、とい
うのに価値を見出している。 
カフェはお客さんと交流できる。お客さんの「い
ろんな年代の人と話したい」というニーズがあっ
て、そこに自分たちも答え、地元の人たちと話す
ことで元気をもらっているということもあり、
Project Mの皆さんは地元から離れているという
こともあるので、Project Mの活動をしなければ
地元の人と話す機会はない。Project Mも
Z00cafeも自分たちのためになっている。
Project M 最初は他の学生が参加する費用を
Project Mのメンバーが自腹で賄って、招待をし
ていた。「ディズニーランドに行くのに招待して
いるわけではない、地元に招待しているのだから
参加をしやすくするためになんとか費用を分担し
て賄った」と言っていて、参加者にとっては参加
しやすいかもしれないがメンバーにはとても負担
が大きい。今は全労済さんはじめ、支援を得られ
るようになって良かったが、そこまでしてでも活
動をしたかった南三陸の若者とZ00cafeの高校生
も高校でアルバイトは基本的に禁止されている関
係でどんなにカフェで働いてもお給料はもらえな

い。この瞬間にこの建物にお金をもらっている人
はいない。大人もボランティア。少しでもお給料
を払いたいがそれをするには高校の許可が必要だっ
たりしてややこしいことがあり、カフェをやって
いるだけでなくてメニューの準備をしたり、たく
さんの負担を強いられている状況だなあ。 
Project M語り部活動などで「若者から若者に伝
える力はすごい。メディアなどで聞く震災の様子
とは全然違って、説得力があって、メディアだと
自分のことにはなんてことない、でも若者が若者
に向かって話せば全く違う迫力を持って伝わって
来る。」 

上沢：小学校の頃に震災 
小学校ではみんな震災のことはわかっているから
という雰囲気があってあまり活発に話をしなかっ
た 
だが、ゾンタハウスに来て少し離れた地域の子と
関わることでそこで震災の話ができるようになっ
た 
Project Mは中学生の時に同じ経験をした仲間同
士で絶妙な距離感があり、震災の経験を分かち合っ
たり、時には口にしなかったりすることで共有で
きていた。高校で地元から少し離れたところに行
くと震災の経験に強弱があるので話がしづらかっ
た。その時の話したい気持ち、聞いてもらいたい
気持ちがここのシンポジウムの中で話すことで満
たされ、そこでの出会いで聞いてくれる大人と出
会い、視野が広がっていった。 
Project Mの2人は、まちづくりに関わりたい。 
当時の2人のアイディアは地元で公務員になると
いう風に直結していたが、様々な人の話を聞いて
行く中でそれだけがまちづくりに関わる方法では
ないと感じられるようになった。職業選択という
意味でも範囲が広がっている。ざわちんに関して
も、大学を受験して地元を離れることになるかも

 89



しれないけどまた戻ってきたいという気持ちが強
い。 
2つの活動を一緒に行う機会が欲しいが、場所的
にも厳しいなあ、難しいなあ。 
どちらも地元だけにいると大学生に出会う機会が
ない。 山田町ゾンタハウスに東洋大生が来てくれ
て大学生がこんな感じだということを知った。 
南三陸の子達は進学するか就職するかっていう選
択をする時期に大学生と話をする機会があって気
仙沼に行って、そこで大学生がどんなものなのか、
と知って勉強するのもいいなと感じた。どちらも
地域の中にいるだけだと必要な情報が得られない
ので、このシンポジウムを継続していることで価
値も見出せた。 
東洋大生が「東京から山田町に行く意義を見出し
ていきたい。高校生が描く町の未来を応援したい
けれども近くじゃなくてわざわざ遠い東京から行
く意味を見出していきたい」 

金子：町がどんどん変わっていって便利にはなっ
てはいるが、便利になったからといって住みやす
い町というわけではない。ということが印象的。 
これからも変わっていくと思うが、山田町に住ん
でいる人がいかに住みやすい町を作っていくかが
復興というキーワードに対して大切なことなので
はかいか。 

清水：「聞いてくれる人がいた」 
鈴木さんは普段からこの場で話すような話を親と
していた。信頼できる大人がいる元でコミュニケー
ションを取りながら今の自分の立ち位置、これか
ら先のことを考えていくという構造が3人に共通
している 

草野：話す場をいただけることがありがたい。 
夏に飯舘村に学習支援に行った。長崎県長崎市出
身の男の子がいて、8月9日に「今日は僕の地元に

70年前に原爆が落とされた日です。そう言った日
に飯舘村に居られるということが不思議です」と
いうのを聞いて鳥肌がたった 
→70年以上も経って、ましてや自分が経験をして
居ない1日を大切な日として思い出している。 
私たちがこうやって語っていくことが続いてくこ
とで、70年後100年後などこれから岩手、宮城、
福島で生まれた子たちに「おじいちゃん、おばあ
ちゃんもこうやって被災してね」と話していくよ
うになるのだなあと思ったが、そういう風になる
かどうかは私たちが語っていくか語っていかない
かで変わっていく。話す場をいただけているとい
うことがどれだけ有難いことかということを再確
認した。 
「Project M、Z00cafeは状況が変わっていくが
どうしたら継承できるのか」 
語りの場を用意していただいている、されている、
参加している人たちもこれを考えて参加している
のではないかと思うが、自分たちが生きていたそ
の周りの激動や世の中についてやはり言葉にしな
いと頭の中だけでは整理できない。周りの景色が
変わっていって、形上は復興していても昔の姿で
はない、違和感を覚えるという部分でも必要となっ
てくるのは語りの場。「言葉にすることで生き方
を整理する」そういう場がないその人自身の復興
に結び付きにくい。震災前にアイデンティティが
形成されていたか、それとも後に形成されたかで
震災が当たり前かどうかに繋がってくる。 
自分自身は、震災の時に小さかった子たちが今を
当たり前だと思って生活しているというのも当た
り前のことだと思う。中越地震、岩手・宮城・内
陸地震、阪神大震災はあったことであり、それが
「あたりまえ」という考え方になってしまってい
る。3.11の小さい子も同じく、生きている場所は
違うだけで考えることは同じなのではないだろう
か。 
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阪神、中越地震の話を聞いたときにどう思ったか、
もしくはどう関わっていきたいのか、どう考える
かというのが、東日本大震災時に小さかった子た
ちが東日本大震災をどう考えるか、という考え方
のプロセスが似ていると思うので、そこをうまく
活用していけたらいいのではないか。それをする
ためには、自分たちも勉強をしていかなければな
らない。 

片山：カフェを手伝いに行くとそれだけで満足し
ちゃいそうになる 
ゾンタに2回、Z00cafe2回 
手伝うと高校生や山田町の方とお話し、直接的な
かかわりができるので、それだけでZ00cafeを手
伝ったという満足感が自分の中で生まれる。初め
は「ゾンタに行ったら何をするのだろう」という
ところから始まり、Z00cafeをやって、こういう
感じなのだと思って満足した自分がいる。4年生
になってもゾンタ、Z00cafeに行くがZ00cafe以
外で「なにができるのか」が課題。具体性はない
が、これからどうしていくのかという不安がある
ので、それを具体化して関わりたい。 
言っても無理なことだしダメなこととはわかって
いるが「前の街に戻ってほしい」という言葉が印
象に残っている。思っていること、考えているこ
とを遠慮するのではなく出していける場所であっ
てほしい、出してもらいたい。復興する政府関係
の方であっても何か昔のことを感じさせる何かを
残しながら復興というのもあり得るのではないか。
様々な形の復興があると思うから、「無理だ、か
なわない」と思わずに勇気をもってもっと思って
いることを言ってもらいたい。 
若い人の勇気ある一言が大人の心を動かす。ゾン
タハウスは仲が良く、アットホームで素敵だが逆
に外部に人は入りにくい。自分はなんとも思って
いなくても、そこのチームやグループの雰囲気が

ある。「ここに入っていいのかな。どうしたらい
いのかな。受け入れてもらえるのかな」と考えて
しまう。新しく入っていく人にとっては不安にな
る。新しい人が関わりやすいゾンタハウスや新し
い後継者を見つけていくうえで重要な視点になっ
ていくのかなと感じた。 

Project M：元々外に発信しなければという思い
があって始めた。携わっていることで、企画して
いる側が見いだせるものや考えられることがある。
今すぐに下の世代に繋ごうということはあまり思っ
ておらず、焦っていない。これから大学が忙しく
なり、社会人になっていくというところでも、活
動が続いていくことが大切だと思うので、僕らが
どういうふうにこれから関わっていけるか。関わ
り方を変えて僕らが主体的に関われることも考え
られるのではないか。 

舟田：後継者問題を解決しないといけない。 
街角ギャラリーが3月で閉鎖。社会福祉協議会の
方がそこを借りたい、ということで今月契約をす
る。日向ぼっこ、お茶っこ、週何回か4月からオー
プン。そうすれば高校生も加わり、年上になら引
き継げる。 

子ども支援ネットワーク　小野：18-20 バング
ラデシュに夢中だった。大学に入ってから、バン
グラを知り、バングラのために何かしたいと思い
グループを立ち上げて活動した。学生でやってい
るプロジェクト。募金、バングラを知ってもらう
勉強会、後継者など。卒業したら勉強会などは途
絶えてしまったが、バザーをやるグループがでて
きて事業の形態が変わったがグループは続いた。
「バングラデシュのために」というものがまだ続
いている。20年前に関わった人とはまだつながっ
ている。10年、20年会わなくてもつながってい
られる。 
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「支援者側」「支援者とは何か」 
支援という言葉が好きではない。する側、される
側が対等じゃないように思えるし、支援に行って
いると思っている私たちが支援されているのでは
ないか。当たり前だと思っていることが当たり前
ではない（例:東京には遊べる場所がたくさんある
が山田町にはない）ということに気づかされてい
る。そういうことが分かることが今の自分がある。
自分の知っている大人は先生か親で、対等な人ば
かりではない。学生たちのネットワーク、高校生
の活動が大人と対等に話す1つの機会なのではな
いか。 
「語っていくこと、それを聞いてくれる場や受け
入れてくれる場の重要性を改めて認識したと思い
ます。」 

森田：「若者」という世代に入ってきて、この中
で次のステージをどう考えるか。 
「子どもたちや若者たちの声を中心にいこう」と
覚悟を決めた。 
→そのとき生まれた子が小学生、小学生の高学年
が高校生の高学年 
→ここから下に繋ごうとするのは「震災後の体験
を共有する」ということになり、「被災体験」を
共有するのは難しい。 
同じことを同じように経験しても思いが違うが、
その経験を共有していないものが伝えるというの
は非常に難しいことである。 
今高校生がやっていることを次につなげるという
ことは、震災と離れた形で受け止めてくれる人た
ちが出てくるかもしれない。 
→「震災後の地域を一緒に作っていく」という形
でなければ震災という言葉で共有できることとい
うのは限られてくるのかもしれない。(宮城、岩手)

福島は姿は見えないが厳しい。姿が見えないだけ
に共有できている人も少ないけれども、そこをど
ういうふうに宮城や岩手とつないでいくのか。 
「つながるものはつながるし、つながらないもの
はつながらない」 
やってきて、これをやりたいと思ったらノウハウ
がほしくなる。どうやってやるのか教えてほしい、
手伝ってほしい、というような人がいればやって
くれる。それが素敵な体験だったら自分もなにか
やってみたいと思う。 
その程度でなければ、つなげるにつなげられない。

ゾンタハウスが本当に地元の方に支えられていて、
今後もどうしたいか、ということを東京にいる私
たちが「ノウハウ、オカネ、応援部隊」を送るこ
とによって、新しい応援の形が見えたらいい。そ
れが良いと思ったら、高校生が大人になって支援
者や運営していく側に立ったときに老朽した建物
のなかにもしかしたら若いエネルギーが入ってく
るかもしれない。 
良い体験、良い活動で誰もが入っていける場になっ
ていればつながっていくし、つながっていかなけ
ればそれはそれで仕方ないと思わなければ支援は
やっていけない。 
次のステージは何か。 
共有したい、つながりたい、店に行く、一緒に話
す、見る、話し合う 
「震災子ども若者白書を作ろう」 
どんな風に支えられたか、活動したか、どんなふ
うに育ったかを語れる人たちが語り合い、語り繋
ぎながら白書を作る。これが次の世代の教材や読
んで動きだしていく。教材なのか台本なのかはわ
からないがそういう風になっていくかもしれない。
そういう場みたいなものを一緒に作っていくこと
が子ども参加の価値を作り出していくのかもしれ
ない。子どもにやさしい街づくり、子ども権利条
約の具体化というのは、子ども1人1人の希望や
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夢をかなえていくということを具体化しなければ
ならない。 
教材はできたが匡はまだ子どもたちの声を聴けて
いない。 
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（２）３月１０日 
１１時～１３時　　　　　　
衆議院第２議員会館１F 
多目的ホール 

活動内容 
1.7年目の子ども支援に求められる視点と課題：
森田明美（東日本大震災子ども支援ネットワーク
事務局長　東洋大学） 
2.20歳になった被災地の若者たちが取り組もうと
していること：南三陸町等で被災した子どもたち
projectM 
3.高校生が被災地の復興のためにできること：岩
手県山田町ゾンタハウスZ00cafe 
4.被災地における子ども・若者支援活動および南
相馬復興大学と若者活動が目指していること：花
岡高行（南相馬市企画課復興推進係） 
5.被災した若者、支援者からの発言 
6.関係省庁からの報告とコメント（復興庁、厚生
労働省、文部科学省、内閣府） 
7.意見交換 

司会進行：荒牧重人（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク運営委員　山梨学院大学教授） 
　　　　：森田明美（東日本大震災子ども支援ネッ
トワーク事務局長　東洋大学教授）
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荒牧：第16回目の東日本大震災復興支援意見交
換会を始めさせていただきます。明日を前に改め
てこの東日本大震災復興の子ども支援のあり方に
ついて、この会は国会と政府と市民社会を繋ぐ、
それから被災地と中央を繋ぐ中で私たちこのネッ
トワークは当初から子どもの意見表明参加という
ことに意義を置いて来ました。でもなかなか直接
若者から意見をもらうということは出来なかった
が、今回丁度日程もうまくあった部分もあり、ま
た私たちのネットワーク自身が様々な皆さんから
受ける支援を力にして、そして活動している子ど
も若者をどうやって支援していくのかというよう
なことを本格的に検討しておりますので、今回丁
度日程がうまくあった若者たちにきてもらい発表
することになりました。丁度国会の会議中であり
年度末の中で国会議員の皆さんまた政府の皆さん、
お集まりいただきましてありがとうございます。
それでは、最初に本ネットワーク事務局長の森田
明美さんから挨拶を兼ねて今回の趣旨や7年目に
向けて子ども支援に求められる課題や視点を報告
してもらおうと思います。お願いします。 

森田：みなさんおはようございます。お忙しい中
お集りいただきましてありがとうございます。今、
司会の方からお話しありましたけれども、明日で
震災から７年ということになります。私たち、震
災直後から震災の復興の中で子どもの権利という
ことを具体化するということを国連やあるいや国
内の様々なNPO、支援団体と一緒に子どもたちを
中心にした支援の仕組みを一貫して考えてきまし
た。具体的には支援の当事者たちが当初集まって
いた会から、徐々に子どもが育って、そしてこの
7年目を迎える時には実は２０歳になった若者た
ちがこのずっと私たちの意見交換会のなかで育っ
てきた若者たちが20歳になってこの会を動かして
くれました。それはやはり私たちにとってとても
大事な時期でして、具体的にはよく言われますけ

れども保育園幼稚園後にみな生まれた子どもたち
になってまいりました。今年２０歳を迎えた若者
たちは中２の春にこの震災を迎えています。中２
の春というのは私たちずっと話をしてきてわかっ
たことですがとても大事な時期で、この子たちは
義務教育を1年だけ受けてきた子たちですね。つ
まり義務教育は何ができたのかということを問え
る年代ですね。これ以降の若者たち、今日実はこ
の人達の為に日程を組んだということなのですけ
れども、岩手県の山田町のところにあります山田
高校は丁度機能と今日高校の入学試験の為にお休
みですね。そのため実は今日、昨日から上京して
くれて昨日はみんなで話し合い、そして今日議員
会館での交換会ということを行うことができまし
た。明日は被災地で3月11日を過ごしたいという
ことなので今日これが終わったら急いで被災地に
戻っていくという子どもたちです。今年はすごく
子どもたちの話を聞きながらですね、今回実は毎
回私たち子ども支援ネットワークが出してまいり
ましたメッセージ、提言というのは子ども大人た
ちの意見によって組み立てていくものにしたいと
いうことで、皆さんのお手元に今日発表したいと
いう若者たちと一緒に作ってきた、メッセージを
1ページから５ページまでになりますが作らせて
いただきました。この中に震災から7年目という
ことで子どもたち若者たちはいったい何を考えて
いるのかということについて書かせていただいて
おります。特に私達が感じていることではありま
すが、この意見交換会はよくある形ではあります。
具体的には子たちが意見発表していくそれに答え
ていくその形だけみれば、1回だけ見ればよくあ
る形ですけれども実はこれを7年間続けてきたと
いうこと、この過程の中で日々支援者とつながり
ながら毎日毎日支えられながらここを迎えている
ということが私はとても大きな意味だと思ってい
ます。この毎日支えられていくということがどう
いう意味を持つのかということがようやく彼らの
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言葉として受け入れられるようになってきて、私
たちもわかってきました。一番大事なことはなに
かって話が昨日丁度出てきました。話せること聞
いてもらえること、これをまじめに大人たちが受
けていることそのことをする場や、人やそしてそ
れを具体的に応援していくような専門家がいる。
こうゆう場や人というのがどんなに大事か、そし
てそれを支える様々チャンス交友者が重要である
ということが非常にクローズアップされてきまし
た。これは被災直後から大事なことでありそして
継続してこれが行われていくことが大事なことと
いうことです。ぜひ皆さんこのメッセージを読ん
でいただきたいと思いますが、この３ページ目を
開いてください。この１・2ページ目の若者たち
のメッセージはこれを書き続けてきてくれていた
若者たちが今日来てくれていますので、彼らがど
ういう風に成長してきたのかというのは発表を聞
いていただきたいと思います。 
　私の方はそれを受けて一体支援者たちは何をし
なければならないかということを最初に少しお話
しておきたいと思います。具体的には3ページに
５つの項目が書いてあると思います。まず私たち
は子どもたちと一緒に復興しなければならないと
いうことですね。だから若者たちの中に出てまい
ります、もう被災地は全くと言っていいほど被災
情報が見えなくなってしまう、あるいはわかりづ
らくなってきている、そういう中で生まれた子ど
もたちそれ自体がその中で生まれて育っていると
いう。そうするとじゃあ、震災というものをこの
地域はどう共有していけばいいのか、あるいは日
本中世界中に散らばっている被災体験を持ってい
る子どもたちの話をいったいどうやって広げていっ
たらいいのかということが非常に重要な視点にな
らなければいけない。この子どもと共に復興しな
ければならない。それから2番目ですね、子ども
たちのリジリエンス、これを大事にしよう。子ど
もたちは回復する力をもっている。これ私たちが

