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気仙沼市役所

復興は社会課題の解決を目ざす

震災発生の翌朝、松岩の高台から

が、本庁舎やワン・テン庁舎が不十

でなかったと批判を頂戴しました

発災翌日から私も防災センター

街を眺めて絶句しました。一面、茶

分な状況では選択肢がなかった。私

室に父を含めて三人のご遺体があ

が小さいことを願うしかありませ

褐色の風景です。救命・救助はヘリ

自身は、自宅が津波で流されたので、

とワン・テン庁舎を往復して指揮を

◆防災無線で「励ます」ことの大
んでした。余震が続くなか、本庁舎

を中心に病人や負傷者を優先し、内

防災センターや市庁舎に五月九日

り、ひと晩、一人で線香の番をさせ

切さに気づく
は使えず、電源不足のため、いった

陸の五右衛門ヶ原野球場に搬送。順

まで泊って仕事に集中しました。

執りました。市の拠点が二つに分か

激震が襲ってきたのは、市議会の
んワン・テン庁舎二階に設置した災

次、救急車で行ける所まで行って医

◆自衛隊、東京都の緊急消防援助

ていただいたのが昨日のことのよ

審議中でした。予想されていた宮城

害対策本部を、気仙沼・本吉広域防

療機関に託しました。一方、防災無

隊への感謝

れ、コミュニケーションがスムーズ

県沖の巨大地震だと直感。本庁舎は

災センターに移動、私もそちらに移

線の電池が辛うじて残っていたの

うに思い出されます。

耐震補強されておらず、地震に弱い

りました。ワン・テン庁舎には宮城

で市民に自分の言葉で、こう語りか

菅原 茂

ので、揺れが収まったのち、ワン・

県から出向中の副市長を残し、各部

けました。

気仙沼市長

テン庁舎の屋上に移りました。しば

を動かしてもらいました。大事なこ

が見え、すごい勢いで動いているの

センターとワン・テン庁舎を行き来

とを私が判断し、危機管理監が防災

懸命に動いています。頑張りましょ

が、皆さんを助けるために各機関が

「大変な災害に見舞われました

痛恨の極みです。そうしたなか、外

ました。十名の仲間が殉職したのは

身命を賭して任務を全うしてくれ

に 燃 えて 大波 や炎 にも たじ ろ がず 、

がわかり、そのうち、市役所前の道

して調整しました。

がいるから」と伝えました。結果的

屋さんに電話して「窓を開けて、人

か助ける方法はないか、と裏の呉服

庫の屋根に人が上がっていて、何と

家も流れてくる。道路の向かいの倉

に避難しており、助からないかもし

妻、娘は南気仙沼地区にあるホテル

個人的なことですが、足の悪い母と

日が暮れて、海から陸へ火災が拡

と……。毎日続けて語りかければ良

し、がんばろう、諦めてはいけない、

励ますことだと痛感しました。励ま

区、魚市場の西側一帯が燃えていた。 ル化されたことだけでなく、市民を

大しました。ＮＨＫの映像で鹿折地

かったけれど、すぐに防災無線の予

山形県東根市の第二十普通科連隊

衛隊第二十二普通科連隊、翌日には

発災当日には多賀城市の陸上自

持ちでいっぱいです。

頭が下がりました。いまも感謝の気

方々の勇敢かつ頼もしい活動には

庁を主体とした緊急消防援助隊の
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気仙沼の消防本部職員は、使命感

らくして遠くに土煙と船のマスト

路 に も濁 流が 押し 寄せ てき ま した 。

に倉庫の上の人は、水が引いて助か

れないと思った。寝たきりの父は介

備電源も切れました。十日後に災害

が防災センターに到着。三月十四日

からの支援、特に自衛隊、東京消防

った。向かいの果物屋さんに高齢の

護施設に入っていたのですが、その

ＦＭ局を立ち上げてお話できる媒

には大分県別府市の第四十一普通

う」

女性がいるのに市職員が気づき、み

後、低体温症で市立病院に移り、四

体を確保したのです。

市長がやるべきことは、マニュア

んなで助け出したりしました。

月下旬に逝去しました。葬祭場の一

津波の全容は想像もつかず、被害
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をして情報を発信しました。

マが職員の胸にも刻まれました。そ

ない。一生抜けない悲しみとトラウ

いたら、心が折れる人が増えるので

また停電。このまま一週間停電が続

持ち場として就くとなかなか離れ

た 。 停電 は短 期間 で回 復し て 復旧 、

対に諦めてはいけないと肝に銘じ

科連隊、長崎県大村市の第十六普通

◆ご遺体のお世話は公務員の使命

はないかと危惧しました。市民の誰

しょう。自衛隊の底力を感じました。 省しなくてはいけない。ただ、肉親

られません。自分が離れたら誰かが

復興への足がかりが徐々に整いま

科連隊が来てくれました。救命・救

の辛さはずっと続きます。

を亡くし、家族が行方不明の状態で

来なくてはならない。特別な事情が

した。

市の対応には不十分なところも

東京都の緊急消防援助隊の先遣
職務に邁進した者もおります。大変

ない限り、交代は難しい。火葬場も

仮設住宅は、最初から三千五百四

助、さらには風呂の提供などは自衛

隊は、十二日の朝、防災センターに
な局面はたくさんありましたが、ご

足りず、隣の一関市にもお願いしま

戸と決まっていたわけではなく、建

もが復興をあきらめても、市長は絶

着き、その日の夕方には六十三隊が
遺体のお世話は公務員に課せられ

した。それでも不足が続き、一部の

てながら考え、用地を確保しました。

安置所であっても、職員が、一旦、

合流し、じつに百八隊三百五十五名

た最も厳粛なものでした。当初、新

ご遺体は土葬せざるを得ませんで

あったでしょう。反省すべき点は反

の体制で炎上していた鹿折地区の

城小、白山小にご遺体の安置所を設

気仙沼公園を皮切りに市営の運動
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隊の支援なくしては難しかったで

火 災 防御 活動 に入 って くれ ま した 。

した。数年経って掘り起こし、再埋

市有地で賄えるのは半分程度。民間

けましたが、とても対応できなかっ

を受けて掘り起こしたのですが、そ

から「使ってください」と二百五十

市内を視察中に交差点で東京都の

小学校の体育館を安置所にする

れは生易しい現場ではありません

箇所ちかいノミネートがあった。篤

公園、都市公園、学校と広げたけれ

こ と で、 後で どん な影 響が 出 るか 、

でした。引き受けていただいた業者

志と受けとめてすべて調査しまし

葬する予定でしたが、日をおかずし

ました。じつに五十数台の消防車を

一瞬考えましたが、それどころでは

の皆さんには感謝しています。

た。インフラが整備できるか、土地

た 。 階上 小、 面瀬 小、 大島 公 民館 、

東京都は派遣してくれたのです。当

ありません。安全な場所、海から遠

◆仮設住宅のための適地判定調査

は平らで汚染などないか、適地判定

消防車と出会い、先に通すと、次か

初、野営場所を市の総合運動場と月

い場所に設けました。肉親が行方不

ライフラインの確保では、まず給

調査をして四十箇所以上の民有地

ど 、 市有 地だ けで は全 然足 り ない 。

立小学校に置き、災害対策本部で情

明になった方は、きっと生きている

水。仮設トイレ、電気など優先順位

をお借りした。二年半は無償で借り

て火葬場が確保できた。早く、正式

報を共有しながら動いていただき

と信じて避難所を訪ねる。そこで見

をつけて取り組みました。入院患者

唐桑体育館、本吉響高と増やさざる

ました。

つからず、絶望感を抱いて安置所に

て固定資産税は免除。次の二年半は

ら次に車列が途絶えない。正直言っ

災害対策本部のメンバーは、市側

来られます。一つひとつ遺品を見て、 の多い大きな病院が第一で、逐次、

有償で、宅地並みの固定資産税をい

九 十 三箇 所の 土地 が必 要で し たが 、

は私と危機管理監、警察、海上保安

大規模な避難所から電気を通した

ただきました。

に埋葬したいというご遺族の思い

署 、 自衛 隊、 宮城 県、 国土 交 通省 、

確認していただく。それまで抑えて

のですが、発災からひと月ちかく経

を得ませんでした。

ＮＴＴ、東北電力、気仙沼市医師会、

いた感情が堰を切ったようにあふ

った四月七日、震度六強の大余震で

て、あのとき、「助かった」と思い

消防関係者でした。朝晩、二回、合

れ出ます。クレームなんてものじゃ

仮設住宅への入居者選定では抽

同会議を開き、その都度、記者会見
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二箇所の仮設住宅を提供してもら

しい声も寄せられました。一関市に

目の扱いが不公平ではないかと厳

選漏れが続く方もいました。優先項

もいい。当然、市はまちづくりとの

が住んでいいかが決まると言って

防潮堤の高さによって、どこまで人

り と 密接 に結 びつ いて いる の です 。

つあった。市街地の災害危険区域の

の段階で高台移転の例は生まれつ

被災自治体では早いほうでした。そ

月 に 災害 危険 区域 を設 定し ま した 。

ションを積み上げ、平成二十四年七

めたことは一つ。六月に魚市場を開

誰だっけという雰囲気のなかで決

頬がげっそり、髭が伸び、この人は

ら れ まし た。 みん な顔 色は 灰 色で 、

仙沼市水産業災害対策本部が設け

な決定だけど、皆、そこで元気にな

兼ね合いで防潮堤の議論を方向づ

たない人が生まれます。しかし、被

った。やるべきことは決まっていま

い、抽選に漏れ続けた方々に入って
ところが、国や県は全然違う。県

災したのに防潮堤整備によって災

した。

くことだけでした。非常にシンプル

は、まちづくりの主体ではなく海岸

害 危 険区 域か ら外 れた 人も い ます 。

設定では移転の権利を持つ人と持

◆防潮堤の議論はまちづくりに直結
管理者として防潮堤を建設、整備す

国の理解を得て別途補助制度を創

るので、魚市場のかさ上げをしなく

けます。

防潮堤の問題には随分悩まされ

ることだけを説明したがります。で

設しました。

てはいけない。プラットフォームを

いただいた。遠くへ移る、辛い決断

ました。国の防災基本方針は二段構

す か ら住 民に 対し て説 得力 が ない 。

◆六月に魚市場を開けよう！

エリアはシミュレーションをかけ

乗り越えてきます。Ｌ２で浸水する

防潮堤ができてもＬ２の津波は

ろうというものです。

けでなく、多重防御で生命だけは守

＝「レベル２（Ｌ２）」は構造物だ

回のような千年に一回の巨大津波

るような行政運営はできません。定

〇・五、別の浜は基準の〇・七とす

長にしろ、この浜の防潮堤は基準の

これは無責任です。知事にしろ、市

えてもいい、と言います。実際には

安だから管理者である県や市が変

うか。国は自分たちが示したのは目

では、高さの基準を作った国はど

……多様な関連業種が層をなして

油槽、電気、無線、餌、食糧の調達

や造船、エンジン整備、製氷、箱屋、

ここに水揚げしています。水産加工

い 、 全国 の漁 船が 沖に 来て 操 業し 、

さらには養殖とあらゆる漁業が揃

し。気仙沼には、遠洋、沖合、沿岸、

割を担う水産業の復興は待ったな

っています。わけても市の経済の八

気仙沼の将来は産業復興にかか

えればいい。さらに氷屋さんの工場

けど、大きなパージ船 油(槽船 を)停
泊させて小さなパージ船に積み替

料。油のタンクは津波で破壊された

処置をした。次に必要なのは漁船燃

鉄の箱のようなものを重ねて応急

崩れた岸壁は県の管轄です。県が

にかくやるしかない。

正式には決まっていなかったが、と

かさ上げする。お金は国から出ると

を強いたと思います。

えです。東日本大震災を機に数十年

防潮堤の高さについて合意形成を

て設定しました。多くの自治体では

数的な理由をつけられなかったら

に 電 気を 送る こと を優 先し ま した 。

まず海岸一帯が地盤沈下してい

から百数十年に一度の津波＝「レベ

図ることは非常に難しい。

Ｌ２で浸水するエリアを「災害危険

説明不能です。話はまとまりません。 いる。こんな水産都市は他に類をみ
発災の九日後、暗い魚市場に水産

んが全国から集めてくれた。こうし

集められる。イワシの生餌も餌屋さ
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ル１（Ｌ１）」は防潮堤で防ぎ、今

区域」と定め、住宅の建築制限が原

にもかかわらず、合意できればいい

関係者二百人ほどが長靴を履いて

て六月二十三日に市場を開いたの

魚を入れる発泡スチロールの箱は

則。区域内の住宅は移転して再建し

と 国 は言 う。 実際 に被 災地 に 来て 、

集まり、漁協組合長をリーダーに気

ません。

ましょう。つまり、防潮堤の高さは、

調整をやってみていただきたい。
気仙沼市は、浸水域のシミュレー

Ｌ１の津波を防げるか否かだけで
なく、背後の土地利用や、まちづく
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まれました。船が来るとは思ってな

巻き網船が入り、港は感動の渦に包

たのは六月二十八日です。カツオの

にして水産業に分譲する。これは不

ていただく。整備した土地は大区画

の方々の土地は市が買い上げ、移っ

いわゆるサンズイの業種を残し、他

て港周辺に集まる決断をしてくれ

った。教訓を将来への手がかりにし

人も屋上に上がれば助かるとわか

設 備 を上 階に 置け ば被 害は 少 ない 。

は減る。メインの冷凍機などの機械

えてきた波の勢いは弱まり、浸水深

進めていきたいと思っています。

できる。そう信じて、着実に復興を

理不尽さは、解釈と知恵で必ず解消

そ の 枠内 では 理不 尽な もの も 多い 。

に は 決め られ た制 度が あり ま すが 、

会課題の解決を伴うべきです。復旧

めない。くり返しますが、復興は社

生きる」です。口で言うほど簡単で

かった。カツオ一本釣り船の船籍地
動産デベロッパーのような仕事で

ました。沿岸部の市街地に空地をつ

災でも鉄筋系の建物は壊れません

の宮崎県、高知県、三重県なども応
す。水産業者をリストアップし、担

くらずに済みました。

に、漁港区域は水産加工の集積地と

援してくれました。平成二十七年に

当職員をつけて寄り添うよう指示

◆「海と生きる」ために……

ですが、魚はすぐには来ませんでし

は水揚げ額はほぼ百％回復しまし

しました。これまで水産会社は土地

この他、地盤沈下でスリップウェ

はないでしょう。しかし、絶対に諦

たが、数量では七十五％に留まって

を持っていても十分ではなく、隣の

イ方式のレールが短くなり、操業し

でした。防潮堤ができれば、乗り越

います。

土地に新たな建物を建てたくても

にくくなった四つの造船所を一つ

して利用することに決めました。

◆水産加工業の集積地をつくる

できなかった。市内に五箇所も六箇

に統合し、新造船所を創設するプラ

た。

多くの市民も市の職員も、単に元

所も事業所を分散している会社も

ンも進んでいます。新しい造船所の

漁 港区 域に は水 産業 とそ の 関連 、

の状態に戻す「復旧」ではなく、
「復

ありました。それらを集約するので
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震災後、漁をした船が最初に入っ

興」で従来の社会課題を解決したい

うち国交省から七十億円の補助金

名前は「みらい造船」。朝日町に新

第一に魚市場に近いこと。やはり

をいただき、残りは銀行がシンジケ

す。不安はありましたが、予想以上

海に近いほうが仕事をしやすい。二

ートローンを組んで事業者に融資

と考えています。その一例が水産加

されたエリアを国費でかさ上げす

つ目は地下水が使えること。魚介類

してくれ、一部日本財団や市の補助

工場を建てて二年後には四社合併

ることになりました。しかし、これ

の加工に水道水を使っていたらコ

に応募が多かった。ほぼ区画は埋ま

まで気仙沼の漁港区域は、海岸の端

ストがかかり、競争力を保てません。 金も投入します。加えて市は新工場

工業の集積です。水産庁の水産基盤

の部分だけでした。そこで港の周辺

の土地基盤の整備を担当していま

の予定です。百五億円の事業予算の

全体、街に近い内側も漁港区域に指

三つ目は鉄筋系の建物にすれば、た

す。

りました。理由は三つあります。

定するよう水産庁に働きかけ、平成

とえＬ２の津波が来ても持ちこた

整備事業を活用し、漁港区域に指定

二 十 四年 六月 に再 指定 され ま した 。

える見通しが立ったこと。今回の震

気仙沼の復興キーワードは「海と

かさ上げ工事が可能になると同時
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副市長

加藤 慶太

大ホールに職員を集め、①一階まで
津波が達しており安全確保のため
許可なく庁舎から出ないこと、②携
帯電話等で可能な限り被害状況を
把握すること、③生活再建支援金や
義援金の支払いに必要な「り災証明」
発行はじめ今後の対応を各課で検
討するとともに、庁舎外に出動可能
になるまで少しでも体を休ませる
よう指示しました。
◆市職員の自発的提案
地震後ワン・テン庁舎には多くの
避難者が来られましたが、停電によ
る断水で水洗トイレが使えなくな
りました。職員の提案により、
裏山から湧水を汲みバケツリレー
でトイレ用の水を確保しました。
また津波のがれきで庁舎から車
が出入りできなくなりましたが、職
員から手作業で撤去したいと申し
出があり、津波情報に留意すること
を条件に作業を許可しました。深夜、
多くの職員の力で一車線分通行で
きるようになりました。
翌朝早く、宮城・岩手内陸部に食
料調達に行くため市のマイクロバ

スを使わせてほしいと申し出があ
りました。一日かけて戻ってきまし
たが、支援物資が届くまで避難所等
の貴重な食料となりました。
◆避難所・遺体安置所への派遣
夜になり、小中学校等に避難者が
集まっていると連絡が入り、職員を
派遣することになりました。
避難所では難しい対応も見込ま
れるため、一方的に割り振るのでは
なく、職員が希望する場所に派遣し
た方が良いと考えました。手挙げ方
式で募ったところ、各避難所とも職
員が自発的に手を挙げ、「明日夕方
交替要員を送る」と言って送り出し
ましたが、人員不足でそれはできず、
三箇月避難所対応した職員もあり
ました。
翌日からは遺体が収容され、安置
所にも職員を派遣することになり
ました。誰も経験したことがない厳
しい業務でしたが、自ら派遣を申し
出た職員に助けられました。
避難所・遺体安置所に自ら赴いた
職員の顔は今でも忘れません。
◆他自治体等からの様々な支援
震災当日の夜、唯一の連絡網の防
災無線を通じて、東京消防庁の消防
隊や各自治体のＤＭＡＴなどから
次々に派遣の申し出があり、支援を
お 願 いし まし た。 大島 の火 災 では 、
鎮火するまで毎日宮城県に防災ヘ

リ出動を要請しました。
震災の前年秋に友好都市協定を
結んだ目黒区には、食糧、毛布、ス
トーブの提供をお願いしました。
区の備蓄や区民の支援などで物
資は確保できたものの輸送手段が
ないと連絡がありましたが、東京方
面に行っていた気仙沼の民間事業
所トラックが、たまたま目黒区役所
に立ち寄り、その物資を積んで帰っ
てきてくれました。
同じく友好協定市の一関市、近接
の登米市・栗原市はじめ、多くの自
治体・団体・個人の方から物心両面
にわたり様々な御支援を頂き、毎日
感謝し通しでした。
◆情報の共有と発信
約二万人の市民が避難している
中、被災状況や行政の対応等をいち
早くお知らせすることが重要と考
え、市役所の電源が回復した三月十
六日から毎日、具体的被災状況や生
活関連情報をまとめた「市お知らせ
版」を作成し、各避難所に壁新聞の
ように掲示しました。
またマスメディアを通じた情報
発信も重要と考え、市長とともに毎
朝記者会見を行いました。
併せて市役所内では三月中、毎日
早朝と夕方に幹部会議を開催しま
した。会議をオープンにして、職員
誰もが会議内容を聞けるようにし
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市長と気持ちを通じ合わせて災害対応にあたる

◆市長と離れての災害対応
地震発生時は市議会開催中でし
たが即審議が中断され、大津波警報
発令と同時に市長室から自衛隊に
出動要請を行いました。
職員には高台の第二庁舎前に避
難を指示し、庁舎内に誰も残ってい
ないか最後に確認しました。
停 電で 電気 設備 が使 えな く なり 、
地域防災計画でワン・テン庁舎に置
くこととされていた「災害対策本部」
を気仙沼・本吉広域防災センターに
設けることにしました。
災害対策本部は気仙沼市、宮城県、
警察、消防、自衛隊、医師会等で構
成され、市長は本部長として防災セ
ンターに常駐する必要上、私は市役
所に残り職員と災害対応にあたる
ことになりました。
◆災害対応の経験を生かす
県栗原地方振興事務所勤務の平
成二十年に岩手・宮城内陸地震が発
生し、栗原市長と災害対応にあたっ
た経験から、市の当面の対応をある
程度見当付けました。
震災当日夕方ワン・テン庁舎二階
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たことで情報の共有が進み、各部・
各課の迅速な災害対応にもつなが
ったと思います。
◆二つの委員会の設置
応急仮設住宅の入居者を決定す
るため、入居者選考委員会を設置し
ました。毎回募集戸数より応募者数
が多いため、くじで決めざるをえま
せんでした。委員長の私がすべてく
じ引きし、三時間以上くじを引き続
けたこともありました。
また、災害弔慰金の審査委員会も
設置しました。災害関連死の審査を
行い、その結果は義援金の支給にも
影響します。専門家の医師・弁護士
の方々に委員を引き受けて頂き慎
重に審議を重ねました。
両委員会とも被災された方々の
気持ちに寄り添いながら、委員長と
して公正な判断を心がけました。
◆震災前に策定した総合計画等
話が前後しますが、震災の前年七
月副市長として着任した際、市長か
ら 「 産業 振興 ビジ ョン を作 り たい 」
旨の意向を伺いました。
産業は自治体を牽引するエンジ
ンに相当するものです。したがって、
その振興ビジョンは市全体の動き
に影響することになりますので、
「新しい総合計画を作成してはど
うか」と市長に提案しました。
その結果、総合計画策定には通常

二年から三年かかるとされている
中で、菅原市長として最初の当初予
算に反映するため、翌年三月をめざ
し策定に着手しました。
また総合計画と並行して、長年の
懸案の新市立病院や行政改革につ
いても計画策定に着手しました。
市民の意見も得ながら職員の努
力により約半年で各計画を作り、市
議会で三月十日までに議決等を頂
いた直後大震災が発生しました。
◆震災復興計画の早期策定
震災後国会議員や政府関係者等
の来市の都度、要望書を提出しまし
た。その際ある大臣から、市の震災
復興計画がないと国の支援策が示
せないとお話がありました。
震災対応で極めて多忙な中でし
たが、市長と相談し震災復興計画策
定に着手することにしました。
こうした中で役立ったのが、先行
して策定した新しい総合計画や市
立病院建設計画でした。市がこれか
ら取り組むべき課題、方向性、目標
がすでに示されていたので、これを
土台に震災復興計画づくりを進め
ることができました。
市長の想いやアイデアを聞き、復
興の基本理念や目標などの計画の
骨子をまず作成しました。その上で、
何をいつまで行うかなどを市民に
わかりやすく示せるよう、フォーマ

ットを定め、簡明に記載することに
努めました。
多 く の 職員 の 尽力 、 市民の 協 力 、
市議会の積極的参画により、十月七
日気仙沼市震災復興計画が策定さ
れました。策定時期は被災自治体の
中で最も早かったと思います。
先行策定の総合計画等が大いに
役立ったことから、自治体が常にビ
ジョンや目標を持つことの重要性
を教訓として得ました。
◆実情を踏まえた支援要望
ある大臣から視察の際「何を急ぐ
か」と聞かれ、地盤沈下した土地の
再生に向け嵩上げを急ぐ旨話した
ところ、「初めて聞いた」とのこと
で、翌日部下の方から「詳しく聞き
たい」と電話がありました。
土地の嵩上げには、被災した建物
や道路、地下に埋設されている上下
水道管やガス管を撤去し、その後土
盛り等が必要となるものの、国の支
援制度がないため着手できないな
ど問題点を説明しました。
また復興の財源については、政府
関係者から地方交付税で対応する
予定と説明を受けました。地方交付
税は全国の都道府県と市町村共有
の財源であり、被災自治体がその財
源を使えば、被災地を応援頂いてい
る全国の自治体の財源が減ってし
まうため、「別の財源を用意して欲

しい」と要望しました。
その後、地方交付税と別に復興交付
金による支援制度ができました。
◆大震災で得た危機管理の教訓
東日本大震災で得た教訓は、「想
定外をなくすことが最大の危機管
理である」ということです。平時か
ら様々な状況や場合を考え、想定外
をなくしておく不断の努力が必要
と改めて思います。
また、事業再開や復興の取組が迅
速だった企業・団体・自治会は、例
外なく日頃からコミュニケーショ
ンが良好なことに気づきました。組
織の迅速な危機対応のためにも、コ
ミュニケーションを普段から良く
することが大切と感じています。
加えて総合計画があったことが
復興計画策定に大いに役立ったこ
とから、自治体が常に目標やビジョ
ンを持つ重要性も感じました。
震災直後の厳しい状況下、災害対
策 本 部が 市役 所に 戻る 三月 末 まで 、
市長とは場所が離れても様々な手
段で連絡し合い、気持ちを通じ合わ
せて災害対応に努めました。
その災害対応の成果が、気仙沼市
の一日も早い復興と希望の光輝く
将来につながるよう心から願い回
想記とします。
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◆経験のない揺れを感じる
議会の予算委員会に出席してい

が欲しいという提案がありました。 夕方頃から広報課職員が最新情報
電気が十分に供給されておらず、 を収集・整理し、夜中に編集作業

る範囲でよいので共有できる情報

答える術がないので、わかってい

を開き、情報を共有しました。そ
の際、被災者からの問い合わせに

を行い、明け方にかけて印刷して、

ました。更新作業にあたっては、

翌年三月末までの間は、内容を更
新しながら、概ね毎日発行し続け

す。三月十六日に発行を開始し、

した。これが「気仙沼市から各避
難所・市民の皆様へお知らせ」で

ては問い合わせ先を入れておきま

でわかるように箇条書きで端的に
記載し、詳細を知りたい方に向け

「情報が無いほど不安な事は無

が届くようにしました。
◆情報が無いほど不安なことはない

避難所に入っていない方にも情報

社にも情報を提供し、できる限り
の情報掲載をお願いすることで、

大切だと考えました。地元の新聞

どう動こうとしているのかを市民
の皆様にお伝えすることがとても

た。市役所が何を考えているのか、

が、震災後はしばらく土曜日・日
曜日も含めて毎日二回開催しまし

長の記者会見を開催していました

◆毎日市長が記者会見を実施
震災前から、週に一、二回は市

暮らしに関する情報を被災者に毎日届ける

る時に地震が発生しました。床が

コピーをとるにも大変な状況でし
た。まずは、現場へ向かう職員に

朝のミーティングに間に合わせま
した。ミーティングで更新内容や

い」と考え、充分かどうかはわか
りませんが、精一杯情報を出して

津波が来ることが想定されたの

吉田 克典

で状況を把握しようと、ワン・テ
ン庁舎の駐車場に行くと、職員が

情報をまとめた資料を渡すように

特に重要な情報を共有し、避難所

いたと思います。こうした日々の

想定以上の災害でした。緊急時に
いつ何がどのようになるのかもわ
からず、災害対策本部長となった
市長と共に行動し、いつでも連絡
調整がとれるようにしました。

各避難所やコンビニ、病院等、人

その後、職員に渡すだけでなく、

課長

大声で、津波が近づいていること

しました。庁舎で災害対応にあた
る職員には、詰所となった会議室

に職員が持参し、掲示する仕組み
としました。避難所への物資配送

十三年・二十四年の二か年にわた
って日本一となりました。情報を

◆「お知らせ」を毎日避難所に届ける

秘書広報課

に気づいていない歩行者に避難を
呼びかけていました。

に掲示して情報を共有しました。

の仕組みができてからは、物資と

いかに幅広く、まんべんなく皆さ

津波により道路が寸断され、自
宅に帰れる状況でもなかったこと
から、多くの職員が市役所に泊ま
り込み災害対応にあたっていまし
た。避難所へ職員が向かう前の毎

である「情報接触度」部門で、二

んにお届けするかということが大
事です。それによって、安心感を

少しでも醸成されれば、心が少し
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抜けるのではないかと思うほど、
経験したことのない揺れでした。

地域防災計画はありましたが、

る方法等、被災者が知りたいと思
一緒に避難所に届けてもらいまし
う情報を考え、資料にまとめてい
た。こうして、毎日、東日本大震
きました。しばらくすると、書く
災に伴う被害状況や暮らしに関す
べき項目が整理されていきました。 る情報を発信し続けました。外か
ら気仙沼に支援に入っていただく

避難所の場所や、お薬を入手す

方に向けては、気仙沼への交通ア

でも安定すれば、それに越した事
はありません。
日時や場所等、大事な情報が一目

情報発信の積み重ねもあって、地
域ブランド調査の評価項目の一つ

が集まる場所に壁新聞のように掲
クセスに関する情報も掲載しまし
示をしてもらうようにしました。
た。災害直後の日々の動きが記録
混雑している場所ではじっくりと
されていますので、今後の防災対
内容を読み込む時間はとれません。 策の参考となる貴重な資料として
も活用できると思います。

朝六時半頃と夕方にミーティング
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運搬できる、さらに、他の部署が

送センターから避難所へ広報紙を

るようになり、また、救援物資配

この広報紙は、毎日午後に、各

◆毎朝印刷して運搬

ことに方針を一部変更しました。

更新された際に張り替えてもらう

掲示してもらうこととし、内容が

容が変わらないものは、継続して

分の一枚もののチラシのうち、内

てきたことから、広報紙の後半部

避難者向け情報の広報依頼が増え

広報担当は、避難者へ伝えるべ

始めました。

旧した市ホームページにも掲載し

せ」に変更し、また、その後に復

「各避難所・市民の皆様へお知ら

三月二十五日号からタイトルを

示させていただくこととしたので、

一定期間、スーパー等の店舗に掲

なお、他の部署が協力を依頼し、

避難所掲示用の広報紙を毎日発行

震災当時、私たちは、市災害対
必要な量のコピー用紙を市外から

情報の所管部署から最新情報を聞

き情報の選定・収集方法、原稿作

◆広報紙の発行ができない

しかしながら、震災直後は、大

課長補佐兼広報広聴係長 熊谷 稔

策本部の秘書広報班に所属し、担
調達する、とのことであったので、

き取るなどして、その日の夜まで

成方法、印刷方法、配送先、配送

秘書広報課

当業務の一つとして広報活動を行
避難所向けの広報紙を作成して配

に原稿を完成させ、翌朝、再確認

協議して見出すことが大切です。

規模停電等のためにパソコン等が

広報紙の形式は、冊子ではなく、

そして、毎朝、午前七時三〇分

◆広報担当として伝えたいこと

わなければなりませんでした。
付することとしました。

方法について、早期に関係部署と

使えず、また、印刷会社や運搬業

避難所の掲示板に一ページずつ張
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して印刷を行いました。

者、市民の被災状況の全貌が全く

また、避難所の避難者だけでは

なく、すべての市民に情報提供す

までに避難所向けのＡ３判片面印
刷のものを救援物資配送センター

るために、自宅・親戚宅・アパー

り出してもらう形とし、そのタイ
トルを「各避難所の皆様へお知ら

へ届け、また、その後に、Ａ４判

把握できない状況であったため、
広報紙を作成しようにも作成でき

せ」としました。
また、知らせるべき最新情報を

提供手段について検討すること、

ない、作成できたとしても印刷や
配付ができない状況でした。もち

速やかに提供するために、毎日、

第一号を三月一六日に発行し、

また、環境も変化するので、評価

ト・市外への避難者を想定・確認

ろん、市ホームページも利用でき

避難所の数だけ発行し、また、間

土・日曜日、祝日も含めて五月中

して再検討することも重要です。

両面印刷のものを気仙沼・本吉広

ませんでした。

違いなく掲示してもらうために、

旬までは、毎日発行し続けました。

し、そのときの環境で可能な情報

◆避難所向けの新たな広報紙を

前日のものをはがしてすべて新し

最後に、この広報紙は、今でも

域防災センターへ届けました。

数日後に電力等が復旧し、また、

また、Ａ４判両面印刷のものを

本市ホームページに掲載されてい

いものに張り替えてもらう、とい

市本庁舎の記者室に置いたほか、

ますので、是非、掲載項目等を参

旧地方卸売市場気仙沼市青果市場

本市を訪れる国内・国外の報道機

考にしていただき、各地方公共団

う方法としました。

関からも情報発信していただきた

体の災害対策や災害対応の一助と

の施設に救援物資配送センターが

く、市役所玄関付近に分かりやす

なることを願っています。

しかし、日々、本市からお知ら

料等の支援物資の運搬が始まった、 せすべき情報が増え、また、国や

設置され、約百箇所の避難所に食

県の機関のほか、医療救護関係、

いように置きました。

という情報が入ってきました。

交通情報関係、法律相談関係等の

パソコンとコピー機が使用でき

平成 29 年 1 月入稿

「遺す」
「伝える」ことの重要性を痛感

でできる限り記録することで、より

えました。

の 重 要性 をあ らた めて 感じ ま した 。

過去の津波では、遡上高を伝える石

碑が残されていますが、現代は映像

情報を更新しながら、十六日以降、毎

（以下、
「お知らせ」
）
」を作成。日々

ら各避難所・市民の皆様へお知らせ

発信しなければと考え、
「気仙沼市か

復旧目途など、暮らしに関する情報を

状況をはじめ、交通・ライフラインの

した。また、公式サイトの携帯電話

いただけるかもしれないと考えま

市内の親類や知人に情報を伝えて

を 知 って いた だけ ます 。そ こ から 、

った市外の方に気仙沼の今の情報

ることで、インターネット環境が整

情報を市の公式サイトに掲載す

体で、何をどう届けるか」をイメー

がると考えます。普段から「どの媒

届けることが、市民の不安解消に繋

した。災害時は、早く・広く情報を

体であるということを再認識しま

環境を問わず情報を届けやすい媒

られない環境で、紙媒体は、年代や

また、今回の経験から、電源が得

技術も発達しています。画像や動画

朝発行・送致を続けました。

用ページにも必ず登録しました。当

ジし、準備しておくことが必要だと

震災発生から二日後に、ようやくパ

おくべきだったと思っています。

発信するかを事前に想定し訓練して

う収集し、状況に応じてどの手段で

思うのは、災害発生時には情報をど

し放送を依頼しました。今になって

たラジオ局職員に手書きのメモを渡

情報を集め、取材で庁舎前に来てい

かったため、その場でわかる限りの

通信手段が途絶え発信する術がな

佐藤 哲

り直せるような紙面構成にしました。
直接的な被害が無く自宅で過ご
す 市 民も 、停 電で 情報 が得 ら れず 、
避難所で情報収集していたため、
「お知らせ」は臨時の広報紙となり
ました。ライフラインの再開や義援
金の配分、り災証明の発行開始など、
避難者が不安を解消し少しでも前
向きになれる情報を積極的に提供
することが、当時は重要だったよう
に思います。
また、「お知らせ」発行の傍ら、
日々変わっていくまちの風景を記
録として残し伝えなければと、でき
る限り、カメラを持って外に出るよ
うにしました。
◆より多くの人に情報を発信

多くの方に津波の恐ろしさと復興

主査

ソコンが使えるようになりました。防

「お知らせ」の情報は、市内被災

への過程を後世にも伝えられるの

秘書広報課広報広聴係

災センターの災害対策本部の情報も

者のほか、市外へも発信することを

ではないかと考えます。

の ペ ージ とそ のＱ Ｒコ ード も 作り 、
少しでも多くの方に直接見ていた
だけるようにしました。
更に、本市出身者や海外からの協
力者の力を借り、無料のＳＮＳを活
用して海外にも積極的に情報を発
信しました。「気仙沼を助けたい」
という声は、国内のほか海外からも
多く寄せられ、市の認知度向上につ
ながったと思います。
◆遺して伝える・広く伝える

得られやすくなり、約百箇所あった避

心がけました。

「お知らせ」は、避難所や市内各

時の携帯電話はフィーチャーフォ

思いました。
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今回の震災で、「記録する」こと

難所で暮らす市民などに、市内の被害

中、停電により外からの情報が得ら

所での掲示を想定しＡ３用紙で作成

ンが主流だったため、テキストだけ

◆記録しながら物資を輸送
三月十一日は、外勤からの帰庁直
後に、強い揺れに襲われました。訓
練してはいたものの、直後は「自分
が何をすべきか」の判断ができず頭
が真っ白になりました。庁舎の外に
出た後、付近の県道に津波が押し寄
せ、
「記録しなければ」と、カメラで
その信じがたい光景を撮影しました。
その夜、市民の避難場所となった
施 設 への 支援 物資 輸送 班に 加 わり 、
カメラを持って、土地勘のある鹿折
地区方面を目指しました。高台にあ
る学校の体育館と市役所を何度も
往復しましたが、途中で向かった鹿
折唐桑駅の付近からは、目の前まで
大型漁船が流れ着き、まさに「火の
海」となったまちが見え、何もでき
な い 自分 の無 力さ を痛 感し な がら 、
シャッターを押し続けました。
◆情報が市民の不安を解消

れない事態となり、市として何らか

し、情報が変わったページだけを張

市内各所に多数の市民が避難する

の情報を内外に発信しなければと考

平成 28 年 12 月入稿

部長兼危機管理監

大和田 一彦

情報共有で被災現場と各機関をつなぐ
総務部

「そうか」と気づきます。現場を

と、ともに自分の目で現場を見て

持ちを奮い立たせてくれました。

皆さんの支え合いの光景が私の気

ました。後はプロに任せた。東京

し、細部は関係機関の協議に委ね

有し、行動を確認する調整までと

たちの役目は各機関との情報を共

てヘリを飛ばしてくれました。

消防庁も強風で二次災害の危険が

沼市立病院は壊滅する危険がある

一例をあげると、テレビ映像と

◆各機関の情報共有が最重要

見なくては効果的な対策は立てら

◆燃える内湾、涙が止まらなかった
という提言を受け、患者さんを避

実際の現場感覚は違うのです。テ

あるなか、現場判断で時間をおい

震災に際し、私は気仙沼・本吉
難させるかどうかで市立病院の部

れません。

地域広域防災センターに設置した

長と緊迫したやりとりをしました。 レビはどうしても視聴者の興味を

後世には情報共有の大切さを

災害対策本部で実務的な対応をし

から見た光景は生涯忘れられませ

災当日の夜、防災センターの屋上

大変な局面の連続でしたが、震

努めました。

明者の捜索、食糧や物資の確保に

などと連携し、人命救助、行方不

衛隊、東北電力、ＮＴＴ、医師会

消防団、警察署、海上保安署、自

長 の 補 完 的 な 仕 事 で す 。消 防 本 部 、

三時間ぐらいの攻防でした。それ

ていた風が急に逆方向に変わった。

すると海から陸へ炎を煽って吹い

でぎりぎりまで待ってもらった。

避難先が確保できず、苦渋の選択

回ったのですが、どこも手一杯。

た。患者さんの受け入れ先を探し

たけれど手術もできない状態でし

んが溢れていて、非常電源はあっ

察したのですが、廊下にも患者さ

れるのになぁと思った。市長が災

リ 無( 人 機 に) カ メ ラ を つ け て 飛 ば
したら、もっと正確な情報が得ら

言うドローン、つまりラジコンヘ

いてみないとわからない。いまで

防本部に連絡できます。それは歩

を求めている人がいる。すぐに消

さなビルの屋上で手を振って助け

ビカメラのフレームに入らない小

ところが、現場を歩けば、テレ

でひとり一人が使命感を持って事

張ってもらった。見えないところ

上、必ず役立つと思って職員に頑

と打合わせができました。

こ う 、だ っ た ら こ こ は 連 携 し よ う 、

消防はこう動く、警察、自衛隊は

それを翌朝の会議で配る。今日の

に行うことをペーパーにまとめる。

頃までにその日の協議事項、翌日

た。夜の会議後、職員が二十三時

惹こうと衝撃的な場面を映します。 伝えたい。災害対策本部では、朝

ん。内湾が火に包まれ、雪が舞っ

で市立病院に影響はなかったので

害支援要請でヘリコプターによる

に当たっていたと思います。

市立病院内を、市長とともに視

ていた。強風のなか、皆、凍えね

す。

救出をいち早く求めたのも、そう

ました。災害対策本部長である市

ばいいが。逃げ遅れた方々が家に

◆ テレビ映像と現場感覚は異なる

協議事項の記録は、将来の防災

救助方法は、自衛隊、警察それ

ご遺体の数も日に日に増え、プラ

の皆さんも入れていたのですが、

当初、対策本部の会議には記者
に気仙沼市街から本吉、唐桑まで

ぞれのやり方がある。海上保安署

イバシーにかかわる問題が生じる。

した現場感覚によるものでしょう。

晩、二回の合同協議会を開きまし

い る 。水 も 出 な い 。助 け ら れ な い 。

二日目には市長、消防長と一緒
被災現場を見て回りました。各機

と消防署で役割分担もします。私
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火災の映像ばかりが続く。

地獄を見ているようで涙が止まり
幸町に都市ガス工場がありま

関での懸命な救助と、避難所での

ませんでした。
す。そこに火が燃え移ったら気仙

平成 28 年 11 月入稿

を抑えるためにも重要なのです。

共有は、風評被害、あるいはデマ

報を伝える形にしました。情報の

が毎日、記者会見をして正確な情

に出ていただき、その代わり市長

出ます。途中で記者の方々は廊下

その数を間違えたら多大な影響が

調査。津波のシミュレーション推

域で避難訓練を行い、避難場所を

だきながら長い年月をかけて各地

災害科学国際研究所のご指導いた

は高かったと思います。東北大学

は当時の課長を中心に職員の意識

はないでしょう。市の危機管理課

はいくら強調してもしすぎること

いまも悔しさが込み上げてきます。

で大勢の人が命を落とされました。

ションをはるかに凌ぐ津波、火災

その一方で、事前のシミュレー

いたことも申し添えておきたい。

被災状況をツィッターで発信して

ン・テン庁舎で若い職員が懸命に

館の避難者は救出されました。ワ

強盗団が被災地を徘徊していると

危機意識の高かった地域は避難も

り見すえ、一つずつ積み重ねてい

が及ばなかったか。現実をしっか

計なども最先端をいっていました。 危機管理において何が有効で、何

盗難も多く発生したようですが、
いう情報は尾ひれがついて流れま
早かった。

くしかないと思います。

す。しかし、関係機関が情報共有

一景島保育所の皆さんの中央公
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できていれば、現場に行った消防

難車」と呼ばれる大型乳母車に乗

民館への避難行動は、迅速な判断

気仙沼警察署は、建物を津波で

せ、三歳児以上は徒歩で百メート

隊 員 か ら「 そ ん な 話 は あ り ま せ ん 」、

流され、防災センターの一角に入

ルほど離れた中央公民館に避難さ

が 評 価 さ れ て い ま す 。津 波 襲 来 時 、

っていました。留置場もなく、被

せました。これは、毎月必ず避難

警察も「そのような事実は会議に

疑者を向かいの図書館で取り調べ

訓練を行い、強い地震の後は中央

保育所の職員は〇～六歳児七十一

ていました。警察も大変でしたか

公民館に行くことを徹底していた

出ていない。違います」と明確に

ら、流言による無駄な捜査に時間

からです。駆けつけた保護者が車

人のうち二歳以下の子どもを「避

を費やすことは避けたかった。情

で子どもを連れ帰ろうとするのを、

打ち消せます。

報の扱い方には細心の注意を払っ

ツィッターで情報が伝わり、東

職員は必死に引き留めています。

◆美談の裏に高い危機管理意識

京都庁のヘリが出動し、中央公民

たつもりです。
日頃の危機管理意識の重要さ

平成 28 年 11 月入稿

っていない事項など、できることは

の開催や、明確に担当部署割が決ま

しながら、朝夕の職員ミーティング

務課は危機管理課をバックアップ

ですが、未曾有の震災に直面し、総

をどう確保するかというのも大き

員の分は全くありません。職員の分

調達などで凌いだと思いますが、職

に備えてあった食料、ご近所からの

きた人は持ち寄った食料や避難所

食料に関しては、直後は避難して

・・宅配業者が活躍

◆旧青果市場に支援物資をストック

とから、衣類や日用品などは総合体

また、物資の量も急激に増えたこ

わせも行ったと聞いています。

から栄養バランスを考えた組み合

食料の配布においては、栄養士の方

を 円 滑に 回せ るよ うに なり ま した 。

隊やプロの宅配業者が加わり、物資

送していたのですが、途中から自衛

物資の整理をして避難所などに配

して使うことを決定。最初は職員が

営の青果市場をストックヤードと

て届けようか、廃止したばかりの市

られてきました。どうやって整理し

食料だけでなく物資もどっと送

張り付いた先々で、職員は被災し

態だったので保育士にも行っても

した。保育所もしばらくは休みの状

観光課などの職員を特に動員しま

ション、例えば企画政策課、商工課、

災後すぐに動かなくてもいいセク

職員をそこに充てようと、また、震

ん。できるだけ避難所の近くに住む

の他に仕事がありすぎてできませ

当てられていたのですが、とてもそ

の部署が避難所の開設運営に割り

とんどです。防災計画では福祉関係

が、学校などそうでないところがほ

食料・物資確保、避難所運営、支援自治体への対応

何でもやりました。あまりに多くの

な問題でした。職員を集め、少しで

育館や岩手県一関市の室根体育館

た方に寄り添うこと、相談に乗るこ

総務課の仕事は、行政一般から職

等に勤務している人、どうしても通

他にも、復旧作業に当たる人、病院

体からの支援への対応」です。その

なくてはいけないのですが、停電で

のですが、玄米なんですね。精米し

になり、米もたくさん送られてきた

次第に外から食べ物が届くよう

・・時間の経過とともに変化

◆避難所の運営は地域と一体で

ずいぶん苦労したようです。

く不要なものも多く、その管理には

りなどにより、必要な物資だけでな

ち込んでおりその場に定着してい

避難した方々はそれぞれ荷物を持

守 る ため 衝立 を設 けよ うと し た時 、

難が長引いてきて、プライバシーを

厳しいご意見も頂いたようです。避

中 で の対 応で すの で、 戸惑 っ たり 、

員に関する業務、議会対応などが主

院が必要な人などへ優先的なガソ

お米屋さんの機械が動かない。手分

避難所では、職員の人繰りで苦労

る。荷物をどかしての作業は皆さん

となる施設に配置しました。

リン券の発行、震災に関するお知ら

けして発電機を取り寄せ、米屋さん

しました。限られた人員で誰をどこ

に負担をおかけする。簡単ではあり

赤川 郁夫

ことを手掛け、記憶が錯綜している

すが現金を持たせ「車で内陸部に走

などもお借りし、時機を見ながら各

と 、 環境 の整 備に も努 めま し たが 、

せ情報のスーパーなどへの張り出

の力を借りてどうにか白米にして

の避難所に配置するか。元々職員が

ません。

課長

のですが、主に三つのことが印象深

れ。内陸部の状況把握とついでに食

地区で日用品などの無料配布など

十分な情報を得ることができない

し、被災した風呂屋への臨時銭湯の

配りました。小学校・中学校の給食

配置されている施設はいいのです

総務課

く、心に残っています。まず、「震

べ物、必要と思われるものを調達し

も行いました。ただ季節の移り替わ

総務部

災直後の食料・物資への対応」、次

ろ。
」と指示しました。

開設など、こんなことも、と思われ

センターも大いに活躍しました。
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らいました。看護師、保健師はキー

に「避難所の対応」、そして「自治

るようなことも行いました。
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に避難した方も大勢いました。施設

が指定する避難所以外にも自主的
員、市民においても、同じ境遇の方

すべての業務で、そこに従事した職

民が避難してきた方とルールを決

というのです。そうした中、地域住

かもしれません。避難所だけでなく、 「避難所の運営が維持できない。」

こと、気に障るようなことも言った

めて運営する避難所が今後のモデ

地元に戻ったら多くの人に伝えて

ら、「震災の状況を見てもらって、

震災から二箇月過ぎたあたりか

自分たちで網戸を制作してくれた

向き、ハエの大量発生に対応すべく、

避難所からはその職員がいないと

を所有する方の善意により避難所
が大勢いましたが、みんな黙々と仕

ルになると思います。

きながら、引っ越ししていただきま

に移動していただけるか希望を聞

合を調べた上で、それぞれから何処

説明をし、他の指定避難所の空き具

ん。避難している方に時間をかけて

は保育業務をしなければなりませ

を行わなければならないし、保育園

さなければなりません。お寺は葬儀

の施設においても本来の役割に戻

関西の自治体職員が漏らした一言

で き るだ け長 くお 願い をし ま した 。

担当する自治体を決め、交代により

多かったと思います。避難所ごとに

の職員が一名、数名というところが

にも入っていただいたのですが、市

支援に来ていただいた自治体の方

労しました。避難所には全国からの

職員を本来の業務に戻すのにも苦

避難が長引くにつれ、張り付いた

阪神・淡路大震災の経験のある兵

かもしれません。

のことはあまり考えていなかった

借りなければ今を乗り切れない。先

クでした。ともかく全国からの力を

中旬から五月末までが調整のピー

を基本としました。震災の年の四月

については、断らないで受けること

他の自治体からの支援の申し出

判断で対策を立ててもいい。しかし、

ました。各部署がそれぞれの発想・

臨機応変な対応が教訓として残り

署 ・ 他自 治体 との 連携 ・協 力 など 、

付けられた対応を基本とし、他部

総務課長として、防災計画に位置

沼を見てほしい。
」と話しています。

形で関わってほしい。復興中の気仙

市を第二の故郷と思って、何らかの

りました。今ではさらに、「気仙沼

お寺や保育園、自治会館など、市

として解放していただいたのです
事を続けました。

という話を聞きました。

が、時間の経過とともに、それぞれ

した。人数が少なくなってきた公的

が耳に焼き付いています。「気仙沼

庫県は、近隣の市町村からなる関西

行政サービスを受ける観点を忘れ

ほしい。ここでの体験を戻ってから

な避難所の統合も基本的に同じ方

の人は我慢強いですね。関西なら手

広域連合として支援に入ってきま

ることなく、今一度、全体を俯瞰す

◆他自治体の細やかな対応

法で行いましたが、被災直後と違っ

が飛んできますよ。」被災した方々

した。その他にも、九州、中国、関

る、そういう心構えが大切だと感じ

生かしてほしい。」と言うようにな

て荷物の量も大幅に増えており（被

には本当に耐えていただいた。頭が

東など、全国の自治体の支援をいた

避難所に張り付いた職員の中に

一緒のところ、場所によって様々で

ろ 、 地域 の自 治会 が中 心の と ころ 、

座の活動資金を持たせているよう

また、派遣自治体では、職員に当
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・・第二の故郷として関わって

災した方にとって大事な大事な財

下がります。

ています。

産です。）保管場所の確保も大変で

だきました。その時いただいた名刺

も、ご家族を亡くしたり、行方不明

した。職員の所属部署からは、「あ

で、避難所をお願いした職員の中に

避難所の運営は、行政中心のとこ

という人もおりました。すべては把

の職員を早く戻してほしい。次の業

は、自分たちでホームセンターに出

した。

握できなかったので、そのような状

務が待っている」とせかされ、一方、

は今私の宝物となっています。

況でも他の職員と同じ扱いで、辛い

平成 28 年 11 月入稿

課長補佐

金野 功

ワン・テン庁舎一階からの避難完了を確認
総務課

災センターへ向かいました。
家族の安否や被災の状況もわか
らないまま、防災センターの本部で
は連絡調整等を担当しました。私は
移動系防災行政無線の使用経験が
あったので、主に市役所との連絡な
どの業務にあたり、昼夜を問わず対
応に追われていました。
初めの三日間はほとんど眠るこ
とができず、その後は応援のため気
仙沼入りし、夜間は防災センターの
床で交代で休む東京消防庁の方々
に感謝し なが ら仮 眠を とり ま した 。
悪路でも走行できる消防団の赤
バイ隊には、情報収集や情報伝達に
活躍していただきました。
今 で も 心に 残 るこ と があり ま す 。
発災日の夜半頃、「鹿折で大火災が
発生している」と助けを求め、道路
が通れないため山越えをして夜通
し歩いて防災センターへ来られた
方がおられたと耳にしました。消防
関係者の尽力にも関わらず、瓦礫で
道路は通れず、水利の確保も困難な
中で、多発する火災に対応しきれな
い状況でした。何かお役にたちたい

と考えていた私も歯がゆい思いを
しました。
指定避難所ではない防災センタ
ー に も多 くの 方々 が避 難し て おり 、
建物内の部屋だけでは足りず、車両
を外に出して車庫内にも入ってい
ただいておりました。最初は十分な
食糧もありませんでしたが、その後
避難者のための炊き出し等の支援
が入るようになりました。
避難所内ではペットの対応等い
ろいろな問題が起こりました。対応
で き るこ とは 限ら れて いま し たが 、
避難されている方の気持ちにでき
るだけ寄り添い、耳を傾け、少しで
も分かちあえるようお聞きすると
ともに、お互い様ということでご理
解・ご辛抱をお願いすることもあり
ました。
◆自衛隊の被災状況把握に同行
市役所の停電が復旧し、四月に本
部がワン・テン庁舎の大ホールに移
りました。
自衛隊の方が被災状況を把握す
る 現 地確 認に 道案 内と して 同 行し 、
津波や地盤沈下でできた大きな水
たまりを渡り、瓦礫を乗り越え、被
災地区の自治会長さん方を訪ねて
歩き、震災当日の状況や支援ニーズ
を確認しました。この頃には物資の
供給体制は整いつつありました。指
定避難所以外にも多くの方が避難

していたことなど、地域の状況につ
いてお話を聞かせていただきまし
た。
◆広報「お知らせ版」を毎日発行
十月に秘書広報課に異動し、
「各避
難所・市民の皆様へお知らせ」の作
成作業等に朝から夜遅くまで従事し
ました。
「お知らせ」は関係機関や各
課に連絡をとり、日々変わりゆく被
災者支援情報や復旧・復興に向けた
さまざまな情報を収集・整理し、配
送される物資と併せて避難所などに
届けていました。連日開催された市
長記者会見でも関係者に配布し、報
道等に活用していただきました。
◆みんなで災害に対する事前の備えを
想定外という言葉が使われまし
たが、実際、予想をはるかに超える
大災害でした。これだけの情報化社
会なのに、停電で通信は途絶、各種
システムが使えなかったという反
省を踏まえ、今後対応していくこと
が必要です。どのようなことでも災
害が起きた時にどう対応すべきか
について、平常時から課題を発見し
解決策を考えておくことが大事だ
と思います。災害が起きてからの対
応は非常に困難です。災害時に備え、
ぜひ多くの皆様に普段から家族の
避難のことや地域でできることな
どを考えておいていただきたいと
思います。
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総務部

◆ワン・テン一階の避難完了を確認
市役所本庁舎二階の総務課で執
務している時に地震が発生しまし
た。課長の指示ですぐにワン・テン
庁舎二階の災害対策本部の応援に
入 り まし た。 大津 波警 報が 出 され 、
津波に気づかず通りを歩いている
人に庁舎の窓から避難を呼びかけ
ました。また、一階に市民や職員が
残っていないか最終確認をしてい
る と 、真 っ黒 い津 波が 入っ て きて 、
階段では二階に戻れなくなり、慌て
て通用口の階段をかけあがりまし
た。
◆防災センターに移動し、災害対
策本部の業務に従事
市役所が停電となりシステムも使
えないことから、地域防災計画に基
づき、非常用電源のある気仙沼・本
吉広域防災センターに本部を移すこ
とになりました。災害対策本部員は
瓦礫を避けて歩き、途中まで迎えに
来た消防の車両で移動しました。席
が足りなかったため、私は動かすこ
とのできた自分の車で津波の引いた
道に残された漂流物を避けながら防

平成 29 年 1 月入稿

給油は制限されていたのでガソリ

ました。捜索にあたる緊急自動車
への給油が優先で、一般市民への

を探し、安否確認と連絡先、活動
の継続の可否を確認していきまし

災された行政委員の皆さんの所在

私は行政委員の担当もしていた
ため、五月頃に避難所を回って被

瞬く間に避難者を探す掲示コーナーが一杯に

ン券を作成し、事情を聴き、透析
患者など緊急度の高い方に配布し

た。ご自身が被災していながらも、

るのではないかと思って来られた
のだと思います。

ました。市役所に来れば何かわか

ら、避難をしたり、情報を求めた
り多くの市民が市役所にやってき

津波がひいて夕方になった頃か

鳴らしたまま流れていったことを
覚えています。

いくのが見え、自動車が警報音を

時に津波が来ました。がれきがじ
わじわとぶつかりあって流されて

余震が続き屋外に避難している

が休憩となり、急きょ災害対応に
あたることになりました。

用の水として、近くの湧水をバケ

が高い人にガソリン券を配布
震災後二週間ぐらいは、トイレ

◆ガソリン不足に対応し、緊急度

書き込む等して、当面は市民への
情報提供にあたりました。

交通機関の状況等を大きな地図に

たのだとうれしく思いました。
その他、被害状況や浸水エリア、

こんな原始的な方法でも役に立っ

た」とわざわざお礼を述べられて
紙を剥がしていく人がいた時は、

「探している人が見つかりまし

半年ぐらいは貼ったままだったよ
うに思います。

鈴木 忠春

ました。家族の安否確認のために

課長補佐兼行政係長
していただき、壁面に掲示するこ

総務課

◆避難者を探している人のための

総務部

掲示コーナーを設置
私は市議会関係の業務を担当し
ていました。地震が発生した時、

避難者の情報を求められても、

ツで汲んだり、避難者や来訪者の
対応にあたったりしていました。

議会の予算委員会が開催中でした

人を探す術がありませんでした。
そこで、Ａ４の用紙を半分に切っ

市内のガソリンスタンドが被災

在庫があまりないため、三回分程
度しかお分けできなかったにもか

求めて来られた方がいましたが、

で考えて、その場で行動するしか

訓練もしていましたが、さまざま
なケースが出てくるので、その場

の通りに進めることはできません。

◆周囲の職員と協力して積極的に
動いてほしい

でいただきました。

絡をいただいて数回のご支援があ
り、避難所の皆さんには大変喜ん

所をご案内しました。その後も連

者に行き渡る数があり、これまで
あまり支援が行き届かなった避難

配布可能な食数をお伺いし、避難

カレーの炊き出しをされている新
潟の方が市役所に来られました。

震災から十日ぐらいたった頃、

てきます。

つと、支援の仕組みと流れが出来

職員で協力して対応しなんとか危
機を乗り越えて下さい。何日か経

の二、三日の間は、情報を共有し、

ることの大切さをあらためて感じ
ました。外部から支援が入るまで

力して、現場の状況をみて判断す

現場の状況が落ち着くまでは、そ
の場に居合わせた周囲の職員と協

に合わないこともあります。私は、

たことは深く印象に残っています。 ありません。上司の判断を仰いだ
◆遠方からの炊き出しに感謝
り、判断を待っていたりしては間

かわらず、とても喜んでいただけ

災害に対応にあたっては、マニ

避難所で住民のために動かれてい
る姿を多く見ました。

ュアルも大事ですが、電気や通信
手段、食料・水がない状況ではそ

た紙をお配りし、お名前と居場所、

し、給油できる場所が限られてい
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とにしました。すると、瞬く間に
ガソリン券を求める方もおられま
二階の階段のシャッターやホワイ
したが、給油できる量に限りがあ
トボード等、用意した掲示用スペ
るため、叱責を受けながらもお断
ースがその紙で一杯になりました。 りをせざるを得ませんでした。
また、夜中に乳児用のミルクを

安否を知りたい人のお名前を記入

平成 28 年 12 月入稿

当日行くことができたのは、徒歩

たが、災害救助法への対応などで人

は他の部署の担当になっていまし

地域防災計画では、避難所の運営

な限りマッチングできるよう調整を

の得意分野といった職能とを、可能

している部署のニーズと、応援職員

整も行いました。応援職員を必要と

人事係では、応援職員の受入れ調

例えば死亡届や火葬許可、保険に係
る業務、あるいは復興へ向けて被災
家屋の調査やり災証明の発行など
の業務が増加し、避難所対応以外の
業務に人を充てる必要のある部署
が増えてきました。
時間の経過とともに、避難所を出
られる市民の方もいますが、そのス
ピードより、対応する業務が増える
スピードのほうが速かったです。四
月頃から他自治体の応援職員の力を
借りることができるようになりまし
たが、それでもなかなか追いつかず、
六月六日に改めて災害対策本部長名
で職員配置の見直しを実施しました。
避難所の運営だけでなく、災害対策
本部の連絡員、総合受付、物資の配
送拠点などの主担当となる部署や職
員を決め、その中でローテーション
をする形に切り替えました。
◆様々な応援職員の受入れ

あります。物資配送など、民間のノ

また、災害対応には様々な業務が

ます。

休養を取らせることも必要だと思い

期的な視点を持ち、職員に定期的に

しまいます。今後の課題として、長

と、精神的にも肉体的にも疲弊して

不足する人員

で行ける旧気仙沼市域の一部だった

手を確保することができなかった

行いました。また様々な自治体から

ウハウを活かせる分野については、

あふれる業務

の地域にも確認の範囲を広げました。 ため、総務課の判断で、地域防災計

と思います。翌日になって、その他

画とは異なる形で避難所の運営を

支援を頂きましたが、それぞれ派遣

今回のように民間事業者へ委託する

にかかわらず向かわせました。

総務課

わかるだろうということで、所属部署

主幹兼人事係長

◆地元のわかる職員を向かわせる
◆避難所はローテーションで対応
総務部総務課は、地域防災計画で
震災後一週間経つ頃、避難所に行
は危機管理課の後方支援という位
った職員も疲弊し、交替が必要とい
置づけでした。発災当日から、私は
うことで、避難所毎に担当職員のロ
総務課の人事係長として、避難所運
ーテーションを組むことにしました。
営と物資関係の対応に必要な職員
旧唐桑町や旧本吉町では、市民が地
の割り振りを行いました。
元の自治会館を避難所として、自主
当日の夜、通信網が遮断されたため、 的に運営しているところが多かった
職員をワン・テン庁舎の大ホールに集
ので、市職員が運営にあたった避難
め、各地区の事情や土地勘のある職員
所は、旧気仙沼市域の大規模避難所
を、被災状況と避難者の確認のために
が多かったと思います。初めの頃は
向かわせました。現在の気仙沼市は旧
複数日連続して対応することがあり
気仙沼市、旧唐桑町、旧本吉町が合併
ましたが、最終的には一日交替で担
してできたまちです。旧唐桑町や旧本
当する形にしました。
◆対応業務が増えることに伴う人
吉町のことは、その土地の職員が一番
員配置の切り替え

総務部

応援職員も含めた人員配置で対応

私自身も本吉総合支所へ行き、被災

行いました。当初は避難所の運営に

される期間も異なるので、どの業務

などの対応が必要だと思います。

菅原 正浩

された市民の方が避難している可能

対し全庁的に職員を充てることが

に対応していただくか整理すること

中で、自分だけ休もうという職員は

いないと思います。震災直後の混乱

期については一丸となって頑張るべ

きです。しかし、復興の道のりは長

く、昼夜休まず業務への対応が続く
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が必要でした。そのため、縦軸に業
務の種別、横軸に時間を記載できる
マッチング表を作り、どの時期のど
の業務に、どの自治体の応援職員に
対応いただくか、シフト表を作って
管理を行いました。
また当時は、宿泊施設などは十分に
ありませんから、宿泊場所が確保でき
ない場合には避難所の担当として、避
難者と寝食を共にしていただきまし
た。また、事務的な業務にあたられる
方には、一関市から通っていただくな
どの調整も行いました。
◆復興の道のりは長丁場

性のある場所を伺い、実際に探して

で き まし たが 、時 間が 経過 す ると 、

目の前に被災している市民がいる

回りました。

平成 28 年 12 月入稿

震災対応の中、退職と採用の辞令交付式を開催

◆退職と採用の式典を開催
三月末に退職する職員と、四月

◆職員向けの支援物資に感謝
総務課にいた頃のある日、明石

が真っ赤になっていました。防災
無線のサイレンや車のクラクショ

庁舎からストーブを集め、暖をと
っていただけるようにしました。

した。備蓄していた毛布を配布し、

が避難に来られましたが、雪が降
ってきて、皆さん震えておられま

舎の駐車場に避難しました。住民

思うぐらい怖かったです。
大津波警報が発令され、第二庁

舎が壊れてしまうのではないかと

事務室にいる時に地震が発生し
ました。激しい横揺れが続き、庁

◆庁舎に来られた避難者に対応

れました。一人五分ずつというル

携帯電話会社が、市民の通話用
に携帯電話を二、三台貸与してく

券の配布を担当

少しは役立てたと思いました。
◆携帯電話の貸し出しやガソリン

がとれました」との声を聞くと、

のお名前等を記入し、壁に貼って
いただきました。
「おかげ様で連絡

で、紙をお渡しし、探している方

不明の家族等を探すために多くの
方が市役所に来られました。そこ

のでとても心強かったです。行方

ましたが、近隣のお医者さんが避
難者の対応にあたっていただいた

庁舎に多くの方が避難して来られ

「家族が増えたのでもう一部屋貸

居者の対応にあたりました。最初
震災直後は、どの職場も多忙で
は一日中相談が絶えませんでした。 なかなか休みをとることができま

務所に異動し、応急仮設住宅の入

◆応急仮設住宅の入居者に対応
平成二十四年四月に社会福祉事

設を掃除し、施設を返還しました。

の閉鎖後、総務課の職員で、お借
りしていた自治会館やお寺等の施

が閉鎖されていきました。避難所

向かいました。
応急仮設住宅が完成し、避難所

と、新人は早速災害対応の現場に

ツを着用していましたが、職員は
皆作業服でした。交付式を終える

交付式を行いました。新人はスー

にしましたが、市長等に出席して
いただき、退職辞令や採用辞令の

したいとの思いから、式典は簡単

災害対応で多忙な状況ではありま
したが、けじめであり、きちんと

せんでした。災害対応は長期にわ

好評で何度も追加作成しました。

得て、ポロシャツを作成し、職員
や応援職員で着用しました。大変

気に入ったので、明石市の了解を

ばろう気仙沼」というステッカー
が貼られていました。デザインが

たです。届いた物資の箱に「がん

したなかで、同じ自治体職員から
励ましを頂き、とてもうれしかっ

者優先で対応していました。そう

国各地から様々な食糧や物資が届
きましたが、配布については被災

つわけさせていただきました。全

お伝えしたところ数箱の物資を届
けていただき、女性職員で少しず

ました。下着や靴下等が欲しいと

きて、
「職員用に物資を送りたいが
何が必要か」という申し出を頂き

一日から入庁する新人がいました。 市の女性職員から電話がかかって

ンが鳴り続きました。水道が止ま

ールを作り、被災者に順番に使っ
ていただきました。また、ガソリ

たるので、交替で休みをとれるよ
うになればと思います。また、職

菅原 千枝子

り、ワン・テン庁舎のトイレの水
が流れなくて大変だというで、第

ン券の配布を担当しました。ガソ

して欲しい」といった要望や、近
隣とのトラブルの相談等がありま

主幹

二庁舎の裏の湧水を汲み、バケツ

リン券を必要とする理由を聞き取
り、必要性が認められた方に配布

員の心のケア等に、もう少し早く

総務課人事係

をトイレ前に並べました。私はト
イレの利用者を誘導しました。夜

した。原則は一度入居してからの
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総務部

には産婦人科から妊産婦や新生児、 しました。配布できる枚数に限り

変更ができないことから、ご要望
取り組めるようになると良いと思
に応えられないこともありました。 います。

震災当日の夜は、火災のため空

医師、看護師等が避難してきたの
があり、ご理解をいただくのが難
で会議室に入っていただきました。 しいこともありました。

平成 29 年 6 月入稿

被災者対応の前線で苦悩しながらの数箇月

たことを知りました。自宅の現況

衛隊の方が夜間に職員に解放して

合せ対応をすることとなりました。

より、人事係として、急遽市民の問

決まっていませんでしたが、調整に

担当として従事する業 務は当初

所に殺到しました。

否を確かめたい一心で市民が市役

所在がわからない」等、家族の安

ちの父親は無事ですか」
「子どもの

なったことにより、翌日には「う

震災発生後すぐに電話が不通に

確でないものの問い合わせも人事

他、安否確認以外にも担当課が明

大に入るようになりました。その

せ等、不要不急のものも含めて膨

していないか」といった問い合わ

合わせや「昔訪れた飲食店は被災

外からも市内居住者の安否の問い

に、電話が復旧したことで、県内

でき落ち着いてきましたが、同時

グで避難者名簿を持ち帰る体制が

避難所運営職員が交代のタイミン

所の設置状況の把握も一段落し、

二週間が経過する頃には、避難

宅に帰ろうという動きになりまし

職員の疲労蓄積が重なり、極力自

大津波警報が発令されたことを知

取ろうと約束していました。今回、

には、それぞれで命を守る行動を

津波注意報以上が発令された場合

束を家族としていたからでした。

れたのは、
「津波てんでんこ」の約

い状況でも比較的落ち着いていら

当初、家族の無事が確認できな

が優遇されることに対して激しい

に置かれた集団からは、特に他人

飛び交う争いになる等、極限状態

は、歯ブラシ一本で大人の怒号が

物資が不足した時期の避難所で

災が想定される地域にあったので、 ◆極限状態でも業務に従事する覚

自宅は、津波ハザードマップで被

の避難所の対応、被災職員への対

業務に集中することができました。 クレームが生じることを実感しま

った時点で、
「必ず家族は安全な場

応等さまざまな業務に従事しまし

りして業務に対応していましたが、 の他、応援職員の対応や民間借上

所に避難している」と確信して、

たが、後世の職員には、そのよう

じけずにやってこられました。

してくれた同僚らに支えられ、く

らゆる場面で声を掛け合って励ま

も頑なに車中泊を続けた上司、あ

災した部下の状況に配慮して自ら

を確認できたのはさらに後でした。 くださった浴場のありがたさ、被

しかし、市役所も被災し、ライフラ

係が対応することとなり、深夜遅

た。帰宅時間は連日深夜時間帯で、

家族・同僚との信頼関係による後押しがあってこそ

インも寸断された中だったので、避

くまで電話が鳴り止まず、問い合

な状況下でも業務に従事する覚悟

◆殺到した市民の安否問合せ

熊谷 輝彦

難所の設置状況の把握や情報の集

わせに追われる日々が続きました。 避難者の安眠を妨げてしまうため

とともに、車両の燃料は常に余裕

主査

約もうまく立ちゆかず、数日間は市

今さら避難所にも入れず、一箇月

を持っておくこと、
「津波てんでん

総務課人事係

民から不明家族への伝言を紙に書

◆後押しになった家族との「津波

ほどの間、自家用車に車中泊をす

こ」を家族で約束しておくこと、

総務部

いて、市庁舎の壁に貼り出すことし

てんでんこ」の約束や同僚からの

る生活でした。市民の問い合わせ

した。人事係は遊撃手として、そ
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悟と日頃の備えを

かできませんでした。家族の命がか

励まし

震災発生以降、市庁舎に寝泊ま

かっている市民のなかには、一分一

震災発生から数日後、母が市役

る日々の中、
「自分も被災者なのに」 くことの大切さを伝え残したいと

常日頃からの備えを万全にしてお

秒を争う状況の中でこうした対応

所に来訪し、そこで初めて家族全

と傷つくこともありましたが、自

対応では、叱責やクレームを受け

に納得がいかない方も多く、叱責を

員の無事と、自宅が津波で流失し

思います。

受けることも多くありました。

平成 29 年 3 月入稿

総務課人事係

主査

西城 寿光

ボランティアの協力を得て衣料品を届ける
総務部

震災後は庁内の避難者や近くの

◆安否確認の問合せ電話に対応

地震が発生したのは市役所で執
避難所に物資を届ける作業を担当
しました。避難者を探している人

◆広報車で移動中に津波に遭遇
務している時でした。最初は「ま
た地震か」という雰囲気でしたが、
揺れがあまりにも長く続いたので、 のために、各避難所から取り寄せ

までひらすらコピーしました。安

仕分けし、衣服を畳み、避難所に

援職員とあわせて約百名に協力し
てもらい、トラックが何往復もし

ランティアを募集し、市町村の応

すことになりました。災害ボラン
ティアセンターを通じて大勢のボ

ー・ウェーブの二階に衣料品を移

学校再開に向けて、体育館を高
校に返還するため、四月下旬にケ

ら新品の衣料が届きました。

は個人から提供された中古品が多
かったですが、徐々にメーカーか

にお手伝いいただくことで、安心
感が得られ、落ち着きを取り戻し

ボランティアや応援職員の皆さん

頂いています。
大きな震災が起こりましたが、

今でも百五十人の応援職員に来て

ために、民間のアパートを借り上
げたり、職員宿舎を建設しました。

治体からの応援職員の受け入れの

◆ボランティアや応援職員に感謝
人事係の業務に戻った後、他自

となり、午前の配送時に受けたオ

たのですが、避難所への物資配送
の仕組みが整い、後にオーダー制

最初は見込みで衣料を送ってい

神に感動し、決まりをきちんと守
らなくてはと思いました。

ました。皆さんのボランティア精

守ることや、一時間おきに休憩の
時間をとること等を教えてもらい

ランティアの開始・終了の時間を

ボランティアセンターの事務局か
ら、どれほど業務量が多くてもボ

けを手伝ってもらいました。災害

毎日多くのボランティアに来て
いただき、衣類を畳んだり、仕分

ます。ボランティアや応援職員の
皆さんに大変感謝しています。

の駐車場誘導を手伝ってくれてい

たと思います。ご縁が出来て、こ
の学生グループはその後も追悼式

は、このような企画はできなかっ

必要としている方に大変喜んでい
ただけました。市役所職員だけで

やかに動いてくれました。衣類を

くれました。統制がとれていて、
私達が気づかない部分まできめ細

十人近い学生ボランティアが来て

で衣類の配布会を三日間開くこと
になりました。配布会の当日は五

アの提案で、気仙沼西高校の校庭

衣服をもっと被災者に届けたい
と考えていたところ、ボランティ

て大量の衣料品を移動させました。 ていったのだと思います。

ーダーの衣料品を午後に配送する
こともできるようになりました。
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慌てて学校での避難訓練のように、 た名簿を掲示したり、各避難所で
机の下に身を隠しました。
の閲覧用に避難者名簿を朝から晩
揺れが収まり、庁舎外に避難し

否確認の電話がたくさんかかって
きて、人事係の職員六、七名でパ

旧青果市場が支援物資の集積拠

ている時に、
「点検修理に出してい
る広報車を取りに行くので同行し

津波に遭遇しました。急いで退避

点となっており、何日か手伝いに
いった頃、旧青果市場に収まりき

ソコンで名簿を検索しながら夜八

しようとしましたが間に合わず、
車を降りて近くのアパートの外階

らない衣料品を気仙沼西高校の体

て欲しい」と職員に声をかけられ、

段に逃げ込みました。津波は海か

育館に移すことになり、四月上旬
から西高校で物資管理を担当しま

時頃まで電話に対応しました。
◆気仙沼西高校で衣料品を管理

ら来るものだと思っており、まさ
かここまで津波が来るとは思いも

した。中高生等のボランティアに

広報車を受け取りに行き、市役所
に戻る途中に中谷地交差点付近で

しませんでした。津波が引いたの

戻ったところ、市役所付近にもが

送れるように準備しました。最初

は一時間半ほど経ってからでした。 手伝ってもらい、支援物資の衣料
薄暗くなってから歩いて市役所に
品を男女別や大人用・子ども用に
れきが残されていて驚きました。

平成 29 年 2 月入稿

総務課

主幹兼文書情報係長

鈴木 哲則

お米や日用品、発電機等、多様な物資を調達
総務部

◆災害直後の物資調達を担当
議会で担当部分の審議が終わり
自席で執務している時に地震が発
生しました。中学生の時に宮城県沖
地震を経験しており、校庭に地割れ
が 走 って いた のを 思い 出し ま した 。
その時以来の激しい揺れだったの

食 料 や割 り箸 、コ ップ 等の 日 用品 、
土木部門が使う長靴やレインコー
ト、ガソリンを運ぶための携行缶等、
各部署が必要とする物資のリスト
を持って岩手県内陸部まで調達に
出向きました。最初は一関市等の近
隣の市町で入手できた物資が徐々
に品薄となり、奥州市等の遠方へ足
を運ぶことになったため、戻るのが
夜遅くになることもありました。
一週間ほどして支援物資が届き
始めた頃に、必要な物資が変わりま
した。避難者に届けるおにぎりを学
校 の 調理 場で 作っ てい たの で すが 、
そのためのお米を大量に調達する
ことが必要でした。米穀店に出向く
と停電のために精米できないとの
ことでしたので、発電機をレンタル
して届けました。
◆ガソリン券の配布や灯油を供給
両に給油が制限されていたのです

くさんありました。職員で配送しよ

近所で集まっているような所がた

は百を超えていました。その他にも

なりました。震災当初は避難所の数

務課が担当し、それを手伝うことに

した。物資の仕分けや積み込みは税

拠点として活用することになりま

止したばかりの青果市場を物資の

舎では場所が不足してきたので、廃

ようになり、市役所やワン・テン庁

全国から支援物資が続々と届く

た。そこで、病院に行かなくてはな
らない等、緊急度が高い人に市役所
がガソリン券を配布することにな
りました。
「行政が行う業務なのか」
という声もありましたが、緊急時に
必要な人に行き渡らせるために必
要との判断から取り組みました。
当時は寒かったので避難所では
石油ストーブを使っていました。市
内の事業者の協力により、灯油を配
達していただきました。当初は避難
所がどこにあり、どの位の量を配れ
ばよいのか混乱していてわからな
かったので、事業者と相談しながら
取り組みました。
◆運送事業者や自衛隊の協力で、
物資を避難所へ届けられるように

間をかけて丁寧に説明するように

性急に物事を進めるのではなく、時

こ と に不 安を 感じ てお られ ま した 。

ら何十人もの避難者が移ってくる

け入れる避難所でも、他の避難所か

した。また、統合により避難者を受

をお持ちで不安を抱えておられま

待たれている等、さまざまなご事情

おられる方は仮設住宅への入居を

得られません。当時避難所に残って

ほしいということだけでは理解は

え、人数が少なくなったので移って

担当したのですが、仮住まいとはい

送 の お手 伝い の申 し出 をい た だき 、
また、道路寸断で孤立している地域
への配送を自衛隊が協力してくれ
ることになり、徐々に物資を避難所
に届けられるようになっていきま
した。運送事業者の方から「何をど
こにいくつ運べばよいのかを整理
してください。後は任せてくださ
い。」と言われたことを覚えていま
す。
◆時間をかけて丁寧に避難所の集
約について理解を求める

うとしたのですが、体制が不足して

心がけました。

というより同じ課の別の者が主に

になりました。この作業自体は、私

減っていき、避難所を集約すること

時間が経つにつれて避難者数が

いました。市内の運送事業者から運
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で、庁舎が倒壊してしまうのではな
いかと心配しました。
その後、続々と市民が避難されて
きたので、ワン・テン庁舎の大ホー
ルと和室に入っていただきました
が 、 大津 波警 報が 発令 され た ため 、
さらに高いところへ移っていただ
きました。そうしているところに津
波が来ました。水に勢いはなく、ぬ
らぬらと水嵩を増していくような
感じでした。流された自動車が庁舎
向かいの東北電力の営業所に突っ
込んでいくのをみて、これは大変な
その後、私の係は物資の調達を担

が、ガソリンスタンドが独自に調達

ガソリンが不足し当初は緊急車

当することになりました。最初の数

できるという情報が入ってきまし

ことになったと思いました。

日 は 物資 がま った くな かっ た ので 、

平成 28 年 12 月入稿

必要になります。出張所の隣に農協

間中は、危機管理と税務課の手伝い

いものですから、復旧するまでの期

した。それで、手書きも何もできな

課とのやりとりができなくなりま

途絶えてしまったので、本庁の市民

ています。住基ネット関係の通信が

を行ういわゆる窓口業務を担当し

また。マニュアル通りではない行

ったと思います。

で、亡くなった方がいなくて、良か

まるところに貼りました。外国の方

否確認をしようとする人たちが集

加工の工場なり、身内や関係者の安

ストを、外国人の研修生のいる水産

したリストをつくりました。このリ

備えておくこと、支え合うことの重要性

があり、大変ありがたいことに米な

をしました。税務課では被災認定の

動をすることも時には必要です。マ

設置しましたが、はっきり言って使

にテント、発電機、薬品関係などを

どの拾得物も沢山運ばれてきまし

も沢山運ばれてきましたが、金庫な

震災の翌日以降、なくなられた方

階上出張所は窓口業務の処理件

出せるようになりました。

はこうですよ」と同じようなものを

どで確認して、「あなたの被災状況

という気持ちが大切です。そういう

は決断して、危機管理課を手伝おう

といったら、関連する部署の管理者

危機管理課がこんな対応が必要だ

れ を フォ ロー する こと も必 要 です 。

◆役立たなかった非常用設備

い物になりませんでした。電池は使

た。まだ、危機管理課も機能出来て

数 が 本庁 に次 いで 多い とこ ろ です 。

菊地 利忠

地震発生時は議会開催中で、市役
どを沢山提供して頂きました。それ

手伝いをし、調査したデータを階上

ニュアル通りだと危機管理課は膨

用期限が切れていましたし、発電機

いない時だったので、拾得物の調書

フォローは関係ないという向きも

出張所長

所にいたため、出張所にたどり着い
で、階上中学校などにおにぎりを作

出張所でも出力できるよう、通信環

大な業務をすることになります。そ

総務課階上出張所

たのは津波が引いた後でした。公民
って配布することが出来ました。

境も整備しました。申請者の名前な

総務部

館はひび割れや天井の落下があり、

◆亡くなった方・拾得物の把握

が一台ありましたが、エンジンが錆

昭和二十四年で、人口が四千四百三

亡くなった方を把握することは

たりの平均事務処理数は百五十七

なりの件数になっています。一日あ

防犯の見回りは大変助かりました。き

昼間の作業はもちろんのこと、夜の

必要があります。
◆特に自衛隊、消防、警察に感謝
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使えませんでした。公民館の駐車場

びているのか使用できませんでした。 をつくり、市内共通書式の用紙とし

公民館の近くの方たちだけでした。

さらに大変でした。階上地区には十

件。月二十三日計算で、一人の職員

ちんと見回りをしてくれていると感

人で、世帯が一五二〇ですけれども、 あるようなので、意識を変えていく

公民館はプロパンガスを利用し

三の自治会があり、その自治会長さ

あたり、七十九件～八十件。事務量

じられることが大事だと思いました。

ました。その名簿のお陰で持ち主を

ており、設備として調理室があった

んにお願いして、週一回の会議を行

が結構あるという中でしたが、被災

この災害で学んだことを別の地

多くの方は階上小学校、中学校に避

た め 、炊 飯器 等も 備え てい ま した 。

い、亡くなられた方の数を把握しま

された方に微力ながらもお手伝い

域にも学んで欲しいと感じていま

二十三年度の戸籍・住民登録は、か

しかし、そのような幸運の中でも全

した。自治会長の皆さんには大変助

できたと思います。

探しやすくなりました。

ての備品が使えたわけではありま

けられました。

難をし、公民館に避難してきたのは

せんでした。きちんと動作するとい

のではないかと思います。

ざまな災害対応もスムーズになる

す。共有することができれば、さま
階上出張所では、階上地区の避難

◆様々な立場に立って連携を
出張所は、市民の方のあらゆる手

所・避難場所一覧をひらがなで記載

◆被災された方の情報をつなぐ
続きに対応して関係書類の発行等

うことを定期的に確認する必要性
を強く感じています。
炊き出しをする段になると、米が

平成 29 年 3 月入稿

総務課大島出張所

◆心身を休められる場所が必要

今後また同じような災害が起こ

り、同じように航路が経たれてしま

ったら、大島はまた孤立した状態に

手出来ませんでした。市立病院とも

です。処方箋を持っていても薬が入

人達への対応が出来なかったこと

ただ、特に困ったのは、薬が欲しい

の 人 など に本 当に 助け られ ま した 。

警察、郵便局、デイサービス関係

ができるでしょうか。今回の震災で

三千人から四千人もの人達の対応

る 職 員は わず か三 名で す。 三 名で 、

せん。現在大島の出張所に配属され

対策を講じていかなくてはなりま

のように暮らすか」という点を考え、

者が集まった場所で「長期に」「ど

齋藤 敏弘

何度もやりとりをしました。最終的

も、限られた人員で対応するしかな

出張所長

気仙沼大島が孤立せずにすむ体制づくりを
総務部

に動いていただいたのは、市外の医

かった点は大きな課題だと思いま

な り ます 。島 外出 身の 職員 の 場合 、

療機関の先生です。ボランティアの

す。陸路が無い状況下では空からの

前日とった行動を共有し、本部長を
中心にその日の活動を決めました。
その会議では要望が多く、全てに対
応出来ないのが現状で、人命の確保

状態で、ゆっくり身体を休める場所

もありません。今、災害が起きたら

二十四時間体制の時もあるでしょ

う。休憩室が必要です。

また、災害時を想定し、どう行動

すべきかを事前にシミュレーショ

ンをすることも良いと思います。こ

れまでのシミュレーションは、「避

難」が中心ですが、島外に避難が出

大島には、民宿や旅館が沢山あり、 中にある無線ひとつだけで、私はそ

を進めてくださいました。大変感謝

療機関が協議しながら島民の診療

みづくり を是 非進 めて ほし い です 。

職員をすぐに大島へ配置するしく

来ない場合もあります。島内の避難

の無線機の前で、二十四時間体制で

しています。

を中心に要望に一つでも対応するた

食料がストックされていました。し

いる事が一週間ほど続きました。
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家にも帰れない、寝るところも無い

協力も得つつ、全世帯アンケートを

支援が必要であり、緊急時に動ける

孤立すると分かっている離島に
対して市、県、国でも、まずもって
どう対応するのかは重大な案件で
す。健康な人だけではないですから、
震災が起こった時、孤立したところ
の交通機関や医療体制などをどう
するか、今から考えておくべきです。
例えば交通機関は、多くの車が浦
の浜に停めていたため、島内のほと
んどの車が流され、移動手段の制約
も災害対応では大きな支障になり
ました。こうした状況への対応策と
して、民宿のバス等を走らせて、巡
回させるような対応を事前に検討
できると良いと思います。
◆多くの人たちに支えられて

から、避難者向けの炊き出しに提供
してもらいました。
高 校 生 や島 外 で働 い ている 方 は 、
孤立状態のため、すぐには帰ってこ
られませんでした。炊き出しや配布
は島内に残っている方たちが対応
してくれました。
大島航路の起点の浦の浜が被災
しまったく使えない状態で、航路上
にも様々な障害物が漂流、通常なら
気仙沼まで二十五分程度で行ける
ところが、一、二時間かかる状態で
した。
なかなか支援の手も届かない、そ
んな状況の中、島の北側で火災が発
生し、火は亀山を超えて島の市街地
まで迫って来ました。島内には二千
人近くの島民がいました。限られた
指揮系統のなか、全島避難までも視
野に入れ対応しました。
◆通信・交通・医療対策を

実施して、精神科の先生と市外の医

◆孤立した気仙沼大島
震災当日は、議会対応のため市役
所にいたことから、翌日の朝、ヘリ
コ プ ター で大 島に 向か いま し たが 、
津波で多くのものが流され、全くの
孤立した状態でした。
島に着いてから、まず大島での災
害 対 策本 部づ くり から 始め ま した 。
メンバーは、振興協議会の会長を本
部 長 に据 え、 市の 責任 者と し て私 、
当時の市議会議員二名、その他に警
察など関係機関・団体で構成しまし
た。
◆島内で助け合い

め、職員やボランティア、本部長等

本部との連絡手段は軽自動車の

毎朝、必ず自治会長さんを集めて、

と協議しながら進めていきました。

かし、停電になり腐ってしまうこと

平成 29 年 2 月入稿

主幹

村上 政宏

大島が一つになり避難所運営や消火にあたる
総務課大島出張所
したことがない地震と津波に驚い
ていました。避難所内には、備蓄物
資があまりありませんでしたが、大
島の宿泊施設を含む家庭は、大型の
冷凍冷蔵庫等に食料をストックし
ていることが多く、翌日以降、食料
を持ち寄り、プロパンガスで調理し
ました。
◆救護所と遺体安置所を設置
避難所を開設後、遺体安置所と救
護 所 を確 保す る必 要が あり ま した 。
限られた職員で対応するため、出張
所から離れた場所に設置すると対
応が難しくなること等から、公民館
の大集会室を遺体安置所とするこ
とにしたところ、間もなくご遺体の
搬入がありました。
なお、救護所は、最終的に小学校
に設置しました。
◆大島の人が一つになって亀山で
発生した火災の消火にあたる
十一日の夜、大島全体の被害を把握
するため、住宅地図を貼り合わせて大
きな地図を作り、翌日に備えました。
翌十二日に入り、現状把握に努め
ていた午後、所長を始めとする数名
の職員がヘリコプターで到着し、よ

うやく一応の災害対応の体制が整
いました。
しかし、その夜、内湾の火災が燃
え移った思われる炎が大島の北側
で見えるとの情報が入りました。こ
の炎は、少しずつ大島の玄関口であ
る浦の浜に向けて下草を燃やしな
がら進んできましたが、風が強いた
めヘリコプターによる消火ができ
ませんでした。浦の浜港の周辺には、
津波で流されたガソリンの入った
自動車が多数あったため、引火が心
配されました。消防団や自衛隊等が
亀山に入り、手作業で消火にあたる
とともに、大島の皆さんが一つにな
って、防火帯をつくり、何とか延焼
を止めようとしました。ようやく風
が弱くなり、ヘリコプターからの消
火活動が行われ、十七日午前十一時
頃鎮火しました。
火災が鎮火するまで大島は、物資
などの支援が受けにくい状況となっ
ていました。
◆米軍、自衛隊等の支援に感謝
三月末から順次およそ二百五十人
のアメリカ海兵隊が大島に上陸し、
野営をしながら、浦の浜港等、港の
復旧のために四月六日までがれきの
撤去作業にあたっていただきました。
また、小学校体育館脇ではシャワー
支援をしていただきました。
自衛隊からも、数多くの支援をい

た だ きま した が、 海上 自衛 隊 には 、
入浴支援として、大島沖に停泊して
いる艦船のお風呂をお借りし、大島
の皆さんを船やヘリコプターで運
んでいただき、交替で入浴させてい
ただきました。
また、多くの皆様から支援いただ
いた物資の管理・配布を徳島県及び
県下市町村の職員の皆さんから継
続して協力をいただきました。
なお、物資の配布は、大島の皆さ
んからも協力をいただき、各家庭に
継続的に配る等．さまざまな方法を
取り入れました。
◆災害対応の記録が重要
職員だけでは何もできなかったと
思います。大島の皆さんが一緒にな
って協力して動いたからこそ、災害
対応が円滑にできたのだと思います。
時間が経過すると各方面から、災
害時の状況や災害対応時の報告・説
明を求められることが多くなりま
す。簡単でもよいので記録を残して
おくことが重要です。特に写真（画
像 ） を残 して おく こと がで き れば 、
より分かりやすく伝えることがで
きると思います。
また、難しいことですが、災害時
には現状を踏まえて、先を見据えた
判断（決断）が必要となります。事
後に判断の根拠を説明するために
も記録は重要です。

1-23

総務部
◆所長の不在時に地震が発生
大島出張所では、近い将来発生す
るといわれている宮城県沖地震に
備えて、発電機や水をろ過する機械
の使用方法等、災害対応について話
し合っていました。
地震が発生した時、私は所内で窓
口業務をしていました。来客はあり
ませんでした。揺れが長いため危険
を感じ、ストーブの火を消して建物
の外に避難しました。
この時、所長は、議会対応のため、
本土側の市役所本庁舎に行ってい
て不在でした。
◆避難所に食料等を持ち寄る
大津波警報の発令後、建物の安全
を確認のうえ、大島小学校、大島開
発総合センター等に避難所を開設
しました。出張所がある大島公民館
は、建物のガラスが割れる等の被害
があったので、避難所にはできませ
んでした。この避難所の開設準備を
している最中に津波が来ました。
津波の第二波が来た頃から、避難
者が次々と避難所に来ました。高台
で津波の様子を見ていた後、避難所
に来られた皆さんは、これまで経験

平成 29 年 1 月入稿

平成二十三年三月十一日十四時

浪計の情報

◆受信できなかったＧＰＳ津波波

たれます。ちょうどそこに自衛隊

があったので、自衛隊の出動が待

大島の集落が津波で孤立する怖れ

宮城県沖地震なら鹿折の沿岸部や

した。

によるシミュレーションどおりで

波がきます。後日のＧＰＳ波浪計

の海岸には約二十四メートルの津

りの津波が襲いかかります。本吉

越漁港には高さ二十七メートル余

波を感知していました。唐桑の只

ＧＰＳ波浪計は約六メートルの津

ただ無念でなりません。そのとき、

情報が取れなかったのです。ただ、

沼・本吉広域防災センターに移っ

て津波の被害を受けなかった気仙

務部長）は、自家発電装置があっ

部長である市長と危機管理監（総

す。十六時三十分頃、災害対策本

盤が冠水し、使えなくなったので

置があったのですが、一階の電源

話のバックアップ用の自家発電装

われました。ワン・テン庁舎に電

て動きだして間もなく、電源が失

震災の教訓を後世へ、
日本全国、世界へと伝えたい

四十六分、本庁舎三階で市議会の

から電話が入り、派遣をお願いし、

どり着いたのが十四時四十八分、

の執務室に戻りました。自室にた

ワン・テン庁舎二階の危機管理課

の対応のために課長補佐と二人で

身の安全が第一。私自身は市民へ

恐れもあったが、差し当たっての

強化されておらず、天井が落ちる

って」と告げました。建物は耐震

八十人に向かって「机の下にもぐ

きました。十五分の時間があれば

沼の沿岸部に押し寄せると予測で

その四～五倍の高さの津波が気仙

波高が分かれば、十五～二十分で、

になっていました。二十キロ沖の

情報をパソコンで受信できるよう

たＧＰＳ波浪計からオンラインで

です。海面監視のために設けられ

波浪計による「波の高さ」の情報

危機管理上の鍵は、ＧＰＳ津波

を結集してつくろう

◆ＢＣＰ（事業継続計画）は総力

りが厳しい教訓として残りました。

した。災害に強い情報通信網づく

う。そのための文書も整えていま

叫んで市民に危険を伝えたでしょ

をフルに使って「避難しろ！」と

ていたら、私たちは防災行政無線

ロで約六メートルの情報をつかめ

かったのですが、仮に沖合二十キ

警報を出すことが認められていな

当時、自治体には災害の予報や

となる被害情報など、ほとんど入

づく初動対応は、その行動の前提

「ＢＣＰ（事業継続計画）に基

しかったのは間違いありません。

余りに被害が甚大で、人繰りが難

いかとのご批判も頂戴しました。

職務による負担が偏ったのではな

震災対応で、職員の人員配置や、

す。

災者支援、復旧へと進んでいきま

とワン・テン庁舎の二元体制で被

ていただきました。防災センター

総務部 危機管理課 課長 佐藤 健一

審議中に強烈な揺れを感じ、居合
県に派遣要請をしたのです。

揺れは四十九分まで続きました。

三陸地方のどこにいても高台に逃

げられます。
地震の揺れが収まった後、災害
ところが、
「アクセスできません。 対策本部は危機管理課の執務室に

のため、定められた業務以外の優

求められることになりました。そ
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わせた市会議員、幹部職員七十～

強い震動が長く続いたので「宮

置かれました。各部の対策本部員

手できない状況の中、その対応が

ると確信しました。職員に沖合二

トップ画面が出ません」と職員は

城県沖地震」だと思い、津波がく
十キロに気象庁が設置している

必要となりました。このことは、

先業務の実行と対応人員の確保が

「ＧＰＳ津波波浪計」の情報取得、 悲鳴を上げました。地震で陸上基
が集まり、人命救助、行方不明者
自衛隊への派遣要請の準備を指示。 地局の電源や通信ラインが壊れて、 の捜索、避難所の開設と手分けし
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を要する事例だったと考えており

えたＢＣＰのあり方について検討

想定したリスクを超えた場合に備
識を広める

◆階上の悲劇、悔恨を胸に防災意

てしまうのです。

恨と自責の念に堪えません。いま

底して伝えていたらと思うと、悔

もっと安全な場所に逃げるよう徹

各地で起きそうです。だからこそ、

日本の南や西で、あるいは世界の

これからも巨大地震や大津波は

システムを築き始め、年間五十回

が起きたら沖に船を出せ」という

漁業を営む方々の間には、
「津波

が犠牲になられた方々へのせめて

界に伝えなければならない。それ

て学んだこと、気づいたことを世

私たちは経験したこと、身をもっ

作成したＢＣＰのポイントは、
以上も各地で防災訓練やセミナー

言い伝えがあります。しかし、船

もの鎮魂ではないでしょうか。

でも、涙がこぼれます。

災害がいつ起きても対応できるよ
を開き、いざというときに備えて

足や津波の規模、速さから考えて、

平成二年から私たちは津波観測

うに休日、夜間に駆けつけられる
きました。しかし、苦労してつく

ます。

職員、出られない職員を把握する

大川河口よりも北の内湾の船は、

五十メートル以上の「安全域」に

り上げたシステムも東日本大震災

たどり着く前に巨大な津波とぶつ

こと。津波を想定し、自宅が浸水

階上地区は、明治や昭和の三陸

かります。これまでに船の沖出し

地震が発生してから沖出ししても

は除外します。千数百人の気仙沼

大津波で大勢を亡くし、集団の高

の訓練も、サイレンを鳴らすとこ

では電源、通信網の喪失により役

市職員ひとり一人の住所を調べる

所移転も行い、防災意識の高い地

ろから何度か実施してきたのです

域にあったり、通勤で浸水路を通

のに時間がかかりました。個人情

域でした。熱心に啓蒙活動をして、

が、現実はもっと厳しかったので

間に合わなかったでしょう。水深

課もデータを出そうとしませんが、 一時避難高台二箇所、一時避難ビ

報なので、ふつうは総務課も人事

ル一箇所を設けました。その避難

す……。

に立ちませんでした。

人命にかかわる災害対応だからと

場所を決める際、認可の判を押し
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らなければならない職員も初動で

出してもらいました。

震災直後は、この世に神はいな

い、と。でも、時間が経って、ひ

作成したＢＣＰは各課に回覧し、 たのは他ならぬ私でした。ワーク

震災当日、海抜約十三メートル

ょっとすると、天は大きな災害が

いと思いました。神さまがいれば、

えましたが、不十分でした。ＢＣ

の一時避難高台に約六十名の方が

他人事ではなく、自らの身に振り

ショップにも参加し、みなさんの

Ｐに伴う訓練ができなかった。こ

逃げました。しかし、そのうち助

かかるものだと人間にわからせた

確認した後、問題点を把握して自

れも反省点です。ＢＣＰのような

かったのは一割程度でした。四方

くて、この災厄をもたらしたので

こんなに酷いことをするはずはな

大事な計画は、職員の総力を結集

から津波が襲いかかり、人の足を

はと思うようになりました。

意見を聞いて決定したのです。

してつくらねばなりません。個人

なぎ払うようにして流しました。

分がやることを明確にするよう伝

が担当したのでは他人事で終わっ

平成 28 年 11 月入稿

仮設住宅を巡回して、期日前投票を実施

れで、廊下の手すりに掴まって立

地震が発生した時、本庁舎三階
の会議室にいました。もの凄い揺

◆徒歩での避難を呼びかける

援金の申請方法を広報することに

対策本部の業務を担当しました。
五月の連休明けに、生活再建支

ていた部長ミーティングや、災害

四月に災害対策本部が市役所に
戻ってからは、朝と夕方に開催し

◆生活再建支援金を支給

多いと考えられたことから、比較的
規模の大きな仮設住宅等を巡回し

役所等に出向くのが困難な市民も

たのですが、津波で自動車を失った
人も多く、仮設住宅の建設地から市

震災前は市役所と支所で行ってい

選挙では、告示日の後、期日前投
票を行うことができます。本市では

質九月からでした。

態での対応も多々ありました。災

や行動マニュアル等の通りには対
応できないことも多く、手探り状

まざまなことが混乱し、防災計画

対応等の災害対応を経験していま
したが、今回の震災対応では、さ

任後、気仙沼港での油の流出事故

年四月に着任し、一年もたたない
あいだに震災が発生しました。着

ました。
仮設住宅での巡回での期日前投

っているのが精一杯でした。
危機管理課に戻ると停電してい

なりました。チラシを作成したの
ですが、当時は配布手段がなく、

て期日前投票を実施することにな

害時には想定していないことも起
こるため、柔軟な対応が必要だと

期になっており、十一月に実施さ
れることが決まっていました。選

たので情報収集も殆どできません

ワン・テン庁舎に掲示したり、避

りました。しかし、本市の職員だけ
で実施することは難しい状況でし

思います。

票はその後も続けられました。

でした。防災無線で避難を呼びか
けましたが、自動車で避難する人

難所運営の交替要員として避難所
に行く職員にチラシの掲示を依頼

た。そこで、宮城県選挙管理委員会

本市では、平成二十七年度に業
務継続計画（ＢＣＰ）が改定され

挙管理委員会の職員は八月まで避

が多く、渋滞が発生していたため、

したりしていました。

を通じて東京都選挙管理委員会に
協力を依頼したところ、選挙の実務

ました。職員一人ひとりがこの内

千葉 保司

徒歩での避難をよびかけていると
ころに津波が来ました。

被災者の中には住民票を本市に
移していない方もおられました。

経験が豊富な自治体職員に多数応

容を理解していないと、災害時対
応が適切に行えないように思いま

課長補佐兼防災情報係長

三日町の方へ流れていくのを見て
恐怖を感じました。ワン・テン庁

生活再建支援金の支給にあたって

援に来ていただけることとなり、予
定通りに実施できました。開票作業

す。職員の皆さんにはその内容と

危機管理課

舎の向かい側の建物の住民に向け

居所の確認が必要であるため、水
道や電気の支払書の入手を依頼し

は当初市職員だけで行う予定でし

自分自身の役割を理解してほしい
と思います。そして、図上訓練等

総務部

て流されないように雨どいを持つ
よう叫んだことを覚えています。

支給できるよう手続きしました。

たが、応援職員からの申し出を受け
て、開票確定までの作業に携わって

の防災訓練を通じて実践できるよ

◆ＢＣＰを活用し職員一人ひとり
が災害時対応の理解・訓練を

災害対策本部が防災センターに

◆応援職員の協力を得て、仮設住
宅を巡回して期日前投票を実施

いただきました。投票日の翌日に皆

うに準備してほしいと思います。

難所の運営にあたっていたので、
選挙の準備にとりかかれたのは実

移りましたが、私は市役所に残り、
情報等を各課に伝えたりしていま

十月に選挙管理委員会に異動し

さんそれぞれの職場に戻って行か
れる時に感謝の気持ちをお伝えし

1-26

私は、危機管理課に平成二十二

した。まだ停電していましたが、

ました。本来四月に行われる予定
であった県議会議員選挙が二度延

これまで見たことのない津波が

内線電話は使えていたように思い
ます。

平成 29 年 2 月入稿

りまとめは社会福祉事務所が担当

ます。災害救助法による支払のと

担していただけることになってい

に報告することで費用を国費で負

替えた後、災害救助法に基づき国

に要する費用は、市が費用を立て

成にご協力いただきました。

つ、事情を説明して、請求書の再作

ん申し訳ないという思いをもちつ

てお忙しくされていたなか、たいへ

事業者の皆さんも復旧・復興に向け

成をお願いすることもありました。

ません。そのため、明細書の追加作

避難所用物資の費用の支払い事務に従事

の電話が不通となるなか、危機管

し、危機管理課は主に避難所の食

◆災害時が起こった時の行動を普

までの間、要件を丁寧に聞き取り、

ついては、各課の電話が復旧する

他の課宛にかかってきた電話に

も物資が不足しており、市の災害

所が設置されました。どの避難所

震災当初は市内に数多くの避難

って対応することができました。

国等からのマニュアルや様式に沿

らの応援を受け入れることができ

要になるということです。外部か

は、災害対応には多くの職員が必

震災から五年がたって思うこと

てきていると思います。

踏まえて、市の防災対策は充実し

◆想定を超えた津波被害

しかし、東日本大震災での被害

その内容を担当課に伝え、担当課

対策本部から物資を供給する仕組

るように準備しておくことが大事

村上 学

理課の電話を比較的早く復旧し、

糧やガソリン関係の支払伝票を作

段からイメージして考えておく

の規模はあまりにも大きく、危機

の検討結果を返答する取り次ぎ役

みも当初は十分に整っていません

だと思います。

主幹

私は危機管理課の庶務や備蓄物
危機管理課において、市民や行政、

成しました。災害救助法に基づく

管理課に入ってくる被害の報告を

のような業務をしていました。
「○

でした。そのため、避難所に配置

危機管理課防災情報係

資の調達・更新等を担当していま
マスコミ等からのさまざまな電話

事務の経験はありませんでしたが、

総務部

した。震災前から、想定避難数か
の対応にあたりました。

聞くたびに「これは大変なことに

○してほしい」という市民からの

された職員等が、一関市等に出向

東日本大震災での様々な教訓を

ら必要な備蓄量を算出し、備蓄物

う避難者数で想定をはるかに超え、 要望に対して、「○○はできない」

なった」と思いました。

といったお返事をしないといけな

いて物資を調達していました。

危機管理課の宮城県防災無線（衛

線が次々と途絶えていきました。

震災直後にはさまざまな通信回

◆調達物資の費用支払事務を担当

いっぱいの状況でした。

合わせ等に対応していくことが精

当時は目の前の一つ一つの問い

した。明細がなければ、災害救助

は明細が詳しくないものもありま

り、店舗から発行される請求書に

には色々と混乱していたこともあ

が回ってくるのですが、震災直後

庶務担当の私の所には、請求書

の向上に貢献できればと思います。

踏まえて、福祉分野での防災対策

いますが、危機管理課での経験を

と思います。今は、福祉の部署に

普段からもっておくことが大事だ

に必要となる行動を考える時間を

とが必要です。災害が起こった時

い災害についてイメージをもつこ

星通信ネットワーク）が唯一使え

私は、震災前から課の会計を担

法の対象として国への報告ができ
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資を増やしていました。

圧倒的に足り無い状況でした。

い時には、ご理解いただけるよう

たため、その無線を使って関係機

当していました。震災の応急復旧

また、備蓄物資は、二万人とい

◆市役所にかかってくるさまざま

に丁寧な説明に心がけました。

また、今後、起こるかもしれな

な電話を取り次ぐ日々

関との連絡にあたりました。一般

平成 28 年 12 月入稿

危機管理課防災情報係

伊東 秋広

動があり、同時並行で人命救助、道

発生しており、その鎮火のための活

た。当時、気仙沼湾を中心に火災が

が非常に大きな業務を限られた人

担当をしています。予算及び事業量

現在は、防災集団移転促進事業の

けて書き込みをして、どの地区にど
のような対応が必要かなど、情報の
整理もできるようになりました。災
害対策本部会議が本庁舎で開催さ
れるようになるまで、三月中は消防
本部での従事が続きました。
◆度重なる変更を伴う防災集団移
転促進事業

