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   「参事ストレスと『心のケア』」Ⅴ  
 

震災からかなりの時間が過ぎました。 

被災者の生活は、安定とは言えませんが落ち着きが見えてきました。しかし落ち着きが見

えると、また新たな不安や出てきます。恐怖がフラッシュバックします。 

同じことは被災地で被災者の世話をする自治体職員、教職員、そして救援活動に従事して

いた消防士なども襲います。 

阪神淡路大震災の時は、２～３年後に教職員に体調不良者が少なくなく発生したといいま

す。 

このような問題にどう対応したらいいのでしょうか。 

災害ストレス、参事ストレスに強い人間などいません。 

新しい問題でもありますので、これまでに取り組んできた組織や団体の経験を共有して、

被害は最小限にとどめなければなりません。 

 

 

「グリーフケア」は理解して寄り添うこと  

 

７月４日（月） 

 

 ６月２９日、上智大学グリーフケア研究所主催の「東日本大震災グリーフケア・セミナ

ー」が開催されました。 

 

 愛する者を喪ったとき、人は「グリーフ（悲嘆）」という死別反応を示します。 

 「愛する者を喪った瞬間、あるいは数分以内に、人はしばしば激しく泣き、パニックに

なり恐慌状態に陥ることさえあります。 

 かけがえのない存在を喪った悲しみもあるでしょうが、喪失が今後自分にもたらすであ

ろうさまざまな危険を無意識のうちに予知し、これらに対する警告反応が生じます。」 

 死別の悲嘆にある遺族を援助したりケアしたりするのが「グリーフケア」です。 

 

 パネルディスカッションでのパネラー高木慶子グリーフケア研究所長の報告を中心に紹

介します。 

 災害による喪失の特徴は重複する喪失体験です。 

 災害では７つのものを喪失します。 

  １、愛する家族、親せき、友人の死別、離別 
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  ２、事故による負傷など身体的喪失。 

  ３、財産、仕事、思いでなど所有物の喪失。 

  ４、住み慣れた地域、転居、転勤、転校など環境の喪失。 

  ５、地位、役割などの喪失 

  ６、自尊心の喪失。プライドを傷つけられる。 

  ７、社会生活のなかでの安心と安全の喪失 

 三陸沿岸の被災者が「どうぞ笑ってください。人が笑っているのを見て妬むほど、私た

ちは落ちぶれてはいません」と語っていました。その心象は、災害でたくさんのものを喪

失したが、「社会生活のなかでの安心と安全」を再確認・獲得したことによるものではない

でしょうか。「私」ではなく「私たち」だから「落ちぶれていない」のです。安心の中には

支援者・ボランティア、支援物資など“可視化”がありました。 

 自分が今の状態を知ることが不安を解消し、自分を責めることが亡くなり、回復力にな

ります。 

 

 「津波てんでんこ」、津波が来たら他人のことは考えないで別々に逃げろという“教え”

です。もう一つの言葉があります。「津波残り」、津波に襲われて自分だけ残ったという忸

怩たる思いを言います。 

 災害の種類によって悲嘆は違います。 

 自然災害は、加害者が大いなるものに由来するために、遺族の負担状態として自責の念

が非常に長く残ります。そしていつの間にか体自然に癒されます。 

 人為的災害は、加害者が存在するために、複雑な悲嘆状態が長引き、身体的な障害を伴

う場合や、病的になるケースもあります。加害者が見えると被害者は悲しみを怒りで表し

ます。 

 自然災害と人為的災害と言うことでは、今回の災害においては原発被害の人的被害も蒙

った福島の人たちと他の人たちでは心象が違います。さらに原発被害は対応の遅れなど 2

次被害ともいえる状況が生じています。 

 

 では悲嘆者への支援はどうしたらいいのでしょうか。 

 まずは、悲嘆者に寄り添うことです。 

 人は「存在を認めてほしい」というそれぞれの叫びを持っています。その叫びに寄り添

うとは、その人たちの全面を受け入れることです。悲嘆者に対しては、評価しないで丸ご

と受け入れることです。 

 なぜ寄り添うのか。人は自分自身の存在を認め、どれ程の苦しみにあるかを、ありのま

まの自分を受け入れて欲しいものだからです。人は話すことによって、子持ちが落ち着き、

心が平安になります。考えがまとまり、整理がつきます。そうすると生きる力と意味が湧

いてきます。 
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 そして、災害で受けた心の傷を癒すためには、希望を見出だすことが必要です。 

