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さぬき市民シンポジウム 

震災に学ぶ 
～地方における行政と市民の役割を考える～ 

日時：平成２３年９月２４日（土）１３：００～１６：１０ 

場所：さぬき市志度音楽ホール 

主催：特定非営利活動法人 香川ボランティア・ＮＰＯネットワーク 

共催：四国市民政策機構（株）、公開討論かがわ ＳＰＬ 

プログラム： 

１３：００ 主催者挨拶 

１３：０５ 基調講演「震災現場で何が起こっているのか？ 

 我々が今なすべき事は何なのか！」 

        岩崎正朔（丸亀市川西地区地域づくり推進協議会 会長） 

１３：５９ 休憩 

１４：１４ シンポジウム 

       コーディネーター：大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授） 

       シンポジスト：玉木雄一郎（衆議院議員） 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事） 

              渋谷篤男（全国社会福祉協議会 事務局次長兼政策企画部長） 

大山茂樹（さぬき市長） 

１６：１０ 閉会のことば 

 

内容： 

13:30～13:05 主催者挨拶                                 

・マシントラブルのため遅刻し、メモ取りできていません。 

 

13:05～13:59 基調講演 「震災現場で何が起こっているのか？                

  我々が今なすべき事は何なのか！」               

○講師：岩崎正朔（丸亀市川西地区地域づくり推進協議会 会長） 

・３月１１日を踏まえ、地域活動がどうあるべきか、私なりに整理したことを話したい。 

 

○映像で３月１１日を振り返る （津波の映像を上映） 

大船渡 

・「堤防越えてしまったあ～」、「おい、おい、おい、おい」、「う～、う～、だめだ～、止めてけれ

～、止めてけれ～」 

・「津波情報第４号 先ほど、大船渡沿岸で３メートルの潮位を観測しました。沿岸の住民は、直

ちに高台に避難してください。 こちらは、大船渡広報です。」 

・「何が防波堤だよ～」、「何が防潮堤だよ～」、「おさまってくれ～、おさまってくれ～」 

・「あ～～～～～～、あ～～～～～～」 
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岩手県宮古市 

・「船も堤防越えるかもしれない」「車も堤防越えるかもしれない」「完全に水の下になりました」 

・車のクラクションが鳴り続ける・・・ 

 

１．この大地震は本当に想定外なのか 

（１）想定外ではない 想定通りの対応でうまく避難 

ア．平常時から避難訓練を行い被災者ゼロの「地域」「小学校」「幼稚園」

がある。 

・小学校にしろ、幼稚園にしろ、平素から訓練をし、一番安全なところはどこか、自分たち

で再検証し、ちゃんと避難している。 

・平素の訓練が生きている。 

イ．企業存続の施策をきっちり実行、工場等の被害があったものの数日間にて生産活動を再開し

た企業。中小企業が頑張っている。その反面大企業は上手くいっていない。 

・企業存続のＢＣＰ しっかりやっている企業などは、すぐに片づけ生産活動を継続してい

る。 

ウ．安全・安心を自分のものとして取り組んでいる地域の人たちの被害は極少。 

・安心、安全を自分の事として取り組んでいる地域は、被害が小さかった。 

・どういう災害が起きても、想定内のものとして対応できるのでは。 

 

（２）想定外として取り扱った悲劇の数々 

ア．ここ５０年～８０年のデータに基づいて作られた 

   ・避難所  ・ハザードマップ  ・避難訓練  ・避難路 

・公共の場所だというだけで避難所に指定。 

・ここは絶対浸からないからと、それ以上の対応をせず、被災にあう。 

イ．トップや幹部が逃げて、多くの職員を犠牲にした自治体 

 

