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平成２５年度 四国防災トップセミナー 

南海トラフ巨大地震に立ち向かう ～犠牲者ゼロを目指す取組と被災地支援～ 

日時：平成２６年１月２４日（金）１４：００～１７：２２ 

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 三浦真紀 

２．防災に関する情報提供 

四国地方整備局の取組について 

    四国地方整備局企画部 防災課 課長補佐 二川義人 

３．基調講演 

  第１部「南海トラフ巨大地震に対する取り組み」 

      高知県黒潮町 町長 大西勝也（おおにし かつや） 

  第２部「遠野市の沿岸被災地後方支援 ～縁が結ぶ復興への絆～」 

      岩手県遠野市 市長 本田敏秋（ほんだ としあき） 

内容： 

14:31～14:35 開会挨拶 四国地方整備局長 三浦真紀                    

○大震災から３年 

・東日本大震災から３年になろうというところ。 

・私は、平成２３年１月発災の前まで３年半、仙台にいた。宮城県沖地震の発生確率９９％。地

震が来ることは十分認識していたところ。しかし、あれほどの津波、仙台空港が津波に被災す

るとは思ってもいなかった。約２万人弱の方が亡くなられたり行方不明。 

・想像をはるかに超えた地震だった。これを契機に、日本の地震対策は大きな見直しを迫られた。 

・その主なものは震災想定を見直すこと。従前を大きく上まわる浸水想定高が公表され、特別措

置法が新たに設けられるなど、これに従い、我々は着実に震災対策を進めていかなければなら

ない。 

○後方支援、津波への備え 

・本日はお二人の方に講演いただく。お一人は、東北の大震災では一番後方支援に力を入れられ

ていた遠野市の市長。もうお一人は、日本で一番津波浸水想定高が高い黒潮町の町長をお招き

し、その後の取り組み状況を紹介いただく。 

○継続的な震災対策を 

・震災について、地震が必ず来ることは間違いがないこと。歴史を見てもまぎれもない事実。た

だ、それがいつ来るかがわからない。３０年内で７０％の確率といわれている。 

・今は熱気が燃え上がり、一生懸命震災対策をしているが、これを継続することが大切で、大変

なこと。 

・本日のようなこういった機会を通じて、さらに参考にしていただき、継続的な震災対策を進め

ていっていただきたい。 
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14:07～14:08 本日の進め方の紹介 総括防災調整官 宮本 

14:08～14:21 防災に関する情報提供 四国地方整備局の取組について             

○説明者：四国地方整備局企画部防災課 課長補佐 二川義人 

○全国のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員、災害対策用機械等 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員：東日本大震災前には２，６００人だったものが、今は５，４６３人 

・防災ヘリ８機、排水ポンプ車３４３台、照明車２５９台・・・ など 

 

○四国のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員、災害対策用機械等 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員４５１名、防災ヘリ１機、排水ポンプ車３３台、照明車２７台・・・ 

ほか 

 

○四国地方整備局の東日本大震災への対応 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員派遣人数１３１人（延べ１、４３８人・日）、災害対策用機械１７台 な

ど 

・３月１４日には排水作業を開始し、仙台空港の早期浸水解消に寄与。 

・リエゾンを派遣 四国地整は宮城県名取市、亘理町で活動。 

 

○紀伊半島豪雨（台風１２・１５号）Ｈ２３．９．７～Ｈ２３．１０．７ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員５０人（延べ３８７人・日） 

・被災状況の調査、災害復旧工法技術の指導 

・災害対策用機械５台（排水ポンプ車１台、衛星通信車１台、小型衛星通信装置１台、待機支援

者２台） 

・防災ヘリ（愛らんど号）の派遣 

 

○九州北部豪雨 Ｈ２４．７．１４～Ｈ２４．７．２０ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員１５人（延べ１００人・日） 

・被災状況の調査、災害復旧工法技術の指導 

・災害対策用機械４台（排水ポンプ車２台、照明車２台） 

 

○中国地方（山口・島根）豪雨 Ｈ２５．７．２８～Ｈ２５．８．７ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員２９人（延べ２１４人・日） 

・被災状況の調査、災害復旧工法技術の指導 

 

