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ゲスト・モデレータのご紹介

ゲストスピーカー：林田由那さん（宮城教育大学防災教育研修機構特任助教）

東日本大震災時、WAVOC の災害ボランティア派遣に参加し、気仙沼・石巻で泥かきなど

のボランティア活動を行う。その後、石巻にてボランティア活動を続けるなかで、学校防

災の研究の道を志す。現在は、主に学校・家庭・地域の連携による避難訓練の研究を行い

ながら、大規模な自然災害の被災地域における災害ボランティア活動を継続している。

モデレーター：岩井雪乃（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター准教授）

東日本大震災時、WAVOC 教員として学生とボランティア活動をするとともに、大学によ

る災害ボランティアの制度構築に関わった。また、災害ボランティアに参加した学生たち

が、ボランティア団体を設立し運営する過程も支援してきた。昨年の台風災害では、宮城

県、千葉県でボランティア活動をおこなっている。
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WAVOC主催オンラインセミナー

「コロナ禍を生きる社会問題、コロナ禍でやるボランティア」

第 4 回「被災者支援」

2020 年 10 月 24 日（土） 13:00-14:30

岩井雪乃

報告（文字起こし）

１．ゲスト紹介

２．本日の趣旨

３．第 1 部「あなたが被災者になるとき」

①コロナ禍での避難行動

②コロナ禍での避難所

４．第 2 部「コロナ禍での災害ボランティア」

①物資支援の注意点

②コロナ禍での災害ボランティアのアイデア

５．全体質疑応答

１．ゲスト紹介

岩井：まず、冒頭にゲストの林田先生から災害の現場の話をしていただきたいと思います。

実は林田先生は熊本のご出身で、ことしあった熊本での災害も、早速、現場に行かれまし

た。

林田：熊本の豪雨の時は、本当に岩井先生にも、きょう参加してくださってる学生の方も

ご心配をお掛けいたしました。

私のふるさとは熊本県なんです。熊本は今回の豪雨が 7 月にあったんですけれども、平

成 28 年（2016 年）にも熊本で大きな自然災害が起こりました。もし思い付く方がいたら

チャットに書いてみていただけますか。

林田：そうです、平成 28 年熊本地震というのがありました。熊本地震もあって、まだ熊

本地震の復旧工事も続いている中で今回の豪雨もあり、さらに大変な状況になりました。

また、改めてなんですけれども、熊本の球磨村の豪雨ということで震災を自分のことと

して考えるような時間でもありました。

その時の写真を幾つかご紹介させていただきます（図 1）。
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図 1 2020 年 7 月球磨村にて（林田撮影）

皆さん、今、ここが分かりますか。これ。電線です。

岩井：すごい高さまで来たんですね。

林田：そうなんです。これぐらいまで水が上がってきました。

２．本日の趣旨

岩井：このような形で林田先生は、専門家であり、ご自身が被災経験もされている。そん

な中からの知見をきょうは頂きたいと思っています。その知見を頂くという意味で、私か

らもスライドを一枚共有させてもらいます（図 2）。最初に私がこのテーマを林田先生に相

談した時に思っていたのは、WAVOC の学生たちを被災地に派遣する、でも、コロナでな

かなかできない、それをどうしたらいいんだろう、ということをご相談したいと話しまし

た。その時、林田先生に言われたのが、「被災者と支援者って分かれてるんですかね？」と

いうことでした。現場では、被災者は被災者として助けられるのを待っているわけではな

くて、同時に自分自身の生活を再建していくために復旧・復興を担っていかなければなり

ません。被災者だから助けてもらうだけではなくて、自分自身が周囲にいる人たちを助け

なければならないし、自分自身も復興・復旧をしていく立場になる、ということを言われ

たんです。

図 2 被災者と支援者の考え方
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冷静に考えれば当然のことなんです。災害がより多発している現代の日本においては、

