2018 年 7 月 7 日

東日本大震災と法人後見
2011 年 3 月 11 日のあの未曾有の東日本大震災から早くも 7 年が経過しました。私たち
は、 あの直後横浜市職員 OB として横浜市が設置した一時避難所で、生活相談に従事しま

した。その後、そこに結集した横浜市職員 OB らが中心になって、 NPO 法人 よこはま成
年後見つばさを立ち上げ、法人後見に取り組んできました。
先日、知り合いの厚生労働省障害福祉専門官から 「よこはま成年後見つばさのような法
人後見実施団体が、日本全国にできるといいのになあ」という言葉をいただきました。
つばさ の原点になったのは、まさしく一時避難所での生活相談でした。一時避難所での生

活相談が実現できたのは、「企画力」「交渉力」「相談力」「組織力」などでした。
法人後見実施団体の適格性とは、こうした力を兼ね備えた人、組織と言うことができる
と思います。
以下に当時の報告書を紹介します。
------------------------------

新しいつばさを広げて
〜たきがしら会館での生活相談から〜
横浜市職員 OB・社会福祉士

須田幸隆

1.はじめに
社会福祉士の本来業務は、いうまでもなく福祉相談です。今回の東日本大地震に関して
も、日本社会福祉士会は厚生労働省に対して、2011 年 3 月 16 日付で協力の申し入れを行
なっています。その中で社会福祉士が支援できることとして、次の 4 項目を挙げています。
・高齢者及び障害者等の二次的安否確認
・避難所や仮設住居等で生活している住民の生活課題や生活ニーズの聞き取り及び担当部
署へのつなぎ
・仮設住居の環境整備やコミュニティ立ち上げ支援
・上記のための相談員の派遣
横浜市で最初の一時避難所となった横浜市たきがしら会館(磯子区)で生活相談を行うに
あたっても、神奈川県社会福祉士会は 3 月 25 日(金)、横浜市に対して同趣旨の申し入れを
行なっています。
2.経緯について
横浜市が被災者の受け入れを発表したのは、地震発生後 6 日目の 3 月 17 日(木)でした。
そして、たきがしら会館で最初の受け入れが始まったのは、3 月 19 日(土)です。この報に
接し、私がたきがしら会館を訪れたのはその翌日の 3 月 20 日（日）でした。横浜市職員
OB としての訪問でした。まったく偶然でしたが、居合わせた磯子区役所の担当課長は、知
り合いの 0 課長でした。この時点で既に互いの信頼関係が出来ていたように思います。0

課長は、建物管理者の K 課長を交えて私に状況を丁寧に説明してくれました。私の方から
は、横浜市職員 OB として協力を申し出ます。3 月 23 日になって、0 課長からすぐにでも生
活相談に入つてもらいたとの要請がありました。私は、横浜市職員 OB だけでは長期の体制
を組めないので、神奈川県社会福祉士会として受け入れる体制を組みたいと応じ、一日の
猶予をもらい 3 月 25 日(金)の打合わせを提案します。実は、この一日の猶予がとても重要
でした。神奈川県社会福祉士会会長や横浜支部長への報告と実施の合意を得るためです。
一方で、私は当初の予定通り横浜市職員 OB にも声を掛けます。結果的に 10 名前後の OB
が結集してくれることになります。3 月 25 日(金)の打合わせには、神奈川県社会福祉士会
の会員 8 名(内横浜市職員 OB 2 名)が参加しました。話し合いの結果、3 月 28 日(月)から
毎日 2、3 名が輪番で生活相談に入ることになります。また、生活相談に必要な現地や磯子
区の社会資源及び震災、原発の情報を行政側が用意するよう要望しました。
この日臨時相談の要請があり、横浜市職員 OB でもある S さんに受けてもらうことにしまし
た。相談は、日前に迫った小学校への入学のことでした。
3.相談について
こうして、3 月 28 日(月)から磯子区役所が設けた一時避難所(たきがしら会館)の相談コ
ーナーで生活相談が始まりました。この相談コーナーは、磯子区役所の出先のような位置
付けで、磯子区役所の全面的なバックアップがありました。
たきがしら会館の利用者は、ピーク時は 90 名を越えていましたが、故郷へ帰ったり、公営
住宅に入居したりで、5 月末現在では、四世帯 13 人でした。
<3 月・4 月・5 月の実施状況. >
相談員派遣数(延)49 人(内横浜市職員 OB 35 人)
相談件数 67 件(新規 17 件継続 50 件)
内訳 生活費 8 件
保育 16 件