２．大地震によって見えてきた脆弱なまちづくり 

（１）沿岸地域と内陸地域の感情の違い 

・炊き出しのために、豆腐や味噌、油あげを大量に内陸地域に買いに行ったら、「こんなに何

に使うんですか」「避難所の炊き出しに使うんです」「ふぅ～～ん」と内陸では無関心。 

（２）自治会、町内会の組織崩壊 

（３）行政と地域の連携のなさ 

（４）行政におんぶ状態で何もしない地域 

（５）ハード重視で取り組んできた防災対策 

・防災甲子園 小中学生 年間千校以上が参加 西日本が多く、東日本は少ない。 

・ハード整備に多くの予算をつぎ込み、町づくりやソフト面に力を入れてこなかった。 

（６）合併したものの過疎地域は、援助の手は無し 

・過疎地域の避難所には、誰からも支援物資が入っていない。 
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・ＮＰＯ法人やボランティアの人が東京から物資を運んで来てくれた。 

 

３．四国、香川の現状は 

（１）想定外として対処したいのが本音 

・東日本大震災と同じようなＭ９なんていうことを考えたくない、想定外としたい。 

（２）安全神話を念仏のごとき県民市民 

・「香川で２００人が死ぬ」との想定があるが、西讃の人は「東讃の人が死ぬ」と、自分が被

災するとは思っていない。 

（３）行政依存の強い地域の多いこと 

・「防災」は行政の仕事との意識が強い。 

（４）水と安全はタダという認識 

・安全、安心に金をかけることの認識がない。 

・ 近、少しずつ取り組む地域もでてきた。１戸５００円ずつ集めて、静音タイプの発電機

を買った。そんな校区、自治会がいくつか出始めた。 

（５）瀬戸内神話に乗りかかっている 

・四国、特に香川県の認識、現状は「甘い！」 

 

４．我々がなすべきことは、それぞれの立場（自助・共助・公助）において、原点に立ち戻って対

策を講じることではないか 

（１）自助として 

ア．マイホームの健康診断（昭和５６年以前の建築）と耐震対策 

イ．一番安全な避難所の確保と避難路の設定 

・一番安全な場所はどこか、そこへの安全な避難路はどこか。 

ウ．備蓄食糧と非常持ち出し袋 

・非常持ち出し袋を、事前に準備をしておく。 

エ．家族による防災談義 

・ため池が決壊したらどこに逃げるか、家族で確認しておく。 

オ．自己の意識改革 

 

（２）共助として 

ア．向こう三軒両隣の構築（再構築） 

・自治会に入りたがらない 役をしなければならないからと・・・ 

イ．自治会・町内会の再生 

・議題がない、連絡することがないので、集まりを中止しようと思う ← これは違う！ 

・毎月一度集まること、定例会を持つことが大事。 

ウ．校区単位とした防災訓練の実施 

・押し掛け訓練を行った 松尾小学校 昼前に「防災訓練するな？」と言うとったら、夕方

「来るなぁ」と声がかかった。 
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・訓練が終わり、「来年もまた来てね」との小学生の声。 

エ．公助と連携した避難所の設定と避難経路の整備 

・地域を一番知っているのは地域の人。地域の人が一緒になって避難所や避難経路を確認す

ることが必要。 

 

ここで防災訓練をビデオで 

（１）防災教育の実践 

①小学校の部 

 ウ．病院の救急医療チームと連携したトリアージ研修 

 坂出回生病院との連携 丸亀市立城辰小学校 

 

（３）公助として 

ア．自主防災組織への細やかな支援 

・企業は人なり、行政も人なり 当時の素晴らしい役所の人たちのおかげ。課長や係長のお

かげ。 

・きめ細やかにフォローしてくれた。 

・その３人が転勤してしまうと、もとに戻った。防災の部署には良い人を張り付けて。 

イ．地域目線に立った施策の実施 

・役所の人は「上から目線」で見がちである。地域、住民目線で。 

ウ．安全・安心施策での地域ヒアリング 

・地域の特徴について、地域をよく知っている地域の人からよくヒアリングをして。 

・互いに胸を開いて。 

・自助、共助、公助がうまくバランスよく回っていくように ← 想定外にも対応できる 

 

