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みなと防災シンポジウム 
～来るべき東南海・南海地震・大津波に備えて～ 

日時：平成２４年７月７日（土）１４：３１～１７：０１ 

場所：高新ＲＫＣホール（高知新聞放送会館 西館６階） 

主催：国土交通省四国地方整備局高松港湾・空港事務所、

高知県、高知市 

共催：高知県商工会議所連合会、高知県工業会、高知県市

長会、高知県町村会 

後援：ＲＫＣ高知放送、ＮＨＫ高知放送局、ＫＳＳサンサ

ンテレビ、ＫＵＴＶテレビ高知、高知新聞社 

プログラム： 

   ○開会 

主催者挨拶 高知港湾・空港整備事務所 所長 西村拓 

高知県知事 尾崎正直 

来賓挨拶  衆議院議員 福井照（高知県１区、自民） 

衆議院議員 中谷元（高知県２区、自民） 

衆議院議員 石田祝稔（四国、公明） 

参議院議員 広田一（高知県、民主） 

参議院議員 武内則男（高知県、民主） 

○来賓紹介、山本有二メッセージ紹介 

○基調講演「岩手県宮古市 被災実体と復興への取り組み」 

岩手県 宮古市長 山本正徳 

○基調講演 「東日本大震災の経験、教訓、そして今後の取り組みに向けて」 

東北大学災害科学国際研究所 副所長（教授） 今村文彦 

○行政報告「みなと防災シンポジウムの開催に寄せて」 

国土交通省 港湾局長 山縣宣彦 

○質疑応答 

○閉会挨拶 高知市副市長 吉岡章 

 

（場内での許可のない録音、写真撮影が禁止されていたので、メモのみのまとめとなります） 

内容： 

14:31～ 開会 

○司会：ＲＫＣ高知放送 石田佳世（いしだ かよ） 

 

14:32～14:34 主催者挨拶 高知港湾・空港整備事務所 所長 西村拓             

・お忙しいなか、本シンポジウムに多数お集まりいただきありがとうございます。 

・宮古市長の山本様、津波工学、自然災害工学の大家の今村様より講演をいただき、みなさまか

らの質問の答えをする時間を設けている。 
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・津波対策をはじめとする南海地震対策の今後のあり方について考えていただければ幸いである。 

 

14:34～14:41 主催者挨拶 高知県知事 尾崎正直                      

・本シンポジウムへの参加に感謝申し上げる。 

・３．１１の東日本大震災 高知県民、明日は我が身との思いで災害対策に努めてきた。そこへ

３４、３ｍ 衝撃的な数値である。 

・人の命だけは守りたいと、全力で取り組んでいるところ。 

・県も５月１０日に、県独自の津波高さの評価を公表させていただいた。地価が下がるといった

支障が出ることはわかっていたが、目標がないと対策ができないと取り組んでいる。 

・とにかくまず逃げられる場所、施設を作ってきている。 

・新しい発想も必要であろう。防空壕のようにドカンの中を逃げていく、救命艇で逃げる、様々

なことを考え取り組んでいかねばならない。 

・国の力も借りながら、防波堤、防潮堤など、津波のパワーを減衰させる施設を、どうやって整

備していくか。 

・高台移転も視野に入れて取り組んでいく必要がある。 

・しかし、制度面などの対処も必要であり、様々なことへの提言、取り組みを進めていく。 

・国の中心に据えて取り組んでいく必要があると、特別措置法の制定を強く訴えている。 

・国と県と市町村、なにより住民のみなさまと備えていかねばならない。本日のシンポジウムを、

それらを考える機会としてほしい。 

・素晴らしい有識者のみなさんから有意義な話を聞き、今後の取り組みを考える有意義な機会と

したい。 

 

14:41～14:44 来賓挨拶 衆議院議員 福井照（高知県１区、自民）              

・元国交省ということで、最初に挨拶させていただく。 

・内閣が、政府が出した法律に、「事前防災、減災という分野には、資金を重点的に配分する」と

いうことを「増税新法」に書き込んでいる。 

・カトリーナの事例から、１割の費用の事前防災で被害を防げることがわかっている。早くやら

ねばならない。 

・国土強靱化、みなさまの強靱化を目指す。 

・月曜日に国会で質問をするので、それを聞いてほしい。 

 