ずっと言い続けてきたことです。すごい体験をし
た子どもたちですけれども、今日見ているように
支えられ続けてきた子どもたちは、果敢に地域の
未来を背負おうというところまで彼女たちは育っ
てきています。このことを私たちは、見ていただ
いて支援の在り方、ないものだけを埋めていくだ
けでは子どもたちの今がないということ、このい
まを続けていくためには未来の支え方というもの
をもう一回見直さなければならない。それを私た
ち良く言いますストレングスの視点とか、エンパ
ワーメントアプローチとかいろいろ言います。つ
まり一番は子どもたち自身が抱えている非常にマ
イナスな部分つらい部分もあります、しかしそれ
以上にお未来に向けて生きなければいけないとい
うところを彼らは支えていくということがどんな
に大事かということです。これが２番目です。３
番目の視点です。彼らはみんな誰でも支えるよと
いう支援者によって支えられていました。子ども
たちを分断するっていうことは入り口のハードル
をずっと上げてしまいます。義務教育のなかでや
られた支援というのがどんなに大事かというのが
ここでずっと若者たちと議論していくなかで語ら
れました。つまり全ての子どもたちが学ぶ教育の
場ですが、ここが大切にされなければならない。
そして支援がきちんとされなければならない場な
のですね。でこのことが、３番目です。そして４
番目。このひとりひとりの子どもたちをいろんな
この５年目６年目７年目と年数を重ねていけば行
くほど子どもたちの状況はバラバラになってきて
います。このばらばらの状態をわたしたちは是非、
この一人一人に寄り添える、あるいは話を聞くと
いうこと、話せる場というのを私たちは提供して
いかなければならない。これが４番目。そして５
番目です。子ども支援というのはどうしても後回
しにされます。なぜならば子どもの意見はなかな
か聞いてもらえないし、発言する場がないからで
す。よく女性たちの主流化、ジェンダーの主流化
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とありますが、まさに子どもたちの問題、子ども
たちこそ主流にしていかなければならない。地域
の主流にしていく、すべて後回しにしないという
ことがとても大事なことだと思います。この５つ
の視点を私たちは大事にしながら、７年目以降も
支援を続けていきたいし、子どもたちと一緒に復
興というものを考えていきたい。今日お話しさせ
ていただくときにこの人達、子どもたち若者たち
はここで発言するためにずっと議論し続けてきま
した。この議論しつづけてきた結果というものを
聞いていただきながら、最後にはこの２点を聞い
ていきたいと思います。 
　１点目ですが彼らはもう成人していきます。そ
うするとだんだん個々の被災のところから離れて
いかなければならない。この時期だからこそ、子
ども若者の震災の白書を作るためにぜひご尽力い
ただきたい。今日子ども若者白書担当の内閣府の
方もいらしています。ぜひ、この震災版をこの時
期作っていただきたい。語れるようになった若者
たち、そして記憶がだんだん薄れていく今、この
時期でないと作れないと思っています。この１点
を先ず皆さんに共有していくのがこの会です。２
点目。若者たちも話してくれますが、いろんな活
動を今始めました。しかし、若者たちにはお金が
ありません。ぜひ、この若者たちを応援していく
ような機関や基金がどうしても欲しい。この子た
ちが地域の担い手になっていくためには、場や基
金や応援する人たちが必要となってきます。こう
ゆうためにも私たちの力を合わせたいという風に
思っています。この２点を私たち今日の会議の中
で若者たちと共有していきたいと思っております
のでよろしくお願いします。 

荒牧：どうもありがとうございました。先ほど言
いましたように１ページからのメッセージにつき
ましてはこの段階で公にしていきたいと思います。
プログラムに沿いまして、二十歳になった被災地

の若者たちが取り組もうとしていること、現に取
り組んでいることについてまず報告しておうと思
います。 

小野寺：ご紹介頂きました、この春1月に成人を
迎えまして南三陸町の壊滅的な被害を受けた場所
地域で中学2年が、今成人になりまして若者代表
として来させていただきました。また、神奈川大
学の小野寺と申します宜しくお願いします。さっ
そく、今取り組んでいることとしての活動を紹介
させていただきます。私たちが今行っている活動
はProject Mという活動です。この活動は2015
年に宮城県の南三陸町出身の大学生私たち中心に
結成しました。活動内容としては語り部活動とい
うものを通して東日本大震災の当事者としての震
災記憶の発信を若い世代を通して広く行っていく
というものです。もう一つは東北出身の学生メン
バーを呼び込んで、地元出身者が企画する被災地
ツアーというものを中心として、震災の過去と共
に進む東北の今を発信するというものを行ってい
ます。活動に至る経緯やきっかけをご紹介します。

　私からはProject Mが活動に至るまでのきっか
けを紹介させてもらいたいと思います。私たちは
東洋大学の意見交換会を始め南三陸町で被災して
から割と被災体験とか自分の思いを語る場という
のを支援として、結構早めの段階から与えて頂き
ました。段々と語ることに慣れていき、自分たち
には語る使命があるということを実感してきまし
た。東洋大学での意見交換会の中でもなにか実行
出来たらと思っていたのですが、なかなか高校生
の力だけではどのようにしてやりたいことを形に
すれば良いのかというアウトプットが分からず、
何も出来ずにいました。実際にそれぞれがバラバ
ラの大学に進んだ時に、それぞれが同じような思
いがあり、特に私は友達に自己紹介をした時に宮
城県の場所すら知らないという現状を知りました。
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毎日メディアで被災地のことを報道されていたに
も関わらず、宮城県の場所すらも知られていない
ということが本当にショックで、それからSNSな
どを通じて仲間に発信したところそれぞれも似た
ような気持ちをそれぞれの大学で感じていたので、
簡単なことから始めてみようということで、ツアー
を始めるに至りました。 
　今行っている活動としては配布資料を見ていた
だくと、すごく細かく載せていただきましたが、
ツアーを2015年の9月から行い、その後東洋大学
の森田先生との出会いがあり、「 
若者たち防災会議」だったり、ツアーに参加させ
ていただきました。また都内の高校の中で語り部
講演を行う機会があり、年間を通して継続的に行っ
ているという状況です。主になっている活動とし
ては、やはり当事者として中学校で経験したこと
を語るという語り部活動と被災地ツアーという二
本になります。その活動について説明します。 

三浦：東北福祉大学2年の三浦です。私からは私
たちProject Mとして活動している中で基盤になっ
ている、震災の語り部について説明させていただ
きたいと思います。私個人的に今もなお行ってい
るのですが、高校2年生の時から語り部を行って
いて、当事高校2年生の時は本当に震災時に体験
したことや思ったことをただ伝えるだけというよ
うな気持ちでしたが、今大学2年に入って私です
と防災士の資格や将来の夢とも直結している事も
あり震災当時の状況だけでなく、防災士として防
災の話を少し絡めたり、後は救護処置というのも
講演の中で少し話したりというような形で、本当
に震災のことに限らず防災だったり救護だったり、
南三陸町全体の事として記憶を発信していけるよ
うな語り部の講演になっていっています。私たち
語り部をする中で、話す中で自分たちの思いなど
を整理していけたのかなというふうに今振り返る
と思います。 

　私たちは今までに大学1年生の夏にツアーを行
い、また冬にもツアーを行い、大学2年生の夏に3
回目のツアーを行いました。4回目のツアーは今
までは南三陸町でしたが福島県へいきました。第
1・2回目のツアーはご支援を頂くことがなかった
ので全てお金を自分たちで出し合って…運営して
行きました。ツアーは私たち4人ともう1人地元出
身の子の5人で企画運営しています。参加者はこ
の5人としてみてきました。第4回目の参加者の子
たちも企画運営側としてまわってくれて、昨年の
夏のツアーでは学生28人とあと全労済の方に参加
していただき大人数になりました。ツアーでは震
災当時の私たちが中学校で被災した状況を話すだ
けでなく、震災前からの町の良さや人の温かさや
海や山などの良さを伝えることを見込んで、漁業
体験や地域の人との交流会をしました。昔からだ
けではなく震災後に新しく始まった事業や、最終
日のワークショップでは南三陸町に限らずそれぞ
れみんな山梨だったり東京だったり参加者の人た
ちも地元の良さについて考えたり、自分の町で災
害が起ったらなどを考えたりしました。このツアー
では初めは参加者の方になにか持ち帰って貰えれ
ばいいなと思い始めましたが、実際にはそれだけ
でなく企画した私たちも町の良さに改めて気づく
ことが沢山あり、とても有意義な活動だなと思い
ました。4回目の福島ツアーでは2回目に参加して
くれた私と同い年の福島県の友人が企画運営をし
てくれました。 
　福島のツアーの話をさせていただきますけども、
これは福島市出身の女の子僕らと同世代の大学2
年生の女子が企画してくれたのですが、彼女は前
に僕らが作った南三陸町ツアーに参加してくれて、
今度はうちでもやってみようかなということで企
画するにいたりました。ただ福島市は福島県の中
心で直接の被害は受けてないのですが、同じ被災
地のなかにいるというすごく複雑な気持ちを持っ
ていたということでした。やはり同じ福島の中に
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いる、自分としてそれを他人事にしないで、福島
の今を多くの人に伝えたいなという思い出企画し
てくれました。これを企画してくれたのは僕らの
南三陸町のメンバーです。逆に福島に行くという
経験をさせていただきました。原発被害から復興
に向かう現場の様子を拝見させていただきました。
これが様子です。やはり語り部活動を聞き、大学
生が中心となって浪江町出身の方が若者を取り込
んで農業の観点からお花を育てて、東京の大学生
を呼び込んでプロジェクトを引っ張っている方と
どう信頼を築いていくかというのを肌で実感しま
した。僕らもそうですが震災後にそれが発端になっ
てしまいますが、地元に対して何かしたいという
若者がいます。僕らを始め、山田町の子たちもそ
うです。ただ、これがきっかけとなって何かした
いとはありましたけどもこれを前向きにサポート
してくれる方々が少なかったなと思います。特に
高校生や大学に入ってからもそうでしたが、まず
は前向きに子どもたちの話を聞いてくれる。お金
の面での補助をしてくれるということが、行政で
なかったなと思います。ですが私たちは故郷を離
れて周りに伝えなきゃ今やらなきゃという事だっ
たので、最初は自己負担で周りの大学生を呼び込
む経費を作って来てもらうというふうにしていま
した。でもそこまでやって来てもらうということ
で震災前には気づかなかったふるさとの良いとこ
ろが見つかりました。今はその地域、地元に戻り
たいと思う人が多いと思います。私事ではありま
すが、今年のこの春大学を辞めて地元に戻り復興
に貢献するためにも林業の専門学校に転身しよう
という決意をしています。震災によって元々から
日本の自治体それぞれが抱えていた多くの課題が
震災によって浮き彫りになっていったということ
が事実だと思います。だからこそ、その地域の希
望になるのが子どもたちだったはずであり、だか
らこそ行政がその町で育った子たちの考えに親身
になってサポートしたり、汲み取ったり、できる

ようなシステムがこれから必要なのではないかと
思います。活動をサポートするようなところを復
興事業の中に「震災若者応援枠」というようなも
のを取り入れるべきなのではないかと思っていま
す。私たちとしては、震災を中学2年で受けて今
成人となった若者をとして地域にこの先の将来貢
献できるようなモデルとなれるように頑張りたい
と思います。ありがとうございました。 

草野：私はみんなとは違って福島県のいわき市と
いうところの出身ですが福島には原発という岩手
と宮城とは違う問題が復興の過程でどうしても出
てきてしまうので、私たち福島出身にしか分から
ないことがあると思うのでそれをお話したいと思
います。私は上智大学で勉強しているのですが昨
年の夏にほかの大学生と一緒に飯舘村に学習支援
に行きました。その時に飯舘中学校の校長先生と
お会いし、お話する機会がありました。その先生
がおっしゃっていたのが「この飯舘中学校にいる
子たちを将来福島県出身ですと堂々と言えるよう
に育ててあげたい。」というふうにおっしゃって
いました。その先生が私に「草野さんは福島出身
と堂々と言えますか？」と聞かれたのですが、考
えてしまいました。どうしても言える時と言えな
い時があります。みんなと楽しく話が盛り上がっ
ている時に「草野さんどこの出身ですか？」と聞
かれて「福島です」と言ったら震災どうだったと
か、原発大変だったとか聞かれたらこの話の盛り
上がりを私の震災の話で火を消してしまっていい
のかなとか、だからといって「大丈夫です！問題
なかったです」なんてそんな簡単に言える話でも
ないので、ちょっと考えてしまいますねという話
をしていました。 
　そんなことで、福島出身とういことが自分の人
生にどんな影響があったのかなと考えていた時に、
長崎県長崎市出身の男の子がいましてその子が発
した一言が私にとっては衝撃的でした。その日は
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丁度８月９日だったのですが、丁度原爆が70年
以上前に長崎に落ちた日で、「今日は丁度僕の出
身のところに70年前に原爆が落ちた日ですが、
そんな日に飯舘村にいるのがちょっと不思議な気
持ちです。僕にとってはとっても大切な日です。」
という話を聞いて、70年も昔でたまたま自分の生
まれた地域に原爆が落ちたという日を自分の中で
すごく大切な日と話していて、私の中ではすごい
鳥肌の立つ思いでした。そうしたときに70年後
100年後に福島に生まれてくる子どもたちは、自
分たちのおじいちゃんおばあちゃんが被災してど
んな思いをしているのだな、福島出身ですって恥
ずかしくて言えないんじゃなく自分で経験したこ
とを子どもたちにきちんと話して、そういう子ど
もたちが生まれてくるか来ないか、そういったか
たちで育つか育たないかは自分たちにかかってい
るのだなと感じました。毎回こういった形自分の
経験したことを発する場があること、今日もこう
やってお話しできて本当に幸せだなと感じました。
ありがとうございました。 

荒牧：ありがとうございました。今ですね、20
歳になった若者たちが語るということ、継承して
いくということ、あるいは地域の担い手になった
若者たちに現在どの様な支援が必要なのかという
ことを話してくれました。ではここで伊藤先生お
話しいただけますでしょうか。 

伊藤：宮城県選出の衆議院議員の伊藤と申します。
私も丁度今中学2年の子どもがいますが、意見交
換会6年間見ているうちにみなさんが成長してき
たなと感じました。今日の発表も復興の強さにな
ること、やはり人間には苦難や不幸がありますが
それを生きる中でどう努力するか、行動するか、
協力するかということを越えて成長するのだなと。
同時にみなさんの成長を作りだすもとになったの
が震災かもしれません。逆に震災がなかったら経

験しなかったこと、震災がなければ得られなかっ
た力もあるのではないかと思います。被災地だけ
でなく、日本自体皆さんが未来を作る原動力とな
ることを信じています。また今日も講演会でも皆
さんがこれから活動する基盤や支援などをしてい
きたいと思います。 

荒牧：学生の方、先生どうもありがとうございま
した。続きまして高校生の取り組みについてです。
岩手県山田町ゾンタハウスというところで行って
いるZ00cafeという活動についてです。 

上沢・佐々木・湊・坂本：岩手県山田町から来ま
した、岩手県立山田高校の上沢りえです。佐々木
麗緒です。湊日和です。坂本未来です。高村侑奈
です。初めに私たちの通っている山田町ゾンタハ
ウスについて説明します。山田町ゾンタハウスと
いうのは特定非営利活動団体子ども福祉研究所が
たくさんの方々の寄付や支援を受けて開設された
こどもたちのための自習室です。部活動を終えて
おなかをすかせた子どもたちが1階で軽食を取り、
２階で自習をします。東洋大学の学生さんも長期
休みを利用してきてくれます。学習支援だけでな
く、地域の節分祭や秋祭、クリスマスパーティー
などをして大学生との交流を深めています。次に
私たちの行っている高校生カフェZ00Cafeについ
て説明します。 
　当時小学５年生だった私たちは高校2年生にな
りました。そこでなんらかの形で支援してくださっ
た方々に恩返しをしたいと考え、話し合った結果
山田町が活気ある町になるのが一番ではないかと
思いました。カフェの名前は"Z00Cafe"です。動
物園のように私たちの笑顔でみんなも笑顔にした
いという思いと、ゾンタハウスが私たちにとって
第2の家であるように山田町の人にとっても第2の
家のような場所であっとほしいと願いこの名前を
つけました。ここからゾンタの"Z"をとりました。
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看板を作成するときも、東洋大学の学生さんに手
伝っていただきました。参考として石巻にある高
校生カフェ"かぎかっこ"に見学に行きました。か
ぎかっこに行く前に仮設住宅に住む約100人の方
にアンケートを取りました。結果は年齢に関係な
く話せるスペースの需要が高いことが分かりまし
た。この春までに11回のカフェを開催してきまし
た。最近は部活動などとの両立も難しかったです
が、午前中部活で疲れていても午後はお客さんの
前では笑顔でがんばりました。場所はゾンタハウ
スの１階を使っています。カフェのメンバーは今
日の５人とあと１人います。高校生は６人で行っ
ています。東洋大学の学生さんをはじめとして様々
な方に協力していただきました。カフェでは季節
に合わせて、クリスマスであればクリスマスツ
リー、今年は酉年ということもあり鶏をモチーフ
にしたりしました。今までのカフェの中で３回ほ
どアンケートを行ったのですが、まず年齢はこの
ような感じです。グラフからも高齢者の方が多く
見受けられました。このカフェをどの様に知りま
したかという質問には、知人から聞いたテレビや
新聞などで知ったという方が多かったです。初め
て来店される方も多いのですが、リピーターの方
もいてうれしいです。また来たいですかという質
問に関しては、はいと答えた方が97％と多かった
のですが、まあまあと答えた方が3％といたのが
ちょっと残念でした。しかし、いいえと答えた方
がいなかったのはうれしかったです。アンケート
では感想欄があり、感想としては食べに来るのが
毎月の楽しみと書いてくださった方がいて励みに
なりました。 
　今まで11回カフェを開催してきたのですが、の
べ482人の方に来ていただき、平均で約50人の
方に来ていただいています。私は厨房を担当して
いてホットドリンクなどを作っています。自分た
ちが０から始めたカフェなので最初は何をしてい
いのかわからなかったですが、メニューやエプロ

ンづくりなど沢山の人に支えられてやってきまし
た。今もカフェを開催するにあたって準備がとて
も大変ですが、沢山のお客さんが来てくれて、お
いしい楽しいまた次も楽しみといってもらえるこ
とが本当に励みになっています。そして、このカ
フェからみんなを元気に笑顔にして少しでも復興
の力になれたらいいなと思っています。私は接客
をしているときに明るくということを心がけてい
ます。ラテアートをお客さんの前でやる機会があ
りますがその時にかわいいねと言ってもらえるの
がすごくうれしいです。お客さんの元気に負けて
しまうことがあるので負けないように頑張りたい
と思います。 
　私は厨房を担当しています。主にアイスドリン
クを担当しています。最初はお金を取るのでそれ
に見合ったものを作らないと思っていましたが、
今はアンケートにおいしかった、また来たいと書
いていただけて本当にうれしいです。これからも
Z00Cafeとして地域の方々を幸せにしていきたい
と多います。私は会計を担当していますが、計算
が合わなかったりすることがあってお金を扱うこ
との大変さをとても知りました。私はコミュニケー
ションをとるのが苦手でそれが会計に響いてしま
うこともありましたが、今はコミュニケーション
を取れるようになりました。そしてこれからもカ
フェを続けて山田町が活気あふれる街になればと
思います。私は接客を担当しています。接客を担
当してみて知らない人と初めて話をして、注文を
取るのがとても緊張しました。しかし、今は回数
を重ねることにより少しずつ慣れてきました。こ
れからも頑張るので応援よろしくお願いします。
皆さんもぜひ来てください。 

荒牧：はい、ありがとうございます。ゾンタハウ
スの彼らの居場所の1階の部分をその時だけリ
フォームして地域の方や高齢者の方に居場所とし
て提供しています。そういう意味では居場所を地
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域の人たちに広げていくという大きな決断だと思
います。本当にありがとうございました。続いて
は、若者の支援でなかなか様々な助成金などもあ
りますがうまくいっていない部分があります。そ
して、今南相馬市で若者たちが減った自治体だか
らこそ取り組みたいと始めた活動があります。で
は花岡さんどうぞ。 

花岡：福島県南相馬市福祉課から参りました花岡
と申します。簡単な自己紹介にはなりますけども、
もともと南相馬市の役員ではなくて3年前に南相
馬市の市役所に災害派遣という形で東京都杉並区
から派遣されまして、この3月に3年になります。
南相馬市で行っている行政の取り組みなどについ
てご説明させていただきます。南相馬市が昨年の
４月にほぼほぼ全面避難区域が解除されまして、
避難指示区域の小高区というところに２校の高校
がありまして、そちらが新しい学校としてリスター
トすることとなりました。また、南相馬市から高
校生などに向けて無償のカフェ提供を始めました
ので紹介させていただきます。まず南相馬市につ
いてですが、皆さん震災以降よく耳にすることに
なったのではないかと思いますが南相馬市は福島
県の中通りの北側に位置しています。原発から
10km、20km、30km、30km以上といったすべ
て含まれている特殊な地域になります。人口が震
災前は７万人強、震災後は６万ほどになっており
ます。平成１７年に市町村が合併し南相馬市がで
きました。震災の時南相馬市はできて５年を過ぎ
たあたりでした。平成２９年を迎える今震災前よ
りも震災後の歴史のほうが長くなっているのが南
相馬市です。特に図面にも書かせていただきまし
たが原発から20km、30km、といったところで
国の支援等は変わってきていますが、偶然で仕方
ないとしか言いようがありませんが、旧市町村で
線引きをされてしまった。せっかく南相馬市とし

