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市長講演 

「遠野市の沿岸被災地後方支援」～「縁」が結ぶ復興への『絆』～ 

岩手県遠野市長 本 田 敏 秋  氏 

ただ今紹介頂きました岩手県の遠野市から参りました本田と申します。今日は、このよう

な機会を頂きまして、25分という時間の中で遠野の取組み、東日本大震災から我々基礎自治体

が何を学んで、そしてまたこれだけ多くの犠牲者が出た中でどのような形での新しい仕組みを

つくらなければならないかという中における現場での体験としてのお話を申し上げたいという

ように思っております。 

 ご案内のとおり、東日本大震災は昨年の３月11日、14時46分に発災いたしました。私のとこ

ろの遠野市も大変な揺れでありました。それも長い長い揺れであったわけであります。私はた

またま前の日に議会が終わったものでございますから、平成23年度の当初予算が全会一致で可

決されたということもありまして、いろんな用も足さなきゃならないということで市内におっ

たわけであります。２時ごろ帰ってまいりまして、遅いお昼を食べながら３時半には役所に行

こう、着替えをしなきゃならないと準備をしておったところにあの揺れが襲ったわけでありま

す。大変な揺れでありました。もちろん、この首都圏も大変な揺れであったようでございます

けれども、私も経験したことのない揺れでありました。「あっ、これはもう庁舎は下手すると

だめだな」と頭を過ぎったわけであります。そして家屋倒壊、火事、或いは学校、病院、福祉

施設、道路、水道、橋といったようなものがぱっと頭の中に過ぎりまして、まだ揺れがおさま

っておりませんでしたけれども、直ちに防災服に着替えてラジオを片手に持って自転車で役所

に飛び込んだわけであります。都会と違いまして私のところは早足で歩いて10分のところに私

の家がありますから、自転車ですと３分位で飛び込んだわけであります。 

市役所がもう惨たんたる状況でありました。「みんな逃げたか」と話をしたわけでありま

す。「けが人はないか」と大きな声を出したわけであります。けが人はないと。みんな逃げて

いると。市役所の中に飛び込みましたら、もう惨たんたる状況でありました。よく市民課も税

務課も財政課も総務課も、或いは３階には議会があったわけでありますけれども、前の日に議

会が終わっているわけでありますから、議会の方はまさに何も被災がなかったということもあ

りまして、とにかくみんな逃げたということでけが人はいないと。直ちにパトロールに出てく

れと。家屋倒壊が起きているかもしれない。或いは火災が起きているかもしれない。もちろん、

この揺れであれば断水は避けて通れない。水道は多分大きな被害を受けているだろうと、消防

団、常備消防、そして職員、幹部職員も含めて直ちにパトロールに出てもらったわけでありま
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す。ラジオは「大津波警報が発せられました、皆さん逃げてください」と。それを一生懸命ラ

