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第２回 地域建設産業の再生について考える会 

大規模災害時において私達一人一人が出来ること 

日時：平成２７年２月１日（日）１４：０３～１６：４９ 

場所：中村地区建設協同組合会館 

主催：高知県建設業協会幡多支部連合会青年部 

プログラム: 

○挨拶 高知県建設業協会幡多支部連合会青年部 部長 植田英喜 

○「自助」 松本秀應 国土交通省中筋川総合開発工事事務所長 

○「共助」 大西勝也 黒潮町長 

○「公助」 石田和敏 国土交通省中村河川国道事務所長 

○まとめ 福田昌史 高知工科大学客員教授 

○閉会挨拶 高知県建設業協会幡多支部連合会青年部 副支部長 はたけやま 

 

内容： 

○司会進行：副部長 山本 

14:03～ 挨拶 高知県建設業協会幡多支部連合会青年部 部長 植田英喜            

・新年会シーズンも終わりを告げ、休みたいなあという２月１日。松山、土佐清水、室戸、県内

外よりお集まりいただき、ありがとうございます。 

・この会、２回目。第１回目からの思いは、建設産業に携わっている人たちは当たり前の存在、

何をやっているのか理解されないままにあるのが現状。 

・受発注者間は意見交換の場はあるが、なかなかその輪から抜け出せていないということで、一

般の方々、市民を交えた講演会、勉強会が出来ないかと、前回から始めた。というのは、地域

建設産業の問題は地域そのものだとの思いがあり、問題を受発注者間だけで考えるのではなく、

一般の方々と意見交換をしたく始めた。 

・第１回のアンケート結果から、自分たち（地域建設産業）の役割として、「防災、減災への期待」

というのが大きく出ていました。 

・ということで、大規模災害への勉強会を開くこととなりました。 

・地域防災力の向上につながることを祈念し開会挨拶とする。 

 

14:08～14:09 講師紹介 

・松本秀應 国土交通省中筋川総合開発工事事務所長 

・大西勝也 黒潮町長 

・石田和敏 国土交通省中村河川国道事務所長 

・福田昌史 高知工科大学客員教授 

 

14:09～14:51 「自助」 松本秀應 国土交通省中筋川総合開発工事事務所長          

○はじめに 

・１枚の紙と鉛筆 質問しない、相談しない、他の人のを見ない 
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・人の考えはそれぞれ 答えは一つではない 

 

○今日の目標 

・想像力を鍛え、具体的に対策を考え、実行する 

・事前にやれること、やるべきことをやっておく 

・マイナス６をプラス１に 

 

○平成２６年３月１４日 午前２時６分 

・起きましたか？ 揺れで起きた 緊急地震速報で起きた？ 

・なにが出来ましたか？ 

・この地震をきっかけに、何かしたことがありますか？ 

 

○自助、共助、公助 近所とは 

◇自助：自分の命は自分で守る 救助される人ではなく救助する人へ 

◇共助：地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ 

◇公助： 

・発災後 自衛隊、消防、警察などによる救助活動、避難所の開設、救援物資の至急、仮

設住宅の建設 

・事前の備え 避難路、避難場所の整備、建築物の耐震化への助成、学校などの耐震補強、

災害関連情報の周知・徹底など、ハード、ソフト整備 

 

○「自助」には、どんなモノがある？ 

・備蓄や非常持ち出し品（特に自分用のもの:眼鏡、薬、アレルギー対応のものなど） 

・家の耐震診断、耐震対策、家具の固定 

・消火用品、ブレーカー切断、地震保険 

・避難、連絡方法や集合場所の確認 

・家族会議、家族間での約束、訓練 

 

○東北より厳しい「多重区の四国」 

阪神・淡路大震災の強い揺れ 

＋ 

東日本大震災の大きな津波 

＋ 

本土から孤立する「四国」 

＋ 

高齢化、老々支援 

＋ 
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○四国地域と東北の被災４県を比較すると (全国に対するシェア) 

人口     面積  県民総生産 

四国４県  ３．１％   ５．０％  ２．６％ 

被災４県  ５．６％  １２．３％  ４．９％ 

・四国の広さは岩手県ほど、四国の総生産は全国の２．６％、 

 

○数多くの教訓 阪神淡路大震災の教訓 

・備えていたことしか役に立たなかった、 

・地震が起きてから備えるのではなく、地震が起きる前に備えておくこと 

 

