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東日本大震災における小学校の対応 
～津波災害を受けた地域における負傷者対応、避難所対応および学校の再開～ 

(山田町立山田南小学校) 

 

 

概要 

山田町立山田南小学校は、伝統芸能である｢虎舞｣の伝承活動などを通じて、地域との関係を密接に維

持してきている。 
学校施設は高台に位置し、津波が来襲した際も安全な場所として、児童、学校関係者はもちろん、地

域住民にも認識されており、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、多くの避難者を受け入

れた。さらに、機能を失った町の主要施設の代替機関としての役割を担い、特に、病院施設としては、

他に例を見ない対応が求められた。 
しかしながら、これらの貴重な経験は、人事異動などにより当事者が現場を離れるとともに当事者自

身の記憶も曖昧なものとなり、失われつつある。また、AZUMA 学園では、東日本大震災を契機として、

保護者が中心となった山田町立山田南小学校などを支援するチャリティ事業を実施しており、PTA レベ

ルでの交流が行われてきた。 
本資料は、上記を踏まえ、平成 26 年度に｢地域と学校が連携した防災教育モデル事業｣のモデル地域

に AZUMA 学園が指定されたことをきっかけに、当時の関係者へのヒアリング調査などを通じ、取りま

とめたものである。 
 
本資料の 大の目的は、東日本大震災発生時の出来事を取りまとめた記録を読むことで、当時の“修

羅場”的な現場の状況を疑似体験していただくことにある。近年、我が国において多様な災害(地震、集

中豪雨、竜巻、火山噴火など)が頻発していることから、本資料が、学校関係者、地域住民などの地域防

災関係者に様々な気づきを与えてくれることを期待する。 
さらに、｢災害時のイメージトレーニングのための具体事例｣として利用するなど、読者による発展的

な活用も期待している。例えば、本ケースでは、学校が臨時の医療機関としての機能を果たしているが、

“物流拠点やボランティアセンターなどの施設本来の機能とは異なる役割の検討”などの発展的な“修

羅場”的な想定をする教材として本資料を活用することが考えられる。
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山田町立山田南小学校 

明治６年に龍昌寺庫裡を仮校舎として、現在の山田町立山田北小学校と山田南小学校の前身となる飯

岡小学校が開校。明治２２年に山田尋常小学校となり、戦後に山田小学校として開校。その後､児童数の

増加に伴い､１０８年の伝統をもつ山田小学校は閉校し、山田北小学校と山田南小学校を分離創設。 

山田町立山田南小学校は、昭和５７年３月２７日に旧山田中学校跡地に落成し、昭和５７年４月２日

に開校した。開校当時の児童数は、662 名。 

学校敷地は 25,619m2、校庭は 8,584 m2。校舎は鉄筋３階建て、体育館は鉄筋平屋建て(981 m2)。 

 学校教育目標は、｢知：自ら学ぶ子(確かな学力)進んで家庭学習に取り組む子｣、｢徳：思いやりのある

子(豊かな心)震災の経験を生かし、はげましあい協力する子、すすんであいさつする子｣、｢体：たくま

しい子(健やかな体)早寝・早起き・朝ごはん｣。 

 また、平成５年から伝統芸能｢虎舞｣の伝承活動に、地元の境田虎舞保存会からの指導を受けながら、

取り組んでいる。毎年、春の運動会では、３学年以上のメンバーで｢虎舞｣を披露している。震災後は、

校庭仮設住宅や地域の住民に子どもたちの元気な姿を見ていただくことを目的に、６学年が中心となっ

て｢虎舞｣発表会を企画している。 

東日本大震災発生時の児童数は 304 名。教職員数は臨時職員を含めて 25 名。 

 

岩手県山田町および東日本大震災の状況 

(｢平成２６年度盛岡市小学校校長会資料｣より抜粋) 

山田町は三陸海岸のほぼ中央に位置しており(北は宮古市、南は大槌町に隣接)、山田湾と船越湾の二

つの湾を有し、その沖合は世界でも有数な漁場であり、その資源からは四季折々の海の味覚を味わうこ

とができる。美しい景観は町の誇りであり、船越半島は海洋性原生自然の景観に優れていることから、

昭和３０年に国立公園に指定されている。また、３５０年前にオランダ船ブレスケンス号が山田湾に入

港し、町の人々が温かいもてなしをしたところから、オランダ王国との文化交流が始まり、現在も続い

ている。山田湾に浮かぶ小島はオランダ島と命名され、町民から親しまれている。 

有史以来、幾度も津波が押し寄せ、その災害を経験しながらも、その都度、町は再建されてきていた。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、死者 781 名、町内の 45. 8 %の家屋が倒壊するな

