
H23.11.28 「東北圏広域地方計画」シンポジウム 東日本大震災、被災地からの証言 

「東北圏広域地方計画」シンポジウム 

東日本大震災、被災地からの証言 
東北圏の教訓と課題を活かすために 

日時：平成２３年１１月２８日（月）１１：００～１６：１４ 

場所：日本教育会館 一ツ橋ホール 

主催：東北圏広域地方計画協議会 

後援：ＮＨＫ仙台放送局、時事通信社、共同通信社、 

東奥日報社、岩手日報社、河北新報社、 

秋田魁新報社、山形新聞・山形放送、 

福島民報社、福島民友新聞社、新潟日報社 

プログラム： 

●被災地からの証言 

  陸前高田市長             戸羽  太（とば ふとし） 

  (株)マイヤ代表取締役社長       米谷 春夫（まいや はるお） 

  気仙沼市長              菅原  茂（すがわら しげる） 

  トヨタ自動車(株) 総務部 総務室長  神島 清司（かみしま きよし） 

  相馬市長               立谷 秀清（たちや ひできよ） 

  岩手県副知事             上野 義晴（うえの よしはる） 

  東北地方整備局長           徳山日出男（とくやま ひでお） 

●ディスカッション「東北圏の教訓と課題を活かすために」 

  モデレーター：河北新報社 論説委員長  鈴木 素雄（すずき もとお） 

 

内容： 

11:01～11:07 主催者挨拶 東北圏広域地方計画協議会 会長 髙橋宏明（たかはし ひろあき） 

・未曾有の大災害、全国、世界各国からの支援により、生活、経済も少しず

つ良くなっている。福島原発も少しずつ安定に向かっていることに感謝。 

・広域地方計画を策定して以来、計画の周知、促進を図るため仙台、盛岡、

福島でシンポジウムを３回行ってきた。 

・今回は、東日本大震災をテーマにここ(東京)で開催することとした。 

・被災した行政や民間、被災者は、全国からの支援のもと、様々な災害対応

を行ってきた。 

・これまでの復旧・復興に向けた取り組みを通じて、日本海側からのバックアップ、輸送などの代

替性の必要性、高速道路のミッシングリンクなど、多くの課題を見出すことが出来、全国に活か

していかねばと思っているところ。 

・災害対応で得られた教訓に基づき、広域地方計画の見直しを行っていく。 

・その一貫として市町村長、企業トップの方々に、何を考え、何を得たのか、その証言をいただく。 

・首都圏直下地震、東海・東南海・南海地震に向け、何を備えるべきか、全国に発信する必要性を

感じ、東京での開催。 
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・７名のスピーカーの方に、発災後どのような厳しい判断と、対応をされてきたのか、災害に強い

地域づくりをどう進めていけばいいのか、幅広い意見交換を進めていく。 

・参加いただいた方々に有意義なものになることを祈念し、５時間という長いシンポジウムになる

がよろしくお願いします。 

 

11:07～11:17 来賓挨拶 国土交通大臣政務官 津川祥吾（つがわ しょうご）         

・私は、広域地方計画を担当。発災後、約１ヶ月、現場で被災地対応。６月

からは、岩手現地対策本部長を兼務。 

・被災地の現場はまだまだ非常事態であり、暖かいご支援を。 

・復興を計画するに当たって、第１ページにならなければならないのは、亡

くなられた方々の鎮魂である。 

・さまざまな課題があるが、政府全力をもって臨む。 

・国交省でも全国から支援を集め、インフラについてはおおよそ確保できたところ。 

・１週間で、「くしの歯作戦」により交通ネットアークを確保出来た。これは、地元の建設業者の方々

の力によるところに感謝。 

・臨時国会で、復興を確実に進めていくための１２兆円の補正予算。７，８６５億円、安全、安心

のための取組として２，６０９億円、津波避難ビルなど津波被害を防止、軽減するための施設を

「津波防護施設」として整備するための「津波防止法」を国会で審議中。 

・そのほか、様々な法案の成立に尽力していく。 

・しかし、これは道具でしかない。 

・夢があり、持続可能な、子供たちが夢を持てる町づくりを進めていかねばならない。 

・被災地のみなさまの思いを形にする第一歩、多重防御、エネルギー供給やサプライチェーンの確

保など広域的な課題があることが明らかとなった。そのためには、東北全体が一体となり、取り

組んでいくことが必要。 

・新しい地域づくりのモデルとして練り上げていただけることを願う。 

・現地の体験談など、貴重な話、教訓を聞ける。それを活かしていただき、３連動地震などに活か

してほしい。 

・１ヶ月被災地でいて、東京に戻るときヘリに乗った。あの被災地の状況、これから来る大規模地

震、災害に強い国土を再構築するために、本日のシンポジウムが実り多いものになりますように。 

 

11:17～11:21 シンポジウムの進め方 モデレーター挨拶 河北新報社論説委員長 鈴木素雄   

・モデレーター、スピーカー紹介 

・全国から物心両面から支援いただき、感謝申し上げる。 

・サプライチェーンなど全国、世界に影響が出た未曾有の大災害だった。 

・被災地からの証言、そのとき何があったのか、どう動いたのか、証言をい

ただく。 

・そこから、教訓、課題を明らかにしていきたい。 

・「この災害、ひょっとしたら、あなたの身に起きていたかもしれない。そう
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したら、どうしただろうか」、そのように自分のものとしてお聞きいただきたい。 

 

11:21～11:39 証言 陸前高田市長 戸羽太（とば ふとし）                 

・小さな市の首長として得た教訓、みなさまに何点かお話したい。 

 

○多くの市職員が犠牲に 

・宮城県との境、人口２万４千人の小さな町。２９６人の職員のなか６８

名が犠牲、臨時職員や嘱託職員なども含めると１１０名以上の方が犠牲

になっている。 

・「公務員の仕事」とは、どこまでなんだろう。３階建ての庁舎の屋上まで津波がきた。市の職員、

公務員は、人を助けるような訓練をしていない。しかし、職員は逃げることは出来ない。 

・公務員は正義の味方か？ スーパーマンだろうか？ ５１名の消防団の方が亡くなっている。

ボランティアの方(消防団)が、津波警報が出るたびに海に近づき、おじいちゃん、おばあちゃ

んの避難を支援する。しかし、彼らにも家族がいる。 

・消防団の仕事もどこまでが消防団の仕事でしょうか。全国で、このような問題について考えね

ばならないと思う。悔しい。ただただ悔しい。 

 

