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「震災体験の『心のケア』を記録に残す」Ⅸ 

 

東日本大震災から２年が過ぎました。 

復興作業も転換期を迎えています。そのなかで、この２年間の体験を記録として 

残し共有化しようという作業も進んでいます。 

災害被害をなくすことはできませんが減らすことはできます。それは災害救援活 

動従事者についても言えます。東日本大震災では阪神淡路大震災の体験を生かして 

共有化していた部署とそうでなかったところでは大きな差が出ています 

震災に遭遇したら誰でも体調不良に陥ります。今回の犠牲が大きかったなかでの 

貴重な体験を語り継いでいくことは一番の予防に繋がります。 

 

 

阪神大震災の時、感情を素直に出し『泣き虫先生』と 

呼ばれた教員のクラスではストレスの回復が早かった 

2013/07/18(Thu)  

７月１８日（木） 

 

７月９日の『岩手日報』に「県内教職員８８人休職 昨年度、６割超が精神疾患」の見出し

記事が載りました。 

県教委の発表です。昨年度の県内の教職員の休職者は８８人で、うち精神疾患を原因とする

人が６割超の５４人に上ります。異動が精神疾患につながるケースが多いのが特徴で、被災地

では依然、疲れや不眠を訴える声が多いといいます。 

昨年度の休職者は前年度比１９人減。うち精神疾患が原因の人は同１６人減。精神疾患によ

る休職者５４人のうち、半数以上は２年以内に異動経験があったといいます。 

昨年度末までの震災に起因したトラウマ（心的外傷）やフラッシュバックなどによる療養者 

（病休者、休職者）は計１４人。現在、療養者はいないが、職場復帰した人の一方、退職者も

います。震災から２年が経過しましたが、被災地の教職員からは肩こりや疲れ、不眠、意欲低

下などの声が出ているといいます。 

 

雑誌『女も男も』（労働教育センター発行）２０１３年春・夏号は「被災地教職員・自治体

職員の震災後ストレスと心のケア」を特集しています。そのなかで日教組執行委員の向明戸静

子さんは「被災３県の病気休職者数の推移」を図表で報告しています。 
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岩手県に限れば２００９年度が病気休職者数１０８人、うち精神疾患による休職者数７８人、

２０１０年度が１０６人と８０人、２０１１年度が９６人と６２人です。この流れを見る限り

は減少と言えます。 

しかし問題は別に存在しています。「被災３件の定年前退職者数」（２０１１年度末）の図

表は、岩手４３人、宮城２６人、福島６０人となっています。自治体職員もそうですが、精神

疾患で体調不良になった人の多くが復職を望まないで退職しています。 

 

 

昨年１０月２６日の「活動報告」で宮城県女川１中の生徒たちが震災後に作った俳句を紹介

しました。その中の１句です。 

 

ただいまと  聞きたい声が 聞こえない 

 

自分の家族は無事だったけど友だちの心中に思いをはせて詠んだといいます。 

指導している先生も小学生の次女を津波で亡くしていました。提出する時、先生を苦しめる

のではないかと思いを巡らしましたが、悲しみをたくさんの人たちに伝えたいという思いの方

が大きかったといいます。 

 

被災地の教職員は被災者であると同時に救援者の任務を負い、そして労働者です。 

救援活動はそれぞれ立場によって任務は違います。 

消防士や警察官、自衛隊員は発生直後から現場で活動します。集団行動で、短時間・短期間

です。自治体職員、教職員、医療関係者、ボランティアは現場の周辺で活動します。個人で判

断しなければならない事態も多く、期間は長期に及ぶこともあります。報道関係者は現場も周

辺も目撃し、記録しながら行動します。 

震災直後でも自治体職員、医療関係者はそれぞれの職場を拠点に指示をうけながら活動しま

す。 

 

２０１１年１２月９日の「活動報告」で宮城県教職員組合のアンケート結果を紹介しました

が、教職員は激務をこなしていました。 

教職員の職場は避難所となって被災者に“占領”されています。そこでは施設の管理者であ

り、救援活動の責任者にまつりあげられたり、泊まり込むこともあります。被災者からの要望

やクレーム、相談対応も任務となります。その一方で児童生徒と家族の安否確認、相談や激励

などに２４時間対応します。それらははじめて体験することばかりです。しかし期待されるな

かで気を休めることができず、感情も表に出せません。 
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支援者は被災者や児童・生徒に心を寄せる人たちは大勢いますが、被災者でもある教職員に

対しては多くありません。 

授業再開は、施設が使用できないなど教育環境が大きく変わった中で行われます。亡くなっ

た児童・生徒がいる場合もあります。家庭や家族の状況も大きく変化しています。教職員はそ

れらをすべて受け止めなければなりません。 

緊張状態のなかでの業務遂行の後、異動など環境の大きな変化を経ると始めて現実を捉えか

えすことができたりします。そうすると一気に疲労とストレスが発生し、拒絶反応が出てきた

りします。 

 

精神科医の中井久夫さんが阪神淡路大震災の時の経験を書いた『災害がほんとうに襲った時』

（みすず書房）から抜粋します。 

「突然、避難民をあずかる羽目になった校長先生と教員たちの精神衛生はわれわれの盲点で

あった。校長先生たちはある意味ではもっとも孤立無援である。避難民には突き上げられ、市

にはいっさいの人員援助を断られ、そして授業再開への圧力がある。災害精神医学というもの

を曲りなりにも知っていた精神科医とちがって、校長先生たちは災害においてこのような役割

を担おうとは夢にも思っておられなかったはずである。…… 

やはり人間は燃え尽きないために、どこかで正当に認知 acknowledgeされ評価 appreciate

される必要があるのだ。…… 

弱音を吐けない立場の人間は後で障害が出るという。」 

 

 

２０１１年４月３０日の『毎日新聞』に「東日本大震災 岩手県教委『こころのサポートチ

ーム』が始動」の見出し記事が載りました。県教委は県内の臨床心理士６人らと兵庫教育大大

学院の冨永良喜教授をスーパーバイザーに迎えて構成される「こころのサポートチーム」を作

って支援を開始、４月１３日から教職員を対象に研修を実施しました。 

そこでは児童生徒の受け止め方や接し方についての講義と質疑応答が行われましたが教職

員自身の健康管理についても話が及びました。 

「先生も肩の力抜いて 

研修では講義だけでなく、心身をリラックスさせる『実技』にも時間を割いた。『子供を元

気づけるには先生が元気でいることが大切』（県教委）だからだ。県教委によると、同県沿岸

部の公立小中高校の教職員約２５００人のうち約２割が、家屋に被害を受けた被災者でもある。 

（臨床心理士の）佐々木さんの指導で、両腕を上に伸ばしたり、肩を上下させたり、座った

状態で足を伸ばしたりするたびに『あー』『はー』と気持ちの良さそうな声がもれ、それまで

緊張感や疲労感が漂っていた教員の顔に初めて笑みが浮かんだ。 
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『笑っちゃいけないと思っている人がいるかもしれないが、それは間違い。力を抜く時に抜

