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「災害１年半後の『心のケア』」Ⅶ  

 

警察官の惨事ストレス 

 

５月１８日（金） 

 

４月２７日の『朝日新聞』に、タイトル「岩手県警『心が重傷』１割 警官ら、震災後

ストレス」の記事が載りました。 

震災後、県警は体調不良を訴えた沿岸勤務の６８人に臨床心理士を派遣しました。警察

署員らは「家族を亡くした」「目の前で人が波にのまれた」「失った同僚が夢に出てくる」

などと答えたといいます。 

同時期の昨年４月、県警の専門医が「睡眠中に目が覚める」「怒りっぽくなっている」な

どの３２項目について５段階で回答するチェックシートを作り、当時の全職員２.６１２人

に配布し、２.４６２人から回答を得ました。その結果、２３７人が「重傷な惨事ストレス」

と判定されたといいます。このうち内陸勤務は１８５人（回答２.１３２人）、沿岸勤務は

５２人（回答３３０人）で沿岸勤務の割合が１.８倍だったといいます。 

昨年９月に第２回調査を行いました。回答した２.４９２人のうち重症は８７人だったと

いいます。 

県警は、近く３回目の調査を実施する予定で「中長期的にケアしていきたい」と語って

いると結んでいます。 

 

東日本大震災から１年半が過ぎました。被災地には被災建物や瓦礫などの爪痕がまだ

残っています。被災者や被災地で復興活動に携わる人たちの目の前には膨大な課題が山

積のままです。解消にはまだまま時間がかかります。救援活動・ボランティア活動も間

断なく続けられています。 

一方、震災の風化も進んでいます。 

災害が発生し、しばらく経って風化が語られ始める頃は、被災者間の「格差」が拡大

する時期でもあります。 

そして、救援活動・支援活動に従事した労働者・支援者の心身に変調をきたす時期で

もあります。被災地で重要任務をこなし、無事を確認したにも関わらず、知らない間に

心神が不調になっていたというのでは体験や苦労が報われません。 

身体の不調は誰にでも起こり危険性があります。それを防止するためには、組織的に

予防・症状軽減対策に取り組んでいくことが必要です。 
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警察官の健康状態がニュースになることは多くありません。 

これ以外に、これまで新聞に載った警察官の「心のケア」の記事を拾ってみます。 

 

４月２６日の「共同通信」は、タイトル「３県警対象に精神的ケア 捜索などのストレ

ス懸念」の記事を発信しました。 

「東日本大震災で捜索活動などに当たっている警察官らが、凄惨な現場で精神的ショッ

ク（惨事ストレス）を受けた恐れがあるとして、警察庁が来月から対策に乗り出すことが

２６日、分かった。同庁による職員への惨事ストレスケアは初めて。」 

「警察庁によると、ケアの対象は岩手、宮城、福島の３県警の全警察官・警察職員の計

約１万５００人で、問診票を配り震災対応後の心身の状態について調査。惨事ストレスが

強い場合、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症する恐れもあり、ストレスが強い

とみられる職員には来月、委託先の民間機関から臨床心理士らのチームを派遣し、面談を

行う。 

３県警では捜索活動や検視、被災者対応に当たった職員などから「眠れない」といった

心身の不調を訴える声があり、警察庁に対策の要望が寄せられていた。同庁給与厚生課は

『職員自身も被災者というケースもあり、早めに手を打つ必要がある』と説明。被災地へ

は、他の都道府県警も派遣しており、同庁は対象を広げるかどうかも含め、対策を検討し

ていく。」 

 

７月６日の『京都新聞』は、タイトル「東日本大震災の惨事ストレス対策 息長い支援

に不可欠」の長い記事を載せています。全文を紹介します。 

「（写真説明）ロールプレーイング形式の研修会で悲しみに暮れる遺族への対応を学ぶ京

都府警の警察官ら。遺族支援役として心の動きを事前に知ることが惨事ストレス対策にも

つながる（６月２１日、京都市伏見区・京都府警察学校） 

東日本大震災で、京都府警が被災地に派遣した警察官の『惨事ストレス』対策に乗り出

している。恐怖心、悔恨、無力感、自己嫌悪。現地で見た悲惨な光景や生存者を救えなか

ったとの考えから生じる心の傷を軽減する取り組みだ。放置するとＰＴＳＤ（心的外傷後

ストレス障害）になる恐れもあり、被災地を息長く支援するという視点からも不可欠な対

策との思いを持った。 

『もっとできたのでは、と自分を責めてしまう』『被災地の映像を見ると涙がこぼれてく

る』『歩いていてもふわふわした感じがした』。派遣された複数の警察官を取材するなかで、

遺体収容などに従事した１人は、帰任後の心の変化をこう説明した。 

府警はこれまで延べ約１.４００人を被災地に派遣した。特に遺族支援に当たった警察官

の任務は厳しかった。ランドセルを背負ったまま息絶えた小学生、亡き妻から離れない若

い男性…。『９００体の遺体で埋め尽くされた安置所で、一日１０組ほどの遺体引き渡しに

立ち会った。精神的につらい任務でした』。犯罪被害者支援室の巽（たつみ）英人警部補（４
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４）は振り返る。 

一方で、その現場には既視感もあった。今年１月、府警が大規模災害を想定し、遺族対

応と従事者の惨事ストレス対策をテーマにした訓練を、ロールプレーイング（疑似体験）

形式で行っていたからだ。『ため込んだら駄目というのは学んでいた。夜は同僚らとその日

の出来事を話し、はき出すことを心がけた』。訓練を受けたことで自身の心の動きが予測で

き、精神的に大きくダメージを受けることはなかったという。 

府警の惨事ストレス対策は手厚い。まず、現地への派遣前に想定される心の傷について

事前教養を行う。任務終了後は京都までの車中で睡眠や食欲などを問う２１項目のアンケ

ートを行い、帰任後も『胸が締め付けられるような痛みがあるか』など心身に関する３９

項目の問診票を送付し、不調者を網にかける。結果を見るのは医師と保健師、臨床心理士

に限られる。 

府警厚生課によると６月末現在、アンケートで２５人、問診票で４５人に不調の兆しが

あり、医師が直接、電話によるカウンセリングを行った。深刻なＰＴＳＤを引き起こす例

はなかった、という。 

警察に限らず、消防や自衛隊、海上保安庁など災害現場で活動する組織には社会の期待

を背に、弱音を吐きにくい精神的風土があると言われる。惨事ストレス対策に詳しい龍谷

大学短期大学部の黒川雅代子（かよこ）准教授は『自責の念などは正常な反応で、重篤化

を避けることが大事』とした上で『人事面で不利益を被らないなど、不調を訴えやすい職

場環境が大事で、その意識をいかに組織に浸透させるかが課題』と指摘する。 

府警は震災直後に派遣した第一陣約１００人の機動隊員ら全員を表彰した。遺体収容ば

かりで生存者は発見できなかったが、若い彼らに負い目を感じてほしくない－。使命感と

達成感のギャップを埋める対策のひとつだ。 

被災地では依然、多くの警察官や自衛隊員らが活動し、支援の長期化は避けられない。

府警は根性論を排したきめ細やかな一連の取り組みをさらに推し進め、モデルケースとし

て外部へ情報発信してほしい。質の高い支援を続けられる環境整備が結果的に、被災者へ

の一番の貢献につながると思う。」 

京都府警の対策は独自のものですが阪神淡路大震災の経験と神戸消防署の経験を取り入

れているように思われます。 

 

