
市民と議会との語る会実施報告書 

    

日 時 平成２６年４月２７日（日）  ９：３０  ～ １２：００ 

会 場  生涯学習センター５階講堂 

出 席 議 員 
安立・吉田・三田村・川﨑俊・題佛・小形・関・城戸・川崎悟・西野・中西・ 

前田一・福田往・伊藤・玉村・前田修・嵐・福田修・玉川・片粕・佐々木 

参 加 者 ( 市 民 ) ３０名（男性： １７名、女性： １３名） 

挨拶 

開会挨拶：佐々木議長 

共催挨拶：越前市男女共同参画センター 

       ＮＰＯ法人男女平等推進協会えちぜん 岩端るみ子理事長 

【１部】  

講演会  

「被災者の体験談に学ぶまちづくり」 

講師：川崎 葉子氏 

（Ｆ・Ｆ・Ｆ（ふふふ）の会代表） 

 

司会：川﨑俊 

記録：関・城戸 

3.11 のあの日、いったい何が起こって、何がどうなって、どういう経

緯を辿って今の生活に至ったのか、改めて振り返ってみようと思う。2011

年の 3月 11 日午後 2時 46 分。私は所用で我が家から 50～60 キロメート

ル離れたいわき市のお寺にいた。突然ドカンと飛行機か何か大きな物体

が落ちてきたかのような上に突き上げられる感じがした。一瞬の間のの

ち揺れが始まり部屋中の物が倒れ、外に出ようにも立ち上がれず、這う

ようにして外に出た。目の前の墓石がバタバタと倒れ、いろんなものが

飛んでくる。なす術もなくしゃがみ込んでいた。よく学校の避難訓練で、

地震のときは机の下にもぐれと教えるが、あれだけ大きな地震だと、机

そのものが凶器となり、ロッカーもテレビもピアノでさえも凶器となっ

て襲ってくる可能性もある。その時の指示を出す先生なり、リーダーは

判断が重要だ。 

揺れが続く中、車に飛び乗って我が家に帰ろうとしたがいつもの３６

線は地割れ、陥没、土砂崩れで通行止めだったので海沿いの六号線でノ

ロノロながら少しずつ前進していたが、道路に水が流れ出し車が、ふわ

っと浮き上がるような感じがした。このままこの渋滞の中にいたら危険

だと思い、車をＵターンさせて海から離れた道へ行った。 

 自分がさっきまでいたあたりが津波にやられ、温泉もレストランも店

の中を津波が駆け抜けていった。残ったのは店舗の枠組みだけだった。

そんなことになるとは露知らず、地割れ、陥没、通行止めの道路を右往

左往しながら、田んぼ道を走り、他人様の屋敷をくぐり抜け、小一時間

ほどで帰れるはずの我が家に八時間もかかった。ヘッドライトで我が家

を照らすと一枚のメモが洗濯ばさみで止めてあった。『ママへ、私たち三

人無事。双中(双葉中学校)へ避難してます』娘が残したメモだった。そ

のまま双中を目指し、惨憺たる道路をあっちへうろうろこっちへうろう

ろを繰り返して、五分のところ一時間かかり何とか着いた。 

 避難所で家族四人での生活。しかし、体育館の天井が落ちそうで危な 

いため体育館には町民を入れることができないため、すし詰め状態で各 

教室に分散した。停電、断水でトイレは水が流れず、中学生がバケツリ 



レーでプールの水を各トイレに運んでいた。誰に言われるでもなく、恐 

らく自主的にしていたのだろう。立派だった。 

 その頃、わが町の二十数名は津波に持っていかれ、一部落ごと消えて 

しまっていたことも、メルトダウンが起きていたことも、町民の誰一人 

としてわからないまま、眠れない夜を明かす。何が起きているのかわか 

らない。全く情報がない。判断力が鈍っていて、集団でいるためそれほ 

どの切迫感も感じず、まさかこれが双葉町で過ごす最後の夜となるなど 

とは全く考えずに、一晩中しゃべっていた。 

 しかし、３・１２の朝、校内放送が流れた。 

「避難中の町民の皆様にお知らせいたします。福島第一原発放射能漏れ

の恐れがあります。ただちに十キロメートル圏外に避難してください。

避難の方法はマイカーになります。」 

 問題はマイカーでの避難。マイカーのある人はいい。ほとんどの町民 

は歩いて避難所に入っている。幸い私は車があり、朝暗いうちに校庭の 

外の道路の先頭に車を止め直しておいたので放送から 3分後に誰より早 

く中学校を出発できた。十キロメートル圏外に避難せよと言われたが、 

七十～八十キロメートル離れた郡山を目指した。 

 国(民主党)政権が出す命令は『十キロ圏外に出よ』だけである。命令 

を受けて、各自治体の首長は、自分の判断で自分の町民を受け入れても 

らう先を見つけて、町民に指示を出さなければならない。あるいは自力 

