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－最大震度７、最大津波高３４メートルの想定でも、あきらめず「犠牲者ゼロ」をめざし備える－ 

くろしお レジリエンス ２０１３ 
津波防災シンポジウム 

日時：平成２５年１１月３日（日）１１：１０～１６：１９ 

場所：高知県幡多郡黒潮町「ふるさと総合センター」 

主催：黒潮町消防団 

プログラム： 

11:10～11:50 開会式典 

13:00～13:04 黒潮町紹介と津波被害シミュレーションビデオの上映 

13:07～14:32 ProⅠ：Resilience theory 「国土強靱化論 －日本を強くしなやかに－」 

14:42～16:12 ProⅡ：Full resilience 「犠牲者ゼロシンポジウム」 

16:13～16:17 黒潮宣言（案）の提案・承認 

16:17～16:19 閉会宣言 

概要：５００席ほどの会場はほぼ満員、藤井さんの熱い講演と、会場の参加者の熱気で、汗ばむほ

どでした。 

 

内容： 

11:10～11:50 開会式典                                  

○国旗掲揚 

○黒潮町消防長挨拶 

・あきらめからは、何も生まれない。 

 

 

○内閣府特命担当大臣（防災） 古屋圭司 

・国土強靱化論の４つの基本方針 

・世界一のインフラ、それが我が国の「消防団」 

・黒潮町長、積極的に取り組んでいただいている。 

 

○衆議院議員 山本有二 

・ハードに頼りすぎたきらいはなかったか。物だけでなく、心が大事。 

・避難放棄者をゼロとする取り組み。 

 

○放水操作デモンストレーション 

 

 

 

 

13:00～13:04 黒潮町紹介と津波被害シミュレーションビデオの上映              
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○総合司会 まつだ 

○藤井講師紹介：黒潮町 副町長 うえだつよし  

・京都大学工学研究科教授、内閣防災担当参与 安部大臣が防災計画を

考える際の相談役。 

・古屋内閣府特命大臣のもと、国民の生命、財産を守るために、強くて

しなやかな国をつくるための「レジリエンス懇談会」の座長も務める。 

・この会には構成員として尾崎知事も参加している。 

・レジリエンスとは「強靱」、「ねばり強く」という意味である。 

・直接聞く機会の少ない、貴重な話を聞けると思う。 

 

13:07～14:32 ProⅠ：Resilience theory 「国土強靱化論 －日本を強くしなやかに－」    

○講師：藤井聡 内閣府参与、ナショナル・レジリエンス懇談会座長、京都

大学大学院工学研究科教授 

・国土計画、防災について研究している。 

・レジリエンスという概念の研究所を、京都大学に設置し、研究をしてい

る。 

 

○レジリエンスとは 

・レジリエンスとは、「強靱さ」を意味している。大和言葉なら「しなやかさ」「たくましさ」。 

・無機物の機械に対して使う言葉ではなく、有機物、生物、命が宿るものに使う形容詞。 

・心理学者 ヤモリ先生、精神が強靱でないといけない 

 経済学者、経済思想家、土木工学、公共政策論の研究者が入っている。 

・いろいろな分野にまたがるのがレジリエンス。 

・レジリエンスがないと、大きな津波がくると全て破壊して、取り戻せなくなる。 

・レジリエンスがあれば、柔道の受け身のように、被害を小さくすることが出来る。被害を受け

るけれど、柳のようにしなやかにもとに戻る。 

・防災は押さえるだけではいけない。怪我を防ぐことと、「回復力」がないと生きていけない。 

・大怪我をするかもしれないが、もとに戻るんだ → そんな思いでレジリエンスに取り組んで

いる。 

 

○黒潮町を中心とした被災地、高知、日本をレジリエンスのある町にしていこう。 

 

○黒潮町では、気仙沼の方が防災アドバイザーを務めていただいている 

・気仙沼 １千人以上の方が亡くなり、工場が無くなり、７～８割の方が失業に。 

・今、気仙沼に一番必要なのは「復興」。 

 

○Ｌ２のシミュレーション 

・「Ｌ２で浸かる地域には投資をしない」との基本方針を気仙沼では立てた。 
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・この基本方針のせいで、工場を建てられなくなった。 