警察関係者のための『月刊交通』は、長井進常磐大学教授の「警察官のストレス講座」

を連載しました。２０１１年６月号で特別編「警察官の惨事ストレス・ケアの基礎知識」

を載せています。 

しかし内容は本当に「基礎知識」なのです。ないよりましという程度までにもいたって

いません。京都府警の真似をする方が役に立ちそうです。 

惨事ストレスの症状は、１年後から３年後に発症することが多いといわれます。 

まともな対応をしない、発症を防止したり症状を軽くする努力をしなかったとしたら、
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その責任は組織にあります。 

 

日本では警察官も、自衛隊も「健全な身体に健康な心が宿る」の精神論が支配し、人間

にとって「心」が傷つきやすいということは問題にされてきていませんでした。頑強な肉

体は物理力としては認められても、感情を持つ人間としては認められてこなかったのです。

その結果、重大事件や事故に遭遇した警察官が惨事ストレスに罹患したという話は聞きま

すが、組織的に対策が取られてという話は聞いたことがありませんでした。 

我慢は美徳ではありません。自分の健康管理、体調管理、生活、人生設計に無責任なだ

けです。 

惨事ストレス以外の精神疾患で休職している警察官や自衛隊もたくさんいます。しかし

なかなか外部に数字は発表されません。発表することは恥を晒すこと捉えているようです。

それがまた対策が進まない原因の１つにもなっています。 

 

それでも最近はやっと対策が進められはじめたという状況です。しかしどれもこれも似

通っています。どこからかの借りものだからです。 

この間、労働安全衛生法改正問題の中で指摘されているように、調査やスクリーニング

でどの程度の問題掌握ができるかははななだ疑問です。しかし調査をする必要があるとい

う認識が生じたり、実態を何とかしようととらえただけでも前進といえます。 

現場の状況や業務内容は当然それぞれ違う特殊なものです。それらを知らない臨床心理

士などに依存するのは危険です。症状が悪化することもあります。物まねをして対策をと

ったという口実を作って終わるのではなく、今すぐには間に合わなくても自らの組織のな

かに相談やカウンセリングを日常的にできる担当者を育成する必要があります。効果ある

対策を模索しながらでも進めることが一番の成果を残します。 

 

 

警察官の惨事ストレス 

ストレスを正しく認識して早期にストレス解消を 
 

６月５日（火） 

 

５月２４日、警視庁は岩手、宮城、福島３県と警察庁からの出向者している警察官１万

４３４人を対象に１月から２月の時点で実施したアンケート形式による惨事ストレス調査

結果を発表しました。９.８４７人から回答がありました。調査は民間業者に委託し、「被

災地の夢をよく見る」「ささいことでイライラする」「物事への興味が湧かない」「不眠」な
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ど３２項目について「いつも」「ときどき」「ない」の３段階で回答を求める方式で行い、

専門機関で分析しました。昨年４月～５月に続いて２回目です。 

その結果、４０８人（４.１％）が心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症するリス

クがあることがわかりました。県別では宮城が１９９人（５.０％）、福島が１４５人（４.

４％）、岩手が６４人（２.９％）です。発症は確認されていないとのことです。 

 

震災直後の調査ではＰＤＳＤの疑いのある職員は全体の７.６％でした。前回と比べると

宮城が２.３％、福島が３.７％、岩手が７.６％、全体で１７９人減っています。 

多くは一過性の症状でした。しかし一部が慢性化したと見られるほか、今回の結果には、

半年以上後に発症する「遅発型ＰＴＳＤ」が含まれている可能性もあるといいます。 

 

疑いがあると判定された職員の７〜９割が「現場で驚きや衝撃を感じる」「もっと助けて

あげられなかったのかと思う」「自分が役立っているか反省することがある」「常に不安が

ある」「眠りが浅く、途中で目が覚める」などの項目に、「いつも」または「ときどき」と

回答しています。自身や家族が被災したり、勤務負担が重くなったと感じている職員にＰ

ＤＳＤ症状が多いこともわかったといいます。 

 

岩手県警は昨年、独自に惨事ストレスについてのアンケートを実施しました。（２０１２

年５月１８日の「活動報告」参照）ＰＤＳＤの疑いがある人は昨年４月には、全体(２.４

６２人)の２３７人（９.６％）を占めたが、１０月には全体(２.４９２人)の８７人に減少

しました。しかし、県警厚生課によると、８７人のうち約３割は、１０月に初めてＰＴＳ

Ｄの疑いが出てきました。遺体捜索など続けるうち、惨事ストレスを感じ始めたと見られ

ます。中でも沿岸で勤務する職員のストレスは深刻でした。同月のアンケートで、宮古、

釜石署など沿岸５警察署で、職員３９９人中３５人（８.８％）が疑いありとされました。 

宮城県警は、人事異動の希望調査で、精神的な負担が大きいと訴えた被災地勤務の職員

の７割を異動させました。また独自にＰＤＳＤやうつ病のアンケート調査を実施したとい

います。 

 

警察官や消防士、自衛隊員はその任務において惨事ストレスの危険性は常にあります。

ですから問題への理解と事前のその対策が必要になります。 

現在、警察庁、消防庁、自衛隊のなかで、消防庁の対策は進んでいます。消防庁は、阪

神淡路大震災などの経験と教訓を生かしています。 

消防関係者のための月刊誌『近代消防』２００１.１２号は、２００１年９月１日に４４

人の死者を出した東京・新宿歌舞伎町ビル火災における東京消防庁の経験を載せています。 

「われわれ消防の世界では、災害現場で悲惨な体験をしたり恐怖を味わったりしても、

自分自身で乗り越えてきました。 
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特に、むごたらしい死体を見て気持悪くなったり、匂いを嗅いで吐き気がしたりして

も、それはどちらかというと『恥』と捉えやすく、周りにはあまり大きい声では言えな

かったこともあったと思われます。そのような感情を乗り越えてこそ１人前の消防官と

いうように見なす空気が土壌にあったことも事実です。 

しかし、『基本的にストレスを受けない者はいない』と一般的に言われていますが、ス

トレスをストレスと認識できないのが現状で、『風邪という症状をしらない人間は医者に

行かない』と言うことと同様で、本人がそのことに気づかなければ何ら解消に繋がらな

いということになります。 

今私達に必要なことはストレスをストレスと正しく認識して、早期にストレスを解消

し、後に引きずらないようにしていくことが大切なのです。」 

 

神戸市消防局は、教訓を共有するためにホームページに「阪神・淡路大震災 消防職員

手記 －平成７年１月１７日午前５時４６分 その時、消防職員の胸に去来したものは－」

を掲載しています。 

手記を警察官や消防士、自衛隊員が読むことは、悲惨な状況を思い起こすということで

危険な側面はあります。しかし管理監督者は、状況が部下にどのような心情をもたらすの

かを理解するためにはもってこいの記録です。 

 

