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復興期の心のケア ⅩⅠ 

 

震災から３年が過ぎました。しかし被災地の復興の状況はまだまだ進んでいません。 

全国の自治体から被災地の自治体に今年度は１４００人余りの支援の職員が派遣されて

います。現在は、復興期に入っていますが、そうするとこれまで経験したことのない業務

が発生してきます。震災直後より復興期の方が業務量は増えます。それを限られた体制で

こなさなければなりません。 

 東日本大震災は行政改革攻撃による“小さな政府”が進んだ後に発生しました。支援の

職員を派遣する全国の自治体にもゆとりがありません。そのなかで地元の職員も派遣職員

も奮闘を続けています。 

しかし１年半が過ぎた頃から今日まで、支援活動に従事していた自治体労働者の中から

３人の職員が自ら命を断ってしまいました。いずれも自殺に至ったのは土・日曜日または

お正月です。派遣されていた２人は赴任からしばらく経って、期間が予定の半分に至る前

です。多忙ななかでもふと一息入れて自己を取り戻した時、先が見えない業務量と自責の

念で展望を失ってしまったのでしょうか。 

 これ以上の犠牲者を出させないための対策が急がれます。 

災害から被害をより小さくするためには平常時の体制のゆとりが必要です。 

 

東日本大震災被災地で二次災害が起きている  

 

 ５月１日（木） 

 

 ４月２９日付の『岩手日報』に「山田町職員が役場で自殺か 仕事の悩みつづる遺書」

の見出し記事が載りました。 

 ２７日夕方、役場内を巡回中の守衛が５階の窓が開いていることに気付き、外に男性職

員が倒れているのを発見したといいます。職員は５９歳で農林課所属、東日本大震災の津

波で被災した農地復旧のほか、耕作放棄地の原状回復などの課題を担当していました。２

７日は日曜日ですが朝から午前中出勤していました。職場の机に家族と上司宛ての遺書が

あり、仕事が思うように進まないという内容が書かれていたといいます。 

 

 被災地での自治体労働者の自殺は３人目でしょうか。 

 １２年７月、盛岡市から陸前高田市に派遣されていた技師が自殺してしまいました。 

 １３年１月、兵庫県宝塚市から大槌町に派遣されていた職員が自殺してしまいました。

（２０１３年１月８日の「活動報告」） 
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 今年３月９日に神戸市で、ひょうご労働安全衛生センターが呼びかけた実行委員会は 

「阪神・淡路から２０年 東北へのメッセージ 震災と心のケアを考えるシンポジウム」

を開催されました。阪神淡路大震災の被災地である宝塚市から派遣された職員が自殺して

しまったということは教訓が活かされていなかったと捉え、阪神淡路大震災と東日本大震

災の教訓を今後に活かして悲劇を繰り返さないための取り組みです。 

 おそらく惨事ストレスについて、労働団体や労働組合が主催して集会を開催するのは全

国でも初めてだと思われます。(２０１４年３月２５日と３月２８日の「活動報告」) 

 しかし３人目の自殺者が出てしまいました。 

 

 シンポジウムは講師やパネラーからたくさんの教訓が提示されました。発言をもう一度

紹介しながら検討して見ます。 

 

 精神科の医師である岩井圭司兵庫教育大学大学院教授の講演です。 

「被災者のメンタルヘルス対策は、時間が経つとともに対策が変わっていきます。災害発

生後、被災者心理は３つの段階を経ます。直後は茫然自失です。半日からせいぜい２～３

日。どうしていいかわからないでぼやっとしている時期です。やがてハネムーン期が来ま

す。お互いのことをおもんばかって、被災者の中でボランティア団体が結成され、お互い

に助け合って避難所を運営していきます。愛情と熱意にあふれた時期です。しかし長続き

しないで幻滅期に入ります。今は震災発生から３年経って急性期から中長期に入っていま

す。 

 トラウマは災害の時にドカンと来ます。個人差はありますが時間が経つと影響はだんだ

ん軽くなります。身体の怪我も心の傷も自然回復力が働きます。 

 ところが自然災害の場合は、災害後ライフラインが断たれ、復旧が充分でない中で避難

所での生活を余儀なくされると生活ストレスは時間が経てば経つほど積み重なっていき、

一般的ストレスの影響が強くなります。生活ストレスからくる症状を治療することに比重

を移していかなければなりません。生活ストレス、あるいは職場での長期間にわたる災害

後ストレスが積み重なって来るのを放置するといわゆる「燃え尽き症候群」が起きてきま

す。 

 今は、その予防の方に徐々に重点を移されていく時期になっています。 

 

 燃え尽きとは、特に職務上のストレス、疲労感が蓄積していって無気力、うつ状態のた

めに職務上の能率低価が起きてしまうことをいいます。燃え尽きは、生きていても仕方が

ないという諦め、諦念、自己懺悔、自責感の結果から自殺に至ることがよくあります。 

 そうならないための対策は一般的ストレス対策が有効です。一般的ストレス対策は３つ
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です。 

 １つは休息です。休まずに根性で乗り切ろうというのが一番よくないです。真面目は心

の健康にとっては悪いです。真面目で律儀な人は、落ち込みかけた時に弛んでいるとはっ

ぱかけて頑張ります。一時的にはそれでいいです。ところが疲れてしんどいのに気合をい

れたら余計に疲れが溜まり、もっと落ち込みが来ます。悪循環を起こします。頑張り過ぎ

ないで休んでほしい。 

 ２つ目は、表出促進です。安心できる、信頼できる相手、絶対に味方になってくれる人

に弱音を吐いてください。言わないと自分で自分を欺くことになります。 

 ３つ目は、体験共有です。同じ立場にある人同士がお互いにしんどいけど燃え尽きない

程度に頑張っていこうなと支え合う、ちょっとだけ励まし合う、ねぎらい合う。そういう

体験共有が出来ればいいと思います。 

 

 同時に孤立無援化を防ぐことが大事です。『俺なんか周りの人に迷惑をかけているばかり

だ』『どうせ誰も俺のことなんか気にかけていない』と思うと燃え尽き自殺が迫ってきます。

職場では『連帯』が一番大事です。 

 孤立しがちな人がいます。そういう人には 『あなたのことを気にかけているよ』 とい

うメッセージを出し続けてほしいと思います。」 

 

 

 これらの視点から亡くなった３人の方を捉えてみます。 

 盛岡市から派遣された技師は遺書に 「希望して被災地に行ったが、役に立てず申し訳な

い」 と書いていました。宝塚市から派遣された職員は上司に 「復興の役に立っているか

分からない」 と打ち明けてていたといいます。 

 宝塚市から派遣された職員の公表された時間外労働時間は３カ月平均で７１.３時間で

した。山田町の職員は、業務が思うように進まず、日曜日にも出勤していました。かなり

頑張っています。 

 そして共通するのは、周囲の者は、頑張ろうと自分をふるい立たせている姿からは自殺

を予想、素振りを発見できなかったということです。 

 