○ 後に 

・１０年間神戸に勉強に行き、大学ノートに書き、川西地区で実践してみました。 

・始めて５年ほどは、「アホみたいに、防災に金を入れて！」と、陰口を言われた。 

・今では、そんなことを言う者は居なくなった。実践していくことが一番。 

 

13:59～14:14 休憩  

 

14:14～16:10 さぬき市民シンポジウム                           

○コーディネーター：大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授） 

○シンポジスト：玉木雄一郎（衆議院議員） 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事） 

渋谷篤男（全国社会福祉協議会 事務局次長兼政策企画部長） 

大山茂樹（さぬき市長） 
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14:14～14:20 大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・何を学び、何に取り組まなければならないのか。 

・行政、企業と共に役割を担っていくこと。 

・大震災でも明らかなように、災害が大きければ大きいほど、公務員も被

災し、行政は機能しない。 

・命を左右する７２時間には自助、共助が大事、地域づくりが大事。日々

のまちづくりにも同じようなものがある。 

・玉木さんから、国政にたずさわる立場から、現地を見られて感じたこと、

問題提起を。 

 

14:20～14:40 玉木（衆議院議員）： 

・さぬき市、香川県におけるまちづくり、どう進めていくのか、被災地を見て感じたことを話し

たい。 

 

○南三陸町の被災地に立ち 

・南三陸町 静川病院 後まで「避難してください」と女性職員が放送を続け被災した町。 

・戦場のよう 車が田んぼに突き刺さり、ガードレールが曲がっている。 

・津波に襲われた人の話 大きな壁のごとく建物がブルドーザーで押し動かされ、その後に水が

来るといった感じ。 

・瀬戸内側の安全神話に陥りやすいが・・・ 

 

○まちづくりについて 

・行政と経済界は話が全く違う 

 行政：高台に移転し、城壁（防潮堤や防波堤）に守られて、安全なまちづくりを 

  経済界：生計を立てるのは海近くに生活する必要があり、避難しやすいまちづくりを 

 

○被災を受けているところは昔、田んぼだったところ 

・ここ２０～３０年で宅地化が進んだ、昔、田んぼだった地域の被害がひどい。 

・百年、二百年、千年ぐらい古文書を調べて、昔から人が住んでいるところは、災害の歴史を反

映した土地利用になっている。 

 

○人口減少社会 

・１９５５年をすぎると、子供たちは減少に転じている。 

・バブル機より少し前には、労働人口は減少に転じている。 

・人口の増加は２～３倍。 

・百年かけて拡大してきた町を、百年かけて縮めるまちづ

くりが必要。 

・トイレも近く、冷暖房もしやすいコンパクトな家や町にすることが必要。 
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○奥尻島の復興事例について 

・平成５年の奥尻島地震では、人口約４，７００人の島で、死者２０２人、

行方不明者２８人という惨事。 

・復興のため、３５０億円かけて、総延長１４ｋｍ、高さ１１メートルの

防潮堤、２６億円の人工地盤（望海橋）など、合わせて７６０億円の復

興費を投入。 

・７６０億円の復興費を人口４，７００人で割ると、一人当たり１，６２０万円。 

・しかし、震災時４０５人いた漁業組合員は１９７人に。人口は４，７００人から３，１６０人

に減少。 

・町の負担（事業に対する負担金）だけでも一人３４０万円。 

 

・国交省が地盤を嵩上げし、漁民たちを高台に集団移転。 

・先ほどの東日本大震災での津波のビデオでも「防潮提、防波堤がなんだ～」と言っていた。そ

ういうものを作っても、人が住まない町ができる。 

・こんなまちづくりをするなら、１，６２０万円を個人に欲しかった。 

・こんなお金の使い方をすると、あちらこちらにゴーストタウンを作ることになる。 

・外部の事例を 

 

○持続可能な枠組が重要 

・これまでの延長で考えるべきではない。 

・外部（国を含む）でのお手本をもって来る方法ではうまくいかない。 

・地域の特性や住民の主体的な取組を生かした、自立的・持続可能なまちづくりが不可欠 ・・ 

では、どうするか。 

・住民主権のまちづくり 

 

