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震災に強い人・地域・ネットワークづくり講演会 in 須崎 

日時：平成２６年１２月２１日（日）１２：３０～１２：３５ 

場所：須崎市立市民文化会館 

主催:高知県  共催:須崎市 

プログラム： 

・開会挨拶 高知県危機管理部 部長 野々村毅 

・「東日本大震災における経験と復興へ向けた取り組み」 

宮城県南三陸町 危機管理課 課長補佐 佐藤智（さとう さとし） 

・「自主防災組織の活動について」 

大森第二行政区長（兼自主防災会長） 三浦友昭 

・閉会挨拶 須崎市長 楠瀬耕作 

内容： 

○司会：高知県南海地震対策本部 うだか 

○要約筆記：ＮＰＯ法人 要約筆記 高地・やまもも 

10:30～10:34 開会挨拶 高知県危機管理部 部長 野々村毅                 

・多くのみなさまにお集まりいただき、ありがとうございます。 

・佐藤さん、三浦さんには、遠路、高知までお越しいただき感謝申し上げます。 

・東日本大震災からまもなく４年が経とうとしており、その傷跡は大きく、まだまだ復興途中。

津波をはじめ、様々な被害は他人事ではない。 

・本県においても、繰り返し南海地震による被害を受けている。今日は、昭和南海地震からちょ

うど６８年目の日（１２月２１日）。 

・最大級の津波での被害想定は、死者４万２千人、全壊家屋１２万２千棟。着実な「備え」で減

らしていける。 

・避難路、避難場所、避難タワーの整備。揺れがおさまったらすぐに逃げる、家具の固定や家屋

の耐震対策、地域の支え合いによって、救助活動を行うなどの「共助」が何より大切。 

・今も復旧、復興に取り組まれている。その現地での対応から、実際の取り組みを交えた講演を

いただける。私たちが地震や津波に備えるうえで、大いに参考になるものと思います。 

・地域の防災力向上のために、みなさまのご協力をお願いします。 

 

10:35～11:30「東日本大震災における経験と復興へ向けた取り組み」              

○講師：宮城県南三陸町 危機管理課 課長補佐 佐藤智（さとう さとし） 

○はじめに 

・このような場になれておりませんし、東北便が出たらご勘弁を。 

・志津川湾、市街地に３本の川が流れている町。公立病院、役場、警察などが位置し、海岸沿い

の町営住宅でも１昼夜、住民の方が避難し助かっている。逆に病院では７４名の方が亡くなっ

た。 
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○南三陸町は 

・気仙沼市と石巻市に挟まれた町。平地が少なく７割が山林。１６４平方ｋｍと須崎市より少し

大きいくらい。 

・震災前に１万７千人の人口が、今は１万４千人に減少。まだまだ減っている。 

 

○過去の災害 

・明治２９年（１８９６）明治三陸大津波 死者１，２４０人 

・昭和 ８年（１９３３）昭和三陸津波  死者１０８人 

・昭和３５年（１９６０）チリ地震津波  死者４１人 

 

○当時の状況 

３月１１日 

 １４：４６ 建物の倒壊情報はなく、地震の揺れによる大きな被害はなかった。 

 １４：４９ 大津波警報 ６ｍ程度の津波は来るだろうと、防潮堤を越えることはあるだろう

と思っていた。避難の放送をし続けた。 

 １５：１４ 気象庁 津波高さを１０ｍ以上に修正 

 １５：２５ 大津波襲来 波高は役場付近で１５．５ｍ 

３月１２日 

 １３：００ 志津川地区のベイサイドアリーナに津波災害対策本部を移設 

３月１３日 

  ７：３０ 津波注意報に切り替え  １７：５８ 津波注意報解除 

 

