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Ⅰ. はじめに 1

災害の歴史の中で1995年1月17日に起こった阪神・
淡路大震災は甚大な被害の中で様々な日本社会のひず
みを課題としてあぶりだした。16年後の2011年3月
11日に起こった東日本大震災とそれに続く津波災害、
原子力発電所の事故は、それまでの災害の景色を塗り
替えるほどの複合災害となり、災害被害ということだ
けではなく、これからの人間の生き方・世界観を考え
る機会となった。
阪神・淡路大震災、東日本大震災の被災から復興の
中で見落としてはならないのは、日本に生活する外国
人の存在だ。阪神・淡路大震災発災時、そこに透けて
見えたのは関東大震災（1923年）後の朝鮮人大虐殺
の記憶である。この悲劇の要因の一つは情報の欠如に
よる風評があったと考えられる。では、それから72
年後に起こった阪神・淡路大震災では外国人への対応
がどうだったのか。そしてその16年後の東日本大震
災ではどうだったのか。
井口（2007）が多文化共生という言葉が一般的に

使用されるようになったのは阪神・淡路大震災後と指
摘するように、阪神・淡路大震災における外国人支援
を振り返ることは日本の多文化共生の歴史を考えるこ
とにつながる。そこで、本稿では筆者自身が阪神・
淡路大震災の被災者・支援者として地域に住む外国人
とともに行ったFMわぃわぃでの母語放送およびたか
とり救援基地での活動を述べる。その後、東日本大震
災後、被災地の災害臨時FM局への支援を通じて母語
による多言語放送をツールとした外国人支援に基づい
た、災害時の多文化共生に関する知見を紹介し多文化
共生社会の構築に向けたコミュニティラジオの役割を

提示する。

Ⅱ. 阪神・淡路大震災とコミュニテ
ィメディア

1.	マスメディアとコミュニティメディアの役割

阪神・淡路大震災はコミュニティメディアの重要性
が明らかになった最初の災害と言える。コミュニティ
メディアの放送エリアは小規模であるもののその地域
の居住者とって必要な情報を自分たちの言葉で伝える
ことで、この点がマスメディアとの決定的な違いとい
えよう。マスメディアとコミュニティメディアの違い、
そしてマスメディアの限界とコミュニティメディアの
役割についてはニュース番組「News23」のキャスタ
ーであった故筑紫哲也氏が震災から8年後にたかとり
救援基地を直接訪れ述べた言葉に凝縮されている。

ぼくら震災報道を当日から来てね、やったんだけ
ど、一番の反省はそこなんですよね。世界に向か
って大変なことが起きてますよ！っていうことは
一生懸命伝えた。だけどここに住んでいる人たち
にとって大事な情報というのをいわゆるマスコミ
っていうのはあんまり伝えなかった。ほんとは、
そこに住んでいる人にとっては、いつまで自分の
家のこの水をもたせれば次の水が来るのか、食料
をもらってその次は、いつ来る？っていうことが
重要。これがわからないマスコミの取材ばっかし
くるもんだから住民の人たちと相当ぶつかったん
ですよ。つまり迷惑な存在なんですよ。人の不幸
につけこんでなんか商売しているっていうくらい
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に思われて…で、何が足りなかったと言えば，ま
さにそういう震災と生活の情報ですよね。だから
震災報道というのは僕らの仕事の中で大きな反省
はその点なんです。外側に向かっての情報は伝え
た。でもそこにいる人たちための情報を伝えるメ
ディアではなかった。そのなかでここだとかいろ
んなところが努力されましたよね。（たかとりコ
ミュニティセンター　たかとり 10年誌編集委員
会、2005）

この言葉を証明するかのように、東日本大震災後
には被災三県（岩手県・宮城県・福島県）に18、茨
城県に1つの臨時災害放送局が設立された 2。さらに、
2011年12月27日に中央防災会議が決定した『防災基
本計画』では、新たに防災緊急時の情報伝達の手段と
して「ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む）」の文
言が入りその役割の重要性が明示された。
それでは阪神・淡路大震災時にどのように市民主体
のコミュニティラジオ局「FMわぃわぃ」が設立され
たのか、その対象が誰であったのか次節で紹介したい。

2.	阪神・淡路大震災と災害弱者への情報提供保障

FMわぃわぃは阪神・淡路大震災直後、地域情報を
多言語で放送したFMヨボセヨとFMユーメンを母体
としている。当時の日本では外国人に対する情報提供
保障の概念がほとんどなかったが、その必要性から市
民が自ら無免許の海賊ラジオ放送を始めたのが最初で
ある。通常、災害時には臨時災害放送局が設立される。
臨時災害放送局とは被災地の自治体が申請し総務省の
判断によって免許の発行と周波数が割り当てられ、放
送の担当者としては行政職員が当たることとなる。阪
神・淡路大震災時にも兵庫県が臨時災害放送局を設置
したが、そこでは日本語のみが提供され、必要な情報
を入手できにくいいわゆる災害弱者の視点が抜けおち
ていた。廣井（2004）によると災害弱者には「行動
弱者」と「情報弱者」がある。行動弱者とは高齢者や
身体障害者、難病者など、身体的行動などに制約があ
る人々のことをさし、情報弱者とは視聴覚障害者や外
国人などの情報収集や伝達にハンディのある人々をさ
している。現代社会では「多様性」が重視されるよう
になったが、阪神・淡路大震災当時はそのような社会
状況にはなかった。日本では国籍によって区別される
が、時にはそれによって差別が生じ、災害時において
は多言語情報の入手が困難でそのため急激な状況の変
化に対応できないということが起こり得た。例えば、
国籍条項は生命の重さにも影響を与えることをNGO
「神戸外国人救援ネット」（飛田雄一代表）による震災