て一つにまとまりつつあった自治体が震災によっ
て分化してしまったという形になります。 
　震災前に比べて大きく変化したところを４つ上
げさせていただきます。 
　一つ目が人口減少です。７万人強いた人口が一
時は１万人を切るほどまでになって資あったとい
う形です。そして少子高齢化です。避難から戻ら
れる方もいますが高齢のかたばかりが戻られて若
い人達は外へ出ていくという形です。沿岸部から
山側にかけては原発の被害を被っている。最後に
地域の分化というものができてしまっている。こ
れらを受けて、南相馬復興大学を平成２７年度か
ら設置をしておりますが、いわゆるユニバーシ
ティーとされている東洋大学さんのような形では
なく、大学生の取り組みを南相馬復興大学と称し
ているわけでございます。またそこに伴いまして
レベルウォーという高校生たちの支援も行ってお
ります。でまず南相馬復興大学のコンセプトにつ
いてですが大学生の復興、市民による町、大学の
活動をサポートするプラットホームを市としては
作りますよという取り組みです。震災以降出てき
ているキーワードとして外部からの支援。大学生
をできかぎり受け入れていきたい。また、がむしゃ
らな活動力というものを外から持っていきたいと、
市長発案おもと取り組んでおります。市として南
相馬市復興大学に協力しているのが移動手段にな
ります。南相馬市は車社会になりつつあるので市
内でのレンタカーというのを来ていただく大学生
を中心としたNPO団体さんなどに貸与させていた
だいています。また、宿泊場所としても市の中で
研究活動ができるように市営住宅の一角を確保し
ております。止まる場所がないということを回避
しております。活動拠点となるところをつくりま
して、最近の研究活動がどこに行ってもできるよ
う電源の確保やネットワークの完備などをしてお
ります。最後に本年度より始めたものになります
が、１事業約30万を上限とした補助費用を始め
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ました。これらにより、南相馬市をフィールドと
した研究活動が市民の復興につながると考えてい
ます。それらを私はサポートしたいとおもってお
ります。最後におむすびの紹介をさせていただき
ます。キッチンカーを自作して小高を結ぶ場所を
つくりたいという思いから始めました。大きな場
所でやるのではなく、キッチンカーという小さい
場所で小高の人を結んでいきたいと思いました。
相馬の歴史の中で小高は特別なところになるので
すが、相馬藩の神社が小高にありました。その神
社を囲むようにできているのが小高町です。映画
「君の名は」でも結びという言葉が印象的な言葉
として出てきていますが、神社の神様を中心とし
て町は栄えてきたという意味合いも込めてこの名
前にしました。コンセプトは高校生が望む場所を
作りたいというのが第一です。東京大学の先生た
ちを中心に高校生は何が欲しいかというアンケー
トを行ったところ、大人であれば病院なりといっ
た回答になるおのが高校生だとおしゃれなカフェ
が欲しいという回答があった。友達と長時間話せ
る場所が欲しい。勉強ができる場所が欲しい、ゾ
ンタハウスもそうですが家や学校でなくみんなで
勉強がしたいという意見がありました。市の職員
という立場を越えて高校生と一緒にキッチンカー
に色を塗ったりしました。そして12月に開業しま
したが、駅と学校の間にありまして駅の待ち時間
に使われる形になっています。常磐線は1本逃す
と1時間半駅で待たされることとなりその姿を見
ているのがつらかったために作りました。そして
最後のまとめにはいりますが、これから南相馬だ
けでなくいままで避難指示区域だった地域には徐々
に新規の移住者が増えてくると思います。もとも
と小高区1万人いた地域に帰ってきたのは十数パー
セント火度です。人数がへったからと言って課題
は減らず、むしろ増える一方です。小高くや南相
馬市、福島県の未来を作っていく子どもたちの声
を、できれば大人も含めて活動できるような仕組

みを考えていかなければならないと思いました。
私からの報告は以上になりますありがとうござい
ました。 

荒牧：ありがとうございます。この南相馬復興大
学というのは内部の不足している若い力を外から
沢山の若者たちを集めながら、模索しながら行っ
ています。ありがとうございました。 
ここで山口先生一言いかがでしょうか。 

山口：参議院議員の山口と申します。途中から来
たものでしっかり話を聞けていませんが、今の話
を聞いて街づくりがしっかりできてきているのだ
なと思いました。どんな時も社会や地域は夢を持
つ子どもたちを支えていなければならないなと感
じました。いじめの問題がテレビでもでています
が、はっきり言って日本もこんなものかこんな国
なのかと思ってしまいます。でもこれを機に日本
はこんな国ではないと皆さんが発していくことで
大きな力を持つと思います。将来、大変なことも
つらいこともたくさんあったけれどなんてすばら
しい町ができたのだと思えるような町を作っていっ
てください。大人たちも支えますので。こんなに
いい話を少ししか聞けませんでしたがありがとう
ございました。 

荒牧：ありがとうございます。ここで被災した若
者たちということで福島から旭川に出て、今は東
京にいる鈴木くんがいらっしゃっているので、昨
日もずっと発言していろいろ考えてきてくれてい
るのでどうぞ発言お願いします。 

鈴木：ご紹介いただきました、福島県郡山で被災
しまして、5月に旭川に母子で自主避難しました。
鈴木といいます。自主避難者というと生活物資の
打ち切りやいじめの問題などあるかとおおいます
が、僕自身特になく今も大学に通っています。今
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までの話を聞いていて自主避難者としてもやっぱ
り聞いてもらえる場は大切だなと思いました。自
分から、被災者とも言いづらい、なんなら自主避
難者ともいいづらい。理解してくれる人もいれば
あー自主避難者だといわれる場合もあります。で
すが周りの人達に話を聞いてもらって自分の気持
ちの整理がついたこともあります。直接かかわる
ことがなくても何か支援できることがあるかもし
れないということが社会学を専攻している理由に
もなっています。やはり話す場というものにどれ
だけの支援が必要かわかってもらえたと思います。
これから将来つなげていくためにも話していきま
すし、僕らが大人になったとき話を聞いてあげる
ようにしたいなと思います。ありがとうございま
す。 

荒牧：ありがとうございました。丁度福島の郡山
で母子家庭の支援をされているしんぐるまざーず
ふぉーらむ福島の遠野さんに少し発言していただ
きたいなと思います。 

遠野：福島県郡山から来ましたNPO法人しんぐる
まざーずふぉーらむ福島の遠野といいます。しん
ぐるまざーずふぉーらむ福島は2011年の原発事
故の直後から、東洋大学の森田先生に支援してい
ただきました。お母さんたち特に子どもたちは母
子家庭という経済的な関係上遠くに避難すること
ができず、子どもたちがどれくらい被爆してしまっ
たのかという不安に駆られていました。そんなお
母さんたちに支援をということで毎年東洋大学の
セミナーをお借りしてそこで内部被ばくを減らそ
うということで2泊３日のサマーレスパイトデイ
ズという名前で避難をしております。県外への一
時避難を承諾していただいているのはうちだけな
んじゃないかなと感じております。だんだんと震
災関係の予算は減らされ、なるべく福島県内で活
動するようにと言われている。福島県内にすむお

母さんや子どもたちはいまだ不安を抱えながら過
ごしています。震災復興は宮城、岩手は復興が目
に入るが、福島は復興すら時が止まった時のまま
にしてあるものもある。福島にはまだまだ支援が
必要です。これからもよろしくお願いします。 

荒牧：ありがとうございました。子どもたちが日々
育っていくのですが、暮らしを支援していくとい
う視点と継続性ということは子どもたちの希望を
つなぐ非常に重要な視点だと思います。今日皆さ
んのお手元に宮城県子ども総合センターの鈴木さ
んがいらっしゃっていますので、宮城県としての
取り組みをお聞きしたいと思います。 

鈴木：始めまして。宮城県子ども総合センターの
鈴木といいます。私どものセンターはもともと子
どものメンタルや子どもの療育について支援して
きました。平成２６年に心のケア推進班が結成さ
れました。子どもの心のケアに対応できる場を作っ
ていく形でした。一つ目は支援者の対応力の向上、
連携共同体制の強化という二つ目的をもっていま
す。今日はこの事業の成果について説明していき
たいと思います。一つ目が気づきや学びの場を提
供できたことで、先生方や保育士さんたちが対応
力の向上ということに力を貸せたのかなと思いま
す。二つ目、医師や心理士が巡回の際に助言をし
ていましたが、その助言が先生方の不安を取り除
き、励ましになったという声が先生方からあがり
ました。三つ目が研修等で連携のあり方を学んで
いただくことが出来ましたし、また事業を通すこ
とで関係者が集う場所でもあったので、そこで顔
の見える関係を作るというところで寄与出来たの
ではないかと思います。四つ目ですね、当班が現
場や学校地域に行くことで子どもの心のケアの大
事さを啓発できたのではないかと思います。今の
小学校・幼稚園の実情をお話しさせていただきま
すと、よく学校とかで耳にするのが生活背景の不
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安定により不登校になり、家族機能の低下により
愛着や発達に低下が見えている。この三つが大き
な問題として危惧している。実際宮城県の子ども
の状況をデータで見ても虐待ですとか不登校が一
番数値としても高く数位しておりまして、今後も
子どもの心のケアは必要だということは感じてお
ります。今年度から宮城県では子どものケアに対
する支援体制の充実というのが図られてきました。
やっとですけれども。教育の面では我々のアウト
リーチの手法を生かして学校支援を作ることが出
来ました。あと、われわれの保険福祉のほうでも
県内三か所にある宮城心のケアセンターというと
ころに、子どもの心のケアも委託して大人からど
もまで切れ目のない支援というものを実施してお
ります。そういった機関が連携しながら現場や現
場を支える県というのも、自分たちの役割をしっ
かり確認して、連携する機会を多くして地域にお
ける支援の質というのを上げていけるのではない
かなと思っております。国のほうも変わらない支
援を宜しくお願い致します。 

荒牧：ありがとうございました。それではここか
らですが、各省庁からの今回この回を開催するに
あたって事前にお渡ししました子ども若者復興白
書これについての実現の可能性と、特にですが子
ども若者を支援していくファンド、応援のための
仕組みですね、あるいは支援の場、それから特に
今まで子ども若者たちがいろいろ支援を受けてき
たことの中でいわゆる義務教育の中での震災から
の復興ということのサポートと同時に、高校での
復興サポートというのが非常に弱かったと若者た
ちの発言から出てきております。こういった中で
一体どのような行政としての取り組みをしている
のかということをその可能性、今の取り組みの状
況をご発言頂こうと思っております。復興庁、厚
労省、内閣府、文科省という順でご発言頂こうと

思いますのでよろしくお願いいたします。それで
は復興庁からお願いします。 

復興庁：私復興庁からまいりました田淵と申しま
す。私のほうから子どもに対する支援法について
ご説明させていただきたいと思います。正式名称
は少し長くなってしまいますが、東京電力原子力
事故により被災した子どもを始めとする住民等の
生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関
する法律という正式名称になっております。これ
を我々は子ども支援法と呼んでいます。これは震
災発生の翌年平成24年に各党、与党野党含めて
全会一致で法律として可決されたものになります。
この内容なのですが、被災者の方々主に福島の方々
なのですが、不安の解消、安定した生活には包括
した支援が必要ということで具体的な事業という
より国がどうすべきであるかがかいてある法律と
なっております。先ほどご紹介いただきました、
どういった施策なのかが記載されたものは復興庁
だけでなく各省庁で子ども支援法に基づき取り組
んでいるものでございます。まあこれだけでなく
たくさんありますが、一部ご紹介させていただき
たいと思います。放射線の影響による健康の影響
調査やそれに対する医療の提供スペース、自然体
験活動を通じて心身の健康を保持する活動、ある
いは住民の住宅の確保など様々なものがこの法律
に基づき行われているものであります。この子ど
も支援法は福島から非難されている方あるいは避
難地から福島に戻られる方あるいはそのまま継続
されて避難し続ける方がそれぞれの生活を安心し
て行えるよう取り組んでいきたいと考えたもので
ございます。具体的にこれに基づいていろいろな
施策を進めていることに関してはそれぞれ取り組
んでいる各省庁に聞けることだと思いますので、
説明としましては以上にさせていただきたいと思
います。 
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荒牧：ありがとうございました。それでは厚労省
のほうからお願いできますでしょうか。 

厚生労働省：資料の3枚目ですけれども、被災し
た子どもの健康生活対策等総な合支援事業がござ
います。先ほど復興庁の方から説明がありました
一枚書きで言いますと右側の一番上でございます。
二つ目の子どものいる家庭等への訪問による心身
の健康に関する相談支援というものの設置、子ど
もの心身のケアなどを行っております。厚労省の
資料に戻りますが、概要としまして被災した子ど
もの支援は長期的な目が必要だと思っております。
それで今話をしました各々の事業を復興庁の被災
者支援総合交付金の中で事業を行っております。
対象事業としましては（１）から（６）までとなっ
ております。特に（１）の仮設住宅に住んでいる
お子さん自宅に帰還した子どものいる家庭を訪問
しまして心身の健康に関する相談、傾聴、子育て
サロンの開設等により支援をしております。対象
につきましては、子育てされている親御さん、妊
産婦さんへの訪問なども対象になっております。
二番目としまして、仮設住宅で暮らしているお子
さんへの環境づくりということで、居場所づくり
が一点、遊び場を配置するということでございま
す。三点目が遊具の設置または子育てイベントの
開催とでいうことで今この事業を福島県数多く出
ていますが、室内で遊ぶお子さんに児童館または
体育館に大型遊具を設置しております。（４）で
すが親を亡くした子どもたちへの相談援助という
ことで子どもの心のケアセンターを３県、岩手・
宮城・福島に設置されております。専門の職員に
よる被災した子どもへの心身の健康の相談を行っ
ております。また子ども支援者の研修、被災した
児童同士の交流会などを設置する事業となってお
ります。ご案内６番目に関しては食の安全などの
イベントも行っております。以上です。 

内閣府：青少年施策を行っております斎藤と申し
ます。私どもで担当しています子ども若者白書に
つきまして、平成26年度以降に被災地で活躍した
若者たちの活動が掲載されておりますが、今後の
掲載等についてどうしていくのかという質問をい
ただきましたがそちらについて回答させていただ
きます。私ども毎年子ども若者白書という形で国
会に提出をしておりますけれども、国の子ども若
者の施策についての基本法になりなすけれども、
子ども育成推進法こちらに基づく臨時報告という
形で国会に提出させていただいています。中身は
ですね非常に広範囲になっておりまして教育福祉、
保健医療と更生保護ですとか幅広い分野を扱って
いるような文書になっております。あのわたくし
どもの白書の知名度が低いのかなと反省もしない
といけないかなと思うのですが、あのご指摘いた
だきました平成26年度以降の子ども若者白書に
つきまして、平成23年よりコラムを掲載しており
まして、頑張っている若者等の取り組みを紹介さ
せていただいているところであります。現在平成
29年度版の白書の作成に取り組んでおりますけれ
ども、事例などといろいろ緩和しながら検討して
いるところでありますので、地域で頑張っている
若者、被災地の若者に限らず、今頑張っている若
者を全国の子どもたちのお手本になるような活動
が多いと思いますので、事例等勘案しながら引き
続き記載内容等検討していきたいと思います。以
上です。 

荒牧：それでは文科省のほうからお願いいたしま
す。 

文部科学省（子どもたちの心のケア担当）金子と
申します。文部科学省としましては東日本大震災
で被災されました子どもたちのケアを図るために
毎年度スクールカウンセラーを派遣する経費を調
整しております。こちらはもちろん高等学校も対
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象になっています。被災した幼児、児童の心のケ
アは中長期的な支援が必要だと考えておりますの
で、平成29年度の予算案においても全額国公補助
の交付金事業を予算計上させていただいていると
ころでございまして、引き続き被災地の自治体と
連携を取りながら支援をしていきと思っておりま
す。 

文部科学省（奨学金担当）：新谷と言います。よ
ろしくお願いします。奨学金のことにつきまして
は東日本大震災において経済的困難な高校生にお
きましては奨学金を行う場合その全額を国で支援
しております。この奨学金におきましては地震や
津波で被害を受けた方はもとより子ども被災者支
援法が制定されたことを踏まえまして、福島第１
第２原子力発電事故による災害を理由として他の
地域に避難されている高校生も対象となっており
ます。また、都道府県により貸与基準返還基準な
ど柔軟な対応ができるような仕組みになっており
まして、通常都道府県が行っている貸与型の奨学
金よりも手厚い支援が受けられ実績としましては
平成23年から27年にかけて約3万人の子どもたち
がこの制度を利用しています。以上でございます。

　事前の問い合わせで放射線に関する問い合わせ
ございましたのでご説明させていただきます。子
ども支援法の中で放射線が人の健康に与える影響
に効果的な予防方法を提供するということでそれ
を踏まえまして文部科学省のほうで平成26年に放
射線の本を作成いたしまして全国でも小中高に対
して合計1200万発行しているところでございま
す。また、文部科学省のウェブサイトにてこの本
の電子媒体をおいていましてこれを引き続き活用
したいと思います。また先ほど、避難者のいじめ
の問題がありましたけれども、昨年の12月に都
道府県・教育委員会に通知がございましてその中

でも放射線の副読本の活用をしております。以上
でございます。 

文部科学省（キャリア教育担当）神谷と申します。
復興支援というくくりではありませんが高校生の
キャリア形成という部分でご質問がありましたの
でお答えさせていただくのですが、自らを形成し
ていくキャリア教育は非常に大切だと思います。
この中で教育委員会においては、地域の産業と連
携を図りながら地元企業への職業体験やインター
ンシップの開催を推進しております。その取り組
みによって地方創生の観点を地元への就職という
ものに促進できるのではないかと思います。以上
です。 

森田：以上でしょうか。それでは以上ですが各省
庁からの発言がありました。あの一つはここから
ですが、25分ほど時間が調達できました。たく
さん国会議員の方もいらっしゃっているので、こ
のやりとりをしながら途中でご発言を求めていき
たいと思いますけれども、今日の各省庁からの発
言ですが一つはやはり私たちが最初申し上げてい
た二つの大きな課題の一つはやはりこの時期だか
らこそ子ども若者の復興白書をやっぱり総合的に
作ってほしいということ。やはりここで明らかに
しなければ子どもたちの記憶もなくなっていくし、
それから事実自体もなくなってしまう。白書をど
うつくったらいいのか。それからもう一つ昨日も
子どもたちの発言からでていたのですが、たとえ
ば副教材今文部科学省が学校教材をつくってらっ
しゃるわけですけれども、阪神淡路の時と比較し
てみると本当にいったい何円かかるのだろうか、
このことを子どもたちにしてみるとどのように震
災の体験というのを語り継いでいくのかを体験や
教材としていくのかというのですが各省庁のなか
でいただきたいというのと、もう一つがですね若
者たちのキャリア教育の中でも話があったように
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被災地の中で若者たちがいろいろな活動を始めて
きているとこれにたいするスポット的な支援とい
うのはかんがえられないのか、あるいは子ども若
者を総合的に応援していくような心のケアという
のは一つだと思いますが被災地の中だからこそ子
どもたちの居場所としてきちんと機能しながら、
この子達を応援していくそういった場をきちんと
作れないのか。これは心のケアセンターとどう協
力してくのかという点もおありなのかと思います
が、子ども被災者支援法を今後どういう風に当事
者、子ども若者たちの声を聴きながらどういう風
に支援をしていくのかの方針についてどなたかも
う一度発言頂けないでしょうか。それを受けて国
会議員の方々からの発言をいただきたいと思いま
す。 

内閣府（子ども若者白書担当）：先ほど私が説明
したものの繰り返しにはなってしまいますが、子
ども若者白書というのは子ども若者推進育成法の
臨時報告として挙げさせていただいていますが、
今の子ども若者白書の中でと考えますとコラムで
手厚くするとかそういったところが限度なのかな
と思いますね。今提案いただいている、子ども若
者復興白書といったかたちになりますと、また別
のものが必要となりますのでまた内閣府だけでな
く復興庁さんはじめ他の関係省庁と連携してとい
う形になりますので今すぐに可能性について回答
は難しいと思います。 

荒牧：はい、ありがとうございます。こういった
発言でかまいません。彼らの思っていること、感
じていることを今現段階で各省庁は回答できるの
かという形でかまいませんのでお願いしたいと思
います。 

