
総務委員会視察報告書 

 

１日 時   平成 26 年１月 28 日(火)～30 日(木)［２泊３日］ 

 

２視 察 先   岩手県釜石市、宮城県塩竈市、名取市 

 

３視 察 者   委 員 長  成田勝之   副委員長  川原和敏 

        委  員  西本真樹   委  員   井上恭子 

        委  員  伊藤辰矢   委  員   相羽助宣 

         

釜石市釜石市釜石市釜石市    

「災害時の議会対応について」 

 

相手者 

 

釜石市議会 

副議長        平野 弘之 氏 

 

釜石市議会事務局 

事務局長       赤崎  剛 氏 

 

同 

議事係主任      伊藤 修治 氏 

 

人口約 37,000 人、総面積約 441 ㎢。昭

和 12 年市制施行。明治７年に官営製鉄所

が建設される。以降、我が国の鉄鋼業を支

える産業都市として栄える。昭和 38 年に

92,000 人のピーク人口を迎えた後、人口

減少や商工業の不振など厳しい経済環境

が続く。平成 23 年の東日本大震災では死

亡者 774 名、行方不明者 152 名。津波によ

る住宅被害は一部損壊まで含めて 3,695

棟。 

 

 
 

現在復興に関しては、公的事業がようや

くスタートしたばかりといえる。国の威信

をかけて建設する防波堤の一部となるケ

ーソンが先日到着したばかり。 

 津波が来るスピードは速かった。沿岸地

区居住者の犠牲が多かった。当日は議会中

であったが、自然閉会となった。災害時の

対応マニュアルは必要との認識であるが、

まだ、全議員で協議中。市役所庁内では災

害対策本部を設置しても被災しており、自

由に出入りができず、釜石駅横の市民プラ

ザに設置した。ボランティアセンターは社

会福祉協議会が一手に受けてくれた。 

 議会は災害対策本部には組み込まれて

おらず、その役割が不明確であった。 

3 月 31 日の臨時会までに各派代表者会議

を３回開催した。臨時会の内容は平成 23

年度当初予算の専決処分の承認や復旧予

算の可決。平成 23 年度の補正予算は 97

億円。一般会計予算は通常 170～180 億円 

同日の協議会で災害対策会議を設置。 

 

その後同年９月の議会改選を経て、東日本

大震災復興対策特別委員会を設置した。ま

た、危機管理監も設置。 

 

被災後の議会としての役割では、緊急避難

的に専決処分を認めたが、審議させてほし

いとの声も議員からあった。 

被災後現在感じていることとして、下記に

ついてご教授頂いた。 

① 議員の安否確認はまず、最悪のパター

ンを想定すること。連絡手段がないこ

とを前提に３日後に集合する場所を決

めておくなどのやり方がよいかと思う。

緩やかに決めておいて、頭に入りきる



くらいのことの方がよいとのこと 

② 要援護者の対応が難しく大変だと思う。 

③ 地震 15 分後に停電。電話対応に追われ

ることはなかったが、津波高の修正を

はじめ、様々な情報が入って来なかっ

た。 

④ 支援物資のデータ保存は被災地では困

難。送ってくれる方でデータを取って

おいてくれた方がありがたい。 

⑤ 学校の対応は、津波の心配があるとき

には、保護者は学校に迎えに来ないよ

うにしている。自宅にいるときは、そ

れぞれの避難場所に行くよう指導して

いる。事務所に人は残さない。 

⑥ もうじき３年になるが今も、心のケア

をしている職員はいる。 

 

 
現在のＪＲ山田線鵜住居駅とその周辺の様子 

事前に送付した質問に対する回答は以下

のとおり。 

 

