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１１月１６日　於・なかのZERO本館

どうなっているの？　神戸

お話しレジメ

１９９６年１１月１６日

週末ボランティア
　代表　東條健司

被災地状況と仮設住宅の現状

　　　　仮設住宅被災者／非仮設住宅被災者／県外避難者

ボランティア・運動（救援・街づくり）

　運動（阪神生活再建の会／そして神戸／兵庫県被災者連絡会／

復興兵庫県民会議／声明の会／仮設自治会連絡会）について

後方支援とは何か？

　　　　共感の条件としての、理論と実感。

問われる豊かさと民主主義

　　　　再びボランティアとは何か？

　　　　人間復興の仮設住宅、何か事態を逆転させたか

添付資料：（

　　　　　　（

　　　　　　（

　　　　　　（

　　　　　　（

　　　　　　（

　　　　　　（

１）神戸市仮設住宅の入居状況（９６・８・末）

２）仮設住宅、１年後の再訪の記

３）支援シート典型問題２例　　引っ越し／ボラ拒否

４）１０月の支援シートより

５）「１回だけでも、はじめてでも」改訂版

６）『こうのとり』説明とニーズ例

７）小論「ボラを１０倍」「日本の病気］
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･茫半斗■．神戸市より提供（９６年１０月２日）

仮設住宅の入居状況について

仮設住宅の入居状況（平成８年８月末現剔

ごべこ
建設戸数

　　　Ａ
入居戸数

　　　Ｂ
入居率

　B/AX

入居1てt4い

戸数(A-B) 備　　　考

既成市街地 14,399 12,796 88.9X 1，603 うち地域型の空き戸数289戸

東灘～須暦旧市街地 5,161 4,656 90.2X 505 z/　　　　　　　　　256戸

その他市街地　　※， 9.238 8.140 88.1X 1,098 zz　　　　　　　　　　33戸

その他郊外（北・西区〕 14,779 12,446 84.2X 2.333

市　内　計 29,178 25,242 86､5X 3,936 /z　　　　　　　　　289戸

市　外 3.168 2.333 73.6X 835

き-　tt 32.346 27.575 85.3X 4.771 zz　　　　　　　　　289戸

※
○

入居していない戸数には、ふれあいセンター転用・使用不可戸数を含む。
ポートアイランド、六甲アイランド、北須窟、垂水区
平成８年８月末までの退去累計（自立世帯）約５，５ｏｏ世帯　4’7’‾ZｸＺ

２　仮設住宅の種別と入居者の状況（平成８年８月末現在）

Ｚ

区
タイプ別戸数 　計

〔　〕は
団地数

入居者　の　状　況

入居世帯
　　Ａ

入居人数
　　Ｂ

高齢者数

　　C
　(C/BX)

高齢者の
複数世帯
D(D/AX)

高齢者の
単身世帯
E（E/AX）

２Ｋ ＩＫ 一般向
地域型

高齢向
地域型

東濃

　　戸

3,221

　戸

157

戸

56

　戸

449

　　戸

3,883

　　戸

3.360

　　人

6.432

　　人

2,S62

　戸

496

　戸

941

澱 311 228 96 351 986 883 1，488 601 97 279

中央 1.566 1,900 48 282 3.796 3,493 5.813 1.723 261 779

兵庫 271 199 88 96 654 618 942 384 61 191

北 4.135 1，703 一 5,838 4,958 9.354 2.035 257 780

長田 349 107 120 71 647 615 １，１１４ 398 79 160

須磨 1.197 581 96 251 2.125 1，880 3.279 1.242 225 533

垂水 1.423 885 2,308 1.947 3.496 1，091 181 445

西 7.782 1,159 8.941 了.488 14.539 4.864 881 I,672

市内
　計 20,255 6.919 504 1，500

　[288〕

29,178 25,242 46,457

(32.3X)

　15.000

(10.1X)

　2.538

(22.9X)

　5.780

市外 3.168

〔25〕

3.168 2.333 4.729

(25.4X)

　1.203

（5.7X）

　　133

(16.4X)
　　383

合計 23.423 6.919 504 1.500

　〔3131
32.346 27,575 51.186

；（31.7X）

　16.203

（9.7X）
　2.671

(22.3X)
　6.163

-7-
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　　　●購入したばかりの自宅が全壊、病気の夫が修復作業をしています

　　　　自家は全壊で残しています，去年６月に購入しました。斜面に立っているので石垣

　　　が崩れて、土台から修復しないと家が直せないので、土台をコンクリート用壁に工事

　　　してもらいました。その費用に５００万円支払いました。今度は家の修復ですか、購

　　　入費のローンと修復の借り入れローンで、現在は夫の手で、ぼちぼち修復作業をして

　　　います。夫は心筋梗塞で薬を毎日飲んでいます。仕事と日曜日の修復作業で、病気の

　　　再発がとても怖いのです。私も整形外科に毎日通っていて･、現在非常勤で勤めていま
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す。体力的にとてもきつく、精神力でがんばっています。それでも固定資産税は少し

　　　　　　　　　　　　　　　　ｊ､．｀　．‘－－　’　　　　　・　　●

は軽くしたとはいえ、きっちり請求されます｡､この仮設９不便さといい、支援のなさ

といい、いまにもかんばりの糸か切れそうです。．（室谷第８仮設・女性

／２）

太秦仮象改変の脈言い:μぼにャらぐ、はパペ）
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●企業閉鎖で失業、毎日職探しと病院通いです

