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東日本大震災から一年半、被災地の今 

２０１２年９月１１日 

２０１１年３月１１日のあの未曾有の大震災からちょうど一年半。多くの変化が起きた一年

目に比べ、二年目の今年に入って目に見える変化は少なくなった。 

極めて特殊な状況に置かれている福島県を除く被災地では、地震・津波災害の一連の応急的

な復旧作業が一段落し、本格的な復興がこれから始まろうとしている。 

存在を支えていた根本を失った悲嘆からようやく立ち直り始め、再出発を決意した被災者達、

住み慣れた故郷にいつ戻れるか判らないまま、過酷な暮らしを強いられ続けている避難者達

は、行政の行動の遅さに苛立ち、進まない復興と生活環境の改善に、落胆と不安を隠せない。 

しかし初めの一年間には、それ以前の大震災とは比較にならない広範囲の対応が、行政側に

は課されていた。その義務は今後も変わらないが、最低１０年の覚悟で、復旧から復興への

踊り場に今立っている被災地の状況を、私達が理解できた範囲で、以下に紹介していきたい。 

一口に状況と言っても、福島県の現状とそれ以外の被災県の現状とは異なる。混乱を避ける

為、ここでは先ず福島県を除く被災県、つまり災害の主原因が津波だった被災地から始め、

その後に福島県に移り、最後に全体のまとめで終えたいと思う。 

但し記載されている数字は、特記されている場合を除き、被災地全体を示している。 

 

＊復興庁公式データ（２０１２年８月３１日現在） 

被災県数  : １１県                                

（この内、地震・津波の被害度の最も高かった宮城県・岩手県・福島県を被災三県と呼ぶ） 

人的被害  :  死者１５.８６８人、行方不明者２.８４６人、負傷者６.１０９人、 

被災家屋  :  全壊１２９.０００戸、半壊２６４.０００戸、一部損壊７２６.０００戸 

復興庁は政府内に震災後間も無く設立されたが、一年間は、主に新規法律の作成と既存法律

の整備や予算の算出に費やされ、復興推進委員会の第一回会議の開催は２０１２年３月。復

興交付金の第一弾は２０１２年３月、第二弾は５月、第三弾は８月に交付配分された。交付

は今後も随時行われる予定。「住宅の再建」と「産業の復興」を二本柱とする。 

次に復旧・復興の現状と課題を拾って取上げる。（1）災害廃棄物の処理（2）地盤沈下 

（3）インフラ（4）産業分野（5）町づくりと住居 （6）雇用（7）被災者のケア（8）子供

達の支援（9）支援活動 と便宜上分類したが、これは重要度の順番ではない。相互に関わ 

り合った、いずれもが重要な問題点であり、平行して解決されていかなければならない。 

数字は復興庁と各県が公表したデータに基づくが、これ等の数字は生きた情報とは言えない。

補足の文章は、数字が語らない実情を少しでも伝えられればと願って記したものである。 
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＊復旧・復興の現状と課題 

避難者  : ３３０.０００人（本年８月末現在）、４７０.０００人（震災直後）  この内、   

県外へ避難している人  :  岩手県１.６００人、宮城県８.４００人、福島県６１.０００人 

新設プレハブ仮設住宅  :  完成戸数５３.０００戸 入居戸数４８.７００戸         

みなし仮設住宅（県が借り上げて被災者に提供する公営・私営賃貸住宅）:８２.８００戸 

この他に、自主的にアパートを借りて住んだり、親戚宅等に仮住まいしている被災者も存 

在するが、正確な人数は把握されていない。 

 

（1）災害廃棄物（瓦礫）と津波堆積物の処理 

被災三県での推計量  : ２.７６０万トン（災害廃棄物１.８００万トン、津波堆積物９６０万

トン）                           この内、撤去済 ２.０１０万トン、処理済６４１万トン       

国は最大限を被災地内で処理したい意向で、仮設焼却炉の設置と、セメント工場や製紙工場

などでの瓦礫の再生利用が始まっている。 

瓦礫には可燃性と不燃性があるが、特に不燃性の物と津波堆積物との処理が遅れている。 

被災地内処理できない推定１６９万トンについては広域処理が必要で、国は都道府県に受入

れ協力を要請しているが、受入れ先が確保できているのは２３％。福島県外の廃棄物である

にも拘らず、放射能汚染を恐れる住民の反対が強く、多くの県で受入れを渋っている。 

 