●調査事項「災害時の議会対応について」 

下記の質問事項についてご教示願いま

す。 

質問項目 

Ｑ①大規模災害が起きた場合、発生からの

時期（①直後から２日目、３日目から１

週間後、③それ以降１カ月くらい④その

後１年間）に応じて求められる役割や行

動が変わると考えられますが、どのよう

に対処されましたか。 

Ａ震災当日は 本会議中で、職場や避難所、

消防団として向かったり、また、議会に

残ったりと対応はばらばらであった。２

日目以降は議員個々での支援活動を行

った。発災一週間以降は各派代表者協議

会を３回開催。臨時会を開催し、廃案と

なった平成 23 年度当初予算の専決処分

の承認や復旧予算の可決等。また、３月

31 日には東日本大震災災害対策会議を

設置。その後議会の改選期までの半年間

は対策会議や関係部局への要望活動な

ど。改選後の平成 23 年９月以降は東日

本大震災復興対策特別委員会を設置し

復興まちづくり基本計画を可決。ＪＲ山

田線釜石宮古間の鉄路による早期復旧

を求める意見書や市長あてに提言書を

提出。 

 

Ｑ②災害発生時、議員がなすべきことを明

確にした規則や計画はありますか。 

Ａ規則などはなかった。議会の対応マニュ

アルが必要との認識はあるが、平成 26

年１月の現在も協議中。 

 

Ｑ③震災により、３月 11 日の本会議休憩

のまま 16 日の 17 時で審議未了、予算委

員会に付託予定の議案が廃案となって

います。３月 31 日に臨時会が行われて

いますが、発災時から臨時会開催に至る

までの一連の流れを教えてください。 

Ａ各派代表者会議が議会運営委員会の代

わりとなった。 

 

 



Ｑ④震災直後、議会として直ちに震災関係

の特別委員会を設置しましたか。 

Ａ任意の対策会議としての位置付け。同年

９月の改選を経て、東日本大震災対策特

別委員会を設置。 

 

Ｑ⑤震災直後に執行部が設置した災害対

策本部と議会の関係はどうでしたか。 

Ａ議会は対策本部に入っていない。議会事

務局が入っているものの対応に追われ、

結果、議員の手当てをする職員はいなか

った。 

 

Ｑ⑥災害発生後、執行部と議員はどのよう

に情報を共有しましたか。 

Ａ共有ができず、各派会議で伝えた。 

 

Ｑ⑦平成 23 年６月定例会の補正予算審議

において、ＧＰＳ波浪計が停電により十

分機能しなかったとありますが詳細を

教えてください。 

Ａ沖合 20ｋｍの水深 200ｍに設置してあ

る。15 時に 6.3ｍのデータがあったが、

当時、データを受け取る側の庁舎が停電

しており、後で判明した。 

 

Ｑ⑧市民から様々な行政に対する要望に

対し、議会として集約する機関を設けて

いましたか。 

Ａ議会としての集約機能する機関はなか

った。 

 

Ｑ⑨震災直後、被災者の意見・要望を議員

としてどのように聴取しましたか。また、

それを執行部の施策に反映できました

か。 

Ａ平常心で考えることができず、困難であ

った。このことからなおさらマニュアル

は必要との思いはある。 

 

Ｑ⑩提言書は、どのような体制で行動・議

論・まとめ等をしましたか。外部有識者

もメンバーに入っていますか。 

Ａ特別委員会でまとめたため、外部有識者

はいない。 

 

 

Ｑ⑪震災以前の防災計画は、どの程度計画

どおりに実行できましたか。また、日ご

ろから取り組んでおいたほうがよかっ

たと思われる事例や反省点および、平時

の防災訓練が活かされた事例をご教授

下さい。 

Ａ計画どおりにはほとんど行かなかった。 

 

Ｑ⑫過去に巨大津波などの被害を受けた

後の住民の防災訓練はどのような内容

でしたか。その教訓が活かされたところ

はありましたか。 

Ａ子供たちには訓練が行き渡っており、実

行できたが、大人たちには広がっていな

かった。避難所になっていなかったとこ

ろに逃げて被害にあってしまった方も

いた。避難所をしっかりと把握してもら

う必要がある。 

 

Ｑ⑬市民に対する防災・災害情報の提供手

段として、震災後に必要を感じて新たに

始めたことはありますか。 

Ａ防災無線はアナログからデジタルに変

更した。携帯のメール配信は地震発生か

らの経過時間を送信する。津波の予想高

は伝えない。（安心してしまう人が出る

可能性がある） 

 

Ｑ⑭市民を中心とした団体「地域会議」が

組織されていますが、震災時、またその

後、その組織はどのような行動をしまし

たか。 

Ａ昭和 35 年のチリ地震以後それぞれの地

域で行われていたようだが、市としては

把握していない。 

 

