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まず最初は、今年度からの私が、担当する仕事などについて報告をします。 

私が派遣されているのは、石巻市 福祉部 生活再建支援課で、被災者の生活支援、再建に関することなどを担当してい
る生活再建グループ、仮設住宅の解消・集約・供与に関することなどを担当している総務企画グループ、仮設住宅の施
設管理・移転調整・解体に関することなどを担当している仮設調整グループがあります。私は、生活再建グループに所
属し、今年度から実施する「石巻市津波浸水区域被災住宅小規模補修補助金」に関する事務を担当することとなりまし
た。この補助金は、在宅被災者と考えられる方たちを対象とする最終的な補助制度と位置づけられています。 

生活再建支援課の職員は29名で、内訳は石巻市職員 17名(正規職員11名 事業推進官1名 任期付職員3名 臨時職員1名 

パート職員1名)、自治法派遣職員 11名(宮城県1名 群馬県太田市 1名 群馬県渋川市1名 東京都中央区 1名 京都府京都市 2 

名 兵庫県 2名 佐賀県嬉野市1名 大分県玖珠町1名 東京都中野区1名)、復興専門支援員(復興庁採用)1名となっています。
その他に窓口対応等の業務をしている16名の委託業者の方と同じフロアで働いています。 

市全体としては、191名(平成30年4月現在）の方が石巻市に派遣されてきて仕事をしています。内訳は、私と同じく全
国各地の自治体(南は薩摩川内市から北は石狩市まで)からの自治法派遣職員が171名(うち中野区から3名の職員が石巻市
に派遣されています)、その他(国、復興専門支援員、総務省民間派遣)20名です。石巻市に派遣されて仕事している職員
数は、平成27年頃をピークに年々減少しています。 

復興広域協働担当レポートパート2は、宮
城県の四季を5回経験して、石巻市での生活
が6年目になる吉田宗近が担当させていただ
きます。 

表紙の写真は、震災以前に日和山から日和
大橋を写したものです。写真からも分かると
おり、石巻市内の桜の名所の一つです。 

左の写真は、震災直後（平成23年3月11

日）に日和山から同じく日和大橋を写したも
ので、震災時に積雪があったことがよく分か
ります。 

 今回のレポートは、同じ場所の震災直後と
現在の写真を掲載し、震災直後がどんな状況
であったかを少しでも理解をしていただけた
ら思います。また、首都圏で大規模災害が起
きた時のことを、少しでも考えられるような
レポートになればと考えています。 



 左の写真は、平成23年3月15日に撮影をされ
たものです。下の写真は、現在の写真になり
ます。 

 二つの写真を比べると、津波による浸水の
状況が理解できると思います。 

 派遣当初（平成25年度）は、この道が私の
通勤経路になっていました。 

 この付近は、海辺から3㌔程度の場所です。
地形などの関係もありますが、単純に距離だ
けから考えると、東京駅、品川駅などは、海
辺から3㌔程度しか離れていません。 

 もしも東日本大震災と同規模の津波が首都
圏を襲ったことを考えると恐ろしくなります。 

各頁の上の黒枠に書かれているのが、それ
ぞれの頁の写真の説明と、それに対する私の
考えやコメントになっています。 

下の赤枠に書かれている内容は、石巻市に
自治法派遣となって、出会った多くの自治体
職員と交流する中で、見たこと、聞いたこと、
感じことを徒然にまとめました。 

中野区の職員として、この経験をどのよう
に活かすのかを考えているのですが、なかな
か答えが見つけられません。 

私のつぶやきが何かの参考になればと思い
ます。 



 右の写真は、前頁の写真とほぼ同じ場所で、
同日撮影のものです。 

 津波による浸水のため、道路が川のように
見えます。 

 東日本大震災当日の浸水深は、この付近で
1.0~2.0㍍あったと記録にある場所です。 

 写真は、東日本大震災から4日後のものです
が、震災当日のことを想像すると、この状況
でもかなり水は引いていることになります。 

 津波による浸水で、何日もの間、多くの住
宅が塩分を含む水に漬かっていたことになり
ます。（下は現在の写真です） 

 石巻市には、北は北海道から南は鹿児島ま
で、多くの自治体職員が派遣されてきていま
す。その中で、東海地区の自治体職員と交流
する機会があると、必ず南海トラフが話題に
あがり、東海大地震の話になります。 

