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Hear Our Voice 7
～子ども参加に関する意識調査 2012～
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はじめに
セーブ・ザ・チルドレンは、国連公認の国際子ども支援 NGO です。すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られる・参
加する「子どもの権利」が実現されている社会を目指し、世界約 120 ヶ国で活動を展開しています。教育や栄養改善、保
健衛生などの支援活動のほかに、災害発生時や人道危機時には緊急支援活動も行っています。
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では発生直後から緊急支援活動を開始し、2012 年 10 月現在、岩手・宮城・
福島の 3 県において、「教育」・「子どもの保護」・「子どもにやさしい地域づくり」の 3 つの分野で復興支援活動を展開して
います。避難所では安心・安全な遊び場「こどもひろば」を開設し、学校再開後は、学用品配布や給食・バス支援、奨学
金支援、学童保育サポート、放課後の子どもの遊び場・居場所づくりのため、公園復旧や仮設住宅集会所におけるサポ
ート等を行っています。これらを通じて被災した子どもと家族の日常性の回復を目指すと同時に、2011 年 5 月からは地域
の復興に向け、子ども参加によるまちづくり"Speaking Out From Tohoku (SOFT)～子どもの参加でより良いまちに！～"
を始動しました。
この SOFT の一環として、2011 年 5 月から 6 月にかけて、岩手・宮城両県 5 地域の小学 4 年生～高校生約 1 万 1 千
人を対象に実施した「Hear Our Voice 1～子ども参加に関する意識調査～」では、被災地域の子どもたちの約 9 割が「自
分のまちのために、何かしたい」、約 8 割の子どもたちが「自分のまちを良くするために、人と話をしてみたい」と回答し、
子どもたちの多くが自分たちの住む地域の復興に向けたまちづくりに自ら参加したいと考えていることが明らかになりま
した（※1）。この結果を受け、2011 年 6 月下旬から、岩手県陸前高田市・山田町、宮城県石巻市の 3 地域で、「子どもま
ちづくりクラブ」を開始し、小学 4 年生～高校生の子どもたちが週 1 回程度集まり、子ども同士や地域・行政の方々、まち
づくり・建築などの専門家もまじえた話し合いを行い、復興に向けたまちづくりを考えています。2011 年 11 月にはその中
間報告として冊子『HOPE』を作成し、「子どもまちづくりクラブ」のメンバーが考えた「夢のまちプラン」をまとめました（※2）。
また、メンバーは「夢のまちプラン」が実現した 10 年後の自分たちのまちや東北はどうなっているのかを思い描いた「未
来新聞」も作成し、2012 年 4 月 1 日に全国の街頭 14 か所で子どもたちが実際に配布しました（※3）。
そして今年も、地域の子どもや大人の子ども参加に関する意識を把握し、子ども参加によるまちづくりの促進につなげ
るために、意識調査を継続して実施することになりました。今回の調査では、前回を上回る約 1 万 5 千人の子どもたちの
声が集まりました。子どもたちが地域の復興に参加することについてどのように考えているのか、ぜひ耳を傾けてくださ
い。
最後になりましたが、本調査に参加してくれた子どもたち、実施にあたりご協力いただいた行政、学校、地域関係者、
関係団体のみなさまに、厚く御礼申し上げます。

※1 「Hear Our Voice 1」 の詳細はこちら
※2 「HOPE」の詳細はこちら

http://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=434

http://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=585

※3 「未来新聞」の詳細はこちら

http://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=795

※4 その他 SOFT の活動についてはこちら http://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?c=30

1

子どもアンケート
岩手県山田町

山田町に住んでいるみなさんへ
ふっこう

今、国や県、みなさんのまちで、復興にむけた話し合いや計画がどんどん進んでいます。山田
ふっこう

町は、みなさんが今住んでいて、これからも大きくなる場所なので、復興にむけた話し合いや計
さ ん か

画に、子どもたちが参加したり、子どもたちの意見も取り入れてほしいとセーブ・ザ・チルドレ
ンは考えています。
ふっこう

そこで、今回みなさんが、山田町の復興についてどのように考えているかを教えてもらい、そ
せ い じ

つ た

きょうりょく

れをまとめて国や県、政治家など大人の人に伝えたいと考えています。ぜひ、みなさんのご協力
をおねがいします！
◆ あなたが答えたことは他の人にはわかりません。
ひつよう

めいわく

名前を書く必要はありません。このアンケートから、あなたに迷惑がかかることもありません。

◆ あなた自身が答えてください。
あなたの代わりに、他の人が答えることはしないでください。

１．あなた自身について教えてください。 ※当てはまる番号に○をしたり、書いたりして下さい。
（１）性別
１ 男
２ 女
（２）学年

１ 小４
４ 中１
７ 高１

２ 小５
５ 中２
８ 高２

３ 小６
６ 中３
９ 高３

（３）あなたの住んでいる地区を教えて下さい。（わからない人は、まわりの大人に聞いてみてください。）
おおさわ

１ 大沢地区
おおうら

こ や ど り

５ 大浦・小谷鳥地区

やまだ

お り かさ

２ 山田地区
と よ ま ね

６ 豊間根地区
ふっこう

（２）

「はい」の人は、
そのためにどんなことをしたいですか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

はま

）
１ はい

２

いいえ

（３）

「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

番号に〇

まちの片付け
仮設住宅での手伝い

1
2
3

ち い き

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

ウラ面にも質問があります！
勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい
い ど う

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

ふっこう

5

かかわる機会がない

ふっこう

6
7
8
9
10
11

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

ぼきん

募金

6

復興計画について知る

7

復興について子ども同士で話し
合う

8

復興について大人と話し合う

9

復興について意見を発信する
その他（
）

10

た

４ 船越・田の浜地区

７ その他（

２． （１） あなたは、山田町の復興にかかわりたいと思いますか？

1
2
3
4
5

ふなこし

３ 織笠地区

ふっこう
ふっこう

2

き か い

ふっこう

じょうほう

しつもん

ウラ面にも質問があります

ふっこう

３． （１）あなたは、山田町の復興のために何かしたことがありますか？
１ はい
（２） 「はい」の人は、
具体的にどんなことをしましたか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

1
2

まちの片付け

3
4
5

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

1
2
3

勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

5

かかわる機会がない

6
7
8
9
10
11

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

ひな ん

避難所や仮設住宅での手伝い
ち い き

い ど う

ぼきん

募金
ふっこう

復興計画について知る
ふっこう

7

いいえ

（３） 「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

6

２

復興について子ども同士で話し
合う
ふっこう

8
復興について大人と話し合う
ふっこう
１ はい
２ いいえ
9
復興について意見を発信する
→はいの人は（１）へ
いいえの人は（２）へ
10
その他（
）

き か い

ふっこう

じょうほう

ふっこう

４．山田町の復興について、あなたが大人に伝えたいことを自由に書いてください。

５．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知って
いますか？
１ はい
２ いいえ
子どもまちづくりクラブとは…
ど うし

ふっこう

セーブ・ザ・チルドレンは、子どもたち同士で集まって、復興やまちづくりについて話し合うことができ
りくぜんたかた

る活動として、「子どもまちづくりクラブ」を始めました。 今、岩手県山田町、陸前高田市、宮城県
いしのまきし

ち いき

石巻市の３つの地域で、小学校 5 年生～高校生のメンバーが、週 1 回ほど集まって、自分たちのまちをよ
よ

ど う し

せんもん

じっさい

り良いまちにするために、子どもたち同士で話し合うだけでなく、専門家の話を聞いたり、実際にある
けんちく

建築物を見学したりなど、さまざまな活動をしています♪

アンケートはこれでおわりです。ありがとうございました。

3

子どもアンケート
岩手県陸前高田市

りくぜんたかた

陸前高田市に住んでいるみなさんへ
ふっこう

今、国や県、みなさんのまちで、復興にむけた話し合いや計画がどんどん進んでいます。
りくぜんたかた

ふっこう

陸前高田市は、みなさんが今住んでいて、これからも大きくなる場所なので、復興にむけた話し
さ ん か

合いや計画に、子どもたちが参加したり、子どもたちの意見も取り入れてほしいとセーブ・ザ・
チルドレンは考えています。
りくぜんたかた

ふっこう

そこで、今回みなさんが、陸前高田市の復興についてどのように考えているかを教えてもらい、
せ い じ

つ た

それをまとめて国や県、政治家など大人の人に伝えたいと考えています。ぜひ、みなさんのご
きょうりょく

協力をおねがいします！
◆ あなたが答えたことは他の人にはわかりません。
ひつよう

めいわく

名前を書く必要はありません。このアンケートから、あなたに迷惑がかかることもありません。

◆ あなた自身が答えてください。
あなたの代わりに、他の人が答えることはしないでください。

１．あなた自身について教えてください。 ※当てはまる番号に○をしたり、書いたりして下さい。
（１）性別
１ 男
２ 女
（２）学年

１ 小４
４ 中１
７ 高１

２ 小５
５ 中２
８ 高２

３ 小６
６ 中３
９ 高３

（３）あなたの住んでいる地区を教えて下さい。（わからない人は、まわりの大人に聞いてみてください。）
やはぎ

１ 矢作地区
よねさき

６ 米崎地区
りくぜんたかた

よ こ た

２ 横田地区
お と も

７ 小友地区

たけこ ま

３ 竹駒地区
ひ ろ た

８ 広田地区

けせん

ふっこう

「はい」の人は、
そのためにどんなことをしたいですか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

4
5

１ はい

２

いいえ

「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。
番号に〇

まちの片付け
仮設住宅での手伝い

1
2
3

ち い き

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

ウラ面にも質問があります！
勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい
い ど う

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

ふっこう

5

かかわる機会がない

ふっこう

6

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

ぼきん

募金

6

復興計画について知る

7

復興について子ども同士で話し
合う

7
8
9
10
11

ふっこう

8

復興について大人と話し合う

9

復興について意見を発信する
その他（
）

10

）

（３）

番号に〇

1
2
3

５ 高田地区

９ その他（

２． （１）あなたは、陸前高田市の復興にかかわりたいと思いますか？

（３）

たかた

４ 気仙地区

ふっこう

4

き か い

ふっこう

じょうほう

しつもん

ウラ面にも質問があります

りくぜんたかた

ふっこう

３． （１）あなたは、陸前高田市の復興のために何かしたことがありますか？
１ はい
（２） 「はい」の人は、
具体的にどんなことをしましたか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

1
2

まちの片付け

3
4
5

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

5

かかわる機会がない

6
7
8
9
10
11

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

避難所や仮設住宅での手伝い
ち い き

い ど う

ぼきん

募金
ふっこう

復興計画について知る
復興について子ども同士で話し
合う
ふっこう

8
復興について大人と話し合う
ふっこう
１ はい
２ いいえ
9
復興について意見を発信する
→はいの人は（１）へ
いいえの人は（２）へ
10
その他（
）

りくぜんたかた

1
2
3

ひな ん

ふっこう

7

いいえ

（３） 「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

6

２

き か い

ふっこう

じょうほう

ふっこう

４．陸前高田市の復興について、あなたが大人に伝えたいことを自由に書いてください。

５．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知って
いますか？
１ はい
２ いいえ
子どもまちづくりクラブとは…
ど うし

ふっこう

セーブ・ザ・チルドレンは、子どもたち同士で集まって、復興やまちづくりについて話し合うことができ
りくぜんたかた

る活動として、「子どもまちづくりクラブ」を始めました。 今、岩手県山田町、陸前高田市、宮城県
いしのまきし

ち いき

石巻市の３つの地域で、小学校 5 年生～高校生のメンバーが、週 1 回ほど集まって、自分たちのまちをよ
よ

ど う し

せんもん

じっさい

り良いまちにするために、子どもたち同士で話し合うだけでなく、専門家の話を聞いたり、実際にある
けんちく

建築物を見学したりなど、さまざまな活動をしています♪

アンケートはこれでおわりです。ありがとうございました。

5

子どもアンケート
宮城県石巻市
いしのまき

石 巻 市に住んでいるみなさんへ
ふっこう

いしのまき

今、国や県、みなさんのまちで、復興にむけた話し合いや計画がどんどん進んでいます。石巻
ふっこう

市は、みなさんが今住んでいて、これからも大きくなる場所なので、復興にむけた話し合いや計
さ ん か

画に、子どもたちが参加したり、子どもたちの意見も取り入れてほしいとセーブ・ザ・チルドレ
ンは考えています。
いしのまき

ふっこう

そこで、今回みなさんが、石巻市の復興についてどのように考えているかを教えてもらい、そ
せ い じ

つ た

きょうりょく

れをまとめて国や県、政治家など大人の人に伝えたいと考えています。ぜひ、みなさんのご協力
をおねがいします！
◆ あなたが答えたことは他の人にはわかりません。
ひつよう

めいわく

名前を書く必要はありません。このアンケートから、あなたに迷惑がかかることもありません。

◆ あなた自身が答えてください。
あなたの代わりに、他の人が答えることはしないでください。

１．あなた自身について教えてください。 ※当てはまる番号に○をしたり、書いたりして下さい。
（１）性別
１ 男
２ 女
（２）学年

１ 小４
４ 中１
７ 高１

２ 小５
５ 中２
８ 高２

３ 小６
６ 中３
９ 高３

（３）あなたの住んでいる地区を教えて下さい。（わからない人は、まわりの大人に聞いてみてください。）
いしのまき

１ 石 巻 地区
おがつ

５ 雄勝地区
いしのまき

か ほ く

かなん

２ 河北地区

も の う

３ 河南地区

きたかみ

４ 桃生地区

お し か

６ 北上地区

７ 牡鹿地区

８ その他（

ふっこう

２． （１） あなたは、石 巻 市の復興にかかわりたいと思いますか？

（２）

「はい」の人は、
そのためにどんなことをしたいですか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

6

復興計画について知る

1
2
3

ち い き

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

ウラ面にも質問があります！
勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい
い ど う

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

ふっこう

5

かかわる機会がない

ふっこう

6
7
8
9
10
11

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

ぼきん

募金

7

復興について子ども同士で話し
合う

8

復興について大人と話し合う

9

復興について意見を発信する
その他（
）

10

いいえ

「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。
番号に〇

まちの片付け
仮設住宅での手伝い

２

（３）

番号に〇

1
2
3
4
5

１ はい

）

ふっこう
ふっこう

6

き か い

ふっこう

じょうほう

しつもん

ウラ面にも質問があります

いしのまき

ふっこう

３． （１）あなたは、石 巻 市の復興のために何かしたことがありますか？
１ はい
（２）

「はい」の人は、
具体的にどんなことをしましたか？
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

1
2

まちの片付け

3
4
5

地域の行事への参加
まわりの人をはげます

勉強でいそがしい
部活でいそがしい
バイトでいそがしい

4

何かしようと思っても移動する
方法がない

5

かかわる機会がない

6
7
8
9
10
11

復興にかんする情報がない
一緒にできる仲間がいない
子どもにできることがない
何をしたらいいか分からない
特にやりたくない
その他（
）

避難所や仮設住宅での手伝い
ち い き

い ど う

ぼきん

募金
ふっこう

復興計画について知る
復興について子ども同士で話し
合う
ふっこう

8
復興について大人と話し合う
ふっこう
１ はい
２ いいえ
9
復興について意見を発信する
→はいの人は（１）へ
いいえの人は（２）へ
10
その他（
）

いしのまき

1
2
3

ひな ん

ふっこう

7

いいえ

（３） 「いいえ」の人は、
その理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

番号に〇

6

２

き か い

ふっこう

じょうほう

ふっこう

４．石 巻 市の復興について、あなたが大人に伝えたいことを自由に書いてください。

５．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知って
いますか？
１ はい
２ いいえ
子どもまちづくりクラブとは…
ど うし

ふっこう

セーブ・ザ・チルドレンは、子どもたち同士で集まって、復興やまちづくりについて話し合うことができ
りくぜんたかた

る活動として、「子どもまちづくりクラブ」を始めました。 今、岩手県山田町、陸前高田市、宮城県
いしのまきし

ち いき

石巻市の３つの地域で、小学校 5 年生～高校生のメンバーが、週 1 回ほど集まって、自分たちのまちをよ
よ

ど う し

せんもん

じっさい

り良いまちにするために、子どもたち同士で話し合うだけでなく、専門家の話を聞いたり、実際にある
けんちく

建築物を見学したりなど、さまざまな活動をしています♪

アンケートはこれでおわりです。ありがとうございました。
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大人アンケート
岩手県山田町

１．「あなた自身」のことについてお聞きします。（ご回答いただいた方がわかることはありません。）
※それぞれの質問に対して、当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
（１）性別

１ 男

２ 女

（２）年齢
１ 19 歳
６ 60～69 歳

２ 20～29 歳
７ 70～79 歳

３ 30～39 歳
８ 80～89 歳

４ 40～49 歳
９ 90 歳以上

５ 50～59 歳

（３）居住地域
１ 大沢地区
４ 船越・田の浜地区

２ 山田地区
５ 大浦・小谷鳥地区

３ 織笠地区
６ 豊間根地区

（４）居住形態
１ 仮設住宅
４ 持ち家

２ 賃貸（県補助あり）
５ 親戚・知人宅

３ 賃貸（自己負担）
６ その他（

）

２．あなたは、地域の子どもたちが山田町の復興に関わりたいと考えていると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のためにどんなことをしたいと考えてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（
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）

３．あなたは、地域の子どもたちが山田町の復興のために何かしたことがあると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のために具体的にどんなことをしてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

避難所や仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（

）

４．あなたは、地域の子どもが復興にむけた山田町のまちづくりに参加することをどう思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変良いと思う
２ 良いと思う
４ まったく良いと思わない

３ あまり良いとは思わない

（２） そう思う理由をご自由にお書きください。

５．あなたは、地域の子どもたちが山田町の復興に関わることに協力したいと思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

６．あなたは、地域の復興について子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

７．あなたは、ふだんから子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

８．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知っていますか？
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 知っている

２ 知らない

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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大人アンケート
岩手県陸前高田市

１．「あなた自身」のことについてお聞きします。（ご回答いただいた方がわかることはありません。）
※それぞれの質問に対して、当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
（１）性別

１ 男

２ 女

（２）年齢
１ 19 歳
６ 60～69 歳

２ 20～29 歳
７ 70～79 歳

３ 30～39 歳
８ 80～89 歳

４ 40～49 歳
９ 90 歳以上

５ 50～59 歳

（３）居住地域
１ 矢作地区
５ 高田地区

２ 横田地区
６ 米崎地区

３ 竹駒地区
７ 小友地区

４ 気仙地区
８ 広田地区

（４）居住形態
１ 仮設住宅
４ 持ち家

２ 賃貸（県補助あり）
５ 親戚・知人宅

３ 賃貸（自己負担）
６ その他（

）

２．あなたは、地域の子どもたちが陸前高田市の復興に関わりたいと考えていると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のためにどんなことをしたいと考えてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（
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）

３．あなたは、地域の子どもたちが陸前高田市の復興のために何かしたことがあると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のために具体的にどんなことをしてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

避難所や仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（

）

４．あなたは、地域の子どもが復興にむけた陸前高田市のまちづくりに参加することをどう思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変良いと思う
２ 良いと思う
４ まったく良いと思わない

３ あまり良いとは思わない

（２） そう思う理由をご自由にお書きください。

５．あなたは、地域の子どもたちが陸前高田市の復興に関わることに協力したいと思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

６．あなたは、地域の復興について子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

７．あなたは、ふだんから子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

８．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知っていますか？
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 知っている

２ 知らない
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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大人アンケート
宮城県石巻市

１．「あなた自身」のことについてお聞きします。（ご回答いただいた方がわかることはありません。）
※それぞれの質問に対して、当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
（１）性別

１ 男

２ 女

（２）年齢
１ 19 歳
６ 60～69 歳

２ 20～29 歳
７ 70～79 歳

３ 30～39 歳
８ 80～89 歳

４ 40～49 歳
９ 90 歳以上

５ 50～59 歳

（３）居住地域
１ 石巻地区
５ 雄勝地区

２ 河北地区
６ 北上地区

３ 河南地区
７ 牡鹿地区

４ 桃生地区
８ その他（

）

（４）居住形態
１ 仮設住宅
４ 持ち家

２ 賃貸（県補助あり）
５ 親戚・知人宅

３ 賃貸（自己負担）
６ その他（

）

２．あなたは、地域の子どもたちが石巻市の復興に関わりたいと考えていると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のためにどんなことをしたいと考えてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（
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）

３．あなたは、地域の子どもたちが石巻市の復興のために何かしたことがあると思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ はい

２ いいえ

（２） 「はい」を選んだ人は、
子どもは復興のために具体的にどんなことをしてい
ると思いますか。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

（３） 「いいえ」を選んだ人は、
そう思う理由を教えてください。
※当てはまる番号にいくつでも○をしてください。

１

まちの片付け

１

勉強で忙しい

２

避難所や仮設住宅での手伝い

２

部活で忙しい

３

地域の行事への参加

３

アルバイトで忙しい

４

まわりの人をはげます

４

何かしようと思っても移動手段がない

５

募金

５

関わる機会がない

６

復興計画について知る

６

復興に関する情報がない

７

復興について子ども同士で話し合う

７

一緒にできる仲間がいない

８

復興について大人と話し合う

８

子どもにできることがない

９

復興について意見を発信する

９

何をしたらいいか分からない

１０ その他（

）

１０ 特にやりたくない
１１ その他（

）

４．あなたは、地域の子どもが復興にむけた石巻市のまちづくりに参加することをどう思いますか。
（１） 当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変良いと思う
２ 良いと思う
４ まったく良いと思わない

３ あまり良いとは思わない

（２） そう思う理由をご自由にお書きください。

５．あなたは、地域の子どもたちが石巻市の復興に関わることに協力したいと思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

６．あなたは、地域の復興について子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

７．あなたは、ふだんから子どもの意見を聞いていると思いますか
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 大変そう思う

２ そう思う

３ あまりそう思わない

４ まったくそう思わない

８．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知っていますか？
※当てはまる番号に 1 つだけ○をしてください。
１ 知っている

２ 知らない
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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「Hear Our Voice 7 ～子ども参加に関する意識調査 2012～」結果（速報）
（2012 年 9 月 7 日現在）
国際子ども支援 NGO セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（以下 SCJ）は、東日本大震災復興支援事業の柱の一つとして、
“子どもにやさしい地域づくり”を掲げ、2011 年 5 月より子ども参加によるまちづくり事業“Speaking Out From Tohoku
（SOFT）～子どもの参加でより良いまちに！～”を実施しております。本事業を通じて、地域の復興やまちづくりに対し、
地域の一員である子どもたち自身が声をあげ、社会に参加することで、より良いまちをつくることを目指しています。
2011 年 5 月下旬から 6 月上旬にかけて、岩手・宮城県 5 地域の小学 4 年生～高校生約 1 万 1 千人を対象に、「Hear
Our Voice 1～子ども参加に関する意識調査～」（※１）を実施しました。その結果、被災した子どもたちの約 9 割が自分た
ちの住む地域の復興に向けたまちづくりに、みずから進んで参加したいと考えていることが明らかになりました。
SCJ は、本調査を継続的に実施していくことで、地域の子どもや大人の子ども参加に関する意識を把握し、子ども参
加によるまちづくりの促進につなげようと考えています。約 1 万 5 千人の子どもたちが、地域の復興に参加することにつ
いてどのように考えているのか、ぜひ子どもたちの声に耳を傾けてください。
本調査に参加してくれた子どもたち、実施にあたりご協力いただいた行政、学校、地域関係者、関係団体のみなさま
に、あつく御礼申し上げます。
※１ 「Hear Our Voice1～子ども参加に関する意識調査～」

http://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=434

Ⅰ. 調査概要
１． 調査の目的
本調査は、東日本大震災後の地域の復興に子どもが参加することについて、子ども自身がどのように認識しているかを
把握するために実施した。その一方で、子どもが復興に参加するためには、大人のサポートが必要であるため、大人の
「子ども参加」への意識を知るために、大人に対しても調査を実施した。

２． 調査の状況
・調査地域 ： 岩手県山田町、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市 （SCJ「子どもまちづくりクラブ」実施地域）
・調査対象 ：
子ども…対象地域内にある学校に通う小学 4 年生～高校生、合計 16,171 人
（小学校 60 校、中学校 29 校、高校 15 校、特別支援学校 4 校 ：計 108 校）
大人…対象地域内にあるすべての世帯、合計 69,782 世帯
・調査方法 ：
子ども…小中学校は教育委員会を経由し文書箱にて送付、高校は直接送付し、教師のガイダンスによる自記式で
回答。特別支援学校については、必要に応じて教師のガイダンスを丁寧に行い、自記式で回答。
大人…自治体の協力のもと対象地域全世帯に配布し、各世帯の中で 19 歳以上の 1 名が自記式で回答。
・調査期間 ： 2012 年 6 月 19 日～8 月 1 日
・有効回答数 ： 子ども 14,600 件、大人 5,296 件
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Ⅱ. 結果概要
１．子どもの結果について
子どもの調査結果の概要については下記の通り。詳細はⅢ以下を参照。
① 約 7 割の子どもたちが「自分のまちの復興に関わりたい」と回答し、子どもたちは 2011 年度の調査と同様に地域の
復興に関わりたいと考えている。2011 年度の調査結果と比べ、「復興に関わりたい」と回答した子どもの割合は減っ
たが、関わりたくない理由として「忙しい」が多く、震災前の日常性が徐々に回復しつつあることが原因だと考えられ
る。
② また「復興に関わりたい」という意識は高いが、「実際に関わった」という子どもの割合が少ない結果となった。
③ 「関わりたくない」「関わっていない」理由の中で「何をしたらいいか分からない」、「かかわる機会がない」が突出して
おり、子どもが復興に関わることについての情報や機会の提供が少ないことが原因だと考えられる。
④ SCJ の「子どもまちづくりクラブ」を知っている子どもの方が、「復興に関わりたい」、「実際に関わった」双方について
割合が高い。

２．大人の結果について（※２）
① 「子どもは地域の復興に関わりたいと思っている」、「子どもたちは地域の復興のために何かしたことがある」と回答
した大人の割合が多かった。内容については、いずれも「復興について話し合う・意見を発信する」、「地域行事への
参加」という回答が多数あった。
② 「子どもは復興に関わりたくないと思っている」、「子どもは復興のために何もしたことがない」の理由としては、「何を
したらいいか分からない」、「関わる機会がない」、「忙しい」という回答が多かった。
③ さらに、大人には次の 4 つの質問にも回答してもらった（いずれも 4 段階の選択式回答）。
４．あなたは、地域の子どもが復興にむけたまちづくりに参加することをどう思いますか
５．あなたは、地域の子どもたちが地域の復興に関わることに協力したいと思いますか
６．あなたは、地域の復興について子どもの意見を聞いていると思いますか
７．あなたは、ふだんから子どもの意見を聞いていると思いますか
４および５について、大多数が肯定的な回答をしており、子どもが復興に向けたまちづくりに参加することについて、
概ね肯定的な印象を持っていることがわかった。また、７でも肯定的な回答が過半数であった。
④ しかし６については、肯定的な回答がかなり少なくなっており、子どもが復興に向けたまちづくりに参加することは良
いと考えおり、ふだんから子どもの意見は聞いていると考えているものの、実際には復興に関する子どもの意見は
十分には聞いていないと言える結果になった。
※２ 調査の制約について
大人の調査を行うにあたって、標本調査に必要となる上記調査地域の成人人口の名簿などの個人情報が一 NGO では入手不可能で
あったため、自治体の協力を得て、全世帯を対象とした郵送調査を実施した。しかしながら、回収率が低く、調査結果にポジティブ・バ
イアス（肯定的先入観）がかかっている可能性が否めないため、大人の調査結果はあくまでも参考事例として紹介するにとどめる。
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Ⅲ. 質問項目および集計結果
１．あなた自身について教えてください。
（１）性別

（２）学年
調査数

全 体

14,600

％

調査数

100

無回答
4.2%

全 体

14,600

％
100

男

6,841

46.9

小4

1,453

10.0

女

7,144

48.9

小5

1,589

10.9

615

4.2%

小6

1,525

10.4

中1

1,675

11.5

中2

1,596

10.9

中3

1,719

11.8

高1

1,609

11.0

高2

1,662

11.4

高3

1,731

11.9

高4

14

0.1

無回答

27

0.2

無回答

※３：無回答については、
下記の注記を参照。

男
46.9%

女
48.9%

高3
11.9%
高2
11.4%

高4
0.1%

無回答
0.2%

小4
10.0%
小5
10.9%
小6
10.4%

高1
11.0%

中3
11.8%

中1
11.5%
中2
10.9%

※４：「高4」については、下記の注記を参照。

（３）地域
調査数

％

全 体

14,600

100

石巻市

11,047

75.7

747

5.1

1,100

7.5

石巻市外
山田町
山田町外
陸前高田市

13

0.1

1,485

10.2

陸前高田市外

30

0.2

無回答

178

1.2

陸前高田市
10.2%

陸前高田市外
0.2%

無回答
1.2%

山田町外
0.1%
山田町
7.5%

石巻市外
5.1%

※５：「石巻市外」「山田町外」
「陸前高田市外」については、下記の注記を参照

石巻市
75.7%

※３ ：性的マイノリティに考慮するため、石巻市対象の調査票には「答えたくない」という選択項目も用意したが、山田町および陸前高田市
に配布した調査票にこの項目が含まれなかったため、データに齟齬が生じた。データの一貫性を保つために、石巻市の「答えたくない」
という回答も、今回は「無回答」に含めている。
※４ ：定時制課程の高校が 1 校含まれているため、「高 4」という選択項目がある。
※５ ：今回の調査は石巻市・山田町・陸前高田市の学校で実施したが、各市町外に在住し、各市町に通学している児童・生徒がいるため、
それぞれ「石巻市外」「山田町外」「陸前高田市外」としている。
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２－（１）． あなたは、自分のまちの復興にかかわりたいと思いますか？
10,152 人（69.5%）の子どもが「はい」と回答した。小中高別では、小学生が中高生に比べ、やや「はい」の割合が高く、男
女別では女子の方が男子に比べ、11%程度「はい」の割合が高い。
調査数

無回答
0.6%

％

全 体

14,600

100

はい

10,152

69.5

いいえ

4,363

29.9

85

0.6

無回答

いいえ
29.9%

はい
69.5%

はい

■小中高別
0%

20%

いいえ
40%

小学生

無回答

60%

80%

72.6

27.0

はい

■男女別
100%

0%

いいえ

20%

40%

無回答
60%

80%

100%

0.4
65.0

男

中学生

68.2

31.2

0.5

高校生

68.1

31.2

0.8

75.8

女

0.5

34.5

0.3

23.9

２－（２）． 「はい」の人は、そのためにどんなことをしたいですか？（複数回答）
「募金」、「まちの片付け」が多かった。また、「復興計画について知る」という項目も子どもの 3 人に 1 人が選択しており、
自分のまちの復興に向けた動向について関心が高いと言える。小中高別の傾向としては、小学生は「復興について子ど
も同士で話し合う」ことを、中高生は「復興計画を知る」ことを望んでいる。
調査数

％

全 体

10,152

100

【人数】

まちの片付け

4,190

41.3

まちの片付け

避難所や仮設住宅での手伝い

3,301

32.5

避難所や仮設住宅での手伝い

地域の行事に参加

3,573

35.2

地域の行事に参加

まわりの人をはげます

2,523

24.9

まわりの人をはげます

募金

4,680

46.1

募金

復興計画について知る

2,992

29.5

復興計画について知る

復興について子ども同士で話し合う

1,912

18.8

復興について子ども同士で話し合う

復興について大人と話し合う

1,266

12.5

復興について意見を発信する

1,096

10.8

その他

285

2.8

無回答

73

0.7

0

1000
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4000

5000

3,301
3,573
2,523
4,680
2,992
1,912
1,266

復興について意見を発信する

※複数回答のため、% 合計は 100%を超えている。

3000

4,190

復興について大人と話し合う

その他

2000

1,096
285

【属性ごとの回答】
まちの片付け 避難所や仮設 地域の行事に まわりの人を 募金 復興計画に 復興について子ども 復興について 復興について
ついて知る 同士で話し合う
大人と話し合う 意見を発信する
住宅での手伝い 参加
はげます

■小中高別

0%

小学生

42.6%

中学生

41.5%

高校生

39.8%

■男女別

0%

36.8%

32.0%

28.9%

46.7%

36.4%

150%

34.8%

52.5%

23.1%

33.3%

47.5%

18.6%

38.5%

100%

27.2%

32.5%

37.0%

200%

33.1%

37.5%

50%

男

女

100%

50%

24.9%

12.1%10.3% 2.8%

19.7% 12.4%10.5% 3.2%

200%

44.8%

26.4%

37.5%

25.5%

300%

11.4% 12.9% 11.6% 2.5%

150%

22.7%

250%

31.2%

32.1%

その他

29.4%

47.3%

250%

300%

18.6% 14.0% 11.0% 2.7%

18.7% 10.8%10.0% 2.6%

29.2%

２－（３）． 「いいえ」の人は、その理由を教えてください。（複数回答）
「何をしたらいいか分からない」、「かかわる機会がない」が多く、復興に関わりたいが、情報や機会が提供されておらず、
することが分からないために子どもたちの参加意欲がそがれている可能性がある。また、次いで「勉強でいそがしい」、
「部活でいそがしい」が多かったが、「いそがしい」については、特に中高生で選択した割合が高く、震災前の日常性が
徐々に取り戻されつつあることが一因と考えられる。
調査数

％
【人数】 0

全 体

4,363

100

勉強でいそがしい

1,467

33.6

部活でいそがしい

1,155

26.5

部活でいそがしい

バイトでいそがしい

182

4.2

バイトでいそがしい

986

22.6

何かしようと思っても移動する方法がない

36.9

かかわる機会がない

復興にかんする情報がない

677

15.5

復興にかんする情報がない

一緒にできる仲間がいない

545

12.5

一緒にできる仲間がいない

子どもにできることがない

691

15.8

子どもにできることがない

2,116

48.5

何をしたらいいか分からない

特にやりたくない

972

22.3

特にやりたくない

その他

250

5.7

その他

無回答

67

1.5

かかわる機会がない

何をしたらいいか分からない

800

1200

1600

勉強でいそがしい

1,608

何かしようと思っても移動する方法がない

400

※複数回答のため、% 合計は 100%を超えている。
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2000

2400

1,467
1,155
182
986
1,608
677
545
691
2,116
972
250

【属性ごとの回答】
勉強で
いそがしい

部活で
いそがしい

バイトで
いそがしい

■小中高別 0%

何かしようと思っても かかわる
復興にかんする 一緒にできる 子どもにできる 何をしたらいいか 特に
移動する方法がない 機会がない 情報がない
仲間がいない ことがない
分からない
やりたくない

50%

100%

150%

200%

その他

250%

300%

1.1%
小学生

27.0%

10.9%

24.8%

35.5%

17.3%

17.8%

24.7%

55.0%

7.2%

26.6%

1.0%
中学生

41.3%

31.2%

高校生

■男女別

38.1%

27.2%

0%

25.5%

9.7% 18.0%

35.0%

50%

男

33.3%

女

32.9%

28.4%

39.7%

15.7% 11.4% 17.4%

13.9% 9.4% 7.3%

100%

3.5% 21.1%

23.8% 4.1%

24.8%

52.9%

39.0%

17.5%

150%

5.2%

200%

36.0%

15.5% 13.6% 15.8%

38.5%

15.4% 10.7% 15.7%

44.7%

5.1%

23.6%

250%

24.7%

55.6%

16.5%

300%

5.6%

4.6%

３－（１）． あなたは、自分のまちの復興のために何かしたことがありますか？
8,398 人（57.5%）の子どもが「はい」と回答した。実際に自分のまちの復興のために「何かした」と答えた子どもの割合は、
２－（１）で「何かしたい」と答えた子どもの割合に比べ 12%少なくなった。

調査数
全 体

14,600

100

はい

8,398

57.5

いいえ

6,018

41.2

184

1.3

無回答

はい

■小中高別
0%

小学生

無回答
1.3%

％

20%

いいえ
40%

59.6

いいえ
41.2%
はい
57.5%

無回答
60%

はい

■男女別
80%

39.4

0%

100%

20%

いいえ
40%

無回答
60%

80%

100%

1.0
男

中学生

56.8

42.3

1.0

高校生

56.3

41.9

1.8

女

19

57.0

59.0

41.5

40.1

1.5

0.8

３－（２）． 「はい」の人は、そのためにどんなことをしましたか？（複数回答）
全体では「募金」が圧倒的に多かった、高校生ではこれよりも「まちの片付け」、「避難所や仮設住宅での手伝い」の割合
が高い。もう一方で、２－（２）の回答で比較的多かった「復興計画について知る」の割合が 17%ほど低くなっている。
調査数

％

全 体

8,398

100

【人数】 0

1000

まちの片付け

2,830

33.7

まちの片付け

避難所や仮設住宅での手伝い

2,701

32.2

避難所や仮設住宅での手伝い

地域の行事に参加

2,321

27.6

地域の行事に参加

まわりの人をはげます

1,691

20.1

まわりの人をはげます

募金

3,401

40.5

募金

復興計画について知る

1,069

12.7

復興計画について知る

復興について子ども同士で話し合う

984

11.7

復興について子ども同士で話し合う

復興について大人と話し合う

791

9.4

復興について大人と話し合う

復興について意見を発信する

464

5.5

復興について意見を発信する

464

その他

432

5.1

その他

432

無回答

54

0.6

2000

3000

4000

2,830
2,701
2,321
1,691
3,401
1,069
984
791

※複数回答のため、% 合計は 100%を超えている。
【属性ごとの回答】
まちの片付け 避難所や仮設 地域の行事に まわりの人を
住宅での手伝い 参加
はげます

■小中高別 0%

小学生

50%

27.2%

募金

復興計画に 復興について子ども 復興について
復興について
ついて知る 同士で話し合う
大人と話し合う 意見を発信する

100%

22.5%

32.3%

150%

24.5%

200%

10.2%

47.7%

その他

13.0%

9.0% 6.2%

250%

6.1%

5.2%
中学生

30.9%

27.5%

33.4%

20.1%

14.7%

44.8%

13.1%

5.7%

8.7%

5.2%
高校生

■男女別

42.7%

0%

23.3%

40.2%

50%

16.0%

29.3%

100%

13.2%

3.7%

9.1% 10.5%

150%

200%
5.6%

男

39.9%

30.4%

26.3%

17.9%

40.1%

12.4% 10.6% 9.2%

4.6%

5.1%
女

27.3%

33.6%

29.1%

22.1%

40.6%

20

12.6%

12.4%

9.0%

5.5%

250%

３－（３）． 「いいえ」の人は、その理由を教えてください。（複数回答）
「かかわる機会がない」、「何をしたらいいか分からない」がほぼ同じで突出している。子どもが復興についての情報や機
会がないために関わることができないのは、２－（３）と同様に子ども参加を阻む主要因と考えられる。次いで「勉強でい
そがしい」、「部活でいそがしい」が多く、特に中高生は小学生に比べ「忙しい」割合が高い。何かしようと思っても移動す
る方法がない」については、震災の影響で交通手段が不十分であるため、子どもたちが思うように参加できていない可
能性があるといえる。
調査数

％
【人数】 0

全 体

6,018

100

勉強でいそがしい

1,370

22.8

勉強でいそがしい

部活でいそがしい

1,173

19.5

部活でいそがしい

バイトでいそがしい

129

2.1

バイトでいそがしい

何かしようと思っても移動する方法がない

1,169

19.4

何かしようと思っても移動する方法がない

かかわる機会がない

2,619

43.5

かかわる機会がない

復興にかんする情報がない

866

14.4

復興にかんする情報がない

一緒にできる仲間がいない

660

11.0

一緒にできる仲間がいない

子どもにできることがない

708

11.8

子どもにできることがない

2,632

43.7

何をしたらいいか分からない

特にやりたくない

779

12.9

特にやりたくない

その他

234

3.9

無回答

205

3.4

何をしたらいいか分からない

500

1000

1500

2000

2500

3000

1,370
1,173
129
1,169
2,619
866
660
708
2,632
779

その他
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※複数回答のため、% 合計は 100%を超えている。

【属性ごとの回答】
勉強で
部活で
バイトで 何かしようと思っても かかわる
復興にかんする 一緒にできる 子どもにできる 何をしたらいいか 特に
いそがしい いそがしい いそがしい 移動する方法がない 機会がない 情報がない
仲間がいない ことがない
分からない
やりたくない

■小中高別

0%

50%

100%

150%

200%

その他

250%

0.7%
21.0%

小学生

6.9%

23.5%

40.5%

15.3%

15.4%

19.4%

47.5%

14.5%

5.0%

0.7%
中学生

27.2%

29.4%

19.8%

47.5%

14.4% 9.9% 11.8%

47.3%

14.9%

3.1%

5.2%
高校生

■男女別

19.8%

20.3%

4.8% 15.6%

0%

42.1%

50%

13.6% 8.3%

100%

36.9%

9.7%

3.7%

150%

200%

250%

1.9%
男

25.1%

22.5%

18.7%

42.7%

14.0% 11.4% 12.8%

38.9%

16.6%

3.9%

1.7%
女

19.1%

16.0%

20.0%

45.3%

14.7% 10.3% 10.5%
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49.6%

7.5%

3.2%

４． 自分のまちの復興について、あなたが大人に伝えたいことを自由に書いてください。
自由回答には 7,948 人の子どもたちの声が寄せられた。内容については特に、自分のまちの現在・未来の姿、被災地へ
の支援に関する感謝、自分たちを含む被災地への励まし、施設やインフラ整備、復興における子ども参加といった内容
が多く見られた。
以下、寄せられた回答の中からいくつか抜粋し、記載する。（誤字・脱字もそのまま転記。順不同。）


日本中に、復興を頑張っていることを伝えたい。（石巻市・高１・男）



まつばらはもどる（陸前高田市・小 5・男）



大人も大変だけど、子どもも大変。お互い大変だから。協力大事やねん。（石巻市・中 3・女）



私はまだ小 6 ですが、私以外のみんなも復興にかかわりたいと思っています。大きいことは、必ずできるとは限
りませんが、小さいことをコツコツとしていくのは不可能ではないです。大人が知らない子どもの気持ちや子ど
もからみた復興、大人と子どもが力をあわせれば、できることは無限大にあるはずです。なので、大人の方は
子どもを信用して、復興を目指す仲間に入れてほしいです。私は子どもだからできない、がとてもいやです。だ
から一緒に復興していきたいです。（石巻市・小 6・女）



私達も被災者であるという気持ちをすてて、復興に協力したいので、何かできることがあったら言ってください。
（陸前高田市・高 3・女）



子どもたちがもっと活動できる場をつくってほしい。（石巻市・高 1・女）



大人の皆さんが陸前高田市の復興のために、少ない、希少な時を費やしていただき、本当に有難うございます。
皆さんには、今、町のがれきの処理を行っていただいていますが、陸前高田市の完全復興については、僕達、
未来の大人に任せてください。陸前高田市民の願いと思いを感じながら、復興を願い、そして叶えたいと思いま
す。（陸前高田市・中 2・女）



復興の作業をしている人たちにとてもかんしゃをしています。大きなって少したったらどんな町になっているか
楽しみです！（山田町・小 4・男）



仮設住宅はたしかに必要だが、子どもが遊べる場所を奪いすぎだと思う。（石巻市・高 1・女）



学校がほしい。道路のじしんのひびわれをうめてほしい。（石巻市・小 5・男）



前テレビでやっていたが、がれきを他の県が受け入れるかの時、放射のうが必要や、がれきを町に入れるな。
とか言ていたのが残念だった。私達は、そのがれきだらけの町に往んでいる。放射のうが心配なのは分かるが
少し悲しかった。（陸前高田市・中 1・女）



「がんばれ東北！！」など、そういうものがたくさんかかれていますが、"がんばれ"は、私たちにとってもっとが
んばれというもので、私たちはがんばってるので、もっとちがう言葉にしてほしいです！（石巻市・小 5・女）



大人の事情で子供まで振りまわさないでほしいです。子供の意見も聞いてほしいし、大人がわがままになって
いると思うので、震災を理由に、わがままにならないでほしい。あとは、子供にも何かやらせて下さい！！どん
な小さな事でも協力しますっ！！（山田町・中 2・女）



福島の食料がどーのこーの言ったり、がれきについて文句を言ったりしないで、今、一番困っている人達を助け
てほしい。（石巻市・中 3・男）



これを書いても、どうせ伝わらない（石巻市・高 2・男）



「復興」に無関心な人がいます。あなたではないですよね？（石巻市・中 1・男）



今の山田町は、本当に復興していますか。私の未来は、どうなっていますか。子どもの意見が、つたわるように
なりましたか。（山田町・中 2・女）

※６

この質問に対して寄せられた子どもたちのすべての声を、10 月中旬以降 SCJ のホームページにて公開予定。
→ http://www.savechildren.or.jp
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５．セーブ・ザ・チルドレンが「子どもまちづくりクラブ」という活動をしているのを知っていますか？
2,582 人（17.7%）の子どもが、「子どもまちづくりクラブを知っている」と回答した。
調査数

％

全 体

14,600

100

はい

2,582

17.7

いいえ

11,594

79.4

424

2.9

無回答

はい
17.7%

無回答
2.9%

いいえ
79.4%

※７ 「子どもまちづくりクラブ」とは、子どもたち自身が復興やまちづくりについて活動する場。2011 年度の調査で明らかになった子どもたち
の声を受け、2011 年 6 月下旬より開始した。2012 年 8 月現在、岩手県山田町、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市の３つの地域で、小
学校 5 年生～高校生のメンバーが、週 1 回ほど集まり、地域の復興やまちづくりにむけた話し合いなどの活動を行っている。

さらに、「子どもまちづくりクラブ」の認知度と、復興への参加についての相関関係を調べたところ、「子どもまちづくりクラ
ブ」を知っていると回答した子どもは、２－（１）で「復興にかかわりたい」および３－（１）で「復興のために何かしたことが
ある」と回答した割合が「知らない」と回答した子どもよりも 10%ほど高かった。
■２－（１）あなたは、自分のまちの復興にかかわりたいと思いますか？
はい
0%

いいえ

20%

40%

■３－（１）あなたは、自分のまちの復興のために何かしたことがありますか？

無回答
60%

はい
100%

80%

0%

認知度

無回答

20%

40%

無回答
60%

80%

100%

認知度

知っている

知らない

いいえ

23.0

76.4

68.2

64.2

31.4

30.7

0.6

知っている

0.4

知らない

5.2

無回答

23

69.2

30.2

55.5

42.7

0.5

44.0

30.9

0.5

26.4

Ⅳ. 専門家からの講評
安部芳絵氏 （早稲田大学文学学術院助教）
これまで、日本の災害復興行政において、子どもは保護の対象とされてきた。しかし、国連子どもの権利委員
会が示すように、子どもの意見表明・参加の権利は「危機的状況または直後の時期においても停止しない」の
であり、復興プロセスにおいて子どもが意見を述べていくことは、「子どもたちが自分の生活を再びコントロール
できるようにするうえで役立ち、立ち直りに寄与」すると考えられている〔国連子どもの権利委員会一般的意見
第 12 号、2009 年〕。
昨年に引き続き、2012 年も、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、子ども参加に関する意識調
査を実施した。本調査では、岩手・宮城両県で 1 万 5000 人もの子どもたちの声を集めている。被災地域では、
多くの団体が子ども支援を実施しているが、復興にかかわる子どもの声を聴く調査はほとんどみられない。
本調査によれば、実に 69.5％もの子どもたちが、自分のまちの復興にかかわりたいと述べている。過去にあ
る自治体で実施された調査では、「市／町の重要なこと」を決定するプロセスに参加したいと答えた子どもは非
常に少なかった。その他の調査をみても、子どもの参加意欲は、これほど高い数値を示していない。「子どもだ
って何かしたい」という想いは、東日本大震災を経験した当事者であるからこそ湧いてくる想いであり、復興の
大きな力になるのではないだろうか。
国連子どもの権利委員会は、復興プロセスにおける「プログラムの事前評価、立案、実施、モニタリングおよ
び事後評価において子どもたちの意見が募られるべきである」としている。これらのプロセスにおいて子どもの
意見が聴かれるようにするために重要なことは、おとなが子どもの声に耳を傾けることである。復興で多忙を極
めるなか、すべての自治体が、子どもを対象とした調査を実施するのは困難かもしれない。そこでまず、本調
査の結果を、自治体をはじめとした災害復興にかかわるおとなたちが受けとめ、活用していくことから始めては
どうだろうか。

調査者：公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
【お問い合わせ先】
公益社団法人 セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン 仙台事務所
担当：津田／東日本大震災復興支援事業部 プログラムマネージャー
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-3-7 横山ビル 2F
TEL：022-263-4561 FAX：022-263-4562、E-mail：soft@savechildren.or.jp

24

子どもたちの声

4. 自分のまちの復興について、あなたが大人
に伝えたいことを 自由に書いてください。
（誤字・脱字もそのまま転記。判読できない文字は
●で表記。）

山田町………P.26

陸前高田市………P.42

石巻市………P66

25

子どもたちの声
人をはげましたいです。

岩手県

・あきらめないでがんばってもらいたいです！！
・やってほしいことをつたえてほしいのでどんどんはなし

山田町

かけてほしい。
・復興するのに何年かかりますか？
・はやくふっこうするようにがんばってください。
・復興の作業をしている人たちにとてもかんしゃをしてい
ます。大きなって少したったらどんな町になっているか楽
しみです！

小学４年生

・一日でも、早く山田がふっこうするように、がんばってく
ださい。

・まだかんぺきに復興していないのでがんばりたい。

・鉄道を早くふっきゅうさせること、がんばってください。

・わたしもできることはやって山田町のふっこうに手伝だ

・がれきのしょぶんをがんばって

いです。

・みらいにむけてだっしゅしてほしい

・早くふっこうしてほしいからできることは、なんでもやって

・できるだけ早く復興するようにがんばってください。おう

山田や大浦の人たちが安心してできる町ができたらなぁ

えんしています。

と思います。みんないそがしい時もあるかもしれないけど

・未らいの山田町は、たのしい山田町にしてください。

ちょっとしたやれることがあったらとりくみたいです！

・はやくふっこうしなくてもいいです。ちょっとちょっとずつ

・わたしたちになにか集めてもらいたいことは、あります

ふこうしたほうがけんこうにいいですよ。

か。

・ふっこうがんばってください。すこしずつでもいいからが

・子どもは一日何時間くらい働くんですか。復こう行事は、

んばってください

何曜日にやるんですか。

・せんろをはやくつくってほしい

・山田のふっこうを手つだうことがあまりできないけれど、

・みんなもがんばって下さい！！

ふっこうをがんばってください。

・山田町の復興をおねがいします。

・いろいろがんばってほしいです。たのしくあそばせたほう

・もっと子どものいけんをきいてほしい。

がいいよ。しごともがんばってください。

・復興について意見を発信してみたい。

・ぼくも、がれきのかたづけがしてみたい。

・もっと笑顔をふやすように！！

・仕事とかで、おもいやりを大切に仕事をしてほしいです。
・何年かかってもいいから一日でも早くふっこうしてほしい。
家をたてたらテーブルをかこんでたくさんわらおう。

・車をちょっとでどおろのきまりを守ってほしい。
・みんながえがおで生活できる町づくりをしてもらいたいで
す。

・はやく家かたってほしいです。家がない人に家をたてて

・はやくふっこうしてほしいから、がんばってほしい。

あげてほしいと思ってます。

・がれきのかたづけをがんばってください。

・がれきをかたずけている人たちみんながんばってくださ

・またいつか津波がくるから、津波がこない場所にお店や

い。

住む場所をつくったほうがいいと思う。海のところにある

・しごとをもっともっとがんばってほしいなとゆうことが大人

防波ていを高くじょうぶにつくった方がいい。ガレキをはや

に伝えたいです。

く全部なくしてほしい

・復興をがんばってください。
・これからも、がんばって！
・ふっこうを、みんなでかんばりたい。もっともっとまわりの
26

岩手県山田町／小学４年生

・まちのがれきとかをかたづけることとかをがんばってくだ

・山田は今、いろんな店の仮設住たくが立っています。店

さい。

の仮設ではなく本当のたて物がたっています。

・ふっこうについてなにかたすけになることをしたい

・ふっこうはいろいろな場所でいろいろなことをしているこ

・ふっこうするなら、水ぞくかんと、ゆうえんちと、こうえん

と

と、お祭りを 10 日やってください。

・はやく山田町をふっこうしてほしいからはやくふっこうさ

・山田町をはやく復興させたい。

せてほしい。

・遊びばがほしい。

・ぼうはていをもっと高くしてもっとじょうぶにしてほしい

・あそびばの公園を山田町にふやしてほしい。かせつじゅ

・ていぼう（高い）がある町がいい

うたくだけで町をうめないでほしい。

・高い所に店を作ってほしい！！理由：つなみのひがいを

・公園を作ってください

うけたところにかいものにいくのは、こわかったりしていけ

・遊び場を作って下さい

ない。

・ふっこうするならまつりを五日間にして！

・高台に家を作ってほしい。ていぼうを作ってほしい。

・ふっこうをはやくして、あそびばをもとにもどしてほしい

・ていぼうを作ってほしい

・遊び場が少ししかない。

・たかだいに家をつくってほしい

・遊び場が、少ない。速く復興してください。

・いろいろな店をつくってたのしい山田にしてほしい

・公園をふやしてほしい。

・うみのちかくに家をつくらないで、高だいに家をつくるよう

・公園を作ってほしい。３こぐらい

にしたい

・公園を作ってほしい！（遊び場があまりない）

・ていぼうをつくってほしい。もとのやまだまちにしたい

・遊び場を作ってください。

・津波がくる前の山田町にしてほしい。

・遊び場がある町にして下さい。広く遊べる場所をつくって

・明るい町。つなみが来ないようにていぼうだいをつくって

下さい

ほしい。つなみが来ない前にもどってほしい

・こうえんをふやしてください

・がれきがない町にしたい。ていぼうがある町。お店をふ

・子どものあそび場とグランドとひなんじょと仕ごとのない

やしてほしい。道路を広くしてほしい。

人のためのところをおねがいします

・店を大くする

・大きなショッピングモールがあっほうがいい。（ゲームセ

・あそぶところや、はたらくところをつくってほしいです。

ンターなど）遊び場を作ってほしい

・早く山田町の復こうが早くなって、しんさい前の山田町を

・遊び場がもっとほしい！！大きなショッピングモールをつ

とりもどしてほしい。

くって！！（ゲームセンターとか）

・３、４年でかせつの人をはげましたい。

・あそびばをふやしてほしいです。前よりステキな山田に

・大人の人みんなでこの町を、つなみがくるまえのように

してほしい

していきましょう。

・しんさい前の山田町にもどしてほしい

・家を海のちかくにたてず、つなみがこないところにたてた

・カードのせんもん店を立ててくれ

ほうがいい

・１人があきらめるとみんながあきらめてしまうからあきら

・がれきてっきょはいつおわるんですか。

めない

・わたしたち子どもにもできることがあったらいってほしい。

・学校以外の遊び場があったらいいと思う。

かせつじゅうたくにすんでいる人たちが楽しくくらせるよう

・大人の人は山田のふっこうのかつ動をやっているのでと

な活どうもしたい。山田の町がみんなにしたしみのあるい

てもかんしゃしています。

い町になってほしい。

・はやくきれいにしてほしい。
・早くがれきがてっきょされて、住みやすい山田になって
ほしい。
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・山田町をもっとふっかつをさせたいです。みんながげん

・復興のために、何かしたいと思っています。復興をあき

きにすごすため。

らめないでください。

・山田町をもっといい町にする。

・町の復興について、一早く、小学校を建ててほしい。

・いそがしいとはおもうけど前よりもずっと山田町にしてく

・もっと早く復興をおねがいします。

ださい。

・復興がんばってください。

・わたしは、大人だけではなく子どももお手伝いをしたほう

・はやく復興してほしい。

がいいと思いました。

・がんばってください！！

・海の近くにお店を作らないで、海からはなれた場所に作

・子どもも、復興の手伝いを、やりたいです。

ったら、人の命を守れると思う。

・ぼくたちも、やれることがあればやるのでがんばってくだ

・いっぱい山田町の行事をふやしたほうがいいと思う。

さい。

・自分もふっこうのためにかかわりたいです。

・ぎいんのみなさん話し合ってはやくふっこうするため方

・ちいきの人たちのひなん訓練をしんさい前より多く行う

法を考えてください。お願いします。

・大きな地震が来たときにひなんをよびかけてほしいで

・もっとこれからも復興を続けてほしい。

す。

・山田町が復興するのに何年かかってもがんばってくださ

・ぼくたちも復興にかかわれば山田町が少しでもはやくも

い。

とどうりになるんじゃないなぁ。

・はげます。

・まちのかたづけとかの話し合いをしているのですか。

・まだまだがんばりますよ、山田町

・山田町がきれいになってほしい

・家族のみんなや、山田のみんなと、復興を願って手伝い

・ふっこうについて意見をおしえてください

たい。

・これからもがんばってください。ぼくたちもがんばります。

・私たちも山田町に元気を発信しますよ。
・ぼくたちもがんばっているのでみなさんもがんばって下

小学５年生

さい
・子どもも参加できる復興行事をふやしてください。

・がんばってください！おうえんしてます！

・ボクたちもがんばっているのでみなさんもがんばってくだ

・いま、どのように、ふっこうしているのか？

さい。

・元気を出してください

・子どもたちだけで復興しても、山田が復興しないと、いみ

・元気を出してがんばってください！

がないから、みんなで、意見を出し合って、話し合いた

・てつだいたい

い。

・がんばって

・復興がんばってくだい

・山田町の復興のためにがんばってください。

・学校での学習でがれきを取ったりしたい

・山田町に母がいるので、母のためにがんばってほしい

・後世に語りつげばいいと思います。

です。

・公園などの子どもの遊び場をなくさないでほしい。

・まず電車を直してほしいです。道路も直してほしい。

・ちゃんと子供とかも考えて復興計画を立ててほしい。遊

・復興はいいと思う。

ぶ公園があり、外で楽しく遊びたい。いつかはみんなが笑

・もっと早く復興をおねがいします

い、はげましあい、仲のいい、明るい山田町にしてほしい。

・地いきのためなら、やれることは、なんでもやるつもり

子供の意見もまじめに復興計画にとりいれてほしい。

・復興をあきらめないでください。

・ぼくもしんさいにまけずにがんばりますので、みなさんも

・山田町をまえの店とか家をもどしてほしい

いろいろとがんばってください。

・今、大しんさいで困っている人達がたくさんいるけれど、
元気にがんばりましょう
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・前より住みやすい、かんこう客にとって、この町に来てよ

・公園とか遊べるところをふやしてほしい。

かったと思える町にふっこうできればいいと思う。

・復興計画をくわしくおしえてほしい。コンクリートなどのし

・がれきをかたずけてくれてありがとうございました。

ょぶんほうほうをおしえてほしい。

・ご支援ありがとうございます。ぼくたちも復興がんばりま

・復興は、あまり進んでいないと思うので、もう少しがんば

す。

ってほしい

・がれきの片付けありがとうございます。

・がれきは、そのままにするんですか。山田町に行ったら、

・一つ一つかいけつしていく。復興計画をもう一度、作り直

ぜんぜん家、店とか、作ってないしそのままにしているか

す！！いままでありがとう！！

ら、進めてください。

・しんさいのとき、ありがとうございました。支えんぶっしあ

・もっともっと山田町をきれいにできるようにがんばってく

りがとうございました。

ださい。

・ぼくたちを守ってくれたり仕事をがんばってやってくれて

・これからもはやくふっこうするようにがんばってください。

ありがとうございます。

・ぼくも復興にさんかできるところはするので、大人の人た

・今まで守ってくれてありがとうございます。おかげで私達

ちもがんばってください。

はとても幸せです。これからは、私も復興にかかわってい

・復興を 10 年後ではなくてもうちょっと早くしてほしい。ほ

きたいと思います。

かの建設社たちも参加してほしい。

・僕達を守ってくれてありがとうございます。僕達もふっ興

・復興にむけて笑顔がみられるようどうすればうれしく思う

を手伝うのでがんばって下さい。

かを考えどんどん何かをしていきましょう。みんなは一人

・しんさいから一年もたっているのにしえんしてくれている

のために、一人はみんなのために…ですね！

人に感謝したいです。がんばってください！！

・ぼくたちがしょう来、幸せにくらせるような明るい未来を

・山田町が復興したら、私達にまかせてください。

作って下さい。

・今まで明るかった山田町が何もなくなって暗くなったから

・だんだん町がきれいになってきたんでこれからも、がん

一年も早く復興してみんなが明るくなってほしいと思いま

ばってください。

す。後、10 年後私達が山田、大沢を復興させたいです。

・だんだんきれいになってきているので、これからもがん

・今までぼくたちがこうして安心してくらせているのは、大

ばってください

人の方々のおかげです。大人の方には感謝しています。

・ぜったいに復興できるなと思っているのでがんばってく

・ありがとうございます。これからもがんばって下さい

ださい。

・たくさんしえんしてくれてありがとうございます。

・わたしは、みなさんが、山田町のために、いろいろなこと

・おたがいにはげまし合いましょう！がんばってください！

をしてくださって本当に初れしいです。これからも活動が

応援します！

んばってください。

・ありがとうございます。これからもがんばってください。お

・少しずつ、復興してきているので、これからも、がんばっ

ねがいします。私も、できることはやりたいと思います。

てください。

（がんばります。）

小学６年生

・復興するまでに手伝えることがあったら手伝います。
・山田町を復興させるために、まず町や海をキレイにした
り、ひ災された方にまだ無理かもしれないけど家を建てて

・山田町の復興はいつなのか。はやくいつもの山田町を

そして新しい家になれてもらう。震災前のような町にもとど

みたい。

おりになってほしいです。

・はやく山田町をなおしてほしい

・ショッピングモールを作ってほしい。公園を作ってほしい
・公園をふやしてください。
・科学館を建ててほしい
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・災さいにあった人が大ぜいいますが、心を閉じたままで

・いいから、盛り土をおこなって、どうろをほそうして町の

はなく前に向かって歩いていきましょう

復興第一にしてほしいです。

・私はあきらめたくないです。だからがんばって下さい。

・山田町が復興するためにみんなに協力してほしい

・みんなひさいをしたけれどもがんばっているので、これ

・山田町を早くまた元気な山田町にしてほしいです。

からもがんばっていきたいと思います。

・山田町が少し、都会になってほしい。

・１日でも早く山田をふっこうさせてください。

・子どもは、復興のためにどういうことをすればいいんで

・まだ、復興はまだなんですか。

すか？

・復興が１日でもはやくなるようにしたい。

・学校の先生やテレビでは、山田の人はいい人だとか、

・早く学校が建ってほしいこと

一緒に復興できるとか言っているけど現実では役場の人

・山田町の津波のきたところに木や花を咲せてほしい。そ

の話で山田の人は津波を役場の人がおこしたことだとか

して、あまり山や森をあまりけずらないでほしい。そしてが

そういうことを言っていると聞いた。現実を知らないで勝

いとうを付けてほしいです。やくにたたないしせつは建て

手によい方向へといくのはやめてほしい。現実を知った上

ないでほしい。

での話をしてくれないとこまる。

・山田町が、はやく、復興して、ほしい。

・かせつの人々に感謝の気持ちを伝えたい。

・あそべる広い公園がほしい。

・ふっこうだけでなく、周りの人や仮設の方や地いきの方

・外の、電気をもうすこし、ふやしてほしい。山田線をはや

の手伝いをすればいいと思う。

くしてほしい。100 円ショップなどを作ってほしい。

・遊びばがない。野球の練習ばしょがない。

・てい防より道路を高くしてほしい

・復興での行事ありませんか？たとえばみんなでゴミ拾い

・ていぼうを作りなおしてほしい。

などをして道をきれいにするとか、よく、そこでの売上げを

・店などをふやしてほしい。

復興にやくだてるふうに。

・早く学校を建てほしい

・がんばってください

・できるだけはやく、がれきをかたつけてほしい。

・ガレキだけでなく、ガラスもてっきょしてほしいです。

・山田町の町をかさあげして高くして下さい！！

・早く町営住宅に入りたい。

・店をふやしてほしい

・たとえば募金などをたくさんして、はやく復興させてほし

・高いていぼうを作った方がいいと思う。海の近くには、家

い。

を建てない方がいいと思う。

・がんばって下さい！！

・ていぼうお作くってほしい。がれきおつくってほしい。家

・みんながいっぱい楽しめそうな物や行事

の、どだいのこんくりいとおなくしてほしい。（ころぶから。）

・おみせをつくって

・田ノ浜に、街灯を、増やしてほしい。

・もっとゴミひろいをできないのですか。

・汽車を早く走らせてほしい。あぶない所に街灯をつけて

・つなみのくる前の町にしてほしい。

ほしい。

・みんなが安全・安心にくらせて、しぜんさいがいにできる

・いろいろな行事をして、絆をふかめてほしい。

だけあわない町にしてほしい。

・つなみがない高い所に学校つくってほしい

・がれきのかた付けありがとうございます。

・がれきがすこしでも少なくなってほしい。

・はやくふっこうできるように、協力をしたいです。

・ていぼうより高い所に道路などを作ってほしい。（こわれ

・ゲームきやゲームのカセットをぶっしとしておくってほし

ないように）

い。

・クジラ館をあけてほしい！

・はやくふっこうしてくれー

・カの魚屋をもっともっと大工場にしてほしい。
・ていぼうより高い所に学校などをつくってほしい。
・汽車をつかえるようにしてほしい。あぶない所に街灯！
30

岩手県山田町／小学６年生 中学１年生

・はやくふっこうしないとだめだ

がその地区の仮設住宅に行きお手伝いなどをする。

・がれきを、早くなくならせてください

・がんばってください。復興願っています。私達もできるだ

・防波ていは、地ばんがゆるんでいるけどなおると思うか

けのことはします。

らたてるひつようなくね？

中学１年生

・ぼうちょうていをもっとたかくしろ。ひなんろをつくってほ
しいはやくふっこうしてほしい
・私は復興と言っていますか復興と言う言葉だけであんま

・山田町がもとの町にもどれるように、自分にできることを

り復興してないと思う。しえんもいただいているのでもっと

やってほしい。

もっと自分たちでできる事はないでしょうか！

・山田町の復興は大人だけでなく子どもも一緒に復興を

・もう少し、復興計画を進めて、元の町にもどってほしいで

一緒にすれはいいと思う。

す！！

・ぼくたち子どもはあんまりやくにたたないかもしれません

・ぶっしをおくってください（おもちゃ）（ゲーム）とう

が復興の手伝いがあったらやりたいとおもいます。

・ふっこうのことを全部きょうりょくしたい

・公共の公園を増やしてください

・早期に復興を進めてもらいたい。

・電車を通してほしい！

・かせつの近くに何か遊ぶとこをつくってください

・電車を通してほしい

・むりを、せずにがんばってください

・いつも私は車でかよっているのですが、バス停に高校生

・町がすこしでもがれきがなくなるようになってほしい。

がいて電車がなくなったためバスの中がきゅうくつで大変

・がれきが少し山田町に残ってたりしているので、細かい

です！！

がれきなども片付けてほしい。

・JR 山田線が復興してほしいです。

・みんなにゆうきづけることがしたい。

・がんばろう岩手

・なるべく復興についての活動をふやす。

・がんばろう岩手

・山田町の復興をめざしておたがいがんばりましょう。自

・早く復興してほしい。

分たちもやくにたてることを考えて活動したいと思います。

・１つの小さい事だけで、いちいちもめ事にならないでほし

・復興と何回も言っているのに、ぜんぜん復興になってい

い！

ません。どうして、進んでいないのですか？

・はやく復興を進めてほしい

・つらい人もいると思いますが、下を向かないで上を向い

・私たちにできることは、できるだけやろうと思うから、み

て歩いて下さい。

んなで頑張っていきたい。

・まちを片付けをすぐしてほしい

・今できることは、してもらいたい。

・子どもの遊び場をつくってほしいです。店の復興に力を

・早くもとの場初にしてほしい。

入れてほしい

・山田がふっこうするようにがんばってください。

・町が一早く復興できるようにがんばって下さい

・金がほしいいろいろほしい

・みんなでたすけあってこれからもつらいことがあってもが

・金がほしい

んばってのりこえていこうよ！！

・震災前の山田よりも、もっとよりよい町にしてほしいし、

・ソーラなどをふやせばいい。（お金がかかってしまう。だ

毎日、毎日がたのしく、明るくすごせるようにしてほしい。

からぼきんをする。）水力はつでん（できれば）。ペットボト

・みんなが、明るく、楽しく、すごせるようにしてほしい。

ルで風力発でん。

・私は、ひ災した人が、苦しむことがないようなくらしにな

・山田町をできるだけはやくなおしてください

ってほしいと思っています。これ以上苦しむのは、あまり

・山田町に、ビルをたてたり、田んぼをつくっては、どうで

にもつらいし、悲しすぎます。

すか。
・山田町の復興については、その地区にある学校の生徒
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・とにかく笑顔！

・いつも笑顔をでいよう

・いちはやく山田がもとよりよくなることを祈っています

・山田に子どもが遊べる公園をつくってほしい。織笠大橋

・将来は、ぼくたち、子供たちが山田町を作り上げていく

を、安全に自転車で通れるようにしてほしい。

ので、見届けてほしい。

・お店とか作らないでほしい

・いち早くもとの町に戻ることと、前の山田町より、もっとい

・ときどき道路を通っていると、三重県や静岡県などの遠

い町にふっこうするように願っています。

い所からきて、まちの片付けをしたり、避難場所での手伝

・お金ちょうだい

いをしているボランティアさんとかがきてくれていてとって

・町長を早く決めて、早く計画を決めてほしい。

もうれしいです。これから私もできることがあったらやりた

・復興できるようにたくさんの人に協力してほしい。

いと思います。

・ぜんぜん「町」というふうになってないので、はやく土もり

・はやく復興しもとの山田町みたいにもどってほしい

はじめてください。かせつじゅうたくの人はそれをまってい

・町をきれいにしてほしい。きぼうとかがあると悲しくなる

るんですよ。

から、さら地にするとか！？遊び場を作ってほしいし、店

・店をいっぱいだしてほしい

をいっぱいあるといいと思う。子ども達に優しく接してほし

・小さい子供（保育園・幼ち園じ）などに空で元気よく遊ん

い。それよりもいい町のために、とにかく頑張ってほし

でほしい。

い！！！

・子供も何かを手伝いをしたほうがいいと思うし、小さい子

・自分も復興に目ざし出来るだけ手伝いたいです。復興

どもがいる家とかは、そばにいてあげた方がいいと思う

に向けて僕もがんばりたいです。

・働いて山田町を復興してください

・早く防波提を作ってもらい早く家をたてたい

・山田町をふっこうさててください

・前みたいないい山田町にもどるようがんばってください。

・これからもがんばってほしいと思います。

・まず、花をいっぱいにしてかがやかしたい。

・一しょうけんめいお金とかかんけいなくふっこうについて

・津波で大変な思いをしたと思いますが、山田町が明日

真険に考えてほしい。

には、変わっていくようにがんばって下さい。

・まわりの人たちの事も考えてやってください

・前の「山田町」いや、それ以上の「山田町」をつくりあげ

・早く、代替え地に、家をたてたいです！

ていきたいです。そのために、できないこともあるかもしれ

・早く復興させてほしい。

ませんが、できるだけのことはやっていきたいです。

・家屋が被災した方々の家の設立を、急いで欲しいです。

・復興のためならなんの手伝いをして、積極的に進んで

・がれきがあるからといってむやみにゴミを捨ててほしくな

やっていきたい事。

い。早く復興してほしい

・はやく復興の計画をすすめてください。

・少しずつだけれど確実に復興しているのでこのままの調

・いつも笑顔、はげましあいたい

子でがんばっていってください。応援しています。

・山田町をもう少し楽しい町にしてほしい。

・少しずつ復興に向けていろんな事をがんばってほしいで

・復興は進んでいるのか具体的に知りたい

す。

・もとの生活になる様に願っています。

・町全体が復興できるようにしてください。

・私達も、山田のためになにかやりたいと思っています。

・震災があって、とてもいそがしかったかもしれませんが、

中学生でもできることは、なんでもやりたいと思っている

山田町のために色々して下さってありがとうございまし

ので、なにかあったら、やらせてください。

た。

・防波堤をつくるために、その地いきのコンクリートを使う

・国会で復興の意見を決めあいをしているがなんのいみ

んじゃなくて、仮設に住んでいる人に家を建てる方にコン

もないと思った。原発になにも問題がなかったらみんなな

クリートを使ったほうがいいと思う。

にもゆわなかったと思う
・将来復興した山田を見せたい。
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・ぼくたちが大人になるまで、がんばって山田町を復興さ

・被災した人たちと、交流できる行事などをふやしてほし

せてください。

い

・ぼうはていを高くたててほしい

中学２年生

・復興活動を早くし、未来の子どもたちの遊び場など交流
の場をつくってほしい。お祭を早くやってほしい。
・がんばってください！！

・無料にしなくてもいいと思った。

・山田町の復興についてもっとかんしんをもってせっきょく

・復興もいいが子供が遊ぶところが少ないです。もっと店

にかつどうにとりくんでください。

をふやしてください。

・ゆっくりでもいいので、しっかり復興してください。

・復興で、関係のない風呂などを無料で入れるのを止め

・復興にむけてがんばってください！！

た方がいいと思う。そういうのをするならお金をとってもい

・復興にむけてがんばって活動してください。

いと思う。

・早く復興ができるようにがんばってください。

・部活でも勉強でもがんばっています

・山田町のためにいろいろな活動をしてくださってありがと

・復興のために少しでもみんな元気づけられるよう部活や

うございます。

あいさつなどを心がけている。みなさん復興に向けてが

・けがをしないでがんばってください

んばりましょう。

・私達の知らないところで、復興のために働いていただき、

・海で泳がせろー

ありがとうございます。

・すぐに復興させたい。山田のふっこうに手伝いたい。

・これからも山田町を復興していきましょう！

・私達もがんばるのでがんばりましょう！！

・みんなが協力して、少しでも早く復興できるようにがんば

・私たちに出来ることは、やりたいと思いますのでぜひよ

りましょう！

んでください。

・これからもがんばってください。

・私達も手伝えることは手伝い、少しでも復興につなげら

・山田町が元気や楽しさととり戻すように頑張ってくださ

れるようなことがあれば、なんでもやるので大人のみなさ

い。

んもくじけずに復興へとがんばりましょう！

・頑張って下さい！

・私達中学生に、できることは、します。なんでも言って下

・自分自身ができることをがんばってやってください。

さい。

・「復興について」が興味があるので、その活動をやって

・3 月 11 日に東日本大震災をけいけんしてつらい思いを

みたいと思いました。

しているのでがんばってほしい

・私たちも、手伝うので一緒にがんばっていきましょう！

・中学生で小さくてもなにか小さいコトだけでも協力したい

・少しでも山田町の復興を全国に発信してほしい。

のでどんなことでもいいです。たよって下さい。

・思いだすと悲しくなると思います。でも、みんなの役にた

・“草がはえているから”“がれきがあるから”といってゴミ

てるように山田の復興に向けて元気を出してがんばってく

を捨てる人をなくしたいです。私の前の家の所にゴミが捨

ださい。

てられていてすごくショックでした。

・大人になっても復興のためにいろいろなことをしていき

・たばこをすったら、ポイすてしないでください。人の悪口

たいと伝えたい。

をかげで言わないでください。

・大人は、お金も車もあるから、できるだけ、がんばって下

・町の復興について山田町全体に知らせ意見を出しあ

さい。（ボランティア）など！

う。

・できるだけ早く山田が復興できるようにがんばってくださ

・言いあらそっている場合ではありません！みんなで協力

い。

しましょう。

・山田町の復興にむけて、いろいろとがんばってください。
私もがんばります。
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・山田の復興のために僕は応援しています。がんばってく

・家を建てるなら、津波が 100％来ない所にしてほしい。

ださい。援助されていることを忘れず自分ができることを

・たくさんの人たちが協力して復興にむけてがんばってい

していきたい。

きましょう。

・応援してます

・もっと、復興を進めてほしい。

・とにかく細かいことは気にせず、とにかく頑張ってくださ

・防波堤を高くしてほしい。津波が来ても大丈夫なように。

い。僕達もできることをしたいと思います。

・復興に向けて、もう少し進めてほしい。

・いいあらそっていないで、計画をたてたらそれにできる

・大人の事情で子供まで振りまわさないでほしいです。子

かぎりしたがって、自分のできることからなどやっていった

供の意見も聞いてほしいし、大人がわがままになってい

らいいと思う。

ると思うので、震災を理由に、わがままにならないでほし

・山田の復興に向かって一緒に頑張っていきたいです。こ

い。あとは、子供にも何かやらせて下さい！！どんな小さ

れから復興のためにできることは何でもやりたいと思いま

な事でも協力しますっ！！

す。

・町全体を盛りあげる、楽しい行事をやってほしいです！

・中学生にもやりやすい復興活動を考えてほしいです。で

・震災で大切な人をなくしたり、物もなくした人もいるけど、

きることがあったら、いろいろ取り組みたいと思います。

私はこの震災で、変われたと思います。食べる物がなくて

・今の山田町は、本当に復興していますか。私の未来は、

も、命があればどうにかなるしすごく絆を感じました。命の

どうなっていますか。子どもの意見が、つたわるようにな

大切さも改めて知りました。まだ、立ち直れない人もいる

りましたか。

と思うけど、亡くなった人達の分まで精一ぱい生きていき

・しっかりと人と人どうしで助け合っていくこと。だから協力

ます。

したり思いやりをもって行動していくことをしっかりやる。

・山田町はあまり知られていない場所だけど、地震や津

・何か中学生にできる事があればボランティア活動として

波で大切なものや大切な人を失った人はたくさんいます。

みんなに知らせてほしいです。私達も復興をがんばるの

津波でたくさんのものを失われた町なので、復興に向け

でみなさんもがんばってください。

て大人の人達にも協力してほしいです。

・皆がゆたかにくらすよおにするためには、たてものけん

・津波が来ても安全になるように、防波ていを、高くしてく

せつのはなしとかこうりゅうについてなど

ださい

・現時点での、町の復興計画についてくわしく教えてほし

・被災地ががんばっているのに、被災していたい地域が

い。

暗い。

・早く家に住みたいです。仮設住宅から抜け出したい。へ

・復興を１日でも早くしてほしい。

やが少なくて、自分がおちつく所がない。

・山田町が１日でも早く復興できるようがんばって下さい。

・１日でもはやく復興できるようにがんばりましょう。

・がんばってください

・自分たちも頑張るので、みなさんも頑張りましょう

・これからもがんばって下さい。

・復興！！

・仮設にすめる年月を増やしてほしい。

・みんなで協力すれば復興につながるのでがんばりましょ

・僕たちも頑張ります

う。

・ぼくたちもいろいろがんばるので、大人の人たちもがん

・復興をてつだいたい！！

ばってください。

・地域の人が安心して暮らせるような街づくりをしてほしい

・復興についてしっかりと話し合いをしてほしいです！！

・山田では、陸土地での復興してきています。でも、海上

・復興するのが、何年先になってもいい。すこしずつ、すこ

はまだ復興していません。はやく海上の復興をしてほしい。

しずつみんなで歩んでいこう。

山田に大きなショッピングセンターをつくってほしいです。

・私達にも復興計画についてみんなで知り、話し合いた

ショッピングセンタに人があつまることでもっと絆がふかま

い。

ると思います。

・まだ山田町は前のようにもどっていないけれど、私たち
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も復興に向かって進んでいくので、みなさんもがんばって

の山田町に戻ってほしい。

ください！！

・復興をあきらめずにしてほしいし、私たち子供にもできる

・がんばってください！！

かぎりのこと手伝いたいです。私達が大人になっても、復

・山田町の復興いっしょにがんばりましょう！！

興をあきらめずにやりたいです。

・仮設住宅のおじいちゃんやおばあちゃんが、外に出て仮

・山田町の復興ははっきり言ってまだまだだと思います。

設でのかかわりをふやしてほしい。

だから私も復興のためにできることを一生懸命します。な

・私たちでもできることがあるならいろいろしたいです。小

ので、大人の方たちもできるだけ１日でも早く復興できる

田町の復興のためにいろいろしてくれてありがとうござい

よう、全力で頑張って下さい！

ました。

・協力して頑張りましょう！

・大人も子供も一緒になって町の片付けをやり１日、１分、

・まちのかたづけだけが、ふっこうではなく、行事なども、

１秒でもはやく復興できればいいと思う。

たくさんやったほうが思う。まつりとかをしてほしい。

・これからいろいろあると思いますが、一緒にがんばりま

・復興に向けて頑張りましょう。お店をたててほしい。

しょう。

・前の山田に負けないような町づくりを一緒にがんばりま

・未来を作っていく子どもと復興計画について話し合えば

しょう！

いいと思う。将来、山田を作っていくのは今の子どもたち

・時間はかかると思うけど、みんなで協力してがんばりま

だと思います。

しょう。

・夢に向かってがんばれ

・山田町の復興をねがっています。

・子供も参加できる場を多くしたほうがいい。

・いろいろがんばって！

・大浦地区にもう少し店をたててほしい。一歩一歩前へ。

・がんばれ、できることは、協力します。

これからもがってください。

・復興活動がんばってください。

・復興にむかって一歩一歩がんばってください。

・これからも山田の復興に向けてがんばってください。

・がんばっちゃってください

・がんばれ山田

・あきらめないでがんばってほしい

・私も応援してます。ガンバってください。

・山田町がきれいな町になるようになにかしてほしい。

・早くもとどうりになおしてほしい。

・がんばって

・がんばってください。

・一つのゴミを拾うのも、復興なるので小さいことでもやっ

・木とかのがれきを紙にしたりした方がいいと思う。

てほしい

・復興活動が少ない。

・伝えきれない。

・がんばりましょう！！

・祭りをふやしてほしい。

・未来のためにがんばって下さい。

・行事を増やしてほしい。

・復興のためてがんばってください。

・早く復興するように頑張りたいです。

・復興のために役に立ちたいので、子どもにもできること

・はやく復興してほしい。

があったら教えてほしいです。

・被災した人たちのためにぼきん活動を行ってほしい。

・いままでの町にしてほしい

・ぼきんかつどうを、いろいろな所でやってほしい

・復興が１日でも速くできることをねがっています。

・お祭りとかをもっと増やしてほしい。
・お祭などの行事を増やしてほしい。
・もとの山田にもどしてほしい。家がほしい。
・元の山田に戻してほしい。
・元の山田に戻してほしい。家がほしい。
・山田町が、少しでもはやく、復興してほしいと思う。もと
35

岩手県山田町／中学２年生 ３年生

・復興がんばって下さい！良くなる方向に向かえるように

っていってほしいです。本当に復興するのは何年もかか

がんばって下さい。

って大変だけれども、復興できると信じてこれからもがん

・復興に向かってがんばってください。

ばって下さい。自分のためにっていうのもあると思うけど、
みんなのためにも忘れずに復興に向けて進んでいってほ

中学３年生

しいです。応援しています。
・私たちは今自分たちにできる事を精一杯がんばってい

・中学生で、できないことなども多々あると思いますが、与

るので山田町の復興をがんばってください。

えられたことは精一杯やります！

・私たちも元気にがんばるのでがんばってください。

・僕達もできることからがんばるので、大人のみなさんも

・がんばってください。

がんばってください。

・早く元の山田町になるように皆で協力しあってがんばり

・町をみんなでがんばって復興させよう。

ましょう。

・あきらめたりしないで一緒にがんばっていきましょう

・がれきのうけ入れを引きうけたのに、トラックの前に立っ

・復興のために全員で協力してやっていきたい。

てうけ入れをきょひするのを TV で見て、こっちはもっとき

・自分達のできる事はかぎられているけど山田の町が少

ずついた。町長はなにもこうどうしていないと思う。もっと

しでもはやくふっこうできるように小さいことでも手伝って

考えてほしい

いきたい。

・まだ中学生だけど、中学生なりに自分たちにできること

・大人にまかせていることだから子どもは口をきかない方

を少しずつやって、山田が１分でも１秒でも早く復興する

がいいと思ったので何もしていません。

ようにしたい。

・１日でも、早く復興してください。

・がれきをはやくかたずけれるように協力しあいたい。

・ぜいたくはできないはずだ。

・早く復興するように協力しあいたい。

・ぜいたくは敵だ！！

・むだな所に金を使ってほしくないです。

・もっと子どもの意見を取り入れる。

・むだな所に金を使っている。

・私たちのためにも早く復興してほしい！！！がれきの処

・がんばろう。

理をほかの県も反対しないで受け入れてほしい！！！私

・復興のために、何かできることを見つけ、がんばってい

たちの気持ちも考えてほしいです。

きたいと思います。

・復興、復興って言っている割には、全然復興していない

・大人も知っているので、特になし。

と思う。いつまでも津波のこととか引きずってても、意味が

・これからもがんばってほしい。

ないと思う。国会は、金を無駄遣いしてると思う。増税とか

・自分たちもできることがあるならやるのでがんばってくだ

言っている場合じゃないと思う。自分たちは、お金持ちだ

さい。

からいいけど、被災地の人たちの身にもなってほしい。

・とにかくがんばります。

（国会の政治者）

・一生懸命がんばってください。

・早く復興してほしい。

・がんばってください

・そうきふっこうをねがう

・頑張れ～

・大人の人たちがしっかりしていれば子供たちも安心する

・復興に向けて頑張ってもらいありがとうございます。時に

ので自分たちのため、子供のためにも頑張ってほしい

はゆっくり休んで歩んでいきましょう。

・がんばって下さい！

・私たちが将来復興→発展させていけるように、今できる

・しっかりとした復興計画、みんなが賛成できる計画を作

ことを真剣に考えてくれていることに感謝しています。頑

ってほしい。増税とかの問題じゃないと思った。原発をなく

張って下さい。

してほしい。
・今も精一杯がんばっていると思うのでこれからもがんば
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・みんなの事を心から考えてほしい。

・一人一人の力は小さいけれどみんなの力を一つにした

・お互にがんばり、山田町を震災前の町にしましょう。山

ときとても大きい力になります。復興に向けて手をとりあっ

田町を元気にしましょう。

てがんばっていきましょう。

・みんなで協力したほうがいい。

・がんばってほしい（大人になるまで）

・下を向いていてもはじまらないので上を向いて歩いてい

・未来の山田のために、自分達からがんばります。

きましょう。

・自分たちも少しずつでいいから、手伝いをしたいと思っ

・山田が復興するために、みんなで協力して頑張っていき

ています！

ましょう。

・自分たちも、復興のために頑張りますので、前のような

・ゆっくりでもいいので、大人も子供も一緒にがんばって

山田にしていきましょう！！

いけたらなぁと思います。

・できる限りのことは、てつだいたいと思っています。何か

・もっと笑顔で元気いっぱいな山田にしてください。

私達にできることがあったら言ってほしいです。

・復興をはやくしてほしいです。

・仕事が休みな時には、ボランティアの手伝いなどをして

・宮古と比べると、山田はまだまだ復興がおくれていると

ほしい（自分も）

思います。いろんな方の意見を聞いて、少しでもはやく復

・復興というよりは、新しい山田にしてほしい。

興するべきだと思います。いつまでも、地震や津波のこと

・もっと復興の活動に地域の人たちが気がるに参加でき

を引きずらないでいくべきだと思います。私達は何もでき

るようにしてほしい。

ませんが、できることはしたいです。

・山田の復興をがんばってください

・これから、山田町を一緒に復興させていきましょう。

・山田だけでなく、大沢の復興も進めてほしい。内陸の道

・がんばってほしい。でも私たちもがんばりたいと思う。

路のそっこうを直すよりもまず、山田などのひさいちの危

・もっと、子供の意見を接極的にきき、復興に取り入れる

険なところを先になおしてほしい。仮設を建てるところをし

べき。町長も、もっと町民と協力し合った方が、団結が深

っかり考えてから建ててほしい。おりかさの仮設がどしゃく

まると思う。子供も、意見書を提出したりして、頑張ってい

ずれするほどのところにたっていて、ほんとうに安全かど

るのだから、子供の頑張りもみとめるべき！！夢をこわさ

うか心配です。

ないでほしい。被災地の人のことを、もっと考えてほしい。

・自分たちも微力ながら手伝うのでがんばってください！

・もっと、すばやく復興に力をいれていってほしい。

・もっとがんばって山田を復興させてください。おうえんし

・復興にかかわることは、子供にも大人にも教えてほしい

てます。

と思います。また、元の山田にできるよう努力していくの

・がんばってほしい

で、みんなで頑張りましょう！

・早く復興できるように、子供たちに今何が出来るか教え

・くぢけづがんばってほしい。

てほしい。

・有言実行して下さい。（土地をあげるとか）

・早く復興が進むようにがんばってほしい。

・手伝える機会があったら、これからの山田町を作ってい

・早く、みんなが住みよい山田町にしていきたいです。や

くために、少しのことでも協力していきたい。

っぱり仮設住宅より、家をたてる土地をつくってほしい。

・もっと、山田の人の笑顔がみたいので、楽しい行事をた

・山田の復興に向けて私達も頑張るので、頑張って下さ

くさん考えてほしい。

い。

・自分たちができることを見つけて、とりくんでいきたいと

・十分復興していると思います。これからも応援していま

思うので一緒にがんばっていきたいです。

す。

・復興へ向けてすこしでもはやくできるようにがんばって
ほしい。
・がんばってください。
・もっと、団結して政治をやってほしい。
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・なんか子供たちが、どうせできないし、ムダなけいひを

・復興の事をもっと考えてほしい。

使いそうな、復興計画を立ててるのが、いいことだし、前

・できることは、手伝いたいと思うので、明るく楽しい町に

向きだと思うけど、だだの、理想。これから、また以前のよ

してほしいです！！

うに忘れられていくのに、もっと具体的かつ、現状をより

・明るく楽しい町にしてほしいです。

効率的に解決し、改善するほうにまわすとか、レモネード

・頑張って下さい。

スタンドでもやればいいと思う。

・何でも大人が、決めずに、子供達の意見も聞いて山田

・復興させるんだったらもっと考えてまわりの人に聞いて

町を活性化させて、復興に向けてほしい。

ほしい。

・大人だけで考えるだけでなくて子どもにも考えれることを

・いつになったら、山田からキレイにがれきが無くなります

頼んでもいいと思う。

か？復興に、そんなに時間がかかるんですか？正直、こ

・がんばってほしい！

んな山田は見たくありません。

・頑張って山田の復興にせんねんしてほしい。

・山田町は目に見えている復興もあれば、目に見えない

・頑張ってください！！

復興もある。はやく復興して欲しい。でも、時間のかかる

・できることがあるならやらせてほしいし、部活を引退した

心のケアなどの復興にはまだ時間がかかると思う。

３年生はやることがないので、参加が可能だと思うので、

・がれきの処分や道路などを早く整備してほしい。

情報をもっと提共してほしいです。

・自分に何ができるかわからないけど、小さな事でもでき

・もっと町の片付けを進めてください。

ることなら、少しずつでも関わっていきたい。子供の自分

・政治とかどうでもいい。山田も、山田以外の被災地、被

達にもわかるように復興計画を教えてほしい。（難しい用

災者を少しでも楽にできるようなことをして上げればいい

語ばかりでわからないから）

のではないか。働く場所の提供をして、もっと町を活性化

・今は、山田町のみんなをはげましたり、募金をすることし

できないか。

かできないけど、続けて活動を行っていきたいです。

・地域の行事の活性化をめざしてほしい。仮設やその他

・元の山田に戻してほしい。（輝きを取り戻してほしい。）も

の施設で暮らしている人のためにできること。仕事場の充

っと、活気あふれる町にしていきたい。（祭り等）

実など

・笑顔の絶えない町

・頑張って下さい。

・がれきしょりなど安全に放射線にきをつけてがんばって

・内陸にいる人たちに、山田町の状況を知ってほしい。

ください

・がんばってください

・もっと地域でのかかわりを増やした方がいいと思う。

・頑張りましょう

・みんなが暮らしやすい町にしてほしい

・今も被災した方々たちは、家がなかったり、もとの生活

・山田町仮設住宅にいつでも買い物ができるようにお店

を送るのは困難なので、援助できる制度を設置してはど

を作ってほしい。

うでしょうか。

・山田をもっと、とかいみたいにゲーム屋やおもちゃ屋な

・頑張って下さい。

どの子供がたのしめるものをたくさんつくってほしい。（せ

高校１年生

つない子供のいけん）
・山田のため、たくさんの人のために、私達子供にできな
いことを頑張ってほしい。

・ジョイスがなくなってとても不便だから…大沢にそーゆう

・復きゅう工事をもっと早くしてほしい。てつどうをはやく元

店をまたつくってほしいー

通りにしてほしい。

・前みたいには戻れなくても良いから、今まで以上に山田

・まつしいを山田正式キャラクターにしてほしい。

がもっと活気づいて欲しいです。

・もうちょっと効率よく復興のために動いてほしい。住民の

・子供達が前向きに頑張っている事。

ことも考えて動いてほしい。
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・一緒に頑張りましょう。

・ねばり強く復興に向けて、頑張っていきましょう。

・がれきの片付など大変だと思いますが、山田町のため

・一人でも多くに人が前と同じ生活に戻れるようにしてほ

にがんばって下さい。

しい。たくさんみんなで困ったことがあったならば、みんな

・がれきとかをもっと片付けてほしい。道路をきれいにして

で相談（話し合って）前よりよい山田町にしたいと思いま

ほしい

す。

・復興に向けて私達も頑張るのでがんばってほしい。

・これからも頑張って下さい。

・頑張っているのがすごく伝わってきてありがたい。

・花などを育てて緑のあふれる町にしたいです。海も元の

・計画ばかり立てているのではなく、早く実施していったほ

キレイな海にしたいので清掃活動などできることをしてい

うがいいと思う。何が今必要なのかをしっかり考えて、特

きたいです。

に必要なものから作ったりしていったほうがいいと思う。

・復興に関わる機会がなかなかないので、様々な活動を

・時間はたくさんかかると思うけれど少しずつ復興してい

したい。

けるように協力して頑張りましょう。

・遊び場が少ない

・あそぶ所を増やしてほしい。

・店や建物が必要なのは分かるけど、前と同じ場所では

・大人目線から考えるのもいいと思うけど子ども目線から

また津波の被害をうけてしまうと思う。

みても考えてほしい

・山田町民一つになって、前みたいな、笑顔がたえない山

・前みたいなきれいな山田町をとり戻したい。

田町を作っていきたいです！！

・今まで通りに頑張ってほしい。

・頑張るしかない！！

・もとの山田にもどすために一緒に力をあわせて頑張ろ

・もっと復興計画について知りたい。

う！！

・大人だけで話を進めるのではなく子どもたちの意見にも

・子供の意見もしっかり聞いたほうがいいと思う。役場の

耳を傾けてほしい。

人は調子乗っていると思う

・町のはやい復興を望んでいると思うので、子どもでも手

・前の山田町よりもっとかんこうきゃくなどがくる町にして

伝えることがあったら手伝いたい

ほしいし、仕事をなくした人たちが働けるようにしてほしい。

・子どもにも、もっと呼びかけをしてほしい。活動している

遊ぶ所がほしい

ことを知らない人が多いと思うので。

・子供達がいっしょうけんめいかんがえてる事をしってほ

・早く提防を作ってほしい。山田線を作ってほしい。早くが

しい。かいぜんさくこれからの子どもまちづくりクラブでも

れきをなくしてほしい

っといけんを国にだせば知ってもらえると思う

・JR 山田線のふっかつと海岸のていぼうをはやくなおして

・店もそろってきたけれど、まだ足りなかったり、再開して

ほしい

ほしい店があるので、やってほしい。

・特になし。柳沢団地に住みたい。でも海の近くはこわい

・津波で悲惨な状況になったが、山田町は海のお陰で発

高校２年生

展して来れたという事を忘れないでほしい。仮設住宅に
一人で住むお年寄りのお世話
・がれきがすごく多いのでできるだけ早くうめたり処理して

・がんばりましょう

ほしい

・ポイ捨てをよく見かけるから、絶対するな！町をきれい

・みんなで、楽しく過ごせるような町にしたいと思っている

にしましょう！

ので、いろいろな行事を楽しくさせたい！

・大人だけでなく、子供の意見もきいた方がいいと思う。

・また、かっきのある山田祭にもどってほしい。

・どのようにして工事が進んでいるのかを話してほしい。

・みんなで協力して、早く復興させましょう。

・「あいさつ」大切

・パチンコなどしてないでそのお金を大切にしてほしい！

・もっと芸能人とか呼びよせてほしい。

パチンコするお金があるなら募金してください！
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・がんばれ

です。

・よりよい町に一早くもどりたい。

・織笠大橋以外に、船越方面から山田方面に徒歩や自転

・除々に町は復興してきているけれど山田の活気が少な

車で行ける道がほしい。

いと思うので、活気よくしていけるようにしてほしいです。

・あきらめずに頑張って下さい

・必ず復興すると思う。

・予算のムダ使いに気をつけてください。

・復興についての計画を知りたい。

・自分も手伝いたいが、何をしたらいいか分からないし人

・ゆっくりでもいいから暮らしやすい山田にしてほしい

でを必要としているのかすら分からない。ボランティアとし

・一緒に山田を復興させましょう！

て手伝ってほしいことがあるならぼしゅうしてほしい。

・できれば、元に戻したい。よりキレイな山田町も良いけど、

・もっと色々な情報発信をしてほしい。

私は前の山田町が良い。新しくなんかしなくてもいい。

・がんばろうぜ！！

・復興に向けてもっとがんばってほしいです。がんばってく

・また津波がきても、ひがいを最小限におさえるような町

ださい。

づくりにしてほしい。

・早く街の片付けが早くおわるといいです。

・しっかり片付けよう！みんなを元気にしよう！

・情報をみんなに伝えてほしい

・話し合うのも大事だけどまず行動にうつして下さい。

・私達若者も復興にかかわって、もっといい町にしていけ

・海辺をきれいにしてほしい

るように頑張りましょう。

・買いたくても欲しい物が手に入らないので、もっとみせを

・復興に協力できることがあればやっていきたいです。

ふやしてほしい。

・これからも復興へ向けて頑張ってほしい。

・金、金金って言ってる前に少ないお金でも復興できるよ

・口ばかりで何もすすんでない。

うに考えて！

・山田の復興について、考えてくれていて、ありがとうござ

・この調子！！

います。だけど、大人だけでなく、子どもたちも、考えてい

・家を建てても良い場所を、早く確保してほしい

ることを知ってほしいです。

・JR 山田線のふっかつとかいがんのていぼうをはやくな

・これから、いろんな人が安心して暮せる町にしてほし

おしてほしい。

い。

高校３年生

・津波のおもかげ（？）がなくなるようにしてほしいです。そ
して私は大人になったら山田の人々を元気づけるために
中央公民館でライブ（？）とかをやってみたいと考えまし

・復興に向け増税した方がよい。

た。

・街灯をつけてほしい

・仮設の一等地職員が住んで年寄りがじゃりのとこに住

・大沢のローソンを 24 時間営業にしてほしい！！

むのはおかしい。

・防波堤を早くなおしてほしい。

・私たちに出来ることがあるなら言ってほしい。

・お店を増やしてほしい！薬王堂をでっかくしてほし

・物事を先送りにしないで、目の前の事から片付けていっ

い！！

てほしい。

・震災では、子供から大人まで経験したことなので、それ

・他の県の人たちにボランティアをやらせているけど、山

を、これからの人に「あのとき、こんな事があった」などと

田町の人はしないのか

伝えてほしいです。

・少しずつ頑張ってほしい。ボランティアで片づけなどを作

・まずは町全体が仲良くなり、積極的に協力し合っていく

ってほしい

ことが復興への道（第１歩）だと思います。

・できることがあるなら協力しましょう

・住みよい町づくりをしてほしい

・片付けをしっかりする。
・できるだけはやく、震災前よりいい町づくりをしてほしい
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・早く汽車の復興してほしい。山田祭りをして町をたくさん

・復興計画についてもう少し具体的に教えてほしい。

の人発信したい

・居酒屋多い気がする。子どもも楽しめるように公園など

・街灯をつけてほしい。

を作った方がよいと思う。

・大人になったら今よりももっと山田に貢献したいです。

・釜石とかもう決まっているのに山田だけ何も決まってな

・頑張ってください。

いと聞きました。早く決めてほしいです。

・少しでも復興するように頑張ってほしい。

・元戻りの山田にしてほしい

・あせっちゃアカン。

・山田線を直してほしい。山田線の JR が通ってほしい。が

・若者が集まれるような場所がほしい。管内で働けるよう

れきをかたづけてほしい。提ぼうをなおしてほしい。

にしてほしい。

・2011 年の大震災で山田町も被害が大きかったので少し

・難しい言葉を使わず、分かりやすい言葉で！

でも速く復興できるようがんばってください。

・私は山田町が大好きなので大人と手伝いたい。

・いつもありがとうございます。

・早く家をたてていいのかと決めた方がよい。ダメならダメ

高校生（学年記入なし）

で違う方法を考えてほしい。
・山田町の復興計画の実現はいつになるんですか？大
人ばかりでなく、子どもや若者にも情報を伝えるべきだと

・ボランティアさんが手伝ってくれたり、物資を送ってくれ

思います。

てすごくうれしいです。

・もっと早く決めていただかないと、何も動けないです。困
ります。

41

子どもたちの声
・にぎやかで、商店がいもある町にしてほしいです。

岩手県

・お店がいっぱいの陸前高田市にしてください
・高田市のがれきを、かたづけてほしい。

陸前高田市

・じしんやつなみのことをあまりはなさないでください。４年
にできることがあればゆってください
・じしんに強いまちや家をつくってほしいです
・ふっこうになるように、がんばってください。みんなは一
人のために。一人はみんなのために。
・かせつの人のちゃんとした家をつくってほしい。こどもが

小学４年生

あそぶこうえんをつくってほしい。
・わたしは、地しんにも、つなみにも負けない町づくりをし

・もとのまちにもどしてください。

てほしいです。

・大きなデパートを作ってほしいです。ぼくも大きくなったら

・じしんにつよい町づくりをしてほしい

ゆめをかなえてぼ金したいです。

・かせつじゅうたくじゃなくちゃんとした家や公園を作って

・かたづけで早くかたづけてください。あと人を見つけてく

ほしい

ださい。

・ぼくたちは、まだ子どもですがふっこうを１日も速くねが

・協力できる機会があれば、募金などしたいです。

い、できることをしていきたいです。

・ぼくたちも、できる仕事があれば、やりたい。

・つなみのことをわすれて楽しくしましょう。

・がんばってください。

・つなみのはなしはあまりしたくないです。

・こうえんとしぜんと店がある高田

・ぼうはていを世界一でかくしてほしい。

・自分の仕事をがんばってください。ない人は、自分かっ

・みんなのあそぶ公園をつくってほしい。

てでいいですけどがんばって仕事を見つけてください。

・イベントや、たなばたをやったほうがいいと思います。

・高田をきれいにしてくれてありがとうございます。がんば

・あきらめないこと。

ってください。

・かせつじゅうたくから、ふつうのおうちにひっこしたいで

・陸前高田を元気にしてください！

す。

・ガレキの片づけがんばってください

・みんながえがおになれるようなイベントや、はやく店など

・わたしたちもがんばるのでみなさんもふっこうを手伝って

をさいかいしてもとのまちのようにしたい。

下さい

・動く七夕をやってほしい。（自分もさんかしたいから。）

・また、自ぜんがいっぱいの高田市にしたいです。

・動く七夕祭りを毎年やってほしい。

・体に気をつけて頑張ってください。

・高田市に新しいたて物をたててほしい。

・花をうえるのにお金をつかうんじゃなくて、がれきてっき

・わたしたち、また子どもたちは、どんなことでもしていき

ょをやってもらいたい

たいです。

・にぎやかな陸前高田市にしてほしいです。

・とらまいをやりたい。

・自分たちはできることはしますので、大人の人たちも、で

・これからもふっこうにむけて、がんばってください。

きることをどんどんしてください

・スーパーや、公園、お店を陸前高田市にほしい。

・早くもとどうりにして、また、陸前高田がにがやかになる
ようにおねがいします。むりしないでくださいね。わたしも
できることがあったらやりますよ。
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岩手県陸前高田市／小学４年生

・お店をたくさん作ってほしい。物けんをたくさんたててに

うみん館、ホテル、タピック、会社。

ぎやかな町にしてほしい。つなみが来てもいいようにきょ

・公園をあたらしく作ってほしいです。

うりょくなかべを作ってほしい。ふっこうにかかわるよびか

・店や住宅や家そのほかにもまえより町がちがったほうが

けをたっくさんしてほしい。みんあにうれしいお店を作って

いいんじゃないかと思います。それいがいにも新かん線も

ほしい。みんなを笑顔にしてほしい。

くるようにしてほしいです

・公園がなくなったので公園がほしいです。

・まだ、かせつじゅうたくぐらしのひともいるので、新しい家

・イオンを作ってほしい。

をたててほしい。

・お店がいっぱいできてほしいです。

・公園をつくってほしい。理由は、友だちと公園で楽しく遊

・がんじょうな家を作ってほしい。

びたいからです。前は近くに公園があったけどつなみに

・お店やゲームのするところがある町にしてほしい。高い

流されてしまいました。なのでなくなってしまいました。

ところに町を作りたい。

・ジャスコみたいな店をつくってほしい

・みんな自由に遊べる公園がほしいです。お店をいっぱい

・えい画館（ゲームきをうってる）、おもちゃ屋、きんきゅう

つくってほしいです。

のときのためのたてもの（ゲームも）、ゲームセンター。

・みんながよろこぶお店を作ってほしい。スポーツができ

・公園をつくってほしい。市みんかいかんをつくってほしい。

るばしょをたくさん作ってほしい。

ひなん場所をいっぱいつくってほしい。病院をいっぱいつ

・つなみがこなそうな土地に家や店をたててください。しん

くってほしい。流された家をまたつくってほしい。

さい前のような高田にしてください。

・わたしはそんなことはわからないけど、大人の人にたい

・復興は進んでいるんですか。あそぶ公園などが近くにあ

へんそうだけど、がんばってくださいおうえんしてます。あ

りません。今は工場があそびばになっています。

と、ちかくにこうえんをつくってほしいです。でんしゃをつく

・野球場をつくってください。

ってください。

・遊園地がほしいです。理由は高田にそうゆうものがない

・がれきでぼうはていを作ってほしい。リプルとコメリ、ガソ

からとあと、子どもがよろこぶからです。

リンスタンドも作ってほしい。えいがかんも作ってほしい。

・アパートを作ってほしい。かせつの人たちが２年たったら

まつばら公園を作ってほしい。大人がはたらく場所を作っ

どこにいけばいいかわからないからです

てほしい。

・リプルを作ってほしいです。わけ服や食よう品があって

・公園がほしい。松の木が多くなってほしい。家、店をふ

町の人たちにもやくだつからです

やしてほしい。松ばら、キラキラはまで泳いだりしたい。

・店をふやしてほしい。公園を作ってほしい

・遊ぶ場所（公園）を作ってほしい。市立博物館も作って

・(1)広い公園がほしい。りゆう近くの公園が流されてしま

ほしい。駅があったほうがよい。

ったから。(2)こうていがほしい。りゆうかせつじゅうたくで

・泳げる所を作ってほしい。広田とまつばらをむすぶはし

なくなった。(3)リプルがほしい。いろいろな物を売っている

をつなげてほしい。店をたててほしい。タワーをたててほ

店がないから。

しい。

・ケーキやをつくてほしい。

・がれきしょりが早く終わればいいなあと思うこと。

・店を作ってほしい。

・ボランティアの人たちがいろいろなしえんをしてくれてあ

・(1)広い公園がほしい！！理由公園がなくなったから。

りがたいと思います。

(2)校庭がほしい。理由かせつで校庭がないから。

・ふつうの学校生活にもどりたい。陸前高田市が元気な

・お店、公園、市みんかいかん、レストラン、しまむら、プ

町になってほしい。しぜんがゆたかになってほしい。

ール、電車、くうこう、しんごう、こうそくどうろ、町、しんか

・大人のみなさんも大変だと思いますけどおもいますけど、

んせん、会社、キャピタル、ゆう具。

がんばってください。今は、なにもできなけど、大人になっ

・公園、お店、レストラン、プール、家、歯いしゃ、病院、こ

たらわたしもやくにたちたいです。
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・まだまだ、がれきなどが、まだまだありますが、でも、少

本松みたいなじょうぶな木を作ってほしい

し少しずつでありますがもどってきています。あと何年で

・「がんばっぺ」「がんばっぺ」とがんばっていても休みな

あのつなみがこなかったころにもどるかは、わかりません

がらがんばってほしいです。りく前高田市のためにがんば

が、わたしはその日がくるまでがんばります。

るのはいいけどあまりがんばらないですこしずつふっこう

・ふあんとかを自分でかかえこまずに、わたしたちにもい

していってほしい。

ってほしいし、もっとふっこうについて、くわしいことを大人

・お母さんはしんさいがあって新しいマイヤで働いている

に教えてほしい。

のでがんばってください。

・復興のためにわたしたちができるのは「ぼ金」などです。

・みんなで助け合ってがんばりましょう。

自分たちができることを一生けんめいやって復興につな

・いつものこっているがれきの作業をしたり、他の県から

がればいいなと思います。

かけつけてくれたり、しえんをしてくれてありがたいです。

・わたしは、大人につたえたいことはこまてないかとつた

野球場がほしいです。

えたいなと思います。

・これからも高田市の復興をつづけてほしい。

・すみやすいまちにしてください。あそぶ場所をつくってく

・私は、何かしようと思っても部活でいそがしいし、一しょ

ださい。

にやる仲間もあまりいないので、何もできません。

・わたしたちの分もがんばってください。

・高田は、マンションや、いろいろなたて物がてっきょされ

・とくに言うことは、ありませんが、陸前高田市ふっこうで

たりガレキのしょりもすすんでいるので、出来るだけ、わ

きるようにみんなで協力してがんばりましょう！

たしも手伝いたいと思います。

・陸前高田をきれいにしていきましょう。わたしたちもたま

・しっかり子どものことを見ていてください。何か言いたい

にお手だいに行きますから、陸前高田をきれいにしていき

ことも大人の人が急がしそうにしていると、なやみとか言

ましょう

えないこともあると思います。それと、がんばってください

・勉強道具などいろいろな物をくれたり、いろいろなしえん

・陸前高田市を元気づけたい。

をしてくれてありがとうございます。

小学５年生

・大人の人たちも子どもも、みんな助け合っていると、思う
し、みんながえがおになってきているから、いいとおもう。
・ふっこうってなんですか？１年ですけど、なにか、すすん

・太鼓の練習の所などをつくってほしい。野球の球じょうな

でいますか？もとのおうちに、かえれないんですか？家を

どをつくってほしい。ホテルなどをつくってほしい。

たてるのにいい場所はありますか？

・ビルなどローソンをたててほしいし。100 円ショップも。公

・また、ビーアンドジーみたいな水泳教室を開いてほし

園も。

い。

・のうめんどうにほどうをつくってほしい

・はやくふっこうしてほしい。

・・スーパー・いろいろなお店・高田松原・マイヤ・住たく・

・ふっこうのために、一生けん命がんばって、もとの陸前

公園・コンビニ

高田をつくっていきたいです。

・がれきは、山みたいにいっぱいあるけれどどうするんで

・たくさんの運動できるプールや公園など体を動かせるし

すか。

せつがほしい。

・きれいな花や、また松をうえてください。しょうがいしゃが

・つなみが来てもながされないような町にして下さい。

住みやすい町をつくってください。

・ぼくは大人ががんばっているのを見てがれきの山をよく

・子どもたちみんなが自由にあそべる公園がほしい。高田

集めたと思うけど、７万本の松やぼうはていが流されたの

や竹駒に店がほしい。

でまた東日本だいしんさいみたいな大きいつなみがきた
ら、もっとくるかもしないからぼうはていや 10 万本くらい１
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・公園を作ってほしいと思いました。花などを、植えてほし

・ていぼうをもっと高くして、いつか人がすめる場所になっ

いと思いました。

てほしい。

・道の駅を新しく再建してほしいです。

・いつか、もとの陸前高田市になってほしい。みんながえ

・いつでもいいから、子どもが遊べる公園を作ってほしい。

がをになれる町になってほしい

（タイヤブランコやすべりだいだけでもいいから）

・陸前高田市がはやく復興するようにわたしもがんばりた

・みんながゆっくりできるしせつを使ってほしい！

いと思います。

・花や木などの心があたたまるものを植えたほうがいいと

・ていぼうを高くしてほしい。

思います。わけは、心があたたまると、自然に、いい気分

・いろいろなことができるようになりました。

になるから。

・陸前高田のがれきをひきうけてくれる県府道がないもっ

・みんなが休める公園などを作ってほしいです。

とよびかけをしてがれきをひきうけてくれるところをひろげ

・お花をうえてほしいです。

てほしいです。

・つなみがくるかのうせいが 80 パーセント以上になるくら

・がんばってください

いのていぼうを作ってほしい。

・ぼくは大人に伝えたいことは、お店やマンションをはやく

・ガタガタの道路を直してほしい。図書館などを高台に作

たてたほうがいいと思います。

ってほしい。

・ガレキのかたづけがんばってください。

・店がもう少しほしい。

・もとどうりの高田にしてください。（まつばらがまた見たい

・かせつのイオンではなく、ふつうのゲーセンとかがある、

です。）

イオン

・がんばってください

・子どもや大人がたのしめるところ（公園など）

・またすみよい高田の町にしたい。

・公園がほしい。津波の事を記録した博物館を作ってほし

・まえの、陸前高田みたいになってほしい！！（ねがい。）

い

・これからも復興のためにがんばってください。

・畑をなくして、家か店をたててほしい。（高小の近くの写

・また、しん災前の陸前高田にもどってほしい。みんなが

真屋の近く）

笑顔になれるように。

・でんきせいひん店をつくってほしい

・また、まつをそだててほしいです。

・みんながあそべるこうえん（しばで、ゴールがあるところ）

・私達も募金活動や行事の参加などをしてがんばるので、

町をにぎやかで、たのしい町にしてほしい

みなさんも１日、１分、１秒でも早く復興できるように、協力

・コンビニをいっぱいつくってほしい。

してがんばって下さい。

・木や草、自祭をつくってほしい。

・がんばってください

・イオンをたててほしい。

・がんばりましょう。

・公園や老人の人たちのあつまれる場所（遊べる場所）

・ていぼうをなんこも作ったほうがいいと思う

・早く復興してほしいです。

・せんろをつくりたいいえをたてたい

・町の片付けをやってくれたり、復興計画を立ててくれて

・私は、陸前高田市が大好きだから、また、元どおりの町

ありがとうございます。

にもどしたいので、役に立てることはできるだけしたい。そ

・早くふっこうしてほしい。

のためにみんなが、がんばって、復興を願っています。

・自分にできることをやりたい

・私は、陸前高田の復興をいろいろ手伝いをして、まえの

・遊ぶ所がほしい。（公園、ゲームセンター）

陸前高田にもどってほしいです。

・街の復興がんばってください

・大人だけでなくこどももさんかできるボランティアをつくっ

・まつばらはもどる

てほしい

・はやく、ふっこうしてほしい

・ゲームセンターをつくってほしい
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・やぎさわ商店を陸前高田にこさせてください。

・公園がほしいちかくに大人がいつもいてちかくにたかだ

・がれきを早くかたずけてください

いのあるばしょ。たとえばじおんじのいけにつくる。山にこ

・もう「つなみ」がこないくらい高いぼうはていを使ってくだ

やをたててそこにしょくりょうをおけばまんがいちのときひ

さい。大きい公園を使ってください。

なんしてもだいじょうぶ

・大きいていぼうを作ってほしい

・前にあったお店をたててもらったほうが、遠くまで行かな

・松原みないな海水よくをつくってください。

くても、近い所にやってもらえれば、たすかります。どうせ、

・広い校庭がいい。

復興するんなら、海の防はていを作ってほしいです。

・公園を作って下さい。

・また、高田松原のような自然いっぱいの所を、作ってほ

・子どもたち（わたしたち）が、たのしいようなものをつくっ

しい。広い、球場を作ってほしい。

てほしい。（ゆうえんちなど）たのしいお祭りなどができる

・早く、町の中にお店を作ったり、海の方を高くして、通っ

所をつくってほしい！

た時に、こわくないような町にして、少しでも、にぎやかな

・だしをもっと多くしてください

町にしてほしい。

・住める町を作ってください。

・近い所に家族で楽しくすごせる場所を作ってほしい。（公

・陸前高田の前の松原のような海にしてください。

園、本屋、服屋、すし屋、ラーメン屋など）

・かいすいよくができるようにしてください。

・陸前高田市の竹こまの三陸道-どでもいいので早く作っ

・もう波がこないように、ぼうはていをもっと高くしてくださ

てくださいおねがいします。今はひびわれの道●のなの

い。

でなおしてください。がれきもかたづけてください。

・ぼうはていを高くして下さい

・自然がいっぱいで前の町になかったたてものがある町

・広い運動場をつくってください。

にしてほしい

・つなみの話をやめてほしい

・どうせかたづけるんだったら、つなみでできた水もあるか

・安心して海に行けるようにして下さい。思い切り動ける

ら川とかいけを作ってもっとしぜんがたくさんな陸前高田

所を作って下さい。

にしでほしい。

・高い防波ていを作ってください。

・コンビニやスーパー、デパートがほしい。

・七夕のだしをもう少し多くしてください。

・前みたいに、近くにお店ができてほしい。たとえば、イオ

・みんなが運動できる、体育館をつくってください。

ン、リプル、コメリなど。

・家を建ててほしい。けんか七夕のだしを４台にしてほし

・がんばって

い。バレーボールの試合ができる体育をつくってほしい。

・大人の人達と子供達の考えはちがうと思うので大人の

・もっといろいろな所にお金をあげてください、国みんから

人たちだけでなく子供の事も考えを聞いてほしいと思いま

とっているぜい金を、もっと正しくふっこうのためにつかい

す。あと、わたしはボランティアをやりたいので「子供達の

なさい

ボランティア活動」というのも作ってほしいと考えます。

・できるだけ、もとの形に近く、さいがいのたいさくが、いま

・子どもにも手伝えることがあったら言ってほしい

までいじょうの町がいいです。

・子どもにも出来る、復興の活動をやってほしい。

・すこしでも町をキレイにした。

・あまりしんさいのこととかを話さないでほしい

・はやく復興したいですね。

・がれきを少なくしてほしい。土地を作ってほしい。（家を

・前と同じで、にぎやかで、あかるい町にしてほしいです。

建てる）

・店や家がたくさんならんだ町にしてほしい。

・陸前高田を、できるだけでいいのでもとにもどしてほしい

・一日でも早く防はていを作ってください。町をにぎやかに

です。

してください。お店を立てて、夜おそくまで営業してくださ
い。お願いします。
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・ボランティアがんばって下さい。

いたい。

・またすみやすい町にしたい。

・なんでふっこうが進まないのですか。

・高田を早く復興させて下い。

・しんさいのおそろしさをわすれずにがんばろう陸前高

・自分たちがのびんび楽しく遊べる広い場所がほしい。

田！

・復興のために花を植えている人がいるのを見たことがあ

・松をもっと増やしてほしい。

るので、私も手伝ったり、水をあげたりしたいです。

・まだきぼうがある。

・あきらめないでがんばってください私もがんばりま

・伝えたいことは、復興できるようにがんばります。なので

す！！

がんばってください。

・私は、ざんねんながら、復興のためにたくさんいろいろな

・ぼくは、かかわりたくないけど、すこしでも手つだいをし

事は出来ませんが、陸前高田を復興させるようにガンバ

たいと思っています。

ッて下さい

・いまは、しんさい前と同じくらいふつうの生活をしていま

・これからも協力して復興しつづけよう

す。

・公共しせつを作ってほしい。

・早くがれきをとってください。

・私もたくさんいやなことやつらいことはあります。でも、た

・週に１回でもがれきのかたづけをやったほうがいいと思

くさんの人たちからぶっしなどをいただいていて、ぶっしを

う。（子どもも）ていぼうをもっとじょうぶにしたほうがいいと

くださる方もがんばてほしいと思っているはずです。これ

思う。

からも前を向いて進んでいきましょう。・復興がんばってく

・みんなが幸せで、みんなが笑顔になれるような復興をし

ださい！！私も機会があったらやりたいと思います。

てほしいです。もしまた津波がきても、なるべくひがいがで

・僕達は何一つ現在復興のためにできることはないが、

ないような、そんな陸前高田にしてほしいです。

大人は出来るだけ次の世代の為に色々復興の事を考え

・前の高田よりもより良い高田にしてほしい。まず、がれき

てほしい。仮設の人は一年後二年後住たくが無くなるの

を速くしょ利していち速く復興につなげてほしい。もっと、

でそれも考えてほしい。

がれきを受けいれてほしい。

・がれきを片付け、よりきれいな空気にしたい。みんなで

・がれきをかたずけながら、建物もたててほしい。未来の

片付けるイベントをしてほしい！

ためにもぼうはていをつくってほしい。

・これからも復興をつづけてほしいです。

・少しでも人の役に立ったり仮設を増やしたりして避難し

・校庭を早く使いたい。

た人達を助けてあげてほしいです。

・震災前の陸前高田のように、すてきな町に戻ってほしい

・前のようないろいろな人が楽しくできるような高田にして

です。

ほしいです。

・子どもでも分かるように、復興の様子を伝えてほしい。

・一日より早くふっこうしてみんなを元気にはげまして下さ

・みんなでがんばってより良い陸前高田にしたい！みん

い。

なで協力しよう！あきらめないでがんばろう！がんばっぺ
し、陸前高田！
・１部分しか、かたずけていないのでまだかたずけていな
いところも、平等にかたずけを行ってほしいです。
・遊び場の提供をしてほしい。去年に比べて今年は何も
復興していないようにみえるがどうなのか。
・また、立て物を立ててほしい。がれきを早くてっきょして
ほしい。
・速く町の片付けをしてほしい。そのためにも自分も手伝

47

岩手県陸前高田市／小学６年生

・がんばってください！

小学６年生

・がんばってください！
・募金をしっかりしてください。

・公園やお店をつくってください

・早く復興して、広い場所でおもいっきり遊びたいし家で楽

・店や、遊ぶところを作ってほしい

にくらしたい。

・がんばってください

・まちの片ずけや仮設住宅の手つ台をがんばってくださ

・高田の町をきれいで、自然豊かの町にしてほしいです。

い。

・もっといろんな店をつくってほしい→CD ショップなど。津

・がれきなどを重機などで、片づけたりどこかへ運んでく

波がきても大丈夫なたいせいにしてほしい

れてありがとうございます。

・がんばって下さい！！

・陸前高田をなおしたいから協力してください。

・私たちもがんばるのでみなさんもがんばってください！

・復興のことを固く考えなくてもいいじゃないですか。ゆっく

・がんばってください

り、あせらず、他の人の事も考えながら、復興について考

・自分達もがんばるので、大人の人達もがんばってくださ

えていってください。

い

・一本松を大切にする。

・私たちも、できるかぎりのことをするので、早く復興でき

・一本松をのこして高田のシンボルにすればいいと思い

るように、がんばってください。

ます。

・私達も私達もできる事をがんばるので、大人の人達も、

・私は、復興してきているとは、あまり思いません。なぜな

がんばって下さい。

ら、できたことがあっても、がれきがある。流れた建て物

・また、松原を見たい。だから、私もできることを一生けん

が見えるからです。

命やるから、復興をがんばってほしい

・自分にはできないけど、大人のみなさんは、できそうなこ

・がんばらなくてはならないのは、大人だけでなく、私たち

とをやってください！

子どもたちもやらなくてはならないと思います。

・１日でもはやい復興をねがってがんばってください！！

・急がしいと思いますが、津波がきても大丈夫なようにぼ

・しゅうかいじょうを使いたい。

うはていをつくってほしいです。

・子どもだけで考えた「子どもの町」があったらいいなあと

・前よりも町の設備が整っている、安全な町にして下さい。

思う。海と貝のミュージアムが大好きだったので、早くたっ

ぼうはていも、津波がとどかない高さにして下さい。にぎ

てほしいと思います。

やかな商店街がほしいです。

・前より明るい町になってほしい。

・津波がきても大丈夫な防波ていを作って、前の高田の

・地域の行事を増やしてほしい。

町にして下さい。

・これからも陸前高田の復興にかかわっていきたいと思

・復興、がんばって下さい。ぼくも七夕で和野地区として

います。

参加しています。みなさん応援しています。ぼくも手伝い

・一日でも早い復興を目ざしていきたいです。

ながら応援しています。がんばって下さい！

・子どもだっていろいろ大変ですよ～。わたしたちもがん

・復興作業を、がんばって下さい。

ばりますので大人たちもいろいろがんばってくださ

・大人の人たちは、いつもがんばっていると思うので、こ

い！！！！！もうがんばってますよね…。すいませんこ

れから復興のためにがんばってください。

んなことかいて…。

・タバコはやめろタバコ１箱（約 440 円）。ビールはほどほ

・早くふつうの町にもどりたいですね。

どに。酒はほどほどに

・復興するまで何年間もかかると思いますががんばって

・がんばってください。早くガレキの山がきえるように願っ

下さい！

ています。

・津波でがれきがたくさん入ってきて、ボランティアやほか

48

岩手県陸前高田市／小学６年生

の人が、がれきのそうじをしてくれてきれいになりました。

・「大人のみなさん、しん災で悲しいことやつらいことがあ

・きれいな、場所にしたい

ったかもしれませんけど、いまは、とにかく前を向いて一

・早く高田市をがれきをかたずけてふっこうに導いてくださ

歩ずつ復興にむかっていきましょう。」

い

・お店とか、遊ぶ所があったらうれしいです。たとえばずっ

・もっとお店をふやしてほしい。

ーと前にあったリップルとかがまたあればいいなーと思い

・他の都道府県も、がれきてっきょを手伝ってほしい。

ます。そしたら、みんなが元気になると思います。

・せつやくしてほしい

・子どもたちがスポーツをしたりあそんだりできる広いグラ

・いつも支援してくださっている人とても感謝しています。

ンドや公園がほしい。

ありがとうございます。スクールバスから見えるがれきを

・復興したら野球場をつくってほしい

はやく片づけてほしい。（全部）

・練習場（野球）

・しえんをしてくださりありがとうございます。

・復興きゅうじょうを作ってほしい

・あまり手つだうことがないかもしれませんが、大人になっ

・陸前高田市が早く復興してほしい。

たら、手つだいをしたいと思います。

・がんばってください。高田に大きな球場を作ってくださ

・遠い未来まで続く安全な町にしてほしい。

い。

・早くゲームセンターを作ってほしい。原発再起動をやめ

・あそべるところをつくってほしい。

てほしい。

・ふうひょうひがいをどうにかしてほしい。

・市の復興のためにガレキしょりに反対しないでほしい

・日本をしかりみてほしい。

（ガレキしょりに反対している人全員へ）

・ボランティアをもっとやっていたらいいと思う。

・前みたいに、たくさんの店や、たくさんの町を作りたい。

・大きい、野球場を作ってください

・防は提を、早くつくってください

・復興を願います。

・早く、がれきの山を片付けてほしい

・わたしたちも、できることは、せっきょくてきに、伝だいた

・伝統をつづけていってほしい。

いと思っています。

・大人だけで復興計画を立てたり、決め事をしないでほし

・元気にがんばりたい。

い！！

・がんばりすぎないでほしい。

・まちをもっときれいにしてほしいです。

・いっしょに復興をがんばりましょう。

・何年かかってもいいので復興してほしい。

・がんばって下さい。

・ボランティア活動や支えんしてくださりありがとうございま

・つなみにまけないで、がんばっていきたい。

す

・今は、みんな大変だけど、しょうらい、よい町にもどって

・大人が中心となり、子ども達をまとめ、復興に向かって

ほしいし、みんなが、笑顔になってほしいです。

下さい。

・子どもにも、手伝わせて。

・町のごみを全部片ずけて、前の陸前高田に直してほし

・復興をねがいします。

い。

・防波堤をたててください。

・しえんをたくさんいただいてありがとうございました

・これからもがんばってください

・たくさんのしえんありがとうございます。

・ぼくもぼ金をするので復興がんばってください。

・いっしょにがんばりましょう。

・私は、高田町のシンボルでもある、松をたくさんうえてほ

・ボランティアの人たちやしえんしたくれた人たちは、本当

しいです。今はつぎ木がされたとかわだいだけど、一本の

にありがとうございます。

のこった大事な松をからすことがないように、次の世代の

・たくさんのしえんありがとうございました。これからもがん

子やまたその次の世代の子に、津波のおそろしさや、自

ばって勉強します

分の身に何があったかとか、深くしってもらうため、一本
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松は現在の高田町のシンボルとして、生きぬいてほしい

・陸前高田市が復興できるようになにか手だすけをした

です！！

い。

・少しでも早く、多くの人を見つけてほしいです。店ももっと

・近くで復興などしているならばぼくもできるかぎりのこと

多く、近くにつくってほしいです。いつも、がんばってガレ

をやりたいです。

キなどをかたずけたりしてくれて、いたり、ボランティアに

・復興してほしい。

来てくれたりしてくださっている人に「ありがとう」ございま

・ぼくも復興の手助けになることをもっとたくさんしてみた

す。

いです。

・家を建てるのは大事だが必要ないところの木を切るの

・子供も復興に手助けするので週一回復興の日をつくり

は、おかしいと思います。

何かをやる日をつくって下さい。

・未来の陸前高田を今の子ども達が作っていけるように

・少しずつ復興に向けて、がんばってください。

がんばりたいということを伝えたい。

・ガレキの山を片付けてください

・陸前高田は必ず、復興します！私達の手で復興させま

・野球じょうを作ってください

す。

・ボランティア活動やがれきをかたづけて、少しずつきれ

・もう一度、にぎやかな町にすみたい

いにしていき、復興につなげたいです。

・にぎやかな町をつくって下さい。

・自分の住んでいる所を復興するために考えてほしい。

・森林をばっ採しないでほしい。

・子どもの意見をなるべくゆう先にしてほしい！あかりの

・一本松ガンバレ！！

木を世界発信！町のために私たち（子ども達にも協力さ

・小学校の人達に松を植えてもらえばいいと思う。

せてほしい！マッチくんやハナちゃん以外のキャラクター

・いつもえらい人順になっているのでそんなのは関係なく

にも心がある！竹駒には外灯が少ないので増しほしい！

して大人も子ども達もいろんな意けんを出させてあげたい。

セーブのみんなで協力したい！

子どもの遊び場が少ない。市民全員が協力できる行事を

・みんながより良く住めるような明るい町をつくっていけば

ふやしてほしい。

いいと思う。

・ボランティアに来てくださる、全国の人々に感謝をいいた

・もっと、早く復興してください。

いです。

・復興ばかりではなく、もっと人との交流をして、ひ災した

・復興×２言っているけど見ためはあまりできていないよ

人に満足になってもらえるようにしてほしいです。

ね。がれきとかもあまりへってないし一本松がなんなわ

・じもとのことをもう少し探くかんがえてほしいです。

け？しえんぶっし多すぎだと思う。

・小学生もいっしょに町をつくっていくので意見をきいてほ

・子供も勉強に一生けん命取り組んで町をふっこうさせた

しい。

いです。

・少しずつでいいので、がれきてっきょをしてほしいし、ま

・公園をつくってほしいです。手伝いが必要だったら、チラ

た、新しいまちを作ってほしいです。

シなどで教えて下さい。

・全て高台移転としているが高台移転をしたくない人がい

・明るい未来になるようがんばります

るかもしれないので、全家庭にアンケートをとったらいいと

・あきらめないで、復興作業をがんばってほしい。私たち

思う。町の復興頑張って下さい。

も大人になったら何かためになることをしたいと思う。

・前のようにみんながくらしやすい町にしてほしい。

・すぐ復興できるようにがんばってください。

・緑豊かな町になってほしい。笑顔があふれる町になって

・いつか、町にたくさんの松を植えてみたい。（海などいろ

ほしい。

いろな所）
・ぼくたちは、復興を、がんばりますので大人もがんばっ
てください。
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・長い年月がかかっても前の陸前高田のようになったらい

ろな所からよびメッセージなどを送りたい。

いです。みんながずっと笑顔でいられるような町になって

・もとの陸前高田市のように、自然の多いきれいな町にし

ほしいです。

てほしい。津波でこわれた建物は残さないでほしい。理由

・みんなが楽しくくらせて、活気がある陸前高田になって

は、その建物で亡くなってしまった方々の家族や友人が、

ほしい。またしん災があっても安全にくらせる陸前高田。

その場所を通るたびに悲しい思いをするから。でも、もし

・みんなが明るく、元気に暮らせるようになってほしいで

津波のことを残したければ、「博物かん」などを作るといい

す。

と思う。（陸前高田らしさを残してほしい）

・あまり木を切らないてほしい。

・早く復興ができるようにぼくも協力するので、大人の人

・みんなが楽しめるまちにしてほしい

たちもがんばってください

・私がゆうのもなんですけど、１日でも速くもとの高田にも

・もっと復興について話しあってください。

どりたいです。だから１日でもはやくもとの高田にもどして

・これからもがんばってください。

ください

・子供にもすぐにできる復興計画を考えてほしい！！

・りっぱな道路をつくってほしい。やまなか屋やゲームセン

・分かりやすい復興計画をつくってほしい。

ターなどつくってほしい

・今、政治家は、原発再か動などでもめていますが、そん
なヒマがあったら、復興に少しでも助力してください。

小学生（学年記入なし）

・国会のえらい人へ。党内分れつとか、やってる場合じゃ
ないと思う。意味が分からない。

・少しずつではあるけど、陸前高田は復興しています。

・特にないのでがんばってください。

・コンビニや、ホテル、スーパーマーケットなどを、低いとこ

・以前よりもにぎやかで豊かな町にしてほしい。

ろじゃなくて、高台にたててほしい、公園も。気仙沼小の

・前と同じ町にしてほしい。

人の家をたててほしい。もちろん高台に。９さい以上のゆ

・私達陸前高田のために復興を目指してがんばってくれ

うぐをつくってほしい。

てありがとうございます。これからも、もっともっとがんばっ
て下さい！

中学１年生

・大人の一部だけの意見で勝手に進めるのではなく、み
んなが納得する意見でやってほしい。

・この町が、もっとにぎやかになってほしいです。

・元の陸前高田の町に戻してほしい。

・将来高田がもとの町以上に明るくなるように、私も何か

・ボランティアの人たちへいつも私たちのために、一生懸

の役に立ちたいと思います。

命町の片付けなどをしてくれて本当に、ありがとうござい

・３月 11 日のつなみはとてもこわかったけど、これからも、

ます！

復興のためにわたしたちもがんばりたいと思うのでよろし

・復興計画を早く決めて、復興してほしい。

くお願いします！

・また震災がきても、どこにも被害がないような街にしてほ

・防波提を高くしてほしい

しいです。

・まだ忘れられない心の傷を負ったこを、私は何人も見て

・子どもたちの意見も取り入れてほしい。計画を少しでも

きました。この傷は何年たっても忘れられないと思います。

教えてほしい。→協力したいから

震災について一緒に考えたり悩んだりするのは、私たち

・もっと行動を増やしてほしい。話す機会をもっと作ってほ

子供のゆいいつできることですから、大人も一緒に考えて

しい。子どもにできることがあったらいってほしい

ください。そしたらその子も嬉しいです。

・陸前高田は復興じょじょに進めているけど、完ペキには

・町での取り組みがもう少しあってもいい。今までのし援な

復興はしていない。陸前高田を一生忘れないでほしい。

どの感謝で地区、市などで「ありがとう祭」のようないろい
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・大人の皆さん、ぼくたち子供がいずれは動かしていく陸

