
● 第１次グループが帰阪 －（自治労復興支援）未曾有の大災害を乗り越えよう 

 市従は、自治労が２日

の臨時県本部代表者会議

で３月 11 日に発生した

東日本大震災に対する復

興支援活動計画にもとづ

き、中央本部・大阪府本

部の要請を受けて４月

11 日から全国動員によ

る復興支援活動を開始し

たが、このたび第１グル

ープが活動を終え帰阪し

た。 

 この活動は「被災者の支援・救援を行っている自治体職員・組合員の業務を支援する」こと

をめざし、疲労の限界に達している被災地単組の組合員の負担を軽減し、復旧・復興を一日で

も早く達成するために実施されるもので、１週間交代のサイクルで当面６月５日までの２か月

間実施されるもの。 

 市従は、自治労兵庫県本部とともに宮城県南部班に編成され、おもに岩沼市での避難所運営

や罹災証明発行などの行政支援業務を行い、他にも被災地の要請を受け、家屋撤去にともなう

重機給油作業、石灰・石鹸配布作業、物資配送業務、各種許可証発行業務、遺体安置所での身

元不明者の衣服洗濯業務などにも従事した。 

 第１グループが活動する避難所の岩沼市・農村環境改善センターには、現在、仙台空港の南

側に位置する下野郷浜（相の釜地区）に住んでいた 75人の被災者が居住しており、リーダー役

の町内会長や区長を中心に３つの班に分かれ、当番制で炊事・清掃に当たるなど被災者自身が

避難所運営の中心を担っている。 

 また、食事は同じく被災者のリーダー役（元調理師）が食材の管理や日々の献立を考え、避

難所での食事の用意に精を出している。 

 支援グループのローテーションは、２人１組で 24時間の変則勤務を行い、おもに入所者の一

時外出届の受付、避難者が被災地へ向かうための自転車・原付バイク・レンタカーの貸出受付、

各ボランティア団体の支援申し出や問い合わせ等の対応や受け入れ調整、各行政機関との報告

や調整、日報作成、避難所の暖房・燃料管理などに従事している。他にも第２グループからは、

職能を活かして献立管理なども積極的に行っている。 

 宮城県には、北信・東海・近畿・中国・四国・九州の 26府県から 145人が来県し、気仙沼市、

石巻市、東松島市、塩釜市、南三陸町での活動も予定していたが、現地の受入体制が整わず、

今後整い次第実施する予定としている。 

 自治労の支援活動は、福島、岩手でも行われており被災地県を除くすべての県本部の仲間が

行動に参加している。 

 また、市労連も大阪市からの要請にもとづき、４月 18日から支援活動をスタートし、岩手県

釜石市にて避難所の支援活動を展開しており、市従からは書記１人が参加している。 



 被災地の仲間の自治体職員は地域住民の生活を守るため寝食を忘れ職務に専念している。親、

兄弟、親戚を亡くし、家を流され、また同僚を亡くして深く心の傷を負いながらも一人何役も

こなしている数多くの仲間の自治体職員の心身の疲労はピークに達している。過去に例のない

未曾有の大災害を乗り越えるために、私たちの連帯の力が求められている。 

 市従組合員のみなさんの今後における復興支援活動へのさらなる支援・協力をお願いする。 

（写真＝岩沼市・農村環境改善センター） 

 

