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「宮城県を応援する高知応援隊」に参加して 

 

                                  (株)第一コンサルタンツ 調査測量部 弘田 伸 

１．はじめに 

 3 月 11 日，東北地方が未曾有の大震災の直撃を

受けて以来，自分なりに何か出来ることはないか

考えていた。義援金などで間接的に応援すること

はできるが，がれき撤去等，直接，役に立つこと

をしたい。しかし，一人で東北に行く行動力も無

い。 

そんな時，右城社長から，宮城県で炊き出しや

ボランティア活動を行う「高知応援隊」の企画が

飛び込んで来た。願ってもない話である。直ぐ，

参加することにした。 

 

２．高知→仙台（6月 17日） 

 7 時 35 分発，羽田空港行きで高知龍馬空港を出

発。総勢 57 名，3泊 4日のボランティア活動の始

まりである。 

 

     高知龍馬空港での出陣式 

 

羽田空港→山手線浜松駅→東京駅と乗り継ぎ，

東北新幹線「やまびこ MAX」で仙台駅まで 2 時間

44 分の旅だ。新幹線では，車窓からの景色も楽し

みにしていたが，2 階がグリーン車，私の席は１

階，目線が駅のホームと同じ高さで，コンクリー

トの壁しか見えない。時々，デッキに上がり外を

眺めると，屋根瓦が崩れ，ブルーシートが掛けら

れた家が所々見えた。13時 24 分仙台駅着。 

寄贈車を陸送するため，前日，会社を出発して

いたメンバーと合流。ほとんど寝て無く眠たそう

だが，無事到着している。一安心。 

 

３．被災地視察  

 仙台駅から貸し切りバスに乗り被災地の視察

を行う。駅付近は，ビルなどの補修が行われてい

たが，平常どおりの生活に戻っている。しかし，

沿岸部に近づくにつれ，津波の影響が生々しく，

復旧までには，まだまだ時間がかかりそうだ。道

沿いの植樹も，塩害の影響か，枯れている木が目

立つ。 

 仙台港を経由し七ヶ浜でバスを降り，現地を視

察。テレビで何度も見ていたが，実際，目の当た

りにすると言葉も出ない。ほとんどの建物は基礎

部分を残し，根こそぎ持って行かれている。自然

の驚異を改めて実感し，しばし呆然。 

 「避難場所まで 280ｍ」の表示が堤防の上にあ

った。全員避難したことを祈るばかりだ。 

 
建物の基礎やブロック塀だけが残る 
 

 その後，塩竃市を経由し，今日，明日の宿泊場

所，松島町野外活動センターへ。 

夕食は，地元「麺
めん

好
ず

クラブ」の方が打った，そ

ばをごちそうになる。地酒も振る舞われた。 



 2

 

宿泊場所：外観は良い感じ・・・ 

  

 二段ベッドの上段,ここに 5人が寝ました 

 

我々の部屋は 16 人部屋で，2段ベッドが 2組。 

10 人用と 6人用に分かれており，一人一畳のスペ

ース。みんな疲れていたのか，普段どおりか，い

びきの合唱だった。 

 

４．炊き出し（6月 18 日） 

今日は，南三陸町と気仙沼の 2チームに分かれ

炊き出しをする。私は，南三陸町のグループだ。 

両チーム同じバスに乗り，7 時過ぎに出発。途

中，渋滞に巻き込まれながら南三陸町の町が見え

て来た。志津川病院などテレビでよく見た光景が

広がってくる。ビル以外，本当に何もない。がれ

きの撤去が終わった所は，ほ場整備でもしている 

かの様だ。この様な光景は見たことが無い。目を 

疑うばかりだ。 

  仮設橋に「明日へのかけ橋」の文字が 

 

 予定より遅れて志津川高校に到着。先発隊が 6

時に出発し準備していたため，設営は完了してい

た。当初は，志津川中学校で行う予定だったが，

前日，急遽，志津川高校に変更。避難所の人数も

二転三転。300食用意した食材が余るため，馬場
中山避難所へ料理を運ぶことに。 
原田副隊長補佐の指示により，カレー，野菜ス

ープ，唐揚げ・なすのタタキ，飲み物の各グルー

プに分かれ準備に取りかかる。私は，一番簡単な

飲み物のグループとなり，お茶を氷で冷やすこと

から始めた。 

料理はほとんどがレトルトで，暖めて出すのだ

が，フライヤー（鳥の唐揚げをする機材）の達人，

山中君は，ガスの調子が悪く悪戦苦闘しながらも

大活躍だった。一番心配していたご飯も，昨夜 2

時まで練習していた甲斐があり，問題なく炊きあ

がり，馬場中山避難所へ 150 食届ける。 

お昼頃には避難所に配る準備も整い，アナウン

スを行う。炊き出しを配る対象者は，避難所の方

とボランティアに来ている方である。隣に仮設住

宅があるが，自立した生活をすることになってい

るため対象外だそうだ。やはり，テレビで言って

いたとおりだ。 

避難所の方が，首に証明書を掛け，トレイを持

って集まって来た。みんな慣れたものだ。思った

ほど混乱もなく順調に進み，ボランティアに来て

いた高校生や徳島県の方にも配ることができた。 
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炊き出しの様子 