（2）地盤の沈下と液状化 

大地震による大規模な地盤沈下は、恒久的な現象であり、海面よりも低くなった地面の総面

積は、震災前の３,４倍に上り、沿岸部の復興の大きな障害となっている。 

地盤沈下と液状化の問題は、東北以外の地域も含めて１６０に及ぶ市町村に関わり、被害の

大きかった場所では、修復に加え、新たな地震による再液状化を防ぐ為の地盤強化が不可欠

だが、巨額の資金を必要とする工事は遅れ、若者を中心に町を去る住民も増えている。 

 

（3）インフラの応急的復旧 

公共インフラの応急的な復旧率はまちまち。水道・電気・ガスなどの主ライフラインはほぼ

完全に復旧している。沿岸部の道路の復旧率は高いが、海沿いに走る鉄道は再開の目処も立

っていない路線が多い。空港は１００％復旧。海岸堤防２０％。港湾機能７８％。陸揚げ機

能が完全に回復した漁港３４％。がれき撤去が完了した漁場８５％。 

公共サービス（通信・郵便・病院・学校など）の復旧率は８０％から１００％。 
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（4）産業の再興 

【水産業】  

水揚げ量復旧率は６９％。水産加工施設（被災三県で７５９箇所）の中で再開を希望してい

る施設の再開率は５５％。 

全１４.０００隻の漁船の７０％を失った岩手県では、漁港の復旧と漁業の復興は少しずつ

進み、今年９月に入って県内１３箇所の全ての魚市場が再開した。 

これに比べ、最も被害の大きかった宮城県では、１４２在った漁港の全てを復興させる事は

資金的に不可能な為、６０港を集中的に再編成し、主要水産事業に集約させる「水産特区」

制度が県により設定された。 

この制度は、伝統的に漁場を管理し守ってきた漁業組合に独占的に与えられていた漁業権を、

一般企業にも開放する事により再興を促進させる事を狙うものだが、利益優先の過当競争と

秩序の崩壊を恐れる組合側の猛反対に会い、県側の努力にも拘らず、実施が遅れている。   

しかしこの問題は東北に限らず、漁業就労人口の高齢化が進み、震災前から既に衰退が始ま

っていた、日本の水産業全体の明日の在り方を問う重大問題と言う事ができる。 

今までの様に家族単位でただ「漁る」だけだった漁業から、共同で地域の発展に参加する

「協業」の形への転換を、時代は漁師達に求めている。 

実際に、例えば漁業区域を拡大して共同水産加工施設の建設に踏み切ったり、共同で漁業生

産組合を結成し、個々の漁区に代わる共同漁区を設定して、漁獲に始まり小売店や消費者に

直接販売を行うまでの、一貫した新しいビジネスの形を学び出した例も見られる。 

【農業】  

被災六県で津波被災農地２１.５００ヘクタールの復旧率は３８％。津波で被災した農業経

営体１０.２００体の内、一部でも再開した経営体の率は４０％。 

田畑からの泥の撤去や海水の排除とその後の洗浄には、多くの時間と費用が掛かり、作付け

可能な農地面積は、現在でも震災前の半分以下に留まっている。 

被災農家では高齢者が多く、自ら営農を続けるか、農地を他者に貸し出すか、農作業を外部

に委託するか、の選択を迫られている。中には、既に再建を断念し農地を貸して故郷を離れ

た人達や、収益性の低い稲作を諦めて野菜栽培に転換した農家もある。 

しかしこの分野でも、津波から生き残り現地に留まった農業従事者が力を合わせ、ピンチを

チャンスに変えて、新しい形の「儲かるカッコイイ農業」を創り出す事ができるか否かが、

再生の鍵を握っている。 

水産業同様、地域農業を再編成し、集団で効率良く農地を活用する「集団営農組織」の構築

が求められている。農地は所有と利用を分離して大区画整備を行う一方、安定収益を確保す

る為に、生産から販売までを一括して行う農業生産法人を設立し、地域の活性化に参加でき

る様、各種の異なった事業も積極的に取り入れていく構造改革が必要である。 
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同時に、栽培方式の面でも新しいスタイルが模索され、例えば、土を使わずにビニールハウ

