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平成 23 年 4 月 28 日

神奈川県の大規模災害への備え、
および発生時の対応に関する、
神奈川県民を守るための提言

神奈川県議会議員　北井宏昭

我が郷土・神奈川県は、今後いつ大規模災害の被災地になって
も、何らおかしくない状況下に在る。そこで、東日本大震災にお
ける被災地の行政対応を見るにつけ、その時に備え、神奈川県民
を守るため、ここに提言する。

■ 河川沿岸主要地域の海抜の再確認
◇自分がどんな場所に住んでいるのか？職場はどうなのか？子供の通
う学校はどうなのか？を県民が自ら知っておくことは重要。

◇ハザードマップの再点検は当然であるが、主要河川の主要地域の
「海抜・河口からの距離」は明示すべきである。
◇例；『柏尾川と境川における、次の地点の海抜及び河口からの距離
について』
1 戸塚駅（JR橋梁付近の堤防高）※柏尾川関係
○河口からの距離⇒約 14km（河口～柏尾川合流 4.23km+ 合流点
～ 10.0km）

○海抜（T.P）⇒ 13.8m
2 金井公園（久保橋付近の堤防高）※柏尾川関係
○河口からの距離⇒約 11.6km（河口～柏尾川合流 4.23km+ 合流
点～ 7.4km）

○海抜（T.P）⇒ 11.8m
3 大船駅（大和橋付近の堤防高）※柏尾川関係
○河口からの距離⇒約 9km（河口～柏尾川合流 4.23km+ 合流点～
4.7km）

○海抜（T.P）⇒ 10.8m
4 境川遊水地（和泉川合流点付近の遊水地情報センター付近の堤
防高）※境川関係
○河口からの距離⇒約 11km
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○海抜（T.P）⇒ 18.0m
※「T.P.」は東京湾平均海面。いわゆる海抜。距離及び高さについては、各
所管事務所に確認したもの。

■ 「想定外」は、リスクマネジメントがなっていない証拠
◇北井が平成 18 年 2 月と 11 月に宮城県を調査したとき、「神奈川県
の津波対策よりは、はるかに進んでいるものの、過去の記録に残る
最大の津波が再来した場合、この町は壊滅する」と感じていた。

◇そのくらい、察しやすい被害であった。

■ まずは「自助」の徹底
◇基本的対策ではあるが、「最低 3日間分の『飲料水・食料』を常に自
らが確保しておく」、「風呂桶の水は抜かない」ことの県民への徹底。

☆大規模災害の際、停電・断水・断ガス・断物流は、長期化する恐
れがある。

☆出来れば、家族が１週間過ごせるストックが望ましい。
☆トイレの確保は、最重要課題の一つ。

◇「東北地方の津波警報は、狼少年扱いだった」。そのため、「家具が
心配」「常用薬を持って来なくては」と、一旦は非難したものの、
あえて自宅に戻り、被災した例は多い。

◇今回、津波見物に海に向って被災した例も少なくない。
◇神奈川県民の多くは、水害関係のハザードマップですら知らない。
認知させる施策を講ずる必要がある。

■ 地震直後の情報伝達
◇地震直後の停電により、テレビは切断。情報が届かない。
◇交流電源のラジオも切断。
◇直後に襲った津波警報すら知らなかった人も多数存在。

■ 各地域の災害指令センターの安全度の確認
◇仙台市若林区では、消防の指令センターでもある防災へリポートそ
のものが被災。

◇ヘリコプターが飛ばずに、空からの津波警報が発せられなかった。
◇ヘリコプターそのものも、津波に流された。
◇地元消防団に対する情報も断たれた。
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■ 大規模災害対応と同時に起動させなければならない治安対策
☆屈強・強健な男性たちによる自警団組織が必要。
☆スポーツ・武道等各種団体や企業と連携した自警団確立の準備
が必要。

◇すぐさま、県外からの警察力招集体制を構築すること。今回、機能
させたかもしれないが、結果は伴わなかった。

◇特に、停電地域への迅速且つ強固な対応が求められる。
◇火事場泥棒ならぬ津波泥棒が縦横無尽にやりたい放題。
◇スーパーのレジも狙われた。
◇被災家屋の家電品・タンス預金は、徹底的に狙われた。
◇中には、棺の脇に置いた香典までもが被害にあった。
◇停車中の車両のガラスをバールで割って、ガソリン・物資を奪う行
為が相次いだ。

◇特定地域では、刃物を持った者が車を囲む、走っている車のボンネ
ットに飛び乗り襲撃する、などが起きた。

◇被災された放置車両から、日中堂々とホイルごとタイヤを盗んでい
る状況。

◇被災地に通じる辻辻に警察官による検問は行われているが、あくま
でも日中だけ。早朝や夕方以降は、完全に往来自由。

◇警察撤収した夕方以降は、地元消防団員が警察に変わって自家用車
を辻辻に停め、車中泊しながら自警。

◇警察および消防団以外の組織による自警団構築も必要。

☆とかく消防団に負担が集中してしまう。
☆女性を狙った事件が多発する恐れがある。女性を守ることは、最
優先課題。

■ 地元救援活動団体への支援
◇自治体間の支援活動は、これまで通り重要かつ必要。ただし、それ
だけでは小回りが利かない。

◇小回りが利き、すみずみまで行渡る支援活動展開のためには、地
元の状況を把握し、地域との信頼関係の存在する消防団の活用が
有効的。

◇実際に、救援活動の主体は消防団。
◇全国組織である消防団の実質的なネットワーク化。
◇消防団および消防団員のモチベーションの上がるための通常の出動

― 4 ―



手当てだけではなく、激甚災害時の現場手当てや、派遣手当てなど
環境整備が必要。

◇被災地以外の消防団員が、被災地で支給品の編み上げ靴を使用した
ら、地元の消防署員にとがめられた、と云うケースがあった。

■ 瓦礫撤去および行方不明者捜索の迅速な対応
◇瓦礫内の捜索は、全勢力を挙げて早急に行うべき。全勢力とは自衛
隊だけではなく、全国の消防団組織も含める。そのための環境整備
が必要。

◇ 4月 5 日の時点で、「捜索は、腐敗臭とカラスが頼り」などと言って
いる状況。

◇他に活動に参加できる組織の掘り出しが必要。
◇そしてその後の撤去は、全国の重機・オペレーターをかき集め、総
力戦で一気に行うべきである。

◇いつまでも放置されていると、被災者の気持ちが滅入る。
◇今回は、4 月 10 日を過ぎてから、ようやく目に見えて動き出した。
4月 9日までは、「何をもたもたしているんだろう」と云う状態。

◇いわゆる「自粛ムード」は、瓦礫の撤去が進まない限り、掛け声を
いくらかけても払拭出来ないであろう。

◇被災者も、気が滅入ると感じる。

■ 瓦礫の環境対策は皆無
◇上記の提言と矛盾する部分であるが、最低限の対策は必要。
◇家屋解体時や建材破砕時に散水すら出来ていない。
◇アスベストや PCB への対応は、ゼロ。被災現場でもゼロだし、野
積み現場でもゼロ。

◇野放し状態。阪神淡路大震災の教訓が、まったく活かされていない。

■ 放置されたままの被災車両および船舶の撤去の迅速な対応
◇「所有者が明確であるから、行政は手出し出来ない」などと云うの
はどうか。

◇このような状況下で所有者に廃車処理を委ねるのは酷であるし、被
災状況によっては無理。
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■ 被災地への物流の確保
◇震災発生後・ 2 週間以上経過している 3 月 27 日の時点で、スーパ
ー・コンビニには商品がまったく無い。

◇一般車両にガソリンが入れられるようになったのは、4月 4日から。
◇神奈川県内では、震災後 10 日程度の 3 月 21 日頃にはすべての物流
が回復した、と記憶している。

◇被災地への「仕打ち」としか言い様が無い、と感じた。すでに物流
の安定した神奈川県の状況に、恥ずかしさも感じた。

◇参考までに、被災後しばらくの間、被災地以外のナンバーの車が路
上販売。「おにぎり 1個・ 1千円、ペットボトル 500ml1 本・ 1千円」。
それでも買わざるを得なかった。