○「住民主権のまちづくり」に向けて 

・本当に自分達が求めるものは何なのかを確認する仕組みが必要ではないか。 

・まちの問題点や優先順位を住民で共有できる仕組みが必要ではないか。 

・「集まって」「考える」しかない。 

・リーダー（言い出しっぺ）が必要 ← 集まる場を作る能力が大事 

 

○三木町の空撮 

・ため池がいっぱいある 

・田があってため池の管理が出来ているうちはいい。 

・宅地化が進み田が無くなり、ため池の管理が出来なくなったら危ない。 

・今回の大震災で、藤沼池が決壊 ７人亡くなり、１名行方不明 

・ため池の総点検をすべき 
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○香川の地震対策（ため池） 

・東海、東南海、南海地震への備え 

・安政の大地震では満濃池の堤防が決壊 

・香川県には約１６，０００のため池が存在。 

・ため池の総点検と適正管理が急務。 

・ハザードマップづくり。 

・フロート型の太陽光りパネル設置も。 

 

・逃げ方の訓練や逃げ方のルールづくり 集まることが大事 

・地域の人を巻き込んで、共に考えることをやらないと、地域に根ざした町づくりが出来ない。 

 

14:40～14:52 山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事） 

・新しい公共について話したい。 

 

１．背景としての公益概念の大転換 

・鳩山政権の時代に国家の施策として出た。 

・「新しい公共」は、この１０数年における公益概念の大転換無くして

はなかった。 

・ＮＰＯ法人以外に、これからは一般・公益法人もその担い手になる。 

 

２．「官による公」と「民による公」の関係 

 

３．「新しい公共」支援事業における定義 

・「新しい公共」とは、「官」だけではなく、市民の参加と選択のもとで、ＮＰＯや企業等が積極

的に公共的な財・サービスの提案及び供給主体となり、医療・福祉、教育、子育て、まちづく

り、学術・文化、環境、雇用、国際協力等の身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体

制、活動など。 

 

４．私たちが求める「新しい公共」とは何か 

○「新しい公共」の果たすべき役割の再確認 

・制度化された社会サービス（従来の公共→新しい公共との協働を含む）と、制度化されてい

ない社会サービス（新しい公共）の相互作用。 

 

５．民間支援から見た東日本大震災の特徴 

○特に初期のボランティア活動にとって 

・被災地が広大で被害も甚大 死者行方不明者が２万人   阪神淡路大震災の３倍 

              被災地域の広さが５００ｋｍ 阪神淡路大震災の１０倍 

・大都市から遠く交通網の復旧も遅れる 
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・被災地における危険性 － 入りにくさ  原発事故により現地に入れない 

・原発事故の発生と放射線被曝危険区域からの大規模な避難・移住 

→ ボランティアの出遅れ 

→ ボラバスというシステムへ 

→ それぞれの地域でのボランティア 

 

６．多様な民間支援の担い手 

○緊急期 

・隣近所と地縁組織(互助) 

・地域外からの国際協力組織(ＮＧＯ) 

○救援期（避難所生活） 

・新しく被災地で生まれる市民組織（創成ＮＰＯ） 

・被災地周辺の市民組織（現地ＮＰＯ） 

・各地からの市民組織（外部ＮＰＯ） 

○生活再建期（仮設住宅から復興住宅へ） 

・次第に重要になる現地ＮＰＯの役割 

 

７．震災支援の中でのＮＰＯ活動の課題 

○救援期から生活再建期に向けて変化する関係 

・地縁組織とボランティア／ＮＰＯ／ＮＧＯの関係 

・行政とボランティア／ＮＰＯ／ＮＧＯの関係 

・現地ＮＰＯと外部からのＮＧＯ／ＮＰＯの関係 

○生活再建期における人と資金の確保 

・ボランティアの減少と有給スタッフの雇用 

・現地ＮＰＯの資金源の確保 

・一時的な大量の寄付を長期的に使う工夫 

○被災地に新しい市民社会は生まれるか 

・被災地を見つめることが日本社会を変える 

 