・シミュレーションなんて、ちょっとパラメータを変えると、ぜんぜん違う結果となる。 → 今

の結果はひとつの想定でしかない。 

 安全といわれている数値計算結果の所に津波がくるかもしれない。 

    ↓ 

 何が合理的なのか？ その基本方針のために、工場が建たず、復興が進まない 

 

○口述人として説明に 

・東日本復活５カ年計画 どうお金を集め、どう復活させるかという計画 

・復興において、絶対必要なのは「迅速さ」である。 

・都市は生き物であるので、すぐに手を打てば直る。しかし、１～２年放置されては、都市は直

らない、直れなくなる。 

・国会では「創造的な復興をしよう」 ← （じっくりと時間をかけて）立派な計画を立てて復

興しよう ← お金の調達の計画が立たない 

・重傷の子供を抱えた親が、「治療の方法決定に時間をかけ、お金がないからと手をこまねいてい

る」、そんなことがあるでしょうか。 

 

○人間の精神とは無限ではない 

・１年、２年と放置されると、強靱な人も「あきらめる」。心が折れる。 

・国土強靱化 迅速な復興が要ると研究しているが、人に「気概（きがい）」「やる気」「希望」が

あれば、人を、金を、工夫を呼び込んでくることが出来る。 

・逆に、人に「やる気」がなければ、どんなに学者やお金や工夫があっても、町づくり、復興は

出来ない。 

・この概念が、学者の中に共通認識として持っていただけていたら、もっと早く復興が出来たの

かもしれない。 

 

○次にくる災害では 

・災害が起きたときに、どう対処すべきなのか 

・こんなレジリエンスについて、安部内閣に具申している。 

 

○覚の士（かくのし） 

・覚の士、不覚の士という事軍学に沙汰有り。覚の士というは、事に逢うて士覚えるばかりにて

はなし。前方に、それぞれの仕様を吟味し置きて、その時に出会いひ、仕果するをいふ。され

ば、万事前方に極め置くが覚の仕なり。不覚の士というは、その時に至っては、たとえ間に合

わせても、これは時の仕合わせなり。前方の穿鑿（せんさく）せぬは、不覚の士と申すとなり。

「葉隠れ」より 

・山本常朝（やまもとじょうちょう） 「決して、門外に出してはならぬ」と言われていたもの

を、文書に書きとめ、今に届いている。 
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・覚悟のある武士と、覚悟のない武士がある。覚悟のある武士は、ことが起こったときに、アタ

フタとその時に考える人ではない。その時に備えてありとあらゆることを考え、準備をしてお

く人。 

・これもあるな、あれもあるな、それぞれの仕業を吟味しておく。 

 

○覚悟 

・悟ったことを覚えておく これが「覚悟」 

 

○津波で亡くなったということは、地震の揺れの際には、ほとんどの方が生きていたということ 

・適切に避難すれば、生き残れたということ。 

・どこで死んだかをプロットした地図をみた。大半の方は、ハザードマップで浸水するところの

少しだけ外側で亡くなっている。ハザードマップで浸水するという地域の人は逃げている。 

・逃げても、ハザードマップの浸水域のぎりぎり外まで逃げて、安心してしまったのか・・・ 

 

○「必死の観念」の逆説 

・必死の観念、一日しきりなるべし。毎朝身心をしずめ、弓、鉄砲、槍、立ち先にて、すたすた

になり、大浪に討ち取られ、大火の中に飛び入り、雷電にうちひしがれ、大地震にてゆりこま

れ、数千丈のほきに飛び込み、病死、頓死等の死期の心を観念し、毎朝懈怠（けたい）無くし

しておくべし、古老曰く「軒をいずれば死人の中、門を出づれば敵を見る」となり、用心のこ

とにあらず、前方死しておくことなりと。 「葉隠れ」より  

・「武士道とは、死ぬことと見つけたり」 自らの死に覚悟をしておくこと 

・津波、大火、大雪、地震、崖に飛び込み、病死、頓死などの覚悟をしておけ。 

・毎朝、毎夕、死ぬことを想像せよ。 

・今、このときに地震、津波が起き、何が起きるかを考えておけば、最悪を考えておけば、一生

涯、失敗することがない。 

・いつも死ぬことを、細部にわたって想像しておきなさい。そうすれば、みんなの役に立つ生涯

を過ごすことが出来る。 

・長生きするための究極のハウツー本、ビジネス本である。 

 