ます。僕も、何かできることがあればやりたいと思います。

前高田市の復興に向けて、がんばってください。

これからもがんばって下さい。

・かさ上げはやるなら早くやって、高台移転もさっさと終わ

・一生懸命にやっていて、すごいと思ったし、これからもが

らせてほしい。

んばってほしいと思いました。

・なにも仕事とかしていない人はボランティアにいってくだ

・昔の陸前高田のように、ぜひ、活気づけてほしいし、わ

さい。

たしも、陸前高田を活気づけられるようにがんばりま

・大人の人達は、私達をはげましてくれたり、喜ばせてく

す！！

れることをたくさんしてくれてほんとに感謝してます。

・しんさいのときは、すごく大変だったけど、今は、みんな

・前テレビでやっていたが、がれきを他の県が受け入れる

で、たのしく生活できるようになった…それは、しえんして

かの時、放射のうが必要や、がれきを町に入れるな。とか

くれた人たちみんなさんのおげです。ありがとうございまし

言ていたのが残念だった。私達は、そのがれきだらけの

た。

町に往んでいる。放射のうが心配なのは分かるが少し悲

・高田はあの日からほとんど変わっていません。私はまだ

しかった。

何もできないですが、少しでも速くこの町が復興できるよ

・私たちも、できることがあったら、協力して、町が少しでも

う何らかの努力をします。一刻も速い復興をねがいます。

早く復興できるようにしたいと思っています。「復興のため

・「いつか復興する」と思わずに自分達の町は自分達で復

に何かしたことがない」と答えたけど、地域の行事への参

興めざして歩んでいきましょう！

加（七夕など）は、したりしているので、つづけたいです。

・今まで上にあった木を、どんどん切りたおすのなら、被

・まちをきれいにしたりしてほしい。

害にあったところに防潮林のかわりの木を植えてほしい

・わたしは、中学１年ですが、大人が考えている復興計画

です。（CO2 を増やさないために）

を具体的に知りたいです。また、今、どんなところで悩ん

・もっと高田の名品などをつくったりしたりしたらいいと思

だり、つまづいたりしているかも知りたいです。中学生なり

う。

にできることを探し、実行してみたいからです。

・復興するのをがんばってください。

・頑張っぺし

・いつも復興の手伝いをしてくださり、ありがとうございま

・がんばろう、日本

す。僕たちもがんばります。

・地区でのひなんくんれんをもっと本各的にやってほし

・まだまだ、元の状態には戻らないとは思いますが、みん

い。

なで協力して少しずつでも復興を進めていきましょう。

・津波があったときの防災マニュアルを作ってほしい。

・ボランティア活動をがんばってください。

・市のみなさん日々の仕事ごくろうさまです。ぼくが楽しみ

・まだ見つかっていない人のために探せる限りのところを

なのは、今の殺風景な高田の中心部が復興計かくどうり

探してください。

かさ上げしこうえんや店ができることです時間はかかると

・将来高田が前のような、かっきあふれる町になることを

●うけどがんばってください。

願っています。がんばってください

・木を切りすぎているから木をうえてほしい

・防波提の大きさをもう少し大きくしてほしい。

・かれきが片づいたあと、どこに、いろんな人の家をたて

・今、市ではがれきを使って、かさ上げすると言う計画を、

るかどうか聞きたい。

立てていると思いますがでもぼくは、この計画をおこなう

・5/5 の東京サミットでも言ったが、子供達はもちろん大人

ことができても、数年以上かかると思うので、この計画で

も休んだりできる公園を作ってほしい。

はなく、津波が来たところには何も立てずにやればいいと

・復興計画について、くわしく知りたいです。おしえてくださ

思います。

い

・高田は、一歩ずつ復興しているのがわかるんですけど

・復興のために、一生懸命がんばっていて、すごいと思い

ちょっとそのスピードがおそいような気がする
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・広場がほしい。

・けんか七夕をつづけてほしい

・広場がほしいー。パンもほしい。

・消費税増税法安反対

・少しずつだけど陸前高田は復興に近づいている！！！

・防波堤は、あまりたかくしなくてよい。（理由海を見えや

・大人の方達のおかげで、すごくたすかります。ありがとう

すくすため。）関係ない（個）地球温暖化ストップ

ございます！！

・出来るだけのことはしてほしいし、自分もやれることはや

・私は、早く前の高田に戻ってほしいです。

る。そして早く復興に役立つことは、やってほしい。

・早く復興してほしい

・岩手復興

・家がほしい

・つなみに負けない町づくりをしてほしい。かさ上げをもっ

・１日も早く復興できるようにがんばってください。

と高くしてほしい。

・みんなで助けあって早い復興をめざす

・さあがんばっぺし！高田

・一早く広い家を建設してみんなで住みたい

・防波堤にたよらない街にしたい避難所をしっかり安全な

・将来、一緒に復興に向けてがんばりましょう

ところにしたい

・がんばってください。

・早くがれきがなくなり、店とかもたくさん出きて、人がたく

・笑顔が絶えない町にしてほしい。

さんくる町にしたい。

・砂場がほしい（松原）。土地を高さを高くしてほしい。防

・復興計画を私達にもわかりやすく教えてほしいです。

波堤がほしい（大きい・高い）。住宅をたててほしい

・１秒でも早く陸前高田市が復旧するための方法を考えて

・復興に向けて頑張りましょう。

ほしい。

・がんばっぺし！！

・ぼく達が大人になったら、がんばるので、それまでがん

・子どももできることなら、一生懸命復興につくしますので、

ばってください

よろしくお願いします。

・大漁祭を復活させてほしい

・僕たちは１年生でなにもできないけどあきらめずがんば

・行事を増やしてほしい

ってください

・新しい町を作っていくならば、もっと子供に安心・安全・

・１日でも早く復興できるようにしてほしいです。私も復興

そしてのびのびあそべる場所など、子どもに「ゆめ」のあ

できるように協力したいです。

る町にしていっていただきたい

・もとの陸前高田をみたいです。

・復興頑張ってください。

・がれきを片付けてほしい。

・復興頑張ってください！！

・絶対津波を防げる防波堤をつくってほしい。

・陸前高田の復興がんばって下さい。

・できることはできるだけやってほしい。いろいろなアイデ

・僕達も復興について真剣に向き合っていきたいと思うの

ィアをだして、がんばってほしい。

で僕達が大人になるまでよろしくお願いします。

・陸前高田が復興したら津波が来ても大丈夫で楽しい町

・がんばってください。

にして下さい

・ぼくはあまりかかわったことはないけどもっとごみ拾いを

・復興について頑張ってもらってありがとうございます。で

してがんばります。

も、防波堤がないのが一番心配です。できるだけ早く防

・もっと復興のことについて公表してほしい。もっと話し合

波堤をつくってほしいです。

いの場を設けてほしい。

・がんばってください。

・もっとしんけんに復興について考えてもらいたい。

・町の色々なぎょうじを続けてほしい。（長部七年祭など）

・できるだけ震災の話しをしてほしくない

・陸前高田市の復興に向けてみんなで支えあい助けあい

・2011 年 3.11 の話しはしないでほしい。今、復興のどうい

ながら日々努力してがんばっていきたいです。防波堤の

うことをすればいいのかおしえてほしい。

強度をもっと高めてほしいです。

・大人の意見だけで話（復興など）を進めないでほしい。し
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っかり子どもの意見も取り入れて話を進めてほしい。まわ

ために切った木の分育ててほしい

りのことも考えた意見を出してほしい。あたたかい未来の

・市役所を残したい。

ことも考えた復興の話を取り入れてください！！みんなで

・この津波をわすれないように、流された動く七夕の山車

一緒にがんばりましょう！！

などを残してほしい

・大人たちが話し合ったことを子供たちにも伝えてふっこう

・災害のことで頭がいっぱいかもしれないが少し休んでほ

していきましょう

しい

・自分から動かなければ、何もはじまらないと思う。お金

・町が復興するには、人々が元気にならないといけない

が全てじゃない。

から、イベントをふやしたほうがいいと。

・せいぜい気張ってがんばればいいですよ。あと政府は

・たきの里や高田ばっかりスーパーやコンビニをたてるの

いろんな意味でがんばれ。

ではなくて、米崎などにもたててほしい。

・復興計画を知れるようにみんなに発信してほしい。

・復興でなんかピリピリしたりすると思うけどあせらずゆっ

・早くガレキがなくなってほしい

くりやろ～！！

・これからも１歩１歩前に進んでがんばりましょう。

・これからも復興のためにがんばってください。

・あせらずにゆっとりと復興へ向けてがんばっていきまし

・つねに、なにかでメディア（全国）へとしっかり現状をつた

ょう。

えてほしい。

・何かできることがあったらできるだけしたい。復興、がん

・少しずつ町を大きくしてください

ばって下さい！一生懸命今、勉強して、大人になったら、

・高台の方に必要な施設を設ければいいと思う。

復興にかかわれるようにしたいです。

・募金などはすぐできるけれど、まちの片付けなどができ

・復興までがんばりましょう。

ないので、どうすれば、片付けなどができますか。

・みんなで手をとり合い、協力して被災した町を復興させ

・もっと安全な国にしてほしい。ていぼうを強化してほし

ましょう！

い。

・陸前高田市の復興について大人だけで話し合うのでは

・もっと早く、復興について、行動してほしい。

なく、子供達にも知らせたり、復興について（大人や子供

・みんなで協力してがんばっていきたい。

と）一緒に話し合ったほうがいい。

・もっと市で決めたことや復興計画を早く実行していった

・ガレキはそれぞれの場所に山積みになっている。ガレキ

方がもっと復興に近づくと思います。

が無くなった所は草が生えていて、遠くから見ると町全体

・みんなの笑顔がもどってほしい。

が緑に見える。
・早く復興させてください！！
・政府へ一言…増税とか議論している場合じゃなくない？
・子供にも復興計画をお知えてほしいです。
・小さな事でも少しずつ復興のするために、協力し合って、
がんばる！
・少しずつでも、陸前高田市を復興させるために、私たち
も、がんばりたいです！
・前にあった図書館やはく物館をまたつくってほしい
・もっと、ていぼうを高くしてほしいです！！
・高田町のガレキをはやくけしてほしい。一本松をあのま
まのこしてほしい。もっと高田のげんじょうを全国にはっし
んしてほしい。ガレキの場所に木を植めて、土地をつくる
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い

中学２年生

・町のがれきばかりだけではなく、仮設の人たちの心のケ
アや、いっしょにあそべる公園や、行事をふやしてほしい。

・できるだけ早く復興させてください

子どもたちが、本当に、たのしいと思える行事をつくって

・大船渡のようにもっと早く復興できないのか。

ほしい

・みんなが楽しく暮らせる町づくりをしてほしい。

・百年後・千年後にまた地震が来るので被害を少しでも減

・もっと子供～大人までが楽しめる仕事を作ってほしい。

らせるような町づくりにしてください。

・以前の町に…いや、もっと良い町にして下さい。できる

・がれきのてっきょは、早くすんでいるけど、とちのかいは

限りのことはしていきたいと思います！がんばろう東北☆

つ、など、もとのまちにもどすはたらきがおそい。

がんばろう高田

・以前より活気のある市にしてほしい！

・陸前高田市が前よりもいい町になることを望んでいます。

・もしまちがもとどうりだったらいろいろみせをつくってほし

みんなの笑顔が絶えないまちに！！そして、支えてくださ

い

った方々に感謝し、復興できたらと思います。

・大人だけでやろうと思わず子供にも手伝わせたり、アン

・少しでもはやく、いろんな店や、家できるようにしてほし

ケートなどでどのようにこの町を復興させていきたいかな

い。

どを聞いたり、してほしい

・私達が出来る事は少ないですが、復興に向けてがんば

・大人たちよ…がんばれ次は私たちが、がんばるから

ってほしい。

・未来の住みやすい町

・子どもたちのために本当にありがとうございます

・遠くの人に、震災のこと、復興のことをもっと知ってほし

・どのような計画になっているのかお、こどもにもわかりや

い。復興計画にもっと参加してみたい。

すくおしえてこしい。

・大人の皆さんが陸前高田市の復興のために、少ない、

・早く、高校などを建ててほしい

希少な時を費やしていただき、本当に有難うございます。

・前の町よりも良い陸前高田にしたい！！

皆さんには、今、町のがれきの処理を行っていただいて

・どうせなら前の高田よりもっといい高田になることを望ん

いますが、陸前高田市の完全復興については、僕達、未

でいます。

来の大人に任せてください。陸前高田市民の願いと思い

・僕たちはまだまだ無力かもしれませんが今、復校に向

を感じながら、復興を願い、そして叶えたいと思います。

かってがんばっている大人たちを精いっぱい応援します。

・まずは、きれいにして、元通りにしてほしい

なので、僕等もがんばるので、大人の人達もがんばって

・大変な被害を受けたため、復興するにはたくさんの月日

下さい。

がかかると思いますが、少しでも早く復興できるように頑

・とにかくがんばってください

張ってください。

・みんなが自由に暮らせる町づくりをしてほしい。

・今、大人の人たちが陸前高田市の復興に向けて頑張っ

・もう一度海で泳ぎたいです。でっかい野球場がほしいで

ていて、とてもありがたいと思っています。子供たちも、今、

す。

できることを、せいいっぱい頑張っていきたいです。

・もう、このような被害にはあいたくないので安全性のすぐ

・私たちにできることはかぎられていると思いますが、でき

れた町にして欲しい。そして僕たちがその後をつぎます。

ることであれば復興に向けて手伝えることがあるなら、積

・私達はこの高田を復興させたいと毎日強く願っています。

極的に行いたいと思います！！

今、自分達にできることは何かを考え、いろいろ行動して

・もう少し、１つの市として、一丸となって復興を進めてほ

いきたいと思います。少しでも力になりたいので何でも私

しいです。

達中学生に協力を求めて下さい。

・ゆっくり確実で良いから、街を元に戻してほしい。建物も

・陸前高田市の復興にあて、自分達でつくりあげていきた

多くなりましたが、仮設店舗がほとんどなので、前のよう
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な大きな店が１つでもほしい。（高田のマイヤなど）

・楽しい町に！！！

・復興のための取り組み、情報を教えてほしい、「めんこ

・よりいい町もいいが、自分は、前にそっくりの町がいい。

いテレビ」でやっている「あの日、あの時」を続けてほしい、

イベントも引き続きやってほしい。（七夕、盆野球、町民運

震災を忘れないようにするための取り組みをしてほしい、

動会など）

伝えてほしい

・前のようには戻らなくても、高田のよさが残るようにして

・今は、大人も僕たちも大変な時期ですが僕たちのため

ほしい。海はきれいなのがいい。

に全力をつくしていただきありがとうございました

・部活ができる、グラウンドをはやく作ってほしい

・みんなで協力すれば復興出来ると思う。みんなが安心し

・遊ぶところを作ってほしい。部活動のできる場所をはやく

て暮らせる高田になってほしいと思う。

作ってほしい。

・復興計画が知りたいです。（いつ頃、どのくらい復興する

・私も、できる事があったら、していきたいと思います。（募

だとか、元あった建物はもう建たないのか、とか。）

金・まちの片付け）すこしでも、前の陸前高田のようにして

・できるだけ 10 年～20 年かかると言わず、できるだけ早く

ほしい。

復興して安全第一のすみやすい町にしてほしい。そして、

・自分たちのような若い世代が、これからの高田の復興

またこのような災害がおきても、すぐにげれる死者が一人

の役割を担っている存在なので、今のうちから、高田の現

でもない安全な町にしてほしい。

状を理解し、何か１つでもできることを探し、復興への第

・モスバーガーがほしいです。

一歩となれるよう、貢献していきたいと思います。

・大人の意見だけではなく、小学生などの子供にもどんな

・高田にもっと店を増やしてほしい。「一本松」とか見に来

町にしてほしいか聞いてほしい。

る人から、金を取った方がいいと思う

・はやく明るい町になるといい！

・高田市が元のように元気になればいいかな

・まちの片付けは、自分達でやったほうがいいと思う。（理）

・一からやり直すのだから、他の町にはないような事をし

ボランティアの人達にやってもらうことがあたりまえじゃな

てほしい。たとえば、地形を少し変えて津波のダメージを

いから。

低くしたりしてほしい。ただ、海が見えない 10m のていぼう

・陸前高田市が元の通りになるように私も何かできること

はていこうがあります。

を見つけていきたいです！！

・論だけではなく積極的に行動しているのでがんばってく

・震災で被がいがあった所を少しのこして、見てもらえる

ださい。

所をつくった方がいい。

・自分としては元の生活に戻りたいです。仮設住宅に住

・あそぶところをつくってほしい。もとどうりにしてほしい。

んでいますがとてもひどいです。１日でも速い復興を願っ

・１年以上たちますが、ぜんぜん町の様子は変わってい

ています。

ません。毎日、がんばっているのは分かりますが、作業

・一本松は陸前高田市のシンボラなので、できるだけ残し

がおそすぎではないですか？

てほしい

・笑顔であふれる陸前高田市にしたい。

・僕達が大人になったら復興のためにがんばります。

・遊ぶところをつくってほしい。ショッピングモールつくって

・健康に気をつけて頑張って下さい。僕達も僕達なりに頑

ほしい。

張ります。

・昔の高田以上に立派な高田復興するようにがんばろう

・いつぐらいに、復興しますか

・もっともっと地域の人達が集まれる行事や場所をふやし

・早く復興して、野球場や大きな体育館で運動したい。

てほしいと思います。それに、復興計画について、わかり

・できるだけ速く復興してほしいです。

やすく、正確な事を知りたいです。

・将来のためにがんばりましょう！

・１日でも、陸前高田市が復興することを願ってがんばっ

・仮設住宅の人の事を考えてください。高台移転をできる

てほしい。

限りはやくしてください。
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・高田をできるかぎり復興させてください。

・がんばりましょう

・私も勉強一生けん命やるので大人の人も仕事頑張って

・陸前高田を復興させよう

下さい。

・地域の行事に参加したいということ

・子供達も復興計画や高台移転の話し合いに参加させて

・早く家を建てたい

ほしい。子供目線の意見や考えを発言したい。

・がれきの処理をもう少し、がんばって下さい！！And 運

・今、自分たちができること、子どもができるかんきょうを

動する場を増やして下さい！！P.S「一本松ガンバ」

つくってほしい。もっともっと、復興について考えていきた

・子供はいろいろなことをがまんしています。なので早く復

いので、意見をのべる場所がほしい。

興して下さい。

・陸前高田を、子供も、大人も一丸となって復興させましょ

・震災前よりも笑顔があふれる町にしてください。

う。

・復興できるようにがんばってほしいです。

・はやく、建て物がたくさんあって、前のような高田にもど

・高台移転って場所（土地）がないと思う。よく TV で高田

ってほしい。

松原の木で色んな物作ってるけどそれ位だったらこれか

・松原には松をもう一度うえるんですか？

ら家建てる人にあげればいいと思う。

・言った事を実現して下さい。人を呼び込むのもいいけど、

・高田町や小友町にはまだたくさんのがれきが残っている

マナーをしっかり守ってほしい。げんどなど（市外から来る

のではやく片付けてほしい。

人）（がれきの上でピースとか。まだ、人の骨があるかも

・子供にも陸前高田を考える権利はあります。大人だけで

知れない。その骨などが見つからなくて大変な遺族の人

話しあったりしないで、子供の豊かな想像力といっしょに

もいると思う）

いいまちにしましょう。かせつは大変

・早く復興できるように、やれることがあったら、やってい

・私もできる限り復興のために努力したいと思っていま

きたいです。

す。

・がんばって陸前高田を復興させましょう。これからは、復

・陸前高田市の復興のために自分にできることは何でも

興のために少しでも協力していきたいです。

やりたい。復興について大人と話し合いたい。

・むだな事にお金をつかわないで大切に使ってほしい。

・はやく、復興させるのはむずかしいと思うけど、できるだ

・これからどんなふうに町づくりをしていくつもりなのかが、

けはやく復興したいなぁと思います。

全然わからないので教えてほしいです。

・陸前高田市を前よりももっといい市にしてもらいたい。

・募金をしたほうがいい

・私は震災前の陸前高田市が好きなので、前よりすごく復

・私も復興に向けて、できることはやろうと思います。これ

興しなくていいので、前のくらいまで復興すればいいと思

からも陸前高田の復興のため、みんなで協力してがんば

う。

りましょう。

・みんなが今までの生活にもどれるのはいつですか？

・スポーツが気軽に出来る場所を作ってほしい。高田高

・お店をたくさん建ててほしい。

校を早く作ってほしい。

・町は片付いてきているけど全ては復興していないので、

・また、あのにぎやかな陸前高田をとりもどしたいです。

それまで色々な計画を実行に移してほしいし、子供達で

・復興には時間がかかると思うけど、がんばっていきまし

もできることがあれば声をかけてほしい。

ょう。

・子どものための森をつくってもらいたい。

・また元の陸前高田に戻るようにまちづくりをがんばってく

・復興のために自分ができることがあれば、出来る限りの

ださい。

ことを頑張りたいです。

・復興がんばろう

・早くがれきをかたずけてほしい。

・僕達、子供も子供なりに復興へがんばっているので大
子のみなさんもがんばって下さい
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・早くガレキを受け入れる場所を今年中に作ってもらいた

・一緒にがんばりましょう。

い！！

・がれきをどうにかしてください。

・復興計画はしっかり決まっているんですか。

・私も復興を目指してがんばりたいです。

・がれきのかたずけを頑張ってほしい。

・陸前高田市の復興について何かできることがあればし

・これからも復興にむけて、岩手県みんなでがんばりまし

たいです。

ょう。

・どんなものでも良いから仕事を持って来て地域を活性化

・みんなで協力して復興させましょう

してもらいたい。しかし、パチンコだのは除いてほしい。理

・ぜひこれからもがんばってほしいと思います。

由は、それに金をつぎ込んでしまい散財する人がいるか

・新しい物を作るより、元々あって親しまれていた物を復

ら。また、放射線について、もっと真剣に考えてほしい。線

活させた方がいいと思います。

量もあまり高くないのでまるで狂ったようにがれきに放射

・口だけじゃないの

線が入っているというのは、少し頭にくる。もっと冷静にな

・早く、もとどおりの町にもどしてほしい

って考えてもらいたい。

・がんばってほしい

・ショッピングセンターを再建してほしい。

・提防をもっと高くしてほしい。ひなん場所を、もっと高いと

中学３年生

ころに定めてほしい。
・これからも復興にむかってがんばってください！！
・これからも復興に向けて頑張ってほしい。

・復興のために頑張りましょう！

・復興に向けて仕事をがんばってほしい

・いつもありがとうございます。

・何年かかっても、みんなのふるさと、陸前高田を取り戻

・いつもありがとうございます。

したい。

・どの市町村も、均等にできるだけはやく復興してほしい

・一日早く復興してほしい

です。特に「この町が優先」というのがないようにしてほし

・いろいろ忙しいと思うけどがんばってください

いです。

・元の陸前高田にはたぶん戻らないけど自分も何か役に

・これからもがんばって下さい！！！

立ちたいので子どもにもできることをやりたい

・ゆっくりでいいのでがんばってください。

・いやしの場がほしい（楽しむ場）

・まず、伝統行事などは、何があっても守り続けてほしい

・みんなが不自由なく過ごせる町づくりをしたいです！

・駅前通りのような店が立ちならぶような街にしてほしい。

・はやくがれきをかたずけてほしい。

・自分たちも復興にたずさわりたい。

・私達が大人になったら、被災地を復興させるために協力

・よけいな物は、作らなくていいと思う。（一本松のところ

します。

の公園）

・お金などじゃなく協力が必要

・私は子ども町づくりクラブにはいっています。これからも、

・増税とかをするまえに復興をしてほしかった。増税して

がんばりたいです。自分にできることを見つけたいです。

日本は損したり、国民が大変になるのに、今やる必要は

・高田町にもいろんな店を建ててほしい

ない。復興を政権側がしっかりやってほしい。

・これからもがんばってほしい。僕たちも手伝っていきた

・復興に向けて、店等いろいろオープンして良いのですが、

い。

子供の遊び場が無いので少しつまらないなと感じます。

・これから、復興に向けてできることは、協力していきたい

・これから僕たちが陸前高田市を復興するよう頑張りま

です。

す。

・子供の運動の場がほしい。

・復興のためにわたしたちができることがあったら手伝わ
せてほしいです。
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・私達子供でもできる高田の復興にかかわる仕事があれ

・早く行動して復興してほしい。

ば教えてほしい。

・もっと募金がほしい。

・公園を作ってもいみがないと思う

・高田の人が喜べるような祭りをしてほしい。

・もとの町に戻してほしい

・みんなが楽しめるお祭りをやってほしい！

・これから、もし、今回よりも大きな津波が来たとしても、

・ゲームセンターがほしい

家や人をなくさないような町づくりをしてほしい。

・サッカー場がほしいアンドあそぶところ

・子どもでも、復興についていろいろとしていることがある

・おまつりをやってほしい

んだから、大人もちゃんとしてほしい。むだなことをしない

・みんなが楽しめるお祭りをやってほしい！！

でほしい。

・高田の人が楽しめるようなお祭りを開いてほしい！

・子どもでもやれることがあるなら教えてもらいたいです。

・前の高田のにぎわいを取り戻したい

・はやくふっこうできるようにがんばってください

・がれきがあった場所に桜やひまわりを植えて元気にな

・災害に強い町にしてほしい。

るようにしたい

・もっと遊ぶところをつくって下さい

・遊ぶところがほしい

・はやく前の陸前高田のように戻してほしいです。

・市役者の人に屋根ちゅうしゃじょうを作るなら復興のた

・とにかくがんばってもらいたい。

めに金を使えて下さい

・早く復興してほしい。

・今は今で頑張ってください。その後断者となって僕達が

・外見だけで中身がたりない。

また新たな陸前高田市を築きあげてみせます。

・復興のために、高いところの木を切るのは分かるけど、

・前の陸前高田より、素晴らしい高田にして下さい。

あまり木を切らないでほしい。（地球のために）運動公園

・陸前高田が、震災前より素晴らしい町、防災意識をより

を作ってほしい。

強く持てる町にして欲しいです。

・復興にはまだまだ遠いですが、私たちに何かできること

・みんなで力あわせて復興してほしい。はやく復興してほ

があれば、進んで行っていきたいと思います。

しい。野球やいろいろなスポーツをできるところを作って

・スポーツ施設をつくってほしい

ほしい。

・復興に向けてがんばってください！

・この東日本大震災で失ったものは多くて、つらいと思う

・バスなどの利用を無料でやってくれてとても助かってい

けれど、一本松などをのこしてほしいです。まだ津波で、

ます。

デコボコした道路を直してほしいです。政治でやめる・や

・早く復興できるようにがんばって下さい。

めないの話じゃなくて、もっとまわりを見て政治をしてほし

・20 年以内に町をもどしてほしい！運動公園を作ってほし

いです。日本には震災復興の他にやるべきものがまだま

い！（グラウンド、テニスコート、体育館、サッカー場、野

だたくさんあると思うので、その話をしっかりしてほしいで

球場）未来へつなぐ子供たちのために公園を作ってやす

す。

らげる空間がほしい。

・市民の意見をしっかりと受け入れてほしいです。シンボ

・がんばって下さい。

ルの一本松を残していってほしいです。

・僕達は、これからの陸前高田をつくっていく立場だと思っ

・かだんなど植えてほしいです。もっとお祭り、行事をして

ています。できれば復興に今からでも協力していきたいで

ほしいです。高田高校をもとに戻してほしいです。

す。

・早く高田を復興させて、前のような活気ある陸前高田に

・何か行事をやってほしい。

してほしいです。

・ゲオをつくってほしーなー

・学校や会館など、みんなで集まれる所をなるべく早く作

・運動できるところがほしい

ってほしい

・思いつかない

・もっと僕達にできることをもっと増やして欲しい。この震
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災を忘れないように、どんどん皆さんに発信していけばい

・あまり都会みたいにしないで前の高田みたいにしてほし

いと思う。

い。早くがれきを撤去してほしい。

・僕達中学生でも出来る事があったら、何でもやりたいと

・復興するには大変ですががんばってほしいです。公園を

思います。まわりや他のたくさんの方々と協力して何か出

作って子供たちが元気に遊べる場所を作ってほしいで

来たらいいなと思います。

す。

・できるだけ、協力するので早く町のがれきを失くしたいで

・早く元の高田に戻してほしい

す。

・市長に「家を建てる土地をくれ」と言ってほしい。

・早く復興してほしいです。

・何年でもいいから一緒にがんばりましょう。

・気仙町のけんか七夕をはやく四台の山車でやりたいで

・子供の意見をもっと取り入れてほしい。

す。

・高田高校の校舎をはやく完成させてほしい。

・復興していくために、今出来ることから、やっていってほ

・ボランティアなどが、花を植えたりしているが、それより

しい。まずは、簡単にできることからやって、次に難しいこ

もがれきを片付ける方が優先では？子どもが過ごしやす

とをやっていけばいいと思います。

い場所を作ってくれてありがとうございます。

・高田松原をもう一度復活させてほしいです。お祭りがで

・建て物を建ててほしい（しまむらなど）

きる広い広場をつくってほしいです。

・建て物をたててほしい

・がれきを早くどかしてほしい。

・もっと運動したい

・元の風景を描いてほしい。（何ぼ新しく建てても、）

・がれきのかたずけとかたいへんだと思いますが、がんば

・野球場を作ってほしい

って下さい。

・一早く新しい陸前高田の町に触れたい。仮設住宅に住

・がれきのかたずけがんばって下さい。

んでいる人を全員、今までの家に住めるようになってほし

・バスの本数を増やしてほしい。バス以外で何か交通手

い。

段があればいい。

・市の大人だけではなく市の人たち、地域の人たちにも協

・もっと店を増やしてほしい。近くに買い物出来る場所が

力してもらったほうがいいと思う。

ほしい

・高田高校を早く高田に作ってほしいです。津波が来ても

・お店をたくさん建ててほしい。野球ができる環境がほし

破壊されないような建物を作ってほしいです。

い。

・松原をつくってほしい。前よりも住みやすい高田市にし

・高田の松林をまた見たい。

てほしい。地域の人とたくさん交流できる高田市にしてほ

・よりいい町にしてほしい。

しい。

・笑顔あふれる陸前高田市にしたい。

・復興は、みんなで協力しないとあのみなさんの大好きな

・たくさんのお店が並び、交通の便が良くなってほしい。津

陸前高田は、もどってきません。一本松などの賛成、反対

波への対策がしっかりしている所になってほしい。

はあるかもしれないけど、でも今は、みんなで協力しまし

・前のような楽しいところにしたい！！お店が並んでいる

ょう。

ところにしたい。

・震災前よりも活気あふれる陸前高田市をつくりあげてい

・いままで以上に、たくさん施設や建物がたつ町にした

ってほしいです。震災のことを忘れないために記念館み

い。

たいなのを建ててほしいです。

・たくさんの施設があって住みやすい所になってほしい。

・自然が豊かな陸前高田にしたいので、木のばっさいは

・前以上に良い町にしたい。

必要最低限にしてほしいです。

・店をたくさんたててほしい。ライブなどのイベントができる

・陸前高田市民が豊かな暮らしができるようにしてほしい

場所をつくってほしい。

です。
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・復興のためにいろいろがんばってくれてありがとうござ

はげましたりして、今私たちにできることを探してやってい

います。これからは、私達もがんばります。

きたいと思っています。

・少しずつでもいいので、復興にむかってがんばってくだ

・仮設住宅に住んでいる小、中、高生に、勉強の出来る、

さい

滝の里集会所みたいな所をほかの所に作ってほし

・自分たちが大人になっても復興のための活動は続くと思

い！！ぼうはていを早く作って、みんなの安全を守ってほ

うからがんばって下さい。

しい。

・１日でも早い復興を望みます。

・言葉でなく、行動してください。

・自分たちの生活の向上と復興について。

高校１年生

・原発のことは政府にまかせておいて、とりあえず復興の
為に何が出来るか考えて下さい。署名運動なんて暇なこ
とはしないで下さい。

・がんばってください

・早くがれきを片付けてほしい。

・防災についすばやく近くの高台に避難できるルートをし

・もうそろそろがれきを片づけ始めてほしい。

っかりだしてほしい

・復興のため、将来の私たちのためにも、がんばって下さ

・早く復興してほしい

い。次、復興のためや将来にやらなきゃいけないのは、

・子供だから手伝いをしなくていいとか言ってる人は、大

私たちです。アドバイスなどください。

まちがいだ。子供でもやりたくてしかたない子もいっぱい

・いろんな事で対立などをしているけれど、「復興に向け

いるから。

て～」「復興の第一歩」と言うけれど僕達から見たら、何も

・早く片付けろ！！

震災から変わったようには見えません。なので、みんなで

・はやく復興させてほしい

協力して復興に向けてほしい。

・がんばってください

・手伝えることがあるなら、いっしょにやりたい。がれきの

・がんばろう日本

片付けをはやくしてほしい。

・頑張ってください。いろいろなことに挑戦してあきらめな

・一日でも早く復興できるようにがんばるので、おたがい

いでください。

がんばりましょっ

・悲しみはいつまでたっても消えないはずだから、少しで

・私達は、自分達のできることを精一ぱいやっていきたい

も気が楽になるような活動だったり、そういう復興活動を

と思います。

行っていってほしい。

・質問ですが、募金をいっぱい陸前高田市にきふしてくだ

・自分もりっぱな大人になったら復興活動に協力したいと

さいますが、そのお金はどこに使われているのですか。

思います

・震災から１年以上がたちましたが、まだまだがれきが多

・復興のために一緒に頑張りましょう

く、撤去作業が続いています。少しでも早く復興できるよう

・地元から明るく元気にいきたい。

に震災前の高田を少しでも早く取り戻すためにこれからも

・がんばりましょう。

がれきの撤去作業をお願いします。

・少しずつでいいから、復興させて自分も手伝うから。

・復興に向かって頑張って下さい

・前の町に戻すのではなく、よりよい陸前高田にしてほし

・頑張る！！！！

い。
・前の高田より住みやすい高田にしていってほしいです。

中学生（学年記入なし）

・早く高校を建ててほしい
・高田高校の再建を早めてほしい
・がんばっぺ

・早く元の生活に戻って楽しい生活をしたいです。そのた
めに、地域の行事などに進んで参加したり、まわりの人を
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・今は高校のことでいそがしく復興の手伝いができません。

・頑張って下さい。道路を直して下さい！

でも、休みの日とかは手伝いたいと思います。

・頑張って下さい。私も協力できることはしたいと思ってま

・もっとお店を増やしてほしい。

す。

・震災を忘れないような町にしてほしい。

・頑張ってほしいです

・がんばってほしい。無理しないでほしい。

・まず、「津波や災害に強いまち」というのを第一に考えて

・これから長い時間をかけて復興しなければならない高

ほしいです。

田市のために次の世代である自分も復興にかかわって

・皆で協力して、できるだけ早く復興できるようにしたい。

いきたいと思っているので、何かやれる事をぜひ教えて

・学校や市役所など公共の建て物を早くどこに建てるかを

いただきたいと思っています。

優先して決めてほしい

・店をもっとつくってほしい

・昔の高田の街はもう元には戻せない。何もかも元には

・がんばろう

戻せない。だから、昔の高田の街のあった場所をちん魂

・もっとしっかりと復興に向けて頑張らなければならないと

の意を込めた記念公園をつくるべき。それと子供の精神

思う。

ケアを充実させるべき。防波堤なんて作ったってどうせ壊

・子供達が、元気に自由にすごせる街にする！がんばろ

れる。津波からすぐ逃げれる街づくりを。

う！気合い入れろ

・陸前高田を今までよりも人が増えるような町にしてほし

・私たちも力になりたいので、できることがあれば、やりた

い

いです。

・高田の下の街をどのように復興させるか…広い土地な

・私たちも協力するので、復興のために頑張って下さい。

ので、有効活用してほしいです。高田松原を復活させて

・早く復興させてほしい。

ほしいです。

・防波提を作り、早く今泉をつくり直してほしい。

・もう一度復興祭を開いてほしい。

・高田高校を再建してほしい。復興に向けがんばりましょ

・自然を残したい。きれいな海でみんなでまた泳ぎたい。

う。

・陸前高田は他の人の手を借りなければ生きていけない

・一部の地域しか復興にかかわってないので全体を見て

状態です。復興といっても外面的なものではなく内面的な

やった方がいいと思います。

復興を目指してほしいです。

・家を失った人だけが被害者ではないです。みんな、多か

・大人の自己中な考えを消してほしい。

れ少なかれ、傷ついてるものですよね。

・がんばってください

・高田の復興のためにはげまし合って頑張りましょう。

・がんばってください

・地域の人を復興のための仕事に雇ってもらいたい。地

・はやく復興してほしいです。

域の人で困っている人の意見を聞けるような場を作って

・復興をそうきゅうに！！

暮らしやすいまちづくりを進めたほうがいいと思う。

・頑張ろう

・できるだけ、陸前高田市に近い陸前高田市にしたいし、

・頑張って下さい

してほしい。

・店を増やしてほしい

・震災前より良い市になるようがんばってほしい。

・店をふやしてほしい

・すぐ戻せとかじゃないから、少しずつでいいから復興し

・頑張ってください

ていけばいいと思う。まぁ、ゆっくりと進めばいいとボクは

・頑張って下さい。

思います！！

・募金をしたいなとおもいます

・何か産業がなければ働く所がなく、高校を卒業して、高

・復興に向かって陸前高田市を復かつできるように頑張り

田にとどまる若者がいなくなり高田は、衰態していってし

たい

まうと思う。
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・大震災後、滝の里周辺に店ができて、家の残った場所

・頑張って下さい

になにもないので、予算がないことは、しょうちの上で小さ

・大人と子供が協力して少しでも早く、復興したい。

くてもいいのでいろいろ店をつくってほしい。

・デパートを作ってほしい。

・とりあえずがんばりましょう

・がんばって復興させましょう。
・大人だけで話しあわないで子どもの意見も尊重してほし

高校２年生

い。
・こんかいの教訓をいかし、誰もが安心して住ごせる町に

・交通機関をよくして元の高田の町より盛んな町にして下

してほしい。昔の陸前高田ではなく、パワーアップした町

さい

にできるように力を合わせがんばっていきたい。

・地震がきたら逃げる。

・大人が中心となって復興しているので、苦労はあると思

・もっと早く復興してほしい

いますが頑張ってください

・私は１人の高校生として、復興にたずさわりたいと思っ

・周りの人と協力する

ています。少しでも力になりたいと思っています。

・早く鉄道を復旧させてくれ。高田高校は、高田に無いと

・町が早く回復するように、みんなで協力してがんばりた

高田高ではないと思ってます。

いです。

・できるだけはやく復興が進んでほしい。

・早く陸前高田を元にもどしてほしい。いつまでもがれき

・がんばろう

の山だと、町の人達のモチベーションも下がってしまう。

・「復興」「復興」とばかり言っても結局そうしようとしない大

・少しでも早く復興できるように、自分ができることをした

人がいて見ていられない。

い。

・店をたくさん建ててほしい。

・市民全員で復興に向け頑張りましょう

・デパートがほしいです

・土地があいているのでサバイバルゲームの会場を作っ

・いつか高田にもどって生活したい

てほしいです。

・建築物の片付けを早くして欲しい。

・去年の大震災を活かせるような施設がほしい。

・ボランティア活動をしたい。

・少しでも早く復興させたい。セーブの活動に最近行けて

・協力します！！何でも言って下さい。

いないので

・もっとボランティア企画を増やしてほしい

・復興に向けて、もっと積極的に動いてほしい。

・震災遺児の心のケアをもっと積極的にやってほしい。

・何かしたい！

・子どもや大人、関係なく、現在の復興状況また、復興計

・全部なくなっちゃって大変だけど、市全体でがんばって

画について知れる機会、または知れるような情報さっしが

いきましょう！！

あれば良いと思います。

・仮設住宅にいられる期間をのばしてほしい

・陸前高田市の元市街地をメモリアル公園等にするので

・必要ないことはしないでほしい

あれば、海岸線に高い堤防を作る必要はないと思います。

・私たちも、できることがあれば協力して、復興に関わって

せっかくの自然豊かな広田湾の機能を再び殺してしまう

いきたい。

ことになるからです。最大限に自然をこわさないように、

・頑張ろう！！

活かすことができれば、高田の水産業発展にもつながる

・復興には自分達みたいな若い人の意見や力が大切だと

から！それが復興につながります。

思うのでがんばりたいです。

・がんばって下さい！！！

・震災の経験を生かして、今までとは違う住みやすく、避

・特にかく、頑張ろう。

難しやすいような新しい陸前高田をつくってほしい。
・復興できるようにがんばりましょう。
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・早期に復興して欲しい

波の被害からのがれられても土しゃくずれが発生する可

・復興がんばって下さい

能性があると思うのでもう少し考えて建ててほしい。

・早めの復興！！

・頑張ろう！！

・がんばって下さい

・道路を早くなおしてほしい

・がんばってください。

・復興できるように若い人と大人が協力しあおう。

・がんばって下さい。

・頑張ろう！！

・がんばりましょー！！

・頑張ってください。

・早く復興したい

・もう一度、前の高田の町を取り戻したい。一刻も早くが

・子供は脳みが多いんだよ。

れきを取り除いてほしい

・つなみが来たとこに店をたてるのは不安もある。店を同

・森林を大切にすることも考えてほしい

じとこにたてていけばじゅうたいになる。

・１日でも早く高田の復興をしてほしいし、自分も貢献でき

・元住民がみんな高田に戻るようになってほしい

るようなことを一緒にやっていきたい！

・人が多く入ってこれるような町にしてほしい。全国に名を

・がんばれ

広めたい！

・大人と子どもが一緒になってこれからの復興について考

・増税はイヤです。

えるべきだ

・元の陸前高田市にしてほしい。早急に三陸道路を完成

・道路に街灯をつけてほしい。特にバス通学の通り道に。

してほしい。（45 号線だけではちょっと心配だから。）

小泉公民館から雇用そくしんまでの道のりに。

・前の高田に戻ってほしい。

・若い人達が働く場所を作って欲しい
・自分も陸前高田市の片付けなどを手伝いと思った。

高校３年生

・人が集まる街をつくってほしい。前の駅●
・学生の意見をもっと反映してほしい。

・スピード感が感じられない

・全国からボランティアで高田をキレいにしてくれてるのに、

・私達も被災者であるという気持ちをすてて、復興に協力

その活動に高田の人が参加しないのはおかしいと思う。

したいので、何かできることがあったら言ってください。

ボランティアされることが当たり前だと思ってる人が多い

・早急に復興が必要なところと長い目で見て復興が必要

・適当な復興すんな

なところをきちんと見極めて復興を進めていってほしい。

・私たちに出来るボランティア活動を教えてください。町の

・復興のために必要なのは何か？たくさんあると思うが優

ごみ拾いをしたいです。

先順位をつけて、一つずつクリアしていかなければならな

・思っているよりも仮設住宅は厳しいです。

いと思う。一気に手をつけるとなかなか進まないと思う。

・陸前高田は変わってしまうと思いますが、七夕祭りなど、

・高田住民の考えを尊重してほしい。

伝統的なものはこれからも残していってほしいと思いま

・震災後からあまり変わっていない所が多いので、大変だ

す。

ろうと思いますが、はやくしてほしいです。

・陸前高田市を復興させるために、頑張りましょう。

・復興計画について詳しく教えてほしい。

・汽車を走らせるためならば、手伝いたいです。

・今、どんなことを進めているのかわかるようにしてほしい

・がんばって復興しましょう

・復興に向けてどのくらい進んでいるのか提示をしてほし

・市民の生活を第一に考え、人が居らせる町にして下さ

い。

い。

・子どもたちの遊ぶ場所が少なくなって、外で遊ぶ機会が

・一生懸命頑張って下さい。私もできることは頑張りたい

減っていると思います。

です。

・山の木を切った所に家を建てているのを目にするが、津
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・早く復興計画案を出してほしい（土地利用とか、買い上

・昔の陸前高田に戻れるようにがんばりましょう。考えた

げのこととか）

らすぐ実行してほしい。

・高校生など、陸前高田市に住んでいた子どもがもっと復

・早く復興作業を進めてほしい。

興に関われるようなことをしてほしい。(今後何十年も）

・後ろばかり見ず、計画をたてるのは良いが、その計画を

・復興に向けて頑張って下さい。

行動にうつしてほしい！！

・以前のようなまちに戻ってほしいが以前よりももっとすて

・昔の町を思いだしたい

きなまちにいちはやく戻ってほしい。

・おおもとである国をどうにかしてほしい。政治家達はくだ

・いったん波が来たところには建造物を立てない。地元の

らないバカなことばかりしている。

人は地元が好きなので、声をかければ集まると思います

・高田市だけではなく広田も同じく被災しているので（レベ

・今、現在仮設住学に住んでいる人がたくさんいますが、

ルは一緒）同等に扱ってほしい。中高生のバス通学に目

その仮設住宅の設備が良くないところがあると言う話しを

を向けてほしい。バスが少なすぎると思う。がれきをでき

聞いたのでそこを改善してほしいです。みなさんでがんば

れば市内で片付けてほしい（他県に協力をようせいして、

って復興していきたいです。

放射線などが原因で断られたら傷つくのは市民）

・私たちのために復興のためにがんばってくれてありがと

・仮設の店ばかりでなく、ちゃんとした店が建てれるように

うございます。

なると良いと思う。

・他人の悪口とかをやめてほしい。不平や不満をあまり言

・竹駒に、店とかたくさん出来始めて復興しかけてるかと

わないでほしい。自分のことばかりを考えないでほしい。

思いきや、高田の町の方は何も片付いていない。

・震災で学んだ教訓を生かして欲しい。

・早く元の陸前高田市に近づけたいので一緒に頑張って

・今は勉強等で忙しい面が多いのですが、何かやれるこ

いきたいです。

とがあれば、お手伝いしていこうと思います。

・高田の町は無くなってしまったけど高田が大好きです。

・ボランティアの人にいつまでもたよらないで、自分達で

皆で協力して、また新たな高田を作りあげたいです。

復興を目指していきたいです。

・復興は子どもである私たちが、いずれ行わなければい

・被災地内で自己完●が望ましい。しかし、それに耐える

けない事だと思っている。でも私の就職希望は県外なの

設備やシステムが無い。

で、地元での体験をふまえて外から色々な形で支援を行

・現在大船渡市に下宿で住んでいますが、陸前高田市に

えばいいと思っている。

ついての情報が全く入ってきません。

・頑張ってください

・市の産業の要である農業、漁業が中心とした街づくりを

・前のような町に戻ってほしい！！

進めていくようにしてほしい。

・いい高田市をつくるために、できるだけ、ふっこうのお手

・がれきが多い！！はやく片付けて～

つだいをたくさんやりたい！

・昔のような町には完全には戻せませんが頑張って陸前

・広田にゲームセンターと万代書店をたてて欲しい。

高田市を取り戻していきましょう
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子どもたちの声
宮城県

いふっこうメロディーを作ればみんながえがをになるとを
もう。

石巻市

・前より良いまちずくりにしたいです。
・ときどきぼきんをしてください
・まわりの人をはげますこと
・ぼくたちだけではできないから募金などをしてそれで住
みよい町を作ってください。
・がれきやゴミをかたずけたい。
・早く町がふっこうすればいいね。
・前の石巻市よりいい石巻市にしてほしい

小学４年生

・石巻市はこれからどのようにふっこうをしていくのか？
・石巻をもっとよくしていくためにがんばっていきましょう。
・しんさいのあと、がれきをかたつけたりいろいろありがと

・がんばってくださいね。

うございましたこれからもがんばってくださいね。

・募金をして家をなくした人やお金や物をなくした人にお

・しんさい前のていぼうは少しひくいけどもう少したかくし

金をあげたい。

たほうがいいと思います。

・１Km ていぼうはれー！

・これからの石巻をどういうふうにしていくのですか？

・ふっこうのためひなん所のてつだいなどわたしにできる

・昔みたいに、にぎやかなまちにしたい。デッカイお店をた

ことなどがあったらわたしはその手伝いをしたいです。わ

ててほしい。

たしが住んでいるこの石巻市が元気になってくれるため

・自分や家族のことで大へんなのにどうして顔もしらない

に色々なことをてつだいます。

人に手助けやぶっしをあげたりやったりするのですか？

・すぐにふっこうできるように、すぐにとりかかってほしい

・今回の震災で出たがれきを、何かに再利用することは

（とりかかってほしかった）今からでも、店や、家などにとり

できないのでしょうか。あれば教えて下さい。

かかってほしい。

・大人（とうきょうなどの）ガレキは、ほうしゃのうをふくんで

・高いたてものをつくった方がいい、ていぼうをつくった方

いなく安ぜんなのになぜうけいれてくれないのですか。

がいい

・ほうしゃせい物しつなど気にしないでがんばってガレキ

・もうちょっと自信をもって復興をしたほうがいい。

をかたづければいいと思います。

・みやぎ生協やその他の所でしえんぶっしをくばったり、

・ふっこうおがんばってください

たき出しをするのはいいけど、もし、そういうきかいがある

・ふっこうに対してどういう活動をほかにもしているんです

なら、チラシをくばって、より多くの人によろこんでもらえる

か？

ようにしては、どうかと思います。

・復興がんばってください。

・みんなでしたぼきんのお金で、つなみなどでなくなったし

・ふっこうがんばってください。

ょくぶつやたてものを、なおしてほしいと思う。

・復興がんばってください。

・川のところにつなみがこないためにでかいかべをつくっ

・これからもいろいろとがんばってください。

てください。

・がんばってください。

・お店などおいっぱいつくっていろいろな県の人をこの町

・復興がんばってください。

にきてほしいもっとたかい橋をつくってほしい。もっと地し

・復興がんばってください。おうえんしています。

んがきてもつなみもきたらいままでいろいろなじゅうたくが

・石巻市をふっこをさせてください。

なくなったからたかいかせつじゅうたくをただでやったほう

・ふっこうがんばってください。

がいいお金のない人がたいへん。

・復興には時間がかかるけどがんばってください。

・お年よりや子ども達がみんな楽しくうれしいことをしたり

・店をもっと多くして欲しい。

かせつにすんでいる人をはげますふっこうをしたほうがい
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・あいている場所にさくらの木やきれいな花を植えたいで

みんなにやくだちたいです。

す。

・みんながえがおになるお店を作ってほしい。

・みなとちくをきれいにしてほしいです。

・石巻のふっこうがんばってください

・またつなみがこないようにねがいたいです。

・海を早くなおしてくださいなおしたらおよぎたいです。

・はやくもとの学校にもどってほしい

・たばこやゴミをすてている人がいるのでやめてほしい。

・またしんさいが来てほしくない。

・「いまひなんじょはどうなっているの。」

・もっと住みよい所にしいほしい。

・私たち、子どもは、あまり、ふっこう活動に参加する機会

・公園を作ってほしい。スーパーを作ってほしい。早くふっ

があまりありません。なのでもっと機会をふやしてほしい。

こうしてほしい。湊小学校にもどしてほしい。プールを作っ

・お金を下さい。（てへペロ）てかくれ！！あと特にない

てほしい。

・ぼきんやまちのかたづけをしてください。

・もう震災なんて来てほしくない。

・みんながえがおになるような場所を作ってほしい。

・安全な町にしてください。

・避難場所を大くした方がいいと思う。

・へいわな町になってほしい。

・町に、ちらばっている、ゴミを、かたずける。

・安全やひがいがないようになればいいなー。

・みんなで協力して、いろんなところをなおしてほしい。

・安全な町にしたいです。

・早くまんがかんをなをしてほしい

・安全な町になってほしい。

・がいとうをなおしてほしいしんだて３丁目どうろをなおし

・もとにもっどて、安全な町にしてほしい。

てほしい。ひきあげほうあんはやめてください。ミスタード

・にぎやかで楽しい町にしたいです。

ーナツをさいかいしてほしい

・あんぜんで、きれいな町。

・ムリをしないで、がんばってください 私たちも、できるコ

・ひなんできる山がほしい

トはみんな（仲間）でやります！

・安全な町にできるよいにいっしょうけんめいがんばりた

・あきらめないでたちあがろーう

い。

・かせつじゅうたくむりょうきかんをふやしてほしい。ひさい

・にぎやかな町にしたい。

しゃにプレゼントをしてほしい。しょうひんかかくね上げを

・たのしくにぎやかな町にしてみたい。

しないでください。前あったたて物をまたたててほしい

・安全で、みんなが安しんできる石巻市にしたい。

・子どものしえんを、もっとくれたらいいと思います！

・何かあった時につかえてたくさんの人が入れるたてもの

・ついてない、でんとうをなおしてください

を作ってほしいです。

・げんぱつについていいあらそうのはやめてください。な

・みんなが、安全にくらせる町。

ぜげんぱつのことでいいあらそうのか。かどうするならす

・きれいでにぎやかな町になってほしいです。

るでしないならしないできっぱりきめてください

・安全な町にしたいです。

・海に入れるようにして

・安全な町にしてほしい。

・大人の人がボランティア活動をやったら、ふっこうの一

・ハエがいるし、クサイのではやくガレキをてっきょしてほ

歩につながると思います。しょうひぜいをさげてほしい。

しい！ひさいちを見にくるかんこうきゃくはいっさいこない

・かせつじゅうたくにずっといさせてください。かせつを、も

でほしい！

うすすこしふやしてください。大人になったら、ボランティア

・まわりの人たちのいけんをとりいれて下さい！

やります（自分が）

・いろいろお手伝いをしてほしいかたがいたら伝えてほし

・石巻のふっこうのためにぼきんをおねがいします。ゲー

い。

ムをいっぱいください！！

・子どもの話を聞いてほしい

・まだ、ガレキがのこっているのでガレキあつめをした

・湊二小をあたらしく作ってほしい。

い！こわれている家をこわしてほしい！（ぜんぜんかけな

・特にありません。でも何かしたいとは思います。

くてすいません）

・おうえんしているのでがんばってください。

・早くがれきを、しょりしてほしい。

・まちにおちているごみをもってかえる

・北上川を入れるようにしてほしい

・またじしんがきたら、大人たちのてつだいをしてみたいし

・まだ、なおっていない、たて物や、店をなおしてください。
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・がれきがあって、まだいい思いになれない（しんさいおも

・復こうをがんばれば、かならずもとの石巻にもどるはず

いだす）こうえんとかたのしい場所であそべない（ひがい

なのでがんばってください。

で）

・かせつの人は家が流されてしまいましたけど、元気でい

・バイトをすることとあとしえんをする→※おにぎりや食べ

てください。

もの

・石巻がもとにもどるようにおうえんしています。

・早くあぶなくなく、ほうしゃせんがない、所にしてほしい。

・前のきれいな町にもどしてほしいと伝えたいです。

かせつじゅうたくにすんでいる人をふつうの家にすませて

・ゴミをいろいろなところにすてないてほしい

あげてください。しょうひざいをさげてほしい。そうしたらぼ

・町をもどしてほしい

きんします。

・できることがあれば、やりたいけど、何をしたらいいか分

・ふっこうをしてください

かりません。役にたてなくてすみませんけど、ふっこう作

・まちのかたづけをしてください

業をがんばって下さい。

・子どもへのしえんのグッズをあげればいいと思います。

・がんばって復興にとりくめば、きりいなまちになっていく。

（子どもよろこぶ！）町をかたづけて。学校にきて、あそび

・町をもとどおりにして、また、もういちどなおしたい。平わ

に来て！楽しませて！

な町ずくりをしてほしい

・お店（スーパーなど）を、もっとたててほしい。

・いろいろ片付けや話し合うのがたいへんですがもとのま

・ふっこうをして完全に元にもどすのではなく、前の石巻よ

ちにもどしてください。

りも進化したじょうたいにしてほしいです。

・しせつをなおしてほしい

・私たちはみんな元気です。私も石巻のふっこうの協力を

・ちゃんと手伝いとかふっこうのために大人の人にやって

何こでもしたいのですが、何をしていいか分かりません。

ほしいです。

石巻のふっこうに協力してくれている方々をすごくそんけ

・ふっこうのために、手があいている人は、まちのかた付

いします。ありがとうございます。

けやひなん所などの手伝いをしてください。そうするとふ

・がんばってやっていってください

っこうが速くなると思います。

・いろんなことがあってもがんばり、ふっこうにはげんでお

・ふっこうに向けて、がれきをよけてほしい。

しいです。

・これからもふっこうできるようにがんばってください。

・一緒にがんばりましょう

・みんなで協力してふっこうをしましょう。

・子どもが来るとあぶない場所は、かたづけてほしい。

・町を早くもと通りにしてほしい。

・がんばってください

・ひんさいまえみたいな町になってほしい

・ゲームのねだんを 1000 円にしてほしい

・まだ復興していないところもあるのでこれからもっとみん

・はやくもっとふっこうしてほしい

なでたすけあって復興していきたいです。

・えがおであかるい、町

・石巻のふっこうを早くしてほしい。

・町をきれいにしてほしい。

・みんなで協力したい。

・まだ公園とか、なおっていなかったらぼきんをつづけてく

・ふっこうがんばって。

ださい。

・みんなが助けあい、協力してくらせるようにしたい。きら

・「がれき」がこなかった人たちは、がれきをうけいれはん

われものでも、協力することはできるとおもいます。

たいをしています。がれきうけいれをしたくないのは、分

・ふうこうしてたのしいまちになりたい

かりますがふっこうするにはがれきがあってたてものもた

・ちあんのわるい人がいないようにしてほしい。

てられません。

・ふっこうしていないところ家がったっていたところぜんた

・家をない人にちゃんとした家をあげてもいいんじゃない

いをふっこうしてほしいしそしてつなみがこないようにして

か。何かやくにたてないか。つなみへのたいさくをねった

ほしいです。ふっこうしてください。おねがいします。

ほうがいいと思う。

・みんなで協力したい。日よう日か土よう日かひまなとき

・ぼくはひがいを受けた人をおうえんしているのでがんば

にまちにあつまってかたづけをみんなでしてほしい

ってください。

・みんなが協力して石巻市をきれいにしていけば、もっと

・石巻を元にもどして、さらによりよい町にしてほしい。

いい町になると思う。

68

宮城県石巻市／小学４年生

・じしんやつなみにつねにかんがえてほしい。

・つなみや、じしんがこない安全な所で、楽しい所

・みんなで石巻市をなおしたい。

・安全でよりよいくらしができるような町。

・まちの片付けなどをもっとすすめた方がいいと思いま

・人をたすけてあげる

す。

・むずかしいけどがれきしょりをはやくすること。

・わたしたちもがんばるのでがんばってください

・ぼきんをできるだけしたい

・ふっこうして楽しくくらしたい。

・石巻がもっとふっこうしてほしい

・なぜ日本で多く地しんが起こるか。

・子どもに、つ波のおそろしさを教える。

・まちの片付けがんばってください

・がれきやごみをかたずけてくれてありがとうございまし

・海をきれいにしてほしい。

た。

・子どももできるボランティアをふやしてほしいです。

・わかりません

・町のためにがんばってください！

・みんながよろこぶようなことをいっぱいしてください。

・石巻市は、私達のこきょうだから、がんばってふっこうさ

・家や食べ物に困っている人を助けてほしい。

せよう！！

・ゴミひろいしたい。

・わたしは、いま家のなくなった人が、かせつじゅうたくに

・道路がぼこぼこになっている所を早く直してほしい。

いるということをしっているので、そのひとたちの家をとり

・まんが館をなおしてください。

もどしてあげたいです。

・どろうの道のマンホールはやくなおしてほしい

・はやくふっこうしてほしい

・まんが館をなおしてください

・わたしは募金をこれからもずっと続けていきたい。

・道路とでこぼこをなおして下さい（マンホール）学校をな

・はやくふっこうしてほしいです。できることは、ぼきんで

おして下さい！

す。

・たまあにでこぼこがある。

・きれいな町になるように。

・ごみを（わたのは中学校）のをかたずけてほしい。

・勉強がいそがしいです。

・道路のおうとつを直してほしい

・てつだいはあまりできないけれど、協力すればきっと上

・がれきがたくさんあるのでかたづけてください。

手くいくはずです。

・どうろがでこぼこなのでなおしてください。どぶがあいて

・いまは、たいへんだけどがんばってください。

いるのでなおしてください。

・わたしたちは、てつだってあげれないからそのぶん力を

・がんばってください

あわせて協力してがんばってください。

・がれきをかたづけてほしい

・きれいでもとの石巻市にもどしてほしい

・大人だけでなく子どももかげで働いているのでなにか手

・はやくふっこうしてもとどおりにしてほしい。

伝うことはないんですか？

・がんばってくださいそしてはやくふっこうしてください

・あまり外にせんたくを出さないて下さい。じゃり道をほそ

・美しい石巻にもどしてほしいです。

うして下さい。がれきをてっきょして下さい。ボランティアを

・わたしは、ぼきんをしたい。

ふやして下さい

・募金をしたい。

・マンホールがとび出ているのをなおしてほしい。早く渡

・ぼきんをしたことがあるけれど、たまにしかしていないか

波小学校をなおしてほしい。

ら、すこしでもいいからぼきんしたい。

・早く渡波小学校を作ってほしい。渡中のごみをかたつけ

・復興して、たのしくくらしたいから。

てほしい

・みんなにはげましてあげたい。なかよく元気にしていき

・わたしたちは子どもだけど、できるかぎりはどりょくする

たい

ね。

・みんなで協力して、また前みたいに笑顔ですごしたいで

・石巻市がだんだんもとにもどってきていてすごいと思い

す。

ました。これからもふっこうにむけてがんばってください。

・昔みたいにまえみたいにきれいなまちにしてほしい！

・公園がほしい

・「なにをすればふっこうにつながりますか」

・勉強を早めにおわらしたい

・ふっこうがんばってください

・ゆめをかなえましょう。
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・ぼくは、ずっと渡波三丁目に住みたいし遊ぶ所がないか

・よくわからない

ら公園がほしい

・どう書けばいいかわからない

・公園にゆうぐがほしい

・復興しえんをしたいです

・早く元の学校にもどりたいです。

・よくわからない。

・復興をつづけてみんなをたすけたいです。

・しんさい前のにぎやかな石のまきをとりもどそう！オー

・いえやこうえん

・ものぶのをがんばりたい。

・一日でもはやく復興が終わるようにがんばってください

・よく分からない

・公園がほしい。

・よくわからない。

・ふっこうに向けて、いっぱいどりょくをしてほしい。

・よく分かりません

・わからない。

・はいきゅうばかりにたよって、体を動かそうとしない大人

・石巻市のふっこうのためにぼきんや話し合いをしてくだ

がいるので、はいきゅうをやめいほしい。

さい。

・きれいなまちにして

・ひさいしたところに復興の絵をかく

・復興しえんしたい。

・きたないカンバンをきれいにしてほしい。

・たいせつな人をなくした人もいますが、その人、のことを

・石のまきのせんでんをやってほしい。

わすれないで、がんばってください

・ぜったいつなみのこないものすごく高いていぼうを作っ

・よくわからない

てもらいたい

・よくまだわからない。

・大人たち皆が、災害した地区のがれきを片付けて避難

・復興で子どもにできる（みなさんをはげませる）ポスター

所が板設住の手伝いや募金をおねがいしたい。

などで教えてほしい。絵など。

・ていぼうにみんながえがおになれる（え）やイラストをか

・まちにごみとかが、おちてたらひろってください

いてほしいです。

・みんなのことをはげましてください

・ボランティアの人にお願いします。へどろやとしよりがこ

・今は、何もおこらず平和ですが前の３月 11 日はたいへ

まって材本や木材をかたずけ声かけや、なにかかんきょ

んでした。私はいつもぼきんしていますが私だけではたり

うにやく立つことを進んでしてほしい

ないのでみなさんにぼきんをしてみんなを元気にしてほし

・私は避難している人にやさしく、ていねいにしてほしい。

いです。

・ひさい地の人たちにできるくらいのおうえん、はげましを

・がい灯がすくないところにもっとがい灯をつけてほしい。

してほしいです。安心できるような県・市にしてほしいで

・つなみで家に、水が入ったり、家がこわれたりしている

す。

人やひなん所にいる人のボランティアをしてほしい

・もっと早く復こうさせてほしい。

・かせつじゃせまくてかわいそうだから、国のみんなから

・家のない人やけがをしている人のために募金をしたい

ぼきんをあつめて、少しの人にでも家を建ててあけいほし

・家のない人のためにぼ金をする。

い

・３月 11 日の前の地いきにしてほしい

・つ波でこわれてしまった所を明るく元気にしてください。

・かせつじゅうたくのみんなをはげましてほしい。

・がれきをなくしたり、ぜったいに稲井にも津波が来ないで

・３月 11 日に地しんで町が変わってそれをもとの町にもど

ほしい

してほしい

・ひなん所の年よりやひなんしている人にやさしくしてほし

・だれだってがれきや死体をはこびたくないのにボランテ

い。

ィアだってやってやっているのになぜ白分はできない「は

・できるだけ早くがれきをかたずけてほしい。

ずかしい」と思わないか！

・みんなでたすけあってみんながへいわにくらせる石巻に

・でっかいていぼうをつくってほしい

してください。

・３月 11 日前のようにすみやかにすごせるようにしてほし

・ふしんしゃかいない、いしのまきと、ゆずりあいかあるい

い。道路にひびがあるからなおしてほしい

しのまきです。

・よくわからない

・ゴミ拾いや草かりなどをして、きれいな町にしてほしい。

・分かりません

・たすけてあっていきてほしい
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・しんさい前よりもっといい石巻にしてください。

・がんばろう！！

・げんきにくらしてください。

・がんばってください！！

・心やさしい国したい。

・早く元の町にするために、もっと復興する方法を考えた

・楽しく、やさしい石巻

い。

・ふっこうのためにいっしょにがんばってください。

・みんなのためにいろいろな人をたすけてくれてありがと

・がんばている

うこれからもよろしくをねがいください

・ゴミやきたない物がない町にしてほしい。

・みんなで亡くなった人のおまいりにいったりしましょう。

・みんなで協力して、元の町にしたい

・はやくふっこうするためにいろいろな工ふうをして、はや

・しぜんがいっぱいあってほしい

くふっこうしてほしい。

・やさしい、ありする人の事を思おう。

・まちのふっこうをがんばれ

・東日本だいしんさいがおき私たちは学校にいました。お

・がれきのしょりやゆくえ不明者さがし、いつもありがとう

ばあちゃんもひなん所にいてパパがたすけに行っただか

ございます。これからもがんばってください。

ら他の人とかも協力してみんなで助け合うったほうがよい

・ごみを道や道路にすてないでください。

と思います。

・石巻市は、ぜったいに負けないし、みんなで助け合えば

・ふっこうしてほしい

もっと強くなって復興してもっといい市にしましょう

・げんぱつなどをつくらなかったらいいんじゃないですか。

・石巻市はまだかんぜんにふっこうしてないから私たち小

もうちょっとでとうきょうのじしんだからひがしにほんだいし

学生にできることがあったらぜひ協力したい。

んさいをわすれているんじゃないですか。

・もし、しんさいでこまっていたら、心の中になやみをぶつ

・仮せつにはいる人作ってください

けないでください。あなたをみんなはあいしてくれている

・たいへんだけどがんばって

はずです。もし、こまっていたら家族やきんじょの方々、お

・もっとふっこうできるようにして下さい。

ねえさんやおにいさんがいたら兄弟でもいいです。あなた

・がれきのしょりを手つだってください

のことがきらいな人はいません。だってあなたのことをみ

・ガンバレ！！

んなあいしているからです。

・石巻のふっこうのためにゴミのぽいすてや、むだずかい

・きぼうをすてずあきらめないで少しづつふっこうしていき

をしないようにしてください！わたしたちもしないようにし

ましょう。

ます。

・石巻がふっこうできるようにがんばってください。

・公園がほしい

・大人たちはしんさいのゴミがいろんなことをしてくれてあ

・公園をつくってほしい

りがとうございます。

・子どもでも「やりたい！」と思う人がいると思うから、子ど

・ふっこうのために話し合おうよ。

もに出来ることもやらせてほしい。

・ふっこうをがんばってください。

・だんだんともとの生活にもどってほしい。ひなん所になっ

・なるべく早く、町のがれきをきれいにして、もと通りに直し

ているようちえんとかを早くもどしてほしい

てほしいと思っています。

・公園がほしい。

・しんさいで心が切ずついている人がいます。わたしも切

・かせつが公園にいっぱいたっていてわたしたちはあそぶ

ずついています。でもしらんぷりしないではげましてくださ

ところがないのでこうえんをつくってください

い。はげませばきっと笑顔がもどってくるはずです。

・設仮住宅が立って公園とか遊び場が少なくなっているの

・ごみとかをあつめるのをつたえたい

で、できれば広い公園があるといいです。

・いままで、いろいろな事をしていただきありがとうござい

・こうえんがかせつでいっぱいだから、サッカーするはん

ます。

いおつくってほしい

・もっと、役に立てられるように、いろんな事、ふっこうをた

・がんばろう

くさんしたいです。

・がんばってください！おえんしています。

・今もすごくいそがしいと思うけれど、まだまだ、こまって

・いそがしいけどがんばれ！！

いる人がいるので、助けてあげてください。復興に向けて

・早くもとにもどしたい

がんばってください。
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・お祭りやイベントなどをすれば、ぼきんもたまる。がっこ

・道路のだんさをはやくなおしてほしい。

う、ようち園に有名な人がくれば、交流できる。夏休みな

・みんながたのしめるようなイベントをつくってほしい。

ど、勉強を教えてくれる人がくれば楽しく勉強できる。

・もっと楽しい町にしたい。安全な生活にしたい。

・地しんのときたすけてくれてありがとう。

・元気いっぱいの石巻にしたい。

・ぼきんのきょうりょくを１円 10 円でもいいからおみせにあ

・みんな元気でにぎやかな石巻にしてください！！

るぼきんばこにいれてください。

・おうち、やていぼうが、はやめにできるように、したい。

・石巻はつなみが来て大へんです。だからふっこうしたい

・転校してきた人ももとの地いきにもどしてあげたい

です。

・安全でつなみの心配がないような市にしてほしい。

・少しでも早くがれきをかたずけてほしい。

・元どおりにしてほしい。

・これからもふっこうにむけてがんばってください。もとの

・がたがたのどうろをなおしてほしい

町にもどるようにがんばりましょう。

・地われしないようにしてほしい。

・大人のみなさんおねがいです。学校、こわれた学校をな

・かせつの人に、少しでも速く笑顔になれるように、して下

おしてあげてください。そうすればみんななつかしいこうし

さい。

ゃにいられます。もっとあたらしいがっこうでのじゅぎょう

・かせつの人の家をつくりたい。

はおちつかないとおもうのでできるだけもとのかちやいろ

・どうろのがたがたをなおしてほしいし、橋を少しなおして

をつかってくださいね。

ほしいです。

・少しでも公園を使えるようにしてほしい。仮設校しゃの学

・じわれしないようにして。

校をちゃんとした学校にしてほしい。

・前の石巻市にもどってほしい

・どてを、もっと高くしたい。こうえんをふやしたい

・もとの生活にもどってほしい。

・公園のかせつがあって遊べないので公園を作ってほし

・海がきれいになってほしい。みんなが安しんでえがおで

い。

くらせる市になってほしい。もとよりもステキなえがおが見

・公園のかせつ住たくをいつごろもどすのですか。

える市になってほしい。みんながやさしい市になってほし

・港二小がなおってほしい。

い。みんな心がきれいになって石巻じたいが安全できれ

・水明の土手を、高くしてほしいです。

いでゆうめいな市になってほしい。石巻がぜんこくで一番

・早く遊び場などをつくってほしい。かせつの人をほんとう

ステキなえがおがみれる市になってほしい。

の家にかいしてあげたい。

・かせつの人や、みんなが、えがおになるために、まちの

・ひさいちの、学校を少しでもはやく、なおして下さい。公

片付けをできるといい。

園がほしい。ほ金のお金が 10～100 円だからもっと 500

・仮設住宅に住んでる人たちのお家ができるといいです。

円くらいにしてとよびかけてほしい

・石巻市を、たちなおらせてください。かせつに、すんでい

・速く公園や、港第二小学校がもとの学校にもどれるとい

る、人の家を作ってあげてください。石巻市を、きれいな

いと思います。セープ・ザ・チルドレンのみなさんもたいへ

町にしてください。みんなが安心してくらせる町

んだと思いますが、どんどん町や市がもとにもどれるよう

・かせつの人たちがふつう家もどってほしい

にがんばってください。おうえんしています。

・ぽいすてせずにきれいな町にしてください。

・あんまりべんきょうかいたり

・かせつにすんでいる人たちが、はやくおうちができてす

・ものを、うしなって子がいるのでものをあげてほしい。こ

めるようにしてください。

うえんがつかえないので、１日でもはやくつかえるように

・みんながえがおになる！ことをしてほしい。りゆう→みん

なりたいです。これからもよろしくおねがいします。

ながえがおになればうれしいから！

・元気な町や市・村をきれいにしたいです。

・南はな１丁目のうちをどだいだけでものこしたりしてほし

・楽しい町にしたい。

いです。あと、自分の家もほしいです。（家も学校もなくな

・しんさい前のせいかつにもどってほしい。がれきがなくな

りました。）門脇小です。

ってほしい

・つなみが来ないような町にしてほしいです。

・はやくえがをになってほしい。もとのせいかつにもどって

・みんながいい人になってほしい。（じしん、つなみ、たい

ほしい

ふうとかでいらいらしているから。）
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・水でしずんだところをなおしてほしい

・公園をつかえるようにしてほしい。

・ひさいした人に、１日でも早くかせつ、アパート、家にい

・かせつおこわしてもとあった公園にしてほしいです

かせてあげたい。公園が、みんな、小さい公園しかないの

・道路をたいらにしてほしい。

で、たててほしい。あそび場がなくなっています。とうきょう

・たいへんな人はてつだいをします

には、スカイツリーがあるけど、石巻には、とくべつなたて

・地域の行事をふやしてほしいです。

ものはないから、公園だけでも作ってほしいです。できる

・やさしくしてください。

だけ、大きいものがほしいです。

・みんながしえんでたすかっているので、すごくかんしゃし

・仮設住宅の人の家を作って仮設の人がもっとえがをに

ています。

なってほしい。

・あそびばをつくってほしい。

・前よりも、きれいな町になってほしい。子どもたちもでき

・こうえんを、つくってほしいです。

ることをつくってほしい。子どものあそびばを作ってほしい

・遊び場を作ってほしい。

（かせつであまりないから）

・遊ぶばしょをふやしてほしい。

・ふっこうのために、子どもたちでグループをつくって、町

・あのしくあそべる、こうえんをつくってほしい

のかたずけなどを手つだいたい。

・ゴミひろいをしたい（ちくのゴミ）

・巻二小さんの校をちゃんとした校しゃにうつれるように校

・ゴミをぽいすてをしないでほしい

しゃをたててください。（かせつこうしゃじゃなくちゃんとした

・あそぶばしょをつくってほしい。

こうしゃに。）

・ふっこうし、遊ぶ公園をつくってほしい。

・早く公園で自由にあそびたい！

・手伝ってほしいときは、言ってほしい。うみや町をきれい

・ていぼうを上げてほしい

にしてほしい。

・みなと二小の校しゃをつくってはしい

・もうすこし石巻のがれきをかたずけてもしい。

・まだがれきとかがあったらかたづけてほしい。

・あそぶ場所をつくってほしいです。

・公園にもどしてほしいなぜかというとかせつじゅうたくが

・ふっこうして、公園を作ってほしい

たっているから遊べない

・遊び場を作ってほしいです。

・公園がかせつだからかせつをちがうところにうつしてほ

・公園を作ってほしい（子どものために）

しい。みなと二小がちがうもとの場所に行ってほしい。

・あそぶ場所をふやしてほしい

・もっとたくさんのおくりもも、してあげたい。いろんながっ

・てつだえることならてつだいたい

こうをなおしてみる。心を形に。

・前まで公園だった所がかせつじゅうたくになって遊び場

・公園をもっとふやしてほしい。

がないからつくってほしい。何か、復興に役立てる事をし

・みなとにしょうはやくいってください。

たい。

・公園を作ってほしい。

・子どものためにみんなが楽しめる遊ぶ所を作ってほしい

・広園にたっているかせつじゅうたくをはやくなくして、は

です。

やく広園であそびたいです。あと、ぼうはていをもう少し高

・海きれいにして、みんなが、はいれるようにしたい。

くしてほしい。

・ちかくにやきゅうをするところがほしい。うみであそびた

・みなとにしょうさんが早くかえれるようにしてほしい。

いからきれいにしてほしい。こうえんがほしい

・なぜこわれかけた家をきょかをもらってこわさないので

・公園をたくさんふやしてほしい。

すか？こうえんのがれきをとりのぞいてほしいです！

・公園をふやしてほしい。

・ならいごとでプールをならいたいのでいないのどこでも

・海をきれいにしてほしい！

いいからちかくにプールをたててほしい。（ぷーるをなおし

・遊ぶ場所をつくってほしいです。

てほしい）

・お茶会をもっとしてほしいです。

・みなと二小がはやくもどってゆうぐが、いっぱいたててほ

・お金をかけないでふっこうにとりくんでほしい

しい。

・みんながあそべる大きな公園をつくってほしい

・ひこうきこうえんにもっとゆうぐをふやしてほしい。

・こどもでできることはやるので大人の人は大の人ができ

・公園をもどしてほしい。ていぼうを高くしてほしい。

ることをしてください
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・できたらどこかの体育かんをかりて、ひさいした人たちで、

・公園をふやして、ほしいです。

なにかはげみになるような行事をしたいです。

・あきちを公園にしてほしい（ゆうぐをいっぱいおいて）

・ぼくは町にゴミなどがあったらすぐ近くのゴミ箱にすてる

・公園をもっとふやしてほしい（ゆうぐをもっとふやしてほし

と町がきれいになってみんながいい気持ちになけると思

い）

います。

・いろいろな公園のゆうぐをふやしてほしいです。

・大人でもポイすてしている人がいるのでまちのかた付け

・はやくまえにやったアンケートでこたえたものをやってほ

をしたらいいと思う。

しいと思いました。

・きょぷあつめ

・公園をふやしたりしてほしい。あぶないものは、はやくな

・みんなは、家のかたづけがほしいだと思います。

おしてほしい。わたしたちができることは伝えてほしい。

・日の丸のはたを空にあげてほしい。イベントをやってほ

・草がいっぱいはえていて公園に見えないので草ををみ

しい。えがおでいてほしい

じかくしてください。

・ふっこうするために、すこしでも、ちいきやまちのゴミひろ

・ごばんやちの遊具をふやしてほしいです。

いをする。

・公園のゆうぐは、ふやしてほしい。（ごばんやち）

・わたしたち、小学四年生でも何かできることがあれば何

・公園を広くしてほしい

でもやります。

・あきちをなくして、遊べる所にしてほしいです。

・みんながえがおになるためにげきとかやったらいいと思

・ごばんやちこうえんのゆうぐをふやしてほしい

います。

・こうえんの、ゆうぎをふやしてほしいです。（ごばんやち）

・みんなのために、募金をしてください。

・お金のありがたさを、思ってだいじにつかってほしい。

・復興についていっぱい話しあって子どもにもはっしんし

・去年やったアンケートの「ごばんやちこうえん」のゆうぐ

てください。

をはやくふやしてほしい

・ゴミひろいをすると、町がきれいになると思います。

・公園をもう少しひろくしてほしい。

・町の片付けや募金をがんばってください。

・復興はいつくるんですか？

・公園とかがゴミできたないのでゴミをひろった方がいいと

・石巻市をきれいにしてほしい。

思います。

・遊ぶ所をもっとふやしてください

・みんなのためにやくに立ちたい

・公園の遊ぶ場所を、もっと、ひろくしてほしい。

・町のゴミひろいを一週間に一回くらいやったら、町がき

・公園の遊具をふやしてほしい。公園の草も刈ってほし

れいになると思います。

い。

・自分の家をはやくたててください。理由はかせつでせまく

・石巻市をもどるようにしてほしい。公園を、きれいにして

て大声がだせないから

ほしい。（大街道にあんまりこうえんがない）

・つなみがきたことをおぼえていますか。

・遊ぶところをふやしてほしい。

・家をたててほしい

・こうえんの草を取ってください。ガラスがいっぱいをちて

・みんなであそべる公園がほしい

いるので、取ってください

・公園にゴミがたまにおちていることがあるので見かけた

・去年のアンケートをはやく実行してほしい。公園の遊具

ら集めてすててください。

をふやしてほしい（少ないところ）。ひみつきちが作れる所

・いろんな人にはげますことが必要だと思います

がほしい。

・がれきやヘドロなどかたずけて、きれいな町づくりに手

・去年やったアンケートの「ごばんやち公園」のゆうぐを立

伝う。

ててほしいです。

・町に大きなひなん所があった方がいい。

・石巻市はだいたいはもどっていますが、公園は小さくな

・ぼきんをしたいです。りゆうは、なにかやくだつことをした

っています。だから公園を大きくしてください。

いからです。

・はやくぼうはていをなおしてほしい

・ぼくは今度から何か協力する。

・遊びばしょをふやしてほしい

・公園のゆうぐをふやしてほしい。

・子どもが遊ぶ場所、公園をつくってほしい。

・はやくごばんやちこうえんをなおしてほしい！！

・石巻市にある公園のほとんどは、しせつができているの
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で公園を作ってほしいです。

びたくてもあそべない子たちがいっぱいいるから、ちかくと

・公園にかせつがあるから、遊ぶところをふやしてほしい。

か、ちかくのあきちとかに公園とか、あそびばを作ってあ

がれきがあるところがあるからかたづけてほしい

げてください！

・公園はかせつじゅうたくがいっぱいだから子どもがあん

・がんばってください

ぜんにあそべる公園を作ってほしい。（かせつの近く）

・お兄ちゃんが通う中学は仮設校舎で小学から野球をし

・こうえんがかせつじゅうたくでこうえんがつかえないから

ていたのに、今はグラウンドもなくバスの時間もあるみた

つくってほしい。

いで練習がたくさんできずかわいそうです。きっとぼくもそ

・子どもが遊べる場所をふやしてほしい

の仮設に入るようです。どうにかしてください。

・かせつで、遊ぶ場所がなくなってきたから少しでも遊ぶ

・どうやってふっこうをするのか。

場所をふやして、ほしい。

・もっとまち、みやぎ県がきれいになるように子どもたちも、

・かせつがあって公園など遊べる場所がない。

てつだうといいと思う。

・公園にかせつがあって、あそべないから、あそぶ所がほ

・石巻市のわたのはのほうは、たてものがあまりないので

しい。

たててほしい。

・あそぶ場所をつくってほしい。せまい場所をもっとひろげ

・こどもにもわかるような説明図みたいなものがあればい

てほしい。

いと思う。

・今、公園は仮設住宅がたっていて子どもが遊べないの

・はやく町をなおしてほしい。

で、公園をつくってください。

・がれきをはやくかたづけてほしいです。

・自分たちがあそぶこうえんにはしせつがあってあそぶば

・もっとかづまがにぎやかになってほしい。

しょがすくないのであそぶばしょをつくってください。

・石巻のこわれたがっこうをなおしてほしい。

・遊ぶ場所があまりないから作ってほしい

・あい川小学校をたててほしい。

・今は、公園に、かせつじゅうたくが立っていてだんだん公

・大川小学校とがっぺいしてほしいです。

園が少なくなってきたから、もっと公園をふやして遊びた

・（1）公園をふやしてほしい！(2)大川小学校をなおしてほ

い。

しい！

・北上公園りゅうぐのロープがきれているのでなおしてくだ

・大川やけせんぬまのかたずけをしてくれてありがとう。

さい。家の前の所がこわれているのでなおしてください

・こうえんやあそぶ場所をふやしてほしい

・石巻のみんなの不安をなくしてほしい。石巻の人たちに

・もっとくらしやすいかんきょうにしてほしい。大川小学校

笑顔をとりもどしてほしい。

をきれいにかたずけてほしい。

・いろいろな公園にかせつがたっていて遊ぶ場所がない

・大川小のみんなかわいそう

のでかせつを少しでもへらしてほしい。

・遊ぶ所をふやしてほしい。

・大人の人しんさいの時いろいろなことをしてくれてありが

・遊ぶ所をふやしてほしい。

とうございます。

・あそぶところを大くしてほしい。

・いえおつくてほしい

・大川小学校を作ってほしい！

・ふっきゅうさぎょうをいそいでください

・しえんをしてほしい。大川小学校の学校やゆうぐをつくっ

・ぼくたちのためにふっこうをしてくれてありがとうございま

てほしい。かせつの所にあそびをつくってほしい。

す。

・しんさいにあったがっこうに、こうえんをたててほしい。

・ふっこうをがんばってください

・ぼくたちの学校を大川とがっぺいしたい。

・町のかたずけをしたい

・大川小を、はやくなおしてほしい。遊ぶところをもっとふ

・作業を続けてがんばっていく！

やしてほしい。

・かせつの人が家がこわれてかわいそうだから、ぼきんし

・大川小学校の学校を作ってほしい！！

て家をたててほしいです！！

・もっと遊ぶ場所を、ふやしてほしいです。

・はやく家とかをなおしてほしいです。

・大川小学校のみんながこまっているので学校作って！

・みんなで、助け合いたい。

道路直してください

・石巻市内のかせつじゅうたくで子どもたちが公園であそ

・しんさいにあった大川小やいろんな学校の人たちに、公
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園をつくってほしい。

・しんさいがおきて、町がきたなくなったけどみんなで協力

・石巻の学校をなおしてほしい

をしてかたずけてほしい

・遊ぶ所を、ふやしてほしい

・石巻をきれいに…してほしい

・もっと遊べるところをふやしてほしい。

・じしんでがれきとくるまがのこっていることがあります。

・もとの石のまきしにもどすためにはやくふっこうしてほし

・町のかたずけをがんばってください。

い。

・町の片付けをかんばってください

・わたしは、ふっこうに何をしたらいいのかわからないけど、

・石巻市や岩手県にしんさいのつめあとがのこっているの

おおえんはずっとしています。がんばれ！！

でガレキをかたづけてください

・私は、復興に何をしたらいいですか。私は、はやく復興し

・がれきが多いので、とった方がいいとおもいます。

て、ほしいです。

・まだがれきがいっぱいあるから、はやくとってほしい

・ぼくたひもふっこうをします。

・まちのがれきがまだのこっているので、のこっているが

・ボランティアの人は、わざわざ遠くから来て町などのか

れきもとってください。

たずけをしてくれてありがとうございます。このあとも町の

・あぶない所をはやく直してほしい。

片付けなどをがんばってください

・がれきがまだのこってるからはやくてっきょしてほしいで

・町のゴミをひろってリサイクルしてください。

す。

・町のゴミを、拾ってリサイクルしましょう。

・わたしたちも石巻市を復興するためわたしたちもすこし

・ふっこうをがんばってくれてありがとうございます。

ずつ話し合っていきます。

・協力して町を良くしましょう。

・石巻のふっこうをはやくしてほしいです。

・みんなで協力してもとの町にしたいです

・人をこれからもずっとみまもってください

・みんな一緒に力をあわせ子どもと大人でがんばり、ひさ

・ちょっとした、ごみを、ひろったほうがいいと思う。

いした町や人を元気ずけふっこうしたい！！

・町のガレキをかたづけてほしいです。

・がんばれ

・ごみの山をかたずけてほしい。

・とにかく、頑張ってほしい。

・早くおうちにすめるようになりたいです。

・私たちができることはします。だからいっしょにがんばり

・がれきを、はやくてっきょしてほしいです。

ましょう！

・ぼくも人のためになにかしたいです。

・いっしょにがんばりましょう。じしんにまけないようにがん

・これからもがれきの片付けやふっこうの仕事をがんばっ

ばろう。

てください！

・私たちもがんばっています

・被災した学校をはやく直してほしい。

・私は、今宮城で頑張っています。

・被災した学校の新しい校舎をはやく建ててほしい。

・ふっこうがんばろう

・わたしたちの町は、どうなるんですか

・ふっこうしてほしい

・まえより、りっぱな石巻市にしてほしい。

・石巻市にえがおをふやそう

・しんさいのまえのようにしてほしい。

・私も何かもっと行事にさんかしてもっとふえるように行事

・みんなえがおにしてほしい。

をふやす

・つなみがきても家には、かえらないほうがいいとおもい

・石巻市をえがおいっぱいにする。

ます。

・みんなで石巻をきれいにしてください

・タバコのはいがらをすてないようにして、ゴミをすてない

・みんな協力して、石巻市の完全なふっこうをめざした

でください。ぼ金もいれてください。

い。

・みんなの命はとても大切だから大事に守ってほしいで

・日本じゅう元気

す。

・みんなで石巻市をげんきにしょう！大人も！

・ほきんしたことがあります。

・みんなで協力してがんばって下ださい。

・くじけないでがんばって下さい。

・ぼくは石巻市のふっこうにかかわったことがないので大

・仕事を、いっぱいして。

人の方に石巻市をきれいにしてほしい。

・がんばって下さい。
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・ぼきんかつどうがあったら、さんかする。

しくしてくれー

・がんばってください。

・いしのまきちくの子どもに 100 億円ちょうだい

・石巻市はふっこうしてきているのでこれからもぼ金やい

・みんなで遊べる公園をいっぱい作ってほしい。きれいな

ろいろな活動をしていきたいです。

海にしてほしい

・できるだけ前みたく、にぎやかの宮城県にもどってほし

・公園やみんなが楽しむ所を作ってほしい。大きい市みん

いので１つずつ前へいきましょう。

プールを作ってほしい。せつでんをしてほしい

・ない。

・公園がほしい。プールがほしい。

・石巻市はふっこうしてきているのでこれからもぼ金やい

・大きいしみんプールをつくってほしい。

ろいろな活動をしていきたいです。

・つなみが近くまでこないように大きくて高いかべを作って

・笑顔の多い町

ほしい。大きいプールを作ってほしい

・ぼきん活動をいっぱいしていっぱいお金をためてあげた

・こわれたコンクリートとかをなおして

い！！

・町をきれいにして、人々をはげましたり、ぼ金をしたい。

・ふっこうがんばってください！！

・石巻市をもとどうりにしたい。

・私は地震のくる前のようなすてきな日本にもどしたいで

・がれきをかた付けて、石巻市をきれいにしたい。

す。地震のくる前の人はいい人ばかりないい国でした。日

・石巻市をもとどうりにしたい。（おがつ、河北、ものう、北

本のみんなで力をあわせてすてきな日本にもどしたいで

上、おしか、あじしま→分からないと思います。）

す。

・これから生まれてくる赤ちゃんに石巻という場しょをきに

・苦しんでいる人を助けてあげてください。

いってもらえるように子どもにできないようなことをしてほ

・子どもたちもおうえんしているのでがんばってくださ

しい。

い！！私も、なにか、できることが、あれば、協力したいと

・わたしは石巻市のふっこうについて、なにもしたことはな

おもいます。

いけど、何かをやりたいとは、思っています。でも子どもの

・ひさいした地区に大きな公園をつくってほしい。

４年生にできることは何かイマイチ分かりません。なので、

・カードゲームをね下げしてほしい。

できれば、できればでよろしいのでおしえてください

・わたしにできることがあればてつだいます。

〈akari〉わたしも「子どもまちづくりクラブ」をやってみたい

・あきちがほしい（広い）。サッカーじょうがほしい。（まえや

なと思います。

ち）

・ぼくは、できれば、ぼきんをがんばります。

・みんながあそべる場所を作ってほしい

・みんなで力をあわせてがんばりましょう

・あき地をつくってほしい。野球ボール 10 こくらいほしい。

・わたしは、ひどいひがいをうけたことがないですが、テレ

海をきれいにしてほしい

ビなどで見ると家がなくて、とてもかなしいきもちになりま

・しんさいにあった人を元気にしてほしい。

す。これからもふっこうにむけてがんばってください。わた

・あきちを作ってほしい

しもてつだいます。

・ふくしまの人でもほうしゃのうを心配しないであそべると

・石巻をがんばって復興してもらいたい

ころ。もっと高台をふやしてほしい。じょうほうがもっと早く

・今、石巻は、とても大変なことになっているけど、子ども

伝えられるようにしてほしい

たちは、つらくても明るく笑顔でがんばっています。なので

・野球のきゅう場がほしい。あきちがほしい（ひろい）（前谷

一日でも早く、復興できるように、がんばってください。わ

地）

たしもできるかぎりのことをします。笑顔がいっぱいな石

・しょうひぜいとか言ってないで、早くふっこうしてほしいで

巻になることをねがっています。

す。大きいしみんプールをつくってほしい

・復興までは、長期間になるかもしれないけれど、がんば

・自由は自由でまちの片付けしてぼ金しろ

りましょう。

・あきちをつくってほしいなー大きなプールをつくってほし

・わたしはしんさいでいろいろな人が死んでしまいました。

いな

でも生きていけたなら、いろんなこと（ふっこうできること）

・子どもに金をくれーもっとお店をたてろー。ちかくに色々

をてつだってください。そしたら天国にいるひともよろこぶ

イベント会場をくれー。大きな町にしてくれー。やくしょを新

とおもいます。
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・早くしてほしい。がんばってほしい。まってます。自分は、

・きたないところがないように、かたづけてほしい。

できないので、大人にまかせます。よろしくお願いします。

・ぼ金をもっとしてほしい。

・お母さんやお父さんがなくなった子ども達のために、で

・めざせ復興ガンバレ

きるだけ、その子達のやくにたつことをできるだけしたい。

・もとどうりの石巻、北上町にもどしたい。

・わたしはまだぼ金しかできないけど大人の方ならできる

・もとにもどして明るい町にしたい！

のでみんな協力してがんばってください。

・もとにしたい。地しんの強い石のまきにしたい。

・石巻市の復興をがんばって、しんさい前のふるさとにも

・もとにもどしたい、きれいにしたい、もっと自ぜんをふや

どしてがんばろう、石巻！！笑顔がもどればいいですね。

したい。

・ふっこうのために何かしてみたいです。

・もとにもどしたいし、じしんにつよいいしのまきにしたいで

・アルバム、おもちゃなどの人がたいせつにしていたもの

す。

をしやくしょなどのところにしゃしんや物なとでおいていて

・早く石巻市をもとにもどしたい。

もらいたい。またじしんがおきたときにアレルギーの人が

・もとにもどしたい。

たべられる物を茨城県全部におくってもらいたい。女川げ

・もとの石巻にもどしたいみんなのえがおをもどしたい

んぱつをなんとか福しまみたいにしないてほしい。

・地しんに強い石巻市にしたい。

・まだじかんがあるからいそがなくてもいい

・まえみたいに家がいっぱいになってきれいな安全なちい

・早く、がれきのてっきょをしてください！

きになってほしい。

・ふっこうするのにいったい何年かかるのだろうか？

・お店がいっぱいあってにぎやかなおしかになってほし

・みんなのてつだいをしたい。

い。

・むだずかいをしないでほしい

・がれきを全部なくしてほしいです。石巻市をきれいにして

・私はできることをやりたいと思います

ほしいです。

・これからも、きれいにして、石巻市を守ってください。わ

・自分ができることが、あったらやってみたいです。

たしも、協力して、きれいにしてみたいです。（じぶんでで

・しんさい前の町の倍いい町になってほしい。

きることはやりたい）

・みやぎ県をきれいにしてほしい。

・石巻の復こうを手つだいできる（子どもでも）きかくをつく

・とにかく、お手つだいをして、ふっこうしたい。

ってほしいとか

・家がほしい

・ふっこうがんばってください

・どうろをなおせ。家をふやしてほしい。

・大きなじしんがきてもすぐにひなんできるところをつくっ

・もとの場所になおしてください。

てほしいと思います。（いろんなところにたくさん）

・いえをたててほしい

・津波で流された場所にこうえんを作ってほしい。きゅうけ

・どうろをなおしてほしい。いえをつくってほしい。

いじょ

・石巻市がもっとふっこうにちかずけるようにがんばって

・また、しんさいなどが、きても、すぐ、ふっこうするような

ほしい。

町を作ってほしい。

・つなみでもこわれない学校がほしい。

・海（かいがん）に、つ波の写真かんなどをつくってほし

・海の近くにつなみがこないようにかべをよこにたててくだ

い。

さい。そうすればいまみなとにすんでいるかたなどの人が

・なるべくはやく、がれきをてっきょしてほしい！

たすかるかもしれないからです。そして海ぞいにたかだい

・津波がきたところに公園などをたててほしい。

を作ってもしつなみがきたらひなんできるようにしてくださ

・こうえんをつくりたい

いそしてたかだいにろう人ホームもつくってください。

・どうぶつえんを作ってください

・家のつくりを強くして地しん（つなみ）にたえられるように

・カンのあけるのをひろったりかいしゅうして

してほしい。少しずつ、石巻・宮城・東北・全国みんな復興

・前に病院で、ふっこうのことをなにか、大声で言っていま

してほしい。

した。入病とかしてる人にめいわくだと思います。

・ひなんするばしょをいっぱいつくってほしい

・ほかの人を元気にしたい
・なけおするんですか
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・石巻のことを、お家の人と話し合う。（ふっこうのこと）

小学５年生

・子どもたちと、いっしょに、イベントを、作したいです。ポ
スターを、いっぱいつくってはってほしいです。（手づくり）
・これからもがんばってください。

・がんばってください。

・やっと、石巻市がすごくかいふくしているから、もうすこし

・石巻市の復興はまだ少しもどっていないので早くもどっ

できれいになるからがんばれ。

てほしい。

・今やっていない店をつぶさないでまた新しく復興できる

・しんさいでショックをうけた人に、未来の石巻を教える。

ようにしてください。

・ぼくはそんなにできることはありませんが、がんばって下

・私たちの小学校の校庭をキレイにしてくれて、ありがとう

さい。

ございました。はやく、きれいな町にして、安心してすごせ

・３月 11 日の東日本大しんさいがあって１年ぐらいになり

るようになりたいです。

ます。その時は、たくさんの人達が亡くなりました。ゆくえ

・ふっこう計画はどんなものですか。

不明者もでました。でも、今はもとの石巻にもどりかけて

・元気にすごしてください。

います。これからも明るく、そして笑顔にしていきたです。

・しんさいがあったけどいしのまきや、ふくしま、１秒でも早

・復興するのは、もう少しかかるけれど、復興して新しい

くふっこうしてもらいたいです

石巻になると思います。

・山にシェルターを作ってもらいたい。

・石巻は、復興に向かってがんばっています。私達もでき

・いしのまきふっこうしてください

るかぎりのことはやりたいと思っています。

・海に近い所ではなく、なるべく山に家をたててほしい。

・ぼくたちもがんばっているからあなたがたもがんばってく

・どだいが高い、いえを作ってほしい。つなみにつよい、学

ださい。

校を作ってほしい。たかだいにいえをいっぱい作ってほし

・早く石巻が復興して、またもとの石巻にもどってほしい。

い。こうえんをいっぱい作ってほしい

・子どもたちもがんばるので大人たちもがんばってくださ

・ていぼうを高くしてほしい

い。

・速く、とにかくふっこうしたい

・今、私達は、勉強で「マイタウン・石巻」と言う事について、

・もっとじしんにたえれる家をつくってほしいです。

地域の人にインタビューなどをして、これからの復興のた

・学校のプー

めに、がんばっています！！

・みなみはまちょうをきれいにしてみなみはまちょうにあっ

・石巻のこと話しあっていますか。

た家を山のほうにしてほしい。おばあさんとかおじいさん

・自分たちの町がまだなおらないのがくやしい。

があるけない人がいるからロウジンホームを高い所にし

・今、石巻は、「まちのふっこう、まちのふっこう」と言われ

てほしい

ていますが、今、本当に大切なのは市民の不安な気持ち

・キレイにして！！

や、きずついた心をいやしてあげることだと思います。

・みなみはまちょうをもっときれいにしてほしい。せいせき

・早く町の復興をしてほしい。

せんがはやくとおるようにしてほしい。

・もっと、観光客が来るような町にしてほしい。もっと、楽し

・みんなで協力して、石巻市の復興を願ってください。いろ

い町にしてほしい。

んな人を、はげましてください。石巻市をもとの石巻市に

・集団いどうを早くしてほしい。石巻の CM を増やしてほし

もどしましょう。

い！アピールしてほしい

・笑顔になれば、みんな心は、一つになるのでがんばって

・みんなが仲良くできる町にしてほしい。

ください。

・もっと、あかるく、楽しい石巻にしてほしい。

・ぽらんてぃあの人たちにおせわになっているからおんが

・観光客にきてもらいたい。

いしをしたい。

・子どもから大人まで楽しめる市にしてほしい。

・自分のことだけじゃなくて、みんなで協力して、たすけあ

・はやく工事をおわらせてたのしい町にしたい！

いましょう。

・しんさいで何も無くなった町に木、花でもうめてほしい
・すべて復興してください
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・町の片付けをやってみたいと思います。

・門小を残してほしい

・体育館やプールを早く直してほしい。

・門小をなくさないでほしい。

・今度また津波が来てもだいじょうぶなたいさくを考えてく

・片付けなどがんばってください

ださい。そしてその考えをじつげんさせてください。できる

・南兵、門脇地区に明りをふやしてほしいです。（夜に真

かぎりがんばってください。また津波が来ないことを願い

黒だからじこにあわないように）

ます。

・広い公えんを作ってほしい

・子どもはこれからが本当の人生です。なので、こどもの

・じぶんのおじさんは、にじいろクレヨンの代表です。子供

これからの人生のためにも復興にお手伝いをお願いしま

のためになにかをいっしょうけんめいしているので、おじさ

す。（今まで東日本大震災の復興のためにお手伝いをし

んのように、無職の人は、子供などのために、はげます

てくれたみなさま、本当にありがとうございます。）

会などをつくってほしいです。

・前の石巻より良い石巻を作ってください。大津波が来な

・がんばってください。

いようにおおきいていぼうを作ってください。

・がんばってください

・復興のために私は、いろいろとがんばっていきたいです。

・復興をはやめてもっといい石巻にしてほしい。（緑いっぱ

なので大人の方にも子どもにはできないことをがんばって

い）

復興にやく立ててほしいです。これからもひさい地をもと

・良い石巻づくりをすすませてくださってありがとうござい

どうりにするような人になりたいです。みんなの役にたて

ます。

るようにがんばっていきたいと思います。

・いてん話があるんですれど土地のかくほや何か、きふを

・少し休んでもいいんじゃない。

してください。おねがいします。

・大人の人でもいいのでいっしょに復興のためにいろいろ

・復興させるのにがんばってくれてありがとうございます。

教えてください。

・がんばってください。

・もっと早く復興がすすめばなぁと思った。

・ガレキをかたずけてほしい。

・ゆっくりでいいからちゃくじつにすすみましょう。いそいで

・前の町のようにもどしてください。

もまちがえたらいみがありません。

・ありがとうございます。がんばって下さい。

・もっと町にみどりをふやして子どもが遊ぶ所をふやして

・がんばってください。

ほしい

・ありがとうございました。

・できることは、なんでもします。

・がれきや石があるのでけがをしないようにしてください。

・学校がほしい。道路のじしんのひびわれをうめてほし

・協力しましょう。

い。

・活動しましょう。

・大きな公園がほしいです。（犬やねこも入れるような）門

・石巻市を復興させるために、ぼくもがんばります。

脇小は学校の校しゃがなくなってしまったので校しゃがほ

・がれきをかたづけていただきありがとうございます。

しいです！

・はやく復興できるように。

・何も出来ないですが、すこしずつ何かやりたいので、み

・石巻市は、今、少し、暗くなって、笑顔があまりなくなって

なさんもがんばってください。出来ることを見つけて、やっ

いるのであいている所（つかわない所）に花などを植えて

ていきたいです。

ほしい。また、笑顔を増やせることをしてほしい。

・公園がほしい。

・笑顔がたくさんにもどってほしい

・学校がほしい。遊びる場所をふやしてほしい。

・石巻市の復興は今どれくらい進んでいるのか。今よりも

・もっとみどりをふやしてほしい

安全にできるよいにしてほしい。笑顔な人をふやす

・あそび場をふやしてほしい。

・これからも何があってもずっと笑顔でいてください

・公園がないので広い公園がほしいです。

・私たちは川開きでこてきやいろんなことをします！なの

・公園が少ないので、犬とかも入れるような大きい公園を

で、できればよりはやく中里町を復興させてください！！

たててほしいです！かどのわき小を他の学校とがっぺい

・がんばろう

しないでのこしてほしい。

・復興できるようにがんばってください。

・道路のだんさをなくしてほしい。学校がほしい。

・10 年も復行にかかると言ってますが、10 年もかからず
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はやく復行してほしいことを伝えたいです

・がんばれ

・この震災でなくなられた方々がいっぱいいます。その家

・たくさん家をつくってください。

族や、震災にあった人たちのために、笑顔になるために、

・はやくもとの安全な町にして下さい。

なにか、イベントなど、みんなが、すこしでも、笑顔になっ

・亀山市長がふっこうするのにおそかったので（計画が）

てほしいから…。

ないと思うけど次には早くして下さい

・津波が来て公園に、ガラスのはへんや、あぶないものが

・道路をなおしてほしい。

あって学校の先生方に立入禁止といわれているので、新

・海をきれいになおしてほしい

しい公園を作ってほしい。

・前よりもキレイな町にしてください。

・ぼく達が大人になるまで育つ所なので早く復興のけいか

・はやくもとのようになれるようにしたい。

くをたててください。ぼくも考えます。

・また前の石巻市にもどってほしいです。

・つなみにたえられるひなんじょなどを建ててください。

・さっさとがれきうけいれなさい！ほうしゃのうだかなんだ

・僕達に手伝えることがあったら手伝わせてください。でき

かいってないでおまえたちがひさいしたときにたすけてや

ることならば、何でもします

んないぞ！

・すめる家をたくさんふやしてください。

・みんなで週に１どあつまってなんかやった方がいいと思

・安全な町にしてほしい

います。

・すめる家をふやしてください

・みんなで協力をして、はげましあえばいいと思う

・いつになったら復興するんですか？

・みんなが協力すればいいと思う

・早く防はていをつくってください

・「がんばれ東北！！」など、そういうものがたくさんかか

・住める家をふやしてほしい。（かせつにいる人も安心し

れていますが、“がんばれ”は、私たちにとってもっとがん

て住める家をふやしてほしい。）

ばれというもので、私たちはがんばってるので、もっとち

・はやくもとの町になおしてください。

がう言葉にしてほしいです！

・もとの町にもどしてほしい。

・私の家の近くのスーパーが、津波でこわれて、こうじをし

・ぼうはていを増やして下さい

ていたけど、カートをひいて、かい物をしているゆうれい

・なぜ今消ひぜいが上がるというのですか。みなさんが、

が、いるときいて、こうじをしていないので、近くにスーパ

復興にがんばっているのに、みなさんがこまります。上げ

ーがなくて、こまっていて、だれかゆうきのある人は、こう

ないと言ったのに、なぜ気がかわったように消費税を上

じをしてほしいです。

げるのですか。

・町の片付けやひなん所や仮設住宅での手伝いをした

・未来にむかってがんばりましょう！

い！！

・もとどうりの住みやすくて、きれいなまちにもどれるよう

・募金など色々してくれてありがとうございます。しえんぶ

にがんばってください！

っしなどでたすかっています

・石巻市がもっと安全な町にしてください。

・特にいいです。

・がれきや、こわれたいえとがかたづけてくれ。

・石巻のよいところをせんでんして人がいっぱい来るよう

・じしん（つなみ）に強い家を作ってください

にする。

・土地を安くして下さい。

・みんなで協力してやる。

・安全で明るい町にしてほしい。

・募金しよう！

・大人の方たちへまずは大人たちの皆さんができるはん

・復興がんば～！

いで復興させて下さい。後は僕が頑張るので復興をでき

・もどってきた人にゲームか、おみやげをくばればい

るはんいでさせて下さい。

い！！あと募金もする！！

・いっしょにがんばろう

・とにかく、募金をしたほうがよい

・がれきなどのしょりをがんばってください。たくさんのい

・石巻市の人たちで、なにかできることがあるならなにか

体が見つかってないのではやく見つけてください。

したい！

・あんぜんな町にしてほしい。町をもとどおりにしてほし

・「自分は関係ない」とか「べつにやりたくない」とか言わな

い。

いで、できることでいいから、やってほしい。
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・子どもも大人もかんけいがなく自由に楽しくあそべるとこ

・雄勝地区はどうなっているか？

ろがほしい。それと子ども小学５年生からは、小さいこと

・みんなで、笑ってたのしくすごそう

あそんであげるため小さいこと小学５年生から上の人が

・復興のためにぼ金をしたい。

あっまってあそべるところがほしい。

・みんなたすけあうといいと思う。大人みんな、やさしい心

・機会があれば、石巻の復興に関わってみたいです。

を持ってどろぼうなどをなくす。

・石巻市の復興をおうえんしています。

・今は、クヨクヨしている場合じゃないので、みんなで、復

・復興ガンバレ！でしゅ

興しましょう！！

・キレイな石巻市であってほしいから片付けしてほしい

・私は、復興のためにしたいけど、どうやって、ぼきんなど、

（子どももいっしょに）

手だすけをするのか。をしりたいです。

・これからも復興に向けてがんばってください。

・みんなが笑顔になれるような行事を増やしてほしい。

・みんなえがおにしたい。

・あまり、今はたいへんなのでデモはやらないでください

・早く復興を行ってほしい。みんなで町をもりあげたい

・去年の津波でひ害が少なかったところに今度から家を

・早く復興してほしい。みんなでなんかやってよ～。

立ててほしい。

・早く復興して、しんさい前の生活に早くもどるために進ん

・がれきを早くしょりしてほしい

で何かをしたいです。

・市の行事を増やしてほしい。

・どんどんふっこうしているので大人の人に、ありがとうと

・はやくなおして

つたえたい。

・募金などをする。

・ぼきんをしたりたほうがいいとがれきのてっきょ

・今、石巻は、復興しつつ、あるので、いつまでも笑顔をわ

・なくなった人がいる人と、おはなしをして、がんばって、

すれないでほしい。

いいたいです。わたしもおばあさんをなくしたので…。

・仲間を大切にしよう。きずな

・ごみ置き場じゃない所に震災でつかえなくなった家具な

・ふっこうはやくしろ

どを置かないでください。

・ぜったい石巻はふっこうする！ぜったいにできる！

・ゲームのがほしい

・がんばってください

・たすけあう

・がんばっていろいろなことふっこうしてほしいなと思いま

・ゲームのしきゅう品がおしい。

した

・けんせつやじぎょうよりまずひさい地をゆうせんしてくれ

・政浩家の人たちは今ひさい地ではこんな状態なのにしょ

・早く復興してほしいから手伝って

うひぜいあげるとか言ってるのか。おまつりとか楽しい所

・別に

を作ってほしい（マンガかん）

・早く復興してほしい

・早く、石巻をもとどおりにしてほしい。もう津波とかそんな

・「道路などを直すんじゃなくがれきをかたづけて！」

ものがこないようにもっと防はていを高くするとかそんなく

「KAT-TUN をどうしてひさいちによんであげなかった

ふうをしてほしい。

の？」

・かたづけも大変だと思いますががんばってください

・がんばろう

・早くがれきをかたづけてほしい

・いっしょにできる仲間をもっとあつめたい

・マクドナルドなどでぼきんをおこなっているから、やって

・がんばろう

みてください。

・まだがれきがのこっているところをきれいにしてくださ

・県全体がふっこうするには何年かかるんだろう？

い。

・石巻市は今まだもとにはもどっていないので大人の人と

・私は、大人になったら復興に手伝いたいと思います。

子どももいっしょにやればもとにもどると思うのでいっしょ

・なんでえんがんぶにいえをたててだめなのかそこにすみ

にがんばろう。

たい人がいるのかもしれないのに！！

・１日でも早く復興してほしいしそのために自分は手伝い

・募金をしたい。

たい。

・おかあさんがいない子どもたちに公園とかを作ってほし

・ぼくにできることがないのでがんばってくださいおうえん

い

しています。
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・政治へ、ぜいや金の話をやるなら、復興を進めてほしい。

・みんなのよろこぶことをしましょう

・復興のために協力してほしい

・もとの石巻市にもどるようにがんばってください。

・いろいろな行事をもっとひらいてほしい

・まだまだ復興といっても、まだ、ガレキなどがありだから

・私達にできることがあれば、ぜひしたいです。今じゃなく

それなどをかたづけなどやってもらいたい。

ても、今でもいいです。一年、五年、十年後、どれだけた

・子どもみたいに考えると、子どももできて子どもだからで

っても、手伝いがあればしたいです。

きることがあると思う。

・がんばれー！

・おとしよりなど体のふじゅうな人より強い大人が、がんば

・「一時的に物をつくる。」というより、先にずっとつかえる

ってください。

物をつくってほしい。募金はどうやってつかわれるか、ニ

・子供にできることならなんでもするよ

ュースでいってほしい。ふっきゅうということばじゃなくてふ

・早くもとの町に復興したい。

っこうということばをつかってほしい。一番先に、あぶない

・大人に協力してほしい。

とおもわれる建物をとりこわしたりしてほしい。

・一番苦しいのは、子どもだと思います。なので大人のみ

・石巻市の復興も少しずつですが確実に進んでいると私

なさんもがんばって復興計画にはげんで下さい！お願い

は思うので、私にできることは少ないですが、友達と協力

します！

して、なにかできることを深し、実現させたいです。

・復興していないところを復興させてほしい。

・早く、つなみのひ害にあった地いきを、もと通りにしてほ

・石巻市の復興が思いきりできるようにしよう！

しい。

・少しずつでも、石巻の復興をして、もとどおりまではいか

・津波で流されたところもはやく前のところにもどってほし

なくても、もどしてほしい。子供でも手伝えることを考えて

い。

ふっこうをてつだいたい。

・毎日が大変だと思いますがこれからも復興のために何

・今はもうだいぶよくなってきたので、あまり心配しないで

かしようと思いますのでがんばって下さい

ください

・復興できるよう願っています。

・ぼくもできるだけがんばるのでそちらもがんばってくださ

・私たちにできることがあったらおしえてほしい。

い

・市でイベントをやってひさいしゃを元気づけてください

・復興が早くできるように協力しますのでがんばってくださ

・たてものもほしいけど、がれきがのこっていたらかたづ

い。

けてほしい

・がんばってほしい

・がんばれ宮城！！

・少しずつでも確実にかたづけをすすめて元の様子にも

・ぼきんをしたい。

どしてほしい。

・復興といってもいつ復興がおわるのかしりたい

・早くふっこうができるように協力します。

・石巻市が復興するには、市全体で協力すればいいと思

・ひなんビルを立ててほしいと思います。

う。

・仮設住宅にいる人のきかんをのばしてほしいです。

・ふっこうできるので、がんばってください。

・復興で子どもも出来る方法を考えてほしい。

・はやく復興してください。がんばってくださいね。

・石巻がふっこうするのをおうえんしています

・ありがとうございます。

・がなばれよっ！子どもは関係ないからいい。どうせつた

・地いきのみんなが、らくにくらせるように、はやくふっこう

えてもやらないから。

してください。

・まだほかの学校にかよって勉強をしている小学生や中

・みんなでまだだめないちきの人たちのてつだいをいろい

学生の人もいるので学校がもっとふえればいいとおもい

ろしてあげたい。

ます。

・これからもがんばって活動してください

・きちんと国や政治家が復興にかかわってきちんと石巻を

・石巻では、まだまだがれきがたくさんあります。なのに石

「復興」してください

巻でがれきをしょりするのを手伝だってくれる県がほしい

・公えんを作ってほしい

です。みんながんばっているのにいっぱいありすぎて大

・体調をくずさないようにできることからがんばってくださ

変です。手伝だってください。

い。
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・がんばってふっこうしてほしい。

・町の片付けなどをやれば町がきれいになると思います。

・公園をつくってほしい。（広い）大きな、きゅうじょうを作っ

・石巻をもっとにぎやかな町にしたい。

てほしい

・石巻のガレキとかを全部片付けて、きれいな町にしてほ

・店を作って下さい。遊び場がほしい。

しい。

・お店が近くにあったらいい。公園を作ってほしい。大きな

・今のままでいい

野球場があったらいい。

・遊ぶ所がほしい

・こうえんを作ってほしい。しあいができる野球じょうを作

・もうちょっと節電節水を、してほしい。早く元の学校に、も

ってほしい

どせ！！

・もとのまちにできるだけしたい。てびたまでいかないとあ

・石巻市がきれいになるようにがんばりたいしいろいろな

まりしょくりょうやいろんなものがかえないのでちかくにた

人の手伝いもしたいです。

ててほしい。広い公園がほしい。

・ぼくたちができないときお願いします。

・ひろいこうえんをつくってほしい。

・遊ぶ場所が少ないからほしいです。

・復興がんばってください！！！

・もり

・はやく家がなおってほしい

・サッカーをできる遊び場がほしい

・いろいろな活動（復興）をしてくれてありがとうございま

・花をふやしてほしい。

す！

・遊び場をふやしてほしい。

・子ども達の遊び場を作ってください。

・大人に伝えたいことは、くらしの守りを伝えたいです。

・復興のためにがんばってください

・子どもでも手伝えることがあればやりたいです。

・いままで復興をしてくれてありがとうございます。

・ボランティアや復興作業など、ありがとうございます。こ

・一日も早く、がれきをかたづけもとのすがたの石巻にも

れからもがんばって下さい。

どってほしいです。

・ぶっしをとどけてくれてありがとう

・遊ぶ場所

・いしのまきしがきれいになるように大人の人にも伝えた

・まだがれきがあるから早くきれいな空気やきれいな町に

い。あとこまっている人がいたらはげましたい

してほしい。ぼうはていを高くしてほしい。道路のぼこぼこ

・配給にばかりたよっている大人がいるので、どんな人で

を早く早く直してほしい。

も、働ける場所を設置してほしい。または、そういう団体

・いしのまきのふっこう

があってもいいと思う。

・子ども達の遊び場を作って下さい。

・がんばってください。

・動物園や遊園地など、子ども達にとって楽しい場所を作

・がれきをはやめにかたずけてほしいです。つなみたいさ

ってください。

くおしてほしいです。

・人々がくらしやすい町にして下さい。

・がれきをはやくかたずけてほしい。みせを多くしてほしい

・一日でも早く復興ができるように計画をたててください。

・まだひがいのことでガレキがまだあるのでしょぶんしてく

・復興大変ですね。

ださい私も協力します。

・なくなったかたがたのぶんもがんばってください。

・まだ「ガレキ」が散らんしている町などがあるので、みん

・ボランティアの大人のみなさんまちの片付けをやってく

なで協力してガレキを片づけ、復興につなげてほしい。

れたり、遊んでくれたりしてくれてありがとうございました。

・仮設でもっと行事を増やしたい。女川のがれきをきれい

・子どもたちが遊ぶ場所を作ってほしい。

にしてほしい。

・子供だってたいへんなの！大人もいそがしいの！人の

・門脇小はどうなってんですか。

気持ちも考えろ！

・かせつを、のせいびをもっとよくしてください。かせつを

・支えんぶっしとかはいらないけど、学校に来て遊んでほ

広くしてください

しいです。

・ひがいを受けた人たちにも、元気をとどけたいから自分

・学校を早くなおしてもらって元の学校にもどりたいです。

たちで CD やラジオを作ってみたい。

石巻の道路などなおしていない所をなおして前の石巻の

・みんながガレキを片づける。

ようになってほしいです。

・まだこまっている人がいるのでこ協力お願いします。
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・各店（特に駅前）に募金箱を設置したほうがいいと思う

・私も復興のお手伝いはしたいけれど、なかなかできませ

・ふっこうがんばってください

ん。でもみなさんが復興しようとがんばってるのはすごく

・早やくいろいろな地域が復興してほしい

分かります！！みなさんがんばってください。

・おもいうかびません

・もし津波がきたら大変だから守るものをつくればいい

・がれきをかたづけて道路を直してください。おねがい

・石巻のみなさんのためにもがんばってください。

・思いうかびません。

・すてるゴミでお金がかかるゴミなどをそこらへんにすてな

・思いつかない。

いでほしい。

・私たちにできることがあったらなんでもいってください。

・ふっこうに向けて、がんばってください！

・給食のふっきゅう

・生きていきましょう。

・家作りなどを早く作ってほしい

・また石巻市がキレイになってほしいのでがんばってくだ

・早くふっこうしてほしい。

さい。

・ていぼうをつくるために町をこわすな！！

・はやく復興してほしいです。

・たまに募金活動に参加します。

・ぼきんをしてください

・てつだい

・じしん、つなみで、きょうふをもっている人に声をかける

・地域の行事にあまり参加したことがないので、参加して

こと！

みたい。

・石巻市のためにがんばって

・復興にむけて、がんばって下さい！

・石巻市の復興いっしょにやろう

・石巻市は、しん災前とても明るい町でした。今は家やた

・日曜はぐうたらしたい気持ちもわかるけど、ほんの少し

てものがこわれて、何もない所だってあります。それでも

でいいから復

たち上がって、これからがんばろう。という人もいるのでも

・早くもとの石巻市にもどってほしい

う 1 度明るい楽しい町になったらいいと思います。

・ちょっとしたことでもやっています

・いつもふっこうのためにいろいろしてもらってありがとう

・一歩ずつ前に進もう

ございます。

・がんばろう石巻がんばって復興してください

・何でもいいので、私達に手伝いをさせて下さい。

・復興にむけて、がんばりましょう！！

・みんなてせはげましあいながら、ふっこうをがんばってく

・わたしの考えは公園や人と人がふれ合える場を作って、

ださい。

みんなで話し合えばいいと思うから。

・お仕事がんばってください。

・みんなが笑顔になれるようにもっとがんばってくださ

・がれきを集めるだけじゃなく、1 つにまとめてもやしては

い！！

いにしてゴミ（がれき）を少なくした方がいい。

・私はみんなが使うしせつや体育館などを子ども、大人か

・みなさんで協力してがんばってください。

んけいなくみんなでかたづけたりしたいです。

・みんなで協力すれば、なんだってのりこえられるはず

・石巻市の復興について、情報がほしい。

・これからも、たいへんなこともあると思います。ても、み

・石巻市がもとにもどって、子どもたちだけじゃなく石巻全

んなで力協してもとの石巻にもどすようできるだけ努力し

員の人に元気になってもらいたい。募金活動も自分たち

ます。

で行ってみたい。仮設住宅で 1 人でくらしているお年より

・子どもも、できる活動をふやしてはやくふっこうさせた

や子どもが集まって話ができる場所がほしい。

い！！

・はやく復興してほしいです。

・しんぱいやおそろしい事を考えないで、これからも前の

・仮設住宅の方にしえんぶっしをおくったらどうですか。

ように楽しくくらしたい。

・かせつにすんでいる人にしえんをしてほしい。

・なくなった人たちのぶんまで、せいいっぱい生きよう

・小さな小どもが遊べて、小学校の小どもも遊べるような

・町をよごさないでもっと町の片付けを手伝ってほしいで

大きな公園があるとうれしいです。

す。

・みんなで力をあわせて協力して小さいことでもたくさんす

・私たちも復興に向けて協力したいと思います。

る！

・1 日も早く震災で出たがれきを片付けてほしいです。

・みんなで協力しあって町の募金や町の片付けをしたら
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いいと思います！！きれいな町に！しつもん？あいさつ

・石巻の復興のためにできることは子供も大人もやれば、

のポポポーンの CM はそちらが作ったんですか？？

早く復興できると思うから、協力して何かしたほうがいいと

・復興がどこまで進んでいるか分からない

思います。

・ぼくは、みんなと新しいふるさとを作るために、ぼ金や食

・これからも復興めざしてがんばってください

べ物を多くしていろんな人にやくだつような事がいいと思

・復興が思ったより早くすすんでいること。

います。

・自分かってにしないで

・大人の方はがんばっているのに子どもが力になれなくて

・ボランティアの人たちもがんばっているから。じぶんたち

すいませんもしなんかあったら手伝いにいきます

も少し手伝いをしよう（ボランティアの）

・地しんのあとからみんなで遊べる公園がなくてこまって

・がれきをしょりして下さい。

いるから作ってほしい

・もうちょっとボランティアの人をあつめて石巻市の復興に

・もうちょっときびしいんではなくおとしよりの方にもやさし

きょうりょくするように言ってほしい。

くするするとお年よりの方もすこしはげませるから

・たてものが地震の時からずっとこわれたままのものがあ

・私は石巻市のためのふっこうをしたことがないので大人

るのではやく直してほしい

の人と話し合いたいです。

・できることはすすんでやるので私たちのできない事をが

・町がどんどんきれいになっているけど、人が仮設住宅に

んばってください

住むと、大きな公園が小さくなるように、遊ぶところが減っ

・子どもでもやれることをさがしてやらせてほしい

ているのが少しいやです。もう２年後ぐらいに仮設住宅が

・復興がんばってください。

なくなるはずだけど、今が一番遊びたいです。

・がれきなどを少しでも早くかたづけて、しんさいで悲しん

・石巻まんがかんは、じしんの前のようにまた始まるので

でいる人をいっぱい笑顔にしてほしい！

すか。はやく行きたいし、あそびたいと思っています。

・かせつ住たくがたってあんまり公園で遊べない

・また、しんさいと時のように、野菜ジュースをつけてもらう

・かせつじゅうたくであそぶ所があまりなくなった

と、石巻市の子どもがとても喜ぶと思います。

・がれきを協力してかたずけてもらいたい

・私はちょっと児童クラブよりたいいくかんをなおしてもら

・がれきはいつしょりするのか

いたいような…

・今の石巻の市役所方面の町は昔のようなきれいであこ

・遊ぶところを作ってほしい

がれだった町にもどるかということ

・がんばれー（いろいろ）

・なにか手伝う事があったらやりたいです！

・石巻がもとのようになるように、少しでも手伝えることを

・早く石巻をもとの石巻以上に復興してほしいです。

やっていきたいです。

・できるだけはやく復興してほしいです。

・大人だけかんがえずにぼくたちこどものこともかんがえ

・少しでもいいので復興のためにがんばってください。

てほしい。

・わたしは１つおねがいがあります。今会

・自分がだいじょうぶだから、いいやーとかじゃなくて人の

・みんなで協力しあってゆっくりでもいいから復興してほし

をてつだってください

い。

・がんばれ（色々）

・ほうしゃ線が低いがれきはつぶして四角の形にまとめれ

・復興のためにガンバッてください！私たちも手伝いま

ばいいと思いました。がれきが早くなくなるといいなと思い

す！

ます。

・仕事たいへんだと思いますが、ふっこうをめざしてがん

・少しずつでもゆっくりでもいいからみんなで歩んでいきま

ばってください。

しょう。

・石巻の役に立ってみたい。

・復興すると思うのでぼくたちもがんばります。

・石巻市の復興だけじゃなくて、ひさいした人もはげますこ

・もし自分にも出来ることがあれば、手伝いたいと思いま

とも復興につながると思う。

す！大人の人達も復こうに向かって、がんばってくださ

・復興がんばってください。

い！！

・まだつなみのあとがあるのでぜんぶきれいにしてください

・みなさんの力で石巻は復こうできるのでみなさんの力で

・遊ぶ場所をもっとふやして～

石巻を復こうさせよう！(^.^)
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・何かできることがあったら子どもにも手伝えるきかいを

してほしい

つくってください。

・がいとうを明るくしてほしい。周りの人をはげましてほし

・まだしんさいのつらい思い出があると思うけどみんなで

い。石巻のガタガタした道を直してほしい。

いっしょにがんばりましょう。

・つなみでこわれてしまったたて物を早く直してほしいです。

・ぼくは石巻市の復こうについて町をきれいにするといい

私達も大人達といっしょに復興のために何かしてあげた

と思います。理由は町をきれいになって気持ちが良くなっ

いです。

たり元気がでてきたりするからです。

・だいにこうえんをきれいにしてください！だいにこうえん

・２年前の石巻ちいきにとりもどしてまたあの石巻にもどし

のゆうぐをふやしてください！！

たい

・大橋公園の遊具を増やしてほしい。

・石巻市が復興するために、がんばってください！！

・仮せつ住たくに住んでいる年配の人たちに気を配ってほ

・子どもが復興しにいくことは、大人の手もかりないといけ

しい

ません。こわがらず復興に手伝って下さい。

・かなしい顔をしていないで、みんなでがんばろう！ガン

・これからもあきらめずにせいいっぱいがんばりましょう。

バ！

新しい石巻を！！！！

・がんばろう

・地震でじばんちんかしたところをなおしてほしい。

・被災地の石巻市をきれいにして、平成 23 年 3 月 11 日

・復興にいそがしいですけどがんばってください。

以前の石巻市にもどしてほしい。プレハブ校しゃの小学校、

・とにかく仙台線を通してほしい。

中学校、高等学校ために新しい校しゃをたててあげてほ

・はやくふっこうしてください！！

しい。

・かなしいのは、わすれてえがおでがんばろう

・復こう祭などを開いてほしいと思います。みなと第二小

・まだ仙台線がなおってないからはやくなおしてほしい。

学校にちゃんとした校舎を建ててほしいと思います。

・学校に行くときに道がでこぼこしているからなおしてくだ

・津波でなにもなくなったところなどに、しせつを作ってみ

さい

んなが楽しめるようにしてほしい！！かせつ校しゃなどで

・（石巻市で）しん災きねんかんをつくってください。

学校生活を送っているのはかわいそう！

・あそびばおつくる。石のまきから仙台までのせんろはや

・週一回、一か月に一回で復こうについてのことを話しあ

くつくって。

ったり、活動したりしたほうがいいと思います。かせつの

・今、道路が、でこぼこしている所があるので、もとどおり

学校をふつうに立てたほうがいいと思います。（かせつで

にしてほしいです。

はない学校。）

・復興のためにも、ぼくは、出来る事をやろうと思います。

・つなみに強いまちづくりをがんばってください。

・いろいろとしえんなどをしてくれてありがとうございました。

・津波でひ災した所がさみしいから何か作ってほしい！！

これからも石巻のふっこうに向ってがんばっていきましょ

・かせつの人に、家を作ってあげたりしてあげたりしたらど

う。

うですか？

・北上川の近くにある水の広場が草がぼうぼうなのでかっ

・仮設住宅を作るのはいが作るたびに遊び場がへってい

てほしい。公園の遊びよう具を増してほしい（水明）。新し

くから少しでもいいから遊び場がほしい。

い公園がほしい（水明に）

・石巻を復興さてください

・公園のゆうぐをふやしてください。

・こわれた、家、病院、仕事場、土地、公園、そして歴史の

・どうろがでこぼこしているのでなおしてください。あそぶ

ある場所を直して下さい。どうかお願いします。

所を増やしてください。

・川開き祭りがちゃんとできるようにしてほしい！

・広いひなん場をつくってください。（りゆう）みんながたす

・大人たちのみなさん、ぼくたち宮城県みんのために色々

かるように

なことをやってくれてありがとうございます。子どもでも、も

・早くふっこうしてほしい。

しできることがあっらた進んで取り組たいと思います。

・がいとうが少ないのでもっとふやして明るくしてほしい。

・復興はどんなことをしてるのか

公園にこみがおいてあったりして遊べない所があるから

・しんさい前みたく、石巻市のみんなが笑顔になるように

はやくどけてほしい。どうろのぼこぼこをなおしてきれいに

してほしい
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・もっと明るい石巻市にしたい。こまっている人がいない。

・大人は宮城の石巻市の復興のために計画をたてたり募

石巻市にしていきたい広園（遊ぶ所）を作ってほしい。

金をしたりしてがんばっているからすごいなぁと思う。

・全ぶなおしてほしい

・復興はいろいろ大変だと思いますがこれからも復興につ

・もうだいたいなおっているけどでもまだ何かがたりない

いてがんばってください。

からまた 2010 年みたいにしてほしい。

・がんば

・私達が安心して、くらせるような、町にして下さい。この

・いつも、復興にむけて、がんばってくださってありがとう

町に来て、「あぁ、いいなー」と思われるようにして下さい。

ございます。

・遊び場がかせつじゅうたくが建ってしまったので遊び場

・ガンバレ

がないので遊び場を作ってください。あとプレハブの校し

・がれきがなくなってほしい

ゃやかせつじゅうたくに住んでいる人たちにちゃんとした

・セーブ・ザ・チルドレンが話し合って気まった事はすぐに

校しゃ、家など作ってあげてください。

やってください（復興かんけい）。話し合っても、すぐにや

・いつもどうりの石巻にもどるように、いろいろ助け合って

らないから復興しないと思う…。

ほしい。

・べんきょうが分からないのでおしえてください

・車や自転車で道路を走りやすくなるためになおしてほし

・がれきしょり頑張ってください

い。

・がんばってください

・みんなでふっこうしましょう

・ぼくの家はだいじょうぶだけど、みんなの家がなくてこま

・かせつじゅうたくにすんでる人も速くアパートとかに住ん

っている人もいます。だから、みんなで協力しましょう。

でほしい

・がんばれ！

・今、公園には仮設住宅がたっていて、あまり広い公園が

・石巻市に緑がほしい

ありません。なので、あまり外であそばず、家の中でゲー

・私は、じしんや津波で親、家族、友達などをなくした人が

ムをやってるの方が多くなってます。だから、広い公園を

たくさんいることを知りました。そういう人のことを考えると

作って下さい！！

とてもかなしくなります。私も、津波で家を失いでもボラン

・いい石巻してほしい。みんながあそべるところをほしい。

ティアさんたちのおかげできれいになりとてもうれしい

スポーツ場がほしい。かせつにすめるの

・学校の近くにあるこわれた車などは速くてっ去してほし

・はやく、ごみなどをかたずけてほしい。

い。

・協して復興できるようがんばりましょう

・そうり大臣は、しょうひぜいアップなどをするというほうし

・もっと復興について話をすすめてほしいです。

んですが、ふっこうにそんなにかかわってないんじゃない

・石巻市の復興を１日でもはやくしてほしい。

か

・私は、復興のために、募金箱があったら、すぐ（お金を持

・石巻市が、もっともっと前のように、もどってほしい！！

っていない時はやらなくてよい。）募金をしたほうがいいと

・もうすこしこどもの遊び場所をふやしてほしい。特にな

思いました。たった１円のお金でも、こまっている人のやく

し。

に立つのなら、募金をしたほうがよいと思いました。

・石巻市のいいとこをふやしてほしい

・石巻のえきのまわりをどうしたらきれいになるのか。

・特にない。ただほんとうにすすんでいるのか知りたいで

・町や市のゴミひろいがしたい。

す。

・仮設住宅に住んでいる人すごくたいへんだと思うけど、

・ぼきんを大人の人といっしょにやってみたい！

あきらめずにがんばってください！！

・りょうりがんばってね。

・とくにありません。みなさんもがんばってください。

・家がはやくきまって、おちつきたい！店をふやして、みど

・いつか、町のかたずけをいっしょにしようね。

りもふやしてほしい。おかしやさんをふやしてほしい！イ

・石巻市の復興を一日でも早く前みたいな石巻市にして

ベントをふやしてほしい！おっきなていぼうをつくってほし

ほしい

い！べんきょうかいをふやしてほしい！公園などをもっと

・町がはやくふっこうするようにしてほしいです。

つくってほしい！ふっこうをはやくしてほしい！

・石巻の復興をはやくしたいです。

・みなさんが元気になってほしい。

・まわりの人をはげましたい。

・石巻市の復興をがんばってください
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・ふっこうのイベントをふやして、石巻をもり上げてほし

・なにか手つだえることがあったら教えてください。協力し

い。

ます！！

・石巻市も復こうにがんばっているのでたまにでいいから

・復興がんばってください

協力してほしいです。

・復興がんばってください。

・お花をいっぱい植えて明るい石巻にしたい！！

・復興がんばろう

・もっと住みやすい石巻にしてほしい。

・石巻市をしん災の前にもとどうりにキレイにしてほしい

・石巻市の復興はたしかに進んでいるのですが、さいきん

・もっと、せつ電をして、パチンコなどをするお金があるな

見かけないので、しっかりとやってほしいと思います。

ら、募金をしてほしい

・早く、石巻が復こうするように、計画をがんばって立てて

・復興にむけてがんばってください

ください。

・はやくがれきをかたづけてほしい。（例えばじえいたいの

・みんなで力を合わせて元張って下さい。

人）

・１日でもはやくふっこうしてください

・ぼくたちもお手つだいをするので、復興をがんばってくだ

・ミニストップにある募金箱に入れた。

さい。

・ほかの県にしんさいのゴミのうけいれをしてほしいです。

・テレビでいろいろな活動をすると言っている人もいます

・早くキレイになって、また、安心して学校にかよいたい。

が、それはいつ行うのですか？もう一年たちましたよ

・がれきをもっとたくさんの県でうけいれてほしい。

・ぼうさいむせんが、聞こえません。これじゃ、にげられな

・セーブ・ザ・チルドレンさんのぼきん箱（仙台タピオにて）

いです。

に妹とぼきんをしました。何かに役立てればいいと思いま

・石巻市のごみをひろうことを伝えたい。

す。他の県の大人達へ、ほうしゃせんがないというガレキ

・石巻市は、がれきなどのごみをかだつけている。

は安全なのでてっきょの受けつけをお願いしたいです…

・石巻市のしんさいなどの記おくがなくなってきているので、

・石巻市を早く復興させて、笑顔があふれる町にしたいで

わすれないでほしい。

す。

・私も、勉強をがんばって、大人になったら復興のお手伝

・もとどうり以上の緑と花がいっぱいの町になってもらいた

いをしたいです。

い

・仮設住宅にまだ、はいっていない人がいると思うのでも

・災害のえいきょうがなかった地いきの人たちにも、片付

う少しだけ家を作ってください。

けなどを進んで手伝ってもらえるように伝えたい。

・いろいろな人が（ボランティアなど）石巻の復興に協力し

・きれいな町にしてほしいです。（しんさい前のように）

てくれて、うれしいね。わたしたちもやれることがあるなら、

・復興のあとのないような、きれいな町にしてほしい。

やろう。

・「はやく、復興したい。」「復興…。」はかならずなるので

・いろいろなひがいにあったけどいろいろな人たちがたす

あまり「復興したい」と言わないでほしい。（べつに、かなら

けてくれて良かったと思います。

ず言わないでと言うことではない。）

・ひがいがあっていそがしいとおもいますががんばってく

・復興計画を知ってから、考えて意見を伝えたい。

ださい

・もとどうりになってほしい！

・協力して石巻をふっこうさせましょう。

・こうゆうことがあってもまだマナーをまもらない人がいて

・一生けん命石巻市を復興させましょう。

がっかりするときもあった。大人がもっとリードしてほしい

・少しずつでも、いいから、しん災前の石巻に、もどしたい

・大人には、悪るい人や、やさしい人がいて、復興に手つ

です。そのために、石巻市全いんで、きょう力してがんば

だう人や、手伝わない人がいて、復興に手伝う人が増え

んばいといけないと思います。

てほしいです。

・私たちは、まだまだ復こうのとちゅうです。でも、まだまだ

・しんさいが起こる前の石巻に元にもどしてほしいです。

できることは全力でやっていきたいと思います。これから

・つなみで北上川の方がごみがいっぱいだからごみをへ

も、石巻は、かならずふっこうしていきます！！

らしていけばいい。

・石巻市は、しん災なんかまけないんだから、すこしづつ

・みんなを元気づけたい

すこしづつ復興していけば大じょう夫だと思う！

・ごみや町のせいりをして石巻をきれいにしたい。

・石巻市やほかの地区のためにがんばってください！
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・もっとふっこうをしてなおってほしいです。