ジオは言っていました。我々はその時点でラジオしか情報はなかったんです。あとは何も情報

がとれなかった。直ちに職員と消防団、或いは婦人消防協力隊といった方々が市内のパトロー

ルに出たわけであります。何せパトロールに出るといっても825平方kmという広い広い面積で

東西南北60キロあるわけでございますから大変なことでございましたけれども、平日であった

ということ、そして昼間であったということが幸いしたというように思っているわけでありま

す。４時半には家屋倒壊がないと。そしてまたけが人も何人かは出ているけれども、命にかか

わるような被害は出ていない。それから火災も起きていない。ただ断水はかなりの部分で起き

ておると。これは地震でありますから、時間の経過とともに断水といったものはどんどん出て

くるだろうということは当然予想されたわけであります。そして、何よりも電気がもうほとん

ど、すべてダウンしてしまったというわけであります。４時半には３万市民の安心・安全が一

応確保されたと。ただ独り暮らし老人の安否確認が、約1,600人位いるんですけれども、その

安否確認には手間取りました。かなり時間が、次の日までかかったということでありますけれ

ども、いずれとにかく確認をするということがまず大事。この態勢をとりまして、市役所前に

テントを張れ、そして運動公園を開放しろと対応を進めたわけであります。運動公園を開放し

ろというのは、もう大津波だということがラジオでどんどん流れておりましたので、そうなれ

ば遠野は一つの役割があるという中で今まで訓練も重ねてきたじゃないかと。であれば、自衛

隊、消防隊、警察隊、医療隊といったような捜索・救出・救命に当たる方々が遠野にどんどん

入ってくるぞと。従って、その受け入れ準備をしろというような形をあわせて行ったわけであ

ります。後方支援ということも当然でありますけれども、やはり市民の安心・安全といったこ

とが一番大事だったわけでありますから、まずそれに全力を挙げたということであったわけで

あります。 

明治三陸大津波、これは115年前に起きております。今回の東日本大震災と同じぐらいの規

模の地震津波災害が明治29年６月15日、これは旧暦ですと５月５日ということになっています

けれども、大変な津波が押し寄せたわけでありまして、夜７時半ごろ地震が起きたと。非常に

長い揺れだったそうでございます。そして、家族団らんのときでありますから、随分揺れが長

いなといっておったときに８時過ぎ、８時10分位と記録を読みますとそう書いてありますけれ

ども第一波が押し寄せて、今回被災を受けた釜石とか大槌とか、或いは田老町とか、まちが消

えるというような大変な災害が起きたのが115年前なわけであります。そしてまた昭和８年３

月３日、これは昭和三陸大津波ということになっていますけれども、これは真夜中午前１時半
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に地震が起きて、その30分後の午前２時過ぎ、言うところの丑三つ時に起きたという中におき

まして、やはりこの時も3,000人近い犠牲者が出ておると。ここ100年の間にもそのような沿岸

地域がズタズタになる津波災害に見舞われておると。それから、また地震は感じないけれども、

遠地津波ということでチリ地震の、太平洋を越えてのチリ沖で起きた巨大地震が東日本太平洋

沿岸を襲ったというチリ地震津波というのも昭和35年５月24日に起きておるわけであります。

過去100年の間にも、こうしてズタズタになる地震だけじゃない、津波という大変な災害の中

で多くの命が失われているという経緯があるわけであります。 

その中で、遠野市も市役所の建物をもう解体いたしました。もうとてもだめで、今市役所

のない遠野市であります。そういう中で、画面のここに表示しておりますけれども、ここが遠

野市であります。北上山地であります。これは800ｍから1,000ｍ位の山の中、遠野盆地に825

平方kmの遠野市があるわけであります。ここが盛岡市、こちらは一関市、縦貫道が通り、新幹

線が通り、そして空港もあるという岩手県の中でもエネルギーが集中している、企業も集積し

ている、人口も集積地帯、そして肥沃な土地もあるという中における北上川流域なわけであり

ます。今回被災を受けたのがこの三陸沿岸、もちろん宮城県、特に福島県などは大変な状況に

なっているわけでありますけれども、その中におきましてただ今申し上げましたとおり三陸地

域が過去100年の間にもズタズタになっているという津波被害があるという中にございまして、

この遠野市が825平方kmという中にあって、この北上山地の中で遠野盆地としての一つの役割

を果たし、沿岸と内陸の交流の拠点としての歴史を歩んできたという一つのまちづくりの歴史

があるわけであります。 

そして、この中におきまして、ここが運動公園であります。これは釜石のほうに、沿岸に

行く283号線という国道であります。立派な道路ができました。であれば、ここが一つのズタ

ズタになった時に遠野の果たす役割があるんじゃないかということで、今から５年ほど前にな

りますけれども三陸沿岸地震津波災害後方支援中継基地構想というものを立てました。そして

情報は今の時代でありますから瞬時で世界を駆け巡るけれども、減災、或いは私どもの遠野市、

市という名ではありますけれども今医師不足の典型的な状況でありまして、産婦人科医もいな

いというような状況であります。そして、その中におきましてこの構想をまとめる時に、やは

りないものねだりの中で対応しても、それこそ十月十日たてば赤ちゃんが産まれるという中に

あるんだと。となれば道路整備でもってその時間短縮をするという中における、命を守る道路

整備も訴える必要があると。ただ幅員が狭い、カーブが多いというだけで訴えたって、道路整

備はなかなか進まないのではないだろうかと。となれば運動公園があるじゃないかと。津波災
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害もかなり予想されている、かなり確率が高いと。もう運動公園のグラウンドそのものはそれ

