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1．はじめに
2000年三宅島噴火災害から16年が経過しました。

前例のない全島避難の経験から現在まで、火山噴火災害
について考えてみました。

三宅島は、東京から南へ約180km、周囲およそ
32km。伊豆諸島で3番目に大きな島です。野鳥の楽園
とも呼ばれ、温暖な気候と美しい海や温泉など多くの自
然に恵まれた風光明媚な島です。

島の中央に位置する雄
オ ヤ マ

山はたびたび激しく噴火すること
で知られ、昭和以降でも昭和15年（1940）、昭和37年

（1962）、昭和58年（1983）、平成12年（2000）と、
4回噴火しました。その周期は実に20年に1度で、その
たびに島民は大きな被害と生活再建の負担を強いられて
きました。と同時に、この島に生まれたからには一生に
1度や2度噴火災害に遭っても不思議ではないという気
持 ち も あ る よ う に 思 い ま す。 私 自 身 も1983年、
2000年と2度の噴火を経験し、83年の噴火では溶岩流

で家を失い、2000年の噴火では、4年5 ヶ月にわたっ
ての島外避難を経験しました。

2．1983年噴火
私が初めて噴火災害と直面したのは1983年のことで

した。
1983年10 月3 日15 時23 分頃、雄山の山腹から

噴火が始まりました。大量に噴出した溶岩流は島の南西
部にある阿

ア コ

古地区に向かって流下し、噴火開始からわず
か数時間で400棟もの住家を埋没させました。突然の噴
火に驚きましたが、行政からの指示に従い島の北西部に
ある地域に避難し、やっと一息ついたところで、自分の
生まれ育った阿古地区の惨状を知ることになり、呆然と
したことを覚えています。

また、このときの噴火では、島南部の海岸付近でマグ
マ水蒸気爆発、島南東部では降灰も記録されましたが、
噴火活動そのものは翌4日未明には終息しました。これ

だけの大きな被害を出した災害にも
かかわらず、人的被害が出なかった
ことは不幸中の幸いと言えると思っ
ています。

3．2000年噴火
　　－災害発生から全島避難－　

2000年噴火では私の生き方を大
きく変えるような体験をいくつもし
ました。

火山にはそれぞれに特徴がありま
す。例えば北海道の有珠山のよう
に、これまでの観測データや、前兆
現象などから事前に噴火の始まりを
予測することができた山もある一方、
三宅島のように住民が身をもって危
険を感じるような前兆現象がないと
いう山もあります。

2000年6月26日19時33分。
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噴火災害時の住民の苦悩とその支援
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東京都三宅島生まれ。1983年の噴火では溶岩流で自宅が埋没し、避難所、仮設住宅の暮
らしを経験する。2000年の噴火では4年5ヶ月もの長期避難生活を体験した。この災害の
避難中から住民組織での活動を開始。一被災者として長期避難申のコミユティー維持を
支える活動を行い、2005年の全島避難解除をきっかけに「ネットワーク三宅島」を創設。

　三宅島フィールドマップ：三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ館ホームページより



3sabo Vol.121 Winter2017

突然の「緊急火山情報」により噴火の発生を知らされま
した。奇しくも同年3月31日に始まった有珠山噴火の
ニュースを見ながら「あれ（前の噴火）から17年。そ
ろそろ三宅島も噴火するのだろうか？」「いや20年周期
なら後数年か？」と島民の一部で噂がでていた頃でした。

21時過ぎに出された避難勧告を受け、対象地区の住
民は指定避難所や親戚宅へ避難し、落ち着かない一夜を
過ごしました。幸いにも大きな噴火現象もなく、わずか
4日程度で避難は解除されました。

ところが、7月に入っても噴火活動は収まらず、度々
噴火するようになりました。それも多量の降灰などの噴
出物を伴う活動が活発化して集落を襲い、人々の生活に
大きな被害をもたらしました。

