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「あの日を忘れない・・・」プロジェクト 

「被災地を思い、被災地に学ぶフォーラム」in 香川 

日時：平成２４年１０月２１日（日）１４：００～１６：１８ 

場所：サンポートホール高松 

主催：「あのプロ」実行委員会 

プログラム： 

○開会挨拶 岸本泰三（きしもとたいぞう）高松市副市長 

○ＶＴＲ上映 

○基調講演 南三陸町 副町長 遠藤健治 

○フォーラム「被災地を思い、被災地に学ぶフォーラム 

 ～未来ある子供たちのために、いま私たちに出来ること～」 

出演者：遠藤健治（南三陸町 副町長） 

        岸本泰三（高松市 副市長） 

        岡本 利（香南中学校 教諭） 

        田坂綾子（読売新聞社 記者） 

コーディネーター：磯打千雅子（香川大学准教授） 

内容： 

14:00～ 開演  

 

14:01～14:03 開会挨拶 岸本泰三（きしもとたいぞう）高松市副市長             

・被災地を支援するという趣旨はもちろん、高松として何を考えていった

らいいのか、被災地の方々から学ぼう。 

・このようなフォーラムを開かせていただき、ありがとうと感じている。 

・鹿児島の方が主催しており、鹿児島に次いで香川で開催。 

・皆さんと一緒に、被災地から学ぼうと考えている。 

 

14:05～14:13 ＶＴＲ上映                                 

・南三陸町で何が起きたのか、それから今日までどう町が歩んできたのかＶＴＲにまとめました。 

・全部流されたのに 気がつくといつも 海を見ている 

・津波のバカ でも がんばっぺ 

・まちのがれきは 目立たなくなり 笑顔を 

 時が進まない 明日さえ描けない人がいる。 

・今この同じ国に ごく普通の幸せを失い 暮らす人たちがいる 

・遠いこの香川の地から 何が出来るか 

 

14:13～15:09 基調講演                                  

○講師：南三陸町 副町長 遠藤健治 

○講師紹介：東日本大震災の大津波により、甚大な被害を受けた宮城県南三陸町の現職の副町長。
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自らも町の防災対策庁舎で被災した一人。被災からこれまで。そしてこれからを。復興計画に

基づいて講演いただきます。 

 

○はじめに 

・多くの方々からの支援を受け、被災された町民も、仮設住宅の生活にも、一定の落ち着きを。 

・しかし、復興と感じられるにはまだ遠い。 

 

○講演内容 

・南三陸町の紹介 

・被害の概要 

・災害直後の対応 

・地域の復興・復興の理念 

 

○南三陸町の紹介 

・福島県の北東部に位置し、平成の大合併で平成１７年に２町で合併し、人口１万８千人の町。 

・いよいよ合併後の町づくりが軌道に乗りかけたところでの震災。ゼロから、マイナスからのス

タートとなった。 

・観光と漁業の町。年間８０億という予算の町。今回の復興関連予算で、想像が出来ない規模、

町の予算は６００億円となっている。 

 

○海の恵み 

・船も養殖も被害を受け、昨年は収穫が無かった。 

・全国から船や様々な支援をいただき、ワカメから始めた。銀ジャケ、ホタテ、ワカメ、牡蠣な

ど出せるようになった。 

 

○観光 

・年間１００万人の観光客。海、山、川の町。 

・近年は教育旅行に力を入れ、全国から小中学生が研修旅行に来てくれていたところに震災。 

・震災を素材にした観光 目で見、肌で感じる教材にしてもらうよう、スタートとしている。 

 

○被害の概要 

・Ｍ９．０ 震度６弱 

・これまではリアス式海岸が地震で被害を受けたこことが無かった。岩盤が良かった。 

 

○第１報の重要性 

 第１報      マグニチュード７．９ 津波想定高さ６ｍ 

 １３時１０分過ぎ マグニチュード９．０ 津波予想高さ１０ｍ 

・１１日午後２時４９分に大津波警報 
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 １３日午後５時３８分に津波注意報解除 津波警報の解除まで５１時間かかった 