がすぐヘリポートになると。であれば駐車場は自衛隊、警察隊、医療隊のまさに捜索・救出・

救命という命をつなぐ方々の基地にもなる。ヘリで離発着すると15分で沿岸被災地に行ける中

におきまして、総合運動公園を一つの拠点にしようという構想を立て、従って道路もつないで

ほしいという訴えにそれで持っていこうというような構想にしたわけであります。 

ただ、それも単なる広域の交流の拠点じゃない、遠野は分厚い花崗岩に覆われていて、そ

して巨大地震が発生しても壊滅的な被害は免れるであろうと。もちろん今回市役所をなくして

しまったわけでありますけれども、そういう安定した地盤にあると。それから火山帯にも入っ

ていない、活断層もない、ここが遠野であります。ということになると、やはり海がない、だ

から津波が来ない、だから関係ないじゃなくして、津波が来たときに１人でも命を救うという

部分における遠野の役割といったものをそこに見出すことができるのではないだろうかという

のが構想であったわけであります。合併前から通算しますと丁度３期目の途中でありますけれ

ども、市長に立候補したときは2002年でありましたけれども、海がない、だから津波が来ない、

従って遠野の果たす役割というのもあるぞと。100数年前ですけれども、明治三陸大津波の時

も遠野がいろんな役割を果たしてきた歴史もあるんだと。だから、これは市町村のネットワー

クという中において、やはり災害対応に備えるということが必要じゃないだろうかという形で

訴えたわけであります。そのときに市民の皆さんからこういうことがありました。「市長、何

かあんた勘違いしているんじゃないか、海がないんだぞ、だから津波が来ないんだ、だから遠

野は関係ないんだぞ」と。「１票にもならんぞ」という話もされたわけであります。いや、１

票になる、ならないじゃないんだと。命をつなぐという中にあって、それをやはり基礎自治体

という市町村がどのようにお互いの役割を果たすのか、足らざるところを補い、そしてまた特

性を生かすというネットワークの中で我々自治体も生き残っていかなきゃならないんじゃない

だろうかということを、私は真摯に市民の方々に説明を申し上げたわけであります。そして市

議会、或いは消防演習、或いは婦人消防協力隊の研修、いろんな中で海がない、だから津波は

来ない、従って三陸沿岸に大津波が来た時には遠野の果たす役割があるんだということで、平

成19年でありましたけれども、2007年の年に岩手県では13市が総合防災訓練を輪番制でやって

いるわけであります。丁度2007年に遠野市が当番だったものでございますから、遠野市も地震

で甚大な被害を受けた。そしてまた津波が押し寄せたという中においての訓練も加えて、構想

から理解と協力をということで県の総合防災訓練を平成19年９月に行ったわけであります。そ

れを踏まえまして、つながろう、備えようということにしますけれども、11月に遠野市だけで
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声を出しても人口３万人の市の声といったものは限られているんだと。だから今般の沿岸被災