＜寄稿＞自治労復興支援に参加して 

●市従本部・書記次長 

 中原 康夫 

 自治労大阪府本部第１次ボランティアグループ 11人は、８時に新大阪駅に集合し、府本部・

単組・支部役員等の見送りを受けて８時 37分発の「のぞみ」で東京駅へ。駅近くのパーキング

からチャーターバスで 11時 45分に仙台市内へ向けて出発。東北自動車を北上し、17時には大

阪のベースキャンプとなる「アークホテル仙台」に到着。仙台市内の街の様子はいたって平常

であり、正直、テレビ映像とのギャップに少し違和感を持った。 

 到着後、直ちに現地対策会議が行われ、中央本部からの全体オリエンテーションを受けて具

体支援活動内容を確認した後、各チーム代表を交えた班長会議を開催。この段階で大阪は仙台

市から南に位置する岩沼市内の「り災証明のための現地確認作業（5人）」と避難所となってい

る「農村環境改善センターの運営（6人）」を担当することとなった。 

 翌 11日９時、青野府本部局次長と市従５人は、支援活動地の「農村環境改善センター」に到

着。現地担当の岩沼市職員・大友さんとの引き継ぎを終え、主に受付業務（避難者の外出簿記

入、自転車・ミニバイク・レンタカーの貸出簿記入、入所者・退所者名簿の管理、体育館の温

度管理、暖房用灯油タンクの点検、支援物資の在庫管理、来客者の案内など）を遠藤館長・佐

藤職員（非常勤）との連携のもとに行った。 

 この時点で避難している方は 80人。その多くは仙台空港の東南部に位置する「相の釜地区」

で大津波の被害にあった方々で、地震の際、指定避難所となっている仙台空港 3Ｆロビーから

自宅や自家用車などが濁流にのまれていくのを呆然と見ていたという。その後は仙台空港復旧

のために自衛隊や米軍がベースキャンプとして使用するため、着の身着のままで空港から一時

的に他の臨時避難所へと移転したのち、「改善センター」に落ち着いたという。 この避難所で

は、支援物資や避難所近隣の農家から差し入れられた食材をもとに、調理担当責任者の佐々木

さんを中心に、自主的に住民のローテーションで３食を調理しており、管内の清掃なども順番

制で執り行われていた。ガス・水道・電気などのライフラインは完備され、風呂は隣接するリ

ゾート施設から月・金曜日の週 2回、送迎バスがあり、住民の皆さんの楽しみになっているよ

うだ。被災者の皆さんは、あれほどの酷い災害に見舞われながらも、極力明るくふるまわれて

いたが、「もう何もかも無くなった。ゼロよりマイナスからだ。考えていても仕方がない」と喫

煙所で遠くを見て話しておられたことが強く印象に残る。 

 第 1 次グループは「先遣隊」の役割も担っていた。まず、避難所の運営にあたっては、6 人

を日勤 2人、24時間勤 2人、非番（夜勤明け）2人のローテーションとしたが、11日から続い

た強い余震にはかなりの恐怖感を覚えた。また、13 日には避難所で自治会を運営する中川会



長・桜井区長のお計らいで「相野釜地区」被災地を視察することができた。言葉に表すことが

できない悲惨な壊滅的状況を目の当たりにした時、この場景をどのようにして組合員の皆さん

に伝えればよいのか分からなかったほど強いショックを受けた。 

 滞在中、同じく第 1次グループで派遣された兵庫県本部の支援業務に大幅な変更があり、急

遽、現地対策会議の協議を経て大阪からも仮設の「遺体安置場」となっている名取市「空港ボ

ウル」に応援に入ることとなった。業務内容はご遺体の遺品である着衣を綺麗に洗濯し、身元

が判明したご遺体のご遺族や火葬された仏さまにお返しする業務であった。太々野部長は、14

日以降 2日間もその業務に就いた。特に最終 16日、母親の棺とともに小さな棺が運び込まれた

時の心情を涙ながらに語っていた彼が体験し、心に刻んだことは彼自身から報告されることと

思う。 

 こうした過酷な業務は、震災発生からの時間の経過とともに終息するかもしれない。しかし、

現地の復興作業はかなりの期間を要するだろう。引き続き自治労ボランティアをはじめ、各種

要請に基づく現地行動に参加される組合員のみなさん、どのような業務に就いても決して無理

をせず、そしてまた、市従組合員としての誇りを持って活動に従事していただきたい。 

 私たち第１グループの活動が、被災地自治体職員や被災された皆さんにとってどれだけお役

に立てたかは分からないが、この報告が引き続くボランティア活動への参考になればと思う。 

●公園支部 

 福島 康裕さん 

 今回、自治労復興支援活動に参加さ

せていただきました公園支部の福島で

す。 東北地方太平洋沖地震発生以降、

支部内でも一体何をしていいのか、何