8月18日の最大規模の噴火では、噴煙は成層圏にまで
達し、同29日には火砕流が発生したと言われました。
この火砕流発生と降雨に伴う泥流被害を避けるため、全
島民の島外避難が決定しました。

当初は噴火災害の危険から命を守るための〝一時的
な避難〟を予想していました。長くても数ヶ月程度と
思って避難しましたが、島民が島外避難を完了した
2000年9月になってからは大量の有毒な火山ガスが噴
出しているいることがわかり、当初の予想を大きく上回
る4年5 ヶ月に及ぶ長期避難生活となりました。

4．島外避難生活
2000年の災害では、全島民が島を離れての生活を余

儀なくされました。
1995年の阪神淡路大震災の教訓から、避難所や仮設

住宅への入居時は既存のコミュニティーを考慮すること
が重要だと言われてきましたが、この時には活かされま
せんでした。避難した順番に公営住宅に割り当てられた
島民は全国21都道府県、東京都だけでも23区32市町

村にわたり、既存のコミュニティーは崩壊し、慣れない
土地での避難生活への不安に拍車をかけました。

狭い島とは言いながら三宅島には大きく分けて5つの
地区があり、島内でも、地区が違えば生活習慣・文化・
ものの考え方等の違いもあり、最初はずいぶんと戸惑い
ました。親戚や友人を通じての交流はいくらかあったと
は思われますが、3,800人もの人が住んでいれば当然知
らない人も多数います。そんな中、避難生活を乗り切る
ためにも、避難先ごとにお互いに顔の見える関係作りが
必要であると感じました。

慣れない避難先での生活。自発的に集まった島民のグ
ループでは、いわゆるサークル活動のようなものを展開
しながら人と人との繋がりを作っていきました。その大
きなきっかけを作ったのが、避難後まもなくできた「地
域島民会」の存在です。「島外避難」という同じ境遇か

三宅島島民の避難先　平成14年4月1日現在

2000.8.29噴火：「2000年三宅島噴火災害の記録」（三宅村）より
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ら、避難先の地域ごとに「地域島民会」といった新たな
コミュニティーを発足させました。長期避難のなか、情
報不足や生活の心細さから「同じ三宅島民だ」という共
感が島民会の発足につながりました。この島民会は後に

「三宅島島民連絡会」という大きな団体になり、情報伝
達・交換、高齢者や独居者の見守りなどにも大きな役割
を果たしました。

三宅島島民連絡会では、三宅島社会福祉協議会、各種
ボランティア団体の協力を得て、さまざまな活動をしま
した。その代表的なものをご紹介します。

 島民ふれあい集会
島外避難中に島民がもっとも楽しみにしていたもの、

それは「島民ふれあい集会」でした。分散した島民同士
の心をつなぎ、またその支援者である各種ボランティア
団体との親睦、行政と島民との情報交換・意見交換を目
的に開催され、島民の7割以上が参加したこの集会、島
の人に会いたい、島の情報を入手したいという気持ちを
考え、土地勘のない多くの島民が参加しやすいようにと

各避難先にバスが配車されました。バスの乗り降りが不
自由な方や施設に入所されている方にはハンディキャブ
協会からの支援をいただきました。島の暮らしを懐かし
む気持ちに配慮し、会場内には数多くの郷土料理が並び
ました。舞台では郷土芸能の披露や各島民会でのサーク
ル活動の発表。いつか帰れる日を心待ちにする島民の気
持ちを多くの方が理解し開催されたイベントでした。

島民とボランティア団体、行政との連携により、
2000年12月の第1回から帰島するまで全9回開催され
ました。

 島民電話帳
島でのご近所さんに電話かけて情報交換したりおしゃ

べりがしたいと思っても、コミュニティーが崩壊してし
まい、誰がどこにいるのかわからない。電話帳があれば
簡単ですが、個人情報保護法もあり公的機関主導での電
話帳作りというのは難しいものです。そこで、ボラン
ティア団体と三宅島社会福祉協議会の協力により島民電
話帳を作成しました。お互いの消息の確認はもちろんで