地の皆さんとも連携を取りながらということで、陸前高田、大船渡、そして釜石、大槌、山田、

宮古と、私それぞれの市町村長を回りまして、もしも津波が来たときには遠野としての役割が

あるから協議会をつくらないかということで呼びかけをいたしまして、11月に協議会が立ち上

がったわけであります。 

そして、その皆さんとそれぞれこの構想につきまして話をしていったときに、本気かとい

うことがありますけれども、陸上自衛隊の東北方面隊の当時の総監でありました宗像久男さん

という方が身を乗り出して話を聞いてくれたわけであります。と申しますのは、先ほどの中林

先生のお話にもありましたけれども、岩手・宮城内陸地震が平成19年にあったわけですね。そ

の時にやはり孤立集落が出た。そして、さまざまなヘリが飛んだけれども、着陸する場所をど

こにするかというような形で大変戸惑ったという事例があったわけであります。そこで運動公

園を開放しましょうという構想の中で、先ほど申し上げましたこの運動公園を開放しましょう

と。あんた、本気かという話になったわけであります。そして、いや、本気は良いんだけれど

も、もしもその運動公園で野球大会とかサッカー大会をやっている時、貴方どうするんだとい

う話だったわけであります。総監、そのときは直ちに中止ですよと。ほんと、貴方そんなこと

言っていいのかという話であったわけであります。しかし40キロ離れたところで大変な災害が

起きたということを想定した場合に、海がない、だから津波が来ない、遠野は関係ない、野球

大会も継続です、サッカー大会も予定通りやりましょうというのは、遠野は沿岸と内陸の拠点

の中にあって一定のまちづくりを進めてきたと。それは今回の沿岸被災地の皆様とまさに内陸

との関係における一つの交流の中で遠野のまちづくりが進んできたと。従って、野球大会もサ

ッカー大会も予定通りだというような形で進めるつもりはないし、直ちに私は市長として中止

させ、自衛隊の皆さんや消防隊の皆さんと警察の皆さんに開放いたしますよという中で、みち

のくアラート2008という一つの大規模な訓練を宗像総監のもとに陸上自衛隊東北方面隊、この

図では岩手県だけでありますけれども、宮城県も入っての大規模な訓練だったわけであります。 

その時には、末端の自衛隊員は被災地に向かう道路の状況もどのルートをとって良いかと

いうことすら知らされていなかったと。私もこの訓練に市職員、それから消防団、そして婦人

消防協力隊を初め遠野の防災関係者の皆様もこの訓練に参加したわけであります。２万人を超

える訓練でありました。その時のまさに鳥肌が立つような、命といったものの中で今向かって

いるんだぞと、何だ、おまえのその報告はというような形で、指令本部における殺気だった怒

鳴り声を交わしているのを聞きまして、本当にやっぱり災害といったものは、命を守るという
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のはこれほど真剣なものなんだなということを我々市職員の幹部もその中でまさに感じたわけ