○島根県豪雨 Ｈ２５．８．２６～Ｈ２５．９．７ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員２３人（延べ１１６・日） 

・被災状況の調査、災害復旧工法技術の指導 

 

○近畿地方（台風１８号）Ｈ２５．９．１６～Ｈ２５．９．２０ 
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・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員２８人（延べ１１２・日） 

・被災状況の調査、災害復旧工法技術の指導 

・防災ヘリ（きんき号）での現地調査 

 

○全国から四国へ派遣されるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等 

 

○官民連携基盤整備推進調査費 

・地域防災力の向上に資する取組への支援（Ｈ２６～：制度の運用拡充） 

 

14:21～15:21 基調講演 第１部 「南海トラフ巨大地震に対する取り組み」          

○講師：高知県黒潮町 町長 大西勝也（おおにし かつや） 

・Ｈ２２年４月より黒潮町長 

・３３．４ｍの津波に対して「犠牲者ゼロ」を目指した取り組みを推進中 

 

○被害想定 

・東日本大震災から１年後国より公表された被害想定は、黒潮町のどこかに３３．４ｍの津波、

黒潮町のどこかが最大震度７、高知のどこかに１ｍの津波が到達するのは５分以内。 → あ

きらめムードにも。 

・公表後は、ありとあらゆるマスコミが取材に来て、ヘリが黒潮町の上空を飛び交う状態に。 

 

○住民の反応 ・・・２つの「あきらめ」 

・避難をあきらめる：避難放棄を言う住民が、多数いたことは事実。しかし、本当に避難を放棄

すると住民の方々が納得できていたかは別。 

・町をあきらめる：仕事や住むことをあきらめる 

 

○Ｈ２４．４．２ 職員訓辞 

・訓辞のポイントは二つ 

①どうしようもないと、対策をあきらめたり、町の運営をあきらめるような発言を禁ずる。

問題解決に取り組んでいく。 

②全職員をもって防災対策に取り組む。 

・情報統制をしかざるを得なかった。 

 

○津波３４ｍ、震度７ 

・国の公表値：数字だけでは防災対策をうっていけない。 

・どのような問題、課題なのか理解できていなかったので、巨大で多様な課題に立ち向かうため

に「細分化」を行った。 

・「コミュニケーションボリューム」：住民とのやりとりの量が大事だと考えた。 
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○課題を具体化、顕在化する 

・課題構造を分析 避難、・・・・ 

・この課題の一つ「避難」をとっても、さらに細分化される 

・地域担当制 １４の消防団単位、さらに地区、班へと細分。 

・コミュニケーション 最初から高度なコミュニケーションを図ろうとすると、住民から毛嫌い

される。 

・２００人の職員のうち、防災の専門家は１０人ほどしかいない。防災ワークショップの練習も。 

・防災ワークショップ、まち歩きを実施 ６１地区でマップづくり。 

 

○地区担当者に求めたファーストミッション 

 ①現在ある避難所の見直し。 

 ②避難路の検証をし、避難できない場合にはどこに避難路を作ればいいのか検証を。 

・１４の消防軍団を、６１の地区に細分化 → ４６３班が内在している 

・このうち２３１班は津波浸水区域に位置する → 避難カルテの作成 

 

○避難カルテ 

・答えにくい質問を避けた。 

・「頼れる方」 親族がいればいいが、近隣にいない場合、誰なら頼れるかを明確にした。 

・自助、近所、共助 黒潮町では公助を除いて考えている。 

・班単位での議論で、多くて２０軒、多くは８軒程度。全員が議論に参加し、手を抜けないよう

にした。 → 参加率もあがる 

 

○戸別カルテづくりの効果（個別でなく戸別） 

・課題の細分化で、対応策を明確化しやすい。 

・災害時要援護者 一人一人をどう助けるのかの議論、明確化が出来る。 

・ご近所でのワークショップなので、出席率が高まった。出席率６７％。 

・社会手抜きの排除 １０人で荷物を持つと手を抜く人が出てくるが、二人で荷物を持つと手が

抜けない。 

 