・お金のことを考えずに、仕事をしていれば、お金が貯まる。 

・人に好いてもらおうと思わず、人のために仕事をしていれば、人に好かれる。 

・死ぬのが本当に怖いのなら、この町を本当に守りたいのなら、毎朝、毎夕、この町の崩壊、被

災を考えねばならない。 

 

○日本刀のしなやかさ 

・最小の金属で、しなやかに、ものすごい切れ味の日本刀。海外の刀とは、根本的に異なる。 

 

○モーレツ社員 武士道 
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・武士道として広まったが、それは日本人の伝統、考え、道徳、宗教へと影響していった。 

・山本常朝の時代には戦争は１個も無かった。戦術論ではなく、生き方の考え方である。 

 

○レジリエンスと日本刀のしなやかさ 

・西洋においてもレジリエンスは学問化されている → 「リスクマネジメント」 

・国土強靱化とは、国家をあげたリスクマネジメント。 

・ハリケーン「カトリーナ」「９・１１」などへの対応 

    ↓ 

・「どんな深刻なことが、起こるのか」を評価 

  建物は残っても、このタンスの下敷きになっているかも

しれないな 

  人は避難して生き残っても、自衛隊は当分来ないかもしれないな 

一月ぐらいほったらかせるかもしれないな 

  そんなうちに、病気が発生するかもしれないな 

  燃料が無くなり、病院機能が止まり、入院中の人は死んでしまうかもしれないな 

  津波避難タワーに逃げても、タワーより高い津波がくるかもしれないな 

  津波避難タワーに逃げても、津波でタワーが壊れてしまうかもしれないな 

    ↓ 

・どんな深刻な事態が起きるかを考える 

    ↓ 

・何が起きるか想像できれば、半分ぐらいは問題は解決出来ていると思っても良い。 

  問題の中に、解法が含まれている。 

 

○想像ができたなら 

・どうすればいいのかの計画を立てればいい 

・深刻な事態を避けるために「基本計画」をつくる。 

 国として、町として、家族としての計画を立てておく。 ← 黒潮町では家族のカルテをつく

っている。 

・津波がくると、どうやって逃げるかを、それぞれの家ごとに想像してもらい、計画をつくって

いる。 

・避難カルテとなっているが、家具の固定についても考えられている。 

 

○訓練 

・前方に、それぞれの仕業を吟味して置きて、その時に出合ひ、仕業するをいふ → 大事なこ

とは、軽やかに対応できるぐらい、毎日考え、訓練したおしておけ 

・軽いことは日頃考えていないので、起きたときには、じっくりと考え対処しろ。 

 

○東日本大震災直後の首相の対応は許せない 
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・アタフタアタフタしている 

・人間は、普通の時には意識の中心は額あたりにある。 

 やばい事が起きると、意識の中心は体の中心へと降りてきて、落ち着く。 

・何かが起きたときには、意識の中心をおろしてくることが出来れば、その人は強靱で、そのよ

うな人がリーダーならその組織は強靱である。 

 

○「基本計画」を実行する 

・計画を実行、予算調達の計画も 

・計画を実行することで、どんな事態が起きるかを評価する → リスクマネジメント ＰＤＣＡ 

 

○４５×１２の強靱化！ 

・起こしてはならない４５の事態を決めて 

・政府の中の１２の分野が、何をすべきかを特定する 

・４５×１２の強靱化！ → これが「強靱化計画」となる 

 ４５×１２の表の各々の項目を考えていなかったら（×） ×だらけの表となる 

・ここで必要なのは「覚醒」 

・この強靱化基本計画のもととなる大綱を現在作成中 

 

○「起こしてはならない深刻な事態」例 

・大規模な火災(火災旋風等) 

・大規模な工場等の被災 → 日本経済の長期低迷 

・「超重要施設」の倒壊 → 政府の機能不全 

・「高層ビル」の倒壊 

・東京湾の大炎上 

・「新幹線」等の被災 → 長期間の東西分断 

・エネルギー危機 

・食糧危機 等 

 

○１２の分野 

1)行政機能／警察・消防等 

2)住宅・都市施設 

3)保健医療・福祉 

4)エネルギー 

5)金融 

6)情報通信 

7)産業構造 

8)交通・物流 

9)農林水産 

10)国土保全 

11)環境 

12)土地利用（国土利用） 

 

