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10 月 21 日～ 22 日、福島県において自治労

自治体議員連合 2013 年度第 1 回学習会が行わ

れました。テーマは、東日本大震災からの復興

に向けての取り組み。

初日は、2 つのグループに分かれて、東京電

力福島第一原発事故にかかる除染作業と、相馬

市の復興、復興住宅を視察することになってい

ました。視察に出発する前に、福島県の方が、

「福島原発」ではなく、「東京電力福島原発」

と、前に必ず「東京」を入れて話をされるのを

聞き、福島県の方々にとっては原発事故が福島

県を悪い意味で有名にし、未だに風評被害は拡

がるのに、復興が進まない苛立ちを強く持って

いるのを感じました。私は、震災直後、岩手県

宮古市の避難所へボランティアに入ってから、

宮城県南三陸町や気仙沼市、福島県福島市や飯

舘村、南相馬市と定期的に訪問させていただき、

復興状況を視察してきました。その際、とくに

被災された方々が口にされていた「安心して住

める家が欲しい」という言葉から、被災された

方々にとっての復興は、避難所生活から仮設住

宅に移ることではなく、自分たちの「家」に戻

ることだと思っていましたので、復興住宅の現

状がどのようになっているのかが気になってい

ました。そのため相馬市の復興並びに復興住宅

の状況を視察させていただきました。

避難所の設置場所も検討の余地あり

まず、相馬市の復興状況ですが、確かに震災

避難所跡に建つ慰霊碑

から 2年半という年月がたっているためか、街

中は東日本大震災による甚大な被害を被った感

じはありません。しかし、海岸辺りに行くと、

まだまだ震災の爪あとが残されていました。と

くに南相馬市に入ってすぐの海岸近くの高台に

設置されていた避難所跡は、悲惨な状況であっ

たことが直ぐにわかりました。それは、その場

所に慰霊碑が建っていたからです。

その避難場所には、震災当日にも多くの方が

避難されてこられたようです。しかしながら、

慰霊碑が建てられていることからもわかるよう

に、避難されてきたにも関わらず、津波にされ

われ、多くの方々がお亡くなりになったり、行

方不明になったりしたそうです。また、何とか

命だけは助かった方も、直ぐ隣で一緒に非難し

てきた人が渦潮のような波に呑まれ、建物の破

片が体を刺すといった光景を目の当たりにして

しまい、未だにトラウマになっていることをお

聞きしました。避難所というのは、誰もが、災
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害が発生した時には安全な場所だと思い、避難