センターで開催されることになり

路啓開、御遺体の収容と安置などの

数で実施しています。防災集団移転

消防本部には消防、警察、自衛隊

して従事しました。

災センターへ移動し、本部連絡員と

ました。私も危機管理監と一緒に防

活動も始まりました。本部では様々

事業は、当初計画を作っても、例え

テン庁舎二階の危機管理課の執務
室にいました。大きな揺れが始まり
ま し たの で、 揺れ てい る最 中 から 、
災害情報の発信をしなくてはとい
う思いがありました。長い揺れでし

また、避難所に関する情報収集も

ことが多々あります。事業の推進に

態により、何度も設計変更が生じる

や給水活動など、様々な対応があり

その後、様々な避難用物資の確保

りが続きました。

ちを救出するための情報もやりと

らっしゃることがわかり、その方た

公民館の屋上にも避難者の方がい

者がいると推測できますが、高台や

した。体育館や小学校であれば避難

考えることが必要だと思います。

たなことができないか自分なりに

して、 Twitter
の導入を提案しまし
た。既存の方法だけでなく柔軟に新

合は、震災当時危機管理課の担当と

るということだと思います。私の場

柔軟な発想で臨機応変な対応をす

どんな状況、どんな業務においても、

こ の 震 災を 通 じて 感 じたこ と は 、

方法を工夫して実施しています。

ましたが、震災発生から五日程度経

その状況の把握に時間がかかりま

外にも、多くの避難所ができており、 際 し て は ア ウ ト ソ ー ス す る 範 囲 や

ありました。市が指定した避難所以

機関同士の連絡調整を担当しまし

など、各種機関が集結しており、各

過した頃、関係機関の役割の整理が

主幹

求められるのは柔軟な発想と臨機応変な対応
総務部

な情報が飛び交い、その整理に追わ

ば、造成する高台の形状や地盤の状

メールシステムがダウンしてしま
い、発信は断念せざるを得ませんで
した。
そこで防災 Twitter
を利用して市
民の方への避難の呼び掛けを始め
ました。大津波警報が発令されてい
ましたので、迫る危機を市民の方に
伝えなければと思いました。発信の
作業はワン・テン庁舎の執務室で行
っていましたが、庁舎にも津波が到
達したため、私も発信のためのパソ
コンを持って、庁舎の上階へ移動し、
その後も、そこから見える津波や火
災の様子や、第二波も襲来する可能
性があることなど、 Twitter
の発信
を続けました。当日の夜の十時半く
らいまでは通信局が予備電源でつ
ながっていましたので、その間、少
しでも多くの情報を伝えられるよ
う、パソコンと携帯電話を切り替え
ながら発信を続けました。
◆災害対策本部での情報の錯綜と
収束

で き るよ うに なっ てき てい ま した 。
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れていました。

たが、手が付けられるところから始

震災発生当日、市役所本庁舎が停

自衛隊の助言で、地図にシートをか

◆時代にあった情報伝達の方法を
考案
気仙沼市の危機管理課では、震災
前から、市民の方に対する災害情報
の伝達や防災意識の向上を図る取
組を進めてきました。市民の方への
情報伝達手段として、従来から防災
行政無線等はありましたが、私も防
災情報係の担当として、災害情報の
伝達や災害時の住民の避難誘導な
ど少しでも多くの方法で多くの方
に伝えることができるよう、新たに
エリアメール安心システムと防災
の導入を提案しました。
Twitter
◆迫る危機を一人でも多くの市民
に伝える

めようと思い、まずエリアメールの

電のため、災害対策本部会議は防災

地震が発生したとき、私はワン・

発 信 をし よう とし まし た。 し かし 、

平成 28 年 11 月入稿

危機管理課防災情報係

主査

鈴木 敦

「命を守る」その最大の目標を達成するために
総務部
水位が増した場合に備え、私は上階へ
上
がることも考 えました。結 果 的 に津 波
は二 階 までは到 達 しなかったのです が、
市 役 所 前 の県 道 はがれきで塞 がれた状
態になりました。
その後 も市 内 各 所 から入 ってくる情
報 の対 応 に追 われました。移 動 系 の防
災 無 線 の端 末 が、大 島 の出 張 所 、魚 市
場 の事 務 所 、水 道 事 務 所 、そして下 水
道 事 務 所 等 にも配 備 さ れており、それ
ぞれから助 けを求 める情 報 が入 ってき
ました。巨 大 津 波 が何 度 も押 し寄 せる
中 、そして気 仙 沼 湾 周縁 一 帯を燃 や し
尽 くす 圧 倒 的 な火 勢 の中 、消 防 もでき
る限 りを尽 くしてくれました。しかし、
対 応 にも限 界 があります 。私 が返 せる
言葉は「なんとか頑張って下さい…。」そ
れしかない状況でした。

◆生き延びた命をつなぐこと
翌 々日、発災から七十二時間が経と
う としていました。二 月 に発 生 したニュ
ージーランドの地震で、改めて七十二時
間 が命 を救 う 限 界 だと言 われており、
その話を課の中でした記憶があります。
そしてそこから、生 きている人 の命 をい
かに守るかが対応の中心になりました。
まず は水 と燃 料 の確 保 です 。病 院 の

機 能 を維 持 す るためには、発 電 機 の燃
料が必要です。また人が生きるためには
水 が不 可 欠 です 。浄 水 場 で水 を作 るた
めにもやはり発電機が必要で、そのため
の燃 料 の確 保 が最 重 要 課 題 でした。市
内の石油業者さんへお願いし、急ぎ手配
してもらうことになりました。

◆家族のこと

私自身はずっと市役所へ詰めて、さま
ざ まな問 い合 わせへ対 応 す る業 務 が続
きました。私が家族の安否の確認をでき
たのは少 し後 になってからです 。夜 、少
し時 間ができたときに自 宅 へ向かったと
ころ、自宅に張り紙があり、唐桑の私の
実家 へ避 難 していることが分 かりました。
唐桑へ行くには海沿いの道を通る必要が
あります 。妻 は気 仙 沼 市 外 の出 身 のた
め、海沿いの道を車で通ろうとしたそう
です 。一 緒 に避 難 していた子 どもに海 へ
向かうことを止められたそうで、そうい
った身を守る基本を妻に伝えていなかっ
たことをその話を聞いて気づかされまし
た。

◆市内外からの問い合わせ

発 災 直 後 は、厳 しい局 面 を乗 り切 ろ
う と、避 難 所 の運 営 や物 資の配 分 など、
皆協力的であることが多いです。しかし
時間が経つと、少しずつ状況がかわりま
す 。例 えば避 難 所 間 で物 資 の配 分 に差
が出 てくることもあります 。そう いった
状況について問合せを受けることもあり
ました。また一方、市外からは、是非支
援をさせてほしいと物資の提供をはじめ、

さ まざ まな申 し出 をいただくことがあ
りました。いただいた問合せや申し出を
お聞 きし、それぞれのニー ズにあった対
応 ができるよう 、調 整 をす ることも業
務のひとつになっていました。

◆防災のジレンマ

その後 、もともと平 常 業 務 として受
け持 っていた防 災 無 線 の対 応 を再 開 す
ることになりました。市 内 沿 岸 部 の防
災 無 線 のスピー カー は津 波 で被 災 した
ものが多く、まずは鳴動できるように仮
復旧をさ せました。そしてその後、新 し
いデジタル無 線 の機 器 に総 入 れ替 えを
行いました。
こう した公 助 のための取 り組 みを進
めることはもちろん必要ですが、一方で
どこまでスピー カー を増 設 す れば安 全
だと言えるのか、答えのないジレンマを感
じることもありました。今回の震災を踏
まえ、公 助 の取 組 も必 要 である一 方 、
やはり「自分の身は自分で守る」そのレベ
ルを上げることが必要だと感じます。災
害 についてさ まざ まな想 定 はさ れます
が、想 定 以 上 の災 害 が発 生 してしまえ
ばそれまでです 。公 的 な対 応 にはどう
しても限界があります。
例 えば、避 難 場 所 、避 難 経 路 、避 難
方 法 、そして家 族 との連 絡 方 法 を決 め
ること。食 事 や 物 資 に困 ら ないよう に
備 蓄 は各 自 で準 備 して、それを各 自 で
持ち寄 ること。そういった市 民ひとりひ
とりの意識と行動 がやはり必要だと思
います。
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◆初めての防災専門の職場
私 はもともと旧 唐 桑 町 の職 員 で、平
成 十 八 年 に旧 気 仙 沼 市 と旧 唐 桑 町 が
合 併 した後 、平 成 二 十 二 年 度 に初 めて
本 庁 の組 織 である危 機 管 理 課 へ配 属 さ
れました。旧 唐 桑 町 でも防 災 の仕 事 の
経 験 はありましたが、さ まざ まな業 務
のうちの一つという位置づけで、防災専
門 の職 場 に就 くのは初 めての経 験 でし
た。
配属後、防災無線に関する業務を主
に担 当 しました。平 成 二 十 一 年 に旧 本
吉 町 が気 仙 沼 市 へ編 入 さ れ、市 内 には
それぞれの旧市町が整備したアナログの
防災無線が併存している状態でした。全
国瞬時警報システム（Ｊ Ａ
-ＬＡＲＴ）の導
入 を契 機 に、異 なる三 つの無 線 を同 時
に鳴 動 できるよう 整 備 を進 めていた矢
先、震災が起こりました。

◆想定以上の災害
あの日 、地 震 が発 生 した後 、危 機 管
理 課 にはさ まざ まな情 報 が入 ってきま
した。その対 応 に追 われていると、津 波
が市 役 所 の前 の県 道 まで押 し寄 せてき
ました。
危機管理課は県道に面したワン・テン
庁 舎 の二 階 にあります 。万 が一 津 波 の

平成 31 年 2 月入稿

「勝てないけれど負けないように」全力対応

今できることに対して全力で対応
していこうという気持ちです。連

きるかと常に不安を抱えながら、
地域や企業、学校等と共に防災教

帰り道、少しずつ戻っていくまち
の灯りを見て、一歩一歩前に進ん

のかと、自問と後悔の日々でした。

たが、大きすぎる犠牲の前に担当
としてやることをやり切っていた

日深夜までの対応が続きましたが、 育、減災対策に取り組んできまし

でいることを感じられました。

そのような中、ある中学校では
避難所運営を生徒が手伝いました

鈴木 秀光

◆被災者生活再建支援金の業務
被災者生活支援金の対応業務も

が、卒業生も参加していました。

主査

危機管理課が担当しましたが、受

中学生の時「未来のぼうさい戦士」
をテーマに防災教育を受け、故郷

危機管理課防災情報係

従来の計画では、津波浸水想定
域に居住の約一万人の内、九割は

付システム構築や、被災した方へ
の受付・給付対応など他自治体の

の一大事に帰省して手助けをして

総務部

親類縁者の支援を受けられると仮

応援職員や臨時職員さん等の協力

私は震災発生までの十一年間、

今までにない強く長い揺れから
「ついに宮城県沖地震が来た」と

でも」対応

はワン・テン庁舎で対応しました。
◆初期のソフト的な業務を「なん

防災担当として、地域の皆さんと
防災対策に取り組んできました。
定し、残る方に対応できるよう食

いたのです。その姿には被災した
方々も勇気づけられ、後輩も強い

◆十一年間にわたり地域と共に防
災対策を進めていた所に発災

庁舎間歩行時に揺れが始まり、

料等を備蓄していたものの、現実
があってこそ対応ができました。
の避難者は最大で約二万人でした。 ◆秘書係としての現場

が市役所にも避難してきました。

整、ガソリン券の配布、災害ボラ
ンティアや様々な慰問の受け入れ

援物資の受け入れ、炊き出しの調

職員として、市長の傍で様々な業
務にあたらせていただきました。

ちでしたが、災害対応に携わった

ました。災害対応が続く中、現場
を離れるのは申し訳ないとの気持

揺れたら、もう対策ではなく対応

いうちにこれまで解明されていな
い大地震が起きるかもしれません。

後との誤解はないでしょうか。近

「東日本大震災は千年に一度の
災害」と言われたことで次は千年
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思い、ワン・テン庁舎大ホールに

想定していた宮城県沖地震に伴う
津波は市役所まで達しないもので

等、ソフト的な災害対応業務が危

各部署への市長照会事項の取りま

です。災害発生までどれだけ減災
対策に取り組めるかが重要ですが、

意志を感じたことと思います。

したが、念のためにパソコン等の

機管理課に集中しました。多くは
計画していた対応業務とは異なる

とめ、講演に関する資料作成の他、
特命的な業務も行いましたが、市

防災意識を高いまま何年間も維持

十月に秘書広報課に異動となり

機材を本庁舎に移していました。
津波が庁舎に達した状況から、

ものでしたが、生じた案件は全て

長の分刻みの会議や打合せの様子

災害対策本部の設置を始めました。
想定外のことがあまりにも多く
大津波警報が出され、多くの方
重なったことから、情報収集、支

想定以上の災害が発生し、甚大な

受け、平時では行わない業務でも

職員が一丸となり対応しました。
を拝見し、ここも現場でどの業務
し続けることは困難ですので、家
「勝てないけれど負けないように」 も災害対応であると痛感しました。 具転倒防止、備蓄、避難を日常の

被害になることを覚悟しました。
津波が二波、三波と来るので避難
してきた人が戻らないように引き

一部としていく意識が必要です。

の言葉を常に心に置きました。
起きた災害はもう元には戻せませ

◆後悔しないようできることを。

止めました。津波が引いた頃には
停電のため災害対策本部は防災セ

自分のため、家族のため、地域
のため…、後悔をしないためにも。
んが、せめて心が折れないよう、

「対策」の終わりは突然に！
防災担当時には、いつ災害が起

ンターへ設置となりましたが、私

平成 29 年 1 月入稿

危機管理課

主幹兼交通防犯係長

高橋 義宏

震災の経験と教訓を市の計画と個々の意識に
総務部

震災翌年の二十四年七月末に、
長年、市の防災の礎を作ってこら

今後は、さらに各部署内の体制と
して定着させることが重要です。

三つ目の地域防災力の向上は、

主に避難所の運営を念頭においた
活動で、行政職員のマンパワーに

れた危機管理監が退職されたため、
応急期の対応を知る者として、災
害の経験を今後の対策へどう活か

限りがある中で、市民の理解と、

礫とともに押しよせてくるのがみ
えました。とにかくものすごい光

していくかが、私の一番の課題に

◆可能な限りの情報収集と伝達
災害対応の経験不足の中、年一
景でした。津波が足下に次々と押

地域の様々な方の協力をいただく
ことが重要だと考えています。

回の図上訓練でも、対応全般で何
し寄せ、ワン・テン庁舎の一階も
津波で浸水する危機的状況のなか

なりました。
とりわけ、地域防災計画の改定

をすればよいか明確には理解しき
れていない状況で、あの日を迎え
でしたが、とにかく避難の呼びか

◆一箇月に一回、防災のことを考える

ました。

けが大切だと思い、無線機を握り
しめていました。

では、図上訓練や市総合防災訓練

災害時の担当業務は、災害発生
と同時に警察や海上保安庁と連絡

◆つかめない災害の全体像と手探

災害に備えて、家族の災害対応
力が重要です。家族の無事が確認

をとり、情報収集や交通規制をか

りの組織対応
それからの対応は、とにかく市

ない」というのは本当だと思いま

の充実、業務継続計画（ＢＣＰ）
の改定、地域防災力の向上の三点

けることです。しかし、地震発生
後、通信遮断で関係機関と連絡が

内各地から寄せられる情報に都度

まず一つ目の図上訓練は、この

す。平成二十八年度から、市では
毎月十一日を「防災を考える日」

できてこそ、業務に集中できると

とれませんでした。課長の指示で、

対応することでした。当日の夜遅
くに避難所の情報が徐々に入って

震災の経験を踏まえて、新たに導
入したものです。職員に防災意識

にしています。難しいことはでき

を柱とし取り組んできました。

津波浸水域の予測を行おうとする
職員もいましたが、やはりインタ

きましたが、災害の全体像はなか

が定着できるよう、宮城県防災の

なくてもよいですが、一箇月に一
回だけでも何か防災のことを考え

思います。私の場合は、当日の夜
に妻から無事だとのメールで連絡

ーネットがつながらず断念してい

なかつかむことができませんでし
た。翌日から朝夕の幹部会議が開

日と全国津波防災の日の毎年二回
実施しています。特に当市で混乱

てほしいと思います。

二度とこのような犠牲者を出して
大学の先生がよくおっしゃる
はならないとの思いで挑みました。 「訓練しないことは本番ではでき

震災から五年が経ち、退職した
職員も多く、また新しい職員も増
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特に、消防職・消防団員をはじ
め、避難誘導の災害現場で多くの

ました。
図上訓練の経験をもとに、災害

催されましたが、その場その場で

の大きかった発災後の二十四時間

方々が亡くなられたことを踏まえ、 が入りホッとしました。

対応としてやらなければならない

の対応が精一杯で、危機管理課と

して、市として、組織として、ど
に何をしなければならないか、参
う動けばよいのかは手探りのなか、 加者が改めて考える機会になって

ことは何かを考えました。その場
の判断で、ワン・テン庁舎の屋上
駐車場にあがり、防災行政無線の

えました。当時を知る職員として、

対応を続けました。
◆震災の経験と教訓を生かした計

います。

移動系で避難の呼びかけを行いま
した。八日町にある医院のところ

今の職員に当時のことを伝えるこ
とが役割だと思っています。
画と体制づくり

二つ目のＢＣＰについては、震
災を踏まえた改定はできたので、

から、市役所前の県道を津波が瓦

平成 28 年 11 月入稿

「今」を生きるひとを助けることから感じる
自らの命の大切さ

を切り換えることができました。

替えてがんばろう」といわれ、頭

きているひとを生かす仕事に切り

索は消防や警察に任せ、我々は生

た。

きき、最悪の事態も覚悟をしまし

入ることすらできないとの状況を

ていた先輩から、大沢地区は立ち

主事

千葉 幸美

危機管理課交通防犯係

結果的には、母は避難所にいる

総務部

その後各避難所等から本部に寄

ことが分かり、その他の家族も無

ができないと情報を素直に飲み込

せられた避難者数をもとに配食数
旧青果市場に伝達する業務を実施

んで理解することができず、災害

た人たちに危険を知らせ、安全な

しました。避難所等からよせられ

対応に十分あたることができなく

◆発災直後のすばやい対応にいき

危機管理課に配属されてから一

る数字には、避難所で生活してい

なると感じました。だからこそ、

事が確認出来ましたが、安否確認

危機管理課でも幹部職員は議会対

年も経っていませんでしたし、普

る人だけではなく、在宅避難をし

家族の安否を確認出来るよう、事

を整理し、配送拠点となっている

応をしており、職員も少ない状態

段は交通安全や防犯に関する仕事

ながら食事をもらいに来ている方

前から準備しておくことが大事だ

場所に避難するように指示しまし

でした。そんな中で、午後二時四

をしていましたが、課内で実施し

等も含まれていました。

た事前の備え

六分に大きな揺れを感じたとき、

た図上訓練や上司からの教えもあ

設置場所として定められていたワ

部を立ち上げる必要があるため、

最初にしたことは、災害対策本

ながったのだと思います。

ており、それがとっさの行動につ

をしなければならないかは理解し

性があること、そうした場合に何

した。

となり、私自身の悩みともなりま

援をしていくべきかが大きな課題

定してくるに従って、どこまで支

に限りがある中、そして周囲が安

分の命を守り生き延びることで、

事ですが、それだけではなく、自

げ遅れている人を助けることも大

ことです。もちろん、目の前で逃

はり、自分の命をしっかりと守る

そして、一番大切なことは、や

た。次に、津波がくる可能性があ

て設置準備を手伝ってもらいまし

いたので、その担当者に声を掛け

情報の整理や記録等に追われてい

情報が入ってきましたので、その

り避難所の安否情報等さまざまな

津波が襲来した後、執務室に戻

の安否がなかなかわかりませんで

とも連絡がつかない状況で、家族

宅があったため、発災直後は家族

私自身は唐桑町の大沢地区に自

持つことも大切だと感じます。

市民一人一人がこうした気持ちを

こそ大事なことだと思いますし、

として生きている人を支えるから

があるのだと思います。行政職員
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あの日は議会開会中でしたので、 た。

すぐに「これは危ない」と感じて

ン・テン庁舎二階の大ホールに向

◆今を生きている人への支援の大

◆自らの命を守り、きちんと災害

と思います。

り、大きな余震と津波がくる可能

かったことでした。ちょうどその

切さと難しさ

そのため、市全体としての物資

とっさに行動を開始しました。

日は確定申告の受付会場となって

ることから、二階の危機管理課の

ました。その後、三日が経過した

した。その後各地区の視察を行っ

支えることができるたくさんの命

執務室にあった食料等の備蓄物資

際に、上司から「行方不明者の捜

に向き合える環境づくりを

を三階にあげたことと、一階にい

平成 29 年 3 月入稿

自衛隊の多岐にわたる活動に感謝
人命救助から市民の生活支援まで

災害対応においては、本当に自衛隊

で災害対策本部の連絡員として、警
察、消防、自衛隊、電力など、関係
団体間の調整を行いました。
その頃は、離半島地域をはじめ、孤
立していた地区や避難場所も多くあ
りましたので、その情報が入り次第、
消防や自衛隊に救援の要請をし、対応
の調整を行いました。また、電力をは
じめとするライフラインの応急・復旧
のためには、道路啓開とがれきの撤去
が必要なため、その対応についても自
衛隊や関係団体へ依頼し、実施の方法
や時期についての検討も行いました。
◆自衛隊による炊き出しとお風呂
の設置

のための食料を旧青果市場の配送

き出しをお願いして、その炊き出し

の生活支援隊へ避難所における炊

調整を行う立場でしたので、自衛隊

私は、災害対策本部で自衛隊との

た。夏になると虫がわいたり、体調

事業にシフトし始めたのが夏でし

特に今回の震災では、人員が復興

対応ができるかが課題だと思います。

で、いかに避難者のニーズにあった

たとき、人手が手薄になりがちの中

新田 英朗

直後は普通科連隊という人命救助

拠点へ調 達す る役 にあ たり ま した 。

を崩す方がいたり、それまでにない

主幹兼消防団係長

やがれきの撤去を主に対応する部隊

そのほか、避難所への物資の配送

課題が避難所で生じるようになり

危機管理課

◆津波避難ビルへ逃れる
地震が発生したとき、私は、消防
ポンプの修繕のため、修理業者のと
ころへ外出していました。強い揺れ
でしたし、海の近くにいたため、直
ちに車で勤務先の防災センターへ戻
ろうとしました。しかし、道路が渋
滞していて身動きが取れなくなりま
した。やむなく近くの津波避難ビル
に指定されている中央公民館へ逃げ
込むことにしました。
私はそのままそこで二泊三日過
ごすことになりました。翌日から救
援に駆け付けたヘリコプターによ
る救出が始まり、子供や高齢者の
方々、体の弱い方等を優先して搬送
していただきました。
◆人命救助や復旧にむけて飛び交
う情報を調整する
に入っていただきましたが、少し時間

は、配送事業者にお願いすることが

ます。衛生管理や健康管理など、変

総務部

ヘリコプターで救出された翌日

が経ちますと、生活支援隊という市民

多かったですが、特殊なケースにつ

わる状況に応じて、市民のニーズに

ということで、どこに配置いただくか
を私が調整することになりました。
できれば避難者が多くいるとこ
ろ、そして排水設備がある場所とい
うことで、気仙沼小学校の校庭前に
一度配置し、その後気仙沼公園へ移
設していただきました。
◆避難者のニーズにあった配送を

から勤務先である防災センターへ

の生活を助けるための部隊にも入っ

いては、自衛隊にも協力をいただき

応えるしくみの構築が今後の課題

いて、避難所まで物資を届けるしく

復興事業が市の対応のメインになっ

いますが、それが長期に及んだとき、

防災計画上の業務として記載されて
みが構築されました。

配送事業者と自衛隊に協力いただ

拠 点 の運 営を 試み まし たが 難 しく 、

れました。はじめは市の職員でその

た市の物資配送拠点が立ちあげら

ができるよう、旧青果市場を利用し

を必要としている方へ届けること

を頂きました。折角いただいた物資

震災後、全国から多くの支援物資

戻りました。市役所は停電しており

ていただきました。生活支援隊は、ご

ました。例えば、重量のあるものの

だと思います。
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送は船、緊急を要する場合の輸送は
ヘリコプターといった具合に様々
な輸送手 段を 提供 いた だき ま した 。
また徐々にニーズにあった物資
配 送 の仕 組み もで きあ がり ま した 。
避難所にものを届けた車が、避難所
で必要とするものを聞いて、物資拠
点に持ち帰り、そのニーズにあった
物を次の機会に届けるという流れ
です。私自身は、市内の全ての避難
所が閉鎖される十二月まで物資配
送の業務に携わりました。
◆避難所の運営が長期化したとき
の配慮が必要

情報連絡体制がとりにくいという

はんや食料の炊き出しやお風呂の提

輸送は大型のトラック、大島への輸

物資配送や避難所運営については、

ことで、防災センターが市の災害対

供など、様々な対応をしていただける

に多大なご協力を頂きました。

策本部になっていました。私はそこ

平成 28 年 12 月入稿

財政課

予算編成と入札執行の苦労
総務部

課長

小松 三喜夫

てもらわないと次に進めません。

でしたが、とにかくこれを議決し

当然、震災を想定していない予算

議していた日でした。この予算は、

県の資材単価をベースに設計書を

なかったこともありました。市は

を見直したりしても応札業者は来

たり、地域制限を外したり、仕様

にまとめて工事の規模を大きくし

二週間ぐらいで単価がどんどん上

議決後の当初予算に補正予算を加
当時、一般家庭で言う貯金に当

がっていくという感じでした。五

作成しますが、感覚的には一週間

ませんでした。災害発生時などの

たる財政調整基金は十二億円ほど

年経ってやっと落ち着いてきた感

えていきました。

地震が起こったとき、非常に大
緊急時における市以外の組織との

しかありませんでした。そこで、

対策などを事前にできたかもしれ

きな揺れだったので、真っ先に気
連携の難しさを感じました。

◆当初は庁舎管理が最大の業務

になったことが、本庁舎が大丈夫

じです。

◆気仙沼市は津波常襲地域である

震災直後は緊急に必要な費用に充
てるための予算措置として支出の

◆当面の現金確保
庁舎管理とあわせて、予算管理

組替と財源の確保に奔走しました。

かということです。耐震診断の結
果、補強が必要であるということ

等の財政課としての業務も進める

このような状況下で、国は早々

るように、気仙沼市は津波の常襲

九州地方が台風の常襲地域であ

が分かっていましたので、本庁舎
必要がありました。

課の業務だけということではなく、
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の被害箇所の点検をしました。幸

地域なのです。分かっているだけ

本大震災前のチリ地震など。その

に特別交付税（震災分）等の財政
を活用して予算編成を行いました

ことを忘れないことが大切です。

また、直接は財政課の仕事では
様々な物資を調達するための現金

が、議会を開く余裕がなかったの

市の職員は、津波が来たときに何

い被害は軽く、庁舎で業務ができ
が必要とは思いましたが、手配で

確保も行いました。市内の取扱店

で専決処分で処理しました。予算

をするべきかについて、常に頭に

でも貞観の地震津波、明治、東日

きる状況ではありませんでした。

は被災していることから利用でき

の内容としては、がれき処理や道

措置を打ち出したので、この財源

庁舎は避難所に指定はされてい

ず、被害の少なかった一関市など

入れて仕事をすることが大事です。

ないかもしれませんが、食料や

ませんでしたが、避難してきた市

路等の復旧が中心でした。

ると判断しました。専門家の点検

民を受け入れる必要がありました。 へ買い出しに行く必要があったた

それも訓練の一つだと思います。

めです。

◆入札は不調の連続

◆善意でも困ったことも

も苦労しました。工事の公募を出

市の職員として、その場面に遭遇

その時、自分は財政課だから財政

者には感謝の言葉しかありません。 中心となり、市指定金融機関の理

しても、入札に参加する業者がお

したときに臨機応変に対応できる

復旧や復興に係る工事について
解と協力を得て進めることができ

らず軒並み不調でした。当時は気

この確保については、会計課が

それぞれの事業者のサービスを無

ました。

支援に来ていただいた民間事業

償で被災者へ提供をしていただき

ようにしておくことが必要です。
非常に多かったためです。参加し

仙沼市に限らず復旧・復興需要が
災害が発生したのは議会で次年

てもらうため、二つの工事を一つ

◆予算編成

場としてみた場合、事前に財政課

度（平成二十三年度）の予算を審

ました。ただ、庁舎管理担当の立
に連絡して頂ければ、長蛇の列の

平成 28 年 12 月入稿

現実に即し、長期の活動を見越した体制を

災害の応急復旧対策や復興事業に
ついて市として経験のないものも多
いので、事業費の詳細の積算の根拠
も十分にはありませんでした。おお
よその金額を想定して予算決めをす
るよりほかなかったです。
様々な応急対応や復旧対応があり
ましたが、ボランティアで実施して
いただいた事業や自衛隊の協力で進
めた事業もあったので、市として予
算措置すべき範囲を明確にできるも
のばかりではありませんでした。
財源についても、当初は見込みが
なく、財政調整基金など既存の財源
の範囲内で、実施できる事業を決め
ていったという状況でした。
また緊急で対応が必要な事業が
あったとしても、それを請け負える
事業者が被災していることが多か
ったです。特に三月の応急対応につ
いては、たとえ綿密に工事の実施計
画を立てたとしても、現実に対応い
ただける業者さんがいないという
のが実態でした。
◆自衛隊をはじめ多くの支援に感謝

活動はもちろん、道路啓開作業や物資

大災害の後には、様々なことが発生

ボランティアについては、活動できる
範囲が限られるので、お願いすること
の切り分けが大切です。逆に、あまり
早い時期に来ていただいてもお願い
できることがなく、空回りしてしまう
こともあったように思います。
◆長丁場を想定した体制づくりを

財政の担当として、様々な応急対策

の配送、避難所での炊き出しなど、本

し、臨機応変に対応することが求めら

ただきました。市内には多くの避難

避難所への物資配送に対応してい

んには、小型の軽トラックで市内各

積・配送への協力です。配送業者さ

の配送業者による支援物資の集

次に印象に残っているのは民間

寝る場所など、業務に持続的に従事で

フラインの確保、つまり、食糧、衣類、

命令系統に響いてきます。職員のライ

フの健康状態が崩れると、如実に指揮

ることが必要だと感じました。スタッ

丁場になります。職員の健康に配慮す

れます。しかし、復興は、想定外に長

自衛隊の活動です。人命の救助・捜索

まず最も大きかったと感じたのは

急・復旧は進んだと感じています。

ら様々な支援のおかげで、本市の応

の実施状況を見ていましたが、市外か

当に幅広い支援をいただきました。

所ができましたが、自治会館等の施

の行き先へ届けることのできるフ

時期においても、小口の物資を多く

めには、一定応急対応が落ち着いた

で、避難者に確実に物資を届けるた

すぐに集約できるものではないの

場所にありました。また、避難所は

りのきく車両でしか対応できない

とんどが狭い道や坂の上など、小回

事業者、様々な支援も得られるはず

うに、自衛隊、ボランティア、民間

が減るようにみえますが、今回のよ

切です。一時的に災害対応できる力

かせるために帰宅させることが大

状況であれば、自宅の状況を見に行

て、安全が一定程度確保できそうな

一時帰宅をするべきです。道が通っ

また、職員は、多少気が引けても、

きる環境づくりが必要です。

ットワークの良さが必要でした。気

です。その間に職員もほっと一息い

設が利用されることが多く、そのほ

仙沼の事情にあった配送のしくみ

れることで、モチベーションを保ち、

かと思います。

業務長くに従事できるのではない

を構築していただけたと思います
避難所運営の支援等、多くのボラン
ティア活動にも助けられました。一般
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総務部 財政課 副参事兼課長補佐兼財政係長事務取扱 吉田 雄一
◆為すすべが無かった震災当日
震災当時は、議会の開催中で、議
会が終わる頃になって揺れが始ま
りました。私はすぐに所属の執室に
戻りました。
庁舎には大きな崩れは無いと聞い
てとりあえず安心しました。大津波
警報が発令され、総務課から第二庁
舎に上がるよう言われたので、職員
一同で上がっていきました。その時、
津波が押し寄せて来た様子を上から
見ているしかありませんでした。
津波が引いてからは、電力喪失が
酷かったです。連絡が取れない状況
になりました。
また、当日の夕方から市役所に避
難されて来る方もいらっしゃいま
した。市役所は、避難所としての利
用の想定をしておらず、急いでスペ
ースを確保し、避難者向けの食料や
暖房器具を揃えました。
◆平時とは異なる予算措置の対応
財政担当だったので、復旧・復興
に必要な予算措置を実施する事に
なりました。
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主幹

三浦 利行

を丁寧に行うことで、申請金額が

復興交付金が交付されても、計

の処理については全て国の費用で
このように既存の制度を理解し

画通りに事業が進まないため、次

交付されるようになりました。

た上で、自治体が負担しなければ

年度に繰り越したり、決算で不用

実施することになりました。

ならない費用を概算し、市長等に

額を計上したりすることもありま

しいと思いました。余震が続いた

を心配し、早く揺れが収まって欲

り大きく揺れたので、庁舎の倒壊

難所運営や災害廃棄物処理等、災

まとめる業務を担当しました。避

らい必要なのかを整理し、予算に

この緊急時にお金が何にどのぐ

◆復興交付金を手探りで申請

いました。

を常に考えながら業務にあたって

どのような財源で実施をするのか

きかったため、何の予算を優先し

震災による被害があまりにも大

多くありましたが、災害の規模に

て改善の要請を

◆現行制度が不十分な時は協力し

極的に予算化していきました。

財源の目途がつきそうな事業は積

いますが、復興を進めていくため、

した。今でも同様の状況が続いて

報告を上げ、国等と交渉していく

◆避難所運営や災害廃棄物処理等、 ための資料を作成しました。

覚えています。

財政課財政係

復旧復興を進めるための予算を編成
総務部

◆避難所や支援物資の受入に従事
議会の予算委員会に出席してい

ため庁舎の外で待機している時に

害対応で必要となるさまざまな費

復興事業の財源に関しては、国

よっては国の対応が変わってくる

災害対応のための予算を編成

津波で自動車や壊れた建物が流さ

用について、国・県等の資料を読

の復興交付金制度が創設され、基

る時に地震が発生しました。かな

れてくるのが見え、大変なことが

み込み、支援制度を理解するとと

した。遠方から何度も支援物資を

に支援物資の受け入れを担当しま

交替制で入ることになり、私は主

災害対策本部に財政係から職員が

にあたりました。ご家族やご自宅

に汲む等、避難してきた方の対応

きて、庁舎の裏の湧水をトイレ用

庁舎に避難してくる方が増えて

かが気がかりでした。

の他の地域がどのような状況なの

対応できないということで、被災

る可能性がありました。これでは

く、それだけでも大きな負担とな

ですが、事業費があまりにも大き

らよいのかが分かりませんでした。 が負担しなくてはならなかったの

を失った方々にどのように接した

地全体で要望を行い、災害廃棄物

は当初、事業費の一部を気仙沼市

たとえば、災害廃棄物の処理で

する等して予算を作成しました。

めてのことだったので、県に相談

当課も調べるのですが、誰もが初

いて費用を積算しました。事業担

もに、資料に載っている単価を用

法を変更していただき、事前調整

でした。その後、申請・審査の方

四割しか交付金が認められません

のに、蓋をあけると申請額の三～

請してほしいということであった

復興を進めるため必要な事業を申

であり、特に一回目の申請では、

料にまとめればよいのかが不十分

申請金額をどのように積算し、資

しかし、当初は、復興交付金の

を掴めるようになりました。

で、どのような事業ができるのか

幹事業のメニューが示されたこと

て行動して欲しいと思います。

害発生時には迅速な対応を意識し

また、大災害の経験を学び、災

大切だと思います。

できる関係性を築いておくことが

な職員と面識を作り、相談・協力

そのためには、普段からさまざま

を要請していくことが必要です。

当課や近隣自治体と協力して改善

現行制度で不十分な時は、事業担

担当が見極める必要があります。

市の財政で対応できるのかを財政

と思います。どれ位までなら、本
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今回の震災では国による支援が

起きたと思いました。また、市内

運んできてくださる方がいたのを

平成 29 年 1 月入稿

機が流失した場合等、費用を誰が

公共工事が途中まで施工されてい
た場合や、リースしていたコピー

が弱まったように思います。工事
の種類では、建築工事の不調が多

体制も整いはじめ、ある程度不調

その後、大手企業が気仙沼に事
業所を構えた頃になると、工事の

復旧工事等で入札不調が相次ぎ、対応に苦慮

どのように負担するのか等の各課
からの問合せが多くあり、その対

かったです。建築は人手を要する

中学校の卒業式だったのですが、
これでは開催は無理だと思いまし

波が見えました。翌日が子どもの

いる時に「津波が来た」との声が
聞こえたので、高台に上がると津

報が発令されたので、入札を中止
することにしました。

と思いました。その後、大津波警

約を締結しなくてはなりません。

度分の暫定的な委託契約を実施

運営にも交替で担当しました。
◆年度途中での契約解除や、新年

その他、松岩公民館の避難所の

な復旧・復興工事が始まると、工
事の発注件数の増加とともに、入

がれきの撤去が終わり、本格的

予算が議決されれば、警備や清掃
頃で、当初は測量や設計等の業務
等年間を通した委託業務について、 委託が多かったように思います。
すぐに新年度の委託先を決め、契
◆復旧工事等で入札不調が相次ぐ

契約の業務は三月から四月が最
も忙しい時期です。議会で新年度

札の不調件数が増加し、その対応

入札が再開できたのは通信手段
や道路が復旧してきた五月か六月

くありました。

いました。庁内の職員からは、契
約に関する問い合わせや相談が多

約し、継続して業務を続けてもら

ることができればと思います。た
だし、簡略化しすぎると統制がと

の事務を簡素化する等の対応をと

害を想定していないということで
す。大震災の場合は、契約手続き

とは、財務規則はこのような大災

要だと思います。
今回、震災を経験して思ったこ

があります。できるだけ見積書を
とるとともに、業者との協議メモ

業務をお願いせざるを得ない場合

設等を復旧するために、通常のよ
うな契約事務が行えないままに、

いち早く被災者の需要に応えて施

熊谷 政弘

応に当たりました。清掃業務や浄

ので、人手を集めるのが難しかっ
たのかもしれません。

主幹兼管理契約係長
に電話当番をしました。救急車の

化槽の管理等、新年度分の委託に
あたっては本来入札等の手続きが

財政課

◆地震の後も入札を続けようとし
手配や避難物資の提供等の連絡が
無線で入るのを聞き取り、関係機

総務部

たが、大津波警報発令で中止に
地震が発生した時、私は本庁舎

た。

このような業務が、震災により全
てストップしていました。

に苦慮しました。民間からも復旧
工事が発注されていたこともあっ

れなくなることも心配されるため、

討が必要
震災直後からある程度の期間は、

◆大災害を想定した契約事務の検

で執務していました。その日も入

関につないでいました。連絡を受
必要ですが、入札が行える状況で
けて現地へ行ったところ、対応が
はなかったため、二十二年度の委
遅いと叱られたこともありました。 託先に暫定的に数箇月分を随意契

◆災対本部や避難所運営を担当
震災当初は停電していたので業

まず取り掛かったのは、既に締

て、市内の事業者は人手が不足し

バランスを考慮して対応策を検討
することが必要だと思われます。
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札の予定をたくさん入れていたの
で、地震後も入札を続けなくては

に避難して来られた方がいたので、 結している契約の解除等の手続き
トイレ用に湧水を汲む等、避難者
でした。公共施設が被災したこと

務が全くできませんでした。庁舎

により、委託業務を継続すること

ており、応札することができなか
ったようでした。

他の職員と庁舎の外に避難して

の対応にあたりました。

ができなくなった場合、契約解除
手続きが必要となります。また、

をしっかりととっておくことが必

また、他の職員と交替で防災セ
ンターの災害対策本部に行き、主

平成 28 年 12 月入稿

停電・断水が続く中、庁舎の復旧にあたる

力からお借りした小型発電機を接

二階の電話交換機の電源に東北電

た市の内線電話については本庁舎

交流センターの各部屋を執務室に

末に完成し、その間、二階の地域

札が何度か不調で、二十四年七月

震災翌年の二十四年二月、ワ

使用しました。

停電の間、本庁舎地下にある雑

ン・テン庁舎の消防設備専用の非

続し通話を可能としました。
排水槽の排水ポンプが稼働できな

常用発電装置を用途変更し、一般

野口 精一

ろが見えました。しかし、ワン・

いため、地下水が機械室の床に湧

の照明やコンセントにも使えるよ

技術主幹

テン庁舎に一メートル六十センチ

き出てきたので職員で水汲みして

う配線等の改良工事を行いました。

財政課管財係

私は市役所庁舎の設備管理等を
の津波が到達するとは思いません

対応していたところ、庁舎に来て

総務部

担当しており地震が発生した時は
でした。

◆地震の後、建物や設備を点検

本庁舎二階にいました。今までに

用発電装置設置工事が完了し、市

また、同年五月に本庁舎の非常
中ポンプとホースを借りることが

役所全体の一般電源が非常用電源

いた水道事業者を偶然見かけ、水

津波によりワン・テン庁舎地下

できました。その汲み上げた水を

に対応可能となりました。

◆庁舎の停電・断水等に対応
にある消火栓ポンプ室が水没し、

防火用バケツに汲み置きして、ト

◆災害に強い庁舎とするために

感じたことのない激しく揺れが長

一階の配電盤や火災受信盤は浸水

イレ用の水に活用することができ

く続き、庁舎が崩れてしまうので
揺れが収まった後、大津波警報

し使用不能となったため、火災へ

ました。

発電装置の稼働負荷を減らすため
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はと恐怖を感じました。
と停電の中、本庁舎地下の機械室

の備えは消火器だけで避難者等の

大震災には大勢の市民の方が家

に向かい、地震発生のとき稼働し

族や知人の安否確認等で市役所に

旧しました。

太陽光発電や蓄電装置等を設け、

三月十五日に市の水道が復旧し

本庁舎やワン・テン庁舎には非

◆本庁舎やワン・テン庁舎の復旧

予想できないトラブルに備えるこ

ため石油ストーブが多数使われて

ワン・テン庁舎では消防設備専用

常用発電機の設備がなく、停電・

ワン・テン庁舎の一階は、壁や

とや、トイレ等に使用する生活用

ていた暖房用ボイラーの無事を確

訪れました。

の非常用発電機が停電にあわせて

断水の復旧の目途は立っていませ

パテーション等が破損し、瓦礫・

水は大量に必要になったことから、

十六日に電力が復旧したことから

自動で稼働していましたが、津波

んでしたが、翌日から東北電力か

事務机・キャビネット・書類等が

常に生活用水の確保のため、雨水

いたことから定期的な見回りを心

による地下にある消火栓ポンプ室

ら電源車を配備していただきまし

重なりヘドロと悪臭で足の踏み場

や地下水等を活用できる設備を導

認後、庁舎内を見回り大きな被害

の浸水が心配だったので発電機を

た。燃料のガソリンに限りがある

もない状況でした。後日、廃品処

入し、普段からの節電や節水に努

庁舎の建て替えの際は、非常用

停止させ様子を見ることにしまし

ため、ワン・テン庁舎二階の災害

理業者や清掃業者に依頼し五月の

めることで、大災害時への備えが

庁舎の停電と断水が五日ぶりに復

た。

対策本部や危機管理課を優先して

連休には片付きました。

掛けました。

屋上に避難し周囲の状況を確認

電力を供給しました。また、バッ

がなかったので一安心しました。

していたところ、大島カーフェリ

高まると思います。
テリー切れのため不通になってい

一階フロアーの復旧工事は、入

ーが鹿折方面へ流されているとこ

平成 29 年 2 月入稿

財政課管財係

なりました。位牌、写真、卒業証書

桑体育館で三週間ほど専属の担当に

ぶよう決められていました。私は唐

六つの施設のうち、唐桑体育館へ運

情 報 を把 握す るの に苦 労し ま した 。

された方の居住地が分からず、その

る意向調査」を実施しました。被災

世帯を対象に「今後の住まいに関す

手 配 や、 車両 用の ガソ リン の 確保 、

で発見されたものか、その特徴をリ

一つひとつ番号をつけて、いつどこ

施しました。

集しながら、送付先の再確認等も実

り、市で管理している他の情報を収

阿部 正行

トイレの水として湧水をバケツに

ストに書き込み、順番に陳列してい

◆被災者の状況に応じた生活再建

主査

被災者情報の一元管理ができるしくみを
総務部

汲む等の対応を行いました。

きました。写真については、当初は

を支援するために

など、様々なものが運ばれてきます。 届 け 先 不 明 で 返 送 さ れ る も の も あ

その後しばらくは、災害対策本部

泥を落とす程度しか出来ませんで

◆庁舎の点検をしていると・・・

すぐに庁舎の点検を開始しました。
の連絡員としての役割と、管財係と

したが，後々にはボランティアの
データベース化のうえ、閲覧できる

管理の役割がありました。地震の後、

当時所属していた管財係は、庁舎

第一庁舎と第二庁舎は建築年代の古

しての庁舎機能の復旧等の役割と

方々に丁寧に修復や、ファイリング、 だと感じたことは、被災者情報の一

管財係として、全国の自治体等か

ようにまでしていただきました。

住宅再建に関しては、例えば、被

元管理です。

住宅再建の業務に携わって必要

い建物だったため心配でしたが、す

を日々交互に実施しました。

ないようでした。その後、ワン・テ

ら寄付をいただいた車両の納車対

閉め，水の侵入を防ごうとしました

ました。慌てて、開いていたドアを

向こうから水が流れてくるのが見え

状況の確認や、応急仮設住宅建設の

庁舎管理以外にも、市有財産の被災

いただけたと感じています。

手元に戻った方には、とても喜んで

電話の増設対応もありました。また、 た と あ き ら め て い た 思 い 出 の 物 が

対応業務に伴い不足する庁舎内の

◆住宅再建支援の立ち上げ

の方が確認に来られました。流され

建支援が必要になるのかを検討す

れていない方に、どのような住宅再

理できると、逆にまだ支援を受けら

ることが重要です。支援の結果が整

のような支援ができたかを把握す

希望されているか、希望に対し、ど

災者の方がどのような再建方法を

が、まったく防ぐことができず、足

た め の用 地借 り上 げ料 の算 定 など 、

十月に、市で新しく設置された住

ることができます。また、住宅再建
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ぐに倒壊する危険性があるわけでは
ン庁舎の確認に向かい、一階の正面

応をしました。災害対策本部や震災

下へ黒い水が流れ込んできました。

管財係としての通常業務に関連す

宅課へ異動になりました。防災集団

公開を始めてからは、一日数十人

玄関付近にいたときに、玄関ドアの

急いで上階へ避難することにしまし

る様々な災害対応がありました。

況など、市の他の支援の状況も一元

た。屋上から下を見たとき、車や家

備など、これまで市で経験のない事

的に確認することができれば、被災

に係らず、義援金の申請や配分の状
六月上旬になって、がれきの中か

業であり、当初は、わずか四名の係

者の方、一人ひとりの視点にたって、

移転促進事業や災害公営住宅の整
ら見つかった拾得物が既に市内の

でした。地区毎の事業説明会の開催

◆拾得物の管理

◆通常業務に関連する様々な対応

六つの施設で保管されており、その

など、夜間の対応が多く続きました。 き め 細 や か な 支 援 の 実 施 に つ な が

屋が次々に流されていくのが見え、

市役所では、電気も水も止まり、

管理をす るよ う指 示が あり ま した 。

これは現実なのかと目を疑いました。

多くの庁用車が流されました。応急

るものと思います。

新たに拾得物が見つかった場合は

十二月になり、市内で被災された

対応として、暖をとるための灯油の

平成 28 年 12 月入稿

税務課

課長

畠山 邦夫

救援物資の集配拠点を旧青果市場に開設
総務部

寸断されており、すぐには調査に出

ことでしたが、がれきのため道路が

屋調査をしてり災証明を発行する

税務課の災害時の業務は被害家

◆救援物資の集配拠点を立ち上げ

ており、涙があふれ出ました。

えた住民の顔の煤がそれを物語っ

延焼を防いだとのことでした。出迎

大人たちが小学校のプールの水で

に 避 難さ せ、 火の 粉が 飛び 交 う中 、

きたので、子どもたちを安全な場所

発生した火災が陸地に燃え移って

浦島小学校に到着しました。内湾で

返し、翌朝に再度向かい十一時頃に

っていて、なかなか進めず一度引き

た。海岸線の道路は、がれきで埋ま

め二名で浦島小学校に向かいまし

通していることから、状況把握のた

ったくないことを知り、同地区に精

震災の翌日、浦島地区の情報がま

くの避難所への配送が少しずつで

の運送会社が手伝いにきてくれ、近

さがこみ上げました。二日後、地元

ることができない現実に腹立たし

が目の前にあっても被災者に届け

クが一台しかなく、命をつなぐ食糧

げていきました。配送用の軽トラッ

降ろし、場当たり的に物資を積み上

時間手作業でトラックから物資を

初はフォークリフトもなく二十四

越水しておらず活用できました。当

したが、幸い旧青果市場のあたりは

には小型船が打ち上げられていま

近くの大川を津波が遡上し、河川敷

り、三月十五日に拠点を移しました。

から旧青果市場の活用の提案があ

新たな拠点が必要でした。産業部長

出 ま した 。物 資の 置き 場が 不 足し 、

していたので、税務課が担当を申し

いた部署は避難所運営に職員を出

受け入れを担当することになって

ですが、地域防災計画で救援物資の

向けない状況でした。市役所に救援

きるようになりました。

仕分けをしてくれました。

校へ運び、中高生のボランティアが

ません。一関市の協力で気仙沼西高

れておらずそのままでは配布でき

が、男性用・女性用等の仕分けがさ

中古衣料品が大量に届きました

在宅高齢者等を巡回して物資を配

ま た 、Ｎ ＰＯ に協 力し てい た だき 、

物 資 が行 き渡 るよ うに なり ま した 。

各地区に物資の拠点を作ることで

社 会 福祉 協議 会の 協力 を得 な がら 、

も模索しましたが難しく、自治会や

他課の職員を含め三十名体制で

布しました。
◆物資の拠点運営を移管し、被害

二十日頃に大手運送業界が話し

寝食を忘れて二十四時間荷下しや
労が蓄積していました。自分で判断

合い、大手配送事業者が本市の支援

家屋調査等の本来業務に戻る
するしかないと考え、荷下しの作業

を担当されることになりました。

夜間警備を続けましたが、職員の疲

時 間 を朝 六時 から 夜六 時に 限 定し 、

要です。対応しましょう」と話され

不可能で百人以上の人員投入が必

もらうことになり、「この人数では

を切々と訴えたところ、現場を見て

に自衛隊の連隊長にお会いし、窮状

さらに人員確保のため、十九日頃

した。その後、多くの協力を得て被

き、四月一日に拠点運営を移管しま

配送事業者に事情をご理解いただ

とりかかることが必要でした。大手

家屋調査やり災証明の発行準備に

税務課は急ぎ本来業務に戻り、被害

住 宅 の手 続き を始 める こと と なり 、

その頃、五月の連休明けから仮設

た時は、「これで職員を守れる」と

害家屋調査を急ピッチで進め、り災

睡眠時間を確保しました。

思い涙が流れました。

証明書の発行システムを独自開発

大規模災害では指示系統が機能し

翌朝から自衛隊が支援に入り、物

動の体裁が整い、配送回数も増やす

なくなります。指示を待つだけでなく

し、四月十八日からり災証明を発行

ことができました。インフラがマヒ

自ら判断し行動することも求められ

資置き場の配置・動線を設計し、在

している状況で、在宅者や被災者受

ます。日頃から問題意識を持ちながら

することができました。

入れ世帯への物資供給が課題でし

感性を磨くことが必要です。

庫管理等、物流センターとしての活

た。避難所に取りに来てもらう方法
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◆情報収集のため浦島小学校へ

物資が次々と届くようになったの

平成 28 年 12 月入稿

税務課

ともあると聞いています。り災証明

できずワゴン車で寝泊まりしたこ

雪の日にはホテルまで帰ることが

分かけて通勤していただきました。

で、岩手県のホテルから一時間三十

所は市内にはありませんでしたの

かどうか分からないと思います。

生時には、その半分も発揮できる

いです。それでも、実際の災害発

の中で災害対応力を培って頂きた

やはり防災訓練が大事です。そ

◆訓練とライフライン対策が重要

要でした。

きでした。その時、地震緊急速報

伝いをしていましたが、この間、

最初は支援物資の受け入れの手

その次は、避難所の運営が大変

災しました。ライフラインについ

今回、全てのライフラインが被

三浦 幸彦

響いていました。その日は、電算

発行の窓口は非常に混んでいまし

想定外のことも発生しますので、

がなり、机の下に潜っていました

家にも帰れず服も着替えられませ

だということで、税務課職員も運

ては、事前に対策が必要です。

主幹兼税制係長

室で寝ました。

たが、応援職員の方々に対応して頂

時系列に応じて必要な対応を柔軟に実施
総務部

◆現実離れした映画のような津波
地震が起こったときは、議会の
◆り災証明書発行

全体を見ながら対応を考えて行く

が、今までであれば二十秒もすれ

んでした。さすがに一箇月半カッ

営担当のローテーションに入るこ

予算審査特別委員会をしていると

き、ありがたかったです。

ことが大事です。

ば揺れはおさまるのに、おさまる

プ麺ばかりには閉口しました。

が抜けるのではないかと感じ、こ

今まで感じたことがない地震で床

取るなどして十分だろうと考えて

証明書は、五枚もあればコピーを

災証明の発行に戻りました。り災

ため市の職員も運営に入ることに

購入の判断などをする必要がある

願いしていましたが、必要物資の

他都市からの応援職員の方々にお

けでは不十分ですが、今後、この

まっています。従来の商用電力だ

で電力を確保する体制づくりが始

発電などこれまでになかった方法

オマス発電、風力発電、ソーラー
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◆避難所運営の支援

どころか二十秒経った後の方が揺

れは、津波が来ると思い、揺れが

いましたが甘かったです。義援金

なりました。それまでは判断が必

点は変わってくるのではないでし

今は、民間事業者による、バイ

おさまって、ワン・テン庁舎の屋

などの申請書を提出する時にコピ

要な事項は本部に持ち帰って市職

ょうか。個人レベルでも非常時の

ととなりました。当時は、運営を

上に避難しました。しばらくしま

ー不可のものが多かったのです。

員が判断をしていましたが、その

ための非常用電源が大事だと思い

その後、税務課の仕事であるり

すと、近くの内科医院の方からが

はじめから十枚ぐらい出していれ

場で判断できるようになり、避難

れが強くなって長く続きました。

れきが流れてくるのが見え、現実

ば、被災者の方も、市役所の負担

しましたが、もっと寒い時期だっ

のものではなく映画のワンシーン

るようになりました。大きなもの

たら、避難環境や職員の執務環境

ます。今回の震災は、三月に発生
り災証明書の発行には、江戸川区

ではなく、網戸、温度計、湿度計

はもっと劣悪だったと思います。

所ニーズに対して迅速に対応でき

ン庁舎の隣に職員用の駐車場があ

職員の方々二十人ぐらいに手伝っ

なども健康管理、衛生管理上は必

も軽減できたと思います。

ったのですが、駐車していた車が

ていただきました。彼らの泊まる場

かのように感じました。ワン・テ

浮いて動き、クラクションが鳴り
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することになり、税務課職員に支援

震災後、税務課の業務は一時停止
きましたので、安心して業務に従事

に、自宅の家族の顔を見ることもで

たが、本吉の遺体安置所に向かう際

ほぼ二十四時間勤務の連続でし

ることは難しかったため、家屋台帳

の電算システムをそのまま拡張す

談しながら検討を進めました。既存

情報システムに詳しい者がおり、相

の研究を担当しました。市の職員で

書を発行するための電算システム

対応を行いました。私は、罹災証明

法 を 検討 する 者の 二手 に分 か れて 、

担当する者と、罹災証明書の発行方

し、税務課職員は被災家屋の調査を

発行場所、発行期日を明確にするこ

一 度 の申 請で 五枚 発行 する こ とや 、

い て は、 発行 の手 続き を工 夫 して 、

ことが多かったです。罹災証明につ

では期日や期限が明確にできない

の読めないことが多く、各種説明会

こともありました。当時なかなか先

よっては説明に拍手をいただいた

ということを説明しました。会場に

れば、期日内に避難所へお届けする

ますので、事前に申請していただけ

課員一致団結で膨大な業務に対応

物資の受入れと遺体安置所の対応
できました。

のデータを電算システムから抜き

とで、市民の方も安心されたのだと

主幹 三浦 永司

出してそのデータに被災情報を加

思います。

税務課税制係

その後、税務課は、旧青果市場で

えることで、罹災証明の発行システ

◆組織の力と個人の力

総務部

にとのことでしたので、私は地元の

の支援物資の受入れ、配送拠点の運

ムを作りました。通常の電算システ

◆辛かった安置所

支援物資受入れ配送と罹災証明書の発行

指示がありました。遺体安置所は可

◆課員全員で協力して

本吉地域の安置所の対応にあたり

営を担当しました。全国から朝晩休

警察官がご遺体をきれいにし、他県

館にご遺体が搬送され、県警本部の

でしたが、配送事業者や自衛隊の協

でした。経験したことのない重労働

避難所へ配送することの繰り返し

自に作ったので、普通のパソコンに

明を発行するためのシステムを独

しか対応できないのですが、罹災証

ると、専用の二・三台のパソコンで

することができたと思います。

ることで、そういった業務にも対応

という組織で一丸となって対応す

要とする業務の連続でした。税務課

災証明の発行など、膨大な処理を必

るかわからない状況でしたので、夜

直後は余震も多く、また何が起こ

応業務である被災家屋の調査と罹

ことになり、本来の税務課の災害対

運営は運送事業者へ業務委託する

避難所に出向いても行いました。罹

市 民 の 方へ の 発行 の お知ら せ は 、

◆避難者からいただいた拍手

行えるようになりました。

安心して次の仕事をすることがで

家 族 の顔 を見 て話 をし ただ け でも 、

は 居 るこ とは でき ませ んで し たが 、

だと思います。私の場合、家に長く

族の安否確認ができることは重要
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能な限り年上の者で対応するよう

ました。

ムから情報を吸い上げる方式をと

から来た医師が死亡診断書を書き

力をいただきながら、課員全員で対

インストールすることができ、十台

支援物資の配送拠点の運営や罹

ま ず 物資 が届 き、 それ を整 理 して 、

ました。私は、ご遺体を確認しに来

応にあたりました。

本吉地域では、本吉響高校の体育

る方の対応などを行いましたが、と

も庁舎で有事に対して待機するこ

災証明書の発行を実施することに

災証明の発行は、市役所へ来ていた

きました。

また、業務にあたるうえでは、家

とが必要でした。私は、日中は本吉

なりました。被災した範囲が広いこ

だ い て発 行す るこ とに なり ま すが 、

を超えるパソコンで発行手続きが

の遺体安置所の対応を行い、夜に本

とから、家屋調査の対象数と罹災証

窓口でお待ちいただくことになり

四月になって物資の配送拠点の

庁舎へ戻って残された業務の対応

明書の発行数は、非常に多いと想定

ても辛い仕事でした。

にあたりました。
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調査と平行して、被害家屋調査の

ました。

八日からり災証明の発行を開始し

書発行システム」を独自開発し、十

詳しい職員の協力を得て「り災証明

を作成しました。また、システムに

ていたため、震災対応にあたって、

域の家屋データの整理を一定進め

でした。その準備のために、本吉地

併後初めての評価替えを行う予定

合併し、平成二十四年度に向けた合

本市は平成二十一年に本吉町と

ました。
◆評価替えの準備作業が土台に

後、市内の物流事業者から配送協力

地域毎に申請受付日を設定した

それが土台となり、調査を迅速に進

判定結果を入力した、り災家屋台帳

の申し出があり、物資が届けられる

り、避難所でも申請を受け付けるよ

めることができました。また、地震

応援職員の協力で、り災証明を迅速に発行

私は固定資産税を担当していま
ようになりました。三月二十日頃に

うにしたり、申請会場で混乱が起こ

直後に業務委託事業者の協力を得

積スペースが満杯となり、拠点が旧

た。最初市役所に設置した物資の集

と搬送を担当することになりまし

況となり、税務課は救援物資の受入

る人が目の前の業務を対応する状

段がない中、たまたまその現場にい

生当時は大混乱で、全庁的な連絡手

害家屋調査の担当でしたが、震災発

地域防災計画上では税務課は被

遣もあり最大十一班体制で進める

でしたが県税事務所からの応援派

調査を行いました。最初は四班体制

を採用し、二十八日から二人一組で

内閣府で発表した簡易な認定方法

る被害家屋から調査を始めました。

ピッチで行いました。まず津波によ

屋調査とり災証明発行の準備を急

発行することとなったので、被害家

た。本市ではり災証明を四月中旬に

の説明会が開催され、出席しまし

こともありました。建築職の専門職

調査・判定に納得していただけない

関する専門知識が乏しかったので

ニュアル化されていますが、家屋に

調査は一般職員でも行えるようマ

て被害家屋調査を行いました。被害

発表した簡易な認定方法に基づい

被害調査を開始しました。内閣府の

二十五日から地震による家屋の

の応援職員に感謝

◆家屋の被害判定作業での建築職

た。

め、当初は最大五枚ずつ発行しまし

ら、思考も柔軟にして冷静に対応し

が多いと思います。情報収集しなが

もシナリオ通りにはいかないこと

災害時にはマニュアルがあって

標期日に発行できました。

ともに、応援職員の協力もあって目

ェクト管理を行い、準備にあたると

から証明発行までの工程のプロジ

要不可欠な証明です。被害家屋調査

り災証明は、生活再建のために必

◆情報収集が一番大切

た。

中旬の被害家屋調査に役立ちまし

はやく撮影しておいたことも、四月

小野寺 晃

した。四月一日が税の賦課期日のた
物流事業者に物資拠点の運営を委

らないように工夫しました。り災証

青果市場に移されました。三週間泊

ことができました。途中で国の判定

員の応援による調査は、客観的説得

ていくことが大切だと思います。特

主幹兼固定資産係長

め、税額確定のための土地家屋の課
託することになり、本来業務に戻り

て、津波被災地域の航空写真をいち

税務課

税客体調査が終盤を迎えていまし
ました。

明はさまざまな時に必要になるた

総務部

た。地震発生時は、庁内にいました

◆四月中旬にり災証明を発行

まり込み、二十四時間体制でトラッ

基準が変更になり、再調査が必要に

力を持つことができ、外部の人間が

に情報収集が一番大切です。

◆救援物資の受入・搬送に従事

が、これまで経験したことのない揺

クから救援物資を荷卸し、避難所へ

なった地区もありましたが、四月八

調査に加わっていただくことで、調

三月下旬に県庁で被害家屋調査

搬送しました。軽ワゴン車が数台し

日に調査を終えることができまし

査を円滑に進めていくことができ

れで、真っ先に外勤調査している職

かなく、届いた救援物資を避難所へ

た。
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員の安否が気にかかりました。

運べたのはわずかでした。一週間
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自分も負けられない
被害の甚大さと復旧・復興する力強さ

しなければなりませんでした。
当初は物資が少なくその場で皆
で相談をして、個々の避難所ごとに
配 布 する もの を決 めて いき ま した 。
ノウハウがない中、避難されている
方のためには、待ったなしの状況で
夢中でした。健康な大人であれば最
初の一日位は何も食べなくても仕
方がありませんが、最低でも水は必
要だと思いました。また、せっかく
助かった命を何としても維持しな
くてはなりませんので、栄養面での
配慮も必要でした。特に気を遣った
のは幼少の避難者です。赤ちゃんの
ミルクは成長段階で種類が違って
いるのですが、子育て中の若い職員
に よ り対 応す るこ とが でき ま した 。
しかし、ミルクも十分ではなく、と
ても心が痛みました。
ワン・テン庁舎の部屋から、物資
の配送拠点は旧青果市場へと、移動
し税務課に戻るまで対応にあたり
ました。
当初、ボランティアで駆けつけて
くれた市内の運送業者等の皆さん

の助けは とて も大 きい もの で した 。
◆被災した職員の頑張る姿を見て
税務課では、被災家屋等の調査や
罹災証明の発行、本来業務にと人手
が必要でした。避難所対応等で市役
所へ戻れない課員もいましたが、他
自治体等からの多くの応援職員に
助けられました。
災害時なので、気持ちも通常とは
違います。来庁する市民の方も、表
情が悲痛です。市民の方と同様に家
が流されたり家族を亡くした職員
が多くおりましたが、皆辛いながら
も自分の事は後回しで、市役所職員
として市民第一に仕事をしており
ました。その中で私が出来る事は何
かと考え、一生懸命仕事をする事だ
と思い懸 命に 業務 にあ たり ま した 。
◆地元唐桑の地域拠点を再建
十月に唐桑の総務企画課へ異動
になりました。様々な業務を担当し
ましたが、その中でも被災した集会
施設の災害復旧ために各地区を回
り、調整や懇談会を開催することに
力 を 入れ まし た。 唐桑 地域 の 場合 、
住民は集会所を拠点にして地区ご
とに災害対策本部等を作り、そこで
活動をします。地区の拠点を早く復
旧させることが重要でした。
◆今後に向けて必要なこと
甚大な被害をもたらした東日本

大震災からの、復旧と復興に向かう
市民の姿には力強さがあり、海外を
も含めた大きな力で復興に向かっ
ているのだと実感しています。
今回の震災を踏まえ、地域防災計
画が改訂されましたが、分量が多く
すぐには通読できません。職員に対
し て は、 年に 一回 は機 会を 設 けて 、
災害に対する自己啓発の意識づけ
をすべきだと考えます。各職員には
パソコン端末が配布されているの
で、それを使って学習することので
きる教材などがあるとよいと思い
ます。また、地域防災計画と関係し
ますが、多様な場面での災害時への
備えが必要なことと、職員一人一人
が災害発生時の自分の役割を常に
頭に入れておくことが必要だと思
います。
最後に「被災者カルテ」が必要だ
と感じました。そのカルテを見れば、
被害状況から最後の復興までどう
支援すべきかが分かるものです。受
けた被害、避難所、仮設住宅の入居
など、その人の災害での一連の状況
が一目でわかれば、必要なものやサ
ービスが把握しやすくなると思い
ます。
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総務部 税務課市民税係 主幹 小山 まゆみ
◆職員自ら判断して行動するしか
ない状況
震災発生当日の夜、職員は、ワ
ン・テン庁舎に集められ待機してい
ました。市内の被災状況を人伝えに
聞く中で、大変な被害になったと思
いました。被災家屋の調査や罹災証
明の発行など、税務課として対応す
べ き 業務 は頭 には 浮か びま し たが 、
正直なところ、何から着手すべきか、
判断もできない状況でした。
しかし、すぐにでも何かをしなけ
ればなりません。危機管理課前の限
られた量の水や物資をこれから避
難者へ配分するということでした
ので、同じ総務部として、税務課か
ら申し出をし、以降物資の配送関係
もしばらくの間担当することにな
りました。
◆二万人の避難者に物資を届ける
危機管理課から、避難所の場所や
人数等の情報提供がされました。二
万人の避難者に対してどの物資を
どう配るか、被災者の方が何を必要
としているかを考えて、すぐに行動

平成 28 年 12 月入稿

主査

三浦 稔

経験を伝え続けていくこと それこそが私たちの使命
税務課市民税係
毛布や暖房器具も随分運ばれてき
ていましたが、五百名という避難者
に十分に行き届く状況ではありま
せんでした。また、市民会館は南気
仙 沼 地区 を臨 む高 台に あり ま すが 、
そこから見た光景も忘れられませ
ん。震災前の街の面影はなく、高く
積み上がったがれきが、どこまでも
広がっている状態でした。
◆物資はただ届けるのではない
三月十五日から旧青果市場を利
用した物資の集積・配送拠点は立ち
上げられました。税務課をはじめと
する市の職員とＯＢやボランティ
アも含めた体制でその対応にあた
りました。市職員は、物資の積み下
ろしや配送などの経験もノウハウ
もありません。ほぼ休みなく対応し
ていた職員は体力の限界の寸前で
した。そこへ自衛隊や配送業者の支
援をいただけることになり、本当に
ありがたかったです。三月下旬にな
って、市職員は罹災証明の発行など
他の業務にも対応が必要となり、物
資の配送と拠点の運営は、大手配送
業者へ委 託す るこ とに なり ま した 。
しかし、避難所の担当職員と、物

資拠点との連絡は絶対に必要ですし、
その情報は市が責任をもって伝達す
る必要があると考えました。私と数
名の若手が残り、各避難所とのやり
とりを継続することになりました。
避難所とのやりとりについて、市
と し て責 任を もつ とい うこ と には 、
様々な意味合いがあります。例えば、
がれきが積み重なったまちの中を
通って、その先で待つ避難者に少し
で も 多く 早く 食料 を届 ける た めに 、
最適な車種と最適な経路を判断す
ること。避難所の状況を聞いて、避
難者一人一人に行き渡る物資の種
類と数を考えること。そういった市
民によりそった判断を、市として責
任をもっ て行 う必 要が あり ま した 。
◆一人でも多くの市民に伝わる情
報システムを
その年の十月に危機管理課へ異
動になりました。震災翌日の市民会
館での経験から、津波を認知してい
ない方がいた、あるいは、情報弱者
の方に十分な情報が伝わっていな
かった、つまり、防災情報がもっと
的確に伝わっていれば、もっと多く
の 方 が安 全に 避難 する こと が でき 、
もっと多くの方が助かったのでは
ないかという思いがありました。
そのため、国の助成もいただいて、
市の防災情報システムの検証と再
構築を行うことにしました。震災当

時の課題として、停電で起動しなか
ったシステムがあったことも問題
ですが、各情報伝達手段に対し、発
信する情報をそれぞれ手動で入力
しなくてはならないという問題が
ありました。少しでも多くの方に情
報が伝わるよう、情報の伝達手段も
増やし、また、それぞれの手段で伝
達する情報も、一度入力すれば、全
ての手段で伝達することのできる
ワンオぺレーション・マルチタスク
という仕組みを導入しました。また、
情報の入力についても、手動ではな
く、Ｊ Ａ-ＲＡＲＴに連動して自動で
発信できるように改善しました。
◆まだ見ぬ誰かにも届いてほしい
震災を経て思うことは、時間の経
過とともに、多くの人から震災の記
憶が薄れていきますが、我々震災を
経験した者が、経験を伝え続けるこ
とが大切だということです。
阪神・淡路大震災の後、ずっと被
災地のことが気になって、そして
様々なことを気に留めていた。それ
が今回の災害対応にいきた部分が
あったと思います。災害時の課題に
ついてこれまで発信し続けてきた
方がいらっしゃるのと同様に、今度
は私が伝え続けることで、いつか大
きな災害が発生した時に一人でも
多くの人の命を救うことにつなが
ればと思います。
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総務部
◆被災地から発せられる声に
平成六年の冬、当時高校生だった
私は、修学旅行で神戸を訪れました。
その僅か数週間後、阪神・淡路大震
災が発生。私の中で楽しい思い出と
ともにあった街は、全く姿を変えて
しまいました。その後も大きな災害
が何度かありましたが、被災地から
発信される声、避難所の状況、ボラ
ンティアの奮闘、そして全国から寄
せられた物資がなぜか本当に必要
としている人の所まで届いていな
いという事実、いずれも他人事では
ないように感じました。災害の話を
耳にするたびに、課題は何なのか、
どうすれば解決できるのか、自分の
中で意識するようになっていました。
◆そして気仙沼でも
震災の翌日、朝早く、私は市民会
館へ向かいました。そこに集まって
いた方は総勢五百名ほど。津波避難
ビルで一晩を過ごし、朝になってよ
うやく津波が引いて、こちらに渡っ
て来られた方もいました。負傷して
いる方も多く、救護の手が必要でし
たが、まったく足りない状況でした。
周 辺 の方 が提 供し て下 さっ た のか 、

平成 29 年 1 月入稿

◆信じられない光景
地震があった日は、本庁舎で予算
委員会がありました。私の手持ちの
議案の審議を行っている最中に地
震が発生しました。その日、私は市
役所で待機になりましたが、市街地
を見に行った他の職員から魚町が
津波で壊滅しているという情報を
耳にして 、信 じら れま せん で した 。
翌日からは税務課の担当として
罹災証明書の発行業務の対応が想
定されたので、まずは津波の浸水範
囲 の 確認 に行 くこ とに なり ま した 。
私はもう一人の職員と二人で、魚町
や南町の確認に向かいました。前日
の夜に耳にはしていましたが、本当
に信じられない光景でした。
◆若手職員の力に感心
いこと、様々な課題が想定されまし

周辺に渋滞等が起こるかもしれな

築住宅課で市営住宅の管理の担当

その後、また人事異動があり、建

その年の十月に生涯学習課へ異
動になりました。職員数が少ない中
で、通常業務と復旧復興業務に対応
しました。私は通常業務の見直しを
行い、被災した公民館や図書館の整
備、成人式の実施など、着実に実施
し な けれ ばな らな いも のを 優 先し 、
一つ一つクリアしていきました。
そのような状況のなか、前任から
引き継いだ唐桑図書館の建設を、外
部の事業者から支援いただけること
が決まりました。唐桑地域には公民館
の中に図書スペースがありましたが、
出資者の方から「子どもたちのために
なる支援をしたい」という意向を頂き、
独立した施設として整備することに
なったものです。このときは本当にう
れしかったです。気仙沼の現状をご
説明して、この被災状況から復興し
ようとしている市の想いを汲んでい
ただけたのだと思います。
◆中長期的視点からみた公営住宅
や仮設住宅の管理

力を発揮できなかったという思い

業務があります。被災直後の業務に

みを考えること、災害対応は様々な

こと、中長期的な住宅の管理の仕組

仲間と共に知恵を出し合って丁寧な対応を

税務課の職員は、私のように市街

たが、課長をはじめ課員が知恵を出

になりました。大量に供給される災

はありますが、これからも必ず自分

付に被災者の方が殺到して市役所

システムでは対応できないこと、受

の発行業務に従事しました。現状の

市役所に戻ってからは、罹災証明

とてもそこでは捌けない状況にな
りました。そこで、税務課全員でそ
の任務に当たり、場所も当時物資集
積に利用できた旧青果市場に移り
ました。物資は次から次へと送られ
てきました。物流業者の方にボラン
ティアで入っていただき、私も見よ
う見まねで物資の仕分けを行いま
した。私は、いつまでこのようなこ
とが続くのか不安でしたが、そのよ
うな中でもてきぱき仕事をこなす若
手職員の姿に本当に感心しました。
◆知恵を出し合った罹災証明の発行

小野寺 孝之

地の被災状況の確認に行った職員

し合って最善を尽くしました。発行

害公営住宅の管理方法や、仮設住宅

も 役 に立 てる 局面 が来 ると 思 って 、

主幹兼収納係長

もいましたが、ワン・テン庁舎で支

システムを構築し、発行会場や曜日

の入居者対応や、民有地の仮設住宅

気仙沼の復興に携わっていきたい

税務課

援物資を受け取って、それぞれの避

を地区別に分けるなど、課員が協力

用地の継続利用の交渉など、ひとつ

総務部

難所に配布する任務についた職員

し合い様 々な 工夫 を凝 らし ま した 。

です。

でした。外部団体との協力体制を作
るなど、 解決 策を 探る 毎日 で した 。
◆職員自らが災害への備えが必要
私の場合、幸いなことに自宅は被
災せず、また、宮城県沖地震への備
えとして食料等も確保していまし
たので、家族のことを気にすること
なく、震災からの復旧・復興に向き
合えたと思います。一方で、自分や
家族が被災しているにも関わらず
業務に懸命に従事している職員に
は、本当 に頭 が下 がる 思い で した 。
◆自分が役に立つ局面が必ず来る

もいました。ところが、支援物資は

ひとつ地道に対応するものばかり

では、自分の力のなさを感じました。

その場その場の状況に応じて機動

的に動ける職員は本当に素晴らし

いと思いました。また、その一方で、

じっくりと課題に向き合うことで

力を発揮できる業務もあると思い

ます。被災の状況を丁寧に伝え協力

していただける支援者を見つける
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震災直後の物資拠点の運営業務

一日、二日で庁舎の部屋満杯になり、 ◆想いが通じた唐桑図書館の建設

平成 28 年 12 月入稿

市職員の力を引き出すには横断的組織が必要

◆復興計画にもっと市民の声を取

思っています。

べき

◆職員が最前線で市民と向き合う

害ボランティアセンターを設置す

震災発生の翌日、副市長から災
ったです。宿泊場所も気仙沼市内

の活動は涙が出るほどありがたか

ィア会はじめボランティアの方々

社団法人シャンティ国際ボランテ

いち早く駆けつけてくれた公益

案のボリュームに差があり、調整

市の各部から上がってくる計画

足で取りまとめました。

の議会で議決をいただくよう急ぎ

策定を目ざすということで、十月

た。宮城県内で最も早い復興計画

りまとめも企画部の主要業務でし

「気仙沼市震災復興計画」の取

ります。

応できたのではないかと考えてお

ずに、市民に寄り添った形での対

ます。横串を通せば、経費をかけ

通したり、技術に長けた職員がい

には、個々にさまざまな制度に精

かったと感じています。市のなか

発揮させる横断的組織があればよ

かりでしたが、職員の力をもっと

未曾有の大震災で戸惑うことば

るよう指示がありました。当時の

になく、空き地や一関市の折壁、

に骨が折れましたが、
「気仙沼市震

それと個人的にはプロパーであ

り入れたかった

市の防災計画では、企画部の所管

千厩にテントを張って野営し、が

災復興会議」や「気仙沼市震災復

る市の職員が、最前線で被災した

企画部 部長 熊谷 直惠

ではなかったのですが、誰かがや

れき処理などに通っていただきま

興市民委員会」のご指導により、

◆ 自 己 完 結 型 で活 動 し てく れ た ボ

らなければと手探りで取り組みま

した。海産物が腐敗して猛烈な臭

ですが、ふり返ると行政主導の色

フレーズは早い段階で決まったの

「海と生きる」というキャッチ

をすれば、ある面では市民が納得

フロントでプロパーの職員が説明

受けて事業を推進していますが、

思います。多くの自治体の支援を

企画部は、震災後の地域コミュ

ニティの復興にも携わりました。
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ランティア

した。防災計画に記された三箇所

センターの運営は社協にお願い

が濃く、もう少し時間をかけて市

市民と向き合うべきではないかと

最終的には、宮城県、気仙沼市、

しましたが、活動中のケガや病気

多くの市民は孫子の代まで安心し

迅速に進められました。

社会福祉協議会（社協）の三者の

が心配でした。ボランティア保険
民の意見を取り入れてもよかった
のノウハウもなく苦労しましたが、 のではないかと思います。津波で

て暮らせるまちを願っています。

いが立ち込めるのも厭わず、自己

覚書により、社協に設置・運営を

家を流され、ビルを壊された方々

◆気仙沼ケーブルネットワークの

の候補施設は避難所になり、使え

お願いしたのですが、社協も被災

経験を積んで対処できるようにな

の思いを受けとめ、将来、どのよ

復旧

完結型で行動してくれた皆さんに

して本部機能喪失。二転、三転し、

りました。被災地のニーズに合っ

うなまちにしたいかお聞きし、反

ません。本庁舎の玄関にボランテ

防災計画上の候補の一つであった

たボランティアを配置しようにも

映させる余地があったのではない

は感謝してもしきれません。

「気仙沼市市民健康管理センタ

燃料がなく、現場への送迎もまま

か、と……。

ィアの仮受付を設けてスタート。

ー・すこやか」の二階研修室にボ

ならず、社協には苦労をかけたと

しやすいのではないでしょうか。

ラティアセンターを置きました。

平成 28 年 11 月入稿

ニティ内で可能な限り連絡を取り
のかが常に問われました。復興住

限られた財源を何に投資をする

支援を行っています。

コミュニティ支援、戸建て地区の

動、南郷の高層災害公営住宅での

アなどに取り組んでいます。
「絆再

合ってもらうよう努めました。震
宅をどこに建てるか、道路、水道、

南郷災害公営住宅の現状は、高

地区を除いて何とか復旧にこぎつ

災に限り、特例で住民票を移さず
電気などのインフラ整備にどう資

齢化率五十％で超高齢化に至って

被災して気仙沼を離れた方が多い

に住居を移動してもかまわないこ
金を使うのか。いつも考えていな

います。キーパーソンとなる方を

生」を合言葉に仮設住宅の訪問活

とから、転出した人の住所がわか
くてはいけません。復興計画のキ

探し、歩ける方はとにかく外に出

けたのです。

らず、情報伝達ができないケース
ャッチフレーズは「海と生きる」

てもらい、いろんなイベントに誘

なか、情報を集約して元のコミュ

もありました。

だから産業基盤を優先すべきとい

いだします。
「二、三日顔を見ない」

自治会の方々に情報を寄せてい
う意見もあります。

災者が入居されたので新たなコミ

設住宅には、いろんな地域から被

を支える情報基盤や医療、福祉が

でもありません。ただ、その過程

基盤の復興が不可欠なのは言うま

み、身体を壊す方もいます。ハー

震災で家を失くして認知症が進

に寄り添う支援を心がけています。

ートする事業も展開中です。市民
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ただきながら、行政は行政として

ュニティ構築に苦労されたことと

重要なのも論をまたないところで

ドの整備も大切ですが、見えにく

という情報が入れば、すぐに行っ

思います。

す。新たな生活の場で、コミュニ

い医療や福祉にも課題は山積です。

確かに建物などのハードはお金

コミュニティ構築・維持のため

ティの構築とケーブルテレビなど

そこを手厚くしなくてはならない

「みなし仮設」の方々にも広報紙

には情報基盤も重要です。
「気仙沼

を利用した情報発信で、安心して

と思っています。

てみる。認知機能が落ちて金銭管

ケーブルネットワーク（Ｋ―ＮＥ

暮らせるまちの再生を、と願うば

をつぎ込めば目に見えて整備され

Ｔ）」は津波で局舎が流出し、幹線

かりです。

を配り、以前のつながりを大切に

も切れて長期にわたって放送不能

◆見えにくい医療や福祉を手厚く

理ができずに搾取される方をサポ

状態に陥りました。国に復興支援

私自身は、平成二十四年六月か

ます。働いてお金を得るには産業

をお願いし、海底ケーブルをつな

ら社協で被災された方々の心のケ

しました。最初にオープンした仮

ぐ大島及び浸水被害が大きな沿岸

平成 28 年 11 月入稿

し、車中泊で完全に自立して活動

おられたので、その方を中心にコ

現地に負担をかけまいとする対応

◆限られた厳しい条件の中でも市

めることができました。

してくれたボランティアもおられ、 ミュニティづくりをスムーズに進
にとても感銘を受けました。

災害ボランティアセンターの設

事態も事前に想定して、バックア

ぎましたが、社協が対応できない

間ほどで社会福祉協議会に引き継

おらず、厳しい夜の寒さにも耐え

いをしました。電気も水も通って

震災直後は、本当に不自由な思

村上 功紀

情報化推進室長も兼任していた
置を担当していた社会福祉協議会

聞やテレビもなくて周りの情報も

課長

厳しい条件下でも自分のベストを尽くす
企画政策課

私は、震災による停電のため、使

の本部が被災し、ボランティアの
ップ体制の整備を検討すべきと感
受入ができていなかったことから、 じました。

分かりませんでした。何をするに

企画部

用できなくなった住基システムと

◆地域復興のためのコミュニティ

も紙とペンでアナログな対応が求

民のためにベストを尽くす

内部情報システムの復旧対応に従

体制が整うまでの間、当時の企画

づくり

められるなど厳しい条件下で、思

ボランティアの受付業務は二週

事しました。とりわけ、市民の安

部がボランティアの受付と活動場

平成二十三年十月からは、唐桑

うようにいかないことも多々あっ

通じて

否確認等のためには住基システム

所の調整等を行いました。課員の

総合支所の総務企画課長を命ぜら

たと思います。その中で工夫をし

◆システムの復旧に奔走

から帳票を打ち出す必要があり、

ほとんどは避難所の運営に派遣さ

れ、地域の復興に関する業務に取

るため、電気業者から非常用電源

何とか力になりたいと思うボラン

遺族代表の調整や、仮設住宅での

震災発生から一年後の追悼式での

ため、被災地の状況を発信するこ
被災された方々に円滑に提供でき
とができない状態にもかかわらず、 るよう対応しました。そのほか、

入れることも大切です。自分ひと

他からの支援や協力をうまく取り

きるだけ収集して活用すること、

そのためには、必要な情報をで

ながら、市民のために自分のベス

を二台借り入れるとともに、電気

ティアの方々が大勢来ていただき

コミュニティづくりに尽力しまし

りでできる範囲は限られているの

り組みました。当時、衣類などの

接続工事を依頼し、設置しました。

ました。こちらの受入体制が整わ

た。

で、色々な人の協力を得ながら、
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なければいけませんでしたし、新

早急に対処しなければなりません

れており、残ったわずかな職員で
の対応を余儀なくされました。

でした。
幸いなことに、電算室のサーバ

また、電源を動かすための軽油が

ないまま、割当もできずただ待機

仮設住宅には、出身地域が異な

少しずつでも一歩ずつでも復旧・

トを尽くすことが大切だと思いま

不足し、市内の稼働しているガソ

させてしまったこともありました

る人も多く、まとまりがあったわ

復興に向けて歩みを進めることが

支援物資が届く状況だったので、

リンスタンドから何とか調達して

が、支援物資の配送や整理などの

けではありません。しかし、その

私たちの役目であると考えていま

当時は、通信網が途絶えていた

手作業で給油しながら、対応しま

業務を順次割り当て、対応しまし

ような中でも、
「私で良ければ」と

す。

には損傷がなかったことから、サ

した。結局、システムが復旧した

た。そのよう中で、オフロード車

お世話役を買って出てくれる人が

す。

のは約一週間後のことでした。

で、燃料や食料を自分たちで準備

ーバの起動に必要な電源を確保す

◆災害ボランティアの受付業務を

平成 28 年 10 月入稿

企画政策課企画政策係

主査

菅野 拓哉

地域、市民、身近な力と全国からの支援に支えられて
企画部
◆コミュニティの力、子どもの力
震災が発生して、市内には多くの
避難所が開設されました。私も企画
部の一員として、いくつかの避難所
の運営を担当しました。
しばらくして、市役所では各部に
運営を担当する避難所が割り当て
られ、私は鹿折中学校の担当になり
ました。鹿折中学校は、地元の顔見
知りの方同士で集まった避難所だ
ったので、お互いに気心が知れてい
て安心されていた方も多かったよ
うに思います。ただ、着の身着のま
ま避難されて、ほぼそのまま、土足
で体育館に上がり込んでいた状況
だったので、衛生環境が非常に悪か
ったです。一緒に担当した職員の号
令で、一斉に掃除をして、避難者ご
とのスペースの区割りも均等にな
るよう、やりなおしました。
地元の顔見知りの方が多かった

ど、計画を検討するための会議体が
つくられ、その運営を企画政策課が
復興計画は任意の計画です。策定

越えるために、私なりに必要だと感

震災のような困難な状況を乗り

のは本当にありがたいことだと思
います。
◆復興を前に進めるためには

の方法や内容が一律に定められて

じていることが三点あります。

担当することになりました。

いるわけではありません。計画を策

た。そんな中、直属の上司の「復興

めの資料作成に追われる日々でし

対応に必死でした。連日の会議のた

定していた時は、とにかく眼の前の

です。しかし、先延ばしにすると仕

人としても経験のないことの連続

こと」。震災復興は、市としても個

まず一点目は「恐れずに決断する

二点目は「傾聴、受容すること」
。

これは身近な上司、部下、同僚との

況に置かれても、周囲が自分の考え

関係のことです。どれだけ困難な状
むと「すごい」と思うことがありま

を聞いてくれる、助けてくれること

三点目は「普段から市民と顔の見

す。それは、計画に掲げた「復興の

く一貫しているということです。ま

える付き合いをすること」
。これは、

が分かっていれば、少々困難なこと

た、市民委員会をはじめとして、市

どんな業務であっても私たちは市

基本理念」や「復興の目標」は、そ

民を巻き込みながらボトムアップ

民 の ため の仕 事を して いる の です 。

でも前向きに進めようと思うこと

で検討を進めるプロセスも今の計

そして震災時には市民の皆さんの

の後策定することになる地方創生

画の策定の方法に引き継がれてい

助けや知恵が必要な局面も多くあ

ができます。

ると思います。

や次の総合計画でもぶれることな

また、今振り返って復興計画を読

た。

くれる優しさに本当に救われまし

事は進まないですし、間違えたなら

ります。そのために日ごろから様々

の足がかりを作る」という揺るぎの

っ て くれ まし た。 食事 当番 、 給仕 、
体操、子供たちが前面にたってやる
ことには誰も文句を言わなかった
です。
コミュニティの力や子どもの力、
普段は目に見えないものに地域が支
えられることを改めて感じました。
◆ふるさと納税の処理
震災の後、企画政策課としての通
常業務はほぼ停止していました。し
かし、一つだけ続けていたことがあ
り ま す。 ふる さと 納税 の処 理 です 。
たいへんありがたいことに全国か
ら本当に多くの申し出を頂きまし
た。震災前は年間百件にも満たなか
ったものが、震災の年は五百件以上、
今 で は年 間数 千件 にも のぼ り ます 。
避難所の対応が終わると、市役所に
戻 っ てふ るさ と納 税の 処理 を する 、
そういった毎日の繰り返しだった
ように思います。
◆一貫した復興計画の理念と目標

震災当時から部を異動すること

な方と繋がりを持つことが大切だ

その部分の対処を考えればよいの

とうこともあり、そういった一斉の

六月になって、市の震災復興計画

なく、気仙沼の復興を考え、自ら企

と思います。

ない姿勢と、常に周囲の話を聞きい

対応にもたいへん協力的でした。ま

を策定することになりました。震災

画できる立場に居ることができた

だと思います。

た、地元の子どもたちも避難してお

復興会議や震災復興市民委員会な
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れ、部下にも気を遣って声をかけて

り、子どもたちが避難所の運営に係

平成 29 年 1 月入稿

校に着くと避難者がすでに大勢いま

たり、精神的なものであったりなど何

階上中学校では、ペットを飼ってい

四月からは面瀬中学校の避難所運

です。家庭用浄化槽ですと一週間ぐ
らいで全ての菌が死滅すると聞いて
いたので、学校の浄化槽も機能しな
くなるのではないかと心配になりま
した。もし浄化槽が機能しなくなっ
たらと考えた時に避難所での衛生的
な影響を非常に懸念しました。結果
的には三月の上旬が比較的寒かった
ことが幸いしたのか、電気が通じる
までの一箇月間、なんとか浄化槽は
持ちました。
◆衛生面も精神面もやさしい心遣
いに感謝

一箇月くらいの時期で、ちょうど必要

す。一つは散髪です。震災が発生して

で特に有難かった活動が二つありま

◆時機をとらえた対応を

した。当日の情報ですと、千四百人か

らかの理由で建物内に入れない方も

営に携わりました。面瀬中学校では、

とするタイミングに、
「地域が被災し

企画部 まちづくり推進課 主幹兼まちづくり推進係長 阿部 久人

震災当日、ワン・テン庁舎の大ホー
き、発電機や食料などを要請しまし

たので、早速、次の日から本部へ行

なりました。幸い私の車は無事だっ

ルに集合の指示があり、避難所に行け
た。しかし、本部すらもそういう準

◆避難所の浄化槽が心配

る職員はいってほしいという話があ
備ができていない状況で、なかなか

ときには、避難所の運営には、季節

的な影響を考慮して欲しいと思い

ます。もし、浄化槽が機能しなくな

った場合、衛生状況、臭い、感染症

が非常に怖かったです。また、寒い

時期でしたから、衛生的にも我慢で

きましたが、夏場の場合はシャワー

なりお風呂なり、衛生面の対策が非

も仕方がない」と来ていただけたのが

りました。私は自宅のある階上地区の

常に重要 にな って くる と思 い ます 。

し、健康面も含めてとても気がかりで
常駐されていました。カビの問題やプ
した。職員が交代で安否を確認したり、 ライバシーの問題など、たいへん気を

非常に有難かったです。もう一つは階

役目を果たせませんでした。

遣っていただき、段ボール製の仕切り

上中学校の生徒たちの活動です。ほん

また、ボランティアの人たちの支援

の確保、敷いていたダンボールのマッ

てくれました。先生が中心となって、

階上中学校へ向かいました。階上中学

今後また大規模な災害があった

ら千五百人くらい集まっていたそう

いました。校庭に車を止め、その中に

看護師さんたちの団体が組織として

避難所の衛生環境を保つ

です。学校は避難所としては体育館し

避難していたのです。季節が季節です

水も出ずという状態でした。自衛隊の
トへの交換など、すべてお任せして対
給水車などに来てもらっていましたが、 応していただけました。また作業に必

皆にいろいろな食事の提供をしてく

当時の市議会議員さんがリーダー
シップを取り、職員にいろいろな指
示をしてくれました。当日は、寒い

また、建物内は電気も電話も通じず、

私自身もその避難所にいって、一

ってくれました。生徒たちが渡すと、

理から運搬、配膳までを生徒たちがや

とうに一所懸命避難所運営を手伝っ

箇月ぶりにシャワーを浴びること

量が少なくても不満があっても、みん
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季節に応じた適切な対策を

か解放しないことが通例ですが、校長

要な人手は、大学生のボランティアを

れました。食材は近所から貰ったり市

てしまい、お店は休みだが休んでいて

ということと、食べ物が無いという

やはり食料が必要でした。階上地区は

募って対応していただきました。非常

先生のお計らいで、各教室すべて解放

ことが、大きな問題でした。電気も

農家の多い地区なので、みなさん自宅

職員が集めたりしたものを使用し、調

していただけました。

止まっており、照明を点灯するため

にありがたかったです。

食事を運んだりしました。

の発電機の調達も必要な状況でした。 から玄米などを持ってきて支援してく

ができました。うれしくて、涙が出

な「ありがとう」と言います。生徒た

れました。一週間くらい経つと徐々に
三月の下旬になると暖かい日が続

て止まらなくて、暫くシャワールー

ちにも本当に助けてもらいました。

リーダーシップを取ってくれた
立ち上げて下さいました。私は運営

きました。懸念したのは、学校の浄

ムに籠っ てい たの を覚 えて い ます 。

ものが揃ってきていたと思います。

委員会のサブとして、本庁との連絡

化槽の電気が全て止まっていたこと

議員さんが避難所の運営委員会を

調整と情報収集を担当することに

平成 28 年 11 月入稿

市民生活部

震災の教訓を今後の対応に

◆状況把握と対応事項の確認

部長

小山 邦良

務に影響し、身動きがとれない、そん
な感じでした。
日が経つに連れ被災の状況が現れ
てきました。ご遺体が次々と発見され、

私は、退職を間近に控えての議会
（予算委員会）に出席中のことでした。
本 庁 舎 三 階 会 議 室 で 経 験し た こ と の
また、避難所のごみの発生、がれきの
膨大な量などが分かってきました。
火葬場が徐々に復旧し稼働しまし

ない怖さを感じ、もしかして庁舎が壊
れるのではないか、顔から血の気が引
くのを感じました。

した。

月まで進めたいとの意向が示され、半
年 間 の 再 任 用 を 受 け る こと と な り ま

遺体安置所は、既に学校の体育館に

◆具体的行動

大きな課題が出てきました。

災ごみで一般廃棄物扱いになるとの
ことから、その対応が求められるなど

たが、火葬件数よりご遺体の発見数の
方が上回りました。また、がれきが震

津波による被害状況の具体的なこ
とはわかりませんでしたが、これまで

設けられていましたが、ご遺体の発見
が続いていることから、次の安置所の

て火葬）しました。徐々に身元が判明

不明のご遺体の身元が判明 した場合、
掘り起こして改葬（ご遺族へ引き渡し

委託、ご遺族への説明など、適切な対
応に努めました。一方、土葬した身元

市計画課に依頼）、移送・埋葬業務の

断しました。土葬する場所の選定、地
元の了解、墓地指定の手続き、設計（都

のは衛生上好ましくありません。よっ
て、土葬することも止むを得ないと判

の 発 見 が 続 い て い る こ とに 加 え 夏 に
向かうことから、長期に安置しておく

て対応しました。しかし、さらに遺体

発 見 数 に 対 し 火 葬 件 数 が追 い つ か な
いため、隣接する一関市から協力を得

聴 い た り 励 ま し た り 声 を掛 け た り す
るのも大事な仕事でした。中には途中

れており、部内各職場を回って体調を

りましたが、職員は肉体的かつ精神的
に 限 界 と も 言 え る 状 態 まで 働 い て く

も快く対応してくれました。
私は、震災から約半年間の勤務であ

手の必要なところへの協力に関して

いて、それぞれ課長が中心に考えなが
ら着実に進めてくれました。また、人

部内四課が今対応すべきことと、今
後対応しなければならないことにつ

◆各課職員の全力での対応

剤 散 布 の 協 力 を 得 て 駆 除に 努 め ま し

対応が難しかった。特に波路上内田が
異常に多かったため、民間団体から薬

退 職 を せ ざ る を 得 な か った 部 下 も お
り、何もしてやれず大変悔しい思いを

た。

するに伴い改葬を行えたことから、ご
遺 族 の 協 力 を 得 て 土 葬 した ご 遺 体 に
ついても全て改葬しました。
がれきの対応に関しては、建設部と

◆防災計画が全てではない

するとの申し出があり、さらに、三陸

ましたが、地域の一部住民の反対があ
りました。その後、分散処理なら了承

場）は、県の提案する本市本吉町小泉
に設ける方針で、地元説明会を開催し

また、がれきの処理場（二次仮置き

を 確 認 す る よ う に し た 方が 良 い と 思
います。また、各課では計画を補完す

練と合わせて、各課において対策業務

と思われます。既に見直して改定され
ているかもしれませんが、毎年防災訓

と言われますが、具体的対応は防災計
画 と 合 わ な か っ た 部 分 が多 々 あ っ た

東日本大震災は未曾有のできごと

しました。

協 議 し 両 部 か ら 職 員 を 選抜 し て が れ
き対策班を設置し進めました。

道の計画が発表となり、予定地が分断
されることとなりました。このような

る具体的対応書をつくっておくと、よ
り対処しやすいと思われます。
ハエの大量発生については、広範で

経 過 を 経 て 階 上 と 小 泉 の二 箇 所 に 設
置し対応することとなりました。
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数日後、震災の復旧・復興を適切に
対応するため、現在の部課長態勢で九

の 想 定 の 範 疇 で は 無 い こと は 理 解 で
きました。発災翌日、各部で対応すべ

確保要請がありました。しかし、適切
な施設が無く、検討を余儀なくされま
ぱーく気仙沼」の土間にブルーシート、
そ の 上 に コ ン パ ネ を 敷 き利 用 す る こ

き こ と を そ れ ぞ れ 進 め るよ う 指 示 が
出されました。
受理、保険課の健康保険の被保険証再
発行、環境課の火葬、廃棄物対策課の

とを提案し了承を得ました。敷く大量
の資材については職員（職 員の親族）

した。結果的に、ゲートボール場「す

ごみ・し尿の処理など具体的な対応を
検討し態勢を整えるよう、各課長と話

の 協 力 に よ っ て 確 保 を する こ と が で

市民課の諸証明の発行や死亡届の

し合いました。しかし、できることは

きました。なお、この安置所は最後ま
で利用されました。
火葬場が復旧したものの、ご遺体の

限られ、各課とも停電のための電源の
確 保 や 電 気 の 復 旧 を 待 たな け れ ば な
りませんでした。停電がほとんどの業

平成 28 年 12 月入稿

葬祭業者が手弁当でご遺体の搬送を支えてくれた

の大量発生にも困惑しました。たと

な蛆がうごめいていた。燻蒸会社に

いて償還されるケースがほとんど

火葬が追いつかず、二百二十八の

頼んでハエにならないよう駆除し

えば、階上地区の沿岸部では、箱に

ートボール協会の御協力を得て、最

ご遺体を遺族の了解を得て土葬に

てもらいました。金鉱の跡地、大谷

と聞いています。

終的に「すぱーく気仙沼」にご遺体

していただきました。歳月を経て骨

鉱山では鉱滓の堆積場が土砂崩れ

入ったままの魚が冷凍工場から流

◆ご遺体のお世話、遺体搬送の手配
を集約しました。ただ、火葬場まで

になったところで掘り起こして改

を起こしました。鉱山の管理会社の

◆土葬した二百二十八のご遺体を

ご遺体のお世話は初めての経験
ご遺体を搬送しようにも地元の葬

葬の予定でした。葬祭業者も時間を

及川 正弘

でした。発災直後、ご遺体の数が見

祭業者の霊柩車は津波で流されま

親会社に対応していただいた。内陸

課長

通せない状態で新城小、白山小の体

した。事情を知った山形県や青森県、 か け た ほ う が い い と 助 言 し て く れ

部に移転した水産加工場から流れ

環境課

育館に遺体安置所が設けられまし

たのですが、遺族の方々は早く成仏

た 排 水で 住民 との トラ ブル も 発生 。

市民生活部

たが、とても足りず、全部で七箇所

栃木県の葬祭業の方々が手弁当で

させたいと願っています。震災の年

れ出て田圃一面に拡散。箱では大き

に設置されました。

霊柩車を運転して駆けつけてくれ
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十一月十九日までに改葬

安置所での職務の流れはこうで

改葬の光景は言葉では表せない

教訓として申し上げたいのは、停

堰を清掃するなど、善後策を講じる

ぐらい凄まじかったです。改葬のた

電で通信手段が途絶えたときの対

の十一月十九日までにすべてのご

め掘り上げたご遺体を、新しいお棺

処です。職員を総動員すべきでしょ

た。とりわけ山形県の葬祭業者には

上に宿泊先を確保し、日参してくだ

に入れ直して火葬場に運ぶのです

う。震災後、うつを発症した職員は

す。ご遺体が運ばれてくると、まず

には市職員も立ち会っていました

さ り 、各 安置 所か ら気 仙沼 、 唐桑 、

が、埋めていたお棺は持ち上げただ

多いのです。退職した若い職員もい

ために住民と水産会社との話し合

が、徐々に改善され、検死は医師と

本吉、釣山、千厩の斎場に、朝九時

けで体液が流れ出ます。作業者はそ

ます。市役所にはいろんな部や課が

遺体の改葬を終えました。

警察官が担当。警察が着衣や遺品を

から午後三時までの火葬時間に合

れを浴びます。改葬を仕切れる葬祭

あ り ます 。大 規模 災害 が起 き たら 、

大変お世話になりました。一関や北

分けてご遺体を安置する。遺族の方

わせて搬送していただきました。喪

業者がなかなか見つからない状況

従来のタテ割りを超えて、適正な人

医師と警察官が検死をします。初期

をご覧になって、警察が身元を確定。 主 や 遺 族 に 気 を 遣 い な が ら の 調 整

が来られてご遺体のようすや遺品

葬祭業者と委託契約を結んでご

でしたが、地元の葬祭業者にお願い

員配置をしてほしいとつくづく思

いに走り回りました。

定したらご遺体搬送の手配などを

遺体を搬送してもらったのは、被災

しました。

います。

は精神的に厳しかったです。

行いました。遺体安置所に張り付い

自 治 体で は気 仙沼 市だ けで し ょう 。

◆次々に起きた環境被害

私たちはご遺体を管理し、身元が確

た職員の負担は想像を超えていま

他の自治体では遺族が埋葬の費用
を立て替え、後で災害救助法に基づ

水産物の腐敗による悪臭やハエ

した。
四月の学校授業の再開もあり、ゲ
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のような状況に対応するため、名簿
や遺品を整理し，どこの安置所でも
情報が得られるようにしました。四