 

 そのような「心のケア」の専門家は論外として、被災者から強い怒りの感情を向けられ

ることがあったら、 

 ・自分に向けられたものだとは思い過ぎない 

 ・災害に伴うストレス反応として理解する 

 ・やり場のない怒りとして理解する。感情的に巻き込まれて弁解しない 

 ・怒りを当然の気持ちとして受け止める 

 ・後で誰かに話を聞いてもらう 

 悲しみや無力感に圧倒されたら、 

 ・感情を表すことを躊躇しない 

 ・「傍らにいること」の意義を思い出す 

 ・二次被害であることに気が付く 

 ・休息をとる 

 このようなことが必要です。被災者の置かれている状況に「共感」したなら生じる当然

の感情です。 

 自分は心優しい人間だと、自分自身を褒めてあげましょう。 

 

 新聞などの報道では、支援者が被災者から拒否されたという事態が生まれています。 

 「心のケア」と言いながら、被災者の生活空間や心の中にまでズケズケト入っていく「専

門家」がいるようです。 

 被災者はモルモットではありません。そのことをわきまえることができないなら「心の

ケア」をする資格がありません。実態は素人です。 

 

 

被災地の自治体労働者の状況  

  

８月１０日（水） 

 

 ７月１３日付の『朝日新聞』に、宮城県石巻市の職員１.４５０人の震災後の健康調査結

果が載っています。市と東北大学が６月から７月上旬にかけて実施したものです。 

 ８０人以上が「気が晴れない」「自分に価値がない」などと感じたり、不眠や無気力感な

ど強いストレス症状がみられる心のケアが必要とみられるといいます。 

 

 ７月３０日付の『河北新報』に、自治労宮城県本部が４月末から６月にかけて県内の組
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合員を対象にした緊急健康調査の結果が載っています。回答は４３組合の内２２組合で３

６５２にからありました。県職員と仙台市職労が大半で石巻市職労は３２６人です。 

 震災発生から約１か月間に休日を１日も取得できなかった職員は全体の１２.７％、これ

と合わせた取得した休日が２日未満が２１.７％です。超過勤務が１００時間を越えている

職員も１３.４％います。 

 自己診断チェックリストで、仕事による負担度が非常に高い職員は１０.１％、メンタル

ストレス判定では１６.４％が中程度の抑うつ傾向を訴えています。長期療養に入ってしま

う職員も増える傾向にあると言います。 

 

 どれくらいの労働時間だったのでしょうか。 

 尐し古いですが５月２０日付の『河北新報』に次のような記事がありました。 

 「東日本大震災の対応に当たった自治体職員の残業代問題で、宮城県岩沼市は市職員の

３月分の時間外手当を総額で３割削減して支払ったことが１９日、分かった。市は『震災

という非常事態を考慮し労使双方で協議して決めた』としている。 

 市によると、削減されたのは３月１１日以降の時間外手当で管理職を除く２６４人が対

象。１人平均９２時間残業をしており、消防や水道関係職員の中には２００時間を超えた

ケースもあった。 

 市はこれら時間外手当を特例措置として、本人の基本給の額や、夜間・深夜割り増しを

計算せず、一律１時間当たり１８００円に統一。上限を１５０時間と設定し、超過した場

合は支給せず、その時間分を休日取得に振り替えてもらうことにした。 

 その結果、通常の規定で支払えば約６０００万円に上る時間外手当を約４２００万円に

縮減させ、１３日に支給した。１人当たり平均支給額は約１６万５０００円。 

 県市町村課は『給与制度の変更は、基本的に各自治体が条例や規則で定める必要がある』

としている。 

 一方、市職員の残業代１億６０００万円（５３０人分）を半額カットし県から違法性を

指摘された名取市は、４月に未払いだった約８０００万円を２０日に全額支給する。」 

 ３月１１日から３１日までに集中しての１人平均９２時間残業、消防や水道関係職員２

００時間を超えた残業は長時間というようなものではありません。緊張感と使命感に裏付

けされていたとはいえ、心身ともに限界に近かったと想像でいます。 

 ましてや被災者でありながら公務に専念していたというよりも避難所で生活をしていた

職員や教員もたくさんいます。しかし周囲から被災者とは見られませんでした。 

 そして、残業代の支払いについては“遠慮”をしています。 

 

