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岩手県知事を務めていたため、どうしても津波被害に重点を置くことになる

とことわったうえで、被災地の現状や復興に向けての政治の役割について語

った。被災地では、現在も避難所にいる人を救うことが最優先の状況にある。

これこそが政権の命運をかけ、政治が果たすべき最も重要な役割ではないの

か、と強調した。 

司会 日本記者クラブ理事長 吉田慎一（朝日新聞） 

（小見出し） 

―１ｐ― 

５つの危機が同時進行中 

―２ｐ― 

津波のときは「てんでんこ」 

―３ｐ― 

防災教育の成果 

―４ｐ― 

復旧以前の段階 

―５ｐ― 

支援機能を配した仮設住宅建設を 

 

―６ｐ― 

全国の市町村職員の有効活用を 

―８ｐ― 

地方議会・議員を先導役に 

―９ｐ― 

水産業の復旧を通じ、地元に元気を 

―１１ｐ― 

復興構想会議の議論をオープンに 

―１２ｐ― 

デシジョンメーカーがいない 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 



 

 1

増田 ご紹介いただきました増田でござい

ます。記者クラブのこの場には、これまで知事

時代、それから総務大臣のときに何度かお招き

をいただきまして、記者会見という形でお話を

する機会がございました。こういう大震災が起

こりまして、そしてこの関係でお話をするとい

うことにつきましては、“想定外”という言葉

を使ってはいけないのだと思いますが、全く想

定をしておりませんでした。私が今回発生しま

した三陸沖の地震についてお話をするというこ

とは、本当に夢にも思ってなかったわけであり

ます。 

被災地のほうには行ったり来たり、明日もま

た現地のほうに行くことにしておりますが、や

はり状況は刻々変わっているということでござ

います。最近は、生活に関連するようなことに

ついての不自由さ、問題が目立ってきていると

ころであります。 

 

５つの危機が同時進行中 

 

菅総理が、3 月の最後の記者会見だったかと

思いますけれども、“戦後最大の危機”という

表現をされたと思います。巨大な津波被害、福

島の原発の事故、それから東日本だけではない、

全国的な電力の喪失、さらにはとてつもない風

評被害、そしてサプライチェーンの寸断、ザッ

と考えましても5つの大変危機的な状況が起こ

っております。 

それが同時に起きているわけでありますの

で、戦後最大の危機であることは間違いないと

思いますし、すべてに前例のない取り組みが必

要になってきているわけです。これは、政府の

ほうでも皆が「前例のない取り組みをする」と

いうことをいっているわけでありますが、本当

に前例のないような形で取り組みが行われてい

るかどうか、その言葉がただ単に言葉だけに終

わらないように、ぜひしっかりとした対応をと

っていただきたい、このようにも思うわけであ

ります。 

岩手の知事をしておりましたので、巨大な津

波被害について、どうしてもウエートがかかる

わけでございますが、そのことを中心にきょう

はお話を申しあげたい。このように考えており

ます。 

知事時代も自然災害については随分気にな

っておりました。というのは、台風については、

気象庁の予測は、いま精度が非常に高くなって、

大体 2～3日前には、いつごろに岩手のほうに来

るかということも予測がつきますので、準備は

いろいろできた。とにかく怖いのは、不意打ち

の地震であります。東京近辺で仕事をしていて、

盛岡が震度 6弱だということで、辛うじて新幹

線が動いていましたので、慌てて飛んで帰った

こともございます。自然災害ということについ

ては常に警戒心を持っておりましたが、幸いに

して 12 年間の知事時代に非常に大きな自然災

害が起きたということはございませんでした。 

ただ、何か発生しますと、まず三陸沿岸の津

波による被害がないかどうか、大丈夫かどうか

という報告がきて、それがないと少しホッとす

るわけです。それと同時に、隣県ではあります

が、女川の原発がちゃんととまったのかどうか、

それから六ヶ所村の再処理工場あるいは東通村

の原発がきちんと制御されているかという報告

が、ちょっと時間を置いて私のところにも来ま

して、そのあたりを確認すると、今回はあまり

大きなことは起きていないなと。養殖施設など

は常にやられるのですが、今回、人的な被害は

なくて、まあ、よかったかなということで、原

発のことを確認してちょっとホッとする、そん

な日々を送っておりました。 

今回は、そのいずれもが……。原発について

は、女川よりむしろもっと遠くの、福島のこと

についてでありましたが、それが全く制御でき

なくなったということで、大変な被害が生じた

わけです。 

津波ということについては、おそらく我が国

の中で三陸地域が一番心構えと準備ができてい

たのではないかとは思います。昭和 35年にチリ

地震津波がありました。それを経験した人はま

だ随分多く生存されていまして、かなりの年配
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の人たちの中で、沿岸の人たちは、チリ地震津

波の経験をお話しされる方が多い。 

歴史をみますと、明治以降で記録されていま

すが、明治 29年、これは非常に大きな被害でご

ざいまして、2 万 2,000 人の方が津波で亡くな

っています。スマトラ沖地震が起きるまでは、

津波単独では世界で一番大きな津波被害、その

ようにもいわれておりました。これは明治 29

年。 

それから昭和 8年にもう一度大きなのが来ま

した。明治 29年と昭和 8年のものは三陸沖の地

震。マグニチュード 8.3とか 8.5クラス。 

昭和 35 年はチリ地震津波ですから、全く不

意打ちで、晴天のときに急に潮が引いて、そし

てあっという間に津波が来たと。これは、記録

では人類史上最大のマグニチュード 9.5という

チリ地震が発生して、1 日かけて地球を半周回

ってきたということでありますが、この 3回が

いままでの歴史であります。 

 

津波のときは「てんでんこ」 

 

今回も報道されましたが、“津波てんでんこ”

