
経営センサー　2014.11
3636

東レ経営研究所 MOT 研修シリーズ（第 24 回）
全期合同同窓会「T − MOT マスターフォーラム（宮木塾）」例会

「非常時のリーダーシップ」
衆議院議員　復興副大臣　元山古志村村長　長島 忠美 氏　講演録

企　画：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記　録：山崎 阿弥（フリーランス・ライター）

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 シニアリサーチフェロー MOT チーフディレクター 
東京農工大学大学院 工学府 産業技術専攻 ゲスト講師
1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。合繊原料工場において主に設備の計画・
管理を担当、特に省エネルギープロジェクトを数多く手がける。1981 年より全社のエネルギー政策、R ＆ D 戦略、
新事業開発、経営企画、情報化・EC 推進など企画業務を担当。2002 年 12 月退社し、ミヤキ（株）（家業）を継承。
2003 年より東レ経営研究所特別研究員。MOT 人材育成プログラム開発担当の後、「戦略的技術マネジメント研修」、

「MOT 名古屋経営塾」を立ち上げ、企画・運営を担当。2006 年〜 2012 年東京農工大学大学院技術経営研究科非常
勤講師、2012 年〜同ゲスト講師。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究
委員会委員長、同中国委員会副委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院
大学孔子学院中国・アジア研究センター客員研究員など。

山崎 阿弥（やまさき あみ）
フリーランス・ライター 

（株）東レ経営研究所 特別研究員
繊維メーカーや WEB のプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門学校講師、企業グルー
プが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌でのライティング、各種デザインのクリエイティブ・
ディレクターのほか、企業のブランディングに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年より「戦
略的技術マネジメント研修」の運営支援、「経営センサー」の取材などを担当。

衆議院議員 復興副大臣 元山古志村村長
長島 忠美（ながしま ただよし）
1951 年新潟県古志郡山古志村（現長岡市）生まれ。村立虫亀小学校、山古志中学校、県立長岡高校を経て 1973 年
東洋大学経済学部卒業。1990 年山古志村教育委員、1993 年同村議会議員、2000 年同村村長選に出馬当選、長岡
市に合併される 2005 年まで 2 期在職。村長 2 期目の 2004 年 10 月、中越地方を襲った大震災に遭遇、村長として
被災地・山古志村の住民避難、被災復興の陣頭指揮に当たる。2005 年 9 月、震災および復興に対する手腕を評価され、
自由民主党北陸信越ブロック比例代表候補として衆議院選に出馬、初当選。2012 年 12 月、衆議院新潟県第 5 選挙
区より 3 期目の当選を果たす。当選後、農林水産大臣政務官兼復興大臣政務官に任命され、衆議院議院運営委員会理
事、自民党国対副委員長、自民党東日本大震災復興加速化本部事務局長等を歴任。2014 年 9 月第 2 次安倍内閣の復
興副大臣に任命される。仮設住宅に住む被災者全員を見送るまで、共に避難住民と暮らすことを誓い、衆議院議員当
選後も仮設住宅で暮らし、2007 年末に最後の 1 人として仮設住宅を退去、故郷山古志村に戻る。著書に、『国会議
員村長　私、山古志村から来た長島です』（2007 年：小学館）。

Point
❶  非常時のリーダーは、「何を？」「いつまでに？」というような明確かつ具体的な目標を示さなけれ
ばならない。「掛け声」だけでは、全員と目標の共有化をし、本気で立ち上げさせることはできない。
目標を共有しない限り困難を耐え忍べない。
❷  被災者に対しては、「してあげる」という気持ちではなく、「一緒にやろう」という気持ちで接し
ないと心を開いてはもらえない。「自分でできることは自分でやる」という気持ちが、困難から立ち
上がる力を生む。
❸  非常時のリーダーは、実務面だけでなく精神面での心配りの余裕が重要。人と人との輪をつなぎ
留め、心を一つにすればいつかは困難を乗り越えられるという意識を生むことが最も重要である。

人材／人材育成の視点
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今回は、上級 MOT 短期集中「戦略的技術マネジ
メント研修」の全期合同同窓会「T − MOT マスター
フォーラム（宮木塾）」の研究会での講演をご紹介
します。