 この間進められてきた行政改革・「小さな政府」は、現場や住民の要望を無視して強行さ

れてきました。各自治体は平時の最低人数を定員としています。日常的にすでに対応能力

は崩壊しています。しかし納税者を名乗る者からの攻撃と報道機関の煽りのなかで職員は
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声を上げられませんでした。とっさの時は、今回の大震災のような事態ではなくても対処

できません。しかし行政機関の末端である現場の職員が責任を負わされ多のです。被災者

は行革から二次被害・三次被害に遭遇しました。同じように医療機関・介護システムなど

の受け入れ態勢も崩壊していました。 

 「民間主導」は震災のような事態では何もできません。行政の機能をカバーしているの

はもう一つの民間・ボランティアです。 

 しかし何もできない「民間」は今、「復興」利得を「主導」しようとしています。 

 

 震災から１０００時間・約１か月半が過ぎた頃、公務員連絡会地方公務員部会はパンフ

レット「１０００時間後のあなたへ ～東日本震災で頑張ったあなたへ～」を作成しまし

た。震災から１０００時間とは復旧・復興の開始時期にあたるのだそうです。被災者も自

治体職員も心身・生活の切り替えが必要になってきます。 

 パンフレットは、「こんな大事なときに倒れたら」という思いに「それよりは、長期戦に

備えて、体力気力を養うことが大切です。それが被災地の再生のためになります。まずみ

ずからの体力気力を養うこと。労働者として、当然やるべきこと。被災地の再生のために

いま、休むことがとても大切です。」とアドバイスをします。 

 １０００時間を越えたら「自分の家族のこと、被災者でもある自分のことを第一に考え

る。自分の生活に自分の全てを費やして構わないのです。死にたずさわるしごとから、生

を支えるしごとへのシフトが大切です。そして職員同士が体験や感情を共有する場を持ち

ましょう。」とアドバイスをします。 

 パンフレットは、インターネット「いじめ メンタルヘルス労働者支援センター ⇒ 安

全衛生 ⇒ 『心のケア』」で見ることができます。 

 

 東日本大震災は、多くのことを気が付かせてくれました。 

 「小さな政府」は、人びとの安全・安心を小さなものにします。自治体職員や教員に過

重労働を強います。結局はだれも幸福にはなりません。 

 結局復旧・復興は人々の連携・連帯で可能となります。駆けつけたたくさんのボランテ

ィアの活躍を見るとそう思います。 

 震災の教訓をどう生かすか。その第一目の回答がここにあります。 

 

 

頼もしい東京消防庁  

  

９月３０日（金） 
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 ９月２５日、宮城県気仙沼・本吉地区広域行政事務組合消防本部主催で、震災で殉職し

た１０人の消防士の合同慰霊祭がとりおこなわれました。住民の避難誘導などをしていて

津波にのみ込まれた方々です。 

 