○ナショナル・レジリエンス 

・全ての計画をバージョンアップしていこうとしている。 
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・縦割り行政の壁を越えて、国を強靱にしていく上で、有効な手法と思っている。 

 

○国土強靱化・重点施策例 

・４５プログラムの中でとりわけ大至急対応が必要な「重点プログラム」における施策例 

1)民間の住宅・建築物の耐震化の促進のための制度（資産価値評価制度の見直しの検討等） 

2)省庁連携による）広域にわたる大規模津波対策総合事業（高台移転の促進制度の検討、防災タ

ワー等の整備、堤防・道路等の盛土活用、学校教育を含むリスクコミュニケーション 等） 

3)都市部における集中豪雨対策、ならびに地下空間への浸水防止施設等の整備 

4)高い強靱性を保証する分散型国土の形成に向けた諸検討・諸施策の推進と国土保全総合対策の

推進 

5)巨大地震リスクを想定した食糧供給体制の強靱化及び民間等における備蓄の推進 

6)非常時の食料・燃料含む重要物の被災地供給に関する事前制度等検討（各種制度の非常時特例

の事前準備、重要物資供給にかかる事前優先順位付けの考え方整理等）並びに重要物資の備蓄・

供給網強靱化 

 

○国土強靱化が導く経済成長 

①官民の「投資」を促し、内需拡大 → 経済成長！ 

②数々の官民の強靱化インフラ＆研究開発が、成長を牽引！ 

 例：リニア新幹線、大企業の地方分散投資、防災ロボット投資 等 

③大小様々なリスクによるマイナス成長を阻止！ 

 例：「被災後の成長力」を抜本的に増強させる 

 

・地震はいつ来るかわからない、３０年、５０年後かもしれない 疲弊してしまう 

  岸和田のダンジリ祭り 日常の中に強靱化の取り組みを混ぜ込んでいく 

  お祭りの中に、防災対策的な取り組みが入っている 

・津波タワー、津波シェルターを日常の中でどう使うかを考えておく。 

・そんな社会制度設計、経済設計が重要になる。 

・訓練 日常の中で、防災の意識が無くても参加できる工夫を 

・「強靱化が大事なことはわかったが、町には、福祉や学校や林業の振興など、いろいろなことを

考えないかん。強靱化のことを考えられない」と言われる。 

   ↓ 

・危機について考え盛り上がることで、防災ということに対峙することで活力、経済が燃え上が

ってくる。 

 

○地震津波への備えが、強靱化への取り組みが 

・津波対策としては、道路の整備がないと、物資や人も応援に来られない。地震が来る前に、一

日でも早く整備されれば、日常の経済にも効果を発揮する。 

・多くの台風がくるようになり、被災市町村の首長が何が欲しいか聞かれれば、「命の道」が欲し
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いと言われる。 

・地震津波対策のために整備した「道」が、巨大台風の備えにもなる。 

・地震の恐怖は、それが起こったときだけではなく、その被害が１０年も２０年も、その地域に

ドクドクと辛さを起こさせうるのです。 

・地震に対してまじめに備えたことで、平時の暮らしが豊かになる。 

 

○寺田寅彦  災害飢餓（さいがいきが） 

・東京大学 理学部の教授 

・我々日本人は、肉や野菜を食べて生きてきたように、災難を食って生き残ってきた種族である。

災害飢餓のために死んでいってしまうような民族である。 

・野菜や肉が無くなれば死滅しなければならないように、「災害飢餓」のために死滅すべき運命に

おかれているのではないか。 

・植物でも少しいじめないと果実をつけないものが多いし、そうり虫などでもあまり天下太平だ

と分裂生殖が収束して死滅するが、汽車にでも乗せて少し揺さぶってやると復活する。このよ

うに、虐待は繁栄のホルモン、災難は生命の酵母であるとすれば、災難も結構、台風も歓迎、

戦争も悪疫も礼賛に値するのかもしれない。 

・日本は台風の通り道に位置し、日本人を日本人にしたのは学校でも文部省でもなく、神代から

今日まで根気よく続けられたこの災難教室であったかもしれない。 

・我々の先代の日本人は、それをやってきたのである。 

 

14:32～14:42 休憩  

 