 



 
津波は２階近くまで（水色の看板） 

 

 

 
市役所裏手の高台へ通じる階段の手すり

は津波で歪んだまま 

 

 

 

感想 

 

大規模災害時における議会対応のマニュ

アルは必要とされながらも、地域選出や団

体選出など、それぞれ議員の立ち位置が異

なることや、議会が災害対策本部には組み

込まれない組織であることなどが、マニュ

アル策定になかなか至らない理由ではな

いかと感じた。 

 発災時には停電したり、庁舎内が被災す

ることで、電話だけでなく、津波高のデー

タが受けられなかったり、業務が滞るなど、

普段使っているものが使えないことを想

定しておくべきだと感じた。 

 釜石の小学生たちが高台に避難するに

際して、子供たちの判断で、避難場所を時

間の経過とともにより高い所へより高い

所へと３カ所変えた話を聞いて、日ごろの

訓練と、思い込みや想定にとらわれずに行

動することが大切かということを感じた。 

 過去の経験から、今回もあまり大きな津

波は来ないだろうと思い込んで避難しな

かった人や、一度戻ってしまった人の話も

聞き、基本に立ち返ることの重要さと難し

さを感じた。 



塩竈市塩竈市塩竈市塩竈市    

「被災状況及びその後の復興計画につ

いて」 

 

相手者 

 

塩竈市議会 

事務局長      安藤 英治 氏 

 

市民総務部危機管理監兼市民安全課長 

          赤間 忠良 氏 

 

市民総務部市民安全課課長補佐兼防災

係長 

          小林 史人 氏 

 

人口約 57,600 人。面積 17.86 ㎢。高齢

化率 28.2% 

市制施工は昭和 16 年。日本三景の一つ

松島に面し、浦戸諸島も市域に含む。漁業

と観光の町。大震災による人的被害は死亡

者 47 名。市内での死亡者は 19 名。被災し

た住居は13,333件。被害額は1,216億円。

全市で 500 台の車と 223 隻の船が被害。 

 

以下、説明と主な当日の質疑の主な内容 

 

 発災時、市長、副市長は会議中。前日に

築 50 年の本庁舎の耐震検査が終了したば

かり。津波高は４ｍであったが干潮だった

ので実際には 3.7ｍであった。地震発生後

１時間 15 分で津波が襲来。死亡者が比較

的少なかったのは日ごろの訓練の成果。チ

リ地震の教訓が生きた。市全体では津波の

浸水エリアは 22％だが、浦戸島地域は

61％。 

 津波警報を知ったのは防災無線及び消

防、警察のサイレンによる人が 56.6％。

津波監視カメラをマリンゲート及び離島

のブルーセンターに設置し、カメラ映像を

見ながら今後は注意喚起をする予定。 

碧南市と平成 24 年から防災協定を結ん

でおり、職員がマラソン大会に出場するな

ど交流が進んでいる。 

14 カ所で行った地区懇談会ではかなり

厳しい意見が出た。 

復興計画の基本理念は「長い間住み慣れ

た土地で、安心した生活をいつまでも送れ

るように」。 

被害が比較的軽かったことに地形上の

理由がある。4 つの離島が防波堤のような

役目をした。島民の死亡者は 1 名であるが、

その方も直接地震や津波の被害ではない。

島民は常に海を見て暮らしているので、発

災直後に高台に自主的に避難した。逃げ遅

れた人は青年団が連れて非難した。被災後

は、市が依頼しなくても、自衛隊や海上自

衛隊が横須賀から来てくれた。また、食料

はもともとお店がない地区なので、普段か

ら一週間分の備蓄があった。 

 

