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阪神淡路大震災と学校の周辺 
 

岡田 俊一 

（1992.4～1996.3 兵庫県立兵庫工業高等学校 勤務） 

 

はじめに 

 

 

 多くの皆さまに安否についての電話やお手紙をいただきありがとうございました。幸いにして私の住

んでいる地区は、岩盤が固く大きな被害はありませんでしたが、神戸の中心部は、震度７という激震に

みまわれました。私の勤務校である兵庫工業高校も地域の方々の避難所になりました。地震発生後、授

業再開に向けて多忙な毎日が過ぎています。発生当時から日記がわりに書き留めたものを用語の統一も

されていませんがまとめてみましたのでお読み下さい。 

【上段、学校に残る震災の爪跡。下段、長田、兵庫の街角。（1995/8）】 
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◆大きな揺れが起こった 1/17 

 

 早朝５時４６分。突然、家全体が上下に揺さぶられるような状態になり娘が部屋に飛び込んできまし

た。強い揺れの治まるのを待って、手探りで電池を見つけてラジオを聴きました。神戸に大きな地震が

起きたらしいとアナウンサーは伝えています。 

  以下、１７日のメモです。 

 

AM8:00 

出勤しようと表に出たが、停電が続き市内は交通信号器が止まっている。ラジオだけが情報源。 

AM8:30 

交通機関はすべてストップしている。学校にも連絡がとれない。大きなビルの倒壊をラジオは言ってい

るが全容はわからない。自宅の住宅のまわりは電気が通じないほかは平穏だが。 

AM8:30 

  オアシスポケットで文章を打ち込んでいる。Nifty につないでもセンターがよびだしに応じないという

コメントが戻ってくる。 

三宮沿線で、大きな被害や列車の脱線がおきているとラジオは伝えている。電気がこないと、暖房もつ

かない。ガスはでるが余震も続き不気味。 

AM8:50 

只今、午前 8 時 50 分だが、震度 3 程度の余震があった。電話は、外からはかかるが、自宅からはあい

かわらず無音である。阪神間の鉄道網は、徐々に被害がわかるにつれて全面不能になっているようであ

る。物置からガスストーブを引っ張りだして台所で家族が集まって暖をとる。長女の勤務している須磨

区の学校では、電気がついたということだが、垂水区はまだ停電である。ラジオは、どこも地震情報を

流している。 

AM9:30 

やっと電気がつく。先程､学校に電話したら、学校はガスは止まり職員室は机が動き、引き出しが散乱し

ているとか。管理職とまだ連絡がつかないといっている。 

PM1:30 

昼すぎのニュースによると､犠牲者が 203 人とか。行方不明も多くいるようである。長田区の周辺でかな

りの焼失家屋があり本校の生徒も多く居住している区域なので心配。テレビでは、三の宮の繁華街の見

慣れたビルの倒壊画面が延々と続く。余震はすでに 30 回近くおきている。20 日に本校で予定していた

公開授業の研究指定の発表も困難であろう。 

 

◆不安な 2 日目 1/18 

 

自宅には被害はないが、水道も徐々に出なくなりやがて止まる。幸い自宅はガスはまだ出ているがま

わりの垂水地区はストップである。火元に注意して欲しいという市広報車が先程団地をまわっていた。 

交通機関が神戸市内は今日も麻痺して学校の再開の目処がたっていない。自宅にいて、風呂桶に水を溜
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める。Nifty の神戸のポイントは今日も駄目で鳥取など県外のポイントにつないでアクセスしているが地

震情報もよく集まらない。 

学校の校区である兵庫区や長田区も焼失区域で気になるが交通が麻痺して身動きができない。今朝も震

度 3 の余震が起きて目が醒める｡夜は､懐中電灯と電池式のラジオを置いて眠る。 

  こちらで放映されているテレビはすべて､ＣＭはカットされてその間は､被災の静止画面に切り替わる。

ＣＭはさすがに遠慮ということだろうか。神戸市内にいる人よりも遠く離れた人の方に情報が多いとい

う状態である。昨晩は､夕刊は届かなかったが､今朝は届いた。死者の数も 1806 人と､多くなっている。

二次災害の火災の被害が凄い。救援車両が､幹線道路に入れないために一般車両の乗り入れ禁止がやっと

出されたようだが遅すぎる｡ 

兵庫県は人口は 500 万人で、そのうち 130 万人が神戸市内。被災された方以外にも､電気､ガス､水道のい

ずれかが影響を受けている方がほとんど。このあたりの店では買い占め騒ぎが起きて、生鮮品の流通が

鈍くなってきて都市機能が壊滅状態である。 

慣れてきたとはいえ余震が続き不安である。教育テレビが伝言板に切り替わっている。ラジオのディス

クジョッキーは「役人の災害視察とは何事か」とか「その余裕があれば救援物資にまわせ」とエキセン

トリックに叫んでいるが、何かショウ化されたような違和感を感じる。緊急時の指揮系列が混乱してい

るので､早くスムーズに一本化して欲しい。 

 

◆教員で何をすべきか話し合い 1/20 

 

地下鉄が板宿駅まで部分運行を始めたので１９日に勤務先までいく。学校の体育館の１、２階が避難

の方々で一杯になっており一時は 2000 名、現在は 1300 名から 1500 名の間とか。管理職を始め宿泊で

きる教師がこれまでに学校に泊まり込み対応をしてた。私もそのローテーションに入る。 

昨晩は事務室にいる職員と相談しながら､学校再開に向けて何をなすべきなのか､討議を進めていく柱立

てのようなものを事務室のパソコンに打ち込む。 

 

１ 職員の連絡網の整備する 

 

 学校に来られる職員の確認。 

 

