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は し が き

徳島県では、未曾有の被害をもたらした東⽇本⼤震災の被災地に対し、関⻄広域
連合の⼀員として、県職員のみならず、市町村職員、医療関係者等による被災地
⽀援を⾏って参りました。
こうした被災地⽀援の活動や有識者による調査等を通じて明らかになった東⽇本

⼤震災の「教訓」を、県⺠、⾃治体、事業者等と共有するとともに、今後発⽣が
懸念される「東海・東南海・南海」三連動地震への対策につなげていくため、
平成２３年８⽉２７・２８⽇に「防災・減災フォーラム２０１１ in 徳島」を開催
いたしました。
本フォーラムでは、建築家・東⽇本⼤震災復興構想会議議⻑代理の安藤忠雄先⽣

、 、による基調講演や 安藤先⽣はじめ５名のメンバーによるパネルディスカッション
そして６つの部会からなる分科会を、従来の「災害を防ぎきる」という「防災」の

、「 」 「 」視点に加え 千年に⼀度 の規模の巨⼤地震・津波においても 助かる命を助ける
という｢減災」の視点も含めた徳島ならではの内容で展開し、２⽇間で約１，５００
名の⽅に、地震発災時に⾃らの命と周りの命を守り、皆で明⽇を⽣き抜くための
「新しい備え」を⾝につけるきっかけとしていただくことができました。

、 「 」 、本県では 平成２３年４⽉に設置した 地震津波減災対策検討委員会 において
市町村と連携して防災拠点施設や避難所などの「総点検」を実施するとともに、
千年に⼀度の⼤地震や⼤津波が起きた場合でも被害を最⼩限に抑えられるよう、
津波対策を中⼼に延べ約３００項⽬にわたる対策案の「中間取りまとめ」を昨年
８⽉３⽇に発 し、従来の「防災」に加え「減災」の視点により 「ハード・ソフト、
両⾯の対策」の検討を進めているところであります。
本報告書は、本フォーラムで得られた成果をより多くの⽅にお知らせし、皆様が

。防災・減災について考えていただくきっかけとしていただくため作成したものです
、 「 」 、徳島県では 今後も ⽇本の新たな防災・減災対策 を徳島から⽇本はもとより

世界に向け強⼒に発信して参りたいと考えておりますので、皆様の御指導・御協⼒
を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、宮城県をはじめ東⽇本⼤震災における被災地の速やかな復旧・復興を

お祈りいたしますとともに、東⽇本⼤震災における被災者⽀援及び本フォーラムの
開催に際し多⼤な御尽⼒を賜りました関係各位に改めて厚くお礼を申し上げます。

平成２４年３⽉
徳 島 県
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防災・減災フォーラム2011 in 徳島
〜東⽇本⼤震災の教訓・ 東海・東南海・南海』三連動地震への備え〜『

実 施 概 要

主催 徳島県
後援 関⻄広域連合
協⼒ 東海・東南海・南海地震による超広域災害への備えを強⼒に進める９県知事

会議

全体会（平成23年8⽉27⽇（⼟）14:00〜17:30 アスティとくしま）
13:00 開場
14:00〜14:35 開会式

知事感謝状贈呈
開会あいさつ
来賓あいさつ
宮城県知事からのビデオメッセージ

14:35〜15:45 基調講演
16:00〜17:30 パネルディスカッション

13:00〜16:00 各種展⽰（⽇本⾚⼗字社徳島県⽀部 （社）⽇本グラフィックデ、
、ザイナー協会徳島地区、NPO法⼈とくしま障害者授産⽀援協議会

LED防災防犯灯（協⼒：サン電⼦⼯業(株)、(株)電信、みの電⼦パ
ーツ(株)、みの電⼦産業(株) 、徳島地⽅気象台、国⼟交通省四国）
地⽅整備局、地震体験⾞「防災すだちくん 、県⽴防災センター、」
消防保安課、住宅課、こども未来課、⼈権課、農林⽔産部）
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分科会（平成23年8⽉28⽇（⽇）9:30〜12:30）
9:30〜11:00 各部会の開催

◆ 地域で取り組む防災連携部会
地域のきずな〜地域ぐるみの防災連携〜
会場 徳島グランヴィリオホテル ヴィリオホール

◆ 医療・保健・福祉部会
東⽇本⼤震災の被災地⽀援を踏まえた「医療・保健・福祉」分野の災害対

応のあり⽅を考える
会場 徳島グランヴィリオホテル ヴィリオホール

◆ 学校防災部会
「三連動地震から⼦どもたちを守る」〜地域と連携した学校防災〜
会場 徳島グランヴィリオホテル ヴィリオルーム

◆ 施設整備のあり⽅等検討部会
「減災の視点を加え、防災施設の整備のあり⽅等を考える」
会場 徳島グランヴィリオホテル ヴィリオルーム

◆ 地域防災対策部会（南部）
住⺠主体の地域防災のあり⽅を考える「津波から命を守るために、今でき

ること」
会場 徳島県⽴南部防災館

◆ 地域防災対策部会（⻄部）
「東⽇本⼤震災の被災地⽀援から学び、東海・東南海・南海地震対策に活

かす」〜⻄部圏域で何ができるか〜
会場 徳島県⻄部総合県⺠局美⾺庁舎

11:15〜12:30 各部会からの報告、閉会式





第１部 全体会
（平成23年8⽉27⽇（⼟ ））





　
　　国立大学法人徳島大学 　　　　　　　　　　　　　　　徳島県理学療法士会
　　徳島県市長会　　　  　　　　　　　　　　　　　　 　　　徳島県老人福祉施設協議会
　　徳島県町村会　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県老人保健施設協議会
　　(社)徳島県医師会　　  　　　　　　　　　　　　　　　　日本水道協会徳島県支部
　　(社)徳島県看護協会　　　　　　　　　　　　　　　　　 日本認知症グループホーム協会徳島県支部
　　(社)徳島県歯科医師会　　　　　　　　　　　　　　　　全日本自治団体労働組合徳島県本部
　　(福)徳島県社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　(社)徳島県労働者福祉協議会
　　(社)徳島県精神科病院協会　　　　　　 　　　　　　 日本労働組合総連合会徳島県連合会
　　徳島県病院薬剤師会 　　　　　　　　　　　　　　　　 徳島県土地改良事業団体連合会
　　(社)徳島県放射線技師会　　　　　　　　　　　　　　 (社)徳島県建設業協会
　　徳島県慢性期医療協会　　　　　  　　　　　　　　　 (財)徳島県婦人団体連合会

東日本大震災被災者支援功労団体

人的支援で貢献した団体

順不同／敬称略

 　　徳島県旅館業生活衛生同業組合　　 　　    　　徳島県農業協同組合中央会
　　 徳島県商工会議所連合会　　　　　　　　　　　　　徳島県養鶏協会
 　　徳島県商工会連合会　　　　　 　　　　　　　　　　 鳴門市水産振興協議会
　　 徳島県中小企業団体中央会　　　　　　　　　 　　鳴門町漁業協同組合
　　 日本観光旅館連盟徳島県支部　　　　　　 　　　 はな・はるﾌｪｽﾀ実行委員会徳島ﾗｰﾒﾝ博覧会
　　 (福)池田博愛会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)徳島県宅地建物取引業協会
　　 板野郡農業協同組合人参連絡協議会　　　　　 徳島県高等学校ＰＴＡ連合会
 　　徳島県阿波尾鶏ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ確立対策協議会　　　　 徳島県国公立幼稚園ＰＴＡ連合会
　　 徳島県食品工業協会　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県ＰＴＡ連合会
 　　徳島県漬物加工販売協同組合

「徳島ならでは」の支援で貢献した団体

東日本大震災の被災者支援に
御尽力いただき

ありがとうございました！
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開 会 あ い さ つ

徳島県知事 飯泉 嘉⾨

本⽇は、会場いっぱいの皆様⽅にご出席を賜り、
⼼からお礼を申し上げます。また只今、東⽇本⼤震災
において⼈的⽀援、徳島ならではの⽀援をいただいた
皆様⽅に感謝状を贈呈させていただきました。ご⽀援
に対し、⼼から敬意と感謝を改めて申し上げます。
未曾有の東⽇本⼤震災の発災から、間もなく半年が

経とうとしていますが、被災地では今なお多くの⼈々
が避難所⽣活を余儀なくされています。今回の震災に
対しては、政府や全国知事会に多くの⽀援要請が

、 、ありましたが なかなか救援活動が進まないことから
⽇本有史以来の都道府県域を越える意志決定機関で

ある関⻄広域連合が「カウンターパート⽅式」を提唱し、徳島県は⼀番被害の⼤き
かった宮城県を兵庫県、⿃取県とともにいまなお⽀援させていただいております。
私も３⽉２０⽇に宮城県を訪問し、村井知事とも相談させていただき、避難者の⽅
に徳島をはじめ関⻄広域連合の地にお越しいただく「災害疎開制度」を提唱させて
いただき、今では徳島に永住を決められた避難者の⽅もいらっしゃいます。
徳島県としては、「東海・東南海・南海」三連動地震への備えを急ぐ必要があり

ますが、そのためには被害想定を根本から⾒直していかなければなりません。また
今回は、⼈知で⾃然を防ぎきる「防災」の考え⽅に限界があることがまさに⽴証
されたところであり、これからはこの⾃然の猛威を少しでも減じ、助かる命を
助けていく「減災」の考え⽅を加味した対策が急務となるところです。
そこで政府に先⽴ち、４⽉２６⽇に徳島県地震津波減災対策検討委員会を発⾜
、 、 。させ 先般 減災も視野に⼊れた三連動地震対策の中間報告が出されたところです

徳島県としては、できるところから⾏っていくとともに、１県だけで難しい点は
関⻄広域連合として、また三連動地震で同時に被災する可能性が⾼い９県知事会と
して、さらには国に対し政策提⾔を⾏い、実際の対策としてハード・ソフト両⾯
から対応して参りたいと考えております。
２⽇間のフォーラムを通じ、これからおそらく来るであろうといわれている

三連動地震へのしっかりとした備えをお⼀⼈お⼀⼈が考え、⾏動し、⼤きな⼒と
していただき、三連動地震における死者ゼロを⽬指す「とくしまゼロ作戦」展開の
きっかけとしていただければと思います。どうか、お時間の許す限りご参加
いただきますよう⼼からお願い申し上げます。
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来 賓 あ い さ つ

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 越智 繁雄 様

平素より防災⾏政に対し格別のご理解と
ご協⼒を賜り、厚くお礼を申し上げます。
また先ほど感謝状を贈呈されました皆様⽅
をはじめ、県内各地で防災対策の推進に
ご尽⼒されております皆様⽅に敬意を
する次第であります。
今年に⼊り、１⽉は豪雪、１⽉末から

宮崎・⿅児島両県に跨る新燃岳で300年
、 。ぶりの噴⽕ 7⽉末には新潟福島豪⾬といった⾃然災害が我が国を襲っております

何よりも3⽉11⽇の東北地⽅太平洋沖地震では、マグニチュード9.0という巨⼤地震
が起こり、巨⼤津波が極めて広範囲にわたり各地に甚⼤な被害を及ぼしました。
死亡・⾏⽅不明者合わせて2万⼈を超え、まさに未曾有の⼤災害でありました。
犠牲となられた⽅々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様⽅に
⼼よりお⾒舞い申し上げたいと思います。
また震災直後から徳島県内の⾃治体や防災関係の皆様には、被災地で災害対応に

当たっていただき、また徳島県内各地から多くの物資の⽀援を賜ったところであり
ます。防災を担当する者として、皆様の⽀援は⼤変⼼強く、誠にありがたいもので
ありました。この場をお借りして、厚くお礼を申し上げます。
徳島は昭和21年の南海地震で200名を超える尊い命が失われ、過去にも幾多の

巨⼤地震と巨⼤津波の被害を繰り返し受けております。これは過去も現在も未来も
変わることのない宿命として受け⼊れざるを得ない事実であります。
そして東海・東南海・南海地震発⽣の切迫度が⾼まっている中で、これらが連動

した超広域・超巨⼤海溝型地震に対する安全・安⼼の確保を最重要課題として、
やるべきことをできるところから着実にやっていかなければなりません。
これまで過去の経験を元に防災対策を進めて参りましたが、今まで経験のない

ことが起きたという事実を真摯に受け⽌め、この教訓を次への備えとして確実に
活かし、世代を超えて繋いでいかなければなりません。政府といたしましても、
今後とも地震津波対策の推進に全⼒を挙げて取り組んで参る所存でありますので、
より⼀層のご理解・ご協⼒、ご⽀援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
フォーラムをきっかけに防災・減災対策が促進され、ここ徳島が安全で住みよい

魅⼒のある地域として発展され、この⽇本を、世界を⽀えていただけるようになる
ことを祈念いたしまして、私のあいさつとさせていただきます。
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宮城県知事からのビデオメッセージ

宮城県知事 村井 嘉浩 様

本⽇は「防災・減災フォーラム2011 in
徳島」が盛⼤に開催されましたことを、
⼼からお慶び申し上げます。
3⽉11⽇に起こりました東⽇本⼤震災で、

宮城県はたいへん⼤きな被害を受けました。
死者・⾏⽅不明者合わせて1万2千⼈を超え、
全壊・半壊家屋は13万棟を超えました。
発災当初から、徳島県の皆様には⼈的・

物的ご⽀援を賜っており、この場をお借り
いたしまして、⼼から感謝を申し上げます。また発災当初、飯泉知事が⾃ら宮城県
にお越しになり激励をしてくださいました。暖かいご友情、本当に涙が出るほど
うれしかった訳であります。
宮城県はちょうど50年前、地球の裏側にありますチリ沖で起きた地震によって

津波被害がありました。この50年間をかけて、同じ程度の津波が来ても地域が被害
。 。を受けないような準備を進めていた訳であります まさに経験に学んでおりました

しかし歴史をひもときますと、数百年単位でさらに⼤きな津波被害が起こって
いた訳であります。残念ながら経験に学び、歴史に学んでいませんでした。
徳島も、東海・東南海・南海の三連動地震が起こるといわれております。そう

なりますと、おそらく今回と同規模の⼤きな津波が訪れると私は思います。来るで
あろうといわれているものは必ず来る、という意識をもって準備をしていく必要が
あります。このフォーラムが、皆様の気持ちを⼀つにし準備を加速する契機になる
ことを⼼から祈念しております。
話は変わりますが、私と飯泉知事は同い年で、幼い頃住んでいた場所も近くで

あり、友⼈のように親しくお付き合いをさせていただいております。⼩さい頃、
両親に連れられて阿波おどりに⾏ったことを今でも良く憶えております。徳島県は

、 。 、⾮常に住み良い 私の⼤好きな場所であります 震災対応が少し落ち着きましたら
是⾮とも家族連れでまた徳島県に訪れたいと思っております。
宮城県も七⼣祭りを盛会裡に終え、街中は⾮常に元気を取り戻しております。