 東海地区の自治体職員は、東日本大震災の
復興の一助となりながら、直近で起こる可能
性のある東海大地震に向けた経験を得るため
に来ていることをひしひしと感じます。 

 特に、若手の職員は、自分たちが職員とし
て臨まなければならない覚悟のようなものを
持って仕事をしています。 



左は、石巻駅から女川駅に向かう石巻線の
一番最初にある小川町踏切付近の写真です。
正面に写っているピンク色の建物は、石巻市
役所です。 

写真の撮影日は、前頁の写真と同じく平成
23年3月15日ものです。 

線路は道路面より高いため、撮影をした日
には津波による浸水はありませんが、津波に
よって運ばれたて来たガレキの凄まじさがよ
く分かる写真です。 

下は現在の写真で、比べてみるとガレキの
量が想像できることと思います。 

逆に、関西地区の自治体職員との交流の機
会には、阪神淡路大震災時にお世話になった
恩返しのためにといった感じの話を聞くこと
があります。 

もう23年前（平成7年1月17日）なので、当
時、現役だった職員が派遣されていることは
少なく、当時自治体職員として、どのような
経験をしたのかを教えてもらえるような機会
が、ほとんどないのが残念です。また、若手
の職員だと、まだ小さかったので記憶が、ほ
とんどないという職員も少なくありません。 



 右の写真の左側の方に写っている2階建てア
パートは、私が派遣当初（平成25年度）に住
んでいたアパートです。 

 撮影日は、平成23年3月15日です。私が住ん
でいた部屋は1階だったのですが、東日本大震
災の時には、床上浸水をしたと聞いていまし
た。この写真をみると間違いなく、東日本大
震災の当日には、床上浸水をしていたことが
実感できます。 

 現在の下の写真と比べると、この付近一帯
が池のようなっていたことが理解できます。 

 今年2月6日に起きた台湾地震のような災害
があると、石巻市内の多くの場所に募金箱が
設置されて、多くの義捐金が集まってくるそ
うです。 

 派遣先の石巻で知り合った方々に話を聞け
る機会に募金箱のことを聞くと、東日本大震
災の時に、日本各地からだけでなく、世界の
いろいろなところの多くの方々から助けられ
たという話をされます。 

 「情けは人の為ならず」という諺がありま
すが、こうような機会に接すると本当に実感
します。 



 左は、石巻バイパスの元倉交差点（派遣当
初に住んでいたアパートのすぐ近くの交差
点）の写真です。撮影日は、平成23年3月15日
です。この付近は、地盤が低いのか、排水が
悪いのか、大雨が降ると道路が冠水しやすい
場所のようです。 

 平成26年夏に大雨が降った時も、この交差
点は冠水をして大変な状況でしたが、この写
真より酷い状況ではありませんでした。 

 現在の下の写真と比べてみると、写真を撮
影した日でも、水深は30～50㌢程度はあった
ことが想像できます。 

阪神淡路大震災をきっかけに制定された被
災者再建支援法により、都道府県が相互扶助
のため拠出した基金を活用した被災者生活再
建支援金が、枯渇の危機になっていると、先
日ニュースになっていました。 

理由は、東日本大震災、熊本地震による被
災者救済のために、大きな支出があったこと
だそうです。 

この支援金が、被災者の生活の一助になっ
ているので、このニュースには、私は非常に
驚きました。 



東日本大震災や熊本地震のような大規模災
害後には、「り災証明書」が発行されます。
この「り災証明書」により、前頁の被災者生
活再建支援金などの申請の可否を決定するこ
とになります。 

どこで、どのようなり災をしたのかを証明
するもののため、り災した場所での生活実態
を明らかにしなければならない場合がありま
す。住民登録があれば、ほぼ問題ないのです
が、住民登録がないとかなり面倒な手続きを
必要とする場合があります。 