２ 生徒を校舎へ入れる事前確認事項 

 

 施設の安全点検、破損・亀裂箇所・天井・床・ガラス等の備品・ロッカー・作業台等の転倒による危

険度の確認。校舎周辺の安全確認。グランド・校内生徒通路・塀等校内の危険物及び場所の掲示を事前

にする。Ｉ棟の渡り廊下部分のチェックと専門家による補強工事をしておく。 

 

３ 授業開始の条件 

 

 教師の確保｡実験実習に必要な設備・備品の整備点検。生徒の被害状況の確認 
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 １月 19 日現在。本校生徒 1150 人中 605 人ま

での安否を確認。電話がなかなか通じない。また

寄せられた生徒の居住家屋の情報をまとめると 

  自宅崩壊 17 件 

  自宅焼失 8 件 

 本校は全県学区でJRを使用している生徒数が

438 人いるので報道されているように交通機関

が麻痺状態の中での学校再開はなかなか難しい。 

 

４ 非常時おける再開条件 

 

JR 等交通機関が長期にわたって不通の場合／水

道、ガスが使用できない場合／家屋の破損等で登校できない生徒への対応／Ｉ棟の使用が不可の場合の

ホームルーム教室の確保 

 

５ ３学期行事の検討 

 

第３学年の学年末考査と成績処理（出席日数の扱い）／卒業式／２年の修学旅行 

 

◆長田･兵庫区そして避難場所学校 1/21 

 

兵庫区に学校がある｢ごくありふれた教師｣が体験した一日のまとめの報告をしてみたいと思います。 

 

1. 学校までの道筋 

 

18 日午後 3 時から神戸市営地下鉄の西神→板宿間が部分開通のニュースが流れたので登校することに

する。20 分間隔の運転でかなりの混雑。背広姿は見られず一様にリュックを背負って親戚を尋ねる人や

避難先から家の様子を見る人達である。ホームで顔見知り同士の安堵の挨拶や会話がそこここに見られ

る｡  かなりの混雑の中を板宿駅に到着｡一カ所だけ地上への出口があって他は閉鎖｡地下鉄の天井から

水漏れがある。 

地上に出るとそれまでの光景と異なり､ヘリやパトカーの騒音｡自転車とミニバイクがはばを効かせる｡

ゴムの焼けるような異臭と共に信じられない光景が延々と続く｡倒壊して道路を塞ぐ建物｡一見被害のな

いような建物も傾斜したり亀裂が走りほとんどの建造物が何らかの被害を受けている。かって見慣れた

店も焼失してしまい遠くまで焼け落ちたその先に鉄骨の残骸が見られる｡ここから、学校まで徒歩 1 時間

ほどである。長田地区に入るにつれ構造物の被害はさらに強まる｡通常なら立ち入り禁止になるような崩

れかかったビルや倒れた電柱の下をひたすら東に向かって歩く｡ 

長田地区の惨状はさらに広まるばかり。途中の乗用車を覗くと毛布が敷かれ車中で生活としているよう

である。交通規制のために乗用車はそんなに多くなく自転車とバイクが交通手段になっている。 

ビルが倒壊焼失した長田地区(95/1/19) 
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2. 学校では 1500 人の被災者 

 

1500 人の被災者が体育館、武道場、柔道場などに一時は 2000 人。トイレもプールの水を早朝にドラ

ム缶へ運び使用の度に流すようにしたために他の避難区域に比較して衛生状態は保たれているとのこと。 

  避難して二日目になり食料の配付ルートもリーダーの下に自然発生的に出来上がって更衣室､武道場､

廊下(部屋とはいえないが)ごとに係を決め時間になると集まる。そこで、不定期に大量に入る物資の配分

をする。本校職員で自身も家族を体育館に避難させている若い教師が学校側の窓口になりテキパキと指

示する。一律に 1500 人もの同質の食料はなく弁当の内容にも差があるが、彼の配分に従わないと流れが

確保できないし公正なので指令塔になっている。｢きちんと確保しないと幼児や女性にゆきわたりません

から｣という｡ 

 

3. 校舎内外の点検 

 

事務室の電話を使用して生徒の安否と被害状況の調査。最初、生徒の半数が電話が通じにくく連絡が

とれない｡ほぼ一日かかって 8 割は連絡がつく。兵庫､長田区の震災地区に連絡のつかない部分が集中｡家

が全壊､焼失が27世帯｡ただし実際はもっと増えるだろう｡両親が死亡､あるいは母親が死亡という生徒が

いるが連絡がとれない。避難所には各学校の「生徒は安否を学校に連絡しなさい」という張り紙や個人

の安否を問う張り紙がある。 

ペアになって校舎内の建物の様子を調べ写真をとる｡建物が｢ロの字｣型になっており角の部分で接合

部分の金属が窓側に半円形の凹凸ができていてた。グランドは液状化現象と亀裂で黒く汚れている。 

電気科の 600ｖまで出せる高圧発生器が横転､買い換えになれば 600 万円とか。機械科では､入れたばか

りの 3D-CAD 実習室のパソコン転倒｡旋盤実習の旋盤もかなりがずれている。あの重いものをどのように

戻すのだろう。デザイン科の石膏像大量破損。工業化学は、実験器具破損｡薬品室では塩素系の異臭｡土

木科も実習用器具が横転し支える軸受けが傷ついて真っ直ぐにならず危険｡校舎部分は幸い使用できる

が工業高校の実習関係の復旧と安全を確かめての平常授業の再開はかなり先の話になりそう。 

 

4. 深夜の事務室 

 

