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今日はごめん・なはり線の日 特別企画講演会 

あまちゃんのふるさと発！ 三陸鉄道から！！ 

鉄道の復活と地域活性化の熱い思いを聴く！ 
日時：平成２６年７月５日（土）１７：５５～１９：３３ 

場所：奈半利町立町民会館 

主催：ＮＰＯ法人ごめん・なはり線を支援する会 

共催：奈半利町、なはり浦の会 

後援：高知県、ごめん・なはり線活性化協議会、土

佐くろしお鉄道（株）、社会福祉法人高知県社

会福祉協議会、高知新聞社、ＲＫＣ高知放送、

ＫＵＴＶテレビ高知、ＮＨＫ高知放送局、ＫＳＳさんさんテレビ、（株）ＦＭ高知 

内容： 

17:55～17:59 三陸鉄道 大船渡 幸せのフォーチュンクッキービデオ上映           

・三陸鉄道沿線の奥の方々が踊りに参加 

 

17:59～18:02 主催者あいさつ ＮＰＯ法人ごめん・なはり線を支援する会 理事長 池田進助  

・三陸鉄道は、昭和５９年に開業した日本で最初の第３セクター。 

・ごめん・なはり線は、新線での第３セクターでは日本最後の鉄道。 

・三陸鉄道は東日本大震災で被災し、今年の４月に全線が開通した。 

・ごめん・なはり線も、確実に起こるといわれている東南海大地震の津波

で被害が考えられる。今、我々が被害にあったあと、どうやって復興す

るのか、今日の話の中にヒントがあると思う。 

 

18:02～18:06 歓迎のあいさつ 奈半利町 町長 斉藤一孝                  

・ＮＰＯのみなさまのおかげで、明日記念イベント、また今日の講演会。 

・岩手の復興の状況を今日ここで聞くことが、地域の者にとって、貴重な

話となると思う。 

・ごめん・なはり線は平成１４年に開通し、地域の足として、地域と地域

を結ぶ交流の場、活性化に向けて日々努力し、地域のみなさまとともに

育てていきゅう「マイレール」です。 

・地域活性化のヒントもいただけると思う。ＮＨＫ朝ドラ、あまちゃんで

も刺激を受けた。見習わなければならないところがいっぱいあると思う。 

・社長さんの話を聞き、よい思い出になりますよう、みなさまにとって意義深いものとなること

を祈念し挨拶とします。 

 

18:06～18:10 震災ボランティアと三陸鉄道 なはり浦の会 森大樹              

・森さんは、三陸鉄道の方々と親交も深く、本日の講演会のために尽力いただいた。 

・震災との関わり、三陸鉄道の話などをいただく。 

・２０１１年から岩手に行き、そのときには三陸鉄道が復旧するとは思えなかった。それが３年
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で復興し、これは三陸鉄道のみなさまの熱意、パワーのたまもの。 

・南海トラフの地震の危険地域に住んでいる僕らがやらないかんことは、

震災でどういうことが起こったかを理解すること、今後の対応にどれだ

け力を注げるか、自分のこととして聞いて欲しい。 

・岩手から直選距離で千キロ、タイトなスケジュールと、タイトな出演料

で来ていただいた。募金箱に勉強料としてご協力を。 

・共に学んでいきましょう。 

 

18:10～19:33 講演「三陸鉄道 復旧・復興への道」                     

○講師：三陸鉄道株式会社 代表取締役社長 望月正彦  

○プロフィール 

・岩手県花巻市の出身、岩手県庁入庁後、盛岡振興局長などを歴任。 

・平成２２年６月に三陸鉄道社長に就任。三陸鉄道は、県や沿線市町村が

出資する全国初の第三セクター鉄道として昭和５９年に開業。 

・大きな被害を受けながらも、復興へ向けて取り組んできた状況をお話し

いただく。 

 

○南リアス線全線運行再開式 

・女優 藤原紀香さんなども参加 １億６千万円の新車 

 

○三陸鉄道の概要 

・１９８４年、全国初の第３セクターとして出来た会社。 

・鉄道の解体（鉄道再建法）により、「特定地方交通線」に指定され国鉄転換第一号として開業。 

・運行区間 北リアス線：宮古～久慈駅７１．０ｋｍ  南リアス線：盛～釜石駅３６．６ｋｍ 

・開業から１０年は黒字 三陸鉄道を使えば通学、病院へも１時間以内でいけるようになった。

高校進学率が倍になった。 

・その後、人口が減り、道路がよくなり、マイカー、円高となり国内旅行から海外旅行へ → 平

成６年から赤字 

・しかし、車の運転が出来ない児童、生徒、高齢者にとっては貴重な足。 

 

