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 「参事ストレスと『心のケア』」Ⅵ 

 

震災から１年が過ぎました。 

現地の被災者は、忘れられて取り残されるのが怖いといいます。支援は長期的にいつよ

うです。 

そのような中で、被災地の公務労働者は、自らが被災者でありながら長期にわたって頑

張っています。しかし少なくなくない労働者が体調を崩しています。そして救援や応援に

行った労働者も同じ状況に陥っています。 

このような状況は阪神淡路大震災の時もそうでした。震災後１年から３年に体調を崩す

労働者が続出しました。 

 ストレスやトラウマは悲惨な状況を体験し、目撃した者にはみな表れます。問題は、そ

れをより小さくして解消するかです。そのためには「理解する仲間」が必要です。 

震災の第二次、第三に被害が労働者を襲わないような対策が早急に必要です。 

 

「心のケア」に専門家はいらない  

  

１２月９日（金） 

 

 映画『わたしはここにいます ～石巻・門脇小学校・夏』を観ました。 

 映画は、東日本大震災から立ち上がる人びとの再生に寄り添うドキュメンタリー映画『宮

城からの報告 ～こども・学校・地域』（監督・青池憲司）の予告編です。 

 門脇小学校は、北上川からは５００メートル、海からは８００メートル離れたところに

建っています。 

 地震の後に津波が運んできた「瓦礫」にガソリンが引火して一帯が火災に襲われ、鉄筋

４階建の小学校にも延焼しました。そこでの授業再開は不可能となり、今も丘陵の上に建

つ門脇中学校に間借りしています。 

 校庭の赤松の大木は生き残りました。倒れる恐れがあったため結局は伐り倒されました

が、東京の音楽家が児童全員分のコカリナに姿を変えてくれました。 

 

  「ふるさと」を コカリナで吹く  

    子らの目の 故郷はどこに 瓦礫の堤 

 

 ３月まで校長だった鈴木洋子さんが詠んだ短歌です。 

 映画では、３年生が「よみがえれ石巻」をテーマにした総合学習で、構想を絵に描いて
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発表しています。住民たちも街づくりの議論をし、行政と意見交換をします。 

 住民に「３月１１日」はどのような行動をとったか語ってもらいます。 

 １人の母親は家族と一緒に自宅にいました。地震直後に学校に駆けつけます。児童は避

難した後でした。娘のクラスの児童たちが教室に掛けていた外套着を全部はずして持って

避難先に届けます。夕方から天候が悪化したこともあって喜ばれました。しかし娘は外套

着をロッカーに入れていたため、届けた中にはありませんでした。自宅に残したことにな

るお祖父さんは避難できずに津波にさらわれてしまいました。 

 それぞれが「記憶して語り継ぐことが大切」と語ります。 

 

 映画上映に続いて、鈴木前門脇小学校校長の講演がありました。 

 ３月１１日の地震発生の時、門脇小学校では１・２年生は下校していました。地震で校

舎が揺れている段階で第一次避難指示を放送で行い、児童を校庭に整列させて点呼、大津

波警報が出た段階で第二次避難指示を出して裏山を登らせました。その結果、学校にいた

児童は全員無事でした。下校していた、休んでいた７名が犠牲になりました。 

 門脇小学校は「生命を守る教育」に父母を含めて取り組んできていました。地震や津波

の事態も想定していました。鈴木校長は１９６０年のチリ地震津波を記憶していました。 

 父母とは、①避難した時の児童の引き渡し方、②非常時には教師の指示に従う、③「子

育ては共に」、の確認をしていたといいます。父母の学級懇談会への参加率を高め、父母は

１人１役を担っていました。 

 学校の方針は、時には煙たがられていましたが、鈴木前校長は大震災の後、「子どもたち

は学校にいたから大丈夫だと思っていた」と言われたといいます。 

 児童を中心に学校が運営されていたのです。 

 

 

 １１月２９日の『河北新報』に「震災でストレス 教職員３割うつ 宮教組・小中学校

調査」の記事が載りました。 

 宮教組は９月と１０月に管理職を含む１万３千人を対象に「教職員の生活・勤務・健康

調査」を実施し、３.３００人から郵送で回答を得ました。 

 精神面の健康を調べるチェックシート（全２０項目）による自己評価の結果は、「中程度

の抑うつ傾向あり」７.３％、「軽度の抑うつ傾向あり」２３.２％です。「中程度の抑うつ

傾向あり」は、被災地の石巻支部（石巻市、東松島市、女川町）では１２.１％となってい

ます。 

 震災後に被災地のほとんどの学校が避難所になりました。回答者の４割・１.３２５人が

避難所の運営に携わっています。具体的には、「支援物資の受付・保管・配布」６８.８％、

「水汲み・トイレ掃除」６７.６％、「学校管理のための泊まり込み」５６.５％、「食事の

世話」５５.０％。この他に、「深夜警備」、「犠牲者の搬送」「高齢者の介助」などもありま
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した。 

 学校に泊まり込んだ日数は、「３日以内」３０.６％、「１０日以上」１１.８％でした。「１

０日以上」は石巻支部では３４.８％、迫支部（登米、気仙沼市、南三陸町）で２３.５％

に及びます。 

 教職員にとってはそこが本来の職場です。住民にとっては教職員は常にいるのが「当た

り前」という思い込みがあったのも事実です。そして頼りになる存在でした。休日なしで

の２４時間の激務だったことが想定されます。まさに教職員なしでは避難所は維持されま

せんでした。 

 阪神大震災では発生から２、３年後にうつ病を発症する教職員が相次いだといいます。 

 今後の大きな課題です。 

 

