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3 . 11 　 日本 が 震えた日
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3.11 の震災直後に厚生労働省内に設置された東日本災害

対策本部。室内は各局から緊急に参集された職員でごった

返し、職員は積み重なる睡眠不足と過労で、体力的にもかな

りきつい状態が続いていた。木下や麻那古もその中にいた。

――情報は闇の中の光――

麻那古は情報のギャップに苦しんだ日々を振り返る。網

の目のような情報ネットワーク社会にどっぷりと浸かって

いる今日、携帯電話やパソコンがあれば、どこにいても必

要な情報が得られるのは当たり前だ。そんな中で、現地で

何が起こっているのかわからないという事態は、ただひた

すらに焦燥と不安を募らせるものだった。

「なぜ、届かないんだ」

「避難所を回り、そろそろ届けられるはずです」

「本当か？　『はず』じゃだめだ。テレビに流れる避難所の

被災者が物資が全然届かないと悲鳴をあげているじゃない

か」係員が電話へ走った。「個々に対応状況をつぶさに確認

し、必要な手配をしてほしい。避難所ごとに。きちんと届

いたか確認もしてほしい」現地入りしているスタッフへ伝

えた。

麻那古は、情報がこれほど重要だと思ったことはなかった。

そして、現地で駆け回る仲間たちのありがたさを痛感した。

――御遺体の搬送――

木下は大臣政策審議室長として常に大臣の近くで様々な

課題についての調整の状況を目にできる立場にあった。

震災から1 週間、2 週間と時が経つにつれ、次から次へ、

自衛隊により被災地の体育館や公民館へ数えきれないほど

の御遺体が運び込まれたままになっていた。少しでも早く

身元が確認され、埋葬してあげなければならないのだが。

目の前にある 現実に
俯いてはいられない

厚生労働省 復興対策本部 主査

麻那古 直大

平成 20 年厚生労働省入省。

その後、医政局医事課、政策統括官

付労政担当参事官室を経て、現職。

保険局 総務課長

木下 賢志

昭和 58 年厚生省入省。

その後、島根県高齢者福祉課長、

年金局総務課、総理大臣官邸、医

政局経済課長などを経て、現職。
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「いつになったら、御遺体の埋葬地への搬送ができるよう

になるのか？」大臣から強い口調で聞かれた。

「全国からの葬儀社の応援をもらっていますので、もうす

ぐ対応が可能となります」

「だめだ、だれが仕切ってやっているのか」

「私です」と担当課長がうなずいた。

「どうして東京でできるのか。現地で対応が進まないのな

ら、あなたが現地で調整しなさい」

常にもの静かにうなずきながら職員から懸案事項の処理

の状況を聞いている大臣の姿に触れていた木下は、危機管

理を担うリーダーとしての気迫をこれほど感じたことはな

かった。自分たちの甘さがシャープに突き刺さった。

その夜、担当課長が現地入りした。翌日には、民間葬儀

社の方々の協力により、道が開かれた。理屈ではない。行

動のみが問題の解決に向かうと確信した瞬間だった。2日後、

担当課長が大臣に状況の報告をした。大臣から多大なる労

いの言葉をいただいたのを一生忘れないだろう。

――東北発イノベーション――

被災から 3 ヶ月が過ぎ、暑い夏が近づいていた。被災地

はそろそろ復旧から復興の段階に移行する準備に入ろうと

していた。住まいと職場、行政機関、介護施設、医療機関

などが一つのエリアに集約する街づくり構想などが、復興

構想会議などで議論が進められた。その一つとして特区と

いう構想もあった。内閣府で総合特区の立案の責任者であっ

た大塚厚生労働副大臣と議論をしていた時に、介護・医療を

埋め込んだ街づくりは急務として、加えてイノベーション

を打ち出せないか、という考えが木下の頭をよぎった。先

進的な医療特区。木下は技術総括審議官に相談し、省内の

医療施策のスペシャリストたちを集めた。前職で医薬品・医

療機器産業の振興を担当していた木下は、その際に目の当

たりにした日本のグローバル社会での競争力の低下を危惧

していた。東北地方には工場や研究所、部材を扱うメーカー

が多い。この地の利を有効に活用できないか、と考えたの

だった。

その後、関係課の努力により、まず、平成 23 年度第三次

補正予算で 43 億円、そして 24 年度予算案に10 億円が計上

されるという形で実現された。

一年が経った今、木下は昨年秋、大臣官房総務課から異動

し、保険局で医療改革の仕事に取り組んでいる。一方、麻那

古は現在も復興支援に取り組んでいる。被災直後、次官か

ら言われた「目の前にある現実に俯いてはいられない。我々

は、今ある情報と人出で全力を尽くすしかない」という言葉

を噛みしめながら、被災地を駆け回る日々が続いている。
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「君たちが、この震災の年に入省したということを、しっ