文部科学省：二点目の学校副教材の話で、放射線
副読本の話をさせていただいたのですが、阪神淡

路との関係で今放射線のことでまだいじめの話と
かもあるということで引き続き各学にこの放射線
の副読本について活用してもらいたいと思います。

荒牧：あのもっと具体的に聞きますとさきほどの
Project Mのような活動についてなんだか、実際
に政府がやってないと思っていて、いろんな事業
施策が現場に届いていないというもどかしさは政
府もあると思うのです。Project Mのような活動
をする場合に使える事業とか資金というのはある
のかどうか。アドバイスしていただき、こういっ
たのが使えますよといっていただけると、若者も
さらに元気に活動できると思います。いかがです
かね。何かそれを全部自治体に任せるのかそれと
も政府のお金施策を活用できますよとアドバイス
いただけると助かるのですが。 
　それでは考えてください。これだけ１時間も発
言してきたわけですから、何か答えていただきた
い。メッセージだけでなく対話をしていきたいと
思っているのでお願いしたいと思います。 
　先ほどの子ども推進育成法の具体化という話で
若者の声を具体化できないかという話をいただい
たと思うのですけれども、それに関しましてわれ
われも普段いろんな場で意見交換させていただい
て、被災者の方の生活支援であるとかいろいろな
声を常にいただいている状況でございます。それ
を踏まえてどういった対応を取っていくのかとい
うことはなかなか一概にすぐにこうしましょうと
はなかなかいろんな事情があるので難しいところ
ではあるのですけれども、今いただいた中でどう
いったことが出来るか総合的に考えてこれからやっ
ていきたいと思います。 
　あの、ぜひ政治家の人たちが来ていますので応
援してもらってですね、若者たちのところに新し
いファンドが出来てくるとか、活動をするときに
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先ほどの南相馬みたいな新たな取り組みが誕生し
てくるとなんかやる気が起きますよね。 

小野寺：そうですね、震災が機となって地元に貢
献したいとおもいましたし、そういった思いのあ
る若者が増える中でどこに頼っていいのか、僕ら
も自費で始めましたし。でも応援してくれるのが
自分たちの地元や地域として応援してくれるよう
な仕組みがあれば、窓口があればすぐにでも頼り
たいですし、これこそが有効な政策になっていく
のだろうなと思います。 

不明：えっと、今の段階は山田町のゾンタハウス
もProject Mも市民社会が応援して継続活動と発
展を支えていますが、この支えというのが市民社
会とはやり続けるというのはもちろんその必要性
を感じているのだと思いますが、なかなかやはり
限界があると思いますので、こういったものをや
はり広げていって全体化していくっていうことが
ないと、本当に18歳選挙権が実現して若者たちが
主人公として生きていこうとする中で、特に被災
地はこの人達が担っていくのですから、こういう
人たちを応援できる仕組みを総合的にできればい
いなと思っているところでございます。 

不明：みなさんお疲れ様でございます。あの、学
生の方々の発表を聞けなくて申し訳ございません。
今日は委員会がありましてそれが終わってから参
りました。このあと１時から再開なもんですから
戻らなくちゃいけないですね。今レポートパワー
ポイントを見させていただいていたところです。
ついこの先週末宮城県の沿岸部回ってきました。
本当の意味での復興はまだまだ先が長いなと思い
ました。その主人公はまさにみなさんたちだなと
思います。先ほど役所の方たちもいろいろと答え
てくださっていましたが、復興庁というのはそれ
こそ各省庁を束ねて復興のまとめ役としてやれる

はずなのに、縦割りの弊害みたいなものがここに
きてまた、世実技出ているのではないかと思いま
す。ぜひ復興庁設立の目的を思いだしていただき
取り組んでもらいたいと思います。また、子ども
被災者支援法のくくりではいろいろ心配があるも
のですから、これから委員会のなかで議題にさせ
ていただきたいものでありますが、また今福島特
措法の改正案が委員会に出されますがこれについ
ても子どものいじめ対策ももりこまれていくこと
になっています。若いみなさんと一緒になって頑
張らせていただきます。ありがとうございました。

荒牧：先生はいつもこの会場を設定するときにお
世話になりますが、私たちよく言いますが児童福
祉法の改正があって子どもの権利条約の具体化と
いうのは日々の子どもたちの暮らしが良くなって
いかなければ、悪くなってからでは救済はおそい
ので、いじめの起きる前の地域がみんな本当に仲
良くしていけるように頑張ってもらいたいともい
ますが小宮山さんいかがですか。 

小宮山：民進党衆議院議員小宮山泰子です。先生
の話聞きながら大変だなと思いました。私自身は
埼玉県の川越出身でどちらかというとまだ福島か
らの自主避難者の方がいます。埼玉県下もかなり
いらっしゃり、親戚も東北に多いという状況で、
なかなか情報共有が出来ないのが自主避難者の現
状であります。また、居住のほうの支援の打ち切
りで子どものことを選択した、子どもを切り捨て
るしかないのかなという非常に大変な面に直面し
ております。子ども被災者支援法を作りましたが、
やはり何を選択するかというのが上からではなく
自分から選べるのが日本のいいところだと思いま
すし、それに向けて私のほうも頑張っていきたい
と思います。 
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荒牧：川田さんお願いします。 

川田：みなさんこんにちは。私も19歳の時に薬
害塩素の問題は実名公表で国と裁判をして戦って
いました。大学生活の時でした。ちょうど皆さん
と同じくらいの時に戦ってきたわけですが、日本
の子どもの権利条約の批准が1994年でちょうど
批准した年に立教大学で子どもの権利に関するシ
ンポジウムがありまして僕はそこで初めて意見表
明をさせていただいた覚えがあります。子どもが
声を上げることによって社会を変えていこうとい
うのが僕は非常に大事なことだと思いますので、
ぜひ皆さんの発表していただいたのを見ることが
できなかったのは残念ですが、本当に大人も子ど
もも自分の意見をしっかり言っていくっていうの
がすごく大事で、何をしてほしいかを直接言って
いいと思います。例えば、山田町はまだ鉄道出来
てないですよね。鉄道を復旧してほしいとかです
ね、特に若い人たちが使うものですよね。そういっ
た声を上げてもっと早く復旧してくれと。でいま
復興大臣は国鉄出身のひとなので鉄道に思い入れ
があるそうです。ぜひ、復興大臣東北ではないで
すが鉄道マンだったはずなのでみなさんがもっと
鉄道早く復旧してくれといえばやってくれるかも
しれないですですし、今回は長靴発言して辞めちゃ
う人もいましたけれども、本当に世界的に恥ずか
しい人だと僕は思っています。それこそ逆に逆手
にとってなにをやっているんだとおとなは何やっ
てんだと、大人としてもっとちゃんとしてくれと
言っていいと思いますし。 
　それとぼくは今回子ども支援者推進法を作った
のは国会議員の声からできたものですが、やっぱ
り自分の薬害エイズの経験から、二度と子どもが
社会に訴えて裁判で勝たなくても、国が被害に対
する損害賠償をしっかりすべきではないかと、子
どもたちが戦わなくても子どもたちが検査を受け
られて、国としてそういったことを認めるために

作ったはずなのですが、そこまで至っていない。
法律はいつでも変えられます。もっとこういう風
にしてくれ、使いやすくしてくれとみなさんがいっ
てほしいし、政府にもいってほしいのですが、そ
れからマスコミにもぜひ行ってくれればと思いま
す。やはり世論が声を上げていくことでしか社会
は変われないと思いますので、例えばカフェをや
ればテレビが来たりマスコミは若い人たちがやる
と取り上げてくれたりしますよね。こういったこ
とを通じてマスコミの力を借りられますし、今日
の皆さんの声が白書に綱がると思いますし、内閣
府の人も言っていましたが、そこに白書を作って
いる人がいますので、声をちゃんと白書につなげ
てくれと先生がいうのではなくみなさんがいう方
が効果はあります。福島の白河は母親の出身地で
して、母親の親戚が福島にたくさん住んでいたり
とか、最近岩手の客員教授になったりと被災地と
いろいろ関係はありますので、私も他人ごとでは
なくしっかりやっていきたいと思います。 
　あと本日ちょうど復興特別委員会がありまして、
大臣の所信表明を聞いてきましたが衆議院でも特
別委員会がありまして、こういった議事録はウェ
ブ上でも見ることが出来ます。すごくいい質問に
対して国会議員がこういったことをやってくれと
復興庁にいっています。バスのルートを仮設住宅
だけでなく、復興住宅のほうまで回してくれとか
皆さんの使い勝手のいいように設備や予算はもっ
と具体的にこうしてほしいということが大切だと
思います。その時に国会議員や、与党の権限の強
い先生の力を借りて、皆さんの声を届けて社会を
動かすということが社会を変えることができます
ので、これからももっと遠慮せずに文章でも構い
ません、もっといってください。皆さんの声で私
たちも動きやすくなりますのでよろしくお願いし
ます。 
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荒牧：ありがとうございました。だいぶ時間が限
られていますが大学生の皆さん何かご発言ありま
すでしょうか。何か聞いてみてご感想ありますか。

草野：中２の春に被災して、それからいろいろな
キャリア教育などを受けてきましたが、すごく私
はラッキーだったなと思います。いつも思うのが、
大人が何かやってくれるだろうという大人だより
のところが良くないなと思います。子どもだからっ
て思うのはすごく寂しいなと思います。私は成人
して大人になってしまいましたが、子どもだから
こそ考えられる面白い意見もありますし、もちろ
ん大人の方にもわからないような難しい話を教え
てもらってこんなこともあるのだなと思うのです
が、子どもだから例えば選挙権を１８歳にすると
きも、まだ子どもだから権限は与えられないでは
なくて、逆に私は思うのですけれども権限を与え
られれば自覚が芽生えると思っているので、そう
いった子どもが声を上げていけばいいと言ってい
ただけたことがすごくうれしいなと思って聞いて
いました。ありがとうございました。 

荒牧：他にどうでしょうか。せっかくですから東
洋大学の皆さんどなたかいかがですか。 

金子：本日はみなさん貴重なお話を聞かせていた
だきまして本当にありがとうございます。僕たち
は支援をしている学生の立場としておはなしさせ
ていただきますと、先ほども子どもの話を聞くと
いうことがありましたけれども、子ども特に自分
たちで活動している子どもたちは考えを私たちが
おもっている以上に持っていますし、僕たちが学
ぶことが多いくらいの子どもたちです。ぜひ子ど
もたちの話を親身に聞いて、なかなかはじめまし
ての人たちに意見をいうのは難しいと思いますの
で、継続したこの子達のいろいろな声を積極的に

聞いてもらえるようにしてほしいなと思いました。
ありがとうございました。 

荒牧：はい、ありがとうございました。私たちこ
のネットワークはですね、支援する支援されてい
るなど一方的な関係にしないと、だから子どもの
権利というのを基本においています。子どもたち
は未来の未来で終わらない、今を生きる主体とし
ての子どもたちの声をちゃんと聴いていくことが
必要です。ぜひこの７年目のネットワークのメッ
セージは単にメッセージで終わらせるのではなく、
具体的な施策や事業をしていきたいと思いますの
で是非、検討していただければと思います。時間
になりますので最後に森田事務局長から一言いた
だきたいと思います。 

森田：長時間にわたってご発談のご参加ありがと
うございました。各省庁のかた突然振りまして申
し訳ございませんでした。国会議員方々もこの会
は様々な党派を超えて参明かしてくださっており、
多くの国会議員の方も子ども自身の話を聞いてく
ださり、あるいは市民社会の取り組みを聞いてく
ださって、より多くの委員会で生きてくると私は
思っております。そのことが各省庁の施策にどう
取り込まれていくのかと考えています。子どもた
ちは生きていていろんな悲しみや苦しみを抱えて、
そして喜びを積み重ねてこの丸７年を迎えたわけ
です。先ほど、若者たちの発言の中に私が７０年
後に３．１１というのを記念日にできるかという
発言がありました。到底私なんて生きていられな
い。でも、今の若者たちはあるわけですね、そう
したときに私たちは責任をもって３．１１を伝え
続けることが出来るのか。どう引き継ぐかという
ことをずいぶん話していました。つまり、彼らは
自分の体験を個人化するのでは無く、社会化しさ
らに普遍化しようとしているわけですね。こうい
う非常に優れた社会的視点を持った若者たちが被
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災地で育った。これ自体はひとつひとつの支援で
育った皆さんの今と思っているわけですね。未来
はほっといてできるものではない、未来は日々こ
の支援を積み重ねながら若者たちと一緒に作って
いくと思っているわけですね。３．１１は明日に
なりますけれどもこの日を大切に迎えたいと彼ら
は頻繁に言っているわけですね。この日本当に厳
しいことを体験してきた彼らが大切に迎えたいと、
これを私たち大人がどう支えていくか問われてい
るのだと思うわけです。支え続けるためには私た
ちが忘れていってはいけない、でも忘れていって
しまうということをどう忘れないようにしたらい
いのか。みんな忘れていってしまう被災地のこと
をどう伝えていいか問題にしていいか、みんなずっ
と考えているわけです。 
　私たちは質問に対して答えなければいけない。
市民社会や政府もここにこたえてほしいと思って
いるわけです。東日本大震災子ども支援ネットワー
クはほんとに非力だったわけですけれども、７年
目のメッセージを出すとこまで来ました。市民社
会の活動にあるからこそ続けてこられたのだと思
います。これからもほそぼそと子どもたちの話、
子どもたちとの対話をしてこれを政策に生かして
いくということをしていきたいと思います。若者
たちが自前で始めた活動、自分たちの居場所を提
供しての活動を折れさせるわけにいかないなと、
続けてほしいというのが私たちの願いです。今日
のことをそれぞれの場でそれぞれの形で、反映で
きるようなかたちで東日本大震災における子ども
たちの支援を続けていってほしいなと思います。
本当にどうもありがとうございました。 
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２０１７年８月５日
東日本大震災子ども
支援意見交換会 

（1）午前中の部 

森田：皆さんおはようございます。高校生は夏休
みの最中ですが、大学はまだ夏休みに入ってない
のですね。来週ようやく夏休みに入るところで、
まだてんやわんやしているところです。ただ限ら
れた日程の中なので、もうピンポイントでここし
か空いてないということで、本当に皆さんには色々
なご予定がおありだったと思います。もうこれで
２０１１年１月から始めましたが、２０１２年、
１３年、１４年、１５年、１６年、１７年と、今
回で７回目ということになります。私たちは復興
においては、子どもたち自身の復興においては子
どもたちの意見をきちんと聞きながら、そしてま
た子どもたちの意見がきちっと聞けるように私た
ちが寄り添い、子どもたちが育つことを支えてい
くという仕組みをどんな風に作ったらいいのか、
ということを本当に手探りですけど続けてまいり
ました。この会も、一昨年まではずっと１月の成
人の日を挟んでやってまいりましたけど、やはり
この成人の日、子どもたちがだんだん成長してき
ますとこの時期入試等が重なって、本当にこうい
う場を持つことが難しくなってまいりました。こ
れ自体、震災が年月を経たという風に思っていま
すが、そういう意味でこの時期を少し外して少し
青年になった子どもたちが、時間にゆとりを持っ
て過ごすことができる夏に行ったらどうだろうと
いうことで、昨年モデル的に１回やってみました。
今年は本格的に冬のものを夏にこれを開催すると
いうことで、私たちは初めてこの時期にやってみ
ることにしました。タイトルとしては「復興にお

ける子ども・若者支援とは」とつけさせていただ
いております。この丸６年半が過ぎて、７年経つ、
今日実は来てくれている若者たちですが、最初に
この意見交換会という形で来てくれた若者たちが
大学生、２０歳を超えました。そして今年山田町
のゾンタハウスの方から来てくれた若者たちは、
小学校５年生の時に被災した人たちです。今年高
３になりました。こんな風に年月が経つというこ
とは、子どもたちは着実に年を重ねていって、そ
して幼い子どもだった人たちがこうやって若者た
ちに成長していっています。その中で色々なこと
を私たちは彼らの言葉から気付いてきたわけです
が、少し今日は私が冒頭を、なぜこの時期にこう
したことをしなければならないかという風につい
て、お話をさせていただこうという風に思ってい
ます。 
　災害が起きてちょうどその時ですが、本当にみ
んな孤立していたのですね。そして必死になって
命を永らえようということで、子どもたちもその
中で生き延びようとしていました。その中で彼ら
の話の中に、４年目、５年目ぐらいの議論の時か
ら、子どもたちの中に誰かと繋がりたい、あるい
はその誰かと繋がったことが災害から生き延びて
いくという時の大きなエネルギーになっていた、
ということが語られるようになってきました。こ
の４年目、５年目ぐらいの議論の中で、多様な形
でNGOやNPOやいろんな人たちが被災地に入っ
ていくのですけれど、その地域ごとにいろんな支
援はありました。しかしその中でどなたか、ある
いは誰か、あるいはどの組織の活動なのか、これ
も多様なのですが、この子どもたちにとって生き
延びていくという時の意味ある大人というものに
出会っているということがはっきりしてきました。
その中で彼らは本当によく話しました。活動をし
ながら、あるいは勉強しながら。いろんなことを
しながら繋がりを求めて活動してきたという時期
になります。その中で大人たちはこの非常に厳し
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い体験をした子どもたちに対して何とか手を差し
伸べようとする、そして子どもたちもその手に触
れようとする。この関係性が出来上がった時に、
この対話の成立というものがそこに出来上がりま
した。ようやくですが、彼らの中に自己肯定感、
そう簡単なものではありませんが少しずつこういっ
た肯定的な体験、あるいは色々な活動というもの
が、その中で提供される中で自己肯定感が形成さ
れていく。このようなプロセスが私たちの中に見
えてきました。まさにそれが生きる意欲とよく言
われますけれど、そのようなものに繋がっていき、
そして彼らが実は今共に生きていく主体として、
市民として生きていく力になっていくといった段
階に来ていることを感じています。私たちは彼ら
と一緒に震災の様々な支援を提携したときに、当
事者がどのようにしたら主体になるのだろう、主
体になるとはどういうことなのだろうということ
を考えていきました。自分がこの地域の中で生き
ていき、自分の地域の中で本当に意味のある大人
になっていく。こういったことを捉えるというよ
うな色々な機会が必要なのだろうという風に考え
ました。ただ簡単ではなくて、かなり長期間に渡っ
て、このような一緒に考えたり、一緒に寄り添っ
たり。あるいはそのような人たちと一緒に活動し
ていく場がとても大事だということにも気づいて
きたのです。今日皆さんにお話ししてもらう２つ
のグループ、そしてそれを支援してきた私のゼミ
の学生たちの報告があります。Project Mという
のとZ00caféというのがあります。これらは実は
被災した若者たちが今始めつつある活動になりま
す。先ほど私がお話させていただきましたけれど
も、市民として生きていくということに繋がって
いくような活動が少しずつ見えてきた。最近被災
地ではどう記録化するか、どう記憶化するかみた
いなことが非常に大きな話題になっていますけど、
若者たちは一体どの段階でどんなことを考えてい