 ８月２５日、宮城県教育復興懇話会は宮城県教育委員会に「東日本大震災からの教育の

復興に向けての提言」を提出しました。 

 提言は「教育の復興に向けた取り組みについて」から始まり、「幼児・児童・生徒の心の

ケア」について述べます。（１）教職員によるケアの質の向上、（２）学校への専門家の配

置、（３）家庭における理解促進、（４）交流によるケアの促進、と続きます。 

 提案の（１）教職員によるケアの質の向上、には 

 「子どもたちに対する心のケアが十分効果を発揮するためにも心のケアに関する教職員

の理解を深めることが不可欠であり、精神科医・臨床心理士など専門家による研修を通じ

て必要な知見を習得し、カウンセリング技術の向上を図っていくことが望まれる。また、

特に甚大な被害を受けた学校では、子どもたちに対するきめ細かなケアを行うため、退職

した教職員の活用を含め、教職員の増員等の措置が求められる。」 

（２）学校への専門家の配置、には 

 「ストレス障害が深刻である場合など、教職員による対応が困難なケースもあることか

ら、阪神・淡路大震災における兵庫県の先例のように、スクールカウンセラーを県内の前

項に配置し、一定期間その措置を継続すべきと考える。」 

とあります。 

 

 教育現場の教職員の健康状態についてはまったく触れられていません。 

 この提言だけでなく、教育を語る時、教職員が排除されます。それが「当たり前」なの

です。教職員が登場するのは「日の丸・君が代」を拒否した者に対する処罰の時だけです。 

 会社のことが語られる時、業績の数字や株価で語られるのと同じです。労働者が登場す

るのは「余剰人員」の数だけです。 

 否定される人格はあっても、認められる人格がありません。社会から「人間」が消され

ています。 
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 スクールカウンセラーとはどのような存在なのでしょうか。文科省は安易に「専門家」

に頼っていないでしょうか。 

 野田正彰（関西学院大学教授）著『共感する力』（みすず書房 ２００４年刊）によれば、

１９９５年に「スクールカウンセラー活用調査研究」と位置づけられて「心の専門家」の

派遣事業が開始されたということです。いじめ、不登校、自殺、暴行傷害殺人などに困惑

する文部省と、臨床心理士の職域を拡大しようとする一部の臨床心理学者の思惑によって

推進されました。 

 野田教授の見解は、 

 「私はスクールカウンセラーの導入は止めるべきだと思う。こどもを抑圧する教育シス

テムのなかに、さらなる矛盾を投入しても、何もよくなりはしないからである。教師は学

習指導要綱にもとづく教科教育、心はカウンセラーという二分は、生徒と教師との交流を

さらに限定していくだけである。子どもたちは、勉強と心という非人間的分離が大人社会

の管理の思想である。ことを察知するだろう。 

 さらに、生徒の学校教育、先生、大人社会への疑問、失望、怒りなどが、十分に臨床経

験のない臨床心理士たちによって歪められていく危険がある。外部への疑問や怒りを抱い

ても、カウンセラーによって『あなたはそう感じるのね』と切り返され、自分の気持ちの

持ち方の問題にすり替えられてしまえば、ますます青少年の精神は内向し、出口を失う。」 

 

 文部科学省は「勉強と心という非人間的分離」が行われることに疑問を感じません。教

師には勉強＝習指導要綱に基づいたテストの高得点獲得のためのテクニック指導しか望ま

ないからです。そして震災や事件・事故に遭遇した児童・生徒の「心」への対応が必要に

なると「専門家」のテクニックで対応させます。児童・生徒の人格は問題にされないので

す。だから簡単に分離できるのです。 

 児童・生徒を、人格を持つ個とは見なしていません。ましてや教師をも見なしません。

ただ教師を批判するとき、児童・生徒を盾に使います。 

 

 今回のような事態に対応するには、まず児童生徒１人ひとりに目が届くだけの教師の人

的配置体制が必要です。「心のケア」は教師への研修などで補強させる必要があります。そ

のためにも退職した教職員の活用をこそ検討される必要があります。日常的学校教育は「臨

床現場」でもあり、教師はカウンセラーも兼ねています。教師には下地があります。 

 「心のケア」ができる力量を備えた教師は必要ですが、教育に介在するカウンセラーは

必要ありません。「心のケア」ができる力量を備えた教師が主導する集団での教師間の「心

のケア」も可能となります。 

 さらに、この後に想定されるうつ病に罹患する教職員の早期発見、早期対策も可能にな

ります。 
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   痛みある 心の裡を 知れよとて 

    咲くかホトトギス この晩秋に 

 

 鈴木前校長の短歌です。ホトトギスが咲いたのは校庭でしょうか。 

 「痛みある心」は児童も教職員も持っています。それを癒すのは「痛みある心の裡」を

も共有している人たちとの人間関係です。決して「専門家」のカウンセリングのテクニッ

クではありません。人間がばらばらになっている隙に「専門家」ははびこるのです。   

 

 

被災者の体調不良は「異常な状態に対する通常の反応」  

 

１月１３日（金） 

 

 １２月１８日、社団法人・青少年健康センター主催の講演会とシンポジウム「“東日本大

震災後のメンタルヘルス”」が開催されました。 

 第一部は、精神科医斎藤環医師の講演です。斎藤医師は岩手県の出身。日曜日の『毎日

新聞』にコラムを連載しています。１２月１１日は「絆」についての違和感を取り上げま

した。その反響は賛成派が多かったと報告しました。 

 「絆」は、本来的な意味として“しがらみ”、“手かせ・足かせ”の関係性を持っていま

す。 

 『毎日新聞』の記事が『朝日新聞』の「天声人語」で取り上げられました。 

  「▼精神科医の斎藤環さんは「しがらみとしての絆はどうか。それはしばしばわずら

わしく、うっとうしい『空気』のように個人を束縛し支配する」と絆が持つ別の一面を

指摘している（毎日新聞）▼確かにそうかもしれない。異論を頑として受け入れなかっ

た原子力ムラの固い絆こそ、原発事故を防げなかった大きな要因だったのだから。」 

 「絆」は個人を否定しまう危険性を持っています。代わりとして「縁」や「連帯」がい

いと提案がありました。 

 思い出すと昨年の流行語大賞特別賞は「仲間」でした。（２０１０年１１月３日、１２月

１日の「活動報告」参照）やはり「絆」と「仲間」は違います。「仲間」には横の繋りがあ

ります。 

 