かりと覚えていてほしい。日本は危機を経験し、ここから

新しい時代をつくっていかなくてはいけない。君たちの先

輩が、今寝ずに日本のために戦っている。君たちもその先

輩とともに、一丸となって、新しい日本をつくっていって

ほしい」

笠井は入省式で、大臣の言葉を一つ一つ噛みしめていた。

大変なのは間違いない。でも私はやらなきゃいけない。

2011年 3月11日、ベネツィア。当時学生だった笠井は、そ

の日を異国の地で迎えた。社会人になる前の最後の卒業旅

行。楽しいはずだった。津波に町が飲み込まれていくテレ

ビの中の日本を見て、笠井は言葉を失った。道行く人々は、

皆心配して暖かい言葉を掛けてくれたようだった。しかし、

旅行のために勉強したはずのイタリア語も、頭に入ってき

てはくれなかった。

入省して 7 年目の松本は、いつも通りに出勤していた。

介護保険制度を抱え、常に忙しい老健局。介護保険法の改

正作業も、ようやく終わりが見え始めていた。その時だった。

突然、合同庁舎 5号館の 18 階が大きく揺れた。書棚からは、

ファイルが飛び出す。立っていられない。窓の外を見ると

向かいの高層ビルが大きく左右に揺れている。あり得ない

光景だった。

「今日中にできる対応はすべてやるんだ」

普段はひょうきんな性格の松本の上司もその日だけは

違った。地震と津波で使えなくなった介護施設が多くある

のは誰の目にも明らかだった。そこにいた人たちは別の施

私 に で き る こ と

老健局 総務課 企画法令係

笠井 南芳

平成 23 年厚生労働省入省後、

現職。
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老健局 総務課 企画法令係長

松本 直樹

平成 17 年厚生労働省入省。

その後、健康局結核感染症課、労

働基準局勤労者生活課、老健局老

人保健課などを経て、現職。
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設に移る必要がある。通常、適切な介護サービスを提供す

るために定められている人員配置や利用定員などの基準も、

それが受入れの障害になってしまっては意味がない。基準

を緩和し、柔軟なサービスの提供を可能とすることを、3

月 11 日のうちに現場に連絡した。とにかく、現場で必要な

介護サービスが途切れないようにしなければいけない。そ

の後も、連絡が通じない現地の情報を収集するため、局内

の課が輪番による 24 時間体制を敷いた。松本も局内の誰も

が必死だった。

それから 1 ヶ月、日本のために全力を尽くすと誓った笠

井は、松本とともにこの老健局で働き始めることになる。

目が回るほど、忙しい毎日。当たり前だけれど、笠井にとっ

て社会人は初めての経験だ。省の内外からたくさんの質問

や作業が降ってくる。正直、何をやっているかわからない

ときもあった。「早く被災地のために何かしなきゃいけない

のに…」焦りは募った。

「仕事をするときは、相手のことを考えなきゃだめだよ。

常に想像力を働かせるんだ」

松本は、そんな笠井に一つ一つ仕事を教えていく。

「書いてあることや聞こえることだけに応えるんじゃ足り

ない。今、何が必要か。多くの人たちの話を聞いて、その

上で声にならない声にも応えられるよう、自分たちの頭で

考えてみるんだ」

時間はかかるかもしれない。でも、ここでは入省したば

かりでもすぐに大きな仕事をこなさなければならなくなる。

だから基礎をたたき込んだ。彼女にはすぐに活躍してもら

わなくてはいけない。

仕事を始めて約 3 ヶ月後、笠井は、被災地の介護施設の

指定期間を特例で延長する法令を作る仕事を任されていた。

介護施設は一定期間毎に指定を受け直さなければならない。

ただ、今回は必要な書類が流されてしまって指定を受けら

れない施設がたくさんあることが予想された。指定の延長

はその対策のための措置だ。

どれくらいの地域で特例が必要なのか。実際に自治体に

聞いてみる。しかし、県の担当者に聞くと、場所によって回

答はバラバラ。必要ないと言う県もあった。笠井は途方に

暮れた。現地では一体何が起こっているのだろうか。

「ニーズがないっていうのは本当なのかな」

ここからは想像力が必要とされた。松本や同僚達と議論

を重ねに重ねる。「本当にニーズがない？」「ニーズがあって

も、本当に逼迫している人は県まで相談できていないのでは

ないか」笠井たちは 1つの仮説に辿り着いた。そして、必要

ないと言われた地域にも延長の特別措置をとる決断をする。

半年後、ニーズがないと言われていた地域で、この特例

に大きな需要があることが確認された。

笠井が「声にならない声」を聞いた瞬間だった。
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「雇用保険は、労働者の第一のセーフティネットなんだ。