ど、過去に類のない 大の被害を受けた。役場や消防所、病院など災害発生時に要となる町内の主要施

設が軒並み被災し、住民に避難を呼びかける防災無線も機能を消失した。町の沿岸部には津波が押し寄

せ、人、物、車などあらゆるものを飲み込んでいった。町内のいたる所から火災が発生し、津波が押し

寄せたエリアを中心に町は火の海と化した。町を焼き尽くした火災は鎮火までに三日を要した。 

町の中心部を南北に貫く国道 45 号線は、津波により寸断されるとともに、津波来襲後は道路上にガ

レキがあふれた。震災後、電力、水道、通信などのライフラインが寸断され、住む家を失った住民は町

内 34 か所の避難所(3/24 時点)に身を寄せることとなった。 
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東日本大震災：山田町立山田南小学校の場合 

 

よぎる不安 

平成２３年３月９日１１時４５分頃、三陸沖、深さ約８キロを震源とするマグニチュード 7.3 の地震

が発生した。山田町では震度４を観測。大きな被害は報告されなかったが、大船渡では 60cm の津波が

観測された。 

山田町立山田南小学校長は、この地震の発生をうけ“今一度、地震や津波に対する備えを確認しなけ

れば”と考え、翌日の１０日には、“地震発生時の学校の対応”を記した手紙を全児童に配布した。この

手紙は、毎年４月の入学、進級時に配布しているが、校長は間近に迫る巨大地震を暗示するかような不

安を感じ、再度配布した。 

そして、１１日の職員朝礼では、“登下校中に地震に遭遇した場合は、津波に備え、すぐに学校に向か

うように”と児童へ周知することを各クラス担任に指示した。 

山田町は、役場などの主要施設が立地する中心部が、山田湾沿岸にある。山田南小学校は、町の中心

部でも山側(海岸から約 1.2km)の高台(海抜 14m)に位置し、津波が来襲した際も安全な場所として、児

童、学校関係者はもちろん、地域住民にも認識されていた。 

 

先生たちへの感謝の会 

３月１１日の午前、校舎の２階は、ひと際にぎわっていた。卒業を控えた６年生５４名が、４月から

始まる中学校生活に期待で胸を膨らませつつ、午後３時半から行う｢先生たちへの感謝の会｣の準備をし

ていた。家庭科室では、心をこめてサンドイッチを作り、会場となる図書室では、彩りの花飾りなどを

整えていた。 

副校長は、彼らとの思い出を振り返り、感謝の会ではどんな話をしようかと、その様子を眺めていた。 

また、窓には、校庭に向けて｢先生ありがとう｣と大きな文字が張られた。後にこの文字は｢山田南小が

んばろう｣に変わる。 

 

いつもとは違う、ただ事ではない揺れ 

午後になり、校長は、校長室で担任から提出された通知表に目を通し、一人一人の児童の顔を思い浮

かべながら 1 年間の成長を思い返していた。 

そんな中、揺れを感じた。しばらく様子を見たが、次第に大きくなり、収まる気配がなかった。 

 

１４時４６分、国内観測史上 大となるマグニチュード９．０、東北地方太平洋沖地震発生 

 

いつもとは違う長い揺れに、“ただ事ではない”と直感した校長は、隣の職員室に飛び込み、残ってい

た教職員にテレビを付けるように指示をした。しかし、テレビからの反応は無かった。三陸地方は、地

震発生とほぼ同時に停電に陥っていた。 

校長は、揺れが少し収まったのを見計らい、｢子ども達を校庭に避難させてください｣と指示を出した。 

停電で校内放送は使えない。教務主任が避難指示を直接各クラスに伝えるため、職員室を飛び出した。 

｢先生たちへの感謝の会｣を予定していた６学年以外のクラスは、帰りの会の 中に地震に見舞われた。

教務主任の伝達を待たずして、担任の判断で避難を始めている児童もいた。 

そんな中、二年一組の児童は、帰りの挨拶を済ませ、既に校舎を後にしていた。その報告を受けた校

長は、すぐさま校舎を飛び出したが、踵を返して学校に戻って来る小さな児童の姿が目に入ってきた。

彼らは、朝、担任を通して聞いた校長の教えを忠実に守っていた。校長は、彼らに駆け寄り｢大丈夫だよ｣

と声をかけ、校庭に誘導した。 
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山田町から離れ 

その時、山田南小に長男(２年生)が通う小原は、横浜のみなとみらいにいた。翌日に行われる親類の

結婚式のため、朝、山田町を出て、結婚式会場のホテルに到着した直後に地震に遭遇した。 

小原は、山田町のこと、山田南小のことを案じ、直ちに帰ろうとした。しかし、東北新幹線をはじめ

関東地方の交通機関も臨時運休となったため、ホテルに留まりテレビの画面を見つめることしかできな

かった。 

ホテルには、予約が入っていた１３日まで滞在し、その後、関東地方の親類宅に身を寄せた。１４日

の朝、前日の夜から運転を再開していた上越新幹線で新潟まで行き、鉄路で新潟から秋田を経由して大

曲まで移動した。大曲からはタクシーで盛岡まで戻り、盛岡からは、置いていた自家用車を飛ばした。

小原が山田町に帰ってこられたのは、１６日だった。 

東京湾内にも津波警報が発令され、海に隣接するホテルは、とても結婚式を執り行うことができる状

況ではなく延期となった。延期された親類の結婚式は、一年後に執り行われた。 

 