るのか、というようなことをそこから意識して一
緒に考えられればという風に思っています。 
今日どういう風に進行させていただくのか、とい
うことについて１月の半ばに若者たちと一緒に考
えてみました。その時に彼らが今までやってきた
ことをみんなで共有しながら、その後支援者や支
援している大学生たちと一緒に、この自分たちが
今置かれている状況を話し合いながら、若者たち
が考える支援の形ってどういうものなのだろう、
これはいったい私たちがどんなことを準備してい
けばいいのか、このようなことを最終的には今日
のゴールとして彼らは設定したいという風に考え
ました。私も実は先週山田町の方に行きました。
約１年ぶりに山田に行ったのですが、その中で皆
様もご存知のように防潮堤がかなり高く出来上がっ
て、そして道路もかなり整備されていました。そ
してこの震災とはなんだったのだろうという風に
思う場面もたくさんありました。でもゾンタハウ
スに入った途端に、何も変わってない、という想
いと同時に、この人たちの暮らしというのがどん
な風に今あるのだろうという風にも思いました。
これは同時の感想だったのですね。すごく町並み
は変わった。しかし、この人たちの生きている６
年間というのはずっと繋がっていて、そして今が
ある。これは一体どのような風にこの地域の人た
ちにとって、この変化というものが影響を与える
んだろう。そのようなことを先週とても感じたわ
けです。今日は、若者たちがどのような風に震災
後６年半を過ごして、今どのような活動をし、そ
してその活動がどのような風に町の中に影響を与
え、そして自分たちがやっている活動を彼らがど
のような風に感じているのかというのを共有して、
という風に思っております。その上で、やはりこ
の震災は今も連続して起こっていますけれども、
この災害の中で一体若者たち　をどのように支援
していくことが必要なのかということを大人の人
たちは考えていきたいという風に思っている次第
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です。私たちにとってみると、本当についこの間
のような震災でしたが、若者たちにとってみると
もうかなり前の、本当に幼い時の体験となってき
ています。ですからよく被災地では言われますが、
今高３になった子たちは小５で体験している。そ
の前の子どもたちにとってみると、もう震災の体
験そのもの自体が当事者性としてはあまりない。
しかし、家族はその中で非常に深い傷、深い影響
を受けて、家族がその中で生活をしている。こう
いった被災体験というものを語り継いでいく、あ
るいはこれを継続して支援を続けるということは
年数が経てばたつほど、その体験が難しくなって
いくという風に私自身は思っています。そういう
意味でぜひ当事者からの話を今日はじっくり聞き
ながら、一緒に私たちがこれからどんな風に支援
し続ければいいのかということを考えてみたいと
いう風に思います。以上私から少しお話させてい
ただきました。 
今日はまず３つのグループにお話ししていただこ
うと思っていますので、まずはProject Mの方か
ら。南三陸出身の若者たちが被災体験を今どんな
風に語り継ごうとしているのか、あるいは自分た
ちの中でそれをどう考えようとしているのかとい
うことを一緒に聞いてみたいという風に思います。

小野寺：皆さんこんにちは。私たちはProject M
という活動を大学生中心にやっておりまして、私
と三浦が宮城県南三陸町の出身で、松崎さんが福
島県福島市の出身で今一緒に活動をしております。
ちょっとその紹介をさせてもらえればと思います。

はじめにですけど、Project Mというのは２０１
５年に南三陸町出身の大学生中心に始めた活動で
す。最初語り部活動というのを通して、自分たち
自身が当事者だったのでこれを周りに発信すると
いう活動からはじめて、それ以降段々と東北出身

のメンバーを加えて被災地ツアーというのを中心
にして地元に同世代の学生を呼び込むというよう
なツアーを企画してきました。震災の過去という
ものと一緒に復興に進む東北の今ということを、
当事者が今語れることとして発信しています。活
動開始までですが、２０１１年の３月に南三陸の
メンバーは被災して、その後受験対策で当時中学
２年生だったメンバーが学習支援を受けていまし
た。その繋がりで２０１３年から被災地の復興支
援で森田先生の紹介があって、そこの意見交換会
に参加させてもらって、それからずっと関わらせ
てもらいました。２０１５年には皆大学で地元を
離れるということになりまして、その時に初めて
自分の地元を出たので、県外の学生との交流で震
災とか被災地という部分の意識の差やギャップを
感じました。例えばこれはいつもする話なのです
が、自己紹介したときに宮城県ですと言ったら、
九州だっけという話があったりマンゴーが有名だ
よねという話だったり、一方で東北に行きたいと
言ってもらえたりしてくれる学生もいましたので、
その時に大学に入って今まで何もできなかったの
で何かしなければという危機感を感じ始めました。
そこでこの機会に実際に地元に連れて行こうとい
うことで、Project Mとして南三陸を中心にする
ツアーとか語り部活動をやっていきましょうとい
うことになりました。継続的に活動はできており、
ツアーは２０１５年９月から２０１６年２月、９
月と、去年の９月は全労済の方から支援をいただ
いて学生だけでなくて、企業の方、新入社員の方々
の研修を兼ねて実施したもので学生が２３名、企
業の方が８名という結構大きなツアーになりまし
た。あとは大学と共同で協力して南三陸の震災前
の模型を作ろうというプロジェクトを行ったり、
あと語り部活動も行ったりとしていました。メン
バーは今学生が５人、南三陸のメンバーが５人と
福島の人が１人と、あと１人福島の南三陸で働い
ている社会人の人が１人います。 
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当事者が震災の過去を語り継ぐことで、震災５年、
６年と段々時間は経っていくので、これは忘れる
ものとして風化はある意味自然なことなのだろう
なとは思いますが、この震災の記憶を伝え続ける
のは当事者ができることだと思うので、これは私
たちにできることだなと思い継続してやろうとい
う風にして進めてきました。 

三浦：私の方からは、震災の語り部講演というこ
とについて少しお話させていただきたいと思いま
す。元々は先ほどのお話にもあった通り、個人の
語り部活動としておこなってきました。今なお個
人で私は語り部活動などをしていますが、大学に
入って団体Project MとしてProject M自体に講
演依頼などもいただいて、Project Mとしても講
演活動をおこなっております。またそれ以外にも
私ですと、防災士という民間の資格があり大学で
取得しまし、防災と絡めながらの震災の語り部を
したり、他に普通救命講習なども受けているので、
その学んだことを少し活かしながら救命講習もや
らせていただいたりしております。語り部という
震災の事を話すだけではなく、もう一歩先に、防
災や未来、救命講習というような、震災を軸に幅
広い講演活動なども行っております。 

小野寺：これが先ほど話した、大学に進学して
ギャップを感じてそこから被災地ツアーを企画し
た２０１５年の夏の写真です。ツアーですが、県
内外、遠くは関西からも参加してくれた学生がい
ました。ツアーの内容は、地元出身の学生と県外
の学生の交流を地元出身者として繋げること、町
内の地域住民や子どもたちとの交流を加える。他
に町づくりを学ぶ講話や、地域おこし事業等の見
学、産業の体験、漁業・林業の体験というのもし
ました。時期は去年の９月です。今年も再来週に、
同じツアーをやります。今回は大学生だけでなく
今来てくれている山田の高校生たちも参加してく

れるということで、広がったツアーになると思い
ます。郷土芸能などもつながりがあるので練習を
見せていただいたり、ワークショップをしたりし
ています。 
　これは課題としてあげられますが、町との繋が
りがツアー自体にあまりなくて、行政に何かを依
頼したりするという関わりがあまりないので、こ
れから町で継続していく上で、町との繋がりはあっ
たほうが良いので、その点が課題だと思っていま
す。 
　今年の２月に内向けでメンバーが福島のことを
知りに行くというツアーをやりました。これは福
島出身の松崎さんが企画してくれたので、話をし
てもらいたいと思います。 

松崎：このツアーは、南三陸出身のメンバーから
私に対して、福島にも行ってみたいということを
言われて、私ともう１人の福島出身の方と企画さ
せていただきました。１日目に飯坂温泉という観
光地に行き観光しました。２日目に南相馬に行っ
て様々なお話を聞かせてもらいました。福島では
未だ原発事故が収束しておらず、まだ風評被害が
続いている土地でもあるので、簡単に比べること
はできないのですが、南三陸と比べて、福島の状
況を知ってもらえたらと思い企画しました。今は
福島とはカタカナでフクシマと記号化されて表さ
れることもありますが、そのように故郷を記号化
されるというのは結構抵抗があるので、その違和
感も実際に来て南三陸の人たちも感じてもらえた
らいいなということで企画しました。終わった後
の感想では、福島はまだ震災が終わっていなかっ
たのだなということに気付けたなど、福島の魅力
を感じてもらえたので、企画する意味はあったと
感じたのでまた機会があれば企画したいなと思っ
ています。 
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小野寺：今はツアーが中心の活動なのですが、こ
れも出身者が企画するツアーであり、参加者を同
世代の学生にしています。このツアーの狙いは被
災現地に行って学ぶというよりも、友達の地元だ
から行ってみたいという旅行気分の切り口からで
も参加しやすいようにして、観光要素や住民との
交流などをいれています。他にワークショップで
意見交換をして、震災当時の過去と復興の今、地
域の未来、これは被災地に限らず自分の地元など
でも一緒に考えられるようなものにしてます。被
災地が友達の地元であるという点が身近に感じら
れる部分なので、そこを大事にしています。 
　これは南三陸が抱える課題と対策とそのために
やっていくことですが、今はどこでもそうですが
人口減少だったり少子高齢化だったりが震災前か
らの課題で、その課題が震災によって浮き彫りに
なってきたというのがありまして、次の世代がど
う作られていくのかがとても不安ですが、これは
対策として震災後に県内外から様々な人が町に入
り、地域の皆さんが育んだ後援というものを繋ぐ
ことで、地域の人たちが活躍できて、人が動くこ
とで地域全体を動かします。なので、町に直接住
むことはなくても外からでも街づくりを一緒に考
えてくれる人や、活動してくれる人が多くなって
くれると良いので、このことは私たちもツアーを
通して、町の将来像だったり課題だったりを同世
代の学生と一緒に共有することができると思って
います。これからも継続していければと思ってい
ます。 
　最後にこれからのことです。ツアーはこれから
も継続していきたいなと思いますが、私たちも学
生ではなくなるので、下の世代にどう繋いでいく
のかが課題です。個人的に、ツアーはもちろん、
個人としてこれをやってみたいというのはありま
す。 

三浦：私は今大学３年生でまだ今年のツアーは終
わっていませんが、来年度は就職活動の時期とい
うことで、来年まだやるかどうかも決まってない
ですが、今まで大学３年間継続しているので来年
度もできたらと個人的に思っています。その後に
社会人になってく中で、このような活動を行いた
いなという想いはありますが、仕事があるので、
中々難しいと思います。ですが団体の活動はどう
発展させていくのか、展開させていくのかという
のは、今後私たちが考えていかなければいけない
のかなと思っています。まずは再来週にある夏の
ツアーを成功させるとともに、自分たち以外にも
参加者がいますのでその方々からもアイデアを貰っ
て、今後継続と展開をしていけたらいいなと思っ
ております。 

松崎：私は、福島市出身なのでこの先南三陸に大
きく関われるかというと分からないのですが、私
は大学で言語聴覚士という資格を目指して勉強し
ており、その中で聴覚障がい者の方についての勉
強もあります。それを勉強する学生として震災時
に聴覚障がいの方がどのような問題を抱えていた
かにスポットを当て、研究とまではいきませんが、
調査をしているので、大学での学びから震災の事
についてこの先も考えていけたらと思っています。

小野寺：ツアーについては、私たちの活動自体も
これまでは外に発信していこうということでやっ
ていたのですが、私たち自身が地元から離れてい
ても活動を通して地元の事を考えられるので、自
分が故郷に帰った時に何をしたらいいのか、どう
関わっていったらいいのかが見えるので、自分た
ちが発信する活動ですが、もう一つの側面として
これに関わる自分たち自身が東北と繋がっていけ
るようにやっていこうという一つのツールにもなっ
ています。 
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　あと私の話ですが、実は岐阜県の林業の学校で
南三陸に帰るために勉強しています。最近私が勝
手に提案したことですが、岐阜県美濃市のある使っ
てない山が、今後交流の場として何か使えないか
と考えました。それをアカデミーという学生と市
で協力してアイデアを貰おうと市がやっているこ
とに、私が勝手に提案しました。福島市に花見山
という春に観光客でにぎわう山があり、それを美
濃にも作って東北の今と繋げられないかというよ
うなのことを提案したら、それが学内選考通って
市の方で発表しろっていう風になって、この間わ
ざわざ岐阜の方に帰ってその発表を市長にプレゼ
ンしてきたんですけど、２億円あるから選ばれた
らそれが実現できるよということもあったので、
離れててもなんでもできるなということを最近思っ
たので、やっぱり学生として今できることと言い
ますか、東北と繋がっていけるような、関わり続
けられるようなことが必要なんだなという風に感
じました。こんな感じでしょうか。ありがとうご
ざいました。 

森田：ありがとうございました。中２の時に被災
した人たちですね。中２から高校生、そして大学
生になったりまたコースを変えたりと、若者がこ
う被災地と繋がりながらどんな風に大人になって
いくのか、というところを私たち本当に間近に見
させてもらっていて楽しい思いをさせてもらって
いるなという風に思うのですが、ここから今も話
ありましたけれども故郷を遠くで想うということ
が、どんな風に震災と繋がっていくのかというと
ころを、ぜひ午後の時間に皆さんと意見交換がで
きたらと思います。 
　続いてですが、小５の時に被災して岩手県山田
町のゾンタハウスを１つのフィールドにしておこ
なった、今高３の人たちです。山田町ゾンタハウ
スは今日いらしてる方はほとんどご存知だと思う
んですけど、震災で非常に大きな災害被害を受け

た岩手県下閉伊郡の山田町というところにありま
す。そこのちょうど海辺のところに今から丸６年
前ですが２０１１年の６月に山田町の方に私が出
かけて行って、そしてそこで私の教え子の実家が
あるところにその周辺にいた方たちと震災後何が
一番必要になっていくのかという風に相談したと
きに、一番大事なものはやっぱり次の世代をどう
育てるかという風におっしゃっていました。その
時にじゃあやっぱり日本の社会福祉の制度に全く
ない中高校生をターゲットにした場所が必要だと
いうことで、おやつ付きの自習室というのを震災
直後の８月に山田町に作りました。建物自体はそ
の当時使える建物、使えるといっても２階まで水
につかってほとんどの建物は壊れたり、あるいは
焼けたり大変な状況の中でいくつか残った建物の
中の１つ、頑丈な建物で１階は浸水したけれども
なんとかお掃除すれば使える、あるいは機材を取
り換えればなんとか使えるということで、私が理
事長をしている法人が国際ゾンタクラブからの寄
付をいただいて、そして当初立ち上げたという風
になりました。それから６年間ずっとほぼ毎日、
平日は毎日開けて子どもたちに日常的なケアとい
うものを、その中で軽食を出し続けていくという、
今でいえば子ども食堂とか学習支援とかの走りの
ような状態で６年前に始めたわけです。これは基
本的にはすべて皆さんからの寄付によって運営さ
れ、そして今もずっと続いている場所になります。
最初にお話をさせていただきましたけれども、私
はその中で意味ある大人に出会ってほしい、そし
て子どもたちが安心できる場所というものをそこ
に形成したいということで始めたものなのですが、
その中で多くの若者たちが育っていったわけなの
ですが、今回はゾンタハウスの中で地域の中で何
か自分たちができることはないかということで動
き始めた人たちがいます。その活動がZ00 café 
という活動だったのですが、その活動を中心的に
担って、先週私も食べたり飲んだりしてきました
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けれども、誠ににぎやかな、自分たちの居場所を
リフォームしてその日だけ提供するという、私も
初めてなのですが、２階が学習支援の場で机を下
に運びそしてまた片づけるということもやりなが
ら、自分たちの場所を作り出している。そこに多
くのいろんな世代の人たちが集まってくる、そう
いった場所に育っていきました。そこもちょうど
丸１年たって１周年の記念も終わったところなの
ですけど、そこでの活動の中で高校生の人たちは
何を感じ、そして何を考えているのかということ
の報告をしていただきたいと思います。お願いし
ます。 

（６人の自己紹介）山田町から来ました、山田高
校３年の湊日和です。同じく佐々木麗緒です。同
じく上沢りえです。同じく小林未空です。同じく
坂本未来です。同じく高村侑奈です。 

上沢：私たちがおこなっているZ00 caféという
高校生カフェの説明からしたいと思います。私た
ちは小学５年生の時に被災したのですが、高校１
年生の時にゾンタハウスの自習室を利用している
メンバーで、支援をしてくださっている方々に何
らかの形で恩返しをしたいと考えみんなで話し合っ
た結果、山田町が活気ある町になることが一番の
恩返しなんじゃないかと考えカフェという形で活
動しようと思いました。そのカフェの名前はZ00 
caféです。この名前は高校生カフェのメンバーの
２つの熱い想いによって考えられました。１つ目
は、カフェのメンバーは笑顔が絶えない明るい人
ばかりなので、動物園でお客さんが動物を見て笑
顔になるように、私たちのカフェでも私たちの笑
顔を見て笑顔になってほしいという想い。２つ目
は、私たちにとってゾンタハウスは第２の家のよ
うな場所なので、このZ00 caféも山田町の人た
ちにとって第２の家のような場所になってほしい
という想い。この想いからゾンタハウスの頭文字

のZをとりました。また、Zooのo（オー）２文字
はアルファベットではなく数字の０（ゼロ）にし
てあります。これは私たちがカフェをゼロから始
めたという意味を込めています。この看板は東洋
大学の学生さんが山田町に来てくれた時に一緒に
作りました。動物園を意識してカラフルな色合い
にしました。 
　これまで約１年間やってきたんですけど、先月
の２９日で１８回カフェをおこなってきたんです
けど、その１８回の中で延べ７９５人の方に来て
いただきました。ここでZ00 caféがテレビで放
送されたときの動画をご覧ください。 

（Good luck storyの動画） 

上沢：こんな感じで１年間やってきました。これ
からの課題としては、Project Mの方にもあった
ように下の世代にどう引き継いでいくのかってい
うのがあります。私たちは今高校３年生で受験の
年なのでもう少しするとボランティア活動とか全
部ストップになって進路関係の事メインになって
くるので、そうするとカフェも月１回っていうの
がどんどん難しくなると思うので、早めに後継者
を見つけて頑張りたいと思います。 

森田：せっかく来たから、１人ずつ何か感想言っ
てみたらどう？ 

高村：カフェを通して人とコミュニケ―ションを
とることの大切さとか楽しさを感じたので、それ
を将来の仕事にも活かしたいし、山田町の復興に
も活かしていきたいなと思います。 

森田：一番楽しかったことは何？ 
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坂本：カフェが終わった後に毎回打ち上げをする
のですが、その時にカフェ以外の震災のこととか
カフェのこととか色々話をして楽しいです。 

小林：あと残り少ないカフェを、皆さんを笑顔に
できるように頑張りたいと思います。 

佐々木：今までカフェをやってきて、山田町の人
はもちろん他のところからも来て頂き、たくさん
の人と関われてすごく楽しいし、自分も学ぶこと
も多いし、人のために頑張ることの楽しさとか難
しさとかも学べてすごいいい経験ができていると
思います。 

湊：カフェをやってきて、高齢者の方とか小さい
子どもとかお客さんが来てくれていっぱいお話も
できるし、地域の人と顔見知りというか仲良くなっ
て、町を歩いていてカフェの人だよねとかそこか
ら話が弾んですごく楽しいし、地域の人と触れ合
えているなと思います。将来この経験を活かして、
地域のために頑張りたいと思います。 

森田：上沢さんは今山田高校の生徒会長をやって
いますよね。山田町のどんなことをお手伝いして
いるの、生徒会って。 

上沢：山田高校の生徒会としては、毎年３月１１
日にともしびの集いっていうのをやっているんで
すけど、今年の３月は私たち生徒会も企画から運
営までやっていました。 

森田：どうですか、Z00 caféは最初に狙ってい
たようにいろんな人たちが集まってくれて、そし
てゾンタハウスの中でみんなそれぞれバラバラだっ
た人たちが交流できたらいいなと思っていた、そ
ういう目的は達成できましたか。 

上沢：東京から仕事の都合で山田町に来たって方
もZ00 caféに来てくださったりとか、テレビと
かラジオで見たり聞いたりという人が遠方から来
てくださったりするので、遠くから来てくださっ
た方々との交流ができているのでいいと思うので
すが、お客さんの年齢層っていうのがまだ高くて
同年代のお客さんがあまり来てくれないので頑張
ろうと思います。 

森田：ありがとうございました。約８００人の人
たちが１８回の中で本当にたくさんの方が利用し
てくれていますが、ちょっと同世代の人が来てく
れないのが難点だということはずっとみんな言っ
ていますけど、中々うまくいかないのですが。 
　ここで私のゼミの学生はもうこれで４代目くら
いになるのかな。５代目くらいになるのかな。３・
４年生のゼミでずっとゾンタハウスのサポートを
してきました。最初に建物の掃除のところから始
めたわけですけれども、今７年目を迎えた活動と
いうのがどんな形になっているのかということも
ちょっとお話をさせていただこうと思って、今回
ちょっと時間を取らせていただくことにしました。
ゼミ長の青木くんが話をしてくれるのでよろしく
お願いします。 