着したその学校は津波で流された

いる鹿折小学校へ向かいました。到

の職員と共に避難所に指定されて

担当するよう指示を受け、二、三名

地震が発生した当夜は、避難所を

災地からの受入れでいっぱいで、承

火葬の協力を求めたところ、既に被

なっていました。内陸部の自治体に

った頃には火葬場の確保が課題に

一週間程して、環境課の業務に戻

皆様には 大変 お世 話に なり ま した 。
◆ご遺体の埋葬

おり、先が見えない状況になってい

月先まで予約でいっぱいになって

火葬は、三月二十日の時点で一箇

所の閉鎖は十月末でした。

気仙沼」に集約しました。遺体安置

体を室内ゲートボール場「すぱーく

なり、四月十五日にはすべてのご遺

月下旬に小学校が再開する時期に

車 両 によ って 入口 を塞 がれ て おり 、

諾していただけたのが一関市の釣

り、大規模災害の無常を感じました。

静寂の中、三階に避難していた方か

に指定し、埋葬（土葬）をすること

災害対応も想像を超える規模であ

ました。当時、ご遺体は全国的に不

ご遺体の搬送は、市内葬祭業者が

を決断しました。死亡届出時にご遺

ったため、様々な面で対応に迷うこ

山斎苑と千厩斎苑でした。関東の自

なかったため、近隣からストーブや

全国の事業者と連携して体制を作

族に埋葬の協力をお願いし、承諾を

とがありました。避難所では、常に

ら生徒達はお寺に避難したとの情

炊飯器、布団等を借用し、米屋から

っていただきました。当初、遺体安

得たご遺体と、警察より引渡しのあ

判断をひとりでしなければなりま

足するドライアイスを確保しなが

はコメを調達し隣接する避難所同

置所を新城小学校と白山小学校に

った身元不明者の埋葬を三月二十

せんでしたが、市の職員として被災

治体から火葬の受入れの申し出を

士で物資を分ち合いました。余震が

開設しましたが、次第にご遺体を収

五日から開始し、火葬だけで対応で

された方々を助けたいとの思いか

報を得て興福寺へ移動しました。興

続き不安やストレスが溜まる中、夜

容しきれなくなり、次々と安置所を

きるようになった四月二十六日ま

ら無我夢 中で 対応 にあ たり ま した 。

ら衛生状態を保つようにしていま

中 に 心臓 発作 を起 こし た方 が あり 、

開設し、市内の安置所は七箇所とな

で鹿折公営墓地に二百八体の埋葬

いただきましたが、ご遺族の移動手

鹿折バイパスに常駐していた東京

りました。ご遺体の収容は搬送した

を行いました。当初、改葬はご遺体

福寺は、小学校の教職員、生徒、避

◆興福寺で避難者を支援

遺族はご遺体を探すため安置所を

したが、火葬をしないご遺体をいつ

回らなければなりませんでした。そ

段が確保できず、ご遺体だけの搬送

まで安置できるのか誰にもわから

ご遺族の承諾を得て、埋葬（土葬）を実施

難者等百人を超える人々で溢れて

は尊厳の観点から好ましくないと

ないことでした。市では日増しに気

の状態が落ち着く数年後に行うこ
ととしておりましたが、火葬が落ち
着くとご遺族から改葬の強い要望
が出始め、十一月十九日までに全て
のご遺体を改葬しました。
◆害虫の大量発生
四月末になると、津波で流出した
魚介類や食品から発生したハエや
うじ虫の苦情が多くなりました。害
虫駆除薬剤を用い職員や地域の衛
生組合長の協力で対応にあたりま
したが、到底駆除できる状況ではあ
りませんでした。その後、復興支援
を行う公益社団法人や害虫駆除に
詳しい公益社団法人、自衛隊の協力
により津波浸水区域で大規模な駆
除活動を行い、九月末になりようや
くハエの大量発生は落ち着きまし
た。
◆大規模災害の無常

熊谷 芳江

いました。私達は座布団や新聞紙に

考え断念しました。ご遺族が自身で

温が上がる中で、鹿折みどりのふれ

今回の震災では多くの方が亡くな

技術主幹

包まり一夜を明かしました。翌日か

火葬場と搬送手段を確保した場合

あい広場を気仙沼市鹿折公営墓地

環境課環境衛生係

らここで避難所支援にあたること

には、ご遺体を引き渡しました。

消防庁に助けを求めて九死に一生

時期により安置所が変わるため、ご
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になりましたが、当初は物資が届か

を得たこともありました。興福寺の

平成 29 年 2 月入稿

も予測できず

◆未曽有の被害によりご遺体の数
線香、ろうそく、供花など、多くの

ましたが、そのほかにも、棺や祭壇、

やシーツ等をかぶせて対応してい

し た が、 火葬 の予 約が いっ ぱ いで 、

協力をお願いし、火葬を行っていま

た、近隣自治体の二つの火葬場にも

市内三つの火葬場を応急復旧し、ま

◆ご遺族の要望に応え土葬を改葬
ご 遺体 の火葬対応をするために 、

応していました。

したが、手探りの中で調整を行い対

場で混乱してしまうこともありま

応変な対応を皆で連携しながら行う

います。そのうえで、現場での臨機

ュアルの整備が必要であると感じて

も含めた役割分担などを定めたマニ

医師、業界団体等との細かいルール

調整や必要な物品等の備蓄、警察や

を得ませんでした。この経験を活か

なかったため、手探りで対応せざる

運営マニュアル等の具体的な規定が

ご遺体・ご遺族への敬意を込めた真摯な対応

震災により、多数の方が犠牲とな
物品が必要で、市内の葬儀業者の協

公衆衛生の確保が難しくなったた

ことにより、被災者やご遺族に配慮

遺体安置所は、学校の新学期が始ま

ったと思います。

こともあり、大変苦労をかけてしま

各安置所を巡らなければならない

ス が 多く みら れま した 。ご 遺 族は 、

場所と安置所の地区が異なるケー

増やしていったため、ご遺体の発見

予測できない状況で、随時安置所を

後の手続きがスムーズにできるよう

その場で死亡診断書を作成し、その

の負担をなるべく少なくするため、

遺体が確認できた場合には、ご遺族

ると、大変心苦しく感じました。ご

多く、ご遺族の方の精神状態を考え

確認しますが、照合できないことも

では、性別や年齢、特徴などを基に

また、ご遺族によるご遺体の確認

鎮めることができるものとなりま

事した職員にとっても、幾らか心を

きたことは、ご遺族にとっても、従

無事火葬し、きちんと弔うことがで

記憶しています。ただ、このように

体の損傷が激しく、苦労したことを

にもご協力いただきましたが、ご遺

しました。掘り起こす際にはご遺族

旬までにすべて改葬し、火葬を終了

葬を求めるご遺族が多く、十一月中

想定して承諾を得ていましたが、改

土葬については、数年後の改葬を

す。そういう経験をした職員も含め

となって残っていることと思いま

所などで従事した経験は辛い記憶

また、職員にとっても、遺体安置

ことが重要です。

敬意を払いながら丁寧に対応する

る 被 災者 の心 情を 汲み 取り な がら 、

ていきました。そういった状況にあ

上げてきたものを、一瞬で流し去っ

の生活など、これまで一生懸命作り

東日本大震災も、家族や財産、日々

色 々 なも のを 奪い 去っ てい き ます 。

災害は、予期せぬ時に発生し、

し、遺体安置所の設置に関する事前

り、私は遺体安置所での対応に従事
力により用意することができまし

め、ご遺族の承諾を得たご遺体と身

した対応ができるのではないかと考

ることや、ご遺族等が行方不明者を探

配慮することができた点は良かった

した。

て、相手を思いやる気持ちを常に持

菅野 俊克

しました。震災当初は、小学校等を

た。その間もご遺体の状態は悪化し

元不明のご遺体を土葬することと

えています。

技術主幹兼環境政策係長

活用し、七箇所の遺体安置所を設置

ていくので、一体ずつにドライアイ

なりました。

環境課

し数多くのご遺体が収容されまし

スを入れるなど、適切な管理を心掛

市民生活部

た。

しやすくするため、一箇所にまとめる

と思っています。

◆遺体安置所の運営マニュアルと

って、これからも市の復興に取り組

けました。

こととなり、屋内ゲートボール場「す

での流れの中で、警察や医師等との

被災者や従事職員への配慮が大切
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また、震災におけるご遺体の数が

ぱーく気仙沼」に統合されました。
◆警察や医師、葬儀業者と連携し

連携・調整が必要不可欠ですが、当

ご遺体の引渡しや死亡届提出ま

て遺体安置所を運営

遺体安置所での対応においては、

んでいきたいと思います。

初は、役割分担が明確ではなく、現

ご遺体の管理に当たっては、毛布

平成 28 年 11 月入稿

がれき処理の道なき道、災害庁を創設すべき
市民生活部 廃棄物対策課 課長 小野寺 和人

が「災害廃棄物処理の実行計画を

係る情報提供等の支援」です。県

した。

体する。
「これだ！」と膝を叩きま

いかどうか確認。ＯＫとなれば解

さっそく気仙沼市内を十九に区

作成」し、それを踏まえて市町村
が「災害廃棄物の処理を実施」と

震災の翌朝、途方もないがれき

を帯び、人の健康や生活環境に被

のうち爆発性、毒性、感染性など

難な役目が押しつけられました。

か処理した経験のない自治体に困

町村なのです。し尿や生活ごみし

実際にがれき処理を行うのは市

れました。十数名で担当した家に

ィアが底知れない力を発揮してく

り出して解体しました。ボランテ

持ち主立ち合いのもと、家財を取

平のないよう一斉に入り、建物の

分し、それぞれ職員を配置。不公

を目の当たりにし、どう片づける

害 が 生 じ る も の Ｐ( Ｃ Ｂ や ダ イ オ

腸が煮えくり返るようでしたが、

書かれていました。

かという考えは浮かびませんでし

キシン類等 は) 「特定管理廃棄物」
とされ、国が管理して処理するこ

◆責任を自治体に押しつけた国

た。人命救助や行方不明者の捜索、

より、写真や位牌に至るまであら

入り、内部の現金や証券類はもと
◆流された家屋をどう解体したか

ゆるものを丁寧に運び出して並べ

決まった以上、やるしかない。

今回の津波は、魚市場近くの水

頭を痛めたのは津波で流され、

とになっています。

食住の確保で頭は一杯です。廃棄

深が最大約九メートルも深くなる
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ご遺体の回収、被災した方々の衣
物対策課も、緊急対応で、ご遺体

る。家主が必要なものだけピック
省に問い合わせると、基礎のない

この方法は所有者の情報が鍵を

ほど大量の海底ヘドロを打ち上げ、 道路を塞いでいる家屋です。環境
船や自動車を流し、建物を壊しま

建物はがれきと扱ってよい、との

握っています。建物の旧住所と世

の搬送などを手伝いました。
ほどなく、国は「がれき＝震災

した。その結果、出現したがれき

返答。しかし流された家も人の財

アップし、解体です。

廃棄物については国が責任をもっ

の大部分は産業廃棄物もしくは特

けれども資料類が全部流されてい

て対応する」と表明。国は本気だ、

断に任せます、です。困りました。

たら、持ち主を探し当てるのは雲

帯構成が分かればツテを頼って、
ところが、四月頃から雲行きが

ある日、テレビで他の自治体の

産です。勝手に解体して問題が起

おかしくなった。がれき処理を司

がれき処理が紹介されていました。 をつかむような話。被災後、県外

定管理廃棄物です。これらを国の

法律で廃棄物は三つに分類され

る環境省が五月十六日に出した

そこでは被災地を区割りし、それ

に避難して連絡が途絶え、一 二
~年
経って戻ってきた方もいます。家

廃棄物処理の革命が起きた、と私

ています。し尿や生活ごみなど「一

「東日本大震災に係る災害廃棄物

ぞれに市の職員が付いていた。そ

屋に抵当権が幾つも付いていて権

あの手この手で持ち主を探せます。

般廃棄物」は自治体の責任で処理

の処理指針（マスタープラン）
」を

して区割り内の流された家屋一戸

利者を特定しにくい物件などは

きませんかと訊ねると、現場の判

します。事業活動で生じる汚泥、

見て、愕然としました。財政措置

ずつ所有者を呼び、内部の大事な

「困難物件」で後回しになります。

力で処理すると理解しました。

廃油、廃プラスチック、金属くず、

はともかく、国の業務は「県外の

ものはすべて取り出し、壊してい

は受けとめてホッと胸をなでおろ

木くずなどは「産業廃棄物」とさ

自治体や民間事業者の処理施設に

しました。

れ、県の責任で処理。産業廃棄物
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発生を防ぐ

◆自然発火、ネズミ、ハエの大量

理は楽になっていたでしょう。

所有者を探せば、もう少し区画整

する建設部に引き継ぎ、徹底的に

理をしている間に区画整理を担当

理事業の障害に変わる。がれき処

困 難 物 件 は、 い ずれ 土 地区 画 整

す。最後は小泉地区の二次仮置き

場で粉砕、再分別で容量が減りま

せんでした。がれきは一次仮置き

になると山へ移動し、戻ってきま

染症研究所の方の予言どおり、秋

悩まされました。こちらは国立感

見間違えそうなオオクロバエにも

大量発生を抑えました。虻や蜂と

べてつかんでいるはずです。大規

きれない。本来、国土交通省はす

教えもらいました。感謝してもし

やり方を関西広域連合の方々から

ら決められなかった。私は仕事の

初めのうち、環境省は単価表す

べばいくらと記した値段表です。

一台で四トンのがれきを何キロ運

置き場の選定が千辛万苦。広い土

持ち込むな」と住民の方々に反対

当初は「放射能のついたがれきを

価はこう、と示しておく。そうす

にやるべきことを決め、過去の単

にやるべきこと、七十二時間以内

場にすべて集めて処理したのです。 模災害に備えて国土交通省主導で

地が少なく、八方手を尽くして「波

されました。がれきも放射線の線

れば災害のたびに自治体が全部背

がれきは、被災現場で粗分別し、

路上ふれあい漁港」
「野田」「沖ノ

量検査を確実に行い、結果を公表

負って右往左往しなくてすむと思

小泉地区の土地を賃借する際も、 災害庁を創設し、二十四時間以内

田」など二十数箇所を選び、がれ

します、処理後は土地をきれいに
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一次仮置き場に集めます。この仮

きを搬送しました。そのまま置い

がれき処理という道なき道を歩

います。

持ち、温度が七十度、八十度に上

んで、災害庁と呼べる国の機関が

してお戻しします、と約束し、ご

昇。ガスの入ったライターやボン

必要だと強く思います。処理に関

ておくと、がれきは「自然発火」

ベがあると燃え上がる。パイプを

わる見積もりや積算、入札、議決、

理解を得ました。

差して風の通り道をつくり、警備

契約、支払い……あらゆる事務が

します。分解された有機物が熱を

員が二十四時間張り付いて温度管

被災自治体に殺到しました。丸投
経験した関西広域連合の職員が来

理をしました。ネズミの大量発生
公益社団法人日本ペストコント

てくれて、初めて「単価表」を見

げ状態です。阪神・淡路大震災を

ロール協会の指導を得て、毎日捕

せてもらった。たとえばトラック

の危険もありました。

獲したネズミの数や種類を調べ、
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市民課

りを心強く感じました。
また、課内では必然的に話し合

をいただき、全国規模でのつなが

ださった職場の方やご家族、皆さ
んの気持ちが嬉しく、沢山の元気

方、忙しいなか快く送り出してく

けていただいたことがとても印象
に残っています。支援にいらした

に来ています。
」と温かい言葉をか

「職員の方も被災者です。私たち
は職員の方を休ませるために応援

き 継 ぎ を し てく れ ま した 。 ま た 、

負担をかけまいと業務マニュアル
を自分たちで作成し、お互いに引

てくれました。気仙沼市の職員に

対応していましたが、後に全国か
ら他都市の職員が応援に駆け付け

等に数少ない職員で体制を組んで

◆庁内外のつながり・連携を実感
市民課では、これらの窓口業務

もにとって母親の存在は非常に大

が家族の安否確認を優先できるよ
うな配慮が必要です。特に、子ど

もとより、職場においても、職員

した。家族間できちんと安否確認
の方法を確かめ合っておくことは

回しになってしまうことがありま

震災当時は、業務中の地震だった
こともあり、家族の安否確認が後

っているはずです。しかしながら、

地震などの災害が発生した際に
は、皆、家族の無事を何よりも祈

した体制の検討を

であると考えています。
◆職場でも家族の安否確認を優先

きる関係を整えておくことが重要

とを把握しておき、有事の際には、
お互いで情報共有し合って連携で

域でどう役に立つのかといったこ

ような情報が必要か、また、自分
が持っている情報が他の所属や地

ず、手作業での対応が必要でした。
窓口には、多くの方で長蛇の列

無事でしたが、電気が通っておら

受付や住民票の交付等の事務を担
当していました。住基システムは

震災後、市民課では、死亡届の

話をしていた時に地震が発生し、
とても驚きました。

ろうね」と、震災前に他の職員と

「地震が起きたら市役所の吹き
抜け部分は危ないから柱の方に寄

名簿は各避難所等で作成していま

避難先は仮の住所であることか
ら住民登録の必要はなく、避難者

みを

ちを抱いていました。
◆避難者の出入りを把握する仕組

対応することができ、安堵の気持

「クレームを言えるようになるほ
ど元気になったんだな」と冷静に

て い き ま し た。 私 は 、不 思 議 と 、

感謝の声をいただくこともありま
したが、段々とクレームも増加し

に、平常心を保ち、言葉遣いにも

話に耳を傾け、
「大変だったね」と
寄り添った対応を心がけるととも

を経験したばかりで、一人一人の

じました。避難所に統一した様式
の避難者名簿を置き、被災者カル

況などを情報集約する必要性を感

通知等を確実に届けるためにも、
災害時の、避難者の移動や被災状

況でした。被災者の方へ市からの

処理しなければなりませんでした。 したので、誰が今どこに避難して
死亡届の受付では、皆つらい思い
いるのか把握することが難しい状

ができ、一日に何十件もの申請を

小野寺 幸恵

う機会が増え、連携が取りやすく

きいものであり、子どもの心理的
ケアという点でも工夫が必要だっ

主幹兼市民係長
な負担が大きかったと思います。

なっていました。皆が一つのもの
に向かっていく一体感のようなも

たと考えています。大人の私たち

庁内外とのつながり・連携を大事に市民対応
市民生活部
◆寄り添いながらも、平常心で市
市民からは、震災当初は優しい

のがあり、支え合って乗り越える

でさえ、今もなお、いつ裂けるか
わからない傷を抱えているのです

注意を払いながら事務をこなす必
要もありました。私自身もそうい

テなど作成することが重要である
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民対応

ことができたと思っています。
日頃からの庁内外とのつなが

から。

った複雑な心境を抱えながら業務

と考えます。

の担当の仕事をこなすだけではな
く、他の担当が何をしていてどの

り・連携は非常に重要です。自分

に当たっており、お互いに精神的

平成 28 年 12 月入稿

佐藤 民江

窓口で被災者と向かい合う中で感じた震災の傷
主幹

四月半ばから三浦市の職員の方が

だったと思います。

で、その心労は計り知れないもの

務量も増加していきました。しかし、 といった対応も行っていましたの
応援に来て下さったことで、気持ち

六月からは行方不明の方の死亡

市民課市民係

が楽になったことを覚えています。

市民生活部

届ができるようになりました。行

て死亡届を受理するというもので

多くの自治体からの派遣職員の

気仙沼市内の火葬場は気仙沼、

した。届出にお越しになった方に

方不明になった状況について申述

交通事情も悪く、ガソリンの確保

唐桑、本吉の三箇所にありました

具体的な状況をお伺いするだけに、

方々に本当に助けていただきまし

地震が発生した直後、市民課は
も難しかったこともあって、帰宅

が、本吉斎場が津波の被害に合い、

ご家族の心情と現実に向き合う業

日が経つにつれ、死亡届の受付や

本庁舎の一階にあって建物倒壊の
することができませんでした。そ

使用することが出来なくなりまし

務となりました。

◆あまりの被害に実感がわかなか

危険があるために外に待避しまし

のため、夜は職員の就寝スペース

た。火葬場の確保が難しい状況の

◆窓口では被災者の疑問に答えら

書を作成いただき、それに基づい

た。その後、雪が降ってきました

となっていた会議室で、段ボール

中、一関市の斎場をお借りするこ

た。

ので、第二庁舎脇の倉庫で、避難

に毛布を広げて眠る日々でした。

れるような体制整備も必要

戸籍対応が増加してきましたし、

してきた宅配便の方や近所の方々

とができました。それでも、一日

たので、死亡届の受付、火葬許可
ているため、市民の方のご希望に
証の発行や戸籍記録を行いました。 添えず、長期間お待たせすること

毎朝集まって打ち合わせをして、

尋ねてこられます。市民課では、

総合支所や本吉総合支所で受けた

通勤は車を利用していましたが、 せんでした。回復するまでは唐桑

環境課の職員は、ご遺体の身元が

ですが、警察の方や福祉事務所、

市民課では書類上で把握するだけ

いました。

的に対応できる窓口が必要だと思

もあり、その点を明確にし、総合

してよいのか、と判断に困る場面
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った発災当日

とラジオの情報に耳を傾けました。 ◆戸籍届の業務に従事

もあり、心苦し思いもしました。

遺体安置所や避難所等の情報を共

市民課の窓口で受付をしている

のもわかりましたが、なんだか他

通常は戸籍システムによる火葬許

◆被災者と向き合って知る現実

有しておくことで、できるだけ対

に火葬できるご遺体の数は決まっ

人事のように現実として受け入れ

可証の発行は、停電により手書き

四月以降になると、身元不明の

応できるようにしていました。一

私は戸籍事務を担当していまし

られない状況だったのを覚えてい

で行いました。通電後はシステム

ご遺体の死亡届が気仙沼警察署か

市役所前の通りに津波が押し寄

ます。

による作業に戻ることが出来まし

ら上がってくるようになりました。 方で、問い合わせにどこまで対応

道路状況が悪く、自宅に戻ること

届出や証明申請書を毎晩職員が運

判明した段階でご家族に引き渡し

と被災者の方がいろいろなことを

◆子どもを残しながらしばらくは

たが、ネットワークが利用できま

ができたのは十三日でした。家族

び込み、本庁舎で入力、発行する

せているのも、火事が起きている

自宅に帰れない日々が続く

の安否と自宅を確認し、すぐにま

たり、すでに土葬されている場合
には再度火葬するため掘り起こす

という作業を行いました。
次第に申請が増えてい く中で業

た、庁舎に戻りました。子どもの
ことも気になりましたが、震災後、

平成 29 年 2 月入稿

人と人とが互いに支え合いながら、
自分ができることに取り組んだ日々

た市民の方々の「ありがとう」と

「がんばろう」の声にも支えられ、

えることも多くありました。
それでも、市民の方が求めてい

ていただけることができたときは、 感じています

同時に課の仲間といろんなことを

◆自分が何をすべきかを考えてお

ることと、私たちが提供できるも

提供するよう心がけていました。

本当によかったと感じることがで

くことの大切さ

話し合うことで支え合うことがで

◆市民の問い合わせに寄り添った
そのため、庁内の他部署を回って

きた瞬間でした。

地震が発生したときに具体的に

のがぴったりと一致して、市民の

対応の心がけ
情報を集め、それを課内で共有す

震災の翌日の話ですが、気仙沼

何をするかはあらかじめ決められ

熊谷 仁子

もともとの計画では、地震が発
るなどの対応を行っていました。

小学校から市役所に向かう市民の

ていました。しかし実際に発災し

主査

生した時には、課として避難所に
震災前から、市民課では、窓口

方を案内して来た際に、その市民

てみると、実際にはその通りには

市民課国民年金係

物資を輸送することとなっていま

の行列が長くなっても市民の満足

の方から「これから大変だろうけ

動くことができませんでした。

市民生活部

した。しかし、実際には利用でき

度を下げないように、窓口の外に

れども一緒にがんばろうね」と言

地震が起きる前は、何をすべき

き、乗り切ることができたのだと

る車がなく、近隣の避難所を除い

出てコンシュルジュのように対応

っていただいたことがありました。

口での案内を受けて市民課を尋ね

務に従事する一方で、総合案内窓

しゃる市民の方は、まさに震災で

事していました。年金係にいらっ

四月頃からは年金係の業務に従

ても大事なのだと思います。私自

ることを意識しておくことが、と

ので、お互いが支えあう存在であ

接しながら取り組んでいくことな

ということを、常に自分の意識の

うに動かなくてはいけないのか」

「何かあったときに自分はどのよ

あらためて振り返ってみると、

とが必要な場面が多くありました。

だと思います。
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方に「ありがとう」と言って帰っ

て物資を輸送することはできませ

することが必要だといった議論が

大変だろうにという思いとともに、 動いて行けば良いと思っていたの

んでした。そうした中で、私は災

励ましていただいたことが嬉しく、 ですが、これほど大きな地震では、

かの指示が与えられ、その通りに

災の際も、丁寧にコンシュルジュ

なかなか指示通りにだけでは上手

その時は、その市民の方も本当に

た市民の方にその内容を確認し、

のように、情報を提供することに

その方と抱き合って涙したことを

く対応することができず、自分の

ありました。こうしたことが、震

関係する部署に案内する業務に従

つながったのだと思います。

覚えています。

害対策本部に問い合わせに来られ

事しました。

◆「ありがとう」と「がんばろう

しばらくたって市民課で死亡届

てきた市民の方への対応にも従事

仕事をなくしている方が多く、意

身もそうしたことを意識しながら

頭で考えて、判断し、調整するこ

していました。中には市民課で対

図していない言葉でも市民の方を

対応することを心がけてきました。 中においておくことが、災害対応

災害対応も、結局は人と人とが

応している内容以外の相談もあり

傷つけてしまうようなこともあり

実際、当時は毎日仕事も多く、

に支えられて

ましたが、市民の方が情報を得ら

ました。そうした場合には、もっ

辛いこともありましたが、こうし

の受理や住民票の交付といった業

れずに手ぶらで帰ることがないよ

と違う言葉をかけられたら、と考

を行う上では、とても重要なこと

う、できるだけ何かしらの情報を
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をお聞きしたので、備え付けのお客

いました。自宅に帰りたいとの意向

発生しました。窓口にお客様が三名

本庁舎一階での執務中に地震が

のだと思います。連絡先の記入用紙

しれないという気持ちで来られた

ず、市役所に来れば何かわかるかも

した。道路が寸断され、電話も通じ

て市役所に多くの市民が来られま

翌日からは家族等の消息を求め

入れる気持ちになれませんでした

と提案を受けました。すぐには受け

休 み なが ら対 応し ない と続 か ない 」

の頃、職員から「長丁場になるので、

日の状況等を共有しました。お彼岸

に戻ってきて、課員全員で当日と翌

所から職員が夜八時過ぎに市役所

察と共に立ち会いました。遺体安置

可能性が高いご遺体との面会に警

探 さ れて いる 方か ら話 を聞 き 取り 、

主に警察の担当で、職員はご遺体を

応にあたりました。ご遺体の安置は

けて思い切って声をかけてみまし

ました。気にかかったので、追いか

周囲の方に注意され黙って帰られ

だ け 少し 声を 荒げ た方 がい ま した 。

おられませんでした。その中で一人

す方もいるのですが、震災後は殆ど

平常時だと窓口で大きな声を出

あたることが災害対応で一番大事

いて、と ても あり がた かっ た です 。
◆平常時と同様の気持ちで業務に

に自発的に加わってくださる方も

援職員の方には、遺体安置所の対応

いでいただくので助かりました。応

避難所と遺体安置所、窓口を交替制で運営

様用ヘルメットを提供しました。保

をお渡し、壁に貼っていただきまし

が、一晩考えて思い直し、交代で休

た。預金が引き出せなくて困ってい

◆お客様にヘルメットを提供

西城 かね子

険税の集金のため外勤している職

た。今から思うと、大変な思いをし

みをとるようにしました。職員の提

るとのことだったので、臨時窓口を

課長

員の安否が気がかりでした。連絡を

て市役所に来られた被災者の皆さ

案がなければ共倒れになっていた

保険課

し て 全員 の無 事が 確認 でき ま した 。

んに、もう少し寄り添って声をかけ

た保険税を持って自宅で待機する

その時はこれほど被害が大きいと

るのを見た時、最初は何だか解りま

理等の対応で忙しく、保険課が主と

対応で、環境課等は防疫やがれき処

員に声をかけ、一緒に行動しました。 明を受けました。市民課は死亡届の

せんでした。茫然自失で動けない職

なり対応することにしました。課の
減免等の取り扱いがあるので、通常
職員に説明すると「課長大丈夫です。 の何倍もの時間がかかりました。窓

体安置所を担当してほしいとの説

その後、部長から市民生活部が遺

険 へ の加 入手 続き に来 られ ま した 。

また、仕事を失った方が国民健康保

証 の 再発 行を 求め て来 られ ま した 。

失った方が、身分証明書となる保険

くなってきました。津波で保険証を

お彼岸の頃から通常業務が忙し

す。平常時の取組の大切さを改めて

として一番大事なことだと思いま

時と同様に職員が自分の心身を整

す。震災は異常な事態ですが、平常

職場環境づくりが大事だと思いま

たことを提案できる風通しの良い

って仕事を進めたり、職員が気づい

平時から、常にお客様の視点に立
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市民生活部

市役所に戻れない職員には、集金し

帰られました。

かったという思いがあります。

は思いもしませんでした。

口対応では、他都市からの応援職員

思い知らされました。

お伝えしたら、感謝の言葉を述べて

たり、貼付方法に工夫ができれば良

かもしれません。
◆応援職員の協力に感謝

よう伝えました。

◆消息情報を求める来庁者に対応

やりましょう。」と力強く言ってく

に随分と助けていただきました。交

◆遺体安置所等を交替制で運営

にあたることになりました。課長の

れました。素晴らしい職員たちでし

替で来られるのですが、引継日を必

津波で家や自動車が流されてく

私は震災対応を統括するため、本庁

た。それからローテーションで避難

ず設け、応援職員間で業務を引き継

え、業務にあたることが、災害対応

舎に残り、ワン・テン庁舎等への避

所運営と遺体安置所、窓口業務の対

保険課職員の多くが避難所対応

難者の対応にあたりました。

平成 28 年 12 月入稿

保険課医療給付係

主査

菅原 陽子

被災者の悲しみに触れ、被災者を思い
業務に取り組んだ日々
市民生活部

地震が発生した翌々日から、避
ましたので、ご遺体を目にするこ

て大切なご家族なのだろうと思い

事しました。きっとだれかにとっ

難所運営の支援などに従事してい
とは心が痛くなりましたが辛くは

◆混乱した避難所の中での支援

ました。最初の頃は被災者の方が
ありませんでした。しかし、ご遺

また、火葬場があいていないた

土足のままで避難所に入り、寝る

なく、非常に混乱した状態でした。

めに遺体安置所で安置しているご

体に対面したご家族が涙する姿を

そうした中で、とにかく避難者か

遺 体 に 対 面 され て い るご 家 族 が 、

ところも歩くところも区別がない

ら寄せられる要望に個別に応える

「早く連れて帰りたいのにできな

見るのはとても辛くていたたまれ

のが精一杯の状況で、手探りでの

いでいつまでもここに置いてごめ

など、誰かが中心となってしっか

対応が続いていました。

んね」とおっしゃっているのを聞

ないものがありました。

◆遺体安置所でご家族の悲しみに

いて、とても辛く、せめて周りを

持ちでない方が多かったため、医

震災直後でしたので保険証をお

ために帰ってもよいとの指示を出

帰れる人は家族の安否を確認する

時に出勤することを条件として、

翌日の夜、当時の部長が、翌朝五

療機関は加入している健康保険が

したことで、自宅に帰ることがで

業務にも従事しました。

わからない場合も含めて国保とし

きました。

自宅に帰ることで、母と祖父の

て請求を挙げている状況でした。
そのため、処理件数はいつもの何

安全を確認することができ、鹿折

きました。その結果、翌日から心

倍にもなり、それらを一件ずつ確

一方で、医療費免除の証明書は

置きなく仕事に向き合うことがで

の老人福祉施設に勤めている妹も

一定の条件を満たす被災者の方に

きましたが、もし、自宅に帰れず、

認し処理していくため、非常に時

発行するのですが、そのためには、

家族の安否が確認できていない状

最終的に無事を確認することがで

税務課で把握している罹災状況と

況では、仕事をしていても、不安

間がかかりました。

の突合が必要となります。しかし、

また、被災した直後は気持ちも

な気持ちを引きずっていたのでは
したが、とにかく医療の必要な人

高揚しているので、がむしゃらに

データの管理の仕方が異なってい

が安心して病院に行けるよう、早

がんばることができますが、四月

ないかと思います。

く出さなければならないという思

以降長期にわたって忙しい時期が

るため、突合作業が非常に困難で

いでいました。

に、自分の心と身体と相談し、き

続いた中、あらためて振り返ると、
自宅は高台の方にあったので、

ちんと休息を取りながら仕事に向

◆家族の無事と適切な休息は、仕

津波は大丈夫だと思っていました

き合うという意識を持つことも、

先に起こることを見据えるととも

が、母と祖父がいたため、その安

重要だと思います。

事に向き合うことで非常に重要

否が心配でした。地震当日は待機
するようにいわれていましたが、

1-62

り管理・運営できている状態では

触れて

綺麗にしようと掃除をしていたこ
とを覚えています。

その後、医療レセプトの対応業
務を行ったりしていましたが、発

◆膨大な医療レセプトと免除申請
四月以降は、平時から対応して

災約二週間後から、遺体安置所の
遺体安置所では、警察の方とと

いる医療レセプトの処理業務に加

書の発行業務に忙殺

もにご遺体の確認にきた方への対

えて、医療費免除の証明書の発行

管理業務に従事しました。

応や、ご遺体の引き渡しなどに従

平成 29 年 2 月入稿

手探りの遺体安置所の運営

かったので、すぐにご遺体を見つけ

についても、国の通知を待つことな

会社が被災した従業員の社会保

く、負担ゼロと判断し、関係機関へ

多い時には三百体以上のご遺体

険脱退による国保加入の手続き等

られず、遠くの安置所を訪ね歩くご

を管理する必要があり、様々な問題

でも窓口が混み合いましたが、本庁

連絡し、調整もしました。

が発生してはその場その場での対

舎内に石巻社会保険庁の窓口を設

遺族も多数おられました。

対応に驚き、感心し、あっという間

応を余儀なくされました。また、遺

置することになり、安心して手続き

藤野 克志

に日も暮れ、その夜は市役所まで徒

体搬入当初は、必要な物品が何もな

ができるようになりました。

課長補佐兼国保賦課係長

議会のため課内待機していたと
歩で帰り、会議室の椅子に座ったま

く、ご遺体はシーツやカーテンにく

◆検証とマニュアル整備が必要

保険課

き、とても長く大きい揺れを感じま
ま夜を明かしました。

るまれていたり、そのままの状態の

市民生活部

した。来庁していた市民などを避難
◆遺体安置所で手探りの運営

◆長く大きな揺れを感じ避難

させ、私が最後に事務室を後にした
第二庁舎前に避難して間もなく、

を募り課全体で調整に当たりまし

遣することとなり、各係から対応者

供花、ドライアイス等が不足してい

主には棺桶 や納体袋、蝋燭、線香 、

日を 重ねるにつ れ、必要な物 資、

ろんそういった事態にならないこ

必要があると切に感じました。もち

地を検討し、日頃から準備しておく

置所は避難所とは別に確保し、候補

未曽有の大震災を通じて、遺体安

車のクラクションがあちこちで鳴り

た。また負担が偏らないよう交代で

ましたが、市内の葬儀業者が窓口と

とを望みますが、想定しておくこと

ご遺体もありました。

響き、駐車場の車が海水に浮かんで

現場を担当し、復興協会に引き継ぐ

なり、取りまとめ手配いただき大変

その後は、遺体安置所に課員を派

いる異様な光景を前に、何が起きた

六月末までの間、関西の自治体の応

震災後の対応として、最初は避難

り搬入されたご遺体の発見場所や

遺体安置所では、警察と医師によ

した方も多く、被保険者証の再発行

保険課には、着の身着のまま避難

備、安置所となる学校の生徒の心の

葬搬送までの工程マニュアルの整

からご遺体の記録作成、死亡届、火

など、防災への備えが必要であると

考えます。
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と記憶しています。

のかと、立ちすくんでいました。

住民の世話係担当として、課員を体

特徴、所持品などの情報記録をまと

のため、多 くの人が殺到しました 。

サポートや学校関係者との連絡調

が重要です。警察や医師との連携や

育館等の避難所に派遣するための

め、ご遺族の証言と照合して合致し

私たちも、本人を確認する術がない

整も必要です。

感謝しています。

調整を行いました。また、私は、震

ていれば面会をしてもらい確認す

中で対応に困惑しましたが、被害状

被保険者証等発行に係る本人確

援職員とともに対応しました。

災翌日に五右衛門ヶ原運動場に出

るという流れで対応しました。確認

況なども含めて詳細情報を聞き取

認方法などについても、今回の対応

◆救助者を病院へ誘導

向き、孤立していた中央公民館など

後は、市民 課・環境課に引き継ぎ 、

り、発行の手続きを行い、電源供給

等を改めて検証し、経験を生かした

安置所必要物品の確保も含め、搬入

から自衛隊のヘリで救助された方

ご遺族へは火葬の手続きをするよ

がない間は交付台帳により手書き

◆保険証の発行に市民が殺到

たちを、全国から応援に来てくれた

う案内しました。
ご遺体の情報記録は、当初番号を

本人でない場合のリスクなど課

病院スタッフに受け渡し、班ごとに
診察を完了してから、病院や避難所

付け一覧にして会場に張り出しまし

題もありましたが、課内で議論した

マニュアル整備、関係機関との連携

へ搬送するため、市バスへの誘導等

たが、その会場でしか公表されず、

末の判断でした。医療費の本人負担

で処理しました。

を行いました。

他の安置所の情報記録が集約できな

現場では、病院スタッフの機敏な

平成 28 年 11 月入稿

主査

村上 善浩

国・県と協議し国民健康保険の減免にあたる
保険課国保賦課係
来ると、体育館に順番に安置しま
した。棺が無いため、毛布やカー
テンを掛けました。十七日頃から、
行方不明者を探している方が来ら
れると、まず警察が体育館近くの
教室で、探している方の特徴の聞
き取り（身元調査）を行い、該当
するご遺体があれば面会していた
だきました。職員はご遺体の安置
やドライアイスの供給等を担当し
ました。十八日頃に支援物資とし
て棺の部材が届き、体育館のステ
ージで金槌を使って組み立てまし
た。当初は納体袋もなく、身体を
きれいにすることもできないため、
運ばれてきたままの状態で、警察
の方とご遺体を棺に納めました。
夜になると市役所に戻り、その
日の出来事を報告しました。四月
中旬にすぱーく気仙沼にご遺体が
集約され、引き続き、ご遺体の管
理を担当しました。その後、一般
社団法人に管理業務が委託された
ため、業務を引き継ぎました。
ご遺体に添えてほしいと大量の

花を遺体安置所に届けて下さった
山形の町議会議員さん、地元のお
寺の住職による読経、検死に従事
された警察官との交流、派遣元か
ら遺体安置業務への従事を禁止さ
れた応援職員の涙が今でも忘れら
れません。
震災後五年たった頃、ご遺族か
ら感謝の言葉を伝え聞くことがで
きました。ご遺体の安置や土葬・
火葬場への送り出しで死者に失礼
のない対応を心がけていたことが、
伝わっていたようでした。
◆国民健康保険の減免にあたる
当時国民健康保険の保険料は毎
年四月から六月は暫定賦課を行い、
七月から所得に応じた本算定によ
る賦課を行っていました。震災に
より、これらの作業がとまってい
ました。
まず、どのようなことを決めて
いくことが必要かということを洗
い出し、課で協議して、納期限の
延長等一つずつ対応していきまし
た。震災後すぐには国から減免等
の方針が示されず、条例規則によ
る現行の減免制度についてのお知
らせを作成し、四月九日に配布し
ました。その後、国から六月に通
知があり、減免の範囲（対象）や

減免の割合、申請の必要性の有無
等が示されました。国からはＱ＆
Ａも示されましたが、あてはまら
ない具体的なケースがありました。
減免の財源は国費でしたので、適
切に減免を行わなければ市の負担
が増え、国保が破たんしてしまい
ます。そこで、保険課で七年間培
ってきた実務経験をもとに国・県
と協議し、減免内容の確認を取り
ました。実際の事務にあたっては、
税務課や危機管理課、市民課等が
保有している情報が必要であった
ことから、各課からデータを入手
し、一人一人について減免の可能
性を手作業で検討し、通知書を作
成しました。ある程度、減免の対
象や内容が整理できた段階で、情
報システム会社の担当ＳＥと、双
方が持っている情報を共有し、シ
ステムの改修に取り組みました。
◆「服務の宣誓」を忘れずに
震災対応では、さまざまな経験
をしました。入庁後に行う「服務
の宣誓」を忘れず、その意識と覚
悟をもって業務にあたってほしい
と思います。また、忙しくても自
分の経験を記録し、災害対応の充
実に役立てることが、自戒も込め
て必要なことだと思っています。
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市民生活部
◆まさか津波が来るとは
本庁舎一階の保険課で窓口に来
られた方の対応を終え事務処理を
している時に地震が発生しました。
もの凄い揺れで宮城県沖地震が来
たと思いました。
庁舎外に避難するとワンセグ放
送を見ている職員から津波が来て
いるという声が聞こえました。ま
だ他人事で、まさか気仙沼に来る
とは思えませんでした。危機管理
課からさらに高い所に避難するよ
うに指示があり、津波が来るのが
見えて現実味を帯びてきました。
鹿折地区の火災で夜の空が赤く染
まり、ヘリコプターの音を聞いて
これは大変のことになったと思い
ました。
◆階上小学校の遺体安置所を担当
翌日から避難所への物資配送に
携わった後、十五日から階上小学
校に設置された遺体安置所の対応
にあたることになりました。四名
の職員で向かい、警察と打ち合わ
せをしました。ご遺体が運ばれて

平成 29 年 2 月入稿

給できる物資は何もなく、体育館
の中へ誘導することしかできませ

次々と避難されて来ましたが、配

っ暗な体育館の中には既に避難し
ている方が大勢おられ、その後も

向かいました。小学校の寒くて真

夕方になり、私は五、六名の職
員と避難所である気仙沼小学校へ

庁舎の外へ避難しました。

地震が発生した時、本庁舎一階
で国民健康保険税の納税相談をし

◆避難所での対応

属等の特徴を聞き取る身元調査を
行い、該当するご遺体があれば対

徴的なことや身に着けている貴金

まず、探している方の年齢、性別、
身長、体重、体型、衣服、体の特

族を探している方が来られると、

が、二、三日で直ぐに満杯になり
ました。宮城県警は行方不明の家

送され、体育館に安置されました

はないかと身の危険を感じました。 携して遺体安置所の管理・運営に
その後、揺れが治まるのを待って
あたりました。ご遺体が次々と搬

ていましたが、建物が崩れるので

面していただくという方法で行方

市職員、警察、学校の三者が連

朝、遺体安置所に指定された白山
小学校に向かいました。

所を担当するとの説明があり、翌

その間、ご遺族が何度となく面会
に訪れ、その都度、ご遺体との対

き、火葬業務が進められました。

も余りにも多く火葬が進まないこ
とから、一関市のご協力もいただ

務が行えず、その上、ご遺体の数

震災による故障や点検等の影響
から全ての火葬場で一堂に火葬業

でご遺体をお預かりしました。

葬は死亡届の届出順となることか
ら、火葬の順番が来るまで安置所

徐々に身元が判明しましたが、火

案の体制が整い、ご遺体がきれい
に洗われて、棺に納められました。

程して警察と医師による検視、検

当初は泥まみれのまま、ご遺体
が安置されていましたが、一週間

気持ちになりました。

遺体安置所が設置された場合の対
応について、事前に関係機関や庁

順番が来るまでには数日間を要し、 思います。今回の経験を踏まえ、

しかし、一日に火葬できるご遺体
の数には限りがあるため、火葬の

内での協議と後世に伝えていくた

に留めず、担当職員皆で状況を共
有し、色々と話しあったからだと

正常に保てたのは、自分の中だけ

◆遺体安置所を担当して
厳しい業務でしたが、気持ちを

所からの引き上げとなりました。

常業務を鑑みて、遺体安置所の業
務を委託し、六月中旬に遺体安置

元不明のご遺体が減ったことや通

毎日、出棺のお手伝いとご遺体の
お見送りをしました。その後、身

安置所から出棺できるようになり、

能となったことから、身元の判明
したご遺体は長い期間を待たずに

した。また、五月入ると土葬も可

み、それを遅らせるため、棺にド
ライアイスを入れる作業も行いま

の経過とともにご遺体の腐乱が進

た時のご遺族の姿を目の当たりし、
すぱーく気仙沼に二百二十体超
何とも言葉に言い表せない複雑な
のご遺体が集約されました。時間

んでした。翌朝、カンパンや水が

不明者の確認を行いました。身元
調査は本来警察の業務でしたが、

面のお手伝いをしました。

めの記録を心がけることが必要で
あると感じました。家族との別れ

突然家族を失ったご遺族に遺体安置所で対応

届きましたが、十分な数はなく、
小分けにして配布しました。お昼

混雑時には身元調査も行い、連携

四月二十一日の小学校再開に向
けて屋内ゲートボール場「すぱー

は心の準備の有無に関わらず、突

小松 広和

頃にはおにぎりも届きましたが、

して業務にあたりました。心のど
こかでは無事であってほしいと思

く気仙沼」にご遺体を集約するこ

然起こりうるものであるというこ
とを強く感じた日々でした。

主幹

やはり十分な数はなく、一人に一
個のおにぎりさえもお配りするこ

う反面、もしかしたらという気持

とになり、白山小学校の遺体安置
所は四月八日に閉鎖されました。

保険課国保収納係

とはできませんでした。

ちを持ちながらご家族を探しに遺
体安置所を訪れ、ご家族と判明し
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◆遺体安置所を担当
十三日の夜、保険課が遺体安置

平成 29 年 2 月入稿

と、着の身着のままで避難してき
た高齢者がいたので、私のコート

その晩、避難者の対応をしている

や自動車が流されるのが見え、現
実なのかと我が目を疑いました。

しました。しばらくして津波で家

に譲り合っていました。三時頃に
市役所に戻り、課長に無事を報告

していましたが、交差点では互い

前後の車も対向車も運転できる状
態ではなかったです。信号が停電

生しました。尋常でない揺れで、

鹿折地区へ外勤に出かけ、自動
車で市役所に戻る途中に地震が発

◆鹿折で外勤中に地震が発生

り、十七日に大島へ渡りました。

た。そこで、大島の災害対応には
大島在住の職員があたることにな

島外に居住している職員もいまし

次々と搬送してきました。その日

の安置場所等を決めました。まも
なくして、消防団等がご遺体を

に挨拶をした後、体育館でご遺体

新城小学校に到着した時、学校
はとても静かでした。学校の先生

◆遺体安置所の開設にあたる

午前中に物資の受入・配布を行

管理・配布では徳島県の応援職員
にとても助けていただきました。

自治会から出されました。物資の

◆大島の災害対応に派遣される
対策本部会議には、自治会長も参
私は大島に住んでいました。大
加し、皆で団結して取り組んでい
島に勤務している職員数が少なく、 ました。飲料水確保のアイデアも

のうちに、体育館の三分の二がご
遺体でいっぱいになりました。

った後、午後は入浴に関わる業務
を行いました。自衛隊が艦船を長

なるため、それを考慮した配分は
自治会に委ねました。大島の災害

ました。世帯により世帯人数が異

渡る量が確保できた段階で、世帯
数に応じて十三の行政区に配布し

在庫を確認して、概ね全戸に行き

資輸送にあたっては民間の漁船に
協力していただきました。作業船

くようになりました。大島への物

二百人に物資を届けました。
二十日頃から物資が全国から届

に着任する前の十年間、大島公民
館の職員でした。島民三千人のう

私は平成二十二年四月に保険課

対応と通常業務にあたりました。
◆二十四年に大島出張所に異動

テションを組んで、遺体安置所の

所がすぱーく気仙沼に集約されて
いました。保険課では職員がロー

場が不足していて埋葬（土葬）が
始まっていました。小学校の再開

業務に戻りました。その頃、火葬

保険課の通常業務が忙しくなっ
てきたので四月十九日に保険課の

◆遺体安置所等の業務に戻る

できました。浦の浜に荷物を揚げ、 者や寝たきり高齢者の訪問診療な
小学校に設置した物資拠点に運び、 どを行っていただきました。

のため、多くの荷物を積むことが

ち約八割とは面識ができており、

師に来ていただき、慢性疾患の患

艦船に招待していただきました。
また、大島にボランティアの医

島の小中学校の卒業生を自衛隊の

延期になっていました。そのよう
な中、自衛隊からお祝いとして大

大島の皆さんと団結して物資配布等に従事

をお貸ししました。翌朝コートを

大島では災害物資の配布を担当
しました。船による物資の運搬が

崎港沖に停泊させ、艦内のお風呂

災害対応でも随分と助けていただ
きました。二十四年四月に保険課

菊田 隆二

残して、その姿は消えていました。
十二日の朝、職員全員が会議室

再開されるまでは、津波による被

に住民に提供してくれました。入
浴できる人数は毎日五十名だった

から大島出張所に異動になり、島

主幹兼後期高齢者医療係長

に集められ、
「五人ほどある仕事を

災がなかった世帯でも物資が不足
していました。そこで、大島公民

ので、入浴者の割り当て・調整に

民の皆さんから「おかえり」と声
をかけていただきました。

保険課

してほしい」との説明がありまし
た。おそらく遺体安置所の対応業

館に物資の配布拠点を置き、十三

あたりました。三月十二日に開催
予定だった大島中学校の卒業式が
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務だろうと思い志願しました。そ

の行政区の自治会長と連携して、
大島に居住する約千百世帯、三千

に伴って、四月十五日に遺体安置

の後、新城小学校へ遺体安置所の
開設に向かいました。

平成 29 年 3 月入稿

仮設住宅は高齢世帯五、
若い世帯三、子ども世帯二で構成

被災された方々が避難所から一刻

への入居者選考業務は印象深く、

携わりました。なかでも仮設住宅

震災対応では被災者支援全般に

ただし、この基準だけで選んで

援や義援金の申請を行うにしても、 優先としました。

記憶に残っています。生活再建支

いたら高齢者が圧倒的に多い仮設

に妊産婦、乳幼児の該当世帯を最

の方々が多い世帯」を優先。とく

支援・要介護者、高齢者、障害者

準に従って「妊産婦、乳幼児、要

た。選考の考え方は、国や県の基

地がなくなり、一関市のご理解と

い。やりくりしても建てられる平

したのですが、何しろ平地が少な

きるだけ気仙沼市内に設けようと

への入居斡旋です。仮設住宅はで

と、室根の旧折壁小学校仮設住宅

た一関市の旧千厩中学校仮設住宅

た。最も腐心したのは県境を超え

る建設部と連携しながら進めまし

仮設住宅の入居は、用地選定す

と平成二十七年度の第六期に、い

と合わない。いま上げておかない

四五〇〇円くらいに引き上げない

月額三二〇〇円の介護保険料を、

に陥るのは明らかでした。現行の

だけど、試算をすると財源不足

た。

フトするという考え方もありまし

で第四期の事業計画をそのままシ

た。震災で甚大な被害が生じたの

計画をつくらねばなりませんでし

かでは苦慮しました。市の介護保

も早く、プライバシーが保てる仮

住宅団地ができてしまう。阪神・

ご協力により、千厩と室根に仮設

きなり大幅な引き上げを余儀なく

抽出し、選考委員会のなかで世帯

設住宅に家族で入居していただく

淡路大震災を経験した自治体から

住宅を設置できました。

険事業計画は三年ごとに見直すよ

ことが大前提です。私の出身地の

も応援の職員が来ていました。彼

避難所に残っている方々を対象

市民の皆さんが被災して大打撃

割合を決めたのです。

旧唐桑町や旧本吉町は人口も少な

らに仮設住宅の開設期間を聞くと

にバスを用意して見学会を二回、

を受けているのに追い打ちをかけ

うになっており、震災後に平成二

く、集落ごとにつながりも強いの

二年では終わらず、四年、五年に

行いました。現地をご覧になった

るような値上げをしていいものか

◆千厩、室根の仮設入居では事前

で地域で固まって仮設住宅に入り

及ぶと言われました。その間にま

方の「しっかりした建物だ」とい

と随分悩みました。葛藤がありま

十四年度～二十六年度の第五期の

やすい。しかし、広くて人口の多

た災害が起きるかもしれない。高

う感想が口コミで伝わり、入居希

した。そこで介護保険事業計画に

に見学会

い旧気仙沼市域ではそうはいきま

齢者と妊産婦、乳幼児だけの偏っ

望が集まった。その結果、百世帯

ついての市民説明会を、三箇所で

保健福祉部 部長 伊藤 丈人

せん。入居者の選考が必要でした。

た構成だと弱者ばかりの団地にな

を超える入居が実現。千厩、室根

と住民から反対の声は上がりませ
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◆仮設住宅への入居者選定

平成二十三年の四月十九日から

る。そこで世帯構成を配慮しまし

入ってもらいました。

た時期で、仮設住宅に入り、それ

んでした。震災から一年ほど経っ
介護保険料を値上げするかどう

◆介護保険料の値上げで悩む

される。さぁ、どうするか。

仮設住宅への入居申込みを募りま

高齢者世帯五割、若い人の世帯

に行く方々は選考委員会を通さず、 開いたのです。実際にご説明する

委員長とし、民間委員、市職員各

三割、子どものいる世帯二割。こ

た。

四人を含む合計九人で構成する

れが一つの目安です。世帯構成を

した。入居者の選考は、副市長を

「入居者選考委員会」が行いまし

平成 28 年 11 月入稿

幅値上げするより、いまお叱りを

長にこの話をしたら、三年後に大
療・介護関係者で活動を継承しよ

が生まれたのだから気仙沼の医

せっかく、このような良い事例

して、常時携帯すれば、出先にい

すぐに把握できるハンドブックに

書かれていますが、肝心な部分を

防災計画に職員の配備計画などが

ます。夜、災害が起きたら市役所

受けても上げたほうがいいとのト
うとなり、
「気仙沼市南三陸医療在

ても自分が何をすべきか容易に判

ていただき、とてもありがたかっ

ップ判断。それによって最終的に
宅福祉推進委員会」が発足しまし

断できます。

ぞれ生活設計も落ち着いてきたか

議会の議決をいただき、介護保険
た。これは医師、看護師、ケアマ

通常業務と災害関連業務の棲み

の職員はどう行動するのか。地域

料の値上げが決まりした。
ネジャー、介護士など多職種で構

分けも明確にして、いざ、災害が

たです。

◆「気仙沼巡回療養支援隊（ＪＲ

成されています。在宅ケアのネッ

起きれば迅速に対応する。緊急時、

らではないかと思っています。市

Ｓ）」に感謝

トワークづくりの第一歩です。

いました。地元の開業医の先生も

きなくなった在宅高齢者がかなり

道路が寸断されて孤立し、通院で

の活動が心強かったです。震災で

分野のスキルアップの研修、講演

つくしんぼ会）による医療・福祉

日本老年行動学会、医療法人社団

年学会、日本臨床発達心理士会、

「気仙沼巡回療養支援隊（ＪＲＳ）
」 五団体（長寿医療研究所、日本老

てくれた医師の方々が結成した

会なども開催され、マンパワー確

手続きなどを一覧にして見えると

違います。常々、災害時の業務、

答えすれば被災者の受け取り方も

んでは通らない。わかる範囲でお

健福祉部の職員なのでわかりませ

について聞かれることもある。保

の職員です。被災した方から税金

市民の方々のよりどころは市役所

外部からの応援では、駆けつけ

被災して動けない。そこで、ＪＲ

保にご協力をいただきました。
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この他、気仙沼支援福祉・医療

Ｓの方々が車で行けるところまで

東日本大震災は、たまたま昼間

ころに貼って、意識付けておくこ

停電でエアマットや昇降ベッド

に起きました。もしも夜中だった

◆通常業務と災害関連業務の意識

が動かず、重い褥瘡（床ずれ）の

ら……と思うとゾッとします。夜

行き、孤立した高齢者の在宅ケア

患者さんが続出していました。重

間を想定した避難訓練も必要では

とも大切だと思います。

度の褥瘡患者への訪問診療や訪問

ないでしょうか。土砂災害、津波、

付けを

介護も実践してくれて助かった。

河川災害などいろんな災害があり

を行ってくれました。

震災後、半年ぐらい巡回療養をし

平成 28 年 11 月入稿

ます。
◆五月に介護認定審査会を再開

震災により一時介護認定審査を

垣根を越えた多職種連携の原型と
なったと思います。
震災当時本市では福祉避難所を

休止していました。
しかし介護認定は介護サービス

熊谷 修一

指定していませんでした。そこで、
休所中の保育所を臨時の福祉避難

利用の入り口であることから市医

課長

所として、特に配慮が必要な方を

高齢介護課
当たった部下職員には、ただただ

医療・福祉・介護の連携により被災者をケア
保健福祉部
◆保健師、看護師等を避難所に派遣
感謝しております。

師会等に協力していただき五月の
連休明けから介護認定審査会を再

の際に市役所に立ち寄り報告を受

あり心配しました。その後、交代
で職員を派遣するようにし、交代

れず、女性職員も多かったことも

況等を報告するように指示しまし
たが、通信の寸断のため連絡がと

全確保に努めながら、避難者の状

事務職のほとんどを避難所対応に
向かわせました。まずは自身の安

仙沼巡回療養支援隊」を組織し、
避難所を巡回して体調が悪い人の

立病院の医師が中心となって「気

調を崩す避難者が多く見られまし
た。そこで、市内の開業医師や市

避難所では、慣れない生活で体

期に非常に助かったとの報告を受
けております。

動をしていただき震災直後の混乱

もありました。大島では、地域住
民が協力してデイサービス的な活

す。今後さらに地域と連携した顔
が見える関係づくりが大事と考え

守り支援を行うこととしておりま

ーに加えて災害公営住宅にも高齢
者の相談窓口を置き、継続した見

現在、仮設住宅のサポートセンタ

り組みや働きかけが重要だと感じ
ております。

の担い手なっていただくような取

動や地域の活動などにできる範囲
で参加していただき、被災者支援

す。被災された方々にも見守り活
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地震が発生したのは、二月定例

受け入れました。運営には市の保
健師等があたるとともに地域やボ

開しました。こうした重要な通常

◆医療・福祉・介護の垣根を越え
て多職種が連携してケアを実施

ランティアの方々の協力をいただ

議会の予算委員会に出席している
時でした。尋常でない揺れでした

業務を非常時に継続できるための
事前の準備が改めて重要であると

津波によって大きな被害を受け

きました。現在は公的な福祉避難
所三施設に加え、災害時に民間介

感じました。

のでとっさに津波が来ると思いま

護施設の協力を得ることとしてい

た特別養護老人ホームや老人保健
施設、グループホームがあり、入

◆全国からの切れ目のない支援に感謝
発災直後から全国の保健・医

した。外出している職員の安否が
気がかりでした。議会が散会とな

ます。
◆仮設住宅での孤独死を出さない

療・介護の関係者から物心両面の

けることで、徐々に避難所の状況
がつかめるようになりました。自

ケアにあたっていただきました。

私の部署からは保健師や看護師、 療機関に受け入れていただいた例

所者を県内外の施設へ移送するこ

ように見守りに取り組む

切れ目のない御支援をいただき心
から感謝しています。

り、職場に戻り安否確認に取り掛

仮設住宅への入居が進むと心配
になるのが孤立や孤独死でした。

震災前は、介護予防の取組状況

ともありました。市立病院の透析
患者の中には北海道など遠方の医

仮設住宅で、介護予防と合わせた

が地域により違いがみられました
が、震災をきっかけに多くの地域

かり、全員の無事が確認できたの
は夕方でした。

イベントなどを通じてコミュニケ
ーションが図れるように工夫しま

で活動が活発になりました。しか

身も被災した者もいる中で、昼夜

本市における医療・福祉・介護の

していただき健康を切り口に見守
し、行政やボランティアの取り組
りにつなげるよう取り組みました。 み等には限りがあることも事実で

した。さらに、地域の方にも協力

を問わずに献身的に避難所対応に

平成 29 年 1 月入稿

高齢介護課

亀井 保勝

段ボールを運搬しました。鹿折中

また、鹿折中学校の体育館には

主幹兼介護保険料係長

被災者へのきめ細やかな対応を
保健福祉部
◆避難所に暖を
震災当時、高齢介護課で介護保

て、大津波警報が聞こえたので、

一階にありました。地震が発生し

高齢介護課はワン・テン庁舎の

しかなく、相当寒かっただろうと

館の床の上でそのまま寝て過ごす

いました。直後は何もなく、体育

こから避難された方もいらっしゃ

学校は近くに福祉施設があり、そ

第二庁舎前へ避難し、その後、ワ

思います。寒さを防ぐために、段

険の担当をしていました。

ン・テン庁舎大ホールで待機しま

ボールを床に敷いて断熱するとい
う形をとりました。

ので、私も避難所の担当になりま

避難所に担当が変わりました。面

その後、面瀬中学校の体育館の

仕組みが必要でしたが、その時は

の避難者の方へ水と食料を届ける

ができないため、そういった在宅

悪い方などは、避難所へ来ること

ました。しかし、高齢の方や足が

きない方向けの分も用意されてい

ご自宅にいて食料や水を確保で

情報が揃っていると、保険や税務

所、名前、生年月日、性別などの

ました。例えば避難者名簿は、住

ど、関係課で手分けをして対応し

本人がいらっしゃる場所を探すな

避難者名簿等を確認しながら、御

把握できませんでした。避難所の

すから、通知の送り先もすぐには

書等を発送するかを検討しました。

避難所の中での支援がすべてでし

の業務にも共通して利用できるの

て、量的には少ないものでしたが、

たので、対応することができない

ではないかと感じました。

被災されている市民の方も多いで

状況でした。情報が伝わりにくい

◆地域との協力で避難所に必要な

温かい食事が取れました。

方や自力では外へ出ることが難し

もの・情報を確保できるように

面瀬中学校では、翌日に卒業式

い方もいらっしゃる中で、個々に
訪問して対応することの必要性、

替わるタイミングに震災が発生し

ればならないものですが、年度の

通知書を義務者の方に送付しなけ

本来三月にとりまとめて、四月に

いました。介護保険料の賦課は、

は、介護保険料の賦課の対応を行

避難所の対応が落ち着いてから

とるための機材を提供してもらう

で、地域の事業者の方から、暖を

ました。市での備蓄も進める一方

制のもと避難所の運営がされてい

中学校地区では地域の方の協力体

とでたいへん助かりました。面瀬

限のものでしたが、利用できたこ

りました。発電機と照明機も最低

が控えていたこともあり、震災当

てしまい、とてもそのような状況

ことや在宅避難の方の情報提供な

その把握の難しさを感じました。

ではありませんでした。国民健康

ど、地域の中での協力体制をつく

日、大型のストーブが六、七台あ

保険や税務の担当者と協議をしな

ることがとても大切だと思います。

◆通常業務の遅れを取り戻す

がら、どのようにそれぞれの通知
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した。
翌日、すぐに動ける職員は避難

した。東新城の健康管理センター

瀬中学校では、地域の方が主体と

◆在宅避難者への個々の対応

の担当になり、そこでは毛布が足

なって避難所の運営をされていま

所の対応をするよう指示があった

りないということだったので、保

した。私は避難所運営の補助とい

ストーブ用の灯油を確保したり、

健師の方と一緒に自宅の毛布を車

当時はたいへん寒かったので、

避難者の方が必要とされるものを

う形で、支援物資の受け入れや災

避難されてきた方が少しでも寒さ

確保する役にあたりました。面瀬

で運びながら健康管理センターへ

をしのげるよう、市内の小売店へ

中学校では、私が担当した時には

害対策本部の情報を提供したり、

衣類の提供をお願いし、健康管理

すでに食事供給の体制が整ってい

向かいました。

センターに運びました。

平成 28 年 12 月入稿

膨大な介護保険の通知発送も協力して対処

害対応本部の要員が足りないとい

避難所の応援に向かいましたが、災

その後、他の職員が対応していた

気仙沼へ戻りました。

に 積 める だけ の食 糧等 を確 保 して 、

できる先を見つけることができ、車

方にはその通知をそれぞれ送付する

る方には納付書を、減免の対象となる

方法の変更に伴い、納付する必要のあ

きを行わないことになりました。この

いて、年金からの介護保険料の差し引

介護保険料の納付対象の方全員につ

するという対応ができなかったため、

仕 事 をす るこ とは 難し いこ と です 。

段から、市全体、部全体を見ながら

担当業務が決まっている中で、普

意識が大切だと思います。

でも周りに気を配って仕事をする

を継続するためには、日常から少し

そういった制約の多い中で業務

ればなら ない 通常 業務 もあ り ます 。

日野 卓

たが、報告の頻度や内容の濃淡が避
難所ごとに違うため、なかなか統一
した情報整理ができなかったと記
憶しています。
◆すべての対象者へ介護保険の変
更通知を届ける

主査

その後は、ワン・テン庁舎の大ホ

四月になると、徐々に高齢介護課

うことで、市役所へ戻って、災害対

ことになりました。送付対象は全部で

しかし、例えば、同じ係の職員同士、

を走らせました。

高齢介護課介護保険料係

ールで待機しました。翌日の朝にな

の本来業務に戻れるようになりま

られました。減免の対象者の抽出は、
システム会社の協力もあり、罹災証
明のデータと突き合わせて実施す
ることができました。しかし、デー
タ作成はできても、作業をするため
のパソコンが津波で流されてしま
ったので、利用できるパソコンの台
数は限られていました。課内で作業
スケジュールを共有し、互いに協力
して業務を進めました。
◆日常の気遣いできる関係が災害
時にも大切

って、食糧の買い出しを指示されま

ら差し引く形で、納付してもらってい

大きな災害が起こると、市全体の

した。しかし、通常業務でも、思わ

公用車は多くが津波で流されて

ます。震災が発生し、被災された方に

災害対応のため、多くの職員が非常

した。買い出し担当は二人組三班で

しまったので、職員の自家用車を使

ついては、介護保険料の減免を実施す

時の業務に従事することになりま

ぬ災害対応が発生しました。

いました。私は一関方面の担当にな

る方針になったのですが、減免の対象

す。一方、その中でも、継続しなけ

組成され、それぞれ方面を決めて車

りました。多くの商店は震災の影響

者のみ年金から差し引く金額を変更

応 本 部の 運営 の手 伝い をし ま した 。

二万三千件、うち減免通知書の送付対

何をやっているか、何かに困ってい

市では、介護保険料の大半が年金か

で閉店していましたが、何とか調達

私は、高齢介護課の前職が危機管理

象は五千件。すべて一通一通確認しな

うことができれば、きっと災害の時

課で、課のすべての係を経験してい

当時、納付書の発送のタイミング

にもお互いを思いやって協力しな

ないか、普段から互いに気を遣いあ
ろうということで招集されたのだ

は決められていたので、期限がある

がら業務 に従 事で きる と思 い ます 。

がら封入と送付を実施しました。
と思います。本部では避難所から寄

中で、集中的に実施することが求め

たので、災害対応の勝手がわかるだ

せられる情報の整理にあたりまし
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保健福祉部
◆津波で業務のデータを失う
震災当時は高齢介護課介護保険
料 係 に所 属し てい まし た。 地 震は 、
とにかくすごい揺れでした。停電し
たため私はまず三日町の庁舎にあ
る介護保険関係のデータサーバー
の安全確認に向かいました。
サーバーは非常電源により無事
でしたが、データが消滅しないよう、
手順どおりの方法でサーバーの電
源を落と し、 執務 室へ 戻り ま した 。
当時、高齢介護課の執務室はワン・
テン庁舎の一階にありました。作業か
ら戻ると、職員が本庁舎前の駐車場に
避難していました。その後、第二庁舎
前の駐車場に避難するよう指示があ
り、私たちは避難しました。その直後、
津波がワン・テン庁舎の一階を襲いま
した。業務に利用していたパソコンは
津波で流されてしまい、サーバーで保
存していたデータ以外、個々のパソコ
ンで管理・保存していたデータは利用
できなくなりました。
◆買い出し、避難所、本部対応、
めまぐるしく変わる担当業務

平成 28 年 11 月入稿

平常業務の再開
主幹

遠藤 光春

被災者ニーズにあった適切な体制を

高齢介護課認定給付係

要介護認定を受ける必要がありま

介 護 サ ービ ス を受 け るため に は 、

の本来業務に必要となるものを教
えてもらいながら、資料等の整理を
進めていきました。
私の担当していた業務を再開す
るうえで重要だったのは、介護保険
のデータです。基本となる市民の基
礎情報は情報化推進室で一括管理
されており、被災せず利用すること
ができました。しかし、課の机のパ
ソコンのハードディスクで作成し
ていたデータは被災してしまいま
した。中には抜き出して利用できる
データもありましたが、被災しなか
った紙ベースのデータなどを活用
しつつ、データの復旧に挑みました。
◆介護サービスに係る様々な特別
対応の繰り返し

な業務を再開することのできる体制

先順位を見極め、必要な時期に必要

うになります。通常業務のなかで優

業務を再開することも求められるよ

は介護認定審査会により実施され
ます。審査会の委員は二年に一度改
選するのですが、震災の年の三月末
が ち ょう どそ の改 選の 時期 で した 。
特別の認定審査会を立ち上げ、認定
の対応をしていただきました。その
ほか、介護認定の更新期限について
も有効期間を一年自動延長する等
の対応も認めていただきました。
◆被災者のニーズにあった体制づ
くりを

す。まず、要介護認定の訪問調査の

づくりが必要だと思います。

ません。会議用の椅子を並べて、その

のでとても寒く、床に寝ることはでき

議室で寝泊まりしていました。三月な

安否確認など、徐々に避難所へ出向

係する事業所のリストづくり、その

のの収集・整理に着手しました。関

私はまず、業務の再開に必要なも

見書も必要です。その支援も行いま

には訪問調査のほかに主治医の意

を再開しました。また、認定のため

後も、嘱託員の方にお願いして調査

に調査業務をお願いしており、震災

す。課では、平常時から嘱託員の方

りません。専門性と熟練性が必要で

調査は誰にでもできるわけではあ

とだと思います。

いにつくること、いずれも大切なこ

従事すること、そういった環境を互

りです。長期的視点をもって業務に

必要ですが、復興はとても長い道の

い復興のために力を尽くすことは

とがとても気がかりです。一日も早

になって体調を崩す職員がいるこ

また、震災から五年が経過し、今

しかし、一定時期が経過すると通常

が一番求められることだと思います。

箇月後くらいまでは、避難所の対応

所運営の担当になりました。被災一

私たちの課は、多くの職員が避難

体制の立て直しを図りました。訪問

上に毛布にくるまって寝ていました。

いていたスタッフも戻ってくるよ

した。そして、認定の最終的な判断

1-72

保健福祉部
◆とっさに避難するしかなかった
れました。私たちの課は介護保険の
地震が発生したとき、ワン・テン
サ ー ビス に係 る部 署で す。 例 えば 、
庁舎の一階の執務室にいました。す
避難所生活が続くと、運動できずに
ごい揺れに襲われ、すぐに避難する
手足が動かなくなったり、刺激がな
ように指示がありました。その後津
く 認 知症 のよ うな 症状 にな っ たり 、
波は、私たちの執務室にも押し寄せ
介護保険のサービスを受けるため
ました。とっさに避難したものです
の認定の申請が増えることが想定
から、なにも持たずに避難しました。 されます。私ともう一人の課員は、
一緒に避難した別の課の職員が、デ
他の課員が戻ってきたときに、災害
スクトップのパソコンの本体を持
に起因して多くなる可能性のある
って避難していました。その冷静な
通 常 業務 をす ぐに 再開 でき る よう 、
判断と対応にとても驚きました。
その準備を指示されました。高齢介
◆通常業務再開のための執務環境
護課は、保健師・看護師など専門職
整備
も多いので、被災者の直接的な対応
数日は避難所の運営を担当しまし
は専門職が中心となって対応し、そ
た。その後本庁舎へ戻り、市役所へ来
れ以外の業務は私たち事務職が担
られる市民の方の問い合わせに対応
当したほうがよいという考えだっ
しました。私たちの執務室は津波で被
たのだと思います。
◆業務に必要なデータの復旧

一週間ほど経って、上司から、課

うになってきましたので、それぞれ

災してしまったので、夜は本庁舎の会

の執務空間を整備するように言わ

平成 29 年 2 月入稿

巡回療養支援隊の設立
村上 悦子
み込んでおう吐のある方、また、処
方薬を流され不安になっている方
など課題が大きく出てきました。し
かし、震災四日目頃、ＤＭＡＴが入
ってきてからは、入院する人、受診
する人、薬の処方のみの人など分類
され、医療的な課題は解決に向かっ
ていきました。私達は、避難所の運
営の他、避難所に巡回してくる医師
やケアチームなど支援の方の診察
場所の確保や周知などの調整等を
行いました。
避難所に避難された方について
は食事や医療をなんとか確保でき
ていましたが、避難所以外の地域の
住民の方から、ガソリン不足等によ
る食材の確保ができないため、食事
提供依頼があり、地域の方の生活・
健康状態が気になりました。食事は
避難所から提供しましたが、医療に
ついては、救護所ができたことをお
知らせすることぐらいしかできま
せんでした。
◆巡回療養支援隊の設立
そういった悩みを持ったまま本庁
に戻って間もなく、医療救護班で全

国から支援に来ていた在宅医療の医
師と市医師会、市立病院、が中心に
なり、在宅医療が必要ということで、
三月二十五日に気仙沼巡回療養支援
隊が設立されました。震災後、ライ
フラインの断絶により、在宅の寝た
きりの方の床ずれが増加し、治療に
奔走していたからです。
全国の医師、保健師、看護師、栄
養士など、多職種のチームで、地域
の方々の健康と生活がどのようにな
っているか、医療班と健康相談班を
つくり、保健師等が地域に訪問する
ことにし、地域の方々の健康と生活
がどのようになっているか聞き取り
をすることで、医療の必要な方は、
医療班に引き継ぐことができるよう
になり、私が悩んでいた事が解決へ
向かっていきました。寝たきりで困
っている人がいれば、医療班に報告
をして訪問してもらいました。
◆難しい日常へのシフト
保健福祉事務所の保健師が、各
避 難所にいる寝たきりの人達を施
設に避難させるため、施設希望確認
してくれました。しかし、「家族か
ら離れたくない」「遠くに行かせた
くない」と避難所に残っている人も
かなりいました。巡回療養支援隊で、
福祉避難所が必要ということにな
り、地域包括支援センターで希望者
を選出し、休止している保育所を福

祉避難所として準備し、四月七日に
開所しました。寝たきり者というよ
り、避難所で共同生活ができない認
知症の方が多かったです。介護ボラ
ンティアの方々が運営を支援して
くれ、全国からの支援に感謝してい
ます。
四月初め頃から病院や介護保険
事業所等が再開し始め、被災者の対
応をどの様にシフトしていくかが
悩みでした。外部の支援の方が、私
たちが言いにくいことを医療救護
班で説明してくれ、介護申請してい
る人は介護保険事業所に繋げるこ
とになり、今でも涙が出そうになる
くらい大変ありがたかったです。
◆法律や防災計画の勉強会を
部長や課長が退職していく中、当
時の活動について伝えていく必要
があります。地域防災計画など一部
の職員が計画作成に携わっている
ため全体像を把握していない職員
も多く、まだ経験職員が多いうちに、
自分たちの経験を職員間で伝授す
る機会を作ることも必要です。災害
救助法や地域防災計画についての
勉強会を年に一回開催することも
大切です。
他地域の災害支援に行くときに
も大きな支援になると思います。
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◆手探りだった避難所運営
地震が起こった日、避難所対応の
ため、まず。鹿折小学校に五名で向
かうことになりました。しかし、小
学校は津波で被災し、児童達はお寺
に避難していると聞き、二箇所のお
寺に行きましたが、子ども達や保護
者でいっぱいでした。
近くの自治会の会館を開放して
くれることになり、一般の方が避難
することができました。避難者に名
前などを書いてもらったり、体調不
良の人の確認やけが人の治療など
を行っていました。二日目の朝、婦
人会の人から汁物の炊き出しをす
るため、材料とプロパンガスの手配
を依頼されました。本庁とは電話が
つながらなかったので、自分達で判
断しました。当時は、災害救助法の
ことも知らなかったので購入して
良いのかどうか迷いましたが、避難
者の命を 守る ため に行 動し ま した 。
三日目からは鹿折中学校の避難
所の担当になり、保健師と看護師の
専門職は、泊まり込みでした。
避難所には、寝たきり者や汚泥を飲
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応援職員と連携して被災者の健康管理を支援

ってきました。大きな救急車が何

三月二十二日にＤＭＡＴの活動
拠点が市立病院からすこやかに移

巡回訪問をしました。

した地図をコピーし、応援派遣で
来た保健師等にもご協力いただき

にきました。がれきをみて「これ
は何ですか」と尋ねました。すこ

センターすこやかから職員が迎え

た。その音を覚えています。
夕方に職場のある市民健康管理

津波で流されていくのが見えまし

した。高台に避難していると、クラ
クションを鳴らしながら自動車が

の職員がいたので落ち着いていま

庁舎三階の会議室にいました。すご
い横揺れがしましたが、周りに多く

地震が発生した時、議会のため本

私は保健師です。三十年以上に
わたり健康増進部門にいました。

◆クラクションの音が耳に残る

の患者、留置カテーテルの患者が

震災から三日目頃に市立病院か

てからでした。
◆市立病院から軽度の患者を受入

が持てたのは、随分と時間が経っ

いため、職員に疲れが見えてきま
した。しかし、対応策の検討の場

専門職は交替職員を確保しにく

たが、ベテラン職員が多いので適
切な対応を信頼していました。

を把握する手段がありませんでし

たことで、栄養状態の充実につな

八名程度来ました。停電のため懐
ました。コーディネートの力を見
中電灯で引き継ぎを受けましたが、 ました。避難所での食事を改善す
大きな床ずれのある患者や認知症
るために栄養士が積極的に発言し

ら軽度の患者の受入要請がありま
した。夜にマイクロバスで患者が

がりました。
全国各地から応援職員に来てい

栄養士や薬剤師、理学療法士等、
さまざまな医療関係者が入ってき

の健康問題が変わっていく中で、

ＤＭＡＴの活動は、最初は医師
と看護師が中心でしたが、被災者

ただき助かりました

勉強したい」との申し出があり、
ＤＭＡＴの事務局を引き受けてい

沼に通って災害対応にあたってく
ださいました。東京都から、
「東京

一関市あたりの宿舎から毎日気仙

地域担当制を続けていれば、も

いました。しかし震災当時は、業
務毎の担当制になっていました。

ような方がいるのかを把握できて

ります。以前は地区担当制を設け
ていたので、各地区のどこにどの

◆保健師は常に地域の状況把握を
保健師の仕事の一つに、
「地域で

ることもできるようになりました。

余裕ができた時に、避難所や医療機
関に出向いて、現場の状況を把握す

えていきました。そうすると、少し

況把握に徹し、対応を本市職員や応
援職員に任せるような動き方に変

げで職員を休ませることもできま
した。当初は自分が動かないといけ

さんしていただきました。そのおか

熊谷 和江

やか周辺には津波が来なかったの

いました。病院と違い、器具・機
材もなく、私たちにとってその対

ただきました。阪神・淡路大震災

う少し早く支援ニーズを把握し、
スムーズに対応することもできた

課長

でわからなかったようでした。
◆避難所で被災者の健康を管理

応は簡単ではありませんでした。

の経験を踏まえて「災害保健」と
して知見と対応策が整理されてい

ように思います。常日頃から地域

健康増進課

災害対策本部との連絡調整にあ

幸いなことにＤＭＡＴの活動拠
点がすこやかに設置されたので、

ることを知り，その考え方を踏ま

の状況を把握しておくことが大切
だと思います。

保健福祉部

たるため、私は本庁舎に残り、他
の職員の多くは避難所で被災者の

医療的な処置等を医師にお願いす

えて，在宅の高齢者を支援するこ
とにしました。高齢者の所在を記

十台も並び壮観な眺めでした。市
応援職員の皆さんには 私たち職
内の宿泊施設が不足していたため、 員に対して心優しい気遣いをたく

健康管理にあたりました。電話が

ることができました。
◆ＤＭＡＴの活動拠点を設置

の健康づくりを進める」ことがあ
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でいつ震災が起こるかわからない。 ないと思いましたが、私は全体の状

通じず、交通手段もなかったので、
避難所での保健師等の業務の状況
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保健師

三浦 京子

災害対応にはセルフ・コントロールが必須
健康増進課
徐々に充実していきました。避難所
では、赤ちゃんのひきつけ、熱のあ
る人、吐く人、薬が流されて不安い
っぱいの統合失調症の人、体の不自
由な方など様々な方がいらっしゃ
いましたが、一つ一つ対応策を探し
ながら対応していきました。
五百人の被災者に対して保健師
一人でどのように仕事をしたら良
いか分からなくなりました。ある夜、
真っ暗な中で、「自分が毎日やって
いることは、ご飯の配分、灯油の確
保、受診の相談・・・これが保健師
の仕事なのか。本当にこれで良いの
か。」と思いました。しかしふとそ
の時、小さい頃に読んだナイチンゲ
ールの話を思い出しました。彼女は、
直接のケアもしていましたが、環境
の整備もしていました。私は、この
ことを思い出し、今自分がやってい
ることは間違いではないことを確
信しました。そして、次の日からは、
迷わずに、ご飯のことも、具合の悪
い方の病院への付き添いも、寒がる
方のための暖の確保も、どれも全て
必要なことだと確信を持って対応
を続けました。

その後も避難所の環境整備として、
感染症・食中毒の予防のための土足
禁止、発熱者の隔離、食事前の手指
消毒の徹底、次亜塩素酸を使っての
トイレ清掃の徹底などを行いました。
また、避難所になっていた体育館で
は、端から端までロープをはって避
難所内の通路づくりと四つのブロッ
ク分けも行い、それぞれのブロック
には、
「丁目」をつけました。日によ
って丁目ごとに食料配分の順番を変
えることで避難者が長い列に並ばな
くて良くなったり、荷物の送り先が
「面瀬中学校避難所○丁目」と指定
されることで物が届けやすくなった
り、ブロック分けは避難所運営の際
にうまく機能しました。
◆本当に大切な母子手帳
そのうち、日中は、通常業務を再
開することが必要となりました。そ
こで、避難所で子育て相談を行い、
赤ちゃん健診も再開することに決め
ました。そこで問題となったのが、
母子手帳を流された方が多数いるこ
とです。通常であれば、再発行は紙
一枚渡せば良いことですが、新しい
手帳に、それまで書かれていた内容
を分かる範囲で書いて渡すことにし
ました。時間はかかりましたが、非
常に喜んでもらえましたし、大きな
子どもにも渡していらっしゃる方も
いました。また、震災から二年ほど

経った頃に、震災で子どもを亡くさ
れた方から、
「家を流されてしまった
ので、母子手帳を再発行して欲しい」
と依頼をいただいたこともありまし
た。母子手帳は何もかもなくしてし
まった方たちにとっては大切なもの
だということが分かりました。
◆自分で考え判断できる力を
災害時の様々な対応は、日常の実
践活動が大事です。私たち保健師も、
看護職としての力量や、他職種の
方々や地域とのつながりは、日ごろの
活動の中でできていくものです。誰か
とつながっていないと不安ですし、つ
ながっていれば支援者の協力も得な
がら対応をしていくことができます。
災害対応をする時には不思議なエ
ネルギーが出てきますが、それでも休
まないといけないということを教え
られました。自分ではできると思って
いても、やはり気づかぬうちに疲労が
溜まり、横断歩道で人をはねそうにな
ったこともありました。セルフ・コン
トロールする力も必要です。
災害時にはやるべきことや山ほ
どありますが、誰かに言われたから
やるのではなく目の前の人を見て
何 が 必要 なの かを 自分 の頭 で 考え 、
本当にそれで良いかを判断できる
力を持って欲しいです。そういう仕
事を日々の活動の中で実践するこ
とが必要だと思います。
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◆避難者対応から環境づくりへ
三月十一日当日、市役所本庁には
百歳の高齢者から生まれて二日ぐ
らいの新生児まで、様々な避難者が
いました。新生児の母親には部屋を
借りて段ボールで目隠しをして産
婦 人 科の 看護 師に 後を 任せ ま した 。
ずぶ濡れになった人の体を拭いた
り、二枚着ていたジャージーの一枚
をあげたり、薬を流された人のため
に近くの医院に出向いてすぐに薬
を 出 せる かを 聞き に行 った り など 、
個々の対応を順々に行いました。
翌朝、面瀬中学校に行きましたが、
今 ご ろ来 たの かと いう 冷た い 視線 、
避難者との温度差を感じました。一
から始めないといけないと思い、血
圧を測りながら皆さんから何が必
要なのかを少しずつ聞きました。
まずは、避難所の運営は命と安全
を守ることから始めようと決めま
した。地域のボランティアの人たち
がお米を調達してきてくださり、お
にぎりを十二日から配布できまし
た。十二日は一日一個、次の日はそ
れに沢庵漬けがのっかり、その次の
日は炊き出しが始まり一日二食、と
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課長補佐兼健康予防係長

大きかった支援者の力
健康増進課

吉田 潤子

◆医療ボランティアで避難者対応
次の日、避難者は家に帰ってい
きました。その日の午後、本庁の
保健師と二人で避難所となった総
合体育館に行きました。最初にし
たことは要介護者の確認です。気
仙沼市最大の避難所だったのです
が、避難してきた市内の開業医や
看護師さん、ボランティアさんの
ご協力も得ながら、分担して要介
護者の方を援助することができ非
常に助かりました。
三日目になり市立病院から、
「軽
症の人を受け入れてほしい」と連
絡がありました。軽症というのは
自分で歩ける方と思っていました
が、実際に来た方々は、車椅子や
担架を使用するなど、とても軽症
とは思えませんでしたが、受け入
れざるをえませんでした。中には
認知症の方もいましたが、特別養
護老人ホームが近くにありました
ので、引き受けていただき、本当
に助かりました。
市立病院のほかワン・テン庁舎

や大島などからもこちらに移動し
てきて、五日目くらいには一千八
百名の避難者となり四つの部屋に
分散していました。私たち保健師
二人と総合体育館の職員だけでは
対応しきれなくなり、市の保健師
や歯科衛生士、看護師二名の六名
体制で救護を担当しました。それ
でも四つの部屋を巡回するのは大
変でしたので、介護の必要な方は
事務室に一番近いところに集まっ
ていただくなどの対応を行いまし
た。
◆ありがたい支援者の言葉
派遣保健師に支援に来ていただ
いたとき、正直何をしていただい
たら良いか分かりませんでした。
しかし、
「今日からは私達が二十四
時間支援をしますので吉田さんた
ちはぐっすり寝てください」と言
われ、今思い出しても涙が出るほ
ど嬉しかったです。また、コンタ
クトレンズをしていましたが、ケ
ースを流されてしまい、ずっとは
めたままの状態でしたので、自治
医科大学の先生が、
「吉田さんが倒
れたら、困るのは市民です」と、
次の日に容器と保存液を確保して
くださいました。自分のことも少
しは考えて良いのだと、その時、

気がつきました。
津波で自宅が流された方の中に
は、後で自宅に帰られると思って
避難したため、血圧や糖尿病の薬
を家に置いてきて流されてしまっ
た方が多かったです。避難所にい
た先生に、
「ご飯も十分に食べられ
ない状況だから糖尿病も血圧も大
丈夫」という一言で、皆さん安心
できました。ふだん何気なく飲ん
でいる薬が、こんなにも不安にな
ることだと分かりましたので、そ
の後は「お薬手帳、なければ薬の
袋だけでも持って逃げた方が良い」
とアドバイスをするようになりま
した。
◆市民の力はすばらしい
災害の対応についての記録をメ
モレベルでも良いのでとっておく
べきです。当時は部屋の割り振り
や介護などで精一杯でしたが、経
過や解決策などについて記録して
おくべきでした。
市民の力は本当にすばらしく、
部屋ごとに少しずつ自治会ができ
ていました。そこで、部屋の掃除
をするなど段々とできてきました。
市職員だけでは限度がありますの
で、市民の力を育てていくことが
大事だと思っております。

1-76

保健福祉部
◆川沿いのセンターからの避難
市民健康管理センター「すこや
か」で乳幼児健診が終わった直後
に地震が起こりました。揺れがと
てもすごく建物の中にいられる状
況ではなかったので職員全員が中
庭に出ました。
揺れがおさまってしばらくしま
すと、市民が五十名近く避難して
きました。すこやかは川の近くに
ある建物です。大津波警報が何回
も繰り返されるため、津波が遡上
した時の危険性を考え、近くの中
学校に避難者を受け入れてもらい
ました。避難者の方には、職員が
付き添い、座布団や毛布などを持
って、中学校まで移動してもらい
ました。私と事務職員の男性の二
人だけすこやかに残りました。夕
方になっても避難者が六組ぐらい
来ました。停電もあり既に暗かっ
たので中学校への移動は危険と判
断し、すこやかにあったバスの中
で、暖房とラジオをつけながら、
一晩を過ごしました。
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所長

斎藤 和子

け。どこの誰に相談したらいいの

社会福祉事務所

震災の衝撃は弱い人に強く伝わります
保健福祉部

◆棺四百本が瞬く間に揃う

けつけてくださった陸上自衛隊や

を受けて移動しました。早々に駆

を移設する運びとなり、私も指示

広域防災センターに災害対策本部

です。需要が多くて無理だろうと

返事でした。でも、この震災状況

かけて何とかしてみます」という

願いすると「広島あたりにも声を

本社に電話し、事情を説明してお

思い切ってその大手流通企業の

とき、娘さんは家にいたお母さん

親の支えでした。津波が襲来した

んは目が見えて、文字どおりご両

小学生の娘さんがいました。娘さ

した。ある目の不自由なご夫婦に

遅れた方々がたくさん亡くなりま

弱い方ほど強く伝わります。逃げ

震災の衝撃は、障害者や高齢者、

介護施設などに入っていなくても、

サポートに取り組んでいました。

きるように「災害時要援護者」の

一人でも多くの人が無事に避難で

震災前、宮城県沖地震に備えて

うか。

とか工夫できるのではないでしょ

設けるとか、プライバシーの配慮

れたら、子ども連れのスペースを

震えて命を落とすケースもありま

東京消防庁、国土交通省、医療機

不安でした。
「確保できました」と

の手を引き、必死に、小さな体で

在宅の要支援者が大勢いらっしゃ

性職員が分かりましたと引き受け

関や警察などの方々が、人命救助

いう回答をいただき、素早い対応

全力をふりしぼって逃げようとし

います。そのような方たちを把握

した。避難所では赤ちゃんを連れ

の使命感から昼夜分かたず、持ち

に感謝するとともに大企業のネッ

ました。が、二人とも波にさらわ

するため「災害時要援護者名簿」

てくれたときは頭が下がる思いで

前のプロ意識で捜索活動や消火活

トワークの凄さに驚きました。

れたと聞き、とてもショックでし

を作成中でしたが、完成前に震災

た母親が夜中に泣かないように気

動などに連携して取り組んでくだ

◆盲目の母の手を引いて逃げた女

た。もしも私たちが目隠しされて

が起きてしまいました。今回の経

した。精神的に辛い仕事だったと

さいました。その姿は圧巻であり、
の子

地震や津波に遭ったら……その恐

験で、行政の手が行き届かない状

をつかい、精神的に参ったとか、

とても頼もしく感じられました。

数日後に本庁舎に戻りました。

怖は想像を絶するものでしょう。

況でも社会的弱者（配慮が必要な

思います。厳しい仕事が多いなか、

が防災センターに来られて、
「おに

ワン・テン庁舎のプレハブ建物が

◆社会的弱者（配慮を要する人）

人）が安心して避難できる「福祉

様々な苦労があったようです。避

ぎりを一箇月間送ります。他に必

被災した社会福祉事務所の仮オフ

が避難できる「福祉避難所」を

避難所」の必要性を痛感していま

全国の多くの方々の善意で本当に

要な物資を教えてください」と支

ィスでした。厳しい仕事が次々、

社会福祉協議会や社会福祉法人

す。介護スタッフが常駐し、おむ

難所の運営に女性の視点を取り入

援を約束して帰られました。間も

舞い込みます。ご遺体の搬送も頼

が運営する老人介護施設も被災し

つや医療用品が備蓄された避難所

救われました。

なく、物資調達係だった私は対策

まれました。消防団の手が回らな

ました。辛うじて逃げた高齢者が、

が望まれます。

かもわかりません。

本部から棺を四百本用意するよう

い分を運んでほしい、と。それを

避難先の中学校の体育館で寒さに
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震災当日の夕方、気仙沼・本吉

命じられました。その時点の通信

職員に伝えるのが辛くて……。男

翌日、大手流通企業の社員さん

手段は防災センターの無線電話だ

平成 28 年 11 月入稿

の各種支援を担当しましたが、私

勤務していました。同所は被災者

発災時、私は社会福祉事務所に

方もいらっしゃいました。騒然と

よい」とおっしゃる別の被災者の

「それならお前が前に出てくれば

が見えない」と怒鳴られる一方で、

説明しても「声が聞こえない」
、「顔

選をする前に物件を見ていただく

説明会を行いました。入居者の抽

成直前に入居希望者に対して入居

仮設住宅の建設が始まって、完

◆被災者への配慮が重要

とが記憶に残っています。

いただける回答をできなかったこ

示していなかったため、安心して

政側では数年にも及ぶ使用期間を

問が複数ありました。しかし、行

居住できるのか、という主旨の質

も分かっていたことであり、その

に発生したチリ地震津波のときに

とは困難です。このことは一年前

も含めた多数の業務を遂行するこ

ない小さな組織で、避難所の業務

た。福祉事務所は三十人にも満た

後はご遺体の収容なども行いまし

き出しに関することなど。発災直

います。避難所に関すること、炊

の業務が多岐わたって記載されて

防災計画には、福祉事務所担当

◆地域防災計画は実行性の担保を

仮設住宅の説明会に全力を注ぐ

は上司の指示により、災害対策本

した環境の中での説明会となった

ことが目的です。一関市内の仮設
住宅にはバスを用意して、間取り

時に計画を見直していればもう少

◆異様な雰囲気だった説明会

保健福祉部 社会福祉事務所 副参事兼所長補佐 小野寺 伸一

部での情報収集やこまごまとした
ことを記憶しています。

また、ある地区では広い体育館
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ことを行っていました。
その後の主な業務の中では応急

し的確に対応できたのではないか

のために、実行性のある計画にす

や立地条件が確認できる説明会を
が来ていることもありました。そ

ることが必要です。

で説明会をしましたが、最初の質
はどこの市の地区でしょうか」
、と

の頃、被災者を無断で撮影し報道

◆職員の労働環境整備が大切

仮設住宅関係のそれが印象に残っ
仮設住宅については、建設前に

いう内容でした。自分たちの地区

することがあり撮影された被災者

災害対策を行う際には、直後は

と思います。実際に発災したとき

市内各地で被災者の方々に説明を

は対応を後回しにされたという気

には不満の声が上がっていたこと

仕方がないとしても、どこかの時

行いました。説明会には報道機関

する機会が多数あり、そこでのや

持ちをお持ちだったのだと思いま

を聞いていたので、説明会参加者

点では、職員が勤務を無理なく、

問はご高齢の方で、
「私たちの地区

り取りが印象に残っています。被

す。そのように最初から敵対関係

に撮影同意を確認したところ、一

ています。

災していない日常の業務では経験

にでもあるかのような状況から始

必要だと思います。復旧・復興に

できなかったことです。説明会場

はお金も必要ですが、大切なファ

部の方から反対意見がありました。 長期的に継続できるような体制が
ころ、報道関係者の方が、感情的

クターは人です。人の部分につい

まる説明会も少なくはありません
説明内容については、概ね理解

になってしまったこともありまし

に行くと、被災した方々が一斉に
は正直なところ取り囲まれる感じ

していただいたと思いますが、出

て、長期的に安定して働ける労働

そのことを報道関係者に伝えたと

でした。狭い公民館の場合は、駐

た。私たちは、被災者だけに向い

環境を整えることが大事ではない

でした。

車場で実施したこともありました。 席者の関心事の一つは入居期間で

ていれば良いという状況ではなか

集まってきますが、こちらとして

緊迫感につつまれた説明会となり、 した。将来、恒久的な住居を確保

かと思います。

するまでの間、確実に仮設住宅で

ったのです。

例えばビールケースの上に載って

平成 29 年 2 月入稿

意向調査・建設・維持管理と仮設住宅を担当

した。気仙沼公園、気仙沼中学校、

建設予定地のうち、浸水被害を受
けなかった用地から建設を始めま

維持管理業務を事業者に委託して

の連絡が入ると、その都度業者に
連絡して対応しました。十月から

とても数は足りませんでした。

津波が来ました。自動車がわずか五
十センチメートルの浸水で浮いてし

路の側溝から水が吹き出し、その後

全を確保するため、職員全員で本庁
舎の庭に避難しました。やがて、道

という放送が聞こえました。身の安

たが、建築時に頑丈に作られてい
るのを見ていたことを思い出した

した。三分ぐらい揺れが続きまし

地震が発生した時、ワン・テン
庁舎一階の社会福祉事務所にいま

◆妊産婦や新生児の避難を受入れ

住宅に関わる事務では他自治体か

の回収箱に入れてもらいました。
意向調査のとりまとめや、仮設

簡単な記入用紙を作成し、避難所

説明会を開始しました。世帯人数
や希望する入居地区等についての

ることになり、四月十二日頃から

地震から 十分と たたな いうち に
とになりました。
「七分後に六メートルの津波が来る」
仮設住宅への入居意向調査をす

ので、恐怖心はありませんでした。

事務用品等も持ち込んでいただい

の人が避難してきたので、倉庫にあ
らの応援職員に手伝っていただき
った毛布等の備蓄品を配りましたが、 ました。パソコンやプリンター、

まうということに驚きました。多く

たのでとても助かりました。
◆十二月に仮設住宅の建設を完了

め、社会福祉事務所が担当するこ

の話が持ち上がりました。仮設住
宅は災害救助法に基づく支援のた

三月二十日頃に仮設住宅の建設

会議室に入っていただきました。
◆仮設住宅の意向調査を開始

全国から事業者に来ていただき、

するということが起こりました。
その解凍作業を急いで行うために

宅の受水槽が凍結し、各戸が断水

担当しました。二十四年一月に二
度も大寒波がきて、多くの仮設住

に異動し、仮設住宅の維持管理を

追われる
十月に都市計画課の仮設住宅係

◆大寒波による水道凍結の対応に

年内に何とか完成したことを喜ん
だことを覚えています。

五〇四戸目の仮設住宅が完成し、

市にも協力していただきました。
十二月二十六日に九十三団地、三

では確保できなかったので、一関

高齢者用の優先枠も作りました。
仮設住宅の建設場所が市内だけ

る世帯等の優先度を高めました。

の入居者の決定にあたっては、障
がいのある方、妊婦、乳幼児のい

に部屋の窓を新聞紙で目張りして、 入居が始まりました。仮設住宅へ

めになると判断したら迷わず実行
してほしいと思います。

より実施されました。被災者のた

なうことであれば、さまざまな対
応が災害救助法の弾力的な運用に

えってみると被災者のニーズにか

事がなく、時間ばかりが過ぎてし
まったことがありました。ふりか

ありました。国や県に聞いても返

にかなうことでも財源の裏付けが
なくて判断に躊躇することが多々

災害対応では、被災者のニーズ

◆被災者のためになると判断した
ら迷わず実行せよ

にされていました。

はわからないのですが、仮設住宅
にお住まいの方は、とても楽しみ

るという意味です。何が届くのか

「今日十時から物資」というのは、
十時に集会所で支援物資が配られ

言 葉 が 仮 設 住宅 で 流 行り ま し た 。

仮設住宅には全国から多くの支
援物資が届けられ、
「物資」という

保健福祉部 社会福祉事務所 所長補佐兼社会福祉係長 金野 政義

震災当日の夜七時頃に近隣の産
婦人科医院から医師、看護師、妊

意向調査と並行して仮設住宅の

作業にあたっていただきました。
土日関係なく携帯電話に不具合

小泉中学校が早かったと思います。 いましたが、軌道に乗るまでの半
五月二日に気仙沼公園で一回目の
年間の対応が大変でした。

産婦、新生児等が、がれきで道路

建設を進めることになりました。
地域防災計画で想定した五箇所の
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◆全国からの支援物資に感謝