かないと力を入れる時に入れられない』。佐々木さんはリラクセーションの大切さを説く。阪

神大震災の時、感情を素直に出し『泣き虫先生』と呼ばれた教員のクラスではストレスの回復

が早かったという。」 

 

阪神淡路大震災の時は、その一方で２～３年後にＰＴＳＤに罹患した教員もいました。 

 

２０１１年５月１日の『朝日新聞』に「心のケア まず先生から」の見出し記事が載りまし

た。 

「宮城県石巻市には４月７日から、秋田県教委から養護教諭らのチームが派遣されている。

１チーム３泊４日で、５月末まで計１１チームが現地入りする。 

子どもを直接ケアすることよりも、地元の養護教諭を精神的に支え、子供と向き合う時間を

増やしてもらうことに重きを置く。 

３月下旬に先遣隊が現地入りしたときのこと。宿舎に夜、地元の養護教諭が訪れて胸中を打

ち明けた。学校に泊まり込んでいて、避難所に暮らすわが子を抱きしめてあげられないこと。

安否不明の児童を捜したくても学校を離れられないもどかしさ。ひとしきり話すと『少し楽に

なりました』と帰って行ったという。 

聞き役になった秋田県の小野敬子教諭は『先生はいつ倒れてもおかしくない状態だった。子

どもたちのためにも先生を支えることが最優先とわかった』と振り返る。」 

続けて、４月初めに石巻市で講演をした国立国際医療研究センター国府台病院児童精神科の

岩垂喜貴医師の発言を紹介しています。 

「多くの先生たちは、避難所の運営や学校再建に忙殺され、自宅や学校も被災して、児童生

徒のケアに全力をつぎ込めない無力感に駆られている。 

『こういう時こそ「できないことはできない」と自分の心に言い聞かせることが大事。完璧

じゃなくていい。「中途半端にやる力」が、長い目で見たらとても大切』……『イライラや落

ち込みを隠して子供たちに接しようとするのは難しい。無理に前向きになる必要もない。子ど

もにとっては先生がいてくれるだけで治療的な意味があるのです』」 

 

 

『女も男も』に寄稿している日教組執行委員の向明戸さんは、東日本大震災が発生した時は

岩手県で勤務していました。 

「心配なのは、つらさやかなしみを内に閉じ込めてしまうことで、きもちがパンクしてしま

わないだろうかということ。バーンアウトが心配されます。…… 

では、今の被災地教職員に必要なケアはどういうものでしょうか。話して楽になる、という

体験はだれしもあると思います。まずは、自分１人で抱え込んでいたものを、同じ被災体験を



 

5 

 

した者同士で、つらさや悲しさを一緒に分かち合うことです。このような同じ体験、同じ境遇

の人同士で、お互いの話を聞き合うことを『ピアカウンセリング』と言いますが、自分の気持

ちを理解してくれる相手だからこそ、話せることがあります。ピアカウンセリングであれば、

自分自身の気持ち、今の精神状態と向き合うことができるのではないかと思います。 

子どもの心のケアと同様に、この人なら話しても安心という相手が、大人のケアにも必要で

す。」 

 

兵庫教育大大学院の冨永良喜教授も寄稿しています。 

冨永教授は、子供たちへの心のサポート授業の内容は教師支援にもつながるといいます。 

「心の中には、過去のさまざまな記憶の箱があります。トラウマの記憶は、凍りついた記憶

の箱にたとえられます。思い出そうと思っても記憶の箱のふたが凍りついていて開かない。で

もちょっとしたきっかけで、氷が解けて、箱の中のことがわーとよみがえってきて苦しくなり

ます。 

そんなときは、２つのステップで乗り越えましょう。 

ステップ１はコントロールです。自分の心とからだにどんな変化が起こっているかチェック

して、有効なコントロール方法を知ることです。ふっとつらいことが浮かんで眠れないとき、

『考えないようにしよう』ではなく、額に一度力を入れて、そしてふわーっと力を抜いてみま

しょう。…… 

少しコントロールできるようになったら、ステップ２です。何があったのか、じぶんはその

時何を考え感じたのか、スクリーンを浮かべて、自分から思いだすのです。それはとてもつら

いことですが、むしろ記憶の箱を整理でき、もう、わーっと思い出してつらくなるということ

がなくなるのです。 

そして、じぶんが体験したことを、文章にしたり絵に表現して、他の地域の人たちや次の世

代の人たちに語り継いでことです。語り継ぐ防災教育に繋がっていきます。 

トラウマケアで最も難しいのが、『回避』への対応です。『あのことは話したくない』『あ

のことを思いださせるような場所には行かない』『追悼の行事はつらいことを思いだすので参

加したくない』『陸に打ち上げられた巨大船を見ると思いだすので早く撤去してほしい』――

人は、避けることで思い出さない対処をしています。 

しかし一方、避け続けることが、結果としてつらい記憶をコントロールできない要因のひと

つにもなるのです。そこで『回避』を尊重しつつ、それぞれのペースで、少しずつ記憶に向き

合うチャレンジをどのように進めていくかがトラウマケアのポイントになります。」 

 

もう１つ、惨事ストレスについての注意点です。 

「東日本大震災が惨事ストレス対策を見直すきっかけとなってはいるが、惨事ストレスを引

き起こすのは、震災のような大きな事案ばかりではない。負傷者への対応や事件や事故に巻き
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込まれた子どもとの遭遇など、日常業務の中で頻繁に出くわす比較的小規棋な事案も、その例

外ではないことが指摘されている。……交通死亡事故や強盗死傷罪の方が殺人罪性犯罪、傷害

罪よりもＩＥＳ－Ｒ得点が有意に高く、毎日の業務で頻繁に出遭う事案の方が惨事ストレスと

して強い影響を及ぼすことを示唆している。」（『警察職員の業務に関連するストレスとその

健康への影響』 大沢智子、加藤寛） 

 

これらのことを理解し、手法を行使するためには相互理解と日常的な心身のゆとりが必要で

す。忙しい中ではお互いへの機会保障です。 

 

 

阪神淡路大震災での対応と東日本大震災とで大きな違いがあります。 

阪神大震災の時、兵庫県は震災３カ月後から、心のケアに専門に当たる教育復興担当教員 

（その後、心のケア担当教員と名称変更）を最大１６３校で２０７人配置しました。しかし東

日本大震災ではスクールカウンセラーです。２０１１年１２月９日の「活動報告」で精神科医

の野田正彰さんの見解を紹介しましたが、教師とカウンセラーの分業は子供たちに戸惑いをも

たらします。そして教師の業務負担を本質的に軽減することにはなりません。 

「実践心理学」を体得している退職教員などの活用による教育復興担当教員の配置の方が教

師と協働でき、ゆとり保障とストレス解消に繋がります。 

児童・生徒に寄り添って教職員の震災対応はまだまだ続きます。 

 

 

活動中の支えは「被災者から感謝されたり、お礼を言われたりした」

（５２.８％） 

2013/06/04(Tue)  

６月４日（火） 

 

