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東日本大震災東北被災地追跡調査（2011 年 10 月 10 日～13 日、11 月 6 日）報告 

１、「命のウツワ」シンポジウム 2011年 10月 10日 

 白石蔵王の駅に降り立つと、センター共同研究員の造形美術家・近藤高弘氏の内弟子の

高木さんが迎えに来てくれていた。車に乗って、西山学院高等学校へ。そこで、今日のプ

ログラムの確認とシンポジウムの打ち合わせをすることになっているのだ。 

 

 西山学院高校に着くと、今日のシンポジウムのパネリストの一人で東北大学教授の宗教

民俗学者・鈴木岩弓さんがすでに到着していた。銀座にある東京画廊主の山本豊津さんも

来ていた。山形県議会議員の草島進一さんがまだだったが、本人より連絡が入り、だいぶ

前に到着してここまで来たが、誰もいないようだったのでシンポジウム会場まで行ってい

る、とのことだった。二度手間になるが、またこちらにもどってもらうことにした。 

 

 宮城県議会議員の安藤俊威さんを除いて全員集合したので、今日の流れの確認と打ち合

わせをする。一等最初にわたしが法螺貝を吹き、次に西山学院高校の生徒たちの和太鼓演

奏、そして、七ヶ宿出身のプロの和太鼓奏者「幻創」（半田孝夫氏・南部聡子氏）の演奏、

さらに地元のエコロジカルシンガーソングライター海藤節夫氏、東京の作曲家大森俊之氏

と竹中あこ氏の演奏と歌、そして、近藤高弘さん主宰の「無限の会」の設立 10 年間の活動

報告の後、シンポジウムを行ない、その司会進行をわたしが務めることとなった。 
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 今回の催しの趣旨を、近藤高弘氏は次のように書いた。 

 

＜日本人は、古来より自然の中に神を見出し、畏敬の念を持って生きてきました。 

自然は我々に豊かな恵みをもたらす一方、時として大きな災害をももたらします。この

度の、東北の大震災や津波は予想を遥かに超えた規模となってしまいました。しかし、我々

は、これからも自然と共に生きていかなければなりません。 

東北の山や森の美しさ、雄大さには、いつも感動を与えられます。福島県、山形県、宮

城県の 3 県の山々にまたがる七ケ宿町は、まさに自然に育まれた場所です。私は、1998 年

から七ケ宿町の西山学院高校内に登り窯「無限窯」をプロデュースし、13 年間、毎年夏に

地元で取れる土を使い、自生する松や間伐材で窯を焚くワークショップを行ってまいりま

した。現在は会員も増え、「無限の会」として活動しています。今回幸いにも、登り窯や 150

年続いてきた茅葺の工房は大きな被害もなく無事でした。 

そこで、この七ケ宿の土を使い、登り窯でウツワを焼き、土、木、水、風の息吹を吹き

込んだ「命のウツワ」を、被災された方々に届けるプロジェクトを、下記のような組織で

スタートさせたいと考えております。もちろん、私にできることには限界があります。今

後、主旨に賛同を得られる国内外の作家に協力を得ることができれば、多くの被災者の方々

へ、祈りの器、文化としての器、そして、そこに繫がる命のウツワをお届けできるのでは

と思っています。何卒、皆々様のご賛同、ご協力をお願い申し上げます。＞ 

 

 この趣旨に沿って、近藤さんは 7 月末から 8 月いっぱい、まるまる 1 ヶ月を西山学院高

校に寝泊まりしながら、七ヶ宿の土と木を使って「命のウツワ」作りに励み、2000 個の器

を制作をした。10 月 10 日に「無限の会」の 10 周年も祝うと同時に、その記念のイベント

を行ない、この日から「命のウツワ」を届ける被災地支援活動を実践していくことになっ

た。そのスタートとなる催しが、10 月 10 日の記念イベントである。 

 

 演奏とシンポジウムは、七ヶ宿町の旧家の安藤家本陣（宮城県刈田郡七ケ宿町字滑津）

で行われた。シンポジウムのタイトルは、「東北被災者支援活動『命のウツワ』シンポジウ

ム」。白石市長と七ヶ宿町長と教育長さんの挨拶の後、近藤高弘さんの全体の趣旨説明、続

いて、宗教民俗学専攻の東北大学大学院教授で仙台の「心の相談室」事務局長の鈴木岩弓

さん、元神戸元気村副代表で今は災害ＮＧＯ月山元気村代表の山形県議会議員の草島進一

さんにそれぞれの立場から今回の災害とその取り組みについて話してもらい、地元の安藤

家第 19 代当主の県会議員の安藤俊威さんの話を受けて議論し、最後に、鈴木岩弓「心の相

談室」事務局長に「命のウツワ」を贈呈した。鈴木岩弓さんの子息も陶芸家で信楽で陶芸

修行をしている身らしく、自分たちで作った陶器を被災地に届けたところ、皆さんにとて

も喜んでいただいたということだった。百均の器などで食事をすることが多い仮設住宅の

被災者の方々がぬくもりのある器を心から喜んで受け取ってくれたという。 
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近藤高弘氏制作の命のウツワ 

 

すべてのプログラムを終了し、近藤高弘さんのアトリエ（工房）で懇親会をした。そこ

には、2000 個の「命のウツワ」の一端が展示されてもおり、そこで寄り合って作品を見な

がら思い思いを語り合った。懇親会が終わり、久しぶりで七ヶ宿の民宿の大仙屋に向かっ

た。そこのおかみさんはもう 80 歳近いが、ガマやツバメと友だちでとても心が和むので、

当地に立ち寄ったらいつもここに泊まることにしているのである。大仙屋のおかみさんた

ちといろいろ語らっていると、いつしか夜が更けるのも忘れていた。 

 

２、浪分神社、石巻、葉山神社、雄勝法印神楽 10月 11日 

 

 朝、9 時半に仙台駅前で、石の聖地の写真家の須田郡司氏（ＣＩＡＳ京都大学地域研究統

合情報センター共同研究員）と落ち合った。レンタカーを借りて仙台駅に来てくれること

になっていた。そこから 1 日半、ＮＨＫの取材班が同行することになった。ＮＨＫ教育番

組で、被災 1 年後の復興プロセスを描く番組を作るのだが、その際、被災地域の神楽など

の復興過程に焦点を当てたいということになり、ついては、石巻市雄勝町の国指定重要無

形民俗文化財の「雄勝法印神楽」の復興支援に関わりを持つわたしにゲスト出演と雄勝町

を含む被災地追跡調査の過程の同行取材を依頼されたのだった。 

 