青木：東洋大学社会学部森田ゼミ４年の青木です。
よろしくお願いします。ここで森田ゼミの活動の
報告をさせていただきます。森田ゼミの活動では
主に社会福祉の規律ではやりきれないところでし
たり、支援の行き届かないところに支援しようと
いう目的を持ちまして活動しています。主に子ど
もの福祉というところに重点を置きまして、１年
間スケジュールを組んで活動をおこなっています。
フィールドに出ての活動っていうのは５月からす
でにおこなっていまして、千葉県の里親会協力の
もと１日野外炊飯をしたり一緒に遊んだりという
交流をおこなっています。７月にはしんぐるまざ
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あずふぉーらむ福島さんと協力しまして、福島の
母子家庭・父子家庭の子どもたちを東洋大学のセ
ミナーハウスで預かりまして、２泊３日をともに
過ごすというサマーレスパイトデイズをおこなっ
ています。８月から９月の夏休みには先ほど紹介
がありましたZ00 caféのお手伝いなどをして、
１１月から１月にはフィールド体験活動としてい
ろんな施設に協力をお願いしまして研修に行って
います。２月３月には岩手県山田町のゾンタハウ
スの訪問をやっていまして、２月には意見交換会
を国会議事堂の議員会館にておこなっています。 
　サマーレスパイトでは、福島の原発の被害を受
けた子どもたちが放射線の心配なく外で遊べるよ
うな活動を用意しています。一緒に夜ご飯を食べ
たりお風呂に入ったりするだけではなく、宿題を
一緒にしたりレクリエーションを一緒にしたりと
プログラムを組んでいます。子どもの日常生活に
私たちが飛び込むような形で２泊３日を過ごして
います。こちら写真がそれぞれラジオ体操の様子、
食事の様子、スイカ割りの様子、スイカ割りをし
た後の集合写真、宿題を終わった子どもたちが森
田先生に確認をしてもらっている様子です。 
　続きまして東日本大震災復興支援活動について
なんですけど、年に２回から３回、３日間から４
日間泊りがけでゾンタハウスに訪問しています。
普段は放課後の子どもたちのスペースとして公文
教室などがおこなわれています。そこでおやつの
無料配布などもありまして、子どもたちが年代問
わずに訪れやすいように工夫されているのではな
いかと思っています。そこで学習のサポートでし
たり、子どもたちと日常の会話などをおこなって
います。土曜日には不定期ではあるのですが、
Z00 caféという高校生カフェのお手伝いもさせ
ていただいています。そのほかにも山田町の施設
などを訪問しまして出し物など、地域の方々との
交流もおこなっています。９月には山田町でお祭
りがおこなわれているのですが、長い間準備をさ

れているのでそのお手伝いや見学などをさせてい
ただいています。 
　以上簡単にではありますが、森田ゼミの紹介を
させていただきました。ありがとうございました。

森田：ありがとうございました。ここからですが
少し時間がありますので、質問とかあるいは感想
とかそういったものを少し貰ってからグループに
分かれたいと思うので、発表した皆さん前に出て
くれますか。じゃあここから質問とか感想を受け
付けてからグループに行きたいと思います。 

荒牧：こんにちは。どうも報告ありがとうござい
ました。いつも色々な報告を聞きながら元気をも
らっている感じがします。質問というのは感想で
も結構ですが、今回のテーマは震災復興における
子ども・若者支援という、我々ずっとどういう風
に取り組みをしてとかやり方がいいのかというの
を自分たちに問いながらやってきていますよね。
そういう意味で、皆さんが受けてきた支援と言い
ますかそういう中で感じていることをぜひお伺い
したいなという風に思っています。これは先ほど
森田さんが報告してくれましたように、我々とし
ては斜めの関係とか意味ある大人との出会いとか
多様な体験とかができるような支援の在り方を模
索してきているのですよね。しかも一番大本には、
皆さんが主体となって活動できるようにという中
でProject Mという非常にかっこいい名前で、し
かもツアーというそれもハードルをすごく下げて、
でも実際には街づくりに色々繋げている活動とか
ですね、Z00 caféという非常に素敵な名前の中
で取り組んでいること、そういう中で感じている
これまで受けてきた支援の在り方について何か意
見がありましたら、グループの中で検討する前に
皆さんの感想を聞いときたいなと思います。それ
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から、森田ゼミの皆さんには実際にやっていて感
想がありましたら聞かせてもらえればと思ってい
ます。 

佐々木：自分は中１からゾンタハウスに通ってい
てもう６年くらいたっているのですが、やっぱゾ
ンタハウスがあることによって勉強もできるし、
ゾンタにいる人たちとの何気ない会話とかでもす
ごく楽しいし、家のようにくつろいで喋って愚痴っ
たりもするし楽しい話もするし、ゾンタに行った
らすぐ佐藤さんとかいるのですけど聞いてくださ
いよみたいな話とかもするし、本当に勉強になる
のもすごい自分にとってはなくてはならない場所
だと思います。 

上沢：私もゾンタハウスは中１の冬から通ってい
るのですが、何でも話せるような大人がいてもち
ろん勉強の話もするのですが、学校の話とか色々、
今この時期なので進路の相談とか色々できるので、
自分の未来を考えていく上でも重要な場所です。
あとはゾンタハウスってことで様々な支援、学習
支援だとか食べ物の支援とか受けていたのですが、
それによって宿題がはかどるのですごく感謝して
います。 

小林：私は高校１年生の時に友達に誘われて行く
ようになったんですけど、ゾンタハウスに行って
から友達も増えたし、学校の先生には相談できな
いようなことも相談に乗ってもらってすごく助け
られているなと思います。勉強とかも分からない
ことはゾンタのスタッフや友達に教えてもらって
よく分かるようになったのでありがたいと思いま
した。 

湊：私は中１の頃からゾンタに通っていて、最初
は勉強だけだったのですが一緒にゾンタハウスで
過ごして行くと、相談とかも大人の人たちにいっ

ぱいしたり勉強も分からないことは教えてもらっ
たり、人生相談とかちょっと長生きしているので
たくさん人生のことについて話したり、あとは友
達ともいっぱい食べながら話しして学校ではあま
り話さない子ともいっぱい喋れて本当に家みたい
な感じで過ごしていて、支援も本当にたくさんし
てもらっていてありがたいです。 

坂本：私も高校１年の時から公文を通じてゾンタ
に行ったのですが、中学校３年生の受験の時に勉
強をしに行って、それで高校受かれたので感謝し
ているし、今私は専門学校志望なのですが、専門
学校に行くための志望理由書みたいなものとかそ
ういうのを佐藤さんからアドバイスもらったり、
勉強もゾンタに通ったりすることで少し上がった
ので感謝しています。 

高村：私はいつから言っていたか分からないので
すが行くようになって、勉強苦手なのですが友達
に教えてもらったりスタッフの方に教えてもらっ
たりしてすごく楽しく勉強できているし、コミュ
ニケーションもとれてすごく楽しいです。ゾンタ
に鈴木さんっていう人がいるのですが、すごく面
白くて優しいおじいちゃんでいつもお世話になっ
ています。そのような人たちに支えてもらいなが
ら、すごく色々な勉強だったり進路についてだっ
たり相談できるし、本当に第２の家のような感じ
で楽しいのでこれからも通いたいです。 

小野寺：今まで受けてきた支援の中で、今自分た
ちが動けて活動できているってことに対してすご
く良かったなって思うし、そのあたりだと高校生
の時に特に何かしなきゃなとかやらなければとい
う想いはあったのですが、でもできないだろうなっ
ていう想いがたぶんありましたよね。お金がない
からっていうのもあると思いますが。ただ、森田
先生に出会ってから毎年意見交換会の場に出させ
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てもらって、自分が思っていることだったりやり
たいって思っていることを、意見を言葉にして出
して聞いてくれる人たちがいるっていう環境の中
で、まずやりたいことが整理できてしかもそれを
できるよって応援してくれる大人の人たちがいっ
ぱいいて、それこそさっきの全労済の方に繋いで
くれたりというのがあったおかげで、こうして色々
な活動ができているので、若者はたぶん色々やり
たいって思うことがあるし、考えていることもた
くさんあると思うので、ただできないとかお金が
ないからやれないとか思ってしまっていると思う
ので、そのあたりを密接に繋がっている地域や学
校の方から中高生に対して何かあるみたいな意見
をもらうような場とかそういうのが積極的にでき
てくるといいのではないかと思います。 

三浦：私が受けた支援というのは中学３年生の時
に受けた放課後の学習支援がメインというか、今
この場にいるのも放課後の学習支援があったから
ここにいるわけで、それが一番の出会いかなとい
う風に思っていて、ツアーにしても被災地のいろ
んな巡るようなプログラムって色々あると思うの
ですが、中高生・大学生がいろんな思いとか少な
からずあると思いますが、やはり参加するにはハー
ドルが高いっていう学生の方が大半だと思うので、
そういうところをどう崩していくのかっていうの
が私個人思っているところで、たぶんプログラム
に一回でも参加すれば世界観とかそれこそもっと
色々な活動に参加してみようという風になると思
うので、一回があるかどうかっていうとこでそれ
ぞれ違ってくるのかなと思いますし、私たちも放
課後支援がきっかけでここに今いてツアーの支援
とかもいただいているので、本当そこの支援して
いる団体に一回でも関わることがあれば人脈とか
も広がるし自分の考え方も広がるし、支援の在り
方っていうのもまた多彩になってくるのかなと私
個人は思っています。 

松崎：私自身は福島県の福島市出身なので津波の
被害とかそういうのはなかったので皆さんみたい
な支援は受けたことがないのですが、でもこうい
う場に来ていろんな人の話を聞いていると、小学
生の頃とか中学生の頃とかそういう時からずっと
長い間話を聞いてくれる大人がいるっていうその
存在はすごく大きいのかなと思っていて、私自身
はこのProject Mのプログラムに参加するまで学
生がこうやって主体的に自分の故郷を広げようみ
たいな活動をしているってこともよく知らなかっ
たし、自分の体験をそんなに伝えたいとかも思っ
てなかったし、どっちかっていうと隠すというか
言いたくなかった側なので、でも言わせようとい
うかこういう場に来ると自分の体験とか考えをい
う機会をいただけるので、その話をずっと聞いて
もらえたという体験は私にはないのですが、見て
いて良いなというか素敵だなと思いました。 

青木：僕はどちらかといえばちょっと厚かましい
のですが支援をしている側で、今年度も半月ほど
前にサマーレスパイトデイズの方に参加してきま
した。そして昨日はしんぐるまざあずふぉーらむ
様の活動に二泊三日で参加してきまして、そこで
あったのがレスパイトの時の夜の部屋での会話が
楽しかったねという会話が子どもたちと出たんで
すよ。その会話っていうのは定期的に継続してい
るからこそ起こる楽しい出来事だと思うので、続
けることっていうのは大事なのだと活動を通して
感じています。あとは、サマーレスパイトデイズ
に参加したのが今年で３回目ですけど初めて参加
したときは、子どもも学生も最後別れの時に泣い
ている人っていうのはほとんどいなかったのです
が、昨年度は数人か泣いていて、今年は別れの時
何人も泣いていてっていうのがあって、どんどん
良くなっているなっていうのを３回活動に参加し
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て感じているので、継続することの大切さを大き
く感じています。 

森田：他にいかがですか。全体で共有しておきた
いことっていうのがあれば。 

発言者不明：ゾンタハウスの事でちょっとお聞き
したいのですが、私３年くらい前にゾンタハウス
を見学させていただいたのですけど、その時に見
た時は１階の入ったところに本があったり座れる
ところがあったりしていて、どちらかというと２
階で勉強に嫌になった子どもが居場所で下に来て
ゴロゴロしていていたりいろんなことをしていた
と思います。Z00 caféができてすごいなって思っ
ていたのですが、その時に皆さんカフェの時はす
ごく色々やっていていいなと思ったのですけど、
それ以外の時って皆さんはどういう風に過ごして
いるのかなということと、あとその頃勉強が嫌だ
なとか学校が嫌だなという人たちが来てあそこで
ゴロゴロしていた子どもたちがいっぱいいたと思
うのですけど、今はそんな感じ、あんな机が出来
ちゃって綺麗になったので綺麗すぎて居場所がな
いのかなと心配しているのですけど、その辺ちょっ
と教えていただけますか。 

佐々木：下の階はカフェの時はすごい机とか並べ
ているのですけど、他の平日は普通にいつものよ
うな、前とはちょっと違うけど机とかはいつも上
から持ってきているので、過ごしやすいというか
ゴロゴロとか。 

上沢：１階部分はカフェのために机とかの場所が
変わったりだとか本棚の場所が変わったりとかし
たのですけど、平日使う時は以前と変わらず勉強

の合間の休憩として、パンを食べたりだとか友達
と少しお話したりして休憩しています。 

森田：他はどうですか。 

発言者不明：６人の高校生の方に単刀直入にお聞
きして申し訳ないですけど、最初被災したときに
小学生だったのですよね。今まで振り返った時に
人から言われて嬉しかったことと嫌だったことが
あれば教えてください。 

坂本：嫌だったことでもいいですか。嫌になった
ことは、私自身県外の高校生との交流活動だった
り、来てくれる活動のボランティアに参加してい
たりしたのですが、青森県の高校に行った時です
けど、被災支援で行ったのですけどその時にプレ
ゼンテーションで発表しました。その発表してい
る人が感極まって泣いてしまったのですけど、そ
の時に後ろで見ている高校生が笑っている訳では
ありませんがどこか馬鹿にされているのがあって、
それが嫌でした。言葉じゃないですけど。 

佐々木：自分が嬉しかったことは、ゾンタハウス
に通っていてスタッフの人とかと話したり相談し
たりする時に、自分の好きなことやっていいよみ
たいな、応援するからっていうのを言われて、何
でもやることは全部応援してあげるみたいなこと
を言われてすごく嬉しかったです。 

小林：嬉しかったことは、カフェをやっていて頑
張っているねとか美味しかったよとか自分たちが
やっていることを褒められて嬉しかったです。 

湊：嬉しかったことなのですが、仲良かった子が
高校離れちゃって、いつも私が誕生日の時にすご
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い長文を送ってくれるのですけど、最近の誕生日
の時にその人が毎年同じことを言われるのですが、
こうやってゾンタハウスに通って勉強したりZ00 
caféをやって地域の人を喜ばせたり、あとはこう
いう東洋大学の意見交換会で震災の事についてと
かをしていて、本当にすごいと思うとか手が届か
ないっていうか憧れるみたいなことを言われて、
そんな言葉、文字だから多分話してくれたのです
が、普段だと直接言ってくれないことをそうやっ
てメールですごいとか言ってくれて、嬉しいなっ
て思います。 

森田：大学生にもお聞きしましょう。 

小野寺：嫌だったことというかまずいなというこ
となのですけど、自分自身が風化してきてしまっ
ていることを実感し始めていて、何て言うのでしょ
うね。６年も経てばなんですけど、自分は忘れな
いっていう風に当事者で語らなきゃなと思ってい
ましたけど、環境が高校から大学に行って地元か
ら出たり、去年まで大学にいたりしたのですが今
年から岐阜の方に行って、向こうは海がないので
そんな感じで７年目になって、なんとなく震災が
すごく遠く感じてきてしまっているところが、こ
れはちょっとまずいなという風に思っているとこ
ろです。 

三浦：そうですね嬉しかったことは、語り部講演
とかしていて講演後に話しかけてくれる方とかも
中にはいらっしゃって、被災地の状況を今まで知
らなかったのですけど少しわかった気がしますと
か、励ましの言葉をいただいたことがあるのです
けど、そう言っていただけるだけで私はすごく嬉
しいですね。少しでも被災地の状況を知ってもら
えたのだなということがあるので私的には嬉しい
言葉でもあります。逆に嫌だった言葉までとはい
かないですけど、地元でこうやって活動している

からっていうのもあるのかもしれないのですけど、
やっぱり故郷のことを馬鹿にされた言い方とかさ
れるとちょっと腹立たしいというか、そういう想
いはありますね。具体的な言葉っていうよりかは、
ちょっと抽象的にはなりますが、そういう故郷を
馬鹿にされる言葉は嫌ですね。 

松崎：今は違うのですが、大学１年生の頃とかこ
ういう活動をする前は福島出身ですって言った時
に決まり文句みたいに震災の時大丈夫だったとか
聞かれるのが鬱陶しいというかあんまりいい感じ
はしなくて、逆に今は震災の事に踏み込んでもらっ
て福島の事を知りたいとか、今やっている
Project Mの活動について学科の友達が聞いてき
てくれるっていうのはすごく嬉しいです。 

（２）グループワーク後のま
とめ 

森田：震災から７年が経ち、町は非常に復興して
きました。そして、家族も７年、６年半という間
に色々と変化をしてきました。とくに子どもたち
は、その中でも成長し学年、学校が変わり、青年
期の子どもたちは、次の大人、町の主人公になっ
ていく時代を迎えてきています。自分たちが受け
てきた支援、そして自分たちがやってきたことを
振り返り、町の中での自分の役割を考え直し始め
ているという段階です。これは私が最初に申し上
げましたが、先週も山田に行き、町並みが大きく
変わっていく中で、震災前の状況とは大きく変わっ
てしまいました。今日、ここに来てくれている皆
さんは、小学生の時に出会ったり中学生の時に出
会ったりしている人たちで、その前の姿をよく知っ
ていて、その姿からの復興ということを今、ずっ
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と見続けてきています。この変化というものが、
今のみなさんの日々の暮らしの背景にあります。
そういう中で、少しずつ自分たちがこの社会の中
でどうゆうことをどんな風にやっていくのかとい
うことを、考え始めているみなさんが、具体的に
はZ00cafeやProject Mといったものを始められ
て、そして、そのことをみんなで共有しながら支
援をしてきた東洋大学の学生たちや、それ以外の
様々な支援を行ってきた大人たちと一緒に議論し
ながら、今日の午後の時間で、一体自分たちが次
の震災、次の災害、あるいは次の地域社会に何が
できるだろう、何を大事にしなければならないだ
ろう、ということをみんなで話あっていたと思い
ます。 
そして２つのグループに分かれ、そのグループの
中での議論、私もあっち行ったりこっち行ったり
して、聞かせてもらいました。ファシリテートし
てくれた、林先生と谷川さんで、多少ファシリテー
トの仕方が違うので、そのプロセスも結構おもし
ろいなって思って聞いておりました。この報告を
してもらいながら、今度はみんなで最後のまとめ、
７年目を迎えておりますが、この若者へと育って
きた地域の子どもたちですが、この子どもたちと
一緒に私たちはこれから何を進めいていくのだろ
う、一緒に最後に考えてみたいと思います。ぜひ
最後にこの２つのグループの報告を受けて、最後
に議論していきたいと思います。 

林グループの報告（発表者：金井、安田） 

金井：私たちのグループでは、まず午前中に話を
聞いて、それについてどう思って、どう考えたか
というのをポストイットに書きました。具体的な
意見は、ゾンタハウスはたくさんの人との繋がり
をもっていて、人との繋がりが大切だということ。
自分たちの思いを聞いてくれる大人たちがいてく
れることはすごく大切で、なんでも話せる場所は

必要だということ。Z00cafeの地域に与える影響
は想像以上に大きかった。などが出ました。 

安田：次はこの話をもとに、自分が考える良い大
人と悪い大人について、こういう大人が良いや、
こういう大人は嫌だというテーマについて話し合
いました。良い大人の意見がたくさんありました。
１番多く出てきたのが、自分の立場に立って物事
を考えてくれるや、対等な関係でいてくれる大人
が良いという意見が１番多く出ました。受け入れ
てくれる人や、親身になって話を聞いてくれる人、
ただ聞いてくれるだけではなく自分が間違いを犯
したときはその間違いを正してくれる、大人自身
が間違えを認められる大人であってほしいという
意見も出ました。嫌な意見は、１人１人に差別し
てくる大人、自分の価値観を押し付けてくる大人、
否定されるような大人は嫌だという形で意見が出
ました。まとめとして、良い大人たちというのは、
自分たちの理想でもあると思うと話しになりまし
た。そして、この大人になるには、自分たちはど
うしていけばこういう大人になれるのか、という
話しをしました。そこで出たのが、色んな体験を
して、色んな情報を収集できるようにしていけば
こういう大人になれるという意見と、色々な人と
触れ合って、色んな人の価値観に触れることによっ
て、自分の考えが広がっていくからこういう大人
になれるという意見が多く出ました。 

金井：付け足して言うと、ボランティアなどで色
んな人と触れ合うことによって、良い人も悪い人
も色んな価値観を得ることができるので、そういっ
た人たちを受け入れていくことによって、自分が
今後どういった大人になるべきかという道筋が、
明るみになると考えました。以上です。 