○観光面の工夫 

・ホタテ絵馬で願掛け：震災前の南リアス線恋し浜駅 女性週刊誌で「恋愛のパワースポット」

として紹介され、待合室はホタテ絵馬の奉納所となった。 

・北リアス線コタツ列車：冬はコタツ列車 なもみ（なまはげ）「わるいこいねぇか～」地元のボ

ランティアの方がやってくれている。 

 

○震災時の初期対応 

・地震が起きても最初は逃げなかった ←駅は浸水想定区域ではなかったので 

・小雪が舞うような天気 停電して真っ暗 電柱が倒れ、塩水がくるとショートし停電。 

・停電すると、何も出来ない。ストーブもファンヒーターだったので、停電になると暖もとれな
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い。電話も使えない。 

・ディーゼルカー：エンジンをかけ、列車を災対本部にした。 

 

○最初の対応 

1)社内外との連絡体制を確保すること。 

2)乗客・社員の安否確認を行うこと。 ←非番の社員がいるので連絡を取った 

3)被災状況を確認すること。 

4)復旧手順の検討をしておくこと 

 

○使えたモノは 

・災害時有線電話が１台：情報収集に活躍 

・ホワイトボード：重要なことを書き留めた 

・ノート：分単位で指示や情報、状況を書き留めた 

 

○津波が来襲する南リアス線 

・水深が５０ｃｍを越えると自動車が浮き出し、１５０台流れてきた。 

・車両は、重要な機器は車体の下にあり、トンネルの中で津波から逃れられた１台をのぞき、全

ての車両がダメになった。 

・三陸鉄道の線路は、津波のことを考慮してルートや構造を丈夫にしていた。 

・線路の築堤があったおかげで、盛土の後ろの家は津波から助かった。 

・地域の方々は、線路の上を歩いて移動した。 

・橋の床版は、丈夫に作った分厚い方は流され、スパンは短く薄い方は残った。 

・田老町 千軒以上あった住家は全滅。 

・線路の高架橋が津波を止め、線路の後ろの家は助かった。 

・がれきの中は釘やガラスなど危険で歩けず、住民の方々は線路の上を歩いていた。 

・流失した島越駅と高架橋 高さが１３．４ｍあり、新幹線なみの丈夫な駅だったが被災した。 

 

○部分復旧への動き 

・社長と、もう一人の職員で、裏道を通って被害状況を確認。 

・運転再開区間の順番を決め、点検に着手。 

・鉄道の点検会社から職員を６名確保し、夜通しで点検。 

・駅に行く道がない、線路に家が乗っている ←自分たちではどうすることも出来ない →自衛

隊に要請 市長はびっくりしていた 

・知事の了解を取ろうとする ← 住民の方々が線路の上を歩いている状況であり、運転再開を

強く要請 → ３月１５日夕、知事が了承 

・どうせたいした収入にならないので、ワンコインで運転した。 

・線路の復旧は、砕石を巻き、機械が使えないので人力で締め固めを行った。 

 

・信号のケーブルが被災していたので、１年間手旗で運行。 

・「復興支援列車」 無料とした。乗客は、１００円ショップで印鑑を買い求める人が多かった。 
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○全線復旧に向けて 

・元に戻すだけで８０億円かかるだろう 

・沿線市町村に「全線復旧で行く」ことの了解を取りつけに。 

・３年間で全線復旧させる、ルートを変えない 

 

○収入を得る努力 

・４～５往復しかできなくなり、収入は１／１０に。 

・トレーラーで車両輸送 １８ｍある車両を夜間に運送。線路がつながっていないのでトラック

で陸送。 

・瀬川瑛子、杉良太郎、・・・ 志村けん 一日駅長、ミニコンサートなどで支援 

・「被災地フロントライン研修」：災害の現地視察を行う 防災担当者、市町村の関係者、大学研

究者 ←地元市町村の役場職員は復興の仕事で手が回せないので、うちの社員が案内する。全

てはオーダーメイドで視察。 

・「復興祈願・被災レール」：流されたレールを１０ｃｍに切り、磨き、ラッカーを塗り、シリア

ル番号を打ち、１０ｃｍ５万円、５ｃｍ３万円 限定２００個 １日で売り切れ、８００万円

の収益。 

 