講師は元山古志村村長で現在衆議院議員、復興副
大臣の長島忠美先生、「非常時のリーダーシップ」
と題し、ご講演いただきました。今年 10 月に発生
から十年を迎える中越地震を振り返りお話しいただ
いた生々しい体験談は、聴講者の心に響くものでし
た。（2014 年 6 月 28 日、東レ（株）本社）

当日は「戦略的技術マネジメント研修」および「名
古屋経営塾」修了生ら約 40 名が集まりました。

また当日は、この講演に先立ち、MOT 研修修了
生　渋谷慎氏（曙ブレーキ工業：第 7 期生）による
講演「海外事業赴任での経験」も行われました。

眠らない、眠れない153日間
本日は広い分野の企業の皆さんにお話しさせて

いただくことに、少し緊張しております。
私はもともと地域大好き、人が大好きな人間で

す。出身校の東洋大学に進んだのも、長岡高校の
初代同窓会長で同大学を創設した哲学者の井上円
了に憧れたためでした。私は同学では理事長も務
めましたが、衆議院議員としてさまざまな仕事を
するようになると二足のわらじを履くことが難し
くなり、現在は顧問という立場になりました。

先ほどの曙ブレーキ・渋谷様の講演を拝聴しま
すと、日本の技術者による二重三重のリスク管理
は、日本の安全管理やリスク管理と同様だと感じ
ました。政治家は良い時に調子に乗りたい人種の
集まりですが、私はそういう時こそ立ち止まる必
要があると思っています。ブレーキを踏んだり緩
めたり、メリハリをつけることによって社会は活
性化したり落ち着いたりするのではないかと思い
ます。

さて、本日は失敗したお話をします。私は今 63
歳ですが、誰よりも失敗し、少しずつみんなに助
けてもらいながら今日まできました。

唐突ですが人間はどの程度睡眠時間が必要だと

思いますか？　私は田舎に住んでいることもあり、
遅くとも夜 11 時〜 12 時には寝て、朝は 6 時〜 7
時には起きます。

ところが震災時は生活が一変しました。2004（平
成 16）年 10 月 23 日に発災後、マスコミの方か
ら「今日で一週間ですが何か予定されています
か？」と尋ねられ、その時初めて「ああ、一週間
たったのか」と気付きました。その間、不眠不休
だったのです。

そんな生活が 153 日続きました。精神が高ぶっ
て眠れないのです。でも 1 人にならないとできな
い仕事もあるものです。村長という役職でそんな
時間が持てるのは、大体夜中の 1 時か 2 時です。
そこから 3 時半〜 4 時半ごろまで 1 人で仕事し、
テントに戻り、5 時半には再び職場に出ます。ス
トーブをつけ職場を暖めるのが日課でしたが、「上
司が早く職場に来るのは歓迎されない」と言われ
てしまいました。早朝、1 人 2 人と職員が現れ、
一言二言言葉を交わして現場に出かけて行きま
す。そんな生活を 153 日間送りました。

本当に被災者の立場に立つ支援
自分で自分を支える

災害に遭うと「何が大切で何が必要なのか」つ
くづく分かります。2011（平成 23）年 3 月 11 日

非常時のリーダーシップ
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の東日本大震災のときは 3 月 16 日から被災地を
回り、規模は違うものの、経験したことを皆さん
にお伝えしてきました。

その中で、被災者の気持ちの共通点に気付きま
した。「してあげる」という気持ちではなく「一緒
にやろう」という気持ちでなければ心を開いては
もらえないということです。そして、仮設住宅に
暮らしている被災者であっても、自分でできるこ
とは自分で行うことが大切だと思っています。

中越地震では、大勢のボランティアや各地から
の応援職員がいましたが、雪かきなど「自分でで
きることは自分でやろう、自分でできることまで
人に甘えてしまうのは良くない」と山古志村の人々
は心がけていました。さらに、春には近くの荒れ
地を借りて造成し、畑で作った作物でお世話に
なった方々にお返しをしました。

今回の東日本大震災に当たっても、復興大臣政
務官を務めたとき、ある仮設住宅でジャガイモ畑
の栽培と収穫祭の実施を提案しました。仮設住宅
の住民と復興庁の職員が畑を耕し、草引きをし、
自分たちで作ったジャガイモで肉じゃが祭を開催
しました。