　小生、被災当時垂水区港におりましたが、当時からしばらく交通の渋滞がひどく、

トラックの運転手をしておりましたか、会社も再建に向けがんばってほしいとのこと

で、朝は３時から起き出し、夜は９時～１０時の帰宅となっていました。そんな折り、

以前からの疲労もたまりかけていましたが、会社の言う言葉とはうらはらに企業開発

の準備が進んでおり、突然この６月末で企業Ｍ鏑となりました。心労から持病も悪く

なり、心臓病にてこの９月に障害者手帳をもつようになってしまいました。失業保険

６割のなかから以前の状態にあった支払いはもちろん、毎月の２ヵ所の病院の支払い

も苦しいものです。また仕事を探そうにも以前の収入とまではいかなくても、そこそ

こ収入のあるものは体のハンディもあり ％
ヽ
長く統けることかむずかしい状態です。車

のローンも処分しようかと思いましたが、ここは足の便も悪く交通費も高く、家内も．

病気かちで手放すとよけいしんどくなると思づています。そんな折り、神戸市の生活．

援助資金申込もありましたが、前仕事の収入と保証人の問題でむずかしく、申し込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｓ●　　．●〃●Ｗ　　■　　　　　・　　　　　－を蹄めました。せめて病院の薬代でも無料になればと思い、福祉事務所に相談に行き

　　　　　　　　　　■-　　　　　　　　a=　－　--　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･-ましたが、私の場合には無料にはならないとのこと。斬たな義援金もあてにできず、

先行きの見込みか立ちません。私なんかよりもっと困った状態にある人もいるかと思

います。神戸市からの今後の新しい期待ももてそうになく、やはり自分で休にあった

仕事を見つけるしか他に方法はなさそうです。失業保険か切れる前に見つかればいい

ですが、それが切れたらどうなるのか、まったく不安です。毎日4･病院と仕事探しと

なっている状態です。ごんな状態ですから、もっと細部まで行き渡る行政がほしいで

す。また新しいところに移った人は３０万かお金を払い込んだ人に援助されるが、そ

れ以前にいる人間はどうなるのか｡’そんなやり方は、仮設ｶヽら早く這い出そうとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－エサと感じます。社会的弱者は自分で自分を守る以外方法がないということを改めて

感じるこの頃です。諸事情からいま電話がなくミ毎月、月賦で借りても支払いの心配

か先に立ち、電話がもてません。しかしがんばるより他、方法がなさそうです。最後

まで読んでくださってありがどう。（室谷第３仮設’･男性　Ｈ７．１２／２）
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●夫がガンになり、収入が全然ありません。生きる希望をお与え下さい

小学校での避難生活に限界を感じていた時、この仮設に入ることができ、とってもう

れしかった。ご近所もよい方ばっかり。主人の仕事も順調にいき、やれやれと一安心

しましたが、８月主人が体調をくずし、いろいろと検査の結果、直腸ガンとのこと。

いままで一度も病気したことのない主人でしたので、びっくりしました。８月２５日

手術、人工肛門をつけ、１１月１３日まで、４ケ月入院生活をいたしました。私方は

個人営業です。共済保険もなにもありませんし、生活を補償するものは何もありませ

ん。８月から１ １月まで、収入は全然ありませんし、また、退院はしたものの人工肛

門をつけておりilﾐすので、いままでの仕事はできません。一生懸命がんばってきまし

たか、もう限界……。今後の生活をどうしようかと思うと夜もろくろく眠れません。

いったいどうしたらよいでしょうか？私達にいきる希望をお与え下さい。お願いしま

す。（室谷第３仮設・女性　Ｈ７．　１２／２）
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スムースに活か進むようになった，今はしてもらいたいことはなにもない、充分

これで結構です。早くみんなに安心して住める家を与えてほしい。

　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設、７５歳、女性)

●寒さ暑さを越えてもうくたびれました。家も当たらず……

　１７年前に直腸ガンで人口肛門をつくりました。そのため、みんなで温泉に…

…ということは遠慮しているんです。食物も気をつけないといけないし。

　近くに店がなく、とっても不便です。バス停まで、徒歩１５分かかります。牛

乳、豆腐をちょっと買うだけでも、１時間から１時間半かかります。西神まで行

くのに１時間に１本のバスで３０分かかります。今、天理教のボランティアか１

時間に１回運行しているバスで買い物に行っています。バスのない凰の強い日は、

゛吹きさらしで倒れそうになりました。

　役所の方は来ないし、岩岡第２仮設のことは把握していないと思います，どん

なにひどいところか、把握してほしいと思います。年寄りが多いですし。

　暑さ、寒さを越えて、もうくたびれました。家も当たらず……。今までみんな

頑張ってきて、疲れているんです。ちょっともたれたいな……と思ってもね。息

子か三木と北区にいるんですか、無理するなと言ってはくれますけど、本当に助

けてほしいとき、言えなくなるといけないと思って、頑張っているんです，迷惑

かけたくないし……。今日はつらいなと思う日もあるけれど、明日はがんばろう、

明口は買い物に行こう、行けると思っているんです。

　義援金の支給は、あまりに少しずつで、そのうち死ぬだろうみたいな払い方で

す。せめて、５０万円くらい払ってほしい，家のめどがあれば、がんばりがきく

のですが……。

　　　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設、７４歳女性)

●マンションの再建に２千万円かかる、具体的な話し合いさえできない。

　去年の６月に手術しなおしました。成人病センターに通っていますが、バスと

車と乗り継いで、病院へ行くのが大変です。夜だと怖いので、タクシーに乗って
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しまいますが、交通費が跳ね上がってしまいます。

　買い物はままならないので、市のボランティアに頼んで、してもらっています。

　元いた１４階建てのマンションは全壊。上のほうは痛みが少ないので、住んで

いますが、私は３階だったので、住めませんが、月４０００円の管理費を払い続

けています。マンションの話し合いは本当に尽しい。再建の個人負担費用にお金

が２０００万円かかるとか、再建の具体的な話し合いのテーブルにつくことさえ

できません。明日もその寄り合い。市営住宅は、この聞、申し込みましたが、駄

目でした。２回続けて落選でした。湊川の上に住んでいたので、すごく便利でし

た。震災当時、出火はなかったけど、大変でした。

　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設、６４歳、女性)