・死者５５４名 行方不明者２２９名 

 

○東日本大震災による浸水域 

・チリ地震津波による浸水域、宮城県沖地震による被害想定（震度５強～６弱、津波高さ６．５

ｍ）よりも大幅に広かった。 

・これまで津波が想定されていなかった地域の被災者が多かった。 

 

○被災後の志津川市街地 

・津波のエネルギーが激甚だった。 

・公立志津川病院 ５階建て 避難マニュアルには「３～４階に避難する」とあった → ４階

まで津波が到達した。 

・５階に避難出来た人だけが助かった。７０数名の犠牲者を出してしまった。 

 

○防災対策庁舎 

・平成６～７年に、阪神淡路大震災を教訓に建て替えた。 

・防災対策庁舎を挟んで役場庁舎があったが、木造だったので、危機管理対策室やコンピュータ

ーなどを設けようと、震度７に耐えられるように建てた。 

・１０ｍとの大津波警報がで、津波が来たことから、屋上に避難したが、４２名の犠牲者を出し

た。助かったのは１０名。 

・階段の手すり側に引っかかるように外に放り出されずに、助かった。津波の第１波がひいたあ

とに、職員の大半の姿が無かった。 

・鉄塔によじ登った若い職員が２名津波に濡れずにすんだ。その一人がたばこを吸う人（ライタ

ーを持っていた）で、津波がひいたあと、階段のがれきを除去して一夜を過ごした。 

 

・この庁舎を残すかどうかで難しい選択を求められている。 

・この震災を忘れないためにも「残すべき」との意見がある中、ご遺族の中には見るのが忍びな

い、「残さないでくれ」との意見がある。同じご遺族でも、いろんな思いがある。 

・いずれ、重い判断をしていかなければならない。 

 

○戸倉小学校校舎 

・１６個の学校施設のうち、９つの施設が被災。 

・戸倉小学校校舎は、３月に完成したばかりの小学校だった。完成後９日間で破壊された。 

・避難マニュアルには、４階建ての校舎の屋上に避難するとの訓練、想定であったが、校長の適

切な判断で２００ｍほど離れた高台に避難し助かった。 

・４階の屋上まで津波は達していた。 

 

○次代を担う子どもたちに、ほとんど犠牲者がなかったことが「不幸中の幸い」であった。 
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・大半の学校が下校前であり、子どもたちを学校に残すことで、被害を少なくできた。 

・しかし、ご父兄が迎えに来た中の５名の子どもは、不幸にも犠牲となった。 

 

○歌津地区（伊里前） 

・橋、橋桁、道路そのものが破壊し、国道４５号が寸断した。 

・雇用の場、生活の場が集結していたが、ほとんどが破壊されてしまった。 

 

○災害直後の対応 

・プレハブ庁舎で災害対応開始 

・想定の重要性 「最悪を越えた最悪の事態」をどう想定し、それにどう対処するのか。 

 

○自衛隊の活動 

・道路の啓開、行方不明者捜索 

 

○一次避難所 

・指定避難所５０カ所 

・避難者ピーク時９，５００人 

 

○二次避難所（町内外） 

・全国各地から「避難に来てください」と、声をかけていただいた。 

・しかし、住み慣れていないところに避難することを拒まれる方が多かった。生活環境劣悪な一

次避難所を離れることを拒まれる避難者が多かった。 

・温泉のあるに二次避難所で避難生活の休息をとってもらい、その間に被災地の応急復旧を進め

ようと思ったのだが・・・ 

・二次避難者１，８００人 

 

○電気・水道の復旧 

・電気の復旧は５月、水道は８月から。 

・ライフラインが整ってから、それからようやく仮設住宅が建設出来始めた。 

 

○被災者の救護・健康管理 

・公立病院が被災した 

・香川県からも７００名を越える医師、保健師などが支援に来てくださった。 

 