○被災した行政ではコーディネーターがいない せっかくのボランティアが活きない 

・全ての機能が停止した。 

・たくさんのボランティアの方々が来てくれ、多い日は何百人という人が来てくれたが、コーデ

ィネーターがいなかった。どこの地域でも同じ課題を抱えることとなる。 

・大学を抱える地域の人もあると思う。ボランティアのコーディネーターについては、平常時に

大学などの支援の調整を。 

・コーディネーターについては医療の場面でも同じ。グループの医師だけでなく、個人の医師も

来てくれる。 

・慢性病の被災者にとっては、数日しか滞在しない個人の医師では頼りにできない。しっかりと

した引継の体制が必要。 

 

○首長も新人、災害対応の経験無し 

・私は４６歳。２月６日の選挙で選ばれ、２月１３日からが任期。市長に成り立てで大惨事、戸

惑いを思った。 ５０歳までの市長で構成される「青年市長会」、仮庁舎の隣に事務所を設け、

支援いただいている。今後のモデルになるのではないか。 

 

○スピード感を持って 今の国の対応は時間がかかりすぎる 

・たくさんの「規制」がある。復旧、復興の妨げとなる。 

・被災地のために仮店舗でいいのでスーパーを出したいとの思いがあっても、その候補地が農地

であることで建てられない。「農地」と「人の命」とどっちが大事なのか。 

・そのようなことから、国では「特区」について検討が進められている。しかし、もう９ヶ月た
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っている。 

・何かが起きたので、何かを変えましょうではなく、「総理大臣が非常事態宣言をした際には、被

災地の自治体に権限委譲する」、そんなスピード感が必要と思う。 

・「特区」は時間がかかりすぎる。今すぐ欲しいものや、３ヶ月後、半年後でもよい物まで含まれ

ている、混じっている。 

 

○行政は「津波てんでんこ」と言えない、結論が出せない 

・津波の経験の中で、結論が出せないと思っていることを話す。職員、消防団の話。 

・亡くなった方の中に若い方が多い。自主防災組織を設け、リアカーでの避難訓練などを行って

きたが、今回の犠牲である。 

・「津波てんでんこ」 親や兄弟も放っておいて、まわり近所に気を使わなくていいので、自分だ

けで逃げろ。しかし、行政はこう言えないし、近所にお年寄りが居るのに放ってはいけない。 

・「津波てんでんこ」を言えない、結論が出せない。人間の気持ちに逆らうことは出来ない。しか

し、残された子供達を見るとかわいそうでならない。 

 

○ 後に 

・こころざしなかばで亡くなっていった人たち、支援いただいている方々に対して、陸前高田市

の復興をお約束する。 

 

11:39～11:58 (株)マイヤ代表取締役社長 米谷春夫（まいや はるお）            

○地震、その時マイヤ本店は 

・全壊：５店舗、半壊１店舗、３５０人の従業員は、今ではほとんどが店

に戻ってきている。 

・従業員の１６人が亡くなった。当日休みで家にいた人ばかり。自宅が流

されたのは２００人。 

・「マイヤ本店」は解体する。海が近く、お客様の安全を守れない。耐震検

査をクリアするには数億円かかる。 

・迅速なお客様の避難誘導と従業員の避難。店内のお客様と従業員の犠牲者はゼロ。 

・３階の屋上まで津波が襲い、屋上に１６人取り残された。銀行の支店長が流されてきたのを救

助、近所のホテルに取り残された従業員へ食料をロープづたいで供給。 

・屋上に避難し一夜を過ごす。大船渡６０人、陸前高田１３人。 

・津波はマイや本店３階まで達した。社員たちは５階レストランに避難者を移し商品の布団や毛

布、衣類などを避難者に配り寒さから守った。 

 

○現場力の強さ 

・幹部が、主体的な判断で対処してくれた。 

・一早い職員の避難を見て、近所の人も逃げた。職員の避難への感謝の言葉。 

・人命救助・物資供給 
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・生き残った店舗は、当日１５時から店頭販売。従業員の車のヘッドライトで夜１０時まで営業、

翌日も朝６時から営業。 

・責任ある者は残留。 

 

○想定内、想定外 

・巨大地震・・想定内、巨大津波・・想定外 

・３０年以内に必ず三陸大地震があるという予測 → 「地震プロジェクトチーム」を編成して

対策実施。 

・マニュアルの整備、衛星電話の設置、携帯電話の安否確認情報システム導入 

・年６回の実践的な防災訓練 

・災害時の優先的な物資の供給、備蓄も実施。備蓄は津波で流されてしまったが。 

 

○地震・津波対応マニュアル 

・基本 １．お客様の安全確保（負傷者・死亡者ゼロ） お客様の命を守る 

    ２．従業員の安全確保（負傷者・死亡者ゼロ） 

    ３．被災地域のライフラインの維持・継続 

 

○当社店舗では犠牲者ゼロ 

・隣の避難所となっている市民会館では犠牲者あり。なぜ、当社では犠牲者ゼロだったのか。 

   思い込みの恐ろしさ 「想定外」はありえる 

   訓練の重要性    「絶 対」はない 

・私の家も流され、８１歳の母親も行方不明。この差はなんだろうか → 訓練 的確な判断 

・あの地震なら、必ず津波が来るので職員に避難指示を出した。海から４キロ離れている地では

あったが、海から離れなければと考えた。 

 

○震災後の対応 

「利を追えば利は逃げていく。客を追えば利はついてくる」 

「とにかく、食のライフラインを守れ！」 

「今こそ、お客さまの暮らしを守れ！！」 

・店舗の確保（テント、プレハブ、移動販売車、無料お買い物バス） 

・商品調達への行動 

・従業員の安否確認優先 

・従業員のモチベーション向上 

・停電なので、５０円、１００円と安売りし、お釣りの要らないようにした。 

・移動バス、出張店舗でお客様の利便性を確保。 

・社長ではなく、現場の幹部が適切、必死に対応してくれた。 

 

○困惑した事 
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・農業振興地域 補助金をもらった土地なので店舗は建てられない。奈良、補助金数百万円を返

せばいいではないか → 補助金は戻せない、店舗は建てられない。 

・備蓄不能な商品の大量注文 １万５千個のおにぎり 

・大・中・小企業の基準 補助などの支援は中小企業のみ 原資６，５００万円は大規模。原資

を５，０００万円に減らした。 

・東北自動車道の被災証明による無料化 

・転出届による投票権の喪失 

 

○痛感する事 

・クライシスマネジメントの必要性 

・組織体制の明確化 特に指示命令と代行者 

・クイック・レスポンス 「市民のために？ 生命のために？」を全てに 優先すべき。 

・ネットワーク 企業間のネットワーク、個人的ネットワークの必要性を痛感 

 

○３現主義 

・現場、現物、現実 

・現場の事実が 大の説明者 

・東京など遠方からの指導は難しい。 

 