３月２５日、消防庁は消防職員の「大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会 報告書」

を発表しました。東日本大震災被災地に消防士を派遣した消防局・消防本部と消防士、地元被

災地の消防本部と消防士・消防団員からのアンケート調査結果も盛り込まれています。１３６

ページに及ぶ膨大なものですので、全国から派遣された消防士と地元被災地の消防士について

のアンケート結果のみを紹介します。 

ここまで大がかりな調査は、国家公務員、自治体職員、警察官、自衛隊などにおいては行わ

れていません。（行われていたとしても公表されていません）惨事ストレス対策が最も進んで

いる消防士について検討することは他でも大いに参考になります。 
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消防庁では、東日本大震災発生以前にも数回惨事ストレスの調査や対策がとられてきていま

す。 

今回は「大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会」が４回開催され、その一環として

アンケート調査が行われました。実施期間は２０１２年９月２１日に質問票を発送し、回答は

１０月３１日まで返送された票を集計対象としました。調査票は、自記式質問紙で、対象とな

った消防本部を通じて、対象職員に配布し調査票の取りまとめを行う調査会社に、記入した本

人が郵送する方法で回収しました。 

 

 

全国から派遣された消防士に対する実態調査です。 

消防司令以下の消防職員６４０名を無作為抽出しました。抽出にあたっては、地方ブロック

ごとに４から７消防本部を選別し、消防本部の規模別に抽出数を決めました。 

 

派遣された消防士の派遣期間は、１週間後～２週間以内（３月１８日～２４日）が３８.％

で最も多く、４日～１週間以内（３月１４日～１７日）が３０.１％でした。 

現場で体験した災害の概要は、「大規模な津波の被災地だった」（７６.４％）が最も多く、

災害の状況では「余震がひどかった」（５４.８％）、「泥等のため、作業しにくかった」（４

２.９％）が最も多く挙げられています。 

活動状況や活動中の出来事では、「死体を見た、あるいは死体に触れた」（３４.８％）、

「災害活動中、現場での情報が著しく不足した」（３２.３％）などの現場活動に係るものと、

「また津波がくるかもしれない危険性があった」（３２.７％）、「放射能に汚染される危険

性があった」（２９.７％）など東日本大震災特有の出来事に関わるもの、また、「遺族や被

災者が哀れであった」（３１.４％）など遺族や被災者に関わるものが２～３割と比較的多く

ありました。 

 

現場活動による症状としては、現場活動中の感情状態は、「活動中、見た情景が現実のもの

と思えなかった」（４２.４％）、「被災者や遺族に強く同情した」（４０.０％）と多くあり

ました。また、「強い余震が心配だった」（３３.５％）、「放射能による汚染が心配だった」

（２９.９％）、「また津波が来るのではないかと不安だった」（２６.６％）など、東日本大

震災特有の現場状況に関する心配が多く挙げられました。さらに、活動後の感情状態について

は、「もっと役に立てないのかと自責の念にかられた」（４４.４％）が最も多く、「活動が

実を結ばない結果に終わり、絶望や落胆を味わった」（１７.３％）など、自責の感情に関す

る回答が目立ちます。 
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災害活動より得られた成果については、「得られたものはまったくない」と回答した人は１.

７％で、回答者のほぼ全員が何らかの成果を感じていました。特に、「活動を通して社会に貢

献することができた」（４５.２％）、「生命の大切さを実感するようになった」（４１.６％）、

「人間関係の大切さを実感するようになった」（４１.４％）、「自分の活動が誰かの役にた

ったことを実感した」（３９.８％）、「消防職員としてのスキルや能力が向上した」（３８.

１％）、「周りの人たちへの感謝の気持ちをもつようになった」（３１.２％）、「人々や物

を、いて当たり前、あって当たり前だとは思わなくなった」（２７.１％）、「他人を思いや

る気持をもてるようになった」（２２.７％）などを体験していました。 

 

活動中支えになったこととしては、「被災者から感謝されたり、お礼を言われたりした」（５

２.８％）、「一緒に活動している上司や同僚と、他愛もない会話をよくした」（５１.１％）、

「家族からのメールや電話により励まされた」（３９.２％）、「上司や先輩から労い（ねぎ

らい）をうけた」（２６.２％）、「夜などに仲間と集まって、現場の感想や気持ちを話した」

（２５.８％）、「被災地で活動している他の本部の人々との情報交換や交流があった」（２

５.８％）、「同僚と励まし合った」（２０.８％）などの順です。 

 

帰署後のストレスについては、現場活動後に問題やストレスを、「問題やストレスに感じた

ことはなかった」は全体の４割を超え、「不明」（１１.２％）を除いた約５割の者が何らか

の問題やストレスを感じていました。 

回答されたストレスの原因は、「ゆっくり休むことができなかった」（２２.９％）、「報

告会や報告書の作成に追われ忙しかった」（１６.９％）でした。 

 

ストレス症状を解消するために行った行動は、「何もしなかった」（２４.５％）で、少な

くとも７割の者が何らかのストレス解消行動をとっていました。ストレス対処行動として取ら

れた行動は、「睡眠や休養に努めた」（４５.４％）、次いで「運動や趣味により発散した」

（３７.３％）が多くありました。 

一方、「職場内外のメンタルヘルス機関を利用した」（２.２％）、「ストレスケアについ

て訓練された職員との個別面談」（１.１％）という状況でした。 

 

消防本部から用意された対策及び参加した対策については、「ストレス緩和のために用意さ

れた対策はない」が１６.２％で、８割以上の回答者が何らかの対策を用意されていました。 

用意された対策の内容としては「カウンセラーや精神科医とのカウンセリングや個別面談」

が２８.８％で最も高く、「ストレス対処に関するパンフレット等での情報提供」（２６.０％）、

「臨時の健康診断」（２２.５％）、「放射能についての講演・教育」（１８.８％）、「放射
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能に関する健康診断、サポート」（１８.６％）、「セルフチェックリスト（ＩＥＳ-Ｒなど）

を利用したチェック」（１８.６％）などが挙げられました。 

実際に参加した対策については、２２.７％の回答者が「実際に参加した対策はない」と答

え、７割以上の回答者が何らかの対策に参加したと回答しています。「臨時の健康診断」への

参加率が２０.７％で最も多く、「セルフチェックリスト（ＩＥＳ-Ｒなど）を利用したチェッ

ク」（１７.４％）が続いています。 

 

ストレス緩和対策に関する感想を実際に何らかのストレス対策に参加した回答者（Ｎ＝３４

６）を対象に尋ねました。その結果、「ありがたかった」（３３.２％）と、「組織が支えて

くれているという安心感があった」（２６.９％）が多くありました。その他には、「ストレ

スの解消に役立った」（１２.７％）などの意見がありました。 

 

しかし見逃せない数値として、「チェックリストや問診には、正直に答えなかった １０．

７％」があります。ストレス症状を解消するために行った行動の 「職場内外のメンタルヘル

ス機関を利用した」（２.２％）、「ストレスケアについて訓練された職員との個別面談」（１.