 明らかに 「生活ストレス、あるいは職場での長期間にわたる災害後ストレスが積み重な

って来るのを放置するといわゆる 『燃え尽き症候群』」 が起きてしまったのではないでし

ょうか。 

 対策が放置されると、自殺に至らなくても数年後にＰＴＳＤの症状が表れることがあり

ます。 

 生活ストレスは実際に災害に遭遇したということだけでなく、被災者の思いに 「共感」 

ではなく 「共有」 してしまっても発生します。（本当に人間はみなやさしいです） 
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 事件後、各自治体は今後の対策としてメンタルチェックの徹底をあげています。 

 しかし自分に 「はっぱかけて頑張」 っている時にメンタルチェックから異常は発見で

きません。また 「俺なんか周りの人に迷惑をかけているばかりだ」 という意識に駆られ

ている時に正直に回答しません。 

 

 ではどうしたらいいのでしょうか。 

「自殺予防のためには横軸と縦軸の対策が必要です。横軸は横断的に見た時、ある人は別

の人よりもハイリスクを背負っていて統計的に将来自殺する確率が高い。そういう人には

随時注意が必要です。 

 縦軸は、同じ人でも行動が変化してきたら自殺が迫っているんじゃないか、自殺しよう

と考えているのではないかという危険サインです。 

 そのように横軸と縦軸でみていくことが必要です。 

 常にお互いに気づかうという形で、自殺やストレス、トラウマについてオープンに話す

機会を持つ、あるいはそのような雰囲気を職場で作ってほしいです。お互いが目と目を合

わせて話せる関係がある時にはオープンで話が出来るようにしていてほしいです。タブー

視しないで、しんどくなったら人間死にたくなるよね、そういうことがあるらしいよね、

でも死なないでほしいと話してください。そのことが予防になります。」 

 

 横軸は、大槌町の例で言うなら 「町は、他の職員と比較して飛び抜けて残業が多いわけ

ではないといいます」 ということのようです。町の発言は、個人への責任転嫁にも聞こえ

ます。しかし今必要なのは、誰もがその危険性がかかえているということと、ストレスは

個人差があるということを踏まえての対策です。 

 

 『安全センター情報』 （全国労働安全衛生センター 発行） ２０１３年１１号からで

す。 

「予期しない事態が発生したことに対応する救援者のプロはいません。これまで誰も経験

をしたことがない業務が発生し、指揮者がいないなかで『先が見えない仕事が多くつらい』、

『いくら働いても仕事が終わらない』 ことばかりです。完成期日は指定されても手順の予

測がつかないこともあります。 

 自治体労働者は縦型の指揮命令になれ過ぎています。また自分に与えられた任務の完成

だけを目指し、それ以外のことには目を向けません。横型の思考、連携に慣れていません。

思考の転換が必要です。 

 救援者が従事する業務の管理者やリーダーは、救援者と定期的に口頭で報告と評価を行

う機会を設定する必要があります。部署ごとの定期的会合で全体計画と進捗状況の公開と
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説明、困難性を含めた問題点・疑問点と課題を出し合って調整・修正し、全体が理解・納

得する必要があります。目標や方向性がはっきりすると 『自分は役に立っているのだろう

か』 等の無力感や自信喪失、孤立感のストレスを防止でき、任務を再確認することができ

ます。 

 それぞれの役割分担を認識することができるとお互いに協力し合うことも可能になり、

相互慰労による “ゆとり” を作り出すこともできます。任務達成時にはみんなで喜びを

分かち合うことができます。 

 会議に費やす時間を惜んだ結果、かえって時間がかかる事態が生じたという話はしばし

ば聞きます。」 

 

 確かに現在において長時間労働を減らすことは簡単ではありません。その要求だけを主

張したとしたら無責任でもあります。しかし長時間労働の中においても職場全体に “お互

いを思いやるゆとり” を時間的、空間的、雰囲気を確保しておくことが必要です。 

 

 

 それにしても政府は無責任です。 

 山田町の現在の正規職員は１６０人台です。「小さな政府」 が言われたことから 「定員

適正化計画」 が進められてきましたが、計画実行開始直後から毎年先走りで目標を達成し

ています。震災が起きた２０１０年度は１９５人の目標が１８４人の実数でした。２０２

４年度は１８４人が１６０人です。 

 震災後業務は急増し、この後いつまで続くのか想定できませんが計画は修正されること

はありませんでした。その穴を埋めたのが定年退職した職員、期限付き職員、そして全国

の自治体からの派遣職員です。全国の自治体も同じような計画が進められていますがその

中で派遣を続けています。 

 復興事業は、全国の自治体職員を疲弊させる中で進められています。全国の自治体と自

治体労働者、そして被災者は、この状況について声をあげることが必要です。自治体労働

者を犠牲にして復興しても、それは見せかけの復興です。 

 

 そして、２０１３年１２月２６日の 「活動報告」 で報告しましたが被災地では 「全国

に元気をアピール」 するために過重な負荷がかけられています。 

 ２０１６年の国体開催県は岩手県です。 

 ２０１３年は東京都でした。いつ始まっていつ終わったのか知りませんでしたが東京都

ではそのために数年前から職員５０人が開催準備に専念したといいます。 

 被災地自治体はそれでなくても人員不足が続いている中で、そのために職員が割かれ、

事業が進められるのです。 

 東京オリンピック開催が決まると被災地は労働力不足になり、岩手県では公共事業への
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入札不調が拡大しています。（２０１３年１１月１日の 「活動報告」） 

 東日本大震災は自然災害から今、人的二次災害がおきています。 

 

 

震災発生から３年経った時期の心のケアは  

 

 ３月２５日（火） 

 

 ３月９日、神戸市で 「阪神・淡路から２０年 東北へのメッセージ 震災と心のケアを

考えるシンポジウム」 が開催されました。主催は兵庫安全センターや全港湾、自治労など

で構成される実行委員会です。   

 惨事ストレスについて、労働団体や労働組合が主催して集会を開催するのはおそらく全

国でも初めてだと思われます。 

 昨年の新年早々、宝塚市から岩手県大槌町に派遣されていた職員が自殺しているのが発

見されました。（２０１３年１月８日の 「活動報告」）震災復興の支援活動の最中に命を落

とすようなことはあってはならないことです。そのようなことを繰り返なさいための取り

組みをすることが何よりの供養になるということから企画されました。 

 集会には１００人が参加しました。 

 