11:58～12:15 気仙沼市長 菅原茂（すがわら しげる）                   

○気仙沼市の被害状況 

・大きな足かせとなっているのは「地盤沈下」 全市にわたり７０ｃｍ 

東北に４．８ｍの移動。 

 

・人口７万４千人ほど 死者１，０２８人、行方不明、犠牲者は１．７％

程度。 

・浸水範囲の事業者数が３，３１４ 全事業所数の８割が被災。雇用の

問題となっている。

 

・港口 石油タンク２２基 火災 消火に２週間を要した。 

・渋滞 上りも下りも渋滞 車を使わずに避難ができるだろうか。 

 

・津波時一時避難ビル 市指定の避難ビルは１５施設（宮城県内の指定は４５施設） 

・２次避難の被災者は瓦礫のため移動できない。その途中で、津波の第○波が襲ってくる。道路

の啓開ができないといっさい移動させられない。 

 

○震災に伴う課題の例 

・全市的な停電 → 全市的な復旧は５月末 

・通信の途絶 → 携帯電話もその日の夜にはつながらなくなる 
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・道路が瓦礫や漂流物に伴う閉塞 → 脱出、二次避難、調査、支援活動に支障 

・避難所運営体制 → 避難箇所１００箇所以上、職員の不足 

・備蓄物資・燃料の不足 → 避難者２万人以上、絶対量の不足、流通備蓄の限界 

・津波に関する住民の意識 → 家に戻る。避難しない。車での避難 

 携帯で家族の安否が確認できていれば、家に戻らなくて、被害に遭わなくてすんだ人が多くい

た → 安否確認の方法が・・・ 

 

○気仙沼市震災復興計画 平成２３年１０月７日 

・「海と生きる」 ← 気仙沼で生きるということは海と生きると言うこと 

市民からの公募で出てきたスローガン 

・震災復興の目標 

 １．津波死ゼロのまちづくり 

 ２．早期の産業復活と雇用の促進 

 ３．職住復活と生活復興 

 ４．持続発展可能な産業の再構築 

 ５．スローでスマートなまちとくらし 

 ６．地域に笑顔溢れるまちづくり 

・道だけでなくて、車が止まれる場所が必要。 

・高台につながる道を広げておくことが必要。 

 

○災害に強い「命をつなぐ」三陸縦貫道 

・道があれば、救えた命があるのではないか 

 高台の道路に避難して救えた命がある 

 病院までの時間を短くでき、救えた命がある 

 物資も早く着いたのではないか、それで体温を戻せ救えた命がある 

・新たな産業・企業誘致を促す三陸縦貫自動車道 

 気仙沼に多重な産業を興す 

 

・産業を興さなければ、町が亡くなってしまう。そのためのインフラが必要。 

・３次補正はガソリンです。このガソリンでエンジンを回して復興を進めていきたい。 

 

12:15～13:02 休憩  

 

13:02～13:22 トヨタ自動車(株)総務部総務室長 神島 清司（かみしま きよし）       

Ⅰ．被災の状況 

・過去の災害よりも桁が二つほど違う大災害。 

・支援の優先順位 

 ①人命第一、救援 優先 
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 ②被災地の早期復旧・復興 

 ③生産復活 

 

Ⅱ．支援・復旧に向けた具体的取組 

・地下の対策本部に移動し、対応。 

 

１．体制と運営 

・テレビ会議がスムーズに復旧した。 

・夕刻にはタンクローリー、水、備蓄米を発車。 

・衛星回線や通信の復旧に全力を尽くした。 

・土日に情報収集。日曜の夜には情報通信の回線を確保し、ＴＶ会議により顔を見ながら状況

を確認できた。 

・会議の 中の余震で対比するような場面も、ＴＶ会議により臨場感を共有できる。 

 

２．対策の優先順位 

 優先１：被災工場（現生産拠点）の生産再開を 優先 

 優先２：復旧に時間がかかる場合、同一仕入れ先の他工場への生産移管 

 優先３：さらに難しい場合、新規開発による代替または転注 

・出きるだけ、現地で元に戻したい。現地で働いている人が居るのだから、よそから部品供給

しては、被災地が立ち上がれない。 

 

３．復旧支援チームの派遣 

・多くの方々の支援活動があって対応ができた。 

 

４．代替品の評価 

 

５．海外生産車への影響把握 

 

６．車両生産・販売見通しの把握と仕入先への展開 

・お客様への影響を 小化できるよう対応。 

・資金繰りに困られる各社への支援も。 

 

Ⅲクリティカル品目の特徴と今後の課題 

１．クリティカル品目数の推移 

 

２．クリティカル品目の特徴と今後の課題 

・タイの水害でも同様のことが起きている。世界の生産を止めないようにと、３．１１以降取り

組んでいたところに今回のタイの水害。 
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○課題１ サプライチェーンの把握  見える化 

・３連動地震も想定し、予め２次仕入れ先以降のサプライチェーンを把握 

 

○課題２ 汎用化・規格化・生産分散・複社発注・在庫見直し 

・クリティカル品目を少なくする。 

・これまでの効率化とは異なる取組。 

・地震国（日本）で生産を続けていくという事は、覚悟して取り組まねばならない。 

 

○課題３ 復旧活動時の１次仕入先対応力強化 

・これまでの震災では、中部地方は被災地ではなく対応できたが、中部地方が被災地となった場

合には、・・ 

 

○課題４ 日本リスクの海外生産への影響会費策の立案・ 

 

Ⅳ．３連動地震を想定した対策 

１．３連動地震の想定 

 

２．対応 

・３連動地震の際、トヨタ自体（本社管理部門・工場等）ならびに、１次仕入れ先を含め、多く

の会社が被災することを想定し、 

①トヨタ本社機能を含めた減災、復旧、バックアップ体制を強化 

②１次仕入れ先自身が被災した場合の対応の明確化 

③物流・建築・設備系復旧メーカーの減災・リスク分散に向け、「助ける側の準備／ネットワ

ーク作り」を推進 

 

○個人的な話 

・７月の末に休暇を取り陸前高田と○○にボランティアに行ってきた。 

・こんなことが出きるのは、家族が居て、住むところがあって、給料がもらえている、ゆとりが

あるから。 

・自分自身が、まずは家の耐震補強や家具の固定、会社の防災訓練を真剣にやるとか、帰宅難民

に備えて職場にスニーカーを用意しておくとか、そんな小さな事が、人の命を救うことが出き

る。 

 