人と自動車であふれる校庭 

校庭に避難した児童は、直ちにクラスごとに整列した。点呼を行い、当日の登校児童３０２名全員の

無事が確認された。 

一方、児童が避難している 中にも、わが子を迎えに来た者、津波に備え避難をしてきた者など、多

くの人々が校庭に集まってきた。 

自家用車で山田南小を訪れる者も多数おり、車が自由に出入りできる校庭には、次々と車が乗り入れ、

その数は１００台を超えた。校庭に入ろうとする車がある一方、町の様子を確認するためか、再び出て

行こうとする車もあり、校庭と学校前の道路は混乱し、一人の男性教員が、自動車の整理に追われた。 

このため、児童は、往来する自動車を避けるように校庭の隅へ隅へと追いやられた。 

校長は、学校が災害発生時の避難所に指定されていることは認識していたが、人々が自動車で乗り付

け、校庭を行き交う事態は想定していなかった。 

 

津波が来襲している山田町の様子(地震発生から約 30 分後)。左手の赤い屋根が山田南小学校。 
校庭に多数の車が乗り入れ、児童が校庭奥に避難している様子がわかる。 

出典：｢あの日から明日に向かって｣東日本大震災 山田の記録
写真提供：山田伝津館
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児童の引き渡し 

全児童の無事が確認され、保護者からは、児童の引き渡しを求める声が出始めた。混乱し、尋常では

ない状況から“保護者に引き渡すことが子ども達にとって 善である”と副校長も考えた。 

しかし、山田南小では、緊急時を想定して児童を保護者に直接引き渡す訓練を実施したことが無かっ

た。校長は、副校長をはじめとする教職員と児童の保護者への引き渡し手順について協議した。 

なによりも困ったのは、引き渡しの記録を残す名簿類が手元にない事だった。各担任も急いで校庭に

避難したため、何も持ち合わせていない。校舎の安全も確認されていない中、各教室に児童名簿を取り

に戻ることは困難だった。その時、教員の一人が毎日の児童の体調を記録する健康観察表の存在に気づ

いた。健康観察表には、全校児童の氏名が記載されており、校舎一階の保健室で管理されている。校長

は、直ちに教職員の一人を保健室に走らせ、健康観察表を児童引き渡しの確認記録簿とするよう指示し

た。 

副校長は、ハンドマイクで保護者らに整列を呼びかけ、アナウンスをした。 

｢これから、保護者に児童を引き渡します。各家庭で安全な場所に避難をしてください。｣ 

児童の引き渡しは、保護者の協力もあり順調に進んだ。 

 

 その頃、山田湾の方向に、黄色がかった土煙のようなものが見えた。それは、町を無残な姿形を変え

てしまう｢津波｣によるものであり、津波は山田南小から 200m の距離まで迫っていた。 

 

学校から避難所へ 

山田南小に集まった地域の人たちは、津波の来襲に備え、学校に留まった。また、児童の引き渡しを

受けた保護者の多くも我が子とともに学校に留まっていた。 

校長は、避難者の対応には、町役場から指示があると認識しており、“行政の担当者はいつになったら

来るのか？、役場は何をしているのだろう？”という思いを募らせていた。同じ町役場にある、教育委

員会からは、｢子ども達は大丈夫ですか？｣と担当者が様子を見に来ていた。 

そのような中、校庭に集まった人々からは、“日没を前に学校の建物に避難したい”、という声が出始

めた。校長は、“我々で何とかしなければ”と考え、副校長に｢体育館を開放してください｣と指示した。 

副校長が、数名の男性教職員を伴って体育館に入ると、既に避難者がおり、フロアの半分ほどを占め

ていた。副校長は、不安な表情で身を寄せる彼らに｢すみません｣と声をかけながらブルーシートやマッ

トを敷いた。避難者も副校長たちを手伝ってくれた。また夜の冷え込みに備えて、カーテンを取り外し、

暖を取る寝具の代わりとした。校内にあるものでは数に限りがあったからだ。それでも、全く足りず、

津波による被害を受けなかった学校近隣の住民が毛布などを持ち寄り、分け合った。 

 

先生と夜を明かす子ども達 

日没を迎えた１７時３０分頃、保護者に引き渡すことができない児童が６０名程いた。その頃、隣接

する｢さくら幼稚園｣の園長より、幼稚園の小ホール提供する申し出をうけ、児童を移動させた。日が沈

み冷えてくる前に、相変わらず車が出入りする校庭から身を寄せるには、 適の場所であった。 

その後の児童の対応には、女性教員があたった。不安を募らせる彼らに、母親のように接してもらう

ための措置であったが、彼女もその趣旨を踏まえ、児童に寄り添い、励ましつづけた。 

残った児童の夕食は、｢感謝の会｣のために６年生が作ったサンドイッチを食べた。 

全ての児童を保護者に引き渡すことができたのは、地震発生から３日目の３月１３日のことだった。 

 