4 

 

 

実は、わたしは 10年ほど前から、総務省と財団法人地域創造が主催する「地域伝統芸能

まつり」（座長：梅原猛氏、副座長：山折哲雄氏）の実行委員の一人で、毎年 2月末に 2日

間にわたり東京・渋谷の NHK ホールで行う同まつりに上演する神楽や古典芸能の演目につ

いての討議と選抜に加わってきた。 

 

年 2～3回開かれるその委員会の 6月に開催された委員会において、東日本大震災で被災

した東北 3 県の地域伝統芸能を特別に取り上げて上演してもらうことが復興につながるの

であれば、来年 2月 25日（土）と 26日（日）に NHKホールで開催予定の「第 12回地域伝

統芸能まつり」でぜひその上演実現させたいと意見を述べ、同意を得たのであった。そし

て、福島県新地町の「相馬福田の十二神楽」と宮城県石巻市雄勝町の「雄勝法印神楽」と

岩手県田野畑村の「菅窪鹿踊」の被災地 3県の 3演目の上演が決まった。 

 

「相馬福田の十二神楽」の神楽の衣装と道具は、高台に位置する諏訪神社の倉庫にしま

っていたため、演舞可能とのことで、舞手は小学 3年生から中学生である。「菅窪鹿踊」も

倒壊の被害が大きかったが、衣装道具は海岸から 4 キロ離れたところに保管してあったた

めに無事で、保存会の演者も人的被害はなかったという。田野畑村は山間の集落 6 地区に

跨っているが、「村はひとつ」という考えにより踊り組の人員も 6集落から構成している。 

 

「雄勝法印神楽」は保存会の会長さんが行方不明のままであるが、10月 10日に葬儀を出

し、追悼の想いを胸に、再スタートの意思をみなぎらせている。来年 2 月の NHK ホールで

の雄勝法印神楽の上演演目は「橋引」と決まった。それは、10月 9日に鎌倉宮（大塔の宮）

で行われた鎌倉芸術祭における被災地復興支援の雄勝法印神楽上演会のチラシには、「『有

馬明神境内の杉の木を乙鶴御前という里の乙女に曳いてもらえばうまく橋がかかる』との

お告げによって見事に橋がかかるという話を、ユーモラスな所作で演じる舞です」とあり、

まことに「復興」祈念にふさわしい演目であるといえる。 

 

ちなみに、鎌倉での上演会は、「鎌倉芸術祭」のメインイベントの一つとして企画された

もので、鎌倉宮の本殿前に特設舞台が設けられ、昼の部に「道祖」「岩戸開」「産屋」の 3

演目、夜の部に「橋引」「鬼門」「蛭児」「日本武尊」の 4 演目が上演された。「東日本大震

災復興支援芸能公演」と銘打たれたこの催しの主催は、湘南リビング新聞社と雄勝法印神

楽鎌倉公演実行委員会で、共催は鎌倉市観光協会で、鎌倉宮や日本ユネスコ協会連盟・鎌

倉ユネスコ協会が協力して開催された。 

 

 不思議なことだが、石巻と鎌倉には深いつながりがある。おそらくは海を伝っての逃亡

伝説であろうが、鎌倉宮に祀られている護良親王が石巻まで逃げ延びたという伝承がある
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のだ。通常、後醍醐天皇の皇子で足利尊氏と対立して殺害されたのが護良親王（1308～1335）

とされ、その護良親王殺害の場所がこの鎌倉宮で、そこで護良親王を祀っているのが鎌倉

市に鎮座するこの鎌倉宮（大塔宮）ということになっている。だが、護良親王は鎌倉で処

刑されずに、奥州石巻に落ち延びたという伝説があって、実際に、石巻市吉野町の「一皇

子宮」には護良親王が祭神として祀られている。その一皇子宮も今回の津波で大きな被害

を受けたという。 

 

10 月 9 日の鎌倉宮での雄勝法印神楽の上演においては、昼の部の演目で、導き・道開き

を行なう猿田彦大神の舞「道祖」と、「岩戸開」と「産屋」という、復活と新しい生命の誕

生を祝う演目が選ばれていて、その演目の選び方に、雄勝法印神楽衆の被災地の復興と日

本全体の再生・再興を願う想いが凝縮されていて、観衆に大きな勇気と感動を与えた。 

 

以上のような経緯により、須田郡司さんとわたしは、10月 11日の午後に石巻市雄勝町の

「雄勝法印神楽保存協会」副会長の伊藤博夫氏を訪ね、近藤高弘さん制作の「命のウツワ」

を届けることになっていたのである。 

 

 須田郡司さんとわたしは、尐なくとも今後３年間は、5 月 2 日から 5 日に行なった東北 2

県の沿岸部被災地約350キロの視察の時と同じ場所を定点観測する計画を立て、前回同様、

宮城県仙台市若林区、塩釜市、石巻市雄勝町と北上町、南三陸町、気仙沼、岩手県陸前高

田市、釜石市、大槌町、宮古市、山田町、田野畑村、野田村、久慈市などを巡り、被災地

の追跡調査を行なっていくことにしているのだが、その途次、石巻市雄勝町の伊藤博夫さ

んをお訪ねすることにしたである。 

 

 最初に、前回同様、まずは、仙台市若林区霞目の浪分神社に向かった。そこで、2 つの新

たな事実を発見した。一つは、本殿真下に石の祠が安置されていたこと。もう一つは、こ

の浪分神社は現在地よりも 500 メートルくらい東の地にあったが、江戸時代に現在地に移

転したということだった。後者の移転情報は、境内地の霞目公会堂を修復していた大工さ

んがたまたま浪分神社の氏子総代さんで、神社の由緒や歴史を教えていただいたのである。 
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    本殿下の石の祠              浪分神社氏子総代さん 

 

 この本殿下の遺志の祠は、おそらく、移転時か、あるいはそれ以前からあったものかと

思われるが、現在の本殿になる前のものだと考えられる。次回、3 回目の追跡調査の際に、

浪分神社の宮司さん宅をお訪ねして、じっくりとその由緒をうかがうことにしたい。 

 