そしてその続編ともいえる、東日本大震災での神戸市消防局などの活動記録が本になっ

ています。南三陸消防署・亘理消防署・神戸市消防局＋川井龍介 編『津波と瓦礫のなかで 

東日本大震災 消防隊員死闘の記』（旬報社刊）です。帯には「もっと多くのいのちを救い

たかった 押し寄せる巨大津波をまえに決死の活動をつづけた被災地の消防隊員と応援に

駆け付けた兵庫県の消防隊員たちの記録。」とあります。 

「はじめに」は次のように始まります。 

「はじめに－津波と瓦礫のなかで 

『３・１１』の地震発生と同時に、被災地の地元消防はもとより全国の消防が、救援・

救助をまつ人々のもとへと向かった。津波と瓦礫のなかで、消防隊員は現場でなにを見

て、どう活動し、そしてなにを思ったのか。本書は、家族の安否を気遣い、自宅を失う

などしながらも活動をつづけた被災地の消防隊員と、かつて同様の苦難を味わい、今回

の震災では応援に駆けつけた兵庫県の消防隊員の記録であり思いの集積である。 

大規模災害や特殊な災害が発生したとき、被災地の消防機関だけではとても対応でき

ないのはいうまでもない。さらに消防機関自体が被災しているため、近隣をはじめとし

て災害の規模によっては遠方からの応援もまた必要になる。 

これを如実に証明したのが、１９９５年の阪神・淡路大震災だった。このときの事態

を教訓に、同年 7 月に創設されたのが、全国の消防機関によって組織される緊急消防援

助隊である。いざというとき、地域を越えて被災地の消火・救援活動にかけつけるのが
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使命だ。 

東日本大震災では、消防庁長官の指示によって初めて緊急消防援助隊が派遣された。

被災した岩手、宮城、福島の３県を除く全国４４都道府県からの消防隊が被災地に向か

い、その数は被災およそ２ヵ月後には約７５００隊（うちヘリ５８機）、約２万８４００

人にのぼり、全国の消防職員の６分の１に相当した。 

日ごろは自分たちが暮らす地元の人のために活動するのが消防隊員だが、このときは

被災地のために、被災地の消防や同じく各地から派遣された他の消防と協力して活動し

た。被災地では庁舎や資機材を失うなど、消防自体もまた被害を受けていて、殉職者も

出るなど精神的にも署員は消耗していた。 

震災で死亡あるいは行方不明になった消防職員は合計で２７人にのぼり、そのうち岩

手県内で８人、宮城県内で１９人となっている。庁舎が津波に襲われた南三陸消防署で

は９人が犠牲になった。また、消防団員では２５４人もの死者・行方不明者が出ている。 

家族を失ったり自宅を流されたりしたものも数知れない。それでも当たり前のことだ

が、消防隊員は活動しなくてはいけない。消防力は衰退し、気力・体力も限界に来ると

き、全国からの応援は涙が出るほどうれしかったし頼もしかったはずだ。 

一方、日本全国から集結した各消防隊は、なんとか役に立ちたいという気持ちで協力

をおしまなかった。なかでも神戸市を中心とする兵庫県隊には応援にあたって特別の感

情があった。かつて阪神・淡路大震災で全国の消防に応援してもらったという経験から、

“恩返しをしたい”という強い気持ちがあった。 

その兵庫県隊が出動指示を受けて最終的に向かったのが、宮城県の太平洋岸南端に位

置する亘理郡山元町と反対に北端に近い本吉郡南三陸町だった。兵庫県隊はここで、亘

理消防署山元分署（亘理地区行政事務組合消防本部）や南三陸消防署（気仙沼・本吉地

域広域行政事務組合消防本部）と連携して活動した。 

このときの体験をのちに神戸市消防局では、記録として残すために隊員から手記を募

り、昨年、同消防局が監修する情報誌『雪』で発表した。また、同様に応援先の山元分

署と南三陸町署で当時に活動した 

隊員からも手記を募り、同誌で掲載した。これらの手記をもとに再編集したのが本書

である。 

思い起こせば１７年前、阪神・淡路大震災で、神戸市消防局は消防隊員の手記を『雪』

で掲載し、のちに『阪神大震災 消防隊員死闘の記』として再編集し、９５年８月に労

働旬報社（現在の旬報社）より出版した。そこには、想像を絶する被害を前にしての苦

闘の様や痛いほどの無力感がにじみ出ていた。そして今回もまた手記を寄せた多くの消

防隊員が、想定外などというひと言ではすまされないような破壊と被害を目の前に悪戦

苦闘し、同時に限られたことしかできなかったことに無力感を覚えていた。 

巨大災害を前にしては当然だろう。だが、できなかったことがたくさんあった１方で、

消防・消防団、自衛隊、警察、役所をはじめ一般の人々まで、多くの人の助け合う力が
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あったからこそ救われた命もまた数多くあった。その意味で無力どころか絶大な力とな

ったことも確かである。 

なにができて、なにができなかったのか。宿命としてわれわれは自然を前にして災害

から逃れることはできない。どんな形をともなってくるかはわからないが、大地震をは

じめ必ず災害はやってくる。そのとき、いかに被害を少なくするか、どう対応したらい

いのか。 

災害現場をもっとも身近でみて、救援活動にあたった消防隊員の手記は、災害と救助

の実態を記録として残し、次に備えるという意味で価値があり、また、見方を変えれば

生き残ったものの使命の表われの一つではないだろうか。」 

誰が読んでも感動しきりです。 

 

 

「惨事ストレス」への対策・対応、関係資料・論文などは、 

「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」を参照してください。 

 

 

犠牲者に誇れる新たな故郷を作る力になる報道を目指して 

 

６月２９日（金） 

 

６月１６日、マスコミ倫理懇談会主催のパネルディスカッション「大震災から５００日

――被災地の記者が考えたマスコミの役割」が開催されました。 

被災地の報道関係者は自分たちも被災者で、会社も被害を受けました。震災、そしてそ

の後の状況を真近かで見続けてきました。 

パネラーは、河北新報社報道部記者の大友さん、岩手日報社報道部次長の磯崎さん、東

北放送報道制作局震災報道担当部長の佐々木さん、岩手放送報道局アナウンス部副部長兼

報道部副部長の神山さんの４人です。 

 

大友さんは、その時、宮城県牡鹿半島の漁協の取材をしていました。海の色が変わった

ので高台の小学校に避難、その後は女川原発に移動させられました。２日後に石巻総局に

辿り着きましたが、総局は１階が浸水、通信手段、移動手段が失われ、物資が不足する中

で取材を続けました。 

いつも家族、友人、財産、職場などあらゆるものを一瞬にして奪われた人びとの悲しみ

や思いを受け止め、記録することを意識していたと言います。被災者はみな何かを伝えた
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いから話します。しかし取材していると追体験をして夜眠れなくなったり、ふと思い出し

たりします。みな、涙なしではできなかった取材だったと言います。 

地元紙の役割は、被災者の読者が求めているものは何かを問い返しながら復興に役立つ

ことを目指すことと捉えています。 

 