私たち自身も「支援者として助けに行くぞ」とは言っていられなくて、「いつ被災者になる

か分からない」という認識を新たにしました。

ですので、きょうの内容としては、まず第 1 部では、「あなたが被災者になるとき」と

いうことで、私たち自身が被災者になるときについてどう考えたらいいかを林田先生から

教えていただいたり考えたりしていきたいと思います。

そして、第 2 部では、改めて「災害ボランティアとしてどこかに支援活動に行く場合」

について考えていく構成になっています。

３．第 1部「あなたが被災者になるとき」

①コロナ禍での避難行動

林田：では、まず第 1 部の中で避難行動のパートに入らせていただきます。

先ほど熊本の豪雨の話をしましたけれども、これまで何十年に一度といわれるような風

水害が毎年のように発生していると思うんです。最近だけでも、もちろん熊本豪雨もあり

ましたし、昨年の台風もありました。

その中で、これだけ毎年大きな規模の自然災害があるっていうことになると他人事とは

思えないような事柄だと思うんです。この第 1 部では皆さんが被災者になったときのこと

を一緒に考えていきたいと思います。

何よりもまず自分の命を守ることが大切です。自分が危険を回避して生き抜いてこそ周

りの人を助けることができる。そのためにまずは自分の命を自分で守っていくためにはど

うすればいいかっていうことから話を始めたいと思っております。

自分の命を自分で守ること、これ、防災の世界ではよく漢字 2 文字で表されるんですけ

れども、分かる人いますか。早速、チャットを使ってみたいんですが、分かる人いますか。

自分の命を自分で守るよっていうこと、漢字 2 文字で。

ありがとうございます。続々と。そのとおり。「自助」といいます。

そして、避難をする際に確認しておくべきこと、4 つ挙げさせていただきます。

一つは、平時も非常時も情報収集を十分に行うこと。そして、避難先は指定の避難所の

みとは限らないということ。そして、避難所に行く場合は必要なものを持って行くという

こと。そして、風水害に関しては警戒レベルについて確認しておく。これが、コロナ禍で

の 4 つの重要な避難行動という形になります。

岩井：避難行動について質問を受けたいと思います。ぜひ、どしどしチャットに書いてい

ただければと思います。

質問です。「在宅避難でも物資をもらいに行ってもいいというお話があったと思うのです
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が、在宅避難者には物資を回してもらえない、情報が来ないという話も聞いたことがあり

ます。それによって避難所へ行くべきか在宅避難をするべきか悩むのですが、そういった

ことは実際にあるのでしょうか。」

林田：これまでの被災地でも在宅避難者はいらっしゃいました。家は、もちろん、電気、

ガス、水道はないです。でも、それは避難所の環境もほぼ同じような所なので、自分の布

団で寝られる、そして、そこに自分の家族だけしかいないということで、在宅避難を選択

する方はもちろん多くいらっしゃった。

でも、避難所に行くと「あなたたち、家はあるじゃない」という視線ももちろんありま

した。

岩井：ここにいる参加者の皆さんはこの認識を知ったので、「在宅避難でも支援物資をもら

いに行っていい」「分けてあげなければいけない」という意識をぜひ持ってほしいですね。

②コロナ禍での避難所

林田：次は、皆さんが避難所に行ったときについて考えていきます。

避難所ってどういう場所かイメージできますか？ 今までニュースでも出てたと思いま

すし、例えば、去年の台風では、都内でも避難所に行かれたって方は多いと思うんです。

避難所は自治体が指定して自治体が開設します。ただ、そこの避難所の運営をするのは

避難してる人たちが共にやっていくものです。

内閣府からコロナ禍での避難所運営に対する指針が幾つか出されたんですけれども、3

密を避けるっていう観点で避難所の運営で気を付けておくこと、それをこちらの画面に挙

げさせていただきます（図 3）。

図 3 避難所での新型コロナ対策

このような形で、避難所内での新たな対策、追加の対策として、避難者の健康状態を確

認することであったり、基本的な感染症対策を徹底すること、そして、十分な換気や避難

スペースの確保をしていくこと、そして、発熱やせき症状のある避難者もしくは濃厚接触
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者のための避難スペースを確保していくこと、幾つかあります。一部を出してみるとこの