できることを自分で行うことが、復興そのもの
への意識を高めます。また、困難な境遇にあって
も、甘えなくてもできるところまで甘えてしまう
と、自立するときの障害となるのです。

災害時のリーダーシップ
具体的な目標の提示

中越地震において、私は全村避難という措置を
取りました。全村民の避難後、自衛隊のヘリで 2
時間ほどかけて最終点検したときは「これは人間
の力の及ばない災害だ。諦めなければならないの
だろうか」と一瞬考えてしまいました。でも「村
を捨てるんじゃない。必ず戻って緑の村を取り戻
す」と自分に約束し、その約束によって村民たち
に責任を果たそうと思いました。

しかし、その責任は多くの人たちの協力無しに
は果たせません。自然の力もすさまじいけれど、
それを克服しようと気持ちを一つにしたときの人
の力に勝るものはありません。

当初は、私を除いて村全体の被害状況を知る人
はありませんでした。傷つき果てた故郷を誰にも
見せず、そっと直して連れて帰りたいと思った時
期もありましたが、過酷な現実を共有し本気で立
ち上がろうと思わない限り、復興を遂げることは
できません。また、災害が与える影響の多様さ、
不平等さを認識しなければ、思いの擦れ違いで衝
突が起きてしまいます。

そこで自衛隊のヘリをお願いし、上空から被災
した村の全てを村民に見てもらいました。その上
で皆が諦めていないことを確認し、11 月 3 日、避
難所で「みんなで帰ろう、山古志へ」と声を掛け
ました。当時 100％近い人が「帰ろう」と立ち上
がりました。思いと目標を共有できたことは、と
ても大きなことでした。しかしその後、私は多く
の失敗をしました。

目標に向かって忙殺されていると、村の皆さん
が起きている時間にはなかなか避難所を回れませ
ん。ノートを買って避難所に一冊ずつ置き、仕事
が一段落すると、夜中の 3 時半〜4 時に回収して、
翌朝までには返事を書きます。回収時には、「モラ
ルハザードを起こしていないか？」「ゴミや自転車
を乱暴に放置していないか？」「お年寄りが夜眠れ
ないで、ポツンと起きていないか？」といったこ
とを確認します。そういう避難所は手遅れになる
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前にきちんと対策を打たなければなりません。
3 週間を過ぎたあたりで、ノートの一冊に「何

の目標も示さない。何を頑張ればいいんだ、バカ
村長」とありました。私は具体的な目標を示せて
いないことに気付き、早速翌日の夕刻避難所を回
り、早急に復興計画をまとめることを約束しまし
た。

予算・工事・現場…計画の立案に調整を含めて
2 カ月かかりました。計画に当たり、大きな論点
が二つありました。

まず「山間地の小さな村を復興することに価値
があるか？」です。私たちは、日本の故郷として
の山古志村という場所を 100 年かかっても 200 年
かかっても、国民の皆さんにお返ししたい、われ
われはこの村が住むだけの場所ではなく、生きて
いくための全てがあると再認識し、進むことにし
ました。

そして「被災から何年で帰村することができる
のか？」これが大議論でした。当時一緒に現場を
回った国交省の誰もが口々に「短くて 5 〜 7 年、
少なくとも 10 年はかかる」と言いました。私は 5
年でも間に合わない、どうしても 2 年で帰りたい、
そのためにはどうすればよいのかを考えました。

まず予算にめどを立てました。次に工事計画
は、田んぼも畑も道路も川も、ほぼ同時に進める
ことを選択し、何とか可能にしてもらいました。
そして帰村の目標を 2 年にしたい、2006（平成
18）年 10 月 23 日には帰村したい、と復興計画に
書きました。議会からは「できない約束をして誰
が責任をとるのか」と否定されましたが、高齢者
の多い避難生活を鑑みれば 2 年が限界だと思いま
した。

また、2 年という目標を掲げない限り、限りなく
2 年という目標に近づくことはできません。議会
の皆さんからも何とか了解をもらいました。その
日から戦いが始まり、結果は、私が最後の 1 人と
して仮設住宅を出るまで 3 年 2 カ月かかりました。