宮城県を元気にするためには、宮城県の物をたくさん買っていただくと同時に、
たくさんの皆様に宮城県に訪れていただく必要があります。どうか皆様、機会が
ございましたら、是⾮宮城県にお越しください。宮城県⺠こぞってお待ちして
おります。
本⽇のフォーラムが実りあるフォーラムとなりますことを⼼から祈念いたし

まして、お祝いのあいさつとさせていただきます。
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基調講演「東⽇本⼤震災から」
講師 建築家・東⽇本⼤震災復興構想会議議⻑代理 安藤 忠雄 ⽒

（安藤忠雄⽒ プロフィール）
⼤阪⽣まれ。独学で建築を学び、昭和４４年に安藤忠雄建築研究所を設⽴。
代 作に「六甲の集合住宅 「ピューリッツァー美術館 「 参道ヒルズ（同潤会⻘⼭アパート」 」
建替計画 」など。）
昭和５４年「住吉の⻑屋」で⽇本建築学会賞、平成元年フランス建築アカデミーゴールド
メダル、平成５年⽇本芸術院賞、平成１５年⽂化功労者、平成２２年ジョン・F・ケネディー
センター芸術⾦賞、後藤新平賞、⽂化勲章受賞。

震災から⾒えてきた⽇本■
東⽇本⼤震災復興構想会議では、２０３０

年を⽬標に国内の消費電⼒のうち７．５％を
⾃然エネルギーで代替し、７．５％を省
エネルギーによって削減することで、震災前
における１５％分の原⼦⼒発電を削減する
ことができると提案した。
エネルギー政策の転換が迫られる今こそ、

明確かつ現実的な数値⽬標を⽰すべきでは

ないかと主張したが、会議では取り合って
もらえなかった。
企業や国⺠にとってエネルギーの問題は

⼀番の関⼼事だ。安定的なエネルギー確保に
ついて具体的な展望が⾒られないまま、
すでに多くの企業がタイ、マレーシア、
インドネシアなどに流出している。この事態
が続けば産業の空洞化はますます進⾏し、
雇⽤がなくなり、経済は困窮するだろう。
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⼤震災以降、⽇本が内包してきたさまざま
な問題が浮き彫りになった。問題を⾒つめ
直し、⽇本は⼀つになって頑張らなければ
ならない。

阪神・淡路⼤震災の復興プロジェクト■
１９９５年１⽉１７⽇の阪神・淡路⼤震災

では、地震発⽣後に何度も被災地に⼊り、
⾃分の⾜で歩いてみた。建築に携わる者と
して、この悲惨な現状を⼼に焼き付け、
そして必ず復興しなければならないと⼼に
誓った。
復興プロジェクトでは兵庫県⽴美術館と
隣接する神⼾市⽔際広場、復興集合住宅、
淡路夢舞台などを⼿掛けた。震災を教訓と
して安⼼・安全な街を再⽣するとともに、
⼈間が壊してきた⾃然をもう⼀度取り戻す
ためのプロジェクトでもあった。
例えば淡路夢舞台の敷地はかつて⼤阪湾の

埋め⽴てに供する⼟砂採掘地であり、⼭を
丸ごと削り取られた跡がむき出しの無残な
⼟地だった。
プロジェクトは⾃然との共⽣を掲げ、建物

の⼯事を始める５年も前から２５万本を
超える苗⽊を植えて森を育ててきた。今では
広⼤な敷地に緑が復活し、施設も⾃然の中に
溶け込んでいる。
阪神・淡路では官⺠⼀体の努⼒で⾒事に
都市を⽣き返らせ、⾃然を再⽣するという
⽇本⼈の底⼒を感じることができた。

⼼を⽀える「鎮魂の森づくり」■
阪神・淡路⼤震災の後、⺠間の有志と
ともにいくつかの⽀援事業を始めた。⼀つは
「ひょうごグリーンネットワーク」運動。
亡くなった⼈々への鎮魂の思いを込めて、
⽩い花を咲かせるハクモクレン、コブシ、
ハナミズキなどの樹を住⺠⾃⾝の⼿で被災地
に植えてきた。
また震災遺児の教育⽀援のために「桃・柿

育英会」を設⽴。１⼈年間１万円の寄付を

１０年間続けていただくことで、震災を
忘れず、少なくとも１０年の間は被災地の
⼦どもたちの学ぶ意欲を⽀えて、成⻑を
⾒届けようというものだ。
東⽇本⼤震災でも復興の第⼀歩として

「鎮魂の森づくり」を提案している。がれき
の⼭に花を咲かせ、森を育てる。咲き誇る
花に命を落とした⼈の思い出を重ね、防災
意識を新たにする。きっと被災地の⼈々の
⼼を⽀える復興の森づくりになるはずだ。
さらに親を亡くした⼦どもたちを⽀援する

ために再び「桃・柿育英会」を⽴ち上げた
ところ、すでにたくさんの⽀援の輪が広がっ
ている。今後は⼦どもたちを個別に⽀えて

。いくための新しい⾥親制度も考えていきたい

ふるさとから発信を■
ラフカディオ・ハーン（⼩泉⼋雲）は明治

時代の⽇本⼈について「⾃然を愛し、家族を
愛し、地域と国を⼤切にしている」と⾼く
評価していた。戦後まもなく⽇本を訪れた
外国⼈たちも「⼤⼈は⼀⽣懸命働き、⼦ども
は熱⼼に勉強し、みな⽬が輝いている。この
国は必ず復興できる」と断⾔していた。
ところが今の⽇本はどうか。⼤⼈はあまり

働かず、⼦どもは過保護に育てられ、⾏き
過ぎた個⼈主義がまん延している。こんな
⽇本では復興はなかなか難しいと思う。
戦後の⾼度成⻑や経済⾄上主義で⽇本⼈が

失ったものは⼤きい。⼤震災を機に、⽇本⼈
は本来の気質を取り戻し、もう⼀度⽇本の国
を建て直さなければならない。家族や地域
との絆を取り戻し、ふるさとを⼤事にして
ふるさとから発信することを⼤切にして
ほしい。⼼の希望を膨らませるために、いま
⼀度何ができるのか、私たち⼀⼈⼀⼈が
考えて実⾏しなければならない。

（平成23年9⽉11⽇付徳島新聞に掲載された
記事を再録しました ）。
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パネルディスカッション
｢東⽇本⼤震災の教訓・ 東海・東南海・南海』三連動地震への備え｣『

コーディネーター 斎藤 秀⼈（徳島新聞社理事編集局⻑ 編集技術担当）
パネリスト 安藤 忠雄（建築家・東⽇本⼤震災復興構想会議議⻑代理）

越智 繁雄（内閣府政策統括官（防災担当）付参事官）
村上 仁⼠（徳島⼤学名誉教授・とくしま地震防災県⺠会議会⻑）
飯泉 嘉⾨（徳島県知事）

■ 東⽇本⼤震災の教訓

阪神⼤震災、東⽇本⼤震災の復興に斎藤

携わってこられた安藤先⽣のお話は⼤変⽰唆
に富んでいた。飯泉知事には基調講演の感想

。と安藤先⽣への質問などあればお願いしたい
東⽇本⼤震災は千年に⼀度のまさに飯泉

国難。安藤先⽣のお話から⽇本が復活できる
⼿だてはチャレンジ精神とプラス思考だと
感じた。徳島県でも東海・東南海・南海の
三連動地震に備えなければならない。ぜひ
アドバイスをいただきたい。

阪神間の⼈は神⼾の街が好きだ。安藤
もう⼀度美しい神⼾の街を取り戻したいと
いう愛着が復興の意欲と原動⼒になった。
結果的に世界に類を⾒ないほどの早期復興を
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成し遂げた。街に対する愛情こそが復興には
必要だ。

、１９８０年以降の⽇本は平和に慣れすぎて
今まさに⽇本が沈みかけていることに対する
意識がない。⼤震災を機に⽇本⼈としてどの
ように⽣き残っていくべきか模索する必要が
ある。

東⽇本⼤震災について議論を始め斎藤
たい。今回の東⽇本⼤震災は８⽉２６⽇発
で死者・⾏⽅不明者が２万１９５⼈という
未曾有の被害をもたらした。
村上先⽣は４⽉中旬に宮城県に⼊られて、

津波の浸⽔⾼など宮城県沿岸の被害状況を
調査されたとのこと。当時の様⼦をお話いた
だきたい。

東⽇本⼤震災の震源域は南北５００村上
㌔、東⻄２００㌔、被害は北海道から四国に
及び、地震・津波・原発事故などが重なった
「超広域複合災害」である。死者の９２％が
津波による⽔死で、そのうち６５％が６０歳
以上の⾼齢者だった。
津波の⾼さは岩⼿県・重茂半島の姉吉地区

（宮古市）で３８．９メートルを記録、観測
史上最⼤の津波被害だった。とにかく印象に
残ったのは津波の威⼒。津波は北上川を４９
㌔も遡上。また、１６㍍の⾼台に建つ⼥川
町⽴病院では１階の天井付近まで浸⽔する
すごさだった。
被災地の浸⽔被害はハザードマップの想定

区域を⼤きく越えていた。徳島でもハザード
マップを作成しているが、今後は過去の津波
被害で最も広範囲に被害が及んだ事例を踏ま
えて想定を⾒直す必要があるだろう。

知事は発災直後、⼭形県経由で被災斎藤

地に⼊り、宮城県の村井知事と会談された。
被災地を視察した感想と併せてお話いただき
たい。

。飯泉 発⽣から１０⽇⽬に宮城県⼊りした
村井知事からは「映像が伝えきれないのは
被災地のにおい。現地では被害の状況を体で
感じてほしい」とアドバイスをいただいた。
実際に被災地を視察したことで、災害時

にはガソリンに頼らない⾃動⾞の確保が必要
であること、⾼速道路が陸の防潮堤の役割を
果たしていたこと、⼤災害に備えて減災の
新しい技術が必要であること、などさまざま
な点に気づいた。
避難所では被災された⽅々がプライバシー

のない⽣活を余儀なくされていた。県でも
、すぐに被災者の避難受け⼊れを開始したほか

徳島⼤学、県医師会などと連携して被災地の
医療⽀援も⾏ってきた。
被災地⽀援に携わった県職員、関係者から

寄せられた教訓、課題などを活⽤しながら、
来るべき３連動地震に備えてハードとソフト
の両⾯から防災対策を実践していく。

越智参事官は内閣府で防災担当の斎藤
先頭に⽴ち、３⽉２４⽇から約３週間、宮城
県の現地対策本部に詰めておられた。発災
直後から復旧に携わって感じたこと、また
震災後半年ではあるが、今後の⾒通しに
ついてもお願いしたい。

震災直後から政府の緊急災害対策越智
本部で主に物資の調達にかかわった。今回
油が⾜りないという事態になったが、広域
電の際は病院、消防関係施設などの⾮常

⽤発電機の燃料が真っ先に必要となる。油に
限らず物資の調達は広域災害の最⼤の教訓で
あり、⽇本全体での物資の備蓄を考えていく
必要がある。
次に被災状況から得た教訓を挙げておき

たい。今回の地震は断層の破壊の時間が３分
近くあり、海底が４５０㌔に渡って連動して
割れた。つまり、⻑い時間揺れる場合は海溝
型の⼤きな地震の可能性が⾼く、その際、
津波がセットで襲ってくる。⻑い揺れを感じ
たらすぐに逃げることが重要だ。
ハザードマップと実際の浸⽔状況にも
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⼤きな隔たりがあった。浸⽔予測は外⼒を
どの程度に想定するかで異なってくる。常に
想定外の状況が発⽣するリスクがあることは
覚えておいてほしい。
現在の被災地はライフライン関係が９０％

以上復旧しており、復興計画が鋭意検討され
つつある。まだまだ道のりは⻑いが、現地が
復興し、被災された⽅々が元気を取り戻せる
ように⽀援を続けていきたい。

■３連動地震への備え
次に、徳島県⺠が⼤きな関⼼を斎藤

寄せる３連動地震について考えていきたい。
東⽇本⼤震災の後、次は⾸都直下地震か、
東海・東南海・南海地震かと⾔われている。
国においても３連動地震への取り組みが
進んでいるようだ。その辺の経緯を越智
参事官からご説明いただきたい。

南海トラフ周辺では１６０５年の越智
慶⻑⼤地震、１７０７年の宝永地震、
１８５４年の安政南海地震、１９４６年の
昭和南海地震など過去⼀定の間隔をおいて
⼤きな地震が起こっている。
過去の東海、東南海・南海地震などの検討

結果では、３連動地震で震度６弱以上の揺れ
が想定されるエリアは国⼟の約２０％に
および、エリア内⼈⼝は我が国の３分の１、
製造品の出荷額は約半分を占める。３連動

。地震が起きた場合は甚⼤な被害が予想される
被害想定をした上で、国や⾃治体同⼠の⽀援
体制の構築が急がれる。また過去には時間差
で⼤地震が起きているため、地震メカニズム
の解明とともに時間差発⽣を想定した応援
部隊の派遣計画なども必要となる。

内閣府は８⽉末に「南海トラフの巨⼤地震
モ デル 検討 会」を⽴ ち上げ、 地震の
メカニズム解明と具体的な規模設定、それを
基にした被害想定に取り掛かったところ。
今後、徳島県とも連携していきたい。

村上先⽣は国に先⾏して県が設置斎藤
した「地震津波減災対策検討委員会」の
委員⻑でもある。どのような議論をされて
きたのか、予定も含めてご紹介ください。

⼤震災後の４⽉に委員会が発⾜、村上
３連動地震の「被害想定」や「ハード・ソフ
ト両⾯の減災対策」について検討してきた。

。⼀番のポイントは外⼒の想定をどうするか
過去⼀番⼤きい地震は宝永地震のマグニチュ
ード（Ｍ）８．６だが、地震領域が広がれば
Ｍ９．０も予想される。これまで県の想定は
Ｍ８．６だったが、国のモデルが決まれば
ただちに検討委員会で取り上げて具体的な
被害想定について話し合いたい。
委員会では「防災」から「減災」への転換

と再構築も課題に挙げている。⼤事なことは
「最低限⼈の命だけは守る」ことだ。県の
「地震防災対策⾏動計画」では「南海地震
発⽣時の死者ゼロ」を⽬指している。被害を
最⼩化するためには、耐震化や施設整備など
のハード⾯だけでなく、ソフト⾯でも短・
中⻑期に分けて、震災に強い地域づくりに
取り組むつもりである。

県⺠の⽣命・財産を守る最⾼責任者斎藤
、である知事から３連動地震に備えて意気込み

決意などを話してほしい。
被災地を視察した際、今のままの飯泉

徳島の防災⼒ではとても３連動地震に備える
ことはできないと痛感した。
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従来は国が被害想定、⾏動計画を作り、
地⽅⾃治体は受け⾝で対策を講じるという形
だったが、県独⾃にできることから早急に
取り組む必要性を感じた 「地震津波減災対策。
検討委員会」もその⼀環で⽴ち上げた。これ
まで明らかになった被災地の課題や教訓を
とりまとめ、徳島ならではの被害想定、⾏動
計画のたたき台を作成すべく進めている。
また簡易耐震化⼯事と太陽光パネル設置に

