
neering Education、略称JABEE)

は、技術者教育の振興、国際的に

通用する技術者の育成を目的と

して1999年11月19日に設立され

ました。 

JABEEの主要な活動は、大学・高

等専門学校等の高等教育機関で

行われている教育活動の品質が

満足すべきレベルにあること、ま

た、その教育成果が技術者として

活動にするために必要な 低限

度の知識や能力 (Minimum  Re-

quirement) の養成に成功してい

ることを認定するものです。 

2.    JABEE の認定基準 

認定基準は国際標準化機構

(ISO) と同じようにPlan、Do、

Check、Actの順になっています。

分野別要件は、主に基準1を補足

して、その分野で 小限身につけ

るべき専門的内容を要求してい

ます。 

基準1：学習・教育の目標 Plan 

基準2：学習・教育の量 

基準3：教育手段(入学者選抜方

法、教育方法、教育組織) Do 

基準4：教育環境(施設・設備、

財源、学生への支援体制) 

基準5：学習・教育目標の達成 

Check 

基準6：教育改善(教育点検シス

テム、継続的改善) Act 

分野別要件 

3.    基準 1：学習・教育目標 

自立した技術者の育成を目的

として、次の(a)～(h)の各内容を

具体化したプログラム独自の学

習・教育目標が設定され、広く学

内外に公開されていること。 

(a)地球的視点から多面的に物事

を考える能力とその要素。(b)技

術が社会および自然に及ぼす影

響・効果に関する理解力や責任な

ど、技術者として社会に対する責

任を自覚する能力(技術者倫理)。 

(c)数学、自然科学、情報技術に関

する知識とそれらを応用する能

力。(d) 該当する分野の専門技術

に関する知識とそれらを問題解

決に応用できる能力 

(e)種々の科学・技術・情報を利用

して社会の要求を解決するため

のデザイン能力。(f) 日本語によ

る論理的な記述力、口頭発表力、

討議などのコミュニケーション

能力および国際的に通用するコ

ミュニケーション基礎能力。(g)

自主的、継続的に学習できる能

力。(h) 与えられた制約の下で計

画的に仕事を進め、まとめる能

力。 

4.    JABEE との関わり 

私のJABEEとの関わりは、2008年

(平成20年) から山形大学理学部

地球環境学科の非常勤講師とし

て「地球環境技術者倫理」を担

当することになってからです。

年7回(90分/回)のシラバス(講義

内容)は、①ガイダンス(JABEEと

技術士試験)、②地下水調査と土

壌汚染調査技術 (地下水人工涵養

技術、水濁法・土壌汚染対策法

等との関連)、③温泉調査技術

(掘削技術、温泉法・自然公園法

等との関連)、④地中熱等の自然

エネルギー利用道路融雪技術 (経

済性、CO2排出量比較等)、⑤報

道された事故例から学ぶ (事例紹

介と内部告発等)、⑥リスクマ

ネージメント (各種問題解決法、

意思決定等)、⑦知的財産権 (特

許法、種苗法等)でした。講義の

後の期末試験の問題作成と採点

には難儀しました。尚、山形大

学理学部地球環境学科のJABEE認

定は2014年度で終了するので、

今年が 後(7年目)の技術者倫理

講義となります。     以上 
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山形県支部 南三陸町現場見学会 

2014年は山形県支部となって3年

目を迎えることになりました。支部

設立時は支部運営に関して不確定

な要素が多くあり、幾分不安な船出

となりました。現在、会計管理につ

いては，安定しつつあるようです。

本年も支部運営に、支部会員皆様の

ご協力をお願いします。今回は、

JABEEについてお話しいたします。 

1.    JABEE とは 

日本技術者教育認定機構 (Japan 

Accreditation  Board  for  Engi-



年次大会報告に際し出席者か

ら「昨年開催された地域産学官セ

ミナーにて出された地域への自

立支援、地域創生に関する取り組

みについて、この会を活用しフォ

ローアップすべきではないか。」

「事業計画として若手への継承

に繋がる取り組みを多く計画し

てほしい。」など、多くの意見が

出されました。 
山形県支部として今後様々な

活動をとおし、ご意見と課題を抽

出し行動をおこして行きたいと

考えております。 
２．研修会報告 
 年次大会に引き続き２名の講

師による講演が行われました。 
（１）演題 『経済的な衛生工学

入門イロハ』 
 山形県 上総合支庁保健福祉

環境部環境課課長 斎藤健一氏 
（２）演題 『技術者倫理につい

て』 
 鶴岡工業高等専門学校制御情

報工学科准教授 宍戸道明 氏 
 講演の内容として、衛生工学部

門を取得している斎藤氏から衛

生工学部門についての概要が説

明され、その後「経済的なお金も

うけ」・「省エネルギー」・「地

球温暖」について様々な実践的取
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平成２５年度 山形県支部年次大