時オーバーステイであった被災外国人への医療費支援
活動が証明している。言語だけが障壁となっている外
国人の場合、情報が入手できれば災害弱者とはならず
支援者になり得ることは第2章で述べる民団女性の炊
き出し支援からもみる事ができる。このように外国人
を地域の人材としてみるためには、日常的にその存在
を明示化し地域の中に共に暮らす環境づくりが必要と
なる。社会の中で国籍や言語をもって線引き（区別）
をするのではなく、外国人も地域の人材であるとの認
識を社会に醸成することが急務である。日本に定住し
ている外国籍住民は今や200万人を超えている。在日
コリアン人や華僑など、日本に定住するオールドカマ
ーと呼ばれる人々に加え、1990年以降は日系人や外
国人配偶者を中心としたニューカマーと呼ばれる人々
が増加していて、定住化傾向は顕著になりつつある。
外国人人口の着実な増加は多様な文化や言語背景を
持つ人々が、地域社会の構成員として生活する現状を
表している。その一方で、外国人を受け入れるための
制度整備はなかなか進まず、特に在住外国人にとって
「言葉の壁」は深刻な問題と言えよう。生活上の問題
に直面した時に、日本語ができないため、必要な情報
へのアクセスできず、制度や支援を受けられないこと
もある。これは全ての人々が等しく有するべき生存権
が保障されていないことであり、人権の侵害である。
日本社会はすでにこれらの日本国籍を有しない人々も
社会の構成員として受け容れている。それら社会の構
成をなしている人々を、言語や国籍のあるなしで線引
きをするという行為は差別というべきであろう。言語、
国籍などの制度だけの問題のみならず、留意しなくて
はならないのは心の問題である。根拠のない差別、情
報の欠如からくる差別、これらを解消するには他者に
関する知識とそれを多様性として受け容れる出会いの
場が必要なのだ。互いに顔の見える関係を、時間をか
けて繰り返し経験する仕組みを創ることが必要だ。近
年、学校教育では多文化共生社会に関する課題を取り
上げるようになり子どもたちには良い機会となってい
る。その他に必要なのは市民生活レベルでの多文化共
生への取組みである。そのためにはコミュニティ放送
局がそのコミュニケーションの一つのツールとなり得
ることをFMわぃわぃの歴史と活動が証明している。

Ⅲ. FMヨボセヨ、FMユーメンと
その役割

1.	長田区の多様性と外国人居住者

阪神・淡路大震災直後の混乱した最中になぜ、神戸



038

7 2012.3

市長田区でFMヨボセヨが生まれたのか、それには国
際都市を標榜する神戸に位置する長田区の人口とその
経済・文化的背景が影響している。2011年、神戸市
内の外国人登録者数44,038人の内、韓国・朝鮮籍は
20,492人で半数近くを占めている。阪神・淡路大震
災前の1994年には長田区の外国人居住者数（28か国、
10,382人）は，中央区（10,764人）についで多かっ
た。その詳細は韓国・朝鮮籍が9,286人、ついで中国
籍が503人、ベトナム籍が478人となっている。震災
後、外国人籍住民の数は減少し、2011年7月に長田区
の外国人居住者数は7,152人で韓国・朝鮮籍が5,427
人と減少する中でベトナム籍が885人、中国籍が656
人に増えベトナム籍、中国籍、フィリピン籍の人の比
率が高まってきている。（神戸市人口統計）神戸長田
は1960年代に工業地域として栄えたが、衰退した今
も「靴のまち長田」と呼ばれるようケミカル・シュー
ズ産業が維持されている。シューズ業では在日コリア
ンが経営者として活躍しそこで働くのは多国籍の外国
人という一つの構造がある。このように長田区は歴史
的にオールドカマーである在日コリアン、そしてニュ
ーカマーに位置するベトナム人やフィリピン人が混住
する地域なのである。

2.	関東大震災時の風評被害の記憶がよぎった、
阪神・淡路大震災

阪神・淡路大震災の発災は長田区に住む在日コリ
アンに関東大震災の記憶をよみがえらせた。1923年9
月1日午前11時58分、相模湾を震源地とするマグニ
チュード7.9の巨大地震が、関東地方を襲った。世に
言う関東大震災である。死者・行方不明者は合わせて
10万人以上と言われている。関東大震災では発災後、
朝鮮人大虐殺と呼ばれる人的災害が起きた。当時、様々
な噂が飛びかったが、人々が信じたのが日本社会で虐
げられてきた朝鮮人「不逞鮮人（朝鮮人への差別用語）」
が震災を千載一遇のチャンスとして日本人に対する逆
襲を行うと言う噂だ 3。この関東大震災での被害の記
憶は日本社会ではあまり議論されないが在日コリアン
の中では綿々と語りつがれている。
阪神・淡路大震災直後、長田の大火災の模様はマス
メディアによって世界中に配信された。それを見た大
阪府生野区に住む在日コリアンたちが、長田区在日コ
リアンへの支援のため在日本大韓民国民団（以下、民
団）や在日本朝鮮人総聯合会（以下、総連）と連絡を
とりあった。それは民団と総連が在日コリアンの情報
が集まっているはずの場所であったからだ。しかし、
民団の把握していた在日コリアンの安否情報は正確と
はいえなかった。そこには日本社会における在日コリ

アンの複雑な事情が絡んでいる。在日歴の長いコリア
ンたちは地域の一員として日常的に防災訓練に参加し
災害時の対応方法として避難所も知っていたため阪
神・淡路大震災の発災後すぐに地域の小学校に避難し
た人が多い。しかし、避難所での名簿に記載、申請し
たのはいわゆる日本名の「通称」であり、本名＝韓国・
朝鮮名を書いた人が少なかったのである。そのため民
団や総連では在日コリアンの避難状況を把握すること
ができなかった。
日常の近所付き合いの中で彼らが在日コリアンであ
るということは知られているにもかかわらず、避難所
の名簿に本名（韓国・朝鮮名）を書くことに躊躇し、
通称である日本名を書いて出したコリアンの存在は何
を意味するのであろうか。これは、1995年当時、日
本社会が多文化共生を標榜できる社会ではなかったと
いうことだ。日本名で避難所登録した彼らの心の内は
おそらく、避難所で外国人（在日コリアン）であるこ
とが明白になったときに、何らかの不利益を蒙るので
はないか、という不安がよぎったのではないか。さら
に、在日一世のおばあさんたちの中には自分自身の名
字を知らない人、日本の漢字そしてハングルでさえ書
いたり読んだりすることのできない人が少なからずい
た。ここでは日本におけるマイノリティの中のマイノ
リティ、在日コリアンの高齢の女性の存在を知ること
ができる。このような在日コリアンの置かれた社会的
状況が影響し、初期に彼らの安否情報を正確に知るこ
とができにくかったといわれている。

3.	被災者として得た教訓　情報とコミュニケー
ションの重要性

阪神・淡路大震災が起こったのは1995年1月17日
火曜日午前5時46分、雪の多かった年の連休明けで
あった。筆者の自宅は須磨区の須磨寺に近く、旧西国
街道に面した街道筋の築100年の民家を改装したもの
だった。発災時、下から突き上げるような一撃に飛び
起きた。暗闇の中、なんとか街道筋に出てみると地域
の人々が自宅前の駐車場に三々五々と集まっていた。
西国街道沿いは瓦礫の山でもはや道とはいえない状態
であり、見渡す限り家々が崩れ落ち、瓦礫の中でその
地域は孤立状態になっていた。
誰もが「何が起きたのか？」、「どうすればいいの