■ 避難所への支援物資展開の柔軟性
◇例えば、A市における避難所および避難所生活者が 5 か所・ 800 名
だったとする。タオルが 500 枚届いても、800 名全員に行き届かな
いから、全員分そろうまで配布しない、と云うケースがあった。

◇同じく、おにぎりが 1,000 個届いた。ひとり一つずつの配布。しか
し、残った 200 個は不公平になるので、古くなってしまうけれど倉
庫に眠ってしまう、と云うケースもあった。

◇クレーマーの存在が、そのような対応にさせているのかもしれない
が、柔軟な対応が求められる。
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■ 小口支援物資の積極展開
◇行政間の支援物資のやり取りは、基本的に大口物資のみの扱い。こ
れはこれで合理的である。

◇しかし、非避難所生活者に対しては、供給側にも需要側にも小口物
資のニーズは、より多く存在する。

◇被災地の地元ネットワークに物資を乗せることが出来れば、すみず
みまで支援物資を行き渡らせることは出来る。

☆地域の町内会・自治会が、より活発に機能しているところに、支
援が集まりやすい傾向が見受けられる。

■ 支援物資のニーズの掘り起こし
◇「支援物資は足りている」「行政としては、物資受付けを終了する」
と、されていたものも、提供の仕方次第で、次々と引き取られていく。

◇例えば、市役所や社協のエントランス・ホール等に「古着」が並べ
られているが、ただ単に並べているだけでは、物は動かない。

◇ニーズの掘り起こしと、避難所以外の地域への確認作業も必要。

■ 災害ボランティアセンターでの被災者雇用対策
◇就職内定先が被災し、内定（就職）取り消しになってしまった若者
や、田畑が使い物にならずハローワークに通いながらのボランティ
ア活動者に多く出会った。

◇罹災証明のある被災者には、賃金を拠出すべきである。
◇被災者への短期雇用対策にも通じる。
◇また避難所生活者に根がつくことを封じる効果もある、と考える。

■ ハローワークへの支援
◇被災地のハローワークは、会社や農地など職場を失った方々でどこ
もかしこもごったがえしてしまった。

◇被災者にとって、明日への活力になる「職探し」機関へのフォロー
は必要。

■ 災害ボランティアセンターのニーズの掘り起こし
◇とりわけ東北人気質とでも言うべき「お先にどうぞ」が、ボランテ
ィアの介入を妨げ、支援を受けづらくさせている。
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◇こちらから声を掛けてみると、ニーズは存在する。
◇高齢者だけの世帯には、震災後の後片付けは無理。
◇ボランティアセンター次第で、実際のニーズよりも要請は少な過ぎ
る、と見受けられる。

☆断水時、給水車は戸別に廻れない。高齢者世帯に『水』を運ぶボ
ランティアが必要。

☆高齢者世帯に対する、食事の配給・買い物・等々、雑用ボランテ
ィアも必要。

■ 災害ボランティアセンターの重機受入れ体制構築
◇実際に、重機が必要な場面が多数存在。
◇そのことを大前提に、ボランティアセンターの在り方を検討する必
要性あり。

◇作業効率が、まるで違う。とにかく作業を進めることを考えるべき。

■ 災害ボランティアセンターのリーダー養成
◇どこをどうすべきなのか？どこまでやるのか？本当にそこまでやる
のか？等の検証が必要。

◇ただ単に「破壊する」ことになっていないか、の確認が必要。
◇必要以上に、「床や壁を剥ぐ」「水を撒く」などに至っていないのか、
の検証が必要。

◇建築・解体の専門家・プロの投入も検討課題。実際に同じチームに
プロがいると、作業内容が変わってくる。

■ 災害ボランティアセンターを通じての健康被害防止対策
◇乾いた泥・ヘドロによる粉塵・埃の危険性について、4 月 9 日まで
は、現場では何一つ訴えられていなかった。

◇ 4月 10 日を過ぎてから、「肺炎」の問題が提起されるようになった。
◇しかしその後も大半の方は、簡易的なマスクで対応しているだけ。
◇アスベストはおろかグラスウールへの対応も、何も無い。
◇アスベスト含有建材と考えられる物への対応は、当然無い。

■ 被災地詐欺への対策強化
◇リフォーム詐欺が横行している。行政機関から、信頼できる情報発
信が必要。
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◇せめて、リフォーム価格の標準価格の公表くらいは必要。
◇すでに多くの業者が、高齢者世帯を狙って行動中。

■ 被災事業者の誘致
◇被災地で再建困難な事業者を神奈川県に呼び寄せるべき。
◇被災者の雇用確保にもなるし、神奈川県にとってのメリットにもなる。

■ 避難所が足りているかの再検証
◇マンション・共同住宅の多い都市部においては、震災時の緊急避
難場所と一時生活のための避難所の確保の困難は、容易に察せら
れる。

◇大型マンションなど、最初の地震である程度破壊された場合、その
余震の規模によっては、帰るに帰れなくなる場合が想定される。そ
の際、現状の避難場所・避難所の数だけでは対応しきれなくなる可
能性は高い。

☆戸建て住宅の場合でも、「半壊」でも帰れなくなり、避難所生活
が長期化することを確認しておくべき。

☆人口密度の高さから、避難所は足りないと認識すべき。
☆企業や商業施設との連携も視野に入れる必要性もあり。

■ 避難所になりうる公共施設の再検証
◇緊急措置としても、長期間の滞在宿泊場所として耐えうる環境なの
か？

◇直接照明の体育館は、辛すぎる。間接照明的公民館は、ストレスが
少ない。

◇実際に、避難所生活者の声は、「風呂」と「洗濯機」を求めている。
◇神奈川県の公共施設の浴室整備は、検討課題。
◇とにかく女性には酷過ぎる。
◇当たり前ではあるが、避難所生活者との会話や行動からは、そのス
トレスの大きさは容易に察せられる。

■ 大型量販店の建築状況の再チェック
◇大型家電販売店やホームセンターなど、大型のショッピングセンタ
ーの天井を中心に、建物破壊が相次いだ。それが原因で、3 週間経
っても休業状態。
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◇建設業者に聞いてみたところ、「この業界は、安価で叩かれるので、
建築内容は粗悪になりがち」「震災時に、天井が落ちても何ら不思
議ではない」、とのこと。これが現実である。再調査は“絶対”に
必要。

■ 自治体間における有事の際の人事交流
◇とにもかくにも、「行政のスピード感が足りない」との指摘は多数
あり。

◇とりわけ、罹災証明手続きは被災者にとって重要。
◇当然、被災地の行政職員は不眠不休になるわけだから、行政窓口支
援をさらに強化すべきである。

◇あらかじめ、地方ごとの連携バックアップ体制を構築しておく必要
性を感じる。

■ 放射能汚染への対応
◇国の安全基準では、放射能による DNA の破壊には言及されていな
い。

◇これから子作りし、子を産む人への考慮がなされていない。
◇同時に、小児がんへの関与も本県独自の調査が必要。
◇本県独自の安全基準を設けるべきである。
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・第1回調査
1 3 月 26 日（土） 名取元気ボランティアネットワーク、支援物資搬

入、被災地視察（名取市ゆりあげ地区）
2 3 月 27 日（日） 石巻市桃生町消防団、仙台市若林消防団、支援物

資搬入
3 3 月 28 日（月） 多賀城市災害ボランティアセンター
4 3 月 29 日（火） 被災地視察（仙台市若林区）、仙台市若林消防団
5 3 月 30 日（水） 仙台市若林消防団
6 3 月 31 日（木） 名取市災害ボランティアセンター
7 4 月 1日（金） 名取市災害ボランティアセンター
8 4 月 2日（土） 塩釜市災害ボランティアセンター
9 4 月 3日（日） 塩釜市災害ボランティアセンター
0 4 月 4日（月） 名取市災害ボランティアセンター
- 4 月 5日（火） 被災地視察（石巻市各所・女川町）、支援物資搬入
= 4 月 6日（水） 塩釜市災害ボランティアセンター
q 4 月 7日（木） 石巻市災害ボランティアセンター
w 4 月 8日（金） 名取市災害対策本部
e 4 月 9日（土） 石巻市災害ボランティアセンター

・第2回調査
r 4 月 16 日（土） 被災地視察（名取市ゆりあげ地区・仙台市若林区）
t 4 月 17 日（日） 「神奈川から名取へ！元気屋台村」炊き出しイベ