14:44～14:47 来賓挨拶 衆議院議員 中谷元（高知県２区、自民）              

・高知県の海岸の延長は７１３ｋｍある。 

・沈降海岸 崖がストレートに落ち込んでおり、入り組んでいる海岸。 

・これを生み出しているのは南海トラフ。 

・この南海トラフに、どう備えるかは高知県民に課せられた課題。 

・「事前防災」 情報公開ということで、宮古市長、今村先生、山縣港湾局長など、高知県民のチ

ャレンジの手助けとなろう。 
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・「絆の力」 国、県、市町村の絆の力。こういうシンポジウムを行うことが絆の力となる。 

・南海トラフ特別措置法 国会が終わる（９月８日）までに、国会を通すことができないか、民

主党にかかっていると思うが・・・。 

・現実に予算、そして政府の取り組みが進むことを祈念。 

 

14:47～14:51 来賓挨拶 衆議院議員 石田祝稔（四国、公明）                

・私も高知県に住んでおり、津波の当事者との思いで参加。 

・東日本大震災の復興の事務局長をさせていただいている、法律や予算づくりに携わった。 

・東北の復興はもちろんであるが、人の命をなくさない、そういう問題意識で、南海トラフの事

前防災として法律をまとめ、国会へ提出した。 

・政治として、津波や地震が起きることを防げないが、起きるか起きないかの議論をする必要は

なく、それへの備えをしっかりしていかねばならない。 

・法律の中に初めて「減災」という言葉が使われて。 

・災害に対する備えは与党も野党もない。しっかりと取り組んでまいりたい。 

・東北で早く逃げろという教育をなさった片岡さんと話した。「今回の大震災を経験して、どうい

うことが変わりましたか」との問いに、具体的な自分の動きになっていないのが現実。 

・今日のシンポを自分の具体の動きにつないでいきたい。 

 

14:51～14:56 来賓挨拶 参議院議員 広田一（高知県、民主）                

・未曾有の災害、様々な教訓があった。 

・防衛副大臣として、この国難に対応した。 

・海からの活動には多くの課題があった。防潮堤が被災し、多くのガレキ、ご遺体があり、物資

輸送がなかなか出来なかった。 

・阪神淡路大震災は、宇部港が被災者や自衛隊員の活動の場とすることが出来たが、今回は港が

被災し、活用出来なかった。ハードの整備が大事ということが確認された。 

・３４．３ｍと言う数値 「危機感」は持たなければならないが、「悲観」はだめである。本日の

シンポジウムによって、教訓を学び、どう対処するのか、情報共有を祖いていきたい。 

・政治を変えると言うことは税金の使い方をかけること。これからは防災、減殺に税金を使って

いくということ。特別措置法を成立させていかねばならない。 

・本シンポジウムが盛会でありますことを祈念し挨拶とする。 

 

14:56～15:01 来賓挨拶 参議院議員 武内則男（高知県、民主）               

・前線で頑張っている行政関係のみなさん、地域で自主防災組織を立ち上げ、地域住民の命を守

っていこうと日々活動しているみなさんの出席を得て、今日のシンポが開催されることを喜ぶ。 

・東海・東南海・南海地震の  会を立ち上げ、国家としてどう備え、国民の命を守るか、検討・

協議をスタートしている。 

・特別措置法を成立させることが、まずは重要。私も、１０日の参議院予算委員会で午後３時３

０分から質問にたつ。是非お聞きいただきたい。 
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・本国会の中で、内閣委員長提案という形で全ての党の協力をいただき成立させていきたい。 

 

15:01～15:02 来賓紹介  

山本有二代理 秘書 

室戸市長 小松幹侍 

須崎市長 楠瀬耕作 

黒潮町長 大西勝也 

 

15:02～15:03 山本有二メッセージ紹介  

・私たちは南海地震への対策を永きにわたり行ってきた。３月の政府の津波高さの公表は、 

・今我々が一番に行うべきこと、高知県を守るためにすべきことは、本シンポジウムで・・・ 

 