防災無線は音声と同時にサイレンが鳴動。

住民には避難指示だと周知されている。75

本から 78 本にする予定。電話をすると自

動応答で防災無線の音声内容が確認でき

る。 

現在避難訓練は、ＨＵＧゲームの実際版

を学校を借りて行っている。問題の多かっ

た女性やペットの部屋をつくり、防災倉庫

から実際に備品を出して訓練している。ま

た、協定を結んでいる団体と訓練している。 

 トイレは困った。今後はマンホールトイ

レを考えていく。 

備蓄食料は不足した。県からは取りに来

いといった。マイクロバスで行ったが、一

日で３日分の 9,000 食が捌けた。スーパー

との災害協定は実効性では疑問が残る。担

当者と連絡が取れず断念した。 

議員の対応については 災害伝言ダイ

ヤルの 171 に登録することは合意。ほかは

まだ協議中。 

ボランティアセンターは 13 日に開設。

場所は決めていなかったが市長が決定し

た。ボランティアの方たちにお願いする地

区と人員配置のコントロールが大変であ

った。 

 ライフラインの復旧スピードが速い

と避難所の人数が減るのも早い。 

 

 



 
 

 

事前に送付した質問に対する回答は以下

のとおり。 

 

●調査事項「被災状況及びその後の復興計

画について」 

下記の質問事項についてご教示願いま

す。 

質問項目 

Ｑ①災害対策本部ニュースが３月 13 日の

朝から数時間おきに発行されていまし

た。大規模災害発生時には発行する予定

がもともとありましたか。また、頒布の

方法、住民からの反応はどうでしたか。 

Ａ防災行政無線、広報車、コミュニティＦ

Ｍ局(13 日から放送再開)、「災害対策本

部ニュース」を活用し市民への情報の伝

達に努めた。特に紙ベースの「災害対策

本部ニュース」は、市民への情報伝達に

重要な役割を果たした。災害時の発行に

ついては、地域防災計画の中で、担当課

と実施方法に明記されている。頒布につ

いては主に指定避難所、町内会などへ炊

き出しとともに届けた。紙ベースのニュ

ースは市に特化した情報で非常に役に

立った。発災直後は停電でパソコン印刷

できず、東北電力から電源車を借りて対

応した。 

 

Ｑ②２月議会は３月９日に閉会していま

したが、発災直後から６月定例会までの

間、臨時議会や各派会議、協議会等は開

きましたか。 

Ａ平成 23 年４月１日に塩竈市議会災害復

興対策連絡会議を設置 

 同年４月 28 日 臨時会。東日本大震災

塩竈市復興対策調査特別委員会を設置 

 同年５月 26 日 市議会全員協議会「東

日本大震災に係る被災状況及び各種支

援制度等について」 

 

Ｑ③行政との連絡、連携はどのようにして

いましたか。（災害対策本部との関わり

など） 

Ａ議会事務局長が災害対策本部に出席し、

必要に応じ正副議長や各会派の幹事長

に対し情報の提供を行っていた。正副議

長や議員の傍聴も行われた。 

 

Ｑ④市民から様々な行政に対する要望に

対し、議会として集約する機関を設けて

いましたか。 

Ａ機関は設けていない。その都度各議員か

ら本部や担当課へ情報提供が行われた。 

 

Ｑ⑤10 年間かけての復興計画であります

が、財政的にどのくらいの予算規模です

か。また、国・県・市はどのくらいの負

担になりますか。 

Ａ塩竈市における復旧・復興にかかる費用

は、災害復旧・復興交付金事業・災害関

連事業併せて 1,109 億円。 

 復興交付金事業は基本的に通常の補助

率がかさ上げされ、市負担分となる差額

分は特別交付税にて措置されるため、実

質的に市の負担分はほとんどない（下水

道事業・災害公営住宅事業を除く。ただ

し、復興事業に係る事務量が増大するな

ど市への負担は少なくない。 

 また、基盤整備・施設整備に係る後年度

の維持管理費は今後の課題。復興交付金

事業計画は平成 27 年度までの時限があ

り、別紙の事業費は平成 23 年度から 27



年度までの５年間の見込みとなってい

る。 

 

Ｑ⑥復興計画を推進していくには、相当な

マンパワーが必要ですが、職員数は確保

できていますか。 

Ａ土木・建築職を中心に 21 自治体から 36

名の職員を派遣してもらっている。現時

点では充足している。平成 26 年度も今

年度並みを要望。 

 

