東日本大震災 学童保育指導員 記録集

別冊

各 学童保育現 場
からの事 例
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※ 全聞き取り結果は、すべてインタビュー当時の内容です。
※ 本聞き取りの中で出てくる、
「放課後児童クラブ」、
「児童クラブ」、
「こどもクラブ」、
「クラブ」、
「学童」と言った名称は
すべて学童保育のことです。
※ 本聞き取り集には、聞き取り調査から得られた指導員の声をそのまま掲載しています。生の声を伝える目的で、極力その
ままの表現で載せておりますが、掲載にあたり個人が特定される恐れがある場合や他者に誤解を与えるような表現につい
ては掲載を避けるよう考慮したり、イニシャルを用いて掲載しています。また、趣旨が明確に伝わらないと思われる文章に
ついては主語などを補い掲載しているものもあります。

【ケース 1】

岩手県山田町 2014.7.16
話し手

Ａ指導員、Ｂ指導員

聞き手

Ｃ、Ｄ

地震発生時の様子
（当日は日々雇用の先生とＡ指導員、Ｂ指導員の 3 人。
子どもたちはまだ帰っていなかった）

た。Ｈ中学校も、娘がＨ中学校でしたが危ない、という
ことでＨ高校に避難しました。消せる状態ではなかった
です。消防の人たちもここで「情けない、情けない」と
言っていました。自分たちが手を出せない。
火の気がなく、電気もつかず、食べるものもなく、おや

Ａ指導員： 3 人で子どもたちが来るのを待っていたんで

つを持ってきたのを二人で食べていました。また毛布を

す。携帯のアラームが鳴って、あれ、といううちに揺れ

出してきてくるまっていました。

が来ました。ほとんど同時に揺れが来ました。すごかっ

Ｄ：指導員のおやつは自分たちで買って持ってくるんです。

たです。立てないような感じで。少し収まった間に外に
出ました。

Ａ指導員：前は子どもと一緒に食べていたんですが、そ

れではまずいと言う先生が出てきて自分のは買うように

Ｂ指導員：中だと怖かったので。

なりました。

て、学校さんとうちと鍵を一つずつ持っていますが、

たほうがいいんですが。

Ａ指導員： 学校とはつながっていますが鍵をかけてい

Ｄ：保育の一環だから、前提は子どもと同じものを食べ

普段は使わずにこちらの外の出入り口から出入りして

Ｃ：子どもと違うものを食べているんですか？

います。
校庭に出たときは学年ごとに子どもも集まっていまし

Ａ指導員：はい、
まずいなと思うんですが。子どもが「い
いなあ、交換して」と言ってくる。

た。体育館にいた 4 年生が来た途端に私たちの顔を見て

翌日には帰りました。保護者会の会長さんと会ったら火

泣き始めて「怖かった～」といって。非常階段から 6 年

事が下火になってきたということだったので、役場の裏

生も降りてきました。学校が（集合させ）
、私たちは一

を通って行けば帰れるよ、と。もうＧ町には何もないよ、

切タッチしませんでした。でもあまりに寒そうだったの

と言われましたが、そちらの避難所に行けば父や母のこ

で学童の使い捨てカイロをあるだけ配りました。足りな

とが分かるかな、と思って行きました。何とか会えたの

かったんだけど。また古いござがあったのでこれを出

でそれ以降はＩ小学校の避難所のほうにいました。

して、高学年の 5、6 年だけが残ったんです。低学年は
そこにあるＥ幼稚園がまだやっていてその中に入れた
ので、5、6 年だけがしばらく外にいて寒そうだったので、
ござを出して集まらせてカイロを配りました。
Ｃ：連絡・情報手段はなかったということですが。近所

保育が再開するまでの学童保育施設の利用
Ａ指導員： この学童施設はしばらくは使われなかったで

すが、体育館が避難所になっていたので、病気の方の入

の方ということですね。

所施設や授乳室として使っていたんです。隣の部屋はお

Ａ指導員： ここが避難所になっているのでみんな近所の

風呂が来ました。そのあともインフルエンザの隔離室に

で。Ｆ小学校、役場、お寺など 4 カ所ぐらい高いところ

Ｄ： トイレもあるしガスも水もあるので使い勝手がいい

方も上がってきました。そこの道路まで水が来ていたの

があって、その一つでした。

なったりして。
ところだったんだよね。

引き渡しはなかったです。体育館が避難所になりました
が、
避難所の手伝いもなかったので、
私たちはここで待っ
ていたんですが、日々雇用の先生は帰ってもらい、Ｂ先
生も家族と連絡が取れたので帰ってもらいました。私は
家がＧ町で火も出て帰るに帰れず、体育館に泊まりまし

保育の再開
Ａ指導員： 学校が再開されたのは 4 月末ぐらいです。
学童も同じ頃に再開しました。一度、Ｊ町に H 町の児

た。情報手段が何もないので歩いて状況を確認していま

童クラブ指導員全員が集まったんです。Ｊ町しか施設が

した。爆発音がすごかったです。ビリビリビリ、と。ガ

使えるところがなかったんで、そこで再開しましたが、

ラスが揺れるんです。火事は、道路や駐車場の空間のお

少し遠かったので利用者はなかったんです。その後、こ

かげで燃えないところもありました。役場も火は危な

この図書室を使わせていただけることになりましたが、

かったですが風向きが、変わって役場の前で止まりまし

静かに過ごすように気を使いました。子どもは 20 人以
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下ぐらいだったと思います。避難所の子は好きに遊ん

なってきたかな、
という感じです。校庭が狭いのはちょっ

でいました。会議室は宿題をする部屋、ということにし

とかわいそうですが、震災直後に比べれば慣れてきたと

て、
学童の子だけではなく避難所の子も来ていて、指導

思います。クラブが施設をまた使えるようになったのは

員が一緒に見ていました。

7 月ぐらいか 2 学期からです。少しずつ片づけに入って。
今思えば 4 カ月ですが長かった。夏休みになっても図書

再開当時の子どもの様子

室を使っていたように思います。でも生徒が図書室を使

Ａ指導員： 目の前にトイレがあっても一人で行けない子

ました。

またま体調が悪くて学校を休んでいるときに津波が来た

体育館は避難所になっているうちに施設を使えるように

そうです。津波を目の前で見ていた。おばあちゃんがこっ

なりました。

うときには学童は出なきゃいけなくて廊下で過ごしてい

がいて一緒に行きました。町外から避難してきた子。た

ちにいたので戻ってきてこちらに転校してきました。津
波を見た、という話をしたので、
「学校じゃなかったの？」
と聞いたらお腹が痛くて家にいたと。
お父さんが亡くなった子が 2 人いました。一人はいろい
ろあってお母さんの実家に転校してきました。もう一人
は残っています。もともと気が強い子でしたが、不安定

防災対策
Ｃ： 防災マニュアルは震災前はなかったということです
が、今はクラブとしてのマニュアルを作ったんですか？

Ａ指導員： そうではなく、保育園で使っていたマニュア

ルがあって、同じ健康福祉課が担当なので、そこを基準

になっていました。今 3 年生で、学年としても難しい学

に同じものを使おう、となりました。地震、津波、台風

年だと思いますが。もう一人は、とても明るい子で「何

など。でも結局、最後は自分たちの判断かなと思います。

も気にならないね」と言っていたんですが、お父さん

Ｄ：4 月に警報がありましたよね。

が亡くなったことで、お母さんとお姉さんが調子が悪く
なっていたのでその子が一人で頑張っていました。それ

Ａ指導員： 何時かまではいて、帰ったら怒られました。
子どもたちもいなくて先に帰ったら、警報解除になる

が 4 年生になってから情緒不安定になりました。それま

までどうしていないんだと言われました。ただ子ども

で笑って過ごしていたのが怒ったり泣いたりして。お母

たちがいないときにどうするかは決まっていなかった

さんに話を聞いたら、
「すみません、主人が死んでから

んです。子どもたちがいるのが前提のマニュアルなの

あの子が気を使ってくれていつも笑ってくれてたんで

で。役場からの連絡もなかったんです。Ｆ小学校はちょ

す。私と上の娘が頑張ろう、元気になろう、となってき

うど授業参観で、親も帰れなくなりました。私たちも

たときにあの子が崩れたんです」
。今まで出せなかった

ここで待機で。お弁当が手配されて、私たちも差し入

部分を出した。なのでお母さんが、あの子のために環境

れてもらって食べて 10 時 30 分までいました。

を変えよう、と言って、おばあちゃんのいる K 市に行

テレビが震災でケーブルがダメになって直してもらう

きました。おばあちゃんのところにいると安定するよう

のに 1 年かかりました。どこから情報を得るんですか、

だったので。学期の途中でしたが、早く環境を変えてあ

と学校に聞いたら、学校ではどこか一カ所で情報を得

げたいと。よかったと思っています。

られればいいと。各教室では子どもが映像を見て気分

ほかにもおじさんやおばあちゃんが犠牲になったという

が悪くなるかもしれないので、と配慮しているようで

子はいますが、一緒に住んでいなかったり、家を流され

した。学童ではラジオしかなかったですがつけてもずっ

た子も多いですが、私も仮設ですし。まだ半分ぐらいは

とニュースをやっているわけではなくて音楽をやって

仮設住宅に住んでいます。何人か家を建てて引っ越した

るんです。なので早くテレビを何とかしてほしいと頼

子がちらほら出てきました。

んだんですが。
避難訓練。学校ではしょっちゅうやっているので、子ど
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Ｃ： 子どもの中にも状況の違いがあってトラブルになった

もは地震だ、となるとぱっとテーブルにもぐるし真ん中

ことは？

に集まって、と言えばぱっと集まってくれるので学童で

Ａ指導員：Ｂ指導員：あんまりないです。仮設の子は自

は必要ないかなと。かえって、学校ではこう避難、学童

分が作った工作などを持って帰れずかわいそうというの

ではこう避難、だと混乱するので学童ではしませんでし

はありましたが。子どもが一緒に作ったのを親に見せて

た。訓練、と言わずに避難させたりしていますが、本当

もお父さんもお母さんも「捨てろ」と言うそうです。狭

の災害のときは防災無線が先に来るので、それがないと

いので。子どもにとっては宝物なので一晩だけでも飾っ

子どもも訓練だ、と分かっちゃうみたいです。学校では、

てあげて、と言っていましたが、学童のロッカーに飾っ

警報が解除になるまでは学校から帰さない、家にいると

ています。ロッカーにかばんが入る状態じゃないですが、

きには自宅待機、となっていて、学童も同じということ

家に持って帰らないんです。かばんが入らないので床に

にしています。学童で連絡網を作ったこともありますが、

置いたり。

流す時間帯にはお父さんもお母さんもいないので全然つ

Ａ指導員： のびのびと子どもたちが生活できるように

ながらないんです。最後のほうまで届かなくて、
何かあっ

たときに手分けして連絡するようにしました。何かあれ
ば学校から流れるので、何かあれば学童も一緒にお休み、
ということだけ親が分かっていればいいかなと。
Ｂ指導員：入り口にも張り紙しています。

Ａ指導員： 学校みたいに全員の父兄にメールが流れるよ
うにすればいいんでしょうけどね。学校は一斉メールで

す。保護者が「自分が前いた学校では」と働きかけたり
して、学校では震災前から一斉メールができました。学
童はどこかの学年に登録しておき、我々にも入るように
しています。
今、定員 40 人のところに 52 人います。入りきれずにＩ
小学校のクラブに行っている子もいます。震災後、お子
さんを預けたい方が増えました。仮設にいるよりはここ
に置いて、と言って。
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【ケース 2】

岩手県大槌町 2014.6.18
話し手

指導員 5 人

聞き手

3人

地震発生時の状況（子どもたちは下校前）

学童保育の再開までの状況

Ａ小： 3 年生を送る会の絵のプレゼント準備中。地震速

学校は 4 月 25 日頃再開した。Ａ小はＣ青少年の家で、

報が携帯で鳴り、地震に気づいたが、一気に来た。ス

他の小学校はＤ小学校に間借りした。保護者の要望も

トーブを消し、電気ポットを床に下ろした。とりあえ

あり、夏休み期間中だけ、Ｅトレーニング室で再開した。

ず自分の荷物と非常袋、名簿だけを持って校庭に出た。

役所が場所を決め、学校を通じて保護者に学童夏季開

その後、子どもたちも学校から出てきて整列していた。

設の連絡をした。希望者は 20 ～ 30 人しかいなかった。

学童は閉めることにして、その旨学校の先生にお話し

まだ働いている人は少なく、大きい会社の人などだけ

し、一人の指導員（本日欠席）が子どもたちと一緒に

が働けていたと思う。また、夏季利用にはお弁当を持っ

避難した。他の指導員は車で帰宅した。

てこなくてはいけなかったが、避難所でお弁当も作れ

Ｂ小： ストーブとポットのコンセントを抜いて TV を押

なかったと思う。それぞれの間借り先にスクールバス

さえた。職員用の机にもぐった。そして校庭に避難し

で登校していたので、バス代の問題もあり、学校があ

た。子どもたちはまだ出てきていなかった。一クラス

る期間はまだ開設できなかった。

出てきたが、すぐまた上の階に上がった。プールの水
があふれ、ポールが音楽のように揺れていて立ってい
られなかった。先生に避難しましょう、と言われ、子

夏休み保育

ども→用務員さん→そのあとに指導員がついていった。

新規の子もいた。震災が 3 月だったので、
新 1 年生が入っ

いつもおしゃべりする子どもたちが静かに歩いていた。

てきた。以前から学童に来ていた子は 7 人ぐらいいた。

避難してから津波が来た。

気をつけたことは、余震が続いていたのでまず安全面。
不安がる子どもへの声掛け。楽しく過ごすように心がけ

避難の状況

た。ハエがすごかった、トイレが悪かった。避難所だっ

Ａ小：非常持ち出し袋を持ち出した。中身は救急セット、

レで、見たこともないおじさんおばさんがいるので集団

ハサミ等、袋ごと購入したときのままの中身。学校に

でトイレに行き、指導員が必ずついていった。また、夏

非常持ち出し袋を「使ってください」と提供した。ハ

で暑かったので水分補給に注意した。車などが多かった

サミはカーテンを切るなどで役立った。

ため外には全く出られなかった。役所が扇風機を 4 台つ

Ｂ小： 袋を持ち出すなどの気が回らなかった。おやつ

けてくれた。段ボール箱を子ども一人一個用意し、子ど

も持ち出せばよかったとあとで思った。訓練をしてい

ものロッカーにしていた。おやつは避難所からの差し入

なかった。学校は安全なものと思っていたので、机に

れもあった。登録児童以外の子どもは入れなかった。

た一室を借りていたため。トイレは避難所と合同のトイ

もぐることぐらいしかしたことがなかった。自宅は町
中だったので、帰ることは考えなかった。

本格的な再開（11 月）

引き渡しの状況

現在の場所はセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンが建設

Ａ小、Ｂ小ともに、避難するときから子どもたちは学校

して作ったもので、指導員は数日前に初めて見た。部

の保護下にあったので、そのあとどう引き渡したかは
分からない。
Ａ小： 別々の避難所にいたので学童の子どもとは会っ
ていない。

Ｂ小： 同じＡ高校に避難していたので、何人かの子ど
もとは会った。

した。役所とセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンが相談
屋が一つしかないね、などと話した。
11 月のオープンで子どもが増えた。お母さんを亡くし
た子、いつも迎えに来てくれていたおじいちゃんを亡
くした子、など不安定だった子や障がい児を、4 年生に
なっていたが役所に掛け合って受け入れた。
気をつけたことは、病気のときのトイレ使用。トイレが
一つしかないので、ウイルスの拡散などに気を使った。
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また、具合の悪い子どもを休ませる場所がない。配管
が悪く、冬に水が凍った（学校も凍った）
。工事して直
した。
役所からは、子どもたちの様子を見に来てもらった。
震災後、福祉課には事務職員だけでなく専門職（社会
福祉士さんなど）が入るようになった。
昨年の 3 年生（＝現在の 4 年生）がすごかった。落ち
着かない、物を大切にしない、忘れ物、友達関係でも
我慢がない、暴力的、言動が激しい、など。リズムを
作れるようになるまで格闘した。ルールを何度も何度
も言って聞かせた。それで規則正しくなった子どもも
いた。学校からも、落ち着いてきたと聞いた。月 1 回
の情報交換会議を役所、指導員、学校と開いている。
最初は役所の社会福祉士と指導員で行っていたが、そ
の後、学校での様子はどうなのかを知るために、役所
から学校に要請して昨年あたりから学校も加わるよう
になった。

震災後の防災の取り組み
防災マニュアルは最初はなかった。指導員が、以前保
育所に勤務していた経験などを生かして作ることにし
て、
役所にお願いして作ってもらった。地震、
津波、
洪水、
など、警報発生時のマニュアル。学校は学校で防災体
制を作っているので、マニュアルはあくまでＡ町放課
後児童クラブのためのもの。でも、津波注意報が出た
ときに学校から声をかけてくれた。16 時頃で子どもが
学童にいた時間帯だった。
指定避難所は「でんしょうかん」
。昼間はよいが、夜は
電燈がないので役所に話をしているが、まだ改善され
ていない。
今年は1年生が19人もいる。
障がいがある子もいるので、
まずは防災頭巾をきちんとかぶる練習、机にもぐる練
習、から始めている。
セーブ • ザ • チルドレン • ジャパンからもらった防災
キットも使い、段階を踏まえながら進めていく。

役所
民生部児童保健福祉課。組織はよく変わる。担当者は主
にＦ区からの派遣の方で、半年で代わる。大変よくやっ
てくれるが、交代のたび、引き継ぎは役所でしているが、
指導員からも経緯や状況を毎回お話ししている。
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【ケース 3】

岩手県大船渡市 2014.7.4
話し手

Ａ指導員、Ｂ指導員、Ｃ指導員

聞き手

Ｄ、Ｅ

地震発生時の様子

生を見たんですね。

Ａ指導員： Ｂ先生だけその日は休みでした。当日いた

たちを引き渡しました。学童クラブがどう活用されるか

Ｃ指導員：非常勤の先生。

先に出させて、と言ってすぐそこの保育園に 1 人と他校

たんだよね。長いし、おかしいぞということで 3 人連

るから、と。私は出たのは早かったですが、信号機は止

のは私。

Ａ指導員：あとは学校の校庭に待機になったので子ども
分からなかったので、指示待ちだったので、ごめん、今

Ａ指導員： そんなに大きいという感じは最初はなかっ

に 1 年生と 3 年生（わが子）がいたので、絶対帰ってく

なって出てみたんだよね。そうしたら 6 年生が体育の

まっていて交通状態が悪くて、隣に走って行って息子を

授業をしていまして、車いすの子がいて、車いすがひっ
かかっちゃって担任が戻らざるを得なかったので、ちょ
うど 6 年の学童の子が見えたのでこっちにおいで、と、
安全なところに集めて私たちが見ていました。

引き取って。そうしたらＢ先生と会って「おーい」って。
子どもを連れに行ってた子、小学校に行く途中、川が
細くなっていたので、これは津波だね、息子によく見

Ｄ： 学童の子もいたけれどそうじゃない子も含めて、6

ておきなさい、と言って小学校に行って息子と娘を連

Ａ指導員： はい。パニックを起こして泣いている子が

てきました。津波の前に戻ってくれました。そのとき

の子たちが私たちに気づいて、普段の話をし始めてく

かな、と探したけどいなくて学童に戻って、それで 4

年生の車いすの子以外は先生方が誘導したんですね。

いたのでさもない話をしていました。そうしたら学童

れたんです。それでそうだよね、という感じで話して
いたら担任の先生に怒られたんだよね。非常時に何言っ
てるんだ、と。でもその子たちとは一瞬目を合わせて、
分かって話してくれていたことが分かったんですね。
で、私たちも先生んちさ、TV 買ったんだけど壊れたね、
とか。友達を察してどうにかなごませてあげたい、と
いう子どもたちの配慮だもんね。
機転の利く子どもたちだったので、一斉にぱっとこっ
ちを見たときに、ん？と思って（言わんとしているこ
とが分かったので）
、うんうん、と、よしこのまま和ま
せてしまおう、と（思い）
、で大丈夫大丈夫（と声かけ
をしていた）
、
そうしたら怒られてスミマセン、
みたいな。
でも、私たちは分かってるよ、この子たちの気持ちも

れて、おじいちゃんおばあちゃんがいた家を見て戻っ
にＦ中学校生が帰されていた。Ｃ先生の子どもがいる
人やっと揃ったんです。
Ｃ指導員： 判断が、陸地だったのでこちらの状況がつ
かめてなかったんですね。中学校は地震だけだと思っ

たんでしょうね。で、私は子どもがどこに行ったか夕
方まで分からなかったです。家が坂を上ったすぐそこ
で、高校生の子どもが家にいたので、安全の確認をし
に戻りました。
Ａ指導員： ここらじゅう、Ｆ中学校のお子さんがいて
うちの子がいない、と、地元企業の中国人の団体、工
場があるんですが、泣き叫んでいる。
Ｃ指導員： 制服、食品衛生の工場だから白いユニホー

ムで帽子かぶってマスクして泣きながら上がってきた。
Ａ指導員：異常な光景だったね。

知らないで勝手に怒るな、と（笑）
。
Ｂ指導員：地震が長かったからね。

避難

何かがこすれる音、何とも言えない聞いたことのない

Ａ指導員： 小学校が避難所になりました。子どもたち

Ａ指導員： 地鳴り、木がミリミリいう音、自販機の音、
音が一斉に聞こえ始めて、私たちが怖いぐらいだから
子どもたちも怖いだろう、その中で普通の様子で話し
通した子どもたちをほめてやりたいと。ありがとな、
という感じで言いました。
Ｃ指導員：他の学年が出たのはちょっと遅かったです。

Ａ指導員：外に 6 年生が飛びだして、体育館は古いので、

他の学年は収まるまで
（建てたばかりの）
校舎にいました。
Ｄ： 学年ごとに誘導されてきた感じで、先生方は 6 年
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は学校側がはなさない、というので私たちはここの管
理をして安全を見て、予定が立ったら帰ろうという話
をしていました。老人の方や小さいお子さんがトイレ

を貸してほしい、と来たので、子どもたちに行きつく
まえにトイレの介助などしていました。夕方 4 時、5
時頃までいました。
Ｂ指導員： 子どもを引き取って学校に来ましたが、こ

ちらに先生がいると思って合流しました。

で精一杯で、言い方は悪いけど学童のことは全く思い

Ａ指導員：マニュアルはありましたが、そんなに詳しい

浮かばなかったです。生きていくだけで精一杯でした。

ものではなく、火事や台風の対応策はありました。でも

みんなチャリンコだったもんね。インターのあたりまで、行

予想をしていなかったものというか。ここはきっと津波

きはよいよい帰りは上りだもんね。重い荷物のまま上ってく

が来る、と小さい頃から言われていたのでいつか来るだ

るという感じで。私は自転車で行ける距離じゃないので車で

ろう、チリ地震津波とか経験された人からもいろんなこ

行くと、指導員の先生が自転車をこいでる、ああ、生きてる

とを聞いていたので、どこかにあったんですかね。

生きてると。

Ｄ：マニュアルに沿って活動するという状況ではなかっ

スーパーに行っても一家族何品、家族の人数関係ないのかと。

Ａ指導員：結局は何も役に立たなかったです。

もさんとか、何人かがうちに来ていたりして。食料は

たということですね。

Ｃ指導員： うちは両親が市役所に勤めている家の子ど

Ｄ：そのあと見直されたんですね。

限られて。そうだった、
水分は子どもたちにあげっぺ、
っ

Ａ指導員：こういうときは学童が引き受ける、とか、やっ

て言って（自分は飲まないでいて）
、血尿が出て、あと

ぱり学校の先生たちの子どもさんたちが迎えに来れな

から気づいて水飲んだりね。

かったんです。Ｇ小学校に避難していて 2、3 日後にお

Ａ指導員： でも次の日にはなくなっちゃうからあんま

迎えに来たお母さんがいるんです。そのとき学校が引
き受けていて、子どもが一人ぼっちで泣いていたの知
らなかったんです。もしあれなら学童の先生に預かっ

り飲むと。

Ｃ指導員：ここで指導員で集まって、もう一回会おうね、
一回解散ね、と言って、震災の日にスクラムを組んだ

てもらったほうが安心だ、と言われて、もし次があっ

んだよね。

たときは私たちが、受け取る形になったら保育します、

Ａ指導員：みんな生きてるんですが、離れるのが怖かっ

そのときの判断になると思うんですが。トップが代わ

た。家族より長い間一緒にいてバカ話したりとかして

ると変わりますし、学童と学校の共通のマニュアルも

た仲間に、じゃあね、明日会えない不安。

ないですが、トップの判断で、そのときに渡します、

Ｃ指導員： 明日があるの？ 本当に来るの？ みたい

と言われれば対応するしという感じですね。

な、今まで当たり前に思っていたことが。

Ｃ指導員：私は家が近いのですが、娘が怖がってしまっ

Ｂ指導員： 現実的じゃない。非現実に向かっていく気

す。学校だったら安全だから、と言って、避難所にお

とかなると思えるかもしれないけど、それぞれみんな

世話になって何日か暮らしていました。

一人ひとりで非現実に向かっていかなきゃいけない。

Ｂ指導員： 私は車の中で寝泊まりしました。2、3 日ぐ

だんなもＨ市に勤めていてダメかと思いました。実家

らいかな。小学校のほうに行くと食料とか申し出るの

もＨ市でしたが山のほうだったので大丈夫だとは思い

が悪い気がして……でも自分は下がっていけば、一旦

ましたが分からなくて、そういうときに大丈夫だから、

家に戻れたので、食べ物とおむつだけ持ってきて車の

と仲間が励ましてくれた。

中でいました。

Ａ指導員：だから、たまっていた涙が、4 人で一緒になっ

ていつでも逃げられるよう玄関から離れなかったんで

がしたんです。もし 4 人で一緒に向かっていくなら何

たときに出る出る。

地震の翌日以降の様子

Ｃ指導員：心細いというか、思い出すとうるっとくるね。

Ｄ：クラブの施設は閉めていたんですね。

れた子ども 3 人と年寄りと私、その日はごはんを食べる

Ａ指導員： もう、クラブを考えている余裕はなかった
です。自分たちの家庭を守るので精一杯でした。うち
なんか山のてっぺんで被災していないんですが、被災
していないということは食料が入らないということな
んです。一回だけ米が尽きて、学校にお願いしてお米
だけもらったことがありましたが、あとは本当に冷凍
庫にあるものを全部出して使ってでも、家族 9 人だか
らすぐなくなるじゃないですか、どうやって明日生き
て行こうと。水もそう。井戸水ですが発電機が止まっ
て汲み上げられないのでお水もない。でも避難してい
る人のところには取りに行けず、おしっこが真っ赤に
なって、私、水分足りてないと。母と子どもたちには
あげるけれど自分は飲まなかったので。ああ、こうい
う被災の仕方もあるのに私たちには何もないというの
が悔しかったです。家はあるじゃないか、と言われま
すが、食べるものがないと死んじゃうよと。家のこと

Ａ指導員：帰ってくるはずの主人が帰ってこない、残さ

気にもなれず、生協からもらったせんべいを食べました。
Ｂ指導員： うちはちくわ。小学校に来るとよりひどい
人たちがいると思うから行けないんです。トイレはお

借りしましたが、食料は、着の身着のままの方のほう
が優先だと思いましたから、自分たちは一旦ちょっと
持ってきたので、そんな配慮をしてました。関係ない
んでしょうけどね。
Ｃ指導員： あのときはそうだった。自分より大変な人
がいるのに私は、という感覚が強かった。

娘が怖がりだったので小学校の避難所に来させても
らって、私も付き合って一晩過ごしたんですが、保育園
から布団を出していただいていたんですが、誰だれが無
事だと分かった、とか地震がバンバン来るのでキャーッ
と言いながら、一晩過ごしました。
Ｂ指導員： 車の中でも感じるぐらいの揺れだったから、
外はすごかったと思う。車のテレビに映る映像が、今
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ここで起こっているものなのか一致しなかった。私た

は家を優先させるべきじゃ、でもこの子たちもいるし、

ちのところは高いから波を見なかったので、その映像

と各々が葛藤したと思うんです。でも、誰かが立ち上

が本当なのかどうかも分からなかった。よくよく考え

がらなきゃ、と思って。ただライフラインが整わない

ればそうなんだ、と一致するんだけど、時間がかかった。

と保育にしても安全性が確保できない、というのがあっ

よその国みたいな感覚に陥っていました。

たので慎重に考えました。

Ａ指導員： 死亡者情報が。いの一番にＦ市で死亡が確
認されたのが近所のおばちゃんだったんです。同級生
のお母さんだったんで、聞いたときに、あれ、なんだ

Ｃ指導員： 預かる気持ちがあってもむやみに預かって
ケガをさせたら大変ですし。

Ａ指導員： プレハブがどれだけ持つかも素人だから分

からなくて。子どもを預かれる施設なのかを重要視し

それって。ということは、うちのだんなも死んだかも

て、最低限、それこそ暖が取れなければならない、水

しれないと。でも考える力がゼロ。星きれいだな、と

どうしよう、というのが先でした。でもここは市役所

いうのだけ覚えています。みんな言うけど、星がすご

を抱えているので電気は早かったです。4 日ぐらい。

くきれいな夜だったんです。すごい静寂、
空気が澄んで。

Ｂ指導員：国道沿い、山側は早かったです。

今世の中に何が起こっているんだろう、ということを理
解できなかった。指導員という前に一人のただの人間

Ａ指導員：学童を立ち上げるにしても、自分の家に米
がないのにお昼がない、と思ったんです。避難所に行っ

でかあちゃんだった。パニック起こして泣いて車に行

て、子どもたちのお弁当を確保しよう、ということに

こう、という息子を連れて、ここで待っていれば主人

なって、たまたま避難所で指揮を取っている方がここ

は帰ってくるだろう、帰ってこなかったので、朝になっ

を立ち上げた方だったので、保育を始めなくてはなら

たらだいぶ冷静になって、遺体を探そうと思いました。

ないですが子どもたちのごはんがない、お昼だけで構

うちの父と母が Y から帰ってきたんです。探しに行くっ

わないので弁当を譲ってもらえないか、という話をし

て言ったら、何バカ言ってるんだ、子ども 3 人抱えて

てお願いしてもらい、どうにかできるぞ、と言われた

死にに行くのか、朝の光が出たら自分が見に行くから

のが GO サインみたいな感じでした。

お前は行くな、と言われて、それもそうだなと。

Ｂ指導員： 弁当も準備できた、電気が整った、暖も取
れる、水はもう少しあとでした。

どこかで物語のことじゃないかとか、夢じゃないかと
か、受け入れられなかったです。寝たら、もしかして

Ａ指導員： 少しはタンクに貯まった分があったので、
市水道なので。それをちびりちびり使いながら。あと

普通にあるんじゃないかと。ラジオではどこかの浜で

は避難所の子はお水を持ってたしね。水は最初は飲ん

200 体あがったとかそういうことを聞きながら、ああ、

でいいか安全性が分からなかったから、最後まで飲め

明日謝恩会あるのかな、とか、もうホテルないんですが、

なかったですね。持参してもらっていました。

だんなの会社あるのかな、会社に休みますって電話が
通じないのにどうやって言うんだろうな、と、完全に

トイレは午前中 1 回、
午後 1 回流す。おしっこはためる、

おかしくなっていました。何言ってるの、謝恩会なんて

ウンチは流してよい、としていました。

できるわけないでしょ、と母に言われても、キャンセル
料が発生するのかなとか言っていました。

保育の再開のための活動
Ｄ： 指導員としての活動を再開したのは 3 月 15 日頃っ

てありますが、1 週間もたってないですよね。

Ａ指導員： すごく長く感じた。朝早いしね、おひさま
と一緒に起きて暗くなったら寝るしかない。その中、た

またま、震災から 3 日目ぐらいに、近所のおばちゃんが
学校の保健の先生なんですが、いいのこんなところに

Ｃ指導員： 電話は使えなかったから市役所に張り紙し
ました。

Ａ指導員：地域の新聞さんに載せてもらおうと。被災し
た学童があるだろうから、そちらの子どもも必要だった
ら受け入れてあげようと。確認のしようがないので、当
時の会長さんと話し合って、保険がきくか分からないけ
れど預かろう、その日申し込まれても預かっていい、と
か、規約はありましたがそんなことを言っていられない
と言って。Ｆ市が元に戻るためにはお母さんお父さんが

稼がなければならない、だったら子どもは預かろう、と
いて、こんなときに学童開かなくて何をやっているの、 いうことになりました。それを書いた貼り紙と、地域の
と怒られたんです。学童どころじゃないじゃん、と思 新聞社に行くのにガソリンもないどうしよう、と言った
いましたが、そこで、ああ、みんなどうしてるんだろう、 らそっち方面の小学校の先生にお願いしました。今気づ
先生たちに会わなきゃ、いつまでも閉めているわけに きましたが無料で掲載してもらいました。
いかないから開かなきゃ、と思って、まず先生たちと
話し合って、学童の必要性を避難所（学校）に確認に
行ったんです。避難しているお母さんたちにどうです
か、と聞いたら、学童ほしいです、という声が何件か
聞かれて。でもそこに至るまでに葛藤があって、まず
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Ｂ指導員：結局そういう預かりはありませんでしたが。
Ａ指導員： 例えば隣の学童さんの子でもそちらの保険

をきかせてもらえないか、と保険屋さんに聞いてみた
んです。保険料を二重に払えるようなお金もない。ATM
も郵便局も動いていないのに払い込みもできないし、

それでも保険の対象になるのか聞いたんですが、全然

に預けて。

話し合われてなかったんです。なんでこうやって日本

Ｂ指導員： 旦那に頼みました。被災して会社に行って

中で騒いでいて支援だと言っているときに自分たちの

いなかったので。うち、Ｇ駅前で、川も海も遠いんで

責任を果たしていないじゃないか、と保険屋に食って

すが、
波が来たんです。波の先端。大きい丸太と一緒に。

かかりました。自分たちも必死だし、何かあったとき

昔店をやっていて、生活しているのとは一段低いスペー

に親御さんに申し訳ないと思って、どうにか保険だけ

スに水が入ってしまったので、旦那はＨ市には仕事に

は入れなければ、と思って言いました。きつい指導員

行けないので、その片づけをしがてら家で見ていまし

だと思われたと思いますが。

た。どうしても出かけなければいけない日だけ保育園
にお願いしましたが、先生も少ないので。

保育の再開

Ｃ指導員： うち、どうなってたっけ。娘と二人でボラ

Ｄ： 実際に保育を開始したのは 22 日ですね。学校は再

所のボランティアに登録して。何かしなきゃいけない

Ｃ指導員：まだですね。

気だという気がしたので。

まったのは 4 月。

うちも、こんなときに申し訳ないけど、いろんなこと

開は？

ンティアに行ったんでした。おにぎりにぎりに。市役
気がして。まだ家があるから、家がない人に比べて元

Ｂ指導員： 何回かは登校日はありましたが、実際に始

Ａ指導員： 地区ごとにおにぎりにぎりがありました。

Ａ指導員： 学校が始まるのかね、と言いながら、3 月

の勉強になると思ったので、ちびを連れて行きました。

子たちを預かりました。その年はすごい人数で、一気

を見せたくて連れて行きました。自分たちもお腹が減っ

31 日で保育園での保育が切れてしまう（新 1 年生の）

困った人がいるとか、どうやって助け合っていくか、

に来て必死でした。

ているけど子どもには食べられないよ、と。

朝 7 時半～ 18 時半で開所していました。ありがたいこ

見なきゃいけない、伝えていかなきゃいけない、とい

とに、途中で人数が多くなり、少し流通もよくなった
ので、おにぎりに切り替えました。お弁当にすると家
で差が出てしまうので、おかずもないだろうし、とい
うことで、おにぎりを持ってくることに統一しました。
避難所の方にもおにぎりにしたのでなんとか自分で工
面します、と話したら、そのトップの方が、先生これ
食べろ、と余ったお弁当を持ってきてくれて助かりま
した。
おやつは、地元の銘菓の工場に勤めていたお母さんが
いて、コーティング前の、出荷できないものを地域に
ばらまいたんですね。それをそのお母さんも家に持っ
て帰れば食べれたのに、ここに持ってきてくれたんで
す。すごい量で。先生たちと学童の子どもたちに食べ
させてくださいと。すごい量。4 月の半ばまで食いつな
げました。食事をたくさん持ってこられない子の足し
にしたりもしました。
あとは外国の、黒人の方たちが車に乗って、おやつを
車いっぱいに載せて届けてくれたんです。早かった。
ありがたいなと思いました。
「私たちの国は災害があっ
たときに日本が助けてくれたので、今度は私たちが持っ
てきました」と、外国の方に励まされました。