という言い伝えがあって、私も三陸のほうに行

きまして、おじいちゃん、おばあちゃんからそ

ういった話を直接聞かされて、「知事さん、津

波のときはてんでんこだよ」と。「てんでんこ」

というのは、てんでんばらばらに、家族のこと

なんか気にしちゃだめだ、とにかく自分で身を

守って逃げなさいというのが、「てんでんこ」

という意味なのですが、これは実はあの地域の

生活には合わない。 

今回も一人一人も非常に強かったですが、共

同体の強さというのがよくみえたと思います。

やはり共同体とか家族ということを大変大事に

する地域でありますが、津波のときだけはそん

なことを気にしちゃだめだよと。要は、地域の

一般的な風習というか、習性に合わないことが

津波のときには大事だという意味で、わざわざ

津波てんでんこ、てんでんばらばらに逃げなさ

い、ということをずうっと言い伝えとして守っ

てきたのだと思っております。 

この言葉の意味というのを今回、改めて私も

かみしめたわけでありますが、要は、自分の身

だけ守って高いところへ逃げる。そうすれば、

その日の夜か、翌日になるかわからないけれど

も、必ず家族がみんな無事で、きちんと落ち合

えるから。今回も、津波が発生して、やはり家

族が心配になりますから家に帰って、そして逃

げる間もなくやられたというか、実際には 30

分ぐらいの避難の時間があったわけですが、し

かし、その間、残念ながら亡くなられた方が多

かった。 

この地域の防災の考え方は、とにかくハード

の施設と、それから逃げるということの組み合

わせ、これが多くの地域で行われておりました。

しかし、もうハード施設はやめよう、それに頼

っていても無理だということで、高台移転をし

たうえで、ソフト対策だけで切り抜けようと。

こういう地域もありました。 

これは非常に数が少ないわけですが、例えば

大船渡市の吉浜という地域は、明治のときの旧

吉浜村ですが、そのときの津波の結果、これは

もう高台移転しかないということで、当時の村

長さんが私財までなげうって 100戸の旧集落を、

高台といっても、菅さんがいうように山を削っ

てということではなくて、段々畑のちょっと一

段上に移した、こういうイメージなのですが、

そこに全部移して、下のほうは田んぼにした。

ですから、下のほうは今回、海水につかりまし

たけれども、上のほうの住宅は全部無事で、み

んな助かった。1 人だけ漁船をみに行った方だ

けが亡くなられたわけです。そういうところも

ありました。 

しかし、実際には高台移転といっても、資産

が何にもない中で移れといっても難しいので、

結局はだんだん下のほうに移ってくる。で、今

回もよく報道されましたが、旧田老町、いまは

宮古市ですが、“万里の長城”といわれるよう

に、高さ 10ｍ、そして 2.4 ㎞の二重の防潮堤、

地元では“防浪堤”と呼んでいますが、こうい

う施設を四十数年間かけてつくって、それで守

ってきたところもあります。しかし、今回、そ

れも乗り越えられた。 

もう一つ、釜石市の湾口防波堤。これも水深
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63ｍのところからずうっと立ち上げて、海上 8

ｍ、幅 20ｍ、長さ 1.95 ㎞ぐらいですか。ちょ

うど 2つに分かれて、間に大型船が入るように

なっているのですが、世界最大の防潮堤、湾口

防波堤をつくって防ごうとして、今回それも崩

れてしまったわけです。昨年のチリ地震までの

津波は全部防いでいましたけれども、今回はそ

れが崩れ去ってしまった。 

宮古市の北の旧田老町の上に田野畑村、その

上に普代村というのがあるのです。ここは、今

回、漁港は徹底的にやられましたけれども、集

落は全然無事で、全部守られて、1 人も犠牲を

出していません。さらにその北の野田村は徹底

的にやられました。 

普代村が何で残ったかというと、今回無事だ

ったのであまり報道はされていませんが、あそ

この防波堤というか、防浪堤は、高さ 15ｍで、

普代川のところに巨大な水門があって、今回そ

れで全部防ぎ切っています。 

それをつくった当時の村長は、「気が狂った

か」といわれていました。ものすごいお金がか

かるので、当時の県の人たちは相当年配になっ

ていますが、何か普代村にうまくやられて、お

金をむしり取られたというような、そういう言

い方をするのですが、巨大施設で今回、全部守

り切った。 

ですから、普代村に行くと――実は私もあし

た、もう一回行きますが――漁港は徹底的にや

られていますけれども、中が全部守られている

ので、義援金の配分もほとんどなくて、どうや

って漁港を直そうか、漁具を復活しようかと漁

民の人たちは困っていますが、まだハード信仰

みたいなのが残って、やっぱり先人は偉い、あ

れだけのハードの施設をつくってくれたと。海

のほうも全くみえませんし、よくつくったなと

いう感じは正直ございます。 

いずれにしても、ハード施設に頼り切って防

げるということは決して考えていませんでした

が、旧田老町も釜石市もそうでしたけれども、

そういうハード施設と、プラス逃げるというこ

とを組み合わせて防災計画もできあがっていた

はずなのですが、残念ながら、非常に大きなハ

ード施設をつくると、それに安心していた面も

あったことは否めないのだろうと思います。こ

こはよく検証していく必要性がございます。 

 

防災教育の成果 

 

防災計画の中で、最後にソフト対策の王道と

して防災教育ということが書いてあります。釜

石市で釜石東中学校、隣に小学校があるのです

が、ここは今回、生徒がみんな無事でした。正

確にいうと、一部亡くなった子どもがいるので

すが。群馬大学の片田敏孝先生――今回もテレ

ビに少し出ておられますが、先日もお会いしま

したけれども、あの人が、ちょうど私の、知事

3 期目の途中あたりから釜石市へ入られて、徹

底的に子どもたちに防災教育をしていただきま

した。 

釜石東中学校、それから小学校は、今回、地

震があったら、子どもたちはいったん校庭にパ

ッと集まって、学校の先生をむしろ引率するぐ

らいの勢いですぐに高台の決められた避難所に

逃げたと。ただ、どうもあの揺れだとこれは危

ないと思って、子どもたちの判断だけでもう一

段上のところに逃げて、さらにもう一段高いと

ころに行って、それで後ろを振り向いたら、決

められていた避難場所が全部津波で流されてい

た。それから上に行ったのは、全部子どもたち

が自分たちで考えて、中学生が小学生の手をと

ってどんどん上のほうに逃げていったと。これ

は本当に防災教育がきちんと生きたあかしでは

ないかと思います。 

その防災教育というのは、揺れたら、とにか

く逃げる。それでも、危ないと思ったら、さら

に自分たちで上に逃げなさいという、非常にシ

ンプルな教育なのです。ですから、学校の校舎

には、ランドセルから教科書から――本当はち

ょっとぐらいそれを持って逃げたらいいのでは

ないかと思うぐらいですが――それも全部ほっ

ぽり投げて逃げろ、そこが大事だという、そう

いう防災教育です。 

そのことによって子どもたちが全部助かっ

た。先ほどいいましたように、正確にいうと全
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部でないというのは――これは片田先生も本当