Ｑ⑦復興計画が震災後、約９カ月で作成で

きていますが、どのような方策で早期に

作成できましたか。 

Ａ５月に「震災復興推進室」を設置し、専

門の組織体制を整えた。また、国の直轄

調査により復興まちづくり作業を委託

されたコンサルタントを活用した。 

 

Ｑ⑧被災者の意見・要望は、どのような方

法で取り入れましたか。 

Ａ震災復興計画検討委員の委嘱→主な被

災地域と津波被害を受けていない高台

の地区からもそれぞれ委員を委嘱 

 地区懇談会の開催→津波被害の大きか

った地区を中心に全 14 カ所で開催 

 市民意向調査・企業意向調査(アンケー

ト)の実施。結果はＨＰに掲載 

 

Ｑ⑨復興計画を作成したとき、議員はどの

ような形で計画に参加しましたか。 

Ａ平成 23 年８月５日に東日本大震災塩竈

市復興対策調査特別委員会において市

長に対し提言を行った。 

 

Ｑ⑩災害発生時、議員がなすべきことを明

確にした規則や計画はありますか。 

Ａとくに策定していない 

 

Ｑ⑪災害発生直後、各議員はどのような動

きをしましたか。 

Ａ事務局としては把握していない。 

 避難所で活動していたり、地元町内会で

被災者支援を行っていた。 

 

 

Ｑ⑫災害発生後、執行部と議員はどのよう

に情報を共有しましたか。 

Ａ数名の議員は災害対策本部に出席して

いた。発災 10 日後に全員協議会を開催。

その後連絡会議や特別委員会により情

報を共有した。 

 

Ｑ⑬震災以前の防災計画は、どの程度計画

どおりに実行できましたか。また、こう

しておけばよかったという反省点はあ

りますか。 

Ａ震災以前の防災計画は宮城県沖地震を

想定したものであり、想定を大きく超え

た東日本大震災では市の初動体制が確

立できたものの、食料不足や燃料不足な

ど想定外の対応が必要となった。被害想

定は津波高 2.2ｍ、被災者 3,200 人であ

ったが、実際には津波高４ｍ、被災者

8,700 人超であった。また、燃料不足に

関して、災害協定は結んであったが実際

には供給できなかった。公用車や緊急車

両も燃料不足であった。 

 反省点として、各災害対策本部でのアク

ションプランや業務継続計画が未整備

であったことから現場で混乱が生じた。

現在、防災計画を見直しているが併せて、

整備を進めている。 

 

Ｑ⑭平時の防災訓練に関して、今回の震災

時に活かされた点、反省点はありますか。 

Ａ平成 17 年より、毎年６月に全市域で防

災訓練を行っている。津波避難訓練や避

難所開設訓練など市民参加型の訓練を

実施していたことから震災時にも訓練

の経験が生かされた。ただ、すべての人

が参加しているわけではない。 

 

Ｑ⑮現在、市の防災訓練はどのような内容

で行われていますか。震災前の訓練と違

うところはどこですか。そこでの議員の

役割は何ですか。 

Ａ震災前はメイン会場とした指定避難所

を中心として避難所開設訓練を行って

いたが、震災後の平成 24 年からすべて

の指定避難所を開設し、今年度からは全

小中学校が参加し、地域との連携を図り



ながら訓練を実施している。議員の役割

は、市民とともに地元の指定避難所に避

難しており、実際の災害時には避難所運

営に協力している。 

 

Ｑ⑯市民に対する防災・災害情報の提供手

段として、震災後に必要を感じて新たに

始めたことはありますか。 

Ａ災害時の市民への情報提供は重要であ

ることから震災後特に多様化を重点的

に整備を図っている。主なものは、防災

行政無線のデジタル化、モーターサイレ

ン、電話応答装置、ＦＭラジオの割り込

み放送装置、エリアメールの自動発信装

置、津波監視カメラの設置など。来年度

は災害時要援護者を対象に防災ラジオ

の整備を計画。 

 

感想 

 