会を開催しました。また、併せて技

術研修会も開催されましたのでそ

の報告を致します。 
１．平成２５年度 山形県支部年次

大会報告 
 本年次大会は、山形県支部として

初年度の事業報告、決算報告がされ

ました。また、２５年度事業計画、

予算案の審議がなされ、いずれも原

案どおり可決承認されております。 
 年次大会にあたり支部長挨拶、ま

た来賓として、山形県商工労働観

光部工業振興課科学技術政策主幹 

木村様、公益社団法人日本技術士

会東北本部 本部長 吉川様よりご

祝辞をいただきました。 

 ご祝辞の中で木村様から、「景気

回復が期待されるなか、中長期的

な対策が必要とされ、山形県の強

みを活かした独自の取り組みを進

めています。技術士皆様の豊富な

知恵と経験を活かしていただき、

山形県の産業、科学技術のために

力を発揮してほしい。」とのおこと

ばをいただきました。また、吉川本

部長からは、復興における現状に

ついての話がありました。その中

で「技術士会へ要請される内容が

非常に高くなっている。技術力、

リーダーシップ、判断力に優れた

（スーパーマン的）人材が要求さ

れている。」とありました。 

  ＜来賓祝辞 吉川本部長＞ 

り組みを例に説明していただき

ました。 

   ＜講演：斎藤氏＞ 
 また、宍戸准教授からは技術者

倫理に関する指導内容、方法につ

いて講演していただきました。指

導する立場として重要なことは

「目標を定め進めることである」

と熱く講演されていました。我々

技術士は企業、業務において指導

すべき立場にあります。指導する

ことの意識を再確認する意味で

も大変貴重な講演となりました。 

   ＜講演：宍戸氏＞ 

  平成25年度 年次大会報告      山形県支部 広報副委員長 土 屋  勲（建設部門） 

山形県技術士会だより 

＜年次大会 記念撮影＞ 
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写真1： 金子氏講演風景 

 平成25年度技術教養講座を開催      山形県支部 広報委員長  豊島 良一（建設部門） 

 毎年恒例の山形県支部主催技術

教養講座についてご報告させてい

ただきます。 

 日時：平成25年11月7日（木） 

 場所：山形県高度技術センター 

 参加者：70名 

 講演1：『山形県・ 上川流域と

一体となった海ごみ問題への取り

組み』特定非営利活動法人パート

ナーシップオフィス理事 

        金子 博 氏 

 上川の流域面積は7,040平方

ｋｍで県面積の76％に当る。そこ

から発生する多量のごみは中流

部・河口・海岸に漂着し様々な問題

を引き起こしている。 

 この問題に対処するため、きれ

いな川で住みよいふるさと運動・

美しい 上川フォーラムの設立・

飛島クリーンアップ作戦等々、

様々な運動を展開してきた経緯が

あり、特に飛島の海岸において10

年前は1ｍ以上堆積していた漂着

ごみが継続的な清掃運動によって

ほぼゼロに近くなり、取り組みの

成果があらわれている。 

 海洋（海岸漂着）ごみの人体への

影響は多岐にわたり、有害化学物

質が濃縮された微細なごみは私た

ちの口元まできている。また、海洋

ごみ処理のための社会的費用の増

大は今後益々懸念される。 

 山形県では県、大学、ＮＰＯ、民

間業者、一般市民が連携して種々の

フォーラムや協議会を設立し、対策

に向けて地域計画の策定、モニタリ

ング、清掃活動を実施している。今

後も啓蒙活動を図りながらごみ問

題解決の運動を拡大し、「県民誰も

がごみ拾いに参加します」「ポイ捨

てする人は山形県にはいません」

が、目標とする 終的な姿である。 

 