でも親の思いっていろいろで、私たちは震災をちゃんと
う思いがありましたが、親の中には見せたくない、と
いう方もいて、何も見ていない、情報もない、楽しい
中で休んでいた子が学童に戻ってきたときに、食べ物
を投げたんです。世の中どうなっているか知らないの
か、と聞いても知らない、と言ったんです。今の世の
中ごはんがないよ、おうちがない子もいるよ、と言い
ました。親が隠していることをわざわざ言って聞かせ
たので親の意に沿わなかったかもしれないけど、家を
流された子や配給を受けている子は大事さが分かるけ
ど、またこれ？とかあきた、とか言われると大人げな
いけど腹が立って指導してしまいました。今になって
もそれが良かったか悪かったか分からないですが、生
きるってこういうことだと伝えたかった。
Ｄ：あとはいつも通りを目指した、とありますね。

Ａ指導員： 震災後、全国各地からいろんなボランティ
アさんが入ってくれました。確かに、子どもたちを朝か

ら保育しているので、いろんな支援があったんだけど、
ずっと毎日それを続けられると震災から抜け出せない
んです。いろいろ打ち上げ花火のようにぱんぱんとめ
まぐるしくあったんだけど、いつまでたっても、普通

Ｄ：その頃の人数は？

の生活がしたいけどできない。子どもはいろんなボラ

でも、必要とされているなら開けてあげよう、気分転

さなければならない、と、疲れちゃったんだよね。

Ａ指導員：10 人に満たない、5 人とかの日もありました。

ンティアさんに沸き立つ、それを鎮静化させて親に帰

換になればいいか、学校にいると、自分が避難生活し

Ｂ指導員： ありがたい、私たちを元気づけてくれよう

ていることを思い出さなきゃいけないし。

としてくれる気持ちは嬉しいけど、それを処理するこ

Ｄ：先生方のお子さんは。

とに追われて疲れていました。

も壊れていたので預けられない。家のほうでいろいろ

らも守らなきゃいけない。自分たちで対応してくれる

Ａ指導員： 母が来たので家に置いていました。保育園

Ａ指導員： ボランティアに来た人たちを子どもたちか

やるときはＧ小学校の一室で保育をしていたのでそこ

ボランティアさんだったらよかったけど。当時、あり
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がたいと思って全部受けていたけど、中には、私たち

がこうなったら（PTSD： だと）とか、聞いていました

を傷つけるボランティアさんもいました。いろいろあっ

が、あ、研修の通りだというのが起こりました。そうか、

たんです、マジックしてくれる人とか。

こういう思いをみんながしていたんだと思えば今度は

Ｂ指導員： 子どもたちのために来てるのか自分たちの

また学童に来て大丈夫、大丈夫と。

ために来てるのか分からない。世間がこういう状況の
中、自分たちがボランティアしたぞ、と証明のように
写真を撮っていく。それを全部受け入れることが正し
いのかみんなで悩みました。
Ａ指導員： 私たちが元通りに戻らないと保育ができな
いんじゃないかと。

Ｄ：先生たちの間でそういうことを話し合って。

Ａ指導員： 話し合わないとやっていけなかったです。
いろいろ言われて、私たちが壊れなかったのは、毎日
言って処理してきたから。学童のことだけじゃなくて
家のことも、毎日話したからどうにか持ってきた。じゃ
ないと、ミーティングなしでやっていたら乗り越えら
れなかったんじゃないかな。辛いは辛い、悲しいは悲
しい、と言い合うようにしました。
Ｂ指導員： バカばっかり言ってるんですよ。最初真面
目な話なのに予想外な話につながって、私たちバカだ
ね、って言って終わる。
Ａ指導員： でも、だから頑張れた。学童に私たちが来
たかった、指導員の先生に会いたかった。

Ｂ指導員： 少しここでバカ話して帰ると、少し家が楽
しく思えた。このメンバーで行けば何とかなるって思っ
たんですね。非現実的なことが起こって自分の頭が受
け入れられない中でも、このメンバーなら乗り越えら
れるかなと。予想外のことが起きてもきっと乗り越え
られるだろうっていうつながりがあったんですね。言
葉にはしないけれど、そういう思いが一人ひとりにあ
りました。
Ａ指導員： 休みの日が辛くてね。家にいればやはり震

災から離れられない。いろんな人を亡くしてきたので。
家に帰ると葬儀だとか遺体が上がったとか聞かなきゃ
いけないけど、ここに来れば忘れられる。
Ｃ指導員： 夢中になってたからね。私たちが笑顔にな
れば子どもたちもね。

Ｂ指導員： 先生が笑っていれば子どもたちも楽しくな
るんじゃないか、という思いがありましたね。
Ａ指導員：日々コントでした。

でも、そうやってきてても疲れていたんだな、という
のがありました。7 月ぐらいに落ち着き始めたときに、
（震災の心理的影響が出た）何をしていても泣ける、何
もしていないのに泣ける日があったり。私は震災を語り
継いでいくために結構写真集を買ったんです。ある日
開けたら具合が悪くなった。あ、これが TV で言ってい
たやつだ、と。その日見たシーンがＧ町から駅前を撮っ
た写真で、火事があって、なんでＧ町が被災している
んだ、というそのときに戻った。怖くて、本を閉めて
奥に入れて、見れない、という。そういうのが自分に
も来たんだと。自分もショックだったんだな、と改め
て気づかされた。たまたま研修を受けて、子どもたち
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防災対策
Ｄ： 最後に少しだけ防災のことですが、マニュアルは
震災後に見直されて、あとは避難場所のルートへの確
認も見直され、父母会との緊急連絡体制も見直された
ということですね。そういうのは一つのマニュアルに
まとめられたんですか。
Ａ指導員： いちおう決めましたが、細かくやってもそ

の通りにならない。最低限の、親が来たらこうとか、
ここに避難します、とかありますが、変わったときは
紙に書いて学童に張り出しますと。同じような災害が
来るとは限らないし、ここの後ろに川があるのでそれ
が決壊すればマニュアル通りにはいかない。いかに私
たちがお互いを信用しあってやっていくか、だけど、
なんとかなるさ、と。基本一緒なのは、子どもたちは
守ろうということ。
Ｄ：学校や市との関係は震災後変わりましたか。

（全員）
：あんまり変わらないね。

Ａ指導員： 本当は共通のマニュアルが学校とあればい
いですが、なかなか学童のことは言えない。

Ｅ：行政が動かないとどうしようもないね。

Ｂ指導員： しわ寄せは現場に来ます。いろいろしたく

ても、上がそうしようとしなければどうにもならない。
Ｅ： 一緒に子どもたちのことを考えられたらいいです
けど。

Ａ指導員： せめて、何かあったときに対応できるよう
な関係作りだけはしたいと思っています。

【ケース 4】

岩手県大船渡市 2014.7.4
話し手

Ａ指導員、Ｂ指導員、Ｃ指導員

聞き手

Ｄ、Ｅ

地震発生時の様子
（Ａ指導員： B 指導員：Ｃ指導員：先生とも当時勤務〈た
だしＡ指導員： 先生は東京にいた〉
。当時の指導員は一人
辞めて別の先生が入っている。
）
Ｄ： 当日は午前中が授業だったので全学年来ていたんで
すね。

（一同）
： はい。給食食べてから来ていましたね。おやつ
を食べようとしているところでした。

Ｄ：当時は学校敷地内にクラブがあったんですね。

（一同）
：そうです。

Ｄ：校長先生の誘導で避難場所に逃げたということですが。
Ｂ指導員： 道路向かいの高台です。校長先生が、道路
向かいの高台に行くように叫んで走っていました。野
球部の子がいろんなところにいたので。ずっと校庭か
ら裏道から。高台に公民館があったのでそこに行けと。
当時いたのが 24 人、1 ～ 6 年生がいました。最初は一
カ所に、テーブルの下にいました。
地震の情報はなく、動けなかったのでその場にいまし
た。ちょっと収まったときに外に出ました。私はこち
らでおやつの準備をして。校長先生が揺れ終わる前に
出ろ、と来て。入り口を開けに 6 年生のところへ行っ
たんだけど揺れがひどくて開かなくて、二人で押して
開けました。それで一斉に出ました。
Ｄ：訓練をしておいてよかったということですが。

Ａ指導員：Ｂ指導員：地震と火災を想定して、
6年生がリー

ドして避難場所に行くという訓練を年 2 回していました。
地震があって何分かはメールが通じたんで、お母さん
一人には「Ｆにいます」とメールを送れましたが、あ
とは何もできなくなりました。
（Ｆ = 高台の公民館）
Ａ指導員：地域の避難場所でした。

Ｂ指導員：地域と学童と保育所の避難場所になっていま
した。

避難場所での様子
Ｄ：Ｆ（高台の公民館）でどういう感じで過ごされま
したか？

Ｂ指導員：Ｆもごちゃごちゃで入れず、しばらく外に

Ｃ指導員： 中に入る前に屋根に上ったよね。どうした
かな。1 階はごちゃごちゃになっていたので 2 階のベラ
ンダに行って、水が来たというので梯子で屋根に上が
りました。学童はひと塊にいました。
Ｄ：そこにしばらく滞在されていましたか？

Ｂ指導員： Ｃ指導員： 全然記憶にない。何波きたか分

からない。波が引いたから下に降りようかということ
になって。何人か家族が避難していたので、その子た
ちはそちらに引き渡しました。
Ｄ：クラブに持ち出すということはなかったですか？

Ｂ指導員： Ｃ指導員： 津波が来る数分前、何も分から

ず着の身着のままで逃げたので、半そで着ている子も
多く、寒かったので、3 日前にも大津波警報があったけ
ど何もなかったのでまただろう、と思って来たんです
が、雰囲気がやばいかも、ということになってジャン
パーを取りに学童に指導員二人で戻りました。津波が
来る直前でした。次に車を取りに行こうか、
と思ったら、
もう降りようとした寸前に波が来ました。消防の人に
止められたんです。
Ｄ：公民館と学童の距離は？

Ａ指導員：すぐです。5 分ぐらい。

Ｂ指導員： 道路の交通量がすごいんですが、交通整理
の人がいて車を止めてくれました。

連絡・情報手段はもうなかったです。避難所にいると
きもずっと体育座り。ぎゅうぎゅうで寝る場所もなかっ
たし、地域の人、保育園児、その先生。男の人は車で
寝るかずっと外でした。子どもは横になれても誰かの
足の上とか、
壁際の人は寄りかかってとか。下に 1 部屋、
上に 2 部屋、学童は同じ部屋に入れました（その部屋
の 4 分の 1 ぐらい）
。
Ｄ：子どもは眠れなかった感じですか？

Ｂ指導員： 寝てました。何回も起きたけど。夜もトイ
レに何回も。

Ｄ： 2 日目以降は、高学年の子と指導員は避難所の手伝
いをされていたということですが。

Ｂ指導員： Ｃ指導員： はい、おにぎりを作ったとか。

取りまとめは婦人部かな、女性の人たちがしていまし

た。みんな手伝っていました。子どもたちは、
離れなかっ

いました。外にいるときに、1 年生何人かは親御さんが

たです。低学年はそのへんで遊びますが高学年の子は、

迎えにきました。4 人ぐらい。

離れなかったです。前日の夜中には何人か来て引き渡
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しました。2 日目は半分以下でした。

探して歩きました。

Ｃ指導員： 私は次の日の朝、私のいとこが自分の子ど

Ｄ： 苦労されたということですが、無事だった場所が

んですね。こっちは海でこっちはがれき。ここに 1 カ月

Ａ指導員：はい。

もを探しに F に来たんです。身動きが取れない状態な

も 2 カ月もいるんじゃないかと思うぐらい先行き不安、
一回帰るチャンスを逃したらもうない、という気持ち
で。道路も寸断されてがれきでどこが道路か分からな

少ないということでしょうか。

Ｄ：公民館の台所を借りたんですね。

Ａ指導員： そこは被災している場所でしたが、ほかに

場所がなくて、でも子どもを預かりたい、というので、

い中、いとこは歩いてやってきたので、このチャンス

当時の父母会の会長さんの地域公民館の台所だったら

を逃したら、と思い、消防の方が津波がいつ来るか分

貸してもいいよ、という話もあって、そんなに人数が

からないから行っちゃダメだ、と言いましたが、自己

多くないかもしれないからそこでいいよね、というこ

責任で帰ります、といとこについて帰って行って、保

とになり、指導員の先生方に仕事が始まるからできま

護者に「
（子どもは）Ｆにいるからね」と、車がないの

すか、という連絡をしてできます、ということになり

で自転車で、はあはあ言いながら、最後は歩いて、話

ました。その一人の辞めちゃった先生は家が流されて

をしに行きました。警報や注意報が軽くなり、もしか

難しいということだったので、3 人で再開しました。

したら戻れるかもしれない、ということになって、子
どもの親御さんと一緒に行けば行けるよ、と誘導して、
山道をずっとずっと通ってようやくＦにたどり着いた
ら、着いた頃には、前の道が開通していましたと言う
（笑）
。帰りはＢ先生も乗せてまっすぐ帰りました。それ

Ａ指導員： はい、12 畳のフローリングの台所でした。
他の部屋は畳がなくなったので使えませんでした。電
気、ガスは使えませんでした。水は使えました。水洗

が最後の引き取りです。学区外の子だったんです。最

トイレも使えました。電気がなかったからランプで。

後は一人になってしまってずっと泣いていました。

Ｂ指導員：あれ、お昼はどうやって作ってたんでしたっけ。

Ｄ： 避難所運営を手伝えなかった、というところに

Ａ指導員： カセットコンロを市に。お昼ご飯を持って
こなくちゃいけないんですが、被災した子はそれも準

チェックされていますが。

備できないということで、市にご飯を出してほしいと

Ａ指導員： 手伝いしろと言われなかったし、そういう

お願いしたんです。自分の感覚では、おかずつきかと

状況でもなかったということです。

思ったらおにぎりだけだったんで、私の家にあった野

Ｄ：手伝うなと言われたわけでもないと。

菜とか調味料を持ってきて、汁物を作って、ご飯と一

Ａ指導員：はい。

保育の再開

緒に食べさせました。学校はまだ始まっていませんで
した。最初 15 人ぐらい。思ったより多かったんです。
Ｄ：再開の連絡は？

Ｄ： 次に指導員としての活動を始めたのが 4 月の初め

Ａ指導員： 固定電話はダメだったけれど携帯はつなが

Ａ指導員： 私は当日東京に行っていていなくて、9 日後

者に連絡し、そこから別の保護者に連絡していただき

はすごかったのですが、子どもは無事でよかった、と

Ｄ：申し込みは先生に？

頃ということですが、どういう状況でしたか。

にやっと帰ってこれて、すぐに学童を見にいったら中
思いながらＢ先生の家に行きました。
Ｂ指導員： 自宅は危なかったので実家に住んで毎日自
宅の片付けに行っていました。そこで会いました。

Ａ指導員： まず元気でよかったね、当分は連絡がある
までこのままで、と別れて、私も自分の家はなんとも
なかったので近くの避難所に手伝いに行っていたんで
す。その行く途中に大工さんの仕事をしている保護者
の方に会ったんです。自分は仕事しなくちゃいけない
けど子どもたちを置いていくのが不安なので早く学童
始めて、と言われました。父母会の会長さんに要望を
伝えて、一緒に役所に行ったんです。
Ｄ： それで役所と話をして場所を探しましょう、とい
うことになったんですか？

Ａ指導員： 役所は忙しかったと思うんです、あてにな
らないということになって父母会の方と一緒に場所を
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Ｄ：保育の場所が台所だったんですか？

りました。始めます、というのは、分かる方だけ保護
ました。
Ａ指導員：直接来ましたね。

保育再開後の様子
Ｄ：再開の頃の子どもの様子は？

Ａ指導員： 友達と会えて嬉しいというのはあったみた
いです。でも遊び場所がなかったんです。公民館の裏
側はお店の駐車場でしたが砂やがれきがあってとても
遊ばせるような環境ではなかったんですけど、歩いて
10 分ぐらいのところに公園があったので、午前と午後
と 1 回ずつ遊びに行っていました。
Ｄ：遊具はないですよね。

Ａ指導員： 学童を見に行ったときに、これは使えるな、
というのは持ってきたんです。使える遊具は全部洗って

消毒して、塩ビのブロックとか、あとは子どもたちと厚
紙を持っていってトランプを作ったね。絵を描いて。

Ｂ指導員：カルタも作りましたね。

状態だったんですね。

Ａ指導員：そうやって時間を過ごしました。

Ａ指導員： まわりがアパートだったので静かに、静か

公民館の台所には 4 月 12 日にスタートして、学校が始

ていました。

まったのが 4 月 21 日か 22 日だったんです、そうした

Ｂ指導員：アパートにボール当てをしていたね。

ら人数が増えてしまい 20 人を超えたので、次の場所を
探して、5 月中頃に引っ越しました。集会所みたいのが
ありまして、そこをお借りすることができまして。

に、と言ってました。苦情はなかったですが、気を使っ

Ａ指導員： 結構広い駐車場が目の前にあって遊ぶ場所
はありましたが（騒げない）
。昼間は許してくれたろう

最初の公民館は保護者のお迎え、次の集会所へはスクー

なと思いながら、部屋の中で走ったりする音がすぐ近

ルバスで。

くのアパートに聞こえたらな、という気を使いました。

Ｄ：小学校はどこで再開？

でも窓ガラスは割らなかったです。

内に小学校が二つあったんです。離れていて山を越え

しょうか。

Ａ指導員： 隣のＧ小学校に間借りしているんです。町

Ｄ： 子どももおとなしくしようとしてたということで

ないと行かれないところなので。スクールバスの運営

Ａ指導員： あれダメ、これダメ、というのが多かった

は学校がしていました。

からね。

Ｄ：食事は？

引っ越し後の苦労

てきてもらってたかな？

Ａ指導員：苦労という感じはしないですが、ここに来て、

Ａ指導員：学校が始まってからは休みの日の食事は持っ
Ｂ指導員：支援のパンとか食べてましたね。

仮設にいる子と家を建てて出て行った子がいるわけです

Ｃ指導員： まだＦ地区では電気が通らない家庭もあり

よね。自分は新しい家でこんなのがあるんだ、という話

ましたね。

をすると、仮設にいる子は、どうせうちはまだだし、と

Ａ指導員： 確かに土曜日は、うどんを持って行ったり

いうのがあって、気持ち的に両方に入ってあげなきゃな、

していたね。しばらく作ってたね。

というのはありました。

子どもたちは欲求不満があったように思います。遊び
場所がないので。下校も 4 時頃でなかなか遊ぶ時間も
なくて。仲間はずれにしたとかいうのも、いじめのよ

Ｃ指導員： 私は、ここも被災した場所なので、怖い、何

ていうんだろう、来ないとは限らないですよね。また来

うな感じのも結構ありました。男の子の中で。その子

るかもしれないという不安が私の中にあって、2011 年

たちにはよく話を聞くようにしていました。その子の

のときは子どもの命は失うことはなかったですが、子ど

状況、そういうふうになる気持ちがあるだろうと思っ

もを見るのがちょっと怖かった、できれば高台がよかっ

たので。ちゃんとした理由は分からないですが、もう我

たな、という気持ちはずっとあって、でもそういうぜい

慢しているなっていうのは。自分の家も仮設だったり

たくはかなわなかったわけだからここで何とかしていこ

する子は家でも騒げず、たまってきてるなというのは

う、という感じではあります。なので、一人で子どもを

ありました。XX もなくなったし、
（流されたし）
、という

見るのが今も怖いところはあります。一人になると、子

投げやりな気持ちもあったと思います。

どもたちに、もし地震や津波が来たら、あなたとあなた
は先生の車に乗せるからあなたたちは走ってね、と言っ

Ｄ： そういう状況が変わってきたなと思われたことや

ていたりします。だんだん人数が減っていくと、ああ、

時期はありましたか？

もう何人になったから先生の車に乗せるからね、と、自

Ａ指導員：Ｂ指導員：夏ぐらいには落ち着いた気がした

分が安心したいというのが常にあります。

Ｃ指導員：徐々には落ち着いてきたかな。

Ｅ：土地は市が探してくれたんですね。

ブ • ザ • チルドレン • ジャパンが建物建設）
。

ました。被災直後に、ある団体が建ててあげるという話

けど。

Ａ指導員： ここに移ってきたのは去年 3 月下旬（セー
Ｄ： では 2 年ぐらい集会所にいたのですね。子どもの
様子はこちらに来て変わりましたか。
（全員）
：全然違う。

Ａ指導員： 違います。あなたたちが探しなさいと言われ

が来て、場所もここだったら、というのを手を打ってい
たんです。そうしたら、設計段階、もう決まりそうだと
いうときに、事情は分かりませんがダメになったんです。

Ｂ指導員：すごいのびのびしています。

支援先の都合なんですが、なんでそうなったかという説

Ａ指導員： 自分たちの家という感じを持ったんだと思い

明も納得いかず、でもそこの場所はずっとあけていても

ます。集会場は、夜 7 時になると他の団体が使うので、

らったんです。次に支援の話があったときも場所はあり

お迎えが遅い子は、
「来るね～来るね～」と言っていま

ますから、と言っていました。セーブ • ザ • チルドレン

した。

• ジャパンから話があったときにもその場所、と言った

Ｄ： 学校も間借り、家も仮設、学童も他の団体がいる

ら、大家さんに、もう 2 年もたつので別の場所を、と言
13

われました。市が借りることになっていたんですが。
Ｂ指導員：そこに災害住宅が建つとか。
Ｃ指導員：郵便局と何かが建つとか。

Ｃ指導員： 私は今でもパートですけど震災当時は勤め

Ｂ指導員：広い空地です。

もしたことがなかったです。家も市内では山のほうだっ

Ａ指導員： できればセメントよりもあっちに行きたくな

も（身についていない）
、朝避難訓練のサインがあって

かったんですね。もし行ったとしても山のほうに入らな

も、訓練してるな、と思う程度のところにいた、津波

くちゃいけないし、もし津波が来てもそっちに行くのは

とはなんぞやという状態だったので、もう何が何だか

親御さんも自分たちも大変だったので。

分からない。子どもたちと逃げていても、怖いんだけ

Ａ指導員：でもまだ何も建っていない。

防災対策
Ｄ： 防災は震災前から対策されていたようですね。あ
とは震災後の見直しとして、保護者との緊急連絡体制
を見直されたということでしたが。
Ａ指導員： 一斉メールで連絡をするようにしました。
ソフトと言うかサービスを導入しました。でもマニュ
アル的なものはまだ作っていないです。文章にしたも
のをちゃんと作りたいと思っています。父母会と一緒
に作ります。
Ｄ：父母会の防災への取り組みは？

Ａ指導員： どうだろう（笑）
。役員は代わるじゃないで

すか。こちらである程度作ったやつを持ちかけたほう
がいいかな、と思っています。市内のマニュアルを見
せてもらいましたが、地震や津波に心配があるのはう
ちだけですからね（あとは高台）
。
Ｄ： 市のほうは防災についても支援になるようなこと
は？

Ａ指導員： 何もないですね（笑）
。お金の面でも何もな

くて、公民館にしろ集会所にしろ、1 年目、かかったも
のは全部自己負担だったんです。ガス代は前も自分持
ちでしたが、水道電気は市の負担だったのが学童の負
担になりました。予算がないと言われて。何回も係長
に言って、被災し、なくなった挙句に予算なしですか、
といい、2 年目からは、委託料の請求のときに上乗せす
れば支給する、ということになりましたが、1 年目は支
援でやりくりしました。本当にこんなもんだ、と思い
ました。福祉事務所の児童家庭係。
Ｅ：施策がないのが悲しいね。

最後に伝えたいこと
Ａ指導員： 学校はもちろんですが地域の方々と連携を
取っておかないといざというときに助けてもらえない

な、と思っています。行事をするときにも地域の方、
とくに民生委員さんに来ていただいて、学童とのつな
がりを持ってもらうことが大事だと思いました。
Ｂ指導員： 私も地域は大事だと思いました。震災のと
きも、おにぎりを作ったりしているとき、低学年の子
は外で遊んでたんですが、消防団の方に見てもらって
14

いたんですね。ありがたいなと思いました。

て 1 年未満で、週 2 回程度入っていただけで、避難訓練
たので、地震が来ても津波が来るという知識はあって

どすごい恐怖なんだけど、会話は、
（次の日は土曜日で
一人勤務だったので）
「明日怖いから二人で、Ｂ先生は
卒業式で休みだけど、
二人でやろうね」とかＢ先生が「卒
業式のあとに来るよ」とか、
「解除になったら子どもを
どうやって帰せばいいの」とか、そんなスタートだっ
たので、恐怖、それしかないという感じです。家が流
されているのを見ても、
「ああ、家が流されてる」としゃ
べっているんだけど、現実味がないというか。
Ｂ指導員：これってほんと？という。

Ｃ指導員： 電気がないので津波の映像も見れなかった

けど、DVD が出回っても見ようと思わないし見たいと
も思わなかったし、映像で流れていても目をそらしてし
まうというか、そんな状態が続いていました。とにか
く自分の不安。子どもたちもそうだし、自分の子ども
たちも海の近くで働いていたので、家族も命は大丈夫
なんだろうかという不安がすごくあったので、教訓と
かそういうのを言う余裕が全然ないという状態で、Ａ
先生がやろうと言わなければずっと閉じこもっていた、
できなかったと思います。
Ｄ： やろう、と言われたときにはそういう気持ちになっ
た？

Ａ指導員： そうですね、家で待機していても、子ども
たちも仕事がなくなったので収入もなくなり、このあ

とどうなるんだろうね、という不安がありました。解
雇で次の見通しが立たない人もいる中で、少しでも収
入があれば、という気持ちと、家にずっといるよりは
気晴らしというのもあります。

【ケース 5】

岩手県釜石市 2014.7.16
話し手

Ａ指導員

聞き手

Ｂ

地震発生時の状況、避難の状況

Ｂ：その日はお迎えに来られるような状況でしたか？

Ａ指導員： 震災時は別の場所に民家を借りていました。

11 人だったです。その子たちと、他の公園に遊びに来

子どもはだいたい戻ってきていました（1 ～ 6 年生）
。

に避難しました。

歩いて 10 ～ 15 分ぐらい。

建物が一軒家を借りていたので、外遊びは 2、3 分離れ
たところに公園があって、そこに行っていました。中
で宿題をしている子と公園に遊びに行っている子と二
手に分かれていたんですが、指導員は二人しかいない

Ａ指導員： 無理ですね。この日は学童に来ていた子が
ていた子どもたち、何人かは分からないですが、一緒
次の日も裁判所で過ごしました。一番早くて 12 日にお
迎えに来てくれた保護者の方がいました。
Ｂ：裁判所にみんながいる、ということは？

んですが二人とも室内にいました。

Ａ指導員： 連絡はつかないんですよ。保護者の方は、

一軒家なので、部屋が結構あるんです。普通の民家、台

て来てくれました。役所の方が名簿を作るときに「学

所もあるし、という感じだったので、子どもたちが二
部屋に分かれていたので一人ずつ子どもがいる部屋に
行き、テーブルの下に入れさせて、揺れが収まるまで
いました。地震が収まった時点で一人の指導員が公園
に向かって様子を見に行きました。公園が避難場所な
ので、地震だけだったら OK だったんですよ。まさか津
波が来るって思ってもいなかったので、学童の残って
いた子どもたちを連れて公園に向かったんです。遊び
に行っていた子の防寒着と学童の携帯だけを持って公
園に避難しました。学童外の子どもたちも公園にいた
ので子どもたちを集めていたんですが、たまたまそば
にいた方が携帯で TV 中継を見て津波が来ているようだ
と。私たちも空を見たら、海のほうで土煙が上がって
いるです。それが津波なのか火事なのか、と思ってい
たんですが、あちこちから津波が来ているという話が
来て、ここよりはもう少し高台にいたほうが良いと思っ
たので、たまたま保護者の方が一人来ていただき一緒
に逃げることになりました。そのお母さんを先頭に、
一人の指導員が真ん中、私が一番後ろ、と大人をはさみ、
子どもは 2 列で手をつながせて高台に逃げました。そ
のときには肉眼で水が見える程度でした。やばい、と

どこが避難場所になっているかを歩きながら聞きつけ

童クラブ」というのがあって、近い避難場所に入った
ので、それを見た方は裁判所に来てくれましたが、分
からなかった方は方々探してきてくれました。Ｃ市か
ら歩いてきた方もいました。公園にいた子の親御さん
で、お父さんが単身赴任でＤ市に行ってそこから来た
お父さんもいました。
引き渡しが終わったのは 13 日のお昼頃です。
Ｂ：先生方は帰れたんですか？

Ａ指導員： 当時のもう一人の指導員も私も津波の影響

がないところに住んでいました。逆にびっくりしまし
た。全然別世界だったので。
Ｂ：避難中の子どもの様子は？

Ａ指導員： ひどい子は、嘔吐したり夜泣きしたりして
いました。トイレもみな近くなってしまって。トイレも
流れないんですが、もうトイレトイレ、と言って、本
当に出るの？というぐらい頻繁になっていました。で
も地域の方々がとてもよくしてくださって、次の日に
は布団を持ってきてくださったり食べ物も子ども優先
と言っていただいたので本当に助かりました。少ない
けどこれを持っていたから食べて、と飴をくださった

思ったので「後ろを見ずに走りなさい」と言いました。

りもしました。よくしていただきました。

市営アパートがあって、駐車場の広いところがあったん

保育の再開

で、とりあえずそこに行こう、津波とはいえそこまで
ひどくなるというのが分からないのでとりあえず。そ
こもどうしてもとりあえずなんですよね。津波はそこ
までは来なかったんですが、その駐車場の下のあたり
に裁判所があったのでそこに行き、夜を明かしました。
そこには他の方々もいました。

Ｂ： 再開は 4 月 19 日頃ということですが、学校の再開
と合わせてでしたか？

Ａ指導員： そうです。親御さんのことを考えると、家
も子どもも大事だけど職場も大事、ということで見て

いただきたい、という声があったので、場所を探しま
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した。NPO のほうで一軒家を借りる手続きになりまし

いう話を聞きましたが。

たが、保護者のほうで「津波が来たところには入れた

Ａ指導員： 学校にはすごくたくさんの取材が来て、学

くない」ということで、役所にかけあって、学校に入

童もお願いします、と頼まれますがすべて断っていま

ることになりました。親御さんからも学校の敷地内に

す。学校はドラマや漫画になっているぐらいいろいろ

学童を入れてほしいと要望があって、11 月にこの施設

ありますが、学校でそうで学童に来てまでそうだと子

ができました。空き教室を市が改修してくれました。

どもたちがかわいそうなので取材は一切受けませんで

最初は図書館を貸していただきました。学校は教室も

した。楽しませていただけるのはいくつかいただきま

被災者でいっぱいだったんです。最初は図書館を借り、

したが、取材で当時の様子を子どもたちに聞くなどは

体育館から被災者がいなくなってからは体育館を借り、

全部お断りしていました。

11 月まではいました。夏休みは図書館と体育館と半々
ぐらいです。

仮設に住んでいる学童児はまだ 3 分の 1 ぐらいいます。
この近くは、すぐ下まで波が来たので仮設は離れてい

Ｂ：その頃の保育で苦労されていたことは？

てスクールバスで来ています。

大変なのは大変だったんですが、何もないので。本当

防災対策

Ａ指導員： うーん、いや、ちょっと今となっては……。
に図書室のときは図書室だけだった。物資をいただい
ても図書室なので休み時間には、ほかの子どもが入っ
てくるわけなので。子どもたちが帰ってきたら宿題を
させて、おやつを食べさせて図書室で遊ばせて、とい
う感じでした。何が欲しいとか何が不自由とか……と
りあえず場所があれば、という感じでした。
再開したときには人数は増えました。仮設が遠くになっ
てしまった家もあったので、学校はここだけど仮設が
遠いので、親が仕事が終わるまでは見てほしい、とい
う方がいました。転校していった子もいましたが、そ
うして入ってきた子もいました。
Ｂ：子どもの間でトラブルが増えたということは？
Ａ指導員：なかったです。

Ｂ：ここに移ってきてからは落ち着きましたか？

Ａ指導員： はい。
「ここだったら津波は来ないよね」と

子どもたちも言っています。当時の話はめったにしま
せんが、地震があると「すぐに TV つけて」と、気には
していますが前のことはほとんどしゃべりません。
再開の際の備品はセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンや
ユニセフさんや、みんな支援していただきました。
Ｂ： 震災前と同じように保育ができるようになった、
という時期がありましたか？

Ａ指導員： はい、そうなったと思います。外遊びもす
ぐにここから見えますし。前だったら離れていました
が。
Ｂ： 強烈な体験をしてしまったお子さんへの特別な配
慮は必要ですか？

Ａ指導員： ここの子どもたちはあまりないと思います。
ただ逆に、支援をたくさんいただいたので、もらって
当たり前と思っていた時期があり、そこはすごく注意
しました。
Ｂ： 他の岩手の沿岸部のクラブで、外部のイベントが
たくさん来るので平常保育に戻すのが難しかった、と
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Ｂ： 防災マニュアルは以前はなかったということです
が。

Ａ指導員： 今は、学校も避難場所になっているので、
注意報が出た場合は体育館に行くことにしてはいます。
マニュアルとして作っているわけではないですが、親
御さんにも言っていますし学校側とも話し合いになっ
ています。11 日は防災の日となっているので、学校と
一緒に避難訓練をすることもあります。学校ではいろ
んな避難訓練があり、下校途中の訓練は学童も加わり
ますが、授業中、というのもあるのでそのときどきです。
Ｂ：学校との連携は密にされていますか？
Ａ指導員：はい。

Ｂ： 他の学校では校長先生や教頭先生によって連携が
難しいと聞きますが。

Ａ指導員： 私は結構言うほうなんで ( 笑 )、先生がいる
と「先生ちょっと」と話に行きます。

Ｂ： 指導員の先生の防災研修の受講はないということ

ですが、あったらいいとか必要性は感じられています
か？
Ａ指導員： なくはないと思うんです。でも、ああいう
ときって、やっぱり違うんですよね。アンケートにも
ありましたが、
「何か持って逃げたか」
と言われても、
持っ
て逃げれません。まずは命大事なので（涙声）物を持っ
ていられないので、子どもたちを持って逃げることは
あっても。何が必要って、食べ物とかいろんなものが
必要になりますが、でも命あってのものなので。
何日かして、ランドセルを取りに戻ったという話も聞
いて、ランドセル持ってきてあげたかったな、と思い
ますが（涙）
。
逃げるときもすごく違和感がありました。私たちは公園
のほうに逃げたんですが、学童の斜め向かいに郵便局
があって、その方々は反対方向に逃げたんです。えっ！
私たちは本当にこっちに行っていいの、と違和感を持

ちながらも、公園の子どもたちがいたのでそちらに逃
げたんです。あとで聞いたらお寺が高台にあったとい
うことですが、そのときにはいろんなことがあって。
学童の一つ裏の通りはなんともなかったりもしている
んです。私たちも何日かあとに学童に入りましたが本
当にすごくて足の踏み場もなくすごかったです。地震
のときもひどかったですが、津波のほうがひどかった
です。
一番最初に逃げたところは避難場所でしたが、津波と
なれば……今は防波堤も何もないので、また津波があ
れば、と思います。
いくつか大きな地震があったときに、去年のはまだ帰っ
ていなくて子どもたちは全員学校だったのですが、た
またま保護者が学童に来て何時間か保護者と一緒にい
ました。でも保護者が来ていても解除になるまでは帰
せない、ということで、学童は閉めて指導員は帰りま
した。あとはチリの津波のときは子どもたちがいまし
たが、子どもたちもずっと TV にかじりついていました。
ここで待機していました。