被災地の雇用対策の第一段をしっかりやってくれ」

震災があった翌日、職業安定局長が篠崎に告げた言葉。

まだ、被害の全容も現地の状況もわからない中、被災地の

雇用対策はここから始まったのだった。

雇用保険は、労働者が失業した場合に、その生活の安定

のために設けられている制度。保険事故としての失業を社

会全体でカバーする社会保険の一つだ。震災の影響で失業

や休業に追い込まれている人がいる。雇用保険給付は、生

活の糧を得ることが困難になっている人々にとって重要な

支援となる。

「すぐに準備するんだ」

篠崎の指示で、米澤たち雇用保険課員は作業を加速さ

せた。被災地には、津波の影響で事業所を失ったり、事業

所に行けなくなった被災者がたくさんいる。そして、被災

の影響を受ける期間が長期にわたるであろうことは明らか

だった。

　

そんな被災者を支援するため、まず手を付けたのが、休業

でも失業とみなして失業手当を支給する特例だ。震災の翌日

中に政令を準備し、翌3月13日には閣議決定まで漕ぎ着ける

ことができた。次は、失業手当の給付日数の延長だ。給付の

延長というと単純に聞こえるが、簡単に動かすことができる

ものではない。失業手当の給付日数は、法律で規定されてお

り、これを変えるには法改正が必要だ。法改正は、通常なら

半年程度の準備期間を要するのが常。簡単なものではない。

手 探 り で も
守 ら な け れ ば

職業安定局 雇用保険課 法規係

米澤 祐介

平成 22 年厚生労働省入省。

その後、職業安定局総務課を経て、

現職。
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雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課 課長補佐

篠崎 拓也

平成 9年労働省入省。

その後、労働基準局勤労者生活課、

愛媛県労政雇用課長、職業安定局

雇用保険課などを経て、現職。
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必要な改正が網羅されているか、足りないものはないか。

特にお金の給付に繋がる改正だからこそ、何度も何度も確

認する。失敗は許されない。条文を書くだけでは終わらない。

国会で法律を通すため、方々に説明する。その合間を縫って、

予算の確保のために財務省に出向き、システムの改修のた

め業者と打合せをする。時間がない。とにかく課のみんな

が走り回る。篠崎も米澤も例外ではない。どれだけの想い

を伝えただろうか。

法律は震災から 2ヶ月後に成立した。被災者の給付を途

切れさせることは回避できたのだ。

法改正以外にも必要な作業は続く。インターネットなど

使えない状況の避難所では情報が伝わらない。米澤は情報

を届けるための広報資料、「壁新聞」を作り続けた。彼はこ

の作業の最中、上司から言われたことをよく覚えている。

「平時と有事は違うんだ！　頭を切り換えろ。現地では、情

報が溢れていて被災者に必要な情報が実質的に届かなく

なっているんだ。今、米澤が作っている資料もパッと見て

理解できるものじゃなきゃ意味がないんだよ」

ハッとした。一生懸命やっているつもりだったが、もっ

と想像力を働かせないと。米澤はさらに心を引き締める。

すべてがうまくいくわけではない。現場では、雇用保険

を運用するハローワークも震災の影響を例外なく受けてい

る。津波の被害でまったく機能しなくなったハローワーク

では、すべての処理を手作業で行っていた。どうしても時

間がかかる。マスコミからハローワークでの対応が不十分

と言われたときは、がんばっている現場のことを考えると

辛かった。本省として後方支援が機能していないことを反

省しなければいけなかった。

終わりがない作業の中で、達成感を味わうような場面は

あまりなかったかもしれない。5月の法改正の後も、様々な

制度改正の検討を次々と進めなければいけなかったからだ。

しかし、嬉しかったことがないわけではない。ハローワー

クの現場では、混雑のため 5時間以上も待たされた被災者

の方から感謝の言葉をもらったという報告を受けた。本省

にいると直接感謝される機会はそうそうないが、現場の職

員が感謝される行政となることは何よりも重要だ。

篠崎が異動した後も、米澤は雇用保険課で制度改正の検

討をずっと続けている。

やらなきゃいけないことは まだまだたくさんある。