 斎藤医師が被災地に入って感じたのは、対象喪失感が大きく、それによるうつ病罹患者

が大勢いましたが、ＰＴＳＤが意外と少なかったということだそうです。 

 被災者の心の中は諦めきれない思慕が続いています。悲哀を断念するまでの心の作業に

対しては、あまり早くから「がんばろう」と言わない方がいいと呼びかけました。 
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 震災直後からの「がんばろう日本」の呼びかけは被災者に対して無責任です。失われて

何もないのに何とかできると押し付けをしています。やはり「日本」からの「絆」の押し

つけです。 

 仏教の４９日、１００か日の儀式は心の変化を「通りやすく」しているといいます。 

 「悲哀」と「受容」のプロセスには心理過程があります。 

  １、対象の喪失を予期する段階 

  ２、対象を失う段階 

  ３、無感覚、無感動段階 

  ４、怒り、対象を再び探し求めて、対象を否認する段階 

  ５、対象喪失を最終的に受容。断念する段階 

  ６、対象を自分から放棄する段階 

  ７、新たな対象の発見。回復の段階 

 これらの段階に至る時期は人によって違うのは当然のことです。 

 喪失体験は主観的です。他の人とはギャップがあります。 

 

 惨事ストレスについても触れられました。 

 支援者、救助者に共感疲労が生じます。対策としては一定の距離感が必要となります。 

 以前は解消方法として「デブリーフィング」が推奨されました。 

 「デブリーフィング」とは、集団ミーティングです。惨事ストレスを体験した者を７２

時間以内に集め、専門家も交えて体験や心情を語り合います。 

 しかし、できなかったことの経験を聞くことはかえって傷つく、詳細に話されることに

よってトラウマが強化されたという逆効果も報告されています。話したくない人の意思も

尊重されなければなりません。 

 海外では中止されましたが日本ではまだ実行されています。 

 

 「心のケア」の訪問診療に行くと「間に合っています」と答えられます。 

 その場合、心の傷は身体に出るので、身体的ケアからアプローチすると取っ掛りが探し

出せます。 

 斎藤医師は「引きこもり」問題が専門です。 

 引きこもりは震災発生後４か月目から増えていきます。 

 上山和樹さんの『「ひきこもり」だった僕から』（講談社、2001 年）には、引きこもりは

自由だった、平等感があった、伸び伸びと活動できた、その後に重圧感が押し寄せたとあ

ります。 

 引きこもりの人は津波にあっても逃げません。津波より世間が怖いからです。避難所で

同級生に会うかもしれません。引きこもりに特化した支援が必要です。 
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 今回の大震災には、３.０００人以上の「心のケア」チームが支援に駆けつけました。 

 被災者の体調不良は「異常な状態に対する通常の反応」です。 

 被災者への具体的な支援をしながら「心の支援」「情報の支援」を長期に続けることが必

要だと提案されました。 

 貴重な報告でした。 

 

 

 宮城県は１０月から１１月１０日の期間に、知事部局職員と応援の他都道府県職員をあ

わせた健康調査のアンケートを実施しました。震災２か月後の５月２３日から６月３日ま

での調査に続いて２回目です。（自治労の調査については８月１０日の「活動報告」参照） 

 その結果が１月になって発表されました。４.４１３人から回答がありました。 

 何らかのストレスを感じている職員は全体の６７．２％、このうち震災の影響が「非常

にある」「大いにある」は６０.５％、地域別では石巻８０.１％、気仙沼７３.８％です。 

 ストレスの原因は、「職務内容の変化」が２１.３％、「勤務時間の増加」「家族の健康状

態」がともに８.４％、「地震・余震」が６.７％、「原発事故」が３.７％です。 

 「眠れない」「あまり眠れない」は１７.０％で前回調査から２.１％増えています。「熟

睡感がない」「眠っても疲れが残っている」などの症状を訴える職員が目立ったといいます。 

 ストレス度を指標に基づき自己診断した４段階評価で「何らかの心理的影響がみられる」

は３２.３％で、そのうち「専門職のケアが必要」とされるのは４.２％です。 

 自己診断した心的外傷後ストレス障害（PTSD）の３段階評価では、専門機関のケアを必

要とするは１.３％です。 

 自宅が被災した職員は４６.０％に達しました。内訳は、全壊５.２％、大規模半壊２.７％、

半壊６.５％、一部損壊３１.６％、被災職員の２３５人（５.３％）が仮設住宅で生活して

います。 

 県は、今後は燃え尽き症候群（バーンアウト）などの症状も調査し、震災から２～３年

が経過するまで追跡調査する方針だと言います。 

 

 「眠れない」「あまり眠れない」の１７.０％、「熟睡感がない」「眠っても疲れが残って

いる」の状況が気になります。みんなが頑張っているからと無理をするのではなく、ロー

テーションを組んで休む、時間外労働がやむを得ないとしても１日当たりの労働時間に限

度を設けるなどの対応が必要です。 

 全壊５.２％、大規模半壊２.７％の被害を被った職員にとっては、二重のストレスが存

在しています。その中での奮闘には敬意を表します。県は、職員に長期戦を要請するなら、

まずこれらの職員に生活再建の取り組みを優先して保障し、「心の整理」をさせる必要があ

ります。 

 そのことは復興を送らせることではなく、業務に集中できる体力を回復させるために必
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要なことです。復興に向けての人的資源を大量に損失する危険性は最優先に回避されなけ