（次頁へ） 

右は前頁の元倉交差点を同日に少し離れた
場所から撮影した写真で、元倉交差点付近一
帯が池のようになっていたことが実感できる
一枚だと思います。 

石巻バイパスは、石巻の幹線道路の一つで
もあり、石巻市内ではかなり交通量の多い道
路です。 

この付近は、海辺から約3.5㌔くらいの場所
になります。この距離が、遠いと感ずるか、
近いと感ずるかは、人それぞれだと思います
が、東日本大震災時の津波の凄まじさを知る
例にはなると思います。下は現在の写真です。 
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 左の写真は、前述の元倉交差点から東に約1

㌔ほど行った付近を平成23年3月12日に撮影
したものです。 

 写真に写っている車から考えると、津波に
よる浸水が1㍍以上あったと考えられます。 

 東日本大震災直後の津波被害の写真だと教
えられなければ、何が起きているのかを理解
するのに困るのではないでしょうか。 

 東日本大震災直後の津波被害の写真は、こ
のような状況がほとんどです。自然の恐ろし
さを感じずにはいられない一枚だと思います。
下は現在の写真です。 

 石巻市では、 「り災証明書」の発行手続き
を、震災時に住んでいた場所の光熱水費など
の領収書やアパートの契約書などの他、自治
会長・行政委員（市から委託を受けた地域の
世話役）などの居住実態があったことを補償
する念書などあれば、住民登録がなくても、
居住実態ありとみなし、住民登録外として、
証明を発行していたそうです。 

 では、中野区で大災害が起きた時にはどう
なるのでしょうか。住民登録がある場合は問
題ありませんが、ない場合はどうしましょう。 

（次頁へ） 



 右の写真は、前頁の写真の場所から北に約
1㌔ほど行った場所の写真です。写真を撮影
した日は、前頁の写真撮影日のあくる日の平
成23年3月13日です。 

 川の中に家が建っているように錯覚してし
まうような写真です。 

 この付近で海辺から4㌔ほど離れた場所と
なりますが、津波による浸水が1㍍ほどあっ
たことが、写真から推察することができます。 

 現在の下の写真と比べると、当時の被害状
況が少しは、理解できるのはないでしょうか。 

 アパートの契約や光熱水費の契約を親族等
がしている学生などの場合、ご近所付合いも
なく、大家さんも近くにいなければ、生活実
態があったことを誰も証明できません。 

 学生が多い中野区の場合も起こりやすい事
象です。 

「り災証明書」がないと、仮設住宅に入居す
ることも出来ません。区内在住者の方も、ご
自身の問題として考えてみてください。 

 私たち区の職員は、避難所から仮設住宅へ
の移行時期の対応等を考えておく必要があり
ます。 

  



 大災害に備え、ご遺体と死亡届（火葬許可
書）などのことも考えておかなければなりま
せん。 

 ご遺体があっても、死亡届が提出されなけ
れば、火葬許可証が発行されないので、ご遺
体を荼毘に付すことは出来ません。 

 東日本大震災の時は、津波などによる行方
不明の親族を探すためにご遺体安置所に多く
の方がいらしたと聞いています。 

 もし、首都圏で大災害起こり、多くの方が
お亡くなり、ご遺体安置所が設置された場合
は、どうなるのでしょうか。 

（次頁へ） 

 平成26年夏の大雨の時には、現在住んでい
るアパート（仙石線 陸前山下駅 北側付近）の
付近の道路が冠水して、池や川のようになっ
たので、東日本大震災時にも、津波による浸
水の写真があるのではないかと思い、写真を
探したのですが、見つけることが出来ません
でしたが、アパート近くの写真は、4枚見つけ
ることができました。 