林：今、報告してもらいましたが、大人というと
ころの中で、今回の大きなテーマであるのが『震
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災復興における子ども・若者支援とは？』という
ことで、支援を受ける側だと、高校生、大学生と
か、小学生の時から受けていると思います。そこ
でこんな大人は嫌だったよねとか、こういった大
人は凄く良かったよねとか、具体的に出るとゾン
タハウスでは、鈴木さん、佐藤さん。あとは森田
先生と出会えて凄かったという中で、そういう大
人、どういう大人と関わりがあると、その若者や
子どもにとっても凄く、居場所にしても、生活し
ていくうえでも、安心できるのだろうか、という
ところを、私のところで出してもらうようにしま
した。そのうえで、出てきたこういう大人が良い
よねっていうのは、逆に言えば自分たちが目指し
て生きたい大人像だろうなだと思います。今日、
予定だと３０歳になったらなどとなっていて、そ
こまでは絞っていませんが、みんながみんな鈴木
さんや佐藤さんや森田先生みたいになれるわけで
はない。それぞれ色んなキャラクターがある中で、
それぞれの良い要素を含めてそういう大人になる
ために自分たちが、どんなことをしていったらい
いのかという話しをずっとしてきました。その中
で出た、色んな経験をするとか、色々遊ぶために
は、良い思い出を作っていくとか、安定な雰囲気
を固定化しないで、色々と張り巡らしていくこと
が大事ということになりました。それを緊急時に
いきなりそういう大人になれるわけではないです。
それで、平常時の今の時からそこを意識していく
ことが大事というところを最後確認して、終わり
ました。 

森田：では、谷川さんお願いします。 

谷川グループの報告（発表者：長尾） 

長尾：こちらのグループではまず初めに、もし３
０歳になって大規模災害が起きたときにどうする
かというのを、高校生、大学生、over３０に分け

て出してもらいました。高校生の意見では、でき
るだけ大量の水と食料を届けるなどの、その日を
生きる為にとる行動の意見が多く。大学生は、そ
の日に取るべき行動や、その後のことの意見があ
りました。Over３０では、より具体的で細かな
支援の意見が出ました。全体の意見のまとめは、
情報は大切でどうすれば正確で必要な情報を届け
られるのかについて。心のケアは凄く大切である
について。子どもが避難生活でストレスや不安を
抱え、安心・安全な遊び場をどうするか。などに
ついて議論を深めていきました。 
　２つ目は、どのようにして災害に備えるか、準
備するかについて意見を出しました。色んな意見
が出ましたが、自分のふるさとがどうなって欲し
いのかについて話し合いました。代表的な意見は、
世代間の交流を深め、地域の繋がりを強くする。
すぐ行動できる町などの意見が出ました。ここで
は、災害に強い町はどういう町なのか。何か起き
たときにすぐ行動できる町はどういう町なのか。
どうやってこのような町を作っていけば良いのか
について深めることにしました。難しい議論にな
りましたが、災害に強い町は日頃から交流が盛ん
であるだろうとなりました。交流が盛んな町とい
うのは、山田や南三陸では伝統的なお祭りを通し
て繋がりが作られていくが、都会では難しいとい
う意見になりました。都会で伝統的なお祭りを作
るのは難しく、今あるラジオ体操などの取り組み
や繋がりでさえ、無くなりつつある中で、新しい
ものを作るのは難しく、なにができるのかと考え
ると、避難訓練を充実させる、簡単ではあります
が日頃の挨拶を大切にする、子ども会の活動を活
発にさせるなどの意見が出ました。以上です。 

谷川：大きく３つに分けて話し合いをしました。
初めの話し合いは共通な意見を抜き出して話し合
い、高校生の意見に厚生労働省の鈴木さんがおっ
しゃって下さったのが、命を助ける為に物資を早
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く適切に届けるということで、自治体の職員も被
災者であるので、自治体から要望が来る前に物資
を届けるという国の動きを教えて下さりました。
子どもへの支援では、安心して遊べる場所を作る、
意見や気持ちを聞いてもらえる環境や場を作りや
意見を聞いてあげられる大人になること、夢や希
望を持て、将来を切り開けるための活動を行う、
など、子どもへの支援でも３種類ぐらいあるとな
りました。情報共有や発信の仕組みについては、
当時は情報が無くて不安や恐怖が強かったという
意見がありました。辛いことを知るという面もあ
るが、情報が無くて不安とういことは、情報共有
や発信の仕組みを整えれば、できるようになると
いう意見でした。前半のグループと同じ様に、こ
れは有事に急にできないので、日頃から情報共有
や発信を、何が正しい情報で誰に伝えるのか、ど
うやったら届けられるのかという仕組み作りをす
る必要があるという話し合いをしました。 
　後半は、ふるさとを大切に思う気持ちはどうやっ
たら作られるのか、について深めました。誇りに
思える伝統の有無がポイントになりますが、都会
で新しく伝統を作るのは難しいので、そこは情報
共有や発信でカバーをするということになりまし
た。 
　最後に大人はこれから、若者はどんな大人にな
りたいかについて話し合いました。自分だけが良
ければ良いのではなく、人の為に行動できる人に
なりたい。自分が色んな人と出会って視野が広がっ
たので、自分も子どもに良い影響を与えられる様
になりたい。などの意見が多く出されました。 

森田：２つのグループの話し合いがどのように展
開されたのかについて発表してもらいました。最
後に一言ずつ６年半経って今日の話し合いでどん
なことを思ったかを共有して終わりたいと思いま
す。 

荒牧：ありがとうございます。改めてこの様な機
会が必要だと思いました。語ることと聞くことの
大事さについて改めて教えてもらいました。自分
の考えを語り、語る中で整理をする、語ったこと
を有言実行する、聞く側はこういう場だと一生懸
命聞こうとして、聞いて受けとめようとする大人
がいる。こういう場は非常に重要だと思いました。

２つ目は子ども支援。支援という言葉を我々は意
識的に使っています。これは、対等な言葉ではあ
りません。だからこそ、一方的な関係にしないた
めに、子どもの権利の考え方を大切にしています。
権利は主体側の権利をどのように保証するか考え
ることになります。もう１つは、明日は我が身で
す。日本は災害列島であり、いつ自分たちがそう
いう状況になるか分からない、そういう関係の中
で、支援、被支援という関係があります。 
３つ目には、斜めの関係、意味のある大人との出
会い、多様な体験が重要であるということを、み
なさんの議論の中で具体的に、どういう大人、関
係であれば良いのか教えてもらいました。 
４つ目は、Project M、Z00cafeなどは、町づく
りに新しい動きを作っていると思いました。復興
の町づくりは、高台を設置するなどという考えが
まだ多いです。そういう中で、支え、支え合いの
関係の中で、子どもたちが育つ、町全体が元気に
なる活動に新たな風を吹かせていると思いました。

最後に、両方のグループから出た継続の問題。こ
れは私たちも常に悩んでいる事で、子どもの権利
条約総合研究所を作ったのもどうやって継続して
いくかということが１つ大きくありました。若者
の組織や学生の組織が継続していくのは凄く難し
いです。そういう中でやはり、自分たちが活動し
ていて楽しくおもしろい活動でなければ長続きし
ません。意義だけで活動していてはくたびれてし
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まいます。みなさんの意見で非常に重要だと思っ
たのは、参加者の中から声やアイデアを聞いて、
どうすれば良いか考えるという、次の世代の人た
ちから意見やアイデアを貰いながら考えるのは大
切だと思いました。 

川浪：今日は非常に良い会でした。１つだけ申し
あげるとすれば、みなさん非常につらい思いをさ
れたと思います。ふるさとを思う気持ちもあると
思います。みなさんこれから就職をするでしょう、
家庭を持つことでしょう。みなさん、山田町にい
ないかもしれません、離れてしまうかもしれませ
ん。でも、それはそれで良いと思います。ふるさ
とを思う気持ちがそれは素晴らしいことだと思い
ます。 

石富：みなさん、辛い経験をしたと思いますが色
んな可能性を充分持っていると思います。これら
をどのように被災地以外から持ってくるか、それ
こそ私たちが支えることができそうな気がするの
で、その知恵をいただきながら、私たちも関心を
持ち続けて関わらして頂けると、今日参加した意
義があったと思います。 

森田：最後に私が一言まとめさせて頂きます。私
も６年半の間、被災地の若者と出会ってきて、た
くさんのことを学ばせてもらいました。社会福祉
研究を行い４０年ぐらいになりますが、分からな
かったこと、もう少しクリアにしたかったことが、
被災地の若者と一緒に歩んでいく中で、私も実践
させていただいたと感じています。私が１番確信
に思って得られた事は、みなさんが今日言ってい
てくれたように、震災からの復興は色々な生活を
背負って毎日を歩んでいきます。それぞれ違いま
すが、その過程で自分が自分らしく生きて行く為
の確証と言うのでしょうか。そういうものをみん
な、年齢や地域は違いますが、どこかで掴んでい

ると感じました。それが被災地であろうと、色々
な地域で問題を抱えている子どもたちであろうと、
みんな同じで、そこで大事なのは大人たちがきち
んとその問題に向き合って、問題解決の糸口を一
緒に考えて行きながら、この大人は信じていいな
という場をたくさん用意していかなければならな
いということです。特に災害の時は、みんな命を
守ることに必死で、なかなか子どもたちに目を向
けることができないです。その中で私達が早く子
どもたちに目を向けてあげなければなりません。
そして、子どもが子どもらしくいること。これは、
命そのものです。命そのものの存在に私達が、ど
んな時でも早く目を向ける。子どもの利益のため
に子どもを優先させるということは、そういうこ
とだと思います。その出会いがいつ子どもたちに
訪れたというのが、その後の成長に大きく写し出
されていきます。これが、子どもたちに出会って
６年間で心も体も大きくなったねということで、
私達が何をできたか、子どもたちが何を返したか、
この応答関係を私達はもっと知らないといけない
と思いました。この応答関係を日本中に作ること
ができたら、大人も子どもも過ごしやすい町にな
ると今日は感じさせてもらいました。私はいつも
被災地の子どもと議論する時は、私がいつも勇気
づけられ、頑張ることができます。周囲は変わっ
ても人々の暮らしは繋がっているので、災害の記
憶は消えないことです。これによるプラスもマイ
ナスも全て背負いながら生きていかなければなら
ないです。乗り越えるために力を合わせて、日々
を送っていきたいと思います。 
　今日は長時間でしたが、深い議論ができたと思
います。これで終わりにしたいと思います。あり
がとうございました。 
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２０１７年１２月１
７日　東日本大震災
から7年　子どもたち
は今　宮城県からの
発信２ 

（1）実施概要 

　震災からの年数はこの間の子どもたちの支えら
れ方によって、大きく今の暮らしが変わってきて
います。 
　自分たちの暮らしを語り始めた子どもたちが、
震災直後から被災地の子どもたちの心の復興に寄
り添い続けてきた児童精神科医本間先生と一緒に、
今とこれからを語ります。 

＜基調講演＞ 
東日本大震災からの子どもたちの心の復興 
本間博彰（元宮城県子ども総合センター所長　郡
山あさかホスピタルこどもの心診療部長） 

＜共同討議 ＞ 
東日本大震災子どもたちと語る　 
　南三陸町出身の若者たち  
　東松島出身若者たちと本間先生の共同討議 

＜ワークショップ＞ 
共同討議を受けて参加者全員で考えます 

＜コーディネーター＞  
森田明美（東洋大学教授　
東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長） 
総合司会：遊佐美由紀

(宮城県議会こども政策研究会) 

日時：12月17日（日）11時～14時　　 
場所：あしなが育英会 仙台レインボーハウス食堂  
（〒980-0022 宮城県仙台市 青葉区五橋２丁目
１-１５地下鉄南北線五橋駅下車） 
参加費：500円（昼食代金） 
共　催：宮城県議会こども政策研究会　

災害子ども支援ネットワークみやぎ 
　　　　東日本大震災子ども支援ネットワーク　

東洋大学人間科学総合研究所 
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東日本大震災から7年 
子どもたちは今 
宮城県からの発信２
　震災からの年数はこの間の子どもたちの支えられ方
によって、大きく今の暮らしが変わってきています。 
自分たちの暮らしを語り始めた子どもたちが、震災直
後から被災地の子どもたちの心の復興に寄り添い続け
てきた児童精神科医本間先生と一緒に、今とこれから
を語ります。 
　これからの長い彼らの人生におとなたちはどのよう
な支援をしたらいいか一緒に考えてみませんか。 
　この日は報告を聞いた後、昼食を一緒にとりなが
ら、若者たちと支援者のワークショップも行います。 
年末のご多忙な時期とは思いますが、どうぞご参加く
ださい。

引用：http://www.sendaihikape.jp/event/

日　時：12月17日（日）11時～14時　　 
場　所：あしなが育英会 仙台レインボーハウス食堂  
（〒980-0022 宮城県仙台市 青葉区五橋２丁目１-１５地下鉄南北線五橋駅下車） 
参加費：500円（昼食代金） 
共　催：宮城県議会こども政策研究会　災害子ども支援ネットワークみやぎ 
　　　　東日本大震災子ども支援ネットワーク　東洋大学人間科学総合研究所 
申し込み・連絡先：ファミリーサポートルーム 
　　　〒981-0923　宮城県仙台市青葉区東勝山２丁目７－２４ 
         TEL   022-739-9757  FAX   022-739-9758  Mail　info@yusa-miyuki.jp

＜基調講演＞ 
東日本大震災からの子どもたちの心の復興 
本間博彰（元宮城県子ども総合センター所長 
   　　　　郡山あさかホスピタルこどもの心診療部長） 
＜共同討議 ＞ 
東日本大震災子どもたちと語る　 
　　　　　南三陸町出身の若者たち  
　　　　　東松島出身若者たちと本間先生の共同討議 
＜ワークショップ＞ 
　共同討議を受けて参加者全員で考えます 
 ＜コーディネーター＞  
森田明美（東洋大学教授　東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長） 
総合司会：遊佐美由紀(宮城県議会こども政策研究会)

災から7年 東日本大震災
は今 子どもたちは
の発信２宮城県からの

　震災からの年数はこの間の子どもたちの支えられ方
によって、大きく今の暮らしが変わってきています。 
自分たちの暮らしを語り始めた子どもたちが、震災直
後から被災地の子どもたちの心の復興に寄り添い続け
てきた児童精神科医本間先生と一緒に、今とこれから
を語ります。
これからの長い彼らの人生におとなたちはどのよう
な支援をしたらいいか一緒に考えてみませんか。 
この日は報告を聞いた後、昼食を一緒にとりなが
ら、若者たちと支援者のワークショップも行います。
年末のご多忙な時期とは思いますが、どうぞご参加く
ださい。

引用： nt/http://www.sendaihikape.jp/eve

日　時：12月17日（日）11時～14時　　
場　所：あしなが育英会 仙台レインボーハウス食堂 
（〒980-0022 宮城県仙台市 青葉区五橋２丁目１-１５地下鉄南北線五橋駅下車） 
参加費：500円（昼食代金） 
共　催：宮城県議会こども政策研究会　災害子ども支援ネットワークみやぎ 
　　　　東日本大震災子ども支援ネットワーク　東洋大学人間科学総合研究所
申し込み・連絡先：ファミリーサポートルーム 
　　　〒981-0923　宮城県仙台市青葉区東勝山２丁目７－２４
         TEL   022-739-9757  FAX   022-739-9758  Mail info@yusa-miyuki.jp

＜基調講演＞
東日本大震災からの子どもたちの心の復興
本間博彰（元宮城県子ども総合センター所長
   　　　　郡山あさかホスピタルこどもの心診療部長）
＜共同討議 ＞
東日本大震災子どもたちと語る
　　　　　南三陸町出身の若者たち  
　　　　 東松島出身若者たちと本間先生の共同討議 
＜ワークショップ＞
共同討議を受けて参加者全員で考えます 
 ＜コーディネーター＞
森田明美（東洋大学教授　東日本大震災子ども支援ネットワーク事務局長）
総合司会：遊佐美由紀(宮城県議会こども政策研究会)



（2）報告内容 

・本間博彰先生

134

神戸の大震災では子どもの問題は？

→

教育復興担当教員
阪神･淡路大震災
直後の1995年4月か
ら、国の特例措置と
して通常の教員定数
に上乗せし被災地の
小中学校に配置。担
任を持たず、児童ら
の心理的なケアや防
災教育に専従で当た
る。2005年度「大
震災に係る心のケア
担当教員」に名称変
更され。2010年3月
まで続いた。
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・Project M 
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２０１８年２月１０
日　東日本大震災子
ども・若者支援セン
ター開所式　ー大震
災後の子ども・若者
に必要な支援につい
て考えるー 

（1）実施概要 

　東日本大震災から７年以上が経過した。この間、
子ども・若者は、それぞれにこの震災の体験を背
負い、身を削るような学びを続けている。その中
には、専門的な支援に繋がった子ども・若者もい
れば、支援が必要にもかかわらず、専門機関に繋
がっていない子ども・若者もいる。また、彼らの
中には、被災したふるさとの復興や自分たちの体
験を次の世代に繋げたいと願い、活動の場を求め
ている若者もいる。こうした子ども・若者たちが
震災を抱えながら成長し、大人になっていくため
には、継続的・総合的に支援を続ける体制を緊急
に構築することが求められる。 
　阪神淡路大震災では、20年間の支援の必要性
が語られているが、さらに広域で厳しい被害を受
けた東日本大震災では、それ以上の期間の支援が
求められている。だが、残念ながらこれまでの子
ども・若者支援に見る限り、総合的・長期的な支
援体制が構築されているとは言いがたい。 
　本事業は、それらの子ども・若者の成長と発達
を、被災体験を抱えながら成長する子どもの視点
から、医療、心理、教育、福祉などの分野にわたっ
て総合的・長期的に支援するために、第1期とし

て「東日本大震災子ども・若者20年プロジェクト」
と位置づけ、2030年まで様々な事業を行うこと
を目的として立ち上げることにしたものである。 
　本シンポジウムは、その記念事業として、震災
から継続して子どもたちや、支援者の抱える心理
的な課題に寄り添ってこられた本間先生の基調報
告をもとに、震災後に様々な課題を背負いなから
成長してきた若者たちからの発言を受けて、今後
の支援を考えたい。今回は阪神淡路大震災で被災
した子どもたちからの報告も受ける。震災から年
数を経ることはどのような家族の変化、暮らしの
変化があるのか、またその変化は、子どもたちの
キャリアの形成にどのような影響を与えるのか、
市民、専門家の支援者たちと一緒にこれからの支
援の在り方を考えてみたいと思う。 

１３:００～１３:１０ 
設立宣言：　足立智昭（宮城学院女子大学） 
総合司会：　遊佐みゆき 

１３：１０～１４：００ 
基調講演「大震災から７年、診療の場で出会った
子ども・若者たち」 
講演者：　本間博彰（あさかホスピタルこどもの
心診療部長） 

１４：１０～１５：４０ 
シンポジウム「大震災後、子ども・若者が考える
支援とは ―子どもたちからの提言―」　 
コーディネーター：森田明美（東洋大学） 
話題提供：兵庫県西宮市、岩手県山田町、宮城県
南三陸町・石巻市、福島県郡山市で震災を経験し
た子ども・若者たち　 

１５：４０～１６：１０ 
情報交換会 
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日時：２０１８年２月１０日（土）１３時～１６
時 
場所：仙台レインボーハウス（仙台市青葉区五橋
２丁目１-１５） 
資料代：５００円 
定員：　１００名程度 

主催：東日本大震災子ども・若者支援センター 
協力：宮城県議会こども政策研究会　あしなが育
英会　東洋大学人間科学総合研究所　東日本大震
災子ども支援ネットワーク　 
NPO法人こども福祉研究所　NPO法人子どもグ
リーフサポートステーション　NPO法人しんぐる
まざあず・ふぉーらむ・福島 
後援：宮城県　仙台市 

145

2018年2月10日 
土曜日 

　　13：00 
　　　～16：00

主催：東日本大震災子ども・若者支援センター 
協力：宮城県議会こども政策研究会　あしなが育英会　東洋大学人間科学総合研究所　東日本大震災子ども支援ネットワーク　 
NPO法人こども福祉研究所　NPO法人子どもグリーフサポートステーション　NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島 