・いろいろなところにコンビニやお店を作ってください。

・私たちは今勉強などをがんばっています。

・石巻市に復興と、元気をねがいたい

・道路のほしゅう工事がたりない気がします。

・いしのまき市のふっこうのしかたがうまいとおもった

・はやくふっこうして。こまっている。むしとかかえるがほと

・まちの片付けや地域の行事に参加をしたりいろいろなこ

んどいない。

とをしたいです。

・今の自分達でできる大きな仕事はありませんか。

・わかりません。

・大人も子どもも協力してふっこうがんばりましょう。

・子共の力では、むずかしいので、大人の人と子共の人と

・みなさん、友にふっこうめざしましょう。

協力して、復こうにむけてがんばりたいです。

・今、石巻市は少しずつ復っこうに近ずいてます。これか

・うつみ橋をはやく直してください。サッカー場を作ってくだ

らも協力して復っこうに近ずいていきましょう！

さい

・家が流されて自分の物も流されたけど心を開いてがん

・こうゆうだんさが自転車でとおるのがこわい

ばっていきたい。

・よくわからない

・石巻は、じしんできたなくなくなったのでもとの石巻にも

・公園を増やしたい。

どしたい。

・子どもが楽しめるような行事を考えてください。

・がんばってはやめにふっこうをしたいです。

・石巻市のみんなが、「笑顔」になれるような町にしてくだ

・石巻市は、ほとんどのちいきがつなみでひがいをうけた

さい！！

から、みんなで、もとのくらしになるようにがんばっていき

・じしんにつよい町にしてほしい

ましょう。

・地しんに強い石巻市にしてほしい

・石巻の川は、すこしずつごみがへっています

・自然の多いまちにしてください。

・ぼくが大入になったら地域をふっこうさせる。

・避難所、仮設住宅の人を楽しんだり、手伝いをしたい。

・もっと早く、復興してほしい。世界中の人に、3.11 をわす

・走やく日本を復興して楽しい日本にする。

れないでほしい。

・がんばってください。

・みんなを、げんきにしてくれてありがとうございます。

・自然いっぱいの石巻にしてほしい

・あきらめないでがんばってください。

・みんなが安心してくらせる町にしてほしい。

・わたしたちができないことが大人の人にやってもらって

・木をいっぱい植えてほしい。

います。ありがとうございます。わたしたちも、べんきょう

・早く復こうさせてください。

やできることをやるので、がんばってください。

・つなみに負けないような石巻市を作ってください

・石巻が元にもどるようにがんばって下さい

・がれきをなくしてなくなった所に木をうえる。

・復興するようにまちの片付けなどをやりたいです。

・歴史がいっぱいでつなみたいさくなどができる町にして

・私たちの町をキレイにしたいです。

ほしい。

・かせつの人たちを楽しくさせたり元気づけたい

・ながされた人に家をかってあげたい

・あきらめないで、みんなでがんばりましょう！まけない

・かせつじゅうたくをもっとごうかにしてあげたい

で！

・なるべく家を安くしてほしい。

・電気をむだづかいしない、ぜいたくしない、せつでんして

・しん災前みたいな町に１日でも早くもどしてほしい

ほしい！

・がれきとかのてっきょとかをやってほしい。

・ふっこうがんばりましょう！！

・がれきを早くてっきょしてほしい。仮設住宅をもうちょっと

・もどってほしい。

防音にしてほしい。

・つなみとかで、こわれた家や、店を、はやくどうにかして

・きれいな町にしてほしい

ください。理由は、夏になるとくさくなるからです。

・もっとお金を出して早くきれいな町になってほしい

・子どもができる「石巻市の復興」のためにできることをふ

・がれきを、早くてっきょしてほしい。ていぼうを高くしてほ

やしてほしい

しい。

・おかしをください。

・１年たってもしんさいの事でなく人がいるからがれきとか

・しんさいの前みたいにきれいな石巻になってほしい

をなくしてもとのようにしてほしい
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・石巻市がまたがれきがあるからかたづけて、１かしょを

・避難所の人たちにしえんとかを、ちょっとでもいいのでし

きれいにしよう。

たほうがいいと思います。

・石巻のがれきの受け入れさきを決めてほしい。かさあげ

・あきらめてだめ

作業を早くして、もとの漁港に戻してほしい。仮設住宅に

・もっといろいろな家をたててください

いる人を元の町に戻してほしい。

・これからも、石巻の復興のために、がんばってください。

・まず石巻復興募金を作り何百円かをいれて石巻のふっ

・ひがいしている人も、ひがいしていない人もしっかりふっ

こうにつなげたいと思う！！

こうの手伝いをしてほしいです。もちろん私もできる事は

・がれきをてっきょしてください。

手伝いたいです。

・がれきてっきょをいろんな人にてつだってほしい

・もっともも●がんばる

・わたしたちのためにありがとうございます、

・今、復興がすすんでいないので、もっとすばやくうごいて

・しんさいに合っていない所の人たちも、こっちのことを考

ほしい！

えて、がれきなどのしょりの、手伝いなどしてほしい

・復興のためがんばってください。

・みんなで子供もあまりひさいになっていない私たちもい

・なくなった人のために、その人がすんでいた所をきれい

っしょに協力して、復興したいです。じぎょうで復こうの手

にしてあげたい

伝いをしたらどうですか？みんなでもう一度きれいな石巻

・がんばってください

にもどしたい！もう一度きれいな石巻を見たい

・たのしいまちにしたい。

・きれいにしてほしい

・ふっこうにがんばてください

・石巻市の復行のために何かしたいと思っています！

・木を植えてほしい。いっぱい植えて、みどりいっぱいの

・ぼくは、復興後前よりいいところになればいいなと思いま

石巻にしてほしい

す。

・まちの復興はできないかもしれないけどがんばってくだ

・家を流されてしまった人たちもいまますし、ながされた人

さい

もいますが、今は、がまんしてゆうきを出してください

・一日もはやくふっこうできるようにしてください。おねがい

・ぼくたちがガレキなどを見つけたらひろう活動したい。

します。

・がれきを方づけてほしいです。

・がんばってください。

・復興できるようにがんばりたい

・１日でもはやくふっこうをねがっています。がんばってく

・みんな、地しんやつなみで大変ですが…がんばってくだ

ださい

さい！おうえんしています！！

・ぼ金をしてほしい

・明るい町にしたい

・いろいろふっこうのためにぼきんをしてほしい

・たのしいまちをつくってください

・いやな思い出もあると思いますが復興のために募金や

・復興するようにみんなで力を合わせて、がんばりましょう

手伝いをしてください。

・明るく、元気な町にしたい。

・復興の活動がんばってください。

・平和な町にしてほしい。かたづけを早くしてほしい。こう

・がれきをなくしてほしい

どうして！

・がれきのしょりをして、きれいな町にしてほしい

・明るい町にしたい。

・まちとかの片付けとかをしてほしい

・がんばってください。

・じしんにつよい建て物を作ってほしい。津波にまけない

・仲間と協力して、復興を早めていきたい。

高いたてものをたくさんつくってほしい。人があつまるよう

・みんなで明るい町にして下さい。

に楽しい町をつくってほしい（みやぎのことをもっとたくさん

・ぼくは、「キレイ」なくらしに速くもどしてほしいです。

の人にしってほしい）

・無し！

・安心して泳げる海にしてほしい。地しんがおきても安全

・石巻市をしんさいまえよりも、やさしさなどでみちている

な場所をつくってほしい。自然とふれあえる場所をつくっ

町にしてください！できるのならばお手伝いしたいです！

てほしい。

・町のがれき集めや、こわれてしまった地域の復興のた

・たてものがこわれないような、がんじょうな、ていぼうを、

めにがんばってくれてありがとうございます。

作ってほしい
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・こんくりいにしてほしい

・大きな丈夫な堤ぼうとすごく高い土地とできれば大きい

・子どもたちがえがおになれるところをつくってほしい。

タワーを作りたい

・こんなふうにふっこうしてほしいなと思う石巻市のもけい

・すこしづつでもいいからふっこうしてほしい

を作ってほしいです。

・はつ電気をひさいした人に全員にあげる。

・仮設住宅で子どもが楽しく遊べるように、公園や遊び場

・がれきを早くかたづける。

を作ってほしい

・他の県の人達と協力する。

・とても楽しい遊び場を作ってほしい。水が来てもだいじょ

・石巻市のがれきを、ほかの県にも分けあたえて平等に

うぶなていぼうがほしい。

したい。

・無料の自動はんばい機を作ってほしい。とても楽しい遊

・ゴミを減らし、北上川や海をきれいにしてほしい。

び場を作ってほしい。

・ちゃんと公平にひさい者にたいおうしてほしい。

・地域の人たちなどで石巻市の町をたてかえてほしい。

・あと少しできれいな石巻がまってるよ。がんばろう。

・わたしは、もっと明るい未来にしたいので、いろんなひと

・なくなった人の家族がくろうしているから、自分たちで出

にいけんをきき、そしてそれをできるだけすることによって

来る事を考えたい。えがおにするとか…

楽しいよい町になると思いました。もっと子どもまちづくり

・みんなをえがをにして●

クラブを作っていろいろなけいかくをたてたらいいと思い

・早く復興してほしい

ます。

・復興をがんばってください！！

・小さな子ども達が遊べる（ボールなど）広いしせつを作っ

・がんばろう。

てほしい

・復興は時間がかかるので、ぼくたちが大人になったらて

・遊ぶところを作ってほしい

つだいたいと思います。

・いろんなところにかせつじゅうたくを立てないでください。

・私たちも、いろんなことをがんばっています。大人が、が

遊ぶ場所がなくて遊べません。

んばってくれれば、私は、うれしいです。

・はやくガレキをなくしてほしい。かいひん公園をつくりな

・復興計画を進めつつ、災害時にひなんがむずかしい高

おして

れい者のひなんのさせ方、またはひなんの手伝いをする

・公園を直して

人などをきちんと決め、まず、人の命を最ゆうせんしたほ

・昔よりももっときれいに。ふっこうにかんしてもっとかんが

うが良いが、それなりに復興（市や町の）をすすめるべく

える

主になる市役所等をゆうせん的に復興させていったほう

・いろいろなこうえんなどをなおしてほしい

が良いと思う。

・かんこう地をふっかつ！かいひん公園ふっかつ

・みんな良い、くらしをする！！

・仮設住宅をもっとふやしてほしい。公園や広場をつくって

・いつまでもしえんをしてばっかりだとしえんしてもらってる

ほしい。

人があまえるから１年もたってるしいいかげんにやめると

・まんがかんをふっきゅうさせて。矢本のかいひんこうえ

いいと思う。

んをもどせ。

・お金ばっかしで●じゃなくて、たまには自分達の力でも

・マンガかんを復興させる

やって下さい。

・ごしえんありがとうございました。一歩、一歩あゆんでい

・復興のため、がれきを他の県でもやすことを協力してく

きます

ださい。はんたいする人が多いと思うけど自分達がぼき

・町がもっと活せいかするようにがんばってほしい。

んするのと同じく協力してください。

・復興への道のりは進んできました。ありがとうございま

・がんばってください

す。これからもまちの復旧復興へのお手伝いをお願いし

・ガソリンのねだんをもう少し低くしたほうが、石巻の復興

ます。

の力になると思います。

・あまりない

・石森マンガ館が完全ふっかつしたのをはやく見たい

・マンガかんを復興させてほしいと思います。よろしくお願

・高額な物（かわいいからって、いみないのにかうから。）

いします。

をかう人がいるけど、その金をふっこうのための金にすれ

・なんとかして

ばいいと思う
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・女川などのちくは、つなみでやばいけどがんばってくださ

・自分たちの町なので、速く元どおりにしてほしいし、仮設

い

住宅を２年から５年にしてほしい。

・お金をつかいすぎない！！

・家がない人に、はやく、家をたててあげてください、

・女川町や港に近いところも少しずつお願いします。

・がんばってください！！

・あの時は、みんな不きげんだったけどみんな助け合って

・仮設住宅にすんでいる人達に、早く家を建ててあげてく

行きましょう

ださい。もう夏も来るので暑いと思います。

・また、石巻市をきれいにしてください。

・こうていを水たまりになってもすぐきえるようにしてほしい

・がんばってください

・ひさいして、家がこわれたり、流されたりした人達の家を

・もう津波がこないようにぼうはていを作ってください。

作ってあげてください。

・がんばっぺし石巻復興

・早くがれきをなくしてひなんしている人を助けてほしい

・れいせいになってください

・１日でも早く復興すればいいと思う

・無理しないでふっこうの手伝いをしてください

・まちでゴミをぽいすてするのを減らしたい

・がんばろう東北

・もっともっとまちの片付けや家や学校をなおしてほしい。

・仮設住宅や避難所に住んでいる人がいっぱいいるので、

・いまなにがこまっているか。

早くその人だちの家を作ってあげてください。

・もっと行事やいろいろな事をして石巻市を、もっとよい町

・みんなで、笑顔をふやしたいと思っています。また、早く

にしてください。

復興してふつうの生活にもどって下さい。

・東日本大震災でなくなった人もいるから、がんばろ

・私たちの住んでいる場所は、もうじゅうぶん復興している

う！！友達をつなみでなくした人もいるから、はげましあ

ので、かせつ住たくにいる人や、生活に苦しんでる人にも

ってがんばろう！！

っとしえんをしてほしいです。

・早くがれきをかたずけてほしい。

・あせっていてもしかたないです！できることからじょじょ

・夏は節電したほうがいいと思う。

に復興に取り組んでいきましょう！

・きっと復興できると思うから、あきらめないでほしい。

・中二小の３階の水道を直してください。

・１日でも早く復興してほしい

・桃生はほぼ復興していますが、マンガカンのあたりはす

・早く復興してほしいです。

こししかふっこうしていないので宮城県全体ふっこうして

・もっとかつどうしてほしい

ほしいです。

・石巻市の復興のためにありがとうございます。

・この夏でもあつくても人をはげましあってほしい。

・復興の手伝いを大人の多くの人、してください。総理大

・学校を直してください

臣も北上地区に来て、復興の手伝いに来いよ！！

・学校を直してほしい

・石巻市をふっこうをしてください。

・学校に行ったり、帰ってくる時、ぼこぼこしている所があ

・がれきをそのままほうちせずはやくかたずけてほしい。

るからなおしてほしい

・各地区で避なん所を決める。各家庭で、必要さいていげ

・学校をもっとはやくしゅうりしてほしい。水はけがいい校

んの物を、じゅんびしておく。自分たちで、募金を、集めに

庭がいい

いく。

・かせつ住たくの苦しんでいる人々に笑顔をとどけてあげ

・いっしょにまちの片付けなどをして協力してやりましょう。

てください

・がれきを早くかたずけてほしい。

・女川市を復興してください！いまから夏なので仮設住宅

・はやくがれきをなくしてほしい

の人をなんとかしてください。

・増税のことばかり考えないで復興のこともやりなさい。ゆ

・学校のうらのじゃりの所をコンクリートにしてほしい

う先順位を考えなさい。（内閣野田総理大臣へ）

・私の前の学校が、まだほかの中学校をまがりしている
ので、早く自分達の学校で勉強が出来るようにして下さ
い。
・学校がいろいろこわれているところがあるのではやくな
おしてください！
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・あなたたちは、どんなことをしたら、ひ災者が喜ぶか、考

てほしいです。

えなさい。自分たちが、どんなことをされたら喜ぶのか考

・復興って、まずまだみつかっていない人をさがすことか

えてから来なさい。

ら始めれば、家族もうれしいのかな。

・発電機を増やす景気を良くしろガレキの材をチップにし

・どんな復興をしているのかとかを子どもたちにも教えて

て紙にしろ観光客増やせ

ほしい。

・がれきをこわしてください

・ぼきんをして、かせつの人に何かを、あげる。

・遊び場がほしい。校庭がほしい。海で泳ぎたい。お店が

・あそぶところがせまいからひろいところがほしい

ほしい（ふくやさん）

・つなみでやられた所を木とかでなおしてください

・海で泳ぎたい。公園がほしい。服屋さんがほしい。バッ

・石巻市のゴミを他県の人たちが受け取らせるようにせっ

ティングセンターがほしい。AKB48 がきてほしい

とくさせてください

・落ち着けるところがほしい

・めっちゃでっかすぎるプレハブがあってほしい（子どもハ

・はやくあそび場や校庭がほしい！子どもでもできるてつ

ウスより大きい）

だいがほしい！はやく家ができてほしい！バチがほし

・復興をどうやってやればいいですか。

い！勉強どうぐがほしい！太鼓がもっとほしい！お店が

・子どもも、がれきをはこんたり手伝ったほうがいい。

ほしい！（ふくやさん）お店がほしい！（だがしや）

小学６年生

・遊ぶ場所がほしい。校庭がほしい。元々あった店が、戻
ってほしい。
・遊ぶところを作ってほしい。太鼓がほしい。こっちに駅が

・ぼくたちも復興の手伝いをしたい

ほしい。海を泳げるようにしてほしい

・ボランティアのみなさんなどのおかげで、石巻市は、だ

・鮎川小学校の太こをおうえんして下さい。浜のすなを増

いぶきれいになりました。ありがとうございます。

やして下さい。駅をつないで下さい。（鮎川）おちつくところ

・まだ片づけられていない所があるので、そのところをき

がほしい。お店がほしい。なんでもみんなでいっしょに遊

れいにしてください。

べる所がほしい。

・子ども達どうしても、復興について話し合える場をもうけ

・みんなで遊べる用に遊びがほしい。海でおよげる用にお

てほしい。

よぎ場がほしい。もう少しお店がほしい

・がれきなどをもっと他の県の方々に手伝ってもらったら

・子供と一緒に復興するように手伝いたい。お店屋を建て

良いのではないんですか？

てほしい。鮎川に駅と鉄道がほしい

・復興活動がんばってください。

・あそびばをつくってほしい

・早く復興でき、昔の街にもどりたいです。

・町をもとどうりにしてとはいいません。でも、できるだけ早

・石巻市のがれきを山にして、仙台市のように、実験のが

く、復興できるようにしてください。みんなが元気になれる

れきのていぼうを作り、実験が成功したら、作ったほうが

ようにしてください。

いいと思う。

・早く復興してください。遊び場を作ってくたさい。

・石巻市は、ボランティアのみなさんのおかげで町がきれ

・こうみんかや遊び場を作ってほしいです。

いになってきていますが石巻に住んでいた人が少なくな

・あそぶところやこうえんをつくってほしい！

ってきていることです。

・復興が早くできるようにがんばってください

・宮城県以外の都・道・府・県からも、私たちの県に復興で

・寄磯の浜がもとどうりになって、魚がたくさんとれるよう

おこしいただき、ありがとうございます。

になってほしい。

・復興について伝えたいのは、石巻市の片付けなどが終

・質問。つなみに流された土地はどうするんですか。

わっていて、みんな一人一人ががんばっていることを伝え

・いつもありがとうございます。

たいと思う。

・石巻市がはやく復興できるようにがんばりたい。

・まだ、がれきのままや、津波にかぶった家、１階がその

・もっと楽しい行事をふやして、しんさいのことをすこしでも

ままになっている家がたくさんあります。片付けなどよろし

わすれるようなことをしてほしい！

くお願いします。

・こどもでも、片付けとかはできるのでこどもも役に立たせ
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・全国の大人の人達が石巻市や被災地に支援をしてくだ

所をていきょうしてほしい。

さっています。ニュースでは、芸能人の方々がきているの

・ひがいにあった家は、すぐこわして土地を、３わりから１

を知って、とてもありがたいなあと思います。

わりに下げる。

・みんなで協力してはやく復興めざしたい。

・薬の消費説をやすくしてほしい

・地域の行事を増やして、たくさんの人と、仲良くなって、

・大人達だけでなく、子どもとも一緒に協力して復興活動

その人とまちの片付けなどしたほうがいい。

をしてほしい。

・今、町で片付いていないところがあったら片づけて復興

・立町に大きなデパートを建てて、その中に、もともとあっ

を速くしたい。

た立町のお店など、人が集まりそうな店をつくる。食べ物

・大きなひ害にあって大変なおもいをしたけれど、前向き

や、薬など、みんながよく使うものには、消費税をかけな

にがんばっていること。

い。

・ぼくたち子どもたちでも復興に協力したので、町の片付

・食品や薬の消費税は上げないで、電化製品などの消費

けなどは大人だけでなく子どもも参加したい。

税を上げ、その税で復興に協力してほしい。道路をなおし

・私は、復興のために、石巻の人たちが動いて、復興にむ

てほしい。

けてすればいいと思います。理由は、石巻の人が動かず、

・各デパート、店に募金箱を置いて、募金してほしい。

他県のボランティアさんががんばって、ボランティアさんに

・土地を増してください。

たよりすぎているから。

・仕事のない人はボランティアなどをして復興にかかわっ

・石巻が復興するために、がれきなどのてっきょを早めに

てほしい。

やってほしいです。

・復興することを、願っています。頑張って下さい！

・「復興」といって、いろいろ話し合っているかもしれません

・薬を安くしてください。

が、かどのわきやわたのはには、まだがれきがあったりし

・紫外線におそれないでほしい。新たに建物を造る時は、

ます。復興するためにも、私たちでできることはやるので、

体の不自由な方々のことも考えて建ててほしい。

大人も早く実行してほしいです。元の石巻に早くもどした

・ぼきんのしかたをおしえてほしい

いです。

・北九州市にがれきを受け入れさせてください。

・私たちは今震災のときよりもふつうに生活をしています。

・土地を増やしてください

ですが仮設住宅にいる人は断っていると思います、なの

・土地を増やして、安くしてください。

でセーブ・ザ・チルドレンさんに仮設住宅にいる子どもたち

・人の命に関わる食べ物や、薬以外の消費税を上げて下

に支援をしてあげてください。

さい。

・「一日でも、早く、復興するようにがんばりましょう！」

・復興にはみんなが助けあって力をあわせてふっこうしな

・町の復興はまだできてない所はありますががんばってく

くちゃいけない。

ださい。

・がれきがたくさんあるから、早くなくなってほしい。

・放しゃ線をおそれないでほしい。大人は、魚など放しゃ

・まわりのたてものがないから。

線におそれている人がたくさんいると思います。でも、私

・石巻市の小中学校の校舎やプールをなおしてください。

達はおそれないで、元気に生活しています。だから、おそ

・今回の震災でやられた石巻ですが、今、石巻は復興の

れないでほしいです。

最中です。みんなで力をあわせて石巻を復興させましょ

・もっとでかくてがんじょうなていぼうを作ってくれいミスド

う。

ーを作って下さい

・ボランティアをいっぱいやったほうが復興になると思いま

・土地をふやしてほしい。

す。

・かせつで、ちかくにおみせが、ない人は、断まって、いる

・震災があって今まで使えていたしせつが仮設住たくで使

からみせをつくって！大人の人も、まちの片付けをして

えなくなって遊んだりするところが少なくなったので、仮設

・食品・衣類の消費ぜいを安くしてください。道路を高くし

住たくの人がちゃんとした家に住めるように石巻の市役

てください。ぼう災無線を付けてください。

所とかで話しあっていると思いますが、がんばってほしい

・土地を安く増してほしい

です。

・仮設住宅の人が気のどくなので、もっと、楽に住める場

・たくさんの人でゴミ拾いなどをしたら石巻がきれいな町
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になると思います。

ださい。

・命の大切さとつながりをしってほしい。大事にしてほし

・前の町並にしてほしい。

い。

・宮城第二の都市と言われる街が、このままじゃだめだと

・小学校では体育館やプール、校舎などが使えなくなって

思う

他の小学校の貸りている学校もある←自分の学校を使い

・しんさい前と同じような石巻にして下さい。

たい。家の周り、小学校、中学校の周りなどにたくさん仮

・もとどおりにしてください。

設住宅がある←その人達が自分の家を持てるようにした

・さっさとガレキをかたづけて！

い

・がれきを早くかたづけてほしい！みるたびにおもいだし

・公園が仮設住宅になっているので道路で遊ぶとあぶな

てしまうから

いし、家でもなかなか遊べないので、あき地などに公園を

・市長が、人の事を思って行動していないので、子供で、

作ってください。おねがいします。

未来の、石巻をつくっていきたい。南浜、門脇町を公園に、

・大人だけで話し合うのはやめて下さい。子どもの意見も

しないで、楽しい場所にしたい。門脇小学校を作ってほし

聞いて下さい。

い。今は、くろうでいっぱいです。

・がれきがたくさんあるのでてっきょしてほしいです。

・もっとがんばって行く。まだまだふっきゅうの途中です。

・学校の体育館やプールをなおしてください。

がんばろー！

・原発をやめてほしい。

・もとどうりのにぎわいのある町にして下さい。南浜・門脇

・石巻市は、だんだん平和になってきている。ガレキが少

のがれきなどが手つかずなのでそこをお願いします。でき

しずつなくなっていること。

たら門小再建してほしい。

・子どもの意見を知ってそれを大人の方たちが工夫をくわ

・安全な石巻にしてほしい

えたりしてやったらいいのができると思う。

・がれきは、すばやく、てっきょしてほしい

・南はまの集団移動はまだぜんぜんまとまってないので、

・私たち子どもたちのかわりに大人のみなさん今の時代

移動するならみんなで移動したいです。

をつくってください。

・前みたいな場所にしたい。

・震災前の町のようにしたいです。前の同じような町でくら

・大人と大人の意見がまとまらないんですか。みんな同じ

したいです。

ようにできるように考えてくれないのか。

・八幡のしばふを直してほしい

・もっとぼくたちも復興にむけてがんばりたいのですが。

・復興のために町の片付けをがんばってください。

・新しいものをつくっていくとは思うんですが、なるべくでき

・八まん町のごしょうざんぐらんどの草をちょっとみじかめ

るだけもともとの場所に震災前と同じもの（本当にできる

にしてほしい。

だけ）をつくってできるだけもとどおりにしたい。

・石巻の復興を願っています。

・前のような楽しい町にしてほしい。

・がんばってください。

・都会にしてほしい。

・あそぶ場所がもっとほしい。

・もっと復興できるようにしたい。このままじゃだめ。

・おもしろいあそびばがほしい。

・元どおりに早くなってほしいです。

・できるだけ早く湊小をなおしてほしいです。

・前より町をとかいふうに作ってください

・その前に学校をもどしてほしいです！復興は何十年か

・みんながくらしやすく、ひがいがもうでないようなたのし

かるといわれてますが、なにもかも早くすすめれば６．７

い町にしてほしいです。

年でおわると思うんですが、私たちもできることならやりた

・たぶん、石巻は復興に近ずいているので、このままがん

いと思ってます！

ばって下さい。

・もとの学校にもどりたい。

・私たちが手伝うことがあれば手伝いたいです。もし、手

・もっと人をあつめる。

伝うことがあれば言ってください。

・学校をなおしたい。

・いい町にしてほしい。

・みんながボランティアで、町の片付けをしてくれてありが

・このままじゃだめだと思う。

とうございます。公園がないから、作ってほしい。もっと積

・みんなが住みやすい石巻にしてほしいです。頑張ってく

極的に、復興作業に、取り組んでほしい。町の復興計画
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を、はっきりして、みんなに知らせてほしい。

・子どもたちも復興に向けてがんばっています。なので

・これからも、石巻の復興のために、たくさん協力してくだ

「お前たちは、子どもだから。」などと言う発言は、ちょっと

さい！遊ぶ場所を増やしてほしいです。

いやなのでやめてもらいたいです。ぼくたちも協力して、１

・もう少し早く復興できるようにみんなとの協力が必要だと

秒でも早くきれいになった東日本を見てみたいです。

思う。

・私たち（子どもたち）も復興できるように努力していのす。

・広い公園を作って色々な遊具がほしい。海がんに、きれ

私たちに出来る活動を出来るだけ取り組むようにしたい

いな花がいっぱいならべてほしい。

です。がんばりましょう。

・商業高等学校のがれきをできるだけ早くしょりしてほし

・つなみはおそろしい物だということ

い。

・どんな人たちにでも手はさしだしてあげ、助け合う未来を

・市町がたくさん意見を変えていっているからはやく安心

目指してほしい。

できるようにしてほしい。

・がれきがまだ残っているところがあるのでできるだけ早く

・石巻市長などに不安でしょうがない、しっかりした案を決

てっきょしてください

めてください。市民をに希望の見えるような情報（計画）を

・石巻が早く復興するように、もっとたくさん話しあってほし

決めてください。

いです。

・子どもも意見を発信できるようにしてほしい。大人だけで

・もう少し被災の人の事も考えて

決めないでほしい。

・ぼくは、いろいろなことをやっていろいろやってみたいか

・計画だけではなく、実行にうつしてください。

ら復興のことを手伝いたいです。

・みんなで、町を少しでも片付けられるように、石巻のが

・がんばってください

れきを受け入れてほしい。

・現在にたくさんの人が、片づけなどにかかわってくれて

・私は、石巻をきれいにしてほしいです。きれいにしたい

いるので、みなさん、ご協力、おねがい申しあげます。

です。私達が積極的にごみ拾いに参加するのはもちろん

・石巻市がまた住人がふえるといいなとわたしは、思って

のことです。私達ができることはするので、石巻にいっぱ

いるからです。

いあるがれきを片付けてほしいです。そうすれば、だんだ

・石巻市が、前のすがたに、もどるように、まちの片付け

ん町がきれいになっていくと思います。

などを、がんばってほしい！！

・少しだけでも良いので募金をお願いします！！

・子どもみんなでやれば明るくなります。

・すすんでみなさんもまちの片付けや募金をすこしでもし

・石巻市が、前のようにもどるように、大人とできることを

てください。

話す。

・石巻市、他に、ひさいしたちいきのために、ぼきんをよび

・あつまったぼ金をほんとうに石巻にやくだててほしいで

かけてほしい。（ポスターなど）

す。

・今も仮設住たくや困っている人がたくさんいるからもっと

・子供でも、できることがあるのなら、手伝わせてくださ

お年よりのお話を聞いてほしい。

い。

・ガレキをしょりしてほしい

・この震災でたくさんのがれきがでたのでほかの地方でも

・今はすこしずつたぶん復興していると思うけどもっと私

がれきを受けとってもらって、しょりしてほしい。

たちにできることはないかと伝えたいです。

・新しい広場か遊ぶ場所を造ってほしいと思います。

・もっと募金をして、学校などをつくるのにきふしてほしい

・もとの石巻にもどしてほしい。

・私はこの市（町）？が今までのようにもどるのには、10 年．

・復興にむけでがんばってください！

20 年後だと思います。なのでできるかぎり今までのような

・みんなで協力して、１日でも早い復興をしてください。

町になれるように自分も何かできることがあればしたいと

・早く大きな安全なていぼうを作ってください！！

思うので大人の方々も復興に向けてがんばって下さい。

・私は、いろんな人に助けてもらいました。その恩で、私は、

・ぼくはぼくに出来ることをやりたいので、子供たちができ

まずしい子どもたちに、ぼ金かつどうをしたいと思いま

ることならばぜひやりたいと思います。

す。

・子供達の遊ぶ場所が無いので、作ってほしい。（お願

・前の石巻よりももっとすばらしい石巻にしていってくださ

い）

い！！
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・たった１つの笑顔でたくさんの笑顔の花がさく…ことか

ろいろな人がきてもらって、前のように、したいです。それ

な？

から、いろいろな方に、今年のパレードを見てもらいたい

・毎日、仕事でいそがしいけど、たまにまちの片づけや地

です。

域の行事に参加してほしい。

・津波がきて、家が土台しかないところには、まだがれき

・今、私たちが、できることをしたい。

があったり中には家の物がまださんらんしていて、3.11 の

・はやく、安全な道路をつくってほしいです！

ことを思いだしたりしてたまにむねがいたくなります。なの

・がれきを早くなくしてほしい。

でそうゆうがれきを片づけてほしいし、まだ人が住める場

・早くもとの石巻にもどしてほしい

所に気味悪がって住もうとしない人もいて、それだと「復

・石巻の復興のために、色々な地域や県のみなさんとも

興」という文字にすすむことができないと思います。でもが

っと多くふれあい、色々な活動を通して、いままで、自分

れきで前にあったくじらの大きなカンづめをのこしたりする

たちがやってきたことを思いだしながら、積極的にボラン

ことで、子孫に、津波はこんなところまで来るんだよ、とか

ティア活動をすれば、少しは「石巻の復興」に近づくので

こんなに力がつよいんだよ、と伝え、ぎせい者を一人でも

はないかと私は考えます！！

すくなくしたい。できればぎせい者を一人もだしたくないと

・大人の人たちは、みんなのためにたくさんがんばってく

思っています。この意見を国や県・政治家に伝えてくださ

ださってありがとうと伝えたいです。

い。おねがいします。

・かどのわきの方の車などをかたつけてほしいと思ってい

・みんな石巻市の復興を期たいしているからがんばって

ます。

ほしい。

・子どもたちで、協力すれば、すこしは明るくなると思う。

・つなみの水がなくなってからすぐにガレキなどをかたず

・石巻の復興のため、私たちもできるだけ努力するので、

けてくれてありがとうございます。

お願いします。

・沿岸部の堤ぼうを高さ 5m～8m にしたらいいと思いま

・大人は子どもたちには何もできないと思っている。子ど

す。

もだって歌や元気な姿でみんなが元気になり、「子どもた

・子どもは子どもで、自分たちでできることを考えて、苦し

ちが頑張ってるのに自分たちが頑張んなくてどうする。」と

んだり、なやんだりしています。なので大人のみなさん、

いってもらえるくらい頑張っている。だから、自分たちも頑

頑張って下さい。子どもにまけず、頑張って下さい。大人

張っているよというのを伝えたい。

のいげんを子どもにみせましょう。

・復興に力をかしてくれている大人のみなさん、ありがとう

・高台いてんの件で、えんがん部の方に木をうえていた方

ございます。これからも、石巻が復興できるよう、よろしく

がいいと思います。高台の木を切るところもたぶんあると

おねがいします。

思うので木をうえた方がいいと思います。

・がれきのてっきょをしてくれるのはうれしいんですけど、

・私は、しまっているみせを避難所に使ったらいいと思い

がれきがのこっているのに、つぎのばしょにいくのはやめ

ます。

てほしいです。

・子どもでも、復興に役立てることがあるかもしれないから、

・市の見えるきたない場所をそうじするだけではなく見え

もっと子供にたよってください。

ない所もそうじすればすみずみまできれいになると思うの

・チャリティーコンサートでも笑顔になるが、一番笑顔にな

で大人のみなさんよかったらおねがいします。

るのは、自分達のふるさとと、自分達の家だと思います。

・復興するのは時間がかかるかもしれないけど時間がか

理由は小さいころからいた、所がこの震災でなくなったの

かってもいいから元の生活にもどりたいなぁとすこし思っ

で、さみしいことがありました。小さな事でも私達は何でも

てます。ちょっとでもいいからもどったらいいなぁと思いま

手伝うので、ふるさとに帰えれるよう、共にがんばりましょ

す。（無理はしなくていいです。）できればですけどがんば

う。

ってください。

・震災で、笑顔がなくなったので、復興するようにがんばり

・まちの片付けだけじゃなく、まわりの子供たちの心の片

たいです。

付けもしてほしい人がいると思う。（大変な子がいると思う

・ぼくは、重いゴミなどは、余り持てないけど、これから少

から）

しでもゴミを減らすために、ゴミ拾いをしたいと思います。

・地域の行事に参加したいと思います。石巻の行事にい

・できるだけ早く災害こうえい住宅をつくってほしい。
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・がれきがいっぱいあるけど、時には、どこから手をつけ

・私達は今、復興にむけてガンバっています！ゴミ拾いを

ていいか分からない時があるけど、くじけず、頑張って下

している人、大事な人を亡くした人をいっしょうけんめいは

さいがれきてっきょ！！

げます人、復興についてみんなで話し合います！こうやっ

・トラックの運転者さんがれきのかたづけがんばってくださ

て私たちは、復興へ近ずけて、いってます。

ーい！ボランティアにきてくださったみなさんありがとうご

・今、石巻市は復興にむけてがんばっています。なので、

ざいましたー！これからもわたしたちはえがおでいます。

大人のみなさんが協力して、これからもがんばってくださ

・気仙沼に流れてきた船をオブジェとして残すかどうかに

い。

ついて。私は、気仙沼に流れてきた船はオブジェとして残

・ていぼうをもっと高くする。ひなんじょの地図を作る。川

すべきだと思う。残すべきだという考えの方々の意見の１

にだんさを作る

つである、「見るたびにつらいことを思い出してしまうから」

・これからもがんばって下さい

という意見は、ごもっともだと思います。大切な人を亡くし

・津波が来ても、じしんがきても、心はみんなで一つ！

たりした方は、できればつらかったことは忘れてしまいた

・石巻市の復興についてがんばってください

いと思うはずです。私もそうです。でも、「悲しい」「つらい」

・遊べる所をふやしてほしい

というところで止まっていてはだめだと思います。私達に

・だれでも楽しくいろんな人とかかわりをふかくできる所を

は、この震災を風化させないことと、後世に伝えていくと

つくってほしい。

いう、大きな仕事が残っています。そのためには、何か

・もっとお店や食べ物屋さんをふやしてほしい。家がほし

「津波はおそろしいものだ」と目で見ることができるものが

い（山）。

必要だと思います。広島にある、「げんばくドーム」も戦争

・震災がれきのうけいれをよびかけ、なるべく多くの県にう

はおそろしいものだ。と伝えてきてくれた大切なものです。

けいれてほしい。そしてぼうはていを大きめに作って、１

気仙沼の船も、そのように見る人に何かを、伝えていって

日１分１秒でも早い復興を原ってほしい

くれるようになるのではないでしょうか。

・子ども達が遊べる、公園などがほしい。

・石巻の復興は少しずつ復興しつつあります。ですがまだ

・早く復興について進めてほしい。

そこの場所だけだと思います。他にもっとすごいひがいの

・つらい思いをしている人に楽しんでもらえそうな行事をつ

場所があると思います。もしその場所のことが分かってい

くってほしい。

るのにそこの場所をあえてとおざけているのであればそ

・みんなが遊べる公園がほしいです。

れは復興の光とは言えないと思います。

・子供たちみんなが遊べる公園などがほしいです。（けが

・石巻市の復興はまだとおいけど１日でもはやく大人の人

をせずに遊べる所）

に石巻がもとのすがたになるようにしてほしいです。

・復興に関わる機会がほしい

・「復興は大人にまかせろ！」と言われるけれども、自分

・時間がかかっても前の石巻に少しでも近づけるといいと

でも何かできたら、小さい事でもいいからやりたい。

思います。

・湊のあたりは、まだ震災のきずあとが残っているけど、

・仮設住たくに入ってからすぐ出ていってそのままにして

釜小の子供は、みんな元気です。

おくのをやめてほしい。

・はやく石巻市をなおしてください。

・自分達も復興できるようにがんばるので、がんばってく

・大人のみなさん復興にむけて、おしごとがんばってくださ

ださい

い。

・片づけをがんばってください。

・もうだいたいできてるんだけどまだなときもあるから大人

・しんさいのえいきょうでやめてしまったお店を再開してほ

の人がんばってください。

しい。

・私は、大人のみなさんが震災とうじも今も大変なのは分

・復興＆つらい経験をした人をはげますためにも地域の

かっています。だから私は、大人のみなさんには、私達よ

人ともっと関わりをもった方がいいと思う。

りも自分たちを大切に考えてほしいです。その次に私達

・大人もこどももみんなでできる楽しい復興に関係あるこ

のことを考えてほしいです。大人のみなさんよりも私達子

と！

どもの方が心が強い！だから私達にもたよってふっこうに

・まんが館を早く再開してほしい

協力させてほしいです！

・みんなを助けてください。
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・前の石巻のようにもどってほしい。

さい。

・がんばってください。

・いろいろなんか直してくれてありがとうございました。

・たくさんあったゴミをしょりしたりしてくれてありがとうござ

・がんばろう石巻！！これからもがんばってください。でも

いました。

もう少ししんけんに考えて下さい。１日でも早く復興する。

・がんばっぺ

ぜったいまけない。

・仮設住宅の人などのためにいろいろな行事を行ってくだ

・これからもがんばってください。

さい。

・少しでも、がれきを減らすのをがんばってほしいです。

・震災に負けるな！

・石巻は、まだまだ復興していません。がれきのもんだい

・前よりもすごい石巻にしてください

…たくさんのもんだいがあるけど石巻市が復興するよう、

・一生懸命いろいろなことをしてくれてありがとう

被災三県が復興するようにがんばってください。

・がんばってください。

・「がんばれ！」と言うのは今復興をがんばっている人た

・今、原発のことなどでもめているけどひさい地では困っ

ちに失礼じゃないか。これ以上、何をがんばれば良いの

ている人がたくさんいるので、早く復興できるようにしてく

か？

ださい。

・１つ１つちゃくじつに復興していこう。想定外と言うのは

・わたしたちも、さいがいをしたけどもっとさいがいした人

やめてほしい。支えんいつもありがとうございます。子供

たちがいっぱいいるからもった楽しいことを、いっぱいふ

にも分かりやすいように説明してほしい。

やしてほしい。もしてつだうことがあれば、わたしたちもて

・自分たちだけでなく色々な人たちにも幸せを！

つだいたい。

・ぼくたちは、ゼッタイに負けない。しえんしてくれてありが

・復興を１日でも早くしてほしい。いろいろなボランティア

とう。

が来てくれてあありがとう。

・一早く復興をすることを願っています。

・かせつの人や町の人たちを守ってください！！そしてあ

・ぎ援金でパチンコをしている人がいるのはなぜですか。

りがとうございます。

もっと他に必要としている人がいると思います。

・たくさんの人にもっともっと、募金をわたしてほしい。仮

・仮設住宅の手伝いは、ボランティアは、私もやってみた

設住宅の人にも、募金をわたしてほしい。「東北地方の宮

いけどとてもたいへんなのにありがとう！！

城・岩手・福島を、ずっともっと応えんよろしくおねがいし

・パチンコにお金をかけるなら、募金をしてほしいです。

ます。ずっとこれからも、よろしくおねがいします。」

・みんなで協力して少しでも早くふっこうできるようにみん

・復興計画など町のためになりたいのでぜひ教えてくださ

なでがんばっていきたいです！

い。

・頑張って下さい。毎日毎日ありがとうございます。

・私たちのできることを少しでも協力してください！ボラン

・あきらめないでがんばってください。

ティアをぜひつづけてください！

・あきらめずにめげずに一緒にがんばりましょう。

・おとなのはなしがむずかしいから子どもとあそんであげ

・もっとたくさん募金して、それをもっと復興に役立てて、

てほしい

みんなでもっと協力してがんばってほしい。はやく復興し

・子供でも関わる話だからまぜてほしいもっと政治でふっ

てほしい。

こうに手をふれてほしい

・少しでも人々を元気をつけてあげたい。

・政治でふっこうのことを話し合ってほしい。

・まず復興に協力してくれてありがとうございます。

・もっとはやくふっこうしたいと思っています。

・失業した人に仕事などをあたえてほしい。二重ローンを

・政治はがれきのたいしょ法についてもっと話し合うべき

かかえる人を助けてほしい。どこかにしょうたいするなど

だとおもう。TV でも、やっているが、もっといい話し合いが

の活動をつづけてほしい。

できるはずであろうとたまに思う。他県はほうしゃせんの

・がれきを早く片付けて下さい。石巻市のことを市長はも

ことをさわいでいるが、福島はもっとひどいことをしってほ

っと現地を見に行ってほしい。

しい。もっと現実をしってほしい。

・石巻のがれきはまだ残っているので、九州の方々がが

・みんなが笑顔になれるようにいろいろなところからよん

れきを受け入れてほしいです。

でくれてありがとうございのす。これからもがんばってくだ

・大人は、パチンコを、するお金が、あるなら、ぼきんをし
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た方がいいと思います。

さくも一生けんめい考えて下さい。前の石巻よりすばらし

・石巻でのがれきは、まだまだたくさんあるので、ほかの

い町をつくって下さい！STOP げんぱつ！！政治をたよら

県でも受け入れてほしいです。少しでもがれきがなくなれ

ないで！！自分達の意見もそんちょうして下さい！政治

ばいいです。

達をたよってばかりじゃふっこうに 10 年以上かかりま

・まだがれきや水がたくさんあるから、県で受け入れてく

す！！

れてほしいです。これからも、がれき運びなどをがんばっ

・復興と言っといるが、そこまで変わらない気がする。元に

てください。

もどす、元にもどすというが、ただ元にもどすだけでは、進

・海をきれいにしてもとの海にもどるようにしてほしいしま

化をしていかない。政治でもめてる時間があれば早くもど

たもとの石巻にしてほしいです。

してほしい

・海をきれいにしてほしい。1 日でも早く石巻市をもとのす

・津波にあった場所をきれいにして、また良い環境をつく

がたにもどしてほしい

ってほしいです。仮設住宅に住んでいる人をもとの生活

・石巻は、復興するのは 10 年かかると言われています。

にもどしてあげてほしいですストップ原発！

１日でも海をきれいにして、海いっぱいおよげるようにして

・コンニチハ

ください

・土地のかさ上げしてほしい。ぼうはていを高くする。かん

・私たち子供が大きくなるまで復興をしてもらってそれを子

すいする地いきをなくしてほしい。仮設住宅の人たちに家

供が受けつぎたい。大人たちと協力して子供も復興にか

を作ってほしい。

かわりたいです。安全安心な町にして、生きのこった人た

・早くがれきをてっきょして、安心できるくらしにして下さい

ちの責任としてもっと良い町にしていきたい。

・震災でひがいをうけた所で自分たちにできる町の片づけ

・復興まで 10 年かかるけど、元の石巻にもどってほしいな

や仮設じゃうたくでお手伝いなどをやってみたいです。

と思います。ぼくは、復興のためにまだ何もしていないの

・子供で復興に取り組んでいるのに、なぜ大人は、あまり

で、何かしたいなと思います。

行動しないのか。復興という二文字がどんなに大切なこと

・石巻市の復興には 10 年くらいかかると言われているけ

か。

ど、一年でも早く復興できるように、勢力したいです。

・復興について、子供たちにできること、（物資などの分け

・げんぱつとかいろんなことをやっているけどふくしまにす

方）など、やって、町のためにやってみていです。

んでいる人がもっといるのに、それにたいて石巻は、とう

・復興頑張りましょう！！石巻市だけじゃなくて、他の町も

いだからいろんながれきとかをはこんだり、かたづけてく

手伝って、あげてください

れてもいいとおもいます。しんさいまえの石巻にもどって

・石巻のじょうきょうをはば広く知りたいです。

ほしいとおもいます。

・がれきなどを片づけてください。

・今の大人たちのみなさんは、私が 10 年もたつと 21 才に

・募金などはみんなにできることからがんばってほしい。

なります。今は、何もできないけど、私が大人になったら、

・あれから、いまだに仲がそのとき良かった習いごとで会

10 年もなって町はみどりのゆたかな青い海にもどって、も

っていた友だちを、じしんのせいで会えてないけど、みな

っとの町にもどってほしいです。私も「ひがいが」あったの

さんがたすけてくれて元気になりました。ありがとうござい

でこういう思いをかきました。

ましす！！

・ぜひとも早く石巻市の復興をしてほしい。海が豊かな町

・こんばんわ

になってほしい。どんなつなみにも負けない堤防を作って

・震災に負けない！！

ほしい。

・復興をがんばりましょう。

・がれきしょりを他の県でもやってもらうためにいろいろと

・がんばってください。

してほしい。原発のことで再かどうをしなくていい（ストップ

・震災がおころ前の石巻になおしたい。

原発）

・ぼくたちのためにしえんをしていただきありがとうござい

・増税の話ばかりではなくしんさいの復興の話を中心にし

ます。

てほしい。がれきを受けいれて！！（STOP 原発）さいか

・町なみは、震災前と変わらないでほしい。

どうしないでください

・大人と子供たちが共力して、まちの片付けや、募金など

・早くこの美しかった町をなおして下さい。！！あと津波対

をして、復興にやくだつことをしていきたい。あと、げんぱ
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つも早く復興して、電力不足をなくしてもらいたいです。

・早く全ての地区がもとのように栄えている石巻にもどし

・石巻市の復興のことで子どもにもできることがあったら

てほしい。原発を止めてほしい。がれきを多くの人に受け

いってください。ストップ原発

入れてほしい。

・もうこの大地震も忘れられてきたころだと思います。東京

・ほかの県の人達にもっとがれきを受けいれてほしい。海

や色んな地域に私たちの地域のガレキが運ばれている

をきれいにしておよげるようにしてほしい。北九州の人達

ニュースも見ます。ですが、日本の政治家は本当に大事

がセシウム検出されていないのにすごく反対していてか

だろうなと思っていないと思います。もし思っているのなら

なしかった。

その態度を国民の人たちにちゃんと示してほしいと思い

・石巻市も石巻以外の市で、ひがいを受けている人たが

ます。大地震は忘れたいけど忘れてはいけないと思いま

安心して、幸せにる楽しくくらせる町にしてほしい。もしふ

す。

っこうしたら、こういうひがいがおきないように地しんたい

・石巻市のまちをきょうかしてほしいこと

さくや、つなみたいさくをして、安全にくらしたい。

・あきらめなければ、きっと復興できます。あと、前の石巻

・ほかの話でもめてないで復興の話をしてほしい。ストッ

にもどって、ていぼうなどのたいさくをして津なみの来ない

プ原発

町にしてほしいです。

・石巻市はまだ「がれき」などがまだ残っていてまだ復興

・無理だと分かるけど、もうちょっと復興を早くしてほしい。

は完全にはできていないけど日本のいろんな所でがれき

そして、前の石巻にもどってほしいです。津なみのたいさ

しょりを行ってくれている地いきの人たちがいるのでうれし

くもちゃんとして、にぎやかな石巻にしてほしいです。

く思っています。早く復興してしん災前よりももっとみんな

・石巻がふっこうを早くしてほしい。

が不安のない進んだ地いきになってほしいと思います。

・まだまだ復興には遠いけど「日本ってすごいんだぞ」と

・政治、政治ばかり言わないではやくもとにもどして！！

思われる国にしながら、またもとにもどれるようにがんば

10 年かかるとか言っているけれどぜんぜん、3.11 からあ

って力を合わせて前よりももっとくふうしてサイコーの場所

まりかわっていない！！津波からまもれる町石巻市をつく

にしていければいいと思います。

ってください！！20ｍちかくのぼうていをつくってー！！い

・たくさん募金して石巻市の復興にやくだてたり、大人と子

っしょうけんめい考えて

供が協力してがれきを片付けて少しても早く復興させた

・できるだけ一日でも、早く復興して、ほしい。活気のある

いということ。

石巻に早くなってほしい。前までの石巻に早くもどってほ

・全部片付けてしまってもいいけど、がれきの中にも、ま

しい。テレビで「復興」などを言っているが、石巻はぜんぜ

だつかえたりする物があるかもしれないからキレイにして

ん復興していないと思う。復興を先にしないと、じんるい

再利用してほしいです。あと、ストップ原発！

はしんぽしない！！

・石巻が世界一津波に強い町にしてください。ストップ原

・家で時々テレビが急にきれたりするのでできればげんぱ

発。

つ直してください

・私は、石巻市を復興させるためには、人の心をさいしょ

・がんばって

に復興させた方がいいと思います。たとえば、行事をいっ

・前よりもっと石巻市を大切にしてください。

ぱいするなど。それじゃないと石巻市を復興させるきにな

・前よりも石巻をにぎやかにして下さい。

らないと思います。

・門脇に大きいていぼうをつくる

・復興には 10 年かかるけど石巻の人々を、元気に、してく

・子どもだけではできないことがいっぱいあるから大人も

ださい。

協力してほしい

・大人だけではなく、私たち子供も町の片付けや、ひなん

・いつも、いろいろとやってくれてありがとう。

所のお手伝いをしたいです。被災地のために少しだけで

・がんばって下さい。

も力になりたいと思います。子供たちやお年寄りを元気づ

・公園を作ってほしい。

けたいです。

・店をたくさん作って下さい。

・１年でも１日でもはやく、石巻市をもとどうりにしてくださ

・地いきにお店を建ててください。

い。海をきれいにして、みんながおよげるようにしてくださ

・また津波がきたらのために、防は堤を 10ｍくらい建てて

い。（ストップ原発）

欲しいです。
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・子供にも、協力できることがあったら、ぜひやらせてほし

どしてほしい。

いです。

・今、仮設校舎で授業をしているのですが、早く元の校舎

・いいかんきょうをつくってください

で授業をしたい。

・自由にあそべるこうえんをつくってください。

・復興を考ばれ

・大人の中でかぞくをなくした人がいたらはげましたい。

・まずは周りの建物などを復興してほしいです。私の家の

・遊ぶことができる場所（公園）などを作ってほしい。

周りや旧校舎の周りは津波でひさいしてたてものがない

・外で遊べる所を作ってほしい

ので、ボランティアの家ではなくコンビニやお店（スーパー

・ぼくは、サッカーをやっています。公園などに仮設住宅

など…）を建ててもらいたい。

がたったのであそぶ場所が無いのでサッカー場や公園を

・学校がはやくなおってほしい。

つくってほしいです。

・協力できることがあれば力にできるだけなりたい。

・うさぎ遊び場がほしい

・一人一人が生きていることにせきにんを持って、にげだ

・早くがれきなど、引きとってくれるところをさがしてほし

さないでほしい。（がんばろうって思って強く生きる）しんさ

い。

いの気持ちを忘れないでくれると…。あきらめないでくださ

・公園をつくってほしい。海をなおしてほしい（釣り場）

いっっ！！

・震災前のような町になってほしい

・頑張って下さい。

・復興を、できるだけあまく見ないでほしい。できるだけ、

・復興のイベントなどをもっとやってほしい。

ちゃんとした復興こうじをやってください。

・みなさんと、「がんばろう石巻！」と思いながら、協力して、

・今公園がないから公園がほしい。

がんばりたいと、思うのですが…。石巻大好きですっっ

・すみよい町にしてほしい

・ぼきんをしてみたいと思う。

・すこしずつでいいので、便利な町にしてください。

・はやく復興を進めて下さい。

・せいじのみなさんにしょうひぜいぞうぜいなど、自分たち

・子どもにはあまりできることがありません。なので、わた

のことより、ひさいちのことをゆうせんしてください。そして、

したちもやれるかぎりはがんばりますが、大人の方々の

いっちだんけつ、みんなでなかよくはなしあってくださ

力が必要です。どうか、協力お願いします。

い！！遊べるこうえんを、渡波につくってください。ちゅう

・自分の市なのでちょっとは、やくにたちたい

しゃじょうであそぶと車にぶつけると、大人におこられま

・本校舎の校庭で遊びたい。

す！！

・復興ではないけど、復興するために、手伝ってくれたボ

・避難の場所を多くしてください。

ランティアさんなどに、「感謝会」的なものをやりたいで

・キレイなまちにしてください

す！

・石巻を早く復興

・がんばって

・近くに店がない。コンビニはカリで買い物がこまる。

・これからも、がんばってください。

・こうえんをつくってほしい

・よりよい町にしてほしいです。

・公園があまりないのでみんなが遊べる公園をつくってほ

・もっとおたがい協力し合いたい。

しい。

・復興にむけてがんばって下さい。おうえんしています。

・てい防がほしい

・少しでもいやな気持をしている人がいなくなるように、み

・あそび場がほしいです。（公園）

んないい気持ちになれるように考えてあげて下さい。

・石巻市の復興できると思ってください。

・ふっこうがんばれ

・みんなでがなばればだいじょうぶです。のりこえられま

・みんなできょうりょくして、復興したいです。

す。

・1 日でもはやく、ひさいちを復興させてください。私もぼ金

・復興にならをすればいいですか。

など、できることから行おうと思います。そして、大きなじし

・はやく復興を進めて下さい！

んがくるときのそくほうをちゃんとしてください。1000 年に

・もっと石巻をきれいにしてほしい

一度の大地震のときそくほうをしていれば、何人もの命を

・なかなかふっこうしていない。

すくえたと思います。地しんは自然災害なので、止めるこ

・渡波小学校を仮設校舎ではなく、もとの校舎にはやくも

とは不可のうと分かっていますが「地しんが二度とおこら
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ないでほしい」というのが、そっ直な子供の思いです。

ほしい。

・ほかの県の人達は、どうして、石巻のがれきをうけいれ

・復興できるようにがんばってください

てくれないんですか？どうして、大人のつごうに合わせて

・道路が悪いところを直してほしい。

公園などの遊び場を仮設にしてつぶしたんですか？公園

・このごろの人たちは、「きたない」、「めんどくさい」などの

をもっと作ってください！

ことで復興活動をしないので、もっとよりよい石巻市にす

・一日でもはやく復興して前のようなたのして町にしましょ

るためにさかんに活動してほしい。

う。

・しんさい前より、もっとより良い町づくりをして下さい。

・復興をがんばろう

・大人がうごかなければ、子どももうごかないと思う。まず

・こどもは、行動力がないので、大人の人には、こどもに、

は大人が復興に協力しなければいけない。

どんなことをしたらいいのかおしえてほしい。

・がれきを燃やしてほしい。友達が行方不明なので早く行

・ごみが残っていたり、建て物がまだこわれているところも

方不明の人を全員さがし出してほしい。

あるのでできるだけ早く直してほしい

・防波堤をつくってください。（大きいの）高だいを、多くし

・自衛隊のみなさんにとてもかんしゃしてます。

てください。

・「復興」「復興」と言っているけどみんながみんな復興に

・津波でたおれたりした建物は、モニュメントとして残さな

協力しているとは思えません。

い方がいいと思います。

・もうちょっとさいがいがなかったようにかたずけてほしい

・早く復興してほしいです。ぼくたちもできるかぎりのこと

・石巻市の復興のために大人も子どももみんなで協力し

はやりたいです。

て復興にとりくもう

・大人は大人で、ちゃんとやってるつもりだろうけど、それ

・私は、熟でいそがしく、（週に 3 回）石巻の復興にあまり、

が「ひさいちのふっこう、ふっこう」といっているだけで何も

かかわれないのですが…！こんな私でも、できることはあ

できていないと思う。小どもだからといって別に何も考え

りますか？

ていないわけじゃない。

・3.11 ががあってから、少しずつ町が復興してきています。

・仮設住宅やぶっけんが増えて遊び場が少なくなった。

もうひといきなので、ぼくもがんばりますのでみんながん

・未来のために、よほうする。たとえば、全部、みんなに、

ばってください

食料や道具をわたす。

・ひまがあればまちの片付けをしてほしい。ほかの県の人

・なぜ、しん災がおきて大人は、子供にこれをのこそうとす

が、がれきを引き取ってほしい

るかわからない。子供にのこしても未来はかわらないと思

・仕事があるのに復興のためにがんばってくれてありだと

う。神様がいたらべつですけど…。

うございます。

・まだまだ、復興は、とおいけど、みんなでたすけあえば

・がれきのしょりも大事だけど、まず 1 人 1 人、支えんして

大丈夫だと思います。

家の問題を解決させてあげた方が大事と思う。

・ゴミをかたずけてほしい。ぼちょうていをつくってほしい。

・はやくごみをとってほしいです。

心にきずをおった人のケアをしてほしい。

・復興をがんばってください

・早く元気になってほしい。

・石巻がいい町でみんな明るい町にしてほしい

・かせつ住たくが建って、遊べなくなった公園が増えたの

・石巻は、復興しているものの街はよごれたままです。ぜ

で、遊べる公園の遊具を増やしてほしい

んぜん復興していません

・自分にできることがあるなら。

・又、3 月 11 日のような、大きな…地しん、つ波がおそい

・あそぶところがほしい。

かいめってきなひがいをうけたばあい復興にこ協力して

・去年虫がたくさんいたので虫たいじとか

下さい。

・向陽町３丁目にある山公園には仮設住宅が建っていた

・一日でもはやく復興してほしい

りしてキャッチボールをしたり走ったりできないので、近く

・1 人 1 人が、石巻の復興のために何かすることが大切だ

に走ってあそべるような場所をつくってほしい。

と思う。

・公園がない

・できるだけはやくよりよい市にして下さい。

・石巻市を前よりもすみよいまちにしてほしい

・ひさい地でたきだしなどしていろいろはげましてあげて

・くずれたところなど、津波で流されたゴミなどを片づける
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遊び場を増やす

・遊ぶ場所がすくなくなっているのであそぶ場所がほし

・復興のためにも自分達の地域だけではなく、別な地域

い。

の片付けをしたらいいと思います。

・かせつに行っていろいろな人をはげます。行事を考える。

・公園など遊ぶところがほしい。

小さい子から大人までいっしょにあそぶ。

・公園や広い運動ができる場所がほしい。

・特にないですけど、がんばって下さい。

・全国の人たちで手伝いをしたい。あそぶところがほし

・頑張ってください

い。

・がんばってください

・遊ぶ所がないからつくってほしい

・人の命は大切なのでこのままではなく人のためになるこ

・自分も大人になったら復興をしたい。公園などがほしい

とを考えてこれからもがんばってください。じっくりとゆっく

・きれいでみんながえがおになれる町にしてほしい。

り速くしすぎないように自分の意見を通してください。

・子どもたちでもさん加できる復興活動や復興のためのイ

・特になし、ガンバッテ下さい

ベントをつくってほしい。

・ぼくたちのためにいつもありがとう。これからもガンバッ

・石巻市をもっとすみよい市にしてほしい。

テください。

・子供もできることをしりたい

・がんばってください。

・公園が増えてほしい。

・他県の人たちにも感謝したい。がれきをかきわけて亡く

・機会があれば何か復興の手伝いをしたい

なった人のことをうやまうことということが感動した。もし日

・公園がほとんどみんな仮設が建っていて公園がないの

本のどこかでなにかあったら、自分からふっこうにたづさ

で新しい公園を作ってほしい

わりたい。

・あそべる所がほしい。

・セーブ・ザ・チルドレンのみなさんから、たくさんのしえん

・遊べる場所（公園等）が、あまり近くにないから、遊べる

をいただいたように、たくさんの人からいろいろな事をして

所がほしい。

もらって、とても感しゃしています。この感しゃの気もちを

・早くガレキがなくなってほしい（ケガの可能せいがある）

伝えたいです！

・公園があまりなくなったから、遊べるところを作ってほし

・がんばてください。

い。

・人が少ない学校同士をまとめて１つの学校にして、他の

・子どもだからといってあまくみず、積極的に子どもたちに

学校のなおっていないところをなおすという方法をこの前

もできることを教えてください。復興計画など

思っていました。かんたんにできないことは分かっていま

・元の 3.11 前の石巻にしてほしい。明るい未来をのぞん

すが、できたらいいなと思っていました。できなくてもぜひ、

でいます。子どもと年よりと大人の明るい未来を。私の●

これからもがんばってください。

はそれをこばみ続け私を苦しめる。早く 3.11 の前の石巻

・復興に向けてがんばってください

にしてください。

・がんばってください。

・自分が大人になってからは、もとどおりのとまではいか

・これからも石巻の復興のためにくれぐれも無理しないよ

ないけど、明るい町にしたいです。

うにがんばって下さい。

・きれいになるといい。公園がふえたらいいな。元気にな

・頑張って下さい。

るといい。

・がんばってください

・復興するためには、みんなが協力してごみ捨ろいなどを

・特になし。これからもがんばってください！

して町をきれいにする。遊びばしょにかせつ住宅が建って

・はやく復興させて下さい。（できるだけ）

しまったので公園などを増やしてほしい

・いつも復興のお手伝いありがとうございます。がんばっ

・子供なのであまりわからないがなんで復興計画をじっこ

てくれる人のおかげで、私達は今生きているのかもしれな

うできないのか。

いです。私は震災に合い、転校してきました。はげまして

・大人の人数でたりないなら、手伝いたい子供にできるこ

くれる人たちやボランティアの人たちのおかげでがんばろ

とをさせてあげたほうが自分たちもうれしい。やれること

うと思いました。

があるなら。例、子供が行事に参加、手伝い

・今たいへんなまちや県があるかもしれないけどこれから

・もっと公園や遊具を増やしてほしい（広い公園）

もわたしたち、自分たちのため、まわりの人たちのため色
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んなことをがんばってください！！

・何をしていいのか分からないけどできることをしたいで

・じしんで仮設が建ってあそぶ公園がなく因っている。が

す。

んばってください。

・わからない

・がんばってください！

・石巻市を前よりもすごい町にしてほしい。

・復興のためにがんばってください。

・むりをしなくても大じょうぶ

・子供は何ができるか分からないけど少しでも復興のた

・私はこれから、人の役に立てるように、いろいろ活動をし

めにがんばってください。

たい。

・がんばってください。ありがとうございます。

・なにをすればいいかわかりません。

・これからも石巻市の復興についてがんばってください。

・家のない人にはやく家を

・これからもがんばってください。わたしたちにできること

・ぼくは石巻の復興のためにがんばりたいです。大人の

があったらいってください

人達もがんばってください。

・公園にかせつができて公園が少ないので作ってほしい

・復興をがんばってください。

です。これからもがんばってください。

・もう少しだけちいきの人に元気をあたえたら…

・復興 10 年計かくを出きるだけはやく復興してほしいので

・子供達だけでできる人々に役立つことないいのか。

がんばってください。

・早く石巻市をもとにもどしてください

・がんばってください

・子どもは２年たった今でもあの M9.0 のじしんをかんじて

・これからもがんばってください。

おり。自分の妹もつなみや地しんを覚えています。そのよ

・町のかたずけをしてくらてありがとう。

うな子どもたちにやすらぎの場しょをあたえることはできな

・海が使いたいです。

いのでしょうか。

・頑張ってください。

・被害を受けた子供をはげましてあげてください。

・がんばってください。

・つなみで流されたところに公園をつくるか、木をうえたい。

・がれきの片付けをありがとうございます。

うえるかこうえんにする。

・がんばってください。

・早く復興させてほしい。

・がんばってください。

・がれきの受け入れをいやがらないで下さい。

・私が大人になったら、このことを子孫に伝えたいと思い

・つらくても頑張ってください！！

ます。

・協力しあおう！ふっこうのために、ぼきんしたり、はげま

・まちの片付けをはやくしてほしいです。

したりして、協力して下さい。私には、できないこともある

・がんばってください。

ので、がんばってふっこうをめざして下さい。

・キレイな場所にしたい！にぎやかな町にしたい。

・ぼくたちにもできることがあったらやらせてください。ぼく

・今、いっしょうけんめい復興しているけれど、あまり無理

は、まちの片ずけなどできることはやらせていただきたい

をしないでがんばりましょうね。

です。

・何か手伝いたいけど何をすればいいのか分からない！

・はげましてください

・がんばってください。はやくかたづけてほしい

・石巻市のことを知って、復興にてつだってほしい。

・復興がんばって

・くじけないで生活しなさい。

・ふっこうのかたずけ

・遊び場を作ってほしい。

・どうやって復興の手助けをすればいいですか？

・みんなが明るい市にしてみたい

・漁業関系は早く、復興してほしい。

・ガレキをどうにかしてください

・復興の仕方がよく分からないので教えてほしい。

・まえにかいた、こうえんのアンケートはどうなったんです

・復興がんばってください。

か。

・いしのまきをでかくしたい

・協力してくれている方ありがとうございます。

・がれきしょぶんを手つだってください

・市の学校で使えない所を早く使えるように。

・ガレキを早くなくしてほしい一部じゃなくぜんぶ

・仮設住宅をたてるのはいいけれど、公園などにたてると

・あまりなにをしていいかわからない。

子どもたちの遊び場がなくなるので別の場所にたてたほ
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うがいいと思います

・公園をふやしてほしい。かせつばっかりで公園をふやし

・すすんでボランティアをしてほしい

てほしい

・石巻が約何年でふっこうするのか？

・私はまだ小６ですが、私以外のみんなも復興にかかわり

・前よりよりよいまちにしてほしい

たいと思っています。大きいことは、必ずできるとは限りま

・早くまちの片付けをしたらどうなの（なかなかできないこ

せんが、小さいことをコツコツとしていくのは不可能ではな

とは知てっるけど）

いです。大人が知らない子どもの気持ちや子どもからみ

・今は、大変だけどがんばりましょう。

た復興、大人と子どもが力をあわせれば、できることは無

・ゴミを見つけたらすててほしい。

限大にあるはずです。なので、大人の方は子どもを信用

・自分一人の力では復興はできないからみんなで力をあ

して、復興を目指す仲間に入れてほしいです。私は子ど

わせてふっこうしていきましょう。自分も復興のためならや

もだからできない、がとてもいやです。だから一緒に復興

れることはやります。

していきたいです。

・学校のていぼうをもっと高くしてほしい。

・ひ災地と言うのはやめてください。理：復興を進めてがん

・みんな、自己中心的な考えだけではだめだと思う。

ばっているのに、ひ災地というのはやめてください。

・公園はさびてきてあまりつかいたくないし、どうろもへこ

・石巻市の復興に大人だけではなく子供もさんかさせて見

んでガタガタなのでなおしてください

たらどうですか

・みんなで復興に協力すればいいと思う

・災害にあったけど、元気で生活をしていますから、安心

・なるべく早く復興してほしい

してください。

・何でもやりとげること。

・子どもたちのために公園をつくってほしい。

・あきらめないこと。

・石巻で大きな行事を開いてほしい（食べ物の）

・石巻市に高台をたくさんつくる

・今の政治家は、消費税 UP や、公務員の給料カットとか

・人ごとだと思わなく、協力してほしい

してるから国民を苦しめている。だから政治家は、減らし

・公園のほとんどが仮設になっていて遊べる所がありま

た方が良い。

せん。もっと公園をふやしてください。大人はひがいの大

・これからもがんばてください。僕もできることがあればぜ

きな場所ばかり見ていて全体をあまり見ていないので全

ひ、協力させてください。

体を見てください。どこがでこまってい人がもっといるかも

・がんばって

してないから…。（笑←）

・まだかんぜんにくらしがもどっていない人もいるので、ふ

・がんばんな石巻

つうのくらしにもどるようにしてほしい。

・はやく、ごみかだづけて！！

・私たちは、大丈夫なので、もっと大変な地域を助けてあ

・がんばっぺ石巻

げてください。私たちも、セーブ・ザ・チルドレンに助けても

・こうえんがほしい（大きいの！）

らいました。ありがとうございました。がんばってください。

・これからも、ガンバッテクダサイ！！

・これからももっと復興のためにみんなで力を合わせて、

・ガンバってね。

活動した方がいい。

・公園ほしい…。

・仕事やバイトで、いそがしいと思うけど、少しの時間でも、

・がんばってください。やれることならやります。

今よりも、笑顔あふれる町にしてほしい。あと、ひさいちと

・あそぶばしょをふやして！

言わないでほしい。理：ふっこうしているのに、そういわれ

・じゃりでかさ上げしている所は早めに、いつもの道路み

るとやる気にならないから！

たいになおしてほしいです。もし、予算がないなら、ふっこ

・石巻市の復興をがんばって、元の石巻市に近くなるよう

うかんれんの物を売って、売り上げの一部をぼきんとして

にも、がんばってください。よろしくお願いします。

つかえばいいと思う。

・たばこや、ゴミを車の窓から捨てたり、ポイ捨てなど、や

・とにかく、復興は、おそい、政治家とにかく、くびにしろ。

めてほしい。

優先順位をちゃんとつけてほしい（民主党さんに）

・復興の役にたてるようにがんばりたいです。

・ぼくは去年のじしんでグランドがつかえなくなったので作

・道にライトがついていない所があるから付けてほしい。

ってほしいなーと思う

・しえんをしてくれた人達に感謝しています。がれきの問
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題などはっきりしてほしい

いです。ボランティアをしたいです。

・ひさい地のみんなをあつめて、みんなでたのしめるイベ

・仮設住たくがあるのは、しかたないけど、自由に遊べる

ントをふやしてほしい

公園があったらいい。もっと緑の木などを植えたりして、

・みんなで協力して楽しく生活しよう。

今までよりもよりよい石巻にしたい。

・みんなで協力してがんばりましょう。絶対にかわれるか

・はやくかせつがなくなって公園で遊べるようにしてくたさ

ら。

い

・いっぱいの手伝いや募金ありがとう。

・ひさいしたところやその場所のゴミ、がれきをかたづけて

・NEVER FOR GET3.11。１人じゃない、みんながいる。い

安全をかくほすれば復興できると思います。

っしょにがんばりましょう！！

・公園が仮設住宅でへっているしあそべないから子どもが、

・石巻市は、一歩一歩復興している。

よりよくあそべる公園がほしい

・たばこのすいがらが公園におちてるときがあるので、ち

・公園に仮設住宅があって子どもがあそぶばしょがない

ゃんとゴミ箱にいれるか、すわないでほしい。

から子どもがあそぶ公園を立ててほしい。

・私たち子どもに復興しようプロジェクトなどとそのようなき

・公園がほしいです。

かくをつくって、参加させるようにしたい。

・かせつじゅうたくがたったのはしかたがないけれども公

・もう一年ちょっとすぎても協力するのはすごいです。

園がほしいです。

・何か遊びばを作ってほしい！もっと、地域を深める行事

・広い公園を作ってほしい。市場をつくってほしい。

をしてほしい！

・仮設住たくが建っているのは仕方がないけれど、新しい

・力を合わせる。

公園もほしい。魚で有名な石巻なので漁業がさかんにな

・まだ仮設住たくに入っている人がいるから、アパートなど

るようにしたい。

を多くたてたらいいと思う

・仮設住たくが建って、公園がつぶれてしまったりしたの

・もっと、しえんをしてほしい。

で、子供達が遊べる場所を増やしてほしい。

・私たちの未来のために、これ以上ひ害がおよばないよう

・仮設住宅がたつのはしかたないけど公園や野球の試合

にがんばってください。

ができる場所がほしい

・がんばりすぎても、体をこわすだけなので、休んだりしな

・公園に、仮設住宅があって遊べないので公園を増やし

がらがんばりましょ。

てほしいです。

・復興について、具体的に何をしているのか。

・公園に仮設住宅を作るのは、しょうがないけど、公園を

・復興してきた大街道ですが、まだまだ片付けなどがたり

もっと増やしてほしい。

ないところがたくさんあります。なので、元の通りとは言い

・石巻のふれあいセンターのような物をつくってほしいで

ませんが、より良く復興してほしいので、ボランティアなど

す。そこで、地域の人とふれ合ったり、復興についての話

をもう少しお願いします。

し合いをしたらいいと思います。

・苦しくてもとにかく前に進もう

・仮設住宅が立つのは、しかたないけど公園など遊べる

・まちの片付けをもっとやるといいと思う。

場所を増やしてほしい。すこしでもいいから募金活動に協

・まちの片付けをがんばってください。

力してほしい。

・ます、野田さんに会って、お金をきふしてもらいたいこと

・しんさい前の石巻にはやくもどってほしい。公園が自分

です。

の家のちかくなどにないので公園を増やしてほしい。

・お金のことなどで、さわがないでください。

・仮設があってもいいけど、公園がほしいです。

・家のまえのはたけのくさがすごいのでとってきれいにし

・めんどくらがらないで、みんなで復興に協力してください。

たい。

公園に仮設住たくがあってあそべません。公園であそべ

・みんなの家のちかくにこうえんなどを作ってほしい。

ないと、子どもは、ちゅう車場や、道路であそぶようになり、

・三げんや公園で夏祭りをやってほしい…。おねがいしま

事故が多発して二次災害がおこります。仮設を２かいだ

す。

てにして、少しでも公園であそべるようにしてください。ぼ

・道路はいらない。

くたちもがんばるので、よろしくおねがいします。

・かせつじゅうたくをたてるのはいいですが、公園がほし

・仮設住宅ばかりで公園が少ないので公園を増やしてほ
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しい。

めたりするのでいいと思います。

・公園をもう少しふやしてほしい。

・公園が少ない場所に公園をつくってほしい。

・公園とか遊ぶ場所をつくってください。

・ゲームのインターネットをつなげる場所やスポーツ、あそ

・かせつ住宅ができるのは、しかたがないのですが、もっ

び場を増やしてほしい。食べものやもほしいです

と、たくさん遊べる場所（公園）をつくったり、増やしたりし

・公園をもっと広くしてほしい

てください。

・みんないっしょにまちをふっこうさせよう

・公園に仮設住宅が立っていて公園が少ないので公園を

・バスケットが、できる場所を作ってほしい。

増やしてほしいです。

・公園に遊具が少ないので増して下さい

・もう少し公園を増やしてほしい。野球部の練習ができる

・広い公園がほしい

ところをつくってほしい。しんさいがおきても安全に勉強や

・鹿妻に洋風レストランがほしい。野球場を作ってほしい。

授業ができるところをつくってほしい。

・バスケットができる場所をつくってほしい。

・震災前の石巻よりもっと、地震や津波に強い石巻にして

・バスケができる公園がほしい

ほしい。

・しん災で公園や遊び場などがないので公園などをつくっ

・避難タワーをたてた方がいい

てほしいです。

・仮設住たくがたつことはしょうがないけれど、もう少し公

・バスケット・ボールができる場所をつくってほしいです。

園がほしいです。つなみがのりこえられないようなていぼ

・公園に、バスケットゴールを、つけてほしい。

う

・公園をつくってほしい。

・遊ぶ場所がほしいです。

・もとの町にもどす

・ボランティアのみなさんが一生けんめいがれきのかたず

・こどもたちが遊べるように、サッカーグランド、やきゅうグ

けをしてくれて本当にありがたいとおもいます。ぼくたちも

ランドをつくったほういいと思います。

大人になったらこまっている人を助たいとおもいます。

・子どもが遊べる場所を作ってほしい。

・町の復興がんばってください！！

・私の家の近くに公園がないので作ってほしいです。

・早く復興してほしい。

・とにかく、安全なまちにしてほしいです。サッカーやスポ

・自分の事ばかりで大人はなにもしていない。仕事だから

ーツをできる場所をふやしてほしいです。

やるんじゃなくて自主的にやってほしい。

・広い公園がほしいです。

・今は、だんだん復興してきているのでこれからもこのちょ

・魚や海そうがあまり食べられなくなったからもっと魚や海

うしでがんばって行きたいです

そうを食べたい

・仮設住宅などに、いる人、高れい者などをあつめて、活

・ぼくも、またしんさいがあったらぼくも助けてやりたいなと

動したら、いいと思う。

思いました。

・市の復興もありますけれど、自分達の心が復興しないと

・みんなで協力し合って、前の石巻市になってほしい。

いけないので、自分達の心から復興したらいいと思いまし

・前の町にできるだけもどれるようにぼうはていなどをじょ

た。

うぶに作り家をたてるのは、いいと思う。

・元気にくらしてます。

・かせつなどにいる、ひとかぞくに１つしんちくをあげたら

・色々とありがとうございました。

いいと思う。←しんちくについて、もっとぼきんをあつめた

・もっと早く復興が出来るようにがんばりましょうね。

らいいと思います。

・がんばってください。

・行事をふやしてほしい

・避難所や仮設住宅や病院を近くにつくってほしい。こど

・遊ぶところがほしい

もが安全に安心に遊べる公園や広場をつくってほしい。

・もとの石巻にもどるように復興活動をしてほしいです。

花や木を色々な所に植えてほしい。

・かせつにいる人達にもっと物っしなど、したらどうでしょう

・前の石巻市になるように頑張ってほしい。

か？

・公園が少ないので公園をもっと作ってください

・今、つなみがこないように、コンクリートのカベを作くろう

・サッカー場ややきゅう場を作ってほしい

とか言ってるけど、やめてほしい。がれきを早くなくしてほ

・みんなが楽しくすごせるような所があったら、みんな楽し

しい。地ばんちんかしてる所をなおしてほしい。早く石巻を
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もとにもどしてほしい。

らもがんばろう石巻！！

・まず、がれきをなくしてほしい。みんなで遊べる所を作っ

・石巻に花をたくさん植えた方がきれいではなやかな石巻

たらいいと思います。（かせつのちかい所など）

市になると思います。

・もとの町にはもどんないけど、みんなが笑顔になれるこ

・もっとがんばってください

とをもっとやった方がいいと思います。

・私は、石巻の復興のためにボランティア活動などをして

・がれきを片づけてほしい。家を直してほしい

みたいと思っています。

・がれきのしょ理を協力してもらいたいから、よびかけて

・がれきをリサイクルしたらまたつかえますよ。たとえば、

ほしい。

木でイスやいろいろな物をつくればいい

・いち早く復興ができるよう、がんばってください。

・早く町を元通りにしてほしい。

・募金をしてほしい。かせつじゅうたくにいるに食べ物をお

・仮設の人がたいへんだから大人にてつだってほしい。

くってほしい

・私たちも、復興のために何かしたいです。手伝えるなら、

・みんなで協力してほしい

協力します。

・地域の行事をふやしてほしい。

・あまり電気をつかわない。

・前の石巻にもどってほしいけどあたらしい石巻をつくって

・ぼきんをしたい。

あたしい未来へ

・自分から復興に関係ある行事に参加したり、ボランティ

・みんなで協力して、いちはやくふっこうしてほしい

アだけではなく、みんなに声をかけてやるともっといいと

・政治家が増税だとか、げんぱつ再かどうとかしているか

思います。

ら復興がいっこうにすすまないと思います。ぎえん金もど

・復興にむけて、ボランティアがいる。

こにわたすかわからないなどいっているのならとりあえず

・みんながふれあえる空間をつくってほしい！

分ければいいと思います。税を上げるヒマやげんぱつを

・伝えたいことがないです。

再きどうするくらいなら、復興を手伝ってほしいです。

・震災前のようになおしてほしい

・私たちもがんばるので、大人の人もがんばってください。

・以前よりも、もっともっといい市にしてほしい。例えば石

・あたらしいデパートをつくってほしい

巻市に大きな図書館を作ったり、大きな市民プールを作

・子どもたちが遊べるような遊具やグラウンドやサッカーコ

ったり。科学館的なものを作ったり…。お願いします。

ートなどスポーツができるしせつがあったらいいと思う。

・消費税をあげないでほしい

・石巻市の復興はぼくたちが大人になったときにもまだか

・子どももがんばるので大人もがんばってください。

んぜんには復興できてないとおもうのでぼくたちも復興に

・みんなで協力していくことを伝えたいです。

たずさわって行きたいとおもいます。

・石巻市はからなず復興しますのでみなさんも復興にむ

・わたしは一度、ひさい地に行って、ご飯を届けたりしまし

けてがんばっておしい。

た。そのように、これから、ふっこうのためいろいろな活動

・復興をがんばってください

に参加し、投に立ちたいと思います。

・わたしは、石巻市の復興に協力してみたい

・これから石巻市の復興のためにこれからもいろいろな事

・「復興」は国は手伝う、自分達の町は自分達で守る。国

をしていったほうがいいと思う。

に責任を押しつけない。自分達の町は己の魂で守る。子

・せつでんや水などをむだに使わない。しえんかつどうを

孫を残し、来世に伝える。この事を。

みんなでやる。

・募金したお金で、私たちがみんなにしてあげることはあ

・石巻市が早く復興してほしい。

りますか？

・大変だと思いますが、復興へ向け、がんばってください。

・みんなでたすけあってがんばってください

・子どもでは出来ない事が多いので、大人にがんばって

・今、がれきのしょ理などは、色々な各県がてつだってく

ほしい

れているのはいいことだと思う。だけど、今だに支えん物

・石巻市の復興は、むずかしいかもしれませんが私は、で

しなどは仮せつ住たくばかりにいき、家に住んでいる人に

きる限りのことはしたいと思います。

はぜんぜんいってないので、お家に住んでる人にもやっ

・他県のみなさん、ボランティアの方々には、石巻の片付

てほしい。

け、物資など救けてもらいありがとうございました。これか

・がれきをもやすところをがんばってさがしてほしいです。
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・石巻市の復興で、がれきのてっ去を早める方法がある

・木を切らないでほしい。

のなら、ぜひ実行してほしいです。

・がれきのしょりは、宮城県内でできれば行う。海岸地い

・仮設住宅に住んでいる人に、必要な物をあたえる

きの復興をはやくする。東日本大しん災のせいで、本当

・まだ復興していないところ（みなとや、海岸ふ近）にきふ

にこまっている人にしえんする。

してほしいです

・仮設の人々を早くげんきずけてあげてください。

・まだかたづいていないからボランティアをよんだ方がい

・私もできるだけ地域の行事に参加したいと思う

い

・がんばってください

・募金したお金で、何かしてあげられることはあります

・今、働いたりしていない人や、しょく場が流された人は、

か？

できるだけボランティアとして、町の片づけなどを手伝って

・復興計画をきちんと立ててください。

ください。

・もっとぼ金などのお金をこうかてきに使った方がいいと

・大人がダメと言っても、私は、まちの片付けやまわりの

思います。

人をはげます。募金やいろいろなこと（人のやくにたてる

・よくぼきんとかしてください

こと）をしたいです。なぜなら、昔、私は、雄勝にすんでい

・ガレきとかを集める。

て、そこにはいろいろなおもいでがあるからです。だから

・少しずつで、いいのでがんばって下さい。

私は、人のやくにたちたーい！

・もうちょっとがれきを片付けてほしい

・子どもでも、地域の人の手伝いをしたいので、もっと地

・お金をどうつかうか、募金してもなににつかうかを大人

域の人の手伝いをできる幾会を増やしてほしいです。

に伝えたい。

・仕事もそうだけど、ひさい地や仮設住宅の方々にも目を

・はだ、まちがきけいじゃないところは、まちの片付けをし

向けて欲しい。

てほしい

・ひ災者が元気になるようにお手伝いやはげますようにも

・がれきをあつめてぼきんをしてほしいです。

っとがんばってください

・復興のためにガレキしょりしてくださりありがとうございま

・おうえんしています。

す。

・子供ができることをたくさん教えてほしい。

・がれきの受け入れやしょり。

・たすけあおう！！

・がれきのしょりをすすめてほしい

・早く元の石巻にもどって今まで以上に良い石巻にしてほ

・がれきしょりを進めてほしい

しい。

・なるべくはやくふっこうして！！

・早くがれきのてっきょ作業を進めて、復興を進めたいで

・早くふっこうしてください。

す。石巻の復興は、まだまだこれからです。これから進ん

・復興をみんなでがんばろう

でいきます。ぼくもできる限りの支えんに協力します。前を

・家を建ててください。

向いて、一歩ずつ、少しずつでも復興を目指して、進んで

・片付けがんばってください。

いきましょう。がんばっていきましょう。

・がれきを少なくして、はやく復興してください。

・早く復興してください。

・がれきの片ずけがんばって下さい

・早く復興してください。

・いえとか、みせを、たてろ

・しえん物資を送っていただいたり、復興のお手伝いをし

・なるべく復興するのを早くして下さい！

てくださってありがとうございます。でも今、テレビのニュ

・１つの町や市を集中的にがれきの片付けをした方がい

ースでがれきのしょうきゃくや利用方法についてやってい

い

ますが、それを早くきめて、がれきを無くしてほしいです。

・早く復興して前の家にすみたい。

・たくさんきうりょくしてくれてありがとうございました。

・募金をしてほしいです。

・いろんな人が死んだけど、その死んだ人のためにも、み

・つかれているかもしれませんが、がれきのしょりがんば

んなで協力しあってがんばろうよ！だいじょうぶ、ぼくたち

ってください。

ならできるよ。

・私達子どもも、復興に関わりますが大人の方もがんばっ

・いろんな支えんをしてくれてありがとうございました。

てほしい。

・ありがとうございます。たくさんの人が石巻市にかけつ
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けてくれたり、物資をとどけてくれたり、本当に助かりまし

ださい。公園を作ってみんなが楽しく遊んで気分てんかん

た。ありがとうございます。

できるようにしてほしい。

・復興はあと少しなので、おうえんしていること！！小ども

・石巻市がもっと復興するようにがんばってください。前よ

でもできることをします！！

りもキレイな町にしてください。

・ひがいをうけた子どもたちのためにとおい所からきてく

・ひっくりかえったたて物をのこしているのはあまりよくな

れてありがとうございます

い。

・沢山の協力ありがとうございました。

・早く地しん前の状態にもどしてください。

・学校で支援物資をもらったり、○○教室など開いてもら

・被害にあった町をすてきな町にしてください。

い、ありがとうございました！！

・はやく、「ガレキ」を片づけて下さい。はやく、町をもとど

・石巻市の復興に協力してくれてありがとうございます。

おりにして下さい。

・困っている人をなくして、え顔がたえない石巻市にしてほ

・ゆっくりでいいんで石巻をもどしてください。また、まえよ

しい。

りもうつくしい石巻にしてくたさい。

・この震災でたくさんのものを失いました。でもこれからは、

・前よりもいい町にしてください。

前を向いて生きていかなければないと思います。なので

・せつ電をしてほしい。

子供達にもできることがあったら協力したいです。

・もっと早く復興が進んでほしい。石巻をしん災前みたい

・自分にできることがあるならしたい。ぜひ、したい。困っ

になってほしい。

ている人を助けたい。復興の手伝いをしてくれた人に感

・みなさん復興がんばってください！！

謝しています。

・まえよりもすてきな町にしてください。

・色々、石巻の子供たちのために支えんして下さってあり

・早く石巻がもとにもどってほしいです。

がとうございました！！

・復興がんばれ

・震災のえいきょうでがれきがいっぱいでている中で東北

・女川などを早くきれにしてほしい

ちほうじゃないちほうのほうではきょうりょくしてくれない人

・（意見）震災ででたがれきのしょりを他の県の人が「方し

がいるので、ちゃんとがれきのしょりをてつだってほしい。

ゃ線があるからもってくるな！」と言っているけれど、こっ

・物資、楽しい行事、学校のプールそうじをしてくれてあり

ちはもっとがれきがあって大変。反対行動をしないでうけ

がとう。

いれてほしい。

・「願（がん）」張って下さい！！

・九州にがれきをうけいれてほしい。

・おばぁちゃんの家に、ツバメの子どもがいます。かわいく

・かさ上げ工事（みなと）

元気です。私達もツバメのよーに元気

・他の県から、色々な人が手伝いに、来てるのに、自分達

に！！！！！！！！！

（大人）は働かないのは不公平だと思う。しんさいで心が

・みなさんが、いろいろ助けてくれたので、元気をもらえま

折れたかも知れないけど、今は、がんばる時。

す！ありがとうございます！

・ないよ

・「仙台や東京、郡山」みたく大都市にしなくていいから、

・復興がすすんでいる所もあれば、まだじゅうぶんでない

笑顔あふれる町で復興してほしい。

所がある。大川小学校の事をはっきりしてほしい。

・いつも石巻の復興活動ありがとうございます。

・私たちのためにもがんばってください。よろしくおねがい

・ぼくも少しくらいしかできないけど協力したいと思います

します。

ので大人のみなさんもがんばってください。

・がれきの受け入れを承知してほしい

・明るい未来を作ってください。

・しん災の時に、しえん物っしをもってきてくれてありがとう

・ない！

ございます。行きたい人が行けるりょこうをきかくしてくだ

・がんばって復興して下さい。

さい。行きたいです。

・子どもたちに、はやく元気をつけるために、がんばってく

・学校の体育館が水もれするので直して下さい。

ださい！

・地震の時に、支援物資をくれてありがとうございます。今

・まえよりまがんじょにつくってください。

度は僕たちが復興に役立てられたらいいです。

・みんなの意見を取り入れ、住人の住みやすい町にしてく

・私たちの学校のプールは、きれつがはいっていて、プー
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ルには入れません。なのですずしくなるような行事をして

きれつがあるので、なおしてください。

ください。

・亀山市長色々な場所からぼきんがたくさんもらって「ぶっ

・しん災の時に支えんありがとうございます。プールが入

し」ありがとうございます。でも去年よりひどくなった学校も

りたいから早く直してください。

あります。大変な仕事だけどがんばってください。

・できるだけ震災前の街に戻してくれたら嬉しいです。

・災害時に、支えんぶっしなどていきょうしていただき、あ

・みんなが健康で安全安心な町にしてください。支えん物

りがとうございました。できれは、石ノ森まん画館をそうき

資をたくさんくださってありがとうございます。

ゅうになおしてほしいです。

・しえん物資ありがとうございました。ボランティアでたき

・今度は、津波が来ても、安全な所に家を建てたり、防て

だしをしてくださってありがとうございました。

いをもっと高くするなどの工夫をしてください

・支えん物資をありがとうございました。これからもがんば

・震災前よりも活気がある石巻にして下さい。

ってください。

・しんさいのころにしえんぶっしなどをおくってくださってあ

・前の石巻みたいにしてください。プールには入れないで

りがとうございます。これからもがんばってください

す。（きれつが入っていて）早くなおしてほしいです。体育

・石巻市は、今、じょじょに立ち直ってきています。これか

館の雨もりがしてひどいです。

ら先、石巻市長や宮城県地じと共に、石巻市の復興を願

・プールを直をしてください。支えんありがとうございまし

っています。よろしくおねがいします。

た、

・いろいろな県から、支えん物資を届けてくれてとてもあり

・お年寄りが往みやすくて、子供に安全な街にしてくださ

がたかったです。

い。（できたらの話ですが…。）

・しんさいの時にいろいろなものをしえんしてくれてありが

・笑顔や笑い声でいっぱいになる石巻市をつくってくださ

とうございます

い。たくさんのいろいろな支えん物しをありがとうございま

・ぼくたちのプールはきれつがはいって入れませんどおし

す。

たらいいですか

・私たちの学校のプールはまだはいれませんどーしたら

・負けずに、復興に向けがんばって下さい。

い～で～すかぁ。

・きれいでしぜんが多い町にしてください。学校のプール

・もっと地域の行事やまちの片づけなどを増やしてほしい。

にきれつがはいってこまっています。

ぼくたちがひさいしている時いろいろな物資をおくってくだ

・地いきの復興を早くすすめ、いい町に直してください。近

さってありがとうございます。

くにスーパーをを造ってください。

・復興が一歩ずつ進んでいくようにがんばってください。物

・復興しえんををしていただきありがとうございます。

資をいただきありがとうございます。

・まちの片付けや支えん物資を送っていただきありがとう

・私達に、しえんぶっしをくださってありがとうございます。

ございました。

自然が多いきれいな町にしてください。

・かんがえるだけでなくて、こうどうにうつしたらいいと思い

・いろんな地いきの片づけやしえんをありがとうございま

ます。

す。

・2011 年３月 11 日２時 46 分のあの出来事で失った人も

・もっとざいせいてきによゆうのある市にしてほしい。鹿又

いるし、忘れないと思います。津波のけい験はありません

小学校の体育館を建てなおして下さい（雨もりがひどい）

が、大きなあの地震のけい験はしました。まだ、不安にお

・いろんな県から支えん物資を届けてくれてありがとうご

びえてる人もいると思いますが、前に進まないと道は無い

ざいました。がれきとかを、もう少し多くの県が引き取って

と思います。だからみんなでがんばって復興に願いたい

くれるといいです。

と思います。

・はやくプールに入りたいです。しえんぶっしありがとうご

・石巻の復興のために、募金活動やまちの片づけなどに、

ざいました。給食に毎日デザートをつけてほしい。ちかく

進んで取り組んでいきたいです。

に、かわいい雑貨屋をつくってほしい。

・どんなことがあっても、最後まであきらめずにがんばりす

・しんさいのときに、しえんぶっしをいただきありがとうござ

ぎないようにしてください。

います。

・石巻市の復興をがんばってください。大変ですけどがん

・しえんぶっしをいただきありがとうございます。プールに、

ばってください。
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・早く復興させてほしい。（子どもにできることは、かぎられ

・ほかの県でまだこまっている所があります。なのでそれ

ているから、大人が、がんばってほしい）

ではげましたりときどき仮設住宅に住んでいる人たちにも

・ぼきんをする。

食料をぐばったりたいちょう管理をしてあげたりしてもらい

・モタモタしないで、早く行動に移してください。県民の話

たいです。でもあんまり無理はしないようにしてください。

やねがいを聞いてください。

・入っていない仮設住宅は、いらないのではないでしょう

・復興へのご支援ありがとうございます。これからもがん

か。

ばってください。

・つなみがきてもだいじょうぶなようにもっとがんじょうな鉄

・つなみなどひがいのあった場所のかたづけるさぎょうを

かべなど工夫のしたものをおねがいします。

早めにしてほしいです。家族などをなくした方が思い出し

・亡くなってしまった人のために災害の前よりももっとがん

たりしたら、かわいそうです！（泣）

ばって仕事などをがんばってください。私もがんばりま

・石巻市のためにがんばってください。

す。

・早く県全体のごみをどかしてください。ほうしゃせんなん

・無理をいいますがはやく、道路などを直してほしい。

かなくしてください。

・子供の中にはまだ心の中に東日本大震災のことがすご

・募金活動など、子どもでもできる活動はやりたい。

く残っています。だから、やさしくはげましてください。

・しんさいなどでお金などながされた人のために、むりょう

・自転車が走る部分を元にもどしてください

にちかいくらいのねだんで家を建てるのは、できないのか

・石巻をもっときれいにしてください。

・前よりきれいな石巻市にしてください。

・また津波がきたらあぶないので新しいていぼうを造って

・前よりももっと安全な町づくりをしてください。人でがたり

ください

ないときは学校にきてください

・災害に対して、安全な町をつくってください。

・最後までがんばろう。病気などにかかんないように。仲

・できるだけの海の前にていぼうをつくってほしい

間たちと協力していい国を。１人だけじゃないみんながい

・安心できる町にしてほしい

るから協力しながらがんばろう

・「自分も大切だけど他人のことも大切」

・子どもたちと大人が協力しあえば、一日でも早く復興が

・ガードレールを付けてほしい。

できると思うので、子どもたちにできることがあれば子ども

・じてんしゃの走るとこをじゃりから、コンクリートに早くな

たちにもたよってください。

おしてください。

・いまよりまちをきれいにしてください。

・道路平らにしてほしい。

・みんなが安全な生活ができるようにしてください

・せまい仮設住宅にすんでいる人が広い家に住めるよう

・できるだけおおくの人が家にもどれるようにしてほしい。

にがんばってください

・前よりもきれいな町にしてください。

・はやく前のがれきのない鮎川を見たい。

・募金とかそういう形でしか、かかわれないけど、早くふっ

・ノーコメントですっ。

こうすることを願います

・がんばりましょう

・石巻で安心して暮らせるようにしてください。

・がんばれ大人たち

・すぐはできないと思うけどしん災まえの石巻市にしてほ

・復興にむけてがんばろう！！

しいです。

・がんばれ！！

・私達にできる事はとても小さな事ですが、何か私達にで

・がんばれ！！

きることがあったら学校へ知らせて下さい。

・いつも、復興のために頑張ってくれて、本当に感謝して

・何かできることがあれば手伝いたい。

います。それと、公園がなくなりさびしいです。できれば、

・何かできる事があればいってください

公園をつくってください。

・私たち、にできることがあればおしえてください。

・つうがくろが歩けるようにしてほしいです。

・私たちにできることがあればいつでもいって下さい。み

・復興のためこれからもがんばってください。公園がほし

んなが不安をもたないような町にして下さい。

い。

・混合物のがれきで堤防を作ったり、公園を作ったりした
方がごみしょりを減らせると思います。
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・復興のためにどうすればいいのですか。

らへんの人たちへ、はやく、ひさちがふっこうしてほしい、

・寄磯を残してほしい

がんばれ日本、東北など思う人たちは、ふっこうに協力し

・ぼくも参加すると思います。

てください。おねがいします。

・わたしは、みんなが１つになれば、もっとはやく、復興に

・復興をすれば、震災前のような姿にもどるから、まずは、

１歩ふみだせること。

自分ができることをする。

・早くまちの片付けなどをして、きれいな石巻にしたい。募

・がれきなどを減らし、しん災前の石巻市のように、きれ

金をしてほしい。

いな町にしていきたいです。

・文句を言わないで下さい。

・今回、しん災があって、悲しい思いをした人も多いと思い

・市や町の復興がすすむために、がれきがつんである所

ます。ですが、このしん災を乗りこえて、しん災があった事

をはやく片づけてほしい。（他の県などでも手伝ってほし

を生かしていくことも大切です。地しんにつよい町づくりを

い）

したり、経験した人の話を子孫につたえていくことも大切

・まちの片付けや募金活動を行ってほしい。あと、地域の

だと思います。

人たちとたくさんかかわってほしい。

・私達も協力して早く復興できるように何かできることがあ

・はやく避難所や仮設に住んでる人が元気になればいい

ったらしていきたいので、大人の人たちもがんばってくだ

ですね。

さい。

・石巻市が復興するために、「協力しながら１歩ずつ前に

・がんばって下さい。

進む」ために、自分が出来る事はなんでもやっていってほ

・もとの石巻にもどしてほしい。

しいです。１日に 10 円ぼきんして 10 日間ぼきんするだけ

・もう少しがれきをかたづけてほしい

で 100 円になるので少しずつお手伝いに協力して下さい。

・ぼくも、復興に少しでも近づけるような事をしようと思い

・ぼくも石巻市が復興するためにできることはやっていき

ます。

たいと思います。

・政治は名ばかりで、ぶしろ、子供の方が動いている気が

・津波のひがいにあった地域のがれきを受け取ってくれる

する。政治家よりボランティアさんが、一番ありがたい。→

地域がふえてほしいと思います。

結論今復興しても、日本は終わる。

・陸前高田の町があったところはなにもないから、海風を

・自然エネルギーなどを活用してほしい。仕事ができる場

利用して、風車などを建てて電力などを作ったらどうです

所・道路のほそう。津波が町に来ない仕組み。想定外を

か。あと、早く海に行ってあそびたいです。なので海の中

なくす。住宅

もかたずけを早くおねがいします。あと、モビリアに店が

・以前の石巻にもどすのではなく、以前よりより良石巻を

あった方がみんな楽にかいものができます。

目指した方がいいと思う

・がんばれ東北の大人！

・もっとみんなで勇気やきぼうをもって、くじけそうになって

・復興は、一人、一人の努力とみんなの協力があってこそ

も、かなしくなってもうだめだとなっても、みんなではげま

復興てないこと。

したり。勇気や元気、きぼうをその人にわけあたえること

・早くみんなの家や私たちの家が欲しい。もたもたしすぎ

がいまみんなにできることだとぼくは思います。

・今からでも復興のためにできることを、小さなことでもや

・石巻にしんさいのはくぶつかんを作ればいい。

って子どもも努力していきたい。

・もっと大人の人たちが石巻市を復興させる人が増えて

・ぼくたちにできることはしたいです。

一日でもはやく石巻をもとの市にしてほしい。
・復興のためにいろいろな活動をしてくれてありがとうござ

中学１年生

います。
・みんなで協力して、震災前の生活に、どんどん近づいて

・石巻にボランティアしにくるなら、雄勝・牡鹿にいってくだ

きた事。みんなのはげまし、協力があったからココまで復

さい。石巻のじょうきょうを見に来るのは、よいですが、ポ

興できた。

イ捨ては、やめて、ください。九州の人たちは、なんにもわ

・いつも復興のために大人の人達ががんばっていると思

からないで、「ほうしゃせん、」とさわぐのは、やめてくださ

うと、とてもうれしく思っています。

い。しえんぶっし、まことに、ありがとうございました。九州
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・子どもは、震災があったことは分かりますが、まだ小さい

・がれきなどのてっきょが、進んでいるところと進んでいな

ので大人たちがどんな事があったのか教えて下さい。

いところが、はっきりしすぎているから、平等に進めてほし

・最近石巻の様子が、あまり取り上げられなくなったこと。

い。

まだまだ先は長いけど、みんなで、力を合わせて乗りこえ

・石巻の復興計画について知ったり復興のための活動に

ましょう。

参加する。

・早く元の町に戻してほしいです

・復興も大切だけど子供のことも考えてください

・私の当時住んでいた地区（大街道）は、みんな家がなく

・がれきの処理についてです。「がれき」と言ってもそのも

なって、近所の人たちはみんなバラバラになってしまいま

との持ち主にとってはとても大切な思い出がたくさん詰ま

した。友達や知っている人で亡くなった人もいて、私はと

っていると思います。他の県の人が原発でおせんされて

ても悲しいです。でも、私と同じように今でも悲しい人は、

いるとか言っても石巻市にはふつうに人がたくさん住んで

たくさんいます。そういう人たちをすこしでもはげましてく

いるし、ほうしゃ線量も福島県などに比べれば、どうってこ

れるように、復興が進むことを祈っています。

とないと思います。津波の被害にあって仮設住宅に住ん

・これから、募金などを、いっぱいしたり、まちの片付け、

でいる人の気持ちを他の県の方、考えて下さい！他の県

人をはげますなど、まだまだできることはいっぱいあると

の人は被災地の状況を知らないから他の県ががれきを

思うので、よろしくおねがいします。

受け入れて運んでも処理しせつに入らせてくれず、通ら

・少しでも早く復興できるといいと思います。

せてくれなかったりするんです！！

・がれきを受けいれてくれるところが少ないから、もっと受

・今石巻は、ボランティアの方々その他いろいろな方々に、

けいれてほしい。受け入れない理由に安全面が…とある

しえんぶっしなどをもらったり、街の片づけなどを手伝いし

ところがあるが、そこに住んでいる人たちの安全面はどう

てくださいました。みんさんの中で「ひさい者の気持ちを分

なのかが分からない。がれきがあるところに住んでいる人

かりたい。」と思ってくれている人はたくさんいるはずです。

達の気持ちも考えてほしい。

しかし、私はみなさんでその気持ちをわけあって、今の人

・私のおばあさんの実家はこぶちはまですそこには船が

生を大切にしたいと思っています。復習には、まだ時間が

たくさんありましたが、津波で、家も船もながされました。

かかりますが、これからもよろしくお願いします。「子ども

じばんがしずんで、漁や養食ができなくなりました。いま

まちづくりクラブ」にはいってぜひこの石巻をきれいにした

は、のていぼうがありますが、なるべくはやく、しずんだじ

いので、声をかけてください。

ばんをもどしてください

・石巻市の現状をテレビで知ることが多くて、地域では知

・急がず、ゆっくりでもいいから、前の石巻より活気があっ

る機会が少ないので、地域のつながりでも、現状を知りた

て元気のいい楽しい石巻にしたいなと思いました。

いです。また、メッセージで「がんばって」と来ますが、（も

・津なみで、ながされてきたゴミ、どろなどで、海がよごれ

うがんばってる）と思ってしまうので、ボランティアに来て

て、きたなくなっているので、海をきれいにすることはない

いただけるとありがたいです。

んですか？

・自分のことだけじゃなくて、みんなのことを考え、この行

・石巻や宮城にあるガレキを九州の人が「あぶないから

動はいい行動なのか、悪い行動なのかあらためて考えて

…」とか言っているけど、こっちだって大変な思いをしてい

ほしい。

るのに何もわかっていないのにえらそうにしないでほしい。

・子供でも地域の行事などに参加できること。復興に関す

別に放射線もあるわけじゃないのだからガレキを置いて

る計画など、復興するためにしていることを子供にも伝え

もいいと思う。九州の人が「いいよ」って言っていたのに、

てほしい。子供にも意見を聞いたり、話しあったりしてくだ

それがいやだからって「やめて！」とか言われても、好き

さい。

でこういうふうになったのだから。「いいよ」って言った人も

・復興の事考えてくれている大人のみなさんありがとうご

安全だってことを言ってほしい

ざいます

・漁港にあった巨大な氷の自動販売機（大きな青い四角

・今は、いろいろな問題とかでいそがしい人もいたり、世

いもの）を作ってほしい。（今、ないと思うのですが…）

界のニュースなどで東日本大震災のことがあまりせけん

・道などがでこぼこしていて、自転車などが危ないのでな

の人にはしられなくなってきました。仮設にいる人がとて

おしてほしい。

もこまっています。関東でも５年後ぐらいに大きな地震がく

116

宮城県石巻市／中学１年生

ると言われています。東北の人達のくろうが関東の人達

早めにした方がいいと思う。

に分かりますか。これからも大変ですが、支えんやいろい

・石巻の、市役所の人に、家を建てたくても、建てる土地

ろなことよろしくおねがいしまし。地震がおきてもがんばっ

がなく、困っている人がいます。だから、市役所の人も、

てください。

早く、仮設に住んでいる人を安心させるための復興住宅、

・だんだん復興してきたけれど、がれきなどがまだ、たくさ

土地を貸すことを、考えてほしいです。国会の人たちも、

んあるので、早く、がれきをしょりしてほしい

消費税と同時に、復興について話し合ってほしいし、復興

・石巻をきれいにしてくれてありがとうございます。

計画も、考えてほしいです。

・石巻市も少しずつ復興してきました。様々な活動をして

・石巻市の復興に力を入れているところだと思います。や

いただきありがとうございます。

ってほしいことは、津波を防ぐ高い防てい→海に近い人で

・地しん、津波がおそろしく、どうしたらいいのかを、子供

も安心してすめるように。川開きを開く。→すべての人に

や小さな子達について伝えて、とにかくにげて生きること

（子供～お年よりまで）勇気をあたえるような「き画」をや

を大事にしてほしいです。そして、一人で生きてはいけな

る。

いことを、知っていてほしいです。

・早く線路などをなおしてほしい。楽しくあそべる場所をつ

・九州の人は、がれきいやだ、いやだと言って、なんで、

くってほしい。

復興に手を貸してくれないのか。それと、なぜ、九州に続

・近くに大きなみせがない（大変です。）まんがかんの所を

いて、がれきてっきょに手を貸すというところがないのか。

じばんをたかくしてまんがかんをさいかいしてほしい

・3 月 11 日の大地震そして津波があってぼくたちもみなさ

・がれきの処理を早くしてほしい。他の県にもたくさんお願

んもつらいおもいをしましたがぼくたちでも役くだてられれ

いしてください。津波でこわれた家の解体無料の期間を

ば、ぼくたちも伝つだいます。「絆」という字大切に元気を

延長してほしい。（まだ考えがまとまっていない人もいると

出してください

思います。）

・大人も子供もしん災で、ショックを受けていると思います。

・ぼうちょうていがあっても津波はふせげないのでもっとち

その中で、あまり津波にあっていない高台の人達の話を

がうことにお金をまわしてほしい。

聞くと「また、こないかな」や「たいしたことなかったよね」と

・津波の被害にあった人達（家が住めない人）にマンショ

言われて少しムカつきました。どうしたら、分かってくれま

ンでもなんでもいいので、仮設住宅の次に住む家をつくっ

すか？

てほしいと思います。（つくった方がいい）

・お互いを尊重し、仲良く、物事を進めてほしいです。そし

・私の住んでいる石巻市は、もうもとの姿には戻りません。

て、石巻のことを考えて話し合いなどをしてほしいと思っ

大好きだった所や思い出の場所。だからこそ今、復興して

ています。

いかなければならないと思います。昔の姿を取り戻しつつ、

・復興というより、被災した方々を元気づけるために避難

また新しい石巻を市民みんなで築いていきたいです。

所訪問をして、お話を聞いたりマッサージをしたりと被災

・石巻市が復興するためにがれきのしょりを早めにしてほ

した方々に何ができるかという活動を小６の時やってまし

しいです。自分は、やらなくていいんだという気持ちをもつ

た。そういう裏的な活動をしていました。

のをやめてほしいです。町が復興するよう色んな人にや

・できるだけみんなと仲良く、協力する。次、地震が来ても

ってほしいと私は思います。

落ち着いて活動する。

・政治家へ。増税や色々な事をやってるひまがあったら、

・なにか子どもを楽しませるための計画。人たちの安全の

復興の事や原発の事をやってろ

かくほ。今なぜ原発などのガレキを 47 の県などで分けて

・あまり市が動いている感じがしないので、動いてほしい

くれないのか。

な、と思います。市の人たちみんなにも、復興のために何

・まだ仮設や家がなくて、友だちの家やしんせきの家に泊

をすればいいかのアンケートをとればいいと思います。

まっている人もたくさんいると思います。その人達のため

・みんなが安心してくらせるように、石巻の復興にできる

に仮設や家を、建ててあげたい。

だけ多くの人に参加してもらいたいです。

・より多くの大人に復興の手助いをしてほしい。

・道路などの、しゅう復が進んでいない。ぼうていが、出来

・こわれている家があるのに、いつまでもこわされないで

ていなくて、また津波がきたときに、被害がでてしまう。

ほうちされている家があるのを見たので、こわせるのなら、

・石巻には観光名所がたくさんあるからもっとアピールし
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て方がいいと思います。ガレキの処理をもっとしてほし

作ったり、イベントをしたり、募金をしたりする。

い。

・まちをきれいにしてほしい。（がれきを全部かたづける）。

・まだ、親が亡くなったり、不便な生活をしている人が多い

仮設で手伝をしたり、はげます。あと、行方不明者がはや

ので、「心のケア」をする行事などをした方が良いと思い

く見つかってほしいと思います。

ます。

・お金の使い方を考えてほしい。例えば、赤十字の募金

・がれきのしょりをしてほしい。地域の人たちが安心してく

は、たくさん集まっているけど、物（テレビや冷ぞうこなど）

らせるようにしてほしい。

にかえているが、物はあるから、お金でほしいという人が

・石巻は明るい人が多いので明るい街に。安心できる街。

いるかもしれない！ということ。

自分たちの意見を（子供たち）TV とかで全国につたえ

・消費税をあげるなら上げる、このままならこのままでしっ

る！

かり決めてほしい。

・石巻の観光名所などを早く、できれば元通りにしてほし

・まだまだかん全に復興していませんが、ここまで復興し

い。

たのは色々な県のボランティアのみなさんのおかげなの

・一日でも早く復興させるために、へんな所でお金を使わ

で、しっかり感謝したい。

ず、今は、復興するために、お金を使ってほしい。安心に

・安心して住みやすい街になってほしいと思う。

くらせる環境にしてほしい

・もっともっと復興について計画し、いろいろな募金などを

・私たちも復興へ向けて活動したいという人がきっとたくさ

していった方が良いと伝えたい。できるだけのことをする。

んいます。子供が出来ない活動は大人がかわににしてく

・無い

れるとこちらもとてもうれしいです。子供と大人が協力して

・小学校とか中学校などでも積極的に募金などをしている

の早期の復興を望んでいます。

から大人の人も募金や町の片付けなどをして一秒でも早

・がれきの処理…まだまだ片付いていないので、なるべく

く元の前にするように大人の人も協力してください

早く片付けてほしい。石ノ森まん画館…まん画館を早く復

・まだ復興していないけど私たちが大人にやってほしいこ

旧させてほしい。（私達の遊ぶ所はだいたい、まん画館で

とはがれきの処理と行え不明者を探してほしいことです。

した）

私の他にもたくさんいるので早く見けて墓でぐっすり眠れ

・やれる所から、やり始める。

るようにしてほしいです。

・今の石巻は復興に向けて活動が始まり石巻は少しずつ

・大人の人達は復興についてたくさん行っている中自分

前の姿にもどり始まりました。復興に協力してくれた方々

達も身近なことなど復興に少しでも協力できればと思って

ありがとうございます

います。いろんな人達が震災の思いがあると思います。

・子どもにはあまりやれることが少ないけれど、大人はが

その中で子どもも大人も一緒になって復興を目指してが

れきてっきょなど大きな事も子供とちがってできるので子

んばっていきたいと思っています

供達も短かなことはするので大人の方々もがんばってく

・石巻のがれきを早く処理してほしいです。

ださい。

・色々なしえんのおかげで石巻のがれきはほとんどてっき

・地震で被害があったところでも、お店などが再開してい

ょされ、店もどんどんもと通りになってきました。食料も買

てすごいなと思います。

えるようになりました。町の人達もだんだんと笑顔がとり

・絆～人間は１人じゃない、家族・友達・仲間がいる～

戻されてきています。

・町の復興もしてほしいけど、まだ心がおちついてない人

・かせつじゅうたくをたてるのはいいんだけど、子どもだぢ

に、たち上がれるきっかけなどをできればむずかしいけど

のあそびばもほしいっす。

やってほしいです。

・はやくしてください

・もう少し、地域の復興に手を貸した方が良いと思う。ボラ

・がんばろう。そんなにふっこうとしなくても、じかんをかけ

ンティアの人達ばかりを頼るんじゃなくて、自分達の力も

てもいいと思う。

使って欲しいと思う

・がれきの事。がれきの量がものすごく多くて大変だけれ

・この町のえがおがみたいからみんな協力して、もんくな

ども、危険なシーベルト（？）とかベクレル（？）とかはかっ

しでちゃんとやる

て処理をしているし、「危険」という目でみないでほしい。

・復興を早くするには、店を増やし、観こうスポットとかを

北九州市（？）にがれきを受け入れてもらった時もことわ
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る人がいたから

く。

・次の災害から備えるたいさくをできるならしてください。

・みんながいいかんきょうで、いれるように。

・仮設の人の家にいる、年を長くしてあげたい。自分は家

・市民の人が心地よく過ごせるようなお金の使い方をして

有

下さい。道路が、ガタガタしていて通行しにくいです。早く

・復興ガンバレ

直して下さい。使えなくなった校舎や、体育館、プールを

・がんばれ

早く直してください。

・がんばってください

・がんばってください。

・協力して石巻を震災前の美しい石巻にもどせるようなこ

・ガレキの受け入れ、復興支援などもっとちゃんとしてほし

とを、ほんの少しでもかんがえなおしてみてください

い！！←ほかの県の人も協力してください！！ちゃんと

・話し合いだけでなく、自分の今できること

復興とむきあってほしい！！

・復興しているところはしているとはっきり分かるけど、計

・ポイすて。

画ばかりたてて、実行できない地域も少なくないと思いま

・がんばってくたさい。（色々と）

す。だから、そういうことで、困っている人達にどんどん協

・ポイ捨てなどをしないように！自分のゴミじゃなくても持

力してあげて下さい。

ちかえるように！

・子供にできないことは大人にまかせるので頑張って下さ

・がんばってください！！

い！

・いち早く復興できるようにがんばってください。

・ポイ捨てとか大人とかぎらずしてるからポイ捨てしない。

・大きなじしんがきてつなみがきたことをつたえる

あそぶ所がほしい！ひろいとこ！

・復興にもっとかかわってほしい

・復興するのに大人じゃなくて、子どもも入れた方がいい。

・石巻市の復興をするために、みんなが協力すれば復興

・復興に向かってがんばってください！！

をできると思います。

・がんばれ

・復興できるようがんばって下さい

・もっと自由な場所つくってください

・がんばってください

・はやくがれきてっきょをしてください

・よろしくお願いします。

・ポイ捨てやめて

・まずは、ごみをすてない

・さいきん、ストレスのせいか、子供たちにきびしい人たち

・復興というより、しんさい前より活発な町にしたいです。

ばかりです…なので、もっとやさしくしてほしいです

してください！

・今までありがとうございました。これからもよろしくお願し

・もっとがんばってください。…がんばります。

ます

・石巻市を復興させるためにがんばってください。

・ぜんぜんふっこうしていないところもしっかりして

・ごみを捨てたり甘く見ないで下さい

・町のけしきをまたきれいにしたい。そしてあのきれいな

・早く復興をしてください。

けしきがまたみたいためです。

・市長、県長、国の代表者がうごかないと復興に何十年も

・子供の気持ちを考えて復興の順番を考えてほしい。

かかりますよ。

・家に住んでいても、自分の家があっても、働けなかった

・ふっこうをはやくしてください。

り、家に一人だけの人がいるのでそのことを知ってほしい

・みんな協力してがんばれ

です。私の家の近所におばあさん一人で住んでいる人が

・政府の仲を、もーすこしよくしてほしい！！ふっこうでき

います。そのような人のことも考えてください。

ない！！

・ひまな大人は、できるだけ手つだいした方がいいと思

・みんながくらしやすいかんきょうを作ってください

う。

・僕も、石巻の復興に頑張りたいと思います。

・はやく復興してもらいたい。

・頑張って下さい

・大きい公園が少ない。ストレスがたまる。作ってくださ

・町の片付けや募金をしてほしい

い。

・みんなで復興をがんばりましょう。

・石巻市の復興がんばってください

・自分達、（子供）ではできないから、早くしてほしい（政治

・手伝いなどをして、らくにしてあげたい。絆をふかめてい

家が）
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・はやくしてください

避難所にいる人達はこのままずっと避難所に住み続ける

・力を合わせて復興にとりくもう

のか。その人達が暮せる場所はないのか。もっとひがい

・どうすれば、復興できるかを話したい。

にあった人達のためになりたい。

・できるだけはやく復興できればいいなと思っています。

・ちゃんと情報を流して欲しい（政府）

・いろいろな問題早く解決して欲しいです。

・自分は、公園より先に防波ていのことをもっと考がえて

・だんだん石巻は復興していって暮らしはすごくらくですが

ほしい

だれも、とうらなそうな道や家はまだかたづけてませんで

・もっと素早く復興するために動いてほしい。遅い！！決

した

めたことなどは早く取り組んでほしい。

・もっと復興活動をがんばって１日でも早く復興しましょう

・ぼくたち子どもも、できるかぎり協力するので、がんばっ

・これからもみんなが育っていく石巻なので自分のことば

てください。

かり考えずまわりの人のことも考えて行動にうつして下さ

・復興計画について伝える

い。私も協力できるように努力したいと思います。

・よく大人達は「作業すれば復興できる」と、「どうせ、手伝

・みんなで協力して、復興に向けて共にがんばっていきま

だわなくても…」と言う人達でわかれているけど、私もみ

しょう

んなで作業すれば一日でも一秒でも早く復興できると思う。

・復興にはまだまだかかると思いますががんばってくださ

だから、「どうせ…」なんで心をもたないで、作業したい。

い。

・まちの片付けなどしてくれてありがとうございます。これ

・口で反論ばかりしていないで、もっと自分の意見を発言

からもがんばってください。

して、早く結論を出してほしい

・もっとよく「復興の大切さ」を考えてほしい。

・復興にちかずいているので、これからも、協力して頑張

・あとでにしておくといつまでも、終らないこと。

りましょう。

・１日でも早く、笑顔がどびかう場所へと復興していってほ

・みんなで復興を手伝えばいいと思う

しい！

・復興に向けて、がんばってほしい。

・１度、こんなに大変な思いをして、恐くなったとしても力を

・頑張れ

合わせれば元にもどる所がいっぱいあるということ

・まちの片付けを手伝うこと。

・大人と言うより政治家に言いたいことがあります。

・石巻市役所物をいろいろかくさないで配布してください

・復興のために、何をしたらいいのか、分からないけど、

・がれき処理をやってくれる市などが増えているのに、反

募金だけでも、大きな力になると思う。

対する人がいたりするので、被災した人の気持ちになっ

・大人だけではふっこうはむずかしいと思います。

てもらいたい。

・？

・復興するために、皆で協力していくこと。

・やれることはやりたいので、できることがあったら教えて

・復興について具体的に考えてほしい。

ほしいです。

・将来のために石巻市に住んでいる人のことを考えて、復

・一人一人が協力していけるような、世の中をつくってほ

興していってほしい。

しい。

・協力してみんなで努力をしてほしい。一人一人がなんで

・海の方に高い堤防をたてたほうがいいと思います。

もやんないかぎりなにもできない。

・本やをもっと作ってほしい

・ひさいしていない地域の大人たちは、人事のように何も

・今、公園があまりないので公園をつくってほしい

かかわってくれない。どんなに私達が悲しい、つらい経験

・消費税の増税など、今は、被災地の復興がゆうせんで

をしたのかを理解していない。ボランティアをしてくれてい

はないのか？もっと、しっかりしてほしい。

る人がいるのに…。テレビで見たんですが、震災から１年

・政治家にいいます。復興するまでのメドや予算を考える

たった 3 月 11 日、ひさいしていた地域は「もくとう」をしてい

のもいいが、票集めのためではなくまちの片づけの１つで

たけど、東京などは、いつも通りのにぎやかさだった。人

もしてみたらどうでしょうか？

事のようにしないでほしい。

・また、ぼうはていを作っても逆につなみがまたきた時、ま

・もっと避難所や仮設住宅に住んでいる人達が楽しくなる

た大きくなってしまうと思います。ただに出来る物はただ

行事を考えたい。もっと生活が楽になる方法はないのか。

にしてください。
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・無だなお金は、あまりつかわないでほしい

・復興とか、がんばろうとか、軽い気持ちで言わないでほ

・門脇小学校は、こわさずに、残しておいて、石巻のシン

しい。今、復興といったってぱっとできるものじゃなく 10 年

ボルにしてほしい。

も 20 年もかかることです。いまでも、つらい思いをしてる

・明るくなるような石巻にしてください。

人は多いです。その人達のことも考えて、みんなで協力し

・少しずつでも、もとのあの北上川のきれいなおだやかな

てがんばりましょう

町に、なってほしいです。

・私はまず、ガレキを処理しなければ復興は始まらないと

・次のせだいに復興のことを受けつがせてください。

思います。そのために、他の県の方々や、他の国の方々

・意見を出し合って、ちゃんとした話し合とかして、１日でも

に協力してもらわなければならないと思います。だから、

早く石巻を住みやすい町にしてください！！

町の復興は、世界中の方々と協力してやっていった方が

・てつだえることがあるならば、いってほしいです。

よいと思います。

・復興を目指してがんばってください。僕も大人になったら

・これからは、町の復興を手伝ってください。

復興にかかわっていきたいです。

・ぼくは石巻市復興を手伝うので大人の皆さんも石巻市

・他県に復興への協力を求めれば良い

復興を手伝って下さい。

・もっと早く、良くしてほしい。

・復興への支援のおかげで、生活に不便はなく、とてもあ

・僕に何か手伝える事はありませんか。

りがたく思っています。

・今までどおりの美しい町にしたい！！

・石巻市がだんだん復興してきているのは、大人の方の

・仮設の中での生活だから、うるさい。速く学校をなおして

おかげです。ありがとうございました。

ほしい。

・できることはすぐやってほしい

・これからもまだまだ大変でしょうが、みなさんのために頑

・みんな一人一人が復興したいと思わなければ復興はな

張ってください。

かなかできないと思う。一人一人きちんと協力し、きちん

・前みたいに明るい石巻がいい！！

と意見をだしあってほしい。

・石巻市のためにできる事を進んで行おう！

・少しずつでもいいので復興のためにがんばってください。

・がんばれファイト復興

こちらもできることはしますのでよろしくお願いします。

・私たちもがんばっていまっス

・使う予定のない建て物は危険なので、早くこわした方が

・まだまだ復興していません。

良いと思います。もっと、子供が集まれるような公園など

・パチンコ店を減らして、もっともっと子ども、犬が自由に

がほしいです。

遊んだりできる場所が欲しい

・復興はすぐにできるものではありませんが、一人一人が

・しんさいに負けるな！

心がければ一日でも早い復興ができると思います。だか

・早く復興してほしい

ら、私たちもがんばります。ですので、みなさんもがんば

・ぼくたちだけではなにもできないので、がんばってくださ

れとは言いませんが、心がけるだけでもおねがいします。

い

・みなさんのおかげで、前よりは住みやすくなりました。い

・がんばっぺ石巻！！

ろいろありがとうございました。

・子供たちと協力しながら復興に向けてがんばりましょ

・がれきてっきょなどをできるだけ、早くして、安全に過ご

う！

せるような町づくりをしてほしい。

・公園を作ってくれ。

・元の中学校に、（場所）もどりたい人と、もどりたくない人

・石巻市民じゃない人が勝手に新しい町を考んなっ

がいます。もう１度、大きな地震が来たらなど、いろいろな

・早く復興して外でじゆうにあそんだりできるようになって

事を考えています。

ほしいです。

・もっとがれきなどが、たくさんあって高い所に行くとゴミば

・いいセンスだ

かり見えるから、少しでも「きれいにしてほしいなぁ～」と

・少しでも早く町が復興するようにがっばってもらいたいで

思います。

す。私もできることは、やっていますが、子どもには少しの

・石巻市の復興、がんばってください。応援します。より良

ことしかできません。なので、まわりの声もたくさんきいて、

い石巻になれはいいなと思っています。色々な物を支援

できるだけたくさんの声にこたらてほしいです。

してくださってありがとうございます。
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・ぼくは、とくに不自由してないので、ゆっくり復興してくだ

・まだ大変だと思いますががんばってください

さい

・自分は特に東北じゃない人に言いたい事があります。ひ

・がんばろう

どい残がいを、平気で写真でとっている事が気になります。

・石巻が残しでも早く復興できるように、自分も何が手つ

あれは、どう思ってとっているのか知りたいです。

だいたい。

・ごみの片づけをがんばってほしいです。

・元に元せるように、がんばってください。

・はげまこと

・もう復興は、いろいろとやってもらって、ありがとうござい

・東京とかで、次にくる大きな地震のために、色々お金を

ます。

かけたりしてるくせに、石巻や岩手の方をほっといて、そ

・地味みに、がれきの山がめだつのでなんとかしょりして

のくせ「ふっこう！ふっこう！」って言ってて、全然ふっこう

ほしい。

できていないと思います。未来の地震をかんがえずに、

・がんばりたいです。がんばってくださいね。

未来の被害地のふっこうを考えてほしいです…。

・がんばってるよ！まだまだがんばるぞぉー

・立町がシャッター街になっていて、ちょっと暗いので、も

・石巻市でも「ここ、つなみ来たの？」と親に聞くくらいキレ

っと店をつくったりして楽しい街にしたらいいです。

イにしてくださりありがとうございました。

・津波で、なにもない地域で、お祭りなどをしてほしい。

・仮設住居の人ができるだけ快的な生活ができるように

・私のお父さんは市役所で災害復興の仕事を毎日夜遅く

するためには私たちに何ができるか

までやっているので「毎日おつかれさまです。」といいたい

・どうろをなおして

です。

・どんな人でも、ポジティブにいってほしい。きちんと計算

・私は鹿妻（渡波）地区から来たのですが、まだ、渡波地

してからがんばってほしい

区の津波で何もなくなってしまった公園などがないので作

・どうゆうことがやくにたつのかや何をすればいいかわか

ってほしいです。

らない

・私達、子供でもできることがあるなら、私も協力したいで

・みんなをはげますこと。

す。そして、地域のたくさんの人たちと交流したり、行事に

・石巻市の仮設住宅の点件。市役所の人たちにもう少し

参加したりもしたいです。

せっきょくてきに復興に取りくんでほしい

・石巻市が復興できるように、もっともっとがんばってほし

・がれきのしょりをがんばってほしい。

いです。

・あまり感係のないことになぜお金をかけるのですか？石

・通学路をせいびしてほしい！自転車も車もスムーズにと

巻の復興などのためにお金を使って下さい。

おれるような道路にしてほしい！政治ちゃんとしてくれ

・たくさんの人が傷ついたと思うので、復興に協力して、元

っ！！

通りの石巻市になおしてほしい。

・がんばって下さい

・消費税の話などをする前に復興に力をいれてほしいで

・つなみでたてものがなくなったところなどに何か自然に

す。

やさしいものを建ててほしい。

・色々な片付けなどをしてくださりありがとうございました。

・ささえなことでもいいから募金とかでもしてほしい。

・ごみの片付け

・がんばってください。

・もう少し子供が復興へむけて関与できるような機会を増

・がんばってください

していただきたい。

・がんばってください

・ごみのしょりをがんばってほしい

・もっと早い対応をしてほしい

・まちを早く復興して、住みやすい町にしてほしい。

・まだ、復興されていない地域があるので、同じ地域ばか

・もっと仮設の人とも交流の場を作ってあげた方がいいと

りでなく、島などにも復興したほうがいいと思う。

思うよ…もっと仮設の人の話を聞いてあげた方がいいよ

・「復興」「復興」って言っても全々進んでいないような気が

…

する

・ゴミをしょりしてほしい

・早くガレキを片付けてほしい！！

・いつになったら復興できるのでしょうか？

・みんなで、協力して行けば、いいと思う。

・早くおばあさんを見つけてほしい

・最近、復興よりも、東京の地震対策に力が入りすぎてい
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て、こっちが、復興（あんまり）できていない！！こっちに、

い。

少し力をいれて下さい！！

・子どもでは、できる事がかぎられていると思うのですす

・「復興しましょう！」「がんばりましょう」とか市長は言って

んでやってほしい。

るけど、自分自信は対してそんなことしていない。人に

・石巻市の復興に関して何も自分はしてないけどもう少し

「がんばれ！！！」って言うなら、それなりの行動をしろ

はやく対応してくれたりゴミ処理の件ももっと他県に協力

よ！！石工みたいに。ふざけるな！！！ひさい地ひさい

してほしい！

地言ってるだけじゃ、だれも助けてくれないぞ！！！

・今、どんどん進んでいる復興のおかげで少しずつ前の

・子どもにできないことを言って手伝ってもらう。

ように明るさが戻ってきています。でもまだ完全ではあり

・石巻市が復興するならば、その場所ならではのものや、

ません。だから、その復興のお手伝いを少しでもやれたら

伝統的な行事をのこして復興してほしいです。

なぁと思っています。私たちの笑顔で復興をサポートして

・石巻の人たちにできるだけはやく元気になってほしいか

いきます。

ら、ボランティアなどをがんばってください。

・家が、一部損害なのに、直すためのお金をもらえなくて

・まちを、はやくきれいにしたい

なんでほかの地域ではもらえるのに、この地域でも一部

・（九州でがれきの受け入れを反対する人に伝えたい。）

損害の人がいるのに水がすこしでもきた人がいるのに直

石巻のがれきを受け入れるのに、きちんと放しゃのうとか

す支援のお金が、もらえないんですか？「あと、なんかむ

もはかったってテレビでやってたし、安全だから市長（九

りやりひがいをかくだいして、お金をもらっている人がいる

州の）が OK したのになぜ反対するのか！！その放しゃ

のはダメだと思う。」

のうが安全な数値と言われてるから大じょうぶだしそした

・復興のために、私は何もできなかったけれど、私たちの

らここに住んでる人は住めねーよ！！

分まで色々なお手伝いなどをしてくれて、ありがとうござ

・はやく、元の石巻市にもどったらいいなと思います。

いました。

・石巻市がかんぜんに復興するまであきらめないで元気

・子供にも交流したり話合ったりする場面がほしい！！

にがんばりましょう。

（大人には言えない事も子供どうしなら言えるはず）

・一年でも早く復興して市民が安全に暮らしていけるよう

・まだまだガレキの多いところや、道路にひびがはいって

になってほしいです。

たりして危ないので、早めに解決してほしい。

・募金活動をする

・石巻市は津波で大きなひがいをうけたのでなるべくはや

・人は言葉じゃなくて、行動についていきます。それは自

く復興してほしいです。

分や家族や町の事を思い考えて、不安だからだと思いま

・不安をかかえている人たちを安心させてあげてほしい。

す。言葉も大切かも知れないけれど、言葉などで争う事

市をもっと元気にしてほしい。ぼくたちでもできることをお

があるなら、先に行動した人が私は勝ちだと思います。何

しえてほしい

事も行動が全てを動すと思います。

・想定外だの、予想以上など、そんな事が 100％無い未来

・大人が計画的に進めて、私たち、子供が大人になるま

になるようにしてほしい。消費税増税より、そんな未来を

でに、いい環境をつくってほしい。

作る事には、とても協力したい。

・復興について子どもも考えている人がたくさんいること。

・大量のガレキをコンクリートで固めて堤防を作る

（大人たちだけじゃないこと）

・もう少し、ひさいした人の気持ちを考えてほしい。仮設住

・全国にとどまらず、世界各地から復興に向けて支援して

宅に住んでいる人や、ひさいした人、みんなが楽しめるよ

いただきありがとうございます。

うなイベント、お祭りを考えてほしい

・みんなが協力してくれれば、１日でも早く復興できると思

・小さい子どもたちのために、公園を使えるようにしてほし

う。

い。私たちも利用したい。みんなの個性を生かした応援を

・防災についてしっかり対策をたててから復興してほしい

したい。（歌、絵、工作など。）はげまし合うこと。

・石巻市は、最初は、ガレキや、どろなど、あったけど、今

・協力すれば、何でもできると思うから、みんなで協力す

は、ガレキは、しっかりとったし、どろなども、かたずけて

ることが大切だということ

あるけど、まだ、かたずいていない所や場所もあるのでそ

・早く、ひさいした人たちも震災前の笑顔にもどれるように

こを、一日でも速く石巻市、宮城県を、もとどうりにした

復興にむけて頑張ってほしい。
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・セーブ・ザ・チルドレンをもっと広めたらどうだろうか