 

ここでは，約 80 食分配り，みんなに「美味し

かった」と喜んでもらった。特に高知特産のフル

ーツトマトは大好評だった。  

その後，避難所の中で，スポーツ MAX の鈴木さ

んによる体育教室が開かれた。脳に良い遊びや，

テニスボールを使ったマッサージ等が行われ，私

たちも一緒に楽しむ事ができた。 

続いてよさこい鳴子踊りが行われ「本場よさこ

い鳴子踊り」とは行かなかったが，こちらの気持

ちが伝わったのか，だんだんみんなが「笑顔」に

なり，大いに盛り上がった。 

最初は，受け入れてくれるか心配だったが，  

最後は涙を流してお礼を言う方もいて，本当に 

来て良かったと実感した。 

避難所は，高校の柔道場を利用し，畳の上に 4

畳～6 畳程度を段ボールで囲い生活している。東

北の人は我慢強いと言うが，「高知県人がこの様

な環境で 100 日間も生活できるだろうか」とふと

思った。 

この日出会ったのは，高齢者と小学生低学年以

下の子供がほとんどで，中学生，高校生はいなか

った。聞くところによると，高校生の被災者は，

他の市町村の避難所に多くいるため，志津川高校

も，４月２１日に入学式だけ行い，授業は隣の登

米市の校舎を借りて行っているそうだ。 

今日は良い体験ができた一日だった。 

  

５．ボランティア活動（6月 19 日） 

 天気は晴，雨ならばボランティア活動が中止に

なっていたため一安心。8 時過ぎに松島町野外活

動センターを出発し，タクシーで「多賀城市災害

ボランティアセンター」に向かった。8時 40分頃

に到着すると，既に 20 人～30 人のボランティア

の方が来ていた。事前に名簿をファックスで申し

込みしていたが，団体での受付はしておらず，9

時から各自受付を行った。 

 

 

         受付状況 

 

  ガムテープに名前を書き腕章を付け活動 

首からぶら下げているのは「高知応援隊」の名札 

 

 受付が終わると２階に上がり，ボランティアの

心得「させていただく！」の精神で活動する等注

意事項を聞いた後，被災者からのニーズに合わせ

5人から 10 人程度のグループに分けられた。 

 私のグループは，当社から弘田・酒井・柿本，
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高知応援隊のメンバーから，ミタニ建設工業(株)