 講演2：『山形県の環境とそれを生

かした取り組み』 

 東北公益文化大学名誉教授  

        大歳 恒彦 氏 

大歳氏が3.11大震災後に学生と

一緒に福島県いわき市において実

施した放射線量の測定および各市

の放射線量測定の結果、福島市や郡

山市は依然として高い数値のまま

である。除染を実施しなければなら

ない区域は、岩手県から千葉県まで

広範囲に渡っており、一部福島県伊

達市のように除染がうまく進んで

いる区域もあるが、ほとんどの区域

はまだまだ年月はかかると思われ

る。 

山形県の環境の特徴としては、大

気が非常に清浄であることである。

酒田市の大気エアロゾル濃度の測

定結果によれば、ＰＭ2.5などの

汚染物質は極めて低い。また酸

性雨数値も近年改善傾向にあ

る。その要因としては、山形県の

大気に大きく影響する中国のＳ

Ｏ2の総排出量が北京オリン

ピックを境に近年抑制されてい

るからであると考えられる。 
また、山形県は非常に豊かな

水環境を持つ県でもある。県民

の大部分が 上川流域で暮らし

ており、各地域の住民が水環境

を保全する取り組みを行なって

いることが、綺麗な水環境を

保っている大きな要因である。

山形県は、再生エネルギーが大

きく発展する潜在能力を秘めて

いる。その中でも、風力発電、太

陽光メガソーラー、バイオマス

発電などが期待され、ソフト面

を含め今後いかにシステム作り

を行なっていくかがかぎとな

る。 
講師の大歳氏は、東北公益文

化大学を退職後は首都圏に在住

しており、たまに山形県に足を

入れるとそれだけで自分の体が

元気になってくるのを感じる

と、笑顔で話されていたのが特

に印象的でした。 
          以 上 

写真2： 大歳氏講演風景 



め日々健闘している方々の拠点と

なっている場所です。商店街の中に

は、仮設のフードコートがあり、休

日などは各種イベントで商店街の

活性化を図っています。 

 早速、その内の一軒で、南三陸の

新鮮な海の幸をいただき、昼食後は

復興支援と称して参加者の多くが、

地元特産の土産を購入、私も酒のつ

まみに、干物や地元の魚を原料とし

た缶詰などを購入してきました。 

 商店街に隣接した場所には、洗練

されたデザインの新しい志津川駅

があります。JRの駅といっても寂

しいことに前後には線路もなく、今

も代替のバス輸送が続いています。

このバス輸送は、周辺住民の足を早

期に確保するため、仮設としてＢＲ

Ｔ：Bus Rapid Transit（バス高速輸

送システム）を導入したものです。 
BRTは常設の専用走行空間を有す

ることにより、渋滞の影響を排除

し、通常の路線バスよりも高速かつ

定時の走行を実現するシステムで

す。しかし、ここ気仙沼線では、津

波により線路や橋梁が広範囲にわ

たって流出や崩壊したことから、一

部一般道を利用して運用すること

になっています。 

 東日本大震災から早いもので３

年が過ぎました。福島原発周辺で

は、いまだに避難生活を余儀なくさ

れ、故郷に帰れない方々が大勢い

らっしゃるようですし、原発が無い

地域でも新しいまちづくりが思う

ように進展していない状況です。そ

んな中、平成２６年１月１７日、私

は津波で大きな被害を受けた南三

陸町の現場研修会に参加する機会

をいただきましたので、その概要を

報告いたします。 
 今回は大型バスをチャーターし

ての初めての現場研修会です。ま

た、鶴岡がスタートと言うことで、

庄内からは非常に参加しやすいプ

ログラムでした。 
 朝７時半、鶴岡公園駐車場で７人

を乗せたバスは、国道１１２号を越

え一路山形へ向かいました。山形で

１５名と合流、総勢２２名の参加で

研修会が始まりました。 
 バスの中では首都高速道路の老

朽化への取り組みやアフガニスタ

ンで25.5ｋｍにも及ぶマルワリー

ド用水路を現地の人々と一緒に

造った日本人医師中村哲さんのド

キュメンタリーなどのビデオを見

ながらの研修となり、移動中の時間

も無駄なく充実した時を過ごすこ

とができました。 
１．南三陸さんさん商店街  
南三陸町は「平成の大合併」の時、

志津川町と歌津町の合併により

2005年（平成17年）に誕生した人口

約１万５千人の新しい町で、宮城県

石巻に隣接しリアス式海岸の海と

山々に囲まれた自然豊かな地域で

す。 
初に訪れた場所は2012年2月に志

津川地区に復興商店街としてオー

プンした「南三陸さんさん商店街」

です。この商店街は仮設のプレハブ

平屋構造で、飲食店や魚屋、雑貨、

お土産屋さんなど小規模な地元商

店が３1店ほど軒を連ね、商店街の

みならず、地域全体の復興を担うた
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２．旧南三陸町防災対策庁舎 
 復興商店街を後にし、バスで海

