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発刊ごあいさつ

一般社団法人　岩手県建設業協会　
　　会　長　　木　下　　　紘　

　東日本大震災から５年が経過いたしましたが、いまだに被災された方々の多くが応急仮設住
宅での生活が長期化するなど、新たな課題が出てきております。
　沿岸被災地の復旧・復興状況は事業の一部に遅れはあるものの着実に復興への姿が見えてき
ておりますが、更なる加速化が望まれるところであり、私ども建設業協会といたしましては、
一日も早い復興と平安な日々が訪れることを願っているところです。
　政府の復興方針は平成23年度から５年間を「集中復興期間」としており、平成28年度以降５
年間は「復興・創生期間」とし、同期間を復興の「総仕上げ」段階と位置づけ、最盛期を迎えて
いる自治体の住宅再建や街づくりに対するきめ細やかな支援を行うことにしております。
　一方、岩手県は、復興計画において平成26年度から３年間を第２期本格復興期間としており、
最終年度の平成28年度を「本格復興完遂年」と位置づけ、本格復興として事業量の確保と質の
向上を図り、計画される事業をしっかり進めるとしております。
　復旧・復興工事については、これまで大量の発注により、技術・技能者等の不足や資機材の
需給のひっ迫等による入札不調も多く発生いたしましたが、これらの対策として、発注者には
各種の施工確保対策を打ち出し、対応していただいたところです。
　もとより建設業は、地域の住民生活や産業活動を支える社会基盤の整備・維持管理を担う基
幹産業であり、災害に当たっては被災情報の収集や応急・復旧対策の最前線に立って地域住民
の生命と財産を守るという重要な任務を担っております。
　建設業協会といたしましては、昨年２月災害対策基本法の指定公共機関の指定を受けたとこ
ろですが、３月11日を「防災の日」と定め、震災以降毎年度、初動態勢として衛星携帯電話等
による情報伝達訓練を実施しているところです。
　また、各支部に非常用資材として土のう及びブルーシートを備蓄し初期の災害への対応を行っ
ております。
　地域の復興には多くの困難が山積しておりますが、建設業界といたしましては、引き続き国・
県・市町村ともども、「オール岩手」で早期の復旧・復興に取り組んでまいります。
　最後になりましたが、このたびの復旧・復興の記録誌第３弾の発刊に当たりましては、岩手
大学名誉教授齋藤徳美様をはじめ皆様方に取材へのご協力またはご寄稿を頂きまして、誠に有
難うございました。
　また、この記録誌の作成に当たりご協力頂きました日刊岩手建設工業新聞社をはじめ関係各
位に対しまして、厚く御礼を申し上げ、ごあいさつといたします。
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人口減少を受け止め
　復興を通じた自立を

　―沿岸被災地の自治体の現状を、どのよ
うに捉えていますか。

　国ではこれからの５カ年を復興・創生期間
と位置付けており、地方創生というスローガ
ンも提示しています。しかし、地方の衰退を
もたらしたこれまでの中央集権の国策は転換
されていませんし、また、多くの被災自治体
も自らの地方創生の姿、将来像を描き切れて
いないように感じます。それ故、震災前の状
態に復旧しても、右肩下がりの疲弊社会とい
う現実が待っていますから、従来通りの経済
成長という考えから、持続可能な社会の構築
へと発想を転換し、三陸沿岸の中でそれぞれ
が自立的な地域を創生していくことが必要な
のです。

　―例えば大槌町では人口が震災前から
23.2％減っており、被災地の多くは人口減少

が大きな課題となっています。

　地域社会が成り立たないほどの極端な人口
減は確かに問題です。しかし明治初期の日
本の人口は3500万人程度であり、必ずしも
１億人を維持することに拘泥する必要はない
かもしれません。なりわいの形によって適正
な人口規模は異なりますし、新規産業を無理
に興して人口を増加させても、どこかで歪み
が生じる可能性があります。ほどほどの人口
スケールを維持しながら、幸せを実感し暮ら
すことができる地域づくりを目指すほうが健
全と言えます。
　一時的なカンフル剤頼みではなく、人口減
少という現実を受け止め、各地域が復興事業
を通じて自立を図ることが重要です。その上
で沿岸自治体の首長らが、三陸地域全体の将
来像についての共通認識を醸成していくこと
が必要。最終的な目標地点の方向さえ共有さ
れていれば、ある程度の事業の遅れも希望を
持って許容できるはずです。

「造る」から「創る」建設業へ
　　東日本大震災の復興における課題と展望

岩手大学名誉教授　齋藤徳美氏

地域活性化への期待
　コミュニティーＦＭ

　―復興における被災地の基本的な姿をど
のように描きますか。

　それぞれが地域特性に見合ったなりわいを
追求し、金平糖の角のように小さく突出した
特性を持ちながら、復興道路や三陸鉄道とい
う大動脈でつながる姿が考えられます。コン
パクトシティよりさらに小さなコンパクトタ
ウン、あるいはコンパクトビレッジが道路と
鉄道でつながり、新しい三陸地域を描き出す。
このコンパクト＆ネットワークの必要性につ
いて私たちは早くから主張していました。
　この地域特性は地域ブランドという言い方
もできるのでしょうが、地域ブランドはモノ
だけではなく、まして「ゆるキャラ」ではあ
りません。その土地が持つ固有の魅力、コミュ
ニティーやその土地に暮らす人の生き様それ
自体が地域ブランド。これが理解されること
で交流人口が増加し、ひいては定住人口が生
まれることも期待できます。

　―地域の創生においては、コミュニティー
の再生が必要です。地元住民だけでは難しい
かと思いますが。

　確かに仮設住宅、災害公営住宅と旧来のコ
ミュニティーが散逸し、人とのつながりが薄
くなっている部分も顕在化しています。コ
ミュニティーの再生に向けて実際に動くのは
地元の人たちで、ＮＰＯやボランティア団体
が支援する形になるでしょうが、地方では役
所のお墨付きがあることで動きやすくなる面
もあるので、仕掛けづくりには自治体の参画
も欠かせません。そのためには自治体トップ
など権限を持った人には、若手の職員や学生
などの発想を吸い上げ、幅広い支援者に呼び
掛ける姿勢が望まれます。
　また従来とは異なる発想も必要。例えば三
陸鉄道は通勤・通学での利用は減っています
が、動脈としての必要性は依然として高い。
ならば、県立病院では三鉄利用者の診察料を
軽減するとか、三鉄を利用して通学した場合

には授業料を半額にするなど、政策的な活用
方法もあるのではないでしょうか。赤字の補
填ではなく、コミュニティーの醸成や教育支
援のための生きたお金であり、いわば投資。
これらの施策は県・市長村など自治体が独自
に発想すれば十分可能です。

　―コミュニティーの再生に向けて、コミュ
ニティーＦＭの可能性を示唆されています
が。

　災害ＦＭは、地域限定で災害時の緊急情報
を伝えるためのツールでしたが、より地域密
着型の情報伝達システムとしてのコミュニ
ティーＦＭの役割が評価されています。ラジ
オは「ながらメディア」であり、聞き流しな
がら情報を得ることができますし、防災情報
や交通情報だけではなく、完全に地域に密着
した様々な情報提供も可能です。
　例えば仮設商店街でのラーメン割引だと
か、災害公営住宅でのお茶会、飲み会のお知
らせでもいいんです。また自治体職員が自ら
の声で復興事業への協力を呼び掛けたってい
い。これは県全域を対象とする県域メディア
では絶対にできません。ラジオを通して情報
が血流のように地域の中を流れ、地域を元気
にする可能性をコミュニティーＦＭに見出
し、期待しているところです。

住民の命を守るには
　大胆な発想の転換が

　―震災から５年が経過し、記憶の風化が
進んでいます。災害の記憶をとどめていくた
めに必要な手立てはあるのでしょうか。

　厳しい言い方になりますが、津波被害の再
検証が不可欠です。なぜ津波対策の先進地で
ある岩手県で6000人を超える死者と行方不
明者を出したのか。住民の命を守るという行
政としての最大の責務を果たせなかった自治
体の責任も検証しなければなりませんし、ま
た、かなりの犠牲者は適切な避難をしていな
かったことが考えられます。このままでは、
近い将来必ず襲うであろう、明治以降四度目
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の大津波による惨禍を避けられません。二度
と犠牲を出さないために、災害の記憶をとど
める災害遺構の保存も必要なのです。

　―遺構の保存の是非については、さまざ
まな意見があるようです。

　遺族感情は尊重されるべきです。しかし「思
い出したくない、見たくないから壊せ」が本
当にご遺族の方々の望みなのでしょうか。人
は残された方々の記憶から消え去ることで本
当の死を迎えるともいわれます。生き残った
一人ひとりが自らの未来への責任に向き合
い、そして追悼の思いを忘れずに次世代に伝
え継いでいくために、やはり遺構は保存され
るべきではないでしょうか。
　遺構の存在をつらいと感じる関係者の方も
当然いらっしゃるでしょう。常には目に触れ
ぬよう、追悼施設の一部に位置付け、ドーム
で覆い保存するなど工夫の仕方は様々考えら
れます。この場所には何㍍の津波が到達した
のか、津波がどのような被害をもたらしたの
か、二度と人命を失わせないための教訓とし
て保存する。これは亡くなった方への追悼で
あり、安全な未来につなげるための責務であ
ると私には思えるのです。

　―津波災害から身を守るため、教育の必
要性も問われています。

　岩手県の特に沿岸部で子供たちに教えるべ
きは、読み書きそろばん以上に津波から生き
延びる手立て。ご存じの通り釜石市では、学
校管理下にあった児童・生徒の津波被害はゼ
ロでした。「釜石の奇跡」などの呼び方もあり
ましたが、子供たちが防災教育に則って正し
く行動し、教員たちも適切に判断した結果に
よるもの。これは奇跡ではなく必然です。
　それでは大人相手の教育はどうするか。こ
れは簡単ではありません。6000人を超える
犠牲者が出ている以上、従来からの延長では
限界があります。沿岸の自治体が「津波避難
の日」を条例化し、必ず避難訓練をして、避
難訓練への参加者には地域振興券などを配布
するぐらいのことをやってもいい。商品券で
人の命が救われるならば、決して悪いことで

はないでしょう。自治体が住民の命を守ろう
と本気で考えるならば、大胆な発想の転換が
必要なのです。

プロの知見を持って
　地域づくりに提言を

　―復興に携わる建設業界に対してメッ
セージをお願いします。

　震災からの復旧・復興において、最も大き
な役割を果たしている主体の一つが建設業。
しかしハード事業によって巨大な構造物はあ
るが人影の無いまちを造ったとなれば、建設
業の社会に対する存在意義が問われることに
なります。まちのあり方や人との関わり方な
ど、ソフト的な視点を取り入れながらハード
整備に取り組むことで、工事品質も一層高ま
ると考えられます。
　また設計・施工の各段階において、専門家
としての知見を発揮する場もあるでしょう。
さまざまな知恵を提供することで、自治体や
民間の施主からの新たな要請や仕事の依頼が
出てくることも期待できると思います。

　―建設業界も発想の転換が必要ですね。

　建設業協会など業界団体は、建設分野にお
けるプロ集団。行政が抱える技術的な課題や
まちづくりなどの問題に対し、業界団体が知
恵を出し、課題解決への助言を行うなど、レ
ベルアップした活動に取り組まれることを期
待します。被災地の復興事業は建設業界に
とって、地域づくり、まちづくりにおける学
びの場にもなっているはず。復興事業を通じ
てレベルアップした建設業界の姿を、ぜひ見
せていただきたい。
　つまりは従来の「造る」建設業から「創る」
建設業への転換です。復興事業の先が見え始
めて、公共事業の大幅減を懸念している人も
多いと聞きます。しかしプロとしての知見を
持って地域づくりへの提言をすることで、将
来に向けた仕事の発掘は十分可能になってい
くと思います。

第２章　震災から５年『被災地のいま』

　～沿岸復興事業写真レポート～
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陸前高田市
海と緑と太陽との共生・海浜新都市の創造

高田松原周辺で進む気仙川水門と防潮堤整備

（撮影：渡邉常道、稲垣千万人）
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（仮称）市総合交流センターが整備予定の高田町字太田の津波復興拠点整備エリア（右中央）。左上は中心市街地の整備区域

災害公営住宅の整備などが進む高田町字栃ケ沢の津波復興拠点整備エリア（中央下は市コミュニティホール、左端は仮庁舎）

高田地区の高台②造成地（2013 年 4月） 高田地区の高台②造成地（2015 年 12 月）

高田松原地区（2013 年 5月） 高田松原地区（2016 年 1月）

市消防防災センター 市コミュニティホール

下和野地区の災害公営住宅 高台で進む高田東中学校の新築工事
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農地海岸保全施設災害復旧事業の小友地区 六ケ浦漁港

勝木田地区海岸災害復旧工事 広田漁港

広田小学校（右上）の隣で造成が進む
広田地区の公共施設集積エリア

防災集団移転促進事業の脇ノ沢団地 防災集団移転促進事業の月山団地

高台造成が進む今泉地区

今泉地区から土砂を搬出したベルトコンベヤー
ベルトコンベヤー土砂搬送終了式

（最終搬送の稼動停止スイッチを押す戸羽太市長）

防潮堤の第１線堤（海側）と第２線堤（陸側）
この間に松原が再生される 新たな中心市街地の整備に向け盛土が進む高田地区



14 第２章　震災から５年『被災地のいま』 15第２章　震災から５年『被災地のいま』

大船渡市
命を守り、夢を育むまちづくりと

　　　　　　防災に協働するまち大船渡

大船渡駅周辺の津波復興拠点整備エリア



16 第２章　震災から５年『被災地のいま』 17第２章　震災から５年『被災地のいま』

大船渡駅周辺でホテルや大型商業施設の建設が進む津波復興拠点整備エリア（海側）

新大船渡プラザホテル（左端）と、建設が進む災害公営住宅 津波復興拠点整備エリアの大型商業施設

大船渡港周辺で進む水産物鮮度保持施設建設工事 大船渡港茶屋前地区周辺の災害復旧工事

みどり町地区の災害公営住宅

大船渡市魚市場

建設中の越喜来小学校・越喜来地区認定こども園

上平地区の災害公営住宅

着工した（仮称）市防災センター

整備が進む赤崎中学校



18 第２章　震災から５年『被災地のいま』 19第２章　震災から５年『被災地のいま』

綾里漁港 吉浜漁港海岸災害復旧工事

門の浜漁港海岸災害復旧工事 農地海岸保全施設災害復旧事業の合足地区

越喜来漁港の災害復旧工事

赤崎地区の高台で進む宅地造成と学校整備

防災集団移転促進事業の崎浜団地 防災集団移転促進事業の下舘下団地

防災集団移転促進事業の泊里団地 防災集団移転促進事業の峰岸団地



20 第２章　震災から５年『被災地のいま』 21第２章　震災から５年『被災地のいま』

釜石市
三陸の大地に光輝き

　　　希望と笑顔があふれるまち釜石

津波復興拠点整備事業と土地区画整理事業が進む鵜住居地区。左下はラグビーＷ杯 2019 の開催に向けたスタジアムの建設予定地



22 第２章　震災から５年『被災地のいま』 23第２章　震災から５年『被災地のいま』

災害公営住宅などの整備が進む市中心部

市中心部で建設中の（仮称）釜石市民ホール。左隣では釜石情報交流センターが先行オープン

天神町の災害公営住宅 魚河岸地区の魚市場建設用地

津波復興拠点整備と区画整理が進む鵜住居地区

鵜住居地区の高台で進む学校整備 ラグビーＷ杯 2019 の開催に向けたスタジアムの建設予定地

鵜住居川水門と片岸海岸の防潮堤整備 誘致企業の整備が進む片岸町

嬉石松原地区の土地区画整理事業 平田地区の土地区画整理事業



24 第２章　震災から５年『被災地のいま』 25第２章　震災から５年『被災地のいま』

室浜地区の復興整備 根浜地区の防潮堤整備や防災集団移転促進事業

両石地区の造成工事 箱崎地区の防災集団移転促進事業

復興整備が進む小白浜地域。右下の高台では唐丹地区学校等建設工事が進む

甲子川水門 釜石港須賀地区の災害復旧工事

水海地区の防潮堤 下荒川の防潮堤整備

唐丹漁港の災害復旧事業 室浜地区の海岸整備

上中島の災害公営住宅 小白浜地区の災害公営住宅



26 第２章　震災から５年『被災地のいま』 27第２章　震災から５年『被災地のいま』

大槌町
希望の大槌への挑戦

区画整理に向け、かさ上げが進む町中心部の町方地区。手前左側は小鎚川水門、右側は大槌川水門



28 第２章　震災から５年『被災地のいま』 29第２章　震災から５年『被災地のいま』

町方地区（中央）と安渡地区（上）の津波復興拠点整備エリア

末広町の災害公営住宅
山側の旧安渡小学校跡地で建設が進む

安渡地区公民館・避難ホール

誘致企業の工場などが立ち上がり始めた安渡地区 下野地区のほ場整備（元のがれき置場）

建設が進む小中一貫教育校「大槌学園」の新校舎 整備が進む大槌消防署

大ケ口の災害公営住宅 大槌地区に完成した沿岸営農拠点センター

完成した屋敷前地区の災害公営住宅。隣に建設中の大槌消防署、山側には大槌学園が見える



30 第２章　震災から５年『被災地のいま』 31第２章　震災から５年『被災地のいま』

2015 年 7月に、まちびらきを行った防災集団移転促進事業「寺野臼澤団地」

寺野臼澤団地の災害公営住宅 寺野臼澤団地隣に建設中の県立大槌病院

沢山地区の復興整備。左上に建設中の大槌学園が見える 赤浜地区の復興整備

吉里吉里地区の復興整備

吉里吉里漁港

浪板地区の復興整備

吉里吉里地区の防災集団移転促進事業エリア

災害復旧工事が進む吉里吉里漁港

浪板地区の防災集団移転促進事業エリア



32 第２章　震災から５年『被災地のいま』 33第２章　震災から５年『被災地のいま』

山田町
みんなで取り戻す、

　ひとの笑顔、元気な産業、

　　碧い海とともに暮らす町

復興拠点エリア整備などが進む山田地区



34 第２章　震災から５年『被災地のいま』 35第２章　震災から５年『被災地のいま』

山田地区の災害公営住宅（山田中央団地）やベルトコンベアー

山田地区の公共防災エリア（山田中学校付近）に県立山田病院を建設

大沢地区の土地区画整理事業

織笠地区の高台団地

山田漁港の防潮堤

高台に再建した船越小学校

大沢地区の災害公営住宅

農地海岸保全施設の浦の浜地区堤防



36 第２章　震災から５年『被災地のいま』 37第２章　震災から５年『被災地のいま』

宮古市
「森・川・海」とひとが共生する安らぎのまち

区画整理事業などが進む鍬ケ崎地区



38 第２章　震災から５年『被災地のいま』 39第２章　震災から５年『被災地のいま』

二級河川閉伊川の水門工事

鍬ケ崎地区の防潮堤 神林地区の防潮堤

高浜地区の防潮堤 金浜地区の防潮堤

二級河川田代川の水門工事

田老地区の三王団地高台

田老地区の中心部



40 第２章　震災から５年『被災地のいま』 41第２章　震災から５年『被災地のいま』

田老まちびらき記念式（2015 年 11 月 22 日） 田老地区の災害公営住宅

田老漁港 震災遺構として保存する「旧たろう観光ホテル」

防波堤復旧などを実施した重茂漁港 津軽石公民館（出張所）や消防屯所の災害復旧

津軽石地区の災害公営住宅
宮古盛岡横断道路「宮古西道路」（岩手県施工区間）の

（仮称）松山トンネルと本線部

防災拠点となる岩泉町小本津波防災センター

小本小・中学校に隣接する小本地区市街地

岩泉町
心はひとつ　いのちの海に 未来を拓く岩泉



42 第２章　震災から５年『被災地のいま』 43第２章　震災から５年『被災地のいま』

移転復旧した小本小・中学校

小本地区の災害公営住宅 小本漁港と二級河川小本川

おもとこども園 小本川左岸の堤防かさ上げ

小本川小本地区の堤防築造工事 防波堤復旧などを実施した茂師漁港

島越地区の黎明台団地

復旧や荷捌き施設整備などが進む島の越漁港

田野畑村
人と自然が織りなす　心豊かな協働の村　たのはた



44 第２章　震災から５年『被災地のいま』 45第２章　震災から５年『被災地のいま』

島の越漁港の人工地盤下部工工事 明戸地区海岸防潮堤

島越地区コミュニティセンター（流失した黎明館の復旧施設） 震災遺構として一部保存する旧明戸防潮堤

主要地方道岩泉平井賀普代線の（仮称）島越トンネル築造工事 復旧した三陸鉄道の島越駅

羅賀拓洋台団地集会所 平井賀漁港

太田名部漁港の北側 普代水門

陸閘などを遠隔操作化する太田名部漁港の防潮堤 防波堤復旧などを行った沢漁港

防波堤復旧などを実施した太田名部漁港

普代村
あすへの一歩　青い海（水産業）の復興へ



46 第２章　震災から５年『被災地のいま』 47第２章　震災から５年『被災地のいま』

住宅再建が進む新町高台団地

村中心部となる城内地区の土地区画整理事業

野田村
安全・安心で活力あるむらづくり

防潮堤などを整備中の野田地区海岸

新町高台団地の災害公営住宅 野田地区海岸の防潮堤（背面から）

城内地区の区画整理 野田地区の農地海岸堤防



48 第２章　震災から５年『被災地のいま』 49第２章　震災から５年『被災地のいま』

米田地区海岸の水門・防潮堤復旧 広内地区海岸の水門付近

防波堤復旧などを行った野田漁港 公園事業区域付近

前浜地区の海岸防潮堤

久慈港玉の脇地区の港湾施設改良（物揚場）工事 久慈湊・大崎地区の災害公営住宅

久慈湊漁港海岸の防潮堤 久喜漁港海岸の防潮堤

久慈港のフローティングドック

久慈市
新たな視点による　新たなまちづくり



50 第２章　震災から５年『被災地のいま』 51第２章　震災から５年『被災地のいま』

二級河川久慈川河口部（左岸）の堤防かさ上げ

久慈川堤防かさ上げに伴い架け替え中の市道橋梁 主要改築工事が完了した地下水族科学館「もぐらんぴあ」

小袖漁港海岸の水門復旧工事

再建した小袖海女センター 国道 281 号の（仮称）案内トンネル、新芋谷橋

客船をイメージした「ひろの水産会館ウニーク」

八木地区に新設中の防潮堤

洋野町
海と高原の絆、未来へ　確かな復興



52 第２章　震災から５年『被災地のいま』

第２章　震災から５年『被災地のいま』

　復興を推進　国土交通省直轄事業

八木地区の陸閘計画地

種市漁港海岸保全施設の自動化

防波堤復旧などを行った種市漁港

宅地かさ上げが進む八木地区

八木地区の災害公営住宅

高台に新築した八木防災センター



54 第２章　震災から５年『被災地のいま』 55第２章　震災から５年『被災地のいま』

復興道路
暮らしを支え命を守る

　　　復興のリーディングプロジェクト

三陸沿岸道路「唐桑高田道路」の長部高架橋
（※施工中区間の構造物は全て仮称）



56 第２章　震災から５年『被災地のいま』 57第２章　震災から５年『被災地のいま』

防災集団移転促進事業の月山団地（中央上、陸前高田市）隣を通る三陸沿岸道路「唐桑高田道路」

三陸沿岸道路「唐桑高田道路」の新気仙大橋

三陸沿岸道路「吉浜釜石道路」の唐丹第１高架橋と新鍬台トンネル

三陸沿岸道路「釜石山田道路」で貫通した釜石トンネル坑口周辺
三陸沿岸道路「釜石山田道路」で貫通した

大槌第２トンネルの浪板側坑口周辺

三陸沿岸道路「吉浜釜石道路」で導坑貫通した荒川トンネル



58 第２章　震災から５年『被災地のいま』 59第２章　震災から５年『被災地のいま』

三陸沿岸道路「山田宮古道路」の豊間根跨線橋付近（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「宮古田老道路」の青の滝川橋
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「宮古田老道路」の閉伊川橋
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「田老岩泉道路」の新小本大橋（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「野田久慈道路」の安家トンネル終点側坑口
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「尾肝要普代道路」の柏木平第１トンネル坑口付近
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「田野畑道路」の田野畑ＩＣ部付近
（写真提供：三陸国道事務所）



60 第２章　震災から５年『被災地のいま』 61第２章　震災から５年『被災地のいま』

三陸沿岸道路「野田久慈道路」の野田ＩＣ付近
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「久慈北道路」の久慈北ＩＣ付近
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「久慈北道路」の夏井高架橋
（写真提供：三陸国道事務所）

三陸沿岸道路「洋野階上道路」の高家川橋
（写真提供：三陸国道事務所）

仙人峠道路の甲子こ線橋から釜石市内へ延びる国道 283 号釜石花巻道路「釜石道路」

宮古盛岡横断道路「宮古箱石道路」の
小山田トンネル終点側坑口

（写真提供：三陸国道事務所）

宮古盛岡横断道路「宮古箱石道路」
腹帯第１トンネル終点側坑口
（写真提供：三陸国道事務所）

開通した三陸沿岸道路「吉浜道路」の吉浜高架橋

開通した三陸沿岸道路「尾肝要道路」の尾肝要トンネル 開通した三陸沿岸道路「普代道路」の普代大橋



62 第２章　震災から５年『被災地のいま』 63第２章　震災から５年『被災地のいま』

大船渡港湾口防波堤の北堤最終函据付作業
（写真提供：釜石港湾事務所）

大船渡港湾口防波堤に設置するケーソンの仮置場（永浜地区）整備が進む大船渡港湾口防波堤（北堤側から撮影）

釜石港湾口防波堤の北堤ケーソン据付状況
（写真提供：釜石港湾事務所）

整備が進む釜石港湾口防波堤
釜石港湾口防波堤の南堤上部工打設状況

（写真提供：釜石港湾事務所）

重要港湾
行動する東北！ 東北港湾　ＡＣＴ構想

大船渡港湾口防波堤



64 第２章　震災から５年『被災地のいま』

第２章　震災から５年『被災地のいま』

　東日本大震災　復興現場における諸課題
宮古港の竜神崎地区防波堤（中央）

竜神崎地区防波堤の最終函据付作業
（写真提供：釜石港湾事務所）

久慈港湾口防波堤のケーソン製作作業
（写真提供・釜石港湾事務所）

竜神崎地区防波堤の波消しブロック製作
（写真提供：釜石港湾事務所）

久慈港湾口防波堤の南堤調整函据付作業
（写真提供：釜石港湾事務所）

写真提供：いわて景観まちづくりセンター



66 第２章　震災から５年『被災地のいま』 67第２章　震災から５年『被災地のいま』

はじめに
　東日本大震災津波の発災から５年が経過し
ようとしており、被災地では今、復旧・復興
事業がピークを迎えている。発災直後、地域
の建設企業が担ってきたのは、道路啓開、が
れきの撤去・選別作業、道路・港湾等インフ
ラ機能の当座の回復を図るための応急復旧工
事や応急仮設住宅の整備への対応が中心で
あった。発災から一年近く経った頃からは、
来るべき復旧工事の大量発注に向け、技術者・
技能者等の不足や資材の需給ひっ迫への対策
を急ぐことが、関係者共通の課題として大き
く意識されるようになり、発注者となる国・
被災３県、受注者となる建設業団体などが集
まり意見交換や対応策の検討を頻繁に行い、
各種の施工確保対策を打ち出してきた。
　県としても、平成24年３月に「復旧・復
興工事（農林水産部・県土整備部）の円滑推
進に係る連絡調整会議」を庁内に設置。その
後平成25年２月には「岩手県復旧復興工事
施工確保対策連
絡調整会議」へ
移行し、部局を
横断して情報共
有・課題検討に
取り組んでいる
ところである。
ま た、 平 成25
年度からは沿岸
４地域に設置し
た「復旧復興工
事施工確保対策
連絡調整会議」
を活用し、発注
機関や関係業界
団体等が連携し
て地域に即した

課題に対応している。

入札不調の発生状況と施工確保対策の概要
　図－１は、県営建設工事の入札不調の状況
を示したものである。震災前の平成22年度
は３％だった不調発生率が平成25年度には
21％にまで急上昇した。同図に示すとおり
県工事入札件数はそれほど増えていないが、
この間の建設工事請負契約額は図－２（１月
～12月の暦年合計の金額）に示すように震
災前の数倍の規模に急増しており、契約額の
大きい大規模工事の割合が大きく増加したこ
とが分かる。
　このような状況のもと平成24年度～25
年度を中心に、施工確保対策として多くの措
置を打ち出してきた。図－３は、県土整備部
の土木系工事において施工確保対策として実
施しているものを示したもので、大きく分け
て「工事価格の適切な算定」のための措置と

「技術者や技能者等の確保」のための措置で

　岩手県における施工確保対策について
岩手県県土整備部　建設技術振興課　 図－３　県土整備部の施工確保対策（土木系工事の場合）
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①工事発注ロットの拡大及び工期付与　H24.2.1 ～
②設計労務単価の改定　H24.2.20 ～、H24.6.21 ～、H25.3.29 ～、H26.2.1 ～､ H27.2.1（震災前の約 1.5 倍）
③インフレスライド条項の運用　H24.2.20 日以降完成工事
④施工箇所が点在する工事の間接費　H24.7.9 ～
⑤契約後における単価適用年月変更の運用　H24.8.1 ～
⑥遠隔地からの資材調達に要する輸送費　H24.8.10 ～、H26.1.20 ～全県に適用拡大
⑦被災地以外からの労働者確保に要する追加費用　H24.10.10 ～、H25.11.15 ～全県に適用拡大
⑧単品スライドのコンクリート類への適用　H25.5.21 ～
⑨単品スライド手続きの簡素化 H26.2.3 ～
⑩被災地で使用する建設機械の損料の補正　H25.7.1 ～補正率 =1.03、H26.4.1 ～補正率 =1.05
⑪被災地の施工実態を踏まえた被災３県専用歩掛（復興歩掛）の適用　H25.10.1 ～、一部改定 H26.4.1 ～
⑫復興係数による工事費の補正（共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2）　H26.2.3 ～
⑬コンクリート二次製品の地区単価の設定　H27.5 ～
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①現場代理人の兼務（2500 万円未満の工事は２件まで兼務可能）　H23.10.28 ～
②一人の主任技術者が管理できる近接工事の明確化 H24.3.1 ～ 5km まで兼務可、H25.10.1 ～ 10km まで兼務