岩手日報では、直後に海岸の支局員の安否確認の業務指示が出されます。２人１組で海

岸の支局に向かいました。２日間停電で輪転機が動きません。秋田と青森の新聞社に印刷

をお願いしました。 

読者に何を伝えるか。ダイナミズムか記録か。中央の新聞のようにはできません。答え

は現場にありました。 

一番大切なのは「命」。避難者名簿５万人分を掲載しました。避難所では取り合うように

して名前を探していました。３月下旬には５００人の避難者からアンケートを取って要望

を掲載しました。さらに３回アンケートを行って要請・問題点を探し出しました。取材活

動は「傾聴ボランティア」の役割も果たしました。 

現在は、「忘れない」ために、死者１人ひとりがどこで亡くなったのか、どうして亡くな

ったのかを記事にした「生きた証し」を載せています。それは「二度と津波で犠牲者を出

さない町」作りのための伝言です。犠牲者に誇れる新たな故郷を作る力になる新聞を目指

しています。 

 

東北放送は、近いうちに地震があると想定して日常的に体制をとって取り組んでいまし

た。だからラジオ局は揺れている最中に地域ブースで放送を開始しました。テレビ局は停

電で１４日までしか電力がありませんでした。その後何とか繋がりました。 

ＪＮＮ系列は、緊急時には指示がなくても各放送局が応援体制をとることが確認されて

います。全国から５０クール２００人が被災地に参じました。そして５月には気仙沼市に

ＪＮＮ系列の総局を立ち上げました。今は１か月に１回、震災を掘り下げ検証する報道番

組「あの日何が」を放送しています。 

佐々木さんは、テレビ報道の“紋切り型”の言葉の限界を感じたと言います。伝える側

が「頑張ろう」と言ってはダメ。言葉を研ぎ澄ます必要があります。課題、事実を積み上

げて切り口をしっかりさせて、こだわって報道していかなければならないと言います。 

５００日を過ぎた現段階は、仙台中心部と沿岸部に“格差”が生まれています。被災者

間の“温度差”が拡大し、被災地の状況が見えにくくなっているのをどう克服するかが課

題になっていると指摘しました。 

 

神山さんは、盛岡市でラジオの放送中でした。揺れが収まってから大船渡市に向い、陸

前高田市に入ります。町がなくなっていました。２週間車で寝泊まりして取材を続けまし

た。 
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小さな声を伝えたい、感情にならない声を伝えたいという思いをずっと抱いていると言

います。昨年は花に目をやる余裕はありませんでした。今年は被災者も春に花が咲くのが

うれしく感じたと言います。 

愛する人を亡くした苦しみは癒えるのだろうかという思いを抱いています。２９歳の消

防団員の息子は避難誘導中に波にさらわれました。しかし父親はあっけらかんとしていま

す。「海に対する気持ちは変わらない。海が息子たち４人を育ててくれた。」「息子は人助け

をして亡くなったから何とも思わない」と言います。しかし嘘で、その後に涙を流してい

ます。 

 

司会者がテーマを絞りました。キーワードは「人に寄り添う」、頑張ろうからの脱却です。

報道人が人に寄り添うとはどういうことなのでしょうか。 

大友さんは、話を聞くのが仕事だが、聞いていただけでは信頼関係はできないと言いま

す。 

磯崎さんは、被災者に寄り添うと涙腺が弱くなった、しかし同化してはいけないと言い

ます。被災者の暮らしがいくらかでもよくなるように制度を変えることができるようにす

ることだと言います。 

佐々木さんは、一緒に同じ空気を吸うことだと言います。そうするとわかってくること

があります。 

神山さんは、より多くの人の声を放送に載せることだと言います。 

 

司会者が５００日過ぎた現在の問題点について質問しました。 

大友さん。仙台市はようやく集団移転、住宅再建が始まりましたが、新たなコミュニテ

ィーが問題になっています。問題点が見えにくく、しかも深刻になっているような気がす

ると言います。 

磯崎さん。高齢者で「まだよく眠れない」と薬を飲んでいる人が多くいますが、孤独死

をどう防ぐかが課題だと言います。そのためにはコミュニティーの崩壊を防ぎたいと言い

ます。被災地からお金のある人は去っていき、ない人が残ります。被災者が見えにくくな

っています。 

佐々木さん。三陸地方はそもそも高齢化が進んでいます。住民は再建案についていけな

いと言います。被災地に雇用がない現実があります。 

神山さん。仮設住宅を出た後の住居をどうするか、期限が迫ってくる中で被災者の生活

は落ち着かないと言います。 

大船渡では、防波堤は町と命を守りました。しかし湾が汚くなって若芽が育たなかった

のも事実です。減災・防災のために防波堤を作ることと漁業は両立しないと語ります。 

 

司会者が、掛け声はいいが被災地だけでは問題は解決しない、被災地以外の人たちに伝
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えたいことは何かと問いました。 

大友さん。宮城県は原発の風評被害が現実にあると指摘しました。三陸の港は魚を水揚

げしても売れません。瓦礫処理は地元でやってもいいんじゃないかという声も出始めまし

た。「市長が遠くの自治体に頭を下げに行って、その地域の人たちから怒鳴られるのをニュ

ースで見ていると市長が気の毒だ。嫌がれるのを見たくない」という理由からです。 

磯崎さん。震災が風化し始めているなかで瓦礫の広域処理の問題は考え直した方がいい

と指摘しました。かつて震災を経験した神戸や北陸は新聞報道も関心を示しているが全国

的にはそうではなくなっているといいます。 

神山さんは、自分たちの仕事で精いっぱいだと言います。自分たちのところでも作業工

程の関係から地元の声を聴く時間が割けなくなっていると言います。 

 

最後にひとことずつ述べました。 

大友さん。「震災報道に現場の人間が踏ん張っていく。」 

磯崎さん。「みんな無念だった。そのことを忘れずに明日に向かって報道していく。」 

佐々木さん。「人生が変わった。生きると死ぬは紙一重。生きているならできる限りのこ

とをしていきたい。」 

神山さん。「西のテレビ局から応援に来た記者に、変わり果てた大船渡の街を見た思いを

聞いたら『前の町のことを知らないからわからない』と答えられた。震災について報道し

続けることは地元局の使命として頑張っていきます。」 

 

 

今回の震災で報道機関はたくさんの記録を残しました。しかし被災者は見たくないと言

います。 

被災地は日々変化していきます。新たな問題が次々と出てきます。復興が進む中で取り

残される被災者も出てきています。 

１年を過ぎると風化も始まっています。 

このような中で、報道関係者は忘れさせないために、記録するために、そして伝えてい

くために奮闘しています。 

 

 

岩手日報の「生きた証し」の話を聞いて、中国新聞が原爆で殺された人たちの「生きた

証し」の取材を続けているのを思い出しました。たとえば２０００年には広島郵便局で殉

職した２８８人の遺族や関係者を探し出し、１人ひとりの生前の様子、その後の家族の状

況などを載せました。取材では亡くなったと思われていた方が存命であることもわかりま

した。その一方新たに亡くなった方が判明もしました。 

死者は数ではありません。１人ひとりです。 
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『今回の任務にたいする活動方針は、全員無事に帰ってくること！』 

 

９月７日（金） 

 