１％）という状況の低さ、またストレス緩和のために実際に参加した対策について２２.７％

の回答者が「実際に参加した対策はない」と回答している状況は、正直に回答したら何らかの

不利益が生じると受け止めていることを物語っています。 

 

調査票で健康調査をしました。ストレスが低く，健康な状態、心理的ストレスの高い状態、

うつ病や不安障害が疑われる状態、うつ病や不安障害が強く疑われる状態の４群に分類しまし

た。その結果、１％の職員は障害が疑われる不健康状態にあることには留意が必要であるとい

う状態でした。 

 

惨事ストレスに関する意見は、「消防活動に従事する以上、悲惨な現場に遭遇する可能性が

あるのは当然である」（９１.４％）が９割を超えています。また、「消防職員の惨事ストレ

スに対する何らかの対策が必要である」（５９.１％）、「惨事ストレスに関する教育を望む」

（３３.８％）、「悲惨な現場活動後のミーティングを行ってほしい」（２４.９％）、「職員

のストレスに対応する専門機関が必要である」（２１.６％）など何らかの惨事ストレス対策

を求める意見が多くありました。 

 

要望する惨事ストレス対策として、今後、大地震や津波などの大規模災害の被害を受けた被

災地の消防本部に対して、ストレス緩和のために採った方がよいと思われる対策に関する質問

では、「長期休暇の付与」（４２.４％）が最も多く、次いで「自由意思で参加するカウンセ

リングや精神科医との個別面談」（３６.８％）、「被災地へ派遣された隊員の安否が確認で
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きるシステム」（３４.０％）、「臨時の健康診断」（３３.８％）、「派遣された隊員の家族

に対する被災地の情報提供」（３２.２％）、「全員が義務として参加するカウンセリングや

精神科医との個別面談」（３０.７％）が挙げられました。 

 

 

東日本大震災は惨事ストレス対策を推進することを強制しました。 

 

全国の消防局、消防本部等へのアンケートも実施しています。 

規模別は構成人数からバランスを取って、消防本部の規模別に、職員数９９人以下の小規模

本部から３３７、１００人から２９９人の中規模本部から３５３、３００人以上の大規模本部

から１０１の合計７９１を抽出して実施しました。 

その結果、メンタルヘルスに関する施策の状況は、２００５年調査と比較すると、「施策を

実施していない」が減少し（４０.０％→２５.０％）、各種施策が増加しています。具体的に

は「パンフレット等による啓発」（３６.４％）、「面接相談」（３６.０％）、「悲惨な現場

活動後のグループミーティング」（３０.８％）、「消防職員による研修」（２６.８％）、「健

康管理スタッフによる研修」（２２.０％）などです。 

しかし逆算すると「施策を実施している」７５％とはまだまだ低すぎます。 

 

「施策を実施している」ところと「していない」ところの「格差」が大きくなっています。 

 

 

「今回の震災では、平時からのコミュニケーションの重要が 

改めて認識させられた」  

2013/06/07(Fri)  

６月７日（金） 

 

（消防庁による消防職員の「大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会 報告書」 

紹介のつづきです） 

 

地元被災地の消防士に対する実態調査です。 

調査対象者は、東日本大震災の主な被災地である被災３県の沿岸部消防本部の消防職員（約

３,２００名）から、消防司令以下の消防職員３６０名を無作為抽出しました。抽出にあたっ

ては、当該消防本部の職員数に応じて抽出数を決めました。回答者は、岩手県５１人（１６.

５％）、宮城県１９０人（６１.５％）、福島県６６人（２１.４％）です。 
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震災による被災状況で、自分や周囲の人の被災については、「知人や友人が亡くなった・行

方不明になった」を半数近い人が経験していました（４６.９％）。「職場の上司や同僚が亡

くなった・行方不明になった」（２５.２％）です。 

住まいや職場における被災については、「住まいは家財が散乱し、片付けが大変だった」（３

４.６％）が最も多く、「住まいや職場には、特に被害はなかった」は２６.９％にとどまり、

回答者の７割以上が何らかの被災を経験しています。 

 

活動中支えになったこととしては、「家族からのメールや電話により励まされた」（４９.

８％）、「一緒に活動している上司や同僚と、他愛もない会話をよくした」（４８.９％）が

最も高く、「同僚と励まし合った」（３７.９％）、「被災者から感謝されたり、お礼を言わ

れたりした」（３７.５％）などが挙げられました。その他、「作業の合間に仲間と集まって、

現場の感想や気持ちを話した」（２９.１％）、「被災地で活動している他の本部の人々との

情報交換や交流があった」（２１．７％）、「上司や先輩から労い（ねぎらい）をうけた」（１

８.８％）、「一緒に活動している上司や同僚と、ストレスや精神的にショックを受けたこと

を話した」（１６.８％）なども活動中の支えとなっています。 

 

勤務に関して苦労したことについて、「震災発生時から現在までで、勤務に関して苦労した

ことはまったくなかった」は２.３％にとどまり、ほぼ全ての回答者が勤務に関して苦労した

ことがありました。 

業務に関しては、「復旧のため業務上の混乱が長く続いた」（５４.７％）、「日常業務が

多く、非常に忙しかった」（５０.５％）、「人手不足による苦労が増えた」（４０.５％）の

順で多く、職場の人間関係に関しては、「職場の雰囲気が悪くなっていた」（３４.６％）が

最も多くありました。 

職場の問題に関わる苦労については、「仕事に関して理想と現実の間のズレを感じた」（４

５.６％）、「職場の方針に納得できないことがあった」（４５.０％）が４割台と多く、回答

者自身の問題としては「十分な休暇が取れなかった」（５２.４％）が最も多く挙げられてい

ます。 

また「住民の気持ちを考えて自分たちのストレス解消は控えた」（４５.０％）、「住民を

気遣って悲しい感情などは表さないようにした」（４１.７％）、「住民の前で自分たちのス

トレスケアをするのがはばかれた」（１５.５％）の回答がありました。 

 

離転職を考えた経験について質問しています。 

「震災発生時から現在までに『消防職員をやめたい』と思ったことが一度もない」は５５.

３％にとどまりました。特に、「真剣に検討したことがある」は６.５％いました。 
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調査対象者が「知人や友人が亡くなった・行方不明になった」体験者である、被災地でなか

なか先が見えないという状況が続いている、また地域ごとの数値報告はありませんが放射能の

危険が高い福島県内で活動している対象者を含んでいるなどの理由かなと思われます。家族が

ばらばらで生活している者も多くいます。放射能の被害はここまで及んでいます。 

 

活動から得られた成果としては、「得られたものはまったくない」は０.３％で、回答者の

ほぼ全員が何らかの成果を感じていました。特に、「人間関係の大切さを実感するようになっ

た」（６１.５％）、「生命の大切さを実感するようになった」（５７.０％）、「自分の活動

が誰かの役にたったことを実感した」（４３.７％）、「周りの人たちへの感謝の気持ちをも

つようになった」（４３.０％）などがありました。 

 

ストレス対策への参加感想を、実際に何らかのストレス対策に参加した回答者（Ｎ＝２２８）

を対象に尋ねています。その結果、「介入や支援をしてくれた人に感謝した」（２０.２％）

と「仕事が忙しいので、負担に感じた」（２０.２％）、「もっと対策をとってほしかった」

（１５.４％）、「ストレスの解消に役立った」（１０.１％）などの意見がありました。 

「仕事が忙しいので、負担に感じた」（２０.２％）は対策の必要性が理解されていないと

いうことです。 

 