対する補助事業、四国横断⾃動⾞道川内地区
の⾼速道路に津波避難場所を設置する協定の
締結なども進めてきた。今後もできる限りの
防災・減災の⼿だてを講じていきたい。

■まとめ
これまでの議論のまとめと、会場斎藤

そして県⺠へのメッセージをお願いします。
被災地の調査で、命が助かった⼈に越智

共通することは地震発⽣後すぐに避難した
ことだった。⼤きな揺れを感じたらとにかく
すぐに避難してほしい。
三陸地⽅には「津波てんでんこ」という
教訓が伝えられている 「地震・津波の時は、。

、 。親が⼦を ⼦が親を探していたら逃げ遅れる
てんでばらばらに逃げろ」という教えだ。
家族、近所で防災意識を共有し、それぞれが
⾃⽴して命を守るための信頼関係を築いて
おくことも重要だ。
災害時は⾃助７割、共助２割、公助は１割

と⾔われている。⼤規模災害になればなる
ほど⾃助の重要性が⾼まる。国の⽅でも全⼒
で頑張りたい。

⾏政の役割は被害を回避、軽減、村上
最⼩化して早期復旧、復興を図ること。その
ための具体的な⾏動計画を⽰すこと。委員会
の成果を⽣かしてほしい。
⼀⽅、巨⼤災害に対しては「あなた（⽅）

が 傷しない、死なないことがあなた（⽅）
の義務」という防災教育の基本を⾃分と家族
で実践することが⼤切だ。地震・津波から
命を守ることは県⺠⼀⼈⼀⼈の意識と⾏動に
かかっている。

越智参事官がおっしゃったように、飯泉
防災のポイントは⾃助７割、共助２割、公助

は１割。県では耐震化事業や防災⼈材の育成
などで⾃助、共助を⽀援するとともに、周辺
⾃治体との連携を進めることで公助の整備
にも努めている。
災害時に⾃助、共助、公助がしっかり組み

合うように徳島から全国に向けていろいろな
モデルを発信していきたい。

最後に安藤先⽣から全体の感想、斎藤
意⾒をお願いしたい。

こうした会議にたくさん出席して安藤
いるが、みんなで腹を割って本当に話し合わ
なければ意味がない。政治や⾏政も縦割り
構造をつぶして、政治家と官僚が本当に腹を
割って話し合わないとだめになる。
⽇本⼈は戦後の教育で⽛を抜かれ、個⼈が

⾃分の意⾒や本⾳を⾔わないようになって
しまった。しかし⽇本が世界の中で⽣き抜く
ためには、⾃分をしっかり主張し、相⼿の話
をしっかり聞くことが⼤切だ。⽇本がこの
ような状況だからこそ、世界中と腹を割って
本気で対話できる⽇本⼈にならなければなら
ない。

今⽇は貴重なご意⾒をありがとう斎藤
ございました。３連動地震に備えて、今後の
徳島の防災・減災に⽣かされることを期待
しています。

（平成23年9⽉11⽇付徳島新聞に掲載された
記事を再録しました ）。
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地域で取り組む防災連携部会
「地域のきずな〜地域ぐるみの防災連携〜」

事例発
兵庫県⽴舞⼦⾼等学校環境防災科３年 斯波 花織

寺下 真⾐
科⻑ 諏訪 清⼆

兵庫県県⽴舞⼦⾼校の環境防災科、諏訪
、防災を専⾨に勉強する⽇本で唯⼀の学科から

来させてもらいました。この⼦達は、３年⽣
ですけど、東北の被災地を何度も回って
います。その話を報告してもらいますが、
その中に地域として考えるべきヒントが散⾒
されるかも知れません。

東北ボランティアについて発斯波
します。地震が発⽣した⽇から、私達は、
⾃分たちに何ができるかということをずっと

考えていましたが、近隣の中学⽣や⾼校⽣と
⼀緒に駅前で被災地のために募⾦活動をする
ことができました。⼀番印象に残っているの
、 、「 」は 実家が東北で 私達のためにありがとう
と⾔って募⾦をしてくれた⼈がいて、本当に
つながっているんだと思いました。また、
阪神・淡路⼤震災を経験した⼈達の思いやり
に触れ、私達も思いやりという⾔葉を⼤切に
活動していこうと思いました。
現地では、⽯巻市で復興を⽬指す⼈々の
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背中を⾒て 「私には何ができるのだろう」と、
いう気持ちでいっぱいになりました。先輩が
「被災地のことを思い続けることも⼀つの
⽅法だよ」と教えてくれたので、ずっと⽯巻
市の復興を願いたいと思っています。
「がんばろう！⽯巻」というスローガンの
「がんばろう」の５⽂字には、復興するぞと
いう前向きな思いを感じ、私も何かの役に
⽴てたらと思うことができました。

次に活動の様⼦です。現地のことを寺下
考えて、できることを精⼀杯やろうって
思いました。３⽇間という短い間だったん
ですけど、被災地のお婆ちゃんの家で、床下
の泥を取ったり、がれきを⽚付けたり
しました。このお婆ちゃんとは、最後に
「また絶対くるからね」っていう約束をして
お別れをしました。

私が⾏った家のお婆ちゃんとは、斯波
私達の学校の話をしたり、息⼦さんの話を
聞いたりして交流しました。そうすること
で、お婆ちゃんに笑顔が戻ったような気が
、 、 、して ボランティアは 話したりすることも

ひとつなんだと感じました。また、夏休みに
ボランティアに⾏ったときは、ボランティア
の数も減ってきていて、継続性が⼤事だと
いうことも改めて知りました。その時⼀緒に
活動した⼤学⽣とグループワークをしました
が、ボランティアで頑張るには、体調が⼀番
、 。で ⾃⼰管理をきっちりしようと話しました
ほかに、ボランティアセンターなどの

、たくさんのサポートで活動ができているから
感謝しようということになりました。この
グループワークで、被災地を⾒たり、話を
聴いたりして、たくさん知ること、そして、
それを⾃分の中でしっかり考えること、
いろんな⼈に伝えていくことを学びました。
また、現地の⽅から、⼩学⽣を校舎の上に

避難させ、誰も死者を出ずにすんだっていう
⼩学校の話を聞いて、判断や指⽰はすごい
⼤切だと感じました。
ボランティアを通じて、たくさんの⼈に

出会ったので、これからも⼿紙や電話で
つながっていきたいなと思います。また、
たくさんの⼈に会いに⾏って、つながりを
持っていきたいと思います。

いろんな⼈と出会えて、ここで寺下
終わりにするんじゃなく、これからも
つながっていくし、ボランティアができた

、 、ことは いろんな⼈の⼒があってできたので
感謝の気持ちを忘れず、これからも精⼀杯
活動していきたいと思っています。

ボランティアと地域防災の関係を諏訪
考えたいんですけど、いくつかあります。
⼀つは⾃発性・⾃主性です。ボランティア

は⾃主的にやるものだと⾔われています。
地域の防災も、⾃主的にやっているところは

。なかなかうまくいってるというのが実感です
２つめは無償性です。基本的にはボラン

ティアは物はもらわない。地域活動も少なく
とも利益を求める仕事ではない。そういった
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無償性があります。
それから社会性です。⼈と話をする中で
いろんな情報を得ていく、そういった⼈との
つきあいっていう社会性。もう１つは、⾃分
の所属している社会を⼤事にしなさいという
社会性。その２つなんだと。皆さんの地域
防災も基本はやっぱり社会性です。お互いを
知っていることが社会性なんです。それで
社会性ということは、ボランティアも地域も
同じなのかなと。
それから継続性です。継続性には２つ
あります。私がボランティアを続けるという
継続性。いろんなところに関わり続ける
継続性。もう⼀⽅は、ボランティアが来続け
てくれるという継続性。関わり続けようって
いう継続性。ただし、遠くまで⾏くんなら

。 、時間もお⾦もかかります うちの⽣徒たちは
東北地⽅に地震が発⽣したら 「⼤丈夫だった、
ー？」って、電話するんです。そういうのが
嬉しいんです。いかに継続して、災害という
⾮⽇常を地域のなかの⽇常的な活動に組み
込むかということなんです。

最後は創造性。創造というのはクリエイ
。 、ティビティのことです なんか⾯⽩いことを

みんなが集まることを⼯夫してしよう。それ
がクリエイティビティかなと考えています。
そういった意味で、ボランティアにしろ、
地域防災にしろ、⾃分たちで考えながら
やっていく意味では⼀緒だと考えてます。
ここで、地域として考えていくべきことを

お話しします。東⽇本⼤震災で被災した

⼩学校では、１階まで⽔没すると想定されて
おり、３階に逃げなさいと避難訓練で⾔わ
れてるんですが、ここはそれを信⽤しなかっ
た。３階じゃなくて、グラウンドからてんで

、ばらばらに⾼いところに逃げる⽅法を取って
助かりました。想定というものを、どう捉え

。るのかってことをいっしょに考えていきたい
そのことを頭に置きながら、地域防災につい
て優れた取り組みなんかも、紹介しながら
お話をしていきます。
南海地震の発⽣確率は、３０年以内で６０

％程度と⾔われております。３０年先は
皆さんの⼦どもさんや、お孫さんが社会の
中⼼になります。そのお孫さんたちの安全な
社会をつくるのが、いま⽣きてる私達の仕事
だと思うんです。その意味で、３０年先や
知らん、５０年先やぜったいおらんじゃ
なくって、３０年、５０年先の、いまの
⼦どもたちがどんな社会になっていくのか
っていう、道筋をつくる責任者として、この
数字をみなければならないと思っています。
南海トラフの地震が、全部⼀緒に起これば、
亡くなる⽅でも２万４７００⼈という数字が
あるそうですが、これは想定です。備えに
よって、⼀桁増えたり⼀桁減ったりする。
それぐらいの数字なんです。３０年かも
しれない、５０年かもしれない。それは誰も
いえない。そのときのために、こどもや孫の
世代のために災害に強いまちにするのは、
私たちの仕事だと思っています。これには、
市⺠と⾏政と専⾨家がタッグを組まなければ
ならない。北海道⼤学の先⽣が⾔っておら
れるのは、市⺠、⾏政、専⾨家、マスコミで
正四⾯体をつくるべきだと。
次に、ぼくが被災地を⾒て来たなかで考え

たことを紹介します。奄美⼤島ですごく⾬が
降った時にたくさんの地域が孤⽴しました。
ここで聞かされたのは、みな⼩学校に避難し
て、地域の⽅が地域の⽅を助けだす。これを
「結い」の気持ち、最近は「絆」という⾔葉
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が全国区で使われていますけども、地域地域
には「結い」という⾔葉が残されています。
「結い」の気持ちというのは、⽇ごろのおつ
きあいからできたということです。
⾼知県四万⼗町の興津では、いろんな想定

のなかで、ソフトでもハードでも⼀⽣懸命
やれることをやる。ハードだったら⾏政から

。 、お⾦をもらわないとならない でもソフトは
親⼦とかおじいちゃんおばあちゃん孫とか、
こういう関係のなかで楽しく勉強できる場を
つくって、次世代を育てようという話を
されていました。
岐⾩県には、障害をもった⽅々と、地域の

連携に取り組んでいる社会福祉法⼈があり
ます。障害をもった⼈達というのは、災害時
に孤⽴しやすいんです。じゃあ、その地域の
⼈と連携することで、災害時に助け合えるん
じゃないのかとのことで、いろんなことを
やっていますが、そのひとつに運動会が
あります。⽬的は、障害を持った⼈と地域の
⼈が、その地域に⼀緒に住んでいるんだって
ことを認識しあって、連携しあうことだと
おっしゃってました。

、 、次に 舞⼦⾼校の話をしたいんですけども
、 。防災福祉コミュニティについて 説明します

神⼾市が⼩学校校区ごとに防災福祉コミュニ
ティをつくったんですが、舞⼦⾼校のそば
にもコミュニティが４つあり、おつきあいを
してるんですけど、防災訓練、お祭り、
クイズラリー、防災運動会、防災キャンプ
などいろいろやっています。斯波さん、
寺下さんは、参加したことある？

あります。防災訓練では、消⽕器を斯波
使って的に当てるのとか、バケツリレーを
して、⼤きな⽔槽にどんどん⽔を⼊れていく
のをしました。

、 。寺下 防災訓練と お祭りに参加しました
お祭りでは、夏祭りの⼿伝いをして、屋台を
やったんですけど、地域の⼈達と喋る機会が
たくさんありました。防災キャンプでは、

⽔道局の⼈達のお話と、公園で簡易⽔道の
作り⽅をやって、起震⾞の体験をさせて
もらったり、⼩学校の体育館で地域の⼦ども
たちに、消⽕器の使い⽅と担架の作り⽅、
耐震のことについて教えたり。わたしたちが
中⼼となって、やらしてもらいました。

そういうふうに、いろんなことを諏訪
やってます。防災訓練にしても、⼈が集まる
のもあれば、集まらないものもある。基本は
防災だけじゃだめ。防災プラスアルファを
する。そのプラスアルファは⼦どもが好きな
こと、地域の⼈が得意なこと。みんなが
なんか、おもしろそうだなって思うこと
なんです。
これは最後なんですけど、⼤事なのは官設

⺠営です。昔は官設官営ですが、官設で建物
はつくりました、そしてみんなで相談して
使い⽅を考える。トップダウンの⾏政と、
ボトムアップでやろうという⺠が⼿を繋ぐん
です。それをできる⼟壌があれば、地域の
関わりというのはもっとうまくいく。
この先みなさんが地域で防災を進められる

とき、頭の隅において、防災だけでなくて、
ほかのことも含めて、いろんなアイディアを
出して、そして学校とも仲良くして、いろん
な活動をつくっていただきたいと思います。
３０年後か、５０年後かわかりません。来た
ときにあわてるんじゃなくて、そういった
地域をこれから、みなさんと⼀緒になって
つくっていけたらと思います。
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医療・保健・福祉部会
「東⽇本⼤震災の被災地⽀援を踏まえた『医療・保健・福祉』分野の

災害対応のあり⽅を考える」

パネルディスカッション
コーディネーター 徳島県医師会救急災害委員⻑ 神⼭ 有史

徳島県⽴中央病院救命救急センター副センター⻑ 三村 誠⼆
パネリスト（医療） 那賀町国⺠健康保険⽇野⾕診療所⻑ 濱⽥ 邦美

⽊下病院医師 橋本 吉弘
（保健） 徳島保健所医療企画担当課⻑ 浦上 光⼦
（福祉） 阿波市社会福祉協議会介護⽀援専⾨員 福家 弘美

、神⼭ 本⽇のパネルディスカッションでは
東⽇本⼤震災において被災地で救護活動をさ
れました４⼈の⽅々に現地での活動報告をい
ただき、これをもとに東南海・南海地震、そ
して三連動地震に対してどのような防災・減
災対策を講じなければならないのか、皆様と
ともに議論を進めたいと思っております。