 最初に、精神科の医師である岩井圭司兵庫教育大学大学院教授が講演しました。岩井医

師は、阪神淡路大震災の時は大学病院に勤務していましたが、その後「心のケアセンター」

に移り、２０００年からは兵庫教育大学に移りました。東日本大震災後は岩手県教育委員

会の支援も行っています。宮城、福島を合わせて年に１０回ぐらい被災地を訪れていると

いうことです。 

 講演内容は、阪神淡路大震災での経験を踏まえて東日本大震災で活かされる取り組み、

注意点など多岐に渡るものでした。 

 

 

 被災地では、阪神淡路大震災のやり方が良くも悪くも踏襲されています。一部は阪神淡

路大震災の経験が反面教師として受け継がれています。同じような失敗を繰り返さないで

ほしいということです。治療に失敗した患者のカルテを医者の世界では 「苦いカルテ」 と

呼んでいます。不幸にして治療に失敗した場合、そのカルテから学ぶことが医者の技量の

向上には不可欠です。 

 阪神淡路大震災の時は神戸市も兵庫県も、それ以外の官民もなけなしの資源をつなぎ合

わせてよく頑張ったと思います。しかし充分な準備がないところに起きた大災害です。で
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すからあの時一生懸命やったことをそのまま次の防災計画に書いてはいけないのです。次

に準備するならもう少し別のやり方になります。 

阪神淡路大震災の死者は６４５３人です。 

 日本の災害関連法規の制度ではまったく対処できない事態だったからあのような展開に

なったということを 「苦いカルテ」 として覚えておかなければなりません。 

 

 復興期の心のケアとしてＰＴＳＤは早く治してあげた方がいいし、トラウマでうつ病に

なった方も心のケアが必要です。被災地でのアルコール依存症の問題も大きな問題です。

そのような大切な問題がありますが、一番大切なのは自殺防止対策です。取り返しのつか

ないことを起こさないことが大切です。 

 自殺予防のためには横軸と縦軸の対策が必要です。横軸は横断的に見た時、ある人は別

の人よりもハイリスクを背負っていて統計的に将来自殺する確率が高い。そういう人には

随時注意が必要です。 

 縦軸は、同じ人でも行動が変化してきたら自殺が迫っているんじゃないか、自殺しよう

と考えているのではないかという危険サインです。 

 そのように横軸と縦軸でみていくことが必要です。 

 常にお互いに気づかうという形で、自殺やストレス、トラウマについてオープンに話す

機会を持つ、あるいはそのような雰囲気を職場で作ってほしいです。お互いが目と目を合

わせて話せる関係がある時にはオープンで話が出来るようにしていてほしいです。タブー

視しないで、しんどくなったら人間死にたくなるよね、そういうことがあるらしいよね、

でも死なないでほしいと話してください。そのことが予防になります。 

 どういう人が自殺しやすいかについては統計的にハイリスク者はほぼ確定しています。

自殺未遂の経験者は高いです。こういう兆候が出てきたら怪しいということでは、懐かし

い人に会いに行く、見られたくない物を処分する、ずぼらの人が急に整理整頓を始めたな

どです。 

 兵庫県から派遣された職員が自殺したので対策をとらなければならないというような話

をタブー視しないで話して欲しい。 

 

 被災者のメンタルヘルス対策は、時間が経つとともに対策が変わっていきます。今は震

災発生から３年経って急性期から中長期に入っています。 

 災害発生後、被災者心理は３つの段階を経ます。直後は茫然自失です。半日からせいぜ

い２～３日。どうしていいかわからないでぼやっとしている時期です。やがてハネムーン

期が来ます。お互いのことをおもんばかって、被災者の中でボランティア団体が結成され、

お互いに助け合って避難所を運営していきます。愛情と熱意にあふれた時期です。しかし

長続きしないで幻滅期に入ります。 

 オーストラリアの精神科医ラファエルが著書 『災害の襲うとき』 には 「災害について
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新聞が取り上げなくなった時に幻滅期がやって来る」 とあります。 

 阪神淡路大震災の時はどうだったかと捉え返すと３月２０日に地下鉄サリン事件が起き

て新聞のトップ記事になります。その時期だと思います。 

 

 被災者の居場所も、震災直後は茫然自失で自宅や路上にいます。やがて避難所、仮設住

宅、復興住宅に移ります。 

 初期の避難所や仮設住宅に移った頃は初期的ケアが行われます。仮設住宅から復興住宅

に移る時期は、緩和的ケアに比重が移されていきます。 

 予防的ケアとは、トラウマ対策が重要になります。災害でトラウマを蒙りますがうつ病

やＰＴＳＤ、アルコール依存症にならないようにしましょうということです。 

 トラウマは災害の時にドカンと来ます。個人差はありますが時間が経つと影響はだんだ

ん軽くなります。身体の怪我も心の傷も自然回復力が働きます。 

 ところが自然災害の場合は、災害後ライフラインが断たれ、復旧が充分でない中で避難

所での生活を余儀なくされると生活ストレスは時間が経てば経つほど積み重なっていき、

一般的ストレスの影響が強くなります。生活ストレスからくる症状を治療することに比重

を移していかなければなりません。 

 生活ストレス、あるいは職場での長期間にわたる災害後ストレスが積み重なって来るの

を放置するといわゆる 「燃え尽き症候群」 が起きてきます。 

 今は、その予防の方に徐々に重点を移されていく時期になっています。 

 

 燃え尽きとは、特に職務上のストレス、疲労感が蓄積していって無気力、うつ状態のた

めに職務上の能率低価が起きてしまうことをいいます。燃え尽きは、生きていても仕方が

ないという諦め、諦念、自己懺悔、自責感の結果から自殺に至ることがよくあります。 

 そうならないための対策は一般的ストレス対策が有効です。一般的ストレス対策は３つ

です。 

１つは休息です。休まずに根性で乗り切ろうというのが一番よくないです。真面目は心の

健康にとっては悪いです。真面目で律儀な人は、落ち込みかけた時に弛んでいるとはっぱ

かけて頑張ります。一時的にはそれでいいです。ところが疲れてしんどいのに気合をいれ

たら余計に疲れが溜まり、もっと落ち込みが来ます。悪循環を起こします。頑張り過ぎな

いで休んでほしい。 

 ２つ目は、表出促進です。安心できる、信頼できる相手、絶対に味方になってくれる人

に弱音を吐いてください。言わないと自分で自分を欺くことになります。 

 ３つ目は、体験共有です。同じ立場にある人同士がお互いにしんどいけど燃え尽きない

程度に頑張っていこうなと支え合う、ちょっとだけ励まし合う、ねぎらい合う。そういう

体験共有が出来ればいいと思います。 
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 同時に孤立無援化を防ぐことが大事です。「俺なんか周りの人に迷惑をかけているばかり

