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平成２６年度土佐清水市 第４９回夏期大学講座 

南海トラフ巨大地震に備える 
 ～海と共存する文化を築く地域防災～ 

日時：平成２６年７月２５日（金）１９：００～２１：１７ 

場所：土佐清水市立市民文化会館 

主催：土佐清水市・土佐清水市教育委員会・高知新聞社 

主管：土佐清水市立中央公民館 

内容： 

19:00～21:17 巨南海トラフ巨大地震に備える～海と共存する文化を築く地域防災～       

○講師：群馬大学広域首都圏防災研究センター長・教授 片田敏孝（かただ としたか） 

・１９６０年群馬県生まれ。専門は災害社会工学。災害への

危機管理対応、災害情報伝達、防災教育、避難誘導のあり

方等について研究するとともに、地域での防災活動を全国

各地で展開。（夏期大学講座資料より） 

 

○はじめに 

・私は津波の専門家ではない。 

・地震や津波は防げないが、避難すれば命は守れる。 

・地震はビッグイベントですが、台風の方が毎年の話で、大

変なことです。一昨年は、台風１５、１６、１７号、９０

５、９１０ヘクトパスカルと巨大台風。昨年も、今年も・・・ 

・海に近いところで生活しているのだから、このようなこと（津波）と共存しなければならない。

僕らがどう向かい合えばいいのか、社会のありようとしてどうあるべきか研究しているので、

海の無い群馬の山の中で、研究できている。 

 

○私たちは見ちゃった 

・釜石の防災教育を８年前からやっていた。僕は防災教育の専門家ではない。教育と文化の関係

に話が及んでいく。 

・なぜ、釜石で防災教育を始めたかについてお話しする。 

 

○津波は来ます 

・毎年８ｃｍ、プレートは（日本の下に）めり込んでいる。必ず地震が起きます。これは太古の

昔から繰り返されていること。百年に１回ずつほど、地震と津波が来ている。 

・釜石は、３０年以内に９９％の確率で起きるといわれていた。 

・歪みがそれだけ貯まっているということ、いつだとはいえなくても、必ず地震津波は起きる。 

 

○津波警報が出ても避難しない 

・津波警報が出ても避難しない。そんな状況を見て、２００４年のインドの津波の光景を見た。
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日本のようにすぐに救援の手が入らないので瓦礫だらけで、ハエが飛んですごい臭いがして、

ご遺体がそのまま。流木を集めてお母さんをダビにふし、そばで子供たちが泣いている。 

・私は調査団として現地に入ったので、子供たちには何も出来ずに、その場を離れるしかなかっ

た。罪悪感。 

・親がいなくなったからでしょう、政府が子供を連れていこうとするが、小さい子が泣きながら

嫌がっている。お兄ちゃんが説得していようとしている。 

・このような光景を見て、津波なんかで死んではいけない。人は死に方がある。 

・防災の研究者として、これを活かさなければならないと強く思った。 

 

○釜石での防災講演会、防災教育 

・それで釜石に行き、防災講演会を始めた。最初は人がこなかった。５人、３人、公民館長や区

長さんに頼んだが・・・ 

・話を聞いてくれないし、避難してくれないし、空しくなってきた。 

・防災講演会に来てくれる人は、防災意識の高い人だけ。こんなことは意味があるのだろうかと

思ってきた。 → 学校に行った。 

・「ここは津波がくるんだよ。知ってる？」と子供たちに聞くと、「知ってる」との返事。チリ津

波や過去の津波で被害があったことを習っている。 

・「逃げないよ！」「だって、立派な堤防出来たじゃん」 釜石は鉄鋼の町なので、水深６３ｍの

湾を堤防でふさいでいる。「もう、これで安心」 

・「明治三陸津波が来ても大丈夫なように作っているけど、それより大きな津波が来たらどうす

る？」と聞くと、「逃げない。だって、父ちゃんも母ちゃんも、じいちゃんもばあちゃんも逃げ

ないから」 → 誰がこの子供に逃げないという常識を与えてしまったのか ← 大人である 

・この子供たちがちゃんと大人になれるだけの、生き抜く力を持つことが第一だろうと、釜石で

の防災教育に取組始めた。 

 

・いろいろなところで言う。じいちゃんが津波警報が出ても逃げないのはじいちゃんのかって。

でも、じいちゃんが逃げないことで、子供たちが逃げない。 

 

・釜石の子供たちは逃げてくれた。幼稚園の子の手を引き、おじいちゃんやおばあちゃんを説得

し、手を引いて逃げてくれた。 

 

