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東日本大震災 10 年メッセージの発信にあたり 
 
 
 2011 年 3 月 11 日、東北地方を中心に大地が激しく揺らぎ、巨大な津波が太平洋の沿

岸部に襲いかかりました。この未曽有の災害によって、ふるさとの風景は一変し、人々

の心にも大きな傷痕を残しました。 
 それから 10 年。「創造的復興」のかけ声のもとで道路などのインフラが整備され、沿

岸部には新しい街が誕生しました。被災者の生活は、日常を取り戻したかのようにも映

ります。新型コロナウイルスの影響が全国に広がるなかで、東日本大震災の復興予算は

大幅に減り、菅義偉首相は「東北復興の総仕上げ」を宣言しました。 
 一方、この 10 年の間に、熊本、大阪北部、北海道で大きな地震が発生し、今年２月

にも宮城、福島両県で最大震度６強の揺れが起きました。台風や豪雨による災害も毎年

のように相次いでおり、人的被害はなくなりません。コロナ禍の先行きも見えないなか、

大きな災害にどのように備え、命を守るべきかを考える必要性は、ますます強まってい

ると言えます。 
 「同じ犠牲を繰り返さない」ことを誓い、６年前に設立された「みやぎ防災・減災円

卓会議」には、研究機関、自治体、民間組織、報道機関、企業などからさまざまな立場

の人が参加しています。そのメンバーの有志 30 人が、東日本大震災の発生から 10 年

という節目を機にメッセージを発信することに取り組みました。 
3.11 がもたらした影響は、被災した人にとってはもちろんのこと、直接に被災しなか

った人にとっても小さくありません。それぞれが震災発生当時の状況を振り返り、その

後の 10 年間を踏まえて最も伝えたいことをワンフレーズにまとめ、その背景説明も記

しました。関連する写真や図を寄せたメンバーもいます。メッセージに共通するのは、

東日本大震災の教訓をもとに命を守ることの大切さを訴え続けたいという思いです。 
節目の１０年は区切りではなく、あくまでも通過点です。引き続き震災の教訓を伝承

し、防災・減災の発信に向けて、ゆるやかなネットワークとしての活動を続けていきま

す。 
 

2021 年 3 月 11 日  
 
 

みやぎ防災・減災円卓会議 
「あの日 あれから これから」 
プロジェクト・メンバー一同 
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みやぎ防災・減災円卓会議は、東日本大震災から 10 年を迎える機会に、会員ひとりひと

りの体験や記憶、思いなど、「伝え残したいメッセージ」を募り、文集を作成しました。 
 ここに記されたメッセージは、会員有志があくまで個人の立場から、あの日、あれからの

10 年を振り返り、読者のみなさんと、これからを考える趣旨で書かれたものです。したが

って、記載されている現在や震災当時の所属先を代表するものではありません。お名前の 50
音順に掲載されています。なお、掲載された文章や図版の二次利用をご希望の方は、事務局

までご一報ください。 
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次世代への語り継ぎに⼯夫を 

阿部 清⼈（あべ きよと） 
株式会社 MC ラボ 代表取締役 
震災当時： ｆｍいずみ アナウンサー 

 
震災当時は、コミュニティ放送局「ｆｍいずみ」に勤務していた。ラジオは災害情報を伝

える役割があるため、防災のことを学んでおこうと、2008 年に防災⼠の資格を取得した。
震災当⽇は、⾃局のスタジオが被災して放送ができなくなった。そこで、災害時の相互協⼒
の覚書を交わしていた NHK 仙台放送局へ向かった。４時すぎから、ラジオのスタジオに⼊
り、放送に参加した。防災⼠の⽴場から「共助」を呼びかけた。翌⽇の午後からは、泉区役
所の会議室にｆｍいずみの臨時スタジオを設けて、⾝近な⽣活情報を放送した。あいている
お店や病院、避難所の様⼦、給⽔⾞の情報など、⼤きな放送局では取り上げない、地域限定
の事柄を情報収集した。 

その後、以前から取りくんでいた科学実験を⾒てもらう「サイエンスショー」に防災の要
素を取り⼊れた「防災エンスショー」（防災+サイエンス）のコンテンツを作った。地震の周
期について振り⼦を使って実験したり、⼿回し発電、液状化現象などの実験を取り⼊れ、さ
らにはアナウンサーとして、災害情報の⼤切さを伝える内容だ。この 10 年、⼦どもから⼤
⼈まで、防災を楽しく学べるプログラムとして、実施する機会を多くいただいてきた。 

これまで各地を訪れて感じることがある。第⼀に災害に対する温度差だ。震災直後に「こ
こは災害がこない」とあきらかに油断している東北以外の地域があったこと。実際には、そ
の後、各地で⼤きな災害が相次いだ。第⼆に、東北各県の新聞には、震災の記事が載らない
⽇はないが、他県の地元紙には、早い段階で震災の記事がなくなってしまったこと。⾵化が
進む要因の１つと感じた。第三に、次世代が実感できない出来事になっていること。⼩学⽣
たちのなかには、「停電」「断⽔」「給⽔⾞」という⾔葉が、通じない⼦どもが増えてきてい
る。災害に向き合うために、伝え続けるための壁を１つひとつ取り除いていく⼯夫が必要に
なってきている。 
 
もう⼀⾔：いかにして伝えていくかは、あの⼿この⼿で⼯夫して。 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市泉中央駅ビルのｆｍいずみ 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市泉区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 泉区役所会議室
などを借りて、臨時のスタジオを開設し災害放送。 
震災後、10 年の変化： 災害の伝承も背景のひとつとして、独⽴開業。 
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ｆｍいずみの被災     NHK スタジオ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泉区役所の臨時スタジオ 
 
 

防災エンスショー 
 

（写真 阿部 清⼈） 
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そだてようＢＯＳＡＩの種 

板橋 恵⼦（いたばし けいこ） 
エフエム仙台 防災・減災プロデューサー 
 

⾝近な⾷を通じて、防災の意識を⾼めてもらおうと 2006年から⾏っていた⾮常⾷のコン
テスト（『サバメシ・コンテスト』）でグランプリを獲られた⽅から、震災から 2 か⽉ほどた
った５⽉にメールをいただきました。 
「災害時、いろいろ防災に関する知識があったので、⽐較的落ち着いて⾏動できたと思いま
す（特に⼦ども）。特に⾮常⾷に関してはバッチリでした。あの時の経験がなかったら、⼟
鍋でご飯は作れませんでした。ちゃんとグランプリのメニューも作りましたよ。」 

2004 年から制作していた防災啓発番組も上記のコンテストも、あの⼤震災の前には、何
も役⽴たなかったのでは・・・と憔悴していた気持ちに、灯りがともった瞬間でした。 

震災後は、コンテストに替えて、⾮常⾷のレシピやさまざまな災害にも備えられる知識を
盛り込んだ冊⼦「サバメシ防災ハンドブック」を毎年発⾏し、ここ数年は、宮城県内の⼩学
校 5年⽣全員にお配りしています。 

あの時、もっと救えた命があったはずです。 
災害についてよく知ること。⽇々の暮らしの中に、備える知恵や⼯夫、⼼構えを根付かせ

ることで、災害で失われる命をなくすことができるのでは・・・。 
⼦どもにも⼤⼈にも、ＢＯＳＡＩの種を蒔き続けることの⼤切さが、 
東⽇本⼤震災から得た最⼤の教訓かもしれません。 
 

 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市⻘葉区本町 エフエム仙台  
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⽇常・⾮⽇常での関わり合いと繋がり 

今村 ⽂彦（いまむら ふみひこ） 
東北⼤学災害科学国際研究所 所⻑ 
震災当時： 東北⼤学⼤学院⼯学研究科 附属災害制御研究センター⻑ 

 
東⽇本⼤震災を通じて思考と試⾏を繰り返し続けた感があります。10 年を振り返る中で
何が変わったかと⾃問すると、１つの答えが｢関わり合いと繋がり｣であると⾔えます。震災
前はごく普通の⽇常⽣活で、家族・職場・知⼈・地域での関わり合いの中で過ごしていまし
た。 

震災後は、想像を遥かに超えた被災状況と復旧・復興の中での深刻な課題に直⾯し、思考
も停⽌ししそうな時期もありました。⼼⾝共に⼤きな影響を受けていたと思います。その後、
現場での課題解決に向けて、今までにない関わり合いが⽣まれ、繋がりが広がり、試みが出
来たかと思います。多くの出会いがあり、振り返ると交換した名刺も約7,000枚を超えてい
ました。そこでの成果が出たものもあれば、途上のものも沢⼭ありますし、もう⼀度元に戻
ったものもあります。しかしながら、震災前の取組、連携・協⼒や備えは無駄ではなく、極
めて重要でした。 

⾃分も含めて周辺が突然に⼤きく変化した場合に、この変化をどのように受け⽌めたの
か？受け⽌められたのか？今後に受け⽌められるのか？今、⾃問⾃答する機会が多いよう
な気がします。今年、コロナ禍の中でも同じ状況があり、新たに｢関わり合いや繋がり｣が⽣
まれ、新しい思考と試⾏を始めています。 