午後 9 時､某食料品会社がボランティアで肉だんご汁の提供を申し出る｡遅いためか 300 食ほど行列で

渡す｡プロパンガス､釜､発砲スチロールの丼と箸､などワゴン車につめこみすべて持ち込みで温かい｢し

るもの｣の提供｡宣伝臭も一切ない。最後に余ったものを本部詰めもいただく。管理職以外に泊まれる教

師がローテーションを組んで仮眠体制でつめる。すでに前日から詰めている方も 10 人ほど徹夜状態でか

なり疲労している。 

PM:11時ごろ弁当はないかと女性5人が見える｡他の避難所にいてそこで配付された焼きそばが腐って

いて食事をとってないという。新しいおにぎりを渡す｡0 時ごろ見回りの職員が毛布を探しに事務室に戻

ってくる。聞くと泊まるところがなく他の場所から本校に来た在校生が体育館の玄関脇で膝を抱えて夜

明けを待っているのだという。毛布を渡す｡ 

さらに PM 1 時ごろ赤ちゃんを背負った母親が風邪薬はないかといってくる。「改源」を二日分と水と
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簡易体温計を渡す｡毛布が 1 枚しかないとのことなので 2 枚追加。｢ありがとうございます。ありがとう

ございます｣とつぶやくように言われる。 

時々､避難所にいる友人の呼出とか安否の問い合わせが入るが、対応できない。深夜というより 20 日

の未明 2 時ごろ､ダンプ車でかってない量の食料 6,000 食分が復旧本部から送られる｡稲美町と小野市か

らのおにぎりとパン｡校舎内に運ばないと凍結してしまう。被災者からの若者を中心に玄関部分にリレー

式に運び込む｡巨大な物資の搬送に 40 分｡ 

その後、事務室で避難所のリーダーの方と暖をとりながら話す｡お一人は神戸の空襲の体験､もうお一

人は長崎で原爆にあったとか。「こんな災害に人生､2 度とあうとは」と話される｡建築士 1 級をお持ちの

方からは生徒普通教室棟への補強の可能性とか業者確保のアドバイスを頂く。 

4 時 30 分、今度は缶のお茶｡量は 3,000 本なので、待機職員だけで運搬｡ 

朝、5 時半､被災者のボランティアを事務員さんが起こしにいく。トイレ脇のドラム缶にプールの水を

運んで置かないと朝のトイレ使用ができなくなるし一度詰まらせて凍結するとあふれてくる。起きる方

も起こす方もつらい。 

  朝､7 時半ごろ 3 時間ほど前まで話していたリーダーのお一人がやってきて「テレビを見ていたら残っ

ていた私の事務所もさっき焼けました。」と言われる。しかし、その直後気持ちを切り替えて朝食配付の

指示をテキパキされている。凄いと思う｡ 

 

5. 遅くなってわかる情報は深刻 

 

朝、10 時半､兵庫区役所から簡易トイレがやっと届く｡それでも 2 基｡連絡のなかった職員もぞくぞく

様々な交通手段をとって出勤をしてくる。自宅全壊の方が６名ほど。詳細不明｡ 

御影地区はさらに悲惨で、避難所も 2000 人を超える方がいて電気もガスもつかない状態だとか。道路

に遺体は放置され骨折の人は軽傷なのでレスキュー隊は埋

まっている人の方で手一杯｡ 

「警察に放置されたままの遺体の事をいうと搬送を依頼

され運んできた」という職員もいる。市内での車の移動はか

なり余裕が出てきて物資をとりにいける｡ただ、市外との出

入りは遮断されたまま。 

 

◆5､6 日目｡雨｡ 1/22 

 

昨晩は､また交代で学校に泊まりましたが、ほとんど眠れ

ませんでした。2 日前と比較して､物資もかなり大量に豊富

なものが入るようになりましたが、被災者の方で体育館に入

っておられる方が 1300 人おります。同じものが配付できる

だけの量が入らないとアンバランスになり、なかなか配分に

苦労します。 

何が､いつどの程度搬入されるのかは､わかりません。本 地下鉄新長田駅出口(95/1/19) 



7 

 

