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平成２４年度 四国防災トップセミナー 

「南海トラフ巨大地震」による津波・土砂災害へ備える 

日時：平成２５年１月２８日（月）１４：３１～１７：２０ 

場所：高松サンポート合同庁舎１３階 四国地方整備局災害対策室 

主催：国土交通省四国地方整備局 

プログラム： 

１．挨拶 四国地方整備局長 川崎正彦 

２．防災に関する情報提供 

①「四国地震防災基本戦略」の取組について 

    四国地方整備局企画部 防災課長 上林正幸 

②津波対策型救命艇の開発について 

    四国運輸局長 丸山研一 

３．基調講演 

  「撓まず屈せず－スクラムかまいし復興まちづくりの現在－」 

      岩手県釜石市長 野田武則 

  「台風１２号豪雨土砂災害について被災自治体からの報告」 

      奈良県十津川村長 更谷慈禧 

４．意見交換 

内容： 

14:31～14:35 開会挨拶 四国地方整備局長 川崎正彦                    

・四国９５市町村のうち５８の市町村長ご本人（代理を含むと全市町村）に出席いただいた。 

・今後の地域防災を考える会。今回で１３回目。 

・紀伊半島の深層崩壊、北九州の水害。紀伊半島の災害の時には台風の目が高松を通った。雨域

は台風の目の右側で発達するので紀伊半島が被害にあった。北九州の災害の際には、雨域がつ

ながりそうでつながらず、四国はたまたま雨が降らなかった。本当に四国は「たまたま」助か

っただけ。 

・釜石市の野田市長、十津川村の更谷村長さんに来ていただいている。事前にこんな事は考えて

おいて欲しいといったノウハウ、これから備えていくように、十分活用させていただければと

思う。だからこそ、これだけの人にお集まりいただいた。 

 

14:36～15:05 防災に関する情報提供                            

14:36～14:50 ①「四国地震防災基本戦略」の取組について                  

○説明者：四国地方整備局企画部 防災課長 上林正幸 

・１０のプロジェクト、取り組むべき２０３項目 

・そのうち市町村の取り組みが重要な７６項目について、今年度末見込みでアンケートを実施。

５７市町村（６０％）から回答。 

・ハザードマップの見直し・充実：実施済み、実施中を加えても３割に満たない進捗。 

・災害に強いまちづくり計画の策定など：実施済み、実施中を加えても２割程度の進捗。 
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・防災拠点（庁舎・消防等）の地震対策・津波対策・信頼性向上：実施済み、実施中を加えると

５割程度の進捗であり、着実に推進中。 

・住民への防災意識改革（防災教育、避難計画、自主防災組織等）：７割程度の進捗。整備局の出

前講座なども活用ください。 

・より実践的な防災訓練の実施：５割の進捗。 

・全ての住民に迅速・確実に伝達する仕組みの構築：５割に満たない。 

・広域防災拠点・活動拠点等の計画・整備：４割に満たない。 

・広域防災体制の確立 ＢＣＰ，協定等による連携強化：３割に満たない。 

・避難所等の環境整備、仮設住宅等の早期確保：４割に満たない。 

・防災関係機関の情報共有：衛星携帯電話の整備などを進めており、連絡体制の見直しを行う。

市町村に、新しい連絡体制をお伝えする。 

 

14:50～15:05 ②津波対応型救命艇の開発について                      

○報告者：四国運輸局長 丸山研一 

○「浮いて生き延びる 津波救命艇」 

・１週間分の水、食料、医療品、自動位置通報装置が装備されている。 

・色は洋上で一番目立つオレンジ色。船体には登録性の番号を表記する。 

・２５人乗り。ヘッドレスト、トイレが装備されている。 

・本体は４０年以上の耐用年数を持っている。メンテにお金がかからないよう。 

・平常時の不審者の進入を防止するため、ドアを開けると大きな音がするようにしている。 

 

○特徴 

・津波高さに影響されない。 

・小さなスペースで設置できる。わずかな土地、低層ビルの屋上にも設置可能。 

・避難者の安全確保のため、最新の人間工学技術を採用、パニックの防止。 

・設置場所を移設することが出きる トラックで運べる２．７×７ｍ 

・復旧・復興時の避難施設として活用できる。 

・船の救命艇はエンジンがついていて７００万円ぐらい。この救命艇はエンジンがなくクッショ

ン材がついている。７００万円より安くしたい。 

 