３⽉１９⽇に現地⼊りし、⽯巻で医濱⽥

療救護所を⽴ち上げ、軌道に乗せるというミ
ッションでした。⾏き先は１０００⼈が集ま
る避難所となった中学校で、いわば１０００

。⼈の集落に診療所を設置するというものです
保健室をリフォームして診療所として活⽤し
たわけですが、⽔が出ない、ガスがない、ま

、た移動のためのガソリンがないという状況で
特に電話が通じず、どこで何が起きているの
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か分からない、どこにどんな⼈材がいるのか
分からないという情報不⾜が⼀番⾟かった。

、我々のチームでは医療活動を⾏うにあたり
家も友達も失い、これ以上ないくらいの我慢
を強いられている被災地の皆さんの我慢を少
しでも取り除いてあげようということをコン
セプトとしました。そして⼼得を 「待たせな、
い 謝らせない お礼を⾔わせない 褒」、「 」、「 」、「
めてもらわない 「何か得にいくものではな」、
い」として、円陣を組んで唱えたんですね。
でも、結果として多くのことを得ることが

できました。プライマリケアの重要性、包括
ケアの重要性、そしてやはりチームワークの
重要性。当然ですが、ひとりでは何もできな
い。メンツや先⼊観を捨てて柔軟に取り組ま
なければならないし、チームとして共通のゴ
ールを常に意識できているかですね。チーム
リーダーに求められるのは「いかに早く優先
順位を付けるか」であり、できることとでき

。ないことを仕分けていかなければなりません
今後の課題として、想定外の災害が起きた

時には、情報を集め⼀元化し分析・提供する
コーディネーターが必要です。また、被災地
になった場合とならなかった場合を想定して
ネットワークを作ること、プロとしてのチー
ムを養成することが⼤事と思います。

⽊下病院の橋本です。震災２か⽉後橋本
の５⽉１８⽇〜２０⽇の活動報告と、感想・
提⾔をしていきたいと思います。
我々は、⾶⾏機で⼭形庄内空港へ⾶び、そ

こから陸路で宮城県に⼊りました。仙台で宿
泊し、毎⽇⽚道２時間半かけて⾞で⽯巻市に

通っておりましたが、破壊的な光景、規模の
⼤きさに圧倒されました。
⽯巻市の医療体制は、被災地⽀援に⼊って

きた他府県のＤＭＡＴや医療チーム、東北⼤
学、医師会、⻭科医師会、⾃衛隊、⾚⼗字病
院等が合同医療チームを結成し、これを宮城
県知事から任命された⽯巻⾚⼗字病院の災害
医療コーディネーターが統括し、各チームが
医療活動を⾏っていくという体制でした。ま
た現地では、エリアごとに各医療チームの担
当区域と活動期間を決めて任務にあたる「エ
リア・ライン制」が敷かれていました。この
時期には携帯電話も通じていましたので、エ
リアリーダーが本部と直接連絡を取る縦の情
報伝達ができ、本部からは即決即断の返事が
もらえる体制でしたので⾮常に⼼強い。そし
てエリアごとに問題点を拾い上げ、⼣⽅⽯巻
⾚⼗字に戻り全体会議で検討、解決する。こ
れもその場で即決即断していました。
我々の任務は診療と、避難所の⽣活健康調

査のアセスメントシートを作成し、避難され
。ている⽅々の⽣活状況を把握することでした

診療は２か⽉経っておりましたので、患者数
はかなり減っており１⽇１７〜８⼈で、主な

、 、症状は粉塵による気道障害 アレルギー症状
、 、あるいは津波のストレスによる不眠 ⾼⾎圧

、 。⾵邪 また疲労による⾷欲の減退などでした
避難所の状況ですが、当初１０００⼈以上

おられた避難者は、我々が⾏ったときは１３
７⼈と縮⼩傾向にあり、宮城県全体では３０
０か所から１６５か所となっていました。東
北の⽅々は我慢強くて⽂句や苦情をほとんど

、 、⾔われないのですが 避難所間の問題として
炊き出しやボランティアが多く⼊っている避
難所とそうでない避難所がある。横の情報伝
達がうまくいってなかったのではないかと思
います。
提⾔ですが、緊急時には情報伝達のスピー

ドと即断即決の判断が⾮常に⼤切であると感
じました。また避難所ごとの情報を集約し発
信する核があれば、⺠間の⼒をもっと使える
のではないかと思いました。縦と横の情報伝
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達が重要ですね。

最後に、５⽉いっぱいで徳島の医療⽀援は
⼀時休⽌となりましたが、その後は現地の医
療体制を徐々に縮⼩し、地元の医師が主に診
るという元の状態に戻す⽅針でしたので、実
施経過の検証が⾮常に重要なのではないかと
思いました。

徳島保健所の浦上です。３⽉１９⽇浦上
から２３⽇まで仙台市若林区、６⽉１７⽇か
ら２２⽇まで気仙沼市で保健師チームとして
活動いたしました。

、 、今回の活動内容は 避難所の巡回健康相談
健康チェック、環境整備、衛⽣対策、在宅被
災者の健康調査のための訪問、そのなかで気
になる⽅がいた場合は医療や福祉につなげ、
連携を図りながら⽀援して参りました。気仙
沼市では要援護者への訪問調査、避難所での
実態調査、仮設住宅への個別訪問調査、市の
乳幼児健診等の通常業務⽀援なども⾏ってお
ります。仙台市若林区では、区役所に設置さ
れた保健活動ステーションを拠点とし、統括
的な保健師が配置され、他県チームの活動報
告や情報を集約し、それをもとに指⽰を出さ
れておりました。
気仙沼市では、どこにどのような援護者が

いるのか全く分からない状況でしたので、要
援護者のピックアップのためのマッピングを
⾏い、マップを参考に、まず地域の⺠⽣委員
等を訪問し、地域の⼈の状況や気になる⼈の

、 、情報を得るとともに 要援護者宅を訪問して
療養や介護サービスの状況を把握し、必要時

。には医療や介護へのつなぎを⾏っております

被災者の健康課題は被災したあと時間とと
、 、もに変化が⾒られますが ⼀番に薬剤の不⾜

特にインシュリンや降圧剤が⼿に⼊りにくい
状況でした。津波ですべて流されており、服
⽤している薬の内容を覚えていない被災者も

。 、たくさんおられました ⾵邪症状を訴える⽅
不眠など精神的な不安を抱える⽅も多く、⼦
どもには退⾏現象が⾒られたりしました。避

。難所での衛⽣環境の悪化も課題でありました

厳しい状況での保健活動について、多くの
ことを学ばせていただきました。⼀番の課題
は、災害時の保健活動の連絡体制と情報の共
有だと考えられます。被災地では多くの団体
が活動しておりましたが、その活動内容等の
情報を⾏政が吸い上げて集約し、災害対策を
決定することに結びついてなかったのではな
いかと思います。特に、派遣された団体間の
調整機能を担う組織や⼈が明確でなかったた
め、活動内容の伝達や情報の⼀元化が不⼗分
で保健活動がスムーズに進まなかったことも
ありました。また、被災地⾃治体の要援護者
の把握が⼗分できていたのかどうか。⾼齢者
や障害者など災害弱者といえる被災者への情
報の伝達⽅法が適切であったのかどうか。提
出先が違う様々な記録様式があり、情報が正

。確に伝わり活動に反映できていたのかどうか
今後に向けて重要なことは、刻々と状況が

変化する中で、被災者の多様で深刻な健康被
害の実態に応じて、いかに適切な保健活動が
展開できるか。そのためには住⺠の健康を守
り、地域における保健サービスを展開してき
た市町村に拠点を置き、市町村機能が早く回
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復できるよう⽀援することが重要と思われま
す。想定される事態を予測しながら、中⻑期
的に地域全体に⽬を向けた視点での活動が⼤
切だと思います。
最後になりましたが今回の活動を通して、

危機管理につきましては、やはり平時の備え
がいかに⼤事であったかと⾝をもって認識さ
せていただいた次第でございます。

阿波市社会福祉協議会の福家でござ福家
います。４⽉６⽇から１０⽇まで、介護福祉
⼠、ケアマネージャー、事務職の３⼈で構成
する介護⽀援チームとして南三陸町で活動い

。 、たしました 私達が現場で求められたことは
普段介護をしている⽅にかわって介護をする
ことでした。派遣されたのは⾼台にあるデイ

、 、サービスセンターで 認知症を患っている⽅
脳梗塞の後遺症のある⽅など⼗数⼈の介護を
必要とする⽅々がおられ、私たちは⼿を動か
したり、歌を歌ったり、介護を⾏いました。

中には⾃らも脳梗塞の後遺症がありながら 私「
は軽かったんだよ」というおばあさんが、つ
れあいの重い脳梗塞のおじいさんを介護して
おられました。その⼥性はムードメーカーの
ように歌ったり踊ったり、すごく楽しそうに
介護されてるんですね。こんな中でどうして
こんな明るい 情ができるんだろうと 「遠く。
からきて⼤変だね」と、私達のことも気遣っ
ていただきました。でもその⼥性の「本当は
泣きたいんだよ」という⼀⾔が、今も⽿に残
ってます。普段認知症や脳梗塞の⽅と接して
おりましても、こういう場では、まったく違
う元気が必要だと思いました。

被災された⽅は、これまで喋れていたこと
が喋れない。⾔えるはずのことが⾔えない。
⾃分たちの要望を⾔おうとしても、この状況
で⾔っていいのか。⾼齢者も⾃分の要望をの
みこんでしまうことが多々ありました。それ
でも怒らずに、これで仕⽅がないんだ、これ

。でいいんだと頑張って⽣活をされていました
何が⼀番⼤変ですかと尋ねると 「お⾵呂に⼊、
れないこと」でした。元気な⽅は、⾃衛隊が

、作ってある⼊浴施設に⼊ることができますが
⾜腰が少し弱っている⽅は介助がいるんです
よ。ですから私達は介助を申し出て、⾼齢者
の⼊浴をしてさしあげました。それから、寝
たきりの⽅には、⾝体を拭いたり、⾜を温め
たりさせていただきました。その他に何が⼤
変かと聞きますと、夜がとてつもなく⻑いと
いうことでした。
被災地の⽀援で感じたのは、現場の⼈間が

判断してすぐ動ける体制が必要だと思いまし
た。そのためには指⽰待ち⼈間や、秩序を乱
す⼈は必要ないと思いました。
私は阪神淡路⼤震災のときもボランティア

に⾏きましたが、その時は、そこにあるもの
がそこで壊れてありました。今回は、そこに

。 。あるものがそこになかったんです 家も⾞も
全く違う形の震災でも共通して⾔えるのは、
そのとき⾃分たちにできることは何かと、普
段から問いかけなければならないということ
。 、です 互いに協⼒しあって知恵を出し合って

動くことが⼤事ではないかと思います。例え
ば、私達が職場で考えているのは「こういう
ことができます」というカードを作ったり、
ペットボトルの中にデイサービスのお客様の
情報や飲んでいる薬を⼊れて、冷蔵庫にしま
うとか。冷蔵庫は直下型地震で壊れるような
ものではないらしいですね。
できれば、こういう活動をする時が来ない

ことを祈ってるんですけれども、もし南海地
震が来れば、その時は、私達がまた被災され
た⽅に寄り添っていきたいと思います。

ありがとうございました。４⼈の⽅神⼭
に発 いただきました。⼀致しているのはニ
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、 、 、 、ーズを吸い上げ 情報収集し 医者 保健師
介護福祉⼠等を的確に配置していくシステム
が求められている。現地と県庁をはじめとす
る⾏政との間の連携を密に作っていくことが
必要ということだったと思います。

阪神淡路⼤震災の時のいろいろな記三村
録、それから活動を通して得た情報は、今も
ことあるごとに語り継がれているわけで、こ
の３．１１の東⽇本⼤震災も今後⻑い間、語
り継がれるし、まだまだ復興に時間もかかる
現在進⾏形であるということです。現地で活
動されてきた多くの⽅々の経験や得られた情
報がまとめられ、形になってきている段階だ
と思います。今ここで、いろいろな部⾨に分
けて、みんなで共有して考えていこうという
のが、このフォーラムの⽬的だと思います。

、 、４⼈の発 をもとに 徳島県が何をどう考え
どういう活動をしていけばいいのか、確認し
ていきたいと思います。

我々は医療班でしたが、医療の指揮濱⽥
官がおり、その指揮のもとに医療活動をやっ
てきたんですね。おそらく保健師さん、介護
福祉⼠さんにもそれぞれの指揮官がいらっし
ゃったと思いますが、指揮系統にどういう横
の連携があったかということがちょっと気に
なることです。

仙台市では避難所の気になる事例の浦上
医療班につなげたり、市を介して医療班につ
なげる場合や直接医療班につなげる場合もあ
りるなど、組織がしっかりしていました。

南三陸町は津波で全部流れてしまっ福家
、 、 、たので ベイアリーナというところに 役場

警察、郵便局、電話、すべてのものが⼀か所
に集まった仮設があり、そこに包括⽀援セン
ターもあり、そこの⼈達を中⼼に動いたとい
う感じです。

今後の対策としては、被災地となっ濱⽥
た場合に、キーワードは情報の⼀元化とか、
コーディネートだと思います。そして横の、
保健や福祉分野のコーディネートも必要です
ね。今後県は取り組んでいくと思うんですけ
ども、全部のコーディネーターの養成が重要

になってくると思います。
急性期の医療だけが⾔われがちです三村

、 、が 急性期から慢性期ケアは同時進⾏ですし
⽯巻では実際急性期医療だけではなく、災害
医療コーディネーターは医師であっても保健
や福祉分野もカバーされていました。徳島県
で今後防災・減災対策を⾏う上でどのような
ことをしていけばよいのか、少しずつ浮き彫
りにしたいと思います。

濱⽥先⽣は、情報は取りに⾏かなければな
らないとおっしゃっていましたが、徳島県が
被災地になった場合、情報を取りに⾏くには
具体的にどうしたらよいか、今後のご提案な
どがあるでしょうか。

まず、災害が起きた時には情報が来濱⽥
ないものと皆が思っておくべきだと。何か異
変が起きた時に、あそこ⼤丈夫かなと皆で思
ってあげる。被災した側は情報は届かないん

。だと思って必死になって⾔わないといけない
具体的にどうするか、ひとつ浮かぶのは、衛
星電話を各部署に準備しておくことですね。
災害時には携帯電話も固定電話もまったく使
えなくなりますから。

濱⽥先⽣が、即断即決が⾮常に重要三村
であると、情報の集約、縦横が必要であると
発 されていましたが、⽇本の組織は縦割り

、 。が強いんですが 横というのが弱いんですね
縦と横の情報共有という点から、徳島県にお
いて今後、準備をしていくうえでのご提⾔が
ありましたらお願いします。

災害発⽣前からある程度担当エリア濱⽥
等を決めて、情報を集約するところ、そして
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それをコーディネートして発信する核をつく
っておいたらよいと思います。浦上さんから
お話がありましたが、市町村の部署の責任者
を決めて、情報を集約するというようなシス
テムにしておくべきですね。

、三村 浦上さんにもご質問があるんですが
災害時は保健所の機能が⾮常に重要であり、
情報の集約や平時からの備えに関し、何かご
提⾔がございますか。

今後の具体的な取り組みとして、６浦上
点ほど考えております。１点⽬は、市町村単
位の災害時保健活動マニュアルを策定して、
平時から関係機関との連絡体制等についての
役割等を協議しておくということ。
２点⽬は、これまで津波対策が少し不⼗分