部の物資の集積場に､全国から物資が入ってきます。某会社では、搬入物資とそれを指定の場所にセット

する人数も揃えてこられました。深夜､大量の水が到着しました。 

  昨晩､10 時頃に北九州市から医師･看護婦･保母総勢 30 人と医療品を搭載した大型バスが入ってきまし

た。一行はそのままバスにその日だけ寝て今日からは神戸市が確保した宿舎に移るとのことですが、本

校を拠点に付近の被災者の方々の診療もするという事でした。今朝は、さっそく保健室を使用しての診

療活動。手洗いの消毒液の設置などをてきぱきされていました。北九州市で医療機関にボランティアを

募り北九州医療団というキャラバンを構成したようで、看護婦さんにお聞きするとかなり多くの希望者

が出てその中から選ばれたとのことでした。3 日間神戸にいて後半のチームと交代し必要であればさらに

支援を継続するということで診療所の開設をするとさっそく身体の不具合を訴える方がつめかけていま

した。このような救護施設はひっぱりだこです。 

今朝､5 時ごろ雨が降り始めたので、雨傘置を置きました。この雨で、かなりの地崩れの避難勧告が出

ました｡見回りの途中に寄られた自治会の会長さんと話しました｡家のドアをチェーンでまいてもそれを

切って入り込む火事場泥棒がいること。ご本人もまとまった睡眠は１－２時間とか。また昨年発作をお

こしニトロをポケットに入れての毎日の激務。 

  今朝の皆さんの朝食は､パン一個｡大きな牛乳パックの 5 分の 1､ヤクルト 1 個でした。温かい給湯設備

が整いましたので、昼はラーメンなどの配付もできます。 

学校関係者も他校では校長､教諭､生徒と何人か亡くなってます。本校関係者は、教師の全員無事を確認

し､生徒はかなり安否の確認が進んでいますがでもなお 40 人ほどは未確認。主に電話がかかりにくいこ

とによるものです。本校は全県学区なので交通網寸断で掌握がむつかしく生徒の避難所もわかりません。 

午前中に､さらに仮設トイレが 14 基セットされました。また、仮設電話の申込みの返事がやっといただ

けました。 

昼と夜の人口差は 200－300 人｡避難場所が生活の場となりかかっています。県の方も避難されている

方の生活を壊さないということをいってますが学校が再開されると撤収しなくてはならないとか、仮設

住宅の申込みは締め切られたというようなデマも流れているようです。 

昼に職員の招集をかけて今後の学校の運営について集会を持ちました。校舎の安全確保､被災者の方の校

舎使用､通学ルートのない生徒が大量にいる､職員･生徒の罹災者がいて教師の確保が困難､備品･設備の

整備､深夜詰めのローテーションなどどれをとっても難しい条件との取組が続きます。私の家も､水道が

今日も出ず､風呂とか洗濯が×です。都市機能へ打撃と影響は様々な形で全市民に影響を与え継続してい

ます。避難所での生活者が 30 万人､断水は 80 万人でしたか､いずれにせよ数が多すぎて行政の方も大変

でしょう。必要な物資の流れをよくすること、電気･水道･ガスの安定提供と住居や道路網の整理など見

通しが欲しいです。 

 

◆余震に慣れてきました 1/23 

 

昨日の会議の時も３度ほど揺れが鉄筋校舎の中でも感じられ今朝も 6 時ごろちょっと強い揺れがあり

ました。激震地区は震度７といわれた今回の揺れを感じるともう慣れてきましたが､それでもマスコミは

「雨や次の余震があればそれが引きがねになってさらに大きな二次災害を招く」といっております。半

壊状態あるいは、亀裂の走っている家屋ではとても安心して夜を過ごす気にはなれないでしょうね。 
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家族でいる時に､揺れがくると､「３」、「２」、「２」とだれ言うともなくいうようになりまるで体操演技

の採点のようです。これから出勤です。私の学校では､木曜日の 11 時に招集をかけてますが､手順などこ

れからつめます。 

朝は､少し離れた公園の水道栓までいってポリ容器に水を入れてきました。最近の朝の日課です。ここ

の水道があるので助かります。昨日は､地震以来初めて､洗面器 3 杯のお湯を工夫して頭の髪を洗い濡れ

タオルで身体を拭きました｡使用した水はトイレのタンクに入れます｡ここが 4 分の 1 になると大の方を

やっても流れますので水は有効に使い切れます｡ 

プライバシーを守れない避難所の方々はストレスも多いと思います。今は､気がはってますが､長期と

なればそこに生活している方の要望や必要な事も多様化してきます。 

同じおにぎりが繰り返し配付が続く状態だけでは､とてもやすらぎは生まれないでしょう。 

 

◆避難された方の名簿の整理 1/24 

 

 やっと連絡のつかなかった生徒にも全て連絡がとれて幸いなことに本校の生徒で犠牲者はありせんで

した。しかし、家屋の損壊やご家族に犠牲者のある生徒は増えてきます。 

 ローテーションもやっと整備されて私の夜の泊まりの間隔は３日ほどあきます。それでも身体全体の

疲労感は残ります。しかし、連日被災家族のフォローをしているリーダーの方の頑張りは凄いです。今

日は、災害対策本部からの連絡で、「自称岡山県のボランティア議員と名のる男が、手付けを出せば 50

名の被災家族を受け入れると詐欺行為をしているから気をつけるように」という連絡が入っておりまし

た。また、被災家族の家財の運搬を装って車で乗り付ける火事場泥棒がいるようです。そのような不心

得者がいることは確かですが、全般的には秩序正しく平静な市民としての動きをしていると思います。 

 一部マスコミが、「おにぎりが余っている」とか、「あきられている」というような報道をしています

が、家財を失われ調理手段のなくなったなかで、過剰供給という言い方は正しくありません。提供のさ

れかたの不備であって、現在食料提供でしか日々の生活が送れない多くの被災者にとって食料品の提供

減少に繋がるこのような報道には危機感を感じます。 一部商業テレビの感情的な地震報道も下火にな

り関心も低下した時に罹災者の生活手段はどうなるのでしょうか。国会では、首相の「災害対策には万

全を期した」という発言とそれを追求する野党の反論がテレビ画面に出ていますが、実際にこのような

やりとりが虚しく写ります。ＴＶでは「フランス救助隊の埋もれた人を嗅ぎ出す捜索犬の作業許可が迅

速にできずそれも危機時に迅速な責任ある窓口がない」という硬直化した対応という非難が上がってい

ました。昨日は、温かいうどんの提供がワゴン車でありました。その後で、また同じ様なボラアンティ

アでのうどんの提供がありました。もっと連絡がうまくいき後の分は翌日来ていただければどんなにう

れしいか。先にも書きましたが、30 万人といわれるあまりにも多くの被災者と避難所があるので、どこ

で何が必要としているかの情報が不足しています。多くのボランティアの提供がありますが、それらの

提供される内容の有効利用情報が不足しています。たとえば、携帯電話を各本部のリーダーに貸し出す

とか、パソコン通信なり伝言登録による伝達、無線機の使用など必要な情報ネットワークの構築はでき

ないものでしょうか。 

 今日は、昨日に続き、避難者の方の名簿をコンピュータ部の生徒がＥＸＣＥＬで打ち込んでました。

その一人も自宅が駄目になって近くの避難所にいるのですが、朝配付された「４日前のおにぎり」を朝
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御飯にして頑張ってくれました。日赤と区役所から避難者の名簿要望がありましたが、町別にソートし