が求められているのか考えつつも、な

かなか具体的に動けなかった自分がい

て歯がゆい思いをしていました。阪神

大震災以降連携をとっている被災地支

援団体等と話を進めていた時に、とに

かく現地へ行ってみることで何か感じれるのではないかという気持ちになった時に声をかけて

いただき大変光栄に感じています。 

 私たちが現地で行った活動は｢避難所運営｣です。 

 避難所は現地の職員（嘱託や臨時職員）の方が震災以降不眠不休で勤めており、私たちがその

負担を少しでも軽減していこうというものでした。 

 避難所では多くの被災された方がおられます。日ごろ業務で市民と接する機会が多く大阪で

は冗談等で会話をしていますが、実際に現地の方の心境を考えるとどう受け止められるのかな

と思いましたし、最初の会議では避難所の方はイライラしているので言葉遣いに気をつけてほ

しいと説明がありました。 

 実際会ってみると、私たちの前だけかもしれませんが、こちらが思うほど暗く落ち込んでい

る姿を見せることなく、避難所でのルールを作って皆で支えあって生活をしておられました。 

食事についても送られてきた物資を調理(避難所に元ホテルの厨房に勤めていた方がいる)して



いただいていましたが、遠慮がちにすると｢ここへ来たら皆家族や、食わんのやったら帰り！｣

と言われ逆に元気と愛情をもらったような気がします。 

 また、避難所には避難した２匹の猫もいました。 

 飼主の話を聞くと、当日車に乗っていた時に地震にあい、猫を連れ出す余裕もなく車を捨て

て空港へ避難したそうです。翌日、探し当てた車はフロントのみ水に浸かり後部座席は浮いて

いた状態で助かったそうです。猫もこの状況を分かっている様で、普段は家で走り回っていた

様ですが、おとなしく避難所の心の癒しになっていました。 

（ちなみに私は猫の世話を勝手にしてました） 

 私たちは避難所の運営でしたが、途中から遺体安置所へ青野さん、太々野さんが参加されま

した。 

 地震で亡くなられた方の衣類等を洗濯する作業のようで大変だったと聞きました。また、地

震により職場と友人を失われ、地震以降ずっと遺体安置所で働く一人の女性がいる事もききま

した。 

 私はその女性と話す機会は

ありませんでしたが、会って

も何も話すことが出来なかっ

たかもしれません。大阪へ戻

りその女性がニコッと笑って

いる写真を見せてもらいまし

た。 

 何かホッとしました。 

 最後に今回私は上部の取り

組みに参加しただけですが、

第１回目の部隊として班長を務めていただいた中原さん、次につなげるための情報発信や資料

づくり、遺体安置所に行かれた青野さん、太々野さん。大変気苦労があったと思います。私自

身微力ながら役に立てていれば幸いです。ありがとうございました。 

（写真㊤＝到着してさっそく施設の補修、㊦＝津波により流された相の釜地区） 

●公園支部 

 高野 弘樹さん 

 大震災の起こった３月１日の午後は生野区の公園剪定作業をしているときでした。東北地方

で大地震があったので公園の樹木の倒木がないか確認作業をするようにと連絡があり、一緒に

居た仲間も地震には気がつきませんでしたし、被害はありませんでした。その夜のニュースを

見て凄い事になっていたことを知り東日本大震災に気づきました。 しかしここ大阪にいると

みんなが「普通」でありテレビで報道されている現地の悲惨な映像が、あたかも映画のようで

今自分が送っている日常生活とのギャップに困惑するだけでした。 そんな心持ちの中で現地

へ向かうことになり、こんな自分に何ができるんだろうとか、かえって体力的・精神的に迷惑

をかけてしまうのではないかと次第に不安が募っていくばかりでした。 

 そして４月 10日、新幹線・バスで仙台・岩沼へ着き市役所へ行きました。その辺りまでは間

違いなく「日常」があったのですが、少しづつ変わり始めてきたのです。 



 多数の自衛隊員やその車両が目に映る中、避難所の体育館に入って初めてテレビでしか見た

ことのない避難生活をされている状況を目の当たりにして、被災者の「現実」を思い知らされ

ました。 

 市役所の職員の方からこれまでの経過や運営状況・事務手続きの方法など引き継ぎをしてい

るさ中、往来する被災された方や物珍しそうに覗き込む子どもなどただ戸惑うだけで一通りの

説明を受けた後、職員の方は市役所へ戻られてそんなところから始まりました。空いた時間を

食堂や喫煙所で少しづつ話す機会が多くなってきて、大半の方は遠く大阪から来てくれてと感

謝のことばをいただき、また被災地・避難所の様子を大阪の人に伝えてほしいともおっしゃっ

ていました。 