14:42～16:12 ProⅡ：Full resilience 「犠牲者ゼロシンポジウム」             

○コーディネーター：福井照（衆議院議員） 

○パネリスト：古屋圭司（内閣府特命大臣（防災）） 

山本有二（衆議院議員） 

尾崎正直（高知県知事） 

大西勝也（黒潮町長） 

佐藤健一（黒潮町防災アドバイザー） 

 

14:45～14:47 福井： 

・これだけの志の高い人たちのパネルディスカッションはない。２巡で

きればと思う。政府で行っていること、担当大臣として取り組まれて

いることなど１５分間のプレゼンを。 

 

14:47～15:07 古屋： 

・国家によるリスクマネジメントを担当。閣僚が、不適切発言をする。これもリスクマネジメン

ト。安部ノミクスもひとつの国家のリスクマネジメント。 
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・日本は災害の多い国。手をこまねいているのか、ソフト・ハードで強靱性のある地域、企業を

つくっていくか。 

・「公共事業のバラマきが始まった」とのマスコミの報道。全く筋の違う話。 

 

○大震災による死因 

・関東大震災：火災、阪神淡路大震災：家屋倒壊、東日本大震災：津波 

 東日本大震災は、津波対策を徹底していれば、救える命だった。 

 

○「国土強靱化」は、国家のリスクマネジメント 

・４つの基本方針 1)人命は何としても守り抜く 

2)重要な機能が致命的な損傷を負わない 

3)被害をできる限り軽減し、被害拡大を防止する 

4)迅速な復旧・復興を可能にする 

・リスクの特定、目標の明示 

・脆弱性評価 

・課題と対応方策の検討 

・重点化、優先順位をつけて 

・結果を評価して、ＰＤＣＡサイクルを回していく 

    ↓ 

・１５の重点化すべきプログラム 

 

○４５の「起こってはいけない事態」 

・４５から１５に優先化、重点化 

  被災地での生命維持に関わる物資の確保 

  自衛隊の究明、救護活動 など 

 

○平時と有事の両用設計が必要 

・平時に利用されないものは費用離れ 

・公衆電話は５００ｍに１台ある 

  平時は、街角情報ステーション 

  有事は、災害情報発信ステーション 

 

 

・命を守る防潮林 

 平時は、良い景観 

 有事は、被害軽減 

・津波避難シェルター 

 平時は、集会場、カラオケボックス 

  有事は、迅速な避難 

○海からの災害医療の提供 

 

○佐々木監督を起用した広報の積極的展開 

・チームワークで災害に備える。 

・イチローのように、どんな球でもしなやかに打ち返す。 
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・そんな思いで、佐々木監督にお願いした。 

 

○最後にひとこと 

・松・茸・梅 まずは「松」の要求を要望。何が「松」かを議論し、議会や市民を説得すること

が知事の責任。尾崎知事はやっていける人。 

・津波対策をソフト、ハード両面でやっていけば、大西町長が言うように命は守れる。 

 

福井：命の道を造られている山本先生から。 

 

15:07～15:20 山本有二 

○平成１２年 高知西南豪雨 

・私は、竹村河川局長と被災地に入り、「これだけ雨が降って、これだけ

被災したにも関わらず、誰も亡くなっていない。不思議でしょうがな

い」との声。 

・床上浸水になったときに、消防団の方が自分の家庭をほっといて、ど

このどの部屋にお年寄りが住んでいるかをわかっていて避難させてい

った。 

・この話を中央防災会議で話していただき、全国のモデルとなっている。 

 

○四国地方整備局長にお願い 

・高速道路は常に津波より上にあるように設計、施工しておいてくれれば、同じようなところに

津波タワーを造らなくてもいい。 

・階段で高速道路の上にあがれるように整備局にしてもらった。住民は喜んでいる。しかし、一

人高速にあがると、片側１車線しかない高速道路では道路が止まってしまう。最低でも片側２

車線、あるいは追い越し車線を出来るだけ長くして。 

・これが過剰投資とならない、国家強靱化としたい。 

 

○古屋大臣にお願い 

・気象庁の「特別警報」の仕組みが変わった。衛星のインテリジェンス機能が変わり、新しい「特

別警報」という制度を作った。８月３０日より運用開始。 

・９月１６日の台風１８号、京都 嵐山 累積３００ミリ 高知県佐川町で全町民避難 累積６

００ミリが降ったが「特別警報」を出す必要がなかった。 

・京都は災害への備えが十分でなく、ダムの洪水調節も私に言わせれば不十分。 

・佐川や仁淀川では、過去の災害への備えから 

・８５０ミリの雨が降って、なお「特別警報」が出ていないことが、あの被害に結びついたと学

習した。島だからと言わず、特別警報を発令して。 

 