に悔やんでいましたけれども、学校の教師の人

たちも責められないと思うのですが、親が迎え

に来た子どもさんは帰したのです。今回、その

子たちが結局亡くなっている。 

親たちも、もちろん逃げるつもりだったと思

うのですが、家に寄って通帳とか印鑑をとって、

それで逃げようとしている間に流されてしまっ

たということのようです。 

次の例も今後、よーくいろんなことを検証し

ていく必要があると思います。普通はああいう

ところに小学校の校舎を建てないと思いますが、

残念ながら石巻市の大川小学校、あれだけの子

どもたちが津波で流されてしまった。これも、

まさかあそこまで川を遡上して波が来るとは思

ってなかったということもあると思います。 

陸前高田市は完全に壊滅しましたが、あそこ

に気仙川というのがあって、実に上流約 8㎞ま

で津波が来て、津波の一番最後のところに、が

れきというと被災者にとっては抵抗感があるの

ですが、家の壊れた破片なんかがいっぱいうず

たかくありまして、私も行ってみて唖然とした

のですが、そこは海岸線から 8㎞も奥です。も

ちろん周りは山だらけですから。住民の人たち

に聞いてみると、すごい大きな揺れがあって、

しばらくしてから何かすごい音がどんどん近づ

いてきて、あっという間に家が流されたと。4

㎞ぐらいのところで、高さ 2ｍ以上のところに

印がついていましたので、とてつもない波が来

たのだなということを改めて思うわけです。 

ですから、もちろん、これも想定外という言

葉を使えないのでしょうけれども、防災計画上

も、そこまで津波の余波が来るということを考

えてなくて、岩手県内で被害のあったいくつか

の避難所は、ハザードマップの中で絶対津波が

来ないというところに建っているものもありま

した。すべてについて見直しをするというのは

当然でありますが、こうしたこと、防災教育の

ことも含めて全国の自治体にすぐにきちんとま

とめてお伝えをして、今後に向けて備えていか

なければならない、こういうふうに思います。 

 

復旧以前の段階 

 

被災地の現状をいいますと、現地に行ってく

ると、やはり私の気持ちは、正直、いま復興の

議論なんかとてもできないなあと。1 週間こち

らにいると、やっぱりいろんな人たちから、「復

興、どうする？」ということを聞かれて、「今

後こういうふうにしていくべきじゃないか」と

いうことをいうのですが、また向こうに行くと、

いまの被災地の状況であれば、とてもとても復

旧以前、まだまだ人命救助の段階ではないかと

思われるような気がします。 

体育館などの避難所生活者は現在、11万何千、

12万人弱いるのですが、プライバシーが守れな

いということで、自宅避難者、自宅で同じよう

な生活をしている人たちが数万人います。ザッ

とみたところでも3県合わせて16～17万人――

20 万人まではいかないと思いますが――は避

難所生活者と考えていいのではないか。 

そうしますと、災害関連死もやはり多く出て

きています。自殺をされる人たち、明らかにそ

う思われる被災者、あるいは行政職員の例が出

てきていますので、何とかこの人たちの命を救

わないと、今後に向けて進んでいけない。 

いま復興構想会議の議論が始まっていまし

て、これも当然必要ですし、いま復興の議論を

しておかなければいけないと私も思います。し

かし、それを行うのと同時並行で、復興の議論

を実のあるものにするためにも、なおさら輪を

かけて、被災者の人たちの、特に避難所にいる

人たちの命を救うということをまず早急にやっ

ていかなければいけない。そうしないと、復興

構想会議の 6月末の提言も本当に生きたものに

ならない。これはまさに政権の命運をかけた、

政治の一番大きな役割だと思います。 

いまやるべきことは 2つ。とにかく落ち着い

た住まいをきちんとみつけるということ、それ

から仕事をつくり出すということ。仕事は探し

たってないわけですから、これは人為的につく

り出すしかない。この 2つが急がれると思いま

す。 

仮設住宅については、応募者も少し減ってき
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たから、7万 2,000 戸から 6万とかいうことに

なってきました。そうすると、菅総理がいった、

お盆前までに何とかめどがつくのではないか、

そのぐらいのところまでいま来ています。9 月

になると、被災地は 10℃以下まで気温が下がり

ますし、ぎりぎりでお盆。しかし、いま暑い日

は、体育館も相当暑くなっていますし、一刻も

早く前倒しにすることが必要なのです。しかし、

いろんな人たちから「早く早く」といわれてい

るということもあるのかもしれませんが、いま

関係者は、仮設住宅の意味を、とにかくプレハ

ブの箱をつくるとしています。 

箱を 6万とか 7万戸とか、とにかく決められ

た戸数をつくればいいや、というふうにどんど

んなってしまって、20 ㎞も 30 ㎞も離れたとこ

ろにしか用地がなかなか手当てできない。では、

もうそこにしようということで、そこに仮設住

宅をつくる。そうすると、勤めにも行けません

し、それから子どもたちの通学もできない。で

は、そこで 100戸仮設住宅をつくる予定に対し

て、十何人しか募集がない。やっぱり仮設住宅

のニーズもだんだん減っているということで、

全体の戸数を減らす。これが現状です。 

私は、そうではなくて、仮設住宅の意味とい

うのは、被災者が気持ちを落ちつかせ、そして

次の住まいをどうするか、仕事をどうするかと

いうことを家族や地域の人たちでしっかり考え

る、そういう拠点という意味があると思うので

すが、今はただ単に箱をつくるということが目

的化されているのではないか。 

国の役割は、仮設住宅の資材の提供とその建

設費の負担です。発注は都道府県。県営住宅に

なります。ですから、県が発注をする役割。用

地の確保は市町村の役割ということですが、な

かなか用地がみつからないとか、いろんな原因

があって、いま国のほうが資材とかお金を用意

した。あとはこれを自治体がどれだけきちんと

つくれるか。あとは自治体任せだという感じに

もなっています。後で申しあげますが、がれき

も、この間の一次補正で 400億円ですか、計上

されたのですが、あとは自治体の責任だと。そ

の 400億円を本当に彼らが使えるのかね？ み

たいな感じがするのです。 

 

支援機能を配した仮設住宅建設を 

 