○大規模災害にどんな備えをしていますか？ 

・備蓄、家の耐震化、ブロック塀の補強や撤去、家具の固定、避難訓練 

 

○敵を知り己を知る 敵を知る 百聞は一見にしかず 

・東日本大震災の映像 震度４以上の揺れが約３分間続いている 

・揺れから生き残るために必要な備えは？ → 家の補強、家具の固定 

・逃げるために必要な備えは？ → 避難路の確保、連絡手段、避難場所、避難経路、集合場所、

体を鍛えておく 

 

○己を知る 

・自分がけがをしたり、死ぬことを想像できますか 偶然を必然に！ 

・携帯電話がつながらなかったら 災害伝言ダイヤル、災害伝言板 

・携帯電話が壊れた、無くしたら 家族の電話番号がわからない、公衆電話のかけ方がわからな

い 

 

○地震は時計もカレンダーも持っていない 

○具体的にイメージし、それへの対処を考え、行動する 

・自分が助かる 生き残るんだという強い意志 

・そしてみんなを助ける 

・そのための知識と体力 

・夜だったら、冬だったら、雨だったら、旅行中だったら・・・ 

 

○後悔しないために 

◇阪神淡路大震災で家族を亡くした方へのアンケート 

・自分が助かったことに後ろめたさを感じる 

          今も感じる 以前は感じていたが今は感じない  合計 

 全体では     ３１％      ２７％          ５８％ 

 子を亡くした人  ７３％      １８％          ９１％ 
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・子どもの命を守れるよう、備えるのは、親の責務 

 

○年齢に応じた約束ごと 

・親がいなくて留守番をしているとき 

・学校への登下校中 

・公園で遊んでいるとき 

 

○自分の力で工夫して生き残る 

・自分で判断できる練習を 

・具体的に！ 

・年齢と共に約束の数、約束の内容 

 

○高知に住む人のお作法 

・自分の命を守る！ 家族の命を守る！ 

・強い揺れから 生き残る！ 事前に備えられることがいっぱいある 

・津波から 生き残る！ 逃げれば助かる、逃げられれば助かる 

・大規模災害から 立ち上がる！ 出来るだけ被害を小さくし、速やかな復興を 地震保険、事

業継続計画、地域復興計画 

 

・今出来ることを行動に移して 

・しっているから しているへ 

 

○避難所に「お客様」はいない 

・配付資料の紹介 

 

14:40～14:50 質疑 

男性Ｑ：最初の「紙に『しかく』を書いてください」の言葉に、私は運転免許などの「資格」をイ

メージし、書けなかった。図形の「四角」だとは思わなかった。 

松本所長Ａ：人それぞれ受け取り、理解が違うことを説明したくてみなさんにやってもらった。そ

のような理解や考えが違う大勢の人たちがいっしょになって、災害に備え、避難所の運営を行

わなければならないことを認識していただきたかった。 

・人の理解は、その人の経験や知識によって、同じ言葉に対する理解が異なってくる。 

・東日本大震災での実例です。津波により浸水している地域の排水作業を、排水ポンプ車と共に

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣し、作業にあたっていた時のことです。東日本大震災の最大余震が

起きた時に、本部からは「逃げろ！」の指示を出した。津波が来る恐れがあるので、排水ポン

プ車などの機械はそのまま放置し、自分の命を守るためにすぐさま避難して欲しかった。しか

し、作業にあたっている班の中には、排水ポンプ車の片付けをして、その場から車両と共に避

難をした班もあった。 
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・人に思いを正しく伝えることは難しい。 

 

男性Ｑ：災害に備えて、松本さんはどのような備えをしていますか。 

松本所長Ａ：四万十では単身ですから、レトルト食品やレンジでチンするご飯、日持ちのするタマ

ネギなどの野菜など、防災用の数年保つような食物ではなく、日常の食材の中に保存を意識し

ている。 

・子どもは東京にいるので、首都直下型地震の恐れもあり、互いの安否確認の方法として災害伝

言ダイヤルの練習をしたり、高松にいる奥さんとは、いざとなった時の集合場所、連絡手段と

して、住んでいるマンションを集合場所、連絡手段にすることを確認しあっている。 

 

14:51～15:35 「共助」 大西勝也 黒潮町長                        

○自助、共助、公助は、スパッと割り切れるものではなく、全てが関連しているもの 

○はじめに 

・考える契機にしていただければ。 

・「防災」の定義が、自分の中でも出来ていない。 

・国土強靱化 

  ①人命の保護 

②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 

 