○災害情報・生活情報の伝達 

・南三陸災害ＦＭ（愛称：ＦＭみなさん） 

・ラジオを各戸に配布した。 

・町外に行政情報を伝えるために、フォトパネルを無償で配布。 



H24.10.21 「あの日を忘れない・・・」プロジェクト 

 - 5 - 

 

○応援職員の受け入れ状況 

・ボランティアセンター経由だけでも、８万８千人のボランティアが入って来ていただいている。 

・応援職員２，７００人 延べ人員約２０，０００人 

・多い時期では、一日１５０人以上が町に来てくれている。 

 

○地域の復興 

・住民意向の把握が大事 → 地域懇談会、町民会議の開催 

 

○復興の基本理念 

・創造的復興 

・目標１ 安心 

・目標２ 自然との共生 

・目標３ なりわいとにぎわい 

 

・「絆」感謝プロジェクト 

 

・８０ｃｍ地盤が沈下し、これまで住んでいた地域は住宅地として使用できない。 

・命だけは必ず守るとのことから、住まいは高台に構える。 

 

・プレハブ診療所 → 仮説診療所が完成 

・南三陸卸市場 → 仮説市場の設置 

・復興仮設商店街オープン 

 

○復興に向けた課題 

①仮設暮らしの長期化 

②マンパワーの確保 

③人口の流出 スピードが特に重要 

④鉄道（ＪＲ）の復旧 ＢＲＴによる仮復旧 

 

○最後に 

・長い道のり、末永く見守っていただければ、ありがたい。皆さんが防災について考えるきっか

けになれればありがたい。 

・遠く、香川の地から、被災地のことを気にかけてくれていることを町民に伝える。 

・フォーラム開催に関わっていただいたすべての方々に感謝。 

・１０年後には光輝く南三陸町を取り戻す そのために・・・ 

 

15:09～15:20 休憩  
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15:20～16:18 フォーラム「被災地を思い、被災地に学ぶフォーラム    

 ～未来ある子どもたちのために、今、私たちに出来ること～」        

○出演者：遠藤健治（南三陸町 副町長） 

     岸本泰三（高松市 副市長） 

     岡本 利（香南中学校 教諭） 

     田坂綾子（読売新聞社 記者） 

 コーディネーター：磯打千雅子（香川大学准教授） 

 

磯打：「未来ある子どもたちのために、今、私たちに出来ること」と副題をつけさせていただいた。

まず、高松市の被災地支援について。 

 

岸本： 

・親善都市の水戸市と連絡を取ろうとしたが、ぜんぜんとれない。 

○人的支援 

・３月１２日に支援対策本部を設置。上下水道局の応援給水車（岩沼市、

釜石市）、緊急援助隊（気仙沼市）を出動。 

・保健師及び栄養士を南三陸町の避難所へ派遣。２３年の７月末まで継続

的に派遣。 

・被災証明発行のための家屋調査の支援のため、継続的に職員派遣。 

・業務命令に基づき、延べ２５９人を投入。その他、社協を通じてなど、ボランティアで行った

職員は数知れず。 

 

○物的支援 

・応急給水袋を岩沼市へ輸送したのを皮切りに、リサイクル自転車、風呂の設備、食料、マスク、

歯ブラシ、生理用品を輸送した。 

・市民のみなさまからお預かりした食料や毛布などを、自衛隊やトラック協会の協力のもと、被

災地へ輸送。 

 

○現在の支援状況 

・松盆栽を被災地に送った。 

・「災害女性チーム」を陸前高田市へ派遣。 

・継続的に職員を派遣している。今は半年とか１年といった長期派遣であ

る。 

 

磯打：新聞記者として、阪神淡路のご遺族の方や香川で取材されているが、

震災以降、気づかれたことは。 
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田坂： 

○震災直後の新聞記事 

・私は、被災地には行っていないが、香川で震災の記事を書いていた。記

者として迷うことが多くあった。 

 