・早く元の石巻市に戻ってほしいです。そして、今、仮設に

・公園が仮設住宅になっていて、公園が少ないきがする。

いる人も普通の生活に戻ってほしいです。

・石巻も復興してほしいですけど、その前にもっとひがい

・まだガレキがあるところがたくさんあるのでそこをやって

にあった所を復興して、最後の方にでも復興してくれるな

ほしい

らそれでいのでひがいがすごい所を復興してくだされば

・まだまだ女川では、ふっこうができていないので募金や

いいとぼくは思います。

ふっこうをがんばってください

・早く町が復興してほしい。海をきれいにしてほしい。

・がれきを受け入れてほしい

・とにかく全力でやってほしい。

・復興についての方法などは知りませんができるだけ協

・行事を増やしてほしい。別校の被さい地どうしでかか分

力したいと思っています

りを深めたい。仮設住宅で老人の個独死がある。この地

・まだまだ復興するのに時間がかかるから、みんなで助

域の人達はここと、ちゅう選ではなく地域ごとに分けてあ

けあって復興すればいいと思う。

げれば、個独死がなかったと思います。個人的にじゃなく、

・大人の方々は力もあるし体も大きいのでもっと責極的に

一つの行事として地域全体で、復興の手伝いをしたい。

町の片づけをしてほしいです。

・自分たちのように、よい暮らしをできていないところ（女

・ひさいした大変なおもいの人もいるので何か自分たちに

川）を早くなおして、安心できる女川にしてほしいです。少

できることをしてほしい。

し少し、なおってきてると思いますが、今のペースでは、

・津波があっても、こないくらい大きいてい防をてててほし

今よりももっと復興がおくれていくと思います。自分がよい

い。

暮らしをできない立場だったらというのを、よく考えてほし

・少しずつでもいいから、もともとのきれいな町、県にもど

いです。

していって下さい。そして、笑顔の町にもどしていって下さ

・お金のかからない復興の仕方を考え、もっとよく考えて、

い。

お金を使ってほしい。仮設を立てる所をもっとよく考えて

・これからも、がんばってください

ほしい。

・復興するために募金や町の片付けなどをして町を少し

・子ども達でも、できることがあると思う。だから、行事をも

でも豊かにする。

っと増やせばいいと思う。

・地震がきたら高台ににげてください。

・もっと色々と募金とかして、石巻市の復興に役立てれば

・子供でもできるような事でもいいのでもっと復興にかか

いいと思います。

れる機会をつくってください

・土地がなくて困っているのもわかるけど仮設住宅を公園

・あんまり人が入りらなそうな所や川の中もきれいにして

とかに建てたりしているため遊び場所がへって色々な人

ほしい。

達との交流が少くなってきてると思う。

・これから復興に向けてどう動き出すのかを知りたい。

・海の近くでも安心して暮らせるように必ずしてください

・がんばってください。

・子どもができることは限られているので、大人には、自

・後まわしになっていることがあると思うので、そこの所も、

分たちが大人になるまで、子どもの分までがんばってほし

ちゃんとしていった方がいいと思う。

い。

・ひなんするしせつなど、いくつかたてた方がいいと思い

・ぼくたちができることはできるだけするので共に頑張りま

ます。

しょう。

・石巻の人たちみんなが震災前の生活にできるだけ早く

・今、復興の真っ最中ですが、困っている人はたくさんい

復興したい。

ると思います。そんな方々に元気で楽しくくらしてもらうた

・復興のために何か小さなことでもしていきたい。

めにも、老若男女、みんなが楽しめる活動をしていただき

・いろいろなしえんぶっしや物などをくださってありがとうご

たいと思います。PEACE

ざいます。

・１日でもはやく石巻が復興して、元の生活にもどってほ

・今、いっしょうけんめい復興に向かってがんばっている

しいです。そして仮設に住んでいる人も私たちのようにふ

のにそれをわすれようとしている大人が何人もいるので、

つうの家にすみ、小さいこどもたちが公園で遊べるように

みんながくろうしていることと、人へのおもいやりをもって、

なり、明るい町にもどってほしいです。

やってほしい。（まとめるとみすてないでほしい）
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・みんなで話し合ったり、できる機会があればいいです。

て、遊ぶ場所も減ります。仮設に住む人専用のアパート

・ボランティアできてくれてありがとうございます。自分たち

など、ちゃんとした所に住ませてあげたほうがいいと思い

もがんばるのでよろしくおねがいします。

ます。

・助け合って生きていくことが大切。ふっこうの事を第１

・こわれたかべを直してほしい。

に！！

・子どもの力は無限大だ～！！子どもの力は素晴らしい

・復興には、まだまだ時間がかかるけど、がんばっている

～！！！

人もいるので、できるだけ速く、復興できるようにして下さ

・まちの片付けやぼきんなどをするということです。

い。

・早く前の石巻にもどってほしいたばこや、おかしのふくろ

・子どもたちが気軽に、楽しく参加できる行事を増やして

などのゴミをポイ捨てをしないでほしい。

ほしい。中学一年生でも復興するために手伝いたい人が

・もっと速く、ゴミの処分や復興を進めてほしい

いっぱいいる。

・がんばって下さい。

・まだちょっとおいついていないと思う。

・石巻の復興のための行事をふやしてほしい

・こういう活動にあまり関わる機会がないのでよく分から

・東日本大震災が起こっても、一人一人が命を大切にす

ないけど、私は応援しています！！！

ることで、亡くなった方々も、大変うれしいと思います。大

・私はかかわる機会がないから復興の手伝いはできない

事な人が亡くなっても、その人のためにも、生きることが

けど、応援しているので、がんばってください。

大切だと私は思います。

・完全復興のためには、長い時間がかかりますが、みん

・石巻かほくのヤングタウン係復興希望。

なの協力があってのものです。ぼくもがんばりますので、

・早く復興してほしい。

これからもがんばりましょう

・石巻は、いろんな人の力によって復興してきたので、こ

・自分たちも復興のために何かしたいと思っています。協

のようにもとの姿にちかづいたのも、いろんな人のおかげ

力したいです。

です。ありがとうございました。

・すこしでもまちをもどしたいです。

・まだ片づいていないところがあるので早くきれいな町に

・特にあまりないですが、仮設住宅の人達はまぁずっとそ

もどってほしい

こにはたぶんいられないと思うからそこの次の行き先に

・早く完全に復興してほしいです。

ついての環境問題について考えた方がいいかなぁと思い

・特にありませんが、セーブ・ザ・チルドレンのみなさん鹿

ます。

妻に新しい公園をつくっていただきありがとうございまし

・みんなで、がんばっていきましょう。

た。

・１日でも早くみんなが笑顔になっている事

・自分では何も出来ないので、大人の人の、けん力等で

・しんさいでダメになってしまった町は子どもから高れい者

がんばってほしいです。

までたくさんの人の意見を総結集させ、さいがいにとても

・水について（海）、がれき、水をきれいにする活動はどの

強い町をつくってほしいです。

ようなことをやろうと思っていますか。なにか、もううごいて

・もっともっと復興できるよう頑張ってください

いますか。魚を増やし、漁業をさいかいし、漁をすることを、

・ぼくたちも石巻市の復興のためにできることをやろうとい

はやくしたくてたまらない人もいます。１番はがれきです。

うこと。

水をできるだけ早くきれいにし、昔の町をとりもどしたいで

・もう少し広い目でこの現実を見て、いままでやってきてい

す。

るのは本当にこれでよかったのか、などと見直してほしい

・だらだらしないで、ふっこうしてください。

です。それから、まず、細かいことをやる前にやることが

・仮設の人たちばっかりいい思いをさねないで

あるんじゃないかと思います。

・しんさいってたいへんだなー

・東日本大震災が起きて、最初は復興って騒いでいたけ

・その地域の人たちで協力して復興していけばいいと思う

ど、現在は東京に地震がくるなど、みんな、どんどん忘れ

・日和大橋のガードレールの改装をお願いします。

ていってしまう気がします。そして、私達の近くにある公園

・復興を早くしてほしい。

が４つの内３つ、仮設住居となってしまいました。仮設住

・もとの町にもどして！！

居の人も、あまりいい環境ではないと思うし、私達にとっ

・よけいなゴミをそのへんにすてないでほしい。
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・子供のことを気にかけてほしい

イラしてきます

・勉強でいそがしいので復興をがんばってください。

・できるだけ速く復興してほしい

・NO

・はやく復興できるようにがんばって下さい

・できれば復興のことをおしえてくだたい

・あきらめないで、復興の行事などにはげんでほしい！！

・がんばろう、あきらめるなとか言ってるけど、がんばろう

・復興のためにがんばってくれてありがとうございます。

ってがんばってるし、あきらめるなってあきらめてないし、

・震災時、避難所に居た人と自宅に居て生活をしていた

何を言いたいかわからない

人との差が激しかった。→簡単な備えじゃなく、しっかり、

・増税を無くす、原発を無くす。

考えて次に役立てて欲しい。

・はやく復興させてくれ

・いろいろ、大人の人々が復興のため、してくれていること

・民主党内でぶんれつしたり、民主党と自民党で争ってな

がうれしいです。

いで復興を進めろ！がれきの受け入れで反対してっけど、

・津波で被害をうけたけれど、復興に進んでってるので、

（いろいろな所で）こっちの気持ちになってみろ！

みんなで復興にむかい、町・地域にできることをする。

・頑張れ

・復興の優先順序を、考えたほうがいいと思います。まだ、

・がれきのかたづけもなっていないけどがんばってくださ

必要ないのに、復興を進めて、もっと必要なものの復興

い！！もっとみんなが楽しめるようおまつりを計画してみ

が遅れているかもしれないからです。それが、私の意見

んなを楽しませてほしい！！

です。

・できることをやってください

・I Love 石巻

・早く、立ちなおって、もう一度きれいな町に、みんなでし

・石巻の復興はないという本が何冊も出ているからそこに

ていきましょう！

書いてある理論を知り改善してほしい

・復興の手伝いなら子供でも手伝いたい事。

・とちをうって家をたててほしい。橋をなおしてほしい。冠

・しん災ガレキが、安全ということを、相手がなっとくするま

水しないようにくふうしてほしい

で説明してほしい。

・石巻市の復興をこれからもよろしくお願いします。それと

・しんさいということばをききたくないじゃなく前むきにてっ

ありがとうございます。

して復興目がけて東日本

・身近にできることを少しずつしていきたい。

・いつ地震などくるかわかないので避難す準備などしてお

・１日でも早く復興し、みんなが笑顔を取りもどせるように

かなきゃいけないのかと思います

頑張りましょう！！

・町の中のガレキがまだ残っている地域もあるから、そこ

・仮置場にあるがれきを早くなくしてほしい。道がガタガタ

にお金を使ってほしい。

なのでキレイにしてほしい。

・色々、事情があるのかもしれないけど、なるべく早く石巻

・がんばってほしい

のゴミを片ずけて欲しいです。なぜなら、ゴミの中で、体に

・これからの石巻はどうなるのか石巻市のみんなで話し

悪いバイキンが発生して、なにか他の人々に危害を加え

合った方いいと思う。未来の石巻を考えて。

て欲しくないからです。

・頑張ってください。

・まだぜんぜん復興できていない地域があることを知って

・がれきを受け入れてほしい。被災地の方が放射線多い

ほしい。自分ができることがあれば、してほしい。募金な

のだし、大丈夫と言われているのだから。

ど、自分ができることからはじめてほしい。どうじょうする

・がんばります！！

んじゃなくて、できる事をしてほしい。

・がんばってください

・ガレキの処理を少しだけ、手伝わせてほしい。→理由、

・自分勝手にしないでほしい

自分も協力したいから。

・ムダなはつげん、反対意見など、しないほうが速く復興

・あまりない

する。ゴミやがれきをかたづけるのはほかの県から人た

・片付いていく様子が見られないのですが本当に大丈夫

ちだけにまかせるんじゃなくて、そこに住んでいた人たち

なのですか？

も手つだった方がいいと思う。人ごとだと思わないでほし

・地しんのがれきを、素直に受け取ればいいのに、自分た

い。

ちの勝っ手な理由で、「だめ、いや」というのが、とてもイラ

・復興
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・人と人とがふれあう行事や募金などをせっきょくてきに

・中心地の立町とかを、明るいところにしてほしい。シャッ

やってほしい

ターが多くて暗いかんじがします。

・消費税を上げるとかいってないではやく東北を復興させ

・石巻市の復興は大変ですが、頑張ってください。

てほしい

・行事などをたくさんすることで、石巻市の復興につなが

・復興のためにがんばってくださりありがとうございまし

ると思います。

た。

・石巻の復興のために今、自分ができることはなにかを考

・ない。

えて行動したいと思います。

・一日でも早く元の姿にもどるようがんばってほしいです。

・まだまだ石巻は復興さらってません。なので、お願いし

・シンボル公園は絶対ダメなので、地面に土を震災前より

ます。

高くしてもとの南浜町に住みたい。

・石巻市の復興は、地域のみなさんが元気になれるよう

・がんばって石巻の復興のためにがんばってください

にするため大人の人たちが多く参加してくれるともっと元

・あきらめづに募金してください。いやでも募金してくださ

気になるので参加してください

い。

・これから、１日でも、はやく、復興できるようにがんばろう

・ゴミなどがたまっていたりしているのでかたづけてほし

と思います。

い。

・自分はまだ、けいけんしたことのなかった出来事がおき

・ない。

てびっくりしたけど、日本のみんなで力を合わせればなん

・大変なことがあると思いますが、これからもがんばってく

とかなる！！

ださい。私達も何かやれることがあれば、お手伝いをしま

・復興につながってできるものがあったらやってみる

す。

・せっかく石巻市をきれいにしてるから、タバコなどポイ捨

・観光客が増えるような町にしてほしい。安全な町にして

てしないでほしい。

ほしい

・早くもとどうりの石巻市を作ってください。小さい子供が

・みんなで協力して石巻を復興させてく

安全に遊べる所を作ってください

・公園などに仮設住宅が建てられて、遊ぶ場所がなくなっ

・一人だけではなにもできない。みんなと協力すれば一人

た。ミニ運動会が行われていたのにできなくなった。駅の

よりたくさん復興ができると思う

公園も老きゅう化が進み、遊具が撤去された。中１の私は、

・石巻市が復興するようにがんばってください。

公園などではもう、あまり遊ばないかもしれないけど、小

・いろんな、人達のおかげで、がれきなどが、なくなって良

学生などがかわいそうだ。

かったと思います。

・まずは、自分にできることをすこしずつでもいいからやる

・「復興」といっても簡単にできるわけじゃなく、時間とか人

ことが大切だと思います。

とかお金と色々てまもかかるかそれでもできるだけ早く解

・まだしん災のあとがある場所を直してほしい

決法を考えてほしい。

・復興のために色々なことをしてすごいなと思いました。

・子どもにも、何かできることはないのか。

私もそうできたらいいなと思います。

・まちの片付けや、行事にさんかするだけで、復興につな

・震災前の石巻にもどるように、がんばってください！

がると思うので、私も、協したいと思いました。

・地ばんちんかした所を、高くしてほしい。もう少し、土地

・子供できないような復興作業をもっとやってほしい

を高くする。がれきや、まだ手つかずの土地をできるだけ

・日本全国で震災の報道がされている。そのことはあなが

早くなおしてほしい。大川や、陸前高田を直してほしい。

ちうそではないと思う。市や県での復興計画、国で集めら

ていぼうを高く、増やしてほしい

れた

・今も、避難している人や、困っている人もいるので、大人

・大人に伝えたいことは、がれき処理をいそいでほしいし、

を中心に復興活動を行う。

仮設にすんでいる人たちを、早く普通の住居に入れてほ

・女川など、津波で大きな被害をうけた所に、また工場、

しい。

家などを建てると、今回みたいに津波がきたら多くの人が

・復興は進んでいるがまだ復興が進まない所もある。自

被害をうけてたくさんの人がつらい思いをするんではない

分も復興にたずさわりたいが何をしたらよいか分からない。

ですか？

自分に出来る事があったらやってみたい。
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・しえんでもらった物にもんくを言ったり、高く売れそうな物

・できない人達の分もがんばってほしい

は売るような人達がいるらしいです。石巻市の人がみず

・金のつかい方を考えたほうがいい。見直しをしたほうが

から立直らなければボランティアの人達も帰ると思いま

いい

す。

・家造れ

・多くの人のおかげで、石巻は、元の石巻に近ずいてきま

・家がほしい

した。復興に手伝ってくれた、人たちに、感謝の気持ちを

・仮設住宅ではなく、本当の家をつくればいいと思う。→で

つたえたいです。

もひ災者だからといってそこまで自由なわけではないの

・まず、小さなことから初めていけば、いいと思います。大

で市、県、国は面倒みすぎだと思う。

きなことからではなく。

・子供にも出来る事があるのかを教えてほしいです

・家がなくなった人のために仮設住宅を建てるのはいいこ

・はやくキレイにしてください。はやく元にもどして。はやく

とだけど、町の公園に建てるのは、やめてほしい。

ぼうはてい、つくってください。もっと安全な町にしてくださ

・一度でいいから、地震が起きる前の石巻にもどりたい。

い。

・石巻にのこってるがれきをはやくなくしてくれるとうれしい

・子どもたちは、まだ大きなきずをのこっているからそれを

です。

はげます、店をつくってほしい。（きずをなおすために）

・早く、がれきなどをかたずけて、震災前の町にもどれる

・家造れ

ようになればいいな。と思っています。

・きふきんがほしい。家造ってほしい。はたけがたくさんあ

・まだ、小さい子供達が体験したことをいかしてほしいで

るとこがいい

す。

・ちゃんと石巻市を、復興させることを、ねがっているのか

・復興するには、大人だけの力じゃ無理だと思います。な

・大人ばっかじゃなくて子供も積極的にやりたい。

ので、ぼくたち（子供）もなにか手伝うので、無理をしない

・ぎ援金でもらったお金はどこに行っているのかが知りた

でください

い。また、国に早く復興について何かしてほしいと思う。

・復興に関する情報をもっと流してほしい。

・大人だけで話すのではなく子供の意見を聞いてはなし

・復興がおわるのわまだまださきですがめげずにがんば

あえばいい。子供だって急に道路などができてもこまると

ってください

思う

・私は何もできないけど少しでも復興ができたらなと思う。

・今、石巻市の復興はどのように進んでいるのかを知りた

・どんなつらいことがあってもみんなと協力して、いけたら

いです。

いいと思います。

・早く復興してほしいー！！

・いまここでなやんでいるばあいじゃないと思う。とにかく

・はやく復興してほしいこと！！

なやんでないで前に走りつづくことで仲間ができたりまち

・早く復興できるようにしたい

がきれいになり、みんなしやわせになれる。だからなやん

・がんばってください

でないで前にすすんで見たらいいのではないかと思う。

・私たちのふるさとならなんでもします。こどもにできること

・あるていど、復興はできていると思うから、このちょうしで

があるならおしえてください。

がんばってもらいたい

・これからもよろしくおねがいします。

・復興のためにがんばってほしい。

・南三陸町の方とかばかり、EXILE とかくるから、石巻にも

・がれきやゴミがある街がまだあるので、一刻も早く片付

きてほしい。そうじゃないと心がいつまでも晴れない。

けてほしいと思います。

EXILE に会いたい！有名人にあいたい

・復興することによって「前よりも進化した石巻」に、ならな

・早く復興してほしい

いでほしい。「元の石巻」が、好きだから、できるだけ、「震

・早く復興して、元よりももっと元気がある石巻になってほ

災前の石巻」近づくようにしてほしい…

しいです。

・がれきが多いと思う。

・震災前よりも安全な町にしてほしい。

・カレキをかたづけてほしい

・(1)いつまでも、仮設に住んでいる人がいるけど、もっと、

・もっとサッカーグラウンドをつくってほしい。色々なスポー

頑張ってほしい！！→いつまで、支援してもらってる

ツが出来る場所をつくってほしい

の！！自分の力で！！(2)有名人が来るといいなぁ。
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（笑！！）

・今僕達にできることは少ないけど、大人になったら頑張

・大震災で失ったものが多いと思うけど、それを元に戻し

るので、僕達が大人になるまで頑張ってください。

ていきたいと思っている人が多いし、自分１人じゃないと

・中１でも出来る事がたくさんあるので、どんどん声をかけ

思うからがんばっていきたい。

てほしいです。

・今回の大震災は死ととなり合わせでした。でも、みんな

・今は仮設住宅がたくさんたっていますが遊ぶ所がなくな

地震と津波に負けず生きのびる事ができました。その逆

ってしまったのでそこを少し考えてほしい。

に亡くなった人もいました。だからぼくたちは、その人たち

・がんばってください。

の分生きのびたいです。

・自分の仕事もあるなか町の復興のためにいろいろやっ

・がれきを完全に処理してほしい。

てくれてありがとうございます。これからも頑張りましょ

・行事など町の人がさんかできる行事をやってほしいで

う！！自分は何もできないけどできることがあればやりた

す。

いと思います

・家の値だんがたかいから安くしてー

・みんなでだしあったいけんを協力し、求め少しずつ復興

・特に石巻もひさいをいけているのにゆうめいじんがあん

したい

まりこないので来てほしい。（できれば歌手）（できれば

・もう少し復興の話しをすすめた方がいい。しょうひぜい問

EXILE や清木場俊介さん）もーじかんがたったからむずか

だいよりも、まずは、復興の話し、復興の計画などをゆう

しいけど。

せんすべきだ。

・もとの石巻にもどしてほしい

・石巻が早く復興できるようにがんばってください

・どれくらいがれきをしょりできたか

・より早く復興できるように、国の協力などをもっと求めて

・がんばってください

欲しい

・地域のニーズに答えられてないと思う。地域説明会を町

・復興のために何をしたらいいか。

内会ごとに数回ずつ行うべきだと思う。復興住宅に民間

・できるだけ早く復興できるようにして下さい

参入を呼びかけたらいいと思う。

・あまり、人にえいきょうや害をかけないように、急速に復

・完全復興にむけてがんばってください。

興に取り組んでほしい。

・遊ぶ場所（小さい子）

・１人、１人必ず何かできることがあるから小さいことでも

・保育所などにいる小さい子の遊び場などのことも考えて

復興につながることをしたい。皆で協力して１日も早く、多

ほしい。

くの市が復興できるように頑張りたい！

・「ここはもうだめだなぁ」とよく言う人がいます！ですが、

・もっと、いろんな人に声をかけたり、そうだん相手になっ

がんばれば、できるものもあるので、かんたんにあきらめ

てあげたりしてあげてください。そして、かせつの人だけで

ないで下さい！！

なく、みんながあつまって、はなせる場所をつくってくださ

・がれきが早くなくなってほしい。

い。（きがるにはいれる場所）

・放射線をなんとかしてほしい（なくしてほしい）

・ゆっくり（時間をかけて）復興していきたい。

・石巻市を復興に向けて、がんばってほしいです。

・復興計画などの事は大人達だけではなく、同じ石巻市

・早く元の石巻にもどってほしい。

に住んでいる人として子供の意見も聞いてみてほしいと

・私たちのためにいろいろ活

思います。子供で「意見があるんだけど、どうやって言う

・がれきしょりを早くしてほしい

のか…」と思ってる人がいると思います。

・とりあえずガレキをどうにかしてほしい。あと、しんさいの

・とりあえず復興すれば別にいい。今の環境のままでも特

ことを忘れないように、はくぶつかんとか、つくってみたら

に反対することはない。

どうでしょう

・小さな所まで大切に頑張ってください。私にできることは

・まだまだ時間はかかると思うけどこれからもがんばって

特にありませんが応援しています。

ください！！

・なるべく早く復興できるよう、一緒に頑張っていきましょ

・大人の人達は「復興」っていうけど、子供だって手伝いた

う！！

い気持ちはあると思うので、大人だけで苦労しないでもら

・家とか、元通りになって、仮設（公園とかの）がなくなれ

いたいです。

ばいいと思う。石巻マンガ館が元通りになってほしい。（近
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くの公園も）

・私たちもがんばりたい

・今、順調に復興に近づいてきているので自分自身も頑

・絆・復興っていっているけど、仙台の人などもうふっこう

張りたいと思います。

生活しているので、もっとひさいした人のことを考えてほし

・少しずつしか復興が出来ないかもしれないけど、一つず

い。

つ大人が出来る事はやっていきましょう。子供も出来るこ

・もっと復興ぎょうじをふやしてほしい

とをやっていきたいと思っています。

・祭りで、みんなを元気づけて、町をもり合げたい。

・早く復興できるようにがんばってください。いつもがんば

・もっと、復興行事、被災した人たちが、笑顔になれる行

ってくれてありがとうございます。

事を、ふやしてほしい。

・今は、震災で、みんなで、協力しているので、みんなで、

・復興ガンバッテ

力を合わせてみんなで、出来る事をまず、少しずつやって

・せいじかのきゅうりょうをへらしてふっこうにつかってほし

いって、ほしいです。

い。きれい事ばかり言ってないで（言葉ばかりじゃなくて）

・みんなで協力して、がんばってください

こうどうしてほしい。

・なるべく早く復興できるようみんなで協力してがんばって

・何かてきとうな物を送るより、物を送るならちゃんと、希

ください

望をとってから送った方がいいと思う。

・昨年の 3 月 11 日の東日本大震災でひさいしたかと思い

・台風の時に水が来て、またひなんするんだったら道路と

ます。友達、しんせき、家族の方々がなくなった方のいる

か、募金しているところがあったら、それをまわしてなおし

かと思います。でも、私は「獅子ふり」と言う行事を震災後

てください

にはじめました。なんでやったかとゆうと、このしんさいで、

・がんばってください

くるしんでいる人を明くさせ、笑せたいと思いでやりました。

・かせつの人のこととか、もっとしっかり考えてあげてくだ

私はこれからも獅子ふりでがんばります。皆さんもいろい

さい。かせつにいれる間の時間とかありますけど、その間

ろくるしいと思いますが、頑張ってください！おうえんして

に家なんて…

ます！

・仮せつ住宅はなぜ２年しか住めないんですか？２年で

・がれきのてっきょをしてほしい。（できれば）でこぼこした

は、ひさいした人たちが住宅をたてれないと思うので、３

道路を直してほしい。

年とかにした方がいいと思う

・復興に向けて、がれきのてっきょなどをしてくれてありが

・ガレキの受け入れをいろいろな県などでやってほしい。

とうございます。私も、できることからやっていくので供に

義援金はきてるのか？

がんばりましょう

・完全ではないけど、復興してきていて、すごいと思いま

・今、何の復興作業をしていますか？

す。でも、まだまだ必要な所を直せていないと思うのでが

・宮城県民に金を配ってほしい。石巻地区にサッカーとか

んばってほしいです。他の県の人達は、私達の事も考え

できるグラウンドをつくってほしい

てがれきの受け入れをどんどんしてほしいです！！

・自分は海（つり）が好きなので海をできればきれいにして

・早く、まだ、がれきがてっきょされていない所も、各地に

ほしい。

あるので、早く１日も早く、てっきょして下さい。

・色々とひたすらがんばってください

・大きい所だけでなく細かい所も直してほしい。絆より金

・復興といってもまったく復興しているようには見えないも

が必要しえんもよけいなものが多いほんとうに必要か考

う少し速く復興してほしい。行政のやっていることが全くわ

えてほしい

からないそのじゃあこうほうなんてなんの役にもたたない

・復興がんばってください！！私たちも、募金などをして、

ただのゴミにすぎない。こうほうに市の復興の様子を書い

石巻市の一日でも早い復興をまっています。

てほしい書いてくれないと全く市民は情報がえられない。

・総理大臣さんや大臣さんやえらい方々にもっとひさいし

これじゃあほうろうしゃと同じになってしまう

た所のことを考えてほしい

・ボランティアのみなさん、ありがとうございます。これから

・ひがいの大きい（○○市など）とこだけ復興（がれき片づ

も、体に気をつけて頑張ってください！！

けなど）の手伝いばっかりしないで、ひがいの小さい（○

・ボランティアのみなさん、ありがとうございます。これから

○市など）ところもしてあげてほしいです。なんか市とかば

も、体に気をつけて頑張ってください！！

っかりしているので、町もしてあげて下さい。
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・子どもにもくわしい情報を教えてください

をたすけれるようにできたい。

・飯野川を発展させてください。復興とかいってるけど増

・私は無力な子どもですが、子どもだからこそできる何か

税とか言って金とるのはやめて、困るよ。

があると思うので、何かやれることがあったら協力しま

・募金などはどうなっているのか。

す。

・仮設住宅にすんでいる人とその地域にすんでいる人と

・こなんことになってしまうなんて…。でも、これから力を合

では、あまり交流を行う場がない。

わせて、がんばりましょう。できることは、やってみたいと

・経験した人にしかわからない恐怖などを少しでも考えて

思います。

活動していけば良いと思います。そして小さい子どもは大

・子ども達か、がんばっていうところ。

切にしてください。

・仮設住宅に住んでいる人達がすこしでも速く自分の住ん

・会議とかで言い争いをしていても、復興が進むワケない

でいた場所にもどれるようにしてほしい。がれきをかたず

んです。こっちは、みんなが協力をして、はげまし合って

けるのにいろいろな県のゴミしょりじょで燃やしてもらえる

いるのに、そちらでは、まだまだスタート地点に立ったま

のに、周りの住民が反対して燃やさせてくれないのが悲し

まなんです。どうか復興のために力をかして下さい。

い。

・僕はいっこくも早く石巻市の復興をめざしてくれればいい

・もしかしたら、石巻市でもまだ復興していない市がある

と思います。もちろんそれは大変ですし、長い道のりにな

かもしれないので、その場所を見捨てるんじゃなくて同じ

ると思います。それでもがんばってください。後、僕はしん

市の人ですから復興に協力してください。

さいのひがい者ですが普通の中学生です。いくらテレビ

・行方不明の人もいますが、大勢ではなく、少人数でやっ

や世界中で有名なひさいちの住民でも、ただの人間です。

たらどうでしょうか？がれきのかたずけや、いろいろな事

その事を心に留めて、復興をがんばってください。

がある中で、人をさがすのに、けいさつ管や、消防の人た

・あの震災からの被害のきずあとは、いまだ残っています

ち全員でさがすのはいいのですが、かたよりがでると思

が、じょじょになおりつつあります。ぼくたちは、いろんな

います。片ずけに、20 人や 10 人じゃたりないんじゃないで

人たちに支えられて、今を楽しく過ごせているんだと思い

すか。ですから、人をさがすのはいいんですが、がれきを

ます。あのことを心に残し生活していきたいと思います。

かたずけてからのほうが見つけやすいと思います。

・いつまでも大人がないていても復興のためには、ならな

・仮設住宅の人たちの手伝いをしたい。困っている人がい

いので、あまりなかないでください。

たら助けたい。自分達で復興について考え、何かしたい

・子ども達でも、交流会とか新聞づくりなどして、仮設住宅

（新聞の発行や行事の開さいなど）。自分にできることが

の方々とふれあっていることを知ってほしい。

あるなら、なんでもしたい。子どもでも何か協力できる方

・しえんぶっしを配るだけではなく、ちゃんとかかわること

法を見つけて何かしたい（仮設住宅の人たちとの交流な

をしてほしい。物にたよらないでかかわりをもってほし

ど）。

い！！

・石巻市から仙台まで行けるような電車をとおしてほしい。

・みんなで協力して助け合うことだと思います！

河北町のどうろを新しくするより、電車をとおしてほしい。

・石巻市は１人１人が助け合って生活していること

（石巻まで行けるような）

・石巻市の復興について、ちゃんと話し合ったり、意見を

・大変な時、人の中にまぎれて悪さをするのではなく、協

発信してほしい。

力していきたいです。政治などは、日本の中で争っている

・石巻市が震災前よりもキレイな所にしてほしい。

状態で、とても不安です。原発事故や津波の対策、避難

・ニュース関係の人に、「ばくだいなひがいをうけた…」と

訓練などを被災者がきずつかない形でやってほしいです。

いうのをやめてほしい

仮設住宅にお住まいの方々に優しい施設を（仮設でもい

・５番であるセーブ・ザ・チルドレンというかつどうをする金

い）つくるといいかなぁと思います。（集会所、図書館など）

があるならひさいちにぼきんしたほういいとおもいます。

・テレビを見ると、ボランティアの人や地域の方々が被災

・私たち小６のころは新聞を発行したり、交流会をひらい

地でがんばっているのをよく目にしました。でも私のきおく

たのだか、今の小６はあまりやりたがらない。どうすれば

に、日本のえらい方々がサポートしているという情報があ

つづけようと思ってくれるのか。

まりありません。私達は仮設住宅の方々と交流会を開き、

・なんで、石巻をふっこう、させれるために、どうやって人

お金に関しては全然協力できませんが心を和ませようと
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ふれ合いました。私達がやってきたのはこれだけですが、

・「復興」に無関心な人がいます。あなたではないですよ

いそがしい大人の方にはなかなかできないことです。だ

ね？

から、大人の方には環境とか、子供では協力しても限りあ

・石巻市の復興のために募金など、そのほかいろいろし

ることをしてもらいます。

ていただきありがとうございました。

・「がれき」は、どこに行くんですか？「放射線」は、いつに

・あまりそういう復興のことでもめたりしないことです。

なったらなくなるんですか？今の石巻はどうなったのか知

・仮設住宅と非難所にしている人を石巻市にいる同じ仲

りたいです。

間としてはげましたり、ささえあったりしながらできることを

・こんな自分でも、復興のために役立てるのならば、ぼき

して仮設住宅（避難所）の人たちをえがおにしてくれること

んでも、片付けでもなんでもいいので、やりたいです。今

がぼくのねがいです。おねがいします。

でも、苦しんでいる人がいるならば、その人を助けたいで

・今、電気不足だといっているのに電気量を多く使う電化

す。

製品を宣伝するのか分からない。そこの部分を直せばコ

・まだ東北には、いろんなことで困っている人がたくさんい

ストをへらせるし残ったお金でなにかできるのではない

るのでもう少し今の現状を調べてほしい。そして仮設住宅

か。

に住んでいる人たちが毎日をどんな気持ちで住んでいる

・みんなで協力して助け合うことだと思います！協力し石

か考え直してほしいです。

巻を復興させてほしい。私たちもがんばって自分たちにで

・今、現在、石巻市をみすてている大人達がいます。です

きることを見つけて

が、絶対にあきらめないで下さい。「希望」はあります。あ

・小６の時、仮設住宅の方との関係が新聞の記事になり

なた達大人があきらめてしまったら、復興の見込みが無く

ました。そのうち、「みいたやおしやじ交流会」を開いたり

なります。でも石巻市民、一人一人が全力で復興に力を

毎週水曜日。それによって仮設の人とも顔なじみになれ

注げば、必ず、必ず石巻はまた生き返ります。震災など

たし友達ができました。

無かったかのように。ですからみなさん、絶対に、絶対に

・子ども達が復興に向けてがんばっているのに、どうして

石巻をみすてないでください。お願いします。まだ「希望」

大人はあまりしないのですか。

はあります。

・小さいことでも良いので、復興計画にかかわってほしい

・仮設住宅の方々は少しでも多くの人と関わりたいといっ

と思います。

ていました。（アンケートより）。ぜひ、決められた人だけの

・いろいろな復興毛計画をたててほしいです。

中で議決するのではなく、そういった仮設住宅に住んでい

・復興にむけて、募金などの活動をしてほしい。

る人達の声に便ってみるといいと思います。そうすること

・いろんな支援がほしい

で何か復興のヒントにもなるかもしれませんし、きっと仮

・私も自分にできることは協力したりするので、一日も早く

設住宅の皆さんも話せることができて安心すると思いま

震災前の石巻にもどしたい。

す。もっと視野を広げて、考えてみて下さい。

・自分にもできることがあるならやりたいです。

・石巻のいなかの方の道のでこぼこをなおしてほしいとい

・下に、子どもまちづくりクラブとしょうし、より良いまちづく

うことです。東京などの都市の道のでこぼこは、すぐにな

りのために子どもが集まってはなしあいをする。と書いて

おされても、いなかの方はすぐになおしてもらえないので、

いますが、「より良いまち」とは具体的になんでしょうか？

速くなおしてほしいです。

こんなことをして何か意味があるのですか？子どもたちて

・みんなにしきんおやってほしいしんさいでホームレスに

はなしあってどうするんですか？復興させたいならスカイ

なった人もいるかもしれないからおねがいします。あと子

ツリーなんかに金をつかわずひさい地につかったら下に

どもたちにこうえんをつくってほしいです。つなみでないち

書いてあることよりよっぽどマシなんじゃないでしょうか。

くとかがあるのでそうしてください

・この前、「子供に復興計画を作らせるのがくやしい」って

・子ども一人一人の痛みを知ってほしい

いわれた。なんでっていったら「マイナスからのスタートを

・見たかんじゆかいにまつりをふやす

子供にさせなきゃいけない」っていってた。でも、こっちか

・一刻も早く見つかっていない人を探してください。

らしてみれば「マイナスを経験できてよかった」って思える。

・全国みんなできょっりょくしながら、復興計画を進めまし

そのこと言ったら、「ちがう」って否定された。なんで大人

ょう。

はマイナス思考なんだろう？
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・自然をのこしてほしい

・あきらめないで、町を片付ければ、１年、２年、３年たっ

・何年後になるか分からないけど、あきらめないでほし

ていくと、どんどんよくなっていくので、続けて下さい。

い。

・災害に負けないで、がんばってください

・おそくでもいいあのうつくしい雄勝をもとどうりにしてほし

・復興、復興って言って行動で示さないで口だけの奴がい

い。

るのが悲しい

・ひなんする、できる場所をもうすこしふやして、安全にひ

・がれきの片付けなどをしてくれてありがとうございます。

なんできるようにしいほしい。

これからもいっしょにがんばりましょう

・私たち子供にはできることはかぎられていますがそのか

・また大きな地しんがあった時にそなえて防はていを高く

ぎられていることをしっしょうけんめいにとりくみたいと思

してほしい

います。大人のみなさんも大人ができることをがんばって

・がんばって新しい石巻市をつくってください。

ください。！！

・伝えたいことは前みたい！

・私たちもがんばってます！

・石巻市の復興で、きれいな町づくりをしてほしいです。

・意味もなく仮設住宅に入っている人がいると思うのでも

・これからの事を考えて、１人１人もっと意識してほしい。

っとひつような人のためにつかってほしい。

・早くしてください。

・１年たっても、まだまだ大変なこともあるのでみんなで協

・私たちはあまり復興に関わることはないけれど、少しず

力していきたいです。

つでも復興に向かっていけるように募金など小さいことか

・大人達に復興に協力して下さい

らコツコツとがんばっていきたいです。

・大人の人たちは、子どものぶんまでがんばってくださ

・石巻市の復興のためにがんばって！！

い。

・私は復興のために何かしたいと思っているけど、情報が

・いろいろな復興に反対するのはいいけど、それがなくな

いまいちよくないのでかかわる機会がほしい

ってからいろいろ問だいになったりするので、かわりの案

・石巻市の町が復興するのはいつですか。

などがないのに反対するのはよくないと思う。（原ぱつと

・石巻市の復興のために努力してくれて本当にありがとう

か）

ございます。

・「自分は関係ない」と思うのはさすがにどうかと思いま

・早くがれきを処理したりして石巻の復興につなげていっ

す。

てください

・もっとみなんを「笑顔」にしてほしいです！津波のたいお

・１日でも早く石巻市をとりもどして、石巻市の人たちが、

うしてほしい

楽しく、元気に暮らせるようにして下さい

・震災がおきてみんな復興を手伝おうとボランティアで来

・早く復興してください。

たんですが、今あまりボランティアが来ないのはちょっと

・もっとまちの片付けや手伝いなどをやっていかないと復

あれかと…

興していかないと思うのでがんばってください。もし休日で

・子どもも力になれるような活動を作ってほしいと思う。

部活がなければ片付けにいきたいと思います。

・何年かかかってもいいから、もとどおりにしてほしい。

・一日でも早く石巻市が復興してたくさんの人が安心して

・これからも復興に向けて頑張っていって下さい。

くらせる町をつくりたい

・町の片付けや募金などを少しずつみんなで進んでやれ

・強いて言うなら、今、復興のために活動を行って下さっ

ばいいと思います。

てる方々への感謝。

・私達、子供に出来ることはかぎられているけど、応援し

・復興が早くするように頑張ってください。

ています。手伝えることがあったらいつでも私達に声をか

・津波にまけずがんばってください。

けて下さい。

・小さな事から少しずつ、色々な事に取り組んでみてくだ

・はやく復興して、もとの石巻にもどってほしいです！

さい。

・早く復興してほしい。

・石巻市で行事などをやってみてもいいとおもいます。

・大人と話し合ってゴミのかたずけをしてください

・いっこくも早く、復興し、もとのようになってほしいです。

・自分たちのために、子供たちのために、いつもの生活に

・これから復興するにつれて、東京の人やとかいの人はこ

もどるために願ばって下さい！！

の東日本大震災を忘れてしまうかもしれません。なので、
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とかいの人や東京の人に忘れてもらわないように東京の

・「がんばれ」だけではなく、実際にその場所に来てほし

人が石巻市に来てもらえないでしょうか？

い。

・ガレキの問題で、ガレキをうけいれるかとか、ほうしゃせ

・とにかくがんばってください。私はおうえんしてます！！

んがあるから反対とかがなにが、絆とか、協力なんだろー

・復興×２って、口ばっか。言うんだったら行動しろや。し

なと思います。でも全ぶの人が悪いという意味ではありま

かも、いつまで引きずってるん？もーちっとシャッキリしろ

せん。

や。

・早く復興して下さい。

・もっと復興についてちゃんと考えてください

・これからの明るい未来にするために、石巻市の復興に

・復興のために何かしましょう

ついて真剣に考えてみたいと思います。なので、より早く

・頑張ってください！！

石巻が復興するのをがんばってください。！！

・石巻市の復興あきらめずがんばってください

・石巻市内でひがいがあった場所はいつ元の町なみに戻

・石巻市は、今も、まだ色んな課題がのこっています。そ

れるのですか？まだどこかの小学校の体育館に家がな

の課題をのりこえてこそ石巻市民じゃないですか。ぼくた

い人がいますが、その人達をゆうせんに家をたてられな

ちはそれをのりこえようとするみなさんを応援しています。

いのですか？

・もっと子どもたちの反応を見るべきだと思います。元気

・これから、またじしんがおきた時は、私も協力します。

があっても、傷ついているですよ。でも、僕は、何とも思っ

・今、石巻市は復興のために何かをしているので、私も、

ていませんがね。

お手伝いをしたいのですが、中学校に入って、いろいろい

・進んで復興の手つだいをしよう！！

そがしいのでできないんですが、できれば、できるだけ早

・みなさん！！募金をしましょう！！

くお手伝いをしたいです。

・復興をともにがんばろう。

・仮設住宅に住む必要がないのに、入っている人がいる

・あの東日本大震災で学んだ、協力することあきらめない

ので、住む必要がある人だけ。仮設住宅に入るべきだと

ことをわすれないでください。

思います。

・早くもとの石巻市にもどってほしいので、がんばってくだ

・「絆」「復興」と言ってなにもしなし東北以外の全国の人

さい。

はきらいです。

・最後まで、あきらめないようにがんばってください。

・なにも、してない人は、もっと、協力した方がいいと思い

・大人よりも子供ががんばるべきなので私たちががんばり

ます。

ます。

・楽しく、かなしむ人たちがいないような町にしてほしい。

・石巻市を前よりずっときれいにしよう。

・ボランティアの人がいっぱい来てくれて、石巻も少しずつ

・早くがれきを燃やしてほしい

元気になってきたので、石巻の人たちは感謝してると思う

・何年かかってもみんなが元の生活にもどれるようにして

けど、テレビを見てるともんくばっかり言っている人もいる

ほしい～

ので、ボランティアに来た人たちに感謝してほしいと思い

・ありがとうございます。

ます。

・家を流された人は、石巻に戻ってくるひつようがないと

・はやく復興してほしいと思っています。

思う。金のむだづかい。

・がんばってください

・絆を深めよう！みんなで協力しよう！

・安全な町づくりを早く実行してほしい。

・絆を深めよう。

・震災ガレキに放射能無いから受けつけて。

・今の政治をなんとかしてほしい。「復興、復興」と言って

・もっと早く、原子力発電所を直してほしい！！

ばかりで何もやっていないと感じます。だから政治をなん

・石巻市を復興させましょう

とかしてほしいです。

・早く石巻を復興させてください！！

・まちの片付けをしてほしい

・はやく石巻を復興させて下さい。

・震災中に、少しだけど食事もままならない時に、給食を

・がんばってください

出してもらったんだよなどと、震災がどれだけひどかった

・はやく復興できるようにみんなで協力してがんばりましょ

かや、その時 save the children の人々にどれだけ助けて

う。

もらったかなどを伝えたい。
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・子どもたちのことをもっと考えてほしい。

・復興のためにみんなで助け合っていきましょう！！

・みんなで石巻のふっこうにむけてがんばりましょう。

・特ない

・大震災からずいぶんたちましたがまだ解決していない問

・震災をした場所に植物などを植えてください。

題がいろいろあるんだなぁとテレビなどを見て思いました。

・ひなん所を片づけて、きれいにしてほしい。がれきを片

その問題を早く解決してがんばってほしいです。

づけて、きれいな町にしてほしい。

・石巻市の復興をがんばってください

・セーブ・ザ・チルドレンからたくさん支援してくれた。あり

・石巻市の復興は国民の理解が第一だと思う国民の理解

がたかった！！

が無ければ他の被災地のガレキ受付や生活面の復興は

・被害があってから、かせつが増えてきて遊んだ場所もな

成り立たず完ぺきに復興させてほしい。

くなってしまいました。しょうがないけど子供にとって遊び

・石巻の復興の様子を詳しく教えてほしいです。

場は、悲しいことも、つらいことも、ちょっとの時間だけど、

・はやく復興できるようにしてほしい。

忘れられるから、ちょっと考えてみて下さい。お願いしま

・少しでも復興に関することで手伝えることがあれば手伝

す。

いたいです！！

・はやくもとの町にもどるように私もがんばります。がれき

・3 月 11 日の東日本大震災でダメになった所も少しずつ

のしょりを早く（やっていない所）やってください。

復興して来ています。地震や津波は、いつ起こるか分か

・いつごみひろいや仮設住宅の手伝い地域の行事などが

らないので、みなさんは命を落とさないように、この体験

ある日は教えてください

を生かして自分の命を守りましょう。私たちも頑張ります。

・子供たちでは出来ない事があるけど大人の人たちの力

・機会があれば復興の手伝いをしたい。

がかりたい。

・震災の時にし援物資を届けてくれてありがとうございま

・僕たちは復興するために、人のためになることをしたい

す。震災復興のためのボランティアに今年も来てくれた人

です。

にありがとうございます。

・前の町のように復興してほしい。

・まだ復興が終わっていない所もありますが、仕事をや子

・なるべくはやく石巻市が復興してほしい

育てをがんばってください。応援していま～す！他の人も、

・参加できる行事がある時は参加したい。

他の学校の人も全国の人からも応援しています！

・もっとはやく復興してほしいです。

・なぜ震災があった「力になる」とか「復興手伝いする」み

・時間がかかってもいいので、確実に復興して下さい。

たいなこと言っておいて、がれきだけは受け入れてくれな

・大人だけでなく子供もがんばります

いのですか？

・復興に向けてがんばってください！応援しています！っ

・石巻市の大人にがんばってほしいから

て伝えたい。

・私も同じですが、つなみとか来ていないちいきは、その

・復興に向けて頑張って下さい。

つなみとか地きをなんとも思ってないと思う！

・石巻市の復興に向けて子供も大人も力を合わせてがん

・もっと被災した地区について被害の重大なことを知って

ばって行きましょう。

ほしい。

・復興は大変ですが、みんなでがんばってください。

・募金や地域の行事の参加やまちの片付けなどに積極

・復興の計画を教えてほしい。

的に参加するなど。

・子供達も参加したいという事

・仮設住宅の入居期限（２年？）は短すぎる！！もう少し３

・復興に向けて頑張って下さい。

年ぐらい長くても良いと思う。

・もっと早くがれき処理が進むようにして下さい。

・津波の被害をうけた人に仮設住宅ではなく家を立ててあ

・これからも、石巻地区を元の、石巻地区に戻せるように

げてほしい

がんばってください！

・石巻の復興・ひがいにあった地域を１日でもはやく復興

・石巻は、放射能が少ないから、ガレキをひきとって！

できるようにがんばってください

・原子力発電所をなくしてみんなの家にそれぞれ無しょう

・石巻市の復興に協力してくれたボランティアの方、あり

でソーラーなど電気などをつくるものをつければ原発をな

がとうございました。だいぶ前の石巻にもどってきていま

くせる、そしたらみんな安全にすごせる

す！
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・がれきなどの片付けなどを速くしてほしい。海もきれいに

・復興を頑張ってほしい！！

してほしい

・がんばって！

・よく分からない

・がんばってください。

・ぼくは、今までもこれからも石巻市の復興につとめたい

・復興に向け、がんばって下さい。

と思っています。なので、今こそ協力して、石巻市が少し

・前、地震があった兵庫県尼崎市と関わっていきたい。

でも早く復興できるようにがんばりましょう。

・今現在、忘れつつある“3.11”をきちんとした形で伝えて

・将来のためにみんなでがんばっていきましょう！！

ほしい。絶対に忘れないでほしい。国のみんなで考える

・石巻を共に復興していきましょう

べき大切なことだと思う。

・まだ復興していない人たちにはげましてあげてください

・ない。

・今、最も必要なことを考えてほしい

・はやく復興するためにみんなの力が必要だと思います。

・今すぐにでは、無理だけど、でも絶対いつかは、復興で

私も自分ができることをしたいと思います。みんなでがん

きます。私も、手伝うので一緒に頑張りましょう。

ばりましょ！

・私達ちは、他の大人達ちを手伝いたいと思っています。

・ボランティアで活動している人、ありがとうございます。

・私は、このごろガレキがあるところを見たことが、ありま

・あまり便利性（？）を追究したまちにしないでほしいと思

せんが、ニュースで、まだガレキがなくならない場所があ

います。

るようなので、少しづつでも、いいので、きれいにしていっ

・早く復こう出来ると良と思っています。

てほしいです。

・夏にハエが大量発生するので何とかして下さい。

・みんなが不安が少しでもなくなるように、ボランティアな

・少しずつでも今まで通りの生活か、どこにいる人でも、

どで楽しめるものなどを考えてしてほしい。一人一人のこ

みんなできるように、頑張っていきましょう！！

とを考え、一番やらなければならないことを早くしてほし

・自分たちもがんばるので大人のみなさんもがんばって

い。

下さい。

・私達子供は応援するくらいのことしかできませんが、少

・がんばってくたさい

しでも町の人達が笑顔になれるようにがんばって下さいフ

・がんばりましょー！！

ァイト～

・子どもにできる事は少ないけど、子どもも小さいなりに頑

・イオンをつくってほしい

張っているのでみんなで復興のため協力しましょう！！

・北上にコンビニを作ってください

・まだ、かだついていない所や、復興についての取り組み

・早く町のみんなを笑顔にしてもとの町にもどして！！

が進んでなかったら、手伝いたいと思います。

・１日でもはやく復興できたらいいなと思います。

・遊ぶ場所を作ってもらいたい

・今後どのように復興し、どのように私達を手伝ってくれる

・はやく、復こうできるようにがんばります！！

（助けてくれる）んですか？

・「復興」という言葉を言う人はたくさんいるのに。実際に
何かをしたと言いきれる人は、あまりに少ないと思う。人

中学２年生

に任せてばかりでは、おかしい。誰かにたのんでばかりで
もおかしい。１人１人が自分の行動をみかえすべき。大人、

・きふをしてほしい

みんなが考えるべき。

・石巻市の復興がんばってください

・「復興！」と言うのは、簡単だけど、実際に行動に移すの

・がんばれ！

は難しいと思う。

・がんばって。私たちにもできることがほしい。

・市長をかえてほしい。

・復興があまり進んでいないので、もう少しがんばって下

・みんなで協力して震災前より、良くしましょう。

さい。

・がんばってください

・復興頑張って下さい！

・私たちのような子供も参加できるような活動をしたいで

・復興に関わってくれた大人のみなさんありがとうござい

す。

ました。
・金の使い道をしっかりしてください。
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・fight！

本だと思う。

・ファイト。

・中学生にできることの情報が欲しい。

・いろいろなコトを考えてほしい。Kis-My-Ft2、Hey！

・一日でも早く復興するのをねかっています

Say！JUMP！をよんでくれ！

・あきらめないで下さい。

・子どもの気持ちをよく見てほしい。あそぶとこがほしい。

・子どもたちから公園をうばわないで

嵐をよんでほしい。

・石巻はこれからもがんばります。

・子どもの気持ちをよく考えて。

・年れい性別関係なく、復興に協力する。

・ファイト

・石巻市の復興のために、石巻でいろいろな行事をもっと

・ぐじけづにファイト

増やしたらいいと思います

・もう少し復興に手をかしてほしい

・石巻市をもっと楽しくてにぎやかな町にしたい！！

・大人だけじゃなく、子供の意見も聞いてください。

・子どもは無力なため、しっかりとしたいけんをきくか、考

・民主とうちゃんとやれ！！

えてほしい

・何をやっているんだ。

・ありません。何を伝えればいいか全くわかりません

・復興のために頑張ってください。

・何か協力できる事があれば協力させて下さい。

・バスケができるコートがほしい。津波なんかに負けんな

・がんばりましょー。

おれらはそんなに弱かったのか。あきらめたらそこで試合

・復興って実際、どれくらいの規模まで、できるのか、市民

終了だろ。

に伝えてほしい。分からないと、想像することもできない。

・町の広場にバスケットゴールをつけてほしい。（コートも

・ニートの君、寝てばかりいないで地元のために“立ち上

ほしい）。バスケができる広場がほしい。

がれ”

・「復興」といってもそんなに復興してないと思います。人

・ほかの県の人達が「自分達の県にがれきをうけ取るって

の心は「復興」できません。

言ったら殺す」など言うなど、それは私はすごく悲しいで

・しょうてんがいをもっと増やすべきじゃないかな。もう少し

す。

明るいしょうてんがいにしたい。

・本当に復興したいならば、考え方も少しは変えるべき

・大人になったらがんばって復興するので、それまでがん

だ。

ばってください

・うたでもりあげて（嵐ね）

・がんばってください！！

・がれきのてっきょとかがんばってください。公園つくってく

・復興がまだできてない所もあるので被災地を興味ほん

ださい

いで見に来るのはやめて下さい。

・対応が遅すぎ、復興になっていない

・協力して復興する。

・がれきを受け入れてほしい。大丈夫なのだから、きょひ

・がんばろうばかり言ってないでひさい地のことを考えて

しないでほしい

ほしい。

・すぐにあきらめてはいけないこと。

・大人へ。別にすなぐでもえーんでねーがや

・ありがとうございます。

・早く復興してほしい。

・みんなで頑張ろう

・復興計画についてくわしい事を教えてほしい。（資料など

・これから、ふっこうにむけて大変なことがあると思います

がほしい）（ひがいの大きさとこれからどうしていくかなど

が、がんばっていきましょう

…。）大人、子供の意見を聞きたい。

・あそべる場所がない（分園、ひろば等）

・復興は出来るだけはやい方が良いけど、はやくなくても、

・あそべる場所がない（公園、ひろばなど）

じっくりていねいに今までよりも良い町を目指して下さい。

・がれきが早く片付けばよいと思います。

私もできる限りの事をします。がんばろう石巻！

・仙台線（石巻－仙台）、石巻線（石巻－小川）の区間を

・とりあえず、しんさいでこわれたとこ、のこすな。

…一日も早く全線開通をお願いします！！私は、…旅行

・もう震災係関のことを言うな。想い出したくない。

するのに仙台線は助かります！！

・まず、原ぱつもいいけど人の心をまず先に考えてちゃん

・いつも支援ありがとうございます。

と復興を進めてほしい。人の上に立つ人としてこれは基

・石巻が復興するのはかなりかかりますがあきらめず日
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本のためにがんばってください

・みんなが本当に団結して助け合っていけば、復興なん

・私たちのためにがんばってくれて、ありがとうございます。

ですぐ終わるのでは？みんなが友達になればいいと思う。

セーブザチルドレンは、行ったことがありとても、そのとき

そうすれば友達と話してみたいって思うし友達が困ってる

は、おせわになりました。これからも参加することがある

ときは、必死で助けようって思うから。私たちは同情じゃな

のでそのときはよろしくおねがいします。

く共感がほしいのだ。

・津波に対しての対策をきちんと考えてほしい。次に災害

・復興だけじゃなく、新しい町にして下さい

があった時まで、きちんと備えをしてほしい。

・震災から時間が立ちましたが、まだ精神的に震災のこと

・ボランティア活動に積極的に参加している大人が多くて

を引きずっている人がいると思うので、積極的にコミュニ

いいと思います。もっと、ボランティアに参加する人が増え

ケーションをとってほしいと思います。

るといいと思います。

・できることをしたい

・ありがとうございました

・はやくやってよ。はやく復興してよ！！

・がれきをどうするか。

・九州の人にゴミをうけいれてもらいたいです。

・お金をふやして下さい

・はやく復興してほしい

・お金をふやして下さい。そしてみんなを幸せにして下さ

・津波のたいさつをしてください

い。

・一人一人協力すれば、町はすてきなところになると思

・復興できるよう頑張ってください

う。

・がれきを受けいれろ

・早く町が復興するようにお願いします。

・無い

・もうすこしがんばってほしい

・がれきをうけいれてください

・がんばろう！！

・ありがとうございます

・自分ができることをしたい

・今の政治家の人達はなんでけんかみたいな事ばっかし

・本当につらいんだという事を知ってほしい

てんですか！そんな事してる場合じゃないと思います。

・ちいきをきれいにしたい。

・スポーツをする場所がほしい。

・地域みっちゃく

・少しでも早く元の町に戻りたい。それか、新たな町をつく

・もっと子供の意見を聞いてください。

ってほしい。

・私たち子どもにもできることがあるならなんでもやるから

・私も石巻でいろいろなひがいが起きて、初めての体験。

教えてほしい。

それも何もいいことがない体験。みんなの心が整理され

・津波の影響で亡くなってしまった人たちの分も自分達が

ず憎しみ、悲しみ、苦い気持ちでいっぱい。そんな時、み

精一杯生きていこうと思いました。

んながほかの人達を気を使って互いに思いやりを持って

・今だに手付かずの建物に早くメドを建て、さらにつなみ

絆を深めることができた。死んでしまった人もいると思うけ

で汚れた所にどうせ汚れているしと言う風にごみを捨てて

ど、その人のぶんまで自分のやるべきことを考えて生活

いく不法なごみ捨ても何とかしてほしいです。中途半端に

していくことが今は大事だと思う。このごろ、地震も多くな

するのではなく１つ１つをしっかりとかたづけていってほし

ってきているけど、「いざ」となったらみんなの思いやりで

いです。

命を守ることができると思う。だから頑張って！！近くに

・一人一人が頑張れば必ず復興する！！

はいけないけど応援はするね！！

・前の石巻市に、完璧には戻れませんが、少しでも近づ

・一人一人の意見をしっかり分かってほしい

けるよう、復興に向けて頑張って下さい。

・石巻が少しでも復興するためには大人の人たちの力が

・なくなった人のためにもがんばって復興にこうけんする。

必要です！！大人の人たちの力を私たち子どもに見せて

・なくなった人のためにも頑張る

ください！！そのために私たち子どももがんばりたいと思

・自分たち中学生は校庭を小学校と共同で使っているの

います。

で重分に部活ができない

・子どもが参加できる復興のためのボランティアを増やし

・大人の人が、いっつもパチンコをしてるから、そんなひま

て、その地域の人に伝わるように、チラシやポスターなど

あったら手伝えばいいのに。やってもらうだけになってる。

で宣伝してほしい

いつまでもひさい者気分でいるな！もう自分１人で、出来
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るだろ！

なんで他の県は、がれきをうけいれてくれないの！うちら

・せっかくの休業日のときなど、少しでも復興にはげんでく

のこと考えてるのか？

ださってありがとうございます。

・復興と何度も言っていますが、なかなか作業が進んでい

・かん水をなくしてほしい

ないと思います！口だけではなく、被災地の皆さんが笑

・大人の事情とか、そんなんで、子供の未来を決めてほし

顔になれるように、１秒でも早くしてください。自分たちも

くない。子供の考えも尊重してほしい

できることがあれば手伝います！

・もっと大変なことになっている地域を最優先にしてほし

・歌などで少しでも被災地の人達が楽しい！！と思えるよ

い。

うなことをしたいし、してほしいと思います。

・頑張ってください！！

・がれき処理に協力してくれている都道府県が東京都と

・元の石巻に戻せるように頑張りましょう！！

福岡県だけなので、もっと協力してほしい。反対する人も、

・がんばって！あきらめないで～復興！

もっと大変だった被災地のことを考えてほしい。

・いち速く石巻市が復興するように、よけいな事にお金を

・しんさいのことを忘れない。

使わず、復興のために使ってほしい。

・ガレキがなくなってほしい。海をきれいにして、また泳げ

・ありがとう。

るようにしてほしい。

・石巻市の復興に今まで協力してくれてありがとうござい

・もっとがんばりましょう！！そして、もっと考えてくださ

ました。

い！

・復興してきていること（？）

・もっと宮城のことを考えてほしい。

・みんなで頑張ろう！

・今まで当たり前にできていたことが、またできるようにみ

・頑張って！

んなで協力していきたいです。

・がんばれ日本

・がんばろう

・もっと早く復興してほしい。

・がんばろん石巻！

・子どもにも、情報を下さい。（くわしいことなど）（ニュース

・何もない。

などで）

・しえんしてくださるのはありがたいが、もっと大変なところ

・被災していない所にも、震災を伝えて、この経験を忘れ

とかに考えてほしい

させない

・…。

・共によりよい町を築き上げていきましょう

・なんでこんな時に、税金を上げるのか。ほーしゃのうの

・がれきの処理で、たしかに放射線は危ないだろうけど、

問題、てきとー？ですか？

石巻のがれきはちゃんと安全だから、全国の方々の協力

・共にがんばりましょう。

でがれき処理をしてほしい。

・復興作業頑張ってください。

・がれきの処理を他の県で受け入れてほしい！

・もっと復興に集中しやがれ！！

・また、地震や津波がきたときに、少しでもひがいがすくな

・あきらめるな！！子供の意見も聞いたほうがいい

い町にしてほしい

・電気の無駄使いはやめて下さい。

・まだ大通りじゃない所とかがかたついていない

・また漁業豊かな石巻にしてほしい。もう地震で悲しむ人

・巻駅の近くの商店街の復興化！！もう古くて崩れそうだ

を作らないでほしい

から新しい子供から大人まで楽しめるにぎやかな商店街

・復興についてもっと私たちは知りたいし、意見もしたいで

にしてほしい！！

す。私たちにできることをもっと見つけたい！

・みんなが楽しく安全に過ごせれば良い。

・子供は何をしたらいいか、わからないから、大人が子供

・がんばって下さい

でもできることをさがしてほしい。と思うけどそれを探して

・みんなで団結し、はやく石巻を復興にちかづけましょう。

いるひまがあったら復興に協力してほしい。

がんばろー！！！石巻！！！

・大人だけけいたい電話を持っているのですか

・自分たちにできることをきちんとやり、１日でも早くふっこ

・ゆっくり自然と復興していったほうがいいと思う

うできるようがんばって下さい！！

・たばこのポイ捨てをしないほうがいいと思います。

・復興しようとか言ってるけどそんなかわってないような…。

・税金を無駄に使わずに復興のために何か使えることは
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ないか考えてほしい。

・保険をもっとおろさせるべき。新しい党の立ちあげとかど

・税金をあまり使わずに生活しよう

ーでもいい。

・がれきのしょりでほかのけんにもごみをもやすのをてつ

・私は元気です。だから復興に向けてたくさん協力してい

だってもらいたい。

きたいです。

・ファイト

・だんだん復興してきたけどまでしていない所があると思

・震災後の市長の対応が遅かった。コミュニケーションを

うのでいろいろがんばってください。

とってほしい。

・子供が復興のためにできることをできる限り教えてほし

・政府頑張ってほしい

い。

・Fight！！

・これからも頑張ってください。

・震災前よりも活発な石巻にしたい！！！

・復興は、何十年単位ですが、いっしょに、頑張りましょ

・大人は 3 月 11 日のことをわすれている人が多いと思っ

う。

た。ふつうにちゃらちゃらしている人が多い。ほんとうに大

・がんばって下さい

人は、ばかだと思う

・もっと速く石巻市が復興してほしい。

・町の復興も必要だけど人の心も復興させなければなら

・生活保護にお金をあてすぎです。被災者を甘やかしす

ない

ぎです。復興にお金を使ったほうがみんなのためです。

・みんな絆を大切にというけれど、そんなの口だけで、目

・生活、家がない人がとてもかわいそう。早く助けたい。

に見えたり、心に響くことをなにもしてないと思う。本当に

・早く復興についての計画を立てて実行してほしい（せい

絆を大切にしたいのであれば、がれきとかを受けいれてく

じか）

れてもいいと思います。

・国もしくは政府が石巻の復興に力をいれないので自治

・何が復興なのかわからない。何をしたら復興になるのか

体、市でやるしかないのはおかしいと思います。政府も復

わからない。

興に力を入れてほしいです。

・未来に残さなきゃいけないものもある。

・石巻市は淋しいところがあるので復興と同時に活性化し

・頑張って

てほしい。でも、田んぼ等石巻らしいところは残していて

・復興についてどんなことをすればいいのかを教えてほし

ほしい。

い。

・みんなが１つになって頑張っています！！いろいろ他の

・がんばろう日本（震災ででたゴミをきょひせず受けとって

県の方々に助けてもらって感謝してます！！

ほしい）

・石巻市に水族館をつくってください。水族館で働きたい

・こういうのがまたおこるから子供に伝えていきたいです。

んで…。動物園でもいいです。

・がれきを受け入れてほしい。

・石巻市に水族館をつくって下さい！人がたくさんあつま

・震災があったことを悔かいしないで、良い方向に持って

るから。

いきたい。

・私達、子供はまだ力を持っていませんが、宮城県内の

・前の生活できるように協力していきたい。

子供達が、絶対「力になりたい」と思っていると思います。

・はやく復興して欲しい

なので私達の分まで、県のためにがんばって下さい！！

・色々なことがあると思いますが、復興へ向けて頑張って

よろしくお願いします！！！

ください！！

・復興するといいことある

・がれきをきょひしないでほしい。

・自分たちは何もできないけどガンバッテ下さい！！

・放射線とか気にしないでがれきとかうけいれてほしいし、

・総理大臣とかだれでもいいから日本を良くしてほしい

食べ物もはっきりいって気にしだしたらきりがないと思い

・何について話し合っているのか教えてほしい。すばやく

ます。ほかの地域でもしそうなったら助けてもらえなくなる

時間をかけずに事を進めてほしい。

と思います（うけいれてくれない人）

・行動してよ。政治とかであーだこーだいってんならさ。そ

・がれきがイヤかもしれないけどもっと石巻や東北のコト

のまえに行動してくださいよ。ふっこうのために。

をきちんと考えてほしい。ボランティアの方々に「おれい」

・がんばろう東北

を言いたい。

・１分１秒でも早い、復興をよろしくお願いします！！
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・今以上に、元気があり笑顔があふれる新しい石巻にな

・（政治家にでも構いませんか？）政治家の方々は保身

ればいいと思ってます。

のことしか考えてないように見えます。もっと被災地のこと

・今、いろいろともめていますが、なんで？と思います。な

を、被災地の人のことを考えてください！！！

んで協力しあったりとか、してないんでしょう。CM とかで

・夜だと暗くて怖いので、もっと電灯を増やしてほしい。今

はいってるけどそれだと口だけだと思います。ちゃんとみ

すぐにできることは、色々言ってないで早くやってほしい。

んなが互いの意見を尊重しあったり、協力したり…。でも

復興計画についてのことを知らせるプリントや、復興計画

あまり進まないかも…。ですが、少しでも早く進めば、そ

についてどんな風にしたいか、などのアンケートをしてほ

のぶん早く復興とか、するんじゃないでしょうか。そう思い

しい。

ます。

・信号機、電灯などが少なく、下校中（夜）が暗くて危ない。

・私達も頑張るとはいっても、最終的に頼ってしまうのは

道路のほそうをしてほしい。（でこぼこしていて危ない。）

大人の方です。一分一秒でもはやく復興できるようよろし

「みんなが、住みたい、楽しい、と思える町にしていけば

くお願いします。

良いと思う。」がれきを片づけてくれたり、たくさんの支援

・テレビでよく見るんですが、大人が仮設住宅の人の手伝

物資など、ありがとうございます。

いをしているように、子供にもできることはあると思います。

・１人１人のことをきちんと見て、だいたいの人がよければ

できることは少ないと思いますが…。小さい子と遊んだり、

じゃなくて、全員がいいようにたくさんのことを工夫してほ

老人の方とふれあったり、子供にもできることをさせてくだ

しい。震災後、電灯の数が減ってしまい、夜にあぶないか

さい。

ら設置してほしい（海の近辺など）

・がんばってください。

・防波ていを作って！

・がれきの受け入れをきょひしないで（北九州）

・渡中をはやくつくってほしい

・がれきのうけいれきょしてほしくない

・なるべく早く町の復興をしてほしい。遊び場を作ってほし

・ネバーギブアップ

い。

・どりょくすればだいじょうぶだと思う

・家が立てられる場所をはっきりしてほしい。

・がんばって

・渡波中学校を早くつくってほしい。高台をつくってほしい。

・たいへんなことが多いと思いますが、これからもがんば

車が流されない様に、スーパーなどの二階にちゅう車場

って！！

をつくってほしい。津波が来たらにげれる道ろをつくって

・もっとがんばってよ！！

ほしい

・北九州サイテー！！

・自分勝手すぎ

・がれきを受け入れろ！

・早く、各学校の校舎ふっこうにつとめてほしい

・がれきを受け入れろ！

・よく復興について考えてほしい。

・物資などは、今もまだ、本当に厳しい生活を送っている

・私は何もしてあげられないけど、はやく石巻地域の復興

人たちにあげてほしい。

をしてほしいです

・まだまだ復興はもっと先なので手伝う人が必要になるか

・自分たちが遊べるような所。次津波が来てもだいじょう

もしれない。

ぶなようなぼうはていをつくってほしい。

・親のいない子供に「がんばれ」っていわないでほしい。

・どぶとか、汚れていてモノが落ちていたり、ふたがなかっ

いない人にとっては、つらいから！！

たりで、歩いていると落ちそうになるので、なおしてほしい

・早く復興できるようがんばって下さい。

です。道がでこぼこしていて大変なのでなおしてほしいで

・早く復興してほしい！！

す。

・石巻はほうしゃ線もなにもないので差別すんな！！

・子供が自由に遊べる広場

・自分は力ぶそくでなにもできないけど大人に協力できる

・ぼうはていをつくってほしい。つなみがこないように

ようにがんばります。

・頑張って下さい。応援してます。

・あまりない

・石巻をもっとよくしてほしい

・色々な行事に積極的に参加してほしい！

・もっと大人が進んで積極的に活動した方がいい。

・早く「ガレキ」を、とってほしい

・少しでも早く、町のがれきが減る様にがれき処理を頑張
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って下さい。

私は大人じゃないので、できるコトは限られていますが、

・石巻のために活動してくださっている人々に感謝の気持

そのできる範囲で私もがんばりたいです。

ちをもってほしい

・ほかの県の人にがれきなどをもっていってもらいたい

・私たち子どもができることは数少ないけど、大人の人と

・復興がどこまで進んでるか知らないけど、がんばってく

同じくらい復興してほしいと思ってます、なので、私たちの

ださい。

分まで、復興できるように頑張ってください。

・早く復興して下さい！北九州市ありがとう！

・渡波中学校を早く建設してほしい。もっと石巻を知っても

・「ラジコン屋」がひさいしたので、また立ててほしい

らえるように、被災した方々が元気になれるようにジュニ

・僕たちにできることは言ってほしい

アユニットを作ってほしいです。私も協力します。仮設住

・がれきをお願いします。

宅は、近くに店などがなくて大変なので、店ができたらい

・まだ、生活が安定していないところや、逆に、はいきゅう

いです

とか、たくさんもらいすぎて、余っているのがもったいな

・九州の人たちは、がれきが来るのはイヤだと言っていま

い。

したが、そんなに気にせず、前を向いて歩きましょう。

・消費税 10％反対

・子どもだからって手伝うことができないなんて思ってほし

・明るくにぎやかな町にして下さい。

くない。わたしは、できるコトはしたいと思うが、実際にな

・がんばれ！

にをしたらいいのか分からない。学校での行事でボランテ

・みなさんが安心してくらせるような石巻市を作りたい。

ィアをしたい。あと、渡中を早くつくってほしいです。

・津波で流されたがれきを片づければ復興が近くなると思

・店などが、少ないのが悲しい。

います

・早く中学校をたて直してほしい。※海より遠くに

・頑張！

・みんなでがんばりましょう！！

・復興にむかってがんばってください。

・店を建ててほしい

・石巻市を復興させるために、大変だけど少しずつ、協力

・早く代替地の準備をし、早く仮設住宅の人が家を建てれ

してがんばってください。

るようにしてほしい。

・復興のために頑張ってください

・がれきを燃やして処理するより、がれきを再利用して防

・みんなで力を合わせ復興させていきたい

波提を作ってほしい。渡波中学校を１年でも早くたててほ

・ゲオなどの店をたてて、どうろをきれいにしてほしい。

しい。

・もっと遊ぶ場所がほしい

・今、石巻市は、またしん災前にもどりつつあるし、復こう

・遊ぶ場所がほしい

しようとしています。だから、次につなみがきてまた、リフ

・復興進んでいるように見えるが、まだまだ被災してる土

ォームした家や店が流されて、人が死ぬのは、あんまりだ

地が多いので、もっと広い視野で見てほしいし、被災して

と思う。だから、すごく大きい防波ていが早くたてばいいと

る人もたくさんいるのでそうゆう人達の事も考えてほし

思います。

い。

・まだまだつらい事、苦しい事があるかもしれないけどみ

・特にないけど政治家の人にしっかりしてほしい。

んなで一緒に進んでいきましょう。

・私達も頑張ります。

・私たちは、みんなで、復興を、いのっているので、もっと、

・がれきの問題や、原発問題、電気のことについて、大変

前より、店や、だがしやを作ってほしい。もっと、いろいろ

なのは、少し分かるけどあまりさわがないでください。

な、物をしえんしてほしい。（ぶんぼうぐとか）少ないから、

・もう震災から１年過ぎているのに、がれきの処理や工事

出きれば、もっとほしい。

（？）など、通んでいなさすぎだと思う。宮城県以外でも、

・テニスコートがほしい（学校に）早く学校を作ってほしい

そういうのしてたりして大変なのかもしれないけど、やっぱ

・早く復興してほしい

り１日でも早く、元のような石巻にしたい。人が足りてない

・早く渡波中学校をたててほしい。

なら、何でも手伝うから、１日１日少しずつでも復興してい

・渡中をはやくたててほしいです。

きたい！！！

・がれきの処理等、大変なのはまだまだこれからだと思い

・１年たっても、話合いもあまり進んでなくて、いつになっ

ますが、１日も早く復興できるようにがんばってください。

たら工事や「がれき」など道路などを直してくれるのか。

142

宮城県石巻市／中学２年生

・元通りとはいかないけど、早くキレイになってほしい。

・できれば、いつでもはいれるクラブなどをつくってほしい

・前みたいな石巻をみたい

・なん年かかってもいいから、またきれいな石巻を築いて

・「こどもだから」ってゆわないで。

ほしい。

・もう少し公園とかがほしい。

・石巻の復興に市民全員で頑張りましょう。

・一人一人が復興への思いをもってほしい

・何かできる事があるならやりたいです。あまり遠くへ行く

・むだなものにお金をかけず復興のために役立ててほし

事はできませんが、自分ができる事ならぜひ、やらせてく

い

ださい。

・募金をしてください

・力を合わせて頑張っぺね。おだずなよ津波

・石巻の復興に協力していきたい

・もとの石巻にもどしたい。

・川開き祭りを楽しくしてください。ていぼうをもっとたかく

・だいたいは前の石巻に戻ってきたけどまだまだ道路の

してください。

かんぼつがある。高台への移動などがまだまだだ。

・一人が一日一時間でも復興に関わることをしていけば

・どこかの知らないだれかでも、私たちの復興のために、

震災前よりもっといい石巻が出来ると思うので頑張ってい

遠い所から来てくれています。手伝ってもらうのかあたり

きましょう。

まえでなく、感謝の気持ちを持とう

・町の復興のためにいろいろなことをしてくださった大人

・復興に全力を尽くしてください。

の方に心から感謝をしたいです。

・もっと石巻市の復興が進むように募金やまちの片付け

・安全に車を運転して下さい。

をしてください。

・みんなで協力して、少しでも自分にできることをやる。そ

・私はまだ市のために何も出来ませんが、募金等はしま

したらきっと、もとの石巻にもどります！！

すので、頑張って下さい。

・早くごみの処理をしてほしい。

・石巻を前よりもいい町にしてください。

・子どもにできることは、たかがしれていますが、大人の

・公園など、もっと遊べる場所を増やしてほしいです。

皆さん、がんばってください。

・がんばって下さい

・今は忙しくて復興のために何もできないけどいつか、何

・ひさい人たちの町をできるたげ、復興を早くできるように、

か復興のために何かできるといいなと思っています。

がんばってください。

・震災で出たがれきを別の県などに持って行こうとした時、

・１日でも早く復興できるように私達もできることをやりた

その県の人々が反対しているという話を聞くと、悲しいし、

いと思っているので石巻の復興を目指してがんばりましょ

なさけないです。石巻、または東北の（震災で被害のあっ

う。

た人々の）気持ちになって考えてほしいし、人間としてどう

・効率よく工事をして下さい。

かと思う。

・難かしいことを話したりしていて、よくわかんないけど、

・もっと、地域の行事を増していって復興に関することを私

みんなの意けんがまとまらないと、次には進めないから、

たちに知らせてほしい。

（会議とか…）そういうのを、大変だとは思うけど、とにかく、

・自分も復興に関わる人の一員なので復興のためにして

復興ひとすじで、どんどん進めていってほしい。

いることや計画を教えてほしいし、がれきの片付けなどを

・にぎやかな町にしてほしい。

して私も復興の手伝いをしたいと思っているのですがな

・くだんないことをしてないではやく復興してほしい。

かなかそういった機会がないのでそういう機会を増やして

・いまは政治の方ばっかり集中しているので岩手福島宮

ほしいです。

城の復興の方に少しは集中して欲しい

・ひさいした人がゆうせんでいろいろしえんされてるけど、

・震災当時のままのところとかがまだまだたくさんあるの

こっちの稲井の方でも、いっぱいつらい思いをしている人

で、もっと効率よく頑張ってください。

もいるし、大変なことがおきてる人もいっぱいいます。稲

・市の役員や、国会議員がうごかないでどうするのか？

井小中学校には今わたのは小中学校が校庭にかせつ校

少しずつ復興にむかって頑張っている人もいるが、仮設

舎がたっています。それで、わたのはにはたくさんしえん

住宅だからなどささいなことでボランティアばかりにたよっ

などがあるのに、いろいろと、ふべんをしている稲井小中

ている人が気にくわない

学校にはなにもないのはふこうへいだとおもいます。

・復興は、時間がかかるけど少しずつ復興していってくだ
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さい。

あれば、ぜひ、協力したいと思っています。

・復興といっても子どもには、どこまで復興しているのか、

・私が住んでいた石巻の湊地域はなかなか蛇田や中里

何をすればいいのか全く分かりません。それにニュース

地区と違って復興がなかなか進みません。さらに住んで

などで、がれきの受け入れをきょひしている人たちなどを

いた場所によって保証に差がある所があります。一人一

みると悲しくなります。

人にばらつきのない保証を与えてほしいと思います。

・復興って何でしょうか。

・少しでも早く県の復興をいそいでしてほしい。

・僕たちに出来ることであれば、何か復興のためにしてみ

・ばいばいく

たい。

・復興のためにみんなにぼっきんをしてほしい

・復興するまで、かなり時間がかかるのは分かっているの

・がんばってほしい

ですが、より早く、より良い復興案を出して、以前とは比べ

・もっとすばやく決めてほしい。

ようのない活気のある町にしてもらいたいです。

・色々とおねがいします。

・募金して、あと住みよいくらしにしたいと思う。

・むだなことにはお金をつかわないでください（ときどきむ

・風害をなんとかしてほしい

だだなと思うときがあります）

・がんばってください

・ぜいきんをゆうこうにつかおう。

・伝えても、何も変わらない。はっきり言って無意味。

・築山３、４丁目はしゅうだんいてんなのに２丁目はどうな

・復興について色々考えてくれてありがとうございます。

るのですか？２丁目の一部には「道路がかかるからいど

私も頑張ります。

うしろ」といわれていて、そこに住んでいる人は家をなおし

・ひがいが大きかった所から復興していくんじゃなくて細

てくらしています。

かい所（？）から復興していくのが復興になると思う。（が

・とにかく、頑張って下さい！！

れきを片づけていくのが復興じゃないと思う。）

・支援金が欲しいです。ハイ、復興まったく進んでないとオ

・子どもの前で津なみの話をしないでほしい

モイマスネ。

・１年以上たっても復興しているのはうわべだけで本当に

・時間はかかると思うけどいつかきっとまたにぎやかな石

復興しなければならない所ができてないと思う

巻にもどると思います。家族や大切な人を失った人もたく

・どのくらいが「復興」といえるのか。

さんいると思うけど、前を向いて、一緒にがんばりましょ

・皆でがんばっていきましょう。

う！！

・もっと復興についての情報が欲しいので、情報発信をひ

・はやく、震災の、あとを、けして、かたづけてほしい。見る

んぱんにして欲しい。

たびに、思い出してしまい、こわくなる。

・石巻が早く復興できるようにがんばってください。自分も

・震災前のにぎわう港を再健できるように頑張ってくださ

何かできることがあれば、がんばります。

い。

・毎日少しずつ頑張ろう

・けしきだけでも早く復興してほしい！！

・早めに復興してほしい

・いつまでも市、県、国に頼らず、自立もそろそろした方が

・すぐ学校に、連絡しないでほしい

いいと思う。津波の被害を後世に伝えるため、クジラ缶な

・町が復興しても市民の心が完全にいやされた時が完全

どはのこしておいた方がいい。

復興だと思います。

・早くなおしてほしい。

・自分の市についてもっと沢山教えてほしい

・おい。亀山さん。おたくね、復興計画だなんだかんだい

・ない（きいたから）

ってるけど、けっきょくなにもしてないじゃん。石巻市民に

・石巻市これからもがんろう

ね、説明するべきでしょ。結局道路どこからどこまでつくる

・家の中でも震災の話をするのは止めて欲しいです。早

のか市民全員がはあくしてませんよ。他にも不満がある

急に義援金を回すべきだと思います。家にいてもなんだ

んですよ。下釜に記念塔なんかいらないんです。門脇に

か義援金が来てないような気がします。

あるでしょ

・復興のためにも、津波の映像は少し、やらないでほしい。

・亀山は役たたず、なにもできない、やらない。

（3 月 11 日付近で）

・陸上競技場やスポーツ施設を作りそこでいろいろな大会

・子供にできることは、少ないかもしれませんが、機会が

をかいさいすれば石巻の復興に役立つと思うから作って
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ほしい。石巻でたくさん行事（祭りなど…）を行って県外の

さい。

人にも来てもらえればお金もたくさんはいるし自分たちも

・もっと町の事を考えてほしい

楽しからやってほしい。

・震災ガレキを処分してくれる県がいっぱいあるといいな

・陸上競技場などのスポーツ施設を作ってほしい。理由：

…。

大会など開催して､石巻市を盛り上げてほしいから。どう

・義援金をもっとください

か協力をお願いいたします。

・がんばってください。野菜ジュースください（野菜生活で）

・陸上競技場など、スポーツ施設等を建設し、学生の大

・食器やジュース、ありがとうございました。

会、地域のスポーツ交流、老人などが使用できるようにし

・まちの片付けを一緒にしたいです！

てほしい。なぜなら、地域の皆が交流できるし、学生の大

・復興がんばりましょう

会なども開催すれば県外からもいろいろな人が来て石巻

・なんでそんなに大っきいの？

が活性化すると思う。それから、子供からお年寄りまで、

・もうちょっと町のしんぼるみたいなものをつくってほしい。

みんなが元気になれると思う。お金の状況も大変なのは

例えば、津波がきたＳ高台へという看板をつくったり、せき

わかりますが、何より大事なのは、石巻市民が笑顔で元

ひをつくったり、できればお願いしま～す。

気になることではないのでしょうか？

・もう少し予さんをふやしてほしい。金とかなかったらでき

・ガンバレ！

ることはかぎられるし、かんぜんにはできない。

・なににつっかかってんのかしらないけど早く復興＆津波

・早く復興してほしい！

対策をしてほしいと思います。

・いつまでも、ぐずぐずしていないで、はっきりと復興につ

・みんなで協力して１日でも早く前の生活にもどれるよう

いて話し合って、はやめに復興できるようにしてほしいで

にしてほしい。

す。

・上の人が手伝いに来てほしい

・頑張れ！！

・何かできることがあれば、子供たちもよんであげてくださ

・がんばって下さい。

い。

・仮設住宅の人が燃えるゴミの時に組大ゴミを出す人が

・みんなで協力して無理せず、少しずつ復興していきまし

いるからやめてほしい

ょう。

・なにかこどもでもできることがあるならやりたい

・協力できれば、協力します。

・こっから

・今、頑張って復興に向けて、活動してくれてるので、とて

・ごみうけいれたくないとかいってる人たち、自分たちのと

も助かります。時間は、かかりますが、これから、元の素

ころが震災起きてほかの人にいわれたらどうするの？

晴らい石巻にもどすように、石巻市民みんなで、頑張りま

・がんばってください

しょう！Fight 石巻！

・私はまだ中学生でできることは限られていますが、何か

・復興するには、子どもは何をすればいいかをしめしてほ

見つけて取り組めればいいなと思ってます。

しいです。

・がんばろう石巻！！

・とりあえず、がんばって下さい。ほどほどに。

・平等に暮らせる場所、生活をつくってください。

・しんさい前の、「活気」を取り戻したい！！

・やるなら最後までやれ！！

・がんばって

・あきらめないで！！（笑）

・がんばってね

・ガンバ

・復興はやくしてほしい

・がんばりましょう

・前あったお店とかはどうすんですか

・Fight

・震災前にあった中浦のヨークベニマルを、もう１度作り直

・頑張ってください。

してほしい。

・協力的な人もいるけど、協力していない人もいると思う

・石巻のなかうらにヨークベニマルがたってたけど、なん

から、みんなで協力していってほしい。

でなおさないんですか？なおさない事によって、買い物す

・大変な時もあるけど、頑張ってください。私もできる事、

る人たちがたいへんだと思います。

見つけて、いきたいと思います。

・ぼくたちも、がんばりますんで、復興活動がんばってくだ

・ポイ打てしないで
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・他の県に、がれきをやるけど、他の県の人たちは、「絆」

・子供にも今出来るコトを考えてほしい。

と言っている、わりにうけいれてくれないのがムカツクし、

・大変だと思いますが、頑張って下さい。力になれるコトが

簡単に「絆」などといった言葉を出してほしくない

あれば手伝います。

・津波でつらい思いやかなしい事をかかえてる人もいます

・早く復興してください

が…。復興まで時間はかかりますが、がんばりましょう。

・復興に向けてがんばってください。

・がれき処理。他の県（東北地方以外）が、がれきの受け

・いろいろな支援ありがとうございました！

つけに反対しているけど、理由が放射線があるからなど、

・自分にできることをもっとしりたい。

福島県の人はどうするのと毎回思っています。がれき受

・「誰かがやってくれる」、「めんどくさい」そう思っていては

けつけに協力してほしいし、がれき意外にも協力してほし

ダメなのです。自分から進んでとりくみましょう！早めのご

いです。

復興をいのっています

・まだまだ復興はしないけど、頑張って石巻を復興させて

・はやく元通りになれるように努力して頑張ってください。

いこうよ！！

・ゆっくり、きちんと復興していってほしい

・セーブ・ザ・チルドレンを教えてください。

・早く復興してください

・はやく復興してほしい

・がんばってください

・そこらへに、ゴミを捨てないでほしい。市がうごいてほし

・がんばって。

い

・がれきのてっきょ

・何かをしてほしい

・早く復興してください

・大人は子供に何してますか？私は何もされていません。

・がれきのてっきょを急いだ方が良いと思います。

・働いてほしい。

・早くふっこうするように努力してほしい。

・石巻市は本当にいいところなので頑張って復興をしてく

・僕達は、協力できないので、大人でがんばってください。

ださい

・がんばってください！

・やっぱり地元の復興のために一つでも進めるようにみん

・九州の大人などにひばくしないがれきをしょぶんしてほ

なでがんばって行ってほしいです！！！

しいからたのんでいるのにしないがれきをきけんだとかい

・タバコをやめてほしい。

ってふざけんな！！

・ポイ捨てとかやめてほしい

・復興するには人が集まって助け合いをしなきゃいけない。

・がんばって下さい！！

学校も人が集まり“絆”を深める場だと思う。しかし、私達

・がんばって下さい！！

の学校大川中学校は河北中に統合すると決まっている。

・少しでもすぐに避難できる場所（学校以外）をつくってほ

私は統合はしたくない。なぜなら、まず私達の気が休めな

しいです。少してもいいからゴミを捨ってほしい。

くなる（知らない人達がいるから）。それと私達の地域の

・１人１人が大人としての自覚をもってほしい

人達が体育祭や行事に河北中の事を考え来れなくなると

・がんばれ！！

思う。そんな人の集まるのをさまたげるような事（統合）は

・僕達もがんばるのでがんばってください

さけたいと思う。この事を大人（教育委員会）に伝えたい。

・あきらめないでほしい。

・復興とは、関係ないのですが、大川中と河北中が統合

・ガレキ、テッキョ、早くしてほしい。

になるのは、おかしいと思います。私は大川中の２年生で

・小さい子どもたちへのケアをもう少しすすめてほしいで

す。教育委員会の勝手で来年から統合します。私は絶対

す。がれきのてっきょを全国の人に手伝ってもらいたいで

にしたくありません。私は大川中として卒業したいし、大

す。全国、世界のみなさんに「ありがとう」とつたえたいで

川中学校という母校を残したいです。統合をさせないでく

す。

ださい。お願いします。

・がれきりしょりを早くしてほしい

・大川中は、河北中にとうごうになります。ですが私たち

・大変かもしれませんが、みんなで協力し、僕たちも少し

は、とうごうしたくありません！なぜなら、大川中の伝統も

はなにかをやります。だから、復興がんばってください

つづけたいし、何より、人数がいなくても、できること（例え

・復興が進んでいることを、どんな小さいことでももっと伝

ば、文化祭が全部できなくてもできるものをみんなで考え、

えた方が良いと思う。

新しく作り、できないものは違うものを変えたり、ルールを
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変えたりすれば、可能性は、いくらでもあると考えま

・すぐに出来る訳ではありませんが、できるだけ早く町を

す！！！）があるからです。この意見を教育委員会にうっ

直してほしいです。

たえたいです。

・家が流されてしまった方もいるかもしれませんが、ずっと

・石巻市の復興目指して、まちをきれいにしてください

過去の事を引きずっていても何も変わらないと思うので復

・石巻を１日でも早く復興させるために活動してくれてあり

興に向かって何事も笑顔で取り組んでいってほしいです。

がとうございます。私も何ができることがあったら手伝い

・石巻市全体が一日でも早く復興できるように頑張りまし

たいと思います。

ょう

・私たち子どもは手伝うことにあぶないから、じゃまとか思

・最初は避難所の手伝いなどをするとき、とても不安でし

うかもしれませんが私は何でも役に立つのならお手伝い

た。でも“勇気”があったから出来ました。私は“勇気”が

したいです。

あれば、出来る事も増えると思います！私も石巻市の復

・ボランティアなどに積極的に活動してほしい

興について勇気を持って取り組んでいきたいと思います。

・よくわかりません。私達のこれからの未来を、良い方向

・早く石巻市などのガレキなどを受け入れてほしい。そうし

へなるようにお願いします。

ないと復興のめどが立たないから

・急に「片付けてくでさい」などと言われてもこまると思いま

・協力しあって復興を続けていきたい。

す。今の東北地方は大変な事になっています。なので、

・早く復興して笑顔あふれる町にしてほしい

今の東北を復興に導くためにも頑張ってほしいと思いま

・復興をはやくしてほしい

す。

・これからより良い石巻を作るために頑張って下さい。

・復興にはどれくらい時間がかかるかわからないけど、が

・なるべく早く復興出来るように頑張って下さい。何もでき

んばってください。

ないけど応援してます。

・少しでも早く前の石巻にもどれるようにがんばってくださ

・１日も早い復興ができるよう頑張ってください。

い。

・一日でも早く復興して欲しい。

・今も、復興のための話し合いやがれきてっきょがすすめ

・石巻が少しでも早

られているので、これから自分たちも、復興のためにでき

・復興をはやくできるように協力したいと思う。

る事や、もっと知ってもらうために、活動を頑張っていきた

・まちの片付けを手伝ってほしい

い

・もっとみんなで活動して復興を早くしたい

・石巻が復興できるように頑張ってください。

・私達は、石巻の復興を１番に考えて、目を向けるように

・子供、子供って、大人は何かやることないんですか??

しています。無理せず、丁寧に、作業を進めて頂きたいで

・養食についてがんばってほしい

す。震災前より、町が活性化するよう、頑張って下さい。

・がんばってください！（復興）

・募金などをしっかりしていきたいです。

・復興をがんばってほしい

・復興をするためにはみんな１人１人の力でやっていくし

・これからも町の復興に頑張ってください。

かないのでそのためにも１人１人が力を合わせてがんば

・まだ、完べきな復興ではないけど、今から少しずつ復興

ればいいと思います。

していけばいいなと思う。

・子供には復興についてあまりできることがありません。

・完全に復興するまでは、まだまだだと思うけど、きっとい

無力なのが悲しいです。せめて。できることをしていきた

つかは完全にもとにもどると思うので頑張ってください。

いと思います。また、復興がなかなか進まないのはやは

僕たちにも何か出来ることがあったらいってください。

り震災ゴミのせいだと思います。他県に何とか受け入れ

・早く生まれそだった町に住めるようにしてほしい！！（住

てもらいたいです。

みたい）

・復興を目指してがんばりましょう。

・子供だから、できる事は少ないけど、できることは、なん

・子供にできることは少ないから、どんどんやっていって

でもさせて下さい！

ほしい

・津彼でなくなりつつある伝統芸能などをなんとかしてほ

・まだまだ、先は長いけど、がんばってください。

しい。

・復興している所と、していない所の差がはげしい

・少しでも早く昔のようにかっきある町にもどしてほしい。

・まだまだ復興には時間がかかるけど、がんばってくださ
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い。

んとかすべき

・石巻市の復興ために頑張りたいと思います。

・今、色々な県や国外から支援していただいているので、

・はやく復興してほしい。

それにこたえるように、宮城の石巻は良い所というアピー

・復興していっているので頑張ってほしい

ルしていきたい。

・すこしでもはやくみんなが安心してくらせる石巻になった

・復興のための仕事がほしいです（自分にできること）

らいいと思います。

・復興にかんする情報を教えて下さい。

・震災から、１年たった今でも、まだがれきが全て片付け

・ぼくたちはまだそこまでふっこうのお手伝いができない

られていません。早く、元の町に戻したい。

のでがんばってください。

・子供でも地域の復興のために何かやりたいと思ってい

・がれきは安全だと言っているのに受けつけない大人の

ます

考えが理解できません。復興を願うなら、早くがれきの受

・時間はかかるかもしれないけど頑張って下さい

け付けをしてほしい。

・まちの復興だけでなく地域の人も明るくなればいいと思

・早く復興してほしい

う。

・頑張って良い町をつくって下さい。

・復興計画について知りたい。

・まちの片付けを頑張って下さい。

・復興といってもどこまで復興するのかわからない

・石巻市をもっと元気にしていきたい。

・復興についてしりたい

・いろいろやってくださり、とてもありがたいと思っていま

・ぼくは学校でいそがしいので大人の方にがんばってもら

す。

いたい。

・石巻の復興のためにがんばってください

・石巻市の復興をがんばっていってほしい（一部の人）

・子ども達に出来ることがあったらいってください。

・１日でも早く、石巻が復興できるようにがんばりましょう。

・石巻市は今、確実に復興に近づいていると思います。私

・少しでも早く、石巻市が復興できるよう、がんばりましよ

は、復興にむけ、何かしらお手伝いしたいです。募金や、

う。

町の人が仮設の人とふれ合ったり…。ふるさとの復興の

・これからも復興に向けてがんばってください

ために、いっしょにがんばりましょう！！

・みんなで一緒に力を合わせて復興したいです。川合

・津なみなどで出た、ごみ・がれきを、土の中にうめて、森

・みんなで協力して、いい町づくりをしていきたいです。

林を育てるために、使ってほしい。

・復興できるように、なるべくのコトはします。

・他の県、がれきうけいれしてください。言葉だけじゃなく

・福岡の人はせっかくがれきをうけいれてくれたのに、な

て、行動でしめしてください。

ぜ福岡の人は文句を言うのか分かりません。たしかに安

・みんなでがんばっていきたい

全ではないかもしれないけど、人のためになることやって

・石巻市が早く復興するよう、みんなで節電や節水など自

るのではと思います。

分でもできることをしていきましょう。

・みんなが協力して、がれき等の処理をしていけばがれき

・今、部会や勉強会で大変な時期であまり私達に手伝え

の量は減ると思います。人に害のないものなので、石巻

ないかもしれないのでこれから、いろんな方に“元気”をと

地区やほかの地区のがれきを受け入れて、処理してほし

りもどしていただけるように頑張ってください。

いです。

・協力していきましょう

・ぜひ被災した人々のことを忘れず一緒に頑張っていきま

・元の石巻に戻るよう光をともして頑張りましょう。

しょう！！

・共に頑張っていきましょう！！

・はやく復興できるようにがんばってきいましよう。

・元の石巻に戻るよう、皆で協力して頑張って行きましょ

・かせつの学校があるのでその学校を早くたててあげた

う。

方がいい

・これから復興のためにがんばってほしいです。

・もう１年以上たってるのに、ぜんぜん復興してないなん

・他の県などに、ゴミの処理をいらいした方がいい

て、おかしいと思う。テレビに出るえらい人は「なんとかす

・もっと、復興に向けての活動を増やした方がいいと思う。

る」っていってるけど、実さいは何もしてないとおもうか

・これからもがんばってください

ら！人にたよってないで、自分の町だから自分たちでな

・本当にありがとう
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・これからもがんばってください

・頑張るしかないでしょ。

・「復興」と一言で言っているけれど、復興するのは大変

・がんばれ復興

だし、人ごとだと思っている人がいたら真剣に考えてほし

・１日でも早く宮城が元に元って、そのために自分から進

い。

んで手伝いをしたいと思います。

・復興してきています。

・また、あのころの石巻を思い出して、がんばりましょう。

・いつもおせわさまです。

・子どもの公園、小さいコがあそべる施設をつくって！

・ひさいしている人は今、さまざまなことを抱えていると思

・復興するために町の片付けをしてくださってありがとうご

うから、その話を聞いてあげて、出来るだけ解決してあげ

ざいました。

てほしい。そして、元の石巻に戻ってほしいです。

・自分達には、あまり出来ることがないけれど、その分何

・ひさいした人たちの気持ちを考えて、復興のためにどん

か別な事でがんばりたいと思います。

なことをしたらよいのか考えていきましょう。

・以前の石巻よりも、もっといいと思える、思われる石巻に

・早く復興できるようにがんばりましょう！！

して欲しい。

・復興のために頑張っている人がいるのに、まったくもっ

・意外と進んでると思います。

てなにもしていない人がいるのはおかしいんじゃないか、

・復興の仕事がんばってください。

もっと、１人１人が頑張る。

・僕達は復興にあまり役立てないけど、復興を全力で応

・大きな計画よりももっと身近なことに目を向けてほしい。

援したい。がんばって～

・まだ完全に復興していないのに、政治家が被さい地の

・かせつばっかに金をかけないで、海の、ていぼうとかの

事を忘れかけている気がするテレビを見ていると…。例え

ほうが金を使ったほうがいいと思う

ば

・震災で石巻はかいめつ状態でした。でも今は復興の道

・序々に復興しつつあるのはみなさんのおかげだと思い

を一直線にむかっています。

ます。復興への道のりは長いかもしれませんが頑張って

・いつもテレビなどでしんさいや復興を見ています。私も

いきましょう。

復興に手をかしたいけどよくどうしたらいいかわかりませ

・まだ、こわれた建物があるのではやく片付けてほしい

ん。でも私は大人の人達ががんばってる姿を見てるので

・がんばって下さい

私も復興を手助けできるなら参加したいと思ってます。

・復興を力をあわせてガンバッテ下さい。

・がんばろう宮城、がんばろう東北

・復興へがんばりましょう

・えんがん部に町をつくらない方がいいと思います

・震災前のような石巻に戻してほしいです。石巻、復興。

・がんばれ石巻市ファイト！！

また雄勝に住みたいな。

・被災地の人々は、もうじゅうぶんがんばっているんだか

・頑張ろう

ら、少しでも、ひさいしていない地区の人が、がんばらなく

・いっきに仕上げようとしないで、少しずつしてください。

ちゃいけない

・復興に向けてがんばってください

・復興をはやめてほしい

・復興に向けてがんばりましょう！

・がんばってください

・早く復興してみんなを幸せにしてください。

・より住みやすい石巻市にしてほしい

・がんばって！！

・復興するためにたくさんの支援をしていただきありがとう

・復興活動がんばって下さい！

ございます。

・強い雨や台風が来るたび、川の水の量がふえてこわが

・みんなで助け合って生きて下さい

っている人がいるから、その人たちを少しでも助けてほし

・よく分からないのですが、ニュースでよく政治家の方々

いです。（おばさんや、いとこが困っているから）お願いし

がたがいの悪口を言っているのを見ます。今、そんな事

ます。

をしている場合ですか？

・どうもです

・今までの歴史を残しつつ、地域の活性化につなげたい

・復興は、ただその町が元通りになることだけではないん

・少しずつ元にもどっていけばいい

だよ。その人の心の中にある闇もとらないといけないんだ
よ。
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・ほかの中学との交流して、友達（元気にえがお）になっ

・ガンバ

てあげたい

・未来の人達にあの時はこんな事があったんだと伝えて、

・速く原ぱつをなおしてほしい

自分達に何が出来るかを考えてほしい

・震災のごみはいつになったらなくなるのですか

・みんなで協力して、元の本当の町に戻せばいいと思う。

・もっと頭をやわらかくして、日本（世界）にやさしい方法で

・ほかの所からきてくれる人もいてすごくうれしかったです。

話しあってかいけつしてほしい。

私も災害がおこったらすぐに災害がおこった場所に行き

・政治家がいまはだめだ。

たいと思います。

・今の政治家は腐っている。税金で楽してくらしてるクズ

・早く復興に向けて進めてほしい

がいる。やめさせろ。パンダはいらない。金のむだ。そん

・復興するために今できることを少しずつ実行していけば

な金あるなら復興や政治問題につかえ。

いいと思います。

・もう少し早くうごいた方がよかったんじゃないかなと思い

・自分に出来る事があれば、言ってほしい。できるだけ早

ます

く、復興してほしい。

・がれきをうけいれてほしい。せいじか、かえてほしい

・お金を、むだな事に使わないで、復興のために使ったら

・We can do it！

いいと思う。

・「消費税増税」をなくして欲しい。

・町のみんなで、一歩ずつ復興に近ずいている。

・自分なりに何ができるか考えてほしい。政治家は今ダメ

・たくさんの方々が頑張ってくれてとてもうれしいし、すご

だと思う。

いなぁと思っています。ありがとうございます。昨年と比べ

・努力は裏切らない

たらずいぶん落ち着いているのではないかなぁと思いま

・復興をがんばっているのにもかかわらず、「受け入れな

す

い」「受け入れる」でもめているのはどうかと思う。「協力」

・出来る限りがんばって。将来俺もがんばるから

することが大切だと思う。

・できるだけ早く復興したい。

・１人じゃありません。みんながいますよ。

・家がなくなった人、家がある人はどちらも仕事でたいへ

・ドリーム イズ パワー

んだと思いますがからだをだいじにしてがんばってくださ

・震災ガレキはいつになったら全てなくなるのか。どこの

い

町でもうけいれてもらえなきゃ なくなるものもなくならない

・すこしでもはやく、石巻の人がすみよい場所にしてくださ

と思う。

い。

・絶対復興できると思っています。

中学３年生

・いろんな話し合いで行動が遅くなっている。このようなこ
とがあればする、というような風にしたほうが良いと思う。
・They can do it！

・はやくていぼうおつくれ。石巻市はなにおやっているまじ

・私たち子供には何とかしたいと言う強い気持ちがあって

めにしろ。市長をかえろ理由はなにおやっていない

も大人の力を貨りなきゃどうにもなりません。復興を早くし

・復興とかムダ使いをなくすとか言っているけど、まず、金

てもらいたいです。

のムダ使いをしない方がいいと思う。まぁ、人と人との協

・こまったことやいろんなことがあるかもしれませんが、が

力が一番重要なんじゃないかなぁ…。

んばってください！！

・仮設ジャマ

・自由を…被災してないのにわかったふりしないでほしい

・必要以上のかせつがあるのでてっきょしてほしい。

・被災地の現状を見てほしい。

・がんばろう大人

・いろんな人と協力して今より良い市にしてほしい。

・復興がんばりましょう。

・子どもに何かできることがあれば言ってほしい

・がんばって

・自分たちにできることでもいいからいってほしい

・石巻市の有名な物をもっとさかんにすることが必要。そ

・前より活気のよい町にしてほしい。

のために石巻出身の人を呼んだり、石ノ森まんが館の復

・早くもとの町の姿にしてください

旧

・がれきの受けいれをしてほしい
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・市長しっかりしろ。うんこしてる場合でねえべ。トイレぶっ

ています。

こわすぞ

・毎日お疲れです

・町のこわれているところを安全になおしてほしい

・弱音を吐かなければ夢は叶う。

・海門寺テニスコートの仮設住宅こわせぼけ！

・頑張って下さい。

・他県のがれきの受け入れ拒否するのか。何故増税する

・復興に向けて頑張って下さい

のか。

・がんばってください。

・バカなこと考えてるやる奴いるよね～。そんな奴いらな

・ガンバレ！！

い。

・政治について、今税金を上けるとひさいした人たちにと

・政治家、もっと頑張れ。他県の人は、ひとごとにしないで

ってくるしくなる

ほしい。

・どうか元どおりにしてください

・がれきの受け入れを他県はなぜ受け入れてくれないの

・がんばれ

か？

・大人になったら復興に力を入れます。

・がんばりましょう。

・１日でも早く復興してほしい。

・口では「一つになろう」とか言っといてがれきとか処理す

・協力してほしい。

んのにいざとなると拒否したりとか意味わかんないです。

・少しずつでも、石巻市が元に戻れるように復興してほし

・はやく決めて実行して下さい。夏はハエがたくさん出る

い

ので、その対策も何かおねがいします。

・働いてください。

・自分たちの勝手な意見で子供を困らせないで。ってたま

・もっと考えろ。（てください）

におもう。頑張れって言ってくれるのはうれしいけど、負担

・大人になったらできるかぎり石巻市の復興のために何

になっていること知ってんのかなーて思う。（これ以上何を

かしたい。

「頑張れ」って？みたいな。）

・まじめによろしく

・子どもの話をたくさん聞いてください。

・子供にも、できる事があるならしたい。

・復興のために、いろいろ考え、行動していただきありが

・福島の食料がどーのこーの言ったり、がれきについて文

とうございます。私たちも協力していくので、よろしくお願

句を言ったりしないで、今、一番困っている人達を助けて

いします。

ほしい。

・がんばって。

・義援金をぜんぜん使ってないそうですがなぜですか。

・頑張れ。

・自分たちのできることはするので、頑張って下さい。

・交通網がまだよいといえる状態ではないので、電車等を

・がんばりましょう。

一刻も早く開通して欲しい！

・とりあえず、自分達にできることをしていきたいです。

・復興も大事だけど、子どもたちの意志も大事にして欲し

・植樹をしてほしい。

い

・石巻の復興にたずさわっている全ての人に伝えたいで

・ボランティア等、私たちのために協力してくれてありがと

す。石巻を震災前よりも最高な石巻にして下さい！

うございます

・まだ僕は働けないので、今はがんばってください。

・子供やお年寄りの気持ちを考えてほしい。国の人がや

・やっているのが金のむだ

ることがもっとあると思う。復興＜増税×

・頑張れ。頑張るから。

・復興計画をもっと、市民に知らせてください。公共施設を

・被害がヒドイのにテレビではあんまし報道されてないじ

増やさず、ひさい者のみなさんのために、お金を使ってく

ゃないか…。

ださい。

・今の石巻は震災の影響で以前よりも暗くなったと思うの

・お金をください

で以前よりもいい石巻にしてほしい。

・自分たちのできる範囲でがんばってください

・ちゃんと協力してほしい。今のままでいいのか？

・物にない

・けんかをしないで。もう少し、笑いましょう。

・fight！俺らも大人になったら頑張るから。

・実行に移してほしい。もっと考えてほしい。

・復興のために頑張ってくれているので、すごくたすかっ

・資源を大事にしよう！
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・もう少し笑いましょう！

・復興にはまだまだ時間がかかると思いますがみんなの

・もっとまわりを見てほしい。

力でがんばっていきましょう

・復興をしてから、石巻の景色を見てください。

・がんばってください

・みんなとなかよく、くらして、ほしい。ごみをすてたりしな

・がんばって下さい。

いでほしい。自分の命は、自分でまもってほしい。なるべ

・がんばって下さい

く、まわりの人をはげましたり困ってる人を、たすけてほし

・頑張れ！！

い。年よりや家族を大切にしてほしい（年よりの方はずっ

・金の使い道などをさっさときめて、復興に力をいれてほ

とずっと天国にいかないで、子どもたちをまわりの人の笑

しい。

顔にしてほしい）

・まだ復興のメドがたっていない場所を、どうにかしてほし

・津波が終っても色んな人が食事が高くて、買えない人も

い。公園ばっかりに仮設住宅を立てないでほしい。

いるから、少し、お店の食品のねだんを安くしたほうが、

・一体何年かけたら「復興」といえるのかがわからない。ど

お客さんも、少しでもえがおになるから。

こまでが「復興」なのかわからない。

・一人一人ができることをして、一日も早い復興を実現さ

・直接被災している人の意見をもっともっと聞いてほしい。

せましょう。

海沿いに住んでいる人の意見をよく聞いて判断をしてほ

・震災でまだ大変な人がたくさんいると思うのでその人た

しい。

ちを助けてほしい。まだ震災でゴミがたくさんある所をか

・はやく復興できるようにがんばってくれて、ありがとうご

たずけてほしい

ざいます。私は自分が復興のため、何をしたらいいかわ

・前の石巻よりもっと良い石巻にしたい。

からないので、教えてほしいです。

・笑顔でいこう

・がんばれ

・がれき処理の件で、がれきを他県の人が受け取りたくな

・頑張って下さい

いというふうに言っている様子を以前 TV でみました。安

・頑張ってもらう。

全性も認められているのにそのように言うなんてヒドイと

・できる事からじゅんちょうにやってほしい。

思いました。みんな協力してほしいです。

・色々あるので、くわしくは言えないです。が、だいたいお

・１年でもはやくもとの石巻にしましょう。

金のことです。

・巨額なるお金と、大量の人員が必要である。

・私にできることがあれば…。

・できるなら帰りたい

・つらいこともたいへんなこともあると思いますが復興の

・頑張って下さい。

ためにがんばってください。

・これからもがんばってください。

・これからもがんばってください。

・自分にもできることがあれば、やりたいと思う。

・がんばりましょう。

・みんな「がんばろう！」といっているけれど、ひどく被災

・少しずつでいいので、石巻をもとの石巻にもどしてくださ

にあった人は、「がんばってるけど…」って言うと思う。

い。

・伝えたいというよりは知ったり、話したり、教えてもらいた

・これからも頑張って下さい。

い。

・がんばろう石巻！！

・放射能がどうのこうの言って、がれきをうけいれてくれな

・がんばろう日本

いところは、自分達がその立場になったときのことを考え

・がんばってほしいと思う。

てから、いってほしい。そうして、がれきがかたづいていけ

・よりよい町にしてほしい

ば、復興につながると思う。

・がんばってください

・子供にもできる仕事をあたえてください。

・木を植えたい。

・子どもたちも協力していますよ…。ぼきんとか…。

・自分たちでもできる事は何か。

・津波でのがれきがまだたくさんあるので早くどうにかして

・まだ、復興していない場所を早く直してほしいです。

ほしい。

・子どもが思ってる“復興”と大人が思ってる“復興”は少し

・がんばって

かもしれないけど違うと思うので、大人と話し合って、子ど

・石巻を復興させるためにがんばってくれてありがとう

もも大人も皆で復興したい。
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・まだ大変なこともありますが、頑張りましょう。

ょう。

・頑張ってください

・がんばってください。

・がんばってください。

・頑張って下さい！！

・全国民が日本の東北のひがいがあった県だけのために

・がれきが早くなくなってほしい。

動けばいい。

・大人だけではなく、子供にもたくさん参加させて下さい。

・がんばってくだい

学校の授業に取り入れてほしいです。

・がんばろう

・以前の石巻より、誰もが住みやすい街になるようにして

・がんばりましょう

ほしいです！早く、門脇と南浜を復興させてほしいで

・もう少しちゃんと計画をたてたほうがいい。

す！！

・ひばりのグラウンドがなくなったのでサッカーのグラウン

・震災前以上にいい石巻をつくりたい。

ドがほしい

・一日でもはやくみんなが安心してくらせるまちをつくって

・ゴミは、なくなるのか

いただきたい…。

・南浜に遊び場などを作ってほしい

・店の開店（大街道 TSUTAYA）

・もっと他県に協力してもらえばいいと思います。がんばっ

・がれき処理を受けいれてくれる場所を増やしてほしい。

てください。他県はふざけないでほしい。自分たちがひが

・お金、家ほしい。

いをうけていないから他人事？いつかあなた達にもこうい

・門脇、南浜町が、どうなるのか。復興住宅、はやく建て

う体験をしてほしい。

て下さい。今の政治家は、何をしてるのか。まるで子供の

・お金がほしい

ケンカみたいだ。仮設住宅が不便すぎる→防音の設備ほ

・門脇、南浜地区の区画整理、居住禁止の解除・道路の

しい。勉強に集中できない。

修理（でこぼこしている場所やマンホールがつき出ている

・「お金は大切だよ？」

場所）海岸の防波壁の整備（20～30 メートル程度）

・がんばれ、私も石巻市が復興するように、募金がんばり

・がれきを早く処理してほしい

ます。

・お金が必要。

・石巻市の“ガレキ”受け入れをしてほしい（他県の人へ）

・顔晴ろう石巻！

・がんばろう！石巻！

・門小をなくさないでそのままにしてほしい。壊さないでほ

・復興、頑張りましょう！！

しい。

・全部のがれきのしょり。工場とかをなおす。どんどんふっ

・頑張ろう

こうできるように話し合う。

・石巻に活気をもどしてください。

・がんばって！

・頑張って下さい。

・体をこわさないようにがんばってください

・いずれは僕たちの時代になるのでそれまではできるだ

・道でまだ危ないところなどがあって危なすぎる

け復興にかかわってほしい。

・私達ができることは限られていますができることはした

・港の道路のかさあげはいつするのか。

いと思っています。

・南浜、門脇地区はいつぐらいにきれいになりますか？子

・大人が動かない限り石巻は復興しない

供たちにももっと復興の情報を入れてほしい。石巻や宮

・実際に被災地を見るとかなりひどいです。

城県に来てる援助金はどうなっていますか？

・健康に気をつけてがんばって下さい。

・もっと町を明るく元気にしてほしい。活気のある町にして

・頑張ってください。

ほしい。芸能人から勇気をもらいたい（門脇中）。サッカー

・がんばってください！

選手にきてほしい

・どんな事でもあきらめず頑張ってほしい。

・石巻復興のために頑張って下さい

・復興に向けてがんばりましょう。

・何事にも早めの対応を！！

・募金をしてください

・もっと石巻をキレイに！！お金をくばってください

・夜暗い

・まだ困っている人たちがたくさんいるということ

・もらいぐせをなおした法が良いと思う。

・少しでも早く復興できるようにみんなで協力していきまし

・新しい町にしてほしい
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・夜があぶない。

・震災時より、すごく復興してきていると思います。ボラン

・湊に店ふやしてほしい

ティアをしてくれてる方などには感謝です。自分の大好き

・いつもありがとうございます！！

な石巻を、人ばかりではなく自分の手でも復興させていけ

・頑張ろう！石巻！！！

たらな…と思います。

・前の石巻市よりもっと良い石巻市にする

・がれきの片づけをするボランティアを開いてほしい。津

・（魚町からまぎ山まででいいので歩道きょうを作ってほし

波で流れてしまったがみつかった写真を何かにのせてほ

い。）大人は金がかかるといっているが、金と命どっちが

しい。

大切か考えてほしい。

・金を使えば何でも解決するとは限らない

・どこまでが復興ですか？

・がれきをどうにかしてほしい

・卒業までに母校に戻りたかった。

・ゆうせんじゅんいを考えてほしい。

・完ペキに復興するにはどれくらいかかるのか。

・私達も復興に手助けになることをやりたいと思います。

・石巻市をもっとにぎやかにしてほしい。

・もとの石巻にもどってほしい。

・まだまだ復興には時間がかかると思いますが、色々とよ

・頑張ってください

ろしくお願いします。

・がんばってください。

・これからゆっくりでも復興したいと思います

・募金をもっと自主的にやるよう伝えたい。

・まだまだ復興には時間がかかります。ご協力をおねが

・政治家はなぜ「宮城・岩手・福島」の３県の震災復興をま

いします。

っ先にやってくれないのか

・はやく復興できるように頑張って下さい

・税りつを上げるひまがあったら、宮城・岩手・ふくしまに

・まだまだふっこうしてない。しんさいあったことを忘れな

きて、片付けを手伝えやぁ！！

いでほしい。まずは国からちゃんとうごいてほしい

・ボランティアなどの活動の情報を学校側などで、出して

・はやく復興してほしいのはなによりだし、そうかんたんに

ほしい。どのような活動があるのか、全くわからない。

いかないのはわかるけど、もっとちゃんとしていつていぼ

・今、仮設に住んでいる人たちの今後

うがつくれるのかとかいろんなことをすすめてほしい。あと

・はやくなどしなくていい。じっくり元の石巻にもどしていけ

大人より子供のほうがはっそう力がゆたかだ！ガンバロ

ばいいと思う

ウ石巻！

・得にはないが、震災前よりよい町にしてほしい。

・これから、石巻でくらしていく自分たちのためにも今まで

・避難所、仮設住宅で住んでいる人が楽しめるように、全

どうりの町をとりもどすために大人と子供で一緒に頑張っ

員が楽しめるイベントをかいさいする。（あまりお金がか

ていきましょう！！

からない）

・がんばってください。

・店とかは、だいたい復興してるけど、道路が復興してな

・震災があって大変だと思うけどがんばって

い！！

・国で、もっと高く、海のほうにある土地を買いとれ！市長

・大人と一緒に私達も石巻の復興に関わっていければい

の復興の行動が遅い。

いと思う。

・子どもたちの意見を大人に聞いてほしい

・これからもがんばってください

・みんなで協力して一日も早く震災前の石巻に戻したい。

・ゴミしょりよろ

・卒業式を湊中の講堂でやりたい。

・大人はむじゅんしている。

・今、どういうふうに復興しているのか知りたい。

・いやなにもない。とりあえず「がんばれです」もっと子供

・お店を作ってほしい。もとの石巻にもどってほしい。

のためや、大人のために

・防波ていなどを強化してほしい

・金をつぎこんで下さい

・私達中学生ができるのは、地域の皆さんと関わる（何か

・もっとうまく、まとめてほしい。

を発表したり）ことで、気分、気持ちを変化させることしか

・海に入りたい。

できない。それも重要だけど、目に見えての方が一番効

・頑張ろうと言ってるけどもうみんな頑張ったと思う。

果があると思うから、私たちにもできる仕事を学校単位で

・今、日本の政治はただの「どんぐりの背比べ」にすぎな

もいいから与えてほしい。

いと思います。復興に必要なのは争うことでなく、互いに
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協力すべきだと思う。

を知りました。反対派でさわぐ大人を見ると、少し複雑な

・１つの土地にたくさん家を建てるのではなく、その地区で

気持ちになりました。）被災地の成長を全国の大人に知っ

ある程度分配して家を建ててほしい。

てもらいたい。

・子供の心には、大人にも分からないことがある。

・日本は強い国みんなでがんばればのりこえられる。日

・大人のほうがかしこいので僕は何も言いません。

本の力を信じてる

・みんな一緒に頑張ろー。

・テレビのひさい地の取ざいとかで、市の職員の悪口ば

・もっと家などをたてるときにじしんがきてもだいじょうぶな

かり言ってる大人って何なんですか？

ように家をつくる。高い土地をつくる。

・がんばろう石巻

・かせつ住宅の強化。さむさやあつさをふせげるような工

・震災から１年がすぎて、いくらか前の生活に戻れるよう

夫をしてほしい

にはなっているが、改前点はまだまだあるので、被災地

・街の復興は政府だけがするのではない。政府の協力も

のことを忘れないで覚えていてほしいです。

必要だが、街をつくっていたものは街の人であり、こわれ

・おれだじもがんばっててつたう！

た街を戻すのも街の人であると思う。「街」というのは街の

・もっと早く工事を進めてほしい

人がなりたたせて、街の人の手によって作られているの

・早く元の石巻に戻して下さい

です。

・がんばって。

・震災がれきの受け入れを反対しているのに、「復興を頑

・いっしょにがんばろう

張ってください」といっている人は、おかしいと思う。

・ごみを捨ててほしくない

・復興にむけてがんばってください。おうえんしています。

・がんばってください。

・もっと自由にしてほしい

・がんばってください

・協力しあいましょう。

・かせつ住宅や学校のように急がなくてもいいので雑にし

・海のそうじをしてほしい。学校を新しくたててほしい。必

ないで一生もつようなきちんとしたものや新しい石巻を作

要なものがほしい。店をたててほしい

ったりしてください。

・ない。

・石巻市のいち中学生として、そこまで、大人やセーブ・

・だらだらしていないでもっとだいたんな復興を考えろ

ザ・チルドレンに、道はへこまないが、我々小人達

・つらいことがあると思いますが、それにめげずがんばっ

・見てて色々恥ずかしい。責任を持った行動を。（※政治

てください

家に限った話ではない。）このままでは、石巻どころか沿

・みんなで頑張りましょう。

岸３県の復興は不可能。

・がんばってください。

・サッカー場をつくれ

・がれきの受け入れをもっと増やしてほしい。ほうしゃのう

・遊ぶ場所、ものを増やして。電車を早く直して～

であまりさわがないでほしい。

・石巻市が復興出来るように頑張ってください。

・子どもたちも復興のために何かしたいと思っていると思

・はやく復興できるように頑張って下さい！

います。

・祭りの踊りに参加してみたい

・地域の人々の思いを聞いたほうがいいと思う。

・TUTAYA を近くにほしい。虫をどうにかしてほしい。

・石巻はいつになったら復興するのですか

・がんばって～

・復興に関する行事をたくさんやった方がいいと思います。

・あんまりない

ゴミ拾いも毎日係の人がやった方がいいと思います。募

・現実とうひしてんじゃねぇ！！

金をやってひさいした人達に集まったお金を渡していろい

・頑張ろう。

ろなことに使ってほしいので募金はやった方がいいと思い

・子供が口を出していいような事ではないと思う。

ます。

・野田総理がもっとちゃんとしてほしいと思います。

・ごみを片付けてほしい

・がんばれ

・必要なものにお金を使ってほしい。

・がんばって！

・子どもの安全を考えてほしい。

・仮設にばっかりボランティア行かないで在宅避難者にも、

・がれきをうけ入れてほしい。（ニュースで北九州市のこと

目を向ける。
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・TUTAYA がほしいです。

・ちゃんと考えて欲しいと伝えたい。

・ツタヤが欲しいです。

・石巻は復興しない

・もっと町にいいことをして…よ

・ガンバッテナ！！

・国へきちん石巻の現状を正確に伝えてほしい

・もっと芸能人などを連れてきて盛り上げましょう

・あきらめちゃダメだよー。

・頑張ってください

・何もない

・政治家の人は、町の人の話しをきいてほしい。ちゃんと

・石巻市は復興に向かって、少しずつ向かっています。

周りを見ろ！！

・できるだけ早く、前のまちに戻るようにがんばってほしい

・できるだけ早く前の石巻のようになるように復興してほし

・いつもありがとうございます。非常に助ります。

い。

・なんねんかかけてなおす

・子供ができることは少ないけど、できることは積極的に

・いつかはもとにもどしてほしい

やりたいと思っています。

・がんばって下さい

・いっしょに頑張りましょう

・しょうひぜいをなくせ！！

・動物たすけて

・気持ちだけは、負けないように

・しっかり～。

・消費税増税は、復興のさまたげだと思います。

・道路なおすのがおそい。

・お金が足りない時に消費税を上げられても困ります。安

・あんなにすごい地震津波がきたのに皆前向きに生きて

定した足場をつくってからにしてください。

います。これも皆さんのおかげです！

・もっと復興を早めれるように人手を増やし、早急にした

・どーすればいいの。

方がいい。

・子どもが、遊びやすい場を作ってほしいです。

・がんばってください

・復興のために片付けなどをしていると思います。ありが

・森山ゆきてる口ばかりなんだ！言った事やれ！！今の

とうございます

じみんとうくそ！！

・子どもにだって、ちょっとの復興の手伝いはできるんで

・マンガかんをなをしてほしい。ひなんじょをふやしてほし

す！！

い。家をなをすのをやってほしい

・長い時間がかかると思いますが、がんばってください。

・ごくろうさまです

・子供の知らないところで、かってに進めないでください。

・復興がんばってくださーい。

子供にも情報をください。

・もっと考えてほしい

・がんばって。

・これからもがんばってほしい。

・これからも頑張ってください。

・ぎえんきん下さい。

・がんばってください。

・すぐに行動におこしてほしい。

・仮設住宅での、公共の場を増やした方がいいと思う

・これからも復興に向けて、みんなで頑張っていきましょ

・仮設の人になど、みんなの意見をもっととりいれるとい

う。

いと思う。

・ないです。

・一人一人ができる事を見つけ、１日でも早い復興ができ

・復興へ向けてがんばって下さい。

るようにがんばろう！！

・負けねど石巻！未来は今の子供たちにあるのです。

・手のついてないところとかあると思うからはやく復興して

・特くにない

ほしい。

・がれきの片付けなど、人がたくさん必要なことには、いろ

・ゆっくりと確実に復興へ向かっていってください。

んな人が参加できる様、呼びかけをしてほしい。復興のた

・復興目指してガンバロー！

めに協力したいけど、何をしたらいいのか分からないので、

・早く復興できるようにがんばりましょう

イベントなどで誰でも参加できる場をつくってほしい。

・石巻市はがれきなど町はきれいになっていますが、震

・積極的にイベントをやってくれたりしているので、とっても

災で頭を悩ませている人や、心になにかをかかえている

良いと思う。

人がいると思うので、心のケアをきちんとしてあげたら気

・協力しあえ！絆だ！！

もちが楽になると思います。
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・石巻市の復興はまださきが長いのでいっしょにはげまし

・復行に向けて頑張ってほしい

あって元気をつけてがんばりましょう

・仮設住宅を設てるのは良いことだと思うが、公園を減し

・どんなときもくじけないで前を進んで希望を持って歩んで

て、子どもの遊び場を減してほしくない。

ゆこう。いつか石巻は必ず復興します。

・がんばって

・募金をしても、それを悪用する人はいるのはどうしてで

・タバコのパイ捨てなどしない

すか？

・復興へのご協力をお願いします

・お金あげすぎだと思う。

・せいじがまじでなにやってんの？アホクサイ、ふっこうに

・がんばって復興してください

せんねんしてほしい

・１日でも早い復興をしてください。

・無理な話かもしれないけど、起きてからやるんじゃなくて、

・はやく復興して、元の石巻に戻してほしい

起きる前に取り組べき事があったんじゃないでしょうか。

・まだまだ復興はしていない。

・がんばってください

・地域をすくいたい

・AKB48 に会いたいです。（渡辺麻友さん、島崎遥香さん）

・いろんな人たちを助けてほしいです。

・がんばれ

・仮設や、避難所、復興や原爆、なんでもかんでも政府に

・復興言ってるけどなにもしてなくね

おしつけてるようにしかおもえない。それに、原爆につい

・がんばってください

て確かな情報が報道されているかもさだかではない。国

・がんばって

民にかくしとうすなんて、甘い考えだ。

・がんばれ！！

・震災で苦しんでいる人が今何が必要なのか知りたいで

・もとにもどしてください

す。

・がんばってください！！！私も募金などがんばります

・意味もないことをするより、復興するにはどうすればいい

・いちいち悪く言うけど、生きて帰ってこれただけで奇跡だ

かを考えて実行してほしい。

と思ってください。

・早く復興できるように、頑張ってほしい。

・がんばっ！！

・今何をすべきかしっかり考えてそれをやっていったらい

・もっと早く復興してください。差別はやめてください。

いと思います

・コンビニはなくさないでー（ローソン）。とりあえず頑張っ

・何か大きなことをするな。行動している子供もいるのだ

てください。

から、もっと大人で統一してやるべきだと思います。

・お金がすべてじゃない。仕事ふやしたいいと思う。

・復興についてもっと話し合いをしたほうがいいと思いま

・早めに元の石巻に戻してほしい。

す。

・「パチンコに行っている人は、幸せなんですね」パチンコ

・頑張って下さい

してるひまがあるなら、がれきをかたずけたり、ボランティ

・無理しないでほしい。ちゃんと休んだりすることも大事！

アをして社会の役に立って。かけごとなんでやめて欲し

・子どものことを考えてほしい

い。

・石巻市の復興がんばってください

・言葉に表せない（いっぱいありすぎで）

・これからもがんばってください。

・がんばってください

・もっとがんばれ！

・小さな町でもたすけよう

・復興というのは、具体的にどういうことをしているのか教

・店を早く復活させてほしい。（本屋とかカラオケ）

えてほしい。

・もっとほかの県とかからも手伝いがほしい。

・復興するのにがんばっている人たちにがんばってほしい

・公園やあそぶところがほしい。もっとあってもいーとおも

・がんばってください

う

・ふくしまをゆうせんで。

・こういう時こそ大人の出番だ！！

・がんばってください。

・自分家のまわりに家を建てて住んでほしい

・がんばりましょう！！！

・よーわからん。

・消費税とかさわぐ前に、石巻や福島の人たちのことを考

・がんばれよ

えてほしい。

・石巻のがれきは安全です

157

宮城県石巻市／中学３年生

・大人も大変だけど、子どもも大変。お互い大変だから。

人の元気も復興の１つ。

協力大事やねん。

・頑張りましょう！！諦めずに。

・いつもありがとうございます。

・元に戻るように頑張ってください

・もっとはやく復興してほしい。

・復興というよりも今までにない物をつくってほしい

・できる事などあるか、やる意味あるか。戻ってこないもの

・がんばってます！！

ばかりぢゃないか。

・頑張ってます！！

・いちごが食べたい。

・今復興にむけてなにをしているのですか？何もしてない

・なしが食べたいのだ

んじゃないですか？特にガレキです。

・石巻が元にもどるようにがんばってください。

・頑張ってください

・今は一日も速く復興してほしいです。

・今の大人の人達が復興について考えてくれるのは、とて

・がんばってください

も嬉しいですが、やはり、これからの復興に関わっていく

・復興復興って言うだけ言って特に何もせずにパチンコ屋

のは、若者たちなので、子供達にも、どのような復興を目

とか競馬場に毎日入り侵ってる人たち、しっかりしてくださ

指しているのかなど、お教えてほしいです。

い

・震災から、１年たっているのに、がれきなど、全然きれい

・わざわざガレキ処理を、福岡までもっていく必要がある

になっていない。他のことに税金を使わずに、道路や、か

でしょうか。県内に処理プラントを建設し、自分の県での

たづけなど（がれき）に使ってほしい。がれき置き場を通る

処理が一番いいのではないでしょうか。いろいろ問題は

と、3.11 の映像が思い出されて、悲しくなる。

あると思いますが、経費がかからない方法がよいと思い

・復興はまだ終わってないけど石巻がここまで戻れたの

ます。

は大人達が先動して動いてくれたからだと思います！あ

・石巻市長、ゆうじゅうふだん。こていしさんぜいさげる。

りがとうございます！！

ひさいしゃのきもちをかんがえろ

・皆わがままいいすぎ、仮設なんだから完ぺきなんてもの

・仮設住宅以外の被災した人にも、仮設住宅の人と同じく

はない。いいかげん被災者きどりはおわり前向いて歩くし

らいに、しえんしろ。

かない。あと政府の人達はしっかりもっと集中して復興と

・がんばってください

かちゃんとやれ。おまえらちゃんとしなきゃ始まるもんも始

・家があるところに道路つくんないでなんもないとこに作っ

まんねーよ？

て下さい。

・「何かできることはありませんか」って見てわかんないの

・がんばって

かよ

・明るくいこーぜぇ～！ワイルドだろ～

・消費税を上げる上げないで言いあっているくらいなら、

・少しでも何か子どもの遊べる所を増やすような復興を考

被災地の復興について話し合ってほしい。

えてほしい。

・何もかもが震災前に戻りたい。

・石巻は外から見ただけじゃわからないこともたくさんある

・あとのことを考えて復興に力をくわえてほしい。

ので、ぜひ内のようすもみてほしいです。

・がんばって下さい

・頑張ろう！！石巻！

・僕達子供もできるかぎり協力するので完全復興に向け

・もうちょっと考えて動いて欲しいです。

て一緒に頑張りましょう。

・がんばりましょー！！

・復興のために何をしたらいいかわからないから何をすれ

・復興計画をちゃんとしてください！

ばいいか教えてほしい。

・いつか復興のお手伝いをしたいと思います。

・道路を直す。

・津波のことを思い出さないように町づくりや復興をしてほ

・市の復興のために全力を尽くし頑張ってください。

しい。

・石巻市の市長をかえろ。

・がんばって

・復興、少しずつしてきてるのでその調子で頑張って下さ

・自分の家はもう直っていても他の人の家は直っていない

い。

こと

・まだまだ復興への募金がたりません。復興への募金の

・復興というのは、町の物、見栄えだけではないということ、

協力よろしくおねがいします。
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・大人がしっかりしないと子どもがこまる。