が通れないため山を越えて避難し
てきました。外から見えないよう

平成 29 年 1 月入稿

にある第二庁舎前の駐車場に避難

報があったので、さらに高い場所

津波が想定よりも大きいという情

ン・テン庁舎の間に避難しました。

後、中にいた方全員で本庁舎とワ

をしていました。地震が発生した

階にある事務所でいつも通り業務

震災当日、ワン・テン庁舎の一

た被災する中での業務の大変さ

にぎりの炊き出し・想像以上だっ

◆事務所が津波で流される中でお

ので、物資で送られてきた長靴と

ションも津波で流されてしまった

さがありました。住んでいたマン

の数で、想定していなかった難し

上の被害の規模と避難している方

員自身が被災することや、想像以

もできていたつもりでしたが、職

災害が起きてからの流れや心構え

練は震災前からしていましたし、

ことになりました。炊き出しの訓

防災センターでの炊き出しを行う

ました。それ以外の残った職員で

の食料を詰め込んで届けに向かい

かでわかったことは、今日明日食

被災した市民の方と相対するな

希望を抱いてもらうことの大切さ

◆一箇月先、一年先の未来に対する

しさが残りました。

り届けられたのか、疑問ともどか

本来情報を届けるべき人にしっか

ができず、問合せが集中しました。

者の方に正確に情報を伝えること

た。ラジオで広報したため、高齢

についても非常に神経を使いまし

じてしまいました。また、義援金

し込まなかった市民に不平等が生

ことができず、対象外と思って申

このため、四月の時点で申し込む

期限が少しずつ延長されました。

応募者数も少なかったため、申込

みが対象」と報道されましたが、

子どもたちが成長して、大学進

いきます。時間はかかりますが、

んと復興して行政サービスをして

ります。しかし、それでも「きち

どうにもできないことが数多くあ

長時間話して頂いても市役所では

できました。市民の相談の中には、

ることを知り、希望を持つことが

ある幼い子どもたちがたくさんい

があること、多くの避難所に未来

ですが、市内でも生き残った地域

てしまったと絶望していました。

ことで、気仙沼はほとんど壊滅し

た、周辺の状況がわからなかった

点で、職を失うと思いました。ま

身も、事務所が津波で流された時

ている市民が多くいました。私自

いつかまた、子どもたちが誇れる素晴らしいまちへ

しました。事務所は津波で流され

作業着でいつも通勤していました。 べるものがあることよりも、一箇

学などで気仙沼を巣立ったとき、

業務を通じて実感したことは、

を過ぎたらすぐに追い出されてし

設住宅の入居受付でも、
「入居期限

るよう、いつかまた魅力的で素晴

て「気仙沼から来ました」といえ

ました。子どもたちが誇りを持っ

を伝えました。

翌朝、危機管理課の職員から震

災害時に届けるべき人に情報を正

まうのか」といった問合せが非常

らしいまちにしたいと心から思っ

齋藤 綾子

てしまいました。慌てて避難した

月後、一年後の生活の見通しが立

旅立つ先で「何もないところから

源地や津波の状況を聞きました。

確に伝えることの難しさでした。

に多かったです。混乱してまちが

ています。

主査

ので、パソコンや電話、事務用品

◆情報を正確に伝えることの難し

たないことへの誰にもぶつけられ

来た」とは言わせたくないと思い

本吉、唐桑は情報が入っていない

みなし仮設住宅の受付業務では、

無くなってしまうとまで思い詰め

社会福祉事務所社会福祉係

等を持ち出すこともできず、業務

さを痛切に感じたみなし仮設住

ない苛立ちがあることでした。仮

可能性があったので、地理に明る

当初、
「四月までに申し込んだ人の
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保健福祉部

を再開することは困難を極めまし

宅・義援金の受付業務

待っていてください」ということ

た。

い職員がリュックに乾パンや水等

平成 29 年 3 月入稿

被災者生活支援と避難支援
次世代につなぐバトン

障害者に対しての安否確認や個別

ませんでした。

お声をかけることはほとんどでき

「津波てんでんこ」は、津波から

の生活支援など、市として十分には
対応できなかった部分があったと

ために駆けつけきましたが、その対

のＮＰＯやＮＧＯの方々が支援の

震災直後、障害者支援に係る多く

構築を後押しするメッセージでも

し、新しい生活やコミュニティの再

行こうとする家族や地域社会に対

に、大災害という悲劇の後を生きて

人命を守る知恵・教えであると同時

た。

応を委託先の障害者生活支援セン

感じています。

◆応援職員の対応に感謝

あると、私も幼いころに父親から聞

保健福祉部 社会福祉事務所 所長補佐兼障害福祉係長 吉川 良一

◆被災者生活支援業務の調整
震災直後から、市民の方の命を救

ターへ、委ねざるを得なかったとこ

から駆け付けた多くの応援職員の

被災者の生活を支えることに、全国

る中、気づいたときはゴールデンウ

声や、問い合わせの電話が鳴り続け

はまさに不眠不休。来訪者の不満の

も、自分たちが支援を受ける立場に

で活躍していることは知っていて

私たちはそういった組織が海外

援との矛盾と葛藤です。

率先避難行動と災害弱者の避難支

と思いながら、今も答えが無いのは、

多くの意味を含んだ言葉である

次々に必要な業務に追われ、職員

いていました。

支援をいただき、社会福祉事務所で

ィーク。この時に初めて職員に一日

なるとは全く考えてもいなかった

うこと、生き残った命をつなぐこと、

ろがあります。

できる限りの取組みをしました。

は休めと言うことができました。

事務所に戻り、様々な被災者生活支

として三日間従事した後、社会福祉

す 。 それ を気 付か せて くれ た のは 、

いのだと考え始めたのは、この頃で

事務所の中で笑顔があっても良

とも共有はできていましたが、ＮＰ

の方のリストは作成し、危機管理課

当時社会福祉事務所で、要援護者

個別の事情を踏まえながら、具体的

な く 、当 事者 を含 め多 くの 人 々が 、

マニュアルで解決できるものでも

組む自主防災組織にとって、単純な

大災害時を想定し、様々な支援組

した本市であるからこそ、この矛盾

難しい問題ですが、大震災を体験

たことは、一日も早く配分を決定し
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私自身は、災害対策本部の連絡員

援業務の調整を行いました。災害義

関西からの応援職員の、親しげな窓

ＯやＮＧＯなどの支援団体に情報

な対応を探っていくことになりま

織や団体の力を活用し機能できる

を乗り越えて行かなければなりま

要支援者の個別支援計画に取り

援金の配分決定、受付、支給の対応、

口対応とそれに感謝の言葉を残し

提供できるのかということも対応

◆大災害時に支援組織の役割分担

よう、受け入れ体制の検討などが必

のです。

仮 設 住宅 やみ なし 仮設 住宅 の 受付 、

て行く被災者の方々の姿でした。

す。

避難所から応急仮設住宅への移転

の壁になりました。
た。

をどこまで想定できるか

せん。

我々職員も救われたシーンでし

支援などに対応しました。
◆一日も早く災害義援金を配分

一連の被災者全体への対応に追

要だったと感じています。
◆「津波てんでんこ」と避難支援

災害義援金の配分の際に心掛け
て、被災者の手元に義援金を届ける

われる中、今思うと、自分の担当業

ことが大切だと感じています。

ンにして次の世代につないでいく

支援計画の策定と、その知恵をバト

支援者も安心な要支援者の避難

ことです。専用の事務処理システム

族の皆様とお会いしましたが、直接

被災者支援業務の中で多くの遺

のあり方
私 は 障 害者 福 祉の 担 当でし た が 、

ように思います。

の無い中、多くの応援職員の協力や、 務 へ 細 や か な 対 応 が で き な か っ た
職員の創意工夫で、大量の振り込み
処理も迅速に行うことができまし

平成 28 年 12 月入稿

当しました。義援金の受付や支給

金の受付と支給に関する業務も担

こうした業務と平行して、義援

ますが、応援職員の方にも助けら

務と言ってよい状況だったと思い

象に残っています。当時は毎日激

ださり、そのことがとても強く印

他自治体の職員の方々も、本当に

の事務手続は、被災された方が多

れながら、とにかく早く義援金を

◆応援職員にも支えられて乗り切

殺し、気を張り詰めた状態で業務

いことから膨大な量になるのです

届けたいという思いで乗り切れた

被災者に寄り添った対応をしてく

◆数多くのご遺体にふれ、寝付け
に従事していたと思います。毎日

が、当初はシステム化されていま

のだと思います。

った膨大な義援金事務

ない日々を過ごした十日間
疲れていたはずですが、しばらく

せんから、申請書の内容を全て一

◆震災の記憶と教訓をしっかりと

助けを求めている人に何ができるかを
考えることこそ、職員個人がすべきこと

発災直後は炊き出し業務なども
は夜も十分に眠れませんでした。

から入力して管理する状況でした

伝え、助けを求める人への対応策

尾形 庄衛

行いましたが、すぐにご遺体を収
◆助けを待っている人たちを気に

ので、業務量が膨大となりました。

保健福祉部 社会福祉事務所障害福祉係 主査

容する業務にうつり、十日間ほど
しながら
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従事しました。当時は警察や自衛

を意識すべき

のことから、私に限らず、震災を

途中から簡易なシステムを構築し

務に活用できるシステムを事前に

体験した人は皆、記憶と教訓をし

ご遺体の収容に従事した後は、

業務としていましたので、福祉用

構築しておくことが、被災者へ素

っかりと伝えて、震災を知らない

隊のほか、地元の消防や東京消防

だけでは対応できなくなり、捜索

具を必要とされている方はおよそ

早い支援を行う上で必要だと思い

人やこれからの世代がその恐ろし

私は今回の震災を体験して、地

中に発見したご遺体の場所に印を

把握していました。困っているだ

ます。

さをしっかりと認識できるように

てもらいましたが、本来的には、

立て、連絡を受けた我々が四人体

ろうと気になる人はたくさんいま

義援金を申請される方は、皆さ

していくことが重要だと思ってい

福祉用具を必要とされている方へ

制でその場所に向かい、ご遺体を

したが、なかなかすべての方に対

ん震災の被災者です。窓口では、

ます。その上で、再び震災が襲っ

庁などの応援部隊が行方不明者の

収容しました。

応できる状況ではありませんでし

今の苦境についてお話しされる方

て来た時に、市の職員は助けを求

震や津波に対する認識があまかっ

ご遺体の中には、火災で焼かれ

た。中には日常的に必ず必要とな

もたくさんいらっしゃいました。

めている人たちに対して、自分は

義援金に限らず被災者一人一人の

てしまった方などもいて、そうし

る用具もあり、急を要することか

市の職員としては、こうした時だ

何をしなければいけないのか、何

の対応も行いました。もともと福

たご遺体を数多く見て、手に触れ

ら、全国からいただいた支援物資

からこそ、いつも以上に市民の方

が出来るのかということを、日頃

捜索にあたりながら、ご遺体の収

るたびに胸を詰まらせる日々でし

を提供するなどの対応を行いまし

に頼ってもらい、それに一生懸命

からしっかりと考え、意識してお

たということを痛感しました。こ

た。発災直後の数日間は私も安否

た。こういった点は、非常時にお

応えなければという気持ちでした

かなければならないと思います。

情報をしっかりと把握し、支援業

が分からない家族がいましたが、

ける業務継続の課題として認識し

が、同時に支援に来ていただいた

祉用具の購入に対する補助申請を

とにかく弱音をはける状況でもあ

ておくことが大事だと思います。

容も行っていました。しかしそれ

りませんでしたから、感情を押し

平成 29 年 1 月入稿

市民・職員が安心して
全力で仕事に従事できる環境づくりを

◆机上検討になってはならない

い施設になったと思います。

計画されたことで、大変利用しやす

近隣に大きな災害公営住宅団地も

所にいるということが気になり、急

の中で、介護が必要な方がまだ避難

の売り込みをしてきました。私はそ

意見や避難所の様子とともに木材

害対応に必要な手を確保する事に

ることが、応急救助や復旧などの災

大人が安心して働ける環境をつく

す 。 子ど もを 安全 な場 所に 預 けて 、

ければならないものと考えていま

可保育所の再開は早急に対応しな

奔走しました。災害発生後、特に認

とから、よりスピード感を持って再

事業者の選定等に時間がかかるこ

この方法では補助申請や設計・建設

を 活 用す る選 択肢 もあ りま し たが 、

の施設の再建は、国の災害復旧制度

めの四施設を再建しました。これら

フの寄贈をうけて、子どもたちのた

被災した施設については、ユニセ

い時間差が生じてしまいました。こ

を進めてきたことから、入居には長

建設できる場所を探しながら整備

のは十二月三十日です。仮設住宅を

方が避難所から仮設住宅に移った

二日に最初の入居が始まり、最後の

者調整です。本市の仮設住宅は五月

に残っているのが、仮設住宅の入居

災害対応の業務として特に印象

ることのできるように

ました。
◆自分に任された区間を全力で走

ければいけなかったことを痛感し

ではなく、現状をしっかり把握しな

動していただきました。机上の事務

必要な方には早急に仮設住宅に移

職員と密な情報共有を行い、配慮が

いたのか。その後は避難所配置の市

ました。私は何を見て事務を進めて

ぎ各避難所を確認しました。その結

繋がるからです。

建するこ とを 目指 した もの で した 。

のような中で、市としては乳幼児が

災害対応は、市職員としての重要

社 会福 祉事務 所は、 避難所 運営 、

認可保育所を再開するためには

このうち、認可保育所（牧沢きぼ

いる世帯や介護が必要な方等を優

な任務ですが、ゴールの見えない不

果、入居に配慮しなければならない

それなりの責任があります。建物は

う保育所）と障害児通所施設（マザ

先して入居できるよう配慮してい

安があります。この不安を少しでも

炊 き 出し 、仮 設住 宅の 入居 者 調整 、

安全か、水やミルク・食べ物を安定

ー ズ ホー ム） の再 建に あた っ ては 、

ました。

取り除く方法として、一定のゴール

うと準備を進めました。しかしなが

的に確保できるか、衛生に問題はな

① 市 有地 です ぐに 建て られ る 土地 、

そんなある日、仮設住宅の整備需

を示す人事の対応が必要と考えま

介護が必要な方が未だ避難所に残

い か 、お むつ に不 足は ない か 等々 、

② 適 当な 面積 、③ 施設 同士 の 位置 、

要を聞きつけて、海外からの安い木

す 。 これ は言 わば 駅伝 スタ イ ルで 、

義援金配分、弔慰金支給など多くの

そのチェックと連携がスムーズに

④安全な場所などの条件のほか、⑤

材を売り込みに来たブローカーが

ランナー（職員）は自分の区間のゴ

ら、再開は小学校と同様の四月二十

保健福祉部 社会福祉事務所 主幹兼児童福祉係長 小野寺 憲一
◆一日も早い保育所の再開を目指
して

出来るか課題は多くあります。しか

できるだけ不便でない場所を考慮

いました。ブローカーは、①避難所

ール（異動時期）が分かっていれば、

されているという現実に愕然とし

し、極力早く再開する優先度がある

しました。その結果、両施設は基幹

にいる人達は隣市ではなく市内へ

その区間を全力で走り、次のランナ

災害対応事務を担当しました。

と思っています。

農道から田中に抜けられる牧沢地

の 仮 設住 宅建 設を 望ん でい る こと 、

一日となってしまいました。

早期の保育所再開を目指し、復旧

区に建設しました。当初、便利さに
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震災後、認可保育所の早期再開に

活動や炊き出しの対応をしていた

ではないかと思います。

ーにタスキを託すことができるの

保 育 所長 さん 達と 連絡 を取 り 合い 、

不安はありましたが、開所後は定員
②避難所には介護が必要な方がま
に迫る子ども達を受け入れ、その後、 だ残されていることなど、避難者の

三月末か四月はじめから再開しよ

平成 28 年 11 月入稿

主幹

鈴木 真澄

関連死の因果関係の証明に医師会の協力
社会福祉事務所児童福祉係

今後のことを考えるゆとりなどな
く、連日、被災者から対応の遅さを
叱咤されながらも、応急仮設住宅の
入居に関する業務や、災害義援金、
災害救助法に基づく災害弔慰金の支
給等、誰も経験したことのない中、
手探りで進むしかありませんでした。
さらに大変だったことは、震災の
対応を進める一方で、通常業務も行
わ な けれ ばい けな かっ たこ と です 。
社会福祉事務所は津波被害でシス
テム機器や一般文書類すべてを失
っていましたが、幸いなことに行政
事務を行う上で必要な基礎情報を
管理しているサーバーは別の場所
にあり無事でしたので、手当等の支
給を優先し、数台のパソコンを使い
ながら進めることができました。
この時は、職員のチームワークが
いかに大切であるか痛感させられ
ました。ややもすると自分だけが苦
しいと思いがちな時期、共に業務を
遂行し助け合う仲間がいることが
私の体力・気力に大きな支えとなっ
ていました。

◆災害弔慰金の具体的手続に苦労
災害弔慰金は法律に基づくお見
舞いと捉えられるため、申請主義で
はなく市がお亡くなりになった方
を把握し支給しなければなりませ
んでした。しかし、現実的には死亡
された方の把握は困難であり、ご遺
族から申請書に代わる調査票を提
出していだだき、支給対象者を調査
する形をとりました。
災害弔慰金の支給手続きを進め
る 中 、様 々な 問題 が出 てき ま した 。
まず、支給対象となる遺族は、民法
上の直系親族に限られるため、亡く
なられた方をお世話していた人で
も血族でない方は支給されないこ
とや支給対象となる方が扶養され
ていたかどうかで、支給金額が大き
く変わることでした。扶養されてい
たどうかについては、税法上の扶養
関係により判断するため、何度とな
くご遺族や弁護士から抗議のお叱
りを受けました。
また、特に苦労したのは、関連死
についてでした。どのようにして震
災との因果関係を証明するのか、必
要 な 書類 は何 とす るか 悩み ま した 。
法律については国の資料などから
分かりましたが、様式や手続など具
体的なところが結局誰も分かりま
せんでした。その時の気仙沼市医師

会事務局の事務局長からのご意見
は 本 当に 参考 にな りま した 。 また 、
死亡診断書だけでは読み取れない
震災との因果関係を医学的に判断
するため、気仙沼市医師会会長より
ご協力いただき、災害弔慰金支給審
査委員会を早い段階で開催できま
した。お盆前には、何とか弔慰金を
支給したいと考えていました。
当時、関連死については、マスコ
ミは注目していたと思います。関連
死の状況や遺族について教えてほ
しいなど様々質問を受けました。し
かし、遺族の心情を察すると委員会
は非公開で行い、情報提供も最小限
とし、遺族の気持ちを優先しました。
◆経験を後世に伝えるために
災害援護にかかる業務は社会福
祉の仕事ではありますが、市民に迅
速な対応を行うには、限られた部署
だけでは限界が出てきます。どこの
部 署 も忙 しく 大変 とは 思い ま すが 、
通常の庁内組織機構とは別に有事
の際に限る人的な配置の見直しは
必須であると思いました。
震災から年月がたち、当時のこと
を知る人がいなくなるでしょう。人
事異動の引き継ぎには、震災関連業
務を置き去りにせず後世に引き継
ぐ意味からも、必ず確認しながら進
めることを切に願います。
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保健福祉部

◆事務所は混乱の極み
震災の当日の夜遅くから、私は数
名の社会福祉事務所の職員と本庁
東側庁舎で避難者のお世話にあた
りました。翌日から避難所運営、給
水、炊き出し等、災害対応の業務に
明け暮れました。震災が発生するま
では、誰も災害対応業務がこんなに
多いものとは認識していなかった
と思います。被災された方々から住
むところや食べるものについて、事
務室に残っている職員の数以上の
電話が鳴り続ける日々でした。災害
時にはいち早く市民に対して情報
提供できる庁内体制の確立が必要
だと思いました。
数日が過ぎ、社会福祉事務所の事
務室があったワン・テン庁舎一階の
事務室に行ってみました。以前の職
場の様子は跡形もなく、津波の流入
によりシステム機器や備品はすべ
て流され、文書類は汚泥の中にある
もの、どこに流れたかわからないも
のなど、業務ができる状態にありま
せんでした。

平成 29 年 1 月入稿

とが印象的ですが、やはり子ども

どの制度にも、その制度を活用

◆無事に生還し保育所再開に着手

度を利用できないことを説明する

それは仕方のないことですが、制

たちが一番頑張ったなと思います。 できるかどうかの基準があります。
救出された後、一度自宅に帰り

場合には、誰もが大変な状況であ

極限の状態で感じた命の大切さ

どういう状況になっているかまっ

ることが分かるだけに、辛い気持

藤村 克郎

たく分からなかったため、十四日

ちになりました。被災していない

主査

かかりはじめ、保護者や保育士の方

の午後に本庁舎に出勤し、避難者

から被災者のことが分からないの

社会福祉事務所児童福祉係

◆死と隣り合わせの二日間を乗り
の「もっと上に上がって逃げなけれ

対応のほか、ご遺体の収容業務な

ではないか、と言われるようなこ

保健福祉部

越えて
ば」という声に促され、塔屋部分ま

どにもあたりました。

当時は保育所担当で、災害が起
で避難することになりました。

きた場合には、中央公民館の隣に

と二人で一景島保育所に向かいま

十一日に地震が発生した時も同僚

こととなっていました。そのため、

とはできないので下に下りること

ましたが、狭い空間で夜を越すこ

て子どもたちにかぶせたりしてい

誰かがカーテンを外して持ってき

態に合わせて、引き続き入所希望

者の就業状況や居所変更などの状

る状態でしたので、その後の保護

の入所予定児童も既に確定してい

る業務を実施しました。四月以降

並行して、保育所の再開に関す

助けられました。その後、お礼を

に来て頂いた他自治体の職員にも

た。また、業務量が多い中、応援

に支えあって乗り切っていきまし

思います。ただ、同じ職場の仲間

も少しくらい雰囲気だったように

ともあり、福祉事務所全体として

夕方になると雪も降ってくる中、

した。

となり、みんなで協力しながら子

に変更がないか、全保護者に連絡

保育所の再開業務と並行しなが

経験を踏まえると、いろいろと大

した瞬間もありました。そうした
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ある一景島保育所に確認に向かう

既に保育所では、日頃の避難訓

どもをおんぶ紐でおんぶしながら

残念に思っています。

練の通りに中央公民館への避難が

最終的に、被災した一部の施設を

◆とにかく生き延びてこそ

伝える機会がなかったのは今でも

空腹もありましたが、ジャンパ

除き四月二十一日には再開にこぎ

を取って意思確認を行いました。

は保育所の子どもたち六十数名に

ーも羽織らずに出てきてしまって

着けました。

うダメかな、帰れないかな」と思

下ろしました。

加えて、保護者や保育士、周辺の

おり、毛布も限られた枚数しかな

◆窓口業務でつらかった制度を利

い、同僚を連れてきたことを後悔

完了していました。現場の屋上に

住民の方たちの約四百人が避難し

かったため、とにかく寒さが辛か

用できない時の説明
十二日からヘリによる救出が始

ら、社会福祉事務所では当時仮設

事なことはありますが、まずは生

発災直後の二日間は、何度か「も

ており、そこに合流しました。

ったことを強く覚えています。

せてくる感じでしたが、あっとい

まり、一部物資も投下され、十三

住宅の入居や義援金、弔慰金など

津波については、最初は少し寄
う間に目に見える範囲が海のよう

日に無事に救出されました。職員

と実感しています。

になってしまい、家屋が流された

日中は窓口対応をしていました。

の申請受付を行っていましたので、 き延びることこそ一番大事なのだ
緒になって協力して乗り切ったこ

りする光景をみて呆然としました。 だけではなく、保護者の方々も一
次第に屋上も津波の波 しぶきが

平成 29 年 1 月入稿

所長

林 小春

中央公民館屋上で園児とともに救助を待つ
社会福祉事務所一景島保育所
避難を開始しました。赤ちゃんも
避 難車 お( 散歩 カー に) 乗せ 、七 十
一名全員の園児を中央公民館に避
難させました。
保護者には、保育所が海の近く
にあるので、地震があっても二次
災害のことを踏まえ、迎えにこな
くてよいと伝えていました。二日
前の地震では誰も来ませんでした
が、あの日は多くの保護者が駆け
つけ、子どもを連れて帰ろうとし
たので私たち職員は必死で止めま
した。
◆園児とともに屋上で夜を過ごす
やがて十メートルの津波が来る
という情報が伝わり、二階の和室
から三階に上がり、さらに念のた
め屋上に避難することにしました。
屋上に上るためのはしごは避難用
でないため、普通の大人でも登る
のが困難でした。男性の避難者や
保護者におんぶひもで子どもを背
負ってはしごを登っていただき、
園児を高い場所に避難させました。
はしごを登れない高齢者からは
「子どもたちを助けて」
「がんばれ」

という声をかけていただき、とて
も力になりました。雪が降ってき
たのでカーテンを毛布代わりにし
て子どもたちを寒さと怖さから守
りました。
公民館長と保護者とで見張りに
立ち、津波が来ると、私はホイッ
スルを「ピィー」と吹いて津波の
来襲を避難者に伝えました。後で
避難者から「笛の音で気持ちが引
き締まった」といわれました。
夕方になり、これ以上高い津波
は来ないと考え、子どもたちを三
階におろし、寒さがしのげる狭い
調理室に入りました。ぎゅうぎゅ
う詰めの状態の中、子どもたちは
どうにか座る場所を確保しました
が、私たちは座ることができませ
んでした。
地震の後、駆けつけてきた福祉
事務所の職員二名と三人で相談し
ながら、その場をしのぎました。
震災の夜、気仙沼港で火災が発
生し、寄せる波で燃える火が近づ
き、公民館の外壁を焦がしました。
こうして園児・保護者を含む四百
四十六名の避難者が中央公民館で
孤立したまま、夜を過ごすことに
なりました。
◆東京消防庁のヘリが現れる
中央公民館に避難していた障が

い児施設の園長が救助を求めて発
信した電子メールが伝わり、翌朝、
東京消防庁のヘリが公民館上空に
来てくれました。体調の悪い方、
妊婦、〇歳児等、優先順位をつけ、
一人ずつ吊り上げて救助していた
だきました。救助作業中、給油の
ために何度も仙台にヘリが戻って
いる時間が長く感じられました。
日没で救助活動が中止となり、残
された四百名の避難者は大きく落
胆しましたが、救助者が「責任を
持って戻ってくるから、とにかく
生きて頑張ってほしい」と約束し
てくれました。
公民館屋上で二晩を過ごし、地
震発生から三日目に津波の水が引
いたので、階段で地上まで降り、
全員が昼までに救助されました。
◆日頃の訓練により命を守れた
五月二十一日、二箇月遅れての
退所式を開きました。一人ひとり
に修了証書を手渡すことができ感
無量の式でした。小学校へ行って
も頑張ることを約束し、お別れし
ました。
日頃の訓練、子どもの命を守る
意識、また、地域の方々の協力が
あり、今回犠牲者を一人も出さな
かったことに大きな意義を感じま
す。
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保健福祉部
◆毎月抜き打ちで避難訓練を実施
平成十八年に一景島保育所に着
任し、二十一年から所長をしてい
ました。前任の所長から「地震＝
津波と常に頭に入れておくこと」、
「お散歩に行く時はすぐに保育所
に戻れるように海の方へ行かない
こと」等の指導を受けていました。
子どもたちを守るため、毎月避
難訓練はもちろん、抜き打ちでの
訓練をしていました。また、震災
前年の十一月には周辺地域の住民
や工場等と一緒に初めて合同避難
訓練を実施し、災害時の協力を要
請していました。
震災二日前の地震の時には訓練
通り、津波注意報が解除されるま
で中央公民館に避難していました。
◆訓練通りに中央公民館へ避難
三月十一日の午後、事務室に緊
急地震速報が鳴り響き、園児のい
る部屋に向かいました。子どもた
ちはお昼寝の時間帯でしたが、五
歳児は訓練通りに既に上着を着て
いました。三歳児・四歳児にパジ
ャマの上から上着を着させ、順次

平成 29 年 2 月入稿

所長

齋藤 一子

子どもたちを地域の内外から支えることの大切さ
社会福祉事務所鹿折保育所
が水や食糧を持って来て下さり、本
当にありがたい支援でした。
そのほか浸水地域から来た方々
が多く、衣類や衣料品も不足しまし
た。職員の持って来ている着替えを
提供して着ていただきました。怪我
をした方には、保育所にある薬品で
手当てをしました。
一週間後、市内各地区の避難所の
状況が把握され、担当の見直しがさ
れました。私は、新月地区に住んで
いるので、新月中学校の避難所運営
の担当になりました。
新月中学校は避難者の多い避難
所でした。次々に支援物資や食料を
届けて頂きましたが、老人や赤ちゃ
んのおむつ、ミルク等が足りません
でした。浄念寺で足りないものを新
月中から頂き、新月中で足りないも
のを浄念寺から頂くという避難所
同士の助け合いもありました。
◆保育所の再開が復興に役立つ
四月十八日に職員が保育所に戻
って、再開の準備に入りました。前
年度の児童の退所式を実施してい
なかったので、まず四月十九日に退

所式を行いました。
保育所は四月二十一日に再開し
ました。ご父兄の方に仕事に復帰し
ていただくためにも保育所の再開
は必須でした。しかし、保育所も万
全の状態で再開できたわけではあ
りませんでした。まず水道について
は、通水の目途が立っていない状況
でした。待つしかない状況でしたが、
再 開 前日 に通 水し 、助 かり ま した 。
また、業者が被災し給食材料も無か
ったのですが、浄念寺の避難所から
給食の材料や備蓄品をいただきま
した。避難所の方も「無いものは持
って行って下さい」と仰ってくださ
いました。皆さんからいただいた材
料で、子ども達に給食を提供するこ
とができました。
保育所の児童数は、その時五十六
名。新年度になりましたが、子ども
達の事を知っている職員のほうが、
お母さん達の心情もよく理解できる
だろうと考え、異動はなし。前年度
と同じ職員が同じ子どもを担当でき
るようにしました。
◆「六人会」と他の地域の繋がり
この震災を経て、災害時に子ども
達を見守る体制に様々な課題があ
ることが分かりました。私は、宮城
県保育協議会の気仙沼ブロック代
表をしていました。子ども達が震災

の中でどのような状況であったか
を共有し、課題を抽出して今後の取
組のヒントを考えることで、他の地
域にも役立てて貰いたい。市の担当
者と全国や県の保育協議会の方々
と、気仙沼の状況を共有する場を持
ちました。全国から、視察や研修の
依 頼 もあ り、 当地 が窓 口に な って 、
同時期に退職した保育所長六人の
「六人会」で対応しました。
◆子どもや母親の不安に寄り添う
子ども達の不安に寄り添うこと
に努めました。音に反応する赤ちゃ
んがいて、そばにいて不安を取り除
いてあげる事を繰り返すうちに
段々と落ち着きました。
また保育所では、変わりなく他の
お子さんと一緒に遊んでいても、家
に帰って夜になると、様子が変わる
お子さんもいて、相談員の方々のご
協力も頂きました。
避難する方の中には、精神面や身体
面、アレルギー体質の方達など支援を
要する方々がおられることを職員が
把握しておいて、誰でも対応出来るよ
うな準備の必要があると思いました。
今後も職員間で、役割や避難手順
の見直しをし、各専門機関、地元の
方々と交流を深め更なる連携訓練
を重ね大切な子ども達を守り支え
て頂きたいと思います。
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保健福祉部
◆子ども達と浄念寺に避難
震災当日子ども達を親元にお返
ししてから、すぐに浄念寺の避難所
へ行きました。最後に子どもを親元
に引き渡したのが、二十時三十三分
でした。八人ほどは保護者が迎えに
来られず、避難して来た地元の方々
と一緒に、子ども達も避難しました。
浄念寺には全職員十六名で一週
間泊まり込み、避難所運営の対応を
しました。水洗トイレが使えなくな
り、まずトイレ作りから始めました。
避難所から少し離れた野原に、穴を
掘ってシートを撒いて簡易トイレ
を作りました。ところが避難者はお
年寄りが多く、そこまで歩く事が困
難でした。そんな中、地元企業の方
から仮設トイレを提供していただ
くことができ、とても助かりました。
◆避難所での助け合いの輪
浄念寺では水と食糧が無くて困
りました。震災当日の夕方、市役所
から、おにぎり二十四個を頂きまし
た。実際に避難していた方は百四十
名程。量を増やすため、おかゆにし
て提供しました。また、近所の方々

平成 29 年 2 月入稿

小野寺 秀子

様々な状況を想定した訓練を地域の方々と
所長

た事で、本当に命の重みを感じまし

なったり、保護者が亡くなったりし

被害に遭われました。子どもが亡く

いらした際、またはその後で津波の

◆地域の方々と更なる連携を

り難く感じました。

そのような方々の支援を、本当に有

様子を見る事は出来ませんでしたが、

これまでの防災計画は、その施設

社会福祉事務所階上保育所

た。大きく報道されたところもあり

の立地に合わせた計画内容でした

保健福祉部

ましたが、皆が大変な思いをしたこ

方々と一緒に避難経路や避難場所

果もあったと思いますが、何より所

たちの様子を見て下さいました。兄

の安全確認をしました。また、保護

◆子供たちとの避難

保育室は、天井と壁の一部が破損

弟や親を亡くしたり、家が流出した

者に対して児童の迎えについては

が、今回の震災はその想像をはるか

大きな地震。いつもと違うただなら

しガラスも飛び散っていました。こ

りと、震災がもたらした心の傷は本

保護者自身の安全確保をしてから

と、忘れてはいけません。

ぬ事態に不安を感じながら保育所

の場に留まることに危険を感じ公

当に深いものです。心のケアはこれ

迎えに来てもらうこと等を周知し

長や主任が不在の中、残った職員が

に戻りました。

民館に避難することを決断しまし

からも継続支援を行って頂けるよ

ました。

ちょうどその時、保育所は午睡中

階上保育所は、施設がかなり古く

た。いつもなら一分とかからない道

う願いました。

に超え、体験した様々な角度から見

て、十三年前の宮城県沖地震の際に

のりですが、余震の度に地面や畑に

◆全国の皆様からの支え

校・高校の学生さん達に大変お世話

保育の再開は、保育室の修繕とラ

かなり被害を受けたという記録が

身をかがめたりしたため、随分と遠

震 災 ま もな く 道路 事 情の悪 い 中 、

になりました。その時、今後は地域

落ち着いた判断とチームワークで

残っていました。また、漁協・保育

く感じられました。しかし、公民館

子供たちのためにいち早く駆けつ

の方々との交流関係を重ね、地域と

でした。この時間所長の私と主任保

所・小学校にかけての一帯は地震の

もガラスが飛び散り破損がひどく

け支援して下さった方々が沢山い

一緒になって児童の安全と命を守

直しが必要であると考え、防災計画

通り道だと聞いていましたので、保

中に入れない状況でしたので勧め

らっしゃいました。お寄せいただい

らなければならないと思っており

イフラインの復旧を待って五月十

育所が大変なことになっているの

に従って中学校へ避難しました。迎

た沢山の支援物資やお見舞いの

ましたが、私が退職してから階上地

ケガ一つさせず子供たちを守って

ではと気が気ではなかったです。

えに来る保護者には、玄関の連絡板

数々にも支えられました。その中に

育士は、それぞれ所用と会議で外出

戻った時、職員は、繰り返しおき

を利用し、避難する旨と避難先を書

の見直しをしました。総合避難訓練

る強い余震の合間に、机の下・押し

いたメモをのこしました。

地域の各機関が連携し、災害に対応

二日に入所式を行いました。暫くし

入れの中に避難させた児童に服や

静岡市役所の保育課の方々がいら
◆子どもや保護者の心のケアを
この度の震災で、階上保育所では、 した事は、後になってから知りまし

する組織が出来たと聞きます。本当

を実施し児童・保護者・消防署の

防寒着を着せ、迎えに来た保護者へ

た。避難所で保育や健康管理をして

に良かったと思いました。

てから、保健師さんがいらして子供

の対応をしているところでした。子

二名の保護者と一名の児童が犠牲

下さいました。私は他の施設での業

くれたことに感謝しました。

どもたちも尋常でないと感じたの

になりました。いずれも一緒に避難

務があり、直接子供たちと関わって

区に小・中・高・保育所・幼稚園・
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中でした。下から突き上げるような

か 、 泣か ずに 行動 をし たそ う です 。

した方ではなく、お子さんを迎えに

避難所では、地域の方々・中学

三月という時期や毎月の訓練の成

平成 29 年 2 月入稿

漁業区域の拡大による水産加工施設の集積

す。どうすれば土地を確保して事

な土地は沈下し、がれきで一杯で

すが、権利関係や資金の問題など

立てました。口で言うのは簡単で

それは覚悟の上の判断でした。

業を再開できるか検討しましたが、 大きな課題が横たわっています。
手法は二つしか考えられませんで

水揚げします！」

◆震災直後に「今年もカツオは必ず
の組合長から「今年もカツオは必

まりました。会議の最後に、漁協

い会議室に水産関係の人たちが集

ずつ土地を提供してもらい 減(歩 、)
その土地を公共用地に充てる制度

地権者からその権利に応じて少し

一つは「土地区画整理事業」で、

りました。

の言葉が、以後の発憤する力とな

ト会社の担当者から、
「この方法は

の初期段階で、あるコンサルタン

産業部 部長 熊谷 秀一

産業部長として一年が経過し、
ず水揚げします！」との号令を聞

です。区画を整理して宅地の再配

「漁業区域の拡大」による事業

少し自信めいたものが出てきたと
くことになり、市にも協力を要請

した。

きに震災に見舞われました。ワ
されました。

が押し寄せ、私の部屋も被災。何

沈下した魚市場を大急ぎでかさ上

その後、水産課を中心に、地盤

だく「漁港区域の拡大」という方

もう一つが水産庁の支援をいた

この事業をスタートできました。

盛土造成し、企業に譲渡する形で

市有地がありましたので、そこを

南気仙沼地区には、まとまった

破たんする」と言われました。そ

ン・テン庁舎一階の産業部に津波
からどう動くべきか、考えもまと

げし、三箇月後の六月にカツオ船

法です。区画整理事業については

嫌悪に陥っていたとき、女子職員

長として何の指示も出せず、自己

復旧、復興に向き合う励みになっ

した。そのときの感激が、困難な

きた一番船に、皆が目を潤ませま

区と鹿折地区のフロントラインの

選び、魚市場の背後の南気仙沼地

「漁港区域の拡大」という手法を

専門の建設部が担当し、産業部は

関連している。気仙沼は水産業が

「気仙沼の経済の八割が水産業に

に行き、地主さんを説得しました。

調整に苦しみました。度々お願い

成後に、大きな区画に整地して水

が民間の土地を買い上げ、盛土造

地主さんの心中は察するに余りあ

業の集積地をつくるのですから、

地主さんの協力をいただいて水産
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置 換(地 も)行います。この方法は整
備に時間がかかります。

まらず、二階の大ホールに身を寄

を迎えたのです。魚市場に入って

がテキパキ働いていたのが記憶に

たと思います。

衰退したら終わり。気仙沼が生き

一方、鹿折地区は地権者が多く、

せました。その夜は茫然自失、部

残っています。食べ物がない状態

復興に取りかかりました。
漁港区域に指定されたエリアは

◆用地買収で地権者と交渉する
担当した業務のなかで、特に鹿

国庫補助を受けて整備ができるの

鹿折地区には水産加工以外にも

で、
「部長、バナナ六分の一とビス

折地区と南気仙沼地区で実施した

ですが、そこにはさまざまな職種

多様な事業所と住宅がありました。

残るためにも協力してほしい」と
水産加工施設等の集積事業と、赤

の人たちが暮らしていました。市

ケット一枚、どっちがいいですか」
震災後は「住む場所」と「働く

岩港の水産加工団地整備、また被

産加工関連の事業者に売却、もし

ります。何らかの形で漁業に携わ

何度もお願いしました。

場所」の整備を最優先する考えか

助 事 業 な) ど へ の 対 応 が 印 象 深 く
残っています。

くは賃貸する事業スキームを組み

と聞かれたのを覚えています。

ら、産業部は産業の再生・再開に

災 企 業 に 対 す る 各 種 支 援 事 業 補(

発災後十日ほど経った日に、被災

産業を復活させようにも、平ら

関する業務が中心となりました。
して電気も通じない魚市場の薄暗

平成 28 年 11 月入稿

を続けました。最終的には「鹿折

案。用地関係にも配慮をして調整

区画に戻れますよ、と私たちも提

屋さんの倉庫であれば、造成した

っていれば、たとえば魚を扱う問

ずつ」と。

て貼りました。
「計画を立てて一歩

することができ、壁に戒めを書い

隅っこにやっと自分の部屋を確保

戻りがききません。本庁舎三階の

壁で囲み、なかの水をポンプで出

ンダのように低い土地の周りを擁

ら、かさ上げの盛土よりも、オラ

問したとき、漁港整備部長さんか

ただきました。初めて水産庁を訪

一歩でも前へ進みましょう。

けて、どう歩むか。難しいけれど、

易ではありません。地方創生に向

た。一方で商業、商店の復興は容

ないと前には進まないと感じまし

計画を立てて一歩ずつ！

きました。
「それは無理です」と丁

したらどうか、とのお話をいただ

を保つには必要でした。

寧にご説明し、漁港区域の拡大の

ありふれた標語ですが、平常心

いを保ちたい」という皆さんの思
◆外部からの「前向き」な支援

をメジャーにしたい」
「もっと賑わ
いが結集し、復興の道が開けたと

が島根県浜田市から派遣されてき

き、大きな支えになってくれたの

ました。水産庁の力添えなくして

だき、土地の買取資金も確保でき

また、財務省に掛け合っていた

了承をいただいたのです。

市民や企業の皆さんからは復旧

た職員さんです。浜田市と気仙沼

復興は不可能でした。支えてくれ

用地問題で右往左往していたと

のスピードが遅いとお叱りをいた

市は、ともに重要な漁港（特定第

た方々には感謝するばかりです。

思います。

だきました。あまりに被害が大き

三種漁港）を持つ関係でご縁があ
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◆計画を立てて一歩ずつ

く、がれきの撤去にも時間がかか

そして、非常に厳しい状況の中
で、前へ前へと、夜昼なく懸命に

ったのですが、この方は用地関係
の専門家です。買収や登記、さま

し、事務室を転々として職務に当

職務にあたった市職員の頑張りに

この方は何度も気仙沼に足を運

たった、産業部職員の当時の姿が

ざまな問題に精通しており、土地

りました。市の復興計画ができた
のが被災した年の秋です。
「さぁやるぞ」となっても諸々
どの対応に時間を要し、すぐには

んでくださり、事業の推進に伴う

いまでも忘れられません。

も、頭が下がります。特に、被災

工事に着手できませんでした。市

想定外の問題にも適切に助言をし

平成二十八年も生鮮カツオの水

をまとめた経験が豊富でした。

民の方々には何もやっていないと

てくれました。何より、気持ちが

の調整や現地の調査測量、設計な

映ったのだと思います。復興元年

揚げは、気仙沼の二〇年連続日本
には多くの船が入港しております

前向きでした。彼の励ましは心強
水産庁のご理解、ご協力も大き

が、
「海と生きる」気仙沼の復興は

と言われたのは、年が改まった平
と無力感に包まれておりました。

いものがありました。漁港区域の

まだまだ道半ばです。この大震災

一が確実視されています。魚市場

しかし、ここで性急にことを進

拡大、水産加工業等の集積事業で

を経験して、ひとり一人が頑張ら

かったです。

めようとしたら取り返しがつかな

は、国の直轄事業並のご指導をい

成二十四年の正月で、正直、焦り

くなる。焦って方向を誤れば、後

平成 28 年 11 月入稿

ン庁舎一階の自席に戻りました。
魚市場方面から戻った職員が、建

揺れがおさまった後、ワン・テ

い、揺れている間は建物内部にと
どまりました。

ラスが割れて落下するのではと思

うとした時、激しい揺れが起こり
歩くのもままならず、また、窓ガ

項の審議が終わり、本庁舎を出よ

していました。地震が発生したの
は、市議会の予算委員会で担当事

庶務・産業部内の連絡調整を担当

抱えて避難
私は水産加工業の振興・課内の

◆ふと目の前にあったパソコンを

期に取りまとめることは無理なた

まりにも沿岸部の被害が甚大で、
また、余震も発生し被害状況を早

た。二日間程待機しましたが、あ

ないもののメールにより無事であ
ることが確認できてほっとしまし

の安否が気になり電話はつながら

課の職員全員が庁舎内に待機する
ことになりました。その間、家族

時も調査に早期着手できるよう、

台風等の災害の時は被害状況調
査を取りまとめていたので、この

すも避難所の対応を優先

は思いませんでした。
◆被害状況調査の早期着手をめざ

ン・テン庁舎の一階が水没すると

くなり腐敗が進むため、対応にせ
まられるなか、特例として海洋投

状態となり、これから季節が暖か

魚が屋外に流出し、また、停電に
より冷凍冷蔵保存が継続できない

受け、保管していた加工原料用の

◆流失した魚の海洋投棄を準備
津波により冷凍冷蔵庫が被害を

あるということでした。

さまざまな機能がどれ一つ欠ける
ことなく復旧することが不可欠で

設、燃料供給、漁船修理等他にも

市場の復旧はもちろんのこと、製
氷業や冷凍冷蔵施設、水産加工施

ことは、市場を再開するためには、

分野の被害状況や今後の対応など
を協議したのですが、再認識した

た。再開に向けて、水産関係の各

に魚市場を再開しよう」という復
旧に向けての方針が共有されまし

り、
「カツオが水揚げされる夏まで

場の三階の会議室に五十～六十名
程度の水産関係事業者の方が集ま

に集中して取り組むためには、職

守ることを最優先にしなければな
りません。また、職員が災害対応

災害があったらまず、慌てず命を

ました。残された家族や友人など
の悲しみは計り知れないものです。

族、他にも多くの尊い命が奪われ

◆家族の安否確認の時間の確保を
今回の震災により職員やその家

ものの積算資料を作成しました。

出せたノートパソコンに入ってい
たデータを活用し、概算ではある

を洗い流して情報を整理し、持ち

れました。時間や資料がなかった
ものの、水没した泥まみれの資料

金を用いた復興事業について示さ

◆復興交付金の資料を作成
秋頃になって、国から復興交付

できました。

業者や自衛隊の協力により、加工
原魚の回収・処理を進めることが

急復旧もいそがれるなか、委託事

流失しており、概算で積算するし
かありませんでした。道路等の応

水産業の早期復旧・復興をめざして

物の被害はそれほどないという話

め避難所対応にあたりました。避
難所へは職員が交替で運営にあた

棄処分することになりました。そ

佐藤 彰一

を聞き、
「揺れの割には被害は少な
い」と安心し、散乱した書類等を

ったのですが、避難所によりルー

どこかの時点で家族の安否確認の

主幹兼加工振興係長

片付けていると、
「津波が来るので

ルが異なっていたり、避難者と信
のため対象事業者に説明会を開く
頼関係ができかけた頃に別の避難
ため、冷凍冷蔵庫のあった所在地
所に替わる等運営で苦労しました。 や所有者を確認し、震災当時の加

時間を確保する等の配慮があると
良いと思います。

水産課

避難を」と声がかかり、ふと目の
前にあったノートパソコンを抱え

工原料用の魚の保管量を把握しよ
うとしましたが、事業者も資料を
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て本庁舎前の駐車場に避難しまし

◆夏までの魚市場再開をめざす
震災から十日程たった頃、魚市

員のモチベーションを保つことが
大事です。発災直後は無理でも、

た。波が来てもせいぜい床上浸水
ぐらいかと思っていましたが、ワ

平成 29 年 1 月入稿

ての施設をかさ上げする必要があ

何十年もかけて整備してきたもの
が震災の影響で地盤沈下し、すべ

それらの業務を担当していました。

産加工の集積地の整備等が急務と
なり、水産課に所属していた私は、

り戻すためには、漁港の復旧や水

のため、震災で被災した魚市場を
復旧し、元の活気のあるまちを取

形で水産業に関わっています。そ

気仙沼市は水産業で成り立つ都
市であり、市民の多くが何らかの

◆漁港の早期復旧を目指して

被災した土地を市が買収し、水

うえで、土地をかさ上げし整備す
ることとなりました。

画がひと段落済んだところでした。 産加工施設等の集積地を設定した

当時、市管理の三十一の漁港で
は、船揚げ場や防波堤等の整備計

産加工業者に売却する流れでした
が、地権者が被災して避難所で生

心市街地や居住地域に点在してい
ましたが、津波の被害を受け、水

震災以前には、水産加工場が中

◆被災した土地を買い取り水産加
工施設等の集積地を整備

っています。

が県内で最も早く全ての箇所の工
事発注ができたのではないかと思

注が完了しました。おそらく本市

発注することにより、大手工事業
者も参入することができ、無事発

し漁港の数と工事金額を増やして

報道され、風当たりが厳しくなり、

見も出てき始めました。防潮堤の
整備に反対する意見がメディアで

ためには不要ではないかという意

民も多くいましたが、時間の経過
に伴い、海岸線の景観を保全する

防潮堤の整備に賛成してくれる市

域全てで住民説明会を開催し、必
要性を訴えてきました。当初は、

整備する必要があり、関係する地

防潮堤の整備に当たっては、一
定の津波レベルに耐えうるものを

防潮堤の必要性を訴える

がら、進めることができました。
◆災害から市民と市民生活を守る

を優先してもらったり工夫をしな

進めたり、買収できなくても土地
を賃貸する場合には水産加工業者

には買収手続きを待たずに工事を

理解を得られるよう努めました。
また、地権者の同意を得た場合

買収が難航し、何度も足を運んで

たり、地番が誕生日と同じで思い
入れのある土地だったりすると、

の恐怖や悔しさを忘れたらいけな
い」と、市民にも事ある毎に伝え

と考えています。
「当時のこと、あ

ように、必要な整備をして市民と
市民生活を守ることが重要である

と同じような悲惨な目に遭わない

今でも津波の映像を見ると心が苦
しくなる人も多いでしょう。二度

しまうことがあります。しかし、

恐怖や悲惨な状況、感じたことな
どは、時間の経過とともに忘れて

震災から五年が経過し、当時の

◆震災当時のことを忘れてはいけ
ない

んでした。

りました。ここでも地権者の居場
所調査から始めなければなりませ

もの地権者の同意を得る必要があ

相続を繰り返して複雑な所有関係
になっていることもあり、何百人

業者が共同所有している場合や、

地の買収や、地権者との交渉・調
整も重要な業務でした。土地を漁

また、防潮堤の整備に必要な土

る市民も多く、本当に心強く感じ
ています。

震災を忘れまいと胸に刻み水産業復旧に尽力

り、とても大きな事業にどこから
手をつけていいものか困惑したの

活していたり、他の地域に避難し

意見を取りまとめ住民の理解を得
るのに大変な苦労をしましたが、

ることで、自分も当時のことをし

村上 秀一

を記憶しています。漁港一つずつ

ていたりすると、地権者の居場所
が分からず、まずは、その調査か

災害から市民と市民生活を守ると

っかりと胸に留めておきたいと思
います。

技術主幹

の工事をバラバラに発注しても工
事業者が決まらず、事業が思うよ

ら始めなければならず、市民課と

いう信念の下、日々訴えてきまし
た。私たちの想いに共感してくれ

水産課漁港漁場係

うに進みませんでした。そのため、

も連携しながら対応しました。ま
た、親が残してくれた土地であっ
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唐桑地区の北部と南部、気仙沼地
区、本吉地区の四ブロックに分割

平成 28 年 11 月入稿

震災当時、魚市場係に所属してお
充電しながらなんとか通信状態を

とりができ、自動車のバッテリーで

線を持ち出せたので、市役所とやり

応について話し合いました。防災無

ではないか、避難所で厳しい生活を

も頭をよぎりました。生活再建が先

を市場へ優先して良いのかという事

備されてない状況です。水道や電気

しました。当時はまだ仮設住宅も整

必要だという思いで進めることに

かし、とにかく早く再開することが

ていた訳ではありませんでした。し

かりませんでした。予算も確保でき

◆共通の目標をもちそれぞれの役

ができました。

で、魚市場の再開にこぎつけること

中、震災から三箇月というスピード

水に浸かってしまうような状況の

ました。周囲の道路も満潮になると

で、安心して前に進めるようになり

でも議論を重ね、予算化されたこと

のことだと議会でも理解され、庁内

魚市場の再建は市としても必須

しました。

り、地震が起こったときも魚市場で
確保しました。

している方がいらっしゃる中で早く

割を果たす

補修費用がいくらかかるかは分

執務しておりました。
その後、会議室を避難所にし、漁

住宅を準備する事が優先なのではな

その後、唐桑総合支所の産業課に

カツオの水揚げ時期までに魚市場を再開する

職員と漁協の職員とで協力して、施

協の持っているストーブで暖と灯

いか、そういった考えもありました

異動し、漁業集落の再建に携わりま

◆津波に囲まれて一晩を過ごす

屋上のさらに上の部分へ梯子を登

危機感があり、普段上がる事のない

ままではこの場所も危ないという

ない津浪が襲来してきました。この

で屋上に上がったところ、尋常では

となる施設です。魚市場を再開しな

市場は水産都市気仙沼を支える核

てその再開にも取り組みました。魚

あたりましたが、魚市場の担当とし

送や避難所運営など、様々な対応に

市役所に戻ってからは、物資の配

を支える

◆魚市場の再開こそが市民の生活

とかしなければならない」
「カツオ船

急に魚市場を再開し、この状況を何

とのできる港がない状況でした。
「早

はみな被災しており、受け入れるこ

が迫っていましたが、三陸沿岸の港

た。また、カツオの水揚げシーズン

市民の生活も再開できると考えまし

す。まず水産業を復活させることで

産業とその関連産業に携わっていま

標を持ちつつ、それぞれの役割分担

わしました。そのなかでも共通の目

場の方がかかわり、様々な議論を交

魚市場の再建の際にも、様々な立

とは難しいものです。

集落であっても考えをまとめるこ

ではやはり意見は違います。一つの

と、兼業でやっていらっしゃる方と

体に生計をたてていらっしゃる方

の方がいらっしゃいます。漁業を主

地震の揺れが収まったあと、市の

って避難しました。

ければ、市は産業を失ってしまうと

を受け入れることで関係する多くの

とメリットを見出すことができた

鈴木 誠

設の点検と施設内にいる人の安否

りをとりながら夜を過ごし、朝にな

が、水産業の再開も遅れてはなりま

した。ひとつの集落でも様々な意見

結果的に津波は屋上までは到達

いう思いから、何とか再開できるよ

産業の活動が活発になり復旧が加速

ので、早期の再建を果たすことがで

主幹兼魚市場係長

確認を行いました。魚市場は津波一

り、引き潮になった時点で、ようや

せん。気仙沼で暮らす方は多くが水

水産課

時避難ビルに指定されていました

く脱出することができました。

しませんでしたが、魚市場の周囲は

う 、 県に 岸壁 の仮 復旧 をお 願 いし 、

する」
・・・関係者で定期的に集まっ

きたのだと思います。
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ので、避難場所として開放すること

完全に津波に囲まれて、脱出するこ

水道、電気、海水の浄化をする施設

ては、喧々諤々、様々な議論を交わ

になりました。

とが出来なくなりました。日暮れを

等の補修を急ぎました。

その後、大津波警報が出て、全員

迎え、漁協の幹部の方々と今後の対

平成 28 年 12 月入稿

商工課

課長

熊谷 英樹

気仙沼の将来を輝かせる「みらい造船」
産業部

たので、市が燃料を用意して小型の

た。島と気仙沼市街の交通が断絶し

に打ち上げられ、大島は孤立しまし

大島汽船のフェリーは津波で陸

◆「ひまわり」が守った大島との船便

た。

階で順次通常営業に切り替えまし

で、従来のバス路線が再開される段

の臨時措置が続くのはよくないの

高速バスも復活しました。無料乗車

な被害を受けました。商工課の主な

気仙沼の商業や製造業は壊滅的
なかったようです。水産加工では大

水産加工業の仮設再開のイメージが

とはいえ、当初、中小企業庁には

ました。

の二日後から昼間の航行が始まり

って「沖だし」して守った船。震災

大島在住の船主さんが津波に向か

に立って交渉しましたが、国への電

が鬱積します。できるだけ事業者側

うすると手間と時間がかかり、不満

「登記」を求められたり、とか。そ

緊急時に認められた仮設建物にも

時間の経過とともに被災地ニー

業務は、被災事業所の復旧です。そ

量の水を使うので排水処理が肝要で

当時、最も重要なのは安否確認で

話 が 億劫 にな った こと もあ り ます 。

臨時船「ひまわり」に緊急の運航を

して市が所管している交通機関、大

す。内陸部の仮設工場で魚を加工す

した。そこで港にボランティアを配

国の官僚の判断は、人によって変わ

土地を事業者にも探してもらいな

島と行き来する船、バスの復旧も手

れば排水が水田に流れ込む可能性も

置し、「ひまわり」に乗る人の名前

りました。判断の基準が属人的なん

◆中小企業庁の制度的不備を現場

がけました。

ある。高性能の浄化設備が必須なの

と 住 所を 聞き 取っ てリ スト を 作成 。

です。

ズ と 国の 制度 にズ レが 生じ ま した 。

店舗や製造業系の事業所が集ま

ですが、中小企業庁は家庭用の浄化

それを翌日、貼り出して安否確認に

厳しい状況では産業復興に思い

お願いしたのです。「ひまわり」は

る沿岸部は地盤沈下の打撃も受け

槽程度しか想定していなかった。一

役立ててもらった。四月末には広島

がら、事業を進めました。

ました。沈下したところは満潮時に

方、床はコンクリートではダメ。板
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で補う

海水に浸かる。当然、かさ上げの検

を馳せ、グッとこらえました。造船

の産業クラスターが一つになって

県江田島市からフェリーを借り、大
陸上では宮城交通のバスターミ

新造船所を建設する計画にも携わ

張りか土間のメニューしかない。現

ナ ル が津 波で 破壊 され たの で すが 、

り ま した 。こ ちら は「 みら い 造船 」

討の傍ら、事業者の方々は仮設建物

水産庁は、職員を市に出向させて

十数台のバスが何とか残った。リア

の名で造船四社が統合。関連事業者

業の分野で、造船、鉄工、電装など

いることもあり、気仙沼の事情に通

ス・アーク美術館の駐車場にバスを

三社から出資も得て、二〇一九年に

島航路の 運航 も漸 次回 復し ま した 。

そんなときに、中小企業庁からオ

じていました。土地のかさ上げを前

集め、まず動ける範囲で市立病院と

新工場が稼働予定です。気仙沼の将

実と合わない部分をすり合わせ、改

ファーがあったのが仮設施設によ

提とした鹿折地区と南気仙沼地区

結ぶルートをつくりました。唐桑や

来をきっと輝かせてくれると期待

での早急な事業再開を望みます。再

る事業再開メニューです。しかし平

の「漁港区域」設定は比較的スムー

本吉と気仙沼をつなぎ、避難所と病

しています。

善を求めて条件を整えました。

坦な土地の少ない気仙沼では仮設

スに進み、現在、水産加工業の二大

院を結ぶ。三月十八日には仙台との

開が遅れると顧客を失うのでわれ

住宅の建設が優先ですから、事業用

拠点がつくられつつあります。

われも必死でした。

地 に 使え る場 所は 見当 たり ま せん 。

平成 28 年 11 月入稿

課長補佐兼商工労働係長

小野寺 秀実

大規模災害の発生を見据えた平時からの取組を
商工課
た記憶があります。しかしこの経
験で案外津波は来ないものと思う
ようになっていました。宮城県沖
地震の周期が近づいていたことで、
ついにそれかと直感的に思い込み、
揺れは強く且つ長かったのですが
大きな津波にはならないだろうと
思っていました。
すぐできる対応として、とりあ
えずパソコンだけをキャビネット
に上げてみました。結果、机は水
没しましたがパソコンは無事、ほ
んの少しの対応でも差が出ること
を実感しました。
そもそも、津波の規模について
認識が甘かったと思います。これ
は大きな反省点です。他の災害を
含め基本的な地学や災害の実態等
を誰もが常識として身につくまで
の学習が大事であると感じていま
す 。 ま た 、 避 難 訓 練も 当然 で す 。
◆平時から大規模災害を見据えて
当時緊急雇用創出事業を担当し
ており、実績報告の時期でした。
津波で書類もパソコンもだめにな
った部署、また、家族が犠牲にな

った職員もいる中で、県に平時の
仕組みで報告書を求められること
に疑問を感じながらも、やむなく
進めました。非常時に何を優先す
べきか被災地目線で考えるべきで
す。各部署に報告書の提出を求め
ざるを得ないことに、申し訳ない
思 い で い っ ぱ い で した 。
ま た 、民 間 事 業 者 の 再 建に 向 け 、
仮設店舗等の建設を担当しました。
しかし、市が土地を確保し国に無
償で貸与しなければ建設されない
ことから、土地の確保が最大の課
題となりました。たどり着いたの
は、個人の土地を市が無償で借り
上 げ 、国 に 無 償 転 貸 す る手 法 で す 。
被災事業者は一日でも早い再開を
強く求めていて、土地の境界確認
の時間をとれる雰囲気でなく、や
むなく省略することを関係者に了
解していただき、進めました。し
かしこの手法には不安もありまし
た。また、職員体制が不十分で不
安 の 中 で の 対 応 が 続き まし た 。
大規模災害時に備え、災害時に
発生する臨時的で緊急性・重要性
の高い業務については、優先した
職員体制の計画が求められます。
市ではＢＣＰ（業務継続計画）の
作成等すでに着手していますが、
実際、災害に遭遇する時はほとん
どが初めての対応となることから、

実効性が上がるような継続した訓
練 が 必 要 だ と 考 え ます 。
◆全国からの支援への感謝とこれから
ほかに交通も担当していて、壊
滅した路線バスと旅客船の復旧が
急がれる中、バス、船、燃料など
各地から多くの支援が寄せられた
ことで、市立病院への巡回バスの
暫定運行などができるようになり、
通院や買い物等次第に生活再建に
つがっていくことが見え始め、震
災からの立ち上がりに弾みをつけ
ていただきました。暖かい支援に
感動しましたし大いに感謝をして
います。
今回を契機に全国的な災害支援
のあり方が見直されていると思い
ますが、点と点の支援ではなく、水
道や都市ガスの協会で行っている
ような全国ネットワーク型の仕組
み を 構築 す べ き だ と 感 じ て い ま す 。
特に、発災直後、職員は不眠不
休の対応となることから、被災し
ていない自治体からの職員派遣が
必要であり、こちらも仕組みがで
きてきたと思いますが、現場が効
率的に動くよう、全国的に派遣要
請の仕方と、派遣についてルール
化し、効率的な人員配置と業務が
できるよう災害の種類に合わせた
広域的な派遣訓練を考えてみる必
要 が あ る と 感 じ て いま す。
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産業部
◆とっさに何ができるか
地震の揺れ、時間の記憶は定か
ではありません。震度四以上が二
分以上あったことを後から知りま
したが、記憶を辿ってみても実感
が持てない。震災から八年が経と
うとし、今、二分間を確認してみ
て改めてその長さに驚きます。動
くことすらできない時間、とっさ
に何ができるか考えておくべきだ
と思います。机の下に潜ることは
浮かばなかったと思います。その
とき私は背中側のキャビネットが
倒れないよう支えることが精一杯
でした。普段から考えていた行動
で は な か っ た よ う に思 いま す 。
◆津波は来るのか
津波の情報で避難開始、それで
も心のどこかに来ないだろうとい
う気持ちが残っていたことを思い
出します。理由は、昭和五十三年
の宮城県沖地震の時、かなりの揺
れで恐怖を感じました。それでも
震度五強。何も考えず屋外に逃げ
ました。津波が来るかと頭をよぎ
りましたが来なかったので安心し

平成 31 年 2 月入稿

ました。道路の復旧状況に応じて、
路線バスのルートやバス停の位置

ました。音楽ユニットからいただ

◆寄附金を活用した産業再生
九月に産業再生戦略課に異動し

移動ニーズに対応したバス路線を開設

を変更し、運行タイムテーブルを

いた寄附金をもとに、気仙沼の地
域資源を使った新たな事業展開を

物資を調達することになり、バ

のおかげで、後々とても助かりま
した。

を持ち出してくれていました。そ

職員が職場の業務データを保存し
ているハードディスクとパソコン

日は市役所で待機しました。ある

庁舎の一階で執務していました。
揺れが大きかったので津波が来る

波で被害を受けましたが、災害時

からの委託により運行されている
路線でした。多くのバス車両が津

震災前から路線バスの九割は市

一本杉を結ぶ「市内病院巡回バス」
（一日二便）を無料運行しました。

理センターすこやか、鹿折地区、

ものが来るとは思いませんでした。
また、三月二十二日から、ケー・
庁舎の外に出て高台に避難し、当
ウェーブと市立病院、市民健康管

と思いましたが、あれほど大きな

にケー・ウェーブにバスを避難さ
せるということを決めてあったこ

の運行が始まりました。

三月十八日からケー・ウェーブと
仙台を結ぶ高速バス（一日一便）

フェリー（ドリームのうみ）を無

社団法人という支援団体の仲介に
より、広島県の江田島市からカー

ていました。復興支援を行う公益

大島汽船のフェリーが津波で陸
に打ち上げられる等の被害を受け

◆江田島市からフェリーを借りる

シーの小々汐線を運行開始したと
ころ喜んでいただけました。

要性が確認されたので、乗合タク

いう要請がありました。小学校に
確認したところ、通学のための必

学用にバスを運行してほしい」と

線図を作成しました。
ある支援団体から「小学生の通

とても大切だと思います。震災後
のバスの復旧にあたっても、バス

つないでいくためには、自治会は

の自治会づくりにも取り組んでい
ます。行政と一人一人の住民とを

ています。また、災害公営住宅で

後、交流会を開き、入居者どうし
が顔なじみになるような工夫をし

回開きますが、二回目の説明会の

コミュニティを再度構築する必要
があります。入居前の説明会を二

から災害公営住宅への転居に伴い、

推進課に異動し、コミュニティづ
くりを担当しています。仮設住宅

平成二十五年四月に地域づくり

神谷 淳

バス会社と調整しました。運行の
再開・変更が決まると、避難所に

支援するための「気仙沼市創造的

ス事業者にバスを出してもらい、
一関市の量販店で紙おむつや粉ミ

ともあり、被災を免れたバス車両

償貸与していただき、四月二十七
日から運行を再開しました。

停の設置場所の相談や運行情報の

主事

掲示する「各避難所・市民の皆様

商工課商工労働係
◆移動ニーズに応じてバスを運行

産業部
◆バスで量販店に行き物資を調達

だき、審査会を開いて補助金を交

ルクなど緊急性の高い物資を調達

もありました。また、尼崎市や明
石市等からバス車両を提供してい

震災から半年間、市内交通の復

周知にあたって自治会に重要な役
割を果たしていただきました。

産業復興支援事業費補助金」制度
を作りました。多くの応募をいた

私は商工課でバスやフェリー等
交通を担当していました。

仙台への買い出しや市外への避
へお知らせ」を通じて情報を住民
難等の移動ニーズに対応するため、 に周知しました。震災直後はパソ
危機管理課がバス事業者と調整し、 コンもなかったので、手書きで路

し、気仙沼に持ち帰りました。市
役所前の道はがれきでふさがれて

ただきました。確保したバス車両

旧に向けて、各事業者との調整や
住民への広報にあたりました。

地震が発生した時、ワン・テン

いたので、気仙沼駅前にバスを停

をミヤコーバスに提供し、バスの
運行エリアが徐々に拡大していき
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付しました。
◆自治会・コミュニティは大切

めて物資を降ろしていたのを覚え
ています。

平成 29 年 3 月入稿

課長補佐兼物産振興係長

畠山 修

市民に情報を届ける臨時災害ＦＭ局を開局
商工課
ことになりました。渡されたのは
小さい懐中電灯数本とミニクラッ
カー二ケースのみ。懐中電灯の灯
りを頼りに、道路上のがれきを避
けながら学校へ向かいました。
到着すると停電のため体育館の
中は真っ暗でしたが、多くの方が
避難しているのがわかりました。
学校教員から停電時に使える暖房
器具や備蓄品がまったくないこと
を知らされました。私は体育館の
中央に立ち、
「市役所職員です。避
難所のお手伝いに来ました。我々
も被災の状況がわからない。何か
わかったらお知らせします」と大
声でアナウンスすることしかでき
ませんでした。
夜が更けるにつれ寒さが増して
きたので、避難者の中の若者達が
機転をきかし、カーテンを外して
毛布がわりに使用しました。この
翌朝の時点での避難者数は約二〇
〇人で、前日、市役所から持参し
たミニクラッカーは、一人当たり
七枚くらいしか配分できませんで

した。その後、非常食が不定期に
届くようになるのですが、当初は
数が不足しており、次に届く時期
もわからないため、いつどれだけ
配ればよいのか思い悩みました。
二日目からは、屋外の給水タン
クやプールからの水運びやトイレ
掃除等について、避難者に協力し
ていただけるようになりました。
私が避難所を担当したのは、当初
の五日間ほどでしたが、上手く避
難所を運営しようというよりは
「今、生きるために何ができるの
か」で精一杯でした。
◆臨時災害ＦＭ局の設置により、
きめ細かな情報提供が可能に
発災後間もなく、市内外の方か
ら市長に災害ＦＭ開局の提案があ
りました。そこで、関係者で打ち
合わせを持ち、開局手続きや設置
場所、必要機器、スタッフ、放送
内容、開局までのスケジュールを
確認し、準備を進めました。
三月二十三日に本放送を開始。
開局放送には市長が生出演し、市
民にメッセージを伝えました。当
初の放送内容は、ライフラインの
復旧情報や支援情報等をとりまと
めた「各避難者・市民の皆様へお
知らせ」の読み上げを中心とした

ものでした。その後、新聞の掲載
記事や各種イベントの情報等を伝
えました。二時間程度の放送を録
音し、二十四時間リピート放送し
ました。県内のコミュニティＦＭ
からノウハウや機材を提供いただ
き、気仙沼のまちづくりに取り組
んでいるＮＰＯが放送スタッフの
確保と運営を担い、市が国への開
局手続きを行う等、関係者の役割
分担が上手くできたことが短期間
での開局につながったように思い
ます。その後は、助成財団等から
の資金支援や緊急雇用制度の活用
によりスタッフの雇用と運営継続
が可能となりました。
◆誰も経験のない大規模災害での
対応では情報収集と決断が必要
その後は、気仙沼公園の仮設住
宅敷地への仮設コンビニの誘致等
にも取り組みました。
大規模災害の対応は誰も経験が
ありません。可能な限り情報収集
に努め、今、自分に何ができるの
かを見定めることが大事です。食
料の配分等、どこかで割り切らな
ないといけないこともでてきます。
少ない情報、判断材料の中で決断
し対応することが必要でした。
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産業部
◆念のためパソコンを手に避難
地震が発生した時、私はワン・
テン庁舎の一階で執務していまし
た。とても激しく、いったいつま
で続くのかと思われるほどの長い
揺れでした。避難訓練を思い出し
ながら貴重品のみを持ち防寒着を
身に着け二階へ避難しました。そ
の時は、
「津波が来るとしても、ま
さかワン・テン庁舎までは来ない
だろう。
」と思いましたが、念のた
め、一度ノートパソコンを取りに
執務室に戻りました。他にも課の
業務で利用していたハードディス
クを持ち出した職員がいました。
これが、後に担当業務を再開する
時にとても役立ちました。やがて
大津波警報が発令され、さらに高
いところへ避難した頃に津波が来
て、ワン・テン庁舎の一階が水没
しました。
◆懐中電灯を頼りに気仙沼小へ
夜八時頃に避難所へ向かう職員
が募られ、他の職員とともに気仙
沼小学校の体育館に徒歩で向かう

平成 29 年 1 月入稿

私は階上地区に住んでおり、同様

行くよう指示を受けました。

れぞれの居住地の近くの避難所に

地震のあった日の夕方、職員はそ

の仕分け対応を行いました。それら

が大量に届くようになり、職員はそ

た。そのおかげで全国から支援物資

要物資に関する情報を発信しまし

を活用し、全国へ被災地の現状や必

ィアで入られた方々や、マスコミ等

するに至りました。国の緊急雇用制

般社団法人気仙沼復興協会を設立

四月末に母体組織を立ち上げ、一

取り組み を始 める こと とし ま した 。

いかと、キャッシュフォーワークの

とで少しでも生きる希望に出来な

手でがれきを処理し、収入を得るこ

広がっています。この方々が自らの

した。一方で目の前には、がれきが

た多くの方々が失業状態となりま

る漁業が盛んな地域であり、被災し

階上地区は、養殖業をはじめとす

を復旧する際の補助や、商店街再生

自支援として、被災した商業施設等

設整備事業を実施したほか、市の独

早く事業を再開するための仮設施

た。この間、被災した事業者がいち

早期の本格再建は難しいものでし

敷地の位置が確定しない状況での

提としているため、土地の嵩上げや

制度が導入されましたが、本設を前

ープ補助等、復旧のための国の補助

の再開支援に取り組みました。グル

所に戻ってからは、被災した事業者

こうした避難所対応を経て、市役

◆あらゆる業種に復興の機会を

の職員らとともに、避難者が多く集

物資は避難所内に仕分けする一方

度を活用し、がれきの撤去作業をや

のための計画策定に対する補助、加

◆被災者に仕事という生きがいを

まる階上中学校へ向かいました。地

で、できる限り在宅避難の方にも配

っていただいて、賃金をお支払する

工品の販路拡大補助など、各支援制

復興に向けて生きる希望と事業者の再建

域 の 結び つき が強 い階 上地 区 では 、

ることとし、軽トラックで回りなが

仕組みです。彼らはプロではないの

度の創設などに携わりながら、産業

◆在宅者にも配慮した支援

◆まちの復興のために

平田 智幸

津波による流出を免れた山手の家

ら食料等を配布したほか、自治会長

で、がれきの処理といっても特殊な

全般の復 旧・ 復興 を目 指し ま した 。

物資配布のほかにも、個別の在宅

が、被災した水産加工業の冷蔵庫の

まちの復旧・復興に向けては、必

主査

の方から、お米や水の提供をいただ

さんに物資をお渡しして自治会で

技能の要らない作業が中心でした

避難者へ配慮し、震災当初から避難

中の腐敗物撤去など、被災後のまち

ずしも被災地の現状に即している

商工課物産振興係

いただけでなく、炊き出しなども避

も配布していただきました。

震災からまもなく、地元出身市議

所運営に携わっていただいた保健

で困っていた課題の解決につなが
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産業部

難者と一緒になって実施していた

を本部長とする階上地区災害対策本

師や看護師の方の協力を得て、周辺

だきました。

部を立ち上げ、地区内の避難所も含

現場とのはざまで苦心しました。そ

とはいえない国等の様々な制度と
同協会の活動は全市的な広がり

ういった制度にどう順応していく

る重要な作業もありました。
を見せ、仮設住宅入居者の見守り事

かも大切である一方、被災地の要望

の家々を回りながら、いらっしゃる

業や、被災した写真を救済し所有者

事項を国にきちんと伝えていくこ

めた運営系統としました。本部には、

また市役所から毎日出される市

に戻すプロジェクト、全国から集ま

と も 大切 であ り、 そう する こ とで 、

方々の健康状態のチェックも実施

り、我々職員がそれぞれの班長とな

民 へ のお 知ら せに つい ても 、 毎朝 、

るボランティアの受入れなど様々

より被災地に即した制度がつくら

救護、燃料、自衛隊担当、在宅支援、

り、避難者の方には班員になってい

本部に集まっていただいた自治会

な事業を展開し、多いときには月に

れるのだと思います。

しました。

ただき、協力し合いながら避難所の

長さんを通じて住民の方にお伝え

百二十名 以上 の雇 用を 生み ま した 。

物資、炊き出しといった各班をつく

運営を行いました。

いただくようにしました。

また、東京の大学生などボランテ
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観光課

課長

加藤 正禎

がれきが残る中でも未来の気仙沼を見据えて
産業部

ごとに様々な企画を同時開催した

見てもらったり、公民館単位で地域

の屋上駐車場にご案内して花火を

として生かすよう国への要望書を作

徳丸とその周辺を震災復興祈念公園

かけに、市長からの指示もあり、共

受けました。被災地において観光と

りました。賛否両論がある中、行政

また、観光ボランティアガイドの

いう言葉そのものを使って良いのか

り、追悼、感謝、希望を全市共通の

方々には、震災について教えてほし

という意見もある時期でした。

の進め方が注目され、多くの取材を

いという依頼が多くなり、それにこ

結果は解体となりましたが、どち

テーマとして取り組みました。

四月からは、ホテルや旅館を避難

たえて九月からガイド活動が開始

らが良かったのか、複雑です。私に

を伝える役割を担いました。

設の状況を確かめに行きました。最
所とする二次避難に取り組むこと

されたことも、新しい観光の動きで

とって、共徳丸のことに携わった

◆観光施設の被災把握

初に、駅前の市営駐車場を自由開放
になりました。市内外から「うちの

した。

けの施設を前に呆然としました。二

でも全壊とわかりました。骨組みだ

車は使えず歩きましたが、遠くから

なかったのです。波路上漁港からは

ッフが二人いるのですが全く情報が

は大崎市のホテルへの送迎もあり

調整など、細かな作業があり、遠く

わせ、入居のためのホテルとの連絡

急仮設住宅の供給状況との突き合

対象となる方々の優先度の確認、応

宿泊施設の現状把握、二次避難の

域でも真剣に観光に取り組む姿勢

した。その担当として、被災した地

策の一つに観光を位置付けてきま

たと今は思います。市は、重要な施

来を見据えた観光再生の一歩だっ

おもてなしをする観点で、ともに未

ガイドは、市外から人を呼び込んで

の賑やかさを取り戻す観点で、観光

お祭りは、市民を一体化してまち

でしたが、企業の再建や立地、商談

は新人のようにゼロからのスタート

に中央の企業の方々とのお付き合い

方に出会いました。企業の方、こと

なり、観光の分野に限らない様々な

その後、産業再生戦略課に異動と

を大切に

うかけがえのない時でした。
◆震災がなければなかった出会い

日々は、まさに被災と観光に向き合

◆宿泊施設を利用した二次避難

にしてから、南に下って岩井崎方面

宿を使って」という申し出もいただ

人の無事を知ったのはずいぶん経っ

ました。二次避難は、その年の年末

を保ち続けようと考えました。

の成立などには目に見える達成感も

震災の翌々日、車で市内の観光施

を目指しました。岩井崎プロムナー

き、その対応に追われました。

てからです。

まで続きました。
◆被災した中でも賑やかさとおも

◆観光の担当として震災を伝える

をしてはどうかと話しました。その

詰めて、市外から来られる方の対応

だと聞いたので、可能な人はここに

被害はなく、協会職員の方々も無事

た。それを前提に、
「みなとまつり」

上げる支援のお話をいただきまし

の方から、八月十一日に花火を打ち

止せざるを得ませんでしたが、市外

毎年八月の「みなとまつり」は中

中には、震災の記憶を伝える施設整

に出された国の震災復興基本方針の

かどうかの議論がありました。七月

有識者の方々も加わって、残すべき

をめぐっては、震災直後から市外の

鹿折地区に打ち上げられた共徳丸

ご支援に心から感謝いたします。

できました。全世界からいただいた

方々の様々な想いに触れることが

ちを復興させようとする様々な

が、観光や企業活動によってこのま

震災で多くのものを失いました
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ドセンターには、指定管理者のスタ

設で、観光協会に指定管理者をお願

てなしを

後、ここは観光協会の仮の事務所に

に代わるイベントを実施すること

備が盛り込まれました。これをきっ

駅前の観光案内所は、観光課の施
いしていたところです。この施設に

なり、ボランティアをはじめ被災地

になりました。被災者の方を魚市場

あり、喜びもあります。

を訪れる多くの方々に市内の状況

平成 28 年 11 月入稿

ときに比べれば、物が手に入る状態

｣災害時に生きるために必要なこと

保管場所の確保に苦慮し、またせっ
かくの「炊き出し支援」も全員に料
理が行き渡らない時は、不平不満に
つながることもありました。
また、ボランティアの方々に「何
をしたら良いですか？」と一斉に並
ばれると、テキパキと指示が出せず
申し訳なく感じることも多々あり
ました。一方で自治労派遣の方々は、
六人組みでローテーションをつく
り、目の前の状況を見て、何が必要
かを自分達で考え、自分達で引き継
ぎを完結していただきました。支援
物資の整理などは、彼らの支援無く
してできなかったと思います。
徳洲会の方々も、三月の早い段階
に駆けつけていただき、診療や集団
感染の防止策などを助言・実施して
いただきました。直後は土足で避難
している状態でしたから、集団感染
は本当に心配でした。そういった事
態にならなかったのは、皆様の温か
いご支援のお陰だと思います。
◆生き延びるためには水とトイレ

に な るの はと ても 幸せ なこ と です 。

足｢るを知る

階上地区の住民の多くは階上中学

不足していることを意識するので

少し時期が経つと、多くの物資が

れたので、教室も埋め尽くされてお
りました。そういうなかでも行政区
ごとにまとまっていたようで、やは
り知っている顔同士で一緒にいる
ことで、いくらかでも絶望状態を回
避できたのだと思います。
やがて避難者名簿の作成が始まり
ました。地元出身の市議会議員がリ
ーダーシップを発揮され、名簿の作
成から日常のルールづくりまで様々
なことが進められました。毎朝のラ
ジオ体操、合議制で物事を決めるた
めの毎朝ミーティングの開催、トイ
レ掃除・食事当番など、班体制も上
手く回ったと思います。顔を見知っ
た気心の知れた者同士であったこと
で、秩序が保たれたのだと思います。
◆多くの支援をいただいて思うこと

畠山 勉

届くようになりました。温かい善意

校へ避難されていましたが、中には

はなくて、「足るを知る」ことが大

主幹

◆地元階上へ
地震が起こった日、夜になって職
員はワン・テン庁舎の大ホールに集
められました。そして、それぞれ自
分の住んでいる地区の状況を確認
して来るよう指示を受けました。
私は階上地区在住の他の職員とと
もに階上中学校へ向かいました。
到着時、体育館の電気は点いてい
たので、おそらく非常用発電機で電
気を供給 して いた のだ と思 い ます 。
皆命からがらの状態で、避難所に
到着していない身内のこと等、すが
るような様子で互いに情報交換し
ておりました。状況を本部へ伝える
ため電話を掛けましたが、繋がらな
いため、私は車で一度市役所へ戻り
状況を伝え、再び階上中学校へ向か
いました。
◆顔を知る者同士で励まし合う
をお寄せいただき大変ありがたか

一般の住宅が成り行きで避難場所に

事です。その意識が生きるための避

観光課観光係

ピーク時でおそらく二千人程が

ったのですが、置き場の確保や仕分

なったところもありました。市の物

産業部

避難していたと思います。中学校は

けなど、また衣服はマッチングが難

け中学校へ移らないかと促したとこ
ろ、
「不足はないので大丈夫」という
返事でした。そこには「井戸」と「畑」
があり、生き延びるためのものが揃
っておりました。また、衛生環境も
避難所より良かったように思います。
階上中学校付近にも井戸があっ
て、水の確保の苦労は少なかったも
のの、体育館のトイレは処理能力を
超え困っておりました。井戸があっ
て畑があれば、トイレの処理も対応
出来るのだと気づかされました。
◆足るを知る

避難所に指定されていましたが、想

合い、生死のギリギリのところで生

活していました。ところが、徐々に

物が揃ってくると、人間は欲が生ま

れてくることがあります。ルールを

守らず私欲を表す人がいると、途端

に空気が悪くなってしまいます。自

己主張をいかに抑制できるかが避

難所運営では非常に重要なことだ

と思います。直後の生死の境にいた

難所生活では大切です。
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避難者の多くは地元民で、皆譲り

定されていたのは本来は体育館だ

しく、対応に追われた記憶がありま
資配送には限界があり、届かない恐
す。生鮮食品が大量に届いた時には、 れもあったので、市本部の指示を受

けです。しかし、大勢の方が避難さ

平成 28 年 12 月入稿

市民との丹念な対話による信頼関係の構築を
二次避難対応と災害公営住宅の入居対応

宿泊施設との調整や長期滞在のた

内外の宿泊施設に移動するため、

とになり、避難者を体育館から市

その後、二次避難を実施するこ

当初は集中復興期間内での全住宅

仮確定する方式を採用しています。

仮申込みを行い、入居する地区を

を早期に解消するため計画段階で

揺れとともに天井が落ちてきたこ

ていました。ビル内にいましたが、

ャラバンの最中で、東京に滞在し

治体と連携して観光ＰＲを行うキ

地震が起きた日は、県内外の自

時降車し、私は一ノ関駅付近で降

で宮城・岩手方面に向かって、随

先は、団体でチャーターしたバス

線に乗ることができ、新潟駅から

震災から三日目に新潟行きの新幹

していない状況でしたが、何とか

当時、公共交通機関はほぼ機能

立感を払拭できるよう努めました。 が遅いと言われますが、市民の意

地元の新聞や情報を届け続け、孤

少なくとも二週間に一度は訪問し、 を共有し対話を重ねてきました。

方々にはお叱りを受けながらも、

沼の情報が無い」と遠方避難者の

ると不安が増幅しがちです。
「気仙

きました。避難者は故郷から離れ

大崎市の宿泊施設にもご協力を頂

市内の多くの宿泊施設をはじめ、

向を反映し、事業に取り組もうと

見通し等についてしっかりと情報

災者が未来を描けるよう、今後の

した。こうした状況の中でも、被

詫びと説明に出向いていただきま

市長自ら各地区の入居予定者にお

の集中等により計画通り進まず、

村上 忠大

とを覚えています。気仙沼に大津

りて、駅前にいた数台のタクシー

また、長期間に及ぶ避難の間、大

した結果だと感じています。住宅

主査

波警報が出ていることはわかりま

に頼み込んで、最後の一台でよう

崎市の地元自治会の方々が交流会

整備にも市民の声を反映しカツオ

観光課観光係

したが、携帯もつながらず、情報

やく乗せてもらい、四日目の朝方

などを開いて下さったおかげで、

が捌ける大きさのシンクを採用す

産業部

も入手できず、何が起きているの

に市役所に着きました。

避難している方々にも少しずつ笑

るなど、独自の工夫をしています。

めの受入体制の整備を進めました。 完成を目指しましたが、復興事業

かわかりませんでした。自宅も海

◆支援物資の作業服を着て奔走し

顔が見られるようになり、本当に

◆出張先の東京で被災

のすぐ傍にあったので、ただ心配

た二次避難対応

っていると感じました。そして、

像を見て、これは大変なことにな

る様子が一斉に報道されている映

ビで、鹿折地区が炎に包まれてい

たが、その日の夜、ホテルのテレ

の無事がわかり、ひと安心しまし

自宅は津波で流されたものの家族

その後、家族からのメールで、

避難状況確認や施設の状況を確認

ていたＪＲの出向職員と観光客の

観光キャンペーンを一緒に担当し

支援物資で届いた作業服を着て、

の半数は避難所対応にあたってい

気仙沼に戻った頃、観光課職員

熟すことで精一杯の毎日でした。

説明会など目前のスケジュールを

調査、整備計画策定、仮申込み、

居の担当を務めてきました。意向

その後、異動になり今日まで約
で流され、着るものも出張時に着
ていたスーツ一着のみでしたので、 四年半、災害公営住宅の整備・入

ました。私は、自宅も職場も津波

本市では、将来の住まいの不安

◆市民との対話の大切さ

ありがたく思いました。

援職員の皆さんの存在でした。本

て関わり、士気を高めてくれた応

同僚や復興事業を自分のこととし

えられたのは、同じ境遇にあった

そうになることも多い中、乗り越

大切にしてほしいと思います。

職員の皆さんには住民との対話を

当にありがとうございました。
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他自治体に比べ住宅事業の進捗

することしかできませんでした。

とにかく一刻も早く気仙沼へ帰ろ

のため各施設などを廻りました。

楽天的な性格ですが、心が折れ

うと思いました。

平成 29 年 3 月入稿

農家のための災害復旧・復興とは何か
小野寺 俊勝

という動きもありました。その中

を集約して圃場整備に取り組んだ
り、ネギの生産に取り組んだり、

をもたらしました。その被害の大

めの災害復旧・復興を考える
東日本大震災は、想定外の被害

実施することができました。
◆被災者に寄り添う支援の必要性

課長

◆農地の災害復旧と圃場整備
震災当時は、農林課に所属して
実施に当たり、農家との調整を
行い、理解を得ることに大変な苦

農林課

おり、震災により被災した農地や
農業用施設の災害復旧等を担当し
労を感じました。整備費は国の復

産業部

ていました。

興交付金を活用しており、当初は
その一部を農家にも負担していた

をしなければいけないのか、何を

きさに圧倒され、当初は何をすべ
きなのか、何から手を付けていい

震災に伴う津波による農地の被
害は約六五〇ヘクタールと市内農

だくこととなっていました。農家

農地の復旧や圃場整備の業務に

すれば農家のためになるのかを常
に考え続けることが重要です。多

で、農家同士の連携や農業協同組
合の組織力の強化につながり、ソ

地の二十パーセント以上で、愕然

からは、市が肩代わりして負担し
てほしいと言われました。被災者

は、専門知識やノウハウを有する
技術職員が欠かせません。しかし、

少の無理をしてでもできることを

のか、分からなくなってしまった

とする状況でした。農家の生活基
盤が失われてしまい、農地に流れ

のその気持ちは痛いほどよく分か

当時は二人の技術職員で対応せざ

フト面での良い影響も表れてきて

込んだ被災物の撤去をはじめ、塩

りましたが、本市だけではどうす
ることもできず、心苦しい思いを

のが正直なところで、自分の反省
点として心に残っています。

害対策などの復旧作業に早急に取
り組む必要がありました。また、

とができると思います。農家は何

いると感じています。
加えて、圃場整備をもっと推進

加えて、農地区画の整備、用水路

したことを覚えています。結局の
るを得ない状況で、どうしてもマ
ところは、農家に負担を強いるこ
ンパワーが不足していました。
とがないよう事業内容が変更され、
そんな時に、宮城県からの技術

その反省を、今後に生かしてい

や農道の整備、耕地の集団化など
により農村の環境条件を整備する

ほっとしています。

することができれば、個人では農

圃場整備事業や、機械化の推進に

◆地域の自主的な取組と組織力の
強化

く必要があります。災害を想定し
た実践的な訓練や災害時における

宮城県が事業主体となり、市も連
携して取り組みました。

圃場整備をしても農業から手を

業を再開できなくても、別の農家
に土地を貸すなど、大規模化・効

気仙沼市の圃場整備率は、他地

引いてしまうケースや収穫量が半
分になったとの声を聞くとつらい

担当ごとに細分化したマニュアル

域が七十～八十パーセントと高い
のに対して、十パーセント台と極

思いがします。しかし、農業協同

率化し、より一層農業を活性化で

端に低く、以前から課題でしたが、

組合が中心となって各農家の意見

考え、そして行動に移す。そうす
ることで、一歩ずつ進んでいくこ

職員の派遣をはじめ、他都市から
年、何十年もかけて土壌を育て作
職員が応援に駆け付けてくださり、 物を生産しています。農地を形だ
助けていただいた他都市の職員に
は心から感謝しています。他都市

ができるかを考え続け、一つ一つ

ではありません。震災から五年が
経過していますが、これからも何

何とか対応することができました。 け復旧しても、それは本当の復旧

との連携、つながりがいかに大切

かを肌で感じることができました。 悩み苦しみながら取り組んでいか
◆震災の経験を生かし、農家のた
なければならないと考えています。
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きるのではないかと思っています。 の整備は必要不可欠です。また、
◆県や他都市からの支援に感謝
災害復旧に向け、農家のために何

結果として、四箇所で圃場整備を

平成 28 年 12 月入稿

主幹兼農政係長

伊藤 隆元

担当になりました。まず青果物流通

◆日ごろの絆に救われる

地域の被災状況の確認に向かうこ

桑地域に居住している職員と、唐桑

絶えていることから心配になり、唐

当日の夜、唐桑地域との連絡が途

だなと思いました。

ったものです。津波がやってきたの

のがわかりました。建物が壊れてた

分後海岸付近で土埃がたっている

駐車場へ避難していましたが、数十

のでした。地震後、第二庁舎の前の

地震は経験のしたことのないも

概ねわかりました。そこでの情報を

いたようで、唐桑地域の被災状況が

ました。支所でも情報収集を進めて

らい、唐桑支所まで行くことができ

り合いがいたのでの車に乗せても

いてそこを通りました。その先に知

断されたままだったので、何とか歩

只越地区から先の道路はやはり寸

況 確 認の ため 現地 へ向 かい ま した 。

は、唐桑地域の担当になり、その状

た方も多いだろうと思いながら、私

これだけの災害なので、亡くなられ

の炊き出し用ですから、結構な量が

へお願いして調達しました。避難所

らの要請をうけて、市内の精肉業社

施することになりました。自衛隊か

経ったときに、豚汁の炊き出しを実

が経つとかわってきます。十日ほど

避難されている方の要望も時間

◆避難者の要望に応える

いました。

料など必要になるものの調達も行

由が少しでも解消されるよう、調味

で、避難されている方の食事の不自

者とは掛け売りで購入ができるの

した。また、通常取引のある小売業

は高台へ 避難 する 覚悟 があ り ます 。

高台にありますし、いざ津波の時に

ことを教え込まれてきたので、家は

母から津波の怖さと高台へ逃げる

されています。私の場合、祖父や祖

たまちが形成される歴史が繰り返

経つと生業に便利な海の近くにま

後、一度高台へまちが移り、時間が

います。
◆同じ歴史を繰り返さないように

ことが非常に重要だったと感じて

すぐ対応いただける方が多くいた

食料確保の際にも、お願いを聞いて

私の場合、震災直後の情報収集や

災害が起こった際、様々なお願い

とにしました。

まとめて 私は 市役 所に 戻り ま した 。

必 要 にな りま す。 一キ ロ、 三 キロ 、

市では、市場の近くに水産加工場

市場に依頼して生鮮食料品を購入

バイパスのトンネルを抜けて只

次の日、ご遺体を収容するブルー

五キロ単位で小分けに確保して、各

の集積地をつくる一方で、高台へ逃

ができる人間関係を日ごろから形

越地区まで行きました。その先の唐

シートの確保のため、内陸の一関市

避難所の必要量を満たすよう組み

げるための幅員のある避難路の整

しました。通常は卸売市場では物品

桑支所の方へは行くことができな

方面の量販店をまわりました。その

合わせて提供していきました。

備なども進めています。「地震があ

成し、大切にすることが重要だと思

い状況でした。引き返して大沢地区

後も組み立て式の棺桶を安置所へ

その後、避難所の数は徐々に少な

ったら津波の用心」今後同じ歴史が

の一般購入はできませんが、震災と

の 集 落の 入り 口ま で行 きま し たが 、

運ぶなど、亡くなられた方への対応

くなっていきましたが、課としての

繰り返されないよう、今回の被災の

農林課

命をつなぐ食料の確保 改めて感じた日ごろの絆
産業部

やはりその先も行くことができま

避難所運営の割り当てはしばらく

経験を伝えることが大切だと思い

います。

せんでした。市役所の周辺はまだ建

も担いました。
◆市内各所へ食料提供のお願いに

続きました。震災から半年の間、私

ます。

いう事情もあり認めていただけま

物が残っている印象がありました

農林課の災害対応の役割の一つ

は、避難所運営と避難所の方への食

翌 日 、 被害 調 査が 行 われま し た 。

が、唐桑地域の海に近い集落は軒並

に食料の確保があります。私は、避

料品の提 供の 対応 に従 事し ま した 。

◆寸断された道路を越えて

み津波で流されてしまったという

難所の炊き出し用の食材を集める
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気仙沼では、津波の襲来があった

印象でした。
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災害の経験・
教訓を伝えることのできる業務継続計画を

路も多数ありましたので、災害査定へ

ていなくても利用できなくなった道

や河川堤防が多く、津波に直接被災し

が あ った 際に 、そ の時 の担 当 者が 、

りますが、次にまた同じような災害

ぎのために必要だということもあ

また、この記録は、異動の引き継

ともできずに対応しなくてはなりま

そのため、被災状況の確認等は限ら

の対応は非常に多かったです。また、

次に何をしなければならないかを

当時の土木係の主な業務は、復旧の

れた人数で実施することが必要で

がれき処理についても、経験のない

想定しながら対応するための参考

せんでした。多忙中でも記録を残し

地震が起こって、市内の沿岸部の
した。農道や林道については、唐

膨大な業務に対応する必要がありま

になるものだと思います。

ための災害査定への対応とがれき処

広い範囲が津波で被災しました。直
桑・本吉地域でも被災した施設があ

した。補助等を得て処理を進めるた

気仙沼市では震災後、業務継続計

ていくことが大切だと思います。

後の数日は避難所の運営の手伝い等
り、唐桑・本吉地域の農道や林道の

めには、まずその処理が適切に進め

画（ＢＣＰ）の改定に取り組みまし

理の二つでした。津波で崩された道路

に従事しました。また農林課として、

被災状況の確認は、本来各総合支所

られているか委託業務の実施状況を

た。私は当時を知る者として、発災

庄子 裕明

市内の林道や農道の被災状況の確認

で行っておりましたが、支所ではと

厳格に管理することが必要でした。

から何時間後までにどのような業務

技術主幹兼農林土木係長

も必要でしたので、その対応も担当

てもそのような役割を実施できる

家屋が流されて原位置に残った基礎

が必要で何が優先されるかを計画に

農林課

しました。日中の明るい時間に被災

状 況 では なか った のだ と思 い ます 。

の解体については、所有者の方から

産業部

状況の確認に出向き、夜間は避難所

唐桑・本吉方面にも随分出向いた記

岸部における人命の救助、避難所の

だったということもあり、年度内に

また、震災が起こったのが年度末

できる工夫を

◆限られた職員数でも業務に対応

その対応にも時間を要しました。

やすくできるよう、協力していただ

少しでもそういった局面を乗り切り

も対応が必要になる局面もあります。

優先業務ではない通常業務について

一方、私たちの所管している林道

っきりになった職員もいました。

元の沿岸部の避難所の運営につき

業 務 の流 れは 一定 程度 出来 て おり 、

経過しており、係としての災害対応

異動になりました。震災から半年が

その年の十月に土木課土木係へ

継ぎをする余裕がなく、引き継いだ

なのか、異動の時などにも十分引き

う経緯で対応することになった業務

ない状況だったと思います。どうい

目の前の事項に順番に対応するしか

います。

づくりを進めることが大切だと思

みやすくなるよう、日ごろから体制

ものですが、少しでも災害対応が進

災害は想定どおりにはならない
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◆本来業務も継続できるように

の運営の手伝いをする日々でした。

対応、施設の応急・復旧が優先され、

発注する予定だった事業の処理など

今回の災害は想像もできない大規

改めて申請していただく必要があり、 落とし込むよう心掛けました。また、

人員も多く充てられました。農林課

も必要で、私はそういった事務処理

ける事業者との連絡体制の構築や災

憶があります。

でも、災害時の重要な役割として他

についても対応に追われていました。 模なものでした。心の準備も何もな

沿岸部は津波で被災しており、沿

に食料の確保という業務があり、そ

◆災害査定もがれき処理も

や農道は内陸部のものが多く、市全

その流れに沿って、業務を円滑に進

側は、優先順序等の区別をつけるこ

い状況で被災してしまいましたので、 害時の応援協定の締結なども必要だ

の役割についた職員もいたほか、地

体のなかでは、応急・復旧の優先度

めることが私の役割でした。

と思います。

は 高 い方 では なか った と思 い ます 。
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農林課農林土木係

技術主幹

菊田 強

農地のがれき 人力でできることから対処
産業部

産物が腐敗し、ひどい悪臭とともに

と、農地に打ち上げられた大量の水

した。五月になり暖かくなってくる

農地には、あらゆるものが流出しま

とにかく人手不足でした。

り 、 業務 がパ ンク して しま い ます 。

でも、その間の他の作業の手が止ま

情報の収集整理と伝達を行うだけ

地区へ向かうよう本部の指示を受

震災が発生した日の夜、私は階上

努 力 と周 辺の 方々 の協 力に よ って 、

れよりも早く、避難した方々の自助

資が届くまでには日数がかかり、そ

空前の大規模災害であり、救援物

た。現場の撤去作業を進める一方で、 ◆全国から被災地へ技術職員を派

れるところから作業を開始しまし

にはなく、まずは人力で手をつけら

着手しましたが、当初は重機も十分

者へ依頼して農地のがれき撤去に

早急に撤去すべく、廃棄物処理業

を前へ進めることが出来ました。

も多く借りることで、なんとか業務

棄物処理業者など民間の方々の力

徐々に重機等も揃うようになり、廃

農地のがれき撤去も、夏場頃から

はじめは人力作業が中心だった

け、階上地区出身の他の職員ととも
最低限必要なものが揃うようにな

委託業務の積算や発注、検査、支払

大量の蠅が発生しました。

に、住民の方々が避難されている階
っていったと思います。

事務など、日々遅くまで時間を費や

けられるようになりました。

上中学校へと向かいました。

◆人力で農地の廃棄物撤去に着手

◆地元で力をあわせて

難されており、地元出身の市議会議

私は土木技術職であり、災害復旧

を平常時から多く抱えることは難

システムが必要だと思います。

から被災地へ技術職員を派遣する

しました。
がれき撤去では、腐敗した水産物

しいと思います。災害時には、全国

ため、三月末に避難所である階上中

の処理だけでなく、様々な対応が必

◆圧倒的に人手が足りない

規模の小さな市町村が、技術職員

遣するシステムを

員さんや向洋高校の先生方が、避難

に対応する役目もありました。その

した。とにかく、食料と水の確保、

学校を離 れ、 市役 所へ 戻り ま した 。
握し、復旧の対応を進めなければな

個人の財産であり、所有者本人の確

流れ着いた家屋や自動車などは

がやっと進むようになりました。

けるようになり、災害復旧等の業務

治体から技術職員の応援をいただ
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階上中学校には既に大勢の方が避

された方々のまとめ役になっていま
また、三月で寒かったため燃料の手
周辺地区の自治会長さんたちも集

りません。農地の被害調査について

認が必要になります。そのほか金庫

災害査定や復旧工事などの実施

平成二十四年度になって、他の自

まっており、役割分担をして、食料

は県の事業として対応いただいた

などの貴重品やご遺体がみつかる

には、やはり技術的な知識と経験が

要でした。

や水、燃料など必要な物資の確保と

ので、市ではまず農地に流れ着いた

こともありました。いずれもどう対

農道など市管理施設の被害を把

避難所の運営に、協力しながら不眠

がれきの撤去を実施することにな

配等も必要でした。

不休であたりました。階上中学校の

必要になります。一関市をはじめ鹿

経験のある技術職の方に来ていた

応すればよいのか、日常では経験し
本市の海岸には、高さ十メートル

現場の情報を共有しながら作業

だいて本当に助かりました。心から

りました。

状況でしたが、地区で様々な仕事を

にも及ぶ津波が押し寄せ、漁港の周

を進めることが理想ですが、当時の

感謝申し上げます。

避難者数は一時千人を超え、大変な
されている方が集まっていました

辺にあった家屋や水産加工場など

係 は 、係 長と 私の 二人 だけ で あり 、

児島県や千葉県など全国から、実務

の で 、食 料の みな らず 日用 品 まで 、

はことごとく津波にのまれ、背後の

たことのないことばかりです。

彼らの力によって様々なものが届

平成 29 年 1 月入稿

仮設商店街の立ち上げ
産業部

希望を百パーセント叶える施設に

う位置づけですから、商業者の方の

また、応急対応の仮設の施設とい

た。

ただくというケースも発生しまし

数回仮設店舗間での移転をしてい

仮設店舗での営業の終わりが定

◆本当の支えになる自立支援を

より広くはできませんし、建物の構

まらないなか、商業者の方はどのよ

はできません。被災したもとの施設
造も三パターンの中から選択する

うな事業計画を立てればよいか、検

千葉 崇

間の土地をお借りしている状態で

だけです。屋根の高さにも制約があ

討が難しかったと思います。商業者

主査

した。

りました。

土地を確保しないことには、仮設

の方には、仮設店舗で家賃負担の少

農林課地籍調査係

出口や選択肢が示せない中で

◆部署を超えた対応
震災が発生し、翌日は市内の被災
状況の確認、その後は避難所運営と、

◆土地区画整理事業との兼ね合い

店舗の整備も進められません。民間

体力を蓄えていただかなくてはな

市全体で割り振られた業務に対応

被災した商店街の跡地等を利用した

り ま せん 。一 部の 仮設 商店 街 では 、

仮設店舗を整備した場所の中には、 ない状況の間に、本設に移るための

に整備する方法を採用しました。仮

ものもありました。被災した土地の

イベントの実施や大型の観光バス

の土地を市でお借りして、その土地

私の所属していた係の通常業務

設店舗で事業を再開される意向の

多くは、土地区画整理事業による嵩
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していました。
は、土地の境界を確認する地籍調査