か？」と不安げに顔を見回すのみの状況であったが、
そのうち南に位置する国道二号線あたりから爆発音が
何度も聞こえ、遠く黒い煙が上がるのが見えてきた。
後に、交差点に隣接するラジコンカーやラジコン飛行
機で有名な模型屋の地下倉庫内にあったエンジンオイ
ルなど揮発性液体に引火して爆発、炎上したと聞いた。
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地域の中では崩れたまま誰も外に出てこない家々に声
かけが始まり、そのうち地元の消防団員がチェーンソ
ーを持って、壊れた家屋から自力脱出できない人々の
救出を開始した。しかし消防団員ですら慣れない作業
に救出は困難を極めていた。その後、近隣で建設業を
営む在日コリアンの知人がパワーショベルと機材を持
って現れ次々と家屋に閉じ込められた人や下敷きにな
った人々を引き出してくれた。このような救命支援は
自身には無理と判断した人々は、駐車場や崩れた家の
そばに集められてきた毛布に身を包んで安静にするよ
りほかはなかった。このときの時間の経過はよく思い
出せないが、長い長い一日であり、あっという間の一
日でもあったように思う。
多くの車は無事だったが道路は瓦礫で埋まり使用不
可能な状況で、誰もが徒歩のみの行動を強いられた。
電話もつながらないこのような状況の中で知ったのは
家族や知り合いの安否と正確な情報が如何に重要か、
ということだ。人々は出会った人と無事を喜び互いに
持っている情報を口伝てで交換し合った。また崩れた
家の瓦礫の中に杭を立て、「無事」の書置きを残した、
実はこのことは後々大きな情報伝達であったと気づく
ことになった。安否確認に来た友人・知人たちが、残
された「無事」と記載された書置きを見て、涙して喜
んでくれたと何ヶ月後かに聞いた。瓦礫の中の杭は、
自分が生存しているという情報をそれを手に入れたい
と思う人に伝えることができたのだ。その残された「生
存」・「無事」という書置きに、それを見た人が「見た」
という書置きを何らかの形で残すとそれは双方向の情
報交換になる。ここでは自分の足跡を何らかの形で残
す、ということの大切さを知った。1995年当時は携
帯電話の使用が一般的ではなかったため、手書きで残
す方法がとられたのだと考えられがちであるが、実は
今でも「書置き」は重要な役割がある。それは携帯電
話等の情報は個人対個人であり、情報を得たからとい
って他方への広がりへと繋がらないためだ。災害が起
こり情報が遮断されたら人々は混乱する。必要な情報
が手に入らないからだ。必要とする情報を手に入れら
れないと、人々の不安は増幅する。そこで、被災した
人は自分が無事である印を残す、家族を、知人を探し
に来た人は自分が誰を探しているのか、それぞれが現
場に自分の足跡を残す。その足跡が残されているのを
見た人によってさらにその情報が広がるのだ。そして
その情報は自分の理解できる言語である必要がある。
阪神・淡路大震災で学んだもう一つのことは、日常
的に地域の人々と接点を持つことがとても重要だとい
うことだ。被災した地元地域に娘・両親そして犬と住
む外国人家族がいた。娘は日本語が話せたが両親は全
く話すことができなかったと記憶する。そのためか、

普段、地域の誰と会っても挨拶すらしなかった。そし
て震災が起きた。瓦礫と化したその家の前で、大声で
泣き叫ぶ母親と瓦礫を取り除いている沈んだ顔つきの
父親を見たとき、近隣の誰もが不安な思いでその家の
前に集まった。泣き叫んでいる母親の言葉がわからな
い。その時ヨーロッパを出自にする人が「娘がこの瓦
礫の下にいる。手伝って欲しい。」と英語に翻訳し集
まっている人に伝えてくれた。すると、あっという間
に10人を超える人々が素手で父親に加勢し、コタツ
で寝ていたため一命を取り留めた娘を瓦礫の中から救
い出すことができた。この場合はヨーロッパ人の助け
によって事なきを得たが日本語のわからない地域住民
がいた場合、日本人側からのアプローチはもちろん必
要であるが、外国人自身が地域の住民として地元の
人々となんらかのコミュニケーションをはかるのは大
切な事なのだ。

1995年1月17日
燃えるカトリックたかとり教会
（たかとり救援基地提供）

4.	 FMサランの支援で始まったFMヨボセヨ

長田区は震災以前から高齢化率が高く、独居高齢者
も多かった。低所得者と外国人居住者は「文化住宅」
とよばれる低廉な木造住宅の密集地域（戦前に建てら
れたものが48.8％）に住んでいたと言われており、そ
れらの住宅は激震によって全壊し長田区の被災死者は
921人に上った 4。
災害直後からマスメディアによって流される長田区
の黒煙が立ち込める様子をみて、大阪市生野区にある
ミニFM局「FMサラン」のメンバーたちが長田区へ
救援に駆けつけてくれた。FMサランは在日コリアン
が多く暮らす大阪市生野区において在日コリアンの手
によって1993年に開局されたミニFM局である。FM
サランのスタッフ数名が被災した長田区に住む仲間の
支援のため震災2日後の1月19日に生野区から50cc
のバイクを10時間近く走らせ長田まで駆けつけてき
てくれた。彼らが最初にとった行動は旧知の在日コリ
アンの安否確認であった。しかし、先に述べたよう、
避難所では本名ではなく通称名で届けが出されている
ため現状を把握できていないという事実を知った。大
阪から支援に駆け付けた彼らは、「非常時に本名を隠
す」行為の奥にある被災コリアンの不安を察知した。
そこで不安感を拭うための一つの手段としてラジオに
よる発信を提案したのである。これは生野区でFMサ
ランを放送する経験からくる提案であった。避難所で
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不安な思いを抱いている仲間達に、ラジオ放送という
ツールによって「あなたたちのことを見守る人々がい
る」というメッセージを送り、被災コリアンが必要と
する正確な情報を伝えるためにラジオ放送を実施しよ
うというものであった。その提案を受け新長田駅の北
側に位置する民団西神戸支部の3階にすぐに生野区か
ら器材と送信機が持ち込まれ、発災から2週間足らず、
1月30日にラジオ番組が無許可の海賊放送として開始
された。

3階の窓辺に置かれた長机にマイクとラジカセ、CD
デッキを置いただけのシンプルなラジオ局は「ヨボセ
ヨ～～」という呼びかけがその最初であった。「ヨボセ
ヨ」とは人に呼びかけるときの韓国・朝鮮語であるが、
番組がこの呼びかけから始まったことから放送は「FM
ヨボセヨ」と呼ばれるようになった。1995年1月29日
の深夜、今から放送が開始されると聞き、JR新長田か
ら2駅離れた一時避難させていただいたマンションの
ベランダから民団のほうにラジオを向けラジオから流
れてくるアリランに「聞こえる、聞こえる」と、感動
し涙したことを鮮明に記憶している。その日はライフ
ラインが寸断され、照明のない暗闇の中で一晩中ろう
そくの灯りでラジオから流れる音楽に耳を傾けた。そ
れは知らないどこか遠くの放送局から流れる音楽では
なく、よく知る人々が、知っている場所で、被災者に
よる、被災者のために流す音楽であった。その音が確
かに視聴者に届き、他の被災地のどこかで聞いている
誰かと繋がっているという感覚が、そのとき咲いてい
た黄梅の香りとともにしびれるほど胸を締め付けた。