 12日には現地へ案内していただき、それは不適切な言葉かもしれませんが「地獄」としか言

いようのない無残な光景で、踏んだ空き缶の様なグシャグシャになった車、鉄骨の大きな建物

の一部しか残っていない村に流された墓石が農地に転がっていたりそれは悲惨な津波の「現実」

がありました。それを見て自然の力の大きさや人間が出来ることの儚さなど無力感でいっぱい

になりました。 

 今、大阪の地で私たちができることは少しづつかもしれませんが、全国いや全世界の支援で

永い道のりを着実にみんなの力で復興をなしとげなければなりません。みんなで無理せずでき

る範囲をいっしょに続けていきましょう。 

 今回の行動に参加させていただく機会を与えていただき本当にありがとうございました。 

●公園支部 

 新町 毅さん 

 今回、９日から１７日にかけて東日本大震災復興支援ボランティアに参加させていただきま

した。 

 参加するにあたり、被災地で自分に何ができるのかと行く前には色々と考えていましたが、

いざ現地に着いてみるとテレビで見た映像や想像していた状況とは違いました。 

 仙台から避難所となっている岩沼市の農村環境改善センターまでの道のりは、道路の凹凸が

気になるくらいでさほど変わった様子もないようでした。避難所での業務は肉体労働と思って

いましたが実際には避難所運営業務が主体で初めは戸惑いました。避難所の様子は震災から一

ヶ月が過ぎ、集落全体で避難されているため、皆が協力し合い自分たちのことは自分たちで何

でもやっておられました。私たちに対しても笑顔で接してくれていたため被害の状況がピンと

きませんでした。 

 避難所での業務も数日経った頃、避難所で暮らす皆さんが住んでおられた相の釜地区を訪れ

る機会がありました。 

 被害の状況を目の当たりにし、言葉が出ませんでした「なんだ！これは…」津波により何も

かも流され本当にそこに街があったのかと疑問を持つほどでした。被災地の状況を写真に収め

ようとカメラを持っていましたがあまりの衝撃に撮ることが出来ませんでした。 笑顔でやさ

しく私たちに接してくれていた人たちの被害の現状をはじめて理解しました。 

 私の想像を超える被害を受けながら、それでも皆で協力し合い、助け合いながら強く生きて

いる人たちのためにすこしでも役に立ちたいと心から思いました。 大阪に帰る日、避難所の

皆さんにあいさつをしたところ「遠い大阪から来てくれてありがとう」と言葉をいただき涙が



出そうになりました。被災地に対する復興支援は短期的なものではなく、今後も続けなければ

ならないものであり、今後支援に参加される人たちに今回得た思いを引きつぐことが私の使命

だと思いました。 

 今回、参加させていただき、自分のこれからの人生にとってとても大きな経験となりました。

支援の方法は色々な形があると思います。今後も何らかの形で支援に関わって行きたいと思い

ます。 

●市従本部・組織局 

 太々野 晋治 

 今年は大阪・仙台で２回の桜を見る機会がありましたが、今年の桜ほど悲しい想いに駆られ

た桜をこれから先も決して見る

ことはないでしょう。 

 他の参加者からも報告頂いた

とおり、私は名取市で震災に見

舞われた犠牲者が弔われている

遺体安置所で身元不明者の衣服

を洗濯する業務に就きました。 

 本来、兵庫県本部が従事して

いたこの業務に就くことになっ

たのは、従事していたお二方の

精神的な負担があまりにも大き

く、事実、班長会議でも相当ま

いっていた様子を見かねた中央

本部と大阪府本部との協議がきっかけでした。 

 遺体はおもに津波により名取沖に流され発見されたものが多く、膨大な数の遺体を収容しき

れないため、幹線道路沿いの廃ボウリング場が安置所となっていました。 

 暗いボウリング場の各レーンに並べられた身元不明の棺。警察の検視後、遺体の腐食・損傷

が激しいものは順次、東京に送られ荼毘に付されます。その後、遺骨となった犠牲者は再びこ

の場所に里帰りし、遺品とともに家族との再会をじっと待っています。 

 まだ 20代にも満たない警察学校の学生たちが、砂と異臭にまみれた衣服を、ボウリング場の

外で一生懸命に下洗いしてくれます。その洗濯物を、たった１台しかない洗濯機・乾燥機にか

けるのですがおびただしい砂や埃は衣類から取れず、１回の洗濯の度に掃除機で乾燥機内の砂

を取りフィルターを掃除します。衣服はそれだけでは乾燥しないので、ボウリング場奥にある

複数のビリヤード台の間に何本ものキューを物干し竿代わりに、またボウル置き場にもロープ

を張り、衣服を干していきます。その後乾いた衣服は再度乾燥機にかけ、ビリヤード台できれ