野戦病院と化した校舎 

子ども達の引き渡しや、体育館の避難所開放が進む中、校舎には津波で負傷した人たちが次々と訪れ

ていた。その状況を聞いた校長は、｢校舎は、負傷者のために開放してください｣と伝えた。 

学校には、近くで個人開業している２名の医師も避難してきており、負傷者は白衣の医師を見つける
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とすがるように助けを求め、保健室は臨時の診

療所となった。 

当初、保健室が医師の診察室、校長室と保健

室の間の部屋が重傷者用の部屋となり、15 人

ほどの患者が入った。しかし、負傷者は増え続

け、校舎１階の教室は次々に病室と化し、さな

がら野戦病院の様相を呈していた。 

負傷者は、背負われてくる者、自家用車に乗

せられてくる者、救急車で運ばれてくる者、

様々であった。中には自力で歩いて学校までた

どり着き、校舎に入るなり｢寒い｣と叫び、横た

わって動けなくなる者もおり、医師による心臓

マッサージが施された。 

負傷者の多くは、津波による海水を全身に浴

びており、低体温症の危険があった。医師は、養護教諭にゴミ袋の提供と湯沸かしを指示した。ゴミ袋

に湯を入れて患者の体を暖める湯たんぽとするためだった。山田南小はプロパンガスだったため、地震

後もガスを使うことができた。また、断水していたものの貯水タンクにはまだ水が残されていた。 

保健室の医療行為では、器具類が全く足らず、それぞれの医師が病院から道具や薬を持ち寄ったが、

できることは限られていた。しかし、日が沈んだ後は、真っ暗となり、それすら困難となった。 

そんな中、教職員の一人が｢建設関係の事務所なら、発電機があるのでは？｣と、山田南小児童の保護

者が営む工務店に車を走らせた。２台の発電機と投光器を借り受け、１台は校舎での医療用とし、もう

１台は体育館に運び、避難者の暖房器具用とした。 

発災翌日になると、医師は、校舎内の衛生状態の悪化を懸念した。断水によりトイレが流せないこと

で病原菌などの蔓延が危惧されたためである。“屋外に穴を掘ってトイレを設けた方が衛生環境として

はむしろ良いのではないか”と医師は校長に進言した。これを受け、翌朝に男性教員らにより、学校裏

手の土手に穴を掘った仮設トイレが作られた。 

また当初は、校舎に土足で入ることを認めていたが、土埃がひどくなり、ほどなく土足禁止となった。 

さらに、地震発生から数日が経過すると、避難所内でインフルエンザやノロウィルスの疑いのある患

者が発生し、救急車で搬送されて来ることもあった。このため、放課後の学童保育に使用されている、

廊下を扉で隔てられた部屋を隔離室として利用した。 

山田南小学校は、４月１５日まで｢山田中央救護所｣と呼ばれ、全国より医療スタッフが入った。１～

３階の各教室・特別教室は内科、整形外科、小児科、耳鼻科、歯科、眼科、精神科、入院病棟、隔離室、

薬局となり、校舎全体が震災直後における山田町中心地区の医療機関の役割を果たした。 

 

機能を失う町 

地震発生当日の日が暮れたころ、山田南小に消防車がやってきた。校長は、山田南小の惨状を聞きつ

け、消防署から応援が来たと思った。 

しかし、消防署員の第一声を聞き、耳を疑った。｢職員室を貸してください。臨時の山田町消防本部に

します｣、津波により山田町消防署が被災し、機能が失われているためだった。 

消防署員に、｢机を出してください｣と言われ、職員室の長机を提供した。彼らは、手際よく無線機な

どを並べ、無線による情報連絡を始めた。 

職員室にいた校長や教職員の耳にも｢山田南小に怪我人を搬送する｣とか、｢大浦方面で火災発生｣と言

った情報が入ってきた。時には消防無線の警報が職員室に鳴り響いた。 

山田町沿岸部は、想像を絶する状況になっていた。１０メートル近くの津波が山田湾一帯に押し寄せ、

沿岸部の役場や消防署、病院など公共施設が機能を失っていた。 

病院の待合室となった校舎廊下の様子。3/15 撮影。 
写真提供：小原氏
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町役場では、駐車場となっている地下 1 階(通常の地上レベル)が津波による浸水を受け、公用車は１

台を残して全て被災した。このため、役場職員は、身動きを取ることができなくなっていた。また、地

下１階に配備されていた電気施設やボイラーなどの機械施設も被災した。その後、大規模な火災も発生

した。 

山田町役場は、ほぼ孤立状態で岩手県庁との情報伝達もままならない状況の中、一台の小さな発電機

を頼りに、情報収集に奔走していた。迂回をすれば町役場から山田南小までのルートは確保できたが、

町の職員が山田南小に駆けつけるどころの状況ではなかった。 

校長は、情報が錯綜する中、無線で各方面とやりとりをしている消防署員から｢自衛隊に連絡しまし

た。緊急支援物資が間もなく届きます｣と伝えられた。 

｢山田町消防本部｣は、３月末まで山田南小学校に置かれた。 

 