岸方面に向かうと周辺には一切の

建物がなく、殺伐とした風景が遠

くまで広がる中にポツリと鉄骨む

き出しの建物が現れてくるので

す。この建物は津波が押し寄せて

きたとき、防災無線で 後まで住

民の避難を促し続けた女性職員が

仕事をしていた南三陸町防災対策

庁舎です。建物をはるかに超える

津波に呑み込まれ、その女性職員

と多くの役場職員が犠牲になった

場所です。 
 被災した直後は、流されてきた

漁具などが鉄骨に絡り、津波の水

位をリアルに物語っていました

が、それらも綺麗に片づけられ、建

物の前には献花台が置かれ、今で

も多くの花や千羽鶴などが供えら

れています。その建物の前に立つ

者は、だれもが自然に手を合わせ

ずにはいられない情景がそこにあ

りました。 

 この旧防災対策庁舎は、復興モ

ニュメントとして保存するか、解

体するかについて議論され、昨年9
月に佐藤仁町長が解体を発表しま

した。しかし、その後、国が震災遺

構の保存に関する支援策を表明し

たため、いまだに有識者を含めた

議論が続いています。周辺には、津

波により破損した高欄がそのまま

残された橋や、うずたかく積まれ

たがれきの山などがそこかしこに

あり、まだまだ復興が進んでいな

い様子をうかがうことができまし

た。 
 

 平成25年度現場見学会                          玉 津  卓 生（ 建設部門 ）  

山形県技術士会だより 



３．志津川湾 
 再びバスに乗り、志津川湾に向

いました。途中の山際を走る道路

では多くのダンプが慌ただしく行

き交う姿が見受うけられますが、

それらの大型ダンプが小さく見え

るほど被災した範囲が広く、津波

被害の甚大さと、復興の遅れ、困難

さを痛感させられてしまいまし

た。 
 港付近では津波の影響で、巨大

なコンクリートの防波堤が途中で

無残にも折れ曲がり、傾いたまま

海中に埋もれている状態から、想

像を超える津波の破壊力を改めて

感じさせられました。 
 一方、港の周りには、製氷工場

や、魚の加工場と思える真新しい

建物が点在し、産業や生活の基盤

を再生する動きがそこかしこに見

受けられました。 
４．歌津 
 国道４５号、東浜街道を北上し、

途中ところどころが崩落したJR
気仙沼線を見ながら、歌津に向い

ました。 

 旧役場の隣には、のぼり旗を賑

やかに上げている伊里前復興商

店街があります。冬の平日という

こともあり、客足は少なかったの

ですが、仮設の商店街で、復興へ

向けてのがんばりがひしひしと

伝わってきました。 

 この商店街から港側へ目を向

けると国道バイパスに架けて

あった歌津大橋が見えます。大き

く長いコンクリート製の橋桁は

津波の影響で無残にも落橋し、残

された下部工には、大きく強固で

あるはずの鋼製落橋防止装置が

引きちぎられる形で痛々しく

残っていました。東日本大震災の

ような自然災害に対し、人間は本

当に無力であると感じずにはい

られない光景がそこにありまし
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た。 
５．終わりに 
 私の住んでいる鶴岡は日本海

側に面しており、幸いにも地震

の影響もほとんどなかったた

め、太平洋側の大震災を身近に

感じることは少ないのですが、

被災地を直接見ることで、自然

の脅威が身近なものと感じまし

た。技術者として、リスクゼロの

世界は困難ですが、これからも

リスク軽減など考えなければな

らない課題が多くあるのではな

いかと思う現場研修でした。 

 鶴岡到着後は、参加したメン

バーと、記憶が新しいうちに、意

見交換を行ったことを付け加え

させていただきます。 
 後に、本現場研修を企画い

ただきました役員の皆様に心か

ら感謝申し上げます。          

           以上      

 

    あれから3年、3.11その時の私        秋山 純一（総合技術監理部門・建設部門）       

もう先月のこと（起稿中の4月からみ

て）、東日本大震災からまる３年たち、各

地で追悼イベントや震災当時の回顧など

が報道された。震災当日仙台市内にいた私

にとって、３年たっても未だにあまり思い

出したくないものとなっている。しかし、

これらの報道を視聴する内に、３年は何か

と区切りの年であることから、今までトラ

ウマ的になっていた自分の体験を記録と

して残すことも有意と思い、この紙面を借

りることにした。なお、私はこの地震で家

族を失った訳ではなく、悲惨な経験を記す

るものではないことを 初に断っておく。 

1. H23.3.11その日の私 

その日の午前中は、三沢米軍基地で、前

日に工事監理業務の完成検査を受検し、関

連工事の監督官と部隊との工程打合せに

同行していた。その後、監督官がもう少し

基地に残るというのを尻目に、八戸からの

新幹線に乗り継ぐため三沢駅の電車にあ

わただしく乗った。 

仙台駅に着いたのは、14：25である。地

震は14：40頃に起きたので（追悼式での黙

祷は14：46としている）、三沢に残った監

督官はその日仙台に戻ることはできなく

なったのである。 

新幹線に間に合うために、昼食を取らず

に電車を乗り継いだので、仙台駅で昼ごは

んを食べようとして駅内をうろついたが、

結局、駅前に出てカレー店でカレーを食べ

ていた。もし、駅内で食べていたら、駅の

天井が落ちたり、水漏れが起きたので、難

を逃れたと思っている。 

カレー店でカレーを食べている 中に

地震は来た。 初は建物の中のほうが安全

と余裕をかましていたが、バリバリ天井か

ら建材の粉が落ちてくるようになったの

で、これはさすがにまずいと思い外にで

た。 

外に出たら、例外なく周りのビルから人

が殺到して出てきており、建物の下は怖い

ので多くの人があおば通の道路中央部に

非難していた。そこは、地下鉄東西線の工

事中で、道路は仮設板で、下は空洞となっ

ているはずなので、私はビルの下は怖かっ

たが、上からの落下物を警戒しながら歩道

上で地震が治まるのを待った。その後、青

葉通り沿いにある会社に向かったが、例外

なく地下鉄工事中の道路上に非難者が殺

到していた。良くあの地震で床というか、

地下鉄から見たら天板が落ちなかったと

思い、仮設とは言えあの地震に耐えたこと

は、日本の土木技術のすごさを改めて思い

知った場面である。 

会社についたら、ビルからみんな非難し

て続々と階段を降りてきている所だった。

みんな近くの避難所の小学校のグランド

に逃げ込んだ。この間に、支社長が携帯電

話のワンセグでニュースをキャッチした。

(6 ページに続く) 
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若林区で道路上に400人くらい倒れてい