13:22～13:43 相馬市長 立谷 秀清（たちや ひできよ）                  

・４００年の城下町 

・内陸部に消防分団が８、海岸部に２。内陸部の分団には倒壊家屋の中にいる人を助けなさい。

海岸部の分団には津波から多くの人を避難させなさい。 

・市役所が被災していなかったのはラッキーだった。 
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○避難所状況 

・１７時：全域に避難所開設 全ての学校を開放 

  避難所収容可能人数：４，１００人 １９：３０現在避難者 １６箇所 ２，４６０人 

  孤立者 ９箇所 １１５人以上 

 

○朝の３時のメモ 

・孤立者を助けよう 

・避難所 

   医療 健康のサポート 避難所での診察、健康相談 

   生きていくための水、食料、衣類の世話 

   集落単位で入るようにした 

・仮設住宅の奪い合いになるだろうと想定 仮設住宅の建てられる場所の確保 県に要請、不動

産屋にアパートの確保 

・瓦礫を置く場所の確保 田んぼを借りなさい 

・棺桶５００個の発注 → しかし、骨壷とドライアイスの発注が抜けていた 

・ここまでは私（市長）が考え、その後は副市長や担当部長で詰めていった。 

 

○現地の状況 

・一夜開けて 本部長現地視察 海水浴場前の集落は壊滅 

・私の家も流された 

・国道６号バイパスが堤防の役割を果たす。この道路で相馬中央病院が守られた。 

・避難民の状況 増え続ける避難者 

 

○見事だった「くしの歯」作戦 

・相馬では原子力発電の問題があり、物資が入ってこなくなった。 

放射線汚染があるというので、物資、医薬品が入ってこない。人工透析の薬品が入ってこない。

経管栄養食が入ってこない。明後日には無くなる・・・ 大変なストレス 

・「持ってきてくれないのなら」と、東京の薬問屋に取りに行った。道路が健在だったので、こう

いう事ができた。 

 

○押し寄せる原発難民 

・南相馬市民を受け入れる 

・津波難民のところに原発難民が押し寄せる 

 

○経済自殺対策 

・３万円の 

・無料の法律相談 
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○ＰＴＳＤ対策 

・津波のＰＴＳＤ 

・原発のＰＴＳＤ 

 

○住宅の確保 

・６月に１，５００戸完成 

・民間アパート借り上げ家賃補助 ２９，０００援／月 

 

○避難所での栄養管理 

・調理員を避難所から３５人雇用し、学校給食の施設で朝と夜の食事を提供 

・ボランティアが炊き出しにくる 

 チャンコや餅でメタボ状態。 

 

○仮設住宅マネジメント 

・地域単位でコミュニティを維持 

・組長を通して行政サービス 

 

○孤独者対策 仮設住宅に給食配給 

・仮設住宅入居時に、一人あたり３０kgの米、調理器具を配給。 

・夕食 学校給食室で調理 → 配給 

 

○安否の確認を兼ねながら、物資の個別販売 

 

○復興の狼煙「はらがま朝市」 

 

○ヘドロ対策 

・ヘドロ１６０万ｍ３ 

・ヘドロ対策講習会 

・東京大学の しぶや教授（昌子様の妹さんの旦那さん）の指導 

 

○相馬市復興計画のイメージ 

・相馬と福島の間を高速道路で結ぶ計画が決定。 

・農業法人を作って、復興の仕事を請け負っていくようにしないと、進んでいかない。 

・高台に住まないと進まないので、東北地方整備局の支援を受けているところ。 

・宮城県、岩手県とテーマが違う。地方政府である。自分達がやらないといけない。 大の支援

者は「国」だと思っているので、国を使えるだけ使っていき、進めていきたい。 

・国の出先が要らないとの声があるが、震災や復興を進めていくに際し、なかなか県だけではや

りきれない。我々の状況をどう国と連携していくかを考えたとき、国の地方の出先をなくすと

 １１



H23.11.28 「東北圏広域地方計画」シンポジウム 東日本大震災、被災地からの証言 

は、・・・ 地に足が着いた議論が必要と考えている。 

 

13:43～14:04 岩手県副知事 上野 義晴（うえの よしはる）                

・復興に向けた岩手県の取組と課題を踏まえた今後の方向性 ～新たな広域地方計画への期待～ 

・国との関係、課題の整理などから話したい。 

 

○本日の構成 

Ⅰ 東日本大震災津波の被害概要 

Ⅱ 岩手県復興計画の内容 

Ⅲ 復興に向けた取り組み 

Ⅳ 復興にあたっての課題と新たな発見 

Ⅴ 今後目指すべき方向と求められる制度 

Ⅵ 広域地方計画への期待 

 

Ⅳ以降を中心に話す。 

 

Ⅰ 東日本大震災津波の被害概要 

○陸前高田市の被災直後の状況写真 

 

○人的被害・建物被害 

・６千名を越える方が死亡、行方不明 

 

Ⅱ 岩手県復興計画の内容 

○復興計画の構成及び期間 

・平成２３年度～平成３０年度 

平成３１年度に策定予定の県の次期総合計画を見据え、８年間と短期間の計画とした 

  ３年 第１期 基盤復興期間 

３年 第２期 本格復興期間 

２年 第３期 さらなる展開への連結期間 

間早く、県の計画 

 

○復興の目指す姿 

・いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造 

・防災の専門家に防災の専門委員会を作ってもらった。 

 一早く「多重防御」、「減災」の考え方を打ち出した。 

 

○復興に向けた３つの原則 

・「安全」の確保 
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・「暮らし」の再建 

・「なりわ」の再生 

 

○津波対策の基本的考え方 

・海岸保全施設 

・まちづくり 

・ソフト対策 

 

○復興パターンの例（都市再生型） 

・再生可能エネルギー死悦を海岸部に設置 

 

Ⅲ 復興に向けた取り組み 

○「安全」の確保に向けた取組の事例 

・生活環境に支障が生じる災害廃棄物（がれき）の早期撤去 

・高潮や波浪に対する二次災害防止のための防災施設等の応急的な復旧を推進 

・災害情報等を的確に伝達する防災通信機能の復旧 

・防潮堤等の海岸保全施設にまちづくり・ソフト対策を組み合わせた多重防災型のまちづくり計

画の策定 

・原子力発電所事故に伴う放射線量の測定など監視体制の充実・強化及び放射性物質に係る健康

不安の解消などの安全対策の推進 

・住民生活を支える道路、汚水処理施設等の生活基盤の応急的な復旧 

・緊急輸送のための迂回路の確保や道路の応急的な復旧 

・港湾機能復旧のための航路確保や公共岸壁等の利用促進 

・災害に強い交通ネットワークの整備 復興道路、復興支援道路、復興関連道路 

 

○「暮らし」の再建に向けた取組 

・復興後の新たな町での地域コミュニティの再生 

 