現在、東北の被災地ではまだ 1 年後、2 年後…
にどうなるのかという目標が共有できていませ

ん。3 年 3 カ月過ぎた今でも、そのことが必要だ
と思っています。特に福島は 20 年とも 30 年とも
言われる原発被害からの避難生活を支え合いコ
ミュニティーを守るには、目標を共有しない限り
耐え忍べないと思います。今、自民党の復興加速
化本部でお仕事させていただいていて、来年には
こうなる、再来年にはこうなる…という目標を被
災者の皆さんと共有する作業を進めているところ
です。

こころ、家族
コミュニティーをつなぐもの

さて、皆さんは大きな企業の一員としてそれぞ
れご活躍だと思います。私はコミュニティーの一
員として、コミュニティーの在り方を考えるに当
たって、失敗したことがあります。

発災直後、小中学校の校長先生と教頭先生から
アドバイスを求められました。私はとっさに全村
避難を前に、子供の側を離れないように指示しま
した。さらに、山古志小学校は山古志小学校のま
ま、山古志中学校も山古志中学校のまま、それぞ
れ避難生活の間であっても先生と親、子供たちの
関係がバラバラに壊れないよう、余力のある学校
を探してほしいと望みました。長岡市で探してい
ただいた末、被災から 15 日後の 11 月 8 日に学校

非常時のリーダーシップ
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を再開することができました。これで子供たちは
大丈夫、その間にわれわれが復興を遂げ、きれい
になった村に子供たちを連れて帰ろうと思いまし
た。そこに誤りなどないと思っていました。

ところが、11 月 18 日だったと記憶しています
が、朝、避難所を回ってみると、子供たちの背中
が丸まっているのに気が付きました。いつも元気
よくあいさつしてくれる子供たちが返事をしてく
れません。

そこで中学生の子供たちと話してみました。す
ると、学校から避難所に帰ってくると大人たちが
一生懸命動いている姿を目にするが、その仲間に
入れない。家族や地域から疎外されているように
感じる、と言うのです。子供たちの元気がそのよ
うにして奪われていました。

そこで、自衛隊に再度ヘリをお願いし、子供た
ちにも被災地を見せることにしました。夕方、み
んな泣いて帰ってきました。そのときは、精神的
な負担によって子供たちの心を壊してしまったと
思いました。

でも 2、3 日して同じように避難所を回ってみ
ると「おはようございます。村長さん頑張ってね」
と子供たちが声を掛けてくれるようになりまし
た。あの悲惨な様子を見てもなお希望を捨てず、
私に頑張れと言ってくれたのです。コミュニ
ティー全体を見渡しても必要でない人など 1 人も
いない。みんながその一員であることにより、わ
れわれは生きていけるのだとあらためて思いまし
た。

翌年の 3 月、山古志中学校の卒業式が行われま
した。卒業証書をもらうとき、生徒たちは、壇上
から降りる前に一言ずつこの 3 年間の振り返りを
述べました。全員が「この村に生まれてよかった」
と言ってくれました。「村は大きく傷ついたけれど
この学校でよかった」―そんな言葉を聞いて、子
供たちが希望を捨てていないのだと、心底感じる
ことができました。

その後祝辞を求められましたが、私は子供たち
に勝るような言葉を発することなどできるはずも

ありませんでした。ただ一言「地震以来、希望を
失わずにいてくれたみんなの姿に感動している。
流した涙を決して無駄にはしたくない。元気でい
てほしい」とだけ告げました。

おそらく企業にとっても地域にとっても、人と
人とのつながりや輪が最後には人を、地域を、企
業を守ってくれるのかもしれません。

もっと失敗したこともあります。企業の皆さん
の前でお話しするには、これはあまりそぐわない
話題かもしれませんが…。

当時私の下にいる何人かの職員の中に 33 歳の
男性がいました。彼は村の水道の全てを担当して
くれている人でした。発災後 10 月 26、27 日と彼
は山を越えて現場に入り、28 日の夕刻、私のとこ
ろに来て「村長、水道をどうしますか？」と尋ね、
私は「全部直すから頼みます」とお願いしました。