で、自分の車で、自分で行先を見つけなくてはならない。遠くに逃げた 

くてもガソリンも手に入らなくなる。 

 12 日の午後４時、郡山市の公民館に入り、そこでテレビで初めて事 

の次第を知った。画面にくぎ付けになっていた私たちの目に飛び込んで 

きたのが福島第一原子力発電所一号機の爆発だった。我が家から直線に 

して三～四キロメートル。『当分帰れない。』一家四人覚悟を決めた。 

 13 日の朝、被ばく検査を受けた。しかし、双葉中を出て一目散に郡山

を目ざし、一歩も外に出ていなかったので数値はゼロだった。 

 そうこうしているうちにどんどん人が詰め込まれてきて、何より耐え 

られなかったのは、不特定多数の人間が発し続けるにおいがたまらなか 

った。何とかここを出たい。 

14 日の朝、静岡へお世話になる。しかし、三号機も爆発。二号機も燃

料棒が露出し、冷却機能が止まった。 

 15 日の朝、福井の丸岡に向かう。『日本一短い手紙』の大廻宅に夕方５

時に着く。夕食をいただきながらテレビを見たらさっきまでお世話にな

っていた静岡が震度 6 の大地震。電話がつながらず次の日の朝やっと連

絡が取れた。 

 16 日から大廻宅の離れをお借りして自炊生活。 

27 日に団地の一室へ引っ越し。 



ものが全国から届く。しかし、上の階にも下の階にも避難者がいる。

今福井県内には五百名を超す人が東北地方から避難してきているとテレ

ビが言っていた。被災者の方への支援物資提供会をすることに。マスコ

ミが取り上げ、会場にはボランテイアが駆けつけ大変な盛り上がりだっ

た。 

この時に書いていただいた名簿がベースになって、被災者ネットワー

ク『Ｆ
ふ

・Ｆ
ふ

・Ｆ
ふ

の会』が立ち上がった。 

最初のＦ・福井の皆さんありがとう 

 真ん中のＦ・ふるさと福島を忘れない 

 最後のＦ・復興ではなく福幸を願って 

 

【２部】 

第１班（総務委員会） 

 「地域の防災力向上について」・「新市

建設計画の変更について」 

 

委員：三田村・西野・城戸・中西・ 

福田往・玉村・片粕・佐々木 

 

 

第３班（産業建設委員会） 

「防災に強いまちづくりについて」・「中

央公園再整備計画について」 

 

委員：吉田・玉川・川崎悟・前田一・ 

前田修・嵐 

 

〈1 班及び３班合同で開催〉 

司会：三田村・吉田 

報告：西野・中西・吉田 

記録：玉川・嵐・玉村・福田往 

地域の防災力向上について 

 西野議員説明（地区別の避難先の説明を行う） 

新庁舎建設計画の変更について 

 中西議員説明 

中央公園再整備計画について 

 吉田議員説明 

Q 中央公園再配置計画についてどの様になっているのか。 

A 現在市民からのご意見を基に、30 年後を見据えた計画を検討中であ

る。 

Q サッカー協会が議会に対する要望書を出しなおした理由について議

会はどの様に考えているのか、つまりサッカー協会が行政からの圧力

で最初の要望書からサッカー協会の名前を削除したことを議会は、ど

の様に考えているのか。 

A 今後調査していく、そういう事実があるのであれば、改正を求める。

Q 庁舎の跡地発掘後の対応は、遺跡、国府跡が発掘された場合は、どの

様な対応を考えているのか。 

A もしでてきたら、的確な対応を求めていく。 

Q 庁舎の位置は現在の狭いところではだめである。府中城の跡地として

文化ゾーンとして残すべきだ。県庁も移転するが。今立総合支所の改

築について、改築だけか。 

A 新築である。 

Q 議会はチェック機能を果たしてほしい。 

Q 新庁舎の議決（新市建設計画の変更の議決）に対して市民に対する説

明が行き届いていない。 

A 議会としては、市民に対する説明責任をもっと多くの会場で多くの市

民に説明して理解を得るべきであると申し上げているが、市長は 4 会

場で十分、選挙のときに説明してご理解を得たと考えている 



Q 新庁舎建設を現庁舎跡に建設することに反対である。 

Q 議会は市民の少数の意見に耳を傾けること。 

Q 市民と語る会の参加人数の少なさをどの様に考えているのか。 

A 日曜日の午前の開催、講演会を含む開催は最初のことで試した。多く

の参加者をお願いしたくいろんな方法を検討している。 

【２部】 

第２班（教育厚生委員会） 

「防災教育や災害弱者への支援につい

て」・「地域福祉計画について」 

 