スの中で水だけで野菜を栽培する「植物工場」の試み等が始まっている。この水耕栽培の利

点は、年に数回の安定した計画栽培が可能な事と、その為全国への販売路を前以って確保で

きるところにある。しかし多額の立上げ資金が要る為、行政の援助が不可欠となっている。 

この水耕栽培は、既に被災沿岸部の２０箇所以上で実施または検討中で、放射能の影響が無

い事から、福島県では未来を担う農業の形として、奨励している自治体もある。 

【鉱工業】  

全体的に回復してはいるが、沿岸部の生産設備の被害が著しい宮城県に遅れが見られる。 

例えば造船業では、被災した多くの造船所が操業再開にまでこぎつけているが、建て直しを

急いで、地盤が沈下している元の場所で再開した所は、冠水によって作業が中断する時間帯

があり、生産能力が震災前に比べて３０％から５０％落ちてしまった。 

将来を見据えた創造的な復興を目指し、他地域の業者と共同で沈下していない場所に造船団

地を建設し、造船以外の業務にもグローバルに挑む計画も出ているが、これも巨額の資金を

必要とする為、国に対して援助が申請されている。 

【観光業】  

震災一年後の観光収入を震災前と比較すると、東北全六県で１５％の減少。全国で８％の減

少という数字が把握されている。 

東北六県が一つとなって「魅力的な観光地に恵まれた東北地方に観光客を取り戻そう！」と

いう目標を掲げ、「東北観光博」を東京で開催する等の努力を行っている。県単位でも例え

ば岩手県は、修学旅行やボランティア経験の旅などの教育旅行の誘致に挑戦している。 

また被災地の町や村では、住民が語り部やガイドを買って出て、土地の歴史や被災状況を観

光客に見聞きしてもらうツアーを独自に組んで、成功している例も見られる。 

その一方で、被災した旅館やホテルの中には、やむなく廃業を決めた所や、再建の見通しが

立てられないままの所が多数で、新規建設も遅れ、全体的に宿泊施設が圧倒的に不足してい

る。その為、営業中の施設はボランティアや工事関係者で満室となっている場合が多い。 

宮城県では、全２８箇所の海水浴場の内、この８月までに再開にこぎつけた所は一箇所のみ。

砂浜が沈んで消滅してしまったり、海底に堆積している瓦礫の状態の調査待ち等が原因で、

存続すら危ぶまれている場所も存在する。 

 

産業分野を問わず、長年地道に地元の経済を支えて来た中小の自営業者の支援を怠ってはな

らない。国と県との連携の下で、自力での再興に苦しむ事業主の援助や、将来の地域経済の

核となり得る中小企業の助成が行なわれる事が強く期待されている。 
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（5）復興まちづくりと住居 