ントを通じて
y 4 月 18 日（月） 七ヶ浜町災害ボランティアセンター、被災地視察

（塩釜市港地区）
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【総括】

東日本大震災は、国家レベルの大災害であり、まぎれもなく戦
後最大の国難である。
地震・津波の発生後、1 ヶ月を経過した 4 月 10 日以降、瓦礫の

撤去と行方不明者の捜索は急速に進み始めたが、それまではまっ
たく手つかずの地域が数多く存在していた。
被災地以外の地域では、ほぼ平常の生活に戻っているにもかか

わらず、それまで一体、他の自治体は、どのような対応をしてい
たのであろうか？
とりわけ福島県の問題である。我々首都圏は、福島県民に原子

力発電所のリスクを背負ってもらいながら、電気を使い続けてき
た。であるならば、原発の件で避難せざるを得なくなった方々が、
仮にでも住まいを確保出来るようになるまで、神奈川県・東京都
を中心に一致団結・協力し、精力を注ぎ込むべきではないのか？
そんな最中、統一地方選挙が行われ、「選挙活動が先」「支援活

動は、その後」、と云うのは、同じ日本国民として心が痛む。
同じ日本国民が、ふるさとを被災し、ふるさとを失いかけている
状況の中、そのふるさとを守れずして、我がふるさと・神奈川を
守れるのであろうか？
一番の課題は教育にある。現在の義務教育の課程で、「国家」そ

して「国家の一員」と云うことを教育してこなかったことに、今
回のすべての対応の遅れが表れているように思えてならない。
今回の震災は、神奈川県にとってけっして「他人事」ではない。

千葉県～青森県の沿岸部に限った災害ではなく、日本国全体の国
難である。その感覚があれば、救援・支援活動は、「より早く・よ
り強く・より優しく」、進めることが出来たのではないか、と思う。
全国の力を結集できた、と思う。
将来いつか、我がふるさと・神奈川が被災地になるときが来る。

そのことを考えたとき、今、改めるべきことを、今のうちに改め
ていただくよう、提言する。
以下次項、各団体および構成員からの聞き取り調査、そして各

地域の災害ボランティアセンターでの支援活動および炊き出しイ
ベントを通じて、被災地の状況と被災者の意見を、今後の神奈川
県民守るための情報として収集した。
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活動日誌 3/11～ 4/28

【平成23年3月11日（金）】
東北地方太平洋沖地震発生
任期末議会の最終日前日。県庁・新庁舎 9 階に於いて、超党派の議員連盟の会
議が始まった直後、地震が起こりました。
県職員および県議会議員も庁舎外に避難。新庁舎は耐震対応未整備。西側の階段
も立ち入り禁止、使用不能になりました。
その後帰宅も出来ず、県庁内で日付が変わりました。県議会議員も、約 1 ／ 3
は帰宅困難者です。

【平成23年3月12日（土）】
被災地の皆さまに、心よりの御見舞いを申し上げます
被災地の皆さまには、心よりの御見舞いを申し上げます。また、関係各位と友人
知人の皆さまのご無事をお祈りいたします。
北井はスマトラ地震津波災害の約 1年後、平成 18 年 2 月に、宮城県の津波対策
海岸整備の視察に参りましたが、はたしてその整備状況は万全を期しているか、
疑問に感じたことを思い出しました。
ですので余計に、現実の脅威を感じています。
視察の際、お世話になった合併前の歌津町（現・南三陸町）の前町長の安否も気
掛かりです。無事をお祈りいたします。

【平成23年3月13日（日）】
被災地への義援金募金活動開始
今日から、震災義援金の募金活動を始めました。しばらくの間、毎日続けて参り
ます。
尚、お預かりをした義援金は、神奈川新聞・厚生文化事業団を通じ、被災地への
義援金とさせていただきます。

【平成23年3月14日（月）】
任期末議会最終日
震災によるあまりの被害の大きさに、議会最終日の雰囲気はまったくありません
でした。そして選挙突入モードもありません。
当然と言えば、当然です。
とにもかくにも、任期 4 年間をまっとうさせていただきました。ありがとうご
ざいました。

【平成23年3月17日（木）】
義援金募金活動継続
連日、行ってきている募金活動ですが、東戸塚駅東口で 17 時～ 18 時 20 分に実
施しました。
結果は、総額＝ 44,093 円でした。ご報告申し上げます。
お預かりをした義援金は、神奈川新聞・厚生文化事業団を通じ、被災地への義援
金とさせていただきます。信用していただき、義援金を預けてくださった皆様に、
心から有り難く存じます。

【平成23年3月18日（金）】
神奈川県行政へ申し入れ
これまでの間、具体的に動けることが、義援金活動に限定されてしまっておりま
した。そんな中、有志議員と昨日、神奈川県行政とやり取りしましたので、ご報
告いたします。
『とにもかくにも、県民に対するアピールが足りない』、このことに尽きます。
「新聞紙面の意見広告などを活用し、県民全体への協力要請」を行うよう、訴え
ました。
以下、各部局を通じたご報告です。

■ 総務局＝電力関係
計画停電でご不便をお掛けしておりますが、「非停電地域の不公平」の声が多く
寄せられておりますので、ご報告いたします。
電力の流れは、［発電所］→［超高圧変電所］→［配電変電所］→［各家庭］が基
本です。しかし、［発電所］→［超高圧変電所］の間から電力を供給されている地
域が存在します。その地域を停電させるには、発電所直下の電気を止めることに
なり、1～ 5グループのすべてを一斉に停電させることになる、とのこと。
また、鉄道事業者への供給ルートから、各家庭に電力を供給している地域も同様、
鉄道を止めない原則ゆえに非停電地域になります。
けっして「えこひいき」している訳ではない、と云うことをご理解ください。
また、3月 13日に発表されたグループ分けは、その後、何度かにわたり変更され
ている地域があります。東京電力のHPから、逐一ご確認いただければ確実です。

■ 安全防災局＝被災地支援関係
被災地への支援物資受け入れについて

今朝の新聞報道の通りですが、ご報告いたします。

◇受付ける救援物資の品目

（１）1品目＝ダンボール 5箱以上；毛布、簡易トイレ、洋服、寝袋、ブルーシ
ート、ロールマット、ポリタンク、ストーブ。
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■ その他＝被災地遠方から支援できること。
被災地の方々に迷惑にならず、遠方からでも支援できること、が重要です。『む
やみに○○しない』がポイントです。「むやみに被災地へ向わない」、「むやみに
物を買い込まない」、「むやみに電話回線を混乱させない」、「むやみに情報を拡散
させない」等々です。
現地ボランティアセンターを通じて以外は、被災地に近づかないのが鉄則。情報
源の不確かなチェーンメールや Twitter も、混乱の原因になります。
現時点で効果的なのが、以下の 2点です。

○節電

一人の節電が 1kw/h（洗濯 2 ・ 3 回分）でも、神奈川県民 900 万人ならば 900
万 kw/h。電気出力 46 万 kw/h の福島第一原子力発電所・ 1号機の 19.5 時間の稼
動分。現実的な効果は大きい。電力対策は、長期化が予測されます。

○募金

現実的に一番重宝なのが「お金」。ただし、もう早くから『義援金を装った詐欺』
が起きている。信頼できる団体への募金がおすすめ。
ちなみに北井がお預かりをした義援金は、神奈川新聞社を通じ下記の被災地への
義援金とさせていただいております。
■神奈川新聞厚生文化事業団「東日本大震災救援金」
■郵便振替口座（00260-2-8485）
以上ですが、被災地側の受け入れ態勢も整いましたので、今後、多岐にわたる活
動が出来そうです。
被災地が気が気でありませんが、選挙日程は決定してしまいました。こんな状況
下で選挙？と思われていると存じます。やむにやまれず、選挙に向けた活動も再
開せざるを得ない、と云うことを承知ください。

【平成23年3月20日（日）】
義援金募金活動しか出来ない？
募金活動ですが、戸塚駅で 17 時～ 18 時 20 分に実施しました。
結果は、総額＝ 30,895 円でした。ご報告申し上げます。
お預かりをした義援金は、神奈川新聞・厚生文化事業団を通じ、被災地への義援
金とさせていただきます。信用していただき、義援金を預けてくださった皆様に、
心から有り難く存じます。