14:52～15:03 渋谷篤男（全国社会福祉協議会 事務局次長兼政策企画部長） 

○被災地での活動状況を写真で紹介 

・ある一線を境界に被害が一変する。 

・釜石ボランティアセンター テントとプレハブで運営 

・ボランティアセンターを通らずに現地に入っているボランティアは２～３倍あるのでは。阪

神淡路大震災に比べて少ないということはないのでは。 
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１．災害時のボランティア活動へのニーズとは 

・本来は自分自身で対応すべきだが、量が多すぎて対応しきれない。 

・本来は地域社会内の互助で対応すべきだが、量が多すぎて対応しきれない。 

・本来は職員で対応すべきだが、量が多すぎて手がまわらない。 

 

・変動についていけない 

・家族・友人を亡くした       香川からわざわざ来てくれた 

・話を聞いてくれる人がいない     このことがうれしい、ありがたい、心の支え 

・孤独感 

 

２．地域福祉と災害ニーズ 

・そばに相談出来る人がいないことが課題 

・認知症の方も周りの人と接触する、関係が出きることで落ち着いてくる 

・「周りに支えられている」という事が大事 それがないことが問題 → 孤立、孤独 

 

○福祉課題（生活課題）の本質 

  住宅リフォーム詐欺、訪問販売詐欺から見えること 

   ・判断能力が不十分 

   ・情報不足 

   ・相談相手がいない 

  認知症の高齢者のケアの変化から見えること 

   ・小規模の環境をつくる 

   ・「よりそうケア」 

・一緒に生活する環境づくり 

・地域との関わりづくり（買い物、散歩・・・） 

 

災害により、生活基盤、経済基盤・・・が揺らぐ 

経済的危機、住居の喪失、衣食の確保困難 

孤立、孤独 ← 人間関係づくり、人間関係の回復、地域社会の再生の支援 

        求められるのは継続的な活動 

 

○広域支援・外部支援がなぜ必要か 

①まず「背中を押す」（経験者の働き） 

 被災者支援の主体は地元だが・・・・ 

 ・被災の状況が客観的に把握できない 

  （外への支援要請が遅れがちになる） 

 ・被災者のニーズ（ボランティア対応ニーズ）に気がつかない、把握できない 
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 ・外部の支援を拒みたがる（外部の支援の意義がわからない） 

②ボランティアとしての動き 

 ・共感 

 

３．災害ボランティアセンターとは 

・被災地全体とつなぐセンターの設置 

  協働による設置（内外） 

  「地縁型組織」との調整が出来る存在 

  ただし、一本化、独占ではない 

・他のセンターの設置 

・センター間の協働 

  （被災地地元のために） 

※都市部の大規模災害では・・・・？ 

 

○災害ボランティアセンターの組織 

 

  地元 

  社会福祉協議会 

  ボランティアグループ、ＮＰＯ 

  地域関係団体（自治会、地区社協、老人クラブ、青年団、女性会） 

  自治体 

  外部 

  災害分野のボランティアグループ、ＮＰＯ 

  社会福祉協議会（県内、県外） 

 

○テーマ型組織と地縁型組織 

 

 

 

 

・どちらかが良い、悪いということではない → 「文化」の違い → アプローチの違い 

・両方とも必要、相対的なもの 

・両者をつなぐ役割が必要（あらゆる組織がその役割を果たしうる） 

・変わるだけが協働のきっかけではなく、他を理解することが重要 

 

○地元中心ということのとらえ方 

・アドバイス 

・コーディネーター等

の要員 

テーマ型組織 地縁型組織 
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・（福祉）ニーズは当事者でないと分からない側面がある。 

・「寝た子を起こさないでくれ」「ニーズをわざわざ掘り起こすな」という心理はどこにも少なか

らずある。 

・地元でも分からないニーズに光を当てるのは「専門家」。 

・災害のこと、復興のことをよく分かっている人が関わる必要がある。 

 