○当日の映像放映 

・建物が崩壊する際の粉塵、砂煙が立ち上がる。 

・スマトラの津波を見ていたが、スマトラは建物が弱いからあのような被害になると思っていた

が、我が町も同様だった。 

・火事が発生。鉄道の盛土を津波が乗り越え、内陸へ進入。スクールバスが間一髪で難を逃れた。 

・昭和３５年の津波は徐々に海面があがってきたというが、今回の津波は早いし、エネルギーが

違った。 

 

○当日の写真 

・河川の堤防ぎりぎりまで押し寄せる津波 

・防災対策庁舎 屋上に５０人以上の人が避難し、被災。 

・町で指定していた指定避難場所も、多く避難場所が被災しているのが現状。 

・公立志津川病院 ４、５階の屋上に避難した人は助かり、３階建ての防災庁舎の屋上では、屋

上のフェンスが丈夫だったのと、津波との位置関係で偶然、生死を分けた。町長は遅れて屋上

に避難してきたが、偶然助かっただけ。 
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○南三陸町の被害状況 

・死者 最初は「１万２千人の安否がとれず」との町長のコメントだったが、実際の死者６００

人、行方不明者２１５人、間接死２０人 

・住宅被害３，３１１戸、農地被害 約４６２ｈａ、漁船被害２，０２２隻 

・約７０ｃｍの地盤沈下 満潮時には浸水していたが、今は嵩上げにより解消。 

 

○小倉小学校 

・海岸から８００ｍほどの平場にある戸倉小学校 ３階建ての屋上まで津波が到達。 

・これまでの津波では１階までにしか津波が来なかったので、「この校舎の屋上を津波避難場所に

してくれ」と言われたが、「そんな津波が低いわけがない」と、１００ｍほど離れた高台を避難

所とした。ここを、避難場所としていたら、小学生と住民５００名以上が被災していただろう。 

 

○国道４５号 

・何カ所もの橋が落ち、国道４５号がズタズタ、町は孤立状態。 

・木造、軽量鉄骨の建物は流された。 

 

○戸倉中学校 

・約１５ｍの高台に建てられた２階建ての中学校。 

・津波の高さは２０ｍ。子どもたちは海の方ばかりを見ていて、裏の山側から津波に襲われた。 

 

○荒砥保育園 

・海抜１１ｍの高台に建てられた平屋の園舎。 

・「もっと高いところに逃げなければ」と、保育士さんの機転で、みんな助かった。 

 

○自衛隊の活動 

・応急救援 ３／１５～６／３０ 行方不明者捜索、道路啓開、仮設橋設置 

・生活支援 ３／１８～６／３０ 給食、給水、入浴支援、物資輸送 

 

○ライフライン 

・電気の復旧 平成２３年５月３０日  ８２日ぶり 

・水道の復旧 平成２３年８月 １日 １４４日ぶり 

 

○集団避難という沿岸被災地の特殊性 

・全ての建物が津波で無くなってみると、いたるところ「海」が見える。自分の住んでいるとこ

ろの海抜の低さや、海との近さを気づくことが出来た。 

・一次避難所（町内）  ４９カ所、１０，３６８人 

・二時避難所（町内外） ５６カ所、 ２，２４６人 
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      合計   １０５カ所、１２，６１４人 

 

○仮設住宅・みなし仮設 

・２割ほどの人しか自宅で住めていない。 

 

○がれき 

・７２万トン 

・災害廃棄物処理 平成２４年４月から平成２６年３月 

 

○産業・観光 

・７割ほど戻ってきている状況 

 

○医療 

・平成２３年４月：プレハブ建ての診療所を開設 

・平成２４年４月：公立南三陸診療所を開設 

・平成２７年秋頃に町立南三陸病院を開業予定 

 

○住宅の復興状況 

・山林ばかりで、山を切り取り、宅地を造成するので、時間がかかっている。 

・１筆の土地も、相続の関係で７０人以上の方から同意をいただかなければならなかった。 

 