翌日から彼の大奮闘が始まりました。朝 5 時
半、間借りをしていた仮の役場にトランシーバー
とカッパを取りに、一番乗りでやって来ます。車
で行けるところまでは車で、入れないその先は歩
いて水道管の調査をしました。夕方暗くなる頃に
戻ってきて、調査結果をまとめ、12 時過ぎにやっ
と避難所に帰っていく。そんな生活を一カ月以上
続けてくれていました。

12 月を迎える頃、心配して彼に声を掛けると
「俺は若いから大丈夫だ。村長こそ大丈夫か？」と
答えました。私はてっきり彼が避難所で体を休め
られていると思っていました。しかし、避難所に
帰っても職員は職員です。村民が職員を見かけれ
ば相談します。彼はその相談を一つ一つ解決する
まで、夜遅くまで仕事して早朝から出てきていた
のです。

12 月に仮設住宅が完成し、そういうタイミング
で心に隙間ができるかもしれないから気を付けよ
う、と話していた矢先でした。たまたま私が陳情
のために上京していた日、その職員が事故を起こ
して救急車で運ばれたと連絡が入りました。陳情
を取りやめて、すぐ新幹線に飛び乗りました。

長岡日赤病院の集中治療室前に駆け込むと課長
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が待っていて、彼から「今、人工心肺をとりつけ
た」と告げられました。そして翌朝 7 時を過ぎた
頃看護師さんが「一晩越すことができました。落
ち着くかもしれません」と言ってくださったので
仮の役場にいったん戻りました。職員たちが出勤
してくるのを待って事故のことを話し、彼の容体
を伝えました。彼のことを十分気遣えなかったこ
とをおわびし、でも、必ず元気になってくれると
信じていてほしいとお願いしました。

しかし、その直後「たった今息を引き取った」
という電話が入りました。私は村民の命と財産を
守ることが一番の使命です。何を置いても守るべ
きものを失わせてしまった。

葬儀の後、夜いつもと同じようにさまざまな思
いを抱えて仕事をしていました。深夜 1 時を回っ
た頃、彼と同世代の若い職員がやってきて「彼は
仕事をしながら死んだんだぞ。村長が辞めたらこ
の仕事を誰が引き継ぐんだ？」と言いました。私
は辞めるとも辞めないとも、そんなことを口にし
た覚えはありませんでしたが、翌朝みんなの前で
話をすると約束し、一晩考えました。翌朝、村長
として大切な、大切な命を守ってあげられなかっ
たことを謝りました。そしてもう一度、彼の願い
をかなえるために仕事をさせてほしいとお願いし
ました。そこにいる人たちからは返事をもらえま
せんでしたが、私は彼のためにも絶対に辞めない
と心に決めていました。

その後しばらくたった村長最後の日、彼の仮設
住宅の仏前にお参りをし、ご両親に許可を頂いて
手紙を一通置いてきました。「あなたを守ってあげ
られなかったこと、悔やんでも悔やみきれない。
でもあなたが大好きだった山古志を必ず取り戻
す。それまで待っていてほしい。やがて私も行
く。そのときはまた天国で酒を酌み交わそう」。

お父さんは「地震さえなければ」と言い、お母
さんは「山古志のことが大好きで、山古志のため
に仕事をすることが大好きだったんです。だから
そんなに気にしないでください」と言ってくれま
した。しかし、毎年 10 月 23 日に行っている追悼

式にご両親が来てくださることはありませんでし
た。それほど息子を失った悲しみと影響は大き
かったのだと思います。

でも 5 回目の追悼式の日に初めてお二人が現
れ、やっとここに来る気持ちになれたのだと教え
てくれました。でも 5 年で何とか出席してくれた
裏には、職員たちの思いやりが隠されていまし
た。ご両親に出席のお願いをし、断られると、「彼
のネクタイを貸してください」「シャツを貸してく
ださい」「それを着て僕らが代わりに出席します」
と提案したのだそうです。その言葉に心打たれて
ご両親は出席してくださったのだと知りました。
企業も行政も家族も、お互いに必要とするから縁
がつながり、高め合い守り合っていくのだろうと
思います。