○「なりわい」の再生に向けた取組の事例 

・漁業者のみなさんはみんなでやるという事に馴染まないが、緊急避難的にみんなでやって分配

することを県でやっている。 

 

○三陸創造プロジェクト 

・三陸地域の復旧、復興はもとより、長期的な視点に立ち、復興を象徴し、世界に誇る新しい三

陸地域の創造を目指すという観点から、これを体現するリーディング・プロジェクトとして実

施。 

・科学技術分野「国際研究交流拠点形成」プロジェクト 

・環境共生・自然エネルギー分野「さんりくエコタウン形成」プロジェクト 
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・津波災害の次世代への継承「東日本大震災津波伝承まちづくり」プロジェクト 

・産業振興分野「さんりく産業振興」プロジェクト 

・新たな交流による地域づくり「新たな交流による地域づくり」プロジェクト 

 

復興に向けた取り組み 

１ 復興計画の進行管理 

２ 復興に向けた取り組み （１）安全の確保 

①岩手県沿岸の防潮堤高の設定 

②高速道路 

③市町村復興計画の策定状況 

④災害廃棄物処理の考え方 

 

２ 復興に向けた取り組み （２）暮らしの再建 

①避難者数と仮設住宅の建設状況 

応急仮設住宅は、８月１１日までに必要戸数１３，９８４戸全てが完成 

１０月７日には全ての避難所を閉鎖 

②岩手県住宅復興の基本方針 

③津波震災孤児等への支援（いわての学び希望基金） 

 

Ⅳ 復興にあたっての課題と新たな発見 

１ 復興にあたっての課題 

（１）強い縦割り意識の存在 

・政府内部における調整能力の不足 

  （石油供給の遅れ、廃棄物処理の一元化の遅れ等） 

（２）リダンダンシーの欠如 

・道路ネットワークの多重性欠如、港湾の一極集中、防潮堤への一元的な依存、緊急時の通

信手段（衛星携帯）の普及の遅れ 

（３）緊急時であるという意識（スピード感）の欠如 

・災害救助法等の現行制度の硬直的な運用 

・国における本格的な補正予算の遅れ、復興特区等の早期認定への懸念 

（４）マンパワーの不足 

・漁港等の災害査定の遅れ、復興道路や新たなまちづくり等における今後の用地取得への懸

念 

 

２ 新たな発見 

（１）自治体間の連携 

①大規模自治体からの本格的な支援：名古屋市→陸前高田市、静岡県→山田町 など 

②姉妹都市等による自治体間の水平的連携：遠野市～熊本県菊池市、釜石市～愛知県東海市 
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など 

（２）民間、海外からの支援 

①民間からの支援：ワタミ、希望の烽火（東北漁業早期再開支援基金）、トヨタ系、ヤマト財

団 など 

②外国からの支援：シンガポール、クウェート支援金 など 

（３）復興のシンボルとなるプロジェクトの重要性 

・平泉の世界文化遺産登録と東北の観光振興 

・国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の誘致と研究拠点の整備 

 

Ⅴ 今後目指すべき方向と求められる制度 

１ 目指すべき方向 

（１）縦割りの打破 

・部局間を超えた国の一元的かつ強固な支援体制の整備 

・市町村が自由度を持って制度設計でき、そのための財源が確保される必要性 

（２）多重性の確保 

・道路等の広域インフラにおけるリダンダンシーの確保、防潮堤のみに頼らない防災のあり

方（「減災」） 

（３）緊急時の意識（スピード感）の必要性 

・市町村の行政機能の低下の可能性等、大震災津波の教訓を踏まえた防災体制の大幅な見直

し 

・緊急時における現行の各種規制を一括して解除するなど、現行制度の全面的な見直し 

（４）自治体間の新たな連携の推進 

・ある程度離れた地域の自治体間における防災についての連携とこれを推進する施策 

（５）民間や海外からの支援の活用 

・民間や海外からの支援が受けやすい体制を促進する制度の必要性 

（６）復興のための人材不足への対応 

・国、民間から地方に対し、復興に必要な人材を重点的に供給する必要 

（７）復興のシンボルとなるプロジェクトの重要性 

・復興を牽引するための、夢のある長期的なプロジェクト等の存在が不可欠 

 

２ 求められる制度・体制 

（１）地方の自主性が尊重される効率的な制度の創設 

・県・市町村が主体となり、過大な事務負担無しに自由な構想を実現できる制度（復興特区

等）とこれへの国の財源面・技術面での強力なバックアップ 

（２）社会資本整備における多重性の再評価 

・道路ネットワーク、港湾整備等における多重的交通ネットワークの構築 

・多重防災型まちづくりの推進 

（３）大震災津波の教訓を踏まえた防災基本計画等の大幅な見直し等 
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・防災基本計画、地域防災計画等の大幅な見直しと教訓等のあり方の再検討 

・復興関連法案に係る基本方針等の早急な策定と予算の弾力的な実行 

 

Ⅳ 広域地方計画への期待 

１ 全体の基調 

（１）復興の実現及びその支援を基軸とした計画への転換 

（２）大震災津波の教訓を踏まえた全面的な津波対策の強化 

（３）全国的な視野で広域的な防災対策を推進 

 

２ 計画策定にあたっての留意点 

（１）地方の自主性が尊重される復興に向けた新たな制度（復興特区等）を位置づける 

（２）インフラシステムにおける多重性確保や多重防災型まちづくりへの支援と「減災」とい

う考え方の徹底 

（３）防災基本計画等の抜本的見直しと、自治体間の防災協定等の推進 

（４）新たな公共間の連携、民間等からの支援を促進しやすくする制度の創設 

（５）復興等に求められる人材の供給システムの創設 

（６）復興のシンボルとなるプロジェクトの国家レベルでの推進（平泉、ＩＬＣ等） 

 

14:04～14:23 東北地方整備局長 徳山日出男（とくやま ひでお）              

○網掛けの３つが追加された。 

・「啓開」 交通路を開くことが真っ先に求められる。 

・「自治体が被災、自治体支援」 自治体が被災し、国の機関が支援に入った。 

・「復興」 

 

○「くしの歯」作戦 

・県と連携し交通ルートを確保。 

・職員と建設業者の方。 

・職員と自衛隊、県警の姿。 

・啓開を研究していたのは関東地方整備局。都市型の瓦礫は自動車や建物、電柱が倒れ、関東は

それを研究していた。 

・港、空港と、陸・海・空の「啓開」を行った。 

・仙台空港の”再生” 

 河川チームは堤防をおいて、空港に資機材をまわした。 

 