と思いました。

・安全な街にしてほしい

・今までも、がんばってこられたと思いますがこれからも、

・どこからが復興で、いつまで被災地と読ぶんですか？

がんばってください。必要とあれば、お手伝いします。

・いろんな店を建ててほしい。道をキレイにしてほしい。

・さっさと働いてください。このアンケートを作ってるひまが

・自分の生まれた石巻が大好きです。

あったらね

・もとの石巻市に戻してほしい。みんなが住みやすい街

・今、税金を増税するより逆に５％のままでいるか３％に

に。

下げるかした方が復興につながると思います。下げれば

・これからは僕たち中学生が石巻をどんどん復興させて

たくさん物を買い、景気が良くなると思います。

いきたいと思っているので、今の石巻をどんどん盛り上げ

・前へ前へと急がず少しずつ前へ進もう。

て下さい！！

・もっとはやくふっこうしてほしい

・みんながもとの場所で住めるように早く復興してほしい。

・みんなががんばっていることも分かりますが、大変なと

・大人は震災で何もなくなった石巻がいやで他の県などに

ころは、まだ大変です。もっと復興に向けてがんばってく

行かないでちゃんと復興に向けて協力してほしい

ださい。

・石巻を活性化させるために、市内での行事を増やしたり、

・少しずつ、ゆっくり、復興していきましょう。

みんなが楽しめる大会などを開く。

・あと何年たったら震災前の状況に戻れますか

・自分の分まで復興活動頑張って下さい。

・石巻へのはいりょ

・できるだけはやく復興するようにがんばりましょう

・とにかく元気に！笑顔でいきましょう！！

・少しでも早く、元に戻るように。家とか

・がんばりましょう

・もっと頑張ばりましょう！

・勝手にきめんな！！子どもの話を聞いて！！子どももち

・子どもにできることも考えてほしい。（自分たちで考える

ゃんとした、市民！仲間はずれはいかん！！こんどおぼ

以外に…）

えてろ（笑）

・がんばってください。おうえんしています。

・復興が全く進んでいないというが、そこまでいうほど進ん

・話し合いがしたい

でいないわけではないと私は思う。他国とくらべた場合と

・運動場にむだに仮設住宅をたてないでほしい。

ても進んだと言えると思う。

・増税とかいう前に、目の前で困っている人たちを助けて

・キズナってなんですか？大川を見捨てないで！！大川

ほしい。増税とかの前に大切な人を亡くしている人が、た

小を壊して下さい！見ているだけでつらくむなしくなる。資

くさんいるのだから町の復興よりそちらを優先して下さい。

金をちゃんと回して下さい。どこを復興しているんです

人前では笑っていても、他の所で苦しんでいます。

か？

・頑張っていきましょう。

・今は、石巻、市民、全員が協力し、一人一人の意けんを

・なんでもっと早く復興しないのか。こんなにくるしんでい

尊重していくことが大切だと思います。

るのにとつたえたい。

・頑張ってください。

・宮城県には、放射線の影響が「ない」ということを西日本

・北九州の人たちなんなんですか？あの悲惨さを知らな

の人々に完全に理解させてほしい。

いのか？

・子どもにはどのような復興ができるか教えてほしい

・復興工事頑張ってください。

・私達の未来のために一緒にがんばっていきましょう！！

・早く復興できるようにがんばってください。

・まち片付けの行事をつくったりする

・早く復興してくださいとはいいませんがもう少しできれば

・政治で、意見で、もめてるなら復こうについてもっと話し

いいと思います。

合って下さい！！増税して使い道もわかんないのにやっ

・被災した方々の気持ちをしっかりと受け止めて、何かで

て意味がありますか？

きることがあったら、やって被災者の方々の役に立つよう

・がんばってください。

にがんばってください。

・多くの人々が復興のためにがんばっています。社会人

・いろんなことをがんばってください

である皆さんも、子どもの私たちも。皆、それぞれが協力

・東日本大震災から１年以上がたち震災前の町に少しず

しているこの状態が日本の本当にあるべき姿なのかなあ

つ戻ってきています。ここまでこれたのはたくさんのしえん
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や協力があったからこそだと思います。これからも皆で協

できるようにして欲しいです。

力し震災前の町に少しでも戻れたらなあと思います。

・安全な町づくりを目指してほしい。

・１年と少しの間でしたが、だいたいはもとの町にもどりつ

・とりあえずあーだのこーだの言わないで原発やら、がれ

つあります。これもたくさんの人達が力を合わせ、復興に

きなどを撤去してほしい！

向けて頑張っているからだと思います。私達中学生がで

・大人は、子どもよりできることが多いので、そこのところ

きることはかぎられていますが募金など少しでもやってい

をやってほしいと思う。

きたいと思いますので、これからも一緒に頑張っていきま

・少しでも手伝いたいと思うので、早く復興出来るようがん

しょう。！頑張れ日本！

ばって下さい。

・石巻の復興が少しでも進むよう、大人達みんなが力を

・何ごとも、コツコツと、ゴミの処理もコツコツと。

合わせて復興に協力して下さい。

・がんばってください

・少しでもはやくもとの石巻にもどれるように復興に協力し

・大人たちとともに子ども達も復興を手伝いたい。

てください。

・地域の方やボランティアの方が復興に向けて頑張って

・仮設でも人が交流できるように仮設がたくさんある地域

いるから、少しでも役立つようなことをしてください！！

で催しをしてほしい

・復興がんばりましょう

・復興についての計画で拒否ばかりしていると思う。部分

・復興に向けて、ほとんどの大人が大きなひがいをうけて

部分だけで語っていて全体的に計画が進んでいないと思

いることだと思いますが、その中でも協力して復興してい

うので、もっと広く見て一般市民にももっと計画を教えても

ったらよいと思います。

らえば、良いと思います。たまにえらそうにしている大人

・良い街をつくれるようにがんばって下さい

が意見のくいちがいが多くて、バカバカしく見えます。大

・国で、財政関係をふやす（？）などして被災地の復興の

人も、放射線だとかで、がれき処理を拒否しすぎです。→

手助けをしてほしい。

他県が。

・協力して頑張りましょう。

・いつもありがとうございます。これからも復興についてよ

・今は「協力」が必要な時期です。大人、子供関係なく協

ろしくお願いします。

力していきましょう。

・政治家へ…今やらなきゃいけないか。しっかりと考えて

・子供、大人関係なく、復興に協力していった方がいいと

ほしい。下らない事での講論はやめてほしい。時間のム

思います。また、子供にできないことは、大人の人にやっ

ダ。電力会社の人達へ…福島での事故をもっと深く考え

てほしいです。

てほしい。「想定外」で済ませないでほしい。

・１日でも早く復興できるよう、協力していきたいです。

・まだ守られる側の立場ですが、こちらでもできることがあ

・がれ木などを回収してほしい（どこか受け入れてほしい）

れば積極的に取り組もうと思います。協力して復興に向

・できるだけ、復興にかかわっていきたいと思います。お

かいましょう。

互い頑張りましょう。

・どんどん内陸部に移転するのも良いけど、浸水した土地

・大人だけじゃなくて、私たちこどもも協力していきたいと

ももっと再活用できるようにしてほしい。

思います。

・みなさんのおかげで石巻は震災当時にくらべれば本当

・復興がんばって下さい

にきれいになりました。なにもなくなってしまいましたが、

・無理をせずに、少しずつ復興させていってください。

今から私達も社会に出るので、より速く復興できるようつ

・わたしたちは、今、自分にできることをやっていきたいと

とめていきたいです。

思うので、みなさんも今できることをがんばってください。

・震災前のすばらしい石巻にできるように頑張ってくださ

・自分達も出来る事をがんばるので、一緒に頑張っていき

い。

ましょう！

・よりはやく復興できるように、私にできることを自分なり

・みんなでがんばりましょう

に考えていきたいです。

・町の復興のためにいろいろしてくださりありがとうござい

・はやく、復興するためにも、他県に避災地にあるガレキ

ます。

のしょ理の手伝いをしてほしいです。

・もっと楽しい行事などをたくさん行い、石巻市をもっとも

・子どもも、一緒にできる活動を増やして、よりはやく復興

っと明るくしてほしい。
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・中学生でもできる復興のための活動の情報がほしい

になると思います。

・中学生などができる復興のためにできる情報がほしい。

・少しでも早く復興できるように頑張りまょう

・自分たちができることをして復興につなげたいです。

・私たちといっしょにがんばりましょう

・みんなで協力して頑張りましょう。

・元にはもどれないから新しく町をつくる。

・１日でも早く復興できるように頑張って下さい。

・未来を生きる子供たちのためにできるだけ全力を尽くし

・復興めざしてがんばれ！！

て復興をがんばってほしい。

・まだぜんぜん復興していないところがいっぱいあるので、

・いちはやく復興できるようにみんなで協力しよう。

そういうところをもっと早くなおすようにしてほしいです。

・残されてる課題を１つ１つゆっくりでもいいからかいけつ

・まだ全てを復興できたわけではないので、これからも復

してほしい。

興に向けてがんばって下さい。

・復興のためにやくだててほしい

・できるだけ早く復興して前の石巻市よりもっとよい町をつ

・間違ないで下さい。誠二に関係する人ら、一度教えて下

くって下さい。

さい。

・まだまだガレキが残っているので、頑張って欲しい

・ただ、津波にあったものをがれきとしてだすのではなく、

・バリアフリーな市にしてほしい

何か別の物に絶対使える物があると思います。

・大変とは思いますが、１日も早く復興できるように頑張っ

・自分達でもボランティアができる活動をポスターなどで

てください。

伝えて欲しい。

・今、がれきをどうするかについて、私達は本当にがれき

・石巻市の復興に僕は、力になれませんががんばってく

の近くでの生活なのに、ほかの県の大人が自分たちの健

ださい。

康に害するのでうけいれをきょひするのはどうかと思う。

・がれきの受け入れをしてほしい。

・一早く復興するのには、色んな人の力が必要だと思い

・わたしはいろいろな活動をまだしていないのであとでき

ます。

ないときもあるので大人のみなさんでがんばってくださ

・地域の人みんなで協力して、石巻を復興していきたい。

い。

・復興を目指して、皆さんで協力して頑張って下さい。

・できるだけ速く復興できるように協力します。

・完ぺきにとはいわないので、できるだけ本に戻るように

・がんばってください

頑張ってください

・はやく、復興をしてもらいたい。復興案(1)南浜町に、工

・上を向いて歩こう！！

業団地を設立する。（デモが起きた場合は無視）。(2)横浜

・みんなで力をあわせて、早く、海のきれいな、食べ物が

のような夜景をつくり、クルーズをする。

おいしい石巻に戻したい。

・復興のために頑張りましょう。

・がれきをかたずけるのはいいことだけど、仮せつにすん

・将来は私たちが石巻をつくりあげていくのでそれまで支

でいる人にもうすこしお金をまわしても良いと思う。

えて下さい。

・できるだけはやく復興してすみやすくしてほしい

・がれき処理を九州とかまで運ぶお金をかけるより、その

・復興に向けてがんばって下さい。

お金でゴミ焼却炉を作ってほしいです。余ってる仮設住宅

・復興するためには、ただがれきをかたづけてキレイにす

にボランティアの人たちを泊めてあげてください。

るんじゃなくてそこに新しいたてものをまたたててほしい

・石巻市の復興に向けて、私も出来ることがないかと考え

・少しでも早く復興できるようにしてほしい

ていました。石巻市の一日も早い復興に向け、募金など

・いつか元の石巻にもどりますように…

で少しでも役に立ちたいです。

・どうでもよいことでお金を使うなら、少しでも多く復興の

・今まで誰も経験したことのない大震災が起きて、大人の

方に使った方がいいと思う。

人達だって困っていると思います。子供としてできる事は

・まだ完全に復興していませんが僕たちも協力できれば

少ないと思いすが、可能な事には積極的に参加しようと

良いと思います。頑張って下さい！

考えています。早く元の石巻にもっとてほしいです。よろし

・復興で全力でがんばりましょう

くお願いします。

・色々大変だと思いますが、頑張ってください。

・これからも復興できるようがんばってください。

・復興をしていくには、やっぱり子供より大人のほうが力

・まだまだ住むところまで困っている人、もしくはたすけを
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ひつようとしている人がいると思います。いそがしいかも

・市民は自分の利害を優先せずに、新しい町づくりを協力

しれませんが、少しでもたすけることができるように全力

して行うべきである。

で募金活動をしたり、町や地域の片付けをしていきたいと

・タバコなどのゴミを捨てないようにする

思います。

・復興にだんだんちかづいているのも大人の人達のおか

・まだまだ課題が残っているので１つ１つ丁寧に解決して

けです。僕たちも見回りのことを少しずつやっていますの

いってほしいです。

で頑張

・子供にもできる事は小さいことしかないので大人の力で

・どれくらい復興したのか。

少しでもはやく、もとの石巻市になるようにしてほしいで

・今の現状がどうなっているのか？

す。

・笑顔いっぱいの石巻市にしましょう。

・苦しんでいる人達のために、少しでもはやく、復興できる

・何かを決めても、実行するのが遅いと思います。

ように、がんばってください。僕もできることを精一杯がん

・もっと復興を進めて欲しい

ばります。

・ゆっくりがんばっていきましょう。

・大人の人もつらいけど子供もつらいんだ

・復興をもう少しちゃんとやってほしい

・石巻市の復興は、どれくらい時間がかかるのか。

・がんばって下さい。

・もっとひさい者の声や意見を聞いて、それに答えられる

・もっと頑張ってください。

ようにしてはいかがですか。「常に笑顔」を忘れてはいけ

・海の方はまだ、がれきがたくさんあるのでたくさんの人

ないと思います。

達と協力して片付けしてください。

・たった一人の意見や思いでも聞きのがすことのないよう

・もとどうりにして下さい。

に、一人一人の意見や思いに耳をかたむけてほしいと思

・はやく復興できるようにがんばってください

います。

・みんなで協力してはやく復興しよう！！

・「「復興」が進んでいない」って言って大人だけでかいけ

・まちの片付けありがとうございます。

つするのではなくて少しは子どももたよってほしい。

・頑張っていきましょう

・震災後にあつめた、お金はほんとうに震災の復興に使

・復興まで何年かかるか分からないけど、いっしょに頑張

われているのですか？

りましょー！

・まだまだ大変だけど頑張って下さい！！

・子どもだから、何もできないけど、元気にしてあげれるこ

・原発だの、増税するだの自分たちだけでもめごとをする

とはできます。みんなで、力を合わせて頑張りましょう。

んじゃなく、復興させたいなら実際に復興させる事を優先

・たくさんのしえんありがとうございます

したほうがいいと思います。

・これからも頑張っていきましょう

・慎重に復興のことについて話し合って決めてほしいで

・復興に向けてまだまだ時間はかかるけどがんばって下

す。

さい。

・津波で大変な思いをした人がたくさんいる。自分はなに

・復興にもう少し力を入れた方がよいんじゃないでしょう

もできないが早くもとの石巻に戻ってほしい

か。

・石巻が復興するのに、早くても 10 年はかかるといわれ

・みんな協力し、がんばりましょう

ています。私たちはまだ 15 歳で知らないことがたくさんあ

・がんばって下さい！！

ります。しかし、５年後、10 年後には、私たちの世代が、し

・少しずつがんばっていこう

っかり、町のふっこうのために活動していかなければなら

・元の石巻にもどってほしい

ないと思います。なので、それまで町の復興へ向けて頑

・少しずつでも復興しましょう

張って下さい。

・大人がやらなきゃだれがやるのかな？

・あせらずゆっくり時間をかけて元の石巻市へ…

・力を合わせて頑張ろう。

・復興を応援しています。

・子どもたちにできることがあったら、遠慮せずに言ってく

・大変だと思いますががんばってください

ださい。

・節電を心がけよう！

・頑張ってください！！

・電気、水、火をむだ使いしない

・早く復興できるよう努力していきたいと思います。
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・大変だけど、復興したいという気持ちはみんな一緒なの

巻をつくっていくのが、とても大切だと思う。今日まで、こう

で、つらいことがあると思うけど、めげずに笑顔を忘れず

して生活してこれたので、みんなにとても感謝していま

に頑張っていきましょう！！

す。

・きちんと復興できるまで一緒に頑張りましょう！一秒でも

・自分が新聞やニュースをあまり見ないからか、具体的に

はやい復興を願っています！！

何をしているのか、はっきりとした復興のようすが全然分

・復興に向けて本当に必要なことができていません。

からない。時間はかかってもいいので、日本全体でまとま

・少しでも速く震災前の石巻にもどるように自分達ができ

って復興していけるようにしてほしい。

ることなら協力したい

・あの日から１年以上が過ぎました。あの時はとても大変

・もっと子供にたよって欲しいです。

でした。でもまだまだ復興は遠いと思います。でも、あきら

・とくにありません。大人の方々に頑張ってほしいです。

めずに心が折れそうになっても仲間と一緒にがんばってく

・TV で「震災復興予算」が余っていると、聞いたことがあり

ださい。応援しています。一日でも早く元の石巻になるの

ますが、どうゆうことなのか？

を願っています。

・がれきを有効活用するなどして、がれきを減らして下さ

・何かできることがあれば言ってほしいです。

い。田舎町の道路も未だに直されてないので、修理して

・被災者同士などが交流できる場を作ってほしい。

下さい。

・石巻市をもっと元気があり、他の所からも来るような場

・少しずつでも石巻市の復興が進めばいいと思います。

所にしてほしい。

そのために自分もできることはしたいと思っています。早く

・忘れないで下さい。

もとの石巻市に戻ればいいと思います。

・学校の生徒全員で何か一つ復興に関わる活動をしたい

・ゴミゼロの町にしてほしい

と思っています！！このアンケートを機に学校で復興に

・また緑ゆたかな石巻市にしてほしい

向けて考え、地元の復興計画について知りたいと思いま

・もっと市民の声を聞いてほしい。

した。何でもいいのでとにかく復興にたずさわりたいと思

・全国の人々の支援のおかげで震災直後とは比べものに

います。牡鹿を絶対、復興させたい！！

ならないくらい街は片づき、私たちのくらしはもとにもどり

・中学生も復興にたずさわれるようなイベントなどをつくっ

ました。

てほしい。

・石巻市の子どもたちに、いい環境をつくってあげてくださ

・もっともっと町をとりもどせるようにしたいと思います。

い。

・自分たちに何ができるか分からないけど、できることは

・ひさい者の人たちを笑顔にしてあげてください。そして１

何でもやっていきたいと思います。

年でも早くもとのまちにしてあげてください。

・あの頃に一日でも早く復興していい暮しを取り戻せたら

・できるだけもとの石巻に近づけてほしい。

いいなと思いました。

・元の石巻市に戻したい。

・復興だからといって全部を片付けるのではなく、「津波は

・自分達でも参加できる復興の仕方はないか。

こんなに怖いものだ」と伝えつぐためにも、わざと片付け

・頑張って下さい。

なくてもいいものもあると思う。

・元気あふれる石巻に戻すためには、いつまでも過去を

・がれきのてっきょを早くしてください

ひきづらず、未来に向かって歩んでほしい。大人をみて育

・震災で家を失ったり親せきや家族を亡くしている人がい

つ子供にいつまでもなさけない姿を見せないでください。

るのでその人々のために復興計画やその地区の町おこ

・震災前よりも明るく、活きのあるまちにしてほしい。今で

しなどさまざまなことをして復興を応援したいなと思いま

もトラウマになっている子もいるので心のケアをしてあげ

す。そしてまたにぎわいの多い町に戻れるように前向きに

てほしい。

努力して取り組んでいきたいなと思います。

・子供では出来ないことを大人の方々が復興のために頑

・早く元気な石巻にしたい！！仮設はいやなので早く新し

張っている姿を見て、すごく感謝しています。

い家がほしい。

・みんなが笑顔で住めるような町にしてほしい。

・１日でもはやく復興してほしいと思います。

・がれきを早く片付けてほしい

・小さなことでも一つ一つの積みかさねが石巻市の復興

・元の石巻を取り戻すのも大切だけれど、新しい明るい石

の大一歩になると思います！！
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・今、石巻では仕事がなく困っている人多いと聞いたりす

高校１年生

るので、そうゆう人たちを１人でも多く仕事につけるような
環境を作ってほしいと思っています。石巻は漁業の町な
ので、魚の放射線の問題を早く解決してほしいです。

・がんばってください

・私は前に大人同士の会話で「復興、復興って言っていつ

・がんばってください。

復興すんだべな」と聞いたことがあります。正直私も自分

・早く元の石巻に戻るようにみんなで頑張りましょう。

の仮設の近くにあるがれきなどを見るとそう思います。で

・支援していただきありがとうございます。

もすぐに完全に復興というのはかなり難しいことだと思い

・道路の細かい整備より下水処理場を直さないといけな

ます。少しずつゆっくりでいいので、大人だけじゃなく子供

いと思う

や高齢者の方みんなで協力して頑張っていくことが大切

・もっと復興に関する情報がほしいです。もっと高校生と

だと思います。

かを使ってほしいです！！

・ゴミを他の県にもしょぶんを手伝てほしい

・大人がやらなきゃ子供もやらない。

・復興がんばってください

・市の復興はもちろんですが、被災した人たちの心の復

・復興が遅い

興も進めていってほしいです。

・がんばりましょう

・少しは子どもの意見を聞け

・スポーツができる公園をつくって！

・支えてくれてありがとうございます。

・野球場をつくって

・今、どのように復興しようと考えているのか知りたい。ま

・子供でも手伝えることがだんだんへってきたので、復興

た、震災前より改善された部分はあるのか、あるならどこ

へ私たちが今できることを教えて下さい。

なのか知りたい。

・元に戻りたい。

・物資をもらって、とても助かりましたが、物資といっても

・復興のために子供たちにしてほしいことが何か知りたい

使えない物資はやめて下さい。

です。

・ニュースでみると仙台にくらべて石巻は高台いてんにあ

・大変だと思いますが、がんばってください。

まりやさしくない。自己ふたん多すぎです。せっかく家なお

・一日もはやく復興できるように手つだえることはしますの

したのにお金かさんで困ってますよ

でがんばってください。

・がれきの受け入れをしてくださる地域に感謝したいです。

・お金をください☆

しかし、まだまだ処理しきれていないがれきを何とかして

・もめてないで子どもなど、多くの人の意見をきいてくださ

ほしい。津波の被害をうけた、田畑なども元どおりに出来

い

るようにしてほしいです。

・ガレキが片づいている所はとてもきれいになっているの

・早く行動して下さい

に、震災から１年たって、まだ片づいていない所が沢山あ

・復興のために何かひとつでも役に立つ事をやらせてほ

るのはどうかと思います。色々な所にテントなどを建てる

しい。

のは勝手だけど、ガレキがまだ残っているのはどうかと思

・石巻市はいま復興にがんばっていることを伝えたい。い

った。お金とかないのも事実だが、そのガレキを見て、

い加減「がんばれ○○」などをやめてほしい。

色々思いだす人も居るから、早く片づけてほしいです。

・何回でも、やりなおせるから、頑張ろう。

・復興計画や、復興の状況などを、被災地のみんなに伝

・もっとよけいな設備を減らせばいいと思います。

えればいいと思います。計画、状況などを知らない人が

・優先順位をつけて“計画”で終わらないで、よりはやく

多いと困ることもたくさんあるので、月に１回くらいは、HP

“実行”する。皆のことを考える。

や地域ごとに発信した方がいいと思う。

・一緒に頑張りましょう！！

・「復興」っていわれてもよくわからない具体的に内容を言

・手伝えることがあれば言ってください。

ってほしい

・共に頑張りましょう。

・どういう状況なのか、いまいちわからないのでそれを知

・頑張れ！！

っていきたいと思う。
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・もっとがんばって下さい

・自分の町が本当に復興に向かっているのかが分からな

・少しずつでも、人々の生活を楽にしてほしい。震災前の

い。計かくが立っているのは分かっているのですが、実行

活気を取り戻してほしい。

しているのかよく分かんない。

・人をはげますことが大切だと思います！

・早い復興をお願いします。

・全ての人を助けて、はげまして下さい。

・学生としてできる事は少ないけれど、私たちの出来るこ

・どこが復興して、どのように変わったのかわからない。

とはしたいと思います。

・本当に必要な場所に、復興のためのお金を使ってほし

・頑張りたい。

い。

・子どもにもぎえんきんをまわして！！（笑）

・ダメな地域は切り捨てて。

・がんばりましょー

・復興には時間がかかる

・もっと全体的にかたづけてほしい

・一人一人の意思が大事ですねー

・がんばってください

・無理せずにがんばってください。

・あきらめずに頑張ってください

・仮設住宅だけでなく、津波の被害にあった地域の支援も

・復興の活動、頑張っていきましょう。

仮設住宅と同じようにしてほしい。（例えば、被害のあった

・復興にたずさわってほしい。

人だけがもっているしょうめいしょを出さない、もってこな

・早くやってほしい

い人以外は支援の対しょうではない）という感じで…。

・小規模な町まの方でも、かだづけをしてほしい

・ま・ち・づ・く・り

・同情するなら金をください

・これからもがんばって下さい。

・忘れないで一人じゃないよ

・まず、「がれき処理」をしなければ何も始まらないと思い

・集団移動についてなど

ます。

・前の石巻にもどってほしい

・「頑張れ」とか言わないでほしい

・石巻市だけでなく、その他の沢山の県や地域も復興しつ

・ゴミを何とかしてほしい。

つあると思うので、頑張ってほしい。

・新聞で、石ノ森マンガ館がなかなか再開できずにいると

・子供がどうこういえないけど、もとの石巻にもどってほし

きいている。マンガ館は石巻の象徴の１つだし何とか再

い。

開させて、復興のはげみにしてほしいと思う。国との問題

・もっと頑張ってよー。

ではあるが力になれるなら私は力を貸したいと思う。

・ガレキは全てかたづけたほうが良いと思います。

・義援金をもっと有効に使ってください。復興が遅いと思

・とにかく、みんなの力を合わせていかないとダメだと思

う。

います。１人１人が自覚をもって生活しましょう。

・がれきを受け入れてほしい。

・１日でも早く、前の生活に戻れるように、ゴミを片付けた

・政治家をかえるべき。日本のトップがたよりなかったら何

い。

も進展することができない。

・絆を大切に！

・お金はムダにしないで下さい

・頑張ります。

・もう少し近くを見てほしい…

・けっきょく大人は、自分のもうかるようにしか考えてな

・被災して地域の人々は復興のために頑張っています。

い。

なので、少しでも速く復興するためには周りからの手助け

・国に対して対応がいい加減

が必要です。

・政府や市が大したことしてないのに自分たちだけ頑張っ

・はやく元の町に戻ることを願っています。

て無駄だと思うので、まずは政府や市・県に呼びかける

・なかなか計画通りにいかないこともありますが、体調を

べきだと思う。

崩さないように気をつけてください。

・早く復興できるようにみんなで協力したい。

・よくばりすぎ

・この震災を忘れずに復興していってほしい

・がんばろう

・一緒に、復興について頑張りたいと思っています。

・石巻市の海や町がきれいになることをねがっているので

・一刻も早く、仮設ではなく本当の家へ。

頑張って下さい

・Yes we can
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・市長を始め、役人の人には、がんばってほしい。

・ちゃんとやってください

・がんばれ！！

・もっといなかの方も片付けをしてほしい。

・復興がどのように行われるのかを公表してほしい。

・買物をするところをふやしてほしいです。

・情報を伝えてほしい。

・道路をつくる

・安全で、災害にも強いキレイな町に復興してほしいで

・がんばって！！

す。

・また地震がくるかもしれないから食量をみんな買ってお

・優先順位をしっかりしてほしい。

いてと言ってほしい

・がんばってください

・大人というよりも市長に対して尾崎、長面の復興を進め

・石巻のためにこれからも頑張ってください

て下さい。

・金だけでかいけつしようとしているかんじがみえる

・全てにおいてちゅうとはんぱ

・がれきの処理を早くしてほしい

・がんばろう宮城

・他人にたよりすぎたアホ

・ほうはていをたてる

・頑ばって下さい。

・おこずかいふやして

・頑張ってください

・がんばってください

・とにかくがんばっていると思うのでありがとうございます。

・がんばろー石巻！！

おつかれさまです。

・遊ぶところなど子どもがコミュニケーションなどをしっかり

・将来の事を考えよう。

とつくってほしい

・意見を聞いた方が良いと思う

・海、川などのそうじをしてもらいたい。

・頑張ってください。

・がんばってください

・津波のことばかり伝えないで、“今”のことを伝えてほし

・その優しさをいつまでも保っていてください

い。いつまでたっても前に進めない気がする。（ネットでも

・復興にむけてがんばって行きましょう

いろいろ話していますよねー。）

・子供のことも考えてください

・よりよい町にして、子ども、年寄りの人たちが楽しくすめ

・伝えたい事がありすぎて書けない

るようにする。

・全然復興してない。

・頑張りすぎているような気がするので、ゆっくり休んでほ

・希望

しい。

・少しずつ復興して行こう。

・子ども意見も聞いてほしい

・がんばってください。

・Never give up

・がんばれ！

・子どもにも復興への手伝いをさせてほしい。

・はやく復興できるように頑張ってほしいです。

・早く復興できるよう、みんなで協力して頑張りましょう。

・がんばってほしい。

・がんばろう宮城！

・震災前は豊かな生活を送ってた人達が津波で家を流さ

・大人気ないことは、しないでほしいです。

れたことで急に貧しい生活を送るようなって、家を流され

・学校の横にあるガレキをどうにかしてほしい

なかった人達は良いけど流されて貧しくなった人が出るこ

・石巻市が復興できるように大人の人たちが積極的にい

とで

ろんなことに取り組んでほしい。

・従々に片付いてはきているけど、がれきをもっと、しょう

・自分たちのせだいで未来を変える

きゃくしてほしい。

・自分たちのためではなく未来のために復興を手助おう

・何もできない俺が大人に伝えてもむだだと思う。

・頑張ってください

・石巻市全体で復興にとりくんだほうがいいと思う

・家が欲しいです。

・大人の人たちがきちんとしているので特にない。

・復興作業を少しでも早くしてください。

・がんばってください

・がれきをはやく、かたづけてほしい。

・仮設でうまったグランドをなおしてほしい。

・復興どがってきれいごといってんな

・がんばってください

・復興について、もっとみんなが深く関わること

・大人達だけできめずに子供達の意見も聞いてみるとい
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いと思います。

・登米市の方に住んでいるので、石巻の震災後の状況が

・がんば

よくわかりません。

・大人の人はとても頑張っていると思う

・被害を受ける前の石巻よりも、もとすばらしい町にしてほ

・金ちょーだい

しい。

・ちゃんと協力してやってほしい。

・おそい。

・頑張ろう宮城！！

・負けるな日本！

・がんばろう東北

・安定した職場を増やすべき。失業した人の対応をもっと

・がんばって

良く考えるべき

・お金がほしい

・ゆっくりでいいから次は負けないように！頑張りましょ

・もっと積極的に復興について取り組んだ方がいい。予算

う！

がどうこう言ってちゃはじまらない。まず最低限、出来る事

・子どもですら復興を考えているのだから、大人達も、積

をやるべきだ。

極的に、考えた方が良いと思うよ。

・早く使わない建物をこわして新しくするならしてほしい。

・石巻を復興に向けて、引っ張ってくれる人が必要だと思

・頑張ろう

う。莫然とした目標でなく、確実に実行できる、目標・計画

・地震は怖いと伝える

を立てて欲しい。

・石巻市のふっこうにむけてがんばって下さい

・がんばれ！！自分もできるかぎりがんばります

・ごみの受け入れをしてほしい

・頑張りましょう！

・自分勝手な意見をださないで欲しい

・早く復興してほしい。

・震災が悪い、国が悪い、原発が悪い。文句ばっかいって

・大変です。

いる。

・震災前の状態に復興してほしい

・現実無茶なことかもしれないけど、話し合ったり、議論し

・子どもの未来にまかせっぱなしはやめてください

たりしている時間があったら、何でもいいから、とにかく行

・子どもだから言えることじゃないけど、大人のみなさんだ

動してほしい。

からできることがあると思う。私だって何かしたいと思って

・これからの復興計画などを子どもたちにも伝える機会を

いるけど、できることは制限がある。だから石巻のために

つくってほしい。

がんばってほしい。もうがんばってるけど。

・みんなが住みやすい町にしてください

・お金で動くのではなく、たくさんの人がボランティアで動

・東京都市民が使った電気のせいで福島の人たちが心身

けばもっと早く復興すると思う。

共に大きなダメージを受けているのに東京やその他の県

・早く復興できるように、色々行動することが大事だと思

がごみを受け入れないとかはやめてほしい（石巻のはな

う。

しじゃなくなりました…）

・見た目だけできれいでも意味がないうわべだけの言葉

・復興しているとテレビで言わないでほしい。震災テーマ

は悲しくなる

の物語をつくらないでほしい。かわいそうとか他人言のよ

・頑張って下さい。

うに言わないでほしい。がんばろうと言わないでほしい。

・お金もっとかけてやりましょーよ。

正直イラつく。

・復興で急がしいのはわかるが、道路で過剰にスピドを出

・僕たちの世代でも、今までのように復興にたずさわれる

さないでほしい。左右の確認（特に右）をきちんとしてほし

ように、今の石巻についてをもっと教えてほしい。

い。何度もヒヤヒヤしたし、１度事故った。

・話し合いを早く進めて。

・国会議員もうちょとしっかりして下さい。

・復興の力になりたいけど何すればいいか具体的にわか

・今考えるべきことを考える

りません。

・みんな一人一人力を合わせて少しずつでも復興にむか

・たくさんの大人の方や、海外の人たちのおかげで、復興

っていきたいです。大人の方の力になれることならできる

してこれているので感謝の気持ちを伝えたいです。

限りのことをしたいと思います。

・前と同じ所に住みたい。けど、恐い。“一千年に一度だ

・いい加減な政治家へ一生懸命取り組んでいる政治家の

から”とかそんな悠長なこと言わないで。

足を引っ張るな！！
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・早く直せよ。遅えよ。

・まだまだ終わってない！！不便なのも多いし、しんさい

・一緒に頑張りましょう！！

前より改善していかないとダメ！！！けいぞくが大

・見せましょう東北の底力を。

事！！ちょっとした不満（外で遊びたい、買い物が不便な

・１人１人が石巻の復興に向けて真剣に考える事が第一

ど）から目をそらさないでほしい。

だと思います。

・私たちが石巻市の復興をになっていきます。

・頑張ろう！

・なんか観光できそうな公園とかテーマパークみたいなの

・協力します

作れば景気良くなって復興できると思うよ。

・良い街をつくって下さい。

・ガレキの処理をはやくしてほしい。

・子ども達でも、できる事があればどんどん行います。頑

・頑張ろう！

張って下さい。

・早く石巻を復興させてください

・周りが思っているよりもずっと、石巻は全然復興してま

・意見をもっと自由に言えるようにしてほしい。見落として

せん。町の復興もそうですが、ひとりひとりの「心の復興」

る点がまだまだあると思います。公園って必要？

も、未だにできていないような気がします。カンペキに理

・子どもの意見も聞いて少しでも反映さしてもらいたい

解しなくてもいい。それでも、理解しようとしてほしい。

・がんばって

・子供も頑張るから、みんなで石巻を復興させましょ

・大人になるまで待ってください。

う！！

・ストレスをためこんでいるかもしれません

・頑張ってください！！応援してます！！

・１日でも早く復興できるよう頑張ってください！！

・子どももがんばるので大人もがんばってください

・まず行動をしないといけない。議論をたびたび重ねるぐ

・自分の家が、じゃなくて、周りの家や公共の場所につい

らいなら何か１つでもしようと思わないのか

ても目を向けてください。困っているのは１人じゃなく、宮

・ごみとハエをどうにかして

城全体です。自分だけが被災者じゃありません。

・「自分の仕事じゃない」と言って逃げないで下さい。

・復興には時間がかかりますが一歩ずつ頑張りましょう

・募金ちゃんとしよー。節約しなさい！

・がんばってください

・石巻市は、復興には程遠い状況だと思います。しかし、

・がんばりましょう。

復興する側とされる側が共に頑張っていけば、いつか完

・小さな力であると思いますが、復興のために自分ができ

全に復興できると思います。復興された側はそれを快く受

ることがあれば、今後少しずつ協力していきたいです。

け取って、自分への励みにして下さい。

・前の自分の家の方に行くのは暗くて恐いし、道路もガタ

・まちを大切にしたいー…

ガタだから、早く帰れるようにしてほしいです。

・市長しっかりして下さい。

・いつ、安全な町ができますか？

・夏ですね。むしあついです。それにしても●ですね

・石巻にお金がないのは分かっているので、もっとボラン

・議案をていねいに決めるのも良いと思うけど、少しは早

ティアや石巻市民を中心に片付けや再建をしていけばい

く決めてほしい。将来への不安材料になる。

いと思う。

・金の問題、住居の問題が面倒だ。

・義援金がほしい

・もっと積極的に復興案を出してほしい

・よりよくなりますように。

・まちさんきれい。

・がれきの処理のためにもっと多くの県でがれきを受け入

・普通がいいと思う

れてほしい。同じ日本人なのになぜ、拒むのか理解でき

・持続可能な発展

ない。

・復興のために具体的に何を続けていくのかよく伝わって

・復興に関わる機会をもっとつくって欲しい。

こない

・がんばっぺ石巻！！

・道路を直してほしい

・義援金ください。

・明るく元気な市に向けて歩んでいきましょう。

・真剣にやってください。

・復興をするためにはもっと住民の意見をよく聞いていく

・いつまでもボランティアに頼らないようにしましょう

べきだと思います。商店街の復興をすすめるのはよいと

・もらったぎえん金の行方を知りたいです。

思いますが、意見をきいた方がよいと思います。
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・無駄なことにはお金を使わないようにして、復興を成功

道路が全然直ってない。

させてほしいです。以前よりさらに活気ある石巻を期待し

・道路をなおしてほしい

ます。

・がんばって下さい

・これからも頑張っていきましょう

・もっと子供の声を聞いて下さい！！！！！

・まだまだ復興できてない

・上の人が話ばかりしていてほとんど何もしなかった。な

・仮設住宅はたしかに必要だが、子どもが遊べる場所を

のでもっとみんなのことを考えすぐに行動に移してほし

奪いすぎだと思う。

い。

・一つのことにとらわれるな。もっと全体を見わたせ！こん

・震災の影響で使えない公共施設があるので、なおして

な大口をたたける立場じゃないですけど。

ほしい

・いそがず、あせらず

・今一人一人ができることを考えて何をすればいいか考

・早く石巻を復興させてください国からもらった予算をどう

える。

使うか決めてください！

・頑張るしかないと思う。

・はやく復興を！！

・早く復興できるようにがんばってください。

・港を早く活気づけて元どうりにしたい。

・がんばろう

・話しあってないで、早く動いて！

・道路早く直せ！！

・石巻はすごく復興することができた。

・きれい事を言わないで、できる事を早くして欲しい。

・はんぱなことをしない

・がんばりましょう

・仮設住宅に住んでいる人が、これが足りないとか、不便

・消費税増税反対！！！！この国は泣いていま

だという人がいますが、そういう人達がいると、復興のペ

す！！！

ースが遅れてしまって、本当に困っている人が大変だと

・ありがとう

思う。

・大人ファイト

・今も人が住んでいる所のがれきなのに放射能汚染と言

・もっとちゃんと考えてほしい。

われると傷つきます

・私が大きくなるまでがんばってください

・市街地の復興は進んでいるけどその他のところが進み

・まだ不安に思っている人がいるので、その不安をできる

がおそい。けいたいでんわの使用できなくなったところが

だけでいいのでなくしてあげたい

ある。

・もっと、学校１つ１つを上げて復興作業するべきだと思い

・頑張って下さい

ます。

・道路や外灯などを直してほしい。

・明るい町にしたい

・何年もかかるかもしれないけど元の石巻にもどしてほし

・頑張ってください。

い

・よくやっていると思うので思い当たることはとくにありま

・がんばってください

せん

・頑張ろう石巻！！あと道路を早く直してほしい

・復興について話しあうときに大人だけではなく、子どもた

・道路がでこぼこでいやだ。工事の車がたまにじゃまにな

ちも参加させてほしいです。

っている。

・まだ道にひびがあるところがありますので、そこを直して

・ゴミを早く片付けてください。道路を直してください（デコ

くれませんか？

ボコ）

・がんばってください

・道路を早く直して下さい。

・前よりもいい町にして下さい。

・がんばって

・政治家がもっとしっかりとリーダーシップを取って、責任

・がんばっぺ

をもって行動してほしい

・がんばろう日本！！

・道路を直すのはとても良いことだけれども、もっと歩道の

・頑張りましょう

ことも考えてほしい

・もっとすぐに出来る復興計画をしてください。全然出来て

・まだまだ不便なところが数多くあるので、そこを解決して

いない。計画しているのに計画してるようになっていない。

ほしい。
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・長い年月がかかっても必ず復興できます。

・石巻市の土地が死んだわけじゃない

・１日でも早く町が戻るように頑張っていきましょう

・行政が行う復興計画や復興イベントでは大した意味は

・がんばりましょう

無いと思う。市民が行う計画やイベントでなければ継続性

・早く復興できるように頑張ってください

も連携も得られないと思う。伝統行事だけではなくスポー

・もっと頑張りましょう。

ツや、新しい食を通じての若者を中心としたイベントが必

・One for All All for one

要だと思う。

・資金の無駄使いが多すぎる。愚図が多すぎる。矛盾して

・復興の活動をもっと知ってほしい。

いることが多い。

・自分は部活や勉強でいそがしいからその分がんばって

・金必要、家ほしい

ほしいです。

・頑張ってほしい

・がんばってください

・もっと頑張れ！！

・もとのまちに戻れるようになりたい。

・もっとスピードある復興にしていってほしい

・早くしてくれ。

・もっと復興に力を入れてほしい

・より早く復興できるように努力してほしい。

・道路を平にしてほしい

・がんばって下さい

・大変ですけど頑張りましょう！！

・はしなどがせいりされていなかったりあぶないところが

・復興にむけて、がんばりましょう。

何個もあるのではやくなおしてほしい。

・出来る事から確実に片づけていく。

・答えたくない

・みんなで力を合わせてがんばりましょう

・頑張ってください。

・いつまでも引きずらず前向いてしまっていこー

・もっとがんばれ

・うだうだして何でもかんでも先延ばしにしてんじゃねー

・頑張れ

よ。

・しっかりしてくれ

・東京のような街にしていけば発展していくと思う。電車を

・仮設は、うすい壁をへだてて、他人が住んでいます。「う

もっとつくる

るさい」や「あの子どもは…」とか、住人が言い争っていま

・子どもたちがまた震災の恐怖を忘れられていないと思う

す。その住人だけがああだこうだとなればそれでいいと思

ので気を遣って接っしてほしい。また仮設住宅が建って遊

います。ですが、他の人や子どもを巻きこまないでほしい

ぶ場所が少ないので遊ぶ場所をつくってほしい。

です。あたしたちには関係がないのだから…。仲良く、安

・頑張れ

心して暮らしたいです。

・石巻や東北に来ないで情報やそういうので判断しないで

・政府にまどわされないでください

ほしい。ちゃんと来て見てほしい。

・子どもにもできることをおしえてほしい

・頑張って下さい

・未来のためにがんばって下さい。

・復興のためにがんばってほしい。

・がんばってください。

・頑張って下さい。自分も働くようになったら頑張ります。

・歩道などの整備してください。（市役所）

・余計なことばっかやってないで、まじで津波の被害が大

・ムダなお金を使う前に、復興にお金を使って欲しい。

きい場所を先に復興させるべき。被害ない所にボランティ

・お金を正しく大切なときに使ってほしい。いくら被災して

アはいらない。

いても、仮設の人たちが求めているものが多すぎる他県

・頑張って復興してほしい。

の人に申し訳ない

・石巻の復興のため私達も私達に出来ることをしますの

・もっとしっかり復興してほしい

で大人の方々も頑張ってください。

・大人達が子供たちに声をかけてくれたらいいなと思う。

・頑張れ！石巻！！

・もっと若い人に頼ればいいと思います。

・復興について何か思ったり、考えたりしたなら、まず行動

・みんなで協力して復興していきたい

にしましょう。

・私はとなりの涌谷に住んでいるけど、あまり復興の情報

・ありがとう。

が入ってきません。なので、もっと近隣の市町にもっともっ

・HIP HOPE！！

とたすけを求めてほしいです。
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・「復興」といっているだけでは何もはじまらないのでもっと

・人の手がたりないなら、手伝ってほしいことを言う。

具体的にどのようにしたいのかを伝えてほしい。がれきの

・評判よりも何が必要とされているのか、考えて行動して

うけ入れ反対などもあったけど、できるだけ協力してほし

ほしい。

い。東北だけでは、どうしてもできないので、たくさんの人

・もつと頑張ってほしい。今でも不自由な生活をしている

に、できるだけ協力してほしい

人がいることをちゃんと知ってほしい

・もっと子どもの声に耳をかたむけてください。

・大人だけで勝手に進めないでほしい。せめて一言ほし

・一緒に頑張りましょう！

いかなと。

・私たちが、復興させます。

・もうちょっと頑張ってほしい

・もっと広範囲に目を向けて事業を行ってほしい

・最近は災害についてニュースなどであまりみることが少

・はば広いはんいに目を向けてがんばってください

ない。仮設住宅は一時的な仮の住まいなので、そこで暮

・いろいろとありがとうございました。

らしている人が一刻も早く家に帰れるようにしてほしい。

・広い範囲に目を向けて、計画してほしい

・募金のお金を鉄道などにまわしてほしいと赤十字に言っ

・政治家の人に、自分の勢力あらそいよりも、復興するに

て下さい。募金で遊んでいるのなら少しでも復興に役立て

は、なにが必要かなどを話しあってほしい。話しあうだけ

る位はして下さい。と赤十字に伝えて下さい。

でなく、それをはやく行動にうつしてほしい。１年以上もた

・たとえ、一人でも苦労している人達に目を向けてほしい

っているのに、ぜんぜん復興が進んでいないと思います。

・働いてほしい。

このことを伝えたいです。

・今本当にやるべきことをやってほしい。

・少しずつでも復興にむけて頑張ってほしい。

・ガレキ処理しっかりして。

・口だけじゃなくて実行できることは実行して欲しい。

・がれきを受け入れない他見の大人のいみがわかりませ

・昔よりももっと活気のある街にして下さい。

ん。

・がれきの受け入れで県どうしがもめたりしていたけれど、

・もっと子供をたよってみてほしい。

体験しないと分からないのか、とあきれたような気持にな

・石巻の復興のために、いろんな仕事をしてくれてありが

りました。外国の人々が助けてくれるのに、日本の人々が

とうございます。

協力していかないとまだまだダメだと思います。

・中浦のヨークベニマルを再開してほしい人がたくさんい

・私は内陸部の人間なので、津波の被害はありませんで

ます。

した。なので沿岸部の復興活動にはかかわりたいと思い

・もう少し、復興のスピードをはやめてほしいと思います。

ます。ですが、あまり私達の地域には復興の情報がはい

・しえんにたよりすぎは、ダメだと思います。

りません。私もまだ何もできずにいます。何かしたいと思

・ありがとうございます

っている子どもたちに、復興活動のきっかけをもっともら

・何が本当に必要なのか考えてほしい。

えるとうれしいです。

・もっとがんばってほしい

・道路を広げたり、信号のタイミングを見直すなど渋滞し

・大人の目線だけでなく、子供の目線でも考えてほしい。

ない街づくりを目指してほしいです。

・頑張って下さい！！私たちも頑張ります。

・復興を最優先してほしいと国会に言いたい。くだらない

・なるべく早く復興してほしい。

争いをしないで。

・具体的な予想図がまだわかってないので、考えてもらい

・お祭りとか、地域が盛り上がることをたくさんしてほし

たい。冠水などのことを見てほしい。

い。

・大人も子どももみんで復興に向けてがんばっていきた

・はやく復興できるように決めたことをちゃんと実行してほ

い。

しい。

・子どもたちがもっと活動できる場をつくってほしい。

・力を合わせて復興したい！

・がんばりましょう。

・もっとしっかり協力しあってほしい。

・よく考えるべしっ。

・がんばって下さい

・頑張ってください

・復興するにはまだまだ時間がかかるけど、みんなが協

・前よりもいい町にしてほしい

力していきたい。大人も子どももお互い協力してほしい。

・みんなで協力してがんばりましょう。
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・同じミスを繰り返さないように

・夜くらい

・協力したい。

・効率よく前よりも、もっといい東北にしていきましょう。ま

・頑張って下さい。

た、他県の方々には、募金も大切たが、ガレキも撤去をも

・１日でも早くもとの石巻の町をとりもどしたい。

っと受け入れていただきたい。また、原発の事は、何も隠

・私は石巻市が大好きなので、勉強や部活のあいまをぬ

さずに公表していただきたい。原発を何とかしてください。

って、自分の「石巻の HP」を作ったり植林植樹も行ってい

・頑張りましょう。

ます。あの震災を忘れてほしくないからです。やり方は、

・高校生で女子だけど、まちの片付けとかの力仕事もでき

それぞれ違うけれど「復興」という目的は、みんな同じで

る！ということを伝えたいです。

す。お互い、これからも頑張っていきましょう。

・自分の地位や保身ばかり考えてないで、市民が本当に

・楽しい行事を考えてほしいです。

望んでいることを叶えてほしい。

・直接震災していない人は、被災した人の気持ちを真険

・みんなで協力して下さい！！

に、本気で考えてほしい。

・障害を持っている人に対してのたいおうがひどい、差別

・復興することによって地域がまた明るくなってほしいと共

をしている

に、行事を開いてほしい。

・町の造りも大切ですが心のケアも大切だと思いました。

・日本中に、復興を頑張っていることを伝えたい。

・今やれることを精一杯して下さい。早く明るい未来を築

・日はまた昇る！

いて下さい。

・石巻は震災の影響で、多くの被害がでています。困って

・復興がんばって下さい。できることがあれば、お手伝い

いる人のため、復興に向けて計画をたててください。

します。

・いつまでも悲観しないでください。

・これからもみんなで少しずつでも復興していけたらいい

・がれきで堤防をつくってみたらいーと思う

と思います

・もっともっと頑張ろーう！

・将来、過ごしやすい街づくりを子ども、大人関係なく行い

・亡くなった人の名前が刻まれている慰霊碑を作ってほし

たい。

い。

・がんばろう！！

・もっと、はしっこの方の地域も見るべき。

・頑張ってください。

・口だけ

・安心して暮らせるようにしてほしい。

・みんなでがんばりましょう

・絆とか言ってんぢゃなくて、ゴミ受け入れて。

・復興にはまだ時間がかかると思うけどみんなで力を合

・早くがれきをどうにかして下さい。

わせてがんばりましょう！

・ぼくらはここにいるよ

・大人になったら私達が頑張ります。

・がんばろう

・お店を増やしてほしい！！

・もうちょっと話し合いしたほうがいいと思う。政治家さん

・中には、「まだ立ち直れない」と言って何もしようとしない

達だけで話し合うんじゃなくて国民にもっと意けんをもとめ

人がいましたが、まだ全てを受け入れられなくても、少し

たほうがいいと思う

ずつでいいから、前向きな気持ちを持って、地域のために

・ごみを受け入れろ！！上部だけの親切はいらない。

なることをしてほしいと思った。（個人の意見だが…。）※

・仙石線（仙台-石巻）早く復旧してください！！！

現状に甘える事はやめてほしい。

・復興が遅いと思う。仮設校舎で不便なところがいっぱい

・早く石巻が復興して、みんなが楽しめる石巻になりたい

ある。もっと便利にしてほしい。

です！

・仮設の校しゃで不便なとこがいっぱいある。もっと子ども

・もっともっと復興計画について、子どもたちに広めてくだ

の意見を聞いて下さい。

さい。

・楽しいことをしたい

・早く復興するためにも、全員で協力する。

・復興にむけてがんばろう。

・慰霊碑をたててほしい。大変な人をもっと援助してほし

・地域のみんな協力して頑張りましょう

い。

・もっと住みよくなるように考えてほしい。

・市の指示がおそい。
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・頑張って下さい！！

・交通手段をもっとふやしてほしい。

・道路のだんさをなんとかしてほしい（自転車だと危ぶな

・今復興で大事なのはアイドルだと思います。（ガチで）震

い！！）

災後気仙沼では SCK というグループができ復興にたずさ

・子供の話もよくきいたほうがいい。デマながすな。今の

わっているからです。石巻も盛り上げてほしいです。

日本、助け合い、協力！大事！！大人だけにすんなって

・石巻は、みなさんの力で復興してきています。少しでも

・道路をもっと整備してほしい！（だんさなど…）

多くの人が、協力してくれるとありがたいし、石巻でこうい

・女川町に外灯を増やしてほしいです！！

う事があったとたくさんの人に伝えていってほしいと思い

・はやく復興できるよう頑張って下さい。

ました。

・みんなで頑張りましょう

・頑張って下さい。

・10 年以上かかろうとも早く復興してほしいという事。

・自分達も頑張るので大人も頑張って欲しい

・まだ、あの時の辛さや、悲しみが町を見るたび思いださ

・みんなは１人のために、１人はみんなのために。

れます。何も助けあったり手伝ったりできない私たちも手

・まだまだ生活するのが大変な人もたくさんいるので町の

つだいたいという気持ちがあるってことを伝えたい。

復興も大事なことだけど市民の生活の保護にも目を向け

・子供の気持ちを考えてほしい！

てこれからの復興計画を立ててほしいと思います。

・早く元の石巻市にしたい。

・原発被害があるからといって、全てミネラルウォーターに

・地元がだいすきでーす

したり、がれきの受け入れをきょひしないでほしい。傷つく。

・しっかりしてほしい。

他県の人よりも近くに原発があっても住んでいる人に失

・子供達、私達も復興に向けて頑張っている！！

礼。

・話しあうひまがあるなら動いた方がいいと思います

・がれきの受け入れをきょひしている県についてはありえ

・積極的に片付けをしようと思うならしてもらいたい。

ない。大人なんだから、ひさいちの子どもの気持ちくらい

・石巻が復興すればもっと楽しくなるよ。

考えろって思う。

・がんばってください。

・遊ぶ場所がほしい。全部仮設で子どもたちの遊ぶ場所

・はげまされると逆に悲しい。

がない。

・皆復興復興と言ってるけど、言動にしていない。

・ゴミをなんとかしてほしい。

・もっと早く動くべき。

・Yes we can.

・手伝います。

・がんばれー

・勝手ながらなんで子供がほうしゃせんを片付けなきゃな

・もっと、子供の気持ちを考えてほしい。

いの？げんぱつにかたづけさせればいいじゃん

・とりあえず頑張れ

・無理にはげまさなくても良いです。

・もっとがんばれ

・復興をはやくできるようにがんばる。

・復興って何？

・もっと高校生にもたよってもらいたくさんの人々に力をか

・まだまだ通学するのに電車とかが通っていなくて困って

してあげてほしいです。もし人々が元気になるのなら私も

いる人たちがたくさんいる。

力をかします。頼ってください。

・ハエを減らしてほしい
・まだまだ足りない

高校２年生

・道をちゃんと整備して欲しい
・クリスマスにでっかくて赤いサンタのくつしたが欲しい。

・がんばろう

それだけで楽しくなれるような気がする。

・復興がんばっています

・せっかく、この震災で助かったのだから、色んなわがま

・自分は東松島市に住んでいるのでそこはわからないの

まを言わず、自分の家のことだけでなく、回りの家などを

ですが行政の活動を増したらいいのではないでしょうか

助けたり、とにかく思いやりの心をもってほしい！

・せっかくボランティアがきれいにしてくれた街なのにポイ
捨てが多すぎる！！石巻市民として恥ずかしくないのか
と思う。とても情けなく悲しい。
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・まだまだやる事はあると思いますが、復興は進んでいる

・我が石巻市を復興するにあたって、今、私にできること

と思います。ボランティアの方々やそれに携わった皆さん

は何か？を見つけてください。

に感謝を。

・後世に残せるような石巻のすばらしい物を伝えて欲し

・歩道などがめちゃくちゃになっている所がいくつかある

い。

のに、いまだになおしていないようなので、早くなおしてほ

・話し合いとかではなく好きな時に行ける学校以外の公共

しい。

施設を作ったり、現実から少しでもはなれた所を作った方

・石巻の町をもっと活性化して、祭りなどをもっと盛り上げ

が良いと思う。心のよりどころがない人がいると思うから。

れば良いと思う。

また、そういうのは地方の方にも作ると良いと思う。

・自分達でもやる。

・もっと早く復興してほしい

・何かお手伝いさせてください。

・原発にかわるエネルギーなんてあると思っているの

・ほとんど力になれることが出来ないですが頑張って下さ

か？

い

・震災から約１年４ヶ月たとうとしています。今が最も大切

・とりあえず電車とか仙石線とか。

な石巻市の復興に向けての時だと思います。だから、み

・早く小野から松島までの電車を走らせてほしい。

んなで力を合わせて前に進んでいきましょう。

・「ボランティアしたい」という人が多いけれど「～したい」

・復興にむけて頑張って下さい。

…それでどうするの？と思います。言う事だったら誰でも

・がんばれ。

できるので、それを行動に移すのが大切だと思います。

・昔のように元通りして欲しいです。

・復興への活動ありがとう！

・ちゃんとした、計画を出してから、物事をするようにして

・復興し、幸せがもどる事をいのっています。

下さい。自分がやっていることが正しいと思わないで下さ

・がんばれ

い。

・復興のことについて考えること

・忙しいけどがんばってください

・人にたよるな

・これからも石巻が復興するように頑張りましょう。

・がんばってください。

・頑張って下さい…と思っています。

・がんばって、笑っている人がいることを知っていてほし

・頑張って下さい。

い。

・ただ話し合ったって行動にうつさなければ意味はないと

・家に一番近いトンネルの電気がまだついていません

思う。

・話しをちゃんと聞いてほしい。

・もめてばかりでなく、はやく行動してほしい

・もう少し復興するために、大人同士で話し合ってその地

・大きなひがいをうけた所や人以外にも見た目は少ない

域以外の人とも協力して復興の手伝いをしてほしい。

ひがいだったところも間接的に大きなひがいをうけている

・おえらいさんの給料のためにぜえ金上げるまえにガレキ

ということ。

のてっきょとか原ぱつの方に力を入れんのが普通なんじ

・大人も子どもも協力して石巻市の復興に関わっていけ

ゃないすかね。ひさい者なめんなよ。

ればいいと思います。

・がんばれ日本

・頑張ろう

・がんばっぺ

・とりあえず子供の気持ち考えて。

・復興とか、がんばると言っているけど、けっきょく何もし

・頑張りましょう。

ていないと思う。

・ガレキをはやくかたずけたい。北九州をなんとかしたい

・石巻市は今、大変だけどあきらめずに頑張って下さい。

・被災地だからと言ってなんでもかんでもやってもらおうと

・「復興」とは、どんな意味か？破壊された石巻は「人間に

いう考えは違うと思います。

とって」物質的豊かさが失われて大変なのだろうが、私に

・復興のために行事やお店の情報を、もっと多くの人に知

言わせれば「環境にとって」「地球にとって」太古のあるべ

ってもらえばいいと思う。行事は、一度きりじゃなく、何度

き姿に戻ることだと思っている。「復興」のために国を傾け

も、これからも続いていってほしい。あ、あと、早く萬画館

るばかりか、環境そのものが傾いてしまうのは嫌だ、そう

のイベントに行きたい。立野のシャッタを何とか、できない

思っている。

ものかな…。
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・石巻市の復興と共に、様々な所で、石巻市の不便な所

通学するのに危険がともなう。

に気付いて欲しい。

・頑張ろう

・笑い事でおさめたくない。

・子供達の手本は大人です。まず、大人がしっかりして下

・生活保護などで、お金をもらったりしている人もいると思

さい。

いますが、生活が苦しい状態なにの、パチンコや宝くじと

・石巻市の人口を震災前のように取り戻したい。

か、無駄にお金を使っている人はよくないと思う。そんな

・しっかりー

ことをしているヒマがあるなら仕事を探した方が何倍もマ

・気合いと根気が大事です。

シだ。

・頑張って下さい。

・「復興」という言葉だけで満足しないで欲しい。「頑張ろ

・がれきを受け入れてほしい。

れ」とか「一つになろう」とか聞き飽きました。特に、前者

・まずは石巻に多くある瓦礫をどうにかしたいので、他の

は、頑張っている人に失礼な言葉だと思う。

県のみなさんにも協力してほしいものです。

・頑張って下さい。

・いまの復興の状況をちゃんと思えてください

・まだ働ける年齢なのに、働かないで、ただいる人がいる

・復興に向けて募金するのも分かるが、お金がすべてじゃ

のは、ダメだと思う。ボランティアをしてもらっている側な

ないのでそこらへんを知っていてほしい。

ので、もっと感謝をするイベントなどをしたようが良いと思

・頑張りましょう

う。

・集まった義援金をさっさと市におろせカス。いつまでグダ

・これまで以上の石巻市を協力してつくりあげたい。

グダやってんだ。せっかく全国の皆様から寄付してもらっ

・パチンコで貰ったお金を使ってないで、働いて復興に協

たのに使わねーとか意味ねえだろうが

力してください。

・なめんな政治

・この石巻を復興させるなら、前の時より、良い町になっ

・市街地の復興をもっといそいでほしい。

てほしい。

・もっと市民の意見を取り入れる。市民の理想を実現させ

・大人たちはみんながんばっていると思います！！

て下さい。

・石巻だけでなく、東北、関東、被災した人たちが本当に

・がんばろう石巻

頑張ろうと思う中、以前ニュースにあった、石巻のガレキ

・早く片づけて

うけいれ反対デモ。政府の情報不足もあったでしょう…し

・がんばりすぎですよ

かし、石巻のガレキで放射線量は大きく下回る、にも関わ

・がんばろう

らずデモがおきた。大人にも関わらず、知識がなさすぎる。

・ポイ捨て禁止。

口では「頑張ろう日本。」本心では「放射線を持ち込むな。」

・頑張ろう

…信じられませんね。

・早くして下さい

・早く行方不明者を見つけてあげてください。

・他県のやつ１回見にこい！！

・石巻は大きな被害を受けて復興が大変になっています。

・バイト募集中（ボランティアも OK）→力仕事系

だから、一人一人が協力して石巻の復興に協力できれば

・色々大人なの意見についてあれっ？って思うことがある。

良いと思う。今はだいぶ復興してきました。けれどもっと

なんか意見が変すぎて腹立ちます。

良い石巻にしていけるようになってほしいです。

・早く復興して、県内の職場に就職したいです。

・頑張っぺ宮城

・復興といっても、なかなか復興しているところを見たこと

・がんばっぺ宮城！！

がないので復興しているところを見せてほしい。

・もう少しみんながかかわることをしてほしい。困っている

・税金を上げないでほしい

人を助けてほしい

・消費税をあげない

・世界平和

・自由と金と権力がほしい

・早く復興してほしい。

・口でえらいことだけいないで、こうどうでしめしてほしい。

・石巻のゴミを受け入れてください。

・がんばろう

・まずは、困っている人を助けたほうがいいと思う。あと人

・復興

が多くなってきているので交通道路などを整備してほしい。

・まず、市役所の役人共が根本的にバカの集まりだから
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復興できるものもできないままでいる気がする。

・がんばっていきましょう

・海の近くが恐い

・誰にとっての復興なのか、コンビニやパチンコ店がふえ

・堤防を作って

ていくのが果たして復興に入るのか考えてほしい。

・まだまだ、キレイに片付いている所が少ないので、子ど

・新しく避難道路が建設されるみたいですが、予定の年ま

も（中３）から復興の手伝い（ボランティア）をした方がいい

でに本当に完了するのでしょうか？予定よりも早く道路を

と思います。

作るくらいの気持ちで臨むとよいと思います。迅速な行動

・国のお金をもっとよこせ

をお願い申し上げます

・町を復興させるのは良いのですが、道路も早く復旧させ

・子どもが安心して暮らすことができる町を、できるだけ早

てほしい。

く復興させてほしい。

・市長とかむかつく。

・石巻市のために動いてもらえてありがたいです。感謝し

・がんばる

ています。

・早く仕事についてほしい

・ごみを早くなくしてほしい。

・金

・ゆっくりでも良いから、必ず復興させる。

・早く復興をお母さんといっしょに伝えたいです。

・復興へ向けている中で、石巻駅前に病院をつくると聞い

・主ではないはじっこの地域にも目をむけてほしいと思う。

たのだが、無理なことだと思う。

今でも電気や水道がきていないと聞きました。復興する

・道路の制備

場所だけ復興して他は手つかずなんてずるいです。

・復興頑張りましょう！！

・がんばっぺ石巻！

・頑張って一緒に復興しましょう！

・子どもの意見も、一人の人間の意見として聞いてあげて

・子供たちが外で遊ぶ場所と機会を増やしてあげてくださ

ください

い。

・これを書いても、どうせ伝わらない

・ヨークベニマル中浦店を直してくれっ！

・未来は私たちがひきうけた。

・政治をからませるな。

・１日でも早い被災地の復興を願います。

・興味本位ではやらないでほしい

・いつも復興の手伝いをしているのでがんばってほしいで

・頑張って、役立ってください。

す。

・地震前と同じにとは言わないので、早く何かしら考えて

・元の石巻に戻してください。

行動を見せせほしい。失望しそう。ゆとりってバカにしない

・もっとどのように復興を進めるかなどをアピールすべき

でほしい。

だと思う

・とりあえず、落ち付け。

・国も大変なんだよ。

・ただ立てなおすのではなく、次にそなえて

・まだたくさんのがれきがあるので、その処理に協力して

・今市としての取り組みが分かりづらいので、HP などでも

いただきたい。

分かりやすく提示してほしい。

・まちの復興も大事だけど、心を回復する活動も、もっと

・政府の復興の補助金を要求する前に、まず自分達で復

行ったらいいと思う！

興に携われ何でも政府任せにするな

・復興・復興と口にだけ言うのは簡単だが、きれいごと、

・●へのぼきんへは意味がない

「絆」だけではいつまでも進まないと思います。

・ゴミを早く片付けてほしい

・復興のためのお金の使い方をもっとちゃんと考えてほし

・大人の責任をしっかりと果たしてほしい

い。

・話し合うだけでなく一刻も早く計画を実行してほしい

・歩道などが無くなって危ないので早く整備してほしい。

・仮設住宅や様々なところに、無駄に費用を使いすぎ。も

・子供達の意見に耳を傾けて下さい！！

っと自立させるべき。

・着実に進めてもらえれば文句はないです

・失くした物を数えていては始まらない。

・家族が死んだ人に復興なんて言葉はない。

・道路の状態が悪い所がまだあるので直して欲しい

・頑張ってください。

・偏見だけで意見を言わないでほしい

・早く復興のための行動をしてください。

・意見を取り入れていってほしい
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・若者だけが将来を担っていくわけではないから、大人が

・私たちもできることは精一杯するので、もっと頼ってほし

引っ張ってほしい

い

・地震のこと

・Fight！！

・がんばって！！

・市民の方々が本当に望んでいる復興をしていただきた

・被害の大きかった所の復興はもちろん最優先だが、他

いと思います。

の地域（被害少）のことも考えてほしい。

・たくさんの人が復興を支援してくれたことに感謝したい。

・震災ゴミの受け入れを拒否している自治体や人々は、１

・精神的につらいと思いますが、一緒に頑張りましょう。

回石巻に来てほしい

・子どもに何もできることはないと思わないで下さい。

・電車などがなおっていない所があって不便です。

・ごみが問題。

・街を良くすることも大切だが、人が住める環境にすること

・見た目だけではない復興を！！

が１番大事だと思う。

・安全運転してほしい

・未来の石巻を前よりも良い石巻にしてください。よろしく

・いつもおつかれさまです。手伝いたいです。

お願いします

・学校のから見えるすぐそこの海にはまだがれきがたくさ

・復興といっても元通りにするだけでは意味がないという

んのこっている。

こと。

・震災から１年が経ち、そろそろ震災のことを忘れてしまう

・もっと子どもの計画案も聞いてほしい。

大人がでてくると思います。でも、いつまでも忘れないで

・子どもと大人が共に復興に向けた活動をすることで、子

いて欲しいです。

どもたちが「復興することの意味」とより理解することがで

・会議ばかりせず、早く復興してほしい

きたと思う。

・地球は蒼かった！！

・人事だと思わずにしっかりしてほしい

・言葉だけの“絆”とかいらない。行動が足らない。

・子どものほうが視野が広いと私は思います。観念にとら

・話し合ってばかりいないで早く行動しろ

われない子どもたちに意見をもらえば何か見えてくるもの

・頑張ってください

があるはずです。

・地元（雄勝）の復興に役立ちたいです。

・私たちが復興の担い手になりたいと考えている

・ありがとうございます

・がんばって下さい

・頑張って下さい

・震災で学んだ安全についてもっと深く私たちが安心する

・その手の知識は持ち合わせていないので、特に気のき

町づくりにはげんでほしい。

いたことは書けません。

・みんながんばっぺし！

・全員で協力しましょう

・一度に手をつけて何とかしようと思わないで欲しい。高

・少しでも早く前の石巻に戻したい！

校生でも出来るボランティアを教えてほしい。

・１人１人が意識をもち、街作りを心がけていきましょう

・震災前よりも更に良い石巻をつくってください。

・みんながひとつになれば、乗り切れる。

・震災前よりも発展した石巻にしてください。

・がんばって下さい

・お金は正しく使って、より良い復興を目指してください

・財政を整えて石巻を豊かにしてください

・もっと早く行動してほしい。電車を早く完全復活してほし

・大人も子どもも力を合わせてがんばりましょう

い

・がんばっぺ石巻！！

・まじ大人しっかりしてください

・法的手続きの簡素化。I'm from 石巻

・やまない雨はありません。

・残りの人生を一生懸命生きてください

・放射能で汚染されたがれきは他の県に断られるのなら

・特になし、期待していない！！

お金をいただいて宮城県に処理する場所をつくればいい

・岩左先生の家をたちのきさせないでください。

のでは…と

・ありがとうございました。

・自分も石巻のためになりたいと思っています。ぜひ、復

・がんばろう

興に関することがあれば教えてください

・神様は乗り越えられる試練しか与えない！！

・がれきを受け入れて下さい石巻では処理しきれません

・早く道路をなおして！！
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・今、石巻市の状況がどうなっているのか全然伝わってこ

・早く復興をして！！

ないので、伝えてほしい。

・家をください

・石巻市の復興に尽力していただきありがとうございまし

・頑張れ

た

・少しずつでもいいので復興に向けてがんばってくださ

・たくさん就職するところをつくってください

い。

・もっと、ゴミがあるなら学生をつかって片付けをすればい

・今、この世の中、働かなくなった人が多いので、復興に

いと思う。

少しでも関わえる手伝いでもいいから、やって欲しい！

・政府がきちんと動いてほしい

・人手不足ってやつですわ。

・力を合わせて復興しましょう

・子供にも復興を手伝う機会をください

・政治家の人達は国会で、くだらないあげあしの取り合い

・１人では無理なので、みんなで協力していろんなことをし

・次は自分達、若い世代が復興に関わっていくので、大人

て欲しい。

の人はそれまで頑張って下さい。

・あなたの応援が私達の力になる。

・被災者に増税は残酷すぎる

・口先だけで復興を語るのではなく実際に行動に移そう！

・皆でがんばろう

・家の周りの景色が変わらない

・電車早く直してほしい。

・国会議員同士でモメている場合じゃないと思う。

・子供ではできることに限界があります。けど、精一杯頑

・最近よく見るのが、がれきの受け入れを拒否する県外

張ろうとしている人もいます。

の人たちの姿です。放射線の検査をした上でのことなの

・元通りにすることも大切だが、これを機に新しい石巻を

に、それでも、「放射線を持ち込むな」などと心無き大人た

目指して欲しい。

ち。私はその姿をみるたびに心が痛みます。そのくせ「頑

・特に話したいと思いません

張れ」だの「応援している」だのと言われても、何もうれしく

・頑張れ

ないです。

・同情なんていらねぇ！！

・お祭りをふやして

・ありがとうございました。

・頑張ってください

・がんばってください

・I can do it

・復興の為に頑張ってください。

・知識もないのに、無駄な反論をするな

・子供に明るい未来を！！

・がんばって職見つけて（笑）

・被災地が早く復興するように頑張ってほしいです。

・消費税上げないで～

・協力すること

・がんばう日本

・これをきっかけに都会にしてほしい

・さっさとなんか行動しろよ

・復興についての情報を毎日更新してほしい

・以前よりより良い町を一緒につくりましょう

・がんばって下さい

・日雇い等でもいいので、高校生も復興に参加させてほし

・中心部だけではなく各地区でも復興の手助けを

い。

・がんばりましょー

・がんばろう石巻！

・ガンバッテ下せい。

・「絆」とか言ってるくせにいざ頼ろうとしてガレキの受け入

・ぐちぐち言ってねーでさっさと動け。行動が大事だって

れをお願いしているのに「拒否」とかふざけるな。

・少子高齢化が進んでいるので頑張って子どもを作りまし

・がんばろう。

ょー

・これからも復興に向けて頑張りましょう

・大きい地震がきたら、津波が来るか、どうか考えるまえ

・仮設住宅の人達をもっと支援してほしい。

にはやく山の上とかにひなんしてください。

・頑張ろう日本！！

・I LOVE YOU

・何か自分にできる復興の活動があれば教えてほしい。

・がんばってください

・頑張って下さい

・道路の環境を整備してほしい

・何で片付けてないところがまだあるんですか。

・大人というか政治家にムダな争いが多い。

・１人１人が復興へ協力してほしい！！
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・よりよい町づくりをしてほしい

さい。

・もとどおりにするのではなく、新しい町づくりが、必要だと

・みんな助け合ってがんばってほしい！！

思う。

・頑張りましょう。

・うちはローンが残っていて、他の人と保障される金額が

・復興ってかもっと子供と遊んであげて。

同じなのはひどいと思います。

・がれきのてっ去を全国で協力してほしい。

・ちょっとずつがんばってほしい

・震災はだれも悪くない。

・国や被災地より自分たちのが大事なんですか？あなた

・被災者のことをちゃんと考えてほしい。無駄なことにお金

たちみたいな人が国の先頭に立っているなんて、恥ずか

を使わないで町の復興のために使ってほしい。

しいです。いつになったら復興できるんですか？

・他県の人はガレキ、震災ゴミ＝ゴミ、有害なものだと思っ

・復興に何が必要なのか等をもっと周りに発信していいと

ているが被災者にとってはガレキ＝自分の宝物だという

思います。

こと

・もっと町の人と協力して活動してみては？ボランティアに

・大変なこともあるかもしれませんが、がんばって下さい。

頼る前に自分たちが率先して行ってほしい。

・ずいぶん復興してきて嬉しいです。ありがとうございまし

・内海橋をはやくなおしてほしい

た。

・石巻がはやく復興できるよう、がんばってください

・とにかく復興のために前向きに頑張りましょう。

・少しずつでもいいので、この際前よりも美しい町にしてほ

・頑張りましょう

しい。

・街の復興だけが復興ではない

・大人は（特に政治家）はわかってくれようとしない。

・がんばってください。私もがんばります。

・対応が遅い

・がれき受け入れ反対は現状を詳しく知ってから語れ

・伝達スピードのおそさ

・少しずつ復興していけばいいです。

・とりあえずがんばろう

・テレビでやっている所だけが被災地じゃないです。

・よけいなものに金を使うな

・石巻の市長はだめすぎます。

・しっかりしろ！！

・前の家のふねをどうにかしてほしい。

・同じ場所を、何度も工事しないでちゃんとした道路、歩道

・少しずつでいいからこれからも素敵な石巻に戻れるよう

を作って下さい。車も歩行者も大変です。

皆で協力し合っていきましょう。私も部活で急しいですが、

・年関係なく助け合い

時間がある時手伝えるよう私も頑張ります。

・年かんけいなく助けあい

・がれきじゃなくて生活してきた証。

・VR を最も速く復旧させてほしい

・あせらずゆっくり復興してきましょう！！

・がんばって

・お金を計画的に無駄にならないように使ってほしい。

・壊れたところを全て直してほしい

・ふぁいとー！！がんばりましょう！！

・もっと地域復興のため、がんばってほしいです。いろい

・もっと子供のことを考えてほしい

ろな県からボランティアとしてきてくれているのでかんしゃ

・町をキレイにしてほしい。電車を早く通してほしい。

のきもちをもってほしいです。

・税金とか高くなっているけど、被災地にとっては、すごく

・ありがとうございます

大きくて大変なことであると思う。

・大人は信用できない

・今行っていることより、もっとやらなければならないこと

・もっと多くの大人に復興のことについて考えてほしい。

があると思います。まだ、片付いてない地域もあります。

・よろしくお願いします。

花を植えたりするのも街を明るくするのに大事だと思いま

・良い大人と悪い大人の差がひどい。

すがもっと他のところにも目を向けて下さい。

・がんば

・前にはあって、なくなってしまったお店を作ってほしい。

・ボランティアがいるのはいいが、最近、ちょうしにのって

・復興が遅すぎると思う。

きてうるさい。

・無駄なお金を使わず、復興のために使ってほしい。がれ

・ドブそうじをしてほしい。タバコのすいがら多い！

きなどまだ片づいてない所を、キレイにしてほしい！

・少しずつだけど復興していると思います。がんばってくだ

・ゴミを九州に運ぶよりも県内で処理した方がいい。お金
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のムダづかいやめた方がいい。

のでとくにいうことはありがとうの気持ちでいっぱいです。

・はやくがれきとか撤去してほしい

・言葉だけじゃなく、行動に移してほしい。

・今、自分にできることを少しづつしていってほしい。

・歌手とはいゆうと、げいのう人の人もっと来てほしい。

・少しずつでも“良い”方向に進んでいけたらいいです。

（AAA、ファンモン、西野カナ）

・仮設住宅だけでなく、アパート暮らしをしている被災者に

・芸能人つれてきて下さい。AAA、みうらしょうへい、むか

もまんべんなく支援をしてほしい。

いおさむ、ファンモン、Juliet

・力をかして下さい。

・私たちの未来のために復興、頑張ってほしい！！

・復興×２って言ってるけど平行線のままのことが多いと

・向井理をつれてきてください。ファンモン、AAA

思う。

・みんなが笑顔をになる町にしてほしい。

・もっとよく周りを見てほしい。

・特にないでぇ～す！頑張りましょう。頑張っぺ石巻！負

・はやく、かたづけてー。地域で、協力して、そうじとかしょ

げねど石巻！石巻復興これからだべ

う！！

・頑張って下さい。協力します。応援しています。負げねぇ

・まだ片付いてない所があるので片づけて元の町にもど

ど石巻！！これからだべ！！

したい。電車の開通。

・がれきを受け入れてくれない他県は、被災を経験してな

・あきらめないでがんばろう。

いからそう言うと思います。それを少し考えてくれれば、も

・早く困ってる人を助けてほしい。

っと復興がはやくなるんじゃないかなと思います。

・がんばりましょう！！

・自分が、元住んでいた家の土地はどうなるのか、早く決

・道路や目視で判断できない危険な建築物の整備を早く

めてほしい。がれきを、他の県におく時にいやがるのは、

して欲しい。（理由：車椅子や、高齢者、子供にとってはと

おかしいと思う。できるだけ早く、復興してほしい。

ても危険だから。）

・くさいから、こわすならこわして。

・がれきを受け入れてほしい。

・子どもだって頑張っている！

・ゴミを受けとってください！！

・頑張ろーっ！！

・ゴミとかがれきをもっと他の県の人たちに協力してもらう

・あまえすぎ。

べきだと思う。絆とかなんとかいう前に行動でしめすべき

・どうしようもないけど、はやくきれいにしてほしい

だと思う。

・かせつせまい。

・がんばってくださいはいいません。自分でできることを精

・復興しているっていってるけど全然復興してないと思う。

一杯に

このままじゃ、前のようにならないと思う。

・情報が乏しい。住んでいい地区とかを早くつたえてほし

・速く、そこに住んでいいのか！？をはっきり決めてほし

い。

い。

・はやく防波てい作ってほしい

・がんばろう！！

・人まかせではなくて、１人１人の意識が大切だとおもい

・最近ちょっとおかしい人がいる。（大人で）

ます。

・がんばって下さい。

・ボランティアがいらない。見学に来るようだったら来ない

・電車をはやく。

でほしい。

・みんなで協力をして乗り越えよう。

・もっとまわりを見て下さい。ひょうめんだけでは、ダメな

・津波で荒廃して地区を静態保存することをした方が良い

のでわ？今しなくてはいけないことを考えて下さい。子ど

・復興はただかたづけたりすることだけや募金だけではで

もは気づいてます。

きなくて、そんなたんじゅんなものではないと最近思いま

・他人に頼ってばかりではダメだと思う

す。

・がれきの処理、はやく、普通の家にすみたい。土地がほ

・たくさんのしえんありがとうございました。

しい

・募金などを積極的にしてほしいです

・未来の事を色々と考えてほしい。
・もっと石巻のことを細かく知ってほしい。
・大人の人たちもいろいろ復興にむけてがんばっている
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・ゴミをどうにかしてほしいです。

高校３年生

・復興計画を具体的に公表してほしい。震災ガレキを他の
市でも行ってほしい。

・石巻の復興頑張って下さい。

・一緒になってがんばりたい。

・みんながみんなという訳ではありませんが、遠方より足を

・震災ゴミについて反対とかされて悲しい。

お運び頂き、復興の手伝いをして下さる人々が多くいる中

・移転の計画を早く立てて下さい。いつまでも関係のない

で、ストレスのせいか、朝から晩までパチンコ、ゲーム、酒

どうでもいいような話題ばかりでちっとも移転計画が進ま

など、ぐうたら暮らしている人々の姿を見て、情けなくなり

ない。仮設に何年も人を置いておいていいとでも思ってい

ます。震災当初は、絆だ助け合いだ、言っていた人が、こ

るんですか。

んなにも私欲に走るのかと思うと憤りを感じます。周りを見

・儀援金をちゃんとください

れば、一生懸命生きている人がいるということを、頑張って

・石巻に住んでいる皆１人１人が必ず復興するという強い

仕事、職探しをしている人がいるということを、そして世界

気持ちがあれば石巻はもっといい所になると思うし、復興

が私たちを助けてくれていて、その恩返しをしなければな

できると思う。

らないということをよく考えて欲しいと思います。

・がれきを片づけてほしい

・ごみ捨て場をつくってほしい。

・日本全体だけでなく、被災地でさえ、風化が進んでいる。

・仙石線を早く修復してほしい。

これをくいとめることで復興も進むのではないかと思いま

・大人は復興のためにがんばっているから何も言うことは

す。

ない。

・石巻でジュニアリーダーとして活動していて、仮設住宅訪

・通学路にちらばっているガラスのはへんをかたずけろ

問とかをしました。自分も仮設にいる身なので、仮設住宅

・避難所で手伝っていたとき、自分のことを最優先にし、自

に給とう器とか（おふろをわかるやつ）つけなくてもいいと

分のことしか考えない大人が多数いた。中には自分より周

思う。便利だとは思うけど、あくまで「仮設」なので、ずっと

りのことを考えてくれた人などいたのに、それでよいのか。

住むわけではないので。

復興より人間性が気になった。石巻市の復興を他人事に

・復興って何をしているのか。ボランティアの人がすっごい

していたりするので、もう一度、地域全体で１つになってみ

がんばってくれてて、ダラダラしてるひさい者がいると思

んなでやれることをみんなでやりたい。

う。

・がんばってください。

・子供がきがるに参加できるような復興ボランティアをしょ

・がんばってください！

うかいしてほしい。

・日本全体で、もっとがれきの受け入れを進めて欲しいで

・ボランティアの方々が来てくれて本当に助かりましたが、

す。がれきや責任を押しつけ合うのではなく、分けあうよう

正直言ってボランティアの方々が町の復興をしてくれてい

な姿勢に変わっていけたらと思います。１人１人の声は小

るのに実際に被害にあった人々の活動があまりないと思

さくて届きませんが、皆で言えば何か伝わるような気がす

いました。ボランティアの方々の手を借りるのもいいです

るので、私も頑張っていきたいです。このような具体的な

が、もう“被害者”ではなく“復興する人間”になって行くべ

活動をなさっている方々に大変感謝しています。ありがと

きだと思いました。私ももういちど同じ北上町をとりもどした

うございます。

いです。

・国会などでもめているひまがあるなら、その時間を復興

・復興、復旧が進んでいない。

のために使ってほしい。

・津波対策をしっかりしてほしい。

・頑張って下さい

・絆って何ですか？

・これ以上ボランティアはいらないと思う。責任を押しつけ

・大人というか政治家へ、復興のために何かしてよ

るのをやめてほしい。

・小、中、高校生にもっと復興活動についての情報を知ら
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せ、ボランティアなどでいいのでお手伝いさせて下さい。

・というか東松島市のことなんですが、震災後にいただい

・スーパーなどが近くになくて困っている人のために、スー

ていたはいきゅうがありえなすぎてびっくりしました。うちに

パーを建てたり、車で販売してはどうでしょうか？人との交

来たのはわかめ２枚程、種類のわからないきのこ、なにか

流を増やすように何か計画してもらいたい。

細かいもの３本という、どうしたらいいのかわからないもの

・がれきの撤去や震災ゴミの片付けなど、東北のために何

でした。私が見たはいきゅうはそれだけです。もしかしたら

度もかけつけていただいて、本当にありがとうございまし

それが最初で最後のはいきゅうだったのかもしれないです。

た。私が住んでいた雄勝地区も皆さんのお手伝いもあって

ありえないです。市長…。

少しずつですが、ゴミが減りはじめています。

・親や兄弟をなくして片親になった子は精神的にもつらい

・高校生にもできるようなボランティアのポスターとかチラ

し何もする気がおきないかもしれないけど怒鳴ったりしな

シとかで情報を伝えてほしい。

いで時間が経つのを待ってほしい

・今後は町の未来を担う子供も復興に参加できるようにし

・１日も早い復興をお願いします

てほしい

・石巻が早く復興できるように頑張ってほしいです。

・震災直後に比べて町がキレイになったのでとてもありが

・がんばろう。

たいです。

・復興にみんなで参加すればいい

・頑張れ菅直人。

・しょうひぜいくらいでいちいちうるさい

・色々な人が震災をうけてどんなことがあったか、今どう思

・がんばってください

っているか

・最強の防波ていを作成

・がんばってください。

・今は、消費税を上げるより復興が大事

・大人たちの勝手な意見、行動で石巻市立大川中をなくさ

・力を合わせましょう。

ないでほしい。

・復興作業をやるんだったら早くしてほしい。

・石巻の良さを残しつつ、住みやすくて災害に強い町にな

・今回の震災で大きな被害があった方がたくさんいます。

ってほしいと思っている。

そんな人々のためにもまだ手がとどいてない所まできっち

・どんな困難でもあきらめなければちゃんと石巻市は立ち

り復興させてあげてください。

直ることができると思う。越えられない壁なんてないと思う。 ・震災前の石巻に少しでも戻れるように頑張ってほしいで
だから私達の出来ることをためらわずにやっていきたい。

す。

・この震災を忘れないようにしていってほしい。

・地域の事は地元の人に聞くのが一番。

・もう少し活動した方がいいと思う。

・一緒にがんばりましょう

・偉い人たちは自分たちのことでいっぱいで復興とかあま

・これからも石巻市の復興について頑張ってほしいと思い

り興味がなさそう。（早く道路を直して下さい。こんな町もう

ます。

ヤダ。）

・もうすこし、意見をしっかり持って下さい。

・頑張って下さい。

・あまり頑張ろう頑張ろうと力を入れすぎると疲れてしまう

・よりよい町づくりを進めてもらいたい。

ので、たまには力を抜きながら、少しずつみんなと協力し

・自分のことだけを考えるのではなく、他の人のことも考え

ながら進めていきましょう。

られるようになっていきましょう。

・こまっている人のために、何をできるか、また、何が必要

・かんばりましょう

なのかをもっと考えてほしい。

・震災で大変な県もあるのに消費税を上げたりしているけ

・がれきを早く、かたづけてほしい。

どもう少しそんなことを考えるより復興に力を貸してほしい

・I can do it！！

と思います。大人はぜいたくを言ってばかりだと思います。

・一人一人が協力し合い助け合う事

・消費税あげる前にやることあるだろ？

・ぎえん金を遊びの金につかっているならもらわないでほ
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しい

・政治家がもっと宮城、岩手、福島について頭をかかえて

・もっと子供達にも頼っていいと思います。

ほしい。小中高まだまだ復活していない

・もう少し復興について詳しく地域につたえてほしい。

・がんばろう石巻！！

・もう少し復興について地域に教えてほしい。

・ゲーセンふっかつ！！

・大変だと思いますが頑張ってください。

・I LOVE 石巻

・もっとかかわれる機会を増やしてほしい

・ありがとう！！

・私は東松島市民ですが、石巻市と同じく東松島のために

・釣りができるところを作る

も、力になっていきたいです。

・海洋環境を整えてほしい

・高台の設置

・国でお金を出して町にくばる

・石巻はどなん復興をめざしているのか

・石巻を復興させるためにイベントなどを多く行い他県など

・お金が無いから○○はできない！と言うのではなく、お

の人を多く来るようなことを考えて石巻は復興していると伝

金を集める努力もせず言うのは違うと思います。

えたい

・がんばれ

・頑張って！

・石巻が早く復興できることを願っています。

・これからが大事だと思うので頑張ってほしい

・警察はもっと震災の事を考えた方がいいと思うよ

・現実を見ましょう

・行動するべし

・がれき置き場の提供を早急に。

・まだ東日本大震災はまだ終えてないと思う。おわるという

・一緒にがんばりましょう

ことは被災地が完全に復興することだと思う。自分なりに

・市役所をあてにしないで協力することが復興することをし

完全に復興とは、仮せつ住宅に１人もすまないようになる

ていきたいと思います。

ことだと思う。

・政府をどうにかして下さい

・復興、復興ってゆう言葉だけで、自己満足している大人

・みんなでがんばりましょう

に腹が立ちます。（特に仙台、東京の大人の人達）あと、

・早く復興してほしい

震災観光みたいなのができたらしいけど、ただ見て帰る人

・私は政治のニュースを見て、言い合いしているばかりで

達によけい腹が立ちます。口だけはやめてほしい。

解決する意見が全くでないので日本のトップがあんな私達

・語るのは誰にでもできる…。それを行動にしなきゃ。

小学生の授業でやるようなレベルなので見てて私たちもこ

・石巻にもう少し娯楽施設をもっと作ってくれれば石巻の人

んな感じて話合っているのかと恥ずかしくなりました。とり

達も元気になると思う。

あえず、日本のトップがあれなら石巻のトップの人がこうで

・はやくていねいにお願いします。

なきゃいけないという復興の話合いをしてもらい良い意見

・ウィンカーはひっこめようぜ

ならどんなに小さい意見でも聞き入れ、少し、変わったこと

・がんばりましょう

でも可能性を信じてほしいです。今までと違うことをしよう

・JR はよ

とするのは怖いかもしれないが、がんこな年配の方をせっ

・JR の本数増加

とくして、良い方向に復興してほしいです。

・本気で町の事を考えていますか？

・I wish for you！！

・言っていることとやっていることが違う気がする

・やらない善より、やる偽善。

・ガレキのしょりをがんばって下さい。いつも助かっていま

・復興のためにがんばろう

す。ありがとうございます。

・All for ONE ONE for ALL 七度転んだら八度起き上が

・3.11 を忘れないでほしい…。

れ！

・大人、子供関係なく石巻・東松島を復興させよう！！

・SAVE THE CHILDREN JAPAN！

・TSUTAYA 復活

・一度でいいので今の石巻市を見てもらいたい
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・がんばってください。

・早く仙石線が完全復旧してほしい。

・ちゃんとやれってうそ●

・特になし。ただ、政治家の茶番はいい加減にしてほしい。

・一つ一つしっかりと将来についての町づくりをしっかり考

・子ども大人も協力して復興を進めていきたい。

えてください

・シャッター通りをなくしてほしい。

・子どもと大人とか関係なくボランティアできる団体か場所

・がんばろーぜ！

がもっとほしい。

・仙石線完全復旧

・ファイト！！

・私も石巻のために頑張ります！

・俺達の学校を通学できるようにして

・将来のことを考えろ！！

・少しずつでも良いです。復興にむけて、がんばってくださ

・電車の復活

い。

・仙台-石巻間のバス代、電車代の値下げ。

・あーだこーだいってないで、石巻の未来を見すえたことを

・計画の実行をできるだけ早くすることが大事だと思う。子

してもらいたい

どもたちの意見も尊重するといいと思う。

・１日も早い復興を願っています。

・仮設住宅や他の地域からの移動のために、交通手段を

・頑張ってください

設けてもらいうれしく思います。

・共同復興

・好きにやれば

・無理せずできることをしてください

・もっと独自性をもっていいと思う

・やるべきことの優先度が違うだろ

・原発事故程度で騒ぎすぎ

・じゅう宅地を高台に移転する

・いつまでも凹んでたら進まない。震災を理由にするな（←

・みんなで協力して復興する。

何でも）

・路面を整備してほしい。

・頑張れ

・元の場所に住みたい人がたくさんいるので、はやく行って

・風力、潮力、波力、水力等々、石巻は自然エネルギーに

ほしい

あふれている。もっと利用すべき

・石巻駅前にもっと店を出してほしい

・いつまでも支援に頼らないほうがいい。

・よりよい石巻市にしてください。

・豊里町を知って下さい。

・落ち着いてきたからといって手を抜かないでください

・がんばってください

・石巻やきそばはあまりおいしいものではない。

・仮設受託の人とかの態度がでかい。

・何年かかってもいいから復興できるよう、がんばりたいと

・協力し合いましょう

思う

・元気が大事！！

・頑張って下さい

・全体の仕事を一度全て最小限におさえて、残りの人を急

・他人に任せるのでなく、自分でできることは自分で。他人

ピッチで復興に向けて取り組む等、グダグダやらずに短期

の好意に甘えすぎないこと。

間でしっかりやっていった方が良いと思う。

・１に財源、金がないことには始まらない。いらないものを

・がんばろう！！

落とす。石巻市が高校をもっている意味がない。よって石

・復興の中での「正しい」「正しくない」は、もしかしたら今と

巻市女子高校及び女子商業高校の廃止を提案する。２に

未来では違うかもしれないけど、すべてを含めた“最善”を

人材、失業保けんにかまけて働かないやつがいる。早くう

尽くしてほしいと思います。偉そうなことは言えませんが…

ち切れ。

・石巻市がどのように復興に向かっているか、現在進行形

・一刻も早く元の石巻に戻ることを願っています。

で何をしているのか、私たちにも分かるように定期的に教

・頑張ってください

えてほしい。

・私たちは頑張る！

・ごみを減らすように心掛けてほしい。
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・阪神・淡じ大震災からかなりの年月が経っていますが、

・少しずつやればいいと思います

未だに神戸から移住してから戻って来ない人がいまず。神

・できることを着実にしていきます。

戸が復興前と後で大きく町の様子が変わってしまったから

・小さなことの積み重ねが大事だと思います。

です。復興で街を明るくするのはよいことですが、何もかも

・ちゃんとはたらけ

変えることはせず、震災を忘れないためにも何か残るもの

・今問題になっているガレキは、やはり目に入ると暗い気

が欲しいです。

持ちになるし、夏になるとそれらが原因でハエなどが増え

・みんなが安心して暮らせるようにがんばってほしい。

るので、復興の要になるのはガレキのテッキョだと考えま

・子どもたちの気持ちを考えて復興に向けて頑張ってほし

す。

い。

・オーランチオキトリウムを浸水した地域で培養し、バイオ

・道路や交通の便をまず直したほうがいいと思います。

燃料でもうけたほうがいい。

・とにかくみんなが以前のくらしを取り戻せるように頑張っ

・駅前や商店街をもっとにぎやかにして欲しい。

てほしい

・復興が早くて助かりました

・もっと積極的にボランティアしてほしい

・無理をしない程度に復興させていってほしい。そして、も

・復興に関する情報をもっと知ることができれば地域の人

っと前向きになるべきだと思う。

の協力が得やすいと思います。

・市の予算を無駄なことに使う前にもっとやるべきことがあ

・このまま頑張ってほしい

ると思います。

・みんなで頑張りましょー！！

・3.11 の災害をいつまでも忘れないようにしたい。

・おれたちに任せな！！

・がんばってください

・がれきの収理について、汚染されているからと勝手に決

・早く復興してほしい

めつけてがれきを受け入れようとしない大人はおかしい。

・高校生や中学生などが強制的に参加するようなイベント

計測機でしっかり計って問題ないとしているのになぜそん

を沢山催すべき！！

なことをするのでしょうか。もし自分たちの県がそうなった

・がんばりましょう

とき、私たちが同じことをしたらどう思うか。石巻に限ったこ

・どんどん復興してほしいと思う

とではない。

・焦らず頑張りましょう。

・ゴミ置き場に震災ででたゴミがたまっているのを後々、ど

・早く復興してほしい元戻りの活気ある町になればいいと

うするのか。

思います。皆で頑張りましょう。

・復興の施設とかよりさっさと産業とかを復活させてくださ

・はやくきれいにしたい

い

・仮設で腐った人が多すぎる

・計画、実行を早くしろ

・がんばって下さい！！

・広い視野を持って、将来を考えた計画を立ててほしい。

・まだ未成年で私たちができることは限られてしまっていま

・私たちも頑張っていきたいです。

す。ですがこれから私たちの世代となっていくので復興な

・東松島市もお願いします。

どの計画を知っていても良いと思います。私たち高校生は

・被災者への平等な支援を行いましょう。

復興に向けて頑張っている大人の姿をちゃんと見ていま

・頑張って！！

す。

・公共事業の仕事をしとけ

・朝からパチンコ店などに並んでいる人を見るとあきれる。

・石巻駅周辺の活気を取り戻してほしい。

他の県から助けてもらっている状況で、そのようなところを

・子どもが不安なく過ごせる環境を作ってください。

見ると助ける気持ちがなくなると思う。自分のおかれてい

・頑張ります！だから頑張りましょう！！

る状況を１人１人認識してほしい。大人だけではなく。

・早く高めの堤防を作ってほしい。

・気長にやってほしいと思う。

185

宮城県石巻市／高校３年生

・がんばってください

・がんばってください。

・がんばってください

・お金の問題とかもあると思うのでゆっくりにでも確実に復

・共にがんばりましょう！！

興していけばいいと思います。

・頑張ろう石巻

・決断力と行動力の無さ。

・口だけじゃなくて行動に移してください。

・市長やめろ。内輪だけじゃなくて、もっと大っ●らに。市長

・道路のデコボコを直してほしい

やめろ～。さいとうまさみ県議やめて市長になれ～。

・子ども達の手本となる大人になってください。

・まずは、被災した、家をなくした方がいいと思います。虫

・いつか絶対に復興に関わります

が増えるので

・復興が遅いと言う前に自分から行動すればいいと思う

・震災は恐い

・仕事を失った人に、仕事をあたえてほしい。

・一部の人は、自分の状況をよく考えて行動してほしい。

・私の家は水産業をしているのですが、同業者達が辞めて、 ・市長がだめだ。市長やめろ。今の復興計画がそのまま通
活気がなくなってしまいました。水産業の復興にもっと力を

ったら石巻はすいたいする。そして石巻らしさもなくなる。

入れてほしいです。

・もっと思い切りが必要だと思う。いろいろ遅い

・仙石線がないと、国家資格がとりにくい。

・おつかれさまです

・石巻を今まで以上に活気にあふれた街を目指してほし

・松野文俊のようなプロフェッサーになって、何か作りたい。

い。

オレがなる！！

・一人一人できることを！

・競基弘のようになりたくない

・これからも復興頑張って下さい。

・ファイト！！

・有名人をもっと呼んで！

・義援金を何につかったか明確化すべき

・復興活動がんばってください。

・早く使用不可の小学校を復旧してほしい

・今の大人の世代の話を聞いて、自分の世代やこれから

・頑張りましょう！！

の子供の世代に受け継いでいきたい。

・がんばりましょう。

・自分たち若い世代が今から頑張ってきます。

・道路の補装等、危険な箇所を早くしてほしい。

・大人達のおかげで復興は、ほぼ順調に進んでいると思

・今石巻地域は復興で苦しんでいるのに消費税を上げる

います。これからもよろしくお願いします。石巻の隅々まで

なんておかしいと思う。

気にかけてください。

・市長を変えたらいいと思う

・復興したらいいと思っています。

・がれきの片付けを効率よく行ってほしい

・一緒に頑張りましょう

・今、石巻はとても多くの人が感心のある市の一つです。

・見本になれるように頑張れや

もっと大きなことをしてより注目を浴びること、今なら沢山

・いつまでも、自分は大変だったとか、つらかったとかたっ

の人々が助けてくれます。この震災を期に石巻を更なる市

てくる人が多いが、気持ちをまず切りかえてほしい。つらい

に変えれるようになればいいなと思います。

のはみんなだから…。次はどんな町にしたいかとかをみん

・自分勝手はやめて協力しよーぜ！

なで話しあいたい。あまりネガティブに考えないでほしい。

・ないといえばないが、あるといえはあるかもしれないが、

かせつのおばあちゃんや主婦や小さな子どもの方にも気

もしあったとしてもいわない。

をつかってほしい。

・何が必要なのか言えばいいと思う

・人生笑っとけばなんとかなる！！

・もっと市民が必要としている復興をしてください

・金めあてにさいばんおこすな。

・頑張ろう

・頑張ろう石巻！！

・私も力になれることがあれば何かやりたいと考えていま

・自分達で片付ける。

す。
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・なるべく早く、復興計画を実行してほしいです。

・石巻市の復興に役立てるならぜひやれることはやりたい

・風呂の追い炊きとかいらないと思う。

のですが、今年は受験もあってとても、他のことをできる状

・ただのひやかしでは来ないでほしい。がれきを受け入れ

態ではありません。

てほしい。

・何か手伝えることがあるなら、手伝いたいです。復興する

・風化させないために残った建物などを残してほしい。

にはいろいろ大変だと思いますが、みんなで協力できたら

・復興事業を計画する時に、現地を視察してから決めてほ

いいと思います。

しい

・市としての復興計画が遅い。そして情報も少ない。

・家の取り壊しなどでさら地になった場所の雑草がひどい

・政府は、復興について忘れつつあると思う。もっと復興に

ので刈り取ってほしいです。

ついて考えていただきたい。

・今までの石巻は、魚漁関係者か公務員しか暮らせない

・いつまでも被災したっていってないで、自立心をもってく

町だったのでより多くの産業をまねき、就職先を増やして

ださい

ほしい

・今自分たちがなにをすべきか。なかなか発言できない子

・高校にボランティアの求人を出してほしい。

供の代わりに大人たちが呼びかけて下さい。原発反対な

・急がなくていいので、ゆっくりゆっくりと復興していって欲

ら、何で発電するか考えて。

しい。

・ボランティアなど提示があれば、参加するのにやっている

・女川町で一年間災害 FM 放送局のアナウンサーとして活

かどうかわからないと、したくてもできないので、募集など

動し、町の復興には「人を呼び込む」事が何より大切にな

かけてほしい。

ると思いました。町にお金を落としてもらい、経済をまわす

・この１年と４か月で以前の悲惨な状況からだいぶ復興し

事によって地域、町内、市内での雇用を生める事につなが

たと思います。それも復興のために活動に励んできた

ると確信しました。いくら面白い事をしても、おいしいもの

・今回の震災の経験をいかして、想定外ということがない

があっても、知って、来てもらわなければ、意味がないと思

ようにしっかりとした安全対策を考えて欲しい。

います。そのために「知らせる」というメディアによるパイプ

・もっと土地を有効に使って、新しいものを作ってほしい。

を作っていかなければならないと考えています。私は将来

そして「復興」ではなく「発展」に役立ててほしい。

そのような役割を担うラジオ番組を構成して、被災地と被

・もっとまじめに考えて！

災地外をつなぎたいです。誰も復興と口にしなくなったそ

・全国各地の NPO や企業の助力と世界の国々の支援に

の日が本当の復興だと思います。それには長い長い時間

よって、石巻は息を吹き返しつつあります。しかしその一

がかかりますが、その日に向かって一歩一歩着実に進ん

方で、いまだに手つかずの所も多く見受けられます。私も

でいきたいです。

尽力しますので、少しでも早く復興する事を願っています。

・石巻市のがれきを他県の人が受け入れ禁止とあからさ

・海の近くの町がまた活気のある場所にして欲しい。

まに市長に反対する様子などをニュースでよく見ますがと

・石巻の復興の計画があまり私達まで伝わっていないよう

ても残念に思います。そういう場面をみると本当にかなし

に思います。石巻の復興を石巻に住んでいる人々、石巻

いです。

を愛する人々全員が知っているべきだと思います。

・少しでも早く復興に向かえるように協力していってほしい

・もっともっと復興させてほしい

・ありすぎますね

・大人の人が復興のためにがんばってほしい。

・ボランティアをもっと呼びかけて中、高校生を積極的に参

・パチンコしている暇があったら何かしてほしい

加させた方がいいと思う。

・むだづかいしないで早く復興しな

・石巻は広いので、被災しているところとあまり被害がなか

・これは石巻だけの話ではありませんが、全然復興が進ん

った地域があり、復興するという意識に格差があり、それ

でいません。震災がれきがまだ多く残っている為です。で

をどうにかしないといけないと思います。

すので、他力本願で悪いとは思いますが、他の被災してい
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ない市町村に受け入れてもらいたいです。私たち高校生も

やめるべき。

「自分たちに何ができるか、どんな事をすればいいか」と考

・手伝ってほしい。

えています。大人の方々も大変だと思いますが、頑張って

・自己満足ではなく、石巻市全体が明るい市になるように

復興へと歩みを進めましょう！

してほしい。

・募金してください。仙台までの電車をどうにかしてほし

・話が長い。

い。

・がれきを早く片付けて下さい

・石巻・仙巻・復興

・大人も子供もみんな頑張っているー。

・早く元の街に戻ってほしい

・復興に向けて頑張りたいです。

・早くしてくれ！！

・子供たちが思っていることを伝えたい。

・金くれ、道路早く直せ

・がんばろう石巻！！

・復興にむけてお互いがんばりましょう！

・みんなで頑張りましょう！！！

・芸能人をたくさん呼ぼう

・がれき処理。他の県に手伝ってほしい。

・ふぁいとー！！！

・頑張ろう石巻！！

・石巻市の住んでいる人が安心して生活できる環境を作り

・がんばってください。

たい。川聞きたのしみたい

・考え方を変えた方がいい。

・早く決めて、早く行動にうつしてほしい！！

・以前より工事の速度がおちてるような気がする

・か設住宅にいる人だけが大変だという訳ではないこと。

・震災後、すぐにボランティアに来ていただいてだいぶ石

・がんばろー！

巻地区は落ち着いてきました。しかし南浜は今だがれきの

・少数派の意見も大切に。地域の人々には納得の行くまで

山です。私の高校から見るとそうです。少しずつ復興して

説明をしなさい。

いるとは思います。

・震災直後に、被災地へと寄付されたお金は、ちゃんと使

・お金が足りないのです。切実に助けてください

われてるのでしょうか？あまり聞かないので、伝えたいこと

・道が悪すぎ。危険。

ではありませんが聞いてみました。

・石巻市をどのように復興したいか教えてほしい

・なんでがれきの受け入れに応じてくれないんですか？こ

・避難所にいる人たちや仮設住宅に住んでいる人たちだ

っちは嫌でも何でもここにいる以上放射線を少しはあびて

けではなく、その他の人たちにも話を聞いたほうがいいと

るんです。赤ちゃんだってそうです。それにともなって子供

思う。

が検査対象になっているんです。あれだけテレビとかで心

・とにかく身近なところからやっていきましょう。楽しい行事

配してるって言っといてそれはないんじゃないかと思いま

をしたりしてほしいです。

す。

・いつまでも非災地って言わないでほしい。

・「復興を応援する」と言って見学バスツアーを開くのはど

・確かに今石巻は大変だけど、そろそろ他の町同様に扱っ

うかと思います。せめて「観光地巡り」とかに名前を変えた

てほしいかな。もう気つかうのをやめてほしい。なんか。

方がいいと思います。

・がんばっていこー！！！

・口だけではなく、行動にうつしてほしい。電車がほしい。

・復興するために他県や外国の方が片付けや募金をしてく

・他の県の人にもっと東北のことを知ってほしい

れるのはとてもありがたいことだと思います。でも、観光は

・これからがんばる。

違うと思うし、バスなどで観光したり、写真を撮ったりする

・支援金を不正に使ってるのはどうかと思う。働きたくても

行為は控えるべきだと思います。

動けない、二重ローンをかかえてる人を助けるべき。
・頑張ってください！！
・国会がねじれている場合ではないと思う。そして小沢は
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・がんばろう石巻

・もっと復興のために引っ張っていって下さい。

・政治？について！変な意じのはりあいやくだらない争い

・「がんばれ石巻」T シャツは、売れるんですか。もっと使え

はやめろ！！

るようなものを作った方がいいと思う。

・鬼に角ゴミを処理してほしい！あれが片づかなければ始

・なしあるけど

まらない。

・今、震災の事が日々忘れられていっています。ですが私

・この年になって子どもと大人に分ける意味がわからな

達はあの日の事を忘れた事はありません。なので忘れな

い。

いで下さい。

・公園をつぶして仮設をたてるのはいいが、いくら場所が

・復興のために頑張ってくれていてすごく嬉しい気持ちに

あるからといって多くの公園をつぶしてしまったら、小さな

なりました。

子供が遊ぶところがなくなってしまうと思う。

・子供ができることは少ない大人が進んで活動してほしい

・笑顔を届けたいです。

・子どもたちだけで、できることは限られているから、大人

・仮設に住んでいる人だけが被災者じゃありません。

たちが進んで復興活動をしてほしい。

・被災地がもっと明るくなれるような行事など行ったほうが

・自分達の事だけじゃなくて、子供や老人のことも考えてほ

よい。

しい。

・口ばっかりの復興。

・みんなで複興していければいいと思います。

・もっと子どもたちに頼ってほしい

・共に頑張りましょう。

・仙石線復興がんばってほしい。
・川開きにミッキーさんを呼ぶなら、軽トラはやめてほし

高校４年生

い。
・がんばりましょー！！

・道路を直してほしい

・子供も大人も、のびのび暮らせる町にしていきたい。
・他県にはもうたよれない！！

高校生（学年記入なし）

・復興について関わる場が少ない
・くずれそうな家や建て物を早めにくずしてほしい。
・ほんの少しでもいいから復興のお手伝いをしようと思って

・やっぱり気合じゃね

も、機会がありません。募金などができると少しでも復興に

・小野から松島まで電車を復活させてほしい

役立てると思いますが、そういった募金が見当たりません

・形だけの「復興」という言葉を使わないでほしい

ので設置してくださるとありがたいです。

・大人の人はケチだ。じごくにおちろボケ

・がんばってください

・私、別の地区なのです。

・大人というのは大雑ぱすぎて悩みますが…震災にあった

・復興とか言って電気のムダ多すぎ。

大人の方には、体に気をつけて下さい

・子供の意見も聞いてほしい。正しい情報を伝えてほし

・前のように活発な石巻をまたつくっていきましょう！！

い。

・がれきを出来るだけなくして元の石巻に戻したい！

・ちゃんとして

・過去のことをふまえて前に進みたい

・がんばってください

・有言実行するべき。優柔不断すぎる。
・電車の数と車両がたりないです。もっとこうつうきかん
を！！
・震災前のような石巻を未来に残していきたいです。原発
が無くなってほしいです。
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大人の声

８.あなたは、地域の子どもが復興にむけたまちづくりに参加すること
をどう思いますか？

※（1）大変良いと思う （2）良いと思う （3）

あまり良いとは思わない （4）まったく良いと思わない から選択
そう思う理由をご自由にお書きください。
（誤字・脱字もそのまま転記。判読できない文字は●で表記。）

山田町………P.191

陸前高田市………P.201

石巻市………P.218
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大人の声
・(2)：自分達の未来に関わることだから。

岩手県

山田町

・(1)：現代の子供の意見を取り入れることが一番の街の
復興になると思う。行政は頭の固い人ばかり。考え方が
あほ。人口がどんどん減っていくのもそれが原因だと思

19 歳

う。子供が楽しいと思う町、未来がある町をつくれるの
は子供だと思うから。

・(2)：町民だから。

・(2)：自分達の町だから。

・(1)：自分達の住んでいるところを未来を考えながら自

・(1)：子供達の賑やかさに引かれて、仮設のお年寄りも

分達の手でつくりあげていくのは良いことだと思う。まち

元気になります。普段仮設に人がいるのかというくらい

づくりに関心を持てると思う。

静かなのに、子供達が何かするというと、たくさんの人
が集まります。良いことだと思います。

20～29 歳

・(1)：これからの山田町を一緒につくる。
・(1)：将来を担うのは子供達であるから、今からまちづく

・(2)：若い子供達がこれからの山田町の復興を知った

りに参加することは重要であると思います。

方が良いと思う。

・(1)：町の人達が元気になることを望んでいると思うから。

・(1)：子供達が自分達で何が出来るのか考え、実行して

見慣れた町がなくなってしまい、大好きな海にもなかな

いくことを重視して欲しい。考えることなら出来ても実行

か近寄れず、そんな土地になっても住んでいる人達は

しないのでは取り組んだ意味がないと思う。町に提言す

元気でいて欲しいと思うから。

るだけでは不十分です。

・(1)：早く元の山田町に戻ってほしいからです。

・(1)：後世にしっかり伝えていける。

・(1)：自分達の町を自分達で自ら行動するべきだと思

・(2)：被災していない子供達と温度差があると聞きます。

う。

いつまでも他人のこと、他人の辛さにしないで大変さを

・(2)：将来の山田を背負う若者は意見ではなく行動も必

共有して学んで欲しい。

要だと思う。

・(1)：子供も参加することで、自分も町の１人なんだと感

・(1)：これから町で長く生活していくのは、大人よりも今

じる、意識することが出来ると思うから。

の子供達だと思うから。

・(1)：自分達の住む山田町のこれからも、知ることは大

・(1)：子供達の意見も大切なので、大人だけに聞くので

変良いと思うから。

はなく、子供にも興味を持ってもらい参加して欲しいと思

・(1)：子供達が将来住みやすいと思う町にしていって欲

う。

しいから。

・(1)：行事を見に来てくださった方へ、元気をあげてい

・(1)：大人だけではなく、子供達の意見は大事だと思う

る。

から。将来町づくりに重要な子供は欠かせないから。

・(2)：自分自身が行動を起こしてこそ、真の復興につな
がるのだと思います。
・(2)：自分達の暮らしていく町を自分達できれいにしたり、

30～39 歳

話し合いをしたり考えていくことは良いことだと思いま
す。
・(2)：協力し合う社会が学べる。

・(2)：関心を持って欲しい。
・(1)：子供なりの発想があるだろうし、これから山田がど
う復興していくか子供達に興味を持って欲しい。
191

岩手県山田町／大人 30～39 歳 40～49 歳

・(1)：これからの山田をつくるのは、今の子供達です。子

ごしている我が子が…のんきでのんびり見えるので。

供なりの考えを、大人になって形にしていって欲しいと

・(1)：山田町の町づくりのために良いと思う。

思います。

・(1)：自分達が生活している地域がどんな感じで復興し

・(1)：子供達に聞くと将来、山田に戻ってきたいという人

ていくか知るべきだと思うので、進んで参加して欲しい。

が多いため。

・(1)：子供達が何かしらに参加することで、周りの大人

・(2)：自分達にもできることがあることを感じてもらいた

達の励みになるのではないでしょうか。

い。自分達の町がどのようなものになるか想像してもら

・(4)：しっかりしたビジョンの基に行われることであれば、

いたい。

賛成できるが…今の現状ではリーダー的な方（行政含

・(2)：子供の行動力は復興に役立つと思うから。

む）の信頼、信用はないと思います。

・(1)：自分たちが生まれ育った山田町をこの先５年先、

・(1)：自分の住んでいる町の復興に携わるのは、大切な

10 年先に活性化させていってほしいという願い、思いを

ことだと思う。

込めて良い事を判断致しました。

・(1)：将来の自分達につながるから！

・(3)：山田町は、子供達が大人になるまで本当に前の

・無回答：復興について知るのは良いが、意見を発信す

山田町になれるのか。

るのは、大人だけでもまとまらないのに、子供が入ると
余計混乱すると思うから。
・(2)：復興は長期計画です。今子供であっても復興と一

40～49 歳

緒に成長していく子供達こそ復興した後の山田を引っ
張る若え者（わけえもん）になるはずです。ならば今から

・(1)：勉強になるため。

町に関わらせることが肝心ではないでしょうか。

・(2)：将来山田町を担うのは子供達なので、子供達の意

・(1)：今の大人より長い年月、山田で暮らすかもしれな

見も聞き、良いところは一つの案として取り入れていけ

いから。

ば良いと思う。

・(1)：自分が住んでいる町だから。

・(1)：“自分の町”と自覚するためにも大変良いと思う。

・(1)：山田町の子供だから。

・(2)：子供の元気でやる気が出る。

・(2)：自分のことだけでなく、周りの人のことも考えられ

・(1)：自分達の力で、行動で行ったことは次の世代へ継

るようになると思う。

げるためにも良いから。

・(1)：これからの山田町をつくっていくのは子供達です。

・(2)：そうすることで町に対する愛着が生まれる。

今からそれらに関わるのは、良いことだと思う。

・(1)：「子供の声」が本当に必要で大切なことを言ってい

・(1)：これから町を支えていく世代ですので、支援してい

るので。

ただくばかりではなく、自分達も関わり復興していく様子

・(2)：助け合うのは当たり前です。

を見て欲しいと思います。個人では、何をしたら良いの

・(1)：ボランティアの方々にばかり頼るのではなく、地域

か分からなくても、学校等でまとまって出来ることをどん

の子供、大人が自分達に何が必要なのかを考え、一緒

どんして欲しいです。活動に参加することで支援してい

に協力して山田町が復活できるようになっていくよう、ま

ただいたことへの感謝の気持ちを深くし、忘れることなく

ちづくりに参加した方が良い。

いて欲しいと思います。

・(2)：将来地元に帰って仕事が出来る。

・(1)：これからの山田を引っ張っていくのは、今の子供

・(2)：人間形成に（心や考え方など）役立つと思うから。

達だから。

・(1)：町をつくること（未来）は子供達のものだから。

・(2)：子供達が参加するとまちが活気づく感じがします。

・(2)：子供達が前向きになることは良いと思う。

ただ、受験勉強や部活で忙しいというのもあると思いま

・(1)：祖父母の家も津波でなくなり、いくらか思うところは

す。

あると思いますが、家があり周りの景色も変わらずに過
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・(2)：どんな風に変わっていくのかを見て欲しい。

し合う事の大切さが分かると思うので。

・(2)：自分達のまちづくりに関心を持って欲しいから。

・(2)：何をするにしても、皆協力する大切さが分かると思

・(1)：自分達が住む町に愛着を持って欲しいと思います

うので。

し、将来自分達がこの町を変えていくんだという気持ち
が参加することによって実感すると思うからです。

50～59 歳

・(1)：自分達がこの町を復興させるのだ、という気持ちを
持ってもらいたい。
・(1)：自分のいる地域のことだから、ボランティアの人達

・(1)：将来のため

ばかりに頼るのではなく、参加し大人になってから思い

・(1)：みんなが問題に対して考えを共有することは大事

出し、語ることも良いことにつながると思う。

なことだと思う。

・(1)：大変な思いをした子供達だからこそ、これからの

・(2)：これからの山田町をつくっていくのは子供達だか

復興には必要な子供達です。参加することの意味も分

ら。

かっていると思う。

・(1)：子供の良い考えを大人も取り入れて、町の発展に

・(1)：自分達が活動することで、変化（復興）していく様を

なればと思います。

感じたいと思う。

・(1)：これから子供達が暮らしやすい町づくりにするた

・(1)：将来地域の復興に必要な人材です。色々なことに

め。

参加させるべきだと思います。

・(2)：互いに協力し合い、自信につながる。

・(2)：避難所の時の話です。地元の高校生達が水汲み

・(2)：将来子供が大きくなり山田が復興した時に、「自分

などで頑張っている姿を見れば、「よーし、こっちだって

達の声が生かされこのような立派な町が出来た。」と思

負けてらんね！」と思ったものです。子供達の町づくり

えるのではないか。そう願っています。

参加にも、そういうプラスの効果が生まれても不思議じ

・(1)：自分達はたくさんの方々からご支援ばかり受けて、

ゃないと思うからです。

支援慣れしている現状です。これからは子供達も含め

・(2)：後世に伝えていくのは、今の子供達の役割だと思

て何でも出来るものは自分達で自立していかなければ

う。

ならないと思います。子供達には色々なことを考えさせ

・(1)：将来的に子供達が住みます。しかし理想と現実的

てください。

な実現とかけ離れない方が良く、その為には大人の中

・(1)：将来の山田町をつくる大事な担い手だと思う。

に入ったらいいなと思います。子供達が山田町内に住

・(1)：短時間では復興はあり得ないと思うので、長い時

み続けるには、自分達の手掛けたものがあると誇りにも

間をかけて次の世代までも関わっていけるのは今の子

思えると思います。（自己責任）

供達だから…。

・(1)：みんなで助け合うことを学び、自分の町が復興す

・(2)：親が頑張れば良い。ボランティアや NPO は必要な

る姿を見守り、その力になって欲しい。

い。

・(2)：同じ町に住んでいる人間だから、子供とはいえ聞

・(2)：子供も大人もみんなで助け合いの精神で取り組む

いたり見たり…の場にいる体験も勉強なのかな？！と

ような町。

思います。

・(1)：復興に関わることで、自分のやるべき事を見つけ

・(1)：自分の住んでいる場所のことを“子供だから”と離

られると思う。

すのではなく、突飛な考えでも色んな案を出し、どうやっ

・(2)：良いと思いますが、子供は勉強や遊びなど忙しい

たら今後住みよい町を作れるのか意見を出すことはプ

ので、子供と話をしながら参加したい。

ラスになると思う。大人になっても住みたい町にするの

・(1)：大人になった時、子供達に自分達がしてきたことを

は子供達の役目だと思う。

伝え、津波の怖さを風化しないこと。

・(2)：人との関わり合いや、団体行動のルールとか協力
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・(2)：大人の考えることだけでなく、子供達の思うどんな

る意識付けを、小さい頃から人を育てていくべきと思い

山田町が良いか、未来を考える機会があっても良いと

ます。今だから必要と考えます。

思う。

・(1)：他の地域からボランティアなどで来ている子供達

・(1)：復興にはこれから先何十年とかかることだと思い

がいるが、当の子供達は参加している様子があまり見

ますので、子供達自身も何らかの形（学校や地域）を通

られないので、将来のためにも経験していた方が良いと

して関わっていかないと、成人となった時、復興の人力

思います。

として力を発揮できないと思います。次代を担う子供達

・(1)：復興に関わることによって、自分の将来の考え方、

こそ今、一緒になって出来ることに参加して意識を高め

生き方が見えてくるのでは…。

ていくべきことと思います。

・(2)：地域の子供達は山田町の復興を考えながら、一

・(3)：子供達が参加する前に大人達、行政などが復興

人一人が出来ることから実行して欲しいと思います。

計画をきちんと明確にして欲しい。住民の声を取り入れ

・(2)：自分も弟の子供（２歳）を預かり、手伝いできなく歯

て欲しい。被災の形はそれぞれです。

がゆい日々を送っているので、子供と一緒に出来ること

・(1)：子供達がこれからの山田町を支える力になると思

を。

います。ただし子供達は地元にいて、復興に携わりたい

・(1)：災害直後、支援活動の中、炊き出しなど人手が足

と思っても仕事がないので、県外に出て行くのが現状で

りない時、子供達にも手伝いをお願いしたら被害に遭い

す。

ながらも手伝ってくれました。人任せでなく、自分から現

・(2)：復興は今の子供達の未来のためと思います。

状を把握し対応してくれることに感激しました。町づくり

・(2)：子供は町の一員だから。将来は子供も大人となり

にも自分達のこととし、真剣さも大人にも勝るようです。

町を引っ張る役割を担うと思うから。

子供の真摯な考えは貴重なことと思うので、ぜひ参加し

・(1)：復興に参加した体験が、将来の自分自身のため

てもらうべきです。

になると思うから。

・(1)：将来を担う子供達がどのように望む考えを持って

・(2)：気持ちが上向く。人生においても後で良い体験に

いるか？復興の一歩となるから参加した方が良いと思

なる。

う。

・(1)：復興には時間がかかり、すぐに取り組んだとしても

・(2)：自分の町には自分達が大人になった時、感じるも

結果が出るためには十年単位であると思う。現在子供

のがあると思う。（自信や協力）

であるが、復興達成時には大人になっているであろう子

・(2)：何もなくなったところから自分達の意味が取り入れ

供達が取り組むことは重要である。

られ、形作られていくことと共に成長をしていきながら、

・(1)：経験は何一つ無駄にならないから。

山田をつくったのは自分達だという自信を持っていくと

・(1)：これからの時代を生き抜いていく子供達が、これ

思う。

からの主役となってどんどん色々な活動をして欲しい。

・(2)：これからを担う子供達、自分達の住む町をより良

・(1)：今後の災害に対して、危機感を身近に感じ、もっと

い町にするにはどうしたら良いかを考えるチャンスだと

強く真剣に向き合ってくれると思うから。また周りの人達

思う。

との協力なしでは問題を乗り越えられないと理解を深め

・(2)：仲間作りが出来る。・人の痛みも知って欲しい。・

ると思う。

引きこもりがちにならない。・これからの山田を自分達が

・(2)：自分の考えを言うこと。

守っていきたいと思う心作りの一歩になって欲しい。・自

・(1)：子供は家族、町の宝であると思う。子供達が明るく

分に頑張ろうという意識付けにもなるかなぁ。

元気に育つことが、周りの大人を励まし、そのことが復

・(1)：大人では考えつかないような意見を持っていると

興につながると思う。

思う。

・(2)：これから町をつくる基になって欲しいと願うから、ま

・(1)：行動していろんなことが分かると思う。

た子供達の参加によりみんなで未来の町に参加してい
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・(2)：大人の視点だけでは気付かないこともあるのでは

の手伝いを進めていって欲しくないと思います。

ないかと思います。

・(1)：子供だから出来ることもあると思います。

・(2)：子供にとって参加することは良い経験になると思

・(1)：将来自分達の町になる。

う。

・(2)：将来の自分達の生活について考える事になり、町

・(2)：良くも悪くも生まれ育った町だから。

づくりに参加までいかなくても、話を聞くだけでも良いと

・(2)：今後、町が復興していくのを今の子供達の目でみ

思う。

て、感じ取って欲しい。

・(1)：これからを生き、作っていくことが出来るのは、まさ

・(1)：子供達とのふれ合いや笑顔で大人達が元気にな

に今の子供達であり、大人と一緒に考え行動する事は

れるから。・子供達の元気な若い力をまちづくりに発揮

刺激となり、何をすべきかを見つけ出す機会になるは

して欲しい。

ず。

・(1)：子供達が将来山田町を支えていくから。

・(1)：発想の転換が図られる。（物の見方が変わると思

・(1)：１人でも多く参加することで、町の再建に役立てば

います）

良いと思う。

・(2)：自分自身の将来を考えることになる。

・(1)：自分の意見や行動を発信することにより、広がる

・(1)：これからのこの町をどうするか、大人だけでは…。

力の大きさなどを体験し成長することが、将来への力を

子供達も自分たちの町のことをもっと真剣に考えてほし

養うことが出来ると思う。

いし、自覚や実現出来る力を持ってほしい。

・(1)：子供の視点、子供の感覚は参考にすべきだと思い

・(1)：やることがなく、ブラブラしている子供達（大人も含

ます。もしかしたら大人が考えつかないような発想をす

め）がいる。復興のため片付け等を行っている。そういう

るかもしれません。

場所にも積極的に参加し、世の中を見る目を養って欲し

・(2)：まちの片付けやいろんなことに参加させたいです。

い。

・(1)：自分自身の将来になるから。
・(2)：今後の自分達のことだから、参加すべきだと思う。

60～69 歳

・(1)：自分の住むところを自分達で良くしていこうという
意識を持つことが大事だと思う。
・(1)：自ら 3 月 11 日に被災し、避難所での生活体験、み

・(2)：これから山田町を背負っていく若者だから。

んなで協力し、助け合い、様々な手伝いを経験している

・(1)：苦しかった震災を体験し、一歩ずつ復興して、豊か

ので、この点については自然に対応してくれると思って

な山田の町を取り戻したい。

います！（親から目線）

・(1)：自分の故郷となる町、現在の自分が生活している

・(1)：復興して山田町に長く住むのは子供達だから！

町の復興に携わることによる実感を得ることが出来、山

・(1)：大人の発想より子供の発想が幅が広いから。

田の将来に期待を持てるようになる。それを期待する。

・(1)：復興に少しでも参加すれば、成長の過程に良い影

・(1)：成長してこの町を離れることがあっても、体験した

響があると思うから。

こと、様々なことに関わったことは、子供達にとって無駄

・(1)：自分達の将来を見据えて町づくりをすれば、豊か

ではないと思うのです。

な町づくりが出来ると思う。

・(1)：友達や知人のことを気にかけて、これからの未来

・(1)：大人、子供が協力して山田を復興しなければなら

を考えていると思う。

ないと思うから。

・(3)：計画倒れになると思う。

・(2)：自主的に活動に参加することは良いと思うが、子

・(1)：これからの復興は子供達の時代にかかっている。

供達もこの震災で心に傷を負っている。また狭い仮設

・(1)：大人とは違う目線でまちづくりを考えると思うから。

住宅での生活で、大人同様ストレスを抱えて日々を暮ら
していると思う。それに強制的、または決まりとして復興
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・(2)：子供と接することがないので、子供のことはよく分

・(1)：これから大人になって生きていく世代だから、自分

かりません。回答も見た目で書いています。

達が住みよい地域となるように、一生懸命考えて、話し

・(2)：将来自分達が住む町をここに住んでいて良かった

合って、意見を述べていくことが大切だと思います。

と思って欲しいから。何よりも故郷だから。

・(1)：色々な行事に参加することが良いと思います。

・(2)：将来自分の町であることを今から見つめて、色々

・(2)：子供の前向きな考え方を聞いてやりたい。

なことを考えて欲しいです。

・(1)：大人達が一生懸命復興のため、色々なことをして

・(2)：将来に大きな原動を持っているから。

いるのを知っていると思う。何かの形で参加すると良い

・(1)：子供には私ら大人より色々な発想もあると思うし、

と思う。

これから山田町を背負っていくので大いに賛成だ。

・(1)：子供なりに震災を経験することにより、これからの

・(1)：これからの次代を担う人達だから、参加させること

人生を色々と考えると思います。

で興味を持たせる。

・(2)：子供の考え、意見を大人と話し合う場所があって

・(1)：まちの将来を担う子供達の意見が反映されること

も良いと思う。

は希望につながると思う。

・(1)：将来の山田町の発展、未来の子供達のためにも。

・(2)：子供も町の一員なのだから、参加してより良い町

・(1)：町の復興のため。

になるように力を合わせたら良いと思う。

・(1)：地域の絆、全員参加で取り組むことが大切。

・(1)：地域の子供達も大人達も一日も早い復興を願って

・(1)：学校もなくなり、第一歩から前へ前へ歩む姿を実

いるから。

感し、どこまで進めるか確認していける。人生勉強とし

・(2)：他人の気持ちを分かるような…

て…。

・(1)：現実を知り、未来に希望を持たせたい。希望に向

・(2)：夢を持ってまちづくりに参加すると思う。

かって生きることが大切。

・(1)：子供には未来がある。10 年先 50 年先 100 年先を

・(1)：これからの人生のために。

考えることが大事だと思う。

・(1)：これからの町づくりのためにも子供の意見や参加

・(1)：町民全員で取り組むことが大切だと思います。

が大いに役立つと思うから。

・(1)：そのことによって自分も満足感も与えられますし、

・(2)：子供達も被災して大きな心の傷を受けているので、

勉強になると思う。

少しでも何か復興の手助けをしながら、これからのこと

・(1)：将来自分が大人になった時の理想の街をつくりた

を前向きに考える時間を持った方が良い。

いから。

・(1)：津波にあって色々な体験をしたのだから、これから

・(1)：将来の子供達の意見を聞き、より良い町づくりをし、

はこうした方が良いとか、思い、考え合ってより良い人

安全な場所に移住することを望みます。

間・社会をつくる源になると思います。人を思う親切、助

・(1)：将来について。この町は続くんだ、また続けていか

け合いの心が芽生えると思います。

なければならないことを思い起こし、元気と、我々が出

・(1)：未来を担う意識を向上させることが必要であり、そ

来るということでやる気・元気が出る、また元気を頂くこ

のためにも意見を聞くことが重要である。災害に対する

とが出来る。

意識向上と対応方法の向上にも役立つと考える。

・(2)：思いやりの心作り、自分達の町づくりの第一歩に。

・(2)：参加することによって将来大変役に立つことがあ

・(2)：子供がいるだけで明るくなる。

る。

・(1)：将来自分達が暮らしていくために必要。

・無回答：今子供達に復興と言って聞かせても全然分か

・(1)：子供の時から参加していると、大人になるまでに

らないと思います。時間をかけて話しても、うちの孫達も

具体的になっていくから。

分からないよと…でも町がきれいになることは嬉しいけ

・(1)：大人には気が付かない考えがあると思う。

ど何をして良いのか分からないという答えです。少し時

・(2)：挨拶（声かけ）運動をしながら、地域の大人を勇気

間がかかると思います。

（元気）づける。
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・(1)：この度の震災を体験したことを後世に伝えていけ

て地域を背負ってくれるであろうと思うから。

る。

・(1)：自分達の住んでいる場所が早く良くなれば町に残

・(2)：山田に生まれ、山田で育っている子供達だから、

れるし、仕事も増えるから。

参加することによってより一層山田を好きになるので

・(1)：自立心や連帯感が生まれる。

は。

・(1)：子供達の発想は思いがけなく素晴らしいことが多

・(1)：将来に希望が持てる。

い。

・(2)：家の掃除等したこともない子供がたくさんいると思

・(1)：現状を知り、大人になってから役立つ方向に考え

う。今大変な時こそ、子供達へ体で教えるべきだと思

ていけるから。

う。

・(1)：これからの日本を担う主役の子供達。子供の発想

・(2)：将来を担う子供達は山田町のより良い町づくりを

の新鮮さ、自在さ、自由さに目を見張ることが多々あり

自分達の手で、または頭で考えて欲しいから。そしてそ

ます。明るい未来構想に大いに力を発揮してくれると思

れに参加することで他県へ出て行かなくなると思う。

います。

・(2)：山田町を良くしたいと思っていると思います。

・(2)：しっかりしたリーダーがいて、現実を理解すること

・(1)：未来は子供達のためにある。

によってこれからの成長にも良いことと思います。

・(2)：発想が大胆だから。

・(1)：大人と同じように大変な経験をした未来のある子

・(1)：未来にこの震災を語り継いでいく。絆を大切に。

供達には、是非町づくりに参加して欲しいと思います。

・(1)：子供の目で見たこと。

子供の存在はそれだけで希望ですから！

・(1)：生まれた郷土を忘れない。町をもっと再生願いま

・(2)：子供達の考えも知りたいから。

す。行政をしっかり。人口増加・働く場所

・(2)：何年か後に思う時、反省したり自分を誉めてやれ

・(1)：参加することで山田町が元気になれば嬉しいこと

るかもしれないから…。

だと思う。

・(2)：家族、地域の人々が苦しんでいるのを目の当たり

・無回答：丸を付けているうちに考えたけど、今の子供

にし、十分に理解していると思います。

達は自分の家の土間も掃除しないのに、復興の手伝い

・(1)：子供は子供達でこんな町だと良いなぁと思ってい

などは無理。もっと前に親や市・町・村役場の職員の

ると思う。町の中心地にスポーツの出来る公園があった

方々にもう少し上から目線でなく、もう少しやる気を見せ

ら良いなぁという意見を耳にしたことがある。

て欲しいです。

・(1)：立派な大人になる。

・(1)：私は、子供に会うことがない。

・(1)：復興計画が終了した時、今の子供が大人になり、

・(1)：自分のふる里を大切にする心を持ち続け、大人に

この地域を担っていく時代になるだろう。その場合、今

なり積極的に関わり取り組んでほしい。

のうちから復興に向けた考えや計画を子供もよく学習し、

・(1)：大人の考えよりも柔軟性があり、純真な意見や発

住み良い町にして欲しい。

想が期待できると思う。

・(1)：小さなことでも皆で一緒に頑張り、励まし合うこと

・(2)：将来山田町を背負う子供達だから、色々知ること

が大切だと思います。

は良いと思います。

・(1)：自分の町を自分達でつくりあげていって欲しい。

・(2)：大人の考え（凝り固まった）に一石を投じてくれる

・(1)：将来は今の子供達の時代であるから。

力があると思う。夢を持っているから。

・(1)：故郷を愛する気持ちが育つ。その気持ちが山田の

・(2)：今まで生活していた町や住居が一瞬にしてなくな

発展につながる。・防災教育の一環になる。生命の大切

ってしまって、暮らしに不自由をしているので、早く山田

さ、家族の絆の大切さに気付く。

の復興をと願って町づくりに参加することは良いと思っ

・(1)：子供は地域の宝、国の宝、20 年先、30 年先を見

ています。

据えた今を知ることは尊いものだと思う。

・(1)：完全に復興する頃には、今の子供達が大人になっ
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町、その思いが強くなると思うから！