してくるわけですから、避難所についた時には

ホットひと安心と、心を許している時ではなか

ったかと思います。

「想定外の……」と震災以後よく言われます

が、過去の文献を検証して防災計画を策定し、

避難所を設定していたのか、と考えてしまいま

す。このことは、何も相馬市や南相馬市だけの

問題ではなく、全国の自治体すべてに当てはま

る課題ではないでしょうか。

当研究所では、京都府内各自治体の東日本大

震災への支援状況を調査した研究会のまとめで、

すべての自治体が震災以後に防災計画の見直し

を図っている結果が出ています。しかし、その

中で、設定している避難所の場所について言及

している自治体は、皆無ではなかったかと思い

ます。今回の視察で、避難所が流されたことを

聞きますと、「この避難所は以前から決まって

いたので……」とか、「公的な施設だから」と

かで片付けるのではなく、もう一度、避難所の

設置場所を含めた、「あり方」そのものを検証

し直す必要があるのではないかと思います。

併せて、当然ではありますが、避難所にはど

れだけの救援物資が配備されているかも確認す

る必要があります。せっかく避難してきても、

水や食べ物がなければ、公的支援が入るまで生

き延びることができません。公的支援が来るま

で最低限 3日間といわれているように、避難し

てきた方は、3 日間は自助や共助で生き延びら

れるように、避難所には救援物資が配備されて

いることが大切です。また、救援物資は、飲み

物や食べ物だけでなく、布団や毛布等を確保す

ることが大切です。仮に、いくら救援物資が確

保されていても、避難所の設定している定員数

分だけでは、全住民が避難して来たときには足

りなくなってしまうこともあり得ます。そうい

った場合は、災害対策本部から救援物資が運ば

れてくることとなります。この救援物資を確保

しておくのが、備蓄倉庫といわれるものです。

相馬市の備蓄倉庫

太陽光発電で電力を賄う備蓄倉庫

福島県相馬市では、震災時の検証をした結果、

市の郊外に大きな備蓄倉庫を建てました。災害

発生時は、その倉庫が災害対策本部と直結して、

必要なところに必要な物資を配送することがで

きるような拠点になるのだと話されていました。

なぜ街中ではなく、郊外に広大なスペースを確

保する必要があるのでしょうか。その疑問に対

しては、先の震災時に全国から送られてきた支

援物資を置ける大きなスペースがなく、あちこ

ちに分散して置いたため、どこの場所に何があ

るのかが判らず、結局のところ必要な物資が必

要なところに運ばれなかった経験をもとに考え

られたというものです。確かに、その備蓄倉庫

は広大な土地に建設されており、屋根には太陽

光パネルが設置されていて、そこで発電された

電気で、倉庫内の電力が賄われていると話され

ていました。

とくに、食べ物は、乾パンだけでなく、米も

備蓄されていました。米は長期間備蓄できるの

かと疑問を持ちましたが、精米される前なら一

定の温度（15 度以下）で保管をすれば、3年間

は大丈夫ということでした。そのため、米倉庫

は温度を保つためのエアコンも、太陽光パネル

による発電で賄われていました。この倉庫には、

約 1万人の避難者が 3日間生活できる水や食料

が備蓄されていました。この数字は、実際の震
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災時における避難者約 4800 人の、2 倍の方々

が避難されても大丈夫な量を確保しているとい

うことでした。また、この備蓄倉庫の敷地には、

震災時に自分の命を顧みず、多くの方々の避難

誘導や行方不明者の捜索を行った消防団の方々

の顕彰碑が建てられていました。会議等が行え

る広いスペースには、その亡くなられた団員の

遺影が掲げてありました。

倉庫の会議スペースは、パーテーションで区

切ることで、ボランティアを受け入れた時に、

ボランティアの簡易宿泊所となります。これも、

震災時にせっかく来ていただいたボランティア

の方が、宿泊場所もなく、寒いテントで生活さ

れていたことを受けてのことであり、震災の検

証があちこちに活かされていました。

トラックが自走できる倉庫内

倉庫内も検証が活かされており、以前は、備

蓄していた倉庫から物資を運びだすためには、

まず職員が倉庫の中に入り、そこから入口近く

まで持って来て運搬車に積み込み、避難所等へ

運搬するといったものでした。しかしながら、

それでは時間と労力がかかるため、震災発生当

初は、なかなか支援物資を必要としている避難

所等へ運搬することができなかったそうです。

そのため、新たに倉庫を建てるにあたっては、

倉庫内をトラックが自走できるような設計にな

っています。しかし、そのためには広大なスペ

ースが必要です。そこで、備蓄倉庫の屋根を高

くし、可動棚を設置して上の方まで物資を保管

することで、最小限の大きさで作られました。

可動棚は、太陽光の電力で動かせるようにし、

また最悪の事態を考えて、発電できなかった場

合でも手動で棚が動かせるようになっていまし

た。さら食料だけでなく、布団や毛布、ストー

ブ、発電機等も、一定数を確保しています。そ

れぞれを各棚に分けて管理がされていました。

亡くなった消防団の顕彰碑

トラックが自走できるスペースを確保した倉庫

物資の場所や食料の賞味期限などは、バーコー

ドで管理し、コンピュータ管理されていました。

在庫管理の状況は、相馬市のホームページで見

ることができます。

在庫管理システムで効率よく使用

このように、備蓄倉庫にある物資はすべて管

理されているので、賞味期限等が近くなってき

た物は、地域で開催される防災訓練時に使用す

ることで、少しずつ交換していました。だいた

い食料等は 5 年が賞味期限ですので、5 年ごと

にすべての物資を交換するとなると、1 万人分

の交換で 5000 万円かかります。それでは自治

体の負担が重いので、毎年 5分の 1ずつを交換

し、1000 万円の予算ですむようにしているそ
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うです。これもシステム管理しているからこそ

