東日本大震災 秋田県の１年の記録
（ダイジェスト版）

平成２４年９月
秋田県県民生活・被災地支援本部

目 次

１ 被災地復旧・復興支援
（１）人的支援
① 保健・医療・福祉職員等の派遣・・・・・・・・・・・・・１
② 技術・事務職員、教職員、警察官等の派遣・・・・・・・・２

（２）ボランティア活動への支援・・・・・・・・・・・・・・・３

（３）災害廃棄物処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（４）支援物資の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

２ 被災者受入支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

３ 経済・雇用対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

４ 電力需要対策(節電・省エネの呼びかけ） ・・・・・・・・・８

５ 防災対策(広報・防災教育・停電対策への対応）
・・・・・・・９

６ 放射能対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

１ 被災地復旧・復興支援
（１）人的支援（①保健・医療・福祉職員等の派遣）
取組内容
・保健・医療・福祉分野における支援を行うため、医師、保健師等を派遣

教訓が得られた背景

◇保健師等

岩手県釜石市、大槌町

延べ１３０人

（派遣期間 平成２３年３月１６日～同年６月３０日）
◇ＤＭＡＴ※１

被災３県（岩手県、宮城県、福島県） １３チーム 延べ ５４人
（派遣期間 平成２３年３月１１日～２１日）

◇医療救護

岩手県釜石市

５４チーム 延べ１７９人
（派遣期間 平成２３年３月１８日～同年５月３１日）

◇介護職員

宮城県石巻市、女川町

１４グループ 延べ ７８人

（派遣期間 平成２３年３月２６日～同年６月２３日）
◇心のケア※２

岩手県盛岡市、宮古市、山田町

１５チーム 延べ ７２人

（派遣期間 平成２３年３月２３日～同年６月１５日）
上記のほか、手話通訳、児童福祉、除染活動においても派遣
※１ 災害急性期に活動できる機動性を持つ専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム
※２ 精神科医師、精神保健福祉士、臨床心理士、看護師等を派遣

ＤＭＡＴの活動

避難所での健康相談

職員の声
・一つの避難所に複数の支援チームが入るため、刻々と変化する現地の状況に対応して、必
要な支援内容や支援体制の切り替えが必要であった。
・ニーズの変化に応じた支援体制の確保には、被災地の自治体等による調整が期待されるが、
被災地のマンパワーや時間的な制約が大きく、被災県のみでは十分な調整を行うことが困
難な状況だった。
・地震による被害が甚大かつ広域で、特定の場所や携帯電話の機種によっては通信機能が途
絶され、現地との連絡を十分にとることができなかった。
経験・教訓

○ 刻々と変化する現地のニーズに応じた支援体制を確保するためには、災害
医療活動を立案・調整する災害医療コーディネーター等の役割が重要
○ 被災地の状況把握のための通信手段の確保が重要
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１ 被災地復旧・復興支援
（１）人的支援（②技術・事務職員、教職員、警察官等の派遣）
取組内容
・被災地の避難所の運営支援、復旧・復興を支援するための職員等を派遣
◇技術・事務職員、教職員、警察官等を派遣
・技術職員（農業土木、治山、林道）の派遣

延べ

８６人

・技術職員（道路、河川、港湾、建築、下水道等）の派遣

延べ

１１３人

・事務職員の派遣

延べ

２２人

・教職員・スクールカウンセラーの派遣

延べ

１０５人

・警察官等の派遣

延べ１,１６０人

◇避難所の運営支援
・派遣期間

平成２３年３月３０日～同年４月３０日

・派 遣 先

岩手県釜石市、山田町
宮城県塩竃市、気仙沼市、名取市、多賀城市、南三陸町

・派遣規模

県・市町村職員常時１００人程度、延べ９９４人（県５０６人、市町村４８８人）

広域緊急援助隊による行方不明者の捜索
活動

派遣された教員による学習指導

職員の声
・合同訓練や研修等に参加し以前から交流があったことが、派遣先での職員間の円滑な意思
疎通に役立ち、効率的な支援活動を行うことができた。
・大規模災害においては、被災地での物資等の調達は困難であり、発生後直ちに参集し出動
する部隊の装備等について確実な事前準備が必要と認識した。
・秋田県の県・市町村職員等であることを明示することにより、隣接県としていち早く支援
していることが伝わり、避難者に信頼感・安心感を与えることができた。
経験・教訓