●優先順位のある高年齢・低所得者でも希望の公営住宅に入るのは困難

　私は別に言いたいことはありませんが、しいて言えば、私は腰痛と坐骨神経痛

で悩まされています。時々ひどくいたんで歩けなくなるみたいです。こんな時、

どうしたら良いかと考えます。

　このたび住宅申し込みがあったので、私は兵庫区のシルバーハイツを申請しま

した。説明会で、「あなたは高齢単身者で、夫の遺族年金のみで低所得だから、

優先的扱いだ」と言われたのです。かすかな希望をもっていましたか、落選の通

知かきました。がっかりしました。でも、種々、人様からお聞きするのに、そし

て、私が考えるところによれば、どうやら、所得のない人たちが良く当たってい

る、私達のような低い所得の人はほとんど当たっていません。所得の伝い人でも

へんぴな所へ申し込んだ人たちはほとんど当たっています。私達のような者は全

く、いつまでもここから出られません。また、出られても、希望の場所へは行け

ない気かします。そういうことを政府にはっきりと伝えてほしいと思います。お

願いします。

　　　　　　　　　　　　　（Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　７９歳　女性）
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●仮設が全体的に暗くなっているので、生活のゆとりを持てるようにして下さい。

　仮設に入居した当初の住民は、①生活のゆとりのある方、②生活にゆとりの無

い方が一緒に近所づきあいをしておりましたので、①の方が明るく、近所も和や

かでした。①のグループの方々は、今年の４月頃までに、大半か仮設から出られ

て、②の方々かほとんどになり、仮設全体が何だか暗くなったように思われます。

　明るく活気を取り戻すために、もっと交流の場をつくったら良いと思います。

それと、リーダーになる方も選んでほしいと思います。

　結論は、今残っている人々に生活のゆとりを少しでももつようにしてほしい、

それが全てです。

　ボランティアには、行政の橋渡し役をもっと強力に進めでほしい。我々のこと

をー方的に聞く聞き役だけでなく、知っておられる事を心をこめてアドバイスし

てほしい。

　　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　７３歳　男性)

●公営住宅の申し込み方がわからなかったので、申し込まなかった

　仮設に来る前は、兵庫区のアパートに佳んでいました。アパートは雨漏り程度

で充分住めたが、大家に迢い出されました，去年９月２７日に仮設に入居。

　仮設の不満は、医者か近くにないこと、バスの便か悪いこと、ゴミ捨て場か遠

いこと、壁がうすく、少し大きい音を出すと、隣りに苦情を言われることです。

　妻は７年前に亡くなりました，娘も交通事故で死亡、その娘の２０代になる子

供か時々、様子を見に来てくれます。

　公営住宅はまだ申し込んでいません。申し込み方をしらなかったのです。

かしい歌を聴くのが大好きで、これか気晴らしです。

昔懐

(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　８０双　男性)

●２ケ月２万５千円の年金と貯金の取り崩しで生活しています。

　震災の前日まで鷹取駅のそばのスナックをやっていました。ＪＲ工場の人がお
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得意でした。全壊で、物も取り出せませんでした。金も欲しいが、安い住宅も欲

しい。年金生活やし、今さら再建できない。欲しい物だらけだけど、ＪＲ工場跡

に建つ住宅に入居できるのを期待しています。一人だから、鷹取に戻りたい。今

回の公営住宅募集に串し込んだ友人は落選。

　子供も夫もいない、一人でも、頑張っている。楽しくやっている。垂水に姪が

いるけど……。

　収入は、国民年金だけやから、２ケ月に２万５千円のみです。６０歳からの繰

り上げ支給で、しかも、勤めに出ていなかったから、少ない。足らないので、貯

えを取り崩しています。

　バザーとかで、米とか安くて、助かった。またバザーをやってほしい。料理と

か得意やし、２ケ月２万５千円でももってる，家さえあって、小遣いかあったら、

ぜいたくはいわない。家さえあれば、気楽に暮らせる。鷹取に帰ったら、少しで

も、仕事ができる。しかし、１ヵ月４千円かかる電話代が困ります。

　震災後、血圧が高くなって、医者通いになってしまいました。鼻水が出るので、

テッシュかあると助かる。

　震災こうむっても「会けない」と突っ張っています。「できることは自分でや

る、ハダカになってもやる！」と気力充分です。

　ボランティアに望むことは、よくしてもらっているから、これ以上望むと罰が

当たるくらいです。

　　　　　　　　　　　　（Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　８０歳　女性）

●ストレスでめまいがする

　ここに来てから具合か悪いです，よくめまいかするので、ふとんをずっと敷き

っぱなしにしています。灘区に住んでいた時はこんなことはなかった。西神の病

院に入院していました。家は全壊して下敷きになったけれど、助かりました。

　ここにいるとめまいかします。神戸に行くと、めまいが洽るから、精神のスト

レスが原因だと思います。

　ここには淮もきてくれません。放浪生活で、もう流れ者です。しかし、兵庫の

駅前マンションを買っているので、来年に入居できます。

　　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５Ｈ、岩岡第２仮設　６０代　女性)
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●喜寿の祝い金を東灘まで取りに行けない　　　　　　ヽ