だ」 「どうせ誰も俺のことなんか気にかけていない」 と思うと燃え尽き自殺が迫ってき

ます。 

職場では 「連帯」 が一番大事です。 

 孤立しがちな人がいます。そういう人には 「あなたのことを気にかけているよ」 とい

うメッセージを出し続けてほしいと思います。 

 

 

 兵庫県の心のケアセンターの９５年から９７年にかけての相談記録ではＰＴＳＤの相談

は全体の３％ぐらいです。強い不安とか対人関係、眠れないというような相談が多かった

です。ここからＰＴＳＤの罹患者は多くないから大丈夫と思ってはいけません。診断基準

を満たさないけど不安が強い等の問題が起きていることを知ってほしいです。 

 心のケアセンターで、阪神淡路大震災から３年８か月後から５か月間、県外にあった復

興住宅で、住民の協力を得られた人の厳密な診断面接を行いました。住民の９.３％に full

ＰＴＳＤが見つかりました。ゆるい診断基準である partialＰＴＳＤは１４％でした。 

 時間が経ったから増えてきたのか、きちんとした調べ方をしたら有病率が上がったのか。

おそらく見逃していた部分もあると思います。その証拠に fullＰＴＳＤが８人みつかりま

したが、そのうち６人は以前に心のケアセンターが接触していたことがあったのです。あ

ったけど問題ないと見逃していたのです。 

 しかも被災者の中には自分がしんどいことを悪気で隠すのではなく、もっと大きな被害

を蒙った人に失礼だ、申し訳ないという気持ちから 「大丈夫です」 と笑顔で言う人もい

ます。 

 自分を奮い立たせている人にもケアが必要です。 

 

  

 長田の大火があった地域の写真が２枚あります。１枚は直後で一面焼け野原です。瓦礫

の撤去作業が行われていました。東日本大震災でがれきの撤去が遅れていたと言われます

が、はっきり言って阪神淡路の方が遅かったです。 

 阪神淡路大震災も東日本大震災も、こういう状況で生活していたことはお互いのねぎら

いの中で思い出しておく必要があります。ややもすると東日本大震災と比べると阪神淡路

大震災は楽だという風潮が全国の中にちょっとあります。それでは阪神淡路大震災の被災

者は浮かばれません。あの時も結構大変でした。お互いです。このことは確認しておいて

いいのではないかと思います。 

 もう１枚は、震災２周年の日に私が撮った写真です。２年間で２枚目の写真まで復興し

ました。震災からの２年間でこの地域の住民の人たちの生活はどうなったかということに

思いをはせたいと思います。記憶を呼び戻していただきたいし、想像力を働かせてもらい
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たいと思います。 

 ２年後の写真に更地が多いです。ようやく瓦礫を撤去した人、転居された人がいます。

自立出来た人、コンテナで仮設営業している人、立派な家を自力で再建てた人もたくさん

います。２年間で立ち直りに個人差が生じています。おそらく東日本でもそうです。 

 個人的状況に差がついてくる中で、やや生活復興が遅れている方は、自分たちはなかな

か楽にならないな、いつまでもしんどいと考えて自分は情けないなと自分を責めながら燃

え尽きが広がっていくことがあります。 

この時期に、求められているのは、一言でいうと見守りと発信です。 

 震災後の不自由な生活の中で、家族が亡くなったり、見守ってくれる人がいない状況に

ある人が孤立無援になると燃え尽きることがあります。そういう人から自殺者を出さない

ようにしなければなりません。 

 

 重い心の傷をトラウマと言います。なぜトラウマが人間にとって最悪なのか。トラウマ

に罹った人は高率でＰＴＳＤやうつ病に罹患します。それだけではありません。 

 トラウマが人の心にもたらす最悪のことは、トラウマ自身が人の心に孤立無援感をもた

らし、孤立無援状態に陥りやすいということです。 

 なぜならトラウマは人の心に３つの不信感をもたらすからです。 

 １つは、社会に対する不信感です。世の中はいつ何が起こるかわからない、ひどいこと

が起こるに違いないという考え方です。２つ目は、他人に対する不信感、これだけ自分は

しんどい思いをしているのに他人はわかってくれない、人間なんて所詮孤独なんだという

考え方です。３つ目は、自分自身に対する不信感です。こんなことにへこんでいる自分自

身が情けないという考え方で、自分自身を責める気持ちが出てきます。 

 この３つがないまぜになって、自分を互助的なネットや連帯の中からはじき出す、被災

者の一部は人間集団から「離断」されて孤立無援に落とし込められます。 

 身の回りで孤立無援になっている人がいたなら 「私はあなたのことを気にかけてますよ」 

というメッセージを送ることが大切です。 

 

 忘れないということが必要です。人間は忘れたいのです。忘れた方が楽です。日本人は

忘れることが上手です。１００％悪いとはいいません。 

 災害を覚えているということは、そのことで亡くなった人がいるということを覚えてい

ることです。それによって遺族は救われます。もし世間がそのことを忘れてしまうなら、

自分の大切な人が亡くなったことが犬死になったと思われてなりません。せめて自分たち

だけでも覚えておかないと息ぐるしい形で辛い記憶に向き合い、しがみつきます。 

 そうならないためには、世間は、ずっと覚えておくことはできないにしても、たまにみ

んなで思い出す機会を作ることが大事です。忘れないということが大事です。 

 それは遺族の心のケアであると同時に、つらい体験を次に伝えることで災害の対策にな
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ります。亡くなった人を大切にするということは遺族を大切にすることであり、遺族の孤

独感を和らげるとことになります。世間が覚えてくれているという安心感の中でもう一度

互助的なネットワークの中に呼び戻すことができます。 

 

 災害がゼロにはなりませんので、不安なままで安心しなさい。これが真実です。 

 

 

 この後、４人のパネリストによるシンポジウムが開催されました。 

 

 

   「人を救うのは人しかいない」  

 

 ３月２８日（金） 

 

 ３月９日、神戸市で開催された 「阪神・淡路から２０年 東北へのメッセージ 震災と

心のケアを考えるシンポジウム」 の続きです。 

 講演に続くパネルディスカッションには４人のパネリストが登場しました。 

 岩手県職員で宮古市に勤務しているＡさん、兵庫県神河町から宮城県山元町に派遣され

ているＢさん、阪神淡路大震災の時に神戸市灘区役所職員だったＣさん、そして神戸新聞

社の記者のＤさんです。 

 