 浪分神社を参拝し、氏子総代さんから話をうかがってから、前回巡回した若林区の被災

地区に入った。沿岸道路を越えると広大な更地が広がっていた。5 月 2 日に訪れた時にはま

だだいぶ瓦礫の山が残っていた。それがほとんど撤去されていて新開地の平原のようにな

っていた。以前と同じ場所で、鎮魂の思いを込めて般若心経を唱え、法螺貝を奉奏。 

 

 

 

 そこから、前回通行止めになって入れは入れなかった浜の方に向かった。海辺のすぐ近

くに小さな種の鳥居があったのでそこで車を降りたが、その周囲はすべての家屋が津波で

完全に押し流されていて土台が残っているだけだった。芭蕉のよく知られた「夏草や兵ど

もが夢のあと」の句を想い出したが、ここでさまざまな夢を育んでいた人たちの生活が一

瞬にして潰え去ったかと思うと、なんとも言葉もなかった。手を合わして亡くなった方々

の冥福を祈るしかなかった。鳥居には、「明神丸」と大書された奉納の旗が巻きつけられて

いた。 
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若林地区から、急ぎ七ヶ浜の鼻節神社に向かった。途中、巨大な瓦礫の集積場があるの

が目についた。5 月に巡った時からすでに 5 ヶ月が経っているので、確かに瓦礫の撤去はほ

ぼ終了しているところが多かった。だが、いたるところに、瓦礫の集積場が石炭のボタ山

のように積み上げられてあるのが目につき、まだまだ瓦礫の完全撤去は終わっていない。

復旧・復興への道のりは遠い、と感じざるをえなかった。 

 

 

 

鼻節神社を参拝した。5 か月前とほとんど変わっていなかった。岬の突端にあるこの場所

は津波をかぶることはなかったのだろう。地震の被害だけがそのまま残っていて、崩れ落

ちた石灯籠がそのままだった。集落の点検や復旧・再建に時間がかかっていることをうか

がわせた。 

 

だが、そのような人々の生活世界の変動をよそに、海は海であった。東方に広がる太平

洋はなだらかな波をくりかえし押し寄せては引いていくのみだった。この海が 7 か月前に

十数メートルの高波になってこの海岸に打ち寄せてきたのだった。今のこの海を見ている

限り、その姿を想像することは困難だった。 
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 七ヶ浜の被災地区の復旧過程を確認しつつ塩釜から松島に向かった。時間的に塩竈神社

に立ち寄る余裕はなかったので、そのまま塩釜と松島を抜けて石巻市に入った。石巻は、

知られているように、瓦礫撤去などのボランティア活動の拠点となったところだが、そこ

で、物凄い数の瓦礫を運んでいるトラックの渋滞に出くわした。100 台以上のトラックやタ

ンク車ばかりが鈴なり状態になっていた。 

 

 

 

その光景を見た時に、戦争や災害の後の国や街の再建時には、特に土建業者や鉄鋼業者

や家電メーカーなど、ライフラインや基本インフラを整備する産業部門が活況を呈し、そ

うした労働者が集まるところで飲食店など盛り場もまた連動活況を呈す、という「震災特

需」の循環構造が瞬時に理解できた。戦後日本もこのようなプロセスを経て経済復興の道

を辿り、高度経済成長を果たして経済大国化の道を突き歩んだのだろう。しかしこれから

の「復旧・復興」は、かつてのような経済優先の復旧・復興でいいのだろうか。 

 

 確かに、生活の質を保証するためには、基本インフラを始め、「物量」が必要だ。と同時

に、その「物量」に、言葉の本来の意味での「物『質』」－「心質」が連係し関与していな

ければならないだろう。その全体構造の中で、生活の質（QOL）が問われなければならな

い。そしてその芯に、「生態智」が組み込まれなければならないとわたしは考えるものであ

る。 
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 石巻で、「鯨大和煮」の宣伝の巨大タンクが横倒しになっているのを 5 月 3 日にも目撃し

たが、10 月 11 日の震災 7 か月後にも同じ光景を目撃した。次の写真は、5 月 3 日と 10 月

11 日の写真を並べたものだが、この５ヶ月でどのような変化があったか。 

 

 

石巻の「鯨大和煮」の宣伝タンク（5 月 3 日）   10 月 11 日の同じ場所 

 

 較べてみると、国道 45 号線脇の防風林の松林がほぼ取り除かれていることがわかる。以

前は横倒しのタンクの先に松林の並木があったが、それが完全に取り除かれて、右手には

瓦礫の集積場が続いている。この巨大タンクは石巻市が「震災メモリアル」として残すら

しい。街の復旧・復興と心の回復過程がどのように連動していくのかが最大の課題のよう

に思う。仮設住宅に入居した被災者の「心のケア」がこれから一層重要になるにちがいな

い。 

 

 石巻から女川町に入った。瓦礫のほとんどが撤去されていた。自動車が裏返しになった

乗っかっていた 3 階建のビルもきれいに解体されていた。かつてのビル群を想像させる手

がかりもない。だが、その跡地には水たまりがあった。地盤沈下のために海水が浸入して

きて、水が引かないのだろう。 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WcqmsJ6TFdc/TcvTN7kn5tI/AAAAAAAAFeM/NpQkBeW2fdU/s1600/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%EF%BC%96.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-WcqmsJ6TFdc/TcvTN7kn5tI/AAAAAAAAFeM/NpQkBeW2fdU/s1600/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%EF%BC%96.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-WcqmsJ6TFdc/TcvTN7kn5tI/AAAAAAAAFeM/NpQkBeW2fdU/s1600/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%EF%BC%96.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-WcqmsJ6TFdc/TcvTN7kn5tI/AAAAAAAAFeM/NpQkBeW2fdU/s1600/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%EF%BC%96.JPG
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 この海抜ゼロメートル地帯の復旧・復興は困難であると思った。ここでは常に海水に晒

される。船も安全に着岸して人や物資を下ろすことができない。まことに危険だ。満潮時

や大潮などには水位は上昇するので、ますます危険度は高まる。女川町の仮設住宅は山手

にあるが、この漁港の復興デザインがどのようになっていくのか、見守りたいと思う。 

 

女川町を過ぎ、石巻で見た巨大タンクが横転しているのとよく似た光景を、石巻市雄勝

町でも目撃した。雄勝町公民館の 2 階建ての建物の屋上に、以前と同じ大型バスが乗っか

ったままだったのだ。その左隣には前にはなかった瓦礫の集積場が広がっていた。雄勝町

の復興もまた相当な時間がかかりそうだと思った。 

  