可
③監理技術者等の「恒常的な雇用関係」について（３ヶ月常駐雇用の緩和）H24.4.1 ～
④復興ＪＶ制度の導入　H24.8.13 ～、H25.11.15 ～構成員要件の拡大（内陸企業代表者可、異なる等級組合せ可）
⑤労働者宿舎建設に要する費用の工事費への計上　H25.8.8 ～
⑥工期に資材や労働者確保等のための「施工準備期間」を設定　H26.2.1 ～

あり、基本的には国が定めた制度を準用して
いる。これらの措置の多くは、その後全国で
も同様に展開されているが、建設機械損料の
補正、復興歩掛及び復興係数等については、
被災３県のみを対象とした特例措置として運
用されている。このほか、事業用地の取得や
災害公営住宅の整備及び入札契約制度におい
ても、事務手続きの簡素化・迅速化や入札不
調対策のための措置を設け取り組んでいる。
　このような対策の効果もあって、平成26
年10月以降の入札不調発生率は、前年同月
を下回る水準で推移しており、平成27年度
の不調発生率は12月末時点で11％にまで改
善した【図－１参照】。しかしながら、震災
前の水準（平成22年度：３％）に比べれば
まだまだ高い発生率となっており、復旧・復
興事業に係る工事のピークが当面続くと見込
まれることから、引き続き施工確保対策への
取組みを継続していくこととしている。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
今後の取組み
　被災地の復旧・復興は、関係各位のご努力
により着実に進んでいるが、道まだ半ばであ
る。岩手県では、３年間の本格復興期間の最
終年度を迎える今年平成28年を「本格復興

完遂年」と位置づけ、本格復興をやり遂げて
次の計画へつなげていくこととしている。ま
た、国では平成28年度からの５年間を「復興・
創生期間」と呼び、新たなステージに移ろう
としている。
　昨年12月に仙台市で開催された復興加速
化会議（第６回）において、国土交通省から
新たな対策として、「i-Construction」（Ｉ
ＣＴ技術の活用による生産性向上の取組み）
が示されたが、これまで取り組んできた施工
確保対策を継続しつつ、復興とその先のス
テージを見据えた取組みを進めようとするも
のである。
　県としては、建設資材の需給見通しや土砂
流用調整など復旧・復興に向けた様々な課題
に対して、各地域の連絡調整会議等を通じ、
きめの細かい情報収集とリアルタイムな情報
共有に努め、関係機関と協力して機動的に対
応していくとともに、建設業において将来の
担い手不足が懸念されるなか、工事の省力化・
効率化につながる「i-Construction」につ
いても、国の取組事例を参考にしつつ業界の
皆様とともに取り組んでいきたいと考えてい
る。引き続き、関係各位のご支援・ご協力を
お願いしたい。
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１　東日本大震災による被害の状況
(1) 震災前の水産業の概況と被害の概況
　本県沖合は、世界有数の好漁場であり、豊
富な水産資源を漁獲しつつ、県では、安定的
な漁業生産を目指し、これまでにワカメ・コ
ンブなどの藻類養殖、リアス式の静穏な内湾
を利用したカキ・ホタテガイなどの貝類養殖
の促進、サケやアワビ・ウニ等の種苗生産・
種苗放流を行うなど、「つくり育てる漁業」を
積極的に推進してきました。
　このような中、東日本大震災津波により、
漁船については、震災前の登録漁船数14,303
隻のうち13,271隻が流失・損壊（被害額338
億円）、ワカメ・コンブ・カキ・ホタテガイ
などの養殖施設については、26,514台のう
ち25,841台が流失・損壊（被害額131億円）、
産地魚市場・漁具倉庫・種苗生産施設などの
水産施設が1,893箇所で流失・損壊（被害額
366億円）、収穫寸前であったワカメなどの
水産物49,597t が流失（被害額132億円）、
そのほか定置網などの漁具や水産加工場等に
流失・損壊などの被害が生じ、本県の水産業
は壊滅状態となりました。
(2) 漁港施設等の被害
　県内111漁港のうち108漁港で防波堤や
岸壁等の倒壊・損壊・沈下（被害額2,189億
円）、アワビ・ウニの増殖等を行う漁場施設
214のうち34施設で消波ブロックの流失・
飛散（被害額45億円）、汚水処理場など漁村
生活環境基盤施設32地区のうち25地区で
汚水処理施設などの倒壊・損壊（被害額69
億円）、漁港区域内の海岸保全施設55地区
のうち54地区で防潮堤や水門等の倒壊・損
壊・沈下（被害額1,874億円）、そのほか漁
港内の公園の損壊など、水産業と同様、壊滅
的被害が生じました。

２　復旧 ・復興の状況
(1) 水産業
　漁船については、2014年度（平成26年度）
末迄に、補助事業を活用して復旧した漁船、
自力復旧した漁船、被災を免れた漁船、合わ
せて10,545隻があり、震災前漁船数の７割
強が復旧、養殖施設については、平成26年
度末迄に震災前の７割弱にあたる17,377台
を設置、産地魚市場については、平成24年
９月までに全13魚市場が営業を再開してお
り、平成26年度の水揚量約13万トン（震災
前の約８割）、水揚げ金額約227億円（震災
前の約９割）となっています。また、水産加
工については、平成27年２月末迄に、水産
加工業者の約８割強が事業を再開していま
す。

　漁港施設等の復旧と復興
岩手県農林水産部漁港漁村課　　阿部　幸樹　

写真１　田老漁港の被害状況（2011年3月19日撮影）

写真２　養殖ワカメボイル塩蔵作業
　　　　（平成25年３月30日撮影）

(2) 漁港施設等
　漁港については、被災した108漁港のう
ち、平成26年度末迄に半数にあたる54漁
港の復旧が完了しているとともに、全工事件
数の約９割に当たる工事が発注済みであり、
平成27年度末迄に漁港機能の回復を概ね図
り、平成28年度末迄に全ての漁港の復旧完
了を目指しています。
　アワビやウニの増殖場などの漁場施設につ
いては、平成26年度末迄に、被災した34
施設のうち32施設の復旧が完了しており、
平成28年度末迄に全ての漁場施設の復旧完
了を目指しています。
　市町村が事業主体として行う汚水処理場

など漁村生活環境基盤施設については、平
成26年度末迄に、被災した25地区のうち、
22地区で工事着手し、このうち15地区で復
旧が完了しており、平成28年度末迄には、
全ての地区での完成を目指しています。また、
被災した漁業集落の地盤嵩上げ及び高台移転
のための宅地造成工事は、漁業集落防災機能
強化事業及び防災集団移転促進事業（防集事
業）等を活用して実施しています。このうち、
漁業集落防災機能強化事業については、平成
26年度末迄に計画されている32地区のうち
30地区で宅地造成工事に着手し、このうち
16地区が完了しており、平成28年度末迄に
全ての地区での完了を目指しています。
　また、当課が所管する海岸保全施設につい
ては、平成26年度末迄に復旧が必要な53
海岸のうち46海岸で復旧工事に着手し、こ
のうち３海岸で復旧が完了しており、平成
30年度末迄には、全ての海岸の復旧を目指
しています。
　更に、震災前に海岸保全施設が整備されて
いなかった区間など、いわゆる「無堤区間」
は10海岸あり、2018年（平成30年）度迄
に全て整備する予定としています。

写真３　大船渡漁港の高度衛生管理型魚市場
　　　　（平成26年４月２日撮影）

写真４　（左側：音部漁港の防波堤等被災状況　平成23年3月27日撮影）
　　　　（右側：音部漁港の防波堤等復旧状況　平成24年8月24日撮影）
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３　漁港施設等の復旧 ・ 復興の課題と今後
の対応

　漁港施設等の復旧・復興のための主な課題
については、建設資機材・技術者等の不足、
入札不調、海岸保全施設の復旧・整備の迅速
化、漁業集落の早期再建であり、今後の方向
性についても含め、表１の通りです。

　漁港施設の復旧については、平成27年度
末迄に漁港機能の回復が概ね図られる予定で
あり、今後は、水産業の復興に資する新たな
漁港整備を進めるとともに、海岸保全施設の
復旧・復興を鋭意進める予定です。

課　題 今後の対応
建設資機材・技術者等の不足、入札不調
・適時、適量の建設資機材の確保が必要
・技術者・技能者の適量確保
・大量の工事発注による更なる入札不調の増

加

・沿岸地域の調整会議の各部会において、建
設資材の安定供給や作業船等の確保等の調
整を実施

・更なる工事の大くくり化や遠方からの技術
者等の確保対策の実施

・入札制度に係る特例措置などの活用

海岸保全施設の復旧・整備の迅速化
・防潮堤の大型化や乗り越し道路の設置に要

する多数の用地取得や、無堤区間の早期整
備

・用地事務に関する処理を円滑かつ迅速に実
施

・災害復旧事業と併せて、農山漁村地域整備
交付金（復興枠）により無堤区間の整備を推
進

漁業集落の早期再建
・移転先用地に関する地域との調整等に時間

を要し、一部の地区で宅地造成計画が未確
定

・防集事業等により高台移転した跡地の水産
関連用地等にかかる土地利用計画の策定が
必要

・事業主体である市町村と緊密に連携しなが
ら、復興庁及び水産庁との調整を進め、漁
業集落の再建が加速化されるよう支援

・市町村が事業主体となる高台移転跡地等の
土地利用計画の策定を促進するとともに、
水産関連用地等の整備について漁業集落防
災機能強化事業の導入を支援

　表１　漁港施設等復興のための主な課題と今後の対応

１　はじめに
　本稿は、2011年３月11日の東日本大震
災発生直後からの県内建設業界の動きを振り
返りながら、復旧・復興工事の各段階におけ
る課題を探る上での一助とすることを目的と
する。岩手県が実施している施工確保対策に
ついては、県土整備部建設技術振興課が別稿
で詳細に論じていることから、本稿では主に
入札制度の見直しに関する状況と受注者サイ
ドの問題意識、受注動向を中心に記載する。

２　災害廃棄物撤去への対応が優先　（震災
直後）

　震災直後の動きを見ると、岩手県建設業協
会では、宇部貞宏会長（当時）が13日の朝
より県庁や東北地方整備局岩手河川国道事務
所などを訪問。協会としての対応方針を伝え
るとともに、具体的な要請の可能性などを確
認した。翌14日には緊急の支部長会議を開
き、対応方針を決定した。
　この時点での課題は、人材や資機材の手配、
燃料の確保など。協会は県や国などに対して、
工期延長や入札事務の中止、応急復旧に当た
る車両に対する優先的な補給などを要請して
いる。県では15日、県工事の入札を当面「延
期または保留」とする方針を決定。入札公告
が再開したのは４月22日からであった。
　発災直後からの災害廃棄物の撤去及び処理
については、環境省が設定した単価と実勢価
格との乖離が見られたり、運搬経費が計上さ
れていないなどの問題があったが、一般土木
工事の諸経費を採用する形で解決が図られて
いる。一方で、災害廃棄物関連の業務に対す
るこれら手厚い対応が、本格復旧の初段にお
いて労働需給のミスマッチにつながった点も
指摘しておく。

　３.11以降における受注動向と受発注者の問題意識
㈱日刊岩手建設工業新聞社　編集局　

３　調査基準見直しや不調対策がスタート
　（11～12年度）

　県は11年４月１日付で失格基準価格を見
直し。入札価格の低い順に８割の応札者を
算定対象として、合計額に0.95を乗じ対象
者数で割った額を失格基準に設定し、調査基
準価格を下回った入札金額を調査基準価格に
置き換えて合計額を算定するなどの措置を講
じ、併せて数値的判断基準も引き上げた。た
だしこれは震災前に決定していた事項で、震
災対応としての見直しは行われていない。同
年６月には調査基準価格における現場管理
費、12年３月からは調査基準価格と数値的
判断基準における一般管理費の比率を引き上
げた。また11年11月からは、参加申請が
１社の場合も入札を執行する措置も講じられ
ている。
　協会の宇部会長らが沿岸の協会支部や地元
業界団体、沿岸自治体などを対象にヒアリン
グを行ったところ、この段階では災害廃棄物
撤去への対応や地元優先発注の必要性などが
主な議題となっており、オペレーターや普通
作業員、技術者など人手不足の兆候が具体的
に見え始めたのは、11年度の下半期から。
　県工事で入札取り止め（以下・不調と記す）
が問題になってきたのは12年の秋以降。１
億円以上の高価格帯における不調も、11年
度の１％から一気に12％まで上昇したが、
宮城・福島の両県と比較すると比較的穏やか
な状況にあった。県側の対応は素早く、県土
整備部は同年10月以降、予定価格５億円未
満で緊急性の高い工事を対象とした随意契約
の活用をスタートし、総務部も施工実績や地
域要件に関する特例措置を講じた。受注者側
では、資材価格の高騰に加えて品薄感の高ま
り、交通誘導員の不足などが指摘されている
が、不調の増加に対する課題意識はこの時点
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では表出していない。
　12年度の特記事項としては、資材供給者
が資材不足の解消に向けて独自の対応を図っ
たことが上げられる。県採石工業組合が工組
員企業を対象とした実態調査を行ったほか、
岩手大学工学部と連携して県内砕石工場と被
災地との距離を移動距離ベースで整理した
マップを作成。宮古地区においては、県生コ
ンクリート工業組合が誘致した「宮古復興生
コンクリート工場」が13年１月から出荷を
開始している。

４　復旧工事が本格化し、 不調増加　（13～
14年度）

　復旧工事の発注が本格化してきた13年度
は、比較的早い段階から不調が多発。単月ベー
スで見ると11月には35％が不調となってお
り、年度を通しての発生率は21％まで引き
上がっている。特にも13年度で目立つのは、
工種別では建築工事が43％、予定価格別で
は2500万円未満工事が29％。また１億円
以上での発生率も17％まで上昇した。
　13年度に協会が行った沿岸部のヒアリン
グでは、資材や人手の不足感がある一方、用
地取得が未了の案件では受注後も長期にわ
たって工事に入れない状況も語られている。
　翌14年度の不調は21％と横ばい。建築
工事では改善しているものの、土木工事が
29％と前年を上回った。14年度においては、
県側の目立った制度的な見直しは行われてお
らず、従来の対策を講じつつ状況を見守るス
タンスになっているのと同時に、発注者支援
業務の本格実施やＣＭ業務の導入など、現場
の管理・監督における対策に力点が置かれ始
めている。
　業界側の課題意識も大きくは従来通りであ
るが、資材の不足や価格高騰への対応ができ
つつある一方で、鉄筋工、型枠工、大工、左
官をはじめとする技能工の不足傾向が強まっ

ている。またこの時期からは、復旧・復興工
事の発注が一段落した地域も散見され、復興
需要終了後への懸念が生じている。資材関
連の動きを見ると、13年度には宮古市と田
野畑村でアスファルト合材工場が稼働開始、
14年度には岩手県気仙生コンクリート協同
組合が復興プラントを新設している。

５　おわりに
　不調の問題に対する制度的な対応は、ほぼ
12年度から13年度の前半で出そろったも
のの、不調の発生が抑制されたのは15年度
に入ってからで、12月末現在での発生率は
11％。もっとも発注件数を見ると、10年度
1443件、11年度1568件、12年度1651件、
13年度1386件、14年度1304件だったも
のが、15年度は12月末時点で1000件台を
割り込んでいることから、手持ち工事を消化
した企業が新規発注を確保するために応札
し、不調が減少したとの解釈も成り立つ。
　年間平均落札率（※随意契約を除き、13年
度以降はＷＴＯ対象未満の条件付一般競争
入札）の推移を見ると、震災前の10年度は
82.7％だったものが、11年度87.4％、12年
度92.6％、13年度93.1％、14年度93.1％
と回復基調にあったものが、15年度に入る
と７月末時点で90.7％と下降基調に転じて
いる。
　単年度で、さらに年度途中の動きであるこ
とから軽々に論じられることではないが、復
旧・復興工事の発注がピークアウトしつつ、
通常事業への振り向けも期待できない状況に
あることから、入札不調は今後も減少傾向を
続け、比例して価格競争が激化するであろう
ことが予想できる。震災以降の入札制度の見
直しが不調対策に力点を置かれて進められて
きたが、今後は担い手三法とリンクさせた産
業政策のツールとしての制度改革が求められ
る。

１　避難行動に関する検証
　東日本大震災では、非常に多くの方が犠牲
となった。何百年に１回の大災害から教訓を
引き出すには、災害の検証が不可欠である。
岩手県における被災の直接的な原因は、津
波である。理由は犠牲者が逃げなかったか
ら、そして危険な行動をとったからだと言わ
れる。しかしここでは、社会の対策の不備に
より犠牲となっているという視点が重要であ
る。社会の中で、脆弱な立場に置かれている
人ほど被災しやすいからである。災害を防ぐ
対策は、大きく分けて、３分野ある。ハード
の対策、住宅地などのまちづくり、そして、
ソフトの対策である。元岩手大学学長、故堺
茂樹先生は、３つの対策を連動させる多重防
災の必要性を説いていた。これを筆者なりに
少し調整して、①ハード・インフラ対策、②
まちづくり対策、③ソフトの対策の３次元で
考える。
　私たちは、岩手県内で最も被災比率が高
かった大槌町で、被害状況調査と、避難行動
調査を行った。その結果は、三陸の津波被災
状況に、ある程度一般的に当てはまるのでは
ないかと思われるので、調査結果をここで示

　津波避難に関する諸課題
岩手大学教育学部教授　　麥倉　哲　

図１　避難の階段

したい。
　津波の被災から逃れるためには、なるべく
高いところへ避難することが望ましいのであ
る。そこで、実際の地域社会内の居住環境を、
階段状に示したのが、避難の階段の図（図１）
である。とある地域社会内にいる人を想定す
ると、人は、避難階段のどこかに位置してい
る。そこへ、大地震が発生したことから、そ
こから津波の到来を予測して、現在地よりも
高いところへ避難することが、避難の階段を
上るという行動である。
　まちは、海から山側に傾斜があり、海と居
住地とを隔てて、ハードの対策として、一定
の高さの防潮堤が作られている。人びとは、
津波が到来する危険を認識した時に、必要に
応じて、避難の階段を上がっていく。あえて、
階段としたのは、避難をするうえでの、スロー
プがある経路もあるが、段差を伴う経路がし
ばしばあるからである。この避難の階段の図
には、ハードの対策と、まちづくりの対策と、
ソフトの対策が盛り込まれている。
　避難行動は、①危険の認識から②避難の決
行へと結びつくことである。この２つのス
テップをもう少し詳しく図式化すると、⓪危
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険の前兆、①危険の認識、①～②避難のきっ
かけ、避難の方法・手段、②避難の決行、に
分解することができる。（図２）
　東日本大震災で、危険の認識を左右した要
因がいくつかあげられる。①防潮堤、②防災
情報（とくに津波予報）、③ハザードマップ
である。以上の３つの防災効果は大いに期待
もできるが、東日本大震災における犠牲に結
びついた点は、今後さらに検証されなければ
ならない。

２　防潮堤への過信は禁物
　防潮堤には、二つの面がある。防潮堤によっ
て安全が確保されるという面と、防潮堤があ
ることにより、それが避難行動における「危
険の認識」を抑制する要因となる場合がある。
防潮堤には一般に、それ破壊された場合でも、
津波が市街地等へ押し寄せるまでの時間をあ
る程度かせぐ効果がある。しかし、その程度
でしかないことを、住民が認識することが肝
要である。

３　情報インフラの脆弱性
　大槌町では、電源が喪失し地震発生後しば

図２　危険の認識から避難の決行へ

らくして防災関連の情報が途絶えた。まず的
確な情報をえることが困難となった。情報が
途絶えるまえの、気象庁の津波予報は３㍍（宮
城６㍍、岩手３㍍）であった。情報インフラ
の脆弱性を経験することになったのである。

「津波予報が３㍍であるのに対して、この地
区の防潮堤の高さは６．３㍍であった」とい
う認識は、避難意識をゆるめた。（図３）

４　ハザードマップのもつ両義性
　ハザードマップは、被害想定の範囲にいる
人びとへの危険認識を促進する効果があると
同時に、ハザード外の人の危険性の認識を緩
和させ、危険をもたらす可能性がある。
　図４は、大槌町吉里吉里地区の津波犠牲者
の被災場所の地図である。青い線が津波浸水
域を示し、赤い線がハザードマップで示した
津波浸水域の想定である。一見して、青の線
と赤の線の間で、多くの方が被災している。
ハザードマップで示した危険域の想定を超え
たところが、この地区では、災害の犠牲者を
出した最大の要因となっている。

５　まちづくりとソフトの対策への期待
　避難をするきっかけや、方法・手段につい
ても検証が求められている。避難のきっかけ
は、防災情報以外に、近隣関係における声か
けも重要である。三陸の被災地では、避難の
声掛けが一定程度見られた。その一方で、要
援護者が避難しなかった（できなかった）り、
避難したとしても、少し高台の親せき宅へ
行ったり、自宅の２階にあがったりといった
具合で、避難の階段を小規模にしかあがれな
かった例も目立っている。また、要援護者を
もつ家族が、自分だけが率先避難するわけに

図３　放送で何を聞いたか（岩手大学麥倉研究室「大槌町仮設住宅調査2013年」）

図４　大槌町吉里吉里地区の津波被災発生地地図
（岩手大学麥倉研究室・吉里吉里地区自主防災計画策定検討会議被災状況調査2013年）

図５　避難行動が早かった理由
（岩手大学麥倉研究室・吉里吉里地区避難行動調査2013年）

はいかず、健常な寄り添い家族が被災してい
る例も目立つ。（図５）

６　避難所機能や均衡ある人員の配置
　避難所機能が充実していることや、地域社
会の中に防災の担い手が、それ相応に手薄化
していない状態を維持することも重要であ
る。被害後は、こうした面での期待とは反す
る傾向もみられる。その一つは小学校の統廃
合である。国土の均衡ある発展のためには、
地域社会を過度に手薄化しない対策が必要不
可欠である。
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はじめに
　東日本大震災津波によって家族、親戚、知
人を失い、慣れ親しんだ故郷の街並みを失っ
た多くの被災者の方々の喪失感は未だに癒え
ていない。しかし、復旧・復興から持続可能
な社会の構築に向けた歩みは着実に進展して
いる。
　発災後まもなく、県及び各市町村は「復興
計画」の策定に着手し、復旧・復興の作業を
進めていった。こうした作業の進捗は課題ご
と、あるいは地域ごとに必ずしも一律ではな
いが、総じて着実に進展している。最も被害
の大きかった漁業関連施設の再建はほぼ終了
し、市街地の復旧、移転先としての高台の整
備、災害公営住宅の建設・入居などの住環境
は、急ピッチで進んでいる。三陸鉄道は全線
再開したし、三陸縦貫道、国道106号線の
高規格道路化の工事も本格化している。
　とは言っても持続可能な地域社会の構築と
いう目標を達成するためには未だに課題は山
積している。本稿では、沿岸地域における地
場産業である水産加工流通業の復旧から復
興、さらに新生に向けた取組を紹介し、私な
りの持続可能な地域社会・経済の構築に向け
たロードマップを示してみたい。

地場産業としての水産加工流通業
　県南、県央、県北、沿岸の四地域の地域経
済の動向を市町村民所得で比較してみると、
1960年代は、「県央」と「沿岸」が “2強 ” で
あったが、その後の半世紀の間に「沿岸」は

「県北」とともに “ ２弱 ” に転換していった。
つまり、「沿岸」は約半世紀の間に、地域経済
の活力を相対的に低下させていった地域であ
る（詳細は、宮沢俊郎、植田眞弘「岩手県内
の地域間格差」公益財団法人『さんりく基金』
自主研究報告書、2010年、を参照。）。
　しかし、沿岸地域はその地理的条件を生か

　持続可能な地域社会の構築と地場産業の再生
岩手県立大学教授・地域政策研究センター長　　植田　眞弘　

して地域の基軸産業としての地位を確立した
水産業が地域経済を下支えする役割を担って
きた。特に水産加工流通業は、漁協ごとに、
あるいは相対的に小規模の水産加工業者ごと
に独自の製品開発、販路開拓に努め、大震災
津波以前の約半世紀に渡って、産業全体とし
ての拡大は見られなかったが、「ブランド力」
を高め、一定の地位を築いてきた。例えば、
宮古市における水産加工流通業は大震災直前
の2010年には雇用の30%台を占め、雇用
の受け皿として重要な地位を占めていた。
　いうまでもなく、地域特性に見合った形で
沿岸地域の基軸産業としての地位を確立して
きた水産業は、東日本大震災津波で最も甚大
な被害を受けた産業である。漁港、魚市場、
加工工場の多くは流出を余儀なくされた。さ
らに、生産・供給が中断した時期に多くの販
路も失った。福島第一原発の事故による放射
能汚染の「風評被害」も岩手県沿岸の水産業
は被った。
　復旧のための補助金が集中的に投入された
ことと、漁協、水産加工業者等の復旧に向け
た自助努力によって、同産業の復旧は当初比
較的順調に進んでいったが、現在、新たな課
題に直面している。それは、東日本大震災以
前の状況に「復旧」させるだけでなく、より
高い競争力を備えた産業として新生しなけれ
ば、人口の社会減を伴った地域経済の衰退傾
向を逆転させるとはできないということであ
る。つまり、競争力強化⇒収益増⇒雇用の拡
大を目標に掲げることが求められているとい
うことである。
　この課題を認識した水産加工業者の若手経
営者が震災津波以降、グループ結成して活動
し、着実に成果をあげている。彼らの経営理
念と理念に基づいた活動を紹介することを通
じて、沿岸地域の地域経済の持続的発展の可
能性・方向性について考えていきたい。

“チーム漁火”の先進性と可能性
　“ チーム漁火 ” は、宮古市内に拠点を構え
る共和水産株式会社（代表取締役専務：鈴木
良太）、有限会社かくりき商店（専務取締役：
小堀内将文）、有限会社佐々京商店（代表取
締役：佐々木大介）、株式会社佐幸商店（六
代目：佐々木博基）の4社で大震災直後に結
成された。ここで氏名を紹介した4名はそれ
ぞれ若手経営者である。ちなみに、代表は “ イ
カ王子 ” こと鈴木良太氏が務めている。
　彼らは、これまで単独で事業に取組んでき
た在り方を見直し、連携による相乗効果の発
揮を実現することを目標に掲げ、①商品開発
から購買、製造、販売までのすべてを共有し
連携する。②人員やノウハウだけでなく加工・
製造工程の連携も図る。③震災前の各社の不
採算商品は縮小し、チーム内で利益率の高い
商品に特化する。④設備は重複しないように
購入し、加工製造過程を連携することで生産
効率を向上させる。以上の4点を申し合わせ
た。
　「共有」「連携」「不採算部門の切捨て」等は、
企業が競争力を強化する際の最も重要なキー
ワードであり、彼らがこれまでの宮古地区の
水産加工流通業が抱えていた課題、改善すべ
き点を、実践活動の経験から学び、こうした
結論を導いたことには経営学の研究者として
驚嘆に値するものである。
　水産加工業は、高品質の製品を製造するた
めには熟練に依存する部分が大きく、製造工
程の全面的な機械化は困難である。また、独
自の製造技術は各社が競争優位性を維持して
いくための「企業秘密」でもある。にもかか
わらず彼らは相乗効果があげることを見据
え、加工・製造工程の共有・連携に踏み切っ
た。また、各社がそれぞれ持っていた得意先
に４社で売り込み、販路の共有を拡大につな
げる試みもこれまではほとんど見られなかっ
たことである。特に、比較的小規模の企業で
あるにもかかわらずバリューチェーンについ
ての知識を深め、緻密なコスト計算を通じて、

価格決定力を身につけていった点も画期的な
ことである。その結果、過度に「ネット販売」
に頼ることなく、より利益率が高くなる固定
した顧客への販売を増やしている。
　また、急速な経済発展を遂げており、また
富裕層を中心に日本食に対する関心が高まっ
ている中国、台湾、香港といったアジア諸国
の市場に注目し、高品質の製品を売り込む
試みも精力的である。筆者も2015年6月に
台北で開催されたアジア最大の食品見本市

「フード台北」に彼らと同行したが、製品の
品質（鮮度と美味しさ）や食の安全性を武器
に現地のバイヤーとの間で商談を成立させて
いく彼らのエネルギーは敬服に値するもので
あった。

むすび
　日本創成会議が用いた “ 地方消滅 ” という
ショッキングな言葉は、地方における子育て
環境や雇用環境が改善されない限り、人口流
出は益々大規模に進行し、その結果、地方が
消滅する可能性があると警鐘を鳴らしたもの
である。岩手県沿岸地域は東日本大震災津波
によって、それ以前から長きに渡って進行し
てきた人口減少に拍車がかかっている。
　こうした傾向に歯止めをかけ地域社会を存
続させていくためには、地場産業である水産
加工流通業の競争力を強化し、収益を増や
し、地域における雇用の受け皿としての機能
を高めていくことが、実現可能性が高いロー
ドマップであると筆者は考えている。水産加
工流通業がより高い競争力を備えた産業に脱
皮していくためのヒントは “ チーム漁火 ” の
活動のなかに見ることができる。
　こうした “ チーム漁火 ” に代表される地場
産業の競争力強化の取組は、企業収益の増加・
雇用の拡大を実現し、地域経済全体の活力を
高め、人口流出に歯止めを掛けるという目標、
すなわち、持続可能な地域社会・経済の構築
にとって、最も実現可能性が高い方策ではな
いだろうか。
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１　現場における法的ニーズと法律改正の動
向とのギャップの存在

　当事務所は、平成24年９月19日、岩手
県県土整備部都市計画課及び同建築住宅課
と、法律相談業務の受託を内容とする協議書
を締結し、以降、岩手県主催の防災集団移転
促進事業連絡会議に出席し、被災自治体への
法的支援を実施すると共に政策シンクタンク
として、提言書・見解書の提出を実施してお
ります。
　同業務の中では、住の復興のために必要な
防災集団移転促進事業の早急な進捗のため、
新たな発注方式も検討されました。当事務所
もアットリスク型ＣＭ方式の採用に関し、ア
メリカのカトリーナ台風からの復興の際に用
いられた手法を検証し、岩手県に意見書の提
出も実施しました（詳細は、日刊岩手建設工
業新聞「震災復興の法律的課題」236ページ
以下）。
　この際の経験は、平成26年６月４日に公
布され、即日施行された「公共工事の品質確
保の促進に関する法律の一部を改正する法
律」にて採用された多様な発注方式を認める