 パネリストの発言を紹介します。 

 まず、それぞれから震災での体験と、現在の状況について報告してもらいました。 

  

Ａさん 岩手県の県職員組合副委員長をしています。当時、組合役員でした。 

 ３月１１日は県庁１２階の事務所にいました。今まで経験したことのない地震なので被

害が大きいだろうと組合員の安否確認をしました。 

 私の自宅は宮古市の隣町の山田町です。山側でしたので津波の被害はないだろうと家族

の心配をしませんでした。安否を確認するのは１週間後になってしまったことを今でも反

省しています。 

 宮古市、大槌町、陸前高田市が津波に遭って身動きが取れないことを知り、市町村支援

は全県的に行わなければならないので支援体制の確立と無理をさせないための対応をとり

ました。当日は人事異動が発表されました。実施したら混乱するだろうと人事異動凍結の

協議に走りました。 

 組合員の被害は死亡１人です。教育委員会に派遣されていた学校事務職員です。家族の
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死亡は３６人です。家の被害に遭った職員は１４０人を越えます。職場も釜石市の水産技

術センター、大船渡市の職業能力開発センター、陸前高田市の農業研究センターが被害に

遭いました。 

 市町村職員はほとんど不眠不休で避難所の開設と避難者受け入れ、援助に集中しました。

県はその支援に集中します。職員がローテーションを組んで支援をするような対策は採れ

なかったので、多くの職員が４日、５日間自宅に帰らずに避難所支援にあたりました。そ

のことが今、組合の中でも話題となり、議論を深めています。 

  

 新たな問題としては現在の職場の実態があります。超勤業務が増え、水産関係の職場は

１０時に帰れば早い方だと仲間が報告しています。 

 復興道路は目に見えるので先に着手されます。その職場での時間外労働が増えています。 

 今まで経験がない取り組みではこれまでの基準では解決しないことが多くありますが国

はなかなか基準を変えません。基準の中でどうするかに戸惑って時間外が増大している状

況になっています。 

 

 

Ｂ 去年の４月から宮城県山元町に派遣されています。派遣されるに至った経過です。 

 兵庫県内１２の町で構成されている町村会の取り組みとして派遣されています。全国市

町村会で山元町町長から充分な支援が届いていないという訴えがあり、兵庫県の町村会長

は県内の各町村から派遣しようと決定しました。１２年度から４町村でローテーションを

組んで１人、３年間派遣することを決めました。 

 私はその決定を聞き、誰かが行かなければならなくて、誰も他に志願する人がいなけれ

ば行ってもいいと伝えました。 

ちょうどその頃、宝塚市から大槌町に派遣されていた職員が自ら命を断たれた報道があり

ました。被災地の仕事はそんなに過酷なものなのかと少し不安に思いましたが、実際に行

ってみないとわからないし、決まってからあれこれ考えても仕方がないと思って赴任しま

した。 

 

 現地は、住民とは役場に用事があって訪れる時以外はほとんど接することがないです。

田舎のいわゆるのんびりした雰囲気が残っているような気がします。役場は現在プレハブ

の仮設庁舎です。元の庁舎は津波の影響は受けていませんが、古かったので壁や柱に亀裂

が入って震災直後から使用禁止になっています。 

 山元町の職員数は出先を含めて１７６名。そこに全国から９９名が派遣されています。

本庁内の地元プロパー職員は約１３０名で、役場職員の約４割が派遣職員です。プレハブ

の庁舎は、夏は非常に暑くて、冬は寒いです。更衣室、休憩室、弁当を広げて食べる食堂

のような仕事以外で使用できる部屋はまったくありません。女子職員の休憩室だけでも作
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ってあげたらなと個人的には思っています。しかし要求する人もいないようです。 

 震災で殉職された職員が４名います。亡くなった職員の親の中にはそのことを知らされ

ずに役場職員のために、また自分の息子の口に少しでも入ればと思って炊き出しをしてお

にぎりを運んできた方もいたと聞いています。 

 

 

Ｃ 阪神淡路大震災での経験を報告します。 

 自宅は西区の学園都市にあり、被害はほとんどなかったです。電車が動かないのはすぐ

わかりましたので自家用車で勤務地の灘区に向かいました。 

 職場には２００人以上の職員がいましたが８時頃で出勤していたのは１０人いなかった

と思います。 

 １日目の終わり頃から遺体を安置所に搬送する仕事ができます。安置所に最初になった

のは区役所会議室です。遺体と思って運んで行ったら動きだし、あわてて病院に戻すこと

もありました。運び込まれてきた板で職員が棺桶を作って運びました。灘区の場合は、火

災ではなくて圧死です。ですから死体は黒か紫色です。 

 次の仕事は避難所に物資を運ぶ仕事でした。黒いビニール袋にパンを入れて運びました。

透明な袋だと途中でよこせという人が出てくるんじゃないかという役所的発想で隠して持

っていくという手段です。 

 罹災証明は役所が半壊なので隣りの公園にテントを張って発行していました。私は、苦

情係でしたので、隣の人は全壊の認定なのに自分の家は半壊になっていると怒鳴られまし

た。 

 １０日間は家に帰れませんでした。 

 避難所に入れない方がいました。自分の近くの空き地にテントを張ったりしていました。

しかし避難所とは認めらないので支援物資が配られません。私では判断できませんので課

長を現場に連れて行って認めさせました。行政は組織がしっかりとしていると思っていま

したが、こんな惨めな組織なのかなということも実感しました。 

 

Ｄ 神戸新聞社で、現在は社会部で災害と防災担当のデスクをしています。 

 阪神淡路大震災の時は、入社５年目の２７歳、文化部に所属していました。 

 西宮の自宅が全壊してタンスと本棚と下敷になりました。その日から西宮と芦屋を主に

取材していました。 

 当時、「心のケア」 とか惨事ストレスという言葉は一般的でなく、私たちの職場でもそ

んなことを言っている暇があったら仕事しろ、もっと働けというような仕事ぶりでした。

阪神淡路大震災を経て問題がクローズアップされてきました。 

私たちはそのような反省と教訓を込めて震災報道というかたちでいろいろ取材して発信し

てきたつもりです。 
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 東日本大震災が発生した時に、神戸、兵庫県の取り組みが活かされるかが試されるかの

時が来たと思いました。当時は労働組合の委員長で職場から離れていました。春闘の対策

会議をおこなっている時に船酔いするような揺れを経験しました。まず友好紙である宮城

県の『河北新報』の労働組合に連絡したが繋がりません。『岩手日報』もそうです。私たち

の１９年前もそうだったので、あわてずにやりたいことより出来る事は何かということを

考えて取り組もうと決めました。 

 