おにぎりを分け合う 

消防署員の伝達を聞いた後の夜８時頃、自衛隊が水と毛布 80 枚を持ってやってきた。 

水は給水車から 10 リットルずつ、ポリ袋に入れて渡された。｢倒すと、流れてしまいます｣という自

衛隊員の注意を聞き、男性教諭らが協力して運んだ。そして、避難者が自由に飲めるように、ウォータ

ージャグに入れ、体育館に置いた。水を飲むための器は、茶碗や紙コップを学校中からかき集めて使用

したが、何百人もいる避難者にどれほど行き渡ったか解らない。 

また、暖を取るための掛け物も、既にカーテンなどを外して使用していたが、自衛隊が持ってきた毛

布を配布しても、全く足りない状況であった。 

校長が、自衛隊員に今後の支援などについて尋ねると、｢今、豊間根で炊き出しをしているので、間も

なく届きます｣と回答があり、深夜におにぎりが届いた。しかし、停電して真っ暗な体育館では、配るこ

とができず、夜が明けてから避難者に配給した。配給は、避難者に並んでもらい教職員が手渡した。 

当初は、一人２個ずつ配布したが、途中で全員に行き渡らなくなりそうになり、｢ごめんなさい、１個

ずつにしてください｣と言って、調整した。それでも、全員に配布することができず、｢足りないので、

分けあって、食べて下さい｣と声をかけたところ、年配者らが｢私はいいから、子どもたちに食べさせて

あげて｣と申し出てくれた。 

また、校庭に自家用車で乗り入れ、そのまま残っていた避難者にも、校長が一台一台ノックをして、

｢大丈夫ですか？｣と声をかけながらおにぎりを渡していった。 

教職員は、避難者のために配給作業を黙々と行ったが、そのおにぎりを食べることはなかった。彼ら

が、食料を口にすることができたのは、１２日の夕方であった。 

校長は、一つのおにぎりを仲間の教員と半分に分けて食べたが、それまでの慌ただしさの中、食欲は

全く感じていなかった。一方、副校長は、その時口にした、具も何も入っていないおにぎりのおいしさ

が、忘れられなかった。 

校長は、これまで、学校が避難所になるということは、避難者の方のためのスペースを開放すればよ

いと考えていた。しかし、それは“避難者のための生活、生きることのすべてを支えること”だと痛感

した。 

後に、山田南小学校は、｢山田南小学校避難所｣として、隣接する｢さくら幼稚園｣、｢武徳殿｣｣とともに

避難所指定を受け、 大時の避難者は 1,170 名を数えた。 

 

張り詰めた気力の限界 

山田南小の教職員にとって、突如として訪れた避難者への対応。彼らは、｢自分たちが頑張って避難者

を支援しよう｣と互いに声をかけ、疲労と戦いながら献身的に動きまわった。 

食料の配給はもちろん、トイレの清掃といった細かいことまで対応した。 

また、避難者の間には、食料の配給時に｢配給が遅い｣とか｢あの人は２個とった｣という小さなトラブ

ルも生じ始めており、これらの対応で教職員が苦慮する場面もあった。 
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そのような中、問題が発生した。２日目の夜に、女性教諭がトイレ用の水をプールに汲みに行き、足

を踏み外し、怪我をしてしまった。 

その一件を聞いた校長は、“教職員を奉仕者とした今の避難所の体制は限界に来ている。長期化も想

定され、避難者による自主的な運営組織を作ってもらう必要がある”、と考えた。 

また副校長も、役場の職員すら来られない状況の中、同様の思いを持ち始めていた。そして、校長と

副校長は、避難者との対話の計画を立てた。 

震災発生から３日目となる１３日の午後。校長は副校長を伴い、決意を持って避難者が身を寄せる体

育館に向かった。 

初に、副校長が発言をした。 

｢お願いがあります。我々学校の職員は皆さんの生活を支えるべく、食事の配給やトイレの対応など

を一生懸命やっておりますが、どうにも追いつきません。皆さんの中でこの避難所の運営を手伝ってい

ただける方は、いらっしゃいませんか？｣と、優しくも切実に訴えた。 

副校長は、“校長の発言は、 終的な決定事項と認識され、避難者に一方的な依頼をしたと受け取られ

るのでは”と考え、校長の言葉は“ 後の砦”と位置づけ、まずは自らが口を開いた。 

そして校長が副校長の説明を補足するように、｢皆さんがこの場所で助け合って生活し、食事も平等

に渡るよう、自主運営組織を立ち上げてください。力を貸して下さい｣と訴えた。 

校長と副校長は、避難者の中から避難所のリーダー的役割を担う人物が名乗り出ることを期待した。

しかし、 初は、誰も応えられなかった。混沌とする避難所で、自ら名乗り出て中心的存在になるのは、

誰しもが躊躇する状況であった。 

そのため、それまでにも自発的な協力者がいた食料配布の担当を呼びかけたところ、数名の女性が名

乗り出てくれた。その後、掃除担当、施設担当などの役割を決めていった。 

また、話し合いの中で、“避難者の出入りが激しい状況から、名簿が必要なのでは？”とアイディアが

出され、その事務処理担当を申し出る者もいた。こうして、一つ一つ、必要な仕事と担当者が避難者自

らの手で決められていった。 

 