○リスクコミュニケーションの充実 

・避難カルテ作成という物理的な作業が記憶の定着につながり、発災時の対処行動につながる → 

逃げる人間を作る 

・今現在考えている避難手段は 車両、バイク、自転車、徒歩 住民意識の現実を把握 → 車

両避難を許す地域、許さない地域など、ルールづくりに結びつける 

 

○２４，３３４人の意味 

・１年９ヶ月 ワークショップ、避難訓練など 延べの参加者は２４，３３４人 町人口の２倍

に達する。 
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・この数字を住民側からみると、約２年かけて町人口の２倍の参加者とは、各住民からは、１年

に１度しかなかったという事。 

・しかし、行政としては、これ以上の頻度を行うことは難しい。 

 

○地域担当職員の独り言 ３３歳 財政係 

・この職員が、電子掲示板に記事をアップしてくれたことに感動した。 

・防災に関わりがない財政職員が、地区でファシリテーターを務め、ある時、担当地区の小学校

から「抜き打ちの避難訓練をするので見に来ませんか」と言われたとの記事。 

・日頃、自己の思いを主張しない職員が、記事をアップしてくれたことに感動。 

 

・訓辞 → 地域に入っていき → 課題の細分化、明確化 → 対策をうっていく 

 

○死者数 

・２，３００人が死ぬ すぐに避難しない、建物の耐震化が進んでいない、避難路、避難場所が

整備されていない場合の死者数 → すぐに避難することで６３０人に減少 → 建物の耐震

化をするとさらに１２０人に減少 

 

○人間は逃げない 

・何らかの避難行動   ８．１％ ← 防災意識の高い東北ですら 

 津波に対する避難行動 １．７％ 

・正常性バイアス：危機的な状況にあるにも関わらず、逃げないことの正常化する理由を考える。 

ＴＶを見て情報収集をしているということで、避難をしないことを正当化。 

・人間は必ず逃げる しかし、逃げるタイミングが遅い 「切迫避難」津波が見えてからの避難 

・揺れても逃げない人間が、事前の対策（家具の固定、建物の耐震化など）をするわけがない。 

← このことを前提として、制度設計をする！ 

 

○逃げることの困難性 

・本当に逃げる人間を作る。では逃げられるか？ 

・お金が無く耐震化などの手だてを講ずる事が出来ない。 ← 防災意識が低いのか？ 

・おじいちゃん、おばあちゃん 「タオルで手を結んで、夫婦が一緒に見つかるように、捜索が

しやすいようにする」 ← 防災意識が低いのか？ 

 

○６０歳を越えるぐらいから死亡率が、平均死亡率より高くなる 

・体力が劣るから死亡するのか？ 否 

・８０歳のおばあちゃんをかかえて６０歳の父ちゃんが逃げ遅れる。 

・おじいちゃんの手を引いて避難していて、いっしょに津波に飲まれた娘さんは、防災意識が低

いのか？ 否 
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○行政からみた１年９ヶ月で２万人 これは住民から見たら、年に１回 

・行政で出来るのはこれが限界 

・これからは、住民の主体性にスライドしていかねばならない 

 

○防災を日常化する 

・防災意識は必ず下がる。「防災意識が下がったと認識したときには、自分の大切な人が津波にさ

らわれることをイメージしろ」と言ってきたが、辛いことをずっと意識させようとしていて、

長続きできにくい。 

・日本の防災は、日常の中で楽しくやっている。 桜堤による堤防の強化 など 

・避難カルテ：メンテナンスは地域にやってもらう。毎年６月にはカルテの更新時期。「今年も更

新時期やねぇ」と、日常で意識できるように。 

・行政のアリバイ作りの取り組みとならないよう、本当の官民連携の取り組みを。 

 

あきらめない 揺れたら逃げる、より高く、より遠く 

       ↓ 

「犠牲者ゼロ」の防災まちづくり 

       ↓ 

黒潮町は千年に耐えられるまちづくりを進めている 

 

・ダブルローンを組もうとしている黒潮町 

・新築したばかりの保育園を高台移転するには、その負担は全町民で負担しないといけない。 

・３４ｍの旗を立てて商売しようか 

・缶詰工場 片田先生に社長になってくださいと要請 

 

○災害の本質を見極めようとしている 

 