被災した市町村の再建方法として、政府は次の三つの方式を編み出した。①防災集団移転 

②土地区画整理 ③移転もしくは現地での再建、と彼等は公式に呼んでいる。 

各市町村が住民との協議を重ねた上、どの方式を選択するかを独自に決めて計画を立てるが、

住民は域外各地に分散して避難している場合が多い為、連絡を取る事だけでも困難が伴い、

また住民間での意見の対立も頻繁で、協議さえ終わっていない自治体が多数ある。 

いずれの方式を採るにせよ、今回の大震災からの復興は、単に壊れた町や港を創り直すとい

う事ではなく、根底から崩壊した地域の社会組織全体を根本的に改造する事を意味し、山積

する前代未門の問題点を一つずつ解決しながら進んで行かなければならない。 

【防災集団移転】（高台への集団移転） 

住民の居住には危険で不適当と国が認定した「移転促進区域」に住んでいた住民を、高台の

安全な場所へ集団移転させる方式で、山林を切り開かなければならない場合が多い。被災宅

地は公的に買い上げられる。国は２４市町村２４５地区を想定。最大の課題は用地の確保。 

【土地区画整理】（地盤の嵩上げを基本とした現地での再建） 

震災前に在った元の場所に、住宅地や商店街と公共施設を再建させる方式で、殆どの場合、

高さ数メートルに及ぶ土地の嵩上げ（盛り土）から始めなければならない。国の想定による

と２０市町村５８地区が対象。 

【移転もしくは現地での再建】（上の二つの組み合わせ方式） 

例えば住宅地だけを高台に移転させ、商店街や公共施設は平地で再建するといった方式。そ

の他の組み合わせも可能とみられる。住宅地を現地で再建させる場合、自主再建できない被

災者には、災害公営住宅の割り当てが計画されている。 

【「災害公営住宅」の建設または整備】 

仮設住宅の使用期間は限られている（当初の計画では二年。宮城県は同期間を一年延長した）

為、この期間が終了した後も、自力で住宅を確保する力の無い被災者を対象に、彼等が恒久

的に住める住宅を、県または市町村が管理して賃貸するという計画。既存の公営住宅だけで

はとても足りない為、国は２３.０００戸の新規建設を予定している。 

これには集団移転先の高台と、土地区画整理による平地の両方の場合が考えられるが、新規

建設の場合、どちらの場所にも残存する使用可能な土地は少ない為、用地確保の目処は殆ど

立っていない。建設終了目標は２０１５年だが、現在までの完成済みは僅かに１２戸。 

【移転跡地の使用法】 

集団高台移転が済んだ後の移転促進区域は、「災害危険区域」に指定される。この区域内に

は、漁業関係施設と水産加工施設に限って建設が可能だが、例外的に、津波に対する一定の

構造耐力を有する建物の建設も許可される、とされている。これには公共用地と災害公営住

宅の建設も含まれる他、民間事業者への地所の売却も予定されている模様。 
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将来の津波の危険があっても尚、代々住み続けてきた場所にもう一度戻って度住みたいお年

寄りがいる一方で、道路一本の差で移転促進区域から外された区域に住んでいた住民は、他

所に移りたくても、元の場所での再建を強いられている。自力で他所に移転する場合には国

の援助金の対象にならない。しかし、例えば最も被害が大きかった石巻市では、自宅全壊者

の６６％がこのカテゴリーに入り、市独自の援助も資金的に不可能な状態となっている。 

加えて平地では、土地の嵩上げだけでなく、道路・海岸・防潮堤などの復興工事に使用する

為の土砂の大幅な不足が、来年度以降予測されている。宮城県だけでも推定不足量は４万立

法メートルに上り、更なる復興の遅れが懸念される。 

これから始まる本格的な超大規模の復興工事を前に、建設業界は、技術者の不足・労賃の上

昇・就労者の宿泊場所不足などの困難な問題を抱えていて、ここでも国と県による強力な援

助が期待されている。 

 

（6）雇用の動向 

第二の被災とも言われる「震災失業」の状況は、沿岸部を中心に依然として極めて厳しい。

数字の上では労働力の需要と供給は一見改善されている様に見えるが（被災三県で求職者数

１１.８００人に対し求人数１２.６００人）、これは現実を反映していない。 

失業手当の給付期間が終了した人は、今年７月現在、被災三県で１７.３００名に及ぶが、

この内の６５％にはその後も職が見付かっていない。現受給者約１万人の全員に対し、９月

で至急が打ち切られる予定となっている。 

【職種により求人と求職がかみ合っていないミスマッチ】 

土木・建設分野では求人数が増えているが、肉体労働は中高年層や女性には適さず、求職数

は半分以下に留まっている一方で、食品製造業や事務職では大幅な求人不足に陥っている。

また地元の主要産業に於いて、全体的に女性の就職需要が著しく満たされていない。 

他方、雇用者側にも長期雇用を保障できる条件が揃っていない場合が多く、正社員の求人率

が極めて低い為、安定した職を求める被災者のニーズとここでもマッチしていない。 

職を求めて地元を離れる被災者は若者を中心に後を絶たず、被災地のニーズに合った職創り

が緊急課題となっている。民間企業と地方公共団体との協力の下、雇用創出に向けた重点的

な努力が強く求められている。 

同時に、ミスマッチを解消する為には、これまで日本で制度として確立されていなかった職

業訓練の導入も必要である。また求職者一人々々のきめ細かい就職支援が待たれる。 

 