紙ベースの災害対策本部ニュースは非常

に役に立っていたようで、被災後の市民へ

の情報提供はとても大切で、その方法を確

立しておくことは重要だと思った。諸島部

の方たちは普段から海を見て生活してお

り、自分の目で見て、津波に対応する行動

ができたという話を聞いて、日ごろの訓練

及び自分で判断できることの大切さを改

めて感じた。 

非常食は理屈の上での数字では現実には

全然足らないし、スーパーなどとの災害協

定も実効性に乏しい場合があるので、各家

庭で自分の分は備蓄することが大事だと

いう啓発をしっかりと進めなければなら

ないと思った。また、市が県へ取りに行か

なければならい場合をきちんと想定して

おく必要がある。 

ここでも、議員の大規模災害時に対応す

るマニュアルを策定することが難しいよ

うであった。ただ、話にあったように、安

否確認の方法を確立することは重要だと

思う。 

防災無線の音声内容を市民が電話等で

確認できることも重要だと思う。 

 

 

 
 

以上塩竈市



名取市名取市名取市名取市 

「災害時の議会対応について」 

 

相手者 

 

名取市市議会 

議長        山田 龍太郎 

氏 

 

議会事務局 

局長        郷内 義美 氏 

 

同 

主査        坂本 典子 氏 

 

人口約 72,600 人。面積 97.76 ㎢。昭

和 33 年 10 月市制施行。自然環境はもとよ

り、空と陸の交通環境にも恵まれた立地条

件から企業進出がめざましい。また、農業、

医療における全県的な公共施設が立地さ

れ都市機能の集積が進んでいる。東日本大

震災では 923 名の死亡者と 41 名の行方不

明者。住宅被害は 13,991 棟。 

 

 
 

津波は市内で 9.1ｍ。空港では 14.4ｍ。仙

台東部道路が堤防の役目を果たした。発災

当日は中学校の卒業式。16 日に会期延長

を決定。各議員への周知方法は一部議員が

口頭で伝えたり、副議長が文書を自宅へ送

達するなどして、会議の中止や開催通知を

行った。津波により、沿岸部閖上地区の２

名の議員が住民の避難誘導中に被災し死

亡。災害対策本部へは議長が出席。大規模

災害時に議員がなすべき規則はあるべき

と思うが、検証ができず今に至っている。

議員も市民の一人として震災前には地域

や市の避難訓練に参加していたが実際の

地震はかなり違った。亡くなった方のほと

んどが溺死である。チリ地震の時にはあま

り津波はなかった。また、三陸のリアス式

海岸とは違い、沿岸線がなだらかなため、

地震イコール津波とは繋がらなかった。避

難しても途中で家に大事なものを取りに

帰ってしまった人がたくさんいた。 

 議員は地区代表が多く、自然と自分の地

区へ向かった。ある地区に議員が偏ること

はなく、うまくいった。被災後は区長がリ

ーダーとなり、議員は後方支援がよいと思

うとのこと。 

 震災直後は、国からは金が出ないとのこ

とであったので、瓦礫やご遺体の対応は首

長判断となった。 

 

 
 

以下 事前質問に対する回答 

 

●調査事項「災害時の議会対応について」 

下記の質問事項についてご教示願いま

す。 

質問項目 

Ｑ①発災後から３月 16 日の会期延長を決

めるまで、及び 23 日の閉会までのプロ

セスについて教えてください。 

Ａ３月 14 日・15 日の予算特別委員会を中

止。16 日の本会議で一週間の会期延長

を議決。23 日に予算特別委員会を開催

し、審査未了分の採決。質疑討論は省略。

その後、本会議を開催。こちらも質疑討

論をすべて省略し原案可決。 

 

 



Ｑ②「東日本大震災復興調査特別委員会」

を設置していますが、どのような活動を

していますか。例えば、常任委員会の管

轄で分担していますか。 

Ａ提言型の委員会として位置付け。災害復

旧、被災者支援、復興計画への積極的な

提言を行う。復興懇談会を３日間開催し

271 人が参加。過去に議会報告会を行っ

ていたので即決できた。 

 予算・決算関係は総務建設常任委員会

(震災復興部所管)で審査。 

 