る、亡くなっているようだ、このワンセグ

から初めて大津波が起きていることを

知った。 

そして、石巻に6ｍの津波という報道が

入った。私の19歳の長男が石巻の北上川の

河口付近で堤防のほぼ下の付近のアパー

トに暮らしていたので、その報道を耳にし

た時、「ああ～、倅が死んだ!」と、呆然と

しました。もちろん、地震直後に、長女も

仙台駅前のAER（アエル）ビルの中でバイト

をしていたので、倅と両名に携帯メールで

安否確認をしていたが、当然のごとく相手

にメールが届いたかも分からず、その後何

度も電話するも、ご存知のとおり繋がらな

い。 

避難者が散会し、帰路についた後、支社

長と、私と同じく単身できている技師長の

3人は、13階にある事務所に戻り、足の踏み

場もない常態の中で、少しでも片付けられ

るものは片付けようと、焼け石に水がごと

く倒れた書庫や散乱した物品の片付け作

業を始めた。このとき13階まで階段を登っ

たのは初めてで、途中数回休まなければ、

登れるものでない高さであることを知っ

た。事務所も暗くなってきてもう片付作業

もできないと話し出した17：00頃、奇跡的

に倅から電話が入った。自分の携帯電話の

電池がなくもう切れるという。津波は来な

いのか、来てない。程度の会話しかできな

く、地震から2、3時間たっているから津波

の難からは逃れているのかと、不安と安心

とが入り混じった。その内、アパートの隣

の住人（社会人）から携帯を借ての電話だ

と、再び繋がった。箪笥などが倒れたから、

何とか石巻に来れないか、交通機関が動か

ないから行けない無理だ、本当に津波は来

ないのか、来てない。もうこの電話が 後

だからといいながら結論の出ないまま電

話を切らざる終えなかった。断腸の思い

だった。 

次に、妻に連絡して鶴岡から車で来ても

らうべく連絡し続けた。同時に娘にも電話

し続けたが繋がらない。携帯電話の電池が

なくなる。ついに個人の携帯電話の電池は

尽きた。娘は、バイト先に直接歩いて行っ

て安否を確認することにした。この間、会

社の携帯電話で妻に連絡を取り続けた。”