要望する惨事ストレス対策としてストレス緩和のために採った方がよいと思われることは、

「長期休暇の付与」（４６.９％）が最も多く、次いで「自由意思で参加するカウンセリング

や精神科医との個別面談」（３９.５％）、「全員が義務として参加するカウンセリングや精

神科医との個別面談」（３５.３％）、「災害活動をしている隊員の安否が確認できるシステ

ム」（３２.４％）が挙げられました。 

 

調査票で健康調査をしました。ストレスが低く、健康な状態、心理的ストレスの高い状態、

うつ病や不安障害が疑われる状態、うつ病や不安障害が強く疑われる状態の４群に分類しまし

た。その結果、１１％の職員は、障害が強く疑われるレベルの不健康状態にあり、対応が必要

と考えられる状態でした。 

 

勤務での苦労をみると、「業務上の混乱」、「職場での人間関係で板挟み」、「仕事上の問

題点や責任を追及され」、「上司や同僚に自分の意見を聞いてもらえなかった」、「労働に見

合った報酬が得られていなかった」、「仕事に対して、正当な評価を得られなかった」、「十

分な休暇が取れなかった」などの職場内や職務上でトラブルを体験した職員は、ハイリスク率

が高くなっています。また、「住民の前で自分達のストレスケアをするのがはばかられた」、

「住民を気遣って悲しい感情などは表さないようにした」、「住民の気持ちを考えて自分たち
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のストレス解消は控えた」と住民に配慮して感情の表出やストレスケアを控えた職員は、ハイ

リスク率が高くなっています。 

「労働に見合った報酬が得られていなかった」は、時間外労働に対する賃金未払だと思われ

ます。被災地の小さな自治体では自治体労働者を含めて時間外手当の制限がありました。 

 

活動中に感じられたことについては、「疲労感がたまった」、「職場の中で孤独感、孤立感

を感じた」、「仕事のやる気が下がった」などの職務のモチベーションの低下や、「自分の活

動は役に立たなかった」や「自分の活動のせいで人に迷惑をかけたと思う」、「亡くなった方

に申し訳ない気持ちが消えなかった」等の自責や、「亡くなった方のことがいつまでも思い出

された」、「身近で亡くなった方のことを繰り返し思い出した」、「身近で亡くなった方に対

していつまでも悲しい思いがした」という身近な者を喪失したことによる悲嘆が続いた職員は、

ハイリスク率が高くなっています。 

「疲労感がたまった」、「職場の中で孤独感、孤立感を感じた」、「仕事のやる気が下がっ

た」ががんばり過ぎの「燃え尽き症候群」（バーンアウト）が原因だったら深刻です。 

 

また「チェックリストや問診には、正直に答えなかった」が３.９％になっています。各地

から派遣された消防士のところでも書きましたが、正直に回答したら何らかの不利益が生じる

と受け止めていることを物語っています。惨事ストレス対策としてストレス緩和のために採っ

た方がよいと思われることの中の「全員が義務として参加するカウンセリングや精神科医との

個別面談」の「全員が義務」にも表れていますが、他の者と違う行動はまだまだ憚れる意識を

持っています。 

 

 

「報告書」は、この他に消防本部・消防団の惨事ストレス対策実施状況も紹介しています。 

仙台市消防局です。 

発災前までの消防職員に対する取り組みとして、ストレスとは何かという基礎知識を普及さ

せることを中心とした各種施策とあわせ、消防職員の心身両面について平時からの健康管理に

重点を置く施策を実施していました。（例示：一般職員向けメンタルヘルス講習、管理監督者

向けメンタルヘルス講習、こころと体の相談室の開設など）さらに、係長職が主任職以下の全

ての部下職員と定期的に面談を行い、平時からのコミュニケーションを深め、もって職員個々

の動態を把握することを目的とした「個別面談」を制度化し、細かな気配り・ケアが出来る風

土作りに努めてきました。 

発災後の取り組みとして、全ての消防職員がまさにストレスを感じている状況下でストレス

チェックを行っても、何らかの反応が現れるのが当然であるため、少し時間をおいた発災３週

間後の２０１１年３月下旬に、消防局独自の取り組みとして、全消防職員を対象にＩＥＳ-Ｒ
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を用いたストレスチェック（記名式・全職員提出）を行いました。このうち得点の高い職員に

対しては、２０１１年４月に市長部局の産業カウンセラーや保健師等が各消防署を巡回し個別

相談を実施しました。 

２０１１年６月には市長部局の厚生担当部署が全市職員を対象としたストレスアンケート

（無記名・任意提出）により健康疲労度のチェックを行いました。なお、市長部局におけるア

ンケートは、震災から１年が経過した２０１２年３月、２０１２年５月と、合計３回実施しま

した。 

その他にも、災害救援者向けのメンタルヘルス関係冊子の配布や、心身の健康管理に関する

各種通知により、不調を感じた場合の相談窓口の紹介を行うなど、職員自身による健康管理の

意識啓発に努めています。 

さらに、地方公務員災害補償基金の援助を受け、２０１２年１２月に「こころの健康診断（Ｊ

ＭＩ健康調査）」を全ての消防職員を対象に実施しました。 

さらに専門家による対応として東北大学・若島孔文准教授を講師に招き、２０１１年７月に

幹部消防職員を対象とした惨事ストレス・ケア研修会を開催しました。また、同准教授の協力

により、２０１１年８月には消防職員・団員を対象とした個別カウンセリングを実施し、消防

職員１名、消防団員５名がこれを受診しました。 

２０１２年１２月には日本医科大学・稲本絵里 臨床心理士の協力により、幹部消防団員を

対象とした惨事ストレス研修会を開催しました。 

 

今後の課題として、良好なコミュニケーションの構築・醸成を挙げています。 

「今回の震災では、平時からの消防職員・消防団員同士のコミュニケーションがいかに重要

であるか改めて認識させられた。平時からコミュニケーションが良好に保たれていることによ

り、有事に際しても職員がストレスを受けにくい職場環境・人間関係が形成され、同時に強固

な信頼関係が構築されることによって、困難な災害現場活動においても最大限の力が発揮でき

る。」ということです。 

消防職員に対する惨事ストレス対策としては、「ストレスの受け止め方は職員個々により差

異があり、全ての職員に即効性のある共通な対応策というものは存在しない。また、組織とし

て職員に対し強制的に惨事ストレス施策を実施することで、病状を悪化させてしまうケースも

存在している。 

さらに、全職員が震災による惨状を経験しており、いつその経験を思い出させる様な場面に

遭遇し、フラッシュバックが起こるか分からないという不安も生じている。このため、今後も

ストレスに関する研修会などを継続的に行いストレスに対する予防策を推進するとともに、心

身に変調が見られた職員については、早めに専門家に繋ぐという体制を敷いている。」といい

ます。 
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仙台市消防局の惨事ストレス対策実施状況は発災前から進んでいました。 

