
 

 
はじめに 
広島県災対連は、台風19号被害支援長野ボランティア（広島テーム6）を結成し、10月 22日から25日まで.

長野市に滞在しています。片道10時間の車の行程ため、活動は二日間です。 

 

10月 23日（被災10日後）に初日の活動を長野市の北部豊野町（南部まで車で行き、そこからバスで30分移

動）で実施しました。ボランティアセンターは長野市内にいくつかあり、豊野は2メートル違い川の濁流が街を

覆い、一番被害の大きい地域と聞いていました。 

しかし、実際は、ほぼ家財の運び出しは終わり、床は剥がされ、床下の土砂も数センチ。ボラセンから依頼さ

れた最初のお宅は、もう終わっているよ、と言われる状況です。長野市だけで被災1週間後の週末、長野市だけ

で土曜日1392人、日曜日3039ものボランティアが入ったことで、復旧は急速に進んでいると感じました。昨年

豪雨災害にあった広島とは大きな違いです。 

一方で、日曜日に200人のボランティアの受け入れを断らざるをえなかったこと、ボランティアが訪問しても、

作業が終わっている家がいくつもあること、そして今日の作業の困りごとは、土のう袋がセンターにないこと、

今日8時前には南部センターに多くの人が並んでいましたが、バス移動をし、現地で作業を始めたのは11時前

になるなど、運営は大変なようです。 

フェイスブックでは大変な状況は山ほどあると書き込みがあります。ボランティアセンターに対して、多くの

前向きな改善提案もあります。私たちは、行く前に状況を社協フェイスブックなどで確認して、何が求められて

いるのか、何ができるのかを考えて、参加しなくてはと感じました。 

 

ボランティアで被災者の心がどれだけいやされるか 
長野市豊野町は、長野市中心部から北に14キロ、千曲川

の決壊後、もっとも浸水した地域の一つです。戸隠そばで

有名な戸隠町と共に平成の大合併後長野市になった地域で

す。    被災されたAさんにお話を聞きました。 

「10月 12日夕方から、千曲川の越水は起こっていたが、

まだ、大丈夫と思って自宅にいた。夜中12時ごろから何度

もエアリーメール（防災メールの警報）が届きだし、ただ

事じゃないと感じたけど家にいた。夜中に千曲川の堤防が

決壊したと聞き、隣組の人たちが、夜中中、一軒ずつ避難

を呼びかけ、朝5時に高台にある小学校に車で避難した。

体育館で二晩過ごした後、水が引いた自宅に戻った。わが家は床上130センチ。我が家は決壊場所から五キロも
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下流だが取り残されなくってよかった。近所の人たちに感謝したい」と話されます。 

作業は、床下の土砂撤去と清掃。しかし、修繕工事が入るのは、来年春とのこと。家人は、どれだけ修繕費が

かかるかわからず不安を訴えます。作業は、土砂災害と違い、床下の堆積した土砂は少ないものの、「ボランテ

ィアが来ることで、被災者の寂し心がどんなに癒されるか」を感じた初日でした。 

（写真撮影は、家の方の許可を得て行いました） 門田勇人 

 
2 メートル水没！氾濫した風景はかなりひどい 
長野市豊野で支援活動の一日目。2メートルも水没したという。くる途中

の千曲川とその支流が氾濫した風景はかなりひどい。しかし現地はそこまで

にはみえない。土砂災害とはちがう。一軒目で、結構ですと断られたのには

驚いた。偶然出逢った方の泥出しを一日中することが出来た。多くの被災家

屋は家財を運びだし、すでに床板や壁を剥している。対応は早いと感じた。

しかし、家の中はやはり大変。奥さん一人で頑張っておられた。偶然とはい

えお手伝いできて本当に良かった。門田氏は例のとおり、カッパを着、ライ

トを頭に着けて、床下に潜りこんだ。災害支援はやり甲斐がある。     

（写真の窓枠の上部の線まで水が入った。）     災対連 川后 和幸 

 

一人で片付けていると気が滅入って、なかなか眠れなく 
初日、ホテルを出て長野市の街中を抜けてボランティアセンターに向かいました。本日晴天なり、初め

て見る長野の街には住宅の庭にリンゴがなっており驚きました。 やがて大きなオリンピックスタジアムが

あります 。その横にも蓮の花のような形をしたスタジアムがあります。 ここは長野オリンピックの会場

だったそうです。ボランティアセンターかと思って行きましたが避難所でした、再び少し隣のボランティ

アセンターへ移動します。 今朝8時ですがすでに多くのボランティアの車が駐車場に待機しておられまし

た 。 直ぐに受付に到着、受付時間の1時間前ですが、既に40人近い方が並んでおられます 。 現在8時

30 分、大きな観光バスが 7 台待機中、100 名近いボランティアの人が出発するのを待っている状況です 。 

平日なので高校生など若者がいません、私もですが高齢な方が多く参加されています。ボランティアの体

験や心得を熱く語り大いに盛り上がっています。これからバスで北部のボランティアセンターに移動です。

まだ床下などの作業には至らず野外の泥運びということだそうです 。 ９時頃すでに 150 人近くが待機し

ています。出発にはまだ時間があるので、それぞれ情報のやり取りなどをしておられます、多分初めてこ

こで会った人達が多いだろうと思います。が、皆声がデカイ。 遥か山の向こうに南アルプスの山が雪を抱

いています。昨日初冠雪したとの事、綺麗です。バスに乗車。担当者から説明あるがされました、船頭多

く分かり難い。なかなか出発出来ません。 

 長野市は住宅、店舗、畑と田んぼが混在しています。 り

んご ぶどう 果樹園が多い 。高速で信州中野インターに

移動途中千曲川沿いの河川敷は洪水の後が多数あり、 河

川敷がとても広くて田んぼと果樹園が混在しています。 

冠水し泥が上がっています、ほとんど手付かずの状態で

多数のリンゴが落ちています。 道路沿いにりんごの直売

所 農協 トレーラーハウスの店、コンビニも 冠水してい

ます。 長野市豊野町に到着、最初に指示されたご自宅で

は、すでに片付けが一段落しており一旦ボランティアセ
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家の榛に付着していた土をﾌﾞﾗｼで落としながらふと思った｡

「建築士こそ､やるべきだ！」と｡要するに､“家の構造がわか

る”からだ｡                

┏━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

┃ ★★金があるﾔﾂは金を出せ!★★ ┃ 

┣━━━━━━━━━━━━━━━┫ 

┃ ●●力があるﾔﾂは力を出せ!●● ┃ 

┣━━━━━━━━━━━━━━━┫ 

┃ ◆知恵があるﾔﾂは知恵を出せ!◆ ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━┛                              

地域労組ひろしま  藤井 克俊 

 

被害を受けた方が早く元の暮らしに戻れるように 
長野に来て1日目のボランティア活動。豊野町にて床下の泥出しをしました。私の身長よりも高い位置ま

で水が来ていた後があったので驚きました。 

ボランティアに参加した経験が少ないので指示に従い出来るだけ頑張りました。被害を受けた方が早く元

の暮らしに戻れるように頑張りたい。 

色々考えると家屋を治す為の支援はまだまだ足りないと思う。        

   建交労    武田 喜成 