（7）被災者の孤立防止と心のケア 

行政の対応が遅れ続け、復興が思う様に進まず、一日も早く生活を再建したくても、立ちは

だかる壁が余りにも厚い為、被災者達には自ずと焦燥が募っていく。 
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いつまで経っても職が見付からず、絶望の余りうつ状態やアルコール依存に陥ったり、家庭

内暴力に走ったりする働き盛りの層。生き甲斐を失い、次第に孤立して死を待つばかりのお

年寄り。現状は決して明るくない。 

震災後数ヶ月の間、避難所生活での肉体的・精神的疲労やストレスが原因で亡くなる被災者

が出た。その後、入居が抽選で決まる仮設住宅などに移った事により、老人が新環境に馴染

めずに孤立したまま孤独死したり、自ら命を絶つ事態が生じてしまっている。 

震災と原発事故が原因による自殺は、２０１１年だけで６１名に上る。また１９９５年の阪

神大震災に於いては、震災２年後以降に孤独死が増加したという記録がある。 

仮設住宅周辺には、商店街や学校・図書館・住民の憩いの場など少しずつ建設されている所

もあるが、市街地から離れた高台の辺鄙な場所に建てられている場合には特に不便が多い。

また全体的に医療施設や医師が不足している。 

仮設住宅居住者には心身の不調や睡眠障害を訴える人も多く、高齢者・障害者・若年失業者

を中心とした介護サポートや訪問診療、見守り活動の一層の強化が求められる。 

更には、震災が原因で新たに身体障害者となったり、重度の精神障害に陥った「震災障害者」

も存在し、彼等に対する国単位の特別保護制度の確立が望まれる。 

一方、同じく震災が原因の過労死や過労自殺も発生している。職が見付かっても、不適当な

職種や仕事場に馴染めなっかたり、再建を急ぐ余り雇用者が過重労働を強いる傾向にあり、

せっかく大震災を生き延びた命が働く事により失われる、という悲劇が起きている。 

家族が行方不明の状態のままの被災者の心の傷は、なかなか癒えない。未だに諦め切れずに、

前に一歩を踏み出せない人も多い。２.８４６名の行方不明者の捜索は今も続いている。他

方、警察の懸命な努力にも拘らず、身元の確認できていない遺体もかなり残る。 

政府の支援対策に加え、各県が「心のケアセンター」や「生活総合相談所」開設などの政策

を組んでケアに努めているが、同時に市町村とボランティア等が共同で、地域単位の支え合

い体制作りや、コミュニティの再興支援事業の確立に向けて、各地で試行を始めている。 

 

（8）子供達の支援とケア 

２０１２年６月末現在、震災で両親を失った震災孤児は２４１人、片親を失った震災遺児は

１.４６４人となっている。主としてその生活や就学に掛かる費用を長期的に経済面で援助

する目的の基金や団体は、国内に幾つか存在し、国の助成金を補うべく活発に活動している。 

しかし、私達が特に気に掛けている孤児・遺児達の暮らしの現状（どこで誰とどの様な毎日

を送っているのか）や、現在の思い・悩み等を伝える情報は、今のところ残念ながら入手す

る事ができなかった。 

被災地ではどこでも、子供達の元気な笑顔や前向きの姿勢が大人達を慰め勇気付けているが、

外には語らず見せない深い心の傷を負っている子も数多いと考えられる。 
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被災した子供達一般の支援と心のケアについては、ボランティア団体などの活動と平行して、

政府と地方自治体がそれぞれに政策を立てて力を入れている。また心身の健康状態や発育状

況の調査研究を、県と国が共同で実施していて、結果の発表が待たれている。 

伝統的に精神療法や心理医学が浸透していない日本社会での、子供支援の専門職の育成も緊

急課題の一つと言える。 

 