○防災を日常化する 

 

15:21～15:42 意見交換 進行：企画部長 石井 

石井企画部長：さまざまな先進的な取組をしている。特に、大きな被害を受ける予測をされている

沿岸地域の首町さんがた、お聞きになりたいことが多くあるのでは。 

 

宇和島市長：宇和海に面して、愛媛県内では大きな津波がくる。２分間で大きな津波が来るとの国

の発表。その後、県で津波浸水深を公表したと思う。黒潮町への津波の到達時間、町内の津波

の浸水深はいかようか。 

Ａ：黒潮町には８分間で津波が到達する。佐賀町と大方町の２町合併 佐賀が高く、大方は半分程

度。浸水域に町民の８割が住んでいる。 
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宇和島市長：宇和島、震度７、揺れが６分から８分続くといわれていて、揺れている間に津波がく

る。逃げるという時間がゼロとなる。黒潮町では、逃げる時間もなくあきらめムードになった

というのは理解できる。どこに避難するのか、たくさん避難場所を整備する必要があるのでは

ないか。 

Ａ：揺れの解釈 強い揺れは２分半。本当に地震計の揺れが止まるまでには１５分間ほどかかるが、

人が感じるような揺れが２分半。避難道３００本、避難タワー６カ所、４０地区のうち３９カ

所の対応済み。残りの１カ所は、２８メートルの避難タワーを造れとなるが、本当に作れるも

のか、経済性、環境、・・・ 答えを持っていない。これから住民とワークショップを行って

いく。 

 

土佐市長：戸別避難カルテ 電話一斉指令をやってみたが、「振り込め詐欺ではないか」といった反

応。戸別避難カルテの活用の方法。高齢化が進む中、明日は介護になるとか、ぎりぎりの人も

おり、更新が必要でしょうし、管理のあり方は？ 

Ａ：今月末に報告会をする予定。全体の統計的な整理をしている。自立避難が不可能な方 千人弱。

家族の支援でも避難が出来ない方 ４００人。この４００人をどうやって助けるか、解を求め

る作業を行う。解が得られなくとも、解を求める作業が、プロセスが大事。災害時要援護者の

把握や防災計画書にうたうことは義務づけられている。国の特別措置法の想定では甘いと思う。

国は災害時要援護者を把握しろといった。では、その先は自ら考え、自ら解決策を見いださな

いといけないのか。 

 

土佐市長：個人情報の扱いは？ 

Ａ：公表しないでほしい情報をチェックしてもらうようにした。弁護士にも相談した。やってみて

の反省点をまとめた資料があるので、ご相談いただければ情報提供できる。 

 

西予市：よく勉強されていて、リーダーとしてふさわしいなあ。感心しました。西予市は、田老と

つきあいが出来ました。田老は大きな防潮堤があり、正常性バイアスで避難できなかった。防

災への意識が、日がたつにつれ、下がる意識をどうお考えか。 

Ａ：ハードの整備率が高まると、個々の防災意識が下がる。一番の意識の低下はハード整備ではな

く、時間ではないか。ロングタームにしたときの息切れがしない方法。避難訓練は住民の人か

ら企画をしてもらい、その企画を町が支援する。災害と向き合うことを、住民に自覚してもら

い、コンセンサスをとっておくことが長い取り組みに息切れしないことか。「防災意識はきっ

と下がる。毎年下がった分の意識を毎年あげましょう。この下がりきった意識が、必要な意識

のレベルとなるように３年がんばりましょう」と地域を回っていった。 

 

15:42～16:00 休憩 

 