そうではなくて、現実に本当に意味のある仮

設住宅。みんなが一歩でも二歩でも前に進める

ような、真の意味での仮設住宅の建設。 

これは、この間さわやか福祉財団の堀田力さ

んも私のところに来られて、いろいろこぼして

おられました。したがって、包括支援センター

を周りに設置する必要があります。いずれにし

ても今回は仮設住宅の生活を 3年ぐらいは続け

なければいけないような気がします。通常はマ

ックス 2年ですが。その間にいろんな問題が出

てくるので、仮設といわれながらも、生活がき

ちんと行われるような、そういう機能を極力つ

くるということをここで考えていく必要がある

と思います。 

仕事についていうと、現状は仕事は全くあり

ませんから、当面、がれき、それから仮設住宅

の建設で地元の人を雇うというのがよく一般的

に考えられていることですが、危なくて、しか

も男手、かなり専門職の人でないと分別もでき

ません。重機を扱えるような人でないとなかな

かできないということで、本当に限られます。 

そこで、例えば被災者の人たちでも女性の人

たち、避難所でいま洗濯とか炊事とか掃除をや

っていますが、こういうことも必ず必要な作業

なので、こういった軽作業もちゃんとした仕事

だということで、きちんとお金をお支払いする。

それは相場の半分でも4分の1でもいいですが、

きちんと役場の臨時職員なりにして、被災者の

人たちが体を動かし、働くということを通じて

お金を得る、それを将来につなげるという、こ

の循環を早くつくり出していく必要がある。ま

さにケインズがいうとおり、とにかく仕事をつ

くり出すというのが、非常に急がれると思いま

す。 

そうしますと、足がない、車がないというこ

とが非常に気になります。被災者の人たち、い

まみんなこぼしていますが、少し資力のある人

たちは何とか車を確保しようという努力をして

いるわけですが、いま中古車――あの地域はふ
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だん大体 1人 1台のような、そんな感じになっ

ていまして、軽自動車か、軽トラックのような

ものを持っているのですが、私の推測でも 20

万台以上が流されているか、壊されてしまって

いると思います。 

この車を早急に確保する。1,000台でも 2,000

台でもいいですから全国からかき集めて、それ

で被災者のところに置いて、まあ、個人個人に

渡すというわけにはいかないと思いますが、み

んなで共同利用するといったような仕組みを何

とかつくらないといけない。この間、経産省の

人にもその旨を話しておきましたが、そういう

ことが必要ではないか。 

東京に避難した原発立地地域の人たちにと

ってみれば、被災地の自分たちの住まいに戻る

ときに高速道路が無料化になると、非常にいい

わけです。きょうも新聞に東北道を無料化する

と。これは当面、被災者に限ってと。 

しかし、ゴールデンウイークごろに東北道の

すべての利用の無料化とか、それだったらあわ

せて常磐道も無料化という記事がありました。

私が非常に違和感を覚えたのは、とにかく三陸

の被災地を歩いていますと、そんな声は全く聞

こえてこないわけです。というのは、自分たち

は車が全くないわけですから、東北道の無料化

とか何かは全く関係ないわけです。したがって、

いずれは観光客を増加させるために無料化も必

要かもしれませんが、やはり順番として、いま

優先すべきは何かを考える。 

そして被災者の足の確保。車があれば親が子

どもたちを学校へ送っていくことができる。そ

れがあれば、少し離れたところの仮設住宅でも

みんなまとまって入ることができるかもしれま

せんし、そのことによって仕事をつくり出すこ

ともできる。さらには、皆さん、仮設住宅にき

ちんと入っていただいて生活を安定させること

ができる。 

義援金は 2,000 億円以上集まっていますが、

現在、10％ちょっとしか行き渡ってないと思い

ます。阪神・淡路大震災では 2週間で 10万円配

られました。今回は 2カ月以上経って第一次配

分の 35 万円というのがまだまだ配られてない

わけです。 

原因についていろいろいう人たちがいます。

「自治体のほうの処理がおくれているんだ」。

そのとおりだと思います。罹災証明が出てない

と義援金を配付できない。ところが、大槌町に

しても、それから陸前高田市にしても、何しろ

職員が 4分の 1以上いなくなっていますから、

建物の確認、全損か半損かという確認ができな

いので、結局、罹災証明の発行がおくれている

というところが直接的な原因かもしれません。 

ただ、義援金の配分がそういう手続をとって

行われるということは、もう承知のうえの話で

す。今こそすぐにお金を回さなければいけない。

全国の自治体が被災市町村を応援していますが、

私は総務省にいいましたけど、総務省がもっと

全国の自治体に強制的に職員を割り当ててでも

どんどん現地に送るべきであって、いまでも遅

くないからそうすべきだろうと思います。 

対口支援ということが四川大地震のときに

行われました。支援をする相手を決めるという

ことなのですが、今回も関西広域連合では、大

阪府と和歌山県は岩手県とか、兵庫県は一番被

害の大きかった宮城県と決めています。今後全

国で事前にいろんな組み合わせを決めておくと、

将来、その地域が災害に遭ったときも非常に役

立つと思います。 

 

全国の市町村職員の有効活用を 

 

ところで、県の職員がああいうところに行っ

てもあまり役に立たないのです。上から目線な

のと、それから市町村の仕事を県の職員は基本

的に知らないので、あまり役に立たない。やっ

ぱり一番役に立つのは市町村の人たちなのです

が、あそこは泊まるところもありませんので、1

人の市町村の人に 1カ月も行ってくれというの

は無理ですから、長くて 2週間でかわるのです

が、派遣していただく市町村が固定化されてい

ると、そこの中で引き継ぎが完全に行われるの

です。ですから、支援が非常にスムーズに行く

ということになり、こういった対口支援という

形でもっともっとやっていくと、義援金の配分
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もスムーズにいきます。国はいまからでも職員