頼む、電池があるうちに繋がってくれ”。

祈る思いとはまさしくこのことか！。 

娘のバイト先で従業員が皆帰宅したこ

とを知り、娘のアパートへ向かった。その

途中、やっと妻と繋がった。倅が来てほし

いというから、今から車（車は4駆のエステ

マである）で、仙台に来て、一緒に石巻に

行こう、高速道路は通行止めだから、笹谷

ではなく関山の国道で来るように指示し

た。妻も必死でガソリンを鶴岡で満タンに

した後、走ってきた訳だが、翌日以降は被

害が把握されると、関山も彼方此方被害が

あることが分かった。まだ、バリケードな

どが設置される前に走ったので、危ない所

もあったと思うと、無謀な指示を私がし、

妻に大変なことをさせたと嘆いた。町中停

電のため、普段走らない道路は、何処が信

号機のある交差点か分からず、かなり怖い

目をして車を運転して来たと言う。妻の勇

気と行動力に感謝と脱帽である。 

娘のマンションに行って娘と合流でき

た私は、娘のマンションの部屋がグジャグ

ジャになっているということで、片付けよ

うもなく、当然寝ることもできない状態だ

という。母さんも来るからということで、

一緒に私のマンションまで歩いた。私の単

身用マンション室は、TVと机しかなく（敷

布団なのでベッドもない）、散乱するもの

がないので、全然被害無であった。電気の

ない暗く寒い部屋で、妻の来るのを娘と二

人で待った。妻がマンションに着いたのは

22：00近くであった。 

2. 倅の救出に向かうがミイラ取りに 

娘がマンションの友達と連絡が取れず

合流できないので、一緒に石巻に行くこと

になった。 初は、仙台東部道路から三陸

道に入るルートで石巻に向かった。22：00

も過ぎる頃だから、仙台市内はがらんとし

ていた。しかし直ぐに渋滞に捕まった、橋

の段差で通れなくなった橋、仙台北港の火

災などである。渋滞に当るたびに、ルート

を海岸から内陸側の道路へと順次追いや

られ、結局国道45号より内陸側を走る通称

利府街道で石巻に向かった。このルートで

も石巻に近づくと、津波が上がって来てい

て通れなくなり、さらに山側のルートをナ

ビを見ながら進んだ。 

山側のルートから石巻市内にアプロー

チした。津波の第1派が引いたあとらしく、

河川から津波があふれ、彼方此方道路が寸

断され、低い土地は津波に浸かっていた。

倅のアパート近くには、堤防を道路にした

住宅地より高い道路があるため、その道路

を目指した。 

そこに行くまで大きな川を2つ渡らなく

てはならないが、橋手前の低地部に津波が

たまっているため、三角コーンで通行止め

を主張していた。が、これを無視して市内

に入った。2つ目の橋の手前はあふれた津

波が残っており、そこに何があるか分から

ない。向こう側からタクシーが来たが、水

溜りをみて引き返して行った。4駆のエス

テマなら渉れる水深と思い、パンクの恐怖

に慄きながらも渉った。成功した。狙い通

り旧堤防のような土手道路にたどり着き、

倅のアパートの所まできた。この道路の両

側には津波が達し、道路より石巻駅側は土

地が低いため、家屋の1階の天井近くから1

階の半分ぐらいまで溜まって、まだ引かな

い状態だった。この土手道路から下がる道

路を行き400ｍ前後のところに倅のアパー

トがあるが、津波に浸かっている。土手道

路には、津波から非難した車がびっしり駐

車していた。土手道路を左折し浸水した道

路に突っ込もうとしたら、水際に駐車して

いたおばさんが、”ダメダメ”と手を振っ

た。夜で暗いのでどのくらいの水深か分か

らない。遠くに駐車してある軽自動車の

テールランプが見えた。自分の記憶ではこ

の道路は水平と記憶していたので、軽の

テールランプが見える水深なら行けると

思った。一台の軽自動車が倅のアパートの

奥のほうから脱出してきた。中ほどで、エ

ンジンが停止したらしくヘッドライトが

消えたが、何回かして再び走り出し、待機

している私の土手道路に上がって来た。車

の中から水が出てくるのが見えた。今なら

行けるのではないか。しかし、真っ暗だし、

明日の明け方になればさらに潮も引くの

ではないか。 

倅の携帯電話は電池が切れているので、

妻や娘の携帯電話はまだ電池があったけ

れども役に立たなかったのが歯がゆかっ

た。何でこんな時に電池切れなんだ。バッ

テリー長持ちさせるため、目一杯使ってか

ら充電するという普段の行いが悲劇を招

いていた。何とかして倅に、アパートのす

ぐ近くのここまで来ていると伝えたかっ

た。よし、潮に浸かって歩いて行こう、きっ

と膝上くらいの水深だから行けるべ！。そ

う決心し、靴下を脱いで靴を履きなおし

た。そのまま水の中に入っていった。しか

し、まだ3月初めの深夜の塩水は冷たかっ

た。水が脛のあたりまで上がるまで侵入し

たところで、その冷たさに耐えられなくな

り、引き返した。情けない！！。そう思っ

た。後で知るが靴下を脱いだのがこの冷た

さに耐えられない敗因だったのである。車

に引き返し、妻と相談し、まず寝て、明け

方になれば潮も今より引くだろうから、夜

が明けて、明るくなったら突入しようとい

うことになった。 

明け方、周りが見えるようになった。津

波の潮はあまり変わりないように見えた。

朝になり8時、9時になったらみんな動きだ

し、石巻から脱出できなくなるから、明け

方のうちに倅を救出し、早く家に帰ろう。

これが、妻との共通見解だった。娘はまだ

寝ていた。昨晩よりは、潮が引いていて、

軽自動車が奥から出て来たんだから、エス

テまで倅のアパートにたどり付くのは容

易いことだと思って、薄明りのなか、浸水

した道路に突き進んだ。”イケイケ”とい

う感じで私はアクセルを踏んでいたが、妻

が叫んだ、”オイオイ！？”。ライトがフ

ロントで跳ねる潮の中に沈んで行くので

ある。“エ～？、道路は水平でこんなに深

くなる訳ないはずなのに”。と、思ったと

たん、タイヤが空回りして、エステマは、

あえなく津波に呑まれた。というより、自

分で浸けてしまった。まことに、お恥ずか

しい。 

ミイラ取りがミイラになってしまった。

どうしよう。車のドアの下から徐々に海水

が漏水して車内に入ってくる。窓をあけ、

近所の人で、逃げそびれて二階にいる人に

助けを呼ぶように嘆願したが、消防も警察

もほかの被災者の救出に動いていて、来れ

る訳はなかった。上空をヘリコプターが何

(7 ページに続く) 
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度も飛んだ。妻は、窓から乗り出し、その