Ｑ③東日本大震災復興特別委員会は、市民

からの要望をどのようにして吸い上げ

ていますか。 

A 復興懇談会にて、関係機関や仮設住宅に

入居している方の意見を聞き、提言をま

とめた。 

Ｑ④議員も被災されていると思いますが、

5 日後に招集して２月定例会を閉会し

ていますが、運営面に支障はなかったで

すか。 

Ａ３月 16 日に召集し会期延長を決定。23

日に閉会。 

執行部の出席者は市長、教育長、総務課

長、財政課長のみ。閖上地区の議員２名

が避難誘導中に死亡（行方不明）、１名

が被災、その他議員は被災せず召集可能

であったが、停電・電話不通のため議員

への連絡は直接訪問して行った。事務局

職員が安否確認所を担当していたため

準備面で多少支障があった。 

 

Ｑ⑤震災後に任意の会議を週１回開催さ

れていますが、運営はどのような組織で

行いましたか。 

Ａ全議員対象。４月 20 日から毎週水曜日

開催。大震災の現状と対応策について情

報交換。災害見舞金・被災者生活再建支

援金・災害弔慰金などの支給、民家アパ

ート借り上げ家賃補助制度等について、

制度説明を受ける。５月 11 日には東日

本大震災復興調査委員会(仮称)、５月

27 日に正式に委員会として立ち上げ、

その後 11 月 30 日までに計 14 回開催。 

 

Ｑ⑥行政との連絡、連携はどのようにして

いましたか。（災害対策本部との関わり

など） 

Ａ４月 20 日以降週一回開催した情報交換

会及び東日本大震災復興調査特別委員

会を通して情報交換を行った。災害対策

本部会議には議長、局長が参加し情報収

集を行った。（議長は災害対策本部のメ

ンバーではない） 

 

Ｑ⑦市民から様々な行政に対する要望に

対し、議会として集約する機関を設けて

いましたか。 

Ａ期間は設けていない。議会懇談会(年一

回以上)、請願および陳情などの際に要

望を伺っている。請願者を直接呼んで話

を聞いた。 

 

Ｑ⑧地震発生時には、予算特別委員会の審

査中であり、直後に中断し、今後の対応

を検討されましたが、市役所は被害もな

く通常どおり機能しましたか。 

Ａ当日は中学校卒業式。市役所庁舎は多数

亀裂が入り危険な状態であったが、その

まま業務を継続。議場は天井落下により

使用不可能となったため、議会協議会室

で本会議も行った。 

 

Ｑ⑨避難所における被災者支援活動及び

被災者からの要望等、情報収集を議員が

行ったということですが、全避難所で行

いましたか。議員はどのように振り分け

ましたか。 

Ａ各地区代表が多いため、振り分けは行わ

ず議員各自の判断により、各避難所を回

った。 

 

Ｑ⑩市民との意見交換を団体や仮設住宅

等で開催していますが、どのような形で

開催していますか。 

Ａ東日本大震災復興懇談会の名称で、7 月

20 から 23 日の間で３日間。仮設住宅８

カ所およびＪＡ、漁協、閖上小中ＰＴＡ、

社会福祉法人、商工会の５団体で 271

人参加。 

 



Ｑ⑪災害時に迅速に議員活動ができるよ

うに、日頃から取り組んでいた方がよい

事例はありますか。 

Ａ事務局との連絡体制を密にする。(安否、

所在等を明確にするため、災害時の連絡

体制を事前に確立しておく) 

 地域との協働体制を図る。地域の一員と

して地域の安全確保に努める。 

 

Ｑ⑫災害発生時、議員がなすべきことを明

確にした規則や計画はありますか。 

Ａない 

 

Ｑ⑬災害発生直後、各議員はどのような動

きをしましたか。 

Ａ中学卒業式終了直後で各議員は各地区

において活動していたようだ。死亡した

２議員は閖上地区において避難誘導し

ていた。 

 

Ｑ⑭災害発生後、執行部と議員はどのよう

に情報を共有しましたか。 

Ａ混乱しており、しばらく情報共有が困難

であった。執行部から情報収集していた

議員もいたが、情報格差が議員間で広が

ってきたため、情報提供及び議会として

被災者の要望を取りまとめるため「東日

本大震災復興に向けての情報交換会」を

開催することになった。 

 