○防災グッズの無くなった棚 

・防災グッズとか、水や食料がスーパーから無くなるといったことが各地

で起こった。こういうことは書くべきか、書かかざるべきか。 

・買い占めをしないでくださいということを伝えたいが、空になった棚の写真が掲載されると、

買い占めにつながる。 

 

○役に立った最後の写真 

・地震があったのに、のんびりとしていて避難しないでいた時の写真がある。 

・この時の写真があったので、その日に着ていた服がわかり、ご遺体の確認が出来る。 

・ご遺族に電話取材をお願いしたが、辛いと断られた。ご遺族にとってはつらい写真だが、何年

かしたら、貴重な写真となるかも。 

・被災直後には、「いつ帰ってくるの」と声を掛け合っていたものが、「ここに戻ってこない方が

いいよ」という話が出る被災地の状況、復興が進んでいない現実。 

 

○被災地の状況が報道されなくなってきている 

・「震災の記事をもっと書いて」という声と、「もう見たくない」という声がある。 

・被災地のことを思うと、もっと書いていかないといけないし、これから大震災が起こるとも言

われており、何かの備えにつながるよう、記事を書いていきたい。 

 

磯打：大震災の状況が少しずつ忘れられているのではないかと言われる。しかし、今でも新聞のど

こかに、今日見つかった行方不明者の人数などが書かれている。 

 受ける側の立場として、今の話について、何か一言あれば。 

 

遠藤： 

・物的な支援と人的な支援。物的な支援は８月１０日にクローズさせても

らっている。仕分けにも頑張り、最後にはクロネコヤマトさんの協力も

いただきながら、支援いただいた方の思いが、被災者に伝わるよう努力

した。 

・避難所での炊き出しやイベントなど、役場では手の行き届かないところ

を、ボランティアの方々に支援いただいた。 

・私もチリ地震の写真や家族の写真など、津波で流され、１枚も残っていない。自衛隊では、が

れきの中からアルバムなど、１枚１枚の写真を探していただき、体育館で公開し、持ち主の手

に届ける取り組みを行った。 
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磯打：私も仕事柄、被災者の方々に取材することがある。そこで印象に残ったひとこと、「毎日が喪

失体験をしている」。袖のボタンが取れた、付けようと思っても裁縫道具がないことに気づく。

日々、何も無いことを気づかされる。 

   私たち香川が南海トラフの巨大地震を迎える場面が来ている。高松市で取り組んでいる地域

の防災活動は。 

 

岸本：自主防災組織を結成するにあたって、一次避難所はどこかを考えていただき、それを契機に、

自主防災組織を作っていただきたい。俺たちはここに避難しようと思っているが、それで良い

かを行政に投げかけてほしい。 

  マニュアル通りにいかないかもしれないが、何かあったらこうしましょうという、自分たち

の行動マニュアル。それが一次避難所を議論するところから始まる。 

 

磯打：最悪を越えた最悪の事態にどう備えるか。その時に一番頼りになるのは「自分自身」か。し

かし、自分一人で出来ることは難しいので、自主防災組織や地域か。 

   学校では、どのようなことがなされてきたのでしょうか。 

 

岡本：子供たちの防災意識が高まったときに、自主防災組織があるということは力強い。 

・私は、平成１２年８月に田老町に行った。津波に関する道徳教育の取り

組みを進めてきていた。 

・１２年間授業をしてきた 「津波が来たとき、潮は引くか、どうか」「１

２ｍの津波がくるかどうか」 震災後、子供たちの意識は変わっている、

高まっている。 

・防災も減災も一人では出来ないということを、子供たちは肌で感じてい

る。仲間や地域の大切さを感じている。 

 

磯打：大人たちの責任は何だろう。学校の先生が話されたことと、家で親が

話すことが違っていると、子どもたちはしらけてしまう。親が自主防災

組織に参加し、家の耐震点検をすることが大事ではないだろうか。 

 