○みなさんに伝えたいここ 

①「被害想定」は計算上の「目安」にすぎないこと。 

・みなさんの安全を保障するものではない。当てにはならない。それ以上のことが起きている。 

 

②まず、逃げる。戻らないこと。「助かる」こと。助かって「助け、助け合う」こと。 

・まず逃げる。警報が解除されるまで、絶対に戻らない。位牌や貴重品を取りに戻り、亡くなっ

ている。 

・助かって、みなさんで助け合ってほしい。 

・自分の命は自分で守ってください。「津波てんでんこ」自分の命は自分で守る。 

・遠くではなく、丈夫でより高い場所に逃げる。 

・指定されている避難場所であっても、さらにより高いところに逃げられる場所に避難を。 

 

③「備える」こと。 

・条例で、災害危険区域を指定し、絶対住宅（人が住む建物）を建てさせない ← 町長の決断 

・津波がくる前に、身動きがとれなくならないよう、家具の固定を。津波が来るときに逃げられ

なくなる。 
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・「公助」 地方公共団体は、支援できたのは５日後であった。公助はすぐには機能しない。 

・「共助」 そのため、助け合える体制を 

・食料、水、懐中電灯、ラジオ、薬、暖をとる方法、トイレの備蓄を。落橋など、行政は簡単に

は皆さんの所には行けない。 

・防災訓練には是非参加を。 

 

④「家族」を基本とすること。 

・連絡方法、集合場所を確認しておく。発災時、学校、勤務先、買い物など、家族はバラバラだ

った。 

・携帯電話も使えず、どう連絡を取る。家族会議で話し合いを。 

 

⑤「近所付き合い」を大切にすること。 

・コミュニティがしっかりしているところは、まとまりがよく、復興も早い。 

 

11:26～11:30 質疑 

男Ｑ：条例で、危険地域には家を建てさせない。いいことだと思う。移転を考えている人に、税金

や金利や補助など、行政では何かやっているのか。 

佐藤Ａ：災害復旧ということで、制度としては国の支援制度があり、家を建てる場合、補助がある。

集団移転として、町が土地を造成して、みなさんに家を建ててもらう。１００坪、土地を買っ

ても借りてもいい補助制度がある。金利については、国が全額支払う制度がある。 

高知県Ａ：高知県でも、昭和５６年以前の建物では、耐震点検の補助制度などがある。耐震化の必

要な家であるか検討いただきたい。 

 

11:30～12:33 「自主防災組織の活動について」                       

○講師：大森第二行政区長（兼自主防災会長） 三浦友昭 

○今日の内容 

①地区の自主防災について 

②当日の状況について 

③その後について 

④３．１１震災を振り返って 

⑤南海トラフ地震の対処のお願い 

 

①地区の自主防災について 

・標高の低いところに住む人は避難所に避難し、高い所に住んでいる人は家に留まることに決め

ていた。 

・各家から毛布を１枚出してもらい、避難所に備蓄していた。 

・当地区は、平らな場所に民家がたくさん建っている。津波が来ると全てのモノが山に押し流さ
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れる。須崎は似たような状況と思った。 

・当地区は、津波被害はなかろうと思っていたが、４０世帯が津波で流され、二人が亡くなった。 

← 津波が来ないからと逃げなかった二人が亡くなった。 

 

②当日の状況について 

・私は犬の散歩で出ていた。家の近くに来たところで地震。電柱は横に１～２ｍ揺れていて、ど

こにも行けない、動けない状況。 

・いつもの地震なら２０～３０秒で揺れが終わるのに、終わらない。家が心配になり家へ。 

・ストーブが倒れ、テレビが落ちていた。家具は止めていたので、そのほかの被害はなかった。 

・すぐに防寒着を着て避難所へ行った。すでに、４０～５０人が避難してきていた。車で来る人、

歩いてくる人。車を整列させ、人は屋根のあるところに入ってもらった。 

 