○ 緊急時には、日頃からの人的ネットワーク、顔の見える関係が力を発揮
○ 資機材の確保やバックアップ体制の整備など十分な事前準備を徹底して
おくことが必要
○ 「秋田県」等の名称が入ったベストを着用し、県職員等であることを明示
することが、避難者に信頼感・安心感を与え、円滑な被災地支援に寄与
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１ 被災地復旧・復興支援
（２）ボランティア活動への支援
取組内容
・県内と被災地を往復する被災地支援ボランティアバスを運行、県内外においてボランティアが活動
◇ボランティアバスの運行
・運行期間

平成２３年５月２１日～同年１１月１３日

・運行便数

６４便（延べ６６日）

・参加者数

延べ１,６８３人

・活動場所

岩手県大船渡市、宮古市、陸前高田市、釜石市、大槌町、宮城県気仙沼市

・活動内容

個人住宅のがれきの撤去、泥出し、清掃、草刈り等

◇ボランティア活動の実績※１
・募集期間

平成２３年４月１日～同年９月３０日

・登録者数

県外活動

個人９６３人、団体１４団体（１８５人）

県内活動

個人１９０人、団体１６団体（１６０人）

県外活動

延べ２,２７３人、 県内活動

・活動状況

延べ５２８人

※１ 県社協、市町村社協に登録した者の活動実績。県外活動にはボランティアバス利用者を含む。

被災地でのボランティア活動

ボランティアバスの出発

職員の声
・発災後、現地では県外からのボランティアの受入体制整備に時間を要したことから、個人
での支援活動を控えるようＰＲする必要があった時期もあり、組織立った支援活動を開始
するタイミングの判断が難しかった。
・そのため、結果としてバスの運行開始までに時間を要し、早期からの活動を希望する登録
者の期待に十分に応えることができなかった。
経験・教訓

○ 平時から、災害ボランティアセンターの運営体制整備や、社会貢献活動に
取り組んでいる民間団体等とのネットワークの構築に取り組むとともに、発
災時には現地ニーズの的確な把握を行うことが大切
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１ 被災地復旧・復興支援
（３）災害廃棄物処理対策
取組内容
・被災地で発生した災害廃棄物を県内の処理施設で受入れ処理（広域処理）するための取組を実施
[経緯]
平成２３年
３月２２日

受入れ可能な施設や処理量などについて、県が調査を開始

６月１３日

(社)秋田県産業廃棄物協会と「秋田県災害廃棄物処理支援協議会」を設置

１０月 ５日

岩手県から災害廃棄物の広域処理に関する協力依頼文書を受理

１２月 ８日

岩手県沿岸北部地域における災害廃棄物約１３万トンについて、受入れを前
提に同県と協議に入ることを表明

１２月１５日
,１６日

岩手県から協力要請のあった地域の災害廃棄物の状況等について、現地調査
を実施（空間放射線量等を測定）

平成２４年
２月 ７日

岩手県との間で「災害廃棄物の処理に関する基本協定」を締結

３月 ８日

岩手県との基本協定に基づき、受け入れる廃棄物の種類や数量、運搬方法な
どを定めた覚書を締結

３月２６日
～２８日

大仙美郷環境事業組合の処理施設において、可燃物約２０トンを試験焼却し、
処理における安全性を確認

岩手県宮古市の災害廃棄物仮置場
（藤原埠頭）

岩手県との「災害廃棄物の処

大仙美郷クリーンセンターへ

理に関する基本協定」の締結

の可燃物搬入

職員の声
・災害廃棄物は一般廃棄物扱いのため、その処理の実施主体は基本的に市町村等となるが、
広域処理が必要となる場合には、調整役として都道府県の果たす役割が大きい。
・災害廃棄物の受入れによる放射性物質への懸念や風評被害の恐れなどから、広域処理が全
国的にもなかなか進まない時期があった。
経験・教訓