 
 
 
発⽣当時にいた場所： 東京都千代⽥区霞ヶ関 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市太⽩区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）：  
震災後、10 年の変化： 沢⼭ありました。。
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東⽇本⼤震災を時々思い出す、忘れない、次世代に伝える 

岩井 弘樹（いわい ひろき） 
仙台管区気象台 次⻑ 
震災当時： 仙台管区気象台 ⼟砂災害気象官 

 
未曾有の⼤震災を時々でいいから思い出し、被災されなかった⽅も今⾃分のいる場所で

災害が発⽣したらどうすればいいか、少しでいいから考える事が⼤切と思います。防災情報
がたくさん出ても、本⼈の意識に勝る防災活動は無いと思うからです。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 宮城野区の仙台管区気象台 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市太⽩区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 本⼈は３⽇間は
職場に留まって仕事、家族は⼩学校の避難所
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何よりも、命を守る⾏動を 

岩﨑 等（いわさき ひとし） 
東北地⽅整備局 統括防災官 
震災当時： 国⼟交通省建設業課 課⻑補佐 

 
東⽇本⼤震災当時は、東京の霞が関にある国⼟交通省の本省で仕事をしていました。建物

が免震構造だったため、船に乗っているような、ゆっくりゆっくりと⼤きく、そしてかなり
⻑い時間揺れていました。 

すぐさまテレビを付けると、津波の映像が流れてきて、これは⼤変なことになるな、東北
では不眠不休の災害対応の⽇々が始まるな、と直感したのを記憶しています（それでもその
瞬間では、ここまでの⼤災害になるとの思いには⾄りませんでした）。 

当時の担当業務は建設リサイクルや建設廃棄物でしたので、数⽇経過した後には、災害廃
棄物の処理について環境省などと協⼒しながら対応していたことを思い出します。 

現在は、東北地整で防災を担当しています。震災当時の振り返りや震災遺構の⾒学などを
通じて感じ、そして伝えたいことは、何を今更当たり前のことをと思われるかもしれません
が、「命を守る」ことが第⼀であり、何より優先されるということです。 
壊れた建物や失われた所持品は、何かしらの形で取り戻すことができますが、命は取り戻

すことができません。⽣きていれば、やり直すことができるのです。 
東北地整の仕事は、河川堤防やダム、道路や橋、さらにはまちづくりといった社会資本（イ

ンフラ）整備です。その根源的な⽬的は「命を守る」ことであるということを肝に銘じて、
これからも仕事に当たることは当然のこと、⽇々の⽣活を送っていこうと思っています。 
 
もう⼀⾔：国⼟交通省では、「命を守る」ための防災・減災、国⼟強靱化やインフラ⽼朽化
対策等の更なる加速化・深化を図るものとして⾏う、３か年緊急対策後の中⻑期的な視点に
⽴った計画的な取組のため、激甚化・頻発化する⾃然災害等にかんがみ、必要かつ⼗分な予
算を確保するよう努めていきますので、ご理解・ご⽀援のほどよろしくお願いいたします。 
 
発⽣当時にいた場所： 国⼟交通省本省（中央合同庁舎第 3 号館）の 3階 
発⽣当時に住んでいた場所： 東京都世⽥⾕区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 通勤で使ってい
る地下鉄がしばらく運休となり、再開しても⼤混雑で、⾃宅に帰宅できたのが深夜だったと
記憶しています。 
震災後、10 年の変化： 防災グッズを家に置いておく、お⾵呂の⽔を溜めたままにしておく、
ガソリンは常に満タンにしておくなど、少しだけですが⽇常の中で災害・防災を意識するよ
うになりました。
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災害に遭遇したらすぐにやるべきこと 

⽒家 靖浩（うじいえ やすひろ） 
仙台⼤学 健康福祉学科 
震災当時： 東北⽂化学園⼤学(発災時は登⽶市の⼼の相談に従事中) 

 
地震に好かれており、東⽇本⼤震災、岩⼿・宮城内陸地震、能登半島地震、8・16宮城地

震、宮城県沖地震に不意打ちで何の備えもないまま出くわし、ひどい⽬に遭いました。これ
らの経験と避難所に⼼のケアチームの初動で⼊り話題になったことをもとに意⾒を述べま
す。 

まず「災害の起きた場所から離れたところ」にいる⽅は「災害の起きた場所」にどんなに
⼤切な⼈がいても、携帯電話、ショートメッセージ、SNS のダイレクトメッセージ等で個
別に「⼤丈夫か?」といった連絡は送らないことです。災害の起きた場所では、何が起きた
のかわからず、とにかく⼀刻を争って逃げている真っ最中かもしれませんし、停電になって
いたりスマートフォン等の中継局が倒れている可能性もあります。災害に遭遇した⽅がよ
うやく電話が通じたと思ったら、多くの「⼤丈夫か?」、「元気だよね?」といった留守電とメ
ッセージを浴びせられると、⼤丈夫ではなくなり元気もなくなります。その場で「何が起き
たのか」を簡潔に伝えるのはよいでしょう。何が起きたのかわからないかもしれませんから。 

では災害の場に出くわしてしまった⼈は何をなすべきか。ご⾃分の SNS やホームページ
で広く「I am safe(⼤丈夫)!」なり「ダメだが放っておいてくれ」といった現状を発信し、そ
の場の⽣々しさを伝えるのがよいと思います。その後はその時その場で⾃分がやるべきこ
とに専念することができます。東⽇本⼤震災で私は⾃分のホームページで現状を発信し続
けました。たとえば「⼼配無⽤、ただ⾷物は送れ」と⽰したりしました。 

発災直後は⼼配や不安よりも「何が起きたのか?」という疑問・混乱だらけです。避難所
でも「最初は何が何だか、わからなかった」と⾔います。だからこそ被災した⼈は「⼤丈夫
だ」と発信し⾝を守ることに専念し、遠⽅の⼈は情緒的な思いにとらわれず深呼吸し次のリ
クエストに備えて下さい。 
 
発⽣当時にいた場所： 登⽶市南⽅保健センター(カウンセリングに従事中) 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市⻘葉区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 帰宅困難 
震災後、10 年の変化： 本⼈はそのつもりは全くないが「被災地⽀援」が専⾨の⼈だと思わ
れるようになった。住んでいるところが被災地というだけのことである。 
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2011 年 3 月 11 日 17 時頃、大崎市岩出山の市道。激しい地割れ。 

 

東日本大震災の氏家研究室。不在だったのが幸い。 
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防災教育の拡充と強化（防災の⽇常化） 

鶉橋 徹（うずらはし とおる） 
東北福祉⼤学学⽣⽣活⽀援センター ボランティア⽀援課 課⻑ 
震災当時： 東北福祉⼤学ボランティア⽀援室 係⻑ 

 
災害⼤国⽇本には様々な種類の災害が発⽣し、尊い⼈命や貴重な財産が失われてきまし

た。それぞれの備えや対処の仕⽅も様々で、次への備えが不⼗分なこともありました。忘れ
ないため、どうすればいいのか⾃分で考えるため、楽しみながら学ぶことで⾵化させないよ
う⼯夫できるのではないか。 
 
発⽣当時にいた場所： 東北福祉⼤学国⾒キャンパス内 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市泉区 
 

 
防災レンジャー○×クイズ  

 

 
減災カルタ  

（写真 鶉橋 徹）
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伝承も防災も「隗より始めよ」 

⼤須 武則（おおす たけのり） 
⽯巻震災伝承の会 代表 
震災当時： 三陸河北新報社（⽯巻かほく） 編集部⻑ 

 
震災から７年間は報道機関の⽴場で、全国に、そして世界に震災を伝える仕事の⼀部を担

ってきました。私⾃⾝、東京や横浜で震災を伝える講演もしました。定年退職後もボランテ
ィアで震災伝承や防災学習に関わり続けています。私⾃⾝、⾃宅が被災し、多くの⽀援を受
けました。私にできる恩返しは、伝える仕事をしてきた元記者として、「伝え続けることが
恩返し」と思うからです。もちろん、その根底には「次に襲ってくる災害から救える命を救
いたい」という思いがあります。 

しかし、震災を伝える活動をしている中で、「外部から訪れる⼈たちに伝え続けることだ
けが恩返しだろうか」という疑問が湧いてきました。よそから訪れる⼈たちに震災を伝える
ことはとても⼤切なことですが、⼤震災を体験したわれわれ⾃⾝が、あの体験、教訓を⽣か
してこの地域で命を守る備えをしているだろうか？そんな疑問を持ったわけです。「あんな
津波は⽣きているうちはもう来ないだろう。ほかの地域はこれからだ」と、他⼈事になって
いるように思えてきました。「⾃分事」にしなければいけないと⾔いながら、⾃分⾃⾝が「他
⼈事」にしてしまっているのではないか。 
私の住む町内会では⼤震災で約 240 ⼈が犠牲となっています。⾼齢化が進む中で、避難
⾏動や避難⽣活に共助が不可⽋ですが、実態はどうでしょうか？そう思って仲間と⽯巻震
災伝承の会を結成し、共助に中⼼的な役割を果たす町内会の実態調査をしました。そこから
さまざまな課題が浮き彫りになりました。⼤切なことを伝えるために、まず⾜元で実践し、
その成果を含めて伝えることができれば、外部の⽅たちの⼼にも刻まれるのではないでし
ょうか。 