「公共工事の入札契約方式の適用に関するガ
イドライン」の適用場面における法律判断の
提供に大きく役立っております。
　さて、復興時の用地取得に係る諸問題とい
う点で、私は、東京における議論内容と現場
の悩みの大きな違いを平成26年５月９日に
岩手県主催で実施されました平成26年度第
１回防災移転促進連絡会議に出席をした際の
状況をご説明したいと思います。

２　法的ニーズは、 地域に根ざしていないと
分からない

　平成26年４月23日、東日本大震災にお
ける復興事業用地の取得に関し、東日本大震

　復興時の用地取得に係る諸課題
弁護士法人匠総合法律事務所　代表社員弁護士　秋野卓生　

災復興特別区域法の一部を改正する法律が成
立しました。
　同法改正は、被災地における復興事業用地
の取得が困難であることから、土地収用法の
手続きを用いて、土地収用を簡易に果たすこ
とが出来る事とし、復興事業用地の取得を促
進させる事を目的とした法改正です。
　東京において机上で検討をしていたこの４
月は、画期的な法改正である！と心躍らせ、
我々弁護士の役割は、土地収用にあたっての
法的論点整理であると意気込んで検討書を準
備し、岩手県主催平成26年度第１回防災移
転促進連絡会議に出席したのですが、岩手県
の被災自治体の用地取得率を見ると、約半数
の自治体では、用地取得がほぼ終了しており、
残りの自治体においても、土地収用を用いた
用地取得は、今後のコミュニティ形成におい
て大いなる禍根を残す危険性があるため、今
後も、粘り強い交渉をしていく予定であっ
て、土地収用を行う予定はないとして、せっ
かく法改正をしたのに、土地収用に関する法
的ニーズは、余り存在しないことに衝撃を覚
えました。
　むしろ、法的ニーズは、高台の造成工事も
含め、復興計画が長期化していることも影響
し、現地では、当初、高台移転候補地への移
転を応募していた住民が、いざ、宅地ができ
あがり申し込み段階になると、「やっぱりや
めた」と移転を拒否する→そうすると、作っ
た造成地が空き地だらけになってしまうとい
う問題が深刻であることがわかりました。

自治体担当者：秋野先生、住民から申込金取
れますかね？
秋野：造成中でまだ、売買契約の目的物がで
きあがっていない状況で申込金を受領する法
的根拠が立ちませんよ。

自治体担当者：でも、ハウスメーカーの物件
と防災集団移転先の物件と二股にかける住民
が多く、当初、高台への移転を希望していた
住民が、ハウスメーカーが別の土地で手掛け
ている物件を購入するケースが発生している
んですよ。
秋野：悩ましいですね。

　莫大な予算をかけて高台のコミュニティを
作っても、空き地だらけではコミュニティに
ならず、日本経済を牽引している震災復興工
事ですが、強烈な税金の無駄遣いになるリス
クがあります。
　
　また、次のような質問もありました。
自治体担当者：団地造成工事にあたり、遺産
分割協議が未了のため、用地の売買契約が締
結できない。６人の相続人のうち、５人は現
地の人で売買契約に承諾をしているが、都会
にいる１人と連絡が取れない。この場合、５
人から起工承諾書を取り付けて造成工事を実
施できないか？
匠総合法律事務所：共有地の変更にあたって
は、共有者全員の承諾が必要となりますので、
５人の承諾では、造成工事の実施を強行する
のは難しい。特区法の改正によって土地収用
ができるようになったので、活用してはいか
がか？
秋野：しかし、実際、６分の５の承諾がある
状況下で、土地収用に踏み込むのは難しいで
すよね。
自治体担当者：そうなんですよ
秋野：「土地収用」という言葉が良くないで
すね。「収用」ではなく、「提供」といったよう
な柔らかい言葉を法律が使えば、運用も変
わってきますよね。

　この他に防災集団移転促進事業特有の質問
として、次のような質問もありました。
自治体担当者：移転促進区域で、移転希望者
から買い上げた跡地が虫食い状態になってし
まっている。買い上げた土地を有効利用する
ために、土地交換をすることは可能でしょう
か？
秋野：土地交換による方法も、任意に応じて
もらえなければ実効性がない。土地を整形し
て利用することを目指すのであれば、それこ
そ、区画整理などの手法を用いる必要がある。
自治体担当者：跡地利用にそこまでするのも
躊躇を覚える。そうなると、空き地とせざる
を得ないのかもしれない。

３　地域に根ざしたニーズ ・ 住民に寄り添っ
た政策 ・法律の提案を

　私は、震災復興・まちづくり支援業務に関
与しながら、法律は、霞ヶ関で机上で業界団
体や日弁連等、団体の意向のみ吸い上げれば
ＯＫとしてつくりあげ、推進するものではな
く、地域ニーズ・現地の事情を確認し、ニー
ズを吸い上げ、そして、真に使いやすい内容
で作り上げていくことが大切であると考えて
おります。
　法律用語の厳格な運用も重要ですが、現場
にて法律が使われるような「なじみやすさ」
も重要ではないか、ということを痛感してい
ます。
　災害復興法学を今後の専門分野に加えたい
と考えている弁護士として、地域に根ざした
ニーズ・住民のために必要不可欠なニーズを
政策提言の形に整理整頓する仕事に力を尽く
したいと考えております。
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　岩手県建設業協会では、東日本大震災から今までの県内建設企業の取り組みを記録に残し後世に伝
えるため、これまでに記録誌を２回発行しています。第１回は2012年３月に『復興への道 東日本大
震災からの復旧記録』、第２回は2013年３月に『ふるさと岩手 被災地のいま』というタイトルで発行
しました。
　第１回は正副会長と全支部長の座談会、各支部の対応記録など。第２回は復旧・復興工事が始まり
だした沿岸部の写真レポート、復興に取り組む人たちの思いを伝える証言集などで構成されています。
また、震災直後から釜石市と大槌町に後方支援に入った遠野支部は、独自に記録集『釜石・大槌への後
方支援活動 遠野の思いをつなぐ』を発行し、道路啓開などに従事した関係者の生の声を伝えています。
　このほかにも県内外で開かれるシンポジウムなどへの講師としての参加、県外企業関係者の現地視
察の案内、関係する書籍への取材対応、「オール岩手で復興」ステッカーの作成など、地元建設企業の
活動や思いを正しく伝えるための活動にも取り組んでいます。

ミニコラム①　記憶をつなぐ役割

過去３冊の記録集

　県外のフォーラムでの講演
 （北海道岩見沢市：12年11月）　「オール岩手で復興」ステッカー

他県からの視察団に復興の状況を説明（釜石市：12年７月）

第２章　震災から５年『被災地のいま』

　復興を牽引する最前線のリーダーたち
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危機感を持ちながら
　旧態依然のままでは

　その日３月11日の午後、大坂建設社長の
大坂文人さんは宮古市内で散髪の最中だっ
た。尋常ではない揺れに津波の到来を直感し
た大坂さんは、散髪も途中のまま会社に直行。
社員らに避難指示を出して自らは山沿いの迂
回路を通り、浄土ケ浜の高台へと向かった。
　そこで見たものは、引き波にえぐり取られ
転倒する蛸の浜漁港の防波堤、蹴りを食らわ
せたように内港側に散乱する消波ブロック。
鍬ケ崎では自社の起重機船が陸に向かって流
されていた。長い戦いの始まりだった。
　発災直後からの災害がれきと化した廃棄物
の撤去、他地区に先駆けての本格復旧への着
手、資材や人員の不足、高騰する資材価格、
入札不調などさまざまな問題を抱え、時には
被災地全体のモデルケースとなりながら、地
域建設業のリーダーとして休まず走り続け
た。震災から５年。大型工事の発注が一巡し、

「復興後」が現実のものとして視界に入って
いる。

大坂建設㈱　代表取締役

大坂文人さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

地域住民の幸せのため
　私たちは何をすべきか

宮古で生まれ、生きていく一人として

　「危機感は持っていますよ。みんな等しく。
仕事が無くなることに対して」。大坂さんは
率直な思いを隠さない。同時にその危機感へ
の慣れ、麻痺が地域を覆っていることにも。

「仕事が無いと言いながら、出てきた仕事に
飛びついてしまう。旧態依然のまま、受け身
のままで、本当に地域から必要とされる建設
業界になれると思いますか」

地元を豊かにするため
　社会資本のビジョンを

　2018年に航路開通が予定されている宮古
－室蘭間のカーフェリーへの対応、港を活用
した風力発電や波力発電、宮古港における生
産性の高い漁業の実現など、港を生かしたま
ちづくり、産業振興へのアイデアが、大坂さ
んの中にはあふれている。「まずは地元の人
たちが豊かになるための事業を提案しなけれ
ば、私たちもじり貧。地域における社会資本
のビジョンを提示し、インフラの町医者とし
て具体的な方策を提示していかなければ」
　「みんな本当に大変な経験をした。これを
得難い経験として未来への糧とできるか、風
化させずに次世代につなげていけるか。これ
は若い人たちの肩に掛かっていると思ってい
ます」。地域の若手経営者らに向ける眼差し
は厳しくも温かい。
　父である先代・敏夫氏の急死を受け、28
歳で社長に就任してから40年近く。「私は裕
福な状態で会社を継げなかった。数え切れな
いぐらい辛く悔しい思いもしたし、それ以上
に多くの人たちに助けられた」。公共投資の
最盛期、バブル崩壊、建設氷河期の全てを生
き抜いてきた。その間、多くの仲間が市場か
ら退場していった。だからこそ若手経営者ら
には、宮古地域の建設業の灯を消してほしく
ない。大坂さんはそう願う。

自分たちが動かずに
　誰が動くというのか

　「私たちは宮古で生まれ、宮古で生き、宮
古で死んでいく人間だ。一人の力で生きてい
るのではない。生かさせてもらっている。今、
俺たちが動かずに、誰が動くんだ」。2011年
３月16日、大坂さんは宮古地区災害復興対
策連絡協議会立ち上げのため集まった仲間た
ち一人ひとりに問いかけた。寝る場所も食事
も無い震災直後の窮状は遠くに過ぎた。しか
し避難所で泣いている市民の姿は、今も大坂
さんの記憶に深く刻まれたままだ。
　「私たち地元建設企業が地域の将来を考え
て、地域の皆さんにいかに貢献するか。地域
の皆さんが幸せになれるため、私たちが何を
すべきか、今こそ考えなければならないんで
すよ」大坂さんは力を込める。「今、俺たちが
動かずに、誰が動くんだ」と自らに問いかけ
ながら。
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５年前と変わらず
　目の前を一つずつ

　晴山さんは、５年余りの記憶を呼び覚
まし「とにかく、こなした方がいいと判断
したことに手を付けた印象だ」と野田村の
復旧・復興を語る。「私の立場は、５年経っ
たからといって変わるものではない。こ
れまでと同じく、目の前にあるものを一
つずつ造り上げたい」
　発災直後、パトロールで津波被災状況
を把握した。大量のがれきで埋め尽くさ
れた光景。「私がパンを必要としたように、
村のみんなも食糧や救急車を必要として
いた」。道路を確保しなければならない、
とかみしめた。
　冬期間は通行止めになっている県道野
田山形線。隣の久慈市に向かうルートと
なる。入り口の太いチェーンをこじ開け、
除雪車を自ら操作して除雪。同市宇部町
につながる道を確保した。
　「これから絶対に重機が必要になる」。

㈱晴山組　代表取締役

　晴山一吉さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

地域をつくるためにも
　地元業者が声を上げて

村の未来と人材育成を見据えて

強い確信があった。晴山さんは自宅・社
屋が津波で被災しながらも、地域に根差
す建設業の一員として立ち上がる。行方
不明者の捜索や、がれき撤去などを経て、
村の本格的な復旧・復興がスタートした。
　村内最大の集団移転地となる新町高台
団地。晴山さんは高台造成工事の下請業
者として力を注いだ。「私たちはインフラ
を造り、提供する立場。高台造成や水道・
下水道工事を絶対にやり遂げるとの思い
で、重点的に取り組んできた」。晴山さん
の自宅も団地内への再建が進む。

先輩の活動引き継ぎ
　新たな取り組みにも

　復興後を見据え、地元技術者による施
工の重要性を訴える。「応急工事が必要と
なった際の対応が早い。地域に根差す建
設業とは、そういうものだ」。高台団地の
整備に伴い、修繕や除雪なども新たに必
要になる。「村の配水管についても震災前
は塩ビ管だったが、震災後は新たにポリ
エチレン管にしている。村の誰かが除雪・
補修できる体制をつくらなければならな
い」
　多能工の育成も重視する。「人口の多い
地域では、土木関連での仕事の特化は出
来るだろう。人口の少ない村では『土木工
事であれば何でもできる』が特化の形だ」
　被災地の中でも、村の復興は先行して
いる。「行政側は復興を進める上で課題に
直面したと思う。村をはじめ沿岸北部の
情報を提供し、復興の参考としてほしい。
復興を先に遂げる経験者として、地域性
を大事にしながら岩手の復興に協力した
い」
　県建設業協会久慈支部青年部会では部
会長を務め、若者の入職促進に向けた取

り組みに力を入れる。青年部の代表的な
活動となる建設業ふれあい事業。「協会・
支部の先輩の取り組みを引き継ぎながら、
新しい取り組みに挑戦したい」

仕事はチャレンジ
　苦労こそが面白い

　2015年度のふれあい事業では、久慈
市立大川目中学校でドローン（マルチコプ
ター）を飛行させ、子どもたちの興味を引
いた。「今後はドローンから見える景色を
スクリーンに映すなど、楽しんでもらえ
る工夫をしたい」と笑顔に。やりがいを伝
えることも忘れない。「仕事はチャレンジ
して、苦労して、成し遂げてこそ面白い」
　村の未来や若手人材の育成を見据え、
提言する。「野田村に関して言えば、グルー
プ化のような対応も必要になるのではな
いか。発注者が設定する経常ＪＶではな
く、依頼に対する窓口を一つにし、仕事
を振り分けるという形だ」。具体例として

「グループで下請けに入り、橋梁は橋梁工
事が得意な業者が施工するといったスタ
イルが考えられる」
　地域維持の重要性を真っ直ぐに見つめ、
訴える。「地元業者が声を上げて、地域を
つくらなければならない」
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まとまった装備もなく
　まるで素人集団のよう

　３月11日夜、大槌町の市街地を火災が襲っ
ていた。津波から逃れ高台に避難した人たち
を下から煽るように火の粉が舞い、一部では
山火事も発生。岩間さんらは、避難場所であ
る中央公民館から医師が常駐する老人保健施
設に、妊婦や病人を移動させるため何度も往
復した。避難所の固く冷たい床に体を折り曲
げるように横になっても、次に何をすべきか
で頭はいっぱい。まとまった睡眠を何日間も
取っていないことに気付いたのは、だいぶ後
になってからだった。
　その間にも沿岸広域振興局の要請を受け、
遠野支部が道路啓開の支援に入っていた。地
元企業が動き出したのは17日の深夜。津波
被害を受けていない企業を直接訪問しながら
体制を整えていくが、通信インフラも壊滅し
連絡が思うように取れない。先行した町内企
業の動きを見た人たちの口コミが、人集めに
一役買った。「ヘルメットも作業服も何も無

㈲岩間建設工業　代表取締役

　岩間公人さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

被災者含む一人一人に
　果たすべき役割と責任

生かされたことの意味を考えながら

い、まるで素人集団でした」と岩間さん。自
衛隊や警察、町役場などと連携が進み役割分
担が明確になるにつれ、岩間さんの役割は仮
設住宅の造成にシフトしていった。

やるべきことは明白
　一つの会社のように

　道路啓開、用地造成、支援物資の運搬…。「何
でも屋」と呼ばれるほど、自分にできること
はなんでもやった。地元企業が初めて休みを
取ったのは３カ月半後。その間にも家族の喪
失という現実にも向き合った。父、弟、そし
て遺骨となって戻ってきた母親…。「今思え
ば、気持ちの隙間というか、空き時間を作り
たくなかったんでしょうね。仕事に振り回さ
れてでも体を動かし、愚痴をこぼしている間
はいいんですよ。でも何かの拍子にため息が
漏れると、そこに何とも表現できない重たい
感情が入り込んでくるんです」
　同年代や自分よりも若い経営者たちの姿
にも励まされた。「津波より怖いものは無い。
ならば悩んでも仕方ない。やるべきことは明
確でしたから、がれき撤去が一段落する前ま
で私たちは一つの会社のようでした」と岩間
さんは振り返る。
　震災から５年。高台へ
の移転や市街地のかさ上
げなど、復興後の町の姿
が見え始めてきた。一方
で町の人口は震災前から
約２割減少。町の将来に
対する不安の声も聞かれ
る。「事業の遅れを批判す
るのは簡単。しかし特定
の誰かを責めても仕方が
ないんです。被災者であ
る一般の人も含め、それ
ぞれに果たすべき役割と

責任があるはず」と、自らを戒める。

目先に囚われないで
　本音で本質的議論を

　それぞれが主体的に役割を果たすために
も、十分なコミュニケーションが必要と岩間
さんは訴える。「隣の芝生は青いの言葉通り、
ほかの地域がどうしても良く見えてしまう。
もっとも行政の側も、同じような目で私たち
を見ているでしょう。早くするも遅くするも
人次第。改めて本音で話し合い、目先に囚わ
れない本質的な議論が必要だと思います」
　東日本大震災は、岩間さんから両親と弟を
奪い去った。社屋や自宅まで流される絶望的
な状況の中、何が再起への原動力となったの
か。この問いに対して、岩間さんは「生かさ
れた」という言葉を口にする。
　「私の親は自宅を安全な場所だと信じて亡
くなった。また危険な場所にいたけれど助
かった人、一度避難したのに家に戻って亡く
なった人もいる。死んだのは私だったのかも
しれない。それでも生きているならば、何か
意味があって生かされたはず…。そう自分に
言い聞かせていました」
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感じることができた
　食べる側の人の思い

　「食べる側の人との関わりがいかに大切か。
震災を通して改めて実感しましたね」
　「恋し浜」の名で全国に知られ、築地で最
高値を付けたこともあるホタテを、東日本大
震災は容赦なく奪い去った。大小合わせて
50隻以上あった船も、残ったのは陸に打ち
上げられた小舟を含む４隻のみ。明治と昭和
の津波で被害を免れた家屋も流され、川沿い
の作業場は10棟全てが流出した。
　「何年かかっても構わないから復活してほ
しい」。消費者や取引先から届く温かい声。
ボランティアで現地を訪れていたオール・ハ
ンズ・アジア代表理事の北濱哲さんが呼び掛
けた寄附金によって、荷さばき施設も復旧し
た。「食べる側の人が私たちを心配し、元気
づけたいという思いを感じることができまし
た」。佐々木さんは振り返る。
　震災後、漁協の素早い対応もあり、2011
年12月に養殖施設の約７割が回復した。北

綾里漁業協同組合　小石浜養殖組合
ホタテ部長

佐々木淳さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

浜の歴史に感謝し
　未来へと海を紡ぐ

次世代につないでいく責任

海道から半成貝を調達して養殖を再開し、
2012年から出荷をスタート。2014年以降
は稚貝から育てた２年貝の出荷を再開。一人
当たりの出荷量は震災前の水準にまで復活し
た。
　2015年からは、生産者と消費者とつなぐ
新しい動きも始まった。海中がれき撤去のボ
ランティアを行っていたダイバーの佐藤寛志
さんが中心となり、三陸鉄道恋し浜駅前に「恋
し浜ホタテデッキ」を８月オープン。この土
地を訪れた人たちとの交流スペースとして、
小石浜の土地や漁業のファンを増やし、新た
な需要創出にも結びついている。

お互いが高みを目指し
　岩手全体の盛り上げを

　また、９月には「綾里漁協食べる通信」が
創刊。創刊のきっかけは、「東北食べる通信」
で紹介された恋し浜ホタテ。漁協職員が編集
長を務め、綾里地区にある６漁港の生産者ら
にスポットを当て、漁業の魅力を発信しなが
ら、食べる側と直接つながるツールとして年
４回の発行を目指している。佐々木さんも「綾
里がモデルケースとなり、各地の浜で交流人
口が増え、活気づくきっかけになれば」と期
待を込める。
　「自分たちだけが良ければという考えでは
続きません」。佐々木さんは常に岩手全体の
ブランド化、活性化を視界に入れる。「恋し
浜ホタテがブランド化すれば、恋し浜のある
岩手が付加価値になり、岩手には美味しいも
のがまだまだ沢山あることを知ってもらえま
す。だから私たちは、狭い世界の中での足の
引っ張り合いはしない。他人を蹴落とすので
はなく、お互いが高みを目指し岩手全体が盛
り上がってこそ、初めて自分たちに返ってく
ると思っています」

土地と漁業のファンが
　新たな化学変化を生む

　恋し浜ブランドの基盤をつくったのは、先
代の漁業者たち。漁場の能力を把握した上で
数量制限に取り組み、量ではなく質を追求し
たことが、現在の姿に結実している。
　佐々木さんは、この連綿と続いてきた浜の
歴史に感謝しながら、次世代につないでいく
ことの責任を訴える。「食材のファンになっ
てくれた人が、その土地のファン、漁業のファ
ンになってくれる。そこから交流が生まれ、
漁業を志す人や将来的に移住してくれる人が
出てくるなど、新しい化学変化が起きる可能
性だってある。それが海を未来へと紡いでい
くことになると思います」
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100㌶近い農地が被災
　逆風の中農地復旧へ

　農林水産業が基幹産業である陸前高田市。
その中で100ヘクタール近い農地が被災し
た小友地区での営農再開は2014年。地元ブ
ランド米「たかたのゆめ」をはじめ、市の平
均的な反収を上回る理想的なスタートとみら
れた。しかし農地改革の影響による減反補助
金の減額、戦後最悪とも言われた米価の下落、
農業資材や燃料費の高止まりなどの逆風が吹
いた。農地の復旧を第一に進んできた石川さ
んたちは、2015年からが本当の勝負と気持
ちを新たにした。
　小友地区の高台からは東に大野湾、西に広
田湾を一望する。2011年３月11日、この
二つの湾がそのまま両方向からの津波の入口
となった。被害を受けたのは農地だけではな
い。農業用の資機材、倉庫、自宅、その全て
を失った農業者もいた。
　同年11月に県から出されたプランは、受
益者負担ゼロの原形復旧と負担が生じる区画

農事組合法人サンファーム小友
代表理事組合長

石川滿雄さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

農業の再生を通じて
　産業と雇用の安定を

真の地方創生に向かって

整理事業の２案。「まずは暮らしの再建。と
ても営農どころではない」「わずかでも負担
が生じるならば原形復旧でも」などの声が強
くなっていった。

地域営農の担い手に
　農事組合法人を結成

　石川さんは当時、水利組合の組合長を務め
ていた。「米価が低迷し減反政策が強化され
る中、遊休農地や耕作放棄地も増えている。
将来に向けた農地の面積拡大が必要」との思
いから、戸羽太市長に対して区画整理事業に
おける受益者負担の免除を要望。市議会での
審議を経て、市による負担が決定した。
　旧来の５～10アールの区画を30～50
アールに拡大する区画整理事業の導入が実現
した。その一方、地元農家は高齢化が進み、
資機材も被害を受けていた。石川さんらは地
元農家と何度も意見交換を重ね、新組織に
よる農業経営が決定。水利組合、稲作組合、
転作組合、機械利用組合の４組合を合併し、
2014年３月「農事組合法人サンファーム小
友」が誕生。その年、約90ヘクタールの農
地に一面の緑が戻った。

地域の将来のために
　今をがんばらないと

　営農再開から２年目となる2015年、「た
かたのゆめ」は特栽米であり収量が上がらな
いことから耕作面積を縮小するとともに、個
別の販売ルートを開拓して米価下落に対応。
耕作面積を15ヘクタールに拡大した飼料米
では生産コスト削減に向けた直まき栽培も始
めたが、農地の均平状態が安定するまでには
もう少し時間を要するという。
　しかし石川さんたちは、現状にただ手をこ

まねいているわけではない。新たに大豆とニ
ンニクの栽培をスタートした。特にもニンニ
クは健康食品向けに、安全・安心な国内産へ
のニーズが高まっており、安定的な収入の確
保につながることが期待されている。
　「私たちの営農はマイナスからのスタート。
確かに現在、経営状況は楽ではありません。
しかし地方の本当の再生、真の地方創生のた
めには、安定的な雇用の場が不可欠」。石川
さんは、小友地区の農業の再生にとどまらず、
陸前高田市全体の将来を見据える。「私たち
が安定的な経営を実現することで農業が再生
し、地域の産業と雇用の安定化にもつながっ
ていくはず。地域の将来のため、今をがんば
らないと」と力を込める。

写真提供：サンファーム小友
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地元の食材に着目した
　和グルミプロジェクト

　2011年３月12日。被災地である宮古市
内の惨状を前に、寺井さんは呆然と立ちす
くんでいた。「何かをしなければ…。でもな
にをすれば」。盛岡の事務所に戻った寺井さ
んがまちづくりに関わる仲間６人と「SAVE  
IWATE」を立ち上げたのは、同日夕方のこ
とだった。
　真っ先に取り掛かったのは安否情報の集約
と提供、次いで物資の支援と、被災地の状況
に合わせながら活動スタイルを柔軟に変化。
盛岡市の公共施設や温泉に一時避難していた
被災者の「何もやることが無いことがストレ
ス」との声に、手仕事の機会を提供すること
を考え、支援物資の中でだぶつき気味だった
タオルを活用した「復興ぞうきん」をスター
トした。
　縫い手の輪も広がり、仮設住宅への移行の
際には、わずかながら手仕事での収入を可能
とした。「収入よりも心のケア。手仕事が心

SAVE　IWATE　理事長

寺井良夫さん

復興を牽引する最前線のリーダーたち

納得して購入される
　高付加価値の商品を

被災地の支援にこだわる思い

の癒やしにもつながり、買い手とのつながり
という意味合いの方が大きかったですね」
　本格的な収入支援に向けて、寺井さんが
打った次の一手は「和グルミプロジェクト」。
元々地域の食材として知られるが、殻むきに
手間が掛かる上に安価な輸入品に押されて、
地物は出番を失っていた。寺井さんは、この

「手間が掛かる」点に着目。クルミを買い取
るだけではなく、殻むき作業をする人を雇用。
老舗和菓子屋やそば屋とのコラボも実現し、
新たな商品開発にも乗り出した。
　さらには、震災記憶の風化を防ぐ意味から
も、鎮魂と祈りへの思いを込めた民俗芸能を
テーマに「三陸復興カレンダー」を発行。初
年度に当たる2012年は１万部を売り上げる
ヒット商品に。「ほとんどが手作り、販売も
ボランティア的に展開したことで、クルミの
買取資金に充てることができた」と振り返る。

環境の変化は質の変化
　専門性の高い支援必要

　震災から５年。寺井さんは、被災地への関
心が薄れてきていることを、SAVE  IWATE
の活動を通じて痛感する。復興ぞうきんの売
り上げが鈍化し、カレンダーの売り上げも
徐々にだが目減りしている。ボランティアの
人数も目に見えて減少。行政からの委託事業
も、2015年度は縮小、打ち切りが続いた。
　これら環境の変化は、同時に復興への質の
変化でもあると寺井さんは受け止める。「震
災直後はとにかく人手が必要でしたが、現在
は商品開発や販売など、専門性の高い分野で
のボランティアや支援が必要になっていま
す。同時に私たちも、支援のため買っていた
だくだけではなく、良い商品を納得していた
だける価格で提供できるよう努力しなけれ
ば」。クルミの木の皮を使った篭の作成など、
付加価値の高い商品開発に意欲的だ。

後悔しないために
　労力が大きくても

　５年前のあの日、盛岡市内の古民家を利用
した社屋では、停電と同時に一枚のメモ用紙
がパソコン上にはらりと落ちただけだった。

「停電では仕事にならないな」と寺井さんは、
ろうそく生活を楽しむぐらいの感覚で一夜を
過ごしたという。「沿岸部での津波災害なん
て微塵も思いつかなかった。なぜラジオを聞
くとかしなかったのでしょうね。それだけの
想像力も働かなかったんですかね…」
　寺井さんが身を削りながら、被災地への支
援にこだわり続けるのは、あの日に対する贖
罪なのか。「後悔したくないんですよ。今動
かなければ間違いなく後悔する。どれだけ労
力が大きかろうが、動くしかないんです」
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　岩手県建設業協会では、地震発生直後の通信網の途絶など東日本大震災における教訓を踏まえ、情
報通信機器の充実に努めています。緊急時の通信手段を確保するためのツールとして、12年から衛星
携帯電話を本部と全支部に配備しています。
　ほかにもスカイプ対応のノートパソコン、ＧＰＳ機能付きのデジタルカメラ、停電時に備えてのガ
ス発電機なども配置。また豪雨災害への備えとして、各支部での土のう袋やブルーシートの備蓄も行っ
ています。これら資機材の運用改善を図る意味からも、３月11日を「岩手県建設業協会防災の日」と
して、本部－支部間での情報伝達訓練を行っているほか、機会を捉えてビデオ会議などを開いています。
　15年２月には岩手県から災害対策基本法に基づく指定地方公共機関への指定も受けました。これに
より県の防災会議などの場で、県や関係機関との一層の連携強化が図られることになります。また各
支部でも、岩手・宮城内陸地震をはじめとする県内外の各種災害の教訓を生かし、行政機関と連携し
ての情報伝達訓練や防疫作業実地訓練など独自の活動を展開しています。

ミニコラム②　災害に備える

「岩手県建設業協会防災の日」に当たっての情報伝達訓練

鳥インフルエンザ防疫対応実地訓練
 （千廏支部）

被災状況確認の訓練にメールを活用
 （一関支部）

第３章　地域と共に歩む建設業として

『そのとき地元建設業は』
　　～３.11東日本大震災、最前線の記憶～

※いわけんブログに2013年11月から2015年３月まで掲載

写真提供：岩手県農林水産部漁港漁村課
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　―震災発生直後にどのような業務に当たり
ましたか
　従業員の安否は当日午後10時頃までに確
認しました。その後、午前0時頃に市役所の
方が私の自宅にきて、「朝6時から道路のガ
レキ撤去に出てほしい」と言われました。午
前2時頃から、被災していない従業員の家に
直接行って、朝から作業に出て欲しいと伝え
ました。午前3時頃からは山の方に置いてい
たバックホウの移動を始めました。
　会社は被災しましたが、残っていた重機と、
被災を免れた従業員と私の7人体制で朝から
啓開作業を始めました。他社を含め12、3人
で国道45号線の茶屋前から野々田付近まで
の作業に当たりました。その後、県道などに
移動して１カ月くらいは連日作業を行いまし
た。
　―どの様なことに注意して作業を行いまし
たか
　余震がありましたので、常に逃げる方向を
確認しながら慎重に作業を行いました。1日
目、2日目は余震のたびに重機を退避させま
した。市役所職員の退避命令に従いましたの
で、動きやすかったと思います。
　津波の波打ち際付近には、ガレキの下に数
人のご遺体がありました。特に家や車両を撤
去する際には十分注意をして慎重に作業を行
いました。ご遺体を見つけた際には、作業を
止めて警察が確認します。作業には時間を要
しましたが、2日間で1車線だけでも車両が
通れるようにしました。