 

 10 月 11 日夕の石巻市雄勝町公民館 

 

物質面・ハード面での復旧や復興とは異なるが、5月に訪問した時とは異なることがあっ

た。その一つは、先にも尐しふれたように、石巻市雄勝町の雄勝法印神楽との出逢いと協

力や支援の深まりである。須田さんとわたしは車を走らせ、夕闇に沈みそうなリアス式の

湾内を葉山神社まで急いだ。そこの仮設社務所で、雄勝法印神楽保存協会の伊藤博夫副会

長さんがわたしたちの到着を待ってくれていたからだ。 

 

薄暗くなってはいるが、まだ物の輪郭は見定めることができるくらいの夕暮れ時、わた
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したちは葉山神社について、伊藤副会長さんと再会することができた。まずは、三人一緒

に延喜式内社の石峰山石神社を遥拝した。そして、仮社務所で「命のウツワ」を手渡した。 

 

伊藤副会長さんは、「この前、多くの方々の励ましによって、鎌倉公演が実現しました。

本当にありがたいことだと思っています。わたしたちにとって、神楽の復活が復興に向け

ての大きな支えとなり礎となり絆となっています」と話された。来年 2月 26日（日）に NHK

ホールで行われる「地域伝統芸能まつり」には雄勝法印神楽の「橋引」が上演されること

が決まっている。 

 

 

葉山神社仮社務所で伊藤博夫副会長さんに「命のウツワ」を届ける 葉山神社 

 

こうしてようやく、10月 11日の夕方、葉山神社の仮社務所にいる伊藤博夫さんのところ

に、陶芸家・造形美術家の近藤高弘氏がこの 8月に宮城県七ヶ宿町で精魂込めて作った「命

のウツワ」を届けることができたのである。 

 

わたしたちは、その後、水浜地区の伊藤博夫さんのお宅に伺った。前のお宅は津波をか

ぶって住めない状態なので、今は、水浜地区の山手に作られた仮設住宅に入居している。

そこにお邪魔すると、長年看護師をされてきた奥さんが出てきて、ご夫婦とお話すること

ができた。 

 

神楽が伊藤さんたちの「絆」になっていることは間違いない。確かに、千葉県に避難し

ている高校生や、この地域を離れなければならない者もいる。だが、そんな状況であって

も、何とか他の地域の神楽の衣装を借りたり、全国の支援者からの忚援を受けて、中学校

の教室を借りて神楽の練習を重ねて、10月 9日の鎌倉公演を大成功裡に導くことができた。

その経緯と力は、5月段階の被害状況を知っているわたしから見ると、奇跡的なまでの復活

である。 

 

この雄勝法印神楽の復活過程を見ていると、「祭りのある町（村）には未来がある」と言
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われてきた箴言や「絆」としての地域の伝統芸能の底力を感じる。だが、中長期的に見る

と、この地域の伝統がどのように維持され、次の世代に伝達されるかは、町の中長期的な

存続と生業（漁業や硯石作りなどの産業）の復活が欠かせない。実際、漁業やものづくり

で得た糧を「初穂」として神社に奉納する際に、神楽などの地域伝統芸能が上演されてき

たからだ。生産・ものづくりと消費が、「奉納・奉献」という神仏や先祖との超越的な贈与

的関係性によって緊密に切り結ばれてきたのである。そこでは、「物（生産物）」は「者（正

者、生産者）」を通して「霊（神仏・先祖）」とリンクしているのである。モノの三層性が

ループしサークルしているのである。 

 

 伊藤博夫さんのお宅を出た時、夜空に満月がかかっていた。わたしたちはそこから、台

風 12 号の被害でか通行止めになっている国道 45 号線から迂回して、山道を通って宿所の

ある気仙沼まで夜道を辿った。気仙沼市古町の宿所、パールシティ気仙沼に到着したのは

午後 9 時前だった。 

 

 

  雄勝湾葉山神社から遥か金華山を望む      10 月 11 日の 14 夜 

 

３、気仙沼、南三陸町、釣石神社、慈恩寺、大筒長仮設住宅～10月 12日 

 

朝 9 時にホテルを出発して、まず、5 月に伺った紫神社と金光教気仙沼教会を訪ねた。 

 

       紫神社               氏子総代千景秀宣さん 



13 

 

 

紫神社の菅原宮司さんは不在だったが、氏子総代（紫神社副総代長）で南町一区の自治

会会長で紫会館避難所運営委員会会長の千景秀宣さんが携帯電話から菅原宮司さんに連絡

を取ってくれ、話することができた。菅原秀紘宮司さんは、北野神社や羽黒神社などいく

つかの兹務者を持っているが、その祭りに被災者の方々を手伝いとして参列してもらうと

いう。そうすると、被災者の心が落ち着きを取り戻すのだと話をされた。そうだろうと思

う。祭りは地域の生活のもっとも共同・協働的で基層的な部分を構成している。その祭り

に参加することで、先祖代々のワザと心を再確認し、悠久の歴史の中の自分の位置を感じ

取る。祭りにはそのような、日本人の無意識に訴えかけるコスモロジカルなコンステレー

ション（布置・星座）があると思う。 

 

菅原宮司さんと電話で話をした後、千景会長さんに被災所の様子を伺う。まだここには

尐数だが被災者が生活しているという。ここでは、避難所のみんなが必ず「一人一役」を

受け持った。それによって、協力体制と生活の張りが生まれ、円滑な避難所運営ができた

という。確かに、5 月 3 日に伺った時、この紫神社の宮司さんも自治会長さんもみな生き生

きと明るかった。今もそんな感じだ。 

 

次に、金光教気仙沼教会を訪ね、奥原志郎教会長さんの話を伺った。印象に残ったのが

次の話だった。奥原教会長さんは、傾聴ボランティアに来てくれている若者たちと毎晩 7

時から 9 時までミーティングをしていた。その際、ある若者が、泥かきをしている時に最

初はとても投げやりな感じだった家主さんが泥かきが進んでだんだん家がきれいになって

きたら表情がとても明るくなって元気になってきたのを見て、「泥かきは心のお掃除だ」と

思ったと語り、ハッとしたという。若者が泥かきボランティアを通して人の心の微妙で深

い動きとはたらきを身をもって学んだと感じたからだ。「泥かきは心のお掃除なんですね」

と語った若者の「心」はさぞかしその経験によってピカピカと輝いていただろう。 

 