であったので、津波対策を追加しておくこと
と、被災市町村だけで保健活動を展開するの
は難しい状況になりますので、平時から被災
していない保健所から出向いていくという体
制整備をしていくこと。
３点⽬は、災害時には⾮常に多くのチーム

や団体が⼊ってきますが、調整や体制作り、
情報管理を明確化するコーディネーターの配
置、さらに健康課題等を分析して復興に向け

。た計画を⽴案する組織を明確化しておくこと
４点⽬は、⻑期的な避難所⽣活が続くと、

。⼼のケア対策も⾮常に重要になってくること
５点⽬は、平時から関係機関との連携を深

め災害時の活動がスムーズに進むよう協議を
しておくこと。
６点⽬が、濱⽥先⽣がおっしゃっていまし

たように、医療と福祉と保健が連携し活動が
できる体制づくり。
今回の活動のなかで今後の具体的な取り組

みとして考えられる点を挙げさせていただき
ました。

災害が発⽣した時の、要介護者の⽅三村
々への対策についてはいかがでしょうか。

先ほども申しましたが、ひとりひと福家
りの情報をペットボトルに⼊れて分かるよう
にしておくこと。普段から、⾃分達が何をす
べきかを考えること。また、障害者の⽅が避

難できるようなスペースを設けることが必要
ではないかと思います。

情報が消失している云々って結構あ濱⽥
ったんですが、個⼈情報を遠隔的に管理して
おくということも重要だと思います。番号が
あれば、その⽅がどんな薬を飲んでいたとか
がすぐ分かる。

どうもありがとうございました。現神⼭
地でどのような救護体制、連携を作り上げて
いくかということや、県内の被災地と被災を
免れた地域の連携をどうするか。それから、
医療、保健、福祉の横の連携が⾮常に⼤きな
問題だと思っています。
また、災害時に現地での情報を集めるため

には、⾏政が直接⾜を運ぶということは必要
だと思います。それを集め、指⽰・命令を出
せるのはコーディネーターで、横の連携を良
くするためにはネットワークづくりが必要だ
と思います。コーディネーターが集まり、ひ
とつの指⽰系統で仕事ができるようにシステ
ムを構築する必要があると思いますし、それ
ができる場所として災害拠点が必要だと思い
ます。そして、連携するための⼿段として衛
星携帯電話を配置しておくのも必要だと思い
ます。
まだまだいろいろな議論があると思います

が、今回の発 をもとに⽅策が⽴てられるよ
うにと思っています。
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学校防災部会
「三連動地震から⼦どもたちを守る」〜地域と連携した学校防災〜

パネルディスカッション
コーディネーター 鳴⾨教育⼤学⼤学院教授 阪根 健⼆
パネリスト 徳島県市町村教育⻑会会⻑ ⽯井 博

美波町⻄の地防災きずな会 浜 ⼤吾郎
牟岐町⽴河内⼩学校⻑ 中村 亨
徳島県⽴海部⾼等学校⻑ 冨⽥ 充宏
徳島県教育委員会教育総務課⻑ ⽩井 俊

本⽇は、５名のパネリストの⽅から阪根
学校防災における現状と課題につきましてお
話をしていただきます。それでは⽯井さんか
らお願いしたいと思います。

徳島市教育委員会の防災教育の取り⽯井
組みについて、話をさせていただきたいと思
います。まずはじめに「地震津波を想定した
避難訓練の徹底」ですが、今回の⼤震災の状
況をみて、やはりこれまでの避難訓練では⼗
分ではないということで、いま各学校で⾒直
しをしております。保護者または地域の防災

組織との連携についても、学校に検討をお願
いしておりますので、地元の⽅々といろいろ
相談、検討した上で、新たな防災訓練や防災
についての取り組みが今後増えてくるのでは
ないかと考えております。
２点⽬の「防災教育の充実」につきまして

は、今年度、海岸沿いにあります川内中学校
の校区を指定し、消防署や警察署、公⺠館、
関係機関、地域の⾃主防災組織と連携して、
防災教育に取り組む研究を⾏っております。
３点⽬の「教職員の防災意識の向上」につ
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、 、きましては 今年８⽉１０⽇に研修会を⾏い
阪神淡路⼤震災の時、実際に避難所の運営や
学校の再開にご尽⼒された中学校の校⻑先⽣
をお招きして、交流会を実施しました。
４点⽬の「震災発⽣時の対応マニュアルの

作成」です。徳島市教育委員会で、各学校が
マニュアルを作るときの参考になるよう、で

、きるだけコンパクトにまとめた資料を作成し
幼稚園・⼩学校・中学校・市⽴⾼等学校に配
布して、８⽉末までにすべての学校でマニュ
アルを⾒直していただくものです。
５点⽬の「保護者との連絡、引き渡し等の

検討」については、現在、ＰＴＡ等で相談し
て検討・実施していただいているところもご
ざいます。

「 」最後に 学校が避難所になった場合の対応
ですが、果たして市の職員だけで避難所運営
となると⾮常に難しい部分がありますので、
やはり学校との関わりも今後検討していかな
ければならないと考えております。

ありがとうございました。徳島市の阪根
取り組みということで、今どんな流れになっ
ているかイメージできたかと思います。続き
まして美波の地域防災、保護者の⽴場から、
浜さんにお願いいたします。

美波町⻄の地防災きずな会の浜⼤吾郎浜
と申します。よろしくお願いいたします。
減災の観点から、⾃助、共助、公助の３つ

が連携することによって、次世代も安⼼して
暮らせる町が実現できると思っていますが、
なかでも⾃主防災組織の我々は共助の⼒を⼤
きくしようと、⽇夜仲間たちと⾃主防災活動
を⾏っております。
私達⻄の地防災きずな会では、組織⽴ち上

「 」 、げの前に 地震津波防災の基本 に基づいて

⾃主防災学習会やワークショップなどを開催
することで、組織の必要性を認識し、きずな
作りを模索してきました。

私の持論ですが、特に災害後の対策は極め
て重要であり、教育現場の早期復旧・復興及
び、教育活動の再開に向けて、ＢＣＰの考え
を取り⼊れた教育継続計画、ＥＣＰを提案し
たいと思っています。ＢＣＰでいう顧客を教
育現場に置き換えて、優先して継続・復旧す
べき教育活動を特定する。緊急時における教
育活動及び学校再開の⽬標・復旧時間を定め
ておく。緊急時に提供できる教育のレベルに
ついて、教育委員会、保護者及び教職員等と
予め協議しておく。学校が使⽤不能時、特に
海部では重要だと思うんですが、どこを拠点
として教育活動を再開するか等の代替策を⽤
意しておく等々、こういう考え⽅をもとにし
て、学校教育マニュアルを再点検していただ
きたいと考えております。

ありがとうございました。東⽇本⼤阪根
震災でも⼤⼿の企業はＢＣＰによって早く再
開されたり、そういう⾯にしても、学校もま
さに必要ではないか。特に、海部の場合は学
校そのものが避難場所になりえない、再開場
所になりえない可能性があるということを意
識し、もうひとつ踏み込んで対応したらどう
かということ。まさに地域ならではの提案と
感じております。続きまして、中村先⽣にお
願いいたします。

本校の取り組みとして 「防災教育全中村 、
体計画の作成 「地震津波発⽣時の緊急対応」、
マニュアルの作成 「警報発令時の対応につ」、
いて牟岐⼩、牟岐中、本校で協議 「防災教」、

、 」、育等について ＰＴＡの定例会で理解を要請
「河内⼩地震津波マップの作成・配布、引き
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渡し訓練の実施」等々を４か⽉の間で実施し
ました。

、 、防災教育全体計画ですが 各学年の⽬標は
１〜２年で「⾃分の命を⼤切にする⼼を育て
る 、３〜４年では「防災について知識や⾃分」
の命を守る⼒を⾝につける 、そして５〜６年」
は「防災体制を知り、危険を回避するととも
に、他者を思いやる助け合う⼼を育てる」と
いう⽬標を設定しています。

緊急対応マニュアルについては、より簡潔
に活⽤できるものでなくてはならない。職員
室の誰でも⾒れるところで掲⽰しておく。頭
の中に⼊っていないと無意味ですが。
それから、地震津波に関わる避難経路、避

難場所の⼀覧を作成しました。地震津波マッ
プですが 「家に⼤⼈がいない場合 「家が危、 」、
険なときに避難する場所 「登校中に警報が」、
出た場合」の３点について「家族防災会議」
で話し合い、⼦どもたちに「いつ、どこで、
何をどうするのか」という考えを述べさせる
なかで意思決定をしてもらい、これをまとめ

、 。て家庭で掲⽰していただく ということです
そして、やはり訓練等は必要であると。今

のところ、⽉１回避難訓練等を中⼼にやって
おりますが、登下校中、また家にいるときに
ついて、保護者の⽅にも⼀度訓練をしていた
だこうかなと思っています。

ありがとうございました。本当に様阪根
々な取り組みをなさってるなと感じておりま
す。続きまして、⾼校の実践について。

海部⾼校校⻑の冨⽥と申します。ど冨⽥
うぞよろしくお願いいたします。
３⽉１１⽇には⼤津波警報が発令され、地

域の皆さんが避難されてきました。職員に、
すぐに避難所を作ろうと指⽰し、それぞれが

思いつくまま準備しました。本当に申し訳な
いんですが、ある意味では、すごくいい訓練
をさせてもらいました。
今回の震災を受けて、学校として達成しな

ければならないことは２つあると思います。
絶対にどんなことがあっても⽣徒の命を守る
ことと、地域防災の拠点の⼀つとして機能を
充実すること。そのためには、地震津波だけ
に特化した、シンプルで動きやすいマニュア
ルを作らなければならないと思いました。
作成したマニュアルに基づいて、７⽉はじ

めにレベル２、⼤津波がくるという想定で訓
練をしました。わざとシャッターを閉じたり
通れないようにして、計画と異なる状況を作
り、やってみました。
９⽉には地域の⾃主防災組織や役場、南部

防災館、保護者の皆さんと⼀緒にもう⼀度訓
練を計画しております。２学期中にはレベル
３、校舎がつぶれてしまったという想定で、
５００ｍ離れた⼭に逃げるよう避難訓練をや
ってみようとしております。

マニュアルに「防災クラブ」というのを記
載しております。７⽉に発⾜して、実際の動
き出しは２学期からと考えております。これ
まで地域との取り組みや防災訓練は⽣徒会や
運動部が取り組んできましたが、実際に機能
する組織として、やはり⽣徒会、そしてボラ
ンティア部、運動部ということで、防災クラ
ブを作りました。

、 、最後に 津波の危険がある地域においては
１⽇も早く学校・地域の実態をもう⼀度検討
して、関係機関、地域の⾃主防災組織、保護
者の意⾒を参考に独⾃の震災対応マニュアル
を作り上げて、実際に動けるようにする必要
があると思いました。こうした取り組みが地
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域の防災・減災につながると思っています。
どうもお疲れ様でした。本当に切迫阪根

感のあるマニュアルですね。学ぶことが多か
ったと思います。それでは、⽩井課⻑さんか
らお願いしたいと思います。

私は県教育委員会として、特に２点⽩井
。役割を果たすべきなのかなと思っております

１点⽬は、県全域で汎⽤性のあるような防災
マニュアルみたいなものをお知らせすること
、 。が 我々の役⽬であるのかなと思っています

各学校ではそれぞれの事情に応じてそれをア
レンジしてもらうと。それを今回の震災を踏
まえ、より⾼い津波や被害を想定したような
マニュアルに改善していく。
それから２点⽬の役割ですが、県として、

市町村と⽐べ財政規模も事業規模も⼤きいわ
、 。けですから 先導的なモデルを掲⽰していく

例えば太陽光発電と蓄電をセットにして、電
源が⽌まってしまった場合でも学校で⼀定の
電⼒が確保できるような仕組みを考えたり、
避難所機能の新しい取組にチャレンジしてい
ます。いいものができれば市町村⽴学校や他
の県⽴学校に、どんどん普及していきたいな
と思っております。

それと、もっとこれからがんばれるなと思
う点を何点か。まず１つ⽬は、防災・減災に
おけるやるべきことの優先順位ですが、その
整理が、あまりにもいろんなことに追われ過
ぎて、必ずしもすべての学校でできていない
のかなと思っています。
２点⽬ですが、ぜひＰＴＡや地域の⽅のご

協⼒を、もっともっと得るべきなんじゃない
かなと思います。
３点⽬ですが、やはり教育⾏政サイドとし

て、例えばこの地域の⽅達はここに避難して

ください、公⺠館に⾏ってください、という
仕分けをある程度しておかないと、学校サイ
ドはただ受け⼊れるだけになってしまう。違
う意味で児童⽣徒の安全が侵されてしまうの
ではないかと。
最後、マニュアルの有効性論について話を

しておきたいと思います。がちがちで変なマ
ニュアルは困りますが、⾏動の基本として教
職員も地域の⽅も児童⽣徒も⾝につけておく

。べきマニュアルは必要ではないかと思います
基礎のマニュアルを⾝につけた上で、臨機応
変で柔軟な対応により、次の対応ができるん
じゃないのかなと思います。

ありがとうございました。本当にす阪根
ばらしいところをご指摘いただいたと思いま
す。私が前々からすごく意識していたのは、
学校は受け⼊れるだけで拒否はできない。で
は地域住⺠がどっときたらどうするのか。学
校は避難所の専⾨家ではないのだと。そのあ
たりをこれから考えておかないといけないと
いうことです。
それでは、会場の参加者からご質問等があ

ればお聞きしたいと思います。
ハザードマップですが、何年も前質問者

から同じで、役に⽴たないじゃないかと。⾏
政はいつ頃までに取り組んでいただけるでし
ょうか。

⽩井課⻑、いかがでしょうか。阪根
ハザードマップは各⾃治体が進めて⽩井

いると思いますが、国で浸⽔地域の⾒直しを
⼤々的に⾏っている。ただこれはかなり専⾨
的な意⾒が必要で、時間がかかるもので、年
度内にできるのかどうか。学校もなかなか待
っていられないところがあると思うので、今
実際多くの学校では、まずここでは起きない
マックスで想定した浸⽔を前提に、対応を考
えているところがほとんどです。

徳島市では、市で作った防災マニュ⽯井
アルを３⽉に全⼾に配らせていただいた。そ
の内容も今回の⼤震災を受け⾒直しを要する
箇所がたくさんあり、現在再検討をしている
ところです。現実的にはスタッフの数も⼗分
ではない状況で、どうしてもちょっと時間が
かかってしまう。できるだけ早く作れるよう
には進めてまいりたいと思います。

最後に、皆様⽅に⼀⾔ずつ、これか阪根
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らどういう⾵にしたらいいかを含め、ご意⾒
をいただきたいと思います。