　―どの様な思いで作業を行いましたか
　必死でした。とにかくガレキをよけて車両
を通すことだけを考えていました。「子供が
いるので高田方面に行きたい」、「末崎方面に
物資を運びたい」という声を聞きましたので、
一刻も早く通してあげたかったです。
　―困ったこと、辛かったことはありますか
　当初、従業員の朝食や昼食のことは全く頭
にありませんでした。金野支部長にお願いし
て、炊き出しからおにぎりを持ってきてもら
いました。
　我々は現場に出ているので、炊き出しや支
援物資の受け取りに行けませんでした。家に
残した女性と子供だけでは、貰いに行くこと
は困難でした。従業員には大変な迷惑を掛け
ました。お昼に配ったおにぎりを家族のため
に持ち帰る従業員もいました。
　被災した会社には、1、2週間は行けずに気
になっていました。女性事務員がガレキの中
を会社まで歩いて行き、書類等を持ってきた
際には大変感動しました。
　家を流された従業員や親せきの手伝いに行
けなかったことも辛い経験でした。
　―作業を振り返って教訓として伝えたいこ
とはありますか
　日頃から、維持工事などで市役所とコミュ
ニケーションが取れていました。その人のた
めなら動けるというお互いの信頼関係があり
ました。人と人とのつながり、地元の人間が
働いている市役所と日頃からのコミュニケー
ションが大切だと思います。
　道路が2日目で開通した時、住民の表情が
変わっていました。道路の大切さを感じ、本
当に人の役に立ったということを実感しまし
た。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「地元の人間が働いている市役所と、日頃から
のコミュニケーションが大切だと思います」
第1回　㈲熊谷技工（大船渡市）熊谷芳男さん

㈲熊谷技工　熊谷芳男さん（47歳：震災当時）
≪職種≫専務取締役、現場管理、重機オペレー
ター、現場作業
≪啓開等作業時の作業内容≫指示役、重機オペ
レーター

　―震災発生直後にどのような業務に当たり
ましたか
　会社が被災し、重機や車両も流されました。
震災翌日から啓開作業に出ていた熊谷技工さ
んから「オペレーターが足りない」という話
があり、13日から応援に入りました。国道
45号線、県道大船渡綾里三陸線、その後に
は枝道に入りました。とにかく車を通すこと
を最優先にしました。
　―作業に行く時の思いを教えてください
　震災前は衰退の一途でしたが、こういう時
こそ、土木業者の力を発揮して頑張らなけれ
ばと思いました。幸いなことに家が流されな
かった私が、最初に行きました。家族からは

「頑張って下さい」と励まされました。「今ま
でお世話になった分、みんなに返しなさい」
と親には言われました。家族のため、山水を
汲んで食料を準備してから現場に出ました。
息子たちも歩いて買い出しに行ってくれまし
た。家族の支えが大きかったです。
　―作業時に気を付けたことはありますか
　ガレキの下に知り合いがいたらと思うと、
重機で上を歩くことはできなかったです。最
初は生存者の捜索が行われていましたので、
かなり慎重に作業を進めました。
　一軒の家から3人のご遺体が出てきたこと
がありました。普段から知っている人たちで
した。収容時の様子を聞かせて欲しいとご家
族から頼まれ、感謝の言葉を頂きました。
　―つらかったことはありますか
　「婆ちゃんがコタツで死んでいるから出し

てくれ」と言われましたが、道路が優先だっ
たので出来る範囲でしか手伝えずに辛かった
です。他にも家族を探す人から、多くの声を
掛けられました。
　また、人間の良い面を沢山見ましたが、人
間の嫌な面も随分見ました。自分の家ではな
いところをウロウロしている人や重機で家を
よけたときに寄って来る人たちもいました。
　―困ったことはありましたか
　余震で津波警報が出る時が頻繁にあり、サ
イレンが聞こえるように常に窓を開けていま
した。連絡方法がなかったので、日頃から無
線機を持っていた方が良いと思いました。
　食料がなく、一口程のおにぎりが配られま
した。人数分が足りない時、市役所の若い職
員が「私たちは見ているだけですから、重機
の方が食べてください」と言われました。作
業についても一生懸命勉強していました。市
役所の若い人の態度を見て、これから先、希
望が持てると思いました。
　―これまでを振り返っての教訓や思いはあ
りますか
　仕事で行った山古志での経験が生かされま
した。会社の専務がガレキの処理方法につい
て提案しました。岸壁を仮置き場にしたこと
でガレキ処理が比較的スムーズに進みまし
た。
　建設関係の人たちはガレキ処理から休みな
く一生懸命働いてきました。みんな疲労がた
まっていても復興のために頑張っています。
若い人が足りないので、魅力ある職業になる
よう皆さんから応援して欲しいです。

「こういう時こそ、土木業者の力を発揮して頑
張らなければと思いました」

第2回　㈱中澤組（大船渡市）霜山隆さん

㈱中澤組　霜山隆さん（56歳：震災当時）
≪職種≫機材主任、重機オペレーター、大型運転
手
≪啓開等作業時の作業内容≫重機オペレーター
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　―震災発生直後の状況は
　3月11日は現場を担当していた奥州市胆
沢区に出張中でした。地震の直後から4時頃
までは携帯電話やメールがある程度使えたの
ですが、「釜石が大変なことになっている」と
いう以上の状況は把握できませんでした。
　当日中に釜石に帰りたかったのですが、道
路が寸断されて通行できないとの情報があ
り、旧仙人道路経由で釜石に入ったのは3日
後の14日。支部事務所の先にある五ノ橋か
ら先は自動車が通行止めでしたから、近くの
空き地に車を止めさせてもらい、会社のある
平田まで歩いて向かいました。
　―釜石入り後は、どのような業務に当たっ
たのですか
　私は主に災害対策本部で全体の世話役を担
当しました。お互いの状況把握と県から情報
提供や指示の円滑な伝達のため、しっかりと
した指示系統が必要でしたので、まずは各社
の保有機械や人員の確認・分析をした上で、
4月末には支部長をトップにする組織を立ち
上げました。
　クラスや企業ごとにそれぞれ人や機械の状
況は異なるため、私を含み各地区から選任
した世話役4人が全体的な課題の分析に当た
り、各ブロックではブロック長が統括する形
を取りました。私自身は、警察や県との打ち
合わせがメインで、問題が出た場合に即時連
絡できるよう、各ブロック長に加えて現場連
絡員を配置しました。
　―指示を出す際には、どのような点に留意

されましたか
　行方不明者がまだ多くいたので、万が一に
もご遺体を傷つけることがないよう、慎重に
作業を進めてほしいということ。また作業場
所の周辺にいる被災者の方に絶対に怪我をさ
せないよう注意しました。
　お年寄りが重い荷物を持ちがれきの上を歩
くような状況でしたから、道路がなければ食
料や物資が避難所まで届けられません。とに
かく一刻でも早く道路を啓開し、最低でも車
1台分が通過できるルートを確保しようとい
うのが一番でした。
　―ご家族は心配されたのでは
　私の家族は全員無事だったので、安心して
仕事に専念することができました。家族が行
方不明という人が大勢いる中、家族が無事と
いうことはそれだけで幸せなこと。だからこ
そ自分が頑張らないといけないと思っていま
した。
　それでも避難所を回って行方不明の家族を
探している人や、倒壊した家の前で泣いてい
る人を見るのは、つらかったですね。私たち
には道路を啓開するという明快な目標があっ
たのですが、被災者の方の中には、魂が抜け
たように町をさまよい歩いている人もいまし
た。作業員の中には同じような境遇の人もお
り、だからこそ「俺たちが何とかしなければ
ならないな」という思いが強かったと思いま
す。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「家族が無事だったからこそ頑張らないと」

第3回　新光建設㈱（釜石市）中村明さん

新光建設㈱　中村明さん（51歳：震災当時）
《職種》工事課長、現場代理人統括
《啓開作業時の作業内容》指示役および全体の世話
役

　―八重樫さんは、震災後どの段階から作業
に入られたのですか
　当日は国道283号で崖崩れが発生し通行
止めになっていたため、土砂の撤去作業に当
たりました。12日から市街地のがれき撤去
の準備に入り、本格的な現地作業は３～４日
後。大渡町の「釜石のぞみ病院」付近から撤
去を始め、途中から松原町周辺にも入りまし
た。
　―当初は情報伝達の手段も不十分な中、各
自が判断を迫られる場面もあったのではない
ですか
　各自の勝手な判断で事故などを起こさない
よう、一度作業を中断し、本部と相談しまし
た。ある程度期間が経てば各自が判断できる
ようになりましたし、市役所の連絡員の方が
建物の所有者と連絡を取りながら対応しまし
た。
　―道路なども、がれきに埋まっていたと思
いますが
　私たちは地元の人間ですから土地勘もあり
ますし、釜石の場合は鉄筋コンクリート造の
ビルや鉄橋などが残っていたので、それらを
目印に作業を進めました。私の場合は地図を
見るのが趣味ということもあり、被災前の道
路の状況がある程度は頭の中に入っていたの
で、道路を探し出すのは難しいとは感じませ
んでした。
　―余震も続きましたが、二次災害防止など
に注意したことは
　作業前に避難場所を確認し、余震があった

場合には重機・機械類を現場に置いて高台に
避難するなどのルールを決めていました。重
機に乗っていると小さい地震には気付き難い
ので、ラジオや携帯で災害情報をチェックし、
実際に避難したこともあります。
　３月末か４月の初めに、かなり大きな余震
があり、一帯で作業している人や地元の人た
ちみんなで三陸鉄道の鉄橋の上まで避難しま
した。また建物を解体している際の余震で建
物が崩れ、怖い思いをしたこともあります。
解体作業中に屋根の瓦が落ちて重機のガラス
を壊したり、建物が急に倒壊するケースもあ
りました。
　―精神的にも肉体的にも大変な時期が続い
たのでは
　最初はとにかく気が張っていたので、精神
的な疲れと緊張が先に立っていました。体の
疲れはあまり感じませんでしたが、５月の連
休時期を過ぎた辺りからは、作業に慣れてき
たためか、体の疲れが一気に出てきました。
　崩れた建物の中からご遺体を見つけた時も
非常につらかったのですが、ご遺族の方から
は感謝の言葉をかけていただきました。
　消防団の方で、周りの人を避難誘導させて
いる間に犠牲になられたそうです。ご遺族の
方の中には、つらい記憶を忘れてしまいたい
という思いがあるのかもしれません。しかし
私自身は震災を体験した一人として、記憶の
一部でも後世に伝えていく責任があるのかな
と思っています。

「震災体験者として記憶を伝えていく責任も」

第4回　佐野建設㈱（釜石市）八重樫充さん

佐野建設㈱　八重樫充さん（49歳：震災当時）
《職種》現場主任、オペレーター
《啓開作業時の作業内容》指示役、オペレーター
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　―震災が起きた時の気持ちはどのようなも
のでしたか
　津波を見たときは、もうだめかと思いまし
た。「内陸で仕事をするようになるのでは」と
も思いました。最初はどうしようもないとい
う気持ちがありました。
　本社が被災して、会社の重機もほとんど流
されましたが、「会社をやりますから」と声が
掛かりました。会社が動くのが早かったです。
正直、半信半疑の気持ちもありましたが、4
日目くらいから会社付近の片づけを始めまし
た。
　―啓開等作業はどのような作業を行いまし
たか
　1週間後に市民文化会館付近に入りまし
た。既に片付いていた幹線道路の枝線を、移
動しながらガレキ撤去の作業を行いました。
道路が通ったあとは平田方面に移りました。
　―作業を始めた時、どの様な思いが湧いて
きましたか
　こういう職業だったので、私たちがやらな
ければという気持ちでした。道路が寸断され、
移動手段が徒歩しかなかったので一生懸命や
るしかないと思いました。その反面、自分の
家を含めて生まれ育ったところが津波に流さ
れたので、そこを片付けたい気持ちもありま
した。
　―作業するうえで、注意したことはありま
すか
　毎日、作業場所の状況によって危険予知活
動で対策を実施していました。電気が通った

電線に接触しないよう、重機が作業員や一般
車と接触しないよう気を配りました。
　破傷風の心配から釘を踏まないよう、指示
もありました。後から鉄板が入った靴が配ら
れました。
　―余震のときの対応はどうでしたか
　朝礼の時に逃げる場所を決めていました。
余震で津波注意報が出た時には高台に逃げま
した。被災した時の経験上、車が渋滞すると
逃げるのが大変なので、歩いて逃げました。
とにかく高いところに逃げた方が間違いない
と思います。被災時に現場にいましたが、現
場の人たちを高いところに逃がして、幸いに
も全員が無事でした。
　―道路の場所はわかりましたか
　釜石は建物が比較的残っていましたし、土
地勘と記憶でだいたい分かりました。
　―食事は取れていましたか
　避難所から通っていたので食事はそちらか
ら出ていました。
　―疲れはありませんでしたか
　疲れを感じないほど、一生懸命になってい
ました。地元の人たちに喜んでもらえるのが
支えになりました。名前を覚えてもらったり、
感謝の言葉を掛けられたりすることもありま
した。
　―つらかったことはありますか
　自分の家族を探している人に声を掛けられ
るときがありました。ご遺体が出てくること
もありましたので、傷つけないように慎重に
作業を進めていました。
　―作業を振り返っての思いはありますか
　片付いたときには達成感がありました。も
し、他でこういうことがあったら、作業に携
わりたい気持ちがあります。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「こういう職業だったので、私たちがやらなけ
ればという気持ちでした」

第5回　㈱青紀土木（釜石市）萬寛さん

㈱青紀土木　萬寛さん（40歳：震災当時）
《職種》職長、指示役、作業員、重機オペレーター
《啓開作業時の作業内容》作業指揮者、指示役

　―震災発生時はどちらにいたのですか
　その時は社内にいました。水位が上がって
きたので、屋根に上って海に飛び込む覚悟も
しましたが、船や建物がものすごい勢いで流
れてきて、とても飛び込める状況ではありま
せんでした。
　タンクローリーは横転し、プロパンが爆発
して火災が発生するなど、現実の世界とは思
えない光景が広がっていました。津波が引い
た隙を見て、途中泳いだりしながら自宅のあ
る赤崎に帰れたのは深夜になってからです。
　―翌日から道路啓開に入ったのですか
　後ノ入川上流の治山工事現場が無事だった
ので、翌朝徒歩で向かい重機を確保しまし
た。バックホウ3台のうち2台は社員が持ち
出して自主的に作業に入っており、県道の大
船渡綾里三陸線を社員は赤崎小学校の付近か
ら太平洋セメント方面に、私は蛸の浦方面に
向かって道路啓開を進めました。
　体力的には相当消耗していたのですが、半
日で人が往来し車１台がなんとか通れる程度
の道を開けることができました。建物や船が
道路をふさぎ、学校のグラウンドもめちゃく
ちゃになっており、作業中はただ悲しかった
ことを覚えています。
　―会社としてはどのような動きを
　気仙光陵支援学校付近にダンプや重機を置
いている場所があり、そこに避難していた社
員が市役所職員から道路啓開への協力を依頼
されたそうです。そこから弊社と熊谷技工さ
んの社員が、一緒に市内のがれき撤去に向か

いました。震災直後の主な作業場所は、国道
45号沿いの加茂神社から大船渡駅裏までの
区間です。
　―会社を続けていくことに迷いは無かった
のですか
　正直言って、会社の継続は無理だと思って
いました。会社を続けることを決意したきっ
かけの一つは、社員が無事だったこと。そし
て地元がこのような状況のときにこそ、自分
たちの力が必要とされていると考えたことで
す。最初はお金や将来の心配よりも、ただ無
我夢中でしたね。
　―震災を経て、社員さんたちに変化は見ら
れましたか
　変な言い方かもしれませんが「真面目に
なった」という感じでしょうか。被災したり
自宅を失った社員も多かったのですが、自分
以外の苦しんでいる人のため何かをしなけれ
ばならないという気持ちが強くなっていると
思いますし、それが従来にも増して丁寧な仕
事ぶりにもつながっているように見えます。
　私たちは以前から地域社会の一員として取
り組んできた自負はありますが、今回の震災
を経て、自分たちのまちは自分たちが責任を
持って復興させるという思いを強くしていま
す。地域住民の方も、これまで以上に親しみ
を持って接してくれるようになったと感じて
います。

「自分以外の苦しんでいる人のために」

第6回　㈱小松組（大船渡市）小松格さん

㈱小松組　小松格さん（46歳：震災当時）
《職種》代表取締役
《啓開作業時の作業内容》指示役およびオペレー
ター
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　―震災直後にはどのような作業に携わった
のですか
　普段は現場管理を担当していますが、この
時は緊急的にオペレーターとして道路啓開に
当たりました。担当は市街地で国道106号
と45号が交差する部分の周辺と、金浜地区
です。
　―実際の現場に入られたときの思いは
　状況が理解できなかったです。想像を超え
るというより、考えが及ばない状態。何がど
うなっているのか飲み込めませんでした。
　市役所の周辺では家屋が内陸側に流されて
いたので、バックホウで土砂をよける作業が
中心でした。土砂で何も見えない中、行方不
明者の生存を前提に動くので、万が一にも傷
つけたりしないよう、細心の注意を払いなが
らの作業になります。悪いことばかりが頭を
よぎり、一気に片付けるという訳にはいきま
せんでした。
　―余震も多かったですが、市街地の中の作
業で、避難場所はどのようにしていたのですか
　ＮＴＴの建物を避難場所に借りていました
ので、何かあった場合はそこまで徒歩で移動
することを決めていました。
　―作業を進める上で苦労したことは
　消防関係者の方が、事前に車や建物を
チェックしてくれていましたが、車をどける
時には中に残された人がいないか、細心の注
意を払いました。
　被災された方から「この車で家族が逃げた
から、中に人がいるはずだ」と訴えられ、確

認しても車内には誰もいないんです。それで
も軽々しく「誰もいませんよ」とは言えませ
んから、本当につらかったですね。このよう
なことは何度もありましたし、実際にご遺体
も見つけました。あとはやはり燃料の問題。
これは本当に大変でした。
　―金浜方面にも入られたのですよね
　市街地が予想以上に早くめどが付いたの
で、金浜の現場でも道路啓開に当たったので
すが、こちらは本当に家屋が多かったです。
道路も分からない状態で、またヘドロもひど
かったですね。
　家屋を解体しながら進めば良かったので
しょうが、許可がその日は下りませんでした
から、海側の堤防との間を何とか通りながら
山田町側から迂回して現場に入りました。人
が暮らしていた家がそのままの形で残ってい
て、とても「がれき」と割り切ることはでき
ませんでした。
　―休みもなかったと思いますが、疲れはな
かったですか
　疲れたという感覚はなかったですね。これ
を使命感と言っていいのかどうかは分かりま
せんが、気が張っていたのだと思います。幸
い食事については会社の方で炊き出しをし
て、社員が作業ポイントまでおにぎりを毎日
届けに来てくれたので、困ることはなかった
です。
　―がれきが片付いたときに、どのような思
いを持ちましたか
　「道路は通った。しかし今後は一体どうな
るのだろう」という思いでした。この先どの
ように地域を復活させていくのか心配が先に
立ち、安堵感などは持てませんでした。これ
は今も変わっていません。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「『がれき』と割り切れない人々の暮らした家」

第7回　刈屋建設㈱（宮古市）五十嵐和朗さん

刈屋建設㈱　五十嵐和朗さん（61歳：震災当時）
《職種》現場管理
《啓開作業時の作業内容》指示役、重機オペレー
ター

　―震災発生直後の対応は
　現場から会社に戻った時に地震が来まし
た。すぐに消防団として警戒に出動しました
が、会社が心配で戻ったところに津波が来ま
した。会社の脇を波が通り過ぎましたが、逃
げて無事でした。翌日までは消防団として人
命捜索を行いました。
　―啓開作業はいつから従事しましたか
　岩泉町の依頼で、13日から小本地区のガ
レキ撤去にあたりました。人員・機械の確保、
段取りなど、管理が主な仕事でした。当初は
連絡がつかず、4、5人でハサミ（フォーク）
付きバックホウ2台、4t ダンプで作業を始め
ました。
　―ハサミ（フォーク）による作業は慣れて
いなかったのでは
　熟練したオペレーターでしたので大丈夫で
した。岩泉は林業が盛んなので、昔から林道
工事などで木をつかむ仕事を経験していまし
た。
　―最初に現場を見たときの思いは
　あまりの規模と範囲に愕然としました。道
路に建物が密集していて、言葉がありません
でした。自分が生まれ育った地区がこんなこ
とになって、一刻も早く復旧しなければと思
いました。
　建設業協会で災害応急対策業務・被災情報
収集の体制を整えていたので、災害が起きた
ら自分達がやらなければという意識がありま
した。
　―作業中に注意したことは

　今まで経験したことが無い作業でした。個
人で判断せず、話し合いながら作業を進めま
した。最初は従業員の気合が入りすぎて無理
をしていたので、抑えながら作業を進めまし
た。
　ガソリン、ガス類は簡単に引火するので慎
重に作業しました。貴重品などを発見した場
合、すぐに届けるよう徹底しました。
　―困ったことは
　携帯が使えなかったので連絡員による人力
の連絡でした。燃料が足りないため、思う様
に動けない時期もありました。風で舞うホコ
リや腐敗臭が凄い中での作業でした。
　―つらかったことは
　ほぼ知っている人の家なので、撤去すると
きはやるせない思いでした。はじめは、言葉
を交わすのもはばかれる状態でしたが、時間
が経ってから感謝の言葉をかけてもらいまし
た。また、「片付けなきゃどうにもならない
から頑張っぺな」という声を聞いて、やる気
が出ました。会社と地元の結びつきが震災前
より深まったと思います。
　子供のおもちゃなどの生活の断片が感じら
れる物が出てきた時は、つらい気持ちになり
ました。
　―振り返ってみての思いは
　被災した方には申し訳ないですが、この様
な体験をした世代として、作業方法や注意点
などについて後世に残して行かなければなら
ないと思いました。
　壊したり、除去したりではなく、生みだす、
つくる仕事を早くしたかったです。そして、
改めてモノづくりの大切さ、壊れないような
品質のモノを作らなければと強く思うように
なりました。

「ほぼ知っている人の家なので、撤去するとき
はやるせない思いでした」
第8回　工藤建設㈱（岩泉町）西倉淳也さん

工藤建設㈱　西倉淳也さん（38歳：震災当時）
≪職種≫土木部技士、現場管理、オペレーター
≪啓開等作業時の作業内容≫指示役兼作業員
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　―震災当日はどこで仕事をしていましたか
　その時間は宮古市磯鶏の現場にいました。
地震の後の引き波で水位が50cm ぐらいまで
下がり、あとはあっという間。警備員さんた
ちと現場付近の法面に逃げて、最終的には海
からの高さ20m ぐらいまで避難したと思い
ます。
　組立歩道の下請け現場でしたが、あと３日
で完成するはずの現場が津波で全部さらわれ
てしまいました。周りがすべて海になって、
ガスと油と泥が混ざった臭いと、倒れた電信
柱に引っ張られて電線が震える音がすごかっ
たです。とにかく見ているだけで精一杯でした。
　―その日のうちに、田野畑まで戻れたので
すか
　山側の道路を使って戻りましたが、途中、
田老の市街地で火災が発生している様子が見
えました。田野畑に着いたのは深夜の２時頃。
会社に連絡してから仮眠を取って、はぐれた
人を探すために翌朝４時には宮古に向かいま
した。
　磯鶏のまち中では大きな船や家が道路の真
ん中をふさぎ、沖の方には無人の船が漂って
いました。改めて津波の恐ろしさを実感しま
した。田老の知人の様子も確認に行ったので
すが、田老駅から先は道路がふさがっていて
進むことができませんでした。
　―田野畑の啓開作業に入ったのはいつから
ですか
　確か３日目ぐらいだったと思います。私が
入った現場は島の越、松前沢、島の沢などで、

５社が共同で作業を進めました。
　全体の指示役は佐藤建設常務の片座康行さ
んが務め、私は現地で作業をする人への指示
や安全管理などを担当しました。役場の中だ
けで決定できないこともあるので、現地で確
認した上で片座さんが役所と協議して現場に
伝える形を取りました。
　―作業を進める上では、被災者への配慮も
多かったのでは
　現金や貴重品は役所や警察に、また思い出
の写真や記念の品などの大切なものは役場の
窓口に届けました。ほかにも箱に入れて道ば
たに置くなどして、心当たりがある人が持ち
帰れるようにしましたが、いま思えばもっと
残せる物があったかもしれません。
　知人も多く被災しました。片付け難いとい
う気持ちはありませんでしたが、位牌を探す
ときには一緒に手伝いました。これは重機と
いうわけにはいきませんから、すべて手作業
です。
　―つらかったことも多かったと思います
　知り合いではないのですが、若い夫婦が建
てたばかりの家を解体するときは心が痛みま
した。被災された方と話すときには、傷付け
ることがないよう、明るくユーモアを持って
話すように心掛けましたが、相手の心情を考
えると難しいですよね。
　―一連の作業が終わった時、どのような思
いを持ちましたか
　私たちがしたことはがれきの片付けであ
り、ものづくりとは違います。確かに震災直
後と比べればきれいになりましたが、心の中
には空しさというか、もやもやとした思いが
残っています。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「いまも残る、もやもやとした思い」

第9回　大崎建設㈱（田野畑村）橘良友さん

大崎建設㈱　橘良友さん（57歳：震災当時）
《職種》測量、現場管理
《啓開作業時の作業内容》指示役

　―震災発生直後の対応は
　国交省との災害協定にもとづき、国道45
号線金浜地区の閉鎖作業に向かいました。車
が混んでいるなどしたため、なかなか現地に
辿り着けませんでした。やっと到着した時に
は既に金浜地区が津波に飲み込まれ、近くの
人たちが宮古道路に避難していました。倒壊
した家から救助される人の姿を目の当たりに
しました。
　その状況を見たときは、正直、宮古・三陸
は終わったなと思いました。
　―その後の対応は
　震災2日後、県道重茂半島線里地区で、橋
梁が流された現場の仮復旧に向かいました。
橋の代わりに仮設盛土で道路を通す作業で
す。山田町側の浜川目も被災していたため、
沿線の千鶏、石浜地区が完全に孤立していま
した。
　小さい川でしたが、川に渡した丸太をつ
たって救援物資を運んでいる状態でした。自
衛隊が大勢入っていて、横並びになって物資
を手渡しで運んだことがありました。
　「病院に早く行きたい」という高齢者の方
もいて、一刻も早く通してあげたい気持ちで
した。1週間で開通に至り、その後は重茂の
里地区でガレキ撤去作業に入りました。
　―つらかったことはありますか
　倒壊した家であっても生活感が残ってい
て、気を使いながら作業を進めました。「そ
の下に大事なものがあるので見たい」など、
家主の方から声を掛けられるので、出来る限

り要望に応えました。
　被災した同僚は家族を親せきに預け、取引
先のリース会社の敷地に3坪ハウスを借りて
現場に通っていました。その姿を見て、自分
も頑張ろうという強い気持ちが生まれました。
　―厳しい状況の中でも作業が進められた要
因は
　地元の方に助けられました。余震が頻繁に
来ていた時には避難する場所を教えてもらっ
たり、逃げろと声を掛けられたりしました。
漁協のスタンドから優先して燃料の供給を受
け、食料が不足している時には炊き出しを
譲って頂いたこともありました。まだまだ使
えそうな漁具が散乱していましたが、作業優
先で撤去するよう指示を頂きました。経路の
段取りや地主さんへの声掛けもして頂きまし
た。
　「作業をしなければ次に進めないから」と
前向きな言葉をいただきました。地元の協力
があったからこそ、現場の裁量で作業を進め
ることが出来たと思っています。
　今も重茂で災害復旧工事を行っています
が、顔を知っているので工事を進めやすいで
す。地域とのコミュニケ―ションが大事だと
改めて感じました。
　―振り返ってみて、どの様な思いがありま
すか
　孤立した地区に通じる仮設道路が開通する
日、地域の人たちが待ち構えていました。車
が絶え間なく通って、車の中のほっとした表
情を見たとき、喜びが込み上げて来ました。
自分達の仕事に誇りが持てました。
　我々建設業は復興に向けてなくてはならな
い職業ですが、高齢化が進んでいます。若い
人たちが誇りを持って頑張れるような職場に
したいです。

「地域とのコミュニケ―ションが大事だと感じ
ました」
第10回　三好建設㈱（宮古市）小川司さん

三好建設㈱　小川司さん（46歳：震災当時）
《職種》土木部次長、現場技術者、現場代理人
《啓開作業時の作業内容》指示役
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　―震災発生直後の対応は
　当日午後4時半ごろから国道45号線の通
行止めに向かいました。夜11時頃からは山
田町役場職員と業者が豊間根公民館に集ま
り、動ける重機の確保や被害状況などについ
て情報交換を行いました。町内や横断道路の
状況を総合的に判断して、国道45号線を山
田病院側と大沢側から啓開することを提案し
ました。町の中心部に応援が入れるようにな
ると判断したからです。
　―啓開作業の状況は
　山田病院付近への進入路を確保するため、
12日午前0時過ぎから午前3時頃まで林道
を除雪しました。午前5時過ぎ、山田病院側
と大沢側から国道45号線の啓開作業を始め
ました。バックホウとホイルローダーで道路
上のガレキや土砂を道路両脇に寄せる作業で
す。
　建物上部や高台に避難していた人がいたの
で、避難用に付けていた車両で緊急搬送しま
した。ご遺体を発見した際には警察に伝えな
がらの作業でした。夕方までには作業区間を
2車線（一部1.5車線）で確保することが出
来ました。
　13日からは国道45号線の陸中山田駅から
宝来橋の区間を自社3チームで入り、その後、
町道の啓開を行いました。
　―連絡方法は
　3チームで中心部に入った際には徒歩で私
1人が連絡役として動きました。伝わらずに
何かがあったら困る現場なので、ずれがあれ
ばその場で修正しました。状況を分かってい
る人間が1人で直接伝達すれば、情報にずれ