民団西神戸のFMヨボセヨを訪問
したFMユーメンスタッフ
（たかとり救援基地提供）

5.	外国人は地域社会の構成員である

被災地では“小さな”メディア、つまり被災者と同
じ目線の情報が災害後の支援には重要だと気づいた在
日コリアンたちによって情報発信機能としてFMヨボ
セヨが設立した。FMヨボセヨは周波数77.5メガヘルツ、
一日3回、朝・昼・晩90分ずつの放送番組で放送は日
本語と韓国・朝鮮語の2言語で震災情報と韓国・朝鮮
の音楽を放送した。韓国・朝鮮語を話さず日本語が母
語になっている在日コリアン二世や三世にとっては日
本語のみの放送でも支障はなかったかもしれない。し
かし、あえて韓国・朝鮮語での放送にこだわったのは、
「この放送局は、在日コリアンの放送局」というメッセ
ージになっていたからだ。日本に住む「日本人」では

ない者が誰もが聞くことのできるラジオ放送を韓国・
朝鮮語で放送するのには日本社会への小さな、でもあ
る重要な決意をもって「私たちは違う言語を持つ外国
人だ」ということを表明することでもあった。

FMヨボセヨの放送内容は在日コリアン向けの情報
に偏らず、被災地の誰にとっても貴重な情報であった
ことは重要な点である。在日コリアンが運営するラジ
オ放送ではあるが、同じ被災者である日本人と分かち
合う必要のある貴重な情報を流すこと、その重要性を
認識するのは放送に携わる在日コリアンにとって「日
本社会に役立つ」という自分たち自身への誇らしさに
も繋がった。FMヨボセヨ放送が開始してから避難所
の在日コリアンの不安感を薄紙がはがれるように少な
くなり落ち着いていった。現場ではスタッフ自らが炊
き出しを行いながら、物資配給や炊き出しの情報、罹
災証明や義捐金の手続きなどの情報を発信していた。
その中で筆者自身が経験したひとつのエピソードをあ
げておこう。
ある日3階の放送ブースで音楽CDを交換していた

ところ、下の炊き出しのボランティアをしていた女性
が息を切らして駆け上がってきた。

今ね、キムチチゲの炊き出しをしていたら、一
人の女性が近づいてきて『私は日本人ですが、こ
の炊き出しをいただいてもいいですか?』と聞く
の。『少し辛いけど、どうぞどうぞ』って言った
らちょっと恥ずかしそうだったけれど、うれしそ
うに、キムチチゲのお椀を持っていったわ。

阪神・淡路大震災の前は今のように韓国料理は一般
的でなく「韓国・朝鮮の人の食べ物」と区別されてい
る頃で、その時代にこのエピソードは大きな意味をも
っている。外国人はいわゆる「災害要援護者＝災害弱
者」というカテゴリーに入っているが、実際には地域
の力（人材）として役立っているということだ。この
在日コリアン女性のうれしそうな、そして少し誇らし
そうな様子が筆者の心に深く残っている。支援される
側としてだけではなく、社会の構成員として地域の力
になっていることを実感するとき人は大きく輝くので
ある。

6.	民族放送FMヨボセヨから多言語放送FMユ
ーメンへ

FMヨボセヨの放送を続けるうちにスタッフたちは
自分達とは異なる環境の外国人へ意識を持つようにな
った。それはボートピープルに代表する難民として日
本にやってきたベトナム人の被災状況であった。彼ら
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は学校の避難所や公園のテントで日本人たちと摩擦を
生じさせながら共同生活を送っていた。この摩擦は言
語的な壁、そして自分達とは異なる日本文化との軋轢
から起こっていた。長田区を中心とするケミカル業界
で経営側にいた在日コリアンは労働者であったベトナ
ム人たちが言葉の壁や文化の違いから日常的なトラブ
ルを起こす可能性を理解していた。彼らベトナム人の
日本社会との壁は日本語や文化、制度に対する理解の
欠如が原因で、そのままでは日本生活に慣れないベト
ナム人の行動が日本人の心の中に壁をつくりだし、「ベ
トナム人と一緒にいると困る」といった排除の傾向を
強め、ベトナム人全般へのレッテルが貼られることが
予測された。ベトナム人の経験は在日コリアン一世に
とっては数十年前に日本に来た当時の自分たちの姿で
あり、在日二世にとっては子どもの頃見た日本人から
隠したい親の姿を髣髴とさせるものであった。
ベトナム人たちが置かれている社会的環境を理解し

たFMヨボセヨのスタッフはその解決策の一つとして
ベトナム人信者が多く通い、ベトナム人支援組織も立
ちあがっていたカトリックたかとり教会の神父、神田
裕氏にベトナム語でのラジオ放送を提案した。震災か
ら2ヶ月近く経った95年3月ベトナム語の放送の提案
は受け入れられ「被災ベトナム人救援連絡会」のなか
に「FM設立準備会」が発足した。3月20日には生野
区のFMサランを訪ね、放送に関する研修を受け、送
信機はじめとする機材の全面協力を得て3月28日か
ら試験放送を開始した。
新しいラジオ局の名前はFMサランの「サラン」が

韓国語で「愛」を意味することにヒントを得て、ベト
ナム語の聖書の一節「互いに愛し合いなさい」を意味
する「ユーメン」をとってFMユーメンとした。被災
地にいち早く駆けつけたFMサランのメンバーが、被
災地にいる自分達の仲間のために「心の安寧と正しい
情報を」という思いで支援し、始まった情報発信活動
FMヨボセヨ、そして、FMヨボセヨのメンバーが自
分達とは異なる社会状況にある人々（ベトナム人）へ
支援の必要を認識したことでFMユーメンへと輪が展
開していった。この外国人による外国人の支援の広が
りは平面的な展開ではなく、まちが多様なものが詰ま
った複合体であることを理解するために必須のプロセ
スであり、FMユーメンの開始はその後の「まちづく
り」のツールとして電波を活用する上で大きなターニ
ングポイントであった。