ればなりません。 

 このような状況は、震災が大規模だったから止むを得ないということで済まされません。 

 阪神淡路大震災において、自治体職員、教職員の体調不良症状が１年を過ぎた後に多数

発生したという事実をしっかりと受け止めておく必要があります。 

 

 「小さな政府」の政策に基づく人員削減が二次被害を拡大させたという事実ははっきり

と教訓化する必要があります。 

 対策の中で職員厚生課は重症化した職員は少なかったが、復興が本格化すれば休みが取

れない職員が増えそうだ。人員不足を解消しないと始まらない」と話しています。 

 分かっている解決策は早急に実行されなければなりません。  

 

 

「自治体職員も感情や心を持った人間です」  

 

２月２４日（金） 

 

 ２月１日付の『朝日新聞』“社説余滴”は「東北の被災地で働く公務員の、心と体が心配

だ」で始まります。そして「『３．１１』のその時から、自分たちのことは後回しにして、

被災住民のために働いてきた。その張りつめた心が、被災１年や年度末という節目で、ぽ

っきりと折れてしまわないか。そんな懸念が関係者の間で広がりつつある。」と書いていま

す。 

 具体的には、「被災者と直接向き合う自治体職員は、不満やイライラのはけ口になりやす

い。」「仮設で暮らす職員たちの多くは、いつの間にか『苦情窓口』になってしま」ってい

るといいます。 

 しかし宮城県南三陸町の職員は「ここで逃げたら、職員として人生が終わってしまう。

病院で診断書を書いてもらえば仕事は休めるけど、それは出来ない」。 

 「復興庁の支所が地元にできるなら、職員をケアする窓口もつくって」と訴えています。 

 

 『月刊自治研』の昨年８月号は「東日本大震災の現場は今」を特集していて、震災から

３か月が過ぎた頃の状況が報告されています。 

 石巻市のルポによると、石巻市役所の職員は計４８人が犠牲になっています。 

 海沿いの支所の職員は、「家族が集まれる家も失ってしまい、拠り所がなくなってしまっ

た。ぐっすり眠れる場所がない。喪失感は日に日に高まる」と言っています。また「最近

は家という安らげる場所を失った自分と、戻る家のある同僚との意識の差にも悩むように
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なった。『記憶力が低下して、いつもボーっとしている感じがするのです。だから余計に焦

ってしまって……』。 

 このようななかで、「市の職員として線を引く部分と、牡鹿の職員として地元に溶け込む

部分を、うまく使い分けなければならないと必死だ」、「職員はどこまで被災者の顔をして

はならないのだろう」と自問自答しています。 

 

 宮古市職員労働組合の三役が、６月２０日に座談会形式でインタビューに答えています。 

 宮古市は、災害時、本庁舎に全員集合、全員待機することになっています。合併前の田

老町は職員が９０人から１００人いたのですが、今回田老地区で避難所の運営にあたった

のは３０人程度だったといいます。「ある意味、ぼくは見放されたと思っている」と捉え、

「合併後もそれぞれの地区に支所的な機能を最低限設けることが必要ですね」と語ってい

ます。 

 そのような中で、職員は「指示を待つというより自分たちで行動していましたね」とい

います。 

 職員も、住民も「小さな政府」の犠牲者です。 

 

 自分自身も被災者でありながら、どのような思いで仕事に向き合ってきたのかの質問に

それぞれが答えています。 

 「一言で言うなら、『これが仕事なんだろう』という感じでいた。……２か月近く（避難

所で生活をして家に）戻らず、子どもにも迷惑かけたと思うんですが、子どもも、まあそ

ういうもんだということで理解をしてくれていたようです。同じような仕事をしている妻

にも『体を壊さない程度に働いてね』と言ってもらいました。その意味で、私は恵まれて

いるのかなと。職場を離れられない生活をしてきましたが、心も折れずになんとか今日ま

でやってこられました。」 

 「その日の夜には家族が生存していると分かっていましたし、それに家がもう流されて

しまっていたので、変な話、割り切って仕事に集中できた。……それまでの事務仕事と違

って道路開通の仕事はやりがいがありました。結果が目に見えるし、住民の方に、おかげ

で助かった、きれいになったと言われるのは、仕事として面白いですよね。今は皆さん、

結構わがままになってきて、最初の頃のことを忘れて文句言ってくる人もいますけどね

（笑）。」 

 「家族の安否さえ確認できれば、あとは睡眠時間がいくら少なかろうが、休みがあろう

がなかろうが、それはそれでやっていけるし当たり前だと思っていました。私も、運よく

家だけが流されて、親も家族も無事でしたから。」 

 「同僚の中には、家族が亡くなったり行方不明になった人もいます。その人たちはすご

く辛かったんじゃないかなと思いますよ。毎日毎日、親を探しながら行政の仕事をしなく

ちゃならない。」 
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 この頃は、緊急対応の業務が目の前に山積みしている中で、使命感で無我夢中で頑張っ

ている時期だと思われます。頭が下がります。しかしそのことが問題を見えにくくもして

います。 

 対応・対策に変化が出てきて、住民も多少の落ち着きが生まれてくると心身に変調が出

てきたりします。 

 

 間もなく３．１１から１年を迎えます。被災地の自治体職員にとってはどのような１年

だったのでしょうか。 

 『連合総研レポート』２０１２年２月号は「震災と組合・職場のケア」を特集していま

す。 

 そこに西田一美（自治労総合企画総務局長）さんが「被災自治体職員に対するメンタル

ケア 激務のなかでのメンタルダウンを防げ」を寄稿しています。 

 かいつまんで紹介します。 

 「被災自治体の職員は、グラッと揺れた瞬間から数ヵ月はまさに不眠不休で働き続けて

いる。……東日本大震災規模では当然、被災自治体の職員は総動員体制で災害対策にかか

わった。」 

 「1 ～ 2 ヵ月経過後からは、それまで連帯感があった被災者は、プライバシーのない避

難所での生活でストレスが増大し、また、家族全員の無事が確認された人、家族すべて行

方不明の人、全員の遺体が確認された人、家の全壊・半壊等の状況の違いによって自治体

へのニーズが変化してきた。……自治体における職務は増大の一途をたどった。そのひと

つひとつに被災者の納得のための説明も必要である。時には号泣する被災者や激高する被

災者の対応も自治体職員の仕事である。ここに記したのは被災自治体職員の行っている仕

事のごく一部である。もちろん、被災者のケアは第一の仕事であるし、当然のことである。

しかし、忘れてほしくないのは自治体職員も『被災者』なのである。」 

 