 1枚目、左は、ちょうど仙石線を挟んで反対
側となる南側付近の写真で、撮影日は平成23

年3月13日です。現在の下の写真と比べると、
津波による浸水で、道路が川のようになって
いるのがわかります。 



 右は、前頁付近の陸前山下駅方向に向かう
道の写真で、同じく撮影日は平成23年3月13日
です。 

 この辺りは、東日本大震災の津波の浸水深
が1~2㍍あったとされている場所なので、震災
の2日後の写真ですが、水がかなり引いたのだ
と思われます。 

 現在の下の写真と比べて見ると、この付近
は新しく建替えた家はないようですが、床上
浸水があったことは間違いないと思われます。 

 個人的な感想ですが、写真に写っている自
動販売機は、東日本大震災後に新しくなった
ものか気になっています。 

 単身高齢者が多くなってきている現在、ご
遺体を確認するために、ご遺体安置所に来所
する親族などはどれくらいになるでしょうか。 

 死亡届が提出できるのは、親族、同居者、
家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設
所の長の順になっています。 

 どんな場合であっても、身元が確認できな
ければ、死亡届を提出することが難しいのは
間違いありません。 

 もしもの時のためにも、必ず自分の身元が
わかる証明書を持ち歩く習慣をつけましょう。 



 災害の経験をどのようにして継承をしてい
くのか。現在の石巻市では、割とポピュラー
に耳にする話題です。 

 中野区では、大きな災害はなかったので
しょうか。さすがに、阪神淡路大震災、東日
本大震災といったクラスの災害は経験してい
ないにしても、河川激甚災害対策特別緊急事
業に指定されたこともありますし、環七地下
河川というのが完成するまでは、中野区は、
毎年水害被害にあう街でした。 

 40代後半以上の職員は、少なくとも防災服
を着用して仕事をした経験があるでしょう。 

（次頁へ） 

 左は、前頁付近の道路の写真で、同じく撮
影日は平成23年3月13日です。 

 現在の下の写真と比べると建替えたと思わ
れる家があることが分かります。 

 繰り返しになってしまいますが、東日本大
震災直後の津波による浸水の写真をみると、
川や池のようになっているものばかりです。 

 多くの写真が、東日本大震災の2日後あたり
のものですが、東日本大震災直後の津波が、
どの程度のレベルだったのかを考えさせられ
るものばかりです。 



 続いて右の写真も前頁付近の写真です。撮
影日は、平成23年3月13日です。 

 石巻市の3月は、まだまだ寒い日が多く東京
の感覚でいえば、冬といっても過言ではない
気候です。 

 津波による浸水が引かない中、浸水につか
りながら移動するとなると、かなり過酷な状
況であったことが覗える写真です。 

 また、ブッロク塀の濡れたような跡が、最
低でも津波による浸水があった高さであると
考えると、この付近もかなりの浸水があった
ことがわかります。 

 雨の中、神田川から溢水がないのかを調査
に行ったり、水害の後、被災住宅等への消毒
に行ったり、見舞金を被災世帯に持参したな
どの経験をした職員はいるはずです。 

 規模が違うにしても、その経験の継承をし
ていくことが、大災害への準備の第一歩のよ
うな気がします。 

 中野区民の方でも、水害被害で避難所に非
難をした経験のある方もいらっしゃると思い
ます。それらの経験の継承こそが、起こるで
あろう首都直下地震などの大災害への準備に
なると考えています。 



最後に！ 

 石巻市の復興状況等の客観的・具体的なデー
タについては、石巻市ＨＰ(以下アドレス）を
ご覧ください。 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/ind
ex.htmil 

 このレポートは、私が石巻市の5年間の生活
の中で、見聞きしたこと、感じたこと、考えた
ことを徒然のままに書いたものです。 

 左と下の写真は、石巻市雄勝町にある荒浜
海水浴場の現在の写真です。この海水浴場は、
石巻市内にある海水浴場の中で、風光明媚で
綺麗な海水浴場の一つです。 

 現在、砂浜の後ろには立派な防潮堤が完成
しました。この風景をどのように感ずるかも、
人それぞれだとは思います。 

 この防潮堤の是非はともかく、これが東日
本大震災がもたらした現実の一つであること
は間違いありません。また、この他にも、石
巻市内の海岸線に行くと海の見えなくなった
風景が、あちらこちらにあります。 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/index.htmil
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/index.htmil