○なぜ子供たちは逃げられたのか？ 

・防災教育で、子供たちに何が授けられていたのか。 

・防災、自然と向かい合う基本的な「心の持ちよう」について話したい。 

 

○鵜住居小学校 

・地震後の３月１４日、鵜住居小学校の現場に立った。がれきの山、行方不明者が多くいる。こ

のような事態になること、災害に向かい合う当事者となることを、やるべきこと、やれること
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をすべてやり切れていたかと、自問自答した。 

・１６ｍの津波 南北５００ｋｍの震源 長い間バリバリと割れていると震源域は大きく、地震

は長くなる。 → 揺れの強さだけではなく、揺れの長さに気をつけてください。揺れが長い

と言うことは、震源域が大きい（大きな津波が来る）ということ。 

 

○連動する巨大地震 

・東日本大震災と首都圏の地震 ９年、４年、２年、１０年前後 

・東日本大震災と南海地震 １８年、６年、 年前後 

 

○千年に一度の地震 

・Ｍ９となるような震源域 千年に一度の地震を想定すると 内閣府公表の震源域となる。 

・土佐清水市では震度７、高さ３４ｍの津波が４分でくる。 

・震源域のどこから割れ始めるかなどで、計算結果は大きく変わる。 ← 想定は、単なる計算

結果である。この通りの津波なんてあり得ない、計算通りになるわけがない。これより大きい

かも、小さいかもしれない。 

 

○尾鷲（おわせ）市 津波高さ１７ｍ 

・津波の高さが１～２ｍ違うなんてどうでもいい話し。津波が危険という意味では、大きな違い

はない。 

・「今までの津波対策は意味がない」と住民が言っている。何とかしてくれと市役所から。 

・尾鷲の駅に降りると 

おじいちゃんが駆け寄り、「１７ｍとは本当か、可能性としてはあるのか？ 孫に迎えに

来てもらうのは、やめてもらおうと思うとる」 

私は、「計算結果が出た。可能性としてはある。次の津波が１７ｍというわけではないの

で、ちゃんと逃げてください」と。 

・「千年に一度というのは、一世代が３０年だとすると、ひいじいちゃんぐらい前のことを１０倍

したぐらいぞ」 → 地域の人たちが千年に一度の計算結果で右往左往している 

・じいちゃんが、この津波の計算結果でオロオロ生きていくより、来たら来たときと生活してい

く方が、残りの人生は楽しい。 

 

○新想定に対する住民の反応 

・「東日本大震災が起こってからは、すぐに逃げられるようにリュックサックに食べ物とか水を入

れて備えていたんだけど、地震発生から２分でそんな津波が来るなんて、備えていることがバ

カらしくなる」 

・「避難タワーなんて、あれはもう意味がない」 

・「どんなに家が雨漏りしても修理しない。車も買い換えるつもりだったけどやめた。次の日に津

波が来ると思ったら、もったいない」 

・「地震があるとこれまでは孫に車で迎えに来てもらっていたが、もう来なくていいと断った」 
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○何が変わりましたか 

・「想定」が変わっただけ。自然、地球の営みが変わったわけではない。 

・海の恵みいっぱい、自然の恵みいっぱい、何も変わっていない。 

・「海」と「町」の関係は昔も今も何も変わっていない。 

・千年に一度の東日本大震災をみたので、「想定」におびえているだけ。 

・千年に一度、２万人死に。毎年４０００人が死ぬ交通事故。千年で４００万人死ぬ自動車を使

って、今日この会場に来た。よっぽど自動車を恐れなければ・・・ 

 

○その地に住まう 

・地域にあるリスクを受け入れつつ、その地の利便性や恵みを享受しながら住まう。 

・地域にあるリスクは、今も昔もこれからも変わらない。変わったのは”想定”だけ。 

・災いに備え、やり過ごす主体的な姿勢をもちながら、今できることを粛々と行う。自らの最善

を尽くすのみ。 

 

○黒潮町 ＷＥ ＣＡＮ ＰＲＯＪＥＣＴ 

・僕らはこの町で生きてゆく 

 僕らの未来は僕らがひらく 缶詰を商品化した。非常食になる缶詰を商品化した。 

 