最後に伝えたいこと
Ｂ： 最後に、これだけは言いたい、伝えたい、という
のがもしほかにありましたらお願いします。

Ａ指導員：急に言われてもあれですが……大人でも戻っ
て亡くなっている方が多いです。命あってのものなの

で、大切なものはいろいろありますが、やはり命を大
事に。私たち本当に、あとが怖かったんです。また起
きたらどうしようって。このときはみんな救えたけれ
ど、次に何かあったときに、と思うとすごく怖くて。
そのときは無我夢中で、子どもたちのために、でしたが、
また次があったときに自分もどうなるか分からない、
また動けるのか、どういう判断がつくのか分からない、
変な話、責任持てないと思うんです。ここは大丈夫だ、
と分かっていながらやっぱり動揺してくるんです。子
どもたち一人も欠けることもなく、と思うとそこが怖
いです。
当時の記憶が抜けてたりするんです、どうしても。
今、大雨でも（被害に）あっている人がいるじゃない
ですか。大きい地震が来て津波が来る、というのはつ
ながってきましたが、大雨でまさかここが、というの
はまだ薄いと思います。そこで子どもたちが亡くなっ
たりするとかわいそうだなと思います。水の災害は多
いので、津波が来なくても多いので、逆にいろいろセー
ブ • ザ • チルドレン • ジャパンからも支援していただい
ていますが、津波だけが災害じゃないと思います。
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【ケース 6】

宮城県東松島市 3 学童保育 2014.6.19
話し手

Ｇ学童保育 ：Ａ指導員（震災当時はＪ学童保育の指導員）
Ｈ学童保育 ：Ｂ指導員、Ｃ指導員（当時はＪ学童保育）
Ｉ学童保育 ：Ｄ指導員（当時はＮ小学校Ｏ学童保育、震災後にＧ、Ｈ学童保育に異動）

聞き手

Ｅ

震災当時の学童保育の状況

が玄関。揺れが来たので（子どもに）おおいかぶさっ

Ｃ指導員： 当時はＧ学童保育とＨ学童保育は分かれて

割れとか電柱や何かが倒れてきたり線が落ちてきたり

いたけど、配属は分かれていなくてローテーションで
した。今年度からは土曜日も平日もしっかり分けて指
導員も固定。昨年度夏から固定したんですが、土曜日
はローテーションだったんです。今年度からは土曜日
も分けました。子どもの落ち着きのために。今日はこ
の指導員、明日は別の、というのは安定しない。指導
員もこのほうが深く関われるんです。
Ａ指導員： 固定してから子どもたちも落ち着くし、私
たちも一クラスだけ見る、っていうことで。

Ｃ指導員： 指導員が落ち着くと子どもも落ち着く。子

どもが 90 人近くいるので、90 対 1 になってしまう。今
でさえ 40 人以上と関わる。ジレンマで、一人ひとりと
関わることが。
Ｇ学童保育はずっとあの場所。ずいぶん前に建てた。
Ｇ学童保育では間に合わなくなって、子どもが激増で
すから、で、2 クラスに分けました。
Ｅ： で、Ｈ学童保育のほうは余裕教室でされていたと
いうことですね。

たんです。外に出ようか迷ったんですが、外に出て地
したらと思って、でも映画の見すぎかもしれなかった
んですが、玄関にいるのがベストかと思って。死ぬの
かな、って子どもが言うから、そんなことないから、と。
長いね、と口パクで、子どもに聞かれないようにして
話していました。
その頃 Y の地区センター、といういろんな人が使うと
ころでやってたんですが、すべてのものが落ちて。
Ａ指導員：玄関のトロフィーも倒れて。

Ｃ指導員： お神輿も倒れて。半端な時間だった。当時
自閉症の子がいて、一人で帰れる子じゃなかった。同

級生の子が連れてきていた。その子をどうしよう、と。
パニックを起こしたことがあるので、パニックを起こ
してほかの子も巻き込んで車にひかれたりしたらどう
しよう、とすごく心配した。その子は学校にまだいた
んですよ。よかった。
Ａ指導員：Ｃ先生が車で迎えに行きました。

Ｃ指導員： 半端な時間帯だったので、
（子どもを探しに

車で）飛び出していきました。連れてきたほうが早い

Ｃ指導員：はい。

と思って。いました、道路で泣いてましたよ。死ぬ～、
死ぬ～と言って。1 年生だからね。近所の人が出てきて

震災発生時の状況

Ｇ、H 学童保育

と言って。5 人ぐらい連れてきました。2 年生は収まっ

Ｂ指導員： ちょうど下校時間で、私たちＧ学童保育の

てから自分たちで走ってきました。やっぱり 1 年の学年

んですが、子どもは帰ってこなかったので、子どもの

9 人学童に揃いました。全部で 31 人、うち道中の子ど

ほうで会議をしていまして、ちょっと待機はしていた
受け入れはありませんでした。そのまま建物の中で火
の始末とか出入り口の確保で、ちょっと手分けして押
さえる感じで手分けして収まるのを待っていた状態で、
その後津波の警報の知らせが分かり、子どもたちが来
ないけどどうしたらいいかな、という相談をして、役
所から大丈夫ですか、と来られて、大丈夫です、とい
う確認を取って、夕方 5 時過ぎ頃避難してください、
と言われ、戸締まりをして張り紙をして閉めてくださ

の差は大きい。1 年生は、
3 年生の子がついていてくれて。
もたちは全員連れてきました。聞いてないけど校門近
くの子で学校に戻った子もいるのかな。確認してない
けど。で、
すぐに学校に様子を見にいって、
校庭に集まっ
ていて泣いていて、子どもたちはかなり動揺していた。
親が次々に連れ帰りに来ていた。そこで、先生がなぜ
か自閉症の子を「いいですか？」と学童にお願いされ
た。いいですよ、って言って手を引いて連れてきちゃっ
た。その子をどうしようかな、
と思っていたんですけど、

い、という指示があったので各自帰りました。

途中でこだわりの強い子だから、いつも学童への道す

地震発生～引き渡し

の日も同じで、
「ここは２階建」などといつもと同じよ

Ｉ学童保育

Ｃ指導員： Ｉ学童保育は帰ってくるのが早いんです。4

人帰ってきていました。1 年生。1 人は中にいて、3 人
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くれていたけど。死ぬ～と言うので
「生きてるでしょ！」

がら「これ何の家？ これは？」と聞くんだけど、そ
うに話しながら来た。そのあとすぐお母さんが迎えに
来ました。あとは兄弟を一緒に待たせたほうがいいか
な、と思って、また学校に行って、お兄ちゃんお姉ちゃ

んを学校から引き取って、兄弟一緒に安心させて一緒

ると。普段は元気なんだけどね。でも学童が大好きで

に待たせました。お兄ちゃんお姉ちゃんも学童の子で

大好きで。津波が怖くて学校に行けなくなっちゃった

す。学童の子以外はちょっと見れないので。

んだけど、学校に行けないと学童に行けない、と親に

なかなか迎えに来られない保護者もいらっしゃいまし

言われて、学童のおかげで不登校にならずにすんだ、

た。看護婦さんや医療関係の方、お母さん自体も被災

と親に感謝されました。余震があると、じいじが、じ

して戻れなくなったり、津波警報が出て、センターが

いじが、と。自宅は別でしたがお母さんがＭ地区のお

避難所になっていてお年寄りなど近所の人も避難して

じいちゃんのところでお店をやっていたのでＭ地区の

きたんですね。センター長が避難するように指示を出

実家に帰っていました。だんだんパニックは収まって

して、お年寄りも車に乗せて。

きて、次の年には落ち着きましたね。

Ａ指導員：乗せてないです。

Ｃ指導員： 記憶があいまいですね。子どもは乗せて行

引き渡し

の一人になるまでとにかく一緒にいなさい、と指示を

Ｂ指導員： Ｇ学童保育では引き渡しは学校が。Ｈ学童

きました。役所の人が見回りに来ました。子どもが最後

されて。Ｋ小学校の体育館に避難しました。学童の子
だけどまだ帰ってきていなかった子どももいて、一緒
に待ちました。今度、Ｌ中学校に避難する、という指
示が出て、もちろん避難しようと思ったら、Ｋ小学校
の校長先生が、Ｋ小学校の子はここの体育館で親を待
ちます、ということになったので、学童の子もここで
待ちましょう、ということになりました。その間、セ
ンターにはもちろん張り紙をしてきていましたし、携
帯で、とにかくメールをしまくりました、親に。間違っ
て届くかも、と思って。何回も何回も。同じ携帯会社
同士はつながりやすくて、なかには届いたお母さんも
いて。港に勤めているお母さんだったんですけど、加
工場に勤めていて。もう港は全壊ですよね。工場の２
階に逃げて助かっていたんだけど子どもが心配で、そ
こにメールが届いて、後日お母さんから「本当にあれ
で安心した」と言われました。指導員で分担して、私
はメールしまくっていました。子どもたちは缶詰のパ
ンみたいなものを食べさせられていたし。うまいよ～、
と子どもが言っていた。
Ａ指導員： ストーブもかけてマットも敷いて。灯りも
ちゃんとあったしね。

Ｃ指導員：学童から持ち出したのは名簿と携帯。
Ａ指導員：おやつを持ち出して子どもに配った。

Ｃ指導員：私はそこ覚えてないの。親にメールしまくっ
ていたので。センターは避難所になって、その後ちょこ

ちょこ何か取りに行っていて、おやつを避難している人
に食べてください、と言ったが食べてもらってなかった。
その後、学童の先生はいいです、って言われたので市役
所に報告して帰りました。うちは水が来て帰れませんで
した。Ａ先生の家に行きました。翌日、私は家のことが
大変で来られなかったけど、Ａ先生の家が農家で、井戸
水を汲んで、炊き出し、おにぎりを作って持ってきてく
れました。安否確認も彼女がすごく動いてくれた。Z 住
宅の２人の安否確認がなかなかできなかった。
Ａ指導員： あんなにひどいとは想像もできなくて。海
のほうに帰しちゃった、そのことが心配で。

Ｃ指導員： 結局無事だった、ということがあとで確認
できたんですけど。でもその後もＭ地区の子は津波を
見てしまったのでトラウマになっちゃって、地震が来

Ｇ、H 学童保育

保育では手分けして室内、テレビがずれているのを直

して余震が来ても倒れないように毛布を掛けたりして、
そのまま。

地震発生時～引き渡し Ｎ小学校Ｏ学童保育
Ｄ指導員： 私たちのところは 20 人以上子どもが帰って
きてたんです。通知表作成の時期で。当時 36 ～ 37 人い

たうちの 20 人以上が。和室で宿題をしている子ども、
ホールで遊んでる子ども、玄関に帰ってきている子ど
も。玄関で受け入していた子どもは玄関で、私は和室で。
和室にいる子どもが泣いて動けなくなっているので、私
のところに来れなかった子どものところには私から行っ
て。壁にかかっていたものが全部落ちたんですね。麦茶
もバシャッと子どもにかかって、非常灯もパンパンパン
パン、と次々に切れていったので、子どもたちが怖がっ
て大変でした。建てて 2 年目の地区センターで、地震で
つぶれるかな、とも思いましたが、2 年目なので大丈夫
かな、ここにいたほうがいいかな、と思って、少し揺れ
が治まったときにホールに集まりました。親御さんが引
き取りに来てくれたので、小学校に避難したときに一
緒だったのは 10 人ぐらいでした。N 地区のほうでは津
波警報が出ていることも知りませんでした。センターは
広域の避難所にはなってないので小学校に避難するよう
に、
と言われ、
残っていた子どもを（指導員で手分けして）
車に乗せて避難しました。道路で黒い濁流を見ても津波
と思わず、車のタイヤの半分ぐらいだったのでまだ進め
たんです。指導員 3 人の車が入った時点でＮ小学校の駐
車場はいっぱいになってしまったので、私たちで間一髪
でした。くるぶしぐらいまでで、学校には水が入ってい
なかったので、黒い濁流をなんだろう、と思って見てい
ました。避難してきたおじいさんが、下水が破裂した、
と言っていたのでそう思っていました。その日の夜に、
私たちは体育館がいっぱいだということで最初から校舎
の 2 階に上げていただきました。そこは図書館で絨毯引
きでした。体育館で夜を明かした人よりよいところでし
た。そこも寒かったですが、
暗幕やピアノのカバーを持っ
てきてもらいました。学校の先生たちも一緒に詰めてい
ましたが、ラジオを持ってきてくれて、それで津波と知
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りました。ラジオをつけていただいたときに、大人とし

よかった、いてくれて、と言って、自宅に車を取りに行っ

ては情報が入ってよかった半面、親御さんがまだ帰って

てくれた先生に送っていただきました。道路は陥没して

こなかった子どもが泣き出してしまって。親が迎えに来

いる部分もたくさんあって、遠かったんですが、もう一

る子たちを見てるじゃないですか。それまで指遊びなど

人の先生が衰弱していたので家の前まで送っていただい

して気を紛らわしていましたが、情報が入ることで一人

たんです。次の日、こことここが孤立しています、とい

が泣き出し、シクシクと、女の子には伝染してしまいま

うのを聞いたときにＮ小学校が入っていました。でも、

した。学童の携帯がありましたが、避難した時点で、学

私は携帯が通じているときに家族の無事が確認できてい

校が、残った子どもの名前を書いて、学校が連絡を取っ

たので心配していませんでした。もう一人の先生が確認

てくれることになりました。全員親御さんと連絡が取れ

できないうちに携帯の電池が切れて。

ましたが、迎えに来れたのは 3 日目までかかりました。

Ｃ指導員：いざというときには指導員のチームワークが

一人の指導員は、自分の子どもの安否が確認できず、具

大事です。

合が悪くなりました。水も出ない中で、熱を上げて戻し
てしまうのですが、うがいできないんですよ。とてもつ
らい状況でした。水が全部止まっているので。次の日に
なり雪も降っていたんですが、5 時頃カーテンをあけて、
学校のまわりが黒い水で埋め尽くされていたので、ああ、

保育の再開
Ｃ指導員： Ｉ学童保育は小学校に間借りでした。土曜
日は企業から支援された建物をいただけるまではお休

津波がここまで来たんだと。線路に車が突き刺さってい

みで、平日のみでした。学校と一緒に再開で、4 月 22

る悲惨な状況なので、子どもたちには窓のほうに行かな

日から 11 月いっぱい、12 月はじめぐらいに移るまで

いように言いました。また、停めていた車が通電してし

学校でした。ただ人数が多かったので、その頃 1 クラ

まい、一晩中、ピーピーと。何もない中でラジオの音と

ス 36 人ぐらい。座って課題をこなす学校と違って、学

車のその音で、大変なことが起きたことが実感されまし

童はプレイルームなので、狭いかなという不自由さは

た。その部屋では、6 年生の子どもたちが先生たちへの

ありましたが、学校も協力してくれて倉庫を貸してく

感謝の会を開くことになっていたそうなので、お菓子や

れたり助けられました。学校との距離が縮まりました。

ジュースのペットボトルがたくさんありました。先生が、

企業から支援された建物に移ってからも、学校との敷

今なら食べられる、ということで食べてよいと言ってく

居が低くなりました。

ださいました。体育館の子どもはその日は何も食べられ

Ｂ指導員：Ｇ学童保育も 4 月 22 日開所。12 月後半にこっ

なかったので、言わないように言われました。体育館に
持って行っても量が足りないので、ここだけで食べるの
で口外しないように言われました。私たちは学童から毛
布など持ち出しませんでした。私も 2 年目で、備えとい
うものがなかったんです。あまりにも無知でした。あと
で、
ああ、
毛布を持ってくればよかった、
おやつもあった、
と避難してから思ったんです。でも、私たちが持って行
かなかったことによって、後日、近所の方が（センター
に）避難して来たんですね。そこは床上浸水していたの
で机を並べて毛布を並べた、と感謝されて、持ってこな

ちに引っ越してきました。

Ｅ： 学校から明け渡すようにとの要請があったと聞いた

んですが、新しいところが建つまではいられたんですか。
Ｃ指導員： そこは現場ではあまり分からず、言われた
通りに動いていました。

Ｂ指導員：Ｇ学童保育だけです。

Ｅ： 再開までは備品の手配など役所としていたという
ことですか。

Ｂ指導員： そうです。あとは更新の確認の電話を入れ
たりしていました。震災で状況が変わった方も多いの

くてよかったなと。またおやつも、避難した方の中に学

で、更新で構いませんか、という電話を 4 月初め頃に

童の OB の方がいて、食べさせていただきました、と言

していました。

われました。
とにかく何も情報がなく分かりませんでした。3 日後に
帰宅しました。ありがたいことに、一人具合が悪くなっ

Ｄ指導員： 自分も自宅流失だったので、仕事を続ける
かも悩みましたし、自分の生活がどうなるか分からな

たので、保健室の先生から冷えピタなどをもらいました。

かったので。ただ震災のタイミングで移動してきまし

唯一お話しした保健の先生に、どこからなら帰れますか、

たが、Ｉ学童保育にいた指導員全員が被災者で、全員

と相談したら、校長先生に話をしてくれて、
「Ｎ小学校

で痛みを分かち合えたかなと。一番ひどい指導員は公

の子どもたちのために今日までいてくれたので」と、家

共の避難所から通っていたんです。私はまだ実家でし

まで送ってくれたんです。これは珍しい話だと思います。

たが。

私は具合の悪い先生を連れて歩いて帰りかけたら、水が

Ｂ指導員：毎日の生活でいっぱい。

ここまで来て、向かいから来た人が「この先はもっと高
い」と言われて戻ったんです。緊急名簿を一旦消したの
ですが戻って復活させました。具合の悪い先生は 38 度
ぐらい熱があったので、保健の先生が来てくれて、ああ、
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Ｅ：一番大変だったのは何ですか。

Ｄ指導員： 公共の避難所の先生は、お風呂も毎日は入
れないんですよ。
「私臭い？」
「大丈夫、私も臭いよ」と
いうように気遣っていました。

【ケース 7】

宮城県石巻市 2014.6.27
話し手

Ａ指導員

聞き手

Ｂ、Ｃ

地震発生時の様子

Ａ指導員： 何回も戻っています。まず持ち出したのは

Ａ指導員： 1、2 年生 2 人。外からいつも通り入室。ク

指導員で預かっていたのでそのお金。一回目の避難と

ラブ室は今のこの部屋と同じ部屋です。

子どもたちが校舎の外をまわり、出入り口から帰って
くるんですね。ちょうど学年の違う子 2 人がただいま、
と帰ってきました。クラブ室のつくりが少し今と違っ
て室内奥の四方が畳になっていて 10 センチぐらい高く
なっているぐらいが違うところです。その上に長テー
ブルの机がありました。
帰ってきて連絡帳を確認するぐらいで地震になって、
子どもたちは長テーブルを一人一つ使うように机にも
ぐり、指導員の一人は外の出入り口、一人は校内廊下
の出入り口を開け、一人は冷蔵庫を押さえ、私はそこ
の茶箪笥を押さえながら電気を消しました。一度揺れ
が少し収まって、また強くなったときには子どもの手
を握っていました。男の子だったので泣いたりもなく。
Ｂ：ここからだと校庭は見えないですよね。

Ａ指導員： 見えないです。下校時だったので、揺れが
収まって校庭に出る様子を廊下側出入り口にいた先生

が見ていたので、あなたたちも行きなさいと児童を校
庭に出す。そのあと私たちも校庭に行って、動きは学
校の先生と一緒に、というと失礼なんですが、先生と
一緒に子どもの誘導をしていました。
学年別に並んだんですが、雪が降っていて寒いという
ことで整列したまま体育館に行きました。すぐ近所の
人たちも次々と避難してきました。指導員間で携帯で
テレビを見たり、避難してきた人から津波が来る、と
聞いたり、同時進行です。でも防災無線はここからは
聞こえませんでした。あと学校が何の情報か分かりま
せんが何十メートルの津波が来る、と。それで学校の 2
階、3 階にすぐに上がりました。お迎えに来た保護者に
は学校が引き渡ししてみたいですが、私たちはノータッ
チでした。上に上がって、担任の先生は子どもを見る、
担任がない先生は住民を見たり。私たちは体育館の最
後の荷物チェックとかトイレの確認をしたりして、私
たちも荷物を持って上に上がりました。
Ｂ：学校からの指示は？
Ａ指導員：ないです。

Ｂ：それどころじゃないという。
Ａ指導員：はい。

Ｂ：持ち出した荷物は。

名簿と、おやつをその頃、市で提供して、おやつ代を
いうかここをまず離れるときにはそれを持って行きま
した。そのあと上に行ってから、学校に話し、救急箱
ありますが、とか、おやつありますとか、カーテンは
ずしましょうかとか、で、お願いします、ということ
で何度も取りに戻りました。

ここは少し高くなっていますが、私たちが荷物を取り
に来たときはひざ下 5、6 センチまで水が来ていました。
水の中を歩いて荷物を取りに来ました。
学校の備品はなかったと思います。よく分かりません
が。おやつ、子どもたち用の駄菓子の 10 円チョコだっ
たり飴だったり。その日はちょうどヨーグルトを買っ
ていたんです。そういうのを全部持って行って、2、3
日込みで配らなくちゃいけない。1 日目は少なかったん
ですが、そのあと増えて、700 ～ 800 人ぐらいの方が避
難してきたと思います。
Ｂ：学童のおやつがすべてだったんですか。

Ａ指導員： そうです。なので今日は飴 1 個でごめんな
さい、とか、そういう状態だったと聞いています。

Ｂ： あとカイロとか防寒具があればよかったというこ
とですが。

Ａ指導員： あの日は寒かったので、毛布ちょっとじゃ
足りない。教室の全部のカーテンをはずしたり児童の
ジャージを大人が着たりとか、私は一晩だけだったで
すが、あとビニール袋をはいたりかぶったり。これか
ぶんなさい、と先生に言われて巻いたり、それで何と
か寒さを防いでいました。
学校の先生方と私たち指導員 4 人と、同じ教室にいさ
せていただきました。避難してきた人たち、ケガして
いたり、誰かいるか〜？と来たり。子どももだダーッ
と来てダーッと避難させたので地区で分けているわけ
でもない。でもケガをしている人が来れば手当てした
り、寒くて水の中を来るので震えている人を温めたり、
学校の先生と一緒にそういうことをしていました。
避難場所としては、こことＤ高校と……。
Ｂ： じゃあ、何カ所かある避難場所の一つとして近所
の方がここに避難されていたということですね。
Ａ指導員：はい。

次の朝、明るくなると同時にケガする、何する、と来
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るので、ここにいてくださいとか落ち着かせたり、あ

ここより低いので思い切り水が入っていましたが、掃除

とトイレ掃除。水が流れなくてたまりっぱなしなので

して、そちらに移ってもらいました。よく TV で見る仕

掃除したり、みんな土足なのでぐちゃぐちゃになった

切りで秋口まで避難していました。

廊下を掃除したり、ここにティッシュ類置きますね、

Ｂ： 平常とはほど遠い状況での再開だったようですが、

とか整理を少ししたり。午前の少し落ち着いたところ
で、一人家がダメになっちゃった先生以外は帰ります、
と帰りました。

子どもさんは意外と落ち着いていたとうことですね。

Ａ指導員：はい。でも、寒かったね、つらかったね、とい

うのはみんな一緒なんですよね。だから会話できる。でも、
食べ物や物に関しては触れないようにしていました。そこ

保育の再開までと再開後の様子

に関しては差が出てしまう。夏休みはお弁当ですが、被

Ｂ：そのあと自宅待機で。

毎日同じ物資のパンを持ってくるお子さんもいたんです。

と会議があって、全部役所からの指示なので、いついつ

極力、
その子の話には返事だけにし、
先生このパン好きだ！

Ａ指導員： はい。一回役所のほうで集まってください、

でも、
先生見て、
私のお弁当かわいいでしょ、
というときに、

から掃除を始めていついつからは再開、という話があり、

とか、気を使うわけではないですが、考えさせられました。

掃除を始めて、ヘドロを全部取って、というのを指導員
でやりました。
児童クラブはこの教室と隣の教室を借りているんです。
学校は授業を少し前に始めていましたが、教室の 2 階、3
階は避難している人がいたので、クラブの一つの教室を 5
年生だか 6 年生だかに少しの間貸したんです。自衛隊も
入っていて、食事を作るチームが校舎脇にいたり校庭の
体育館側にはお風呂なので学校が再開してもなかなか。
再開した直後の子どもの数は、10 人もいるかいないか
だったような気がします。転校した子がいたり、避難し
ているからクラブを使わなくていいよとか。出だしは 5
時まででした。指導員は、移動はあったはずなんですが、
この震災で私も含めて車を流されて通えなくなった先生
もいて、異動が一旦チャラになったというか、通えるク
ラブに行くようになった先生はいますが、私たち 4 人は、
子どもたちも同じ先生がいい、という話も聞きましたが、

消しゴムこれ買ったの、というのについても。貧しいと
いうのじゃないんですが、被災の状況で。
物資で食べている子たちがお腹を空かせていることがか
わいそうだったなどと思います。いま一番食べたい時期
におやつあげたいなと。7、8 月ぐらいからはおやつも復
活してクラブでも出すようになったんですけど。おやつ
代は震災の年に市では終わりですよ、という連絡を受け
て、ここにいたお母さん方から、子どもたちにおやつを
あげたいんですがどうしたらいいですか、と相談を受け
て、親の会を作っておやつ代を集めればできますよ、と
言ったら動いてくださったんです。その年に親の会を設
立して、月 1000 円のおやつ代と決定していました。
子どもたちが集まらない、お父さんお母さんもそういう
状況のなか、おやつ代をくださいとか、お店もなかなか
開いていないのに買えないとか。あとは物資をいただい

同じ指導員がつきました。

たので一応口には入れられていましたが。

当時の子どもの様子として記憶しているのは、大人の変

きちんと集めましょうかということになった。いつなん

な配慮で震災の話を言わないようにしようとしていまし
たが、子どものほうから、私何日も学校にいたとか、こ
れしか食べられなかったとかガンガン言ってくるので、
それに対して、怖かったよね、先生も怖かった、寒かっ
たもんね、とか同じ会話をするようにしていました。
使えるおもちゃは洗って乾かして、ブロックとか使える
ものはほとんど使っています。あとセーブ • ザ • チルド
レン • ジャパンが私たちの開設前に入っているので、そ
のおもちゃを少し使わせていただいたり。
Ｃ：こどもひろばです。避難している子ども向けのプレ
イルーム。

Ｂ：他の小学校が間借りに来たりは？

7 月頃にはそろそろいいんじゃないか、と話し合って、
で、というのは記憶にないんですが。
保護者会というのはないです。年に 1 度、新 1 年生に向
けての説明会はありますが、ほとんど新 1 年生しか来な
いので、保護者で集まるところはないです。おやつの親
の会も、やってくださる方数人が動いてくださっていた
ものです。
2013 年度から 4 年生まで受け入れるようになったのは
うちも同じです。震災当時は 3 年生まででした。

夏休みの保育

Ａ指導員：ないです。Y 地区だけです。

Ｂ：かなり子どもも戻ってきて。

クラブをやめたとかではなく少し休みます、というお母

思います。

保護者がある程度落ち着いた頃に人数は増えてきました。

22

災あまりしていないお子さんはお弁当を持ってくる。でも

Ａ指導員： そうですね。でも 40 人まではいなかったと

さんが多かったです。でも意外と早い段階で人数が増え

震災の年の夏休みは、セーブ • ザ • チルドレン • ジャパ

た記憶があります。夏休みぐらいには増えていました。

ンからいろいろいただいたんです。学校のプールは入

秋口まで避難者がいたのは体育館。校舎には 1 ～ 2 カ月

れなかったですが、セーブ • ザ • チルドレン • ジャパン

ぐらいいたと思うんですが、授業もあるので。体育館は

の簡易プールに毎日水遊びさせていました。セーブ • ザ

• チルドレン • ジャパンのいろんなワークショップにも

いでいただいて同じように助けていただいています。

参加させていただいて、そういう意味ではいろんな活

Ｂ：持ち出し袋も整備されて、水も。

動はできました。なんとか無事に過ごせました。
今の 4 年生が幼稚園のときの震災で一番悲惨な体験をし
ていると思います。幼稚園の屋上で一晩泣いて過ごした
とか。その下、今の 1 ～ 3 年生はもう少し守られていた
かもしれないし、今から出てくるのかもしれないし、震
災がどうの、というのは、揺れれば恐怖感が出てくると

Ａ指導員：水というよりおやつです。冷蔵庫に多少入っ
ています。

Ｂ：セーブ•ザ•チルドレン•ジャパンのステッカー貼っ
てありますね。

Ａ指導員：ほとんどそうです。助かっています。

ただ学校が休みになった場合ですね。夏休みとか振替休

思いますが、普段の様子では、子どものほうが全然前を

日とか。そのときにどうするか、というのはクラブの避

向いていると思います。でもここは絶対水は来るので、

難マニュアル通りに、私たちはとにかく避難、警報が出

そういう意味の指導はしたほうがいいと思いますが、い
つまでも恐怖を与えたりというのはどうかなと。

た場合ですが。揺れに関してはとにかく身の安全。警報

防災対策

が出たらとにかく上。一般の人が来るだろうから。近所
の人にも学校の鍵を預けているそうなんです。避難所に
なるので。あと校長先生がおっしゃるには、窓を割って
でもいいから入れなさい、と言われています。

Ｂ：震災後見直したものが多いですね。

Ｂ： 今回のことを生かして、今そういう体制を作られ

Ｂ：当時はマニュアルなかったようですが。

Ａ指導員：はい。

学校とは、震災後話し合いをしています。どのように

Ｂ：今不安に思っていることは。

Ａ指導員：はい。

Ａ指導員：話し合う、何する、というのは震災後ですね。
動くかも連携させていただいています。共通のマニュ
アルではなく、学校は学校、クラブはクラブ、という

たんですね。

Ａ指導員： とくにはないですね。一番不安なのがとにか
く学校の先生がいらっしゃらないとき。

のはありますが、学校で被災したときに指導員は何係、

避難訓練を、今までクラブ独自のはなかったですが、私

というのは決まっています。また学校が開設している

たち指導員も異動なので、あのときいた指導員で残って

ときに何かあったときは学校に引き渡す、ということ

いるのはペーペーの私しかいないので、あと 1 人の先生

も決まっています。

は別のクラブ、あと 2 人は震災当時はまだ指導員ではな

学校の避難マニュアル、というのは全部いただいてい

いので、頭では分かっていますが、一度きちんと動いた

ます。クラブの窓に学校のマニュアルも貼っています。

ほうがいいと思って、クラブ独自の避難訓練を秋ぐらい

クラブさんもどうぞ、といただいて。

にやろうと思っています。学校にお話しして日にちを決

（学校の対応マニュアルを見せてもらう）
今年度は役所のほうで防災のを作るということで、そ
れが来てから、と思って、学校とは話し合いをまだし
ていませんが、今はこれに基づいています。

めてもらっています。職員会議とかない日に。これをや
りたいと学校にお話ししています。
（避難訓練予定のプリントを見せてもらう。10 月中旬の
日付が書いてある）
もう少し近くなったらもっと綿密にして。年に 1 度とか

Ｂ：学校との関係はもともと緊密だったんでしょうか。

何年に 1 度でもいいんですが、とりあえずやってみたい。

Ａ指導員： どうなんでしょう、私自体、指導員がここ

木曜日だと 4 年生も早いので、ここらへんでやれれば。

が初めてで 3 年目なので比べようがないですが、児童

セーブ • ザ • チルドレン • ジャパンからいただいた教材

に対しても、先生方と相談させていただいているので。

キットが、今の 1 年生は分からないので、やってみたい

年 1 度、ここ 2 年ぐらいですが、年度初めに学校と指

と思っています。

導員と話し合いの場を持っていただいています。心配
がある児童だったりの話し合いをして、そのときにも
学校からも、同じ子どもを見ているのでうまく連携を
取りましょうと言っていただいています。
大雪のときには学校の一斉メールを頼んで入れていた
だきました。今年 3 月。クラブも休みです、と保護者
に一斉メールしていただきました。
校長先生は、震災の年度で代わって、3 年後、また今年

Ｃ：見に行きたいです。

Ａ指導員： ぜひ来てください！ そしてなまずの学校
などやってください！

最後に伝えたいこと
Ａ指導員：私はこれまで支援してくださった皆様に感謝
の気持ちを伝えたいです。当時一緒にいた指導員、学校

度から新しい校長先生です。校長先生は所長さんになっ

の先生方には心的に助けていただき、物的・心的に支援

ていますが、私たちの仲をうまく取り持っていただい

していただいたセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンをは

ているのは教頭先生です。前の教頭先生も同じような

じめ、本当にたくさんの方々にありがとうございました。

タイプで、クラブさんこうしましょう、とか、こうい

Ｃ： これまで話してくださった中にメッセージたくさ

う話し合いにも来ていただいたり、をそのまま引き継

んいただいてますよね。
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【ケース 8】

宮城県石巻市 2014.6.26

話し手

Ａ指導員（震災時のことは、当時勤務していたＤ地区学童保育のことを話す）

聞き手

Ｂ、Ｃ

地震発生時の様子

ないよ」としか言えなかったですが、ちらりと窓から見

Ａ指導員： 子どもは入室前でした。指導員は 5 人体制

影があったような気もするんですね。これはただごとで

Ｂ：地震が起きて、すぐにストーブを消し、スチール棚

Ｂ：そのときは学童の子やそうじゃない子なども関係な

ので名簿とおやつ集金を持って出た、ということで。

Ａ指導員：そうです。学校児童皆一緒でしたから。

でやっていました。

やストーブが倒れ、子どもたちが校庭に出るのが見えた

Ａ指導員： そうです。学校では学年ごとに校庭に逃げ

はない、と感じました。
かったんですね。

体育館の半分ぐらいまでじわじわ、と水が入ってきたよ

ていたので、その後ろに一緒に並んだという形だった

うです。私たちは学校の先生と違う行動で、障がい児の

のですが、たまたま気持ち悪くなった子どもが多かっ

お子さんをお願いしたいと学校から言われて。クラブの

たので、その中に児童クラブの子どももいたのですぐ

子どもたちは学校での対応となって、クラブだけで寄せ

に駆け寄ってお世話をしました。

るではなかったので、私たちは学校の中の少人数のクラ

校庭には全校生徒 200 名ほどと 20 ～ 30 分いたと思いま

スを預かり面倒を見ました。
（でもクラブの子どもたち

す。雪が降ってきたものですから、学校のほうで体育

はいつも目で追いながら確認し合いながらいましたね）

館に移動しましょうと学校の指示で移動しました。
防災無線は全然聞こえなかったです。寸断されていた
ようです。地震や津波の情報が全然分からず、校庭の
斜め向かいに国道が通っていて消防署があるんですよ。
万が一のときは消防署も駆け寄ってくれると信じてい
たんですが、消防署も寸断されていて全然情報があり
ませんでした。学校があったかどうかは分からないで

Ｂ：先生の補助をされて一夜を過ごされたというのは。

Ａ指導員：障がいのお子さん、学童の子どもたち、また
地域の方も避難してきたものですから、地域の方のお世
話もしながら過ごしました。
Ｂ：翌朝本部を手伝うようにと指示があったことですが。
Ａ指導員：本部というか、学校長が中心に、教頭先生を

含めて。二つに分かれたんですね。体育館での避難と、

すけど。

校舎に地域の方が次々来たものですから。校舎が手薄に

Ｂ：学校の指示に従ったということでよいですか。

なるということで。児童クラブの子たちも含めて子ども

Ａ指導員：はい。

たちは体育館に避難し、私たちは地域のお世話をすると

避難場所での様子

子どもを探している保護者の方がいて、クラブのお子さ

Ｂ：体育館に移動したときは最初に持ち出したものだけ

ししましたよ、と対応したり、クラブを退所した 4、5

を持って移動したということで。

Ａ指導員：はい。学校では最初保護者に帰さない、とい
うことだったんですが、保護者の方に、大惨事で帰さな
いのはどういうことか、と大声を出す方がいて、クラブ
の方ではなかったんですけど、帰すことになりました。
Ｂ：名簿にチェックされながら？
Ａ指導員：そうです。

3 分の 1 ぐらいがそのときに帰りました。71 人ぐらいい
たんですね。当時、利用児童は 3 年生まででした。
もう保護者が来ないだろうな、というのは何時頃だろう、
外の状況が全然つかめなかったので。たぶん津波が来て
たと思うんです。体育館の中で 6 年生の子が私たちにし
がみついてきたんです。クラブの子だけではなかったで
す。先生見て、水が流れてる、と。
「大丈夫だよ」
「心配
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たが、水とがれきと車みたいなものが流れて、中には人

いう形でした。
んだったんですが、見当たらない、と言って何時頃お返
年生の子もいたので、帰りましたよ、とか体育館にいま
すよ、とか連絡を先生と一緒にしました。それから指導
員も分かれて食料の調達や地域の方の名簿を作成、亡く
なられた方の名簿を記入したり、本部としての対応にて
んやわんやでした。
クラブは学校の中の空き教室でした。2 階の 2 部屋をお
借りしていたんですね。たまたま水が入らなかったとい
うことで、そこから着替えとおやつを本部のほうに持っ
てきて、一般の方とか体育館にいる子どもたちに分け
てあげました。学校には備蓄というか非常用のビスケッ
トとか体育館にあったようです。学校の 1 階、職員室
が 1 階だったものですから、備蓄しているものがすべ
て流れてしまって、たまたま体育館にあるものでしの