16:00～17:02 基調講演 第２部 「遠野市の沿岸被災地後方支援 ～縁が結ぶ復興への絆～」  

○講師：岩手県遠野市 市長 本多敏秋（ほんだ としあき） 



H26.1.24 四国防災トップセミナー 

 ８ 

・Ｈ１４．４月より 遠野市の市長 

・東日本大震災の歳には、後方支援に取り組まれた。 

○はじめに 

・今朝６時半に遠野を出、１時過ぎに高松に着いた。６時間半、近いなあと思いましたが、寒さ

は違う。今朝の遠野市はマイナス１０度でした。 

・四国４県の首長が揃っているという事で、・・  妖怪サミット、今年は三好町で行う。馬路村

の村長、大豊町の町長さんには過疎懇談会でお世話になっている。 

・仮設住宅で、この厳しい寒さの中で３万６千人の方が冬を迎えている。 

・行方不明 岩手県は１，１００人。懸命な捜索活動は今も続いている。 

・地震、揺れだけであったら、これだけの被害にはなっていなかったろう。 

・３年経ち、住宅、医療、雇用の手当が出来ない状況。 

・災害公営住宅 受発注も不調に終わり、なかなか建設が進まない。建設が出来ても、入居者が

いない。災害公営住宅は津波に遭わない不便なところに作るので、学校や雇用が不便で入居希

望者がいない。 

・避難生活が長くなり、内陸に居住地や雇用を求めようとなってきている。 

・スピード感 復興の青写真がなかなか描けない。これが東北の現実。 

・全国から、さまざまな応援、支援 遠野市にも３万人のボランティア 遠野市を拠点に１０万

人のボランティアが被災地に入っていった。 

 

・三浦局長には、東北の道路部長として大変お世話になった。○○道路が出来ていなかったら、

被害はもっと多くなっていたろう。現場を知っている局長であることを、ご紹介申し上げる。 

 

○「遠野市後方支援活動検証記録誌」８６０ページ ５千部 

・良かった点、悪かった点 ５０人の検証委員会を立ち上げ、良かった点、悪かった点、提言を

まとめた。 

・縁（えにし） 絆（きずな） 大きなキーワードとして 

 

○なぜ、遠野市がこのような後方支援にいたったのか 

・海がない国道２３０号、トンネルが出来ていなかったら孤立していたろう。 

・インターネットは情報を世界に運ぶが、人や物はインターネットは運びません。 

・遠野市には産婦人科医がいない。６０キロ離れた町に定期検診に行かないといけない状況。命

を結ぶ道は、Ｂ／Ｃで議論してはいけない。 

・１００年のうちに３度の地震が起きた地域。９９％の確率で宮城県沖地震が来る、災害対応、

後方支援との構想で国道の機能、効果を整理。 

 

○構想をカタチに 

・消防庁舎を設け、ヘリポートとしても使える。 

・沿岸自治体と「三陸地域地震災害後方支援拠点施設整備推進協議会」を設立。 
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○構想から実践へ 

・県の総合防災訓練を実施。 

・「津波の訓練だから海岸近くでやればいい」ではない。後方支援の訓練が必要である。 

・この訓練が東日本大震災に活かされた。 

・みちのくＡＬＥＲＴ２００８ ヘリ４３機、車両２，３００台、人員１８，０００人の訓練 

・ヘリが飛び立ったはいいけれど、着陸する場所がない、燃料がない、そんなことはこれまでも

あった。 

 

○東日本大震災発災と初動 

・遠野市の役場は柱が座屈し、使用不能。今は、スーパーの建物に間借り。 

・電気がだめ、携帯電話がだめ、水道は破裂で断水 

 

○深夜のＳＯＳ 

・通信手段の途絶えた大槌高校から徒歩による救援の依頼。 

・被災地に持っていけないようなひどい応援物資もあったが、「騒ぐな」「送り返すこともするな」

「黙って焼け」 

 

○官民一体の後方支援活動 

・年度末の人事異動は凍結、燃料が不足しているので、マイカーの７割は自粛。 

・「これは勤務命令か？ 超過勤務手当はどうなる？」との質問もあったが、まずは対応してくれ。 

・１４４カ所の自治会館、集会所などを開放。行政区長に集まってもらい、開放を要請。畳の部

屋があり、トイレがある。避難してくる人が多く出てくるだろうと想定し、準備。 

・卒業式、入学式のために講堂を空けてもらった。 

・５００人ほどが避難してきた。 

・ボランティアの方がたくさん来てくれる。「基本、ボランティアは断らない」との方針のもと、

宿泊所として活用。定員９００人のホテル、２車しかないタクシー会社をすべてマスコミが押

さえてしまった。タクシーは１日２５万円で押さえ、ＮＨＫは旅館を丸ごと押さえた。 

・集会所などを活用することで、１０万人規模のボランティアを受け入れることが出来た。 

 