ボランティアの建てた
FMユーメンスタジオ
（たかとり救援基地提供）

7.	 FMユーメンが果たしたまちづくりの新たな
意義

FMユーメンの開局セレモニーはFMヨボセヨが震
災直後の怒涛のような流れの中でいつのまにか放送を
開始した時とは様々な意味で異なった。それはFMユ
ーメンは「被災ベトナム人救援連絡会」という支援の
ために駆けつけた支援者達によって地域の中で姿の見
えにくい外国人を前面に引き出すための手段の一つと
して、この放送局の開局が位置づけられたと言える。
甚大な被害で外国人居住者に行政が手の周りきらない
中で、地域に住む日本語がよく理解できない人々のた
めの情報提供を目的とし、多言語での情報発信を市民
自身が行うということを社会に強くアピールする、そ
のことに照準を当てた開局であった。震災という大き
な災害で行政の支援なしに市民が放送局を開局すると
いうそれまでの社会では想像しがたいものを成し遂げ
たのである。これはその後の神戸の市民活動の活発化
や成熟した市民社会を目指すその方向性と合致したも
のであった。なにより、まちづくりは市民が主体であ
ってこそ初めて成り立つことを明示する開局となっ
た。当日のプレスリリース「ベトナム人及び地域住民
向けミニFM放送局開設のお知らせ」には、FMユー
メンの位置づけが端的に示されている。

被災ベトナム人救援連絡会は，ベトナム人への
緊急時の情報発信を第一の目的に据えた、神戸市
長田区発の地域密着型の情報メディアとしてミニ
FM放送局を開局することになりました。さらに
ベトナム人だけでなく，在日コリアンやフィリピ
ン人など長田に暮らす他の外国人も視野に入れ，
マイノリティと日本人社会との溝を埋め、外国人
が神戸市民としてこれまで以上に地域に融合して
いくことができる「交流メディア」にしていく考
えです。（金治、2008）

この放送局の求めるところは、被災地の被災者が抱
える問題解決であり、それをラジオ局のスタッフたち
が共通認識として持った上での開局であった。一方で、
FMヨボセヨは日本社会における在日外国人問題を意
識した上で組織するラジオ局であり、在日コリアンを
主体とした当事者団体の放送局として生まれた。FM
ユーメンは地域の問題解決を目的にした市民運動が主
体であり地域に住むベトナム人や外国人支援に立ち上
がった日本人が中心メンバーであった。日本の地域社
会における問題点を正すことを意識してのラジオ放送
という意味で共通の目的を持ってはいるが、設立の出
発点が違うことで生まれる空気感の違いがFMヨボセ
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ヨに当初からかかわる筆者には感じられた。

Ⅳ. 震災から生まれたもの、まちづ
くりのツールとしてのコミュニ
ティ放送局FMわぃわぃ

1.	二つの多言語放送局が合体、FMわぃわぃへ

震災後、FMヨボセヨとたかとり救援基地を本拠と
したFMユーメンという二つの多言語放送局が誕生し
た。二つの局は後に合併し、筆者がたかとり救援基地
にボランティアとして参加するようになったときから
民族問題と多文化共生ということの違いと折り合いを
考えるようになった。
春になり、復旧・復興のスピードは加速し人々の生
活は避難所から応急仮設住宅へ、発災・応急対策から
生活再建へとステージは移った。生活再建のステージ
は考えかたの様々な違いや経済格差などが顕著になり
始める時期である。震災から5ヶ月を迎えようとした
時期にFMユーメンの中にFMヨボセヨとの合併話が
持ち上がった。その理由にはFMヨボセヨが放送を行
っていた民団西神戸支部が被災時に損傷を受けた建物
の改修工事に入るため、改修期間中は民団からの放送
ができなくなるというのが第一の理由だ。さらには
FMヨボセヨの放送に参加していた在日コリアンたち
は生活再建のため放送ボランティア活動を継続するこ
とが困難になったことも挙げられる。在日コリアンた
ちが生活再建のため利益を生み出さないボランティア
活動を継続することが難しいという社会的状況は、日
本社会における彼ら彼女らの経済的基盤の弱さを表し
ている。一方で、FMユーメンを運営するたかとり救
援基地には全国から支援が届き、さらに教会信者を中
心とした安定した支援があった。
その後、FMユーメンとFMヨボセヨはさまざまな

想いが重なるなかで合併した。新しいラジオ局の名
前はそれぞれ「ヨボセヨ」の頭文字「Y」と「ユーメ
ン」の頭文字「Y」を合わせ、さらに日本語で「みん
なで共にわいわいやる」という思いを繋いで「FMわ
ぃわぃ」と名づけられた。合併の日は震災から半年後、
1995年7月17日に決められ、この前夜祭では、FMわ
ぃわぃのイベントで今や定番となった多様な国々の音
楽の演奏と多文化な料理がふるまわれた。ここに記す
べきは、この前夜祭に長田区長をはじめ神戸市・兵庫
県から職員が多数参加していたことだ。FMわぃわぃ
はこの時点においても国の認可を得ない海賊放送局で
あった。それにもかかわらず前夜祭に県や市から行政
職員が多数参加されたことは、被災地での復興まちづ

くりにおいてこの放送局が果たすべき役割が、行政職
員の中にも期待感をもって受け入れられたことを示唆
している。
実はFMわぃわぃの開局前に複数の行政職員が何度

もたかとり救援基地を訪れていた。明らかに海賊放送
で法律違反であるこのラジオ局を、地域の人々もまた
行政職員も応援していた背景には震災という特殊の状
況であるほか、「新たな時代」への神戸市民の期待に
応えるものをこの放送局は持っていたと考えられる。
筆者自身、自宅全壊、さらに生活の糧である店舗の全
壊という現実がありながらFMわぃわぃへボランティ
アとして通い続けることができたのは、メディアへの
期待感というより何か新しい未来を予感させるもの
が、ここに存在していたからである。震災によって破
壊された都市に見たのはその脆弱さであった。そこで
は既存の枠組みにとらわれず新たなものを生み出し、
創造してゆく必要性を肌で感じることができた。同じ
事を感じる人々が災害後の神戸のまちに市民活動を展
開させたのだ。FMわぃわぃもメディアとして誕生し
たというより、発信力を持った市民活動団体であった
からこそ、多方面の人々から支持を集めることとなっ
たのであろう。震災前は行政が市民の生活すべてをカ
バーすることができる、そしてカバーしなくてはなら
ないと考え、市民もそれを希望していた。しかし、震
災によって行政にもカバー仕切れない部分があること
が露呈してしまった。そのような社会状況の中では行
政とボランティア・NPOとが、それぞれの得意分野
を受け持つというやりかたがよい場合があるし、協働
した方がよい場合もあることを学んだ。