いだということです。

ちゃったんですね。そのときに、市の指示で、たまた

Ｂ：私なんかには想像もつかない状況です。

ま私がＤ地区を担当ということで。

す。

れた感じですか？

Ａ指導員： ですね、本当に今考えると想像つかないで

Ｂ： 動ける先生が、それまでの配属と関係なく配置さ

役立ったものは、おやつや子どもの着替えなんですけ

Ａ指導員： そうですね、交通手段がなかったので、近

ど、地域の方でお子さんがいたり、流されてタオルだけ

くのクラブに行ける先生が配属ですね。

巻いている赤ちゃんに柔らかそうな下着を持って行っ

学校の再開とほぼ同じ時期に学童も再開しました。私自

てあげたり、クラブにあったバスタオルを持って行っ

身は、その前に何度か被災したクラブのお掃除を手伝っ

て包んであげたりしました。お母さんがショックでミ

ていました。市から指示があって。それまでは、なん

ルクが出ないんです。たまたまクラブのおやつでたま

とか電話が通じるようになってからは、市の職員さん

ごボーロがあったんですね。それをお湯で溶かしてあ

と連絡を取り合いながら、私が他のクラブさんと比べ、

げました。

仕事として始めたのは一番遅かったと思います。たま

あればよかったもの……ブルーシートや毛布が考えら

たま J 地区というところに住んでいて全壊やら半壊や

れる。震災後、いろいろセーブ • ザ • チルドレン • ジャ

ら被災してしまったこともあり遅くなりました。

パンにも支援していただいて、頭巾とか防災グッズな

最初の 6 名、震災前にＤ地区に通っていた子のうちの 6

ど、各クラブにあると思うので、なんとかしのげるか

名。子どもたちは住んでいたのはＤ地区なんですけど

なと思います。

学校にスクールバスで通っていたんですよ、間借りす

Ｂ：非常用の品をまとめておくべきだったとか、マニュ

る学校に。なので、お母さん方、保護者の方たちはＤ

アルがなかった、とありますが。

地区にいるのに子どもだけクラブにいるとお迎えに来

Ａ指導員： 緊急時のグッズが必要かなと思います。マ

られない、車がないので、そういういろんな事情があ

ニュアルはのちに作成しました。

りました。6 名というのは、お母さんがＤ地区じゃな

Ｂ： 指導員の役割が一旦終わったというのはいつ頃で

くて間借りをしていたＥ近辺にお勤めしていた方です。

したか。

お迎えに来られないので預けたくても預けられない状

Ａ指導員： 指導員によってですけど、3 日目に交代で行

況の中、たまたま近くにお勤めの方だけ 6 名、という

けるところまで行ってみよう、ということで、5 名いた

ことでした。

指導員の中で、次の日に 3 名が自宅に戻り、あと 2 名が
3 日目に戻りました。近くの指導員はまた学校のほうに
戻ってお世話をしたようです。その他の連絡は、通信
できなかったので、校長先生と相談の上、もし来ない
ときにはそのまま帰っていい、という指示をいただき、
学校には戻らなかったです。
Ｂ： クラブは閉所という形ですか？ それどころじゃ
なかったですか？

Ａ指導員：そうですね、それどころじゃない状態でした。
管理者である校長先生の指示のもと。市と連絡が取れ
なかったので。

学童保育の再開
Ｂ：次に指導員の先生として活動されたのは？

Ａ指導員： Ｄ地区は状況的に大変だったので、学校が
最初再建できなかったんですね、それで連休明けです

ね。その場ではなく、町の中のＥ小学校に 1 年生と 2 年
生が間借りし、その隣にＦ中学校というのがあるんで
すね、そこに 3 ～ 6 年生が間借り。クラブとしてはＥ
小のクラブの中に間借りしました。そのときに指導員
は私一人だったので、最初は子ども 6 名から始め、だ
んだん 12 名、20 名となったんですが、最初のうちは私
が 3 年生をＦ中学校から連れてきて、一緒に活動させ
ていただくという形でした。
指導員 1 人というのは市の指示でした。指導員も被災
し、車も流され、私もそうなんですが、バラバラになっ

再開後の様子
Ｂ：その頃の子どもの様子は？

Ａ指導員： 気丈にしていましたが、私もそうですが波
があって、急に泣き出したりとか、不安定な子どもた
ちが多かったです。間借りしていたＥ小の子どもの中
にも、被災している子とそうじゃない子がいて、とら
え方が子どもによって全然違うので、津波の話をする
としゅんとなる子とあっけらかんと話す子がいて、で
もそういう子こそ波があった気がします。6 名だけを見
るのではなく、Ｅというクラブさんの子も含めてお世
話しなくてはならなかったですが、やっぱり寄り添う
気持ちを大切にして、そばに寄り添ってお話を聞いて
あげていたかなと思います。
Ｂ：そのあと子どもさんが増えてきたんですよね。

Ａ指導員： 7 ～ 8 名になったりしてましたが、やっぱり
増えたのはＥと別れてからですね。夏休みに仮設のほ

うに引っ越したんです。Ｇ学童保育の仮設に。学校の
仮設がＧ小学校とＧ中学校。中学校に小学校の仮設を、
小学校に中学校の仮設を建てたので、移りました。Ｄ
地区のご父兄は、ちょっと山を越えるんですが、それ
までよりは近くなったので増えました。
Ｂ：保護者の方も喜びましたか。
Ａ指導員：はい、喜びました。

学童に行かない子は、Ｄ地区で保護者と一緒にいまし
た。どうしても放課後見ることができない、という保
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護者も多くおりましたので、3 年生までで児童クラブは

あちゃんと暮らしていた、親戚のうちにいた、そっち

当時は終わりでしたが、Ｄ地区のご父兄から 4 年生で

でも（家でも）我慢、
学校でも我慢しなくちゃいけない、

も一人で留守番させるのは不安だということで、市の

児童クラブに来ても我慢しなくちゃいけないの？とい

方に保護者が訴えて、市長さんも含めて市議の方や教

うがんじがらめの生活だったので、少しでも取り除い

育委員会の方々と話す場を持ち、4 年生、という体制に

てあげないと、と思っていました。

なったようです。

一つ気づいたのは、うちの子はかわいそうだ、被災し、

Ｂ： 学童の運営について先生から市に要望を出したり

家も学校もクラブも仮設、かわいそうだ、ということで、

はありましたか？

本当ならしつけしなくちゃいけない部分も保護者の方

Ａ指導員： もう少しあとになりますが、間借りをして

が見失っていた気がするんですね。家庭家庭で、物を

いると他のクラブと行動するので、どうしてもひずみ

買ったり、乱暴な言葉づかいでも注意しなかったり、

が出てきてトラブルがだいぶ目に見えるようになった

子ども同士のトラブルのときも、注意しなくちゃいけ

ので、早く独立したいということは再三お願いしたよ

ないのに、うちの子だけが悪いんですか！？というよ

うな記憶があります。

うな。私としては、
子どもを見つつ保護者の方もお世話、

Ｂ：聞き入れられたなと思いますか？

お世話じゃないですけど、やっぱり見ていました。波

Ａ指導員： いや、状況ですね。復興とまでは言えない

があって。仕事も順調じゃないですし。その中でお母

ですが、再建しつつ、まわりも少しずつ状況が変わっ

さんも自分の時間が欲しい。今日休みなんだけど、ご

てきて整ってきたということで、Ｇ児童クラブさんが

めんなさい、ちょっと仙台まで行ってきます、と言わ

本来の保育所のほうに。そこにはいろいろもともとあっ

れて、片目をつぶって行ってらっしゃい、と送り出す

た幼稚園の建物なんですけど、保育所が被災してダメ

ことがありました。しかし、子どもはちゃんとキャッ

になったので、幼稚園のほうに来たものですから、仮

チしているんですよね。お迎えのときも、ふだんと違

設を立てたんです。保育所が再建されたので保育所が

う服装だったりしていたので。保護者と一緒に頑張っ

戻り、クラブが本来の幼稚園に。クラブはあっちへこっ

てきたと思います。

ちへ、でした。状況も状況ですし市も簡単に行かなかっ

Ｂ：震災前に比べると保護者の方との結びつきが強かっ

たんだと思います。

たですか？ そのあとは日常の生活が戻ってくると変

一緒に行動してよかった面とそうでない面がありまし

わってきますか？

た。G 児童クラブのお子さんは、自分たちのおもちゃや

Ａ指導員： 地域的に、すごくＤ地区は震災前も震災直

遊具を貸してあげよう、という優しい気持ち。借りる

後も復興しつつある時期も、保護者との関係は変わら

ほうは、自分たちのおもちゃじゃないので、どうもぎ

なかったです。なんでも言い合える感じの。もともと

こちない遊びしかしなかったですね。遠慮もあったし、

地域的にそうでした。その中でも、たまたま私が 7 年

その半面こわしちゃおう、とかいじわるしたくなった

目（8 年で異動）で震災だったものですから、保護者の

り、羽目を外す子どもも何人か見受けられました。

方も慕っていただいて、接するのも勝手が分かってい
たし、学校の対応も分かっていたし。

Ｂ： 他のクラブでも話をうかがって、入ってくる方が

Ｂ：Ｇ地区と分かれてＤ地区だけになったのは？

ならないんだろう、と、受け入れるほうはまだいるの

年の秋に独立しました。Ｇ地区さんが以前の場所に移

強気な感じで転々としてなんでこんなことしなくちゃ
かな、という気持ちがあったということですが。

動されたのでＤ地区が使えるようになりました。

Ａ指導員： そうですね、最終的にはそういうのが見え

Ｂ：Ｄ地区だけになって子どもは変わりましたか？

ありがたいんですが、後半もらうのが当たり前の感覚

自然がすごく豊かな場所、場所が良かったというか、田

ました。子どもも葛藤がありました。支援していただき、

Ａ指導員： もう、のびのびと！ 両手を広げて自由に。

になってきて、私たちも心を痛めたところはありまし

んぼに囲まれて。外遊びも充実しすぎるくらい。校庭

た。いろんなその子その子の波があり、性格をとらえ

は使えないんですが、バッタ、ザリガニ、なまず、カ

ながら接しなければならない状況がありました。それ

ニをとったり。22 ～ 23 人だったと思います。笑顔いっ

には、来ているその日のその子だけを見るのではなく、

ぱいでした。G 地区さんには申し訳ないですが。

家庭でお父さんお母さんの置かれている状況、私たち

Ｂ：その頃心がけていたことは？

が入り込むわけではないですが、そういうのを知った
上で接しないと、どうも子どもたちは素直に表現でき
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Ａ指導員：震災の年の夏休みに移動して、次の年、2012

Ａ指導員： その頃になってくると、学校もＤ地区とい
うことでいろんなところから支援を受けて、取材を受け

なかったと思います。

たり、逆に子どもたちがメディア慣れしてしまったん

お迎えのときに、少しずつ、片付きましたか？ と、

ですね。またか、という。学校ではそういう勉強した

傷つけないように、子どもに関してお話しするんじゃ

り取材があったりでもう頑張ってこれたんですが、そ

なくて、ねぎらいながら、様子をうかがいながら、一

の羽を伸ばすのが児童クラブだったんですね。すぐ遊

人ひとり情報を得て、そして接しないと、子どもたち

ぶぞ！というような。そういうところでケガをしない

もＤ地区には住めないから、実家のおじいちゃんおば

ように受け入れるのが大変なところでした。やんちゃ、

お転婆な子が多かったものですから。とにかくやんちゃ

うことを学びました。私の中にも優しさが芽生えてきて、

な子はトイレに隠れてアスレチックのように遊んで、

寄り添うという気持ちに変わってきた気がします。

トイレのふたを壊したり、天井に乗っかってしまった

Ｂ：先生としてもちょっと一歩。

りとか、目が離せませんでした。
Ｂ：そういう場所を求めていたんですね。

Ａ指導員： はい、そうでないと、子どもを笑顔にする
にはどうしたらいいか、というのを常々感じていたの

Ａ指導員：はい、おうちに帰るとまた我慢ですし。

で。私だけじゃなくて、他の指導員の先生方も、被災

悪いことは叱りました。本気で叱らないと。私も泣き

という大きなことを抱えながらいたので、もがいてい

ながら叱ったこともあったし、優しく寄り添ったりメ

たと思います。そこで、セーブ • ザ • チルドレン • ジャ

リハリをつけました。

パンでいろんな研修会を支援していただいて。感謝で

Ｂ： 保護者が甘い分厳しくしようということはありま

いっぱいです。

Ａ指導員： ありました。子どもがふざけて帰ろうとし

Ｂ：子どもの様子の変化は？

した。その子にはお父さんの気持ちになって考えよう

には自分たちの部屋なので、手を伸ばし足を伸ばし自

したか？

ないのでお父さんが怒って帰っちゃったことがありま
と厳しく指導しましたね。

Ａ指導員： だんだん自由に、Ｇ地区から独立したとき
由に輝いていましたね。
Ｈ地区ではＤ地区とはまた違った子どもたちの感覚で

Ｂ：定時までに帰れない方は多かったですか？

した。被災の度合いも違い、被災転校してきた子、そ

Ａ指導員： 多かったです。今も多いですが。冬場はと

うでない子、指導員の中にも津波を見ていない指導員

くに連絡が取れずに大変でした。

もいる、そういう状況の中で、今度は新たに指導員と

Ｂ： 先生が残ってお迎えにくるまでひたすら待ってい

して仕事をしなくちゃいけないということで、新たに

たんですね。

一から。

Ａ指導員： そうです。交通事情や雪のひどいとき、仙

Ｈ地区の子どもたちはおりこうさんたちなんだけど

台で出張だったので事故があって帰れない、とか、1 時

ちょっとしたたかなところがあって。私の表現から言

間以上残っていました。私たちも満潮とか高潮とかが

うと、町場の子どもたちなのかな、というので。先生

あると遠回りで帰り。とにかくそういうときはなかな

の前ではおりこうなんですね。ちょっと大人の目が届

か定時に帰れませんでした。道路の状況もまだ整備さ

かないところでちくちく、大きな衝突はないんだけど、

れていなかったので大変でしたね。

ちっちゃな衝突がちょっと長引くというか。とくに女の

Ｂ：そういう状況が 1 年ぐらい続いた。

子。またそういうところで接し方が変わってきたので。

Ａ指導員：そうですね。で、私はＨ地区に移動しました。

でも一人ひとりに寄り添う。迷ったときには逆算して、

Ｄ地区は仮設にいて、今年の 4 月から本校に。学校も

私のやりかたといったら変なんですが、帰るときに笑

再建したので。

顔にするにはどうしたらいいかを考えて一人ひとりに

Ｂ：先生は見届ける前に異動だったんですね。

接しているつもりです。ここでいろんな衝突があって

Ａ指導員： はい。個人的には見届けたかったんですが、

も、最後笑顔で帰ってもらえば結果オーライかなと思っ

いろいろ事情がありまして ( 笑 )。

て、悩みを聞いてあげたりとか。人数が多いしなかな

Ｂ： Ｈ地区も空き教室だったですね。津波は来たんで

か全員に行き届かないんだけど、沈んでいる子がいた

すね。

ら、私だけじゃなくて他の先生にも手伝ってもらって、

Ａ指導員： そうです。4 月に異動して、9 月にセーブ •

ちょっとあの子沈んでるようだよと声掛けしてもらっ

ザ • チルドレン • ジャパンと Z さんに建てていただいて、
9 月にオープンだった。それまでにＤ地区にいたとき

ています。今は 70 人以上。4 年生までです（震災直後
は 3 年生まで、2013 年からは 4 年生まで）
。

は葛藤があって、子どもたちにどう接したらいいかを

（外遊びについて）Ｈ地区では、Ｊ中学校という中学校

すごく悩んで。確認したくても同じ状況にいた指導員

の仮設があったんです。今年 3 月まででもう取り壊し

と話す機会がなく、何かにすがりたいという気持ちで、

たんですが。で、部活があったので校庭が使えなかっ

講座を受けたりしました。とにかく子どもたちにどう

たんです。部活の後はスポ少（スポーツ少年団）があり、

接したらよいかすごく悩んで、接し方を再確認しなが

なかなか校庭があかないという状況でした。外で遊ぶ

ら、そうしないと私自身保てなかったような気がしま

状況がなかなかなかったということです。でも、限ら

す。最終的には保育心理士にまでたどり着いていまし

れた時間でも出ると気持ちがいいので、時間を作って

た（笑）
。

遊ぶようにしていました。

Ｂ：保育心理士の資格を取ったんですか？

Ａ指導員：（保健心理士）までたどり着いて。そうした

防災対策

Ｂ：それで接し方は固まりましたか？

Ａ指導員： マニュアル。クラブは地域地域で学校との

ら確認ができるかなと思って（資格を取りました）
。

Ａ指導員： はい。やっぱり一人ひとり丁寧に接するとい

連携が大事になってくるので、学校のやり方と同じよ
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うにしています。市とは別に、学校と連携して。学校

ためにはどうしたらいいか、みんなで考えたいですね。

の指示に従って行う。

大切な子どもたちのため！！

Ｂ：学校の緊急体制に準ずるということですか。

Ａ指導員： そうです。避難訓練も混ぜていただく予定
です。人数が多いので独自に夏休みにはやりたいなと
思っています。
学校との兼ね合いで、学校がいらっしゃらないときに
は私たち独自で津波とか最悪の状況を考えて、どう避
難するかは話し合いはしています。クラブの中と、学
校（校長先生）とも共有しています。学校が授業があ
るときには学校の指示に従う。学校がお休みで児童ク
ラブが長期開設のときが一番不安なので、どういう経
路でどう避難するか話し合っています。
震災前は、津波っていう、今回のような大きな捉え方
はなく、防災とか不審者対策というぐらいしか考えて
いなかったですね。
今は非常用持ち出しの整備をしています。学校の授業
日のときには学校から、としてあります。でも不安な
のが長期のときですね。セーブ • ザ • チルドレン • ジャ
パンから支援していただいたものも、期限が今年の秋
頃に切れそうなものがあります。水は独自であるんで
すけど、薬とかカロリーメイトとか、そういうのが切
れかけてきますので、市のほうで用意してくれるのか、
そこは相談しながら。
Ｂ：市と気軽に相談できますか？

Ａ指導員： うーん、気軽にはねえ……子どもたちのた
めなので伝えることは伝えています。

横のつながり
Ａ指導員： 他の地区のクラブさんとはないんです。それ

に常々不満を感じているんです。もっと決め事をちゃん
としてほしい。石巻はこんなに被災して犠牲になった方
もたくさんいて、全国が注目していると思うんですね。
それなのに、現場をとらえると、津波が来たときや注意
報が出たときの決まり事が全然なっていない。指導員同
士で横のつながりで話せれば意見が出てくると思うんで
すね。例えば各自の着替えにペットボトルを必ず入れて
おくとか、いろんな意見が出てくると思うんですが、そ
ういうことを話す場がない。怒りがこみ上げてきます。
ぜひ書いてください！ もうちょっと決め事を決めて行
かないと、とても子どもたちを守り切れないと思います。
Ｂ：市として問題意識を持ってないんでしょうか？

Ａ指導員： そうじゃないでしょうけど、あまりに他の
仕事があるからかな。私たちも協力はしなくちゃいけ
ないのは当然なんですけど。でも災害はいつなんどき
起きるか分からないですし。最近地震が多く、夏休み
に入るので不安です。

最後に伝えたいこと
Ａ指導員： どんな状況でも、子どもたちを笑顔で帰す
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【ケース 9】

福島県会津若松市 3 学童保育 2014.6.20
話し手

Ａ指導員 ( 震災当時勤務していた J 学童保育のことを話す )
Ｂ指導員、Ｃ指導員 ( 震災当時勤務していたＧ学童保育のことを話す )、市担当職員

聞き手

Ｄ指導員、Ｅ、Ｆ

震災発生直後のこと

の壁は崩れてしまい、しばらく通れませんでした。

Ｅ： 地震発生時はＧ学童保育さんは子どもは帰ってき

した。

ていなかったんですね。Ｉ学童保育は 1、2 年生が帰っ
てきて。
Ｂ指導員： 子どもはＧ学童保育とＨ学童保育に分かれ
ていて、Ｈ学童保育の 1 年生が北校舎の 3 階にいまし

た。地震発生時、すぐ机の下に避難しましたが、揺れ
が大きくておもちゃの棚 180 センチぐらいのが倒れまし
た。机のそばには、たまたま、インフルエンザが流行
していて子どもが半分ぐらいしかいなかったので、棚
のそばの机には避難しなかったので幸いケガはありま
せんでした。当時はＧ学童保育とＨ学童保育の連絡の
携帯が通じず、職員の判断で、もう逃げるしかないと、
上から逃げてきたときに、学校の子どもたちと会って
一緒に逃げました。Ｇ学童保育は 2 年生だけでしたが、
幸いすぐに外に出られる校舎にいました。当時寒くて、
机の下に避難していたんですが、テレビをつけたら大
きい地震、これは普通の地震じゃないということで、
職員は避難のタイミングをうかがうために出口にいて、
ジャンパーを着せて靴を履かせて、いつも避難訓練を
年 2 回行っています。学校と連携したことはないですが、
夏休みと春休みに避難訓練をしていて、避難場所は校
庭と決まっていたので、迷わず校庭に避難しました。
学校は空き教室を利用したこどもクラブです。現在は G
学童保育と H 学童保育と、学校さんの配慮で隣同士に
なりましたが、震災当時は空き教室が特別教室を利用
していたので、1 年生がいた部屋が北校舎の 3 階にあっ
たので。学童保育以外の 1 年生、2 年生はもう家に帰っ
ていたと思います。3 年生はまだ授業でした。
一番大変だったこと。寒かった。涙ぐむ子もいて、5 年
生、6 年生が外に出ていて取り囲んでくれて、用務の先
生が石油ストーブを校庭に持ってきてくれて暖を取り
ました。体育をやっていた子はジャンパーを着ず、先
生が学校に入ってジャンパーを上から投げてくれてい
ました。学童保育の子どもたちは勉強していた、宿題
していたんですが、地震がありすぐ机に入りなさいと
いうことで、ランドセルや勉強用具そのままで、揺れ
が少しおさまったタイミングでジャンパーを着て外に
出ました。
そのときは学校はヒビだらけ。北校舎と南校舎の通路

すぐ学童保育は再開し、ひび割れた校舎で過ごしていま
Ａ指導員： 子どもは途中から帰ってきたんです。緊急
連絡網で（学校から保護者に）連絡がつかない子ども
は学童保育に来ました。10 人ぐらい。連絡着かないか
ら学童保育に来ましたと。
Ｃ指導員：うちは、連絡取れない子は学校が連絡を取っ

ていました。子どもは来なかったです。Ｇ学童保育は
離れています。Ｈ学童保育は学校の中ですが。Ｇ学童
保育は寄り道しなければ 5 分程度。学校との連絡はす
ぐにつきました。すぐ職員 2 名が学校に行き、私が一
人クラブに残り連絡係をしました。ただ電話も携帯も
通じなかった。ドコモ同士のメールだけは通じたので、
職員とメールで、誰と誰が連絡つかないから連絡取っ
てくださいと。勤務先にも電話して、学校に行ってく
ださいと。学童の保護者には全員に、学校に迎えに行
くように連絡しました。
Ａ指導員： 普通の地震ではなかったので、児童館の館
長が小学校に行き、学校のほうですべて緊急連絡網で

流してある、と聞いてきたので来ないと思っていたら、
子どもが来たんです。お迎えが来ないという子どもが
Ｊ学童保育に来ました。子どもだけで来ました。歩い
て 10 分。保護者の方に乗せられてきた。Ｊ学童保育で
待たせて、と来たように思います。OB さんのお母さん
だったような気がします。
Ｄ指導員： 保護者 OB さんと子どもさんは面識ありまし
たか？ 不審者ととられない？

Ａ指導員： 学校では面識があるので、学校の先生が対
応して連れてきたんだと思います。学校からは直接連
絡はなかったです。電話が通じなかったんじゃないで
すかね。
子どもを受け入れて、ただひたすらお迎えを待ってい
ました。中で失敗したのは、ある方がお迎えに来て、
この子はうちの近くだから一緒に連れて行ってあげる、
というケースがありました。あとからその保護者さん
が来て。別に何もなかったんですが。
Ｅ：ホールで遊ばず静かに、とありますが。

Ａ指導員： 遊んじゃダメだよ、また地震が来るかもし
れないからすぐに何かできるような体制じゃないとダ

メだよ！と言いました。1 ～ 3 年生までいました。最後
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のお迎えは、夜遅くなった、ということはなかった。

再開

とか。
Ｅ：でも外遊びは禁止してたんですよね。

Ｃ指導員：はい、雪もあり、うちは泥だらけということ
で出なかったです。土の園庭なので。子どもたちも納得

Ｅ：翌日から再開されたんですよね。

していたので、放射線じゃなく泥で外に出れない、とい

に来る子どもは決まっていて、だいたい来ました。

Ｄ指導員：どれぐらい外遊びをさせていませんでしたか。

（全員）
： 土曜日で、朝 8 時半からやりました。土曜日
Ｅ：室内は当日先生が片づけたんですね。

Ｃ指導員： うちは何もなかった。水も電気も大丈夫で
した。

うので。
Ｃ指導員：夏休みちょっと前までですかね。

（全員）
：夏休みは外遊びしました。

Ｂ指導員： Ｉ学童保育は、5 月に運動会があって、保護

Ａ指導員： 灯油はなかった。使っちゃダメだと言われ

者から放射線は大丈夫か、と校長先生に苦情があったみ

Ｃ指導員： うちは全然関係なく使っていました。Ｇ学

保育としては、学校で運動会の練習で外に出ていたの

もありましたし。

した。でも夏は暑いし。

Ａ指導員：古い昭和 38 年の木造の建物でしたが、しなっ

出して水道の水をかけてやりました。

す。何年か前に茶箪笥とかつっかえ棒をしました。本

Ｃ指導員：発散させないと。でもうちは広いホールがあ

ました。4 月近くまでストーブなしで過ごしました。

童保育はコミュニティセンターの中にあるので。備蓄

てよかったのかなと。もともとヒビが割れていたんで

棚も倒れず、食器棚も倒れず、人形の首だけが取れま
したが、それぐらいでした。
市担当職員：対策をしていたからよかったんですよ。

Ｃ指導員： うちは何もしなかったけれど大丈夫でした。
鉄筋で新しくてしっかりしていたからかなって。

たいで、測定器を置きながら運動会をやりました。学童
で、また浴びる必要はないということで外に出ませんで
Ｃ指導員：学校のプールも禁止になったので、プールを
Ａ指導員：外でやったの？ え～？

るのでドッジボールができれば OK という感じでした。

Ｄ指導員：運動会は不安の声があったものの測定器を置
きながら実施して、通常にやったんですね。

（全員）
：はい。プールはひと夏禁止でした。Ｋ市内は。

Ｂ指導員： Ｉ学童保育は土曜日は学校で学童保育だけ

Ｃ指導員：外遊び禁止の申し合わせはなかったです。

ないので 1 階だけ使いました。

た。当時、教育委員会に配属されていました。検査をし、

Ｃ指導員： 震災後に子どもの顔ぶれが変わることはな

についてするまでは開けない、という指示を出しました。

が開所。おもちゃの棚だけでした。土曜日は人数が少

かった。

（全員）
：やめちゃった子もなかったですね。

市担当職員：プールは市内の小学校すべて禁止にしまし
数値が出たところは水を抜いて掃除、ということを全部
校長、教頭、指導員、運営団体、指導員の月 1 回の会議
を学校ごとにしていました。そこで情報の通達をしてい

Ｂ指導員： うちは、当時年中いて、避難して、1 年生に

ました。

Ｅ： では、避難者の子どもとの間にトラブルが発生す

Ｄ指導員： Ｌ市ではブランコに乗れない子が出たりし

Ｂ指導員：なかったです。

のはないですか？

なって入ってきた子はいました。
ることはなかったんですね。

た。そういう運動能力が落ちたり肥満が増えた、という
（全員）
：ないです。

Ａ指導員： 4 月 1 日から新入生が入って、余震が続くと

Ｃ指導員： スポーツテストでも学童保育の子はダント

安心させました

Ｄ指導員：家でいるよりいろいろな体験をしているから。

泣く子どももいましたね。抱っこしたりおんぶしたり、
Ｃ指導員： うちは余震に関係なく 1 年生は泣いてたけ

ツ、投げるのも飛ぶし走るのも速い。

Ｃ指導員：リレーの選手も学童の子が多いですね。

どね。ママー、って言って。

Ｂ指導員：学校の遊具も使っているので。

線量

Ｃ指導員：制限もありますけどね。今いるＭ地区では。

Ｄ指導員：公設公営のよさですね。

Ｄ指導員：制度を今変えようとしていますが、学校と放

Ｃ指導員： 線量はそれほど高くなかった。でも部分的

課後、同じ子どもなのに管轄が別々でおかしいですね。

お願いしたら除染するほどでないと言われ、掃いたり

精神面・体調面での気になることはないですか。

なって、毎時 0.09 マイクロシーベルトとかになりまし

分ぐらいちょこちょこ出てたような気がします。

に高いところがありました。

：ないですね。
しました。毎時 0.2 マイクロシーベルトまでもなかった。 （全員）
Ｃ指導員： 運動会終わってからは、天気のいい日は 30
毎時 0.1 マイクロシーベルトちょっと。2 年目 3 年目に
たが。でも高いところもありました。雨どいのところ
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Ｂ指導員： 運動会を境にしてですね。保護者も、小学

校で運動会をやった、というので安心したのかな。

大丈夫？って。

Ｄ指導員： 学校が一番に来ますよね。学校が OK なら学

Ｃ指導員： でもまことしやかに「Ｋ市の女の人は結婚

ルはなかったですか？ 学校、行き、帰り、などすべ

市も福島だということなので。

てで 3 時間、という枠がありましたが。

Ｄ指導員：破談になったという話も聞きました。

童もいいのかな、となりますよね。学校での 3 時間ルー

（全員）
：なかったですね。指導員の判断ですね。

できないよ」と言われると聞いたことがあります。Ｋ

Ａ指導員： でも外に出ても、葉っぱや虫を触ってはダ

防災の取り組み

い場所にあったので。今は除染していますが。泥だん

Ｅ： 避難訓練はずっとされてたんですよね。でも学校

メだよ、というのは教えていました。Ｊ学童保育は高
ご作りなんかはもってのほか。今は平気ですが。

との連携はなかったんですね。役割分担が決まってい

市担当職員：線量は当然測って土や砂の入れ替えをしま

るわけでもないんですね。

Ｄ指導員： Ｌ市では、泥だんごの指導者研修をしたん

にいたら学校で対応、ということですよね。

した。

ですよ。短大を出てきた先生なんかは作ったこともな

くて、教材を買ってきて講習会をしました。泥だんご

Ａ指導員： 子どもが帰ってきたらクラブで対応、学校
市担当職員： 関係者会議のときにその話をしたんです

けど、子どもが学童保育にいるときは学童、学校から

を買う時代です。とくにＬ市は土を触れない時期だっ

下校していなければ学校、問題になるのは途中。そこ

たので、泥を買ってこなきゃならないんだね、という

は学童の先生も下校時刻を把握していますので、この

話をしていました。ところ変われば全然違うんですね。

時間だと下校している間に揺れが起きればどちらの責

市担当職員： 危ない数値ではないんですが、保護者か

任ということではなく、学童保育にいないと思えば出

らはクレームがありました。

るし、学童と学校、お互いに見るという体制にしてい

Ｄ指導員：おやつは気になりませんでしたか？

ます。

に聞かれたことはありますが。

でそうなっている気がしますね。クラブに来ていなけ

Ｃ指導員： カレーを作るときに「どこ産？」と子ども
（全員）
：親が気にしているからだろうね。

Ｄ指導員： 話し合いも大事ですが、皆さんの意識の中
れば学校に向かうし。

市担当職員： 学校給食、休み時間での過ごし方など、

緊急時の学校からの一斉メールは入ってこないんです

教育委員会にいたときに来ました。牛乳も、それまで

か？ 震災時は電話もつながらないのでメールでも無

飲んでいた子も保護者の指示で一切飲まなくなった子

理だと思うんですが。

もいました。ほかの子と自分だけ違う、となって。

Ａ指導員： うちは学校の保護者と一緒にメールを登録

Ｃ指導員：水筒を持ってくる子は多くなりましたね。

して、学校で例えば大雨で一斉下校させます、とか不

市担当職員： 持ってこざるを得ないですよね。牛乳も

審者出ました、とか含めて学校から一斉にメールに。

飲まないし。中身はチェックはしませんがいちおうお

保護者と我々学童もまぜていただいて、受信できるよ

茶と水、と言っていました。

うにしています。

Ｄ指導員： 風評被害はありましたよね。年に 2 回は来

市担当職員： 市のほうで学校、学童はすべて把握して

Ｃ指導員： 福島、とひとくくりで見られるんですよね。

出しやすいですね。

された方もいました。

Ｄ指導員：ところ変われば全然違いますね。

るんですが、観光バスがいなくなっていましたね。

いるので、今のお話はよいと思います。統一の指示が

避難した方もいました。OB さんですが京都まで引っ越
市担当職員：関西に行った方は結構いました。

（全員）
：実家に帰ったりとか。

Ｃ指導員： 英語を教えていた先生は母国に帰ってしま
いました。

Ｅ：Ｋ市では、防災の取り組みは震災前からやっている、
という回答が他の市町村より多いように思います。そ
れはやはり市のほうの体制ということでしょうかね？
Ｃ指導員： 地震に対しての避難訓練じゃなくて火事や
不審者に対しての避難訓練でした。

Ｄ指導員： Ｋ市のお子さんが風評被害でつらい思いを

Ｄ指導員：やはり公設だからですよね。

Ｃ指導員：古い車の人は福島ナンバーで、福島ナンバー

土台がしっかりしていることが大きいですね。

したことはありましたか？

の車では行けない、傷をつけられたり石を投げられた
りするので、別のナンバーの車を借りて行ったと聞き

市担当職員： 市というより運営している保育所などが
Ｄ指導員： それに準じてということですね。学童は、
やらなくてもおとがめはないけど保育所はありますも

ました。

んね。

Ａ指導員： ディズニーランドで、福島ナンバーの車の

Ａ指導員： 今までは、火事が出たら、という体制で、

Ｂ指導員： でもかえって心配してくださった方のほう

が発生したら外に出ましょう、というものだったのが、

まわりには誰も停めないとか。

が多かったです。福島ナンバーで。みなさん大丈夫、

地震で外に出る、という訓練はなかった。地震で火災

今は大きな地震が来たら外に出る、ということですね。
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Ｃ指導員： 机を常時出しっぱなしになりましたね。も

先生がそばにいてくれて励ましてくれた。学校から石

ぐれるように。

油ストーブも校庭に持ってきてもらいました。助かり

Ｅ：Ｊ学童保育は市の直営ですよね。Ｇ学童保育は社協、

ました。校長先生の判断で校舎に戻ってもいいよと言

Ｉ学童保育は保育園。でもＪ学童保育も備えはあります

われ、3 年生のほうはクラブに来ていなかったんですが、

よね。

親御さんが働いていることで、その子たちの面倒を私

市担当職員： 児童館としての対策があります。直営は

たちが見たんです。本来なら、下校していない 3 年生

四つしかないんですが、全部児童館での運営です。

は学校で責任を持つべきですが、クラブはクラブで待っ

Ｄ指導員： 施設的には恵まれていますよね。アパート

てたら、と言われて、はい、と待っていました。なか

でやっているところはないんですか？

なか迎えに来られない状況で、最後までクラブにいて、

市担当職員：1 カ所あります。市で整備したものですが。

結局最後に帰ったのは通常通り 6 時でした。

いけないです。

連携

Ｆ： ベテランの先生方がいらっしゃる最初から避難訓

Ｅ： 校長先生は震災から代わってますよね。代わった

Ｄ指導員：福島は民設民営だから全部自分でやらなきゃ

練していましたか？

（全員）
：やっていました。

あとも引き続き良い関係が築けていますか？
（全員）
：はい。

Ａ指導員：月に 1 回していました。

Ｅ：それはやはり連絡会議のおかげ？

子さんが多いとそのまま道路に飛び出しちゃったりす

お話ししています。

Ｃ指導員： でも子どもによります。グレーゾーンのお

市担当職員： そう信じています。校長室で学校ごとに

るので、様子を見ながら 1 年に 1 回になったり。その

Ａ指導員：直営はやってないです。

年どしで。

市担当職員：直営は、昔からの関係があるので……。

他のクラブの様子

Ａ指導員： ないよりはあったほうがいいです。先生も

Ｄ指導員： 今日来ていただいたクラブでは子どもの入

れ替えが震災後もなかった、トラブルもない、という

Ｅ：あったほうがいいですか？
代わるので。

子どもたちが悪いことをしたときにはつながりができ
ますが（笑）
。

ことでしたが、人が多く入れ替わった、トラブルが生
じた、というクラブはＫ市にありますか？

（全員）
： 何年か前までは研修会がありましたが、今は

いという方が、市全体で 10 人ぐらいいました。学童児

市担当職員： これから制度が変わり 6 年生まで受け入

程度でした。住所を移さずＮ市のほうで学童を使いた
の 1％にあたります。住所を移した人は分かりません。
Ｄ指導員： では、不安になるお子さんも一部にいるけ
れど、基本的にはもう震災前と変わらない保育ができ
ているということでいいですか？
（全員）
：はい。