度にタオルを振った。妻も腕が疲れて限界

に達した。車内浸水はついに座席シートよ

り上に達し、周りの潮の高さと同じになっ

た。約2時間もこうしていたのだが、この間

潮位を観察していたら、引くどころか10セ

ンチ以上上昇していた。そもそも、道路が

倅のアパートまで水平と思ったのが間違

いだった。結果的に1ｍ位の勾配があった。

途中に見えた軽自動車のテールランプは、

駐車してある敷地が道路より高かったの

である。すべてが私の勘違いであった。判

断ミスであった。やはり震災に同様してお

り尋常ではなかったのだろうか。 

8時頃になり、陽も照ってきた、水も少し

は温度があがったと思い、意を決して、潮

の中にでてアパートに向かった。途中、身

長180㎝ある私の臍より少し高いところま

で水深があった。途中の家屋で「ポン」と

破裂音がした。浄化槽の蓋が飛んだ音で、

浄化槽内の汚物が流れだしてきた。私はア

パートを目指した。冷たさにも慣れてき

た。どうせこうなるなら、昨晩頑張って歩

いてくれば良かった。後悔の念は尽きな

かった。倅のアパートは、僅かながらもこ

の辺では一番高いところにあった。床下浸

水程度で、駐車場にあった倅が乗っている

車は、タイヤの半分ぐらいしか浸かってい

なかった。倅の部屋は2階である。倅と再会

した。パソコンがテーブルから落ち、箪笥

が倒れ起こせないままだった。箪笥を二人

で起こしたが、引き出しが閉まらくなった

ものがあった。倅は、昨晩10時頃はまだ津

波はここに来ていなかったという。食料は

と聞くと、ケーキ系のお菓子が数袋あると

出してきた。数日それで凌げれば、外の津

波が引いて動けるようになるだろうが、今

お父さんと一緒に腰まで浸かって出てい

くか？。でも車を浸けてしまったので、帰

る手段は今ない。母さんと、姉さんも来て

はいるが。 

やはり心細かったのだろう、それに数日

で電気、水道が復旧するとは到底思えな

かった。貴重なお菓子を持って一緒に行く

ことになった。腰まで浸かって車までたど

り着いた。アパートに向かう中、妻や娘に

この潮の中を歩かせるは酷だな。どうしよ

う？と考えていた。車で妻と娘と合流、車

からの持ち出し物を倅に持たせ、娘を私が

おんぶして、土手道路まで戻ることにし

た。その距離150ｍぐらいだろうか。22歳の

娘は幸い小柄だったので、何とかたどり着

いたが、かなりばてていた。今度は妻をお

んぶして連れてこなくちゃ、さらに腰まで

浸かって行き、おんぶして来れるだろう

か？。自信はなかった。と、その時、自衛

隊の二人が、駆け付けてくれて、妻をおん

ぶして連れてきてくれるという。普段、防

衛局の仕事で駐屯地や基地で部隊と接し

ているが、この時ほど自衛隊がありがたい

と思ったことはない。自衛隊の二人が浸水

し車にいる妻の救出に行くのを見守った。

荷物を持ってもらい、一人の自衛隊員が妻

におんぶを促したが、どうやら恥ずかしい

のか、荷物を二人に持ってもらって、自分

は腰まで浸かって歩いてきた。隊員に付き

添ってもらっているので、安心してみてい

られた。家族4人が無事合流した安堵の瞬

間であった。 

問題は、これからどうするかだ。津波に

沈んだ（沈めた）エステマ車は動かない、

アパートにある倅の車は動くから、明日な

れば潮も引いてその車で脱出できるので

ないかと思い、近くの避難所の小学校で一

晩明かすことを考え、避難所に入った。1回

の体育館は80㎝位浸水していて、２階に行

くための通路は机を並べたものだった。２

階から４階まで避難者がいっぱいで、足の

踏み場がなかった。廊下に４人立つスペー

スを見つけしばらく様子を見ていたが、と

てもそこで一晩を明かすのは無理だと

思った。ズボンも濡れていたので、とにか

く外に出て日に当たって乾かそうと、再び

土手道路に戻った。 

娘がタクシーで仙台に帰ろうといいだ

した。そういえば昨晩水たまりを渡らず引

き返したタクシーもいたなと思い、そっち

の方面にみんなで歩きだした。川の堤防道

路にタクシーを見つけた。自分も石巻に客

を乗せてきて、帰れなくなった口だと言

い、乗せてもらえなかった。ただ、動いて

いるらしい地元のタクシー屋の場所を教

えてくれたので、即向かった。早い者勝ち

だと思った。そのタクシー屋はプロパンガ

ススタンドを自社で持っていて、運行して

いた。こんなにみんなが困っている時に仙

台まで行ってくれるのだろうか。不安だっ

た。「仙台までお願いできますか。」「い

いよ、今２台しか動いていないので、１時

間くらい待ってくれ。」 

奇跡だと思った。11時も過ぎていた。１

時間の間、濡れたズボンを乾かしつつ、倅

が持ってきたお菓子で、みんな飢えをしの

いだ。考えてみれば、妻が家を出る時も、

仙台を出る時も、食料が手に入らなくなる

ことなど全然考えもしなかったから、なん

の避難準備もせず手ぶらで飛び出してい

た。なんと浅はかだったのだろう！。ちょ

と行って、さっと帰って来れると思ってい

たのである。 

3. その後 

タクシーで仙台についた。途中津波が引

かず国道45号が通行できないところも

あったが、迂回しながらなんとかたどり着

いた。地震の翌日の3月12日（土）だった。

市内は帰宅できなかった人、帰宅困難者で

ごった返していた。高速バス停は、受付カ

ウンターまでたどり着くことができな

かった。市内のレンタカーを歩き回ったが

レンタカーも出してくれない。ガソリンの

流通が止まっていたこともあった。その

日、私のマンションのある一番町付近は電

気が復旧したので、私のマンションで温か

い一夜を明かすことができた。 

会社で管理職にありながら、リスク管

理、危機回避能力は自分にあるのだろう

か。娘が“タクシーで仙台に帰ろう”、と

言わなかったら、ただ、車を持って帰りた

いというだけで、石巻で途方にくれていた

かもしれない。自家用車以外で仙台に帰る

という発想は私になかったのである。結果

論かもしれないが、娘のその発想を褒めた

たえた。 

その後一番気になったのは、道路の真ん

中で立ち往生したエステマである。潮が引

き家屋の片づけ作業に邪魔になってるは