○ 県民の理解を得ながら災害廃棄物処理を進めていくためには、安全性につ
いての科学的な裏付けを持って丁寧に説明することが重要
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１ 被災地復旧・復興支援
（４）支援物資の提供
取組内容
・被災地に食料の緊急支援を実施したほか、県民からの支援物資を提供
◇おにぎり・パン等の緊急支援
（岩手県）
・実施期間

平成２３年３月１５日～２０日

・納品場所

盛岡市、滝沢村

・供給体制

秋田米飯給食事業協同組合(秋田市)
から１日２回配送

・支援実績

おにぎり８４,４９０個

（宮城県）
支援物資の提供

・実施期間

平成２３年３月１６日～同年４月３０日

・納品場所

石巻市、気仙沼市、南三陸町

・供給体制

おにぎり・パンは、秋田米飯給食事業協同組合から１日３回配送
精米（炊き出し用）は、ＪＡグループの輸送会社から配送

・支援実績 おにぎり９１３,６５０個、パン４８１,０００食、精米１２２.４トン
◇県民からの支援物資の受入れ・提供
・受付期間

平成２３年３月１６日～３１日

・提供数量

約９,４００の個人・団体等から段ボール約２万箱分

・提供物資

衣類、下着、タオル類、寝具類、おむつ類、飲料水、マスク等

・輸送状況

約１万箱分を岩手県と宮城県へ輸送（平成２３年３月１７日～２５日）

職員の声
・予想をはるかに超える善意が県民から寄せられたが、早い時期に被災３県での支援物資の
受入れが中止されたことから、多くの支援物資を保管せざるを得なかった。
・被災者に円滑・迅速に物資を提供するためには、募集条件の厳守を周知徹底するとともに、
物資の仕分け・管理を適切に行うことが重要である。
・被災地を支援する団体のほか、県内への避難者等へも提供し、受け入れた物資を有効に活
用することができた。

経験・教訓

○ タイムラグがなく必要な物資を必要な被災者に提供するためには
・県民からの支援物資の受入れに際し、受付品目の限定・明確化が必要
・物資の仕分け・管理について専門的な知識を持つ事業者等との連携も効果的
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２ 被災者受入支援
取組内容
・被災地から本県に避難する被災者の受入支援として、次の取組を実施
◇避難生活・受入施設の提供等
・民間宿泊施設及び民間賃貸住宅の借り上げ、公営住宅の提供
・県内避難者への見舞金の給付
・避難者支援相談員の戸別訪問によるニーズ把握や被災地の情報提供
・秋田県避難者交流センターの運営（県生涯学習センター内）
・秋田県内避難者情報交換交流会の開催
・生活福祉資金（小口）の提供（被災した世帯への当座の生活費の貸付け）
◇就労支援
・就労ニーズの把握、ハローワークによる相談会の実施
◇健康管理等支援
・健康相談（保健師による保健、介護、医療等に関する支援）
◇教育支援
・被災地のスポーツ団体の県内合宿等への支援
・被災児童・生徒の修学支援（一時金の交付等）
、被災幼児の就園支援
・被災児童・生徒の学習支援、緊急スクールカウンセラーによる心のケアの実施

など

【福島県からの児童生徒の受入れ（冬期）
】
福島県の児童生徒(小・中学校)と県内の児童生徒の交流活動の実施
・実施期間

平成２３年１２月２３日
～翌年２月２９日

・実

績

１８プログラム
２５０人（延べ３５１泊）

<参加者から>
「最高の三日間です。一生忘れません。
秋田県が大好きになりました。
」

「蝦夷ほたる」＆「火まつり」満喫ツアー（大仙市）

職員の声
・民間宿泊施設での受入れについて、受付、費用負担の方法等がすべてに前例がなく、市町
村や関係団体、施設運営者との連絡調整に手間取った。
・災害発生時において、被災者に対して円滑に住宅を提供できるよう、公営住宅に関する情
報の共有を進めていく必要がある。
経験・教訓