○復旧計画 

・国の支援が決まり、鉄道・運輸機構の協力で全線復旧へ 

・一次復旧：北リアス線 田野畑・陸中野田駅間 ２０１２年４月１日 

・二次復旧：南リアス線 盛・吉浜駅間     ２０１３年４月３日 

・三次復旧：南リアス線 吉浜・釜石駅間    ２０１４年４月５日 

      北リアス線 小本・田野畑駅間   ２０１４年４月６日 

・４月に開通 高校生の入学に間に合うようにと４月に開通 

 

・一次復旧後に乗り入れたＪＲ東日本の「リゾートうみねこ」 ←ＪＲ東日本の協力 

・４連車両 ラッピング車両 世界の５０体のキャラクター達が手をつないでいる。使用料は無

料。 

・二次復旧 クウェート 日本に原油を２００万バレル寄付してくれた。それを売り、被災県に

分けてくれたので、そのお金で８両の車両を購入。車両にはクウェートの国称を入れている。 

・藤原紀香 クウェート大使 志村けん←非常勤駅長 

 

・被災した高架橋を築堤で復旧。 

 

○初期対応ガイドライン 

・２０１３年４月に策定した。 

・災害の発生を想定し、非常の備え 何を持ち出し、どこに逃げ、家族の安否確認をどう取るか 

← 家族の安否を確認するために戻って被災に遭っている 

・まずは、自分や家族の安全を確保してから、会社に出てこい。 

・人命救助（お客様・家族を含む）を優先し、最大限の救助活動を行うこと。 
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・その上で水、食料、懐中電灯等を持参して出社すること。 ←懐中電灯は必須。 

・報告や指示された事項は記録する。 

 

○今後の課題と対応策 

◇課題 

・震災復興の遅れ がれきの片づけ、家がまだ建っていない 駅周辺のまちづくりは？ 

・少子高齢化・過疎化の進行（人口減少） 

・モータリゼーションの進行（高台移転、復興道路） 

◇対応 

・交流人口の拡大（観光誘致、教育・研修旅行など） 

  テレビで見た映像は宛にならない、現地での研修が大事 

・駅を中心としたまちづくりの推進 

・地域産品の販売促進（三鉄ブランド） 

 

・震災学習列車 

・駅からハイキング：駅まで鉄道で来て、そこから歩き、被災地をハイキング 

・お座敷列車「北三陸号」のアテンダントとウニ丼 ←あまちゃんに便乗 予約はいっぱい、飛

ぶようにウニ丼が売れる 

 

○三陸鉄道各地のおすすめのお食事を特集 

・北は八戸から南は気仙沼まで、地域のこだわりの逸品を（ウニ、アワビなどの食材） 

・実際に現地を訪れて、味わっていただくもの。 

・ＪＲ東日本など多くの企業の協力や応援で。 

・全線運行再開を記念し第５弾実施中。 

・八戸のヒラメのヅケ丼 

宮古ドンコとワカメラーメン 

釜石カキパスタ 

気仙沼まごころ膳 

・三鉄グッズ・地域コラボ商品 お酒も 

 

○終わりに 

・赤字路線：鉄道が廃止されて栄えた町はない。その優位性（安全・安心、定時性、速達性、大

量輸送）と存在感は、地域の貴重な財産です。 

 安全・安心：鉄道が原因での事故は少ない 

 大量輸送：１両で１３０人運べる 

 存在感：試運転の時、「警笛を鳴らしっぱなし出いけ！」と指示した。手を振ってくれた、再開

を喜んでくれた。 

・これからは、車社会のコスト（例：膨大な道路の維持管理費用など ←これは税金）やリスク

（環境問題や事故）も考慮し、公共交通のあり方を考えるべきではないでしょうか。 

 儲からなければやめてしまえ → 子供、老人はどうすればいいのか → バランスが大事 
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・三陸鉄道の使命は地域住民の生活の足になること、そして地域の活性化・産業振興に貢献する

こと。 

・三陸鉄道は、今後も地域の復興と共に歩んでいきます。みなさまの一層のご理解、ご協力をお

願いします。 

・是非、一回来てください、乗りに来てください。 

 