Ｑ⑮震災以前の防災計画は、どの程度計画

どおりに実行できましたか。また、こう

しておけばよかったという反省点はあ

りますか。 

Ａ現在の防災計画は宮城県による、「宮城

県沖地震の第３次被害想定」が示された

こと及び「日本海溝特別措置法」に基づ

く地震防災対策推進地域に国から指定

されたことにより、平成 20 年に名取市

地域防災計画の改定を行ったもの。 

  

 

 

 

 

 

 地震・津波の想定は 

   最大震度   沿岸地域で震度６ 

   津波の最高水位 2.6ｍ（津波によ

る家屋倒壊居住

区域の溺死者想

定はなし） 

   津波の到達時間 55 分 

   全壊世帯    188 棟 

  上記の想定に基づき防災訓練や対策

をし、住民にも対策を推進してきた。反

省点は、今だから言えることであるが、

被害想定以上の津波が来ることも啓発

していればよかった。 

 

Ｑ⑯平時の防災訓練に関して、今回の震災

時に活かされた点、反省点はありますか。 

Ａ沿岸部では防災意識が非常に高く毎年

工夫しながら防災訓練を実施してきた。

震災では沿岸地域の自主防災組織が避

難誘導を行ったが、一部役員は避難誘導

の際、自分が避難するタイミングを逸し

亡くなった方もいた。津波避難は率先避

難が重要。 

 また、公助には限界があり、自助、共助

の重要性を啓発している。 

 

Ｑ⑰現在、市の防災訓練はどのような内容

で行われていますか。震災前の訓練と違

うところはどこですか。そこでの議員の

役割は何ですか。 

Ａ震災後は大津波警報が発令したことを

想定し、総合防災訓練を実施。防災無線

モーターサイレン、災害ＦＭによる周知

を行い、小学校の屋上に避難。要援護者

の支援は教員や住民が行った。 

 

Ｑ⑱市民に対する防災・災害情報の提供手

段として、震災後に必要を感じて新たに

始めたことはありますか。 

Ａ「自分の命は自分で守る」という市民防

災マニュアルを策定し、全世帯に配布。 

 市及び報道関係機関から出される情報

を住民自ら取りに行くことが重要であ

ることを周知している。 

 



 
 

 
閖上地区 

 

感想 

３市目の名取市においても、災害時の議員

の行動マニュアルの必要性は認めながら

も策定が大変難しいとのこと、実効性を持

ったマニュアル策定がいかに難しいこと

かを感じた。 

 議会として、被災住民からの声をきちん

と吸い上げ、まとめている姿勢はたいへん

素晴らしいと思った。 

 こちらの地区でも、残念ながら過去の経

験や想定にとらわれてしまって、被害にあ

われてしまった方たちの話を聞いた。いか

に想定にとらわれずに対応するかが重要

である。 

 行政での対応には限界があり、住民一人

一人が自分の身は自分で守るということ

が防災を考える上での原理原則であると

いうことを改めて痛感した。 

 

 

 

 

【常滑市への反映】 

以上３市を視察して、有事の際の議会対応

としては安否確認の方法を確立しておく

こと。委員長を含めるか否かは検討の余地

があるとして最低限、議長は市の災害対策

本部へオブザーバー参加するなどして、市

との情報の共有を図ることは必要と考え

る。また、行政としては、公助の限界を丁

寧に市民に説明し、自助・共助で災害を乗

り越える必要があることの一層の理解を

粘り強く、継続的に行うことが肝要である。

大規模災害時には想定外のことが起き得

ることを理解し、目の前の出来事に柔軟に

対処できるような思考回路の訓練や教育、

啓発が必要だと考える。 

 

 

 

 

 

 



 

表敬訪問 

「「「「七七七七ヶヶヶヶ浜町浜町浜町浜町」 

 

１月 29 日には常滑市職員が災害復興支援

員として派遣されている、七ヶ浜町へ表敬

訪問に行った。 

 

相手者 

町長  渡邊 善夫 氏 

副町長 平  正美 氏 

副議長 岡崎 正憲 氏 

 

人口 20,855 人 

面積 13.27 ㎢ 

 

被災状況  

 津波高 12.1ｍ 

 死亡者 94 名 

建物被害 3,923 世帯（全世帯の６割） 

 

 
  町長自ら被災状況を説明 

 

 

 
 

 

 
      海沿いの高台の様子。 