　昨年１０月に入居しました。それまでは西宮の娘の家に避難していました。こ

こはゴミ捨て場まで遠くて難儀しています。

　住民票は東灘にあります。喜寿の祝い金一万円の受け取りの件で、区役所は取

りに来るように言っていますか、脚が悳いので、攻りに行けません。東灘区まで、

選挙にも行けません。唯に入れていいかわかりません。西神までのバスは１時間

に１本あり、約３０分かかります。

　地元ボランティアがよくまわってくれています。天理教ボランティアか水曜日

だけ一日２回、10時～１１時３０分、10時３０分～１２時にイズミヤまで、送り

迎えしてくれています。正月にもおもち、ぜんざい、バラ寿司などを配布してく

れて、よくやってくれます。

　自治会のふれあい喫茶は１ ００円でゆで卵とコーヒーとトーストが出ますので、

利用しています。保健所員がたまに来てくれます。近くの医院の先生が往診して

くれるので、安心できます。

　　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　７７歳　女性)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ

●ボランティアの訪問はまだ忘れられていないのだわかりうれしい

　灘区で被災しました。昨年の１０月１７日にこちらに入居しました。それまで、

被災した家に住んでいました。私は元大工で、ジン肺で今は働けません。マンシ

ョンに入居するにも、年金生活者はローンが組めないので、入居できません。責

は耳か遠くて、訪ねてくれる入があっても、わからないことか多いです。

　震災の揺れで、妻は３つのタンスの下敷きになり、私はタンスの上のものが頭

の上に落ちてきました。要は半身か圧迫で内出血してしまい、私が何とかタンス

をのけて助けました。

　私どもは二人とも、灘の病院にかかっていますが、西神中央までバスで行って、

そこから地下鉄に乗り換え、瀕に行っている。冬には、病院からの帰りは爽っ暗

になってしまい、怖いです。

　事情があって、住民票は、灘区のままになっています。資は灘区に戻りたがっ

ていますが、この岩国にいる方かええのではと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・９－
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　ボランティアが訪ねてくれると、まだ、忘れられていないんだなと思えて、有

り鮭い，自治会の会合などのつきあいは、全て私がします。妻は病院行きの他は、

ついつい出不精になって、ほとんど家にいます。だんだん世間か狭くなって、い

けないが、話を聞いてくれるボランティアかいると、たくさん話せるので、喜ん

でいます。

　　　　　　　　　　　　(Ｈ８年１０月５ロ、岩岡第２仮設　７０代　男性)

●老人の独り暮らしが心紬いので、話し相手がほしい

　平成７年１月１７日、阪神大震災の折、神戸市東灘区深江本町で夫婦生活をし

ていましたか、あの瞬時の大地震で最愛の女房か互疎の下敷きとなり、死亡しま

した。そして、小生は幸這にも一命をとりとめ、九死に……一生を得たので、現在、

老人の独居生活です，小生も慢性肝炎で、通院中です。独り暮らしですので、非

常に心絹くてたまりません。現在のところ、何とか一人でやっていますか、もし

介授か必要なとき困惑しますので、唯か話し相手でも、そばについていればと何

時も考えています。もし、適当な方がおられましたら、紹介して下さい。

　１０月ﾄﾞ旬に東多聞の公営住宅入居の件か詳しく決まることになっています。

震災後、あちこちの親戚の家を渡り歩きました，島根に住んでいる子どもたちと

は絶縁状態になり、電話をかけると「もう電話してくるな」と言われました。量

は多くありませんか、お酒を飲んでまぎらわしています。近所の方とのつきあい

もあるが、とにかく一人で一日暮らすのが淋しいです。散歩したり、昼寝したり、

時間をやりすごしています。

　寒さには強いか、暑さには弱いので、夏は大変でした。しかし、泳ぎは達者で、

去年は須磨で４キロメートルぐらい泳ぎました。とにかく、今はいつ寝込むか、

そのとき一人でどうするかか不安で、毎日落ち着いて暮らせません。

　今は年金暮らしです。これまでは、妻の生命保険で何とかやってきましたか、

もう金も底をついてきています。

　　　　　　　　　　　　　（Ｈ８年１０月５日、岩岡第２仮設　７７歳　男性）
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１回だけでも、初めてでも
１
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阪神・淡路大震災/言詮住宅訪/阿支援ボランティアゾのお誘い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９６年１１月１６日