４．要援護者避難支援 

・高齢者の人たちが多く被災している 

・近隣の人が要援護者の避難支援を行う。 

あらかじめ決められた人を決められた人が避難支援。 

 ←→ （高齢者）見守り・生活支援活動 

・災害対応と地域福祉活動 

 見守り・生活支援 

 ふれあい・いきいきサロン 

 民生委員・児童委員 

 

５．東日本大震災で起きたこと 

・外部支援に対する拒否反応 

・介護支援、生活支援の遅れ 

・ボランティアバスの成功 

・ＮＧＯの参加 

・大規模災害への準備不足 

 

○自治体で失敗をする 

 「援護をお願いしたい人、手を挙げてください」 

 「援助できる人、手を挙げてください」 

 役所が助けてくれると思ってしまう。 違う。要援護者と支援者の関係づくりが必要なのだ。 

 

15:03～15:15 大山茂樹（さぬき市長） 

・みなさんの話で共通していることは、「人はひとりでは生きていけない」

ということ。うまく機能させるために、社会、行政を作り上げてきた。 

・行政の仕組みは選挙。大山のやろうとしていることの５５％ぐらいは

納得するので、大山に票を入れる。しかし、災害時には１００％でな

い部分に不満、ジレンマを感じる。 

・公のところを出きるだけ小さくしよう。 

・「大震災に学ぶ」 当初は住民の方にも理解されず、避難されなかった。

それを１０年間続けられた。持続可能であること、そんな町にさぬき
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市がならねばならない。 

・さぬき市にはハードもソフトもない。 

・津波は、防潮堤の壁さえ越えてきたが、それがいらないわけではない。 

・ソフト 避難をする場合、地震の場合、津波の場合、雨の場合、同じ避難所でいいのか。 

・千年、二千年というなかで、人類が営みを経てきた中にヒントがあるのではないか。 

・人口が減少していく今に 適な考え方。 

 

・山岡先生の話。そこを埋めるものとして新しい公共、ＮＰＯ法人など、どう取り組んでいくの

か。 

・住民の方が信頼してくれる民間団体をどうやって作ればいいのか。純粋な民間であっても、住

民の方が任せられる団体をどう作っていけばいいのか、そんな示唆があったと思う。 

・ボランティアの方にお任せできる、行政も管理をし過ぎないとよう頭を切り替えないと、解決

できない。 

 

○ふたつ申し上げたい。 

①新しい仕組みを作ることも大事ですが、今の制度を十分に活用しきっているでしょうか。

検証しないと。今の仕組みで出きることをやりきる。残りの数％を、住民の方々の考えを

まとめる仕組みが必要。 

②復旧、復興をしなければならない。今のままで復旧、復興をしても、今のさぬき市にはな

らない。災害が無くても暗い未来がある。 

 

15:15～15:23 休憩  

 

 

 

 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）：各シンポジストから２分ずつお話ください。 

 

渋谷篤男（全国社会福祉協議会 事務局次長兼政策企画部長）： 

・災害支援をやることで福祉活動、福祉活動をやることで災害支援につながる。 

・自治会のなかで、全ての方が福祉や災害のことを考えてくれるわけではない。考えているのは、

１～２割ほどでしかない。 

・誰かが何とかしようとしないと、変わっていかない。それをサポートするのが社会福祉協議会

の仕事。 

・集まって考えるしかない 避難者支援について、どうやったら助けられるか、どうやったら助

けを受けることが出きるか。 
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大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）：社会福祉協議会は民間の団体なんですよね。 

 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事）： 

・震災の場合、外からの救援。とにかく多くの人が来て、協力、助成金、これもあれも出来ます

と言うのだが、どうしたらいいのかわからなかった。→ 外からのボランティアの信頼をどう

確保するかが問題だった。 

・社会福祉協議会と一緒になって研修をやり、そのネットワークが今回効果を発揮した。社会福

祉協議会の役割がある。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）：山岡さん、支援金と義援金の違いを。 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事）： 