の増員を音頭を取ってやるべきです。 

この間、残念ながら統一地方選挙が行われた。

これは被災地を除いているのですが、全部を延

期したほうが争点もはっきりしたでしょう。東

京は石原さんに白紙委任したような形になって

しまいました。そういうことと同時に、地震発

生後 1カ月でこの選挙を実施する。ですから、

全国から被災地に職員を派遣するというのが、

そのことによって一時ストップしたのと、自衛

官の人たちがいっぱい来ています。警察官も全

国から来ていて、不在者投票の管理ということ

が被災地でも行われるので、結局、救援のほう

に割く人たちを投票事務に相当割いたというこ

ともあって、支障があったと私は判断をしてい

ます。 

いずれにしても、全国の市町村の皆さん方の

温かいご支援をいただいておりますが、義援金

の配分のおくれなどにつながっている市町村職

員のマンパワーを確保する、ということをもっ

と積極的にやらなければいけないと思います。 

ここで拠点となっている市町村のことにつ

いて申しあげますと、これも想定外ということ

は許されませんが、市町村機能が完全に破壊を

され尽くした。岩手でいうと、町長も亡くなっ

た大槌町、それから山田町、陸前高田市、宮城

でいうと、私がみる限り南三陸町。佐藤町長も

辛うじて生き延びました。その後、住民の命を

守るということで、皆さん、職員も含めて献身

的な努力をしていますが、4 分の 1 以上が流さ

れたり、亡くなられたということです。 

防災計画では、復旧に向けての拠点というの

は市町村に置いています。市町村が住民の安否

確認をし、それから避難所の位置も確認する。

想定外のところにいろんな人たちが避難してい

ます。そのうえで、最初は食べ物、飲料水が足

りない、薬が足りない、医療が足りない。その

あたりを市町村が発信して、それで支援物資が

届くような仕組みになっているのですが、今回

そこが徹底的にやられました。当初の数日間全

く機能しませんでした。 

課税台帳も戸籍も住民基本台帳も全部が全

部一切流されたので、いま、その復旧に非常に

手間取っているわけです。戸籍がなくなって―

―1 年前の複本があったのですが、公図がもう

ないので、土地がだれのものかも実はわからな

いのがいっぱいあります。 

住民基本台帳は、４情報だけはネットにつな

がっていたので、コピーがあるのですが、それ

以外のもの、書いたものは一切ありません。 

それから年度末ですから、役場で、いろんな

契約があって、お金をお支払いしなければいけ

ないものも役場に一切合財書類がない。それか

ら相手方の会社、企業も全部流されて何にもな

い。確かにこのあたり、道路工事をやっていた

けど、いくら払っていいかということも全くわ

からない状況。すべて無に帰していまして、昭

和 20 年の敗戦直後はそういう状況が全国の自

治体であったのかもしれませんけれども、まさ

にその後初めての経験だと思います。 

これを何とか復旧させるということも必要

だと思いますが、結局、完全にもとには戻らな

いということであります。今後、データを二重

にする必要がありますが、とにかく高い、かた

い、建物があるところにコピーだけでもいいか

ら残しておくと。大槌町も役場が徹底的にやら

れましたが、高台にあった教育委員会だけは無

事でしたので、町長以下幹部がみんな亡くなら

れましたが、教育委員会の幹部職員がいま町長

部局のほうに移って復旧に当たっています。こ

うしたいろんな教訓を残したということであり

ます。 

最後に、現地の状況で市長さんからよく聞こ

えてくる話です。国会議員のつまらぬ視察ラッ

シュで困っている、というのが最近、非常に多

いです。これは皆さん、本当にまいっているよ

うで、連休期間中は特にひどかった。その後連

休明けも随分来ると。プレスのきいたピカピカ

の防災服を着て被災地に来て、必ず市長、町長

に会って「どうですか？」と尋ね、要望を聞い

て、10 分か 15 分で帰ると。写真を撮って帰る

わけですが、そんなに粗末な応対をするわけに

はいかないので、結局 30分ぐらい相手をする。

午前中に何組、午後に何組ということで、本当

に困っていると。 
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マスコミの人たちもいっぱい現地に来るの

ですが、マスコミの人たちは、帰っていったら

必ず記事にしてくれたり、報道してくれると。

ところが、国会議員は来て、帰ってから何をし

ているのだと。国会も 6月 22日までですか、す

ぐ閉じる、というようなことをいっているよう

ですが……。というのが率直な市町村長さんた

ちの気持ちではないかという気がします。 

というのは、いろんな要望を、当然、地域地

域で違うわけですから、要望書で渡すのですが、

みんな「わかりました。できるだけ実現するよ

うに検討します」といって帰っていくわけです

けれども、事務方に聞くと、全くその形跡がな

い。何しろ本部が２０いくつもあるから、まず

どこに聞いたらいいかわからんと。やっと本部

を 3つぐらいに整理したのですが、いままであ

ったいろんな本部をつぶしたわけではなくて、

要は、何とかチームと名前だけを変えただけで

すから、例の相関図みたいな各本部の組織表を

みて、このあたりかなと思って聞いてみると、

全然下におりてないと。政務三役とか国会議員

と役所の人たちの間がブツッと切れていますか

ら、要は、いっても何の意味もないと。で、み

んなさすがにだんだん頭にきてというか、堪忍

袋の緒が切れて、そういう不満をあちこちにぶ

ちまける。こんな状況ではないかというふうに

思います。 

政策にどうまとめられたのかということの

形跡が全くわからない。これでは本当に政治の

役割を放棄していると思います。がれきの処理

も、先ほどいいましたように、膨大ながれきが

あって、市町村ごとに対応が違っている。さす

がに市町村長さんたちがたまりかねて、連休中

ですか、連休明けですか、仙谷さんが「もう、

これは直轄でやるしかない」ということをいわ

れたわけですが、がれきの処理は、従来は市町

村の仕事なのです。 

がれきというのは一般廃棄物。分別した中で、

ごく一部は産業廃棄物という扱いになっている

のですが、とてつもない量で、全体で、当初は

2,490 万トン。いまは 2,700 万トンぐらいに膨

れ上がった。そのほかに車とか船とかいろんな

ものがあって、大変危険でもあります。分別処

理しても、宮城県内で 23年分とか、岩手県内で

も 20年分近くありますから、あの地域で処理は

到底難しいので、高台をつくるための土台にし

たらどうかとか、いろんな意見もありますが、

なかなか容易でないわけです。 

きのう、林野庁の部長さんに会ったら、木材

だけは、きちんと分別すれば、多少塩を抜かな

ければいけないけれども、かなり有効に使える

のではないかという話もありました。 

人によっては、梅雨時期を越えれば、置き場

に置いておくだけでもかなり塩が抜けるという

人もいるようですが、やってみないとわからな

いようです。 

使えるものはうんと使えばいいと思います

けれども、こういったものをこれからどう処理

するのか。結局は全国広域処理が必要になると

思うので、福島の、ごく微量であっても放射能

がかかっているようなものについて、早速、川

崎市長が「川崎で引き受けていい」ということ

をいっても、住民の人たちからはかなり不安の

声が出てきている。これは、住民の人たちが悪

いというよりも、むしろそのあたりの危険性を

きちんと説明しなければいけないという、行政

とか政治の責任だと思いますが、いずれにして

も、それを乗り越えてがれきの処理も早急に行

っていかなければならないと思います。 

 

地方議会・議員を先導役に 

 

ここで政治政治といいました。主に国会議員

ということですが、こういう場合に、地方議員

の役割というのは一体何かということがあまり

いままで問われたことがありませんでした。災

害ということになると、やはり一義的には首長

さん。災害救助法でも、位置づけは、自治体が

これを処理する。これは自治体の首長などの大

きな役割とされていて、そしてそれを国が財政

的に支援をする。 

地方議会の役割ということは、いままで全く

スポッと抜けていたのですが、分権分権という

ことがいわれていて、地方の場合には二元代表

制、首長も住民の代表だけれども、もう一方の
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議会とか議員も代表ではないかと。被災地へ行