ある方に組合を組成し、その組合で

建てる計画ですが、当然家賃も高く

です。震災によって、その業務はス

建築基準法等、建物を建てる際の

しかし、この土地区画整理事業の

なります。店がきれいになったから、

の停車のためのスペースをとる工

は多くの職員が避難所対応を続け

ルールについては、商業者の方も詳

実施予定をなかなか明確にするこ

売り上げが上がるわけではありま

上げの対象になっています。そこに

て お り、 人手 が足 りな かっ た ため 、

しくはないですし、私も経験があり

とができませんでした。仮設店舗の

せん。商業者の方にとっては負担に

利用できる土地を探してもらい、そ

商工課の災害対応業務である仮設

ません。一からの勉強でした。土地

整備は、急いで営業できる場所が必

しかなりません。

トップしました。避難所運営の対応

店舗の立ち上げの対応をするよう

については、商業者の方になんとか

要ということで、限られた選択肢の

仮設店舗の整備はもちろん必要

夫を行いましたが、観光客だけで商

指示を受けました。

調整して確保していただきました

中から方法を選んで進めてきまし

ですが、顧客がいなければ商売は成

整備される仮設店舗は、嵩上げが実

◆制度にあった土地がない

が、規模が限られています。敷地面

た。その中で、例えば三年後や五年

り立たちません。各商業者の顧客層

の土地に 仮設 店舗 を整 備し ま した 。

市では中小企業基盤整備機構の

積に対して建てられる建物の規模

後にその場所がどのようになって

の把握や、それに応じたまちづくり

を一晩交替で続けていた四月末、商

事業で、仮設店舗を整備することに

にも制約があります。つまり建てら

いるか、そこまで見通した議論はで

など、本当の支えになる自立支援策

売をするのは現実的には難しいで

なりました。既存の制度は、市の土

れる仮設店舗の面積には上限があ

きていませんでした。結果的に、土

が必要だったのではないかと思い

施されるまでの間に限り利用できる

地を利用して整備するというもの

ります。そうした制約を考慮しなが

地 区 画整 理事 業の 実施 にあ わ せて 、

ます。

◆様々な制約の中で

でした。しかし、市の土地は応急仮

ら、整備できる仮設店舗の規模や数

場所を変えて仮設店舗を整備し、複

工課から声がかかりました。商工課

設住宅の整備に優先的にあててお

を検討していきました。

という制約を受けることになります。 す。本設の施設は共同化した建物を

り、応急仮設住宅の整備でさえ、民

平成 29 年 3 月入稿

津波死亡者ゼロのまちづくり

民生活部廃棄物対策課にがれき処

産そのものです。ひょっとすると

理を主体的に行ってもらいました。 ご遺体があるかもしれない。一方

気仙沼の商業や製造業は壊滅的

運ぶ

◆震災の夜、妊婦さんを市立病院へ

とてつもない量です。環境省の集

お願いしました。ただ、がれきは

きを除去して道を通す「啓開」を

を準備し、建設業者の方々にがれ

ました。

整備促進課が、その処理に当たり

た三陸道・大島架橋・唐桑最短道

内でメインの業務が後回しとなっ

後も建設部が担いました。建設部

流された自動車の処理は、その

◆学校での仮設住宅建設で被災者

を結んで解体を進めたのです。

ました。地元の建設業協会と協定

を重機で解体し、二次処理へ回し

がつき、家財が取り出された家屋

苦闘していました。私たちは調整

で道路を早く通さなければ、復旧

な震災の当日、近くの産婦人科医

計では、気仙沼市だけで百六十八

がれき処理は、一次と二次に分

がれき処理に続いて仮設トイレ

廃棄物対策課のご苦労は並大抵の

院からワン・テン庁舎に妊婦さん

万二千トン。何から手を付けてい

かれます。まず被災現場で集めた

を集める課題に直面しました。避

できません。廃棄物対策課は悪戦

たちが避難してきました。夜にな

いか皆目見当もつかない状態でし

がれきを一次処理で仮置き場に移

難所のトイレが圧倒的に足りなか

ものではなかったと思います。

って、一人の妊婦さんが陣痛を催
た。

す。その後、二次処理で木くずや

建設部 部長 小野寺 伸

され、急遽、みんなで彼女を車に

◆がれきの一次処理、二次処理

「ボランティアで来たよ」と駆け

の建設業者の方々が重機を持って

に入りました。夜が明けると地元

建設部は庁舎で不眠不休の態勢

ました。

ていた。人間の営みの深さを感じ

あの修羅場で新しい生命が鼓動し

何とか市立病院に搬送しました。

がれきを押し分けて隙間を空け、

います。職員が流されてきた車や

ました。がれきが道路をふさいで

ばならない事業は山のようにある。 た。誰の家かだいたいわかります。

旧と建設部が専門的に取り組まね

から仮設住宅の建設、インフラ復

れていました。しかし、道路啓開

れき対策は建設部が行うよう記さ

理に関係する障害物の除去及びが

防災計画では、災害時の廃棄物処

でつくった一部組合が実施。地域

旧気仙沼市・旧唐桑町・旧本吉町

当初、この膨大ながれきの処理

そのまま残っている家もありまし

されていても、倒壊せず、上階は

の解体です。津波で一階部分は壊

のが、流されて道路に載った家屋

一次処理で最も困難をきたした

協力してくれました。

覆した船の引き揚げは海事業者が

られた船の撤去はゼネコンが、転

一般家庭の廃棄物やし尿の処理は、 焼却します。二次処理や打ち上げ

は建設部の担当でした。それまで

内部に家財が残っており、私有財

して再利用に回し、残ったものを

コンクリートくず、金属類を分別

は仮設住宅を建てられませんでし

れきの仮置き場に使われ、すぐに

公園が候補地でしたが、前者はが

の防災計画では反松公園と気仙沼

も土地です。場所探しです。従来

仮設住宅の建設は、一にも二に

それぞれ担当を分け、災害復旧や

めねばなりません。建設部各課に

療機関で使用する自家発電機も集

関にお願いしたり。公共施設や医

会社を介してかき集めたり、各機

った。建設系企業のツテやリース
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に「明暗」

乗せて市立病院に運ぶことになり

つけてくれました。道路を通さな

他の部署にも頼まざるを得ず、市

被災者支援を行いました。

ければ何も始まらない。市は燃料

平成 28 年 11 月入稿

盤の固さ、平らなこと、ライフラ

ンクリートの基礎は打てない。地

を調査しました。仮設ですからコ

ートいただきました。一つひとつ

いよ」とたくさんの用地をノミネ

民間の篤志で「ここを使ってい

て建設を開始しました。

た。大急ぎで、がれきを他に移し

のです。

から区域ごとにその基準を決めた

者ゼロのまちづくり」という視点

するか。将来に向けて「津波死亡

んだ。どのくらい土地をかさ上げ

災で全体に約七十センチ地盤が沈

ら排水していました。東日本大震

高潮や豪雨で浸水しそうになった

築・増改築を制限する「災害危険

各自治体が、居住用建築物の新

～二メートルの区域については、

る浸水域を検討。その浸水深が一

防潮提を乗り越えたＬ２津波によ

裕高を考慮して決めました。

に過去の満潮位での最大変位や余

低い四箇所にポンプ場が設けられ、 位「ＴＰ＋〇・七一六メートル」

で一日かかる。一年ぐらい腰を据

を蓄積できません。引き継ぎだけ

だったようですが、それでは経験

やっているんだ」と厳しく、お叱

つく。何度も現地に呼ばれ、
「何を

育館で避難している方の間に差が

入ってホッと人心地つく方と、体

の「明暗」が分かれます。仮設に

り越えてくるＬ２津波の浸水の度

方です。防潮堤の高さによって乗

重防御で生命を守ろうという考え

「Ｌ２」は構造物だけでなく、多

年に一回のＭ９程度の巨大津波＝

整理事業や防災集団移転促進事業

ひしひしと感じました。土地区画

震災対応では、経験の重要さを

者ゼロ」。ご理解をいただきたい。

す。ただ、基本方針は「津波死亡

いご批判、叱責もいただいていま

８クラスの津波＝「Ｌ１ レベル１ 」 地域をすべて災害危険区域と定め
(
)
は防潮堤で防ぎ、今回のような千
ました。市民の皆さんからは厳し

れます。

さらにシミュレーションを重ね、 えて取り組む覚悟と決断が求めら

インの整備ができることなど条件

区域」に指定するかどうかを判断

りを受けました。申し訳ないと事

合いが違ってきます。私たちはシ

でも、阪神・淡路大震災で被災し

国の防災基本方針は、数十年～

情をひたすら説明し、もう少し我

ミュレーションをくり返し、かさ

た自治体職員の支援が不可欠でし

を当てはめると、なかなか見つか

します。

慢してください。それしか言えま

上げの高さをはじき出しました。

た。実際に災害現場を見て、復旧、

百数十年年周期で起きる明治三陸

せん。最後の仮設住宅が決まった

たとえば、住居を建ててはいけ

復興の行政経験を積むことが大切

りません。つまるところ学校での

のは、震災の年の十月頃でした。

ないけれど産業関係の建物は認め

です。気仙沼市職員も、平成二十

気仙沼市はＬ２津波で浸水する

◆かさ上げの高さは、こう決めた

られる「低地ゾーン」は、
「ＴＰ（東

八年四月に起きた熊本地震の被災

沖津波やチリ地震津波のようなＭ

震災復興計画のなかで、私たち

京湾平均海面）＋一・八〇メート

地支援に入りました。一週間交代

仮設住宅建設が増えたのです。

は地盤沈下への対策を担当しまし

ル」
。これは気仙沼湾の海面の満潮
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校庭に仮設住宅が建つと被災者

た。以前から気仙沼市内の海抜の

平成 28 年 11 月入稿

参事兼課長

金野 孝

被災地を区画ごとの班編成で難局を乗り切る
土木課

線機を持った職員も張り付ける「班

建設部

◆現場の各班に無線機持つ職員が
後方支援も含めて二十班での活動

編成」をしました。自衛隊担当など

震災発生後一～二週間の道路啓
でした。班編成は的確な選択だった

張り付く
開、がれき撤去の作業は苛烈で建設
と思います。

辺で、多くの方のご遺体を収容しま

けつけました。とくに南気仙沼駅周

まれる

◆市と県と国の一体的な組織が望

の歯止めにもなりました。

道路や橋、河川の復旧では、宮城

した。

◆がれき処理協議会で県外の怪し

が、建設部、市民生活部、産業部の

地のがれき処理へと向かうのです

道路啓開は約一箇月で終え、民有

回りませんでした。県から支援の申

設計書の作成まで、土木課では手が

も の 壊れ た市 道や 河川 の災 害 査定 、

いました。正直言って、百箇所以上

県気仙沼土木事務所に助けてもら

各 課 より 人員 を集 めた 「が れ き班 」

し出をいただき、即、委託しました。

げな業者を遮断

を組織しました。土木課を中心に作

円滑です。それに県外からボランテ

の業者なので指示しやすく、動きも

たる体制ができました。すべて地元

全市一丸となってがれき処理に当

復旧、復興ができるよう切望します。

て震災時は一体となって効率的な

を行い、データの共有を図る。そし

りました。日頃、国県市が意見交換

が行われ、効率的に進んだ部分もあ
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部各課の職員には多大な苦労をか

震災を経験し、市と県と国が一体

土木課専用の無線機はとても役

業を進める際、
「道路台帳システム」

けました。被災した建設業者のなか

で動ける組織があればいいと身に

に立ちました。現場と土木課のやり

のデータを活用できたことは大き

には避難所生活の方もいて、土木課

しみて感じています。特に建設関係

とりが各班に聴こえるので各職員

かった。流失家屋の所有者確認には

の職員が重機を動かせる業者を一

は必要です。たとえば今回県や国の

が全体の動きを把握できました。さ

「固定資産台帳」「被災前の航空写

件一件当たって人を集め、現場へ送

建 設 関係 の事 務所 が被 災し た ので 、

らに無線機を持った職員が現場に

真」の活用が有効です。これらのデ

り出しました。それに市内の燃料不

孤立した避難所のために県道のが

張 り 付く こと で安 全も 確保 で きた 。

ータはシステム化され、停電中も工

足は業者にとって大変な問題でし

れきを市が撤去したケースもあり

現場では余震のたびに津波警報が

事用の発電機を動かして使えたの

た。市で確保した軽油を直接職員が

出るので退避しなくてはなりませ

ます。反対に漁港周辺の市道では仮

重機や運搬車両に給油し、作業に当

ィアを装って近づく怪しげな業者

を発足させ、地元の建設業者を糾合。 国 が 県 道 を 開 く な ど 有 機 的 に 作 業

ころも。国道の啓開が早く終わった

復旧を県に実施していただいたと

です。

ったのです。

ん。しかし重機のオペレーターは余
五月中旬には市長のアイデアで
震を感じられず、警報も聴こえない。 「気仙沼市災害廃棄物処理協議会」
そこで警報が出たら土木課が全班

道路啓開は、まず緊急路の一車線
を確保するために「中谷地交差点～

に避難指示をし、受けた現場の職員

作業中は頻繁にご遺体が見つか

反松公園（がれき集積地）
」
「気仙沼

被災地全域に拡大しました。若い職

るので、その都度、無線で市役所に

が作業者を避難させたのです。

員の機転で、被災地を十五区画に分

連絡し、市民生活部の搬送担当が駆

駅 方 面～ 市役 所」 を行 い、 そ の後 、

け、それぞれに担当業者を配置。無

平成 28 年 11 月入稿

判断に迷う現場
土木課

技術補佐兼土木係長

村上 雅之

一日も早い復旧・復興のために がれき処理のマニュアルを
建設部

避難所へ出向いて所有者の確認をい

にはいらっしゃらないことが多く、

したから、所有者も情報通りの住所

思います。がれき置き場の確保やが

めをすることはなかなか難しいと

ます。災害が発生してから、場所決

また、あわせて、がれき置き場の

れきの運搬の方法については、円滑

今回の震災において、復旧や復興

管理体制にも注意を払う必要があ

ただいたことも何度かありました。

に時間を要しているのは、地盤沈下

ることと、処理における分別や再利

に実施するためのマニュアルが必

ただ当時、私たち土木の担当でも、

による影響が大きいと思います。地

◆地盤沈下した状態からの回復に

道路啓開とがれきの処理を対応して

用計画も 重要 であ ると 感じ ま した 。

要だと感じました。

などが流されました。私が所属して

くれる事業者探しには苦労しました。 盤沈下により、道路だったところが

このほか、がれきの撤去や家屋の

時間を要す

いた土木課は道路上に流れついた

海の中に沈んでしまい、被害の大き

解体等をしているときに、ご遺体が

体した部材を運搬することなどは

がれきなどを寄せて通行できるよ

建設業協会等との災害時応援協

なところまでたどり着けない事態

みつかることもあったようです。ご

◆自衛隊と連携して道路啓開を実施

うにする道路啓開の作業にあたり

定等があれば、そこを窓口として

が多く発生しました。そのため本格

経験がなかったのだと思います。

ました。道路啓開は、人命救助と捜

様々な連携ができるのではないか

遺体の対応は、本来警察の役割です

備えることが大切だと思います。
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震災が発生し、津波で多くの家屋

索並びに孤立している地区への物

的な復旧対応をするために、まず地

警察署も人手が足りないので、結局

と思います。協会を通じて対応でき

ら着手する必要がありました。山林

職員も一緒になって搬送等のお手

資 輸 送路 の確 保を 目的 とし て 行い ，

や、協会の代表の方にもがれきの撤

を所有している事業者、リサイクル

伝 い をす るこ とが あっ たよ う です 。

が、通報して来てはもらえるものの、

自衛隊へ被災状況等の情報提供を

去や処理の方針の検討の場に参加

事業者、砕石事業者など、様々な業

ご遺体の対応が済むまでは、家屋等

盤沈下した道路をかさ上げしなが

し、どこから着手するか、またどの

いただくなど、相互に活動しやすく

種の方にご協力いただき、盛土のた

る事業者を紹介していただくこと

ルートを利用してそこまで到達す

なることがあったのではないかと

自 衛 隊と も連 携し て実 施し ま した 。

るかなど、相互に確認しながら対応

の解体作業も続けるわけにはいき
がれきの処理をすすめていくに

めの資材を確保しました。
災害時に道路上にあるものは、法

あたって一番困ったことはがれき

震災対応では予期せぬことの連

思います。

律上、市で撤去できることになって

を処理する場所の確保です。道路上

続ですが、この被災の経験を踏まえ

をすすめました。
道路上のがれきの撤去は土木課

いますが、所有者を確認できるもの

のがれきを寄せた後、運搬して分別

ませんし、どこまでご遺体の対応に

の担当業務として進めましたが、民

は確認する方針になりました。この

たマニュアルを整備し、次の災害に

◆一定のマニュアルが必要

地にあるがれきの撤去についても

所有者の確認に時間がかかりました。 や 破 砕 な ど の 対 応 も し な け れ ば な

◆解体には所有者の同意を

土木課で応援することになりまし

りません。気仙沼ではそういった用

◆道路啓開に加えてがれきの処理も

た。廃棄物対策課は、平常時の一般

撤去の対象物がどの番地にあった建

途に利用できる平地は限られてい

関与してよいのか判断に迷うこと

ごみの収集等の担当ですから、重機

物の一部であるか等、大きな災害で

もあったと思います。

を使って家屋を解体することや解

平成 28 年 11 月入稿

尾形 正則

孤立した市民を救うために
技術主幹

パスから上田中を経由して南気仙

土木課土木係

命がけの道路啓開
建設部
◆小学校が孤立している

ため、土木課と廃棄物対策課が一体

や運搬など技術系のノウハウがない

物対策課の担当ですが、家屋の解体

になりました。がれきの処理は廃棄

きの撤去にも土木課がかかわること

できるようになったことは非常に

災後、国直轄で災害廃棄物の処理が

つくることができないはずです。震

ます。実状が分からなければ制度も

律ですが、被災状況はそれぞれ違い

ありました。がれきの先に救いを待

避難し孤立したところはたくさん

南気仙沼小学校の他にも、市民が

感があったことだと思います。廃棄

の目的を達成する、そういった一体

現実を前に、限られた人数でひとつ

け、個々の力ではどうにもならない

連携できた要因は、甚大な被害をう

土木課と廃棄物対策課がうまく

伝 達 手段 が限 られ た状 態の な かで 、

震災発生後しばらくは、現場との

◆指示と判断には現場からの情報
が不可欠

きたいと思います。

ていることを見て発信していただ

は是非現場へ来ていただいて、困っ

になって取り組むことになりました。 大きいことだと思います。国の方に

津波が押し寄せ、市役所前の県道

つ市民がいるかもしれません。救助

物処理の制度に詳しい廃棄物対策

最適な指示をすることは極めて困

沼小学校を目指しました。

もがれきであふれかえりました。ま

が急がれます。地震のあった翌日は

課と、技術的な現場での対応に長け

難な対応でした。

地震が発生した日、市内の工事現

ずは市役所の前を通れるようにす

まだ津波警報が解除されていない

た土木課と、それぞれの得意分野を

津波の襲来に気を配りながら、市役
所へ戻りました。

南気仙沼小学校に子どもが取り

くための道を啓く必要があります。

いるところ、まずはそこにたどり着

ているところ、市民が取り残されて

作業が始まりました。火災の発生し

その車とのやりとりが、現場と本部

系 を 搭載 した 車両 を必 ず同 行 させ 、

路啓開の現場には、防災無線の移動

用できる携帯電話も通じません。道

をとる担当になりました。普段は利

私は、主に市役所で現場との連絡

かし、今般の震災は被害が広範にわ

ったところであったと思います。し

被災した自治体は職員数が一定揃

時のがれき撤去の考え方がそのま

課題としては、阪神・淡路大震災

て、指示命令系統を守ることは大切

また、現場で活動する心構えとし

阪神・淡路大震災は被害も局所的で、 ることだと思いますが、その難しさ

ま 適 用さ れた こと が挙 げら れ ます 。

ではありますが、自分の身は自分で

効率的に作業を行える環境を整え

従 事 する 方々 の安 全を 確保 し つつ 、

報を共有したうえで、現場で作業に

◆止まぬ津波警報、それでも

る必要があるため、津波がひいてか

状 況 で、 余震 も何 度も あり ま した 。

活かして対応することができたと

翌日の朝から、市内各所へむけて

残されているという情報があった

の唯一の連絡手段でした。情報の伝

たり、かつ被災した市町村は小規模

守ることを第一に考え、時には瞬時

報を的確に素早く入手し、現場と情

ので、私の班は、そこへの物資も届

達を間違えると二次災害につなが

なところがほとんどです。明らかに

に臨機応変な対応も必要となるこ
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場 で 作業 をし てい まし た。 地 震後 、

ら道路の啓開にあたりました。

そういった状況の中でも、作業を続

思います。

災害対応で重要なことは、現場情

けました。

ける役目もあわせて担いました。市

る状況のなか、道路啓開は五月の初

マンパワー不足です。廃棄物の担当

とから、常に考えながら行動するこ

いくつかの班にわかれて道路啓開の

役所の前から化粧坂を経て向かお

も、一般ごみの収集以外にかかわっ

を痛感しました。

うとしましたが、その先のがれきの

旬くらいまで続きました。
◆民地のがれき撤去にも対応

量があまりに多く、通れないことが

との大切さを実感しました。

道路啓開が済むと、民有地のがれ

たことはありません。国の制度は一

分かりました。経路を変更し、バイ

平成 31 年 3 月入稿

一日も早い復興のために
がれきの撤去を滞らせてはならない

がいかないよう にす ること、匂 いの出

次 処 理 施 設 の設 置 がなかなか進 まな

一 方で木くずの処 理については、二

廃棄物については、業者に買い取ってい

ないものを手 前 に積 んで極 力 風 を遮

かったこともあり、時 間 がかかりまし

また、がれき置き場では周辺の方か

断 す る対 策 を考 えること、置 き場 の

た。震災の年の秋になって、木くずにつ

ただく等、対応も比較的スムーズに進

がれきの撤 去 には市 内 の建 設 会 社

中の配置についても様々な配慮が必要

いては、広 域 処 理 によって対 応 す るこ

らの苦 情 も寄 せられます 。近 くで生

◆工事現場で津波の襲来を受ける
が協力してくれました。彼らの活動に

でした。

とになりました。内外の市町村の協力

みました。

震 災 当 日 は、海 岸 に近 い岩 月 星 谷
は当 然 燃 料 が必 要 になります 。燃 料

解体現場やがれき置き場に出かけ

も得て、山形 、青森 、福島など、県 外

活されている方のほうへ、なるべく匂い

地 区 の道 路 改 良 工 事 の現 場 にいまし
不足で作業の手が止まることはあって

て行 っては、その場 その場 で対 処 を考

で受 け入 れていただき、リサイクルす

菊田 貴光

た。発生した地震は大きく長いもので
はなりません。市内のガソリンスタンド

える。そういった状況が年内いっぱい続

る流れができました。

技術主査

した。過去にも地震が発生した際の対

も多くが被災していましたが、市内 の

きました。

土木課土木係

処を一度か二度経験しているので、海

石 油 商 業 者 と協 議 して、確 保 に努 め

建設部

の方へ
行ってはいけない、高いところへ逃
ました。

数分後そこから海の方を見ました。

れたがれき置 き場 にどれくらいの集

なるか、また作業を進めた結果、限ら

機に使う燃料が毎日どの程度必要に

市 内 の石 油 商 業 者 と協 議 では、重

毎日のべ数百台のダンプが市内のがれ

和 の対 処 につきっきりになりました。

発 災 から二 、三 箇 月 の頃 は、渋 滞 緩

緩和するかということがありました。

がれきの運搬車両による渋滞をいかに

がむらなく平 等 に実 施 できるよう 心

被 災 した市 内 各 地 区 で、処 理 の対 応

置 や 作 業 手 順を考 慮す るとともに、

一日も早く撤去が進むよう業者の配

市 内 のがれきの処 理 にあたっては、

そのほか、当時の大きな課題として、 ◆被災者一人ひとりの目線に立って

げなければならないと思いました。現

目 の前 の国道 、建 物 、全 てのものが津

積 が進 むか、そのバランスを想 定 しな

掛けました。

所 の土 木 課との連絡 中 継役 になりま

である牧沢の分室へ行き、現場と市役

翌 日 からは、土 木 課 の機 材 の基 地

等、現場では様々な予期せぬことが起

も実 施 しました。宅 地 の家 屋 の解 体

五 月 以 降 は宅 地 にあるがれきの撤 去

四 月 中 は道 路 啓 開 の作 業 が続 き、

位 置 を考 慮 して、仮 設 通 路 を設 置 し

たり、住 宅 街 と置 き場 の出 入 り口 の

てダンプが集 中 す る経 路 を分 散 さ せ

置き場毎に運ぶ廃棄物の種類をわけ

でいく形 が見 えるよう 、そう いった目

番も見えるようになり、安心いただけ

に作業の手が入れば、自分の土地の順

ることが大切です。自分の土地の近く

土 地 の周 りの進 捗 が目 に見 えてわか

置き場ごとに運搬する廃棄物をお

線で考えることが必要だと思います。
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場 周 囲 で一 番 高 い場 所 を目 指 し、一

波に飲み込まれてきました。本当にも

きを運びます。一般の車両より、ダン

目散に避難しました。

うこの世 が終わるのはないかという感

プのほうが多い状 態だったと思います 。

した。また、牧沢分室の近くの反松公

こります。ご遺体が見つかることもあ
て住民への影響を低減したり、様々な
りましたし、アルバムなどの思い出の品、 工夫を行いました。

被 災 さ れた方 からす れば、自 分 の

がら、提供のお願いをしました。
◆がれき撤去は予期せぬ対処の連続

覚でした。

園 が道 路 啓 開で撤 去したがれき置き

貴重品などが見つかることもありまし

◆資源の制約を考慮しながら

場になるということで、一日でどれく

た。その都度連絡が来て、対応に追わ

およそ決めていましたから、金 属類の

ると思うのです。気仙沼の復興が進ん

らいの量 が集 まるのか、確認とその連

れました。

◆木くずの広域処理にも対処

絡の対応を行いました。
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を開始しました。市内の建設協会

ため、重機を使って津波で流され
た自動車を道路の脇に寄せる作業

病院への道路アクセスを確保する

地震が発生した時、私は本庁舎
にいました。すぐに何名かの職員

◆市立病院への道路確保から開始

ただき、がれきを運搬するダンプ

メートル位まで慎重に積み重ねま
した。自衛隊に燃料を提供してい

になってしまうことから、最大十

牧沢にある土木課の分室に移動し、 を担当しました。量がとても多い
震災翌日の十二日の朝から、市立
ので、積み上げないとすぐに一杯

が市内の状況を見に行きました。

カー等に提供しました。
五月頃から再建をめざして内陸

公園において、がれきの受け入れ

行許可等に従事
仮がれき置き場となった南運動

◆道路境界の確認、特殊車両の通

ィオンカーテンへの変更、床下に

仮設住宅の住民からは、手すり
の設置や、トイレの扉のアコーデ

ないといったこともありました。

の修繕にあたりました。夏には落
雷のために基盤が壊れて水道が出

り、住民からの連絡を受けて水道

年になく厳しく、水道管の凍結や
受水槽のセンサーの故障等が起こ

異動になりました。冬の寒さが例

◆仮設住宅の不具合の対応に奔走
十月に唐桑総合支所の建設課に

お任せできたかもしれません。

した。道路がある程度復旧してか
らであれば、現場確認等の業務は

をお願いすることができませんで

ビを使える道路状況になく、地理
が不案内な応援職員に上手く業務

方ではないけれども、非常時には
こういう使い方もできるというこ

っておくことや、重機本来の使い

応変な対応が必要です。そのため
には、普段からいろいろな道を知

業が前に進んでいきません。臨機

職員で協力して対応策を考えて作
業を進めました。そうしないと作

るものは何でも使うという形で、

院へのアクセス道路の確保でした。
その道路を確保するために、使え

震災後の最初の指令は、市立病

を建ててくれた団体もありました。
◆臨機応変な対応ができるように

た。また、洗濯乾燥機を置く小屋

を提供していただいた団体があり、
育てるのを楽しみにされていまし

震災後五年も続けて緑のカーテン

ティアが支援に入り、仮設住宅の
住民も楽しみにされていました。

市立病院への道路確保から災害対応を開始

らも重機をお借りしました。
十三日に国土交通省の重機が到

部の土地を取得する動きが増え、

冷風が入り込まないような防風対
策等さまざまな要望があり一つひ

とを知っておくことが必要です。

今野 和幸

着し、鹿折地区の南北の道路を通

住民や事業者から市道境界の確認
依頼が増えました。また、鹿折地

とつ対応していきました。仮設住

そして、手元にあるもので不足す
るのであれば、費用を含めて対応

技術補佐兼道路行政係長

すためのがれき等の撤去作業にあ
たりました。実際の作業は重機の

区に打ちあがった漁船を撤去する

宅には一世帯に一台分しか駐車場
のスペースがなかったのですが、

土木課

オペレーターが行い、私は撤去作

ための大型の重機や保冷機能の付
いたコンテナ等、長さや重さのあ
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建設部

業の段取り等を考えました。撤去
作業の隣では東京消防庁が火災の

とが必要です。また、災害対応に
あたる前提として、もし災害が夜

中や休日に発生した場合に、職場

策を考えて上司に提案していくこ

対応をされていました。

る特殊車両を気仙沼に運ぶための
複数台所有されている世帯が近隣
通行許可を出したり、通行可能な
に駐車されたことからトラブルに
道路の情報を提供したりしました。 なったことがあり、自治会と協力
して対応にあたりました。

へ向かうルートや移動手段も考え
ておくことも必要です。

唐桑出身だったこともあり、唐
桑地域の壊れた家屋の撤去を担当
しました。航空写真や住宅地図と

◆多様なボランティア活動に感謝
仮設住宅にはさまざまなボラン

災害対応にあたっては、他都市

照らし合わせて所有者を特定し、
の自治体職員が多数応援に来てく
許可を得て撤去作業を進めました。 れました。しかし、当初はカーナ

平成 28 年 12 月入稿

波警報が発令されましたが、本当

地震が発生した時、第二庁舎の
土木課の執務室にいました。大津

◆市立病院前道路のがれきを撤去

四月下旬に幹線道路のがれきが
ほぼ撤去されました。私は道路の

◆私有地の建物解体等に取り組む

合わせをして、作業の現場に向かい
ました。

ました。牧沢分室で毎朝六時に打ち

実務のノウハウを教えていただく

災の時に同様の業務を担当された
尼崎市の職員が応援派遣で来られ、

五月の連休前から阪神・淡路大震

去・建物解体の仕組みは本市の職員
だけで考えたものではありません。

このような私有地のがれき撤

◆阪神・淡路大震災時のノウハウ
を教えてくれた応援職員に感謝

夫しました。

申請者の写真を撮影しておく等、
後でトラブルにならないように工

ます。
◆「使命感」をもって取り組むし

制・仕組みができると良いと思い

くことが必要であり、今後は国が
主体となって進めていくような体

るため、広域的に処理を進めてい

伴って排出される産業廃棄物につ
いても、災害廃棄物として処理す

苦慮しました。また、事業活動に

そのため、アスベストやガスボン
ベ、注射器等の危険物の処理等で

物として処理しなければならず、

て、のちに補助対象となりました。
また、災害廃棄物は、一般廃棄

私有地のがれき撤去、建物解体等を進める

に来るのかなと思っていました。
実際に津波が来るのが見えた時、

担当であり、私有地のがれき撤去

とともに、事務・作業フローの作成
にあたって助言をしていただきま

かない

コップを使って震災当日の夜の一

れきの撤去にとりかかりました。重
機が一台しかなく、職員の人力でス

職員と共に、市民病院前の道路のが

ていることが容易に想像できまし
五月二日に災害廃棄物処理に関
た。そのため、どのように撤去作
わる国の補助要綱が示されました
業を進めていくのかで悩みました。 が、阪神・淡路大震災の時の要綱

また、津波で流されてきた別の所
有者の財産ががれきとして残され

を手直ししたものだったので、津

いくような取り組みが必要だと思
います。

現在の担当者に確実に引き継いで

佐藤 克美

絶望を感じたのを覚えています

は、どこかの部署が担当するもの
だと思っていました。そのような

した。震災対応では、全国の自治体

災害対応では、
「やる」と決めた
なら、言葉にするのは難しいです

時頃まで撤去作業をしました。その
作業の間に、本庁に残った部長、課

作 業 手 順 等 を 検 討 し 、「 が れ き 撤

波で建物が流されて残された建物
基礎のみの撤去作業が当初は補助

主幹

建設部の職員が二班に 分かれ情
報収集を開始し、携帯電話で撮影し

折、上司に呼ばれ、廃棄物対策課

から職員がきていただきました。こ
のような支援がなければ、発災後五

が、災害対応は、やらねばならな

長等が市内の事業者に協力を要請

去・建物解体仕分け判定」や「家
屋等解体運搬申込手続き事務フロ

対象外になる等、津波災害の被災

土木課道路行政係

た写真が送られてきて、農協のあた

と合同で私有地の建物解体等を担
当するよう指示されました。

年でがれきの処分完了はできなか

いという「使命感」をもって取り
組むしかなかった。震災対応を経

し、重機とオペレーター（運転手）
のチームを作っていきました。撤去

ー」等の仕組みを構築し、例えば、

地にあったものになっていません
でした。被災地からの要請を受け

ノウハウを有していると思います。
例えば、避難所対応ノウハウ等を、
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建設部

りまで津波で浸水したことがわか
りました。牧沢分室で待機していた

私有地は市民等の財産であり、

ったと思います。
◆災害廃棄物処理での課題

作業では、貴重品や写真等の有無を

建物解体の時には、申請者に立ち
会っていただき、解体前の建物と

験した職員それぞれがさまざまな

確認し、それらを保管した後、重機
を使ってがれきを道路の脇に寄せ

平成 29 年 1 月入稿

私の担当する作業班は、市役所の

で進めていきました。

遣いながら、可能な限りのスピード

定めた基準値内であることなど

故に伴う放射線量の管理です。国で

でした。特に難しい問題が、原発事

理は前例がなく、様々な協議が必要

くなりました。震災がれきの県外処

ついては県外にお願いするしかな

は市内で確保を進める一方、処理に

不足していました。置き場について

置き場所と処理の手段が圧倒的に

場での柔軟な判断を培うこと

◆経験・教訓を継承することと現

な道路整備です。

新しいまちづくりの道として必要

工施設等集積地と既成市街地結ぶ

整理事業区域・南気仙沼地区水産加

仙沼地区被災市街地復興土地区画

二十メートルの二本の道路は、南気

に、今回整備することになった幅員

に説明を行う必要がありました。特

市民の命をつなぐ道路を啓く

が押し寄せ、市役所前の道路もがれ
ある八日町から南町を経て、南気仙

様々な確認と説明を経て、木材につ

災害現場は、日常からは想像もつ

◆塞がれた先の人命を何としても救う

進めました。また地盤沈下もひどか

きな声を掛けながら、慎重に作業を

いるかもしれないということで、大

進めました。がれきの中に生存者が

被災状況の把握のため、道路確保を

たままの状態でしたが、人命救助と

翌日はまだ津波警報は発令され

討を始めました。

情報収集と翌日の対応について検

た。その言葉を今でも忘れられませ

ねえから大丈夫だ。」と言われまし

に弾が飛んできた。今度は飛んで来

方から、「戦争のときは上からさら

に作業を進めていたところ、高齢の

作業は特に困難を極めました。丁寧

ー ト ルの がれ きの 山が でき て おり 、

まったため、その周辺に高さ約三メ

気仙沼地区北側の山裾で津波が止

その後も作業は続きましたが、南

道路ネットワークの考え方は定め

担当することになりました。概ねの

都市計画道路と防災公園の整備を

翌 年 、 都市 計 画課 へ 異動に な り 、

◆まちづくりの道を

化が図られたように思います。

容が明確になり、がれき処理の効率

も進めたことで、作業方法や業務内

めていく中で、情報収集や情報共有

四苦八苦の状態でしたが、処理を進

心とするがれき処理の担当職員は、

当時の土木課・廃棄物対策課を中

災害対応された方々の経験、教訓を

を 習 得し た職 員の 育成 も必 要 です 。

しなければならないため、対応能力

し迅速な判断力と行動力等で対応

対応の現場では、突発的な問題に対

図ることができました。

は、最終的に処理作業での効率化を

鉄・家電等の種類別の分別について

頂き、特に、がれき置き場での木・

のある職員の方から、多くの助言を

神・淡路大震災時の災害対応の経験

地震の後、市内の広い範囲に津波

ったので、満潮になると、重機が海

ん。
◆置き場と処理の手段が足りない

られていましたので、私は実施に向

大切にしなければならないと思い

菅原 通任

き等が散乱し、庁舎への緊急車両の
沼地区を目指しました。作業が進む

いてはバイオマス発電等の燃料と

かないようなことが多く起こります。

水に浸かってしまう状態でした。作

自衛隊や市内の事業者にも協力

けた協議等を担当しました。整備箇

ました。

技術主幹

通行が確保できない状態でした。夜

につれ、信じられない光景が目の前

して、県外で受け入れていただくこ

土木課応急対策係

間小雪が舞う中、職員の手作業で道

に広がってきました。本当にすごい

とができるようになりました。

建設部

路上からがれきや車両の移動を行

災害だと改めて実感しました。

業は、目の前にいるかもしれない生

をいただき、がれきを仮置き場へ運

所には、津波で被災していない箇所

津波によるがれき処理では、阪

いました。庁舎までの通行が可能と

存者と、塞がれた道路の先にいるか

ぶ手段は揃うようになってきまし

が含まれているケースもあり、丁寧

ュアルの見直しも必要ですし、災害
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なり、緊急車両や発電機等も確保し、

もしれない生存者、その人命を第一

た が 、膨 大な がれ きの 量に 比 べて 、

今回の災害経験を踏まえたマニ

に、津波警報や潮の満ち引きに気を

平成 29 年 1 月入稿

地域の絆を頼りに復興をすすめる
土木課応急対策係

てらっしゃるところにお住いまい

方は避難されていて、住民票を置い

体のときと同様に、やはり所有者の

とがありました。道路上の家屋の解

へん手間と時間を要する業務でし

買収の手続きを実施しました。たい

べをし、平成二十五年度に本格的な

年度に所有者の方の情報等の下調

た職員の方の支援で前に進めるこ

小野寺 知博

場合によっては、古い方の名義がず

とができました。特に自治法派遣で

主査

がれきの撤去も土地の取得も所有者の同意を得るところから
建設部
しました。避難所や仮設住宅を巡っ

っと残っていて、相続人の方がたく

応 援 に来 てい ただ いた 職員 さ んは 、

ではないことが多かったです。また、 たが、全国から応援に来ていただい
て、所有者の方の所在を聞いて回っ

さんいらっしゃることもありまし

用地取得の経験のある方々で、こち

◆時間を要したがれきの撤去
たこともありました。

た 。 土地 を取 得す ると いう こ とは 、

の後一箇月ほどの間は、幹線道路を

木課で撤去作業に着手しました。そ

役所からの出入りができるよう、土

きで塞がれた状態になりました。市

前の県道は、津波が押し寄せ、がれ

で、防災集団移転促進事業や災害公

は住環境の整備が必要ということ

を担当することになりました。まず

地課では復興事業に係る用地取得

置された用地課へ異動しました。用

平成二十四年の四月に、新たに設

い 場 合は 、裁 判所 に申 し立 て をし 、

うしても所有者の方が見つからな

人くらいになることもあります。ど

ば、現在、相続人の方は二十～三十

亡くなれた方の名義の土地であれ

なりません。例えば昭和四十年台に

その全ての方の同意を得なくては

◆地域のつながりに助けられた

がります。

でいただいた方には本当に頭が下

ていただき、我が事として取り組ん

複数年にわたって気仙沼に滞在し

た だ いた とい う印 象で す。 中 でも 、

らの説明のほぼ一言二言で理解い

地震が発生して、停電になりまし
た。まず、車載の無線機などが使え

◆住環境整備のための用地取得

中心にがれきの撤去作業に従事し

営住宅整備のための用地取得が主

弁護士さんに不在者財産管理人に

のが中心でしたが、個人の敷地内の

撤去の対象は当初は道路上のも

して、手 配す る担 当に なり ま した 。

ような機材が必要になるかを確認

移転先の住宅団地となる土地にお

の 場 合、 移転 を希 望さ れる 方 々が 、

つの方法で実施しました。協議会型

型と誘導型という大きくわけて二

防災集団移転促進事業は、協議会

とが多かったです。近所の方が所有

ティが充実している地区であるこ

進事業を実施する地区は、コミュニ

ただ、協議会型の防災集団移転促

いて、連絡先等を把握することもで

たですが、地域の方にも協力いただ

合、連絡がつきにくいことが多かっ

所有者の方が被災されている場

昨今、近所づきあいが希薄になっ

てきていますが、改めて継続してい

かなくて はな らな いと 感じ ま した 。
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るか、確認に回りました。本庁舎の

ました。私は、事務所に残って無線

な業務の内容でした。

がれきについても同様に対応する

およその目途をたてて、市へ申し出

者の方の居住地をご存知で、快く連

きました。地域のつながりにたいへ

土木課で対応した家屋の解体、用

で現場からの情報を聞きとり、どの

ことになりました。道路上の家屋を

をされます。申し出のあった土地の

絡先を教えていただいたり、連絡ま

ん助けられたように思います。

地課で対応した用地の取得、いずれ

解体する際には、所有者の方の承諾

うち、どこまでを住宅団地として利

でしていただいたこともありまし

なっていただいて、契約を進めると

も得たほうがよいだろうという判

用するか、住民の方と市で協議をし

た。とてもありがたかったです。

も所有者の方を探すという共通点

断になりました。所有者の方は被災

て検討を進めていくことになりま

◆用地取得のプロの支援に感謝

いうこともありました。

され避難されている方が多く、連絡

す。その土地の中には被災災された

がありました。

先を把握するところから作業が始

方の所有の土地も含まれているこ

用地取得の業務では、平成二十四

まりました。そのため随分時間を要

平成 29 年 3 月入稿

町の学校跡地を借用するなど最終

多くなく、隣の一関市室根町と千厩

らの要件に合致する土地はあまり

り、地盤が良いことなどです。これ

ること、一定の広さを有し平坦であ

ことや、被災した元の場所には住み

で、地区全体の盛土嵩上げが必要な

は満潮時に浸水してしまいますの

道路等を普通に元に戻しただけで

したのは、地盤沈下したことにより

復興計画の作成にあたって苦慮

◆地盤沈下と需要に応じた復興

的に建設用地がすべて確保できた

たくないという人も多く居りまし

道路があり、上水道が整備されてい

のは十一月に入ってからでした。な

たことから、復興計画（事業）を決

住宅復興までの長い道のり

お、民有地の借地については、大半

定するまで、浸水した市街地の大半

佐藤 清孝

の方々は本当に善意で、困っている

に建築制限を行い建物の再建を待

課長

解し、被災の状態に応じた対応がで
きるよう、自己のなすべき業務を把
握しておくことが大切だと思いま
す。
◆急がれる応急仮設住宅建設

のであれば使ってくれとお話しし

っていただきました。すぐにでも工

組むとともに、避難所への仮設トイ

であり、それを担当部署として取り

を搬送するための道路の啓開活動

すなわちがれきの除去、救助した人

な り 、そ れを 支援 する ため の 業務 、

主に自衛隊や消防、警察等の役割と

把握と被災者の救助ですが、救助は

んでした。冷静に考えて被災状況の

かということが即座に出てきませ

ますが、正直、今自分が何をすべき

何をどうするかということになり

津波もある程度落ち着いて、今後

◆津波の破壊力の怖さ
庁 舎 の 近く に 津波 が 来たと き は 、
内湾方向に白煙が上がっていて、地
震 に よる 火事 かな と思 いま し たが 、
それは津波が建物を破壊した時の
ほこりが舞い上がっていたもので
あり、改めて、津波の恐ろしさとい
うものを再認識したという状況で
す。
◆人命救助とがれき撤去等

ての土地について、住宅の建設要件

いっぱいでした。一方、それらの全

非常にありがたく感謝の気持ちで

し出があり、多くの方の善意に対し

お願いしたところ、約三百箇所の申

地可能な土地について情報提供を

ら、民有地を借りることになり、借

それでは全く足りなかったことか

公 有 地の 活用 が前 提と なり ま すが 、

れていた市有地や国・県が所有する

で仮設住宅の建設予定地に指定さ

時間を要しました。まず、防災計画

が多く、必要な土地の確保に多くの

を建てる場所の確保ですが、被災者

一緒に準備を進めました。仮設住宅

べく仮設住宅を建てないという方

なくなるため、そういう所にはなる

すと、今後、本設住宅等を建てられ

こに仮設住宅を建設してしまいま

に未利用の空地もありましたが、そ

方、被災していない既成市街地の中

校の校庭を残すようにしました。一

ことなども想定し、できるだけ小学

の運動は小学校の校庭を活用する

の校庭を住宅用地に使用し、中学生

が、この場合に、基本的には中学校

校庭も使わざるをえませんでした

とも必要でしたので、小・中学校の

地区毎のバランスをとっていくこ

ピードと共に特定の地区に偏らず

仮設住宅の建設にあたっては、ス

向けた作業を加速しました。

握できた段階から、具体の事業化に

よう要望し、国の方針がある程度把

を捉えて全額国費での対応となる

ぎることから、市長が国に対し機会

の支援制度では市の負担が大きす

帯が多く、従来の防集事業に係る国

防災集団移転になりますが、被災世

いては、主に災害公営住宅の整備と

次に、被災した方の住宅再建につ

状況でした。

っていただくのは非常に心苦しい

たが、計画が不透明な中で再建を待

ことを説明し、協力をいただきまし

れでは新たな街づくりができない

という批判も多くありましたが、そ

興を遅らせているだけではないか

都市計画課

次の重要な業務は、避難所等に避

ていただき、当初は無償でお借りし

場を再建したいという話もあり、復

レの設置や全壊を免れた住宅の補

が合うかについて現地調査を行い

針でした。

建設部

難 し てい る方 の住 まい の確 保 です 。

ました。

修支援等の対応を行いました。防災

ました。具体的には、土地に通じる
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まずは応急仮設住宅の建設で、県と

計画については、平時から内容を理

平成 29 年 2 月入稿

～五班にわけて対応することにな

車していたので利用可能でした。四

し高い場所にある第二庁舎前に駐

流されましたが、建設部の車両は少

かいました。多くの庁用車が津波で

で市営住宅の被災状況の確認に向

ましたから、翌日の朝、可能な範囲

課は市営住宅の管理も担当してい

当時私が所属していた都市計画

避難所から順に仮設トイレの設置を

申し出をすぐに受入れ、連絡のつく

要性を認識していました。私はその

っていたので、災害時のトイレの重

ジウムが開催され、私は事務局を担

トイレ協会主催の全国トイレシンポ

の提供です。震災前に、気仙沼では

土交通省を通じて仮設トイレ三百個

た。有り難かったものの一つは、国

署をある期間手伝うことになりまし

応する部署が設置され、私もその部

気仙沼市では震災前から行政改

◆技術職が足りない

事業の実施に取り組みました。

以前にも増して復興計画の策定と

らしを一日も早く取り戻せるよう

るのが精一杯でした。市民が元の暮

ちに作るので待ってほしい」と答え

ました。ご婦人には「安全安心なま

な声が、担当として胸に突き刺さり

にでも家を建てたい。」という切実

せたい。被災した場所に戻り、すぐ

くて自宅の畳の上で最期を迎えさ

人から「高齢の主人を、仮設ではな

したが、ある日、電話で高齢のご婦

見や声を市民の方からいただきま

て日々検討を続けました。様々な意

ことが相応しいか、都市計画係とし

切な対応に苦慮しました。事業の地

経過がよく分からず、その時々の適

災者に対しても同じで、行政の対応

協力が得られやすいと思います。被

がお互い把握できれば、交渉も進み

ることもあり、地権者との交渉状況

者の方へ同時並行で話し合いをす

してきました。別の事業で同じ地権

五年間、様々な事業が並行して進行

の方との話し合いは重要です。この

いく上では、地域の方、特に地権者

復興計画に基づき、事業を進めて

◆復興は様々な事業が同時並行

なければと考えます。

すためにも、経験をまとめて継承し

について再考が必要で、今後に活か

員が仕事に対する考えや取り組み

たことは、技術職ばかりでなく全職

技術の継承と情報の共有が円滑にできる組織へ

り、私は鹿折、唐桑地区を担当しま

進めました。提供されたトイレは

革を行っており、プロパーの技術者

◆内湾に至る道が通れない

都市計画課

技術主幹兼都市計画係長

一台通れるように、市役所付近から

その午後から四日間、なんとか車

の方針を定めてから事業を実施す

本格的に復興させるためには、復興

エリアが被災しました。被災地域を

気仙沼市は津波で広範にわたる

出来ないので今後の検討が急務で

多くの施設等に対する維持管理が

時の十分な対応や復興事業による

現在のプロパー技術者数では、災害

ことが難しくなっていました。

高めてもらいたいものです。みんな

られるコミュニケーション能力を

自分の考え等を相手に上手く伝え

っ と 交流 して 、色 々な 経験 を 重ね 、

外でも、庁内の職員や地域住民とも

最後に、若手の職員には、仕事意

佐々木 守

一日も早くまちを復興させるために

した。市役所から内湾の方へ向かう

様々な形態のものがありましたが、

共有できるカルテや情報システム

魚市場に通じる道路啓開にあたり

る必要がありましたので、復興事業

す。また、災害マニュアルでも想定

で物事に取り組む場合、うまく伝え

等が必要だったと考えます。

ました。

が予定される区域には、建築制限を

していなかった様々な事柄に臨機

られないと先に進みませんから。
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建設部

道はがれきで一杯になっており、私
回しながら現場へ向かいました。途

権者や被災者一人ひとりの情報が

たちは安波山トンネルを抜けて、迂

各避難所ではトイレが不足していた
も減員されました。それによる弊害
ので、関係者からは感謝されました。 として、日常業務の中で伝えてきた
◆「仮設ではない畳のうえで最期を」 技術や知識を、次の代へ十分伝える

◆災害時にはトイレが重要

かけました。被災地域の方の意見を

応変に対応出来ないケースがあっ

中、甚大な被害を目のあたりにして

その後、市役所では電話線が回復

聞きながら、どのようなまちにする

ショックを受けたのでした。

したので、様々な支援等を受付け対

平成 28 年 11 月入稿

主事

佐藤 沙織

女性の声を避難所運営に取り入れることの重要性
都市計画課都市計画係
翌日、市営住宅の被害状況を調
査するため、大きな不安を抱えな
がら、上司と二人で土地勘のある
本吉方面に車を走らせました。
情報として入手していたのは、
小泉大橋の落橋だけだったと思い
ます。
普段通いなれた道路は電柱が倒
れ、津波で流されてきたと思われ
るがれきや車が絡み合い、異様な
臭いが漂い、昨日までの景色は一
瞬で消え去り、その光景は、戦後
の街並みではないかと錯覚を起こ
すほどでした。
気仙沼の沿岸部の家屋や事業所
は壊滅的な被害を受けていました。
驚いたのは、海から約四キロ離れ
ている我が家も例外ではなかった
ことです。
川を逆流してきた津波による被
害でした。考えたことも、警戒心
もありませんでした。海は遥か遠
くにあったからです。
◆避難所生活の実態
発災から三日目。面瀬中学校の
避難所の運営に携わることになり

ました。通信手段も途絶していた
ため、どのような状況か現地の情
報もないまま、担当するわずか数
名の職員とともに、市役所から車
で向かいました。
この時期は、命と安全の確保を
最優先に考え対応しました。避難
者はおよそ五百人。避難所の運営
方法や女性目線で何が必要かを考
える余裕はありませんでした。
正確な避難者情報も把握できず、
家族や知人を探しに来る方々の対
応が困難でした。また、十分な物
資も届かず、在宅避難者にお渡し
できるほどの物資もなく、対応に
苦慮しましたが、一緒に派遣され
ていた市の保健師が優先順位等を
考え最低限の量を配布する工夫を
していたこと、日中、人が少なく
なる時間を見ながら、小さなお子
さんを持つ母親の皆さんに一人ひ
とり声をかけながら、お子さんの
年齢や避難所生活で困っているこ
と等を聞きながら歩く姿勢に私自
身も力をいただくことができたよ
うに思います。その後も、生活ス
ペースやトイレ等の衛生面、プラ
イバシーの確保、避難所での情報
共有等さまざまな課題が出てきま
したが、唯一誇れることは、避難
所を閉鎖するまで食中毒やノロウ

イルス、インフルエンザが出なか
ったことです。水もない状況のな
かで、手も洗うこともできず、土
足で出入りする等環境は決して良
いものではなかったかもしれませ
んが、手の消毒や生活場所の換気
等を一生懸命に呼びかけた成果だ
と思います。
◆地域住民の協力の重要性
避難所生活を終えて、改めて認
識したことは、地域住民の協力の
重要性です。住民と行政の間に立
ってくれるキーパーソンを早く見
つけ、避難所の運営に関わっても
らうこと、そして、その運営のな
かに女性を入れることの大切さで
す。意思決定の場に女性が入るこ
とで、炊事の作業や食事の提供が
スムーズとなります。生活環境、
子どもや女性、高齢者に配慮した
対応等、細やかな対応ができるよ
うになります。これをこなせるの
は、常日頃家庭においてたくさん
の知恵を持つ主婦の力だと感じま
した。
当時携わった避難所での運営に
はこういった地域の皆様の協力が
あったからこそ、大きな混乱や騒
動もなく運営できたのだと思って
います。この場をお借りし、改め
て感謝を伝えたいです。
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建設部
◆命の危険を感じた日
いつものように机にむかい業務
を行っていた三月十一日。都市計
画課の業務にも慣れ始め、無事一
年を終えるであろうと、何も疑う
ことなく過ごしていた時期でした。
午後二時四十六分、突然激しい
揺れが襲ってきました。揺れは約
三分ほど続きました。慌てて机の
下に潜り込み、頭を抱え、揺れが
収まるのを待ちました。ガタガタ
と窓ガラスが鳴り響き、ゆらゆら
と庁舎が横に揺れ動いた感触は今
でも覚えています。
防災訓練では救急箱を持って庁
舎の外へ出る役割がありましたが、
そんなことに気が回るはずもなく、
ただただ揺れが収まるのを待ち、
外へいち早く逃げることしかでき
ませんでした。
そんななかでも、ふと頭をよぎ
ったのは両親のことでした。安否
も確認できぬまま、不安な一夜を
過ごしました。
◆ラジオからのわずかな情報での
対応と想定外の連続

平成 29 年 1 月入稿

が、多くの方から提供の申し出をい

あ っ た方 もい らっ しゃ いま し たが 、

こういった支援の方法は、自治体

ぎりぎりまで気仙沼に滞在してい

たくさんいらっしゃいました。「天

同士だけでの調整には限界があり

ただきました。中には「今まで人に

沼小学校などに設置されていまし

命だと思って一生懸命やれ」と声を

ます。事前に定めておくことが必要

ただいて、業務の支援をしていただ

たが、市内の移動手段は限られてい

かけられたこともありました。

だと感じました。災害は日本ではど

世話になってきたから、恩返しがし

地震が発生してしばらくして、津
たため、全ての避難者の方が利用で

◆市の経験のない大規模事業を推

こでも起こることで、お互いさまの

きました。本当にありがたかったで

波 が 市役 所の 前ま で到 達し ま した 。
きるわけではありませんでした。仮

進する

ことだと思います。ある程度パター

たい」
、
「なんとか役に立ちたいから

若い職員が集まって、手作業で市役
設シャワー室の提供は被災者の方

その後は、防災集団移転促進事業

ンを決めておいて、広域的に相互に

村上 博

所前の県道の道路啓開をはじめま

にとても喜ばれました。担当として

導入、被災市街地復興推進地域の指

支援するしくみをつくることが必

課長補佐兼都市施設係長

一日も早い復興のために必要なこと

都市計画課

用地の確保
建設部

した。

は、仮説トイレ・シャワー室の運搬

定、土地区画整理事業など都市計画

要だと感じています。

す。

翌日からは、市役所を起点に市内

経路の検討や、お借りしたものの管

全般に従事しました。

提供する」と言っていただいた方も

の被害状況の確認と道路啓開を実

理には、特に気を遣いました。

仮設シャワー室の設置も対応しま

れました。また、仮設トイレのほか、

駐車場に総数三百基以上が調達さ

会等から連絡があり、総合体育館の

対応しました。東北の道路建設業協

その後、仮設トイレの設置準備も

割でした。

を案内したりするのも私たちの役

入らないように規制したり、違う道

とされる方もいました。危険なため、

ロメートル以上、車を運転して候補

いただくことが必要です。毎日百キ

早く避難所から仮設住宅へ移って

一日も早く土地を選定して、一日も

宅 の 建設 用地 の候 補に なり ま した 。

き、おおよそ三百の民有地が仮設住

結果、市民の方からお声をいただ

方に用地 の提 供を お願 いし ま した 。

る市の土地は限られており、市民の

地の選定に従事しました。利用でき

その後は、応急仮設住宅の建設用

だいた方には本当にお世話になり

そのような中で支援に来ていた

◆支援を調整するしくみが必要

と思います。

への説明が満足にはできなかった

かったので、特に当初は、市民の方

年度後半になるまで明確にならな

に時間がかかりました。国の予算も

いうことでした。それを示せるまで

たいのは、「いつどうなるのか」と

明から必要でした。市民の方が知り

のない言葉ばかりで、その言葉の説

ことが必要だと思います。

き場にしたりできるよう確保する

隊が野営したり、災害廃棄物の仮置

ですが、いざという時には、救援部

いて、普段は公園に利用してもよい

苦労しました。市有地を確保してお

家屋等の置き場の確保には本当に

借りしています。道路啓開時の解体

ックヤードなどで市民の方からお

です。気仙沼市では、いまだにスト

市有地として確保することが必要

沼では、災害時に利用できる空地を、

また、地形的に平場の少ない気仙
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◆道路啓開から着手

施しました。自宅が津波の浸水した

した。大阪のメーカーから申し出が

地の確認に向かいました。規模も地

ました。家の用事や、身内に不幸が

◆非常時に備えた用地確保

◆「天命だと思って一生懸命やれ」

あり、十基か二十基を提供いただき

形もさまざまな土地がありました

市民の方からすれば聞いたこと

範囲にあった方は、自宅へ向かおう

ました。当時、自衛隊の風呂が気仙

平成 28 年 11 月入稿

に災害公営住宅整備事業です。後に

次に、防災集団移転促進事業、さら

す 。 まず 応急 仮設 住宅 の建 設 です 。

ここから未体験業務に追われま

確かに上層の軟弱部分はありま

と平坦地 には もう 用地 が無 い です 。

ら駄目」とされてしまいます。する

時に、すぐマニュアルで「田畑だか

員の方も多く、平坦な農地等は現調

用 や 災害 公営 住宅 団地 造成 費 用は 、

復興庁では、防災集団移転造成費

らえませんでした。十件調査し、Ｏ
Ｋが出るのが二、三件程度だったと
思います。最終的に九十三団地だっ
たので、その何倍もの土地を現地調
査してもらい、なんとか建設の目途
が立てられました。四六時中気にし
ていて、何度も夢に見ました。
◆仮設住宅の仕様の在り方に困惑
仮設住宅の設備に関しても様々
な課題がありました。例えば、保温
無し給排水施設は、寒冷地の当地方
では、冬は凍るのが常識です。温暖
な 地 方か ら来 る業 者の 方々 も 多く 、
なかなか理解してもらえません。そ
の年の冬は、夜になると何度も苦情
の電話が鳴りました。家に帰るのは
大抵十二時過ぎにもなり、ようやく
寝入った時にも電話が鳴って、対応
に出かけたこともありました。
それ以外にも暖房の追加や、床下
の隙間塞ぎ、外壁の二重貼り等、
様々な寒さ対策を行いました。二年
目、三年目あたりになるとそういっ
た苦情もどんと減りました。
◆気仙沼の地勢を理解してほしい

もっともっと満足できるものを計画

本音を直に声で聞きながら、互いに

てでも、市民一人一人との対話から

もっと頻繁に、しかも時間をかけ

安心できる住まいの確保に心を砕いた毎日

住宅課が新設され受け継いで、幾度

すが、以深が全部軟弱というわけで

一区画あたり、大体二千万円程度に

こは埋め立て地だったこともあり、

県に建設依頼する応急仮設住宅

質問には、我々住宅担当への、広範
囲に渡るものが相当数あったこと
で、対応に苦慮しながらの答弁を求
められたものでした。
◆用地確保に苦慮

◆まずは住まいの確保から

揺れが大きく恐怖を感じる未体験の

は、必要戸数が建設可能な用地確保

対応をしていた時地震に遭遇し、そ

いました。魚市場の南側施設整備の

震災当時は都市計画課に在籍して

巨大地震でした。揺れが収まった後、

見て、やはり最初は住むところから

たが、避難所に移る被災者の方々を

いのか、全く見当がつきませんでし

術職としても、何から手をかけて良

ので、困難を極めました。建築の技

際、どこもかしこも瓦礫の山だった

数日後、被災状況確認に外出した

地方の地質に馴染みの薄い支援職

認しに来るのは、県に派遣された当

かを確認してもらいます。現地を確

し入れ、その土地が建設可能かどう

利用可能な土地があれば県に申

る方々も 多く いら っし ゃい ま した 。

の用地を使ってください」と申し出

用し用地確保を訴えました。「うち

津波襲来前に直ぐさま帰庁しました。 が振り出しとなり、マスコミ等も活

ということに決まりました。

方」についての説明も十分に出来た

とは思えません。数回のアンケート

にしても同様です。一方的に問うだ

けになって、計画策定してしまった

のではないかと感じています。
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建設部 都市計画課 副参事兼技術補佐兼建築住宅係長事務取扱
小山 一義

となく時間をかけ、被災者への「今

はなく、覆土を入れ替えれば、十分

五千万円にもなります。何故そんな
に 高 くな るの かと も問 われ ま した 。
気仙沼は、海があって、若干の平地
のすぐ背後が山です。そういった山
を切り崩して、大きく造成しなけれ
ば宅地ができません。気仙沼の土地
事情に理解を得ることに、相当の時
間がかかりましたが、整備の必要性
を切実に訴えて、なんとか予算を獲
得していきました。
また、計画や事業の進捗状況を十
分に伝えることができないこともあ
ったため、一般市民の方からも、お
叱りの声が継続的に届きました。
先が見えづらい業務というのは、
そういった圧力も加わり精神的には、
とても辛かったです。
◆住まいづくりには丁寧な対話を

後の住まいの考え方」について制度

な宅地になり得るのではないかと
もお願いしましたが、聞き入れても

被災者への「今後の住まいの考え

等の説明会が始まりました。

抑える方針があり、それを元に計画
し、新しい街 暮(らし づ)くりを進め
しましたが、実際には四千万円にも、 ることが必要だったと感じました。

当時、市議会でも一般質問や代表
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ヘリで救助され、下水の応急仮復旧に奔走

暗くなって内湾が火の海と化した。 気仙沼小学校校庭まで運んでいた

◆終末処理場で孤立し、ヘリで救助
流れる大川の水の引きぐあいで大

るだろうと思っていました。傍を

さを凌ぎました。

でした。段ボールを体に巻いて寒

の身着のままの私たちは凍えそう

ラス張りで断熱もしておらず、着

地区からは変わりなく下水が出る

続いています。被災を免れた高台

していましたが、人びとの生活は

私たちは、がれき撤去などを担当

終末処理場という職場を失った

だきました。

される
体の予想がつきます。建設部長か

一睡もせず、迎えた朝、空は晴

わけです。管渠を伝って流れてき

気仙沼が全滅するのではないかと

震災の日、私は大川河口の海に
ら施設の状況を確認する電話が入

れ渡っていました。向かいの冷凍

た下水はどうなっているのか。地

◆地盤沈下、海水の下水への逆流を

面した終末処理場に出勤していま

り、「大川の水位どうだ？」「だい

倉庫の建物、国や県の合同庁舎の

下の下水管はまだかなり維持され

思い、ガタガタ震えました。とに

した。終末処理場は気仙沼市街の

ぶん引いていますね」と答えた直

屋上に大勢の人が避難していまし

ており、最後の流末で応急処理を

防ぐ

下水が全部集まり、処理をして海

後に、壁のような第一波が押し寄

た。しばらくするとヘリコプター

かく寒かった。ペントハウスはガ

に流す施設です。当時、市の職員

せてきたのです。
「津波が来たので

の下水がほぼすべてそこに流れて

機のヘリが飛んできて一機が降下。 修復するのは不可能でした。高台
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建設部 下水道課 課長 鈴木 德之

と二十四時間体制の下水処理オペ

り上げては搬送していく様子が見

ところが、現実はまったく違っ

すれば大丈夫だろうと考えていま

を置き、
「三階に避難しろ！」と全

えました。私たちは公共施設の職

た。地下を網の目のように走る下

が舞い降り、一人ずつロープで吊

員に指示。私も作業着にサンダル

員ですし、民間の方を助けるのが

水の太い主管が、波で地面を削ら

電話を切ります」と言って受話器

十四時四十六分、ドーンと経験

履きで階段を駆け上がりました。

先。最後になるだろうなと見てい

レーションに携わる民間の職員の

したことのない大きな揺れと同時

みるみる波がせり上がり、大川を

れ、破砕していたのです。これを
た。さらに家屋が次々と流れてき

処理場の屋上でホバリングし、シ

きます。さらなる難題が地盤沈下

した。

に停電。下水処理施設は二十四時

たら、午前十一時頃、海側から三

すぐに自家発電が作動し、電気は

たので全員で四階（ペントハウス）

ュノーケルをつけた人たちが降り

合計三十名がいました。

間稼働させなくてはならないので、 タンクローリーが流れていきまし
復旧しました。鉄筋コンクリート

に移動。漁船や石油タンクも流れ

潮や大雨でたまに浸水していまし

造の施設は地震に強く、すぐさま

でした。救助目的で福島方面から

た。潮の干満で海面の水位が上が

です。周辺は元々海抜が低く、高
建物に流れてきた物がぶつかっ

飛んで来たと告げられ、まず民間

ると下水管に海水が流れ込み、逆

てきました。海上保安庁の保安官
てガラガラ、ドーンと音をたてま

職員の方々、次に私たち市職員を

てきました。

す。生きた心地がしませんでした。

民間の技術者と市の職員が設備の
点検を行い、
「異常ありません」と
報告を受けました。
揺れが激しかったので津波は来
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へ流れているのか。ワン・テン庁

この状態で、はたして下水は海

です。地元の方々から「景観を損

の処理場はいつでも「迷惑施設」

可欠な応急処置なのですが、下水

それは市民生活の維持に必要不

唐桑の「農業集落排水」、本吉の「特

下水道」
、大島の「漁業集落排水」、

気仙沼市には旧気仙沼市の「公共

ルートづくりを経験できました。

しようとは誰も予想していなかっ

舎前のがれきが撤去された後、マ

ねる」
「悪臭が出て不潔ではないか」 定環境排水」という四つの下水処

側溝を使って海に流すようにしま

ンホールの蓋を開けてみました。

理施設があります。甚大な被害の

流して溢れるかもしれない。それ

すると……確かに下水は流れてい
と反対の声が寄せられました。私

実態の記録と共に、それぞれの仮

たことです。今回、仮設の施設、

ます。応急措置として固形塩素剤
たちは、反対される方のところへ

設施設やルートづくりなど、応急

した。

を籠に入れて吊り下げ、浸しまし

足を運び、
「景観がよくないのであ

を恐れました。

た。少しでも滅菌するためです。

復旧のノウハウを伝えていかなく

気は完全に防ぐ消臭剤を入れます」 てはなりません。

れば施設をテントで覆います。臭

た後、海水の逆流を防ぐためにポ

と申し上げ、やっと了解していた

終末処理場の再建には歳月を要

波で流されました。この三箇所に

水をしていたのですが、すべて津
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また、下水網の被災状況を調べ
イントごとに土嚢を下水管の中に
だきました。

雨水の処理では、震災前、
「内の

積んで流れを止めました。そうし
て下水が流れるルートを、まずは

します。その間、下水の流路は確

も応急のポンプを設置し、二十四

脇」「鹿折」
「松岩」の海抜ゼロメ

保したとはいえ、垂れ流すわけに

時間排水を行いました。大きなハ

確保しておいたのです。

はいきません。そこで「大川公園」

エが飛び回ると、もしかして下水

ートル地帯にポンプ場を設けて排

「港町」
「鹿折ポンプ場」の三箇所

のせいではないかと不安になり、

◆応急の仮設処理場で下水を浄化

に仮設処理場をつくりました。大

まさか下水処理施設が機能停止

ませんでした。

きなタンクを設置して下水を集め、 しばらくは気の休まるときがあり
滅菌、浄化をして川や海に流す。
鹿折ポンプ場からは下水を浄化後、

平成 28 年 11 月入稿

下水処理の大切さ改めて痛感

ごをつるし、塩素がなくなったら

ら消毒剤（固形塩素）を入れたか

となるマンホールを決めて、上か

◆下水道料金の減免措置

んでした。

固形塩素で対応するしかありませ

金システムも被災してしまいまし

津波により、ガス・上下水道料

また、被災しなかったし尿処理

たので、二月の料金から正確に請

また入れるという繰り返しでした。
場の処理水も下水道に接続されて

求することが難しくなり、五月ま

村上 久利

いましたが、終末処理場が機能し

めの条例を制定しました。システ

技術主幹兼業務係長

火の海でした。漂流している船の
なくなったことにより、下水道に
燃料タンクに引火して爆発したり、 流せなくなりましたので、途中の

ムが復旧した六月から通常の請求

下水道課

マンホールから排水ポンプで河川

に戻しました。

建設部

した。長年そこに勤務していました

油を吸い込んで燃えているがれき

に放流しました。

◆下水道もライフラインというこ

にある下水道事務所の二階にいま

◆火の海の中で過ごした一夜

ので、海や川の様子から津波が来る

が、潮の満ち引きにより溶岩のよ

◆復旧は水産加工場を優先

◆建物の中まで津波が襲う

ことは分かりました。経験したこと

うに行ったり来たりして不安で寝

下水道の復旧は、被災者の雇用

夜になりますと、建物の周りは

のない揺れでしたので、二、三メー

られませんでした。幸いにも風向

の問題もあり、本市の基幹産業で

地震が発生したときは 海の近く

トル位の津波は覚悟しながら非常

きが良かったことから、建物に火

とを忘れずに

ラスがガシャンと割れる音がして、

持って廊下に出た瞬間、一階の窓ガ

四階に上げようとかき集め、それを

コンやデータ、身の回りの物を三階

し出されました。急いで二階のパソ

◆気仙沼の下水処理機能はパンク
統ごとに五百～二千トンの規模で、
下水道は上水道、電気、ガスの
下水道施設は壊滅状態でしたが、 全部で六箇所の仮設処理施設を作
ように直接的な使用感がありませ

応援業務に就きました。

救助された後、すぐに土木部門の

から全員救助されました。職員は

海上保安庁のヘリコプターで屋上

や周辺の避難者もいました。翌日、

建物には、職員以外に委託業者

できるようにしました。

プ等を駆使して水産加工場が稼働

目標に仮設配管やマンホールポン

再建を遅らせない、ということを

せました。とにかく水産加工場の

ある水産加工場を優先して復旧さ

トイレットペーパーは流さずにご

ておく、災害時には節水に努め、

した。お風呂の水は捨てずにおい

Ｒしておくことが大事だと感じま

イレの使い方を普段から市民にＰ

り、災害時の下水道の使い方、ト

下水道が普及してきたことによ

空気がフォーッと抜けていくのが

んが、重要なライフラインであり
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での下水道料金を全て減免するた

用発電によるテレビ放送を見てい

分かりました。そして水が勢いよく

っていきました。二十三年十一月

ますので、このことを忘れないで

が近づかず助かりました。

入ってきました。最初は三階に避難

津波の被害を受けなかった地域の

までに三箇所、翌年の六月までに

ほしいと思います。

ますと、釜石湾の大津波の映像が映

していたのですが、二階の天井ぐら

家から排水が流れてきますので、

さらに三箇所です。それまでは、

みとして取り扱うなどです。

いまで浸水してきたので四階に避

衛生対策が必要でした。ポイント

下水道施設の復旧は、幹線の系

難しました。
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地盤沈下対策等に対応

していたため無事でした。震災か

りました。津波により事務所は被
災しましたが、職員は三階に避難

にくい地域には、排水ポンプを設

設の堤防づくりを依頼しました。
また、地形的に冠水した水が抜け

難させました。
ワン・テン庁舎で一晩待機した

し、安波山の駐車場に公用車を避

車には水門の鍵がありませんでし
た。そのため、水門の閉鎖は断念

うとしましたが、乗っている公用

震があったので必ず津波が来ると
思いました。水門を閉めに向かお

舎付近にいました。二日前にも地

般の計画を担当していました。
地震発生した時、ワン・テン庁

◆東稜高校の避難所を立ち上げ
私は下水道課で、主に下水道全

しました。整備にあたっては、日
を提供していただきました。
本下水道事業団に協力していただ
その後、東稜高校の武道場に約
きました。
一週間泊まり込み、避難所の運営
震災対応のため、道路のかさ上
にあたりました。避難者数は最大
で二百名近くになったと思います。 げ等、土木業務が大量に発生して

を回って布団やストーブ、食料等

が何もありません。野球部の部員
の皆さんに手伝ってもらい、近所

避難所ではないため、備蓄物資等

に相談し、武道場をお借りするこ
とができました。東稜高校は指定

ました。そこで、東稜高校の先生

がありました。しかし、鹿折中学
校は既に避難者で一杯になってい

救助された方について、鹿折中
学校へ避難してほしいという連絡

公園、鹿折中継ポンプ場）に整備

イト処理場を三箇所（港町、大川

そこで、せめて簡易的な処理を
して排水できるようにと、サテラ

悪化が心配されました。

分に浄化されていない汚水が気仙
沼湾に流れ込むことで、海の水質

することができませんでした。十

たため、津波の被害がなかった地
区から流れてくる生活排水を処理

終末処理場が大きな被害を受け

作成にあたっては、青森市からの
応援職員等の方々に手伝っていた

ア全体の排水計画を作成しました。

きません。そこで、七月から八月
頃にかけて、嵩上げが必要なエリ

かく区分して検討するわけにはい

うエリアや、産業再生のために工
場の再建するエリア等、土地を細

作成するためには、区画整理を行

生し、土地の嵩上げが必要となっ
ていました。下水道の排水計画を

本市の沿岸部では地盤沈下が発

熊谷 勲児

ター「やすらぎ」に食糧を届ける
ことになりました。現地に着くと

避難者に協力してもらい、朝・夕

技術主幹

施設は立入禁止となっており、人

の掃除当番を決め、お借りした武
道場をきれいに保つように心がけ

下水道課施設係

影はなく、隣の鹿折公民館から人
声が聞こえてきました。行ってみ

ました。

建設部

ると約五十人から六十人の方が避

◆地盤沈下対策等
その後、下水道課の業務に戻り

のような計画を作成することはで
きなかったと思います。

はがれき処理のみにあたることに

については、全て宮城県気仙沼土
木事務所に委託し、本市の土木課

から、平成二十三年度の土木業務

いました。本市の職員だけではと
ても対応できる業務量でないこと

を再生したいと思い、取り組みま
した。

に整備しました。一刻も早く産業

ライト処理場を三箇所（鹿折（浜
町）、気仙沼終末処理場、魚市場前）

水に対応するため、産業系のサテ

平成二十四年度には、再建され
た水産加工場等からの水産加工排

◆産業基盤への対応

なりました。冠水がひどい地域に
ついては、気仙沼土木事務所に仮

1-125

ら一週間たっていましたが、まだ
置しました。
何も手つかずのような状況でした。 ◆復興推進地域の排水計画

難されていました。避難者の中に
は車いすの方もおられました。消

ました。下水道課の事務所は、川

だきました。私一人だけでは、こ

防に救助を求め、一緒に救助活動

口町にある終末処理場の二階にあ

後、鹿折地区の総合市民福祉セン

を行いました。

平成 29 年 2 月入稿

◆下水道施設の復旧

広げていきました。

に産業系排水の仮設処理の範囲を

水産加工場の再開にあわせて、徐々

装置は今次津波の高さ以上の場所

踏まえ、管理室・電気室・自家発電

管理機能を失いました。この反省を

波のため（高さ九メートル）、動力・

すが、上水が本格的に復旧すると、

直後は水の使用が少なかったわけで

も対応を始めました。災害査定に当

災したことから、本格復旧に向けて

ポンプ場は九箇所あり、すべてが被

どこから手を付けていいのか全く

に な って きた のは 四月 上旬 で あり 、

下水道施設の被災状況が明らか

小野寺 知幸

大きく長い地震の後、すぐに復電
下水にも多くの水が流れることが予

たっては、国土交通省の担当者に被

見当がつきませんでした。生活排水

技術補佐

下水道施設の早期復旧を

下水道課終末処理場

市民の生活を支える
建設部

作業を実施し、自家発電装置を起動
想されました。対策として、節水を

災状況を確認していただき、復旧方

の処理のため、仮設処理施設を設置

に復旧しました。

させました。また、重要施設である
呼びかけるとともに、トイレットペ

針等を協議しました。

下水道課が管理していた処理場・

汚泥炭化施設の状況を確認してい

ーパーはできるだけ燃えるゴミとし

また、平成二十四年四月より、震

境の中で生活しながら、下水処理場

◆仮設汚水処理施設の設置
遣の職員による支援が始まりまし
震災の影響が少なかった地区では、 た。一関市の仮設住宅で慣れない環

持管理業務を委託している業者と

まだ策定できていませんでした。維

害に係る業務継続計画（ＢＣＰ）は、

す。

することに半年以上かかっていま

◆災害時の迅速な対応に向けて

たところ津波に襲われ、汚泥棟最上

て出すこと、この二点を周知するチ

災復旧・復興推進のため、自治体派

◆巨大地震と津波襲来

部へ逃げ登りました。

ラシを作成し、毎戸配布しました。

震災後も下水道をそのまま利用して

や下水管の復旧のため、一生懸命に

は、大雨時の対応について、初期対

翌朝、管理本館の上階に避難して

たまたま終末処理場周辺に飛来

いるところがあり、まずそうした地

取り組んでいただきました。その後

応や人員体制など具体的に取り決
要するので、処理区域を数箇所に分

下水道施設の本格復旧には時間を

終末処理場の本格復旧に際して

んだこと に心 より 感謝 いた し ます 。

け、少しずつ下水道施設の復旧が進

作成の段階で摺合せまでは行って

震・津波時の対応については、素案

めができていました。しかし、地

当時、下水道課では地震・津波災

したヘリコプターが、屋上で手を振

区の汚水処理をどうするか検討する

も多くの自治体職員から支援を受

終末処理場は津波で損壊し、周辺

け仮設汚水処理施設を設置すること

は、被災の経験を生かしたことがあ

手伝いながら、気仙沼湾沿岸の下水

て衛生的な環境を保つためになく

下水道施設は、ライフラインとし

自家発電により電気を供給し、汚水

備の方法等、整理しておくことが必

旧の優先順位、仮設施設の迅速な整

ました。地震直後は停電しましたが、 くことは難しいです。施設・設備復

下水道施設が大規模に被災した

道施設の被災の状況を確認してまわ

てはならないものであり、まずは生

ポンプ、送風機など主要な設備を動

要です。
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いた職員と合流し、お互いの無事を

る私たちに気づいてくれ、二回に分

ことになりました。

喜び合いました。

けて救出されました。

も瓦礫で覆われていたため、すぐに

とし、場所や規模、処理方法などを

ります。震災当時、電気室・自家発

◆損壊状態の下水道施設

状況確認することはできませんでし

検討しました。

いませんでした。

た。建設部による瓦礫の撤去作業を

りました。管の破損した箇所が多く、

活系排水の処理施設を年内に整備

かすことが可能でした。その後の津

時、全てを同時並行で復旧させてい

終末処理場まで水が流れず湾内に流

を す るこ とが でき まし た。 そ の後 、

電装置が一階、管理室が二階にあり

出している懸念もありました。被災
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め不安になり外に出たところ、見る

いました。

末処理場の一階で水質検査をして

地震が起こったとき、下水道の終

◆前年のチリ地震程度の津波だと
思った

から津波が来るのが見え、ものすご

そうこうしているうちに、沖の方

た私たちは屋上まで避難しました。

がりましたが、そこでも危ないと感じ

他の職員とともに施設の三階まであ

で身の回りのパソコンなどを持って、

釜石市が映し出されていました。急い

たくさんの車が津波で流されている

り ま した 。私 の自 宅は 高台 に あり 、

れ、変わり果てた街の中を徒歩で戻

のりを、途中、津波によって破壊さ

自宅まで八キロメートルほどの道

は 一 度家 へ戻 るこ とに なり ま した 。

救出された後、上司の指示で私達

が私たちを救出してくれました。

れて、それに気づいたヘリコプター

の屋上にＳＯＳの文字を書いてく

と思いました。若手の職員が処理場

「 気 仙沼 の下 水道 事業 は終 わ った 」

変 わ り果 てた 光景 を改 めて 確 認し 、

ました。朝になって、処理場周辺の

かな食料を皆で分け、なんとか凌ぎ

でした。

大きさは予想を遙かに超えるもの

リ地震の津波に比べ、今回の津波の

忘れることができません。前年のチ

経験した津波の威力のすごさは

◆次は二十メートルの津波がくる
かもしれない

した。

大島の衛生環境を守ることができま

ーまで運搬し処理ができたことで、

バキュームカーで汚水を浄化センタ

こに汚水を集めていましたが、その

難なことから、大きな穴を掘ってそ

あと少し高い津波だったら助からなかったかもしれない

間に地面がズブズブと三十センチ

い勢いで 処理 場に 迫っ てき ま した 。

被害が少なかったことから、普段と

非常用発電機を上階に設置する

地震の揺れがかなり長かったた

齋藤 肇

メートルくらい下がっていき、処理

波は一気に大川を遡上し、周辺の

変わらない光景がそこにありまし

等の対策を行っていますが、次はも

技術主幹

場の建物の基盤がせり出した形に

家屋を一瞬に破壊し、引き波ととも

た。先ほどまで見てきた被災地の光

っと高い津波が来るかもしれませ

下水道課終末処理場

なりました。この地震により停電に

にその破壊した家々を海に引きず

景とのギャップに不思議な感覚を

建設部

なりましたが、処理場には非常用発

り込んでいきました。

で復旧しました。

二階の事務所に戻り窓から外を

市内の方を振り返って見ると、その

くる海の方を見ていましたが、ふと

ようにするため、応急対策として市

被災しても、下水道を使用できる

ません。

と思うと、安心できる場所などあり

たが、もしもっと高い津波だったら
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終末処理場は、震災前と同じ場所

電機があったため電気系統が切り

見ると、処理場の前を流れる大川の

光景に愕然としました。あたりはも

内の下水マンホールに塩素剤を吊る

自分の職場の周囲の状況などを

ん。今回の震災では、津波は私たち

水がどんどん引き、川の底が見える

う何もかもが水没し、工場の看板だ

しました。このことにより湾内の細

常に把握し、津波が来るまでの間に、

しばらくの間、津波が押し寄せて

程になりました。しかし、前年にチ

けが水面に残っていました。処理場

菌の増殖を防ぐことできました。ま

とにかく高いところ、遠いところま

替わり、電気がつきました。

リ地震津波があり、その時にも大川

も 二 階の 天井 まで が一 瞬で 水 没し 、

た、離島である大島には、幸い一台

がいた屋上までは達しませんでし

の水が引いて底が見える状態にな

私たちは身動きがとれなくなって

で避難することが、自分のためにも

覚えました。
◆できる限りの応急対応に従事

っていたので、その時もその程度の

のバキュームカーが被災せずに残っ

家族のためにも一番大切なことだ

と思います。

ていました。
大島では震災直後、汚水処理が困

いました。
◆数キロの光景のギャップ
当日の夜は、処理場に残された僅

津波かなと思っていました。
◆一瞬で全てが流される
ところがテレビを見ると、そこには
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一万台の被災車両の撤去と一千億円の復興事業
課長

広瀬 宜則

まず着手しなければならなかったの
が、水産加工場の集積です。気仙沼の
産 業 の八 割 は水 産 加 工 に依 存 してい
ると言われています。それが震災でほ
とんど流 さ れてしまったため、まず は
市の生業である水産加工業を復活さ
せることが最重要事項でした。
これまで水 産 加 工 場 があった地 区
は、住宅と工場が混在しており、各社
の拠点も散在していて操業効率の悪い
状態でした。今般の震災で多くの宅地
も被 災 したことを契 機 に、南 気 仙 沼
地区と鹿折地区、合わせて二十九ヘ
ク
タールの水産加工場の集積地をつくる
ことになりました。
集 積 地 の形 成 に向 けて、まず 細 分
化され権利関係が複雑化した土地を
す べて市 で買い上げることが必 要でし
た。また、港の周辺は震災で大きく地
盤沈下していたため、土地をかさ上げ
す る必 要 もありました。かさ 上 げを
施工するには、土地の所有者の方の同
意 が必 要 です 。所 有 者 の同 意 を得 る
手続きを行いつつ、かさ上げを実施す
るという 同 時 並 行 の状 態 で事 業 を進

めました。
そういった事業には多大な費用がか
かります。水産庁と協議し、その水産
加工場の集積地一帯を漁港区域に指
定していただき、水産庁の補助事業と
して実施することができました。
◆魚市場の再整備
水産加工場の集積地と並んで重要
な課 題 は、被 災 した魚 市 場 の再 建 で
す。世界に通ずる魚市場とするため、
高 度 衛 生 管 理 の閉 鎖 型 の施 設 として
再整備を進めることになりました。高
度 衛 生 管 理 を実 現 す るためには、こ
れまでの市場の使い方を改め、さまざ
まなルールを定めていかなければなり
ません。動 線 や 設 備 も大 きくかわり
ます。魚市場の運営には、生産者から
卸 売 業 者 、仲 買 業 者 、輸 送 業 まで、
様々な方々がかかわっています。魚市
場整備検討委員会と部会を立ち上げ、
それぞれでワー キングを行 いました。
全 体 を一 つの意 見 にまとめるプロセス
を経 て、平 成 二 十 四 年 の冬 に再 建 に
むけた概ねの方針について合意形成を
得ることができました。
◆漁港と漁業集落の再生
市内には、市の管理港が三十一、県
の管 理 港 が七 、合 わせて三 十 八 の漁
港 があります 。しかし、震災 でほとん
どが被災し、地盤沈下してしまいまし
た。私はその漁港の復旧事業も担当し

ました。数が多く、施工業者が見つか
りにくい状 況 であったため、市 管 理 の
三 十 一 の漁 港 については、唐 桑 、気 仙
沼、大島、本吉の四つのブロックにわけ
て、ブロックごとに発注しました。そう
す ることで大 手 の建 設 業 者 にも受 け
ていただけるよう工夫を行いました。
また、漁 港だけでなく、その後 背の
集 落 の復 興 まちづくりも私 の担 当 と
なりました。まちづくりをすすめるう
えで、防潮堤、鉄道、道路などさまざ
まな前 提 条 件 が確 定 できない中 、水
産関係用地の整備や避難路の設置な
ど様々な議論をすすめる必要があり
ました。防 潮 堤 を設 置 す ること自 体
に各集落で意見が割れていましたから、
防 潮 堤 の位 置 や 作 り方 を含 め、とに
かく説明は丁寧に実施するよう心掛
けました。
◆経験ある技術職の力が不可欠
震 災 後 、様 々 な復 旧 ・復 興 事 業 に
携わりましたが、いずれの事業も立ち
上 げのときに大きな労力と時間 が必
要になります。業務を発注するまでの
設 計 や 積 算 を進 めるには、経 験 のあ
る技 術 職 の力 が不 可 欠 です 。事 業 の
立ち上げ段階において、技術職員によ
る支援が相互にできる仕組みを国レベ
ルで構 築 していただけるとありがたい
です。
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建設部 三陸道・大島架橋・唐桑最短道・本吉バイパス整備促進課

◆一万台の被災車両撤去
私が所属していた課は、地域防災計
画 では、建 設 部 各 課 の対 応 を応 援 す
ることが役割でした。私は土木課の応
援 で道 路 の啓 開 とがれきの撤 去 を対
応することになり、現場へ
行ったり、対
応 にあたる機 材 の安 全 管 理 を行 った
りしていました。
そう した対 応 を続 ける中 、被 災 車
両の撤去が一つの課題になりました。
被 災 車 両 は総 数 一万 台 にのぼりまし
た。車両は各個人の方の財産であった
ため、市で撤去や処分をしてよいか所
有 者 本 人 の確 認 を得 ることが必 要 で
した。被 災 車 両 一 台 一 台 が財 産 です
から、すべてについて台帳をつくり管理
を行いました。
◆一千億円の復興事業
平成二十四年度になって、水産課の
課長に任命されました。課長として、
対応すべき課の事業を確認したところ、
ざっと見積もっても一千億円以上の水
産 基 盤 整 備 事 業 があることがわかり
ました。
◆水産加工場の集積の実現
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た。はじめは、防災集団移転とは

被災者の方も災害公営住宅にす

で情報を得ながら、警報が出れば

が出ていましたので、常に無線機

ました。まだまだ頻繁に津波警報

となってがれき撤去の手伝いをし

後すぐの段階から土木課が主担当

務はありませんでしたので、発災

当時の所属課は、復旧関係の業

日目に安否が確認できましたが、

仕事になりませんでした。幸い二

ず、正直なところ積極的に動けず

波の日は、家族の安否も確認でき

津波で自宅が流されました。津

とで、衆議院議員会館や国土交通

もらうことが良いのではというこ

らうためには地域の現状を知って

が必要だということを認識しても

には、道路が早期に整備すること

要望活動をとの考えで、七月末頃

この機会に国土交通省に効果的な

の整備促進活動も再開しました。

車両の撤去とあわせて、三陸道

した。車両の仮置場の場所を確保

の撤去の担当をすることとなりま

五月に入り、所属課が被災車両

技術主幹兼三陸縦貫道促進係長 齋藤 潤
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した。住宅用地の選定に各被災地

もおり、そちらにも説明にいきま

藤沢町や千厩町に避難している人

場所の選定をしました。一関市の

要かを把握した後、住宅を建てる

り、どこの地区に何戸の住宅が必

アンケートで希望地を聞き取った

宅の担当となりました。説明会や

半年後の四月からは災害公営住

手続の後、業者は地区ごとに分担
からないという感じでの説明でし
割りを行い効率的に実施しました。 た。

したあと、撤去作業の業者委託の

区の方々と相談し進めました。一

く、何をどこまでできるのかも分

の時は制度そのものが分かりにく

会を開催しました。一回目の説明

の学区単位で、ほぼ二回ずつ説明

について被災者の方々に十数箇所

うに防災集団移転と災害公営住宅

とあわせて五名体制で、毎晩のよ

応援職員の国土交通省の職員一名

れが通じて理解してもらえたよう

の気持ちになって接していくとそ

た。説明は上手でなくても被災者

し、理解してもらうよう努めまし

よう被災者の方にも丁寧な説明を

こちらも担当として復興を早める

説明会は大変苦労しましたが、

◆誠心誠意の対応が理解をうむ

自宅を建てました。

成を待てず、新しい土地を購入し

身も区画整理や防災集団移転の造

うなど一年半担当しました。私自

の間取りや家賃の説明会や相談会

んだ人は多いです。災害公営住宅

だと時間がかかるということで悩

とになった）のと、防災集団移転

の独自支援による補助金も出るこ

れば補助金がでない（途中から市

す。災害危険区域外に移転しなけ

つのかで迷われた方は多かったで

何なのかも分からず苦労しました。 るか防災集団移転で自分の家を持

作業員にすぐに避難してもらうと

省ロビーに被災後の三陸地域沿線

部の地区では希望地の造成費用が

な気がしていますし、いくらかで

被災者の気持ちとなって説明に努める

いう体制での連絡係をしたり、が

の写真を掲示し、三陸縦貫自動車

多額で交付金が認められず、別の

も復興の手助けになったのかなと

しばらく家族ばらばらでの生活と
なりました。

◆三陸道の整備促進活動の再開

れき撤去作業のための交通誘導を

道の必要性を訴えました。

適地を選定するのに時間がかかる

◆がれき撤去の現場環境整備

四月の中頃まで行っていました。

◆災害公営住宅と防災集団移転
十月の異動により災害公営住宅
と防災集団移転の担当となりまし

など、復興の遅れが心配されまし

思っています。
た。
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も、夜または土曜日曜で対応を行

毎日、朝と晩のミーティングをし
て作業場所や作業内容の指示をも
らいながら実施しました。

平成 29 年 2 月入稿

ついては、所有者を特定できること

なります。しかし、被災した車両に

も分からないため、撤去することに

原型をとどめていなければ、所有者

ものが流れついており、建設部では

ついていました。道路上にも様々な

災した家屋など様々なものが流れ

震災が発生し、沿岸部を中心に被

っていました。

な業務のサポートをする役割にな

には、応援部隊として建設部の様々

促進課（以下、三大課）は、災害時

私が所属していた三陸道・大島架

◆財産であり価値がある被災車両

所有者には、市で車両を預かっている

番号を照合し、所有者を特定します。

管場所では、ナンバープレートや車台

いただいて、保管場所へ移します。保

りました。被災した家屋については、 車引取業の許可のある事業者に協力

まず道路啓開を実施することにな

旨を通知し、その際、引き取りに来ら

ち、連絡がない場合には、市内の自動

旨も記載しておきます。一週間ほど待

併せて連絡がない場合は市で動かす

がほしい旨の貼り紙をします。また、

有者ご本人で動かされるか、市へ連絡

つけた場合、市で動かしてよいか、所

なりました。まず、被災した車両を見

ことから、慎重に対応していくことに

被災車両は財産という扱いになる

の数は非常に多かったです。

われた方も多かったので、被災車両

自動車で避難する途中で津波に遭

にも苦労しながら対応にあたりまし

る時期でしたので、他の事業と調整

など、様々な土地利用の需要と重な

その他復旧・復興のための資材置場

きの仮置場、応急仮設住宅の建設地、

月から一年半ほど続きました。がれ

被災車両の対応は平成二十三年の五

の方の土地もお借りしました。この

被災した小学校や公園のほか、民間

率化を図りました。

委託事業として実施することで効

会を結成していただき、協議会への

業の許可のある事業者の方に協議

物の処理事業者の方や自動車引取

保管場所の対応は、市内の産業廃棄

続きは市で行い、被災車両の移動や

機具などです。財産の照合などの手

五百台あり、そのほかは二輪車や農

ぼります。このうち、普通車が六千

象となったもので一万台程度にの

た。市で対応をした車両は、調査対

被災車両の対応については、国内

はないかと思います。

供給できる方法を検討できたので

で、その例に学ぶことでもっと早く

と、近年の大規模災害の例もあるの

けしたと思います。今になって思う

居希望の方には多々ご迷惑をおか

要因が絡んで整備が遅れました。入

管する場所の確保にも苦労しました。 不足、建設市場の高騰など、様々な

◆保管場所の確保に苦労

では近年例のない事項だったかも

整備する 担当 に異 動に なり ま した 。

私自身はその後、災害公営住宅を

◆経験のない事業にどう向き合うか

いったケースもありました。

ろしてから保管場所まで運搬すると

で、大きな重機を導入して車両を下

きないという決まりもありましたの

が、解体は定められた場所でしかで

体できれば多少手間が省けるのです

ていることもありました。現場で解

っかかり、そのまま下ろせなくなっ

被災車両の対応 財産としての扱いを丁寧に

が多く、被災していても財産であり

れるか市で処分するかの旨と、引き取

橋・唐桑最短道・本吉バイパス整備

建設部 三陸道・大島架橋・唐桑最短道・本吉バイパス整備促進課
課長補佐兼大島架橋促進係長 佐藤 好和

価値があることから、一台一台丁寧

りに来られない場合は市で処分する

た。
◆想像もつかないような被災状況

津波に流された車両が高い樹木にひ

さも全く想定できないものでした。

今回の災害では、津波の規模も高

思います。

害時の参考としていただければと

で、次に来るかもしれない大規模災

を、一つの例として残し伝えること

しれません。私たちが対応した内容

み、対応する職員や作業員、資材の

ないような大事業が同時並行で進

これまで市では経験したことの

に対応することが必要となりまし

旨の確認を行います。
処分する場合は、市で入札にかけ、
売り払いを行います。
そういった対応を繰り返しまし
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被災車両の数が多かったため、保

た。その対応を応援部隊である三大
課が実施することになりました。

◆調査対象となった車両は一万台
津 波 の 被害 を うけ た 範囲が 広 く 、

平成 28 年 12 月入稿

ワン・テン庁舎一階の商工課が

銀行の被災状況を早急に把握する
ことが必要でした。

た市の歳入歳出現金等の確認と各

銀行が被災したことから、震災当
日の十一日に集金した税金を含め

機関の銀行を含め、市内すべての

から災害時でも事務処理を止める
ことはできません。市の指定金融

関する業務を取り扱っていること

をしました。
会計課は市公金の歳入・歳出に

後、会計課に戻り職員の安否確認

議会に出席している時に地震が
発生しました。庁舎外に避難した

◆金融機関の被災状況を確認

二回仙台の情報処理センターまで
持参することになりました。デー

ースの資料を、会計課の職員が週

指定金融機関へ送信していました
が、停電のため、当面の間、紙ベ

支払い等のデータはオンラインで

で、当面の間、古川まで出向いて
現金を出金することにしました。

ンが動いているとのことだったの

た。

会計課の業務を継続するため、
指定金融機関と対応を協議しまし

◆指定金融機関と対応にあたる

工会議所（三日町）での営業再開
を決められました。また、市内の

って、指定金融機関の銀行が旧商

状況であることがわかりました。
こうしたお手伝いをしたこともあ

が、土地をお借りするのは難しい

した。また、市役所周辺の空き地
を回り土地所有者と折衝しました

店舗の設置について協力を求めま

の店舗を本市の指定金融機関とし
ちました。そして、商工会議所会
て対処できるように調整しました。 頭に銀行の被災状況をお伝えし、
古川支店まではデータのオンライ
商工会議所敷地内への銀行の仮設

市内業者への支払業務が続けら
れるように、被災していない市外

二つの銀行が会議所脇の駐車場で

を共有するとともに、仮設店舗で
の復旧に向けて話し合いの場を持

全員に集まってもらい、被害状況

向けては銀行の早期再建が必要と
考えました。市内の銀行の支店長

また、地域経済や企業の復旧に

示するお知らせに金融機関の情報
を毎日掲載しました。

としていると考え、各避難所に掲

◆銀行の仮設店舗の用地確保を支援
被災している市民が現金を必要

ません。市民や企業が望んでいる
ことを考え、対策を練り、自分の

やマニュアルの通りには対応でき

いただきたいと思います。
また、大規模な災害時には計画

えた公文書の保管管理を検討して

たが、それが被災したら大変困る
ことになると思います。災害に備

います。今回の震災では無事でし

本市の金庫には三十年分の決算
調書等、重要な書類が保管されて

◆災害に備えた公文書の管理を

使っている口座とは別に設けるこ
とが望ましいと思われます。

なのか、歳入公金なのかを判別す
ることができませんでした。今後

め、額面だけでは支援金・義援金

と同じ口座に、国・県、企業等か
らの通常業務での入金もあったた

支援金・義援金の受け入れ口座

口座への支援金・義援金の入金状
況を会議で毎日報告しました。

ていただきました。会計管理者の

◆支援金・義援金が届く
全国から支援金・義援金を届け

歳入歳出に関わる業務を止めないように動く

被災したことから、会計課が率先
して銀行関係の対応にあたること

タを届けた帰り道には、各課から

仮設での営業を再開しました。
被災して通帳を失くされた被災

ネットワークも使い、仕事を通じ

純朗

にしました。内ノ脇・南町にあっ

頼まれたＡ３用紙等をホームセン
ターで購入しました。

者がおられたことから、金融機関

てできることを実行してほしいと
思います。

廣野

た銀行、信用金庫、漁協、信用組
合等の金融機関は海水と土砂が入

十一日分の税金の納入状況につ

には、通帳がなくても十万円を限
度に払い出しをお願いしました。

会計課 会計管理者

り込み甚大な被害を受けていまし

いては、後日すべて確認すること
ができました。
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は支援金・義援金の口座と、通常

た。停電により、銀行のオンライ
ンが全て停止していました。

平成 29 年 2 月入稿

村上

信光

金融機関との調整に奔走

課長補佐兼出納係長

市の経済を安定的に動かす
会計課

週 間 の締 めということで、他 の課の窓

が起こった日 は金 曜日でしたから、一

の日のお金の集計作業をします。震災

会 計 課 は、毎 日 十 五時 を目 安 にそ

た貼り紙を、各金融機関の建物に貼っ

把 握 す るため連 絡 が欲 しい旨 を書 い

でした。今後の業務再開の目途などを

市 として確 認 す る機 会 がありません

るのでしょうが、それまで、その内容を

金 融 機 関 で防 災 対 策 は検 討 さ れてい

口で収納された料金や手数料が間も
てまわりました。

◆市内の多くの金融機関が被災

なく入ってくるタイミングでした。

◆市民や事業者へ金融機関情報を

通 信がダウンしてしまい、当 日の金融

できるスペースはありましたが、停電で

計 課 のある本 庁 舎 は浸 水 せず 、作 業

報 でその旨 をお伝 えす ることになり

いがさ れることになり、市 民 の方 へ広

う ちょ銀 行で上限 十万 円の現金 支払

震 災 発 生 三 日 後 の月 曜 日 から、ゆ

◆普段は意識しないお金の流れ

ことがあったかもしれません。

ませんので、もしかしたら、役に立った

方は全ての営業を止めるわけにはいき

かもしれませんが、商売をされている

民の方はどうすることもできなかった

ういった情報も提供しました。一般市

有 効 であったかはわかりませんが、そ

の流れを確認することが必要でした。

とです が、震災時には一 つ一つのお金

金 融 機 関 とのや りとりだけで済 むこ

ないケースもありました。通常は指定

銀 行 の各 口 座 まで、支 払 いが届 いてい

きは済 ませていましたが、その先 の各

た。市は指定金融機関への支払い手続

へ支 払 われているかの確 認 が必 要 でし

にある小口の現金を集めたほか、指定

確 保 を担 当 しました。庁 内 の各 窓 口

金 が必 要 になります 。会 計 課 はその

必要がありました。当然その場合は現

付 き合 いのないところへ買 い物 に行 く

震災 で被災してしまったため、通常 お

すが、取引のある市内の企業の多くが

あれば、掛 売 りで物 品 を調 達 できま

も行いました。通常取引のある企業で

使命もありました。また、市から振り

きちんと締めなくてはならないという

計の区分にも影響のある時期でした。

あります 。年 度 末 でもあったので、会

て、市の経済を安定して動かす役割が

たように思います。しかし市役所とし

者の支援に貢献できることは少なかっ

ので、避 難 所 運 営 等 、直 接 的 に被 災

等の業務を少ない人数で担当している

会 計 課 は、デー タ処 理 や 現 金 扱 い

◆市の経済を滞らせないように

金 融 機 関 と協 議 して、一 定 の金 額 を

込まれるべき金額が振り込まれないと、

市では、被災者のための物資の調達

調達する方法や 、内陸方面で通常 営
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大きな地震のあと、ワン・
テン庁舎の

機関とのやりとりの処理が終わってい

ました。その後 、他 の銀 行 でも同 じよ

伝える

るか確 認 ができ ない状 態 になりまし

う な対 応 がありましたので、そう いっ

一階まで津波が浸水しました。幸い会

た。

た金 融機関 情報を、他の被 災情 報や

高 不 足 で信 用 を失 う ことにもなりか

企業の資金繰りへ
の影響や、クレジット

翌 日 からは、各 金 融 機 関 の支 店 の

復旧 情報などと並んで市内の避難所

また、年 度 末 だったこともあり、震

ねません。そういった事態を起 こさ な

業 している別 の支店 へ行き、現 金 を確

被 災 状 況 の確 認 に出 向 きました。本

等 に貼 り出 し、逐 一 市 民 の皆 さ んに

災が起こった日も、工事を発注した企

カードなどを利用している方等は、残

来 この業 務 は商 工 課 の担 当 です が手

お伝えしました。

保する対応も行いました。

が回 らないよう でしたので、会 計 課 で

重要です。

いためにも、一 つ一 つのお金 の流 れを

担当しました。南町に多くの銀行の支

に支払い手続きをしたものが、振込先

確認して、必要な対応を講じることは
車 や 燃 料 が十 分 にない中 でどれほど

また、内 陸 にある銀 行 は被 災 しな
業や物品を購入した企業に対する支
かったので利 用 す ることができました。 払 いを進 めているところでした。当 日

店 があります が、いず れも浸 水 被 害
を受けていることがわかりました。各

平成 28 年 12 月入稿

都市ガスとプロパンガスの一長一短

スとプロパンガスは一長一短があ

てきました。災害に対して、都市ガ

震災後、都市ガスは廃止しようと

です。それだけ復旧が早くなります。

いう議論がありました。ただ、プロ

パンへの切り替えはそう簡単でも

ります。
都 市 ガ スは ガ ス管 が 地下埋 設 で 、

小山 義德

ありません。都市ガスを引いていた

部長

供給をストップすればある程度制

家庭ではガス配管や風呂、台所の設

ガス水道部

御できるので火に対して強い。幸町

用を誰がどうカバーするのかがネ

の 応 援が 、非 常に 大き な力 と なり 、

ルダーが火災で爆発しないかと消

ックです。

◆水道復旧に寄せられた外部から

防署から随分問い合わせがきまし

震災復興計画に都市ガスは廃止

備も換える必要があります。その費

新月浄水場にガス水道部の対策本

たが、大丈夫でした。しかし地震で

を検討と記されましたが、現在も存

のガスを溜める大きな球形ガスホ

が、本吉地域の水道復旧です。震災

部を置きながら、ベテラン職員を中

ガス管などが壊れると復旧に手間

続しています。災害公営住宅にはプ

助かりました。

後、三箇月ちかく水道供給ができま

心に復旧に当たりました。岩手県の

と時間がかかります。震災後も大阪

ロパンがメインに使われており、今

の支援

せんでした。津波で「新圃の沢水源」

海 側 の大 船渡 市な どの 職員 も いて 、

ガスの職員の方が二十～三十人ほ

市 の 水 道事 務 所は 津 波で損 壊 し 、

と「南明戸水源」の取水、送水施設

彼らは電話が通じず、家族の安否も

その間、隣町の岩手県藤沢町から

をチェックして回らなければなり

のなか一軒一軒、水道管とメーター

が耳に焼き付いています。震災当夜、 備 え の 大 切 さ を 改 め て 感 じ て い ま

ベに引火してボンボン爆発した音

今回も流されたプロパンガスボン

す。日頃から市民の方々が活用でき

処しました。震災を経験して日々の

問題、災害派遣職員の要請などに対
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災害対応で一番気にかかったの