がないと思います。ルート選定と避難路を考
え、作業員には絶対に怪我をさせないよう気
を使いました。
　―判断が早いと思いますが
　日頃の工事を通じて、地元の地理を知って
いることは大きいと思います。また、いつか
災害は起きるものと日頃から想定したり、他
地域で起きた災害について対応を考えたりし
ていました。
　―当初はどの様な気持ちで作業をしていま
したか
　2カ月で会社はつぶれると思っていまし
た。2カ月だけは給料を払って、オペレーター
と機械で頑張ろうという覚悟でした。
　―教訓はありますか
　意味のある防災協定を行政と結ぶ必要があ
ると感じました。ソフト的な面は行政が強い
ですが、ハード的な作業には建設業者が必要
です。民間業者が柔軟に対応出来る体制が必
要だと思います。
　他県から役場に来ていた応援職員には、何
かの際には応援に行くと伝えました。人命を
考えれば、とにかくスピードです。施工能力
があり、現場を歩けて、ルート選定ができる
のは地元建設業者であり、そのサポート体制
を築いておいて欲しいと伝えました。
　―振り返ってみて、今の思いは
　12日の朝、山田病院の近くまで行きまし
たが病院には声を掛けませんでした。一刻も
早く、道路を開けて応援を呼ぶルートを確保
することだけに頭が働いていました。極限の
中で非情になれたから、1日で道路を通すこ
とが出来たと言えるかもしれません。いまだ
に、なぜ病院の人に声を掛けなかったのだろ
うと思います。どっちが正しかったのか、答
えが出ていません。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「一刻も早く、道路を開けて応援を呼ぶルート
を確保することだけに頭が働いていました」

　第11回　富山建設㈲（山田町）富山由光さん

富山建設㈲　富山由光さん（46歳：震災当時）
《職種》代表取締役（専務取締役：当時）
《啓開作業時の作業内容》指示役兼オペレーター

　―震災当日の様子を教えてください
　その時は協会支部の事務所にいて、事務所
の建物が倒壊するのではと思うぐらいの激し
い揺れでした。揺れが収まった後は道路パト
ロールのため、会社に寄らずに直接海側に向
かいました。
　―当日中に海の近くまで入れたのですか
　村役場前から平井賀に下りる村道のＳ字
カーブから、平井賀の集落を津波が襲い家が
流されている様子が目に入りました。本当に
恐ろしく、心臓が締め付けられるような感覚
でした。そこから先は消防団に止められて進
めず、現地入りしたのは翌朝早くです。
　現地では、横倒しになったダンプやさっぱ
船が山の中腹まで打ち上げられていました。
バックホウだけでは対応できないと直感して
グラップル１台を現地近くまで運びました
が、勝手な判断で動かせないので、指示を仰
ぐため役場に出向きました。
　―その場で、出動依頼が出たのですか
　役場から出動の指示が出たのは数日後で
す。役場と消防団が行方不明者の捜索をして
いたのですが、がれきに阻まれ現地の状況が
分からないので、建設会社を呼ぼうというこ
とになったようです。
　うちの会社が役場に一番近いので、私が全
体の連絡調整係を担当しました。島越、平井
賀、羅賀など大きく５現場に割り振って、各
現場で判断が付かない課題を吸い上げ、役場
と協議して伝達する形を取りました。現場で
は機械１台に対して最低でも消防２人と警察

１人が付いて被災者の捜索と道路啓開を同時
並行で進めました。
　―現場に入った時の思いは
　良いも悪いも、怖いも怖くないも、とにか
くやるしかないなと。災害時に最前線で動く
のが、公共事業を受注する建設業の役割だか
ら、至極当然のことだと受け止めました。
　―重機などは確保できたのですか
　グラップルは台数が少なかったですね。林
業関係者が村内だけではなく葛巻町からも都
合を付けて、最終的に16台を集めました。
ダンプ不足も深刻でしたが、盛岡支部の斡旋
で２社から応援をいただき何とか間に合わせ
ることができました。
　―田野畑では被災した人たちも作業を手
伝ったんですよね
　被災した方にはプラスチックやナイロンの
片付けなど軽作業を手伝っていただきまし
た。救援物資の中には作業服やヘルメット、
マスクなどがあったので、どの地区から作業
に来てくれた人なのか、一目で確認できるよ
うにしました。
　―作業を終えて、どのような思いを持ちま
したか
　田野畑は、他市町村と比べて作業を比較的
早く進めることができました。これは行政と
業界、または業界の中などそれぞれのチーム
ワークが良かった結果だと思っています。
　チームワークと言えば、田野畑には米軍も
入っていましたが、トップの指示でしか動か
ないんですね。融通が利かない半面、トップ
の号令一つで迅速に行動するのはさすがだな
と思いました。余談ですが、米軍が入る地区
にトイレを事前に設置するなど米軍の後方支
援をしたのは、私たち建設会社なんですよ。

「公共事業を請け負う者の役割として」

第12回　佐藤建設㈱（田野畑村）片座康行さん

佐藤建設㈱　片座康行さん（58歳：震災当時）
《職種》常務取締役（現：取締役副社長）、土木工事
の積算、現場全体のマネジメント
《啓開作業時の作業内容》指示役
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　―震災当日はどこにいらっしゃいましたか
　芦が沢にある国道45号の現場でした。私
の家が久慈市内の海沿いにあるので、家族の
安否を確認し高台に避難させてから現場に帰
りました。そこから現場中止を掛けて、午後
４時ごろまでには現場を撤収しました。
　私は再度家に戻りましたが、会社の方は、
震災直後からバリケードの設置や幹線道路の
規制などに当たっていました。これは災害協
定ではなく、県の道路維持業務の一環です。
　―立ち入ったことを聞いて恐縮ですが、ご
自宅は無事だったのですか
　家は津波被害を受けていました。その日は
親戚の家、翌日からは弟の家に世話になりな
がら、一週間程度は人力で自宅周辺のがれき
撤去をしていました。会社側も私の事情を汲
んで、理解してくれました。
　―現場の作業に復帰したのは、どの段階か
らですか
　野田村の新山地区でがれきの撤去作業に、
17日から入りました。まずはライフライン
を確保するため、道路を通すことが一番の課
題でした。
　―現場に入られて、どのような思いをもた
れましたか
　野田村が壊滅状態にあるという話は聞いて
いたのですが、やはり現場を見たときは唖然
としました。幸いなことに親戚は無事だった
のですが、十府ケ浦にある母の実家は被災し
ました。
　もっとも一旦仕事に入ってしまえば、自分

や親戚の被災などを意識している余裕はな
かったですね。とにかくこの現場を一日も早
く片付け、次の現場に入ろうという意識しか
なかったと思います。
　―現場での作業体制は。また作業を進める
上で、どのような課題がありましたか
　機械類はショベル、４トンダンプ、バック
ホウなど。人員は７～８人ぐらいで、オペレー
ターと作業員、誘導員は兼務という形を取り
ました。現地は道幅が狭い割には交通量が多
かったので、大型車や重機の接触など車両系
の事故には細心の注意を払いました。
　―野田村の現場が一段落した後は、どの現
場に入ったのですか
　久慈市平沢のがれき集積所で指示役と現場
作業を担当しました。集積所には未選別のが
れきが運ばれてきますから、一体どれぐらい
の量があるんだろうと不安になりましたね。
　―集積所でのご苦労も多かったのでは
　臭いや粉じんの対策にも苦労しましたが、
がれきの中にどんな有害物質が入っているか
分からず、常に気を遣いました。また沿岸南
部でがれきから火災が発生したという話を聞
いて、神経質になりましたね。ガス抜きのパ
イプを挿すなどの対策を取りました。
　―一連の震災対応を通して、改めて思うこ
とはありますか
　昭和58年の久慈大火を体験していること
もあり、災害は起きるものという意識を持っ
ていました。私自身は、現場に出ている間は
仕事に集中できたのですが、その分家族には
負担を掛けたのかなという思いはあります。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「自分の被災を意識する余裕もなく、作業に集
中の毎日」
第13回　兼田建設㈱（久慈市）大尻明男さん

兼田建設㈱　大尻明男さん（47歳：震災当時）
《職種》現場監督
《啓開作業時の作業内容》指示係兼オペレーター

　―震災発生時は
　林道の改良工事現場で作業中でした。監督
と相談して、全員が自宅に一度向かうことに
しました。
　―いつから啓開作業に入りましたか
　深夜12時ごろ、久慈市内の自宅に社長が
訪ねてきました。安否確認と道路啓開の指示
がありました。12日の朝4時半ごろ、前日
に作業していた現場に行き、1時間半ほど掛
けて野田村の野田橋付近までバックホウを移
動しました。
　社長からは「野田橋から野田村役場に向
かって、とにかく道路を開けるように」との
指示でした。森林組合のグラップル付きバッ
クホウと一緒に作業を進めました。
　―社長から指示を受けた時の思いは
　テレビも映らなかったので「野田が無く
なった」という言葉を聞いて信じられません
でした。指示を受けても「ピンと来なかった」
というのが正直なところです。
　―実際に現場を見た時はどうでしたか
　国道を超えて町に入った瞬間、この世のも
のとは思えませんでした。想像を超えていま
した。
　―その現場を見てひるむことはなかったの
ですか
　「やらなければ」というスイッチが入った
のか、無理だとか出来ないとは思わなかった
です。「自分がやらなければ」と自分で自分に
思わせたのかもしれません。あれこれ考えて
いれば出来なかったと思います。
　―最初のころの作業はどうでしたか
　当初2日間は、指示系統が確立していませ

んでした。ガレキの上にバックホウで上がら
なければならない時、行方不明者がいるかも
しれないので最も気を使いました。上がって
いいものか、悪いものか、当初は自分の判断
でしかありませんでした。
　その後も行方不明者が全員見つかるまで
は、間違って傷つけないように慎重に作業を
進めました。
　家が流されたばかりで、ガレキとは言えな
いものでした。持ち主の方から「服を取りた
い」、「そのままにして」と言われることもあ
りました。とても思い切って壊すことはでき
ませんでした。
　―作業の上で気を付けたことは
　余震の時にはバックホウを置いて、走って
高台に逃げました。サイレンや津波警報の放
送が鳴ることもありました。プロパンガス、
電線などの危険物にも気を付けて作業をしま
した。
　―他の機関との連携は
　最初は地元の消防団と一緒に、3日目くら
いからは全国から応援に来ていた消防や警
察、自衛隊と一緒に作業を進めました。重機
が無いと作業が進まないので、先に行くのが
私たちでした。後から消防や自衛隊が入って
手作業で捜索をするという流れでした。
　久慈の業者から多くの応援が入って来たの
で、比較的重機が充実していたと思います。
1カ月ほどで行方不明者が全員見つかり、そ
の後の作業を早く進めることが出来ました。
　―終わってみての思いは
　最初に現場を見たときは、どうなるのだろ
うと思いました。「ガレキが全部なくなるの
だろうか」と。今、なくなったあとを見ると、
あの時のことが薄れて行った気もします。も
う少し丁寧にやれば良かったのだろうかと思
うこともあります。

「「やらなければ」というスイッチが入ったのか、
無理だとか出来ないとは思わなかったです」
第14回　㈱晴山組（野田村）山田　勉さん

㈱晴山組　山田勉さん（43歳：震災当時）
《職種》土工（オペレーター等）
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―最初に作業に入ったのはどの辺りですか
　国道45号から市街地に入れない状態だっ
たので、山側を通って久慈市に抜けるルート
を確保するため、冬期間は通行止めになって
いる久慈市の宇部地区と村内を通る県道をつ
なぐ林道を除雪することにしました。ほかの
会社の人が担当したのですが、翌12日の午
前中には通行を確保できたと記憶していま
す。
　会社も津波で流され、社長が家族の方と一
緒に小学校の体育館に避難していました。体
育館は寒かったので、被災していない私の自
宅に半ば無理矢理来てもらいました。
　―野田村は市街地も大きな被害を受けまし
た
　久慈方面からの応援部隊を受け入れるため
道路啓開と駐車スペースの確保が必要ですか
ら、当日の深夜12時ごろから愛宕神社の鳥
居付近でがれきの撤去を始めました。ところ
が、撤去作業を始めてすぐにご遺体が見つ
かったんです。
　その時点では行方不明者数も分からない
し、暗い中での作業で万が一にも生存者を傷
付けるようなことがないよう、作業を一時ス
トップして明朝5時から再開しました。
　―道路啓開やがれき撤去の進め方は
　役場前を拠点に、国道45号に向かって放
射状に道路を啓開していく方法を取りまし
た。グラップルが若干不足気味でしたが、重
機類は津波被害を受けていないバックホウや
タイヤショベルがありましたし、内陸部から

もご支援いただき、さほど苦労はしませんで
した。
　すべての重機に番号を割り振って、オペ
レーターは重機に専属としました。これに県
外などから応援に来た消防、警察、自衛隊の
関係者が20人ほど付いて、がれきの撤去と
行方不明者の捜索を進めました。
　―作業を進める上で、困りごとはありまし
たか
　啓開作業の現場では、関係機関の方と口論
になることもありました。言い方一つで気持
ちの行き違いが生じたり、指揮命令系統が錯
綜して現場が混乱することがあったのも事実
です。
　指揮系統を一本化するため、うちの社長に
役場に常駐して全体を統括することをお願い
して、うちの社長と晴山組の社長さんが全体
の指示を出す仕組みを作ってもらいました。
確か14日か15日あたりだったと思います。
　―一連の作業が終わって、どのような思い
を持たれましたか
　個人的には、被災地におけるモラルやボラ
ンティアのあり方などについても色々と考え
させられました。私たち自身についても、間
違いの無い行動には気を付けていました。
　それでも野田村は行方不明者の捜索やがれ
きの撤去などは、比較的早く終了したと自負
しています。最後の行方不明者は若い女性で
したが、確か震災からちょうど１カ月目にご
遺体が見つかったと記憶しています。小さい
村だからこそ、誰と連絡が取れないとか、流
された家が誰のものかなど、お互いの顔が見
える関係の中で作業できたことや、がれきの
処理を引き受けてくれた自治体のおかげも大
きかったと思います。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「小さい村だからこそ、顔が見える関係で」

第15回　㈱晴山石材建設（野田村）上川寿隆さん

㈱晴山石材建設　上川寿隆さん（36歳：震災当時）
《職種》現場監督
《啓開作業時の作業内容》指示係兼オペレーター

　―貴社は震災当日から遠野支部の沿岸部支
援において、中心的な役割を果たしたと思い
ますが
　当日、遠野支部長である社長に対して、釜
石・大槌方面への支援要請が県からありまし
た。社長が中心になって、会員企業に連絡を
取り、深夜までかけて重機やダンプの台数を
確保しました。
　―小笠原さんはどちらに向かいましたか
　12日朝、笛吹峠を越えて釜石市の鵜住居
に向かいました。その日は人命救助が優先で、
待機だけで終わりました。翌日から、鵜住居
の釜石遠野線、大槌町に向かう国道45号線
を啓開する班の指示役を務めました。食料な
どの支援物資を、内陸から大槌町に運べるよ
うにするためです。
　―現地の状況はどうでしたか
　現地を見たときは信じられない思いでし
た。戦争でも起きたかのような錯覚を覚える
ほどでした。
　また、釜石遠野線から国道45号線に向か
う人たちが立ち往生していました。山長建設
と当社で、開通したばかりの釜石山田道路に
スロープを作り、釜石、大槌方面に向かえる
ようにしました。
　―大槌に入ったのはいつごろですか
　16日には大槌に入りました。町内では大
槌病院から役場に向かうルートを先に啓開し
ました。全てが流されて道路が分からないの
で、バックホウで削って舗装があれば道路だ
と判断しました。地盤沈下で道路が水に沈ん
でいたので、砕石を運んで、道路を嵩上げし
て繋げました。

　―作業の上で気を付けたことは
　鵜住居では道路が狭く、電柱が沢山倒れて
いました。電柱や電線を避ける時に自分に跳
ね返る危険がありましたので、注意するよう
にしました。
　大槌に入ると多くのご遺体が出てきまし
た。傷をつけないように丁寧に作業を進めま
した。精神的に参ってしまうオペレーターが
いて、交代させるようにしました。
　―作業員の士気はどうでしたか
　仕事だという意識ではなく、「ウチらのよ
うな仕事をしている人間がやらなきゃならな
い」という思いを持っていたと思います。
　―いつまで作業が続きましたか
　大槌では9月まで、遠野支部全体の指示役
として従事しました。最後は50人規模だっ
たと思います。最初は道路啓開、後からは建
物処理やガレキ集積の作業も行いました。
　―燃料の確保は
　遠野市内の JA スタンドから、毎日タンク
ローリーで運んでもらうように手配しまし
た。当初は釜石市内の業者にも供給しました。
　―ガレキが片付いた時の思いは
　道路が片付いて、避難所などに車で行ける
ようになったのを見たとき、結果としてこち
らに支援に来て良かったと思いました。釜石
や大槌の業者は重機などが流されたので、隣
の市の私たちが支援をするのは当たり前です
が、役所の人から「遠野支部のお蔭だった」
と言われました。当初は停電で連絡も取れな
い中で、「やらなければ」という思いだけで動
きました。
　―その中で動いたという誇りはありますか
　それはありますよ。一番多い時は14社く
らいで朝礼をしました。今でもその人たちと
話ができます。

「結果としてこちらに支援に来て良かったと思
いました」
第16回　㈱テラ（遠野市）小笠原秀夫さん

㈱テラ　小笠原秀夫さん（54歳：震災当時）
《職種》常務取締役
《啓開作業時の作業内容》指示役
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　―釜石に対する支援の話を聞いたのはいつ
ですか
　11日夕方の5時から6時ぐらいだったと
思います。細かい内容は覚えていませんが、
翌朝会社に集合して重機とオペレーターを釜
石まで運搬する指示を受けたと記憶していま
す。
　その時点では釜石の詳細な状況も分かりま
せんから、特に不安を感じることもなく「指
示を受けた以上は行くしかないな」という思
いでした。
　―翌朝、釜石ではどの場所から作業に入っ
たのですか
　国道283号を使って釜石駅前まで入りま
したが、そこからは先に進めませんでした。
駅前を見る限り被害は意外と小さいかなとも
思いましたが、海側に進むに従い状況はひど
くなる一方で、どこから手を付けたらよいの
か途方に暮れました。
　12日の時点では自衛隊が先行して、一人
が通れる程度の道路を開けていました。私た
ちはその後から道を広げる役割でしたので、
実質的には待機に近い状態で、実際に現場で
重機が動いたのは13日から。釜石港に船が
入るということで、駅前から国道45号を経
由して埠頭に向けて道を開いていきました。
　―作業をする上で気を付けたことは
　私たちが作業をしているすぐ側を被災した
人たちが歩くんですが、ほかに歩ける場所も
無いのでやむを得ません。作業の際には重機
の周辺に十分注意し、被災した人との接触事

故を起こさないよう徹底しました。
　―作業を進める上での困りごとは
　基本的には指示通りに動いていたので、現
場で困ったことや判断に迷うようなことはあ
りませんでした。ただし各社ともに、ダンプ
やローダーのパンクは結構あったと思いま
す。
　ダンプはスペアタイヤがあるからよいので
すが、ローダーがパンクした場合、遠野から
修理屋さんを連れて行って対応してもらわな
ければなりませんでした。
　―精神的に辛いことも多かったのではない
ですか
　今になってみると、辛いとか大変だとかの
思いがあったどうか、よく覚えていないんで
すよね。ただし、海水と泥、生ゴミが混ざっ
たような臭いが、日時の経過とともにひどく
なっていたことは覚えています。
　精神的な疲れというよりも、しばらくする
と道路の渋滞が始まり、10分、20分と車が
動かないことも度々だったので、通勤疲れは
ありましたね。
　―途中から大槌方面にも入られたと聞いて
いますが
　１カ月ほど経過してから、１階が浸水した
家から出された家財道具などを撤去する仕事
をしました。道路はだいぶ片付いていたので
すが、市街地では火災の跡も生々しく「本当
に多くの建物が燃えてしまったんだな」と思
いました。
　―作業の中で気付いたことや、将来への教
訓などがあれば
　いや、そんなに先々のことを心配しながら
仕事をしていたわけではないですから。とに
かく淡々というか、今取り組むべき課題に一
生懸命に取り組むという感じでしたね。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「先の心配よりも、今取り組むべきことに」

第17回　佐藤工業㈱（遠野市）飯森清幸さん

佐藤工業㈱　飯森清幸さん（51歳：震災当時）
《職種》重機オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター兼移動用バ
ス運転

　―震災発生時は遠野の現場にいたのですか
　遠野の現場で作業中でした。会社に戻るの
が一番遅かったので、会社では誰にも会えず、
その日は家に帰りました。電話が通じないの
で連絡を取ることも出来ませんでした。
　―啓開作業の指示を受けたのはいつでしたか
　12日の朝に出勤したところ、社長から「重
機1台をトレーラーに積み、ダンプ2台と遠
野運動公園で待機」と指示がありました。午
後から笛吹峠を越えて、釜石市の鵜住居方面
に向かいました。途中、県の職員から一旦帰っ
て連絡を待つよう指示を受け、その日は遠野
に戻りました。
　―啓開作業に入れたのはいつですか
　13日の朝5時に会社に集合して、今度は
大槌町に向かいました。立丸峠から宮古市を
通り、土坂峠を抜けて大槌町に入るルートで
す。少し雪があり、狭い道で、対向車も来る
ので5時間ほどかけて大槌北小学校付近に着
きました。
　―被害状況を見て感じたことはありますか
　停電で状況が把握できず、津波がどの様な
ものか、実感がありませんでした。崩れた道
路を復旧に行くものだと思っていました。海
から1km 以上手前で、河川等に車や家がひっ
くり返っていても、状況が理解できません。
更に進むと、家が無くなり平らになっていま
す。頭の中は真っ白でした。国道45号線で
車を降りて、初めて状況を把握しました。「こ
れが津波なんだ」と…。
　―作業はどこから始めたのですか
　国道45号線を釜石市方面に向かって作業
を進めました。1週間程度は着いた場所から

作業を始め、その後は集合場所で朝礼をする
ようになりました。
　―作業上、気を付けたことはありますか
　中に人がいるかもしれないので、傷をつけ
ないように作業を進めました。重機が先に進
んで、ご遺体を見つけた時には自衛隊に知ら
せました。最初は戸惑いましたが、だんだん
見つかって良かったと思えるようになりまし
た。そう思わないと自分がやりきれなくなる
ので。
　最初は余震が多く、高台に避難することも
ありました。重機に乗っていると気付ない時
もありましたが、周りの人が教えてくれました。
　―気持ちが落ち込むことはありませんでし
たか
　正直、現場に向かうのはつらい気持ちもあ
りました。同僚と冗談を言い合って気持ち
を紛らわせることもありましたね。3、4カ月
経ってからですが、地元の被災者と話をする
ことが増え、食べ物や飲み物を貰うこともあ
りました。明るく話す姿に逆に励まされたこ
とを覚えています。
　―作業を振り返ってみて、教訓はありますか
　初めからもっと住民の人たちと会話を交わ
すべきだったと、後悔しています。地元の人
たちも話をしたかったのだと思います。地元
の人の声を聞けば、優先して進めて欲しい場
所など、情報が早く得られたと思います。やっ
ぱり人間はコミュニケーションが一番大事だ
と思いました。
　―終わってみての思いは
　ガレキが片付いてきれいにはなりました
が、今後はどうなるのだろうという気持ちで
した。
　今でも仮設住宅に入っている人がいっぱい
います。地盤沈下で水が入ってくる場所もあ
ります。今、大槌で仕事をしていますが、ま
だまだ終わっていないというのが実感です。

「人間はコミュニケーションが一番大事だと思
いました」

第18回　松田重機工業㈱（遠野市）菊池隆悦さん

松田重機工業㈱　菊池隆悦さん（48歳：震災当時）
《職種》重機部長、重機オペレーター
《啓開作業時の作業内容》重機オペレーター
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　―宮古へ行く指示を受けたのはいつでした
か
　4月4日、社長から指示を受けた部長が現
場に来ました。部長から「明日から行けるか」
と聞かれました。「行けるか」ということは、

「行ってくれ」と同じだと受け止め、承諾し
ました。
　翌日の朝5時ごろ、ダンプの運転手とダブ
ルピックに仮設トレイを1基積んで宮古に向
かいました。部長は別の車で向かい、当社か
らは3人です。宮古に着いて、他の業者や自
衛隊、警察の人たちと一緒に作業の説明を受
けました。場所は、魚市場北側の鍬ヶ崎の入
り口付近だったと思います。
　―部長から指示を受けた時の思いは
　震災当日から、自宅の発電機を動かして、
テレビで状況を見ていました。内陸の業者に
要請があれば、いつかは動くことになると
思っていました。指示を受けた時の動揺はな
く、「行かなきゃならない」という思いがあり
ました。
　―実際に現地を見て感じたことはありますか
　映像で見ていた感じと、実際の現実とはか
け離れていました。20ｍ程あるタワークレー
ンの階段が中段までなぎ倒され、魚市場の
ドーム型屋根に軽四輪が刺さっていました。
想像していた津波の高さよりも、はるかに高
かったです。かなり太い街灯が全て同じ方向
に倒れ、電柱も根元から折れていました。想
像できない程の波の力です。
　―どの様な作業を行いましたか
　当初は、両側に寄せられたガレキで、大き
な車両の通行が困難な道路を広げる作業で

す。電柱や電線、トランス、漁具等がありま
した。自衛隊員が4人ほどで電線やロープを
切断して行きます。私はグラップル付きバッ
クホウでダンプにガレキを積み込みました。
8日には山根の方で民宿と思われる建物、そ
の後、光岸地でアパートや蔵を片付けたのを
覚えています。
　―危険なことはありませんでしたか
　普通の建物解体は順番に壊すので問題がな
いのですが、建物が組んだままでは引っ張っ
てもなかなか出て来ませんでした。周りに自
衛隊員がいるので、2次災害防止に気を配り
ました。
　―盛岡から宮古まで通ったのですか
　最初のうちは通いました。途中から岩泉の
ホテル、最後の3日位は宮古市内のホテルに
泊まりました。泊まっている時は悶々として、
よく眠れた感じはしませんね。緊張感を引き
ずって、24時間、仕事の延長といった感じ
だったのかもしれません。
　―つらいことはありましたか
　津波に流されたお婆さんを探している、30
代位の姉妹が、毛布を被って私の作業を見て
いることがありました。夕方、「明日も来て
もらえますか」と聞かれましたが、ちょうど
交代の日で要望に応えられませんでした。出
来れば続けてあげたかったです。
　―作業はいつまで続きましたか
　4月15日、「今日で終わり」と突然言われ
ました。どこかの地区が全部終わったという
訳でもなく、急に終わったので、中途半端な
気持ちでした。
　―作業を振り返っての思いは
　被災地に行って、自分がやってきた仕事で
満足はないと思います、誰でも。犠牲者が全
員見つかった訳でもなく、何も終わってない
ですから。その気持ちは何年経っても変わら
ないと思います。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「被災地に行って、自分がやってきた仕事で満
足はないと思います、誰でも」
第19回　三陸土建㈱（盛岡市）伊藤成美さん

三陸土建㈱　伊藤成美さん（58歳：震災当時）
《職種》重機オペレーター
《啓開作業時の作業内容》重機オペレーター

　―高橋さんはどの時点から作業に入られた
のですか
　4月の5日あたりからだったと思います。
私の会社からは重機1台と大型ダンプ2台の
4人体制で、主な仕事はがれきの撤去と自衛
隊の行方不明者捜索支援。私は2週間ずっと
田老に通いました。
　―2週間休み無しで、しかも連日の通い。
相当疲れたのではないですか
　朝一番に作業に入れるように毎朝5時半に
は盛岡を出て、夕方5時まで現地で作業です
から。正直疲れましたね。
　とはいえ、災害の有無に関わらず忙しい時
には休みなしで働くこともあるので、自分の
中ではあくまでも普段通りという感覚でいま
した。
　―会社からの指示を受けたときに感じたこ
とは
　率直に言ってしまえば、行きたくはなかっ
たです。先に現地入りした会社の方からご遺
体を見つけた話も聞いていましたし、多くの
人が亡くなった被災地を自分の目で見るのは
辛いなという思いはありました。
　―実際に現地に入られて、どのような思い
を持たれましたか
　家の形も残っていないぐらいの、想像して
いた以上の惨状でしたね。作業はがれきを一
つよけては自衛隊が確認するという段取り
で、心掛けたのは、とにかく慎重にというこ
と。
　ご遺体を見つけたショックで体調を悪くし

た人もいました。私自身はご遺体を見つける
ことは無かったのですが、マネキンの頭や手
足がたくさん出てきた時は、本当に驚きまし
た。
　―作業を進めながら、気になったことはあ
りましたか
　機械が絶対的に不足していると感じまし
た。私の周囲ではバックホウ7台、ダンプ
30台ぐらいがひっきりなしに動いていたの
ですが、がれきの山が減っていく実感は無い
し、もっと早くから多くの会社が入れなかっ
たのかなという思いはあります。
　―2週間の作業が終わり、どのような思い
を持たれましたか
　田老での作業には別の会社が引き続き当た
るということで、私の仕事はここまでという
感じでした。すぐに釜石の仮設住宅整備の現
場に回りましたから安堵感はありませんし、
もっと田老で作業を続けたかったというよう
な特別な感慨も無かったですね。
　―被災地で作業に当たり、盛岡にいると気
が付かなかったこともあるかと思います
　被災した人たちの本当に気の毒な姿は伝
わっていないと感じました。「すべて流され
て、自分には何も残っていない」とあきらめ
たように話す人もいましたし、自分の家が
あったはずの場所なのに、そこで見つかった
写真は全く別人のものということは何度もあ
りました。
　心から気の毒だとは思いますが、だからこ
そ被災した人たちには、自分たちが新しいま
ちをつくるという気持ちを持ってほしい。厳
しい言い方になるかもしれませんが、やっぱ
り地元の人たちの頑張りがないと、地域は盛
り上がっていかないと思います。