 「心のケア」 は、東日本大震災前には新聞労働者の間でも大きく取り上げられていたと

は思われません。奇しくも東日本大震災の１か月前に新聞労連によって東京でジャーナリ

ストの惨事ストレスを考える勉強会が開かれて参加しました。その時に指名されて阪神淡

路大震災の経験を話しました、専門家の方から、惨事ストレスについて初めて勉強しまし

た。 

 神戸新聞社の記者も東日本大震災の１週間余り後には被災地に取材に入っています。そ

の時に私は個人的に彼らに東京での勉強会でもらった 「災害取材にあたる時の心得 気を

付けること」 が箇条書きされているコピーを渡しました。その後支局を仙台に立ち上げま

すが、そこにコピーを送って貼っておいて何かあった時は見るようにしてもらいました。

些細なことかもしれませんが、阪神淡路大震災の時は無防備でしたが少しでも役に立てれ

ばということ取り組みまいた。 

 新聞販売店の方々もたくさん津波で呑み込まれてしまいました。従業員が亡くなったり

しています。配達で使う自転車や車が流された話を「岩手日報」の仲間から聞きました。

そこで全国の仲間に呼びかけて電動アシスト自転車を１０数台購入して岩手県と宮城県に

持参しました。岩手県の沿岸は坂道が多いので電動アシスト自転車にしました。 

 その時に現地を見ると、阪神淡路とでは災害のタイプがまったく違う、心に与える影響

もおのずと違う部分があると思いました。ただ新聞記者として被災者に寄り添って取材す

る、話を聞くということに関しては、同じだということを強く感じました。 

 

 

 次に 「心のケア」 にテーマを移して報告してもらいました。 

 

Ａ 当時、情報収集や支援者の受け入れが県の役割で、情報整理に集中していました。 

 県庁の中でも職員は日中ずっと働きづくめの状態でしたから４日目、５日目を過ぎると

ボーっとなってきます。段々にお互いを責めあってしまうことが起きますが、その状況を

どうわかり合うかということにはなりませんでした。 

 職員の体調管理を含めて体制づくりをして欲しいと要請しても、お互いきつい言葉の言

い合いでなかなか帰着点に行きません。上司も判断しきれなかったです。体調がボーっと
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する中でイライラだけが募ったという状況がありました。 

 自治労のボランティアに入っていただいた宮古市などでは、対応するにも住民が話して

いる内容をメモれないこともあったので、とにかく休む状態を作ろうということを意識し

ました。行政の支援が入るまで、ボランティアにとっては大変でした。なるべく休息をと

るということが１つの課題だと今は実感しています。 

 もう１つは孤立感です。今は人数がそれなりに来ていただいているのでいいのですが、

人数を縮小した時に、どう結び付くのかが課題としてあるのかなと思います。 

 

 現在の職場は宮古の地域振興センターです。職場実態は、予算執行が震災前の２.５倍か

ら３倍ですが職員数は任期付職員を除けば増えていません。都道府県支援者で処理してい

ます。その中で時間外が増えています。内在的に、精神的に問題を抱えている例が出始め

ています。 

 

Ｂ 現在の職場の状況です。未曾有の災害に遭遇した地元職員が聞けば違うと言われるか

もしれませんが、私が１年間いて感じた正直な思いです。 

 私は産業振興課に配属されています。去年４月に配属された時点では、現地プロパー職

員１２名、派遣職員８名、臨時職員１名でした。実は前年度は３名の休職者が出ていまし

た。すべてが「心の病」あるいはそれに起因うる体調不良です。昨年４月では全員が復帰

していましたがまた休職に入り、２カ月休んでまた復職ということが繰り返されています。

３人に加えてもう一人休職者が出ました。一番多い時で４名の休職者がいました。 

 課長は業務の進行管理だとか成果に非常に厳しいです。震災の復興から早く立ち直らな

ければいけないという焦りがあるのかもしれません。その指示を受ける線の細い人や内に

こもってしまうタイプの人は、日に日に傍から見ていて元気がなくなっていくことがわか

ります。しかし地元の職員も自分のことが精いっぱいで、なかなかその人をケアするとい

うことができていません。 

 課長は、心の病は誰でも起こる、だけども休むと他の人に迷惑をかかる、特に派遣の人

には大変な負担を強いることになるので体調管理は自分自身でしっかり行ってくれと言い

ます。 

 私の仕事は、これまで現地の職員が手が回らなくてできなかったことを任されています。

これで貢献できているのかなという思いをすることは正直あります。何をどう進めたらい

いか、手が付けたらいいかわからないこともありました。１年近く経ってやっとあれもし

なければならないな、調べなければならないなということが見えかけています。 

 兵庫から一緒に派遣されている仲間に聞きますと、１つの職場に立場の違う職員、つま

りプロパーと派遣職員、派遣の中にも宮城県の職員、他県の職員、県内近隣の市町村職員、

県外の市町村職員、そして任期付職員や再任用職員がいます。いろんな職員が混在してい

て待遇の違いがあります。それで隠れた妬みのような感情があるといわれています。 
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 別の仲間の話では、復興・復旧工事が進んで忙しくなっています。特に心を病んでいる

人はいませんが、プロパー職員は、未曾有の大災害でイレギュラーな業務を３年間こなし

てきてみんな自信をもっています。その分、少し体調を崩している人などに目を向けられ

なくなっているのかなということです。 

 山元町のメンタルヘルスの取り組みとしては、昨年、全職員を対象にカウンセラーに来

てもらって研修会を実施しました。職員の親睦を深める取り組みとして、派遣職員を対象

に町の栄養士を中心にして地元の特産物を使った弁当を作ってもらったりしました。全職

員を対象に夏に１回懇親会がありました。今月もう一回あります。 

 私の場合、元気づけられたのは地元の仲間からの励ましです。職場の同級生や親しくし

ている先輩・後輩、これまでは話をしなかった人からもメールをもらったりしてありがた

いと思っています。「無理したらあかんで」、「できないことはできないといいなよ」 とか

声かけてもらいまして、職場でいやなことがあっても１人ではないなということが実感で

きました。地元の人事担当課長からも状況確認の電話をもらいました。このように周りの

ケアや家族の支え、地元の職員の交流もあって、１年間私の場合は、元気に過ごせたのか

なと思います。 

 