○想定を越える災害にどう備えるか 

・釜石の教育、防災 

・津波のハザードマップの浸水域の外にある鵜住居小学校。３階建ての校舎の上を、１７ｍの津

波が越えていった。浸水域の外だからと、校舎に避難していたら、子供たちは全滅していた。 

・１６ｍの壁がドーンと当たってくる。高さが１６ｍ以内のものは全てを破壊していく。そのあ

とはマイナス１６ｍの引き波で、がれきやご遺体や全てを引っ張り込んでいき、何も残らない。 

・釜石では千人亡くなっている。釜石で防災に取り組んでいたのに。千人死なせた防災教育が成

功とはいえない。 

・唯一いい話は、この現場で子供たちが亡くならなかったこと。 

・高台まで１．７ｋｍある。子供やおじいちゃん、おばあちゃんは避難していなかったら、助か

るわけがない。 

 

○中学生 

・立っていられず、四つん這いで揺られている。 

・地割れが走り、「津波がくるぞ！」鵜住居小学校に声をかけ、避難開始。 

・中学生の作文。小学生に「後ろ見ちゃダメ」。後ろを見ると足がすくんで、逃げられなくなると

思った。 

・保育園 中学生が駆け寄り、保育園児を抱え、１．７ｋｍの道のりを逃げてくれた。 

・中学生を津波記念碑（３４個）に連れて行き、この碑を建ててくれた人がいる。どういう人が

どういう思いで立てたのか？ 明治３４年 ４千人が亡くなった。 
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・自分たちも先陣に聞いていたのに、家を無くし、命を亡くしたのに、あり金を集めて立てたの

がこの碑。なのに、なぜ草ボウボウなのか、「これより下に家を建てるな」と書いてあるのに、

この街並みはどういうことだ！ 

・中学生はこの碑に託された思いを受け継ぐんだ。大人たちは思いを受け継いでいない。 

・中学生は子供たちと避難訓練をし、津波てんでんこレンジャーの衣装を作り、中学生が子供た

ちに防災教育をしている。 

 

○「助けられる人」から「助ける人」へ 

・一人も死なせない。僕たちは助けられる子供ではなく、助ける人になる。 → 中学生は助け

られる人ではない、助ける人である 

・率先して避難したり、リアカーを使って、避難を支援する訓練 

 高齢者宅を訪問し、安否札を配布 

・ばあちゃんが歩いて避難する練習を始める ← 一番喜んだのは中学生 

 

○精一杯の対応 

・ハザードマップの浸水域の外にあった小学校にとどまることをしなかった。 

・１．７ｋｍを走り、避難してくれた。そこまで津波は来た。 

・３千人の子供のうち、５人の子供の命を守れなかった。学校を休んでいたり、学校の管理下に

なかった子供たちだった。 

・一人でも亡くなっていたら、やるせないものがある。この５人のことを思うと、「釜石の奇跡」

を使いたくない。でも、子供たちをほめてやりたい。 

 

○自暴自棄になりすぎている 

・数分で数十ｍの津波が来る 

  ← 釜石の状況が、「がんばれば何とかなるかもしれない」との思いを生み出している。 

 

○和歌山県 新宮 

・釜石の防災教育をまるまる取り込んでいる。 

・「先生はな、津波なんかで一人も死んでほしくないんだ！」 

 

○尾鷲市 

・１０年ぐらい防災教育をしてきていたが、嫌われていた。 

・学校は忙しく、環境教育、国際教育、総合の時間、地域の時間、とやるべきことがいっぱいで、

「防災教育は、今年は勘弁してくださいよ」と。 

・３・１１からは、「来い来い、来い来い」といわれて、行っている。 

・いろいろな場所で地震が起きたらと、通学経路で繰り返し避難について考え、訓練している。 

◇全ての教科の中に防災 

・算数 地震が起き、机の数と子供の数、机の数が足りなかったらどうする？ 
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・体育 ○○山まで走れないと津波から逃げられない。走る練習、早く走る練習。 

・秋の遠足 高台から町を眺め、海や自分の家から学校までの距離感を知り、高台を探した。 

・社会 通学路にある避難経路看板を確認し、その意味や必要性を考えた。 

・道徳 震災と向き合う小学校児童の綴りを読み、命への認識を深める。 

・国語 広村を津波から守った御幣儀兵衛の取組を学習し、津波防災意識を高める。 

 

○釜石 

・１００回逃げて空振りばっかりでも、１０１回目も逃げてね。 

 

○てんでんこの歌 

じしんが きたら あたまをまもれ 

そのまま じっとだんごむし 

ゆれがとまったら いそいでにげろ 

ガラスとかべに きをつけて 

てんでんこ てんでんこ てんでんこ 

 

つなみがくるから いそいでにげろ 

とおくじゃなくって たかいばしょ 

ここならへいきと おもっちゃだめよ 

もっと もおっと たかいばしょ 

てんでんこ てんでんこ てんでんこ 

１００かいにげても からぶりばかり 

それでも こんどもにげるんだ 

じぶんおいのちは じぶんでまもる 

つなみなんかに まけないぞ 

 