 一人の被災自治体男性職員は、児休暇中の妻と生まれたばかりの赤ちゃんの二人を大津

波にのまれてしまいました。 

 「赤ちゃんの遺体は数日後、妻の遺体は数ヵ月後に発見された。その間も男性職員は不

眠不休で職務についていた。その時に彼が市役所玄関に設置されたメッセージボードに被

災者に向けてメッセージを届けた。『最愛の妻と、生まれたばかりの一人息子を大津波で失

いました。いつまでも二人にとって、誇れる夫、父親であり続けられるよう精一杯生きま

す。被災されたみなさん、苦しいけど負けないで』。当時は、現地の新聞やテレビニュース

にも報道されていた。彼は、折れそうな自分の心に対しても『負けないで』と言いたかっ

たのだろう。」 

 たしか、宮城県名取市の職員の方でした。メッセージが写真で載りました。被災者であ

る彼の思いは、同じ被災者に語りかけることでも少しは癒されたのでしょうか。 
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 「全国各地から寄せられる救援物資の仕分けや被災者への配布も、大切な職務のひとつ

であった。職員も家が流されたり着の身着のままである、しかし救援物資は職員には回ら

ない。自治労の支援先の、宮城県のある自治体の職員は、救援物資の賞味期限切れの冷た

いおにぎりやパン、即席ラーメンを昼ごはんや、夕ごはん等に充てていた。『一度、野菜が

食べたい』と言った言葉は忘れられない。 

 そして、今回の未曾有の大災害では、多くの遺体とかかわる職務も自治体職員に課せら

れ、そのことが彼ら彼女らの心に大きな影響を与えた。もともと、身元不明の遺体にかか

わることは自治体の職務とされているが、こんなに多くの悲惨な遺体にかかわることは想

定されていない。……遺体安置所に、昨日まで一緒に働いていた上司や、親族の遺体が運

ばれてきたということもあった。遺体安置所で一日中、複数の遺体を目の当たりにし毎日

『死』と向き合っていなければならない状況でも、自分自身の感情やつらさを押し込んで、

不眠不休で働き続けてきたのだ。 

 福島の自治体職員は、今もなお被ばくの恐怖と闘っており、『怖い』とも言葉に出せない

状況がさらに心を追いつめる。そんな中で、時には被災者の激しい怒りを真正面から受け

止めなければならないこともある。被災者も自治体職員にしかぶつけられない、それをわ

かっているからこそ、なおさらつらい。もちろん、消防士、警察官、自衛隊の活躍があっ

たことは確かであるし、彼ら彼女らも惨事ストレスに苦しんでいるだろう。ただ、自治体

職員も苦しんでいることを忘れないでほしい。」 

 「野菜が食べたい」という言葉は、阪神淡路大震災の時に被災者から聞きました。配給

される食事は遠隔地で大量に作られ、届くときは冷えきって固くなっています。職員はさ

らにその残り物を食べていたのです。温かいもの、汁物は期待出来ません。 

 遺体安置所は”におい”との戦いでもありました。 

 

 「自治労では、4 月 10 日、最初の支援者の派遣時から心のケアに取り組んだ。実は、１

９９５年の阪神・淡路大震災のときも、……震災から時間が経ち、少し落ち着いたと思っ

た頃に、被災自治体の職員の中から自殺者がでたというニュースがあった。そういったこ

とを教訓とし、『精神的なケアは後からでは遅い。今すぐに動かなければ』という強い思い

があって取り組んだ。３月時点では、医師やカウンセラーなどの専門家を含むサポートチ

ームを長期的に派遣することも考えたが、すぐにできる対策として、被災自治体の職員向

けと、支援に入るボランティア向けに、メンタル面の注意を促す冊子を作成し配布した。

どちらも心身の休養を取ることの重要性や、特に被災自治体では、「１，０００時間」（＝

約１ ヵ月半）を過ぎる頃からのリスクについて呼びかける内容とした。（『冊子』は、「い

じめ メンタルヘルス労働者支援センター」のホームページ ⇒ 「心のケア」 ⇒ 「惨

事ストレス」に掲載しています。） 

 こういった取り組みもあって、派遣した支援者の中からメンタルダウンしたという事例
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は現時点では報告がない。自治労で行った支援者へのメンタルチェック集計でもそういっ

た重大な結果は出ていない。 

 しかし、被災自治体の職員は発災害数ヵ月経過した頃から少しずつメンタルダウンの兆

候が現れ、現在では長期休暇に入っているという報告がされている。」（詳細は、２０１１

年８月１０日と１２月９日の「活動報告」参照） 

 