であります。そして、それが３月11日現実のものになったわけであります。 

そして、それが現実のものになったことにより、まさに寒い、本当に寒い、体感温度は氷

点下７、８度、或いは場所によっては10度位だったのではないでしょうか、３月とはいいなが

ら。市役所前にテントを張り、そしてラジオに耳を傾け、動きようもなかったわけであります。

ただ自衛隊、消防隊、警察隊がどんどん遠野に入ってまいりました。六車さんという遠野に拠

点を置いた自衛隊の連隊長さんは、７月25日に遠野を引き上げて行きましたけれども、涙なが

らに「運動公園に向かって来たならば、遠野市の職員と消防団と消防職員がロウソクの炎でも

って迎えてくれた」と。もちろん、今の時代ですから投光機もあればちゃんとした懐中電灯も

あるということなんですけれども、「そのロウソクの炎の明るさといったものがあれほど感じ

たことはなかった」と、涙ながらに六車さんは語ってくれたわけであります。そこに運動公園

に続々と集結させる手配をとりながら、私どもはテントの中でどうなっているんだろうと、山

火事が発生している、津波が来ている、避難してくださいとしかラジオは言っていない。そう

いった中に丁度11時間後の午前１時40分、１人の男性悲痛な叫びと書いてあります、「大槌高

校に500人が避難している、水も食料も全くない、何とかして欲しい」というような悲鳴だっ

たわけであります。そして、この２つの峠を越えて遠野市に辿り着いたと。彼のその心境はど

んなものだったか。21世紀のこの時代に峠道を２つ越えて、真夜中、山火事が発生している中、

まさに身の危険も顧みず遠野に辿り着いたということだったわけであります。それはやっぱり

ラジオで言っていることがその通りだなと。大変なことだということですぐ消防職員を呼んで、

「ありったけのものを車に積めと、すぐ大槌に向かえ」というような指示をしたものの、ちょ

っと待て、この寒さだと道路は凍結している、山火事も起きている、職員にまた犠牲を出して

は大変だということで、夜明けまで待てということにして、午前４時50分ごろでありましたけ

れども、夜明けに２台の車で大槌に向かわせたわけであります。その結果10時過ぎに帰って来

ました、まさに「言葉になりません」の一言でありました。大変な惨状であったわけでありま

す。デジタルカメラで撮ったもので見せられたわけであります。 

そこで遠野市の中においては市民の安全・安心、約50カ所、そして2,000人以上の遠野市民

が避難をそれぞれの集会所、コミュニティセンター、自治会館というところに避難をしており

ましたから、そこの避難所の開設、運営も大変だったわけであります。電気がありませんから

ご飯は炊けない。暖がとれない、何で暖がとれないんだ、灯油があるだろうといったら、否、

全部ファンストーブで電気がないから使えないんですよと。じゃ、反射式ストーブはないかと
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いったら、反射式ストーブは遠野市でもほとんどがもうなくなっていたんです。だからそうい

ったものに対する備えといったものが、我々もライフラインがダウンしたときの備えといった

ものがいかに手薄であったかということをその中で知ったわけであります。懐中電灯はあるけ

れども電池がないといったような状況も続いたわけであります。そうしているうちに全国から

どんどん自衛隊、これは海上自衛隊の大型ヘリであります。大阪市消防局の消防隊であります。

また兵庫県か静岡県の医療隊であります。そして握ったおにぎりは約14万個、市民の皆さんで

握って送り続けたと。それから地元の高校生も含め救援物資と人員を送り続けたと。まさに後

方支援として、単なる自衛隊、消防隊、警察隊の皆さんに場所を提供しただけではないんだと。

市民一丸となってやはり３日間、72時間、それをどのように遠野市の身の丈でできることがあ

るはずだという中における取り組みにしたわけであります。 

そういう中にございまして、自衛隊、これはまさに2008みちのくアラートと同じような状

況がここに実際の救助としての自衛隊の基地ができたわけであります。これは沖縄県医師会の

医療チームの皆さん、初動時には3,500人の自衛隊、消防隊、警察隊の方々が集まりました。

そして今大体もう１年たとうとしているわけで、270の団体が遠野を拠点にし、被災地のほう

に向かったということになるわけであります。そして、今日この会場にもさまざま遠野市の後

方支援に対しましてご協力を頂いて、ご支援を頂いた市の皆様も多分出席されているんじゃな

いかと思っておりまして、この場をお借りいたしまして御礼と感謝を申し上げますけれども、

あっと言う間に42の市町村、これはあくまでも市町村という枠の中でくくり、そして、実際お

米とか水とか食料、飲料、衣類、寝具、さまざまなものを送って頂いた市町村という形で限定

しておりますけれども、そのほかにもボランティアの方々、或いは職員の方々、我々の市を通

さないで入った方々がかなりの数に及びます。266団体ということにしていますけれども、私

はそれ以上じゃないかというように思っておりまして、３万人の遠野市に６万2,000人以上の

ボランティアの方々、そして遠野の後方支援をしっかりやってくれという中におきまして、遠

野を故郷とする東京の遠野郷人会の皆さんであるとか、いろんな市町村の皆様からも支援金を

送って頂きまして１億5,000万円、このお金が６万人というボランティアの方々を派遣するバ

ス代とか、或いはガソリン代になったということであります。そのような中におきます後方支

援を行う遠野市の後方支援を行ってくれた、まさに全国の基礎自治体のネットワークがあった

ということであります。 

そういった中にございまして、全国の知恵と力を出し合おうということにしましたけれど

も、今、後方支援連携調整会議といたしまして静岡県、関西広域連合、神奈川県といったよう
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なところ、それから今実際人も派遣して頂いておりますけれども、大阪の堺市とか愛知県の大