15:05～15:48 基調講演 「撓まず屈せず －スクラムかまいし復興町づくりの現在－」     

○講師：岩手県釜石市 市長 野田武則（のだ たけのり） 

○釜石とは 

・鉄道 全国３番目に鉄道がひかれた地 

・鉄、魚、ラグビーの町 

・津波で被災はしたが、湾口防波堤のおかげで津波高さが半減、津波到達が６分遅れた。 

・明治２９年の津波で、旧釜石町 ６千人のうち４千人が津波の被害を受けた。 
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○津波てんでんこ 

・親や子は、自分のことだけを考えて津波から逃げろ！ 

・今回の津波でも、親が子、子が親を助けに行って被害に遭っている。 

・ハザードマップは、色が塗られていない地域の人にとっては「安全マップ」として、避難しな

い判断をさせてしまった。 

 

○被害の概要 

・地震から３４分後に津波がきた。いまだに行方不明の方が１４４名。 

 

○釜石湾の映像 

・木造家屋が一番に流され、道路が川のようになり、がれきが集まってきた。 

・４つの港がある。 

 

○となりの大槌町 

・がれきが集まったところ、水が徐々に引いていき、ガスボンベが流れてきて引火、車に燃え移

り、がれきを全て燃えつくし、残っているのは鉄くずだけ。 

・ガスボンベや車が危険な状況になる。山火事を起こし、避難所にも火が回った。 

・亡くなった方 ６５歳以上の方が６１％。 

 

○課題 

・火災 

・車 車で避難しようとして渋滞になった。 

 

・釜石市役所は１０ｍの高台にあったので、１階が浸水しただけ。しかし、外には一歩も出られ

なかった。 

・釜石の観光船が民宿の建物の屋根にのっかっていた。 

・パナマ船 湾内に大きな船があると、いろいろなところにぶつかって被害を起こす。防潮堤が

あったので、船や海からの流入物を防止する。 

・鵜住居（うのすまい） 全てが流され、残っているのは鉄筋のビルだけ。 

 

・３ｍの津波が発表された後、停電となり、その後の津波高さの更新は知りようがなかった。 → 

「大津波警報」ではあるが、「３ｍの津波」との思いで、住民に避難をうったえた。 

・防災行政無線でうったえたが、緊迫感が伝えられなかった。無線室から海を見ることができず、

臨場感を持って放送できなかった。 

・陸こう これを閉めるのに、多くの消防団の方が亡くなった。 →１５分ルール。消防団の方

に逃げてもらう。 
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○課題 

・臨場感を持った避難の放送のあり方。 

・防波堤などへの過信 ハードが高くなると、危機意識が低くなる。 

・ハザードマップが安心マップ。 

・車での避難のルール化。 

 

○良かったこと 

・海を見たことがない中国の研修生が全員助かった。 

 先入観がなく、マニュアル通りに行動したことで、研修生は全員助かった。 

・釜石の奇跡 小中学生は全員、助かった。 

 

・ある企業は、社員を会社に拘束した。 

 ある企業は、社員を自由にさせ、被害にあった。 

 ある企業は、社員を片づけにあたらせ、被害にあった。 

 

・防災センター 

 避難訓練の際に、避難所まで行くのは遠いので、避難所指定していない「防災センター」へ避

難する訓練をしてしまった。 →３・１１でも、防災センターに避難してしまい、６０名以上

の方が亡くなられた 

 

○釜石の奇跡 

・「想定を信じるな」、「ベストを尽くせ」、「避難率先者になれ」 

・鵜住居小学校、東中学校の子供たちは１次避難所に逃げた。危なそうなので、さらに高いとこ

ろに逃げた。想定にとらわれずベストを尽くした。 

・釜石小学校 家に帰り親を「逃げろ」と説得し避難した。 

 

○鵜住居小学校の子供たちの行動のビデオ映像 

・出来たばかりの高速道路に避難。 

・ダンプの運転手の方が７回も往復して、６００人の子供たちを６キロ先の避難所まで送ってく

れた。 

 

・リエゾン、被災後２～３日後には来てもらい、何でも注文してくれと、大変助かった。 

 

15:48～16:31 基調講演「台風１２号暴雨土砂災害について被災自治体からの報告」       

○講師：奈良県十津川村長 更谷慈禧（さらたに よしき） 

・昨年９月 台風１２号 全国から支援に来ていただいた。 

・７名の方が亡くなり、６名の方が行方不明。 
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○十津川村は 

・奈良県の５分の１の広さ、６７２．３５平方キロ、日本一広い村。琵琶湖や淡路島より広い。 

・４千人いた人口が、台風以降３、８９６人に減少。 

 

○台風１２号 

・時速２０キロほど ４～５日降り続け、１，８０９mm、１０ヶ月分の雨が一度に降った。 

 