たものをさっそく渡しました。まだ第１次原本が出来上がったばかりなので、今晩から明日にかけて、

各避難の部屋別に 10 冊作成して校正していただきます。そのなかには、高齢者と乳児の記載をしてもら

い多くない物資の中から、それらの方に必要な物資を渡す基礎資料になります。また、名前順にソート

したものを作り、避難者を探す手間もぐんと楽になります。部屋別に作成したのですが駐車場という項

目もできました。 

 帰りに、校門を入ったところに臨時の赤い郵便ポストが設置されていました。仮設トイレもかなり多

く置かれました。トイレ横に手の消毒液も設置されました。徐々に生活しやすくする努力があちこちに

見え始めています。 

 

◆生徒招集した生徒の状況 1/26 

 

 本校は、全県一学区のしかも工業高校なのです。学科も８学科あり大規模校です。一部には生徒、教

師共に近い学校に転校、勤務地の変更をしてなどという事もききますが、工場で規格品をつくるわけで

はないので、そう簡単にはいかないでしょう。 

 

本日､11 時に登校させて、生徒の様子をアンケ－ト集計しました。 

生徒の最終登校率は 76％でした。（いずれも実数） 

 

 

１）自宅の被災状況                ２）避難状況 

 

 

 

 

 

 

  集計結果では、授業再開は悲観的です。校舎の使用、備品の整備、避難の方との共存、水道の復旧な

ど未知の問題が山積みです。３年の卒業式や高校入試なども控えてます。学校詰めのローテーションが

組まれ私は週１回ほどになりましたが、管理職は連日学校に泊り込みです。最も、伊丹と西宮ですので、

自宅から通うというわけにはいきませんが。当面さらに、31 日まで自宅待機でその間に校舎の補修を待

ち、対策を立てることになります。 

 娘の勤務している小学校では、30 人ほど異動しているとか。勤務先の同僚にも､実家に子どもを転校さ

せたという方もいます。 

今日は、新潟の長岡から 5000 人分は入るとかいう大鍋（大人が 10 人入る！）を輸送して駐車場で、豚

汁でした。近所にも放送をかけて避難所以外にも、鍋を持ってきていただき配付してました。暖かでお

いしい！ 使い捨ておわんと箸付配付なので、ほんとうに食べやすいのですが、大量ゴミの発生になり

ます。本校の職員は、水をくぐらせて発砲スチロールの碗に名前を書いて再利用をしています。 

被害無 半壊 全壊 焼失 その他

1年 199 38 10 6 57

2年 188 31 9 3 71

3年 169 44 6 2 52

合計 556 113 25 11 180

自宅 避難

1年 248 72

2年 235 67

3年 234 39

合計 717 178
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◆何が必要か 1/27 

 

昨晩は、ＪＲ兵庫駅から北側の大開通りを板宿まで歩きました。バスも通り始めましたが渋滞のため

に、歩くのとそんなに変わりません。 初めてのルートでしたが、酷い景観でした。地下に高速鉄道が

走ってますが道路部分がかなりの距離Ｖ字型に大きく陥没していて目眩がしそうな錯覚を覚えます。も

ちろん車は閉鎖で通れませんので、歩くには安全な経路なのです。 

 途中に公園があって、青いビニールシートで覆った簡易テントが１０基ほどありました。 

 避難所と繋がって食料や医療サービスの提供を受けられるネットから漏れた方をどうカバーするのか。

もっとも条件の悪い方へ仮設住宅公募などの情報もゆきわたるようにすることなどが必要です。 

消防職員が過労で死亡したニュースも出ていました。３日間不眠不休の消火活動の後の過労死のよう

です。市職員の中には、自宅が倒壊、家族が入院しても災害活動にはりつく方もいます。 

 あの 500 メートルにわたる高速道路の横転の瓦礫も片づけられました。復興に向けて日々、街の風景

が変わっていきます。 

 

◆リズムが出てきた避難生活 1/28 

 

