巻頭言

『東日本大震災

東京都復興支援総合記録誌』の発刊に当たって

平成 23 年３月 11 日の東日本大震災では、
地震の被害とともに、
大津波、その後の原子力発電所事故、そして風評被害の、四重
苦ともいえる、わが国の災害史上、例のない甚大な被害に見舞
われ、首都東京としても正に前例のない対応を迫られました。
都は、東京の総合力を結集し、発災直後から警察・消防職員
を含め、延べ３万人を超える職員を被災地に派遣するとともに、
被災地支援現地事務所の設置やがれきの受入等に取り組んでま
いりました。
被災地では現在、震災後の応急復旧の段階から、本格的な復旧・
復興を進めている段階にあります。こうした被災地の取組を支援するため、都は、職員派
遣のほか、風評払拭のための支援やスポーツ・芸術文化を通じた支援など、被災地の復興
を幅広く後押ししています。
さらに、都内に避難している被災者に対し、住宅の提供や健康相談など、経済的支援や
生活支援等を実施しています。
本誌は、このように東京都の各局が取り組んだ復興支援の諸活動を克明に記録し、予測
される首都直下地震や南海トラフ地震に対し、今回の教訓等を参考にして、組織的に対応
するために作成したものであり、期間としては平成 23 年３月 11 日から平成 26 年３月末日
までの約３年分の記録を取りまとめたものです。
ぜひ災害で得た経験、教訓等を、時の経過とともに風化させず、後の世代に引き継いで
いく必要があります。
まだ、東北の復興は続いていますが、震災から５年目に入り、各被災県においては懸命
の取組みの下、明るい芽も見え始めています。
今後復興を進めていくに当たっては、なお多くの困難があると思いますが、都としては
今後とも、できる限りの復興支援を続けてまいります。
平成 27 年３月
東京都総務局長

中西充

特別寄稿

比留間英人
あの３月 11 日から４年間が経過しました。
改めて東日本大震災の犠牲となられた多くの方々のご冥福を
お祈りするとともに、被災され今なお厳しい境遇に置かれてい
る方々にお見舞い申し上げます。
災害発生後、東京都は、都内における帰宅困難者対策に取り
組むとともに、計画停電、放射線対策、水・食料やガソリン不
足等の様々な事態に対し、全庁を挙げて対応いたしました。
また、被災地に、直ちに医療救護班や保健師、応急給水等のチー
ムを派遣するとともに、復旧・復興を全面的に支援するための
被災地支援現地事務所を設置しました。
さらに、多くの避難者の方々を、都内の各施設で受け入れました。
東京の心意気は「義を見てせざるは勇無きなり」です。
本誌に紹介されているとおり、都は、多種多様な復興支援を全国の先頭に立って実施し、
職員の知見や技術力を存分に活かして復興の加速化に貢献しました。
また、都民の皆様からも、救援物資のご提供、義援金の拠出、そして、ボランティアへ
の参加など、直接間接のご支援をたくさん頂戴いたしました。
改めて、この場を借りて御礼申し上げるとともに、引き続きの復興支援へのご理解、ご
協力をお願い申し上げます。
現在、被災地は、苦しい状況の中から日本人の英知を結集し、多くの困難を克服しつつ
あります。復興は、被災者の故郷を取り戻すとともに、新たなものを創り出し、新たな可
能性に挑戦するチャンスでもあります。日本ならできるはずです。東日本大震災の復興支
援に携わった一人として、心から声援を送りたいと思います。
現在、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、様々な準備が進め
られています。同大会は、日本人が力を合わせて東日本大震災を克服し、復興に向けた姿
を世界に発信する絶好の機会になります。
今後とも、被災地の皆様と東京都が、知恵と力を出し合い、新しい東北を共に創り出す
ことを心より願っています。
（平成 22 年７月１日から平成 23 年７月 15 日まで

東京都総務局長）

東日本大震災

東京都復興支援
総合記録誌
（平成 23 年３月 11 日から平成 26 年３月 31 日まで）

南三陸町志津川地区（市街地）の復興状況（平成 26 年 7 月撮影）
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各事項の記載内容は、
それぞれの事業を所管している部局が作成した原稿を
基に掲載しています。

5