○ 他県から被災者を受け入れることを想定して、事前に行政の体制、民間団
体、各施設等との取り決めを行うなど、受入体制についての検討が必要
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３ 経済・雇用対策
取組内容
・低利な資金の創設による金融支援、雇用関連基金を活用した雇用機会の確保、県内観光地の元気回
復のための事業を実施
◇東北地方太平洋沖地震復旧支援資金
[資金の内容]
・融資限度額 ３,０００万円

・資 金 使 途 運転資金、設備資金

・貸 付 期 間 １０年（据置２年） ・金
・保 証 料 率

利 １.５０％

０％（県と保証協会で全額負担）

・保 証 人

法人は代表者、個人は不要

・取 扱 期 間

平成２３年３月２４日

件数の推移

件

1,600
1,400

～同年９月１１日

1,200
1,000

[承諾実績]

800

・件数

４,４４３件

600

・金額

５７,３１３百万円

200

400
0
３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

◇雇用関連基金事業
雇用関連基金事業により県全体で平成２３年度実績として３,４００人分の雇用が創出され、
平成２４年３月末現在で５１人の震災被災者が雇用された。
◇「ニッポンの笑顔」秋田から！推進事業
・
“家族・友達と秋田に泊まろう！”県内宿泊創出キャンペーン
・県外からの誘客促進及び東北圏域での県民相互の観光交流促進
・温泉観光地等元気回復推進事業

職員の声
・大震災に伴う先行き不透明感が長期化することへの不安感が高まる中で、早急に資金創設
（①低利、②対象要件の緩和、③簡易な手続き）をアナウンスしたことで、中小企業者に
大きな安心感を与えることができた。
・大震災の影響を受けた県内観光地対策として、県民向けに宿泊費の助成を行い、５か月間
で１４,８６６人の利用があったなど県内観光地への誘客が図られた。

経験・教訓

○ 大震災後に発生した生産活動の停滞や受注の減少、観光客のキャンセル等
への対策として、円滑な資金供給、雇用機会の創出、風評被害や自粛ムード
の払拭などの経済・雇用対策が不可欠
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４ 電力需要対策（節電・省エネの呼びかけ）
取組内容
・夏期及び冬期において、節電・省エネの取組を推進
◇夏期の節電対策
・期 間 平成２３年７月１日～同年９月９日の平日午前９時～午後８時
・目 標 使用最大電力を平成２２年度比１５％抑制、県有施設については２０％以上抑制
・実 績 秋田県では８月５日,８日,９日の３日を除き１５％抑制目標を達成
県庁舎では全日２０％以上の抑制目標を達成
使用最大電力の実績（県庁本庁舎） ６／３０－７／３１
使用最大電力の実績（県庁舎）
6/30～7/31

平成２２年度の使用最大電力

（ｋＷ）

1,000

使用最大電力－２０％相当

900
800
700
630
600

604

603
566

595

595

554

537
485

472

500
400

606
569

361

409

374

362
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0

◇冬期の節電対策
・期 間 平成２３年１２月１日～翌年３月３０日の平日午前９時～午後９時
（年末年始の１２月２９日～１月４日を除く）
・目 標 数値目標はなし（県民・事業者に無理のない範囲内での節電を呼びかけ）
県庁舎等のオフィス部門では使用最大電力を平成２２年度比５％以上抑制
・実 績 県庁舎及び地域振興局庁舎では全日５％以上の抑制目標を達成

職員の声
・県民、事業者、市町村の協力のもと、計画停電や大規模停電を回避することができたこと
は、この取組の大きな成果であった。
・企業や団体に対する節電の呼びかけは比較的スムーズに行われたが、一般家庭については
広報媒体が限定され、よりスピーディーな情報提供が課題である。
経験・教訓