２０１２年１２月７日の『活動報告』で紹介しましたが、仙台消防局は『東日本大震災にけ

る消防活動記録』を発行しました。その中の職員の手記が載っています。 

「連絡が取れない家族等の安否確認や家財などの損壊程度が計り知れない不安感などで、こ

れまで経験したことのない閉塞感を職員のだれもが感じ、行き詰るストレスのやり場がない状

態で、職員間の意見の摩擦など表れ出したところもあった。そうした頃、地震発生からから６

日目のことである。『一時帰宅』という措置がとられた。我々職員は自分の耳を疑った。 

それは、本来、職場で取るべき休憩や仮眠を、環境を移して自宅で取る‥。という解釈の措

置であり、不眠不休の業務継続の末、職員の心と身体の健康管理を考慮した結果の策であった。」 

このような方針が採られたのも日常的対策が採られていたからです。 

 

 

「報告書」は、お役所が作成した文書、なおかつ重いテーマを取り上げているにもかかわら

ず非常に読みやすく書かれています。 

調査結果からは課題がおのずからクローズアップされてきます。 

この課題を、国家公務員、自治体職員、警察官、自衛隊などにおいても共有することが必要

です。 

 

 

憲法９条は「人を殺さなくていい」と謳っている 

2013/05/24(Fri)  

５月２４日（金） 

 

裁判員制度が開始される前のことです。 

陪審員制度をどう考えるかをテーマにした講演会に参加すると、参加者全員に１つの事案が

示され、「あなたはどう判断しますか。有罪ですか、無罪ですか」と質問されました。 

最初は「すべての犯罪は社会が生み出している。その根源を問題にすることなく個人の行為

だけを問題にすることはできない。だからすべての事件の判決は無罪」と本気で構えていまし

た。事案を検討する前から結論は無罪でした。９９対１になっても変えるつもりはありません

でした。 

しかし与えられた３０分間事案を検討している間に別の捉え方が生まれてきました。日本社

会で個人が束縛されることなく自由に検討する機会はあまりありません。これを機会に“長い

ものに流される”“おまかせ民主主義”の社会風土が変革される方向に向かえば別の意味では

いいなという思いが湧いてきました。 
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そうするとその思いに引き込まれて真剣に“検討してしまった”のです。 

 

しかし裁判制度の改革は、陪審員制度からはかけ離れた裁判員制度を導入しました。 

４年が経ちます。改めてたくさんの賛否の意見が出されています。 

 

５月７日、福島地裁郡山支部で裁判員だった方が、証拠調べで殺害現場や被害者の遺体のカ

ラー写真を見せられて体調を崩し、急性ストレス障害と診断された、その後もフラッシュバッ

クや不眠などが続いて今も治療中ということで損害賠償訴訟を起こしました。死刑の結論も重

荷になったのかもしれないといいます。 

 

日本社会では個人が社会参加する機会が少ない、議論をして決定する、個人が責任持った判

断をすることに慣れていない実情があります。 

しかし突然裁判員に選ばれると隔離された場所で、誰にも相談することなく被告の生活を左

右する判断、時には生死を決定する判断を迫られます。どんな判断に至ってもストレスを感じ

ないということはありません。 

 

裁判官もそうです。死刑判決は慎重な判断が必要だからということだけで合議制になってい

るのではありません。１人ひとりの裁判官が自分だけの判断ではないと逃げ道を作れるためで

す。地裁の裁判官は、被告に控訴してくれ、そうすると自分たちの責任が小さくなると期待す

るといいます。 

また、死刑判決を決定したのは国の法律や制度であり自分ではない、自分は裁判官として職

務を履行しただけだと納得させます。 

裁判官のストレスは、それぞれが独立して存在し、守秘義務があるといっても夜の裁判所と

いう密室は酒場と化し、そこでお互いに思いを吐くことができます。 

このようにして国家の名のもとに人が人を殺す行為の“共同共謀”に加担します。 

 

しかし裁判員は守秘義務があり、ストレスを１人で抱えます。今回の例がまさしくそうです。 

 

 

Ｓ・Ｌ・Ａ・マーシャルは第二次世界大戦中、太平洋戦域の米国陸軍所属の歴史学者でした。

彼の下に歴史学者のチームがあり、面接調査に基づく研究を行っていました。 

その成果を『発砲しない兵士たち』で発表しました。 

米国陸軍に勤務し、陸軍士官学校教授などを歴任した心理学・軍事社会学専攻のデーヴ・グ

ロスマンは、著書『戦争における「人殺し」の心理学』（筑摩書房）のなかでマーシャルの『発

砲しない兵士たち』を引用しています。 
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「何百年も前から、個人としての兵士は敵を殺すことを拒否してきた。そのせいで自分の生

命に危険が及ぶとわかっていてもである。これはなぜだろうか。そしてまた、これがあらゆる

時代に見られる現象であるとすれば、そこにははっきり気付いた人間がなぜひとりもいなかっ

たのであろうか。」 

「マーシャルはこう書いている。『平穏な防衛地区に移されると心底ほっとしたのをよく憶

えている。……ここなら安全だからというより、これでしばらくは人を殺さなくてすむと思う

と、じつにありがたい気持ちになるのだ』。マーシャルの表現を借りれば、第一次大戦の兵士

の哲学は『見逃してやれ、こんどやっつけよう』だった。」 

 

兵士のストレスが最初に取り上げられたのは、アメリカの南北戦争の帰還兵と市民に戦争と

いう外傷体験によって心身に異常が発生するこがみられたことからだといわれます。 

昨今、リンカーンと南北戦争の捉え返しが新聞等でおこなわれています。アメリカで、これ

までの戦争による兵士の死者数は南北戦争が一番多かったという史実があります。戦闘だけで

なく栄養失調などによる病死者もかなり出ました。 

第一次世界大戦の塹壕戦でイギリス軍兵士に「戦争神経症」や「シェル（砲弾）・ショック」

と呼ばれる症状が表れ、精神科医は対策を取りました。（２０１１年４月４日の『活動報告』

参照） 

「１９１４年にはじまる第一次大戦は、それまでの戦争にはなかった膨大な数の死傷者を生

み出した。『総力戦』という言葉がはじめて使われたことからもわかるように、前線兵士のみ

ならず、一般市民にも食糧不足などの深刻な影響が及んだ。また、当初は簡単に終結すると思

われていた戦闘は、長期の塹壕戦となって前線兵士に心身の消耗を強要した。銃砲や戦車、潜

水艦、飛行機などの新しい兵器が次々に登場したことで、『砲弾ショック』などの新用語が生

まれ、また世界初の毒ガスの使用は新たな恐怖と心理的ショックをもたらした。 

４年余りに及んだ戦闘が終わったのちには、『戦争神経症』（「戦争ヒステリー」）という

新しい名の後遺症が残され、その治療が精神医学の世界で大きな問題になったのである。」（小

俣和一郎著『ドイツ精神病理学の戦後史』」）  

 

 