 「現在では行政支援として派遣された他の自治体の職員が支援を行っている。行政支援

の職員も慣れない自治体での支援業務、慣れない地域での生活に精神的にも精いっぱいの

状況と聞く。『被災しながら働いている現地の職員さんに比べれば、私たちはマシ』『支援

にきたのだから、頑張らないと』と、休むことができずに、地元に戻ってからダウンする

ケースもある。また、年度末に行政支援派遣も終了する自治体も多く、今後被災自治体業

務が回らなくなることも予想される。その分の業務は被災自治体職員に戻ってくることに

なる。」 

 「震災前の地方公務員人員は、２００５年集中改革プラン以降減り続け、２００５年に

約３２８万人いた地方公務員が２０１０年には約２８１万人と１４％以上も減少している。

被災自治体も、もちろん例外ではない。こういった状況――日常の通常業務も回っていか

ない人員――であった、そんな中の大震災である。大震災対応の中で、もちろん通常業務

もこなしていかねばならない状態である。自治体職員は本当に心身ともにギリギリの状態

であり、いつ誰が倒れても不思議ではない状態である。 

 こういった大震災の時には、『こんなときだから』と何でもありになり、『しんどい』『疲

れた』と言えなくなってしまう。そのことがさらに自分を追いつめてしまうことになる。」 

 「阪神・淡路大震災以降、厚生労働省に『心のケアチーム』が組織され、こういった災

害時には医師や看護師で組織されたチームが派遣され、自治体職員も含むメンタルケアが

実施されている。しかし、実際は自治体職員が優先的にケアを受けることはなかなか容易

ではない。日常から批判の対象とされている自治体職員だが、『公務員バッシング』とも言

われるものは、非常時でも止むことはなく、むしろ強くなっている。『私たちは家も仕事も

失っているのに、あなたたちは給料をもらうのか！』という被災者の言動も飲み込まなく

てはならない。」 

 阪神淡路大震災の時、自治体職員、教員の精神的体調不良の発症は数年後に現れました。

継続した対応が必要です。 

 

 最後は、次のように締めくくられています。 

 「批判しても何も変わらないし、生産がない。自治体職員を賛美してほしいとは思わな

い、自治体職員も感情や心を持った人間であり傷つくこともあれば、泣きたくなることも

ある。何の根拠もない生産のない批判はやめてほしい。できれば、批判ではなく、アドバ

イスや提言としての表現を・・・心からお願いしたい。本格復興のために。」 
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 復興は「生き残った者」全員が参加して以前よりいいものを作っていくことです。そこ

に自治体労働者が行政として、住民として参加していかなければよりいいものを作ること

はできません。 

  

 「公務員バッシング」は目暗ましです。その裏で何かが策動しています。それこそが本

当の労働者、住民、市民への攻撃です。騙されることなく本質を見極め対応していく必要

があります。  

 

 

被災地派遣自衛隊員のメンタルヘルスケアに危険信号  

 

３月３０日（金） 

 

 昨年の４月１９日、陸上自衛隊は、３月１３日から原発事故に伴い福島県の郡山駐屯地

に派遣されていた練馬駐屯地所属の３等陸曹を逮捕し、同日付で懲戒免職にしたと発表し

ました。除染作業をする部隊の無線通信を担当していたが恐怖心でパニックになり、自衛

隊のトラックを盗んで逃走しました。容疑はトラック等の窃盗ということです。 

 ４月２０日、神奈川県警港南署は、海上自衛隊横須賀基地所属の潜水艦救難母艦「ちよ

だ」乗組員の３等海曹を公然わいせつ容疑で現行犯逮捕したと発表しました。３等海曹は

前にも、宮城沖の遺体収容作業に従事したが再出動予定でした。捕まったら出動しなくて

いいと思ってわざとやったと言います。 

 今この２人はどうなっているのでしょうか。気になります。 

 

 １０月１９日、新潟県上越市の自衛隊宿舎で、陸上自衛隊の連隊長の 1 等陸佐が自殺し

ているのが発見されました。理由は不明ですが、３月１１日の東日本大震災発生直後から

およそ３カ月にわたり、福島県の被災地に派遣されて人命救助や行方不明者の捜索の指揮

を取っていました。前日までは普段どおり出勤していたが、１９日の朝連絡が取れず部下

が自宅を訪れたところ、首を吊って自殺していたといいます。 

 １０月１８日にも、岩手県などの被災地に派遣されていた青森県青森市の３等陸佐が自

殺しています。 

 また被災地での公務中に急な病気などでは３人が亡くなっているといいます。（j-cast 

ニュース 11.10.22）    

 

 東日本大震災においては最大１０万人の自衛隊員が被災地で救助、捜索の任務に赴きま

した。 
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 自衛隊員の自殺率の高さはかなり前から指摘されています。隊員数は陸海空合わせおよ

そ２５万人ですが、自殺者は２００３年度までは年間４０人～７０人台で推移していまし

た。２００４年のイラク派遣以降は毎年８０～１００人に及んでいます。イラク派遣に参

加した自衛隊員のべ２万人弱のうち１６人が在職中に自殺しています。   

 自衛隊は、日本の軍隊が持っている独特の体質からいじめ等が発生し、自殺者が多いと

言われています。遺族が提訴して進行中の裁判もあります。 

 しかしイラク派遣以降の増加は、明らかに参事ストレスが原因で、適正な対策がとられ

る必要がありました。 

 