「隗より始めよ」。個⼈的には、⾃分の住む町内会役員を引き受けました。防災⼠の資格
も取得しました。⽯巻震災伝承の会としては、町内会や⾏政、⽯巻市防災⼠協議会などとも
連携し、公開勉強会などを開催しています。 
 
発⽣当時にいた場所： ⽯巻市の三陸河北新報社内 
発⽣当時に住んでいた場所： ⽯巻市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 会社で 3週間避
難⽣活、その後、被災した⾃宅 2階で在宅避難 
震災後、10 年の変化： ⾃分⾃⾝は震災後、以前より積極的に社会参加するようになった。 
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釜⼩学校での防災学習⽀援活動   下釜第⼀町内会の防災訓練 

 
防災学習に⽤いた被災状況の⽔彩画（⾃作） 

 
⽯巻⾚⼗字病院の植⽥信策副院⻑を講師に招いての公開勉強会 

 
（写真・図版 ⼤須 武則） 
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未来のために過去に向き合い、出会い、今を⽣きる 

⼩⽥ 隆史（おだ たかし） 
宮城教育⼤学３１１いのちを守る教育研修機構 副機構⻑・准教授 
震災当時： 独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会 特別研究員 PD（お茶の⽔⼥⼦⼤学） 

 
「あの震災がなければ何をしていただろう」。最近ふと、そう考える瞬間が増えました。

すぐに、それは詮ない問いだとの現実に気づくのです。福島県いわき市出⾝で、⾼校卒業後、
⼀時海外や東京にいた時期を除けば、仙台暮らしが⻑かった私にとって、あの震災はまさに
⼈⽣の転機でした。実家も被災し、個として、研究者として、被災地との関わりが深かった
ため、当時ポストドクターとして修⾏中だった東京の⼤学から 2013年の春に転出し、仙台
に軸⾜を戻しました。 
教育⼤に着任した私は、教員を志す学⽣や現職の先⽣達、時には海外の教育関係者と、あ

の震災を振り返り、教訓を考え、備えにつなげるにはどうしたらよいか、教育に何ができる
のかを問い、試⾏錯誤を続けてきました。こうして、出会った⼈たちや関わった⼟地など、
あの震災を経たからこそ得られた⾯に着⽬して、少しでも前向きに捉えようとしている⾃
分に気づくのです。おそらく多くの⼈たちが、あの悲惨な出来事をそう受け⽌めようと振り
返ったはずです。しかし、それは結果としてそうなったのであり、２万⼈もの犠牲を払った
震災は決して、前向きな出来事だったはずがありません。そんな当たり前の⾃問⾃答を経て、
伝承や防災に取り組む⼈たちの⼼持ちを想像してみます。 

「たられば」の問いを拭い払い、震災の実相に⾃⾝が向き合い、理解を深め、それを伝え
継ぐ。それが、未来に⽣きる⾃分や次世代の安全や幸せに直結する。そう信じて、今をひた
むきに⽣きている⼈たちとの関わりをみつめなおしてみると、やはりそれは偶然ではない、
必然だったのだと思えてきます。 

あの震災がなくても、もしかしたら⼈⽣のどこかの場⾯で出会い、なにかしらで関わって
いたかもしれない。理由もなくそんな気持ちも沸いてくる震災 10 年のこの頃です。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 当時の⾃宅マンション 
発⽣当時に住んでいた場所： 東京都⽂京区⼤塚 
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東北の復興という⾔葉が聞かれなくなるまで 

⼩野 裕⼀（おの ゆういち） 
東北⼤学災害科学国際研究所 教授 
震災当時： 国連アジア太平洋経済社会委員会事務局 防災課⻑ 

 
2011 年 3⽉のあの⽇、勤務地のバンコクであの震災のニュースを⽿にすることになりま

した。「仙台市の荒浜地区で数百⼈の遺体が・・・」と信じられないような惨状が津波防災
では世界⼀であると思っていた⽇本から刻⼀刻と伝わってきました。インド洋⼤津波で起
きたようなことが、⽇本で起きている。信じられない思いでした。 
4ヶ⽉後に夏休みをとって陸前⾼⽥でボランティアとしてお世話になりました。住⺠の皆

さんの具体的な被災体験をお聞きしているうちに、東北で何か⾃分にできることはないか
と思い始めました。縁あって、今の職場、東北⼤学に新設された災害科学国際研究所に赴任
することになりました。折しも第 3 回国連防災世界会議を仙台で開催する話が盛り上がり
をみせておりました。 
東北⼤学に赴任してからすぐに、この会議の誘致活動に協⼒し、この会議で何を打ち出し

ていくのかを皆さんと⼀緒に考えることになりました。震災からまだ 2 年も経ていません
でしたから、被災地では復興のまっただ中でした。震災の教訓の発信と⾔ってもまだまだ道
半ばです。ソフトやハードに加えて、⼼（ハート）の復興も⼤きな課題でした。そのような
環境の中で何を被災地から発信していったらよいか。また兵庫⾏動枠組の後継となる新た
な枠組には何を盛り込んでいったらよいのか。さらには、会議終了後に開催地仙台や東北に
何を残していくべきなのか。 

その中から、⼆つ提案させていただきました。ひとつが「災害統計グローバルセンター」
の設⽴。もうひとつが「世界防災フォーラム」開催の構想です。災害科学国際研究所の今村
所⻑、そして東北⼤学の当時の⾥⾒総⻑に強いサポートをいただいて、この 2 つのアイデ
アを 2015年 3⽉に開催された第 3回国連防災世界会議会期中に発表し、その後実現させて
いただきました。現在は東北から次世代の防災を担う⼈材の育成にも取り組んでおります。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 太平洋上の機上、バンコクに移動中 
発⽣当時に住んでいた場所： タイ・バンコク 
震災後、10 年の変化： 職場を変えて、帰国しました。
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安全神話はない。教訓を忘れずに伝え続ける。 

格井 直光（かくい なおみつ） 
⼀般社団法⼈ふらむ名取 代表理事 
震災当時： （株）三英 仙台出張所 所⻑ 

 
名取市閖上地区の４つの教訓を忘れずに伝え続ける活動をしています。 
１、昭和三陸地震津波⽯碑の存在が伝えられなかった。 
２、1960 年 5 ⽉ 24⽇チリ地震津波で⼤した被害がなく、「津波は閖上を避けた」と神話

を作ってしまった。 
３、避難所に⾏ったら安全宣⾔が出るまで勝⼿に移動しない。 
４、防災無線不具合発⽣。⽂明の利器に頼りすぎるな。 
これらの教訓を忘れずに伝え続ける。１は先⼈の教えを無にした。２は偶然の出来事を地

域の安全と過信し神話を作ってしまった。３は１・２の要素が植え込まれ、着替えなど取り
に⾃宅へ戻り犠牲になった。４は必ず作動するものと捉え⼤丈夫（津波は来ない）判断した
⼈たちがいた。経験したことのない現象＝即時に避難⾏動。認識が不⾜していた。「津波は
早く逃げれば助かる」閖上地区の犠牲者の数が多く、災害で犠牲者ゼロを後世に伝えたいと
考え、⼆度と繰り返さない。反省と教訓を後世に伝えていきたい。 
 
もう⼀⾔：防災教育で被災地⾒学に来るが、地域、学校で認識に差がありすぎる。 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市国道４号線下り線上。⽥⼦インター付近 
発⽣当時に住んでいた場所： 名取市閖上 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： ３・１１当⽇は
⾞中泊、翌⽇より避難所⽣活約３週間、その後⺠間借り上げ住宅２年間⽣活後、⾃宅再建。 
震災後、10 年の変化： ⽣活環境の変化、震災を起点に知り合った⼈たちと交流継続中、お
別れ、病気⼊院、⼦供の巣⽴ち 
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（写真 昭和三陸地震津波の⽯碑 格井直光）
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鎮魂・感謝・震災の⾵化防⽌・防災・減災意識の向上 