「地元の人たちの頑張りがなければ」

第20回　盛岡舗道㈱（盛岡市）高橋直美さん

盛岡舗道㈱　高橋直美さん（43歳：震災当時）
《職種》機械係長、オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―宮古市内ではどのような作業を
　４月に入ってすぐ、鍬ケ崎のがれき運搬に
１週間ほど当たりました。指定された場所で
がれきを集積して、出崎埠頭の仮置き場に運
搬する作業が中心です。
　土地勘はありませんが、指示された先に自
衛隊のトラックなども見えて、道に迷うこと
は無かったです。また一般車両は警察が通行
止めにして、作業経路は一方通行にルートを
決めていたので、危険な思いはしませんでし
た。
　―被災地支援の仕事に不安はありませんで
したか
　特に不安は無かったのですが、緊急地震速
報が頻繁に出ていた時期でしたから、朝礼中
に全員の携帯が一斉に鳴ったときは慌てまし
たね。自衛隊や地元の人は冷静に対応してい
ましたが。
　ダンプに乗っている時にも山側の高台を確
認しながら、津波が来たらどこに逃げるか考
えていました。リュックの中には貴重品や非
常用品などをまとめて、万が一の時にはそれ
一つを持って逃げられるようにしていまし
た。
　―タイヤのパンクなども心配ですが
　パンクは避けられないものと最初から割り
切っていましたが、幸いパンクはしませんで
した。また細い道に入るときなどは、がれき
や家の基礎を踏まないよう、解体した家から
出た畳を自衛隊の人が敷いてくれました。
　―現地での食事はどのように

　現場に向かう途中、コンビニで調達です。
当時は品不足でしたが贅沢は言えませんか
ら、お腹にたまるものなら何でも、という感
じで。ダンプの中で食事をしている時、目の
前に広がるゆらゆらと静かな海面を見なが
ら、今はこんなに穏やかな海が恐ろしい被害
をもたらしたのかと、不思議な感覚にとらわ
れました。
　―現地で印象に残っていることは
　持ち主が解体を許可した建物に、スプレー
で「ＯＫ」と書かれているのを見るのは悲し
かったですね。あぁもう少しでこの家も壊さ
れてしまうのかと思いながら走ったことを覚
えています。家を解体する際に見つかった写
真やアルバムは持ち主の人に渡しており、私
も額縁の裏から見つけたへそくりを手渡した
ことがあります。被災された方が少しでも笑
顔を見せてくれたことで、もっと頑張ろうと
いう気持ちになれました。
　また、運転しながら警察の方が集まってい
るところも見ました。きっとご遺体が見つ
かったのでしょう。亡くなった人は気の毒で
すが、行方不明のままではなく、一日も早く
家族のもとに帰ってほしいと思いました。
　―１週間の作業が終わって、どのような思
いを持たれましたか
　現地で「子どものカバンを探しています」
という張り紙を見かけたんですよ。きっとお
子さんが大切にしていたんでしょうね。作業
を手伝うときに探したのですが、結局見つけ
ることができませんでした。これが心残りと
いえば、そうなるんですかね。カバンを見つ
けてあげたかったですね…。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「ダンプの中で穏やかな海を見ながら」

第21回　吉田建設㈱（盛岡市）三浦一春さん

吉田建設㈱　三浦一春さん（38歳：震災当時）
《職種》土工、ダンプ運転手
《啓開作業時の作業内容》ダンプ運転手

　―震災後、何日目から現地入りされたので
すか
　大船渡市内にある三陸国道事務所の出張所
に重機を運搬したのは震災発生の2日後、3
月13日です。そこで陸前高田市の道路啓開
に当たるよう指示を受け、午後1時半過ぎに
大船渡を出て、大東町から気仙沼経由で陸前
高田に着いたのは夕方5時過ぎ。実際の作業
は翌朝からとなりました。
　―被災地に入られての印象は
　大船渡の出張所からは、重大な被害状況は
見えなかったのですが、気仙沼から陸前高田
に入った時には本当に驚きました。
　船は打ち上げられ、橋も上流部に流されて
いました。たぶん気仙大橋だったんでしょう。
陸前高田はよく知っている場所でしたが、何
も残っておらず、いわゆる奇跡の一本松がぽ
つんと残っているのが見えたことを覚えてい
ます。
　―道路啓開作業はどのように進められたの
ですか
　車１台が通れる幅を確保するよう、グラッ
プル付きバックホウ2台とブルドーザー1台
で、気仙中学校前を起点に国道45号を北に
向かって道路を開きました。私たちのグルー
プには、国交省の職員が同行してくれたほ
か、地元消防団の方も自主的に合流していた
だき、先行して行方不明者の確認に当たって
くれました。
　―関村さんは、岩手宮城内陸地震でも現場
の土砂撤去に従事されています。そのときの

経験が生かされたことも多かったのでは
　いや、私にとっては全く別の体験ですね。
内陸地震では山の中で膨大な土砂をひたすら
撤去する仕事でしたが、今回はがれきの中に
行方不明者がいる可能性もあるので、とにか
く慎重さが求められました。
　―余震も多かったと思います
　作業中に警報が出た時など、迅速に避難で
きるよう、グループの最後尾には、移動用の
車両がバックで付いてくるようにしていまし
た。14日の午前11時20分頃には大津波警
報が出て、作業を一時中断して高台に避難し
ています。震災直後だったので、さすがに恐
ろしかったです。
　―現地での食事はどのように
　支部事務長の阿部さんや会員企業の女性職
員の方が、関係機関に炊き出しをしていたの
で、私たちもおにぎりを持って現地に行くこ
とができました。商店も多くが閉まっていた
時期なので、とても助かりましたね。
　―現地では被災された方とは会われたので
すか
　一度、母親に連れられた小さい子供に会い
ました。父親を探しに来ていたようです。「探
しに来てくれたんですか ?」と聞かれたので
すが、自分たちは道路を開けに来たとしか答
えられなくて…。本当に気の毒でしたね。
　―2日間の作業で得た教訓などがあれば
　状況に応じて、その場ごとの判断が求めら
れることを改めて感じました。いずれにせよ、
二度とこのような災害は起きてほしくない。
それだけですね。作業に当たった人はみんな
同じ思いではないでしょうか。

「岩手宮城内陸地震とは全く別の体験として」

第22回　㈲矢萩建設（一関市）関村一男さん

㈲矢萩建設　関村一男さん（63歳：震災当時）
《職種》重機主任、オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―最初は大船渡から現地入りしたのですよ
ね
　13日に三陸国道事務所の大船渡維持出張
所に入って打ち合わせをしたところ、大船渡
側では自衛隊が動いているから、私たちは気
仙沼側から入って、陸前高田市内の国道45
号の道路啓開を行うことになりました。
　当社からは、バックホウとダンプを１台ず
つ。あとは重機運搬の計３人体制で現地に入
りました。
　―指示を受けたのは12日ですか
　社長から指示を受けた時、現地はどれだけ
悲惨な状況だろうと思いましたね。その時点
では津波警報も解除されていませんでした
し、余震も頻発していましたから、2次災害
が心配でした。家族からは気をつけて行って
こいの一言で、仕事に対しては前向きに理解
をしてもらいました。
　―現地に入っての印象は
　事前に携帯電話のテレビで現地の様子は見
ていたのですが、小さい画面で一部を切り
取って見るのとは全く違い、視界全部にあの
光景が広がっていました。言葉も出ないし、
想像を絶するとはこのことを言うのだろうと
思いました。
　―現地ではどのような作業を
　まずは地元消防団が行方不明者の捜索をし
て、ＯＫであれば私と矢萩建設の関村さんが
グラップル付きのバックホウでがれきを撤去
するという作業です。
　やはり間違って行方不明者を機械でつかん

で傷付けてしまわないよう、この部分には本
当に注意を払いました。また現地の人からは、
プロパンに気をつけるように教えていただき
ました。
　―現地作業で、困ったことなどはありまし
たか
　私たちが入った場所は、がれきが陸地の奥
まで押し流されていたので、国道45号の上
は比較的がれきが少なく、さほど大変な作業
だという感じはありませんでした。
　ただし、「がれき」とはいっても人の家です
から、やはり気が引けますよね。おそらくま
だ使える品や思い出の品とかもあるのでしょ
うから、後から引き取りに来る人のことも意
識しながら作業をしました。
　―地元の人たちとは何か会話をもたれまし
たか
　私はそれほどはなかったです。ただ、家族
を探しに来ている人や泣き崩れている人を見
かけたときは心が痛みましたね。
　また作業の終わり頃に、地元の人たちから
小さい港の方も何とかしてほしいという話を
いただきました。個人的な思いとしては何と
か協力したかったのですが、あくまでも指示
を受けて動く立場なので、私の一存で勝手に
動くわけにも行きませんから。これが心残り
と言えばそうなりますね。
　―一関支部は、みなさん非常に防災意識が
高いですよね
　そうですね。私も必要とされるのであれば
どこにでも。拒否するつもりはありません。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「必要とされるならばどこにでも」

第23回　宇部建設㈱（一関市）千田祐欣さん

宇部建設㈱　千田祐欣さん（37歳：震災当時）
《職種》工事副長、オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター

　―震災当日の3月11日は、どこで仕事を
していましたか
　私は一関市内の治山工事の現場にいまし
た。土砂崩れなどは無かったのですが、現場
も相当に揺れたので作業を一時中断して会社
に戻りました。
　―被災地に入るという指示は
　翌12日に会社から現地入りするという話
を聞いて、やはり行くしかないだろうなと、
そして自分が行くことになるだろうなとは思
いました。
　―陸前高田市の現場に入ったとき、どのよ
うな印象を持たれましたか
　この辺りの記憶は曖昧ですが、たぶん車載
テレビか何かで現地の様子は見ていたんです
よ。でも現地に行ってみれば、テレビの画面
で見るのとは全くの別物。
　とにかく被害は広範囲にわたっているし、
橋も流され、気仙中学校の建物も被害を受け
ています。地元の人たちは本当に大変だろう
なという思いしかなかったですね。
　―14日からの現地作業では、どのような
仕事を
　長部地区の国道45号を啓開し、車1台分
が通れるだけの道路を確保するのが私たちに
与えられた役目でした。宇部建設と矢萩建設
のグラップルが先行してがれきを撤去し、私
が後からブルドーザーで細かいがれきや土砂
をどける工程で進めました。
　がれきが多くなると、後ろから見ていても
分かるぐらい作業のスピードが遅くなるので

すが、私はそれを後ろから見守っているしか
ないんですよね。
　―作業中に気をつけたことは
　ご遺体を見つけたときは触らず、消防団の
方に連絡するようにと。ご遺体が出てくるこ
とが前提にあるとは、現地に行くまでは考え
ていなかったので、恐ろしい気持ちにはなり
ました。
　―作業していて、困ったことや危険な思い
をしたことは
　特にはなかったです。ただし、マンホール
の場所が分からないから、引っかからないよ
う細心の注意を払いました。
　―普段は山の仕事が多いと思われますが、
土砂の違いとかを感じたことはありませんか
　普通の砂とか土砂利のような感覚で、違和
感はなかったですね。むしろがれきが含まれ
ている分、軽いなという感じでした。海が近
い場所だからといって、特に恐ろしいという
思いも持ちませんでした。
　―2日間とはいえ、慣れない作業で相当に
疲れたのではないですか
　やっぱり疲れましたね。現地の作業もそう
ですが、長い移動が意外と疲れるんですよ。
私はただ乗せられているだけなんですけど
ね。
　―現地で作業しているときに印象に残って
いることはありますか
　被災した人と直接会話をしたわけではあり
ませんし、がれきを直接撤去するのは前の2
人ですから…。そういえば、機械を運んでダ
ンプで走っているとき、沿道の人たちが私た
ちに手を振ってくれたんですよ。激励してく
れていたのでしょうかね。

「沿道の人たちから手を振られて」

第24回　鈴木工材㈱（一関市）菊地勝則さん

鈴木工材㈱　菊地勝則さん（43歳：震災当時）
《職種》オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―震災時は
　盛岡で研修会に参加していました。自宅が
ある大船渡に戻り、その日は妻の職場で一晩
を過ごしました。小学生の子供たちは、中学
校の体育館に避難していました。越喜来方面
から回って、12日の朝に子供たちに再会で
きました。
　大船渡市三陸町にある自宅は、手前まで津
波が来ていたようです。
　―仕事に戻れたのは
　3月20日頃、高田営業所に行ってみまし
たが何一つ残っていませんでした。陸前高田
市の惨状は思っていた以上でした。
　3月中は身動きが取れず、本社とは電話で
やりとりをしていました。ガソリンが手に入
るようになった4月頃から、本社に行けるよ
うになりました。
　その頃、建設業協会千廏支部として陸前高
田市への支援の話が出ていました。拠点とな
る場所が必要となるので、社長の指示で高田
営業所の開設準備を始めました。千廏支部と
して支援に入る4月25日までに営業所を立
ち上げました。
　―陸前高田市でのガレキ撤去作業は
　千廏支部としての支援は4月25日から8
月12日でした。1班は青柳建設、2班は横田
建設が頭になり、最初に乗り込んだ時は5社
ずつの10社くらいだったと思います。終わ
るころには全体で20社近くになり、2班だ
けでも30人弱の体制になっていました。
　―どの様な指示で動いていましたか
　陸前高田市建設業協会から作業場所の指示
を受け、1班と2班で振り分けて作業を行い

ました。最初は市役所周辺、その後に市街地
を転々として、最終的には小友地区に入りま
した。
　地元の建設業者の人に知っている人が多
かったので、コミュニケーションは取り易
かったと思います。朝礼は千廏支部の1、2
班が一緒に行い、月に1回は全体の打ち合わ
せがありました。
　―自宅が大船渡市にある新沼さんですが、
作業に入ると聞いた時に思ったことはありま
すか
　地元の建設業者が動いているのを1カ月ほ
ど見ていましたので、自分もたずさわりたい
という歯痒さを感じていました。動くと聞い
た時には、地元の気仙地区に対して「やっと
自分も何かできるな」という思いでしたね。
　1班の青柳建設の指示役は、3年前に建て
た家が流され、仮設住宅から通っていまし
た。陸前高田市が地元でしたので、強い思い
を持っていました。
　―どういうことに気を付けて指示を出しま
したか
　流された家の人が作業を見に来るので、「出
来るだけ要望を聞くように」と話しました。
　家の持ち主が何かを探しに来ても、なかな
かその場所で見つかることはありませんでし
た。半壊の家では手作業を交えることもあり
ました。出来れば見つけてあげたかったです。
　基礎を壊して良いかなど、細かいところで
分からないことは、その都度、陸前高田市建
設業協会に指示を仰ぎました。
　―8月12日に引き上げる時の思いは
　一見するとだいぶ片付いたように見えます
が、その分、ガレキの山が高く積みあがって
いました。「この先、何年かかるのだろう」と
いう思いでした。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「「やっと自分も何かできるな」という思いで
した」
第25回　横田建設㈱（一関市）新沼克則さん

横田建設㈱　新沼克則さん（46歳：震災当時）
《職種》高田営業所長
《啓開作業時の作業内容》指示役

　―震災発生時はどちらにいましたか
　一関市藤沢町の現場にいました。現場の作
業はストップとなり、片付けをしてから4時
か5時ごろに家に帰りました。帰宅後にラジ
オを聞いて、初めて津波の事を知りました。
　数日後から、室根地区の業者で、気仙沼市
の断水地域での給水支援が始まりました。私
も交代で何日か行きました。現地の人は本当
に水を必要としていて、その様子を見て涙が
出る思いでしたね。
　―陸前高田市での作業はいつからですか
　4月25日から今年の4月30日までの3年
間です。途中、岸壁の嵩上げ作業などにも従
事しました。
　千廏支部を主体とした8月12日までの作
業では、ダンプでガレキ運搬。翌年1月頃か
ら１年ほどはガレキ片付けの重機オペレー
ターとして、その後、ガレキの集積場での選
別作業や堆積土の除塩プラントでの運搬作業
に従事しました。
　―気仙沼市での給水、その後、陸前高田市
に入りましたがその時の印象は
　最初に気仙沼市に入った時は、被害状況に
びっくりしたというか唖然としました。生活
している人たちはどうなったのだろうと思い
ました。
　陸前高田市に初めて行ったときは、海から
5km 以上離れた橋にガレキがあって信じら
れませんでした。市内はどうなったのだろう
と、血の気が引ける思いでしたね。
　―陸前高田市での作業を指示された時の思
いは
　指示を受けた時は、行くしかないと思いま

した。誰かが困っているときに、いくらかで
も役に立てればとの思いです。家族からも「気
を付けて頑張って」と言われました。
　―作業上で気を付けたことは
　安全第一で、ダンプ同士、重機とダンプ、
作業員との接触に気を付けました。ダンプの
数が多いので、すれ違いの際には自然に譲り
合うようになりました。
　とにかく無理や無茶はしないように気を配
りました。他社の重機やダンプと共同で作業
するので、余計に気を配りました。重機でガ
レキの上に上る際には、しっかりと盤を固め
ました。
　―困ったことはありますか
　ダンプのパンクが何度かあって、困りまし
たね。高台で営業を再開していた自動車工場
で修理してもらいました。釘やビス、鉄筋、
金属などが原因です。特にガレキ集積場での
パンクが多かったです。
　また、乾燥している時は、土埃が凄かった
です。ダンプや重機の窓を閉めていても中に
入って来ました。
　―つらい事はありませんでしたか
　いつ終わるのかなと思うことはありまし
た。選別処理で、大きなガレキの山についた
時などです。ただ、月日が経ってガレキの山
が減って行くと、やった甲斐があったと思え
ました。
　―最後までガレキ処理に携わった思いは
　全国から作業員が集まって、みんなで一丸
となって夢中で取り組みました。だいぶ片付
いたなという思いがありました。復興はまだ
まだですが、3年前の状況を思えば、ガレキ
は片付きました。出来る範囲ですが、少しで
も役に立てたかなと思います。最後までいれ
て良かったです。

「誰かが困っているときに、いくらかでも役に
立てれば」
第26回　㈱山喜建設（一関市）三浦公夫さん

㈱山喜建設　三浦公夫さん（45歳：震災当時）
《職種》大型ダンプ運転手、重機オペレーター
《啓開作業時の作業内容》大型ダンプ運転手、重機
オペレーター
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　―陸前高田市での作業はいつからでしたか
　建設業協会からの要請の分は4月25日か
ら8月12日迄で、その後も何度か行きました。
作業はダンプでのガレキの運搬作業です。
　―会社から指示を受けた時に思ったことは
　本音を言えば、出来れば行きたくない気持
ちがありましたね。被災した人たちに会うの
が、気が引ける気持ちでした。家が流された
人や亡くなった人が、いっぱいいましたから。
　―震災後、陸前高田市に行ったことはあり
ましたか
　親戚がいるので、仕事以外で何度か訪れま
した。町そのものが無くなって、木造という
のはこんなにも簡単に流されるのかと驚きま
した。地震の経験はありますが、津波という
ものは記憶がありませんでしたから。その頃
から、「近いうちにも陸前高田市に行かなけ
ればならないだろう」と会社の中で話が出て
いました。
　―現地に作業に入った際、感じたことはあ
りますか
　どこからどう手を付けるのだろうと思いま
した。初日の打ち合わせで指示を受けました
が、戸惑いの方が大きかったです。
　―作業には慣れましたか
　一週間程で慣れました。建物が無いので、
比較的走り易かったです。私の場合、たまた
まですがパンクは1回だけです。最初の頃、
病院の近くで薬品のような独特の臭いがした
のを覚えています。
　―作業の上で気を付けたことは

　連休明けの5月10日ごろ、それまでの市
街地から広田半島の泊漁港周辺に入りまし
た。こちらは道が狭く、自衛隊の車も入って
いましたので通行に苦労しました。自衛隊と
相談してもらい、集積所からの往復を山側
ルートと海側ルートに分け、一方通行にして
もらいました。
　ただ、道が狭いうえに枝道があまりなく、
人も歩くので神経を使いましたね。積み荷の
落下防止にも十分に注意を払いました。
　―地盤沈下の影響は
　市街地でも満潮の時は水が入って来まし
た。市役所周辺でも水が入ってきた時は通れ
ない道路があって、ルートを変えることがあ
りました。
　―つらかったことはありましたか
　広田の方で残っている家の解体が始まり、
立派な家が解体されるのを見ると、なんとも
言えない気持ちになりましたね。また、家の
持ち主がよく見に来ていました。最初はかけ
る言葉もありませんでしたが、段々と話すよ
うになりました。3回目の被害を受けたとい
う家の人が、「もうこの場所には建てません」
と言っていたのが印象に残っています。
　地元業者の人たちが多く入っていて、作業
員にも被災した人たちがいましたから、言葉
には気を付けて話をしました。
　―8月12日に一区切りとなって、思った
ことや作業上の教訓は残りましたか
　一応、協会としての分は終わりましたが、
まだまだ先があるので、「また来なければな
らないのかな」と思いました。実際に何度か
来ることがありました。
　教訓については、考えるゆとりがなかった
と思います。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「どこからどう手を付けるのだろうと思いまし
た」
第27回　㈱山友建設（一関市）熊谷堅美さん

㈱山友建設　熊谷堅美さん（64歳：震災当時）
《職種》大型ダンプ運転手
《啓開作業時の作業内容》大型ダンプ運転手

　―3月11日はどのような様子でしたか
　竹駒にある高田営業所の職員を高台に避難
させて、私は市街地の自宅に戻りました。市
街地は避難する車で渋滞しているし、最初
3メートルと言われていた津波の高さが10
メートルの大津波と聞き、とりあえず犬だけ
連れて営業所に戻りました。しばらくすると
津波が私たちのいる場所に到達し、わずかの
差で逃げずに被害に遭ったり、車ごと津波に
さらわれた人もいました。
　その晩は高台で一晩中ラジオを聞いていま
したが、聞こえてくるのは他市町村の情報だ
け。肝心の陸前高田の詳しい状況が分からず、
ひたすら夜明けを待っていました。
　―翌日はどのような動きを
　夜明けと同時に自宅方面に向かいました
が、がれきが散乱して木材の破片や釘が飛び
出しているし、砂と水とで100メートル進
むのがやっと。自衛隊員が人命救助に入って
おり、ご遺体も数多く見かけました。
　生活物資の調達に住田町に行く途中、私た
ちを心配して陸前高田に向かってきた当社土
木課長の小原正にばったり会ったんですよ。
そこで小原課長に職員の無事を伝え、必要な
資材や機械などをメモして渡し、その日のう
ちに対応してもらいました。
　―道路啓開はどのような形で始まったので
すか
　自衛隊や警察、消防、国交省などの関係者
が集まって話し合いを持ったのは、12日の
夕方だったと思います。その時点では市から

の指示は出ていませんが、動ける人が機械を
持ち寄り道路を開けるしかないと考え、最初
は会社もお金も関係なく5人ほどの個人の集
まりで道路啓開をスタートしました。まずは
高田一中前を開き、農免道から広田半島に向
かうルートを通す方針も自分たちで決めまし
た。
　―機械類は確保できたのですか
　最初はとにかく手持ちの機械をかき集めて
の作業です。3日後ぐらいから本社を通じて
内陸のリース屋さんに声を掛けて、グラップ
ルとキャリアダンプを各担当者に預けまし
た。私も1年ぐらいはブルドーザーに乗り、
一日の半分はブルドーザー、残りは雑用や各
種調整という毎日でしたね。
　本社は私が動きやすいようにと、物資や資
機材などバックアップしてくれました。また
奥州市内の企業や店舗からの支援物資を避難
所に届けたり、安否情報を奥州市のコミュニ
ティーＦＭで放送するなど、小原課長を中心
に内陸部として可能な限りの被災地支援をし
ていたようです。
　―組織的な動きになったのはどの段階から
ですか
　作業自体は早い時期から市役所とコミュニ
ケーションを取りながら進めていましたが、
市の方針が明確になり、陸前高田市建設業協
会と市との災害協定に基づく形で作業するこ
とが決まったのは１カ月後ぐらいです。以降
は比較的スムーズに仕事が進みました。
　自衛隊とも毎日打ち合わせをして、機械が
壊れたときは修理を手伝うなど、連携が取れ
ていました。福井県の鯖江駐屯地の部隊で若
い隊員さんも多く、当時の隊長さんは今も陸
前高田に来てくれるなど交流が続いていま
す。

「会社もお金も関係なく」

第28回　髙惣建設㈱（奥州市）小野寺正晴さん

髙惣建設㈱　小野寺正晴さん（56歳：震災当時）
《職種》高田営業所長
《啓開作業時の作業内容》指示役
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　―震災当日は、どこで仕事をしていたので
すか
　当日は北上市内で河川の築堤工事の現場に
いました。現場再開のめどが立たず一旦は待
機になったのですが、国道107号で道路の
クラックや法面の崩落などが発生していたの
で、翌日から対応に当たりました。
　―沿岸に最初に入ったのはいつですか
　震災から5日後です。当社で施工していた
宮古市松山の現場で、橋脚にモルタルを注入
する応急対応で現地入りしました。テレビで
は分からない被災地という場が持つ雰囲気
に、ただ驚くしかなかったのを覚えています。
　その後、会社で被災地支援に入るという話
を聞いたときも、何か被災地の役に立ちたい、
そして行くならば早いうちにと思い、2班体
制の前半に手を挙げました。
　―本格的な沿岸部での作業は
　地元の大坂建設さんの応援で、4月2日か
ら山田町に入りました。バックホウ3台とが
れき運搬用のダンプ1台の4台体制を取って、
主に大沢地区を中心に宅地と歩道のがれき撤
去に当たりました。
　バックホウ1台に対して自衛隊員が1人付
き、一緒に動いていただきました。若い人が
多かったのですが、規律も服装もしっかりと
していて、立派でしたね。気も張っていまし
たし無駄話をするような雰囲気ではなかった
ので、あいさつ程度しか言葉は交わしません
でしたが。
　―現地ではどのようなことに気をつけられ
ましたか
　やはりがれきの下に行方不明者がいるかも

しれないので、手つかずの場所に入るときは
緊張しました。ただし、行方不明者を見つけ
ることも自分たちの仕事なんだと思うように
していました。
　―被災された方とは会われたのですか
　60代ぐらいの夫婦の方から「行方不明の
娘がこの辺りにいるかもしれないから、がれ
きを撤去してほしい」と言われたことがあり
ました。私としては言われた通りがれきを動
かすくらいしかできないのですが、結局見つ
けてあげることができず、本当に悲しかった
です。感謝の言葉を掛けていただいたのです
が…。
　―つらいことも多かったと思います
　いえ、私は内陸の人間ですから、多少の不
便があっても被災された皆さんの苦労とは比
べものになりません。なので、不便やわがま
まな気持ちなど持つべきではないと自分自身
を戒めていました。大坂建設の社員の方も、
ご自身も津波の被災者であるにも関わらず、
私たちがスムーズに働けるよう色々と手配を
していただき、私の方こそ助けていただきま
した。
　―作業を終えた時、どのような思いを持た
れましたか
　ほかの現場に入ることが決まり、会社とし
ての一区切りが付くまで作業できなかったの
は少し心残りでした。でも昨年は陸前高田市
の圃場の災害復旧現場、今年からは三陸沿岸
道路の現場を担当しており、復興の現場に携
わらせていただいています。
　震災から3年以上を経て、記憶の風化を実
感しています。復興を遂げるまでみんなで協
力しながら、私自身もあの時の記憶と思いを
しっかりと持ち続けていきたいと思っていま
す。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「被災された方を思えば、自分の不便など」

第29回　㈱小原建設（北上市）小田島愼さん

㈱小原建設　小田島愼さん（31歳：震災当時）
《職種》職長、オペレーター
《啓開作業時の作業内容》オペレーター

　―現地入りの要請はどこから受けましたか
　国交省の現場を担当していた職員が水沢維
持出張所から要請を受けて、翌12日からの
宮古入りが決まりました。グラップル付きの
バックホウ2台とホイルローダー1台、運搬
用のトレーラー3台。いずれも自社の機械で
す。
　問題は燃料。花巻市内も停電しており、会
社からガソリンスタンドに発電機を提供して
給油しましたが、それだけでは足りずに、自
社の重機から燃料を抜いて宮古行きの車を満
タンにして出かけました。オペレーターは、
チリ地震津波を経験している社長と私、環境
部執行役員部長の3人。若い社員たちは現場
に張り付いており、体が空いていたのはこの
3人だったんです。
　―12日は何時頃から動いたのですか
　午前11時ごろに花巻を出発しました。国
道465号から106号というルートを通った
のですが、ガソリンを求める車でいたるとこ
ろが渋滞しており、宮古に着くまでに3時間
半は要したと記憶しています。
　―啓開作業はどこから入りましたか
　盛岡地域から来た会社と合同で、宮古警察
署前を起点に国道45号を高浜方面に向かい
南下するチームと、宮古の市街地に北上する
チームに分かれて啓開作業に当たりました。
　現地の様子は、何か夢でも見ているようで
現実感が感じられませんでした。宮古市役所
前の歩道橋に船が引っかかり、ビルの1階部
分には車が吸い込まれたように詰まっていま
した。そしてなんと言っても分厚く堆積した
ヘドロ。これを取り除くのに苦労しました。

　―現地での食事や宿泊はどうしていたので
すか
　ずっと車内泊です。車内の狭さよりも寒さ
が厳しく、車のヒーターを夜通し付けて何と
か寝られました。
　あと恥ずかしい話ですが、食事の確保は想
定外でした。現地調達できないんですよ。過
去に対応した台風や土砂災害では、炊き出し
で食事が提供されていたので、考えが甘かっ
たです。ただし当社は農業部門に参入してお
り、お米の在庫が豊富にありましたから、本
社で炊き出しをして、現地に届けてもらいま
した。
　―被災された方や、他社のオペレーターの
方とは何か会話をされましたか
　建物の持ち主の方が写真や金庫などを探す
際に手伝ったことがあります。見つかって喜
んでいただけましたが、自分たちから何か話
しかけるという雰囲気ではなかったです。
　他社のオペレーターの方も、それなりに疲
れた様子ではありましたが、疲労困ぱいとい
う程ではなかったです。年配のオペレーター
も多かったですね。このような大災害の時は、
ベテランの技術だけではなく、慎重さや冷静
さ、豊富な人生経験も必要と感じました。
　―民部田さんはいつまで現地での作業を
　15日までは宮古市内。16日から19日、
21日から25日と田老地区に入りました。田
老は宮古を上回る惨状で、まちが全滅したと
いう感じでした。大槌町では、町からの要請
もあって、全域でがれき撤去に当たりました。
現在も町の復興事業に関わらせてもらってい
ます。
　先ごろ久しぶりに宮古に行き、他地区と比
べて市街地の復興が進んでいることを実感し
ました。私たちが啓開した道路を、ダンプや
緊急車両が通った瞬間のことも思い出しまし
た。