【平成23年3月23日（水）】
スミマせん。少し留守します。

（２）1品目＝ダンボール 10 箱以上；食糧全般（保存可能なもの）、水、粉ミル
ク、カセットコンロ、ガスボンベ、トイレットペーパー、生理用品、オム
ツ（大人用・子供用）、ティッシュペーパー、ウエットティッシュ、携帯
ラジオ。

（３）1品目＝ダンボール 20 箱以上；タオル、肌着、使い捨てカイロ、マスク、
石鹸、歯磨きセット、乾電池、ゴミ袋。

◇受入れ条件

（ア）1 トントラック 1 台分以上の量があること。その品目数は、概ね 10 品目
以内であること。

（イ）新品・未使用であること。

◇申込および物資提供方法

（ａ）物資提供を希望される場合、事前に「提供予定者」としての登録が必要。
「救援物資申込」を下記電話又はＦＡＸでご連絡してください。

（ｂ）その後、物資受入れ連絡と、集積場所の通知が参ります。そして指定され
た集積場所へ持ち込んで頂きます。

※これは、防衛省による「地方公共団体及び民間からの救援物資の自衛隊による
輸送スキーム」に基づいたものです。

○問い合わせ先

；神奈川県・安全防災局・危機管理部・災害対策課・災害支援担当、電話
045-210-5970 ／ FAX045-210-8829 ※県の HPもご活用ください。

「なぜ、個人からの受入れを拒むんだ！」とのご意見が多く寄せられております
が、広範囲への提供のための振り分け作業などを勘案すると、やむを得ない措置
であり、ご理解いただきたく存じます。企業団体や、町内会・自治会単位、また
スポーツチームなどで登録いただけると、全体が円滑に進むと思われます。

■ 商工労働局＝物流関係
◇ガソリンの件。国の資源エネルギー庁から、神奈川県側に対し、具体的な回答
は来ておりません（昨日時点）。被災地側への供給が落ち着くのを待ってからの
対応になりそうです。皆さまには、今しばらく、こらえて頂きたいと存じます。

◇食糧品や生活物資の物流については、供給量は既に十分あります。店舗に存在
していた備蓄が、各家庭に移動しただけですので、必要以上に混乱しないでく
ださい。

※これは、ガソリンにも当てはまります。普段、めったに使わない車の中にも、
移動しています。

◇ガソリンに限らず、周辺の方々には、「不要不急ではない買い込みは止めよう」
と訴えてください。
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【平成23年3月24日（木）】
「青少年問題協議会」～任期最後の公務終了
石巻市桃生町消防団および仙台市若林消防団にお届けする支援金のご報告です。

◆日時； 3月 24 日（木）午後 5時～ 6時 30 分
◆場所；東戸塚駅東口
■合計 10 万 8,207 円
以上をお預かりさせていただきました。本当にありがとうございます。ちゃんと
お届けさせていただきます。

そして、今日は任期最後の公務「神奈川県青少年問題協議会」が開催されました。
今期（平成 22 年・ 23 年期）のテーマは「子どもの社会性を育む」ですが、自
分の信念に従い、遠慮なく提言させていただきました。詳細は、またゆっくりご
報告させてください。これで公式の職務は終了。あとは、収支報告を選挙管理委
員会に提出する作業が残っています。

【平成23年3月25日（金）】
いざ、出発！ご協力ありがとうございます。
過日、ご協力をお願いさせていただいた被災地への支援物資＆支援金のですが、
本当に沢山お預かりいたしました。本当にありがとうございます。皆さまの心意
気に感激しています。
北井は、これから着替えて、荷物を積んで出掛けて参ります。
当初、仲間 2 人と 1 台の車で出掛けようと考えていたのですが、積みきれない
ので 2 台で参ります。途中、休み休み行きますので、現地到着は明日、昼頃か
しら？
とにかく、しばらく留守してしまいますが、自分が今、一番頑張りたいことを自
分にやらせてやろうと思い、ひとっ走り行って参ります。無茶をお許し下さい。

義援金および支援金　集計報告
今回の被災地入りにあたっての義援金および支援金の総額は、74 万 7,054 円で
した。しっかりとお預かりいたします。
これから着替えて出掛けます。

【平成23年3月26日（土）】
宮城県名取市
支援物資をお届けした後、災害現場を視察。

運転してくださったのは、名取元気ボランティアネットワークの川崎さん、そし
て助手席は高橋さん。「とにかく現場を見て、どれだけひどい状況なのか、多く
の方々に伝えてくれ」との意図で案内してくださいました。

《支援金および支援物資カンパのお願い》

◆日時； 3月 25 日（金）午後 7～ 8時
◆場所；北井事務所
■ 届け先；宮城県・石巻市桃生町消防団、仙台市若林消防団および名取市ワイル
ドウエストデイズ
■届け人；北井宏昭

「震災直後のこんな時期に、ホントに選挙なんてやるの？」と大勢の方から訪ね
られます。
「はい、選挙は予定通り施行されます。」とお答えしています。
しかし、選挙への北井のモチベーションは上がってきません。
被災地の報道を視て、状況を察すると、居ても立ってもいられません。
街頭に立って議会報告をしても、自分自身がウソっぽくて、盛り上がりません。
ですので、自分の魂に正直になって、友人のご縁のある被災地に赴きます。
3月 25 日の夜、出発します。
支援物資を届けた後、少し滞在してボランティアにも入ります。
ボランティアに入ると、現場の声が一番よく聞こえます。
必ずや今後の活動にも反映されます。
今、必要な活動と確信しています。
しばらく留守しますが、ご理解ください。
そして、もしお許しいただければ、被災地への支援金と支援物資を預からせてく
ださい。
どうかよろしくお願いいたします。

小学生のころ先生から、「あなたはウソをつくと、鼻がピクピクするからすぐ判
る」と言われた北井より

追伸①

3 月 24 日に神奈川県青少年問題協議会が開催されます。任期最後の公的職務を
まっとうして参ります。

追伸②

これまでも災害ボランティアの経験を活かし、「メンタルケアの重要性」や「ボ
ランティアセンターの効率化」などについて、議会で提言して参りました。
Ｈ 16 年 3 月に「緊急地震速報」の本県への導入を、いち早く訴えたのも北井な
んです。
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名取市役所～NGB名取元気ボランティアネットワーク
今朝 7時 50 分に宮城県・名取市に到着しました。
待ち合わせ時刻まで少し仮眠をとり、10 時 30 分に名取市役所で名取元気ボラン
ティアネットワークの川崎氏と高橋氏と合流。関東ＢＭＸ連盟を経由してメーカ
ーさんからお預かりをしたマウンテンバイク 4台と支援金を手渡しました。
また、「被災地の現状をありのまま見て欲しい」と云うことで、名取市の津波被
害現場を車で案内していただきました。現場の壮絶さは、テレビ画面を通じて感
じるものよりも、さらに壮絶。早くも「復興」を口にする方が結構大勢いらっし
ゃいますが、いまだ安否確認すら出来ていない数多くの被災者への対応を急ぐべ
きと感じます。
そして、もう一つ。地震発生から 2 週間ですが、いまだ物流は滞っています。
ちょうど 1 週間前の神奈川県内の状況が、今現在の被災地の状況です。かなり
お粗末な対応と言わざるを得ません。
今日未明、2 時 50 分ごろ那須高原サービスエリアのガソリンスタンドは、なん
と 2時間待ち。名取市内のコンビニエンスストアは、商品がそろわず休業状態。
たまに開いている店舗は、駐車場入り口を先頭に大渋滞。ガソリンスタンドも品
切れ。
被災地支援が遅れまくっています！
これから塩竈市に向かいます。

【平成23年3月27日（日）】
被災地からのメッセージ
被災地は、支援物資どころか生活物資そのものが滞っています。物流そのものが
ほぼストップしています。
ガソリンスタンドは、緊急車両に限定。しかも 1回 20 リットルが上限。ごくま
れに開店しているスタンドは、神奈川県内の渋滞とは比較にならないほどの大渋
滞。
スーパー、コンビニは、商品棚は完全空っぽ。
地震発生から 2週間以上経つのに、物流の悪さは、想像以上。
高速道路は、宮城県までは何ら問題なく走って来ることが出来るのに、これが一
番の課題。
神奈川県内の 10 日前より、もっとひどい状況。被災だけでもご苦労されている
のに、さらにひどい仕打ちに感じます。もしこれが、神奈川県で起きた天災での
状況と考えると、とても黙っていられません。このことは昨日も今日も、国会議
員に北井から直接訴えています。物流の早期改善は、もっとさっさと実行すべき
です。
それと支援物資の件。