 今年の３月７日の衆議院内閣委員会で、自衛隊員のメンタルヘルスケア問題が取り上げ

られました。 

 議事録です。 

 ○玉城委員 民主党の玉城デニーです。 

   自衛官には、……発災から一年になります東日本大震災の現場において、発災直後

から本当に想像を絶するような活動、活躍をしていただきました。…… 

   気になるのは、派遣された自衛官の方々のいわゆるメンタルヘルスといいますか、

心のケアについてでございます。 

   やはり心のケアについても、大変大事なところだと思いますので、国としてどのよ

うな対策をしているのか、渡辺副大臣にぜひお伺いしたいと思います。お願いします。 

 ○渡辺副大臣 東日本の大震災で派遣をされました隊員のメンタルヘルスについて御質

問をいただきました。 

   昨日、現地、被災地に派遣をされました自衛官のメンタルヘルスのチェックの大体、

概要が報告されましたので、申し上げますと、陸上自衛隊で５８.０５０人を帰隊後１

か月調査したところ、ＰＴＳＤ等の原因となる、高リスク者がおよそ３.３％、うつ病

等の高リスク者がおよそ２.２％でございます。まだ実施中の調査もございますし、ま

た、ちょうど先生御指摘の１年でございますので、またここで改めてメンタルヘルス

チェックを行うこととしております。 

   また、海上自衛隊については、６.１１２人を対象に調査したところ、ＰＴＳＤの高

リスク者が４.３％でございます。うつ病の高リスク者の調査は未実施でございまして、

今、この理由を問いただしているところでございます。もう既に５名の海上自衛隊の

隊員がＰＴＳＤと確認をされておりまして、現在はケアを受けながら職場復帰をして

いるというところでございます。 

   また、航空自衛隊においては、３.３１９名のうち７.５％がＰＴＳＤの高リスク者、

ちょっと対象人員が違うんですが、うつ病の高リスク者が２.８２９人中６.５％。こ

こではＰＴＳＤは確認をされておりません。 

   防衛省といたしましては、この後もまたずっと継続をして、まさに国家的な危機に
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直面をして、本当に不眠不休で活動した自衛官のメンタルケアについては、２４年度

の予算でも、部外カウンセラーの招聘ですとか臨床心理士等の増員等で対応すること

としておりますが、とにかく、長期にわたってしっかりと万全の対応、体制を尽くし

ていきたいというふうに考えております。 

 調査は派遣直後から６か月の間に行われました。航空自衛隊は、津波で大きな被害を受

けた東松島市の松島基地の隊員らを調査対象にしたため、数値が高く出た可能性があると

いいます。 

 

 ９月３０日の「活動報告」の再録です。 

 「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。」 

 

 東日本大震災から７カ月過ぎた１０月２０日に、陸上自衛隊衛生学校のコンバットスト

レス教官である下園壮太著『平常心を鍛える 自衛隊ストレスコントロール教官が明かす

「試練を乗り切るための心の準備」』（講談社＋α新書）が刊行されました。そこには 

 「東日本大震災において、自衛隊員は過酷な環境の中、粘り強い災害派遣任務を遂行し

た。 

  多くの被災者から感謝の声をいただいたが、同時に、隊員のストレスを心配する声も

聞かれた。…… 

  この『人のため』という姿勢は、実は隊員自身のストレス対策においても重要な役割

を果たしていた。実際、非常に過酷な勤務にもかかわらず、ファーストショックで勤務

できなくなる隊員はほとんどいなかった。」 

とあります。 

 著者は、「不眠、悪夢を見る、食欲不振、他社とのコミュニケーションを拒否する、自己

を思い出すものを避ける……ような最初の反応」を“ファーストショック”と呼んでいま

す。 

 読んだとき、漏れている情報からも実態と違うなと不信感を持ちましたが、国会討論で

明らかにされた事実と違います。著者は実態を知る立場にいました。『本』の中の対応策の

説得性をも消してしまいました。 

 繰り返しますが「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
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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。」そしてこのことが、ファーストショックが落ち着くころ、そして周囲も

少し安心するころ、本人の中で、ひたひたと心を侵食してくる苦しみである“セカンドシ

ョック”を引き起こします。心が壊れてうつやＰＴＳＤになります。 

 

 日本の自衛隊のメンタルヘルス対策は個人的精神主義を重視で、組織対策・対応とはな

っていません。（４月４日、４月７日、４月２２日の「活動報告」） 

 震災１周年を迎えるにあたってフジテレビは自衛隊の１年間の活動を取り上げたドキュ

メントを放映しました。その中で、当時の防衛大臣は被災地に赴く隊員たちに「遺体は、

生きた人間として遺族に渡すまで扱っていただきたい」と訓示していました。この訓示ど

おりに任務を遂行したら体調不良者を増大させます。このようなことすら周知されていな

いのです。 

 地元の消防隊員と遺体処理の話をした時、「あの訓示はダメだよ」と一蹴されました。 

 自衛隊は消防庁の対策から基本を学ぶ必要があります。 

 

 『本』を読んだ感想は、否定的には捉えませんが、自衛隊は「平和ボケ」しています。

そして「平常時ボケ」しています。災害救助支援を任務とするなら「平常時ボケ」はより

大きな危険に遭遇させます。 

 自衛隊がメンタルヘルスケアにきちんと対応しないということは隊員の人権・人格・生

活を大切にしないということです。 

 早急な対策の転換が必要です。  

 

 

“震災に負けない”とは 

労働者が尊重される社会を創ること  
  

 ４月１３日（金） 

 

 東日本大震災における地元公務労働者の救助活動、救援活動は、自分自身が被災者であ

りながら、周囲に安心と希望をもたらしました。 

 その一方で、活動のなかで受けたストレスも大きいものでした。 

 自治体職員、教員、消防士、医療関係者などのそれぞれの団体や労働組合、そして大学

病院などが調査を続けていますがどれも深刻です。 

 さらに、災害等の救助活動参加者は２年後、３年後に体調不良が発症すると言われてい
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ます。これからの取り組みも重要となります。 

 