遺体安置所 

様々な問題に対応する中で、別の大きな問題も持ち込まれた。 

消防本部より町からの依頼として、｢遺体安置所｣を設けたいとの申し出を受けた。 

｢山田中学校や豊間根の体育館を遺体安置所にしているが、犠牲者が多すぎて間に合わないかもしれ

ない。山田南小学校にも遺体を安置させてもらえないか？｣ 

校長をはじめ全ての教職員が難色を示した。ひとたび、学校を遺体安置所としてしまうと、再開した

ときの子ども達への影響は計り知れない。 

一方、副校長は、｢いざとなれば仕方がない｣と、腹をくくった考えも持っていた。なぜなら、ラジオは、

“山田町の犠牲者は数名”と伝えているにもかかわらず、目の前でもっと多くの人たち息を引き取る惨

状を見ており、町中が大混乱していることが容易に想像できたからである。 

校長は、山田南小には、既に多数の負傷者や行方不明の家族を探し続けている避難者がいたことなど

も鑑み、｢それは、 終手段としてください｣と伝えた。 

校長と副校長は、残されたスペースが限られている校舎内を見渡し、｢もしもの時はこの場所ですね｣

と“聞こえと言葉の教室(特別支援教室)”横にブルーシートを敷き準備をした。そこは、校舎内を往来

する人から比較的死角となる場所でもあった。 

数時間後、消防の担当者より｢先ほどのお願いは、無くなったと連絡がありました｣と伝えられ、職員

室の一同がほっと胸をなで下ろした。しかし、臨時医療施設となった山田南小学校では、何人もの負傷

者が息を引き取っている。 
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子ども達の安否確認 

校長をはじめ、全ての教職員は、常に子ども達の所在が気になっていた。 

山田南小に避難している子ども達は、顔を合わせる度に｢元気だよ｣と声をかけてくれる。学校に避難

していない児童について｢どこにいるか知ってる？｣と子ども達に教職員から質問をしたり、顔を合わせ

た保護者に問い合わせをしたり、避難所の世話をしながら児童の所在を確かめた。 

地震発生から４日目の１４日には、盛岡教育事務所管内から３名ほどの支援員が派遣され、｢避難所

の方は私たちでフォローするから、先生達は学校の子どものことをやってあげて｣と申し出た。これに

より、山田南小の教職員は、本来の学校業務を優先できる見通しが立った。不眠不休での避難所の支援

から休養をとり、児童の安否確認、学校再開に向けての作業に専念した。 

３月１５日には、町役場から届いた文書で、山田町内の避難所は全部で３１ヵ所であることと、その

場所が判明した。それを基に、全ての避難所に教職員を派遣し、児童の所在確認を進めた。しかし、ガ

ソリンが枯渇する中、被災した沿岸部を迂回しなければならず、町内の道路事情に詳しくない岩手県内

陸部出身の教職員も多く、避難所訪問は困難を極めた。 

また、校長が、町役場に赴いた際に避難所名簿があるのを見かけ、｢あ、ここに山田南小の児童がいる｣

と声をあげたこともあった。 

まだ、電気は復旧しておらず、作業は明るい時間帯に限られ、思うように進まない中、児童一人一人

の避難先を確認し、山田南小学校在籍児童の避難・連絡先名簿が取りまとめられた。 

 

母校で出来た卒業式 

児童の所在が明らかになるにつれ、全ての学校関係者が、何とかして子ども達に卒業証書と修了証書

を渡したいと思うようになっていた。 

特に、卒業式は、誰もが“子ども達を母校から巣立たせたい”と山田南小での実施を強く要望した。

離れた場所に避難している保護者も、道路事情が厳しい中、｢学校まで子どもを送っていくから｣と申し

出、山田南小での開催を後押した。 

校長は、関係者の協力を得、卒業式を２３日に山田南小で、１～５学年の終業式を２２日に山田南小

と山田高校の２か所で執り行うことを決定した。 

卒業式と終業式の開催を知らせる手書きのポスターを校長は自ら作成し、児童が身を寄せる避難所に

張り出すよう、教職員に指示した。 

卒業式当日、会場の山田南小学校図書室には、全ての卒業生が集まった。ジャージ姿の卒業生もおり、

“本当に普段着の卒業式だなぁ”と副校長は感じた。 

卒業式では、一人ひとりの名前が呼ばれる度に、会場は大きな拍手に包まれ、“よくみんな頑張った。

とても良い卒業式だな”と誰もが感動した。 

あまりにも変化の大きかった山田南小学校の平成２２年度は、校舎に響く拍手と共に終わりを告げた。 

 