Ｃ 当時、神戸市職員２万人弱でした。亡くなった職員は１６人です。ただ家族はかなり

の数が亡くなっています。 

 同じ職場の中で 1 人、最近もまだ休職と復職を繰り返している職員がいます。子供を亡

くされていて、当時はずっと出勤できませんでした。管理職の方も残念ながら、出勤でき

なかった人が目立ちました。隣の席の職員は突発性難聴炎で入院しました。 

 直接的、間接的であれ一時的であれ、症状が出た人がいたのは覚えています。 

 当時は４月が人事異動でしたが、発生から３ヶ月の段階で希望を出して今までにない数

が人事異動をしていました。 

 私は組合支部の役員でしたので組合員からいろいろな苦情や何とかしてくれという話を

毎日のように聞きました。何とか交渉してみんな 1 週間に 1 日ぐらいは休めということで

勝手に強行しました。後で私のところだけが１週間に１日休んでいるということがわかっ

て咎められました。そういうことをやらない限り、自分らを守れないという気持ちになっ

ていました。そういうことは今後の健康問題としてもあるのではないかと思います。 

 

Ｄ 去年、宝塚市から岩手県大槌町に派遣されていた職員が亡くなったということだけで

衝撃を受けましたが、後から、幼いころから知っていた彼だったということを知って、さ

らに衝撃を受けました。 

 配布された資料に 「復興を支えて」 という新聞記事がありますが 「神戸新聞」 の連

載記事で私がデスクを担当した１年前の連載です。彼へのレクリエムをこめて現場に記者

を派遣し、できるだけ当時の状況に迫ろう、彼だけでなくて全国各地から派遣された職員
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の労働の実態に少しでも迫りたい、そして彼がどういう形で仕事をしていたのか、あるい

は今の被災地そのものの現状がどうなのかということを考えてみたいということで取り組

みました。 

 東日本大震災の被災地の支援活動や取材者として岩手、宮城、福島を見て感じるのは、

赤十字ではないですが 「人を救うのは人しかいない」 ということです。被災地の職員、

被災者みんなが奮闘されていますが、復興を応援している人たちをどう支えていくかも併

せて考えていかなければならないと強く思っています。 

 「復興を支えて」 の連載の中でも学識者の話を掲載していますが、応援に行く方はすご

くやる気を持って臨まれる。ただ現地に行けばなかなか進まない状況、被災した人の生活

がなかなか改善されない姿を目の当たりにして、また応援者同士、地元の人には言えない

けどもずばずば言いあって苦情を受けたりするということを聞いたことがあります。いい

やすいということもあるのでしょうが、受け止める側はそれが仕事であるわけです。そう

いった方が、では今日は飲みに行くぞ、休みには羽を伸ばすぞということができるかとい

うとできません。宝塚の彼が住んでいた仮設住宅に行きました。大槌町から車で４０分ぐ

らいのところです。仮説住宅以外は何もないところでした。片道４０分の道中は毎日被災

したところを目の当たりにします。 

 国も宝塚市も対策を考えているようですが、復興を応援している人がいないと被災地は

復興しませんし、応援している人をどう支えていくかということを私たちも含めて考えて

いかなければならないと強く思っています。 

 

 

司会 隠れた被災者の姿が少しはクローズアップされたのではないかと思います。今日の

話は全国的に共有されたらいいなと思います。 

 この後も被災地でがんばる２人に拍手で激励したいと思います。 

 

 

「復興は３０％にも達していない」 ６割を超える  

 

 ２月１８日（火） 

 

 １月２２日の 「朝日新聞」 は、「ふくしまの１０市町村 ２６７人早期退職」 の見出

し記事を載せました。 

 自治労が聞き取り調査をしてまとめですが、東京電力福島第一原発の事故で避難指示区

域に指定された福島県内の南相馬市、広野、楢葉、富岡、大熊、双葉、浪江の６町、川内、

葛尾、飯舘の３村で２０１１年３月の事故から２０１３年末までに職員計２６７人が早期
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退職しています。市職員が多い南相馬市１８０人、双葉町１９人、大熊町１８人、楢葉町

１６人の順です。 

 南相馬市の場合は、１３年４月から１２月で２１人が早期退職しています。早期退職の

ほとんどが私立病院などの看護師の女性で、家族と一緒に市外へ避難する際に辞めたとい

います。それ以外の町村職員の理由はわかりません。 

 また精神疾患で休職した職員は１０市町村で少なくとも２２人いるといいます。 

 

 ２月３日の 「河北新報」 は、同じ調査報告ですが、「原発避難区域市町村職員、『心の

病』 休職増」 の見出し記事を載せました。 

 福島第１原発事故で避難区域に指定された福島県内１０市町村の職員のうち、自治労福

島県本部の調べでは、精神疾患による休職職員は原発事故直後の１１年度が２２人で、１

２年度は半分の１１人に減ったが、１３年度は１３人で、前年より２人増えたことが分か

ったといいます。避難市町村の職員は避難先から役場に通ったり、避難先の家族と離れて

暮らしたりする人が多く、通常業務に復興業務が加わり、負担が重くなっていると分析し

ています。 

 県本部は 「阪神大震災でも震災の約３年後から 『心の病』 が重症化する例が増えた。

復興を支える職員への支援は今後も欠かせない」 と話しています。 

 

 昨年１０月１６日の 「活動報告」 の再録です。 

 ９月３０日付の読売新聞は、東日本大震災で被害をうけた岩手県１２市町村、宮城県１

５市町、福島県の沿岸と東京電力福島第一原発事故で避難指示区域となった地域の１５市

町村の計４２市町村を対象に、うつ病など心の問題で１か月以上長期休職している職員数

の調査結果を載せました。１３年度もすでに８月までの５か月間で１４７人が１か月以上

の長期休職をしています。２０１０年度は１７７人でしたが、１１年度は２８６人、１２

年度は２５４人でした。 

 震災後２年半での県別の休職者数 （延べ人数） は、宮城県が４６１人、福島県が１８

０人、岩手県が４６人。市町村別 （同） では、仙台市が２０７人で最も多く、次いで福

島県いわき市が１０１人、宮城県石巻市が９０人でした。いわき市は、今年度の５か月間

で２０人が休職、１０年度の２３人に近い人数となっています。 

 

 震災が原因の早期退職者、休職者が増えています。深刻に捉えて早急な対策が必要です。

（教職員については１３年７月１８日の 「活動報告」 参照。福島県教育委員会は児童生

徒が減少しているため、早期退職を働きかけているということもあります） 

 

 

 そのようななかで、職員不足が問題になっています。 
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 東日本大震災で被害を受けた本県、宮城、福島、千葉の４県の業務を手助けするため、