学校に避難された方々の生活もそれなりの落ち着きを見せてきました。今日あたりの様子を見ていま

すと体育館の中も２階部分を中央に通路（廊下）として使える部分を作り、また 10 カ所に掃除区域を分

けて、清掃一覧表と当番の木札を今日は作成してました。電話も仮設されトイレの横にはプールからポ

ンプで給水槽までホースが引いてありました。搬入時もほとんど自治組織で行われるようになりました。

給湯設備も整いお湯で食べれるインスタント物も配付できるようになりました。 

昨晩は、私も泊まり今朝の４時から事務室に詰めました。前回の泊まりの時のように深夜に救援物資が

搬入されるという事も事前の連絡なしに到着することはなくなりました。 

仮眠するときは、トイレットペーパーのロール巻きを枕にすると良く眠れます。だんだんと工夫がされ

ますね。今朝は一昨日から始まったというラジオ体操に参加しました。自治会の会長さんが指揮をした

後に本校の体育の教師が、ペアを組ませリクレーション的なストレッチ体操も教えてました。こんなに

熱心に気持ちよく身体を動かした体操は久々です。 

 今朝の朝日新聞に、本校の内定生徒の就職取消の記事と取材を受けた教頭のコメントが出ていました。

今後の同種の事態が他校にも出てくるのではないでしょうか。心配していた事態です。昼に自衛隊から

行方不明者の名簿の確認に見えました。さっそく名前順と地域別にソートした一覧で調べてその方は入

ってませんでした。近くの住所の方を紹介しましたが火災で焼け落ちた部屋に居住しておられた方で消

息が掴めないのだとか。少し職員の余裕もできて昨日は、校長が自宅に帰りました。管理職は学校に待

機状態でして、教頭は地震発生後初めて家に帰ります。実家から直接学校に来られて、単身赴任先には

地震後一度も帰宅しておらず、当然部屋の中も寝れるスペースがあるのか室内がどうなっているのかわ

からないとか。 

自治会の会長さんに「今、必要なボランティア活動は、何ですか？」と聞くと、「道路を年寄りが歩け

るように平らにして瓦礫を一カ所に集めて欲しい」とのことでした。そうなれば八百屋の軽自動車も走

るようになりあちこちで、店も開いて流通がよくなって食事も各自作れるようになるのだとか。赤ちゃ
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んのおむつとかは、赤ちゃんの数が限られておりお湯さえ沸かせれば衛生は保てるので心配はないとい

うことでした。最も、本校の避難場所はテント生活というわけではないので、恵まれてはいますが、そ

れでも長期の避難生活はストレスが溜まってくると思います。 

 

◆悲惨な状態と日常生活の同居 1/29 

 

 ひさしぶりに、スーパー

に買い物に行きました。一

時、買い占めのパニックが

起きて店にも入場制限をす

るほどの凄い人だったので

すが、通常の賑わいと変わ

りません。 

近郊の「須磨パティオ」の

時計が止まっているのと、

靴売り場の繁盛しているこ

とが目立つ程度でしょうか。

神戸市といっても北部の地

域は、１月１７日以前の世

界なのです。灯油も品切れ

というわけではなく、購入

している人は普段の日曜日よりもむしろ少なめでした。各家に、備蓄の灯油がだぶついているのかもわ

かりません。 

今回の震災は、ダメージを受けている地域、人々とそうでない人が同じ市にいる言わば不平等な災害

なのです。その中で、災害を受けなかった市民がどのように支

援活動を行うのかが問われているといってもいいと思います。 

 昨日は、早めに学校を出て気になった方を尋ねて三宮までい

きました。神戸駅までは、一応臨時バスも運行し、地下街のト

イレは水も出ていました。そこから、元町のアーケード街を、

神戸大丸方面に歩いていったのですが、関西人のたくましさと

いうか、帽子の安売り、店の商品の半額セール、パンのコーナ

ーとかもありまして客を呼ぶ掛け声が響きます。この辺りは普

通、コーヒーは、350 円から 400 円はするのですが、紙コップ

で 100 円でした。歩道は使用できないので、歩道に持ち出した

椅子に座ると 200 円。「被災者には全品半額奉仕」という張り

紙などもしてあります。震災後 10 日目の三宮は、それなりの

活気がありました。 

建物は、それは酷いもので、テレビで映し出されている通り

神戸市役所と三宮センター街の路地(95/1/28) 

瓦礫撤去が進む三宮の街角（1/28） 
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です。本来、垂直に天を突いているビル群が斜めになったり途中のフロアが潰れている景観を見ると、

船酔いに似た感じになります。研究会の会場でお世話になった｢コンピュータスクール”メロン”｣のビルは

立ち入り禁止で､連絡先の電話が貼ってありました。鶏の唐揚げがおいしかった”ミュンヘン”はコンボで

崩されている最中でした。家族でよく待ち合わせに使った”そごう”の入口は無残に潰されていました。 

 明らかにカメラアングルを狙った 10 数名のカメラマンも大勢いました。哀しい観光名所になっている

のかも知れません。私は、スケッチが好きで、どこにいくのも鞄に入れてますが、さすがに今回はスケ

ッチをする気にはなれません。美しい記憶に残したい風景にこそスケッチは似合います。 

 

◆西からのＪＲが神戸まで！ 1/30 

 

 本日から須磨まで来ていたＪＲがさらに神戸まで伸

びてきました。大阪に通勤されるかたはさらにそこから、

バスか歩いて三宮まで行き、そこからバスで阪神の青木

などに行って大阪方面の阪神電車などに乗り継ぐ事に

なります。 

地形的に阪神間は、狭い海岸線をＪＲ、阪神、阪急の

３本で通勤客をさばいていたのですが、今回の地震で、

国道も含めて縦に遮断される恰好になりました。このた

め、自動車は、福知山から京都方面に迂回するようなル

ートが出来上がったりします。本日、神戸まで伸びたＪ

Ｒも普段の輸送力の半分ですから、垂水駅までは、女性

の方などは乗るのを見合わせるような混み具合でした。

これに、通学の高校生が加わればさらに混雑は増すでしょう。やっと細い線で繋がったというだけで通

常の生活が戻ったというわけではないのです。 

 今朝は、この便を使い、兵庫駅から下車して学校まで歩きました。乗りさえすれば、自宅から学校ま

で１時間 20 分ほどで行けました。車中からのぞむ光景は言葉になりません。長田駅はプラットホームが

崩れさり停車しません。最徐行で嫌でも悲惨な駅舎の姿が目に飛び込んできます。 

 学校の方は、かなりの落ち着きを示していました。避難されている方も徐々に片付けも済み自宅へ帰

る方も増えてきまして、現在は 800 人ほどの方が体育館におられる状態になっていました。水道と、ガ

スがつき、道路が整備されれば、学校に留まる方の数も減ってくると思います。後は、家が全壊あるい

は焼失してしまって行き場のない方が取り残されますが、仮設住宅や公営住宅の空き部屋の数も絶対数

が足りませんので、問題解決にはなりません。 

 今日は、一日かかってコンピュータ部のボランティアで、避難された方の名簿の更新の出力をしてい

ました。印字の設定にかなり手間取り夜８時半に帰宅です。手伝ってくれた某君は、自宅が半壊で、そ

れでも市の判定は「イエローカード」で「赤」ではなかったので、昼は自宅の整理などもできるようで

す。土台が傾き、家にはとても住める状態ではないのですが、衣類などは持ち出せるといっていました。

そのような半壊状態の家でもほっておくと被災者を装った泥棒が出没するので、自治会では夜警団を組

織したりしています。 

通じる路線を示す貼り紙 
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 緊急時の手の空いている教師の総力戦から、学校再開に向けて校内組織に移管しての手順が組織的に