○被害の状況 

・２６０ｈａの山が崩壊した。 

・河道閉塞で４カ所に土砂ダムが出来た。 

・１億ｍ３の土砂 河床が４～５ｍ高くなった。 

・川沿いの道路が洪水で洗い流され、１３０カ所で寸断した。 

・１０日間、村民と役場が連絡が取れなかった。道路の電柱に電話も光ファイバーも通していた

ので、道路の崩壊と共に破断した。 

・防災無線は一方的な放送しか出来ず、衛星携帯電話は役場に１台しかなかった。 

 

・職員の６割しか参集できなかった。道路が寸断していたため、集まれない。 

・集まった職員の３割は消防団で、役場の業務は出来ない。 

 

・発災から５日目にヘリで２名のリエゾンが到着し、その日のうちには８名になっていた。 

・被災した人や食料を運ぶには、ヘリしか使えず、ヘリの支援は助かった。２４時間体勢で工事

をするので、照明車は助かった。 

・災害の判定をしてくれるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの方は助かった。この人たちは廊下で寝てくれた。 

・人的、資機材での支援、技術的な支援 日頃から道路を見てくれているので、スピーディな対

応をしてもらえた。 

 

・自衛隊 ３５０名 車が通れないので全て足で、スコップでやってくれた。流木を１本１本ひ

っくり返して行方不明者を捜索してくれた。 

・これだけの人が全国から助けに来てくれていることを、村民に伝えた。 

・死ぬよりましだろうと、ジャッジをし、村民の命を救うことを考えた。 

 

○村民の命から村の命 

・規制緩和 「もう道路が通れるだろう、通せ」と言われた。 

・２００の集落が孤立し、自助・共助で、自分たちで道を造り、食料を分けあい、若者たちが買

い出しに行ってくれた。 

 

○現在の避難状況 

・避難指示 １地域  ３世帯 ３名 
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・自主避難 ５地域  ６世帯１６名 

・仮設住宅 ４カ所 ２４世帯５０名 

 

○復旧復興の対策・課題 

・仮設住宅の人たちは、２年すると仮設住宅から出ていかなければならない。平成２５年１１月

には出ていかねばならず、この２年で生活の建て直しが出来るよう計画を立てた。 

・山を守ることで川が守られ、道路や村、暮らしを守れる。 

・まだ、流れ下っていない土砂 どうやって１億ｍ３の土砂を片づけるか。８キロも１車線の道

路が続くような状況でダンプでは運べない。 

・深層崩壊対策のあり方 ソフト対策として、「どこが危険か」は整理してくれるが、予防的な（ハ

ード）対策は確立されていない。 → 予防的な対策が可能となるよう、対策技術の向上と事

業・制度の改善が必要。 

・山も、道路も、川も三位一体でやってもらわないと、せっかくやってもらった流路工が山から

の土砂で埋まってしまう。 

 

○災害後に行った見直し 

・職員の警戒体制見直し 全職員が関わる 

・全大字へ衛星携帯電話を配備 ガスボンベによる発電機の整備 

・ゲリラ豪雨にも対応できる、きめ細やかな道路交通規制 

・災害時チェックリスト、受援計画の策定 

・食料支援のＪＡとの協定締結 

・自主防災組織の組織強化 → 各戸で３日分の水と食糧の備蓄 

・土砂害からも安全な避難所の見直し 災害履歴の無い場所、アクセス路がある場所 全てを新

築は出来ない、住民の家も避難所に指定 

・安心・安全な道路の整備 １６８号 避難路、緊急輸送の道であり、紀伊半島を救う道 国で

やってくれ！ 十津川村の道路はトンネルでいい、トンネルの中に避難所、水、食料を置いて

くれ。 

・他市町村との広域応援協定。 

 

16:31～16:41 休憩  

 

16:41～ 意見交換会                                    

○進行：四国地方整備局 企画部長 石井 

 

Ｑ高知県佐川町長 榎並谷哲夫：高知県佐川町は山間地で、南海地震対策にも関心が高い。昭和２

１年の南海地震、小学校３年生で経験した。政府の被害想定は震度７と、昭和南海地震以上の

地震。震度７になると山が崩れるのではと思う。その時の対応、いつくるか、どういう形で起

こるかわからないことを、どういう風に住民に伝えればいいか。例えば津波、自分の命を守る



H25.1.28 四国防災トップセミナー 

 ７ 

時間がある。山の崩壊はそういう時間の余裕がなく、どう対処すればいいか。 

 

Ａ釜石市長：釜石は土砂災害と無縁ではない。２名が亡くなった災害経験がある。行政としてやる

べきことは、防災計画や事前の準備の中に全て書かれている。それを住民がやるべきこと、行

政がやるべきことを明確に認識させることが大事で、情報発信が大事。行政がやるべきことを

重く受け止めてしまうが、住民が学ぶべきこと、住民が備えなければならないことを強調する

必要があり、防災教育を幼児期から取り組んでいくことが重要。 

 