 

    金光教気仙沼教会            奥原志郎気仙沼教会長さん 
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だが、避難所生活から仮設住宅に移った後の問題点も奥原さんは指摘された。例えば、

気仙沼には、五右衛門ヶ原というとことに 1000 人以上の仮設住宅ができたが、問題はコミ

ュニケーションや交流である。多地域からの移住者がいるので、交流が苦手な人はつい引

っ込み思案になり、まったく会合にも出てこなくなる。呼びに行っても生返事で、集会所

に顔を見せることもない。これから冬になって寒くなるので、鬱々とした先行きが見えな

い中で、孤独死や自殺者が増えるのではないかと心配しているとのことだった。自殺防止

もあって、35 世帯で 1 つの町内会を作って世話役などが定期的に声をかけ合っているとい

う。 

 

だが、生きているということは、暗くてしんどい話ばかりではない。ある時、金光教の

気仙沼教会にひょっこり避難所生活をしていた信者ではない人が訪ねてきて、「避難した者

の同窓会をやらせてください」と頼んできたこともあったとのことだった。奥原教会長さ

んはもちろん喜んで受け入れたが、大変嬉しいことだったと話された。 

 

そうだろうと思う。苦難の中で共に生活した人たちが、一番苦しい時期のことを思い出

し、そこをくぐり抜けてきたことを振り返りながら、お互いの安否や健康や現状を確認し

合い、励まし合う。そんな「絆」や「つながり」が自然とできてくる、そこに人間生活の

妙味や醍醐味や喜びがあるといえるだろう。「生存の底力」ともいえるようなあついもの、

あったかいものを感じた。 

 

金光教気仙沼教会を辞した後、気仙沼の市街と港を巡回した。5 月には入れなかった海辺

まで行って、被害状況と復旧過程を確認した。女川と同様、漁港の間近にあって、激しい

地盤沈下により海抜ゼロメートル地帯に変わってしまったところでは、常時満潮時などに

海水が浸水したり、噴き出たりしていて、水が引かない。気仙沼の港周辺もそうである。

今後、この地に、前のままの状態でもう一度建物を建てたり、生活圏を再構築することは

極めて困難であろう。 

 

漁港には海岸線に土嚢が積まれていた。気仙沼をはじめ、三陸の漁港が尐しずつ水揚げ

が始まっているという。それは確かに復旧・復興の第一歩であり、吉報である。 

 

だが、多くの漁港は今なお地盤沈下した岩壁を抱えているし、気仙沼では漁港周辺の市

街地も冠水したままだ。震災後 7 か月が経っているのに、これほど水が引かないというこ

とは、満潮時などに繰り返し浸水を受けるということなのだろう。いつになったら水が引

くのかわからない。自然に合わせて生活形態を組み直していく柔軟さと、普段からの備え

の両方の重要性を再認識させられた。 

 



15 

 

  

      気仙沼の市街地             気仙沼漁港 

 

 気仙沼から南下して、南三陸町に入った。ここも地盤沈下がひどい。町全体が壊滅して

いる。そんな中に、観音様の像が置いてあった。廃墟となっている町に、両手が欠けてな

いけれども、静かな面もちの観音様が安置されている。そこに、亡くなった方々への鎮魂

供養の思いと復興に懸ける心が込められているように思えた。 

 

 

      南三陸町の被災地           南三陸町の被災地の観音像 

 

 南三陸町からさらに南下して石巻市北上町に入る。ここに、釣石神社があるのだ。その

釣石がどのようになっているか、確認したかった。前回来た時は、釣石神社の場所を探り

当てるだけで大変だった。だが、どっしりと座っているというか、突き出ている釣石を目

にした途端、この悠然たる構えのおおらかさにまいってしまった。素顔というのか、素の

ままというのか。そこに、それがある。それだけでいい。それそれ。 

 

 そんな、「それそれ感覚」「それでいい感覚」があって、変な飾りを必要としない。その

すっきりとしたそのまま感覚を再度堪能した。陽石と陰石。男性性と女性性。その二つの

原理を象徴する石が上下に向き合うように、呼び交わしあっているかのように、位置して

いる。その悠揚迫らぬそのまま感。 
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 石巻市北上町の釣石神社の陽石と陰石       由緒を記した新しい看板 

 

 

   新しくできた釣石神社の標識         釣石神社の扁額「釣石宮」 

 

 釣石の上に上ると、北上川の河口が一望できる。天気がよく、周囲の山並みと海がすべ

て見渡せた。ここに真っ黒い大津波が打ち寄せて、川岸の民家をすべて薙ぎさらっていっ

たのだ。海岸線から 2～3キロは在るだろうこのあたりの住民は、まさかここまで津波が川

を遡ってきて土手を越えて家屋を木端微塵にしてしまうとは想像だにしていなかったにち

がいない。 

 

 

  釣石神社から見た北上川の河口   釣石神社前の未だ水の引かない被災地の椅子 
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本殿を参拝して長く急な階段を下りる際、須田さんに「今度来た時には宮司さんにお会

いしてじっくりお話をお聞きしたいね」と声をかけ、神社前の水たまりに前と同じ椅子が

あるかどうかを確かめに行った。田植え時の水田か池のようになっている水たまり草むら

の中にその椅子はあった。前にはこんな草はなかった。ぽつねんと水たまりの真ん中に椅

子があるばかりだった。その主なき椅子に哀愁を感じ、心に残った。そしてその椅子が草

むらの中から顔を出している。うれしいような、かなしいような、複雑な感情とともに、

その椅子と再会し、法螺貝を吹き鳴らした。周囲の杉林が赤茶けていたのは、そこまで潮

につかったということだろう。この杉林の中腹まで津波が駆け上がったのだ。ここにあっ

た民家は一瞬にして呑み込まれた。 

 

椅子を見回っている時、一人の男性が車を降りてきた。スーツ姿で、石碑のあたりを確

かめるように見ている。須田さんが話しかけ、わたしも加わり、「役場かどこかにお勤めで

すか？」と聞くと、そうだと答えるので、「もしかすると、ここの宮司さんですか？」と訊

ねると、「そうです」とのことだった。 

 

嗚呼、神様のお引き合わせとはこのことかと、須田さんとわたしは痛く感動したのだっ

た。今は、役場の昼休みの時間なのだが、なぜか神社のことが気になったので来てみたと

のことだった。話を聞けば聞くほど、偶然か必然かわからなくなった。 

 