おとなになっても わすれない 

みんなのえがおが たからもの 

 

てんでんこ てんでんこ てんでんこ 

 

 

 

○防災の実効性 

・百回逃げろ 

・分かっていれば逃げるか？ そうではない。知識があっても、逃げない。 

 

・みんな逃げるか？ はい、逃げる！ 

・お母さん、お父さんはどうする？ 僕を迎えに来て、津波にさらわれる・・・。 

・君がちゃんと逃げる子で、そのことをお父さんやお母さんが信じていれば、迎えには来ない。 

・釜石の子供たちが逃げたのは、自分たちが逃げないとお母さんやお父さんが死んでしまうと考

えたから。 

 

○田辺第一小学校・高雄中学校 シンサイミライ学校 

・「今何が大切なのか、自分がちゃんと逃げるということを、お父さんやお母さんに信じてもらえ

るように」と、子供たちに宿題を与えた。 

 

子：逃げるから、迎えにこんで。 

父：どこで起きるか分からん。どこに逃げる？ 
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子：まずは高いところに逃げて、あとから会う場所を決めておく。 

母：絶対に（約束の会う場所に）迎えに行くから、絶対に逃げてね。 

父：ちょっと、時間がかかるかもしれん。一日か、二日かかるかもしれない。絶対に迎えに行く

から。 

 

◇後日談 

・家にいたらここに逃げる、公園にいたらここに逃げる、スーパーにいたらここに逃げると、歩

いて確認した。 

①どんな状態であれ、この３カ所に必ず逃げる。待ってはいけない。 

②お父さんもお母さんも、子供を絶対に迎えに行かない。 

③この３カ所に、絶対に迎えに行く。 

 

○おじいちゃんの手を引く若いお嫁さん 

・津波が迫っているのに「じいちゃん早く」と手を離さず、一緒に亡くなる。 

・人は人として、ほっといて逃げられない。 

 

○本当の防災は 

・本当の防災は、知識ではない。必ず逃げること、逃げられること。 

 

・中学生が幼稚園や保育園児を抱き抱えると泣かれた。顔見知りになっておかないといけない。 

・お寺に逃げる階段。じいちゃん、ばあちゃんと逃げる訓練をし、手すりがないと逃げられない。

お寺の住職に手すりをお願いをしたら「お金がない」。役場に相談したら、「お寺という民地に

手すりをつけるわけにはいかん」という担当者に、市長は激怒した。 

・手すりが出来、これを見たじいちゃん、ばあちゃんは「逃げなぁいかんなぁ」と。 

・防災とは、地域から犠牲者を出さないように、みんなで取り組むこと、みんなで頑張ること。 

 

○大津波から命を守り抜いた子どもたち 

・釜石市１４の小中学校の児童・生徒約３，０００人が懸命に避難。 

・小さな子供やお年寄りを助けながら・・・ 

・釜石小学校は、児童全員１４４人が下校していたが、それぞれの判断で大津波から生き抜いた。

「ガラスでいっぱいだったけれど、スリッパを履いてちゃんと逃げられたよ」 

 

○釜石の防災教育とは 

◇二人の子どもの事例から 

・避難をためらう祖父母に避難を促し、目の悪い祖母の避難を助けた（当時小４） 

 祖父は「津波警報３ｍ、堤防は４ｍあるから大丈夫や！」 

 泣きながらじいちゃんに飛びついている様子に、祖父が孫の気持ちが分かり、「逃げっぺ」と避

難。 
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・揺れが収まったあと、弟にジャンバーを着せ、祖母に声をかけ高台へ避難した（当時小４） 

 台所で割れた食器を片づけている祖母の姿を見て、ばあちゃんは逃げる気がないと感じ、「ばあ

ちゃん、何やってる。お婆行くよ！」と、一緒に避難した。 

 

○なぜ、この子たちは、こんな行動をとれたのか？ 

・明治三陸津波の写真を見せていた ６，５００人のうちの４，０００人が亡くなった写真。 

 ←脅しの防災 

・海の恵みを教えずに、脅しの防災教育をしている。 ←海のすばらしさを教えていない 

・釜石 ずっとここに住んでいると、釜石の良さが分からないので、「東京に行きたいなぁ」と思

ってるだろう。 

・釜石のことをうんと自慢に思うこと、誇りを持ってず～と大事にしていくこと。将来の人たち

もず～と海の恵みをもらえるように大事にしていこう。 

・でもなぁ。たまには荒ぶれるときがある。そのときだけ、パチッと逃げられればいい。 

・時々あることに備えられる、それがこの地に住む「お作法」である。 

 