Ａ十津川村長：うちの村には安全なところがない。自分の命は自分で守る。自主防災組織は小さい

ほど良い。自分の集落の安全なところ、危険なところを地図上に落としていく。「赤谷」、「濁

り谷」など、地名が被災履歴を表している。寺子屋があったような所は、安全なところに作っ

ている。どこに逃げればいいか、村民はその気になっている。全国民がそんな意識になってい

る、絶好のチャンスではないか。 

 

Ｑ佐川町長：津波、土砂災害はある程度余地が出来る。安全な場所を住民に伝え、一瞬にして地震

で山が崩れるようなとき、行政としてどう対処すればいいか、悩みである。ここは危ないので、

逃げろ、移住しろと、どう言っていけばいいのか。 

 

Ｑ徳島県上勝町長 笠松和市：５０年生の木があった、１３９０万立米、ダムに１０万本の流木が

たまっている。杉や桧の人工林が被害を誘発していると考えている。木を半分にしておけば山

は安定すると思う。４０年すると成木であり、日本全国、木を切っていないということ。 

 

Ａ十津川村：儲けに合わせた林業経営をしている。葉の一枚まで使うような、山の手入れが不足し

ており、被害を誘発したと思う。林業再生が必要。国土の７０％が山であり、それを生業とし

てやっていけるよう、空間を売る、健康を売るような林業再生なくして、災害からの復興はな

いと思っている。 

 

上勝町：木材単価だけでなく、地球温暖化防止や国土保全の為に、農林省だけでなく国土交通省も

一緒になってやってほしい。 

 

Ａ十津川村長：里山砂防 町長と同感です。 

 

Ｑ高知県安芸市長：被災後７２時間の対応、１年、２年との対応、民政安定のためには産業の安定

化が求められるが、どんな問題があったか、どんな国や県の支援が欲しかったか。 

 

Ａ釜石市長：縦割り行政、制度の問題がありスピード感が出せず、今に至っている。北海道の隠岐

も例に出されるが、復旧は出来たが復興になっていない。災害が無くても将来が心配な地域で、

そこに家を建てて将来に向けていこうという、将来展望、明るい夢がないといけない。そう考
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えて取り組んできた。水産業の復興はもとより、バイオマス、林業の活用、スマートエネルギ

ー（エネルギーの賢い利用）をしようとしている。地場産業の育成と企業誘致。企業誘致には

他の地域に対して差別化、エネルギーや制度面の優遇など。この地に住もうと思ってくれるよ

うな地へと、取り組んでいる。 

 

Ｑ愛媛県大洲市長 清水裕：１０年間で３回、市の中心部が出水で被害を受ける災害常襲地。その

ような地を国としてどう守ってくれるのか見えてこない。これまではＢ／Ｃで評価され、都会

にしか目が向かない。強靱化には土地としての強靱化とともに、そこに住んでくれるかが大事。

今の人口減少化社会のなかで、復興が遅れると、住民が外に出てしまう。「いつまでに復興し

ます」との提示がないと、スピード感がないと、「少なくとも、今よりこれだけ安全にします

よ」という方が地域には重要ではないか。被災を受けた首長のお二人より意見を。 

 

Ａ釜石市長：復興庁、復興交付金などほとんどが実現したが、必要性が終わった頃に決まった。ど

うせ実現してくれるのであれば、スピード感を持ってタイミング良くやって欲しい。市町村に

お任せすべきものは、任せて欲しい。町づくりをどうするか被災住民との協議が一番であるべ

きだが、事務量の多い国との協議が先となっていた。被災市町村に主体的な権限を与えるべき。

しかし、役場自体が被災しそれを担えない地域では国がサポートを。 

 

Ａ十津川村：高齢化率４０．２％、仮設住宅から新しい集落へ移行してもらう。新しい集落には、

医療・福祉・介護が、介護保険に跳ね返らない手だてがないものか、新しいイメージを持って

作っていこう。３５０世帯が一人暮らし。墓がある限り、自分の集落を離れようとしない。安

心できるコミュニティーを作りたい。そのためには、若者に返ってきてもらえる町づくり。そ

のための社会基盤は強靱化計画で、我々の地域にあった整備が欲しい。３車線の道が欲しいと

言っていない、安心して生活出来る道でいい。 

 

石井企画部長：地域の人が夢を持てるような、災害を契機にそんな町が出来ることを祈念いたしま

す。 

－ 以上 － 

 