○いろいろなボランティア 

・役に立つことがないかと、ピアス、ハイヒールのギャル姉ちゃんも来た 

・断ることなく、何か役に立つことがあるだろうとコーディネートをした。 

・バス代などは市が支払った。 

・このギャル姉ちゃんが避難所でおばあちゃん、おじいちゃんに喜ばれた。 

 

○本当に想定外だったのか？ 

・支援自治体が、それぞれの判断で、被災市町村にどんどん入っていったことが、今回の大震災
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の特徴。 

 

○災害救助法 

・遠野市もたいした備蓄が出来ていなかった。各お店に市の職員がまわり、懐中電灯の灯のもと、

商品をかき集めていった。４千万円の買い物。 

・「事前協議なしの買い物に、払えない」と国や県に言われたが、最終的には交付金とかのかたち

で、全額交付していただけた。 

・法律を改定しなくても、出来ることがある、対応できることがある。 

・３日間、７２時間すれば、県や国が動き出すとは思おうが、それまでの間に命を救うためにや

るべき事がたくさんある。議論する余地がある。 

 

○市町村の持っているたった 1台のバキュームが 

・避難所のトイレが、大変な惨状 

・排泄行為は人として止められない。たった１台のバキュームカーが機能した。 

・市町村が持っているたった１台のバキュームカー、パッカー車、吸水車が機能する。 

 

・静岡での話：あなたは３０分という時間があれば逃げられる。 

・直下型の地震、津波がすぐにくる。逃げると言っても限界がある。 

 

・大槌町の７０歳のお母さん 二人で高台に避難した。お父さんが、隣の一人暮らしのおばあち

ゃんが心配だと、戻って、おぶって逃げようとして津波にさらわれた。お母さんは「お父さん

は立派だ」という。 

・娘が布団の中で泣いている。婚約者を津波で亡くしている。 

・大川小学校で多くの児童が亡くなった。 

 

○まちづくりをどう進めるか 

・町づくりをどう進めるか、いろんな意見がでている。 

・１０ｍの防潮堤で海の見えない町を作るのか、避難する町づくりを作るのか、海の見えない町

には住みたくないとの意見 

 

○大災害にどう備えるか 

・うちの町は海が無く津波がこない、だから関係ないではない。 → 後方支援する仕組みづく

り 

・懐中電灯はあるが電池がない ストーブはあるけれど電気ファンストーブで、灯油があっても

停電のため暖がとれない 

・情報はどうやってとるのか 

 

○私の判断で・・・・ 
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・「私の判断で運びます！」 ← 自衛隊の隊長の対応 

   発電機を運ぶ 

   市の車と社会福祉協議会の車に給油 

・交通規制の警察官 

   許可を取ってないということがわかっていても、通してくれた。 

市の車であり、救援物資を積んでいることを確認したら、許可が取れていないとわかって

も通してくれた。 

 

○責任、権限、財源 

・広域大規模災害時にはどうあるべきか整理しておく必要がある。 

・それが、国、県、自治体の連携につながる 

 

・国交省は随分と動きが早かった。 

・建設業界と連携し、クシの刃作戦を展開し、自衛隊、消防、警察が被災地に速やかに入ること

が出来た。 

・道路啓開は、国の大きな力ではなかったか。 

 

○後方支援があったから 

・朝７時頃になると車列をなして被災地に入っていく。「こんなに早くどこから来てくれたんです

か」「遠野からきました」 

・むごい遺体に、嘔吐しながら捜索活動。４０キロ離れ、５０分移動すれば遠野に畳の部屋があ

り、シャワーも浴びれ、布団で横になれ、近所の方が温かい豚汁、婦人消防団の方が洗濯の申

し入れ。 ← 気が狂うことなく、充実した捜索活動をすることが出来ました。 

 

・被災地の避難所ばかりではなく、後方支援の意味、役割がある。 

・福祉避難所、燃料、乾電池１個、・・・ 

・１００人収容の特別養護老人ホームに、廊下やホール全てを活用し、２４０人入った。 

・災害弱者：どう立ち向かうか ３日間、暗いところで心細かった。 → ご近所の力が大切。

地域の絆。いざとなったらどう動くか、それを地域の人の中で共有しておく。 

 