○正しく恐れる 

・”恵み” ”災い” 

・普段は、災害を恐れず自然の恵みをいっぱい受け取る。災害が起きる、その日、そのときはし

っかり逃げる。 

・それが、釜石に住むためのお作法。 

 

・じいちゃんやばあちゃんは、津波については大丈夫やった経験があって、死んだ経験がない。

だから”津波”については、じいちゃんやばあちゃんのいうことはきいたらいかん。 

 

○防災の実効性 

・揺れがおさまったあと、親の帰りを待たずに、ひとりで避難した（当時小３） 

 甘えん坊で、夜もお母さんと一緒に寝るような子だったが、「おまえがここで待っていたら、津

波が来ていてもお母さんはその中に助けにいっちゃう・・・ どうなっちゃう？ どうしたら

いい？」と聞いたら、泣きながら「ぼく、逃げるもん！」と。 

・「歯を磨きなさい」に「は～い」の返事と「僕、逃げるもん！」は違う。内から出た言葉である。 

 

・中学生だと、もっと考える力がある。 

・津波の碑を見てから、あちこちの碑を草刈りし、掃除をしてくれた。３・１１の前のことであ

る。そんな思いの中で行ってきた防災が、３・１１のことにつながった。 

 

○津波てんでんこ 

・地震があったら、家族のことさえ気にせず、てんでばらばらに、自分の命を守るために一人で

直ぐに避難せよ。一家全滅、共倒れになることを防げ。 
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 ９ 

・三陸地方に残る、津波から子孫を残すための智恵 

 

・本当にてんでんこが出来るか？ 

・がれきの下に娘がいたら、何とかしようと、てんでんこ出来ない。 

・逃げようとしたら、小さな子どもが瓦礫に挟まっている、おじいちゃんが逃げられずにいる、

そんな時にてんでんこが出来るか？ 

 

・１，８６２人の村人が全滅、漁に出ていた３４人の鯖漁師だけが生き残った。 

・家族の絆があるから、てんでんこ出来ずに一緒に亡くなっていった。 

 

・てんでんこ出来る家庭にしておけ ← 一人一人が自分の命に「責任」を持つこと、それぞれ

が「信頼」できること 

 

・義足で急いで避難できない友達をおぶって、４００ｍ先の高台へ避難した（当時小６） 

 「僕のことはいいから、先に行け」 僕のために、一緒に亡くなることはないと考えた。 

 でも、てんでんこなんて出来ない。４人が代わりばんこに背負ってみんな逃げられました。 

 

○被災経験や教訓を後生に語り継ぐことの難しさ 

・仮設住宅から仮設の学校に通い、親や親戚や友達を亡くしている子どもたちに何を話すのか。 

◇二つのことを話した 

①ありがとう 君たちががんばってくれたことが、西の人たちの「希望」になっている。あ

りがとう。 

②今、何が大事だと思っている？ 僕たちの経験を、後世に、西の人たちにさせないことが、

一番大事。どうしたらいい？ 僕たちのことを伝えていくこと。 「なに言っているの。

まだそんなことを言っているのか。そこらへんじゅう碑だらけだぞ。伝えられていないじ

ゃないか」。 

◇二つの例を見せました。 

・阪神・淡路大震災 高校生以下の子供たちは、生まれる前のこと。僕は３５年生まれ。母が焼

夷弾や防空壕の夜の話をしてくれたが、これっぽっちも現実感を持って聞けなかった。 

・自分で見たこと・経験したことは分かるが、見たこともないことを聞いても伝わらない。 

・津波なんて世代を越える間隔でしか起きない。何世代も先まで引き継がないといけない。 

・「君、逃げるの？ 何でそんなことを聞くの」と、逃げるのが常識になっている、良いループに

なっていること。 

・そんな状態になるには、語り続けるのではなく、やり続けて大人になって、お父さん、お母さ

んになって、次の世代を育んでいってほしい。それが、君たちの教訓が引き継がれることだ。 

 

○防災教育がつくる災害文化 

・１０年経てば大人になる さらに１０年経てば親になる 



H26.7.25 平成２６年度土佐清水市 第４９回夏期大学講座 

 １０ 

・世代間で知恵が継承され、「災害文化」として定着する。 

・「教育」が「文化」になる。 

 

・地域防災も、学校防災も、家庭防災も、今子どもたちに見せている背中を大事にして。 

・決して負けてほしくない。 

 

－ 以上 － 

 