県は「一定のまとまった量がそろわないと受け取らない」としているが、システ
ム上、やむを得ないかとも思います。そして並行して強化が必要なのは、小回り
のきく体制。全国展開し、尚且つ自己完結出来る地域密着組織。具体的に言うと、
消防団ネットワークの確立です。
今日、石巻市桃生消防団に少量づつ多種多様の物質を届けましたが、快く受け取
ってくれました。
実際に地域コミュニティーの中核＝オピニオンリーダーとして存在する「消防団」
同士のネットワークは、すごく有効と考えられます。そのためには、今よりもっ
と消防団の皆さんが活動しやすい環境を整えなければならないことは大前提で
す。そのことを確認出来ただけでも、県議会議員として今回の被災地入りは大収
穫です。
もちろん、意見交換もさせていただき、現状の問題点を聴かせてももらいました。
今回、桃生消防団と北井をつないでくれたのは、地元消防団員の高橋さん。被災
された奥様の実家近く・東松島町で落ち合いました。やはり現実の課題を教えて
くれました。

そして今日の最後は、津波で消防小屋も被災し、ポンプ車も全損してしまった仙
台市若林消防団・七郷分団を訪問。やはり沢山のお話しを伺いました。ここはこ
れまで、物盗りが多く発生し、警察力の強化が必要なところ。町に入る交差点で
検問は行われているものの、現実は不十分です。こちらも、しかるべき訴えを行
わなければなりません。
今日は、積み切れなかった支援物資を、戸塚の仲間の皆さんが追いかけの第 2
便で運んでくださいました。

【平成23年3月28日（月）】
支援活動スタート～多賀城市災害ボランティアセンター
昨日までは支援物資＆支援金のお届けと、現地の消防団の皆さんと意見交換を行
い、現状の問題点を確認して参りました。
そしていよいよ、今日から支援活動スタートしました。
参加させていただいたのは「多賀城市災害ボランティアセンター」。内容は「津
波被災家屋から家財道具の運び出し作業」。10 代の男性 4人と女性 2人、おまけ
に北井の計 7人のチームで多賀城市町前地区のお宅で活動。「もし自分の住まい
だったら？」きっと北井は泣いています。だからギリギリまで、少しでも多くの
支援活動をやらせてください。
そして腰はパンパン。若い男性諸君は北井を気遣ってくれて「腰に堪えるから休
み休みでいいですよ」なんて声を掛けてもらいながらの作業でした。きょうびの
若者たちは立派です。
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しかし、こうして実際の被災現場に入らせていただくと、本当に今どんな支援が
足りていなくて、何が必要なのか？実感できます。また戸塚に帰ってからレポー
トにまとめて参ります。

現場の行き帰りは、地元社協の方によるボランティア送迎車。こんな送迎スタッ
フも有り難い活動です。
北井の災害ボランティア参加は、新潟の 2 度の震災と五十嵐川の氾濫以来 6 度
目。災害ボランティアセンターに登録しての活動は、どうも最初だけ不安で緊張
してしまいます。まあ、どこでどんな活動するんだかわからないから、そりゃ不
安なのは当たり前なんですけど。最初だけはホントに苦手です。だから明日から
は、さらに張り切ってやって参ります。
明日は、仙台市内でも最も被害の大きかった地域の一つ、若林区に入らせいただ
きます。
明日もよろしくお願いいたします。

【平成23年3月29日（火）】
仙台市若林区・笹屋敷～荒浜地区
過日おじゃました現地消防団の皆さんから、「現場をありのまま見てくれ。そし
て神奈川県の方々にも伝えてほしい」と言われ、案内してもらいました。
まだまだ手つかずの状態。これを見る限り「復興」なんて、とても口に出せる状
況にはありません。
ほぼ壊滅状態の地域の中でも、この一角は、かろうじて浸水だけで難を逃れまし
た。それでもようやく水道・電気が 5 日前に復旧。ガスはまだダメ。仕事再開
に向けての準備中のところ、お話しを聞かせていただけました。
お宅の庭には、近所から流れ着いたトラックが占領したりしています。

そして、戸塚から準備した食料で、ちょっと遅めの昼食。食事も含め自己完結の
現地入りなんです。
食事が終わって、しばし雑談。
消防団でクルマ屋さんの兵藤さんは、消防団としての救援活動に尽力していたた
め、これまで自分のことは後回し。そして小野さんはバイク屋さん。小野さんも
水没したクルマやバイクのメンテナンスについて、被災者にアドバイスをしてい
ます。
そして、これからの意気込みをあくまでも前向きに、そして朗らかに語ってくれ
ました。
被災地に入っていると、気が落ちてくるのですが、この二人の朗らかさには、北
井も救われます。
明日は、再び災害ボランティアセンター経由で支援活動を行おう、と考えていた

のですが、ここまで自分のことをほったらかしにしておいた兵藤さんの、仕事復
帰に向けた片づけ作業を手伝うことにしました。

この日は、そのまま兵藤さん宅の仕事に使うガレージの片づけを 3 人で行いま
した。

【平成23年3月30日（水）】
今日は兵藤さん宅のお手伝いです。
昨日もご報告いたしましたが、今日は消防団員の兵藤さんのお宅の片づけに参加
します。
消防団員の皆さんは震災発生以来、救援活動に専念していたため、自分のことは
すべて後回しになっています。今日の兵藤さんは、消防団の招集なし、とのこと
で一気にやれるところまでやってしまおう、と云うことになりました。
ブログをご覧いただいた方の中から「北井の作業中の映像が無く、ただの被災地
レポートではないのか？」とのメールをいただきましたが、撮影クルーを同行さ
せているわけではなく、また懸命に作業している方に、「撮影してくれますか？」
なんて聞けるわけもないので、北井の作業中映像は、ございません。
見かけ倒しのただのデブチン北井の戦力度合なんてたかが知れていますが、自分
なりに結構一所懸命やっています。僕なりにですけどね。
なかなか手応えのある作業でした。また明日は、災害ボランティアセンターに入
ります。

宮城県名取からのメッセージです。
3 月 26 日の朝、現地入りして最初にお世話になったお二人、「名取サイクルスポ
ーツパークの川崎さん」と「名取ワイルドウエストデイズの竹田さん」と再会い
たしました。お二人とも名取元気ボランティアネットワークで活動されていらっ
しゃいます。
なにしろ現場の状況をよく把握してらっしゃいます。お二人からメッセージをい
ただきした。
北井にとって、一生涯お付き合いさせていただきたいお二人です。
そして北井からもメッセージです。物流は、神奈川県内の 2 週間前よりひどい
状況が続き、いまだにガソリン・灯油は簡単に手に入りません。今日、兵藤さん
宅のご近所さんから「20 時間ガソリンスタンドに並んだけど、結局買えなかっ
た。」と聞かされました。そしてこれまでお伝えしてきているように、スーパ
ー・コンビニも食料品の棚は空っぽです。これは、現地入りした 3月 26 日以降、
毎日国会議員に訴えています。
被災地にこんな仕打ちをするなんて、やるせない思いでいっぱいです。だって道
路は問題無くなっているんですよ。
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選挙の当落に限らず、現職の議員は 4月 29 日までが任期です。それまでは「税
金」で給料をもらう立場です。現場では「神奈川から来た北井です」として、大
勢のボランティアの皆さんと共に活動しますが、5感は「県議会議員・北井宏昭」
としてガッチリ仕事をし、胸を張って帰ることが出来るようにしておきます。
乞うご期待です。
公職選挙法により、明日以降のHPおよびブログの更新は出来ませんが、また故
郷・戸塚に戻り次第、ご報告申し上げます。