『戦争における「人殺し」の心理学』によると、戦場で敵に遭遇した兵士の行為は、「闘争」

「逃避」「威嚇」「降伏」の４つのパターンになります。 

敵に遭遇した時、最初に取る行為は「威嚇」です。実害のない「威嚇」で撃退できなかった

場合に「闘争」「逃避」「降伏」の選択肢になります。奇襲攻撃の作戦以外では、お互いが生

き残る方法を選択します。 

マーシャルの調査では、第二次世界大戦中、平均的な兵士たちは敵との遭遇戦に際して、火

戦に並ぶ兵士１００人のうち、平均して１５人から２０人しか「自分の武器を使っていなかっ
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た」のです。しかもその割合は、「戦闘が１日中続こうが、２日３日と続こうが」常に一定だ

ったといいます。 

「リチャード・ゲイブリエルはこう述べている。『今世紀に入ってからアメリカ兵が戦って

きた戦争では、精神的戦闘犠牲者になる確率、つまり軍隊生活のストレスが原因で一定期間心

身の衰退経験する確率は、敵の銃火によって殺される確率よりつねに高かった』。」と言いま

す。 

「イスラエルの軍事心理学者ベン・シャリットは、戦闘を経験した直後のイスラエル軍兵士

を対象に、なにがいちばん恐ろしかったか質問した。予想していたのは、『死ぬこと』あるい

は『負傷して戦場を離れること』という答えだった。ところが驚いたことに、身体的な苦痛や

死への恐怖はさほどではなくて、『ほかの人間を死なせること』という答えの比重が高かった

のである。」 

ごく普通の人間は、なにを犠牲にしても人を殺すのだけは避けようとします。 

 

 

マーシャルの報告は、アメリカでは評価されず、公表されることはありませんでした。しか

しその事実に対する対策は進められます。「反射的な早打ちの訓練」などが行われます。 

その結果、ベトナム戦争での発砲率は９０％から９５％に昇ったといいます。 

その結果です。 

「ベトナムで何がおきたのか。４０万から１５０万ともいわれるベトナム帰還兵が、悲惨的

な戦争のすえにＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に苦しんでいるのはなぜなのか。いった

い、アメリカは兵士に何をしてしまったのか。」 

戦闘の近代化は兵士が戦場・現場に赴くことなく、遠方の安全地帯からの機械操作で画面を

見ながら行われます。しかしその安全地帯で機械を操作する兵士も体調を崩しています。 

ベトナム戦争帰還兵から、イラク、アフガン戦争の帰還兵からもたくさんの自殺者が出てい

ます。 

米軍が米兵を殺害しているのです。 

 

 

裁判員制度に反対している人たちの理由の１つに、国から裁判員の呼び出しが届いたら断れ

ない、現代の『赤紙』（召集令状）だというのがあります。“人を裁く”ことを強制されるの

です。しかも死刑宣告をしなければならない場合もあるのです。 

裁判員制度の賛否はさておくとしても、継続させるならまず死刑制度を廃止すべきです。 

「人が人を殺すこと」は誰にもできません。させてはいけません。巻き込んではいけません。 

犯行事実が刑法の構成要件に該当するかどうか、判例に照らし合わせたらどうかなどという

作業に裁判員を参加させるのは裁判制度改革の目くらましでしかありません。 
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いま「犯罪」は悪循環を繰り返しています。重い刑は更生・生活の再スタートを困難にする

だけです。 

裁判員制度を維持するのなら、公判と判決は広く議論をして被告に更生を期待して提案する

内容に改革してはどうでしょうか。そして更生することができる社会と制度の整備を提案して

はどうでしょうか。 

 

 

裁判員はまさしく兵士と同じ心情に至ります。「国家的暴力」を強制されるとストレスが生じ

ます。 

だれでも『ほかの人間を死なせること』は嫌です。 

 

 

いま憲法を変えようとする為政者たちは、戦地に行くことのない人びとの階層で、軍事と軍

事産業を経済成長に取り込んで栄華を謳歌しようとしています。だから侵略に備えて云々など

と言いながら、格差社会の「負け組」に追いやられた人びとに自己責任を強制し、自殺者や餓

死者が発生している状況にも積極的に対策を取ろうとしないのです。貧困な政策が貧困を作り

出しています。人の命を軽んじています。 

戦争という行為は、敵も味方も心身を長期に破壊します。そして今も続いている戦後補償訴

訟のように、後方部隊、第三者も巻き込んで心身を長期に破壊します。 

憲法９条は「人を殺さなくてすむ」ことを謳っています。人がいちばん嫌なことをしなくて

いいと言っています。その保証があるから人びとは物事をポジティブに発想できるのです。変

える必要はありません。 

 

 

被災地は多くの休職者を出している一方で深刻な人手不足 

2013/04/05(Fri)  

４月５日（金） 

 

３月５日付の『河北新報』に、「震災後、うつ病で休職ほぼ倍増 宮城の沿岸１４市町」の

見出し記事が載りました。 

宮城県内の仙台市を除く沿岸１４市町で、東日本大震災後の２０１１年度にうつ病などの精

神疾患で１か月以上休職した職員は前年度比１.８倍の計１２６人に上っていたことが５日の

県議会２月定例会の一般質問で明らかになりました。（１０年度は６７人）内訳は石巻市が全

体の３割近くを占める３６人で最多。塩釜市１６人、多賀城市１０人と続きます。 
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（１２年１０月２９日の『河北新報』によると、知事部局で１１年度に７日以上の精神的な

症状を理由とした休暇取得人数は、１０年度から１７人増えて８３人でした。） 

震災に伴い業務が激増したことが理由にあげられていますが、答弁では、１４市町の１１年

度の時間外勤務状況は、前年度比１６％増です。 

しかし前年度がどれくらいの労働時間だったのかは不明で実態がはっきりしません。また、

データ数字にはほとんどの場合、管理職の時間外労働時間は含まれませんが平均値を算出する

職員数の母数には含まれます。もっと詳細に知りたいと思い宮城県議会の議事録を探しました

がまだ議事録は出来上がっていませんでした。 

答弁で総務部長は、メンタルヘルス対策や仕事量の管理に取り組む考えを表明しました。各

市町は対策として医師、臨床心理士による個別面談やメンタルヘルス研修会、健康チェックな

どを行っているといます。 

 

３月８日付の『朝日新聞』に、「被災４２市町村 休職４００人超す」の見出し記事が載り

ました。２月１日時点で、岩手、宮城、福島３県の沿岸部と東京電力福島第一原発事故で避難

地域となった４２市町村に問い合わせをした結果、６か月以上の休職者が１２２人、６か月未

満が３０７人いたということです。宮城が３００人、福島９３人、岩手３６人でした。医師の

カウンセリングを受けるなど「要経過観察者」が７２人います。 

４２市町村の全職員に占める休職者の割合は平均１.６％でした。石巻市が２％（３２人）、

宮古市が３.２％（２２人）です。 

 

宮城県では、議会答弁で明らかになった震災直後の２０１１年度１年間に１か月以上の休職

者は１２６人、２０１３年２月１日時点での休職者は３００人です。この中には早期退職者は

含まれていません。 

福島自治労本部の調べでは、南相馬市で２０１１年度に早期退職した職員は１２３人で、前

年度の７倍に近いといいます。理由は過労によるストレスや精神疾患によるものといいます。

県全体では４５７人で、前年より１６１人多いといいます。住民とのトラブルが原因となった

りもしています。 

いずれにしても体調不良者は急増しています。 

 