くと、多くの議員の姿というのはみえませんが、

しかし、中には自分の家族や家が全部流された

にもかかわらず、避難所などに行って被災者に

寄り添って、いろんなことを聞き出して、何と

かそれを実現しようということで、走り回って

いる議員さんなどの姿もみえます。こういった

ときにこそ議会の役割ということも……。いま

はみんな手が足りないわけですので、しかも二

元代表制の一方を担っている重要な議会あるい

は議員ですから、三陸を初め津波被災地の多く

は、共同体とか共助ということがこれからも非

常に強く機能する地域でありますので、共助を

引き出す先導役として議会あるいは議員が活発

に活動するということが大変重要ではないかと

思います。 

合併して旧田老町などは大変よかったと。田

老町出身のいまの宮古市長が合併を非常に肯定

的にとらえています。合併の功罪ということも

いままでよくいわれていましたが、震災と合併

について、合併して非常によかったということ

をいう首長さんがいます。市の持っているいろ

んな力を田老町の復興に集中できるということ

だと思うのです。 

一方で、合併することによって防災意識――

防災訓練も何年かに一度になってしまったし、

細かいところに目が届かないということを感じ

る人たちも多いようです。いまの行政単位でい

ろいろ報道されることが多い。しかし、旧田老

町のようなところは、防災先進地ということで、

万里の長城のようなものをつくってきたので、

旧田老町ではということで紹介されたこともあ

りました。数年前までそれぞれ別々の市町村だ

ったので、旧町村単位で被災地をみていくとい

うのも、いろいろなことがそこでみえてくる部

分があるのではないか。 

徹底的にやられた代表例として、町長さんも

亡くなっているので、岩手県の大槌町がよく出

てきます。ここも本当に徹底的にやられたので

すが、宮城の石巻市の旧雄勝町は旧田老町以上

かもしれません。もう何にもないし、避難所も

そこの地域にない。きょう、朝日新聞に宮城県

漁業協同組合に加入する漁師さんへのアンケー

トの結果が載っていました。「もう一度漁に戻

るかどうか」を聞いたところ、旧雄勝町の漁民

の人たちが一番「もう漁をやめたい、漁業をや

めたい」という数字が多かったのですが、あそ

こまで徹底的にやられたということも原因とし

あるのかもしれません。合併というのは、この

4～5 年の間に平成の大合併で行われてきて歴

史が浅い。まだまだ行政が支所単位で行われて

いるので、さらに地域特性をみていくうえでは、

少なくとも旧町村単位までおりていかないと行

政との関係がみえてこない部分もあります。 

結局、三陸沿岸地域の被災地といっても名取

市のように、三陸にもぎりぎり入らないところ

ですが、仙台平野の、農業中心の、しかも水田

もありますが、カーネーションの日本の最大の

産地といってもいい。いまの季節は菊になって

きていると思いますが、ああいう農業中心のと

ころと、それから宮城でも少し北のほうの、リ

アス式海岸が始まるところ、ここは漁業中心で

すが、こういうところ。しかも、そこに規模の

中くらいのところと小規模のところとさまざま

まざっていますので、ザッとみただけでも4つ

か 5つに分かれるので、あとは地域ごとに強さ

とか特性もそれぞれ違うので、そこまで多様に

今後の復旧、復興も考えていく必要があるだろ

う。 

 

水産業の復旧を通じ、地元に元気を 

 