⾦ケ崎 政伸（かねがさき まさのぶ） 
3. 11キャンドルナイト実⾏委員会 代表 
震災当時： 公益社団法⼈仙台⻘年会議所・メディア戦略委員会 委員⻑ 

 
2011 年 3 ⽉ 11 ⽇に発災しました東⽇本⼤震災は、私たちの住み暮らすまちに甚⼤な被

害を与えました。全てのライフラインが遮断され、電気もガスも⽔道も使えない⽣活を多く
の⽅が経験しました。 

仙台ＪＣは 2012 年の 3⽉ 11 ⽇に、「わたしたちは忘れない 〜世界中に伝える”ありがと
う”〜」と題してキャンドルナイトを実施し、世界中からいただいた⽀援に対する感謝の想
いを発信いたしました。この希望の光は、これから復興へ進む道を照らす光となるものでし
た。それから毎年 3⽉ 11 ⽇に震災の⾵化防⽌と防災意識向上を⽬的に事業を実施してまい
りましたが、2017年をもって仙台ＪＣはこの事業を⺠間の団体にバトンを渡すこととなり
ました。 

そこで、この３.１１に勾当台公園市⺠広場で⾏なわれる防災事業に関して、ここ近年企
画、設営に携わってきました⾼校⽣連携協議会より、「このまま継続して⾃分たちが繋げて
いきたい」と、⼒強い表明を頂きました。 

次代を担う⼦どもたちが中⼼となり、震災を経験した⼦どもたちが鎮魂、感謝、震災の⾵
化防⽌、防災・減災意識の向上に向けて⼒強く活動ができるよう、⼤⼈がサポートしながら
⾼校⽣とともにキャンドルナイトを通じて幅広い世代に伝えていくことが重要だと思うか
らです。 
 
もう⼀⾔：いまの⾼校 2 年⽣くらいの⼦たちが、震災当時の記憶が残っているぎりぎりの
世代です。これからは、震災の記憶や経験のない世代にどのように伝えていくかが今後の⼤
きな課題だと思います。 
 
発⽣当時にいた場所： 広瀬通り国分町の店内 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市⻘葉区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）：  
震災後、10 年の変化： 防災減災に対して、震災を教訓に⾊々と備えているが、年々油断し
ている事項ももかなりあるような気がします。また、鎮魂や⾵化防⽌の活動している団体が
年々減っているように思います。 
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（写真 ⾦ケ崎 政伸） 
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後悔なきよう⽇々を過ごしたい 

⼩林 由季（こばやし ゆき） 
みやぎ観光復興⽀援センター・みやぎ教育旅⾏等コーディネート⽀援センター 
 
私は現在、宮城県に旅⾏で訪れる学校などの受⼊調整、震災学習プログラム等の紹介、⾏
程提案の仕事を⾏っています。この 10 年、多くの⽅々から、震災の経験や教訓、未来への
思いを伺い、それらを宮城に来訪する児童・⽣徒に伝えられるよう、橋渡し役を担ってきま
した。⼀⽅、私個⼈で⾔えば、震災後、なにか釈然としない思いを抱えてきました。災害か
ら命を守るには防災・減災に努める、⾄極当然なことです。それは「命を守る＝⽣きる」が
前提にあるからです。では、“なぜ”⽣きるのか。“なぜ”死んではならないのか。私はかねて
から明確な答えを出せないでいました。しかし、震災を経験し、多くの⽅々のその後の⽣き
⽅を⾒聞きしてきたなかで、少しずつ思えてきたことがあります。それは「⾃分は⾃分でし
かないのだから、より良い⾃分でいるために、与えられた命は、できるだけ肯定し全うした
い。」ということです。何といっても、⽣まれてこのかた⾃分として積み上げてきた⾃分は、
悩ましいほど⾃分でしかなく、そんな⾃分をあきらめずに折りあいをつけながら、できるこ
とをやっていきたい、との思いが強くなってきました。 
私は震災で、家族や親族に⼈的被害がありませんでした。しかし、友⼈は津波で九死に⼀

⽣を得て、⼀緒にいた家族は犠牲になりました。彼は、度 「々⼈はいつか死ぬ。⼀⽣は短い。
だから今、やりたいことをやりたい。」と⾔っていました。あの時、⼈間には到底及ばない
⼒があることを⾒せつけられ、これまで築き上げてきた営みが失われたと感じました。それ
は⾃然の摂理であり、すべては無常なのか。だからこそ、命がここに有ることがどれだけ難
しくて尊いことなのかを感じずにはいられませんでした。「後悔なきよう⽇々を過ごした
い。」、震災について“伝えたいこと”としては消極的だと思わざるを得ませんが、そのような
思いで能動的に動くことが、命を守ることにつながると信じたいです。 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市⻘葉区の職場 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市宮城野区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）：  
職場から帰宅指⽰が出たため、家族が⼼配で家族の職場へ⽴ち寄りましたが、すでに職場

を後にしており、歩いて帰路につきました。家で再会できたのですが、あらかじめ避難先を
決めておくべきでした。⾃宅はマンション 15 階のため、あらゆる家具が転倒し、散乱した
物で⾜の踏み場もなく、余震が船に乗っているかのような揺れで酷かったため、近所の中学
校に避難し 3⽇間過ごしました。我が家は、電気と⽔道が数⽇程度で復旧しましたが、都市
ガスの開栓には⼀ヶ⽉以上かかり、その間ほぼシャワーも浴びられず、髪も洗えませんでし
た。⾷事はすべて電⼦レンジと炊飯器で調理しました。毎⽇、壊れた家具、散乱した物の⽚
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づけ、⾷料品の買い出しといったタスクを⼿分けしてこなしていましたが、4 ⽉の最⼤余震
で再び家中の物が散乱してしまったため、⽚づけは振り出しに戻りました。 
震災後、10 年の変化： 震災の前年、⼗数年ぶりに地元宮城県に戻ったのですが、不在の間
に地元も変わり、知らないことばかりでした。震災当時は、被災した市町の多くが⾃分の知
らない名前で、当時の報道で初めて、県内市町が広域合併していたことを知ったほどです。
しかし、⼩さなまち単位の地名を聴けば、すぐさま思い出がよみがえる、かけがえのない所
ばかりでした。その後、現職の観光業に転職したのは、⾃分⾃⾝が地元のことを深く知りた
いと思うとともに、震災前のまちやそこに住む⼈のことも含め、地元での震災を多くの⼈に
伝えたいと思ったからです。震災後の変化については、いま最も伝えたいことで詳しく述べ
たとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（写真 ⼩林 由季）

東日本大震災当日  
土足で歩くしかなかった自宅 

震災発生後の国道 45号線  
停電で信号が止まり大渋滞に 

震災から約 5ヶ月後の石巻川開き祭り 
友人一家と一緒に花火を見た。周囲には、津波で

打ち上げられた船や倒れた電柱が。それでも祭を

待っている人たちが大勢いた。 
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市⺠のための防災・減災とは？ 

今野 隆彦（こんの たかひこ） 
認定特定⾮営利活動法⼈ 防災・減災サポートトセンター 理事⻑ 
震災当時： 現在と同じ、有限会社ジオプランニング 代表取締役 

 
震災当時は、会社で取引先と電話中で、揺れがなかなか収まらず、次第に⼤きくなってい

くのに恐怖を覚え、机の下にもぐりました。数⽇間連絡が取れなかった⽯巻の友⼈が⼩学校
へ避難していることがわかり、安堵しました。10 ⽇後、お⾒舞いに⽔と多少の⾷料など積
んで友⼈宅へ⾏きました。避難所の⽣活は⼤変だったようで、浸⽔を免れた 2 階で暮らし
ていました。 

様々な震災復興事業が展開されましたが、個⼈的に印象深いのは⼥川のある集落の集団
移転計画です。海で⽣業を⽴てている⼈たちは、毎朝海を観ることから⼀⽇が始まるといわ
れています。移転計画はもちろん⾼台でしたが、団地から海が⾒通せない場所が設定されま
した。現地の⼈たちはこれに納得せず、独⾃の計画を対案として提⽰しました。⼤学の協⼒
やマスコミに取り上げられ、計画は住⺠計画の⽅向で落ち着きました。復興の事業の多くが、
堤防かさ上げや⼤規模集団移転などでしたが、これらの検証はどこかで⾏わなければなり
ません。 

現⾏の避難所は学校や公⺠館、市⺠センターなどに⼀時的な仮住まいをするものですが、
冬季の暖房、プライバシー、トイレ等多くの問題が⼭積しています。この⼤震災を機会に本
来はもっと市⺠の使いやすい快適な避難所ができるよう⼯夫すべきだと考えます。避難所
の収容⼈数設定の基本は 1 ⼈/m2 だそうです。横になれない狭さです。そして実際に避難
所へ⼊れない⼈たちが多くいた（いる）ということは、そもそも「災害の時には避難所へ避
難しましょう」などど⾔うことができないのではないか？という気がします。この状況は、
現在も続いています。⾃然災害が頻発する近年、避難先が多岐にわたるようになってきた背
景の⼀つにこのような事情もあるのではないかと思います。 
復興事業の検証や避難所の再考から市⺠のための防災・減災の提⾔ができるような組織

が今後必要になると思います。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 経営していた会社の事務所 
発⽣当時に住んでいた場所： 富⾕市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： ⾃宅 
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「ポスト 10 年」に向け連携を 