すが、懐かしい声を聞くことで勇
気がわいてきたことも事実です。
避難中の4年5 ヶ月で第3版まで
作成されました。

みやけの風
「みやけの風」は、三宅島災害東

京ボランティアネットワークと三
宅島社会福祉協議会の職員が作成
した情報誌です。毎週土曜日の昼、
A4用紙2枚分が配信されます。出
だしの文章は懐かしい島言葉で書
かれ、各島民会の活動やイベント
の情報など盛りだくさんです。ポ
イントはその配り方にあります。
個別に郵送するのは簡単なことで
すが、それでは意味がない。東京
災害三宅島ボランティアネット
ワークでは地域連絡会ごとに数台
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のFAXを配布し、地域の世話人がコピーをして配布す
る、「みやけの風」が送られてくる時間にあわせて島民が
集会所に集まるなど、情報紙を発行し送信することで、
コミュニティーの連携、見知らぬもの同士の交流を生み
出したのです。お互いの顔が見える関係作りを大きく後
押ししました。

また、行政の取り組みで大きかった支援がありますの
で、以下に紹介します。

「げんき農場」と「ゆめ農園」
国の緊急雇用事業の一つとして、八王子市に「げんき

農場」、江東区には「ゆめ農園」が開設されました。こ
の2つの農場の主たる目的は生活費の確保にありました。
しかしながら、そこで働く人たちにとっての最大の目的
と楽しみは、働けるということでした。島の人同士が土
に触れ、会話をしながら一緒に作業すること。農場で働
くという楽しみができ、体調が良くなったとの声も聞か
れ、高齢の避難者にとっては生き甲斐と収入という両面
で重要な役割を果たしたと言えます。

5．生活の不安
様々な支援を受け避難生活が進んでくると、次に心配

になることは、やはりいつ帰れるのかということになり
ます。自然が相手ですので、先の見通しが立たないのは
当たり前と理解はしていましたが、帰島時期がわからな
いということほど不安なことはありません。

帰島できなければ、島内の事業主は再開の見込みが立
てられません。その一方、帰島できなくても、日々、生
活はしなければなりません。

当初は、避難が長期化するなどとは思ってもいません
でしたので、預貯金を取り崩して生活をしていましたが、
避難が長期化すればそうもいかなくなります。避難して
比較的早い時期に適用を受けた被災者生活再建支援法に
ついても、当時の基準では世帯主の年齢や収入制限と
いった縛りが厳しく、ローンを抱え、子育てをしている
といった、もっとも経済的支援を必要としている世代へ
の適用がかなわなかったのは残念でした。この当時は二
重ローンへの救済策もなく、帰れる目処のない家のロー
ンや事業の借入金の返済計画を考えると、正直明るい未

※げんき農場	 	東京都八王子市に開場。国の緊急地域雇用特別基金事業を活用。三宅島特産物の栽培と種苗の確保を目的とし、帰島後の農業再開を
スムーズにするのが主な狙い。赤芽イモ、アシタバ、サツマイモなどを栽培。

※ゆめ農園	 	東京都江東区に開園。同じく特別基金事業を活用。三宅島特産の観葉植物や島内緑化苗木を生産し、帰島後の農業再開と島内緑化貢
献が目的。溶岩に観葉植物を植え込んだ「溶岩鉢」を多く作成。
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来を描けないのが現実でした。
そんな中で、生活への不安を少しでも軽くするために、

避難中に新しい職場に就職した人や新しい場所で仕事を
再開した人もいました。当初はアルバイト的に就業する
つもりでいても災害が長期化し、先の見えない生活を支
え続けるのは非常に困難です。