ないです。

れていくとすれば考えなくてはならない。

（全員）
：市の担当者が代わって研修はなくなりました。
Ｄ指導員： 福島では連協があって、井戸端会議的に指

導者の悩み相談、日ごろのうっぷん話や発達障がいの
子の悩みとか、うちはああだ、こうだ、と話が出せる
だけでほっとする。先生の共通理解が取れない学童は

最後に伝えたいこと

何かのときに出ちゃうと思います。避難訓練も大事だ

Ａ指導員： 子どもの命を守るというのが一番大事なこ

ちんとしていないと、いざというときに連携ははかれ

いたりするんだよ、と子どもに教えていく。

ますよね。

と。訓練ですよね。もしものときはちゃんと指示を聞
Ｃ指導員： 人と人のつながりですね。地域のつながり。
子どものお別れ会をやってたんですね。お弁当を頼む
んですが、お弁当屋さんが食材が入らないということ
で他のクラブでは手に入らなかったんですが、うちは
長年付き合いのあるお弁当屋さんなので、何とかしま
す、ということで 60 人ぐらいお弁当を届けてくれたん
です。
Ｂ指導員： うちは空き教室を利用してのクラブなので、
やはり学校とのつながりが大事です。震災時も本当に

学校が、クラブの子はクラブの子ではなくて、担任の
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Ｄ指導員：指導員さんのつながりはありますか？

市担当職員： ないです。避難している方は最大で 10 人

けど、日ごろのつながりとか、まずは自分の足元をき
ていかないと思います。先生の間でもギャップがあり

【ケース 10】

福島県南相馬市 2 学童保育 2014.6.24
話し手

Ａ指導員 ( Ｑ学童保育 )、Ｂ指導員

聞き手

Ｃ、Ｄ指導員、Ｅ

地震発生時から避難までの状況

事になった、ということで帰された。次の日は日曜日

Ｂ指導員： 3 人こちらに向かっていた。横断歩道を渡る

に避難したから出れない」と主任先生に連絡があり、

ところだった。ここらへんのものが全部倒れてくる感
じで、こちらから私たちも出たら帰ってくるところが
見えた状態。遊具のあたりに子どもたちを集めて、何
も倒れてこないところで座り込んでいた。学校は道路
を挟んだ向こう側。
Ａ指導員： Ｆ区のほうにいた。海側。低学年だけ帰っ

てきていた。地震のため校庭に集めて学校と合流した。
学校内の施設。幼稚園もあり、その 2 階を借りていた。
幼稚園もクラブも学校も全員が校庭に集合。そのうち
に津波が来て保護者の方も逃げてきたので、炊き出し
で泊まった。逃げる場所が学校なので、児童クラブが
保護者の方に子どもをお返しして児童クラブの仕事と
しては 6 時になれば終了だが、そういう状況なので帰
れず学校に泊まって手伝って食事の世話をしたり子ど
もの状態を見て歩いたりした。次の朝、帰れる状態にな
り皆さんも落ち着いたので帰ってきた。
Ｂ指導員： 学校には合流していない。指導員が一人学
校に行ったが、続々保護者が来たので、一人は学校で
引き渡しの確認。こちらは避難所になるかもしれなかっ
たので待機しつつスピーカーが落ちたのを片付けたり
していた。3 人の子どもを引き渡すまではここにいて、
お迎えに来る保護者と来れない保護者がいたので、学
校も 4 時ぐらいまでは先生と校庭で待機していたが、
お迎えが来ない子で児童クラブに登録している子は学
校に行った指導員がクラブに連れてきた。泣いちゃう
子もいてなだめて待っていた。普段と違って次から次
からお迎えが来る感じではありました。その日のうち
には全員引き取り。避難所にはならなかった。自分も
それで帰宅した。
次の日、土曜日、津波被害にあった老人ホーム、利用
者も流された。そこに勤めていた保護者が流された人
を探しに行かなくてはならないと言って、子どもを預
けて探しに行った。土曜日は保護者とお別れ会を企画
していたが即中止にして預かっていた。ヘリコプター
がばんばん飛んでいる状態だった。職員はＦ区、より
原発に近いところの指導員が 4 人中 2 人だったので避
難しなさい、ということで帰り、指導員もいなくなり、
もう一人の子（指導員）は実家が I 区のほうで津波、火

なのでお休み。月曜日は、一人の人は「ごめん、Ｇ市
主任と 4 人だったが私しか勤められる人がいなかった
ので来ました。ここはおばあちゃんたちに踊りを貸し
ているのですが、普通に「地震大変だったね」と来て、
おばあちゃんが来たから開けて、でも役所に指示をあ
おがなくてはならず、閉館にするかどうかも分からず、
市役所に行きました。そのときに何号機だかが爆発し
て屋内退避になって市役所で身動き取れない状態にな
りました。
Ａ指導員： 自宅のほうは音信不通になりました。土曜
日にＦ区のほうから戻ってきましたが、携帯も何も連
絡はできませんでした。向こうにいるときはかろうじ
て、保護者の方がいたため、明日の利用について、分かっ
てたので、また幼稚園に市役所に連絡してもらったら、
土曜日は休みでいいと言われ、そうこうしているうち
に爆発して連絡がつかなくなり……。
Ｂ指導員：ここは水道が止まり、電気はついたのですが、
学校のトイレを借りたりしていました。

Ａ指導員： Ｆ区では避難所にいるときに原発の情報が
ひそひそと出てくる。11 日の夜、泊まっている間に
あちこちでおじいちゃんおばあちゃんや関連の人が集
まって、原発がまずい状態だ、と話している。12 日は
休みでよかったが、月曜日からどうなるんだろうと思っ
ていました。でも連絡がつかなかった。
Ｂ指導員： 役所としても全体にファクスを流したらし

いんですが（閉所にします、という）
、届かなかった。
Ｈ町には運よく届いていてこちらに連絡が来ました。
今度炊き出しだよ、と言われて行きました。
Ａ指導員： Ｆ区の避難所、12 日に帰ったあとは、もう
連絡がつかなくなり、危ない状態だったので、そのあ
とは避難しました。

再開の連絡
Ａ指導員： 若い先生に先に入ってもらって、という連
絡が来た。

Ｂ指導員： 一番早かったのは私たち 6 人です。4 月 25
日からだった。私たち 1 年雇用の嘱託職員なので、震災
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が 3 月 11 日、雇用期間が切れるのが 3 月 31 日、再開の

学年も学校も関係なく一緒になって、自分の学校なん

めどが立たないのでクビになりました。その連絡は各自

だけどよその学校の子のほうが多い中で勉強したり遊

行政担当の方から受けて、
分かりました、
ということだっ

んだりしていました。

たですが、小学校のほうが 4 月 21 日から再開するのが

はじめに学童に入ってきた子どもは、役所に勤めてい

決まったので、小学校が再開するなら児童クラブもやら

る方のお子さんなどが多かったですが、その後、発達

なきゃ、ということになり、まずは残っている指導員、

障がいがあってコミュニケーションが集団の中では難

やれる指導員に声がかかって始まりました。4 月 25 日

しい、避難所では難しい、というお子さんが戻ってき

にやれそうな職員が集まり、役所と場所、配属など相談

たり、こちらもＫ市のほうから小売店が再開、スーパー

しました。今までなかったところでやらなくてはならな

が再開、大型スーパーが再開、と働く人が増えてきて、

くなったので。まずは臨時の 3 カ月契約で、次の 3 月ま

学童児もどんどん増えてきた。最初は 20 人ぐらいで始

では臨時でした。4 月から改めて嘱託になりました。い

めましたが、すぐに倍になり、夏ぐらいには 40 人近く

まも 1 年契約。

になっていた。
その頃、まだまだ余震もあったし、子どもたちは給食

今回、
私が『日本の学童ほいく』に書いた制度の危うさ、

もなかった。支援物資で今日はおにぎりが出ます、と

国の制度の危うさと行政の学童のあり方の危うさで大

言って出たり。それがだんだんお弁当箱を持ってくだ

きな事故があったときに事業自体が継続維持できない

さい、ごはんが炊き出しになってごはんが出ます、そ

状態になることが顕在化しましたよね、という話をし

れから今日はバナナが出ます、みかんが出ます、とい

ました。役所の方も、解雇といった舌の根も乾かぬう

う日が続いて、私たちは学校生活のあとを見るんです

ちにまた連絡をしなくてはならないつらさ。児童クラ

が、トラックが通っただけでしがみついてきたりして、

ブをやっていけなくなるという。

地震の恐怖があったんだな、とか、すごく先生、先生
と振り向かせようとする子がいたり。みんなに応えた

Ａ指導員： 私に声がかかったのが 9 カ月後。次の 1 月

いな、と思ってやっていました。でも学校が違ったり

から入りました。途中で半年ぐらいのときに、じきに

みんなと仲良くしなきゃいけないということで、だん

順番が来るから、と。結局、若い人たちの雇用という

だんイライラが高まってくる。5 月に再開してだんだ

考えがあるようで、いずれ順番が行くでしょうから、

ん暑くなってきても窓も開けられない、外にも出られ

もしその時点でやってもいいという考えがあればお願

ない、すごくストレスを感じていた時期だと思います。

いします、という形で来ました。そのときにはもうＮ

小さなことでけんかになったり、相手のちょっとした

市に戻っていました。

ことが許せなくてけんかになったりしました。思い出
になってるのは、にらみつけてるわけではないんだけ

Ｂ指導員： 避難準備区域の再編で、学校が避難準備区

どあいつが俺のことをにらんだ、とストレスをその子

域が解除されて戻ると学童も開く、ということでした。

にぶつけたり、ということがありました。原発、放射

それまでは 5 校か 6 校がＩ区に入っていました。

線の不安は、今よりもっともっとずっと情報がない中
で、みんなが不安の中にいたという。子どもたちも不

再開直後の状況

安だったし、支えなければいけない私たち大人も、何

Ｂ指導員： 一つの小学校に 5 校の小学校が入っていた

う、がまんしようね、という感じでした。学年は 1 ～ 6

ので、一つの学童に 5 校の子どもが帰ってくる状態。私

がいいか分からない、外の空気がダメなら閉めましょ
年でした。

が配属になったのは震災前とは別の小学校だったので、
全く新しい子どもたちとの関係性を作っていきました。
ここがＪ区、原発に近いのがＦ区、遠いのがＩ区。Ｉ区
で始まりました。北側のＩ区の小学校には今まで学童
がなかったところに学童を作って、本当に間借り状態
で、その中で一番早く授業が終わるＪ区の 1 年生教室
を使ったり、体育館の用具室だったところで始めたり、
という状況でした。この学校のこの教室を借りました、
この教室の中に 5 校の子どもたちがワーッと帰ってく
る、
という状態でした。
（PPT 資料を開きながら）この頃、
5 月 6 月に長袖着ています。この子なんかはこの学校の
子じゃないんですが、この学校に帰ってこなくてはな
らないという。写真は私が後ろから撮りました。
1 年 1 組の授業が終わったところで私たちが遊具を持っ
て入って、これから学童の時間、と言う。
34

夏休み中の保育
Ｂ指導員： どこでどういう保育をしようか、という不

安が大きくて。もちろんプールはできず、指導員も少な
いし。何をすれば子どもたちに一番いいのか指導員が集
まって相談しました。私たち 6 人で集まってどこで何す
る、と相談しました。
当時、エアコンのある部屋がＩ小学校のＩ学童保育だけ
でした。あとは私がいたＬ地区やＭ地区は学童ではな
かったので、やるならＩ区でしょう、ということで、登
録している 3 カ所のクラブをＩ区に集めました。役所も、
私たちのことを聞いてくれ、当時は何をするのも共同で
ということで進められました。混沌とした時期だったか
らこそ進められたところもあります。

来所時は、保護者さんが送り迎え。お弁当。おやつはな

ていて、
「このメンバーだ」と言われた。

し。震災前はおやつ代を集めて学童でおやつを出してい

Ｂ指導員： そこに時期のギャップがある。保護者への

ましたが、震災になって避難所からくるなどまちまちで

連絡も私たちがやりました。遊具も開いていないセン

お金を取れる状態でもなかった。とにかく親御さんの仕

ターから集めたりしていました。それから考えると回

事が終わるまで子どもを守りましょう、ということを目

復していますよね。

標にしていました。
うちから持ってくるんならいいんじゃない、という話も
指導員で出ましたが、夏でまだ避難所にいるお子さんが

Ａ指導員：1 月から始まりましたが、H 町と O 地区の児

童で 20 人弱ぐらいでした。O 地区は児童が少なく、始

いて、避難所にいるのにおやつを持ってきなさいとは言

まっていなかったため、H 町に来ることになりました。

えないよね、ということで夏休みの生活を始めました。

というのは、バスの関係で、Ｈ町だけがバスの通り道。

子どもの様子は、徐々に徐々に傷は見えなくしているの

急遽Ｈ町に、となりました。

は感じていましたが、夏休みに 1 校に 5 校だったクラブ

Ｂ指導員： Ｎ市がスクールバスを出していて、行ける

が、5 校、5 校、5 校、というのが 1 カ所に集まることに
なり、また新しい関係性を作っていくのが大変だったと
思います。

ルートと行けないルートがあるみたいでした。

Ａ指導員： 開所した途端に増えていき、25 人ぐらいに

なりました。学童が開いたので戻ってこられた方が入っ

児童クラブの部屋でしたが、学校教室を児童クラブに作

たり。

り替えた部屋だったので、大きさは一教室分。そこに 40

半分ぐらいは I 区のほうの児童クラブにいたので、児童

人ぐらい来ていました。外に出れないし、一日室内で。

クラブ慣れしていて、ただ場所が移った。ある子は何カ

指導員は6人、
夏前に1人採用になって7人になりました。

月おきに転々としたと言っていたので、私が思うほどと
まどいはなくスムーズにクラブに入れました。人数も最

今思うとどんなことをしていたんだろうと思う。ブロッ

初は少なく、遊戯室もついていたので、遊び場ができた、

ク遊び、おえかき、折り紙……ちょうどそのとき他の先

という感じでした。その子たちについては内向的な性格

生が支援に入ってくださり、夏休みにコンサートを企画

ではないので、精神的な不安は感じませんでした。

しよう、Ｎ市で児童クラブがやることになり、ポスター
を作ろう、チケットを作ろう……と夏休みに集団活動が

外遊びはまだできませんでした。運動不足になってい

クラブでできる、午後のスタートの時間に切り替えてチ

るのが明らかだったので、人数が少ないこともあり、思

ケット作りをしよう、飾りを、と集団活動を取り入れら

う存分体を動かしてあげたほうがいいな、ということ

れたことで、ああ、夏休み無事終わったね～、という感

で十分遊びました。集まった子たちが机で折り紙、と

じではありました。

いうタイプの子が少なく、みんなで毎日ドッジボール、

夏休み後の保育

体育の時間を 2 ～ 3 時間休みを入れつつ続けていまし
た。ドッジ、バスケ、縄跳び……運動好きな子は全部
に入って。Ｈ町の人は遊戯室がついていたので。

Ｂ指導員：学童は 3 カ所に戻った。今は学校が徐々に戻っ

本人たちが運動不足だと言っていました。何をしたい？

てきていますので、今は入れないのはＦ区の南のところ

と言うとドッジ、と言うのが圧倒的で、1 年生も 6 年生

だけで、あとは各児童クラブでやっています。

もいましたが、配慮しながら、大きい子は小さい子の

12 クラブと 2 児童センター（社協が経営）が運営してい

様子も見ながら、左手で投げるとか、で一緒に遊んで

ます。Ｆ区に入れない子はまだＩ区の仮設校舎の中のク

いました。

ラブでやっています。

Ｈ町の場合は 2 階に集会室があるんですが、一回下（遊
戯室）に下りて来るとなかなか 2 階に上がらず、遊戯

2012 年の保育

室のはじの平均台で休んで上に行きませんでした。人

Ａ指導員： Ｈ町に入りました。固定の指導員は私だけ

たので、上では静かに宿題をする環境にしていました。

相手の指導員は毎日他のクラブから借りる状況。子ど

Ｂ指導員： その頃、学校の中も再編再編で、こっちが

でしたが、学校が始まるので開かざるを得ない状況。
もも大変だけど指導員も大変でした。A 先生にも来ても
らいました。

のやっているのを見て休憩している。そういう感じだっ

あいたらこっちの子どもを入れる、あいたところに子

どもを入れる、という感じで、途中から混ざらなきゃ

Ｂ指導員： 児童クラブはやらなきゃいけないが指導員

いけないほうは割と強気で来る、混ぜなきゃいけない

Ａ指導員： 2 人でやりますよ、と言われてきたが来たら

るの、となる。でもまだ家に戻れない子だ、と言う、

前のものがそのままになっていたので、それをそのま

姿が見られました。それでもいらだったり騒々しくなっ

がいない。

私だけでした。備品の準備などは何もなかった。震災
ま引き継いで使いました。保護者への連絡も役所がし

ほうは、なんで、やっと人数減ったのになんでまた来
原発避難区域の子だ、と言うので一緒に遊ぼうとする
たりというのはありました。
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その子たちが帰ってくる前は、自分の学校の子たちだ

時間は余っていなかった。一番安全なのが学校でしたよ

けでいるじゃないですか、あいつら帰ってこなければ

ね。一番に取りかかったのが学校だったから。

いいな、いばってるよな、おかしいよな、と言ってい
ますが、その子たちの前では言わないし、一緒に遊ば
なきゃいけないし。クラブの状況は合わさる前に子ど
もたちに説明はしましたが、あとから、子どもは分かっ
てるなと感じました。ちゃんと 6 時まで一緒に遊んで。

学校、役所との連携
Ｂ指導員： 個々の指導員に任せられてませんか？ 同

じ教育委員会なんだけど（注：Ｎ市は学校も学童も幼

けんかもしますが、
それは遊びの中でのけんかで。ああ、

稚園も全部教育委員会）
。混沌とした中では連携できた。

子どもってすごいな、と思いました。大人もそうです。

みんなが危機感を持って子どものためにと動いたから

移動するほうはなんでこんなに、と思うし、受け入れ

できたと思う。でも、だんだん平常時になっていくと

るほうも、あの子がいじめるんだ、と親に言うじゃな

難しい。私たちが一番現場に近い。震災後は 3 年間Ｌ

いですか、でもうまく進めてくれました。保護者は難

地区にいました。学校の空き教室を使って。児童クラ

しい。原発事故がコミュニティを分断する。家に帰れ

ブを必要としている、ということを学校と話をしてい

ない人と自分の家に住んでいる人が一緒に学童にいて。

くのはまずは指導員でした。

親の感情が子どもに来るというか。あの子たちまだい

Ａ指導員：情報が届いていないときもありましたよね。

るんだね、という感じ。でも子どもは仲良くやってる
んですけどね、とか、なんて説明すればいいんですかね、

Ｂ指導員： 役所の担当者もいろいろなので。震災後は

みんなで動けたけど、平常化するにしたがって役所も

そういうの。私はＮ市の中でＦ区の子、まだ住めない、

また異動があって。私たちは現場でずっと保護者、学

学校も再開されない、ということ、一番北側の子で、

校の先生と一緒にやっていくんですけど。今は、学校

原発の援助もあまり受けずにやってきた子、どちらも

との関係は薄くなった。児童センターに来たので。学

お預かりして保護者を見てきた。大人の都合で合わせ

校内にいたときはよく話してましたが、ここに来ると、

なくてはいけなくて、子どもたちはその中で動く。こ

道路を渡っていくだけで来客になってしまう。それで

こに住むって決めるのも子どもじゃなくて大人なので。

はいけないんでしょうが。それでも教頭先生などに話
に行きますが、前よりは薄くなりました。

2011 年 10 月ぐらいに 2 時間のルール。外遊びは 2 時間、

避難訓練は、Ｌ地区にいるときは予定を教頭先生から

というのが始まりました。校庭や園庭の除染がＮ市は

伝えていただいて一緒にやりました。今は、センター

一番早かったので、校庭の 2 時間。でも校庭の 2 時間

はセンターで、という形です。

は学校で使い切ってしまうので学童では難しかったが、

Ａ指導員： 去年 1 年、何か声は学校からかけてもらっ

12 月にはその 2 時間も外れました。

てないですね。クラブから、子どもで困ったことの相

Ｄ指導員：その年の冬Ｇ市は 2 年間遊べなかった。

談はしましたが、学校から行事ごとで連絡が来ること

切っている、ということで次の年もやらせてなかった。

Ｄ指導員：クラブの計画は出していますか？

Ａ指導員： Ｊ区の学校はさせてなかった。2 時間は使い

はなかったです。

Ｏ地区は 2012 年夏から。

Ｂ指導員： 年度初めにはご挨拶に行っていますが、あと

Ｂ指導員： 地域によって違いますね。保護者感情も、

運動会のことで相談したりとか、それぐらい。私がきっ

ストレスがたまるから外で遊ばせて！という保護者と、

と足りないんだと思いますが、学校にいたときは毎日職

いやいやうちでもペットボトルの水を飲んでるんだか

員室にご挨拶に行き、こちらのことをお伝えし、学校の

ら、という保護者がいた。学校で行事のたびにアンケー

中だったので来客を伝えなきゃいけなかったですし。

ト、アンケートでした。

Ｄ指導員： うちは月水金と学校に行きます。週間予定

でも雪遊びはできなかった。学校長の判断で。

表をもらったり、クラスからもらうおたよりをもらっ

Ｄ指導員：Ｇ市は 2013 年 2 月からだった。

たり、学童で出す手紙を持って行ったり。緊急連絡網

Ｂ指導員： 子どもたちが外に出れないストレスのほう

をメールで発信してもらう結びつきもしています。不

が心配でした。だから外遊びをさせたかったし、した

審者にしても、一斉下校させますとか、大雨でいつも

かった。記憶があいまいですが、2 時間制限が取れたと

より早く返しますよ、とか、メールを登録していて学

きがその頃あった。お達しがあったかどうかはちょっ

校から一斉に保護者や学童に届くようにしています。

とあれですが、学校に合わせて。

手紙を持って行くだけでもつながりのきっかけになる

Ｄ指導員：学校が一番早いからね。

のかなと思います。

会など、それまではアンケートなんか取るものでもない

指導員の質

アンケートを取って外遊びや何をするにも、マラソン大
のに参加させますかさせませんか、2012 年夏にプール
に入れますか入れませんか、なんでもやりました。
Ｇ市は全部そうだったと思います。Ｇ市は 3 時間ルール
でした。登下校、体育の時間があると学童に来るともう
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Ｂ指導員：震災前までは私たちも月一でおたよりを作っ
てましたが、震災後、新しい指導員も入り、お金も集
めないから保護者会もない、保護者との集まりもやっ

ていない状態です。やれるタイミングは何回かあった

だ、ということが私の支えだった。

と思うんです。今年からおやつ代とか保護者会とか。

Ｃ：「子ども支援は大人支援」の大人は指導員の先生で

でもそこまでに今至らずにいるし、指導員もやれる？

すか。

Ａ指導員：微妙ですね。

Ｂ指導員： はい。夏休みに何をしようか、というとこ

だ心で、
またやろう、
という人がどれだけいるか。
そして、

ラムを作れる、道を見せてもらうことで支えられてい

学童ってこうだったんだよ、という指導員も増えてき

たんだなあと思います。

Ｂ指導員： やってたのを知っている指導員も、いたん

ろでも、専門家が言ってくれたことで指導員がカリキュ

ている。半分ぐらい。求められない。1 人採用して 2 日
でやめた。役所がどういうつもりでこの人を雇ったの、
この人は何をしようとしていたの、こちらに熱い気持

Ａ指導員： もちろん子ども自身の心配もありましたが、
預ける親御さんの余裕のなさ、余裕を持たせてあげれば

ちをどこまで出せるのか。

子どもに返ってくると感じていました。なんといって

月に 1 回指導員の集まり。前は互助会があり、
各センター

も子どもはお父さんお母さんが一番なので、私たちが

が持ちまわりで事務局をしていた過去があります。震

子どもにどんな支援をしても親が一番であってほしい。

災をきっかけになくなりました。

だから保護者の余裕に少しでも役立てられたら、と考

Ａ指導員：人口が少なくなった、その中で応募も少ない、

えていました。親の余裕が子どもに返る、というのが、

なんらかの事情を抱えた方が多い、ここに残っている

長年やってきて一番感じることです。

方は。親の介護とか。無理を言えない年代の方が多い。
Ｂ指導員： 人口は 7 万人いたのが震災で 1 万人まで減

現在の状況

Ａ指導員：入っていただきたいが、いないんですよね。

Ｂ指導員：おやつは再開していません。

のほうが集まりやすい。

ことですか？

りました。

Ｂ指導員： 学童の問題のほうが根深いですね、保育士

Ｃ： 保護者からお金を集める段階に来ていないという

Ｄ指導員： 応募するほうも腰かけという人も多いです

Ｂ指導員： 段階に来ていない……保護者の生活は回復

Ｂ指導員：責任があることを分かってない。

Ｄ指導員： もしかすると、親がそういうリズムになっ

だけど。

いですかね。

ね。

Ｄ指導員： でも相手が人だけに責任は当然ついてくるん

しています。何がどうなんだろう。

ているところにお金がかかる、ということの躊躇がな

Ｂ指導員： 放課後のちょっとの間、子どもをケガなく

Ｂ指導員：あるかも。今、子どもを学童に入れるのは年

や、子どもの成長のために何をしなくちゃならないか

も 6 時まで何も食べさせないのはかわいそうです、とい

ら、というところを考えてない。役所のほうもあまり

う声は上がるんですが、どこで……指導員でしょうかね、

考えてない。

指導員にそこまでの余裕がないんでしょうかね。

見るだけと考えている。そのケガなく、というところ

度始まりの 600 円の保険だけで無料なので。保護者から

Ｄ指導員： 子どものやることにはすべて意味がある。

Ａ指導員： 6 年生まで広げたのもあるんですかね、6 年

もないからね。

うちは人数も少なく高学年が多いので、支援でいただ

ただ遊ばせておくだけではない。学童はカリキュラム

生になると、自分のリズムで進めたいというのが強い。
いたおやつをこのまえ出しましたが、私たちが思った

指導員が仕事をしていくための支え

ほど喜ばなかった。低学年はありましたが、高学年は

Ｂ指導員：震災のとき、直後どちらも関わっていたので、

Ｂ指導員： 毎年おやつの話は指導員会議で出ています

うのを支えてもらったのもある。自分も避難し、解雇に

たんです。経済的に食べさせられない時期、おやつよ

当時の担当の方の動きが見れたし、私がこうしたいとい
なったが戻ってきた。保護者も戻ってきたい、荷物も置
きっぱなしで帰ってしまったので連絡取りたい、私はこ
こにいるから、いつでも鍵をあけます、全然片付けをせ

ずにさよならだったので鍵を預からせてもらいました、
片付けもさせてもらいました。保護者と連絡を取り、ど
こに避難しているの、ここは学校が再開されますよ、な
どと連絡を取れたのも、役所担当者が、指導員が何をす
べきかを分かっていた、再開のときも何が必要かを指導
員に聞く、というのを分かっていた、支えてくれた、い
い出会いがあった、子どもたちの支援が入るが私たちへ
の支援でもあった。そういう、支えてくれる人がいるん

反応が思ったよりなかった。
が、子どもにとって遊びが大事で、そういう時期もあっ
り遊ぶ時間を取ろう、という時期、また変わらなきゃ
いけない時期なのかもしれないですが。名古屋のほう
では遊ぶ時間が取れないのでおやつをなくした、とい
う話も聞いて。
Ｄ指導員：うちはただいまー、今日のおやつ何、と帰っ
てくる。

Ｂ指導員： おやつがあると知っていれば楽しみだけど、
今の学童の子はおやつがあったことを知らない、今こ

れがそういう生活になっている。昔話です。昔おやつ
あったんだって？と、子どもから。
Ａ指導員： 体育館を借りているその時間がおやつの時
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間。そのあとだと夕飯に近いし、その前だと帰ってき

た印象、すごく明るくて、こんなときにこんな笑顔で

ていないし、学校はその時間しか貸せないし、難しい

いられるのか、と思うぐらい、でもそれが子どもたち

ところがあります。

によかったし、親御さんも預けて行ってきます、と言

Ｄ指導員：でも飴玉一つでも喜ぶんですよね。

えたと思う。親御さんはすごく支えられたと思います。

るんですけど、これだけいっぱいになると簡単に動け

どもたちと楽しくやりたいというのはあった。

Ｂ指導員： 3 カ所ぐらいでやっているときは全然でき

Ｂ指導員： 本当に大変なときだったので、とにかく子

ない。

Ｄ指導員： 泣きたいけどあえて笑っていよう、という

Ｄ指導員： 公設公営だからやるのもやめるのも大変、
というのもありますよね。

うちは延長が 7 時からで、そこで口寂しいから飴玉を

のかな。今思うだけでも感動します。

Ｂ指導員： 嬉しかったです。でも、そういうふうに、
私たち忘れられてないんだ、と来ていただけて思いま

あげるの。みんなカウントダウンしていて、お母さん、

した。誰かに来ていただくのは大変なときもあるけれ

1 分あとに帰ってきて、と。お母さんのほうは延長料金

ど、そのときは全然そう思わなくて、支えになりました。

を払いたくないから急いで帰ってくる。なんで今帰っ

Ｄ指導員：支援で来たつもりが支援者を接待しなくちゃ

てくるの～と怒る。飴玉1個で。200円で買ってもらえば、

ならない、というのもあるんだよね。自分たちの現実、

と思うんだけど、違うのよね。缶にいっぱい入ってい

いろいろしなくちゃならないことがあるんだけど、み

て選ぶのがいいみたい。

んな何かしたくて来てくれる。私も行ったけど、お客
様扱いしてほしいんじゃないけど、受け入れるほうは

Ｅ：Ｎ市には遠足があったそうですが。

接待をしなくちゃ、という気持ちになる。

Ａ指導員： クラブに委ねられていました。人数が少な

りじゃなくて。ドイツのこのおもちゃを使え、と逆に

Ｂ指導員：ありました。保護者がバスをチャーターして。

Ｂ指導員： あのときは学童を分かってくださる人ばか

いとチャーターもできないし。

言われたことがあって、私たちだって本当はそう思っ

Ｄ指導員：クリスマス会など行事は？

てるんです。でもお金がない、そういう中でできないっ

Ｂ指導員： 指導員も月一の誕生会や行事をやるのが当

て言えない、
つらいなあ、
ということはありました。
でも、

たり前で入ってきていましたが、震災後はやれてない。

震災がなければこんなおもちゃに接することはなかっ

震災後の再開のときは遊び道具すら使っていないクラ

た、と思い直すようにしました。

ブから集めてきて洗濯籠に入れて教室に失礼します、と

Ｄ指導員：私も震災がなければ出会ってなかった。セー

入っていく状態。お金もなく、余裕もなく、とにかく
お子さんを数時間見て親に返すだけだった。歩みはす

ての出会いは多いです。子どもたちに肥満が多いとか

ごくゆっくりだった。昼食も、
おにぎりから炊き出しに、

運動能力の衰えはありますか？

と。新しい指導員も入ってきて、やれない。

Ａ指導員：Ｂ指導員：うーん、そこまでは感じないです。

行事がないから指導員を育てられない、行事があれば

よく走らせてるからかな。

計画を立て、実施し、反省会をし、それで指導員が育

Ａ指導員： クラブに来てる子のほうが動いていたりしま

つということも聞きました。日々の振り返りだけでは
育っていかないことも確かだな、と思いました。
Ｄ指導員： Ｇ市で遊びのイベントを企画しました。学
童でいろんな行事をやっていますが、企画とか段取り
とかそれぞれの単位でやっているのをもう少し大きく
やった。最初、なんで屋台村の実行委員会を（人数が

す。

Ｅ：とくにＮ市は学校の体育館が使えますよね。

Ｂ指導員： そこで遊ばせたいという保護者さんの気持
ちが強かった。子どもも体を動かしたかった。

Ｄ指導員： 鍵っ子だったらゲームをやっている子が多

いと思います。福島は 2 年間外に出られなかったから。

足りないから私が一本釣りで電話しました）
、というの

4 年生の親御さんから子どもはブランコに乗れないと聞

が、終わったあとにはすごく勉強になったと。大変だっ

きました。

たけど勉強になった、子どもたちの笑顔を見れた、誰一

Ｂ指導員： やらなきゃいけないときにやれなかったで

人、こんなの二度とやらない、という指導員はいなかっ
た。若い先生も沢山いて、半年準備している中で全然
変わったなと思いました。確かに大変なんだけど、や
めるのは簡単なんだよね、それを生みだすのは大変だ
けど、先生たちも子どもたちも伸びるから、行事をやる、
子どもたちを中心にやらせる、そういうのは、先生が
少なくなっている。
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すからね。

Ａ指導員：自転車に乗れないということは聞きます。

子どもの現在の様子
Ｂ指導員： 3 年たってショックが出ると聞いたのでドキ

ドキしながら見ていますが、震災のときの 1 年生（今

最初にお邪魔したときに一番感動したのは、私たちは

の 4 年生）が、他のクラブで聞いても落ち着きがなかっ

現状を県連協で知りたかったが、子どもたちは明るく

たりという話が出ます。集団生活をちゃんと送れなかっ

て、こういう裏の声を全然感じなかった。子どもたち

た子どもたち、その子たちが傷としては大きい。卒園

が頑張れたのは、あのときはＢ先生に最初にお会いし

式もない、入学式もない、運動会もない、プールもない。

Ｄ指導員：どこでも 4 年生は、という話が出ますね。

指導員間会議

げたい、ということが、役所もやっぱり震災後より安

Ｂ指導員： 前は頻繁でしたが最近は 2 カ月に 1 回ぐら

Ｂ指導員： 今だったら 3 年生、4 年生だからやらせてあ
全面に責任を感じるようになったのか、昔は夏休みに
プールに行ったりしましたが、責任を持てない、とい
うことで行かないという判断になる。本当は 3 年生、4
年生が 1 年生を連れて行ってくることもできると思う。
その子の冒険心も高めてあげられる。

いですね。担当者が代わったので。
Ｃ：役所が招集して？
Ｂ指導員：はい。

クラブではその都度話し合いをしています。子どもの様
子。市の人は用事があるときしか来られない。あとは遊

Ｄ指導員：学校長の判断にもなりますよね。

具の様子が気になったときにこちらからお願いして来て

の 4 年生。その子たちをちゃんと引き上げて来れなかっ

Ａ指導員： センターはそうして来るときもありますが、

Ｂ指導員： Ｌ地区にいたときに入ってきた 1 年生が今

もらったり。ほとんど現場に足を運ぶことはない。

た責任を感じます。

学校のクラブにはいらっしゃらないですね。

防災

りしますよね（土曜日と夏休みはセンターで開所）
。

Ｅ：非常用持ち出し袋がないと聞きましたが。

Ｄ指導員： 大変だと思うけど、行事や先生たちの勉強

に持ち出せたかは自信ないです。

たことを復活させるのは大変だけど。子どもに返って

Ｅ： センターは土曜日に集まったときに情報交換した

Ｂ指導員： 訓練のためにある感じでした。震災のとき

会は復活させてほしいと思います。一回やめてしまっ

Ｅ：新たに入った備品はありますか？

くることだと思うから。

子どもを学校に集めて、児童クラブ所属じゃない子に

れを景品にして紙飛行機大会とか、ちょっとしたこと

Ａ指導員： このまえ学校の近くで火事があったんです。

Ａ指導員： よく支援の飴をいただいてたんですが、そ

は保護者に連絡して、児童クラブの子はクラブに行く、

はやっていました。それが精一杯のやれること。

ということで、ドドーッと来たんです。児童クラブの
保護者は火事があったことを知らなかったんです。お
迎えに来たときにお話しして初めて知る方が多かった
です。担任の先生からの一斉メールで児童クラブのお
子さん以外の方に連絡したそうです。児童クラブの子
はどっちみちお仕事してから来るので連絡していませ
んと。ちょうど目の前が体育館なんですよ。みんなが
行くのでどうしたのかしらと聞いたら火事だと。