（9）被災者支援活動 

一般に言われる被災者支援には、より正確に言うと①被災現地に於ける支援 ②全国に分散

している広域避難者の支援 ③被災県の内陸部からの後方支援、の三種類が挙げられる。 

震災後一年半が経過して、被災者の生活環境が変化している中、支援を行う側にも、その

時々の被災者のニーズに対応できる体制づくりが必要不可欠である。 

現地支援はプレハブ仮設住宅に住む被災者に集中し、みなし仮設住宅の居住者は、その数が

より多いにも拘らず、行政からの情報や支援が届きにくく孤立しがちだ。また独自に避難し

たり自宅に帰った被災者は、自立したと見做されて国の援助の対象にならない、といった不

公平も生じている。これ等の点も早急に是正されなければならない。 

国・県・市町村はそれぞれの立場でできる対策を講じてはいるが、多様化するニーズを敏感

にキャッチして柔軟に対応し、具体的なきめ細かい支援を被災者に提供していくには、ボラ

ンティアの活動が欠かせない。 

震災直後に比べればその数は大幅に減ってはいるが、復興庁に登録されたボランティアの総

数は、今年７月末までに、被災三県で１０６万人に上っている。この他に、小規模の NPO

等を通して、あるいは独自に活動しているボランティアも相当数存在するものとみられる。 

支援そのものの内容も、発災当初の肉体活動から、被災者の生活援助と心のケア、街とコミ

ュニティ作りの補佐、漁業や農業の復興の手助けといった、地道で長期的な取り組みに変化

して来ている。 

復興に携わる団体と個人全体の横の繋がりを作り、効率良い連携活動を促進する目的の、全

国規模のプライベート・ネットワークも作られている。 

一方、インターネットを活用して、全国どこからでも誰でも、自宅に居ながらできる支援の

システムを考案し、利用者を増やしているグループや個人もある。 

海外からの支援の現状は把握できないが、量や形を問わず、物心両面からの力強い援助は、

被災者のみならず国内で支援活動に当る人達にも、大きな勇気と励ましを贈り続けている。 

他方、大規模な復興に伴う幅広いニーズに対して有益に行動するには、ボランティアも含め

た多様な担い手が、一致協力して取り組んでいく必要がある。国は、被災自治体と公共関連

機関に民間 NPO なども含めた、全ての関係者に情報を提供し、これ等の異なる組織間の連

絡の調整を行うと同時に、ボランティアの普及にも努める為の政策を打ち出している。 
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福島県の状況 

人的被害  :  死者 ２．８７０人、 行方不明者 ５人、 負傷者 ２０人                 

被災家屋  :  全壊 ２０.８００戸、半壊 ７１.０００戸、一部損壊 １６０.７００戸                             

避難者 :  原発周辺の避難指示区域等から １１１.０００人、県全体で１６２.０００人       

（この内、県内への避難者１０１.０００人 県外への避難者６１.０００人）                         

県外に転校した児童  : １２.３００人         （いずれも２０１２年８月末現在） 

 