・義援金とは、日赤や社会協議会を通して集まり、被災者個人に直接わたる。自治体を通じて、

被災者に均等にいかねばならないので、被災者の手元に届くのに時間を要する。 

・支援金は、被災地で活動しているボランティアの活動資金などに使われ、サービスとして被災

者のためになる。 

 

玉木雄一郎（衆議院議員）： 

・農産品であったり工業品であったり、付加価値をつける、プロデュースする、まちづくり会社

を作れないか。 

・行政は横並び、縦割り・・ 

・仮設住宅の隣にレストラン、地産地消で、地域の産品の消費と雇用を生み、新しいまちづくり

を進めていきたい。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・社会ビジネス、地域会社  

・税金だけでやること、行政だけでやることの限界 公平・平等を目指す以上、時間がかかる。 

・行政が得意なもの、不得意なものの吟味をしなければならない。 

・公務員はこういう時、たたかれやすいが、頑張っていることの紹介を。 

・行政は分かりやすい情報を出しているか。 

・本当に私たちの生活が守られる、行政の適切な役割についてお話を。 

 

大山茂樹（さぬき市長）： 

・営利会社を組み立てる、それでは成り立たない福祉などの分野を、住民の方の理解のもと組み

立てる。 

・正確に言おうとすると、細かく、役所の文書になっている。そうならないためにも、みなさん

が集まる今日のような「場」を作り、出前で話をするなかで、理解してもらえれば。 

・ＮＰＯやボランティアの人がこういう「場」で話をし、情報を出すことで、信頼を得ることに

なるのでは。 
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・「公助・自助・公助」 役所が使う場合には言い訳に使う。地方分権で、国の仕事が減り、仕事

が地方に行くわけですから、公助を減らす説明となってはいけない。 

・行政は民間の会社と一線を引こうとする。「さぬき市は、ぎょうさん儲けてもろうて、どんどん

税金を納めてもらいたい」と、「民間企業」が地域財源として大いに貢献してくれている、営利

の色合いが強い団体とも、住民のコンセンサスを得ながら取り組んでいかないと。この地域で

暮らす人は個人であれ団体であれ、 大公約数を見つけることが行政の役割。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）：公務員がたたかれやすいことについて、いかが

ですか。 

大山茂樹（さぬき市長）： 

・公務員を叩いて気が済むのであれば叩いてください。 

・叩かれるような仕事しかできていないのであれば、叩かれることは光栄である。 

・しかし、行政いじめ、行政欺瞞
ぎま ん

での叩きでは、結局は市民のみなさまが損をする。 

 

15:44～16:10 フロアとの意見交換、質疑  

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）：フロアから質問を直接受けたい。 

 

男性：三木町 たに 

・自分たちの組織、良くしてくれていることがよくわかる。 

・シンポジストの皆さんは、言いにくいことを言わない。国民の義務、自分の命や自分の家族を

守るのは自分である。みなさん（行政）が助けに来てくれるのは、３日後です。まずは自分の

事は自分で守れ！ 厳しいことを言わなければ、本音の部分で言うてくれたら。 

 

さぬき市 かねこ 

・私も全く同感。 

・こんなに立派に活動されている方がいるのに、何でこんな日本になってしまったのか。 

・私は、昭和南海地震で家が倒れました。阪神淡路大震災で被災しました。リタイヤし、さぬき

市に帰ってきて、崖が崩れ３ヶ月仮設住宅で暮らしました。 

・昔の人は我慢強い。 

・帰宅難民がおる。台風が来よるのがわかっているのに、仕事に行き、鉄道が止まり帰れなくな

り、鉄道の悪口を言いよる。違う！ 

・市民の方がしっかりせないかんと思う。自分のことは自分で守るような、さぬき市の子供をし

っかりと教育して欲しい。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・アンケートから、「災害ボランティアの研究をしている。職場の体制や備蓄に取り組んでいる」