「道路が通った瞬間を思い出して」

第30回　成和建設㈱（花巻市）民部田正道さん

成和建設㈱　民部田正道さん（59歳：震災当時）
《職種》重機車両部執行役員部長
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―震災発生時は
　ちょうど電子入札のためにパソコンに向
かっていました。停電になり、入札は後日と
なりました。その日は、国交省や岩手県の依
頼で道路の点検を行いましたが、被害は比較
的少なかったです。
　―沿岸部での支援活動は
　当社は二戸国道維持出張所の指示で動きま
した。携帯が通じないので、出張所に詰めて
直接話をしました。3月13日の夜には盛岡
西国道維持出張所、盛岡国道維持出張所で常
温合材を積み込み、釜石維持出張所まで運び
ました。
　14日には、宮古市の三陸国道事務所管内
に自社のタンクローリーで軽油を運びまし
た。そのまま22日まで、宮古港に入ってい
たタンカーからの軽油運搬に従事していま
す。発電機や啓開作業に使うための燃料だっ
たと思います。3日程度の交代制として、同
事務所に宿泊して対応しました。私は最初の
班に同行しています。
　―他にも支援活動を行ったのですか
　23日には、山田町内に暖房用の灯油を運
んでいます。14日の夜には、H 鋼付の仮設
ガードレールを釜石維持出張所に運搬しまし
た。この班には社長自らが同行しています。
　この頃は会社の中もパニックでした。管内
の道路除雪にも人が必要でしたので、土木部
全員で昼夜を問わず、力を合わせて対応しま
したね。
　―この年の初めには二戸地区を大雪が襲い
ましたね
　大みそかからの大雪で、道路は通行止め、
倒木で送電線が切れて数日間の停電がありま
した。私たちは道路復旧に追われて、1月5

日にやっとお風呂に入れました。大変な年で
したね。
　―震災当初、高速道路は通行止めだったと
思いますが
　二戸国道維持出張所の手配で、緊急車両の
通行証を警察で発行してもらい、高速道路を
使うことが出来ました。警察では迅速に対応
いただき、道路の状況についても情報を貰い
ました。
　高速道路は、路面が沈下や隆起などで凹凸
があり、夜間で見通しが利かなかったことも
あって、スピードを抑えて走りました。正確
な時間は覚えていませんが、かなりの時間を
移動に要しました。
　―被災地を目にしたときは
　何とも言えない光景でしたね。停電の影響
で情報が少なく、内陸で考えているのと10
倍も100倍も被害がひどいなと感じたのを
覚えています。タンカーの横では、港に沈ん
だ車を揚げていました。中には人が乗ってい
たのだと思います。啓開した道路沿いにも犠
牲者の方がいたようです。
　―作業において気を付けたことや困ったこ
とはありますか
　昼夜作業なので、必ず交代要員を付けて人
員を配置するようにしました。
　当初は食料の頭が無く、現地でおにぎりを
少々いただきました。次の班からは二戸で食
料等を調達して持参するようにしました。た
だ、二戸でも食料を確保するのが難しかった
です。
　―携わっての教訓や思いはありますか
　我が社は国道4号線の維持工事をやってい
て、ある程度は緊急事態に備えていました。
実際に大きな災害に直面すると、多くの戸惑
いや混乱がありました。この教訓から、迅速
に対応できるよう体制を見直しています。
　携わった社員は、大変だったと言う者もい
ますが、最終的には少しでも役に立てて良
かったと話していました。三陸国道事務所で
は最終日、所長から直々に感謝の言葉を頂い
たそうです。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「土木部全員で昼夜を問わず、力を合わせて」

第31回　㈱中舘建設（二戸市）大鳥義博さん

㈱中舘建設　大鳥義博さん（48歳：震災当時）
《職種》土木部長（震災当時：土木課長）
《啓開作業時の作業内容》指示役

　―震災直後はどのような動きを
　震災翌日の12日時点では工期が迫ってお
り、通常通り現場を動かしていたのですが、
岩手河川国道事務所二戸国道維持出張所と連
絡を取り合う中で、私たちにも被災地の為に
何か手伝えることはないかと申し出をしまし
た。
　その際に重機やダンプのほか、会社がスタ
ンドとタンクローリーを所有しているので給
油が可能という話をしたところ、当社が給油
支援を行うことが急遽決まりました。自社の
必要量確保も心許なかったのですが、被災地
の役に立ちたいとの思いから給油支援の決断
をしました。
　―スタンドを所有しているのは強みでした
ね
　実は当社のスタンドは震災翌日に給油する
予定だったので、給油先のローリーが津波に
流されて給油不可能になり、燃料の残量が心
細い状態でした。社員総出で取引先にお願い
をしたところ、「被災地のためならば」と協力
してくれたスタンドの皆さん、さらにはそれ
まで一度も取引がなかったスタンドからの協
力もいただき、本当に頭が下がる思いです。
　―現地入りは12日ですか
　そうです。重機やダンプトラックを動かす
ために必要な燃料が少しでも早く届けばそれ
だけ多くの人が助かりますので、非常に重要
な役割だと気持ちが引き締まりました。携帯
のワンセグで現地の惨状は確認していました
が、被災地に向かうことに特に怖さは感じま
せんでした。家族は心配していたようですが。
　―給油作業はどちらで

　宮古市千徳です。三陸沿岸道路が国道106
号付近にタッチする地点が駐機所になってお
り、そこに向かうよう指示を受けました。会
社のスタンドでタンクローリーに給油し、ド
ライバーと二人現地に向かいました。到着し
たのは夜の10時か11時くらいだったと記
憶しています。
　駐機所にはダンプが15台から20台ほど
待機しており、盛岡からの車輛もいました。
車輛の数を見てその膨大な作業量が理解でき
ました。重機は見あたりませんでした。たぶ
ん現地にはりついていたのだと思います。
　―宮古まではどのルートで行ったのですか
　沿岸部の状況がつかめないので、盛岡経由
で106号を使いました。東北自動車道を利
用できるよう国交省の職員の方が依頼状を書
いてくれて、臨時の通行許可証代わりに使わ
せていただきました。
　ＮＥＸＣＯの職員さんも、途中で通行規制
をしていた警察関係の方も、緊急事態という
ことで臨機応変に対応してくれたのだと思い
ます。どこか1カ所でも止められていたら、
宮古にはたどり着けなかったでしょう。今振
り返っても、関係機関の皆さんの判断の素早
さや的確さは素晴らしかったと思います。
　―給油の支援はその１回ですか
　12日は維持出張所の非常用電源装置にも
給油しましたし、別の社員が14日に花巻の
国交省の施設で軽油を積み大船渡市でドラム
缶に給油しました。また国交省以外にも仙台
―宮古間をローリーで3日間、燃料輸送を行
いました。
　震災の規模からすれば、私達の支援は微々
たるものだと思います。それでも今振り返る
と、そこには本当に多くの方の支えがあり、
給油支援が無事できたのだとしみじみ思いま
す。一日も早い復興を心から祈っています。

「素晴らしかった関係機関の適確な判断」

第32回　南建設㈱（軽米町）田中一也さん

南建設㈱　田中一也さん（30歳：震災当時）
《職種》取締役社長室長（震災当時：工事部）
《啓開作業時の作業内容》給油支援補助
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　―3月11日のことを教えて下さい
　住田町の建設会社にいる時でした。「ただ
ごとではない」と感じる揺れで、陸前高田市
内の会社に戻ることにしました。途中、竹駒
の現場で安否確認や避難指示をして、近くの
知り合いの会社に立ち寄りました。事務員さ
んが「ここまで津波が来ると放送があった」
と言うので、「冗談だべ、ここまで来たら高
田の町がなくなるべ」と話したのを覚えてい
ます。
　まさか津波が来るとは思わず、数分話をし
ていると、どんどん車が住田町方面に向かっ
て行きます。自社の役員も避難したことを知
り、取り敢えず住田町の自宅に帰りました。
大船渡から戻ってきた妻の話で状況を知り、
市内に行こうと思いましたが家族から止めら
れました。
　―次の日からの動きは
　次の日、明るくなったと同時に市内に向か
い、現実を目の当りにしました。「これは大
変だ」と。とにかく高田を何とかしなければ
ならないと思いましたね。道路のガレキを片
付けなければ、支援も入って来られないです
し、助かる命も助からないですから。
　まずは社員や協力会社の人を探しました。
避難している数人に会うことができました
が、被災していてすぐには動けない状況です。
その後は流されずに残った重機を探して回り
ました。そうしているうちに、作業が出来る
というグループ会社の社長と社員の4人が出
て来ました。13日の朝7時に竹駒の広場に
集合することを約束して別れました。
　―13日からの作業の進め方は
　既に森林組合と消防団が大きい道路を始め
ていました。私たちは竹駒地区の枝線から作

業を始めました。孤立している地区の状況を
見て、自分たちの判断で動きました。他の会
社も同じような状況だったようです。被災し
ていない人が集まり、重機を集め、その場の
判断で動いていました。動ける人は自然に集
まってくるものです。3日後位からは市役所
にも報告するようになりました。
　―組織的な動きが出てきたのはいつごろで
すか
　1週間位で仮の協会を組織して、市役所と
も連携を図りました。会長をお願いした㈱か
ねまつ建設さんの事務所を本部にして打ち合
わせをするようになりました。最初は5社位
だったと思います。
　―代表者や社屋が被災した会社が多くあり
ましたが
　社長が見えないから、動いて良いものか分
からないという人がいたのも事実です。協会
で責任を持つから手伝って欲しいと声を掛
け、被災しながらも来てくれた人がかなりい
ました。
　―自衛隊などとの連携は
　福井から来た鯖江駐屯地の方たちには、か
なり助けられました。鯖江駐屯地の記念行事
に3年間招待いただき、その後も当時の隊長
さんとは連絡を取り合っています。
　―陸前高田市は犠牲になられた方も多かっ
たと思います
　私が見つけた人は、苦しんでいるような顔
の人はいませんでした。突然津波に襲われた
ためだと思います。小さい子供を見つけると、
何とも言えない思いが湧いて来ました。自分
の子供と照らし合わせてしまい、「お父さん、
お母さんのところに帰ってくれよ」と祈るだ
けでした。
　―ガレキが片付いて来て思ったことは
　ガレキが片付いて何もなくなり、高田の町
と海が平らなんだと、ふと気付きました。「津
波てんでんこ」という言葉は本当だと思いま
す。地震が来たら、とにかく高台に逃げるこ
とです。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「動ける人は自然に集まってくるものです」

第33回　㈱長谷川建設（陸前高田市）吉田昭彦さん

㈱長谷川建設　吉田昭彦さん（46歳：震災当時）
《職種》営業部長
《啓開作業時の作業内容》指示役

　―当日の状況を教えてください
　陸前高田市内でも内陸側の横田町で作業中
でした。防災無線からは、「津波が高田松原
の防波堤を超えたので避難してください」と
聞こえてきました。作業を中止して、会社に
戻ることにしました。高田町から国道340
号線を市内に向かうと、気仙川をガレキが遡
り、低い場所では道路上にもガレキがありま
した。それでも何が起きているのかが分から
ない状態でしたね。
　竹駒まで来ると国道は通れません。裏道や
林道、農免道などを通り、会社までたどり着
きました。会社は無事で、辺りを見回すと見
慣れた風景は何もなくなっています。母親と
妻がいる家に向かうと、寸前で被害を免れて
いました。その夜は避難所になった高田第一
中学校で過ごしました。高田松原近くで部活
をしていたはずの息子は、翌日、別の避難所
にいることを知って再会できました。
　―ガレキ撤去作業はいつからはじめました
か
　12日の夜、市役所の担当者から建設業関
係者に声が掛かりました。13日は、重機や
作業員及び現場の状況把握などを行いまし
た。14日の朝から、重機オペレーターとし
て作業を開始しました。
　―どこから作業を始めたのですか
　市の中心部に向かう国道340号線、高田
第一中学校の入り口付近からです。流されて
きたガレキが10m 程の高さに積みあがって
いました。ガレキの堆積で先が見えませんの
で、どこまで続くのかが不安でした。上から
確認したところ、20m 先までの堆積でした。
その先はガレキが少なかったのですが、高田
松原の松が沢山あったことを記憶していま

す。
　最初は、ハサミやフォークといったガレキ
をつかむ機械がなかったので、バケットで横
によけるという作業です。とにかく車が通れ
るようにしました。
　その後、孤立している広田地区に道路をつ
なげるため、小友地区の啓開を行いました。
始めのころは、孤立している地区に行けるよ
うに道路を開けることが最優先です。
　―犠牲になられた方が多く、かなり気を
使っての作業だったと思います
　流された人がいると分かっていたので、む
やみに機械を動かすわけには行きません。小
友地区では3人の方のご遺体を見つけまし
た。その後は2人です。被災した方から頼ま
れて、家族を探すこともありました。見つか
らず、なんと話して良いか分かりませんでし
たね。
　―市内の建設業者のほとんどが被災してい
ましたね
　幸いにも私の会社は社員、建物ともに無事
でした。動ける4人程で、すぐに作業を進め
られました。多くの会社は、代表者や建物が
津波の被害に合い、会社を続けることさえも
分からない状況だったと思います。その様な
中で、徐々に作業に加わる人や会社が増えて
行きました。
　以前から市内業者の協会組織はあったので
すが、会長は亡くなってしまいました。動け
る会社が中心になって、仮の協会を立ち上げ
て少しずつ組織的に動くようになりました。
市役所の職員も犠牲者が多かった中で、残っ
た職員と打ち合わせをしながら進めていきま
した。自宅が被災した作業員が多かったので、
市役所からは食料を配給してもらいました。
　―作業を振り返ってみて感じたことや思い
は
　津波にしても土砂災害などにしても、人の
力だけではどうしようもない、重機の力が必
要だと改めて感じました。震災当日から動く
ことが出来ていればと思う時もありました
が、少しは役に立てたのかなと思います。

「重機の力が必要だと改めて感じました」

第34回　㈱かねまつ建設（陸前高田市）菊池秀明さん

㈱かねまつ建設　菊池秀明さん（42歳：震災当時）
《職種》取締役専務（現：代表取締役）
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―震災直後から、陸前高田市の道路啓開に
当たられていたのですか
　いえ。私は自宅が大船渡市にあり、当日も
大船渡市内の現場にいたものですから、当初
は自宅待機でした。道路は津波で寸断され携
帯も通じず、社長も社員も誰一人安否が分か
らなかったんです。また、息子夫婦と生後1
カ月の孫、妊娠中の娘が私の自宅に避難して
きたので、まずは身近な小さい命を守ること
を最優先に行動していました。
　―会社に合流したのはいつからですか
　3月中旬、会社の近くにある普門寺という
お寺に全社員が集まり、社長から会社として
道路啓開に当たるという話を聞きました。し
かしその時は車のガソリンも心許なく、その
日もなんとか陸前高田までたどり着いた状態
でしたので、私を含め大船渡市から通勤して
いる3人が合流したのは会社が車を手配して
くれた3月下旬からでした。
　―現地ではどのような作業を
　重機オペレーターとして広田の集積場と周
辺の道路に1カ月半ほど、その後に矢作川、
川原川、浜田川の3河川のがれき撤去に3カ
月ほど当たりました。どこを見渡しても一面
がれきの山で、その惨状に改めて驚きました
が、少しでも地域の人たちの力になることが
できればという気持ちも強くなりました。
　―河川のがれき撤去はどのように
　重機2台でがれきを集積し、グラップルで
キャリアダンプに積み込むという段取りで進
めました。7トンのクローラーダンプは場所

を選ばずに入っていけますが、川沿いは地盤
が軟弱ですし、川を越えての対岸の撤去や泥
の中のがれき撤去には時間がかかりました。
　また、津波で折れた松の木が河川の中に相
当数流れ込んでいました。どの松にも砂がこ
びりついていたので、チェーンソーの刃がす
ぐに摩耗して使い物にならなくなるんです
よ。絶えずやすりで研いでいましたし、買い
換えも頻繁でした。
　―作業をする上での注意点は
　がれき撤去と言っても、二つと同じ場所、
同じ作業はありませんから、その状況に応じ
た臨機応変の対応が必要と感じました。また、
単純にがれきを撤去するのではなく、集積場
に運んだ後の分別など先々のことを考えなが
ら作業することが大事です。
　また、地域住民の方が不便に思っているこ
と、お願いごとなどがあれば、すぐに対応す
るよう心掛けていました。地元の人が通行し
づらい場所のがれき撤去を行いましたし、道
路が崩れている場所には角材を活用して、簡
単な橋を通したりもしました。
　―建設業だからこそできる手助けですね
　がれきの撤去は大事な仕事ですが、地域の
中で困っている人がいれば、不便を解消して
少しでも暮らしやすい状況を整えることも、
私たちの役割だと思うんですよ。私自身、こ
の場所で暮らしていたならばどう考えるかを
第一に考えて動いていましたね。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「その場所で暮らす人の気持ちになって」

第35回　㈱共立土木（陸前高田市）鈴木正幸さん

㈱共立土木　鈴木正幸さん（51歳：震災当時）
《職種》工事課長
《啓開作業時の作業内容》技術者、オペレーター

　―震災の日のことを聞かせてください
　地震は会社にいる時でした。吉里吉里にあ
る自宅に一度戻り、船を見るために海に向か
いました。波が渦を巻いていて、「津波が来
るぞ」と直感しました。浪板にある親せきの
ところに寄り、戻ってみると自宅を含め、町
全体が波に飲みこまれている状態でした。
　次の日、生存者がいるかもしれないと思い、
町の中を歩いて回りました。その後、地域の
消防団から頼まれ、遺体安置所に犠牲者を運
ぶ手伝いを2日ほどやっていました。
　―大槌は火災の被害もありましたね
　吉里吉里は火災がなかったのですが、大槌
方面に炎の明りが見え、プロパンが爆発する
パンパンという音が聞こえたのを覚えていま
す。あのような惨状の中、社長も会社の再生
を熟慮したと思います。社長の態度を見て、

「やるんだな、始めるんだな」というものを
感じました。
　―ガレキ撤去の作業に入ったのは
　1週間目くらいに町内の会社で連合を組織
しました。最初は6社で10数人だったと思
います。当社を拠点にして動くようになり、
徐々に役場や自衛隊との連携も図っていきま
した。
　町長をはじめ、多くの役場の職員が亡くな
りました。役場が機能するまでに時間がかか
りましたから、自衛隊にかなり助けられたと
思います。
　―何もない状況での作業だったと思います
　人手がない、機械がない、燃料がない、食
べ物がない状況から始まりました。燃料は自
社及び町内のガソリンスタンドから協力を得

て、㈱山千さんが配給を行いました。食べ物
は支援物資や炊き出しのおにぎりなどを役場
から支給してもらいました。
　携帯が通じませんから、それぞれの会社の
社長や専務などが直接回っていました。連絡
事項を伝えながら、必要なものを聞いたり、
食べ物を配ったりしていました。
　―松村さんの作業内容は
　始めは道路のガレキ撤去です。その後1カ
月、重機での遺体捜索を自衛隊の人と一緒に
行いました。ガレキの上に重機で乗ってご遺
体を傷付けることがないよう、慎重に作業を
進めました。
　―精神的にも厳しい作業だったのでは
　最初はきついものがありました。そのうち、
1人でも2人でも見つけてあげたいという気
持ちが強くなりました。手作業で家族や知人
を探している人もいました。「見つけて欲し
い」、「この辺りを探して欲しい」と声を掛け
られたこともあります。
　私自身は6名のご遺体を見つけましたが、
全員が五体満足ではありません。損傷が激し
い方などは身元が分かっていれば良いのです
が…。今でも見つからない人が結構いますか
らね。
　―自宅が被災している中での作業は大変
だったと思います
　しばらく休めませんでしたので、私自身は
自宅の片づけは何もできませんでした。兄弟
や家族に頼りっぱなしで、負担を掛けてしま
いました。多くの人が同じ様な状況だったと
思います。
　―今回の震災で教訓はありますか
　これまで大きな津波の経験がなく、地震の
際の対応を会社で決めていませんでした。震
災では6人の同僚を失いました。河口近くに
あった会社に戻って亡くなった者もいます。
今は、地震が起きたら逃げることと、逃げた
あとの集合場所を決めています。

「1人でも2人でも見つけてあげたい」

第36回　松村建設㈱（大槌町）松村康文さん

松村建設㈱　松村康文さん（47歳：震災当時）
《職種》土木部長
《啓開作業時の作業内容》オペレーター
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　―震災当日の様子は
　当日は小鎚にある県の林道開設工事の現場
にいました。学校にいる子供たちが心配で市
街地に向かったのですが、すでに津波が来た
後で、入ることができませんでした。
　その晩は社員も下請の人たちも帰宅できな
かったので、私の自宅で15人ほどが夜を明
かしました。現場の立ち会いに来ていた県の
職員も帰ることができず、私の家に泊まって
もらいました。
　―翌日からすぐに応急対応に動かれたので
すか
　市街地の水は引いていたのですが、何から
手を付ければよいのか、皆目見当が付かない
という感じでした。社員も一旦は帰したので
すが、自分たちに何ができるか、自宅が被災
していない社員と一緒に考え、私たちの独断
で山側のルートを確保することにしました。
　具体的には小鎚から栗林に抜けて笛吹峠に
向かう五本松林道と、金沢方面に向かう平田
沢林道の２路線を除雪しました。途中で崩落
していた個所の修復も行い、道路が通れるよ
うになったのは14日頃だったと思います。
　―市街地の対応にはいつから入ったのです
か
　岩間建設工業社長の岩間公人さん（当時取
締役）が会社に来て、町内の会社が動き出す
ということで、声をかけてくれました。松村
建設さんや自衛隊が先行して動いており、私
たちは倒壊した送電線の撤去や地盤沈下した
道路のかさ上げ作業を行いました。
　―燃料や食事の確保も大変だったと思いま
す

　燃料は町内のガソリンスタンドを見つけ
て、許可をいただいた上で海水が入っていな
いタンクから油を使わせてもらいました。ほ
かにも砕石場から都合を付けてもらったり、
行政に協力していただきながら、なんとか作
業をストップせずに済みました。
　食事は炊き出しのおにぎりを一つか二つで
したが、空腹感や疲労感はなかったですね。
休み無しで１カ月半は働き通しだったと思い
ます。初めて休みをもらったときには、倒れ
込んで寝てしまいました。
　―町全体が被災し、つらいことも多かった
と思いますが
　何がつらいと聞かれれば、すべてつらいこ
とだけです。私は１カ月で５人のご遺体を見
つけましたが、自分でも意外なほど動揺する
ことはなく、むしろ「見つかってよかった」
という気持ちが強かったです。ただしご遺体
を前に家族の方が悲しんでいる姿を見るのは
つらかったですね。
　私は会社も自宅も家族も無事でしたから、
被災された人たちの気持ちを理解しているつ
もりでも、本当の部分では分からないのだと
思います。だからこそ境遇の違いを自覚し、
その上で作業に当たるよう心掛けていまし
た。
　―震災を振り返っての教訓は
　なんと言っても、物よりも命です。物は買
い換えることができても命は取り返しが付き
ませんから、最後は体一つで逃げるしかない
んです。そのためにも避難路と防災無線の整
備は欠かせないと思います。
　―藤原さんは若いですから、大槌町の将来
について考えることも多いのではないですか
　町を出ていく人も多いですし、先々が見通
せませんからね。みんな今を生きるのに精一
杯で…。私たちも過去に経験したことがない
ような仕事に、試行錯誤の毎日です。

『そのとき地元建設業は』～ 3.11 東日本大震災、　　最前線の記憶～

「境遇の違いを自覚しながら」

第37回　㈱藤原組（大槌町）藤原士さん

㈱藤原組　藤原士さん（33歳：震災当時）
《職種》専務取締役
《啓開作業時の作業内容》指示役、オペレーター

　―震災当日はどこにいらっしゃったのです
か
　弊社はブロック製造もしているので、当日
はＪＩＳ関係の講習で仙台市にいました。信
号は止まっていましたが、仙台市内の渋滞は
さほどではなかったです。ラジオの情報は
入ってくるのですが、肝心の大槌の状況が全
く分からず、焦りだけが大きくなりました。
　盛岡市経由で土坂峠を抜けて大槌に向かう
途中、中学生ぐらいの男の子を金沢付近で
拾ったんですね。その子が「町が壊滅状態だ」
と言っていたのですが、その時は意味を理解
でませんでした。会社に戻ると社員が避難し
てきており、やはり「町の中には入れない」
と。町の中は真っ暗なのに火の海で、ガスボ
ンベが破裂する音が聞こえていました。とに
かく社員や家族が心配だったのですが、どう
することもできず心配しながら夜を明かしま
した。
　―翌日から何か会社として対応できたので
すか
　家族を探しながら町の状況がつかめてきた
こと、社員が家族を連れて会社に避難してい
たことなど断片的には覚えていますが、実は
この前後の記憶が曖昧で…。うちの会社は被
災区域の外だったので、会社の車で水を運ん
だり、発電機の修理をしたりとできる限りの
手伝いはしていました。それが12日か13
日頃だったと思います。
　―現地の道路啓開に入ったのはいつからで
すか
　確か14日か15日ぐらいだったと記憶し
ています。先行して動いている会社もあり、

混沌としていたというイメージだけは残って
いるのですが。道路啓開の作業では、最初は
重機も少なかったので重機の手元とダンプの
運転に当たりました。本格的に重機が入って
からは免許を持っている社員がオペレーター
として現地に入り、私と残った社員で燃料の
確保と供給を担当しました。
　最初は被災した市街地のスタンドに協力し
てもらいましたが、タンクの半分は海水が混
ざっており、使い物になりませんでした。ド
ラム缶に手動で移し、トラックで運搬して手
動で重機に給油するのはやはり大変でした
ね。
　―皆さん休みもなかなか取れなかったよう
ですが
　はじめの頃は会社に寝泊まりしていました
ね。支援物資が届くまでは布団もなかったの
で、古い吸出し防止材にくるまって寒さをし
のぐという感じでした。それでも社員が必死
でがんばる姿に、私も励まされました。
　社員も一人ひとりに家族があり、津波の被
害も受けています。それでも被災現場で不満
も言わずに働いてくれました。それは決して
格好の良いものではないのでしょうが、一生
懸命働く姿勢には本当に心を打たれました。
　―聞きづらいのですが、山崎さんはご家族
が犠牲になられたと伺いました
　母親と姪が亡くなっています。上手く言え
ないのですが、自宅が流された時には、何も
かも無くなったと絶望的な気持ちになりまし
た。だから本当に立派なことは何も言えない
んですよ。それでも地元の建設業の一員とし
て、これからも町の復興に関わっていきたい。
一人の力は限られていますが、社員や生き
残った家族と力を合わせ、町の復興に向けて
歩みを進めていくしかないと思っています。

　「残った人たちが力を合わせて」

第38回　山千（大槌町）山崎真さん

㈱山千　山崎真さん（40歳：震災当時）
《職種》代表取締役
《啓開作業時の作業内容》指示役、ダンプ運転手
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　建設産業界が現在抱える一番の課題は、人材の確保と育成です。岩手県建設業協会では、子供たち
が建設業の仕事を理解する上での一助となるよう、県内小中学校を対象とした「建設業ふれあい事業」
を1990年から実施しています。この活動は、子供たちが建設機械への試乗体験を通じて、建設業の
楽しさや魅力、大変さを少しでも知ってもらおうと始まった企画。県内建設企業の社員の中には、子
どもの頃にふれあい事業で建設機械を動かした体験がある人もいるそうです。
　高校生向けには現場見学会や３ＤＣＡＤの操作体験なども行っており、また支部によっては、工業高
校と連携しての測量や面接の実習、合同就職説明会などにも取り組んでいます。
　また15年度には、担い手の確保と育成に向けたシンポジウムを開催し、建設業の将来について、行
政と業界がともに考える機会も設けました。今後もさまざまな活動を通じて、将来の地域づくりを担
う人材の育成に取り組んでいきます。

ミニコラム③　担い手の確保と育成へ

建設業ふれあい事業

かっぱ工事隊も登場

高校生向けの現場見学会

担い手の確保育成に向けて議論
３ＤＣＡＤを体験する生徒たち

 （盛岡工業高等学校）

第３章　地域と共に歩む建設業として

　　復興と地域づくりの将来を支える若い力
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区画整理で元通りの生活を

北星鉱業㈱
鹿糠　俊さん

　―建設業に入職するきっかけ、
仕事のやりがいは。
　「久慈市出身で、県立久慈工業
高等学校の土木科を卒業しまし
た。土木科を経て土木関係の仕
事に就きたい、地元に残って働
きたいという思いがあり、北星
鉱業への入社を決意しました」
　「測量や写真管理、現場の管理

をしています。これまで道路工
事を中心に現場監督を務めてき
ました。ものが出来上がってい
くことに、建設業のやりがいを
感じます」
　―大変だと感じる点、現場で
配慮していることは。
　「作業の工程や工期、それぞ
れの現場状況の違いなど、現場
を動かしていくことが難しいと
思っています。現
場には年上の方々
も多くいます。作
業員の皆さんに指
示する立場として
も、気を配ってい
ます」
　―地元復興への
思いや今後の目標
を。
　「現在は、野田

村の区画整理工事で現場を管理
しています。区画整理は新しい
まちの基盤になります。東日本
大震災で被災した皆さんが元の
ような生活に戻れるよう、一日
も早く工事を完成させたいです」
　「今後は、さまざまな資格の取
得に力を入れたいと思っていま
す。一人前として現場を任せて
もらえるよう頑張ります」

少しでも地元に役立てるよう

刈屋建設㈱
奥地裕介さん

　―土木の仕事を志した理由は。
　「公共事業というか、公共的な
仕事に携わりたいとの思いが大
きかったです。道路など土木施
設は、多くの人が気付かないう
ちに当たり前のように使ってい
ますよね。目立たないけれども
人の役に立つ仕事に、以前から
魅力を感じていました」