が壊滅。津谷川を挟んだ水源が両方

後の方向性が問われています。

震災翌年には総務部長を務め、議

ど派遣されてきて、ほぼ完全な復旧
にこぎつけました。

わからない状態で不安を抱えなが
ら奮闘してくれました。

とも使えなくなり、津波が引いた後
も塩分が残って復旧に手間取りま

本吉の配水池に毎日、タンクで水を

ません。職員と委託業者が一緒に漏

幸町のガス課の事務所に何十個も

る「防災資料室」があってもいいの

一方、プロパンガスは火には弱い。 会対応や、職員の時間外手当の遅配

運んでいただいた。また自衛隊の支

水 し てい ない か、 見て 回り ま した 。

のプロパンガスボンベがありまし

では、と思います。図書館にも震災、

日常業務が入ってくると、がれき

援で、風呂にも時々入れるようにな

あの作業も大変でした。

た。火災が接近したので職員みんな

した。

りました。他の断水地域でも岐阜市

◆市民が活用できる「防災資料室」

が、もう少し、防災に特化した資料

や一関市、友好都市の山形県白鷹町

納 し まし た。 その 代わ り、 被 災後 、

室が欲しいです。

防災関連資料が集められています
ガスに関しては、市の都市ガス運

プロパンガスは重宝されます。どこ

ですべて運び出し、新月浄水場に格

た。給水に当たっては、管工業協同

営が厳しく、ちょうど民間に移譲し

にでも運べて、いつでも使えて便利

が欲しい

組合の方々のサポートも大きかっ

ようとしていた矢先に震災が襲っ

なども応援給水を行ってくれまし

た。復旧には、他の自治体などから

平成 28 年 11 月入稿

◆連日の作業で、六月三日に応急復

応援を受けながら実施しました。

担当，千厩地区の建設業組合等々の

一関市、白鷹町、藤沢町などの水道

管 工 事業 者が 中心 とな り、 岐 阜市 、

した。給水作業は水道職員と市内の

せて給水ポイントを広げていきま

沈没していた漁船が送水管に載っ

ると思った矢先、大きな余震があり、

来たのが四月七日。これで通水でき

能が保てる一本での送水準備が出

は完全に切断されました。何とか機

を送っていたのですが、津波で一本

大島には二本の海底送水管で水

見極めつつ復旧作業を進めるのです。

ベテラン職員の能力の高さが水道を守る

でしたが、本吉水道事務所では機器

旧完了

て通水不能に陥りました。漁船の撤

◆自家発電のある新月浄水場に対

難し、鹿折バイパスの安波トンネル

七名）にすべての公用車を使って避

たので、事務所にいた全職員（二十

線の情報で大きな津波が予想され

道事事務所で会議中でした。防災無

地震発生時、私は鹿折の気仙沼水

応急復旧作業です。

し、水を通せるところから通水する

道施設と配水管などの状態を確認

ら の 透析 患者 用の 給水 要請 が あり ，

めました。二十二時頃に市立病院か

などの水道施設の被害状況を確か

確認をしながら、二人一組で配水池

の安否や市役所からの被害状況の

置しました。その夜は、無線で職員

に移り、ガス水道部の対策本部を設

で自家発電設備のある新月浄水場

六時三十分頃に雪が降りだし、全員

パーキングで待機していると十

業をし、夜、区域を決めて少しずつ

弁をすべて締めます。そして補修作

境目の建物の水道元栓や区域の止水

に水が行かないよう非被災地区との

応急復旧の手順は、まず被災地区

したのです。

どり、切り替え箇所を検討して対応

ていない管路図と彼らの記憶をた

月浄水場に保管していた更新され

がベテランのプロパー職員です。新

全てを消失。ここで力を発揮したの

う。プロパー職員が減るなか、彼ら

されたノウハウや経験がものを言

ており、災害時には各自治体に蓄積

有の業務です。置かれた状況が違っ

水道事業は、それぞれの自治体固

日に被災区域を除いて応急復旧が

域は六月三日、本吉地域が六月十五

唐桑地域は五月十三日、気仙沼地

水として飲料水を提供しました。

置を設置し、プールの水や沢水を原

大島には急速濾過式の簡易浄水装

気仙沼水道事務所の職員は無事

前パーキングに集合するよう指示

稼働可能な新月浄水場からの送水

水を通し、漏水の有無を確認しなが

の能力をどう継承するかが課題で

策拠点

菅原 英哉

の点検をしていた職員一人が、避難

被災一週間後から給水網の復旧

去と送水管の修理を行い，五月の連

課長

震災で水道施設が被災し、断水せ
してきた住民と他課の職員と一緒

作業に取り掛かったところ、水道事

休 明 けに 通水 でき まし た。 そ の間 、

管理課

ざるを得ませんでした。そこから二

に津波に呑まれました。いまも胸が

務所の被災によって管路図データ

ガス水道部

つの重要な職務が生じます。第一に
痛みます。

しました。職員は心得たもので、そ

経路を確保するために管路の切り

ら進めます。急に水を送るとウォー

かには、二トン給水車に避難開始ぎ

点給水を行い、被災状況を確認しつ

翌十二日から避難所を優先に拠

の水を、ゆっくり張って管の状態を

割れることがあります。だから少量

ターハンマーという水撃作用で管が

はないでしょうか。

現在、水道管の「耐震化」は急務で

す。全国各地で地震が頻発している
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緊急の給水作業。第二に被災した水

れぞれ必要な機器を確保しながら

替えを行いました。

りぎりまで給水して避難した者も

つ移動給水。道路のがれき撤去に併

完了しました。

公用車に分乗して避難しました。な

います。

平成 28 年 11 月入稿

た状況のなかで、水道事務所として

がほとんど分かりません。そういっ

すが、市役所をはじめ、市内の状況

うして入手することができたので

のだと認識しました。外の情報はそ

た。改めてたいへんな災害になった

改修をしたほか、ＯＡ機器等も手配

た。電気工事や床の工事など施設の

仮の事務所を構えることになりまし

中央公民館気仙沼分館を利用して、

が続きましたが、三月末になって、

数週間は新月浄水場での応急対応

水道事務所としての対応を検討で
き る よう 、災 害対 策本 部へ 向 かい 、
本部の他の部と情報のやり取りを
する担当になりました。緊急に水を
必 要 とす る場 所を 教え てい た だき 、
逆に水道の通水作業の見込みを伝
えることで、災害対策本部と水道事
務所とで、水道の応急・復旧の進捗
状況と今後の見込みを共有するこ
とができるようになりました。
鹿折の水道事務所が被災してしま
いましたので、市民の方からの問い
合わせを受けることのできる連絡先
を設ける必要がありました。まずは
新月の浄水場を連絡先とするよう災
害対策本部に伝え、また、鹿折の水
道事務所の番号にかかった電話も新
月の浄水場で受けられるよう、ＮＴ
Ｔさんに対応をお願いしました。
◆仮事務所での執務環境の整備

りの役割分担を明確にして確実に

等の備えを万全にし、職員一人ひと

体等との災害時の応援協定の締結

ステムの保護・保全、関係機関・団

が必要な物品の確認と手順、各種シ

経路の確認、重要文書等の持ち出し

持することが重要です。職員の避難

災後も業務を継続できる体制を維

被災した水道事務所の再起

はまずは給水作業が必要だろうと

し、本格的に応急復旧対応ができる

その役割を遂行できるよう、訓練や

ガス水道部

主幹

畠山 智之

テレビなどを見ることができまし

家 発 電装 置を 備え てい まし た ので 、

状態でした。しかし新月浄水場は自

水道だけでなく、電気も止まった

する作業を行いました。

での水道の経路を急ぎ確認し、通水

網は断水していました。市立病院ま

て緊急遮断弁が作動し、市内の水道

情報が入っていました。地震によっ

析患者のための水が必要だという

た。一関から戻ると、市立病院で透

職員用の食料の確保に向かいまし

に 内 陸の 一関 市方 面へ 車で 向 かい 、

移すことになりました。私は、さら

管理課庶務係

被害を最小限に留めるために日ごろの備えと訓練を

いうことで、地元の水道工事業者等

よう、執務環境の整備を行いました。

た。なかには復旧できるデータもあ
ったので、復旧できるものは利用す
ることにしました。
現在、水道事務所では、今回の被
災の反省を踏まえて、データ管理に
ついては、クラウド化や複数拠点に
サーバーを設置しバックアップを
とる方法なども採用しています。
◆日ごろの備えと訓練の重要性

◆想定を超える津波の襲来
地震が発生したとき、鹿折地区に
ある水道事務所の別棟で打合せを
していました。当時、私が所属して
いた庶務係は部内の全体調整を担
当する係で、災害時の対応について
も頭に入れておく必要がありまし
た。津波のハザードマップも常に確
認 し てい て、 宮城 県沖 地震 の 場合 、
水道事務所のすぐ手前まで津波が
来 る 可能 性が あり まし た。 し かし 、
あまりに大きな揺れだったもので
すから、もしかしたらこの事務所ま
で津波が来るのではないかと思い
ました。そして、当時の部課長から
の指示で、水道事務所にあった全て
の公用車へ、そのときいた全ての職
員で分乗して、国道四十五号の安波
トンネル手前の待機場を目指して
避難することになりました。
◆食料確保、本部との情報共有、
窓口の再開
の協力もいただきながら、給水活動
を始めることになりました。

る様子を目の当たりにし、自然災害

の恐ろしさを体験しました。今回、

大震災を経験した教訓として、日ご

ろの備えと訓練の重要性を認識しま

した。あの大津波は防げるものでは

ないと思います。被害を最小限に止

めることが重要だと思います。

人的被害をなくすことはもちろ

んのことで、物的被害についても発

研修等を重ね、有事の際に備える必

要があると思います。

被災した鹿折の事務所から、サー
私は、市役所全体の動きを把握し、 バ ー や 重 要 書 類 の 回 収 も 行 い ま し
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水道事務所が大津波に飲み込まれ

私が咄嗟に感じたとおり、事務所
は 津 波で 被災 しま した 。私 た ちは 、
山間部にある新月浄水場に、拠点を

平成 29 年 1 月入稿

「水道はありがたい」との声に背中を押されて

を糧にして、職員一同必死で頑張る

態でした。宮城県沖地震を想定して、 市民の方々が喜んで下さった。それ
可搬式緊急時用浄水器二台が設置

ことができました。

震災当時は電話が通じず、家族の

されていたとはいえ、数千人で使う
四月になってようやく、二本ある

安否を確認することもできないま

◆家族の安否確認が第一

送 水 管の 通水 の確 認が でき ま した 。

までしたが、家族は無事であると信

量はあっ とい う間 に底 をつ き ます 。

二箇月近く滞在しました。市内は停

そしてそのうち一本が生きている

じながら復旧作業を行いました。水

吉田 洋吉

電になり、テレビなどからの情報は

ことがわかりました。感無量。「何

道職員が妻の職場に給水作業に行

課長

震災当時はガス水道部工務課に所
途絶えてしまいましたが、無線が業

とか復旧できる」そういう希望を持

工務課

属していました。主に水道にかかわ
務用車両の全てに入っていたため、

った際に私の妻がいて、それで無事

ガス水道部

る施設整備を担当していました。三

ちました。

◆定年退職間際の震災

月末で定年退職を控え、震災当日は

それに頼ることになりました。
◆難航した復旧作業

員が多いので、上手く避難していて

丈夫だろうかと考えました。外勤職

次に、津波も来るだろう、職員は大

が 壊 れる だろ うな と想 像し ま した 。

とのないものでした。いろんなもの

その揺れは、いままで経験したこ

だくことができました。

体との協定に基づき、提供していた

運びました。給水車は、近隣の自治

と水が送れないため、給水車で水を

い山があるところでは、停電になる

プを稼働させる必要があります。高

水を高いところへ送るには、ポン

帰してしまったのです。目の前が真

ないでやってきたのが、一瞬で無に

トになってしまいました。一箇月寝

らまだしも、マイナスからのスター

重ねてきた修理がゼロになったな

再び断水してしまったのです。積み

が 発 生。 生き てい た送 水管 も 損傷 。

ところが、四月七日に最大の余震

無くなりました。しかし、以前からこ

要ですが、事務所の被災により、全て

いるかを把握するための図面が必

水道工事はどこに何が埋まって

否が判るよう、備えておくべきです。
◆図面が最も役だった

あとは何とでもなります。家族の安

だと判りました。家族が大丈夫なら

てパソコンで図面をつくっていまし

ます。
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打合せで一関市の室根にいました。

くれと祈りながら、何としても気仙

っ暗になりました。
◆「水道はありがたい」という声

た。そして、無傷だった新月浄水場の

のような事態を想定して、何年もかけ
「貯める量」のバランスが大事なの

そのような絶望的な状況ではあ

水道水は「出る量」と「つくる量」

水道事務所に向かう途中、同僚た

です。どこかが止まると断水になり、

沼に帰ろうと急ぎました。
ちが事務所より内陸で高い位置にあ

修理に必要な情報を一人の頭の

サーバーにも保存していたのです。

中 に 入れ てお くこ とは 難し い です 。

りましたが、「新月の浄水場は今回
んでいない。もう一度頑張ろう」と

引き継いでいくためにも図面は有

断 水 する と水 が濁 って しま い ます 。

声かけをしました。皆無我夢中で市

用です。複数の場所に最新の図面を

る安波山トンネルの待避所に避難し

民に水を供給しようと躍起になり

保 管 でき るよ うに して おく こ とで 、

の地震でも無傷。気仙沼の水道は死

事であることに安心したのも束の間、 給水です。大島へは、日本の海底送

僚と合流しました。仲間と車両が無

水管で給水していました。地震によ

ました。

そこに一番気を遣いました。

水道事務所に津波が襲来しました。

る地盤沈下の影響で、配水管の本土

水 を 提 供出 来 た時 は 「助か っ た 」

ているという情報を聞き、そこで同

その後、全員で新月浄水場へ避難

側の使用可否の確認に時間を要し

「本当に水道ってありがたいね」と

特に困難を極めたのが大島への

しました。そこには会議室も、駐車

ました。その間大島はずっと断水状

復旧スピードを早めることが出来

場も、作業場もあり、そこを拠点に

平成 29 年 3 月入稿

経験を生かした若手職員の育成を

大きかった地域で、一軒ずつ住居

ていきました。私は、津波被害が

水確認をしながら通水作業を進め

間以上新月浄水場で寝泊まりし、

認することができましたが、二週

ちに家族に連絡がつき、無事を確

幸いなことに、私は震災当日のう

職員の中には、家族との連絡が一

等を回り、被災した給水管の止水
通水作業中に、市民の方からは、

週間も取れなかった人や、仕事が

小野寺 一良

る市立病院への通水を確保するこ

多少の濁りがあっても通水したこ

終わった夜に避難所を訪ね回って

課長補佐兼施設係長

◆被害状況の把握と市立病院への
とを優先することとなりました。

とを喜んでいただき、やりがいを

いる人もいて、連絡が取れるまで

工務課

通水確保
その日の夜に市立病院の様子を見

感じました。

は不安な毎日だったことと思いま

ガス水道部

地震が発生した時、私は水道事
に公用車で向かった時、夜空が真

◆津谷川からの緊急取水

家に帰れない状況が続きました。

務所の会議室で会議中でした。ま
っ赤に染まっていたのが、今でも

作業に従事しました。

た、職員の多くは事務所内におり
忘れられません。

震災直後は、新月浄水場を拠点

分濃度が高くなり原水の取水が使

は津波の影響で一時的に水源の塩

務所に異動しました。本吉地区で

水道管の配置や水の流れを把握し

水道事業においては、見えない

の水道事業を支える

◆若手職員の育成によりこれから

す。

ました。大きな揺れを感じて、後
◆一軒ずつ回って漏水確認

として、水道管の被害調査をはじ

用できなくなったため、宮城県が

その後、本吉地区にある水道事

ろにあったガスヒーターが倒れな
揺れが収まると、上司から、全員

めとした復旧作業に職員皆で対応

中で過ごしたことが思い出されま

なり、雪も降り始め、とても寒い

しませんでした。日が落ちて暗く

大きな被害が発生するとは考えも

ました。その時には、これほどの

後の方に事務所を出て避難を始め

催し、職員同士の情報共有を行う

を基に朝・夕のミーティングを開

事しました。また、それらの情報

部との連絡、資料作成作業等に従

て、被害状況の集約や災害対策本

月浄水場で、パソコンを一台借り

することとなりました。私は、新

◆家族の無事が心の支えに

していただき、大変救われました。

とを慮って臨機応変に柔軟に対応

ったにも関わらず、緊急であるこ

おいて、必要な手続きや段階があ

務所や宮城県河川課等との調整に

必要がありました。宮城県土木事

所管する津谷川から緊急取水する

人材を育てていくとともに、その

り、緊急時にも迅速に対応できる

ばなりません。そうすることによ

りと若手職員に伝えていかなけれ

ってきた技術やノウハウをしっか

豊かな職員が、水道技師として培

養っておくためには、現場で経験

ておくことが必要で、その感覚を

被害状況が分かってくると、次

す。家族の安否が分からないまま

否の確認方法を決めておくことで

まず、大事なことは、家族と安

ます。

き続き守っていきたいと考えてい

切にし、本市のライフラインを引

環境で培われるチームワークを大
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いように必死に押さえていました。
避難するよう指示があり、私は最

す。

とともに、対応方針等について話

図を引っ張り出して、会議室で今

は配水作業に取り掛かりました。

では、職務に対する姿勢や遂行力

その日のうちに新月浄水場に移

後の対応の検討を始めました。ま

配水経路を確保したうえで、各家

にも影響を与えかねないからです。

し合いました。

ず、被害状況を把握すること、そ

庭に引き込まれている給水管の漏

動し、浄水場で保管していた管路

して、水の供給が必要と考えられ

平成 28 年 11 月入稿

事業計画推進のために求められる総合的見識力
同時進行の復旧・復興事業のなかで

は、当時は指定避難所ではありませ

復旧しなくてはと思いました。

復興のまちづくりが進むと、従前

◆まちの復旧・復興にあわせて

て、また救援部隊の基地として利用

とは違う位置に道路が通り、併せて

んでしたが、間違いなく避難所とし
されるだろうと思い、給水の準備に

水道の敷設に係る費用負担や、施工

佐藤 靖

などの対応をしています。どのルート

給水作業が一週間ほど続き、次は

の順序など、関連する事業と調整を

技術主幹

◆災害対応に必要な車両と資機材を
を利用すれば、通水を回復できるか、

水を必要とするエリアへの通水を

図りなが ら進 める こと が重 要 です 。

工務課施設係

地震が発生したとき、鹿折地区に
市内各所の土地の高低などの情報も

再開する対応にあたりました。

例えば魚市場前の水産加工場の

ガス水道部

ある水道事務所で会議をしていま
あわせて、地図が頭に入っています。

市内を複数のエリアにわけて、管

集積地をつくる際には、水道の敷設

水道も改めて敷設することになり

した。揺れが始まって、時計で計っ
例えば、気仙沼のまちは大川で大きく

路 や 関連 施設 の被 災状 況の 確 認や 、

費用は水産基盤整備の事業で実施

向かいました。

て七分間揺れていたことを覚えて

二つに分断されていて、その大川を越

浄水装置の起動のための非常用電

し、その施工の管理監督は水道が担

ま す 。こ うい った 時期 にお い ては 、

います。川を遡上して津波が来るか

える四つの橋を人と水が通ることが

源の確保 など 、対 応を 進め ま した 。

当するなど、事業を円滑に進めるた

◆地区別にチームを組んで通水

もしれない、そう思いました。

できるかが復旧のポイントになりま

私は、南郷、本郷地区の担当にな
冠水しましたが、建物はそのまま残

ンの事業には時間がかかっています。

一方で、内湾地区などの低地ゾー

部隊を走らせ、途中の経路で落橋等

の重量のある車両もあるので、先行

になっています。水道には給水車等

集 ま って いる だろ うと 考え ま した 。

水しておらず、その沿道に避難者が

ずバイパス沿いであれば津波は浸

一関市からの給水誘導の際も、ま

用いただいていることに喜びを感

よう工夫して下さっていました。利

地元の方が給水所を利用しやすい

と 、 ホー スや たら いな どが 置 かれ 、

数日後給水所の様子を見に行く

ていなかった時間や費用を要するこ

等、整備の順序を間違えると想定し

に道路の舗装の計画が進んでしまう

業が進みません。水道を敷設する前

の中でも関係課が多く、なかなか事
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そこにいた水道事務所の職員全

員で、バイパスのトンネルを抜けて、 す。また、そういった観点をもって日

りました。南郷、本郷地区は津波で

要な指定避難所の位置、津波が来た時

っているところが多く、住民の方が

防潮堤など、従前なかったものを整

めの役割分担を行いました。

常の業務に従事していれば、給水が必

個人の車をとりに戻った時には津

に浸水する可能性のある範囲、その結

必 ず 戻っ て来 られ るだ ろう と 思い 、

備することの影響もありますが、市

公 用 車と 資機 材を 避難 させ ま した 。
波が来ていました。

果人が集まる場所、全てを想起できる

給水所を設置しました。

水道事務所では、災害が起こった

ようになります。

の問題が生じないかの確認をしなが

翌日の段階では、まだ水道事務所に

時は新月の浄水場へ拠点を移すこと

ら、新月の浄水場へと移動しました。

ために、どの事業をどの順番で実施

とになります。地区全体を復旧する
いませんでした。情報がないときは、 所 ま で 足 を 運 ば せ て し ま っ て い る

することが有効かを判断できる総合

じた一方、地区の方にわざわざ給水
ことにも気づきました。改めて一日

的な見識力が求められると思います。

避難所の正確な情報は入ってきて
日常培った地理感で、自分で探るこ

も早く各世帯へ通水できる状態へ

◆あの場所に避難者がいるに違いない
て、私は その 誘導 にあ たり ま した 。

とが求められます。市の総合体育館

翌日、給水応援車が一関市から来
水道事務所の職員は、日常から漏水

平成 29 年 1 月入稿

熱い思いで一日も早い水道復旧作業

事務所にて使用できる物を集め

りませんでしたが被災した水道

◆通水時の喜びはひとしお

あとで聞いて分かりました。

り水道車両を安波トンネルパー

地震発生後、部長の指示によ
セットに蛇口が四個ついている

して五セット作成しました。一

設給水栓を二十セット、予備と

等へ業者と一週間ほどかけて仮

道業者と一体となり青野沢大沢

され、旧唐桑水道職員と唐桑水

その後、唐桑地区担当を指示

スムースにできました。

実施していましたので、作業は

直営でも仮設配管の布設作業を

気仙沼市では委託業者の他、

後から振り返ると大変だった

考えていました。苦労したとは

きるだろうかと言うことばかり

したい。どう配管すれば通水で

とにかく一戸でも早く水道を出

震災後の一年間は無我夢中で

キングへ移動しました。その後

ものです。水を送る配水管が破

浄水場へ引き込みしている導水

作業ですが当時は当たり前のこ

て修理をいたしました。

水道事務所が津波の被害を受け

損し水道が出ない地域について

管破損修理をまかされ対応にあ

とをしてきただけという感覚で

ガス水 道 部 工 務 課 技 術 主 幹 兼 給 水 管 理 係 長 佐 々 木 昭 市

たことが知らされ夕方になって

は、数百メートル仮設管（ポリ

たりました。

◆仮設給水栓で応急給水

高台にある新月浄水場へ避難し

エチレン管）にて布設いたしま

とにかく無我夢中で対応いた

しました。

の水管橋の津波により流された

さん同じ気持ちであったろうと

このことは携わった職員みな
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思っておりません。

ました。

っていて給水車がいけない箇所

（鋼管φ一五〇）管を拾い集め

思います。

した。

区・大島地区・本吉地区の被害

にも仮設管にて対応をいたしま

溶接をし、また、途中の導水管

◆水道職員として復旧活動

草畑橋に設置している導水管

状況を確認のため浄水場内にて

した。

も他の唐桑業者にて同時修理を

した。また、他にがれき等が残

話し合い、給水対応する職員、

◆少しずつ本復旧へ

すぐさま気仙沼地区・唐桑地

配水管の被害状況を確認する職

今後さらに大きな災害が起こ

った時、自分の持ち場というもの

し、対応にあたりました。
何とか数日で大沢浄水場に水

があり、それぞれの役割はありま

その次は、水道管を徐々に修

を送ることができるようになり

すが、水道職員はとにかく早く水

員、施設棟の被害状況確認する

ました。そして、そこから徐々

道を出すという考えをもって対

理しながら通水してまいりまし
道路ががれき等にて埋もれて

に唐桑地域の主要幹線に通水し

応してほしいと思います。それが

職員、業者の手配をする職員そ
した。その中での私は、上司か

配水管の位置が分からない場所

ていきました。大島地区・本吉

行政の役目ですので、苦労と思わ

た。

ら仮設給水栓の配置を指示され

は、仮設管にて迂回し管路を作

地区にて対応した職員・各業者

れぞれに分担し対応にあたりま

対応にあたりました。

りました。

学校・公民館・保健センター

ないことが 必要で す。

材料も十分にある状況ではあ

それ以上の苦労があったことは

等の避難者が集まっている場所

平成 29 年 3 月入稿

仮設の露出配管も使って水を送り届ける
課長補佐兼漏水防止係長

菊池 研司

市民と事業者の一日も早い復興のために
工務課
◆徐々に通水範囲を拡大
その後市内の水道業者の協力を
得て、地震の影響が少ないエリアか
ら 、 徐々 に通 水作 業を 行い ま した 。
震災後三日間のうちに、千百戸へ通
水を再開することができました。
鹿折の水道事務所が被災してしま
いましたが、新月の浄水場では、配
管図面等を紙ベースでバックアップ
をとっていました。バックアップの
図面をコピーし、はりあわせて、大
きな情報共有用の地図をつくりまし
た。毎日、一日の作業終了後、翌日
の通水作業に伴う仕切弁の確認、最
優先に実施すべきことの役割分担等、
被害の情報や通水状況の情報等をそ
の地図へ書き込んでいきました。三
月下旬になると、管路の修理にも着
手し、三月中に旧気仙沼市内の水を
必要とされる場所へはおおよそ通水
できるようになりました。
被害が大きく通水が不可能な地
区の中でも、避難所から家に戻り生
活を再建する人のために、通水可能
としたエリアから個別に露出配管
で個人・個人の給水管に接続して水

を送った箇所が相当数あったと思
います。
また、魚市場や水産関係工場等の
集合している地区は、事業再建にむ
け て 急ぎ の通 水要 望が あり ま した 。
魚市場は、気仙沼の経済の中心です。
その活動を再開するためには水が
必要です。作業を進める上で特に大
変だったのは、沿岸部は津波で流さ
れてきたがれきに埋もれていて、な
かなか止水弁の位置の確認ができ
なかったことです。魚市場までの経
路沿いの止水弁のひとつひとつを
確認しながら通水作業を行いまし
た。また既存の管路が被災して使え
ない所もあったので、露出配管で仮
設の配水管も設置し、魚市場までの
通水を確保しました。
震災から時間が経過すると、被災
し た 自宅 の被 害が 少な いこ と から 、
避難所生活から早く自宅へ戻って
生活することを希望されますし、水
産関係の事業者の方も事業再開の
ため工場に戻られます。そうすると、
まずは水が必要になります。「とに
かく何とか水を通してくれ。自宅に
帰りたい。水さえあれば、生活でき
るから頼む。」という声が多く聞か
れました。本格的に管路を復旧する
までの間、露出配管による仮設の配
水管で水を送った箇所は市内で相

当数あったと思います。
◆先の読めない通水作業
震災後、約一週間程度通信網が寸
断 さ れて いま した が、 通信 回 復後 、
一斉に電話が鳴るようになりまし
た。市民の方からの通水に関する要
望・苦情が多く寄せられました。で
きる限りの通水情報について、納得
いただけるよう、伝えたい所でした
が、被害状況の確認等に時間を要す
こともあり、復旧時期など正確に伝
えられないこともありました。
一方で、通水した時には、わざわ
ざ感謝の言葉を電話でいただくこ
ともあり、とてもうれしかったです。
◆発災が夜だったら・・・
今回の災害は昼（勤務中）に発災
した事で、通信網が不通の状態の中、
職員は無線で連絡を取りながら新
月浄水場へ避難することが出来ま
した。しかし、発災が夜だったら同
じように動けたか。また、鹿折の水
道事務所は内陸にあります。災害時
の 行 動を 意識 付け でき てい な いと 、
緊急招集時に大津波に襲われたあ
の場所へ参集してしまう職員もい
ると思います。休日や夜間に災害が
発生した場合、津波・大雨洪水等警
報による危険地区を考えた緊急参
集場所の整理をすることが重要だ
と思います。
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ガス水道部
◆新月浄水場へ避難、そして市立病院へ
地震が発生したとき、鹿折地区に
ある水道事務所で打合せをしてい
ました。揺れが収まってから、職員
の 安 否確 認を した 後、 職員 全 員で 、
給水車等の庁用車に分乗して近く
の高台にあるバイパスのパーキン
グへ一時避難しました。
高台から水道事務所付近を確認し
た職員から津波が襲っているとの情
報があり、バイパスのパーキングか
ら新月の浄水場へ移動しました。庁
用車には車両無線の受信機が搭載さ
れており、水道の庁用車同士は無線
を通じて情報が共有できます。外勤
中の職員には無線で新月の浄水場へ
集合する指示がだされました。
震災と同時に全市断水になって
いましたが、市立病院から、多数の
怪我人等の対応のために水が必要
だという連絡が入りました。しかし、
給水車での給水では水量は限られ
ます。地震発生から六時間後、地震
と津波による管路の影響と漏水の
影響が少ないことを確認し、まず市
立病院への通水を実施しました。

平成 29 年 1 月入稿

てくれて、具体的な指示を出さな

地元の水道業者が早々に駆け付け

たが、地域のことを熟知している

必要となり、大変地道なものでし

るため、一軒一軒止水する作業が

ています。

速に対応することができたと考え

常に常備しているため、初動を迅

ができましたし、必要な工具等は

で情報収集・情報共有を行うこと

した。公用車に搭載している無線

小野寺 憲雄

くても、すぐに対応していただき、

また、何よりも、災害復旧という

技術主幹

大変心強く感じました。技術や知

一つの大きな目標に向かって、チー

工務課

識を有している専門業者との連携

ムで対応することができた同僚と

市民の安心を支える水道事業の復旧に向けて
ガス水道部

を顧みることなく、必死に災害復

の重要性を改めて認識することが

のつながりは、大きな力となり支え

マニュアル通りに他の職員ととも

院患者や透析治療が必要な患者に

なりました。また、市立病院の入

台に避難させることとなっており、 管路の復旧などに取り組むことと

ールの水やきれいな沢水を緊急浄

施設復旧までの間は、小学校のプ

が完全に途絶えてしまいました。

たため、配水機能が停止し、給水

大島では、海底配水管が被災し

り前で、そのような状態を維持し、

水してもすぐに復旧するのが当た

な水が出てくるのが当たり前、断

水道は、蛇口をひねるときれい

◆市民の安心を支える水道事業

となり、とても感謝しています。

震災直後は、上水道の管路等の

取り決めを皆が認識していたため、 水が必要であったため、市立病院

に避難を始めました。そういった

に通じる系統の確保を優先しまし

水器で浄水し、応急給水をして対

すべての人が安心して生活できる

大きな揺れを感じました。地震発

用車から降りたちょうどそのとき、 ◆通水エリアの拡大に喜び

現場から水道事務所に戻り、公

◆職員皆で公用車とともに避難
旧に取り組みました。

できました。

スムーズに避難することができ、

た。幸いなことに、市立病院の断

応しました。

被害調査や配水池の清掃、大きな

大津波警報が発令され津波が到達

水は、比較的早く復旧させること

新月浄水場には非常用電源が備

し、水道事務所に駐車していた個

計画の策定に当たっては、新月浄

場への移動を余儀なくされました。 ていくかの計画を策定しました。

人の車両は被害を受け、新月浄水

水場に配水管や給水装置等の位置

の配水池からどのエリアに配水し

一週間ほどの被害調査の後、ど

市民からの感謝の声が何よりの励

していく事が嬉しかったですし、

たが、通水したエリアが順次拡大

らの苦情を受けることもありまし

差があったりしたために、市民か

間がかかったり、通水エリアに格

にあっても、職員が一丸となって

ことが重要です。また、非常事態

皆で確認し合って常に備えておく

画・応急給水計画を、しっかりと

危機管理マニュアル・応急復旧計

震災の経験を踏まえて策定した

津波の被害が大きかったエリア

せていた公用車が大いに活躍しま

復旧作業の中で、高台に避難さ

とが重要であると考えています。

良好な人間関係を構築しておくこ
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生時には、津波に備え公用車も高

したときには、ほぼ全員の無事を

わっていたため、迅速な復旧作業

のマッピングデータを保管してい

みとなりました。

まとまり、皆で支え合えるような

環境を提供することが私たちの使

ができたと記憶しています。

に当たることができましたが、職

たため、迅速に対応するのに大変

◆災害復旧に向けてチーム対応

震災の被害は甚大で、復旧に時

確認することができました。しか

員の中には家族の安否を確認でき

役立ちました。

いました。皆何週間も新月浄水場

では、家屋が流されてしまってい

命であると考えています。

ないまま、仕事をされている方も
に寝泊まりし、自分や家族のこと

平成 28 年 11 月入稿

課長

昆野 正彦

燃料と発電機を確保し、浄水処理を継続
浄水課

人を超える入院患者の病院食調理
のため断水できないことから、自
家発電装置の燃料である重油の確
保が必要でした。石油業者からの
ローリー配送を確保できなかった
当初は、ドラム缶を自前で調達し、
衛生処理組合などから備蓄重油を
わけてもらい、職員が軽トラック
で搬入、汗だくになりながら地下
タンクに給油しました。
電力の復旧目途がたたなかった
ため、浄水を二十四時間製造し続
けるのではなく「作っては配水池
に貯める」という作業を繰り返す
省力運転で重油の消費を最小限に
抑え、自家発電での浄水処理を続
けました。
自家発電装置の無い浄水場やポ
ンプ場を動かすために、東北各地
から大小さまざまな発電機をリー
スし、燃料の軽油を確保すること
で、浄水処理と市内各地への送水
を再開することができました。
断水期間が長かったことから、
食中毒などの二次災害防止のため
細心の注意をもって送水再開時の

水質維持と使用時の指導を行いま
した。
◆放射性物質を含む汚泥を受け入
れてくれた山形の処分場に感謝
浄水処理を再開して最も困った
ことは、浄水過程で発生する汚泥
から福島第一原発事故に起因する
放射性セシウムが長期にわたって
検出されたことです。震災前はセ
メントの製造原料として汚泥を処
分できたのですが、放射性物質が
含まれたため受入先が無くなりピ
ーク時には汚泥を入れた一トン袋
を四百袋以上も新月浄水場に保管
せざるを得ませんでした。
東北各県の処分場を調査し、最
終的に山形県内の処分場が受け入
れてくれることになりました。山
形県が、被災地であることから特
例的に搬入許可を早く出していた
だけたことで汚泥の処分に道筋を
つけることができました。知事を
はじめ、協力いただいた処分場関
係者に大変感謝しています。
◆平常時より少ない職員数で三交
代制の二十四時間業務を続ける
浄水場の業務は、三交代制の二
十四時間運転監視業務です。専門
職化していることから、震災時で
も代替職員を確保してもらえませ
んでした。

大島への海底送水管が壊れ、送
水できなくなったことから、暫定
的に小学校のプールの水を浄水す
るため、少ない人数の中から大島
に職員を派遣し、非常用浄水装置
を手動操作し対応しました。
大島へ行った職員はもとより、
残った職員も三交代制を維持する
ため厳しい勤務シフトになりまし
たが、ライフライン業務への責任
感をもって職員が頑張ってくれた
ことに大変感謝しています。
◆緊急時の現場対応能力の向上を
災害等の緊急時に的確に現場対
応にあたるためには、自分の担当
業務に精通しているだけでは十分
とはいえません。自分の業務が全
体の中でどのような位置づけにあ
るのかを平常時から理解しておく
ことが必要です。
そうすることで、緊急時の対応
にあたって、他業務との関連・影
響も考慮した上で、自分の業務遂
行のための判断ができるようにな
ると思います。
又、災害発生時には緊急業務の
ある部署での経験がものをいいま
す。人事ローテーションや研修等
で中間管理職までに経験を積むこ
とが災害に強い組織につながると
思います。
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◆老朽化した浄水場からの水の流
失被害を心配
地震発生時は、一関市の室根支
所で水道水源である大川の水質に
関する打ち合わせをしていました。
気仙沼地区の主要な浄水場は新
月と舘山にあります。舘山浄水場
は完成から八十年以上経過し老朽
化していたため地震で施設が壊れ
ていないかを心配しました。浄水
及び処理水の一万一千トンが流失
した場合、土石流による被害が発
生する恐れがありました。急いで
浄水場に戻りましたが、施設が頑
丈に作られていたため心配したよ
うな被害はありませんでした。
◆浄水場やポンプ場を動かすため
の発電機や燃料の確保に動く
浄水場は、飲料水の製造工場で
す。停電すると、飲料水を製造す
ることも、家庭へ送水することも
できません。
新月浄水場には自家発電装置が
あるため、停電になった後も浄水
処理を続けていました。
送水先に市立病院があり、四百

平成 29 年 1 月入稿

迅速な判断と行動で貫く信念
課長補佐兼事業推進係長

小山 隆一

の壁が押し寄せてくるような光景
を目撃することとなりました。

ガス課

◆最悪の事態を回避すべく、ガス
供給を緊急停止
◆がれきの中からの救助、車を捨

ガス水道部

地震発生後、すぐに地震の強さ

緒に逃げた人は数人だけだったと、 配管を改造して手動でガスを供給
つらい経験を話してくれました。
できるようにしました。自分たち

で部品を集め、原料ガスの量を流

未曽有の震災を経験し、いかに

◆地道なガスの復旧作業に尽力

防に任せるしかありませんでした。

身を守るかを常に考えておくこと、
そして避難するときには徒歩で避

しすぎないように調節しなければ
ならず、勘とアナログの計器を頼

市民から何か頼まれても「担当に
連絡します」としか答えられない

難し、絶対に車で避難してはいけ

震災翌日からは、被害状況の調
査を開始しました。市内全域を分

え崖を降りると、電柱の高さ数メ

自分を歯がゆく感じましたが、自

ないということを皆が胸に刻んで
ほしいと思っています、

りに制御システムが復旧する約一

五カイン程度の値でしたが、その

ートルの位置にしがみついている
方がおり、海水に浮かぶがれきを

分には今やるべき職務があるんだ
と自分を納得させていました。

また、行政職員として職務を全う

担して調査する中で、ご遺体を見

三倍の約十五カインという値を示
しており、異常事態であることを

かき分け、何とか救助することが

ガスの復旧作業に当たっては、

するためには、迅速な判断力と行動
力が求められます。今思うと、ガス

箇月の間作業にあたりました。
◆自分の役割を信じ職務を全う

いち早く察知しました。

できました。他にも助けを求める
声が聞こえましたが、黒く濁った

都市ガスが利用可能な千二百件程
度の家屋を、一軒ずつガス漏れの

つけることも度々ありましたが、
どうすることもできず、警察や消

地震計の値は、都市ガス供給停
止の基準を下回っていましたが、

海水で深さや何が沈んでいるのか

た津波の大きさが尋常でないこと

熱源が絶たれ不自由させた方々には

造する工場は、電気設備が水没し
雑な想いとともに後世に伝え、次に
制御システムが動かなかったため、 生かしていきたいと考えています。
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を示す工場の計器を確認しました。 てて避難するよう呼びかけ
過去に経験した震度五強の時でも
そんな中、助けを呼ぶ声が聞こ

ガス管が破損している可能性があ

確認をして回る必要がありました。 供給停止の判断により、結果的に自

申し訳なく思っています。本来の自
分の役割を果たすこと、職員の命を

た。停止作業が完了し、避難した

を感じ、車を捨てて避難したと聞
いています。周りの車の窓を叩き、

分たちが送り出すガスによって火災
につながることはなかったものの、

想される中で生存者を探すには大
市内工事業者や応援の業界団体等
変危険で、職員の命も守らなけれ
の協力の下、バックアップしてい
ばならないとの想いと、何もでき
たデータを活用し、巡回計画を立
ない悔しさで揺れ動いていました。 てて対応することができました。
現場で汗を流し作業する職員に、

守ることなど、やるべき重要なもの

も分からず、二波三波の津波も予

ったため、ガス漏れによる火災等
の二次災害を防ぐべく、被害が少
ない地域も含めて市内全域のガス
供給を手動で停止させようと判断
しました。ガスの供給停止は過去

感謝の声をかけてくださる市民の

がある一方で、仕方なく別の何かを
犠牲にするという選択も時には必要

また、現場に出ていた職員から

方もおられ、励みになりました。
また、ガスの供給を再開できる

です。こういった経験を、色々な複

高台からは、渋滞で並んでいる車
や避難を急ぐ人が小さく見え、海

すぐに避難するよう伝えたが、一

大きいことは分かっていましたが、 は、渋滞につかまった公用車の中
最悪の事態を考えた末の決断でし
で、携帯電話のライブカメラで見

に例がなく、市民生活への影響も

状況が整いつつある中、ガスを製

水とがれき、空中を舞う埃の三層

平成 28 年 11 月入稿

幸い漂流物が直接ぶつかることが
なかったため、電気系統は故障し

スの製造プラントが水没しました。 必要なことを伝えました。

供給を全て停止しました。
やがて津波が押し寄せ、都市ガ

れたため、地震直後に都市ガスの

ガス課の事業所は幸町の強固な
岩盤の上にあります。地震が発生

◆地震直後にガスの供給を停止

わりました。屋内の元栓について

とてつもない地震だと思いました。 の全戸（約千二百戸）を訪問し、
ガス漏れによる二次被害が心配さ
屋外にあるガスの元栓を閉めてま

した時、その場所が揺れたので、

は利用者に閉めてもらい、都市ガ
スの供給を再開する時に立会いが

後、都市ガスの利用者（需要家）

都市ガスの供給再開に向けて、
導管の大まかな被害状況を調べた

◆応援職員の協力で供給を再開

震災後しばらくの間、検針作業

いたので、私一人でその二千件の
来てくれました。当初は滞在先の
ホテルで食事ができなかったため、 電話に対応し、質問に回答したり、
事業所の炊事場で炊き出しをして、 連絡先を聞き取りました。

三月末から五月にかけて、大阪
ガス関連の応援職員が十五名程度

ができませんでした。震災前は月
に一度、検針の担当者が巡回し、

の電話がかかってきました。他の
職員は復旧のために現場に行って

料金の支払い等について約二千件

ることも必要でした。電話がつな
がるようになった後、利用者から

また、避難先や連絡方法を確認す

ている間は料金が発生しないこと
をお伝えすることが必要でした。

災により都市ガスの供給を停止し

震災前までのご利用分については
料金のお支払いが必要なこと、震

を失ってしまいました。利用者に

た。直近の料金請求のデータは残
っていたのですが、過去のデータ

存していたサーバーが流失しまし

◆利用者に料金減免等を連絡
津波により、業務のデータを保

きました。二十四時間休まずに災

災害直後に家族の安否確認をす
るように上司に声をかけていただ

◆安否確認により災害対応に集中

要望したところ、新たな補助金を
創設していただきました。

な導管を敷設することが必要です。
当時はこのような事業に対する補

です。また、かさ上げ後には新た

した。かさ上げ工事の前に埋設し
ている導管を撤去することが必要

かさ上げが行われることになりま

津波浸水区域では地盤沈下が起
こり、津波対策と合わせて土地の

◆かさ上げに対応した導管の敷設

て、現在はインターネット上に重
要なデータを保存しています。

行いました。震災の教訓を活かし

シートを作り、それに基づき請求
金額を算出し、料金の請求事務を

ため、エクセルで料金算定の計算

す。通常の料金請求のシステムで
はこのような状況に対応できない

都市ガス利用者からの約二千件の電話に対応

ましたが手動操作であれば都市ガ

応援職員に食事を提供しました。

水道と都市ガスの検針を行うので

害対応にあたる覚悟で動き始めて
いたところでしたので、安否確認

スを製造することができました。
◆病院や共同調理場にガスを供給

畠山 高寛

三月十二日に、避難させておい

ガスの供給エリアをいくつかの
ブロックに分けて、ガス漏れが発

すが、水道も多くの被害を受けて
復旧に時間がかかっていました。

を先にさせてもらえたことで、そ

主幹

た移動式ガス発生設備を市立病院
に運び、都市ガスの仮設供給を開

生していないかどうかを確認しな

ガスメーターが壊れている場合も

の後の復旧業務に気持ちを集中し
てあたることができました。

ガス課事業推進係

金制度ができた時に調達しておい
がら少しずつ都市ガスの供給エリ
た設備が災害対応に役立ちました。 アを広げていきました。一般需要

始しました。中越地震の後、補助

家への供給は二十八日に再開し、

ありました。ガスの供給を停止し
ていた期間は料金が免除になりま
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ガス水道部

十六日には、炊き出しのために

四月十日には約六割が復旧を完了
しました。

助制度がありませんでした。国に

気仙沼共同調理場への都市ガスの
供給を再開しました。

平成 29 年 3 月入稿

二度と同僚を失うことのないように

◆通水に喜んでいただけたことが
何よりの励み
事 務 所 が被 災 して し まった の で 、

の止水栓やメーターボックスをさが

す作業で、漂流物等の撤去を地域の方

に協力していただきました。そして通

四十五号で水道管が破裂して噴出

業者さんが事務所に来られて、国道

が皆事務所に戻ってきました。水道

務所にいたのは私だけでした。

場に出ていたので、勤務先の水道事

地震が起きたとき、他の職員は現

◆給水体制に切り替えることに必
死で・・・

たので、事務所に向かいました。車

いました。私は事務所が心配になっ

きていて、付近はがれきが散乱して

本吉総合体育館の前まで津波が

◆避難していてほしかった

来したことに気づきました。

戻ってきたときに、初めて津波が襲

思います。本吉総合体育館の前まで

方の四時半から五時近くだったと

一通りの作業が終わったのが、夕

道施設の応急・仮復旧にも取組まし

また、給水対応をする一方で、水

日交代で実施しました。

は、本吉支所の職員の協力を得て毎

トン輸送しました。避難所への給水

吉と室根の間で給水用の水をピス

きるダンプや給水タンクを集め、本

域の水道業者へ声かけして、利用で

に水の提供を依頼しました。本吉地

できない状態になったため、一関市

水源とポンプ施設が破損して利用

給水対応を始めました。本吉地域の

した。日ごろ水道水の安定供給をす

福祉課一名の職員が犠牲になりま

水道職員一名と避難してきた保健

◆職場の状況にあった避難訓練を

旧作業を実施することができました。

を提供していただき、スムーズに復

タを保管されていたので、その情報

管路図を作成された業者の方がデー

が手元にありませんでしたが、以前

ます。事務所が被災したためデータ

の管路の情報を把握する必要があり

水道の復旧に際しては、それぞれ

水を本当に喜んでいただきました。

しているという情報を提供してい

を高台に置いて事務所へ徒歩で向

た。仮設浄水機の設置や、急速ろ過

ることだけしか頭になく、自分達の

本吉支所を拠点に、本吉地域内への

ただきました。通行の支障になると

かいました。すると何か音が迫って

機の利用により河川からの取水を

避難場所についての意識の共有が

尾形 明門

いうことで、私ともう一人の職員と

きました。振り返ると、また津波が

行うなど、少しでも通水範囲を広げ

十分ではなかったと思います。

主幹兼施設管理係長

二人で現場に行きました。他の箇所

襲ってきていました。私は急遽高台

て、給水対応のエリアを狭くできる

本吉事務所

でも水道管が壊れていることが把

に逃げました。高台から見た事務所

よう対応しました。

ガス水道部

握できたので、今後必要となる水の

は二階まで津波に浸かり、水が行っ

ったので、津波には直接遭遇しませ

私達は、内陸の方面の確認に向か

ことでした。水道事務所の道路を挟

員はどうなったか解らないという

務所に避難していた住民と市の職

その直後、所長と会いました。事

ボックスの有無を確認し止水したう

は、被災した家屋の止水栓やメーター

きませんでした。被災地区への通水で

れくらいの時間がかかるか見当もつ

況がつかめないため、通水の作業にど

地震や津波による水道管の破損状

状況にあった避難訓練を徹底する

れぞれの職場で、それぞれの職場の

済んだのではないかと思います。そ

徹底できていれば犠牲を出さずに

ります。そこへ逃げることだけでも

道事務所の場合、すぐ隣に高台があ

に対する条件は異なります。本吉水

職場ごとに周囲の地形など災害

んでした。飲料水が無くなると地域

んですぐ隣が高台です。きっとみん

えで、通水をする必要があります。大

ことが大切だと思います。

地震が起きて、外勤していた職員

確保のため、本吉地域にある数箇所

たり来たりしている状況でした。

の方が皆困るので、給水用の水の確

な避難しているに違いない、私はそ

谷地区の通水作業では、被災した家屋
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本吉水道事務所は、津波で被災し、

の配水池からの配水停止に回るこ

保のため、必死で職務にあたりまし

う信じました。

とにしました。

た。

平成 28 年 11 月入稿

教育長

「海と生きる」ための教育とは何か
教育委員会

白幡 勝美

化したとみられるところもありま

たところもあれば、徐々に潮位が変

の度の津波でも猛烈な流れを伴っ

とに「災害の顔」が違うのです。こ

によって大きく異なります。場所ご

電気が途絶えたなかでの汚物処理

きな役割を果たしました。また、水、

市長部局から派遣された職員が大

難 所 の機 能が 確立 して いき ま した 。

避難者への対応では、各施設で避

ておく必要があると再確認させら

謝します。

張ってくれました。改めて献身に感

性職員を筆頭に各施設の職員が頑

した。災害時にそこで何が起きるか、 をはじめ衛生状態を保つために、女

また、階上小学校区では一時、百

れました。

した。地区での防災訓練が活きたと

震災が起きて、真っ先に考えたの
名を超える子どもたちの所在が不

◆学校教育と被災者支援は一体

給食の運び手、清掃の担当等として

◆地域・地区ごとに「災害の顔」

は子どもたちの安全です。かねてよ
明の状態に陥りました。大きな犠牲

学校教育を速やかに再開して安

活躍してくれました。小学生も周囲

どんな可能性があるのかを押さえ

り市の危機管理課と教育委員会は

が出るのではないかと非常に心配

定を保つことと、被災者の支援～復

に心配をかけまい、「明るさ」を与

思います。

連携して防災教育を実施してきま

しましたが、犠牲者はゼロ。これも

旧～復興は平行してとらえられが

えようと努力していました。

は違う

した。各地区での啓蒙活動も頻繁に

地区の人たちが良い判断をしてく

ちでした。が、両者は一体のものだ

津波が来たときに、はたしてそれが

えに来ても帰しませんでした。唐桑

教頭の判断で保護者が子どもを迎

た。そうした状況下では被災者の

地域の人たちが同時に被災しまし

の子どもたちと子どもを守り育む

と思います。東日本大震災では多く

はよく引き受け、役割を担ってくれ

新城小学校、白山小学校他の学校で

時 間 的ゆ とり はあ りま せん で した 。

こ と では いさ さか 躊躇 しま し たが 、

学校にご遺体の安置所を設ける

避難所では中学生が支援物資や

行 わ れて おり 、防 災教 育は 浸 透し 、
れた結果でしょう。

役立っていたのか、とても不安にな

小学校は津波が来る前に全員が避

方々のために学校のすべての機能

ました。

域を通らなければならない居住地

自宅からの登・下校の際に津波浸水

際どいところで人が動き、そのなか

応 に 活か され まし た。 震災 時 には 、

を受けており、その歴史的経験が対

題は、児童生徒、園児、職員の安否

て教育委員会が最初に直面した課

時間を遡ると、学校・公民館そし

を立てました。そのことで運動場の

に中学校校庭に建設を認める方針

地区の小学校と中学校を対にし、主

携が不十分な面もありましたが、各
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意識も高まっていると思っていま

りました。

難をしていました。唐桑地区は明治

を働かせて対応し、併せて子どもた

唐 桑地 区で は、 小中 学校 の 校長 、

気仙沼市では小中学校は高台、も

二十九（一八九六）年、昭和八（一

した。しかし、実際に地震が起こり、

しくは津波被害が想定されない所

ちの教育を再建しなければなりま

を持つ校区がほとんどでした。大島

でそれぞれが判断します。それらが

確認でした。さらに学校・公民館に

大部分を失った中学校には仮設の

次の段階で仮設住宅の建設問題

に置かれてきました。しかしながら、 九三三）年の三陸津波で凄絶な打撃

小中学校や鹿折地区の校区もそう

適切なものとなるよう災害の経験

避難された大勢の方々への対応、ご

にぶつかりました。市長部局との連

です。大島では、津波への意識の高

を後々に継承することの大切さを

せんでした。

い大人たちが浸水域を通って帰ろ

運動場を設けるようにしました。そ

の際、保護者、被災者を含む地区の

遺体の安置所の設置と課題が増え
ました。

実感しました。
災害は、生活している地域・地区

う と した 生徒 たち を「 もう 無 理だ 」
と押し止め、学校に引き返えさせま
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皆さん、市長部局、ＮＰＯなどから
を克服してくれました。

会の保健給食係が力を合わせ、課題

れをつくるためにも重要であった

書館などの早い再開は、そうした流

でも解けません。海への恐怖や恨み

かしそれでは津波の恐怖は、いつま

を取り除くことは、気仙沼市の将来

深い理解 と配 慮を いた だき ま した 。
と思います。

で は 最も 早い 再開 でし た。 じ つは 、

害を被った宮城県の沿岸部のなか

開したのは四月二十一日。甚大な被

気仙沼市の小中学校の授業が再

の 活 用が 可能 とな りま した 。 また 、

ラー、スクールソーシャルワーカー

で、全小中学校でスクールカウンセ

が寄せられました。宮城県の計らい

から専門家の配置への切実な要望

でご指導いただき、お世話になりま

教育委員会、他自治体に何から何ま

県南三陸教育事務所、東京都目黒区

文 部 科 学省 、 宮城 県 教育委 員 会 、

震災前から気仙沼市の子どもたち

人に獲得させる必要があります。

せ、「海と生きる」安心感を一人一

くで安全に生きる術を身につけさ

ら逃げることにとどまらず、海の近

子どもの心のケアの面では、現場

発災一週間後ぐらいに市長と災害
兵庫県、岐阜県、岡山県などからの

した。地元の宮城県はじめ、首都圏

◆復旧は学校の再開から

対策本部の英断で教員と図書館職
スクールカウンセラー派遣も効果

◆大きかった支援の効果とＮＰＯ、 を左右します。恐怖を消すには、や
ＮＧＯ、企業、団体
はり防災教育などを通して、津波か

員を本来の持ち場に戻していただ

は海の傍に住んでいながら、海では

らに怖がって海に近づかないとかえ

の各大学、また、西日本の大学から
をいただきました。加えて、日本ユ

って危険になります。海を見る、海

をもたらし、子どもたちを笑顔にし
学校教育では防災教育の充実が

ネスコ協会連盟のほか、多くのＮＰ

に触れる豊かな体験が必要なのです。

きました。教育委員会に所属する大
し、救援物資の仕分けなどから外し

急務となりましたが、被災地域、被

Ｏ、ＮＧＯ、企業、団体、大勢の有

気仙沼市は現在、東京大学海洋アラ

あまり遊ばなくなっていました。さ

ていただいたのです。それが前述の

災者との心の交流が重視されまし

志の皆さんのご支援もいただきま

イアンス海洋教育促進研究センター

も組織を挙げて教育に係るご支援

早期の授業再開、図書館の開館に結

た。それは仮設住宅に住む方々へ明

した。

てくれました。

びついたと思います。

るさや励ましを届けるとともに、児

と連携協定を結び、海洋教育を積極

気仙沼市を発展させる人に育ってく

れるよう願っています。
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部分の職員はがれき撤去や炊き出

学校再開に当たっては、通学手段

気仙沼市教育委員会は震災前か

ます。そのような取り組みを通して

童生徒にとっても現状を知り、希望

強い結びつきもあり、国内外から多

子どもたちを海に親しませ、海を恐

の確保が難題でした。児童生徒の居

復旧、復興を進めるには、子供た

大な支援を頂いたと思います。災害

れず、賢く安全に暮らせるよう導い

的に推し進め、東京海洋大学などと

コースを学校ごとに決めました。給

ちを安全安心な場所で過ごさせ、大

時にはふだんの連携が機能するこ

らＥＳＤ（持続可能な開発のための

食センター、調理場では被災者向け

人たちが実務に専念できる環境を

ています。子どもたちが、海や、山、

や自信を持つ上で必要不可欠だっ

の お にぎ りを つく って いま し たが 、

整える必要があります。被災時には、 とを、心からの感謝とともに述べて

景に培われてきた文化や産業を大切

場所からどうにかして安全に通学

そこを学校給食に使える状態に戻

家族どうし一緒にいることがとて

おきます。
◆子供達たちが海と親しむことが

にし、地域の持続可能性を担って、

も連携して、セミナーも開催してい

す の は簡 単で はあ りま せん で した 。

も大切ですが、そこから一歩進んで

必要

教育）を実施してきましたが、その

衛生状態を回復させ、水や電気の供

震災前の平常な社会の営みに戻る

今回の津波については大人も子

たのです。

給や安定した食材の確保の問題を

ことが復旧、復興の足取りを確かな

どもも語りたがりませんでした。し

できるようスクールバスや徒歩の

クリアする必要がありました。給食

ものにします。幼稚園・保育園、図

里の恩恵をも受け入れ、それらを背

センター、調理場の職員、教育委員
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小さいお子さんもそこにいらっし

の か 」と 単刀 直入 と言 われ ま した 。

できたのにまた追い打ちをかける

されて、やっとこさここに逃げ込ん

ら始めて徐々に整備しました。校庭

設定。給食は、簡易なパンと牛乳か

援を得られるよう交渉し、コースを

らのスクールバスの運行に国の支

学校再開に当たっては、避難所か

授業再開、心を鬼にして教室を空けてもらった

ゃる。体育館は寒いけど教室は天井

への仮設住宅建設では、児童・生徒

教育委員会は、まっ先に避難所の

が見直されています。

校で子どもを預かるよう防災対策

かった。今は安全確保を徹底し、学

渡した後で亡くなったケースが多

迎えにきて、やむなく子どもを引き

した。地震が起きて保護者が学校に

もの報告が入るたびに胸が痛みま

震災後、津波で犠牲になった子ど

時、ちょうど中央給食センターが建

得て炊き出しを行ったのです。震災

があり、地域の多くの方々の協力を

と唐桑にも対応できる共同調理場

場を探しました。新月、松岩、大島

ロパンガスで対応できる共同調理

被害が少なく、炊き出し可能で、プ

炊き出しも学校教育課の担当で

「もっと大変な患者さんがいるか

十日後に亡くなりました。医師から

に入院したのですが、震災が起きて

じつは震災の二日前、母親が病院

しました。

上げた。そして私自身のこともお話

てください。お願いします」と申し

通せないなか、電気が使えないので、 れば復興に進めません。どうか移っ

した。何千食、何万食になるのか見

ら延命治療はしない」とはっきり申

開して子どもたちを元気にしなけ

だけど、心を鬼にして「教育を再

て負担を感じたようです。反省もあ

担当者が何度も同じことを説明し

対応の仕方がわからず、現場案内の

いました。運動ができず、成長期を

いまま卒業した中学生もたくさん

設住宅が解消されず、校庭を使えな

慮しました。震災後五年過ぎても仮

課題とする市当局の間で調整に苦

い学校側と、市民の住居確保を緊急

小山 謙一

が低いので暖かい。気持ちは痛いほ

優先に、できるだけ校庭を確保した

開設に当たりました。当時、市内に

設中でしたが、オール電化や都市ガ

し渡された。ふつうの状態なら処置

りますが、震災により多くの職員が

教育次長

ました。電話やメール以外の通信手

どわかります。

小中学校三十四校、幼稚園と合わせ

スの弱さもあることから、設備をプ

をしてもらえる可能性があったけ

被災し、身内を亡くしたり、家を失

教育委員会

◆プロパンガス対応の共同調理場
段の必要性を痛感しました。

て学校施設が約四十。市民会館、公

ロパンガスに切り替えて完成して

ど、叶いませんでした。二回しか見

ています。

他の自治体からの応援には、当初、

対応ができなかったと心から感謝

しています。
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で炊き出し

民館や体育館も含めて教育委員会

います。

過ごした後遺症が出ないか心配し

が管轄する施設は約五十箇所あり

ったなかでも、寝食を忘れて動いて
発災から約四十日後、四月二十一

自分たちも心に傷を負って仕事

舞いにいけないうちに亡くなりま

ですが、情報が途絶し、開設は困難

日に学校の授業を再開しました。避

をしているとお伝えし、最後は辛さ

◆学校再開こそ復興への一里塚

を極めました。情報を伝える術がな

難所になっていた教室を避難者の

を 分 かち 合え 、納 得し てい た だき 、

ました。その多くを避難所にしたの

く、なかには先生方が長距離を歩い

方々から明け渡していただくのに

教室を空けてもらったのです。

くれました。「公共心」がなければ

て現場を見て、教育委員会に報告や

は苦労しました。「家も、家族も流

した。

情報提供してくれたケースもあり

平成 28 年 11 月入稿

課長

伊藤 信也

学校と避難所を結ぶスクールバスを運行
教育総務課
の震災はそれ以上の規模でした。
◆避難所運営と炊き出しを担当
教育委員会は、避難所運営と炊
き出しの担当を受け持ち、私は、
職員の交代勤務のシフトを作成し
ました。
四月中旬頃、教育委員会の職員
の被害状況調査を行いました。被
害に遭った家族のいる職員もいて、
勤務のシフトで配慮に努めました。
多くの学校が避難所となってお
り、避難所の担当職員では対応で
きない事態に備えて、管理職と職
員が交替で職場に泊まって待機し
ていました。
◆学校再開に向けて、スクールバ
スを準備
四月二十一日に学校を再開する
ことになり、スクールバスの運行
準備にあたりました。事業者に連
絡をとり、三ルートの運行体制を
確保することができました。学校
からの情報をもとに、避難所毎に
各学校の児童・生徒が何人ずつい
るのかを把握し、複数の避難所と

複数の学校を結ぶ運行ルートを考
案しました。最初の一週間は職員
を同乗させ、ルートの適切性や子
どもたちの様子、運転手の対応等
を把握しました。
運行開始から数箇月経ってから
は、運行が時間通りでないという
苦情や、各学校の行事予定に合わ
せた運行時間の調整等の対応に追
われました。ある時、保護者が窓
口に来られ、避難している実家か
ら通学手段がなく、毎日送迎して
いるので、スクールバスのルート
の変更について要望されました。
乗車人数や距離等の理由でルート
の変更が難しいことを説明しまし
たが、状況や思いが分かるだけに、
納得していただくことができずと
ても無念でなりませんでした。
◆教室にいる被災者に移動を要請
学校の再開にあたって、教室に
避難している被災者に、小学校や
中学校の体育館への移動を要請す
ることが必要となり、意向調査や
説明会を開催しました。説明会に
はマスコミも取材に来ており、
様々な苦情やご意見が出されまし
た。
「私たち（市職員）も津波で家
が流されたり、何日も帰らず避難
者の皆さんのお世話をしている」

という現状が伝わったのでしょう
か、体育館への移動に同意してい
ただくことができました。このや
りとりがテレビのニュースで放送
されていたのを今でも思い出しま
す。
◆派遣の職員の受入れ
平成二十四年四月に総務課に異
動となり、他の自治体等からの派
遣の職員の受入れを行いました。
受け入れの仕組みは既にできてい
ましたが、人数規模の増加に応じ
て、応急仮設住宅や民間のアパー
トを借り上げたり、市で宿舎を建
設しました。
雪道での運転に慣れていない職
員のため自動車教習所や警察にご
協力いただき、運転訓練や講習を
行いました。
◆市民との関わりを大切に
大震災の経験を踏まえて、職員
一人ひとりが危機管理意識を高め、
防災教育、防災訓練を積み重ねる
ことが重要です。
また、市民への応対は、こちら
から一方的に話すのではなく、相
手の意見も聞きながらご理解を頂
くことが大事です。ともかく日頃
から市民との関わりが大切だと思
います。
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教育委員会
◆各学校の報告は、歩いて来た先
生から
地震が発生したのは、私がワ
ン・テン庁舎の二階で執務してい
る時でした。一時避難しましたが、
業 務 に 戻 っ た と こ ろ 、「 来 た ！ 来
た！来た！」という声が聞こえた
ので、窓から外を覗くと津波でし
た。
ゆっくりと泥水が流れ、その中
にがれきや自動車が混在していま
した。市役所前の駐車場に停めて
あった車が浮きながら移動してい
く光景をポカンとして見ていまし
た。
各学校に連絡を取ろうとしまし
たが道路が寸断され、電話も不通
となり、学校の状況がわかりませ
んでした。翌日以降、校長先生等
が、がれき等を避けて市役所まで
歩いて来て児童・生徒、教職員の
安否や学校施設、避難者の状況等
の報告を受けました。
災害時の対応については学校と
のマニュアルがありますが、今回
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の社会教育施設の順で調査から工

一年は学校、次の年に公民館など

あたり数日かかりました。最初の

成し、県に提出しました。一施設

非常に細かいレベルの内訳書を作

つかむため震災直後に実施し、二

が、被災状況調査は被災の概要を

手続き、工事発注が主な内容です

務です。被災状況調査、国保補助

民館などの教育施設の災害復旧業

ていることは、被災した学校や公

震災後の業務で特に印象に残っ

いたところでも、調査官の適切な

被災認定は難しいだろうと思って

ハードな業務ですが、ここまでの

参をしたこともありました。大変

施設の亀裂一つ一つを計測したり、 修正する必要があるため、市役所

回目は国からの補助制度が示され

指導をもらい、認めて頂いたこと

落ちた天井部分の面積を測ったり、 に戻り当日中に修正をして翌日持

た半年後ぐらいです。それぞれの

も有りました。

で指摘を受けたことを翌日までに

災写真等で査定を受けます。査定

る仙台市まで朝早くから行って被

机上調査は、国の調査官が来てい

円未満のものは机上でやります。

も少なかったです。復旧費が一億

てもらいます。こちらの方が修正

と差異がないかなどを確認調査し

現地を見ていただき、被災報告書

上調査で査定します。現地調査は、

に、間仕切り代わりに張ることも

ンプ用テントを学校の体育館の中

プライバシーの確保のため、キャ

を探すのに苦労しました。ほかに、

り、その中でやってもらえる業者

すが、作業員不足や予算制約もあ

行いました。簡単な作業のようで

テープで貼り付けるなどの対策も

の窓に網戸を付けたり簡易に網を

ましたので、学校の教室や避難所

ました。夏にはハエが異常発生し

もあり、それらの応急修理を行い

ともと古い施設が多く雨漏りなど

後からも実施していましたが、も

整備も行っていました。震災の直

ほぼ同じ時期に、避難所の環境

◆教育委員会が一丸となって

した。

るのかという不安が離れませんで

す。いつ終わるのか、本当に終わ

ずっと放置しておくことになりま

れ、学校施設など使えない施設を

の作業が遅くなると工事発注が遅

部分で大事なところであり、災害

はなかなか残っていないと思いま

に実際の行動部分、現地対応など

すのはとても難しいからです。特

大切です。後から、それを思い出

の記録を残すということは、非常に

記憶が曖昧になっています。その時

時 がめ いっぱ いで 対応し た ため 、

と思います。しかし、その時その

ばならないことは山ほどあるんだ

せません。本当は言い伝えなけれ

けないというものは、正直思い出

後世の職員に絶対残さないとい

◆記録員を配置してでも記録を

皆さん快く貸して下さいました。

が、土地の借用をお願いした時は

中々見つからないのが現実でした

学校から歩ける範囲で探しました。

りました。民有地は田畑や原野で、

したので、空地や民有地を探し回

地はすべて仮設住宅になっていま

確保するため奔走しました。市有

しまった児童・生徒の運動場所を

学校の校庭に仮設住宅が建って

懸命な教育施設の環境改善の復旧

事発注までを行いました。数年前

調査や手続などやらなければな
行いました。また、避難所の備品
らない業務は分かっていましたが、 の配布や食事の配給、米 の確保な

発生時は皆が大変忙しいのですが、

◆終わりの見えなかった復旧業務

西城 行信

の地震の時にも同じ業務をやって

ど教育委員会が一丸となって最後

記録員を配置してでも記録するこ

課長補佐兼施設係長

いましたので、それが役に立ちま

何せボリュームが大きく、中々消

の避難所までやりとおしました。

とが大事だと思います。

教育総務課

した。

化しきれないというジレンマが常

◆ありがたかった民有地の提供
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国庫補助手続は、文部科学省と

につきまとっていました。私たち

すが、そこが現実的な対応をした

財務局の職員が現地調査 または机

平成 29 年 2 月入稿

りました。まず、私たちができる

地震や津波の被害が甚大で、多
くの人が避難所で過ごす事態とな

◆おにぎりを作って避難所に出前

人事異動の内容を伝達する術がな
く、車を走らせて、一校ずつ回っ

整に当たりました。しかしながら、

したが、一定期間前任校に残り業
務が続けられるよう兼務発令の調

動で市外に転勤される先生もいま

許可を得る必要がありました。そ

した。高速道路の一般車両の通行
が制限されており、千葉県警等の

気仙沼市までの送迎バスの運行で

くことができました。
次の障害は、成田国際空港から

ら温かく見送られて帰国の途に就

たちを守ろうという動きも出てく
るほどでした。最終的には現地か

ある日本への帰国を阻止して生徒

現地でも気仙沼市の被害は大き
く報道されており、危険な状態に

りましたが、教育長の明確な指示
のもとで、皆が一つの目標に向か

難しい判断を求められることもあ

クを醸成することができたことが
何よりもよかったと思っています。

寝食をともにしながらチームワー

職員は日々の業務で疲弊してい
く中でしたが、職員が一丸となり、

識

た。
◆チーム対応の重要性を改めて認

ることができ、ほっと安堵しまし

だらけだったと思いますが、無事
すべての生徒を家族のもとに届け

チーム対応が難局を乗り切る支えに

ことは、教育委員会が所管してい
る学校給食調理場を活用し、おに

て資料を届けました。そうした中

の申請のための文書を久しぶりに
手書きで作成し、長文をしたため

っていけたことが難局を乗り越え

気仙沼市では、震災前まで市内

よう、気仙沼市から指導主事の先

心情を考慮しながらも状況をしっ
かりと受け止め気丈に保てられる

像に難くありません。生徒たちの

っても、震災によるショックは非
常に大きいものであったことは想

何かを洗い流してくれました。精

向いて歩こう」の歌声が事務室内
に響きわたり、胸に溜まっていた

員のためだけに披露された「上を

ギタリストと一緒に教育委員会事
務局を突然訪れてくれました。職

菅原 宣昌

ぎりを作って気仙沼地域の避難所

で、各学校や周辺の被害状況、食
料の供給状況なども把握すること

たのを記憶しています。

なったため、その準備にも対応し

の中高生を対象にオーストラリア
への短期語学研修を実施していま

神的にもつらく、見るからに痩せ
こけていく職員の顔が笑顔になり、

主幹兼学事係長

に届けることでした。電気も炊飯
器もなかったので、調理場の大鍋

ができました。学校を回っている

◆バスのなかで生徒たちを励まし、 る力になったと考えています。
元気づける
ある日、学校教育課にいる先生

なければなりません。当時教育委
員会の事務室はワン・テンビル二

したが、まもなく研修を終えて帰

生が成田まで出迎えに行き、帰路
のバスの中で「みんなが強く、し

熱い気持ちがこみ上げるとともに、

学校教育課

で米を炊き、避難所に順次届けて

と暖かく迎えてくれ、おにぎりや
炊き出しをいただくこともあり、

階にあり、幸い、浸水被害は免れ

国するという時に震災が発生しま
した。私は参加した生徒たちの帰

っかりしてないといけない。みん

チームとしての一体感を感じた瞬
間でもありました。
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いきました。
◆教職員の人事異動を学校を一件

心優しい対応に感動したことを覚

ました。しかし停電が続いたため、
通電するまでの間は、不安定な非

国に向けた調整を行うため、外務

なが笑顔で帰って励ますんだ」と
元気づけました。生徒たちも不安

の教え子で気仙沼市出身の歌手が、

ずつ回って伝達

えています。
◆生徒の帰国の調整が難航

常電源を活用し、使用台数が限定

省や現地に直接連絡を取って、対
応していました。

故郷に戻ってくる生徒たちにと

また、震災直後でしたが、予定
通り四月に人事異動を行うことと

されたパソコンを専用に使わせて
もらい、資料作りをしました。異

平成 28 年 11 月入稿

避難所へ給食を
協同調理場と職員を可能な限り動員する体制で

乳、デザートを注文して配送しても

市では、ミルク給食（牛乳のみの

だけではなく、つくったおにぎりを

務 課 や生 涯学 習課 にも お願 い して 、

給食）の中学校での完全給食化を図

らう形から徐々に再開していきま

他の災害対応業務の実施状況をみ

るために、震災の前年の九月から中

各避難所へ運ぶ人も相当数必要に

していたので、それまでの災害対応

ながら、配送担当者のシフト表も作

央給食センターの整備に着手してい

した。

◆共同調理場を利用して住民の方
の経験から、実施したことは数量を

成し対応していきました。

ました。震災でその建設工事も一時

なりました。私は、所属していた学

とともに炊き出しに着手
含めて記録をとり、報告することが

日々の配送状況は、当時夕方実施

中断していましたが、直後の震災対

◆中央給食センターの整備

地震と津波が発生して、多くの市
必要だと思いました。震災の翌日か

していた災害対策本部会議で報告

応が落ち着いてから、工事を再開し、

校教育課の方だけではなく、教育総

民の方が 避難 所へ 避難 され ま した 。
ら、私は、現場へ赴いて炊き出しを

を行うようにしていましたので昼

その年の十月三日に中央給食センタ

木村 悟

市では、避難所へ避難されている

す る 担当 では なく 、本 部に 残 って 、

に配送完了の報告をうけて、その内

ーを開所することができました。

主幹兼保健給食係長

方へ食事の提供が必要だというこ

日々おにぎりをつくる個数とその

容を整理し、翌日各避難所へいくつ

学校教育課

とで、学校給食をつくる共同調理場

配送先の避難所の選定に関して、記

配送するかを夕方までにとりまと

の職員が協力して炊き出しに着手

理場の職員の方、教育委員会事務局

各避難所から翌日の必要なおにぎ

手 書 きで 配送 計画 を作 成し ま した 。

被 災 直 後は 電 気も な かった の で 、

体制へ戻すことになりました。結果、 学 校 給 食 の 協 同 調 理 場 を 利 用 す る

まり、共同調理場もあわせて通常の

学校の再開が四月二十一日と決

◆学校の再開とともに委託へ切り替え

ことは止むを得ないことですが、学

学校においしく温かい給食を届け

しました。共同調理場周辺のボラン

りの個数をお聞きして、その情報を

避難所への食事の提供は、市内の事

校給食の施設は早く学校給食の供

◆早期の学校再開のために

購入しました。水については、最初

の 米 屋に 提供 を依 頼し 、そ の 都度 、

して届いたもののほか、市内の三つ

場からあわせて最大一万人近くの

時期には、新月と松岩の二つの調理

度実施することになりました。多い

おにぎりの配送は朝と夕方の二

学校給食は、四月二十五日から再

対応を依頼しました。

で 、 市で おに ぎり 製造 機を 調 達し 、

も対応できるということでしたの

おにぎり製造機があれば、事業者で

することができました。ご協力いた

避難された多くの方へ食事を提供

ることが大切だと思います。

給に利用できるよう、体制を構築す

災害対応という非常時において

の頃は、給水車による輸送をうけて

避難者の方へ、おにぎりを届ける必

開しました。すぐに完全給食という

だいた方 に本 当に 感謝 して い ます 。

域の方の協力をいただき、避難所へ
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を利用して、米の炊き出しとおにぎ

録と計画をつくる担当になりまし

める日々が続きました。

これにより、市内すべての小・中

りづくり をす るこ とに なり ま した 。
た。

ティアの方も徐々に加わっていた

とりまとめ、共同調理場へ指示を出

業 者 へ委 託す るこ とに なり ま した 。

地震の起こった翌日から、共同調

だき、ある程度の量にも対応できる

していました。

ることが でき るよ うに なり ま した 。

体制になりました。米は避難物資と

対応していました。

要がありました。そのためには、共

形はとれませんでしたが、パンや牛

今般の震災では、調理場周辺の地

◆手書きで配送計画を作成

同調理場で炊き出しを実施する方

私は、以前建設関係の部署に所属

平成 28 年 11 月入稿

職員ひとりひとりがそれぞれの立場で
災害時に何ができるかを考えることの大切さ

ロパンガスが使用可能かどうか判

大きな被害は無かったものの、プ

認しました。建物や調理機器等に

うにあたり、まずは被害状況を確

当に感謝しています。

者の方々に届けることができて本

力の申し出があり、滞りなく避難

ボランティアの方々や自治会の協

自宅は山間部にあって、揺れも

笠沼 百子

に確認してもらったところ、遮断

弱く、津波の心配もなかったので、

栄養士

内しました。その後、市の災害対

弁が作動して使用できない状況で

災害に対して、それほど危機感を

学校教育課保健給食係

◆津波からの避難とおにぎりを作
策本部が設置されて各課の対応が

した。開栓するには電気が必要で

持っていませんでした。ですが、

教育委員会

り続けた一箇月間
決まり、教育委員会は炊き出しの

あることがわかり、発電機を使用

◆防災に対する意識を高めて

地震が起きた時は、ワン・テン
担当となり、避難所におにぎりを

断できなかったので、ガス課職員

庁舎二階の教育委員会で業務をし

否が確認できない不安を抱えなが

今回、職場で被災して、家族の安
次のハードルはガス回転釜での

ら業務にあたりました。幸い、早

して復旧することができました。

今から思い返すと、私自身、一

炊飯でした。通常、ガス回転釜で

提供することになりました。

地震が起き、あわててロビーに

人では何をどうしていいか、まっ
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ていました。
出ましたが、揺れがなかなか収ま

は給食のおかずを作っていました。 い段階で家族が庁舎を訪れてくれ

きたのだろうか、と不安になりま

たく分からないほど動揺していた

す。

らず、しゃがみ込むようにして揺

は初めてのことで、どうなること

災害は、いつ、どのような形で

ましたが、不安を抱えながらでは、

かと不安ばかりでしたが、無事に

起こるかわかりません。今回、そ

調理場には炊飯設備が無いため、

学校給食を提供している調理場

ご飯が炊きあがったときはとても

のことを実感しました。職員の皆

ように思います。

れないという情報が入り、ワン・

でお米を炊くことになり、震災の

ほっとしました。予想外だったの

さんは、日頃から、災害時に何を

れが収まるのを待ちました。その

そこから見た景色には驚きました。 翌日早朝に調理場に連絡を取るこ

テン庁舎の屋上に避難しました。

とから始めました。まずはお米を

は、停電していたために、日没ま

すべきかをそれぞれの立場で考え

本当に住民に寄り添った対応がで

見下ろすと遠くに津波が見えてき

調達する必要があったので、市内

でに作業を終えなければならなか

ておくことで、災害が起きたとき

ガス回転釜を使って炊飯せざるを

ました。まだ外を歩いている人た

の米穀店に連絡を取って、なんと

ったことです。ボイラーが使用で

でも冷静に判断し適切な対応がで

◆ライフラインが寸断される中で

ちがいたので、大声で「危ないか

か調達することができました。お

きず水洗いのため、回転釜の洗浄

きるのだろうと思います。また、

後、散乱した書類を片付けたりし

ら高台に上がって」と避難を呼び

米の産地をみると様々な産地が混

に時間がかかる等、普段は感じる

安心して業務に従事するためにも、

得ない状況でした。こうした経験

かけました。その後すぐに一階部

ざっていたので、業者も方々に手

ことのない苦労がありました。お

のおにぎりづくり

分まで津波が来て、ワン・テン庁

配に動き回ってくれたことを、本

ているうちに、津波が来るかもし

舎も危ないので更に上の第三庁舎

家族で災害時の対応を話し合って

おくことが大切だと思います。

にぎりづくりでは、時間の経過と
共に人手が少なくなる中、地域の

当にありがたく思いました。
炊き出しに二箇所の調理場を使

まで避難しました。その晩は、続々
と避難してくる市民を避難室に案
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課長

熊谷 和彦

特例法等に沿って、支払案件を慎重に審査
生涯学習課
◆公民館等の避難所を運営
公民館は一時的な避難場所の想
定であり、食糧等の備蓄をあまり
しておらず、多くの避難者が来た
場合の対応が心配でした。プロパ
ンガスを使っていた小学校の調理
場が使えたので、お米を調達し、
津波被害のなかった地域の住民に
手伝ってもらい、毎日たくさんの
おにぎりをつくり、避難所等に配
達しました。
公民館は職員数が少なく、半月
ぐらいは泊まり込みで避難所運営
にあたっていました。公民館では、
普段から地域住民との交流があっ
たので、避難所運営でも住民の協
力が得られやすかったのですが、
市民会館等は、地域住民と連携し
た運営が難しく事務局職員を交代
で派遣しました。
図書館も被災し、移動図書館車
も津波で流されました。本を読む
ことで、気が紛れ、心が落ち着く
のではないかとの提案から、各避
難所に図書を置くようにしました。

九月に税務課に異動しましたが、そ
れまでに通常業務に戻れた社会教
育施設はありませんでした。
◆根拠法令に沿って支払いを審査
平成二十四年四月に会計管理者
になりました。震災からおよそ一
年が経った頃でしたが、支払件数
がとても多く、通常の予算の十倍
ぐらいの件数がありました。
震災対応のため、会計課の職員
数が減り、
「支払いが間に合わない」
と悲鳴を上げていました。しかし、
復興事業を推進するためには、い
かに早く適正に支払うかが重要で
す。震災対応にあたって制定され
た特例法に基づく支払審査を適切
に行うため、根拠法令等の資料を
会計書類に添付してもらいました。
特に初めての案件については慎
重に検討のうえ、支払いのために
必要な添付書類を明確にし、必要
に応じて担当部長に直接説明する
等して、共通理解のうえ、効率的
な支払い事務に努めました。添付
書類を作成・確保するためには担
当職員の手を煩わせることになり
ますが、支払いの根拠を示す書類
であり、後日説明を求められた際、
適切な対応ができるよう心がけま
した。

◆寄附金や義援金に感謝
寄附金と義援金を同じ口座に入
金していた時期がありました。寄
附金は市の災害対応にあてさせて
いただくお金であり、義援金は被
災者に配られるお金です。寄附し
ていただいた方に連絡をとり、寄
附金と義援金のふりわけ作業を行
いました。毎月必ず振り込みをし
てくださる方がいました。口座番
号はわかるのですが住所のわから
ない方もおり、お礼を伝えたいと
思ってもできませんでした。多く
の方々の支援に心からの感謝とと
もに、大きな力をいただきました。
◆地域住民と連携した防災対策を
公民館は職員数が少ないため、
たくさんの避難者が来た場合にも
適切に避難所が運営できるように、
日頃から地域住民と連携して訓練
を行っておくことが必要だと思い
ます。
また、災害時は誰もが不安に感
じています。
「答えを出せなくても
いいので話を聞いてほしい」と職
員に呼びかけました。被災者も答
えを求めているわけではありませ
ん。話を聞いてもらうだけで心は
落ち着くようです。
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◆訓練通りに被災状況を把握
私は公民館や図書館、市民会館、
総合体育館等の社会教育施設の管
理を担当していました。
地震が発生した時、ワン・テン
庁舎の二階で執務中でした。所管
施設の安全確認と避難所開設が必
要と考え、職員と手分けをして各
施設と連絡を取ろうとしましたが、
電話が通じず、施設管理者の携帯
電話に電子メールで連絡しました。
返事があった施設もあれば、連絡
の取れない施設もあったように思
います。
本市では地震や津波の警報が発
令されることがあり、施設の被害
状況把握の訓練をしていたので、
訓練通りにホワイトボードで情報
を共有しました。公民館等の災害
時の初動対応については、マニュ
アルを作成し訓練もしていたので、
心配していませんでした。
津波が来て、公民館等も大きな
被害を受けましたが、その全容が
わかるのには時間がかかりました。

平成 29 年 1 月入稿

震災当時は、教育委員会の事務局

◆十八鳴浜・九九鳴き浜の復旧を
方々に協力をいただいて除去する

は、ＮＰＯの方やボランティアの

また浜に流れ着いていたがれき

の提供支援がありました。物資の支

トで仮設住宅に、生活に必要な物資

たから、各種団体等から独自のルー

後はとにかく物が不足していまし

に対応していただきました。震災直

の方からの要望にはＮＰＯの方々

ではなかなかカバーできない住民

ィづくりの支援を行いました。行政

の入居者の方々の地域コミュニテ

に、自治会づくりは難しい」と言わ

「隣の人さえ誰だか分からないの

宅にお伺いした時に住民の方から

また、印象的だったのは、仮設住

ようです。

自治会の運営は難しくなっている

宅 に 残ら れる のは 高齢 の方 が 多く 、

るのも早いということです。仮設住

さる方は仮設住宅を出て自立され

組織づくりに一生懸命協力して下

地域をまとめる文化の力

に所属していました。市では、天然
ことができました。本当にありがた

援は、全ての仮設住宅に満遍なく行

れたことです。コミュニティづくり

震災が発生し、それがどうなって

吉田 喜美夫

記念物として十八鳴浜と九九鳴き
かったです。

き渡ってはおらず、他の仮設住宅の

の難しさを痛感しました。

被災地では、本当に多くの様々な

教育委員会 生涯学習課 主幹兼文化振興係長

浜を国に申請していました。

◆避難所にも文化の力を

状況を聞かれた方が、ご自身の仮設

いるか国から問い合わせがありま

支援物資に限らず、様々な支援に偏

と が あり まし た。 ＮＰ Ｏの 方 々は 、

住宅の物の不足を口に出されるこ

ら入居する段取りがあると良いと

のであれば、集まる機会を設けてか

が出来る時、事前に入る人がわかる

ＮＰＯの方からは、災害公営住宅

支援を全国からいただきました。

りが生じないようにと毎週話し合

した。一週間以内という早い時期で

に向かうことにしました。被災直後、 残っているのは、太鼓など地区で流

した。私は、大島の十八鳴浜の確認

されたものに対する支援の動きが

アドバイスをいただきました。

いった地域に根ざした伝統文化が

率先して進め、仮設住宅単位でひと

市としては、自治会組織づくりを

ました。

が災害時においても大切だと感じ

化を通した地域の繋がり、心の支え
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文化財関連の支援として印象に

大島との行き来は十分にできず、優

い の 機会 をも って くだ さい ま した 。

◆共助の心をもって

あった事です。
地域のまとまりや繋がりが成り

ＮＰＯの方の細やかな対応はとて

先 す べき 方も いら っし ゃる な かで 、
大島まで行く船に乗せていただき

あるということに気づきました。コ

つの組織をつくってもらうように

また、山手の自治会の方が、被災

打囃子や虎舞など地域の伝統文

十八鳴浜に着くと、浜は随分海に

ミュニティに根付いたもの、利益を

しました。一方、震災前の地元の組

した沿岸の自治会の方のために集

もありがたかったです。

削られていて、砂がほとんど無い状

無視したもの、人とのつながりや何

織に戻ることも想定されたので、二

会 所 を避 難所 とし て提 供さ れ たり 、

立っている根本に、打囃子や虎舞と

態でした。その代わりがれきが山ほ

かをまとめようとする力は、被災者

つの組織を維持する地区もありま

ました。

ど打ち上げられていました。

を勇気づける大切なものです。

炊き出しの支援をされたりしたこ

その後、文化庁の担当者の方が現
場視察に来られました。砂浜の音も

した。既存の地域と仮設の両方の自

とがありました。住民相互を思う心、

なければならないと思います。

治組織に補助金を出して、組織を維
ただ、難しいのは、こうした自治

地域の力はやはり大切にしていか

◆仮設住宅での自治組織づくり
私はその年の十月に、まちづくり
推進課に異動になりました。
まちづくり推進課では仮設住宅

持するようにしました。

鳴ることが確認され、砂も自然の流
れ で また 増え るだ ろう とい う 事で 、
最終的には国の天然記念物に指定
されました。

平成 28 年 12 月入稿

全ての屋外体育施設が災害対応に利用される

連絡、寄付を頂くことも
四月に予定していた気仙沼つば

積みされているがれきを見て、本

当に発災から三年の間に処理が終

私は体育施設の管理や平成二十

見て「助かった」と思う

◆震災翌朝に東京消防庁の車両を

の体育施設が相次いで災害対応に

ニスコート等、所管していた屋外

るために、運動広場や野球場、テ

したり、仮設住宅を整備したりす

て頂くこととしました。

申し出がかなりあり、寄附金とし

に参加費を使ってほしい」という

た、
「わずかではあるが復興のため

に感謝される声がありました。ま

ました。連絡をとると返金手続き

参加者への連絡と返金事務を行い

で宮城県に処理の協力をお願いし

積物（土）が想定より多かったの

ず等を分別処理しました。津波堆

ため、一次仮置き場の段階で木く

いました。少しでも処理を早める

廃棄物処理団体に業務を委託して

の建設業者により設立された災害

一次仮置き場については、市内

わるだろうかと思いました。

五年度に予定されていた東北総体
使われることになりました。用途

◆屋外競技は他市の施設を借りる

ました。その後、二次処理が進み、

きマラソンの開催中止を決定し、

の準備を担当していました。

が決まると現地へ行き、図面を提

市内には屋外競技ができる場所

民間から借りていた一次仮置き場

小山 明光

地震が発生したのはワン・テン

供するとともに、管理を事業担当

がなくなったため、各団体は近隣

を、借りた当時の状況に復旧して

主幹兼体育振興係長

庁舎の二階で執務していた時でし

課に引き継ぎました。唯一残って

市の施設をお借りしての活動とな

生涯学習課

た。今まで経験したことがない揺

いた鹿折みどりのふれあい広場も

返還していき、目標の三年以内に

震災直後は担当業務がその後ど

仮設住宅の建設用地に使われる

◆体育施設ががれきの仮置き場や

当に心強く思いました。

て、
「助かった」と思いました。本

が市役所の前に並んでいるのを見

震災翌日の朝、東京消防庁の車両

なるのには時間がかかりました。

る方にも支援物資を配れるように

達しました。在宅で避難されてい

館、面瀬中学校、市民会館等に配

を揃えて、松岩小学校や松岩公民

たおにぎりを、避難所毎に必要数

お米を運んだり、ラップで包まれ

作っていました。私は米穀店から

することが決まっていました。山

年度後半までに市内二箇所に整備

置き場（処理施設）は、宮城県が

次仮置き場は市が管理し、二次仮

ることになりました。がれきの一

課に異動し、がれき処理を担当す

平成二十四年四月に廃棄物対策

三年で処理ができるのかと思う

◆山積みのがれきを見て、本当に

書きとめておくことが大事です。

と等、その時点で思ったことを、

がこうしたほうが良いと思ったこ

者や地権者との話の内容や、自分

業務に関わる事でなくても、被災

残しておくことが必要です。直接

た業務については多少でも記録を

め難しいとは思いますが、携わっ
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れで、時間もかなり長く感じまし

りました。震災から五年余りがた

がれきの処理を終えることができ

最終的には墓地になりました。

ました。

た。ワン・テン庁舎の屋上へ避難

を回復したのは大島のみどりのふ

◆忙しくても業務の記録を、

ちましたが、体育施設として機能

新月の共同調理場では、近隣の

れあい広場とテニスコートにとど

◆避難所へおにぎりを毎日配達

ようなものの上に人が乗ったまま

自治会の協力を得て、避難所に届

していた時、津波が来て、物置の
流されていくのが見えました。そ

まっています。

のようになるのかは殆ど想像がつ

◆つばきマラソンの参加費返金を

災害対応は緊急対応の連続のた

の方は救助されたと聞いています。 けるためのおにぎりを毎日大量に

きませんでした。がれきを仮置き

平成 29 年 1 月入稿

横川 幹夫

九箇月超に及ぶ避難所運営は戦いの連続
副館長

てもらいましたが、後になって、避
難所の自治組織の立ち上げが遅く
なった遠因で残念でした。
楽 屋 ま で使 っ ても 足 りず、 廊 下 、
階段、風除室まで人があふれ、足の
踏み場も無い状態でした。ピーク時
は六百五十人程の方が居たと思い
ますが、一日目の夜に避難して来て
翌朝帰った人もいますので、実際は
もっと多かったでしょう。館内は暗
く、寒く、水が出ず、トイレはすぐ
使えなくなりました。
雨が降る当夜、路上の瓦礫を乗り
越え、市役所から人力でクラッカー
が届きましたが、人数分には大きく
足りず、また次の補給がいつ来るか
も分からない状況でしたので、最初
の晩は一人四～五枚、次の日朝食に
は三枚と配布しました。毛布は手元
に二十枚程有りましたが、全く足り
ません。なので敷物掛物代わりに古
新聞を市役所から持って来てもら
いました。地元からは毛布や蝋燭を
頂きました。避難者は一晩中来たの
で、一晩目は寝られずに過ぎていき
ました。

二日目の夜には蝋燭の管理のた
め一時間ごとに見回りをする必要
がありましたので、二晩目も眠れま
せん。その後蝋燭が多数届き、一度
に二時間の割りで二回寝ることが
出来ました。一週間後には電気が復
旧し、それによって暖房、水、トイ
レが復旧しました。しかし、それま
での間はトイレへは近くの小学校
のプールから、バケツを借りて水を
運んでいました。
十日経過して広島県内の保健師
が、月末には浜田市から運営支援に
来て頂き、その後各市町の職員やボ
ランティアが入り、大変助かりまし
た。ただ、その方々にお礼を言えた
かと振り返りますと、非常に心残り
です。
◆習慣を取り戻すことが重要
会館に避難した人は中高年層が
多く、高校生以下は二十人程という
超高齢社会でした。学校避難所の運
営は、児童・生徒の親世代が中心に
なったと聞きますが、ここでは自治
組織がなかなか出来ません。先に自
治組織ありきではありませんが、避
難所生活が長期化することを考え
ますと、平時に、おおよその避難施
設の割り振り等を、地元や周辺の企
業も交えて考えておくべきだと思
います。
水道が出ないとき、保健師が歯ブ

ラシを持って来ました。水が無いの
で空磨きですが、歯磨きは日常行為
の一つです。そして配膳や掃除にも
参加することで、少しずつ日常を取
り戻していくことが、被災者のため
にもなると思います。
長い避難所生活の中ではいろい
ろな事件が起こります。喫煙者のた
めに玄関には鍵は掛けられず、或る
日、深夜に酔っ払いが侵入し、殺す
ぞ、火をつけるぞと脅されたことも
ありました。狭い避難所で、屋内喫
煙所は無理です。
◆極めて具体的な訓練が大切
避 難 所 でも 、 長期 化 を想定 し た 、
具体的な運営の訓練が必要です。
避難所開設時、夜中に施設職員が
居ない場合は、近隣に住む他部署の
職員が駆けつけるとしても鍵はど
う す るの か、 備蓄 倉庫 は出 来 たが 、
台風が来たときに物資を濡らさず
に 倉 庫か ら出 すこ とが 可能 な のか 、
などの問題もあります。
長期になると洗濯機が必要です
が、設置場所の確保、配線配管が問
題で、何台か同時に乾燥させるとブ
レーカーが直ぐ下ります。洗濯物を
干す場合も、女性の下着をどのよう
にして干すのかといった、そのよう
なことまで、具体的に一つ一つを突
き詰めていくことが大切です。
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◆理想通りには進まない避難誘導
地震は、市民会館で、集会を開い
ていた団体がデモ行進に出発しよ
うとした時に発生しました。二階に
は 他 に健 康食 品の 業者 とお 年 寄り 、
会議中の保母が居ました。この方々
に、地震発生直後、避難を呼びかけ、
一斉に屋外へ出ました。揺れが一度
少なくなった時に内部を確認した
ところ、和室では業者が店を畳めず
居り、再度避難を促して出したので
すが、保母達は机の下で頭を隠した
まま。「揺れが少ない間に外へ避難
し て 」と せか して も避 難し ま せん 。
私のみが逃げる訳にもゆかず、覚悟
を決めて私も残り、揺れが全部終わ
ってから、やっと外に避難しました。
間もなく大津波警報が出て、多数
の人が避難してきました。避難して
来た人は、寒いので早く中に入れろ
と声を荒らげましたが、かなりの揺
れであり、職員に施設を目視点検さ
せ、確認してから中に入ってもらい
ました。この間、市役所とは連絡が
不通のままでした。
館内には、来た順に和室から入っ

平成 29 年 3 月入稿

「 神様やり過ぎだよ」と思いながら、
調理場での炊き出しに従事

変わったように思います。その頃

用しました。

気仙沼はもともと雪も多くなく

◆後世の人に伝えるために「生か

次第に米以外のものも届くよう

温暖な気候で過ごしやすい場所で

には、他の調理場からも、応援の

になりましたので、栄養士と相談

した。それが、こんなもひどい災

された」

して、何か暖かいおかずを一品作

害に襲われて本当にひどい状況に

調理員も来るようになりました。

◆翌日から、調理場の施設を使っ

ったりするようになりました。

なったのをみて、
「神様は、いまま

岩渕 秀俊

て炊き出し

我々は直接被災者の方とは接する

で大きな災害もなく無事に過ごし

主任調理員

翌日は朝の五時頃に集合がかか

機会はありませんでしたが、
「こう

てきたけれど、油断してはいけな

気仙沼市立松岩共同調理場

けをしていました。みんなびっく
り、教頭から炊き出しをするよう

して調理することで助かる人がい

と以外、どのような状況になって

集合しましたが、地震が起きたこ

見えました。教頭の指示で校庭に

いという話になりました。調理場

りをつくるために炊飯をしてほし

米と水が届けられ、それでおにぎ

朝の七時か八時頃、たくさんの

一番気を遣ったのは衛生面でした。 考 え る と 、 な ん だ か 亡 く な っ た

やはり食事を出すということで、 てしまいました。そういうことを

は感じていました。

ありましたので、とてもやりがい

っぱいいるのだな」という思いが

ないけど、やりすぎだな。」と思っ

ならないと言っているのかもしれ

いから、何事にも注意しなくては

地震が発生した時は午後の片付

◆揺れに何が起きたのかわからず

りして外に出たら、校舎のガラス
指示がありました。

いるのかは全くわからず、調理場

には平釜という一つで五百人分程

最初は電気も使えない状態でした

平釜での炊飯は全くの手探り状態

は炊飯済みの物が届けられるため、

なかった物もありました。例えば、

理ができなくて使えず、受け取れ

いろいろな物資が届く中には調

亡くなっていますが、やはり、津

地震の後に家に戻った方が数多く

です。今回、
「大丈夫だ」と思って

ないことは、
「高台に逃げる」こと
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がバリンバリンと割れているのが

が高台にあるために津波が押し寄

度の汁物などを調理できる釜が五

方々に生かされて、こんなことが

せてきていることも最初は、わか

伝えてくれと頼まれたような気が

あったということを、後世の人に

りませんでした。
個ありました。届けられた水とプ
ので、とにかく水で手を洗うだけ
その日は職場待機ということで、 ロパンガスが利用できましたので、 でした。

しています。

ガソリンがたくさん入っている車

で始まりました。

冷凍のフライなどは、当時は電気

波というのは必ずおそってくる物

◆物資の中には受けられない物も

の中で、交代で暖を取りました。

炊きあがったお米は、当初は学

も使えず冷凍施設もないために、

で、逃げなければいけないという

自宅に帰らずに職場にいましたが、 その釜でご飯を炊くことになった

ぞれが降ってきて、ぬれて寒そう

校の先生が握っていましたが、次

お返ししました。逆にパンのよう

基本を、あらためて強く意識する

そして、最も伝えなければなら

にしている方がやってきたり、自

第に学校の先生は子どもたちのこ

にすぐに出せるものは、いただい

べきだと思います。

含まれて

宅に帰る途中で周辺の状況を見た

とを見るべきと言う意見も出始め

て被災者の方に出す食事として活

夜になるととても冷え込んできて、 のですが、通常学校給食ではご飯

りして、とても大変なことが起き

て、途中から教育委員会の職員に

そうしている間にも、冷たいみ

たのだと実感してきました。

平成 29 年 2 月入稿

津波は水位を上昇させ、屋上に

じました。

した。防災無線を聞いた住民が避

届きそうな勢いで迫ってきていま

や建物の被害状況を調査していま
難をはじめ、屋上に通じる外階段

した。更に高い場所へ避難するた

津波避難から伝えたいこと

には行列ができていて、保育所の

め外壁に取り付けられた梯子をよ

吉田 英夫

園児達が引率されてきた時には既

じ登らなければなりませんでした

館長

世帯をまわり避難を呼びかけると

に外階段は使えず、正面玄関から

が、大勢の人が園児や高齢者の方

気仙沼市立気仙沼中央公民館

◆防災の取り組み
ともに自力で避難できない方のた

建物内の階段使い誘導しました。

震災当時、中央公民館は大川と
めにリヤカーまで用意した地区も

内湾との間に挟まれた埋め立て地

避難させました。

の手を引いて三階屋上の屋根へと
ると約四百名とのことで教育委員

職員が屋上にいた人数を確認す

ありました。
この地域では津波に備え避難訓

に立地し、周囲には工場や倉庫、
水産関係の事業所等があり、住宅

日没になっても勢いは衰えず、津

湾の入り江では火災が発生し、
その後、駐車場で渋滞から引き

波が引き始めても漂流物は燃え続

会へは電話で報告しました。

保育所は毎月二回、内の脇一・二・

返してくる車を誘導している時で

練が定期的に行われていました。

高台までは直線距離にして一キ

三区の自治会は合同で年二回行う

け、公民館の周囲でも一晩中炎を

当日は大きな地震の揺れが長く

ができましたが、そのつかの間、

がどうにか三階まで登り切ること

た。人手が足りずたいへんでした

してもらい、職員がドアの隙間か

ドアを塞いでいた大きな梁を動か

していた備蓄品を取り出すため、

た。また、二階和室の押入に保管
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の密集している地域でした。
ロほど離れているため、住民の避