  質疑   

男性①Ｑ：被災直後の様子、復興の様子がよくわかった。これまでの取組のなかで、市町村などの

役所との関係、ボランティアの方々との関係もいろいろなことがあったと思う。行政やボラン

ティアの方々とのやり取りで、特に気をつけられたことは。 

望月Ａ：ボランティアとしては自衛隊の方々。２千人、３週間の予定が２週間でガレキの撤去が出

来た。 学生時代に、三陸鉄道で通学した自衛隊員が含まれていた。初期対応のボランティア

は市町村と自衛隊。 

・２年もほおっておくと線路に木や草がいっぱい生える。企業の方々が草刈りに来てくれた。 

・市町村 協力的だった。宮古市は、すぐに自衛隊に要請してくれた。燃料の確保に、優先給油

書を出してくれた。広報 市町村の防災無線を使って、運転情報を流してくれた。 

・現場がわかっている市町村はよかった。現場がわかっていない県がダメだった。「どうしてそん

なに再開を急ぐのか？」「行方不明者の捜索に燃料をまわせ！」と言われた。 

 

女性①Ｑ：ＮＨＫのあまちゃんは、三鉄の方からお願いをしたのか？ 

望月Ａ：三鉄から要請はしていない。ＮＨＫのプロでユーサーの方が会いたい、三陸鉄道を舞台に

したドラマを作りたいと協力をお願いされ、ＰＲになると思い快諾した。単発のドラマと思っ

ていたら、朝ドラだというので驚いた。２月の撮影に雪をとって、運転手に半袖を着せるなど、

協力した。朝ドラの効果は大きい。 

 

男性②Ｑ：第３セクターはどこも赤字が続いているが、望月社長から見ると、ごめん・なはり線は

今後ここを工夫したらという点があれば。 

望月Ａ：沿線に住宅が多い。まだまだお客さんを増やせる余地がある。市町村にどう働きかけられ

るか。病院が遠くに移転するとお客さんが１５％減る。公の施設を駅のそばに作り、通勤手当

がでる役場職員がいれば定期収入が得られる。ここは高架橋なので、バリアフリーの問題があ

るが、車に乗れない方々の地域に根ざした鉄道（足）になれる。 

 

女性②Ｑ：私は、震災関係に関わっている。岩手県でアピールした。県外に行っても奈半利町の魚

が一番と思い、田老町のワカメを売っている活動をしている。モノが売れないと活性化しない

と思うので、この地にないモノをアピールしていただけると、奈半利の人たちも協力できる。 

望月Ａ：冬はアワビ、秋は松茸。たくさんとれるので、松茸は１本５００円。サンマを有効活用し

た商品。地域のおいしいモノはたくさんある。一度食べていただいて、評価いただければ。 

 

男性③Ｑ：鉄道は高校生まではよく乗るが、働いている人はあまり乗らない。そういう人たちに「マ

イレール」として予算を使うことへの理解を得る方法を。 



H26.07.05 今日はごめん・なはり線の日 特別企画講演会 

 ７ 

望月Ａ：役場の職員の人達がマイカー通勤している。マイカー通勤ならお金を取るということなど

で、公共交通への意識を高める。役場職員は通勤手当が出るのだから、公共交通機関を。そう

しないと、公共交通機関への意識がなくなる。 

 

男性④Ｑ：震災前後で会社を辞められた方、新しく入られた職員、女性社員の方は？ あき駅には

女性社員は８人いるが。 

望月Ａ：被災前の社員数は１２０人。今は８０人、その内正社員が６０名。駅をしばらく開けられ

なかったので、一部辞めていただいた。宮古駅は直営だが、その他の駅は地元観光協会やＮＰ

Ｏに依託している。被災への絶望感で辞めた人がいる。高卒の新採を毎年２名採っている。５

０前後の職員が多く、鉄道職員を育てるには５～１０年程度かかるので、運転手を育てるため

に毎年採用している。職員数を増やそうとは思っていない。 

 

男性⑤Ｑ：社員のモチベーションをどうはかられたか。社員が亡くなられた場合、避難マニュアル

の見直し、策定をされたのか。 

望月Ａ：社員は家族を含めて亡くなった社員はいない。家が流された職員が１０人、車が流された

職員が２０人。津波で浸水した区域がはっきりしたので、一次避難所、二次避難所を見直した。

訓練も繰り返し実施している。バックで避難することも検討している。老人を線路におろして

避難するより、車両で逃げた方がいいと考えている。勝手にダメだと思って辞めた職員がいる。

社員を解雇しないことを明言した。銀河鉄道に１年間研修に行かせた。１年したら帰ってこい。

たまに来させて運転をさせた。運転技量の維持の名目で運転させた。マスコミの力が大きい。

簡単には辞められなくなった。 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興までのパネル展 