・(1)：一人暮らしをする方にとっては、気分も明るくなり
一人でないことを感じると思います。子供達の声を聞い
ただけでも嬉しいと思います。

70～79 歳

・(1)：今の町の状態では、子供たちが淋しいと思います。
早く町づくりで活気ある町にして下さい。若い人達が町
からいなくなるのが淋しいです。

・(2)：若い方々の意見を取り入れながら進めた方がいろ

・(1)：津波で自分の家が流されたり、人が死んだりして

いろな面で進歩するのではと思う。

いるので、子供達も高学年になればこの事実を心の中

・(1)：地域の行事への参加で子供達の喜ぶ顔を見て、

で受けとめていると思います。津波後高校生は仮設が

親たちの喜ぶ顔を旧端午の日の綱引きで見て、心の復

奥に立っているため、汽車が走らないので、バスの乗り

興の大切さ、子供達の大切さが分かった。

継ぎが大変だと思います。

・(2)：大人達の考えを知ることは、関わりたいと思うこと

・(1)：当事者であるから当然。将来の担い手でもある。

に通じると思うから。成長していく子供のためにも大い

・(1)：大人より長くこの町に住む可能性があるから、魅

に関心を持たせたい。

力ある住みよい町にしたいと思うから。

・(2)：後世のためにも参加することにより子供なりの考

・(1)：３月 11 日は悲しい想定外の出来事があり、次世代

えがあると思う。

を担う子供達にこの貴重な体験を生かして、この国・県・

・(1)：これからの山田町を担う人達だから。

山田町を守って頂きたいです。

・(1)：前を向いて生きることだから。隣る人のために尽く

・(1)：将来を担う子供達です。町が復興するためには欠

すことだから。

かすことはできません。

・(2)：良いと思いますが、今の子供達は体力もなく気力

・(1)：これからの子供達ですから、何でも知る事が大事

もないと思います。

だと思います。

・(2)：震災後、孫が瓦礫の片づけの手伝いをしたから。

・(1)：それぞれ様々な思い出が大なり小なり、心に刻ま

・(1)：子供とは 18 歳未満と言いましたが、あのような大

れていると思うし、地域の発展を望みながら夢を見なが

きい災害に遭ったものですから、自分達が成長するま

ら、じーと耐えて日々を送っているように思います。子供

でには元の通りの街並み、それ以上に賑わう街になっ

達の方が大人以上に柔軟な発想が出来るからです。

て欲しいと思っているに違いありません。そんなことから

・(1)：子供の意見を発信する、行事への参加、町の片付

復興に関わっていくということは大変重要で大いに参加

けの手伝い、子供に参加させる場を欲しいです。子供

すべきと思います。

の心に残したい！！

・(2)：自分の生まれた町だから。しかし難しい現状。

・(4)：大人の責任だから！

・(1)：これから山田町を担う子供達ですので、良いと思

・(2)：良いと思うのですが、必ずしなければならないので

う。

あれば参加すると思いますが…。

・(2)：子供なりの意見があるから。

・(2)：自分の住んでいる町のことを知る事が重要。

・(2)：未来は子供達のものだから。

・(1)：自分の育ったふるさとを忘れないし、大事に思う家

・(1)：今後生きていく時、知っていた方が良いと思う。大

族や知人がいるから、いつでも自分の心のよりどころに

人と話し合うことで参考に出来ると思う。

なる。
・(1)：子供達の未来は広い、楽しいことにも苦しいことに
も立ち向かっていかなければならない。今できることに
は復興事業参加に限らず参加して、人の和に打ち解け
られる幅広い人間になって欲しいため。
・(1)：郷土を思う気持ちが強くなる。僕たちの町私たちの
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・(1)：昨年の大震災は 70 年以上生きていた私にも想像

分ながらそれぞれの考えを持っているようだ。

だにしないものでしたので、ましてや小さい子供達には

・無回答：子供達と一緒に花を植えたり、草むしりをして

強烈なものとなっていることでしょう。近年子供達のもの

楽しく元気をもらえます。

の受け取り方、考え方等素晴らしくしっかり成長してい

・(2)：子供のいない私達にはよく分からないけれど、子

ます。我々終戦時入学の者にとっては驚愕の成長に感

供達、親たち、また学校と山田町が先になって子供達

じられます。学校への登下校時、家以外のところで会っ

から聞いてみることでしょう。

て話しかけても、（やっと近頃安心の目で受け答えしてく

・(2)：私達は先が短い。子供達はこれからの山田町をつ

れるように変わりましたが、数年前の事件・事故多き頃

くっていく。長生きして新しい町を見たいです。

には疑いの目で返事もせずに急ぎ、通り過ぎて悲しく淋

・(1)：私は仮設に住んでいて小学生だけ見ていますの

しく思ったものでしたが）元気な大きな健康的な声で答

で、中・高生達の考えが分からないので回答に困りまし

えてくれる様に、昔の日本の良き空気が返ってきている

た。子供が参加し、本心から何かしようとする気持ちは

ように思うほど。健全第一になって欲しいです。異世代

大事にしてやりたいし、良い体験で成長して欲しいと思

の人々との交流と共に実現され、良い、最良の結果が

う。

出来るようにと思っています。

・(1)：何事にも大人がもっと行動したり、地域の子供達

・(1)：生まれ育った故郷、山田。住み良い町にするのは

に●的に話して欲しいと思う。大人（親）に行動力なし。

大人だけではない、自分達子供の力も必要なんだとい

・(2)：突然の大災害に遭遇して子供達も辛く悲しい思い

う意識を子供のうちから育てたい。田舎で不便というマ

をされ、耐えることも経験し、また他人への思いやりの

イナス面だけでなく、プラス面もたくさん分かって、郷土

大切さなどを学ぶことが多く、精神的にも成長されたの

愛を持たせたい。

ではと感じ取っております。故に子供達の視点も必要か

・(1)：これからを背負っていく子供達に、経験という無駄

とも…。

が一つもないことを身をもって体験することはとても大

・(1)：これから山田をつくりあげていくのは若い人、つま

切です。

り子供達である。自分達が住みたいと思う町づくりにど

・(1)：何事も社会勉強だと思いますよ！

んどん参加すべきだと考える。個人ではなかなか機会

・(2)：地元の将来を知ることで、自分の目的や希望にな

がないから、学校や地域でそんな機会を作ってあげた

ると思う。

い。

・(1)：勉学にせよ、どのようなことでも、団体での催しに

・(1)：これからの町づくりは子供達が大人になってから

はできる限り参加することに意義があると思う。

住む町です。参加することによって将来責任のある町づ

・(1)：大人と一緒に町づくりに役に立つようにしたい。

くりに期待が持てるから。

・(1)：子供も町民である。より良い町づくりに関わるのは

・(1)：自分の住む町がどのようになっていくか、身をもっ

当然だ。やってもらうだけでなく、出来ることを実行する

て体験すれば後々の自分の力なり町に対する愛着心

子になって欲しい。子供はそう思っているはず。

が湧いてくると思います。後世まで語り継いでもらいた

・(3)：周りに子供がいない。

いと思います。これからの子供達に未来を託したいと思

・(1)：将来を担う子供達ですので、復興に向けた町づくり

っています。

に参加することは大変良いことだと思います。

・(1)：色々な若い考え、アイデアが生まれると思うから、

・(1)：復興した時を見届けるのは子供達だと思う。

良いと思います。

・(1)：将来を担う子供達だから、積極的にまちづくりに参

・無回答：行政、先に立ってやってください。遅い。

加して欲しい。

・(1)：自然災害に対する考え方、自分達の町づくりへの

・(1)：子供の目で将来を考えさせたいもの。

参加を通じて、地域の人達との関わり、連帯感の大切さ

・(1)：復興に関しての意識を高めるため。

を知ることを得ると思う。

・(1)：中・高生は自分の住む町がどうあるべきか、不十
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・(1)：（船越地区）先祖の英断の素晴らしさ、高台に移

体験させるのが一番の教育と思っております。その中で

転。

人の優しさを身を持って知ることではないでしょうか。

・(1)：子供達と会って話すことがないから、復興について
どう思っているのか分からない。

80～89 歳

・(2)：しかし子供達は何をしたら良いか分からないと思う。
学校や部活をしているとそちらを選んで、関わる機会が
ないと思う。

・(1)：子供の数が少ない中での、学校からの通信便りを

・無回答：これからの子供達が希望を持って生きて欲し

見ると、素晴らしい意見の発表が多いので、頼もしく思

い。

っております。

・(1)：仲間と行動を共にして自立心を育てることにつな

・(1)：協同が大事だから。

がるし、自分も役に立っていることが豊かな将来の基礎

・(2)：これからの復興について若い人の意見が必要。

になると思います。

・(2)：船越地区は明治の津波後、海岸地区より現在地

・(1)：これからの山田町を背負って立ってもらいたい。

に集団移転をしたため、その後の災害を逃れてきました。

・(1)：復興までの道のりは長い期間を要するので、子供

その頃の人達の決断のすごさは大変なもので、現在の

達に託さなければならないので、やはり強く関心を持っ

子供達もそのような経験が出来たらと思う。

てもらうことが大事だと思います。

・(2)：10 年、20 年後は今の子供の町になるから。

・(2)：仮設住宅の生活はいつかは終わる。今動き出した

・(1)：将来の自分に参加した誇りと自信を持たせること

復興計画や地域計画がスタートする段階に入っていくこ

になるから。

とで、意味がよく分かる資料が欲しいと考えています。

・(1)：早く自宅を持ちたいから。

・(2)：すぐに子供達の時代が来る。参加して欲しい。

・(2)：地域の子供がやがて成長し、大震災の恐ろしさを

・(1)：山田町を早く元の山田町にするために大変良いと

後世に残し、いつまでも風化しないように話し合う。

思うからです。

・(1)：3.11 を経験し、自分も被災し、たくさんの出来事に

・(2)：地域の子供達も復興に役に立ちたいと思っている。

あい、これからの自分、これからの山田町、その他の被

孫達も一日も早く家が欲しいといつも言っている。

災地を TV で見、何かをしなければならないと痛切に感

・(1)：町や地域で復興について体で知ることが大切であ

じていると思う。

る。

・(1)：将来の生活設計を自分達の手で立ち上げて住み

・(1)：将来を担う子供達に対する意識付けと同時に責任

良い暮らし、良い故郷作りが出来れば良い。特に子供

と実践力を身に付けるため。

達の目線で成し遂げたという達成感が将来に大いに役

・(1)：元の良い町を思い、直したい気持ちを強く持っても

立つと思う。

らいたい。一人の力はどこにも届かないから、皆の力で

・(1)：復興に参加したくても友達がいない。

進めてもらいたい。身近に子供がいないから、向き合え

・(2)：大人と●に地域での状況が分かるから。

れば力になれると思う。

・(2)：津波災害を体験し忘れないためにも。

・(1)：故郷を大切に思う事は大事だと思う。出来れば大
人になっても故郷で働ける状況であって欲しいと思う。

年齢記入なし

・(1)：周りの人を思いやる気持ちを持っている。
・(1)：中・高校生の意見も聞いて取り入れたらいいと思
います。

・(1)：未来を背負って立つ子供達が大いに参加してもら

・(1)：子供には何であっても体験が大切だと考えます。

いたいと思います。

まして、このような災害時には大人が先に立って小学生
～高校生までの子供が出来ること、無理のないことから
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陸前高田市

30～39 歳

19 歳

・(1)：大人だけ分かっていても、子供達だって今気にし
ているところですもんね。
・(3)：今、子供の参加より、もっと上の大人（40～50 代）

・(1)：人間としての常識

が参加するべきだし、市役所の人は参加してもらっても、
結局市役所で決めてしまうのでは？時間の無駄だと思

20～29 歳

う（大人の意見さえ通らないから）。
・(1)：今の子供達が将来大人になった時に、住みたい街

・(2)：これから大人になる子供達がどんどん市に出来る

と思ってもらう為にも、復興に子供達の参加は必要だと

事をやれば、もっともっと活気付いてくると思う。

思う。

・(1)：次の世代が町を作るから。

・(2)：自分達の町を作ろうとしていく気持ちはとても大切

・(1)：これから町をつくるのは私たちですが、それを維持

だと思います。ただ、それを冷静に判断し、夢物語で終

したり、新しい町づくりをしていくのは今の子供達です。

わるものか否かを見極めていける大人の力も試される

たくさんの事を知り、大人たちと一緒に話したりしてたく

と思います。

さん学んでみんなを元気にしてもらいたいです。

・(1)：自分の生まれ育った町を元気にして、そこで楽しく

・(1)：町づくりってよく分からないけど、参加するのは良

元気に過ごして欲しいから。

い事だと思います。

・(2)：参加していく事で関心が生まれ、自分達や住んで

・(2)：将来に向けての行動になると思うから。

いる町の将来の事を他人事ではなく、自分の事として真

・(1)：少しでも陸前高田市の町づくりをしたという事だけ

剣に考えるきっかけになると思うから。

でも、子供達にとっては大きな思い出の一つになると思

・(1)：将来は子供達のために。

うから。そして、この町を大好きになって欲しい。

・(1)：未来に向けて考える事は、とても前向きな事だか

・(1)：おじいちゃんおばあちゃんに元気が出る。未来の

ら良い事だと思う。

高田を担うのは子供達。

・(2)：自分達が大人になって、住みやすい町にするため、

・(1)：先祖から伝えて頂いたこの土地の恵みや大切さを

意見する事はとても良いと思う。

知り、これからも子・孫に受け継ぎ大事にして欲しいか

・(1)：地域の人達の色々な思いを感じながら、励まし協

ら。この市が大好きだから。

力し合う事が大事だと思うので。

・(2)：自分達の町が壊滅的な被害を受け、精神的に大

・(2)：将来を担う子どもの意見を聞く事は、今後の陸前

きな衝撃を受けたと思うが、自分達の力で少しでも町を

高田市の為に必要だと思うから。

元気づけていこうという前向きな姿勢が大人に勇気を

・(2)：子供達が将来を担っていくので。

与えるから。それでも衝撃の受け方には差があるので、

・(1)：大人になった時、地元の良さが分かる。

子供がみんな無理には明るく振る舞わず、可能な範囲

・(1)：これからは、子供達が担っていくので、子供達がど

で町づくりに参加していってもらえればと思う。

のような町になって欲しいか一緒に考えていく事は良い

・(1)：“復興”は、皆が願っていると思う。子供達の力は

と思うし、参加する事によって後々の代にまで津波につ

欠かせない。

いて語り継いでいって欲しい。
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・(1)：市のために少しでも復興に近づくのであれば、大

・(1)：災害に負けず将来を担う子供達だから。

変良いと思います。

・(3)：米崎地区の子供は海に恐怖を感じ津波が来所を

・(1)：復興にはとても時間がかかると思う。20 年 30 年後

通るのを嫌がる。現実、私自身も同じ気持ちです。町の

の中心になるのは今の子供達なので、住み良い町づく

片付けをしたくても自宅が流され、自分達の思い出のも

りに参加するのは当然だと思う。

のを探してガレキをかき分け足に釘が刺さったり、身近

・(2)：復興に参加する事により、自分達の町を大切に思

な人の死で近くに行けないのが現実です。

って欲しいです。そして、今の子供達が大人になって、

・(1)：今の子供達がこれからの陸前高田市を盛り上げ、

更により良い町づくりをしてくれたら嬉しいです。

作っていかなければならない人達なので、町づくりに参

・(1)：これからの町づくりの担い手は子供達になって欲

加させ、意見を聞かせて欲しいと思います。

しいと思うし、子供達が町に残りたいと思う町づくりをし

・(1)：これから高田をつくっていくのは子供達だから。大

たいと思うので。

人になり高田を離れたとしても、今は関わって欲しい。

・(1)：子供の視点からの復興も必要。

・(1)：大人にとって（特に年配の方々）子供達との関わり、

・(1)：子供の意見も必要。

前へ進むことは励みになるはずですし、子供にとっても

・(1)：町を町民一人一人で考え、行動する事はとても良

積極的に大人・地域の人々と関わる事で学ぶ事も多い

い事だと思います。

はず。心の豊かな大人になれると思います。

・(1)：自分自身まだ独身であり、子供を持つという事は

・(1)：将来は、その子供達が高田市を担っていくと思う

よく分かりませんが、さすがに高校生くらいの「子供」で

ので。

あれば、何かしたいと思う人が出てくるのは自然な事だ

・(1)：いずれ子供達がこの高田を築いていかなければ

と思ったからです。

ならないことを分からなければ、未来に繋がらないから。

・(1)：町を大切に思う気持ちを持って欲しい。

（発展が望めない）

・(2)：将来、住むか住まないか分からないけど、子供達

・(1)：大人になるための勉強。

が住んでいる町なので良いと思う。（反対されるけど、学

・(1)：市が元に戻るまで約 10 年後と言われている。その

校関係者や親の協力が必要かも…。）それより地域の

頃には子供達は大人になっていて、今から関わる必要

行事に参加してほしいです。

があると思う。受け身だけではダメです。

・(1)：大人に成長した時に、周りに流されることなく自分

・(1)：壊滅的な被害を受けた陸前高田市。素敵な素晴ら

をしっかりと持てる大人になるのではないでしょうか。

しい自然、豊かなこの町をなくしてはいけません！復興

・(1)：これからの子供達が復興の中心となり、新しい陸

はもちろん、それ以上の魅力ある町づくりを私達はもち

前高田の町づくりを担っていくはずなので。

ろん、将来を担う子供達に豊かな発想力を生かし新生

・(3)：まだ心の傷が癒えてないと思う。

陸前高田市を再生して欲しい！！

・(1)：復校には数年がかかり、やはり今現在の子供達

・(1)：自分の町について、よく知る機会になると思うか

の力を将来的に借りなければ成り立たないと思う。

ら。

・(1)：卒業後の地元離れが多いので町づくりに参加する

・(2)：今まで思っている事、全体に大人や親があまりに

事によって地元復興のために、地元に就職したいという

も復興に向け、参加や活動に出ようと思わないような気

気持ちが生まれそうだから。

がする。

・(1)：子供からはとても素直な意見が出ると思うから。

・(1)：自分の住んでいる町だから、これからは子供達が

・(1)：大人のかたい頭より、子供の柔らかな発想も大事

未来に向けて変えていくべき事なので。

なので、どんどん参加し意見して欲しい。

・(1)：これから先の長い年月を高田で過ごす子供達が、

・(1)：将来の陸前高田市に夢を持って欲しいから。非現

高田のまちをどんなまちにしたいかを考えることは良い

実的な意見もあるかもしれないが、大人の意見だけで

ことだと思うし、子ども達は大人が考えつかないアイデ

は偏ると思うから。

アを持っていると思うから。
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・(2)：将来を担う子ども達がまちづくりに参加、意見する

手伝ったという思いを大事にして欲しいから。

ことは非常に重要。むしろ年配者より子ども達からより

・(1)：一生で、こんな経験はなかなか出来ない事なので、

多く意見を聞くべきだと思う。

自分達の未来を考えていく事は良い事だと思うし、どう

・(1)：子供の柔軟な考えで、これからの新しい陸前高田

やって復興していくかをその目で見ていって欲しいと思

市をつくっていってほしい。

います。

・(1)：今後を背負う子ども達だと思うので、復興に向けて

・(1)：子供達が参加する事は、これから先の町づくりにと

色々な事を考え声に出して参加をして良いと思う。

ても重要な事だと思う。

・(1)：大人の考えだけではなく、子ども達の子供なりの

・(1)：子供達にとっても郷土です。大人の都合より子供

意見や考えもとても重要だと思います。

達が何を望んでいるか、子供達がずっと住みたいと思う

・(1)：自分達が生活している場所で、小さいときは言わ

町づくりと考えると、子供達の意見を聞きながら大人が

れるがまま生活をしているだけかもしれないが、大きく

それを具体化させていくような、そんな町づくりが良いと

なった時に自分も協力していたと思うと、嬉しくなると思

思います。

うから。

・(2)：自分の生まれた町を大切に思う事は良いと思う。

・(1)：自分の住むまちのことを考え、行動に移すことで、

・(1)：震災によって大変な思いをしたにも関わらず、それ

市民であることの誇りを持ち、更に主体的にまちづくり

を乗り越えて明るく元気に地域のため、町のためにと動

に関わり、将来の陸前高田市を担っていくことと思いま

く姿を見てきたからそう思います。

す。

・(2)：既存の概念にとらわれず、たくさんの考えをどんな

・(2)：子供でも役立てるなら良いと思う。

事でも自由に発言したり実行する事は、将来に必ず良

・(1)：自分達の住む街のことだから、まちづくりに参加す

い形で役立つと思うので。

るべきで、子ども達の意見も聞くべき。

・(1)：将来、街を出ても地元への愛着の礎となる。

・(1)：自分の住む街、又将来の故郷として思いを培う為

・(2)：一人で考えるより多くの意見・又考えを学べる。

に、愛着心がわくと思うので必要だと思います。

・(1)：数年後に自分達が生まれ育った町を再生する原
動力となるべき子供達だと思うから。（その発想力に期
待して…）

40～49 歳

・(1)：これからの陸前高田市を造るのは子供達だから
…。

・(1)：今の子ども達が成人した時、住み続けたいと思え

・(2)：自分のできる事で参加出来れば嬉しいのではない

る町を作って欲しいと思うので。

か。

・(2)：県外のボランティアの人とか来てくれているので、

・(2)：大人任せ、他人任せで復興しても、ありがたさをあ

子供達が出来る事をやっているので良いと思います。

まり実感できない。将来、ここの場所は自分が手掛けて

・(1)：人任せではなく、自分達の町だからやって当たり

復興させた場所だと自信を持って言えるようにさせた

前と思って欲しい。ボランティアの方々には本当にあり

い。

がたいと思う気持ちと、自分達でも何かしら役に立てる

・(1)：大変厳しい現状ではあると思うが、将来この町を

のならばという気持ちを持って欲しい。

担っていくのは子供達であるので、どんな意見でもどん

・(1)：生まれ育った町を自分達の力で復興させ、活気づ

な行動でも起こして欲しい。

けて欲しい。

・(1)：自分達で将来こうなりたいと思える町にビジョン化

・(2)：協力し合う事で、全ての大切さを思うようになるの

できるから。

では…。

・(2)：自分達も少しでも地元の力になれた、なる事が出

・(2)：今後の陸前高田市を背負っていくのは少なくとも

来たという喜びを感じて欲しい…そう思うからです。

今の子供達だと思うので、少しでもいいから町づくりを
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・(2)：自分達の町の復興を切に願っているのが、大人よ

・(1)：陸前高田市がなくならない限り、今の大人が復興

り今の子供達だと思うから。

に関わる時間は限られています。大変な経験をした子

・(1)：将来陸前高田市を背負う子供達なので、今から参

供達こそ復興の大きな力となるであろうと思います。反

加する事はとても良いと思います。

面、頼るだけの大人にはなりたくありません。できる事

・(3)：復興のための生活ではなく、今の年齢にあった生

から無理せず少しずつやっていけたらと思います。

活をして欲しい。復興が子供の足枷になって欲しくな

・(1)：これからの社会を作っていく子供たちが、今の状

い。

況を肌で感じ、身をもって体験し考えていく機会になると

・(2)：これからの時代の人達なので、大いに良い事だと

思う。

思います。自分だけでなく相手の事も考えて行動すると

・(2)：復興した頃の大人は、今の子供達だから。

思うので、人間として大きくなれると思います。

・(1)：将来を担う子供が陸前高田市の為に自分から行

・(1)：子供達は復興へ協力的だし、これから年を取り大

動する事が出来れば、人間的にも成長する事が期待さ

人たちの中に入っていくので、今から参加した方が良い

れ、又、復興のスピードも速くなるものと考える。

と思います。

・(2)：自分達が生まれ育った町なので、自分達でどうに

・(1)：子供達の将来にも関係する事だと思うので、子供

かしないといけないと思うので…。

達にも関わりを持って欲しいと思います。

・(1)：自分達の未来を自分達で考えることは、大変良い

・(1)：充分な知識はない子供達だけど、意見や考えを取

と思う。未来は子供達の希望にあふれていなければな

り入れる機会を是非作ってもらいたい。そして、子供達

らない。

には陸前高田市をもっと好きになって欲しいです。

・(2)：震災から将来まで、一番長く復興していく町を見て

・(1)：将来（高田）を築いていくのは子供達だから。

いくのは今の子供達だと思うので、自分達の町をどのよ

・(2)：自分なりに考えたり、行動したり、子供にとって良

うにしていくか考えていく必要があると思う。

い経験になると思うから。

・(1)：自分達の未来に繋がることとして、知り・関わる事

・(1)：子供達自身の未来に関わる事だから。

で希望を持てるようになると思うから。

・(2)：将来、子供達が大人になって自分達が生きていく

・(1)：大震災で多くの人々や物を失ったことはとても悲し

場所として何が必要か、何が大事か、何をすればいい

い事ではありますが、ゼロからスタートした陸前高田市

かを考える事は大事だと思うので。

は未来のある若々しい考えをたくさん取り入れて、素晴

・(1)：自分の生まれ育った場所に愛着があると思うので、

らしい陸前高田市を再生させて欲しいと思うからです。

参加する事によって自分も復興の手助けが出来たと感

・(2)：そう思うから。

じられると思います。

・(3)：子供達は今のことで精一杯だと思う。

・(1)：やはり自分の地域は自分達の力で進めていくのが、

・(2)：自分の子どもはやっぱり子供だから考えてないと

後々生きていくためにも必要な経験だと思うので。

思う（親の気持ち）。自分は（親 47 歳）高田が良いな。

・(2)：良い事とは思うが、震災で心を痛めている子供も

・(2)：将来陸前高田市を盛り上げていって欲しいから。

多いと思う。・復興に関心を持っている子供が少ないと

・(1)：自分達の育った町がこれからどうなっていくのか、

思っているので、難しいのでは？

復興に向けてどうしたらいいのか考える必要があると思

・(1)：大人になって自分達が住みやすい町にして欲しい

う。

から。

・(2)：未来は今の子供達が主役となるのだから。

・(1)：同じ地域に住んでいるので、子供といえども参加し

・(1)：子供達が将来住みたいと思う町になればいいと思

た方が今後の為にも、自覚を持ち、良い事だと思いま

う。

す。

・(1)：子供達が作っていく未来だから。

・(2)：子供から大人まで地域全体で町づくりに参加する

・(1)：これから高田を引っ張っていく子供達だし、この子

べきだと思うから。

達がいないと街が盛り上がっていかなくなる。せっかく
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復興して街がきれいになっても、人がいなくなってはどう

・(2)：自分達の町である陸前高田の将来の姿について、

しようもないから！

思い描く未来像を語ってもらうべきだと思うから。

・(1)：自分自身に関わる事だから。自分の住む地域の

・(1)：将来復興の職業に役立てたいから。

事だから。

・(2)：自分の育った町が、津波で変わり果てた町が、こ

・(1)：自分達が暮らしてきた街に、これから生きていく街

れからどのように変わるか変えられるか、見届けて欲し

として理想や希望など取り入れられることに安心と愛着

いと思います。

と自信がつくと思う。大人で決めたモノに放されても、パ

・(1)：これから陸前高田の町をつくっていくのは子供達

ッとしないと思う。今後、長く使っていく者は子供達だと

だと思うから。

思うので、反対の考えにして欲しい。

・(1)：自分やその家族、大切な人が生活を良くしたいと

・(2)：復興した町に住む人達だから…。人口がどんどん

思うことは、人として正常・普通な事だと考えるから。

高齢化になり、子供達や若い人達が少ない。

・(1)：将来の陸前高田を担う人材であるため。

・(1)：復興にはかなりの年月がかかり、今は子供でもそ

・(1)：自分の事もどうあるべきか考えて行動出来るよう

のうち大人になるから。

になると思います。被災地の子供として他の場所へ行く

・(1)：復興は子供達（自分達）のためだから。

場合も、笑顔で頑張っているという事を伝えている。子

・(1)：子供が発信しないままだと、子供に冷たい街の計

供達の笑顔に救われる時も多いです。

画のまま変わらない、変えることができないから。

・(2)：将来を担う子供達だから。

・(2)：子供達自身が参加したいと思うなら良いと思いま

・(1)：復興には若い力が必要だと思う。

す。

・(1)：自分達の生まれ育った所なので、自分達でも何か

・(1)：自分達の町なので。

していくのは当たり前のことだと思う。

・(1)：子供達もそうですが、大人も与えられることが多く、

・(1)：大人は絶対に思いつかないなあ～！！と、いつも

自分達で何かをやるとか地域で何かを発信しようなど

子供達の発する言葉やアイデアに感心しています。子

が少ないように思います。それが当たり前になっていて

供達が復興に向けて具体的に動かないとしても、復興

感謝の気持ちがなくなっているように感じます。何もかも

に向けて大人たちがどんな取り組みをしているか同じ場

援助に頼ってばかりいては、地域の成長もないと思いま

所に立ってみるのも、大人にとっても子供にとっても素

す。

敵な体験になるのではないかと思ったりします。言葉だ

・(3)：18 歳未満の子供達の意見を本当に聞き入れてく

けではなく、肌で感じて欲しいというか…。

れるかは難しいような気がする。

・(2)：地元を大事にするという気持ちが大事だと思うの

・(1)：子供達が大人になった時、次の世代に誇れる何か

で。

を掴んで欲しいから。

・(1)：ふるさとを大切に思わなければ、日本は終わりだ

・(1)：自分が将来家庭を持って、陸前高田で生活して欲

と思います。帰る家があるから人間は頑張れるのです。

しい。亡くなった家族のためにも、ここにとどまって未来

・(1)：自分が生まれ住んでいる陸前高田市が好きだと思

の高田をつくって欲しい。

うから。

・(1)：どの子供にとっても陸前高田は「ふるさと」です。こ

・(1)：自分達の町だから、どんどん参加させてあげた

れからの町づくりは子供たちが中心となっていくべきだ

い。

と思います。

・(2)：震災で辛く悲しい思いをしたけど、忘れず前向きに

・(1)：被災前、前の街の記憶が残っているうちに、自分

自分達の目で復興に関わり、早く元気なきれいな町に

達が楽しく遊んだ場所等を思い出しながら、そして、こ

戻ってほしいので。

のようなことを少しでも防げる様にと思いながら、子供

・(1)：子供達がこれから新しく変わる“まちづくり”に参加す

達の経験したことを少しでも生かしてあげたいと思う。

る事で郷土愛に目覚め、もしかすると自分の住む町のた

・(2)：市民の一体感

めに役立ちたい大人に成長するかもしれないから！
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・(1)：自分達が町を復興させた（手伝った）という自信が、

います。現に小学校などを使って大学生が勉強を教え

将来の財産になると思う。

ている催しにも、家のある子は遠慮していますし、イベ

・(2)：子供達も市民の一人として何かしたいと考えてい

ントなら尚更です。でも子供は子供として一緒にして参

ると思います。子供達の良い経験になるとも思います。

加しやすい空気を作って欲しいから。仲良く協力し合え

ただ、震災に関係のない普通の子供のように勉強や部

ることは良い事です。家が無事といっても、震災により

活をさせてやりたい気持ちがあります。それが大人の復

離職し車２台流されローンを組み、その後なかなか仕事

興の力になるから。

が見つからない（難聴もあって）など、どこの家庭も皆大

・(2)：未来を背負っていく子供達なので、今から復興に

変です。「子供は一緒」という考え方をくれぐれも宜しく

も関心を持って欲しい。

お願い致します。

・(1)：年齢にとらわれず、新しく柔軟性に富んだ意見を

・(2)：未来の高田をつくるのは子供達だから。

持っていると思うから。

・(2)：生まれ育った街（陸前高田）を取り戻すため。

・(2)：良いか良くないかと問われれば、良いとしか答えよ

・(2)：これからの陸前高田市を背負う子供達には、どん

うがない。質問に具体性がないのに何の役に立つの

どん町づくりに参加してもらいたいと思います。

か？こんな調査に補助金や事業費が支払われている

・(1)：色々なことに興味を持ち、大人と関わる事で常識

かと思うと被災地住民として腹が立ちます。

の範囲を把握すること、自分自身の精神レベルがある

・(1)：震災は子供達の心に良くも悪くも大きな影響を与

程度上昇する機会になるのではないかと思う。

えました。子供達が参加する事により“ふるさと”への思

・(1)：子供達が元気になれると良いから。

いや、将来への希望を持ってもらう良い機会になるかも

・(1)：復興には 10 年単位の月日がかかると思うので、こ

知れません。

れから高田を担う中高生にどんどん参加して欲しいか

・(2)：やはり復興には、若い子供達が高田市にたくさん

ら。

残ってもらわないと成り立たないので、学校を卒業した

・(2)：自分の生活の場なので、参加する事は大事だと思

子供達が高田で働ける職場を作り、若い力で高田市の

う。

復興を目指してもらいたいです。未来の希望が持てな

・(2)：自分達の町だから。

い街には、若者は住めないです。

・(1)：震災以降、子ども達は多くの我慢をしていると思い

・(1)：これから陸前高田市を作っていけるのは子供達だ

ます。我慢をしなければならない生活。まちづくりに参加

と思うから。

する事は良いと思いますが、「どうせ何も出来ないよ」と

・(1)：これからの時代を担う子供達ですから。今の子供

子供はあきらめています。

達が新しい陸前高田市を作るので。

・(1)：将来高田を担う子供だから、真剣に考えてくれると

・(1)：大変かわいそうな現在の生活状況の中でこそ、自

思います。

分達が考え、行動した町には大人になっても愛着が湧く

・(1)：私の息子はあと３年で社会人になるので、参加す

と思います。大人になった時、まだまだ不便な町だけれ

る事はとても大事、大変良いと思う。今の小中高校生が

ど、大切に思って欲しいからです。

復興を牽引すると思うので。

・(1)：ふるさとを大事にして欲しいし、人として大切。

・(1)：5 年後 10 年後、今の子ども達が大人になり、陸前

・(2)：小さな事一つでも参加出来たらいいと思う。

高田の中心になっていると思うし、今のまちづくりに参

・(1)：人の繋がりが出来るため。

加する事は大変大事だと思うので。

・(3)：子どもたちも大人も被災した人してない人の気持

・(2)：これからの陸前高田をつくっていくのは、将来大人

ちの差がとてもあると思います。

になる今の子ども達だから。

・(2)：自分が育った町のために動くことは良いと思う。
・(1)：「地域の子供」と一口で言っても、被災した家庭と
そうでない家庭では復興行事に対する子供の意識が違
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・(2)：今まで地域に関わってきて、生活してきた事を、ま

・(1)：陸前高田がそして、大人たちが頑張れる！子供達

ちづくりに関われることにおいて改めて理解できると思

のためにも、生き残った大人たちが頑張っぺし！！

うから。

・(1)：将来子供達が高田で住む上で、町づくりを進める

・(1)：復興するために、それぞれがいろいろ考えて少し

ことは重要と考えます。

でもできる事をしたいと心掛けていると思うから。

・(1)：町の将来を考えていくことが出来るから。

・(1)：これからの高田をつくっていくのは子ども達だか

・(1)：私が関われる事は土台作り。後の事は子供達に

ら。

託す。

・(2)：参加する事は良いことだと思う。ただ今の時期、受

・(2)：これからの高田を造っていく人達だから。

験期をむかえた家庭から聞こえるのだが、これからは

・(1)：セーブ・ザ・チルドレンの皆様へ、子供達のために

活動を退き、そちらに力を注ぎたいという声があった。

良くして下さりまして、本当にありがとうございます。高

常に同じ子ども達だけではなく、幅広く参加をしてもらう

田第一中学校からずっと感謝しております。子供達は

ため、子供を募る方法が必要なのではないか。

国の宝です。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

・(2)：子供の立場の意見もあっていいと思うから。

・(2)：勉強になるから。

・(1)：自分の町だから、当たり前の事だと思う。色々な人

・(1)：陸前高田市の将来を担う子供達だから。地域に根

達の思いのこもった町だから…。

ざした考えを小さいうちから身につけるためにも良い事

・(1)：自分達の生まれ育った街を大切にしていってほし

だと思います。

いと思うから。私達では出来ない街づくりをバトンタッチ

・(1)：一人の人として意見があると思うので、発言できた

して引き継いでほしいから。

らいいと思います。

・(1)：自分達で新しい街を作っていると思うことができる

・(1)：さまざまな形で被災にあっている人が多い中で、

から。

子供達に映っている震災復興に携わる事は何の形であ

・(2)：子供も何か手伝いをしようと思っているのではない

っても大人になっても良い思い出になるのではないでし

でしょうか。震災直後は、生活のため大人にまじって頑

ょうか。

張ってくれました。又、私達はその子の笑顔で少々の疲

・(1)：復興には時間が必要です。将来に向け、地域と共

れもとんでしまったり、一緒に笑ったり、２ヶ月以上電気

に成長していけばと思います。

のない生活でしたが、声をかけたり、かけられたりで、

・(1)：これから自分達が住み続ける場所として、大変大

不安は少なくてすみました。子供と一緒に何かをできた

事な事であると思う。

ら。

・(3)：高田市の復興が部分的で、復興していないところ

・(1)：自分たちの町を大切に思う事に繋がっていく。未

に住んでいるから、偏った市内に残りたいと思っていな

来を生きるのは子供達だから。

い。

・(1)：実現出来る出来ないに関わらず、自由な発想で町

・(2)：参加する事で前向きになると思うし、子供達の考え

づくりを進める案を出せば、より地域に対する愛着が出

ている事も知りたいと思うから。

るのではないでしょうか。

・(1)：次の時代を作っていく主役であり、自分自身の考

・(2)：現在の高田の状況を知ることと、今後子供達が高

えを持って復興に携わる事が出来るから。

田を背負っていくことになるので、どうしたいかを考える

・(1)：陸前高田が好きだから！！

基本になると思うから。

・(1)：次の世代が背負っていこうとする表れと思っていま

・(1)：復興させたいのは、子供達の未来の為なので。

す。
・(1)：子供達に出来るだけ陸前高田にいて欲しい。
・(1)：これからの陸前高田市を全国の人に見て欲しい。

50～59 歳
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・(1)：親、兄弟、姉妹、友人、家を失った子供達が、出来

・(1)：たくさんの事に参加、関われば思い出として街に

れば高田を離れずこの町で頑張ってほしい。町づくりに

愛着を持てる。街の甦りと共に自身の成長もある…と感

参加して、そして大人たちも助けてやっていきたいと思

じて欲しい。

う。

・(1)：子供達に今後も陸前高田に住み続けて欲しいか

・(1)：自分達が住む未来の町に積極的に参加して、

ら。

色々な考えやアイデアを出して復興に参加してほしい。

・(2)：将来、震災を風化させないためにも復興に関わる

・(1)：復興が少しでも早くなる。

事は良いと思う。

・(1)：市民に元気を与える。

・(1)：子供達の時代の町になっていくと思うので。

・(1)：未来は子供のものだから。

・(1)：子供達が将来住みたい町づくりが必要だと思う。

・(1)：将来の担い手として当然。

・(2)：10 年～20 年先を考えてのこと。

・(1)：子供達には子供達の意見があるし、考えもあると

・(1)：子供達は、それぞれ個人の状況は皆違うと思いま

思うから。

すが、根本的には町づくりへの参加とか思い入れの考

・(1)：但し、市長も議員も職員も子供達の姿は目に入っ

えはあると思われる。

てないし、入れる気もはなからない。これが現実、彼ら

・(2)：高田の復興は長い期間がかかると思います。現在、

の本音よ。

小・中の子供達も数年後は自分達も中心になる時が来

・(1)：復興には長い年月がかかると思います。当然、今

ます。基盤作りになると思います。

の子供達が大人になった時、復興した市で生活していく

・(1)：若い人達が頑張らないと復興は無理だと思う。勉

のだから、子供達…特に中学生や高校生の新しい意見

強にもなる。

や希望を取り入れて、是非参加する事が望ましいと思

・(1)：これからの陸前高田市を担う子供達なので、市に

います。

愛着を持って欲しいから。

・(1)：自分の住みたいと思うところだから。

・(1)：これからの自分達の町の復興に興味があることは

・(2)：「街」として高田が存在できるようになるには、まだ

良いことだと思います。

まだ年数が必要です。子供達も自分達のためにも行動

・(1)：これからの陸前高田市は、今の子供達に活躍し発

すべきだと思います。

展させて欲しい。子供達が生活し仕事をし、安全安心な

・(2)：自分達の住む町を発展させる力を発信。

街で暮らしていけるようになって欲しい。

・(1)：復興には長い時間がかかると思うので、将来子供

・(2)：自分達が生活している町（区）がこれからどう変わ

達がどんな陸前高田にしたいか、しっかり考えて欲しい

っていくか勉強になる。

から。

・(1)：自分の意思でやっていると思う。

・(1)：ふるさと再生に向けて、大人も子供も全員共通な

・(1)：将来自分のふるさとの町づくりを考える事と、この

事を一緒に関わり合って考えていくべきだと思うから。

ような災害に対して命を守るために、どうしたらよいか町

・(1)：自分達の今の町の様子をもっともっと知る事が出

を守るための良い機会だと思う。

来る。

・(1)：これからの陸前高田を作るのは子供達だと思いま

・(1)：次期の陸前高田を引っ張っていくのは、今の子供

す。震災前でも地域活動に積極的に参加していました

達であるから。

が、震災後は尚更子供達に「地域のために」という考え

・(1)：避難所に子供の声が聞こえて、夜は地域の方々と

が強くなったと思います。

頭をならべ寝る事の経験は良かったと思います。その

・(2)：これからの未来を作ってくれる子供達だから。

時、私たちは市の復興を子供達に託す事になると感じ

・(1)：全国各地からボランティアの方々がさまざまな後

ました。10 年で早いくらい、10 年以上ですと私の母 90

支援をして下さっているので、陸前高田の町づくりに地

歳は復興を見られないと…。だから子供にお願いする

域の子どもたちや大人も参加すべきだと思う。

事になる。大事に大切に育って欲しい。

・(2)：人と人との繋がりが出来る。
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・(2)：自分達の将来の事なので。でも震災によるショック

に参加していくべきであると思う。

が大きい子もいると思うので、難しい問題だと思う。その

・(1)：これからの陸前高田市を守って欲しいから。

子供の自主性に任せるべき。

・(1)：子供達にも色々な面から復興に関わって頂き、こ

・(2)：看護師、薬剤師、消防士等になる夢を叶えたい

れからの町づくりに是非役立てて欲しいと思います。そ

為。

の目を通して、５年後、10 年後に大事な人材に育ってく

・(2)：子供のため。

れることを願います。

・(1)：これから陸前高田市を復興させていく即戦力として

・(1)：未来を担って欲しいから。

頑張ってもらいたいと願っています。

・(1)：陸前高田の復興を共に行うことで、地域の大切さ

・(1)：参加する事で、町に関心や愛情が湧くと思う。

を実感できることです。

・(1)：これからの人達です。宜しくお願いしたいです。

・(2)：大人の目線、子供の目線、色々な意見を取り入れ

・(2)：復興＝交流（色んな意味で）。情報があれば。

て新しい絆の町、陸前高田を作っていけたらと思う。

・(1)：復興するまで何年かかるでしょうか？今小学１年

・(2)：今後の陸前高田の人口減少の歯止めになればい

の子供は、８年たったら中学生です。今中学生は８年た

いかなと思います。

ったら岩手にいない人かも知れません。今いる、中学生

・(1)：子供も地域住民の一人。そして未来の高田をつく

や高校生の意見を聞かなければ岩手へ戻らない人達

る大きな担い手。未来を考える豊かな発想を取り入れ

が出来てしまうから。

るべきだと思う。

・(1)：子供の意見も尊重することが良いと思うから。

・(1)：復興にあたり何年かかるか未定。孫の代が将来を

・(1)：子供達だけの集まり（自由に話せる場所）、高田の

背負っていくことと思う。

未来の話を聞いて取り入れる。これからの未来の高田

・(1)：子供から見た、これからの町づくりの考えを聞いて

の子供のため。

みたい。

・(2)：復興は数年でできるものではなく、10 年を一つの

・(1)：子供は未来である。

スパンとして考えると、どうしても子供には実態を見てか

・(2)：子供の目から見た意見も参考になるのでは…。

ら考えて欲しい。

・(2)：計画より早く復興したいから。

・(2)：これからの陸前高田市をより良い発想で盛り上げ

・(1)：将来の町の復興に携わるようになると思うので。

てくれると思うから。

・(2)：自分達の町は、自分達の力で…。できる事から一

・(1)：これからの陸前高田を思う時、どんどん若い人達

つずつ、10 年後 20 年後の高田が新しい町に生まれ変

の力強い情熱が必要と思うから。

われるように…。

・(1)：復興は私達大人の役割だと感じている。子供達が

・(2)：子供が参加する事は良いと思うが、今回の震災に

安心して安全に暮らせる。そして、活力のある町づくり

は夢のような子供の発想は受け入れられないと思う。

には、子供達の意見が最大の鍵となるため。

・(2)：まちづくりに参加する事は良いことと思うが、大人

・(2)：大きくなって陸前高田に住みたいと思えるように。

も子供もまだ精神的に立ち直っていない。この場所は、

・(1)：仲間意識を持つことが出来る。将来地元に残って

津波の被害が見えない場所だが、その場所にいくと悲

くれそう。

しみがわき上がってくる。みんな色々な面で他人にはわ

・(2)：郷土愛を育むため。

からない悲しみをこらえて生活している。まだまちづくり

・(1)：未来の子供にも復興に参加してほしい。

に参加する気になれないと思う。

・(2)：大人になった時、もっと素晴らしい陸前高田にして

・(2)：これからの陸前高田市を築くのは子ども達なので、

くれるのでは？（大変な出来事からどのように立ち上が

参加して欲しいと思いますが、今はまだ大人が元気を

っていくか、どう立ち上がったか、見届けて欲しい）

出して子ども達の気持ちを立て直してあげる時期だと思

・(1)：復興には地域社会との繋がりが大事。

います。

・(1)：明日の陸前高田市を担うのは子供達なので、大い
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・(1)：震災で親が死亡または失業などで市外に転出せ

くのが、最良と考えるからです。

ざるを得なかった友達もいると思う。残った子ども達は

・(1)：子ども達が成人した頃には町も復興していると思う。

その寂しさを抱えつつも、夢のあるまち、震災前よりもも

そういうことから子ども達の考えた街づくりのアイデアは

っと良い町にしたいと思っているし、学校でも夢を話し合

大切にし又参考になると思う。

っているのではないか。明日の陸前高田を担っていくの

・(1)：将来、復興に向けた町づくりに参加することで、自

は、子ども達、実現に向けて行動し、多くが戻ってくるま

分たちでより良い町にしようという意識が高まると思い

ちにしたいものだと思う

ます。

・(1)：自分達も関わって意見を言ったりして参加すること
によって、陸前高田にとどまるか、いずれ戻ってくる人

60～69 歳

になってほしいので、まちづくりに参加して欲しい。
・(2)：外からの手だけをあてにするだけでなく、いつまで
も被災者ではないので、自分達は子供とはいえ、もう復

・(1)：これから生活していき、住みやすい町づくり、発展

興者なのだという事を意識して参加すべきだと思いま

する町づくりは子供本人の考えで行くべきで、老い行く

す。

人達のも多少参考にすべきではあるが、古い考えに頼

・(1)：将来、自分が高田に帰ってくるかどうか分からない

っていては発展はない。大いに意見を聞くべきである。

けれども、東日本大震災で自分のふるさとというものを

・(2)：助け合い、協調性

大切に思っている事が分かります。毎日、自分のできる

・(1)：大人では考えられない発想があるかもしれないの

ことを一生懸命に生きている姿が見えます。

で、期待したい。

・(2)：子供が年をとって、自分の町を誇りに思うことがで

・(1)：これからの子供達です。新しい陸前高田市を作っ

きる。

て欲しいですね。

・(2)：横田は津波被害はありませんでしたが、家族を失

・(2)：関心を持つ事はいい事です。

った方、親戚、友達など、そしていつも見ていた高田の

・(1)：子や孫達が安心して生活できるように、大人と一

町も変わってしまった。それを見ています。仮設住宅の

緒になって学習していけばと思います。

方々を見ています。思うことは大きいと思います。町の

・(2)：各年代の人達との話し合いが必要だと思う。

復興は子ども達はずっと関係していくからです。

・(1)：被災された方々のお手伝いをする。（大変な被害

・(2)：将来自分達が暮らす町なので、参加する事はとて

をうけた方々を援助する事は、人間としてのつとめ）

も良い事だと思う。

・(1)：自分が体験した事は、必ず大人になった時でも自

・(2)：１年が過ぎ仮設住宅などでも居住地は決まった。

信になったり、辛い経験から大きく成長するきっかけに

次は、子ども達が自分らは何が欲しいとか使いたいと

なると思う。

か、あればいいなとか、子供の目線で発言してくれれば、

・(2)：地域の事、町づくりに参加する事によって、大人に

大人の目線では気づかない事もあると思うから。

なった時より一層陸前高田市を大きくし、色んな事に関

・(2)：理想として良い事だと思うが、各々日々の生活が

心を示してくれると思う。

忙しく、そこまで手が回らないのが実状ではないか？

・(1)：人の為になる事だと思います。

・(1)：皆で協力し、何かをする事によって仲間意識が生

・(1)：自分達の生まれ育った町が前のように住みよい町

まれ、お互いに頑張っていこうと考えると思うから。

になればいい。

・(2)：自分達の生活の場になるから。

・(1)：これからの陸前高田市を担う世代だから。

・(1)：避難所での大人の姿を見ているので、大変な時は
協力するという経験をしているから。
・(1)：復興には、長い年月を要するので、子ども達が未
来の担い手として、自分のことと受けとめて関わってい
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(2)：大人と一緒に復興に向けて陸前高田市のための町

・(1)：子供は町の宝です（将来の担い手）。

づくりに参加し、市民の一員である事を自覚し、これか

・(1)：参加する事で震災の記憶が強まり、後世に語り継

らの町を背負って進んでくれる力となるように意識を高

ぐ事がより一層できると思う。

めるためにも参加して養って欲しい。又、もっと大事な事

・(2)：陸前高田に生まれ育った子供として当然の事だと

を学校でも学んで欲しい。

思う。

・(1)：継承のため。

・(1)：復興に向けて自分達の住む町に一層関心が持て

・(2)：将来の担い手である子供達の意見も取り入れた

るのではないでしょうか。

方が良いと思われる。

・(1)：復興とは何か？色々な面で勉強になり、今後の人

・(1)：自分が生まれ育ってこれから自分達の町にしてい

生に大変良い。

くために、ぜひ参加してほしいですね。

・(2)：色々な方の意見を聞く事は良いと思う。

・(1)：これからの子供の意見が出てくると良い案が出て

・(1)：以前の町に戻るため。

くると思います。

・(2)：自分（子供）達が住む町になると思うので、参加す

・(1)：未来ある子供達がこれから先、陸前高田市を担っ

るのは良い事では。

ていくので…。

・(2)：自分達の町、ふるさとだから。

・(1)：地域を担っていく子供達へ期待しているので。

・(2)：大人には気付かないことを考えている。

・(2)：夢や希望をたくさん持っている子供達の考えを取

・(1)：ボランティアの人々にお世話になるだけでなく、自

り入れ、町づくりに参加させる事は子供達にとって生き

分達からもできる事を率先することを願います。

る喜び、生活の楽しさをよく分かる事が出来ると思う。

・(2)：10 年 20 年と年輪のように積み重ねが大切と思い

・(2)：地区に子供が少ない。あまり子供達を見る事はな

ます。未来の人々に託すしかありません。

い。

・(1)：将来の陸前高田市を支えていく方々は現在の子

・(2)：自分達のこれからの世代を良くしようと考えられ

供達なので、子供達も主体的に復興に関わっていくこと

る。

が大事である。（子供達の出来る範囲で）

・(1)：このままでは陸前高田市の人口も減っていくと思う。

・(1)：場の設定による絆づくり。

何とか早く陸前高田市に戻ってほしい。子供達の参加

・(2)：子供も大人も足並み揃えて取り組むことによって、

により素晴らしい高田に。そして、高田松原になって期

余力に町づくりが出来るのでは…と思います。

待しています。

・(1)：これから子供達が大人になっていく。復興について

・(2)：自分達の町だから。

子・大人と意見を交換してより良い町づくりに役立てて

・(1)：毎週セーブの事務所に行き活動しています。

欲しい。

・(2)：前向きのアイデアを発案する力があると思う。

・(1)：自分が住む地域の事に関心を持つことはとても大

・(1)：周りから与えられてばかりのような気がします。自

切な事だと思います。

分達も復興に関われたら良いと思います。

・(1)：これからの世を生きる人達だから、色んな行事に

・(2)：将来、子供達が生活する上で希望を持つ事が大

参加して色々と勉強して、自分なりに目的（夢、希望）を

切である。

持って生きて欲しい。

・(2)：これからの高田を担う人達だから。

・(1)：子供は思ったまま、大人の思いつかない自由な発

・(1)：大人は先々の事を考えすぎるが、自分の立場に甘

想を考えつく。

んじてる感じ。子供は駆け引きなしで行動している。

・(1)：復興した時（理想の街）の夢を見て欲しい。

・(1)：復興に関わり関心を持ってもらいたい。

・(1)：色々な経験が、子供の将来の町づくりに役立って

・(1)：中、長期的に見て子供が住みやすい町づくりをす

いくと思うからです。

る必要がある。子供の意見を聞くのは参考になると思

・(2)：子供の発想

う。

・(1)：今は子供であっても、近い将来・未来、現在の子
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供達の時代で中心になる人物であるから、復興のイロ

た時、何か心に残ると思う。子・孫・代々と言い伝えてい

ハを知っていて欲しい。

くべきだと思う。

・(1)：これからの町づくりには大事なことだと思います。

・(1)：自分がこれから生活していかなければならない町

・(1)：(1)町づくりの大変さ、協同的心（協調心を養う）。

というものを真剣に考えていると思う。

(2)創造力の育成。(3)思い出作り(4)手伝いをすることで

・(1)：今後、子供達が陸前高田市を背負っていくので。

色んな事が教えられる。

・(1)：私も震災になり皆さんに色々お世話になったので、

・(1)：“まち”は子供から高齢者まで広範な層で構成され

子供達ももちろん孫達にも市内の町づくりには参加して

ており、それぞれの立場の人などが健やかに自由に住

ほしいと思います。

める場所にしなければならないと思っています

・(1)：将来を担う子供に意識を共有する事が大事。

・(1)：未来を知る。

・(1)：大変な状況を体験してしまったことに、一人一人が

・(1)：地域の子供が町づくりに参加する事が大変良い事

色々なことを思っていると思う。そのことを子供なりに発

で、悪い理由がない。

信して欲しいから。

・(2)：震災で街がなくなったことを考え、どのようにしたな

・(2)：町づくりに参加する事で…(1)復興に関わる人々へ

ら地域を救っていくことが出来るか、自分なりに考えて

の感謝の気持ちが湧く。(2)自分達の街意識を強めるこ

いると思うので、その気持ちを大事にしたい。

とが出来る。(3)机上の学習から一歩踏み出すことで、

・(1)：郷土に対する誇りと愛着を強くすることが出来

人との関わりを学び、人の知恵を学び、生きる力を育む

る。・住みたいと思う町ができると思えば、将来地元に

事が出来る。

戻って生活する子も増えるのではないか。

・(2)：何らかの行動を起こすこと。

・(1)：参加する事により、これからの自分を見つけること

・(1)：自分なりに町をどうしたいかとか夢を持っていると

が出来るのではないかと思うから。

思うので、参加して意見を発表することは良いと思いま

・(1)：何かの団体に入っている子供は団体の活動で参

す。

加しているが、そうでない子供は大人の活動を見たり、

・(2)：体を動かす活動をすることにより、より復興に参加

部落や学校から（授業の中などで）復興の状況などを順

していると感じられると思うから。ただ、復興を企画する

次知らせて、意識を持ってもらうようにする。将来地域・

側に大変な負担がかかると思います。

家庭のため意思を持ち活動、行動できるのでは。

・(1)：自分が生まれ育った町の良くなる事が、大人にな

・(2)：子供同士の繋がりが出来る。

った時に高田で仕事をし、高田に住めると思うから。

・(2)：若い発想がこれからの町づくりによい考えがでると

・(2)：大人の人達ばかりでなく、子供達の意見も取り入

思います。

れて進めていった方が良いと思います。

・(2)：現実を知ること。・事を成し遂げることの難しさ、矛

・(1)：生まれ育った町の復興に関わって、何らかの生き

盾さ。最後に喜びを感じる。生きていくための糧として欲

がいを見だして欲しいと思います。自分達の町なんだか

しい。

ら、ボランティアの人達に感謝することを忘れてはいけ

・(2)：子供達が大人になった時に地域に住みたいと思う

ないと思います。子供達にそういうことも教えたいと思い

気持ちになると思う。

ます。

・(1)：子供の目による復興計画への参加。

・(2)：色々とご支援頂いているので、皆（子供、大人）参

・(2)：小学生までは地域の行事に参加する姿が見られ

加すべきだと思います。

るが、中高生は部活などで時間がないのでは…。ただ

・(1)：これからを担う子供達は、自分の将来に向けてど

私達自身、中高生が学校を通じて色んな事をやってい

う進んでいったらいいのか考える良いチャンスかと思い

ると思うが、それ自体知らないでいることが多いと思い

ます。

ます。

・(1)：自分達の事はある程度自分達がしなければならな

・(1)：震災を忘れないためにも参加すべき、大人になっ

いと思ってもらう。人にやってもらう事が当たり前と考え
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ないため。

い。

・(1)：将来を担ってもらう子供達、若者達には是非とも参

・(1)：今の子供達が陸前高田市の未来を作っていくと思

加が必要だと思う。

うから。

・(1)：子供が前を向いて生きる希望を持っている様子が

・(1)：将来、自分達がまたその子供達が住む町づくりに

分かるから。

資することが出来る。

・(1)：自分達の将来の町づくりのことなので、子供の意

・(3)：子ども達は子ども達でやる事がいっぱいあるか

見も重要になると思います。

ら。

・(1)：町が復興し実際長く住み、町を動かすのは今の子

・(1)：これからの町を形成していくのは、子ども達だ。

供達だから、自分達が参加し意見を言い少しでも貢献

・(1)：子供や孫に言い伝える事ができると思う。

できれば、将来の町づくりなどにも役に立つと思う。

・(2)：世の中の為に手伝いたいと思っている子ども達は

・(1)：子供達の将来のためにもやがては自分達の「まち」

いると思います。それにしても情報がなく、関わる機会

と意識を持って欲しい。

がないので、仕事ができません。

・(1)：未来の町は子供達が中心になるのだから。

・(1)：将来を担うのは現在の子ども達です。大事に育て

・(1)：～年後の大人だから。

たい。

・(1)：市の復興について知ってもらいたい。

・(2)：これからの高田の未来のため、必要だと思う。

・(1)：参加する事により子供社会のみならず、色々な世

・(2)：子ども達の大多数が、陸前高田市（自分の住んで

界を体験しながら成長することは、人間社会を豊かに育

いる街）を愛しているので、活きる街を大人と共に復興

てられ、郷土愛にもつながると思います。

させる事が大切だと思う。

・(1)：自分達がずっと住むところをより良い町にするため

・(1)：参加をして郷土愛を育てる。

に。

・(1)：現在の復興計画はいつになるかわからず、これか

・(1)：現状を知り、後世に伝えていく。

らの町をつくっていくのは、子ども達の年代になると思う。

・(2)：自分の町は自分で良くするという意識が必要。

今のうちから自分達の未来を考えさせることは必ず良

・(1)：住居は被災してませんが、間接的に親戚７名、父

い結果を生む。

の仕事場が被災しました。このような状態で孫はどのよ

・(1)：子供同士で話し合っているとのこと。又、親や祖父

うにこの災害を感じているか疑問がありますので、直接

母の前で復興に関して話しかけてくる。

関係ない孫達にもしっかり復興に参加してもらいたい。

・(1)：将来の高田をつくっていくのは、子ども達だから。

・(1)：高齢者の話し相手とか●を見ることなど。

・(1)：子供なりに夢があると思います。

・(2)：高田市が復興して行くには 10 年くらいかかるよう

・(2)：これからの陸前高田市を作るのは、やはり若い人

な気がします。若者が町にいてもらうには若い人の意見

達なので、意見を聞いた方が良いので、子ども達の意

が大事だと思う。

見も取り入れた方が良いと思います。

・(2)：次の世代を生きる子供達も、少しでも体で体験して

・(1)：今後もこの地域に住み続けたいと思えるような故

いれば、先に役立つかと思います。

郷を作るには、これからの人達に自覚を持ってほしいか

・(1)：将来的な見地から、何でも体験することが大切と

ら。

思います。将来の宝です。

・(2)：自分達が将来住むであろうまち、又、市を離れても、

・(1)：陸前高田市の子供達が一緒に協力して頂ければ

ふるさととしての町となる。

良いと思います。

・(2)：自分達が生まれ育った街なので、良いと思います。

・(1)：自分達が住みたいと思う街、大勢の人達が集まれ
る町づくりを子供目線で発信する事が出来る。
・(1)：地域の復興ビジョンを発信して欲しい。
・(1)：子供からお年寄りまで意見の集約をした方が良
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・(1)：自分達のアイデアが取り入れられた陸前高田市を

たら住みたいかの意見を聞いておく事が必要と思いま

将来にわたって愛し、責任感をもって発展させようとす

す。

るだろうと思うから。

・(1)：自分達の住むところだから、これからも住んでもら

・(1)：大震災に遭遇し少しでも復興に関わる事ができれ

いたいから、自分の町を大切にしてもらいたい。

ば、未来の自分の子供達に故郷の町の話ができる。

・(1)：復興回復に少しでも役に立ち、大変良いと思う。

・(2)：色んな面で自分達のこれからの生活の足がかりに

・(1)：子供達の未来に関わる事だから。

なると思う。

・(1)：何と言っても子供達には未来を頼みたいから。

・(1)：大人になっていく子供達なので、自分たちが住む

・(2)：大きくなってから、自分達の住む町なので自分自

所、町を作っていかなければ行けないので。

身が参加した時を思い、大切な思い出にもなるから。
・(1)：人の痛みや苦しみに、また思いやりの気持ちが出
る。

70～79 歳

・(1)：親も子も自己中心が多いので、思いやりの心を育
ててやりたい。

・(1)：子供も社会の一員、希望と夢を持って参加してほ

・(2)：子供は、大人に分からないようなアイデアを持って

しい。

いるので、その考えを参考にしたら良い事もあるのでは

・(1)：これからの日本国を任せるため。

と思う。

・(2)：小学生の子供…何をしたらいいか分からない。

・(1)：各年代皆が言える事で多様な情報の中から、より

・(2)：大人は大人の考えがあり、子供は子供の考えが

良い考えが生まれる。

ある。子供を尊重し、自主性を育てていくのに役立つ。

・(1)：大災害に遭い子供達は心に傷を負い、又、以前の

・(1)：子供から年寄りまで、広く参加する事が良いと思い

町の風景がなくなったので、復興に参加する事で将来

ます。

に夢を持ち、元気になって欲しい。

・(2)：これからの長い年月、陸前高田市がどのように変

・(1)：子供はこれから長い未来を生きぬいていくため。

わっていくか、子供達にもよく知っておいて欲しいと思い

・(1)：子供達に色々大人と話し合いをし、将来陸前高田

ます。

を復興に導いてもらいたい。

・(1)：自分達が作りあげるのだという自覚を持つ事によ

・(2)：無理な事でなく出来る事に参加する。

り、更に積極的に関わる気になり、市・町に愛着が出て、

・(1)：地域皆、大人・子供も参加し意見を聞いて頑張っ

生涯ここに住みたいという考えにも発展するのではない

ていかないと、と思います。

かと思われます。

・(2)：参加しなければ何も分からない。

・(1)：損得なしの希望は、大人の考えが及ばないヒント

・(1)：これからの陸前高田について話し合い、実行して

が生まれると思う。

いく事の勉強、人と人との絆を大切にしていく事。

・(2)：自分達の生活する町を自分自身で作っていく事が

・(2)：防災という事を考え学ぶ事。

良いと思います。

・(1)：今の子供達は、私達が小さい時とは比べものにな

・(1)：クラブ活動を見ていると一日も早くグラウンドがで

らないくらいお利口さんで、世の中の事をよく見ていま

きてほしいと思っています。

すから。

・(2)：将来の地域社会の担い手としての意識を強める事

・(1)：子供達の事を考えると一番先に考える事は、交通

になると思うから。

と思います。一日も早く朝・夕、子供が安心できて勉強

・(2)：子供がいればそうして欲しいと思う。

できる事が願いです。

・(1)：子供は子供なりに自分の事、家族の事、地域の事

・(2)：将来の全てを担う子供達だから、町づくりに参加す

を考えていると推察できるので。

る事は良い事だと思う。

・(2)：これからの町づくりには、将来どんなところに住め
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・(2)：どう進んでいるか知った方が良いから。大人がや

継ぐためにも自分で関わる事が大切と思うから。

ることだと思う子供が多いように感じる。

・(1)：今はどの人も同じ目線で生活しています。不便な

・(1)：大人には発想もつかないことが、子供達には考え

生活は大人も子供も同じです。早く前の生活に戻るに

が思いつくことがあるから…。

は子供達の意見もよく見聞きするのも、手伝いの方々

・(2)：自分の思っていることを話せるような人になって欲

（大人）の考えにも結び付くのではないかと？

しいから。

・(1)：今、大人がしようとしていることに興味を持ってもら

・(1)：被災した子供達は全てとは言わないが、子供なり

い、その是・非を自分で考え実行する大人になっていく

に大人よりもこの大災害の状況を胸に刻み込み、何か

ため。

しなければと考える子供達がいる。

・(2)：地域とのコミュニケーションが必要。一人っ子が多

・(2)：今後、陸前高田市を考えていく立場の人だと思う

く、自己中心的である。

から。

・(2)：小さい時から何でも経験。

・(2)：今の現状を未来の子供達から、これからの町づく

・(1)：自分達が住む陸前高田市、子供達と共に住みよ

りに何か出来ることを、どのような考えを持っているか、

い町づくりをしていく市は子供達にも良いことだと思いま

指導者が子供達に聞き出し、小さな事から実践できたら

す。

いいと思う。

・(2)：今後の為に。

・(1)：今の子供の若い母親達は世の中のことがよく分か

・(2)：復興の過程を体験するのは貴重なこと。

っていない（気まま）。子供に教えることなく、親が先に

・(1)：(1)子供なりに大人に考えられない知恵がある。(2)

たってやらない。子供達の勉強も家庭に持って来てやる

大人たちはこんな大変なことをしていると感じる。

ことが多い。昔はそんなことは少なかった。

・(1)：将来の市を担う人達だから。

・(1)：これからの社会、地域を担う子供達の意見や発想

・(1)：夢と希望を持って頂くため。

は大いに取り入れ、子供達も参加する事に意義がある

・(1)：やる気次第。

と思う。

・(1)：未来にむけた発想の良さ。

・(2)：誰かの助けになると思う。

・(1)：この地域の現実の状況、過去・未来について考え、

・(1)：住み慣れた町がどのように変わるか参加させた

認識できる機会になればと思います。

い。

・(2)：大人の頑張っていることを知る。他県のことなど知

・(2)：子供達に現実を見せて、その現実をよく理解させ

る。協力することの大切さを知る。

ることと、大人と一緒に行動させることで理解も深まる

・(2)：子供達が復興のためにお話を聞いたり●なし●様

のではと思う。

に参加する事は良いと思います。

・(1)：住んでいる地のことを考え、それから世の中の全

・(2)：多くの人と出会うから。

体のことを考える人になって欲しい。

・(1)：陸前高田市が復興した時に、心に誇りを持てると

・(1)：小さい頃から思いやる気持ちで、皆と苦労を共に

思うから。

汗したことで大人になった時に素晴らしい人になること

・(1)：子供達の目線でこれからの陸前高田市をどのよう

と思います。早く安心して楽しい学生生活が送れると良

に計画発展させていくか。

いですね。

・(1)：子供の時から、嬉しい時も悲しい時も力を合わせ

・(1)：将来、自分達の町づくりだから。

て高田市民になってもらいたい。

・(1)：みんなで協力することが大切だから。

・(2)：地域社会の一員である事を自覚するようになる。

・(1)：これからの自分達の将来を左右することであり、

・(1)：自分達の未来のためになるから。

地域の発展に寄与することでもあり、非常に良いと思

・(1)：将来は、今の子供達の時代になるから。

う。
・(1)：やはりこの災害をいつまでも忘れず、後世に語り
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岩手県陸前高田市／大人 70～79 歳 80～89 歳

・(1)：将来の町づくりを担う子供達が、小さい時から大人

・(1)：子供の時から意見を発言し、一緒に仕事をしてい

と一緒に考え行動する事によって、学ぶ事が多いと思う

る方が良いと思う。

から。大人の一生懸命に生きる姿を見せていきたいの

・(1)：生まれ育った町、これからもこのまちに住み続けた

で。

い子供が多いのではないでしょうか。そのためにも大人

・(1)：これからは若い人達の世代になるから。

が復興に向け、皆で協力しなければと思います。

・(1)：自分達の街をイメージできる能力を身につける事
は素晴らしいこと。

80～89 歳

・(1)：これからの子供達に陸前高田を支えてもらいた
い。
・(2)：子供達はこれから先に夢を持って考え、活動して

・(2)：自分が将来にわたり住み続ける地域がどのように

いると思うので。大人は周りの人達を気にしすぎる。

復興したか、どう復旧に関心を持ち関わったか、将来の

・(1)：自分の未来でもあるから。

その時にその場面に於いて、色々と参考になり生かさ

・(1)：お互いに力を合わせて協力していけたらと思いま

れる事と思う。

す。

・(1)：今後の町づくりに若い人達の新しい考えが必要な

・(1)：復興への意思を共有する事が大切であり、子供自

ので、若い人達が意欲を持って取り組んで作る町は活

らも考え行動する姿勢が大切である。

気が出ると思うので。

・無回答：クラブとかでなかなか出られないため、皆さん

・(2)：子供達には子供達なりにできる事があると思う。例

達と一緒に参加する事は良いと思います。

えば、仮設住宅の方々を励ましたり募金活動等、しかし

・(1)：皆さん協力して何事も行ってもらいたいと思いま

学校統合により通学に時間を要し、町づくりに参加する

す。

余裕がないのではないかと思われる。

・(2)：子供達が復興に関心を持つということは、これから

・(1)：この大震災から自分の住む地域が立ち直る時、幼

の生活・勉強、色々な事を知ることによって自分自身が

い自分達も参加したとの思いは、ふるさとを大切にする

大きくなっていく。

心を育てるものと思います。

・(2)：震災のため、心が沈んでいるような感じがする。小

・(1)：未来を作るのは今の子供達なので積極的に町づく

学生・中学生が大きな声でおはようございます。又は、

りに参加してほしいと思います。

さようならと言われるとこの子供達のためにガンバロー

・(2)：子供がいないので分からないけど、人生体験に良

という気持ちになります。この災害を通じ、子供達の心

いと思う。

が少しでも優しい心に育って欲しい。

・(1)：初めての経験なので、今後大きくなるためにも自

・(1)：これから陸前高田を担う、そうあって欲しい子ども

分で判断できるようになるはずである。

達には、地域の人達と関わり多くの経験や知識を得る

・(2)：将来のため、色々な経験をさせた方が良いと思う。

ことが大変必要だと思うから。

・(2)：子供達未来のために。

・(1)：将来の夢を語ってもらいたい。子ども達と語り合う

・(1)：参加する事により、今までとは違う考えを持つかも

機会がないのが残念。

しれないし、たくさんの人と接する事で自分も成長する。

・(1)：新しい町づくりのため。

陸前高田市も良くなると思う。

・(1)：将来この町を担う子ども達だから。自分が生まれ

・(1)：子供の時から社会生活や組織に関心を持ち関わ

た故郷を色々な角度から理解し、心から町を大事に思

る事によって、生活の基本、民主主義の原理、共同の

い発展させる力になると思います。

在り方などを学ぶ事が大切である。

・(1)：これからの時代を生きていくために、自分達の町

・(2)：子供の考えも聞いて欲しいです。

を良い方向へ向かわせるためには、子供といえども思う
ところがあると思います。
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岩手県陸前高田市／大人 80～89 歳

・(1)：将来、高田を背負って立つ子供達である。一人で

・(1)：未曾有の被害を受けてから１年余りが過ぎた今、

も多く地元に残る状況であれば尚良いと思う。

共に生活している人々との対話や、地域行事への参加

・(1)：将来も自分達の住む町だから。

などによって情報を共有し意見を発信し、周りの人を励

・(2)：良い事ではあるが、地域内に同年代の子どもの数

ましていくことが望ましい。

が少なすぎる。地域ママといっても、地域は老人ばかり

・(3)：良いことだと思っても分からない。

で子供がいない。学校も遠地へ統合されて、通学する２

・(1)：ここは学校なのでよく分かります。子供なりに懸命

～３人の子供が通学するのに一日がかりである。

に生きてます。

・(2)：理由はありません。

・(2)：子供達が復興に関わることは悪い事とは思わない

・(2)：将来の町づくりには、子供達の夢を発信する機会

が、成人になればその気になって活動するのではない

を作るべきと思う。学校教育の場で復興に向けた取り組

かと思います。

みが必要と思う。

・(2)：自分の町だから。

・(2)：一年ごとに子供は大人になるので。

・(1)：被災者に元気をもらう。
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大人の声
宮城県

石巻市

・(1)：震災の記憶を劣化させないために。
・無回答：子供達が動くことで、大人が勇気・やる気・元気

19 歳

をもらえると思うから。
・(2)：自主的にやりたいと思って参加するならよいと思うし、
そこまでの意欲がなくても参加することによって得るもの

・(1)：２度とない経験であり、地域のために何かをするとい

があればそれはそれでよいと思う。それとは別に優先した

うことはとても良いことだと思うから。

い事がもしあるとしたら、そっちを優先できるような環境が

・(1)：少しでも復興に参加する人が多いのは当然良いこと

できればなおよい。自分の“意志”というものは意外に難し

だと思う。

い。雰囲気に流されないもの、子供はその気になればこの

・(1)：自分達の町を他人に任せるのではなく、自分達でつ

先どこにでも行ける存在だと思うので、それを念頭に入れ

くってほしい。

ておくべきだとは思う。大人も子ども自身も。

・(1)：これからの人達だから。

・(1)：その子供達が地域に残れば、将来の自分達が住む
街の基礎を自分達で作ることに繋がると思うから。

20～29 歳

・(1)：自分の街なんだから。
・(1)：1.次世代の街づくり担い手の育成 2.地元への愛着

・(1)：子供達が元気があって、今を十分に楽しんでいる。そ

まで言えなかったことを言える、現状を前向きに捉えられ

の姿こそが復興につながっていると思う。のびのびと育っ

るなど、子供自身の心理面への好影響も考えられる。

た子供こそが、将来の地域を支えていく大人になっていく

・(1)：生まれ育った愛着のある市の復興に参加することで、

と思うから。「復興のために何かする」は難しいが、震災が

自分達のまちという意識がより高まると思うから。

あったから活動を萎縮するのではなく、子供達が活躍でき

・(2)：きっかけがあることで子供達自身のすべきことが明

る場を作っていけば自然と石巻のまちづくりにつながると

確になると思うため。

思う。目に見えるものだけが復興ではないので。

・(1)：復興には長期間かかると思うから。

・(1)：将来の石巻市を作っていくのは、石巻に住む子供達

・(1)：地元の子供達がやることで、たくさんの人に勇気をあ

だと思いました。特に沿岸部は、地域に住む人々が主体

げたり希望を与えると思う。

になってまちづくりすることが大切だと思いました。

・(2)：子供は所詮浅知恵なので、あまり期待は出来ないし

・(2)：自分の生まれ育ったまちを大切にしてもらいたい気

夢を与えることしかできない。

持ちもありますが、辛い現実を目の前にすることは、子供

・(1)：参加することで色々と感じて欲しい。一緒に活動する

には負担になると感じます。

と楽しそう。

・(1)：今の世の中の現状を、大人・子供関係なく捉えること
で、子供ながらに役割や必要なことを見出し動けると思う。
・(2)：「復興」という目標に向かって子供自身が取り組むこ
とはとても良いことだと思います。しかし「親」からしてみる
と、子供には何の心配もせずにのびのびと育って欲しいと
思うものです。もっとやるべき人達がきちんとして欲しい。
子供達には「復興」という言葉を背負って欲しくないと思い

形成→定住促進につながる。 3.自由に意見することで今

・(1)：自主性があって参加するなら大変良いと思う。そうで
なくても参加するだけでも良い経験になると思う。
・(1)：参加しないよりは参加してくれた方が良いと思う。
・(1)：いずれ石巻を出て行くにしても、今暗い気分になって
いる大人を励ましてくれる。
・(2)：これからの石巻は子供がつくっていくから。

ます。
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宮城県石巻市／大人 20～29 歳

・(1)：地域によって被害状況が様々。そのことを理解し、よ

前向きになってほしいから。

り力を貸せるものは力を出し、みんなで協力しまちづくりを

・(1)：震災はそうそう経験出来るものではないので、今の

する経験は大事だと思う。

体験が今後大人になった時、活きると思います。

・(1)：子供自身が住む「まち」を知ることに繋がり、まちづく

・(1)：近い未来にこの地域を引っ張っていくリーダーとして

りへの参加は大変よいことであると思います。地域の未来

成長して欲しい。その為に様々な経験をしてもらいたい。

を担う子供たちが、自分の住む町について考える良い機

・(1)：自分の街のことを考えているようだから。

会になると思います。

・(1)：今の子供達が家庭を持つころにやっと復興すると思

・(2)：いつまでも震災のことを忘れないためにも子供たち

うので、正直なところ、今話をしている復興というのは、大

自身が復興に向けてアクションを起こすのは良いことだと

人達は“復興した”と感じる年まで生きていないと思います。

思うから。

なので復興した時代を長く生きる今の子供達に町づくりに

・(2)：今行動したことが何年か先に自分達の町を大切にし

参加してもらえたらいいと思います。

たい！という気持ちに繋がるから。

・(1)：まだ小さな子ども達がそういった考えを持っている事

・(1)：できることが限られると思うが、気持ちが大事だから。 がとても素晴らしく思います。そして石巻で生まれ育った子
生まれ育ったところなので。

ども達が地元を愛して大きくなってほしいです。

・(2)：思いだす子もいるだろうし、しすぎは良くはないと思

・(1)：これから復興に向けまちが動くためには新たな若い

う。

力が必要であり、その礎となるのが子供達だと思うので。

・(2)：石巻の町並みを残しつつ、新しい街・明るく人で賑わ

・(1)：未来は子ども達が作っていった方が良いと思う。その

える、若い人も立ち寄れるような…。

方が愛着が出て来るかな？

・(1)：まちづくりの復興は大人達に任せるより、地域の一員

・(1)：被害者だけで終わらず、前向きに行動できる。自分

としての自覚を持たせるためにも子供達の協力が絶対に

の住んでいる地域へ愛着がわく。

不可欠だと思うから。まちづくり=まち全体（みんな）で努力

・(1)：自分の住んでいる町の現状が参加することにより、よ

（協力）して築き上げるもの。

く分かると思うから。

・(1)：「これから」を生きていく子供達のために、私達大人も

・(1)：これからの石巻市を作る重要な存在だから。

ですが、主となる子供達が参加してこそ、意味があると考

・(2)：少なくとも自立するまでは過ごすであろう場所だから。

える。

そのまちづくりに携わることは悪くないと思う。

・(1)：前向きな考えだし、復興につながると思う。

・(1)：子供にも大人にも情報と機会を与え、みんなが関わ

・(1)：子供がいる家庭では子供の意見や行動が親に影響

る事に意義がある。

すると思います。大人はどちらかというと自分のことや自

・(1)：これから先、子供もパワーが必要。

分の家族のことだけを考えてしまいがちですが、子供の純

・(1)：大人だけでなく子供も一緒に取り組むことで、つなが

粋な気持ちに後押しされて、親も地域のことを考えていくこ

りや色々なことに対しての大切さを感じられると思うから。

ともあると思います。

・(1)：子ども達自身が復興のお手伝いや話し合いをするこ

・(1)：自分達が体験した思いを持って復興という目標に向

とによって、自分達の街をより好きになったり、関心がもて

けてぶつけていけるから。

るようになると思う。

・(1)：復興した未来の町に住み、家族を持ち生きていくの

・(1)：未来のために、まちのために協力してくれることは大

は今の子供達だから。

変良いことだから。

・(1)：将来石巻が再生した際、復興に携わったということが

・(2)：お互いに気持ちを理解できるようになると思う。

子供の自信に繋がると思うから、また石巻のために何か

・(1)：子供が住みよい街になって欲しいと思うから。

をするという事により、地元に対する愛着がわくと思うか

・(1)：被災者として伝えていかなければいけない事、もっと

ら。

たくさんの人に伝えていかなければいけないことを子供が

・(1)：未だかつてない震災がおき、これからの子供達には

参加することによって注目されるから。
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宮城県石巻市／大人 20～29 歳 30～39 歳

・(1)：参加する事で、これからの石巻について考える機会

って欲しい願いもあり）、地域で子供達を育てていきたいと

となり、継続して良い街づくりができると考えるため。

思うから。

・(1)：参加することで、今現在の町の状況を知ることができ

・(2)：やることで復興を実感できる。

ると思うから。

・(2)：石巻の未来を担う子供達が石巻の復興に関わるの

・(1)：同じ市民として絆を深め合っているから。

は、地元に対して良い影響になるのではないかと思いま

・(2)：子供が住みたい街にしなければと思う。子供の視線

す。

で不都合な事は改善しなければならない。だが、大人に利

・(1)：自分たちの街を今後どうしていくかについての話や

用されるのは避けたいと思う。

行動をすることは大変良いことだと思うから。

・(1)：子ども達が復興に関わる事で大人も励まされる。め

・(1)：震災の後、石巻を支えていくのは子供達であると考

ちゃくちゃになり、壊れた建物、解体され何もなくなっていく

えるので。

中で、復興に関わることで子ども達にも希望が生まれると

・(2)：参加することで興味や関心を持つことが出来るし、一

思うので、大変良いことだと思う。

人一人の意識が変わると思う。被災地なのに学校や市が

・(1)：震災を体験した子ども達が、地元のまちづくりに参加

そういった機会を遠ざけているように思う。

することは将来的に良い事。今後の未来を担う子ども達に、 ・(1)：次世代を担う子供達の想像豊かな発想で、新しい石
経験と体験を同時に得られる事こそ、貴重な財産になり、

巻を作っていって欲しいと願うため。

全てにおいてプラスになると思う。

・(2)：子供扱いせず、１人の人間として意見をくみ取ること

・(1)：震災前は、まちづくりとは行政が行うものであり、子

は大事なことだと思うから。

供には関係のないことだと思っていたが、今は子供達一

・(2)：今回の震災でこの市がどんな影響を受けたのか知っ

人一人が石巻市の主役であり未来を担う人材であると思

て欲しい。以前よりも更によい町づくりを子供達で考えてい

うから。

って欲しい。

・(1)：3.11 のことを一生忘れないで欲しいのと、子供達が大
人になって自分達の子供が出来たら、言い伝えていって

30～39 歳

欲しい。
・(1)：地元が好きになると思うから。
・(1)：今の子供達が大人になり、日本の中心として意見を

・(1)：地域の未来を担っているのは子供たちだから。

出したりする時が来るから。

・(2)：辛くとも震災の事は忘れず伝えていって欲しいし、自

・(1)：これからの未来は子供が中心になるから。

分達でもこんな事が出来ると思えるのは次に進むステップ

・(2)：あるならすべき。

になると思う。ただ辛いだけで終わるのではなく、少しでも

・(2)：子供だから思えることがあると思うから。

参加して気持ちも良い方へ進めば嬉しい。

・(1)：子供達にとっても石巻は「ふるさと」であり、ふるさと

・(1)：世代を超えて様々な形で交流していくことは、子供に

の再生、復興は子供達の願いであると思う。また再生、復

とってもまた大人にとっても大変大切なことです。日本の

興するまちを見ることで、心の傷が少しでも軽減できれば

将来を担っていく子供達に、我々大人は最大限協力すべ

尚良い。

きです。

・(1)：参加するだけでも自分自身のためになると思うから。

・(1)：子供達は前向きに復興に向けて、自分は何が出来る

・(1)：これからの石巻には、震災を経験した子供達の力が

のかを考えている。前に進めない大人達を心配しているの

必ず必要だと思う。失ったものの重さや大きさを感じてい

である。PTG（心的外傷後成長）と捉えることも出来る姿が

るのは、実際に経験した人達だけだと思うから。

見られる。そして次世代の石巻の市民の中核を担う彼ら

・(1)：復興が完了した時、自分達が石巻市の復興に貢献し

は、その未来を自分達のこととして考えていきたいという

たという誇りや心の糧が得られると思うから。

声を耳にするから。

・(1)：これからその地域を担っていく子供達なので（そうな
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・(1)：大人も子供も関係なくみんなで協力していくべきだと

ちづくりを行って欲しい。

思う。

・(1)：大人と一緒になって、自分の住んでいる町を再生しよ

・(2)：ごく自然で当たり前のことだから。

うとする気持ちを担うことは、生きていくために必要なこと

・(1)：自分達の未来を思い描き、自分達がやれることを見

だと思います。

つけるのは貴重な機会だと思う。自己効力感を高める。・

・(1)：自分たちの町を自分たちの手で復興すれば、一人一

(1)：これからの石巻復興のためには子供達を優先にし、

人に何か感じるものがあると思います。

思っていることは何でも意見を言うべきでは。

・(1)：子供達も大変な経験をした中で、これから自分たち

・(1)：自分達の未来に住みやすく、安全・安心して生活でき

の住むところがどのようになっていくのか、参加することで

る環境作りをするべきだと思うから。

後々良い経験になると思う。

・(1)：これからは子供達の時代だし、力を合わせて頑張っ

・(1)：生まれた地域、育った地域、育ててもらった地域やそ

て欲しいから。この今の現実を知ってほしい。

の人々との関わりを大切にして欲しいから。しかし、その

・(1)：小さい子も大きい子も大人と一緒に石巻市の今の状

地に留まった人は参加しやすいが地域を離れなければな

況を年齢なりに感じとり、自分のできることをしようとする

らず、故郷へ足を運び参加する人を、心から受け入れる環

力、人を思いやる気持ちが育つきっかけになると思うので、 境にあるのか心配。（出ていったくせに…みたいな声をよく
まちづくりに参加するのは大変良いと思う。

聞きます。）

・(1)：将来石巻で就労し、石巻をより良くするための力とな

・(2)：大地震の時、宮城県内の中には津波で亡くなった人

る子供達に、まちづくりについて一緒に考えて欲しいから。

がかなりいたので、落ち込んでいる人もいるため早く宮城

・(1)：これから自分達が暮らし、将来自分の家族を作る土

県を良くしたい。

地として、復興の内容を知り参加していくべきだと思う。

・(1)：私達は石巻市と言っても内陸部で、津波の影響もな

・(2)：子供自身が参加することで、復興に対して考える機

く家族は無事でした。少しでも自分たちの出来ること、復興

会になるから。

に向けて話し合い、いろんな人と関わって前よりも良い街

・(1)：復興に携わることで、石巻への愛着と、自分の石巻

づくりをして欲しい。

に対する気持ちが変わってくると思う。

・(1)：これからの未来は、子供達が切り開いていくものなの

・(1)：子供こそ宝だから。

で、今から将来のことを考えて欲しいと思うので。

・(2)：復興だけではなくメンタル面でも回復すると思うから。

・(1)：自分達で復興した町なら、大人になってもその町を大

・(2)：子供達自身のためになる。

切に思うことが出来ると思うから。

・(1)：色々な心身的事情はあると思うが、“される側”から

・(1)：参加することで体験ができ、地域の状況が分かるか

“する側”に意識を変えていく良い時期だと思うから。自分

ら。

たちが行動→変化を感じたり実体験することで子供自身

・(1)：地域の子供達が将来の復興を担っていくと思うから。

の成長にもつながるから。

・(1)：体験することで人生の糧となり、また新しい石巻市が

・(1)：今回の震災は規模が大きく、10 年以上の年数が必

できあがる予感がします。

要と感じています。その時現在の子供達はもう社会人…。

・(1)：これからの未来は子供達の考えを優先して復興をし

自分たちが町を運営していくという認識を感じ、再びこのよ

なければならない。復興には子供達の素直な意見が必

うな悲しい事実を減らし、住みやすい社会にしてもらいた

要。

いと思っています。

・(2)：同じ市内に住む者同士、被害を受けた場所や人と関

・(1)：復興していく石巻を見て欲しいから。

わることで、たくさんのことを実感して欲しい。

・(1)：これから石巻市を担う子供達を中心に復興すること

・(2)：石巻がもっと活気のある町になれば良いと思う。

を願っているから。震災を風化させたくない。復興に関わり

・(2)：この先、復興後の社会を支えるのは現在の子供達な

後々まで伝えて欲しい。

ので、現状や問題点などを自分達の目で見て考えること

・(1)：ずっと生まれ育った場所だから、自分たちで新しいま

は必要だと思う。
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・(1)：校庭に仮設住宅があり、今までのように遊べるところ

・(1)：子供達の頑張りは大人にとって嬉しいことです。みん

も失った。子供達の意見を聞いてもらえる場もなく…次世

なで頑張っていこうという気持ちの源になります。

代を担う子供の意見を大人の人に聞いてもらい、少しでも

・(1)：自分が生まれた市、自分が住んでいる市に関心を持

子供が「復興のために協力した。」という経験をして欲し

っている証拠だと思うから。震災で知らない大人や知らな

い。

い人達と協力して、感謝したりされたりしたことを経験した

・(1)：起きてしまったことに背を向けることは出来ない。未

子供なら、なおさらまちづくりに参加するでしょう？？という

来に進むためにこれからを生きる子供が何か考えること

…

は良いと思う。

・(1)：助け合い、協調性や道徳心が身に付くと思う。

・(1)：まだまだ復興には長い月日がかかるので（子供が大

・(2)：これからの石巻の未来をつくっていく子供達も、力に

人になる頃までかかるだろう…）、一緒に見たり子供が参

なってくれれば良いと思います。

加できたら良いと思っています。今は遠く離れてしまい、お

・(1)：子供達が自分の住む地域の復興に関わるのは、こ

役に立つことがなく…申し訳ない思いです。

れからの石巻のためにつながる良いことだと思う。

・(1)：参加することで自分自身が最後までやり遂げたとき

・(1)：自分が暮らす町をより良くしようとする姿を見て、地

に達成感を感じられるから。

域の人々に元気や勇気が湧いてきたら良いと思います。

・(2)：落ち込んだ気持ちを明るくできるのは、子供達の力

・(1)：誰かにしてもらうだけでなく、自分の意志や行動で自

（笑顔）だと思うので。

分の住む街を変えていけると思ってもらいたいから。自分

・(1)：自分が生まれた町の復興を子供心に願っているはず。 の考えも変わり強い人になってもらいたいから。
子供達が出来ることをして欲しい。

・(1)：自分達の住む町だから自分達で創造して欲しい。

・(1)：育った街がなくなってしまう、人がいなくなることは寂

・無回答：子供自身がまだ不安定なため、どう答えて良い

しいから、子供にはこの町で働くなり、何か小さくても良い

のか分かりません。

からこの街と関わっていて欲しい。

・(1)：具体的に何をどこでしたら良いか分からないと思って

・(2)：石巻市にずっと住み続けたいと思う気持ちがあると

いるので、活動内容等の情報があれば、自分の子供達も

いうことなので。

参加させたい。

・(2)：大震災からの復興には大人も子供もみんなで一丸と

・(3)：息子（当時５歳）は津波を経験しました。テレビで津波

なっていかないとなかなか前に進まないと思うが、まず大

体験談を見ると思い出すようで嫌がるし、当日のことを聞

人（上の立場の人）が方向性を示していかないと、復興が

いても泣きながら当日の話をするくらい恐怖の体験なので、

遅れるだけだと思う。

実体験者に積極的に参加しろ！というのは酷だと思いま

・(1)：将来石巻で生活していくのは子供達だから。

す。

・(1)：今後の教訓になると思う。

・(1)：将来の石巻を担う子供達が復興に関わるのは良いこ

・(1)：社会勉強になる。子供の笑顔で励まされる。

とだと思う。

・(2)：参加したいと思っていると思うから。

・(1)：学校用品やたくさんのイベントを支援してもらい、恩

・(2)：中・高学生ぐらいに参加してほしいです。

返しがしたいという気持ちがあるが、どのようにして良いか

・(1)：給食でジュースをもらったり、たくさん文房具をもらっ

分からずにいる。まちづくりに参加することで感謝の気持

たり、世界中の人達が優しくしてくれたことを感じてお返し

ちが良い方向へいくのではと思う。

がしたい。自分達も誰かのために何かをしたいと考えてい

・(1)：役に立つんだということを分かって欲しい。

ると思うから。

・(2)：参加するしないは子供各々の考え方次第。または親

・(2)：災害の悲惨さを考え、そして何が出来るのかを考え

がどう思っているのか。現在は良いと思うが、今後考えが

ることになると思うので…。

変わるかもしれない。

・(2)：子供達にしかできないことがあるかもしれない。どの

・(1)：自分達が住んでいるところを自分達で復興へ向けて

様に復興していくのか見せたい。

手伝いをすることはとても良いことだと思う。
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・(1)：子供達が何かしたいと思っていても、何か機会がな

れば、地元にもっと密着し市の活性化にもつながるかもし

いとなかなかできないと思うので、行政、学校行事などで

れないという期待。

取り入れると良いきっかけになると思います。人に頼るの

・(2)：復興に携わるにあたり、震災のことを後世に伝えたり

ではなく自分達でもできることを学ばせたいですね。やって

自分達が参加しまちづくりした石巻市を、大人になっても

もらうばかりの考えではなく、自分一人一人が強くなれると

石巻を離れても、大切な故郷と思えると思います。

良いですね。負けない子供達になって欲しいので…。

・(1)：これからの石巻市を支えていく世代だから。

・(1)：自分の住んでいる街が地震によって壊れていくのを

・(1)：子供達自身の未来に関わることだから。

目の当たりにしているので、復興の大切さや大変さを感じ

・(1)：好奇心があるし、人と関わって学ぶことがたくさんあ

ていると思うので。

ると思うから。

・(1)：子供ながらにいろいろ考えていることはあるから。

・(1)：将来的に自分達のためになるから。

・(1)：これから先の「まち」は子供達の住むまちだと思うか

・(1)：石巻がより良くなるために子供達の意見なども参考

ら。

になると良いなぁ。

・(2)：自分達の未来のため。

・(1)：復興にはまだまだ時間がかかります。この子達が大

・(2)：自分が生まれ育ったまちだから、思い出がいっぱい

人になったとき、大きく関係することだと思うので、自分で

あるところだから。離れてしまって今は友達とも会えない。

考えていかなければならないから。

機会を与えてほしい。そこにいる子供達には何かしらある

・(1)：自分達の住む町を大切に、以前とは違ってもこの先

が、私たち子供には今のところでは何もない。

自分達が住む町を、子供達自身の手でみんなが明るく暮

・(1)：精神面の成長が期待できるのと、大震災からの復興

らしていけると思う。子供達が周りを元気にしてくれる。

を多くの人達に語り継いで欲しいので。

・(1)：子供にとっても復興は他人事ではないので、自分達

・(1)：ふるさとを愛して欲しい。

の未来の石巻を大人と一緒に考えて欲しいと思います。

・(2)：自分達が住んでいるまちなので。

・(2)：自分達が生きていく上で、復興なしでは良い未来は

・(1)：自分達が生活している地域でどんなことが進められ

ない。

ているのか、計画されているのかということをもっと身近に

・(2)：この復興に向けた経験が将来役に立つと思うから。

感じて考える機会になって欲しい。

・(1)：これからも、自分達が住む町なので、子供も大人もそ

・(1)：未来を補う世代の子供達！石巻の復興を肌で感じて

れぞれ出来ることで「まちづくり」に参加して欲しいと思っ

いただきたい。

た。

・(1)：大人になっていく課程で本人にとっても良いと思う。

・(2)：良いとは思うが、平穏な暮らし、普通の学校生活を送

・(1)：自分の住む町をより良い方向へと考えるのは、とても

れることが、まずは子供にとって最優先だと思う。プールも

良いことだと思うから。

使用できない現在、早く使える日を楽しみにしている子供

・(1)：私の地区は石巻でも津波の被害がなかったところで、 を見ていると、まちづくりに参加するより目先の喜びを実感
子供は復興といってもよく分からないでいるので、何か少

させたい。

しでも関われる機会があれば良いなと思います。

・(2)：子供も一緒に参加することにより復興への過程を知

・(1)：将来を担っていかなければいけない世代なので、現

ることができ、子供目線ならではのアイデアも生まれてくる

状を知り、自分達が大人になった時のことを見通しを持っ

かもしれません。子供自身も復興の手伝いに喜びを感じ、

て考えていって欲しいから。

石巻市に対しての愛着ももっと出てくるのではないかと思

・(1)：自分の地域を知ることで、地元愛が生まれるから。

う。

・(3)：結局、子供の意見は通らない。

・(1)：人のために働くこと、思いやりの心が育つので。

・(1)：何よりも子供自身が勉強になり、復興を通じて人とふ

・(2)：石巻市は大人だけでなく子供達も一緒に暮らしてい

れ合い、人の痛みを知ることができるから。

るのだから、子供目線の意見も貴重だと思うから。これか

・(2)：自分達の住む市を自分達が中心となって復興出来

ら大人になっていくので…。
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・(2)：将来の自分のまちをどうやってつくりあげるかを考え

・(4)：子供たちだけでは何もできない。必ず大人が関わる

ると、地域を愛し大切に思う気持ちが育つから。

ことになる。大人の仕事が増えるだけである。子供に復興

・(1)：子供達にも現状を知って欲しいですし、成長と共に必

に仕向けさせたがるのは大人のエゴだ。

ずその経験が身になるし、思いやりのある子に育つと思

・(2)：自分の住んでいる町についてよく知る機会になる。・

う。

自分達で率先して町を良くすることを学べる。

・(1)：自分達のまちをつくるということに意義がある。子供

・(1)：未来を作る希望が子供たちにあるから。

のそういった姿が周りの大人達の励ましになる。元気が出

・(1)：今ある現状を知り、未来を作っていくべきと思う。

る。

・(1)：震災で今までの普通のことが普通ではなくなってしま

・(1)：子供自身が参加することによってまちに愛着が出て、 った経験は大変で、不幸なことだったと思うが、生き残り、
まちを大切にしていきたいという思いが（気持ちが）強くな

次の次代を築いていく子供たちが復興に向けたまちづくり

ると思う。

に参加することは当たり前のことだと思う。

・(1)：公共心を養い、周囲の人を思いやる気持ちを持つよ

・(3)：我が家は失うものが多かったので、これ以上子供に

うになると考えます。

負担をかけるのは酷である。子供が何かに挑戦したいと

・(1)：自分達のまちがどんな風に復興するのか、また自分

思う気になるまで暖かく静かに見守ってあげたい。

も参加することで誰かのためになっていると実感できるの

・(1)：将来子供たちが中心となってまちづくりをしていくた

ではないでしょうか。

め、自分達の意見や考えを述べて、住みよいまちづくりを

・(2)：後世に残すためには、子供達も参加させるべきだと

して欲しいから。

思う。

・(1)：未来を担う子供たちがまちづくりに参加することで、

・(1)：子供達も地域の一員として自覚が芽生え、自分が何

更なる復興が期待できる。

を出来るか考えることにもつながり、自立心や行動力を促

・(1)：まちづくりは子供の力で何ができるのか全くわからず、

すことにもなると思うので、良いと思います。

担当の大人がやるものと思われています。自らの手でま

・(2)：震災があったからこそ出来る貴重な体験が出来る。

ちづくりに関わることができれば、石巻への愛着も強くなり、

若い人の意見も大切にし、良いものは街作りに活かす。

後継者を育てていく良い機会になっていくと思われます。

・(3)：大人が復興に向けて混乱してるのに…。子供は精神

・(1)：親世代だけでは解決できない問題なので、子供世代

面での安定（震災前の状態に少しでも戻る）の方が先行だ

も参加すべきです。

と思う。復興、復興…というものの石巻は元からさびれて

・(1)：自分達の町を盛り上げ、子供が活気を出してくれたら

いたし…。普通にしているのが良いと思いますが。

よいと思うから。

・(1)：人格形成する上でとても良い経験になると思います。

・(1)：これからを担う子供たちが自分達が住む（住んでいる）

・(1)：子供たちの力が必要、大人の活力。

復興に参加するのは良いことだから。

・(2)：自分が住む町を良くしようと思い、行動することが大

・(1)：考えて未来に希望を持ち、行動し、結果が目に見え

切だと思うから。

るようになれば新しいまちづくりに参加した意味があると思

・(2)：自分の住んでいる町に関心を持つのはよいことだと

う。工業高校の生徒に考えてもらえばいいと思う。

思うから。

・(1)：子供たちはここ、石巻で育っていくので、当たり前の

・(1)：これからの未来、石巻を背負っていくのは子供たちだ

ことだと思いますし、大人も子供たちが関わってくれること

から。子供にだってできることはあるはず。

で、勇気や元気をもらうと思います。そして癒やされると思

・(3)：小中学生が関わるには復興は大きすぎる事案に思

います。

える。大人達が、子供たちが、「普通の暮らし」ができるよ

・(1)：子供たちに震災を風化させないように、復興のため

うにすることが、復興につながっていくことの一番最初だと

の役に立って欲しい。

思う。

・(1)：未来の石巻を支える子供たちに石巻への愛着を持っ

・(1)：今後の復興の主役は子供たちに大いにあるため。

て欲しい。未来への展望を持って地域で成長し、皆で発展
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していきたい。

思います。

・(1)：子供に限らず社会参加はよい。

・(1)：自分が参加した（関わった）と思えば、地域に対する

・(1)：私達のような若い世代も先輩の方々より将来を任さ

愛着が出来ると思う。

れていますが、私達はもちろん頑張って、次に子供たちに

・(1)：子供の目線で分からないことを、大人が参加しやす

つなげなければいけない。そこから子供たちが更にどう盛

い情報、環境を準備することで、子供の今まで知らなかっ

り立てていってくれるか、参加はとても重要と考えます。

た、考えたことのなかった世界を見ることが出来るから。

・(1)：思いやりの心をもつことは良いと思うので。

・(1)：子供達には子供達にしか気づけないこともあると思

・(1)：現状実態を知らない子供も多い中、これを機会に知

います。今後私達より長く石巻市と向き合っていかなけれ

ったり、自分達の町のこれからに真剣に向き合う場が学校

ばならない子供達の意見は大切だと思います。

だけでなく必要。

・(1)：自分が生まれ育った（育つ）場として、愛着を持ち、希

・(2)：この震災を通して、今後の勉強になると思うし、この

望を持ってこれから生きて欲しいと思うから。

街を好きになって欲しい。人の役に立つことで、自分も成

・(1)：私達大人より、将来がある子供達を中心に復興計画

長して欲しい。何かすることで一生忘れない出来事にもつ

を考えて欲しい。大人は頭が硬く、柔軟な考えが出来ない

ながると思う。

ので。

・(1)：これからの石巻市を支える年代だから。

・(1)：大人の視点と子供の視点は異なり、子供の視点から

・(1)：これからの人たちなので、まちづくりに参加すること

まちづくりに参加して欲しい。

は良いと思う。むしろたくさん関わって欲しい。これから石

・(2)：大災害を経験して、そこからどんな風に自分の住ん

巻を支える人たちが関わらないと良い街作りができないと

でいるところが変わっていくか、体で感じて欲しいから。

思う。

・(1)：自分のふるさとの復興の必要性と震災を忘れないた

・(3)：まちづくりについて関心を持つことはよいことだと思う

め。

が、参加するのがどの程度かにもよる。

・(1)：自分達の未来に関わることなので、参加は大変良い

・(1)：自分達の町のことをよく知って欲しい。

と思います。

・(1)：将来を担う子供が自分以外の親でもない他人を励ま

・(2)：大人がなおざりにしがちな視点があるため。・子供に

し、元気な顔を見せてくれることが必要だから。

とって「自分も社会の一員であること」を自覚させ、責任あ

・(1)：コミュニケーションが取れる。

る大人への成長を促すと思う。

・(1)：災害があった事を次の世代へと忘れないで語って欲

・(2)：子供が少なくなった現代で笑顔を分けて欲しい。

しい。

・(1)：自分の住む町に興味を持つことは大切なことだと思

・(1)：他人任せではいけない。

う。

・(2)：参加する事は悪い事ではないけれど「復興」という言

・(1)：震災という緊急事態を皆で乗り越えたので、復興も大

葉を安易に使うのは…かなり抵抗がある。

人達が必死にやっている姿を子供達に見せていかなけれ

・(1)：大人が思う以上に子供は強くて、親の方が励まされ

ば、子供達の意識の変化につながらないと思う。部活や

元気をもらえる。子供にはすごいパワーがあると思うから、 勉強だけやらせては良くないと思います。もっと積極的に
未来のために可能性を期待しています。

子供達に参加させた方が良いと思います

・(2)：自分達の住む町の将来を知って、作っていくことは大

・(1)：未来を担う若者が復興に関わるのは当然だから。

切だから。

・(2)：協力はさせたいとは思いますが、自宅は流されてか

・(2)：そう思う子供は未来のことを考え、先に進もうと前向

ら一年経つとはいえ、まだまだ考えられません。

きな子達で良いと思うが、強制はどうかと思います。参加

・(4)：市長もダメだし、いい大人もいるけど悪い大人もいる

することによりフラッシュバックなどあると思うので、全員が

から、石巻市はダメだと思う。（住みたくない NO.1）子供達

参加は無理だと思います。復興のための募金活動、エコ

は石巻を助ける必要はない。

キャップ集めやまちづくりに直接じゃないことは出来るかと

・(1)：子供同士が力を合わせ、一つのことを皆でやりとげ
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るという意味がわかり、自立して色々な目線で考えられる

・(1)：この子供達が大人になった時、自分の子供が産まれ

ようになるのではないかと思う。

たら自分の経験した事を子供に伝え、決して無駄にはなら

・(1)：子供達が地域を愛するため必要。

ないと思います。そのようにして、子供を育てていかなけ

・(1)：他人を思いやる気持ちを育てたいから。（自分が今幸

ればと思います。

せならそれでいい…ではなくて）

・(1)：将来の自分達世代、その次の世代のために頑張って

・(1)：自分達の住む町の復興に参加し、次世代を担う自覚

いると思います。

を持つために。

・(1)：これからの石巻市をつくっていくのが子供達だから。

・(2)：関わる機会があれば、子供の心の成長にも良いこと

・(1)：人と人との関わりを持つことで、自分もみんなも元気

だと思う。

になれるのでは…と思っているかもしれません。未来を作

・(2)：実際に体験することによって、学ぶこと感じることが

っていく子供達には人と関わり交流を持つことが大切だと

あると思います。

思います。

・(1)：地域全体が一丸となり、活性化にもつながるのでは

・(2)：自分達が住む街を大切にして欲しい気持ちと、私自

ないかと期待感もある。

身子供を亡くし、質問に答える事が辛い…。

・(2)：石巻の未来を担う世代だから。

・(2)：自分達の周囲の環境、未来を自分達でつくることが

・(2)：10 年後、20 年後を担う人たちだから。

できる事、希望をもてる地域をつくる担い手であることを意

・(1)：今回震災があって、皆さんに色々助けてもらったから、 識させるため。
今度は復興をすることによって恩返しがしたいと言ってい

・(1)：子供達なりの発想があると思うし、年老いた方々も嬉

たから。

しいと思う。私達世代も協力してというのが最近薄れてい

・(2)：世の中への関心を深めるのによい。自主性が育つ。

るので、よい機会にしたいと思う。

・(2)：子供達がまちづくりに参加することにより、自分達の

・(1)：具体的に動く子供達は少ないかもしれないが、石巻

住む地域への関心を持つ良い機会になると思う。

を復興させたいと思う子供達はたくさんいると思うから。市

・(1)：大人とは違い、子供達の柔軟な発想が時にはすばら

の復興に携わりたいと思っている子供達がたくさんいるよ

しい意見となるから。

うに思う。

・(2)：震災を経験したからこそ、誰かにやらされるのではな

・(1)：今回の大津波をきっかけに高台に移転し、二度と同

い、自発的な参加が出来ると思うから。

じ事を繰り返さないようにすべきである。

・(1)：ボランティアの方々に任せっきりではなく、自分達も

・(2)：自分の住む町づくりに関わった実績は、将来の町づ

復興のために何かできることを知って欲しい。

くりに対する興味にそのまま繋がると思うから。

・(2)：子供に理解させ、選択させ、自発的に考えて動ける

・(2)：生まれ育った自分の街だから。

環境を作った上で、子供が自発的に動くのであれば良い。

・(1)：これからは子供達が石巻を背負う事になるのですか

・(1)：人のために何かをすると、子供もいきいきするから。

ら。

・(1)：どんな形でも参加することで「自分の町」という意識

・(1)：未来の石巻を守っていく人々だから。

が生まれると思う。そこから自分の考えが生まれ、地域を

・(1)：自分の生まれ育った場所で悲しいことがおこった。そ

守る（人材を育成することに）大人に育って欲しい。

のことを前向きに受け止めていくのに、子供自身とその家

・(2)：子ども達が大人になるまで、１日も早く復興（市内は

族にとって良いことである。それが地域のためにもなると

安全面・生活面でまだまだ）してほしいので、少しでも出来

考えるから。

る事があれば…。ただ現実・毎日の生活に追われ、親・子

・(1)：今後復興の中心となる世代のため、自分達で考え自

供に１日の時間すら余裕がない。

分達で復興に携わったという経験も必要だし、なかなか出

・(1)：今後、自分達の市がどう変化していくのか、自分には

来る経験ではないから。ふるさと愛や想いが強くなると思

何が出来るのかを考えたり出来ると思う。

う。

・(2)：自分達の町だから。

・(1)：身をもって社会に関わって欲しい。
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・(1)：参加するのは大変良いことだと思うが、子供が自主

・(2)：未来を担っていくから。

的にできなければ意味がないと思う。

・(2)：基本的には良いと思いますが、被災し家や両親を亡

・(2)：自分達の住む町を考える機会になるから。大人の発

くした子供達については、まだ復興に向けての心の準備

想にはない案が出てきそうだから。

があまりできないのではと思います。

・(1)：年齢に関係なく、参加するのは良いことだ。

・(1)：大人では気づかない事や想像出来ないことを思いつ

・(1)：自分の町だから。

いてくれるので、未来のある子供達に任せるのも良いと思

・(1)：自分が生まれた街を大切に思う気持ちが大切だか

う。

ら。

・(2)：良いとは思うが、うわべだけではなく、子供達の内発

・(1)：今後の石巻・宮城・日本を支えられるのは子供たち

的（モチベーションの高い）な活動をすることが意味を為す

自身だから。

と思う。何でもよいとは思わない。

・(2)：自分が住んでいる町を自分の目で見る事は良い事

・(1)：将来的には、町づくりの主役となる人達なのだから、

だと思う。ただ、復興も大切だけど、子供をもっと自由に遊

参加は必要だと思う。

ばせてあげたいです。

・(2)：コミュニケーション、協力など自然に身につくと思いま

・(1)：大人の都合で物事を進めるのはよろしくない。

す。

・(1)：これからも石巻に一番関わっていく子供達だし、きっ

・(2)：実際もう石巻には住んでいないので、地元の子供と

と子供が「やる」という思いは大人以上にすごい結果がで

はふれあっていないが、ふるさとを元に戻したいと思って

ると思う。

いると思います。

・(1)：将来を考え、今何ができるか考える良い機会、チャン

・(1)：子供でも老人でも市の復興を考え、参加するのは自

スになる。

然だから。

・(2)：今の子供達が実際に見たり考えたりする事で、自分

・(2)：被災してしまった子供も、全くといっていいくらい被災

の将来や石巻の未来について考えるきっかけになれば良

しないですんだ子供も、一緒になって考え、行動して復興

いと思うし、10 年先はその子達が大人になるので…。

に携わってほしい。もちろん大人も…。

・(1)：将来子供達が成長し、石巻の街に貢献する時がきた

・(4)：市が何も動かないで、子供達に参加しなさいなど言

時に参加させて、基礎知識等がなければ、復興のスピード

えない。大人や親自身が仕事もなく、自分達のことで精一

に差がつき、大きく出遅れる気がします。今の大人達がレ

杯。市の職員だけがぬるま湯につかって、経済的にも余

ールを敷くべき所は敷き、手助け出来ればいいと思いま

裕があり、格差がありすぎる。

す。

・(1)：自分達の住む街だから。

・(1)：自分の住んでいる地域です。幼い頃たくさん遊んだ

・(1)：子供の元気な姿を見るだけでも励まされる。これから

公園や場所が無くなった事が、私の子供は一番現実的に

も自分達が住む街を考えてほしい。

震災を感じる事だと思います。もう必要（自分の子供）では

・(2)：自分ができることがあれば参加することはいいと思

ない場所ですが、笑顔があふれる場所への復興への想い

う。

は強いし、参加して欲しいと願います。

・(2)：精神的にムリな子供達もいるかもしれないので、選

・(1)：子供達自身で、自分達の住みやすい町づくりを考え、 択肢(2)にしましたが、どんどん町づくりをして欲しい。若い
行動してくれればすごく住みやすい町になると思います。

意見を聞くのもいい！！

・(1)：石巻は復興が大変遅れていると思うので、子供から

・(1)：人のために何かしてあげるという事は、とても大切な

大人まで一丸となって復興の町づくりをした方がよい。

ことなので。

・(1)：震災から１年での復興・復旧につながったのは、全国

・(1)：自分達の力で地域が良くも悪くも変化するということ

からの支援、自分達がこの震災で感じ、乗り越えたことを

を知ってもらいたいから。

発信したく感謝の気持ちを伝えたい（子供達の笑顔など）

・(1)：石巻市のまちづくりに参加する子ども達が少ないと思

と考えます。ピンチはチャンスでした…家族の絆。

うので良いと思う。
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・(1)：一番は子ども達が中心となり未来の石巻を考えて、

・(1)：自分達の目で色々なもの見て感じてほしい。

大人は補助的な役目でまちづくりをするべき。

・(1)：これからの将来石巻を担っていく子ども達だから。

・(1)：将来は生活していく場だから。

・(1)：子どもの笑顔は大人を元気にする。

・(1)：悪いという理由がまったくないから。

・(2)：復興後に自分達が関わった結果が残ったならば、大

・(1)：生まれ育った場所が復興するところを自分の目で見

人になってからの町への関心が違うと思うし、自信にもつ

えるから。

ながると思うから。

・(2)：子ども同士のコミュニケーションにつながる。

・(1)：人の役に立つことの素晴らしさを感じてほしい。自分

・(2)：自分が生まれた町がこれからどのように変化していく

の住む町に関心をもち、なおかつ、まちづくりに一役を担っ

のか、その過程を子ども達に見てほしいと思う。

ているという気持ちが持てていいと思う。

・(1)：「復興」という目的に限定したくはないのですが、人と

・(1)：小さな事であっても自分達で何かをできたという記憶

のコミュニケーションをすることで、大人になる前の自我が

が残れば、震災の記憶も後に伝わると思うから。

芽生え、他人への気遣いの大切さが分かるから。

・(2)：子どもの立場でできることはいいと思う。小さなことで

・(1)：人として生きていくために必要。ただ心の問題が心

も。

配。

・(1)：今から未来は子ども達にかかってくることなので、将

・(3)：石巻市の子どもに対して力を入れない。子どものた

来どのように自分達が守っていく為に考える機会があると、

めになることをしない。

それに向けて自分ができる小さい事でも見えてくるのでは

・(3)：地震、津波に対する恐怖が消えないため。

ないかと思います。

・(1)：自分達の町なので、「こうなったらいいなぁ」とか色々

・(2)：これから成長していく子ども達に今の現状を知り、こ

考えたり、知ったりすることが大事だと思う。

れからの未来に希望をもってもらいたい。危険な場所を知

・(1)：将来のまちづくりがやがて自分達の為になるからだ

り、石巻という町をよく知ってほしい。

と思っている。

・(1)：主体性、社会性が養われるから。

・(2)：そうできることがあれば、子ども達も未来のことを考

・(2)：大人（市や国のおえらいさん）だけだと子供の今置か

えながら参加することは大事だと思う。

れている状況を理解していないから。

・(1)：自身の目標と合わせて将来の指針を自分なりに持つ

・(2)：まだ小学１年だけれど、前みたいに住みやすいきれ

事ができるかもしれない。

いな石巻市に変わってくれるように目で見て感じてほしい

・(2)：復興に協力することは良いことだとは思います。子ど

から。

も達の出来る範囲で、大人の足手まといにならないような

・(1)：自分も地域住民のひとりであるという自覚を持つこと

活動があれば良いと思います。

ができると思うので。

・(1)：復興の手助けをすることは将来子ども達が大人にな

・(2)：個人的にだと何をしていいか分からないが学校を通

った時に、何か自分の為の答えが出ると思う。

してまちづくりに参加することは、本人にも良い経験になり、

・(1)：引っ越してきたばかりで、何をしていいのか分からな

人を思いやる心が生まれるから。

いが、みんなの役に立てる子に育ってほしいから。

・(2)：自分達の町がどうなっていくのか？不安を感じている

・(2)：自分の思いで行動にうつせる事が素晴らしい！

から、自ずから参加することによって、不安がなくなるので

・(1)：自分の住む「まち」自分の故郷。ずっと住みたい所。

はないかと思う。

という気持ちが育ったり、一度、何もかも無くなった（ダメに

・(1)：自分達の住むまちづくりを自分達でしたら、もっと好

なった）場所が、再生、生まれ変わり変化して行く事から、

きになるだろうし、過疎化もよくなる気がする。子供ながら

更に「自分の町」大切な場所、という思いが育つのではな

にも町を何とかしたいと思っているし。

いかと思うから。

・(1)：将来の石巻は今の子ども達の力で復興、発展させて

・(1)：小さいうちから復興に関わって、これからの将来に役

いかなければならない。

立っててほしい。

・(1)：いずれ社会を担うようになるので。
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・(1)：先の短い年寄り（市議）が考えるよりも、創造力豊か

る意味も持てなくなるのではと不安。起こってしまった災害

な将来のある子ども達が自分達の考えでまちづくりをする

でも復興していける現状に携わってほしい。

ことが理想的。

・(2)：大人も子供も関係なく人間として、ひとつの物事に参

・(1)：自分自身に何ができるか、身をもって知る事が大切

加する事が大事だから。

だと思うから。

・(1)：子供の素直な意見は取り入れやすく、大人が様々な

・(2)：今後も住むだろう地域に対して愛着がわき、より良く

事に遠慮して考えても、子供は自由な発想ができると思う

していこうという気持ちを持つと考えます。

から。

・(1)：本当に困っている人達のお手伝いをすることはとても

・(2)：地域に関心が持てる。成長してからも震災の事を忘

良いことだと思いますが、仮設住宅に住んでいる方の中に

れない。

は、モラルがかけている大人もたくさんいて、やってもらう

・(1)：次世代を担う世代の新しいアイデアを取り入れること

のが当たり前になってきているところもあるので、難しいで

で、直接的に復興へ具体的に関わることができるので。

すね…。

・(1)：これからの石巻市を造っていくのは今の子ども達だ

・(2)：将来、自分達が中心になって、暮らしていく街だから。 から。
今から意見を取り入れてもらった方が良い。

・(1)：震災後たくさんの支援を頂いて、それが当たり前に思

・(2)：これからの石巻を支えていくのは、子ども達だから。

う大人も多かった。被災者であっても自分達で復興にむけ

子供の発想は自由で面白い。大人は理屈ばかり言う。

て活動できることを考えられるようになってほしい。

・(1)：これからの復興を担うのが、今の子ども達だから。

・(1)：自分達のまちだから。人任せではなく、どう町をつくっ

・(1)：自分達の力を出すことは、子ども達の成長にもいい

ていきたいのか、実際に考えれば行動にも移しやすいと

ことだと思う。

思う。

・(2)：被害にあった記憶より、復興にたずさわった記憶の

・(2)：生まれ育った町を大切に思ってくれているから。

方が大切だと思うから。

・(2)：大人の意見ではなく、子ども達の意見を参考にする

・(1)：自分達が住む地域について、色んな意味での理想を

ことにより、新鮮な発想が生まれるかもしれない。復興は

もってほしいと思う。

長期化する事が予想されるため、今から成長していく子ど

・(3)：自分も震災にあっている子は、自分 or 自分の家の事

も達の意見も大切であると感じる。

でいっぱいだと思うから。

・(1)：自分達の石巻を自分達の力で何とかしたいと思うの

・(1)：自分達が住んでいる地域だから。

は素晴らしいことだから。

・(2)：子供が動けば大人も動く。

・(1)：まちづくりに関わったことで、より石巻に愛着がわき、

・(1)：今からの人なので、その手で町や県、日本を変えて

大人になっても石巻に住み続けてくれそう。

後の子ども達や孫などに受け継いでもらいたいため。

・(1)：色んな人と関わりがもて成長すると思うから。・語り継

・(1)：今はまだ子供でも大人になったら役に立つことも経

がれると思うから。

験できると思う。大きな災害はそんなに起こることでもない

・(1)：前向きに未来に向かっていく姿は大人になってからも

ので、他では体験できない事もたくさんあったと思う。今後、 役立つ事と思う。
石巻に住み続けてもらえるように、色々参加するのも良い

・(2)：今の子ども達は学年に関係なく、考え方に差があり

と思う。

すぎる様な気がします。ボランティアなど参加出来る状態

・(1)：地域のつながりが希薄だといわれていますが、今回

の子ども達には、どんどん復興の手伝いをしてほしいで

の震災で日常が当たり前では無いこと、恵まれた環境で

す。

あったことが分かり、助け合う心が自然に生まれていた。

・(1)：自分の未来に関係することだから。

自分の置かれている環境、町のこれからを考える良い機

・(1)：大人だけでなく、子ども達の目線で気づくこと、考えて

会になった面はあると思います。

やれる事がたくさんあると思います。石巻の街は大人達だ

・(1)：与えられた環境で大人になる事で、自らの力で生き

けでなく、子ども達も築いてきた物や場所もあると思うから。
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子ども達が大人になった時、何もしないよりも何かをしたと

ると思う。復興には様々な力が必要だと思うから、又、そ

いう事が糧になると思う。

の様な場で子供同士絆を深めて、未来の石巻に貢献して

・(2)：未来の担い手だから。

もらいたい。

・(2)：別にどうでもいい。

・(2)：なかなかできない経験だから。

・(2)：子供ができる事があれば、これから大きくなっていく

・(1)：これからの時代を生きていく中心になる世代だから

子ども達（未来の大人）の為にも、みんなで協力していく必

知るべきだし、参加するべきだと思う。

要があると思う。

・(1)：復興につながる。子ども達が活躍すれば活気がでる。

・(1)：自分達がこの地域で生活し、成長していくのだから、

石巻市が明るくなる。

まちづくりに進んで参加してもらいたいし、参加するべきだ

・(2)：まちづくりのためにも大人も子供も一緒になって何か

と思う。

をするのはとてもいいですが、今の子供達はやることが多

・(2)：子ども達ひとりひとりが、それぞれに復興に対する関

い為に、強制的には参加させたくない。

心を持ち関わる事で、将来を担う大事な役目を自覚しても

・(2)：これからの未来を担うのは子供達、大人だけの考え

らえる機会になると思う。

や意見では柔軟さに欠ける部分もあると思う。子ども達か

・(4)：子ども達の意見を大人が聞いていなかった為、子供

らの視点を生かした街づくりもこの先には必要なのでは？

自身復興は大人の仕事、支援も大人の仕事、何もかも大

・(1)：自分が生活している街について知り、未来を考えると

人の仕事と思ってしまったが為に、子供のやる気がなくな

いう経験が、先々色々な事に影響すると思うから。

った。なので、子供のためにしている大人の活動を子供が

・(1)：大人にもできることはたくさんあるが、子供にしか出

当たり前と思い、子供自身セーブ・ザ・チルドレンの活動に

来ないこともあると思うから。

も当たり前と感じ、ありがたみを忘れてしまっている。学校

・(2)：関わった分だけ地元に愛着がわくと思う。

や家が被災していないため、子供にとって大震災は他人

・(1)：震災のため、子供の遊ぶ場所がなく、仮設は狭くて

事。

友達と遊ぶのが大変です。色々な行事や手伝いが出来れ

・(2)：いずれは自分達の住む街として実感して貰える一歩

ば、子供にも役割が出来て良いと思います。

になると思うから。

・(1)：今は子供でも、20 年後 30 年後はこの子達が大人だ

・(3)：子供の年齢で対応が違うと思います。小学校高学年

から、自分達のまちづくりになると思うので、参加させるべ

や中学生のクラブ活動などで参加はいいと思いますが、１

きだと思う。

人１人震災で大変な思いをして、心の傷になっている子に

・(1)：子ども達の活動が勇気をくれるから、私達大人も頑

復興に参加してさらに重荷になってしまったら…。逆に参

張らなければという気持ちになる。

加する事で元気になれる子もいると思います。

・(1)：自分達が成長していく街なので。

・(1)：無関心な子供が多いと思うので、まちづくりに少しで

・(1)：子ども達が小さい頃から地域の事を考えていくことに

も参加して、復興に関心を持ってほしいと思う。

よって、大人になった時にそれを実現し、よりよい街を作っ

・(2)：自分達の将来のために、自分達の手で出来る事をや

ていくことができると思う。

ってほしいから。

・(1)：他人事ではなく自分達の住んでいる町だから、やっ

・(1)：自分達の住む町だから、子ども達も参加するべきだ。

てもらっているだけでは、心が育たないと思う。

・(2)：子供にとって将来の糧になり、自立心がつくと思いま

・(1)：未来を担う子ども達にこそ、復興の中心にいるべき

す。

だ。

・(2)：子ども達が将来この場所で育っていくので、自分達

・(2)：自分に自信がつく。

がした！という実感があると思う。学校単位での活動など

・(2)：自分の意思で参加したいと思えば良いと思う。自分

良いと思う。

の町の為に取り組みに参加することで、復興への意識も

・(2)：町に活気がでるから。

高まると思う。

・(1)：大人には出来ないような事で、子供に出来る事があ

・(1)：自分達が体験した経験を生かして、子供が住みやす
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い町にしてほしいから。

い！！」と言って窓を閉め始めます。復興に向けた取り組

・(3)：雄勝中復興太鼓のように、マスコミ受けの良いパフォ

みを知り、参加していくことで彼らは未来に希望を見出して

ーマンスにばかり注目が集まり、本業であるはずの学業に

くれるのではないだろうかと思います。

支障をきたすほどになっても、なお、太鼓のオファーはひっ

・(1)：大人、子どもの区別なく一市民として大事なことだと

きりなしで、「生徒のためになっているのか？」「これが復

思う。

興なのか？」疑問です。支援の恩に報いるのにはどうすれ

・(1)：震災を知る事、伝える事は大切なこと。未来を生きる

ばいいのか？見つめ直してみることも必要かもしれませ

石巻で育つ子ども達には、向き合って石巻を考える権利

ん。

があるのでは？

・(1)：将来この町を担うのは、子ども達だから。

・(1)：将来に向けて自分達で復興に関わっていく事は大事

・(2)：子供が色々と復興を手伝うことで成長できる。

だと思います。

・(1)：自分が暮らす町がどのようになっていくのかを知る事

・(2)：復興に向けて子供が参加をすることで、これから先

は、本人のためになる。又、自分の町に対する愛着や「ほ

のまちづくりにおいて、子ども達が住みやすく過ごしやすく

こり」が生まれることで、責任感や連帯感が助長される。

安心して生活できるまちづくりが出来るのではないかと思

・(2)：将来自分が住む町に何が必要で、何をしたいかが見

うので。

えると感じる。

・(1)：住む街なので当然のこと。

・(2)：自分のまちだから。

・(1)：未来の石巻は子供のものだから。ただ受け継ぐのも

・(1)：子供の発想はとても面白い。・将来の自分の住む町

いいが、自分で新しい石巻をつくっていくのは、もっと素晴

として自覚できる。

らしいと思う。自分の町を好きになってくれそう。

・(2)：まちづくりに参加するのも意義のある事だと思います。 ・(1)：子供の視点も大切だと思うから。大人には想像もつ
ただ、元気に学校へ通う事も石巻の復興なのではないで

かないことを子供は考えるから。

すか。

・(1)：若い人達が将来石巻に住んでいく為には、まちづくり

・(1)：将来を担う子ども達が復興に関わることで、自分の

に参加する事が重要だと思います。住みよい石巻を子供

住んでいる町をこうしたい、ああしたいと色々な考えを持ち、 の意見からもくみ取ってほしいです。
実行していくことが大切だと思うため。

・(1)：子供達が生きる自分のまちを意識し、考え、大切に

・(1)：これから自分達が住み、育つ古里。見ていてほしい。

思う気持ちを実感できる良い機会だと思うから。

覚えていてほしい。将来は子ども達が主役だから。

・(1)：街に愛情を持ち、将来もこの街に居続けたいと思うこ

・(1)：自分が大人になった時、住んでいて良かったと心か

とに、つながると思う。

ら思えるには、まちづくりに参加するべきだと思うし、今の

・(1)：未来ある子ども達に、是非自分達のまちづくりをして

大人がそうするべきである。

ほしいです。そして、意見を発言できる子に育ってほしいで

・(1)：素晴らしい事だと思う。

す。

・(1)：これまで生まれ育ってきた場所ですし、何よりも故郷

・(2)：震災によって、子どもながらに生活や勉強の環境が

です。思いは大人と同じだと思いますし、将来の担い手に

大きく変化したことに素直に対応し、精一杯生きている姿

是非参加し、より良いまちづくりを目指してほしい。

がすごく伝わるから。

・(1)：子ども達が将来、安全で住みやすい町になるように、

・(1)：未来を担うのは子ども達です。

子ども達の意見も必要なので、まちづくりに参加すること

・(1)：震災後、物資の支援→心の支援（CARE）→まちづく

は良い事だと思う。

りに参加する事で、受け身側から活発に自発的に行動す

・(1)：現在、被災した自宅を修繕して住んでいますが、息

る側になってほしい。

子達は毎日被災した景色を見ながらの生活です。被災し

・(1)：自分が大きくなった時、同じ状況に再度陥った時のた

た家々が解体され何も無くなっていくだけで、活気のない

め、今のうちに参加、協力するのはいい勉強かなと思う。

環境で近くにはガレキの山。南風が吹く度に「がれきくさ

・(2)：知らない間に復興が進むのではなく、震災を体験し
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た子供だからこそ現状を知り参加し、復興の手助けになる

要だと思うから。

ことが一番な気がするから。

・(1)：現実を知り、今の自分に何が出来るのかを考えるき

・(2)：自分達のまちのことだから。

っかけになると思う。今度は助ける側の人になれるように

・(1)：子ども達自身が生まれ育った場所へ関心を持ち、後

…の願いも込めて。

世へ伝えていくためには、必要だと思うから。

・(1)：将来地域を担う者が関与すべきなのは当然。

・(2)：人と接する機会が出来る。「助けられて当たり前」と

・(2)：自分達の街を守っていこうとする気持ちが大事だと

いう考えが捨てられる。

思う。

・(2)：まずは「復興」そのものを理解できると思う。現在は

・(2)：震災があったことは、子供にとっても辛い現実ですが、

復興＝自分が得することという観念が強いと思う。

忘れてはいけないことだとも思います。そのためにも自分

・(2)：参加することは良いことと思いますが、息子（２歳）が

自身の体や心を使い、その経験と共にこれからを過ごして

小さく、私達家族も震災後石巻に来たので、まだ地域のこ

欲しいと思うから。

とが分からない現状です。津波で主人の父を亡くし、復興

・(1)：復興には時間がかかるので、次世代を担う子供にも

に向け色々なことがある中、義家族はまだ前に進めない

まちづくりに関心を持ってもらいたいから。

ように感じます。

・(2)：これからの社会をつくっていくのは子供達であり、小

・(1)：私達の住む河南地区にも、仮設住宅が結構あり、娘

さいうちからその現状を知り、少しでも参加することが大人

の小学校の生徒（クラス）に 1/3 くらいは仮設から通学して

になった時に役立つと思うから。

来ている子供さんがいます。日々の何気ない子供同士の

・(3)：被災していない子供と、被災し津波の怖さを知ってい

会話からも、仮設生活の不便さが感じられます。娘はそん

る子供とでは心の状態が違うので、同じ立場でまちづくり

なお友達のために何かしてあげられないかと毎日話をして

に参加するのは難しいだろう。自宅の再建も出来ないのに、

きます。個人では何をして良いのか、私自身回答に困って

心に余裕がないと思うから。まだまだ先の話ではないです

しまいます。今はいつか来る近い将来のお友達とのお別

か。

れを考えないようにして、今を楽しんでいます。（仮設は３

・(1)：自分の住む地域を愛する心、人と人とのつながりの

年で終わりですか？）

大切さ、自分がどのように生かされ、助けられているか、

・(2)：参加するのは、とても良いことだと思います。

そして自分もどれくらい必要、大切にされているのか、とい

・(1)：子供がやることで、大人も勇気づけられるような気が

うことを知る良いきっかけになると思います。

するから。

・(1)：同じ一市民であることと、近い将来にその主を担う一

・(2)：前に進むために必要だから。

員だと思うからです。

・(2)：次世代を担う子供達に、自分達の生活していく地域

・(1)：自分達の町を自分達の手でやるということはとても良

のことを小さい頃から考えていくことは、教育の観点からも

い。

良いことだと思う。

・(2)：やるやらないはその子供次第。

・(1)：これから大人になる子供達の意見は必要だと思う。

・(1)：人のため、自分のためになり、この先の人生で役に

・(1)：震災という現実を受け止め、自らも復興に少しでも携

立つことだと思うから。

わることで、自信や勇気につながると思う。

・(2)：自分達が将来を動かしていくためにも、今から参加し

・(1)：「住みやすい町を自分達で作る」貴重な経験になると

た方が良いと思う。

思います。

・(1)：子供の目線から見た危険や怖さなどをよく知った上

・(1)：自分の住んでいる町を再生させることに参加をするこ

で、環境を整えていくことも必要だと思う。子供達の意見も

とにより、子供達の自信にもつながり、より一層自分の古

しっかり聞いていただきたい。

里を好きになり大切に思うことが出来るようになると思うか

・(2)：人任せな大人が多くなってきているため、そういう大

ら。

人になって欲しくないので。

・(2)：自分達の町を自分達でつくることは、子供を交えて必

・(1)：子供達自身も震災を体験しているので、これからもっ
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と素晴らしい石巻が出来るという希望を持って欲しい。

でも関心を持つことは良いことだと思うが、それにはまず

・(1)：子供が自分の未来を考えて意見を発信し、これから

大人が気持ちや行動の手本を見せなければいけないと思

の進学等を考えるため。

います。

・(1)：現在小学２年生の娘は、昨年避難所でお手伝いをし

・(1)：これからの時代を築いていく上で、とても大切な世代

たり、親戚の家の片付けを手伝いましたが、助け合うこと

だと思うから。

の大切さを知った気がします。避難所で生活している方や

・(1)：子供達の方が素直な意見が出るから。未来は子供

ボランティアで来て下さった全国・海外の方との交流にも

達にかかっているから、頑張ってもらいたい。

なったと思います。自身の体験を話したりして、気持ちも落

・(2)：あれだけの大きな震災を経験し、大人も子供もショッ

ち着いたようです。

クが大きい。子供達は子供達なりに想いや考え、感じるこ

・(2)：困っている人を助けたいという気持ちを育てたいから。 とがあると思う。大人にはないアイディアや明るい考え方、
石巻に愛着が湧き、将来の石巻にとってもプラスになると

夢など、大人が参考にしたい部分がきっとあると思う。

思うから。

・(1)：将来そこで生活していく子供達は、自分達の住みや

・(1)：みんなのふるさと石巻なので、より良いまちづくりに

すい、また安全な街にしていくべきだと思う。それには参加

参加することで、さらに絆が深くなると思うので。

が必要だと考えられる。

・(2)：良いとは思いますが、子供の参加には必ず親が付き

・(2)：小さい時からまちづくりに参加すると、徐々に意識も

添っているので、大人の負担が大きいと感じることもあり、

出てくると思う。

どちらとも言えないことがあります。まちづくりですが、本当

・(1)：これからの石巻市を担っていく人達なので、参加する

に小さいことから子供にも参加して欲しいです。

ことは大変良いと思います。

・(1)：自分の住んでいるところが良くなるのに協力するの

・(2)：助け合う気持ちを参加することにより学んで欲しい。

は、良いことと思うから。

・(2)：これから住んでいく者として、子供の意見もきちんと

・(1)：石巻市をよみがえらせ、活気のある町にするために

聞いた方が良い。

は、自分達が石巻市民であり、一人一人の力が集結して

・(4)：言葉だけになりつつある。子供を使おうと思う前に大

町が出来るという意識を持って欲しいから（大人も同様）。

人にやらせた方が良いと思う。大人すら何もしていない人

・(3)：大人の役割であり、子供は守られる立場だと思うから。 ばかりになっている。
まちづくりに参加する前に、自身・家庭の基礎を回復する

・(2)：10 年後 20 年後は「今の子供達」がまちづくりを担う立

ことを続けるべき。

場に立つので。

・(1)：自分が生まれ育った町なので、いろんな意味で「復

・(1)：大人になるまで、大人になってからも同じような困難

興」を背負っていかなければいけないと思う。

にあった時の考え方や支えになると思うので。

・(1)：どうあれ同じ震災を経験した者として、地獄を見、マ

・(1)：今後の石巻の復興は子供達のためでもあるから。今

イナスからのまちづくりがどんなに大変なことかを知れば、

後自分達が担っていくまちの復興に関わっていくべき。

今まで以上に石巻を大事にしてくれると思うし、大人になっ

・(1)：一人が動けばその一人が助かる。

てからも後世に伝え続けていってくれたら良いなと思うか

・(2)：強制されない範囲であれば良いと思う。誰の罪でも

ら。学校でも毎年それについての時間を設けて欲しい。

ないが崩壊したものをまた積み上げる行動力は必要で、

・(1)：年齢に関係なく、復興に参加することは特別なことで

その経験は非常に貴重だと思う。しかし震災前の生活（習

はなく、日々過ごす地域、町、場所なので当たり前にで良

い事など）は何もなかった頃のようにさせてやりたいので、

いと思う。

プライベートな時間を削って地域活動を、となると心に負

・(1)：これからの石巻を作っていくのが今の子供だから。

担になると思う。「震災があったからやらなければならない」

・(1)：復興への活動はプラス行為なので、これからの子供

というのは避けたい。家族・友人の家が更地になっている

達が活動、経験することは大切だと思うから。

様に、子供達は未だ恐怖感・喪失感・心に傷を抱えていま

・(2)：これからの石巻市を支えていく子供達が復興ヘ少し

す
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・(1)：皆で助け合って協力し合い、それが役に立って復興