○自治体への支援 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 

・翌日には先遣隊８名、その翌日には２００名を越える部隊が到着。 

・通信機材が効果を発揮。自治体に貸すことを行った。１９２台。初めてのこと。 

・リエゾン 市町村長の片腕となって 
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○三次補正 

・復興道路 復興支援道路 

 東京から郡山までは２４通り 

  東京から青森までも２４通り 青森までのルートは少ない 

 

○海岸堤防高さの設定について 

・５００年、千年に一度というものには、減災をした上で、多重防御、ソフトで対応 

 

○各市町村の復興計画策定状況 

・原発関連を除き、年末までに計画が策定出来る 

（参考）高規格幹線道路の事業パターンの例 

・長期にわたって予算尾確保を → 東北のことを忘れないで。 

 

○映像上映 

・トラックの運転手さんは、７回往復して、子どもたちを避難所まで運んでくれた。 

 

○備えていたことしか役に立たなかった。 

○本気で考えていたことしか役に立たなかった。 

 

14:23～14:30 休憩 

 

14:30～16:13 ディスカッション 「東北圏の教訓と課題を活かすために」           

○モデレーター：河北新報社 論説委員長  鈴木 素雄（すずき もとお） 

○スピーカー： 

  陸前高田市長             戸羽  太 

  (株)マイヤ代表取締役社長       米谷 春夫 

  気仙沼市長              菅原  茂 

  トヨタ自動車(株) 総務部 総務室長  神島 清司 

  相馬市長               立谷 秀清 

  岩手県副知事             上野 義晴 

  東北地方整備局長           徳山日出男 

 

 

司会：教訓、気づきもしなかった課題を抽出し、次に向け、復興に向け、議論を進めていきたい。

農地転用、国の対応、規制のあり方についてお話を。 

 

陸前高田市長 戸羽： 

・国の基準で、「大企業」か「中小企業」か決められる。「大企業であれば、自分の力で社屋を壊
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しなさい」とのルール。地域のために被災者のために取り組もうとして

いる地域の企業に、「自分の力で建物を壊せ！」と国は言う。 

・ガソリン、燃料の問題。家族を捜している方々が遺体の安置所にも行け

ないという状況。副大臣がある省庁に言ってもらった。ガソリンスタン

ドが無いので、ガソリンをドラム缶で運ばないといけない。自衛隊の方

が「危険な任務を担いましょう」と言ってくれた。明日住民に配るとい

う時に一本の電話。「我が省庁のガソリンは、自衛隊には触らせない！」 

 

司会：国のシステムが平常時モードで作られており、非常時に機能しない。 

・仙台でガソリンが手に入るようになったのは３週間後。不安と焦りが渦巻いていた。 

 

気仙沼市長 菅原： 

・将来に向けての不安、企業は存続への不安を持っている。何がそうさせ

ているのか、何が整理されていないのか。 

・被災したのは個人、民間の資産であり、それに対して行政が出来ること、

税金が出来ること、個人の資産形成に税金を使えない。唯一出来たのは

阪神淡路大震災の時の「被災者生活再建支援法」。 

・途方もない数の要望を出して、原則は変わっていないが、各省が便法を

考えてくれた。 

・使うのは個人、企業 

 災害公営住宅 お金のある人は入れない 今回は緩和されてきた 

  これまでに８ヶ月かかっている。 

  緩和されてはきているが、縛りがかけられている。 

・役所の整理 → 個人の資産を増やすことがなければ・・・ 

  しかし、その先、将来には発展につながる。 

  やがてプラスアルファーの部分が、税金を払うことの「種（たね）」となる。 

・東北沿岸は、我が国の遅い成長よりもさらに遅く、衰退しているところに、税金を払える三陸

地方にしてもらえる税金の投入を。 

 

司会：小田実（おだまこと） 彼らの活動が立法へとつながっていく。公助のありようの議論につ

ながっていく。お医者さんの立場から、生命のありようから見えてきた課題は。 

 

相馬市長 立谷： 

・次の死者を出さない。経済自殺、孤独死の問題。阪神大震災の時のような孤独死は深刻な問題

ではないと思っている。経済的な問題は深刻。 

・災害公営住宅を造っても、将来、安く払い下げないと、自治体で管理し続けていけない。被災

者の生活再建のためにも安く買い取ってほしい。しかし、そうは出来ないルール。 

・雇用の問題、産業に相当のダメージを受けている。福島県で造った箸を京都に持ってくるなと

 １８



H23.11.28 「東北圏広域地方計画」シンポジウム 東日本大震災、被災地からの証言 

言われている。 

・福島がこけると、日本がこける。福島をいじめればいいと言うものでは

ない。暖かい目で見てもらわないと。タクシーに乗って「お客さんどち

らから」に「福島からです」と答えると、運転手さん前へズルズルと移

動する。 

・被災者の立場に立って、全国の人たちが考えていかないといけない。 

・子供と老人についてはそこそこいけると思うが、青壮年層については、

腰を据えて全国で考えていかないと将来が見えてこない。 

 

司会：基地問題を抱える沖縄、原発問題を持つ福島、この問題を解決していかないと我が国はどう

しようもない。どの辺に苦労があり、見えてきた課題は。 

 

岩手県副知事 上野： 

・国の権限 平常時の権限を守ろうとされる。 

  ① 初から復興庁を整理しておき、すぐに対応できるプラットホー

ムを作っておく。 

 

 

  ②やはり、現場主義で動けるよう、権限を委譲しておく。委譲でき

るスキームを作っておく。

・現場の判断が重要性を占める部分は自治体へ委譲していくべき。 

・リダンダンシー 非効率と思われることも、対応が求められる。遠方

の自治体の支援が有効であった。近隣の自治体だけではリスク分散が出来ない。そういう風な

リスク分散が必要だということが明らかとなった。

 

司会：被災地では関西弁が飛び交った。関西広域連合のカウンターパート方式で、半年間で１万５

千人ほどの支援を送り込んでくれた。 

・民間の方から、食べ物。新聞社も１週間ほどは、おにぎりが手にはいるかどうかの生活だった。

物品が手に入るかどうか、民に任せきっていいものではなかろう。官と民の役割は。 

 

(株)マイヤ代表取締役社長 米谷： 

・初動１週間を、如何に速やかに対応するかがポイント。官民一体となっ

て備蓄、対応する必要がある。 

・日持ちのする水、ガスコンロ、毛布などは行政も、民間企業も一緒に対

応していく。 

・岩手県の片隅にトヨタのような大企業はない。地場の雇用、経済を支え

ている地場企業。資本金や従業員数だけで「大企業」に仕分けられると、

補助、支援策が受けられない。地域貢献度、地域に応じた尺度で判断し

ていただきたい。 
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司会：東北を第３の拠点として経営統合するということで期待している。トヨタは石にかじりつい