委員：題佛・川﨑俊・安立・小形・関・ 

   伊藤・福田修 

 

司会：題佛 

記録：小形・安立 

 

地域福祉計画、生活困窮者支援計画について説明し、意見を求める。 

Q 北日野地区では防災に関して各町内で計画を立ることを決めたが、出

来上がったのは 5 町内だけであった。今日の講演会で、マップ作りが

役に立たなかったと聞き、がっかりした。防災マッブより各町内で何

をしたらいいかを話し合った方がいいと思った。防災マップより福祉

マップの方が必要ではないか、しかし個人情報がネックになっていて

情報が入らない。自分の町内では各班での動きを出してもらったが、

中だるみ状態である。 

A 東地区に関して高齢化率の高いことなどを説明。 

災害の種類によって計画は違う。災害に対する配慮をしなければい

けない。個人的に助ける人を把握しなければいけない。市が補助金を

つけたことで、自治防災組織はできたが、支援者が作られていない。

やはり昔のような向こう 3軒両隣が必要である。 

Q みな講演会には出るが、受けるだけになっている。 

A 地域の支え合いが必要である。防災計画で足りない部分を補うことが

できる。現実に市営住宅で水道・電気が切られ、バケツをトイレにし

ている人がいることが、分かったことがあった。 

A 南地区自治振興会では全町内の福祉部会、民生委員、福祉推進員が集

まり、合同会議が開かれている。今年度からは各町内でもはじめられ

た。 

自分の町内では福祉推進員と民生委員が分担して町内の見守りをして

いる。 

A 民生委員の仕事が多くなっている。また年齢の高い人が多い。11 月に

なったばかりの民生委員でもうやめた人がいるが、民生委員が見守ら

れなければいけないのでは。 

Q 民生委員が誰であるか地元で認識されていない地域もある。高齢者が

多くなっている中、民生委員の選択方法が不可欠。シニアクラブの弱

体化が目立つ。 

Q 婦人会も弱体化しているが、防災や見守りのためには女性の組織は必

要である。これからは意識して作っていってほしい。 

Q 役が回ってくると辞める人がいる。町内だけで動くのはいいが、地域

に出るのを嫌がる。 

Q 大屋町では地域の動きがある。災害があった時に家を守るのは女性で

ある。本来は自治振興会ができるはずであるが、現在の自治振興会は



行事をこなすことに振り回されている。孤独死を無くすことが今は大

切である。引きこもりは高学歴の人が多い。最近では近所と付き合う

のを嫌がる方が出てきている。男性の中高年の一人暮らしが多くなっ

ている。区長の経験者が増えると地域が見えてくるのではないか。 

A 塚町では隣近所での避難の仕方を訓練する。隣近所が大切であるが、

最近では近所がこわれている。マップは作るだけでは意味がない。各

町内での訓練が必要。 

Q 大屋町では訓練に向けて、中学生も入れて自分が何ができるかを出し

てもらった。 

 

講演会だけで帰られた方の意見 

・講演会より、語る会であるから、話し合いの方が大切なのに時間がな

く残念である。 

・講演会に語る会をつけるのはおかしい。別にしてほしかった。 

  

「アンケート」による感想・要望・ 

議会・議員に対する意見について 

・ 川崎さんの話はとても良かった。 

・ マップづくりなどには参加しているが、その後の支援などの重要性は

頭でわかっていても、さあどうするかという問題まではいってないの

が現実です。先生のお話を聞いて、いろいろ問題があるのだと言うこ

とを知りました。難しい事案ですね。 

・ 依頼されてきましたが、女性にとって日曜の日中は多忙で参加するの

が無理です。できることなら夜にお願いできれば参加者も多少は増加

するのかと思う。 

・ 川崎葉子先生の講演：テレビ・新聞だけの報道より先生のご経験等を

参考にまちづくりを考えてほしい。一番の基本は弱者であることは、

忘れないでほしい。 

・ 被災者の体験談を聞くために来た。とても良かった。ニュース等で報

じられない本当の話を聞けた。 

・ 昨年のように、夜の時間帯に開催していただくと嬉しい。 

・ 川崎葉子さんの体験されたリアルなお話は、大変身につまされるお話

で、当事者ならではの問題点や質問点がストレートに感じることがで

きました。今後、私たちの身近な問題として、取り組む必要性を痛感

させられました。参加して本当に良かったと思う。 

・ 議会のチェック機能として市民の負託に答える活躍を期待する。 

・ 理事者は議会軽視である。 

・ 会議の構成は、せめて過半数でなくてもキャスティングボードを握る

くらいの構成であってほしい。友達メンバーの人員構成では、将来の

議会活動としては機能を果たさない。 

 