８月下旬に東京駅構内で、福島県警が福島原発事故直後に撮った２００枚の写真展があ

りました。あわせて手記の展示がありました。被災地・立ち入り禁止区域は多くの福島県

警警察官にとって「ふるさと」です。 

写真は記録用ですので、お世辞にも上手ではありません。しかし立ち入り禁止地域の状

況を知ることができました。確かに傷ついた道路や建物を見ると被災地ですが日常生活を

営める住家がちゃんと残っています。しかし人影がありません。放射能に負けないで伸び

ている雑草が住民不在を物語ります。 

警察官の手記はめったに目にすることがありません。珍しいものでした。 

（被災地に派遣された警察官や自衛隊員の東日本大震災に寄せる個人的思いは、石巻市

の休館になっている石森漫画館を囲むベニヤ板に書かれたりしています。みな「どれ

だけ役に立てたのか」という 心情と「必ずまた訪れます」という挨拶が盛り込まれ

ています。） 

 

写真の１枚です。 

昨年４月１５日の浪江町請戸集落です。そこから先は立ち入り禁止となる境界線のアス

ファルト道路はかなり盛り上がっています。その上に住民がガムテープを縦に何本も連ね

て貼り、思いを書きました。 

「亡くなった請戸の方へ 

残った者たちは 

ガンバっていきまから 

安心して永眠してください。」 

知人が何人も亡くなっているのでしょう。しかし遺体探しにも、弔いにもいけないので

す。放射能の危険がそれを阻んでいます。 

思いは、亡くなった方たちよりは自分に語りかけているようにも受け取れます。 

ガムテープの前で、白い防護服を着た福島県警の警察官が、放射能汚染がひどいにもか

かわらず帽子を脱ぎ、マスクを外して正座して合掌しています。 

 

田村警察署に配属されていた３０代の警察官の３月１２日の記録です。 

「この混乱の最中、福島第一原発１号機が水素爆発していたようである。 
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当初避難車両の誘導にかかりきりであった私はそのことを知る由もなく、行政局職員か

ら『原発が爆発したから逃げろという指示が出たのでしょうか』と質問されて当惑した記

憶がある。 

何の情報もなかったことから、現時点でそのような指示は受けていないと回答したが、

すぐに爆発の事実は報道で判明した。 

その後、行政局に設置されていたテレビの中に、爆発する原発の建物が映しだされたの

を見た時、腹を決めた。 

殿（しんがり）は俺だ。 

本署から、一時避難の指示があったが、未だ避難車両の列は途切れず、気を抜けば再度

渋滞が発生する可能性があり、何よりここで踏ん張っている地元の人がいる限り、退くこ

とはできない。 

そのまま相勤者と留まり、交通の整理誘導にあたり、暗くなってから、ようやく最後尾

の消防団車両が通過するのを見送った。 

やはり最後まで残るのは地元消防団なんだな、と地区隊長らと話し避難所が落ち着いた

のを確認してから本署に行き明日からの業務指示を受けてから駐在所に戻った。」 

三陸地方では、同じような思いから津波に飲み込まれた警察官、消防署員・団員がたく

さんいました。 

 

１人の警察官は原発事故への対応業務に就くことを出発前に両親に電話で報告します。 

父親が言います。 

「無理はするな。でも後悔するな。」 

 

 

「ときえの微笑み」 

 

あの時以来、ひたっと乳がでなくなって 

ときえはいつも泣いていた。 

消防団の一人として出て行ったきり帰ってこない夫、 

ときえの父ちゃん。 

『ときえと一緒に父ちゃんどこさ行ぐがわ（行こうか）』 

何度言ったことか。 

いつだったか忘れてしまったけど、 

ひいひい泣くときえをだっこして 

『泣ぐなったら泣ぐな、おらも泣きだくなるっちゃ（なってくるじゃないか）』 

ゆすりながら語った時、 

ときえは泣きやんで。目にいっぱい涙をためて私の目をみた。 
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そして にこっと微笑んだ。 

ときえの頬に私の頬を合わせてしっかりと抱きしめた。 

その時、私の胸の奥から突き上げてくるものを感じた。 

─乳首から乳がふき出してきた─ 

何日かぶりで 

ときえは喉を鳴らして乳を飲む。 

『ときえと一緒に生きて行ぐべな（行こうな）』 

─私は生きる力をときえの微笑みからもらった─」 

 

（「岩沼民話の会・語りっこいわぬま」の大震災の聴き記し『おとしふみ 第三集』（２

０１２年５月２０日）から。『おとしふみ 第三集』は『被災者 新生の足音』とい

う表題で未来にかける希望や覚悟を拾い集めたといいます。） 

 

 

被災地の消防士の手記が公開されつつあります。全国から警察官、消防士が応援に駆け

つけましたが、阪神淡路大震災を経験した神戸市消防局の消防士の手記は、被災地に寄せ

る思いが強く、組織運営も士気を高めるものでした。そして行間からは惨事ストレス対策

も進んでいることがうかがえました。 

南三陸消防署・亘理消防署・神戸市消防局＋川井龍介＝編 『津波と瓦礫のなかで 東日

本大震災 消防隊員使等の記』（旬報社）から手記を抜粋します。 

 

「午後４時１５分には国（消防庁）から、最初の出動を打診する連絡がきた。しかし、

その後なかなか出動指示が来ないので、独自に出動の準備を開始した。神戸市消防局とし

ては、阪神淡路大震災で各方面から大変な応援をいただいたことから、こういうときこそ

恩返しをしなければいけないという思いを皆がずっと持っていた。神戸市内で東北地方の

地図を買い集めたり、燃料、食料、飲料、使い捨てカメラなどこの先必要と思われる物品

の調達をはじめた。」 

 

「陸上の部隊は最終的には１１次まで派遣し、４月２４日で終了した。航空部隊はその

後も５月１４日まで活動を続けた。 

これとは別に、福島第一原子力発電所の事故への対応として、３月２９日から４月２日

まで神戸市から『福島第一原子力発電所派遣隊』を派遣した。…… 

急きょ編成した派遣隊の人選については、年齢は考慮せず現場での活動能力を考えた。

辞退する職員がいても仕方がないと思っていたが、実際は『自分が行く』と率先して皆手

を挙げた。」 
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４月７日からの宮城県山元町への第８次派遣。 

「災害対策本部の調整会議に救助部隊長や消火部隊長も一緒に出席するようにした。そ

して活動状況も各部隊長から説明してもらうようにしたところ、部隊長としての自覚がで

きただけでなく、直接災害対策本部の状況が伝わることで、隊員の士気高揚にもつながっ

た。」 

 

「（３月）１５日最終日は朝６時に南三陸町へ向けて出発した。前日夜に食料が絶たれ、

その日朝から夕方まで一切飲食できなかったが、誰一人不満を口にする者はいなかった。

みんなが活動に飢えていた。今までの思いをぶつけて必死に取り組んだ。 

『もっと早く着手したかった……』 

人命救助を目的とした派遣活動の内容としては、誰一人納得できた者はいなかった。そ

れでも、部隊交替まで必死で活動拠点を確保して、第二次派遣隊に引き継げた。」 

 

「２日目（３月２３日）には、現場の後方支援という名目で、活動隊とともに山元町に

入り、捜索活動をおこなった。そのとき初めて、津波が襲った現場をこの目で見た。なん

と表現すればよいのかわからない、あえて言葉にするならば『なにもない』、そんな光景だ

った。現地にいるのは消防、警察、自衛隊などの隊員のみで、一般の方々の姿を見かける

ことはほとんどなかった。私も幼いころに阪神・淡路大震災を経験しており、それは私の

中の“災害”というもののイメージが作られた出来事であったが、今回の現場はその想像

とはまったく違うものだった。“津波”という災害の恐ろしさを感じた。“津波”はあらゆ

る物を文字どおり『奪い去って』しまっていた。…… 

最初『なにもない』と感じた現場だったが、実際に捜索活動に入ってみると衣服、靴、

椅子、食器、その他あらゆる生活用品がそこらじゅうに散乱しており、そこに人々の生活

があったことを痛感した。」 

 