先⽇、徳島市の姉妹都市であります⽯井
仙台市⻑の、東⽇本⼤震災後１４０⽇間のレ
ポートを読む機会がございました。そのなか
でいろいろ考えさせられる内容がたくさんあ
ったんですが、やはり震災を経験した神⼾、
新潟からの⽀援隊の⽅々のアドバイスが、す
ごく役に⽴ったと。こういう震災のなかで、
いろんな学ぶべきノウハウをしっかり検証し
て、我々が三連動の震災に向けて、できるだ
けそのノウハウをしっかり活かしていくこと
が⼤事ではないかと思います。

ちょっとばらばらの意⾒になってしま浜
うかもしれませんが、学校の先⽣が避難所運
営をするのは基本的に反対です。やはり先⽣
は教育者ですから、児童⽣徒のことをまず主
に考えていただきたいと。避難所運営は私達
のような⾃主防災組織であったり、役所や災

。害ボランティア等に任せたらいいと思います
被災前から役割分担を明確化し、仕組みをつ
くっておくことが地域と学校との防災連携に
つながると思います。

先ほど⽩井課⻑さんから学校のやる中村
べきことの優先順位、まずは児童⽣徒の命を
守るというのがございましたが、その趣旨の
もと、今後本校が連携のなかで取り組む内容
についてお話をしたいと思います。

、 、まず９⽉に 昭和南海地震を体験された⽅
「海が吼えた⽇」として教訓を体験集にまと
められた⽅をお招きして対談を⾏います。
２点⽬は、今２次避難場所までを設定して

おりますが、今後より⾼いところまで津波が
押し寄せることも考えられますので、第３次
避難場所の選定について保護者、地域、関係
者等との防災会議等を予定しております。
また、１１⽉に牟岐町の避難所体験訓練と

して、炊き出し訓練や仕切り作戦訓練、応急
担架訓練など、いろんな訓練が予定されてお
ります。地域とともに⼦ども達を守っていき
たいと思っております。

２点だけ。１点⽬、マニュアルを本冨⽥
⽇配布いたしましたが、決してこれは完成形
だと思っていません。問題が出てきたらその
都度変えていこうと。
２点⽬は、いろんな防災活動、訓練を通じ

て、将来は地域に帰って動けるリーダーとな
れる⼈材を作っていきたいと。⾼校の⼤きな
使命かなと思っております。

いろんな話がございましたが、ちょ⽩井
っと浜さんのお話。教職員が避難所運営に携
わらない⽅がいいという⾮常にありがたいお

、 、話なんですが 宮城県でリサーチしたところ
ほとんどの教職員が避難所運営に携わらざる
を得ないという現実があったわけです。そう

、 、いった現実を踏まえると やはり短期的には
教職員が発⽣直後ある程度、避難所運営に携
わらざるを得ないのかなという気がしており
ます。実際にマニュアルのなかで、教職員が
主体となった避難所運営のやり⽅について検
討を進めているところです。ただ、いつまで
も教職員が避難所運営に携わることはできな
いと思っており、それはおっしゃるとおりだ
と思います。できる限り普段から地域の⽅々
と接点を持つことで、⾃治組織へ円滑な避難
所運営の移⾏ができるのではないかと思いま
す。

ありがとうございました。皆様から阪根
いろんなご意⾒をいただき、喫緊の課題とい
うことで意識されたかと思います。社会から
守られているという事実は⼤事ですが、社会
と⼀緒に安全を作っていくことが⼤事だと思
います。ですから私達は、⼦どもたち⾃⾝を
守れる防災教育、あるいは⼦どもたち⾃⾝が
守れる防災意識を⼤事にしたいと思っており
ます。
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施設整備のあり⽅等検討部会
「減災の視点を加え、防災施設の整備のあり⽅等を考える」

パネルディスカッション
総合司会 徳島県県⼟整備部次⻑ ⼤⾙ 誠治
コーディネーター 徳島⼤学⼤学院教授 中野 晋
パネリスト 国⼟交通省徳島河川国道事務所⻑ ⼩林 稔

徳島⼤学⼤学院准教授 三神 厚
徳島県港湾空港課⻑ 元⽊ 正

昨⽇に引き続きまして 「防災・減災司会 、
フォーラム２０１１ in 徳島 施設整備の在

り⽅の検討等検討部会」をはじめさせていた
だきます。わたくし本⽇の進⾏をさせていた
だく県⼟整備部の⼤⾙と申します。よろしく
お願いします。
これまでの防災施設の整備は「被害をゼロ
」 、にする という観点で進められてきましたが

東⽇本⼤震災での津波を受け、国でも、千年
に⼀度の津波には「避難」を軸に⼟地利⽤・
防災施設等を組み合わせた総合的な対策、⽐
較的頻度の⾼い津波には防波堤などのハード
による対策、と⼆つに分けて考えるべきとの
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議論がされています。これらを踏まえこの部
会では、３つの視点から議論したいと考えて
おります。１点⽬は「これまでの防災施設の
役割と効果 、２点⽬は「防災から減災へ」の」
視点では、今までの防災施設の整備とどう違
うのか。３点⽬「助かる命を守り早期復旧を
はかる施設整備」はどうあるべきかについて
です。
本部会のコーディネーターは徳島⼤学⼤学

院教授の中野晋先⽣。パネリストは国⼟交通
省徳島河川事務所の⼩林稔所⻑、徳島⼤学⼤
学院准教授の三神厚先⽣、徳島県港湾空港課
⻑の元⽊正の３名でございます。それでは中
野先⽣、以後よろしくお願いいたします。

先ほどご紹介にありましたように、中野
３つの視点で議論したいと思います。では順
番に話題提供として、最初に三神先⽣から今
回の地震の概要をお願いします。

私からは地震動に関して 「地震前の三神 、
問題 「地震の特徴 「地震後の問題」を、東」 」
北と南海を対⽐して進めたいと思います。
まず「地震前の問題」の話では、宮城県沖

地震の発⽣確率は今後３０年で９９％、１０
年で７０％、規模は過去からＭ７.５の予測で
したが 実際はＭ９.０と想定外でした Ｍ７.、 。
５とＭ９.０では地震のエネルギーは２００倍
近く違います。⼀⽅、南海地震の今後３０年
での発⽣確率は６０％、規模はＭ８.４〜８.
５と予測され、過去の昭和南海地震はＭ８.０
で東南海の２年後、安政地震は東南海地震の
３２時間後、宝永地震は東南海とほぼ同時に
起こったと⾔われています。
地震の特徴は、東北も南海地震も同じ海溝

型で津波を起こすこと。今回の震源、余震分
布は⾮常に広く断層⾯は５〜６００㎞×３５
０㎞に及び、南海地震も同様といわれていま
す。断層⾯が⼤きいから、震度が⼤きいので

はなく、アスペリティという部分から強い地
震が発⽣すると考えられており、南海地震で
は過去から５か所程度が考えられています。
地震動は、強度、周期特性、継続時間で特

性が 現でき、東北も南海も揺れの継続時間
が⻑い。今回も周期の⻑い地震動で、東京湾
付近では液状化が発⽣しました。昭和南海地
震時にも、多くの⼈が船に乗ったような揺れ
を体験し、⻑周期地震動が当時も感じられて
いたと思います。揺れ⽅も各地で異なり、過
去の南海地震でも離れた場所で⼤きな被害が
でましたが、今回阪神⼤震災に⽐べて構造物
被害が少ないのは周期の違いが⼤きいと⾔わ
れています。

地震後の問題として、過去の経験から強い
余震が⻑期間続くと想定され、東北もＭ７ク
ラスの余震がありました。また地盤沈下が発
⽣しており、市街地の浸⽔対策も必要です。
昭和南海地震でも、⾼知市で１メートル近く
地盤沈下したところに津波が来たため、⽔が
⻑期間ひかなかったとも⾔われてます。
南海地震を予測するモデルとして、タイム

。プレディクタブルモデルというのがあります
、このモデルによると過去３回の地震結果から

次の地震は２０３０年頃と予測されます。
、 、まとめですが 東北の巨⼤な海溝型地震は

⾮常に参考になりますが、南海地震そのもの
ではなく南海のクセは依然不明確なので、や
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はり過去の南海の研究を進めつつ、東北を参
考にする必要があると思います。

次に徳島河川国道事務所の⼩林所⻑中野
から、復旧・復興の内容と、徳島での今後の
取組みについてお願いします。

、⼩林 わたしから国交省の今回の取り組み
そこで得られた教訓、徳島・四国での取組み
の３つについてお話ししたいと思います。
まず国交省の対応では、復旧・復興のため

の物資の救援ルートの確保や国が直接⾃治体
・被災者⽀援をしたことが⼤きな特徴です。

具体的な取組みでは、道路の「啓開」とし
て「くしの⻭作戦 、また広範囲の地盤沈下・」
浸⽔被害に対して排⽔ポンプによる重点排⽔
を⾏いました。またＴＥＣ-ＦＯＲＣＥをのべ
１万８千⼈ぐらい⾃治体に派遣しています。
早期の復旧には、⾼速道路が翌⽇に通⾏で

きたことが⾮常に⼤きいものでした。また内
陸部や地元建設業者の⽀援による復旧活動、

、また耐震対策は⾮常に⼤事と実感しましたし
道路への避難階段の設置などは有効に機能し
ておりました。
今後強化すべき事項は、信頼性の⾼い道路

ネットワークの確保、津波被災想定エリア内
の構造物の信頼性向上、確実な避難を達成す
るためのソフト・ハードの組合せと考えてい
ます。四国で「くしの⻭作戦」を考えるなら
「四国８の字ネットワーク」の整備、確実な

避難を達成するための避難段階や情報提供な
どソフト・ハードの総合対策が必要です。
最後に徳島での取組みですが、⽇和佐道路

への緊急輸送進⼊路の緊急時利⽤の検討、ま
た海抜⾼度がわかるよう標識に⽬盛をつける
「海抜知〜る 、上空から被災箇所等が分かる」
よう⾞道路⾯にキロ程を標⽰する取組を⾏っ
ています。河川では、今回の津波が吉野川を
遡上（旧吉野川河⼝堰で９７センチなど）し
たため、緊急時に⾃動閉鎖するゲートの検討
や、津波情報をいち早く把握するためＣＣＴ
Ｖカメラを付けております。

次に元⽊港湾空港課⻑から県の取組中野
み状況をご紹介いただきたいと思います。

県では、４⽉２６⽇に「地震津波減元⽊
災対策検討委員会」を⽴ち上げ、津波浸⽔予
測の検討・⾒直し、新たに減災対策としてハ
ード・ソフト両⾯からの取り組みを検討し、
８⽉３⽇に中間取りまとめを報告。これを補
正予算に盛り込んでいただけるよう国に政策
提⾔をしました。また６⽉補正予算で、津波
避難路の整備、透過型漂流物対策の設計等を
はじめております。具体的に「公助」では、
地震発⽣時に⾃らの命を守る助けとして、新
たな⽊造住宅簡易耐震⼯事⽀援制度を⽴ち上
げました。また「共助」では、防災の担い⼿
づくり、災害ボランティア講座など意識啓発
に取り組み、７⽉３１⽇には東南海・南海エ
リアの四県で共同訓練を実施しました。仙台
での⾼速道路盛⼟の津波防災効果を踏まえ、
８⽉１１⽇に県・徳島市・NEXCOで⾼速道路
に津波避難場所を設置する協定を締結、また
以前から取り組んでいる津波避難階段も積極
的に進めたいと考えております。ＧＰＳ波浪
計を、昨年１⽉に海陽町に設置して５⽉から
運⽤していますが、よりはやく情報伝達する
ため、沖合への設置を国に要望しています。
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また携帯電話等への津波情報が通知できると
早期対応につながると考えています。
防潮堤の状況では、県内海岸線約４００km
のうち約１５９kmで堤防整備済ですが、東南
海・南海同時発⽣時は、その約７割で津波が
堤防を越えると想定されています。また浅川
港の津波防波堤は、昭和南海地震津波を対象
としており平成１８年度に完成しています。

、 。また現在 津波漂流物対策も検討しています
ここで会場からご質問を伺いたいと中野

思います。
津波⾼が３８メートルと聞きま質問者１

したが本当か。そういう津波がきたら徳島市
。 。は全部沈んでしまう 眉⼭にしか逃げれない

宮古市⽥⽼地区では津波が崖を上っ中野
． 。 、た痕跡があり約３９ ８ｍでした 三神さん

アスペリティの影響を教えていただきたい。
断層⾯のなかに強い地震を出すエリ三神

アがあることで、問題は断層の破壊がどこか
らはじまりどの⽅向に進むかで各地の揺れが

。 、異なる ただし発⽣しないとわからないので
最悪のシナリオの想定が必要です。

時間の⻑い揺れだけでなく、短周期中野
の強い揺れも南海地震の可能性があるという
ことですね。では⼩林さん、地元の建設業が

。どのように貢献されたか教えていただきたい
地域に建設機械をもった地元業者が⼩林

いると、緊急時に対応が可能であることが如
実にわかりました。

新技術への取組みについて今後の県中野
の戦略を教えていただきたい。

透過型防護フェンスは県も有効な場元⽊
所を選んで進めたいと考えております。

いままでの話題提供をもとに３つの中野
、 。 、課題について 議論したいと思います まず

「これまでの防災施設の役割とか効果」につ
いて確認したいと思います。

耐震対策を実施した施設はある程度⼩林
の効果を発揮したが、構造物の設計外⼒を超
えたものは、やはり被災しました。

職員派遣や現地視察により、漂流物元⽊
対策は防潮堤だけでなく、様々な施設の複合
的利⽤により対応すべきと思いました。

施設は機能はしたが想定外だった。三神
問題は想定外への対応はコストがかかる。今
の時代、コストはかけられず、想定外も許さ
れないので、別の対策に切替え説明責任を果
たしつつ合意を図ることが必要と思います。

限られた予算のなかで説明責任を果中野
たしつつ如何に防災施設を整備するかという
⼤きな課題です。１０００年に１度の地震は
命を守る取り組みを中⼼に。⼀⽅、施設で被
害を阻⽌するレベルもあるという考え⽅を踏
まえ、施設整備の観点に減災の視点を加味し
た施策について議論したいと思います。

道路に避難場所の機能を付加するな⼩林
ど本来機能プラスアルファという⼯夫を考え
ること。河川堤防でもすぐに壊れない、粘り
強い構造が減災につながる。また情報提供も
受け⼿の理解に対する⼯夫が必要です。

⼀旦被災しても完全に壊れない粘り中野
強い施設作るという視点、また情報を受け⼿
がうまく使えるよう出すという視点について
ご指摘いただきました。施設をつくる場合、

。想定外の災害をどのように評価するのですか
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投資とのバランスを考慮して検討す⼩林
る必要があると思います。

既存の施設を避難のため有効に活⽤元⽊
する施策、情報をはやく知らせるという施策
があります。津波対策で陸閘の扉を常時閉鎖
をするなど 「命を守る減災」のため地域のご、
協⼒いただきながら避難場所をきっちり確保
することが必要で、避難マップ作成なども進
めていただきたいと思います。

コストの問題で、全てはハードで対三神
応できないので、ある程度以上はソフトで対
応することになりますが、指針がでても画⼀
的ではなく、各地域での検討が必要で、優先
順位をどう考えるか、また地震動をどう考慮
するかなど地域毎に考えなければならないと
いう課題があります。