皆さんのお仕事の現場でも、家族でも、もし危
機があるのだとすれば、人と人との縁、企業と人
との縁が薄れたり、少し壊れそうになったときな
のではないでしょうか。

少しぐらい業績が悪くてもどんなに借金まみれ
の家族でも心を一つにして立ち向かっていきさえ
すればいつかは乗り越えられるのではないでしょ
うか。私は災害が起こってたくさんの失敗をして
きましたが、皆さんのような若くて優秀な方たち
が日本の中心で心を大切に頑張ってくだされば、

非常時のリーダーシップ
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日本の将来につながっていくのではないかと信じ
ています。

個性の輝きと
理解し合い、助け合う心

山古志の子供たちには、自分たちの国・家族・
文化を愛し、他の国と異なるところに誇りも持ち
ながら、グローバルな感覚で世界の人たちと “人
として” 付き合えるような成長をしてほしいと思
い、山古志中学校の修学旅行を外国にしました。
先生たちには先入観を与えないことをお願いし、
彼ら自身が外国の土を踏み、世界には全く異なる
民族や文化が存在することを肌で感じさせてほし
い、と伝えてあります。また、その中から彼らが
何を選び取っていくのか観察してほしいとお願い
しました。

そんな時イスラエルとパレスチナから学生を迎
えて研修する企画を JICA で働く同級生から提案
され、「ぜひ山古志に！」とイスラエルとパレスチ
ナから 10 人ずつ子供たちを招待しました。

私たちの村で交流し、同じ建物の中に寝泊まり
をしてもらいました。何も起こらない方が不思議
な状況です。1 日ずつお互いの国の料理を作って
食べ合おうというときに、とうとう衝突が起こり
ます。1 日目にパレスチナが作った食事をイスラ
エル側がボイコットし、宿舎を出て行ってしまい
ました。

私は彼らを追いかけて「イスラエルとパレスチ
ナは、あなた方から見れば違うものだろうけれど、

日本人の私たちから見れば同じです。仲良くなれ
ませんか？　私たち日本人も普段から毎日仲良く
しているわけではないけれど、何かのときには話
して分かり合おうとすることができます。それが
理解できないなら歩いてお帰りください」と言い
ました。誰一人として歩いて帰る人はいませんで
した。

彼らは彼らで、課題を抱えつつも私の言うこと
を少しは分かってくれたようです。「世界に生きる
1 人の人間として、対立するだけではなくお互い
に認め合えることを見つけていく方が幸せな生き
方につながっていくことは分かりました。ただし
それができるかどうかはお約束できません」と言っ
て帰りました。時々メールをくれますが、そこに
も少し変化が読み取れるように思います。小さな
村にも何かできることはあるものです。逆に大き
なところでは既成概念にとらわれてできないこと
も少なくありません。

それぞれの個性を輝かせながらも、危機的状況
が生じたときにはお互いに助け合えるよう、若い
世代の異業種交流の場が活かされると良いですね。

私なぞ田舎の村長ですから、話せることと言え
ばこの程度のことです。牛も飼っていますし、田
んぼも作っています。そんな風景を見たいときに
はぜひ遊びにいらしてください。大歓迎で闘牛で
も稲刈りでも疲れるまで皆さんのお力を使わせて
いただきます。

本日はご清聴ありがとうございました。

人材／人材育成の視点



2014.11　経営センサー
4343

【質疑応答から】

質問：山古志の村民の方々は、どうしてそのよう
に地元愛が強いのでしょうか？

長島：実は私たちの故郷も、戦後ずっと若者が大
都会に出続けるような田舎の村でした。地形的に
不便で雪も降るし大変だろうと外から言われるこ
とも多く、特に子供たちが自信をなくした時期が
ありました。修学旅行で「どこから来たの？」と
尋ねられて「山古志から来ました」と言えず「長
岡の近くから」「新潟県の真ん中あたりから」と答
えていたのです。私はそんな子供たちの様子を見
て村長になろうと思いました。

子供たちが自信を持てないのは、周りにいる大
人が誇りをもって「山古志が好きだ」と言えない
ことが伝わっていたからだと思います。

地震が起こったとき、子供たちは被災した故郷
を、大人たちがきっと捨ててしまうだろうと思っ
ていました。しかし大人たちは山古志が好きで、
故郷を諦めないということを主張しました。それ
を見て子供たちも「自分を産んでくれた山古志が
好き。山古志に生まれてよかった」と思ってくれ
たそうです。地域にとって大事なのは大人が自信
と誇りを持ち、地域への愛を言葉で伝えることだ
と思います。