住居 25 件

医療 3 件

教育 10 件

仕事 15 件

貸付 6 件

その他（迷い・不安など）

原発 10 件

32 件

(注)その他には、生活用品、雇用保険、年金、免許証更新、被災証明などが含まれます。
相談で特徴的だったのは、最初の頃は圧倒的にこどもの教育のことでした。時期的に転
入学が迫っていたからです。相談者は母親でした。そのうち相談内容は、生活費、住居、
仕事、保育など生活全般に亘るものに変化していきました。相談者には、父親も加わるよ
うになりました。
私たちの方は、世帯毎に世帯台帳と経過記録を残し相談の継続性に工夫を凝らしました。
また日報をまとめ毎日、会長や支部長及び行政に報告を行い情報の共有化に努めました。
私自身はロ—テーションの原案を作ったり、最初の 2 週間は毎日出向き、ローテーションで
変わる相談員に相談手順の伝達、相談員のスーパーバイザー役を務めるよう心掛けました。
相談員から相談員への連絡帳は、いつしか貴重な社会資源になっていきました。
4 月 22 日(金)、行政側と今後の方針について話し合いました。私たちは利用者も減って、
当初の目的であつた利用者世帯の状況や課題の把握も一定程度出来たので、終了も予測し
ていましたが、行政としては、最後の一世帯までその生活の組み立てへの支援を期待して

いるとの要請が改めてあり、それを受け相談員を固定し続行することにしました。
これは、ある意味これまでの相談実績が評価されたものと理解しています。
私は、生活相談に従事しながら時々相談風景を発信してきました。その中から一部を引
用します。
「ふるさと」
５日目の生活相談終了後のことです。夕方、ロビーでダカーポのミニコンサートが開催
されました。小さなロビーは、立ち見席も出来るほどに一杯になりました。マイクを使わ
ずに、生声でさわやかな歌声がロビー内に流れました。私たち世代には懐かしいダカーポ
の歌です。最後は、「ふるさと」でした。いつしかロビー内は全員での合唱になり、避難
者の中には、涙をこぼす人もいました。涙がこぼれないようにと「上を向いて歩こう」を
歌ったばかりでしたのに。この時間を共有できたこと、この場に立ち合えたことに感動し
ました。
『新入学と防災頭巾』
一時避難所での生活相談も二週目に入りました。それなりに、信頼も得られてきている
ように思います。今日 4 月 5 日は、横浜市内の小中学校の入学式でした。一時避難所から
も数人の小学校新入学生が誕生しました。顔馴染みになった子が学校へ行ってきたと報告
にきてくれました。午後になって、その子のお母さんが相談コーナーにやってきて、学校
から防災頭巾の持参を言われたが、どこへ行けば買えるのかと相談がありました。早速、
学校に照会したところ学校近くの雑貨屋さんを紹介してくれました。地図を広げて、目星
を付けて、避難所がここだからと話しが弾みました。本日の相談コーナーでの出来事です。
「少年の夢」
福島県から避難してきていた 15 歳の少年と面談しました。
須田:地震の時どうしてたの？
少年:3 月 11 日は中学校の卒業式で、式を終えて進学に備えて自室模様替えの最中に地震
が起きた。ガラスで手を負傷したが治った。進学予定の県立高校は、海外留学を勧め
る学校で、それに憧れて英語科に進学することになっていた
中途半端になってとても悔しい思いだ。英語を学び海外に出る夢があった
須田:どんな時、どこであっても道は拓けるから諦めないように
須田:父母は
少年:本日川崎方面にアパートを探しに行った。市営住宅の一次募集には落選した。
須田:4 月上旬に二次募集があることを父母に伝えて
少年:地震の日父は、中学校の卒業式に出るため会社を休んでいた。会社は原発に関係し
ているので、休んでいなければ、原発の近くで就業していたと思う
中学の野球部で一緒だった友達は、今もって行方不明です
須田:友達心配だね。お父さんは危機一髪だったんだね。横浜へはどうやってきたの
少年:地震後、一家 6 人会津で 2 泊 新潟で 4 泊

横浜のホテルで 3 泊し、たきがしらに入

った。横浜の情報は、新潟で聞いた。時々外出している
須田:そう、大変だったね。横浜のどんなところに行って来たの

少年:ランドマークまで行ってきました
須田:相談コーナーに時々話しにきてください。待ってます。
少年:はい
4.たきがしら会館での生活相談の先には
横浜市は、40 年来福祉事務所のケースワーカーなどに福祉職として採用した職員を充て
てきた全国でも稀な自治体です。今回は、その横浜市職員 OB が馳せ参じた場でもありまし
た。その中には、社会福祉士である方も数多くいました。こうした生活相談の経験豊かな
方々です。相談力のある方々です。たきがしら会館での生活相談がきっかけになって、新
たな NPO 法人立ち上げに向かつて動き出しました。成年後見業務を行うためです。私自身
も微力ではありますが、力を合わせたと思っています。
もう一つあります。私は私の出向く日を、東京家政学院大学と明治学院大学の学生(社会
福祉士の卵)の参加の日としていました。両大学の関係者と相談しながら進めました。次代
を担う人材育成を大事にしているからです。継続してきている学生は、いつの間にか、相
談員よりも子ども達になつかれ、その親御さんとの世間話から貴重な情報を得てきたり、
自ら関係機関に情報照会するまでに成長していました。生きた実習体験の場でもあったの
です。いつの日か実践力のある社会福祉士として、大きく羽ばたいてもらいたいと思って
います。私自身も、たきがしら会館での生活相談の先に夢を描いています。新しいつばさ
を広げて、仲間たちと希望の空に飛び出す夢です。(完 )
------------------------------