また、島で暮らす大多数の高齢者（年金生活者）は、
家庭内で消費する野菜程度は自分たちで作る自給自足に
近い生活を送っていたこともあり、こちらも生活は困窮
をきわめました。慣れない生活で持病が悪化して医療費
がかさむ、帰島してからの家の補修費を残しておかなけ
ればならないなど、生活を切り詰めなければならない状
態が精神的にも肉体的にも非常に大きかったと思います。

私たち島民には、慣れない土地での生活、新しいコ
ミュニティーの形成と既存のコミュニティーの維持。そ
して復興への体力、気力、財力の維持。問題・課題は山
ほどありました。自然との共生を受入れ、住み慣れた土
地へ帰るために、避難生活を送ってきました。

我が国日本で2000年以降に起きた大災害。私が多く
の被災地で見てきたのは、三宅島島民と同じようにふる
さとへの強い思いをいただく被災者たちの姿でした。

6．火山市民ネットの誕生
噴火災害は長期化することが多く、現行の法制度では、

避難中の生活や自宅の保全などについて必ずしも充分対
処できていないのが現状です。被災者は、被災者自身が
先進被災地から多くの経験と教訓を学び、独自の市民活
動を行わなければならない状況にあります。そのため、
平成以降、地元住民に大きな被害をもたらした噴火災害
の被災地「雲仙普賢岳」「有珠山」「三宅島」の市民団体
が連携し、相互の支援活動を行う「火山地域の市民団体
相互支援ネットワーク（略称：火山市民ネット）が
2002年4月1日に発足しました。

その主な活動内容は、
（1） 被災地間の被災者支援や生活再建等に関する情報

交換
（2）被災地への人的・物的支援
（3） 火山防災対策や被災者支援に関する法制度の研究

と提案
（4）火山災害の伝承に関する活動
としています。

2002年より活動を開始し、これまで15回の会合を
重 ね て き ま し た。2011年 に は 宮 崎 県 の 新 燃 岳、
2015年には鹿児島県口永良部島での噴火被災者との対
話も行いました。

また、火山市民ネットの活動開始から15年の節目に
あたり、これまでの活動を振り返り、今後の噴火災害に
備えた対策の中間提案として「2016宣言」をとりまと
めました。

その内容は
1．避難生活への支援制度の整備
2．生活再建への支援
3．復興基金の法制度化
4．事業所の共済制度の創設
5．事前対策に対する税の減免等の支援
としています。
（火山市民ネットの活動、2016宣言全文は、火山市

民ネットのホームページをご覧ください。http://1st.
geocities.jp/gensai_hukkou/recruit.html）

7．被災地の復興とその課題
前述したとおり、近年発生している災害被災地には、

噴火災害の長期避難生活の教訓と課題に共通するものが
あるように感じています。それは地域の復興と個人の生
活再建です。とりわけ産業の再生は重要課題です。

被災者がその地に戻り生業を再開できなければ日々の
生活は戻ってきません。新しく復興を担ってくれる人た
ちを迎えるためにも産業の再生が不可欠だと思います。
この産業がどこまで復興するかが、人々の生活を支えて
いくのだと思います。避難が長期化したがために、生業
の再開をあきらめざるを得ない人たちも多く、結果、産
業再生の遅れ、復興の遅れを招きます。

被災地の復興は、被災者一人一人の努力と、地域の産
業再生にかかっているのだと思われます。

今回の災害で大きな課題となった、長期避難に関する
支援のあり方と、地域の産業再生について、もう一度検
証する必要があるのではないでしょうか。

私はこれまでも「復興とは」と問われたら、「日々の
生活が普通にできること」と答えてきました。

普通の生活を取り戻すにはたくさんの努力と支援が必
要なのだと思います。

2000年噴火から17年。次の噴火はいつ起きてもお
かしくない時期になっています。やっと日々の生活を取
り戻し始めた三宅島は、そろそろ次の噴火への準備と、
復興の目標を決めなければならないと思っています。

三宅島、被災地にとっては「生きること」そのものが
復興なのかも知れません。