【平成23年4月　1日（金）】
名取市災害ボランティアセンター　統一地方選挙の告示日です。
戸塚では、応援団の仲間の皆さんが立候補の手続きをしてくれました。有り難う
ございました。
北井は、それでも被災地で支援活動を継続します。
そして午後から、名取市災害ボランティアセンターに入り、支援活動です。
作業内容は、市民体育館に届く支援物資の搬入作業と、被災者宅の片付け作業に
使ったスコップ等の道具の清掃・整理でした。
そして一緒に作業してきた若者たちとも会話しました。彼らにも、この震災で受
けた様々な事情があります。

【平成23年4月　2日（土）】
塩釜市災害ボランティアセンター　※北井の44回目の誕生日でした。
仲間のトミちゃんが、第 2便の物資を積んで駆けつけてくれました。
今日は一緒に、塩釜市災害ボランティアセンターで支援活動です。
そこで朝一番に出会ったのは、大阪から駆けつけた丹羽さん。昨晩9時に出発して、
徹夜で12時間掛けて到着し、そのまま完徹でボランティアセンター入りです。

塩釜市港地区が今日の現場。
道路が冠水している地域です。
ここでも視察で来ていた議員を発見しました。このような光景はよく見かけます
が、皆さん、記念撮影して帰っていきます。
北井の作業は、ひたすらドロかきでした。

そのあと、営業しているお風呂屋さんを探しています。結局、入れるお風呂屋さ
んがなかったため、ボランティアセンターで初めて会った杉山さん宅でお風呂を
いただきました。
そして、この杉山さん以前、北井の実家のすぐ近くにお住まいになっていらっし
ゃっていた方でした。奇遇です。ありがとうございました。
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ガソリンスタンドは、半分以上が休業中。営業しているほとんどは「救援活動車
専用」。ごくたまに一般車ＯＫのスタンドは、携行缶持参者も含め大渋滞です。
この風景も、当たり前のように見慣れてきてしまいました。

【平成23年3月31日（木）】
名取市災害ボランティアセンターでの活動報告
今日は、名取市体育館を拠点に展開している「名取市災害ボランティアセンター」
を通じて支援活動に入りました。
実は、たまたま掛かりまくってきた電話へ対応していたら「瓦礫撤去隊」は出発
してしまい、午前中は体育館での支援物資対応でした。しかし、これがまたいい
勉強になりました。
どんな物資が、どれだけの量、調達出来ているのか、どんな仕分け方をしている
のか等など、現場で確認出来ました。
午後からは、避難所に設置された仮設トイレのお掃除です。
4人チームで自転車で現地に向かいます。ガソリンも手に入らないし。
現場は、名取市立館腰小学校。
全部で 12 基の仮設トイレです。
避難所生活を、出来うる限りすごしやすいものとするためには、トイレを清潔に
保つことは、とても重要です。
作業チェックも皆で行います。ボランティア活動の、この連帯感が味わえます。
被災者の方々とも、若干のお話しもさせてもらえました。
自衛隊の皆さんも避難所を支えてくださっています。炊き出しのジャガイモの皮
むきに「何でヘルメット被りながらやってんだろう？」なんて思ったりして。
最後は、体育館に戻っての作業終了報告です。
以上、今日は「瓦礫撤去」に乗り遅れたお蔭で、また幅広い活動に参加させても
らえました。ころんでもタダでは起きない北井より。

明日、4月1日以降も宮城県に滞在し、支援活動を続けます
明日から選挙がはじまってしまうと云うのに、自分勝手でスミマせん。
けっして選挙活動を軽く考えているわけではありません。ただ、地震列島・日本
の中で神奈川県も、いつ大災害に見舞われても何らおかしくありません。もし、
神奈川県が被災地になったとき、「選挙だから」と言って放っておかれたら、た
ぶんとても悲しい気持ちになると思います。それも本音です。だから今、あえて
被災地に留まり、支援活動を続けて参ります。
ただし、ただ単に「ボランティア活動をする」と云うことではありません。県議
会議員として、視察では見ることや感じることの出来ない「情報」をキャッチし、
「感性」を磨いて参ります。
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【平成23年4月　6日（水）】
塩釜市災害ボランティアセンター
今日は、塩釜市災害ボランティアセンターに入っての支援活動です。
北浜地区の床上のヘドロ撤去作業。
現場のお宅は、そこにお住まいであったご婦人が、常用薬を取りに戻ったがため
に津波に巻き込まれお亡くなりになられた場所。
東北大学の学生トリオや、インドネシアからの参加者とともに、緑園都市からの
参加者も。奇遇です。
若者たちは、ホントよくやってくれています。
夕方からは名取市に移動して、4.17 に名取市で行う本格炊き出しの打合せです。

【平成23年4月　7日（木）】
名取市～石巻市災害ボランティアセンター
朝一番で、名取市災害ボランティアセンターに受付したものの、東北高校・野球
部の生徒たちが大勢でボランティア参加していたため、体力に劣る北井の出番は
無いと判断し、すぐさま石巻市の災害ボランティアセンターに走りました。
宮城県職員でありボランティアセンターを切り盛りする大久保さんとも再会。明
るく元気に皆を引っ張ってくれています。
石巻市内の商店街は、もう一ヶ月経とうとしているのに、まだ手つかずです。
そして石巻市災害ボランティアセンターに到着。
すぐさま受付を済ませ、チームに合流。
今日の作業は、泥まみれの畳の撤去、家財道具の運び出し、そしてドロかき。濡
れた畳って、ものすごく重たいんですよ。

震度6弱、初体験
この日の夜・ 11 時 30 分ごろ、震度 6弱の余震がありました。
揺れているまま停電・断水になり、その直後から、真っ暗闇の街を、津波警報の
サイレンとアナウンスが鳴り響き、それはそれは居心地の悪い夜でした。
せっかく電気も水道も回復したばかりだと云うのに、乾きかけたカサブタを、無
理やりはがされた感じです。
塩釜市内での体験でした。

【平成23年4月　8日（金）】
昨夜の地震でボランティアセンター閉鎖
朝から塩釜市災害ボランティアセンターに行ってみましたが、昨晩の地震の影響
で、今日はすべてのボランティアセンターは作業中止で閉鎖。
2次災害を防ぐためです。
昨夜の地震で、再び停電＆断水。

【平成23年4月　3日（日）】
塩釜市災害ボランティアセンター
今日も、塩釜市災害ボランティアセンターです。
マッチングを済ませて、出発を待っていたところ、昨日一緒に作業したボランテ
ィアリーダーの成家さんにスカウトされ、今日も共に作業します。
マイクロバスで移動。昨日と同じ、港地区です。
ここは鶏糞肥料の工場から流れ着いたドロのお蔭で、強烈な匂いの場所です。
カナダからボランティア参加のキンバラさんとも一緒です。ワイルド＆ファンキ
ー＆クレバーな兄貴分です。
現場に到着。そして作業場所の振り分け作業。
今日は現場が広かったため、当初の人数では間に合いません。そこで応援部隊が
追いかけて大勢参加してくれました。
塩釜市災害ボランティアセンターは、ニーズに応じて、臨機応変に体制を組み直
してくれるので、大変助かります。
作業終了後、名取市に向かい、仲間のトミちゃんが運んできてくれた追加支援物
資のお届けです。

【平成23年4月　4日（月）】
名取市災害ボランティアセンター
今日の派遣現場は、ゆりあげ地区。震災の当日、ＮＨＫが生放送でヘリコプター
からのカメラで津波を追いかけた映像の地域です。
今日の作業終了は、仙台市宮城野区の自衛隊駐屯地近くです。
戸塚の運送屋さんにお勤めの戸塚中学校の先輩・馬場さんが、自衛隊に支援物資
の搬入を終えたところで落ちあいました。かなりの強行軍です。お疲れ様です。

【平成23年4月　5日（火）】
石巻～女川町
今日は、第 3便で届いた追加物資のお届けで、石巻市に向います。
栄区で働いている友人の実家に、預かった物資のお届けです。
道路の渋滞等もあり、ボランティアセンターに入るには遅すぎる時間になってし
まいました。
地元の方の意見で、「女川町の惨状を目に焼きつけ、しっかりと伝えてくれ」と
のこと。本当に衝撃的でした。
石巻市内・国道 398 号線沿いは、もうすぐ一ヶ月になろうとしているのに、い
まだ手つかずの状況にあります。
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塩釜から仙台市若林区に向い、久々に消防団員の兵藤さん宅を訪問。
床下のドロ出しは、本当に大変な作業ですが、ずいぶん片付けは進んでいます。
お昼ごはんをご馳走になってしまいました。スミマせん。