いに畳み、袋詰めしたのち遺品として遺骨の前に置かれます。遺族はほんの少しの手掛かりを

求めて探しに来るわけで、自分にとっては他人でも、遺族にとっては最後の服だと思うと、下

手なりにも丁寧にしようと考え、胸の部分が上にくるように、マフラーや特徴的な柄や色の靴

下があれば、それらが目に付くように袋に入れるようにしたり。大げさかもしれませんが、自

分の家族を思い浮かべたり探しに来られる遺族の方の気持ちを想像してみたり、時には亡くな



られた方の人となりを想ってみたり。別の遺族に間違って遺品が渡ることは絶対に許されない

緊張感の中での悲しい作業でした。 

 作業中、幾度となく見かける身元が判明した遺体と家族との悲しい再会の光景。警察の作成

した見るも無残な遺体写真がファイリングされた検視書を食い入るようにしてまだ見ぬ家族を

探し続ける被災者の人々。泣くことすら許されない業務の中で、唯一どうしようもなく感情が

込み上げてしまったのは、業務の最終日に運ばれてきた若い女性とおぼしき棺と、本当に小さ

な小さなピンク色の棺が寄り添うように、自衛隊の手によってレーン上に並べられたとき。そ

して私自身１人の親としてこの小さな幼児の衣服を洗濯し棺に供えたときでした。 

 この時ばかりは、業務終了

後、部屋に戻って堪え切れず

号泣しました。 

 そんな中、名取市が民間委

託しようとしてどの業者も手

を挙げなかったというこの壮

絶な業務に就いた私たち支援

グループにとって唯一、勇気

付けられた存在が、渡辺さん

という名取市職員の方でした。

彼女は今回の震災で大きな被害を受けた名取市閖上（ゆりあげ）の公民館に勤務していました

が、たまたま公休日に震災が発生し一命を取りとめたそうです。しかし上司や顔見知りの方も

多く津波の犠牲となりこのボウリング場に運ばれてきたそうで以来この１か月、帰る職場もな

くたった１人この場所で勤務し続けていました。休憩中、冗談を言い合いながら、ふと「みな

さんが来て色んな話ができるようになったし、ここに来てこんなに笑ったのは初めてです」と

笑う笑顔が泣いているように見えたのが印象的でした。 

 被災県で家族を失い、家を失いながらも懸命に働く多くの自治労の仲間たち。多くの仲間と

出会い、大きく両手を挙げて手を振り見送られる支援メンバー。送迎バスの車中、感動的な光

景をいくつも目にしましたが、ここではたった１人の職員が「自治労のみなさんが来てくれて

本当に嬉しかった。嬉しくて泣いたことがない」と言って人目をはばからず涙を流していたこ

と、バスが見えなくなるまで大きく両手を振って見送ってくれたことは生涯忘れることはない

でしょう。私たち自治体職員にとって今東北で起こっている惨状、そしてその中で懸命に住民

のために働く多くの自治労の仲間たち。それは果たして遠い地での蜃気楼なのでしょうか？ 

 もし大阪で震災が発生したとき、私たちがいつ、彼女のような過酷な状況に身を置くことに

なるやもしれません。それは他人事なのでしょうか？ 

 行政とは何か、直営とは何か、壊すとは何か、創るとは何か、そして生きるとは何かという

こと。今もこれからも自分に問い続けています。 

 帰阪の日、見送りに来てくれた自治労宮城県本部の田中書記長が教えてくれました。私たち

の滞在していた仙台市のベースキャンプのすぐ隣に、西公園という桜の名所があり、そこでは

今日も皆が花見をしている、と。自粛ではなく、笑顔で立ちあがろうとしている人間の強さ、

そして桜のような儚さ。それを支えともに向き合うことを忘れずに伝えよう。そんな一週間で



した。 

 東北、ともにがんばりましょう。 

（写真㊤＝遺体安置所となている空港ボウル、㊦＝遺骨に並べられた遺品） 

 

● 漫録伝 

         市従まんが集団 古谷 綱康 

               日はまた昇る… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● あふた～ざか～にばる 

 統一自治体選挙は民主党の大敗という望ましくない結果で幕を閉じた…敗北の要因はさまざ

まあると思うが、一方で「都妄想」を掲げ劇場型パフォーマンスを繰り返し、マスコミを煽り

大衆を扇動した某地域政党が大躍進したことは紛れもない事実だ…民主党に敗北する要因があ

り負けるべくして負けたのか、単に某地域政党に対する期待感の裏返しで負けたのか…あるい

は全国的な流れ・大阪的国民性がそうさせたのか…いずれにしても政治はパフォーマンスでは

ない…マスコミの偏った報道もウンザリ…しかし今年 11 月にはもうひとつの試練が待ち構え

ている…負けるわけにはいかない（ＪＯＥ） 