新潟県の被災も大きく、そちらに派遣された隊員もいました。 

「ときには隊員間で激しい意見のぶつかり合いもあったが、まったく個性の違うメンバ

ーのさまざまな発想で窮地を乗りきることができた。…… 

車窓を透して何気なく見かけた通行止めの立て看板に『ヤジ馬は帰れ！』と書かれてあ

った。その瞬間、心も体も凍りつく感情がこみ上げ焦りを覚えた。被災者ではない自分は、

今ここで何をしているのか？ 調査という目的で被災地に入ることは、偽善ではないか…

…。懸命に生きる被災者たちに白い目で見られているのではないか……。そんな思いで自

分が惨めになった。決してヤジ馬であってはならない。当然のことだが誰かに頭を殴られ

た気がした。 

『失意への胸へは、だれも踏み入ってはならない。自身が悩み苦しんだという よほど

の特権を持たずしては』 
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これは、派遣中に現地で読んだ新聞の引用である。」 

 

「３月２３日、中央消防署３階会議室に福島第一原子力発電所への派遣隊員５３人が結

集した。 

『今回の任務にたいする活動方針は、全員無事に帰ってくること！』 

指揮隊長のこの言葉から我々に課せられた任務の危険性が切実に感じられた。 

３月１１日東日本大震災が発生し、当初、私は救助部隊の第４次派遣隊として被災地へ

向かう予定であった。ところが出発２日前になって神戸消防局の震災対応が大きく変わる

ことになる。国から福島第一原発への派遣要請があったからだ。任務の内容は原発事故の

初動で対応にあたった東京消防庁ハイパーレスキュー隊の作業を引き継ぎ、原子炉内の使

用済み燃料プールへの放水作業をおこなうことであった。 

私は普段、救助隊員として特殊な環境下で現場活動をおこなっており、防護服や特殊マ

スクを着装して活動することに精通していることから派遣隊員に選出された。当初は当然、

迷いがあった。しかし誰かがやらなくてはならないことで、最初に話がまわってきた自分

が任務を引き受けることが自然な流れだと割り切り承諾した。 

派遣日までの間、放射能にたいする研修や現場対応の訓練が連日おこなわれた。出発の

直前には東京消防庁ハイパーレスキュー隊へ出向き、福島第一原発で放水活動しいている

特殊車両と同型の車両操作訓練もおこなった。 

この間にも福島第一原発の状況は日々刻々と変化していることはテレビや新聞の報道で

伝えられており、我々の想定している範囲での現場活動となるのか不安は募るばかりであ

った。『今やれることを一生懸命やろう』。そんな気持ちで自分を奮い立たせていた。そし

て３月２９日、福島に向けて出発することとなった。」 

 

「当時は原発そのものの情報が乏しく、私自身も特殊災害隊員として原発派遣に自ら手

を上げたものの、不安感は非常に大きかった。しかしそれらの業務や不安感はさまざまな

方々の協力により解決することができた。…… 

神戸市消防局と協力関係にある神戸薬科大学の安岡先生は、放射能に関する突然のメー

ルや電話での質疑にたいして、迅速かつていねいな回答をしてくださった。また神戸大学

海事科学研究所の原子力関係から専門の先生方を紹介していただいた。 

神戸大学の小田先生は、原発派遣隊員にたいして講義をしてくださった。この講義のお

かげで私自身も不安感が大きく拭われたし、他の原発派遣隊員も程度の差はあれ、きっと

そうであったと思う。また北村先生は、我々とともに福島県まで同行し、寝食を共にして

くださった。現地での隊員の汚染検査時などでも的確なアドバイスをいただくことができ、

非常に心強かった。また神戸大学研究基礎センターの宮本先生は、今回の派遣にさいして

隊員の汚染検査用に、大口ＧＭ管式サーベイメーターを二機貸してくださり、わざわざ神

戸市消防局まで持って来てくださった。」 



 

17 

 

 

第８次派遣隊員として宮城県山元町に派遣。 

「２日目も午前、午後をとおし、重要な拠点はすべて、ガレキ、堆積物を除去して捜索

を終了。見つけられないもどかしさに葛藤しながら、皆、心を痛めていた。そのため、毎

晩それぞれ疑問点や反省点を出し合い、ディスカッションやブレーンストーミングを行な

った。 

最終日も結局、見つけることはできなかった。住民からかけられる、『ありがとう』、『ご

苦労さま』の言葉、捜索現場で見つけた若い２人が写った結婚式の写真……、心が締め付

けられるような想いと自分自身の不甲斐なさ……。『やれることはしたはずなのに』と自問

自答……。しかし、活動をともにした小隊長や隊員たちに救われた気がする。何もできな

かったが、このチームで活動できたことは誇りである。ありがとう。」 

 

第８次派遣隊員として宮城県山元町に派遣。 

「捜査活動終了後、後方支援隊から捜索活動を午前と午後に分けいったんベースキャン

プに戻ることが可能ならば、温かい食事を準備しておくとの申し出があった。以降ベース

キャンプに戻り、個人装備を解除しての休憩と温かい食事を摂ることが可能になった。後

方支援隊は、どの隊よりも早く起床し食事の準備、環境整理等を開始する。そして泥と砂

まみれになり捜索活動から戻った隊員のために湯を沸かし迎えてくれた。 

後方支援隊は非日常という被災地の中に日常を造りだし捜索活動を支えてくれた。」 

 

 

神戸市消防局、そして全国の多くの方々からの災害支援に、宮城県山元町の隣の名取地

方の人たちは、感謝の言葉を俳句に詠んでいます。１１月２日の活動報告の再録です。 

 

「来てけだの ありがでごだ わしぇらんね」 

[（わざわざ）来てくれたの ありがたいという思いがいっぱいです 忘れられませ

ん] 

それぞれの語尾は延ばして発音されます。そこに込められた語感は説明できません。

本当にうれしかった気持ちが溢れています。 

 

そして自分の思いも詠んでいます。 

 

「負げねっちゃ 諦めねっちゃ 生ぎるっちゃ」 

[負けないからね 諦めないからね 生き抜くからね」 

「ねっちゃ」は相手に自分の強い意志を表します。 
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（宮城県名取市の「方言を語り残そう会」刊行の『大震災の五七五の句集 負げねっ

ちゃ』から） 

 

 

被災地の公務労働者の状況 

 

９月１９日（水） 

 

東日本大震災から１年半が近づくと、地元マスコミは被災地の公務労働者の健康問題を

取り上げました。そのいくつかを紹介します。 

 