ようなことがコロナを踏まえて新たに避難所で実施していかなければならなくなったこと

になります。

避難所運営する際には、大規模な自然災害が発生している、その危険性がある状況の中

で常に最善の選択をしていかなければならないんです。

今、避難所にコロナ対応が追加されましたけれども、例えば、皆さんが次に避難すると

きが来たら、また未知の何かしらのものが加わっているかもしれないんです。このような

感染症であったり。

みなさんには避難所の運営に関わったりサポートや助言する役割を担っていっていただ

きたいと思っております（図 4）。

図 4 避難所での心がまえ

岩井：まさに、ここに参加している方々は、避難者として避難所に行ったときにも「運営

する側で働くぞ」という気持ちに、きっと今なっていただいてると思います。

４．第 2部「コロナ禍での災害ボランティア」

①物資支援の注意点

林田：第 2 部災害ボランティアに入らせていただきます。

ここでは、まず熊本豪雨の概要を説明させていただいて、そして、熊本豪雨での実際の

ボランティアの状況、それから、コロナ禍で何ができるのかを考えていきたいと思ってお

ります。

まず、熊本豪雨の概要についてです。熊本豪雨は令和 2 年 7 月豪雨という名称で、これ

は、もちろん熊本だけで豪雨があったわけではなく、全国各地で大きな被害がありました。

気象庁から特別警報も出されました。本当に九州各地に大きな被害が出ました。

球磨村でも集落の全域で孤立が発生して電気や電話が通じない状況になりました。本当

に大きな被害がありました。
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このコロナの状況の中で球磨村ではどのような災害ボランティアが行われたと思います

か、皆さん。泥かきは先ほど県内在住者だったんですけれども、それ以外にも災害ボラン

ティアとして行われたことが幾つかあります。

岩井：うちのボランティアセンターからも衣料を送らせていただきました。

林田：そうですね。物資支援。これまでボランティアとして現地に行っていた人たちが行

くことができないので、物資支援で応援された方、本当にたくさんいらっしゃいました。

物資支援についてこれから取り上げてみたいと思います。

これは、熊本豪雨から 2 週間後に私が球磨村に持ち込んだ支援物資です（図 5）。

図 5 2020 年 7 月球磨村にて（林田撮影）

これ、何だと思いますか、皆さん。細く目をこうして見るとちょっと見えるかもしれな

いんですけれど、目の前には野菜ジュースがあります。ポカリもありますけれども、この

大部分を占めているのは。

これは長靴なんです。これは、岩井先生と兵藤先生が豪雨発生した日に私に何かできる

ことはないですかって連絡を下さって、個人的に私にお金を送ってくださって、そして 3

人でお金を出し合って買って球磨村に届けたものなんです。持って行った時に担当の方か

らものすごく喜ばれたんです。

支援物資の流れなんですけど、例えば、このような場所に、これが支援物資の受付所な

んですが、ここに持って行くと、ここでまず受付表に住所や名前や連絡先、そして、何を

どれくらい持ってきたかを紙に書くんです。そして、それを記入したら、担当の方からこ

こに搬入してくださいと指示があるので、特にさっきの長靴みたいなものはあれだけ持っ

て行くと私一人では運べないので、そのような時に向こうから指示を仰いで言われた場所

に持って行く形になるんです。

あとは、もう一つ、WAVOC でも、すぐに物資支援行われました。この中にもおそらく

ご協力いただいた方いらっしゃると思うんです。
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あれは本当に素晴らしかったですよね。7 月か 8 月ぐらいの時点で秋冬ものの服を募集