2.	正式認可とFMわぃわぃの新たなスタート

FMわぃわぃの放送担当者は積極的にまちに出て生
活再建に力を尽くしている地元の人々やボランティア
の声を集めてまわり、その生の声を放送した。ボラン
ティアたちは地域活動を展開していくなかで国籍・民
族の違い、障害の有無、年齢、性別、経済的格差など
震災で見えてきた問題は、実は震災前からあった問題
であり、それらを解決するためには新たな自分たちの
住みたいまちを創るという「復興まちづくり」という
ものに参画しなくてはならないということに気がつい
た。自らが力を尽くして活動しなくては、自分たちが
住みたいまちは生まれないのだ。「自分達の住みよい、
住み続けたいまちづくり」を語るツール、それがコミ
ュニティ放送局であり、FMわぃわぃの使命なのだと
確信した。まちづくりがFMわぃわぃの使命ならば災
害情報を流す防災無線のような情報提供だけがFMわ
ぃわぃの目的ではない。長い時間をかけて、一緒に地
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域のまちづくりを実践する放送局となるためには、正
式免許をもち、じっくり腰をすえて、まちづくりに取
り掛からねばならないと決心した。海賊放送局FMわ
ぃわぃは、震災の年の12月5日に無線局免許申請書
を郵政大臣（当時）に提出、阪神・淡路大震災から1
年後、1996年1月17日に正式認可され、コミュニテ
ィ放送局「エフエムわぃわぃ」が開局した。申請時、
近畿電気通信監理局（当時）は柔軟に対応してくれ、
ＦＭわぃわぃが震災後の非常事態の中で地域社会にい
かに貢献してきたかについて深く理解している旨表明
し、正式認可の早期取得を支援してくれた 5。

FMわぃわぃ正式開局
（たかとり救援基地提供）

Ⅴ. FMわぃわぃの災害及び外国人
支援の展開

1.	臨時災害放送局とコミュニティFM

臨時災害放送局とは、放送法第3条の5に規定され
る「臨時かつ一時の目的のための放送」（臨時目的放
送）のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火
事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽
減するために役立つこと」（放送法施行規則第1条の5
第2項第2号）を目的とする放送を行うことを指す。「臨
時災害放送局」の語は電波法関係審査基準による。地
震、火山の噴火によって甚大な被害が発生した場合に
開設され、被災した地域に各種情報（自治体からの災
害関連情報、避難場所、救援物資、仮設住宅、ライフ
ライン復旧状況など）を提供している。先に述べたよ
うに1995年の阪神淡路大震災において、初めて兵庫
県に災害臨時放送局が置かれたが、情報発信のみを目
的としていたため、FMわぃわぃのようなまちづくり
の一翼を担うということはなかった。

FMわぃわぃでは阪神・淡路大震災後、被災各地で
の支援活動を続けている。2004年10月23日に発災し
た新潟県中越沖地震では災害情報を長岡市からFAX
で送信を受け、それを多言語に翻訳し音声データにし
た上で被災地の「FMながおか」に提供し、現地で放
送するという連携体制で対応した。その縁で今もFM
ながおかとFMわぃわぃは強い絆で結ばれている。こ
の経験は各地での被災地支援に有効であり、東日本大
震災でも被災地に住む外国人への情報支援のため様々
な連携によって継続した支援を実施している。

2.	 FMわぃわぃが実践・支援する多文化共生と
まちづくり

阪神淡路大震災の起こった1995年当時は多言語で
情報発進する社会基盤がなく、その必要性すらも認識
されていなかった。そのため、多くの情報が日本語で
提供され外国人らは確な情報を入手できず困難にみま
われた。その経験から、外国人が日常、そして非常時
にも日本人と同じように情報を得る権利があることを
顕在化する必要があった。FMわぃわぃはその考えを
基に「一人ひとりが住みやすいまちづくり」を目指し
て市民自身の手で設立された。阪神・淡路大震災にお
いて一定の役割を終えた後も多言語での番組放送を
続け、カトリックたかとり教会とともに歩むNPO法
人たかとりコミュニティセンターの仲間たちと継続し
てまちづくり活動を実践してきた。その中で、外国人
に向け彼らの母語で情報を届けるだけではなく、同じ
言語を母国語とする者同士が情報交換できる「場」と
するための様々なプロジェクトが生まれてきた。それ
は、人々が放送あるいは放送の現場を安心できる場所
として捉え人と人がつながる場、さらにその場をエン
パワーメントにつながるように工夫していく試みで
あり、多文化共生の社会構築の考え方である（吉富、
2008）。
そのような活動を実践しながらも、国内外で災害が
発災した際には、現地にかけつけるあるいは神戸から
臨時災害放送の支援を行ってきた。ここでは東日本大
震災後、被災地への多言語情報提供支援とその後のエ
ンパワーメント支援について紹介したい。

Ⅵ. FMわぃわぃの多文化共生とま
ちづくり、そして東日本大震災

1.	東日本大震災とインターネットを通じた新し
い支援

災害時の情報発信・収集の方法は阪神・淡路大震災
当時の1995年と現代では大きく変わってきた。その
最たる違いは携帯電話とインターネットの普及であ
る。今回東日本大震災ではTwitter、Facebookなどの
コミュニケーションネットワークやソーシャル・ネッ
トワーキング・サービスが様々な形で利用され情報の
環境は大きく変わった。しかしながら、水道・電気・
電話のライフラインが瞬時に寸断され、被災当事者は
何日間も状況を把握できなかったことはよく知られて
いて、緊急時に被災者が正確な情報を即時に得るには
行政が正確な情報を提供し、それを様々な情報と一緒
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に発信する臨時災害放送の果たす役割が重要であるこ
とが今回の災害でも確認された。

FMわぃわぃは2011年3月11日の東日本大震災発
災直後、午後3時過ぎからオフィスでの支援を開始し
た。ここで確認したいのは、FMわぃわぃが果たす最
初の役割は現地に駆け付けての救出、救援ではないと
いうことだ。阪神・淡路大震災当時は被災者自身によ
る民間災害ラジオ放送を立ち上げたが、あれから17
年が経ち、今は総務省主導で立ちあがる災害臨時放
送局への後方支援がより有用だと判断している。そ
のためFMわぃわぃが得た災害情報を多言語センター
FACILのメンバーらによって多言語化し、それを地
上波とインターネット放送で24時間放送し続けると
いう支援を3月31日まで続けた。4月からは放送時間
を通常に戻しこれまでに培っていた現地とのネットワ
ークを通じてこれからどのような支援が必要になるか
情報収集を実施した。その後、阪神・淡路大震災当時
からのたかとり救援基地の仲間、そして国内外の災害
支援で繋がったパートナー団体らとともに支援方法を
検討し、2011年4月から新たに現地の放送局と連携し
た支援活動を開始することとなった。これまでに11
局の臨時災害放送局を支援してきたが、その具体的な
内容は次の8項目で放送コンテンツの提供および災害
時に求められる放送局運営について理解を深めてもら
うための教育訓練等の支援なども含まれている。