15:05～15:41 基調講演「岩手県宮古市 被災実体と復興への取り組み             

○講師：岩手県 宮古市長 山本正徳（やまもと まさのり） 

○プロフィール 

・１９５５年 現在の宮古市田老に生まれる。 

・１９８１年 岩手医科大学歯学部を卒業後、宮古市教育委員会教育委員長などを歴任し、２０

０９年宮古市長に就任。 

・２０１１年、内閣府の設置する「災害対策法制のあり方に関する研究会」、「東日本大震災にお

ける災害応急対策に関する検討会」や消防庁の設置する「東日本大震災を踏まえた大規模災害

時における消防団活動のあり方等に関する検討会」などの委員に就任。東日本大震災後の防災

のあり方の確立に向け、被災自治体の代表として東奔西走する。 

 

○はじめに 

・大津波の状況をみなさまにお伝えし、この地域においてどのような対策をとっていけばいいの

かの参考にしていただくことが、私に課せられた役割であろう。 

 

○ビデオ放映 

・宮古市役所からの津波の映像 

・５．５ｍの堤防を越える黒い津波 

・一斉になり続ける車のクラクションの音 

 

・田老町の映像 

・１０ｍの防波堤を越え、町が流される。 

・ガレキに体を挟まれてしまって、避難出来ずにいる老女の映像 

 

・宮古市内の翌日の映像 

・車が何台も重なりあい、至る所に津波により打ち上げられた船。 
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・市役所の１階、２階が被災。 

 

・田老町 

・防潮堤の中と外で被災状況が大きく異なる。 

 

○宮古市の位置と概要 

・人口５８，０００人 

・人口５万人規模の町で東京からもっとも遠いところと言われている。 

・年間百万人を越える観光客が来る町、基幹産業は水産業。 

・４つの市町村が合併した市であることから、今回の震災では内陸の旧町村が海沿いの被災地を

支えた。市町村合併の良い効果。 

 

○地震発生と津波の状況 

・最初に「たいしたことがない」と判断すると大変なことになる。 

・田老地区 ８００棟以上の家屋が被災 

・防波堤が打ち抜かれている 

・死者５１５人、負傷者が３３人 倒壊家屋数４６７５棟 ← 津波災害は「死ぬか生きるか」

の災害であり、負傷者が少ない。 

・死者のうち、消防職員４人、消防団員１６人、警察官２人が殉職。 ← 住民が避難し終わる

まで避難できない役職 

 

○避難などの状況 

・大震災前に想定していた避難所の数は１９カ所 → 実際には８５カ所に避難所 避難しやす

いところに市民は避難し、予想していなかったことが起きる。 

・発災後の３日間 全国からの応援が来るまでは自分たちで対処しなければならない。最初の１

～２日は自分たちで食料調達も何とかなるが、２～３日目となると難しい。 

・冬なので暖をとるもの、毛布などがいる。 

・なによりトイレの数が足りなくなる。１箇所に数百人が集まり、学校といえども数が足りない。 

・避難所運営に行政は最初機能しない。地域のコミュニティが大事。今回は午後の発災だったの

で、学校に教員がまだ残っており、救いであった。 

・しだいしだいにライフラインも機能し始める。 

・日頃からコミュニティの維持に配慮すべき。 

 

・「仮設住宅に入る順番」 コミュニティを単位に入居してもらった。抽選で順番に入居させると

コミュニティがバラバラとなり、コミュニティが維持できない。 

 

・基礎自治体が頑張るべきは「最初の３日間」 
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・動きが速かったのは、その日から、国土交通省、自衛隊、海上保安庁はライフラインの復興に

取り組んでくれた。 

・道路や港の啓開 仮設の電柱を立てるにも道路の啓開が重要でした。物資を船で搬入するにも、

港の啓開が重要であった。 

・現場に近いこと、国からの指揮が直にとれていること、（国交省のような）こういう組織を確保

しておくべき。 

・自衛隊も翌日から入ってきた。孤立しているところへもバイク隊が対処してくれた。 

・これらが機能するまでは、市町村の基礎自治体が頑張らなければならない。 

 

○医療面 

・心のケアが重要 

 

○被害箇所数と被害推計額 

・１５，２３１箇所 

・コンクリートや骨材が足りず、直せない。 

 