⻄條 孝明（さいじょう たかあき） 
NHK 仙台放送局放送部 統括プロデューサー 
震災当時： NHK 仙台放送局放送部 副部⻑（報道担当） 

 
私は NHK 仙台放送局でニュースデスクをしていました。⽇々の取材全般を取り仕切る役

割です。激しい揺れが収まって間もなく、沿岸部の各地に設置しているロボットカメラとヘ
リコプターから津波の映像が送られてきました。「信じられない」というのが正直な気持ち
でした。同僚と⼿分けをして取材を続けながら、記者等スタッフの安否確認に当たりました。
海岸近くで取材中に激しい揺れに⾒舞われ、地元の⼈たちと⼀緒に⾼台に避難して、かろう
じて難を逃れたという記者もいましたが、全員の無事が確認できた時は、とにかくほっとし
たことを覚えています。⼀⽅で、⼊ってくる情報といえば「仙台市の海岸で 200 ⼈から 300
⼈の遺体が⾒つかった」等々被害の甚⼤さを⽰すものばかりで、たじろぎ浮⾜⽴つ気持ちを
抑えつつ情報発信を続けました。安全管理や全国からの応援者への対応でニュースセンタ
ーに⽸詰状態の⽇々が続きましたが、2週間ほどたったところで⼀⽇休みをもらって被災地
に⼊りました。地震でマイカーが壊れてしまったため、⾃転⾞で沿岸部を⽬指しました。宮
城野区の実家に⽴ち寄って、両親の様⼦を確かめた後、若林区の荒浜地区に向かいました。
道路沿いの⽥んぼは壊れた建物や流されてきた⾞で覆われていました。住宅地だったとこ
ろを通りかかると、ブルーシートに包まれたご遺体を運び出す作業が⾏われていました。忘
れられない、そして忘れてはいけない光景であり、震災以降の記者⽣活の原点となりました。
いま、考えていることは「ポスト震災 10 年」をどのように迎えるかということです。社会
全体から⾒れば「10 年」は節⽬であり、震災との向き合い⽅もフェーズが変わります。「伝
承」と「防災・減災」のためのより効果的な取り組みが求められます。組織の枠を超えた「連
携」も重要です。被災地の課題の解決に向けて何をなすべきなのか？様々な⽴場の⼈たちと
⼀緒に考えていきたいと思っています。 
 
 
発⽣当時にいた場所： NHK 仙台放送局 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市⻘葉区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 会社に泊まり込
み報道対応 
震災後、10 年の変化： 被災地（宮城と福島）での勤務を継続している
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地域ぐるみによる包括的学校安全の推進 

佐藤 健（さとう たけし） 
東北⼤学災害科学国際研究所 教授 
震災当時： 東北⼤学⼤学院⼯学研究科附属災害制御研究センター 准教授 

 
第２次学校安全の推進に関する計画（平成 29年 3⽉ 24 ⽇、閣議決定）において、「児童

⽣徒等の安全に関する課題については、複雑で多様な要因が関係しているものも多いこと
から、学校や教職員のみによって学校安全の取組を適切に進めることは困難である。このた
め、全ての学校において、保護者や地域住⺠、関係機関との連携・協働に係る体制を構築し、
それぞれの責任と役割を分担しつつ、学校安全に取り組む。」として、『家庭、地域、関係機
関等との連携・協働による学校安全の推進』が 5つある推進⽅策の⼀つとなっている。すな
わち、学校防災（防災管理と防災教育）は学校に関することではあっても、学校と家庭、地
域、関係機関等とが平常時から協働し、地域ぐるみで推進することが重要であり求められて
いるから。 

⾃然災害の規模と様相がローカルな⾃然環境と社会の脆弱性に⼤きく依存することから
も、「地域ぐるみによる包括的学校安全の推進」にあたって地域側に求められることは、学
校と協働する「地域の教育⼒の発揮」である。⼀⽅で、学校側に求められることは、地域の
教育⼒を活⽤するための「受援⼒」である。 
 
発⽣当時にいた場所： 東北⼤学⻘葉⼭キャンパス（屋外） 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市太⽩区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 在宅避難 
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被災後の⽣活を具体的に想像して正しく恐れる 

柴⽥ ⽂明（しばた ふみあき） 
⼀般社団法⼈ ⽇本損害保険協会東北⽀部 事務局⻑ 
震災当時： ⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会 ⽣活サービス部 担当課⻑ 

 
2011 年４⽉、私は宮城県を訪れました。地震保険に関する情報などを記載したチラシや、

各損保会社の連絡先を⼀覧にしたポスターを被災者の⽅々に直接お届けするためです。南
三陸や気仙沼などで数⼗か所の避難所を回りました。 
児童養護施設が避難所になっているとの情報があり現地に向かいました。そこは既に避

難所ではありませんでしたが、⽞関先で⾒かけた５歳くらいの男の⼦のことを今でも鮮明
に覚えています。もしかしたら震災が原因でここに来たのかもしれないと想像すると、万感
胸に迫るものがありました。しばらくは、かける⾔葉が⾒つからず、やっと絞り出せたのは
「負けるなよ」の⼀⾔だけでした。 

避難所を回っている途中、営業を再開しているお寿司屋さんを偶然⾒つけて⼊りました。
店主は「数⽇前に店を開けたが、お客さんが来てくれるか、この先も続けていけるか、すご
く不安なんです」とおっしゃっていました。少しでも助けになればと思い、⼀番⾼価な握り
寿司を注⽂しました。 

あれから 10 年が経ちます。 
地震、噴⽕またはこれらによる津波を原因とする損害に対して保険⾦をお⽀払いするの

が地震保険です。こうした損害は⽕災保険では補償されません。 
まずは⼀度、加⼊を検討してみてください。検討した結果、保険料の負担が⼤きいなどの
理由で加⼊しない選択をすることはあると思います。そこには個⼈の事情や価値観があり
否定はできません。ただ、検討したうえで加⼊しなかったのと、検討すらせずに加⼊しなか
ったのとでは、もしものときの後悔の⼤きさは変わってくるのではないでしょうか。 
平時である被災前と、住まいも家財も失ってしまった被災後では、まとまったお⾦の有り

難みは異なるはずです。地震への備えは、被災後の⽣活をできる限り具体的に想像して、正
しく恐れることから始まります。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 東京都千代⽥区 
発⽣当時に住んでいた場所： 神奈川県川崎市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 発⽣当⽇は会社
泊。業務に従事。 
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この⽇を忘れずに。いつかまた来る。 

庄司 哲也（しょうじ てつや） 
仙台管区気象台気象防災部 地震情報官 
震災当時： 仙台管区気象台技術部地震⽕⼭課 主任技術専⾨官 

 
東北地⽅の太平洋沖では 500〜600 年周期で東⽇本⼤震災級の地震が発⽣していたと考

えられています。そして、今現在、次の地震に向かって時間は流れ始めています。震災から
すでに 10 年が過ぎ、世間では南海トラフ地震や⾸都直下地震などの話題に⽬が向けられ、
また最近は東北の地でも台⾵、⼤⾬などの気象災害に⾒舞われることも多くなりました。私
たちの⾝近でいずれおこる地震への注意、警戒が、知らず知らずに記憶の⽚隅に追いやられ
てきているようにも感じます。忘れてしまっては先につながらないでしょう。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台駅東⼝前交差点 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市太⽩区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 幸い断⽔はなく、
若⼲の物資仕送りもあり⾃宅⽣活はできたが、⾃分以外は途中１か⽉程度、震災疎開。 
震災後、10 年の変化： 以前以上に備蓄に気を配るようになった。
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⼤切なことは平時のうちに 

菅井 賢治（すがい けんじ） 
ＮＨＫ仙台拠点放送局放送部 専任部⻑（報道統括） 
震災当時： ＮＨＫ報道局社会部 副部⻑（災害担当デスク） 

 
あの⽇は東京の職場で揺れを感じた。かつて体感した揺れに似ていると思ったが、揺れは
⻑く、収まらなかった。緊急地震速報の推定震源は三陸沖。東京でこれほど揺れが続くとい
うことは、⽣きている世代が経験していない、途轍もない破壊が進⾏していると想像した。
⼤津波は避けられないと直感した。繰り返し津波を経験してきた東北の⼈たちなら、逃げて
くれるだろうか。テレビなんか⾒なくてもいい、逃げてほしい。祈るような気持ちで原稿を
書き続けた。 

1993 年の北海道南⻄沖地震。震源から離れた室蘭の街で、波に揉まれる船のような揺れ
を体感した。翌⽇たどり着いた被災地の⼈々は、降りかかった理不尽な出来事を問わず語り
に訴えかけてきた。⽣命の危険にさらされた⼈、直前まで⼀緒にいた⼤切な存在を失った⼈。
この取材を通じて、災害がもたらす理不尽は、的確に情報を伝えることで防がなければなら
ないと考えた。災害報道を志すきっかけになった。 