気持ちは大変良いことだと思います。

につながったなら、子供達自身にも地域にも良いと思う。

・(2)：考えるきっかけになる？

・(1)：今後の石巻市を背負っていく世代なので。

・(1)：今の状況を知り、何が必要かを考える場を設けること

・(1)：自分達の住むまちがより良くなるから。

は人を育てる良い機会だと思う。

・(1)：まちづくりに参加することにより社会貢献について意

・(2)：石巻市の子供は将来、石巻に住み続ける確率が高

識することを、子供の頃から学んで欲しいので。

いと思うので。

・(1)：子供達もたくさん辛い思いをしてきたとは思うけれど、 ・(1)：災害という経験をして、それを復興に向けて子供達
前を向いて進んでいくためにも他県や他の地域からの助

が手伝うのはとても良いと思う。

けだけではなく、自分達から進んで行動し、新たな石巻市

・(1)：自分達の手でやれることを一つずつやっていき、そ

をつくっていって欲しいと思うから。

れが地域の復興に繋がっていけばよいと思う。

・(1)：震災をきっかけに、子供心に何かできることはないか

・(1)：１～２年という短期間での復興は絶対無理なので、

と思っているはず…。そう思って欲しい…。でも何かできる

子供の成長と共に自分で出来る事をしていくのは良い事と

のか？どんなことで役に立てるのかが分からないだけだと

思う。

思う。

・(2)：子供の未来が平和であってほしい。それに関わりな

・(1)：前向きに生きていこうとしているんだなと思う。

がら復興できれば良い経験と思う。

・(1)：「自分達の町は自分達で作っていく」一人一人の気

・(1)：自分達の街だから。

持ちが大切だから。
・(1)：次につなげて欲しいから。

40～49 歳

・(1)：今からを生きる人だから。この場所（被災地）に住ん
でいるのだから、知って欲しい。
・(1)：将来の石巻を担う子供達に、今から復興のために関

・(2)：自分の育った所が、今、どういう状態なのかを知って、

わってもらうことで、石巻の未来が大きく変わってくると思

何ができるのか、各学校、各家庭で、参加出来たらすごく

います。

いいと思いました。親もどうしたらいいか分からないです。

・(1)：石巻市は、他市よりも 40 歳以下の人口比率が低く、

・(1)：地域の子供達が復興に向けたまちづくりに参加する

若い人は仙台など他市へ流出する傾向がある。子供達が

ことは、必ず次の世代に受け継がれていくと思うので、大

復興に関わっていくことで、地元への愛着が湧き、残ってく

変良いと思う。

れることで本当の意味で復興していけると思う。

・(2)：復興には時間がかかります。将来子供達が復興を引

・(1)：未来を担っていく子供達なので。子供ならではのや

き継ぐと思うので、今から関わるのは大切な事だと思いま

わらかい発想があると思う。

す。

・(1)：復興した町に住むのは、今の子供達だから。

・(2)：子供達には未来がありますよね！夢も希望もありま

・(1)：これからの世代の人達にも関わってほしい。

すよね！！

・(1)：他人事ではないことを理解してもらいたい。自分たち

・(1)：自分達で作った“まち”に住み続けると思う。

の未来のために少しでも力になれることを協力してやって

・(3)：企業、雇用も含め石巻に子供の未来はないと思うか

欲しい。

ら。

・(2)：自分が生活する町なので…。（他人事ではない）

・(1)：子供の時は実感はないと思われますが、大人になっ

・(1)：我が家も被災し、子供達もつらい思いをしました。周

た時に子供の時のことを思い出し、そういった経験がある

りにもつらい思いをした人がいることを知り、強く、優しい

のとないのでは…。また人間としての成長にもつながって

心を持った子になって欲しいから。

いくと思います。

・(1)：子供が石巻市に住みたいと思って欲しいから。
・(1)：自分達の地域のことを考え、大切にしていこうとする
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・(2)：これからの人達だから…。

・(1)：自分たちの住むまちにもっと関わりを持ってもらいた

・(2)：地域での大人と子供の関係がとても希薄になってい

いと思うが、自分の家庭では色々なことがあって個人では

ます。親、先生以外の大人と関わる機会がなく、かわいそ

無理なので、学校単位でやったら良いと思う。

う。石巻の復興を機に大人や行政と関わる行事にはぜひ

・(1)：これからの石巻を担う子供達が参加することは必要

参加させたい。

で大事だと思う。

・(2)：大人だけの意見では子供達が望む市にならないと思

・(1)：将来を背負っていく子供達なので、自分たちも参加・

う。例えば、こんな場所に人が来ないと思われるところに

協力することにより発展につながっていくと思います。

憩いカフェ的なものがあったり…。無駄な開発をやめるた

・(1)：今の子供達が大人になったときに、より良い暮らしを

め。

築き上げられているようになるには大切な事です。

・(1)：何不自由なく育ってきた現代の子供達に、思わぬ困

・(1)：石巻工業野球部等の奉仕活動には心温まる思いが

難があっても善意の支援を受けるだけでなく、自らの力で

あります。辛く苦しい体験を乗り越えた子供達が町づくりに

考え協力し、力強く前に進むことを学んで欲しい。

参加することにより町が活性化され、大人も生きる希望が

・無回答：復興（1～10 ではなく）に向けた学校の耐震・備

湧いて来ると思います。よりたくましい大人になって以前よ

蓄・引き渡し・早急な修理・内陸での教室不足に声を上げ

り元気な石巻を作っていって欲しいと思います。

て欲しい。

・(1)：この先、子供達の時代になるから。

・(1)：早くきれいで清潔なまちになってもらいたいし、震災

・(2)：これから自分たちが大人になり、石巻に住んでいくこ

で出たゴミ以外の心ない人が捨てたゴミも気付いてもらい、 とになるので。
モラルの向上につなげて欲しいから。

・(1)：子供達は今後の復興に欠かせない世代なので、素

・(1)：色々な経験をすることで、人間的に心の優しい大人

直で率直な意見をどんどん取り入れて欲しいから。

になって欲しい。常に自分の立場に置きかえて考え、痛み

・(1)：今後の石巻復興の担い手は、今現在の中・高生だと

の分かる人になって欲しい！

考えるから。

・(2)：復興には時間がかかります。今の子供達がこれから

・(1)：今この町に生きている子供だからこそ、関わるべきだ

の市・町の支えになるから。

と思います。自分たちが関わりを持ちながら成長していき、

・(2)：今後も住むであろうこの街を少しでも元に戻そうと本

ずっとこの町を好きでいて欲しいと願います。

人なりの力を発揮し、復興に向け努力していくことは大切

・(1)：出来ることなら何かして欲しい。現在色々な NPO が

だと思うから。

支援しているが、子供が関わる機会があまりないように思

・(2)：自分も地域住民の一員だという自覚が出来るから。

う。学校の再建に３～４年かかる行政はどんなもんでしょう

・(1)：自分の故郷を良くし、震災前以上の生活をみんなが

ね。法律を変えても子供達のことを一番に考えて欲しい。

送ることが出来ることを望んでいると思う。

政治の争いをしている場合ですか？

・(1)：自分の生まれた街、家族・親族が住んでいる街で、ど

・(2)：被災していない子供達にきちんと今の石巻の状態を

のようにしたらより住みやすく、再びみんなで一緒に勉強

実感させることはとても大切な事です。他人事と思って欲

できたり遊んだりできるのかも含めて考えてほしい。

しくない。大人にも言えることですが。

・(1)：いまこそ若い力を尊重すべき…自分達の町という意

・(1)：自分が住んでいる街を自分達で復興し、自分の街と

識を育てなくてはならないと思う。

いう意識が高まるから。

・(1)：石巻は水産業のまちです。良い漁場を作るためには

・(2)：今まで多くの支援を受けたことに感謝し、少しでも前

森作りが必要だと聞きました。仮設住宅の建設で多くの山

のように生活できることを願い、今の自分に出来ることか

や木々が伐採されました。子供達で山の木々を育てては

らで良いので参加して欲しいと思う。

いかがでしょうか？

・(2)：人は人に支えられて生きているということが分かると

・(1)：これから日本を背負う子供達ですから、希望を持って

思います。今の子供達にとって一番大切なことだからで

進んで欲しい。

す。
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・(1)：少しでも住みやすい町にして欲しい。

・(2)：子供の意志で参加をするならば良いと思う。

・(1)：子供自身まちづくりに参加することで一つの自信につ

・(1)：大人になって、良い思い出やその子のプラスになる。

ながり、感謝という気持ちも生まれると思います。

・(1)：育った町を大切に思い、関わりを持っていってほし

・(1)：子供達の未来のため、石巻市のためになる。１日で

い。

も早く石巻市を復興し、町をきれいに活気づけ、皆が元気

・(1)：かつてない惨事を経験したことは、これからの将来を

になれると思う。

担う子供達にとって大きな強さでもある。目で見て体験し

・(2)：良いと思うが、市の方針が定まらない。また希望の持

た事が、心からつくり出される地域作りは、大人が常識と

てる町ではない。

して考えていることでも形を変えて素晴らしい考えとして活

・(2)：子供といっても年齢の違いでしっかりした考えを持っ

かされるはずだと思います。

ている子もいると思うから。

・(2)：地域の一員であることを自覚するようになると思う。

・(1)：自分も参加することで仲間が出来たり、人の想い、優

・(1)：次世代の子達がどのような住み良い町にしたいかを

しさ、誰か人のために…色々なことを感じたり知ってもらい

考えるのは良い機会だと思う。どんどん意見を取り入れて

たいから。

いくべきだと思います。

・(3)：大人がすれば良いと思う。子供は子供の時にしかで

・(2)：地域住民の１人として復興に関わることで、より一層

きないことを全部すれば良いと思うから。

郷土愛の精神が養われていくと思うから。

・(2)：完全に復興するのは今の子供達が大人になった頃

・(1)：自宅が被害を受けた、家族・親戚・知人に犠牲者が

だと思う。自分達がまちづくりに参加したことで、石巻のま

出た、そして何よりもすさまじい現状を目の当たりにしたこ

ちを大事にし、次世代の子供達にもいろいろ伝えていくと

とで、子供達が復興に対する思いをそれぞれが感じとった

思うから。

のではないかと思えるため。

・(2)：どこの街でも当てはまるが、これからを作っていくの

・(1)：自分達の住む街を１日でも早く以前のようにしたいと

は子供なので、一つ一つ積み上げていって欲しいと思う。

思うので。

・(1)：県外の方にたくさん助けていただいていますが、本来

・(2)：出来る範囲でなら良いと思う。大人でさえ復興に向け

地元の人間が共に助け合って生活することが復興につな

た無関心、妬み、恨み等ある人達がいるので、汚い面を見

がると思っているので、子供達にも地域に関わって欲しい

てやる気をなくさなければいいなぁと心配する面もありま

です。

す。

・(1)：これからの将来を担っていくのは子供達だから。

・(1)：将来を担う子供達の意識向上のため、現状を知り、

・(2)：楽しんで参加しているので。

自分達の市や町がどうなればいいのか考え、人を想い、

・(2)：経験したことで将来何かしら役に立つと思う。

地域を想い、出来ることをする。やるべきことをし、成長し

・(1)：私も仮設生活をしていたので協力したいと考えていま

て欲しい。

す。

・(1)：目に見える形だったり見えなかったり、様々な支援を

・(2)：郷土信を育むと共に、地域の歴史に関わる良い機会

受けここまで復興出来たので、今度は恩返しする番だから。

だと思うから。

私も仕事上、大変お世話になり有り難さを実感している一

・(1)：子供が考えるアイデアの中には、夢が感じられるか

人です。私もいつか自分に出来ることがあったら参加した

ら。

いです。

・(1)：いずれは大人になり、また災害にあうかもしれません。 ・(1)：大人にはない子供の目線もある。
今は離れているところに住んでいますが、友人と逢う可能

・(2)：自分達も復興の手助けをしたら、そのまま石巻に留

性もあり復活させていきいきした町を取り戻したいと思う。

まろうと思うかもしれない。人口流出を止めることにつなが

・(1)：石巻のことを知り、どんなに大変だったかということを

ればいいと思う。

知って欲しい。

・(1)：震災を体験しどの様に復興していったのか、後世に

・(1)：未来を支えるのは今の子供達である。

伝えるため必要なことだと思います。
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・(1)：未来は子供達のものだから。

考えるチャンスになるから。

・(1)：子供も震災を経験しているので、隠さず何でも話し合

・(2)：進んで地域の状況や被災状況を目で知ることができ、

いに入れた方が良いと思う。

感じられるのでとても良い。

・(1)：未来を担うのは子供達だから、地元・地域との関わり

・(2)：将来街づくりの中心的人物になるためと流出を防ぐ

を通して石巻・東北・日本をより良くしようと考えることが出

ため。

来ると思います。

・(1)：年々、子供の数が減少しているため、各地域の学校

・(2)：将来の石巻は今の子供達のものだから良いと思うが、 の横のつながりを密にして、自分達が出来る事を見つけ
子供なりの思慮の浅さもあるので子供の意見を重視しす

出して欲しい。

ぎるのも良くない。

・(1)：前進していく未来のためだから。

・(1)：自分の町を自分達の力で少しでも元に戻すという意

・(2)：子供達の未来です。自分達の未来作りを考えたり、

欲を持ってもらいたいから！

行動したり、多くの人の話を聞くのは、とても良いことだと

・(1)：自分達のふるさとを大切に思う気持ちは当然のことと

思った。

思います。家ではなかなか具体的に行動できていないか

・(1)：自分だけ良ければ良いではなく、相手の気持ちを考

と思いますが、学校での様子を聞くと本当に頭が下がりま

えられる人になって欲しい。

す。いつまで経っても働かない大人に見せてあげたいで

・(2)：将来につながる。

す。

・(1)：これからの復興には子供達に元気に頑張ってもらわ

・(2)：将来石巻を支えていくのは子供達だから、今のうちに

ないといけないと思う。その子供を応援するために周りの

関わった方が地域に愛着が湧くと思う。

大人も頑張れる。皆で何とかしないといけない。一部の人

・(1)：復興していった町に住んで暮らしていく次の世代は

の行動では大した変化はない。

子供達だから、よく知って欲しいし、そういう町に住み続け

・(1)：子供には大人にはない発想や意見があると思うか

て大事にしたいと思って欲しい。

ら。

・(1)：震災を経験して食べ物の有り難みや、人と接すること

・(2)：今後のことを考えて欲しいから。大人の古い考えで

で精神面が落ち着いたり、成長する良いきっかけになった

は、復興が進まない。

と思うので、人のために何かしたいという子が多いと思う。

・(1)：就職などで石巻から子供達がいなくなりそうで大変不

・(2)：復興には何年もかかるため。

安に思います。「石巻のまちづくり」を通して愛着や絆を感

・(1)：子供達が育っていく地域で、小さな頃からまちづくり

じ、石巻で頑張りたいと思って欲しい。学校全体で参加し

に参加していくことで、将来「石巻」に対する思いが強くな

てもらうと一番良いのですが、一人ではどう動いたら良い

っていけたら、人口の流出を避けられることにつながるの

のか分からないようです（何をして良いか分からない）。

ではと思います。

・(2)：震災から少し時間が過ぎ、生活も安定してきた今、

・(2)：大人になっても石巻に住んで自分達のまちを作って

“まちづくり”に参加することは現実を受け入れていくのに

欲しいと思うから。

良い時間の流れになると思います。

・(1)：自分達の住むまちを自分達の力で少しでもまちづくり

・(1)：長い期間を要する復興には“大人がすること”ではな

に役に立つことが出来たら、前へ進む力になると思うか

く、子供達が将来に渡って関わっていくことだということを、

ら。

考えていくことが必要だと思う。

・(1)：インターネット等の普及により、直接会って交流する

・(1)：石巻の将来を担う子供達だと思うから。

場面が少なくなっている気がするので、コミュニケーション

・(1)：これから石巻市を変えてくれることに希望を持ってい

能力不足を解消できる一面もあると思うので、大変良いこ

るから。

とだと思います。

・(1)：関わることでふるさとへの大切な気持ちを実感させた

・(2)：自分が住んでいる町の未来を考えることは、自分の

い。津波に負けない立ち上がる元気を将来のためにも考

未来を考えることにもなるし、町のあるべき姿ということも

えさせたい。
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・(1)：市が出している復興計画に子供達の未来が見えな

子供も傷つき、必ずしも思い出したい人だけではない。

いから。

・(2)：身近な人々に関心を持ってもらいたいから。

・(1)：地域を大切に思っていることは良いこと。

・(1)：復興に何年かかるのか分からないので、今から関わ

・(2)：やりたい子供にとっては良いことではあるが、思い出

っておいた方が良いと思う。（５年後には成人しますので）

したくない子供や直接的に被害に遭わなかった子供には

・(1)：自分達の将来生活する場所だから。

荷が重い。

・(1)：今回の被災を通して、子供が出来ることを出来るだ

・(1)：今の子供達が将来の石巻を支えるので。

けやって欲しい。

・(1)：呼びかけられなければ何も考えず（考えをまとまられ

・(2)：参加したことにより自覚が出て、社会人（大きく）なっ

ず）過ごしてしまうと思うので、ワクワクするような“場”にま

た時、役に立つ。

ず出ることが大事だと思います。

・(2)：これから確実に復興は進んでいくはずなので、そのこ

・(1)：大震災を経験したことにより、助け合いの精神が子

とに関われたということは、人生を歩んでいく上で必ずプラ

供の世界にも当たり前になっていると思うし、大人よりもた

スになると思うから。

くましく前を向いて現実を受け入れつつ未来を考えている

・(1)：身近に被災者がいるので、自分ができることは人間

から。

として思いやりを持って行動して欲しいから。

・(1)：自分が生まれ育っている場所（地域）を、これから成

・(1)：夢いっぱいのはずの子供の心は震災の日に一度

人していく子供達が関心を持ってみんなと取り組んでいく

粉々に砕けてしまいました。夢も希望も薄れ、辛い現実を

ということは大切です。

空元気で過ごすことの多い子供たちです。だからこそもう

・(2)：自分達が住む場所だから。

一度夢を作ろう！と参加させたいと思っています。これか

・(2)：大変で、一生のうちでもう経験をした。この経験は将

ら大人になってゆく子供たちの心の中に太陽をあげたいで

来必ずや役立ちます。この経験を生かすべき。

す。

・(2)：参加するのは理想的だが、現実と照らし合わせてど

・(1)：同じ街の中でも被害の全くない地域もある。その地域

うかなと思うから。

の子供たちも同じように感じて復興を目指していくためにも

・(1)：子供達が自分達の将来を考え、まちづくりを考えるこ

行事への参加は大切だと思う。

とは良いことだと思うし、子供達も震災前のまちが好きだっ

・(1)：これからの石巻市は復興まで大変な年数がかかると

たはず…と思う。

思います。今現在の大人のサポートはもちろん大切です

・(2)：自分達の住む町が生まれ変わる様子を自分の目で

が、この大震災を忘れず引き継げるのは今の子供たちで

見て欲しい。一つの目標に皆で協力して向かうことは、と

もありますが、大人達も前向きに石巻の復興を進めて、そ

ても大切だと思うから。

の姿を見せながら子供たちにも諦めず元の石巻市に住み

・(2)：自分達の未来を自分達で少しでも考えることが出来

続けていける、石巻市にしたいです。

る良い機会だと思う。

・(1)：全てを失い、やる気持ちが、気力が薄れている。自分

・(1)：自分の住んでいるところだから。

達が関わることで活力を付けて欲しい。

・(3)：子供達自身、脱ゆとりの中で勉強で忙しい日々を送

・(2)：自分達の今置かれている状況を知り、何が出来るか

りながら、復興のためのまちづくりの参加までさせてしまっ

を考え、意見することが大切だと思う。一人一人の力は弱

てはあまりにもかわいそうである。

くても、力と力を合わせれば強くなり、色んな自信につなが

・(2)：復興は、今までどおりではなくとも、望みを持って暮ら

ると思う。思いやりの心が育つと思う。

していける状況になることと考えています。未来に向けた

・(1)：自然な形だと思います。子供も大人も同じ住民なの

活動は、子供達の自分の将来そのものと思えるからで

ですから。

す。

・(2)：将来の石巻を作っていくのは子供たちだから。

・(2)：子供が前向きになれるのと、実態を知り将来子供達

・(1)：復興には長い時間がかかると思うので、これからま

に伝えられる。ただし強制力を持った参加はやめて欲しい。 ちづくりに参加することで色んな経験ができ、将来を考え
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る機会が増えるから。

・(2)：地域の活性化及び地域文化の継承に参画！

・(1)：自分の住んでいる地域の震災前と後とで知っている

・(2)：自分の住んでいる町に愛着が持てると思う。

わけだから、元の美しい石巻に戻って欲しいと誰しもが思

・(1)：子供は未来の担い手だから。自分の町は自分達で

っていると思う。子供目線の力や意見も大切だと思う。

創る。

・(1)：将来はやはり大人になるし、子供の目線も大事だと

・(1)：復興には長年の期間を要すると思われ、今の子供た

思います。

ちが新たな石巻の再生を担ってると思う。今からまちづくり

・(3)：石巻市のまちづくりの意味がわからないから。石巻

に参加していくことで、「石巻への想い」も強くなり、より良

市をどうしたいのか子供たちに教えてあげられないから。

い石巻づくりができるのではないかと思う。

・(2)：子供がいるだけで町が元気になる。そういうことに参

・(1)：具体的に何をどうすれば復興に向けた手助けをでき

加する機会を大人が作ってあげると良いと思う。

るのかをわからない子供が多いと思うが、小さなことでも

・(1)：これからの子供たちが住みやすく、活動しやすくした

良いので石巻のためになることをお手伝いした方が良いと

方が良いから。

思う。

・(1)：一日も早い地域の復興を望んでいる。良い環境で勉

・(1)：被災地で生活していること、経験したことを大人にな

学をしたいから。

っても忘れないと思うので、何かしらの復興のための役立

・(2)：何もしないよりは良いと思う。

つことを体験して欲しい。

・(2)：震災から子供たちの苦しみを見ましたが、心のケア

・(2)：復興は長期にわたる将来の担い手の子供たちが関

等全くない。自分で自分に向き合い復興を考え、生きる力

わっていくことが大切。

にして欲しい。

・(1)：今の小・中・高校生の子供たちがこれからの石巻の

・(1)：自分達のふるさとが元の姿になれるよう、自分達が

復興を実際に担うことになるから。

努力することも必要だと思うから。

・(2)：これからの石巻のことを子供の目線からも真剣に考

・(2)：自分のためにもなるため。

えて欲しいので。

・(1)：自分達が生まれ育った地域をこれからどの様にして

・(2)：次世代を担うのは今の子供達です。様々な経験や自

いきたいか（どう考え、具体的にどう行動していくべきか）

分の意見、考えを持って生きていって欲しいと願っていま

周りの大人に任せっきりではなく、参加していくことで責任

す。その為にも子供たちに無理せず出来ることは参加して

を持っていければよいと思います。

良いと思います。

・(1)：地域の子供がやがて地域の大人になると思うから。

・(1)：自身の地域の事や将来を考える事になり、それによ

・(2)：自分の住む町だから。

って自身の土台が良かれ悪かれ上がってゆく事になると

・(3)：現実とかけ離れた内容ばかり多いので、勘違いして

思う。

成長してしまう恐れがある。イベントがでかすぎる。

・(1)：震災を忘れないために。

・(1)：震災で大きな被害を受けたふるさとを担うのは子供

・(1)：未来を担う子供達が復興に向けた活動をする事は大

たちだし、被災したからこその智恵を出し合い、以前より良

変良いと思う。

い町にして欲しいから。

・(1)：子供が参加するだけで、街が、人が笑顔になってくれ

・(1)：これから先、子供たちの時代になるので関わっていっ

る。明るくなると思うから。

て欲しいと思うから。

・(1)：子供達自身は「復興に向けて」とは考えていないかも

・(1)：子供に限らず地域全体で簡単なことでよいので復興

しれないが、震災後各地で行われているイベントなどには

への関わりが必要と感じている。

進んで参加しているように思います。

・(1)：自分達の地域なのにボランティアの方々だけでは申

・(2)：これからの石巻を担う子供達なので、関心を持って

し訳ないから。

欲しいので。

・(1)：これからはやはり子供たちが先頭になってやってい

・(1)：将来を背負って立つ子供達に何かの形で参加して欲

って欲しい。

しい。
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・(1)：次の世代を作り上げていくのが地域の子供達だから。 ・(1)：まちづくりに関わると自分の思いや夢がそこで活かさ
自分達でまちづくりに参加して、活気ある石巻にしてほし

れる機会になるかもしれないし、そうなればその街の素敵

い。

な住人に末永くなれると思う。

・(1)：将来を担っていく子供達がするべき事があるはずだ

・(1)：未来の石巻市に役立つことが出来るから。

から。災害の事をずっと伝えていくためにも必要。

・(2)：自分達で自分の未来図が形になる喜びを感じられ

・(2)：将来必ず何かの関わりをするはずだから。負担のな

る。

いよう取り組む事で、気持ちの持続もはかれると思う。

・(2)：比較的被害の少ない地域なので、参加することが出

・(1)：協力、助け合いを学ぶため。

来ると思うし、良いと思う。が、被害状況により異なるので

・(2)：将来、石巻市民として、この町を盛り立てていく一員

は…。

となると思うから。

・(1)：子供が一生懸命、何かに打ち込んでいる姿を見るだ

・(2)：人ごとではないから。

けで、私達大人は癒やされ、励まされる。

・(1)：将来のためになる。意識が高まりより良い町になると

・(1)：年齢問わず、地域全体で復興していくのが望ましい。

思う。

・(2)：自分の住んでいる町を住みやすい町にするよう手助

・(3)：押しつけてはいけない。無理に被災者意識を与えな

けして欲しい。

くても良い。普通にさせてあげたい。

・(2)：自分の町の復興のために何かをしたいということは

・(2)：周りの環境を見てもらいたくない気持ちと、いつまで

当たり前のことだと思うが、実際に参加することは難しいと

の心の中で覚えていて欲しいという２つの考えがあり、複

思う。気軽に参加できる環境を作って欲しいと思う。

雑である。

・(2)：企画があれば参加することが出来たり、人とのつな

・(1)：人に関わる、人とつながる大事さに気づけるのでは

がりが出来て、子供達にとってもプラスになると思う。

ないか?

・(2)：考え、行動することは良いことだと思うから。

・(1)：自分達が住んでいた町を自分達の手で再生し、関わ

・(1)：自分達が大人になった時に色々な思いを味わえると

ることで親しみ、未来を考えて欲しい。

思うので。

・(1)：自分達の住んでいる場所だから、自分達で作り上げ

・(1)：大人に向かって目標を持つことが出来る。

るのが本当だと思うから。10 年、20 年後の石巻を支える

・(4)：今回被災した東北の三陸沿岸地域は 10 年以上前か

のは今の子供達だから。

ら急激に絶望的な経済的衰退をしており、個人個人の努

・(2)：自分達の町であるから。

力では何をしても無駄という空気が充満しておりました。よ

・(1)：石巻市の将来はこの子供達自身が背負っていくもの

って将来のある子供達にはこの地域に何の未練も持たず

だから。といって、子供達に全責任を負わすものでもない

に学校を卒業したら、ためらうことなく都会へ出て、まずは

が。

経済的に自立してもらいたいのです。「自分のふるさとに

・(1)：復興のために小さなことでも地域に関わることは意

愛着や関心など持つな。」子供達にそういわなければ、子

義がある。地域への思いも大きくなる。

供自身の可能性がどんどん縮小していくような気がしてな

・(1)：これからの石巻を担う世代である子供達の意見は非

りません。

常に貴重だと思います。大人の目線（視点）ばかりではなく、 ・(2)：何かしたいと思っているけど、何をしたらいいのか分
子供達の目線も必要です。

からないのが本当のところだと思うので、誰かが機会があ

・(2)：この震災を体験し、友達や家族の大切さ、生活する

れば参加したい子もいると思う。

厳しさを誰もが感じ取ったと思う。これからの子供達が町

・(1)：これからの石巻がより良くなることが、子供の将来に

や市のために協力する志を身につけていったら、将来的

かかってくるので。

に心と心の通じ合う人間が増えると思う。

・(1)：復興完了後は子供達が社会基盤を将来的に形成し

・(2)：3，11 を忘れないために。

ていかなければならないため、子供達の考えも含めて、石

・(1)：自分が出来ることで地域を明るくして欲しい。

巻市のまちづくりに参加させるべきである。
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・(1)：復興した石巻を背負っていくのは今の子供達。その

る事で復興していく様子が分かり、色々な面で役に立つと

子供達が将来住み続けたいと思える石巻市を作っていくこ

思うから。

とが重要だと思う。

・(2)：「早くもとの学校にもどしたい」「町が震災前のように

・(1)：子供なりに石巻の将来のことを考えているということ

元に戻って欲しい」という声を多く聞くので。

はよくわかっているので、参加するのはとても良いと思う。

・(1)：子供達の考えも大切だと思う。大人にはない発想が

・(1)：子供達も色々な経験をして、自分達が石巻に何が出

あると思う。

来るか、自分の生まれ育った町をどうしていけばいいのか、 ・(1)：子供達は、日々大人達がこれまで前に進む為にやっ
この機会に色々と考えて行動して欲しい。

てきている姿を見てきているので、自分達も自分達なりに

・(1)：これからの将来について色々考えると思います。

見て行動して、少しずつ復興してきているが、復興というき

・(2)：参加することにより、石巻市のことをよく考える（意識

れいな言葉ではなく、大人のずるさ、復興という言葉の矛

する）様になると思うから。

盾さを聞いて感じているので、自分達が良いと思ってもど

・(1)：これからの石巻は彼らのものだから。

う動いて良いのか分からなくなってきていると思う。

・(2)：自分の住んでいる町を自分達の力で協力し、住みよ

・(1)：震災を忘れないように、自分達の自信に繋がる。

い環境にしていくことで愛着が湧いてくると思う。

・(2)：少しでも子供達に自分達にも何か出来るのではない

・(2)：まず、今は勉強やスポーツなどに励むのが本来の子

かと考えてほしいと思いますが、親の自分が余裕がなく、

供の姿であると思う。満足に学習やスポーツに打ち込める

色々考える事が難しいのが本音です。

環境が整っていない今、まちづくりにまで参加させるのは

・(1)：経験

いかがなものかと思う。まずはそちらの方が大切なのでは

・(2)：自分達が住んでいる地域が今後どうなっていくのか、

ないでしょうか。

子供達も一緒に考えて何か出来ることがあれば、みんな

・(1)：自分のことばかりを考えるのではなく、年齢を問わず

で協力していけばいいと思うからです。セーブ・ザ・チルド

地域の人たちと接して自分達の町について考える機会を

レンの方々のたくさんのご支援ありがとうございます。

持って欲しいから。

・(1)：3.11 で子供達もとても悲しい思いをした。でも街づくり

・(1)：今の地域の子供達が未来の石巻の町の中心的役割

に参加するやさしい心をずっと持ちつづけて大人になって

を担う大人になるので、復興に向けたまちづくりに積極的

欲しいです。また、3.11 の事はこれからの人生に必ず活か

に参加し、一人一人が問題意識を持ち、すばらしい石巻を

されなければいけないと思います。

作り上げるためにも必要なことだと思います。

・(1)：未来へ伝える事が出来る。心身共に大きく成長出来

・(2)：大人には想像もつかない考えや意見があると思うし、 ると思う。
若さゆえの行動もたくさん持っていると思います。又、将来

・(2)：自分が住んでいる地域だから。

の大人になってからも自分達のために役に立つことになる

・(1)：子供達には大人にはない発想があると思います。未

と思います。

来を担っていくのですから参加していった方がいいかと思

・(1)：自分達の育っていく市を自分達も参加することは良

います。

いことと思います。

・(1)：子供は宝ものだから、子供が元気にしていないと大

・(1)：これからの将来を担ってゆくために意識付けが大切

人も元気になれない。子供は子供なりの考えがあり、大人

だと思うから。

には想像できない発想を持っている。大人よりも子供の方

・(1)：将来を担う子供達が自分達の将来と共に石巻市の

が我慢している。何かに参加すれば達成感があるので

まちづくりを考え、参加していくことは大切なことだと思うか

は？

ら。

・(1)：子供達の心のケアとして、精神的なショックから立ち

・(1)：これからも生活する町をどの様にしたいか、しっかり

上がろうとする気持ちを大切にしてあげたい。

と考えてほしい。

・(1)：小さいうちから、意識をもって現状を受け止め、自主

・(2)：この先、中心になっていくのは子供達なので、参加す

性のようなものをもってもらいたい。
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・(1)：復興にはかなりの時間がかかるため、復興したあと

にも身近で一緒に参加してほしいと思っています。そして、

の石巻市を担っていくのが今の子供達だから。

石巻が復興していく姿をきちんと見ていって欲しいと思い

・(1)：自分の住む地域の町づくりに参加していくことで、大

ます。我が家は障害を持つ子がいるので、親子で参加し

人になっても地域を大切にしてくれると思うから。

たい気持ちはあるのですが、かえってご迷惑をかけるし、

・(2)：子供なりに不満や不自由な事があると思うので。

望まれないだろうと考えてしまい、何もできないはがゆさが

・(2)：これからの町を支える子供達には関わって欲しい。

あります。せめて自分達に身近な所で、親子で障害者の

・(1)：これから時代を築いていくのは子供達です。自分の

ための復興を考え、小さな事ながらも参加しています。特

住む地域がどの様に作られていくのか、実際に関わる事

に社会から後回しにされる場合が多いので、当事者から

によって地元への愛着も湧いてくるのではないかと思うか

歩まないと…。

らです。

・(2)：石巻に愛着を持ち大人になっても石巻の事を思い続

・(2)：自分の将来についても真剣に考える良い機会だと思

けることができると思うので。

います。積極的に参加して欲しいと願っています。

・(2)：これから地域を担っていくので。

・(1)：相手を思いやる心の成長に繋がると思います。

・(2)：辛い事もたくさんあるとは思いますが、被災地に住ん

・(1)：子供達自身がその力になろうとする、発想と行動力

でいく以上、復興に向けた町づくりに少しでも参加していく

になる。

事は、自分のおかれている立場を認識し、変わりゆく町を

・(1)：今 10 代の子供達が大人になった時、少しでも自分達

見ていく事に繋がります。そして被災した子供、していない

の理想としていた町に近づいていて、この町に住み続けた

子供の隙間をどんな形でもいいので町づくりという共通点

いと思えていたら幸せな事と思うから。

に繋げて、心のケアを同時に果たしていけたらいいと思い

・(2)：自分達の地域の事なので、自分達の手で少しでも復

ます。

興が早くできるよう、一つ一つ始める事が大切だから。

・(2)：子供の目線で大人とは違う意見も出てくると思うの

・(1)：参加する事により、大人目線だけではなく子供目線も

で。

取り入れた方が、これからの石巻のより良い町づくりに繋

・(1)：これから大人になる子供達が、自分達の手で町づく

がると思います。

りに参加できれば、愛着を感じることができると思うので。

・(1)：たくさんの人達と交流を持つことで、様々な角度から

・(2)：自分の生まれた町をよくしていこうとすることは、大変

物事を見る事ができるのではないかと思います。

素晴らしいと思うから。

・(1)：自分達が育った街を、これからの自分達の為にもち

・(2)：将来の国をつくっていく子供達なので、子供達の率直

ょっとずつ一歩ずつ良い方に進んで欲しいので、それには

な意見を聞き入れながらの方がよいと思う。

関わりを持っていかなければいけないと思う。無関心にな

・(1)：自分の住む町だから。

られるのが恐いです。

・(1)：大人だけが復興に向けて活動しても充分ではないと

・(1)：自分達の地域を、これから担っていく人達なので、無

思う。長い年月がかかると思うので、子供も石巻市民とし

関心ではいられないと思うから。

て出来る事をしていくべきと考える。

・(2)：社会に関心を持って、将来を考えると思う。

・(1)：未来を担うから。

・(1)：3.11 を忘れることなく、次世代に伝えて欲しい。新しい

・(1)：将来の石巻市を担うのは、子供達だから。自分達の

町づくりに参加する事により、人と人の繋がり、絆の大切さ

“まち”を自分達の力でつくっていって欲しいから。

を知って欲しい。

・(1)：子供のひたむきな参加は大人の心を洗い、励ますこ

・(1)：この悲しい現実を貴重な経験にして本当の人の優し

とに繋がるから。

さを学んでもらいたい。

・(1)：自分達の未来は自分達でつくって欲しい。

・(1)：普通の暮らしに戻り、より一層平穏で明るい未来が

・(1)：復興には時間がかかります。今は子供だとしても復

見える。

興の間に大人になります。子供の時から震災や復興につ

・(1)：地域に生活しているのだから、大人をはじめ子供達

いて考えたり、行動したりしているうちに大人になった時、
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自分がどのようなことをすればよいかを自ずと考えられる

月足らず…自分達が経験、体験した事を今後、後世に残

から。

していく意味でも、重要かつ大切なひとつかと思います。

・(2)：町のためにいいことだから。

・(1)：新しい石巻を自分達の手で作り上げていき、郷里へ

・(1)：復興・復旧の指針がない。国・県も地元へ丸投げ。地

の愛着心を育ててほしい。

元の意見を国では各省庁の過去の規定に基づき、受け入

・(2)：型に嵌まらず、見聞きしたものから、画期的な閃きが

れられない→当然予算もつかない。※各界、各層から意

あるのではと期待できる。

見を聞いて対応したい！！と言ってますが、“答がありき”

・(1)：自分達の街を自分達の手で復興させることは、将来

の中で意見、考えを聞く？ことはパフォーマンスにしか思

のためにも良いことだと思います。子ども達の参加によっ

えないのは私だけでしょうか？→結果、ガマンの暮らしを

て、大人とは違った目線で夢のあるよい街ができていくと

続ける又は、新天地へ移動するしか住民の選択肢はない

思います。

のではないか？？ただ意見を聞く場にだけはしたくない。

・(2)：この子ども達が大人になって、これからの石巻を支え

取り上げた件については尊重する姿勢があって参加させ

ていくと思うから。

る。

・(1)：今自分達が住んでいるところで起きた震災をよく理解

・(1)：参加する事によって、自分達の故郷である石巻の町

し、向き合う事で今後の成長に有意義であると思う為。

を大切に思う心が育っていくと思う。これからの長い長い

・(2)：将来まちづくりの中心となる子ども達が参加するのは

復興を担っていくのは子供達だと思う。

良いことだと思います。

・(1)：参加する事によって人間関係が築かれていくことに

・(1)：地域の何人か、少人数の子ども達しか、まちづくりに

気づくと思うので。

参加していないと感じます。

・(1)：これからの石巻を担っていってもらいたいから。工業、 ・(1)：他人事ではなく自分達の事として、とらえる事を感じ
水産の街を復興し、自然環境を維持しながら世界三大漁

てくれると思います。

場を守ってもらいたい。

・(1)：郷土愛が生まれる。人のために役立つ喜びを感じ

・(1)：どんな細かい事でもやり遂げたという達成感が得ら

る。

れると思う。

・(1)：以前よりもにぎわう石巻を作っていってほしいと思い

・(1)：これからも石巻に住んで生活をするのだから、他人

ます。

事ではなく、自分達のためと考えることができると思う。

・(1)：「未来」を担う次の世代だから。

・(1)：自分達が暮らす（育つ）まち（故郷）のことであるか

・(1)：自分の生まれた故郷だから。

ら。

・(3)：家族や自宅を失い学校に行っていることで精一杯だ

・(1)：自分自身が今できることを少しでも頑張れれば、未

と思う。やろうとしても現在の状態（生活）とのギャップに苦

来の自分（大人になった時）に自信につながると思うから。

しむことになると思う。

・(1)：どんどん参加してほしい。一緒にがんばりたい。

・(1)：今までも、これからも、大きく関わってくる子ども達の

・(2)：皆で力を合わせ、自分ができることをして、小さな事

想いが、人として生きていくうえで大切なことだと思うから。

でも誰かのためになると思うから。

・(3)：子どもの意志というより大人に勧められたり、強制的

・(1)：自分の為にもなるし、又、ボランティアで頑張ってくれ

に参加（行事含む）させられている気がする。話題づくりの

た方からのバトンタッチで、みんなで復興に向けて頑張り

ために子どもが参加させられているように感じるので、本

たい。

当に子どもが参加したいと思っているのなら、いいのだ

・(2)：子ども達の目線で復興が進められると魅力的な新石

が。

巻市が誕生すると思います。子どもが参加出来るイベント

・(2)：復興に向けて色々な経験をさせたいと思ったから。

等の機会をもっと増やして欲しいです。宜しくお願い致しま

・(2)：自分が大人になったとき、どんな街になっていたいか

す。

を具体的に考えられるので。

・(2)：東日本大震災から現在、平成 24 年６月末で、１年４ヶ

・(1)：子どもが大人になった時に住みやすい街でいてほし
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い。

・(2)：助け合っていけば、はげましにもなるから。

・(2)：復興に何年かかるか分からない。子どもが今から復

・(2)：大人の感覚の根底（利害関係、矛盾、言行一致）など

興に関わっていた方がスムーズだ。

がなく、素直な視点で意見をもらうことができるであろうか

・(2)：自分達の住んでいる町への郷土愛の様な物が育ま

ら。

れるし、他人や社会へ関わることで自分達も成長できると

・(2)：子供の意見を復興に取り入れる。

思うから。

・(1)：復興のは大人だけではなく、町全体でするべき。

・(1)：子ども達が復興やまちづくりを引き継いでいくから。

・(1)：自分が住んでいる町の復興の中身は色々あると思う

早くから興味をもってもらうためにも良い。

が、参加する事は大切だと思う。河南地区は津波による被

・(2)：大人も子どもも一緒になって、町の事を考えたり参加

害がなかった分、子ども達もあまり大変なことはなかったと

する事はいいことだと思う。

思います。だから、まちづくりに参加する意義はあると思い

・(1)：子ども達が一緒だと元気がでる。・子ども達の喜ぶ顔

ます。

が見られると元気が出る。・人任せにならないと思う。

・(2)：大人の意見を子供の目線で見て貰うと、大人とは違

・(1)：私達大人がもう２度と復興した街を見る事ができる

った良いアイデアがでると思います。

か？確かなものはありません。国、県、市の予算の問題は

・(1)：震災は本当に大変な出来事だったが、人との関わり

たくさんあるのは分かりますが、「地域の子ども達」は果た

が少なくなってきている中、震災を機に人と人との「絆」を

して自分の住む街にいてくれるだろうか（将来的に）？とい

改めて感じることができたと思う。日に日に元の生活に戻

う心配もあります。復興に向けて手助けはするはずです。

ってはいるが、人と人との関わりの大切さを子ども達に教

・(1)：他県よりボランティアの方々が来てくれて、支援や励

えるためにも、まちづくりへの参加は大事なことだと思う。

ましで元気になったので、地元の大人も子どもも復興を手

・(1)：震災で大きく変わってしまった石巻市ですが、自分達

伝い、石巻の新しい姿を作るべきと思います。

のふるさと石巻市の復興に参加し、関わりを持っていれば、

・(3)：本来の復興とは子ども達が参加する前に、大人が復

将来の石巻市の大きな力となって、地域を支える大人に

興、自主自立。子ども達への環境を整えることが優先だと

なってくれると思います。

思います。

・(1)：自分が住んでいる石巻市について考え、自分の考え

・(2)：悲しい事、つらいこと、怖い思いをたくさんしました。

で行動すること。

今も余震がある度に怖がる姿も今もあります。そういった

・(2)：社会活動に参加し自分の置かれている環境を理解し、

思いに負けず、これからの長い人生にプラスになる事が、

勉強に役立ててほしい。

まちづくりの参加であると思います。負けずに頑張る気持

・(1)：自分の為じゃなく人のため社会のために行動するこ

ちをもってほしい…。

とによって、自分に返ってくると思う。子ども達の成長につ

・(1)：いずれは今の子ども達の街になる。それまでに震災

ながると思う。

前以上の素敵な石巻になっているよう、今から復興に携わ

・(2)：子ども達が「自分達が住みたい」と思うまちづくりが大

ってほしいため。

切だから。

・(1)：子供の考えも必要だから。

・(1)：生涯住む町を愛して欲しいと願います。その為には、

・(2)：子ども達の考える「石巻のまちづくり」を聞いてみたい

子供の頃からまちづくりに参加する事は大変良いことと思

から。

います。

・(2)：大人の視線では気づかないことが子供の意見から出

・(1)：地域のことをよく知る事ができると思うし、子供の頃

て来ると思うから。

から地域と関わりながら生活することにより、愛着がうまれ、

・(1)：子ども達が地域を支えていく存在だから。

家族や親戚などと関わっていけると思う。

・(2)：現実に目を向けた時のショックは大きいだろうなと思

・(2)：生まれ育った大切な町を自らの手で少しでも何か一

いますが、自分達のふるさとが様々な形で復興していく姿

つでもした、する気持ちは人間として成長することのできる

は、一生胸に刻まれるものだと思います。

事だと思うし、いつか町を離れても、その新しい地域（住処）
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で災害がおきた時に役に立つと思うから。

・(1)：これから地域を担う子ども達が積極的に取り組む姿

・(2)：大変な震災を目の当たりにして、大人達と一緒に乗

勢は大変良いことだと思います。前に進むことが出来ない

り越え、まだ震災の恐怖感も残っているとは思いますが、

大人達を励ます良い模範となればいいと思います。

今後、未来の子ども達の世代にも、この東日本大震災の

・(1)：今から復興していく石巻を、もっともっと子ども達のこ

ことを忘れずに伝えていくためにも子ども達がこれからの

とを考えて、学校全体で手伝いをさせてほしい。将来に役

まちづくりに関わっていった方がいいと思います。

立ちます。

・(2)：子供が将来生活していくことを考えることに繋がり、

・(1)：震災にあってから復興するまで、自分達の手で色々

地域の子供が復興に向けた石巻市のまちづくりに参加す

と学び、まちづくりに参加して欲しい。

ることは意義があると思うから。

・(1)：何でも知る事が大人になっても役に立つと思うし、親

・(1)：将来を担う子ども達が自分達のまちづくりに参画す

子で話もできるし、子供の考えも素晴らしいものが出るは

る。

ず！

・(1)：復興は大人だけの意見ではなく、広くみんなから（子

・(1)：石巻で産まれ石巻で育ち、これからも石巻で生きて

供や老人も含め）聞き、且つ、参加してもらった方が良いと

いく中で、自分達の未来は自分達で作っていく必要がある

思う。

と思うから。

・(1)：自分自身に関わることでもあるし、地元へより強い愛

・(1)：現在の状況を見て、今後自分達が住む石巻市につ

着を増し、人と関われば地域の一員という自覚も促せるか

いて、考えていく必要があると思う。

ら。

・(2)：それぞれの子供が身の丈に合ったまちづくりに参加

・(1)：復興に向かう子どもの姿勢が周囲を元気づける。

するのは良いと思う。無理・無茶をしない。

・(2)：自分の住んでいる街の事を知る事は良いことだと思

・(3)：復興に向けて子供が動けるには、まず大人が先頭に

うので。

立ち、道を作らないことには、どこにも力を貸すことも力添

・(2)：色々な事に関わり、色々な体験ができれば良いと思

えすることも出来ないと思います。

う。

・(2)：力仕事は子ども達には無理なので、花壇づくりなど

・(2)：自分達が住む地域に参加する良い機会だと思う。

美化するのはいいと思う。道路がもう少しデコボコがなくな

・(1)：まだ大変な方が多いということを子どもも理解し、こ

れば、通学も楽になると思います。

の先も語り続ける事が必要なので、自分でできることを無

・(1)：これからの石巻をつくっていく世代だから。

理なく協力・参加してほしい。

・(1)：地域の復興にあたり、自分達もその復興のひとつに

・(2)：まだ心は無ですが、前へ進むしかないし、自分達の

携わったんだという自負がうまれると思う。

住む町をよりよい町にしていってほしいから！

・(1)：身をもって体験していた方が、次世代への継承につ

・(2)：子ども達の心の復興という意味でも役割を持たせ、

ながると思うから。

参加させることは良いことだと思う。ただ参加がある一部

・(1)：これからの社会を担う子ども達なので、色々な体験を

の子供に偏ってしまったり、意見を出しても反映されなかっ

すべきだと思うので！

たりでは、子ども達のやる気を削いでしまう心配もあると思

・(2)：人のために何かをしてあげるということは、とても良

う。より多くの子ども達が参加をして、明るく元気な石巻に

いことだと思うから。

なって欲しいと願います。

・(2)：色々な人と関われると思うから、自分の街のことだか

・(1)：これからの石巻をつくるのは子供だと思うから。

らという思いはあるが、現実には学校と部活があり参加す

・(1)：子ども達自身のアイデアがたくさんでてきそう。

る時間がない。行事などにも参加させたいが、両立は難し

・(2)：未来、自分達がこの地域を背負っていく子ども達な

い。部活が子供の今の拠り所でもある。土日、夕方まであ

ので、自分達の街を復興させることを考えて欲しい。

る。

・(1)：地域復旧、復興のため、子ども達の力も具体的に必

・(4)：復興を望むのは大人も子供も同じですが、「復興」と

要だし、それなりに「助けや力」になっているから！

いう言葉は大人の一方的な「言葉」です。子ども達にとって
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は、何も変わっていません。まず、子ども達に事実を認識

と希望や勇気、そして何より多くの人とのつながりや信頼

させ、自分がこれから歩んでいこうとする道を示してあげる

を築いていく一歩になるのではないでしょうか。

ことが大人の役目だと思います。「まちづくり」をするなどと

・(1)：これから生活していくので当然なのではと考えてい

いう意識は子ども達（被災して親を失った）には、荷が重い

る。

です。このような質問は感覚がずれています。

・(1)：現実を見て、未来を考える場であるから。

・(1)：自分達が住み生活していく場所であり、色々な方々

・(2)：自分達の住んでいる地域を復興させようとする思い

の協力を感じて欲しい。

は大人も子供も変わりないと思うから。

・(3)：石巻市をどんなまちにしたらよいのか…。これからど

・(1)：これから自分達が住むまちです。復興に参加するの

うなるのか想像ができない。大人でもどのようになるのか、 は必要だと思います。また、まだまだ震災から立ち上がれ
どうすれば良いのか分からないから。

ない大人の方々にも励ましになるかと思います。

・(1)：「命の大切さ」皆さまのおかげで今がある事、感謝す

・(1)：復興は子供達の未来につながっていると思うからで

る心を子供も学びました。復興にむけて何かお手伝いをし

す。

たいと思うようです。その何か？が分からなく、意見を発信

・(1)：復興には、まだまだ時間がかかり、今の子供達が大

する事がはじめの一歩では…。そういう場を設けてくださ

人になっても取り組む必要があると思う。また、教育面に

い。

おいても大川小学校の様な悲劇を二度と繰り返さない様

・(1)：自分達の生まれ育ったふるさとなので、以前のような

に、大人も子供もひとつになって、防災について学ぶべき

石巻市に戻し、更に大きく発展させてほしい。

だと思う。

・(1)：自分達の生まれ育った石巻だから。

・(1)：自分達の手で未来の古里を作っていく事の意義。

・(1)：子ども達が言う事を聞かない。中学男子。

・(1)：これから石巻を支える子ども達が「実感できる復興」

・(2)：自分達の未来のためにも、とてもいいことだと思うし、

を見る事は良いと思う。

それをつなげる一番の意味があると思います。

・(1)：次の時代を担うのは、今の子ども達です。子ども達の

・(2)：目的が明確になるため、意識付けがはっきりとすると

ためにも、大人が手助けをして、一緒に考えていくことが

思います。

大切だと思います。

・無回答：街に活気が出る。経済効果もある。

・(1)：自分達が暮らす町なので、参加して次の世代に伝え

・(3)：仮設の学校に通い、地区には公園、住宅、友人もなく

てほしい。

なった。この場所で復興までさせたくない。今の状態が不

・(1)：自分の考え方だけではなく、他人の意見も聞けるの

自由なのに子供にまで復興させる気はない！

で勉強になると思う。

・(1)：自分達の街が早く復興できるように、手助けしたいと

・(1)：できることを少しでもやる事はいい事だと思う。一つ

思っているのでは。石巻を活気ある街にと。

一つが積み重なって街が良くなっていくと思う。

・(3)：震災からもう１年３ヶ月、我が家はまだ１年３ヶ月です。 ・(2)：子ども達自身がこれまで暮らしたまち、これからも暮
被災した自宅、そうでない住まいの方、身近に亡くした方、

らしていくまちだから。

そうでない方の温度差は同じ地域に住んでいても感じられ

・(1)：故郷を思う気持ちが育つから。主体性が育つから。

ます。まだ時間が止まっていて、復興という言葉にとまど

・(2)：これからどのように生まれ変わっていくのかをまちづ

いを感じています。変わってしまった生活環境の中、頑張

くりに参加することによって、身近に感じる事ができるだろ

っている最中です。

うし、他人事ではなく自分達の事として、考えていけるので

・(1)：子供の時期にできる貴重な経験になると思う。

はないかと思われる。何かをしたいと思っている子ども達

・(1)：これからの未来を担っていく子ども達が、この経験を

はたくさんいると思いますが、何をどうしてどうすれば良い

通し、大きく成長して行けるのではないかと思います。大

のか分からないでいるのではないでしょうか。学校などを

人の意見だけでなく「子どもの自分にも何か出来ることが

通して、声がけをしてもらえると参加しやすくなるのでは？

ある」「あの時、大人達は自分達のことを受け入れてくれた」 ・(1)：これからの地域の将来を担っていくのは、子ども達だ
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から。

もそれをみると頑張らないといけないと思うから。

・(1)：周りに人の集まることを期待する。

・(2)：自分の住んでいる所だから、又震災で多くの他県の

・(1)：子供の頃から考えて行動することが大人になった時、 人達にお世話になり、自分達でも出来る事をする事ができ
活きると思う。

ればいいと思う。

・(1)：復興に参加しながら、多くのことを学んでいくのは大

・(1)：自分達の問題として考え、地域の中で助け合っていく

変良いと思いますが、うちの子のように、自分の好きなこと

ことは大切だと思います。

だけやっている子もいます。

・(2)：意見を出し合って、よりよい方法を見つけてくれると

・(2)：石巻が生まれ変わる時に寄り添い、将来の石巻を担

思うから。

うのは、今の子ども達だから。

・(1)：自分の住む地域の復興を肌で感じる良い機会だと思

・(1)：６ヶ月間の避難所生活の中で、学校の生活では実行

う。

できない事が多く、大切な経験をする事ができました。皮

・(1)：将来、今の子どもが大人になる。復興するのは自分

肉にも地元の大人より、支援で石巻に来ているボランティ

と思ってもらう事が大事だと思います。

ア、行政の方々との生活の中で、自分の進路を決定する

・(1)：子どもだからとバカにせず、子どもの目線でどう見え

強い気持ちを持っていました。

ているのか、どうすれば良いと思っているのか、子どもなり

・(2)：各地区、各地域で全く違う復興に対しての思いがあり、 の考え方があると思う。
ひとつにまとまらない。それは大人達も同じですが、子ども

・(2)：ひとつの意見として尊重すべきである。

達は素直で直接的な意見を言ってくれるので、かなり参考

・(2)：子供の目線から情報、意見も必要だから。

になります。

・(1)：地域の将来を考える良い機会だと思うから。

・(2)：自分達の住んでいる町がどうかわっていくか、その様

・(1)：自分が育ったまちだから。

子が分かるから。

・(1)：大人だけでなく色々な年代の関われる事で、市民全

・(1)：何年後かには大人の仲間入りをし、社会人として生

員（全体）で盛り上げられると思うから。

活をしていくので、よりよい町づくりを考えていくのはとても

・(1)：これからも生活する場所であるから。

良いと思うから。

・(2)：自分の意志で復興に協力し、町づくりに参加すること

・(1)：大人の人達が復興したというより、自分達の手で自

は良いと思う。ただ、津波の被害に遭わないものは被災者

分達の故郷を再生したのだと実感してほしい。そういう気

ではない、何の支援もないのはいかがなものかと思う。食

持ちがこれからを担う人達には大切。

料、ガソリン、お金…子供の心の傷はみんな同じ。

・(1)：復興は５年 10 年で出来ないと思うから。

・(1)：復興する 10 年、20 年後に実際に活躍するのは、今

・(1)：地元に愛着がわく。進学、就職する場合も地元に残

の子供達だから。

る道を選択する子が増えるかも。

・(1)：復興は１年、２年ではなく、５年、10 年後を考えてのこ

・(1)：震災により大きなダメージを受けたのは、大人ではな

となので、他からの支援だけではなく、地域の子供の力が

く子ども達だと思います。１つ１つの復興に子ども達が明る

不可欠だから。

く前向きになる環境作りが役立つと思います。

・(2)：今の子供達の未来のための復興でもあると思う。機

・(1)：将来、今の子供達が大人になっても取り組んでいか

会があればどんどん参加した方が良いと思う。

なければならないから。

・(1)：関わる機会をたくさん増やしてほしい。

・(1)：将来、この子ども達が石巻をつくっていく上で、常に

・(1)：未来を担う人達だから。

子ども達の意見は必要だと思う。学校等の設置などの件

・(1)：石巻が好きだから。子供は将来を担う大切な宝なの

についても、もっと子供の意見を取り入れて欲しかった。

で、これからのまちづくりにぜひ参加してもらいたいと思い

・(1)：大人だけではなく、子供も参加することによって、石

ます。

巻全体が一丸となって頑張れる気がする。

・(2)：みんなで参加してまちづくりをして欲しいから。

・(1)：子ども達が、まちづくりに参加することによって、親達

・(1)：人類皆兄弟
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・(1)：10 年、20 年後を考えると、子供の参加なしでは真の

・(2)：これから大人になっていき石巻に住み続け、住みや

復興はあり得ないと思う。子供のアイデア、発想は素晴ら

すく自慢できる町にして欲しいので、子供達もどんどん意

しいものがある。行政や大人は、もっと子供の意見に耳を

見を出し、市もそれを考え実現できるよう、学校でもそのよ

傾けるべきです。

うな時間を持ち「総合学習」などでやっていければ…と思

・(2)：自分も震災を経験しているし、またそれを生かして後

います。

世に伝え、経験を生かして欲しい。

・(1)：自分達の町なので、関わっていって欲しいから。

・(2)：してもらうことばかりではなく自分から行動することを

・(2)：参加できることがあるならば、ぜひ我が子供達にも関

学んで欲しい。

わって何か役に立って欲しいとは思っています。

・(2)：未来を担っていくため。

・(1)：他の国や他の地域のボランティアさんの手助けがあ

・(1)：何も進まないまちづくりに活力を与えてくれると思う。

ってここまでこぎ着けましたが、子供達がそのような取り組

・(1)：復興には子供の意見は無視されている状況だと思う。 みに参加することによって、子供にとっても良いことだし、
大人の事情で住む場所・学校など離ればなれになり、一

きれいなまちになればボランティアさん達に喜んでもらえ

番犠牲となっている。そのような環境にいるからこそ、色々

ると思う。

な思いやより良くなる考えをたくさん持っている。子供の意

・(2)：県外から来たボランティアの方々が一生懸命手伝っ

見を聞いてもらえる場があれば、多くの子が参加できると

てくれているのに、石巻の子供達も少しは手伝いをして欲

思う。

しいと思います。

・(1)：地域や子供のためになるから。

・(1)：将来を担う子供達が、型にはまらない発想が出来る

・(1)：自分の将来にも関わってくることなので、良いことだと

ことと、自分達の生活に直結することだから。

思う。

・(1)：子供の時から石巻の復興に向けた石巻市のまちづく

・(2)：大人がしているように真似たがるから。

りに参加することは良い経験になり、未来の子供の明日に

・(1)：人のために役立つことが出来る事を知るから。

つながると思うから。

・(1)：震災後みんな元気もやる気もなくしているので…。家

・(1)：自分達が住む場所、故郷になるから、子供達にとっ

に引きこもらず外にどんどん出て欲しい。

て困難な状況での学校生活や多感な時を過ごすことは、

・(1)：これから復興していく街を支えていくのは未来の大人

マイナスばかりではなく、プラスが必ずあるはず。

になる子供達。将来その街を支えて暮らしていくのは子供

・(1)：その子供達が大人になって石巻を担っていく時に、

達。今からまちづくりに参加することは、意識付けにもなる

石巻のまちづくりに参加していけば、石巻をより良くしてい

し、大人にはない自由な発想をどんどん発信していって欲

ってくれると思う。

しいです。そのエネルギーは十分子供にはあります。

・(1)：辛い経験をしたにも関わらず、一日も早く元の石巻に

・(2)：自分達の生まれ育った町の復興を手伝うのは当たり

戻ってほしいと願っていると思う。これからの石巻は、子供

前。

達の未来のためにも、自分達の意見を出し合い積極的に

・(2)：自分が住んでいる街だから当然。いずれ自分も大人

参加することを願います。

になる。

・(1)：復興は子供達のためのものでもあるから。

・(3)：子供は街作りよりも教育を受けるべきです。

・(1)：この震災を忘れることなく、参加することによって自分

・(2)：今後大人になった時、役立つことがあると思うから。

がしたことが形として残れば、本人も嬉しいだろうし子供の

・(2)：災害を忘れて欲しくない。自分の力で何が出来るか

成長につながるような気がして…

考える機会を得られる。心の成長につながる。周囲の被

・(2)：将来の石巻において、子供のうちからまちづくりに参

災者への温かい影響。

加することによって、自分達が作ってきたという責任感が

・(2)：少しの力でもみんなと一緒にお手伝いすれば、石巻

生まれると思う。

のまちが少しずつでも復興に向けて頑張っていることが実

・(1)：復興したと言えるようになるには長い年月がかかる

感できるから。

ので、今の子供達が成長していくと共に復興も成し遂げら
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れると考えているため。

・(1)：将来もここに住んで生活したいと思える場所にするた

・(1)：子供は将来石巻に住むこともあり得るので、子供の

めには、大人の意見も大事だが次の世代の意見もとても

発見は重要。

大事だし、自分達が意見を出すことで愛着も湧いてくると

・(1)：地域の未来を担う子供達がまちづくりに参加すること

思うし、一旦外へ出てもまた戻って来てくれると思うから。

は、スクラップアンドビルドの視点でも大変意義がある。

やっぱり「参加する」ということが大事だと思います。余談

・(1)：これからの石巻を造るのは子供達だから。

ですが…息子が通っている小学校の昨年度の３年生は、

・(1)：自分達の住む町が元気に誰もが幸せに暮らせるよう、 「よみがえれ石巻」という題で昨年一年をかけて門脇地区
後にあの時の復興に向けたたくさんの人達の大きな努力

の復興計画を考えて、発表しました。（ちょうどその頃ドキ

があったからだと思い出したり、感謝する気持ちを持って

ュメント映画を撮っていて、その様子が映像に残っていま

欲しいから。

す。）皆イキイキとして、自分達の街のことを大人顔負けに

・(2)：自分達が大人になった時、少しでも手伝えたことが身

真剣に考えて発表していました。模型もすごかったです

になり経験になると思います。

よ。

・(2)：子供大人に関係なく、自分達が住む町について前向

・(2)：人のつながりができる。新しいネットワークができる。

きに考え、関わっていくのは良いことだと思うから。

・(1)：これからの人達だから。

・(1)：これからの石巻を作っていくのは子供達だと思うた

・(2)：その子供がいずれ大人になり、石巻を大切にする大

め。

人が増えると思うから。

・(1)：今の子供達は自分達で何かをつくり、何かをやろうと

・(1)：石巻に残る、残らない…それは本人の自由だが、今

する気持ちが全くないとは言わないが、「え～！ムリム

石巻にいて、今目の前にあることを一生懸命して欲しいか

リ！めんどい！」が多すぎる。言われたことだけはやる。

ら。スポーツでも何でも。

・(1)：これからもこの町で生きていく（生活していく）から…。

・(1)：大変な中でも自分達も復興の力になっていると実感

・(1)：やはり子供の元気な姿を見て、頑張るという気持ち

することは、将来の地域の復興、発展のため大切なことだ

になる。

と思う。

・(1)：自分達の住む街を作っていく課程が分かるから、大

・(2)：協力するということを学ぶ良い機会

変さを感じることが出来、勉強になると思う。今後の人生

・(2)：子供達が大人になった時、震災前よりもっと良い町に

の生計に何か役立つような気がする。

なるように、子供達も一緒に参加することは良いことだと

・(1)：自分の住んでいる町を愛して欲しいから。自信を持っ

思います。

て欲しいから。

・(1)：みんなのために何かをするということはとても良いこ

・(2)：実際に住み続けて街を作っていくようになるのは今

とだと思う。復興は一人の力ではどうにも出来ない。みん

の子供だと思うので。

なで協力し合うことが大事。

・(1)：復興した石巻に地域の子供達が定住して欲しいと思

・(1)：まちが復興し、いずれそこに住むのは今のこの子供

うから。自分達で復興に関われば自分達の住みやすい街

達だから。

にするから。

・(1)：これからを背負っていく人達だから。

・(1)：子供達自身の将来のため。街づくりに参加すること

・(1)：自分のまち、という自覚を植え付ける。将来、自分が

は、これからの石巻の発展につながると思うからです。

携わり復興したまちだ、と故郷を大切に思う気持ちを育て

・(1)：生まれ育った地域の復興に関わっていくことは、次代

る。

を担う子供達の肥やしとなっていくと思う。

・(2)：今回津波から逃れ、「生かされている」「誰かに必要

・(1)：地域や社会を愛することが出来るようになると思うか

とされる、頼られる」ことの大切さをしみじみ感じます。きっ

ら。

と子供も誰かの役に立つ、頼られると実感できれば嬉しい

・(1)：自分達の街だから復興させたいし、そうならないと未

のではないでしょうか？

来が暗い。
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・(2)：将来「石巻市」を支えていくのは、今の子供達である

・(1)：自分の町は自分達でつくる、という意識を高めさせた

から。

いから。

・(1)：災害以前の石巻が、子供を含め市民にとってどれだ

・(2)：子供の意見は大事なので、まぁどちらかと言えば良

け住み良い地域だったのか、と考えさせられていた時期で

いと思うが、今は自分の生活に精一杯で（経済的に非常

の震災。復興というよりも、新しい石巻をどう創り上げてい

に苦しい）、他のことを手伝ったりする余裕もない。選択肢

ったら良いのか、これからの時代を生きていく子供達が共

(3)に近い。

に参加し、自覚をもってまちづくりに参加すべきだと思いま

・(1)：未来を担う子供達なので。

す。もちろん大人も含めてです。

・(1)：今後も住み続けたいと思うまちづくりに参加すること

・(1)：ふるさとへの思いを大切にして、これからの石巻をよ

は意義があると思う。

り良い町にしていって欲しいから。

・(1)：子供達がこれからの町づくりを担い、復興も長期にな

・(1)：自分達の街が以前とは違ったことを受け止め、再生

ると思うから。

するために、子どもにも考えて欲しいと思います。当たり前

・(1)：今後、自分たちが大人になる上で色々ためになると

の生活が出来なくなることを経験し、周りのことを考えられ

思う。

る機会を作りたいと思います。

・(2)：ボランティアを体験する良いチャンスだ。

・(1)：将来を担うのは子供達です。子供達の意見も参考に

・(3)：津波のことを思い出すから。

するべきです。

・(1)：自分たちの住む街について、もっともっと知り、自分

・(1)：地域の子供達が石巻の復興の中心になるため。

達に何が出来るのか、何をすべきかを話し合ったり、協力

・(1)：希望、そして明るい未来にするためにも子供達の意

をするという責任感をそれぞれが持って欲しい。

見が必要かなぁ！

・(1)：将来の石巻を考えて。

・(1)：自分達の地域のことを考え、地域に根付くことが未来

・(1)：大人になってから思い出すため。

につながる。

・(2)：考える力を育む。

・(3)：地元の人がいくら意見を言ったところで、結局決める

・(1)：自分の町に対して意識が高まる。

のは一部の上層部の人達だ。宮城県での就職は、県外か

・(1)：自分達の未来、石巻の未来を本気で考える良い機

ら優秀な人達が選ばれる。地元でごく普通の人は地元で

会。

就職が難しい。私も復興のために石巻市役所の期限付職

・(2)：自分の住む地域の現状をもっと知る事が必要だと思

員に応募したが、落ちた。今年の石巻市の新人職員で沖

う。関わる事で子供達も自分自身の成長につなげて欲し

縄から仕事を辞めて「復興に尽力したい」と言って合格し

い。

た人がいる。留学帰りの美人なんか採用して、普通の人

・(1)：石巻市の未来を作っていくのは子供達だから。

がいくら復興に尽力したいと申し出ても「優秀な人以外は
不要」なのだ。期待外れに終わるだけだ。

50～59 歳

・(1)：将来自分達が生活する地域だから。
・(2)：津波を見て体験して、何もなくなったところから復興し
ていく地元に、自分も何か一つでも参加すれば、将来大人

・(1)：参加する事によって、地域の現実そして将来の希望

になった時に何か役に立つと思います。

等を持てると思う。

・(1)：しかし「復興に」ということを意識させる必要はないと

・(1)：体験が勇気と自信に通じると思います。

思う。色々な地域行事への参加の延長線上にあれば良い

・(3)：関心がない。

のではないか。中学生、高校生と違い、想像力の働かな

・(1)：人口流出を食い止めるためにも、幼少期からふるさ

い低学年の子たちにとっては、なおさらである。子供が参

とを大切に思う心を育みながら石巻地域の未来を担って

加、主体になるイベントが少ないので、地域と関わってい

いって欲しい。

る実感が乏しいように思う。
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・(2)：今回の災害を体験した上で年少者ながらも復興に参

に参加しながら元気になっていって欲しいと思います。

加していけば、その子らの将来に何らかのプラスになると

・(1)：今後石巻を背負っていく世代だから、未来に向けて

考えられ、心強く思う。

参加していくことは当然だと思う。

・(2)：石巻も若い人が少なくなってきているので、これから

・(3)：大人でもまだ神経的にまいるときがあるのに、まして

は子供達にできることから少しずつ頑張って欲しい。

子供達は今になって調子を崩している人も多いと思う。大

・(1)：自分達のふるさとが大変な被害にあって大変な苦し

人、子供によっても違うと思いますし、色々な状況によって

み、辛さを体験した。それを生かし将来を担う子供達が話

も違うと思うけど…。

し合い、協力し合い、一人一人がそういう意識を持って成

・(1)：自分が住んでいる地域のことに関心を持つことは大

長していくことが大事だと思うから。

変良いと思うし、そうでなければいけないと考えてます。

・(1)：将来子供達が大人になってこの地に住むような街づ

・(2)：被災したときのことを忘れずに、復興に向けても心を

くりを考えさせる。

一つにすることが出来ると思います。

・(1)：自分の将来に関わる。

・(1)：住み慣れた町、自分を育ててくれた町に対して愛着

・(1)：欲、得抜きで発想するように思えるので、復興への近

精神を持っている。

道意見が出そうです。

・(2)：未来へ向けて自覚にもつながると思う。

・(1)：子供なりに人生を考えているから。

・(1)：自分達で将来の姿、町の様子を想像して関わっても

・(3)：まちづくりは子供のレベルでどの程度意義のある意

らいたい。

見、発案が出てくるのか疑問に思う。子供達が元気を取り

・(2)：未来の子供達がそれぞれの市の発展、まちづくりを

戻し、楽しい生活を送ることが大切で、その環境を整える

互いに意見を出し合い、新しい発想を持って復興に向けた

ことが必要。子供達も震災を振り返り、防災を考え地域の

取り組みをし、今、世代交代が来ているこの時に子供達１

復興への協力をすべきと思います。まちづくりは大人の任

人でも多く参加して欲しい気持ちでいっぱいだからです。

務ではないでしょうか。

・(1)：自分たちの町を思う気持ちがより深くなると思うから。

・(2)：子供なりに復興に携わることで防災意識が高まるし、

・(2)：本人が希望すれば良いが、学校単位とかある意味

将来の自分達の街に対する愛着が芽生えると思う。

強要する結果になるやり方は良くないと思う。各人の心に

・(1)：未来に可能性のある子供達が、様々な事柄について、 感じていることはあまりに異なりすぎていると思うので、十
夢のあるアイデアを持って参加すること。

分な注意を払った上なら良い。

・(2)：今現在の地域を見ると、何かをしようとする子供を見

・(1)：自分たちの町に対しての愛情を育むことになるから。

かけたことがない！町がなくなり自分の復興でいっぱいい

・(2)：復興に向け地域の人の励ましになる。

っぱいであるので、まちづくり参加は良いと思う。

・(1)：この震災によって大人も子供も心に大きな痛手を被

・(2)：未来を担う人達だから。しかし計画実行には時間が

っているはず。何もしないでいるより何か地区地域で人の

要求され、そこがなんとも痛し痒し。

ため、町の復興のために出来ることがあるはず。この機会

・(1)：地域の将来を担うのは地元の子供達であり、他の

を逃さず子供達に出来る機会を与えてほしい。そして実行

NPO でもボランティアでもないと思うから。

できれば必ずこれからの子供達のためになると思います。

・(1)：将来の石巻を背負っていくので。ぜひ自分達で考え、

良い人材育成につながると思います。

実行するためにも進んで参画して欲しい。

・(1)：震災を他人事ではなくきちんと考えどう対応していく

・(1)：大人には見えない、子供達の思いがあると思う。

べきか、これから先の住みよいまちづくりのために、ぜひ

・(2)：とても良いことだと思うが、この震災で津波を体験しト

参加していくべきと思う。若い力、若い行動力が必要で

ラウマとして心の傷になっていると思うので、まずゆっくり

す。

心の傷を癒しながら一つずつ参加できたら良いと思う。私

・(1)：これからの次代を担う主役が子供達なので、色々と

の周りにも、まだ地震がくるたびにパニックになる子供さん

活躍して欲しいと思います！

がいるので、その不安を取り除いてあげたいと思う。活動

・(1)：自分の住んでいる町の復興、まちづくりには是非関
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わって欲しい。

は思わない。

・(1)：これからの石巻市を担っていく若い世代が想像し、新

・(1)：現実を見つめ直すことによって、自分達が大人になっ

しい町づくりを進めるべきだと考えているため。大人は自

た時、必ず役に立つことがあると思います。

由な発想が出来ない。

・(2)：希望する一部の子供だけの活動となってしまいそう

・(2)：大人になってから生きていく上で自信になると思う。

な気がします。浅くても広く活動に関わった方が良い。学

・(2)：自分たちが住んでいる町なので、何でもいいから少し

校でなければ難しいかも…。

でも参加して欲しい。

・(1)：自分達の町を自分達で作っていきたいのでは？

・(2)：不幸な体験ではあるが、石巻に暮らす子供だからこ

・(2)：将来、地域の子供達が住みたくなる“石巻市のまち

そ経験してしまった震災です。それならば他の地域の子ど

づくり”が実現でき、人口の流出が止められると思います。

もではできない復興のための町づくりを楽しませたいと思

・(1)：子供達にも復興のために何かできることがあると思

います。

います。将来を担う子供達が地域のことを考えたり、活動

・(1)：自分が生まれた“ふるさと”だから。

することは有意義なことだと思います。

・(1)：地域に少しでも、何でも良いので、関心を持って欲し

・(1)：今の子供達は地域の行事を知らないようで、行事等

いと思うから。

に参加する子供が少ない。地域の人達の交流にもつなが

・(3)：大人でもそうだが、「復興」とは題が大きすぎる。

ると思う。

・(1)：復興だけでなく、石巻市を自分の居住する愛する「ま

・(1)：ひとつでも役立つことをして、自分も喜んでもらえるよ

ち」と思って活動する何かが必要と考える。

うにした方が一番良いと思います。

・(1)：自分の住む場所を見直し愛着が湧くし、大人になっ

・(3)：内陸部に住んでいる私達にしてみれば、被災地を見

てもこの場所に留まり生活していってくれると思う。

るたびに復興がなかなか進んでいないように見受けられ

・(2)：一人一人の思いと、協力することにより支え合う大切

ます。何十年かかるか分からない道のりでしょうから、職を

さを感じ取ることができ、精神の安定を得るのではと思わ

なくしパートで生活している家庭もあるだろうし、子供達が

れるので。

参加したくても親たちの負担が大きくなるだけだと思いま

・(1)：人の痛みが分かるのではないか。

す。石巻の復興がもう少し進んできて２～３年経ってから

・(1)：復興は長期になると思います。今は子供でも、やが

子供達が参加しても良いのではないかと思います。

て大人として地域のために参加して復興の柱になると考え

・(1)：自分達（子供）達の未来に影響してくることを認識さ

ます。

せるため。

・(2)：思いやりのある子供達になって欲しいから。

・(1)：復興に参加することはこれからのまちづくりに役に立

・(2)：将来の自分の町だから。

つと思います。

・(2)：ことの事実を知る。

・(1)：この先地域を支えていくのは若い世代、さらに子供達

・(1)：子供達が成長し、未来の石巻市を受け継いでいくに

なので、復興に向けた街づくりに参加することは望ましい

あたり、今から自分のふる里をどの様に復興させていくか

と思う。

知って欲しい。

・(2)：復興後は子供達が中心になる。

・(1)：地域の状況や復興計画を知ることが必要なことだと

・無回答：勉強や部活、小・中・高校とその時期に、出来る

思う。

時にやることがあると思います。でもその中で空いた時間

・(3)：復興に参加することは良いことだと思いますが、その

を負担のかからない程度で関わりたい子供達が復興に関

時地震の時の気持ちを思い出したりしないかが心配です。

わればそれは良いことだと思います。

・(1)：未来は子供達のものである。

・(1)：子供は未来であり、これからを担う者達として、押し

・(1)：いろいろな年代の意見を聞いた方が良いと思う。

つけられた地域ではなく、歴史を大事にしながらも自分達

・(1)：復興のためだから。元の生活に戻りたいから。

の町として関心が持てるような復興会議にして欲しい。

・(3)：復興と言っても市の内容が子供達に伝わっていると

・(2)：将来のため。進路に関係するため。
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・(2)：子供の目線で見ることも大切。これから大人になって

・(2)：何でも協力し合うことを体験する。

いくため石巻に残って欲しい！

・(2)：子供でも出来ることはあると思う。自分のためにもボ

・(1)：未来をつくるのは子供達の力や考えも必要だと思う。

ランティアのように何か手伝いが出来る。

・(1)：大人では気づかない点がたくさんあると思う。

・(1)：大人にはない新しい考えを持っていると思うし、石巻

・(1)：まだまだ復興には時間が必要。10 年 20 年とかかると

の将来を担う子供達であるので参加させるべきだと思う。

思います。私達の世代では出来ないと思いますので、若

地元愛も生まれると思う。

い子供達の世代に託したい。

・(2)：子供達が参加することで、大人達も前向きになり、元

・(1)：大人だけが考えることよりも子供たちがどういう考え

気も出てくると思う。

を持っているかや、願い等を聞くだけでも、新しい発想が

・(2)：自分達が住む町だから。

出てきていい意見を参考に出来たりすると思います。

・(2)：自分達の住む町の将来構築を手助けすることは、大

・(1)：これから大きくなって自分達が住む、そして自分達が

人になっても故郷を大切に思ってくれるから。また頼りにさ

中心になって生活していかなければならない町です。ぜひ

れることに生きがいを見出すのではないか。

良い町になるように、出来ることは参加してもらった方がい

・(2)：負担にならないくらいなら。

いと思う。

・(2)：被災した子供達にとって参加することで前向きになれ

・(3)：子供に出来る事はなんでしょう？中学生は部活と勉

ると思う。

強に忙しいし、小学生では？…とちょっと親や先生の監視

・(2)：礼儀作法を身に付けられる機会が増えるので良いと

が必要となると思う。

思います。特に自発的な日常挨拶。

・(1)：早く石巻の復興と社会に関心を持ってもらいたい。

・(1)：大人だけの大人から見た復興計画に偏らない、将来

・(1)：一緒に行動することによって子供達への理解が自然

自分達若者が居住する夢のある町づくりを、金銭や自分

と学べると思います。親の意見よりも素直に学ぶのではな

本位な考えにならずに、復興を子供達と一緒に創り上げて

いかと思います、

いくべきだと思います。

・(2)：自分が住む町の復興に少しでも役に立つことで、子

・(2)：これからは子供達の時代が来るから。

供達にも“やりがい”というものが芽生えると思う。現状で

・(3)：市が市民のことを考えていないので、いつまでにが

はイベント的な子供達の復興参加にしかなっていないよう

全くないから、関われば嫌になると思う。

である。

・(1)：これから先自分達が生活する上で、将来自分達がま

・(3)：復興は大人が行うこと。

たその子供達に自分達がしてきたことを伝えていって、も

・(1)：なんか“いきおい”といいますか、元気といいますか、

っと今より良い生活をして欲しいから。

引っ張る力があればいいかな～と。

・(2)：自分達の住んでいる（いた）町だから。

・(1)：大人が子供に励まされる。元気になれると思う。

・(1)：今の子供が復興が進むのと同時に平行して大人に

・(2)：良いと思いますが、学校も被害を受けてそのままの

なっていき、自分の住む街が身近に感じ、より良いものに

状態であり、学校も変わり、石巻の町づくりも大事と思いま

して欲しい。

すが、落ち着いた学校生活が早く送れるよう願います。

・(2)：私は浜育ちですが、小学生～中学生と夏休みなどに

・(1)：自分達が生まれ育った地域と出来るだけ自分の力で

それぞれに地区に分かれて道路掃除、草取りをしました。

関わりを持つことが、将来必ず町を支える人間に成長して

自分の目で見えることで気付く心、仲間とのコミュニケーシ

くれると信じたい。今はボランティアやいろんな支援に甘え

ョンがあって、人の心を分かるようになりました。このような

すぎているところがある。

小さなことが人のためにと成長していくように思います。

・(1)：思っていた以上にアドバイスをもらったり、親身に探

・(1)：これからの石巻を支えるのは若い人の力が必要だと

してくれたり頼りになりました。

思います。

・(2)：将来必ず子供の世代に復興がほぼ終了した完成期

・(2)：若い人達がこれからの石巻を作っていくべきだ。

になると思う。（まちづくりは今後 10 年がめど）

・(1)：次世代は子供達のものなのに、それに参加しないの
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は変！子供なりに意見を持っていると思う。損得なく意見

学力を高めることも同時進行で。

が出せる。

・(1)：震災で石巻も大変な被害を受けたけれど、子供達は

・(1)：子供自身のため。

自分達の故郷を何とかしたいと、大人が思う以上に考えて

・(1)：自分達のまちを創り上げていくのは若い力だと思うし、 います。学校の泥出しや仮設の人達への手伝いなど、頑
参加するほど故郷への愛が強くなると思うから。

張っています。勉強も頑張って欲しいと思うけれど、人生

・(2)：子供達が大人になった時、復興のためにいろいろ勉

の勉強をしていると思う。きっと素晴らしい大人になると思

強になると思います。

っています。

・(2)：「復興」という言葉にこだわらず、地元・自分の住む地

・(2)：普段から年代にあった出来ることをしていくことは必

域等に目を向けることは良いことだと思うから。

要だと思います。

・(1)：末永く生活していく場所だから。

・(1)：これからの地域を背負っていく人達なので、復興に関

・(1)：未来を担う子供達が自分達の住んでいるところを改

心を持って欲しい。

めて見直し、愛着を感じ理想を描き、それを実現しようとす

・(2)：子供の状況にもよるが、何か手伝いたいと思う子に

ることは素晴らしい。

機会を与えるのは良いことだと思う。

・(2)：将来のまちづくりに子供の参加が必要だから。

・(1)：将来自分が住む地域のことを真剣に考え、周りの子

・(1)：将来につながる。新しい発想がいろいろあって、今ま

供や大人と話し合い、自分の考えを発信することは、学校

でとは違う新しいまちが出来ると思う。

では学べない生きた学びだし、主体的な人間作りに大い

・(1)：大人より子供の考え方、感じ方に大変エネルギーの

に役に立つから。また、大人では気が付かないことを子供

ある良い考え方がある。ないしは、出来ることもあると思

の目線で考えることは非常に大切だから。→当事者意識

う。

が育つ。

・(1)：これからの時代を担っていくのは、子供達だから。

・(1)：大人は型にはまった考え、昔からこうだという考えに

・(1)：将来この社会、世の中を背負っていく世代なので、積

偏りすぎていると思うので、子供なりの目線や意外性があ

極的に参加し取り組むことは、自覚も芽生えプラスになる

ったら良いと思う。

と思うから。

・(1)：これから石巻市で生活していくであろう子供達が、ま

・(1)：次代を担う子供達に新しい石巻を、活気のある石巻

ちづくりを肌で体験、実感することがきっと大人になっての

をつくってもらいたいから。

まちづくり参加につながると思うから。

・(1)：自分達が住む土地に対しての愛情が強まるので。

・(2)：自分達の住んでいる町がどんな状況なのか知ること

・(2)：住んでいる町を良くするも悪くするも、彼らにかかって

は、どこの地域でも有意義だと思う。震災、復興と気負わ

いると思うから。

ず参加してくれた方が良いのでは…。

・(1)：将来の石巻を考えるために必要。

・(1)：次の時代を担う人達の意見を聞き、また考えさせるこ

・(2)：今後の石巻を担っていく子供達が参加することはい

とも大事と思う。子供と考えず、自由な発想を持つ人達の

ろいろな意味で大事だと思うから。

意見を聞くことが有意義と思う。幅広い意見を尊重するこ

・(1)：防災意識が高まる。郷土を愛する気持ちが高まる。

とが大事である。

・(1)：子供達もこれから自分達の町がどのように復興して

・(1)：一人一人の小さな活動でも復興に大きく関わるんだ

いくのか、どのようにしたらいいのか、それを自分の目で

という自覚をもつことが出来、子供達自身の大きな成長に

確かめながら行動していくことも大事なことだと思います。

も役立つと思う。

・(2)：将来的に自分達が住む町をつくるために参加した方

・(1)：地域を知り、地域の良さと改善すべき点等を学ぶこと

が良い。

につながると思う。

・(1)：人間関係、協調性、積極性、信頼、思いやり

・(2)：「子供」という視点から大人にはない発想が得られる

・(2)：石巻の未来について、話し合う機会を持たせたいと

と思う。また当事者意識を持つことでこれから先の街の復

思う。その前提として今の石巻を知ることから。条件として

興の未来図を共に考えられると思う。
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・(1)：将来はその子供達が石巻をつくっていくのだから。・

色々と学んでいって欲しいと思う。

若者が残りたい街であって欲しいから。

・(1)：今後相当な年数を必要とする復興に次代を担う子供

・(1)：震災の経験を忘れないためと、今回多くの人々から

の意見を取り入れずして、今後住み続けたいと思う街作り

受けた支援に感謝の気持ちを持ち続け、自分達の住んで

が出来るのでしょうか?

いる地域に目を向けていくためにも。

・(1)：やがてこの町の全てを担ってゆくのだから。

・(2)：10 年後、20 年後にはその子供達が町や地域を担っ

・(1)：震災にあった子供たちだからこそやるべきことがたく

ていくのだから。ただし建設的な意見ならば OK ですが…。

さんあると思う。将来又何年後かには起こりうる可能性が

・(1)：自分達のまちだと改めて思うし、考える良い機会にな

高い。震災があった現状を伝え継いでいかなければなら

ると思う。

ないと思う。そのためにも子供たちにはしっかりと情報交

・(3)：子供では企画・立案・行動・確認と一連のフローが出

換し、復興計画の意見を発信する場を作ってあげなけれ

来ないと思う。（着手～取りまとめができるか？→疑問で

ばならないと思う。地元故郷の愛を絶やしてはいけない！

ある。）

・(2)：これからの日本を作っていく子供たちだからです。

・(1)：自分が住む地域に一体感を生み出し、協力し合う気

・(2)：自由参加で心から参加したいと思う子達が参加すれ

持ちを持てるようになるから。

ばよいと思う。無理に参加しなくても良いのではないかと

・(1)：良いに決まっている。

思う。

・(2)：石巻に住んでいてもらいたいし、将来を考えて欲しい

・(1)：地域のこと、周りの人のことを考えて参加している。

から。

・(1)：参加することにより復興内容を理解させる。

・(1)：石巻市とはいえ、地域的に沿岸部の地域との温度差

・(2)：自分の気持ちが社会に貢献していてうれしいと思う

を感じるので、何らかの形で参加させていって欲しいと思

から。

う。学校としての運営も大変かと思うが…。

・(1)：これからの街作り、そして自分達が住む町、石巻。住

・(1)：営利目的もなく素直な意見や考えが出てくるだろうと

みよいまちづくりをして欲しいと思います。

思います。大人と一緒に苦労することは子供にとって良い

・(1)：復興で新しく変わる石巻を自分達も変えたと思う意識

経験になるでしょうし…。

を持つことができると思うからです。又、津波で傷付いた心

・(1)：地域という力があると、何でもできると思うこと。

に勝つためです。ガンバレ！！子供たち！！

・(2)：大人にはない発想・意見があるのではないか。

・(2)：これからの自分達の地域のため。

・(1)：この震災を体験して、自分ができることをしたいと少

・(1)：自分達の町が理想的な町に変わることに少しでも参

しでも思うようになり、それを行動に移すことが自分のため、 加するのは石巻愛に繋がり、将来の大きな力に変わると
周りの人々のため、日本のため、世界のためと、視野を広

思います。

げていくことにつながると思う。

・(1)：今からの社会を担うのが子供たちだから。関心を持

・(1)：私は今地域が違いますが、想いや考えは一緒ですし、 ち、いずれ主役となって欲しいから。
未来の子供のためにも早い復興を願っています。

・(1)：復興には時間がかかります。何年もかかる中、子供

・(1)：全国の子供たちがこれから起こるであろう「震災」に

時代の経験として、他の地域では味わうことのできない経

ついて復興のためのボランティアについて話しあって欲し

験は、大人になったとき、きっと役に立つと確信していま

い。頼もしい。

す。

・(1)：これからの石巻市を発展させる為。

・(2)：石巻市の将来を背負って立つことになるのだから、

・(1)：将来の自分の財産になることでしょう。

少しでもまちづくりに関わった方が良いと思うから。

・(2)：今の子供たちが将来の希望後考え、今までの街より

・(1)：被災した子供たちは特に前のような生活に戻りたい

もっと生活しやすく、そして安全な街になればいいと思いま

と思っています。大きな行動はできなくとも、自分自身なり

す。

に前に進もうと考えているようです。

・(2)：街作りに参加して、これからの石巻の復興に向けて

・(1)：子供ながらの考え方、発想豊かな考え方など大人も
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学ぶところがたくさんあると思います。将来震災を乗り越え

・(1)：子供達が復興を担う世代になるのであり、今のうちか

頑張ってほしいという願いです。

ら復興に向けた話し合いに参加するべきである。ここ河南

・(1)：大人の手本になると思います。

地区の子供達はいまいち震災に対してピンと来ない所で

・(1)：次代に頑張らなければいけない子供たちが今の現状

あり、もっと震災について知るべきである。

をよく知る為にも関わりを持つことは大切と思う。

・(4)：ちょっとわかりません。

・(2)：自分達の住む町を良い方向へと考えながら、その為

・(2)：自分が住んでいる町がどんな関わりをしているのか

に石巻市の一員としてまちづくりに参加した方が良いと思

知るためです。

います。

・(2)：これからの石巻市を担う子供達が自分達の考えを発

・(1)：大人と子供が一緒になってまちづくりに参加すれば、

信、行動できればより良いものが出来るものと思う。

子供たちが大人になってから良い経験をしたと思うように

・(1)：これから大人になっていく自分達でまちづくりに参加

なると思う。

すれば、自分達で考え、より良い町に出来ると思うから。

・(1)：体験しておくことで何かの糧になる。

・(1)：これからの若い人たちの意見を聞いて、どんどん復

・(1)：将来を担っている子供たちが積極的に参加して欲し

興に向けて頑張ってほしい。子供達が石巻市を良くしてく

い。

れることに期待しています。

・(1)：まちづくりは人づくりにつながり、子供同士とても住み

・(2)：長く続復興に子供も関わることで、将来の石巻市の

やすいまちづくりを考えていけるから。

力になるのではない。

・(1)：大きな災害を経験したことによって、子供たちの考え

・(1)：将来、社会人になり、市の繁栄に力を尽くして欲し

方も随分変わったと思うし、自分達が大人になったときの

い。

ために、良いことだと思います。将来の街作りの土台を作

・(2)：子供達は市の将来の担い手で、今後の未来に役立

って欲しいです。

つと思います。

・(2)：これからの石巻を担うのは子供たちである。子供たち

・(2)：自分も色々なことに参加経験することは成長していく

の意見を取り入れ、石巻を復興していって欲しい。

中で必要だと思う。

・(1)：先人が守ってきた文化などを継承してゆく大切さが地

・(1)：自分の住む町を知ることの大切さを大人がもっと教

元の人々の拠り所となり、地域の絆を深めてゆくことを体

えていかないといけない。まちづくりの意見を子供達から

験して学んでいけるので。

集めて欲しい。

・(2)：私も大変だったから少しでもお手伝いがあればと…。

・(1)：こんな大惨事があって、目の当たりで辛い経験してい

・(2)：でも子供の人数がいないのでそういうことをしようとし

るので、まちづくりに参加することで前を向いて進める。

ても私達の耳には話しが伝わらない。

・(2)：自分もしたという自信が持てる。

・(1)：石巻の将来は子供たちが握っていると思うので。活

・(1)：復興には数年 or 数十年かかり、将来的に中心となり

性化するためにも石巻に人、子供たちが根付いて欲しいと

うる人材育成のため。

願うから。

・(1)：参加することによって、地域のことを知ることが出来

・(2)：子供たちがまちづくりに参加することによって、人の

るし、又、将来像も描けるのでは?

痛みとか思いやりが身に染みると思います。

・(1)：子供達に将来、石巻地域に残ってもらうため。

・(1)：地域の復興は子供たちのためになる。

・(1)：これからの石巻を担っていくのは地域の子供達だと

・(1)：自分達に出来る事がある、という事がわかる。

思うから。また、あまりにも大変な経験をして、これからの

・(2)：故郷なので子供ができる範囲で参加するのはよい

人生を強く生きていくためには、自分達が主体的に何でも

事。

関わっていかなければいけないと思うから。

・(1)：郷土愛につながると思いますし、子供目線を大人達

・(2)：震災前以上の町を作って欲しい。

も影響受け、発展につなげていけると思うので。

・(1)：子供達なりの大人にはない考えを発想力豊に持って

・(1)：若い力で、若い考えで。

いるから。大人も考えさせられることがたくさんある。
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・(1)：大人だけの視点だけでなく、これからのまちづくりに

・(1)：自分の将来を考えるきっかけになるから。

影響が生じることが考えられる子供を参加させることによ

・(1)：自分達の力で町が良くなっていくことに自信と誇りが

り、多くのまちづくり面を夢と現実の調和の中で描けると思

生まれる。

う。

・(1)：困っている方を助けること、その大きさに大小がある

・(1)：直ぐ復興が出来るわけではないので、これから成長

と思いますが、ずっと長く続けてもらいたいと考えます。

していく子供達には是非の参加を希望します。

・(1)：良いことだから。

・(2)：子供達にとっても自分の家族の家、友達、近所など

・(1)：これからの子供達が、これからの自分の町のことを

関わりは大変多く、大きいと思います。是非参加して欲し

考えることは大切なことだと思います。

いと願います。

・(3)：この震災にはあまり力を注いで欲しくない。以前のよ

・(1)：今の子供達はゲームなど一人での遊びが多く、団体

うに勉強・部活に励んでほしい。

活動が少ないし、チームワークをとることが出来ない子が

・(2)：自分が生まれ育った地域を大切にしてもらいたい。

多いと思います。今までがあまりにも恵まれすぎで、お金

一生住み続けるかどうかは別にして、「ルーツ」としてのふ

さえ出せば好きなことが出来ることが当たり前になってい

るさとは何らかの「ささえ」になると思うから。

ると思います。

・(1)：震災を体験したこれからの石巻を担う子供達が参加

・(1)：大人目線だけでなく、子供目線も非常に斬新なアイ

することにより、子供の目線での提案もあると思います。

デアにつながる可能性がある。昔の常識は現在では非常

・(1)：大震災を経験した子供達の智恵、感性を活かして欲

識なこともある。世の中、ピンチはチャンス!

しい。次の時代を担うのは子供達だから。

・(1)：あの大変な災害から一日も早く復興を願う気持ちは

・(1)：未来の子供のため。

子供達も一緒だと思います。少しでもまちづくりに携わるこ

・(1)：住居が今回の被害を逃れた地域にあります。被災さ

とが出来れば、大人になっても自分達が「まちづくり」をし

れた方は大変だろうと思いますが、本当の大変さは分から

たんだという、石巻市を大切にする気持ちを持てるのでは

ないと思っています。大人でさえそう思うのですから、まし

ないかと思うからです。

て子供は被害の実態もよく分からず、復興に関わる機会も

・(2)：石巻市民の一員だから。

ありません。関わることがあれば子供達は大いに協力す

・(2)：復興に関わることで、震災のことを忘れないで欲し

ることと思います。

い。

・(1)：これからも石巻市に住み続けてもらいたいので、今

・(2)：力を合わせて何かをやるということはとても良いが、

後の石巻市の復興に向けてどんどん色々な事に参加して

近所に民生員の方がいますが、あまり協力的でなく、差別

もらいたいと思います。

が多すぎる。

・(1)：現時点で石巻の復興は 20 年はかかると思うので、今

・(1)：未来を担う子供達には必要と思う。

10 才位の子供達が丁度 30 才位になった時を考えて、町づ

・(2)：自分達の町だから。

くりに参加してもらいたい。私を含めて 50 代以上の人はオ

・(1)：地域は大人だけでなく、子供を含め成り立っている。

ブザーバーでいいと思う。

石巻の 10 年後、20 年後の発展のためには子供達を巻き

・(1)：あれだけ恐ろしい思いをして、人は人に助けられ、自

込んで、まちづくりをする必要があると思う。

分達にもできることがあると、色々な経験をして考えさせら

・(1)：将来を担う存在だから。

れたと思うので、大変だっただけに子供達も色々思ったこ

・(1)：一人の意見・力ではなく、震災の時のあの思い、皆で

とがたくさんあったと思うからです。

助け合った事を、もう一度振り返れば参加しなければと思

・(2)：ダメージが大きかった分、子供達のパワーも再生に

うのではないでしょうか。

は必要だと思う。

・(1)：これから石巻の復興に大人だけでなく、１人でも多く

・(1)：何事も参加して体験することは良いことだと思う。大

の子供達も参加し、意見を述べ合い、誰もが過ごしやすい

人が前に立ってできる事から一つずつ…。

町、石巻を作って欲しい。

・(1)：これからの石巻を支えてくれる。
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・(2)：未来を担う人達だから。

います。

・(1)：自分の生まれ育った場所を大切に思うことが基本。

・(2)：心一つになる。

過去の事実を受け止めこれからの宮城を考えるとしたら、

・(1)：一人一人が地域の一員としての自覚を持つことが出

若い人達の力が必要。

来る。

・(1)：東北宮城県が復興をしていくためには、長い年月が

・(1)：前向きの姿、考え方で行動力が育つ。

かかると思います。若い人、子供達なしには考えられな

・(1)：地域を愛する心が生まれる。

い。

・(2)：彼ら自身も被災者である子供もいることから、子供達

・(1)：子供達が生活できる町づくりの参加（産業）

の目線で見た、思った、考えた事があると思われる。それ

・(1)：子供は、将来の石巻の担い手なので。復興させる代

らを活かすべきだと思う。

だから。

・(1)：自分の家庭の事だけではなく、心を広く持ち、向上心

・(1)：郷土に対する愛念が深まるし、夢、目標もより明確に

を感じられます。例えば女子だけの家庭に目を向けてくれ、

築き上げられると思う。

片付け等を手伝って頂いた事があり、非常に助かった時も

・(2)：子供には震災前の通常の生活も味わわせてあげた

ありました。

いし、学生の本分である勉強・部活に力を入れて、余力を

・(2)：将来自分達が住み、自分達が中心になっていく石巻

復興に向ける位でよいのではと思います。大人が考えて

市の町づくりだから。

行動すれば子供達が大人になった時、行動をおこしてくれ

・(1)：自分達の町づくりは自分達の“手で”と思って欲しい。

ると思います。

・(2)：自分達が住んでいる地域に、関心を持つ。今の状態

・(2)：子供にしか気づかないような発想があると思う。

をより良い状況に変えたいと意欲を持たせる。

・(1)：将来の為に是非関わってほしいものと思う。

・(2)：石巻の未来の為に、若い人達の力が必要だと思いま

・(1)：住みやすい町にすれば子供が大人になった時、石巻

す。

から県外に行かない。

・(2)：将来、自分が住む場所を自分で作り上げていく、地

・(1)：将来的に、今の子供達が石巻を背負っていっていく

域に対する責任を持つべきだから。

立場なので、復興に関して子供達の意見も反映させてい

・(1)：子供の視点、将来を考えたとき、自分達も復興に参

いと思う。

加したという自信につながるから。

・(1)：復興に参加した経験を役立てられるから。

・(2)：子ども達だからできることがあると思うし、何かをしよ

・(2)：早く地域が自立するため。

うと思える気持ちを少しでも持てる子ども達でいてほしい

・(1)：他人まかせではなく、自主性を育てる良い機会だと

から。

思う。

・(1)：大人の意見だけではなく、子ども達の考え方や意見

・(1)：自分の住む街や地域の事をもっと理解し、これから

も必要だと思う。

自分の出来る事、したい事を考え、町づくりに参加する事

・(1)：新しい石巻の町のため。

によって、地元を愛する意識を高められると思うからです。

・(1)：大変な思いをしてきたことを、今後の暮らしにどう生

・(1)：これからの石巻を背負っていく子供達が復興に参加

かしていけるか。どんどん参加してもらい安全な暮らし方

する事はとても意味のある事だと思う。子供達の意見も多

を学んでもらいたい。

く取り入れた復興を！！私は昨年６月に東京に避難してき

・(1)：ふるさとの将来を担う子ども達に、自分達も復興に参

たので石巻の状況が今いち分かりません。子供達も独立

加したのだという意識をもたせたい。

している為、このアンケートにお役にたてるかどうか…？

・(1)：いたわり合い、共に生きていくことが大切だから。

・(2)：未来に向かって進む一歩が、周りの大人を元気にす

・(2)：自分達が成長する地域、住む町を良くしたい思いを

る。

引き出し、希望、夢を持たせるチャンスになるかもしれない

・(2)：自由参加でしょうから、何にでも参加する事はよい事

から。

だし、自分が出来る事から進んで参加する事は良いと思

・(2)：自分達の成長と同時に石巻の復興も考えてほしい。
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子ども達の素直な意見も大変重要だと思います。

が難しい。成績が落ちるのでは誰もできないと思うだろう。

・(2)：石巻市民であるという自覚をもってほしいので。

・(1)：これからの石巻を背負う人達ですので、色んな事に

・(1)：積極的に関わることにより、年を重ねたときに町の復

参加する事、学ぶこといい経験だと思います。

興と自分の関わりを思い起こせる。心に自信になると思

・(1)：自分達が育っていく町について考え、良い町にしてい

う。

く事が子ども達の成長に役立つことだと思うので。

・(1)：子ども達には手伝いする事が必要だと思います。

・(1)：自分達が住むところなので、良いことだと思う。

・(1)：やはり大人だけじゃなく、みんなで復興するのが望ま

・(2)：これからの自分のためにもなる。

しいと思うから。

・(1)：石巻市が自分のまちだという思いがわく。

・(3)：復興に向けた町づくりという抽象的な言葉ではコメン

・(2)：震災の事を忘れないために、自分達がかわることで

ト出来ない。※アンケートの内容、目的がよくわかりませ

石巻をより良くしようと思うのでは？

ん。

・(1)：郷土愛、「こんな所いやだ」という気持ちがあると、石

・(1)：(1)子どもから見た視点を大切にする必要があること。 巻から出ますよね。
(2)子どもにも参加する権利があること。(3)子ども達の中に

・(2)：何でも揃っている時代に育って、本当の意味での自

は大人より立派な考え方を持っている人もいる。

然の恐ろしさを知った子ども達だからこそ、今後の自分の

・(2)：復興は将来の自分達の生活に直説結びつくことなの

生活感や人に対してどのようにすればいいのか、少しは

で、子ども達がまちづくりに参加しても良いと思う。した方

考えさせられたと思います。

が良い。

・(1)：当然のことです。

・(1)：子どもが少ないが、話し声が聞こえると明るくなる。

・(1)：昨年 3.11 の大震災により子ども達も何か自分達にも

・(2)：子ども達の未来のためにも参加するべきだと思う。

出来る事に対して、手伝いやら地域の行事への参加や人

・(2)：今から大人になるために、地域のことを知ることが良

の役に立ちたいと思っていると思います。

いから。

・(2)：子供が子供らしい自由な想像力や発想をもとに、ま

・(2)：今の現実を見て、自分の出来る事をしたらいいと思

ちづくりに参加することは、大人も良い刺激になると思う。

います。

・(1)：参加する事によって、人のいたみがわかる子になる

・(1)：自分のできる身近なことからでもアドバイスをして実

と思います。

行することで、街にますます愛情が生まれ、自分自身にも

・(1)：現実を直視し進むべき未来を築ける。

自信がつくという点で、子ども達が復興に参加するのは良

・(1)：これからの石巻で暮らす子ども達こそが、どのように

いと思います。

復興していくかを知るべきと思います。外で遊ぶことが震

・(1)：子どもならではの自由な発想から、復興推進のヒント

災前よりしにくいようにも思う為、よりよい石巻になる青写

を得られるかもしれない。

真をみせるのは、いいのではと思います。

・(1)：これから自分達が生活していく地域のことに何か少し

・(1)：生まれ育ったまちを大切に思う心が育つ。他人に対

でも関わっていた方が良いと思うから。

する思いやりが生まれる。仲間ができる。

・(1)：子どもは子どもなりの視点から見、何かを生みだそう

・(1)：避難所で見た子ども達は非常に自主性を持っていた

とする力を持っているから。

と思う。いざという時の子ども達のパワーはすごいと思い

・(2)：大変な時だから、まわりへの思いやりとか心遣いを

ます。いずれ自分達が中心となってつくりあげていく街なら、

育てていってほしい。

早くから関わっても良いと思う。

・(2)：あまり負担を大きくしない様に、臨機応変に参加の機

・(1)：将来の自分のことだから。

会を多くして行く事が大事。

・(1)：子ども達が住み、暮らしていくまちとなるから。

・(2)：地域に住んでいる以上、ここが復興しないと大人にな

・(1)：将来は、今の子ども達に復興にむけた石巻のまちづ

って生活が成り立たない。役割やどうやっていったらいい

くりの構想を願いたい。

のか、薬が必要。但し、勉強や学校の協力、部活との両立

・(1)：将来、石巻市（地域）を担っていく子ども達には、是非
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「まちづくり」に参加し自らが「つくっていく」主体に成長して

・(2)：人々の癒やし、大人になってから善人になることを望

ほしいと思うから。

む。

・(2)：自分の未来に関わるので、多いに参加したら良いと

・(2)：色々な場に参加する事で、新しい友達や発見がある

思う。若い力は復興の大きな力だと思う。

と思うので。

・(1)：これからは、子ども達の時代。自分達で街を作るとい

・(2)：少しでも石巻のためになる。

うことをしてほしい。大人が与えてばかりではダメだと思

・(1)：自分の時代になると思う。期待したい。

う。

・(2)：それも教育だと思うから。

・(1)：石巻の未来を担うのは子供だと思うし、復興には長

・(1)：地域のため、みんなのために行動することは、将来

い年月がかかると思うので、子ども達と一緒にどういった

のためにも大切だから。

町にしていけば良いか等、まちづくりをした方が良いと思

・(2)：自分のまちをどのようにしていきたいかを考えるだけ

う。

でもいいと思います。荒れ果てた地域を毎日見るより、近く

・(1)：昔は手伝いをして体で仕事を覚えてきました。今の子

の草取りやゴミ拾いを通して、きれいになっていくところを

供は恵まれすぎて家事手伝いも子守もありません。少しで

自分も何かできるんだという気持ちを持って欲しいです。

も自分達でできる範囲でやらせても良いのでは？

・(1)：将来自分が暮らす町だから。

・(2)：子供からの励ましで大人も力がでてくる。

・(1)：子ども達と交流する場になり、大人から学ぶ事を知る

・(2)：一生忘れないためにも

きっかけになる。

・(1)：これからの日本の将来を担う人達が参加する事は意

・(1)：自分達の未来のため。

義があると思います。

・(2)：参加する事は良いと思うが、今は習い事、資格取得

・(1)：大震災、津波を経験し、大困難から皆の支援や協力

の方が子供の将来の為に大事だと思います。得意なこと、

で、子供も大人も一緒に前に向けて（市が復興）の経過が

好きなこと、大変な思いをした分、伸ばしてあげたいと思い

出来る。

ます。その事が将来、復興につながるかもと…。

・(1)：未来の姿、まちづくりをきれいな気持ちで表現できそ

・(1)：大人も子供も復興に向けて進むことは、新しい街づく

う。

りと、自分達も参加していると感じることでこれからの自信

・(1)：地域のことを大人と子ども達と話し合う。子供の未来

にもつながる。

のためにいいと思う。

・(1)：将来の石巻を作るのは子ども達だ。

・(2)：現代の子ども達は自分勝手や親の指導にだけ従う。

・(1)：まちづくりに参加し、具現されることにより、ふるさと

親からの強制。だから色々経験不足、過保護。

への愛着、自主性など養われる。長いスパンで見るべきと

・(2)：10 年後 20 年後の石巻。日本で生活していくために少

考える。

しでも協力する事が子供のためにもなると思う。ボランティ

・(1)：新しい石巻を作るのは子ども達が主役です。

ア精神の育成にもなると思う。

・(1)：私は朝、新聞配達をしています。町が解体されている

・(2)：子供も石巻市民であり、将来を担う子ども達にも復興

所は、街並みが変わりゴミの放棄が目立ちます。住んでい

の手伝いをして頂きたい。

る人でさえ、片付けようとはしないようです。そんな街を少

・(1)：計画の検証を行う。

しだけでも清掃すれば、小綺麗になって気持ちがよくなる

・(1)：子ども自身も自分の将来を大人と一緒に考えること

のにと大人の無神経さにがっかりしています。大人も子供

は良いことと考える。

も一緒にやっていくと良いのではないかと思います。

・(1)：子ども達がこれから未来に向けて進んでいってほし

・(1)：自分の住んでいる石巻市なので、出来る事をするの

いと思います。大人達と一緒に少々復興について話し合っ

は良いことだと思う。

て、石巻市を戻したいからです。

・(1)：子どもなりの考えがあると思うので。

・(1)：これからの石巻を担っていく子ども達に復興と地域の

・(2)：子ども達の目線から発想も必要だと思います。

つながりを見つめさせるため。

・(1)：子ども達が自分達の地域の復興について、真剣に考
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え取り組んでいくことは、津波被害の傷より、将来へ向け

・(2)：今からの子供達に期待したいと思います。ただ親も

てプラスの思考になれるのではないかと思います。

今の事で精一杯です。自分の家の事とか！

・(1)：この地域に住み続けることが大事だと思う。この地域

・(1)：将来必ず役に立つと思います。

でのこれからの雇用、生活を維持することが第一。

・(1)：大震災で自分の住む地域が大きなダメージを受けた

・(2)：子ども達はいずれ成長し大人になりこの石巻を造っ

り、子供達自身も肉親や知人を失ったかもしれません。し

ていく人達なので、これを機に地域が復興すると同時に成

かし、自然災害から乗り越える術は次世代を担う子ども達

長していくいいチャンスだと思うから。いつも一部の人間や

にこそ、身に付けてほしいから。

子ども達しか知らない事が多いと思う。

・(1)：これからの街づくりのために中心となる年代だと思う。

・(1)：今の大人の世代だけで、復興は成し得ないと思われ

大人と一緒に意見を出し合い、人と関わる事は大変良い

るので、子ども達が今のうちから意識を持って参加する事

事だと思う。

は大切だと思う。

・(1)：子供が地域のことを真剣に考える事はいいことだと

・(1)：子ども達がこれからの石巻をつくっていくことになる

思います。

から。

・(2)：子どもなりに復興について心配も希望も持っています。

・(2)：自分の育つまちがこれからどうなっていくのか、知る

復興する姿を間近で感じる事はとても良い事だと思います。

必要がある。・まちを担う人材を育てるためにも必要であ

良い町を作ろうとする気持ちは、毎日の生活を良い方向に

る。

もっていってくれるはずです。

・(1)：10 年後 20 年後には君達の時代だから、関心を持っ

・(1)：他者を思いやる気持ちが育つと思う。

てほしいから、一から作り出すために。

・(2)：子供も町の１人であることを自覚してほしい。

・(1)：震災後、外で遊ぶ子供を見なくなった。

・(1)：自分達の地域を知る事は良いことだと思います。

・(1)：その子ども達が成長していく過程で、自分の思い自

・(1)：１日でも早く復興することを願っているので、まちづく

分に出来る事が必ずあると思える！

りに参加することは大変良いことだと思います。

・(2)：子ども達にも何とかしたいと思っている者がいると思

・(2)：自分達も人任せ受け身になっているのに、こんな事

うし、大人には発想できないような色々な意見がでるので

は言えないのだろうが、現実に起きた震災をしっかり受け

はないでしょうか。

とめ、自分達の未来のため、少しでも復興に関心を持って

・(1)：震災により大変な思いをしている子ども達が、何より

もらいたいと思う。

石巻の復興を願っていると思うので、子ども達は積極的に

・(2)：後世にしっかりと伝えていくためにも、絶対に必要で

参加すると思うし、子供の力は偉大だ！

す。

・(1)：自分達の住む町の事を大事に思うことは大人も子供

・(1)：他人に優しくなれて、人と関わり思いやりを持つ人に

も同じで、日本全国、海外の人も大勢協力して頂き、自分

なれると思う。

達が未来のことを考えるのには子供の力も大事なことだと

・(1)：石巻の将来を担うのは、子ども達だから。

思います。

・(2)：当たり前の協力と思う。

・(1)：石巻市の将来を担う子ども達になってもらいたい！

・(1)：自分達が生活している場所を大切にしてほしいの

・(1)：大人だけじゃなく子供も震災の怖さを知ったので、助

で。

け合いの気持ちが大きくなって、一生懸命色んな行事に

・(1)：現実を無視せず地域全体で何事にも参加していって

参加すれば、みんなの気持ちがひとつになって助け合って

欲しいです。

いけると思うから。

・(2)：参加することは良い事だが、その前に仮設暮らしじゃ

・(1)：将来を担う子供がまちづくりに参加することで、愛着

なく、早く落ち着ける家を提供し、心の落ち着きを持つ事が

が形成され空洞化防止になっていくと推測される。

大事だと思うし、子供なりに勉強や部活にも頑張ることが

・(1)：地域の人々と関わる事は、今後何かしらのプラスに

できるし、以前と同様に暮らせる事が先決だと思う。子供

なるはず。

にとって！
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・(1)：私は近所の小学生（３年～５年）とよく遊びますが、昨

成果の押しつけを行う学者、教授陣の考えは要注意と思

年の震災の後、始めは恐怖のあまり不安定だった子ども

う。

達が、次第に周りの人を励ましたり、手伝ったりして子供な

・(1)：自分達が住んでいる街を愛し、ゴミを平気で捨てなく

がらでも出来る事を探しているようでした。その後近所周

なる為にも、美しさを維持するためにも。

辺のゴミ拾い行事にも一緒に参加していましたし、そんな

・(2)：支援を頂いたけれど、甘えてばかりいられません。石

活動の中で得るものはたくさんあると感じます。

巻の将来を担う子供達には是非「ふるさと」をもう一度見つ

・(3)：石巻市とはいっても地域によってかなり温度差があ

めながら参加してもらえれば良いと思います。

ると感じます。被災状況や居住形態が様々な上、復興の

・(2)：良いと思うけど、私の地域では、子ども達が少ない！

方向が全く見えません。子ども達も今を生きるのに精一杯

・(2)：これから社会に出る子ども達が、今のうちから現状を

です。まちづくりよりも早期に取り組むべき課題がたくさん

知るということは、大人になった時、「知らない世界」「関係

あるように思います。

ない世界」という心が生まれず、親へも自分の子へも心あ

・(2)：大人のやる事を見て体験して、次の世代をついでほ

る接し方や地域への連帯感が出来上がると思うから。

しいので。

・(2)：石巻の現状を知ることで、自分を見つめる良い機会

・(1)：誰もが想像出来なかった昨年の震災を体験し、子ど

と思う。今の子供は、食物に困らないので、競争心がなく

も達の考えや意識も変わってきているのではと思います。

オタクが多い。

・(1)：地域の人達が明るく元気に暮らせるように。

・(2)：あまり子供さんと…。子供が外で遊んでいるのが少

・(3)：大人がするべき、特に行政。子供の方が忙しい。

ないようだ。子供に挨拶されるだけで元気が出るのでとて

・(1)：復興に何をすれば良いか身に付ける事が出来、将来

も良いと思った。

人のために役に立てる。

・(1)：小学校の敷地外にあり、すぐそばにある花壇に花が

・(1)：今の子ども達がこれからの地域の復興に最も大切な

植えてあるが、雑草で一杯になっていても、敷地外の為か、

人達なのです。

そのままになっている。そのような場所をきれいにする活

・(2)：自分の未来を考えることは良いと思う。

動は、子供にでも出来る事で、美しい街づくりに大変役立

・(1)：将来、子ども達の世代に変わっていくので、今から参

つと思うが、先生方も何も言わないのだろうか。

加していく事が良いと思う。

・(1)：自分達が暮らす町をよい方向に考えたり、行動する

・(2)：参加者が高齢者ではなく、これからの世代であるか

ことは、復興の力になると考えるから。

ら。

・(2)：とにかく色んな人と接して、話を聞いて、話をしてほし

・(1)：大人と情報を共有し、何ができるか考えさせる。又、

い。

実行する手段を共に考え、アドバイスする。

・(2)：自分達の故郷だから。

・(2)：これからの地域を復興することは、未来の自分達に

・(1)：地域の人達とより一層つながりが出来ると思うし、人

大きく関わってくるから。

を思いやる気持ちが深くなると思うから。

・(2)：避難所にいた時、自分から進んで皆（特に年配の方）

・(2)：子ども自身被災者なので、自分の身のまわりの事に

に食事を配ったり水を運んだりして、地域の為の第一歩と

は関心があると思うし、よい意見もでると思います。被災

なり、復興の手助けになったかと思います。

の記憶は一生残ります。あとで後悔しないためにも。私自

・(2)：未来は子供達のものだから。

身、幼児期の津波のことは常に忘れられないことでした。

・(1)：震災を経験して次世代を担う世代だから。

・(1)：少しでも地域のことに関心をもってくれる。

・(1)：将来を担う子ども達に今からそういう場で意見を言っ

・(2)：これからの石巻の力になるのが今の子ども達だと思

たり、活動することは日本の将来にも繋がることだと考え

います。大きな方向性は大人が決め、違う目線での意見

ています。

も大いに参考にする必要があると思います。復興には大

・(1)：斬新な若い世代の考えを取り入れていくことは、とて

人、子供、全ての人の力があれば、一日でも早いものにな

も大切な事と考える。実践経験が少なく自分達の研究の

ると信じます。
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・(1)：新しい考え方が多数出てくると思うから。

・(1)：復興には、若い力と柔軟な発想が必要です。

・(1)：子ども達自身、石巻について考え、意見を話す事は

・(2)：子供なりに復興に関わる一員でありたいと考えてい

大きく成長すると思う。子供は色々な可能性を持っている

ると思うので。

と思う。大きく伸びるチャンスをより多くつくってあげたい。

・(1)：自分達の将来がある。

・(1)：地震を経験し、人のつながり、ありがたさを痛感した

・(1)：復興は子供達のために行うことだから。

事と思います。当たり前がそうではない、皆で協力して街

・(2)：「絆」という言葉が安易に使われていると考えます。

を作り直すことは、子どもも大人も同じ、協力する事によっ

本当の意味での「絆」を子供とその親を交えて考える機会

て素晴らしい人になれると思います。

を持ちながら、地域（まち）作りを考えられないものでしょう

・(1)：便利な世の中で親や大人達がやってくれるのが当た

か。

り前、東日本大震災で多くの物が失われた現実がある中、 ・(1)：これから自分達が暮らしていく「まち」だから。
被災していない子ども達、被災した子ども達、まして震災

・無回答：石中の体育館に８月の月末まで避難所生活でし

孤児になった子ども達では、大人も子供も復興という言葉

た。ゴミ当番でリヤカーでゴミの回収時、窓から顔を出した

に関わらず、意識を変える事が大事だと思います。

生徒が「だっせーババア、ゴミ出しかよー、きったねー」。

・(1)：子ども達の心の成長になると思います。

学校のゴミも私達が出しているのに、毎回この有様でした。

・(1)：子どもだからという考えを捨てる事は大変良いことと

泣き出しおびえる若い女性、学校側は無視でした。そんな

思う。・地震の被害や津波の被害が少ないと、大変さが本

たちの悪い子供達が良いことをするとは思えません。

当に分かっていないと思う。これからの人生に役立ててほ

・(1)：大人になっていく子供達の参加は不可欠だと思うか

しい。

ら。また子供達には、大人にない素敵な考えなどがあるか

・(1)：テレビ等で他県の子ども達が自分達で考えて、復興

ら。

の為いろいろ活動しているのを見たが、自分の地域では

・(1)：将来を担う子供にも自立心やお互いの絆、助け合う

一切聞いたり見たりしていない。非常に残念に思うので、

気持ちなど色々考えて行動する術が身に付くことにより、

子ども達にとっては関わる事がとても良い事と思うの

一人一人のパワーが日本全体、世界に向けての力となる

で！！

ように思います。

・(3)：危険な場所が多すぎる。

・(2)：仮設住宅のお年寄りの話し相手になってくれること。

・(2)：将来の自分達の街なので、自分達も考えていくこと

・(1)：3.11 想定外の震災が現実にあり、多くの身内・友人

が必要だと思います。

の死者、行方不明があったことに対し、子供の純真な目線

・(1)：将来の事を考えれば当然のこと。ひいては、定住に

での意見等は、大変貴重だと思う。

もつながると思う。

・(1)：大人になってその町を担っていく上で、自分の住んで

・(1)：復興の主役はやはり若い人だと思います。いろいろ

いる市・町のことを知っていってもらいたい。

困難も多いと思いますが、若者の皆さまに是非頑張って

・(1)：子供達が地元に自分達の基盤を作り、大人に与えら

頂きたいです。期待しています。

れたものではなく、自分達のものと認識して欲しいから。

・(1)：子供が自分の将来と社会の未来を感じる事ができる

・(1)：自分達の町だから

と思う。

・(1)：これからこの地区に残ることになれば、石巻のまちづ

・(2)：この体験は一にしないで十にして、何か大変な事が

くりに参加したことが役に立つと思う。

おきた時に、逃げ出さず頑張っていく勇気につながってい

・(3)：震災で壊滅的な被害を受け、行政に関わる方々の復

くと思います。

興への取り組みについては大変な苦労があると考えられ

・(2)：これからの石巻を担う子ども達にも中に入ってもらう

ます。震災前でしたら参加することは良いと思いますが、

ことが大切です。

今は難しいと思います。

・(1)：今後継続していく主役は子ども達であるから。

・(1)：大人や専門家に見えない部分、または意外と思いも

・(2)：こうしてもらいたいと意見をはっきり言う。

よらない発想があるかもしれないし、子供だから、その特
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別の部分は担わせようとする取り組みは大切だと思う。

しかいませんので、私が思ったことを書かせていただきま

・(2)：自分達の未来について考え、行動する良い機会だと

す。この子供さん達は津波の来ないところへ引っ越す予定

思う。

です。ここは高齢の人達だけ残るようです。

・(1)：子供ならではの意見を聞くことは、大人では考えつか

・(1)：子供の頃から地域に関わって将来的に石巻に残り、

ないようなことが出てきて、自分達の住む地域についても

石巻を盛り上げてもらいたい。（若者がどんどん外に出て

よく考えるようになると思います。

行ってしまうため）

・(1)：石巻が復旧ではなく復興に向かった時、これからを

・(1)：石巻を盛り上げて欲しい。

担う子供達を巻き込んでいくことは、市のためにもそして

・(1)：他県から多くのボランティアの人達が復興に向けて

子供達のためにもなると思う。

協力してくれているのを見て、当事者である我々（子供）も

・(2)：自分の居場所の確認。町を思う心を養うのに良い機

何かに協力するのは当たり前のことだと思うからです。

会だと思う。子供も大人も同じ経験をしたのだから、心の

・(1)：自分達のまちの復興に関われたら、もっとまちが好き

中の想いを声に出して言うということは良いことだと感じ

になる！！

る。

・(1)：未来の石巻市の町づくり（理想、最も完全なものとし

・(1)：復旧は私達世代が頑張り、復興の担い手は子供

て）

達！！子供達が希望や、石巻に住みたいとならなければ、 ・(2)：これからの石巻を子供達に造っていってもらいたい。
石巻の発展はないと思う。是非、より多くの子が石巻のま

・(2)：あくまでも石巻で生活したい、が基本だと思う。

ちづくりに参加できるようサポートしていけたらと思う。

・(1)：自分達が住む町であり、これから大人になって支え

・(2)：若い意見はこれからの石巻に大切だと思う。生活が

ていく町だから。

長くなるのは、子供達ですからね。

・(2)：子供の目線から見た子供達の考えを聞いてあげれ

・(2)：子供達がこれからの日本の未来を支えていく人材で

ば、自分達も力になれるという強さが出ると思います。

あるため、子供達の様々な考えや夢・希望等も考慮された

・(1)：今後自分達が生活していく場です。まちづくりに参加

ら良いと思います。

して意識を高めていって欲しいからです。

・(1)：これからの若い世代が生きていくためにもしっかりと

・(1)：子供には大人達が考えられない発想があります。不

現実に目を向けて欲しいから。

可能を可能にする力があると思います。

・(2)：地域のことは地域でが望ましい。

・(3)：震災によりそれぞれ住む家がなくなり、地域のつなが

・(1)：復興のため役に立つから。

りがなくなってしまい、仮設住宅に住んでいてもそこもいず

・(1)：自分のふるさとです。

れなくなり、またどこか別の場所で暮らすことを思ったら、

・(1)：自分達が将来暮らす街は、自分達で造り上げるべ

大人が生活に落ち着き場所が定まらないのに、子供に復

き。

興のために何かをと望むのは無理だと思います。

・(1)：自分達の町を自分達で作り上げていく考えを持って

・(2)：子供達にとって、とても良いことだと思います。大人

欲しい。

達と一緒になってやるのも、経験のため良いと思います。

・(2)：全く身近に子供がいないので、分からない。

・(2)：これから石巻をつくっていく子供達が行うのは良いと

・(1)：大人達は、目先のことだけを考えて行動しがちです。

思う。

子供達が自分達の町を、将来を考える機会を与えること

・(1)：復興はやはりボランティアの人任せではなく、現地の

は非常に良いことだと思う。考えるということが一番大切だ

人が率先してやるべきだと思う。子供だけでなく大人も地

と思います。

域全体でやらなければいけないと思います。

・(1)：同じ地域に住む人同士がコミュニケーションを取るこ

・(1)：“まちづくり”に参加することは将来とても大きな意味

とは良いことだと思います。

を持つと思います。学校では学べない地域愛などが芽生

・(2)：自分の意志で参加だったら OK。

えるでしょうし、種々な世代との関わりが出来るでしょうか

・(1)：近所には中学生の子供さんが一人と高校生が一人

ら！
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・(1)：子供達のより良い未来を思ってまちづくりをしようと自

・(1)：復興をどの時点と考えているのか。貴団体の意図、

分達大人が考えていることを、子供達と共有し、子供自身

考えは別としても実際のところまちが出来る時までには最

が描く未来を話し合いながら、確認しつつお互いの理想に

低でも 10 年かかると思っています。今の老人の体験に耳

向かったまちづくりをしていきたいから。

を傾け、実際生活を支える年頃になる今の子供達は、話し

・(1)：これからの人作りのためには、様々な経験を必要と

合いに参加して大人と一緒に考えさせるべきだと考えます。

するから。

残念ですが大人が話し合い、議論できない。貴団体の活

・(2)：町づくりに参加することで、町への愛着が湧くと思い

動が夢を実現させるための交渉力や知識力に対する意欲

ます。

を与え、実際活動して自己研鑽できるよう示唆を与えて下

・(1)：人のためになることが自分も大きく成長すると思う。

さるよう希望しております。この震災での経験を生かせる

辛くて苦しい震災でしたが、そこから何かを学び取って欲

子供になって欲しいと心から思っています。

しいと思うから。

・(1)：この地域は家の倒壊及び津波もなく、震災の実感が

・(1)：社会貢献に参加する機会は勉強になる。

ないので、3.11 の現実を知る良い機会だと思うし、一生の

・(1)：これからの人だから。

記憶に残して欲しいので。

・(2)：各年代層ごとにまちづくりに対する役割分担があると

・(1)：これからの石巻市を支えていく子供達が参加するこ

思うから。

とで、郷土を愛し、石巻を離れることなく活性化していって

・(1)：復興事業に関わることで、自分の生まれた街が好き

くれると思うから。

になり、ふるさとを強く思うことが出来るから。

・(1)：この場合、現在住んでいる黒川郡大和町の地域につ

・(2)：今後大人となり、市民の一人として良い環境である

いてという前提での考えではありますが、私共は石巻市で

（仕事、町の活性）ためには、何かしなくては協力しなくて

被災し（全壊）こちらへ移りました。内陸ということもあり、こ

は、と思っていると信じます。

ちらの皆さんは実際に被災地がどれだけ大変なことになっ

・(1)：普段同じ地域、他の地域の方々との接点がないと思

ているか本当の意味で知らない人が多いです。まして子

うので、どんどん参加すると良いと思います。

供達が知るはずもありません。復興のためにはもっと個々

・(2)：地域の一員としての自覚が芽生える。郷土への愛着

に肌に感じ考えてもらわなければ…と思います。

が形成される。

・(1)：将来この町で暮らしたいと思う心を育むため。

・(1)：未来を作っていく人々であるし、子供の力は十分に

・(2)：子供が復興等に参加することで、活性化するなど大

信頼できると考えているから。

人にも良い刺激になる。また地域の活性化につながると

・(1)：身をもって体験することが大事だと思います。

思う。子供にとってふるさとを助けた、石巻市をつくったと

・(2)：わからない。

いう将来への誇りになると思う。石巻（ふるさと）に愛着が

・(1)：復興に要する時間は 10 年、20 年…とかかる。今頑張

持てる。

っている大人からバトンタッチするのはすぐである。子供達

・(1)：数年後、数十年後に地域を背負って立つ子供達が、

には未来の自分達のまちをイメージし、どんなまちにした

まちづくりに関わるのはごく自然、当たり前のことだと思い

いのか、夢を語ってもらいたい。石巻市は０からのスタート

ます。

なのだから…。

・(2)：自分を含め大人達は口先では良いことばかり口走っ

・無回答：今後この災害を言い伝えて欲しいから。

ていますが、行動している人達はたぶん少ないのではと思

・(1)：自分自身に関係のあることなので。

います。それが子供達が参加することによって大人達の

・(1)：他人事ではない。無関心では人として良くない。

考えも変わるのではと思います。

・(1)：子供達の素直な率直な意見は、とてもパワーがあり、 ・(2)：色々な年代の意見を聞くことにより、少しでもより良
大人も喜び、力になると思います。

い町づくりが出来れば良いと思います。

・(1)：大人も子供も一緒になって復興に取り組んで、明る

・(1)：次の時代は今の子供が大人になる時代になるので。

い未来を築いていってもらいたい。
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・(2)：子供のために良いことだと思う。

・(1)：これから石巻を作りあげていくのは若い人（子供達）

・(1)：これから大人になる子供が、色々なことを経験し学ん

です。県外からボランティアやたくさんの方々に大変支え

で成長するのに、良いチャンスだと思う。

られてここまで来られました。今でもたくさんの方々が石巻

・(2)：自分達の住んでいる地域ということを意識付けること

へ応援に来て活動をされています。これからはもっと石巻

になるし、参加することによってそれぞれが感じることが出

の人々が自分たちで前を向いて進んでいかなければなら

てくると思う。

ないと思います、

・(1)：優しい心や思いやりが出るから。

・(2)：住んでる地域以外のことも、もっと知って欲しいから。

・(2)：生まれ育った町なので。

・(2)：地域の人達との関わりを持ち、色々なことを学べる。

・(2)：今後自分達が暮らしていくところなので、子供達の意

・(1)：当然のことだと賛同しますが、教育機関は多忙すぎ

見、要望を反映させた方が良いと思うから。

てそれを学習とさせる段取りや労力が足りません。教育機

・(2)：子供達が想像する未来都市像を育て、受け入れるこ

関の指導があれば、ぜひ実施したいと思っている教員や

とが夢のある町造りであり、将来地域を大事にした自分達

生徒は多いと思います。

の生き方を歩んでいくことが出来ると思う。

・(1)：大人の関心も高まる。

・(1)：被災し、子供達自身も深い傷を持ってるにも関わらず、
人の役に立ちたいと思っていること自体が素晴らしい。

60～69 歳

・(2)：町の状況を知るため。
・(1)：自分達が今後の石巻を作っていくから。
・(1)：これからの町づくりのために子供の参加が良い。

・(1)：子供達も仮設の学校より、元の学校に戻りたいと思

・(1)：自分達でまちづくりをして変わっていく自分達の町を

えば、良くなっていく事に参加すると思います。

実感しながら、将来の自分達のまちづくりをつくっていって

・(1)：近隣の和が深まり、将来につながる。

欲しいです。

・(1)：子供達にとっても震災前と震災後では、まちに対する

・(1)：将来に向けて皆で町を作ることは、子供が大人にな

考え方など違ってきていると思うので、色々な意見を参考

った時郷土を大切にすると思う。

にしても良いと思います。

・(2)：今後を担う世代だから…。自分達が住みたくなるよう

・(1)：市のボランティアに孫が参加して活動している。

な町づくりへの提言。

・(2)：子供達には復興に対する心構えを考える事になる。

・(1)：子供の目線で素直な気持ちを言うことが出来る。地

・(2)：参加することにより現実の大変さ、町づくり、また生活

域に子供がいると、声・遊んでいる姿を見ると震災で沈ん

の大変さが分かると思う。

だ心に明かりがともると思います。

・(2)：人生の中で助け合うことの大切さが分かると思う。

・(1)：自分自身、石巻市民（大人・小人）全体の問題として

・(1)：これからも住み続けるところなので、機会があれば子

取り組めると思います。

供達に積極的に参加してもらう。

・(1)：これからの石巻を創り生きて（生活して）いくのは、子

・(1)：交通戦争という言葉がクローズアップされた頃もあり

供達自身だから。

ましたが、ただ今津波戦争と言っても良い程ですので、子

・(2)：関心は持っていて欲しいから。

供も大いに加わって復旧を進めよう！

・(2)：子供達が何か一つでも復興に関わることは、良いこ

・(1)：次代を担う自覚をもち、具体的 vision と夢を持って育

とだと思う。

っていって欲しいから。

・(1)：自分たちの町だという気持ちを子供に持ってもらう。

・(1)：自分中心の子供達が増えている今、街の復興に向

・(1)：何事も何歳であろうと参加して悪い事はないと思いま

けて手伝わせれば、何か見つけ出せると思う。

す。将来のためにも、参加型はすごく良いことだと思いま

・(2)：将来は、自分達が日本の国を発展させていく希望で

す。

す。

・(2)：何もしないよりかは良い。
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・(1)：自分達の生まれた町を再生することに関わること。