・「まだ、津波はこねぇから」と、４～５人が家へ戻っていき、帰ってこなかった。 

・５００人ほどまでに避難者がなっていた。 

・みるみる水かさが増してきた。車が流されはじめ、全てなくなった。 

・避難所が使えなくなったので、ベイサイドアリーナへ移動。残った車で年寄りは移動、元気な

人は歩いて移動。 

・自宅が残っている家に帰ってもらい、連絡は各班長経由で行うことに。 

・停電で暖もとれず、日が暮れると寝て、日の出と共に起きる生活。 

 

○水 

・自宅にいても、断水なので水がない。山の沢水を汲みに行くしかなく、若い人数名でポリタン

クで汲んできて、各家庭に配布。煮沸して飲用に。 

・毎日山に水を汲みに行くのは大変なので、災害対策本部に相談し、４日目、他町からの給水車

が来たので、当地区にまわしてもらえた。 

・他町からの応援は、津波の被害がないところまではすぐに来ているが、道路が使えないため、

すぐには入ってこられない。 

 

○食べ物 

・米を「玄米」で保管してあり、一升瓶で棒で突いたが、一日かかっても白米にならなかった。 

・「米や色々なくなっている人がいるので、分け与えてくれ」と地区の人にお願いし、「災害対策

本部に何かもらってくるから」と。 

・避難所に避難しないで、他の地区の人が４００人ぐらいうちの避難所に来ていたので、食べ物

がすぐになくなった。 

・自宅避難者の状況は、行政は分かっていない。 

・道路が不通の地区では、自宅避難の状況は、さらに分からない。 

・災害対策本部では「手がまわらない。取りに来てくれるなら。まずは１日分だけですよ」と。 
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・すぐに１０班の班長を集め、「１０時に取りに行き、各班に配布してもらう」ことを周知。自宅

で料理が出来るように、ラーメンなどを中心にもらってきた。 

 

○トラブル 

・配布は難しい。 

・物はみんなの居る前で全てを分けてしまう。１個も残さない。 

・４５０人分もらって４００人に配布した。５０人分は１０等分し班長に配布。班長は班員を集

めて、均等に分けた。 

・数名で処置するのではなく、全員の前で処置することが大事。 

 

○約束をした 

・水道、電気が来たら、この支給は３日後にはやめる。 

・水道は２ヶ月ほど、電気は３ヶ月半。 

・水道が止まり、消火栓も使えず、せっかく残った家を守りたい。夜の明かりはろうそくが頼り

だが、ロウソクもなくなった。最後は結婚式のロウソク、１週間ぐらいもった。 

・１ヶ月ぐらいして、町からの支給品 東芝の太陽光ランタン（１日充電すると、２日ぐらいも

った） ← これをもらい、火事の元になるからとロウソクをやめてもらった。 

・当地域では火事がなかった。 

 

○電気が消えることは想定に入れておくこと 

・何日後に電気が戻ってくるか分からない。 

・まわりは真っ暗で、きれいな星しか見えない。 

 

○どれが公助、共助、自助ではない 

・自助：自分の命を守る、家族の命を守る、近所の人を守る 

・共助：地域のみなさんと協力して、公助がくるまでがんばること 

・自助と公助は自分の力でしなければならない。 

・一番は、どんなことがあろうと、協力することです。いがみ合いは起こさないこと。 

・公助は必ず来るけれど、すぐには自分のところには来ない。日数がかかる。 

・私はオール電化にしていたので、なんにもならない。カセットコンロだけが頼り。 

・自宅避難者は、行政では分かりかねるので、自分の状況を対策本部に伝えて、自分たちが必要

な物はもらいに行く。 

 

○これがあったらいいなぁ 

・日々ほしい物は変わるが、無い物はしようがない。 

・薬：その人その人に必要なもので、命が関わる。避難所に避難した人は薬を持って避難してい

ないのでは。 
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・医者が来て臨時に薬をもらえたのには１週間かかった。処方箋の紙一枚と薬があれば助かる。 