私は、いずれにしても、水産業だけはとにか

く早く戻すべきではないかと思います。水産あ

るいは水産加工業、壊滅的な打撃を受けていま

すが、非常に質の高いものをつくっています。

一部中級品もありますが、干しアワビ、乾鮑と

いいますか、香港でも非常に高値で取引される

ようなものがあります。キッピンアワビといわ

れるもの、それからホタテもそうですし、ウニ

もそうですし、こういった三陸の海の恵みとい

うのは極めて高い競争力を持っていて、これは

養殖に 4年あるいは 5年かかると思いますが、

もとに戻れば必ず買い手がつく、みんな待って

くれているというような、そういうものであり
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ます。 

船は 97％以上流され、壊されて、ありません。

全国から中古船を集めたり、それから残ってい

るものをみんなで共同して使う。それから漁港

も非常に数が多い。全部で269か270あります。

岩手だけでも111。私のときに116あったのを、

5 つ廃港するのも随分手こずりました。鈴木善

幸先生が漁港整備に大変熱心で、岩手もきめ細

かく漁港をつくりましたので、数は非常に多い

のですが、その中で拠点になるものと、市町村

管理のものといろいろあります。市町村管理の

ものはあまり使われてないというか、ほとんど

使われてないものがありますし、来る人が「ト

イレだけがきれいでいいなあ」なんていうよう

な、そういう漁港もありますから、そこはもっ

と整理して、そして漁港を集約化する。 

民間投資も呼び込む。民間投資といっても、

すぐに全くの民間が投資するというわけにはい

かないと思いますが。公的資金で全部復旧でき

ないでしょうから、食品会社などの民間資本も

入れて、そして船なども集めていったらいいの

ではないか。ということは、要は、漁業権をも

う少し開放するという、なかなかシビアな問題

に入りますが、ただ、漁業の姿というのは、沖

合とか遠洋漁業、カツオ、マグロのようなもの

から、近海、沿岸漁業、おやっつぁんと息子さ

んと 2人で船で乗り出すようなところがありま

すし、湾内の養殖漁業もあります。 

区画漁業権とか定置漁業権とか、それぞれに

漁業形態は違います。石巻、気仙沼、来月にな

ると気仙沼には全国から船が集まって、これは

カツオ漁です。だから、えさイワシを持ってい

れば、漁はすぐ始められる。当面、船がないの

で、すぐにはいかないと思いますが、内陸の水

産加工のところ、大きなところがあります。普

通は解雇して、失業手当という手段をとってい

るところが多いのですが、それではやっぱりま

ずいということで、企業体力のあるところは、

企業負担を払ってでも 8割の雇用調整助成金で、

1年、2年仕事がないかもしれないにもかかわら

ず、雇用を 800 人、1,000 人単位でつなぎとめ

てくれている企業もある。そういったところは

すぐにでも公的資金をはじめ、いろんな資金を

用意して復旧させるべきだ。冷蔵庫とか加工施

設を再開させるべきだ。 

そうしているうちに、漁師さんたちもどんど

ん沖に出ていくようになりますし、水産につい

ては、そういう大型のところの戻し方、それか

ら小規模のところの戻し方、養殖については 3

～4 年かかると思いますが、そこの戻し方を丁

寧にやって、いち早くそこをもとに戻していき

たい。そうすると、地域の元気が随分出てくる

と思います。 

しかし、懸念されることもございます。福島

の原発があるがゆえに、当然のことながら、東

北が一体としてみられるわけで、岩手の海産物

などもその後、取引は全部お断りと。海外に出

しているもの、キッピンアワビなんかは違うの

ですが、取引お断りのものも随分出てきていま

す。もちろん 3月 10日以前につくっているにも

かかわらず、やはりだめだと。工業製品が放射

能汚染でないという、証明書を求められるぐら

いですから、食べるものについて敏感なのはわ

かりますので、食品安全システム、国際機関を

入れてもいいですから、これをつくらないと、

東北のものはもう全滅に近いのではないか。 

青森のリンゴも随分戦略的に努力されて、毎

年秋になると海外に相当出しているのですが、

いまのままだと全部海外の取引は停止になる可

能性もありますから、食品安全表示システムの

ようなものを早急につくっていく必要があると

思います。 

あと 2点だけ大きなことで申しあげておきた

いと思います。土地問題、町並みをどうしてい

くかという段階で、この問題に必ず直面します。

明治のときも高台移転の話があって、当時の村

長が私財をなげうって何とか 100戸を上のほう

に移した。しかし、結局、この問題はいつもつ

いえて、下のほうに町並みが再現されると。 

今回も海岸線が変わるぐらい地盤沈下をし

ているところが多いのです。鳩山さんが昨年の

施政方針演説の冒頭で「命を守りたい」という

ことをいった民主党政権ですから、自助、共助、

公助の中で共助の力というのはもうすでに限界

いっぱいぐらい発揮をされてきたわけですので、
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公助ということをどこまで行うのかということ

を政権としても腹を決めてはっきりさせるべき

だと思います。 

そして海につかった土地、私は、国や自治体

が買い上げしてもいいのではないかと思います。

買い上げをして公園にして、しかし、あまり大

きな投資が必要になる堤防はつくらない、とい

ったようなことを考えてもいいと思うのですが、

なかなか現実には難しいようです。 

これまでは、被災者生活再建支援法を別にす

れば、個人の資産につながるようなものは税金

では処理しないという限界があります。であれ

ば、一定期間借り上げるのはどうかと。唯一の

例は、小笠原が昭和４３年に日本に返還された

ときに臨時措置法を 3本つくって、そして土地

を公的主体が借り上げた。その賃料を所有者に

ずうっとお支払いすることによって生活支援の

ような形にしている。ですから、今度、世界遺

産に登録する小笠原の自然が残っているわけで

す。 

被災地にどんどん家が建つということも禁

止したいのですが、いきなり建築制限をかけて

「我慢しろ」では、正当な補償を約束した憲法

に反しますし、なかなかそうはいかないと思い

ます。かといって、これを自治体が買い上げる

だけの資力というのもありませんし、ばらばら

で買い上げたり、買い上げなかったりというわ

けにもいかない。私は、面的にまとめて、思い

切って所有権の上に法的な特別賃借権を設定し

て、そして地代をきちんとお支払いしたうえで、

これは自治体が借り上げてもよいと思います。 

さっきの水産加工施設も、宮城県の知事は、

いろんなものを国有で用意してくれているので

すが、国が乗り出すだけの理屈は見いだせない

ので、私は、県だと思うのですが、土地につい

ても、県が借り上げて、そして地元の市町村が

地域の人たちと一体となって生活を落ちつかせ

た後、どういう町並みにするか、居住選択、職

業選択も含めて議論して、絵をかいて、そして

町並みを復興する。そして落ちついたら徐々に

所有者に払い下げのような形にする。資産価値

がないような土地が多いので、結局は多くを公

的な主体が財政的には負担するようなことにな

るかもしれませんが、そうやって町並みを少し

でも安全なものに切りかえる。 

みんな津波は怖いですから、そういった土地

の借り上げのような制度を整備すれば、おのず

から――山を削りニュータウンを建設するとい

うのをあそこでやってはいけないと思いますが、

小集落単位できちんと生活する場をみつけて移

っていくだろう。 

住まいと働く場というのが少し遠くなって

も、これはいたし方ないので、菅さんのように

港へ――松本健一さんのアイデアでしょうけど

――“通勤”というと、それだけで抵抗感があ

るので、表現もできるだけ気をつけて使っても

らいたいと思うのですが、職住分離の形で、住

まいについてはきちんと手当てをする、働く場

はどうしても海に近いところにもう一度つくる、

ということになると思っております。 

エコタウンの話もありましたけれども、三陸

地域では生活がみんなエコなので、東北を一大

エコタウンにするということもあまり強調しな

いほうがいいのではないか。福島県については、

いろんな意味合いも込めてエコタウンもあるか

もしれませんが、そもそも三陸地域は風通しの

いい家に皆さん、漁師さん、住んでいますし、

冬でもまきストーブを使ったりして、みんなエ

コなので……。 

3 月の末の、内閣府参与の松本健一さんのア

イデアをとって菅さんが記者会見で表明された

ときに、三陸へ向けてエコタウンというのはな

いだろう、それをいうんだったら、まず東京の

人に向かっていってほしい、という声が地元か

ら聞こえてきたのです。やはり被災地に寄り添

うような物の言い方をいろいろ工夫して……。

そこが政治家の命だと思うので、工夫をされな

ければいけない。 

 

復興構想会議の議論をオープンに 

 

復興構想会議についても、そういう意味で、

あれだけのすばらしい皆さん方が集まって、一

人一人よく存じ上げていますし、いい議論が展

開されていると思うのですが、何しろ議論が密
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室で閉鎖的で、なぜかわからないのですが、マ