予算が限られ必ず優先順位が出てく中野
。るので住⺠との協調が必要ということですね

美波町で⾃主防災訓練活動をし質問者２
ております。近所が助け合う「近助」を強め
る活動をしていますが、どこに逃げどんな施
設が必要か地域で話し合っても想定津波⾼等
が不明確で前に進まない。早く決定し、必要
な施設を検討していただきたい。防潮堤も、
住⺠が親しめるよう漂流物防⽌等を兼ねて堤
防の外側に松を植えるとか防潮堤の在り⽅を
⾒直すなど今後の発想をきかせて欲しい。

津波の⾼さが不明確では防災を進め中野

。られないとの貴重なご意⾒をいただきました
多くの県では震源域が不明なため、経験則

から津波⾼を現在の想定から２倍にする検討
がされています。国・県で検討している防潮
堤の在り⽅はどうでしょうか。

津波⾼は中央防災会議等で検討が進元⽊
められています。防潮堤だけでは巨⼤な津波
は防げないし、いろんな側⾯もあるので、地
域と共に検討し、地域の中でも議論していた
だきたいと思います。

「 」中野 最後の 早期の復旧を図る施設整備
については、今までの議論で、防災施設の効
果という点では、耐震設計された構造物は機
能を発揮し早期の復旧に役⽴った。想定を超
えるものに対しては粘り強い施設設計を⽬指
す必要があり、そのためには周辺環境の整備
や住⺠との合意形成が必要である。また減災
の視点を加えた防災対策では施設計画を住⺠
や地域と議論しながら研究していく。また会
場からは津波⾼や被害想定をはやく出して欲
しい、また防潮堤の今後のあり⽅についての

。 、要望もございました これらを踏まえ東南海
南海地震に備えていただきたいと思います。
では司会のほうに返したいと思います。

パネリストの⽅々ありがとうござい司会
。 、 、ました 東⽇本⼤震災を教訓として ハード

ソフトを組み合わせた施策を「⼯夫」しなが
ら実施していただきたいと思います。
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地域防災対策部会（南部）
「住⺠主体の地域防災のあり⽅を考える

『津波から命を守るために，今できること 」』

パネルディスカッション
コーディネーター 南部総合県⺠局企画振興部副部⻑ 原⽥ 吉則
パネリスト 美波町⻄の地防災きずな会会⻑ 酒井 勝利

牟岐町⻄浦⾃主防災組織会⻑ 岡⽥ 好⼆
海陽町四⽅原地区⾃主防災会会⻑ 江崎 孝⼀
海陽町広岡地区⾃主防災会会⻑ 呉⽻ 敏則

分科会の進⾏役を務めさせていた原⽥
。だきます南部総合県⺠局の原⽥でございます

よろしくお願いします。
減災の原点は、⾃分の命は⾃分で守る

「 」、 「 」、⾃助 地域の安全はみんなで守る 共助
国や県・市・町の義務「公助」にあります。
⼤規模災害が発⽣いたしますと個⼈や各地域

の⾃主防災組織が⾮常に重要な役割を担う
ことになります。
今⽇は各地域で南海地震に危機感を持って

リーダーとして住⺠の先頭に⽴ち、⼯夫を
こらして防災活動を進められている４名の
⾃主防災会の会⻑さんをお迎えして、「津波
から命を守るために今できること」をテーマ
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に、各⾃主防災組織の活動状況、⾃主防災
組織が抱える問題点、今後の課題・解決策等
についてパネルディスカッションを進めさせ
ていただきます。

それでは、⻄の地防災きずな会会⻑をされ
ています酒井さんから発 をお願いします。

⻄の地防災きずな会というのは防災酒井
だけじゃなく、町づくりと防災を同時に進⾏
していこうということで、平成１６年に結成
しました。
まず何をやろうかといった時に、阪神淡路

⼤震災で多くの⼈が倒れたタンス等で圧死
したこともあり、家具転倒防⽌をやろうと
いうことなりました。回覧板で家具転倒防⽌
の要望を集めたところ⼀⼈暮らしの⼈達から
かなり要望され、材料費とプラス５００円

「 」 、だけ頂いてそれを きずな会 の資⾦として
いろいろなイベントをやりました。
活動としては、「避難まつり」これは避難
訓練と浜の節句をかけてやっております。
これの狙いは防災を意識してもらうため避難
場所に弁当（遊⼭箱）を持って避難する。
「雛まつり」と「避難まつり」とのコラボ
レーションをはかり、みんなが参加できる
避難訓練をしています。
それから、真⾯⽬な出会いの「防災アムー

ル」、訓練を通して男⼥の出会い、婚活を
兼ねてやったんですけど、これからの少⼦化
に⻭⽌めをという思いで始めました。新聞

募集で男⼥各１５⼈を集め、救急や⼼肺蘇⽣
法の勉強をしたりAED講習をしながら男⼥の
出会いをやりました。最初は４組のカップル
ができ、その次は３組のカップルができ、
次もやってほしいという声もあります。
それから「防災ウォークラリー 、避難箇所」

にクイズを置き、携帯のＱＲコードを使って
携帯を使いながら解答する。全問正解の⼈

、には伊勢海⽼の商品とかで⾯⽩い感じでやり
これは若い⼈に来てもらいました。
その他に「防災と福祉を連動させるツーリ

ズム」海部⾼校の⽣徒たちと阪神⼤震災の
被害に⾒舞われた舞⼦⾼校の⽣徒たちを呼び
まして、「⾼齢者の避難を考える」「避難所
⽣活を考える」などをテーマにして体験活動
を⾏いました。

、それから昭和南海地震が起きてから６４年
体験された⽅が歳をとって次世代に伝えられ
ない。DVDを作って次世代に襷（たすき）を
かけようということで、昨年DVDを作成し⼩

。中学校に配って教材にしていただいています

苦労していることは、地域に⼀⼈暮らしの
⼈が増えていることです。３・１１の津波
警報時に独居⽼⼈宅を廻ったんです。その時
⽼⼈が「私はもう逃げないでいい」という
のでそれはいかんと、慌てて避難したもん
やから⽼⼈がはぁはぁと息が切れ、２回
ぐらい休ました。もし津波が来たら⼆⼈とも
流されるなと思いました。私達のメンバーも
若い⼈が⼊ってこないんで、活動も困難に
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なってきたなとそう思うんです。
これから⼒を⼊れたいことは各⾃主防災
組織と連絡を密に取り合うことです。

ありがとうございました。次に⻄浦原⽥
⾃主防災組織会⻑をされています岡⽥さんに
発 をお願いします。

牟岐町の岡⽥です。昭和南海地震岡⽥
当時私は⼩学校２年⽣でした。私の家は⻄浦
海岸から約１００メートル以内にあり、突然
⼤きな地震が揺れて揺れて、ところが地震が
終わると、親⽗もおふくろも「さぁ寝んか」
という話になりました。親⽗もおふくろも
地震の後に津波が来るという話は、実は
私たちの周辺では無かったんですね。
ところが漁師の⼈が⼤きく潮が引いたのを
「 」 、⾒て 津波だ という⼤きな声で叫んでくれ

その声を聴いて⼩学校２年⽣の私は、３分後
には⼋坂橋をこえて⾼台に裸⾜で逃げており
ました。ところが津波が終わって帰って
きますと家がありませんでした。

⻄浦海岸では⾃然環境保護の問題もあり
ましたが、従来のコンクリートの堤防による
津波対策から、⽯積みによる⾃然環境にも
優しい津波対策の⽅針が打ち出され、現在
堤防⼯事・⽔⾨⼯事が進められています。
また、私たちの地域では⻄浦会館という
古い建物を鉄筋３階建てにし、その３階が
避難場所であり⾷糧とか⽔・⽑布等の備蓄品
も置いてあります。また周辺には３階建ての

浜の家や⼤⾕地区の⾼台に⼤きな避難場所が
でき、地域の⼦供・孫たちは⼤丈夫であろう
と喜んでおりましたところ、東⽇本⼤震災の
ような⼤津波が来れば⻄浦会館の３階も、
浜の家の３階も避難場所に使うことができま
せん。⻄浦の第２消防団本部も牟岐⼩学校も
避難場所でありますが、それらすべてがアウ
トになることが⼀番の不安の種であります。

「 」牟岐町ではボランティアの 草刈り間伐隊
等が⼤震災後の⾒直しということで、⼭林に
普段は散歩道で津波時には避難路になる道を
作っております。東⽇本⼤震災のように、
さらに⼤きな地震が来ることを考えて、
お互いがそれに対応するために連絡を取り
合って努⼒をしていこうではありませんか。

ありがとうございました。次に原⽥
四⽅原地区⾃主防災会会⻑をされています
江崎さんに発 をお願いします。

。江崎 地元の四⽅原地域の江崎と申します
よろしくお願いします。
東⽇本⼤震災の⼤津波の教訓として、

「 」、⼤津波が予想されるときには 直ちに逃げる
これが⼀番の⼤切なことであり、もう⼀つ

、⼤事なことは津波が押し寄せて来ている時に
逃げるという⾏動を取ったら必ず戻るなと
いうことが⾔われています。
地震というのは夜、昼いつ起こるかわから

ないという状況のもとで、⾃主防災会として
も避難の⽅法、家族との連絡の⽅法に対して
⼀つの⽅向性を作って、⼀つでも前に進めて
いきたいと思っております。
⾃主防災会の活動は、６⽉に役員による

四⽅原地域全体の避難路・避難場所の確認、
９⽉に四⽅原地域全体の避難訓練を⾏うと
いうことで現在進めております。避難訓練は
今のところウォーキングをもとに、⼦供にも
参加を呼びかけて楽しくやっていきたいと
思っています。参加してくれた⼦供には
カラー⽵とんぼを全員にプレゼントしたいと
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現在制作中ですが、うまく⾶ぶのが難しくて
奮闘中でございます。１１⽉には四⽅原

「 」公⺠館でNHKの ⼤津波から命を守る阿波編
というDVDを使い、地域の⽅に⼤勢参加して
いただいて座談会とAED操作講習会を⾏う
計画を進めております。

今苦労していることは、四⽅原防災会に
限らずどの地域も⾼齢者の数が多く、防災に
関する⾏事が混むにつれて回数が多くなれば
なるほど参加してくれる⽅が減る傾向にある
ところです。

、また震災があまりにも⼤きくなった場合に
体育館なり各避難場所に避難した後の⽣活が
どうなるのかということも⼼配している
ところであります。それから避難するときの
⽤具も重要なポイントと思います。避難する
時はうろたえますので常⽇頃から準備、体制
を作ってこそ、⾃分の命を救えるし、それ
ぞれの家族も守れると思っております。

ありがとうございました。広岡地区原⽥
⾃主防災会会⻑をされています呉⽻さんに
発 をお願いします。

海陽町広岡地区⾃主防災会会⻑を呉⽻
しております呉⽻と申します。
まず⾃主防災会の⽬標は「協同」という
ことです。地域住⺠と相互の協同ということ
で地域には⾃主防災会だけではなく⺠⽣委員
の⽅やPTA、ボランティア団体等の組織が
存在していると思います。それぞれの機能や

役割を相互に確認し連携して協⼒することで
総合的、効果的な災害時の対応ができること
を⽬標としています。
地震発⽣時には、まず「⾃分を守る」、

そして「家族を守る」、「近所の⼈を守る」
ことが⼤切です。⾮常持ち出しも⼤切ですが
「命があれば何とかなる」。地震の程度にも
よりますが、「まず落着け」（冷静に判断を
して⾃分の⼼に⾔い聞かす 「今何が起こっ）、
たのか」（⾃分が持ってる知識を使い）、
「これから何をすべきか」ということを検証
して⾏動し、被害の軽減に努めていきたいと
思っています。
現在の活動状況ですが、避難所の点検・防災
資機材の点検を⾏っています。夜間でも昼間
でも歩⾏者が安全に避難できるよう、また
保管している資機材の定期点検、取り扱い
訓練などをしています。
地震への対応としては、家具の固定とすぐ

に避難することの連携意識、危機意識、防災
意識の向上を図るための防災教育や防災講習
会への積極参加を⼼がけています。
⼩さな集落ですが⼀つの命は同じです。

他⼈に頼らず、責任を⾃覚し危険を予防する
⾏動がとれる。また⾃分と第３者を守る気持
ちが⼀⼈でも育てればと思い「助かれば、
助ける」という⾏動を願っています。

⾃主防災、⾃主活動の活動低下がこの
ところ地域の連携意識の希薄化に結びつく
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感じがしています。それと危機意識の低下、
内陸部沿岸地域でも温度差があるように
感じております。これは他組織との接触の

、 、 、少なさ 他の⾃主防災会 地域内の住⺠組織
機関、団体、企業等との接触が少ないために
情報が⼊らず、内容がマンネリ化、新鮮味に
⽋け、住⺠の参加も低調になっているのでは
ないかと思っております。
最後にこれから⼒を⼊れたい活動ですが、

連携協⼒ということで公的機関がくるまでの
間、相互の共助が⽋かせません。連合組織的
な設置と防災組織間の交流を促進するため、
活動報告会や情報交換等を開催できる活動に
努めたいと思っています。

最後に、⾃主防災活動の活性化に原⽥
向けてご意⾒がございましたら、発 を
お願いします。

私達だけじゃなくまず学校ですね。酒井
今回私ら海部郡のトレセンということで、
中学校と⼀緒にやったんですけどね、
やっぱり中学⽣ぐらいになるとすごい意欲を
もってるんですよね。その⼦たちをもっと
全⾯にだしていただいてお年寄りを引っ張っ
ていってほしいと思います。

牟岐町でも⼩学校の避難訓練には岡⽥
必ず⽴ちあっております。また毎年婦⼈会を
中⼼として中学校であらゆる組織、団体が
集まり対空 ⽰法とかロープの結び⽅とか
いろいろ訓練を⾏っています。そうした訓練
が全町的な津波の啓蒙につながっていくと
思います。

今年度は徳島県全域で、地域型江崎
スポーツクラブというのがどんどん設⽴
されております。その中で私が担当しており
ますキッズスポーツ、まぁスポーツに限らず
こういった機会をとらえて⾃主防災といい
ますか、津波に対する⼼構えを⼩さい頃から
お話をする機会があればそういったところに
出向いて、防災に関する⼼構えをしたら

どうかと、地域の⼤切さというのを考えて
みる機会にしたらどうかと思っております。

普段私達内陸のほうにある⾃主防災呉⽻
ですが、内陸のほうから沿岸のほうに⾏く
こともありますので、その時はお互いに協⼒
し合って総合的な訓練活動ができて、また
海陽町、美波町、牟岐町すべての防災会が
連帯感をもった活動ができる、そしてまた
訓練になりましたら地域の中学校、⾼校とも
連携した活動もやっていくべきではないかと
思っております。

ありがとうございました。原⽥
各⾃主防災会では⼯夫された活動をされて

おります。また⾃主防災会での問題点は⾼齢
化、若い⼈たちの参加率の低下などがあり、
なかなか⾃主防災会を活性化するには難しい
というようなことでありました。
⼤震災が起こると⾃助も必要ですが、