府市とか熊本県の菊池市、それから東京大学をはじめとするこのような団体、そしてまた武蔵

野市とも大変長い付き合いをしておりますから、武蔵野市友好交流市町村というネットワーク

で武蔵野の市長さんがこの友好交流市町村に声をかけていただきまして、富山県の南砺市であ

るとか長野県の安曇野市であるとか、或いは川上村であるとか、千葉県の南房総市であるとか、

本当に８つ、９つの市町村の皆様が遠野を応援してくれるというような、そのような水平連携

の中における仕組みができたわけであります。そして私は、この中におきまして一つのこれか

らの議論にもなろうかと思っておりますけれども、この２つの法、災害対策基本法と災害救助

法というのがある。これはまたいろいろ、時間もありませんのでこれについて今日は行政のプ

ロの方が集まっておりますので、ここで解説する必要はないと思っておりますのでこれは避け

ますけれども、この部分におきます対応の中で我々が学ばなきゃならないといったものは、こ

こに書いてありますとおり、災害の局面に応じて指令塔として役割を担う首長、多くの自治体

の職員が命を落としているわけであります。私どもが本当に親しくしております大槌町、地震

が来たと、これは津波が来るなということで、このままだと余震が来ると建物も危ないという

ことで前庭に出て対策会議をしておったわけであります。そこに津波がどっと押し寄せまして、

大変私も親しくしておりました加藤町長さんも波にのまれました、亡くなったわけであります。

東梅副町長さん、この方も一応命は助かったものの東梅さんの話を聞いて本当に波にのまれて、

もう自分はだめだなと思ってぽっと手を挙げたところにつかまるところがあってそれを握った

と。それで東梅副町長は命が助かったんですよ。そのような状況で、まさに役場の幹部職員が

30名も犠牲になったと。陸前高田市も壊滅いたしました。まさかこの役所まで津波は来ないだ

ろうといった、そのまさかがまさかじゃなかったわけであります。３階まで上がった職員は犠

牲になったけれども、屋上まで逃げた職員は助かったというような、そういう惨状だったわけ

であります。臨時職員や嘱託の職員まで含めると100名以上の市職員が犠牲になっているわけ

であります。もちろんとんでもない数字の住民が犠牲になっているわけでありますけれども、

被災地の皆さんの命という部分における行政機能が機能不全を起こしたわけであります。 

災害救助から見れば、当然県の事務移譲を受けながらまさに業務を補助する、都道府県の

事務を整備する市町村が機能不全を起こしたという中にありまして、この中に国・県・市町村

という縦の仕組みと、それから全国の多くの市町村間の横のつながり水平連携といったものを

比較してみた場合に、少なくとも発災してから１カ月につきましては、私は現場の人間として

言うところの市町村間のネットワークといったものがそこで機能したのではないかなと。そし
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て現場という大変すさまじい中におきまして、現場の首長をはじめとする職員が懸命に頑張っ