Ｄ指導員： うちでは昨日から解禁になりましたが、10

日間遊具を使わせなかったんです。
先週、
2年生の子から、
先生、このまま続くのは嫌だから一人ひとり事情聴取し
てくれと。いたずら書き事件があって。今までに何年間
の中でいたずら書きした子はいる？と聞いたら手を挙げ
た 10 人ぐらいに事情聴取しました。結果的には 1 カ所
は見つからなかったけれど、あそこやりました、そこや
りました、というのが出てきました。指導して解禁した

Ｄ指導員： 担任からじゃなくて学校から一斉メール、

んですけど、遊具使えなくてどうだった、と聞くと、そ

Ｅ： 今度大きい災害があったらどう対応するかという

夫してそれなりに楽しくしていました。じゃんけん遊び

Ｂ指導員： 配られて終わり。それに対して指導員が集

うのがたまにあってもいいわね、という話でした。道具

ない。おのおのの指導員のスキルで対応する。

や鬼ごっこでも体を動かせる。

Ｄ指導員：ここにある防災ラジオは市役所が？

た環境でそれを逆転させていけばプラスになっていく

Ａ指導員： でも入らないところが多いです。無線が入

と思います。

せん。スイッチは入れっぱなしにしていたが、入らな

Ｂ指導員： 2012 年に新潟にキャンプに行く企画をしま

今はネットでできるんですよ。

マニュアルは決まっているんですか？

まったり幼児教育課（＝教育委員会）と相談したりは

Ｂ指導員：はい、家庭にも配布されています。

らない。うちの近くも入らないしＱ学童保育も入りま
かったので今はもうスイッチ切っています。

んなに大変じゃなかったと。子どもは遊具がなくても工
や鬼ごっこをいろんなバージョンでしたりなど、こうい
がなくても遊べる。運動って構えなくても、じゃんけん
Ａ指導員： 工夫して形を変えてできますね。与えられ
のかな、と考えを転換してやっていくしかないのかな

した。あのとき指導員は 10 人ぐらいいましたが、じゃ

Ｅ：先生は自分の携帯が緊急時の連絡手段ですか？

あ実行委員、なんていったときに手を挙げたのが私と

て見たり、そういう感じですよね。

それぞれに事情があるし、介護とか、自分の病気とか。

Ａ指導員： はい、あとはテレビをつけたり学校に行っ

Ｒ先生と二人で。他の先生を責めるわけではないです。

Ｄ指導員： 緊急アナウンスの機械、これは消防に直結

Ａ指導員：50 代が半分ぐらいいます。

Ａ指導員：Ｂ指導員：非常ベルが鳴るだけです。

人を育てていかなきゃいけないし。

何も変わっていませんね。

Ｂ指導員：ないですね。

ですか？

Ａ指導員： 震災前に 4 年ほどこの施設にいましたが、

Ｂ指導員： 2012 年の夏にその状態だったので、新しい
Ｅ：市の新人研修みたいなのもないんですよね。
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Ｄ指導員： うちは新人研修やっています。最初はアイ

が、
そのまえに知っている人は知っていて「もうダメだ」

スブレーク、遊び。学童とはどういうところなのか、

とか、聞きたくなくても入ってくる。私は生きて帰れ

役割等。このまえもＳ市の担当者の人にぜひやってく

るのか、と初めて思った。仕事を最初に考えなくては

ださいとお願いしました。やるほうも大変だけど、じゃ

ならないが、その一方で自分の命もせっぱつまってい

あ誰が音頭を取るんだと、市連協みたいなのもないん

ました。家族とももちろん連絡が取れず、今どんなに

ですよね。連協や指導員部会があると、そこから悩み

なっているんだろうとか。

事や苦労話から生まれてくるものもあると思うけど。

Ｄ指導員：みんなあの地震で死ぬと思いましたよね。

Ａ指導員： 育てる以前に減っていくのをどうするかと

いう問題があります。あと 5 年後どうするの、という、
それだけ入ってくればいいけど。嘱託として 1 年更新
できる期限が 60 歳なので、いま 50 代の方が 1 年ごとに
減っていくと 5 年後にはごそっといなくなる。

Ａ指導員：余震も夜中もずっと続いてたので。
Ｂ指導員：震災の TV とか見てます？

Ａ指導員： 見てる。情報としてニュースだけ見ます。
ドラマは見ません。

Ｄ指導員：民設民営だと関係ないんだけどね。

Ｂ指導員：私はまだ全然ダメ。

Ｄ指導員： その話は聞いていないけど、市町村の条例

ニュースしか見られませんでした。

Ｅ：子育て三法でその基準は変わらないんですか？

でできる。たぶんほぼ国の基準通りになると思います。
会議があるので聞いてみます。

Ａ指導員： 主人の実家はみんな流されたので最近まで
Ｄ指導員：地震の夢とか見ないですか？

Ｂ指導員：見ない。震災関連の TV、ニュース、ドラマ、
見れない。引きこもりの性格でもないですが、ドラマ

最後に伝えたいこと

でも震災のことが最近出てきますよね、見ない。見な

Ｂ指導員： 学童の抱える問題が震災を機に表に出され

Ａ指導員：情報としては見ます。

るのがぶわっと吐き出された。それまでもあった問題

てくる。

た。指導員の数、質、施設、など危うい中でやってい

があらわになったので、それを制度が変わらなければ
変わらないものがある。指導員の処遇とか。そういう
声を上げていかなくてはならない。震災後発信する機
会をいただいたので、大変だけど、発信していかない
と伝わらないものがる。

Ｂ指導員： 情報として見るのとはまた違う感情が湧い
Ｄ指導員： 県は分かっていたと聞きました。でも伏せ
ていたようです。

Ｂ指導員： 私はあのときは枝野さんの会見を信じてい
ました。

話す方が、原発に対してどういう考えの方なのか、を

Ｄ指導員： 時間帯が帰るか帰らないかの時間帯だった。

話していても考えていました。

重要性を知る機会になったと思う。

クラブ再開のときに地震の避難場所、津波の避難場所、

それで救われたところがあったと思う。学童の必要性、
Ｂ指導員： とっても大事な場所で必要な場所だ、とい

原発のときは、ここのコンクリートは遮蔽性があるか

う人がいいのか、ということになる。

前は火事が起きたから避難しましょう、だけだった。

うところを。で、そういう場所で働く指導員はどうい

らまずここに避難、とか、そういうようになった。以

Ｄ指導員： となると、ついてくるのは我々の質が求め

久しぶりにあの頃のことを思い出しました。

もたちがあんな笑顔でいられたんだな、ああ、この子

※Ｄ指導員のお話：公設公営は県連協に入っていない。

られているよね。でも本当に、Ｂ先生がいたから子ど
たちは幸せだな、と思いました。親も安心していたと

思います。先生たちも不安だけど、
不安な顔は見せない。
子どもたちを大変なところで親は預けて仕事に出なけ
ればならない。
改めて、会津、浜通り、中通り、全然違う。
Ａ指導員： Ｆ区のほうに行って、本当に原発があって、
その中で生活していて、不安なんて思ったこともなかっ
た。地震が起きてワーッと学校に避難して、おじいちゃ
んもおばあちゃんも津波が来るぞ、と避難してきて、余
震が続き、あちこちでもうダメだという声が聞こえて、
すごく怖かった。私はＪ区に帰れるんだろうかと。子
どもももちろんですが、自分の身を心配した。正直焦
りました。道路が寸断されて帰れないという情報が入っ
てくるし、原発のことも、TV で始まったのは 12 日です
40

いというか見れない。

B 先生が『日本の学童ほいく』を取っているのは個人で
取っているんだと思う。

【ケース 11】

福島県いわき市 2014.7.8
話し手

Ａ指導員、Ｂ指導員

聞き手

Ｃ、Ｄ指導員、Ｅ

地震発生時の様子

トルの波が来たらダメだ、と商店街のおじさんが言っ

Ｃ： 子どもはまだ帰ってきていなかったんですね。一

の指導員もＧ町で、津波の話は親から少し聞いていま

斉下校ですか。

Ａ指導員： 金曜日は一斉下校なのでだいたいまとまっ

て帰ってくる時間でした。2 時 45 分に下校時間になっ
ているところに地震でした。
Ｂ指導員：1 年生の 2 組と 3 組だけが校庭に出ていました。
Ａ指導員： 低学年の子はランドセル結構しょっていま

したが、高学年の子は靴も履かずに出てきている状況
でした。そのとき 4 人指導員が勤務していたので、ま
ず校庭に行って、校長先生に学童の子たちどうしたら
よいか相談しました。今いるかどうか確認しているか
ら、それが終わってから、保護者の迎えがいち早く終
わった子もいるので、いるかいないか確認し、確認が
終わってから学童は学童の指導員のところに集まりな
さいということで、その中で、学童の子たちもお迎え
に来た子たちはそこでチェックして帰りますとなって、
お迎えが来ない子たちを学校の脇に集め、どうしよう
かとなりました。結構残っていました。40 ～ 50 人はい
ました。全部で 58 人中。

避難

てくるんです。Ｂ指導員と今辞めていますがもう一人
した。
校長先生に相談したけれどどうにも
（決められず）
。
やはり逃げましょう、とＧ町の指導員の二人が言うの
で、じゃあそうしましょう、ということになって。た
だ保護者さんがもし迎えに来ちゃったら、ということ
になって、私が残って、万が一津波が来たときに瞬時に、
小さい子どもがいる指導員ではまずいと思って私が残
りました。Ｇ町の指導員二人は、高台を目指して出発
しました。どこに行くと決めずに出ました。
Ｂ指導員： Ｈ町に行くまでが平坦なので、着くまでに
津波が来たら、ということになり、線路の向こうに逃
げることにしました。
Ａ指導員： 校長に話したら、親が迎えに来なくて学校
に残っている子が何人かいましたが、
「学童について行

きなさい」と。学童の子、学校の子、近所の方たちと
一緒に出発しました。
Ｂ指導員： とにかくこの場所にいたくなくてとにかく

逃げたいという一心でした。行く途中も余震があった
り、高台を目指すということは崖になっているところ
を通らなくてはならず、余震のときに崩れてくる可能
性があって怖いな、というのがあったので、崖を避け、
平坦な道を避けながら、どういうふうに行くか、相当

Ａ指導員：ある程度地震が収まってから、校庭にこの

考えました。山の裏だったら平坦でも山が遮ってくれ

ままいても、ということになって幼稚園の場所（学童

るかなとか、焦りながらも冷静なところもあって。Ｉ

の場所）に戻ったんですが、余震はあるは、そのうち

町というところまで上りました。そのうち雪が降って

津波の話になって、私たちは特別情報はなかったんで

きて、民家、小学校のご父兄の家で、子どもがトイレ

すが、幼稚園の子どもが帰ったあとにまだ幼稚園の先

に行きたがったので少しお借りして。教頭先生が毛布

生が残っていてテレビをつけてくれたり、商店街のお

を運んでいましたが、行き先も決まっていないのでど

店の人が、津波が来るよと知らせてくれました。高台

うしようと。で、本堂を建築中のお寺でお話ししてい

なのでご近所の方も結構上がってきていたんです。学

させていただきました。

校よりも高台なのでお年寄りの方も。私は大丈夫かな、

Ａ指導員： なぜＧ高校に行けないかというと、そこが

と思ったら、まず、Ｆ町といういわき市の北の役場に

川になっていて津波が逆流してきていたんです。Ｇ高

勤める保護者さんからの電話があって、
「とにかく高台

校は浸水しませんでしたが、そこまでの道路が浸水し

に逃げろ」と。このへんではＧ高校が避難場所になっ

ました。もう一人の指導員が「無事お寺にいます」と

てたんですけど、
「Ｇ高校に行くな。とにかくＨ町かもっ

報告に戻ってきてくれて、うちも毛布とかおやつとか

と先を目指して逃げろ」と。そのときは携帯がつながっ

を仕込んで、やっている間に保護者会の会長さんがお

たんですね。学童の携帯があるのでそれだけは持って

寺に来てくれました。自宅が近かったので
（Ｊ寺）
。メー

避難したんです。いや、Ｈ町に逃げろって言われても

ルで「Ｊ寺にいます」と一斉送信しましたが、届いて

結構な距離で、子どもたちをどう連れて行くかなと思っ

いるかも分からずしばらく幼稚園（学童の場所）にい

たんです。何回も、5 メートルだ、7 メートルだ、10 メー

ました。指導員が報告に来てくれてからは、幼稚園に
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は張り紙をして、荷物を積み込んで出ようとしたら、

くてはいさせられない、ということになって、学校に移

お年寄りが身動き取れないので手伝ってほしいと言わ

動するように言われました。そのまえに 11 日の地震も

れて、ではお寺の状況を見てから戻ってきますと言っ

あって 1 週間閉鎖という話がありました。せっかく戻っ

て。その頃はＧ高校のほうの波も引いたのでＧ高校に

てきたのに閉められないよね、と言ってまた 1 週間集会

送って行ったりと、Ｊ寺に行ったらＧ高校に全員移動

所を借りました。放射線の話はそのあとですね。次の日

になって。

は土曜日でしたが、土曜日に来る子は 10 人前後いるの

Ｂ指導員：Ｊ寺は避難所じゃないから。

で、とにかく居場所がないと困るということになり、学

Ｂ指導員： 小学校の子どもは学校の先生と一緒にＧ高

する？という話になったときに、とりあえず開いている

Ａ指導員：それも移動を手伝ったりして。

校の家庭科室をお借りしました。月曜日からどこで保育

校に移動することになったんですが、暗くもなってき

特別教室を使うことになりました。当時、Ｇ中学校が津

たのでお寺にお願いして、学童の子どもたちはお寺に

波にやられて使えない状態だったので、1、2 年生はＧ小

いさせていただきました。

学校、3 年生はＧ高校の空き教室を借りてやっていまし

Ａ指導員： 最終的には 8 時にお迎えだったかな。もっ

た。なので小学校もあいている部屋が全然なかったんで

とかかると思ったんですが。でも戻ってこられなくて

す。家庭科室も授業の部屋になっていたので、PTA の会

他の保護者の方に頼んだり、というのはありました。

議室、狭い 6 畳ぐらいの部屋を借りたりもしました。あ

最後の子はＫ町に働いている方。火事があって帰って

とは音楽室、理科室とか、今日どこがあいているか、子

こられなくなっていました。

どもたちが「今日はどこにいくの？」というような保育

保護者会長ととにかく「明日は開けられないよね」と

でした。

いうことになりました。会の総会を 12 日に予定してい
たんですが、早急に決めないと気をもむお母さんもい

学校もずっとは借りることができなかったので、
役所（当

るかもしれないということで、総会はとにかく延期、

時の児童家庭課）のほうで、老人福祉センターというの

学童もしばらくは閉所、という話を会長としました。

が、北側のところに歩いて 5 分ぐらいのところにあるか

保育の再開

ら、生活福祉部と同じ管轄だから、ということで頼んで
くださって借りられるようになったんですが、お年寄り
が使っているので日によって 3 時か 3 時半以降のみ。低

Ａ指導員：その後に原発が爆発したということで、51 世

学年は 2 時半に帰ってきてしまうので、学校のあいてい

帯あったうちＧ町内に残ったのは 3 世帯、子ども 4 人だ

るところを借りて、3 時や 3 時半になったら老人福祉セ

けでした。お仕事の関係でどうしても、
という方たちだっ

ンターに移動。土曜日はセンターもサークル活動がある

たと思います。それが 3 月 21 日現在の人数。20 日あた

のでＧ公民館に。長期の休みはあっちに行ったりこっち

りに調べた状況です。春休みになって「学童開けられな

に行ったりは大変ということで公民館の 12 畳位の和室

いですか」という話が保護者からあって、保護者会を一

を借りました。そのとき一緒にいた幼稚園が公民館のほ

度開きました。開けるにしてもどこを使うのか。基本的

とんどを借りていました。翌年の 4 月 7 日ぐらいまで 10

に、教育委員会の建物は災害で学校を休みにしたときに

カ月近くそういう生活をしていました。

は使えないことになっちゃうんですが、それと同じにな
るかなと思ったものですから、地域の高台、線路の向こ

そのうち中学生が中学校に戻って行って小学校があくこ

う側だったら地震がまた来て津波が来ても大丈夫かなと

とになったので。幼稚園のほうは、
教育委員会が毎時 0.23

思って、Ｉ町の集会所に保護者が電話してくださって、

マイクロシーベルト以下にならないと使えないというこ

そのときは無償で借りられることになりました。春休み

とで、2 回除染したんですが、線量が下がらなくて戻れ

から開設して、ぽつぽつ戻ってきたり、前に学童にいた

ませんでした。

中学生のお子さんを「一人でいさせるのは心配なので」
と言われてお預かりして、開けました。

遅い時間のお迎えは老人福祉センター、移動していると
きにお迎えの方は、どこに迎えに行ったらよいのか分か

必要な備品や遊び道具は、最低限のものを一式車に積ん

らないから、
「携帯に電話ください」ということをして

でいきました。それで 4 月 6 日から学校が始まるという

いました。公民館はある程度物を置かせてもらえました

ことで皆さん戻られて、幼稚園は地震に強くて窓ガラス

が、老人福祉センターはサークル活動に使うということ

一枚割れなかったんですが、よけいに建て直しができま

で最低限の物しか置けず、あとは指導員の車に積んで持

せんでした。一旦幼稚園に戻りました。でも放射能の数

ち運びしていました。おやつも買い込むことができな

値はどうなんだろうね、と指導員は言っていました。幼

かったので毎回買いに行っていました。外遊びもしてい

稚園は測っていて、やはり高いというのがはっきりした

ませんでした。

のが 6 月 23 日か 24 日です。急に役所の人から夜に電話

Ｃ： 狭いところで過ごしたときも外に出られず狭いとこ

があって「今から行くから閉めないで待っていてほし
い」と言われて、測りに来たんです。こんなに線量が高
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ろにいたんですね。広さに対して何人ぐらいだったんで
すかね。

Ａ指導員：50 人ぐらいいました。当時、やめたお子さん

その割には改修工事とかの対応は幼稚園が主体で。

たお子さんもいて、通常は 20 人近く入会しますが、そ

Ａ指導員：ここを抜けださないとダメなのかなと……。

や、どこで保育するか分からない状況で入会をためらっ

の年の入会は 10 人いなかったような気がします。人数
は減りました。学童自体がどこでやっているか分からな
いと言われました。地域の人たちにも、使えそうな場所
をお願いして借りられないかどうか保護者会のほうで動
いたりしたんですが、なかなか思うようではなくて。で
も行政で、まあちょっと大変でしたが、用意してくださっ
たので。
今はセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンが建ててくれる

Ｅ：管轄も違うんですよね。

Ｃ： 例えば父母会が全然違う場所を確保したら移れるん
でしょうかね。

Ａ指導員：はい。

保育の様子
Ｃ： 保育の様子は？ 一つは、放射線に対する対策、
あとは避難してきたお子さんが入ってきたということ

こともありますが、当時は東京で支援している団体が

ですが。

寄付金を集めて建ててもらうようにするから土地はない

Ａ指導員： 避難してきた子だよ、という話はみんなの

の？という話になったんですが、役所に話したらダメと

前ではしませんでした。ただ、一組は両親揃って「う

言われました。お金を寄付してもらっても、いくら学童

ちの子いじめられないだろうか」と言ってすごく入会

を作るためでも一回財政の会計に入っちゃうと……とい

当初は険しい顔つきでいました。自分たちの生活が安

うことを言われました。

定していなかったんでしょうね。なんとかにこやかな

Ｅ： 今のセーブ • ザ • チルドレン • ジャパンの形は建物

顔つきになられたらいいよね、という話を指導員の間

を建ててそれを寄贈する形です。

でしていましたが、やっぱり指導員との信頼関係がで

Ｄ指導員： Ｌ市に義援金を持って行ったことがあります

きないとね、と話していました。今はとても協力的で

が、お金を渡したいと言ったら、公設公営なのでお金は

す。意外と避難している方のほうが協力的です。今避

一旦会計課に入れさせてくださいと。現物支給ならいい

難しているのは 3 世帯子ども 5 人。高台に避難して津

けれど、お金に関すると会計処理になってしまうという

波を見ていた子がいるんですね。いっとき、津波情報

ことでした。

や地震が来たりするとパニック状態になっていました。

Ａ指導員：建物も建ててくれるって言っているのに、そ

4 年生だったから状況が分かっていたと思うので、泣き

のあとの維持費予算が出せないかもしれないと言われ

叫んじゃったりとか。今はだいぶ落ち着いて普通にし

て、役所と保護者会で、とりあえずこれではダメだから、

ていますが。あとはＬ市から来ているお子さんがいて、

ということでＧ公民館に来てもらって話し合いを持ちま

おうちはなんともないらしいんですが、やっぱり放射

したが、当時はダメでした。

能で帰れない、ということになって兄弟で入っていて、

Ｅ： 今は、維持費は市で負担してもらうようにしてい

お兄ちゃんはもう卒業しましたが、下の子はまだ帰り

ます。

たい、と言っています。ああ、そうなんだ、と聞くだ

Ａ指導員：当時は市も混乱していたんでしょうね。

けですね。あとは保護者にこんなことを言ってました、

じが私もするので、混乱している時期だとますますそう

という対応、親御さんに話をして、というぐらいでした。

Ｅ： 大きな市なので、市の内部でのやりとりも煩雑な感

とお伝えする。泣き叫ぶ子には抱きしめたりよしよし、

だと思います。
Ａ指導員： 仮に、ということで一旦ここに入りました。
下がれば幼稚園に戻りますからと。でも 2 回除染しても

Ｃ：子ども同士でのトラブルはあまりなかったですか。
Ｂ指導員： 避難している子、って分かってないと思い
ます。Ｇ町に住んでる子なので。学校にもそういう子

下がらなかったので、ここが本当に居場所になりました。

が結構いるので、私も息子が 5 年生にいるんですが、

幼稚園と一緒だからいろいろ問題。幼稚園だって広く使

親は分かりますよね、でも本人は全くそういう意識が

いたいし（今も隣の教室は幼稚園として使用）
。幼稚園

ないので、そこに行かない。

から抜けるという話も出たんですが。一番初めに学童を
立ち上げたとき、本当は学校の敷地に建ててほしかった
んです。でも当時の校長先生が場所がない、学校の教室
も空きがないと。当時は学校もクラスが多かったと思う

Ｄ指導員：津波遊びみたいなのはしましたか？

Ａ指導員： 地震ごっこはちょっとありました。あとは
絵本で、街が書いてある場所があったんです。海があっ

んです。民間のアパートなどを当時の会長さんが探しま

て道路があっていろんな建物があって。それを持って

したが、幼稚園が一部屋ならいいよ、ということになり、

きて、
「ねえねえ、こういうところがあったらどこに住

役所側が言っていたのは、とにかく公の建物に入ってし

みたい？」と言ってきて、
「ここは海の近くだから津波

まえば家賃がかからないからとりあえず入りなさい、と

が来たら危ないからこっちのほうがいいよ」という会

いう雰囲気だったらしいです。それが良かったのか悪

話はしたことがあります。地震ごっこも止めませんで

かったのか……切り離すことはできないんですかね、と

したね。Ｋ町では、私が行ったときに津波ごっこをし

何度も言ったんですが、幼稚園は一緒に考えていると。

ていました。押入れを使ってシートをバサバサして。
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あとは放射線で、外遊びをちょっとするようになって

う頭だったんでしょう。学校では、波はそこの道路ま

から、砂を触ったとか土を触ったとか言うと、
「放射線

で来たんです。私たちがいた老人福祉センターまで波

くっついてる～」とかふざけて言っていることはあり

が来ました。

ました。
「それは手を洗えば大丈夫だから」
と言いました。

Ｂ指導員：波が川を上ってきました。

外遊びをするようになったのはここに入ってからです。

Ａ指導員： 大丈夫だと思ってたんでしょうね。あとは

4 月 11 日に、どの先生が言ったか分からないんですが、

でも自由にではなく、時間を見てやっていました。

地震の状況を聞いたら「私たち分かりません」と言わ

Ｂ指導員：学校の除染が完璧に終わってからでしたね。

れてびっくりしました。マニュアルでは、原発のこと

Ａ指導員： そこにモニターがあったので様子を見なが

も考えて、ビニールの合羽を着て避難してください、

らでした。学校でもそんなに外には出していなかった

と書きました。
（現物を見せてもらう）

んでは。泥だんごは震災後やっていません。向こうに

総会、保護者さん説明会のときも話します。

いるときは作っていましたが。子どもの発想としてな
いかもしれません。ぬかるみを見て私なんかはいい土
だな、と思っても、子どもたちは反応しない。でも砂
に転んだりは平気でしていますけどね。
Ｂ指導員： 4 月下旬からですね。
「校庭で走る」と書い

てあるので、ただ走っただけですね（笑）
。そのあとも

Ａ指導員：携帯で。

Ｂ指導員：このへんは当日も au はよくつながりました。
Ａ指導員： でも届いているかは分からなかったですけ
どね。

う一回砂を入れ替えて、それからは使うようになりま

防災研修受講の機会はないです。財団で何かあったと

したね。

きに受けましたが。

Ａ指導員： 校庭って気を使うんですよね。平らにして

Ｄ指導員：うちは役所でやってもらいました。

うしても全然平気だったんですが。

やっていますが、内陸部の学童の状況とは全然違うの

おかなきゃと。幼稚園の園庭は幼稚園生が遊ぶからど

Ａ指導員： いわきの指導員会で救命救急の講習などは

Ｅ：基本体育で使うところですからね。

で、私たちがこんなに大変なんだよ、と話をしても理

Ａ指導員： 外遊びは保護者に確認しています。役員会

て話をしてもそういう雰囲気でした。イメージできな

で話をして。でもさせないで、という家はうちではな
かったです。
Ｅ： 線量的には毎時 0.23 マイクロシーベルト以下でし
たよね。

Ｂ指導員： 運動会も普通にやりました。震災の年はや

りませんでしたが、2012 年度からはやりました。ただ
お弁当は、気になる方は体育館で食べてもらうように
しました。
Ｄ指導員： 福島は 1 年遅いね。去年の 2 月から外遊び
でしたもん。

Ａ指導員：でも、元の場所のほうには行っていないです。
距離が少し違うだけでも線量が全然違うので。向こう
には近づかないようにしています。

防災対策
Ｃ： 防災マニュアルは震災後に導入されたということ

ですが、学童クラブとしてのマニュアルを作ったんで
すか。
Ａ指導員： 何かあった場合の避難経路やどう避難する

かはおたよりにして保護者に配りました。今どこにやっ
ちゃったんだろう（笑）
。あとは役所からも学童の津波
対策マニュアルが来ました。基本ここは学校が何回も避
難訓練をしているので、子どもたちは、うちでもやり
ましたけど、割とスムーズに避難できました。学校も
震災前もやってましたが、津波に対するマニュアルじゃ
なかったんでしょうね、それか、大丈夫だろう、とい
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Ｃ：保護者との連絡は震災前からあったんですね。

解してもらえない、同じいわきで。指導員会で集まっ
かったのだと思います。

【ケース 12】

福島県いわき市

2014.6.11

話し手

Ａ指導員

聞き手

Ｂ指導員、Ｃ指導員、Ｄ、Ｅ、Ｆ

地震発生と避難

保育の再開

Ａ指導員： 金曜日だったので全員同じ時間に帰ってき

Ｄ：その後学童として再開、活動したのはいつでしたか？

時間なんですが、準備する前に机に座って待っていて、

た。場所がなくて、当時の会長の知り合いが別荘を持っ

ました。当時は 3 年生まで。帰ってきてすぐおやつの

Ａ指導員： 5 月 9 日に再開する、ということになりまし

そのときにポケットに入った携帯が鳴った、地震速報

ていて、普段使っていないのでそこを借りました。Ｇ

が鳴ったんですが、同時に地震が来ました。当時の子

町の素敵な別荘でした。つくりが普通の家と違って。

どもたちは割と落ち着いていて、私たち指導員の言う

学校は使えなくて、隣にＩ小学校があり、そこにスクー

ことをちゃんと聞く子どもさんが多かったので、自分

ルバスで通っていました。スクールバスがＧ町の奥も

たちで机の下にもぐったり、頭を低くして屈んだり、

バス停があってそこまで来てくれていたので、そこに

揺れている間は子どものほうでそうして待っていまし

迎えに行っていました。

た。揺れが収まってから、直感的に津波が来るって思
いましたが、
学校に先生が残っていたので、
先生から「津
波が来る～避難しましょう」と声をかけてもらい、校
庭に子どもを出して待機させていた。ここの避難場所
はＧ町のＨ公園だが、並んで行きました。

Ｃ指導員： 一度迎えについていったことがありますが、
結構ありましたよね。

Ａ指導員：結構歩きました。

再会したときの子どもの数は変わりないです。同じ子
どもです。

Ｃ指導員：高台で歩くと遠いです。

Ｄ：他に避難した子もなかったですか？

Ａ指導員： 当時 18 人ぐらいいました。全員部屋の中に

で家が流されたあとに家を建てて引っ越していった子

Ａ指導員： Ｇ町にいたときはまだ来ていた子で、津波

いました。避難してＨ公園に待機していて、住宅地に

はいました。

住んでいる方はお迎えに来てくださった方もいました。

学童再開までの間に学童で一緒に活動することはな

その後、急に雲が出てきて雪が降り始めて寒かったの

かったです。みんなばらばらでした。でも早く再開し

で、急遽集会所を開放していただき、そちらに移動し

てほしいという話や、再開したらお願いします、とい

ました。あとは順次保護者の方が迎えに来るまで一緒

う保護者からの声はありました。保護者の方もそっち

にいました。最後の子どものお迎えはその晩でしたが、

の集会所の場所を借りられないかとかいろいろ聞いて

私たちは帰れなくて一晩過ごしました。家は大丈夫で

くれていましたが、当時の集会所は物資を置いておく

したが、車は流されました。

場所でなかなか難しかったみたいです。

避難するときに、学童から持って行ったのは救急箱です。

保育再開後の様子

Ｄ： 急いでの移動だったので準備する状況ではなかっ
た、ということですかね。

Ａ指導員：はい、そうです。
Ｂ指導員：地震が来てどれぐらいで避難でしたか。

Ａ指導員： そんなに時間はなかったです。10 ～ 15 分ぐ
らいでしたかね。

Ｄ： 避難場所は、そこに行けば学童の子がいる、と分
かる場所でしたか？

Ａ指導員：一応学校の避難場所がそこになっていました。

Ｂ指導員： 震災後、子どもたちの変化はありますか？
前はこうじゃなかったのに、というような。別のとこ

ろで聞いたのは、遊べないとかトラブルとか骨折とか。
Ａ指導員： 私はないですね。逆にすごく元気がよすぎ

て、当時は絆、絆、という言葉が飛び交っていましたが、
逆に、ああいう体験をしているのに、と思うところは
ありました。あまりに元気がよすぎて。もうちょっと
人に話しかけるときに優しく言えないの、
とか。ただし、
当時いた子どもたちは現在ここにはいなくて。当時い
た子は、今年 5 年生、6 年生、中学 1 年生。現在来てい
る子どもは震災後に入ってきた子が多い。保育所では
そういう経験をしているが、でも元気です。
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この新しい建物は、2012 年 6 月に引っ越してきました。
骨組みは残っていたのでリフォームしたんだと思いま

Ａ指導員： 車を流されたから、持って行こう、という
のはあります。

す。市が建て直しました。
Ｃ指導員：元々新しい学童さんですよね。

D： 備品はリフォームのときに新調しましたか？使える
ものはありましたか？

震災の影響かは分かりませんが、落ち着きのない子が
多いです。
（1 年生帰ってくる）

Ａ指導員：全部買い換えました。学童の予算。

1 年生は 5 人入りました。でも今 1 人来ていないですね。

Ａ指導員： エアコンも買いました。テレビも。当時テ

の児童数は 1 年生 1 クラス、2 年生 2 クラス、3 年生は

Ｃ指導員：基本、備品は市では出してくれないです。

あと夏休みだけの短期や長期利用があります。小学校

レビはなかったですが、ラジオを去年買いましたが、

1 クラス、30 人いないって言ってましたね。

電波によって入ったり入らなかったりするので、情報
源としてテレビがいいんじゃないかということで買っ
ていただきました。
Ｂ指導員： エアコンや空気清浄機は国とか県とかの設

備補助はあるかもしれないけれど、テレビや事務用品
は自分たち。
Ａ指導員： 学校の再開が早かったです。4 月 6 日にＩ小
で再開しました。Ｊ小が使えるようになったほうが早

かったので、学校のあと坂の下まで迎えに行って（Ｇ
町の）学童に行っていました。
保護者との連携が一番なので、震災後から場所を借り
ていたこともあり携帯を学童で買いました。去年から、
学童から一斉メールができるように保護者のアドレス
を全部登録して、一斉に連絡できる体制を取りました。
そのほか何が必要かを保護者と話しています。
Ｃ指導員： 同じ指導員の立場として、また同じ場所で
学童を始めるのに不安はありませんでしたか？

Ａ指導員： 不安はないですが、たぶん自分の中では

……昨年も警報とか注意報が出ただけで避難してくだ
さい、
となるんですよ。当時のような津波が来ないかな、
と、何十年かは来ないかな、と、勝手に思ってるんで
すけど。保護者さんからはそういう声はありました。
Ｂ指導員： リフォームをするにあたってはどうするか、
という意見は聞かれなかったですか？

Ａ指導員： なかったです。きれいになってから戻って
きました。ただその当時の役員さんや会長さんがどう
いう話をしていたかは分からないです。でも夕方例え
ば自分一人で子どもが 2 ～ 3 人残っていたときに注意
報や警報が出たときに、人数が少なければ自分の車で
避難できる、と思って、震災後買った車、7 人乗りを買
いました。それが去年ダメになって買い替えとなった
ときに、ある程度人数が乗れて荷物が積める、という
ことで、7 人乗りを買いました。個人のですが、時間
帯によっては自分で子どもを乗せて高台まで逃げると
なったら、小さい車よりはランドセルも詰めて、5 ～ 6
人ぐらいだったら乗れる車を、と思って買ったんです。
Ｃ指導員： 避難するときって必ず考えますよね。指導
員一人で何人なら乗せられるけど、とか、常日頃考え
ます。
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防災対策
Ｅ： 震災に備えてどんなものを備品として用意されて
いますか？

Ａ指導員： 今のところはラジオ、電池を買っていただ

きました。あとは何が必要か会長さんと話しましたが、
おやつを 1 週間分など用意しているんですが、悪くな
らないお菓子類だったら、子どもたちの運動着入れみ
たいなのがあれば、お菓子を持って行かれるんじゃな
いかとか、そういう話はしています。あとは防災頭巾
を用意しようと思う、という話が会長からありました。
児童の名前を書いて。私はこういうのでもいいんじゃ
ないかと思っています（ストラップ付の名札）
。子ども
の名前を書いて首からぶら下げておけば、とも思って
いるんですけど。今年 7 月の授業参観のときに避難訓
練を予定していると言っていました。学童だけでです。
Ｄ：父母会として決めてやるんですか？

Ａ指導員： そうです。子どもたちがそこで遊んでいた
ときに万一のことがあったら、どう集合させるとか。

Ｂ指導員： うちもネームプレートに笛をつけています。
ネームプレートではなくインフルエンザの除菌カード
に名前を書いて、ホイッスルをくっつけています。
子どもたちが地震のときに、あっと言わなくても机の
下に隠れるようになりませんか？ うちは前は隠れな
さい、と言わないと隠れなかったんです。うちは 6 年
生まで預かっていますが、最初は言わなくても隠れる
ようになりました。今は慣れっこになりましたが、自
分たちで身に付いたこと。
Ａ指導員： 地震だから静かにして、と言うとシーンと
はなります。