されるようになりました。教務部は、学校再開に向けての手順なども今日は決めました。水道も、避難

されている方と、生徒がくるのでということで、水道局から当面４トンの水を貯水槽にポンプで注入し

てトイレに水を流し排水管の様子をみましたが異常は認められないようです。 

 学年毎に一日ずつ登校させて再度住宅や通学事情を調査して、６日ごろから当面３時間の短縮授業の

再開を立案しています。明日は、校務運営委員会などの会議が４つほど続けて持たれます。 

 

◆学校再開の準備に向けて 1/31 

 

 校内に水道管は、ピロティなどの地下の敷設部分は、かなりの損壊が発見されそれらの枝わかれして

いる部分のバルブを閉めて、なんとか給水塔の水漏れが止まったようです。Ｉ棟が 87mm ほど沈下して

いるようですが、その外は致命的な建物の欠損はなく渡り廊下も業者の補修が間に合いそうで、被災者

の方の居住区を除けばなんとか生徒が登校しても教室に収容できる目安も立ちました。こういう時に、

建築科とか土木科、機械科の専門科の教師が測量や図面の点検など手際よくやって説明してくますので

助かります。普通科の高校だとこうは、いきません。 

 授業の再開について正常化まで１０段階にしたマニュアルとか出来上がってそれを確認して現在、４

段階ということで、作業分担が本来の学校の組織を使って流れ出しました。当初は、宿泊できるもの自

分の家や実家に被害のなかった教師で持ちこたえた連日の作業もそれなりに、正常化され事務室の整理

もかなりされて来ました。 

 ３年生については、１、２学期の成績をベースに学年の評価を出し、次回の学年別登校日以後は、家

庭学習に切り換えます。補講の必要な生徒だけ個別指導をして単位認定作業に入り卒業式までの日程も

進めることができます。問題なのは、１・２年の授業数確保です。学年別に登校してその後の生徒の状

態や教科書の欠損数を調べて、６日より 10 時から 3 時間だけ短縮授業を試行します。１－３、と４－６

時限を交互に１週ずつ行うことから始めます。 

通学ルートは地域的に非常に偏りがあり、全県学区のために阪神地区の生徒は交通事情の悪化の中で

どう対応することができるのか、こちらは事例的にも研究課題でしょう。居住地に近い別の高校での授

業ということもいわれていますが、学科が同じものがない場合とか、進度の問題など専門学科間では難

しいでしょうね。 

 今は、３年の卒業式をどのように、どこで行うのかを考えています。その後、高校入試などは、全県

的なスケジュールで動いていますので、被災者の方々との共存の中でどう行うのか、大きな講堂は近隣

にないですし、、、、学校から卒業させてやりたいし。被災者が多すぎて学校の教室に収容せざるを得なか

った近隣校では、学年別に他校を集合場所にしていますが、授業再開がより困難になるでしょう。また、

交通事情の悪い教師は学校の図書室などに仮宿泊しての授業も考えています。仮設住居にしても必要な

方全てにすぐ提供できるわけではありません。日々が応用問題です。 

最近、人探しに来られる方が多くあります。被災者の名簿の２版をつくりましたが、地域別、居住別、

漢字コード別にソートした帳票が随分と役にたっています。帰りに学校の駐車場に留めてある乗用車の

中を見ると、犬が２匹入れられていました。避難所への犬の持ち込みは禁止してあるので、車が犬小屋

になっているのでしょう。そのほか、被災者名簿に、居住区本校、駐車場というのもあります。 
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◆学校再開に向けて教務的な仕事 2/2 

 

今日は３年生の登校日でした。散乱したままの靴箱を整理して各クラスへ。クラスにもよりますが、10

人ほど交通機関の関係でこれない生徒がいたようです。避難所の移動の確認とか、震災に伴う授業料減

免申請の説明とか、１・２学期の成績不振者へのレポートなどでのフォローなど結構仕事があります。

３年生ですので、卒業するわけですが式で配布する住所欄をどう書くべきかまだわからないという生徒

がいます。ＮＨＫでも報道された菅原市場にいた生徒で家が完全に焼失してしまって、今も避難所を移

動したり車の中での生活という状態で連絡先がまだ決めれないとのことでした。 

再建計画の指定地区になれば、住所割りも変わるだろうし自宅がどこになるのか目処も立たないという

事です。 

臨時の教務部の部会では、生徒の異動について弾力的に対応していくための学事処理について説明が

ありました。通常の一家転住に伴う転校以外に、他校への期間聴講というのを初めて知りました。これ

は、籍は本校におき、疎開先で学校同士の合意があれば聴講しその記録を本校の教育活動として認める

という考えです。その他、交通手段のみつからない生徒の学習活動を認める方法なども検討されました。

このような履修を認める方法は、生徒の置かれている現状に極力学校側が合わせるという考えです。明

日は、２年生の登校日です。教科書や教材の紛失リストなどを調べ、暫定時間割を発表します。 

 

◆地震にまつわる様々な話が、、、 2/3 

 