方、発言いただけませんか。 
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高松からきた男性： 

・会社の社員も、どんな動き方をしたらいいのか分からなくて、・・・ 

・ボランティア協議会 市民の集まりが主。企業さんがこういう活動にどう関わっていけばいい

のかわからない。 

・部落の活動から自治体の活動に変わってきた。地域の活動がどんどん無くなってきているとき

どうしていけばいいのかなあ。 

・若手から子供たちへと、少子化もあるけど、そんなことで弱くなっているのか。 

・企業のなかでも「ＢＣＰ」と言うと重いけど、出来ることから取組、備蓄していた非常食を被

災地の企業に送った。 

・これだけの良い内容、良いメンバーに、どうして人が集まっていないのかなあ。自治会や行政

を巻き込むなど、広まっていかないと。今日は残念だなぁ（定員５００人の会場に、４０人ほ

どの参加者数）。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・企業をどう巻き込んでいくかが大事かなぁと思う。 

・さぬき市は素晴らしいと思ったのは、「行政もっと頑張れ、あれやれ、これやれ」といった意見

ではなく、「市民が頑張れ、行政がもっと厳しいことを言ってくれ」との声が出た。 

・同じ立場（市民）の岩崎さん、コメントを。 

岩崎正朔（丸亀市川西地区地域づくり推進協議会 会長）： 

・１０～１５年前を思い出してみたんですが、防災をやっていた会長が体調を崩し、副会長など

が順繰りにあがるのではなく、防災は大事だと思い「俺にやらしてくれ」と手を挙げた。 

・コミュニティ組織でやると１８年ぐらい前にゴリ押しでやった。 

・８年前に立候補してやった。 

・坂出の回生病院で講演し、愛媛大学の先生と名刺交換し、「こんだけやったら、役所からの締め

付けが厳しかろう」と言われた。 

・活動資金 行政からの予算が次第に減少し、地元の企業や住民組織からのお金が今では過半数

を占めている。行政の資金は４割。 

・昔は、お葬式も自宅でやり、自治会長が仕切っていた。今は、町に任せきりである。 

・民生委員  

・一緒になってがんばってくれたらいいなぁ、市とも喧嘩もせないかんし。 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・玉木さん、フロアからの意見もふまえ、行政、市民の役割を。 

玉木雄一郎（衆議院議員）： 

・いくつか感じることがあった。 

・予算とか補助金とかもあるだろうが、うまくいった成功例を探してきて、ベストプラクティス

を提供するのも大事、役割かな。役所は「前例」があると無いでは全然違うので。岩崎さんの

ような良い例が香川にある。良い例を広めていく。 
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・ジョン・エフ・ケネディ 国が何をしてくれるかではなく、国に何を出来るか → 自分が自

分に何が出来るのか 

・防災家族会議をそれぞれやってみる。まずは家族のなかでやってみる、そこからスタート。 

 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター 代表理事）： 

・我が家も防災家族会議をやって、ポリタンクをもっと大きいのを用意しようとか、これは２階

に置いておこうとか・・ 

・市民活動 行政の金が４割 これは良いことで、行政の金で動いていると行政寄りになってし

まう。 

・行政の金に依存しない市民団体が、新しい公共になれる。 

・お金 民間の活動ではお金は課題。民の金がないと動かない。 

 

渋谷篤男（全国社会福祉協議会 事務局次長兼政策企画部長）： 

・訓練をやっていただきたい。 

・公務員は発災後１週間は動かない。避難所は鍵を開けられん。避難所の前には階段がある。 

・災害時に被災をしているのは高齢者。これを我が事としてとらえて、考えていただきたい。 

・自治会を中心とした体制 社会福祉協議会が動くことが自治会を動かすこと。活動の実体が 

 

大山治彦（四国学院大学 社会福祉学部 教授）： 

・以上で全ての討論を終えたい。 

・行政は行政の役割を担いつつ、市民は市民の立場で役割を担う。 

 

－以上－ 

 