（1）被災外国人向け多言語音声情報の提供
（2）ラジオ受信機の配布
（3）私のラジオを届けてね！キャンペーンの実施
（4）臨時災害FM局への機材支援
（6）大槌町（岩手県）臨時災害FM局の立ち上げ支援
（7）災害の経験と知識の共有支援
　　　宮城県名取市臨時災害FM局「なとらじ801」
　　　宮城県亘理町臨時災害FM局「FMあおぞら」
　　　宮城県南三陸町臨時災害FM局「みなさんFM」
　　　 福島県南相馬市臨時災害FM局「みなみそうま

災害エフエム」　ほか
（8） 気仙沼（宮城県）のフィリピン人女性グループの

ラジオ番組制作支援

2.	「FMわぃわぃの東日本大震災被災地支援の

現状 6

FMわぃわぃは母語が日本語でない外国人を視聴対
象者に向けた支援を念頭にしているため、情報提供時
には災害・復興に関する一般的な情報とあわせて、外
国人のみが必要とする情報も提供するよう配慮した。
災害後に必要な情報とは、例えば罹災証明書発行、義

援金、生活福祉資金貸付金などの情報がある。さらに
東日本大震災では原発事故に関する情報提供が重要だ
と判断した。外国人が特に必要な情報として在留資格
認定証明書の有効期間の延長を含め、査証に関する情
報、あるいは雇用の相談窓口情報などを選択した。災
害当初はリアルタイムな情報を提供することに苦慮し
たが、時間の経過に沿って情報提供の方法に変化をも
たせるよう心掛け、6つの言語で発信し、その種類は
被災地に居住する外国人の多様性を調査した上で決定
した。

発
信
言
語

やさしい日本語

中国語（マンダリン）

韓国・朝鮮語

タガログ語

英語

ポルトガル語

特
に
配
慮
し
た
内
容

津波や原発事故に関する正確な情報

災害伝言ダイヤルの使用方法など安否確認に関する情報

罹災証明書発行、義援金、被災者生活支援法などの情報

在留資格認定証明書の有効期間など査証関連情報

医療や多言語相談窓口の案内に関する生活情報

3.	 FMわぃわぃのラジオ放送やニュースレター・
Facebookでの配信

放送局からの発信は発信側と受け手の双方向である
ことを心がけるべきである。実践例としては東日本大
震災後のFMわぃわぃの番組「SALSALATINA」が
ある。「SALSALATINA」はFMわぃわぃの番組で毎
週水曜日20時～21時に生放送している。この番組の
中でスタッフが被災地へ情報収集に出かけた際に出会
ったスペイン語圏の女性との電話中継を開始した。内
容はその女性が母語（スペイン語）で被災地の状況や
思いを自分の言葉で語るというものである。この女性
は漁業を営む日本人男性の配偶者で普段は家庭でも地
域でも日本語を使用しながら生活している。だが、こ
の番組では自分の思いをそのまま母語で語れるように
構成し、それは不安な状況の中にいた彼女の救いとな
ったと後に聞いた。ホームページ上にはFMわぃわぃ
が多言語化した災害関連情報をテキストにしたものと
音声とを併せてアップした。更に、FMわぃわぃが通
常放送している外国語番組においてインターネット放
送で番組提供をしていることを利用し様々な情報を発
信した。さらに、この番組はFacebookを利用しての
発信にも努めた。番組の内容をスペイン語で発信する
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ことで、被災地内外の日本在住スペイン語圏の人々を
中心に被災地の状況を伝えるのみならず、万一、被災
した場合に備えて日本社会での災害対応（例えば、避
難所や仮設応急住宅の生活、炊き出しの方法など）を
伝授する役割を果たした。この番組によって被災外国
人女性が入った避難所、そしてその後の仮設応急住宅
にはスペイン語圏の人々からの支援物資が届けられ
た。ラジオでの音声発信、テキスト化された文字と
Facebookによるその応用が情報発信としての役割を
果たした事例の一つである 7。

SALSA	LATINAの番組風景
（FMわぃわぃ提供）

4.	被災地に住むフィリピン人女性のラジオ番組
制作支援

東北地域では水産加工場で働く外国人研修生の存在
がよく知られているが、気仙沼で支援を展開する中で
日本人男性の配偶者として国際結婚によって日本に来
た女性達が少なからずいることを知った。彼女らの出
身国は主にフィリピン・韓国・中国であるが、日本文
化を理解し「やさしい日本語」を使用しながら家庭内
はもちろん、地域との関わりも積極的に行っていた。
彼女たちの社会環境は阪神・淡路大震災当時に課題と
なったベトナム人や工業地域に家族単位で集住する日
系ブラジル人らと大きく異なる。普段から地域社会に
馴染み、「○○家の嫁」として家族間、地域間で手厚
く守られている8。しかし、彼女たちが自身を「外国人」
としての顔を見せないところに逆に心のケアの必要を
感じた。そこでフィリピン出身女性達に日本社会に入
ってから日常は使用することがない母語・タガログ語
での番組づくりを提案した。彼女たちはその提案に賛
同し、筆者もFMわぃわぃのスタッフとしてその後支
援のために何度も現地に足を運んだ。
たかとり救援基地での調整の結果、この支援プロジ
ェクトは多言語センターFACIL（理事長：吉富志津代）
が中心となって実施することになり、弱者として受け
身で社会に埋没される傾向にある外国人としてではな
く、地域社会の主体者の一人として、有用な人材とし
て顕在化するための取り組みとして位置づけられた。
活動としては最初に2011年6月25日に気仙沼に赴き、
フィリピン人コミュニティのリーダーである女性宅を
フィリピン人女性たちが集まる拠点とすることにして
ラジオ番組収録用の機材を搬入した。その家には外国
人被災者に向けた緊急支援物資が届くようになってい

ったが、救援物資を受け取り分配するなどの実務面だ
けでなく、彼女たちの思いを母語で、自分自身で語る
心のケアを兼ねた番組をつくれるような環境となるよ
うに努めた。さらに、彼女たちへの継続したサポート
として地元の国際交流協会に協力依頼をし、合同で番
組制作に関する研修会を実施した。彼女たち自身が何
度も練習を重ねた後に、7月31日に気仙沼市を再度訪
問し放送用の第一回ラジオ番組の制作に至った。番組
は、神戸に持ち帰り8月12日と26日の2回、FMわぃ
わぃの番組として放送した。
しかし、この番組制作の目的はFMわぃわぃで放送