○災害廃棄物 

・放射能の風評被害でなかなか処理が進まない。 

・自者で処分しようにもお金がなく最終処分上が作れない。 

 

○世界から寄せられた暖かい支援 

・５億円 

 

○宮古市東日本大震災復興計画 

・すまいと暮らしの再建 産業・経済復興 安全な地域づくり → 仕事があること、自立した

生活があること 

・安全な地域づくり 防潮堤が被災している今の状況での安全の確保、多重防御へ向けた備え 

・ハードだけでは大きな津波には対処できない。ハードとソフトの両面から対処しなければなら

ない。 

 

○中学一年生の作文 

・私は決して海を恨みません 

・私は笑顔を持った町であってほしい。 

・私は笑顔で乗り切っていきたい。 

 

○災後に 

・宮古市は必ずや復興いたします。そう、毎日防災無線で私は訴え続けている。 

・市民と共に歩んでいるところ。 
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・全国からのご支援に感謝しているし、引き続きご支援をお願いする。 

・本日の私の話が、みなさまの備えにつながりますことを祈念。 

 

15:41～16:01 基調講演 「東日本大震災の経験、教訓、そして今後の取り組みに向けて」    

○講師：東北大学災害科学国際研究所 副所長（教授） 今村文彦 

○プロフィール 

・１９８９年 東北大学大学院工学研究科博士課程修了。 

・津波工学、自然災害科学が専門。京都大学防災研究所客員助教授、東北大学大学院工学研究科

附属災害制御研究センター教授などを経て、２０１２年東北大学災害科学研究所副所長に就任。

日本自然災害学会前会長。 

・津波減災を目指した工学的な研究・技術開発を進め、特に数値計算による津波予警報システム

の開発、太平洋での防災対策・アセスメント、津波避難行動、インターネット災害情報システ

ムなどの研究を行う。また、内閣府中央防災会議専門調査会委員など各種委員を務める。 

 

○はじめに 

・地震と津波がどのように起こったのか時系列にご紹介する。 

・３秒、３分、３時間、３日、３ヶ月、３年・・・ 

 

○発災３秒前と３秒後 

・様々なスピード Ｐ波 秒速４～５ｋｍ 

         Ｓ波 主揺動 秒速１～２ｋｍ 

         津波 秒速２００ｍ程度 

・緊急地震速報 揺れへの備えに活きた 

・大きな揺れが３分間続いた 超巨大地震では３分以上の揺れが 

・地盤は沈降 

・三陸には２０～３０分間後には津波が到達、地形の影響を受け４０ｍにも。 

・津波は非常に重い物体 陸に入った津波が引いていく時には大きな力を生む。 

・津波警報の解除は２日後 津波の振動が続いていた。 

 

○１時間後 

・仙台平野に入ってからの津波は、秒速１０ｍ以上 

 

○ＧＰＳ潮位計 

・潮位の緩やかな上昇と、急な上昇 

・１５時２０分頃には地上の中継所が津波被災しデータを転送できなくなった 

・それまでの潮位を見ていたことで、気象庁は津波警報をより大きく修正することが出来た。 

・仙台空港のターミナルビルに、１，２００人の方が避難 
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○映像上映 

・東北地方整備局 防災ヘリからの映像、 

・夜間にも火災が継続 

・福島第一原子力発電所 

 

○発災３日 

・避難所内でプライバシーを守れるか 

                         鵜住居小学校（岩手県釜石市）の楽器 

                         会場入り口ではパネル展示と津波により流された様々な品物が展示されていた 

○発災３ヶ月 

・沿岸部の状況は変わっていない。唯一変わっているのは、ガレキがまとめられ山になっている。 

・建物の上に取り残された船 当時の津波の凄さを残すために、遺構としてみなさんに見ていた

だきたかったが、地域の方々のご理解を得られず、打ち上げられた船を残せなかったが、後世

に伝えていかねばならない。 

 

16:01～16:15 行政報告「みなと防災シンポジウムの開催に寄せて」             

○講師：国土交通省 港湾局長 山縣宣彦 

・１９５４年 広島県生まれ。 

・１９７７年 京都大学工学部卒、同年運輸省入省。 

・第三港湾建設局高松港湾空港工事事務所長、航空局飛行場部建設課市場アクセス推進室長、北

九州市港湾局長、港湾局建設課長、港湾局技術企画課長、官房技術参事官 

 