福島第一原子力発電所を有する福島県は、地震と津波の被害が三番目に大きかった事により

「被災三県」の一つになっている。 

沿岸部は津波で壊滅的な被害を受けた事に加え、海辺に建てられていた為に津波の直撃を受

け、複数の原子炉が爆発事故を起こした発電所からの、多量の放射能の漏洩と拡散によって、

周辺部の住民は直ちに避難する事を余儀なくされた。 

この三つの同時災害（二つの天災と一つの人災）が原因で、他の被災県とは異なった、過去

に例の無い、極めて特殊で極めて困難な状況に福島県は置かれている。 

政府の事故収束宣言とは裏腹に、福島第一原発に於ける大小様々な事故と、放射能の漏洩と

拡散は現在も続き、本格的な復旧工事には殆ど手が着けられていない。明日またどんな事故

が起きるとも知れず、問題の完決までに何十年の歳月が必要なのか、誰にも判っていない。

東京電力は事態のコントロールを完全に失っている。 

政府は今年３月に、発災後５年間の予想年間被曝放射線量に応じて、原発周辺地域の再編成

を行い、その結果次の三種類の区域が新たに指定された。これに当初からの区分の「警戒区

域」と「計画的避難区域」を加えると、合計で五種類の区域が現存する。これ等の区分けの

内容は非常に複雑で明快さを欠く為、公式文書の表現をそのまま引用するに留める。                              

【避難指示解除準備区域】（予想線量の安定的低下が見込まれ、早期帰還を目指す区域）                           

【居住制限区域】（線量低下までに数年が掛かる見通しで、避難の継続が求められる区域）                         

【帰還困難区域】（５年以降も尚、規定の線量以下にならない恐れのある区域） 

一方で県としては、福島県全域を五つの地域に分けた復興計画を２０１１年１２月に作成し、

以降１０年間を目標に、地域毎の具体的な政策とその主要事業を発表した。 

県を構成する全５９の市町村は、各々が先ず復興ビジョンを、次に復興計画を策定する様に

県より指示されているが、今年８月末までに計画の策定を終えた所は２８に留まっている。 

原発周辺の市町村にとって、帰還についての決断を下すのは容易な事ではない。住民の多く

が県外に避難している為、状況の説明と意見の聴取を行うだけでも困難が伴う上、世代や利

害の異なる住民間の意見をまとめるのは更に難しい。 

中でも最も悲劇的なのは、予想積算放射線量の違いから、一つの自治体が上記の数種の異な

る区域に分断されてしまったケース。帰還の判断の基準となる主な条件、インフラ整備・除

染・東京電力による賠償のいずれも進行していないのが現状である。 
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【インフラ整備】 沿岸部は震災直後のままの状態。道路や橋や上下水道は崩壊し、手付か