てでも生産を再開するとの強い意志。 

 

トヨタ自動車(株)総務部総務室長 神島： 

・今の車は、電子部品の固まり。 

・何がボトルネックとなるのかを知っておかねばならない。 

・現場が一番分かり、一番力があるんだろ。現場で即断、即決してやって

いけ。 

・では、現場で即断、即決できる人材を確保できるか。今回判断を出来た

幹部が被災していたらどうなっていたか。トリアージで、どの業務は出

来る、出来ないのか。それは大きな機関でも小さな機関でも、国でも民

でも同じ。 

 

司会：リダンダンシー 気づかされた課題。出先機関の役割、課題について。 

 

東北地方整備局長 徳山： 

・平時と非常時の問題。現場に合わせて発想しなければいけない。それが

出来ていた人、出来ていた組織、出来ていない人、出来ていない組織。 

・これだけの大災害になると地方整備局でも手に余し、全国に応援を求め

た。民間にお願い、任せたらいいものもある。 

・人事もそう。新しい業務が出るたびに、ふさわしい人間に、みんなの前

で宣言することもあった。ミッドウェーの戦いでも、専門外の人が指令

官だったりした。 

 

司会：ある組長さんが、沿岸部の市町村に飛び交っていたときに届いたＦＡＸ。何と的をはずした

ＦＡＸか。 

・災害時にもこの原則が必要。第一線が被災していた状況で、役所のリダンダンシーが機能すれ

ば。 

・住民意識について伺いたい。「釜石の奇跡」 子供たちが非常時に適切に動けた。今回の震災で

防波堤だけでは津波を防ぎきれなかった。住民意識に問題はなかっただろうか。 

 

陸前高田市長 戸羽： 

・自主防災組織があって、１５０世帯の中で１７０人の方が亡くなった。

自分の女房もここで亡くなった。まずいと思った。それまでの避難訓練

では、町内会館の前に集まり、居ない人を探しに行く訓練をしていた。 

・マニュアルを作ることも大事だが、マニュアル通りにすることや、情報

の出し方も問題。臨機な対応が出来ることが大事。 
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司会：ハザードマップで、家までは来ないとの刷り込み、先入観があった。正常性バイアス。ここ

までは来ない、みんなと一緒だから大丈夫。今回はたくさんの方が、この罠にはまった。住民

意識についてはどんな反省が。 

 

気仙沼市長 菅原： 

・３時に家内と連絡が取れた。３時に津波がくるとの報告があり、家内は

家と足の悪いお袋と家にいた。私は、２階に逃げればいいと思っていた。

１５０ｍ離れた避難所まで逃げていたら、避難の途中で津波に襲われる

と思った。家内は私の言葉を信じず、避難所まで避難し助かった。 

・津波の到達をもっと正確に予測できないものか。津波の到達までの時間

がより正確にわかっていたら、どこまで逃げられるか、適切な避難が出来るのではないか。 

・緊急地震速報 エリアメールのように全員に伝われば。 

・ＧＰＳ波浪計 ７個ある もう１列沖に作ればもっと精度よく予測できる。今の科学で対応出

来るものがある。 

 

司会：三陸のリアス式海岸に目が向いている。ここまで来るだろうかという気がしていた。相馬市

民は、３．１１前はどんな意識だったのか。 

 

相馬市長 立谷： 

・１年前のチリ津波が悪い布石となった。避難勧告を出したが津波が来な

かった。どうせ津波が来ないんだと思い、避難しなかった方が被害に遭

っている。 

・狼少年があってはいけない。特にマスコミの方。 

・図上訓練をやってきている。想定されている地震の訓練ではだめだと思

い図上訓練。弾が当たったかどうかサイコロで、確率で出す。コンピューターが誰も予想して

いないことをポロンと出す。震度６の大地震、ここで火災、ここで家屋倒壊。３時間でくたく

たになる。 

・死者を防ぐにはどうしたらいいか、シナリオの無い訓練をしていた。相馬市ではＩＳＯをとっ

ており、図上訓練をした。 

・問題は、役所の人間は分かっていても、住民まで徹底していなかった。 

・前回の津波が４００年前。三陸と福島は大きく違う。福島は１５０ｋｍと海岸線が長く、防潮

堤で防ぐことは出来ない。現実的に次のリスクにどう備えるか、慎重に考える必要がある。 

 

司会：次の３連動型地震への危惧も高まっている。３連動地震が も恐れられている名古屋で、御

社として、今後の防災、減災をどう考えられているのか。 

 

トヨタ自動車(株)総務部総務室長 神島： 

・本社は地盤の良いところに立っている。しかし沿岸部の工場などは液状化や津波の被害は考え
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られる。 

・立体駐車場に避難してみた。夏は大変な暑さ。遮熱シート、応急トイレ

を駐車場に備蓄。今から出来ることがたくさんある。 

 

司会：気候の問題がある。あれが１、２月の極寒期、真夜中に起きていたら、

凍死で亡くなられた方が多かったのでは。また、夜では避難出来なかった人が多く出ただろう。 

・広域支援の例。地場のスーパーが営業を継続するにはどういう条件が、普段からどんな備えが

大事か。 

 

(株)マイヤ代表取締役社長 米谷： 

・ＣＤＰとは、５兆円ほどの資金で全国的に活動している機関。ＣＰＤに

入っていて良かったと思った。取引先との仲の良さも大事。 

・地震は必ず来るんだとの想定で準備していた。道路がだめな時を考えて、

港を使うことも考えていた。 

・クライシスマネジメントへあらゆることを。防災、減災は予防策として

のリスクマネジメント。 

・いかに実践的な訓練をやっているかが、リスクマネジメントとなる。５分前行動、５階から１

階までロープで下りる訓練までやった。 

・住民が意識を向上させるのも、社員が意識を向上させるのも、リーダーの役割。いかにリーダ

ーが実践的、真剣な訓練を行うかが、防災になる。 

 

司会：上野さん 広域的なネットワーク、単独の地域では対応できなかった。どういうやり方が効

果的だったのか。 

 

岩手県副知事 上野： 

・地域だけで考えても解決できないことがあるのも事実。内陸部では津波

の被害とは違う状況。まずは県内で内陸から沿岸部を支援しようとした。 

・水平的な「防災協定、防災応援協定」 かなりの自治体で作られている。

リスク分散の点で遠くの自治体と作っておくことが大事。津波体験の掌

握、伝承が大事。 

・「地域防災計画の改訂」 協定自体が、フレキシビリティがあり、 低限のことはきっちり対応

しながら、現場の臨機な対応が出来ることが大事。 

・人材の供給を考えておく。復興道路 用地の確保、事業の推進に多くの人材が必要と考えてい

る。用地の獲得では、県にも人材や技術者が必要。民やＯＢや、柔軟な人材を供給できるシス

テムが必要。 

 