岸浪均宮司さんは、これまで町役場（石巻市北上支庁）に勤めながら神社を護ってきた

が、津波が押し寄せた時には勤務中で保育園の子供たちを誘導していたそうだ。そして、

幸いにして、子供たちも自分も命は助かった。だが、神社の社務所も自宅も跡形もなかっ

た。追浜地区の仮設住宅がニッコリサンパークに建ったので、今はそこに住んでいるとの

ことだった。そして、「この生き延びた命を、世のため人のために使いたい」と、その思い

と決意を語ってくださった。 

 

話をしているうちに、わたしたちが昨日、隣町の雄勝町の「雄勝法印神楽衆」を訪ねた

と言うと、「実は、釣石神社の先々代の第 14 代宮司だったわたしの祖父が、途絶えていた

雄勝町の雄勝法印神楽を伝えて今の形に復活したのです」と話されたのには心底驚いた。

ええっ、こんなことがあるのか。雄勝法印神楽は千葉宮司家にずっと伝わっていたものが

そのまま今日までつながっていたのかと思っていたが、そうではなく、戦後間もなく一時

期途絶えていたのを、先々代の岸浪宮司さんが習っていて、それをある時期に伝え直した

というのだから、「伝承」というものの面白さと不思議さの伝わり方の妙を感じざるを得な

かった。名残惜しかったが、また近いうちに必ず来ますと約束して岸浪均宮司さんと別れ

たのだった。 
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 釣石神社宮司・岸浪均氏と  奉納された千羽鶴      陽石と木の株の残骸 

 

 釣石神社から一路気仙沼を抜けて、岩手県に入り、陸前高田市の気仙町の月山神社を参

拝した。前回来たかったところだったが、国道 45号線が迂回路になっていて、時間不足も

あって、どうしてもこの神社に来ることができなかったのだった。相当な高台にあるが、

しかしこの階段下まで津波が押し寄せたらしい。鳥居の脇には、「東日本大震災復興」と記

された幟が 4本立っていた。ここは震災後、避難所となっていた神社である。 

 

 
  陸前高田市月山神社鳥居              月山神社拝殿 

 

陸前高田市に入ると、すでに夕闇が迫っていた。薄暗くなった街に瓦礫の集積場があち

こちにある。そして、工事中の車が行き交い、ブルドーザーやユンボやクレーンが忙しく

立ち働いている。そんな中、前も見た 5階建ての集合住宅の前を通った。4階までは津波が

押し寄せたが、5階だけは何の被害もない。その差が建物にはっきりと今も残っている。こ

こは取り壊していないが、どうするのだろう。修復するのか、解体して新たに建て替える

のか、それとも震災メモリアルとして残すのか？ 
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     陸前高田市の集合住宅          工事中の陸前高田の被災地 

 

 岬の突端部にある和田地区の慈恩寺に向かった。慈恩寺は臨済宗妙心寺派のお寺で、こ

こも避難所になっていた。皆顔見知りだったので、この避難所ではいざこざはなかったと

いう。5月下旪に小学校のところに仮設住宅ができて数世帯が移り、最後の世帯が出たのが

7月 4日だったと古山照覚副住職さんは話した。 

 

だが、近隣の漁業はまったく駄目になった。カキやワカメの養殖も全滅。船も流されて

全部駄目。カキを元のように復興させるには尐なくとも 3 年はかかる。筏を組んで、カキ

のタネを仕込まなければならないから。それを海に戻して 3年経ってやっと収穫できる。 

 

漁師さんたちは、今は、漁協の瓦礫撤去作業などで日当をもらっているが、その日雇い

仕事も 9 月いっぱいで終わった。予算がそれで打ち切りになったからだという。農協の草

刈などもあるようだが、それは農協の組合員の仕事になるから、漁師さんたちは仕事がな

くなる。広田地区には 1080世帯があるが、数百世帯が漁業に従事している。一人は漁業を

止めて鉄工場に転職した。 

 

仮設住宅もできて高台移転したが、入居期間は 2 年。入った途端、カウントダウンが始

まる。すべてにお金がかかるし、出ていく時にどうするか、各自見通しを立てねばならな

い。先行き不明でどうなるか、将来計画も立たず、どうするのか、心配だ。 

 

慈恩寺では、4 月 1 日から葬式を始めたという。死者 52 名、一軒一軒個別に葬式を挙げ

た。行方不明者の認定が 3ヶ月だったので、6月以降に行方不明者の葬式を挙げたのは 4名。

まだ挙げていないのは 3名。ある葬儀の席で、小学校 4年生の男の子が作文を読み上げた。

尐年は言った。「お父さんは最低な人です。なぜなら、さよならを告げないで行ったからで

す」と。涙なしに聞くことはできなかった。 

 

 今回の訪問で、前にお話をうかがった古山敬光住職さんは出かけていてお会いすること
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はできなかったが、その代わりに古山昭覚副住職さんのお話を聞くことができた。慈恩寺

を出ると、境内から見事な満月が見えた。わたしたちは、そこから急ぎ、釜石を抜けて、「命

のウツワ」を届けに、大槌町の仮設住宅に向かったのである。 

 

 

     陸前高田市慈恩寺        慈恩寺境内から見上げた 15夜の満月 

 

震災後、「心のケア」の重要性が指摘されているが、わたしたちは「心のケア」を、①物

からから心へ（「命のウツワ」プロジェクトなど）、②体から心へ（気功、ヨーガ、身体運

動、瞑想、芸能などの活用、大重潤一郎監督「久高オデッセイ」被災地上映など）、③心・

霊性から心へ（傾聴、祈り、祭り、儀礼、音楽など）、という３つの回路を通して実践し実

現したいと考えた。 

 

そして、その最初の取り組みとして、10月 10日に、近藤高弘氏が制作した「命のウツワ」

を、仙台の「心の相談室」の事務局長の鈴木岩弓氏（東北大学教授・宗教民俗学）に届け、

続いて 10月 11日に雄勝法印神楽衆に届け、さらに 12日に「サンガ岩手」代表の浄土真宗

僧侶の吉田律子氏とのご縁と導きにより岩手県大槌町の仮設住宅に届けたのである。 

 