状況に応じて変わっていく相談内容
〜たきがしら会館での生活相談から〜
横浜市職員 OB・社会福祉士

篠崎美代子

横浜市の一時避難所(たきがしら会館)での生活相談には、横浜市職員 OB という立場で参
加させていただきました。たきがしら会館に避難された方は、福島第一原発事故による被
災者がほとんどでした。多くは乳幼児や学齢児を抱えたご家族でした。
相談は二人組で入つたので、1 人は相談コーナーにあと 1 人はロビーで声をかけ、話し
を伺う中で状況やニーズを把握し、その人に必要な情報を提供していくというやり方で行
いました。
相談員は日替りのためロビーでの話は、初対面でいきなりどこまで伺ってよいのかなど戸
惑いながらの出発でした。「地震の直後に白い防護服の人が行くのを見て大変な事態を察
知した。孫を守まもらなくてはという一心で逃げてきた」「途中ガソリンも購入できず大
変だった」「馬を飼っていたのに置いてこざるをえなかつた」「家業は続けられなくなっ
た」と普通の生活をその日を境に、突然全て喪失するという想像を絶する体験談をただお
聞きすることしかできませんでした。
困っていることはないですかと尋ねると「以前の避難所は毛布一枚で大変だったけど、
ここは布団なのでよく眠れます」とか、食事は炊事ができない環境でカップ麺やコンビニ

から何か買ってくる日々にもかかわらず「電子レンジでチンできるので美味しいですよ」
と心配をかけまいとするのかそんな返事が返ってきました。
相談当初は春休み中でそろそろ入学を迎える時期に当たり小学校の入学、転校の相談が
多くありました。区役所に繋ぐと区職員が出向いてきてくれて手続ができました。中に横
浜の学校には絶対入学したくないというお子さんがいて、そのご家族は入学式の直前に福
島に戻って行かれました。
原発事故の収東の見通しが立たず避難生活が長くなってくると運転免許証の更新などち
ょっとした相談から、保育所・一時保育のこと、生活費や仕事、住まいのことと相談は広
範囲になってきました。保育所は乳幼児の受け入れが困難な状況でした。仕事をしないと
生活ができないが、保育所入所が困難、借りた被災者向けの緊急生活資金 10 万円は底をつ
いたとの相談には困りました。失業者を対象とする住宅手当制度がありますが、たきがし
ら会館の利用者は対象になりません。また生活保護制度は、申請を断念せざるをえません
でした。避難生活には車が欠かせない物になっていますが、その車の処分指示があったた
めです。
住宅については被災者向け公営住宅入居の募集時期の情報提供をして、応募していただ
きました。しかし原発事故による被災者の場合は被災証明書が取れる地域が限定されてお
り、いわゆる自主避難者は入居資格がなく利用できませんでした。
２週目が終了した頃に、横浜市よりたきがしら会館では新たな受け入れをしない方針が
出され、福島に戻られた方、他の施設に移られた方、住み込みの仕事を見つけた方と徐々
に利用者は減少し、4 月下旬には 5 世帯 16 人となりました。残られた方は、たきがしら会
館を拠点に住まいや仕事を探す決心をされた方々です。
その頃相談員の中でも、相談員が日替りで入ると相談記録を残しているものの相談が場
当たり的になってしまい継続性を保つことが困難なこと、併せて利用者との関係をとるこ
との限界などを感じていました。そこで利用者が少なくなり全世帯の状況も把握できた三
週目からは相談日を週 2 回とし、相談員を固定することにしました。その結果前回の相談
を踏まえた話ができるようになり、お互いに話しがし易くなりました。
皆さんの最大の関心はやはり仕事です。4 週目にはハローワーク職員が来訪し、個別相
談が開始されました。ハローワーク職員と個別相談ができるようになったことは非常に有
効でした。会館内の情報提供用ボードを見て仕事に行った人も、結局個別相談を希望され
ていました。皆さんがこれから先を具体的に考え始めつつあるようで気持ちが前向きにな
っていることが分かります。公営住宅に入居できず、民間アパートで 6 ヶ月間家賃無償と
いう申し出があったところに入居を決めた方もいます。しかし経済的な不安はまだ解決で
きておらず心配は残っています。
状況の変化とともに個々に必要としている情報をお伝えしてきましたが、民間のボランテ
ィアの力を感じる一方で保育所やセーフティネットの制度の限界にも直面しました。生活
を支え再建していくためには総合的でもう少し柔軟な支援が必要かもしれません。今回ハ
ローワークの支援は、関係機関が県や市の枠を乗り越えて連携できることを教えてくれま
したし、連携した支援が力になっていくことを感じました。(完)

2011 年 6 月 22 日

神奈川新聞記事

つばさ設立総会