・暖房器具：いつの時期に災害に遭うかで、低体温でなくなることも。電気が無くても暖房でき

る物で。芯式ストーブ。 

・食べ物と水は何とかなる。 

・水洗トイレ用の水が必要。災害時に使えるよう、出来るだけ風呂の水を残し、次の風呂をたく

まで残しておく。 

・３５０リットルの水タンクを購入し、トイレ用の水を配った。 

・２次避難できる場所に避難所を。一時避難場所から、さらに安全な場所に逃げられるよう。 

・まず逃げる。勝手に「大丈夫だ」と判断しない。位牌を気にする人がいるが、位牌なんてお寺

に言えばすぐに作ってくれる。 

 

12:17～12:33 質疑 

男性Ｑ：どのような遺体の処理をされましたか？ 

Ａ：ベイサイドアリーナの文化ホール 文化ホールを対策本部にと考えていたが、災害対策本部の

立ち上げが遅れたこともあり、現場では遺体の収容所になっていた。検死をし、遺体をお渡し

しても、火葬場が無く、高台の空地にいったん埋葬しようとなりかけたが、近隣の市町村、山

形、仙台、石巻に運び火葬することが出来た。遺族に渡しても、車の燃料が無く、搬送手段が

なかった。うちの町ではいったん仮土葬することはしなくてすんだ。 

 

男性Ｑ：孤立集落が多く発生し、どうやって連絡を取ったのか？ 

佐藤Ａ：一方的な連絡手段だが、防災無線が屋外と各家庭にあった。消防団の団長には、デジタル

防災同報系、移動系の無線機を渡していた。しかし、バッテリーが５～６時間しかもたない。

孤立集落にはガレキがあるなか、４時間ぐらいかけて歩いてくる状況。場所によっては、残っ

た船で来たり。災害復旧、せっかく作るのなら、何でこの道路こっちにまわさないのかなぁ、

なかなか簡単ではなかった。孤立しそうな地区は、みなさんで色々考えてほしい。 

 

男性Ｑ：訓練の実体、市民の参加の実体は？ 

佐藤Ａ：チリ地震津波以降、ずっと訓練をしてきた。どんな訓練をしたら、みなさんが参加してく

れるか、結局はみなさんの意識。地道な取組をしていくしかないかな。震災を受けたから参加

率があがったかというと、一緒です。みんなが高台に住まいを構えるので、逆に避難しなくな

るのかなぁと、思っている。行政としては、根強く講演会や、サミット、啓発をするが、なか

なか難しいというのが本音である。 

 

男性Ｑ：高台に全ての住宅を移転する予定ですか。被災した平場には家を建てさせないのか。 

Ａ：そうです。今回被災した地域には住んではいけない、工場や加工場、商店は作れるが住居は造

れない。５世帯以上あれば高台移転が出来るので。協会地区に住んでいる人も、将来的に増改

築はできない。 
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男性Ｑ：嵩上げをして、住める場所を広げていくということはないのか。 

Ａ：無いです。過去の歴史からも、高台に移転し堤他物が、また戻ってきて被災している歴史があ

る。戻らせない。 

男性Ｑ：高台移転で、今までの人口水準が戻せるのか。 

Ａ：戻せないと思っている。 

 

12:33～12:35 閉会挨拶 須崎市長 楠瀬耕作                        

・今日は朝から避難訓練と、この講演会。 

・貴重なお話、熱心な討論があり、自助、共序を々強めていくのかが、須崎市においても重要な

テーマ。 

・挙お集まりの人は熱心な方々、槽ではない、耐震診断も、家具の固定も進んでいない人狩り宇。 

・つながりを持つことが、普段の暮らしのなかでも大事と思っており、防災を切り口に、畜ｄ栗

をしていきたい。地域のリーダーとしてご協力いただきたい。 

 

－ 以上 － 

 

 