 この気仙沼・本吉地区に、震災直後に東京消防局から派遣された消防士の体験談を聞く

のと記録班が撮ったスライドを見る機会がありました。 

 東京消防局は、地震発生直後に状況掌握のためのヘリコプターを飛ばしています。そし

て１２日の３時４５分に第一次陸上消火部隊１８４名を送り出しました。 

 隊員らは現地に着いても地理が不案内です。しかも道路がふさがれています。情報収集・

指揮命令のための活動拠点がありません。自分たちがどこにいるかもわかりません。その

なかで他道府県との連携した活動を展開しました。日頃の訓練なくしてはできないことで

す。 

 消火活動は、水道栓が破壊したのでホースをかなりの長距離間つながらなければならな

かったようです。また瓦礫の中にホースを這わせると破損することもあったといいます。

瓦礫を踏みしめ続けて靴底に尖ったものが突き刺さって水が漏り、凍傷に罹った隊員もい

たといいます。水嚢を背負っての消火もありました。 

 このような活動で１０日後ぐらいにほぼ鎮火させることができました。 

 消火活動と並行して捜索活動が行われました。焼け崩れた家屋の下に焼死体というより

は焦げた遺体があります。焼けた家具と判別がつかない遺体があります。そこから探し出

すのはプロの経験と勘です。数日後ですでに頭蓋骨になっている遺体もありました。 

 遺体を踏みつけないように慎重に活動を続けます。生存者がいる場合は救助、遺体を発

見した場合は目印を付けておいて警察の活動に委ねます。 

 遺体には毛布を掛けて人目に触れないようにします。せめてそれくらいしかできません

が尊厳への配慮です。 

 どこに行っても油のにおいが立ち込めていたと言います。 

 このような中で３日間は不眠不休だったといいます。４日目に交代部隊がきて休息がと

れましたが、体育館にシュラフで寝ます。水も電気もありません。３月中旬の東北です。 

 

 東京消防局は、被災地に震災直後から６月６日まで、地上部隊を４７３隊２９７４人派

遣しました。そのほかに航空部隊を４１隊２６９人派遣しています。 

 さらに同じ時期に福島原発事故の放水活動にハイパーレスキュー隊１３９名を派遣しま

した。他のどの部隊よりも的確な活動を展開しました。上司は最も危険な持ち場に立って

隊員にきびきびした指揮を執っていた光景がテレビから映し出されました。上司は部下の

生命を預かっていたのです。 

 

 救援部隊は「要救助者が不安になるので苦しい顔を一切するな」が心構えになっていま



 

7 

 

す。 

 体験談を語ってくれた消防士にストレスを感じませんでしたかと質問しました。「ああ、

惨事ストレスのことですね」と即座に受け止められ「東京消防庁はきちっと対応していま

す」と回答が返ってきました。 

 被災地から帰った隊員にはちゃんと専門家が体験したことを語らせ、体験交流をしてス

トレスを解消させているということでした。隊員１人ひとりに「ちゃんと吐かせます」と

語っていました。 

 派遣された３０００人以上の隊員から体調不良者は出ていないということです。 

 話を聞いて改めて安心できました。頼もしく感じました。 

  

 東京消防庁は、消防士の健康管理のため、消防署ごとに精神科の医師やカウンセラーを

派遣しています。悲惨な事故現場に出動した消防士には、ストレス障害などに関する相談

を義務づけている。  

 東京消防庁のきちんとした対応は状況の節々に現れています。４月７日（木）に書いた、

阪神大震災の経験・教訓等がちゃんと生かされています。 

 まず、現場の隊員が「惨事ストレス」というものがあるということを理解しています。 

 消防士は日常的な訓練の積み重ねによる自信が適確な判断能力を体得します。地理が不

案内なところでの未曽有の出来事への対応はそうでなければできません。 

 遺体を発見した時は誰も“まとも”ではいられなかったはずです。慣れなどはありませ

ん。そのなかで遺体に毛布を掛けるという行為は、死者の尊厳の弔いです。おそらくその

場を去る時はみなで手を合わせたことでしょう。遺体をその場に残すということは役割分

担の中でそうしたことで、自分たちの任務はちゃんと果たしたのです。 

 そして上司の行動と指揮への信頼感が恐怖を克服させ安心感をもたらします。そのよう

ななかで活動していました。日常的な訓練は信頼関係を強めます。 

 任務が終了した隊員のケアを単に慰労だけではなく、異常な状況を目撃、体験した後の

心的負荷が大きいということを理解する人がいて対応しています。そこでは何でも話せま

す。正直に「嫌だった」「怖かった」と「吐く」こともできます。 

 そして東京消防庁が行ったことではありませんが、残念ながら亡くなった隊員への慰霊

は残された隊員にとって大きな意味を持ちます。慰霊は、残された者にとっては悲しみを

封じ込めない行為です。そして自分たちの活動が組織内部だけでなく外部の人たちからも

感謝され、亡くなったことを惜しまれていることを目の当たりにすることは、日々危険と

隣り合わせで活動している隊員たちにとっては自己の使命感を再確認することができます。

活動の満足感と誇りを獲得することができます。 

 「惨事ストレス」は誰にでも発症するということを前提にした、事前・事後の組織的対

応が必要です。 
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 震災から３が月後、これとは全く逆のニュースが流れていました。 