しかし自治労の発表は長時間労働と住民のトラブル問題を重視していますが、どうも惨事ス

トレスへの理解が薄いようです。被災者である住民を“加害者”と捉えては関係性は作れませ

ん。嘆いていただけでは何も解決しません。それは労働組合が描く復興プラン、処遇改善要求

とも密接に関連しています。 

 

現在の被災地自治体職員の労働安全衛生対策は緊急を要します。労働時間の短縮は必須です。 
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震災直後に神戸消防局から支援にきた消防士の隊長は「皆さんに休んでもらうために応援に

きました」と着任挨拶をしたといいます。さすが被災地と被災者の心情を理解している発言で

す。過重労働が続いていて、今後も続くからこそ、任務の責任を果たそうとするからこそ今休

養が必要です。上司は職員を積極的に休ませる配慮と決断が必要です。 

さらに業務についての進捗状況の説明と理解、同僚との相互慰労による“ゆとり”の確保、

そして業務を忘れた日常の取り戻しが必要です。これらのことはカウンセラーや医師にできる

ことではありません。カウンセラーや医師まかせは問題解決の先送りでしかありません。労働

組合が要求・提案、介入して取り組むべき課題です。 

 

日常の取り戻しとはどのようなことをいうのでしょうか。 

昨年１２月７日の「活動報告」で紹介した仙台市消防局発行の『東日本大震災にける消防活

動記録』からの抜粋です。 

「連絡が取れない家族等の安否確認や家財などの損壊程度が計り知れない不安感などで、こ

れまで経験したことのない閉塞感を職員のだれもが感じ、行き詰るストレスのやり場がない状

態で、職員間の意見の摩擦など表れ出したところもあった。そうした頃、地震発生からから６

日目のことである。『一時帰宅』という措置がとられた。我々職員は自分の耳を疑った。 

それは、本来、職場で取るべき休憩や仮眠を、環境を移して自宅で取る‥。という解釈の措

置であり、不眠不休の業務継続の末、職員の心と身体の健康管理を考慮した結果の策であった。 

 『家に帰れない‥』、『家族に会えない‥』という日常生活において当たり前のことができ

ない日々が続く中で、消防の活動を期待して止まない市民に対しては、消防職員がその業務を

離れ自宅に戻ることなど許されないと思っていた。まして、夫や妻、父や母、そして息子や娘

の側面を持った消防職員の家庭では、その職員の帰りをいち早く待ち望んでいる家族など誰も

いなかった。 

それは誰もが理解し、『当然のこと』と自らを納得させていたからこそ、それぞれの心の中

にじっと閉じ込めていた『耐える‥』という封印感情の中で職員も葛藤していた。 

しかし、その耐える力にも限界があって、個人差もあった。消防職員とて人間である。睡眠

も必要であれば、心配ごとで仕事が手につかないこともある。そんな思いを組織は理解してく

れ、思い切った措置を取ってくれたのである。 

我々職員は涙がでる思いであった。素晴らしい組織である。職員を大切にしてくれているこ

とを実感した。 

……職責を離れ、私人として自宅に戻り家族と再会することへの後ろめたさ、罪悪感のよう

な感覚をもった職員は、１人、２人だけではないはずである。 

こうしてとられた一時帰宅の措置によって、消防職員として使命を達成させることの誇りと、

家族への感謝の気持ちをあらためて心に刻み込み、心にビタミン剤を補給して職場に戻ってき

た職員たちの顔は、みな穏やかで、我々職員は働く活力を取り戻した。」 
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組織として長期戦を覚悟すればこそ、職員１人ひとりが相互協力して、職員とそれぞれの家

族の心身の安心・安定をはかる必要があります。 

 

 

３月２７日付の『河北新報』に「宮城１５市町で職員計２８０人不足 業務量増、確保策を

強化」の見出し記事が載りました。２０１３年度当初の予測で、復旧、復興事業の本格化で業

務量の大幅増が見込まれるためです。 

３月１日段階で１５市町の必要職員数９８９人のうち、応援などで８５２人まではまかなえ、

不足は３月１日現在で約１４０人でした。県は４月以降、各市町の正規採用や県内他市町村か

らの派遣で計約１５０人の増員を見込んでいるといいます。 

しかし県は新年度当初に必要職員数は１２９３人に増え職員不足が拡大すると予測してい

ます。まちづくり事業が本格化し、用地確保、工事の発注などの業務が増え、４月以降に充足

する職員数を差し引いても、新たに約２８０人が必要になると試算しています。 

県は１３年度、市町に代わって採用する任期付き職員を土木、用地分野で計１００人前後と

見込み、県の任期付き職員も約２００人採用し、市町の支援体制を強化するといいます。民間

や県への業務委託を促し、市町の負担を軽減する対策も講じる方針です。県と各市町は任期付

き職員の採用、他市町村への派遣要請、国や市町村のＯＢ職員の活用や任期付き職員の採用な

どによって、職員確保策に引き続き力を入れるといいます。 

必要職員数は、石巻市が２６６人で最も多く、気仙沼市が２２８人、仙台市が１２７人と続

きます。不足数は、気仙沼市が３月現在の１６人から大幅増の７９人と最も多く、石巻市が７

４人。職種別の不足数は、土木関係の技術職員が１０４人、用地取得などに携わる一般事務職

員が６５人、などとなっています。 

 

宮城県によると、この４月に県外自治体から沿岸１５市町への派遣職員は計６００人を超え

ます。 

 

 

全国の自治体が職員を派遣する場合、これまで期間は３か月間で交代というパターンが多く

ありました。ようやく言葉になれ、地理を覚えた頃引き揚げます。これでは業務ははかどりま

せん。 

そして複数派遣する自治体は、派遣先を偏らないよういくつもの被災自治体に及びます。派

遣された職員は心を休める相手が探せません。 

今後は派遣する自治体ごとに派遣先を特定し、派遣された職員が孤立しないような環境を相

互に保障する必要があります。 
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この８日から、宮城県内１０市町に、兵庫県が採用した任期付き職員２８人が派遣されるこ

とになりました。期間は来年３月３１日の予定で、最大５年間まで延長できます。気仙沼が６

人、石巻、塩釜、南三陸が各４人、名取、多賀城、東松島、山元が各２人、七ケ浜、女川が各

１人です。業務別では、用地確保や税務担当の事務職員１３人、土木分野１２人、建築関係３

人です。 

すでに１月から東松島市には２人、気仙沼、岩沼両市には各１人が派遣されており、兵庫県

の任期付き職員の派遣は計３２人となります。 

 

 

職員を派遣している全国の自治体もゆとりがあるわけではありません。財政においてもそう

です。それでも職員の派遣を続けています。 

その一方で多くの休職者が出ています。２月１日時点での宮城県の休職者は３００人です。

新年度の職員不足予測数は２８０人です。まずはこれ以上休職者を出さない対策が緊急の課題

です。 

復興活動は長期にわたります。その主役は自治体職員です。政府と自治体による長期の体制

作りが必要です。 