ずだ。何とかして早く撤去しなくてはなら

ないと気が気でなかった。地元のディー

ラーやJAFを当たったがいつになるかわか

らない。 終的には、地元鶴岡市内の自動

車整備工場から石巻に行って引き上げて

来てもらった。放置してから10日も経って

のことである。被災者の迷惑になっている

という気が気でなかった思いがスーッと

消えた。海水に浸かった車は、点検も修理

もできないと言われ、あきらめた。 

翌3月13日には、無事に家族を鶴岡に回

収し、私は仕事に復帰した。震災復興に関

する仕事の中で、松島基地の復興にも携

わった。ブルーインパルスが松島基地にい

なくて無事だったのは、たまたまの奇跡か

もしれないが、ブルが残ってよかったと

思った。仕事の打ち合わせをしていて、他

の会社の人と震災の話に及ぶと、「いや～、

私の叔父や叔母はなくなりましたけど

ね！」とか、誠に不謹慎な言い方になるが、

こんな話はめぐり合う人の中から普通に

出てくるのであった。本当に石巻に居た倅

が無事でよかったと、その度に思った。 

4. そして3年後 

日本時間平成26年４月２日8：46頃の

M8.2のチリ地震により、再び津波の恐怖に

さらされた。三陸沿岸では、早々に避難し

15時間も高台に避難していた人もいた。そ

れほどの教訓と恐怖を東北に残している

のだ。この原稿を書いている中、４月５日

に三陸鉄道の南リアス線が開通した。４月

6日は、あの朝ドラの「あまちゃん」で有名

になった奇跡の車両のある北リアス線が

開通し、三陸鉄道が全線開通した。震災復

興がなかなか進まない現状をみている昨

今のなかで、やっと復興の兆しを実感した

ように思う。 

今年の２月には、井戸調査をしている中

で、町ごと避難している仮設住宅団地に足

を踏み入れることがあった。テレビの報道

で仮設住宅は見ていたが、実際にそこに身

を置くと、何とも身につまされる思いがし

た。職業柄、震災復興事業の多くの分野に

携わっている。人手不足、復興策が決まら

ないなど、障壁は多いが、我々が持つ技術

力をうまく発揮し、一日も早い復興に貢献

しなくてはならない。3年経ったが、まだま

だ震災は続いているのである。がんばろ

う！〈以上〉   



山形市松波四丁目１２－３ 

㈱田村測量設計事務所内 

電話  ０２３ (６４２) ６６４４ 

Fax   ０２３ (６４２) ６６５４ 

山形県支部の事業活動 

 

(1) 山形県支部は支部運営及び年次大会の開催、

支部会員の拡大運動、技術士受験研修会・講演会

などを開催し、技術士制度並びに技術士資格の活

用・普及・啓発、その他の事業を行っています。 

(2) 技術士の社会的地位向上のための活動及び各

種情報の提供を行っています。 

(3) 現地見学会や会員研修等を通して、会員相互

の技術の向上、啓発、研修に関する事業を行って

います。 

(4) 会員、社団法人日本技術士会並びに同会東北

本部との連絡と協力に関する事業を行っていま

す。 

(5) 各種講習会、セミナー等への講師派遣及び各

種分野の技術指導に関する事業を行っています。 

編集後記 

豊かな地域社会の創造に技術士の活用を 

山形県支部の趣旨 

山形県支部は、会員の品位と資質を向上し、高度化、総合化等が進

展する近時の科学技術に関する業務を行う者として、名実ともに社

会的地位を保つよう、会員相互の連絡・協力・研修等を通して、技

術者の指導・育成、技術士業務の普及・啓発を行うことを目的とし

ています。 

 
お知らせ：日本技術士会会長賞を県支部から4名が受賞   
 

平成25年度日本術士会会長賞を高田泰英氏、薮田直右氏、 

芳賀壮一氏、角田五郎氏の 

4名の方々がめでたく受賞 

されました。受賞された皆 

様は、山形県技術士協会の 

頃より本会の発展にご尽力 

されました。今後も益々の 

ご活躍をお祈り申し上げ 

ます。 
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日本技術士会 

東北本部山形県支部 

写真：平穏な志津川湾風景 

1月17日の現場見学会、バスはお昼

前にいよいよ南三陸町に入り、急に大

型ダンプの数が多くなってきました。

しかし、人通りは全くと言っていいほ

ど見られません。昼食地の「南三陸さん

さん商店街」も平日のためか閑散とし

ていました。昼食後、車内では仙台から

参加された秋山元理事より被災直後か

ら現在に至る復興の進捗状況などにつ

いてのお話があり大変参考になりまし

た。復興は確実に進んではいるので

しょうが、震災前の活気ある町に戻る

までには程遠い印象です。道路沿いの

至るところに「がんばろう南三陸」「よ

みがえれ南三陸」「がんばっぺ戸倉」な

どのぼり旗が目を引きますが、なんと

なく空しく感じたのは私だけでしょう

か・・・。「南三陸さんさん商店街」の

モアイ像前で、参加者全員で記念写真

を撮りました。 

モアイ像の歴史は１９６０年まで遡

ります。この年、チリはマグニチュード

（Ｍ）９．５の大地震に見舞われました

が、この地震により太平洋を隔てた南

三陸町にも津波が発生し、４１人の人

が犠牲になっています。それから３０

年後の１９９０年に当時の津波災害を

忘れずに、また町民の防災意識を高め

るため「有効と防災のシンボル」とし

て、このモアイ像が海岸沿いの松原公

園に設置されました。 
しかし、今回の東日本大震災により

モアイ像は流出されましたが、瓦礫の

集積場から奇跡的に見つかったモアイ

像の頭部を、地元の志津川高校の生徒

さんの強い希望により移設され、「モア

イ像で町を復興」「モアイ～未来に生き

る」を合言葉に町の復興にモアイを役

立てようとしているということです。 

下の写真は、バスの中から撮影した

穏やかな志津川湾のスナップ写真で

す。眺めているとあの大惨劇をもたら

した海と同じ海とは到底想像もつかな

い穏やかな海となっていました。 

              h.kamimura  
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