しかし、１０年前、災害報道の責任者になっていた私は、直感した強い危機感を的確に伝
え切ることができなかった。放送を振り返れば、過去の経験の域を出ない定型的な表現ばか
りだった。停電も拡⼤し、津波到達までのわずかな時間に伝えられたことは限られていた。
私が送り出した原稿をラジオで聞きながら命を失った⼈たちがいたはずだ。この事実は、⼀
⽣忘れてはいけないと思っている。 

その後、被災地を巡り、先⼈たちが遺した多くの⽯碑に出会った。理不尽な経験を伝え残
したいという、切実な声が聞こえてくる気がした。⼤切なことは災害が起きる前、平時にこ
そ伝えておくべきだと悟った。できるだけ多くの⼈に⾒てもらえる⽯碑、ニュースや番組を
送り出す責任があると考えるようになった。 

あの⽇から１０年を東北で迎える。⽴ち会った世代の⼀⼈として、ここで起きたこと、
⼈々が感じた思いを後世に伝え続けるため、役割を果たしたい。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 東京・渋⾕区 ＮＨＫ放送センター 
発⽣当時に住んでいた場所： 東京都武蔵野市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： ３⽇後まで帰宅
せず。５⽉の⼤型連休明けまでほぼ不休に近い状態。 
震災後、10 年の変化： 背負っていく仕事が増え、家族に迷惑をかけた。
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継続は「⼒」であり「効果」となる。 

鈴⽊ 秀光（すずき ひでみつ） 
気仙沼市総務部危機管理課 課⻑補佐 
震災当時： 気仙沼市総務部危機管理課 主査 

 
東⽇本⼤震災の時、あまりに多くの犠牲と被害の前に、これまで⾏ってきた事の喪失感に
潰されそうになりました。 

そんな時、ある⾃治会（町内会）⻑さんから、「これまでの危機管理課の取り組みがあっ
たから、地区でも⼤勢が助かったんだから」と、声をかけられ、⼼が救われました。 

防災の取組は効果が分かりづらく、実際に効果が分かるのは災害の時という、とても報わ
れにくいものです。 

しかしながら、取り組んだことは少しずつでも重なり、いざという時に効果となって出て
きます。防災に取り組んでいても称賛を受けることは少ないかもしれませんが、その⾏動に
「価値」はあります。 

防災に取り組む多くのアンサングヒーロー・ヒロインの皆さん。できることから頑張りま
しょう。 
 
もう⼀⾔：⼈事を尽くして天命を待つ。まずは⼈事を尽くしましょ。 
 
発⽣当時にいた場所： 気仙沼市役所 
発⽣当時に住んでいた場所： 気仙沼市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 2 ⽇徹夜で対応。
5⽇後⾃宅に戻り家族の無事を確認。泊まりと 5〜24時勤務の繰り返し。 
震災後、10 年の変化： 仕事柄、家に備蓄をしていたが、今はそれ以上の備えをしており、
また職場のロッカーにも備蓄を⾏っている。 
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（写真 気仙沼向洋⾼校被災の様⼦ 鈴⽊ 秀光）    
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すべての仕事と営みは、⼈のいのちにかかわっている 

武⽥ 真⼀（たけだ しんいち） 
宮城教育⼤学３１１いのちを守る教育研修機構 特任教授  
３.１１メモリアルネットワーク共同代表 
震災当時： 河北新報社 報道部⻑ 

 
震災から半⽉ほどたったころ。「4ｔトラックを運転し、東京から戻るところだ」。地⽅ス

ーパー役員の友⼈から電話が⼊った。困難な状況で報道に当たる当⽅を気遣う趣旨だった
が、友⼈も⾃らハンドルを握り奮闘していた。「粉ミルクが⾜りない。⾚ちゃんがいる家庭
が困っている。何としてもかき集めないと」。問屋を回り必要数を確保した帰りだという。
「お互いにやれることをやろう」。⾃らを⿎舞するように激励の⾔葉が続いた。 
友⼈だけではない。妻の弔いもそこそこに給油を続けたガソリンスタンド店主、不眠不休

でパンを焼いて配った菓⼦店主、がれきを押しのけ道を開き続けた建設会社。紙⾯では連⽇
「やれることをやり続けた」⼈々の姿が記録されていた。犠牲と救助の最前線に⽴った⾃衛
隊員、医師、看護師、警察官、消防⼠らの活躍は⾔うまでもない。⽇常を形作るあらゆる仕
事と営みがあのとき、隣り合ういのちにかかわっていた。震災はそれを社会全体で確かめ合
った出来事だったように思う。 

わが⾝もそうだった。何のために新聞はあり、記事はあるのか。満⾜に説明できなかった
ボンクラ記者は、震災を経験してようやく答えを得た。「新聞と記事は⼈々のいのちにかか
わっている」。災害で⾔えば、⾮常時の⽀えとなる被災後の報道だけでなく、犠牲回避につ
ながる被災前の報道でこそ覚悟は問われる。反省も込めて震災伝承と防災啓発に取り組む
道はそうして定まり、今につながっている。 

コロナ禍では震災同様にエッセンシャルワークの重みが共有された。ふだん何気なくこ
なし、接している仕事や営みが、互いのいのちにかかわっていると確認し合えたとき、危機
をしのぐ⼤きな⼒が⽣まれる。災害への備えもまさにそこが出発点になるのではないか。 

震災 10 年、研究者も企業⼈も公務員も NPO関係者も、そしてもちろん報道⼈も、仲間
みんなともう⼀度「いのちにかかわる仕事」の⾃覚を確かめ合いたい。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 河北新報社 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市泉区 
震災後、10 年の変化： 仕事では、何事も震災に関係して動くようになった
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伝えるためには熱が必要 

⽴⽯ 良介（たていし りょうすけ） 
第⼆管区海上保安本部総務部 総務課⻑（令和元年度） 
震災当時： 海上保安庁警備救難部救難課 業務係⻑ 

 
東⽇本⼤震災発⽣時、私は東京霞ヶ関に所在する海上保安庁に勤務しており、災害対応の

ため全国の巡視船、航空機や特殊救難隊等の派遣を調整する⽴場にいました。その後、震災
対応に２年間従事した後、全国を転々と異動しましたが、⼀昨年度から宮城県に所在する第
⼆管区海上保安本部で勤務をすることができました。 

10 年の間で、私が勤務する組織の中も⼤きく変わったように感じます。全国の各部署で、
震災経験を教訓に⽇々災害対応のため取り組みを重ねています。特にこの東北の地におけ
る取組みは、⽇常の中に震災があり、経験伝承として当事者としての真剣さを感じることが
でき、また地域との⼀体感も相まって突き動かされる熱を感じることができます。伝承は、
熱を持った当事者としての思いが原動⼒だと思います。 

しかし、熱は被災地から離れ、時が経つほどに冷め、東⽇本⼤震災発災直後は誰もが抱い
た当事者としての意識は薄れそれぞれの地の⽇常の中に埋れていっていることも事実と思
います。 
東北の地から発信される震災の語り部や遺構という地域全体で⽀える震災伝承への取組

みは、私にとっては⾮常に⽬の覚めるようなものでした。語り部の⽅から、⾃⾝の⾟い経験
を語る苦しみも垣間⾒ました。全国的にまだまだ知られていないこうした取組みを東北の
地から発信し、全国に種をまき各地でそれを育てることが経験伝承の要であると感じまし
た。 
個⼈としてできることはわずかではありますが、この⽇本において東⽇本⼤震災対応を
経験した⼀個⼈として、いつまでもどこにいても当事者であり続けたいと考えています。ひ
とつの通過点である 10 年⽬を迎え、今なお苦しむ⽅々にお⾒舞いを申し上げ、そして震災
の犠牲になられた⽅々のご冥福をお祈りするとともに、いつまでも当事者であり続けるも
のと⾃分⾃⾝に誓います。 
 
もう⼀⾔：東北の地にて様々な出会いをいただきました。このご縁に感謝いたします。 
 
発⽣当時にいた場所： 東京都千代⽥区 
発⽣当時に住んでいた場所： 神奈川県横浜市 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 帰宅困難 
震災後、10 年の変化： 震災経験に対する思い
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未来をみすえ、住⺠主体の社会への転換を 

中川 政治（なかがわ まさはる） 
公益社団法⼈ 3.11 みらいサポート 
震災当時： ⻘年海外協⼒隊 

 
＜災害⽀援と同等以上の、避難⾏動促進の理解と資⾦が必要＞ 
2011 年 3⽉から災害⽀援に関わったが、災害後にどれだけ尽⼒しても、失われた命はか

えって来ない。3.11 当⽇の避難⾏動を知れば知るほど、「歩いて逃げさえすれば助かった命」
「救えたはずの命」があったことを痛感し、未来の災害に備えて、今、やれることがあるは
ず。 
＜住⺠主体の復興、伝承、防災＞ 
「地域・コミュニティ主体の復興」が掲げられており、また、3.11 後も相次ぐ⾃然災害の
中で、⾏政主導の避難に限界があり、国⺠⼀⼈ひとりに委ねられる部分が⼤きくなってきた。
その⼀⽅で、「住⺠主体」の⼒を促す取り組みは本格化しておらず、語り部などの主体的に
取り組む伝承者を中⼼とした、復興・伝承・防災が求められる。 
＜少⼦⾼齢化する我が国での復興⽅針・事業への真摯な反省＞ 
復興事業を「惨事便乗型⼤⼟⽊事業」と断じる専⾨家もある中、復興構想 7原則の「教訓