８月２４日の『共同通信』は、「メンタル相談を４割が希望／大震災被災地の市町村職員」

の見出し記事を発信しました。 

自治労は、５月に東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島３県の市町村職員労組の組

合員に調査を実施し、６.２７４人から回答を得ました。その結果を８月２４日に発表しま

した。 

メンタルヘルス相談について、３５％が「必要である」、１０％が「受けたい」と答えて

います。一方、実際に相談やカウンセリングを受けた人は１４％にとどまっています。自

治体での震災関連業務の増加や被災住民への対応で、強いストレスを抱えていると分析し

ています。 

業務に関する質問では、職員の４１％が震災前よりも時間外労働が増えたと回答。震災

前より忙しいと感じている人ほどストレスが強い傾向も出ました。自治労は「復旧、復興

業務が長引けば、ストレスの強い職員が増える恐れがある」として、対策の充実を国や自

治体に求めています。 

被災した職員に対しては、地方公務員災害補償基金が今秋、昨年度に続き臨床心理士ら

専門家のカウンセリングなどを予定しているといいます。 

 

８月２５日付の『河北新報』に、「陸前高田に応援派遣の盛岡市職員が自殺 『申し訳な

い』遺書」の見出し記事が載りました。 

陸前高田市に応援派遣されていた盛岡市の男性職員（３５）が７月下旬に自殺していた

ことが２４日に分かりました。男性は「希望して被災地に行ったが、役に立てず申し訳な

い」という趣旨の遺書を残していました。岩手県は支援業務が自殺の要因の一つになった

とみて、被災した沿岸部の全１２市町村に職員の心のケアなどを徹底するよう通知しまし

た。 

陸前高田市などによると、男性はことし４月、技師として盛岡市道路管理課から陸前高



 

19 

 

田市水産課に派遣されました。任期は１年間で、漁港復旧などの業務に従事していました。

県が６月に男性と面談した際は、特に変わった様子などは見られなかったといいます。 

県によると、沿岸部の被災自治体で、県職員や他の市町村職員の応援派遣を受けている

のは１０市町村で計２３９人（１日現在）。派遣先は陸前高田市と大槌町がそれぞれ５５人

で最も多いといいます。 

 

９月６日付の『河北新報』に、「宮城県・健康調査 『燃え尽き症候群』職員１割」の見

出し記事が載りました。 

健康調査は、昨年６月、１０月に続く３回目を７月９～３１日に実施しました。全職員

を対象とし、回収率は８８.２％で４.６６２人から回答がありました。 

燃え尽き症候群（バーンアウト）の項目は今回初めて設けました。その結果、疲労やや

りがいの減退を感じ、専門機関の受診が必要とされるレベル３の職員は全体の９.９％（４

６３人）に上り、震災が何らかの心理的影響を及ぼした比較的軽いレベル２は１.５％（７

２人）でした。 

レベル３の職員の割合を地域別にみると、本庁が最も高く１１.２％（２１１人）。仙台

地域の１０.７％（１１８人）、石巻地域の１０.０％（４１人）と続きました。 

健康調査の中でストレス度を指標に基づき自己診断した「メンタル健康度」の結果は、

専門機関でのケアが必要なレベル４に限ってみると１０％増得ています。 

「震災後に治療を始めた疾患がある」と回答した職員は１０.７％（４９８人）で、前回

比３.４ポイント増。治療対象の疾患（複数回答）は高血圧症が１１１人、「こころの不調」

が５４人でした。 

県は、各職場の管理職を対象にしたメンタルヘルス研修や一般職員向けのセミナーを開

くなど健康管理対策を強化するといいます。県職員厚生課は「メンタル健康度の悪化が一

部で深刻化している可能性もある。しっかりと対策を講じたい」と話しています。 

 

公務労働者ではありませんが社会福祉施設で働く労働者についてです。 

５月１４日付の『河北新報』に「宮城県内の社会福祉施設 震災後、職員の３割精神状

態悪化」の見出し記事が載りました。 

調査は２月、全国福祉保育労働組合（東京）と石倉康次立命館大教授（福祉労働）の研

究室が、高齢者や障害者、児童が利用する１１５施設の職員３４５人を対象に実施。この

うち１３２人（回収率３８.３％）から回答を得ました。 

東日本大震災発生後、宮城県内の社会福祉施設で働く職員の３割が精神状態を悪化させ

ています。非常事態の中、施設利用者の生命に危険が及ばないよう神経をすり減らしたこ

とや、被災して行き場を失った高齢者らを新たに受け入れたことによる過重労働が心身へ

の強い負担につながったとみられます。 

心の状態は、「あまり良くない」が１１.９％、「一時、調子を崩したが回復」が１７.８％
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で、震災後に精神的な状態を悪化させた職員は計２９.７％に上りました。体調は、「あま

り良くない」が９.１％、「一時、調子を崩したが回復」が１４.９％で計２４.０％でした。

震災後の勤務状況は、「泊まれる職員は泊まり込んだ」が７２.９％。一部施設が避難所に

なったことなどから、「通常とは別の業務が増えて職員の体制に困った」との回答も２６.

４％ありました。 

施設利用者の変化については、「健康状態が悪化」「心理的に落ち込むことが増えた」「新

しい利用者が増えた」がいずれも２割前後ありました。 

石倉教授は「利用者の生命を守る責任感や、新たな利用者を受け入れて仕事が増えたこ

とがストレスにつながった」と分析。「非常事態に備え正規職員を増やし、他施設との連携

体制を築いておくべきだ」と、人手の確保の必要性を指摘しています。 

 

 

昨年１１月１６日の参議院予算委員会で、民主党の相原久美子議員は自治体職員のメン

タルヘルスについて質問しました。 

○相原久美子君 …… 

それから、少し実例を挙げてまいりたいと思います。宮城県の石巻市では六月から東北

大による自治体職員の健康調査が行われました。先ほども申し上げましたように、自身も

肉親を失ったり住宅が流されたりの被災者でありますけれども、被災住民の対応に追われ

ております。南三陸町では三十六人の職員が死亡いたしました。家族を失った職員もおり

ます。労働組合の調査では、震災発生からの四か月半で取得した休日は五日とか、全体で

も、一か月間で二日未満の休日しか取れなかった職員が二割にも上っています。 

先日、私どもも福島県の浪江町の視察に参りました。浪江町は、まさに自治体の現場全

てが二本松市にある男女共生センターに移って業務を行っております。行政機能を果たせ

るんだろうかというような非常に狭い中で業務を行っておりました。 

職場環境がこれだけ劣悪な状況があったり、自身が被災者であったり、職員が半数近く

死亡されたりという、こういう状況の中で、実は国立精神・神経医療研究センターの吉川

武彦さんの講演の中に、阪神・淡路大震災の際の神戸市職員の自殺を取り上げております。

震災発生後、三か月過ぎくらいから職員の自殺が頻繁に起きてきたということでございま

す。まさに今の時期が一番大変な状況になってくるということです。目の前の被災者の対

応に追われている、そうすると自分自身も被災者であるにもかかわらず家族のケアができ

ない、一旦職場から戻ると家族からも責められてしまうという、このような状況の中で職

員がどんどんどんどん疲弊していっているわけです。 

このような現場がございますことから、自治体職員に関して、財団法人地方公務員安全

衛生推進協会に委託して対策が取られているというふうに聞いております。その内容、現

段階までの経過、実効性、そしてまた消防職員等はどうなのか、お伺いしたいと思います。 
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○国務大臣（川端達夫君） 御指摘のように、ほとんど自らが被災者である職員さんが、