 自宅が崩壊した教員は、区役所回りに大変のようです。罹災証明も行くたびに届ける書式が違ったり

申請の受け付け整理券のみ渡されたり、地域でバラバラのようだとぼやいていました。区役所によって

は被災された方が廊下や階段まで溢れているところもあります。震災にあった家屋の整理は市がやって

くれることになったようですが、そのためには周りの家の方の取り壊し同意書が必要であったりして申

請受理も手続きの時間がかかり、その上優先順位もあってどの位先に片づくのかよくわからないとか。 

  生徒やまわりの人々の被災の酷い状態も徐々に入ってきます。両親が家屋の下敷きになって父親が「母

を先に助けるように」といって、母親は救急車で運ばれて助かったのですが子どもの前で父親はこと切

れたというような話を生徒から聞かされて皆絶句しています。今日は２年生の登校日でした。９２％の

登校率でなんとか授業開始に向けて動けそうです。掃除区域の当番がきました。久し振りなので、ちょ

っと戸惑いました。トイレの担当ですが節水のために、掃き掃除だけですませました。学校生活のリズ

ムも取り戻されつつあります。 

 

◆神戸の観光案内が、、、、、 2/6 

 

 今日から、１．２年生は短縮授業３時間開始です。何人かの生徒は転校したりその手続きの途中であ

ったりしてその相談やら問い合わせが何件かありました。罹災証明も今日から受け付けのようですが、

本校の該当教師もあまりの人数の多さに受け付けてもらえず学校にそのまま来ていました。 

  本校は福祉教育推進の観点から Base を使用した電子点字本の翻訳活動もやろうと昨年末からテキス

ト形式の打ち込みをやっていました。今日、その分担作業者から質問があって「今やっている本は役に
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たつの」と質問がありました。実は、神戸の名所旧跡の観光案内の点訳用電子本にとりかかっていたの

です。兵庫を４つのブロックに分けて、まず神戸から 15 人の生徒が分担して打ち込み年明けに私が集め

て１冊にして私がボランティアをしている音声機器の勉強会にきておられるかたにチェックしてもらう

予定なのでした。神戸の観光地も変わってしまっているのでした。「練習になったから役にたつよ」とい

いましたが、さっそく新しい本の選定に入ります。  また、偶然にも今日、「全国Ｍａｐコンクールの表

彰式」のビデオも送られてきました優秀賞を頂いた本校の生徒の作品も「神戸の観光案内」なのでした。

これも１月 17 日以前の神戸の案内なのです。 

 阪神大震災のいろんな影響がこのように思いもかけない場面で出てきます。これからもこのような体

験は随所に出てくるのでしょうね。 

 

◆いろんな応用問題が 2/8 

 

  マニュアルにはない緊急事態の問題が次々と出てきます。また、報道すべきことが一巡すると今度は、

マスコミの話題性を追求する報道姿勢との付き合い方も慎重にしなくてはいけないようになりました。 

このあたりの被災地区にある学校で深刻に対応がせまられているのは、どの時点で学校が正常に運営さ

れるのかその方向が見えないという事です。 

避難されている方に学校の施設を提供している学校でも体育館のみの提供か各教室までかで異なりま

すし、校舎自体に被害を受けている場合もあります。高校についていえば、被災地域の学校で普段の６

時限を５０分の平常タイムでやりきっているとこはまだ聞いていません。かなりの家は､まだガスと水道

が止まったままです。その中で校内食堂が運営できない中で、弁当を持ってこれない中で生徒を終日学

校にこさせられるのか、交通遮断状態の尼崎方面から神戸に来る教師を、９時ごろに出勤させることが

できるのかという問題もあります。一方これだけ長期に授業の補充のない状態を続けることは学力の低

下とか履修時間数の確保など学校としてあり得るのかという問題も出てきます。短縮午前中とか、１年

と２年を午前と午後に分けて授業とか、もっと厳しいところでは、１年と２年をそれぞれ他の学校の３

年がいない別の学校の教室で行っているところもあります。 

中学では、グランドにテントを張ってその中でやっと授業再開というところもあるようです。人的、

物理的被害は大きいのですが、学校一つをとっても制度的なダメージも大きく今までに想定しえなかっ

た問題と次々向き合っていかなくてはいけません。ここで述べた問題は、被災地区のある学校の共通し

て抱えている問題でもあります。 

 

◆兵庫県内では正午に黙祷 2/17 

 

  地震から１ヶ月経過しました。今日は、朝からテレビは特集を組んでいます。朝日テレビと地元のサ

ンテレビは合同で、地震直後のサンテレビのビデオを編集して特別番組をしていますが、１ヶ月前の地

震直後の映像が映し出されています。 

  今日は、授業時間を増やすことができるのか、生徒の登校時間と弁当の準備が設備的、経済的な側面

から可能かどうか職員の話し合いがなされましたが、６時間の授業実現にはクリアしなくてはならない

問題があり過ぎます。 
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  高校野球の選抜大会も開催されることが決まりました。少しずつですが、行事が復活し生活のリズム

が取り戻されつつあります。 

 

◆第 47 回卒業式でした 2/25 

 

被災者の方々の理解で「母校から卒業式を」という配慮で体育館２階から１階の柔道場、剣道場、更

衣室、食堂などへ移動していただき本日無事に卒業式が行われました。例年なら紅白饅頭が出され、式

後の懇親会などもあるのですが今年は自粛です。 

しかし、式辞や答辞の中の震災にまつわる話が触れられ今年の卒業生には心に残り中身のある式だった

と思います。 

毎年、中庭の芝生で科ごとに記念写真を撮るのですが、今年は液状化で黒く汚れていました。斜めに

走っている断層に沿って写真を撮っていました。 

 ３月が目前になりました。暦がめくられていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15/05/27） 