三谷社長・ジョブイン高知(株)弘田さん，その他

に神奈川県から来た石川さんの合計6名のチーム

となった。内容は，民家の床下の泥だしとの説明

である。 

作業に必要な道具は全てボランティアセンタ

ーに揃っており，チェックシートに従って，ヘル

メット，懐中電灯，ゴーグル，スコップ（大・中・

小）バール，土のう袋・バケツ，一輪車を受け取

る。その他にペットボトルの水が支給された。 

 現地までは，ボランティアセンターのスタッフ

に送って頂き，10分足らずで到着した。 

作業するお宅は，住居兼焼き肉店で，外壁には

地上から 1.5ｍ付近に津波の痕跡が残っていたが，

外観の損傷はほとんど見受けられなかった。後か

ら地図で確認すると，海から約 1.8 ㎞の場所だっ

た。 

ご主人から作業の説明を受け，玄関を入ると，

約 2 畳，6 畳，4.5 畳の部屋があり，すでに床板

は，はがされていた。まず，家財道具等を店舗に

運んだ後，泥だしを始めた。床下はコンクリート

ではなく土で，ヘドロも思ったほど堆積していな

い。表面の数センチを小さなスコップで削り取り，

土のう袋に詰め搬出した。3 回位の休憩を取りな

がら，お昼前には作業が完了。ご主人から，スイ

カをごちそうになり，ボランティアセンターに帰

った。 

       住居兼焼き肉店 
 

センターに到着すると，当社のもう一つのグル

ープはすでに帰ってきており，コンビニで買って

きた昼食を取りながら休憩していた。私たちも昼

食を買いに行こうと思いつつ休憩していると，次

の依頼が舞い込んできた。次も民家の泥だしらし

い。午前中から 12 名ほどで作業しているが，応

援の養成があり，当社のメンバー10名全員で現場

に向かった。 

今度のお宅は，津波の影響で損傷が激しく，家

の片付けが終わると取り壊すと言うことだ。 

最初に，リーダーから，ヘドロの中に混在して

いる大事な物を仕分けし，ヘドロを撤去するよう

指示を受けた。私は，台所の担当となり，作業を

開始した。臭いがきつくマスクを着用しなければ

作業を出来ない。ヘドロの中には，家族の写真，

年賀状，お茶碗等思い出の品々が多くある。津波

の悲惨さを思い知らされた。 

この家の作業は，前日も 24 名で行っており，

二日がかりで作業を完了した。センターに帰り

「ボランティア活動証明書」受け取り終了。近く

の多賀城駅から電車で仙台駅へ。今夜はゆっくり

ホテルで就寝。今日も充実した一日だった。 

 

多賀城市でのボランティア活動流れは 

①1階で，受付をする。（ 9:00～11:30 頃） 

②2 階で，グループになり，依頼内容等について

説明を受ける。 

③1階で，活動に必要な資材を受け取る。 

④活動場所までスタッフの車で送っていただく。

（近場であれば，歩いて行く場合もある。） 

⑤現地で活動 

※必要に応じて食事。随時，休憩を取る。 

⑥現地活動終了。迎えを電話で呼ぶ。 

※15:00 までにボランティアセンターに帰る。 

⑦災害ボランティアセンターに到着し，手洗い・

うがい・身なりの泥洗い等をする。 

⑧リーダーは，2階で活動報告を記入し，提出。 

以上で，活動は終了となる。 
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６．最終日（6月 20 日） 

帰りの新幹線の時間が午後だったため，午前中

は，日本三景のひとつ松島の観光に出かけた。 

朝 8時にホテルを出発し，JR 仙台駅から仙石線

で松島海岸駅まで約 40分で到着。 

松島町は，多くの島々が防波堤の役割をし，津

波の被害は比較的少なかったらしが，海沿いの飲

食店や土産物店は，まだ復興していない店が多い。  

私たちは，4月 29 日から再開した「島巡り遊覧船」

に乗り，美しい島々の風景を見て楽しんだ。 

 地震か津波の影響で崩れた島もいくつか見られた       

 
 午後 2時 34 分仙台発の新幹線で東京へ。帰りは

景色を見ることができたが，いつの間にか疲れて

熟睡していた。 

 

新幹線に張られていたステッカー 

 

午後 8 時 20 分高知龍馬空港到着，小雨が降る

中，家路に着いた。 

７．感想 

今回の活動は，普段経験することのできない貴

重な体験ができ，大変有意義だった。自分の目で

見，肌で感じて，災害に対する心構えや，人に対

する思いやりの心を，改めて感じる事ができた。 

被災者の生の声を聞くと 

① 自分の身は自分で守る。 

② 津波が来る前にとにかく高台に避難する。 

③ 逃げる途中，絶対に家に引き返さない。 

④ 逃げ遅れてビルなどに避難した場合でも，水

さえあれば何とかなる。 

分かりきったことだが，高知に帰って来ると，

この教訓は忘れがちになる。 

私の実家は土佐清水の市街地で，海から 100m

の距離にある。標高も約 4ｍと低い。南海地震が

来れば間違いなく津波の影響を受ける。今回の地

震でも避難指示が出されたが，家にいた。電話し

たら「今回は大丈夫だろう」と言う返事が帰って

きた。ほとんどの人は，事が起こるまで「自分だ

けは大丈夫だろう」と思う。しかし，この震災を

教訓にしなければ何時するのか。 

今，南海大震災が起こると，高知市内のほとん

どの人は避難する場所さえ分からず，パニックに

なるだろう。普段から訓練をしていなければ，絶

対に対応できない。地震が起きた時に居る場所に

よっても対応は変わってくる。会社，現場，自宅，

考えればきりがない。 

今回の地震では，「想定外」と言う言葉をよく

耳にする。地震予知が不可能な今，起こったとき

に被害を最小限にとどめる対策，準備をするしか

手だてはない。そして「自分の身は自分で守る」 

結局は，これしかない。 

ボランティアに関しては，まだまだ，ニーズが

多くあり，もう少し時間を掛けて活動したかった。 

最後に，「高知応援隊」に参加させて頂いた，

右城社長始め，会社の方々に，心から感謝致しま

す。 

 