 吉田律子さんは震災後すぐに大槌町に入って、寄り添いと傾聴ボランティアの活動を続

けてきた。わたしはその吉田律子さんの活動の話を、6 月 19 日に開催された東京大学仏教

青年会の「宗教者災害支援連絡会」の催しで聞き、ぜひ何かの支援ができればと思ってい

た。そして今回、ようやくにして「命のウツワ」を届けることができた。 

 

吉田さんは、震災後、団体ではなく、個人でできるボランティアをすぐさま実践に移し

た。初めて釜石で瓦礫を見た時、「無常」ということを頭の先から足の先まで感じ「地獄」

ということも同時に感じたという。津波に襲われた後の被災地は生き物が一匹もいない、

まさに死の世界のようであったと。そしてそこで自分にできることが何かあるかととるも

のもとりあえず行ってみたが、弔いとかお経とかも全部すっとんでしまって大自然の大き

さに無力感を感じたという。 
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しかし毎日毎日、死体安置所や避難所に通い、ひとりひとりの個と向き合うことから、

ぽつりぽつりと被災者・避難者の心の奥底にある感情がもれてくる現場に立ち会うことが

できてきた。吉田さんは、黒い衣（袈裟）をつけないで入った時と、着けて入った時の違

いも生々しく体験した。袈裟を着けた時、最初の頃は、「まだ坊さん早いよ。縁起が悪い」

とも言われたが、しかし一対一で信頼関係を築き、49 日が過ぎて、僧であることをカミン

グアウトした時ごろから僧でなければ話してくれない傾聴ボランティアが進み始めたとい

う。 

 

傾聴ボランティアといっても、できることはただ「寄り添う」ことだけで、とにかく一

対一で向き合う日々だった。そしてそこで共に寄り添いながら一緒に乗り越えていく。今

必要なのは今寄り添うこと。それが一人でできる、個人でできる宗教者のボランティアの

一つのかたちであることを、吉田さんは切実に誠実に語り、そこの言葉はダイレクトにわ

たしの心に響いてきた。そんな吉田さんの活動に尐しでも「寄り添う」ことができればと

思ったのは話を聞いた 6月 19日のことであった。 

 

この 6月 19日に東京大学仏教青年会で開かれた第３回「宗教者災害支援連絡会・情報交

換会」で吉田さんの話を聞いてから、およそ４ヶ月後にやっと大槌町の吉田さんのボラン

ティアの活動現場に足を運ぶことができた。 

 

大槌町は死者 802人、行方不明 526人で、被害を受けた住宅は 3717軒だという。津波に

より町長以下職員が数十人も行方不明となり、一時町役場の機能が完全に麻痺した。仮設

住宅建設戸数は 2146戸で、上閉伊郡大槌第 9仮設に吉田律子さんがお世話をしている幌岩

地区 59世帯が入居している。 

 

ある人は、10人くらいで山道を辿って逃げて助かったと言うが、自分の家が津波で攫わ

れていくのを見てゾッとしたと語っていた。その強烈な記憶が消えないのだ。 

 

吉田さんとともに、大槌町の仮設住宅のみなさんと交流した際、百均の食器などを使っ

ている日常の中で、近藤高弘氏が精魂込めて作った「命のウツワ」は本当に喜ばれた。心

の潤い、生活の質、そんな生の襞に入り込んだ「物」の力だと感じ入った。もちろん、「物

量」支援も必要だが、このような「物質・生質・心質」支援も絶対に必要だろう。 

 

「命のウツワ」を手にした、今年 70歳になる阿部山恵造さんが、「行政に掛け合ってもな

かなか動いてくれません。そんな中で、わたしたち自身が動いていく必要があります。わ

たしたちには、『夢』が必要なんです」とせつせつと話されたことが心に突き刺さった。 
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その「夢」という言葉の重さと深さと切実さが胸に迫った。その阿部山さんは、今なお

時々、流される前の家の夢を見たり、朝目覚めた時にその家にいる錯覚にとらわれると話

をされた。その話に何人もの女性が、「そうそう、そうなの」と頷いた。 

 

 

 

     大槌町第 9仮設住宅のみなさんに「命のウツワ」を届ける 

 

 煌煌たる満月に見送られながら宿所のホテルシーガリアマリンに着いた時には、すでに 9

時を回っていた。 

 

４、釜石、愛宕神社、久慈、廃屋の松 ～10月 13日 

 

 追跡調査の 4 日目の最終日。今回の追跡調査では、被災地の伝統文化の動向、被災地で

の祈りや祭り、被災地での宗教者の活動、行政の取り組みなどに焦点を当てた。釜石では

市役所と教育委員会を訪ね、その取り組みを聞いた。 

 

 釜石は、陸前高田同様、「虎舞」という独自の民俗文化財がある。その衣装なども津波で

もっていかれたが、避難所や催しの際に衣装を借りてきて何度も「虎舞」を舞ったという。

それによって、人々の心に元気と勇気が湧いてくるというのである。伝統文化が持ってい

る地域の「絆」は、そこでは確かに「心のケア」ともなり、「復興過程」の証明ともなって
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いる。 

 

 

  釜石港に打ち上げられた船舶           釜石市街の被災ビル 

 

今回、この「心のケア」に関して思ったことは、「傾聴ボランティア」の重要性とその難

しさであった。それは、なかなか、いや、かなり大変なことである。 

 

仙台の「心の相談室」が開いている「カフェ・デ・モンク」（カフェで文句を坊さん＝monk

に言う）の活動は鈴木岩弓氏から聞いて知っていたが、釜石の仮設住宅に行った際、「ボウ

サロン（坊茶論）」という喫茶（行茶）活動をしている山口県の僧侶グループと出会った。

そこの代表者は南健司氏で、山口県美祢市の願成寺（曹洞宗）の僧侶だった。 

 

 

  釜石市山神社そばの仮設住宅        その仮設住宅地の中の「坊茶論」 

 

若き僧侶たちは、曹洞宗の「行茶」の伝統を宗教色を一切表に出さない傾聴ボランティ

アの活動として活用していた。禅のお茶の伝統が、東北の「お茶っこ」文化の残っている

ところで新たな形で生かされることは、地元の被災した方々にとっても伝統仏教にとって

も、一つの活用の仕方であり救いではないかと思った。確かにそれは、小さな救いともい

えないような安らぎづくりかもしれないが、しかしそのようなきめ細かく等身大の小さな

活動が大事なのだ。 
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今後、「心のケア」というものが、どのような形で可能か、さまざまな取り組みをしてい