○尾崎知事と大西町長へお願い 
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・大島町 火山灰で生き埋めになったが、事前に察知することが出来たのではないかと思ってい

る。災害が起きたのは深夜だが、夕方には警報が出ていた、備えることができたのでは。 

・仁淀川町、佐川町の町長は、先日の台風で電話をすると役場に残っていた。「台風は進路が予想

できるので、残っていた」と。 

・役場への連絡がＦＡＸ一枚か！？ 

・知事と町長はイリジウム（衛星携帯電話）でいつでもつながっている状態に。 

 

福井：尾崎知事から 

 

15:20～15:38 尾崎高知県知事 

○災害の対応を考えるときに一番大事なのは 

・リアルに想定し、率直に起こり得る事態と捕まえ、がっぷりと事前の準

備をしておく。 

・リアルに考えるほど、あきらめそうになるが、そうならないように。 

 

○高知県の震災対策 

・地震の継続時間が長い ３分間以上 

・３４メートルの津波 

・高知県の死者４万２千人 ← 早期に避難する人が２割との想定の場合 

  すぐに避難し、避難できる施設整備をしておけば 死者は１万２千人 

  家屋の耐震補強をしておけば、死者は１８００人に 

・やれば減らせる、やらなければ増える。 

 

・緊急ヘリの離着陸上の整備 

・津波避難場所の整備 

・津波ハザードマップの見直しと公表 

  公表すると秘書課の電話が鳴りっぱなし 「公表されたおかげで地価が下がった！」と 

  何が起きうるのかを知っていただきたい 

 

○今やっていることと今後の課題 

・住宅の耐震化 上限９０万円の補助 ← 高齢者の方には、「お金をかけてまでやれんと」言わ

れるが、その方を助けに若い方が来て津波にやられる 

・病院、学校などの耐震化 

・津波から逃げられる場所をつくる 

 津波避難所１４３７カ所 津波避難タワー１１７基 そこで６時間滞在できる整備を 

・津波避難シェルター 

・災害時要援護者の避難プランの策定 

 個人情報が、こういう場合には使えるようになって進んだところ 
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・高齢者施設、保育園、幼稚園なども高台に移しておきたい さすれば、親御さんは安心して避

難することが出来る 

 

○地震発生直後の対策 

・燃料施設の耐震対策 

・漁業用の燃料タンク 大型の物は地下化、小型の物は高台に移転 

 農業用タンクは、密閉化を進め漏れないように 

・ヘリポートの高台への移設 

 

○ソフト対策 

・県外からの応急救護対策の受け入れ体制 

・応急対策の活動要領の策定 

・災害時の医療救護体制の整備 ← 容易なことではない 

  ３万４千人の負傷者 死者が減れば、負傷者数が増える 

  ヘリで県外に輸送できる数ではない 

・避難所の見直し、備蓄資機材の見直し 

 

○特別措置法 

・高い補助率での後押し出来る制度 

・高台移転 県だけではＡＤＳＬのスピード、国の後押しがあれば光ファイバーの速度で整備で

きる。 

 

福井：大西町長から 

 

15:38～15:48 大西黒潮町長 

○町役場職員の地域担当制 

・全職員が地域に担当、張り付けされている。 

・１４の分団、それをさらに６１地区に分け、マップの作成。４６３の班 

・難しすぎると、効果が薄れる。 

・「世帯別津波避難行動記入シート」 ← よく考えられた設問 

 

○個別避難カルテづくりの効果 

・課題の細分化 → 単純化、具体化 

・近所の出席状況が明確 → 欠席しづらい 参加率６１％、カルテ回収率９６％ 

・社会的手抜きの排除 → 相互扶助、共助と近所の活性 

・自分の住まいのリスクを事前に → リスクコミュニケーション 

・「隣組」登録時に本人に意思確認 → コミュニティ活性化 

・カルテの記入 → 作業による記憶の定着 → 「そのとき」の行動に作用 
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・約１２５００人の町民に対し、参加者数は約２万人。単純計算では、町民が一人１．６回程度