していました。しかも、秋冬ものの衣類に絞って募集していました。

募集をかけて整理しているうちに時間がかかるから、被災者に届く頃には寒くなってる

と考えたんですね。かつ、避難所には、一人一人の避難スペースが大きくないから、あま

り服を持つことはできないから、おそらく仮設に移動して多少は自分のスペースが広がっ

たところで必要になってくるんではないのか、そういう被災地への想像のもとであのよう

な形で募集がされた。

そして、募集だけでなく、一枚一枚、袋に入れて、サイズ別に分けて、かつ、コロナ対

応もあるので、広げて見なくて済むようにタグまで付けて。

女性ものの中身は、例えば「ブラウスが入ってます。サイズはこんなものです」みたい

なタグまで自作で付けて、被災者に確実に届けるためにコロナ対応もして、そのような形

で送ったっていうこと。

物資支援は、このコロナで多くの方がされたと思うんだけれども、そこにある物をただ

送るっていうことじゃない。泥かきとかそういうことと同じように、気力も体力も必要で、

それを確実に避難者に届けるためには、やっぱりこっちも知識が必要になってくる。特に

コロナ禍なので、災害が起きたときにこの選択をする人は多いと思うんです。自分は行け

なくても気持ちだけでも届けたい。

そういうときに物資支援で具体的に大事なことは 2 つあって、一つは時期に応じたもの

を送ること。被災者がどこで生活をしているのか、被災直後に必要なものと被災からしば

らくたって必要なものは変わってくるわけです。なので、時期に応じたものを送ること。

そして、2 つ目は、できる限り同じ種類のものを送ることになります。

③コロナ禍での災害ボランティアのアイデア

林田：次は最後に、コロナ禍での災害ボランティアは何ができるか、に移りたいと思いま

す。

災害支援の基本は、被災者のニーズに応じた継続的な支援です。被災者が避難所にいる

場合、仮設に移った場合では必要とされる支援は変わってきます。

なので、今、この状況で、例えば、熊本豪雨の被災者に何ができるのかを考えてみたい

と思います。それは既存のボランティアをコロナに対応した形に変えていくのでもいいし、

新しいものでもいい。ただ、今できることを考えてほしいと思います。

岩井：ぜひぜひ、参加者のみなさんからいろんなアイデアをチャットに書き込んでほしい

ですね。

林田：そうですね。

岩井：ちょっと無理かなっていう内容も、アイデアなんで、書いてくれるとうれしいです。

書いている間に、長靴の支援についてなんですけど、何が現地で求められてるのか、私
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には分からなかったので、林田先生に「必要なものを選んでお願いします」としかできな

かったんです。長靴は、本当に発想がなかったんで、「それなんだ」と驚きました。

長靴は、災害ボランティアとして外から行く人、われわれが災害ボランティアに行くと

きは必要だと思っていました。でも、被災者の方々だって自分の家を早く復旧したい、だ

から必要だ、と改めて気づきました。

今、書き込みがありました。「オンラインカウンセリング」と書いてくれました。

オンラインでできることは、確かにコロナだからこその新しい可能性としてありますよ

ね。

林田：そうですね。

岩井：「子どもたちに向けてのオンラインでの学習支援」。「オンライン教育支援」。大学生

の得意分野ですよね。

「交流会」も出てきました。「オンラインでもできるんじゃないか」。

また来ました。「支援物資の記録がもっと簡単になるといいと思います」。確かに何かシ

ステムがその辺でできるといいですね。

林田：これまでの大規模な自然災害のなかでは支援物資が、被災者の手に届くまでに時間

がかかる避難所や自治体も実際ありました。

岩井：「物資支援ですが、新品のみという募集でも古着を送ってきた人がたくさんいました。

それは残念だったことは共有したいです」。これは WAVOC の兵藤先生からです。

林田：頂いてありがたかったと思うんです、被災者の人たちは実際に。でも、その物を頂

いたときに、確かにその服はうれしいんですけれども、送ってもらった、自分の所に届け

てもらったその気持ちに勇気づけられるんです、支援物資を手にしたときの被災者は。

そういう意味で、自分の家にある何か要らないものを送る、これは要らないから送ると

いうのは、私は違う気がしています。今、そこにいて寒い思いをして、そういう人たちに

今自分の持っている服を着せてあげたい、あったかくしてあげたい、そういう気持ちで考

えたときに、使えない、汚くなって汚れているものは選択肢から外れてくると思うし、そ

うあってほしいと私も思いました。

岩井：現地の刻々と変わる状況の中で、その時その時に何が求められるのかを想像する想

像力が必要ですよね。勝手な想像、自分に都合のいい想像になってないか、本当に現地の

ために思えているかを問い直す必要がありますよね。

またアイデアが出ています。「現地のニーズをもっとくみ取るオンラインのプラットフォ

ームを充実できれば県外からでもできるアイデアがもっと浮かぶと思います」。いいですね。

「非常発電機付き物資支援記録システム。X 線利用。電気がつながっていなくても使え

るように」。すごいですね。これは強い衛星システムでしょうね。

今、話していたような、何が求められているかが見える化される仕組みは、本当にある

といいですよね。

林田：例えば先ほど、カウンセリングであったり、学習支援、交流会というアイデアもく
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れています。それだけ専門的なことができるのは素晴らしいですし、話し相手だけでも十