スコミを頭撮りだけ入れて、あとは一切シャッ

トアウトした議論にしているので、私は非常に

心配しています。 

この間、宮城県の唐桑でカキを養殖している

有名な方と夜、ちょうど会っていたときに、「復

興の 7原則」というのが出てきたので、それを

すぐにＦＡＸで届けてもらって二人でみていた

のですが、そこまでいうと名前がわかるかもし

れませんが、あの人もみて、「やっぱりきれい

な文章を書いていますね」ということを会議と

は少し距離を置いた感じでいっていました。 

議論の経過、多分あそこまでの文章をつくる

には相当いろんな議論があって、いずれもの人

たちが、被災者中心にどういうふうにしていっ

たらいいのかということを真剣に考えた結果の

復興 7原則だと思うのですが、議論をシャット

アウトして、みせてないので、それが地元に伝

わってない。 

どれがいいかどうかは別にしても、例えば、

麻生内閣のとき、安心社会実現会議というのが

官邸であって、あれはインターネットも含めて

全部オープンにするような形で議論を展開した

ので、案の定、麻生さんは失言して、医者がど

うたらこうたらとかいったのですが、そういう

ことも含めて伝わると、被災者の人たちにもっ

と距離感を縮めて受け取ってもらえるのではな

いか、こんなふうにも思います。 

ちなみに、もう一ついうと、あの復興 7原則

は非常にいい文章なのですが、「原則」という

には文章が長過ぎて、抽象的で……。7 つ書く

のだったら、1 原則 1 行だと思うのです。とこ

ろが、復興の第1原則だけでも5行ぐらいの文

章になっていて、最後まで読むと、何が原則だ

かがわからなくなってしまう。来月の第一次提

言、被災者は本当に真剣になって――特に首長

は、そこに何が出てくるかということを期待し

ていると思うので、その中に魂を込めてぜひつ

くっていただきたい。 

今の政権の政務三役は官僚の人たちとの距

離が大分あるので、原則だけではなくて、復興

の提言が出ても――阪神の復興委員会のときは

役所の人たちも入った。だから、スケールが全

体として小さくなったという弊害も一方である

かもしれませんが、あの委員会、11提言が出ま

したかね。秋までに非常に多くのものが短期間

に出たのですが、みんな出たと同時に、すぐ役

所がそれで動き出せる、そこまでの計画性があ

って、具体的なものだったのです。 

今回、いまの感じですと、かなり哲学も入っ

た抽象的なものが出てくるかもしれません。そ

れを役所できちんと読み解いて、計画をつくる

のにまた時間がかかる。そして予算化するのに

時間がかかるということになると、結局、秋以

降になって、だから、国会を一度閉じようかと

いう話になるのですが、そこまで待っていると、

被災者の人たちも「何だ！」ということになる

し、わきからこうやってハラハラしている私な

んかからみても、やっぱりこれは政権延命策に

使っているとしか思えないような、そういうふ

うにもみえてくる。できるだけ具体的に、そし

て早く動かせるような、そういうものがここで

必要になってくるのではないか、こういうふう

に思います。 

こういった場合にリーダーの役割が非常に

大事だと思います。まず地元のリーダーの役割

が殊さら大事だと思います。寄り添うばかりで

もいけないので、時には非情な、冷酷な判断を

するということも必要です。これは 1人の人間

でそういうことをやれれば一番いいわけですが、

もちろん役割分担で、市町村長は地元で寄り添

うという役割でないと、地域でその後の仕事も

できませんし、そういう役割をきちんと果たす。

知事は全体をみて、非情な判断をする。そうい

う役割分担があってもいい。しかし、いずれも

選挙で選ばれているわけですし、なおさら国会

議員は国政選挙で選ばれているわけですから、

政治の果たす役割というのをしっかりと果たし

ていただきたい。 

 

デシジョンメーカーがいない 

 

最近は、災害だけではなくて、一般的にみて

いましても、国会議員にポリシーメーカーの人
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たちはいっぱいいるのですが、デシジョンメー

カー、決めるということについて、どうもきち

んとした役割を果たす人たちがいないのではな

いか。ポリシーのところばかり官僚と競争して

やったって、そんなものは、官僚の人たちに命

ずれば、いろんなものが出てくるわけですから、

デシジョン、決めてほしいと。 

ところが、決めたにもかかわらず、結論に不

満があったのかもしれませんが、東電の賠償を

決めた途端に、だれだれがすぐ違うことをいう

から、何が決まったのかよくわからん。いろい

ろ異論があったにしても、かんかんがくがくの

うえで決めたのだったら、今度は決めたことを

しっかりと政府の要職にいる人は守らないと、

決めた意味もないと思うのです。 

よく縦割りといわれていましたが、最近“お

れ割り”とかいいますが、閣僚がみんな「おれ

おれ」で、自分はこういうふうに思うんだとか

いうことをそれぞれがいってしまうことが、な

おさら東日本大震災からの復興に向けて被災地

で不安になることではないか、というふうにも

思います。 

震災を “せっかくの機会”とか、あるいは

“創造的破壊”とか、決してそういう言葉を使

ってはならないと思うのですが、しかし、ゼロ

からのスタート――ここまで打撃を受けて、結

局もとに戻すということとは全く違う、ゼロか

らつくり上げるということですから、確かに阪

神復興委員会のときは、“創造的復興”という

言葉でしたが、復興、さらにはそれを超えて“創

生”ということがいわれています。その意味合

いも重くかみしめる必要があると思います。 

国土全体の中で首都機能を分散させる。石原

都知事も 3月 10日までと 11日以降ではいうこ

とがガラッと変わって、最近、首都機能をもっ

と移さにゃいかんということもいい始めていま

すし、首都機能の分散、それからエネルギー政

策、産業政策、もちろん財政、さらには外交。

今週末、大変大事な隣国のお二方が我が国に来

ますが、何で原発の汚染水を海洋にばらまく前

に隣国に通告がおくれてしまったのか。そのこ

とによって外交面のみならず、世界的な信用を

失墜してしまったということがいえるのではな

いか。低レベルであったからという言い訳はも

ちろん通用しないわけで、だったら、何で日本

国内で処理しなかったのか、日本の山の中にま

かなかったか、というのが海外からの率直な目

だと思います。 

いろんな意味でこれからの創生は決して容

易ではありませんが、しかし、あの被災地でみ

られた一人一人の強さ、そしてこの東京におい

ても帰宅避難者の皆さん方が、ふだんは全く知

らないこの東京の人たちが夜中にいろんな情報

を共有しながら、自宅を目指して、皆さん、い

ろいろ助け合いながら帰っていった、というと

ころにこれからの日本の希望の道があるのでは

ないかと思います。 

そういうことが確かに称賛されました。しか

し、日本の政治ですとかシステムとしての役割

が弱いということで、そのことがいろいろ問わ

れているわけです。私どもが選んだ政権であり、

政府である以上、いろいろいう人はいますが、

西岡参議院議長はきょう新聞に堂々と政権を批

判する文章を載せていましたけれども、「急流

でも馬を乗りかえにゃいかん」という、そうい

う卓見があるかもしれません。しかし、私とす

れば、被災地の復興がおくれるということが懸

念されるので、もし馬を乗りかえずとも前に進

んでいけるのであれば、急流をぜひ渡って被災

地の復興が早くなることを願っています。 

ここはまさにいろいろな意見があるかもし

れません。私のように非常に被災地に寄った、

そこで仕事をしていた、そこでこれまで育てて

もらったという立場から申しあげますと、被災

地が今後、一刻も早く復旧、復興、そして創生

に向かうことを、私も微力ながら役割を果たし

ていきたいと思っているところでございます。 

この場においでの皆様方にも被災地が本当

に多くのご支援とかお志をいただいていること

に改めて感謝を申しあげたいと思います。 

全体像をとてもお伝えできませんけれども、

被災地の現状、あるいは今後に向けての一端を

申しあげまして、以上でお話を閉じさせていた

だきたいと思います。ご清聴、どうもありがと

うございました。（拍手）（文責・編集部） 