被災者の皆さんの対応、それから先ほど、復旧復興の仕事の忙しさ、大変な負担の掛かっ

ていることは事実であります。そういう意味で、今委員御指摘のように、地方公務員災害

補償基金の事業として、心の健康ケア対策事業というのを実施しております。それまでに、

四月十四日と七月十二日付けの通知で、職員の健康管理、安全衛生対策については基本的

にはお願いをしているんですけれども、この基金事業がございます。 

これは、被災地の自治体に臨床心理士など専門家を派遣して研修あるいは個々の相談

等々を実施するものでありまして、八月二十三日から要望のあった自治体から随時実施し

ておりまして、これまでに十六団体で実施をしております。今若干お触れいただきました

例えば浪江町ですと、研修ということで、百名の皆さんに九月二十八日に臨床心理士が一

名行ってそういう研修を一日行ったというふうなことをやっております。 

一方、消防職団員に関しましては、これはまた別の意味を含めて大変な心の負担の掛か

る仕事でございまして、これはまた別の仕組みがございまして、被災地の要請に基づいて

消防庁独自に精神科医等の専門家を派遣して、これまでに合計で十一か所で実施をいたし

ております。さらに、今般の三次補正でも、専門家の派遣を行う経費の増額、あるいは惨

事ストレスの対策を広くまとめる相談会の開催経費等々を要求しているところでありまし

て、これも消防署員、それから消防団員、担当する部署は違いますけれども、仕組みとし

ては同じような仕組みで、要望、要請があれば実施できるという仕組みになっております

ので、引き続き被災地で十分な活動ができるように適切に対応してまいりたいと思います

し、こうした事業を通じてメンタルヘルスをしっかりとやるように支えてまいりたいと思

っております。 

 

○相原久美子君 私、伺いますと、研修って本当に意味があるんでしょうかと思っちゃう

んですよ。実は、今この状況というのは、本当にもう追われて追われてしまってゆとりが

なくなっている、そんな状況なんだろうと思うんです。研修も必要だろうとは思いますけ

れども、実はメンタルにならないためには何が必要なのかといったら、休養が一番なんで

すね。ところが、休んでしまうとほかの人たちに大きな負担が行ってしまうというジレン

マに陥って、結果として皆さんが疲弊していくという状況になっているわけです。ですか

ら、先ほど申し上げましたように、マンパワーの必要なところには何としてもマンパワー

を注入していくという、この姿勢が必要なんだろうと思っております。ある意味で、二次

被害者を出さないのだと、こういうやっぱり姿勢をしっかりと持っていただくということ

が必要なんだろうと思っておりますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 

 

残念ながら、このような自治労や民主党の主張と政府の対策は自治体労働者の惨事スト

レス、メンタルヘルス対策には役に立たないと思われます。惨事ストレスについての理解

がまったくありません。人員体制の確保と休養保養だけでは防止できません。長時間労働
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は臨床心理士や専門家のカウンセリングなどで解決できません。 

震災は様々な後遺症を残します。被災者が孤独な状況に陥るのと同じ頃、災害対応に従

事した職員に惨事ストレスの症状が発症します。職員が被災者しているという場合もたく

さんあります。しかし各自治体は阪神淡路大震災などの状況を教訓化していません。 

 

 

９月７日の『活動報告』に書いた神戸市消防局の消防士の手記から垣間見られる神戸市

消防局の予防・防止を含めた惨事ストレス対策を探ってみます。 

「活動状況も各部隊長から説明してもらうようにしたところ、……直接災害対策本部の

状況が伝わることで、隊員の士気高揚にもつながった。」 

お互いが、今自分が全体の中のどの位置で任務をこなしているかを理解することは任務

の重要性を再確認できます。そして他の者と一緒に頑張っていると受け止めることができ

た時、より任務に邁進できます。 

 

「ときには隊員間で激しい意見のぶつかり合いもあったが、まったく個性の違うメンバ

ーのさまざまな発想で窮地を乗りきることができた。」 

わけがわからない状況で、納得できないで任務を遂行していると成果も達成感も享受で

きません。窮地に陥った時こそ、困難に遭遇した時こそ、意見をぶつけ合って一緒に突破

口を探し出す努力が必要です。そのことを通して信頼関係が作り出されます。そのための

前提として日頃の風通しのいい職場環境が必要です。 

 

「我々の想定している範囲での現場活動となるのか不安は募るばかりであった。『今やれ

ることを一生懸命やろう』。そんな気持ちで自分を奮い立たせていた。」 

消防士の日常的訓練の目的は何か。未経験の事態に遭遇しても瞬時に的確に判断する能

力を身に着けるためにです。自分らの力量を超える危険な局面か、何とか突破できるかの

冷静な判断力です。突破できるという判断は訓練から来る自信がさせます。 

日常的任務をきちんと遂行しているという確信が困難を克服させる力です。 

 

「当時は原発そのものの情報が乏しく、私自身も特殊災害隊員として原発派遣に自ら手

を上げたものの、不安感は非常に大きかった。しかしそれらの業務や不安感はさまざまな

方々の協力により解決することができた。…… 

北村先生は、我々とともに福島県まで同行し、寝食を共にしてくださった。現地での隊

員の汚染検査時などでも的確なアドバイスをいただくことができ、非常に心強かった。」 

組織はどのように組織構成員に安心感を与えるか。指揮者が精神的に鼓舞するだけでは

なく、安全と危険の境界を、根拠を示してはっきりさせ、危険には曝させないと断言する

ことです。 
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北村先生は、学者の鏡です。 

 

「毎晩それぞれ疑問点や反省点を出し合い、ディスカッションやブレーンストーミング

を行なった。 

……、心が締め付けられるような想いと自分自身の不甲斐なさ……。『やれることはした

はずなのに』と自問自答……。しかし、活動をともにした小隊長や隊員たちに救われた気

がする。何もできなかったが、このチームで活動できたことは誇りである。ありがとう。」 

ブレーンストーミングの効果、功罪は世界的に評価が分かれます。しかし一緒に行動し

た者たちがそこで感じたことを出し合い、思いを共有することは“心を軽く”します。“口

に出す”だけでもそうなります。その場のリーダーは、上手に思いを閉じ込めさせないで

“吐き出させる”力量を身に着けていなければなりません。そして“チーム”の存在を確

認させ、事態を前向きに捉えさせる必要があります。 

臨床心理士やカウンセラーなどの“他人”ではなく、自分の感情を表出できる“仲間”

の存在が一番のストレス解消になります。今現在の自治体職員にはこのことが必要です。 

 

「ベースキャンプに戻り、個人装備を解除しての休憩と温かい食事を摂ることが可能に

なった。……そして泥と砂まみれになり捜索活動から戻った隊員のために湯を沸かし迎え

てくれた。 

後方支援隊は非日常という被災地の中に日常を造りだし捜索活動を支えてくれた。」 

気分転換とストレス解消のためには温かい食事、温かい風呂・シャワーが最適というの

は１００年前のイギリス軍の経験から受け継がれています。 

そして短時間でも“日常”を取り戻すことです。自分を取り戻すこと、精神的“ゆとり”

を取り戻すことです。そのための時間と場所の保障が必要です。ただの休養ではありませ

ん。 

 

現在、人的不足の問題は切実ですが、このようなことが行われなければ体調不良者がさ

らに増えて人的不足が加速します。 