　―入社後は主にどのような仕
事を。
　「道路や宅地造成、防潮堤など
の現場で、主に測量を担当させ
てもらっています。造成の現場
では、移転予定の方からねぎら
いの言葉を掛けていただきまし
たし、防潮堤の現場は人の命を
守る仕事です。仕事に対しては
やりがい以上に、責任感の方が
大きいです」
　―会社は維持工事も得意とし
ています。
　「まだ維持の現場に出たことは
ないのですが、まさしく公共的
な仕事ですから、いずれは自分
も維持工事を担当したいです」
　―出身地である沿岸部への就
職は、復興に関わりたい気持ち
が強かったからですか。
　「当然それもあります。しかし

震災が無かったとしても、こち
らで職場を探したと思います。
少しでも地元のために役立ちた
いと思っていましたし、仕事に
限らず人間的な意味でも、会社
と社会から必要とされる人にな
ることが目標です」

役立つ姿が見える面白さ

宮城建設㈱
小笠原千尋さん

　―土木の仕事を選んだきっか
けを教えてください。
　「大学３年の就職活動をしてい
た時に東日本大震災が発生し、
陸前高田市にあった実家が流さ
れ、家族は仮設住宅で生活をし
なければなりませんでした。少
しでも復興の力になりたい、土
木はダイレクトに復興に関わる

ことが出来るのでは、と思い土
木の仕事を選択しました」
　―これまでに携わった現場で
の思い出を聞かせてください。
　「入社して１年ほど経った時、
野田村の高台造成の現場に配属
になったんです。家族を見て、
仮設住宅での暮らしの大変さも
感じていました。少しでも早く
住民の方々が家を建てて暮らす
ことが出来るよう頑張ろう、と
いう気持ちで携わ
りました」
　―土木が好きだ
という気持ちが伝
わってきます。
　「初めて現場に
携わった時は、分
からないことだら
けで大変でした。
でも、新しいこと

を覚えるのは面白いですし、楽
しいんです」
　「土木は面白いですよ。幅が広
いですし、スケールも大きい。
たくさんの人が関わって一つの
ものが出来るので、出来たとき
は携わって良かった、と感じま
す。それに、誰かの役に立って
いることがダイレクトに見られ
る職業ですので、面白みがあり
ます」

工事実施で地域に喜びを

工藤建設㈱
　髙屋敷識彦さん

　―建設業を志したきっかけや、
やりがいは。
　「家で土建業を営んでいた時期
があり、工藤建設の手伝いをし
たのが建設業に触れたきっかけ
です。自分たちでつくったもの
が後まで残ることに、やりがい
を感じます」
　「はじめは物の名前、作業内容

が分からず大変でした。作業の
工程が分かると、ものづくりの
楽しみを感じるようになりまし
た」
　「現場での仕事をこなす中で、
知り合いが増えたことはうれし
いです。現場が変わっても、前
の現場の知り合いと出会うこと
があり、声を掛け合っています」
　―地元復興に寄せる思いを。
　「震災津波の後はオペレーター
として、岩泉町や
田野畑村などのが
れき処理に携わり
ました。今は岩泉
町小本地区の浸水
した市街地で、排
水施設の工事を進
めています」
　「元々、現地は平
らで水はけが悪い

場所でした。工事を実施するこ
とで上手く排水でき、浸水の問
題がなくなればればうれしいで
す。これから行う工事でも、地
域の皆さんに喜んでほしいです」
―今後の目標は。
　「ものづくりが楽しく、建設業
から離れられないです。人との
つながりなど、積み上げてきた
ことを無駄にしたくないとの思
いで、仕事を頑張ります」
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まちづくりの一端を担う仕事

㈱青紀土木
倉澤久美さん

　―倉澤さんは発災時、どちら
にいらしたのですか。
　「発災時は、休日で大槌町の実
家におりました。大きな揺れで
したので、津波が来るだろうと
思い高台にある小学校に避難し、
その後はしばらく避難所に身を
寄せていました」
　「会社には、発災から４、５日

後に行くことが出来ました。発
災直後から休まず災害対応の第
一線で作業に当たる人たちを見
て、建設業のすごさを感じまし
た」
　―現在、釜石市内で造成工事
に携わっているとのことですが。
　「現場では、盛土をして土地
のかさ上げもします。地元に戻
りたい、早く家を建てたいと多
くの方が工事完了を待っていて、
中には現場を見に来る方もい
らっしゃいます」
　「早く家を建てられるようにし
たい。でも、だからと言って決
して手抜きはできないですよね。
そこに家を建てて住む方が安心
できるものを造らなければいけ
ません」
　―倉澤さんご自身も、現在は
仮設住宅にお住まいだと伺いま

した。復興への強い思いを感じ
ます。
　「私自身は造成工事に携わって
いますが、釜石のまちをつくる
一端を担っていると思っていま
す。まちづくりに直に携わる仕
事ができることを、誇りに思い
ます」

現場全体にとって最善の策を

㈱佐々木組
三浦卓也さん

　―建築の仕事を志したきっか
けは。
　「父が設計事務所に勤務してお
り、製図している父の姿を通し
て建築の仕事が身近にありまし
た。他の職業への関心もありま
したが、自分の将来像としてイ
メージしやすかったのが建築の
仕事でした」

　―建築の中で、施工管理を選
んだ理由は。
　「大学で建築を学ぶまでは、建
築イコール設計でしたが、施工
の分野を学び、多くの人と打ち
合わせをしながら人の思いを形
作っていく仕事に魅力を感じ、
現場監督を目指すようになりま
した」
　「この仕事は完成に至るまで数
多くの工程があり、それぞれの
段階に立ち会うことができます。
また、多くの人とコ
ミュニケーションを
取る仕事をしたいと
思っていたので、仕
事を通じて各分野の
エキスパートである
職人さんたちから学
ぶことができ、恵ま
れた環境だと思って

います」
　―将来の目標は。
　「まずは資格を取って現場所長
を務めること。そして現場の皆
さんとコミュニケーションを取
りながら、現場全体にとって最
善の策を判断できるようになる
ことです」
　「そしていつか、父が設計した
建物を私が現場所長として建て
たいですね。今はまだ、目標と
いうよりも夢ですが」

どんな仕事もこなせるように

㈱テラ
川崎大地さん

　―東日本大震災時には県外で
仕事をしていたそうですが。
　「県立釜石商工高校電気電子科
を卒業後、2010年に千葉県の会
社に就職し、炉蓋を取り替える
工事を担当していました。１年
後に震災が起こり、自宅が被災。
地元の役に立ちたいとの思いか
ら、釜石市に戻り、地元で働き

始めました」
　―建設業の仕事に就いたきっ
かけは。
　「被災した自宅が、すぐに復旧
していくのを目にしたことが、
土木関係の仕事に興味を持った
きっかけでした。知人からの紹
介で15年８月に入社しました」
　―仕事のやりがいは。
　「現場の風景が日々変わるのを
見ていると、少しずつ復旧・復
興が進んでいると思うことがで
き、やりがいを感じています」
　―入社し間もないが戸惑いは
ありますか。
　「専門用語が分からないことな
どはありましたが、人に聞いた
り、調べたりしながら進めてい
ます。先輩らとコミュニケーショ
ンを図りながら仕事をしており、
最近では『手元がうまくなった』

や『測量が早くなった』などと言
われるようになりました」
　―今後の目標は。
　「まずは、２級土木施工管理技
士の資格をとりたいです。そし
て、一日でも早く自分の現場を
持ち、どんな仕事でもそつなく
こなせるようになりたいです」

人が喜ぶ姿に勇気付けられ

豊島建設㈱
中村善正さん

　―中村さんは、震災後に建設
業に就職したと聞きました。
　「震災前は製造業で働いていま
した。被災した工場の閉鎖が決
まり、他地区へ転勤の話もあっ
たのですが、地元に残り復興に
関わる仕事がしたいという気持
ちが強く、建設業の仕事を志し
ました」

　―仕事のやりがいを感じる時
は。
　「やはり現場が完成した時で
す。また防災集団移転促進事業
など宅地造成の現場では、入居
予定の方が現場を見にいらっ
しゃることもあります。現場を
見に来た方が喜んでいると、自
分も勇気付けられますし、元気
をいただく思いになります」
　―将来への目標はありますか。
　「まずは、一つ一つ
の仕事を工期内に確
実に仕上げることが
一番ですね。また現
場では想定外の事案
が発生するケースも
ありますが、上司や
先輩方が冷静に対処
する姿は本当にすご
いと思いますし、職

業人としての目標でもあります」
　―職場は年上の方がほとんど
ですよね。
　「50代の方も多いですが、大
船渡の復興という共通の目標に
向かって働く仲間として受け入
れていただいています。また会
社では先輩ですが、同い年の社
員がいます。同い年という存在
は心強く、励みにもなっていま
す」
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知ってもらう取り組み必要

県北広域振興局土木部
道路整備課

西里恒平さん

　―初任地も県北広域振興局と
伺いました。発災後初めて被災
地を訪れたときのことを聞かせ
てください。
　「震災後に野田村を訪れた時、
景色がすっかり変わっていて言
葉が出ませんでした。以前は木
が生えていて内陸側から海があ

まり見えなかったのですが、家
が流され海が見える状況は衝撃
的でした」
　―事業に携わる中で大切にし
ていることを教えてください。
　「私は今、国道281号の案内
トンネルや新芋谷橋、野田村で
高台移転団地にアクセスする道
路の新設工事を担当しています。
やはり少しでも早く。そして何
が一番必要なのかを考え、優先
順位をつけて業務にあたるよう
心掛けています。野田村の道路
には、将来的に三陸沿岸
道路のインターが接続す
る計画ですが、全区間で
準備が整ってからではな
く、まずは高台の団地に
つなぐことに最大限力を
注いで取り組んでいま
す」

　―今後に向けて一言、お願い
します。
　「建設業界のファンを増やした
い。そのために、まずは業界を
知ってもらうための努力が必要
だと思います。建設業界への期
待度が高い今がチャンスではな
いでしょうか」
　「どんな人が関わり、どんな工
程を経て完成するのか。出来た
ものだけでなく、出来るまでの
過程も知ってほしいと思ってい
ます」

自らの身を守るための教育を

県沿岸広域振興局土木部
河川港湾課

吉田祐介さん

　―現在、復旧・復興事業関連
では水門の設備工事をご担当さ
れていると伺いました。震災当
時はどちらにいたのですか。
　「震災発生時は、県庁におりま
した。初任地が大船渡土木セン
ターだったのですが、県防災ヘ
リの映像で、広大な水たまりの

中にタピック45の屋根が見え
てそれが陸前高田市の市街地だ
と分かったとき、大きな衝撃を
受けました」
　「発災から数日後、大船渡土
木センターへ被害調査と情報収
集に行ったんです。現地を見る
と以前と景色が全く違っていて、
とてもショックでした」
　―震災を受け、さまざまなこ
とを感じたと思います。
　「震災を経験し、土木に
携わる中で、防災教育の重
要性を改めて感じました。
津波や洪水、土砂災害や火
山災害なども含め、自らの
身を守るための教育が義務
教育の中にあっても良いの
では、と思います」
　―今後に向けて一言、お
願いします。

　「母や妻が被災地の出身で、私
自身も郷土という思いがありま
す。自分の仕事でほんの少しで
も郷土の復興が進めば、と思っ
ています」
　「固定的な価値観や前例にとら
われるのではなく、柔軟に対応
していきたいです。そして、土
木の仕事を通して子どもたちが
安全安心に暮らせる社会基盤の
整備に取り組んでいきます」

第３章　地域と共に歩む建設業として

　　オール岩手で復興



142 第３章　地域と共に歩む建設業として 143第３章　地域と共に歩む建設業として

盛岡支部長　遠藤 忠志
　東日本大震災発生から5年が過ぎようとしています。災害発生と同時に盛岡支部とし
て直ちに被災者の生活確保を目的として、重機・人を派遣し、ガレキの撤去等のお手伝
いをいたしました。
　現在、被災地では、道路整備・築堤工事が進んでおりますが、避難住宅にお住まいの
方の新しい住宅への転居は1～2年後という報道を聞くにつけ復興という道のりはまだ
まだという念を禁じえません。

　被災された方々の生活・仕事の場を作り、生業が成り立って、初めて真の復興という言葉になると思い
ます。
　県でも基盤復興から本格復興へと進むために過去最大の予算を計上して取り組んでおります。当盛岡支
部でも積極的に支援をいたす所存でございます。まだまだ長い道のりでございますが、一歩一歩着実に歩
みを進め、着実に復興いたしますようにお手伝いする所存でございます。

花巻支部長　伊藤 智仁
　あの時、東京出張中であった私は、テレビ画面を通して地震や津波の様子をリアルタ
イムで見ておりました。停電等で東京も大変なことにはなっておりましたが、幸い車が
準備できたので13日の朝には花巻まで戻ってきました。既に支部の会員は、燃料不足
のなか管内のインフラ復旧に全力投入しておりました。
　一方、いま振り返ると日本経済の底力を感じたことも覚えております。被災地で踏ん
張る我々業界の姿に併せ、入手の困難だった燃料や食料も10日と経たずに沿岸地区の

仲間に届けることが出来たのです。このところ兎角、復興の遅れが話題になりますが、これは政治課題で
あり業界の問題ではありません。
　多くの犠牲を伴った未曾有の経験を、防災で次に活かす機会は数十年も先のことです。昨今、長周期地
震動が取りざたされているように、今集中的に行われている復旧復興事業を機会に我々は、まちづくりノ
ウハウや土木・建築技術を磨いていかなければならないのです。

遠野支部長　三浦 貞一
　3.11、春が間近なことを告げる暖かく穏やかな日でした。それが多数の犠牲者を出し、
今なお多くの方々が避難生活を続ける大惨事になるとは。次々と入る情報が事の重大さ
を告げてきました。
　国（東北地方整備局）の連絡・指示は本当に早いものでした。私どもの作業がくしの
歯作戦の一端を担っていたと知ったのは通行可能になって１週間も過ぎてからです。県

（遠野土木センター）職員の方々とは翌日早朝から一緒に支援作業を開始しました。遠野
市の職員の方々とは夜を徹して避難者の受け入れ準備を進めました。
　各行政との信頼関係、隣接支部との協力関係こそが、遠野支部がチーム遠野として６か月間支援業務を
続けることができた要因だと思っています。
　県内建設業界は復旧、復興関連工事の急激な減少により震災以前の状況に戻るのか。すでに内陸部にお
いては厳しく激しい競争が続いております。
　これからは「オール岩手」から「チーム岩手」としての視点が必要ではないかと考えます。

北上支部長　小原 志朗
　2011年3月11日死者・行方不明者1万8千人、避難者40万人を出した東日本大震災、
岩手県沿岸支部の会員、家族、従業員も70人近い方々が亡くなられました。それでも、
いち早くガレキを撤去し、道を開き復旧作業に従事した沿岸支部の仲間がいます。また、
内陸支部からも横の連携を取りながら救援物資や義援金の支援、ガレキの処理を行いま
した。5年が過ぎた今でも北上支部からも多くの仲間が１日も早い復興を願い、家族と
離れて生活しながら復興工事に携わっています。改めて安全、安心な地域社会を築くこ

とが建設業の使命だと感じております。
　震災の教訓を活かし、災害から地域を守るため北上支部では昨年北上市との防災協定を見直し、新たに
岩手中部土地改良区と防災協定を結びました。また、毎年定期的に行政機関と防災に関する意見交換や防
災訓練を行っております。震災の記憶を風化させないためにも今後とも行政機関と一体となって継続的に
取り組んでいきたいと思っております。

奥州支部長　佐々木 利幸
　未曾有の大震災の爪痕は、今尚被災地に大きな影を落としている。
　５年の月日が過ぎ去ろうとしている今でも復興は思うに進まず、未だ仮設住宅や避難
先での不自由な暮らしを余儀なくされている人々のあまりの多さに、復興に携わる我々
業界人にとって無力感さえ覚える。
　オール岩手を合言葉に力強く取り組んだ５年が、被災地の方々にとって果たして大き
な成果として受け入れられたのか。
　空洞化する被災地にとって真の復興は、いったいいつになるのだろう。

　千年に一度の確率で発生すると言われる大津波が、何故今生きる私たちにこのような試練を与えるのだ
ろうか、過当競争で疲弊したわれわれをあざ笑うかのようでもある。
　この震災で亡くなられた方、未だに行方不明の方々をはじめ多くの被災者を思うと、もう一度、あの3.11
に見た悲惨な惨状を思い、５年の節目に会員と共に復興への新たなる決意をするところである。

一関支部長　佐々木 一嘉
　東日本大震災から５年が経過し、復興事業がピークを迎えるいま、改めて自然災害の
脅威を痛感し、地域に根ざす我々建設業の存在意義を認識しております。
　今回の大震災では特にも被災地域とその近隣支部の適切な初動が復興事業のきっかけ
になったと言っても過言ではありません。我々はこの経験を後世に伝え、業界としての
地域に対する必要性をさらに訴えていくべきだと感じております。
　復興計画８年の折り返しを経過し、さらにオール岩手の合言葉のもと、協会が一枚岩
となって復興計画の完遂に向けた努力を惜しまない姿勢を今後も貫く必要があると思い

ます。
　近い将来、全ての復興工事が完了し、多くの県民の方々が震災前のなりわいに戻り、郷土岩手が夢と希
望に満ち溢れ、さらに発展することを期待しています。

千廏支部長　小山 裕昭
　震災から5年が経過して、時の流れの早さを実感しております。一方、未だに生活の
再建が進まない多くの被災者の方がいることも現実であり、大規模災害における復興の
難しさを痛感しているところです。
　当支部の活動を振り返りますと、陸前高田市でのガレキ撤去作業、気仙沼市での給水
活動や仮設風呂の設置をはじめとした各種支援活動、地元の復旧工事や除染作業など、
会員企業から多くのご協力を頂きました。
　震災を契機に地域を守る意識が一層強くなり、広域連携の重要性と難しさを改めて学

ぶことが出来ました。地域の建設業者がいかに人材や機械を保持して地域を維持できるのか、行政はもと
より地域住民を含めて真剣に考える必要性を感じております。
　一日も早い復興と安全で安心な住みよい町の再興がなされますことを祈念いたします。この記録誌によ
り、地域の建設業界が復興に寄与したことが少しでも後世に伝われば幸いでございます。

オール岩手で復興
岩手県建設業協会13支部長の決意
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大船渡支部長　紀室 裕哉
　震災から５年の節目を迎え、今年はまさに復興事業の大きな正念場の年になることは
必至であると同時に業界を取り巻く環境も徐々に厳しくなっていると痛感しておりま
す。
　内陸部と被災地沿岸部との温度差は極めて顕著であり、全体の仕事量が減少する中で、
とりわけ県営建設工事においては低入札ギリギリの応札も増加傾向がみられるように
なっています。

　このままの状態が続けば震災前の入札状況よりさらに悪化し、淘汰されていく企業も出始めるのではな
いかと危惧しております。
　岩手県建設業協会が掲げる「復興に向けオール岩手」の御旗のもと、全会員企業が一丸となり復興に向
け邁進して行かなければならないはずのベクトルが、別々の方向に向かってしまうのは本末転倒ではない
でしょうか ? 共存共栄で業界が今後生き残って行く為には、復興事業が収束した後、次はどうあるべきか
を業界全体で真剣に取り組んでいかなければならない。これこそが喫緊の課題だと思います。

釜石支部長　泉 修一
　東日本大震災から５年目を迎えて、釜石・大槌地区の現状は、復興が目に見えて進ん
できている所と進まない所が見られます。ガレキが無くなり建物が建ち始めていて、漁
港、港湾設備等のインフラの復旧が進んでいる所、また、全く進んでいない所は、未だ
に仮設住宅暮らしで移転の目途が立たない人達もおり、本格復旧には、まだ時間がかか
るものと思われます。
　震災直後の道路啓開作業からガレキ撤去、そして応急復旧と釜石支部が一丸となって

作業を進めましたが、報道では自衛隊、警察、が注目されてきましたが地元の建設業者が一緒になって作
業を行って初めて撤去作業が進んできた事を忘れてはならないと思います。東日本大震災は余りにも甚大
で、本格復興を進めるためには地元の建設業者だけでは困難です。大手や県外建設業者の方々の協力なく
しては復興することは出来ません。そして行政も多方面から応援職員の方々が来て復旧復興推進に貢献し
ていただき感謝しております。
　今後、復興の遅れが、資材や技能工の調達をより困難な状況にし、工事に遅れをきたすことになり、物
理的に、そして精神的に大きな負担が続くのではと憂慮しており、尚且つ、復興工事が終了した後の事を
考えると、非常に先が見えないのが現実です。この東日本大震災で多くのものを失いましたが、多くの皆
様方の支援により、絆や繋がりが出来ました。今後は、この絆や繋がりを大切にして、地場の建設会社だ
から出来ることを釜石支部会員が一体となって進めて行きたいと思います。

宮古支部長　大坂 文人
　平成23年3月11日。千年に一度の大震災による大津波が襲来。発災直後から地元の
建設業者は動ける者から順に、自発的に建設機械を稼働させ道路啓開作業を行った。3
月16日、宮古地区災害瓦礫除去対策連絡協議会設立。集まった多くの団体の頭は12月
の組織解散まで、兄弟以上の結束力と使命感を発揮。他地域と比較に成らぬ行動力を発
揮した。
　また木下盛岡支部長以下の有志が挙って瓦礫処理に加勢。一生の宝である。あれから

早5年。県は本年を「本格復興完遂年」と位置付けた。勿論、一日も早い完遂を目指しているが、その後、
どのような仕事が有るのか。被災地域全体予算の90％以上を他県の業者が受注。我々は宮古で生まれ地
域の皆に育てられ、今ではインフラの町医者に成り、地域を守っている。
　我々はインフラの町医者としての視点で「地元の暮しが安全・安心でもっと豊かになれるための方策を
提示し続ける」ことが、地域との共存共栄に繋がるものと確信している。

岩泉支部長　工藤 俊治
　震災当日、私は盛岡で行われた「土木系工事現場発表会」の会場に居ました。技術発表
が終わり講評に入る頃だったと思います。会場中の携帯電話の緊急地震速報が一斉に鳴
り出しました。海岸近くで育った私は、地震の揺れの「大きさ」と「長さ」に「地震＝津波」
を頭に、停電で信号機が消え、余震で電線が波打つ中、家路につきました。
　震災後数日は、地元消防団・警察・建設業者で行方不明者の捜索、道路啓開が行われ
ました。小本は宮古鍬ヶ崎の瓦礫集約場になったこともあり、震災に連携して取り組め

た事は、今後に宮古広域が一体となって災害に取り組む布石となったのではないかと思います。
　人口減少により、作業員確保が難しくなる将来「越境しての落札」はともかく、隣接地域が協力し合わ
なければ今後起こる災害に対処できなくなるかもしれません。今、日々変わりゆく街並みを見るたびに感
慨深いものがあります。
　結びになりますが、多大なご支援をいただいた内陸各支部をはじめ、関係各位に感謝申し上げたいと思
います。

久慈支部長　税田 英敏
　東日本大震災が発生してから5年の月日が過ぎ去ろうとしております。国難とも言え
る大災害を目の当たりにしたあの日以来、会員各位、関係機関各位と供に「とにかく地
域の役に立つ」との思いを抱いて走り続けた5年間だったように思います。
　当地方で一番被害の大きかった野田村の皆さんの高台移転も本格化し、社会基盤や住
宅の復興は着実に進み、これからは本格的な生活復興の段階を迎えております。混沌と
した震災直後から今までの取り組みの総括から地域経済の復興と仕事の確保、災害時に

対応できる人材の育成、平時からの危機管理体制の構築など未来の創造的復興に向けて、阪神淡路大震災
から学び、東日本大震災で経験した事を記録・共有し、常に改善への取り組みを行いながら未来の社会資
本整備を担う技術者達へ残し伝えて行く事が私たちの使命であると考えます。

二戸支部長　柴田 慶三
　東日本大震災から５年が過ぎようとしています。当二戸地区は、震災発生2ヶ月前の
年末・年始に大雪がありました。停電も長期に渡り年末年始除雪に追われる日々でした。
9月10月同時期2年続けて台風災害に見舞われ、応急対応、災害復旧工事と忙しい日々
が続きました。
　建設業は地域経済を支える基幹産業であり、災害時には住民の生命と財産を守る使命
を担っております。地域住民が安心して生活できる場の確保のために、いざという時に

対応できる人材と機械を保持できる体制をいかに維持していくかを考えなければなりません。
　大雪・地震・津波・台風・大雨等々自然災害の怖さを実感したこの５年ではなかったでしょうか。
　復興にはまだ多くの困難が山積みされておりますが、沿岸・内陸の別なく、オール岩手での復興に取組
み一日も早い復興を願っております。
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　岩手県建設業協会会長の宇部貞宏さん（宇
部建設㈱代表取締役会長）が2015年７月
22日逝去されました。78歳でした。当記録
誌の発行に当たって、改めて哀悼の意を表す
るとともに、宇部さんの功績を振り返りたい
と思います。
　宇部さんは1956年、県立久慈高等学校林
業科を卒業後、北海道苫小牧市の㈱岩倉組に
入社。建設人としての長い道程への第一歩を
記しました。当時はまさに戦後復興の真っ最
中。その慧眼をもって社会資本整備の重要性
に着目し、新たな国土づくりに邁進しました。
若手技術者として歩みを始めた当時は、日高
山脈麓でテントを張り、時にはランプを点け
て林道工事の測量をしたこともあったそうで
す。
　その後、㈱佐々木組（一関市）の現場代理
人、取締役土木部長として、社会資本整備を
通じた県民の福祉向上に邁進。1977年の独
立後も社員の技術力向上に努めながら、関係
先との信頼関係を醸成。宇部建設の施工力の
高さには定評があり、東北地方整備局におけ
る工事成績評定ランキングの上位に輝くとと
もに、県営建設工事においても常に高得点を
取得してきました。
　少年期から柔道に打ち込んだ宇部さんの座
右の銘は、柔道の父・嘉納治五郎の説く「自
他共栄」。自らの利益のみを追求するのでは
なく、常に周囲の幸福を願い「競争よりも協
調、成長よりも安定」を説きました。「地域と

共に歩む建設業」とは、まさしく自他共栄の
精神が顕現したものであり、幅広い地域貢献
活動に対して、自然体で取り組む姿勢にもつ
ながっています。
　自らを「土方」と呼んだ宇部さん。どれだ
け多忙な中にあっても現場を点検することが
日課であり、また楽しみでもありました。自
らハンドルを握り一関市内の現場を訪れて
は、現場技術者や技能工らに気さくに声を掛
ける姿は現場の名物だったそうです。自身
の原点である「土方」に誇りを持ち、現場で
働く人たちと共に喜び、時には苦労を分かち
合っていました。
　「地域と共に歩む建設業」を掲げる宇部さ
んは、協会一関支部を挙げての地域貢献活動
を推進。道の日における道路清掃活動の嚆矢
となった「黄金ロードふれあい作戦」、「アジ
サイロード」や「萩街道」整備など斬新な発
想で地域づくりに貢献。骨寺村荘園遺跡の土
水路保全では、自らスコップを手に泥上げ作
業に汗を流しました。
　宇部さんの名を一躍全国区に押し上げたの
は、2008年６月に発生した岩手・宮城内陸

地震への対応。支部会員は地震発生直後から
現場パトロールを行い、崩落土砂や倒木を撤
去。さらには磐井川を塞いだ土砂ダムを撤去
するため、業界自らの判断で重機搬入路を整
備しました。宇部さんの陣頭指揮の下、支部
会員がルート選定から地権者の説得までを行
い、「地域と共に歩む」が単なる掛け声でない
ことを広く知らしめました。

　協会本部にあっては、理事、副会長を歴任
し、2010年５月に会長に就任。当時社会問
題となっていた本県建設業のコンプライアン
ス確立に手腕を発揮するとともに、一般社団
法人への移行にも力を尽くしました。一関商
工会議所会頭としては2008年、旧市町村単
位の商工会議所と商工会の合併を実現。これ
らの功績が評価され、2009年秋の叙勲では
旭日双光章を受章。2013年10月には一関
市の市勢功労者を受賞しています。2010年
春の藤原まつりのメーン行事「源義経公東下
り行列」では藤原秀衡公役で出演。東下り行
列50回目の節目における大役を務め上げ、
その姿は文字通り「北方の王者」を思わせる
風格でした。
　2011年３月の東日本大震災では、震災直
後から業界の対応方針について行政機関と協
議するとともに、内陸部の協会支部長を招集
して支援体制を迅速に構築。以降も沿岸支部

会員が直面する課題に耳を傾け、制度改正や
施工体制確保につなげました。二つの震災を
通して宇部さんが一貫して語ったことは「俺
のことはいいから、がんばった連中を評価し
てくれ」…。最前線で働く人たちが報われる
社会の実現を願い続けた生涯でした。私たち
岩手県建設業協会会員一同、宇部さんの遺志
を引き継ぎ、「地域と共に歩む建設業」として、
本県の社会資本整備と復興に尽力するととも
に、建設業の社会的責任を全うして参りたい
と思います。

前岩手県建設業協会会長

宇部 貞宏さん

追 悼
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　東日本大震災から５年が過ぎようとしています。全国のみならず世界中から支援
を受け、官民一体となって復興に取り組んできた結果、本県では津波に大打撃を受
けた沿岸部でも暮らしに落ち着きを取り戻してまいりました。特に漁業関係の復興
はめざましいと伺っております。建設関係ではかさ上げ工事や港、復興道路の整備
等インフラの復興は進んでいるものの、また新たな課題にも直面しています。そし
て時が経つにつれて記憶の風化もささやかれるようになっています。
　私自身、あの惨状を目にした時の、「何とかしなくては」と湧き上がるような使命
感、と呼ぶには若干違和感のある本能のような感情をつい忘れてしまいそうな自分
に気づくこともあります。この記録誌編纂を通して発災直後から５年間の取り組み
を振り返り、地元建設業の今後進むべき姿を改めて考える良い機会となりました。
　本文の中でも、実際に被災地で作業した人の貴重な経験談、各支部長からはオー
ル岩手の取り組みが語られ、寄稿してくださった方々からは専門的な立場からの示
唆に富んだお話をいただいております。
　未曾有の災害の中で地元建設業者が果たした役割を正しく発信するとともに、記
録として伝えていくことが、各地に残る石碑のように後世の災害対策に役立つこと
を願ってやみません。
　お忙しい中原稿を寄せていただいた皆様、インタビューに応じてくださった方々
には心から感謝いたします。また、記録誌編纂の終始にわたりご尽力くださった㈱
日刊岩手建設工業新聞社の長嶺記者には厚く御礼申し上げます。
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