を次世代へ伝承」などのソフト⾯への⽀援はほとんどなされていないし、失敗や反省の伝承
を促す社会的な⾵⼟や体制も整っていない。 

そのような社会を形成した⼀員として、私⾃⾝も⼤きな責任があり、少⼦⾼齢化してゆく
我が国で負債を次世代に押し付けないよう、未来のあり⽅から逆算するような防災や復興
事業の考え⽅が必要。 
 
発⽣当時にいた場所： 海外 
発⽣当時に住んでいた場所： フィジー、スバ 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 2011 年 3⽉の
⽀援活動時は、電気・ガス・⽔道は未開通で携帯もつながりにくかった。被災された⽅々の
ご苦労に⽐べれば、課題はなかったも同然。 
震災後、10 年の変化： 3.11 後に集ったボランティアの間では「⽇本が変わる」感覚があっ
たが、叶わなかった部分が多い。次世代に良いものを伝えられるようにしてゆきたい。 
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（図表 中川 政治） 
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明けない夜はありません。⽇はまた昇ります。 

⾺淵 幸雄（まぶち ゆきお） 
パシフィックコンサルタンツ（株）東北⽀社 国⼟基盤事業部 技術部⻑ 
震災当時： パシフィックコンサルタンツ（株）東北⽀社 国⼟基盤事業部 グループリーダー 

 
地震発⽣時、私は岩⼿県宮古市内で発注者と津波解析業務の完了検査に臨んでおり、それ

が終了して盛岡⽅⾯に⾞で⾛っていました。宮古市から 10分ほど⾛ったところで、地震の
⼤きな揺れを感じて⼀旦⽌まりました。道路上には⼭から崩れた⼤きな岩がゴロゴロして
おり、トンネルの陥没を⼼配しながら何とか盛岡市まで突っ⾛りました。これがもうすこし
遅くまで宮古市にいたら、私は津波災害に遭遇していたと思います。間⼀髪でした。 

それから、家族にたまたまメールが繋がりお互いの⾝の安全を確認し、また、下の息⼦が
インドに⼀⼈旅をしており、ムンバイから連絡をくれて、家族全員の無事を確認しました。 

そして、私は不安いっぱいで宮古市から仙台まで⼀般道で 15 時間かけて帰宅しました。
仙台に着いたのは深夜３時過ぎであり、市内は停電で真っ暗となっており、満天の星の奇麗
さには今でもはっきりと覚えています。⼀⽣忘れることはないでしょう。 
今回の津波災害を概観すると、『複合災害』、『広域災害』、『２次災害』、『想定外は本当か』、
『既存⼟⽊施設の盲点』、『津波の戻り流れ』、『平野部とリアス部での被害の特徴の差』、『ハ
ザードマップの盲点』、『地域防災計画は本当にいかされたのか』と代表されます。 

震災１か⽉ほどして、今村先⽣からメールをいただきました。内容は、まちづくりを⾏う
にあたって、東北地⽅太平洋沖地震津波解析の再現モデルとして『東北⼤学モデル』を東北
⼤学と弊社と協働で開発したい事の依頼でした。今村先⽣の研究室出⾝の社員を全国から
仙台に集めて、その開発に不眠不休で専念させ、平成 23年 6 ⽉ 10 ⽇の仙台国際センター
でのプレス発表会にギリギリ間に合わせることができました。感無量でした。これが、各市
町のまちづくりの復興計画策定に当たってのメインエンジンとなり、今に⾄っています。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 岩⼿県宮古市内で⾞での移動中 
発⽣当時に住んでいた場所： 仙台市泉区 
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東⽇本⼤震災で⽣じた企業・組織の被害の教訓を今後に活かすべき。 

丸⾕ 浩明（まるや ひろあき） 
東北⼤学災害科学国際研究所 教授 
震災当時： ⼀般財団法⼈建設経済研究所 研究理事 

 
東⽇本⼤震災では、本庁舎が使えなくなった地⽅⾃治体が多数発⽣した。また、企業の拠
点の直接被害がサプライチェーンを介して全国・海外にも広く波及した。この経験を、南海
トラフ巨⼤地震や⾸都直下地震などの次の⼤災害において活かし、少しでも社会・経済の被
害を軽減すべきである。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 東京都 
発⽣当時に住んでいた場所： 埼⽟県 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 帰宅困難になり、
翌⽇の午後に帰宅できた。 
震災後、10 年の変化： ⼤災害への備え、特に事業継続の取組を進めることをライフワーク
と決め、災害時の事業継続の研究者となった。
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「いのち」を守る 

森 俊幸（もり としゆき） 
岩沼市役所総務部防災課 課⻑補佐兼防災係⻑ 
震災当時： 岩沼市役所総務部政策企画課 秘書係⻑ 

 
多くの「いのち」が失われ、また、救えた「いのち」もたくさんあった、あの 3.11 から、

まもなく 10 年を迎える。「いのち」を守ることは⾃治体の最⼤の使命、そして責務だが、
3.11 以降も災害に巻き込まれ、多くの「いのち」が失われているのが現実だ。 
改めて考えてほしい。災害を他⼈事と思っていないか？誰かが助けてくれると思ってい

ないか？気候は⽇々変化しているのに、私たちは変わらなくていいのか？情報を基に⾃ら
想像しているか？本気で「いのち」を守っているか？ 

取り返しがつかなくなる前に考えよう、そして、⾏動しよう。⼤切な「いのち」を守るた
めに。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 県庁駐⾞場 
発⽣当時に住んでいた場所： 岩沼市 
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⼤⼈が想定外の災害に直⾯するとき、⼦供も不安を耐え忍ぶ 

保⽥ 真理（やすだ まり） 
東北⼤学災害科学国際研究所 プロジェクト講師（防災⼠） 
震災当時： 東北⼤学⼤学院⼯学研究科附属災害制御研究センター 研究⽀援員 

 
2015 年秋にある⼩学校を訪問した時のことでした。⼩柄な⼩学５年⽣の男の⼦が、廊下

で１〜２年⽣くらいの⼥の⼦に優しく何かを⾔い聞かせていました。⼦供らしい無邪気さ
は無く、少し⼤⼈びていました。後でわかったのですが、⽇頃から妹の⾯倒をよく⾒るお兄
ちゃんだということでした。震災後両親は離婚し、それぞれに新しい家庭を持たれたとか。
保護者が⽣活基盤の⽴て直しのために苦労している間に、⼦供たちは周囲の空気を読んで
気を使い我慢をする⽣活を送っているようでした。やるせない気持ちを表現できる⼦はど
こかで気持ちを発散させて切り替える機会があるでしょうが、静かに耐え忍ぶ⼦は周囲に
気づかれぬまま、⼼の中に重い荷物を抱え苦しんでいるのではと⼼配になります。 

このような児童の変化に気づいたのは震災から 3 年以上経った頃からです。震災直後の
⼦供たちは助け合おう。できることを⾒つけて前に進もう。津波なんかに負けられないとい
う気概を感じたものでした。それが徐々に変化し、幼いなりに未来に向かって⾃分たちでも
何かやり遂げられると前をしっかり⾒つめていた瞳が、少しずつ俯くようになったのです。
何かを諦めているような⾃分を抑えているような様⼦でした。震災当時⼀緒に困難な時期
を過ごした仲間も先⽣も移動してしまい、家庭や⽇常⽣活を気軽に話せる相⼿がいなくな
ったのかもしれません。 

震災から 10 年を迎え新しい街が作られた現在、彼らの未来が希望に満ちていることを願
います。⾃分のやりたいことを⾃由に表現できる社会、悩みを共有できる社会、必要以上の
我慢を強いられない社会をサスティナブルなものにして欲しい。本当に災害に強い社会と
は、東⽇本⼤震災のような⼤災害でも、備えることで被害を軽減し、⼦供たちが復興⼯事の
⼤型重機やダンプカーが⾏き交う砂埃の舞う殺伐とした⾵景に染まらず⼼⾝ともに健康に
成⻑できる社会であって欲しいと願います。 
 
被災地に寄り添う思いも⽇々薄れてきます。時々で良いので荒れ果てた⾵景の中で懸命に
⽣きてきた⼦供達にエールを送ってください。 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市⻘葉区の職場 
発⽣当時に住んでいた場所： 宮城県岩沼市 
震災後、10 年の変化： 防災・減災に関わることが増えた。県外の仲間ができた。 
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（閖上 2011. 04. 30   写真 保⽥ 真理）
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「⾵化」を前にあがき、「防災⼒」を⾼めよう 