分ありがたいんです。

そういう意味で、オンラインを使って、カウンセリングであったり、話し相手であった

り、そのようなこともできると思いますし、あとは、もしも現地にいる人たちがいたら、

今、引っ越しの時期ですのでそのお手伝いもあると思います。

あとは、被災したお店のホームページを、再開に向けて作ってあげるとか、そのお店や

その土地をアピールするムービーを作るとか（図 6）。

図 6 コロナ禍での災害ボランティアで求められること

岩井：参加者からの意見としては、「高齢者施設と Zoom で対談はどうでしょうか」という

アイデアもあります。

次のアイデアです。「細かい字がいっぱいの書類をオンラインで読み上げたり、必要な情

報を見つけて要約して伝えてあげるだけでもお力になれるんですね」。

５．全体質疑応答

岩井：最後に全体をとおしての質問を，参加者のみなさんからお願いします。

第 1 部に戻っての質問です。「そもそも、ハザードマップを地域住民に周知させること、

把握させるように誘導させることも課題に感じます。何か解決策はあるのでしょうか」。

林田：物を作りました、それをホームページでダウンロードできるようにしました、とい

う段階と、それを人々が見てくれる段階は全く別物だと思うんです。

ですので、いろんな人たちをそういう場に呼び寄せるような努力をもっとしないといけ

ないし、まず、私たち一人一人がその情報を取りに行こうとしているか、ということだと

思うんです。

岩井：このセミナーに参加してる人たちは、かなり意識が高い人たちだと思うんですけど、

それをさらに周りの人と話題にするとか質問するとかして広げてくれるといいですよね。

次の質問です。「避難所についての考え方（在宅避難者も物資利用が可能など）について、
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認識を改める必要があることがたくさんありました。そうした認識を広める上で義務教育

の中で防災教育の役割が多いと思います。実際のところ、防災教育の現状はそうしたこと

を理解するような内容となっているのでしょうか」。

林田：ありがとうございます。私、学校防災が専門です。ど真ん中の質問を頂きました。

東日本大震災以降、避難訓練に保護者の方の参加を呼び掛けるように、そして、地域の方

にも参加していただけるように、そして、自分の学校だけでなくお隣の学校などとも一緒

に訓練していくように、そのような形でより実践的に実践的に行うようになっているんで

す。

防災教育については、各学校が県や市が出している防災教育の副読本を使って防災教育

の授業をしています。今の防災教育をより実践的にするにはどうしたらいいか、特に地域

と連携して頑張っている学校、さまざまあるんですけれど、その知見がしっかりと他の学

校にも広がっていくように、これからの防災教育では考えていかないといけないと日々思

っております。

岩井：では、次が最後の質問になります。「被災者の方は Zoom などオンラインで何かでき

る状況にあるのでしょうか。そういったツールを送るといった支援も必要ですか」。

林田：他の地域の支援してくれる人とつながれるような環境にするとか。仮設住宅の集会

所にパソコンを置いたり、集会所の機能を活用して、被災者の人がオンラインでつながれ

る環境がつくれればいいですね。

岩井：ただ、ツールがそうやって何とか届いても、高齢者の方だと、スマホがあっても使

えるかが問題になってきますよね。そこは悩ましいですが、それを何とか乗り越えてオン

ラインでできる支援をやりたいですね。

では、時間になったので、最後に林田先生から、全体を通してのまとめのメッセージを

お願いします。

林田：ありがとうございます。コロナで、つらいことや、大変な状況になったと思うんで

す。その中で、きょう参加してくださってる方々の中にもボランティア経験者いっぱいお

りますし、本当は災害ボランティアに行きたいのに、という状況だと思うんです。

でも、本当はこうしたいけど、今、この状況だから仕方なくこういうふうにやっている

という、防戦一方な感じは、私はいいかげん悔しくなってきています。この状況になった

ので、いやが応にも今できることを本当に考えないといけなくなって、今、自分の持って

いるスキルで、今、いる場所で何ができるのかを考えざるを得なくなった。

これまでは「現地に行けないからできない」だったけれども、みんなが現地に行けない

状況では、行けない前提で考えないといけない。自分のスキル、できること、好きなこと、

いっぱいあると思うんです。災害ボラにもそれを活用していかないと、と思っています。

きょうは、被災者としても運営する側としてもボランティアとしても、いろんなことを

考えていただきました。何か一つでも、この後、行動につなげていただきたいと思ってい
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ます。

被災地について調べたり、自宅周辺を歩いてみたり、いつもよりもカップ麺を一個でも

多く買って、いざというときのためにローリングストックをしておいたり、本当に、何で

も素晴らしいので、せっかくご参加いただいた皆さんには、何か一つでも行動に移してほ

しいと思います。

それが自分の身を守って、大切な人たちを守って、そして、今、被災地で不安な夜を過

ごしている人たちを応援することにつながるんではないかと思っております。

岩井：林田先生、どうもありがとうございました。
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