○ 県民・事業者等に節電を呼びかけるに当たって、県自らが率先して節電に
取り組むことが重要
○ 節電を意識するあまり、健康を害することがないよう、健康に配慮した節
電対策に取り組むことが必要
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５ 防災対策（広報・防災教育・停電対策への対応）
取組内容
・広報や防災教育の推進に取り組んだほか、停電対策として自家発電設備等を整備
◇多様な媒体を活用した広報の実施
・県政だより…特集「ささえあおう！東北～「ニッポン
の笑顔」秋田から！～」の全戸配布
・新 聞 …「県民防災の日広報 “地震に対する備え”
」
、
「節電行動広報」
、
「減災企画①～⑪」の掲載
・テレビ…「県民防災意識高揚スポットＣＭ」の放映
・ラジオ…「知事からのメッセージ」の伝達
◇自分の命は自分で守ることができる幼児児童生徒の育成

「知事からのメッセージ」
（平成２３年３月１８日）

・避難経路等の緊急点検調査の実施
・防災教育指導者研修会の開催
・防災教育年間指導計画書等の作成・提出の呼びかけ
◇県有施設の自家発電設備等整備
・県庁舎、地域振興局庁舎
経年劣化している自家発電機を更新
未設置庁舎（大館、由利保健所）に自家発電機（５.５kVA）を設置
非常用コンセントの増設、ネットワーク基幹スイッチ等の電源確保
・その他の県有施設
食肉衛生検査所（２.８kVA ２台）

畜産試験場（６０kVA ２台）

花き種苗センター（３００kVA １台）

アワビ種苗生産施設（３７kVA １台）

職員の声
・日本海中部地震等の経験を踏まえ、各学校等において防災教育が行われてきたが、これま
で以上に、学校安全計画のもと系統的・計画的取組が必要である。
・津波への意識に関するアンケートでは、震災後、津波に対する警戒意識が浸透した一方で､
｢沿岸部に住んでいるが避難場所を知らない」との回答が１１.７％に上るなど、継続した
避難訓練や広報啓発の必要性が認められた。
・発電機を有効活用するためには、操作できる人材を育成した上で、燃料の残量・劣化確認
及び作動点検を実施するとともに、停電時を想定した訓練を継続的に実施する必要がある。
経験・教訓

○ 大震災を受け県民の防災意識は高まっているが、震災を風化させない継続
的な広報啓発活動等が必要
○ 停電時においても必要な電源を確保するには自家発電設備の整備が有効、
ただし日頃のメンテナンスと運用訓練がポイント
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６ 放射能対策
取組内容
・測定体制を整備・強化するとともに、検査結果をホームページ等により情報提供
◇環境放射能測定体制の整備・強化

モニタリングポストの設置状況

［測定体制の整備］
・モニタリング強化
モニタリングポストを５台増設
（鹿角・山本・由利・仙北・雄勝地域振興局）
ゲルマニウム半導体検出器の増設
１台→２台（健康環境センター）
［生活センターにおける測定体制の整備］
・生活センターにおける検査
平成２４年度から消費者団体等から持ち込まれ
た食材等を検査
◇県産農畜産物等の放射性物質の検査
県産農畜産物について、放射性物質検査を「県産農産物等の放射性物質検査」
、
「県産牛肉の全
頭検査」
、
「農協等が行う放射性物質検査」の３本柱で実施して安全性を確認、県内外にアピール
した。
◇学校等における放射能対策
・
「放射線に関するＱ＆Ａ」を作成し、すべての学校等に配布
・放射能等に係る研修会の開催
平成２３年９月２６日，２７日

県総合教育センターで実施（６２４人参加）

秋田大学大学院医学系研究科放射線医学講座教授 橋本学氏による講演 ほか

職員の声
・県内の環境放射能の測定結果はこれまで問題ないレベルであるが、依然として県民から放
射能汚染に関する不安の声が寄せられる。
・県民の不安解消には、検査データの迅速な公表と、県・市町村職員が県民に分かりやすく
説明する能力の向上を図る必要がある。
・平成２３年１０月８日に秋田駅前「アゴラ広場」において、関係者とともに県産農畜産物
の「安全宣言」を行い、県内外に広く安全性をアピールした。

経験・教訓

○ 県内の空間放射線量や県産農畜産物等の放射性物質検査等の測定結果に
関するタイムリーな情報提供が県民の不安解消に効果

- 10 -