その後、名取市役所に到着。
そして地元の大沼敏男議員と合流。名取市・佐々木市長へ炊き出しに関する打合
せです。
北井が被災地で支援活動を続けている、と云う話しを聞きつけた戸塚で飲食業を
営む 近藤社長が、飲食店経営者仲間に声掛けをし、本格的な炊き出しを企画し
てくれました。
実際にお店で提供する商品を、11 店舗それぞれが機材と食材を持ち寄り、屋台
村形式の炊き出しをしよう、と云うすてきな企画です。
そのため、各避難所の状況把握をはじめ、その下準備です。
名取市の災害対策本部も垣間見ました。
自衛隊の方からお話しもお伺い出来ました。
市長応接室は、災害対策本部の食堂兼寝室になっています。名取市長も被災者の
ひとり。市長室で寝袋生活です。
夜は塩釜に移動。道中、多賀城市内は未だ停電しており、真っ暗です。

【平成23年4月　9日（土）】
石巻市災害ボランティアセンター
今回の支援活動の最終日です。
この 2週間で、はじめて朝から雨が降っています。
今日は、石巻市災害ボランティアセンターに入りました。

大型バスで現場に向い、現場に向います。
今日の現場は、石巻市立湊中学校です。
周辺は、まだほとんどそのままの状態。
学校の時計は、震災発生時のまま止まっています。
作業途中、泥の中からアルバムが出てきました。
加工用の鱈もたくさん出てきます。寒さのお蔭で腐敗は進んでおりません。
そして、瓦礫の撤去は、まだまだ進んでいません。
この状況下での選挙なんて、同じ日本人として本当に心が痛みます。
また石巻のセンターは、石巻専修大学のキャンパス内に設置されています。
とても広いスペースであるとともに、自衛隊も入っているので治安上の心配もあ
りません。なので、ボランティアのテント村にもなっています。
石巻市は、浸水範囲がとりわけ広大なため、今後もボランティアセンターの活動
が必要と思われます。

そして、明日は棄権しませんので、このまま我が故郷・戸塚に戻ります。

【平成23年4月10日（日）】

『落選！』

【平成23年4月11日（月）】
選挙報告
このたびは大変お世話になったにもかかわらず、期待にお応え出来ず、本当に申
し訳なく感じております。
3月 25 日に戸塚を発って以来、4月 10 日の朝に戻るまで 2週間を被災地・宮城
県で過ごしました。
けっして、ナメていた訳ではありません。
自分の魂が、被災地での支援活動をすることを望んでしまいました。
そして、そこで支援活動を続けたことは、「人として」何ら間違ったことではな
い、と確信しております。
また自分にとってその経験は、大きな財産となりました。この 2 週間を、今後
に活かしていく為に、さらに歩みを進めて参りたいと考えております。
こんな破天荒な私で恐縮ですが、これからも変わらぬ御付き合いを頂戴出来れば
幸いです。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げ、ご報告とさせていただ
きます。
期待ハズレになってしまった北井より

追伸

宮城県・石巻市の子供達から物資の要請がございました。

1ランドセル

2ピアニカ

3リコーダー（アルト笛・ソプラノ笛）
以上、きれいな物でしたら中古でも構いません。もしございましたら、4 月 13
日昼までに北井事務所にお持ちいただければ助かります。併せてよろしくお願い
申し上げます。

《4.17 炊き出し打ち合わせ》

そして、さっそく炊き出しの打ち合わせです。
去る 4 月 8 日に名取市役所でセットしてもらってきた「本格炊き出し」の調整
です。
この方々は、県内で飲食業を営む経営者 11 人からなる「神奈川イレブン」の皆
さま。すごい炊き出しになりそうです。
タイトルは『神奈川から名取へ！元気屋台村！』。テンポよく段取りしていただ
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現状を認識しておこう、と云うことで 8日振りに閖上地区に来てみました。
しばらくの間で、だいぶ瓦礫の撤去は進んでいます。

【平成23年4月17日（日）】
神奈川から名取へ！元気屋台村
神奈川から名取へ！元気屋台村　開催
4月 8日に名取市議会議員の大沼敏男さんとともに名取市長に掛け合って実現に
至った「スーパー炊き出し／神奈川から名取へ！元気屋台村」です。
神奈川県下の飲食業経営者 11 名からなる「神奈川イレブン」の皆さま＋ 4名の
経営者＝全 15 社、総勢 100 名の熱い熱いご厚意で開催させていただきました。
普段、お店で提供するメニュー 30 品目を 8,000 食準備し、さらに足りなくなっ
て追加が 2,000 食、すごい内容です。
皆様からお預かりしたランドセルの一部を名取市長を通じ、子供たちに。
フリーマーケット形式で、支援物資をお渡し。ランドセルや楽器も沢山お使いい
ただけそうで、本当に良かったです。皆さんの気持ちをお預かりしてきた分、北
井も余計に嬉しいです。

神奈川イレブン＋ 4 の皆さんの、被災地および被災者の皆さんへの思いが、も
のすごいエネルギーになって大好評＆大盛況＆大成功のスーパー炊き出しイベン
トになりました。
炊き出ししてくださった皆さんの熱い思いが伝わると嬉しいです。

【平成23年4月18日（月）】
七ヶ浜町災害ボランティアセンター
今日は初めての地域に出向きました。七ヶ浜町災害ボランティアセンターです。
以前、塩釜市災害ボランティアセンターでご一緒させていただいたボランティア
仲間のキンバラさんからのお誘いです。キンバラさんは長期滞在、そして各地域
で活動している方ですので、量も質ともにものすごい情報を持っています。
一緒に行動すると、ホントに勉強になります。北井はすっかり兄貴分と慕ってし
ます。
まさに力技の現場です。災害ボランティア作業は人手が必要です。しかし、北井
は前日痛めたアキレス腱のせいで、午後は戦力外。ちょい情けなく思いながら、
邪魔しないようにしていました。
戦力外ゆえ、今晩中に故郷・戸塚に帰ります。

【平成23年4月20日（水）】
被災地報告
《支援物資のお願い》

き、当日に向かいます。

【平成23年4月13日（水）】
子供達への物資提供に感謝申し上げます。
4 月 11 日にお願いいたしました、子供達への支援物資報告です。
◆ランドセル＝ 50 個
◆ピアニカ　＝ 16 台
◆アルト笛　＝　7本
◆ソプラノ笛＝ 33 本
◆木琴　　　＝　1台
以上、たくさんのご提供ありがとございます。
石巻市立門脇小学校の子供達に使ってもらいます。

【平成23年4月15日（金）】
子供達にさらに追加物資です。ありがとうございます。
またまた集まってくださってありがとうございます。今日積み込んだランドセル
等は、宮城県名取市の子供達にお届けします。
来週から学校が始まるので、今週末がお届けのリミット。カローラに満載で、明
日、北井がお届けします。

そして支援金の報告です。
今日、朝の戸塚駅東口、夕方からの東戸塚駅駅頭でお預かりした支援金は、
16,378 円でした。4.17 の炊き出しへの支援金として活用させていただきます。
また追ってご報告いたします。

【平成23年4月16日（土）】
これから、再び被災地に入ります。
明日は 4 月 17 日（日）、名取市役所・庁舎前で本格炊き出し「神奈川から名取
へ！元気屋台村！」を手伝います。
北井の両親も「手伝いに行ってみようか」ってことで同行です。
来週から学校が始まってしまいますので、今日中に子供達向けの物資は現地に届
けます。受け渡しは、明日。
そして、4 月 18 日（月）は、七ヶ浜町災害ボランティアセンターに入ります。
塩釜のボランティア仲間から、「力技が必要な状況なので、七ヶ浜を手伝ってほ
しい」との連絡を受け、現場に入ります。

再び名取市・閖上地区に
明日、「神奈川から名取へ！元気屋台村」に被災者をお迎えする前に、被災地の
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◆雨傘（カッパもＯＫ）
◆そうじ用具（ゴム手袋・デッキブラシ・スコップ・箒塵取り・雑巾等）
◆春物衣類（洗濯済みのきれいなもの。サイズ等分けてもらえると助かります）
◆家電品（冷蔵庫・洗濯機等。輸送手段を考えなければならないので、まずはリ
ストアップさせてください）
以上ですが、もし、新しくお買い求めになられるのであれば、支援金・義援金の
方が有効である、と考えます。物置・倉庫やタンスの肥やしになっているものが
ございましたら、北井事務所にお持ちいただけると嬉しいです。