避難所の自治 

避難者らは、校長と副校長の呼びかけにより、自ら率先して動くようになっていたが、直ちに自治を

持った避難所運営に移行できたわけではなかった。 

校長が避難者と対話をした翌々日の１６日に山田町に戻ってきた小原は、体育館の避難者が｢寒い、

寝具が欲しい｣と言っているのを聞いて驚いた。なぜなら、校舎内には、支援物資として届けられた毛布

が、山と積まれていたからである。小原は、｢どうしてこれを配らないのだろう｣と不思議に思い、すぐ

さま避難者に配布した。避難者らは、自ら周辺を見回し、目と鼻の先にある支援物資の存在にすら気づ

けない状況であり、ましてや自主的な運営組織を作っていくことは困難であった。 

その頃、町役場からは、常時３人ほどの職員が連絡員として、山田南小に詰めていた。彼らもまた被

災者であり、町中を巡りながら入れ替わりで山田南小にきている状況であった。このため、避難者の要

望などには、｢持ち帰り、検討します｣と答えざる得ないこともあり、避難者の中には、｢要望が全然通ら
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ない、話がわかる人はいないのか！！｣と憤る

者もいた。 

また、町内会のリーダーなどが音頭を取っ

て、生活の基本的なルールを決めた。しかし、

彼も避難所の支援者として“通い”でやってく

る状態であったため、体育館で２４時間過ごし

ている避難者とは、温度差のようなものを生じ

ることがあった。 

町役場に勤務する小原は、それまで来ていた

役場職員から業務を引き継ぐ形で山田南小避

難所と町役場の連絡窓口となったが、山田に戻

ってからの３週間ほどは山田南小で避難者と

寝食を共にした。実は、小原の自宅は、学校近

くにあり、津波と火災による被害を受けなかっ

たため、自宅で休むことも可能であったが、避難所の様子を見て、夜も学校に留まった。彼が常に身近

にいることで、避難者は、気軽に話ができ、次第に不平、不満は収まっていった。 

また、小原は、常に｢避難所の自治会を作っていきましょう｣と避難者に伝え続けた。 

例えば、体育館の居住スペースの境界である通路で区分けした班を編成し、ゴミの処分や掃除などの

仕事は、班毎の当番制とした。また、“一食は自分たちで用意する”として朝食をそれに充てた。 

当時、夕食はお弁当の支援が来ていたこと、昼食は多くの避難者が働きに出るため高齢者と子どもの

分としてパンなどの配給で対応できたこと、を踏まえるとともに、避難所の実情にあわせた提案をした。 

こうして、４月頃には、避難所内に本格的な自治組織が確立し、小原も夜は自宅に戻るようになった。

その後も彼は、３ヶ月ほど日中は山田南小に通い、避難者を支援した。 

｢山田南小避難所は、小原の城だ｣と揶揄されたこともあったが、小原は、避難者のためにという思い

を強く持ち、避難所で中心的存在として奮闘することに対する、褒め言葉と捉えた。その後、小原は、

地域と学校、さらに行政とのパイプ役としての実績が評価され、山田南小の PTA 会長を務める。 

 

山田南小学校再開 

卒業式と修了式を終えた山田南小学校は、平成２３年度のスタートへの舵を切った。校長は、本格的

な学校再開に向けた調整を教育委員会などと重ね、始業式を４月２０日、入学式を翌２１日と決めた。 

しかし、未だ、校舎３階までは｢山田中央救護所｣としての機能を果たしていた。そのため、校長は、

地震発生直後から山田南小での医療に携わっている地域の医師や小原に、学校再開に向けた病院機能の

体制について相談した。彼らは、全国から山田南小に入れ替わり入ってくる医療スタッフとは違った立

場から、地域のため、何より子ども達のためを考え｢４月１５日までに撤退できるよう、何とかします｣

と、校舎を開放する決意を表明してくれた。 

予定通り｢山田中央救護所｣は、４月１５日に閉鎖され、医師と患者らは正規の医療施設に移動した。 

翌日の１６日には、校舎の掃除や消毒作業、１７日には、教室を元の姿に戻すべく机・椅子の移動や

資料の準備などが行われた。これらの作業には、比較的被害が少なかった町内の小学校の教員が、手伝

いのために山田南小を訪れた。 

 

校長は、新しい年度を迎えるにあたり、各学年の学級編成と担任教員の配置を行った。 

まず、新年度の児童数を確認したところ、２５４名(４月３日時点)となっており、震災前から５０名

ほど少なくなっていた。校長は、転校していった児童のほとんどが｢さよなら｣も言えずに山田南小を去

ったことに胸を痛めた。 

また、新年度の学級編成にあたっては、避難所や親戚宅などで生活する児童も相当数いたことを踏ま

避難所となった体育館の様子。自治が確立し通路なども作られた。 
写真提供：小原氏
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え、子ども達の現状を把握する目的で、前年度の担任教員を家庭・避難所訪問に向かわせた。 