参加いただいた数。 

 

福井：防災アドバイザーの佐藤さんから 

 

15:48～16:00 佐藤健一 

・被災地への支援に感謝。 

 

○気仙沼市は 

・被災前には７万４千人の町。漁業で、黒潮町とは関係がある町。 

・死者１，０４１人 被災事業所３，３１４（約８割以上）が被災 

 

○私たちの反省・課題 

・徹底的に、とことん考え、起きえることをイメージする 

・イメージしたことに備える 

 

・地震は３分間ほど続いた。宮城県沖地震だと考え、対応。役場には津波は到達しないとの想定。 

・停電となり、海面変動システムにアクセス出来ず、情報の受発信にも制限が。 

・地震発生後、４５分後には津波が役場に到達。ようやく、宮城県沖地震よりも大きな地震であ

ることが分かる。 

・燃料タンクが漂流し、火災が発生、消化は出来ず。 

・津波による破壊、漂流物による破壊、火災による焼失、翌日には低体温で死亡。 

 

○今後の防災への取り組み 

・災害情報伝達手段の多重化 

・土地利用の方向性 ハードとソフトの連携 

 

福井：消防団連盟の会長でもある古屋大臣。台風２７号がくるときに、役所を説得して避難するよ

うに記者発表されたリーダーシップ。ソフトへのコメントを。 

 

16:00～16:07 古屋内閣府特命担当大臣 

・３４メートルショックにめげることなく、しっかりと取り組まれている

大西町長。応援しますから。 

・今日まわった市町村長や知事、みんな防災士を持っている。そんな意識

の高いところ。 

・全町村に消防団があるのは日本だけ。誇りに思ってください。 

 

○大島の対応 
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・ルール通りにすれば避難勧告を出せた。そばの避難所の小学校は無被害であった。避難すれば

全員助かっていた。 

・土砂災害の警報が出れば、避難勧告や指示が出ていなくとも、自分の判断で逃げてください。

幸いにして何もなければ、良かったと思ってください。 

・避難勧告を出して外れると、「うちの町長は狼少年だ」と思わず、避難してください。 

・大雨警報が出れば避難してください。「特別警報が出ていなければ、避難しなくてもいい」と思

っている住民がいるのは、説明不足です。 

・特別警報の見直しをしています。 

・冷静に、正しく、恐れる そうすることで、被害をもっと押さえることが出来る。 

・津波対策をやれば、絶対に救える。 

・県と市町村との連携が大事。各の役割分担を明確にしているのは、全国でも珍しい。 

・一人一人の行動計画、避難計画を作成される。取り組んでいってください。 

・内閣府としても全力でがんばります。 

 

福井：７０秒で 

 

16:07～16:09 山本有二衆議院議員 

・宮城県に「波除けお不動」があり、そこまで津波が来て、それ以上はいかなかった。 

・当地にも同じような物がある。先人の知恵を学ばねばならない。先人の思いを今日に活かすに

は、そういう波除けご不動の下に行かないような国土強靱化が必要。 

 

16:09～16:11 尾崎 

・３連動型の巨大地震がくるようなことを、３年前は認めるような国会ではなかった。 

・南海トラフ地震大綱が作られようとしている。 

・国全体でも、率直に備えようとする時代になっている。 

・起こり得る事態に備えていきましょう。 

 

福井：一人の犠牲者も出さない、そういう日本を作り上げるまで、みなさまといっしょにがんばり

ましょう。 

 

16:13～16:17 黒潮宣言（案）の提案 黒潮町消防団 しまずじゅんぞう            

・黒潮町の被害想定は、最大震度７、最大津波高さが３４メートルときわ

めて厳しいものであり、住民の中に衝撃が走った。 

・しかし、海の恵み豊かな町を大事にし、先人から受け継いだふるさとを、

次の世代に引き継いでいく営みは、今までといささかも変わるものでは

ない。 

・自分の町は自分で守るとの思いで、地震津波とうまく生活していく。 

・最悪想定の黒潮町があきらめなければ、全ての町があきらめないでしょ
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う。 

・知恵を出し、万全の対策で、その日に備えることを、ここに宣言します。 

 

・会場参加者の満場の拍手により確認。 

 

16:17～16:19 閉会宣言 伊田分団長 たけまさ                       

 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