○はじめに 

・港関係の復旧・復興がどうなっているのか、これからの港防災をどう考えているのかを紹介す

る。 

・神戸と違い、津波の影響が大きかった。 

・相馬より北の港は津波で被災、それより南の港は地震と津波により被災。 

・仙台塩釜港 ４，４００個のコンテナが流される。早急に復旧し北米航路が入港している状況。 

・７割ぐらいの港が復旧されている。２年でほとんどの港が使えるようになる。 

・防波堤については概ね５年で戻すよう取り組んでいる。 

・コンテナについては、背後の工場が復旧していないなどもあり、７割ほどの荷役量。 

 

○中央防災会議による被害想定 

 

○交通政策審議会 港湾分科会 防災部会での検討 

・「港湾における地震・津波対策のあり方」 

 ①防災、減災目標の明確化 

 ②ねばり強い構造に 
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 ③物流基盤は耐震性が重要 

 ④復旧すべき優先順位をあらかじめ決めておく 

 ⑤災害に強い物流ネットワーク機能 

 

○防災・減災目標の明確化 

・発生頻度の高い津波：構造物による津波の市街地への浸入を防ぐ 

・最大クラスの津波：津波の市街地への浸入は許すが、避難を軸とする → 多重防御による効

率的、効果的な対処 

 

○避難対策の充実 

 

○港湾ＢＣＰに基づく防災対策の推進 

 

○港湾施設の技術基準の見直し 

・ケーソンの背面に捨て石を行い、ねばり強い構造に 

・施設や機能の重要性に応じた耐震性・耐津波性の向上 

 

○港湾間の連携による災害に強い海上輸送ネットワークの構築 

 

○最後に 

・個々の港で違いもあり、どう整備、対処していくのか、ご議論を。 

 

16:15～16:26 休憩  

 

16:26～16:58 質疑応答                                  

○回答者紹介 

・岩手県宮古市長 山本正徳 

・東北大学災害科学国際研究所 今村文彦 

・国土交通省港湾局長 山縣宣彦 

 

松本安芸市長Ｑ：県東部はミッシングリンク 国道、高速道への思いを聞かせください。 

山本Ａ：宮古市もミッシングリンクが多い地域。三陸の沿岸道路、７～８年の間に地域高規格道路

として整備いただける。奇しくも災害を契機に事業化された。全ての市町村が結ばれる道路の

必要性があると思う。国の施策として、しっかりとそういう道路網を整備することが、防災と

いう面から、国の面からも、これは勝ち取っていきましょう。 

 

松本安芸市長Ｑ：①東北地震、津波の「住民情報」の問題点を、②予報システムの技術革新をお教

えください。 
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今村Ａ：「住民情報」 事前と事後がある 事前情報 ハザードマップ 被害想定が小さかったとい

う課題があった。 事後情報 緊急地震速報は効果的であった。津波情報は過小評価だったり、

個々に伝える体制が不足していた。また避難所への情報の伝達手段に課題があった。場合によ

っては瓦版的なものを出す必要があると思う。 

  早期予報システムの今後の技術革新 リアルタイムで地震や津波の大きさを知り、解析出来

ることが期待できる。また、非地震性津波についても情報を出せる可能性がある。 

 

Ｑ：南海地震が発生すれば、高知は震度６以上の揺れとすぐに津波がくる。揺れればすぐに逃げる

のがよいのか、何らかの情報を受けてから逃げるのがよいか。また、近くに逃げるのが良いか、

より遠くへ逃げるのか良いのか判断基準を。 

今村Ａ：揺れている最中には行動が難しく、揺れが終わったらすぐに逃げる。避難場所はどこが良

いとはいえない、まず浸水エリアより外に出ること、それが難しければ避難ビルなどへ避難。

地震の揺れが終わってからどこまで避難できるか時間と距離が問題。それを自分で確認するこ

と、また自宅だけでなく職場や町中など、自分で確認しておくこと。高知県ではいろいろなこ

とを検討されており、このことをもっともっと議論をしてほしい。 

山本Ａ：できれば絶対安全という場所に避難をすべきと思う。ただ、今日この会場の周りを見させ

てもらった。絶対ここが安全というところは難しい。みんな「てんでんこ」、自分で時間を計

ってみて。また、ライフジャケットを用意しておいた方がよい。３階建てで大丈夫だろうと避

難して亡くなっている方がいる。 

 