たという姿がそこにあったんではないかなというように思っているわけであります。 

従いまして、この横のつながりという中にありまして災害対策基本法、或いは災害救助法、

この２つの本質といったものをよく見極めながら、基礎自治体としての市町村の役割、平成大

合併の中で基礎自治体もかなり力をつけてきているわけであります。力をつけてきても、我が

遠野市のような所、３万人でもって力をつけてるなんてちょっと言えませんけれども、かなり

大きな仕組みがこの基礎自治体の中にも出てきているわけであります。じゃあ広域自治体とし

ての県の機能はどうなるかというと、またこの災害対策基本法とか災害救助法の一つの枠の中

でものを考えているということではないだろうかということも考えるわけであります。その中

にございまして、仕組み、国・県・市町村・被災市町村、庁舎が被災して機能不全になった、

職員も。職員も実は家族を亡くしている方も一杯いるわけであります。そういった中の支援自

治体という所において、首長の現場の判断で素早い支援行動が展開できる。それぞれ応援をす

る。その時における責任、権限、財源を踏まえた新しい仕組みといったようなものも、それぞ

れの中において今度の震災から学んだ中におきますこのような、想定外ということになってい

るけれども、果たして想定外だろうかというようなことも冷静に考えながら、要請を前提とし

た、ただ、これがもう既に自主的に行動するという形でこの１年の間にだいぶ考え方も前に進

んでいますから、これは要請を前提とした法律といったものも大きく様変わりしていくという

ことはその通りであります。 

後は、やはり情報がないという中におきまして、このような仕組みをどう考えればいいだ

ろうか。100年、いや1,000年に一度だといわれているけれども、100年前に今回の震災と同じ

ような町そのものが消えたような津波災害があったんだと。だから、果たして想定外と割り切

っていいだろうかというところも我々は冷静に考えなければならないのかなというようなこと

も思っている次第でもあります。 

従いまして、もう時間になりましたので話は終わりにしますけれども、この中におきます

後方支援という取り組みであります。中国政府が対口支援という中における災害対応について

の支援の仕組みというものが、ある力、ある都市が一つの被災地を応援するというような仕組

みであります。そして今般も岩手県の場合は静岡県が担当すると。そしてまた関西広域連合が

岩手の方を応援するというような仕組みの中で、全国知事会等でそういう動きがありました。

そういった中にございまして、遠野が今回果たした一つの役割というのが、ここがハブ機能を

持ったということであります。大袈裟な言い方になりますけれどもハブ機能を持ったと。そし
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て宮古の方には道路が非常に狭くてアクセスが非常に出にくかったもので、宮古の方には２回

か３回しか行けなかったけれども、山田から大槌、釜石、大船渡、陸前高田の方につきまして

は、それぞれの被災地のニーズに応じて300回近く遠野を拠点にしながら職員もボランティア

の方も往復したと。６万人がここにボランティアとして居を構えて応援をしたと。この６万人

の受け入れができたというのは、自治会、コミュニティセンター、或いはそれぞれの集落の集

会所といったもの、畳の部屋があり、炊事場があり、トイレがあるということで、その方々を

144カ所の地域の方々の了解をいただいて、そしてそれを開放したがゆえに対応が可能になり、

複数の被災地をそれぞれの身の丈の中から応援し、そして内陸或いは全国の市町村の皆様が遠

野に届ければ被災地に入るそうだという中における対応ができたということで、今でもボラン

ティアの方々が続けておりますけれども、こうして１年以上の後方支援活動が可能になったと

いうことであります。こういった後方支援を後方支援するネットワークがなかったならば、私

どもせいぜい１カ月か２カ月で息切れもし、対応ができなかったというように思っているわけ

であります。 

後３分程宜しいですか、エピソードをちょっとご紹介いたしますけれども、本当にこれは

今思っても涙なくしては語れない話でありますけれども、プレハブの仮設住宅の中で岩手県も

宮城県も福島県の方々も大変な苦労、大変な状況にあるわけであります。12月の末でありまし

た。ある70歳になる奥さんが私のところに来て話をしながら、市長さん、本当に遠野の皆さん

にはお世話になりましたという話でとつとつと語り始めたわけであります。そして話しており

ましたら旦那さんを亡くされておりました。今、娘と２人で仮設住宅にいるという話の中で、

うちの人も一緒に私と逃げたのだからそのままいればいいのに、隣のお婆ちゃんがどうしてる

か気になるといって戻ったんだよ。そしてそのお婆ちゃんを背負って逃げる途中に津波に巻き

込まれてしまって、結局は帰ってこない、犠牲になってしまったと。本当に悔しい、本当に無

念だと泣いておりました。しかし、その後に出てきたのは、うちのお父ちゃんも偉いよなとい

うかたちで自分の気持ちを慰めているんですという話をされておりました。そして、今娘と仮

設住宅にいるけれども、娘は昼間はお母さん頑張れと笑っていろいろ声をかけてくれるんだと。

だけど夜になると布団の中で泣いている、婚約者の方を亡くしているわけであります。そのよ

うな事例が一杯です。 

陸前高田の35歳ほどの若い方でありました。私も不用意な発言をしたなと思ったのです。

どうでした、何々さんいかがでしたと、それこそ気軽に声をかけてしまって、そうしましたら

ば、市長さん、家内と子供２人亡くしましたという話。ああ、聞くのではなかったな、思い出
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させてしまったなという。そういう事例が一杯それこそあります。 