司会：自己決定機能を埋め込んでいく。復興との関係で自治をどう考えればいいか。 
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相馬市長 立谷 

・誰かのせいにしたら終わりだと思う。基礎自治体が責任を持ってやらね

ばならない。 

・３月１４日に水素爆発があった。国交省、経産省、誰もいなくなった。

自衛隊がエスコートするので避難しろということになった。 

・時間をかけて避難することが必要と考えた。災害弱者を先に避難させて

から、元気な人を避難する。「さあ、相馬市民を逃がしてください」とは言えない。 

・避難所ではクレームばかり。地方自治体の長の責任である。そこに国がどこまで支援してくれ

るか。 

・生活再建住宅を建てていくには土地がいる、仕事がいる、産業がいる。 

・東京電力にも、「ここの部分は御社の責任において保証してくれ」も言っていく。 

・訓練をやってきていた相馬市役所の職員の志気は極めて高かったと思う。 

 

司会：「首長」 情報発信能力が問われた。首長としてどのような情報発信をしていくか。 

 

気仙沼市長 菅原： 

・毎朝記者会見をしている。関係課の課長が同席し、どんな質問にも答え

られる。 

・気仙沼は鰹があがったので復興していると思っていた。時間がたてば復

興するものだと思っていた。サポートしてくれる人がいないと、なかな

か立ち上がっていけない。 

・避難所が 後まで残った、瓦礫の問題も仮置き場所の問題など、自治体が非難されることがあ

っても、情報が発信され、進むことがある。 

・全国の露出度１７００自治体の中で１位となっている。これは、被災したから。気仙沼を言葉

にすることでプラスになるような、メリハリをつけながら、正確に被災地の状況を伝えていく

必要があると思っている。 

・「復興交付金」 使い勝手がいいと言われているが、その大部分は基幹事業 １００：１３５ 自

治体に合わせられるよう、効果促進事業の部分を大きく、また、これをうまく使う必要がある。 

・大企業には、翌日から全国から支援の声がかかっており、その場から逃げていきやすい。国は

大企業なので手が出ていかない。 

 

司会：復興の主役は市町村、いや、住民である。高台移転一つとっても住民との合意形成は難しい。

住民との合意形成に、どういうことをやっていくのか。 

 

陸前高田市長 戸羽： 

・陸前高田市では、物理的に全員が高台に移住出来るだけの広さがない。 

・高台に移住したいという人、沿岸で住みたいという人がある。みんな

意見が違う。ただ、みんなの故郷を復興させていく、子供たちの将来

 ２３



H23.11.28 「東北圏広域地方計画」シンポジウム 東日本大震災、被災地からの証言 

を考えていく、亡くなられた方々の思いを考えて一つにまとめていく必要がある。 

・３次補正のことがあるので、基本的な考え方は一つに合意を取り付けていきたい。 

 

司会：現場主義の話、いろいろな話があった。３次補正でやっと復興のスタートラインに立てたの

かな。まとめの話を。 

 

東北地方整備局長 徳山： 

・その他の地域も同じ危うさを感じ、持たれている。全国から忘れられな

いよう、魂を入れて取り組まれていく。 

・魂が入っているかどうかが大事。本気で考えているか、本気でシミュレ

ーションし、本気で訓練していたことは対応できた。 

・釜石山田道路の開通式 なぜ、「間もなく津波が来るので非難してくださ

い」と言わなかったのだろうか。子供に声をかけなかった母親のような

気持ちがある。 

・今ここで、火災警報機が鳴ったらみなさんはどうするだろうか。みんながいるのですぐには逃

げないだろう。 

・４回のうち３回は連動して１８年以内に東海・東南海・南海地震が起きる。 

・今日の機会に、本当に本気で考えていたか振り返ってほしい。 

 

15:58～16:11 フロアとの質疑  

 

和歌山県日高川町長Ｑ：台風１２号で大被害を受けた。福島県の視察に行った。福島県の県庁土木

部に友人がいて、実体験を聞かせてもらった。水道事業者、建設関係の人を連れていき、現場

を見させてもらった。 

・今回の台風で、ダムが放流し多くの被害を出した。東日本大震災の現場を見に行った人間が、

すぐに対応できた。 

・当日の情報が鈍かった、情報共有が出来なかった。 後、全町民に非難しなさいと叫び続けた。

犠牲者を出し、悔やんでいる。 

・和歌山県 台風で被害を受け、高速道路がなく、くしの歯作戦は出来ない。紀伊半島に主要に

なる道路を造っていただきたい。 

・住民と共に対応を図っているが、いざという時には機能は果たせない。被災地に出かけていっ

て、いろいろな意見を聞き、自分の地域に活かして欲しい。行政だけでなく民間もやって欲し

い。 

 

東北地方整備局長 徳山： 

・答えは「ひとつ」ではないと思う。効率性だけでなく、リダンダンシーを。東北と同じように

やられ、ご心配されていると思う。効率だけでなく考えていく。 
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相馬市長 立谷： 

・稲毛市と神奈川県小田原市と防災協定を結んだ。「これだけの体験を相馬市と共有したい」と、

震災後に協定を結んだ。それは良いことだ。一緒になってやっていこう。我々の体験も共有し

ていこう。市長同士が知り合いだという自治体の支援が、あてになった。 

・道路の件 明日の１時半から「安全・安心の道路造りを進める大会」をやるので、その場でも

う一度言ってください。 

 

埼玉県神川町Ｑ：トップとその責任の元に命令を下す。その時に国の動きの悪さ感じた。国のトッ

プダウンが出ないのはなぜか、お考えを。 

 

東北地方整備局長 徳山： 

・平時と非常時の違いがどう分かっているかだと思う。平時の手続きが踏めないこと、現場主義

が大事なことを知っていた機関とそうでない機関があったのだろう。どこでスピード感が落ち

てしまったのかを確認し、改める必要がある。 

 

司会： 

①死者を思え：３，３０７名の行方不明者 ２～３日に一度訃報広告が出る。９ヶ月経つが、ま

だ続いている。原発の事故があり、福島について未来への不安もある。 

②「くしの歯作戦」で、道路が横につながったおかげで人が助かった。単純な二元論はやめまし

ょう。命を救うインフラ整備は進めなければならない。 

③命を救う：現場主義。今回政府は復興庁を東京に本部を置くといっている。復興の主人公は地

域、住民であるべきだ。怖いのは風化である。被災地のために暖かいサポートを。 

－ 以上 － 

 