全国の地方自治体が派遣している地方公務員の数は、昨年１０月１日時点での総務省の調

査では２０８４人でした。昨年５月時点に比べ２８人増えたが、被災自治体の人手不足は

解消されておらず、総務省は引き続き派遣を要請することにしています。 

 しかし派遣元となる各都道府県は行財政改革で職員数を減らしています。１４年度の派

遣職員について全国知事会は 「１３年度並みの人数が確保できるか厳しい状況だ」 とし

ています。職員の派遣は、福島と岩手、宮城の被災３県が全国知事会を通じて各都道府県

などに要請しています。職員不足に悩む被災自治体は、県と連携して全国の自治体に足を

運び、派遣協力を直接訴え続けています。 

 派遣する自治体もゆとりがあるわけではありません。 

 

 

 １月１９日の 「福島民報」 に 「東日本大震災 【本県への職員派遣】 技術系確保 苦

戦 全国的に不足 復旧・復興へ影響懸念」 の見出し記事が載っています。 

 福島県は、特に復興事業に欠かせない土木や建築など技術系派遣職員確保に苦戦してい

て各都道府県や国に１４度分として１６８人の派遣を要請しました。１３年度に派遣され

た１３７人を上回っており、希望数に達するかは不透明だといいます。技術系職員は全国

の自治体で足りず派遣する余裕がないことが背景にあります。 

 福島県は災害公営住宅建設などが本格化します。建築職は１３年度の派遣数に比べて１

３人増の２８人、土木職は２４人増の７６人を求めました。１５年度中に災害公営住宅３

７００戸の完成・入居を目指しています。同年度以降も１１９０戸の建設を計画していま

す。不足は復旧・復興を加速する上で影響が懸念されます。 

 

 福島県が昨年１１月末に１４年度分として派遣を要請した職員数は２４１人。技術系職

員の派遣を強く希望しました。１４年度全体の要請数は１３年度よりも５５人少ないです。 

 １３年度、過去最多の３２９人 （獣医などの選考職種を除く） の正規職員を採用しま

した。「採用を増やした正職員や任期付き職員でこなせる業務はこなす。業務が集中する技

術系職員はそれでも不足する」 と窮状を訴えています。 

 １１年度から任期付き職員の採用試験を始めまし。しかし行政職の倍率が１０倍以上あ

るのに対し、土木職は２倍以下と低迷しています。 

 また、県の一般会計予算事業の繰越が年々増え、除染など公共事業が消化できない状態

が続いています。 

 

 要請に対する派遣職員全体の各年度の充足率は７０％台で推移しています。 

 一般事務を主とする行政職の充足率は８０～９０％台でほぼ安定している一方、道路や

堤防などの社会資本整備を担う土木職は５０～９０％台、ほ場整備や農業用水の復旧など
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を担当する農業土木職は２０～９０％台と年度により開きがあります。 

 土木職や建築職などの人員は、大規模災害に備える国土強靱 （きょうじん） 化計画に

伴う公共事業の増大に伴い不足しています。景気回復による民需の活発化で民間企業でも 

「需要」 が高く、人材の奪い合いが起きています。 

 

 県は１１年度から任期付き職員の採用試験を始めまし。しかし行政職の倍率が１０倍以

上あるのに対し、土木職は２倍以下と低迷しています。また、県の一般会計予算事業の繰

越が年々増え、除染など公共事業が消化できない状態が続いています。 

 県は今春の人事作業を進めており 「職員の採用や外部委託などの業務の見直しで、でき

る限りの対応をする」 としています。 

 

 

 被災した自治体はそれぞれまだまだ大変です。 

 やっと仙台市だけは１３年１１月１日時点で６２人いた応援職員を１４年度からなしで

業務を進めることができるようになりました。 

 

 

 岩手県を見てみます。 

 「岩手日報」 は昨年１１月１２日から１２月３日まで郵送によるアンケート方式で行い

ました。県内８０地点から２０歳以上７９歳以下の１２００人を選挙人名簿から無作為に

抽出し、県政課題など１７項目を聞きました。７６１人 （男３５３人、女４０８人） が

回答しました。 

 「震災からの県内の復興はどの程度進んだと感じるか」 との質問に、「２０～３０％」 ３

３.２％が最も多く、「１０～２０％」 ２４.２％、「３０～４０％」 １３.０％、「１０％

以下」 ７.８％の順でした。６割を超える人が復興は３０％にも達していないと感じてい

ます。沿岸住民に限ると７５.２％にも上ります。現地は復興の実感がより乏しいことも浮

き彫りになりました。 

 

 岩手県内への自治体職員派遣は、昨年１０月時点で５７４人です。内訳は県に１７１人、

市町村に４０３人。職種は一般事務が２３１人と多く、土木１９７人、建築４５人と続き

ます。市町村に派遣された４０３人のうち、約３割に当たる１３２人は県や県内の内陸市

町村からです。 

 県外の派遣元は、都道府県では大阪府２６人、東京都２２人、静岡県１９人。政令指定

都市では名古屋市１６人、堺市１１人、北九州市１０人。市区町村職員の派遣が最も多か

ったのは東京都で２８人です。 
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 ２月６日の 「岩手日報」 は 「応援職員、７０人近くが不足 県、１４年度見通し」 の

見出し記事を載せました。 

 県は、被災した沿岸市町村への１４年度の応援職員について、必要数の７０７人に対し

確保が見込まれるのは１月末時点で６３８人にとどまり、約１割に当たる６９人が不足し

ていることを県内市町村の人事担当者らを集めて盛岡市内で開いた連絡会議で示しました。

派遣元の内訳は全国自治体２８５人、県１２８人 （プロパー１８人、任期付き１１０人）、

沿岸市町村が採用する任期付きや再任用８６人、県内の内陸市町村が７７人などです。 

 ただ、全国分については現在派遣中の自治体に継続を要請していて、まだ正式回答が届

いていない１３７人も含んでおり、完全に固まった確保数はさらに少ないのが実態だとい

います。 

 １４年度に必要とされる７０７人は１３年度の必要数より８０人多いです。復興の本格

化で、これまでニーズが高かった技術職だけでなく行政サービス全般で忙しくなり 「どの

部署も人手が足りない」 （県市町村課） 状況となっているといいます。 

 

 

 人手不足だからといって長時間労働や過重労働は絶対にさせてはいけません。職員には

ゆとりと休養を保証しなければなりません。労働者を犠牲にした街づくりを復興とは呼び

ません。 

 まだまだ道のりや遠いです。 

 

 それにしても、小泉政権下での行政改革、構造改革は社会全体からゆとりを奪いました。

そのつけが緊急時に回ってきます。 

 そして東京オリンピックは、資材高騰と人員不足をもたらしています。迷惑千万です。 

 

 ２０１１年３月１１日の地震と津波は自然災害ですが、それに続く事態の多くは人災で

す。震災と共にそのことも忘れてはいけません。 

 それが東日本大震災の教訓ということは悲しいことですが。 

 