Ｄ： 学校と一緒の避難ルートの確認とか会長さんとし
ていますか？

Ａ指導員： 学校は学校ですね。震災後は保護者への引
き渡しの練習などしているみたいです。

Ｄ：一部下校前の子どもがいるときの役割分担などは？

Ａ指導員：いつでも協力はしてくれる、という話はいた
だいています。避難注意報が出たときに子どもたちが全
員学童にいたら、学校のほうで教室の 2 階を開放するの

で待機してください、とは言われています。ただ 5 時ま

しれないですね。

でに保護者に全員迎えに来てもらうように連絡してくだ

Ｂ指導員： 学校だったら毎時 0.2 マイクロシーベルト以

さい、とは言われたんです。2 階だったら 30 ～ 40 セン

下でしょうね。

チの津波だったら大丈夫だろうということで。
最初は人数の関係で 3 年生までで、今は 4 年生までい
ますが、4 年生ぐらいになると、毎日来なくても、子ど
も自身が友達と遊びたい、家でゲームしたい、という
のが出てきて、夏休みだけ来る、というのが出ています。
3 年生まで、と制限しているわけではないです。指導員
は現在は 4 人です。
（自分以外の）3 人の先生はみな今
年からです。
現在常時保育は 16 人です。一日入る人数は 2 ～ 3 人です。
ただし夏休みは子どもが 35 人ぐらいになります。この
部屋もいっぱいいっぱいです。
Ｃ指導員：Ａ先生は立ち上げ当初ですか？

Ａ指導員： 立ち上げ後半年ぐらいで来ました。立ち上
げは 2007 年ぐらいです。

Ｅ：携帯を買うのは保護者会が決めたんですか？

Ａ指導員： 保護者の方と、会長と相談して決めました。
震災当時は固定電話がありましたが、個人の携帯にか
けてどこにいるんですかというつながらない状態が続
いたので。でもこのへんで避難するとしたら決まって
いるので。
Ｂ指導員：不安なのは津波ですか放射能ですか。

Ａ指導員： どちらも不安ですが一番は津波です。今工
事をして少し高くしていますが、川もよく分からない

し。水門を作ると言っていますが、海からすぐつながっ
ている川なので。
Ｅ： 子どもたちを安全な場所に避難させるのは先生に
かかっていますよね。

Ａ指導員： 自分にも子どもがいるし家庭もありますが、

（学童保育の子どもたちは）預かっているお子さんなの
で、責任はすごく感じています。
Ｃ指導員：子どもたちは外で遊ばせているんですか？
Ａ指導員：はい。

Ｃ指導員： もし万が一そういうことがあったときに、
子どもたちだけで、というのが不安で遊ばせないとい
うのはないですか。
線量的にはどうですか。
Ａ指導員： Ｇ町に行ったときは線量計をいただいて毎
日記録をつけていました。

Ｃ指導員： 役所に提出しなくてはいけなかったしね。
ここに戻ってきてから校庭とかいろいろ測りに来てい
ただいたこともあります。
風通しがいいですけどね。
Ｆ： Ｌ中学校をこのまえ測ったら毎時 0.2 マイクロシー
ベルトぐらいでした。

Ｃ指導員： Ｌ小学校のほうが低い場所なので高いかも
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【ケース 13】

福島県いわき市 2014.7.8
話し手

Ａ指導員

聞き手

Ｂ、Ｃ指導員、Ｄ指導員

地震発生時の様子

Ａ指導員：多分そうだと思います。

Ｂ：（アンケートに書かれていた）半壊というのは地震で

Ｂ：学童から食料を持ち出せる状況じゃなかったんですか。

Ａ指導員： 地震です。隣接しているＦ保育所の一部を借

思っていなかったので（おやつなどを持ち出しませんでした）
。

後なくなりました。別な保育所と統合しました。

完全にお家を流された子が 2 人いて、その家族は体育館に

しょうか、津波でしょうか？

りていたものですからそこが半壊して。Ｆ保育所は震災

Ｃ指導員：倉庫があるんですよね。

Ａ指導員：すぐ収まるという感覚でいて、そんなに長引くと

Ｂ：当時は子どもが 7 人帰ってきていたんですね。

避難されていました。普段トイレに行かない子が何度もト

ひどくて保育所の園庭に避難しました。障がい児の担任の

つきあいました。最初はタンクに水があったので水洗トイ

Ａ指導員：最初は机の下にもぐっていたんですが、揺れが

イレに行きました。不安だったんですね。一緒にトイレに

先生が来てくださり「大丈夫ですか」と。あまりにも余震

レが使えたんですね。9 時頃になると
「流さないでください」

がひどいので学校の校庭に避難したほうがいいというこ
とになって、子どもたちを連れて避難しました。防災無線
は、すごい人だったんで聞こえませんでした。津波が来る
というのは住民の方は分かっていたみたいで、どんどん車
が校庭に集まってきて聞こえる状況ではありませんでし
た。
Ｂ：ここが地域の避難所なんですね。

という話になって、人が並んじゃったりしていました。
最後の引き渡しのあと、帰れるところまで帰ろうという
ことになり帰りました。片方の先生はよかったんですが、
私は津波で帰れる状態じゃなかったです。夫と息子と避
難する場所を決めていたのでそこに滞在しました。

Ａ指導員：はい。

保育の再開

学校の子どもは校庭でクラスごとに並ばされていました。

Ａ指導員：学童再開したいと、校長先生に頼んで何度も

保護者の方で避難してきた方は自分のお子さんを引き取

足を運びました。クラブの部屋は、サッシが斜めになっ

るという感じでした。下校後の学童の子はクラブで保護

て開けられなくなっていました。

し、引き渡しをしました。下校前の学童の子は学校の先

Ｃ指導員： 廊下の床が斜めになってまっすぐ歩けない状

生が引き渡しをしてくださいました。雨雪が降り、校長
先生の判断で体育館を開放することになり移動しました。
人、人、人で座れるような状態じゃなかったです。体育

態でした。

Ａ指導員：今は取り壊されています。

館に移動する前に 2 人ぐらい迎えが来ました。海の近く

保護者の再開への要望はありましたが、やはり放射能の影

で完全に家が流された、と言ってきた保護者さんが、こ

響で、どうしようかなという方もいました。

こにお泊まりするしかない、ということで。

再開場所をいろいろ探していただいたんですが、避難して
いる人もダブっちゃって全然見つかりませんでした。学校
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Ｂ：保護者の方にメールを送信されたんですね。

のテントをお借りして再開したんです。運動会に使う屋根

Ａ指導員：はい。なかなかつながらなかったです。でも保育

だけのテントにブルーシートで側面を囲って。でも 2 日ぐ

所を目当てに来てくれて体育館にいるのが分かっていたの

らいで余震で倒れちゃったので、もう無理ということで。

で。送信してつながった方も何人かいました。最後の方が迎

会長さんが不動産会社さんにあいている部屋はないか相

えに来たのは 9 時半頃です。道路が、海岸沿いの通りは通

談したら、どこもなければうちの座敷を貸してあげるか

れず山道を。バイパスなんかは全然動かなかったようです。

ら、ということで、不動産屋さんが日中不在の自宅を提

迎えが来ない子どもは不安そうな顔をしていましたが、避難

供してくださり、ようやく再開できたんです。その前

している方やお友達もいて遊んだりして気がまぎれるとい

に、4 月 11 日の震災があって学校が休みになったんです

うか。あと 7 時頃学校の先生が乾パンを配ってくれました。

ね。1 週間ぐらいで再開したときにはコンピュータ室の

飲み水も子どもたちが飲める状態になっていました。

前のフロアで再開したんです。テントでは、新入生で入

Ｄ指導員：乾パンは学校が保管？

る予定だったお子さんは入らなかったんで 10 人ぐらいで

した。その後学校に入ったということで少し増えました。

ので（今の場所に）入れるようになりました。

その後Ｇ小学校が間借りに来ることになり、学校にはい

最初トイレがなかったので、3 カ月ぐらいは校庭に子ど

られなくなり、不動産屋さんのお宅に移ったんです。仏

もたちを連れて行って校庭のトイレをお借りしました。6

間と床の間。1年ぐらいいました。
3 万円お支払いしていま

～ 7 月頃から仮設のトイレをお借りしました。

した。でも障がい児のお子さんがガラスを割ったりして。
学童スペースが広いので走り回ってストレスが軽減され
Ｃ指導員：学校からの送迎もあったんです。

たと思います。

Ａ指導員：指導員が歩いて送迎していました。

こちらに移ってきてからは土曜日に再開できました。

Ａ指導員：交通量が意外にあるものですから。10 分ぐらいで

震災で避難しているお子さんが学童に入ったりしたので

Ｃ指導員：意外と大変だったんですよ。

したが子どもたちがそっちこっちいたずらするので。障がい

（それまでは学童に来ていなかった子も入り）
、17 人ぐら

児の子も自宅を流されちゃったので、5 月連休ぐらいまでは

いに増えました。今も 17 人。あと、水道もなかったので

体育館にいました。
その後貸家が見つかって移ったんですが。

外の水道から水を汲んだのが不便でした。

間取りが台所を通らないとトイレがお借りできないので、

Ｂ：子どもをどうケアしていましたか。

それでは申し訳ないと外に出てトイレに行っていました。
台所も使ってください、とおっしゃっていただきました
が申し訳なくて。土曜日は不動産屋さんの家族の方がい
るので学童はお休みしていました。夏休みは一日保育し
ました。
Ｃ指導員：気を使ってたよね。
Ａ指導員： おばあちゃんが水曜日にいるっていうこと

だったんですが、骨折して病院に入院してしまいました。
Ｂ：元気いっぱいな子どもをどう制御していたんですか。
Ａ指導員： ブロック遊びとか、放射能の影響もあったの
で外に出られない。

Ｃ指導員：おもちゃを持って歩いてましたよね、やっぱり。
Ａ指導員： そうです。そこに置いておけないので。おや
つも毎日車から出して。

Ｂ：怖がるお子さんがいたんですね。

Ａ指導員：余震が結構あってその都度怖がっていました。
スキンシップを取りました。部屋が狭かったのでみんな
でそんな感じで過ごしていました。障がい児の子は完全
にべたっとくっついていないと。地震の影響は障がい児
の子にもあり、すごい歪みが激しかったです。
Ｂ：でも保護者の方はお仕事があるので預けなくてはならないと。
Ａ指導員：はい。

私も自宅には 3 日ぐらいは入れない状態が続きましたが、
その後は戻れました。
夏休みは外遊びはできなかったです。でも子どもたちにスト
レスがたまっちゃうので近所をお散歩していました。少し。
Ｂ：子ども同士のトラブルは増えたりしましたか？

Ａ指導員：何だか無我夢中で過ごしてしまいました。

防災対策
Ｂ：震災後に見直された対策があるようですが。

Ａ指導員： 防災マニュアルは市からいただいたマニュア
ルに学校と相談して書き加えました。

Ｂ：持ち出し袋も整備されたんですね。何が一番大事でしたか。
Ａ指導員：そのときはお腹がすいていたのでおやつ。あと

は、今は学童の部屋に避難することになっているので毛布、
食べ物、飲み物など常に用意しておくようになりました。
Ｂ： 防災研修や防災活動はとくにないんですね。そうい
う機会があればよいと思いますか？

Ａ指導員： はい、思います。地域の方は学校への避難の

体制があるらしいんですね。情報も回覧板かなんかでま
わってるんでしょう、クラブのほうに入ってきません。
ぜひ防災研修をお願いします。
Ｂ：障がいのある子は震災前から学童に？

Ａ指導員 はい。学童に来たくなくて。体育館におばあちゃ

んおじいちゃんが避難していたのでそちらに行きたかっ
たんですね。でもおじいちゃんおばあちゃんは障がいの
子を見るのは難しかったので、お母さんから学童でお願
いしますと言われました。でも何度も目を盗んで体育館
に行こうとするので目が離せませんでした。大きい男の
子でしたし暴れるので青あざが絶えませんでした。抱き
しめると今度は頭突きをしてくるんです。去年卒業しま
したが、卒業までにかなり落ち着きました。おうちも新
しいところに引っ越されたので。

Ａ指導員： トラブルは多かったと思います。ストレスの

最後に伝えたいこと

ゲームみたいなものをそのときは OK していました。

Ａ指導員：このまえ情報源として TV を購入しましたが、

せい。本当は学童に持ってきてはいけないようなカード
ここの建物は、市に父母会と指導員から何度もお願いし

学校のアンテナの関係で映らないんです。情報源はラ

ていました。Ｇ小学校の生徒さんが震災の次の年の 3 月

ジオです。それも電波がよくありません。また、障が

いっぱいで戻られたんですね。それでスペースがあいた

い児への心のケアなどの研修を望みます。
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【ケース 14】

福島県いわき市

2014.6.11

話し手

Ａ指導員、Ｂ指導員

聞き手

Ｃ指導員、Ｄ指導員、Ｅ、Ｆ

地震発生時の様子

を注意しよう、というよりも、みんなで励まし合うこと

Ａ指導員： 震災当時は私はお休みをいただいていて、

じっと我慢している子もいました。中学校が高台なので

ちょうど国道のわきを通っている JR に乗っていて発生。

海は見えるんですね。火事は見えるし波は見えるし、大

そのあとすぐクラブに戻ってきて合流しましたが、それ

変だ、ということになりました。

まではＢ先生がよくご存じ。

Ｂ指導員：私そのときまだ正式な指導員ではなかった。津

Ｂ指導員： 当時の責任者の先生が 2 年ぐらい前に定年退

波が来ているということで、家が心配だから見てきな、と

職されています。宿題を見ていた状態。自分だけ座って

言われて、自分の子どもを連れて家に戻ろうとしたのです

いて揺れが分かったのでぼそっと地震だ、と、それから

が、踏切まで行ったらいけません、波が来ているので、と

大きな声で地震！と言ってみんながピシッと緊張した。

いうことでした。そのときに 2 波、3 波が来ていました。

それからガガガっと来ました。

Ａ指導員：私は電車に乗っていてすぐ降ろされて、ちょう

何も持たずに裸足で飛び出しました。高学年はまだ下校

ど友達の車に乗せてもらったんですが、その友達が、海の

していなかったので、高学年は学校の指示で。卒業式の

底が見えていると言っていました。危ないから急いで行か

練習はなかったと思います。金曜日はどこの学校も一斉

なきゃならない、と言われ、乗せてもらったから津波に遭

下校の日でした。6 年生の子は教室で机にもぐって机ご

わずに済みました。ここの子は誰も亡くなっていないです

と揺れたと言っていました。先生は教室にいなかったで

が、おばあちゃん、お母さんが亡くなった子がいました。

すが、すぐに教室に来て、それから校庭に出たところで

電話がつながらず、保護者に連絡は取れませんでした。

合流になったんだよね。

たまたまつながって中学校にいるよ、ということはあっ

揺れが小さいときに何回も分けて移動しました。膝をつ

た。

いて移動しましたが、膝が持ち上がってしまうほどでし

Ｂ指導員： 直後はつながったこともあった。そのあとは

た。体験したことのない揺れでした。プールの水が持ち
上がって、ナイターが揺れていました。
Ａ指導員：学童の子は学校にいた子も学童で預かりました。

全然ダメ。

Ａ指導員： 国道が津波で通れなくなったので、山を通る

しかなくなりました。車線が 1 車線だったのですごい渋

Ｂ指導員： ひと塊にはなっていましたが、高学年は高学

滞で、お迎えはさまざまでした。

Ａ指導員： 津波の 2 波が来たあたりで高台の中学校に移

かね。

年、学童は学童でいました。

動しました。学校ともども上がりました。なので津波は
見ていません。学校さんの指示で上がりました。校長先
生は学童と学校を分けない先生だったので、学校と一緒
に行った、という感じです。

Ｃ指導員： 火事があったのは、なんの火事だったんです
Ａ指導員： ガスかな？ 工場はなくて住宅街だったん
で。中学校が避難場所って知らなかった。

Ｂ指導員： 今回の震災でいろんなところに看板が立って
中学校です、と出たんですが、以前はその指定はなかっ

緊急連絡簿を持って行きました。あと携帯電話、つなが

たです。

らなかったですけど。

Ａ指導員：Ｈ地区はお寺と中学校の 2 カ所が避難所にな

Ｂ指導員： 指導員が籠か何かにまとめて持って、子ども
たちに靴を履かせました。

Ａ指導員：全部のお子さんを引き渡したのは夜 8 時ぐらいで

りました。

Ｂ指導員： でも、私の意識の中では津波のときには中学

校、というのがあった。もしかしたら小さいときに言わ

す。みんなそれぞれ親に引き渡しましたが、私たちは子ども

れてたのかなって。

たちを全員引き渡したあとに家に戻ったり避難所にいたり。

Ａ指導員：地域の中で暗黙の了解があったかも。

Ｂ指導員： 津波は学校までは来ていないです。国道の手
前まで。
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で精一杯だった。泣いている女の子もいました。無言で

Ｃ指導員：津波が来たら高いところに上がろう、というの

はあった。たいてい避難所は学校になっているので、
まずは

Ａ指導員： 余震も強かったので、中学校もそれで崩れる

小学校、当然小学校が一時的に無理なら中学校に行く、と

んじゃないかという恐怖もあって、ただただみんなで丸

いうのは我々の中に言わなくてもあるんだと思うんです。

くなって大丈夫よ、と言い合うしかできなかった。ここ

Ｂ指導員： 高潮にも遭っているので、海岸の近くだけで

すけど、被害が出ているので、その頃から暗黙の感じは
あったのかも。口々に伝わって。

Ｄ指導員：借りたところが、木とか草とか、公園ぽくなっ

ているところの一軒家でした。足場がよくなくて、雨が

Ａ指導員： 校庭も地割れしているし児童クラブも浮いて

降ると足が浸かっちゃうんですよ。足を水につけたくな

いてガタガタだった。1 年前に耐震工事をしていたので、

くて、混ざっているものを考えると。

していなかったらどうなっていたんだろうって。

子どものおじいちゃんが線量を測りに来てくれました。

学童保育の閉鎖と再開

Ａ指導員： 毎日ではないですが。ここに教材を卸してく
れる方がいちはやくガイガーカウンターを買って、測っ
てくれました。

Ａ指導員： 次の日から、学童としては閉めてしまいま

ここに戻ってきたのは秋口。教育委員会が決めました。

Ｄ指導員： 原発から 30 キロ圏内にＨ地区の一部が入る

感じですか？

した。

んです。

Ａ指導員： 避難指示が出るまで中学校にいた人は、市が

Ｅ： 学校が戻ってくると学童も一緒に戻ってくるという
Ａ指導員： はい。でもいろんな意見があって、何度も保
護者と話し合いをして、戻ってくることになりました。

手配したバスが来たので一緒に避難しました。

一度閉所という形を取って、それから学校自体も使えな
くなりました。原発事故 30 キロ圏内だったので。20 キ
ロぐらい離れている小学校を間借りすることになって、
学童もそのそばの場所を借りて開くんですが、最初はＩ

保育で気をつけたこと
Ａ指導員： 津波の話は触れないようにしていたような気
もします。子どもがしゃべってきたときに聞いたりはし

小学校の学童クラブを利用できたら、とお願いしたらし

ましたが。そのあと気になったのが放射線だったので。

いんですね、でもうちだけで手いっぱいと言われてしま

うちは裏に川はあるし山はあるし、外に出て遊びまわっ

いました。主任だった先生が奔走されて、学校の近くの

てたんですね。川に入り、夏じゃないときは山に行き。

Ｊ大学の守衛さんのおうちだったか、Ｉ小学校の近くに

それが全くできなくなった、校庭を除染していないので

一軒家があって。

校庭も使えない。でも子どもはとても元気で。

線量は高いところは 2 ケタありました。

当時は 20 人ぐらい、少なかったです。徐々に増えて行

始まったのは 5 月、GW 明けだったよね。学校のほうが

きましたが。当時は部屋の中で思い切りドッジボールし

少し早かった。

ていました。大縄も。

Ｄ指導員： 4 月 6 日に始める、という教育委員会の通達

Ｂ指導員：大縄は前から飛んでいましたが（笑）
。

難していたので、親は、え、もう始めるの、という感じ

代は教育委員会。

があったんですが、子どもを持つお母さんはほとんど避

でした。いわき市は東西南北に広いので、地域によって
全然違います。南のほうは意識が違いますが、ここ、北
のほうでは、こんな状況でもう始めるの、という教育委

Ａ指導員： エアコンは国が 2 台つけてくれました。電気
Ｄ指導員：Ｋ地区は何もない。

Ｃ指導員： 県から 2012 年 1 月だかに来て、今年度中に

申請を出せ、と言って、普通ならおうかがい立てたりと

員会に対する不信感がありました。それでも始める、っ

いうのがあったが、直に出せと言われ、県から出ている

て言われてしまえば戻ってくるしかないので。

はずだから、福島だけの話ではないはず。

4 月 11 日に余震があって、それからまた閉所します、使

Ｄ指導員： 居場所が確定できなかったのでつけられな

わないでください、と言われました。

かった。全然そういう情報は来なかった。

Ａ指導員： 遠くに避難していた子は、戻ってくるまでは

Ａ指導員： でも窓を開けずにはいられないです。酸欠に

主任と会長と私と 3 人でＪ大学の方に会いに行き、場所

Ｃ指導員： 福島では効果あるか分からないけど、ほうき

避難先の学校に入れてもらったりしていました。

を貸してくださいとお願いして、そういう状況なら、と

なってくるし。

を買ってきたの。外から帰ってくるときに払ったり、服

いうことで貸していただきました。私は東京に避難して

はビニール袋に入れたり。学童ではいろいろしていて。

いましたが、主任さんがここに戻ってきてくれていて、

Ａ指導員： ここでは自分でばさばさやって帰ってくる。

荷物の引き渡しは当時の主任さんがすべてやってくれた
ということです。

Ｄ指導員： 毎日お風呂に入って髪の毛も洗って服も洗濯

すれば OK、という専門家の説明があったんです。結構

児童クラブの部屋は物資置場になったのでいつもあいて

地域で専門家を呼ぶんですよね。

いました。

Ｃ指導員： 手洗いをとくに注意したとか、消毒液がどこ

児童クラブのものを持って行ったというのはないです。
パソコンと冷蔵庫は持って行きました。あとは届いた支
援物資。
Ｄ指導員： でも何もないところで遊んでいた感じだった
よね。折り紙とか。

Ｂ指導員：本は大量にいただきました。

に電話しても品切れ状態とか。

Ａ指導員：あったね、ありましたありました。

Ｄ指導員：でも支援で結構入ってきましたよね。

Ｃ指導員：うちでは、あちこちに頼んだから来すぎて困りま
した。インフルエンザでも使うからいまだにストックとして
ありますが。でも気休めで、そういうのありませんでした？
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Ａ指導員：ありました。掃除は全部私たちがしたよね。

Ｄ指導員：4 年生は精神的にもトラブルが多い。

Ａ指導員： マスクはしました！ 支援でも来て、毎日

Ｃ指導員：3 ～ 4 年一番やんちゃな時期じゃない？

Ｃ指導員：マスクは？

持ってくるという感じ。

ここ最近はないですが、マスクを外せない子が何人かい

Ａ指導員： 体を動かすのが嫌いな子が多いんですよ。い

つも長々宿題をして、遊びに行く時間があるにもかかわ

ました。放射能でマスクしたことがきっかけで外せなく

らず、マイペース。震災の影響だ。

なった。でもここ 1 カ月ぐらいは外すようになった。そ

Ｃ指導員： ほかの学年は、あとで宿題するから、と言う

れまではおやつもマスクをしたまま食べてました。マス
クをかける人は増えているよね。
Ｃ指導員： 福島でダンスを始めたんです。中学生がね、

けど、４年生は、宿題するから遊ばない、となる。

Ｄ指導員： 自分の主張ばっかり出てきて、お友達を見な

がら、まわりを見ながら遊ぶ、というのができない。ど

踊るときもマスクをしているの。

こで聞いても４年生は個性的。

Ａ指導員： リレーするときもマスクしていました。夏の

Ａ指導員： 意見があれば声に出して言えばいいのにぼそ

ね。おうちでは外しているので保護者さんは知らなくて、

Ｄ指導員： 震災の影響が大きいと思う。体験をしていな

暑いときも汗を流して。あれは心がちょっと何かきっと
ここで話をしたらそうだったの、と言う。

でも実際高くて、後ろも除染しています。吹き溜まりな
んだよね。
Ｃ指導員：雨が降れば流れて、1 回やったからよい、とい

ぼそと言う。その下の学年の子は全然違う。
いから。

（一同）
：納得いきますね。

Ａ指導員： ４年生って、はじめからいた子は一人しかい
ないです。震災前までは学童に通ってなかった子が震災

うのではなくて、うちのまわりにも側溝があって、除染す

を機に入ったりしている。

るんだけど側溝は流れてくるから毎時 10 マイクロシーベ

４年生はなんでって思うぐらいわがまま。今の段階では

ルトぐらいあって、やってもらったんだけど雨が降って

リーダーになれるか心配な学年なんです。

しばらくすると上がってくる。これは数じゃなく、1 回で

Ｃ指導員： 子どもたちにリーダーを選ばせると下の学年

終わるところもあれば 3 回やってもダメなところもある。

の子を選ぶの。昨日も事件があって、いたずら書きがす

地形的なものがある。

ごくて誰も名乗り出なくて、ちょっとお仕置きで、学童

Ａ指導員：Ｋ地区はどこに埋めたんですか？

の遊び道具を一切使わせない、
としたの。そうしたら、
やっ

Ａ指導員：うちも。校庭の真ん中に埋めました。

のか、ということになって、一人ひとり事情聴取するこ

Ｄ指導員：園庭。

ていない子が、自分はやっていないのになんで使えない

Ｃ指導員：阪神で酒鬼薔薇事件がやっぱり 3 年ぐらいたっ

とになった。で、出てきたのは４年生の女子全員だった。

てからで、公になっていないけど、中学生が学校に入って

また４年生か、と思って。だから、一人ひとりになった

ガラスを割ったとか、そういうことが起こっている。阪神

ときに、
頼ってるんだよ、
と言っているが、
言い方も分かっ

淡路のあと 3 ～ 5 年、
見た目はだいぶ落ち着いているけど、

た、とふてくされた感じ。お手伝いをしようとする子も

いろいろな問題が出てくるだろう、という話が出ました。

いるので、そういう子からうまく使っていくしかない。

Ａ指導員： マスクも、外せとは言わないようにしていま

Ａ指導員： １年生から入っている子は成長していると

けど本人かたくなに外さない。

たも１年生のときにみんなに助けてもらったんだよ、と

Ｄ指導員：それにすがることで安定しているんでしょうね。

言っても、俺はいないから、と。

子どもたちの様子

外に出られないのでゲームもし放題。長期休み中、今ま

した。ただすごい汗をかいたときに外したら、と言った

思うが、途中から入ってきた子はすごいわがまま。あな

Ｃ指導員： わがままになるのはしかたないかな。当時は

では禁止していたが、仕方ないかなと。漫画も自宅から

Ａ指導員： 1 年生は本当に遊ぶのがへたくそですよね。

持ってくるのを OK にした。そうしないと遊ぶものが何

す。遊び慣れてない。幼稚園では遊んでた、と言うけど、

ろがどっかなかったかなと思う。

走っていて何もないところでこてっとすぐに転ぶんで
狭いスペースで遊んでたのかな？
Ｄ指導員：幼稚園より保育園。

もないもの。親も大人も好きにしていいよ、というとこ
Ａ指導員： お母さんも怒らせないように、暴れないよう

に、おだてている感じです。ここで大暴れしているのを

Ｃ指導員： 5 年生のデータが出ているけど、5 年生で体

見ても、もう帰る～？という感じで。

の時期であるから、1 年生の運動を今やりましょう、と

んに「うちの孫は幼稚園のときこんなではなかった。こ

力が落ちているから挽回しようと思っても、その時期そ
言ってもそのときにするのとは違う。4 年生でブランコ
に乗れない子がいると聞きました。

今、51 人です。増えました。この前 1 年生のおじいちゃ
んなにしてくれてどうもありがとうございました」と言
われ、すごく嬉しくて。活発になったって。それだけ幼

Ａ指導員： うちもいました！ 揺れはじめると両手を離

稚園で遊べなかったんだなと思って。反動だと思って遊ば

に遊ぶようになったら全然大丈夫。

Ｄ指導員：1 ～ 2 年生は意識が違う。津波だ地震だと言っ

しちゃうんです。落ちる、というのが分からない。自由
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Ａ指導員：多い！（一同同意。４年生と５年生）

せてるんですけど。でもケガが多いですよね。

ても、は？という感じで。
ボディバランスが本当に悪かったよね。

Ｄ指導員： 当時の先生がここに残っていられたので被

ばくもしたし、津波で亡くなった方の遺体確認もされ

Ｃ指導員：今までだったらやっていた年代がやれてないから。

て、精神的に割れている感じがあった。いつもせわし

Ａ指導員： 性格的なものかな、あの活発さは。どうだろ

と、私おかしい？と言う、その時点でおかしいんだよね。

Ｄ指導員：1 ～ 2 年は違うかな。

くしているという。で、心配して先生大丈夫？と言う

う。Ｈ地区は幼稚園が全壊していて、バスで少し離れた

でも、やっと今少しゆっくりしたのかな。今は活動し

幼稚園に行っていて、過ごせる時間がとても短くてすぐ

ていますね。

帰ってくるから運動する量が少ないのかな。
Ｄ指導員：幼稚園はまだ運動している。保育所は少ない。

防災対策

まっている。

Ｆ：震災後準備しているものは？

幼稚園は文科省管轄なのでやらなきゃいけないことが決
Ｃ指導員：肥満の子は多くないですか？
Ａ指導員：多いですね。

Ｃ指導員： 全国的にも肥満傾向にある、というのはある

が、福島県が平均を上げているというデータが出ている。
Ｄ指導員：Ｌ地区がひどい。

Ａ指導員：体つきがいい子はもともと運動が嫌いだけど、
外に行こうよって促しても行かないっていう子もいますよ
ね。
動かないでこのまま大きくなったら動くときがないじゃ
ない、
というような。その子は中学生になったけれど部活も

Ａ指導員： お水、マスク、消毒液ぐらいですね。水は親

御さんでボランティアさんをしている方がいるので 10
箱いただいてます。夏は月 1 本ずつ家から持ってきても
らいます。あとは買います。水筒は持参。それは当たり
前。でも足りない。
Ｃ指導員： 先週は猛暑で全然足りなかった。うちは
ウォーターサーバーを入れた。

Ａ指導員： ウォーターサーバーは置く場所がないという
ことになりまして。

やめてしまいました。動いていないからついていけない。

足りなくなりましたが、どうにかやっています。

指導員同士のこと

Ｅ：学校と共同で避難訓練したりという雰囲気はない？

Ｆ：心配事は他の指導員の先生と話したりできますか？

Ｄ指導員：学校は学校でやるもんね。

Ａ指導員： 場所によって違うから……放射能の問題は勿
来の人と話して全然違う。山間部はまた違う。

Ａ指導員：ないですね。

Ａ指導員：学校が避難して最後に学童がついていくんだっ

たら、
津波が来たら学童だけで逃げたほうがとまで考えた。

Ｄ指導員： 指導員で話しても、そんなに大変だったの、

Ｄ指導員： うちは学校が学童のあとをついていきなさ

Ａ指導員： Ｍ町と話してもずれがありましたよね。震災

サイン出さなかったから、学童が逃げましょうと。

私のうちは山で、30 キロ圏内で引っかかっているが、他

一緒に行きました。

という感じ。

後半年後に集まって話したときにすでにずれがあった。
の家はおうちがダメ。子どもの心配をしながら家のこと
もあり、あの頃は泣きたくても泣けない、という感じだっ

い、だった。津波のマニュアルはなかった。校長がゴー
Ａ指導員： うちもそのときは校長が一緒に、と言うので
Ｃ指導員：でも一緒にいるのは 1 時間ぐらい。学校にいる
かこっちにいるか、だから、一緒に行動するというのは

た。放射能も、安全か安全じゃないかといえば安全じゃ

無理だと思うから、学童独自の考えを持ってないと。た

ないというほうを考えて、仕事をしていた。将来ある子

またま帰るか帰らないかという時間帯だったからだけど、

どもたちを預かる仕事なので。放射能に関しても、そこ

基本は学童で考えて行かないといけない。ただどこも一緒

までやらないといけないの、と思うところもあったけれ

だけど、学童の子どもはそこの学校の子どもだろう、と

ど、放射能の情報が明確ではなく、安全と安全ではない

いうのが本筋。厚労省とか文科省とかは関係ない。子ど

という真逆の情報があったので、何を信じたらいいのか

もはみんな一緒。だから同じ考え方をしてほしいと、言っ

分からない状況だった。そんな中、気持ちは常に心配で

ている。
放射能・震災の対応の優先順位は学童が後回しだっ

した……とにかく泣いている暇はなかったよね。

た。行政の考えがそうだったから。優先順位は当然出て

Ｂ指導員： それで助かった、というところはあるね。下

くるけど、こういう状態だったら、一緒に考えてほしい。

を向いている暇はないという。

学校とは一緒にできなくても連携は必要。それは発達障が

Ｄ指導員： ある先生も言ってたね。複雑だけど、動いて

いや虐待なんかの子も同じだと思う。学童だけで解決で

いるほうが気が紛れる。

きる問題でもないし。
でも学校によって全然違うようです。

Ｂ指導員： ここにいると、子どもたちのために自分が何

Ｄ指導員：役所からマニュアルが来たよね。

るとぱっとそれがなくなる。

ら、それよりぱっと逃げちゃったほうがいいんじゃない

をしなくてはいけないか一生懸命考えるけれど、家に帰
Ｄ指導員：それで救われることはありますよね。

Ａ指導員：ある先生は『雨のち晴レルヤ』を歌っている

Ａ指導員： 来ました。でもそれだとうちはすごく歩くか
かと。マニュアルの道を通って行ったらとんでもなく時
間かかります。

のを聞いて泣いてたことがあるね。
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【ケース 15】

福島県福島市 5 学童保育 2014.7.1
話し手

Ａ指導員 、Ｂ指導員、Ｃ指導員、Ｄ指導員、Ｅ指導員、Ｆ指導員

聞き手

Ｇ、Ｈ

地震発生時の様子

る状態でした。様子を見ていたのですが、これはちょっ

Ｇ： 地震が起きたときですが、子どもが帰ってきてる

ごく揺れているのを見て、私自身、今もこう思い出す

だ帰っていなかったんですよね。でも学校に行って子

メで仮設校舎になって、今年 4 月からやっと新校舎に

クラブがほとんどだったですよね。Ｅ学童保育だけま
どもを連れてきたんですよね。
Ｅ指導員： 学校に保護者が迎えに来なかった子を連れ

とドキドキしてくるんですが。結果、小学校も全部ダ
なったところです。平屋で築 45 年ぐらいのところなの
でものすごい揺れで、ポストの下のブロック塀が子ど

てきました。

もの前でガタガタと崩れたり、学校がものすごい音で、

Ｇ： 他のクラブでは保育中に地震が起こったというこ

まだ授業中だったので、先生と一緒に、こちらも名簿

Ｂ指導員： 携帯が一斉に鳴り出しまして、今まで経験

お迎えに行き、指導員が 1 年生を乗せて途中まで来た

と来ました。普通の地震と違うことは一発で分かりま

プしてしまったので、引き返すも渋滞で、どうしたら

とで。

したことのないことで、えっ、となったところにガーッ
したので、とにかく外へと。1 年生だけだったので 10

人いなかったぐらいでしたが、外に出しました。取る
ものもとりあえず外に出して、コートがないと寒かっ
たので、指導員が子どもたちのコートを取りに戻りま
した。あとは学校に従いました。

その中、とりあえず小学校に避難しました。2 年生は
を持って待機してました。あとは隣の学区に子どもを
ところで地震にあい、携帯もつながらず信号もストッ
よいか指導員も分からず 1 時間ぐらいかかって到着し
たんです。Ｉ小学校ですが、うちは子どもは帰せませ
ん、待機しています、ということだったので、少し落
ち着いてからと思ってその隣の学区の小学校に行った
ら、4 時頃だったんですが、もう誰もいなかったんです。