後援：宮城県　仙台市 
お問い合わせ：あしなが育英会　東北事務所　担当：菅野　E-mail：kanno.h@ashinaga.org 

TEL：022-797-2418／FAX：022-281-8239

東日本大震災子ども・若者支援センター開所式 
ー大震災後の子ども・若者に必要な支援について考えるー

仙台レインボーハウス(仙台市青葉区五橋2丁目1-15) 
　仙台駅から 
　　　JR仙台駅西口を出て、奥州街道を南に徒歩14分 
　五橋駅から 
　　　仙台市営地下鉄南北線「五橋駅」北2番出口から南へ1分

　東日本大震災から７年以上が経過した。この間、子ども・若者は、それぞれにこの震災の体験を背負い、
身を削るような学びを続けている。その中には、専門的な支援に繋がった子ども・若者もいれば、支援が必
要にもかかわらず、専門機関に繋がっていない子ども・若者もいる。また、彼らの中には、被災したふるさ
との復興や自分たちの体験を次の世代に繋げたいと願い、活動の場を求めている若者もいる。こうした子ど
も・若者たちが震災を抱えながら成長し、大人になっていくためには、継続的・総合的に支援を続ける体制
を緊急に構築することが求められる。 
　阪神淡路大震災では、20年間の支援の必要性が語られているが、さらに広域で厳しい被害を受けた東日
本大震災では、それ以上の期間の支援が求められている。だが、残念ながらこれまでの子ども・若者支援に
見る限り、総合的・長期的な支援体制が構築されているとは言いがたい。 
　本事業は、それらの子ども・若者の成長と発達を、被災体験を抱えながら成長する子どもの視点から、医
療、心理、教育、福祉などの分野にわたって総合的・長期的に支援するために、第1期として「東日本大震
災子ども・若者20年プロジェクト」と位置づけ、2030年まで様々な事業を行うことを目的として立ち上
げることにしたものである。 
　本シンポジウムは、その記念事業として、震災から継続して子どもたちや、支援者の抱える心理的な課題
に寄り添ってこられた本間先生の基調報告をもとに、震災後に様々な課題を背負いなから成長してきた若者
たちからの発言を受けて、今後の支援を考えたい。今回は阪神淡路大震災で被災した子どもたちからの報告
も受ける。震災から年数を経ることはどのような家族の変化、暮らしの変化があるのか、またその変化は、
子どもたちのキャリアの形成にどのような影響を与えるのか、市民、専門家の支援者たちと一緒にこれから
の支援の在り方を考えてみたいと思う。

基調講演 本間　博彰 元宮城県子ども総合センター所長 
  　あさかホスピタルこどもの心診療部長

兵庫県西宮市　岩手県山田町　宮城県南三陸町 
福島県郡山市で震災を経験した子ども・若者たち

13:00 設立宣言 足立　智昭 宮城学院女子大学　教授

13:10

「大震災から7年、診療の場で出会った子ども・若者たち」
14:10 シンポジウム

「大震災後、子ども・若者が考える支援とは」

15:40 情報交換会
～16:10

※会場には駐車場がありません。 
　スリッパなどは用意しておりませんので、内履や厚い靴下をご用意下さい。

総合司会　遊佐美由紀（宮城県議会）

コーディネーター　森田明美（東洋大学）

資料代　500円

話題提供

お申込みは不要です

2018年2月10日
土曜日 

　　13：00
　　　～16：00

主催：東日本大震災子ども・若者支援センター
協力：宮城県議会こども政策研究会　あしなが育英会　東洋大学人間科学総合研究所　東日本大震災子ども支援ネットワーク
NPO法人こども福祉研究所　NPO法人子どもグリーフサポートステーション　NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島

後援：宮城県　仙台市
お問い合わせ：あしなが育英会　東北事務所　担当：菅野 E-mail：kanno.h@ashinaga.org

TEL：022-797-2418／FAX：022-281-8239

東日本大震災子ども・若者支援センター開所式 
ー大震災後の子ども・若者に必要な支援について考えるー

仙台レインボーハウス(仙台市青葉区五橋2丁目1-15)
仙台駅から

　　　JR仙台駅西口を出て、奥州街道を南に徒歩14分 
五橋駅から

　　　仙台市営地下鉄南北線「五橋駅」北2番出口から南へ1分

　東日本大震災から７年以上が経過した。この間、子ども・若者は、それぞれにこの震災の体験を背負い、
身を削るような学びを続けている。その中には、専門的な支援に繋がった子ども・若者もいれば、支援が必
要にもかかわらず、専門機関に繋がっていない子ども・若者もいる。また、彼らの中には、被災したふるさ
との復興や自分たちの体験を次の世代に繋げたいと願い、活動の場を求めている若者もいる。こうした子ど
も・若者たちが震災を抱えながら成長し、大人になっていくためには、継続的・総合的に支援を続ける体制
を緊急に構築することが求められる。
　阪神淡路大震災では、20年間の支援の必要性が語られているが、さらに広域で厳しい被害を受けた東日
本大震災では、それ以上の期間の支援が求められている。だが、残念ながらこれまでの子ども・若者支援に
見る限り、総合的・長期的な支援体制が構築されているとは言いがたい。
　本事業は、それらの子ども・若者の成長と発達を、被災体験を抱えながら成長する子どもの視点から、医
療、心理、教育、福祉などの分野にわたって総合的・長期的に支援するために、第1期として「東日本大震
災子ども・若者20年プロジェクト」と位置づけ、2030年まで様々な事業を行うことを目的として立ち上
げることにしたものである。
本シンポジウムは、その記念事業として、震災から継続して子どもたちや、支援者の抱える心理的な課題
に寄り添ってこられた本間先生の基調報告をもとに、震災後に様々な課題を背負いなから成長してきた若者
たちからの発言を受けて、今後の支援を考えたい。今回は阪神淡路大震災で被災した子どもたちからの報告
も受ける。震災から年数を経ることはどのような家族の変化、暮らしの変化があるのか、またその変化は、
子どもたちのキャリアの形成にどのような影響を与えるのか、市民、専門家の支援者たちと一緒にこれから
の支援の在り方を考えてみたいと思う。

基調講演 本間　博彰 元宮城県子ども総合センター所長
  あさかホスピタルこどもの心診療部長

兵庫県西宮市　岩手県山田町　宮城県南三陸町
福島県郡山市で震災を経験した子ども・若者たち

13:00 設立宣言 足立　智昭 宮城学院女子大学　教授

13:10

「大震災から7年、診療の場で出会った子ども・若者たち」
14:10 シンポジウム

「大震災後、子ども・若者が考える支援とは」

15:40 情報交換会
～16:10

※会場には駐車場がありません。 
スリッパなどは用意しておりませんので、内履や厚い靴下をご用意下さい。

総合司会　遊佐美由紀（宮城県議会）

コーディネーター　森田明美（東洋大学）

資料代　500円

話題提供

お申込みは不要です



（２）報告内容 

・Project M 
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・ZOO cafe 
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研究協力者情報 

阿部　成子　（あべ　せいこ） 

(１)20歳の抱負 

　「ありのままの自分を好
きになる！」 
　自分の生い立ちを語ると
きに、東日本大震災での被
災体験は欠くことのできな
い項目となりました。今ま
ではそこに少しばかりの負
い目と、大きな使命感を感
じて生活してきましたが、
２０歳を機に、その考え方を変えていこうと思い
ます。と言えるのも、震災当時「震災があってよ
かった」と言えるような大きな人間になりたいと
仲間と語り合っていたように、自分はこの６年間
で大きな成長を経た実感があるからです。被災を
通して学んだ教訓、語ることの大切さに加え、そ
れらの学びが無意識のうちに私の言動や正確に影
響し、得た他の人にはない強さや思いやりの心な
ど、この成人を迎えた年を境に全てが自分らしさ
だと受け入れていきたいです。「３月11日があっ
てこその今の輝く自分ここにあり」と胸を張って
言えるようになる、大きな節目に今立っています。

　今までは自分に自信がなく、周りからどう見ら
れるかを気にして実現できなかったことが数え切
れないほどありましたが、20歳で心機一転、そ
んなもったいないことをしている時間はないと思
うので、Project”M"の活動や、留学も含めた自分

の新たな挑戦に自信を持ってどんどん挑戦してい
こうと思います。 

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと 

　皆さんが行なっていることは、この先ずっと残っ
ていくものですし、後世の子どもたちを救いえる
素晴らしいことだと思います。自分たちだけでは
自らの体験をどう社会に還元すればいいのかわか
らないでいた私たちを当事者として研究に携わら
せて頂き、「被災体験が決して無駄にはなってい
ない」と自己を肯定する場を与えてくださいまし
た。ありがとうございます。 
　このようにして辛い体験を自ら語る、そして真
剣に受け止めてもらうというプロセスがいかに被
災した子どもたちの心の復興につながるかを、私
を含め東洋大学の研究に携わっている南三陸出身
の４人は証明していると思います。話をしっかり
と聞いてもらえる場で話す機会を得られなかった
がために、話すことが嫌になってしまったり、自
分自身の中で意図的に被災の体験を風化させてし
まっている同級生の現状を初めて知り、私自身も、
自分がこんなに強く体験を語れている理由は「そ
のような場」を提供してもらったからだと気がつ
きました。だからと言って、話をする場をたくさ
ん作って全ての子ども達に話をさせればいいのか
というとそうも簡単にはいきません。やはりそこ
で大切になってくるのは、支援をする前に一人一
人のニーズをしっかり理解するカウンセリングの
工程だと思います。多くの人に話をすることで肯
定感や自信を取り戻す子もいれば、近親者にじっ
くり聞いてもらうことで心の落ち着く子もいます。
多種類の支援を一斉に用意して、「どれでも好き
なものを」というのも違います。自分にあった支
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援は自分ではわかりませんし、そこに自分から飛
び込むことは子ども達にとって容易なことではり
ません。よって、しっかりと子ども一人一人に寄
り添い、向き合った上で最適な支援方法を考えて
あげることが大人の最も重要な役割だと思います。

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか 

・単なる作業としての防災ではなく、意識として
の防災の大切さ 
・恵まれた生活環境への感謝 
・命の尊さ 
　伝え方は、やはり「語り部」という形がベスト
だと思います。実際の場所で実際に体験した人が
語ることによって、聞き手の心への響き方が全く
違ってきますし、記憶にもより長く残ると思いま
す。次第に語れる人が少なくはなりますが、私た
ちが生きている限りは語り継いで、亡くなる頃に
は体験者さながらに語り継げる後継者がいて、誰
もが東日本大震災の教訓を当たり前に知っている
状態になっていれば良いと思います。 

小野寺　翔　（おのでら　しょう） 

(１)20歳の抱負 

　成人を迎えたこの春よ
り、林業を専門的に学ぶ
専修学校に転進します。 
将来的に故郷の復興に携
わる仕事がしたいという
思いがありましたが、高
校を経て、大学に在学中
にもなかなか具体的なイ
メージを見出せずにいま
した。 
　しかし、たくさんの方々に支えられて実施する
ことができた学生の南三陸ツアーの中で、故郷の
新しい町づくりを学び、町の中で自分が活躍でき
るフィールドを見つけることができました。故郷
を離れての学びが続きますが、地域の資源と先祖
代々から受け継がれた財産を守るためにも、必ず
生まれ育った故郷へ戻ることを改めて決意しまし
た。 

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと 

　同じ被災地に居ながらも、周りの子たちとの"
被災差"を感じて、自ら支援を断ってしまう子ど
もたちがいます。 
　お金や物を提供する支援でなくとも、学習支援
や、やりたいこと、自分や故郷の将来を考えられ
るようなプログラムがありました。私は高校生の
時に、アメリカで地元の郷土芸能を披露する経験
や、意見交換会や、震災講演といった多くの機会
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に参加させて頂きました。興味を持って、あるい
は心を許して真剣に話を聞いてくれる人に対して、
自分の過去と今を共有したことで、記憶と想いを
整理することができ、将来やりたいことや地域へ
の関わり方を考えることに繋がりました。そうし
た機会の中で、私たちのこれからを応援してくれ
る方々に出会うことができたことも大きいです。 
　未来を描くことができる子どもたちひとりひと
りに対して、このようなプログラムを提供するこ
とは、非常に意味があるものと思います。震災後
の支援については、支援の先を被災や生活の度合
いで判断することなく、被災を経験した子どもた
ち全員に手を差し伸べる工夫が重要になると考え
ます。 

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか 

   震災当時に中学生ながら行った救命活動や、当
たり前の日常が一瞬にして失われていったあの日
あの時の気持ち、そこから様々なご支援を受けて
前向きに成長することができていったという経験
等々は、中学生の時期に被災をした私たちだから
語ることができるものです。いつどこで起こるか
わからない天災に対する意識や、震災があって気
づくことができたこと・得たことを、たくさんの
人に、特には私たちと同じ若い世代に対して共有
して行きたいです。 

草野　みらい　（くさの　みらい） 

(１)20歳の抱負 

東日本大震災以来、
復興の中心を担う世代
として様々な支援を受
けてきましたが、今ま
では、子どもとして色々
な機会をいただいてい
たからこそ、「ハタチ」
という響きはとても特
別に感じます。「まだ
子どもだから」という言い訳が、もうこれ通用し
なくなってしまったことに対する不安と覚悟がい
つも胸にあり、これからは、どんな場面において
も、期待される振る舞い以上に、自分しか持って
いない個性とスキルを生かす努力を惜しまない姿
勢を大切にしたいと思います。 

(２)震災子ども支援をやって
いる大人たちに言いたいこと 

様々な機会に恵まれてきた中で特に幸せだった
ことが、私が受けてきた支援に関わる全ての方々
が、子どもの意見を尊重してくださったことです。
一般的に子どもが所属するコミュニティーは学校、
家族、習い事など、とても限られています。しか
し、私の場合は様々な支援を通して、普通には出
会うことができないような大人の方々との出会い
がたくさんあり、そこから学んだことは数えきれ
ません。子ども達は、支援を通して学校では学べ
ないような、社会の仕組みや必要なスキルを学び
ことができます。子どもの意見を尊重することで、
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子どもながらに責任感と自覚が芽生え、「支援を
受けっぱなし」の状態から、「自分から主体的に
動き出したい」と思う気持ちが生まれるのではな
いかと思います。 

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか 

昨年の夏に数名の大学生と共に、飯舘村に学習
支援に行った時の話です。ちょうど8月9日に、長
崎県出身の学生が「71年前の今日は、僕の故郷
に原爆が投下された日です。僕にとってとても大
切な日に、飯舘村にいることは、感慨深い思いで
す。」と言いました。彼は何気なく言っただけか
もしれないけれど、話を聞いていた私はつい鳥肌
が立ちました。彼が実際には経験していない70年
以上も昔の出来事を、大切な1日として思い出す
ように、これから何十年先に生まれる人々にも、
東日本大震災の中で生まれた思いや、消えてしまっ
た命を、365日の内のたった1日でも思い出して
ほしい、そして、そんな未来が訪れるかどうかは、
今生きている私たちの世代に大きくかかっている
ということを痛感しました。広島や長崎の子ども
達が、平和学習を通して原爆のことを学ぶように、
東北の子ども達にも震災の学びを深める時間が必
要であると思います。 

西條　育美　（さいじょう　いくみ） 

(１)20歳の抱負 

　「子ども」の立場から、
まだまだ未熟ではあります
が「大人」になり、自分た
ちの力で出来ることがどん
どん増えてきました。この
自分たちにできること・やっ
てみたいことを、イメージ
で終わらせるのではなく、
１つずつ実現できるように
頑張りたいです。大学一年生の時に私たちは南三
陸ツアーを実現することができました。はじめは
小規模ツアーでしたが、去年の夏には参加人数が
30人を超すツアーとなりました。このツアーを機
に、私は参加してくれた同じ大学の友人とともに
熊本地震の募金活動を行ったり、今後も様々な活
動を予定しています。言語聴覚士を目指す学生と
して、震災時、聴覚障害を持つ方々がどのような
動きを取ったのか、困ったこと、欲しかった支援
などを調査しようと今動き出しています。このよ
うな人と人とのつながりも大切にしながら、積極
的に活動していくことが20歳の目標です。 

(２)震災子ども支援をやって
いる大人に言いたいこと 

　大きな被害を受けてもすぐに立ち直ることがで
きる子どももいれば、小さな被害であっても心に
大きな傷を受けた子どももいます。そのため、被
害の大きさで心に負った傷の程度を決めずに、柔
軟に対応していくことが大切だと考えます。例え
ば、つらい経験をしながらも前を向き、立ち直ろ
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うと頑張っている子に対して「頑張ってね」など
の言葉かけや必要以上の心のケアは、逆にその子
の負担となってしまったり、自尊心を傷つけてし
まう場合もあります。また、実際は心に大きな傷
を負い、つらい思いをしているのに、自身の被災
状況があまり大きくないために周りに気を遣って、
口に出せないケースもあります。子どもの本当の
気持ちに寄り添った支援をしていくには、一回の
みや短期での交流では難しいため、継続して信頼
関係を築いていくことが必要だと感じます。 

(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか 

　震災によって私は家、故郷、大切な人達、など、
数え切れないほどのものが奪われました。この辛
く衝撃的な一生忘れることのできない経験を語り
伝えることは、災害の恐ろしさを伝えるとともに、
防災・減災意識を高めるために重要なことだと感
じます。しかし、震災によって多くのものが奪わ
れただけではなく、多くのものを私は得ることが
できたので、マイナス面だけでなくプラス面の体
験も伝えていきたいです。震災当時の様子は、実
際にその場にいた私ではなくても、映像であった
り、他の人が語り継いでいくことができます。し
かし、私があれほど辛く恐ろしかった震災を「経
験できてよかった。」と言えるようになるまで、
どんなに素晴らしい支えがあったのか、経験を得
てきたのかは、私自身にしか語ることができませ
ん。全員が私のように震災を前向きにとらえ、立
ち直ったわけではありませんが、少なくとも私や
町の復興のために立ち上がった被災地の人々の元
気な様子やそれまでの過程を伝えていきたいです。

三浦　貴裕　（みうら　たかひろ） 

(１)20歳の抱負 

　20歳にもなり、新成人の
仲間入りをしたわけですが、
高校の頃から続けている語
り部活動や大学生になって
始めた「南三陸ツアー」な
どの活動を継続させていく
ことが私にとって１つの目
標です。20歳になったから
特別何かをやめたり、初め
たりすることなく自分のできる範囲でできること
からやっていきたいと考えています。しかし、一
人の大人として自覚を持ちながら活動しなければ
ならないとは思っています。 
　現在行っている活動が、少しでも町のためにな
れば良いなと思いつつ、どうしたら今の自分の立
場で町に貢献することができるかなど"一人の大
人"として考えつつ今後活動していきたいなと思っ
ています。 

(２)震災子ども支援をやって
いる大人達に言いたいこと 

　まずは子ども達にしっかり、寄り添って話を聞
いてあげることが一番大切だと思います。寄り添
い話を聞くことで子ども達の「こころのケア」に
もなりその後の支援につながると考えます。一方
的な支援ではなく、子ども達に寄り添い、ニーズ
に答えていく方が関係性を築くことができ、支援
の継続につながると思います。子ども支援は継続
することに意味があるため、信頼関係が重要になっ
てくると考えます。 
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(３)震災の体験の何をどのよ
うに伝える必要があると考え
ているか 

    震災を通して感じた、危機意識や防災意識といっ
たことは後世に伝えるべきだと考えます。東日本
大震災では、予想をはるかに超えた大津波により、
大きな被害がありました。誰もが「ここまで来る
はずがない」という考えがあったと思います。私
も当時そのように考えていました。そのため、被
害も拡大したように考えます。自然災害は常に予
想を超えると常に思っておくことで、即座に対応
ができると思います。また、日頃から防災意識を
少しでも持つことで違ってくると思います。例え
ば、出先での避難路の確認や非常食の携帯などで
す。これらは災害時のこころの余裕にもつながる
と思います。日頃から防災意識を持つことはなか
なか難しいことではありますが、頭の片隅にでも
入れておくことで違ってきます。 
  現在、語り部の活動を行っていますが、まずは
被災された方の話を聞くことが後世に語り継ぐた
めにも必要だと思います。形として残し、伝える
ことはもちろんですが、震災記憶を語り継ぐ方々
は一番必要だと思っています。実際に話を聞くの
と聞かないのでは、災害に対する意識が大きく変
わってくると思います。そのため、震災を通して
感じた、危機意識や防災意識などは語り継ぐ必要
性があると考えます。 
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