　　　　　　　　　　　　　　「週末ボランティア」代表　訓蒙健司

　震災ボランティアはやみぐいこ殺援・支援の力めに貧災埋尨へ飛び遜んだが、佞らはそ

こで、今まで方7るべぐも無かっカ社会砂弱者の存在と社会の扉造の矛盾につきあカ肌今

ば励けるÅ・奉仕するÅ・積狸を払うÅではなぐて、/可ど召却で対話をし一緒に尨つÅと

なっ々。学ぶÅとなっ力。燧蓄発信の語り部となった。改造され力のばボランティアの爾

である。あ々力にボランティアのお誘いを昌

　週末のｊ即こ震災尨支援の善意を発揮する/‾週末ボランティ乙/ば、皇居の善意の方に

二た濯ヨの新郎肩を/‾仮設住宅路/防支援し/に肘ぐカめの忿/〕〕/を背いている。

このサラワーマンボランティアと６芹われる部尿ば、昨卒∂刃から毎週の仮設住宅路肩を

重ね、これまでにｊ万ｊﾁ戸を避λる住宅の路肩をしＺθ数回の行動を重ねてきカ。銀河

５θ名辞瑳の皇居の有志が肩を合力せ、背輩をレクチャーの農に２郎背革の仮設住宅路肩

を行い、確かな手応えと新鮮な学びと語り部としての使命を政変乙でまた皇居へ数って行

ぐ。店請参加型の巡回路/町グループである。

　この部尿の呼びかけは白/可がけて哺、初めてて哺リである。初めての方でも力を発

揮でき、ｊ河がけで６確かな手広之がある。それが可変心秘密は、毎/可新しい膳所ざ訪れ

る/‾還后μ鼠/訪鴛方式と新入欽迎の灘薦と週宋丿度の行動に菓ゆするための擢河心事甜準

備である。訪/町茫ば２選犀甜には決定黄河しがされ、ｊ遭犀肪に訪醍岩へ予庁チラシが配

られる。ナ分心謂却ののちばじめてよ濯ａの訪μ/yとなる。その召ば外誼を控えて芹ってい

てぐれるﾒＪ居る。新爾を見て、早ぐうちの方に６習って采でぐれればlと芹ち受けてぐ

れカ入６いカ。訪肩のあと/T巣乙い雌を週ご乙た。付き添いや手伝いも大事ガが、ゆっぐ

ジ話すことの大事さを却っカ_/と新眉に投擬してぐれカ方６居カ。

　な哲采ボランティフ回が佃限/路肩により発見・発振し力要求事項も多い。文字どおり茫

にそうなÅを助けカ事６ある。路肩巾に殺意車で運ばれカÅや路/町中にガラヌ忿を破って

助けにスる屏に立ち会っカこともある。うれしいことば多いが何よりも、こんなに片分の

語を肩いてぐれカÅは初めてが、との感謝を受けカときが一番嬉しい。滉ヽのケ乙/の片

荷をつかんが灘がするのが。巡回型とば芹いながら、似良貨Å砂に路肩を却けカり言語を

かけカリ、ペンパルになっカりする河ば多い。

　よぐ、Åは誼遣いガと庁力れるけれど、ボランティアばだれもこの震災の巾でその芹妻
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を実感しカガろう。これまでの至涯がまるで子供の遂びがっカよ引こさ兄忽兄る。その冶

運いは令色銀連比屏凪　/官設住宅訪醒覚菟/のφで荷り返されている。

　　/jy采ボランティ乙/の震災沓支援を一層充実させているのが、政黄教度鐙淫の活動で

ある。支援と宮いながら私達ば貨入でぱ、何ほどの事６誼采女いことを痘覚している。私

達ば行政シス尹Åの碧の月にかから女い部分を殺済し、貧災者を公の殺援にまで齢びつけ

なければそれば鈴わら女いことを実感している。そのカめ、仮設在宅の訪/Zがの時に/‾雲助ﾑ/

　/‾奥尻ｿﾞ謹の貨入荷賃を求める署名眉報を拷兄て行ぐ。まカ、神戸震へ直接諏える/‾震長

への予報ｺﾞを薦めて采る。/‾震長への手紙ｿﾞばすでに葺誼遥晨が瞎半の半肩実苗をヱ屁っ

ているという。訪ねられ力方が片らの力で、社会に劈らかのアクションを起こせるような、

その手助けこそ水苔に非ばれることの一つが。

　瞎卒のｊ万ｊ７ａの昼、胞子と２Ａｊ斤の痘靫単に乗って尨獄の撰修・長尻に昶り誼し

カ。しかし夜になると空談と家族の心配におされて、空を薦っ旅にして懲えつづける長沢

の街をあとにした。この海しさが、いまも/ﾐ厦末ﾚ/の活動を殺げさせている。もし尨貫が

あと２雌犀も連れてき力なら凪荷違いをぐ雲華のヌクラップかあのコンクワーみ瓦律に

うずもって居ただろう。/T忿っカ兪ｿﾞと肌む貳何でも冶采る交がすると、少しでも多ぐ

Åの役に淀ちたいと忽う。

　あのμ火災現募で、洽政所の承を求めてマン示－ルの査を升還からこど醒けて召っガが

ｊカ所の承にも冶運わなかっカ。ガがÅの善意というものが感じられるこのごろ、溥き誼

る多ぐの承服につき酋カっているのでばないかという忽いが盛んにするのである。

　貫災ぱまが姉わっていないし、ボランティアはまだまが必要である。白河だけでも、

初めてで６リ。邸違ばこう呼びかけて、貧災の尨であなカのおいでを芹ち殺けている。

〒654

　　　　　　　　連絡・情報先

01　神戸市須磨区友が丘７丁目１ ５４「週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」代表　東條健司

TELﾉFAX : 078-795-6499 （ルス電付き）東条、

　　　　　　　　　　ｹｲﾀｲ080,1 21 -9709東条、ｹｲﾀｲ030-821-8575鹿島

ﾌｧｯｸｽ支援箱『こうのとり』：（ダイヤル回線の方は、ﾄｰﾝ切り替えを押してネ）

　受話器をとり、電話06-762-5831（オロナロに５野菜）で音声案内に従ってﾎﾞｯｸｽ番

号7000番で先ず目録を取り出して下さい。あと目録によります。いま、「個人支援ニ

ーズ」約500件も入っています。

　「電話伝言板」：受話器をとり、＃8750を押します。音声案内に従ってﾎﾞｯｸｽ番号

0720987186＃、暗証番号は（再生時）7272＃、（録音時）1984＃を回します。

ｨﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞ:http://www.kh.rjm.or.jp/″ktoshio/です。
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ﾌｧｯｸｽ支援箱「こうのとり」，06-762-5831（ｵﾛﾅﾛに５野菜），ﾎﾞｯｸｽ番号７０１６