 宮城県内にある陸上自衛隊基地は、救助活動に参加する隊員のために「心のケア相談室」

を設置しました。３か月間に相談者は１人いたということです。 

 その状況を管理職は「うちの隊員は強固な者が集まっていますから」と語っていました。 

 未曽有の出来事に対応するのに最初から精神的に強固な者などいません。隊員は相談室

に行けない雰囲気があったのです。このような対応のままだったら、残念ながらおそらく

多数の体調不良者が続出していると思われます。隊員がかわいそうです。 

 これでは隊は守れません。隊員を守れません。社会を守れません。「国」を守れません。 

 

 日本での「惨事ストレス」の理解はまだまだ進んでいません。  

 

 

惨事ストレスに強いパーソナリティは存在しない  

 

１０月２１日（金） 

 

 １０月１６日の『朝日新聞』に「消防士９割『惨事ストレス』 被災地派遣の８００人

調査」の記事が載りました。 

 調査は、名城大学が岩手、宮城、福島の３県を除く全国各地から緊急消防援助隊として

５月下旬まで派遣された約２８.０００人のうちの８００人を対象に実施され、有効回答率

は６６.９％だといいます。 

 具体的には、活動時の精神状態として「被災者や遺族に強く同情した」（４２％）、「もっ

と役にたてないのかと自責の念にかられた」（４０％）、津波や余震への不安や不眠、絶望

を感じたり、涙が止まらなかったりするなどの症状も１割から３割いたという結果がでま

した。 

 日常生活にも影響がある心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の可能性が高い隊員も５％

いたといいます。しかし記事は結果報告だけで評価がありません。 

 

 消防士への惨事ストレス対策の取り組みは、阪神淡路大震災の経験から尐しずつ開始さ

れました。しかし地域的にばらつきが大きくありました。 

 消防庁は２００３年５月に「消防職員の惨事ストレス対策に関わる緊急時メンタルサポ

ートチームの創設等について」（通知）と「緊急時メンタルサポートチーム派遣要綱」を通

知します。 

 ２００５年６月には「消防職員の現場活動に関わるストレス対策フォローアップ研究会」

が設置され、各消防本部や都道府県における惨事ストレス対策の取組状況、これまで対応
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した事例の調査及び分析、今後の対策の在り方等の検討が行われ、『報告書』にまとめられ

ました。 

 そこには２００５年段階で、惨事ストレス教育を行っている本部は平均２３.８％でした。

惨事ストレスを受けた職員を何らかの方法で把握しているは３０.３％、職員へのケアを行

っているは９.８％とあります。深刻な状況です。 

 

 今は、工夫を凝らした教育・宣伝も行われています。（東京消防庁の取組については９月

３０日の「活動報告」参照） 

 全国消防協会はカラー漫画によるパンフレット『もうひとつの闘い ～語ることができ

ない消防士～』と『消防士たちの惨事ストレス 家族用手引き』を作成しています。 

 消防署の隊長は、幼い時、消防士だった父親を火災出動で亡くします。 

 署内で PTSDの資料が配布され、研修が行われようとします。しかし隊長は「消防職員が

悲惨な現場に行くのは当然」「いちいちストレス抱える奴は消防になんか向いていない。と

っとと辞表出せ」「消防職員は強くて初めて家族を守れるってもんだ」といって反対します。 

 その隊長が、炎上火災で逃げ遅れた親子３人の救助活動で、重傷を負った子供を抱えた

とき身体が動かなくなります。 

 ストレスは気づかないうちに蓄積します。そして思いもよらないきっかけで溢れ出しま

す。 

 隊長は、それ以降、両腕にずっしりと、ぬくもりのない重さを感じていると「告白」し

ます。上司がそう「吐き出させ」ました。それ以降、気が楽になり、チームを信用するよ

うになりました。 

 そして惨事ストレス研修にも前向きになっていきます。 

 