私は都会がうらやましいです。私の村では隣に
行くにも 50m、100m と歩かなければならない。
おばあちゃんがたくさんお総菜を作っても、持っ
て行くのが大変です。昔はもう少し家があったの
で、そういうことも頻繁にできたのですが…。と
ころが、それが仮設住宅によって自然に見事によ
みがえったのです。東京には普段話をすることが
なくたって、隣の人がいるでしょう？　ひとたび
災害が起これば、隣を見捨ててわれ先に逃げる人
など日本には誰一人としていないはずです。それ

ならば、日ごろから会釈をしたりあいさつをした
りすればいかがでしょうか？　世界一安心安全な
コミュニティーができるのではないかと思いま
す。隣に人がいることほど安心なことはありませ
ん。周りでぜひ宣伝してください。

質問：山古志のもつ闘牛や錦鯉の養殖など村の産
業を立て直していくことも大きなテーマだったと
思います。そのお話をお聞かせください。

長島：牛は山越えさせると体重が重くて足を痛め
てしまうので、1,200 頭をヘリコプターでつって
移動させました。想定予算が 4,000 〜 5,000 万円
のところを実際は 1 億 5,000 万円かかりました。
でも運んでよかったと思います。牛の命をみすみ
すあそこでなくしてしまっていたら、牛を飼って
いた人たちが二度と飼うことはなかったでしょ
う。その後も再び牛を飼ってくれましたし、闘牛
は生活に密着した文化です。復興後に闘牛を行う
のか、その前から継続しておくのか議論もありま
したが、一度失ってしまった文化を取り戻すのは
大変なことです。翌年の春から仮設の闘牛場で文
化をつなぎました。おかげさまで牛も徐々に増え、
今年は全国闘牛サミットを山古志で開催する運び
となりました。

山古志は錦鯉の発祥の地です。世界に通じるグ
ローバルスタンダードです。中越地震で 7 割ぐら
いなくしてしまいましたが、親鯉が少し残ってい
たのと、広島や九州からも分けていただくことが
できたので、生産者が共同で飼育し現在は地震以
前の 100％を取り戻せたと思います。その産業も
輸出が 7 割です。あんなに小さな村ですが、災害
後は国際レベルで事業を行っています。携わって
いる人たちも「英語ができないと鯉が売れない」
と一生懸命英語の勉強をしているようです。

非常時のリーダーシップ
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長島忠美議員と MOT 研修修了生

【チーフディレクターから】
“平時のリーダーの心構えは？” という質問に対

し、長島議員は、政治家には「リーダーシップを
誇示したい人」と「生きざまで示す人」の二通り
あるが、自分はリーダーであるならばやはり「生
きざまで伝えられるようになりたい」と答えられ
ました。今回は、まさにこれを体現してこられた
ことを感じさせられた感動的な講演でした。

企業においても地域においても、非常時のリー
ダーは、明確かつ具体的な目標を示してこそ、国
を動かし、人と人との輪をつなぎ留め、力を結集
して危機に対応できることを、山古志村の事例は
示していると思います。

筆者は、2008 年秋、長島夫人が経営される民宿
にお世話になり、山古志村の復興状況を見学しま
した。美しい棚田の風景の中で復活した牛の角突
き（闘牛）の歓声、世界的な知名度を持つ錦鯉、

そして明かるく自信に満ちたように見える村民の
皆さんの笑顔に接して、震災 4 年で力強く復興し
た山古志村に、地域の人々の並々ならぬ強い意志
と誇りを感じたものでした。

山古志村は、震災という不幸な出来事を、長島
村長のリーダーシップの下に、さらに強固になっ
た郷土愛をテコに、新たな魅力的な山古志村づく
りに変えることに成功しました。

現在復興副大臣の要職におられる長島議員の経
験とリーダーシップが、3 年半が経過しながらな
お先が不透明な東日本大震災の被災地の復興に必
ず活かされるものと期待しております。

お忙しいスケジュールを割いて、感動的な講演
をしていただいた長島議員には、あらためてお礼
申し上げます。

（MOT チーフディレクター　宮木 宏尚）
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