Ｑ：港湾が被災した場合の検討はどのようなことがされているのか。 

山縣Ａ：時間軸で港湾の役割が変わってくる。最初は緊急物資の輸送、燃料、飼料が入らなくて養

鶏、養豚が死んでしまった。どういう物資がどの時点で必要なのかは港ごとに違う。それぞれ

のＢＣＰを検討しておく必要がある。 

   港の啓開は潜水夫で調べていくなどして初めて使えるようになる。どのような機能回復を優

先させるのか、優先順位を決めておくことが重要。 

   今回の被災では広域的に被災した。広域的なネットワークでバックアップしないと復興に時

間がかかったという面がある。 

 

Ｑ：様々な津波の映像や地震波の観測がされたことがあり、シミュレーションの向上が期待される

と思うが。 

今村Ａ：今回の情報は実体を見せてくれている。シミュレーションの精度向上だけでなく、津波に

漂流物が混じるとどうなるか、液状化が発生し津波がくるとどうなるか、実体を詳しく把握す

ることができた。 

  将来を精度良く予測することに使えるとともに、リアル感を持ってもらうために使うことが

できる。 

映像を目でみるだけでは足りないと思っている。音や触感、においなど、我々の五感を使っ

て本来の状態を認識してもらいたい。今回、音が記録できている。遠くから来る津波、堤防を
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越え、家を壊し、家を流し、それぞれ音が違う。 

  これまでは石碑として残してきたが、これからは映像などで残していきたい。今は、スパコ

ンの「京」などを使って 

 

Ｑ：津波対策事業を使って整備をしている須崎港の減災効果について。 

高知港湾事務所長Ａ：津波防波堤 発生頻度の高い津波から被害を防止しようと整備を進めている。

それ以上の津波であっても市街地に入ってくる津波を弱め時間を遅らせる効果を期待できる。

巨大な津波がきても持ちこたえる構造、ねばり強い構造を検討しているところ。 

 

Ｑ：このシンポジウムの目的でもある津波防災に取り組むには、防災対策のポイントをお教えくだ

さい。 

山本Ａ：ハードによる防災、ソフトによる防災、減災を目指していくのだろう。パーフェクトは難

しいので、人の命を守ること。 

一番の問題は「自分の油断」。自分で避難する、日頃から訓練をして立ち向かうことが大事。

財産を守るためにも地震保険に入っておく。漁協者であれば共済組合の共済に入ることで被害

額をある程度補てん出来る。 

今村Ａ：向き合っていくためには何が必要か。協力と教育。いかにいろいろなセクションと協力し

て出来ることをやっていく、継続していくかが大事。教育 今日の映像や今日の教訓を学んで

いただきたい。学びの場が教育。必ず偏見がある。偏見を無くすには学ぶしかない。講演会や

シンポジウムに積極的に参加し。 

  ３．３１でレベル２の数値が出て、何段階のレベルを見ていただきたい。従来のレベルにき

ちんと対応し、そこでとどまらずにプラスアルファを考える。その一つがレベル２。一つの浸

水域だけを示すと、考えが固定化する。大中小と複数のレベルに対する対応を検討、訓練して

いただきたい。レベル小は行政の公助、中大は自助、共助が重要。 

  今後、起きる地震はレベル２なのか昭和南海地震なのか分かりません。３つをやっておけば、

そのいずれかの間になる。 

 

司会：本日回答できなかったご質問については、高知港湾・空港整備事務所のＨＰ上で回答させて

いただく。 

 

16:59～17:01 閉会挨拶 高知市副市長 吉岡章           

・貴重な講演をいただいたお二人に感謝。 

・３．１１以降、高知県民、高知市民、たいへんな感心事になって

いる南海地震対策、震災意識の高揚につなげていきたい、つなげ

ていかねばならない。 

・地域での取り組みに、輪を広げていただきたい。 

－ 以上 － 

会場近くの海抜知～る（ここの海抜は約 1.5ｍ）→ 