可能で、この倉庫の建設および物資の確保、さ

らにシステム構築まで含めると、小さな自治体

の独自予算では大変難しいそうです。たまたま

相馬市は、以前に土地を購入していたことと、

震災復興に対する予算が措置されたことで、建

設可能になりました。しかし相馬市のような備

蓄倉庫の建設や維持、物資の確保には、莫大な

財源が必要なことから、小さな自治体では難し

いと担当職員は話されていました。したがって、

広域で対応することも考えられると、ここを訪

れる視察団にはアドバイスをしているそうです。

広域で設置すれば、ランニングコストも軽減す

ることができます。相馬市でも、復興予算がな

くなれば厳しい状況になることは必置で、今後

の検討課題となっています。

東電福島原発事故後の課題

2 日目は、清水修二福島大学教授の放射能に

関する講演と、斉藤隆 JA 新ふくしま農協常務

理事から、農協の取り組みをお聞きしました。

清水教授は、チェルノブイリ原発事故の検証

から解ったこととして、放射性物資、とりわけ

“ヨウ素”の影響は 10 年位経たないと影響が

あるのかどうかの判断はできないということで

す。また、現行の除染作業方法がいいのか、そ

の他の方法はないのか等をよく聞かれるが、現

行以外に良い方法があるかどうかは、正直わか

らない。ただ、現行のような除染作業でも実施

すれば数値が少しでも下がっていることは確か

な事なので、実施する意義はある、と話されて

いました。

なんだか無責任な話のように思いましたが、

人類が初めて経験した原発事故が、旧ソ連のチ

ェルノブイリ事故であり、多くの科学者が検証

している結果が出始めていることを考えれば、

仕方のない事なのかもしれません。しかしなが

ら、被災された方々にとっては死活問題であり、

チェルノブイリの経験から少しでも良い方法が

あれば、直ぐに実践すべきだと思います。

ただ、チェルノブイリと福島との大きな違い

は、チェルノブイリの被災地は国有地であった

ことです。ソ連は、住民は移住が基本で、帰還

は考えないというスタンスでしたが、土地が国

有だからこそ実施可能な政策でした。しかし、

福島では、土地が私有財産で、住民は帰還を想

定して避難しています。だからといって、チェ

ルノブイリに学ぶことは何もないのかというと、

そうでもなく、清水教授は、チェルノブイリか

らの学ぶ事として次の 4点を挙げていました。

①「起こしてはいけない事故が起こってしまっ

た現実に、正面から立ち向かう」

②「汚染された大地で、汚染されていない食べ

物を作る」

③「疑心暗鬼を乗り越え、公的な情報が信じら

れる状況を作る」

④「同情するより、子どもたちに自分の命を守

る方法を教える」

また、教授は「帰還問題」にどう臨むかとし

て、憲法の「居住・移転の自由」から、住民一

人ひとりの意思を最大限に尊重すべきだと話さ

れていました。さらに、「避難する・しない」

の対立構図を「戻る・戻らない」で再生産しな

い。そして第三者は過剰な干渉を慎むべきであ

る、とも話されていました。最後に、復興に必

要な、以下の 3点を述べられていました。

①被害者同士が対立している状況の克服

放射線の健康影響に関する共通認識の構築。

県民健康管理調査は成功させなければならな

い。

②放射能汚染地域対策法（仮称）の策定

帰還基準の設定―“5mSv 問題”・「移住」

の選択と「保護区」の設定。

③避難者の生活再建の道筋提示

賠償・補償問題の処理・自立できる条件の
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整備。

次に、斉藤隆 JA 新ふくしま農協常務理事か

らお話をお聞きしました。これまで、風評被害

に苦しむ農家の皆さんの厳しい状況は、ニュー

スでも見聞きしていましたが、想像以上に厳し

い状況で、JA 新福島の取扱農畜産物は全てト

レーサビリティシステムで生産者の顔が見える

ようになっているのはもちろん、放射性物質に

対する安全安心確保の対策として、モニタリン

グ検査も実施されていました。そのモニタリン

グで国の基準以下の物しか出荷していないにも

関わらず、福島県産というだけで、撥ねられて

しまうことが続いています。

このままでは畜産農家は壊滅してしまうため、

農地や樹木の除染作業はもちろん、モニタリン

グの検査結果も、国より厳しい基準をクリアし

た収穫物しか出荷しない等の取り組みがされて

います。このような取り組みをもっとアピール

し、安心安全が確保できていることを示して、

風評被害の軽減、最終的には被害を無くしてい

きたいと話されていました。

最後に

今回、自治体議員連合の学習会に参加をさせ

ていただき、自分の目で震災から 2年半を経過

した被災地を見させていただき、未だ復興への

道半ばと強く感じました。

それぞれの自治体で防災計画の見直しがされ

ていますが、その中で、今回の震災の検証結果

が活かされているのか、ということも疑問に感

じています。例えば相馬市の備蓄倉庫は、震災

を乗り越えて新たに建てられた倉庫ですから、

いろいろなところに工夫がされています。ここ

に多くの自治体が見学に来られているそうです

が、その検証結果を持ち帰り、それぞれの自治

体で新たな備蓄倉庫の建設に向かっているとい

うことを聞いたことがありません。自分たちに

は、あのような大災害は無縁だ、という安心感

があるのかもしれません。実際、京都に住んで

いる方々は、そんな安心感がこれまでありまし

た。しかし、9 月 16 日未明の台風 18 号により、

京都市内も大きな被害を受けました。被害が発

生して初めて、他人事でなくなったのではない

でしょうか。

今回の自然災害を契機として、ここ数年の間

に発生するといわれている東海・東南海・南海

地震への備えとして、今一度、防災計画、とり

わけ設置場所も含めた避難所のあり方、そして

災害が発生した時のための備蓄倉庫の現況を、

見直す必要があると強く感じました。

今後は、微力ですが、今回の学習会で学んだ

ことや感じたことを、地域の安心・安全に活か

すように活動していきたいと、決意を新たにし

ました。
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