さらに、児童の学校生活と避難者の生活の動線が交わらないような、学校と避難所の共存環境に配慮

した体制づくりを検討した。検討にあたっては、体育館をはじめ、｢さくら幼稚園｣、｢武徳殿｣｣で約４０

０人が避難生活を送っていること、校庭には依然として避難者や災害対応の車が並んでいること、そし

て仮設住宅の建設が決まったこと、などを多角的に考慮した。 

こうして、様々な問題を解決し、４月２０日、校舎の２階の図書室前のオープンスペースでの始業式

ではあったが、平成２３年度のスタートを切ることができた。さらに、翌２１日は、図書室で入学式を

挙行した。 

 

仮設住宅の建設 

学校の再開に向けた体制作りと平行して、校長や副校長には新たな問題が突きつけられていた。町役

場より、山田南小の校庭に仮設住宅を建設するための協議が持ちかけられていた。 

当初、より多くの仮設住宅用地を確保するため、校庭全ての使用が申し入れられた。なお、被災自治

体の多くでは、校庭の全てが仮設住宅で埋められている。 

校長は、“山田町の状況を考えると、致し方ない”と思う反面、体育館が避難所になっているため、｢児

童が体を動かす場所をなるべく広く確保してください｣と、申し入れた。 

協議の席では小原は、“一刻も早く、一戸でも多くの仮設住宅を提供したい”という町役場の担当者の

立場、学校としての立場、ともによく理解できたため、その意見調整には頭を悩ませた。 

その結果、山田南小では校庭の半分を残して仮設住宅が建設されることとなった。協議結果を踏まえ、

校長は、どのように校庭を残すかを思案した。子ども達の遊びなどを考慮すると、遊具の多くが設置さ

れている校舎から離れた遊具周辺を校庭として残し、校舎側に仮設住宅を建設した方がよい。しかしそ

れでは、休み時間などに職員室から子どもの姿が見えなくなる恐れがあり、動線の交錯も懸念された。 

終的に子ども達の安全に配慮した配置として、校舎から離れた道路側に仮設住宅が建設された。 

 

山田南小学校避難所の解消 

仮設住宅は、６月から工事が始まり、まもなく完成した。山田町内に建設された仮設住宅の提供も始

まり、体育館の避難者は、徐々に減っていった。 

校長は、“一日でも早く、学校を元の姿に戻したい”と思う一方、“笑顔で次への一歩を踏み出してい

ただきたい”と避難者を気遣い、性急な避難所閉鎖は求めず、その対応は小原に一任した。 

小原は、４月の学校再開以降、避難所としての区域と子ども達のための区域をどのように分け、学校

を元の姿に戻していくかを日々の課題とし、避難者に丁寧に説明した。 

そして、夏休み期間中の８月１７日に、山田南小学校避難所は閉鎖された。 

校長は、避難所としての毎日が大変であったにもかかわらず、“いつも誰かが体育館にいるというの

は、不思議な安心感があったな。誰もいなくなってしまう感覚は、寂しいな”と体育館の鍵を閉めなが

ら思った。 

隣接する｢さくら幼稚園｣および｢武徳殿｣の避難所もほぼ同時期に閉鎖された。 

 

その後の山田南小学校 

震災後の山田南小学校では、子どもの心のサポートを学校運営の中心に据え、｢元気の発信｣、｢学力・

体力の向上｣、｢心のケア｣という３つのねらいに、｢現実を受け入れ、その中で 大限に工夫・努力する｣、

｢同じ目標に向かって取り組む｣、｢いろいろな人と関わる｣の３つの体験の場を組み合わせ、教育活動を

行っている。 

学校再開直後の体育館や校庭がほとんど使うことのできない状況下でも、様々な工夫をして体育の授

業が行われた。さらに、山田南小の自慢である伝承活動｢虎舞｣の発表を７月に実施した。練習時よりお

囃子、太鼓に誘われて多くの見学者がいたが、本番では 200 名を超える来校者に、子どもたちの元気な
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姿を披露した。 

また、あいさつ運動に体育館の避難者に参加を促したり、避難所閉鎖後は昼休みに仮設住宅の住民を

招待したり、いろいろな人との交流を通じ、活動意欲を高めている。 

さらに、平成２５年の９月には、児童が少しでも遊具で遊べるようにと、つくばのボランティア団体

の支援により鉄棒が設置された。“校舎の近くで、あまり場所をとらない遊具を”という仮設住宅との共

存に配慮した支援であった。 

｢共に夢や希望を叶えていこうとする強く明るい心｣をもった子どもたちを育てていくことを目標と

し、保護者と地域と学校の連携の重要性を認識し、一人ひとりの子どもたちのために、力をあわせ一歩

一歩、取り組みが進められている。 
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