ずの瓦礫の間に半壊した建物が残る。放射能を浴びた瓦礫の処理は、他の被災県よりも更に

難題となっている。国の方針である県内での仮設焼却炉の設置先も、焼却灰の処分先も全く

決まっていない。浸水したままの土地では、排水作業から始めなければならない。 

【除染】 原発周辺以外の地域も含めて、全般にその手段が極めて稚拙で不充分であるばか

りでなく、現在行われているのは、人家と学校などの建物・施設が在る部分に限られていて、

農地や汚染度の高い山林などには手が届いていない。この状態では、いくら人家を除染して

も、一雨降れば汚染土・汚染物質が簡単に住宅地に運ばれて来る恐れがある。 

【賠償】 東京電力による賠償は、金額も対象も不充分であり、支払いにも大きな遅れが出

ていて、被災者の生活再建を阻んでいる。被災者側と東電との仲介を行う機関も設定された

が、思う様な成果は挙がっていないのが実情である。 

帰還困難区域に指定され、最低５年間は元の場所に戻れない町の幾つかは、県内の他の自治

体に町毎移動して「仮の町」を設置し、「町外コミュニティ」を創る計画を立てているが、

受入れ候補の自治体側にも課題が色々あり、早急な協議が望まれている。 

政府の避難計画に翻弄され（区域再編成は今後もあり得る）、終わりの見えない不安とスト

レスに憔悴して、心身の不調を訴える避難者が増え、苦悩の余り自殺にまで追い込まれる人

も出ている。この異常な事態と過酷な日常の現実を、住民も自治体も未だに受け止める事が

できずにいる。 

復興の見通しが一向に立たず、将来の生活設計が立てられない事から、帰還を諦める被災者

は増え続け、また避難者でなくても、被曝の恐怖から故郷を捨てて県外に転出する県民は、

子供を持つ家庭や若年層を中心に後を絶たない。人口流出の危機は、福島県では特に大きい。 

国と県は、特に子供達に配慮した、被災者の生活支援とケアの為の措置を取っている。県民

全員の生涯に亘る健康管理調査も始まった。しかしその一方で、原発周辺の居住可能地域で

は、増える入院患者を前に看護師不足が続き、地域医療は崩壊の危機に晒されている。 

風評被害も根強く残り、農業・漁業・その他広範囲の産業活動に悪影響を与えている。この

現象は福島県に留まらず、周囲の県にも被害を及ぼし続けている。特に隣りの被災県茨城で

はこの被害が大きく、農家や水産業者を苦しめているが、メディアは殆ど報道していない。 

人の命よりも社会の秩序と対面を重んじる、誠意と責任感と危機感に完全に欠けた国と東京

電力の態度の前に、福島県民全体が、やり場の無い怒りと苦悩を胸に毎日を生きている。 

しかし現地に行けば、混乱と戸惑いの中から小さな希望を見つけ、この苦境を乗越えて前向

きに進んで行こう、という空気が幸いに感じられる。産業分野のみならず、教育 ・医療その

他の施設や多くの家庭でも、行政発表の数字に頼らず、独自に放射線量を測定して、各々に

再生あるいは生活の向上に向けて懸命の努力を行っている。 

「原発後の未来をどう作るか？」を考え、新しい形の発電と再生可能エネルギーによる新産

業を育てようという模索が、県内外の学術研究分野と産業界で始まっている。地域の漁業や

農業と繋がった新しいビジネスの開発に、大きな期待が寄せられている。 
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終わりに 

あの２０１１年３月１１日の未曾有の大震災。超大規模の三つの災害に同時に襲われた美し

い東北地方。それからちょうど一年半が経った今、被災地では何が起こっているのだろう？ 

被災者は何を思い、何を必要としているのだろう？ 

この問いへの正確な答を見つけるのは難しい。それは私達が日本から遠く離れているからで

はない。日本の中でも、震災の記憶は少しずつ消えて行き、被災地への関心は確実に薄れて

行っている。 

日本のメディアが時々状況を報道する被災地は、多くの場合、被害が甚大だった五つか六つ

の比較的大きな町に限られているが、その陰には、支援の手が伸びていない、忘れられた小

さな漁村やその名を聞いた事も無い離島が存在する。 

しかもメディアが被災者の現状として紹介するのは、苦境に負けず明るく前向きに生きてい

る人達の例が多いが、その後ろには、元気を出したくても出せずにいる人達、それでも何と

かして生きようと苦闘している人達が、数倍は隠れていると思われる。 

毎日の様に世界中のどこかで惨事が発生している今日、海外のメディアにとって、東日本大

震災は完全に過去の出来事となった。原発大国フランスでは « Hiroshima »という一語が原爆

とその悲劇の代名詞となった様に、本来地震が引起したこの一連の惨事は « Les catastrophes 

de Fukushima »といつの間にか一括して呼ばれる様になり、原子力発電の運命の陰で、福島

の人達も含めた被災者の運命は、もはや一般の関心の対象にならない。 

被災者達の「私達を忘れないで！」「放っておかないで！」という叫び。「被災地を見に来

て欲しい！」という訴え。これ等の声を前に、海外に住む私達はどうしたらよいのか？ 

大切なのは、３０万を超える「命」を、私達は被災者と一まとめにして考えてはならないと

いう事。その一人々々が異なった声を持っているのだ、という真実を理解する事ではないだ

ろうか。そして彼等の個人としての「存在」を常に見守り、根気強く支える事ではないか。 

これは住む国を問わず、日本人全員が負う責任であろう。被災地が抱える幾多の問題は、東

北だけの問題ではない。身体の器官の一つが壊れれば私達は病気になる様に、心身健全な日

本を取り戻したければ、社会全体の組織としての支援システムを緊急に築く必要がある。 

今私達は歴史の峠に立っているのかも知れない。戦後に替わって、日本では「震後」の時代

の幕開けかも知れない。 

私達はこの大震災がもたらした意味を深く考え、そこから学び、成長していかなければいけ

ない。原子力が投げかける疑問を、人類の課題として今こそ突き詰めて考え、答を出す事が

日本に課されている。問題点を解決して震災前の社会に戻すのではなく、世界の模範となり

得る様な、真に新しい日本を築いていく事が、震災を免れて生き残った私達日本人の義務で

はないだろうか。 

形に見える行動を起こす事だけが支援ではないと思う。被災地を見に行く事ができなくても、

「知る」という支援、「想う」という支援があると信じる。その為にこれからもできる限り 、

Solidarité Japon 34 は役立つ情報を発信し続けていく事ができたら、と願うものである。                            