した。携帯ラジオで「釜石市で車

気がつくと住民の方々が職員と

他、南気仙沼地区の自治会と公民

一緒に行動し、交代で警戒にあた

難場所として県合同庁舎や魚市場

るため二階の窓を見に行くと護岸

るとともに、漂着した瓦礫の炎が

上げて燃え続けました。

また、奇しくも震災一月前の二

から立ち上がる大きな水しぶきが

建物に延焼しないように、木材を

数台が津波に流されている」との

公民館は四百四席の舞台ホール

月十三日には、市主催の「津波防

目に入ってきました。周囲の人に

建物から引き離したり、通路を確

館が協力して「防災ミニ運動会」

を持つ三階建の建物で、運動広場

災シンポジウム」が公民館を会場

屋上へ避難するよう呼びかけ、そ

保するために瓦礫や土砂を取り除

などともに津波避難ビルに指定さ

を囲むように体育館や勤労青少年

に開催され、宮城県沖地震による

のまま階段へ行くと車いすに乗っ

く作業を手伝ってもらっていまし

放送を聴き、内湾の状況を確認す

ホーム、一景島保育所、マザーズ

津波シミュレーションが発表され

た方を運び上げようとしていまし

を開催したこともありました。

ホーム、在宅介護支援センターな

たばかりでした。

れていました。

どがありました。
波では周辺の道路が五十センチの

続き、地震の収まりを待って職員

津波が建物にぶつかった振動を感

◆津波避難と内湾火災

津波で冠水しました。その時は地

五名が分担して利用者の安否確認

平成二十二年三月のチリ地震津

域の自治会長や民生委員が高齢者

平成 31 年 3 月入稿

をお願いしました。また、保育所

昼近くまで輸送作業は続きまし

ことで、家族や知り合いの安否を

とは電話もメールもつながらず、

自衛隊のヘリコプターも後から

心配して来られたという方々と会

ら部屋に入り手渡しで持ち出すこ

前夜に続き避難路を確保するた

到着し空中からの救出作業にあた

いました。

たが、その頃には魚市場沿いに公

いたため七十枚の毛布、缶入クラ
め一階に向かいましたが、瓦礫が

りましたが、風の影響や給油のた

周辺の冷凍倉庫やマンションに

の所長と相談し乳幼児、妊婦の救

ッカー、懐中電灯を配布すること
多すぎて取り除けないため瓦礫の

め中断することも屡々あり、一度

はまだ人が残っていて、声をかけ

状況を掴めずにいることを伝えま

ができました。
上に板を並べ乗り越えて進みまし

に救出できる人数は三～四人に限

ると大丈夫だという返事が返って

とができました。浸水はしていま

三階の調理室側の部屋と廊下に
た。玄関付近はまだ津波が浸水し

られ、一日目は四十名程搬送して

きていました。

民館まで通れるようになったとの

は保育所の園児など二百数十人、
外部に出ることができず、事務所

もらいました。

出を優先するよう要請しました。

舞台ホール側の部屋には百数十人

の脇口から板を渡して隣りの勤労

一方で、徒歩で避難を試みた人

避難所となった三日間、外部と

した。

が狭い空間の中で寒さに耐えなが

青少年ホームに行き、二階の状況

たちもいましたが、瓦礫や津波で

の連絡が途絶え、食料や水の補給

したが、ビニール袋で保護されて

ら一夜を過ごしました。

を確認していると頭上から轟音が

先に進めず途中から引き返して来

を受けられないまま耐えるしかあ

すと四百四十六名が避難している

るということで、一人一人数え直

記載されていたため人数が多すぎ

したが、集計してみると重複して

か」と尋ねられました。後に確認

「児童福祉施設の園児はいます

し、降りてきた隊員から開口一番

リコプターが公民館の上空に到着

午前九時過ぎ、東京消防庁のヘ

で機体が破損する心配があると一

ようになりました。飛散した瓦礫

引き、ヘリコプターが着陸できる

と、ようやく運動広場から津波が

目の夜を過ごし、三日目を迎える

焦りと疲労が濃くなる中、二日

年八月二十九日に解体し今はあり

った公民館の建物は、平成二十四

外壁の時計が三時四十分で止ま

ます。

とで勇気づけられ頑張れたと思い

囲を思いやり互いに励まし合うこ

りませんでした。そんな時でも周
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◆避難所を支えたのは

◆救助隊による救出活動

聞こえ、見上げるとヘリコプター

ていました。

夜明けを待ち最初に職員全員で

の姿がありました。

ことが確認できました。

するとマザーズホームの園児は全

旦は断られましたが、みんなで瓦

避難者名簿の作成に取りかかりま

住民の方からは、どのような状

員、地震前に帰宅させていたとの

山の思い出を残してくれたことに

況になっているのか聞かれました

機の離着陸が可能になり、一度に

感謝しています。

ません。多くの市民に親しまれ沢
消防庁の隊員に対し、避難者名

四十～五十人が輸送できるように

礫を片付けることで自衛隊の大型

市長から「陸路が確保できたら救

簿を災害対策本部に届けるよう依

なりました。

ことでした。

助に向かうのでそれまで頑張るよ

頼するとともに、食料と水の手配

が、前夜七時頃に災害対策本部の

うに」との連絡を受けた後、外部

平成 31 年 3 月入稿

現場で判断する覚悟
副館長

及川 正男

自治会の役員の方が別々に違う
ところへ避難されていて、すぐに誰
かが避難所のとりまとめをするこ
とは難しかったのですが、居合わせ
た一部の会長、役員と相談しながら
避難所運営にあたりました。そのた
め、私は庶務のリーダー的役割を担
こ と とな り、 私か ら指 名す る 形で 、
食糧面、衛生面、健康面など、それ
ぞれ担当をお願いすることになり
ました。
私は自宅が被災しなかったので、
近くの自宅で寝泊まりしていました。
朝六時半くらいに避難所へ来て、具
合の悪い人がいないかをまず確認し、
七時半くらいに全員で顔をあわせて
安否確認をする、そういった流れで
毎日が始まりました。高齢の方が多
かったので、健康面には特に気を遣
いました。看護師の方には巡回で来
ていただいていましたし、三名くら
いで健康管理をするチームを作って、
毎日全員検温や血圧の測定を行いま
した、また薬が必要な方の病院への
同行をする対応にもあたりました。
◆多くの自主的な支援に感謝

避難者間の役割分担ができ、食糧
等の提供もいただきましたが、三月
の避難所生活は寒く厳しいものでし
た。ある日他県の県会議員さんが来
られました。何か必要なものはない
かということだったので、寒さ対策
をお願いしたところ、その日のうち
に集会所のホールいっぱいに敷ける
厚手のクッションと暖房用の灯油を
提供して下さいました。そのほかに
も、隣の南三陸町の自衛隊の風呂に
入れるよう調整していただいたり、
ボランティアセンターを開設し様々
な支援を受けやすくしていただき、
たいへんありがたかったです。
◆本吉病院の再建
その年の十月からは被災した本吉
病院の施設の復旧を担当することに
なりました。本吉病院は一階が津波
で被災したため、震災後は限られた
スペースで傷病人の方の受け入れを
行っていました。常勤の医師も高齢
で引退されたため、支援で来られた
医師と看護婦さんだけで毎日寝ずの
対応を続けていらっしゃいました。
その姿を見て、私も頑張らなくては
ならないと思いました。
私 は 技 術系 の 職員 で はない の で 、
病院施設の復旧と言われても正直
なところ不安でした。災害復旧の制
度で施設の復旧を実施するために

は 、 災害 査定 を受 ける 必要 が あり 、
設計についても二・三箇月の間に済
ませる必要がありました。偶然にも
被災前の本吉病院の設計をされた
方が、以前私が携わった学校施設の
設計士の方でした。私は頼れるのは
その方しかいないと思い、資料づく
りの支援を依頼しました。大急ぎの
対応でしたが、なんとか災害査定の
日の朝を迎え、間に合わせることが
できました。
◆現場で判断することの覚悟
災害の現場では、対応しなければ
ならないことが多く、全ての対応に
ついて上司の意見を求めていては
間に合わ なく なる 局面 もあ り ます 。
避難所運営の場面でも、私のよう
な立場の人間が運営の方法を決めて
よいのか戸惑いはありましたが、決
めることを決めて前に進まなければ、
かえって混乱が続くだけだったので
はないかと思います。また病院の再
建の際も、限られた時間で対応する
ためには、限られた人員や資源の中
でいかに合理的な役割分担ができる
かが重要だったと思います。
災害時には通常時とは違う対応
が求められます。災害対応の現場で
は自分で判断を下す覚悟が必要で
そのことが重要であったと思いま
す。
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気仙沼市立気仙沼中央公民館
◆現場に行って確認するしかない
地震の起こった日は代休で、身内
の病院通いに付き添って仙台へ出
掛けていました。
地震後急いで自宅のある本吉地
域へ戻り、本吉総合支所へ向かいま
した。支所では様々な情報が飛び交
っていましたが、私の地元である小
泉地区で、一部の住民が少し離れた
浜地区の集会所へ避難しているこ
とが分かりました。避難者の状況に
ついて情報がなく確認が必要だと
いうことで、周辺の道路事情のわか
る私が向かうことになりました。
集会所に着くと、百二十名ほどの
住民が避難されていました。高齢の
方が多かったです。まずは氏名、性
別、必要なものを紙に書いてもらい、
それを持って支所へ戻りました。支
所では、ミルクやおむつ、寒さの防
げるものを車に積めるだけ積み込
んで、朝の三時頃、再び集会所へ行
き集めて きた もの を配 布し ま した 。
◆顔のわかる者同士で役割分担
その後私はその集会所の避難所
の専属の運営担当になりました。

平成 28 年 12 月入稿

多くの協力を得て総合体育館の避難者を支援

中央公民館は市の避難 所に指定

◆防災コミュニティ運動会等を通
じて地域ぐるみで防災に取り組む
ってきて、屋上でも危険だと思わ
れたので、子どもたち等を調理室

いました。津波の波しぶきがかか

屋でした。部屋に入れたのは一部
で、多くの人が屋外の屋上部分に

畠山 美雪

されていました。震災前年の秋には
今までの市民運動会ではなく、防災
の屋根の部分に更に避難させまし

主幹

コミュニティ運動会としてバケツ

た。なす術もなく、寒くなり暗く
なり、雪も降ってきて皆が不安な

避難者を二階の和室へ誘導しまし

が見え、プロパンガスが爆発する
音が一晩中聞こえました。流出し

た。近くの建物が激しく燃えるの

ラジオから情報は入っていました。 事の時間を調整しました。また、
翌朝からヘリでの救助が始まり、 大手外食事業者が三月二十日から

十三日迄に全員が救助されました。 八月十七日まで毎日夕食の副食を

の避難者のお世話をしなくてはと

十五日から総合体育館（ケーウェ
ーブ）に移り、目の前にいる大勢

しました。人出が足りていたので、

気仙沼西高校にいることを聞き、
そこへ向かい、被災者のお世話を

なったことから、中央公民館長が

ました。四月から公民館業務の再
開の準備にあたることになりまし

いてくれて、とても頼もしく感じ

っていきました。中高生がトイレ
掃除や食事の配膳等で自発的に動

情報提供等が徐々にスムーズにな

る避難者にとても助けられました。
部屋毎に自治会的な組織が作られ、

避難所の運営に協力してくださ

提供してくださいました。
◆中高生のボランティアが活躍

いう思いから毎日夢中で取り組み
ました。事務室で人探しやさまざ

た。同志のように過ごしてきた子

◆総合体育館の避難所運営に従事
中央公民館が被災し職場がなく

まな問い合わせに対応しました。

支援物資を届けてくれる人も多く、 どもたちとは別れがたく、泣きな
受け入れを記録し、物資置き場に
がらお別れの挨拶をしました。

区の自治会が一週間ほど毎日たく
さんのおにぎりと麦茶を届けてく

食糧については、一関市室根地

何をすべきかがわかっておられま

練をしている組織の機動力を目の
当たりにして違いを感じました。

自衛隊、ＤＭＡＴ等、日頃から訓

◆平時から災害対応のイメージを

れてとてもありがたかったです。

した。私たちも災害を経験したこ
とで、以前とは違うと思います。

整理して保管しました。着の身着

支援物資の食糧は在庫の数を見な
がら計画的に平等に配布するよう

必ず起こりうる災害への対応をイ

避難訓練はしていましたが、災
害対応の経験がありませんでした。

にしました。自衛隊が炊き出しに

メージし、平時から備えておくこ
とが大切だと思います。

のままで避難してきた人も多く、
衣料品を配布しました。

来てくれたので、避難者や支援者
の数を把握し、自衛隊と食数や食
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気仙沼市立気仙沼中央公民館

リレーや消防団の実演をする等、地
域の皆さんも高い防災意識をお持

気持ちで耐えていました。

約四五〇人の避難者が屋根のある

ちでした。震災二日前の地震の時も

◆孤立した約四五〇人と恐怖の一

二部屋に入り、ぎゅうぎゅう詰め
の状態で夜を過ごすことになりま

やがて、これ以上の高さの津波
は来ないと考えられたことから、

晩を過ごす
地震が発生した時、事務室にい

した。対岸で火事が発生し、燃え

一景島保育所の子どもたちが中央
公民館に避難していました。

ました。日本全体が揺れているよ

た。津波が押し寄せてきて、二階
も安全ではないと考え、さらに上

た重油の臭いがしていました。余

うに感じました。大津波警報が発
ている漂流物が近づいて建物に燃
令されたので一階は危ないと考え、 え移るのではないかと心配しまし

の階に移っていただきました。中

を持っていた避難者がいたので、

央公民館は一部三階建ての建物で、 震も頻繁にあり、その一晩は本当
三階にある部屋は調理室とホール
に恐怖を感じました。携帯ラジオ
の調光室の二部屋でいずれも小部

平成 29 年 3 月入稿

による被害が甚大で、自力で安全

中央公民館の周りは津波と火災

きるかを考えて誰からともなく自

寒さを凌いでいた方。皆で何がで

に譲り、ビニール袋を体に巻いて

えてくれた方。毛布を子どもたち

などを使ってトイレスペースを整

水産加工場従業員。調理室上に戸

毛布・乾パンを運び出してくれた

水した二階からがれきをかき分け

負って運ぶ近隣の工場従業員。浸

ういう人が周りに何人もいて、と

すぐに行動することが重要で、そ

周りの状況をよく見て判断し、

心強く感じました。

いくという逞しい市民の姿を見て、

を行うなど、自分たちで運営して

部屋やトイレ、シャワー室の清掃

た。避難者による班体制を組んで、

ティア活動に取り組んでくれまし

ィングに参加し、自発的にボラン

自分を犠牲にして助け合う市民の姿を励みに

震災当日、気仙沼中央公民館で
な場所に避難することが困難でし

然と行動する光景を見て、
「大丈夫

ても助けられたのを覚えています。

◆燃え上がる街に絶望と不安を感

調理室の屋根と、逃げるように移

階、屋上、さらに高い位置にある

てほしい、子どもや高齢者を早く

を作成し、
「安否情報を外に知らせ

その間、避難している方の名簿

る情報が一切手に入らない中で、

ました。被害や支援状況等に関す

家族の無事を確認することができ

館から帰ることができ、我が家や

私も三日目にようやく中央公民

方が自然と集まり、一緒に生活を

いると、賛同して協力してくれる

考えなども伝えるように心掛けて

望を受けるだけでなく、こちらの

けるように努めました。一方、要

し掛け、要望や想いなどに耳を傾

合ってしのぐ三日間

動しました。避難所となっている中

安全な場所に移してほしい、食糧

不安な日々を過ごすこととなり、

じながら過ごした夜

前田 公男

勤務していた私は、地震による津
た。震災発生の翌日からヘリによ

だ、何とかなる」と言い聞かせて

技術主幹

波発生を予期したものの、大きな

る救助活動が行われましたが、す

いました。

気仙沼市立気仙沼中央公民館

被害は出ないだろうと過信してい

べての人の救助が完了したのは三

央公民館には、近くの幼稚園児やそ

や毛布を届けてほしい」という想

形作っている一体感を持つことが

また、私は、一人一人の方に話

ました。しかし、津波の大きさを
日後のことでした。

の保護者も含め四〇〇人以上が避

情報収集、情報伝達の難しさを感

できました。

ました。火のついた船が流されて

同士で助け合う姿を何度も見るこ

そんな状況にあっても、避難者

方が避難生活を強いられました。

上の避難者は千八百人と、多くの

避難所運営に携わりました。名簿

ートをすることが職員の重要な役

必要があります。そしてそのサポ

いくという意識を持っていただく

を運営し、より良い環境を整えて
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目の当たりにし、中央公民館の二

難しており、皆の誘導に必死でした。 いを込めて、自衛隊に名簿を託し

じました。

必要がありますが、避難者として

ました。それでも届けられた物資

はあまりに少なく、飢えと寒さ、
◆避難された方も、自分で避難所
不安や恐怖に耐え忍んでいました。 運営していく意識を

来られた方も、自分たちが避難所

その晩、屋上からの景色は絶望

その後は気仙沼市総合体育館で

くる異様な光景の中、ここまで火

とができました。屋上に向かう梯

そこでは、中高生のジュニアリ

避難所は行政が設定し開設する

発し、船やがれきが燃え、一面が

◆お互いに助け合う人々の姿

が燃え移らないかと、消火器を準

子を上るため、小さい子どもたち

ーダーが中心となって朝のミーテ

的なものでした。ガスボンベが爆
火の海となり、暗闇を照らしてい

備し不安な夜を過ごしました。

のために、おんぶ紐で一人ずつ背

割ではないかと考えています。

◆わずかな食料と毛布で身を寄せ

平成 28 年 11 月入稿

避難所の対応策も後世に継承を

た。そこで、支所に来られた方に

分の備蓄だけで生活されていまし

糧を失った方々は自宅にいて、自

灯油は避難所のストーブ用を優先

車両用や避難所の発電機用として、

た 。ガ ソリン は消 防団や 警 察等 の

なり孤立状態でしたので、支所次

唐桑地域は道路も情報も不通に

供していただきました。

は、水をかぶった商品も含めて提

いしました。地元のコンビニから

また、炊き出しは各避難所にお願

◆震災の歴史をしっかりと継承を

しました。

自治会の代表者に来てもらい配給

は物資を配分するようにしました。 にし、避難所用のものについては、

中井公民館の寿大学の閉講式の
長がトップとなって、唐桑支所だ

気仙沼市立唐桑公民館、中井公民館、小原木公民館 館長 鈴木 實夫

あと、唐桑公民館に戻った直後に
けで対応するための指示系統が確

や商店が波をかぶったのを見まし

せました。避難の途中、下の民家

の高松園に唐桑小の児童を避難さ

公民館も危ないと思い、さらに上

た。その波が高かったですので、

した。最初の避難所の体制を作る

避難所の運営は自主的に行われま

唐桑地域の避難所では、おおむ

なり、必要な物資も徐々に届きや

送業者に直送してもらえるように

ていました。避難所として設定さ
になりますと、必要な物資の数の
れていないところもありましたが、 確認をして本部に連絡すれば、配

ね自治会ごとに住民が避難してき

すくなりました。

して頂くようにしました。この頃

所だけでなく、自治会宛にも配布

をまとめて引き受けた後は、避難

配送業者が気仙沼市の物資配送

行っていく必要があります。

事です。行政としては、その啓発を

りで、最初に逃げることがとても大

の言葉がありますが、まさにその通

って津波に遭って犠牲になられた

の主人が、一旦避難した後すぐに戻

大学の閉講式の会場であった旅館

にかく命を守ることが大事です。寿

◆津波発生直後の対応

地震が発生しました。駐車場に避
立されました。

た。その後、公民館に戻って、公

までが私たちの仕事でした。

大きな災害が発生したときは、と

難した後、一回目の津波が来まし

民館に併設されている第二体育館

◆難しい支援物資の配分

などがバラバラとなり業務停止状

行いました。公民館の中は、書類

ましたので、その方々への対応も

さらに周辺の人たちも避難してき

暖房器具や発電機を借りました。

として被災していない自治会から

とすることにしました。寒さ対策

を確認し、公民館の和室と避難所

問題となりました。家が流されな

象外でしたので、そのことが後で

かし、自宅にいた人は、最初は対

物資を届けるようにしました。し

したので、そこにも食料を中心に

被災者がいるということを聞きま

けを行いました。民家や神社にも

ときは、支所職員が物資の振り分

支所に支援物資が運ばれてきた

をくみ上げて支所に持ち帰りまし

支所職員が手動でガソリンや灯油

唐桑地域のガソリンスタンドは

◆支所で燃料の管理

ことには心を痛めました。

占めしているなどの苦情もあった

内に優先的に配布している、独り

にばらつきがある、リーダーが身

一方で、避難所への物資の配分

の職員は対応策も含めてしっかり

停電していたためポンプが使えず、 語り継いでいただきたいですし、市

一箇所だけ被災を逃れましたが、

と学んでいただきたいと思います。

歴史を十分に伝えきれずに被災し

いる家もあると聞きます。災害の

回の津波で三回とも被害にあって

繰り返されてきました。中には三

も、明治、昭和と、津波の歴史が

気仙沼では、今回の震災以外に

大震災の歴史はきちん と後世に
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と聞きました。「津波てんでんこ」

などに大きな被害がなかったこと

態でしたので、避難者対応を優先

くても、働く場をなくし、生活の

てしまったのだと思います。

にしました。

平成 29 年 2 月入稿

紙一重で救われた命
一箇月寝泊まりしながらの避難所運営の中で

近く公民館に寝泊まりしました。総

職員としての責任感もあり、一箇月

託職員一名の二名体制でした。私は

た。公民館は正規職員である私と嘱

はないのか、自分の声かけや態度が

対してもっといろいろできること

しかったことと言えば、「避難者に

ことは苦労と思いませんでした。苦

小鯖地区を中心に地域の方々が

所 に は入 れま せん でし た。 そ の後 、

損し、書類等も散乱してとても事務

公民館へ戻ると、事務室の柱が破

避難者の付き添いで市立病院に同

た。三週間程経った頃、体調不良の

況に精一杯対応することだけでし

余裕も無く、ただ、目の前にある状

ら せ る家 族へ の手 紙を 託し ま した 。

ので、中井小学校の先生に無事を知

家族の安否が不明のままでした

ご協力が 大変 あり がた かっ た です 。
◆精神的・肉体的な余裕のなさと
自身の力不足への苦悩

稚園や保育所の先生方など、多くの

ほか、地域のボランティア団体、幼

治会が主体的に運営して下さった

とをしましたが、炊事などは小鯖自

掃除など、女性の立場から様々なこ

者の把握、安否確認、飲み薬の確認、

各種申請書類の取りまとめ、出入所

さんも余裕も無い中だとは思いま

れました。復興対応の中、職員の皆

になっていたことにとても助けら

せて頂き、地域の人たちと顔なじみ

中井地区にあり、公民館で七年働か

がとても大切だと思います。実家が

取って、信頼関係を築いておくこと

域とのコミュニケーションをよく

前提に、家族と、職場と、そして地

三月に退職させて頂きました。
◆職員個々人と地域の密な関係を

とは心残りでしたが、平成二十四年

り住むかまでを見届けられないこ

ました。皆さんが仮設からどこへ移

避難者が仮設住宅に移るまで続き

を痛感したことでした。この思いは

添えているのか」と一人の力の限界

菅原 満喜

続々と公 民館 に避 難し てき ま した 。

行した際、地震後初めて自宅で家族

すが、地域のお祭りなどにはなるべ

主幹

その後は、次々と避難してくる方

と再会し、お風呂に入りました。私

く参加して、地域との信頼関係を築

合支所との調整、避難者の名簿作成、 避 難 し て い る 人 々 の 気 持 ち に よ り

や、外部から不明者の捜索に来た

の家族は無事でしたが、家族を亡く

いてください。行政が地域のことを

気仙沼市立中井公民館
◆公民館事業で外勤の最中に起き
た地震と紙一重で救われた命
地震が起きた日は、 吾妻屋旅館
で公民館事業の一環である寿大学
の閉講式をしていました。式が終わ
り、寿大学受講生約五十人をマイク
ロバスで送りに出た旅館の経営者

した職員や避難者の方を思うと胸

よく知っておくこと、そのうえでの

がいたと思います。当日の夜は立っ
て体を休めなければならないほど
スペースが無い状況でした。入りき
らない人は車で寝泊まりしていま
した。この状況が約一週間も続きま
した。電気も水もなく、食料不足で
最も過酷な時間でしたが、近隣から
井戸水や野菜、麺類等の差し入れが
ありましたし、人同士の争いが全く
なかったことに助けられました。ま
た、一週間後からは物資が次々と届
きました。
記 憶に 残っ てい るの は人 の 山と 、

まずは自分の命を守ることを大

方々への対応で考える暇も無いほ

が熱くなります。避難者の方や地域

日頃の備えが大切だと思います。

どでした。公民館には百人以上の人

の方々には本当に助けられ、多くの
家族を探しに来た人への対応でし
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から請求書を受け取るため、旅館で
片付けの手伝いをしながら待って
いた、そ の時 に地 震が 起き ま した 。
シャンデリアが落ちてくるほど
の大きな揺れで、恐怖でテーブルの
下に身を隠しました。揺れが収まっ
た頃、経営者が戻り請求書をもらい
ました。約四キロ離れた公民館が心
配で、その後、一目散に車を走らせ
ました。受講生全員の無事を確認し
ましたが、旅館の経営者が亡くなり
ました。非常に無念で、今でも何と
かできなかったのかと悔やんでも
悔やみきれない気持ちです。
◆避難者とともに奔走し寝食をと
もにした一箇月

平成 29 年 3 月入稿

佐々木 惠子

自治会や応援職員の協力を得て避難所を運営
主幹

心的な役割を果たされていた方が
市外に移られ、避難者も勤めに出る
ようになったので、大分県杵築市か
らの応援職員と避難所運営にあた
ることになりました。避難者で炊事
やトイレ掃除等の分担をされてい
たので、避難者による活動のサポー
ト役に徹しました。市役所から毎日
「お知らせ」が届けられるのでそれ
を掲示し、り災証明書や生活再建支
援金等、重要なことは口頭でお知ら
せしていました。夕方にリーダー的
な 方 が勤 めか ら戻 って こら れ ると 、
日中の出来事を報告し、避難所から
帰りました。
◆「小原木タコちゃん」づくり
炊き出しや催し物をしてくれる
ボランティアがたくさん来てくれ
ました。その中に、避難所で被災者
の方と、復興のシンボルとして「小
原木タコちゃん」を毛糸で作り、販
売してくれるボランティアの方が
いました。月に一回程度小原木地区
に来られ、避難所で寝泊まりをして
若い方たちに編み物を教えてくれ
ました。これが縁となり、その方は
ニット製品の会社を気仙沼で設立
し、京都から気仙沼に移住されまし
た。
◆自分の命は自分で守る

お盆前に小原木中学校の避難所

が閉鎖さ れ通 常業 務に 戻り ま した 。

震災は思いもよらないことでし

たが、前年に公民館事業として小学

生を対象とする避難所体験をして

いました。ロウソクを使ったり、災

害用の釜で炊飯しておにぎりを作

ったり、消防の方を呼んで仮設トイ

レ作り等を経験させました。なぜだ

か 防 災の こと が頭 にあ った の です 。

この体験が実施の避難所運営でも

役に立ったと思います。また、公民

館には物資の備蓄がありませんで

したが、地域の方が食料を持ち寄っ

てくれたので当座をしのぐことが

できたのは、地域に共助の仕組みが

息づいているからだと思います。震

災を経験して、何かの組織が無いと

動けないということを改めて感じ

ました。災害時は、「自分の命は自

分で守る」ということを認識しても

らえるように啓発に取り組んでい

くことが必要だと思います。

熊本地震の時に、杵築市から来て

いただいた応援職員の方が心配な

のでメールを送ると、「杵築市は大

丈夫です。唐桑の避難所での経験を

生かしています」と返信が来て嬉し

く思いました。この絆をこれからも

大切にしていこうと思います。
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気仙沼市立小原木公民館

小原木中学校の避難所運営で中

◆震災の翌朝、小原木地区に戻る
すぐ舘地区に向かったので只越や
唐桑地区では、小学校と連携して
大沢の状況を直接見ることはなか
ふるさと学習会を開催しています。 ったのですが、避難者から話を聞い
年度末なので、とりまとめの冊子を
て、大変な状況であることがわかり
作成しようと市役所に出向き製本
ました。
◆自治会が震災当日から炊き出し
作業をしている時に地震が発生し
ました。直ぐに公民館にいる嘱託職
停電になっていたこともあり、舘
員と連絡を取ろうとしましたが連
老人憩いの家には約百名が避難し
絡がつきませんでした。
ていました。震災当日から自治会で
帰ることもできないため、教育委
食材を持ち寄り、プロパンガスで炊
員会の執務室で夜を過ごし、翌日早
き出しをして、近くの湧水を汲み炊
朝に、唐桑方面へ向かう車に同乗さ
事をされていました。市役所から物
せてもらいました。舘地区は高台に
資が届いたのは、地震から二、三日
あるため、大きな被害はありません
が経ってからだったので、それまで
でした。一人暮らしの高齢者が多く、 は持ち寄った食料で対応しました。
舘老人憩いの家に避難していまし
避難者の皆さんは日中は自宅の片
た。道路寸断のため、大船渡や陸前
付けに戻り、食事の時に舘老人憩い
高田の方が戻ることができず、二、 の家に戻ってこられました。給水車
三日舘老人憩いの家に避難されて
も来ましたが、水道の復旧は比較的
いました。
早かったように思います。電気が復
津波で甚大な被害を受けた只越
旧したので、舘老人憩いの家の避難
地 区 の住 民は 保健 福祉 セン タ ー 燦
所は四月二十一日に閉鎖されまし
さん館に、同じく被災した大沢地区
た。
◆応援職員と中学校の避難所を支援
の住民は小原木中学校の体育館に

避難されていました。震災後、まっ
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と思うと、自分の行動や責任の重

もし公民館まで津波が来ていたら

工夫をしながらなんとか持ちなが

えて午後九時頃までには切る等、

使用時間を決めて、朝の使用は控

しでも長く持たせるため、電気の

避難所では、自家発電設備を少

命をつなぐ水、食料、電気の確保

◆多くの人の協力を得て実現した

た。

なりました。おかげで私たちは自

難所の見守りをしてくれることと

が気仙沼入りし、泊まり込みで避

そんな中、佐賀県からの応援職員

職員は一様に疲弊していました。

きするのとは違い、疲れが蓄積し

体制を続けましたが、自宅で寝起

ことにしました。三週間近くこの

間体制で職員二名が見守りを行う

多くの人の協力で命を繋いだ避難所運営

◆誰も予想だにしなかった公民館
さと恐ろしさを感じました。

らえました

ため、震災後も使用できていまし

イレ用水は上水道の配水池が高い

ライフラインとはよく言ったも

◆事後検証に照らした事前対策を

きました。

館長

たが、その後断水となり、川まで

ので、まさに生命線となる電気、

地震が起きた日は、午前中は貸

気仙沼市立本吉公民館

事前対策・事後検証の重要性

至近までの津波浸水
◆混乱する状況下での体調不良者

になった住民が避難してきたので、 備が整備されていたため、停電時

が収まった後、停電となり、不安

でも暖房設備を使うことができま

水を汲みに行きトイレに流してい

ガス、水の事前対策は、命をつな

佐藤 弘

館業務がありましたが、午後は幸

すぐに避難所運営の準備に取りか

した。それでも、津波で流されて

ました。下水処理場が破壊したた

ぐことに直結すると感じました。

宅に帰って身体を休めることがで

への対応

かりました。その日、職員は三名

きた避難者は寒さで震えが止まら

め、そのうち流さないようにとの

また、水にも苦労しました。ト

い利用者がいませんでした。揺れ

しかいなかったので、教育委員会

ない状況でした。すぐにでも着替

また、震災対応が長期化し疲弊す

大切なことだと思います。
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公民館には施設用の自家発電設

の職員にも助けてもらいました。

指示があり、やむを得ずトイレに

る中、精神的な拠り所は家族の安

えを用意したかったのですが、備

黒いビニール袋を敷いて回収して

当時、宮城沖地震が発生し、津

波が来ることが想像できましたが、 蓄品の中に衣類は入っていなかっ

震災から五年が経過し、ややタ

全です。こうしたことへの対応も

キロメートル近く距離があるので、 なり深刻な体調不良に陥りました。 い仕事でした。それ以外の飲料水

イミングとしては遅いと思います

いました。一週間ほどだったと思

や調理用水の確保も、地域の消火

が、当時の対応を振り返って、し

たので、自分が持っていた衣類を

近隣の病院も被災していて、すぐ

栓から調達する等、非常に苦労し

っかりと事後検証をし、それを事

いつ頃来たかは把握できていませ

ここまでは来ないだろうと端から

に病院に連れて行くことも難しく

ました。

必要だと感じました。

思い込んでいました。

困っていたところ、その方の知人

避難所には高齢者が多かったの

いますが、それでも心身共に厳し

しかし、津波で流されずぶ濡れ

が一関市の千厩病院まで連れて行

で、公民館職員と教育委員会職員

着せてしのいでいましたが、夜に

になって避難してきた人から、公

ってくれることとなり、どうにか

あわせて十三名程度で、二十四時

んでした。沿岸から公民館まで四

民館のすぐそばまで津波が来てい

一命を取り留めることができまし

前の備えへと活かしていくことが

たことを知らされ、驚きと同時に
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した。やがて標高二十七メートルの
校庭にも津波が迫る勢いとなった

そうしているうちに津 波が来ま

ないので、まだ体育館には入らない
でほしいと説明を受けました。

から体育館の安全確認ができてい

中学校に向かうと、児童、中学生、
近隣住民が避難していました。先生

吉総合支所から連絡が入りました。

小泉中学校に避難所を開設した
いので様子を知らせて欲しいと本

に伝えました。

地震が発生した時、小泉公民館に
いました。防災無線で六メートルの

◆小泉中学校への避難を呼びかけ

を崩された方の救急搬送の要請で
とても役立ちました。震災直後は一

防団に無線が配備されており、体調

作成し、行方が分からない方の情報
を整理しました。本吉地域では、消

震災当日の夜から避難 者名簿を

約五百人が避難し、横になることも
できない状況でした。

中で難を逃れた方々を含め、一時は

した。大津波で小泉地区のほとんど
の家屋が流失し、住民や国道を通過

まって体育館に入っていただきま

は危険と考え、避難してきた住民に、
体育館の安全が確認されたので、
小泉中学校へさらに避難するよう
マット等を敷き詰め、地区毎にまと

津波が来ることがわかり、公民館で

日に三、四回も要請することがあり

っていただきました。

入れるとの申し出をいただいたの
で、高齢者や乳幼児のある家族に移

からワゴン車が来て、高齢者を受け

で食べて寝て過ごしていたので、こ
した。震災を経験して、公民館事業
ちらでは、衛生面を考え食堂を設け、 は平時の生活のゆとりを潤す大切

決めました。小泉中学校では体育館

ました。避難所では部屋割り、避難
所のルール、清掃の分担等を最初に

ピーク時には八十五名が避難され

移っていただくことができました。
開設当初は四十名程度でしたが、

必要があり、そうした調整を経て、

のいる世帯が移るためには、スクー
ルバスを津谷川地区まで運行する

させていただきました。小・中学生

して提供したいとのご提案を受け
て、四月十七日からお盆前まで使用

箇所を小泉地区被災者の避難所と

だきました。一関市から旧津谷川小
学校校舎と室根交流センターの二

津谷川地区をあげて支援していた

泉中学校避難所への炊き出しや室
根交流センター入浴施設の開放等、

した。それが縁で、被災直後から小

町津谷川地区で放流する等、小泉地
区と津谷川地区との交流がありま

化場があり、鮭の稚魚を一関市室根

◆旧津谷川小学校に避難所を開設
本吉町新圃の沢に小泉川さけふ

な事業だと思いました。公民館の重

のつながりが震災対応で役立ちま

上げました。公民館の担当は二回目
でした。最初の担当の時に培った人

たいと思いフェイスブックを立ち

しました。また、小泉地区を支援し
ていただいた方に復興状況を伝え

二階の会議室で公民館活動を再開

小泉公民館が津波で流失したた
め、九月中旬から小泉中学校体育館

◆公民館の重要性を感じる

る際に、感謝の気持ちを込めて受領
書を交付しました。

アに来られた団体・個人方が帰られ

ことや「感謝の受領証」というアイ
デアを教えていただき、ボランティ

災者が求める物資が変わっていく

ワー施設を設置していただいたり、
時間の経過により衣服や食器等、被

アの方に、小泉中学校避難所にシャ

た。また、阪神・淡路大震災を経験
し、語り部をされているボランティ

食時の炊事をご協力いただきまし

炊事当番の負担軽減のため、五月
頃からボランティアの皆さんに夕

旧津谷川小学校の避難所運営にあたる

ことから、一段と高い畑に避難しま

ました。また、四月一日から避難所
が閉鎖される九月四日まで途切れ

寝る部屋と食事をする部屋を分け

菊川 博

した。日が暮れてきて、雪も降って
きたため、中学校の先生や住民と協

ることなく佐賀県内自治体から応

要性 や コ ミュ ニ テ ィの 大 切 さ を 改
めて実感しました。

主幹

力して、中学校の倉庫にあったテン

ました。また、子どもたちの自習室
も設けました。
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トを張りました。
援職員に来ていただき、とても助か
介護老人保健施設「はまなすの丘」 りました。
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被害想定やハザードマップにとらわれない
実践的な訓練の大切さ

を確保しました。五日目には九十

を敷いた場所を用意してスペース

絨毯部分や、床に段ボールや毛布

的な訓練の必要性

所運営責任者会議の必要性と実践

◆隔絶する情報の中、感じた避難

大きな避難所は物資も潤沢でし

り、公民館のすぐ下にまで迫って

公民館には自家発電施設がなか

こうした人たちのため、公民館

四人が避難しており、一人一畳ほ

◆予想だにしなかった大谷公民館
いました。避難者の多くが車で避

ったのですが、消防団の方が近く

の物資を提供することもしました

池田 司郎

付近までの津波・避難者の救助
難しており、津波で車から降りら

の集会所から運んで設置してくれ

が、他の避難所との情報共有がな

館長

地震が起きた時、ちょうど大谷
れなくなった方を見て、咄嗟に救

たため、どうにか電源を確保する

い中で、手探り状態で実施せざる

気仙沼市立大谷公民館

公民館の玄関付近にいたので、中
助を始めました。津波は、車のタ

ことができました。

を得ませんでした。例えば、避難

たが、お寺や個人宅に避難してい

にいた職員二人に声をかけ、外へ

イヤの半分程度の高さまでになっ

避難所としては、部屋ごとの入

所運営の責任者会議などで情報共

どのスペースで、すし詰めの状態

避難しました。ワンセグで情報を
ていました。

居状況を把握し、名簿を作成して、

る人のほか、在宅避難者も数多く

収集し、六メートルの津波予想が

◆公民館での高齢者施設からの避

有をしながら進められれば良かっ

でした。

出ていることを知りました。あわ

部屋ごとに入口付近に入居者名簿

たのではないかと、振り返って思

聞いて、大谷海水浴場の方を見た

難していきました。

りして大谷中学校付近の高台へ避

しかし、避難者は公民館を素通

から利用者を避難させてほしいと

二日目には、近隣の高齢者施設

ました。

欲しいと言ってきたため、提供し

学生らがストーブや毛布を貸して

るものが不足し、避難していた中

ていましたが、体育館には暖を取

中学校の体育館が避難所となっ

ました。

付けることや連絡・調整に追われ

とでした。このほか、日々記録を

訓練をした経験から思いついたこ

これは、合併前の本吉町の頃に、

認の対応として、紙切れに伝言内

取れない家族を探す人への安否確

見を活用して、実践的な訓練を積

には、今回の大震災で得られた知

した。常に想定外に対応するため

対応できないことが数多くありま

きるように玄関に貼り出しました。 ュアル通りの運営手続きだけでは

容と宛先を書いてもらい、一覧で

み重ね、身体で覚えていくことが

いと思い込んでいたことや、マニ

また、公民館までは津波は来な

人が「津波だ」と声を上げたのを

大切なことだと思います。
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いました。

てて避難所開設マニュアルに則り、 難者の受入・地域住民と連携した

を貼り出しました。また、連絡の

ところ、この世の物でもないよう

要望があったほか、大谷中学校体

職員が限られる中、避難してい

避難所運営

な、まるで特撮映画のような、想

育館からも寒くて眠れない避難者

た三島地区の住民と話し合い、住

外に受付用の机を設置し、避難所

像を絶する津波が向かってきてい

がいたため、五十人ほどの人が公

民の方々の協力を得ながら避難所

います。

るのが見えました。北側の大谷

民館に移動してきました。高齢者

運営を行いました。

を開設しました。

小・中学校の校庭を見にいくと、

は和室で受け入れ、その他の人も

そのときでした。近隣の民家の

校庭には既に津波が押し寄せてお

平成 29 年 3 月入稿

ました。

十四日頃からケー・ウェーブで避
難者名簿を作成したり、受付をし

職場に無事を報告した後、三月

に向かっている途中で地震が発生
し、三本木の避難所に二、三日お

す。休暇を取り、小さい娘と仙台

私は旧本吉町で司書として採用
されて以来図書館で勤務していま

◆仙台に向かう途中に被災

ひざかけ、仮設トイレ等を準備し

全て停止していたので、必要なも
のをリストアップし、ストーブや

動き出しました。ライフラインが

合った方にガソリンを譲ってもら
場合だろうか」と思いました。
い気仙沼に戻ることができました。
翌日から図書館の再開に向けて

世話になりました。避難所で知り

ました。蔵書管理システムが使え
ないので閲覧のみの利用としまし

がある中で、
「図書館を開けている

が、当初は、困っている被災者が
大勢おられ、やるべき避難所業務

は、再開して良かったと思います

二十二日に図書館業務に戻るよ
うに指示を受けました。結果的に

◆三館同時に図書館を再開

二十一日からは中高生の学習の場

を届ける「おおぞら文庫」を開始。
六月一日に蔵書の貸出を再開し、

クスを設置し、二週間に一度図書

閉鎖しましたが、二十日に再開。
十三日からは避難所にカラーボッ

四月七日の余震で再び図書館を

を追うことで、心を落ち着かせて
おられるようでした。

者の皆さんは、紙に書かれた文字

館は誰が行っても良い場所として
認識されていたようでした。被災

めて図書館に来られました。図書

こられる方がいました。避難所で
なく自宅におられる方が情報を求

を聞いて、遠いところから歩いて

聞こえる等、一人になれる場所が
ありませんでした。図書館の再開

常に誰かに見られたり、誰の声が

をお手伝いしたい
何かを知りたい、情報を得たい

◆生きる力となる一冊との出会い

資料、備品を寄付していただく等、
多くの支援を頂きました。

ク、唐桑図書館の建設費や視聴覚

復興支援を行う公益社団法人を通
じて移動図書館車やパネルトラッ

団体に支援を頂きました。また、

がっていましたが、読み聞かせボ
ランティア等多くの図書館・関係

貸し借りを通じて他の図書館と繋

れた「こうべ号」により七月五日
に再開しました。普段から図書の

神戸市の公益社団法人より貸与さ

保育所・幼稚園・学童保育・小
中学校への定期的な団体貸出は、

移動図書館を再開しました。

与していただき、九月一日から仮
設住宅地もステーションに加えて、

会の協力により「ジンタ号」を貸

◆被災者に安らぎの場を提供
移動図書館車「おおぞら号」が
避難所には多くの人がいるため、 被災したことから、日本図書館協

◆気仙沼図書館を閉鎖
気仙沼図書館は、建物被害は殆

た。新聞配達が休止中だったので、

の確保等のため平日午後七時まで
の夜間開館を開始しました。

と生きていく中での課題に対して、

「生きる力」となる本との出会いをお手伝い

どありませんでしたが、蔵書の約

避難所の気仙沼中学校から新聞を
分けてもらいました。支援物資と

◆全国からのさまざまな支援に感謝

山口 和江

八割（十六万冊）が落下しました。
避難所ではないので、避難者に

共に届いた珍しい地方紙を提供し

震災後、多くの団体・個人から
お手伝いをするのが図書館の役割
三万冊を超える支援を頂きました。 だと思っています。何か一冊でも

主査

は近くの中学校や市民会館に移っ

たり、避難所と同様に、情報コー
ナーを設置しました。
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気仙沼市立気仙沼図書館

てもらい、図書館を閉鎖しました。
警備システムが作動しないので、

えるように、これからもお手伝い
をしていきたいと思います。

生きる力になる本と出会ってもら

貴重な資料を守るため誰か一人は

そうして、目標の三月三十日に
四月には新入学の中高生に配布し
気仙沼図書館、唐桑分館、本吉図
て欲しいと届けられた辞書・参考
書館の三館を同時に再開しました。 書等が大変喜ばれました。

留守番で残り、しばらくの間、職
員二名が夜間泊まり込みました。

平成 29 年 1 月入稿

畠山 拓男

災害を個別・具体的にイメージし、
地に足の付いた気仙沼市ならではの防災対策の充実を
所長

でもあり、難しい局面でしたが、

難者分の備品も不足している状況

に避難スペースが無く、一般の避

策の必要性

沼市の実態に即した具体の防災対

まったことへの猛省と、より気仙

ある集会所が二次避難所に指定さ

震災前から防災計画はありまし

唐桑教育センター

唐桑地区は平らな土地が少なか

れている等、日頃から疑問に感じ

より望ましい対応ができたのでは

教育委員会

気仙沼湾で重油による津波火災

ったため、仮設住宅の建設候補地

ていたことは多々ありましたが、

たが、旧唐桑町時代の古い計画が

予定通りにいけば、三月末に定
が発生し、浪板地区にあった病院

がそもそも限られていました。そ

改善に向けて積極的に働きかける

ないかと、今でも悔やまれます。

年を迎えるはずでした。地震が起

の入院患者や職員が緊急避難しな

の中で、小中学校の校庭を候補地

ことはできていませんでした。
「そ

そのまま使われていました。避難

きた日は唐桑支所の皆さんが送別

ければならなくなりました。市の

とせざるを得ませんでした。学校

のうちに」と思いながら、あの日

◆慎重な検討が必要だった仮設住

会を企画してくれていました。地

「本当にそれで
体育館へ避難するよう指示があり、 長との交渉の中で、

教育委員会から昼頃に唐桑小学校

良いのでしょうか」と疑問を投げ

「避難」だけを取り上げてみて

◆充分にできなかった病院入院患

震と津波が起きてからは、無我夢

その日のうちに受け入れなければ

かける方もいらっしゃいましたが、

も、
「原則徒歩で」の段階で議論が

◆定年を目前に控えての大災害・唐

中で対応していたので記憶が確か

なりませんでした。

やむを得ないということで了承し

止まっている気がします。高齢者

計画についても、浸水予想区域に

ではありません。

唐桑小学校には、このほかに舞

て頂きました。当時は、被災者を

や障害をお持ちの方は徒歩で避難

宅の建設場所

ってくれました。情報が途切れ、

根地区住民約八十人も避難してい

最優先し、候補地も無いため、選

することは難しいと思いますし、

者の避難対応

唐桑地域が孤立する中、二十四時

ましたが、体育館ではなく教室に

択せざるを得なかったのですが、

震災の夜は車が避難所となった方

本部長（短期）を兼務し、復旧業

ーの業務と唐桑地域の災害対策副

四月以降も再任用で、教育センタ

ました。そういう状況でしたので、

また、寝具も十分にはなく、これ

難したものの、体育館は入院患者

しかし、病院の皆様が実際に避

な時間、お借りしてしまったとい

ような環境ではありませんでした。 していきます。本当に長く、貴重

には寒すぎ、とても長くいられる

う思いでいっぱいです。

は校庭を満足に使えないまま卒業

震災の年に小学校に入学した児童

は思いもしていなかったのです。

重要ではないでしょうか。

え方等を具体的に検討することが

はの避難のあり方、災害情報の伝

無い、漁港のまち気仙沼市ならで

実態に即して、徒歩避難だけでは

も多数ありました。このように、
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桑災害対策副本部長としての対応

間体制で職務にあたりましたが、

いたので、この分の調整はスムー

誰もがまさか六年もあり続けると

務に従事していました。その中で、

では患者が持たないと判断され、

◆古い計画をそのまま踏襲してし

が来てしまいました。

誰もが家族を心配する気持ちを口

ズにいきました。

印象に残っていることを二点ほど

一晩で病院に戻られました。ほか

唐桑支所の職員は本当によくや

にすることなく公務を優先してい

お話ししたいと思います。

平成 29 年 3 月入稿

いざというときのための「いつも」の備えを

職員を配置し、避難者数を確認す

最初に着手したのは、避難所に

中学校は床上浸水、幼稚園は百七

育施設は津波の被害を受け、小・

追われました。特に大谷地区の教

けた動きが始まり、その調整にも

ちょうどその頃、学校再開へ向

災害が起きたときにすぐに動き出

計画が定められているだけでは、

突きつけられたように思いました。

いるだけでは十分ではないことを

らなかったことは、計画を知って

て取り組むかを判断しなければな

多くのことに対応しなければなら

東日本大震災を経験したのは、

ることでした。その後、その人数

十センチほど浸水し、学校教育の

すことはできません。職員一人ひ

また、時間の経過とともに自家発

本吉教育センター所長となって一

をもとに食事の手配を本吉総合支

再開に向けて、被災した校舎や園

とりが、災害が起きたときに自分

ない中で、限られた職員をどう配

年目の終わり頃のことでした。

所に依頼しました。食事提供にあ

舎の片付けと清掃を行う必要があ

が何を担当するのか、責任を持っ

電の燃料も少なくなり、電気の使

防災計画上、教育センターとし

たっては、被災していない地区の

りました。このため、避難所に配

て理解しておくことが大切だと思

置するかを考えることでした。ど

て何を対応しなければならないか

自治会や住民の方々に自主的に炊

置していた学校関係職員は、学校

います。その上で、いざというと

用も制限されました。水も電気も、

は定められていましたが、ぱっと

き出しをして頂いたほか、近隣の

再開の準備に従事することとなり

きのための訓練を実施しておくこ

の業務も優先順位が高い中で、職

すぐには頭に思い浮かばず、何か

コンビニ店などからも多くの支援

ました。学校施設の片付けや清掃

とも重要です。

ギリギリの状況が約二週間近く続

ら手をつけていいかわからないと

を頂き、本当に助けられました。

については、地元の消防団、住民、

避難所を立ち上げるための訓練

齋藤 英晴

いうのが、正直なところでした。

また、避難所のトイレ用水を、

自衛隊の方々の協力により終える

や、食事の手配や様々な調整等、

所長

当初は本庁との連絡も通じず、人

当初は川まで汲みに行っていまし

ことができました。また、避難所

職員それぞれが何をすべきかを判

本吉教育センター

員の配置などがわからず、すぐに

たが、下水処理が追いつかず、流

対応の職員が減り、避難所運営が

断・整理するための訓練を通じて、

教育委員会

は動き出すことができませんでし

すことも許されなくなり、数日間

厳しくなった時に、佐賀県から応

災害時にしなければならないこと

員が不足する場合に、何を優先し

た。

は衛生上も厳しい状況でした。そ

援の職員を派遣いただき、非常に

や生じるだろう課題を洗い出し、

き、疲弊していました。

◆奔走した地区の避難所状況の把

の後、仮設トイレが設置されるこ

助けられました。

人事異動の度に確認する等、日頃

初動対応

域の避難所の全体調整を実施する

握と対応、学校再開に向けた調整

とが決まると、仮設トイレの分配

◆いざというときのための「いつ

から備えておくことこそが大切だ

◆計画で定められているだけでは

教育部門は福祉部門と共に避難

方法についても調整しました。そ

も」の備えの大切さ

ことになりました。

所運営を行うこととなりました。

の他、物資の仕分けも人手が足り
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機能しないことを思い知らされた

当初は本吉公民館の避難所運営を

と思います。
ず、手が空けば協力していました。

最も困難だったことは、非常に

していましたが、その後、本吉地

平成 29 年 3 月入稿

の避難所担当になりました。もとも

はまなすの丘という老人保健施設

調 整 する 必要 があ りま した 。 私は 、

れ、避難所運営にあたる職員の数を

その後、被災状況が徐々に把握さ

室もあったので利用していただき

られませんでしたが、公民館には和

した。直後は停電でストーブもつけ

多くの住民の方が避難されてきま

津波が襲来し隣接する公民館に

い、再び事務所に戻りました。

体育館のお客さんの安全確認を行

た。すぐに、隣の図書館と本吉総合

まなすホールの事務所におりまし

地震が起こった時、勤務場所のは

に始まっており、組織化されたボラ

下旬には、避難所として運営がすで

した。集会場では、私が行った四月

的集会場の避難所担当に変わりま

所は閉鎖され、私は、小泉浜区多目

が戻られるということで、その避難

避難されていた施設の入所者の方

その後一箇月ほど経過して、一時

ころに支 援が 必要 だと 感じ ま した 。

なものが揃いません。そういったと

連絡手段がなければなかなか必要

方 、 携帯 を持 って いな い方 で した 。

いたのは、多くが高齢者、車が無い

ました。はまなすの丘に避難されて

プールの水などをろ過して利用し

クを提供していただいて、小学校の

体の方から濾過装置のあるトラッ

ず自炊ができませんでした。支援団

ものについても、衛生面や被災者

分にできませんでした。いただいた

方で、必要なものを伝えることも十

られていたため、支援はいただく一

す。当時は情報の収集伝達手段も限

できていたかと思うことがありま

けられていたかどうか、うまく活用

ただいた支援を、必要とする方に届

きました。今振り返ると、善意でい

ほかにも、物資の支援も多くいただ

そういった上演等の支援活動の

を行いました。

統芸能等の上演の調整や貸館業務

るコンサート、映画上映、落語、伝

被災地支援による有名芸能人によ

月から再開され、私は避難所を離れ

また、はまなすホールの利用が七

ました。

ういった意気込みに勇気をもらい

の片付けを実施してくれました。そ

たいと若者が集まり、がれきやゴミ

もあって、とにかく何かの役に立ち

ボランティアの方による情報発信

浜区の避難所では、組織化された

お世話する人も含めて弱い立場

識にとても感銘をうけました。

添う医療従事者の方の高いプロ意

きめ細やかに声をかけられて寄り

高齢者等の避難者ひとりひとりに

し ゃ るこ とも 事実 です 。そ ん な中 、

方で、配慮を必要とする方がいらっ

しなければならないこともある一

災害時には、全体を見渡して優先

もありました。

ラーメンしかなかったということ

も、配布されるものはパンやカップ

緒にご飯を食べられない人がいて

ば糖尿病の方のようにみんなと一

ないことがありました。また、例え

外に行き、車の中で過ごさざるを得

んが三月の寒い時にあやすために

泣くと一緒に眠れないため、お母さ

どこの避難所でも起こりうるこ

◆弱い立場の人も受け入れること
のできる避難所が必要

役割が必要だと感じました。

効率よく供給するための中間的な

必 要 なヒ トや モノ を適 切に 把 握し 、

全国からの支援

と そ の施 設に 入所 され てい た 方は 、

ンティアの方々が運営の協力に入

個々の健康面を考慮すると、責任の

の人が過ごすことのできる場所が

ました。

◆地域内の避難所の運営に従事

教育委員会 本吉教育センター 主幹兼生涯学習係長

お願いすることと受け入れることの難しさ

系列の事業者が運営する県外の施

ったというかたちでした。

所在がどこにあるか、現場では判断

必要だと思いました。

齋藤 守

設へ一時的に避難されていて、はま

◆全国から寄せられる多くの支援

に困るケースもありました。
に 伝 える ため の手 段が 必要 で すし 、
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とですが、避難所で乳飲み子が夜に

なすの丘には、家を流された地域住

に励まされる
被災者のために、全国から本当に
多くの支援をいただきました。

被災地側から必要なものを的確

民の方が避難されていました。
本部から様々な食糧が届くよう
になってきていましたが、水道が出

平成 28 年 11 月入稿

平時と異なる議会運営の中で感じたジレンマ

必要です。しかし議会開催中は市長

参考にしたものです。また議長会も

この特別委員会の名称も各市を

とから震災後も情報交換しながら

はじめ部課長が説明員として議会

何度か開催され、各市の議長が仙台

予算が措置され一千億ほどに跳ね

に出席することから災害対応への

に集まり国に対する要望について

県内各市の状況把握に努めてきま

月曜日に本会議を開き二月定例会

支障が懸念されます。議会としても

協議を行いました。協議の中から取

上がったように記憶しています。予

を閉会することで議会運営委員会

議会運営委員会において、災害対応

りまとめた要望事項は、後日東京へ

した。

三月十一日二時四十五分、その日
に諮ることとしました。これをうけ

へ支障を来さないよう配慮しなが

出向き宮城県選出の国会議員へ要

算審査には十分な審議・審査時間が

は一般会計予算審査特別委員会の
事務局は議会再開の準備を行いま

ら会議日程や議事日程等を協議し

望するとともに、関係省庁にも要望

菅原 光雄

初日で審査も順調に進み、まもなく

したが、停電でパソコンが使えない

たと記憶しています。

事務局長

三時になるので委員長とどのタイ

ため、作成する文書は全て手書きで

議会は議決機関です。議会の議決

議会事務局

ミングで休憩するか相談していた

行いました。また、月曜日に開催し

無く予算は執行できません。したが

◆震災直後の気仙沼市議会

矢先に地震が起こりました。揺れが

た議会運営委員会は、会議室が使え

◆職員の協力のおかげで

り議員も職員も廊下に飛び出した

料は配布できず、協議事項は全て口

さらに、コピー機が使えないため資

ました。

よう心を配りながら職務にあたり

員長が円滑に議会・議事運営できる

に集合し、打ち合わせを行いながら

課長等がワン・テン庁舎の危機管理課

でも毎日朝と夕方の二回副市長や部

ンターで開催されていました。市役所

災害対策本部会議は松岩の防災セ

ことが記憶に残っています。そのよ

頭で説明しながら協議したことを

◆他市と連携して情報を収集

り込みながら災害対応にあたるなど

一生懸命協力してくれました。
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を行ってきました。

激しく「大変だ、逃げろ」という声

な い ため 議場 ロビ ーで 行い ま した 。

うな状況の中で委員長は一旦休憩

覚えています。議員にも、被災した

って当局と連携を密にし、議長や委

が聞こえるなど会議室は騒然とな

を宣告、地震の状況から審査を続け

様々な情報を交換しました。情報は事

方がおられましたが本会議も定足

震災後、議会の中に東日本大震災

ることは困難と判断し出席者に着

務局職員にも周知することが出来大

数を割ることなく定例会を終える

調 査 特別 委員 会が 設置 され ま した 。

席を促し定足数を確認したうえで

変助かりました。

ことが出来ました。

宮城県市議会議長会には局長会

また、職員は皆数日間市役所に泊ま

当時は、県や被災市のほとんどが特

散会を宣告しました。

震災後、予算の規模が相当大きく

があって、議長会への提案事項等々

別委員会を設置しています。

会です。休会中に議長と副議長が相

なりました。通常一般会計予算は二

について常に連絡を密にしながら

◆議会と災害対応

談、予算委員会の審査日程は残って

百五十～三百億ほどの予算規模で

十二日（土）、十三日（日）は休

いるけれど災害対応を最優先する

したが、震災後は国からの震災関連

情報交換しています。このようなこ

こととしました。合わせて十四日の
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震が起こり、予算案に関する採決が

議会の予算委員会の開催中に地

し た 。そ の間 も議 会事 務局 と して 、

市内の各避難所支援にも出向きま

る 消 防本 部に 出向 しま した 。 私は 、

ので、職員数名は災害対策本部のあ

応援班としての位置付けがあった

議 会 事 務局 は 、災 害 発生時 に は 、

る中で、会議の開催予定を信じて駆
けつけてきた議員さんのほかに、会
議を成立させるため、数人には、電
話の通じない中でスクーターで直
接迎えにあがりました。
落下したガラスが散らばった議
場で、委員会採決、本会議採決がさ
れ、無事 に閉 会宣 告が され ま した 。
◆自分の職務経験をいかして
その後数日間は、前職が税務課の
固 定 資産 税係 であ った こと も あり 、
被災家屋判定の業務にも携わりま
した。調査班の班割や調査範囲の検
討などを行い、二人体制で現地へと
向かいました。沿岸の広い範囲が津
波で被災してしまったため、津波で
浸水してしまったところは避け、浸
水域の境界周辺の被災状況を順に
確認していきました。
◆平常業務も災害対応も

とおり、地震が起こった時は必ず津

「津波てんでんこ」という言葉の

れません。

の場所で津波にのまれていたかもし

ません。しかし、その結果、私もそ

れば、助かった命もあったかもしれ

下りて、車の運転手さんを止めてい

ン・テン庁舎の屋上から表の通りに

◆自分の安全を確保することが、
皆の安全にもつながる

私は、津波到達予測情報から、地

とれないまま、当日は解散してしま

終えた会議の処理や次の会議の準

波が来ることを想起して、それぞれ

ひとりひとりが自分の安全を自分で守る意識を

上十五メートル以上はある屋上に

いました。その他の委員会に付託さ

備を続ける必要があり、限られた時

が、自分の身を守る、それが一番大

舎の屋上に上がって津波の状況の

の担当としてとても重要な仕事が

十四日の月曜日には、議会事務局

◆自分の安全は確保できたが・・・
路線バスや配達の車、急いだ様子で
私は、震災当時は議会事務局議事
海方向へと向かう二輪車などが見
係に所属していました。
えました。運転手の方は、もしかす
地震が発生した時は、本庁舎の会
ると津波がすぐそこに迫っている
議室で予算委員会が開催されてい
とは思ってもいなかったのかもし
て、今までに経験したことのない大
れません。私はただその走る車を見
きな地震の揺れがおさまり、被害が
過ごすしかありませんでした。
心配になった議員さん方は各地へ
その後、ギシギシという車同士が
と散開しました。
擦れる音と共に、数台の車やがれき
私は、身内の安全を電話で確認し
を浮かべた波は、目の前の通り流れ
た後、津波に関する情報を聞きつけ、 ていきました。
◆議会を成立させるという使命
確認に行きました。屋上から内湾方

ありました。それは、会期中であっ

周囲の数名と一緒に、ワン・テン庁

向を見てはるか先の岸壁に深い引

た議会を成立させることです。

廃案になってしまいます。

き潮が見えても、大津波の到達は半
信半疑でした。

内湾の方から轟音と土埃をあげて

っていることを知っていた私が、ワ

震災が起こったあの日、津波が迫

で守ることだと思います。

り大切なことは、自分の安全は自分

そして今、改めて思うのは、やは

多く聞くことができました。

市民の命と安全を守る現場の話を

団 員 さん で犠 牲に なら れた 方 の話 、

市民の誘導にあたった方の話、消防

導隊として津波から避難するよう

業務のなかで、震災当時、交通指

は随分進みました。

庫用テントの購入など、復旧の対応

信機や、被災した消防車両や仮設車

た。消防団員の安全対策のための通

管理課消防団係に異動になりまし

震災から一年が経過し、私は危機

断しました。その後数分が経過して、 れた議案も、本会議で採決しないと

いれば自分の身は安全だろうと判

議会の成立要件を満たすよう、三

間と限られた人員のなかで通常業

切なことだと思います。

佐藤 勉

何かが迫ってくるのがわかりまし

十名の議員の半分の十五名の出席

務の対応も行っていました。

主幹

た 。 私は 眼下 の県 道に 目を や ると 、

が必要です。各地での災害対処があ
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普段と変わらぬ様子で通りを走る

平成 28 年 11 月入稿

村上 充

資機材、場所、そして人、災害に備えて必要なこと
主査

◆暖をとるために
その日の晩、市の職員はそれぞれ
がよく知った地域の避難所の運営
支援に当たることとなり、私は住ま
いに近い新月中学校へ向かいまし
た 。 近く の老 人ホ ーム の方 、 また 、
バイパスを通って鹿折地区の方も
避難されてきました。その日は寒い
日でしたから、まず暖をとることが
最優先だと思いました。近くのガソ
リンスタンドへ掛け合って燃料を
提 供 して もら い、 発電 機を ま わし 、
学校の大型ヒーターで一夜を明か
しました。
翌朝、市役所から交替の職員がや
ってきました。市役所の部署ごとに
担当する避難所が割り振られたよ
うで、私は市役所へ戻り、市役所へ
避難された方の対応と、一度散会し
た議会の対応をすることになりま
した。そして週が明けて十四日に定
例議会の閉会が宣言された後、災害
対策本部の連絡員が不足している
ということで、私は災害対策本部会
議が行われている防災センターへ
行くことになりました。
◆場所の確保に苦心

防災センターには、自衛隊、警察、
消防などの関係機関が集合してい
ました。そこでは各機関が活動状況
を共有するとともに、市役所への要
望、つまり活動に必要な資機材や場
所に関するリクエストが出されま
した。私に割り振られたのは、その
リクエストを市役所へ伝え、対応を
調整する役でした。特に難しかった
のが、ご遺体の収容場所の確保です。
当時の地域防災計画で想定はされ
ていましたが、学校へ安置すること
について市役所のなかでも議論が
ありました。早く場所を確保したい
防災関係機関と、慎重に判断をした
い市役所と、私はその調整に時間を
割くことになりました。
ご遺体を安置する場所のほかに
も、災害対応に必要な資機材や被災
し た 家屋 から 見つ かっ た金 庫 など 、
その保管場所の確保に苦労しまし
た。市内の主要な施設や空地を地図
にプロットし、どこなら保管できる
可能性があるか、可能性があればそ
の場所の提供の折衝をする。その繰
り返しでした。結局、金庫について
は屋内の空間を確保できず、広場に
警備員をつけて管理することにな
りました。
◆経験から得たもの
その年の十月に危機管理課へ異
動になりました。地域防災計画の改

定や防災訓練、市民への防災講座の
実施など、被災経験を伝え生かすこ
とが私の役割になりました。
平成二十八年に発生した熊本地
震の際、私は応援のため、被災地へ
向かいしまた。私たち支援に来た者
は、ひとまず避難所の運営支援を依
頼されました。ふと災害対策本部を
覗くと、そこで見た地元の職員さん
の姿が震災当時の私に重なりまし
た。当事者は目の前のこと、市民や
関係機関から依頼されたこと、それ
に応えるのが精一杯。外から支援に
来た我々に頼めることも頼めない
状況でした。
災害対応は、全体の時系列を見定
め、次の対応を考えて、今は何を優
先しなければならないか、その判断
ができるようにならなくてはなり
ません。東日本大震災以降、全国の
自治体が被災地を応援し、次の災害
が起きたときには被災を経験した
自治体や被災地支援を経験した自
治体が、また別の被災地を応援する
しくみができつつあります。そのし
くみを生かすためにも、災害の各局
面で何を優先すべきか、その対応の
ためにどのような資機材や場所が
必要になるか、そして応援部隊にお
願いできることは何か、それを日ご
ろから検討しておくことがとても
重要だと思います。
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◆正常性バイアス
当時、議会事務局に所属しており、
担当していた委員会の記録の整理
をしていたところ、尋常ではない大
きな揺れに襲われました。出口を確
保しようと執務室の扉を抑えてい
ましたが、揺れが長く、いつまで続
くのかと思いました。その後、揺れ
が収まってから、私は議場へ向かい
ました。議場には歴代の市議の写真
がかけられていたのですが、揺れで
落下してガラスが散乱した状態に
なっていました。今思うと、正常性
バ イ アス が働 いた のだ と思 い ます 。
私はその片づけを始めました。
するとこの建物から早く出るよう
指示されました。市役所の建物は古
く、余震が来る可能性も考えると、
外で待機するのが賢明な判断です。
職員は皆少し高い位置にある第二庁
舎の前へ集められました。その日は
寒い日で、雪がちらつきはじめてい
ました。屋外でストーブを焚いて暖
をとっていたところ、港のほうに土
埃が上がるのが見えました。その時
はそれが津波で押しつぶされた家屋
のものだとは気づきませんでした。
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高橋 恵一

今後の災害対応に向けて、
庁内での情報共有体制と適切なマニュアルの整備を
事務局長

情等を聞きとっていました。

監査委員事務局
◆気仙沼中学校での避難所支援業

めた環境改善に向けた要望への対

う劣悪な環境の中で、食べ物も含

ておらず、煮炊きもできないとい

最初の頃はそもそも電気も通っ

求める声が多かったと思います。

しいと感じる場面がありました。

ったこともあり、対応が非常に難

避難所と齟齬が生じてしまうとい

独自に判断をして進めると、他の

ことが難しいことも多く、一方で

て市役所全体としての判断を仰ぐ

選挙管理委員会局長とともに、派

同時に、被災者に直接相対して

運営支援を行っているかについて、

応は困難も多く、様々な要因によ

地震が発生してから一箇月ほど
遣した職員からの相談をうけ、他

いた職員は、どうしてよいか分か

情報を共有できるような体制が必

今後災害対応を円滑に進めるた

は、行方不明者の情報や道路の通

の関係各課に照会したり、調整し

らず手探りで対応していくため、

要であると思います。

って上手く改善できないことへの

行状態などといった様々な情報を

て対応方針を決定したりといった

より大変な思いをしたのだろうと

また、具体的な対応方針や手順

私自身は管理職の立場として、

求めて、数多くの市民が市役所を
業務に従事しました。

も思います。あのときは非常事態

などがマニュアルとして明確にな

務に従事

訪れていました。そのため、主に

◆避難所の被災者の要望に応えら

でしたので、職員も懸命にがんば

なども行っていましたが、監査委

給や避難所名簿の更新・閲覧対応

を守らない人への対応や、夜に電

情は、避難所生活の規則やルール

避難所から寄せられる要望や苦

◆きちんとした情報共有と適切な

ています。

ても管理者としてとても感謝をし

っていましたが、今から振り返っ

きたのだろうとも思います。

行いやすく、より円滑な対応がで

っていれば、関係部署への相談も

れぞれの部署がどのような避難所

めには、例えば避難所についてそ

総合窓口での問い合わせ対応に従

れないジレンマと職員への感謝

員事務局職員は、震災後すぐに担

気がほしいといった設備関係の要

マニュアルが必要

異なる災害対応を行う部署も多く

長を決め、毎朝班長会議を開いて

気仙沼中学校は当時、各班の班

入ってくる中で、暖かいものが提

でした。他の避難所の情報などが

たのは食べ物の配給に関する内容

また、市役所全体が混乱している

い業務だった場合もありました。

実際にはその部署で対応していな

います。

する上でとても重要なことだと思

ことが、将来の災害対応力を向上

とマニュアルとして整備しておく

部署を判断して相談を行いますが、 えて、誰が何をするのかをきちん

ありましたが、今回の経験をふま

いました。その中で、監査委員事

供できないなど被災者の要望に沿

中で、他の避難所との関係におい
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ジレンマも数多く感じました。

事していました。また、燃料の配

当となった気仙沼中学校の避難所

望など様々でしたが、最も多く、

今回は当初計画していたことと

に派遣されて、避難所運営の支援

また大きな問題となりがちであっ

務局と選挙管理委員会から派遣さ

って配給できないことへの対応を

現場からの相談を受けて、関係

業務に従事しました。

れた職員が行政に対する要望・苦

平成 29 年 2 月入稿

次長

佐藤 和明

先祖からの言い伝え 今度は自分が伝えていく番に
監査委員事務局

います。水も救援物資でいただいた

先の読めない不安も多くあったと思

入れたものを作ったり、ハエ取り紙を

生したので、ペットボトルに砂糖水を

えて悩まされました。大量のハエも発

震災以降私は、気仙沼中学校での

ペットボトルを配布しましたが、避

その後しばらくして、毛布などの

経 験 を踏 まえ て、 懐中 電灯 、 手袋 、

難されている方の数と比べると十分

育館に行くと、かなりの人数の方が

支援物資も次々と届き、寒さをしの

ラジオ、着替え、小さいソーラー式

使ったり、随分苦労しました。
◆家はＬ２よりも高く、そして決

私 の 自 宅は 大 谷地 区 にあり ま す 。
避難されていました。印象的だった

げるようになりました。電気と水道

の照明をナップザックに入れて準

ではなく、消火栓の水を出してもら

明治の津波で当時の家は大きな被
のは、体育館でロウソクをつけなが

が通るようになると、そのありがた

備して持つようにしています。

して戻らないこと

害を受けたそうです。当時六歳で唯
ら手書きの名簿作成が始まってい

さをつくづく感じました。

い、それも利用していました。

一家族の中で生き残った曾祖母か

たことです。その名簿を頼りに身内

◆厳しい局面が続く

さより上に家を建てて津波が到達し

事になりました。気仙沼中学校の体

ら、私は小さいころから「津波は見

の安否確認のため、多くの方が避難

気仙沼中学校のある高台の下の幸

ない所で住んでほしいという事です。

◆「津波は見るな、戻るな」

るな、戻るな」と言われていました。

所巡りをされていました。私も寝ず

町のあたりは、海水を被ったにもの

小さいころ曾祖母に言われた言葉を

た。私は車を買ったばかりでしたが、

水嵩が増して行きました。

から水が噴き出してきて、どんどん

ン庁舎前の県道を見ていると、側溝

くり長時間のものでした。ワン・テ

ありましたが、この日の揺れはゆっ

ていました。以前にも何度か地震は

方の不安は随分解消されたかもしれ

中電灯でもあれば、避難されている

くて寒い夜が続きました。せめて懐

停電が続いたので灯り一つない暗

分けて出すようにしました。

ようになり、班編成をして班ごとに

が、炊き出しのおにぎりが配られる

はビスケットを配布していました

朝食準備等をやっていました。最初

私 は 、図 書館 の職 員と 一緒 に 主に 、

な が ら対 応す るこ とに なり ま した 。

当面、避難所運営は職員が交替し

の一歩手前まで来ていた状態でした。 て戻らないこと。曾祖母が私に伝え

に済みましたが、大規模な二次災害

べきか悩みました。結局、避難せず

い状態で、私も周囲の職員もどうす

な避難先が確保できるかもわからな

ましたが、通信手段も無く他の安全

人数の避難者を避難させ必要があり

車も行けない状態でした。かなりの

路ががれきで寸断されていて、消防

ととんでもないことになります。道

局があるため、もし万が一引火する

した。市民会館の下のあたりにガス

かかわらず、ずっと火が燃えていま

波が来たら一目さんに逃げて、決し

安全な高さに家を構えること、津

たように思えました。

下に居宅を建ててはならないと言っ

私は、津波が来た時に神様がこれより

二波で犠牲になられた方もいました。

どもを連れてものを取りに戻って、第

第一波で津波が来なかったからと、子

かったのですが、近所の方の中には、

は私の家より低い位置にある家も多

い位置に家を建て直しました。近所に

私の家は、明治の津波を経験して、高

また、私が常々思うのは、Ｌ２の高

地震が発生したとき、ワン・テン

にその方々の対応を続けました。

思い出して、車をあきらめました。
◆電気と水道のありがたみを痛感

ません。またラジオなどの情報収集

その後、暖かくなってくると、段ボ

る駐車場のほうにも達していきまし

いく番です。
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庁舎の二階でいつもどおり執務し

その後、監査委員事務局と選挙管

手段もなかったため、市内はどのよ

ールを敷いているところに、カビが生

津波は市役所職員が車を停めてい

理委員会事務局が中心となって気

うな状況なのか、今後どうなるのか、

てくれたことを今度は私が伝えて

仙沼中学校の避難所運営にあたる

平成 29 年 3 月入稿

吉田 信一

計画通りにはならない事態を救う日々の訓練
事務局長

十月に、産業再生戦略課という新

それらが、実際に活用されたかとい

うと全くもって有効活用されなか

ったのです。計画の中で、この仕事

は何課がやると決まってはいます

が、例えば福祉や教育の部門に仕事

が集中してしまい、その部署は人数

がさほどいないにも関わらず、他の

課も我々の仕事ではないという雰

囲気があったのも事実です。そこに

無い仕事は市の仕事ではないと言

う人もいたようです。

改訂の際、苦労したのは、負担の

区分や計画どおりにならない部分

について、その時はみんなで対応す

べ き だと いう 事を 考慮 した 点 です 。

計 画 は計 画で 大事 だと 思い ま すが 、

それをどう生かすかは訓練だと思

います。訓練を継続して実施し、職

員全員が参加してどういったこと

をすべきかを自分で発見するよう

まります。その際、少しでも地域の

その後、危機管理課に異動になり、 こ と が わ か る そ の 地 域 出 身 の 職 員

が担当する事で、解決できることも

う立派な冊子がありました。しかし、 も大事です。

1-179

選挙管理委員会事務局

避難所に派遣された職員は手い

しい課ができ、そこへ異動になりま

◆選挙の延期と避難所運営
◆避難所の集約に苦労
震災当時は、選挙管理委員会の事
二箇月ほど経ってくると、仮設住
務局長という役職でした。地震が発
宅もでき、避難所を出ていく方が増
生した時は、市議会の予算委員会で、 えるようになりました。一教室に四
会議中でした。
十、五十人いたところが十人ほどし
地震の後、市役所にも市民の方が
かいなくなった場合、それを集約す
避難されて来ました。プレハブの庁
る 話 が出 てき まし た。 避難 所 では 、
舎にも避難されていたので、そこで
そ の 調整 に、 かな り苦 労し ま した 。
避難者の対応をする事になりまし
班長さんに頼っても、掲示板を使っ
た。大人数が避難しているわけでは
ても、情報が上手くいき渡らなかっ
なく、さほど人員が必要ではありま
たこともありました。
◆新しく出来た産業再生戦略課
せんでした。

っぱいで人手が足りない状態でし

した。被災した企業の支援が主です

これまで水産、商工、観光、農林

た。選挙管理委員会事務局と監査事

にしなければなりません。震災対応

員達は避難所へ向かいました。ちょ

全部従事した経験があったので、そ

が、これまで市でも経験の少ない企

う ど 統一 地方 選挙 の時 期で も あり 、

の経験が庁内の調整や、国や地元と

務局の職員は気仙沼小学校の避難

には、柔軟な考えと行動が必要です。

四月末に投票予定でしたので、私は

の調整に生きました。赤岩港という

あると思います。常日頃から地元と

業誘致等の担当にもなりました。

管理職として残ることになりまし

業務継続計画の改訂や津波避難計
二十、三十年ほど前に造成をした場
所があります。その奥の山を使って、 画の策定に携わりました。

顔の見える関係性を作っておく事

所対応をして欲しいという事で職

た。しかし、その予定も十一月に延

震災以前にも、地域防災計画とい

また、避難所には普段顔を合わせ

期なり、準備も九月に始めるという

新しい水産加工団地を作り、そこに

ている人たちとは違う人たちが集

ことで、私も緊急避難所対応へまわ

企業を移して再興させる動きをと

りました。地主さんを一件ずつまわ
って交渉して、説明会を開き、了解
を得て、なんとか国からも認められ
て、新しい水産加工団地を作りまし
た。
◆再生エネルギー導入に奔走
震災での停電や電気関係の設備
が被災したことで、再生可能エネル
ギーを導 入す る話 が出 てき ま した 。
ひとつは太陽光発電の話です。太
陽光発電にはまとまった規模ので
き る だけ 平ら な土 地が 必要 な ため 、
どこかにいい場所はないかと探し
たりしました。企業からも様々な相
談がありました。
もうひとつが、バイオマス発電で
す。財務省から派遣されて来た職員
が尽力して下さった。いろいろと自
身で研究して考え出して、自身で地
元の名士や事業主に話を聞いて、森
林 組 合や 木製 品に 関わ る団 体 全て 、
岩手県なども歩いて情報を集約す
るなかで、それを完成させていった
のです。
◆計画を活かすのは訓練

りました。

平成 28 年 12 月入稿

ました。食料品については賞味期

最初の頃、支援物資の仕分もし

◆賞味期限切を取りに来る市民も

どん厚くなっていきました。

マニュアルも日が経つごとにどん

たのは非常に助かりました。その

月という先の見えた期間だけでし

任用で六箇月間延長しました。六箇

だったのですが、震災対応のため再

せんでした。私は、三月で退職予定

下に頼めず、自分でやらざるを得ま

ため、新しい仕事がでてきても、部

休んだりした職員もいました。この

事務局職員総出で必要業務を乗り切る

されますので、それを覚えておき、

限を確認しながら均等に配分でき

たから頑張れたところがあります。

図をおいて、通行可能な道路に印

が来ました。部屋の中に大きな地

報を求めてたくさんの問い合わせ

島の舟の運行状況等いろいろな情

行方不明者や通行可能な道路、大

池がないので懐中電灯も持たずに

で対応、夜の二十時に終了し、電

らミーティング、八時から各担当

二時間かけて徒歩で通勤、六時か

出発し、ガソリンがなかったので

午前三時に起床、四時に自宅を

の通常業務である農地を売買する

三箇月後ぐらいから農 業委員会

◆膨大な農地転用会議の開催

期にはこういうものならあります

原則廃棄ですが、足りていない時

こにも定められていなかったこと

合窓口を担当するということはど

に来て食べた人もいるようでした。 したが、詳しい内容は書いていま

ということを説明して自分で取り

です。しかし、総合窓口は、市民

災害対応のマニュアルはありま

◆ボランティア精神で災害対応を

たか分かりません。

◆不眠不休で窓口対応を実施

をつけたり、公共施設、インフラ

徒歩で二時間かけて帰宅し、就寝

ための転用会議を開催する必要が

のために市役所として対応する必

齋藤 繁

会議以降に覚えている内容を、問

るように仕分をしていました。賞

何年も続くとなるとどうなってい

関係、医療機関の情報などは壁に

という日々を土日休みなく繰り返

出てきました。農地も被災していま

要のある業務です。同じような災

事務局長

発災後すぐに市役所全体の電話
い合わせがあったときに伝えるよ

味期限切れの物もありましたが、

農業委員会事務局

や問い合わせの総合受付窓口の対
うにしました。

貼り出したりして対応しました。

していました。電気もないので入

したので、業務は必要ないと思って

きますので、新しい情報を常に更

日々情報がどんどん変わってい

初めのうちは気仙沼市職員が教え

部隊として入って下さいました。

から目黒区と川崎市の職員が応援

がいたのが良かったです。四月頃

一人ではなく一緒に対応する人

とか実施はしましたが、部下の中に

常通りの人数で対応しました。なん

業務については応援職員もなく通

が普段の十倍ぐらい来ました。通常

買って農地転用申請を提出する人

いましたが、被災していない土地を

に立って真摯に対応すること、ボ

ても大切です。また、相手の立場

を常に健康に保っておくことがと

あわせて災害発生時でも、心身

することが大事です。

に柔軟な考えで対応できるように

害が発生したときには、臨機応変
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応をしました。被災した人たちが、

一方、対応が遅い、電話で市長に

浴もできませんでした。

新していく必要がありましたし、

ていましたが、途中から自分たち

はノイローゼ気味になりクリニッ

ランティア精神も必要です。

せんし、そもそも農業委員会が総

つなげ、災害時に何をどうすべき

質問にはすぐに答える必要があり

で引継ぎマニュアルを作られて、

クなどに安定剤などをもらったり、

かをなぜまとめておかないのかな

ました。これに対しては、全部署

次に来る人に引継ぎをして下さっ

どの苦情も多数ありました。

が集まる朝夕の会議で情報が共有

平成 29 年 3 月入稿

市民が真に必要とする情報の棚卸しを
市民と職員の板挟みで苦悩した七箇月間

いましたが、朝に聞いた情報が昼

を超えた情報共有も実施されては

収拾がつかない状況でした。部署

られた要因でもありました。

かったことも、精神的に追い詰め

家族の安否が一週間ほどわからな

村からの応援職員が窓口を支援し

一方、こうした状況で、他市町

また、報道機関への対応も総合

てくれたことには本当に助けられ

には変わるという状況でした。
窓口でしていましたが、
「わからな

ました。

宮井 英夫

それにあわせて、都度掲示した内

い」と言うことが許されず、精神

主幹兼庶務係長

◆殺到する市民、対応が追いつか
容を取り替えねばならず、常に情

◆市民が真に必要とする情報の棚

農業委員会事務局

ない総合案内窓口

的にも非常に厳しい状況でした。

卸しと伝達機能の確立を

報管理に追われる状況でした。

地震発生直後から、農林班の所

もどかしかったことは、新しい

にとって何が必要な情報なのかも

報もほとんど無く、また、被災者

ていました。直後は提供できる情

ちに、市の窓口には市民が殺到し

地震発生から時間が経たないう

ていました。

常業務と並行して窓口の対応をし

に従事し、それ以降は委員会の通

したので、主として総合相談窓口

農業委員会が開催できない状況で

質問が飛び交いました。当初、一

の人は避難しているのか」という

か」
、
「何人避難しているのか」
「こ

難所はどこに設置されているの

で対応することとなりました。
「避

に関する問い合わせは、総合窓口

役所に殺到した市民からの避難所

る情報でした。情報を求めて、市

報が無い中、市民の生死に直結す

難所情報です。避難所情報は、情

情報管理で特に苦労したのが避

比較的楽な業務とみなされ、その

行政組織の中でも、相談窓口は

挟みとなりました。

口で対応することと指示され、板

ありましたが、担当部署からは窓

詳細の情報は担当課に聞く必要が

報は「支援金が出る」ことだけで、

られませんでした。提供できる情

市民から詳細を聞かれると、答え

援金が出ることを情報提供して、

なかったことでした。例えば、支

な内容や詳細について、回答でき

るのが良いか、情報の伝達・整理

総合案内窓口をどのように運営す

あります。今回の災害を踏まえて、

大切なことだと思います。

応方法を考えておくことがとても

し、どのように整理するのか、対

される中、情報をどのように収集

ておくこと、ライフラインが寸断

要とするのかの棚卸しの準備をし

して、市民がどのような情報を必

事前に災害が発生した場合を想定

◆精神的にも厳しかった市民と職

正確にわからず、対応に混迷しま

箇月ほどの間は、避難所に関する

大変さが理解されない中で、朝か

機能をどう確立するのか改めて検

掌事務となった総合案内窓口の対

した。総合案内窓口としてのマニ

情報が乏しく、私たちも答えるこ

ら晩まで窓口対応をしなければな

討することが重要だと思います。

今回の災害を通じ感じたことは、

ュアルも無く、どう対応すれば良

とができず、市民の苛立ちを正面

らなかったことは、精神的にも非

情報を市民に提供しても、具体的

いのかもわかりませんでした。

からぶつけられることもありまし

常に厳しく、追い詰められる状況

員との板挟み

情報が入ってきたら、それを掲

た。一人に対応している間にも他

でした。また、個人的な話ですが、

報を正確に伝えることには限界が
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応係となりました。約二箇月間は

示して共有していましたが、情報

の市民から質問される等、本当に

また、窓口でありとあらゆる情

は入ってきてもすぐに更新され、

平成 29 年 3 月入稿

千葉 正光

防潮堤の天端を道路併用にして住民と合意形成
次長

るコースが開けました。

唐桑総合支所

◆緊急事態！ 唐桑総合支所で燃料

でも主要な場所を見て、何をすべき

に被害状況を把握させながら、自分

を執りました。津波が襲来し、職員

席だったので、次長の私が陣頭指揮

地域自治区（旧唐桑町）は区長が空

震災時、人口約七千六百人の唐桑

車両にガソリンが行き渡りません

んを搬送する車など、必要度の高い

車両や工事車両、人工透析の患者さ

手押しポンプで給油する状態。緊急

ったのは一つ。しかも停電のために

四つのガソリンスタンドのうち残

ガソリンがありません。旧唐桑町内

問題は燃料です。道路が通じても

か判断しました。行方不明者の捜索

でした。そこで支所の職員と相談し、

の解体には時間がかかります。すぐ

いて通行できませんでした。その家

家屋が道路上に流され、道を塞いで

沿いの道路を通るのですが、津波で

通常、気仙沼との往来には只越川

供に協力していただき、ドラム缶に

売業者にガソリン、軽油、灯油の提

は十個以上でした。被災した燃料販

の前の駐車場に並べました。その数

ム缶をかき集め、きれいにして支所

各家庭や津波の漂流物からドラ

は被災者を献身的に支えてくれま

での二箇月もの間、この団体の方々

てくれました。上水道が復旧するま

タンク四十～五十個分も運んでき

県から来た民間団体がトラックに

避難生活に欠かせない水は、埼玉

働きかけていただき、実現しました。

会議員の皆さんや市長に各方面に

と言われたのですが、国、県、市議

省庁にまたがるプランだから無理

えられました。当初、この方法は多

路を通すより安全ですし、費用も抑

に管理しました。

務めました。拾得物の金庫も一時的

自警団を組織し、夜間の警戒巡回に

もいました。防犯協力会と消防団が

きてカネ目のものを盗んでいく人

一方で、トラックに重機を積んで

との距離も近いです。総合支所近く

対応につながったと思います。住民

職員全員が支所に泊まり込んでの

そういう経験が、震災後約一箇月間、

ー を 持っ て現 場に 駆け つけ ま した 。

てきました。事務職でもチェーンソ

台風であれ体を張って対策を講じ

旧 唐桑 町の 職員 は、 火事 で あれ 、

◆「前例が無い」
「お金がない」
「で

の 食 料品 店の 経営 者は 、震 災 直後 、

した。

きません」は禁句

「 食 べ物 は全 部持 って 行っ て いい 」

大規模災害に「前例が無い」「お

唐桑は、地区ごとのつながりが非

きました。ただし、唐桑でも防潮提

金がない」「できません」では対応

と言ってくれました。軽トラックで

の建設については「要らない」「高

不可能。臨機応変に決断し、よりよ

常に強固です。たとえば舞根二区の

さを低く」「絶対必要」と意見が割

い方策を立てることが大切です。そ

五～六回食料を運んで避難所に配

れました。鮪立地区も港の防潮堤で

の た めに は日 頃か ら機 会を と らえ 、

住民は、自費で新潟県の山古志村に

意見が割れたのですが、最終的に防

経験を積まねばならないと思いま

布しました。

潮堤を内陸に寄せ、天端を道路に活

す。

行き、高台移転のノウハウを学んで

用することで決着しました。一石二
鳥と言いますか、防潮提の前面に道
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類や拾得物の金庫を一時的に管理

は消防団や警察（後に自衛隊も）に

に地元の土建業者を訪ね、道路を北

移し替えてもらいました。それを二

唐桑総合支所が燃料類の管理に乗

側の堂角へ接続させるために翌朝

十四時間、厳重に管理して緊急性の

お願いし、道路網と食糧、水の確保

日の出とともに、がれきを取り除く

高い車両や、必要な自治会などに配

り出したのです。

よう依頼しました。そうして、只越

りました。

を優先しました。

を経て国道四十五号で本庁に行け

平成 28 年 11 月入稿

わりをみるようにしていました。
◆人口減に応じた対応が必要

今回、唐桑地域では百人程が亡く

なっています。津波でこれほどの死

者が出たことは、これまでに無かっ

対応してきました。そういう職員が

も職員として自分で手伝える事に

合 い 、支 え合 うこ とが でき ま した 。

り災害時も住民同士が互いに助け

唐桑地域は、自治会が機能してお

たと思います。

の日の行動と次にやるべき事等を
共有して 対応 を決 めて いき ま した 。
しかし、通信手段が整わず、被災
状況の把握が出来ず、地域の方々へ
思うように情報提供が出来ません
でした。十二自治会それぞれに対策
本部を設置してもらい、そこへ職員
が 毎 日出 向い て情 報提 供し ま した 。
直接会いにいかないと情報の伝達
できない。しばらくはそのような状
況が続きました。
◆復興計画の説明

支所には残っていたので、自分達か

しかし、今後自治会そのものが高齢

小川 良直

そのため、今回の復興計画に津波

十月には本庁の企画政策課に異

ら必要だと思うことを自然に動い

化などで弱体化していく恐れがあ

んに避難行動をとってもらえるかが

ります。地域をまとめる大切な自治

五人いましたが、その方々も、泊ま

また、本庁の企画政策課では気が

組織をいかに維持していくか、重要

一番重要だと思います。大丈夫だろ

張り詰めていました。体調を崩す職

な検討課題です。

り込みの中で頑張っており、支えに

員も出ました。今までと異なった業

また全体的に人口が減る中で、職員

うと言って避難しなかった方が被災

確かに説明はしたのですが、自分

務だったので、最初は面食らったと

が増える事も想定しづらいです。職員

なりました。唐桑の職員は、何か災

の住まい含めて、先行きどうするか

思います。仕事はやればやる程、次

も減って高齢者が増える中で、避難行

したということを聞きます。そうい

本庁から来ていた職員が二名、計三

分 か らな い中 、こ れを 説明 し ても 、

から次へと来ます。無理をさせずに

動をいかに徹底させ、実行させるかが、

害がある、火事があるというと、そ

十七名の人員でした。その中で、そ

どれ程の方が理解したのかは自信

部下の体調管理に配慮していまし

地域の防災力の鍵だと思います。

った方々の意識改革が必要です。

れぞれの職員に役割を決め、なんと

がありませんでした。

た。特に初めて取り組む仕事が多い

の現場に行って、何も指示がなくて

か乗り切りました。

ある程度、自分が落ち着いた頃で

場合、責任感が強い人ほど負担にな

計画の素案を作りました。

うちにおおよその災害対策の実施

の方々が集まって協議し、その日の

何をすべきか、支所の中で、幹部

ありませんでした。

た。そのため支所は独自に動くしか

い状態で、唐桑地区は孤立状態でし

らず、市役所との連絡調整も出来な

道が塞がっていて、携帯電話は繋が

いか手探りの状態でした。県道や国

無い規模で、職員もどう対応して良

今回の震災は、誰も経験した事が

動になりました。一週間も経たない

て対応していきました。

課長

でしょうが・・・。
「今から十年かけ
て気仙沼市を直していきます、津波
死ゼロの町を創ります。その為には
何をすれば良いのかをまとめました」
そんな説明です。あまり住民から意
見は出なかったと記憶しています。
◆職員の懸命な努力

死ゼロを盛り込みました。従来の津

実 際 に 状況 の 把握 が 出来た の は 、

うちに、震災復興のため策定した市

総務企画課

将来を見据えた計画と現状とのバランス
唐桑総合支所

二年半ほど本庁に勤めた後、再び

波は、地震発生から二十、三十分で

翌日でした。総務企画課として、ま

の復興事業に関する、住民への説明

◆独自に作り上げた体制

唐桑総合支所に戻りました。支所の

ず災害対応の体制づくりをしまし

会を行うことになりました。

帰れない状態でした。震災翌日から

あれば、こういう計画書が出来たと

ってしまうことが多く、注意してま
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職員の中にも、家を流された者が四、 津波は来ます。その間にいかに皆さ

た 。 当時 、支 所の 職員 が三 十 五名 、

毎日、朝と夕方に、その場にいる職

いう事で、きちんと見てもらえるの

支所では、職員全員泊まり込みで

員全員参加で支部会議を開催し、そ

平成 29 年 2 月入稿

色彩を失った一年
総務企画課

主幹兼防災係長

穀田 耕一

んでした。その後、鮪立漁港を見
に行きました集落が作り物のよう
に、無作為に破壊されたような風
景に言葉を失いました。
◆燃料が無くなる・・・
唐桑地区は、電話は不通、道路
も寸断され、孤立状態でした。被
災したガソリンスタンドの経営者
と協議し、ガソリンを役所が一括
管理するということにしました。
住民の皆さんには、個別に必要量
を聴き取り、五リットル、十リッ
トル単位で配分しました。数日後、
本庁から衛星携帯電話二台が届き
ました。それから多くの支援者か
ら連絡がありました。私はその電
話を受けて、支援していただける
内容を把握して、避難所の規模に
合わせた物資の配分を考えたり、
届くタイミングを考えて先々に必
要なものを想定してボランティア
や支援者に要望を出したりするよ
うにしました。徐々に本部と連絡
がとれるようになり、主要な物資
も配送されるようになりました。

わたしの家は流失し、家族の安全
を確認できたのは十日程後でした。
その時まだ家族の安否が分からな
い同僚が数人いました。結果的に
全員無事でしたが、確認するまで
は「辛い」と思いました。その後
も泊まり込みで、交代で仮眠をと
り、常に誰かが勤務しているシフ
トを組みました。一箇月ほど家族
のところには帰れませんでした。
◆自分を俯瞰しながらの遺体対応
唐桑体育館が遺体安置所になり
ました。ブルーシートの上に遺体
を安置しました。数日後に組立式
の棺が届き、その組立て作業もし
ました。自宅のあった大沢地区の
方と思われる二十体ほどのご遺体
の確認を行いました。冷静に対応
できた事が今では不思議に思いま
す。その時のことを考えますと、
どこかで上から自分を俯瞰して見
ているもうひとりの自分がいて冷
静に行動出来たという方の新聞記
事を読みましたが同感だと思いま
した。
◆偉大な支援の輪
多数のボランティアにも支援を
いただきましたが、発災直後から
支援に入っていただいた民間団体
の方々、災害対策のテントで診療
にあたっていただいた歯科医師等、

献身的に支援していただいた皆さ
んには感謝の気持ちでいっぱいで
す。また、位牌の修復ボランティ
アは特殊だったと思います。芸能
事務所社長が愛知県三河地方の仏
壇職人の方々と連携し、被災した
約百二十柱もの位牌を、一年ほど
の間に修復していただきました。
台座がなかったものも元通りに、
さらにピッカピカで戻ってきまし
た。
◆覚悟を自覚する
災害対応は、覚悟を自覚するこ
とが大事だと思います。自宅も被
災し帰るところもないということ
もあったと思いますが、どこかで
自分のスイッチが入ったのだと思
います。とにかく前を向くしかな
いだろう、そのためには自分は多
少の犠牲をはらっても、唐桑地区
に必要かつ具体的な支援のメッセ
ージを発信し続けることが大切だ
と思いました。
震災の年の夏の終わりごろに自
分の臭覚の異常に気づきました。
においを感じなくなったので通
院して治療しました。
一年後の桜の花の色を見たとき
鮮明にその花の色を実感しました。
それまでの一年は周りの風景が
モノクロだったような気がします。
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唐桑総合支所
◆非現実的だった発災直後
地震が起きたときは、総合支所
の一階にいました。尋常ではない
長く振幅の大きな揺れでした。来
庁者の方々を屋外に誘導しようか、
机の下に潜るよう指示しようか迷
いました。地震が収まり、目視の
範囲で屋外の異常を感じなかった
ので駐車場へ誘導しました。
その後、近くの高台に行き、石
浜漁港からやってくる津波を職員
や付近の住民の方と見つめていま
した。唐桑小学校に津波が近づい
ていることに気づかず海を背中に
ゆっくり歩いている人がいたので
大声で「逃げろ」と叫びましたが
声が届きませんでした。やがて後
ろから来る波に気づいて逃げる光
景を見ていました。海岸に近いホ
ームセンターの屋根の上に設置さ
れたマークの上に軽自動車が載っ
ていることを理解するのに時間が
かかりました。高所から見た光景
は高低差が分からず、ジオラマを
見ているようで現実感がありませ

平成 29 年 2 月入稿

入ってこず、ほとんど何もできま

も電気も止まり、情報もほとんど

する準備をはじめましたが、電話

一階におろし、テント内で業務を

テントを張ってノートパソコンを

入禁止になったため、職員総出で

世の終わりかと思いました。

れ、大きな揺れが長く続き、この

く強い揺れと同時に窓ガラスが割

の対応をしていたところ、もの凄

唐桑支所二階で市民の税務申告

め、非常に迅速に唐桑地域全体の
十月になった頃、スーツを着て
状況を把握することができました。 ネクタイを締めたとき、ようやく

を集めて自治会ごとに実施したた

また住民の安否確認も、自治会長

支所全体でも職員が二十名程度

中での震災対応

◆住民の協力を得ながらの無我夢

地域は孤立状態が続きました。

ていました。その後三日間、唐桑

から見た西側の空は真っ赤に燃え

凍えるほどの寒さでしたが、支所

夜になって雪が降り、テントは

積拠点になっていた支所から各避

や食料、物資の提供、また物資の集

をいただきました。避難者向けの水

ボランティアの方にも様々な支援

費やしました。避難所の対応では

間、多くの時間を避難所の対応に

応急仮設住宅が供給されるまでの

みの勤務は半年ほど続きました。

のことでした。その後も泊まり込

宅できたのは、震災から一週間後

うにしました。自宅にようやく帰

務とし、必ず誰かが起きているよ

ため、職員は夜中も含めて交代勤

した。昼夜問わず住民が来訪する

いかを常に考えながら動いていま

の職員をどのように割り振れば良

継続することは簡単なことではあ

だいて、とてもありがたかったです。 るかもしれませんが、混乱してい

職員ではできない対応をしていた

りません。職員一人ひとりが人任

設や運営は、各自治会長に依頼し
立って考え、積極的に行動するこ
難所へ物資を配送する対応につい
て住民の協力を得て実施しました。 ても、トラックを出していただく等、 とだと思います。市役所職員とし

しかいなかったので、避難所の開

日常に一歩近づいたように感じま

せにすることなく、住民目線で行

る人なのだという意識を忘れずに

被災した市民こそが最も困ってい

そうした中で、大切なことは、

無い中、非常に辛い経験でした。

ればならなかったことは、正解が

苦しみを抱えた市民と対峙しなけ

等、誰にもぶつけられない怒りや

どの所有者は対象にならないこと

いった問い合わせや、アパートな

のに、なぜうちは半壊なのか」と

出てしまいます。
「隣は全壊判定な

って、受け取る金額に大きな差が

当していましたが、判定基準によ

りました。罹災証明書の発行を担

いを抱えて業務にあたることもあ

極限状態だからこそ、住民目線の対応を

せんでした。

地域のまとまりの強さのおかげだ

した。

唐桑総合支所

主幹

ばれてきました。

総務企画課防災係

◆この世の終わりと思うほどの揺
れと衝撃、孤立した三日間

支所建物は危険と判断され、立

避難してきた住民がいたので、

鈴木 陽一

て当たり前のことのように思われ

る状況や余裕が無い状況でこれを
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限られた職員数・ライフラインのなかで

避難所の設置準備に取りかかりま

と思います。

持つこと、そしてその人の立場に

した。また、時間の経過とともに、

毎日、無我夢中で対応していま

動すること。その積み重ねこそが

消防団からご遺体に関する連絡が

した。当時はマニュアルなど無い

震災対応の中では、様々な矛盾

◆最も困っている人の立場で考え

入り、体育館にビニールを敷いて

に等しい状況でした。何にどう対

や理不尽さを前に、やるせない思

大切なことなのだと思います。

遺体安置所を設置しました。その

応すれば良いか、限られた二十人

行動することの大切さ

日のうちに五、六体のご遺体が運

平成 29 年 3 月入稿

ご遺体収容、がれき仮置き場の確

た安否確認、死亡届の窓口対応、

◆唐桑市民生活課長として奔走し

最もつらかったのは、行方不明の

数に追いついていませんでした。

を担当しました。火葬もご遺体の

でのご遺体の収容、火葬手配など

その後、死亡届の窓口や体育館

見を頂いたこともありました。住

貝塚が重要か」という厳しいご意

いを重ねました。
「生活再建よりも

何度も出向き、地域住民と話し合

めることはできません。説明会に

発掘調査が終わるまでは事業を進

した。一旦、遺跡が出土すると、

こせば遺跡にあたるという状況で

の上に集中していて、土を掘り起

した。縄文時代の遺跡は高台の山

低地の部分は昔はほとんどが海で

掘調査への対応でした。気仙沼は

でも、そういう考えで避難しなか

が大勢いました。また、唐桑地域

ない」と甘く考えて亡くなった人

ない」
「さほど大きな被害にはなら

いましたが、
「ここまでは津波は来

津波の経験がある高齢者は多く

必要性

を含めた弛まぬ防災教育の徹底の

◆「自分の命は自分で守る」こと

を進めることとなりました

から数名の派遣を頂き、発掘調査

については、県と国を通じて他県

手が不足していました。専門職員

「自分の命は自分で守る」
弛まぬ防災教育の徹底を

たので市役所本庁舎にいましたが、 息子さんを確認するため、毎日の

民の皆さんのご意見は痛いほどわ

った高齢者を助けに行って無くな

大変だったのは、がれき処理のた

討されましたが、やはりその場所

するため、他の地域への移転も検

を尽くしました。生活再建を優先

ればならないことを、丹念に説明

ことをしっかりと伝えていく責任

もたちに「自分の命は自分で守る」

経験した大人や高齢者は、子ど

はいけない」と心から思いました。

を目の当たりにしたとき、
「これで

地震が起きた日は、議会中だっ

めの、一時仮置き場の設置でした。

が良いという住民の意向を尊重す

があると思います。また、同時に

千葉 光広

揺れが収まってすぐに車で出発し、 ように遺体収容所に足を運ばれる

保

お母さんの姿を見ることでした。

かりました。それでも、決まって

った方も多くいました。この事実

ラジオを付けると、岩手に六メー

唐桑地域は広い土地がなかったの

る形となりました。

課長

二十分後には唐桑支所に到着しま

しなければならないことはたく

いることで、どうしてもやらなけ

トルの津波予測が告げられていま

その交渉をしました。

ような気持ちで運転していました。 で、民有地を借りる必要があり、

した。
「まだ来ないでくれ」と願う

◆集団移転事業を少しでも早く進

市民生活課

した。道中、鹿折地区は液状化し

さんありましたが、なかでも特に

けたことは、住民の安否確認でし

めるために試行錯誤で取り組んだ

到底できないことでしたが、自治

リスト化しました。行政だけでは

ェックし、死亡者、行方不明者を

は、防災集団移転促進事業の実施

ことになりました。従事した業務

教育委員会生涯学習課長を務める

震災の年の十月に異動になり、

事業もあり、とにかく慢性的に人

に少なく、また、事務職員も他の

査を管理監督する専門職員は非常

調整に取りかかりました。発掘調

団移転事業を早く開始するための

率よく終わらせ、少しでも防災集

その後は、いかに発掘調査を効

とが重要だと思います。

していくこと、それを継続するこ

残し、効果的にかつ徹底して教育

気仙沼で起きたことを映像などで
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唐桑総合支所

て、道路は大渋滞していました。

た。地域住民一人一人について、

埋蔵文化財発掘調査への対応

会の協力のおかげで、非常に迅速

予定地区に出土した埋蔵文化財発

唐桑総合支所に戻り、まず手が

生存者、死亡者、行方不明者をチ

に行うことができました。

平成 29 年 3 月入稿

主幹兼市民生活係長

星 文子

戸籍等の通常業務を継続し、死亡届を受理
市民生活課

月中頃まで、窓口で受理した申請
搬送方法について説明しました。
書等を持って職員が本庁へ移動し、 支援物資として棺桶の部材が届い

たのですが組み立てるのが難しく、

震災後三箇月を過ぎた頃に、ご

本庁でデータ入力、証明書等の書

う業務が二箇月間続きました。

唐桑総合支所
により、課長不在のまま支所で災

地元の大工さんにご協力いただき
とても助かりました。

◆揺れが収まった後、戸籍等の重
害対応をしなくてはならないとこ

ち会いました。その後、遺族に連

横に置いていただき、地元の医師
が死体検案書を作成される際に立

を活かして、死亡届等を適切に受
理することができました。唐桑斎

中、これまでの戸籍等の業務経験

務経験を活かすことができた
震災によりシステムが使えない

ることができました。火葬の手配

ように心を込めて丁寧に搬送する
ことができて良かったと思います。

お亡くなりになった方を平常時の
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類作成を行い、支所に戻って、翌
日や翌々日に書類を交付するとい