ファックス支援箱「こうのとり」の説明

　ぶ

ｒゐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996年10月10日

　このファックス支援箱「こうのとり」は、阪神・淡路大震災の仮設住宅で発生した各種

の支援ニーズを、だれでもがそれを知ることが出来、またそれを支援することが出来るよ

うに、ファックス上で公開したものです。ファックスの取り出しは受話器を上げ06リ62-

5831（ｵﾛﾅﾛに5野菜）をまわしたのち、音声案内に従ってﾎﾞｯｸｽ番号で取り出します。

　支援者は、目録（ﾎﾞｯｸｽ番号7000）に地域別に分類されているﾎﾞｯｸｽ番号により情報を取

り出し、自分が支援出来るものがあれば、下記の「こうのとり管理者」へ「問い合わせ」

を入れて行動に移って下さい。この「問い合わせ」は個人名を公開しないためと、他との

重複を避けるためのものです。行動の結果はファックスで報告をその都度管理者まで入れ

て下さい。支援が終了したものは消去し、新しい情報が入ればつけ加えます。

　　　　　･･　　　　　　　　　　　　/JJ rJJ り　4　　　･･･　　rrrr〃¶J　r■h｀　　　j「　　　　「こ｀のと　゛　　　は　゜とﾌｧｯｸｽ　に匹　　　　　　-7　　一　　　　　七丿功で

　情報の取り出しはﾌｧｯｸｽ上で誰でも出来ますが、記入は一元的に行います。問い合わせ

と報告も含めた登録・訂正・追記の要求は、上記のファックス番号まで送って下さい。急

ぐ場合やファックスがない場合などは、どうぞ電話でお問い合わせお申し込みをして下さ

い。

　さてここにひとつ大きな問題があります。それはこれらの情報はいずれも例外なくプラ

イバシーに係わるものばかりなのです。そのプライバシーを守るため、個人名はすべて任

意の番号で表示します。従って支援を行われる方は、上記の一元的管理者のもとへ番号に

もとづき個人名および住宅番号を問い合わせねばなりません。お知らせしてよいとの判断

と管理のために、出来るだけファックスで申し込みいただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「週末ボランティア」
　情報の流れについて、下図を参考にして下さい。

サポート結果報告
TEL/FAX 078-783-1669 吉留

支援ニーズ登録



『こうのとリ』傑人宣餅ニーズ農
｢分類ＪＡ：心のケア必要　　Ｂ：健康問題・介護の要など　Ｃ：お金、失業

　Ｄ：大工、物品、移送など具体事項　　Ｅ：その他､‘共通政策的事項(除

　岬

しざ）

経済問題

住宅問題）

仮設住宅 ｢個人支援情報｣ 神戸市西区仮設住宅第１４地区 （１／３枚目）履歴

仮
設
名

個人支援ニーズ
フォロー 履

歴

分
類

日
時

事　　　　　　項 番
号

竜

が
岡

Ａ
9
/

28

訪問の医者が来ない。ヘルパーに未てほ

しい。いたずら電話がかかる。夜、巡回

してほしい。　70代女１人

65
/

3

Ｂ

足、手が不自由。隣の人が食事を持って

きてくれる。
　　　　　　　　女1人

65
/

4
●

●

Ｃ

祖母、母、親子（母子家庭）の４人暮し

福祉は冷たいし、かなり困っている。

　　　　　　　70,40,20代女３人と４才

66

/

10

Ａ

治安が悪い。色々捕られる．ふれセンも

使われていない。近所に手伝ってくれる

人もいない。30,20代夫婦と２才,10ケ月

65

/

11

Ｄ

仮設には弱い立場の人達がたくさんしる

ので、きめ細かい援助をお願いしたい。

　　　　　　　　60代央婦

65

/

12

Ｄ

仮設がかなり傷んできている。個別に訪

問して、修理してほしい。

　　　　　　　　60代男

65

/

14

岩
岡
２

Ｅ

10

/

5

ふれあいセンターがもっとつかわれれば

　　　　　　　　30代女１人

66

/

7

●

Ｄ

雑草がたくさん茂って手が付けられない

なんとか助けてほしい。

　　　　　　　　70代女１人

66

/

10

Ａ

治安が悪い。

　　　　　　　　50代女

66
/

11
ｉ

ｌ

Ｄ

引越しの時、手伝いを頼みたい。（来年

６月）

　　　　　　　　70代女１人

66

/

22

Ａ

安心して住めない。 66

/

27j

Ｂ

腰痛と座骨神経痛に悩まされている。

　　　　　　　　70代女

66

/

31



『こうのとり』儲人宣罰ニーズ晨
「分類」ハ：心のケア必要　　Ｂ ： 健康問題・介護の要など　Ｃ：お金、失業、

　D.:大工、物品、移送など具体琲項　・Ｅ：その他、共通政策的事項（除・

乙

l『

リ

経済問題

住宅問題）

　:Er’ ilﾐ:E ;Ej.ij拓.i:: ::.　ﾐ:E:汀:や……F,E:.l ’:E:ﾖ:E:E:F:EOF:6FQﾐ7:E6:ｮ.:Eg: E:’.･:ﾓ3:E:IF::’ヾEi°E’;.iF: :: 蔓ご･沿:E涛