安野 賢吾（やすの けんご） 
河北新報社防災・教育室 部⻑ 
震災当時： 河北新報社報道部 主任 

 
「⾵化させない」と⾔うのは簡単ですが、実際にはとても難しいことです。震災から 10

年。あの⻑くて⼤きな揺れ、真っ⿊な⼤津波と破壊された街、そして爆発する原発の映像は、
経験した私たちの記憶の中では決して⾊あせないと思います。 

ただ、当時の記憶が薄かったり、震災後に⽣まれたりした⼦どもたちはどうでしょう。私
たちにとっての戦争がそうであるように、震災を過去の出来事と捉える世代が増えていま
す。震災の実体験がない⼦どもたちにとっては、新型コロナウイルスのパンデミックの⽅が
⾝近な脅威に映っている、と感じる機会も少なくありません。 
私たちができるのは、「⾵化は進む」という前提に⽴ち、「あがく」ことしかないように思

えます。未曽有の被害を防げなかった、あの悔しい思いを忘れず、被害を⼆度と繰り返さな
い。そのために「防災」にたゆまぬ努⼒を注いでいきましょう。 

震災から時がたてばたつほど、次の災害が着実に近づいています。私たち⼀⼈⼀⼈、各世
帯、各地域の防災⼒はこの 10 年で果たして⾼められているかどうか。⼀段と⾼めていくに
はどんな取り組みが必要なのか。震災 10 年という節⽬に、そしてこれからも、突きつけら
れている課題です。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 仙台市⻘葉区の東北電⼒本店１階の記者室 
発⽣当時に住んでいた場所： 宮城県利府町 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： しばらく勤務先
で寝泊まり 
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受け⽌め 向き合い 伝え続ける 

⽮部 丈彦（やべ たけひこ） 
朝⽇新聞社 仙台総局⻑ 
震災当時： 朝⽇新聞社⽂化くらし報道部 次⻑ 

 
私⾃⾝は東⽇本⼤震災で被災したわけでも、仕事としてかかわってきたわけでもありま
せん。それでも縁あって被災地に⾝を置いている報道機関として、できることは何なのかと
思いを巡らせました。 
阪神⼤震災から 20 年の報道にかかわったときに学んだことがあります。被災者にとって

被災当時のことは決して過去のことではなく、抱え続けながら⽣き続けているということ。
⼀⽅で、20 年という歳⽉によって、当時のことを知らない⼈たちが増えたということです。 
東⽇本⼤震災以降も全国各地で⾃然災害は毎年のように起き続けています。熊本地震や
北海道の胆振東部地震、広島⼟砂災害や⻄⽇本豪⾬災害……。⼀昨年秋には台⾵ 15号、19
号による災害、この夏も熊本南部を中⼼に豪⾬災害が起きました。そのたびに教訓は積み重
なっているはずなのに、犠牲者は後を絶ちません。 
東⽇本⼤震災では、被災当時に幼かった⼦どもたちが成⻑し、⾃らの体験を語り始めた⼈

もいます。親から⼦へ、⼦から孫へという語り伝えもあることでしょう。地域でずっと語り
継がれることもあるでしょう。それを縦横に広げていくことが、報道機関の⼤きな役割の⼀
つだと考えております。 

まずは、被災者のいま、復興の現状を受け⽌め、向き合っていく。そのうえで未来に向か
って伝えることをやめない。これが教訓を⽣かし、防災・減災に向けた警鐘を鳴らしていく
ことにつながると思っています。東⽇本⼤震災 10 年の節⽬でひと区切りということでは決
してなく、「ポスト 10 年」に向けても伝え続けていくというメッセージを込めました。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 朝⽇新聞東京本社５階の編集局フロア 
発⽣当時に住んでいた場所： 東京都江東区 
発災直後を含めて、震災当時の⽣活経験（帰宅困難、避難所での⽣活等）： 当⽇は業務を終
えた後も公共交通機関が⽌まっているため朝まで本社で待機。午前６時ごろに動き出した
地下鉄で帰宅しました。早朝なのに超満員でした。 
震災後、10 年の変化： 本社でのデスクワークを９年続け、現場感覚が薄れていくのではと
いう焦燥感を覚えるなかで⼀昨年９⽉から仙台勤務になりました。東北も被災地の勤務も
初めてのため、ゼロベースから復興の歩みを吸収しようとしている段階です。 
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掘り下げる 

⼭内 和博（やまうち かずひろ） 
共同通信仙台⽀社 編集部⻑ 
震災当時： 共同通信社会部 記者 

 
10 年前、福島県南相⾺市で、広島への原爆投下で被爆したという８５歳の⽼⼈から話を
聞いた。広島から故郷に戻り酪農を営んでいたが、東京電⼒福島第１原発の事故によって、
避難を強いられ、⽜を⼿放した。「⽌められないなんていう機械は、どうにもなんねえ」「偉
い⼈たちは、⾃分の懐が危険かどうかの計算ばかりで、国⺠のことを考えていない」。そん
な⾔葉を今も覚えている。⼤震災から 10 年がたち、何が変わり、変わらなかったのか。⾵
化という時の流れに抗うために、事実を掘り下げ続け、伝える必要性がより増している。 
 
 
発⽣当時にいた場所： 東京都港区の路上 
発⽣当時に住んでいた場所： 東京都江東区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



人と人、教訓と行動、あの日と今が結びつくように 

須藤 宣毅（すとう よしき） 

河北新報社防災・教育室部次長兼論説委員会委員 

震災当時：河北新報社報道部主任 

 

将来の宮城県沖地震の取材に生かそうと２００６年に防災士になり、それ以来、断続的に

防災報道に関わってきた。震災発生時は会社にいて、揺れが収まるまでカップの紅茶がこぼ

れないように、立ったままバランスを取ることしかできなかった。「地震が起きたら頭や身

を守る」と何度も原稿に書いてきたはずだったが、知識と行動の間には大きな溝があると痛

感した。 

時を追うごとに犠牲者が増え、「こんなに人が亡くなることがあるのか」と目を疑ったこ

とを覚えている。そして日々の業務のかたわら「これまでの防災報道は何だったのか」との

疑問が頭をもたげた。半年後、仮設住宅を訪ね、河北新報の防災報道について聞き取り調査

をすると「震災で役に立たなかった」との回答が７割を超えた。「内容が難しい」「気付かな

かった」といった反応のほか、仙台平野で被災した読者からは「高台に逃げろと書いていた

が、ここのどこに高台が？」と指摘された。津波イコール三陸沿岸という先入観があったと

自覚していただけに、胸に刺さった。 

調査結果を踏まえ、防災報道の新たな手法として防災ワークショップを開き、教訓と対策

を紙面化することになった。当時の武田真一報道部長の発案だった。同業者から「記者の仕

事じゃないよ」とやゆされたが、役に立たなかった防災記者としては、すがる思いで臨んだ。

「人と人を結びつけて命を守りたい」との願いを込めて「むすび塾」と名付け、第１回を２

０１２年５月に東松島市で開いた。以来、月１回のペースで宮城県内を中心に地域、職場、

学校などで実施。災害イコール津波という先入観を持たれないように、地震、水害もテーマ

にしたほか、分かりやすく、目に止まりやすいように備えの行動はイラストにしている。 

震災から１０年。近年のむすび塾は、震災の体験者は当時を思い返し、記憶が定かでない

中高生は親に当時の体験を聞いてから参加しているようで、あの日と今を結ぶ機会にもな

っている。いろんな人たちに知恵を借り、参加者の教訓が備えの行動に結びつくよう働き掛

けていきたい。 

 

発生当時にいた場所：仙台市青葉区の河北新報社 

発生当時に住んでいた場所：仙台市青葉区 

震災後、１０年の変化：震災の教訓や備えについて学校など人前で話をする機会が増えた 



 3 

 
 

あの日 あれから これから 
―みやぎ防災・減災円卓会議・東日本大震災 10 年メッセージ集― 

 
 
 
 

編集  小田 隆史（宮城教育大学）／ 矢部 丈彦（朝日新聞社） 
 
 
 
プロジェクト・メンバー 
 

足立 千佳子（とめタウンネット） 
阿部 清人（MC ラボ） 
伊地 知由理（月刊カフェラテ） 
岩井 弘樹（仙台管区気象台） 
格井 直光（ふらむ名取） 
小林 由季（みやぎ観光復興支援センター） 
佐藤  健（東北大災害研） 
須藤 宜毅（河北新報） 
立石 良介（海上保安庁） 
土方 正志（荒蝦夷） 
馬淵 幸雄（パシフィックコンサルタンツ） 
丸谷 浩明（東北大災害研） 
吉田 孝志（日本無線／総務省） 

 
 
 
 
 

発 行 みやぎ防災・減災円卓会議 

発行日 2021 年 3 月 11 日 
 


	Microsoft Word - Project1.docx
	b0c32e69be7ed93d3e4eff8291c8d39e9f79f73a865bbb5d74d84691f117886f.pdf
	Microsoft Word - Project1.docx