《4.17 神奈川から名取へ！元気屋台村》

神奈川県下の飲食業者 11 社『神奈川イレブン』＋ 4社が賛同してくださり、最
終的には 5千名へ計 1万食の炊き出しを行ってくださいました。
被災者および被災地への熱い思いがあふれ出た、スーパー炊き出し！皆さんそれ
ぞれが主人公で大活躍され、大盛況＆大成功でした。

《近況報告》

一昨日は七ヶ浜町災害ボランティアセンターで支援活動に入りました。しかし日
曜日にアキレス腱を痛めてしまい、戦力外で昨朝戻りました。
「落選したのに、いつまでやっているんだ」とのお叱りもございますが、任期は
4月 29 日までです。今回の活動の真価は、これからお見せします。
税金で給料をもらう立場をまっとうするため、「今やるべきことを、きっちりや
って」その上で、これまでの活動と任期を一旦、完結して参ります。
あとしばらく髭面の北井より

追伸

「元気屋台村」が大好評でしたので、各地で継続したいと考えております。また、
大型団体にはない、小回りの利いた被災地援助も続けます。支援金でサポートい
ただけると助かります。

【平成23年4月21日（木）】
床屋さんとの会話から
今日は床屋さんに行き、ほぼ 4週間ぶりに髭をそりました。
これから、被災地での都合 18 日間の支援活動を基に「神奈川県の大規模災害時
における提言書（仮称）」の取りまとめに入ります。仕事モードです。
なにしろ、4 月 29 日までは任期があり、税金で給料をもらう立場です。最後ま
で職務を全うします。
そして床屋さんに、「なぜこの時期に被災地で支援活動を続けていたのか？」ち
ゃんと皆さんに伝えなさい、と進言されました。
ですので、北井が 4 月 3 日に知人に宛てたメールをそのまま掲載しますので、
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今さらですが、ご覧になってやってください。
以下の通りです。

《4月 3日 近況報告》

北井です、いつもありがとうございます。

3月 25 日に戸塚を出発して以来、現在も被災地で災害ボランティア活動中です。

まさに国家レベルの大災害で、被災地は、いまだ『復興』なんて言葉を口に出せ

ないくらい、すさまじい状況です。

なぜ選挙中、被災地にとどまって支援活動を続けているのか？その訳は、以下の

通りです。

そもそも、このような「有事」の際に選挙を施行することに疑問を持ち続けてい

ます。 ガレキの撤去は、いまだ一部に過ぎず、ほとんどはそのままです。そし

て多くの被災者がその中にいらっしゃることは、容易に察せられます。

また我々は、福島県民に原発のリスクを背負ってもらいながら、そのお蔭で電気

を使ってきた立場です。

福島の方々が一段落するまでは、皆で支援をし、選挙はそのあとに行うべきであ

る、とこれまで考えてきました。

しかし、選挙は予定通り施行されることになりました。

自分が原発に乗り込んで行っても、何が出来るわけではありません。専門家に任

せるほかないのが現実です。

なので、被災地のひとつである宮城県にとどまり、災害ボランティアセンターを

通じての支援活動を続けています。

しかし、ただ単にボランティア活動しているだけではないのです。

全国各地から集まって来る沢山のボランティアとともに現場に入り、けっして視

察では手に入れることの出来ない「生」の情報をキャッチしています。

ガッチリ仕事につなげて行っています。

今後の神奈川県の災害対策や防災対策に、必ずや役立つと確信しています。

ちなみに、支援物質を届けながら視察に来る政治家は、大勢います。そして行政か

ら、「あんなことしました、こんな対応しました」と説明を受け帰っていくのです。

今回の選挙は、4 月 29 日まで任期のある「現職」＝税金で喰わせてもらってい

る立場＝としてスジを通します。

けっして「平時」ではない、戦後最大の「有事」のさなか、選挙運動しながら給

料貰うことも、どうかと感じています。

とにもかくにも、候補者が棄権するわけには参りませんので投票日には戻ります。

あとまだ、しばらく留守しますが、どうかご理解賜れば有り難いです。3月末ま

での活動報告は、ホームページに掲載しました。どうか皆さんで見てやってくだ
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【平成23年4月22日（金）】
副知事に帰庁報告
松沢知事が退任記者会見を行っている同時刻に、副知事を訪ね、3 月 26 日～ 4
月 9日および 4月 16 日～ 18 日までの支援活動を報告しました。
副知事には動画映像もご覧いただき、今後の大規模災害対策について意見を交わ
させていただきました。そして任期末の 4月 28 日に「提言書」を提出する旨を
伝え、その応対をお願いしました。
いよいよ任期最後の仕事です。
同じく、今日は政務調査費の収支報告の作成作業。膨大な領収書との戦いは、4
月 30 日以降も続きそうです。

【平成23年4月26日（火）】
提言書作成中
ただ今、被災地での活動を基にした「提言書」を作成中。
その中の一つ、河川沿岸主要地域の海抜の再確認。
・自分がどんな場所にお住まいなのか？を知ることは重要です。
以上、任期満了まであと 3日の北井より

追伸①

支援物資のお願い。
眠っている「鉛筆削り」がございましたら、お譲りください。
アキレス腱の状態もだいぶ良くなってきました。5月1日に被災地に向う予定です。

追伸②

「神奈川から名取へ！元気屋台村」の第 2弾を 5月 22 日（日）に行うことが決
定しました。
大型免許お持ちの方のご協力をいただけると助かります。

【平成23年4月27日（水）】
Ｊリーグ公認ファンサイトから～支援物資報告
J リーグ公認のファンサイトで素晴らしい写真を見つけました。おそらく名取市
の方が、J リーグの試合で 4 月 17 日（日）神奈川イレブンの炊き出し「神奈川
から名取へ！元気屋台村」をメッセージボードにして、観客席から伝えてくださ
っています。
http://www.jsgoal.jp/photo/00074800/00074883.html
是非、見てやってください。
そして、報告が遅くなりましたが、過日お預かりいたしました「ランドセル」
「ピアニカ」「ソプラノ笛」「アルト笛」「木琴」「学用品」は、石巻市立門脇小学

さい。

そして、胸張って投票日に戻ります。

無精髭の北井より

以上、こんな生き方しか出来ない北井ですが、もしそれでもよろしかったら今後
とも御付き合いください。
「直球勝負！」だけじゃなくて「変化球」も覚えなさい、なんてことも言われて
います。でも、それじゃあ北井が北井でなくなってしまうので、「初志貫徹」と
ことん貫いてやってみます。

4月 21 日付のタウンニュース戸塚区版。
北井が、選挙期間中、ずっと被災地で支援活動を続けていたことを知った記者が、
取材してくれたものです。

※防災対策と防犯対策は一緒に進めることが重要です。
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すべての行動は、

「ふるさと・神奈川、
ふるさと・戸塚を守るため」

校の他に、名取市および名取市民、そして石巻市立の山下小学校・釜小学校・渡
波小学校・鹿妻小学校の児童の皆さまにお届けさせていただきました。
ありがとうございました。引き続きよろしくお願い申し上げます。
ご報告申し上げます。

【平成23年4月28日（木）】
副知事に大規模災害時における提言書を提出
本日、任期最後の登庁。そして、黒川
副知事に対し「神奈川県の大規模災害
への備え、および発生時の対応に関す
る、神奈川県民を守るための提言」を
提出して参りました。
北井も含め当時現職の議員は、選挙期
間中に選挙運動だけしていても、税金
で給料をもらえます。北井の政治信念
から「なんでもない平時はともかく、
戦後最大の国難である大震災の最中、
それはおかしいだろう」と云う考えから、被災地に入り、災害ボランティア活動
を通じ、「神奈川県民を守るため」の情報収集を行って参りました。

以上、税金で給料をいただいた 8年間の最後の仕事です。

すべては、「我がふるさと・神奈川、そして我がふるさと・戸塚を守るため」

の活動であったことをご承知いただければ幸いです。
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