要書類を耐火金庫に収納

遺体が見つからなくても、津波で
流されるのを見た人がいたり、状

支所の金庫の中に、電算化する
まで使っていた戸籍が保管されて

況的に亡くなられたのが確実だと

ろでした。戻ってきていただきと
ても心強く思いました。

いたので、書類の受理にあたって

私は唐桑総合支所で長年窓口業
務と戸籍を担当していました。地
震災当日はテントにいて状況を

思われたりする方については申述
書により死亡届が提出できるよう

震が発生した時も支所にいました。

生年月日や本籍を確認することが
でき、とても役立ちました。

絡をとり死亡届を提出していただ
きました。

場には合併前の旧唐桑町から引き

がついたらその都度、課長と二名
で出向いて火葬の日時やご遺体の

葬場が動いていなかったことです。 継いだ霊柩車があります。ご遺体
唐桑の火葬場は十七日から稼働す
を搬送する手段の確保が難しい中、

困ったのは死亡届を受けても火

明した場合はお名前を紙に記入し、 ◆震災対応において、戸籍等の業

になりました。まさかこれほど多

把握することしかできませんでし
た。湾内で火災が発生し、何かが

理して、十二日が火葬の予定の方

◆死亡届を受理するも火葬場の確

揺れが尋常ではなかったので、機
材が倒れないように手で抑え、揺

◆津波到達前に本庁から課長等が

がおられました。その方と連絡を
とり、しばらく火葬ができないこ

くのご遺体のない死亡届を受ける
ことになるとは思ってもみません

流れ着いて唐桑地域で火災が起こ

戻り災害対応の体制が整う
地震の揺れで庁舎の玄関に段差

とをお伝えしました。

保が困難を極める
震災翌日からご遺体が運ばれる

れが収まった後は、窓口にいたお

ができてしまったので、建物の中

◆十三日から戸籍業務を担当し、
本庁と支所を何度も往復

でした。一方、震災から五年あま

るかもしれないため、男性職員は
自動車や徒歩で鮪立地区まで状況

にいては危険ではないかと職員で
話し合い、庁舎の外にテントを設

支所の職員で役割分担を行い、

ようになり、体育館が安置所とな

客様に声をかけて一緒に庁舎の外
に避難しました。その後、再び職

営しようとしているところに、本

私は十三日から通常業務と同様に
戸籍業務を担当することになりま

りが経ちますが、今でも死亡届を
出せずにいる方もおられます。

確認に行っていました。

庁で議会に出席していた課長等が
支所に戻ってきました。その直後、

した。鹿折地区のあたりで電算シ

りました。当初、搬送されたご遺
体に、発見された場所や状態、判

場に戻り、手数料を収納するレジ

唐桑地区に津波が来ました。課長

ステムの回線が寸断されたため五

を施錠し、戸籍の届出書等、重要
その頃、気にかかっていたこと
な書類を耐火金庫に収納しました。 がありました。前日に死亡届を受

等の出発が遅ければ、道路の寸断
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市民生活課

主幹兼環境衛生係長

猪股 一信

建物解体も被災した市民によりそって
唐桑総合支所

体で葬祭業者の霊柩車が不足した

だけの運行でしたが、気仙沼市内全

のなので、震災後も原則唐桑地域内

ました。

しいというご要望を多くいただき

去して捜索ができるようにしてほ

っている方からは、早くがれきを撤

業 務 実 施に 際 して は 、週に 一 回 、

ことから、特例で唐桑地域内に限ら
ず霊柩車 運行 業務 を継 続し ま した 。
五月になって、業務の中心は災害

定の連絡、注意事項の伝達等を行い

を開催し、進捗状況の確認や作業予

唐桑総合支所で業者との打合せ会

廃棄物処理へと変わりました。支所

ました。唐桑地域では、おおよそ一

◆先の読めない災害廃棄物処理

その後数日間は、地域内の避難所

の環境衛生係は私ともう一人しかお

年くらいかけてがれきの撤去を実

に様子を聞きながら歩いて回りま

た時は、そのお客さんの安全確保を
に避難された住民の方のために、飲

らず、もう一人は火葬業務に引き続

施しました。

◆寸断された場所を越えて

まず優先しました。かなり地震が強
み水や灯油等の運搬対応をしまし

き対応しましたので、着手時点での

した。

かったので、玄関から外の駐車場へ
た。

当日、来客があり、地震が発生し

お連れして、その方を支えながら揺

災害廃棄物の処理業務について

◆現場対応は慎重に
員が三名配置され、臨時職員三名に

は、経験のないことですから、本庁

担当は私だけでした。その後臨時職

三月の下旬になって、火葬の業務

は業者と一緒に現場対応をお願いし

とも連絡を取りながら、現場での注

◆ご遺体の搬送と火葬

大津波警報が出ました。支所の裏の

とご遺体の搬送業務の対応をしま

ました。私は、解体が必要な家屋等

時間がかかるのか、まったく検討も

当初は撤去の作業にどれくらい

とが多いです。

に多忙で、すぐには対応できないこ

す。修繕業者は被災からの復旧作業
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れが収まるのを待ちました。その後
体育館の後へ行き、海岸を確認した

した。唐桑斎場が被災してしまった

唐桑地域では、ご遺体は唐桑体育

つきませんでした。

被災家屋の解体に際しても、家屋

意事項等を業者に伝達するように

とで、支所の前にテントを張り、支

館 に 収容 され るよ うに なり ま した 。

唐桑地域は、半島に集落が点在し

は大切な財産ですから、所有者の方

の所有者の方へ連絡して立ち会いの

所職員はそこで一晩を明かしまし

棺桶の組み立ては大工さんや葬祭

ていて、集落内の建物は相互に判別

の立場にもたって、解体実施の確認

ので、まず業者に修理の依頼をしま

た。当時三月でまだ寒く、ドラム缶

業者の方にお願いして、安置したご

がつくため、家屋の所有者の確認に

の連絡など、細やかな対応を心掛け

していました。水道管、電話線、電

に木や薪を入れて燃やし、暖を取り

遺体を唐桑体育館から唐桑斎場ま

はそれほど時間は要しませんでし

ることが必要です。

お願いをしたり、その日程を業者へ

ました。

で搬送する対応を支所で担当しま

た。ただ、当初は、解体できる業者

した。十日ほどで修理が終わり、火

ところ、津波が襲来してくるのがわ
かりました。
夜になって、支所は耐震性が低く

翌日、支所職員は被害調査に出向

した。唐桑総合支所では、旧唐桑町

気線の破損には十分注意が必要で

くことになりました。車で行けると

時代から、直営で火葬時の霊柩車の

の数も限られていて、作業に時間を

伝えたりする役割を担いました。

ころまで行って、車が通れない所は

運行を行っていました。警察署や陸

要しました。ご家族が行方不明にな

葬が行えるようになりました。

徒歩で向かうという対応でした。私

運局の許可を取得して運行するも

ガラスも飛散して危ないというこ

は小原木地区まで行き、住民の方々
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スに上がることができず、そこで

焦っていましたが、渋滞でバイパ

た。一刻も早く唐桑へ帰りたいと

へ向かう方は比較的すいていまし

線は大渋滞していましたが、市外

かいました。市内へもどる反対車

てすぐに、車を出し唐桑支所へ向

催中でした。地震の揺れが収まっ

震災の当日は、本庁舎で議会開

うに工夫したことで、気を紛らわ

避難者自らで運営してもらえるよ

り、名前を書き出して班を編制し、

避難者に手挙げ制で動ける人を募

室内の掃除やトイレ掃除、炊事は

小さな諍いが続いていましたが、

休憩場所や滞在場所をめぐっての

ことでした。皆が過敏になるなか、

とって良くない結果を招くという

てしまうことは、かえって市民に

民のためと思って行政が何でもし

運営する中でわかったことは、市

は、避難所の管理・運営でした。

支所について真っ先にしたこと

ます。もちろんマニュアルを作る

災害対応は状況によって異なり

ことの大切さ

◆そのとき、そのときを判断する

ました。

り被災者の方々の意向に耳を傾け

るようにしました。また、可能な限

助け合いやすいコミュニティにな

世帯は若い世帯を入れるようにし、

固まることがないよう、五世帯中一

した。その際、高齢者だけの世帯で

まって入居できるように工夫しま

濃い地域でしたので、地域毎にまと

唐桑地域は人と人のつ ながりの

いを重視した仮設住宅の入居調整

◆コミュニティと見守り・助け合

は大切なことでした。

避難者の方に実施してもらうこと

受入・配分も含めて役割を与え、

い、壁を無くす意味でも、物資の

に来て下さった会社員の方、大き

曜日の仕事終わりにボランティア

で下さったボランティア団体、土

た皆様に御礼申し上げます。

に支援の手を差し伸べてくださっ

大きな避難所も無かった唐桑地域

最後になりましたが、孤立し、

思います。

くことこそが、大切なのだろうと

ために、日頃から訓練を積んでお

です。そして、最善の選択をする

判断をし、最善の選択をすること

い、そのとき、そのときで必要な

大切なことは、常に住民に寄り添

択を迫られますが、その中で最も

災害時には多くのことについて選

の選択をしてきたと信じています。

ることもありますが、すべて最善

もちろん、結果だけみれば反省す

べて最善と信じて行動しました。

そのとき、そのときの最善の選択を

津波に襲われ、鹿折川が氾濫して、

すことができ、トラブルを防止す

ことは大切ですが、その通りにい

な被災したまちまちを通り過ぎ、

◆本庁舎での被災・唐桑へ一刻も
早く帰りたいという焦り

携帯も通じない中で連絡をとる
こともできず、もどかしさを感じ

畠山 孝市

その日中に唐桑に帰ることはでき

ることができました。

くわけではないことを知っておく

遠い唐桑まで来て頂いたこと、感

課長

ませんでした。

「避難者」といってもいろいろ

ことは重要なことです。また、東

謝の念に堪えません。

保健福祉課

ながら一晩を過ごし、翌朝早朝に

です。全壊で家を失った人もいれ

日本大震災の教訓が、その他の災
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唐桑総合支所

途中まで車で向かい、途中からは

ば、被害が少ない人もいます。温
満が生まれやすい状況でした。こ

私は、災害時に取った判断はす

わざわざ唐桑地域まで足を運ん

車を置いて歩いて、ようやく庁舎

害にそのままあてはまるわけでも

◆避難者に主体的な役割を与えるこ

のため、お互いがお互いに触れあ

ありません。

までたどり着くことができました。 度差や格差が大きい中で妬みや不
とでトラブルを防いだ避難所運営

平成 29 年 3 月入稿

技術補佐

鈴木 妙子

応援派遣チームと連携して健康管理を支援
保健福祉課

がいっぱいになりました。
デイサービスセンターには当日
利用者、避難者等あわせて四十か
ら五十名程度避難していました。
燦さん館は避難所に指定されて
いたのでビスケットや飲料水、毛
布等の備蓄がありました。屋外の
備蓄倉庫から物資を運び込むのに、
当日テニスコートで部活動をして
いた男子高校生に手伝っていただ
きました。翌日からはヘルパーさ
んが日頃の経験を活かし、アルフ
ァ米をおじやのようにするなど工
夫し、高齢者でも食べやすい食事
を作ってくれました。感染症が心
配されたことから、三日目ぐらい
に起床、朝食、換気、健康チェッ
ク、消灯等のスケジュールを決め
ました。避難者に協力してもらっ
て保健係を作り、県子チェック、
手洗い、うがい、歯磨きを徹底し
てもらいました。トイレ掃除も協
力してもらい、毎日数回掃除して
もらいました。
施設中に避難者があふれ、感染

症が発生しても隔離する場所があ
りませんでした。万一感染症が発
生したら全員に感染拡大のリスク
があり、危機感を持ってみなさん
に協力をお願いしました。
体調を崩す避難者もおられ、不
安に感じていたところ、三日目頃
に Ｄ Ｍ Ａ Ｔ が燦 さ ん 館に 来 ら れ 、
「これで助かる」と感じました。
◆応援派遣チームと連携
三月末に支所に移り、唐桑地域に
支援に入っていただいている医師
や保健師等の五つぐらいの派遣チ
ームの活動のコーディネートにあ
たることになりました。毎朝ミーテ
ィングを開き、日中はそれぞれで活
動し、夕方に再び集まり、情報を共
有しました。医療チームからストレ
スが溜まっている被災者が増えて
いるとの報告があり、避難所で健康
調査を実施することになりました。
精神保健チームの医師に調査票の
作成をお願いし、派遣チームで手分
けして全ての避難所で調査を行い
ました。調査実施を決めてから三日
程度で調査と集計・分析を終えるこ
とができまました。その結果、非常
にストレスが高い避難所が把握さ
れ、健康相談を集中的に実施しまし
た。
震災直後から尼崎市の保健師の

チームが一週間交代で八月末まで
切れ目なく継続的に支援にきてく
れました。食糧や滞在拠点、自動
車等、全て尼崎市で用意され、完
全自己完結型で支援をしていただ
きました。阪神・淡路大震災や中
越地震、福知山の列車事故等での
対応経験豊富なスタッフが支援に
来られ、時間経過に伴う対応のポ
イント等多くの示唆をいただきま
した。尼崎市では地区担当制をさ
れていることから、新生児から高
齢者までをカバーできる力を持っ
た保健師が来てくれました。最初
に、震災後の状況が特に気になる
方を訪問してもらい、その方の状
況を確認しました。その後、ロー
ラー作戦で全戸訪問をしていただ
き、唐桑地域の住民の健康状態を
把握することができました。
◆感謝の気持ちを忘れずに
今回の経験を活かし、日頃から
災対対応の訓練や、さまざまケー
スを想定したシミュレーションを
行うことや、保健活動においては
地区担当制の導入が必要だと思い
ます。多くの支援をいただいた感
謝の気持ちを忘れず、他の地域で
災害が起こった場合、率先して気
仙沼から支援に行けるように備え
ておいて欲しいと思います。
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唐桑総合支所

◆手洗い、うがい、歯磨きを徹底
地震が発生した時、気仙沼市保
健福祉センター「燦さん館」にい
ました。余震が続く中、避難者が
続々とやってきました。被災者に
対応にしながら、ボリュームを上
げたカーラジオに耳を傾けている
と、初めは六メートル、次に十メ
ートルという津波の高さが聞こえ
てきました。やがて津波から逃げ
てきた人から話を聞き、大変な状
況であることがわかりました。
議会のため課長は不在で、社会
福祉協議会の支所長も不在でした。
そのため、残っているスタッフで
不安な気持ちを抱えながら避難者
の対応にあたりました。スタッフ
を含め二百人を超える方が避難さ
れていました。主にセンター室と
いう大きな部屋に入っていただき
ましたが、外側がガラス張りのた
め、余震でガラスが壊れる心配が
ありました。初めの頃は、大きく
揺れたら中央に寄ってくださいと
お願いしましたが、ついには部屋

平成 29 年 2 月入稿

きました。私は支所に残り庁舎の周

かびました。他の職員が状況確認の
ため支所から次々と飛び出して行

揺れで、すぐに津波のことが頭に浮

地震が発生したのは支 所で執務
をしている時でした。とても激しい

ていました。

私は唐桑総合支所で農林水産、商
工観光等、産業全般の振興を担当し

みられました。
私は震災が発生した年 の三月末

て対応しているところがたくさん

集落をまわっていると、住民同士
で食料を分け合う等、集落で協力し

手伝ってもらいました。

途中から、水道事業に携わった経験
のある職員ＯＢにも給水活動等を

い一軒ずつ訪問して給水しました。

担当しました。地震で断水していた
ため、唐桑半島の南側の集落に向か

課員はしばらくの間、給水作業を

◆多くの支援をいただく

はそのままにするしかありません
でした。

が壊れましたが、こちらもしばらく

ことがありました。
地震により津波体験館 の展示物

等、簡易的な応急処置しかできない

としかできませんでした。他にも、
遊歩道の損傷個所にロープを張る

低限の簡易的な応急処置をするこ

委託する事業者をすぐに見つける
のは困難でした。そのため、必要最

復旧の工事が始まっており、工事を

易な船揚場を整備して欲しいとい
う要望がありました。しかし、災害

係者から、魚を水揚げしたいので簡

ることができませんでした。
五月の連休明けぐらいに、漁業関

事業所で勤務していた時に、
「ガソ
リンが半分になったら満タンにし

不足して苦労しました。以前、水道

てほしいと思います。
また、今回の震災ではガソリンが

るかもしれませんが、とにかく逃げ

よいという話を聞きます。咄嗟の時
は持ち出すことも忘れることもあ

よく枕元に貴重品を置いておくと

ましたが、その時は逃げないで津波
を見に行っていた人がおりました。

に小規模な津波が来たことがあり

津波が起こったら、すぐに逃げて
ほしいと思います。震災の前に唐桑

ンにする習慣が役立つ

たように覚えています。
◆ガソリンが半分になったら満タ

を開催しました。当日は花火もあげ

準備を進め、唐桑小学校のグランド
で「がんばっつぉ～唐桑 夏祭り」

唐桑総合支所の職員全員が協力して災害対応

辺を見回りました。
支所長が間もなくして 本庁から

に退職する予定でしたが、災害対応

一関市の室根地区の皆さんが、自
分たちの畑でとれた野菜を届けて

◆支所全体で災害対応にあたる

荒澤 實

戻ってきました。その日の夕方、災

にあたるため半年間、再任用職員と
して支所に残りました。

そのこともあって、満タンにするこ
とを習慣にしていたので、今回の震

課長

害対策唐桑支部が設置され、私は全
職員と共に、その対応にあたりまし

他の多くの職員が地域 に出向い

たくさんのボランティアが唐桑地
域の支援に来てくださいました。中

災でもしばらくはマイカーを動か

産業課

た。まず食糧を確保するため、高台

て災害対応にあたる中、私は支所に
残り、来庁者への対応等にあたりま

には、大学を休学して、しばらくの

すことができました。こういったこ
とは、災害への備えとして、習慣と

した。その後、近隣のスーパーから
も食糧を提供してもらいました。支

◆簡易な応急復旧で対応

ることになりました。住民やボラン
ティアの皆さんに手伝ってもらい

と思います。
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唐桑総合支所

にある米屋に出向きました。米は少
ししかありませんでしたが、精米し

した。支所にいるのは私一人だけと

間ボランティアとして活動をして
くれた四国の大学生もいました。

して取り入れていただけるとよい

所の職員数は多くないので、担当業

震災直後は給水作業等に追われ、
産業関係の復旧には直ぐに着手す

くださったことがありました。また、 ておくこと」が励行されていました。

たもち米を調達することができま

いった時間も多かったように思い
ます。

夏を迎える頃に夏祭り を開催す

務に関わらず、支所の職員全員が協
力して災害対応にあたりました。

平成 29 年 1 月入稿

いました。石浜漁港に戻ると第二

たら、砂、藻、ヘドロが混じって

何をするにもまず道路を通行で

いか困惑しました。

乱れており、どのように復旧してよ

た、電柱、電線、倒壊家屋等が倒れ

ける状況ではありませんでした。ま

がれきの上は釘だらけでとても歩

路かわからないほどがれきの山で、

立、宿地区は壊滅状態で、どこが道

これは一番頭が痛かったです。

いましたが、満潮時の海水により

分かり、通行止めや盛土復旧を行

能になっている箇所があることが

下による海水の浸水により通行不

道路のがれき撤去後、土地の沈

燃料を確保して作業を進めました。

てがれきを撤去し、手動でわずかな

孤立解消に向けた懸命な復旧活動

地震が起こったときは、議会の
波が来て、バサッと道路を超えて

きるようにすることが必要です。

採石が不足しましたので、宮城県

じて被災した地区に泥棒がやって

残念なことに災害時の混乱に乗

◆この世の終わりを感じた被災

有者から同意を得る必要がありま

くることもありました。災害時の

梶原 達夫

予算委員会中で、本庁に行ってい
波が襲ってきました。危ないので

唐桑地域の業者に復旧の依頼をし

に船で石を運んでもらいました。

すが、所有者の居場所が分からず

防犯対策は大事です。

課長

た職員が多く、支所には数人の職

通行止めにして、山の林道のみ通

て、行方不明者の捜索と同時に道

◆今後必要な防災対策

夕方になって、気仙沼市内の油

探すのに大変苦労をしました。ま

今後も大規模な災害が発生した

建設課

員しかいませんでした。地震の揺

しました。その後、支所に戻り避

路のがれき撤去を始めました。道

唐桑総合支所

れで家具が倒れましたので、外に
難誘導を行いました。

路上にある家屋を撤去する時、所

報発令。避難して、
、
、
」というとこ

タンクの爆発と黒煙が、支所から

た、土木業者だけでは手が回らな

とき、支所の人員だけでは対応に

数日で壊れてしまいました。

逃げました。防災無線から大津波

◆唐桑の孤立解消を最優先

広報をする必要がありましたので、 もはっきりと見えました。
「気仙沼

ろで途切れてしまいました。避難

がやられた、大火事だ」と思って

いため、職員と地区住民とで倒壊
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警報が聞こえましたが、
「大津波警

広報車で広報をしました。その時

いましたら、火災に遭った多数の

ずつ通行範囲を広めていきました。 対応に優先して対応する班を設け

の海岸線からみた海の状況は恐ろ

ることを検討して欲しいです。今

限界がありますので、支所の人数
鎮火と引き潮で火が離れていき、

その後、市役所本庁の土木課から

回は、唐桑地域に在住している退

した電柱の中の鉄筋を一本ずつ切

石浜漁港では、水平線の向こう側

海岸沿いの松の木が燃えた程度で

も応援を得て復旧を進めました。

漁船が唐桑の方に流れてきて、四

の海面が早馬山と同じくらいの高

被害は軽減されました。

また、停電時にも通信できる無線、

しいものでした。宿浦漁港では海

さに盛り上がり、直感的にこの世

翌日は、早朝より人命救助と避難
唐桑地域のガソリンスタンドは海
状況、被災状況等を確認するために、 岸線に点在していますが、すべて被

トイレ、水（飲料水、トイレの流

を増やすか本庁に唐桑地域の災害

の終わりを感じました。その後、

災し、重機の軽油がなくなってきま

し水）の確保が重要です。

断して、撤去・移動を行い、少し

只越漁港に着いた時は津波の第一

支所の職員中心に班体制を組んで、

すので、ガソリンスタンドを目指し

面が渦を巻き引き潮が始まる気配、 箇所で火災が発生しました。自然

波が来た後で、壊滅状態でした。

情報収集にあたりました。小鯖、鮪

職職員全員にご協力頂きました。

真っ黒な津波で、手ですくってみ

平成 29 年 2 月入稿

孤立した唐桑地域での活動

支所の職員は眠れませんでした。

ですので。それが一日目ですが、

た。このため、唐桑側から道路を通

ていて、唐桑地域が孤立していまし

気仙沼地域との道路が 寸断され

以上にわたっていろいろなボラン

気仙沼の方で火災が発生しまし

れるように啓開活動を行いました。

て唐桑中学校で一晩エンジンをか

電で真っ暗でしたので、支所の玄

たが、そこから火のついた船が海

地元業者の重機がありましたので、

ティア活動をしていただきました。

関に目印としてドラム缶に火をお

を伝って流れてきました。鮪立地

それを使って行いました。途中、被

けて生徒に暖をとらせてもらいま

こしました。

区のあたりでは陸側に火が移った

災した車は個人の資産なので、除去

◆唐桑側からの道路啓開活動

夜になっても歩いている人がい

のですが、消防の人に消火をして

には苦労しました。

した。そうでもしないと寒かった

ることがニュースで分かりました。

ないかなどの確認を行いました。

もらいました。

◆高台に逃げることが第一

小松 泰志

お年寄りが海の近くにいましたの

すると唐桑トンネルの方から避難

◆助かった米軍と民間団体の支援

まず自分の身を守ることが第一

技術主幹兼建設係長

で、課長と二人で高台への避難の

してきた人がいて、トンネルの中

数日後には、大島沖に米軍の空

です。津波が来たら高い所に避難

建設課

呼びかけに回りました。その後、

にも何人かいるという状況をもら

母からヘリコプターで物資を運ん

唐桑総合支所

担当の大沢地区にある農業集落排

いました。順番に避難所に誘導し

地震は二回来ました。二回目の
時には七メートル以上の津波が来

すること。これが一番大事です。

いですね。道路は海岸線沿いを走

体の方が来ました。最初三人ぐら

ほかに二日後ぐらいから民間団

衛生を使える通信手段などがあれ

早く津波の到着時間が分かるよう、
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◆夜中の避難誘導、避難所運営

水の状況を確認に行こうとしたら

できてくれました。学校にアメリ

電池、ラジオを常に置いておくこ

ました。夜の一～二時ごろまで続

の方に全部、通訳していただきま

とも必要です。ガソリンの問題も

途中の只越地区で津波に遭いまし

唐桑地域では津波被害を受けた

した。食べ物、薬類、アルミのよ

ありましたので、電気自動車もあ

それと、職場には長靴、懐中電灯、

ってきそうな勢いでした。唐桑支

地区もありましたが、各自治区の

うなものでできた防寒毛布などを

ると良いと思います。

カから来ている人がいたので、そ

所に戻った方が良いということで

区長さんから避難場所の情報をも

提供して頂きました。本当にあり

きました。

戻ったのですが、歩いて戻ったの

らいました。避難所というよりも

がたかったです。

た。津波を見ると、高台まで上が

か走って戻ったのか記憶にないの

人が集まった場所といった方が良

支所で被災状況を確認した後、

るので幼稚園バスなどが心配でし

いが来られましたが、最終的には

地震や津波は、いつ来るか分か

です。
公民館と体育館を避難所として開

たが、被害がなかったことについ

らないことが問題です。少しでも

設しました。そこに人を集めて、

のべ千人ぐらいは来ていただいた。 ば良いと思います。
当初は飲み水関係でしたが、四年

てはホッとしました。
夜中にはバス会社の車両を借り

近くのお寺さんから毛布とろうそ
くをもらいました。夜になると停

平成 29 年 2 月入稿

カメラを持っている職員に写真を

支所に到着し、災害対策本部を
設置するため管理職を招集しよう

した。

と考え、山沿いの道路を選択し、
行けるところまで行こうと思いま

た。海沿いの道路は渋滞している

支所の職員と公用車に乗り、本吉
総合支所に急ぎ戻ることにしまし

した。直ちに議会が閉会となり、

市役所で開催されていた議会に
出席している時に地震が発生しま

◆山沿いの道を選択し本吉に戻る

き撤去の準備を進めました。

叫び声が聞こえました。二階に上
建設課はあらゆる業者に連絡を
がると真っ黒い津波が見えました。 とり、重機を手配し、道路のがれ

としていた時に「津波だ」という

◆振興会の協力で災害対応を円滑
に立ち上げる

入力していきました。

記録の担当者を置き、無線に入る
報告を紙に書きとめ、パソコンに

告が入ってきました。訓練通りに

消防団と各ポンプ車に無線機を配
備していたので、無線で次々と報

行うことができました。また、各

した。そのため、地震直後からパ
ソコンが使え、情報発信や記録を

所には自家発電機を設置していま

備えが円滑な災害対応に役立つ
災害への備えとして本吉総合支

◆自家発電や無線機等、災害への

の大小にかかわらず、手を差し伸

援をいただきました。今後、近隣
地域で災害があった場合は、被害

地域から、給水等大きな援助、支

一関市や藤沢町（現一関市）等、
津波の被害を受けていない近隣の

ィア等による支援に感謝

ほしいと思います。
◆近隣自治体や自衛隊、ボランテ

とも組織の育成、支援を継続して

づくりにあたっては、振興会は欠
くことのできない組織です。今後

した。本吉地域の防災対策やまち

のマッチングにより、安否確認も
正確に早く実施することができま

難者名簿と住民基本台帳データと

のは振興会の協力があったからで
す。振興会が避難所で作成した避

を円滑に立ち上げることができた

炊き出しや無線機を活用した情
報共有、避難所運営等、災害対応

各避難所に食事を提供しました。

いました。震災当日から炊き出し
を始めることができ、毎日二回、

今回の教訓を活かし、職員の皆

に感謝するとともに、職員を誇り
に思います。

にあたることができました。職員

市民のことを思い、意見を出し合
いながら心を一つにして災害対応

経験したことのない災害に対して、

けている職員がいました。そのこ
とを思うと、今でも涙が出ます。

を失いながらも、自分の業務を続

職員の不眠不休の頑張りが大き
な支えになりました。家族や自宅

自問自答しながら対応しました。

判断で処理せざるを得ないことも
あり、
「これでいいのだろうか」と

本部と連絡がとれず、総合支所の

当初は通信手段が途絶し、道路
も寸断されたため、市の災害対策

◆心を一つにして災害に対応

に入っていただき、長期間ボラン
ティア活動をしていただきました。

また、たくさんのＮＰＯに支援

せていただき、風呂を設置してい
ただきました。

本吉総合支所に急ぎ戻り、災害対応を指揮

撮るように伝えて、職場に戻り、
災害対応を開始しました。

津波の被害に遭わなかった山手

民に何ができるか、優先すべきは

千田 孝昭

情報共有のために、防災を担当

の振興会が炊き出しをしていると
の情報が入りました。南三陸農業

自衛隊には、被災者から入浴の

何かについて、常に心構えをして
ほしいと思います。

自治区長

する総務課、消防団、警察等が集
まってきました。

協同組合に協力を要請し、お米を

要望が多かったので相談したとこ
ろ、入浴の設備をわざわざ取り寄
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本吉総合支所

災害対応にあたっては、本吉地

供給してもらい、それを振興会に
提供しておにぎりをつくってもら

べて支援をするべきだと思います。 さ ん に は 各 々 が 置 か れ て い る 立
お互いに助け合うことが大切です。 場・職務において、災害の時に市

域の全体にバランス良く目を向け
て対応することを考えました。

平成 29 年 2 月入稿

道の駅の直売センターと食堂をＧＷに再開
髙橋 博明

株式会社 本吉町産業振興公社 総務部長 道(の駅大谷海岸 駅長

◆震災当日から炊き出しが始まる

)

すステーション）
」の駅長をしていま
きて、翌日の中学校の卒業式のため

内陸の上郷地区から発電機を持って

飲食の場所も必要ということで、食

再開することができました。その後、

ました。そうして、直売センターを

駅に協力を要請し、提供してもらい

は、宮城県の県北に六施設ある道の

棚や冷蔵庫、机・椅子等の事務用品

方との間で気持ちのずれが生じる可

ても被災した方と被災されていない

また、ちょっとした言葉遣いによっ

てないと気持ちのずれが生じます。

提供を行いました。情報が共有でき

吉町地域協議会等にも定期的に情報

また、本吉地域では多くのボラン

がたくさん残っていました。ボラン

駐車場のがれきの撤去等、復旧作業

直売センターや食堂の再開後も、

な情報を共有しました。

ィア連絡会を毎週開催し、さまざま

互いの活動を知るために、ボランテ

ながら支援活動を展開していました。

ティア団体が地域振興会等と連携し

ティアの皆さんにご協力いただきな

◆災害への備えとコミュニティづ

を受けて営業を再開しました。

発電機をリースし、給水車から給水

本吉地域では各コミュニティセン
堂を五月三日に再開しました。水道
能性があります。できるだけ正確な
ターに発電機等を備蓄していました。 も電気も復旧していませんでしたが、 情報提供を心がけました。

した。地震があったのは、自宅で遅

に準備されていたストーブを点火し、

私は、
「道の駅・大谷海岸（はまな

めの昼食をとった直後でした。急い
暖をとりました。

まもなくして被災していない地区

がら片付けていきました。

くりの継続を

本吉地域では、以前から夜間の避

◆正確な情報提供に取り組む
震災からおよそ半年後の九月一日

てほしい」と言われました。
「本吉総

遭われた被災者の目線で物事を進め

にかく情報提供を密にして、被害に

前区長から業務を引き継ぐ時に「と

なく避難者の名簿づくりが始まり、

災の当日、職員がお願いするまでも

ぐに避難行動を開始されました。震

きな揺れを感じた住民の皆さんはす

んでいました。防災意識も高く、大

に本吉自治区の区長に就任しました。 難訓練を行う等、防災対策に取り組

合支所だより」を発行するとともに、

これからも防災訓練を行うととも

安否確認を速やかに行うことができ
状況の情報を共有し、職員が住民か

に、その基礎となるコミュニティづ

災害対応にあたる管理職が集まる会

ら質問を受けた時に間違いなく答え

くりをしっかりと進めていくことが

ました。

ることができるようにしました。ま

大切だと思います。

議を頻繁に開催して被災状況と復旧

た、市議会議員や行政区振興会、本
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で道の駅に戻ると、訓練通りにお客
様と従業員は既に高台に避難してい

の住民からおにぎりが届きました。

始まりました。

ました。建物内に誰も残っていない

設の利用者等が多数避難されていま

本吉地域では住民どうしの支え合い

した。

◆直売センターと食堂を再開
大谷地区の周辺には商店がなく、

のを確認して、大谷公民館に向かう

公民館の二階に駆け上がり、和室

住民の皆さんが買い物で困っておら

により震災当日の夜から炊き出しが

から海岸をみると、ちょうど津波が

れました。農家も農産物の出荷先を

と、既に近隣の住民や高齢者福祉施

到達したところでした。津波の第二

必要としていました。そこで、本吉

再開の目標を大型連休の四月二十

波か第三波が来るのが見え、高い波

方の避難を中学生が手伝ってくれま

九日に定めました。準備期間は一週

農林水産物直売センターの再開を目

した。しばらく高台で様子を見まし

間しかありません。建物の壁が津波

のように感じたので、さらに高台へ

たが、寒さが厳しくなったので、大

で破壊されたため、市役所に外壁を

指すことになりました。

谷中学校の体育館や大谷公民館の和

修繕してもらいました。商品の陳列

避難することにしました。車椅子の

室に戻りました。

平成 29 年 2 月入稿

次長

振興会 自
( 治 会組 織 と
)行政の
二人三脚で緊急対応
本吉総合支所

畑中 章

◆役場の全電灯をつけて「心の灯台」 などを破壊し尽くし、一帯はがれ

連絡網が断たれた状態で、災害

と二人三脚で被災者支援に取り組

が大いに活躍しました。

注意報発令時に増設した消防無線

震災二日前の三月九日の地震津波

事が発生したときは、室根、藤沢

援が寄せられました。昔から山火

も給水や食糧の提供など多くの支

隣の一関市室根村、藤沢町から

対策本部と避難所などの連絡では、 んでいただき、感謝に堪えません。

◆地域に継承された相互扶助の

と本吉は消防団を派遣し合ってき

どうしの交流を図り、
「お互いさま」

精神

市立本吉病院は、一階が冠水し

おにぎりの炊き出しなどの緊急対

の精神で、助け合ってきたのです。

きと化してしまいました。

平成二十三年三月三十一日をも
ましたが、幸い人的被害はありま

応で、フル稼働してくれました。

その相互扶助の精神が、今回の震

にしよう

って私は定年退職予定でしたが、

せんでした。被災直後からは、人

自治会組織とは、約三十年前から

災でも受け継がれていたのだろう

ました。その他にもいろんな住民

震災が起き、九月三十日まで再任

命救助、不明者の捜索、避難所設

旧本吉町の四十の行政区域振興会

自治会組織が、避難所の開設や、

用され、震災対応に当たりました。

営、炊き出し、がれき撤去、道路

夜、町は停電で真っ暗でしたの

ており、すぐに作動しました。

支所は非常用自家発電が設置され

を運営していました。集会所は全

つながりを深め、それぞれ集会所

に祭事や催しなどコミュニティの

振興会です。日頃は、振興会ごと

の上で地域のコミュニティ、自治

まずは自分の命を自分で守る。そ

発しています。大災害が起きたら、

の噴火等々、経験のない災害が頻

日本列島は、地震、台風、火山

灯をともし、みんなの「心の灯台」

遡上しながら小泉地区をのみこみ、 ろう。せめて役場だけでも煌々と

りを提供していただきました。以

までに三千個の炊き出しのおにぎ

振興会には、震災当夜の零時頃

ます。
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あの半年間の過酷な日々と、相互

城県沖地震と津波の危険を感じ、

で、支所の電灯を昼夜つけっぱな

部で三十一施設ありましたが、そ

組 織 を 機 能 させ て 共 に助 け 合 う 。

と思います。

自治区長と私たちは、大急ぎで本

しにしました。暗闇のなか、不安

のうち十二施設が被災。津波の被

「公助」を担う行政には、安全で

扶助の尊さは胸に刻まれています。 の復旧と緊急対応に追われました。 と各集落に立ち上げた十五の地域

吉総合支所へ戻りました。車で支

に震えながら家族の安否を確かめ

害を免れた集会所は直ちに避難所

あの日、市議会の審議中にドド

所に帰り着いて間もなく、津波が

に役場へ来る方もいるだろう、遠

孤立しない場所での初期初動対応

ドーンと長い激震に襲われて、宮

押し寄せてきました。

となりました。

津谷明戸まで押し寄せました。ま

になればと電力が復旧するまでの

後、連日、炊き出しに加え、住民

ができる防災拠点が必要だと思い

くから支援に来られる方もいるだ

た、津波は大谷地区から小泉地区

間、電灯をつけ続けたのです。

津波は、赤崎海岸から津谷川を

までの沿岸部に押し寄せて、家屋

平成 28 年 11 月入稿

襲いました。支所は高台にあった

絡を入れることになりました。
しばらくして津波が本吉地域を

分けして自治会長に安否確認の連

たので業務を続けることができま
した。すぐに管理職が集まり、手

なく、非常用電源も整備されてい

発生した時は支所にいました。耐
震化されていたので建物に被害は

業務を担当していました。地震が

襲い、市民・職員が犠牲に
私は本吉総合支所で人事関係の

◆想定を超える津波が本吉地域を

震災当日の夜から避難者におにぎ
りを提供することができ、夜の十

災害対応にあたっていましたが、
状況を理解し協力しあう関係があ
長丁場になることから発災から一
ったため、震災対応でも力を合わ
せることができたように思います。 週間程度たった頃に、勤務のシフ

から行政と自治会が常にお互いの

の自治会には炊き出しへの協力を
要請しました。本吉地域では以前

しました。被災していない内陸部

自治会では被災状況や避難者数を
把握し、避難者名簿の作成を依頼

ずつ自治会に派遣し、被災地域の

ら炊き出しを実施
通信が途絶したため職員を二名

◆自治会の協力により震災当日か

ト表を作る等して交代勤務を促し
ました。しかし、業務量が多いた

た。本吉地域だけでなく市内全域
から安否情報を求めて市民が来ら

沼市全体の避難者名簿ができまし

だけでなく市内全域の避難者名簿
を本吉支所でデータ入力し、気仙

らく停電していたので、本吉地域

支所が避難者名簿を作成すること
にしました。市役所の本庁がしば

しすることはできません。そこで、

めに、住民名簿の提供要請があり
ましたが、個人情報の関係でお渡

えるようになりました。
◆地域と行政が一緒に取り組まな

自治会とＮＰＯ等との橋渡しが行

支援場所に偏りがありました。そ

本人との関係をお聞かせいただい
のボランティアやＮＰＯが支援に
た上で所在情報をお伝えしました。 入っていたのですが、支援方法や

れたことから、担当職員を決めて、

震災をきっかけとして、気仙沼
地域では自治会活動が活発になっ

震災直後から気仙沼市には多く

名程度雇用し、仮設住宅の見守り
等の自治会活動を支援しました。

援制度を活用して地域支援員を十

員だけでは自治会の支援を十分行
うことが難しいため、総務省の支

補助制度を作りました。また、職

化が不可欠と考え、気仙沼地域の
既存自治会も対象とした運営費の

興にあたっては自治会活動の活性

のですが、気仙沼地域にはありま
せんでした。震災からの復旧、復

地域と行政とが力を合わせて気仙沼の復興を

ので被害はありませんでしたが、
津谷地区まで津波が到達するとは

め、実際に休めるようになったの
時頃には本吉地域の被災状況を概
ね把握することができていました。 は六月頃だったように思います。
◆気仙沼地域の自治会活動の活性
◆本吉地域だけでなく、気仙沼市

たように思います。地域と行政が

米倉 博

思っていなかったので沿岸部の被

化やＮＰＯとの連携支援を担当

一緒になって取り組まないと復興
は成しえません。自治会と行政の

課長補佐兼総務係長

害が心配でした。小泉地区に水道
事業所がありました。津波で建物

全体の避難者名簿を作成

十月にまちづくり推進課（現地
域づくり推進課）に異動し、仮設

関係を強固にすることで復興も早

総務企画課

が水没したとの情報が入り、しば

本吉地域の生存者の情報は把握
できましたが、市内の他地域に出

住宅での自治会の設立を支援しま

くなり、より良い復興につながっ
ていくと思います。

いと復興は成しえない
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本吉総合支所

らくして、事業所で執務をしてい
た職員と避難所に指定していたこ

かけているなどして、安否不明の

した。本吉地域には以前から自治
会に対する運営費補助金があった

震災当日から職員は不眠不休で

とから避難されてきた市民の方が

方の情報が分かりませんでした。
自治会から安否情報を整理するた

こで、気仙沼ＮＰＯ／ＮＧＯ連絡
会を立ち上げました。これにより、

お亡くなりになったことがわかり
ました。

平成 29 年 3 月入稿

あふれる情報の中、情報共有こそ重要

◆周辺から物資を集め、庁舎機能

われました。

ムセンターで軍手や長靴なども調

確保に奔走しました。また、ホー

わらでコピー用紙やトナーなどの

達しました。

を維持
総務係としては、庁舎管理も担

◆自らの安全確保と周囲との協力

千葉 正幸

当していましたので、情報を整理

があってこそ

主幹

するのとあわせて、様々な物資の

総務企画課総務係

入ってきて、張り出してもきりが

確保にも取り組みました

本吉総合支所

◆市民の声に対応できないもどか
ないほどで、パソコンに入力して

気づきませんでした揺れが次第に

庫入れをしていて、最初は地震に

地震が発生した時、公用車の車

に従事していました。

ソコンに打ち込み、整理すること

とにかくいろんな情報と記録をパ

情報を整理する方法に切り替え、

が重要な問題でした。周辺のガソ

から、非常用発電設備の燃料確保

電力はなくてはならない物でした

まずは、災害対応を進める上で

ありましたが臨機応変に対応せざ

たくさんありました。結局計画は

一人ではどうにもできないことも

んなことを求めてきますが、職員

被災者の方は本当に困っていろ

しさを感じ続けた日々

激しくなったとき目の前で防火水

リンスタンドや自衛隊からの供給

るをえず、情報を共有している上

発災直後には、津波で流されて

すぐにテレビ等で情報を確認しま

も落下していませんでしたので、

が機能していましたし、テレビ等

本吉総合支所は非常用発電設備

足している中で、応えられない要

なく、庁舎全体で人手も資材も不

てきますが、そこに行く手立ても

の情報も入り物資要請なども入っ

しばらくすれば避難所の開設など

も訪問してきたりしました。子ど

だけではなくメディア関係者など

を充電したり、情報を求めて市民

の被災者や集まってきて携帯電話

電気がついていましたから、周辺

結果、周囲が停電している中で

私自身は、体調維持するために

での対応には必要と思います。

ても意識しておくことが、災害時

い体制を、組織としても個人とし

を維持し、一人で抱え込みすぎな

はありませんから、きちんと体調

でした。不眠不休で働けるわけで

司や同僚、支援機関などと相談し

ながら、対応していくことが重要

した。その後、消防団の方が総務

請もありました。また、何か情報

もがゲーム機の充電をしているの

も、車の中に着替えや防寒服を常
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槽のマンホールが一メートルほど
跳ね上がり、驚いて庁舎の中に入

しまった方や心肺停止されている
を受け、毎朝六時に給油していた
方などへの救助要請も入りますし、 ことをよく覚えています。

係に詰めかけ、消防無線を取り囲

が得られるのではないかと、身内

を見たときに、少し落ち着いてき

りました。

む形で、消防無線を通じて寄せら

の行方がわからなくなっている市

らくは寝袋を積み込んだりしてい

れる情報を、時系列に整理すると

燃料以外では、避難所名簿をで

ましたが、こうした個人の備えも

備するようにしたり、発災後しば
こともありましたが、通信手段も

きるだけ多くの人に早く提供しよ

重要だと思います。

たのだな、と実感しました。

その情報は紙に書き出して時系

限られている中で、どうにもでき

うと、データの入力を行うかたわ

民の方が直接庁舎にいらっしゃる

列で張り出しながら共有していた

ず、非常にもどかしい思いにとら

いう業務を行いました。

のですが、その後も次々と情報が

平成 29 年 2 月入稿

は十分に対応できなかったところ

いただきました。

って、内陸の藤沢町等から多く提供

◆復興に向けたリーディングプロ

もあったと思います。
安否の問い合わせは全国からも
る方だけでも把握できるよう、まず

になりました。私は三陸道の担当に

震災の年の十月に、建設部へ異動

ジェクトに携わる

は情報収集に専念し、専属の職員で

なりました。用地の確保など、国や

あったので、避難所に避難されてい

来られていたので、消防団の無線で

避難所名簿をつくる体制も構築し

佐藤 邦彦

各地区と情報のやり取りをしなが

がわかりました。すぐ戻って、災害

ってみたところ、津波だということ

は思いませんでしたが屋上に上が

るのが見えました。はじめ津波だと

町が水浸しになって、家が流れてい

揺れの後、窓の外をみると津谷の

館にご遺体を安置することになり

で相談をして、各地区の学校の体育

た方もいるということで、支部の中

ていませんでした。また亡くなられ

さかそんな大きな津波だとは思っ

りでした。橋がない、町がない、ま

にわかには信じられないものばか

ました。炊き出しをしてつくったお

の提供と炊き出しをしていただき

い地域の振興会にお願いをして、米

手側の津波の直接的な被災の少な

とんどしていませんでしたから、山

行いました。食事のための備蓄はほ

避難所への食事の提供の手配も

内陸部の振興会の方に炊き出しや避

今回の震災では、被災していない

◆地域をよく知ること

わることができたと思います。

う明るい話題を提供することに携

のリーディングプロジェクトとい

が、震災の復興に向けて、市として

市もまだ混乱している時期でした

県などの協力を得ながら、市民の方

にもご理解をいただいて事業を進

主幹兼防災係長

震災時にいきたこと

総務企画課

地域や隣町との絆
本吉総合支所
◆支所の灯りが頼り
震災の日は、午後に本庁の危機管
理課に行って、本吉総合支所に二時

ら、被災状況や被害状況を確認して
ました。
いきました。消防団から聞く情報は、 ◆地域と隣町の協力で食料と油と

対 策 支部 の立 ち上 げを 行い ま した 。

ま し た。 支所 のあ る津 谷地 区 では 、

にぎりを支所で集約して、それを各

難所運営の支援など、多大な協力を

過ぎに帰ってきたところでした。

消防署の本吉分署の職員と、消防団

支所の近くにある本吉響高校にお

避難所へ配分しました。

きかったです。

し、パソコンも利用できたことも大

ビなどでの情報収集も可能でした

が助かりました。電気もつき、テレ

自家発電装置を導入しており、それ

いただきました。しかし、全体の被

や身内を探してほしいという声を

市民の方が多く来られて、安否確認

りがついている状態でした。周辺の

電しているので、総合支所だけが灯

当日暗くなってきて、あたりは停

とが必要でした。水については、停

はとても寒かったので、暖をとるこ

利用させてもらいました。特に当時

急車両を運転するために、優先的に

て、避難所で暖をとるため、また緊

いガソリンスタンドにお願いをし

要でした。油は周辺の被災していな

食料のほかに、油や水の確保も重

の道を通れば行き来ができるかを

ときにどこまで逃げれば良いか、ど

ておくことが必要です。津波が来た

また、職員は市域の土地勘を有し

を把握しておくとよいと思います。

地域をまとめていただける方の存在

して地域の方へお願いするときに、

の方の協力が不可欠です。市職員と

いただきました。災害対応には地域

めました。震災からの復旧に向けて、

の幹部、駐在所の駐在員が支所に集

願いをして、体育館にご遺体を搬送

通信については、電話も通じなく

災 状 況も わか らな いま まで し たし 、

電になってしまい浄水場を動かす

判断できることが必要です。
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水を確保

まってきました。

なってしまい、消防団の無線が頼り

消防団のほか、動ける人数も限られ

ことができないので、給水車をつか

することにもなりました。

でした。本吉地域では、各地区に消

ていましたから、市民の方のお話に

平成二十二年の十二月に支所に

防団がおり、消防団の幹部が支所へ

平成 28 年 11 月入稿

支所に飛び交う安否確認の声
日ごろからの習熟の重要性

例えば、担当以外でも衛星電話の

広く共有できる体制が必要です。

した。今になって、外部からの問い

使い方については、なるべく多くの

個々に対応する状況になっていま
合わせへの回答方法など、統一して

人に知ってもらえるよう、交代で訓

で き る限 り多 くの 目に つく よ うに 、

対処したほうが良かったのではな
一 方 で 、そ う いっ た 状況下 で も 、

設置場所や訓練実施の掲示も行い

佐々木 国明

た。消防団の方から提供いただいた

自衛隊や消防団の方などに御遺体

ました。

主査

◆支所から見える位置まで迫った
情報を職員がパソコンで打ち込ん

捜索の協力をいただき、一人でも多

少しでも多くの職員が自分のこ

総務企画課防災係

津波
で、その情報を掲示する、その繰り

くご家族の元に戻られたことは、自

ととして考え、気付けることが重要

本吉総合支所

震災が発生した時、本吉総合支所
返しでした。ホワイトボードはすぐ

分としても印象に残っている事で

練してもらうようにしました。また

で市民税の申告の受付をしていま
に一杯になってしまい、カレンダー

だと思います。

いかと思います。

した。長く強い揺れでした。もとも

す。反面、多くの方が亡くなり、ま

が上がっていることを背景に、被害

などの紙を利用して、情報を掲示す
その後、定例的に情報を共有する

悲しいことです。
◆少しでも多くの人が関わること

想定が策定され、対策も実施されて

と 防 災の 担当 をし てい まし た ので 、

災害対策支部会議を開くようにな

のできる訓練を

きました。しかし、今回の災害はそ

◆想定以上のことは必ず起こる

方の安全確保を行ったうえで、ホワ

り、自衛隊や警察署の駐在所や、消

震災のとき必要な物がどこにあ

れ以上の全く想像できなかったも

た，行方不明のままであり，非常に

イトボードの設置や、記録の準備な

防 本 部分 署、 消防 団な どが 集 まり 、

って、どう使って、それがどの位必

のでした。

る場所をつくっていきました。

ど、災害対策支部の設営を行いまし

互いに状況報告がされるようにな

要かを確認する訓練の実施が必要

まずは支所に来られていた市民の

た。
りました。

だと思います。

職員の誰かが屋上から津波が見え

情報を全ては把握できていません

ってもそれに応えることのできる

当時、外部からの問い合わせがあ

の方のご協力で、多くの避難所が自

対応において重要です。また、住民

報の収集・伝達手段の確保は、災害

報収集・伝達が実施できました。情

本吉地域では消防団の無線で情

です。少しでも、より安全な場所ま

よりも大きい災害も起こりうるの

め、多くの方を亡くしました。想定

ます。本吉地域では二人の同僚を含

て行動しなければならないと思い

とが発生する可能性もあると思っ

我々は、そういった想定以上のこ

たと言っていた記憶があります。

でした。また、それを誰が把握して

主運営されました。
そのような状況下で、行方不明者

も、広く同じ係だったり、同じ課の

は、その担当だけが知っているより

災害対応に必要な知識やツール

いかと思います。

害を減らすことができたのではな

えが、頭に入っていれば、もっと被

で避難することが必要だという考
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震災前、宮城県沖地震の発生確率

施済みで非常用発電機も備えてい

◆情報が錯綜するなかでの問い合

本吉総合支所は、耐震化工事も実
たため、テレビもパソコンも利用す

◆情報収集は消防団の無線を利用
して

いるのかということも整理できて

ることができました。しばらくして、 わせ対応

その間に、本吉地域の消防団の幹
た。消防団は無線を備えていますの

の問い合わせなども数多くあり、一

中だったり、さらにはそれ以上、幅

いない状況でした。

で、各消防団の無線を通じて、本吉

件一件の問い合わせに都度職員が

部の方も総合支所へ参集されまし

地域の中で情報共有が始まりまし

平成 28 年 12 月入稿

壁全面が情報掲示板
情報の収集と共有の方法を工夫

本吉総合支所 総務企画課 課長補佐兼まちづくり推進係長 及川 安寿

避難者の人数や状況、避難所との連

旧本吉町の時代からの取組とし

れぞれの対策の準備、次の対策方法

所の決定も指示もスムーズに行う

てもうひとつ、今回の震災で非常に

絡、急病人の救急搬送要請などの貴

ことができたと思います。次々に情

有効であったことは振興会組織の

の検討・調査を自発的に行うことが

で津波が来る想定ではありません

報が入り、その対応も次々に実施し

活動です。被災した振興会は、自ら

重な連絡手段になりました。

でしたから、見えた光景は信じられ

た の で、 情報 共有 に使 用し た 紙は 、

避難所運営の中心的役割を担い、地

できましたし、その各課の対応結果

地震が発生したのは、市役所で行
ませんでした。自然災害の底知れぬ

支所の一階のフロアの壁全てを覆

◆相互に助け合う振興会の活動

われていた市議会の予算委員会に
破壊力に恐ろしさを感じました。

区内の安否確認と避難者名簿の作

も併記して共有していくことで、支

出席して、本吉支所へ帰ろうとして

い尽くしました。

◆想定を超えた信じられない光景

いるときでした。地震がおさまって、 ◆大きな紙を張り出して時系列に

ました。津波が来るかもしれないと

に、すぐに本吉支所へ戻ることにし

した。とにかく情報を集めなくては

んな事態になることが想定されま

想定以上の津波が襲来し、たいへ

列で掲示して共有できるようにし

必要があります。一連の経過を時系

ん。次々に出入りして現場へ向かう

っと待機できるわけではありませ

情報管理のために同じ職員がず

支援にあたりました。

の提供等を行い、被災した振興会の

震災当日の夜から炊き出しや毛布

で 被 災し なか った 内陸 の振 興 会は 、

成を開始しました。また、直接津波

対応状況を共有

いうことで、海沿いの国道ではなく

ならないということで、消防団の無

◆市職員は地域をよく知ること

ばらならの対応にならないよう

使った情報整理やテレビによる情

たことで、震災直後からパソコンを

庁舎の非常用電源の確保を実施し

いと、対応策の検討や判断が遅れて

ることが重要です。場所がつかめな

に、まず「どこで」の場所をつかめ

からの問いあわせが殺到したとき

思います。
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市役所へ来ていた区長たちと一緒

内陸の山道を抜けました。車中、ラ

線等を利用して情報収集を開始し

支所に戻ると避難所の開設準備

に、建設課にあった大きなサイズの

報収集が可能でした。また支所が庁

しまうことがあります。特に本市で

ジオから女川町の様子を聞きまし

災害発生時には、市民から様々な

たことは有用だったと思います。
◆庁舎の耐震化と非常用電源の確保

が始まっていました。その時点で市

図面印刷紙を利用して、時系列に情

舎 周 辺で 唯一 の夜 間の 灯り に なり 、

は、津波で被災した場合、代替の内

ました。無線から流れてくる情報を

役所を出発して三十分くらいが経

報を書き込んで、支所全体で共有で

遠方からの支援者の道しるべとな

陸の道路の関係を頭の中ですぐに

た。女川町では高い津波が襲来して

っていたと思います。そのとき、津

きるようにしました。また、机を複

ったと思います。

旧本吉町の時代に、庁舎の耐震化、 要請や問い合わせがあります。市民

谷の町の方角をみると、波が迫って

数並べて、本吉地域の縮尺一万分の

また、一般電話や携帯電話が不通

書きとって、それぞれの課で対応す

くるのが見えました。私は旧本吉町

一の図面を広げ、道路の被災状況や

になった際、消防団の無線を利用し

いるということでした。とにかく支

の時代に防災を強化するというこ

通行止めになっている箇所を次々

て地域の情報を収集できたことも

るような形になりました。

とで、旧本吉町で初めて防災の担当

に書きこんでいきました。入ってき

大 き かっ たで す。 被害 の状 況 確認 、

所へ急ぎました。

になりました。その当時の宮城県沖

た情報を共有することで、各課がそ

想起できることが非常に重要だと

地震の津波の想定では、津谷の町ま

平成 28 年 11 月入稿

市民生活課

課長

須藤 孝行

市民生活に係る様々な不安を解消できるように
本吉総合支所

特に印象に残っているのは、ご遺

困りのことに対応をしました。例え
ば、閉山した大谷鉱山の採石の堆積
所が地震で崩落してしまい、市民と
会社の中に入り、補償の対応をした
り、震災後深刻だった燃料不足に対
応するため、ガソリンスタンドでガ
ソリンを配布する役の手伝いをし
たり、様々なことがありました。
◆市民への迅速・忠実な対応こそ

元がわかり、ご遺族におかえしでき

にも時間を要しました。それでも身

所持品に関する問い合わせの対応

した。他の目的地に向けて国道を車

体の対応と市民の方への支所の窓

たケースもあったことは本当に良

が 、 そう でな いこ とも あり ま した 。

地元の方に確認いただけるのです

も多くいましたので、地元の方なら、

で走っていて、本吉で被災された方

口としての対応です。

ま た 、津 波に 被災 され たご 遺 体は 、

泥まみれになっていて所持品で身

元 を 判別 する しか ない 場合 も 多く 、

かったと思います。
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ご遺体の対応で苦心したのは、で

そして今回の災害を経て、最も重

ができたのですが、合併してからは、 した」「給付金を受けたいがそのた

きる限り時間をかけずにご遺体の

めに住民票をとりたい」そんな市民

要だと思うことは、被災された方の

活課長として、様々な災害対応に従

一度本庁へ連絡してから、他の市町

の方の生活に係る様々な要望が多

火葬をすることです。火葬場が津波

事しました。本庁でいう、市民生活

村にお願いをすべきなのか、そもそ

く寄せられました。支所の市民生活

不安を解消できる丁寧な対応を心

部の市民課、保険課、環境課、廃棄

もそういったことさえも定めてい

課は、市民の方の総合窓口として何

で被災してしまい、安置したご遺体

物対策課の四課の業務を同時に実

なかったです。被災直後は通信網も

の御用で来られたかをお聞きして

掛けるということです。「印鑑証明

施するという状況です。支所では安

限られていて支所と本庁の連絡も

担当する課までお連れする対応を

の火葬がすぐにできなかった。合併

◆渋滞から引き返して助かった
震災当日は、本庁舎で議会があり、
本庁舎の三階の廊下で質問の待機
中に地震が発生しました。
議会は中断になり、私は急いで支
所に戻ることにしました。大きな地
震でしたから、津波が来るかもしれ
ないと思い、国道四十五号ではなく、
内陸の基幹農道を通って、本吉に戻
ろうとしました。基幹農道は大谷地
区で国道四十五に合流します。大谷
地区に入る直前のところで大渋滞
が発生していました。仕方なく引き
返し、さらに内陸の山道を通って支
所に戻りました。今思うとこの選択
が良かった。あのまま渋滞の中を待
っていたら、私は津波に流されてい
たのではないかと思います。
◆連絡とれる度に安堵、しかし…
否確認や生活再建など様々な問い

容易ではなかったです。結局、内陸

心掛けました。困られている市民の

もカードも津波で流された」「病院

支所に着くと緊急課長会議が開

合わせに来られる市民の方の窓口

の市町へ依頼して火葬の対応をし

方、一人一人に迅速に忠実に対応す

前の旧本吉町の時代であれば、すぐ

かれました。市民、職員の被災状況

になり、現場では、がれきの撤去の

ていただくことができました。その

ること、それが市役所としての勤め

れて来られました。
また支所には各地区の情報が
次々に入ってきました。支所の職員
も当日は休みだったり、外勤だった
りした者も多く、全職員の安否がす
ぐに確認できたわけではなかった
です。行方不明になっていた職員と
連絡が取れる度に安堵の気持ちが
広がりました。しかしその一方、と
うとう連絡がとれず、そして亡くな
った職員がいるという情報が入っ
た時は本当に辛かったです。
◆窓口、がれき処理、様々な対応

の確認が始まりました。日が暮れる

ための仮置き場の確保やご遺体の

ほか、身元の確認ができないご遺体

だと思います。

にいきたいが津波で保険証を無く

と電気のないところは不安だった

対応等を行うという日々でした。ま

も多くあり、身元確認にも苦労しま

に内陸の市町へ直接依頼すること

のでしょう。非常用電源を備えてい

たそのほか、あらゆる市民の方がお

その後半年は、本吉支所の市民生

た支所へ、多くの市民の方が避難さ

平成 29 年 1 月入稿

捜索現場から担架を使ってご遺体を搬送

作業を行いました。発見場所まで車

体が発見されると現場へ行き、搬送

警察、自衛隊の捜索活動によりご遺

の状況を見ていただきました。

として、必ず被災地を案内し、まち

った場合の対応を考える時の参考

受けて、職員がいくつかの現場に分

が最優先事項となりました。指示を

緊急車両通行のための道路の確保

地区は湖のような光景となってい

上がると津波が押し寄せ、津谷街裏

た。急いで総合支所に戻り、屋上に

のを見て、初めて地震だと感じまし

思いましたが、電線等が揺れている

ている公用車が揺れているのかと

せをしている時でした。最初は乗っ

のため気仙沼警察署員と待ち合わ

報を受け現場確認の後、内容物確認

地震が発生したのは、不法投棄の通

本 吉 総合 支所 で勤 務し てい ま した 。

私は旧本吉町の職員で、合併後も

◆幹線道路のがれき撤去にあたる

十体のご遺体を本吉響高校の遺体

館に出向き、既に安置されていた約

りました。最初に大谷小学校の体育

その後、ご遺体の搬送業務にあた

と報告しました。
◆ご遺体を遺体安置所に搬送

木等が流れ込んでいて、施設は全壊

をかぶっていて、がれきや土砂、流

きました。本吉斎場は屋根まで津波

処分場等の被災状況を確認しにい

る本吉斎場や本吉一般廃棄物最終

その後、市民生活課が所管してい

えに行くこともできませんでした。

中学校や高校に残っている生徒を迎

いと気仙沼方面にも行けませんし、

道三四六号を通行できるようにしな

出て、手伝っていただきました。国

作業を見かけた事業者が協力を申し

になり、夜の泊まりが二名体制にな

が一週間交代で来ていただくこと

月上旬から佐賀県からの応援職員

る等、大変な状況もありました。四

急車で搬送される避難者がおられ

まりました。夜中に体調を崩して救

ーションで避難所に一名体制で泊

難していました。職員三名のローテ

小泉中学校の体育館にそれぞれ避

者は「はまなすの丘」に、若い方は

ました。高齢者への配慮から、高齢

区では全域が壊滅状態となってい

ーで生活をされていました。小泉地

ました。避難者は一階の食堂やロビ

とともに既に他の施設に移ってい

に入所されていた方は、施設の職員

避難所の運営にあたりました。施設

う介護老人保健施設に開設された

小泉地区の「はまなすの丘」とい

◆「はまなすの丘」で避難所運営

ご遺体を車まで運びました。

て避難所の運営を改善していくこ

もありました。今回の教訓を活かし

まざまな支援を受けている避難所

りました。情報発信をすることでさ

てお風呂を作っている避難所もあ

が違っていました。避難者が協力し

避難所によって、支援物資の入り方

難 所 を見 て回 る機 会が あり ま した 。

る人手が不足していました。他の避

が少なかったので、避難所を運営す

「 はまなすの丘」には若い避難者

◆避難所運営の改善を

十人でした。

閉鎖時に残っていた避難者は約二

っていき、四月二十六日の避難所の

や中学校の避難所、アパート等に移

徐々に避難者の皆さんは親戚の家

っ て もら える よう に準 備し ま した 。

達して、少しでもおいしい食事を作

まで出向き、食糧や調理器具等を調

物資の集積拠点である本吉体育館

さんに作っていただきました。支援

避難者の食事は住民の主婦の皆

プ等を持って現場に向かいましたが、 安置所に搬送しました。車で十五分

かれて作業にあたりました。スコッ

の距離ですが、国道四五号が寸断さ

った時は少し気持ちが安心しまし

で近づけない場合は、担架を使って

四、五人の職員で排除できるがれき

れていたため、普段は通らない山道

とが望まれます。
く安置所に安置してあげたいとい

れる時には、今後佐賀で震災が起こ

応援職員が交替で佐賀県に戻ら
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の量ではありませんでした。近くの

た。

道路上にあった流木やがれきを排除

う一心でした。その後も、消防団や

ました。

事業所からフォークリフトを借りて、 を約一時間かけて搬送しました。早
しました。想像以上にがれきが多く、

平成 29 年 3 月入稿

主幹

金賀 重子

ったため、身内の方の安否確認に訪

市民生活課市民生活係

まちづくりはひとづくり 市民同士の尊い支え合い
本吉総合支所
◆被災した地域集会所から仙翁寺へ
当時、災害時における私の担当は、 ねて来られる方が非常に多く、情報

所になっていることから、住民の避

大谷漁村センターは地域の避難

大谷漁村 セン ター に向 かい ま した 。

外におり大谷地区にいたので、私は

でした。地震が起こった時は職場の

たことで、後に外出記録をつけて避

の協力により避難者名簿を作成し

記入できるようにしました。みんな

簿を作成し、世帯ごと、地区ごとに

ーの裏紙などを利用して、避難者名

何か役立てたいと思い、カレンダ

不足には本当に心が痛みました。

難に備えて地元の方々が既に準備

難者の方の出入りを管理できるよ

私は地域の皆さんと一緒に、さらに

ージを掲示することで、受付で順番

安否確認に来られる方へのメッセ

の方が避難していらっしゃいまし

女性用品係・医療班といった十二の

布係・幼児対策係・高齢者対策係・

水係・燃料係・食料係・物資係・配

き出し・連絡係・照明係・暖房係・

が中心になってつくられ、受付・炊

所の運営ルールも振興会等の方々

身の不便をぬぐい去りました。避難

知恵と技術が総動員され、避難者自

申し訳ない思いもありました。

に手ぶらの自分は、何ができたのか

術で命を繋ぐことができました。逆

仙翁寺では、地域の方の知恵と技

てきたような感覚の喜びでした。
◆手ぶらでもできるスキルをもつこと

問していただいた時は、神様が降り

した。地元や市外から医師の方に訪

ないなど、健康不安が大きな課題で

緊急時において、最優先は皆の命

班による体制の確立や、早朝の打合
せの実施など、自主的な対応に支え

とはできません。人の心と地域の力

ださった仙翁寺の厚恩も忘れるこ

ないでください。」と心を寄せてく

の客殿ですから、どうぞ遠慮なさら

堵感もありました。「皆さんのため

寺です。先人に守られた不思議な安

仙翁寺は地域の多くの方の菩提

方々にも深く頭が下がりました。

けてくださった周辺地域の多くの

なく避難所に提供し、温かい声をか

いたであろう食料や物資を、惜しみ

また、自身の生活のために蓄えて

自 主 防災 組織 の活 動や 子育 て など 、

とではないかと思います。その力が

す住民の絆や幸福感を醸成するこ

先は地域づくりであり、地域に暮ら

たと思います。このことからも最優

災を乗り越えることはできなかっ

住民の方の理解・協力なしに、震

思います。
◆住民への感謝の心を忘れないこと

うに、準備しておくことが重要だと

キルをノーペーパーで活かせるよ

で、命と安全を守るための自分のス

れ、計画書もマニュアルもないなか

を守ることです。全ての情報が断た

で運営された避難所であったと思

安全・安心な暮らしを副産物として

られました。

います。旧町の時代から地域一体で

生み出すのだと思います。

りたいと思います。

い、信頼とより親しまれる役所であ

これからも地域とともに支え合

「まちづくりはひとづくり」として
きた長年の想いが根付いていると
胸を打たれました。
また、避難者の方は手持ちの薬が
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大谷地区にある大谷漁村センター

を整えていたので、私は同地区の他

うにもなり、二次災害の防止にもな
りました。

の避難場所へ向かいました。
その後、大谷漁村センターは、津

山手のほうへ避難し、その日は小高

待ちすることなく、情報を受発信で

ま た 、 玄関 前 に伝 言 板も作 成 し 、

い丘の野原で車に分乗し夜を明か

きるようになりました。

波 の 被害 を受 け避 難で きな く なり 、

しました。
住民の方の多くが仙翁寺へ避難

た。通信手段や情報がないなか、避

仙翁寺には最大四百五十名程度

されていると聞き、私も仙翁寺へ向

難所の運営は避難者自らが主体的

◆人の心と地域の力で

かいました。仙翁寺では、避難者の

に取り組まれました。
利用できるようにするなど、多くの

川から給水し水洗トイレとして

方で客殿と本堂が一杯になるほど
でした。
はじめのころは通信手段もなか

平成 28 年 12 月入稿

課長

佐藤 兼一

被災しながら被災者支援することの難しさ
保健福祉課

保健師等を現場に派遣し、身内が
目の前で津波の被害に遭い精神的
にダメージを受けた被災者などに
対応しましたが、だれも経験した
ことがない事態で、安全を確保し
ながら、職員をどこに派遣し、ど
う対応するかの判断は大変でした。
支所では公務中に津波により二
名の職員が犠牲になりました。一
名は当課の職員でした。また、身
内が犠牲になったり、自宅が流出
したり、火災になった職員など、
職員自身も被災者となるなかでの
被災者支援となりました。
◆多数の物資支援のありがたさ
避難所は、被災された方が自主
的に開設した所もあり、どこに何
人の人が避難しているかを把握す
ることから始めました。支所には
備蓄食料がほとんどありませんで
したので、山手の自治会にお願い
しておにぎりを作って頂きました。
それを支所に集めて避難所に配り
ました。最初の日は、道路が寸断
されていたため、夜の十二時まで
配る作業を行いました。最も多い

日は一日四二〇〇個もありました。
町内のお菓子屋さんからは、保存
していたお菓子を持って来てくだ
さるなど、その他にも市内外から
多くの支援を頂きました。
一方で、課題もいくつかありま
した。例えば、避難所外の被災者
も多数いましたので、本吉体育館
では、各自が必要な支援物資を自
由に持って帰られるようにしまし
た。しかし、必要以上の量を持ち
帰る方、被災を受けていない地域
から頻繁に受け取りに来る方もい
るとの報告を受け、複雑な思いも
しました。後日、必要物品のメモ
を頂き手渡す方式をとりました。
◆苦労した応急仮設住宅入居支援
しばらくして担当した業務は、
応急仮設住宅の入居申請受付、入
居者選考、抽選会、部屋割りなど
です。部屋割りにあたっては、昔
の住宅地図を持ち出して、なるべ
く同じ地域の方が一緒になるよう
に調整をしました。また、住宅に
も二ＤＫ、三Ｋなどいろいろなタ
イプがありましたので、入居者の
構成とタイプをマッチングさせる
必要もあり、難しかったです。
また、同じ避難所の中で、最初
の抽選で仮設住宅に入居できる方
と、抽選に漏れた方との間に軋轢
が生じてしまいました。高齢者が

居て介護などで大変なのに、どう
して選外なのかなどの訴えや苦情
を頂きました。被災して、どうし
ても感情的になられた方も一部に
おられたかと思いますが、抽選結
果の周知方法の配慮や説明の仕方
を工夫すれば混乱は防げたかもし
れません。二回目以降の抽選結果
の発表の際は、このことを踏まえ
対応しました。
被災者支援の中で、応急仮設住
宅への訪問時や窓口に相談に来ら
れた方の中には、気持ちに余裕が
なく乱暴な言葉遣いをされるなど
情緒不安定な方もいらっしゃいま
した。職員はお話を聞くしかない
のですが、中には被災した職員も
おり、お話を受けるのも大変だっ
たと思います。心のケアは被災し
た市民にも職員にも必要だと思い
ます。
◆被災職員の業務遂行の困難さ
職員が被災し、自宅を失い、全
てを無くし、着替えにも困るよう
な状況の中で、職場に泊まり込み
ながら、支援活動することの大変
さは想像以上です。
大規模な災害が起きたときは、
最初の三日間は自己完結でやるこ
とが重要であり、その体制づくり
が必要だと思います。
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◆覚悟をもって可能な範囲で対応
震災発生直後は停電や通信が不
通になりました。支所には非常用
電源がありましたので、その日の
夜、テレビで放映された市内の火
災の状況などから被害が拡大して
いることが分かり、当面本吉支所
独自で震災対応をするしかないと
思いました。支所の保健福祉課の
業務は、被災者の救護、保健指導、
炊き出し支援、避難所に対する定
期的な巡回保健指導、支援物資の
受入れ・避難所への配分、ボラン
ティアセンターとの連絡と支援、
応急仮設住宅管理・入居申請、入
居された方への保健指導、被災者
弔慰金の受付など、少ない職員で
したが多岐に亘りました。
発災直後は通信が不通になりま
したが、本吉地域の消防団は、各
班に防災無線機が配備されていま
したので、主要道路が寸断され、
現場からの一一九番もできない中、
この無線で状況確認や緊急連絡を
していました。
被災者の情報が入ったときは、

平成 29 年 2 月入稿

栄養士

三浦 幸江

被災者の栄養の偏りの改善に取り組む
保健福祉課保健係
谷中学校、寺谷集会所、仙扇寺等
の避難所へ向かい、被災者の健康
状態の確認や相談に応じました。
◆炊き出し用に野菜や肉類を供給
本吉地域では被災していない地
区による炊き出しが始まりました。
避難所に連絡をとり避難者数を把
握し、行政区へ必要な炊き出しの
量をお伝えしました。おにぎりの
配送は、保育所・幼稚園の先生と
共にあたり、更に郵便局等が協力
してくれました。道路が寸断され
た地区へは自衛隊に届けていただ
きました。
本吉地域で開設された避難所の
ほとんどで自主的に炊き出しが行
われました。支援物資の中には外
国から届けられた缶詰や麺類があ
り、食べ方を調べ、試作し、説明
書をつけて避難所に届けました。
おにぎりやパン、牛乳、野菜ジ
ュースは毎日配布できましたが、
たんぱく質やビタミンが不足して
おり、栄養の偏りが懸念されまし
た。そこで、農林課や危機管理課

等に相談したところ、週に二回で
はありましたが、野菜や肉類など
の原材料を各避難所に届けること
ができるようになりました。
◆応急仮設住宅への入居等を支援
応急仮設住宅が整備され、入居
前に日本赤十字社から寄贈された
電化製品等を各部屋に搬入しまし
た。入居説明会には佐賀県応援職
員に同席していただき、有田焼食
器の支援と共に励ましの言葉をい
ただきました。応急仮設住宅につ
いて被災者から様々な相談や要望
があり、可能な限り要望に応じよ
うとしましたが、中には要望に添
えない場合があり、理解していた
だくまで何度もお話をすることも
ありました。応急仮設住宅では自
治会が設立されました。できるだ
けコミュニティが保たれるように、
新たな入退去がある場合には、自
治会長にその都度連絡しました。
◆応急仮設住宅で栄養相談会を開催
宮城県の健康支援事業（食生活
支援事業）を活用して、大崎市に
ある栄養士の団体に委託して、応
急仮設住宅等の被災者に対する栄
養相談会を開催しました。
本吉地区食生活改善推進員の皆さ
んにも協力していただきました。

市の健診結果から血圧異常者の割
合が急増したことや、支援物資に
は炭水化物や塩分の割合が高い食
糧が多く、たんぱく質やビタミン、
ミネラルが不足する傾向にあった
等の栄養の偏りの問題にふれなが
ら、健康づくりが復興の大切な要
素であることをお伝えしました。
◆鞄の中に桜餅を見つける
震災の翌日、鞄の中に前日作っ
た桜餅を見つけ、食事もままなら
なかった中、私にとって貴重な食
糧となりました。津波で行方不明
となり、亡くなって発見された食
生活改善推進員の方に作り方を教
えていただいた桜餅でした。
震災で大切なものが一瞬にして
奪われ、心も体も疲弊し、そこか
ら立ち上がる市民の皆さんに少し
でも寄り添いたいと思ってこれま
で震災対応にあたってきました。
以前からあった健診や保健事業を
通した地域の方々との繋がりに加
えて、震災を経験して新たな培わ
れた地域や職域の方々との繋がり
をこれからも大切にしていきたい
と思います。
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◆桜餅を作った日に震災が発生
地震が発生した日の午前中、本
吉公民館で本吉地区食生活改善推
進員の皆さんと調理実習で桜餅を
作りました。支所に戻り、胃がん
検診の受診票を印刷している時に
地震が発生し、これまでの業務が
一変しました。
津波が来た後、がれきを避けな
がら保健師と津谷中学校へ向かい
ました。保健室では先生方が溺れ
た方の手当てをし、亡くなった方
が横たわっていました。体育館に
来られた避難者の名前を聞き取り、
一時間ごとに支所に報告しました。
翌日の卒業式のために準備されて
いた大型暖房機が使えましたが、
寒さが厳しく、避難者は肩を寄せ
合って過ごしていました。私は濡
れた靴下を脱いで裸足で体育館を
往来していたのですが、避難して
いた知人が新しい靴下を差し出し
てくれました。履いた時の温かさ
が今でも忘れられません。
震災の翌日は、大谷公民館、大

平成 29 年 1 月入稿

をお聞かせ下さい」というお話を

て「話したいときはいつでも気持

ケアといっても、最初は挨拶をし

た。また、気仙沼を支援して下さ

れたことは非常に励みになりまし

ネットワークが私自身を支えてく

同時に、震災前より培ってきた

職員も含めた被災者すべてに心のケアを

させていただきました。避難所に

った心のケアチームの方々とは今

記憶しています。不安の訴えはあ

らっしゃる方がとても多かったと

当日は余震も多く、車の中にい

という状態でした。

の健康状態を確認し見回りをする

不休で避難所を回りながら、住民

のまま当日の夜から二日間は不眠

りメンタルケアに入りました。そ

要請が無線で入り、総合支所に戻

前で見失った方のメンタルケアの

どで本吉総合支所から家族を目の

対応しました。しかし、一時間ほ

三人でチームを作り、救命活動に

たため、救急隊員と学校の先生と

の方が高台の避難所に運ばれて来

に津波が押し寄せて心肺停止状態

ただくということを行いました。

をしながら必要な薬を把握してい

ただきました。全員のヒアリング

内に自主看護チームを設置してい

師の方に協力を要請して、避難所

被災し避難所に避難している看護

い状況でした。そこで、勤務先が

ので、とてもすべては対応できな

担当の看護職員は六名体制でした

とめも開始しました。ただ、地区

多くいたため、その情報の取りま

けない薬を流されてしまった方が

が必要な方や、服薬しなくてはい

握しました。その際、早急に医療

者の方の健康状態などについて把

一組となって避難所を回り、避難

翌十二日からは、看護職員二名

する中で沢山の悲嘆に触れ、ケア

だいていました。震災が起き傾聴

おり、自分自身も勉強させていた

療関係者では震災前から行われて

リーフケア」というのですが、医

悲嘆のケア、ご遺族のケアを「グ

との信頼関係に助けられて

◆平時からの取組といろいろな人

属で対応するようになりました。

てからは、本吉地域の心のケア専

た心のケアチームが当地域に入っ

従事し、厚生労働省から派遣され

教育をはじめした。Ｄ Ｍ-ＡＴと情
報共有し地域の幅広いケア活動に

難所を訪問しての健康相談、健康

本吉病院の理学療法士と一緒に避

二十一日からは、被災した市立

とは辛いですが、遺体安置所を巡

を捜索するような事態を考えるこ

とは確実になります。今後、家族

てば、家族が行方不明だというこ

ていましたが、発災後約一週間た

当時は無我夢中で業務に従事し

は、私以外の家族が行方不明の家

月十九日でした。それまでの期間

索や、安置所に足を運んだのは三

を取って自宅があった場所での捜

方不明になっており、震災後休暇

ました。また、私自身は家族が行

カウンセリングや処方をお願いし

震災後にストレス反応が起きた

鈴木 由佳理

いる方だけではなく、地域の中で、

でもお付き合いがあり、こうした

りましたが、まだ緊張が続いてい

その後、避難所を回り健康相談

に従事することになりました。そ

保健師

疾病や障害等で支援が必要な方や

震災前後で培った人間関係が大き

保健福祉課保健係

◆避難所だけではなく、避難所以

予期せず家族や自宅を喪失した方

な財産だと思います。

ることもあり、頭痛やめまい、吐

に当たるとともに、地区内の住職

震災が発生した当日は、沿岸部

◆発災当日は救命活動等に従事

本吉総合支所

外の方へも心のケアを

へのケアも重要でした。

き気といったストレス反応が強い

を設けることも必要

職員には、時間外にケアチームに

族を捜索している状態でした。
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◆職員も被災者。職員のケア体制

方はそれほどいらっしゃらなかっ

からの依頼があり、ご遺族の方の
ういう意味では、平時の業務が災
る時間を設けるといった体制は、
ケアを十三日から開始しています。 害時には凝縮されると感じました。 心のケアにも繋がると考えます。

たように思います。

平成 29 年 4 月入稿

保健福祉課高齢介護係

主幹

今野 昌子

災害対応を通じて感じた、地域の絆と命の大切さ
本吉総合支所

も他の避難所で配布しているもの

は非常に難しく、被災者の方から

いため、均等に平等に配布するの

数に合わせて届けられる訳ではな

物資もありますし、数も被災者の

◆もっと多くの助けられた命があ

も再開し始めました。

これら震災前に実施していた業務

入ると、災害対応業務と平行して、

がありました。ですので、四月に

治会）におにぎりの炊き出しをお

るのではと考え続けた日々

◆激しい揺れのあと、庁舎に避難

で逃げ出すこともできず、揺れが

所内にいました。想定以上の揺れ
った米や梅干し等まで供出して頂

しましたが、振興会では自宅にあ

炊き出しに必要な米は届けように

難所に食べ物をもらいに来ること

なくなってきますが、なかなか避

自宅にいる被災者も食べるものが

また、震災後しばらくたつと、

念でなりません。

津波で亡くなったことはとても残

であった一緒に働いていた同僚が

なくても市のために力となるはず

家庭ではもちろんのこと、震災が

れになってしまいました。また、

ることに気付けず、結果的に手遅

震災後、父親が体調を崩してい

がなぜないのか、と聞かれたりも

してくる住民への対応に従事

おさまった後「津谷の田んぼまで

き、自衛隊の炊き出しが始まる三

ができなかったと後から聞き、改

した。

願いし、それを公用車で避難所に
しました。さらに避難所以外に避
届けるという業務に従事しました。 難した方への配布はもっと困難で

水が来ている」と聞いて屋上に上

月末まで対応して頂きました。こ

届けられた物資は、支所の公用

と思います。
◆被災の小さいエリアも取り残さ

が浸透していれば、助けられる命

考え続けました。

また、マニュアル通りに行かな

生しますが想定内と考え、今回も

いことや想定外な出来事は必ず発
震災前、高齢介護係では、介護

組織として柔軟な対応を取れた部

ずに
事業や高齢者の介護予防の為のお

分もありますが、様々な事態に柔

と思います。

軟に対応する組織づくりも重要だ

茶会などを実施していました。
どうしても被災している地域に
目が向きがちですが、津波被害の
なかった地域も大変なことはあっ
たはずで、取り残されている感じ
が出ないようにしたいという思い
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地震が発生した時は本吉総合支

がると、本吉体育館まで水が来て

のことで、避難所では発災後すぐ

特にこれから高齢者も増え、一

もっと津波に対する備えや認識

内に避難してくる市民の方への対

方で行政ができることが限られて

めて振り返ると避難所には届けら

に十分な量ではないがおにぎり等

いるのが見えました。
その日はそのまま庁舎内にとど
まり、民生委員から報告された安

応を行っていました。食べ物だけ

いる中で、互いに支え合って行く

がたくさんあったのではないかと

ではなく、おむつやミルクを求め

ことはとても重要だと思います。

を食べることができ、地域のコミ
れても在宅の被災者には物資を十
ュニティの重要性を痛感しました。 分に届けられなかったではないか

る方もおりましたが、備蓄がそれ

◆均等に、平等に配布することが

否確認情報のとりまとめや、支所

程なく、小分けにしてお渡しする

難しかった避難所への物資輸送
同時に物資の受入も始まってお

しかできませんでした。
◆地域の力を借りた避難所への暖
被災後三日目頃から、毎日避難

車を利用して避難所に輸送しまし

り、その受入対応も行いました。

所の人数を確認しながら、津波の

たが、避難所に直接持ち込まれる

かい食事の提供

被害がなかった地域の振興会（自

平成 29 年 2 月入稿

自らの命を守り、地域で支え合えるまちづくりを

◆職員の安否確認を後回しにした

だき、今でも大変感謝しています。

村山市の各市町に受け入れていた

東北町、福島県喜多方市、山形県

い意識がなかったように思います。

出ても「逃げる」ということに強

していたこともあり、津波警報が

す。世帯の半数以上が漁業に従事

を得て燃料を確保

◆地元のガソリンスタンドの協力
握し、ガソリンスタンドとも調整

不足しますので、別途必要量を把

灯油などは、決まった配分量では

自宅がある職員もおりましたが、

がありました。課内には沿岸部に

に帰らず業務に当たるように要請

震災直後は、職員に対して自宅

練などによって、意識付けするこ

あらためて、災害記録の伝承や訓

た薄れているように感じており、

すが、最近になってその意識もま

ばいけないと強く感じたと思いま

菅原 誠一

震災直後から約一週間は、本吉
するなど、できる限り供給要望に

通信手段も満足にありませんでし

とが重要だと思います。

課長

総合支所の災害対策本部内で、市
応えるよう努めていました。

たので、結果的に一週間から十日

◆共助につながる「まちづくり」

産業課

民の安否確認や産業関係の施設等

◆がれきの受け入れ先を探し奔走

ほど、家族の安否がわからないま

こそが大事

本吉総合支所

の被害状況の把握に努めました。

平成二十四年度からは廃棄物対

ま過ごしました。その後、安否確

今回の地震で皆さん逃げなけれ

その後は、ガソリン等も含めて燃

策課に異動となり、がれき処理を

認を行うように指示が出ましたが、

ンプで地下のタンクから燃料を吸

んでしたから、手動か足踏みのポ

当時はまだ電気も通じていませ

う調整作業に従事しました。

リンや灯油を分けていただくとい

がるだけでなく、臭気や病害虫、

しないと、復興事業の遅れにつな

にありました。がれきは早く処理

内で処理できないがれきも、多量

します。しかし、量も多く宮城県

力も得ながら、分別を行って処理

務が忙しい中で慌ただしく葬儀を

職員の家族は亡くなっており、業

結果的には、行方不明となった

強く後悔しました。

否確認に行かせるべきであったと

っと上層部と掛け合ってでも、安

ている職員もおり、発災直後にも

ない振興会が被災者を受け入れた

互いに助け合ったり、被災してい

今回被災した振興会（自治会）が

まちづくりを進めていましたが、

前から相互の助け合いを意識した

と感じました。本吉地域では、以

いに支え合うことがとても重要だ

ましたが、同時に地域の中でも互
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ことを後悔

料確保が必要となったため、本吉
行いました。

今回の地震では、従事した災害

地域のガソリンスタンド二社の協

い上げる必要がありました。その

ねずみの発生など、生活にも悪影

挙げている様子を見て、大変気の

りといった地域の助け合いが多く

対応業務でも様々な人に助けられ

ため、職員を三名ずつ配置し、限

響があります。そのため、早期に

毒に感じました。

見られました。こうしたことは普

その段階で家族が行方不明となっ

られた在庫量の中で、是非とも必

県外に受け入れ先を見つける必要

◆あらためて「逃げる」ことへの

段の活動がなければできないこと

がれきは、市内の事業者等の協

要という方に一人あたり三リット

があり、受け入れていただける自

意識付けを

力を得て、市民向けの少量のガソ

ルの配給を続けました。ただ、病

治体探しに奔走して、およそ二十

方が見えたように感じました。

で、これからのまちづくりのあり

気や高齢などで頻繁に医療機関に

谷地区で海に面しているところで

私が住んでいる行政区は唯一津

箇所の自治体を訪問しました。
最終的には青森県六ヶ所村、同

行く必要がある方と、避難施設や
高齢介護者等の福祉施設の暖房用

平成 29 年 2 月入稿

災者に声掛け

◆地元でおにぎりを配りながら被
ない状況でしたが、人づてに安否を

ています。また、家族と連絡がつか

び合ったことは今でも鮮明に覚え

ないかと感じています。

頼関係を築くことができたのでは

思の疎通を図ることで、自然と信

がら対応するよう努めました。意

握している情報を少しでも伝えな

などを聞き取るとともに、私が把

るのか、どんな情報が必要なのか

不足しているのか、何に困ってい

はありませんでした。私は、何が

業を実施できて良かったと報われ

合って喜ぶ皆さんの姿を見て、事

震災以降の久しぶりの再会を抱き

の方に集まっていただきました。

加を呼びかけ、当日は本当に多く

より気仙沼を離れている方にも参

ンド・ゴルフ大会では、避難等に

掛けました。気仙沼地区のグラウ

同じように事業展開できるよう心

市民との信頼関係がまちづくりのスタート

平成二十三年の三月十一日以前
確認することができ、ほっと胸をな

られた情報を生かし切れなかった

重要性を後輩に受け継ぐ

◆市民との信頼関係を築くことの

本吉総合支所 産業課 課長補佐兼水産農林畜産係長 小野寺 宏志

の記憶はありません。震災は、そ

と反省しています。避難所ごとに

「津波てんでんこ」
、これがまず

たような気持ちになりました。

でおろしました。
本吉地域では、上水道の復旧に

不足物資や余剰物資が異なってお

重要です。職員も住民も含めて、

また逆に、避難所を巡回して得

れほどの衝撃がありました。
状況を確認するため、カメラを片

かなりの時間がかかり、大谷地区

り、避難所同士で物資の融通を行

自分の命を守ることの大切さを改

◆給水を通じて市民と意思疎通

手に大谷地区まで回り、その状況

では通水までに三箇月を要しまし

うための避難所担当者会議などを
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震災当日、本吉支所管内の被害

を写真に収めていました。この日

た。そこで私たちの課では、通水

めて感じました。

に撮影した写真は、大谷地区の被

開催し、調整できれば良かったと

して考え共に取り組む姿勢を忘れ

までの間、避難所への給水業務を

震災から一年後の平成二十四年

てはいけないと思います。市民や

害状況を把握し今後何をすべきか

そして、市民のために働く行政

四トントラックの荷台にポリタン

四月、気仙沼中央公民館に異動と

各団体等の献身的な協力がなけれ

考えています。

震災翌日からは、おにぎりなどの

クを積み、各避難所を回りました。

なりました。中央公民館の被害が

ば、一人では何もできません。そ

担当しました。一関市の津谷川地

食料を荷物に詰めて、あちらこちら

避難所を回っていると、避難者

甚大だったため別の場所を間借り

のために日ごろから意思の疎通を

を考えるうえで、大いに役立つも

に避難していた被災者を探し、応急

の方たちを通じて、色々な情報を

し事業に取り組んでいるところで

図り、信頼関係を構築しておくこ

職員として、市民をパートナーと

的に食料や飲料を配付して回りま

知ることができました。一方、通

した。そのため、イベントで使う

とが重要だと感じており、こうい

◆一からの事業展開に苦労

した。支所と大谷地区をつなぐ山越

信手段の問題もあり、行政からの

備品や大会の優勝杯などはもとよ

った想いも含めて、しっかりと後

区から水道水を分けていただき、

えの道を何度も往復し、情報収集す

情報提供は不足していました。ち

り、案内文などの必要な資料等も

のとなりました。

るとともに、被災者への声掛けを通

ょっとした情報提供でも避難者の

います。

じて、不安を和らげるよう心掛けま

そのような中で私は、震災前と

一から用意する必要がありました。 輩に受け継いでいきたいと考えて
いますが、それすらできる状況で

した。地元が本吉地域であったため、 不安を和らげることができると思
友人の生存を確認しては無事を喜

平成 28 年 10 月入稿

していました。誰もが経験したこ
とのない業務であり、国や県に問

との調整等、膨大な事務量が発生

成する地区は、当時で約四十地区
に達し、申請者（住民）や国・県

もしれませんが、作業を振り出し

あれば、用地を変更してプランを
練り直すといったことができたか

ていくことが必要でした。時間が

定の考え方に沿って、かつ、一番
お金がかからないプランを採用し

一定の基準に沿って防災集団移転計画を作成

い合わせてもわからないことがた

スケジュールと住民の要望を踏ま

保するため、道路の復旧を最優先
課題とし、自衛隊の協力を得て道

仙沼市立病院等へのアクセスを確

その後の津波で国道四十五号等
の幹線道路が寸断されました。気

間が長かったことを覚えています。

いく必要がありました。
が、特別扱いをするわけにはいき
防災集団移転の進め方としては、 ません。整合性を図るために、受
市で用地を探し、宅地を造成して
け入れられるところと、そうでな

宅地の区画や道路等のレイアウト
を住民と合意し、工事を発注して

るように、急いで用地を確保し、

までと言われていたことから、二
十七年度中に団地造成を完了でき

集中復興期間が平成二十七年度

案をいただいた地区もありました

で進めていく必要がありました。
大学等と連携してまちづくりの提

感じながら、歯を食いしばって業
務にあたってくれました。私はで

で、やり場のない怒りや悔しさを

てきました。本当に私は「仲間に

私は部下という言葉を使わず、
ずっと「仲間」という言葉を使っ

◆防災集団移転促進事業に従事

路のがれきの撤去作業を開始しま

いところを現場で判断し、住民に
説明したところ、厳しい言葉をい

きるだけ不満を溜めないように、

合支所にいました。揺れは強く感
じませんでしたが、揺れている時

地震が発生した時、私は本吉総

◆自衛隊の協力で幹線道路を復旧

本吉総合支所 建設課 副参事兼課長補佐兼土木係長事務取扱
小野 有道

十月に廃棄物対策課に異動後、
くさんありました。他都市からの
翌年四月に用地課に異動し、防災
応援職員や臨時職員を含めて約三
集団移転促進事業を担当しました。 十名の職員が何一つ文句も言わず

えて、ぎりぎりＯＫのラインを見
極めて判断していきました。

した。自衛隊の皆さんは、本吉に
来られるまでに頭の中に地図を叩

被災者に提供するという方法もあ

ただくこともありました。測量・

に戻すことは、その分生活再建の
遅れにつながる可能性があります。
に業務にあたってくれて、頭が下
がる思いでした。

き込んできておられたので、作業

りますが、本市では住民間のコミ
ュニケーションを大切にしようと

ありますが、災害対応では正解は
ありません。その当時にできる限

います。また、地元の建設事業者

がけました。通常業務には正解が

何でも話し合える、聞き合えるチ
ームワークのある職場づくりを心

恵まれた」と思います。職員も被
災者であり、住民と同じ境遇の中

◆何でも話し合える職場づくり

の打ち合わせでも対等に話をする
ことができました。ご遺体の対応

いうことで、被災者の皆さんで五
設計業務についても、多くの現場
戸以上のグループ（協議会）を作
を一定の方法で進めるため、各事
っていただき、集団移転の申請を
業者とコミュニケーションを密に
受け付ける方法で進めていました。 とりながら、事業を進めました。
宅地造成業務は、
「百人が設計す

界を見極め、自分に言い聞かせる
開発許可や埋蔵文化財調査等の手

等の協力を得て、がれきの仮置き
集団移転の事業を進めるにあた
場等を確保することができました。 っては、国立公園等の区域内での
震災から四箇月ぐらい支所に泊

続きが多数ありました。団地を造
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全ての地区について一定の基準

やご位牌や写真等の保管について

れば、百通りの設計案ができる」

ように業務を前に進めました。

も全てわかっておられました。自
衛隊の皆さんには本当に感謝して

といわれるぐらい決まった正解と
いうのがありません。その中で一

まり込んで対応にあたりました。

平成 29 年 2 月入稿

殺到した患者に医療を提供
部長

加賀 秀和

ました。
震災直後は、大学病院等他の医
療機関と連絡がとれず応援要請が
できませんでした。やがて衛星電
話等を使用しましたが、声が聞き
取りにくくて困りました。
◆震災直後の医療提供
病院では外来診療を中断し（三
月二十一日までの十一日間）
、震災
による救急患者の対応に当たりま
したが、震災当日は、患者は殆ど
来ませんでした。道路が寸断され、
救助活動も始まったばかりでした。
ずぶ濡れの患者がたくさん運ば
れてきたのは、三日目頃からで、
約二千百人の患者を診療しました。
その間、病院までたどり着けな
い避難所等で孤立している患者が
いるはずだということで、医師が
率先し、院内の研修医や応援の医
師を引き連れて市内を巡回しまし
た。
また、薬を持たずに避難した方
や薬が流されてしまった方等、約
五千人へ薬の処方を行い、多い時
で約三百人の行列ができました。

人手が足りず徹夜で作業をしてい
ると、地元の調剤薬局が手伝いに
駆けつけてくれました。薬問屋や
医療器材等の事業者も手を尽くし
て必要な医薬品等の確保に協力し
てくれました。
当時、人工透析の患者が約百七
十人いました。電気や水道が安定
的に供給されるまで、北海道から
神戸までの遠方の医療機関に受け
入れてもらうことができ、約九十
人にしばらく移っていただきまし
た。
◆病院機能維持のため数々の工夫
入院患者を見ると、首にタオル
を巻いている方がいました。ある
病棟で、自分の病棟の患者を識別
すための目印として、看護師が工
夫したそうです。
また、被災した患者に市内の避
難所情報の提供を行い、家族を探
しに来院する方のため、診療が終
わった患者にどこの避難所へ行く
かを聞き取り、一覧表に記入し、
ロビーに掲示している看護師もい
ました。
誰かが指示をしたわけでも、訓
練をしていたわけでもありません。
「病院機能が行き詰まらないため
に何をすべきか」を考え、相互に
連携し自主的に取り組んでいまし
た。

震災の翌日に自衛隊の方が、中
央公民館の避難者の誰かが約四百
四十名の避難者氏名を書いたノー
トの切れ端等を持って私を訪ねて
こられました。避難者の中に私の
妻がいたので病院に届けるよう託
したものでした。すぐさま危機管
理課に避難者の情報を伝えました。
誰もが現場で色々と工夫をしてい
たのだと思います。
◆新病院の建設へ
全壊した病院の再建には国費が
あてられましたが、本市について
は、当初復旧までしか認められま
せんでした。この震災では診療を
続けることができましたが、この
次の災害で対応できるかどうかわ
かりません。国に要望し、本市で
の新病院建設にも国費をあてるこ
とができるようになりました。本
当に良かったと思います。
◆全国の支援に感謝
ＮＨＫの取材拠点として病院の
駐車場を提供しました。
「入院患者
のためにお米を送ってほしい」と
テレビで話すと、翌日の午前中に
秋田から軽トラックでお米を届け
てくれました。その後も、広島を
はじめ全国から支援をいただき、
入院患者の入院食を提供し続ける
ことができました。
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◆訓練通りに初動を実施
震災前に一番心配していたのは
建物の老朽化でした。大きな地震
のたびに修繕をしており、災害対
策として、トリアージ訓練をして
いました。
地震が発生した日は年休を取り
北上市に出かけていました。自動
車の運転中に異常を感じ、カーラ
ジオで地震の発生を知りました。
病院と連絡を取ろうとしましたが
携帯電話が通じず、とにかく病院
へ急いで向かいました。
到着すると、病院の近くは四十
センチメートルぐらい浸水し、が
れきもありました。訓練通りに午
後三時にはトリアージポストが設
置され、低層階の患者には高層階
に移っていただいていました。建
物の被害も把握済みでした。はじ
めに医薬品や医療器材等の在庫を
確認しました。自家発電機用の燃
料（重油）や貯水タンクの残量も
確認しました。医療機器の電源が
喪失すると病院機能が維持できな
いため、燃料の確保が課題となり
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しかし津谷川を遡上して来た津波の

り、海岸からは随分距離があります。

ました。

員は身動きが取れない状況になり

り濁流に囲まれ、二階に避難した職

波が押し寄せ、当院は周りをすっか

数十分後、本吉病院より上手まで津

た様子もありませんでした。しかし

電力も確保されており特に混乱し

からいくらか物が落ちた程度で、建

向かいました。院内を見回すと、棚

らすぐに本吉病院へ状況の確認に

宅にいましたが、地震が発生してか

ケガをされたりした患者さんが多数

翌日からは、定期薬を流されたり、

起動させ、暖をとりました。

た が ブル ーヒ ータ ーが あっ た ので 、

投光器で照明を確保し、寒い夜でし

所から送致された小さな発電機と

は浸水で使えなくなり、本吉総合支

しました。また一階にあった発電機

と診療材料で、患者さんの手当てを

の指示で、残された最低限の医薬品

た。また自家発電機も起動していて、 ングだったようです。看護師は院長

物や設備も痛んでいない様子でし

来院され数少ない職員で対応をし、

者さんが帰ってまもなくのタイミ

外来休診でしたし、津波は最後の患

たと思います。

がいる親御さんは本当に心強かっ

していただけ、特に小さな子供さん

こだわらず、小児科も精神科も診療

くれる医師でした。内科や外科等に

が、どのような症状の患者でも診て

師がその後院長に就任されました

災害救助派遣で支援に来ていた医

あ っ たこ とか ら相 次い で退 職 され 、

当時の常勤医は健康面で不安も

こともあったのが心残りです。
◆生まれ変わった地域の医療拠点

善意の受け入れが十分に出来ない

数日後からボランティアを始め

がたさも痛感しました。

さと、電気が利用できることのあり

どの設備が使えなくなることの大変

段は何気なく使っているシステムな

当に様々なことに対応しました。普

り、医療廃棄物の処理をしたり、本

確保や燃料の調達のため走り回った

にも被災された人が何人もいまし

が大切です。そのような中で、職員

り、同じ目標を持って取り組むこと

ためには、みんなで同じ気持ちにな

ップも必要です。災害対応を進める

また災害時には、強力なリーダーシ

ら 考 える 力を 養う 必要 があ り ます 。

でどう対応するのが最良か、普段か

の事態になった中でその場その場

の資機材が使えなかったり、想定外

員が出勤できなかったり、使う予定

です。被災の後も本来いるはずの職

上部に上がるか、別な場所に避難す

たが、雑多なことへの対応に追われ、 課題です。津波が襲来した時建物の

者さんの命が失われる事態にはな
関係各方面から医療機器や電算シ
らずに済みました。金曜日の午後は、 ス テ ム 等 支 援 の 申 し 出 が あ り ま し

二階が入院病棟だったため、入院患

他方、職員は診療科が増えたこと

たが、今振り返ると復旧・復興や新

どう行動するかはたいへん難しい

◆発想を巡らせて起こりうること
を訓練に

員も本当に感謝しておりました。

い医師に着任して頂けて、住民も職

など対応事項も増えましたが、新し

県との協議や支援医師の受け入れ

した。事務方も病院の修復のため国、

療スタッフは覚える必要がありま

ピンチをチャンスに 新しい地域医療の拠点として

襲来を受け物はひっくり返り、水が

震災当日受け入れたご遺体の安置場

もあり、新しい医療体制等について

体制構築に向け、皆本当によくやっ

◆まさか津波が来るとは思わなかった
震災当日の午後は休暇を取り自

本吉病院はＪＲ本吉駅の近くにあ

一 階 に は診 療 室や 検 査室が あ り 、

◆まずは最低限の暖と灯りを

畠山 篤朗

引いた後には、もともと当院の物で

への搬出もお手伝いしました。二階

いこうと必死でした。新院長は新し

てくれたと思います。

主幹

はない大小様々な物が床に積み重な

の限られたスペースに待合室と診療

い機材や備品、電子カルテシステム

管理課

り足の踏み場もない状態になってお

室等を準備し、手書きの処方せんや

の導入も提案され、その使い方も医

気仙沼市立吉本病院

り、一階の床から一．七メートルの

カルテ用紙の印刷のため事務機器の

るかなどは判断が分かれるところ
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想 定 外 の災 害 が発 生 した場 合 に 、

高さまで浸水していました。
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