○最後に 

・おにぎり１個、ロウソク１本で会話を交わした。想定外の大規模災害だったから仕方がないで

はなく、後方支援として、いろいろなことが整理、マニュアルに出来ていなかった。 

・全国から３万トンの支援 感謝 

 

17:02～17:21 意見交換 

石井企画部長：大きな被災を受けた中で、市長のリーダーシップのもとで、ご努力の証で今がある。

事前アンケートの質問への回答を。 
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鳴門市：支援を進めるうえで一番の課題は、解決のために市長として何が出来たか。 

Ａ：責任、権限、財源 不明確なまま、立ち向かった。県立釜石病院から、「夕方患者さんに出すお

米がない」とのＳＯＳ。「すぐ、届けろ！」との指示に、「なぜ市が、県立病院に米を持って行

くのですか。県にまず言うべきではないか」との職員の声。「いいから、持って行け！」 

 

鳴門市：自宅避難している住民への情報提供の方法は？ 

Ａ：有線テレビ 電気が戻ったらケーブルテレビを使おうと。直接、災害対策本部の情報を流すと、 

中には未確認情報のデマも流れる危険性があるが、情報共有のために使った。避難所から名簿

をとってきて、市民に閲覧できるようにした。 

 

丸亀市：ボランティアを受け入れる事前の準備は？ 

Ａ：空き教室など、日頃から準備しておく。 

 

坂出市：具体的な支援活動について教えて。実践してみて出てきた新たな課題は。 

Ａ：支援物資の分配、配布。支援すべき市町村の仕分け、棲み分けが出来ていた。役割分担まで精

査できていなかったが、毎日がマニュアルだった。毎日、どこの市町村がどこを支援するか、

何をするかを調整していった。 

１ヶ月経つとニーズが変わっていく。マヨネーズ、耳掻き、爪切りはありませんか。これは

行政の対応できる部分ではないと、民間の支援に回していった。 

自転車が２００台欲しい １００台確保できたので、すぐに持ち込んだのだが、２００台欲

しいというところに１００台持ってこられても配れない。２００台揃ってから配る。 

 

満濃市：物資配布や活動の拠点が必要とされている。支援する自治体として決めておくべき事は？ 

Ａ：被災している状況がそれぞれ異なるし、コミュニティが守られているかどうかも変わってくる。

現状に応じて、関係者が集まって決めていくことが、一番効率的かな。 

平日の午後２時４６分であったことが幸いしていた。昭和 ７時半に地震で第１は画８時半

であった。昭和８年は午前１時半、第１波は午前２時 犠牲者が思いのほか少なかったのは、

明治三陸津波の記憶が残っていたからだろう。 

 

琴平町：体制づくりのための人員、スケジュールは 

Ａ：職員の半分は平常業務、半分は防災業務。災害対策本部会議が終わる夜８時までは帰るな！ 

 

西条市：事前対策は？ 

Ａ：落ち着いてきたなら検証し、方向を出さねば。 

 

伊予市：自治体として何を整備、課題は。 

Ａ：あるモノを、いかに有事の際に利活用するかを常に考えてくことが大事。ヘリポートのための
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ヘリポートではなく、運動公園として利用すればいい。住民と共有していくことが大事。 

実践に即した訓練、平常時も大事。初動特別班の召集訓練 ７時に召集 早めに行ったら、

６時半には全員が集まっていた → こんな現実には出来ない、全員がそろうような、起こり

えない訓練ではいけない 

 

伊予市：支援する被災地に求めることは？ 

Ａ：自転車の話をしたが、全て「公平の原則」の中で対応している。ミスマッチは結構あった。被

災地からすれば、「何であそこは」となる。行政が入るよりもＮＰＯや民間が入った方がいい。

「あそこから要請があったから入った」と民間は堂々と言えるが、行政は言えない。どういう

ルールがいいのか、難しい課題。 → 民間のノウハウが補ってくれる。 

 

17:21～17:22 閉会  

・連携しながら地域全体の防災に。 

 

－ 以上 － 

 