きたい。今回の追跡調査中、石巻市の最後の避難所が閉鎖されて宮城県から避難所がなく

なったというニュースを聞いた。そんな報道に接すると、一見、復旧復興が進んでいるよ

うに見える。しかし、実際には被災地格差が広がっているのが現状であろう。例えば、震

災特需で潤う建設業者やホテルや飲食店がある一方で、仕事も見つけられずに仮設住宅で

暮らさざるを得ない被災者たちがいる。そこでは、物質的な復興だけでなく、精神的な復

興も大きな課題となってくる。 

 

そんな「復興過程」を、尐なくとも今後 3 年や 5 年は、この沿岸部 350 キロを半年に 1

回は追跡調査しつづけたいと思う。「東日本大震災の被災地の定期的調査とそこにおける宗

教文化の動向と『心のケア』の展開」をテーマとして、ハード面（政治経済・社会制度）

での復旧・復興とソフト面（宗教・芸能芸術・教育・文化）での復旧・復興がどのように

連関しているか、またそこにいかなる問題が発生・生起しているかを、そのつど確認しつ

つ分析し、その結果を社会発信し、「支援」や「支縁」の形を探り実践していきたい。 

 

被災地巡りの最後の訪問地は、5月の訪問で須田郡司さんとわたしの「心の聖地」となっ

た岩手県久慈市の山中の廃屋であった。そこには、茅葺の屋根の上の松たちが「想定外」

の生存の形を展開しており、そこからとてつもなく多くの学びと勇気をもらった。この「生

態智」の底力を胸にさらに前進していきたい。 

 

 

    久慈市山中の廃屋の松            ＭＹ聖地に向かって 

 

５、福島県相馬市仮設寺・清水寺 ～11月 6日 

 

 11 時過ぎに福島駅で、近藤高弘さんが主宰する「無限の会」の事務局長の氏家博昭さん

と落ち合い、一路、相馬市に向かった。途中、霊山の紅葉が見事で、放射性物質の汚染度

の高い地域であるが、今年は豊作の上に紅葉もきれいだという。まことに皮肉な事態であ
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る。 

 

 わたしたちは、福島原発から 9 キロのところに立地していた熊野山蓮華院清水寺（真言

宗豊山派、福島県双葉郡浪江町）の林心澄住職さんを訪ね、「命のウツワ」を届けたのであ

る。林さんは原発災害を受けた寺院連合の事務局長をしている。 

 

 7 月 24 日、東京大学仏教青年会で開催された「宗教者災害支援連絡会・第 4 回情報交換

会」において、わたしは林心澄住職の被災地からの報告を聞いたのだった。そしてその席

上、近藤高弘氏が中心になって進めている「命のウツワ」プロジェクトの話をし、それを

受け取っていただけるかどうか確認したところ、喜んで受け取ってくれるというので、準

備ができたらお届けすると約束したのだった。それから、3ヶ月余、ようやくにして、近藤

さんが精魂込めて焼いたお茶碗 40個と湯飲み茶わん 80個を届けることができた。これを、

被災した檀家の方々に分けていただくことになっている。 

 

 

 清水寺林心澄住職に命のウツワを届ける        仮設寺の仏壇 

 

 命のウツワのお茶碗と湯呑茶碗と巾着袋        林心澄住職夫妻と 

 

 「命のウツワ」を届け、仮設寺の仏壇の前で般若心経を奉唱し、石笛・横笛・法螺貝を
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奉奏した後、ゆっくりと林住職からお話をうかがった。浪江町の被災者は何度か一時帰宅

を許可されていて、林住職は通算 7 回帰宅したが、その際、地域の多くの方が家の仏壇の

位牌を持ち帰ったという。東北は民間信仰や伝統文化の強く保持されてきたところである

が、ほとんどの人が「葬式は要らない」とも「戒名は要らない」とも思っていない。その

反対に、多くの人が「菩提寺の住職にお経を上げてもらいたい」、「戒名を付けてほしい」、

「位牌を作りたい」と言っているという。 

 

 福島第一原発から 10 キロ圏の浪江町は尐なくとも 30 年は故郷に帰ることはできないと

いうが、30 年後に帰ることのできる保証はない。そこで、原発被災地区のお寺の住職さん

たちが相談して、すべての寺院が集まって一つの宗教都市を作る「高野山構想」を考えた

が、行政がどこに拠点を置くかわからないことや、各檀家との交通や交流のありようなど

から、その構想は立ち消えになったという。 

 

 

 

 わたしたちは、林住職に案内されて、相馬市の仮設住宅を巡回した。第 1 から第 9 まで

の仮設住宅は、およそ 1000 軒はあった。そこに、浪江町の 92 軒の方々が第 8 忚急仮設住

宅に入居している。だが、その周囲は丘陵から山に近い地域で、近くには店舗の一つもな

い。そこで、つい最近、美容室やスーパーや魚屋さんや郵便局の仮設ができて、一部オー

プンした。そこも見学したが、やはりこの冬が心配になった。最低限の生活を維持するこ

とと「心のケア」を含む一定の生活の質を保ちながら潤いのある暮らしをしていくことの

間に解決しなければならないさまざまな問題がある。 

 

 巨大な仮設住宅群のそれぞれの群には必ず集会所が建てられているが、そこでどのよう

なコミュニティの交流や外部との交流が図られるかが問題であろう。いろいろな意味で、

孤立することがないように気を配る必要がある。浪江町の人たちが入っている第 8 忚急仮

設住宅の集会所の入り口に、10 月 26 日と 27 日の両日、仙台仏教青年会の「念珠作り」の

チラシが貼られていた。亡くなった方の供養のために、仙台から青年僧侶たちがボランテ
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ィアで念珠作りに来ているのだろう。そのような交流も含め、今後組織的で継続的な交流

や支援なしには復興と自立は困難ではないかと思えた。 

 

 林住職さんに、松川浦など被災地区を案内してもらったが、復旧・復興までにはまだま

だだと思った。6 月 18 日にこの地に足を運んだが、それから 5 ヶ月ほど経っているが、予

想以上に動きが鈍いように思われた。これは、国や県や市などから来る行政の問題なのか、

それと絡む生活再建や産業再建の見取り図がまだまだ描けないことが問題なのか、その問

題の所在を含め、さらなる追跡調査と問題点の洗い出しが必要だと思った。やるべきこと

は山積しているが、その中で、自分たちのできること、また支縁‐支援を継続的に続けて

いきたいと決意を新たにした。 
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