 悲惨な状況を体験や目撃したら誰でもストレスを感じます。消防士、警察官、自衛官、

医療関係者など職業的に遭遇する機会が多い者たちもそうです。問題はその時のストレス

をどのようにして小さくするか、そのためにどのような予防をするか、業務遂行後はケア

をするかです。 

 そのなかで今回の調査の「ＰＴＳＤの可能性が高い隊員の５％」は高いかどうかの捉え

方が問題になります。 

 アメリカでは、死亡事故を目撃した消防官に対し、３日以内に神経精神科のカウンセリ

ングを受けることを定めた「ストレス管理プログラム」を適用しています。 

 

 今年６月、韓国の新聞に韓国の消防士の惨事ストレス問題が載りました。 

 中央消防学校によると、火災を鎮圧するハイリスクグループの消防官のうち、１３.３％

が「精神疾患レベルのうつ病の症状」を抱えているということです。  

 問題は、多くの消防士が、こうした苦痛や悩みを訴える場所がない、同僚に対してさえ
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悩みを訴えられないことだといいます。 

 カウンセリングやメンタルヘルスケアを希望する場合、市・道の災難（災害）心理治療

センターをできることになっているが、他者の目を気にして通えないという雰囲気がある

といいます。 

 「消防官ではない友人たちは、“ひどい”と言ってこうした話を聞きたがらない。 だか

らといって神経精神科での治療は、組織内で“おかしい人”と見られないか気になって嫌

だ」という状況があります。 

 このような中で、今年になって５月末までに８名の消防士が自殺しました。この４年間

で自殺した消防士は２５人。２００９年は、自殺した消防士（１０名）が火災現場で殉職

した消防士（３名）より多いという事態になっています。 

 この事態は、もしかしたら日本では警察や自衛隊と似ているのではないでしょうか。 

 これらで惨事ストレス対策が取られているとは言えません。 

 

 韓国だけでなく日本では、まだまだ精神的体調不良は「主体の問題」と捉えられていて、

偏見の原因にもなっています。 

 「今日でも使われているいくつかの心理テストがあるが、今もそれらをいくつか組み合

わせて、心理的特性とか性格的な特徴とかいうものを評価する道具として心理学者は使っ

ている。その組み合わせのことをテスト・バッテリーという。…… 

 （米軍は）徴兵検査の時に心理テストを行って、戦闘要員としての適性を評価するとい

う方法が、本当に功を奏したものかどうかはよく知らなかった。しかしこの方法が自衛隊

の隊員を募集する時に、そっくりそのまま日本に輸入されて、アメリカ陸軍式のテスト・

バッテリーを実施していたことを私は知っている。…… 

 しかし、これが本当に有効であったかどうなのかということになると……私はこの本を

書くためにアメリカの陸軍軍医総監部出版の軍医の教科書“Text Book of Military 

Medicine"シリーズの“Military Psychiatry"などというものを手に入れて、読んで調べて

見た。そうしたら、精神科医ならば腹をかかえて笑うであろうことが出てきた。…… 

 （米軍は）徴兵時にスクリーニング用心理テスト・バッテリーで精神医学的潜在カジュ

アルティーを排除できる、いわば予防できるんだということを真に受けて使用した。 

 精神医学的な既往歴のあるものを徴兵せず、とくに不安障害と言われているようなもの

はだめであるということをやってしまった。……徴兵不適とされた者が１６０万人、第１

次大戦の７.６倍に達した。 

 このスクリーニングをやったにもかかわらず、戦場におけるブレーク・ダウンその他の

精神医学的理由による除隊は、第二次大戦では第一次大戦の２.４倍。つまり、７.６倍の

人が戦闘に不適だといってスクリーニングされたのに、２.４倍の精神医学的なブレークダ

ウン現象が起きてしまった。…… 

 スクリーニング不可能と言う事実は何を語るか？ 戦闘状況でのストレスに強いパーソ
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ナリティなんて存在しない。だれでも限界を超えればブレーク・ダウンするという真実が

１つ。 

 不安反応は、古兵と言えでも戦闘機関の長期化とともに、高い頻度でかならず出現する、

つまり戦闘機械のような兵隊はつくれないという事実。」（計見一雄著『戦争する脳』（平凡

社新書） 

 自衛隊は、第二次大戦の米軍の教訓を生かしていません。隊員を人間とみなしていませ

ん。悲惨が悲劇を生み続ける危険があります。 

 