仮設住宅「個人支援情報」神戸市西区仮設住宅第１４地区（２／３枚目）履歴

仮
設
名

個人支援ニーズ

フ才ロー 履
歴

分
類

日
時

事　　　　　　項 番
号

岩
岡
２

Ｅ

10

/

5

一方的な聞き役ではなく、知っている事
などをアドバイスしてほしい。

　　　　　　　　70代

66
/

33

Ｄ
住宅の申し込み方を知らない。

　　　　　　　’80代男１人

66

/
35

●

Ｄ
雨の日や湿気の多い日に虫が家の中に上

がってくるので、その対策を教えてほし
い。　　　　　20代女１人

66
/

43

Ａ

Ｃ

一人暮しで、通院中で非常に心細い。お

金も底を付いてきている。もうすぐ公営
住宅へ転居。　70代男１人

66
/

45

Ａ
もう１度訪問。

　　　　　　　70代女１人

66

/

50

岩
岡
２

Ａ

Ｃ

10

/

12

知らない人ばかりでつらい。仕事がない
住宅も家賃が払えないから申し込んでい
ない。　　　　男１人

67
/

7

Ａ
人に対して不信感が強い。ボランティア
もその場限りで何もしてくれない。精神
的にまいっている。60代1人

67
/
9

Ａ
夫の病院の付添いで、近所との交流もほ

とんどない。親しく話をする事もなく、
寂しい様子。　60代夫婦

67

/

10

Ａ
震災で子供３人失う。夫は現在、入院中
普段の生活は全然楽しくない。今でも地
震の事を思い出す。50代夫婦

67

/
n

　　　　　　　　　ｉ會ﾒ¥ｆ・

Ｄ
風呂場のイスが２こほしい。

　　　　　　　　70代女１人

67
/

12

ぶ&入況ii幄手すりもいa
ず｡胴中£ﾗヴい雨）

Ａ

Ｂ

左手が不自由。ヘルパー申し込むが気を
使うので断わる。近所付き合いなし。来
年６月他の仮設に移る。60代男１人

67

/

13.

Ｃ
生活環境のストレスで神経性腰痛で通院

していて、生活に困っている。仮設内で
バザー等してほしい。20代夫婦と子供１

67
/
17



「神戸から」へ寄稿（４月１日発行、第６号へ掲載）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを１０倍楽しむ方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９６年２月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸・地球環境研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東條健司

　地震の発生がもう２時間遅かったら、確実に電車のスクラップの中か、あの全壊したﾋﾞﾙの瓦篠に埋まっ

ていた、との思いが、週末の一時を被災地支援に走らせてもう１３ヵ月になる。

アメリカでは週に４時間半のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの時間を、市民の５０％が日常としているとの事である。日本でも、

「週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」が土曜の午後の４時間半をそれに当ているではないか！との声がある（?）かも知れない。

だが、参加者比率は「水虫の死亡率」に等しい。せめてこれを「水虫の罹病率」に引き上げるべく、１３ヵ

月積み重ねてきたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾉｳﾊｳを全国に発信したいと思う。

　まず初めに、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは本質的に楽しいものなのだということを知っておこう。

何故なら人間には、社会との関わりの中で自分の役割が見えた時に初めて幸せを感じる、というしょもない

性質があるからだ。従ってﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の中で、自分がﾐｽｷｬｽﾄであると悟ってしまわないこと、これが大切

である。週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでは初めのﾚｸﾁｬｰの中で、自分が何かが出来るという考えを捨ててしまうことを奨励し

ている。遂に自分が、この未曾有の災害の犠牲に報いるために、被災地から貴重な何かを学びにきたのだ、

と考えるようにしている。

そうするとこの時に生き、この地に来れたということに又とない幸福感を覚えてしまうから不思議だ。その

うえ被災者から、怒られたり泣かれたり愚痴られたり笑われたりしても、それが心のケアになるのだ、と聞

かされたらもう鬼に金棒だ。いそいそと仮設住宅を訪れる謙虚にして使命感あふれるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの群が、毎週

人数を増やしているというのも無理のないことのように思う。

　次に何と言っても、被災者の現実は重い。お年寄りにとって家をなくし人をなくし「娘の遺品をなくした、

へその緒を全部なくしたjという現実は、うなずく側でもつらさがある。その上、住居と生活について将来

の見通しが全くない不安は、「そうですね」と言いながら「判ってないなオレは」ともう―つの自分がつぶ

やく。そのうえ「がんばってください」が禁句とされては、押し戻しにも失敗してついに自分の中にかかえ

てしまうのである。

政府が悪い！　という「事実」を強く強調しても、少し違うのである。

この時、わが政府よりももっと頼りになるのが、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ仲間である。わたしたちは「親子は一世、夫婦は

二世、ルパンは三世でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは四世である」と言ってはばからない。

この被災地の厳しい現実を、ﾃﾚﾋﾞ画面の上ではなく肌をもって共感した仲間が、只の仲間であるはずはない。

見も知らぬさっきまでの他人が「仲間」になっているﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨがここにはある。お互いに受け入れるこ

とが出来るようになるのである。おそらくﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ仲間同士での癒しあいが無ければこれは続かないだろう。

じっさい新しい出逢いの楽しみこそﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの醍醐味なのである。

最後に、私達は「先の見通しのある援助」と称して、個人補償を要求する署名運動を訪問と同時に行って

ツ



？Ｑ

いる。被災者の方は「先に希望さえあれば、どんな苦しみにも耐える」と再三言われている。私達も又「今

は何もできないけどおばあちゃん、きっと一千万ほど取ってくるからね」と心に励ましてこの署名を勧め、

回収してくるのだ。実際に税金が、飽食したゼネコンの手に流れるのではなく、保険も利かず予測も避難も

利かなかったこの震災の罪科なき被災者の生活再建に使われるなら、これほど正義と展望に満ちたうれしい

話は無いであろう。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとは、ﾌﾞﾗｳﾝ管で遠ざけられてしまった人間社会そのものに肉薄できる現代のリ

ポーターなのである。この世直し運動の一端を担っているﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは、正に救国の士であり社会正義の先端

に立つ革命家でもありうるのだ。テラっとでもこの観念が頭をよぎった人達にとって、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが１０倍楽

しくなる条件はすぐ目の前にあるのである。

　週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは、この悲惨な現状に今一度全国の救援の手を大結集すべき時であると考えている。そのた

めの決定的なモメントは「現場を見る」と言うことだ。一度でも良い、一人でも多く被災地でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを行