 ４月５日付の『河北新報』に「職員９割がストレス自覚 仙台市、震災初期対応で健康

調査」の記事が載りました。 

 仙台市は昨年６～７月、東日本大震災の初期対応をめぐり、市長部局や行政委員会、教

育局（学校を除く）などの正職員と再任用職員計６.３９９人を対象に心身の健康状態を聞

いたアンケート調査を行い、１.３６８人（２１.４％）から回答を得ました。 

 その結果、震災後、業務でストレスを感じることが「あった」と答えた職員は４５.４％、

「少しあった」は４２.８％で、計８８.２％に上ります。「なかった」は９.９％です。 

 ストレスを感じた理由（複数回答）は「業務量の増加」が５０.５％で最多。「担当した

ことがない業務への対応」（４６.３％）、「市民対応」（４３.１％）、「家族や家の心配」（４

１.３％）と続きました。 

 精神健康度を一般的な手法で調べた結果、５４.７％が抑うつ状態の可能性がある基準点

を超えました。市は昨年８月、ストレスが大きいとみられる８２人の個別相談を実施しま

した。 

 部局別では、罹災証明の発行に当たった財政局のほか、環境局や健康福祉局、各区役所

など震災関連業務に忙殺された部局が他より悪い数値を示しました。 

 役職や年代、性別で見ると、「主査以下」「４０代」「女性」が相対的に芳しくない傾向が

出ました。あわせて質問した肉体的な疲労蓄積度と精神健康度が、全体として相関関係に

あることも判明しました。 

 親や子、同居の家族が死亡した職員は５０人（３.７％）で、４～５月の超過勤務時間が

ともに８０時間を上回った職員は２２３人（１６.３％）。消防局職員を対象とした惨事ス

トレスの調査では、３１人（１６.０％）が心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の危険性

が高いとされる目安を超えています。 

 震災前後の健康状態を聞くと、震災前に２８.１％だった「よかった」は震災後、１５.

０％に半減。「あまりよくなかった」は１１.０％から２５.０％に倍増しています。 

 市厚生課は「震災対応に追われ、疲弊していた状況が個別に把握できた。業務遂行のた

め、無理に残業していた例も散見される。過重労働にならない配慮と対策に取り組みたい」

と話しています。 

 今年３月に２回目のアンケートを行うなど、定期的なメンタルヘルスケアを続けている

といいます。 

 

 公務労働者は未曽有の惨事の中で、長時間労働を続けました。（仙台市以外の状況は、２

０１１年８月１０日、２０１２年２月２４日の『活動報告』参照） 

 そこ状況は現在も続いています。 

 今被災地の各自治体は土木、建設関係の職員不足が深刻で、インフラ整備に手が付けら
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れないでいるといいます。専門家、担当者がいない中で、地元の事情を知らない都会のン

サルタントが住民の高台移転など画一的なプランを勝手に持ってきて提案しています。し

かし住民にとっては自治体の計画も知らされず、議論する資料もないという状況です。 

 国の管轄部門は国土交通省が進めていますが、自治体と国の進行状況には大きな差が出

ています。 

 それが復興が遅れている原因の１つになっています。 

 

 震災直後から、全国各地から多くの公務労働者が被災地に赴きました。今も続いていま

す。 

 被災地を離れ、時間が経過して周囲の同僚の関心も薄れた頃に体調不良が発症する危険

性があります。派遣した自治体はフォローを続ける必要があります。「災害は忘れた頃にや

ってくる」を肝に銘じなければなりません。 

 

 同時に被災地以外の残された公務労働者の状況も気になります。 

 ４月３日付の『河北新報』に「岩手、宮城、福島の３県と被災地の４７市町村は新年度、

他の自治体から計約１.３００人の応援を受ける」の記事が載りました。 

 ３５人の派遣職員を受け入れる岩手県釜石市で北九州市の６人が辞令を受けました。両

市はともに「鉄の町」で、以前から交流が深いのだそうです。岩手県大槌町は４３人、宮

城県山元町は４４人の派遣職員を受け入れました。 

 全国から派遣される職員の内訳は、宮城が県と１５市町で計約６２０人、岩手が県と１

１市町村で計約３７０人、福島が県と２１市町村で計約３４０人。職種は公共施設の復旧

や復興計画を担当する技術職、会計処理に従事する事務職、教員や埋蔵文化財調査員など

多岐にわたるといいます。 

 

 職員を派遣した自治体は人員にゆとりがあるわけではありません。被災地・被災者に思

いを寄せて無理をしてやりくりをしています。 

 しかし、この思いに水を差すのが政府の公務員数削減方針です。 

 政府は４月３日、２０１３年度の国家公務員の新規採用数を２０１９年度比で５６％減

の３.７８０人に抑える方針を決定しました。この決定は国家公務員に限定されるわけでは

なく波及します。被災地・被災者のためにと無理をしている自治体はさらなる無理を強い

られます。そうでなければ派遣職員の引き上げです。 

 「小さな政府」が震災の被害を大きくしました。政府の方針は、今後被災地に３次被害・

４次被害をもたらします。 

 国家公務員の新規採用数削減は若者の雇用問題に深刻な影響をもたらすという主張で反

対意見が展開されること事態、震災が忘れられ、公務労働が顧みられていない状況を示し

ます。 
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 仙台市が行ったアンケート調査でもう１つ気になることがあります。 

 消防局職員を対象とした惨事ストレスの調査で、３１人（１６.０％）が心的外傷後スト

レス障害（ＰＴＳＤ）の危険性が高いとされる目安を超えているということです。 

 惨事ストレスに強いパーソナリティは存在しません。しかしこの数値は高すぎます。 

 消防庁は、阪神大震災の経験から他の組織・機関に先駆けて参事ストレス対策に取り組

んでいます。その成果は大きいものがあります。（２０１１年９月３０日、１０月２１日の

『活動報告』参照） 

 しかし数年前の消防庁の調査結果は、取り組み状況に都道府県で大きなばらつきがある

ことが明らかになりました。災害を経験した都道府県と”他人事”ととらえていたところ

での違いです。 

 これまで災害に遭遇しなかったことはいいことです。しかし応援対応を含めて経験は共

有され、被害をより小さくするための取り組みが必要でした。 

 そして取り組みが明らかに遅れている自衛隊や警察から派遣された隊員や職員の健康状

態も、隠されていますが仙台市の消防局職員と同じ状況だと推測されます。（２０１２年３

月３０日の『活動報告』参照） 

 

 “震災に負けない”ということは、働く者すべてが大切にされ、お互いの思いが伝わり、

尊重される社会を創り上げていくことです。  

 