を行うことではない。被災フィリピン人女性たちが自
身の生活空間において、彼女たちの存在を顕在化させ
ることが目的なのである。そこでフィリピン人女性た
ちの日常の行動範囲内で、さらに地元でFMの可聴領
域にある災害臨時FM局での放送を企画した。その後
南三陸災害FMと気仙沼災害FM、そして花巻コミュ
ニティFMへ被災地の訪問時にできる限り顔をだし彼
女たちの番組を放送する機会の提供を依頼し協力を
得た。これはFMわぃわぃの提供する多言語コンテン
ツ（この場合はタガログ語）を放送してもらうことが
目的ではないこと、被災地域に住む、多言語話者を地
域社会の資本として活用することが地域の多様性のニ
ーズに答え、「まちの復興・再建」の一助となること、
それがコミュニティメディアとしての地域に存在する
意味があること、などを繰り返し伝えた結果である。
この試みは被災地域で受け入れられ、2012年3月に
は気仙沼災害FMで「バヤニハン気仙沼RADIO」と
して始動する。番組制作時の様子は次のとおりである。

●　地震と津波による恐怖や被災後の苦労など
　　の体験の共有⇔心の安寧・いやし
●　母語であるタガログ語と日本語で進行
　　⇔地域の人々への配慮
●　行政情報の公開⇔必要不可欠な情報
●　日ごろの悩み相談⇔心の安寧・いやし
●　地域への発信⇔自分たちの存在発信9

バヤニハン気仙沼RADIO収録
（多言語センターFACIL提供）

5.	阪神・淡路大震災・東日本大震災で異なった
朝鮮学校関係者からの談話

今回の東日本大震災の被災地支援の中で、阪神・淡
路大震災と異なると感じたことの一つに朝鮮学校の存
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在がある。神戸市長田区には在日コリアンが沢山住ん
でいることは先に述べたとおりで、東日本大震災の被
災地支援においても長田区の在日コリアンの姿はすぐ
に見えてきた。例えば、神戸朝日病院（院長：金守良）
を中心に募金活動が行われ物資とともに被災地に送ら
れた。神戸と被災地の在日コリアンとの交流としては
毎年開催される統一マダンに全壊となった学校法人宮
城朝鮮学園東北朝鮮初中高級学校の尹鐘哲学校長を招
待し交流を深めて、FMわぃわぃの番組にも出演いた
だいた 10。

東北朝鮮小・中級学校校長の
FMわぃわぃ出演風景
（FMわぃわぃ提供）

FMわぃわぃは東日本大震災での支援を展開する中
で仙台市国際交流協会と連携を深めていった。その活
動の中で仙台地域のラジオ局に在日コリアンが出演で
きることになり、その出演をきっかけに地域で在日コ
リアンの姿を顕在化してゆく方法を模索した 11。

日本各地からの応援メッセージ
を宮城県庁へ
（在日日本朝鮮青年同盟提供）

在日コリアン青年団体である、在日本朝鮮青年同盟
（チョチョン）が行う＜感謝を伝える自転車訪問＞の
みなさんの番組出演も実施している。
それらの活動の中で在日コリアンの方々から日本社
会の一員でありながらも特別な地位にあることを実感
する様々な話を聞いた。例えば、福島県では今回の災
害で初めて朝鮮学校が避難所として認定され、学校再
建では被災地の外国人学校再建には激甚災害指定に伴
う補助を含む緊急支援に違いがあることも話題に上っ
た。在日朝鮮宮城県朝鮮商工会の鄭弘美さんは女性の
立場から在日コリアン社会では決定権は男性にあると
の意見を述べた12。この事は災害時に現れる課題は特
殊な事ではなく、日常に存在している課題が顕在化す
るのである。そのことは阪神・淡路大震災の経験も東
日本大震災での経験も同じであることを教えてくれて
いる。

6.	コミュニティメディアとジェンダー～災害臨
時FM放送局でみたもの

ジェンダーと災害復興研究会 に参加するようにな

り、小さなコミュニティラジオの番組としては取り上
げられる問題が、大きなメディアの中で顕在化してゆ
かない理由を探るようになった。マスメディアで顕在
化されない障害のひとつに、メディアの中の女性比率
が圧倒的に少なく、かつ決定権を持つ人もまた決定的
に少ないということに気づき始めた 13。被災地で嘆き
悲しむ女性、失意に沈む高齢者たち、そして救助活動
に励む若く力強い男性自衛官というものがクローズア
ップされれば、助けるのは若く力強い男性で、その指
示に従って炊き出しをし、人々の世話をするのは女性
たちという図式が知らず知らずのうちに、全国の人々
の中に組み込まれるのではないだろうか。被災地や復
興の過程というのは、生活が一番重要な部分ではない
のか。子どもを見守り、高齢者の状況を把握し、毎日
の食事を考え、洗濯をいかにするか、ということが一
番重要な視点である。それをイメージできる人が被災
地の復興計画を策定する中で中心にいるべきではない
のか。しかし実際は洗濯や料理、高齢者介護の経験の
無い人がその会議に出ている。メディアにもそれは言
える。コミュニティFMにおいても、そして今回の被
災地東日本にできた災害臨時FM放送局においても同
様で業務の中で原稿を読む、総合司会のアシスタント
をする、案内役をするのは女性の役目であり、企画を
つくる、決定するのは男性である。この構図はメディ
アの顕著な図式でありここには特に危機感を持って対
応をしていかなければならないと考える。

Ⅶ. まとめにかえて

東日本大震災の被災地域では外国人の集住地域が存
在しなかったため、FMわぃわぃのようなコミュニテ
ィラジオをツールとした支援活動は自然発生しなかっ
た。しかし、被災地各地で支援活動をする中、何故、
FMわぃわぃのような支援活動が重要なのかを知って
もらう機会が着実に増えてきている。例えば、2012
年1月27日に宮城県名取市でコミュニティラジオワ
ークショップが開催され、そこでは外国人と日本人の
日常的な連携が地域はもとより日本社会にとって大き
な力でありそのために地域に根付いたコミュニティメ
ディアが一つのツールになり得ることを伝えることが
できた。
ＦＭわぃわぃのスタッフが東北の被災地支援に赴き
ラジオ番組を作成する目的は遠く離れた神戸のまちで
FMわぃわぃの番組として発信するためではない。彼・
彼女らが住む場所で日本人とは異なる文化・社会背景、
異なる言語を使用する存在があるのだと知らせるた
め、自ら発信することへの支援が重要なのだ。被災地
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の外国人たちは母語で発信を続け、それが日常となる
ように復興まちづくりに関わっていくことが必要だと
気づきはじめている。ＦＭわぃわぃはこれからも東日
本大震災の被災地支援を継続していく予定である。そ
こでのＦＭわぃわぃの役割は阪神・淡路大震災を契機
にＦＭヨボセヨとＦＭユーメン、そしてたかとり救援
基地ができ、その後市民活動の場としてのたかとりコ
ミュニティセンターへと展開したように、東日本大震
災の被災地に外国人と日本人が一緒に復興まちづくり
を推進するための基盤をコミュニティラジオというツ
ールを使って後方支援することだと捉えている。今後
もその社会的使命を果たしていきたい。
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