それぞれのケース、ケースによって。従って、私は絶対これは風化させちゃならないと。

風化させてはだめだと。瓦礫と一言で言うけれども、あの瓦礫には仏壇もあれば位牌もあれば、

結婚アルバムもあれば、さまざまな生活のすべてが瓦礫の中に入っているわけであります。単

なる瓦礫じゃないわけであります。しかし片付けなければならないという非情な判断もしてい

かなければならないわけであります。そこをどうバランスをとるかという部分の中において、

被災地の皆さんに思いを、心を寄せてという言葉の中で、その非情な部分をどう割り切りなが

ら復興に向けて歩み出すのかという部分においては、我々行政を預かるものにとっても大変な

判断が。もちろん私のところは市役所がなくなったというかたちでありますけれども、被災市

町村の首長さん方は大変な思いの中で復興というものに向かって行かなきゃならないんじゃな

いのかなと思っております。 

そしてもう一つは、仮設、その中に陸前高田市の市役所の職員で私が非常に親しくしてお

った方。どうしたかなと思って聞きたかった、あそこも被災を受けているはずだ、どうしてい

るかなと思ってなかなか確認するのが怖かったんですね。そうしましたら10月ごろに奥さんと

来られまして、本田さん、生きてたぞと来てくれたんです。そしていろいろ話をしながら良か

ったなと、いや家族がまず幸い犠牲にならなかったと。ただ退職金で建てた家はすべて流され

て何もないと。ただ孫が元気で、おれのこれからの一つの人生なんだよなと言いながら、奥さ

んは隣で泣いていましたけれども、その２人の話を聞きますと、ある集落の中で被災を免れた

というか流失を免れた一軒家があった。そこで地域の皆さんに声をかけて、海水をかぶった１

階を皆で整頓しながらそこを寝泊まりできるようにして、３月から４月、５月、６月と３カ月

半そこに寝泊まりをしたそうでございます。普段は夫婦２人の一軒家だったそうでございます。

何と28人がそこに寝泊まりをしたと。そして避難所にはいろんな救援物資は届くけれども、

我々の流失を免れた家屋に避難している所には、なかなか救援の手が届かなかった、それを民

間のボランティアの方々がいろいろフォローしてくれた。それで３カ月半28人が合同生活し、

そして７月１日に仮設ができたということで28人はそのまままさに絆を保ったまま仮設のほう

に移ったという話をされました。従って、人と人とのつながり、或いは地域と地域の絆といっ

たものが、こういった自然災害にあってはいかに大切なものであるかと。もちろん復興元年で

ありますからさまざまな形のものがどんどん復興し、整備をし、また新たな形で立ち上がって

いかなきゃならないという部分はそうでありますけれども、そういった無念さ、そしてまたそ

ういった絆、或いは人と人とのつながりがいかに大切であるかというようなところ、これは絶
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対風化させてはならないし、私どもも遠野市としての後方支援の中にあって縁を大切にしなが

ら、そして沿岸被災地の皆様と向き合おうと、我々でもできることがあるぞと、すべてを県や

国にばかり持っていかないで、我々基礎自治体の中にあってもやれることが多くあるんだ、や

れることをまずやってみよう。やれることの中にあって県や国もこれは放っておけないぞとい

う取り組みといったものを、それも新しい仕組みにつながるのではないだろうかという話をし

ながら、この氷点下15度、16度というような極寒の中で頑張っておるというような状況でもあ

ります。 

これは本当に 後の 後になりますけれども、私も取材で挨拶とか何とかといったときに、

小学校の理科の試験に氷が溶けたら何になりますかという問題があると。理科の試験ですから、

自ずと正解は水になりますという答えになりますね。１人だけある子供が春になりますと答え

た。先生はバッテンにするか丸をつけるか悩んだ末に、丸をつけたそうでございます。先ほど

の中林先生に創造力という話がありました。まさにそういった雪が消え、氷が溶けたら春にな

るというような、そのような創造力の中で逞しく復興に向けて立ちあがるということも大事で

はないのかなというように思ってもいるところでもあります。 

10分ほど時間がオーバーしまして大変申し訳ありませんでした。 

以上で私の発表は終わらせて頂きます。 

 