うことが出来るように、私達はいつでも水虫の歌を歌って待っている。天災と言うことを考えれば、まこと

に「情けは人のためならず」なのである。

「週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」のプロフィール

　震災前に神戸で地球環境問題で集まっていた仲間遠は、瞬時にしてﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部隊と化した。職場が回復す

るにつれて救援活動の手が歯抜けになって行き、勤め人でも出来るﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動として、「週末」方式が編

み出された。平日の夜に着々と準備をすすめておき、週末にドッと繰り出す。財政は地球環境のなかまや故

郷の同級生遠からのカンパと仲間からの借金に頼った。全国社協からの助成金が出て借金を一掃した後、

仮設住宅の訪問支援の活動に重点を移した。５５回の週末活動は、もう震災から５５週間が過ぎたことを示

す。仮設住宅の支援を始めて３５週間になる。 6000戸の仮設住宅と６０ヵ所の団地を回った。 ６００名の参

加者名簿がある。１周年を迎えるころから毎回の参加者が増え始めたのは、「震災は終わっていない」の事

実が伝えられたことと、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受け皿が減ってきたことによると思う。集めた署名は16000筆になり、１

０月には被災者とともに１６名で上京し、村山首相に陳情を行った。思い立つと何でも行ってしまうグルー

プである。

東條健司のプロフィール

　　「週末ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」の代表。１９４０年生まれ。東京で男４人の兄弟で育ち、母が娘のころ関東大震災に遭

っているため、誰か一人疎開をしろ、と選ばれて神戸に就職したが神戸が先にやられてしまった。

学生時代は柔道やラグビーで身体を鍛え、就職してからは少年サッカーの指導や合唱団活動など、地域やサ

ークル活動を経験した。 １９９０年から地球環境問題のサークルに参加し、１９９４年に神戸で始めて聞か

れた「ｻｽﾃ付ﾌﾞﾙ･ｿｻｪﾃｨ全国研究交流集会」の事務局に参加した。オゾン層保護のフロン回収運動に係わり、

ｽﾄｯﾌﾟﾌﾛﾝの語り部として「子供たちに宇宙服を」の歌をつくり、フロン回収率を乗り回している中で震災に

遭った。地震は家族・家ともに実害無く、３週間の自宅待機をフルにボﾗﾝﾃｨｱした。慶応大学工学部出身。

１男２女と妻あり。神戸市内の製造業会社の技術系社員。



「神戸より」へ寄稿

「仮設住宅」は日本の病気
　　　　　　　公的補償の特効薬がなぜ必要か、仮設住宅訪問の資料より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９６年４月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「週末ボランティア」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　東條健司

「仮設住宅」は日本の病気

　仮設住宅の現状は、日本の病気そのものであると思う。しかもかなりの重病である。

ボランティアが行っているものは、震災直後から今にいたるまですべて「応急処置」にす

ぎない。とりあえずの傷を消毒し、とりあえずの熱を冷ますためにひたいの濡れタオルを

取り替え続けているようなものである。部分治療では大病は治らない。単なる風邪などと

追って患者の、被災者の自然治癒力では治らない大病なのである。

国は治す力を持っている

　ボランティアや地方自治体では完治させる力は持っていない。しかし、国はその力も能

力も方法も持っているのである。財政や金融、立法や行政、憲法条項の遂行のためのあら

ゆる国家権限を発揮すれば、この病を款うことは唯一たやすく出来る存在。それが国であ

る。なぜそれを行わないのか。知らないのか、その気が無いのか。あるいはｳｵﾙﾌﾚﾝが言う

ように、慣性自動操縦飛行のような官僚機構がそれを許さないのか。

　「がんばろう日本のお役人！」

　昨年の流行語大賞に「がんばろう神戸！」が選ばれたが、これはいま大いに見直されて

いる。第一に被災地は神戸だけではない。そして次に、この言葉を使うとき言う方も聞く
方も、なんとなく「被災者ががんばる」と錯覚させられてしまう。だが頑張る力が残され

た人だけにこの言葉は有効である。いま頑張る力がまだありながらそれを行っていない人。

それこそ行政府の多くのお役人であろう。「がんばろう神戸」は「がんばろう神戸のお役

人」であり、もっと言えば「がんばろう日本のお役人」なのである。

仮設住民は「語り部」に

　完治を目指す闘病の過程では、正確なカルテが必要である。現状が正しくつかめなけれ

ば治療対策は立たない。ボランティアは現場で「応急手当」を行い続けているが、その観

察が外部へ発信されなければならない。

　ボランティアが外部へ情報を発信する手段、そのひとつは全国からボランティアを大量

に招き、彼らが口々に現実を伝えてゆくことである。初めて参加した遠来のボランティア

達は、だれもがテレビとの情報の「質」の違いを述べる。「現物を見る」ことが情報発信

の原点である。どうか数万の仮設住民は「語り部」となって、数十万のボランティア達に

語って聞かせて欲しい。何十回も語るうち、磨かれた語りになるだろう。どうか数十万の

被災者は数千万の国民に対して「現代の語り部」となって、この國を款って欲しい。

この声を聴け！

　もう一つの情報発信の方法として、私達「週末ボランティア」はさまざまなメディアを

もうけている。ｱﾏﾁｭｱのｼﾝが-ｿﾝｸﾞﾗｨﾀｰ岡本光彰との共同に代表される語り歌での表現。多

くの漫画家のたまごたちの来神。電話伝言板での交流。ﾌｧｯｸｽ情報での資料・データの全

国からの自由な取り出し。ニフティーでのF-AcrlvE掲示板。インターネットのホームペ

ージなど。それらの公開資料の一つである仮設住宅訪問「支援シート」の記述からいくつ

かの生の声を聴いてみよう。

　（以下A,B,C,D,E,F,Gを紹介する）　省略　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

ｙ
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