東⽇本⼤震災時にも地域の⼈の呼びかけに
より避難した⼈が数多くおり、地域が連携
した共助を進めるためには将来の防災の

、担い⼿である⼦供たちの防災教育はもとより
若い世代からお年寄りまで幅広い世代が参加
できるような環境を作り、地域住⺠、学校、
地域の各種団体、⾃治体をも巻き込んだ防災
活動を積極的に進めていくことが必要と
思います。
また徳島県におきましても、南部圏域地震

対策防災パワーアップ事業などにより津波
対策避難や防災組織の機能強化、交流連携
促進などに取り組んでおりますので今後とも
よろしくお願いしたします。それでは時間が
参りましたので、南部の分科会を終わりに
したいと思います。本⽇はありがとうござい
ました。
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地域防災対策部会（⻄部）
「東⽇本⼤震災の被災地⽀援から学び，東海・東南海・
南海地震対策に活かす〜⻄部圏域で何ができるか〜」

講演 「第１５普通科連隊の災害派遣活動について」
講師 陸上⾃衛隊第１５普通科連隊⻑１等陸佐 中村 信也

■第１４旅団の災害派遣活動の概要
、３⽉１１⽇に東⽇本⼤震災が発⽣してから

１４⽇に⾃衛隊で初めて統合任務部隊ＪＴＦ
－ＴＨ（ジョイント・タスク・フォース、
ＴＨは「東北」の意）が編成され、７⽉１⽇
に編成解組するまでの約３ヶ⽉間活動した。
そのなかで（第１５普通科連隊が所属する）
第１４旅団は、１５⽇に駐屯地を出発、１８
⽇に活動を開始、最終的には７⽉２９⽇に
⽣活⽀援を終え、活動を終了した。５⽉末頃
までがひとつの⼤きな区切りであったが、
その間、⼈命救助を主眼とした捜索活動と

⽣活⽀援が⼤きな⼆本柱であった。
部隊編成は⼈員が約１５００名、⾞両

、 （ ） 、３９０両 航空機ＯＨ－６ ⼩型機 が２機
ＵＨ－１（中型機）３機であった。旅団の
編成定員は約２８００名だが、約２ヶ⽉の間
半数以上の⼈員を現地に派遣しており、⾞両
もほとんどを持ち込んだ。
活動に当たっては、旅団を「第１５普通科

連隊＋第１４偵察隊 「第５０普通科連隊 、」、 」
「第１４特科隊＋第１４⾼射特科中隊＋
第１４戦⾞中隊」の３つの地域担当部隊に
区分し、それぞれが担当地域の捜索活動、
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⽣活⽀援を⾏い、それを全般⽀援部隊（第
１４⾶⾏隊、第１４施設中隊、第１４通信
中隊）が⽀援した。
第１４旅団は⽯巻市東部及び⼥川町を担当

したが、沖合が震源地と⾔われており、牡⿅
半島を中⼼とする地盤沈下、津波の⾼さ等を
含め、被害の⼤きい地域であった。
地域の⼈⼝３２１５０⼈中２０９０⼈、

、⼈⼝⽐で約７％の⽅が死者・⾏⽅不明であり
、なかでも⼥川町は⼈⼝約１万⼈中１０７０名

⼈⼝⽐で約１１％が死者・⾏⽅不明という
状況であった。
第１４旅団の累積活動実績としては、捜索

⼈員延べ４２３９９⼈、収容した遺体は
３４８体。給⾷⽀援は６８３４４⾷。給⽔
⽀援、⼊浴⽀援等を実施している。また在宅
避難者の⽀援として、被災の程度が少なく、
ご⾃宅で⽣活されている⽅にはこれまで
あまり⽀援をする機会がなかったが、今回は
そのような⽅々も物資が⼿に⼊らないことが
多かったため、⽀援を⾏った。
ご遺体収容数については、４⽉前半が
多かったが、次第に少なくなり、５⽉に
なって最終的にご遺体を発⾒することができ
なくなってきた状態であった。地域内の⾏⽅
不明者は２０００名を越えるが、収容させて
いただいたご遺体の数は３４８体のみで
あった。私達の活動前に警察・消防が収容
されているご遺体も若⼲あるが、やはり

。ほとんどがまだ⾒つかっていない状況である
避難所の⽀援については、６０箇所近く、

１万名近くの⽅が避難されていたが、最終的
には１８か所、９７０名の⽅が避難所⽣活を
引き続き送られている。その他はご⾃宅に
帰られたり、仮設住宅に移られたりした。
在宅避難者への物資輸送については、５９
箇所の地区に対し⾏った。この辺りは道⼀本
しかなく、交通路が遮断されやすい地域で
、 、あり 被災者も交通⼿段がないという状況で

海岸の僻地のみならず、市街地にも在宅⽀援
を⾏った。⼥川町は主体的に宅配業者と契約
し、避難所に物資を配送していた。

■第１５普通科連隊の災害派遣活動の概要
３⽉１５⽇に善通寺駐屯地を出発、富⼠

駐屯地に到着。１６⽇に宇都宮駐屯地へ到着
し、⼥川町における応急救援活動及び応急
復旧活動の実施命令を受けた。１７⽇には、
連隊本部を含め、活動地域及び活動拠点の
偵察を⾏った。１８⽇には連隊主⼒が到着、
第６師団から指揮転移を受け、⼀部捜索活動
を開始した。町役場が⼥川総合運動公園近く
の⼥川第⼆⼩学校に対策本部を⽴ち上げて
おり、我々はグラウンドに宿営地を設けた。
⼥川町はほとんどが海沿いの海岸べりで、
あとは⼭しかないという状況で、本来⾃衛隊
はあまり被災者近くに宿営地を設けないが、
今回は近いところに展開し、被災者と同じ
気持ちを保ちながら密接に⽀援させて
いただいた。
災害派遣活動の概要については、３⽉１９

⽇に連隊⼀部による物資輸送、⽣活⽀援活動
を⾏い、２０⽇から連隊全⼒による捜索活動
を３１⽇まで⾏った。この間はほとんど全員
が現地で、１回も休むことなく、朝から晩
まで捜索を⾏った。⼀刻も早く捜索をしな
ければならないという気持ちになったが、
最初の段階では⼈⼒のみでの活動であり、
いったいいつ終わるのだろうかと半分絶望的
な気持ちを⿎舞しながら活動にあたった。
⽣活⽀援については、⼥川町から捜索を

重視してほしいとの要望があり、２０⽇の
時点で１個⼩隊、約３０名のみを⽣活⽀援に
充てると決めた。避難所の体育館には⼀番
多いときで２５００⼈ぐらいが寿司詰め状態
で⼊っており、⼊りきらない⽅は⾞の中で
エンジンもかけず、ものすごく寒い、本当に
寒いなかで凍えて、眠れず⾞の中にいると
いう状況であった。我々が使う同じテント合
計３３張りを町に提供し、今もそこで⽣活さ

。 、れている⽅がいる １張りに５〜６⼈は⼊れ
ストーブを装備しているので、少しは寒さを
しのげたのではないかと考えている。
２１⽇には、⿂漕（幅２ｍ×奥⾏き１ｍ×
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⾼さ１ｍ程度の、⿂を⼊れる⽔槽）に、約
２トンの⽔を⼀度に４０度ぐらいまでの温度
で沸かすことができる⾞両を利⽤してお湯を
⼊れ、それを利⽤してお⾵呂を提供した。
１５分で⼊っていただき、５分で湯を⾜して
次の⼈に⼊っていただくという形で、８０
数名の⽅に⼊浴していただいた。

活動開始後１週間、３⽉２６⽇の段階で、
４８柱のご遺体を収容させていただいた。
捜索については、機械を使うとご遺体を傷め
ることがあるため、⼈⼒による捜索活動が
主体であった。⽔上からの捜索にはボートを
使⽤した。ご遺体の搬出は、⽩い袋に⼊れ
させていただき、基本的には６⼈以上で丁寧
に扱うようにさせていただいた。
アルバムやご位牌といった思い出の品々に

ついては、かごに⼊れて地域ごとにまとめ、
運動公園の陸上競技場のスタンドに地域ごと
に分けて並べ、避難所の⽅々が、⾃分たちの
思い出を探せるようにさせていただいた。
⽣活⽀援については、届いた物資の集積・
配分を⼿伝ったりするのが主体であった。
給⾷⽀援として副⾷調理をしたり、⽶軍から
提供されたガソリンを、⽶軍のヘリを使って
輸送したりした。
３⽉末には即応予備⾃衛官（普段はそれ
ぞれの職業に従事し、⼤規模災害等に活動
する⾮常勤の特別職国家公務員）の部隊約
６０名が、役場の書類搬出や物資の輸送⽀援
を⾏い、３０・３１⽇には前述の⿂漕簡易⾵
呂を離れた漁村に持ち込み、⼊浴⽀援を⾏っ
た。３⽉末までに８３体のご遺体を収容させ

ていただいた。
４⽉には、ＪＴＦ－ＴＨの集中捜索に参加

した。離島については１回⽬の捜索後に特別
要請があり、４⽉４⽇から２回⽬の捜索を
⾏った。⼥川町域の第１回の捜索は４⽉１４
⽇に終了し、この時点で１６３体のご遺体を
収容させていただいた。
４⽉後半からは、公共性のある⽡礫の撤去

を主体に活動するとの命令を受け、機械⼒や
⼈⼒による運搬作業を⾏った。隊員はこれ
までほとんど休まず活動しており、⼤分疲労
してきていたことから、１８⽇からは戦⼒
回復として１⽇に２個⼩隊、３０名程度交代
で休むようにした。まったく⼈が住んでいな
かった海岸線で、津波の第１波の引き波で海
に引き込まれ、第２波で別の場所に打ち上げ
られたご遺体がいくつか出てきたことから、
２１⽇から沿岸部捜索の強化として、海岸線
全部の捜索活動を⾏った。ＪＴＦ－ＴＨの
３回⽬の捜索活動や、２８⽇には合同慰霊祭
を⾏った。３０⽇の時点で１７５柱のご遺体
を収容させていただいた。
５⽉１⽇からは、１個中隊をもって、第

５０普通科連隊の地域、報道でも⾮常に有名
になった⼤川⼩学校周辺で、未発⾒の⾏⽅

。 、不明者の捜索⽀援活動を⾏った ４⽇からは
隊員も１か⽉半活動し疲れてきていること
から、⼀部の隊員について善通寺駐屯地での
戦⼒回復を開始した。また離島について、
特別要望に基づき１７⽇まで再度捜索活動を
⾏い、捜索活動としては１７７柱のご遺体を
収容させていただいた。
活動の終盤は、⽡礫の運搬、町を⽚づける

ということで、⼭の斜⾯や道路、溝の清掃等
も⾏った。最終的に、１９⽇に２０連隊⻑と
⼥川町⻑に引き継ぎ説明を実施し、２６⽇に
善通寺駐屯地へ移動を開始し、３０⽇には
善通寺で編成を解組した。
部隊交代の際は、サプライズで町の⼩・

中学⽣がお別れセレモニーをしてくださり、
隊員は⾮常に感激していた。出発⽇の朝は、
⼥川町のみなさんが⾒送ってくださった。
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■第１５普通科連隊の活動成果
・⼥川地区における捜索活動
収容遺体１８３体
・同地における⽡礫除去
・⽣活⽀援

■第１４旅団内他部隊の活動状況
（ 、⑴第５０普通科連隊…⽔没地域 北上地区

河北地区）における排⽔前後の捜索活動、
⼤川⼩学校における捜索活動。
⑵第１４特科隊…情報⼒と輸送⼒を活⽤し

被災地域にきめ細かい物流ネットワークを
構築、在宅避難者を含む全ての被災者へ必要
な物資を供給。
⑶第１４後⽅⽀援隊等…⽣活⽀援活動
（給⽔⽀援、給⾷⽀援、物資輸送⽀援、避難
者⽤テント村、医療⽀援、⼊浴⽀援（洗濯・
乾燥場、野外⼊浴セット「弘法の湯 、漁槽に」
よる急造簡易⾵呂、温⽔シャワーの設置、
北上地区「追分温泉」の復興⽀援 、在宅避難）
者への⽣活⽀援。
⑷第１４施設中隊…⼤型機械による⽡礫
撤去、道路啓開（油圧ショベルによる⽡礫
撤去、ドーザーによる啓開、油圧グラップル
（リース）による⽡礫撤去、ダンプによる
⽡礫輸送 。）
⑸第１４⾶⾏隊…空輸による⽀援物資の
、 、 、輸送 空中偵察⽀援 出島への偵察部隊輸送

出島からの被災者輸送
⑹広報・報道、視察・研修対応等…⾼官
視察（防衛⼤⾂、防衛⼤⾂政務官、統合
幕僚⻑、陸上幕僚⻑ 、報道対応（旅団⻑等に）
よるマスコミ対応）、四国からの視察者
（徳島県政策監、三好市副市⻑、愛媛県危機
管理監、愛媛県知事 、研修等対応（⼥川町の）
被災者、⼥川町教育委員会、⼥川第⼀⼩学校
⽣、防衛省新規採⽤職員 、徳島県からの被災）
者の⽀援（なっ！とくしま号、半⽥そうめん
の炊き出し、徳島県特産スイートポテト・
きんつば 、徳島県からの激励（⽗兄会徳島県）
⽀部連合会、阿南市加茂⾕鯉まつり実⾏委員

会から送られた鯉のぼり、徳島県職員による
特産品の配付 。）

■災害派遣を通じて得た教訓事項
基本的に⾼い所に逃げるのが原則であると

⼀番最初に感じた。できるだけ⾼い、⾃分が
思っているより⾼いところに⾏くこと。
防災意識の向上…被災地で、防災訓練に

、１回も参加したことがなかった⾦融機関では
従業員の⽅が２階建ての社屋の屋上に逃げ、
全員が津波にさらわれ、１⼈を除き亡くなっ
た。これに対し、訓練に参加して避難場所を
知っていた⾦融機関のスタッフ達はすべて
⽣き残った。企業⾃体の業務があるかも知れ
ないが、少なくとも訓練を通じて、どこの道
をつかって逃げるのかということ、地震
が起きたら逃げるんだということを⾝に
つけておかないといけない。
⾃衛隊の能⼒…⼈⼒が主体であるが、何か

あったらその能⼒を最⼤限に活⽤していただ
きたい。各⾃治体の防災担当者である⾃衛隊
ＯＢを通じて、現役部隊と訓練したいことや
教えてほしいことがあれば御連絡いただきた
い。
避難施設の整備…岩⼿県の⼩本⼩学校は

近くに整備してあった階段を使って、児童
８８名全員が助かった。⼤川⼩学校は⾼台
（裏⼭）への避難経路が未整備であり、避難
途中に津波を受け、児童６８名が死亡した。
震災や津波は天災であり、⼈智の知るところ
ではないが、為す術がない訳ではなく、知恵
をしぼって⼯夫や準備をしておけば、助かる
ということは⼤いにありうる。