Ａ指導員： 学童に着いていた子はおそらく 1、2 年生、

親が迎えに来るか、近い学童さんは迎えに来たあとで。

すね。とりあえずは机の下に隠れたり、あとは本棚を私

ぶらりんになり、親が来なくてもとにかく帰れ、学校

やはり 10 人ぐらい。時間的におやつの時間だったんで
が押さえたりという形で。幸い平屋なので大きな揺れは

感じなかったですね、
2階とは違って。
倒壊の心配もない。
でも外を見ると電線がかなり揺れていて屋根瓦も落ちて
いて、ただごとではないと思いました。3 年生が下校途
中だったので心配して、30 分ぐらいたってから、通学
路を逆行して途中にいないかチェックしながら学校に行
きました。学校では中高学年が校庭に待機していた状態
で、安否は最終的にそこで確認できました。学校までは
20 ～ 30 分子どもの足でかかります。遠いですので、あ
とで聞いた話では、下校途中の子が近所の家に駆け込ん
で待機していたことがありました。雪がちらついていた
ので心配で、案じながら学校まで行った。学校には親御
さんの車などで渋滞していた有様でした。途中で子ども
を見つけることはなかったです。途中で近所のお宅に駆
け込んだ子も学童のすぐ近くだったのでほどなく戻って
きました。ちょうど学童に来ている子の家に 2、3 人で
駆け込んでいました。預かり時間は 7 時まででしたが、
それまでには全員お引き取りいただけました。
Ｄ指導員： うちは小学校の目の前ですが、地震のとき
には 1 年生が、帰ってきて制服から私服に着替えてい
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と違う、ということで外に出し、目の前の小学校がす

うちは毎年挨拶はしていたのですが、うちの子だけ宙
は危険だから帰れ、と帰されていました。友達の子な
んかは仕事場が遠かったので夜 9 時頃着いたら玄関先
で子どもが泣いていたりということがありました。え、
うちの子はどうしたんだろう、とうろうろしていたら、
ちょうど赤白帽子をかぶって子どもたちが学童に歩い
て向かっていたんです（涙）
。どうしたらいいですか、
と言っても話を聞いてもらえなかったと。教室にジャ
ンパーも取りに戻れず、吹雪の中を体操着で子どもた
ちだけ歩いていたんです。5 人でした。今は中学生です
が。みんなで歩いてたから怖くなかった、って言って
いて、でも車に乗ったらみんな泣き出しました。
Ｅ指導員： うちも学年によっては帰された子もいまし

た。私たちも学校に行きましたがバラバラで、学校に
いてもしょうがない状態でした。
Ｂ指導員： うちはちょうど学校が耐震工事をしていて

仮校舎のようなものがあり、そこが地域の待合場所の
ようになっていました。避難所になりました。子ども
は親に引き渡しだったので、私も親が来るまで学校の
子どもたちと一緒に学校で待っていました。だから心

強い状態でした。
Ａ指導員： うちも校庭で待機で子どもだけで帰すとい
うことはなかったです。

Ｂ指導員： Ｃ指導員： 地域の方もおじいちゃんおばあ
ちゃんも来て、学校の子も学童の子も一緒に守ってい
ました。帰すということは考えられませんでした。
Ａ指導員： 倒壊したり屋根瓦が落ちていたりするから
帰せないよね。

Ｄ指導員： 小学校は南側が壊れてしまいました。帰さ
れたのはＪ小学校。名簿も全部あげていて、この子たち
はお預かりしていますと伝え、避難訓練のときもこの
子たち並べてくださいね、と言っていたんですが……
校長先生もその後お代わりになったので、落ち着いて
からお話はさせていただきました。その後避難訓練を
されたんですが、そこでもやはりあまり把握されてい
ませんでした。
私はそもそもＩ地区に来る前にＪ地区にいたので、引
き続きお迎えに来てくれるなら、環境を変えたくない、
ということで（子どももＩ地区に来ました）
。
塀が崩れる中、ケガないから、と歩いていて、今でも
その子たちのことを思い出して（涙）
。
Ｅ指導員： うちは子どもが帰ってきていないから、先

生に言ったらもうちょっと時間かかりますと言われて、
情報が分からないからラジオを取りに家に帰ったんで
す。橋の上を通ったときにビヨンビヨン、と揺れて、
ここで死ぬ？と思いました。家に帰ったら瓦が落ちて
くるし近所の人が騒いでいるし。学童はなんともなかっ
たです。物も落ちなかったです。でも（近所の方には）
じいちゃん頑張ってねと言って戻ってきました。
Ｇ：クラブは無事だったんですね。

Ｆ指導員： うちは蛍光灯が落ちました。だから地震と
いうとまず天井を見るようになりました。

Ａ指導員： うちは近所の方もクラブに避難しました。
動けないおばあちゃんが和室にいたり、妊婦さんがい
て震えていたので和室にいていただきました。9 時頃ま
ではいました。逃げるということは考えず、むしろ近
隣の方の支援をしました。
Ｇ： 他の先生方も、当日中には引き渡しができたとい
うことですよね。

Ｅ指導員： 看護師さんとか先生をしている方、警察。
一人だけ最後に残った子とは、寒いので車の中で過ご
しました。
Ｆ指導員：そのときは停電？

ありました。
Ｅ指導員：3 日ぐらい停電、水も 4 日ぐらい出なかった。
Ｃ指導員：2 週間ですね。

Ｂ指導員： 断水します、って言われたのでワーッと水
を汲みました。トイレに使うから。

Ｄ指導員：家に帰ったら止まっていましたね。
Ｂ指導員： うちは隣が体育館で 2 週間ぐらいはみんな
がお泊まりでいらっしゃった状態。学童は開放しなかっ
たですが、学童にあった毛布など全部提供しました。
Ｃ指導員： ホテルの方々も何百人単位でこちらに来ま
した。避難所だったので。

Ｂ指導員： ガソリンがないので交通手段がなくなり、
来れる私たち指導員だけ来ました。

Ｃ指導員： 大阪の方が充電させてくれ、と言ったこと
を記憶しているので、電気は来ていたと思います。

Ｅ指導員： お母さんたちで集まって、開けられるか話

をしました。とにかく水と電気が来れば開けられます、
と言って。
Ｆ指導員： うちは 3 月 11 日 ( 当日 ) 夕方に「12 日土曜

日保育はやりません。
」とメールしました。12 日には指
導員全員が集まって安否確認して、月曜日から開ける
ことになりました。断水はしましたが、幸か不幸か簡
易水洗なので水さえあれば流せるんです。OB が水をト
ラックで届けてくれたので、それを溜めてトイレに使
いました。OB の保護者とかが来てくれました。電気は
途切れずありました。
Ａ指導員： うちもあったけど、断水が 10 日ぐらい続い
たのでその間は開けられない状態でした。

Ｆ指導員： うちは芋煮会か何かのときに、水を運ぶた
めに焼酎か何かのペットボトルを持っていたので、た
くさん溜めるだけ溜めたんです。トイレ関係は、OB の
方が結構家に井戸を持っていたので井戸水などを運ん
でもらいました。学童保育に来る子はお弁当と水を持っ
てきて、と言いました。その時期に開いていた学童は
いくつかあったと思いますが、多くはないと思います。
高校の先生や訪問看護をしている看護師さんが患者さ
んをまわらなくちゃならないと。その人は精神的な障
がいを持っている方たちをまわって歩いていたので、
そういう人たちがどういうふうになっているか確認し
なくちゃいけないからお願いしたい、と言われたので
最初は 1 人とか 2 人から始まりました。
Ａ指導員： でも福島はそのあと原発も来て、断水＋原
発でなかなか開けなかった。

Ｅ指導員：はい。

学童保育の再開

Ｈ：市内で停電とそうでないところがあったんですね。

Ｇ：Ｌ学童保育さんは開所は 4 月 1 日で、3 月中はご自

Ｇ：指導員の先生の車の中で待ってたんですね。

Ａ指導員： はい、断水もしたところとしないところが

宅で見ていられたということですが。
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Ｄ指導員： はい、電気はじわじわとついてきましたが、

再開後に気をつけたこと

わけにはいかない、でも仕事をしなくちゃいけないか

Ｇ： 再開後、一番気にかけられていたことはどういう

Ｌ学童保育のほうは遅くて、水も出ないから開所する

ら子どもが一人で家にいる、ということで、自宅で朝
から夕方まで保育しました。トイレも水で流せたりと
か、電気は通らずだったのでヒーターはなかったです
が。多いときで、4 ～ 5 人でした。

Ａ指導員： 通学路が長いということもあり、途中でブ
ルーシートを掛けられた家を見たり倒壊した家を見た

り、あとマスクもしていましたね、子どもたちが精神的

Ｈ：先生のご家族もいらっしゃるんですよね。

にいろんな負荷を負っちゃうんじゃないかという心配が

した。

せていいのか、というのが見られました。福島市は原発

Ｄ指導員： はい、みんなでわいわいしながら過ごしま

ありましたね。親御さんも同じで、このまま学校に通わ

Ｇ： 父母の方から早く開けてほしい、という要望が来

から 60 キロ離れていましたので当初は 30 キロまで、と

Ｄ指導員： はい、
「無理ですよね」と無理を覚悟でおっ

りの被ばく量では、ということになり、文献を読んだり

とまわしたんですが、
「分かりました。一人で過ごさせ

という話し合いを保護者と何度か持ちました。
13日以降、

たんですか？

しゃってきたんですが、電気も水もないので無理です、
ます」と聞いちゃうと、どうしても、Ｊ小学校のこと
が頭にあったので、
「一人で過ごさせるならうちに来て
ください」と。
Ｇ：感謝された感じですか？

言われていましたが、情報が集まるにつれてここもかな
データを集めて、こういうことをしないようにしよう、
一番高かった時点で 3 月 15 日 18 時 40 分に毎時 24.24 マ
イクロシーベルトがありました。県北事務所のデータし
かありませんでしたが出されてきて、それからだんだん
他の情報も出てきて、2 万 5000 分の 1 の地図にプロッ

Ｄ指導員：でも私もすごく支えられて今いるので。

トしていきました。そうしたらＭ川や国道が高い。Ｍ川

Ｅ指導員： 私たちも学童はできないということで家に

注意して見て行こうということになりました。

いと言うので土鍋でご飯を炊いて持って行ったりしま

Ａ指導員： はい、将来振り返りがあるかもしれないと

いて、近所のじいさんばあさんがごはんを食べられな
した。年寄りばかりの集落なので。3 日目、4 日目ぐら
いで、今日は豚汁だよ、と持って行ったらその家が明

の東側が高い。うちも距離的にはあまり変わらないので
Ｇ：絵や作文を書かせたんですよね。

いうことで書かせました。お母さんに感謝する内容が
多かったですね。親をしっかり見ているなと感じまし

るかったの。電気きたよ～といって ( 笑 )

た。いろんなことを切り盛りして子どもたちのことも

Ｇ：水や食料、燃料の調達に奔走されていたんですよね。

というのがありました。で、各自それを持って行って

考えてくれる、だから私もこういうことを手伝いたい、

Ｂ指導員： 燃料がないといざというときに逃げられな

お母さんに見せなさいと。

Ａ指導員： 間違った情報をつかまされて並んだら手に

Ｅ指導員： 一番気にしたのは雨です。学校からの途中

Ｂ指導員： 原発のことは情報が正しいのか正しくない

あるんですが、
そこに打たれてくるんです。傘をささず。

ている、というクラブもあって、えーっ、という感じ

てきたと。どこ？と聞いたらダーッと流れていて。濡

いから、どこへ行くにも自転車で行っていましたね。
入らないということもありましたよね。

のか分からなかったですよね。再開当初、外で遊ばせ
でした。

に雨どいが壊れていて滝のようになっているところが

何をやったらこんなに濡れるの、と聞いたら、修行し
れちゃいけないのにと。本当は楽しいことなんだけど

Ｅ指導員： チェーンメールが来て大丈夫だから、とい

それを止めなくちゃいけないという気持ちが切なかっ

Ａ指導員： データとしては危ないな、という感じはし

ければいけなかった。

うのも来ました。
ていましたよね。

たし、子どもたちに楽しいことをやめなさいと教えな

Ａ指導員： ホットスポットという言葉が出てきたのが 6

Ｇ： 再開後、原発事故との関係で閉めなきゃとかそう

月ぐらい。それまでは分からない。県北事務所のデータ

Ｂ指導員： 家族のことで避難する指導員もありました。

スポットや軒が危ないという認識はありませんでした。

たらだいぶ戻ってきましたが、指導員も手薄になりま

けた、ダメ～、とか。

いう話し合いはありましたか？

子どもはやっぱりとにかく避難、最初は。しばらくし
した。

が福島全域をカバーしていると思っていました。ホット
Ｅ指導員： 触っちゃいけない、先生、クローバー見つ
Ａ指導員： 土に触らないように、マスクをするように

Ｆ指導員：若い先生がいるとやっぱりね。

という指導でした。暑い夏でしたが、長袖、窓を開け

ぱいでしたよね。何人かは県外に脱出もありましたし。

してきたんです。やっと今頃になってそういう雰囲気

Ａ指導員：とにかく 3 月後半はそういうことで頭がいっ
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ことでしたか。

てはいけない、でも扇風機しかない、という夏を過ご
になりましたが、窓を開けられないんだから。子ども

たちに動き回るなとは言えない。そういう状況がその
年は続きました。

子どもたちの様子

Ｆ指導員： 肌を見せずにマスクして、ずっとそういう

Ｇ：外遊びをするようになったのは。

Ｄ指導員： 季節の移り変わりが感じられなかったです

Ｄ指導員： それぞれの年齢でやらなきゃいけない時期

感じでしたね。
よね。

Ａ指導員：校庭を除染してから。かなりあと。
にできてないのでどうするんだろう、と。

Ｂ指導員： 校庭に子どもがいない。桜が咲いてるのに。

Ｂ指導員：福島県の子どもの体力は完璧に落ちるね。

Ｆ指導員： 子どもはなんでも道路で拾ってくるけど、

問題点もこれから出てくるんです。体力や免疫力だけ

なんかずっともやもやしていました。

Ａ指導員： 運動だけじゃなくて精神的な心の奥底での

拾わない、触らない、ということでしたね。

じゃなく。脱線しますが、今年の子どもたち、ここ 1

Ｄ指導員： うちも最初の頃、ほうきで一人ずつ払って

～ 2 年は自己主張が強い。保護者会で話したんだけど、

中に入れたりしていましたね。

データを取ったわけではないが、最近そう感じられる

Ｅ指導員：とにかく、何をするにもごめん、と謝りなが

と。その原因の一つが、原発と親御さんの行動・考え方。

らしていました。本当は楽しいはずなのにやっちゃいけ

つまりまわりの大人たちの行動を見て、彼らが彼らな

ない。

りに考えて出てきた行動。また、甘えが許された、そ
ういうことで社会規範的なものがちょっと弱くなって

Ｂ指導員：おやつも市販のものだけになって。

きているのかなと思います。親が過保護になっていま

Ｆ指導員： これまではじいちゃんばあちゃんがキュウ

すからね、いろんなことを許容する、それで対人関係

リ作ってるんだ、桃作ってるんだ、というので気持ち

が希薄になる、という。サンプルが少ないからなんと

も支えられてきたんだけど、原発事故後は生ものは一

も言えませんが、そういう感じがします。

切お断りという感じでしたよね。3 月にＮ地区は自分で
畑をやっているところも多いんだけど、ホウレンソウ
売れないんだ、と持ってきたのを断り切れずに食べた
んだけど、あの頃だととまどいというのは、どうしよう、

Ｆ指導員： 確かに震災のときに入ってきた 1 年生と震
災後に入ってきた 1 年生は違う。今年の 1 年生はすご
いです。わがまま。

お年寄りだし、というのがあったけど、あとはお断り、
食べさせたいじいちゃんと食べられない若い夫婦、と
いうのがありましたね。今は数字があるので食べる食

Ｄ指導員： 学校に行けない子がすごく増えています。9

時とかの時間帯に泣きながらお母さんと行く子、学童

べないという判断が比較的しやすいけど、その数字も

にも、朝は行かない、と言ってる子が 3 人います。1 年

高いと見るか低いと見るか、ゼロじゃないとダメなの

生。うち学校に近いので洗濯物を干していると、ギャー

か、というのはずっとありますね。

ギャー泣いている子を先生が連れて行ったり、子ども

Ａ指導員： これからそういうことがずっと続いていく。

だけで 9 時頃歩いていたり。

れでやっと学童のまわりも測るようになって、ここは

Ｂ指導員： うちはそれほどはないですが、外遊びが少

学童に線量計が配られたのは 6 月 13 日でしたよね。そ

行っちゃいけない、という具体的なことがやっと言え
るようになった。

ない状態で入ってきた 1 年生。雨の日に室内にいると

やっぱりもめますが、1 回外に出すと違う。長時間外に
出していない状態でいると、やはりその子たちの精神

Ｆ指導員：最初は数が足りなくて 2 泊 3 日だったのよね。
Ｎ地区は高いので、ということで一番にもらいました。

状態には影響があると思います。こちらもへたに DVD
見せたりしても子どもを押さえにかかることになって
しまうし、指導員もわがままを認めるところがある。1

積算計もまだつけています。1 年間で１ミリシーベルト

年生が我慢できないところがある。1 回切れるとワーッ

を超えています。うちは年間 3.7 ミリシーベルトだから

となる。

もっと多い。

今の子って、学校に親が送ってきてるんですね。通学

Ａ指導員：最初が多かったですね。

路も除染されているのに親が変な過保護になっていて。

Ｆ指導員： 夏休みだけ減るのね。小学校の教室を借り

学童にもお迎えに来るので、学校とうちの間を歩いた

て保育するから。1 日に１マイクロシーベルトぐらい。

ことがない子もいます。これは普通の事態ではないと

実際の学童に戻ってくると、1 日に 6 マイクロシーベル

いう。

ト前後です。それでも随分減ったんだよ。除染したと

Ｄ指導員： だから傘を持たないんです。朝降っていて

ころはＯＫにしてる。小学校の除染は比較的早かった

も傘は持っていない、車で来たので。

ので、土はいじらないけどサッカーやドッジボールは
校庭の除染が終わった時点で行った。でも住宅に近い
ところは高いので、真ん中だけでする。

Ｆ指導員： Ｎ地区は通学路も除染されていません。そ

んなに高くないんだけど、親は不安感があります。私、
朝町内会で黄色いおばさんをしていますが、本当に学
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校の近くまで車で来ますね。学校の交差点の近くで降

が許せなくてすごい問題になった。学校の先生が来た

ろす生活。

の。親としては家庭訪問のときに「何か困ったことあ
りますか」って聞かれたときに、
「実は学童で上級生に

あと、小さい子への影響もすごいけど、ここ 2、3 年で

ちょっといじわるされたって言ってました」と担任の

高学年になった子への影響も大きい気がします。外で

先生にぽろっといったら、その担任の先生が犯人捜し

遊べない日々が続いたり、DVD やゲームばっかりさせ

をしたの。3 年生か 4 年生ということになって、学校に

た影響が出ている。

顔写真が全部あるので、どの子？と聞いたらこの子、と。
その子に教室でこんこんと聞いたんだけど、その子は

今の 1 年生は、保育園で散歩して達者にならなきゃい

担任の先生と合わなくて一言もしゃべらないんだって。

けない時期にできなかったり山形に避難していたりし

でも学童ではすごく元気で頭もいいんだけど。そうし

たのでそういう影響は大きいと思います。

たら学校の先生が学童に来ました。こんにちはもない
です。何年何組の担任です、
もない。子どもが X 先生だ、

Ｇ：今の 3、4 年生は？

と言って。そうしたらいじめている子がいるというこ

Ｂ指導員： 家族がバラバラになっていた子が多い。何

とを知っていますかと。はい、知っています、学童で

カ月だけじゃなくて 2 年目、3 年目に入っている普通の

はもう解決しました。もまれながら成長するので見て

家族じゃない状況が続いている。お父さんは土日に来

います。学校では口を閉ざしているのでどう対応した

るだけ、お母さんが全部一人で背負っていたり。その

らいいか聞きに来たんですと。

影響が出ている気はします。
Ｄ指導員： いまだに 4 年生までの子は、
「外に行ってい

Ａ指導員：学童は一番自分が出せるところですよね。

われば遊んでくるねー、だったですが、今は必ずいま

頭がいいから、上から目線で言われると口を開かない

いの？」と必ず癖のように聞きますね。前は宿題が終

Ｅ指導員： 学童では本当にすごいです。でもあの子は

だに言いますね。どんなに晴れていても。

かもしれません、と言っておきました。

Ａ指導員： 子どもは全身で四季の移ろいを感じ、お互

学校との連携・防災対策など

てくる。例えれば学童は幼虫からさなぎ、蝶になるま

Ｇ：学校との関係は。

いにぶつかりあって相手のことも自分のことも分かっ

での重要な時期、いっぱい経験しろ、多少ぶつかって
もいいから、という指導をしてきました。外遊びにつ
いては、行政の対応は後手にまわり、屋内は整備して
も屋外は手つかず。例えばＮ地区の浄水場、もったい
ないです。そういう場所を作っていかないと。

Ａ指導員：ある程度良好な関係を保っています。

Ｈ： 防災のことはどうですか。学校との間に約束事が
ありますか。

Ｆ指導員： 学童から言わないと学校からは多分来ない

（一同：同意）
。学童からこうしたいけど協力関係を結び
たい、と言えば拒まないという感じです。

Ｆ指導員： 人生ゲーム、本当にいろんな室内遊び、う

Ｂ指導員： 学校が近いと、宿題のレベルが高すぎてキ

当に自然と遊び、友達と遊び、という濃密な関係はボー

すか、と言いに行って少し簡単にしてもらったら宿題

ドゲームやトランプではできないですよね。

ができるようになった、というのはあります。

ちもいただいたけど、現実離れしたつながりなので、本

Ｂ指導員： 室内で遊ぶところはいっぱいあるけどつま

んないよね。一回行けば。室内の砂場で遊んで何が楽
しいんだろうと思う。意味がないのにお金を投じるの
がどうかなと思う。

レちゃうときに先生にもう少しレベル下げられないで

Ｈ：避難訓練は？

Ｂ指導員： それは別々。でも学校の訓練で子どもを帰
すときには「学童の班」というのはできています（一

Ｄ指導員：おためしでＯ公園に子どもたちを連れて行っ

同同意）
。

敏感な子は野生児のようにバーッと散って行って弓矢

な、理想だと思います。最初、Ｉ地区では建物が古く

た。楽しくてすごかったって言っていました。自然に

Ｄ指導員： うちは学区内学童に行くことが一番いいか

など教えてもらって、生き生きとしていて。夏休みに

てすごいので大家さんに突然売りに出されることにな

行こうかと思います。

り、とりあえず出るしかない、と市の方と相談したと

Ａ指導員： そういうことをするのが学童なんだよね。

ころ、Ｊ地区は三つ四つやっているということで、そ

学校は勉強をする場だけど学童は遊ぶ場。友達との接

のときは逆にＩ小学校のほうを連れて行っていたんで

触、今は頭でしかない。体でぶつかってない。この時

すね。その逆パターンでＪ地区の子をＩ地区に連れて

期にしか学べないのに。

きていたんですが、今は徐々に学区外の子は少なくし
ています。そのほうが子どもも安心して一緒の学童で

Ｅ指導員： 今年の 1 年生で、上級生にやられた、とな
る。男の子ってちょっかい出す子がいますよね、それ
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過ごすことができるので、と言っています。

Ｆ指導員： 今は、震度 5 になったら学校へ保護者にお

メイトやトランプまで入っていて。

もう一回ああいうことがあっても勝手に帰すというの

Ｆ指導員： でもそういうのは意識づけられるからいい

迎えに来てもらうことにしたんだと思います。なので、
は学校としてないんじゃないかな。
Ｅ指導員： 学校がそりすべりとか遠足のあとに、学校

に迎えに行くというのありませんでしたか？（一同：

Ｈ：でも賞味期限があるので食べてください。

ですね。賞味期限前に食べなきゃ、とか電池も確認し
たり。つい、なくなった、と言うとあそこにあるから、
とやりがちなので。

ありました）
。誰を学童に連れていく、と書かされて。
Ｆ指導員： 学童に近かったら学童に来ますよね。学校

Ｂ指導員： 震災直後も不安なのに少しすると子どもが

Ａ指導員：問題は、通信手段が確保できるか。

うというのが分かりました。あやとりとか、非常用袋

の近くだったら学校に戻る。

Ｂ指導員： 学童から徒歩で帰宅する時間があるんです。
5 時過ぎたら帰すんですが。途中で雷が来たら怖い、と
いうのはあります。
Ｈ：個々のお帰りは他の施設ではないですか？

（一同）
：ないです。

Ｅ指導員： 親から電話が来て、残業でどうしても 7 時、
8 時になっちゃう、というときに、鍵を持っていたら 5
時前だったら帰っていいよといいます。それ以降だっ

飽きてくるというのがあるんです。遊びたくなっちゃ
に小さな遊び道具があると違う。
Ｆ指導員： 市から防災対策の指導はないです。去年は
セーブ • ザ • チルドレン • ジャパンからの防災グッズも
あったので市連協からでしたが、基本は父母会とか運
営母体からですね。
Ａ指導員： 放射能情報は市連協で共有していました。
2012 年。最初は定例の 5 月の総会で。そのあとも何度か。

たら指導員が送っていきます。
Ｂ指導員： でも学区は結構広いですね。遠い子は 30 分
ぐらいかかっちゃう。

Ｆ指導員： 市としては、たぶんどうしていいか分から
なかったと思うんですが、去年学習会が一回ありまし

たよね。でも、放射能のことはこっちからこっちまで
Ｈ：学童保育内の防災活動というアンケート項目があり

いろんな意見があって、Ｎ地区でも県外からの発言が

ましたが、どんなことを具体的に見直しされましたか？

あったり、かなりの混乱があった。一、二度情報交換

Ｅ指導員： 親が迎えに来る来ないが分かったときの連

するよりもっとたくさんのことがインターネットから

絡方法。たまたまあのときは一人が警察官で、携帯が

入ってくるのでなかなか難しいなと思いました。今年

なんとかつながって警察署に連絡しました。もう一人

の花はきれいだよね、放射能の影響じゃない？とか、

は中学校の先生で親も帰れずずっと一緒にいました。

最初の県の研究集会でも今年のバッタでかいんだけど、

子どもも不安なので連絡方法を相談しました。

とか、冗談か本心か分からないけど指導員同士の話し

Ａ指導員： うちはそこは震災も含めて問題なかったの

合いの中であったので、情報共有するにしてもそれが

でそのままでいいかなと。

正しいかどうかの判断が難しいところがあった気がし
ます。指導員の判断と、あとは保護者の要望を第一に

Ｈ： 防災マニュアルが震災前からあったということで

しながら。

Ｆ指導員： 独自です。自分たちの建物と場所を考慮し

外遊びの検討

を持ってここに、とかという形です。うちは建物も結

Ｂ指導員： 外に出すのも親にアンケートしました。去

すが、独自に作られたものですか？

て避難訓練をするときに、こういうときはこれとこれ
構大変なのでそれも考慮してです。

年ですが 2 人のお母さんが出さない、と言うので出さ

Ｂ指導員： うちも、昔から火災、地震、不審者の場合、

ないことになりました。市の勉強会では全部入れ替え

3 パターンをいつもやっていましたが、地震を増やして

てあるので食べても平気ですよ、と言われていて、私

年に 3、4 回は何かしらやっています。それも市からで

もやりたくてやりたくて。でもすでにきれいな状態で

はなく自分たちでやっています。ただ震災後に見直し

はなくなっていて、いざやるとなれば自力で全部砂を

はありました。水の備蓄がなかったので、これはいる、

交換しなくちゃならなくなって、じゃあ無理、となり

ということになってペットボトルを置くようにしまし

ました。指導員と父母会長で決めてやりました。その

た。あとはカップラーメン。

子は砂遊びをしない。職員室の裏のホワイトボードに
砂遊びをしちゃいけない子を書いたり。

Ｇ：非常持ち出し袋がなかったと書かれていますね。

Ａ指導員： そこで子どもがどう感じるかだよね。子ど

ザ • チルドレン • ジャパンからいただいて、これはいい

ことで、あとでどういう影響を与えるかと思いますね。

Ｂ指導員： 救急箱ぐらいしかなかったです。セーブ •
と（一同：同意）
。
Ｅ指導員：すべて網羅して入っているんです。カロリー

もにとっては遊びたいのに自分だけ遊べない、という

Ｄ指導員： うちも学校がアンケートを取って、学童で
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1 人だけ出さないでほしい、という子がいて、1 人だけ

ばいいんじゃないかな。

出さないわけにもいかないので、じゃあこのアンケー
トはなかったことにしよう、と出さないことになりま
した。お宅だけですよ、ともなかなか言えなくて。1
時間ぐらい OK になって、30 分ぐらいならいいですか、
とまたアンケートを取って、30 分なら、となったので
出られるようになりました。

Ｈ： 携帯以外の連絡の取り方を新しく作ったものがあ
りますか？

Ｆ指導員： 前から一斉メールはしています。あとは携
帯の各会社、指導員が持っているのも含め、いろんな
会社のを持っていて、あとは固定電話。子機が意外に
使えるので子機を動くようにしておく、という感じで

Ｂ指導員：プールも親が同意しなかったのがついに OK

が出てよかったね、というのがありました。ずっと 3
年生まで見学でした。
Ｄ指導員： 学校はぽんと見学にしますが、1 人だけ見
学というのがどうかなと思っていました。

すね。あとは学校に一時期行っていたときは紙にマジッ
クで「学校にいます」という。
（一同）
：貼り紙は大事な手法ですね。

Y に行っています、とかお弁当を持ってきてください、
とか。
でも学区外の子がいると大変ですね。

Ｆ指導員： Ｎ地区は線量が高かったから市内よりはい

学区内に学童があるのが理想ですね。

ろんな対応が早かった。いろんな思いも一足先に感じ

企業がいくつか学童を作っているし、送迎があると大

たところはあります。一方で本当に自由にしている子

変かもね。

どももいる。山に行き川に行き。

Ｆ指導員：親同士のつながりも大事ですね。

Ａ指導員：ザリガニ取りだけは禁止しています。

防災対策（再び）

Ｅ指導員： 忘れられないのが、男の子で泣いていたら

お父さんが来て、子どもの顔がぱっと明るくなったの。
「大丈夫だったか？ そうか、じゃあお父さんは仕事に

Ｇ： 先生向けの防災研修がＰ学童保育さんだけ震災前

戻る！」
と(笑)。
それで子どもはワーッとまた泣いちゃっ

からされていたということですが。

て。顔を見せたときの嬉しそうな顔と戻られたときの

Ｂ指導員： 毎月 1 回職員会議をしているときに防災の

顔の落差。

屋の管理は誰、というのが決まっていたので管理表を

Ｅ指導員： それは最後まで残った子（アンケート回答

話をしたりしていました。防災訓練のときに、この部
確認したりしていました。その程度です。

Ｇ：それが発熱した子ですか？

と同じ内容）
。PTSD ってこういうことなんだと思いま
した。アンケートでも書いたけど、いろんな災害を見

Ｆ指導員： うちは普通の民家なので、入り口はどこか、
避難口はどこかと言われてもそういう建物ではないの

て大変なんだ、と思っていたけど自分で体験してみて、
大変じゃすまされないというのが実感でした。

で、どうするんだろ、というのが結構あります。
Ｅ指導員： 火事のときは駐車場、それでダメだったら

Ｑの避難所になっていたので、時間があったときに、7

校庭に行こう、とか、そういう中でなりゆきで行きま

月まで週 2 回、避難所で託児をしたんです。異様な雰

すね。

囲気でした。子どもがいるはずなのにシーンとしてい

Ａ指導員： あと学校によって下校時間が違うので、誰

て、少し子どもの声がするとうるさい！と。一人、明

がいついるか分からない。そのときに指導員がいかに

らかに赤い 3 本の線がほっぺたについている子がいた

対応できるかだね。

の。どうしたの、と言っても転んだのと。明らかに指

Ｆ指導員： 校庭にいられるかいられないか、習いもの

の跡がついている。あとで聞いたら、お父さんは宮城

があるときにどうするか、などいろんな可能性がある

で津波で亡くなって、お母さんが一人で子どもを見て

ときにいちいち対応を考えるのは大変です。

いた。それでイライラして。そういうのを見ていると、

Ａ指導員： マニュアルに全部書けることじゃないね。

子どもがどれだけ切ない思いをしたか、将来まで持っ

指導員が常にコンタクトを取っていればある程度解決

て行くんだろう、私たちには分からない苦しみがある

できる。

だろう、と実感しました。

Ｆ指導員：基本は、自分たちがどう動くかの練習、分担。
こうなったらこうなる、というのはあるけど、これが
あればバッチリ、というのはない。
Ｅ指導員：今日は誰がいて、誰が習いものでどこに行っ

最後に言いたいこと

Ｆ指導員：それと電話連絡先がこうで、というのも。

Ａ指導員：原発はいらない。子どもの遊び。

Ａ指導員： 常に保護者とコンタクトできる状況にあれ

分は福島市で保育をしているジレンマを感じています。

て……というのだけは全員が把握していないとね。
（一同）
：それはありますね。
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金目発言されたときには本当に悔しかったです。

Ｃ指導員： 妻子は山形市に避難しています。それで自

Ｈ： 震災を経験していない地の指導員の先生や運営し
ている方に伝えたいことはありますか。

Ｂ指導員： 子どもが体験したということ。体験しない
と分からない。地鳴りが来たところから、ちっちゃい
子も同じ経験をした爪痕が残っていく、ということは
知っていてほしいと思います。
Ｆ指導員： 私は前の年に地震対応の避難訓練をしまし

た。何を持ってここに行って、というのをやりました。
あんなに大きいのが来ると思わなかったけれど、訓練
をやっていてよかった、と思いました。備えが大事だ
と思います。
あとは原発があるということを生活の中で認識として
持つべきだったというのは思いました。放射能は大丈
夫、と言われながらもみんな不安を持っていて、結論
は何も出ていないのに、次に進もうとしている、とい
う歯がゆさを感じています。
Ｄ指導員： 何がいいのか悪いのか、が全然分からない
中で、サッカーボールを蹴って外でみんなで笑って遊ん
でいるのを見て幸せだなと思います。どれだけ傷を負っ
ているかは分からないし忘れちゃいけないことだけど、
前に進んでいかなきゃいけない、私たちもそれに乗っ
かって、お互いにパワーを分け合いながら進んでいか
なきゃいけないと思います。今回アンケートを回答す
るので他の指導員とも話していましたが、
まだ 3 年とも、
もう 3 年とも感じられる。そういう話になったときに、
Ｋ学童保育さんの本を買わせていただいて学童に置い
てありますが、Ｋ学童保育さんって大変だったよね、
ということになると、私たちはそういう体験はしてい
ないな、乗っかって乗っかって生活してきたので、日々
笑って過ごせるのが幸せだなと思っています。
Ｆ指導員： 支援でもらったジャガイモが残ってしまっ
て、押し入れに入れておいたら芽が出たんです。食べる
意味はなく敷地内に埋めたんです。埋めたという感覚
だったから育てるという感覚はなかったんですが、去年
から朝顔を植えて色水を取ったり、少しずつ自然とまた
触れ合おうと思って。今年も朝顔を植えようと思って土
を掘ったらジャガイモが出てきたの。みんなで夢中で掘
りました。で、セシウムを測ってもらったら大丈夫だっ
たの。それで来年はジャガイモを植えようということに
なったんです。もちろん土は除染している、それでも食
べる食べないは自由だけど、ジャガイモを植えられる、
それを喜ぶ子どもがいる、可能性が広がりました。もし
かしたらキャンプで食べられるかもしれない、キャンプ
にたくさん参加したらそれだけ子どものつながりや親同
士のつながりも増えるかもしれない、そういう可能性が
やり方や協力で広がっていく、と思って、去年の色水か
らちょっとまたジャガイモで広がった気がしました。
できることから子どもたちの生活を広げていくという。

おわりに
聞き取りにご協力してくださった 29 名の学童
保育指導員の皆様に、心より感謝いたします。
本記録集作成に以下の方々にご協力いただきま
した。
全国学童保育連絡協議会
岩手県学童保育連絡協議会、気仙地区学童クラ
ブ連絡協議会
宮城県学童保育緊急支援プロジェクト
福島県学童クラブ連絡協議会、いわき市学童保
育連絡協議会、福島市学童クラブ連絡協議会
（市町村名は五十音順）
各学童保育現場からの事例
東日本大震災学童保育指導員記録集
制作：公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャ
パン
調査協力：原口孝子
編集 • デザイン：株式会社セイタロウデザイン
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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
東日本大震災復興支援事業部 子どもの保護
〒 101-0047
東京都千代田区内神田 2-8-4 山田ビル 4 階
TEL：03-6859-6869 FAX:03-6859-0069
E-mail：pfa@savechildren.or.jp
URL：http://www.savechildren.or.jp
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