向きに受け入れて生きていく強さを植え付けていきたい。

・(1)：次世代を担う子供達なので、復興に向けた色々なこ

小さくても自立の精神。

とを知っておいても良いのではないか。

・(2)：子供の将来のために。

・(1)：自分の住んでいる地域を大事にする心は、また日本

・(2)：子供達の将来のため、参加していた方が良い。

全体を大事にすることと関連することだと思うので、仮設に

・(1)：去年の 3 月 11 日のような被害は今後ないと思います

いる人達のみが重要な状態ではなく、自己の住宅で生活

が、万が一あったとしたらすごく活躍すると思います。

支援を待っている人、修理しながらもけなげに生きている

・(1)：将来自分たちの町になるので、住みよい環境になる

人達を含め、地域全体を考える子供達が生かされるのを

こと、仕事場が増えることを期待。

願います。

・(2)：自分たちで考えることにより、将来住み続けることの

・(1)：助け合う心を肌で感じて欲しい。

出来るまちを作って欲しい。

・(1)：大変なことに自分達も参加して、色々なことを考えて

・(2)：何にでも参加すること。

ほしいと思いました。

・(1)：子供達の姿を見て大人も力をもらい、地域全体に目

・(1)：先に立つ具体的な指導をしてくれる人がいない。学

を向けていくかもしれない。

校などで取り上げてもらえば子供達は進んで参加する人

・(1)：“支援してもらうのが当然”と思って欲しくないから。被

がいると思う。（先生の言うことは真面目に聞き入れる。）

災地の子供でもやはり自らも復興のために立ち上がるの

・(2)：未来の町は（地域）は子供達のもの。

が当然と考えて欲しいから。被災した大人でも義援金の使

・(2)：これからどうしたいのか、子供ながら考えを聞いてみ

い方を間違えていると思われることもあるし、体を動かせ

たい。

る大人もボランティアに頼るだけでなく自分たちも同じよう

・(1)：自分の住んでいる街を少しでも考えることは良いと思

に復興のために汗を流すことが当然であると思うから。

うから。

・(1)：現在の子供さん達が将来自分の子供や孫の世代に、

・(2)：私の孫も小６です。石巻の復興のために日々何事に

この震災のことを語り継いでいって欲しいと思います。

も参加しつつ何かを考えているようです。以前は大学は県

・(1)：子供はそれなりに自分の希望や将来のこと等々たく

外と言い切っていた孫も、今では石巻を離れるつもりはな

さんの考えを持っていると思う。しかし昔と比べて大人が

いから！と断言しております。この震災で「石巻市民」の一

世話し過ぎていると思う。自主性を伸ばしてあげることが

人として認識してきました。１日も早い「石巻」の復興に向

社会に役立つ大人に育つと思う。

けての気持ちを直に感じております。子供達の笑顔で石

・(2)：後で地域を担うから。子供は宝。

巻の活性化したまちづくりに期待してやみません。

・(1)：自ら体験したこともあり、大人と同じ気持ちで少しでも

・(1)：数年先は自分達が主である。

明るい未来が来るようにと願っていると思う。

・(1)：実際に参加することにより現状をより知り、自分の力

・(1)：今後の復興のために、将来を担う子供達の意見を出

がどのくらい役に立つのかを実感できると思います。

し合って石巻市を創り上げて欲しい。

・(1)：将来に備えておくため。

・(2)：地域との交流が大切だと思う。

・(2)：自分達が住む町だから。

・(1)：これからの時代を担う子供達の意見は大切。

・(1)：何にでも参加し協力するということ、自分から進んで

・(1)：私達大人の考えの時代は終わりかな？何もしがらみ

何にでも行動的な対応が必要だと思います。

のない、自由な発想を持ち、もしかして奇想天外な案もあ

・(2)：自分のふる里、あるいは自分の住む地区であると思

るかも。大人は陰ながら見守り、アドバイスをしていけば良

う。

いかと思っている老人です。なんとかしてこの石巻の町に

・(2)：自分たち、私たちの将来に責任の持てる素晴らしい

住みたいという気持ちを持った人達が増えて欲しいもので

町になるような気がするから。

す。

・(2)：継承するためにも何らかの参加で体験させていく。震

・(1)：自分の育った石巻だから良いまちづくりに参加して欲

災直後の体験は、子供が大きく受けた痛手。そのことを前

しい。
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・(1)：今後のまちづくりは子供の力が必要。多くのボランテ

にもなると思うのでは。

ィアの方々にお世話になりました。地域の子供達も身にし

・(2)：今自分達の生活の場がどうなっているか、そしてどう

みてありがたく、感謝しています。頑張ってくれると思いま

変化するか知っていて欲しいから。

す。

・(1)：仲間作りが大変良いと思う。

・(1)：生まれ育った土地だから。

・(2)：社会に関心を持つようになるので。

・(2)：どのように復興していくかを子供達自身も知ることが

・(2)：自分に出来ることを少しでも手伝うことで、人の役に

できる。（関心を持って欲しい。）年代ごとに出来ることは違

立つことを知っても良いと思う。

うので、出来る範囲で参加して欲しい。

・(1)：未来のため

・(1)：これからの時代を担うためにとても大切な存在です。

・(1)：地域を支えていくのがこれからの子供達です。どしど

この東日本大震災のそれぞれの被災者の体験談や、避

し大人に意見を出し、より良い町づくりをやっていって欲し

難をせねば命に関わる大事なことを認識してもらい、友達

いと思っています。大人も子供の意見を尊重してやること

同士で助け合ったり、声を掛け合ったり、食事を分け合っ

が、子供のやる気を起こすことだと思います。

たりと人間としてのあるべきことを学んでもらいたい。

・(1)：(1)東日本大震災を風化させないため。(2)人間は一

・(1)：子供達の創造性に期待したい。

人では生活は出来ないこと（絆）

・(1)：小さなことでも皆で力を合わせて出来ることがあると

・(1)：未来を担うのは子供達、そしてその子供達にこの石

思う心が少しでもあれば、町・市・世界が発展すると思いま

巻で頑張って欲しいと思うから。

す。

・(3)：親の手助けが必要となる。

・(2)：年齢に関係なく日本国民としての責任。

・(4)：子供、孫がいないので関心がない。

・(2)：子供目線を利用する。

・(1)：子供の頃から人を助ける心が芽生えれば良いと思

・(1)：選択肢(1)を選んだが、子供が少なく親が仕事で忙し

う。

いのであまり子供達と関わる機会がない。

・(2)：なんとなく

・(1)：自分達の町を自分達の力で築いていくという心が持

・(1)：将来の自分達のことだから。

てれば、意欲を持って友達と協力し合えると思うから。

・(2)：今はとにかく自分のことが精一杯で、他人のことを思

・(1)：経験したことの重大さを感じている今、他人事ではな

いやる余裕がない。

く身近なこととして生きている今だからこそだと思います。

・(1)：社会科の実践的学習だから。

１人１人違う経験をしているので、話し合うことで膨らむの

・(1)：私の居住地は津波から逃れ、地震の被害も比較的

ではないか。専修大学の開放講座のようなものに参加さ

少なかった地域である。学区は二俣小と河北中、小学生

せ、各専門学の立場での復興について分かりやすく説明

は小学生なりにいろいろと復興に関わっていると思います。

してもらい、受講を子供達にしてもらえたら、復興の広がり

「これからの石巻市を担っていく子供達です。期待したい

（考え方）をよりリアルに認識するのではないでしょうか。

です。」中学生は身近に感じ、いろいろとアイデアを出すな

・(2)：震災の教訓を覚え、自分の命は自分で守る「津波の

どして、計画実践していると思います。

恐ろしさを身に付けること」

・(2)：地域の復興の手助けとなる。

・(2)：共助共援を体験すると心に残り、将来必ず役立つと

・(3)：子供と思う年が分からず、自分の部落には子供はい

思う。

ない。

・(1)：やがて大人になる。助け合いの精神の助長につなが

・(1)：子供同士で話し合う。

る。地域コミュニティの醸成につながる。

・(1)：まちづくりに参加することによって少しずつですがま

・(1)：1000 年に１度の震災にあった子供達も心の悩みは

ちの復興につながり、目標とするまちづくりが出来ると思

持っていると思うので、地域に関わり合っていくことによっ

います。

て子供自身も心が前向きになっていくと思うから。

・(2)：未来を担う子供達なので、大いに情報交換すると良

・(2)：復興を願うことを思う心は、自分自身の未来のため

いと思う。
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・(1)：悲惨な震災を経験したのは、大人でも子供でも心に

いきたいと思う町が出来れば、なお良いと思う。

刻まれたものがある。個人の力では及ばない、皆の協力

・(1)：10 年 20 年後の街をつくっていくのは子供達だから、

が必要だ。

自分達がこの石巻市に住みたいと思う様な街づくりにしな

・(2)：大人にはない発想がある。

ければならない。

・(3)：北上町で交通（バス）が少ないから大変不便ですの

・(1)：子供達の将来の事を考えた場合、一番大事な事と思

で、もっともっとバスが増えて欲しい。なぜならスーパーで

います。

買い物や銀行などいろいろな必要があるため、どうしても

・(1)：ある程度、高学年になると大人の話している事や、心

バスが増えて欲しい。

配ごと等、無関心のようにしていても聞いているようです。

・(1)：行事に参加したり手伝いをしながら少しずつでも自分

石巻市に住んでいる限り、復興は将来ある子供達に大きく

達が役に立っているという実感は出来るし、記憶に残ると

左右してくると思います。子供達の意見を参考にした復興

思います。

分野があってもいいのでは？大人目線でないアイデアや

・(1)：まちづくりには全員参加だと思います。特に子供達に

意見があるかもしれません。

はこれから先を託したいです。子供の数が足りませんよ

・(1)：これから大人になり町を作っていってもらいたい。ふ

ね。

るさとの良いところをもっと知ってもらいたい。

・(1)：この震災で多くの人が亡くなり、何もかも失ったことで、 ・(1)：将来のまちづくりのためには、自分達がこのまちを支
これからいつかどこかで何か起きたときの役に立つと思う。 える主役としての存在となるから。
みんなで力を合わせて助けあうことがどんなに大事かが

・(1)：自分達がこれから育っていくまちで住み良いまちづく

分かったと思います。

りをしていくことに関わることは、郷土愛を育む上で重要だ

・(1)：石巻市の将来は子供達の参加なくしてあり得ないと

と思う。

思うから。

・(2)：これからの石巻は子供の時代なので良いと思う。

・(2)：自分の生まれ育った地域が大変なことになって、子

・(1)：自分達も怖い思いをいっぱいして、それでも子供心

供心にも力になれたという考えが植え付けられると思う。

に石巻のために何かできることはないかと思っているはず

人のために役立つことをしたという思い、協力しなくてはと

です。私の孫達も自分達の住む家が津波のため、なくなり

考えられるようになる。

ました。悲しんだだけ、それ以上にこれからの石巻のため

・(2)：子供達が 23 年 3 月 11 日の被災を実感したことをテ

に何とかしようと思う志は強いと思います。

レビで見たり大人と話したりして、教訓に。（被害の少ない

・(2)：子供達に夢を持ってもらいたいから。

地区・河北二俣）

・(1)：この先（10 年）町・市の復興の中心となる子供達です

・(1)：まちの将来像を知ることは重要。

ので、今から復興への考えを持つことは大変良いと思いま

・(1)：石巻の未来を担う子供達ですので、自分の住む町を

す。

良くするため関心を持たせる。

・(2)：子供の目線で意見を話したり聞いたりする。

・(1)：地域に子供の数が少なくいるかいないか分からない。 ・(1)：ぜひ参加する機会を増やすべきだと思います。子供
●に静かである。

達を話し合い等に参加させてその中の意見にこれからの

・無回答：子供がいないので分からない。

石巻の在り方のヒントがきっとあるはず。子供もいろいろ

・(1)：未来を担う子供にとってこそ復興は重要な課題であ

考えていると思う。

ると考える。

・(1)：助け合いながら地域の皆さんと力を合わせ、一日も

・無回答：どの様な町づくりに参加するか、身内に亡くなっ

早く復興したいと思うから。

た子供が参加するのであれば、どの様な事にか？

・(1)：大人の復興のための行動と共に、子供達も同じ気持

・(1)：被災の状況を知り、参加することで周りの人々の喜

ちで取り組む思いが、人間作りの一歩だと思います。

ぶ顔を見て、自分達も満足できるから。

・(1)：参加することでいろいろなことを勉強し、関心を持ち、

・(1)：これから自分達が住んでいくのに、自分達が住んで

自分のためにも人のためにもなる。
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・(1)：自身のまちづくり意識を高める絶好の機会と考える。

います。

・(1)：大人だけでなく子供達が参加することにより、子供達

・(3)：参加する人があまりしたいと思わないかもしれないか

の気持ちに石巻の郷土作りが芽生える。

ら。

・(1)：震災で被害を受け、いろんな方に助けていただいて、

・(2)：自分の家も流され何もないのに頑張っていると思う。

この地域は子どもも大人もそれが当たり前になっている感

頭が下がる。

があります。次に何かあったときのためにも、ボランティア

・(1)：学校での活動や子ども会等の活動について、学生の

活動、教育が必要かと思います。その経験が地域（石巻）

いない私にはよく分からないことが多いので、知りたいと

の復興に生かされるではないかと思っています。

思います。

・(1)：自分達の生まれ育ったふる里を早く元通りにしたい。

・(1)：大人の意見だけでなく子供達の自由な発想も取り入

・(1)：これからは子供の時代だから。

れた方が良いと思う。

・(1)：将来の石巻を考えてやっていってもらいたいと思う。

・(2)：皆で考えて欲しい。

・(2)：大人になる上で必要。

・(2)：復興計画や大人との意見交換に。

・(1)：互助の精神を身に付けさせるため。

・(2)：子供達が後世に震災の体験を語り継ぐことになると

・(1)：子供達は未来の若いエネルギーになります。

思う。

・(1)：今後の石巻を再生していただきたい。

・(2)：この機会に震災弱者等に手を差しのべ助ける気持ち、

・(1)：これから成人して石巻のために働いてくれる子供達

優しい気持ちの人間作り。

が、社会国家と一緒になった日本復興のために活動する

・(2)：近くに子供がいないのでよく分からないが、世の中の

ことは、人間形成上でも良い勉強になると思うし良い糧に

ことを色々経験した方が良いと思います。

なると思います。

・(1)：何をしたら良いか分からないから。

・(1)：震災の折、避難所でトイレへの水汲み、配布物、清

・(2)：復興に何年、何十年かかるかわからない震災を経験

掃など自発的に活動している姿を見て感動している。特に

した子供達にも、人の役に立つ、励ますという経験をして

寒いときなどアナウンスで手を貸して水汲みに協力を呼び

欲しい。

かけても動かない大人達を尻目に働いたのは小中学生で

・(2)：大人とは異なった発想があるかもしれないから。

した。

・(1)：現実を直視し、将来街を背負う子供達なので、小さい

・(2)：何かは出来ると思う。

時からいろんな問題を知り、理解し、自分のできることで関

・(1)：地域の将来を担うのは子供達だから。子供達は希望

わりを持って欲しいと思っています。

の源と思う。

・(1)：将来の自分達の町であるから。

・(2)：災害を忘れないため、伝えていくために。

・(1)：大人も子供も復興に向けて頑張って欲しい。そして強

・(4)：「まちづくり」は大人がするものであって、子供は余計

い大人になって欲しい。

なことは考えないで、勉強・部活だけをしていれば良い。

・(1)：他者を思いやり行動することは大切だと思う。

・(1)：子供達は子供達で石巻の将来を気にかけています。

・(1)：何でも一つでも何かをした方が良いと思う。喜んでも

復興についての話し合いに参加させることも大事かなと思

らえる顔を見て欲しい。

います。

・(1)：社会の仕組み、知識を知る。

・(2)：今回のような震災が起きた時に自分自身を守れてま

・(1)：石巻が仮によみがえる日が来るとすれば、15 年～20

た周りの人達の手助けを出来るようになる。

年先だ。完全な立ち直りとなれば 30 年はかかる。つまり、

・(1)：子供の認識が深まると思います。雄勝の現状は、集

今の子供達が復興（街づくり）に取り組むのでなければ、

合住宅の場所も決定しないこともありで、他地区での生活

本来復興事業そのものが成り立たないということだ。大人

に慣れ、定住することで人数が減る一方で、大人として定

達には、新しい発想で街づくりを進める力はないし、その

住している自分自身も不安です。現在、雄勝に住んでいる

気概もない。子供達にやってもらわなければ、石巻に未来

子供だけでも復興まちづくりへの思いが強くなるよう願って

はない。
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・(1)：この先自分達で何が出来るかを知るチャンスだと思

はいないと思うから。

う。

・(1)：現在、未来、石巻を背負って立つ。

・(2)：個々に気持ちがあっても、引っ張ってくれる人がない

・(2)：地域の行事へ参加しているので、復興に向けた話が

と何をどう具体的にして良いのか…参加したいと思ってい

あれば喜んで参加すると思う。

る子供もいっぱいいると思います。大人になっても参加体

・(3)：女川、雄勝に比べれば、家がある、学校があるだけ

験の気持ちは続くと思います。

でも大変ありがたいのに、不足ばかり言って「少欲知足」

・(1)：復興に参加したという自覚、石巻市民の一人として

がない。親子共々感謝がないので、遊び半分の気持ちで

の自覚、支援してくれた人達への恩返し。

参加しては亡くなった人がかわいそうです。

・(1)：次の世代を担う人になって欲しいので、まちづくりに

・(1)：参加することにより今後の子供達の生活等が良い方

参加することで自分達のまちに愛着を持って欲しい。

向に向けると思う。

・(1)：自分達のふるさとです。大人に任せないで自分でも

・(4)：養育を基本とし、将来のため育てるべき。

汗を流し体を使って色々な勉強をすべき。震災に甘えない

・(2)：戦争を経験した人の話を聞くことが、幾度となくあっ

こと。

た。復興に関わりを持つことが子供の人生にどれだけの

・(1)：地域の子供達がまちづくりに参加し、地域のことによ

意味を持つか分からないが、学校では得られない貴重な

り強く愛着を感じるようになり、将来も地域のために働こう

経験になると思う…。

とする思いが湧いてきて、石巻市が活性化され発展につ

・(2)：これから（将来）は、自分達が関わっていくことになる

ながると思う。

と思うので。

・(1)：これからこの石巻市を支えていくのは子供達なので、

・(2)：未来のため

自分達のこととして考え、行動していって欲しいので。

・(1)：自分の生まれたところなので。

・(1)：震災の時、子供も大変な状況を現実に見ているので、 ・(2)：復興に向けて石巻市のまちづくりは、大人も子供も一
市の復興に向けて子供達の小さな力がいくらかでも大人

丸となって進むべきと思います。子供にも出来ることはあ

の心の支えになれたらと思います。

ると思います。

・(2)：子供の目で見たまちづくり、また良い経験になると思

・(1)：未来に生きる子供達が少しでも関わることが大切だ

うから。

と思うから。・経験をこの先生かすことが可能になるから！

・(2)：若い人のエネルギーには力強いものがある。

・(1)：地域に愛着を持てるようになる。

・(3)：学校、家庭内であまりにも「絆、絆」と騒ぎ過ぎで子供

・(2)：将来大人になるのに、早くから地域のことを考えるこ

にも負担をかけている感じか？

とが出来る。

・(1)：自分の住む町を大切にする心を育む。同じ町に住む

・(1)：子供の時に千年に一度と言われる災害を経験し、子

人と人の結びつきやつながりを子供の頃から身に付ける

供といえども世の中の動きを無視して生きていくことは出

こととなる。

来ないと思います。大なり小なり影響があります。現状をし

・(1)：社会は一人では成り立っていません。小さな力でも

っかり見つめて成長して欲しいと思います。

皆が力を合わせて社会を築き、守っていかなければなりま

・(1)：自分が関わることで自身のこと、周りのことなど考え

せん。子供の純粋な考えを大人も取り入れ、子供も社会

ることが出来、色々気づくことがあると思う。

の仕組み、進め方を理解する必要があると考えます。

・(1)：復興とは子供たちがこれから生きていくためには知っ

・(2)：子供達の方が心が傷ついているけど、復興すること

ていた方が何かと役立つと思います。

に希望を持って頑張っていると思います。

・(2)：地域の現状を改めて知ることが出来る。

・(1)：海、川、山のある素晴らしい自然豊かなまち石巻。震

・(1)：子供たちがこの地域の将来を担うことになるから。

災でどん底まで落ちたけれど、将来自慢できるまちになる

・(1)：復興に向かって全員一丸となって進んでゆくというこ

よう関わってもらいたい。

とで、大変良いと思う。子供たちもやがて大人になるのだ

・(2)：市民の一員だし早く復興してもらいたいと思わない人

から早くから意識を持たせておいて良いと思う。
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・(1)：未来について話し合いを大人としても良いと思う。

・(1)：次世代に語り継ぐため。

・(2)：これからの石巻を支えていく人たちだから、新しいま

・(1)：子供であっても皆協力して、助け合いに参加できれ

ちづくりを知っておく必要があると思います。

ばよい。

・(1)：学校行事、勉強などに差し支えない範囲内で参加で

・(1)：少子化の中で子供一人一人の役目がこれからの時

きれば、子供たちにとっていつかは役に立つと思います。

代、必ずあると思うので、早い内からこれからの地域、社

・(1)：今の世代は子供も少なくなり、友達とのコミュニケー

会への参加。

ションが非常に薄れているように感じます。この度の震災

・(1)：親自身も変わらないといけない!親の姿勢、考え方、

にしてもお互いをもっと知っていればプラスになることもた

行動を子供はしっかりと見ているのである。

くさんあると思いました。何事にも積極的に参加が大事と

・(1)：自分が生まれ育った町に誇りを抱き、若い力でより住

思います。

みよいまちづくりをして欲しい。

・(1)：まちづくりとは何？私達は将来の石巻を考えないわ

・(1)：ふるさと愛。

けではないのですが、今、この時にまた災害が起こったら

・(2)：地域の子供たちの元気に遊んでいる声や姿が全然

と毎日ビクビクしています。立派な道路も良いのですが、

聞こえなくなり、見られなくなりました。子供たちの住みよ

所々に避難ビルが必要です。

い環境でないということでしょう。大人の考えを押しつける

・(2)：何事にも進んで参加（復旧、復興）する意義を知って

だけでなく、未来に向けて自由な発想があっても良い。

もらいたい。但し、限度を設ける必要あり。

・(1)：復興イベントに参加することで将来に向けた心構え

・(1)：復興について大人と先生などと話しあって、自分達に

が作られる。

何ができるか考えて、できることから参加して欲しい。

・(1)：震災当時、避難所で「大人の役に立ちたい」と頑張っ

・(2)：震災で心にも傷を負っているのは子供も同じだと思

ている子供たち（5，6 年生？）を目の当たりにし、とても心

います。また、大人の頑張る姿を見て、自分も何かをした

強く感じました。

いと思っている子はいると思います。というより大人がさせ

・(1)：人間大人として成長へ期待。（困難に耐える人間形

るのではなく、子供自身が行事などで元気に活動し、笑顔

成を作る）

を振りまくことが大人の元気、復興に繋がります。（子供た

・(2)：家族の仕事がないので良いとは思うが、他のことま

ちの存在そのものが人の心を癒やすものなので）

でゆとりがない。

・(1)：これからの社会は子供たちが引き継いでいくものだ

・(1)：子供たちのためになる。

から関わっていくことは必要と思う。

・(1)：みんなで協力して、励まし合って前向きになること。

・(2)：人格形成のためにも成長していく過程で街作りに参

・(3)：大人でさえ市の方針が理解できてない。

加することは良いと思います。

・(1)：自分達が住むところについてこれからのことを考えて

・(1)：子供の時から色々なことに参加して、体で感じること

いくのは必要なことであり、災害を受けた者にとっては避

がよいと思う。何事も体験することが大事と思います。

けることのできない課題である。

・(2)：少しでも自分の町が良くなればいいと思う。県、市の

・(1)：石巻市にこれからも住み続けたいと願っていることで

まちがいつになったら変わるのか。（どこから手を付けるか

しょうし、そうするには子供たち自身がどうすべきかを知る

はっきりと）

必要があるし、後世に伝える為にも子供たちがどんな形で

・(2)：子供が大人になって復興の参加が必要なときが来た

あれ参加する機会が多くあればよいと思います。

らきっと役立つ。

・(2)：震災を受けた子供たちのふるさとが、少しでも立派に

・(2)：自分達がゆくゆくは中心になる石巻人だから。

モデル的に復興してゆくのは、彼らの将来性にもつながる

・(1)：現状を自分の目で見ること。

し、希望が持てると思う。

・(1)：子供の頃からできる範囲内で助け合うことを学ぶこと

・(1)：これから先、この地で活き、生活するためには子供た

は大切である。

ちの参加は絶対に必要と思います。学校で、家庭で、地域

・(2)：これからの石巻を住みよく築いて欲しいから。

で常に生活の中に、行事、話題等大人特別なく参画、行
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動してゆくことが地域に愛情を感じ、根付いてゆくものと。

・(1)：子供が復興のお手伝いをすれば大人も進んで参加

そしてすばらしい社会を築いてゆけると思います。子供た

すると思う。

ちには飛躍的な発想を期待しています。

・(1)：大人になった時、自分達のふるさとのために復興に

・(1)：小中学生なら大人次第で、高校くらいなら友人同士

向けて手伝うことは意義に気づくでしょうし、その時々の仲

でも参加できると思うし。そうすることによって実態を知り、

間作りや絆が生まれると思います。

何をすべきかが分かるかもしれないし、又、全国からの応

・(1)：周りの皆さんに助けてもらうことばかりでなく、皆さん

援に対する理解が生まれ、良いことずくめで活きた勉強に

を助けてあげることも大事だと思う。

なると思う。

・(2)：自分の生活の場だから当然のこと。

・(1)：故郷を意識し、大切に思う心をはぐくむと思います。

・(1)：石巻に定着し、自分の住むところに愛着が湧き、発

・(1)：自分達の住む町をきれいにすることは、誇れることだ

展の力になると思う。

し、用事で町に行っても気持ちがよいと思う。

・(1)：子供として何が出来るかを考えてもらい、出来ること

・(1)：地域を知ることは防災、減災につながり、今回の被

を一つずつやっていってもらいたい。大人の手伝いでも良

災を受けて体験したことを子々孫々まで伝える能力があ

い。

る。

・(1)：親、親類、ボランティア、その地区の住民との行事へ

・(2)：今の現実を知ることから始まると思うから。

の関わりを実際に目の当たりで感じた。

・(1)：新しい一歩、未来があるから。

・(1)：自分の住んでいる石巻の復興に少しでも役に立つこ

・(2)：子供たちや若い人たちの考えがこれからの石巻の町

とをしたという喜びや経験が郷土愛や、将来役立つことが

作り等に役立つのではと思ってます。

あると思います。

・(1)：今後の人生経験に多くのプラスになると思う。

・(1)：自分達の町に誇りを感じ、いきいきと生活ができるよ

・(1)：自分が生まれ育った町なので、良いまちづくりをして

うに、小さい時から石巻にふれ合って感じて欲しいと思い

もらいたい。

ます。

・(1)：石巻の将来を担う子供達が石巻をどうしたいと思って

・(1)：最近我慢することの出来なくなった人、又、思いやり、

いるのか、色んな夢や希望があると思う。

人の痛みの分からない人が多くなってきた。この世の中で

・(2)：地域の現状を見つめ、今自分に出来る事は何か、ど

これから日本を世界を担っていく子供達に期待しておりま

んな小さな事でも魂の復興になると思います。県外から来

す。大変良いことだと思います。

て、花を植えてくれたボランティアさん。そのまま草に埋ま

・(2)：自分の町を良く見つめることが出来る。

っている。いつまでも甘えてばかりでは申し訳がない、立

・(1)：私は 64 才でありますが、まちづくりには年齢的にも限

ち上がらないと！花の所の草は取らせていただきました。

界あり。将来の子供達がまちづくりに参加することはすごく

・(1)：声がかかれば参加させたいと思います。

意義深いことと思っています。

・(2)：子供達も避難生活で地域の方々が亡くなったり、仮

・(2)：より良く震災のことについて分かってくると思う。

設校舎での勉強、部活動の学校以外での活動など大変さ

・(2)：子供達が少なくなってきましたので、それなりに参加

を感じている。子供なりに以前の生活に早く戻りたいと思

して欲しいです。

っている。自分達（子供）も復興に向け、何か取り組みたい

・(2)：これからの次代を担う子供達に良い機会であると思

と思っていると思う。

うから。

・(1)：子供達も地震、津波を体験し、色々な思いがあると

・(2)：大人と違った見方がある。

思います。子供同士の話し合いの機会が必要。

・(2)：協働の心が育ちます。

・(1)：今後、又起こるような時、良い経験になると思う。

・(1)：地域の将来を担う子供の意見は大切にしたい。

・(1)：これからのことなので子供の意見は必要。大人より

・(2)：子供達が復興に携わることはよいと思う。

子供達の方がしっかりしています。

・(1)：物事を知ることが全ての始まりであり、今後周りとの

・(2)：何か人の役になること。

関わりで、自分を成長させることが出来る。
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・(1)：子供は子供なりに数多くの経験をした方が良いと思

ないと思う。

うから。

・(2)：学校教育の中でも復興計画内容を子供達に周知し、

・(1)：毎年２月になるとお祭り、かしまばやしに使用するさく

話し合いの場を設定して欲しい。

ら花、クキの部分を作り始め、４月にはお祭りが開催され

・(1)：子供らの明るい声、笑い声はそれだけでも震災を受

ます。子供達もこれに向けて太鼓、笛、民家に３本 1000 円

けた人々の心を力づけるし、色々なイベント、仮設住宅の

で配るバレン作りを住民の方、又、仮設の皆さんにも手伝

手伝いに参加して、子供同士、大人と多いにたくさんたくさ

っていただき、６月の運動会にもダシを出して他から来ら

ん話しあい、ふれ合ってまちづくりして欲しいです。最高の

れて河南に住んでいる方々を力づけ、喜んでもらっていま

社会勉強になると思います。

す。

・(1)：子供達にとっては将来のことだから特に 3，11 に遭っ

・(1)：自分達の住む地域は自分達の成長にとって大切なと

た子供達は多いに参加するべきだし、大人達は参加させ

ころであるということを、色々な活動を通して認識していく。

るべきだと思う。

・(2)：復興には長い年月がかかりますので、子供達が復興

・(1)：現代の子供達は自己中で他人とあまり関わりたくな

に向けた取り組みに参加することが必要だと思います。

いと思いこんでる。家族のしつけがなっていない。子供達

・(1)：大人と共に作業することは、自身の責任と自覚の助

の両親の考え方が大切で親の態度が問われている。

けにもなるし、何より喜びを得る点が多く、達成感がある。

・(1)：忙しい中で仲間と一緒に出来ること、良いと思う。

・(2)：次の世代を担う子供なので。

・(1)：未曾有の大災害に遭遇し、種々な経験を通してそれ

・(2)：東日本大震災のおり、私の孫は大川小学校の 5 年生

を活かすことが出来るから。

でした。私も直ぐ学校へ孫を迎えに行き、助けたわけです。 ・(2)：避難所にて大変ありがたかった。自分も大変なのに
大川小 108 名の内生徒 74 名、先生 10 名の尊い命が奪わ

皆さんに手を貸し、とても感謝しています。

れ孫もきっと命が助かったことは本当に良かったと思って

・(1)：大変な時期に遭遇し、今どういう状態かを知ることか

いると同時に何かしないとと思っていると思います。

ら始まる。無駄を排し、節約を知るべきであると思う。

・(1)：これからの自分の住む町だからです。

・(2)：石巻市が良くなればいいと思う。でも復興は未だに進

・(2)：自分達の出来ることは何か、子供には子供達の考え

んでいない。状況も分からない。

があると思う。

・(1)：人とのつながり、団体生活の大切さを知る。

・(2)：自分達の故郷だから出来ることはやって欲しい。

・(1)：復興は次世代になるので。

・(2)：地域のために自分が役に立つと思うことと、色々な人

・(1)：地域の皆さんとの協力及び、団結力が身につけられ

と交流が出来る。

る。

・(2)：大人には判らない子供の発想があると思う

・(1)：ボランティアの心を知ることが出来る。

・(1)：未来を担う子供達なので、現実を直視して頑張って

・(1)：自分達が住む町を「良くしたい」と思うから。

ほしい。

・(1)：これからの時代を背負っていく子供達なので、まちづ

・(2)：今からの人だから。

くりに参加して、色々改善していってもらいたい。

・(2)：自分達の未来の町を自分達も大人と一緒にまちづく

・(1)：将来を担っていく人たちだから。

りに参加した方が良いと思う。

・(1)：未来は子供達が行うから。

・(1)：自分も同じ立場になったらどうするかと思う気持ちを

・(2)：苦労は買ってでもした方が良い。

持ってもらいたい。

・(1)：自分達が住むところを良くしようとする自覚が出来る

・(2)：良いと思うが、事故にあった時などの対処は何か起

のではないでしょうか。

きた時の責任は誰が、どこがとるのか。

・(1)：復興に関わりを持って、未来を見届けて欲しい。これ

・(1)：自分達の住む地域を知ったり、将来住むかもしれな

からの人生において、何らかの役に立つと思うから。

い町、まちづくりを考えることが大切だと思うし、大人が引

・(1)：自分達の将来の為に関心を持って欲しい。

っぱって、そういう風にしていかなければ、子供達は育た

・(1)：自分達の住む町や市を大人も子供も一丸となって、
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早く活気のある石巻にしてほしい。若い力が必要です。

ニケーションの真髄を学びとって欲しい。それが地域復興、

・(2)：地域のこれからの町並みを作っていきたい。

ふるさと復興への自我を生み育てる原点、基だと思う。と

・(1)：自分が住む町だから。

にかく、「楽しいこと」として感じて欲しい。続けることの大

・(2)：自分の目で見て、出来る事に参加していけばいい。

切さも身に付けて欲しい。

・(1)：社会生活に参加していける。自立心が芽生える。

・(1)：人間にとって故郷は死ぬまで故郷なので、自分が生

・(1)：これからの石巻を背負う子供達だと思うので、私の考

まれ育った町を美しく住みよい町にしたいと思うのはごく普

えでは１人でも多くの子供達に参加してもらいたいと思い

通のことです。石巻が一日も早く復興し、住みよい町にな

ます。

ることは子供達の願いです。

・(2)：自分達の将来だから。

・(3)：子供には子供に与えられた目的があると思います。

・(1)：自分達が住んでいる所なので、将来自分達が住み

・(2)：みんなで復興だから。

良い場所になっていく様に参加した方が良いと思います。

・(2)：子供達も地域参加することが大事だと思います。ま

・(1)：故郷の将来を担う立場であり、絶対に必要。

ず石巻の復興は時間がかかります。大人と一緒に話すこ

・(1)：将来の自分の町（地域）を自分達の手で作ろうという

ともないし、私達のまわりは子供さん達がいない状態です。

気持ちを大切に、意欲を持ち、夢になって欲しい。

いろんな意見を聞けたらいいなと思います。

・(1)：石巻を愛する心が芽生えると思います。

・(2)：次世代を担う子供達が小さい頃から色々な事に関わ

・(1)：現実を知り、今後このような災害がおこった時、小さ

る事は必要だと思います。

な力でも何か出来る事を知ることが大切だと思うから。

・(2)：子供が出来ることをすればいいと思う。

・(2)：復興のお手伝いを通して、何かいろいろな事が学べ

・(1)：3.11 の被災で、父・母等を亡くしている方をたくさん知

るのではないかと思います。

っているので、今頃どのような生活をしているのか、いつも

・(2)：大震災で学校に行けなくなったり、津波で友達を亡く

気にして心配している。元気で前を向いて生きていって欲

し、悔しさ、悲しみが分かるように、自分で学び考え行動す

しいと常に願っています。被災された子供達の公益社団

る力。

法人「セーブ・ザ・チルドレンジャパン」の皆様の温かい援

・(1)：この経験を忘れず、大人になってもみんなに思いや

助に期待しています。よろしくお願いします。遠い町から子

りのある心と、優しく明るい人に成長して欲しい。

供達の幸せを毎日祈っています。

・(2)：将来大人になった時に住みよい町づくりが出来る。

・(1)：震災後色々な形で多くの方々から支援を頂いていま

・(1)：復興まちづくりは子供達の未来に関わってくるので、

すが、子供達も自ら復興のために手伝いをする事で支援

是非参加するべきである。

された有り難みが分かり、これから成長していく上で大切

・(1)：自分の住んでいる町について、大人と一緒に参加す

な何かを感じとる事が出来ればと考えます。

ることにより、子供といえども良い人間形成に役立つと思

・(2)：これからは子供達で話し合って、自分達にも力を合

います。

わせれば世の中のために何かができるんだという事を考

・(1)：自分達の将来のことは、自分（子供）達が参加するこ

える良い機会だと思う。

とで、未来を見、夢を持つことが出来るような気がします。

・(1)：まず、震災の現実を知るという事と、次に人生の厳し

固定観念もないと思います。

さを知る事が出来るという事は、人が大切に築き上げてき

・(2)：簡単なことなら子供にもできるから。

たものを失う悲しさ、そして人の生命のはかなさと同時に

・(2)：子供は大人の真似をする。

助け合う人間の心の美しさ、つまりは人の絆の確かさを知

・(2)：復興に向かう姿勢が町づくりと共に養われ、地域密

ることができる。

着の土台になると思う。

・(1)：将来を担うのは子供達、その子供達が未来の石巻

・(1)：社会人としての大人への成長にあたって「人は１人で

の町づくりの構想を考える意見を発表するのは大いに期

は生きられない」「たくさんの人との関わりが自分を見つめ

待する。

直せる」「１人は皆のために、皆は１人のために」のコミュ

・(1)：大人になった時、自然にその地域に残ろうとすると思
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います。自分の町づくりに協力しているのだから。

達が大人と一緒になって町づくりに参加し、世の中の勉強

・(2)：子供だから出来ることがあると思います。まだまだ石

をする場となってほしいと思います。

巻は復興に遅れています。子供心に不安も色々とあると

・(2)：石巻地域の現状を見つめる（子供視線での状態を知

思いますが大人や老人は癒されることがあります。

れる）。子供の将来の構図を予想し、みんなでディスカッシ

・(1)：手助けをする事により、大人になった時に役立つと思

ョンできる。

う。話す事より役立つと思う！

・(1)：ボランティアの精神を持って参加して欲しいと思いま

・(2)：参加する、参加させることでふるさとを愛する心、奉

す。

仕の心、感謝の心等が養われると思うから。

・(1)：協働精神、助け合いの心などを養う。

・(1)：(1)子供達が将来の石巻の担い手となるから。(2)復

・(1)：地域への密着・愛着が地域発展へと繋がっていくと

興の町づくりに実際に参加することで、人ごとではなく自分

いうことを考えると、未来の日本を担う子供達にとっては不

のこととして考えることができるようになるから。

可欠なこと。自立心を育む上でも大事で過疎化防止にもな

・(1)：よいこともよい事でなくとも現実を知り、その中から考

る。

え学ぶ事があると思うので…。地域で子供が少なくなり、

・(2)：次世代を担う子供達ですので、この震災を機にしっ

子供の声が聞こえるだけでも心が“ホッ”とします。

かりと出会った事を受け止めて生きていく必要性、それが

・(1)：子供自身も自分達も何かをしなくてはと考えていると

生きる力となり、１人の人間力になると思います。

思うから。

・(2)：地域の復興に参加することで、居住する地域愛が形

・(2)：復興について子供の目から提案することが必要。

成されると思う。

・(1)：震災の状況が大変だったことは、幼い方々も理解出

・(1)：すべての市民が人事と思わず、自分の出来る事を情

来ると思うので、優しい言葉づかいで出来ることをしてもら

報をもとに行動すべきです。

ったらよい。私の知り合いは日曜日毎に仮設の集会所で、

・(2)：与えられた環境を確保する。

ピアノ（移動用）を弾いて喜ばれている。他人に喜んでもら

・(2)：復興に向けて自分達の地域の事が分かる様になる。

うことはなかなか体験出来る事ではないのでとてもよいと

・(2)：自分が生まれ育った町に対する思いがうまれる。

思う。

・(1)：人は１人では生きられません。助け合い支え合って

・(1)：早く現状を理解出来るようになる。自立心を植え付け

生きています。震災はしょっちゅうある事ではありません。

る。協働の喜びを感じる。

こんな時こそ他人の為にも自分が役立つ人になってもらい

・(2)：限りない子供達の力を期待したいので、これからをお

たいです。

願いします。

・(1)：震災前の地域の実態を大人から聞くことで、先人達

・(1)：大人になった時、自分の考えをはっきり相手に伝える

の地域に対しての思い等を知る事により、将来自分（子供）

事ができるようになるし、自分に何ができるのか、相手が

達が地域を守り続けたいという気持ちに繋がればいいか

何を求めているか知るようになると思う。復興に携わること

なと思います。

で、自分もやれば出来ると思うようになる。

・(2)：故郷を大事にする気持ちを持つ。

・(1)：地域の大人とのコミュニケーションがとれる。大人の

・(1)：子供の頃から地域や大人と関わりを持つことはとて

気づかない所にも気がつく。

も大事だと思うから。

・(1)：私達の年代が子供の頃は、学校から帰ると家（大人）

・(2)：痛みを分かち合う。未来に向けて若い発想で参加し

の手伝いが当たり前の役割として与えられており、大人と

て欲しい。

一緒に作業に参加することが（一人前に扱われるのが）楽

・(1)：未来の地域を作るため。

しく、嬉しい事であり、またそういう中から人として学び、社

・(2)：力を合わせて石巻の為になり、これから大人になっ

会性が身についていったように思います。昨今の子供達

た時に色々な面で自信になる。

のような、いじめや軽薄なファッションばかりを追い求める

・(1)：自分が住んでいる町を知ることができる。今は確か

ような姿には可哀想な気がしており、是非この機会に子供

たるものを感じることがなくても、将来において意味が明確
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になると思います。

・(2)：皆が参加したいと思っているとは思わないが、参加し

・(1)：次世代を担う力だから。

たいと思う子もいると思うので、そういう積極的にかかわっ

・(2)：子供の見方で考える事を聞く事は、大人の目線と違

てもらうことは、その子の自信になったり、町を愛すること

うかもしれない。

になるので良いと思う。

・(1)：復興には長い年月がかかると思います。現在の子供

・(2)：震災を忘れないために。

達が将来を担う大人になるのですから、自分達が関わり、

・(1)：人のコミュニケーション

意見を言い、それが形になって石巻市が元にもどり、更に

・(2)：大人とコミュニケーションが生まれる。

良い町になって行く過程を体感することは大切であり、必

・(1)：身内が津波にあい、短い間ですが一緒に暮らしまし

要なことと思います。出来ることがあれば、関わりたいです

た。子ども自身も大変な目にあっています。一年過ぎても

が、すでに市外に居住、現在は家庭を守ることで私の心

昨日のように話しています。

身は精一杯の状況です。ごめんなさい。

・(1)：地域、町を忘れない誰とでもコミュニケーションが取

・(1)：未来をつくるのは子供達だから。

れる優しい大人になれると思うので。

・(1)：人の為になり、石巻市の為、その子の為にもよいと

・(1)：自分が参加する事で、自分の住んでいる町のために

思うから。

なり、関わる事で色々な事が解るし、学校以外の人達とも

・(1)：苦しい時に地域の人達と協力し合い、住みよい故郷

接するので良いと思う。

づくりをしていく喜びを感じて欲しい。

・(1)：５、10 年後には石巻の社会人としてがんばってほし

・(1)：未来を担う世代をしっかり育むことが郷土の一番の

いから。

再生に結びつくと思うので。

・(1)：子どもにとって復興に参加することは生きた授業にな

・(1)：日本全国や外国の方々から、いっぱいの支援を頂い

ると思う。子どもの目線、立場から復興を考えることは、大

たので、ありがとうの気持ちを子供達も地域だけでなく、皆

人の視点とは違う人のお役に立てる喜びを知る良い機会

さんと一緒に町づくりに参加して大人達と会話もしてほし

になる。

いです。

・(1)：復興計画について知るのが大変良いと思う。

・(2)：大人だけが何事にも決めつけているような感じがす

・無回答：１日も早く明るい石巻のまちづくりをしたいと思い

る。

ます。

・(1)：震災を体験した子供達こそ、10 年後、20 年後の復興

・(2)：自分の生活に自信がもてる。

を支えてくれる力になる人材です。子供達の意識を高める

・(1)：子どもの未来が、かかっているから。

ことはとても大事なことだと思います。

・(2)：真の復興は５年～10 年で終了するとは思えないし、

・(2)：自分自身の事として考えられるようになると思います。 長期になれば復興の中心的役割は、現在の子ども達が担
積極的にまちづくりに行動するようになると思います。

うと思うから。

・(1)：大変なできごとに出会った経験や体験を大切にさせ

・(1)：参画することで意識を共有することが大事だと思う。

たい。

・(1)：まちづくりは子ども達自身の将来を考える事につな

・(2)：若い人、子ども達に未来の石巻を考えてもらいたい。

がる。

・(1)：10 年先、20 年先をリードして地域の生活を守っていく

・(1)：将来の自分達の地域への社会参加がしやすい。

のに、現在の大人の行動を見て参考にして生きていって

・(2)：人との繋がりがある。

ほしい。

・(1)：地域との関わり、社会人としての行き方を学ぶ大切

・(1)：子供でも市民の一部だと自覚する。

な機会だと思う。

・(3)：子どもよりは、まず大人から。

・(2)：これから復興について、一緒に話し合い若い人達の

・(2)：まずは親が手本を示し家族の会話

意見も必要と思う。復興は５年位では戻らないので子ども

・(1)：復興に関わる事で命の大切さや災害から守ることの

達が住みやすくするため。

知恵や行動ができるのではないかと思う。

・(1)：若い人達が地域の発展のため知恵や力を出し合い、
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新しい石巻にしていってもらいたい。

現実を見る事も大事だと思う。良いこと悪い事を知ってお

・(2)：震災があったことを忘れないために良いと思う。思い

く。

やりの気持ちが出来る様になると思う。

・(1)：自分のためにも良いと思う。

・(2)：ふる里、生まれた所が次第に良くなって、美しくなって

・(2)：地域の子ども達がなにかしているところを見たことが

変化していく姿を心に刻むことができる。

ないです。子ども達もショックや不安で何も考えられないと

・(1)：子どもに出来る事。地域の復興に力を出してほしい。

思います。

・(2)：絆が深まると思います。

・(1)：大人だけの考えも良いが子ども達の将来に向け、考

・(2)：参加することによって自分が地域のために役立って

えている事が思いがけず先を見込んでいる考え方がある

いることを自覚できると思うから。

と思います。

・(2)：失われた物、失われた心（精神面）は直ぐには取り戻

・(1)：初めて体験した震災を通して以前と考え方が変わっ

せないと思う。全ての人のスタンスが同じではない。立場

てきていると思うので、その意見を復興案に取り入れたら

を理解して、ケア出来たらと思う。

良いと思う。

・(2)：石巻に将来も住んでほしいので、これから自分の住

・(1)：復興はまだまだ出来ていないと思う。先の長い事でし

むことになる市に関わってほしい。1 人でも多く石巻で仕事

ょう。孫の代までこれが続くのではと思っています。がんば

をし、家庭や家族を築いてほしいので。

ります。

・無回答：参加することで「ふるさと」について考える機会を

・(1)：中学高校以上、授業の一環としてボランティア活動を

得る。自主性が芽生える。

行う事を願う。

・(1)：未来は子ども達の為にある。復興の発展期を担う次

・(2)：復興に関わることで子ども自身も成長し、人の痛み

世代の大人達は、現在の状況をよくふまえて体験を生か

悲しみが分かる人に。色々なことを経験することで、これ

して、大人の目線で発展にたずさわってほしい。戦後の復

からの自分のためにも良い事。

興を団塊の世代が支え、築き上げてきたように。

・(1)：自分達が生まれ育った故郷を震災前以上に、明るく

・(1)：地域の役に立つと思うから。

活気のある町にして、仮設などバラバラになった人達が一

・(1)：全国にご支援を求めるだけでなく、自分達が地域の

日も早く戻れるように、そして普通の生活が出来る様に、

ために何が出来るのか考えて、子ども達が働くと老人でも

皆で頑張らなければならないと思う。

元気な子ども達を見て動くと思うのでがんばってもらいた

・(1)：一人一人にまちづくりに参加をさせて、頑張ったとい

い。

う自信を持ってもらいたい。

・(2)：成長するため大人になるための第一歩となると思う。

・(2)：これからの時代を担う子ども達がそのようなイベント

・(2)：子どもなりに考え良い方向に早くなるよう願っている

に参加するのは良いと思っている。

と思っている。

・(1)：復興は長い時間がかかります。未来に向けて希望を

・(1)：将来、未来を担う大事な存在だから、どのような石巻

持てる自分になること、大事ではないでしょうか。

にするか行動に責任を持たせたいから。

・(1)：自分達の将来のためにも、現実を直視して子供は子

・(1)：震災にあい人と人とのつながりや助け合い、年寄りを

供なりに出来る事があるという事を解ってほしい。そういっ

思う心があると思います。

た心を育てていきたい。

・(2)：現実の厳しさを知り自分達の力でまた助け合うという

・(1)：次世代の子ども達に進んで参加して新しいまちづくり

事を身に付ける。

に取り組んで頂きたいし、又、そうして欲しいと望みます。

・(2)：これからを生きていかなくてはならない子ども達も現

・(1)：自分達の未来を築くために。

状や自分達のおかれている現実をみなければいけない。

・(1)：津波の恐ろしかったことを消し去ることは出来ないけ

かなり大変なことですが。

れど、強く生きていってほしいからです。

・(1)：皆で協力し、やり遂げるということが大切だと思う。

・(1)：石巻の将来を背負うのは子ども達です。

・(2)：社会地域の事に参加して、身につくことがあると思う。 ・(2)：大人になった時に今回の体験が活かせるように、家
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庭で分野、地域社会での分野を無理のない範囲で参加さ

・(1)：未来は子ども達のためにあるのです。新鮮な意見を

せること。

期待しています。

・(1)：助け合う心を養う事は、今後の社会のあり方にとって、 ・(1)：復興について、全くといっていいほど、私のまわりの
最も重要な事だと思う。

子ども達は、普段関心がないような気がします。子ども達

・(2)：災害に遭った場所や様子を知り、たとえ人の事でも、

は震災後、通学など変化した生活にも最近は慣れて、そ

もし自分だったらと置き換えて、考えてみる事も大切な事

の流れでなんとなく、今自分のしなければならない勉強や

だと思うので。

部活のことをやっているだけって感じ…かな？なので、参

・(2)：子ども達の夢を参考に大人がアレンジした計画をた

加している姿をみてみたいと思っている私も地元の復興の

てると良いと思います。

ために、何もしていないのが恥ずかしい。

・(2)：2011 年 3 月 11 日を忘れずに次世代に語り残す事。

・(1)：自分達の街だから。

・(1)：大人には考えられないアイデアがある。・未来を担う

・(1)：将来自分が大人になって社会人になった時、石巻に

子供にやる気を持たせるのは良いことである。

住む住まないに関係なく、生まれ育ったふるさとが、あの

・(1)：自らが関わることによって地域の構成員の一部であ

震災を乗り越え美しい町であることが、どんなに素晴らし

ることが自覚できるから。

いことかと実感してもらいたいから。

・(1)：これからの世代の人に参加してもらい、大人の意見

・(1)：子どもは将来の担い手だから。

も聞いて考えてもらう。

・(2)：子供には元気をもらう。

・(2)：未来につながる子ども達だから。

・(2)：石巻の現状を知る事、何が大変なのか。今、何が必

・(1)：大人だけの考えですと、私利私欲が優先しすぎるの

要なのか、市民の１人として知っても良いと思う。難しい事

で、子ども達も参加させて方が良いと思います。

は何なのか、子供として関わる事で出来る事は何なのか。

・(2)：大人も子供も復興に向けてひとつになり、皆で乗り越

・(1)：子ども達からうかがう印象、明るさが以前よりなくなっ

えて行かなくてはいけないと思います。

た。また、子どもが少なくなり子ども達が精神面で復興す

・(2)：自分自身、大人になってこれから石巻市発展の為に

るようなまちづくりにしてほしい。

も良いと思う。

・(1)：畑などをする人達が皆さん高齢になられ、土地を手

・(1)：今後どのような災害があるか分からないので、これ

放す家が多くなり、その土地に若い人がたくさん集まり、子

からの子ども達に色々な事に関心を持ってほしいと思いま

どもの数が増え、午後になると大勢の子ども達が賑やか

す。

な声を出して遊んでいます。その中で上下関係や人に対

・(1)：子供の心が豊かになる。

する思いやりなど進んで活動し協力しあう姿はとても良い

・(1)：町内の美化になる。

と思います。ですから、子どもの繋がりができイベントなど

・(1)：何事にも子ども達自身が携わっていけば、本人達の

にも多くの子供が協力しています。

ためにもなる。

・(1)：これからは将来のある子供を中心に考えていきたい

・(1)：子供は未来そのものと考えます。石巻で暮らす子ど

から。

も達にこそ、夢を語り実現に力を出してほしい！

・(1)：復興するまでには相当長い時間がかかると思います。

・(2)：私達大人が復興にむけて頑張ろうと思うのは、将来

子ども達が大人になった時、どのような地域社会にしてい

の子ども達が住むための環境づくりであり、大人の努力を

くか、今から考えていくべきだと思います。

子ども達も身近に接して、見て参加していくことが大事だと

・(1)：これからの石巻の繁栄には若い人の力が大切。石

思います。

巻にとどまり石巻の事業に関わっていければ、自分達が

・(1)：自分達が住む町の状態が理解できる。

つくった街という思いと責任感が出て来ると思います。そ

・(2)：まわりの人のはげましを手伝いしてほしい。

れを次世代の人達につなげていけば良いと思います。

・(1)：大人に守られているだけでなく、現実の姿を認識でき

・(1)：心の交流と優しさを身に付けられる。感謝の気持ちを

る。思いやりが育つ。

持つ事を期待します。
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・(2)：自分達がこれから生活する街を少しでもよくする事を

いから！

考えてほしい。

・(1)：石巻市の復興のスピードを速めるためにも是非子ど

・(3)：考えがまだ未熟だと思うから。

も達の素直な考えを取り入れて欲しい。大人のエゴを除く

・(1)：自分の街の復興に手助けができる喜びを知ってほし

ためにも。

い。全員と協力できる意義が大きい。

・(1)：自分の生まれた故郷であるから。

・(2)：子供同士の協力が強まるから。

・(1)：これから自分達が暮らしていく場所です。この震災を

・(1)：生まれ育った街ですから少しでも住みよい町に、県

風化させないためにも、子ども達に色々なことを見聞きさ

外に出て行かないで、ふるさとを大事にしてほしいもので

せることは必要だと思います。

す。

・(2)：少しでも小さなことでも子ども達が集まって行えば町

・(1)：大人になった時、住みよい石巻になっていてほしいと

の為になると思う。

思う。

・(2)：地域で考えて、多い年配の人にも優しくしてほしい。

・(2)：これからの自分達の住む町がどのように変化してい

子ども、子どもと言っているが、年配の人が多いので、そ

くのかを知る事は大切だと思います。子供なりの意見もあ

の事を考えてほしい。

ると思います。

・(1)：悲しみの中にいる子供たちも多いと思います。社会を

・(2)：大人からの強制ではなく、皆と考え少し実行する。学

知ることで生きる力も出て来るし、同じ悩みをもつ人達が

生本来の勉強をしっかりやり、社会奉仕の理念ができてか

いる事を知る事で、励みにもなると思います。次世代を生

らでも遅くはない。

きる子ども達の考えが変わると思います。

・(2)：参加するだけでまわりの人達は嬉しいし、励ましにな

・(1)：復興はよく耳にしていますが、私の住んでいる町内で

ると思います。

は別に何もしておりません。住まいは山の手です。

・(1)：見ていると復興の手助けは、他から来ている人がや

・(1)：石巻市が復興するまで、十年以上かかると思います。

るという感じになっていると思うので、それは違うという事

その時、大人になる人達が今の子供。自分達の理想に近

をまず言わないと。

い石巻を作ってもうらうため、積極的に参加してもらいた

・(2)：自分で思った事は責任をもってやるという事。

い。

・(1)：これからの良い経験だと思う。

・(1)：子供も大人と同じ様に、社会生活を通して感じとって

・(2)：3.11 で身に感じた事を今後の為に何かに役立ててほ

いると思う。ただ肉体的、社会的に制約されているだけで、

しい。

人を助けるという情操的教育が身についている事は、大

・(1)：地域の子供がまちづくりに参加することで、復興につ

人以上のものがあると思う。

いて色々と意見を発信するようになると思う。

・(1)：石巻市民としての立場を考えて、行動していると思

・(1)：自分が参加することでボランティアや復興に頑張って

う。

いる人達の事を理解し、心に一生残り、大人になった時に

・(1)：将来を担う子ども達に自分が育つ地域復興に責任と

自分の子ども達に伝える事となり、大人の仕事に参加した

自覚を持ってもらい、協働、共生、郷土愛、思いやり、我慢

事が大きくなって必ず人の痛みの分かる人間に育つと思

を学ぶ事で、新生した石巻で自信と誇りを持って育つ上で、

います。

多いに子ども達に関わってほしい。

・(1)：愛郷心を養える。

・(1)：子ども達が石巻市の復興に関わる事は、今後災害

・(1)：年代を超えたコミュニケーションが子ども達の成長に

の多い日本のどこかで災害が起きた場合、その経験を迅

大きく影響する。

速に活かせると思うので、良いと思います。

・(1)：さみしい街中を活性化し、発展させてもらいたい。

・(2)：将来、この子達が石巻を創り上げていくのだから、大

・(1)：あまりにもひどい被害で復興には時間がかかるし、１

人の「枠」に納めないで、どんどん参加させていくべきだと

人でも多くの協力が必要なのと、自分の街への自覚が出

思う。

て来るし、大人だけの考えではいつまでも石巻は発展しな

・(1)：復興に子供の意見が反映される部分があって良いと
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思う。子供は地域の大人や子供と関わりあいながら成長し

ほしい。仲間として。社会の役立つ人に。理解協力が第一

てほしい。

です。

・(1)：孫のお話を聞いていると弱い人達を助けたいと考え

・(1)：まちづくりに積極的に参加することにより自覚が芽生

ているようです。子ども達は子ども達でなんとかしなけれ

える。人のために何かをやるということは、自身の人間的

ばと考えている。

成長につながることと、人への思いやりを育てる。

・(1)：自分達の将来の町、生まれた場所なので。

・(2)：子供が大きくなれば自分達の街になるので、自分達

・(1)：ないないづくしの生活から、色々な事を学んだ子ども

の為にも住みよい、人間的に優しい、ゆとりのあるまちづく

達、孫達。地域の大人の方と一緒の作業で助け合いの精

りをしてくれるでしょう。

神を体験させて頂きました。続けてほしいものです。

・(1)：これからの石巻について、参加した事で色々な意見

・(1)：子ども達が参加する事で強い郷土愛を持つ事になり、 が聞けて良いと思う。
将来、地域構成員として、地元の定着率も高まるかもしれ

・(1)：どの世代も参加した方が良いと思うから。

ないと期待する。

・(1)：自分の将来のため、及び、石巻市が尊敬される町と

・(2)：子ども達が参加出来ることを少しでもやっていくことを、 なること。
分かるようにする。

・(1)：復興に関わった事で、自分のふるさとを思い、愛せる

・(2)：将来の石巻市民として必要なことと思う。

のでは。

・(1)：未来の子ども達が安心、安全な社会生活を営む上で、 ・(2)：子供は小さな社会人である。
大変重要であると思います。

・(2)：地域の行事に一緒に参加、友達を増やしていく事が

・(1)：忘れないために。

必要。

・(2)：心の復興には、子供の何気ない自然のふるまいが、

・(3)：今時の子供はすべてにおいて役立たず。親が悪い。

人を励ますから。

姿をみているだけで気持ち悪い。

・(1)：子ども達が大人になっても住み続けたい町にするた

・(1)：本人が生まれ育った場所である為、当たり前の事だ。

めには、子ども達も町づくりに参加させた方がよい。子ども

故郷とは、又帰って来たいと思う所なのだから。

達には大人には考えつかない発想があり、大人は謙虚に

・(1)：将来の石巻を担うのは、子ども達です。子ども達の感

耳を傾けるべきです。

性に期待したい。

・(1)：人間として人とのつながりを勉強する場になる。前向

・(2)：今まで育ってきた街を復興させたいと思っていると思

きに生きる姿勢を学ぶ。

います。

・(3)：仮設に入っているけれど障害者がいるので。

・(1)：みんなで復興をしていくため。

・(1)：震災後、全世界の国々から助けて頂き、いつまでも

・(1)：これからの自分達のまちづくりに参加できるから。

甘えることではなく現実を目の当たりに、これからは知恵

・(1)：復興の原動力になるのは、地域の子ども達だから。

を出し合い、未来ある子ども達のため、大人が道標をつく

・(2)：関わる事で今どういう状態か知る事ができるし、大人

ってやらなくてはと…。

になってからの満足感があると思います。

・(1)：自分達が住む町の為に何か役に立つ事をして、その

・(2)：病気のために何も出来ない自分が悔しい。地元が石

町を好きになってもらう事、将来大人になって、この町に住

巻で今は大崎市。少しずつ復興していると、地元の友達か

んでもらい町の発展に尽くしてもらいたい。

ら聞いて嬉しく思っています。早く石巻に帰りたいです。

・(2)：みんなで協力すること、自分１人ではどうすることも

・(2)：町づくりに大人も子供もないと思う。又子供は将来の

出来ないことを学んでもらう為に。

事を考えれば、多いに参加するべきだと思う。大人は子供

・(1)：未来の子供達ですので。

の思いや意見に耳を傾けるべきだと思う。

・(1)：自分のふるさとへの思い入れが大になると同時に他

・(1)：災害を受けた地域、住民、全てが元に戻るには、長

の人々への思いやりが育つ。

い年月が必要であり、次世代の子ども達が関わりをもつ事

・(1)：人の悲しみ、苦しみ、痛みの分かる人間に成長して

は、復興まちづくりに必要不可欠な事であると思う。
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・(2)：生まれ育った町、友達、みんなで協力、明るい町に。

はないようである。毎日、散歩をしているが、周りはどう思

自分達の力で築き上げていく実感を体験できる事！

っているか分からないが、この人達にも交流の場が欲しい。

・(2)：将来の地元の計画を知る事が大事。

未来の石巻、新しい石巻に期待したい。やはり小さい時か

・(2)：子供の目から見たこれからのまちづくり。

らの接触は大切なようです。

・(1)：子ども達は大人と違った純粋な気持ちで、震災の経

・(1)：行事に参加することで大人同士の話し合いも耳にす

験を元に子供なりの目線で知恵を出してほしい。

るし、復興の計画も知る事だし、子供が育っていく中で自

・(1)：子ども達にも地域復興に向け、いろんな取り組みに

分達が大人になるまで、頑張ってこの石巻をよくしなけれ

参加して、良い町、地域づくりを身をもって感じてほしいで

ば、と考えてくれるのではないかと思います。

す。

・(2)：子供が少ないので家には老人が 1 人でいるのが多い

・(1)：これからの事は若い人々の考えをよく聞き、住みよい

ので、子ども達が老人に声がけなどしてほしい。仮設ばか

街になってほしい。

り色々してもらえるが、自宅にいる人は何もしてもらえませ

・(2)：今は若い人達が地域を離れていく傾向にあります。

ん。せめて子供達と話をしてみたいです。

子供の頃から地域の復興に関われば、社会人に成長した

・(1)：この地のこの状態の時、何もせず大人になったら、日

とき地域への愛着もわくかと思う。

本全体が心配。子供は勉強が大事だが、生活、社会の全

・(2)：今後街が復興していくのに、若い力が必要不可欠だ

般、地域で皆で生きていくという事を心にした大人になって

と思います。

もらいたい。子供より親の心が一番と思います。

・(1)：これから大人になって、活躍する子ども達に、地域の

・(1)：人口が減っている中、子ども達は元気でいてほしいと

一員であることや地域を大切にする気持ちを育てることが

思います。それには大人の意見を聞き、自分達で石巻を

できると思うので。子ども達の取り組みの姿は大人にも大

よりよい町にできるよう期待したいです。

きな刺激、励まし、がんばりになると思う。

・(2)：市や町の将来を担うのは子ども達だから。

・(1)：将来に向かって共に生き、築き上げる精神などが育

・(1)：石巻市民である事を肌で感じる事ができる。

まれるし、そうして欲しいと願います。

・(2)：自分の為。

・(2)：仮設住宅の人達は何でも欲しい物などを頂けるが、

・(2)：将来、自分達が地域に関わり、何かをやろうとする意

自宅にいる私達は全然何にもなし。そんな人達に子供達

志が生まれ、芽生えて、どんな形であれ参加することで、

など「こんにちは」などと言って声がけをしてほしい。そうす

石巻の復興に役立つと思う。大人はただ意見を聞くだけで

れば、地域の輪が広がり、大きくなると思う。子ども達の力

なく、きちんと対応することも大事な事と考える。

って大きいよね。

・(1)：このような願ってもない貴重な機会に巡りあえる事は

・(1)：子ども達が復興に関わることによって、自然災害の

奇跡です。大人になったら自分が参加して造った街に住め

恐ろしさを実感し、その体験が後世に語り継ぐことになると

る事の喜びを味わえる。なんて素敵な事でしょう。1 人でも

思う。

多くの子ども達にそんな思いを味わってもらえたらと思う。

・(2)：復興まちづくりに参加する事で自身の考え方を反映

・(3)：世の中が非常に変わってきているので、おっかなくて

できれば自信になるし、出来なくても復興を見据えて行くこ

子供に無理な事を言いつけられない。今の子供達は私の

とができる。

小さい頃と違って、草を一本も取ったことがない。口だけは

・(1)：未曾有の大震災を体験したことを後世に伝えていく

テレビ、携帯電話、その他で色々な事を知り、私達は逆に

にも…！自分達の手で復興した経験は大きな力になり、

おっかない。注意しなくちゃいけない。

地域愛にも繋がると思います。

・(2)：個人で参加したくても一歩が出ない事が多い。学校

・(1)：閉鎖的な石巻を打破してほしい。新しい考えの元に

単位、クラブ単位の参加がいいと思う。

港があるので、利用できる工業も発展していってほしい。

・(2)：将来は自分達が担う街だから。

障害の子供がいるので、交流できる場がほしい。石巻は

・(1)：子供達同士が一緒にいるところを見たことがないで

あまりにも遅れている。興味はあるが、なかなかチャンス

すよ。
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・(1)：今後長く復興事業が続くと思われるので、今のうちか

・(1)：家の手伝いがない昨今、子供にも出来る家事を大人

ら将来のために、自分達も関わる意識が出ると思う。

がやらせる社会が必要。

・(2)：自身の地震、津波体験を通して、又伝えて色々な人

・(2)：前向きに、勇気、希望をもって、生き抜いていただき

達と交流して欲しいです。子ども達に元気でいてほしいで

たい。

す。

・(1)：やさしい気持ちになるから。

・(2)：自分達が住んでいる地域の復興に自らの手で携わ

・(1)：郷土愛

ることで、地域の人々の生活がいくらかでも良い方向に向

・(1)：助け合い、協力、努力、心身共に前進の一歩だと思

かっていくことを自分の目で見ることで、自分の力に自信

います。石巻地域は私生活、その他は１からの出直しでも

が持てるようになると思います。

あり、親達共に努力が必要。

・無回答：この地域は皆バラバラになっていて子ども達同

・(1)：これからの自分達が暮らす町はどうあるべきか。積

士で話し合うこともないと思う。時々声がけをしているので

極的に参加させるべきである。

すが…。皆さん、心がすさんでいる方が多いです。

・(2)：早く復興するようにしたいから。

・(1)：友達がたくさんできる。お互いに絆ができると思う。お

・(2)：10 年後 20 年後の事を考えたとき、今は子供だが、将

互い元気がでると思う。

来は彼らの肩にかかっていると思うので、子ども達は石巻

・(1)：地域との連帯感

がどうだったら住んでいたいかをよく聞き、子ども達が自身

・(2)：自分達の住んでいる町を清掃したり、周りの人達を

で考えるという術を身に付けていくと思うし、自己責任の重

励ますことなどとても大切だと思う。

要さも子供のうちから分かってもらう必要もあるので。

・(2)：人と思う、故郷と思う心の醸成につながる。

・(1)：人と人として復興に向かう人作りに大いに役立ってい

・(2)：将来自分達の住み良い地域となるため。

くと思います（良い意味で）。

・(1)：郷土を愛し、国を愛する心を育てる。

・(3)：周りの雰囲気に乗せられてやらされていると思う。真

・(1)：現代っ子は、「思いやり」「忍耐」「協調性」に欠ける子

面目な子もいるが、よく分からないでしている、させられて

が多い。昨今、昨年の震災を体験することにより若干人間

いる。

性に変化が見られてきているように思う。皆が一丸となっ

・(1)：自分達の将来に関わることだから。

て、石巻のまちづくりに参加する事により、益々人間性豊

・(2)：将来を担う子供達が、復興に共に色々な形で関わっ

かな子どもに成長してほしい。

ていくことによって、より良い町、未来のビジョンを具体的

・(2)：子ども達の日常は震災前と少しも変わらず、実に

にイメージし、地域に貢献する意欲が強くなると考えます。

淡々と送られている様に見える。子ども達は学校と家以外

・(1)：参加することにより知識が向上する。

の時間、ゆとりがないせいで、まるで引かれた線上をはみ

・(1)：１年や２年で復興するものではないと思う。５年 10 年

出すことなく歩いているように見える。大川小学校で弟妹

の長い目で石巻を復興させるためにも、未来を担う子供達

を失いながら…。きっと気持ちを押し込めている。復興に

に参加させるべきだと思う。

関わることで、今とは違った形でこれからを進んでいって

・(1)：将来に役立つと思う。

ほしい。子ども達に希望をもって生きていってほしい。

・(2)：子供達からお年寄りに声かけをしてもらうと嬉しいと

・(1)：被災した実感を地域で活かせる機会をつくって欲し

思う。

い。

・(2)：将来自分達が進む方向を自覚していくためにも必

・(1)：自分達の将来の事なので、真剣に考え、その意見を

要。

大人も聞き入れて一緒に復興を考えて欲しい。

・(2)：住んでいる地域の復興、行事への参加。

・(2)：石巻市の活性化のためには、子ども達の新鮮なアイ

・(1)：子供が大人になった時、役に立つと思う。

デアが必要。

・(1)：復興は将来の地域像を作るものなので、これからの

・(3)：まちづくりに関することまで、子ども達にやらせなくて

世代の参加が必要。・故郷を意識し、故郷を愛し、故郷を

よい。

創っていくのに大変良いチャンスだと思うので、震災をプラ
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スに変えたい。

習慣を。

・(1)：きっと、将来何かの役に立つと思います。

・(1)：当然だと思う。全国からたくさんの応援があり、それ

・(2)：子供心に仮設に暮らす親戚等を心配して、よく団らん

に応えるためにも参加すべきだと思います。

で話題にしていますよ。

・(1)：スポーツ面での活躍が目立つ。特に野球、高校も中

・(1)：将来石巻を支えていく人材だから。

学も小学校も石巻地域は結構強い。とても元気づけられ

・(1)：大人にはない視点、観点、情報を持っている。大人と

る。これからはサッカー（今流行の）も頑張って欲しい。

子供の意見や行動のバランスで新しい町づくりが出来る。

・(1)：大人を信頼し得ない状況に多く触れる機会を持った

・(1)：郷土愛を育むことになるから。

子供達は、今「大人を支えなければ」と考えています。

・(2)：子供達も一緒に復興の助けになればと思っていると

・(3)：勉強に専念すべきである。

いうこと。

・(1)：苦しみを分かち合える。

・(1)：天災は常にやって来る。

・(1)：明日は子供達が担う街だから。

・(1)：今は大人も子供も一緒になって復興に向けて頑張っ

・(1)：一市民としての自覚が出る。頑張ることで自分自身

ていかないといけないと思うから。

の人間性、協調性が芽生える。

・(1)：自分達のまちの復興は、子供達が主役。なぜならこ

・(1)：大人だけに任せないで子供も出来ることを進んで参

れから石巻に生き、将来の石巻の主役は今の大人ではな

加すると良いと思う。

く子供達だから。今の大人に出来ること、それは大人が子

・(2)：自分達の将来のことを考える良い機会だし、住んで

供達の意見を聞き、サポートすることに尽きます。ありがと

いる町のこと、また国全体のことを考える等、種々地域だ

う。協力させていただきます。

けではなく勉強になると思う。

・(2)：大人と違う発想があるものと思われるから。

・(2)：この大震災を身をもって体験したことは、良きにつけ

・(2)：自分達の災害に対する将来を考える機会になる。

悪しきにつけ次なる世代を背負う子供達にとって貴重なこ

・(1)：子供達が故郷の町作りに参加することは、大変意義

とではないでしょうか。何かに生かして欲しいです。

深い。

・(1)：子供達の純粋な考えを大切にしたい。

・(1)：自分自身のこととして向き合って欲しい。

・(1)：復興のために何かをしたいと思っていても、何をどの

・(1)：地域の子供なしで地域のまちづくり発展はあり得な

ようにしたら良いのか分からないでいるようです。学校を

い。将来の地域リーダーづくりにも不可欠であると思う。子

通して子供達と話し合いをし、計画を立て、実行したら良

供の時から様々な経験を積んだ子供達が、広い視野に立

いと思います。

ち継続的にまちづくりを担ってくれる人材育成を期待した

・(2)：参加することによって復興に理解が進む。

い。

・(2)：他人のためになり、独立心が出る。

・(1)：これからの人だから。未来を作る人です。

・(1)：今後災害が起こった時に備えて、色々なことを身に

・(2)：自分達のふるさとを大切に思うようになる。

付けていた方が良いと思います。

・(2)：子供達が大人に交じって、大人が指導しながら子供

・(2)：将来的に自分のためになる。将来的に自分の子供

がそれに協力することは、子供にとって将来人間的に成

達に言い伝えていく。

長する上で非常に良いことだと思う。大人はそういう子供

・(1)：子供達は暇が多すぎる。ゲームばっかりやっている。

を育てることによって、人間としての充実感が湧くだろうし、 子供も社会の一員、社会に目を向ける機会・意識を育てな
しかし子供には子供なりの能力の限界があるので、その

きゃ！

子供の能力に従って子供の協力を仰ぎたいと思う。

・(1)：大人になった時に思い出して欲しいから。参加するこ

・(1)：町内会運営も同じ、まず親から参加させないと。利益

とで震災を忘れず万が一災害が起きた時、次の世代の子

と権利は主張するが、協力という手や身体が出てこない。

供達にも伝えられる。

ゴミ出しのルールさえ出来ていないのに。一生懸命笛を吹

・(1)：大人では気が付かない場合もあるので、子供の意見

いても、気持ち良く踊ってくれる人は少ない。まず参加する

もよく聞いた方が良いと思う。
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・(1)：私の仙台にいる孫は、中学生の女の子です。家族の

っとあっても良い。

一員が津波に遭って心配してからは、いろいろなボランテ

・(1)：これから地区の中心になっていくので。

ィアに参加し少しでもみんなの力になればと頑張っていま

・(1)：被災の有無に関わらず、自分の育った環境や故郷を

す。

大切に想う心を養うことが大切であり、各学校や地域子供

・(1)：未来を担う子供を復興の輪に巻き込んでいかなけれ

会等、協力し合い小さなことから始めることが、将来子供

ば、石巻から未来の若者達は離れていく。自分の手で創

達の成長に大いに役立つでしょう。

る町はきっと住み良く誇れる町のはず…その町で私も生き

・(1)：これからの石巻を背負っていく人である。

ていきたい。

・(2)：将来に夢が持てると思います。

・(2)：人口がだんだん少なくなるので、地域の行事に参加

・(1)：今からの子供のエネルギーはとても力強いものであ

し、少しでも以前のように人々が戻ってきてくれることを願

る。頼りにしていると聞けば全員何らかの力は出してくる。

うものです。

過保護ではなくハングリー精神でいくべきである。エリート

・(1)：子供達は我々大人が考えもつかないような意見や発

なんか悪いことばかりしていて社会性がない。小さい時か

想を持っており、驚かされたり感心することがしばしばです。 ら同じようにハングリー精神で育てて生きていくと、いたわ
子供や老人が笑って暮らせるまちづくりを期待します。

りも協力も独立も出来ていくと思う。

・(1)：これからの時代、子供達の住み良い町づくりにして欲

・(3)：今の政治を考えると、子供に対する育成がない。自

しいと思う。子供達が描く未来像に期待したい。

分（政治家）のことばかり考えて、もっと自立に向けた教育

・(2)：人を思いやる心、人のために役に立つ人間になれる

を行って欲しい。

人に。

・(2)：将来子供達にも関わってくるから知っておいて欲し

・(1)：これから造る町、若い人達の意見をどしどし取り入れ

い。

たら良いと思います。

・(1)：故郷は自らの手で守り育てる。

・(2)：未来の子供達が、これから町が変わっていく姿を体

・(1)：地域の震災事情が分かる。自分の故郷に愛着が出

験を通して感じ、前向きに進んでいって欲しいからです。

る。他の人と手を取り合って協力することが芽生える。

・(2)：子供の意見も参考になると思う。

・(1)：これからの時を担う人達が参加することによって、新

・(1)：まちづくりは、多くの人々の協力と関心が必要だか

鮮な考えや試みが出てくると思います。

ら。

・(2)：自分達の将来を自ら作っていく。この石巻は保守的と

・(1)：これからの未来に向けて、自分達で新しい町や市を

感じている。年寄りが支配的。

作ることに賛成です。色々なアイデアやお祭りも、姉妹都

・(1)：自分の生活しているところだから。

市と協賛するのも良いと考えています。

・(3)：年齢によって違う？

・(1)：十分に子供達はまちづくりについて考えていると思う

・(1)：子供達の視点からの考えも必要で、数年後を見据え

が、学校の授業にでも取り入れたら良いと思います。

た具体策が可能になる。

・(2)：これから長い時間住んでもらいたい。自分の「ふるさ

・(1)：これからの石巻、未来に向けて自分達がやるんだと

と」を復興することに参画する。

いう気持ちは、内陸の子供より一層強い心意気だと私は

・(2)：助け合うことの大切さを学ぶ。

確信しています。

・(1)：いざという時に役立って欲しい。

・(1)：子供達の出来ることに参加させたい（花や木を植え

・(1)：良いと思うし、そうすべきと思う。

たり）。年寄りに触れたり些細なことでも良いので参加させ

・(1)：参加すれば大人になってから自分のためにもなると

たい。

思う。

・(1)：自分達の街をどの様に立て直していくか考えるだけ

・(1)：復興に関することはもちろん、石巻市の行政、活動に

でも大切なことだと思います。

大学生～小学生までの意見を知り、取り入れていくことは
すごく重要なことだと思うから。中学生、高校生の活動がも
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・(1)：未来に向かって成長していく過程において自主的責

に対して意欲も湧くだろうし、地域に残りたいと思う気持ち

任と想像力を養うこと。自分で考え行動する正しい判断を

も強くなって欲しい。

養う、絶好の良い機会である。

・(1)：今まで当たり前に過ごしていたことが、今回の震災に

・(1)：これから住み続ける街だから。

よって全ての人達の意識が変わったのは事実。それによ

・(1)：子供にも出来ることがたくさんあるので、地域を大切

って大人だけでなく子供達も地域への関わりを持つことは、

にする「心」を育てるためにも、参加させた方が良いと思

子供達の心も変わる。自分勝手な大人も子供も精神的に

う。

強くなれると思うし相手のことをよく知るようになると思うか

・(1)：この震災により、人とのつながりが大切な事を知り、

ら。個人個人の質が良くなればこれからの人間形成に最

少しでも自身が出来ることを見つけ行動に移すことで、こ

高だと思います。

れからの石巻のことを考えることが出来るから。

・(1)：やがて子供が大きくなり、同じようなことがまた起きる

・(1)：災害の大変さを後々まで知るために、大人になって

かもしれない。その時に子供の頃まちづくりに参加してい

も忘れないで。

たのとしていない人では必ず差がつくと思うのです。

・(2)：相手の立場になって思いやる心を持って欲しい。小さ

・(1)：大人と同じように心を痛めている。人（他人）のために

いことにでも感謝の心を持って欲しい。

役立つことの大切さを知ることが将来大変大切。

・(1)：今まで住んできたところについて、子供達の意見など

・(1)：地域への愛着心の醸成

が少しでも受け入れられれば、その物その所が大好きに

・(1)：時間が経って大変なことが起きたと気付いている子

なり、大事なところと考えると思います。

供もいます。何かを気付いているのだと思います。

・(1)：次世代を担う若者が将来のことを考えながら行動す

・(2)：新しい町づくりが出来そうだから。

ることが、世の中を活性化させる。

・(1)：大震災を経験し、子供達も心の傷を負っています。現

・(1)：仮設の近くを通る子供達の朝夕の挨拶、学校ぐるみ

実を見つめて将来の夢を実現するのは子供達です。子供

で仮設に新聞を届けてくれたり、それだけでも復興に向け

達には元気で明るく、逞しく育ってもらいたいので、私たち

た町づくりをしてくれていると思う。

大人が環境づくりをしっかりと支える役割をすることです。

・(2)：子供が元気にはね回っているのを見ているだけで、

・(2)：次代を担うのは子供達だから。

我々大人は癒されそして力をもらいます。

・(2)：将来に繋がる様に。

・(1)：大災害を目の当たりにし、心も成長したと思います。

・(2)：意見を話し合っている中で、地域・地元に愛着を持ち、

周りの方々からの支援を通じ、将来を担う子供達も色々考

何とかしたいと希望の思いが強くなると思います。

えていると思います。ぜひ子供達の発想も取り上げた町づ

・(1)：自分が生まれ育った地域なので、その自分の町のた

くりを考えて欲しい。

めに何か役に立つことを行動で示すということは、子供達

・(1)：復旧復興に活動することは、人間として大きく成長さ

の自信にも繋がるので大変良いと思う。

せる機会となる。

・(1)：次の時代を作っていくのは彼らだと思う。きちんと声

・(1)：みんなの手でしなくてはならないと思う。

を聞いてやるべき。

・(2)：目で見る石巻の津波のひどさ、これを見ただけでも

・(1)：自分の地域を愛する事が出来る。

何か感じるものがあるのではと思います。

・(1)：子供達が今経験している事が、いずれ大人になった

・(2)：地域にあまり子供達がいなくなりました。接する機会

時に役に立つと思うからです。

もなく想像でしかありませんが、書かせてもらいました。

・(1)：災害・復興を通して成長していく。

・(2)：最終的に愛国心が育ち、国力の発展につながる。
・(1)：未来のためにも子供達に頑張って欲しい。人とのつ
ながりを大切にし、輪を広げ石巻を活性化する力を育んで
欲しい。
・(2)：自分達で手をかけることによって、住み良い町づくり
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を乗り切って新しい町づくりをして、大人になってもらいた
いです。

70～79 歳

・(1)：災害を体験できた子供が自分達が大人になり、同じ
ような災害に遭遇した場合に、何をしたら良いか体験から

・(2)：思いやりの気持ちが大事だと思う。

行動が出来る。

・(1)：将来自分が大人になった時に役立つ事があると思

・(1)：私のような老人にいつもやさしく声をかけてくれる。震

う。

災の時はずっとそばにいてくれた。用を足してくれる。お話

・(1)：地域の復興は大人だけでなく、子供もみんなでするも

をしてくれる。本を読んでくれる。手を取って散歩について

の。

来てくれる。子供達に元気をもらった。子供達は国の宝物

・(1)：未来のためによいと思いますが…

です。

・(1)：これから長い人生、いろんなことに参加し学び、手伝

・(1)：未来の地域づくりのため。

う。大変良いことだと思います。実行してください。

・(2)：助け合いの気持ちを育む。

・(2)：地域の子供達が街の復興に関わることは、街を知る

・(2)：将来石巻市で生きていく子供達に、夢と希望を自分

こと。

で考えて欲しいからです。

・(1)：実現することは少ないと思うが、考えること、発信す

・(1)：勉強・部活の合間を見ながらでも出来る。色々なこと

ることは大切。大人はそういう場を作ってやることだと思

を経験していくと、仕事の大変さ、人間関係等も出てきて

う。

脱落することもあるかもしれないが、そこを頑張っていけ

・(1)：多様な街づくりがあると思う。子供の目線に立った計

ば自分が社会人になった時に立派な人間になると思いま

画も参考にしてはいかがでしょうか。

す。後世のためにもぜひ頑張って欲しいです。

・(1)：これからの社会や国作りは今の子供達にかかってい

・(2)：たくさんの人達が亡くなり町も寂しくなったので、子供

るから。

達の笑顔と元気で町づくりをして欲しいです。

・(2)：リーダーになる人が声をかければ入りやすいと思う。

・(2)：人間としての他人への思いやりが生まれる。

参加する自分の気持ちはある。

・(1)：上の理由とは違いますが、町内会での行事が全然行

・(1)：地域のために参加することで絆が広がり、感謝の気

われないため子供達は何となく物足りないと話しておりま

持ちが大きくなり、精神的にも素晴らしい成長を目指して

す。やはり公園など仮設住宅があるためなのでしょうか？

いくと思います。

でも学校がありますので、そこで町内会の行事としても良

・(2)：組織の力にまとまりがない。

いと思いますが？

・(1)：子供は未来の主人公だから。

・(1)：１日も早く石巻市が復興し、前のようになって欲しい。

・(1)：未来を引き受けるのは彼らで、当然のこと。多くの夢

１人でも多くの人達に笑顔になって欲しいからです。

を打算のない彼らに託したい。

・(2)：これから石巻市で生きていかなければならないので

・(2)：町の復興について知ることが大事だと思う。

すから。

・(2)：学校教育の中でのボランティア、将来の街づくり等々、 ・(1)：復興に協力すること。
勉強しながら学び取ることが重要。高学年は実体験で得

・(1)：大人、子供の区別なく参加することは良いことだと思

るものが大きい。

う。皆大変な経験をし、それを乗り越えこういうことに参加

・(1)：将来自分達の財産になる。

することによって、人を思い、いたわりの心が芽生え年齢

・(1)：１日も早く石巻の復興が出来ることを願っている。

と共に大いに役立つと思うから。

・(1)：「絆」という言葉の意味を今回初めて知ったと思う。

・(1)：今後自分達の生活に役に立つと思う。

・(1)：復興した石巻に住み続けてもらいたいから。

・(2)：働くことが人間性を育てるし、協力し合い相手を理解

・(2)：復興で地域ごとの町づくりに多く参加して、この震災

するチャンスになる。

を忘れないで、あの時こうしてみんなで協力してこの震災

・(1)：人間形成
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・(1)：子供同士が一緒になり、良い町づくりをして欲しい。

・(2)：現実を知ることが大切である。

・(1)：子供の視点から将来のまちづくりの意見も参考にな

・(1)：自分達の未来のためだから。

るものがあるのではないか。

・(2)：石巻にて生まれた子供はそう思うと信じます。

・(1)：大変な場を経験して、このまま小さいからと思わず、

・(1)：道のりが遠く思う石巻の復興。将来を担う子供達が

大人も一緒になって行動していって欲しい。

いろいろなまちづくり計画に大いに参加してもらいたいで

・(3)：子供にはまちづくりは難しいと思う。

す。

・(1)：将来のことについて子供時代から地域について関心

・(2)：孫達が一緒に住んでいないので。

を持って考えてもらうことは、一番大事で大切な事だと思

・(2)：子供達の笑顔、動きのある姿は最高です！

います。

・(1)：子供達自身がそういう気持ちになることが、将来に望

・(1)：後には担い手となるから（指導者）

みが持てるから。

・(1)：老齢化が進んでいる地域なので、若い人の力、未来

・(2)：将来の石巻の復興の一助になる。

についての考えが是非必要。

・(2)：意気を高めること。

・(1)：ボランティアの皆さんに頼りすぎる。

・(1)：地域住民のコミュニケーション作り、活性化に。

・(2)：１人でも多くの若人が町の片付けや色々とお手伝い

・(2)：そう思っているが、学校で部活等で出来ないと思う。

をすることにより、復興の前進になると思います。

・(2)：復興まちづくりに参加出来ればいいと思うが、何に？

・(1)：子供達の視点で見たこと、感じたこと、考えを知るこ

いつ？そうした場面に出合うのか？

とは大事なことだと思います。

・(2)：郷土に愛着を持って住むことが出来るよう復興の様

・(1)：みんなが大変なときだから助け合うことは良いことだ

子を知ることが必要だと思う。

と思います。

・(1)：今の子供達が住み続けたい街づくりが基本だと思う

・(2)：子供達も大いに参加していろんなことを知った方が

から。

良いと思う。

・(2)：我々は商会で復興に協力したくても出来ない。まちを

・(1)：将来石巻を支えてくれるはず。

背負う子供達が参加することが一番だと思う。

・(1)：子供の世界だけではなく、周りのこと（住居・金銭）を

・(2)：これからは自分達の時代が来るから。

現実として認め、学ぶことができる。

・(3)：大人でも「どんなまちづくり」をしたら良いか分からな

・(2)：復興のために協力したと思うと子供自身にも力がつ

いのに、子供にそれを要求しても良い結果は得られないと

いていくと思う。

思う。

・(1)：地域のため、年寄りのために少しでも手助けできたと

・(2)：家の周りに子供達がいるか、いないか分からない。

いう気持ちが、子供にとってボランティア精神を養い、高め

いたとしても家の中で何をしているか分からない。

ることになると思う。

・(2)：地域と関係することにより将来相手を思いやる心を

・(1)：自由な発想で将来の町を想像し物事を考える。

養うことが出来る。

・(1)：将来の自分たちの町について知ることができる。

・(2)：皆さんで出来ることなので、出来ることはする。

・(3)：部活、勉強をしてほしい。

・(1)：小さいうちから助け合いや人を思う心が育てられると

・(1)：明日を担う子供達の意見は大切だと思う。

思うから。・役に立つ喜びを味わわせたい。

・(2)：自分の住む地域を知り、将来の生活（暮らし）に役立

・(2)：大人が忘れているものを、世代のばらばら感をつな

てることができる。

げて欲しいと思うから。保育所と老人ホームが同居したり

・(2)：石巻市のまちづくりは 21 世紀を担う子供達に関わっ

も良いのではと…。

ていると強く思います。

・(1)：大人はもとより将来を背負う子供達に自分の住んで

・(2)：自分の生まれた場所がどう変化していくのかを観察

いた町を何とか復興させたいと思うように導いていくことが

していくことは、将来何らかの形で自分のためになるよう

大人の務めでもあると思う。

に思いますが、無理強いは賛成できかねます。

・(2)：子供達の時代が来るから。
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・(2)：自分達の住んでいる地域のことを、参加することで知

・(1)：3，11 災害の経験を将来活かしてもらいたい。

ることが出来ると思います。

・(2)：自分のことだけでなく人の痛み、又苦しみ、楽しみを

・(2)：参加することに意義がある。

感じてもらいたいです。

・(2)：現在でなく前向きに考えれば、年寄りより先々のこと

・(1)：大変な震災を経験してこれから自分達の身近な暮ら

を見て考えるし力の出し方も違っている。現在ではなく一

しがどうなるのか心配していると思う。まずは就職のこと、

年先また十年先を見ないと復興はない。

町の復興を考えているのかな。

・(1)：次世代を担う子供達が、地震と津波で破壊された街

・(1)：誕生して成長していく過程で遭遇した大震災を糧に

を再建する方向を若いうちから考える態度を養い、愛郷心

「生きる」という自覚のため。

を育てる。

・(2)：そのような体験を子供の時期にすることはこれから

・(2)：まちづくりに参加したことにより自分の生き方を考え

の人間形成に役立つ。

ると思う。

・(1)：復興に携わることにより、将来の自分の立場を理解

・(1)：子供はやがて社会の主役となるのだから、早いうち

する認識を得ると思います。

から復興に向けて活動するのは大事なことだと思っていま

・(1)：子供自身のため。

す。

・(1)：多いに参加できる場を設けてほしい。

・(1)：大人達と交われるので良いと思います。老人のことも

・(2)：体験した情報を知識として子供（年齢毎の）なりの智

考えてください。

恵を出し合ったら、大人の目線では見えない大切なつなが

・(2)：いろんなことが勉強の役に立つと思うから。

りができるのでは…と期待しています。

・(2)：子供達は復興にあまり関心がないと思う。

・(1)：体験することが大切だと思う。

・(1)：遠くから来られるボランティアの方々に協力している

・(1)：一緒にできる仲間がいない。

のを見ていると、とても明るく行動している。大学生と協力

・(2)：環境が良くなると思う。

しながらマップ作り等を楽しくやっている。

・(1)：3 月 11 日の前と同じ街、地区に復興するのではなく

・(1)：子供のうちに大変な災害に遭い、これから生きていく

新しい町に生まれ変わり、今後 30 年、40 年、50 年、80 年、

上での心構えが必要です。

100 年と住み続ける人のいる、何か温かみのある町にして

・(2)：震災・津波を経験した子供達が復興に協力するのは

いって欲しいから。

当然だと思うし、是非そうしてもらいたいと願っています。

・(2)：周りに子供が少ないので何かしたいと思ってもできな

・(1)：小学校の高学年になると多くの事柄にかなりしっかり

いので、地域の子供たちへの参加し、復興について話しあ

した意見を持っていると考えます。出来るだけ幅広い年齢

う場があっても良いと思う。

層からの参加を得て、石巻の復興まちづくりを考えていけ

・(1)：これから社会生活を営む上での貴重な直接経験とし

れば良いと思います。

て重要と考える。思いやり、奉仕、働くこと、喜び、困難、工

・(1)：震災に遭った人達の苦しみを知ってもらうきっかけに

夫など色々と学校生活では学びきれないものの経験が大

なり、人を思う優しい心が育つと思います。現に私達は近

であると考える。命の大切さを知り、他人に迷惑をかけな

くの小学校（河北大谷地）から大変お世話になっていま

いなどを学び取って欲しい。

す。

・(3)：市民それぞれが復興に感心、意欲があるのか?

・(1)：将来郷土愛につながると思う。

・(1)：大変良いことと思う。多くの人との関わりを通して、現

・(1)：子供達の意見なども参考になることもあると思う。

状を理解する、又、知る、見ることで今後に役立つと考え

・(2)：地域社会の維持・発展・復興は単に大人のみで達成

ます。

できるものではないと思われるから。

・(1)：将来を担う子供を中心にした町の復興を図るべき。

・(2)：子供達が復興に携わることで、大人になったときに世

（考えるべき）

の中の役に立つ大人、また親になるでしょう。

・(2)：少しは地域のことを知るのでは?

・(2)：次世代を担ってゆくのは子供たちだから。

・(2)：前の石巻に戻したい。
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・(1)：子供たちは少しでも何か自分にできることをしたいと

・(2)：震災を知る。絆の大切さ、思いやりを知る。

考えていると思う。

・(2)：大きな災害ですから少しずつ進んでいくだけと思いま

・(2)：仮設では子供をあまり見かけません。いても部屋で

す。種々考えることもあると思います。直ぐ今までのように

ゲームやカードで遊んでいるようです。夢中でやっている

は無理と思いますね。

ので依存症にならないか心配です。

・(1)：これからの次代を担う子供達の意見なども十分に取

・(2)：これから地域の主となる年齢になるから。

り入れたまちづくりを行っていくべきと思う。

・(1)：自分の町、地域の実情を実体験を通して将来の市の

・(1)：この先自分達の町が明るい助け合いの出来る、笑顔

発展に多いに寄与するものと考える。（町内の清掃活動に

で交流できる人生経験をしてた方が良いと思う。

積極的に参加している子供たち「育成会の支援もあり」を

・(2)：復興に関わったことが大人になって必ず活かされる

見ると多いに期待するものがある。）

と思う。

・(1)：未来は結局今の子供たちが大人になったときの「現

・(2)：地域に関わり、関心を持つことが大事である。

在」であるわけだから、まちづくりに積極的に関わるべき。

・(1)：災害の体験を貴重なものとして、現実を見つめ直し、

今の大人はそれをサポートするべき。

単に意見を述べるだけにとどまらず、これからの社会の形

・(1)：将来、石巻を背負って立つ若者ですので、復旧復興

成者として認識をし、本気で未来の社会に力を発揮するこ

のため年少よりの社会知識を得るための参加は大変有意

とが出来る実践力を育てたい。しかし、甘やかし、子供が

義と存じます。

少ない実状から広い視野に立って物事を考える人格をと

・(1)：子供の時から自分の住む町のことをよく知り、より良

期待するものである。

い町にすることに参加することはとても大切だと思うし、子

・(2)：色々のことを知った方が良い。

供自身も成長することだと思う。

・(1)：自分達の町を自分達の少ない力でも参加することに

・(3)：あまりやってあげようと思う気持ちはないようです。

より、大人になってから大きな力になると思う。

・(2)：今回の震災で子供たちは大きな試練になったと思い

・(2)：今まで今回のような震災にあった経験が全くないの

ます。子供たちの顔を見ても他県の子供と違って引き締ま

で、どんなことをしてあげられるのか、何かに参加、協力し、

ったところがあると思います。

話しを聞くことにより、自分が震災にあったらどんなことを

・(1)：私は後期高齢者出先が短いけど、子供たちは成長し

してもらいたいか、直接身をもって知るし、協力することに

て大人になるので、石巻市の復興、まちづくりに参加させ、 よって絆という意味がどんなに大事か高まると思います。
意見を聞いて石巻市を発展させて欲しい。

・(2)：社会のことを知るきっかけになるので。

・(1)：自分で体験することが将来に良いと思う。

・(1)：子供達は概念にとらわれない夢、発想を持っている。

・(1)：学校単位に復興についての話し合いなど子供同士で

・(2)：後何年かすれば参加できると思うので。

意見交換を行っている様子で、大人が気付かない点、子

・(2)：物事は広く意見を聞くことは大事です。

供の意見としてなるほどと思える事が多々ある。

・(1)：社会情勢に関心を持つと思う。

・(2)：苦しんでいるお友達の心を理解する事が出来る、石

・(2)：子供でも関心を持ってもらいたい。

巻市のまちづくりに参加する事で自分の住む地域の事も

・(1)：自身で行動することは良いと思う。

知る事が出来る。

・(2)：考え方の意外性。

・(2)：石巻市の事良く知ってもらいたい。

・(1)：今後震災がこないとも限らないので、大人と一緒に

・(1)：現状を直接接することが大切。

話しをしたり、聞いたりした方が良いと思う。

・(2)：町を思う心が必ずあると思います。

・(1)：美しい街に住むには自分の家と同じ気持ちで、自ら

・(1)：郷土愛を高めると共に安全、安心な環境作りの創意

関わり、住民の一人であることを自覚してほしい。

工夫を育てる。

・(1)：子供達は自分達の思う地域づくりと考えで意見をして

・(2)：生きる。気力だ。

いるようです。自分が住んでいる所などに発表されていま

・(2)：石巻を大事にしようと。

す。特に避難場所のこと等話している。心配のようです。
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・(2)：生きていることに感謝の心が欲しい。

思いますので難しいです。

・(2)：復興の町（将来の町）＝子供達が住む町であるの

・(1)：どんな小さな事でも物事に携わる事で一つでも覚え

で。

る。経験して体で覚える。

・(1)：助け合う心を持つことが大切で、人間１人で生きてい

・(1)：子供達が震災にまけず、夢と希望を抱く上には、地

く事は大変だということを知る。また、長い人生で困難なこ

域の復興からということで、参加することが大事であると思

ともあると思う。そんな時、いろいろ経験しておいたら、い

う。

つかは役に立つと思う。

・(2)：子供の意見を聞く事で、大人も気付く事があると思い

・(1)：他の国々、また日本の方々から色々な支援を頂き、

ます。

また困っている時は皆で助け合う事で良い経験になりまし

・(1)：自分の目で震災を見つめてほしい。

た。

・(1)：進学が決まっていたので、小学生の勉強をみたり、

・(1)：どんなに小さな事でも、１人１人が復興に取り組む事

被災者の両親が忙しいので被災していない家で低学年の

で前向きに前進していけると思います。

子供を 10 名ばかり集めて…おやつは持ち寄りで。

・(2)：地域のつながりを感じられる。

・(2)：郷土愛を育むと思われる。

・(1)：大人も子供も市民が一緒になって、１日も早い復興を

・(1)：復興のため子供達も大人と共に頑張ってもらいたい

目指すことが良い結果を生むことになると思う。

です。

・(1)：現代の子供は、くだらない議員より頭が優れています

・(1)：今の子供は人に手助けするとか、助ける事はあまり

よ。

興味がないようです。私はこういう事に積極的に手伝う事

・(1)：次の世代で取り組む。

は大変よいと思います。

・(1)：他人に対する思いやりの心が養われる、地域への貢

・(1)：これからの生活に大きく関係しているから。

献は自分の社会的役割を自覚するようになる、など子供

・(1)：大震災を体験して将来その経験をあらゆる面で活か

の将来に繋がる。

す（例えば体験談セミナー）。そして子供は国の宝であり、

・(1)：地域をよく知るきっかけになる。町内に子供は少なく、 色々なイベントに参加して町おこしに尽くすと思う。「災い
公園や路上で出会うことは少ないため、実態はつかめな

転じて福となる」明日へ向かって絆で結ばれ希望に向かう

い。アンケートの対象は２名のみ、他は小学生以下なので

事を願う。

不明である。

・(1)：自分が生まれて生きていく町だから。

・(1)：これからの子供ため。

・(1)：お互いの譲り合いの気持ち、励まし合いの気持ちを

・(2)：子供自身、見つめ直す事が出来るから。

持って、どんな小さな事でも助け合い、朝夕人に会ったら

・(2)：町の為に復興に協力しようと思う気持ちが良いと思

元気な挨拶をする。

いますが、どうなんでしょう。

・(1)：子供も大人もこういう時、どうしていいのか分からな

・(2)：やがて本人も生活するから。

い！！何かしなくちゃとは誰でも思っているはず。学校や

・(1)：子供達が地域の人達の復興に思いをお話をして、自

地区で声かけして、ぐんぐんひっぱっていって欲しいと思

分達の未来の事を考えていく事について良い事を見出し

います。

ていくと思います。

・(1)：この様な大震災が現実にあり、自分達で町づくりに参

・(2)：地域の人の一員として。

加して、良い町にしていく意気込みが良いと思う。また震

・(1)：これから世のため人のために、子供も町づくりにも参

災にあった大人達と話し合いが出来ること。

加などするべきです。

・(1)：自分達のことは自分で頑張るという気持ちがおこる。

・(1)：町づくりに参加することにより、将来知識の向上と財

・(2)：子供達はこれから社会に出て行く大切な人達です。

産になる。

今回の様な災害にあわれてどんなにか心を痛めている事

・(1)：大変な事が起きた事は充分分かっていると思います

でしょう。新しく生まれ変わる石巻の町づくりに子供達こそ

が、具体的な話し合いが出来る環境が学校以外にないと

参加する意味があると思います。
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・(1)：復興、町づくり、子供、大人、大変良いことだと思う。

・(1)：とにかく子どもの数が少なくて交流する機会がない。

・(2)：将来の為、これから石巻市がどう復興していくか見極

・(1)：やらせてみないと体で覚えることが大切。やってみて、

めていきたい。

やらせてみてほめてやる。ほめてやらねば、人は育たん。

・(1)：これからの為になる。

・(2)：(1)被災状況が身をもって分かること。(2)皆で協力し

・(1)：多数のボランティアの方々の支援活動を子ども達に

て復興作業に関わる事は、将来のまちづくりにも意義があ

も知ってもらいたい。

る。

・(2)：子どもでも年寄りでも社会の一員だと思うから。

・(1)：子どもは未来の光です。

・(1)：子供の頃から参加していれば、愛郷心が芽生え、大

・(1)：自分達の住む地域に多いに関心を持たせたい。自分

人になってよりよい街づくりに積極的になる。

の住む町をこれより愛してほしいから。

・(1)：自然の威力の恐ろしさを忘れないで自然と共に歩む

・(2)：主体者の発信をしっかりしないといけない。ボランティ

事の大切さ、前向きに手を取り合って石巻の町づくりに向

ア活動から、学びとる力を育てたい。（自他一如の問）

けて、住みよい石巻に発展することを切にお願いお祈り申

・(2)：子どもにはそれなりの考えがあると思います。又、私

し上げます。

達大人とは異なった考えができると思います。

・(1)：復興に向けた町づくりに子ども達も参加させたいと思

・(1)：大人の態度および動作で子どもとは知識を広め、良

うが、そうゆう場を親達がつくれないと、子ども達だけでは

し悪しを判断するものと思い、自分を高めるもの。親をはじ

何をしたら良いか分からないでいると思う。そうゆう機会を

め身近な方々の影響大で、道しるべを立ててやるべし。

親がまわりが与えなくては。

・(2)：だめでもともと、やっぱりゴミの 1 つでも拾う気持ちに

・(1)：やはり子供のうちから参加する事で、社会性が生ま

させないと、ただ紙上でいうより、外に連れ出してあたりを

れ人の気持ちを思いやることができると思います。

見て、気づかせることが大切だと思います。

・(2)：復興という理解が得られると思うので、参加した方が

・(2)：市のことを少しでも知る事が良いと思う。

良いと思う。

・(1)：年代の違いを参加することによって近づけたい。

・(1)：大人との関わりをもってほしい。それが復興につなが

・(2)：これからの石巻を背負って立っていくため。

ると思うからです。

・(2)：震災のあったことに限らず、子どもの力はある意味

・(1)：地域の人達と協力し合い、活動を行う事が良いと思

「無限大」かなと思うことがある。子どもとて生きている訳で

う。

すから。

・(1)：ふるさと意識

・(2)：地域の子ども達と仮設にいる子ども達が交流すれば

・(2)： 1.震災の状況を体で確認 2.地域の復興状況を後

良いと思います。例えば、歌を歌ったりサッカーをするとか。

世に伝えるため 3.復旧に向けた活動に参加できる。

良いと思います。

・(1)：今の子どもは温室育ち。強く大人になるため。

・(1)：今の子ども達は部活や勉強で忙しいと思いますが、

・(2)：子どもには子どものするべきことがあり、大人が関わ

時間を作って参加をすることは大変良いことだと思いま

らなければ自発的にやることはないと思う。

す。

・(1)：良いことは良いのです。

・(2)：10 年 20 年先のまちづくりを担っていく子ども達だか

・(2)：他国の子ども達との交流なども多いにした方がよい

ら。

と思う。

・(1)：復興のため大人（特に震災）の人達の話を聞くこと。

・(1)：これから、今の子どもが大人になったときによくわか

少しでも町内の清掃や、又、町内の子供を集めて逃げる

ると思うから。

場所を聞くとか。

・(1)：将来のため、何らかの教えになると思う。

・(1)：現状を知る事は大切な事と思う。

・(2)：石巻の未来をお願いしたい。

・(2)：子供には子供の発想がある。

・(2)：近隣でも外国でも、色んな事象に対して、対岸の火

・(1)：松原町に住んで家が１つもなくなり、親はどうして家

事的な感情を持つ人間に育ってもらいたくないから。

を持つかという●が小学生に●、復興に向かざるを得ない、
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自分を見つめるのに良いことだということを親が示してや

・(2)：勉強も部活も大事ですが、復興にも目をやり自分で

るチャンスと思う。

体験した津波の恐怖を後々まで伝えてほしい。

・(1)：次の代を担っていく世代だから、積極的に関わってほ

・(1)：被災したとはいえ、あまりにも過保護にしています。

しい。子どもの純粋さを持っているうちに、その大切さを知

厳しいと思うでしょうが、何でもいえば手に入るようで我が

らせたい。学校を活用すべき。教員を。

儘です。

・(1)：震災にあい、人の助けなどが必要だということを思い

・(1)：地域のことを考えているのかと思う。

合い、周りの人達とのコミュニケーションなどが勉強になる

・(1)：子供の視点での参加が必要と考える。

と思う。

・(1)：子ども達が遊ぶ所がないため、仮設の集会所でゲー

・(1)：現実から逃げずに前向きであることがよい。

ムをやったり、遊んでいるようです。

・(2)：子供は親の行動をよく見聞し、自分なりに理解してお

・(1)：地域での参加が大変ですので、行政の方で復興へ

るようなので、復興についても子ども達に話しかけをして

の計画をたて参加者を募る。

ほしい。

・(2)：子ども達に復興を体で感じて欲しい。

・(1)：大人と子供のコミュニケーションが深まると思ってい

・(1)：どんな小さな事からでもいいから、年齢にあった課題

る。

に参加し、コツコツと築き上げたときの達成感を感じて欲し

・(1)：これからもずっと住み続けたいから。

い。石巻が完全復興した時、自分も携わっていたのだとい

・(1)：人と人との絆、つながりが良くなる。

う満足感があれば、復興に努力した石巻を愛し誇りに思う

・(1)：子ども達はどちらかというと地域社会の仕組み（行政

と思います。自分の住む町を愛せる市民になってほしいで

の役割や多種の企業活動が社会生活の役割を大きく担っ

す。

ていること）とか、知らない様な気がするからです。

・(1)：未来は子ども達のためにあるのだから。

・(1)：震災の悲惨さを後世に伝えるため。

・(1)：自分の住んでいる町を良くしていくお手伝いができた

・(3)：大人と小人を一緒にしない。

ら良い経験になる。

・(1)：子ども達もこれからどう変わるのか知っておいた方が

・(1)：参加することで自覚をもち、やる気や責任を持つよう

良いと思います。これから子ども達の時代が来るので、意

になる。

見は大事だと思う。

・(1)：自分達の育った街、生活していく街（両親や兄弟他）

・(1)：将来を担う若者が郷土の復興に積極的に参加するこ

を早く復興させることで、自分達が住みよいまちづくり、以

とは大変大事だと思います。

前より活力あるまちづくりに参画できる。自分達の考え方

・(1)：将来の自分達の街をどう造っていくかを考えさせる良

を活かせる、多いに結構です！！

い機会だと思う。

・(1)：学校や PTA が主体になり、子ども達を活動させてい

・(1)：子どもなりに石巻を理解できると思います。

るので、自主的な活動を進行してほしい。

・(2)：朝の登校時の交通安全の協力。日曜日体育関係の

・(1)：子ども達はやがて主体となる。自分達の事を考え、

仕事。

行動することは大切なことです。

・(1)：将来を担う子ども達が震災を体験して、ガレキと化し

・(2)：自分のことだけではなく、近所の人や町のこと、津波

た石巻市をどう復興させるか、どんな町にするかについて

地震について考え行動することは、大人になっていく上で、

意見を述べることは大切なことと思うからです。

視野の広がりを持てると思う。

・(1)：参加することで、色々な事が理解できると思います。

・(1)：自分の目で見て聞いて考え、他人の事を思いやる優

・(1)：子どもながらに、これからの社会を考えているからで

しい積極的な大人になれる事を楽しみに見守るだけです。

はないか。

・(1)：将来のためにも自分の町づくりに参加意見を述べる

・(1)：私どもの町内には学校があり、避難所であり、その

べき。

為子ども達の行動をよくみる。学校の一階も被害にあい、

・(1)：これからのふるさと、自分達の将来を見据えていると

子どもも懸命です。

思います。
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・(1)：子ども達が住みよく安全な街にするため。

・(1)：悩みや苦しみを分かち合う互助精神を培う気持ちが

・(1)：身体で災害がどういうものか知る事ができる。頭で理

高められると思います。

解するだけでは身につかない。

・(2)：震災とはどういうことかを知る事ができる。

・(2)：携帯ばかりに集中しているから、ひまなしに着信音が

・(2)：子ども達は友情が多い。

なりメールに夢中なので、人のために役立つ事になるなら

・(2)：困っている被災された方々を助ける事が出来ます。

考えも成長するでしょう。

思いやりの精神が養われると思う。

・(2)：子ども達が復興に関わる事、どんな事をしているの

・(1)：復興のために良いと思う。

か被災していない我々に情報が一切入らない。県や市の

・(1)：息子達も震災にあって、今は仮設住宅に入っている

広報がもっともっと必要である。我々老人も是非協力をし

から。

たい。

・(1)：地域の小学生の、学校ぐるみの仮設住宅の住民との

・(1)：今まであまり幸せすぎて自分と友達は思い合うけれ

関わりがあるので、大変良いことである。

ど、その他はあまり頭の中にはないと思います。この震災

・(2)：部落に子供が少ないので。

で特に被災をされた子供さん、或いはボランティアに参加

・(1)：大人に成長した時点で振り返るとき、ふるさとを愛す

して感じられたことは、学校教育に優る経験だと思います。 る心を育み、新しい町づくりに関わったという自負につな
被災をされた方、されていな方の差は天地の差だと思いま

がってくると思う。

す。これからの人生にきっとプラスにしてほしいし、プラス

・(1)：私は子供との接触は今はあまりありません。仮設住

になると信じます。良い世の中、人生を送って下さい。

いのためかもしれませんが、子ども達もおりません。ただ

・(2)：物事を考える力を養う。

これからは子ども達の元気な声をもとに復興という名の元

・(1)：未来のまちづくりは子ども達が背負うようになる。

に、皆で協力して進みたいと思っております。

・(1)：自分の住んでいるまちづくりのために努力することは、 ・(1)：参加することによって精神面で将来必ず役に立つ事
子供も大人も誰でも必要なことであると思います。

があると思う。

・(1)：親も一緒に参加するようになると思う。

・(2)：地域の一員であることの意識が高まると思うから。

・(1)：今までなかったことを経験し、子ども達同士で連帯感

・(2)：常に家の手伝いはあまりしていない子供が多いと思

が生まれたと思う。

います。地域の行事に参加して皆さんと同じ様に手伝いが

・(2)：スピード感を持って復興して、まちがまたかつての町

出来れば、良い事だと思います。

に戻ることを願っています。

・(1)：今度の震災を体験し、大人も子供も今後の震災の対

・(1)：交流、子供と大人。存在。

応を冷静に行動し、復興にお互い助け合う精神を身に付

・(2)：将来を担う子供さんは自らが関心を持ち、自らのた

けたいと思う。

め市のために考え、参加してもらいたい。

・(1)：現実をみてほしい。

・(1)：私の住んでいる地区は昔からよくまとまって、行事に

・(2)：将来の自分達の生活のためにも。

町内でお祭りなどがあるので、子ども達もよくまとまってい

・(2)：今の復興に少しでも関わり、震災前から疲弊している

ます。

石巻の街づくりに期待したい。

・(1)：参加する事によって、自分の街だという意識が出て

・(2)：復興の様子が見えにくい。

来る。

・(1)：常に石巻が大好きだと言っているから。

・(2)：将来、自分達の住む町が生き生きとした元気が出る

・(2)：大人になった時、これからも石巻市のために、尽くし

町、未来に希望が持てる町、誇れる町になってほしい。

ていこうと思うでしょう。

・(2)：大人の気づかないところを子供の目線、立場で意見

・(1)：他人を思いやる気持ちが昔と違って大変薄れている

をもらうのが良いと思う。

様に感じますので…。

・(1)：石巻市民の一員として当然なことと思う。

・(1)：市民の１人である自覚を持つようになる。・助け合い

・(1)：未来の町は次代を担う若者の意見が大事だと思う。

の精神を学ぶ。・支え、支えられることへの感謝の念を育
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てる。

ていますが、自分達で精一杯。皆さんの苦しみを忘れ去ろ

・(1)：自分達の住む地域は、自分達の努力が欠かせな

うとしています。

い。

・(1)：少しずつでも参加することで、お互いの痛みが分かち

・(2)：社会のルールを知るには大変良いと思うし、人と人

合えると思います。

の絆を大切に考えると思う。

・(2)：なんとなく

・(3)：子どもにはやはり「よく学びよく遊べ」で良いと思いま

・(1)：かつて想像もしていなかった、この天災の恐ろしさを

す。それで健全な心身を身に付けて成長していってほしい

乗り切って成長すれば、将来町に役立つ意見を発信でき

と思います。子供の社会活動への参加は、子供自身が年

る人間になると思う。

齢に応じて自覚して、自発的に発揮していくことになるでし

・(2)：地域とコミュニケーションが取れると思う。

ょう。

・(1)：将来大人になって暮らしていく上で自分達のために

・(1)：地域の復興に少しでもお手伝いをする事。・震災の

なると思う。

体験からの反省

・(2)：雄勝の家に早く帰ってきたいといつも話しています。

・(1)：そう思いたい！そして、せめて子ども達が地震、津波

いつになったらこの地に住むことが出来るの、と２週間に１

で死ぬことのないあらゆる事をしてください！！

度帰ってくるたび聞かれます。来るたび、祖父の仕事を手

・(1)：街中で大人の仮設の人達に、音楽や太鼓の演奏を

伝ってくれます。

一生懸命汗をかきながら、私達を癒やしてくれて大変あり

・(2)：他人を思いやる心

がたい子ども達、一生懸命楽しそうに聞かせてくれます。

・(2)：仮設住宅での手伝い。活気がある。

・(1)：やがて子ども達は大人になるので、そのときの教訓

・(3)：学校生活が中心

になる。

・無回答：片付けにしても清掃活動にしても自分達で企画・

・(1)：復興には長い年月がかかります。これから大人にな

計画をし、住民に呼びかけている。

っていく子ども達が積極的に参加する事は良い事だと思

・(1)：この災害は子供の将来に何かと教訓になると思いま

います。

す。他人を思いやる気持ち、思わぬ人に大変親切にして

・(1)：現実を十分認識して、勉強すべき。

いただくことや人間の温かさなど。

・(2)：大人の考えを知る事。

・(1)：私は避難所で救援物資が一切届かず陸の孤島と化

・(1)：将来は大人になるので、子供の時から復興のため、

した中、200 名以上の食事作りをしました。その中、小・中・

市のまちづくりに関心を持って意識を高める。

高生の子供達の働きは本当に素晴らしく頼もしく思った次

・(1)：子供自身復興することを願っているので、参加する

第です。震災の翌日から復興に携わる子供達を見ました。

事により、自信と達成感を経験する良い機会と思います。

・(1)：大人の復興を押しつけるのではなく、子供の目線で

・(1)：今後大人になるには、色々な事に参加する事が良い

未来を築くことができるため。

経験になり、勉強になると思います。

・(3)：復興に関する情報が少なく、また情報に対する理解

・(1)：淋しい悲しい苦しいとき、子供（孫）に励まされたら、

度が低いと思う。

それだけでとても力強く頑張れるから。

・(2)：大変良いことだと思う。反面、住民達の意見が行政

・(1)：これから地域で成長していく子ども達に自分達の思

側に取り上げられ、反映された例がないので、問４(1)はそ

いが伝わり、地域の復興に寄与する事が望ましいと思う。

の他にした。

・(2)：将来、自分達が住む町（故郷）のまちづくりを自分が

・(1)：実際に大変な震災に遭っているから。

参加するのは大切な事であると思う。

・(1)：今後の子供達の成長のためになる。

・(1)：地域の子ども達はこれから石巻地区を背負っていく

・(1)：私を含めて無関心だった市が、災害を通して、これか

ことになるから。

らも少しでも協力出来ることがあれば参加したいと思う。子

・(2)：明るい町また明るい子供に育って欲しい。

供達にとってもとても勉強になることが多いと思う。

・(2)：災害はみんなで共有してもらいたい。今私達が暮らし

・(1)：これからの人だから。
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・(1)：色々な人（大人・子供）と協力し合って参加することは、 仲良くなるような教育を大人が指導していけたならと思い
その子供の人間性の成長になると思います。

ます。

・(1)：石巻活性化、住みやすいまちづくり、子供の将来の

・(1)：子供達の町づくり、将来の目的、ビジョンを考えさせ、

ため。

自分なりの構想をイメージし、継続的に実行に移すよう皆

・(1)：子供なりの想像力を参考にした、未来の町づくりを。

で協力し合うように成長させたい。

夢があって楽しいのでは。

・(2)：良いことだとは思いますが、家の近所に子供が遊ん

・(1)：子供も社会の一員という意識が重要。

でいる姿を目にしません。

・(1)：自分達の住む町の一日も早い復興のお手伝いをす

・(2)：石巻の震災を身をもって経験したことは一生心に残

る喜びと絆の意味を心身共に感じることが出来る。ボラン

り、そのような時は何が必要であるかを学んだはずだか

ティアの方々の姿を見て、自分の孫もそういう心の温かい

ら。

子に育っていって欲しいと思っています。

・(1)：未来を担う子供達を参加させることは大変有意義な

・(2)：今を生きることは、即明日を生きることである。

ことです。

・(3)：しかし夢や希望を持つことは良いことです。夢や希望

・(1)：大人になり日本のどこかに移住したとしても、きっと

と現実のギャップに耐えられる心を持つでしょうか。

ふるさと石巻のことを印象深く思い出されると思います。

・(1)：子供達がそういう活動に参加することによって、これ

・(1)：地域にまとまりが出来て良い。

からの災害時に適確に対処できるよう学習できると思いま

・(1)：進んで清掃などに協力する子供が大変良いと思う。

す。

・(2)：ボランティアの方々（全国の皆さん）の支援ありがたく

・(1)：自分の体で体験し、考えると思う。

思ったと思います。感謝の気持ちを大切に子供達に伝え

・(1)：大人だけでなく子供目線での意見も大切。

るべきです。

・(2)：大人と一緒に参加することで色々身に付けることが

・(3)：もう少し大人や行政がしっかりしなくちゃ。

あるので、参加することは良いと思う。本人も気持ちが良

・(2)：子供の目線の意見があると思う。

いでしょう。

・(1)：将来子供達は大人として社会の仕組みに関わってい

・(1)：子供達の将来のため。

くことになるから。・子供の夢、発想などを生かすことにな

・(1)：子供達の出来る範囲内のことであれば大いに参加を

るから。・復興の責任を考えるようになるから。

勧めるべきであると思う。

・無回答：地域の子供が体を惜しまず復興に協力して欲し

・(2)：自分の住む町のことをよく知るため。

い。

・(2)：子供も地域に関心を持つべきだと思っている。

・(2)：共に行動することで、理解が深まると思います。

・(1)：人は苦労して成長し、大人になり、人の痛みを分かる

・(1)：平成 23 年 3 月 11 日の状態を子供達はよく見ている

人になって欲しい。私自身そんな人生でした。現実的には

と思います。私も大街道小学校へ避難し、その日から３日

期待すること、大です。

間は悲惨な状態、子供達は大人の教室とは別の教室にい

・(2)：大人とのコミュニケーション、地域を知ること。

て、一緒の行動を取らなかったことは先生達に感謝します。

・(2)：将来の生活に役立つと思う。

でも子供達はあの状態を見ていると思います。地区・石巻

・(1)：次世代を担う子供達こそ、地域にとって宝だと思いま

市内・自分達の状況など、子供達が我慢我慢の日々だっ

す。震災は大きな試練だと思いますが、大人達が子供達

たので全員参加させ理解させて欲しいです。

を指導しながら新しい石巻（外の地域も）を作っていくため

・(2)：石巻市の復興は長い年月（５～10 年）かかると思うの

には、県・市・学校・一家庭が協力しながら進めていくため

で、参加することによって成長していく上で子供達にとって

にはチャンスです。私は 75 歳の老女ですが、家は全壊流

大事な触れ合い、イベント、手伝いを出来る時間だと思う。

出し、主人と仮設にお世話になっております。若い人達が

復興した石巻を見たら元気になれて嬉しいと思うからです。

今こそ素晴らしい日本を作っていくよう、学校教育にもボラ
ンティア精神を盛り込み、自分の国を愛し、やがて世界が
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・(2)：自分も社会の一員であることを自覚できると思うし、

・(2)：大変良いことです。まちづくりに良いと思います。

大人になった時、自分達の意見も入っていることで郷土愛

・(2)：3.11 東日本大震災で体験したことを思い出して、今後

が生まれるのでは？と思います。

の復旧・復興について考えること、発言することが必要で

・(2)：助け合い精神が必要

あると考えられます。

・(1)：石巻市のために良いことである。

・(2)：大人の参画が先決だと思う。ボランティアの方が手伝

・(1)：そう思うことは大変良いことと思う。

っているのに、受けている家の大人が、自宅前のゴミさえ

・(1)：人としての痛み、思いやり

も片付けないでいる。・仮設住宅の人の中にも、家の前の

・(2)：現在は大変なことになっているので、子供達に知って

雑草を除草しないでぼーっとしている。

もらうのに子供の参加等は良いことだと思います。

・(2)：石巻の復興のため、みんなで力を合わせて１日も早

・(1)：石巻市が明るい地域になる。

く昔の石巻に近づけるように、子供達でもやれるどんなこ

・(1)：これからも苦しいこと、辛いこと、多々あると思います

とでも力を合わせてやる気を出して頑張って欲しいと思う。

が、参加することにより人への思いやり、和、絆、協力し未

・(1)：これから大人になるにあたって良い経験になるので、

来へ勇気と希望を持ち、強く生きて欲しい。

大変良いことだと思います。頑張って下さい。

・無回答：震災の状況は学校そのものが避難所となり、そ

・(1)：一生涯心のふるさとを身近なものとして大事に思え

の状況から十分承知されており、また学校の被害状況か

る。

ら、学業の遅れを正常に戻らせたい。

・(1)：小さいうちから地域のことをよく知り、町・市全体の事

・(2)：自分の将来を考える機縁になる。

を知るということは、大人になってから非常に役立つと思う。

・(1)：子供達が復興に関心を持つことは大変に良いと思い

小・中学校の指導も大きい。

ます。ただ、その子供の置かれた立場によって、１はい・２

・(1)：積極的に参加し、次の世代に向けて復興に働いて欲

いいえでないですか。

しい。期待したい。

・(2)：やはり、子供の頃からの世の中に対する向上心、人

・(2)：子供の自主性の問題。これからは子供達の力が必

間としての向上（人格）につながると思うからです。祖父母

要だと思う！！

同居の家族については、母親の老人に対しての態度が良

・(2)：皆さんで力を合わせて協力すること。

くない。従って子供達も母の後ろ姿を見ているので、あまり

・(2)：人間は環境の動物と言われます。復興に励んでいる

芳しくない。年寄りへの思いやりに乏しい。

地域に住む子供は、進んでまちづくりに参加できるよう、

・(2)：今だけでなく、未来を担っていく立場だから。

大人達は指導する必要があると思います。

・(1)：子供達は復興を仕上げる世代であり、地域の発展の

・無回答：小学校新聞を毎月発行して、私達被災者を励ま

担い手だと思う。

してくれたり、また学校の色々な行事に招待して一緒に復

・(1)：子供達にぜひ自主的に参加して欲しい。

興の手助けをしようとしている。
・(1)：子供ながらも自分達のまちづくりに対する意見や関
心を持つこと、そしてそれなりの参加を経験することは、将

80～89 歳

来「故郷」を大切に想うことになると思います。
・(1)：震災のことを忘れないで、お互い助け合いの大切さ

・(2)：自分の生まれ育った故郷を大切にしたい、と思う心を

を実感して欲しい。

大切に育って欲しい。子供達が明るく元気で育つような地

・(3)：今１年以上にもなるのに子供達はばらばらとなって学

域に一日も早く復興するように、子供と一緒に頑張りたい

校をお借りしているんです。精神的にも全く無理だと私は

と思う。

思います。私自身は 87 歳の大正生まれで皆様のお世話

・(1)：身近に子供の姿を見る事は少ないが、集会場で行事

になっておりますので、この様なアンケートなどをお届けし

がある時、よく手伝ったり遊んでいる姿を見ると元気をもら

ていただくのには感謝しております。

うようで頼もしく思う。
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・(2)：近所の人と挨拶するようになった。

・(1)：愛知ボランティアセンターからボランティアの方達が

・(1)：自分達の住んでいる市を良くする意識を持たせるた

来て、それも毎週土曜日にお昼の食事を作ってごちそうを

めに。

してくださる。作る方と、各戸に声がけしてまわる方々と、

・(1)：子供の時から参加することは、大人になって大変役

仮設住宅に住んでいる小学生も一緒に今日のメニューの

立つと思う。

チラシを配って声がけしたり、学校の行事の時、是非見に

・(1)：成長していく段階で大切な経験だから。

来て下さいと案内状を配って誘ってくれて、微笑ましく感心

・(1)：実際に体験した心の動き、人に対する態度など、貴

いたします。

重な一生に一度しか出会うことがない感情を味わったこと

・(1)：経験した事のない震災を受けとめて、自分達が何を

と思う。

すべきか？を体に感じ、受け止めて自分の故郷を復興し

・(1)：将来を負う人だから。

たいと自覚して欲しい。

・(2)：子供達は助け合う気持ち、支援を頂いたことへの感

・(2)：子供も復興について関心を持つことはよいと思う。

謝の気持ちをみんな強く感じている言動をたくさん見まし

・(2)：愛郷心が育つ。地域が現在抱えている課題が分かる。

た。きっと行動できることを願っていると思います。

愛国心の基盤が培われる。

・(1)：子供がこれからの社会をつくるのだから。

・(1)：地域において、子供同士の話し合いや、大人と話し

・(1)：子供の気持ちは大人になっても変わらない。良いと

合う機会を設けて実行に移すように努める。

思うことに少しでも参加していると忘れずに末永く社会の

・(2)：郷土感意識高揚

ために関心を持ち良い方向に行動するようになる。

・(1)：広く道路を作って元の屋敷に戻し、働く場を設けて、

・(1)：将来を担う子供の意見も参考になると思う。

石巻市を盛り上げるようにしてほしい。

・(1)：弱い大人達が子供たちに勇気をもらう。地域の行事

・(2)：復興に関する情報が少ないので。

に参加することはまちづくりに必要なこと。

・(1)：子どもの目線で物事を見てほしい。

・(1)：自分の身近での出来事を体で感じているためだと思

・(2)：地域の役に立てば良いと思う。

う。

・(1)：子どもが大人になり自分達も市のまちづくりに参加で

・(2)：隣近所にて体の具合が悪い時はとてもうるさい。

きた事を誇りに思う。

・(2)：山の手地区に売店（スーパー）を新たに設定を考慮し

・(1)：今後の自分の人生にも大変有益になると思う。

て欲しい。

・(1)：復興に●事の大切さを知ってほしい。

・(1)：現実をしっかり見ていって欲しい。後世に伝えていっ

・(2)：子供自身のため。

て欲しい。

・(1)：昨年は色々あったので、子ども達も年齢によるが、大

・(1)：復興は直ぐに出来るものではなく、これから先何年も

人に交じって色々手伝いをしたり、元気づけたり大人と一

かかるものだと思うので、子供達が地域の行事に参加し

緒にゲームをしたりして、絆を付けて欲しいです。

たり、夢を持ったりすることはとても大切で良いことだと思

・(2)：社会の勉学になる。

う。

・(1)：意欲があっても何をしたら良いか分からないのでは

・(2)：現代っ子は何もできない。親がバカだから仕方ない。

ないでしょうか。教師や父兄がよく情報を流し指導する必

・(1)：石巻市が底辺から立ち直っていく姿を見る事は心の

要がある。子ども会の強力な育成。

安定にも繋がる。しかし、食に関しては放射能の問題もあ

・(1)：石巻市に対する愛を育む。

るので、絆と称して問題をごちゃ混ぜにし、子供達を巻き

・(2)：復興の大切さ、難しさを自ら体験することは、次世代

込む事は絶対にやめて欲しい。

の地域を守る大切さにつながる。

・(1)：昨年 3 月 11 日の災害の後、近くに子供さんが１人も

・(1)：自分が直接関わることにより、理屈ではなく意義を体

おりませんので、話すことも出来ません。

感し、感動が心に残るはずである。

・(1)：現実を見て前進する、確かな目を持つ事が出来るの

・(2)：大人だけでなく協同体で行動、意見を交換すべきで

ではないか。

ある。
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・(2)：石巻市の災害についても、もっと深く理解して、大人

・(1)：将来大人になった時、現在の我が町または石巻市の

の行動にも協力する気持ちがほしい。

現在の様子を頭に入れておくと良いと思う。

・(2)：将来、自分達が復興に携わったことが良いと思い、こ

・(1)：郷土愛に結びつくから。

れからも色々な行事に参加することが多くなると思いま

・(1)：私の孫は大学進学をやめて自分でやれる仕事に就

す。

きました。工業高から建設会社に職を変えて３月より石巻

・(2)：何らかの形で参加することは良いと思う。未曾有の

～埼玉へ一人暮らしです。職を修めたら必ず戻って石巻

災害であり、親孝行であったり協力や助け合いなど、困難

の復興に携わると思います。

に打ち勝ち、強い心を養えると思うから。今は周りに子供

・(1)：将来を担う子供達が、関わることは大切だから。

がいないので、子供の気持ちは分からない。

・(1)：子供達と接することがない。好きな子供達が側にい

・(1)：子供が復興に関心を持ち、子供なりに仕事をやる気

ないから。

持ちは大事であり、積極的に前向きに頑張って頂きたいと

・(2)：皆で助け合う心を養い、立派な大人になって欲しい

思います。

（思いやりの心）。

・(1)：石巻で育った者であり、石巻を心から思っている。

・(2)：復興の自覚を持たせ、協力性を養う。

・(1)：子供の将来のためにも一緒に町づくりに参加し、目を

・(2)：私は終戦を経験しています。戦後の物資不足、その

向けてもらうことは非常に良いと思う。

雰囲気に似ています。みんなで助けあって生きてきた時代

・(1)：次代に向けて認識と責務を自覚する。

のその空気がふとよみがえります。

・(2)：郷土を愛する心を育てる。

・(2)：まちづくりを協同で復興することは、その後災害を伝

・(1)：同じ市内でも被災地域とその他での温度差が激しく

えていく方向になるだろう。

ある。子ども達も住まいが変わり、友達と離れる事も多くあ

・(1)：子供達は純粋です。地域には汚れた大人が多すぎ

るようです。これからはメンタルケアが大事です。その為に

ます。絆については子供達はよく知っています。絆を出来

は子ども達同士や大人とのコミュニケーションが出来る前

ることから実行動に移していくべきです。子供の時から助

向きな行事と場が必要です。石巻市は合併してから、広範

け合い、貢献を行動を通して身に付けることは、良いこと

囲になり行き届かない事が多々あります。復興に何かしら

です。

自分が関わることで、地域への愛着も出てきます。

・(1)：特にお年寄りの人達に楽しみを与えることなど、近く

・(2)：子供なりに大震災の事を忘れないでいてほしい。

の子供達がミニ新聞（プリント）でニュース等伝えている。

後々のためにも自分にもプラスになると思う。

・(1)：自身が住むことになる町であるから。

・(1)：今の子供達は自分の事しか考えていないから、復興

・(2)：大人になった時のためになると思う。

に参加すればコミュニケーションがとれていいと思う。

・(2)：子供は自分達のやりたいことを話し合ったり、大人の

・(1)：子供達の意見を聞くことも大切だと思うから。これか

話を聞いてまちづくりに参加して欲しい。

らの石巻の担い手は子供達だから。

・(2)：将来の生き方の参考になると思う。

・(1)：生きることを考える。

・(1)：地域でボランティアのようなことがあれば良い。復興

・(1)：スポーツ関係、子ども達が喜んで参加する様に考え

の状態をきめ細かく報道されれば対応の方法があるので

る。

は。

・(1)：自分達の街である、地域であるという意識を高め
る。・みんなで協力して活動し、生きた勉強ができる。
・(1)：80 歳になった年老いた２人暮らしの世帯です。私達
は何も出来ませんし若い方々との接触もありませんが、若
い皆さん、学生さん達は部活動、あるいはアルバイト等を
されている方々には色々と理由があり、思うように活動が
出来ないと思いますが、頑張って下さい。
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90 歳以上
・(1)：思いやりの心
・(1)：草花の手入れなどをしていると、どんな花が咲くかや
肥料などをやるか等、興味を示してくる。
・(1)：将来の石巻の復興を考える良い機会だと思う。以下
の質問は石巻にいないので不明。
・(2)：小学の上級生同士、時間を利用して、先生と意見交
換しあうことも大切ではなかろうかと思います。

年齢記入なし
・(2)：震災を風化させないため。
・(1)：これからのことが将来の自分達に戻ってくることだと
思う。
・(1)：地区に子供たちが少ないため大変だと思います。
・(1)：震災から今日までたくさんの方々に助けてもらいまし
た。その姿を見た子ども達、そしてその家族。やってもらっ
て当たり前、と思っている人々がほとんどです。今でも支
援物資、炊き出しなど、仮設住宅では当たり前の光景にな
っています。それでいいのでしょうか？自分達で何とかし
なくては…という気持ち、もうとっくに持ってもいいと思いま
す。様々な形で支援頂くのは本当にありがたいです。でも、
他の形で自分達のことは自分達でと、大人も小人ももう思
ってもいいのでは…。その方向へ進めてくれる支援なら本
当にありがたいです。
・(2)：今の石巻を知る上で、これからを考えるのに良いと
思う。
・(1)：自分の周りを見直すことが大切、郷土愛に目覚めさ
せること、ふる里を離れるととても懐かしく思い出す。
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