・南三陸町の遠藤さんから復興の状況、田坂さんからは新聞記者の目線か

らお話、岡本先生からは教育の現場からのお話。では、私たち大人は、

何をしなければいけないのか。社会を作るということは、「文化を作る」こと。 

・私の故郷は、岐阜県の美濃市、南アルプスが見えるようなところ。８６歳の祖母と地元の温泉

に行った時、「ちかちゃん、どっちが西やら東やらわからんねぇ」との祖母の言葉。香川の人は、

北へ、南へと方角で道を教えてくれる。北が海で南が山だという文化があるから。 

・午前中の子どもフォーラムで、山口東さんから「小学生の私たちは、どうしていけばいいです

か」との質問に、「パニックにならないよう、津波てんでんこのような、分かりやすい標語を作
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ってください」と言われました。大きな宿題をいただいた。そんな標語を作ることが文化にな

るのでは。 

・みなさんより、一言ずつ。 

 

田坂：私は、１０歳の時に阪神大震災を経験した。私が新聞記者になると考

えたきっかけは、もっと被害を小さく出来る町づくり、社会づくりが出

来るのではないかと感じたことから。大人に出来ることは、そんなまち

づくり。 

 

岡本：命の大切さを伝えていきたい。自殺はいかん、命は大切、東北で命を

無くした、家族を亡くした。「津波は止めれんけど、戦争は止めれる」。子供

と、教育現場で考えていきたい。 

 

 

岸本：災害時には何が出来るのかを考えておく。自分たちの命は自分たちで

守るという気持ちを持っていただく。その上で、高知あたりは３４ｍの

津波、瀬戸内海は４ｍぐらい。災害を過小評価してはいけないが、過大

評価する必要はない。どんな災害に対しても、命だけは守れるように考

えていく。 

 

遠藤： 

・文化、あまり肩に力を入れすぎずに考えればいいのでは。 

・南三陸町は、一世紀の間に何度も大きな災害を受けている。町民をあげての津波防災訓練を行

ってきた、これも文化。全ての地区で自主防災組織を立ち上げた。自主防ですから、その地区

にあった取り組みを行い、それが町の防災文化になる。 

・しかし、今回の震災で多くの犠牲を出したことから、見直さなければならないところはある。 

・一定のハード整備は必要であるが、自分の命は自分で守る。「津波てんでんこ」 自助のところ

は自主防で。 

・「空振り三振はしても、見逃し三振はするな」 危機管理文化がなかったら、今回の震災で、ど

れほどの犠牲があったのだろうかと考えると、末恐ろしい。 

・自然災害は止められない、南海トラフの巨大地震にいかに対応するか。参考にしていただけれ

ば幸いです。 

 

磯打： 

・未来ある子供たちのために、今、私たちに出来ること。今日すぐに出来ること、「南三陸を忘れ

ないこと」。忘れないとは、応援団になること。 

・今の子供たちが大人になったときに起こるであろう南海地震に際して、香川応援団として南三

陸町の方々に応援してもらえる。 
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16:13～16:18 閉会挨拶 香川県実行委員長 大須賀誠（ＮＰＯ法人たかまつ市民活動応援団） 

・本日のフォーラムのテーマ 「被災地を思い、被災地に学ぶ」 その主

体は私たち自身であり、この私たちに対して、南三陸町から副市長、子

供たちが来ていただき、お話いただいた。 

・写真家のみなさんは、写真という形で、被災地の状況を切り出していた

だいた。復興市では、被災地にはこのような物があることを教えていた

だいた。 

・私たちは、遠くから何を学んだのでしょうか。 

・「学ぶ」とは、「変わる」ということ。そのことを取り込んで、自分自身がどう変われるかが「学

ぶ」である。 

・南海トラフの巨大地震の３２万人の死者のシナリオを変えることが出来る。 

・フォーラムは終わりますが、やがて来るその日に備えたいと思います。 

・今までと、これからに、盛大な拍手をもって終えたいと思います。 

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興市で購入した陸前高田市のお土産 