○黒潮町では 

・人命の保護に特化 

・全職員で対応 

・課題を細かく認識が出来、手が出せるまで、ダウンサイジング 

・住民参加で 

 

○自分たちがしているのは災害対応 

・命を守ることが絶対無二の目標であれば、せっかく生き残り、避難所で自殺するようなことが

あってはならない。 

 

○防災の日常化へ向けたシフトチェンジ 

・３４ｍが公表され、「自分の命は自分で守れ」といえるような状況ではなかったので、行政主体

の状態からスタート。 

・今は、「行政主体」から「住民主体」へと移行しようとしているところ。 

 

○内閣府の被害想定 

・１２，３００人の黒潮町で、２，３００人が死ぬと言われた。 
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・津波タワーを作る、早く逃げる 死者は６３０人に減らせる。建物の耐震化 ２０人に減少。 

・地震から１０分後に避難を開始してくれれば、死者を減らせられるのに → 逃げてくれない 

 東北で２万人が亡くなったのは、避難行動が遅かったから。 

 

○逃げない 

・１８９６年 明治三陸大津波 海に漁に出ていた人以外は全滅した 

 １９３３年 昭和三陸津波 

 １９６０年 チリ地震津波 

    ↓ 

 防災意識や防災施設は高知よりもはるかに進んでいる 

 

○宮城県沖地震 

・８．１％ 避難行動をとった ← トイレに逃げた、外に逃げたも含めた避難 

・１．７％ 津波が来ると思って逃げた人 

・多くの人はテレビで情報をとろうとした 

 

○黒潮町の参加人数 

・３年強の間に４万２千人の参加者 町民一人が２回ずつ参加したと言える数字 → 逃げる人

を作りたい 

・「逃げる」は、自助ではないかと言われる。 → 人間は弱い生き物で、家族や地域でやらない

と行動に移せない。 

 

○「共助」のイメージは正しいか 

・自分たちが持っている「共助」のイメージ以外にも、様々な共助がある。 

・逃げないかんことはわかっているが、逃げない自分を正当化する作業として、テレビで情報収

集している。 

 

○群馬大学 片田先生 

①想定を信じるな 

②最善を尽くせ 

③率先避難者なれ 

 

○「自助」に分類されるようなことでも、「共助」になる 

・率先避難者となることで、みんなが逃げ出す。 

・かまどベンチ その地域のお年寄りが「かまどベンチ」を喜ばれた。そんなことでも、生きる

行動につながりうる。 

 

○事業継続計画ＢＣＰ 



H27.2.1 第２回 地域建設産業の再生について考える会 

 ７ 

・ドンと壊れすぎると、戻せなくなる。 

・直すのに時間がかかりすぎると、元に戻せなくなる。 

 

○防災に大切なことは 

・行政が手がける防災が最も効果的かつ効率的と考えるのは間違い。 

・住民から出た計画が、行政からみて疑問がある場合にも、議論なく排除してはいけない。住民

の自主性が生まれる契機である。 

 

○防災を日常化する 

・語りべ 

・缶詰、干物を買う。日常的に繰り返すことで、日持ちのする食材があることで、それが習慣、

日常化することで、防災になる。 

・先人の知恵 桜堤 

・行政が考えたシステマチックなものではなく、心が入ったものでなければならないと思ってい

る。 

 

○変われることの重要性 

・大津波 来たくば共に死んでやる 今日も息が言う 足衰え我に 

        ↓ 

 この命 落としはせぬと 我は行くなり 避難訓練 

 

15:20～15:35 質疑 

男性Ｑ：今は意識が高いが、５年、１０年たっても意識が低下しない工夫は。 

大西町長Ａ：防災を意識させるイベント。それと、意識せずとも、防災意識や防災力が高まる取組。 

・意識させるイベント：避難カルテ これからは年に１回更新を地域でしてもらう。地区防災

計画の最初の作成は行政が手伝ったが、見直しは地区にお願いする。 

・一番大事なことは、被災地の方の話を聞くこと。防災意識が低下していないうちに、当時の

住民の方々の実際のことをずっと聞き続けること。そうすることで、落ちていくスピードを

ある一定は押さえられるのでは。 

 

女性Ｑ：経験者の、語りべの話を聞く。一般の被災者だけではなく、自衛隊や警察の方の話を聞く

ようなことはしていませんか？ 

大西町長Ａ：救援活動、支援活動のことを、一般向けにしてはいない。ドンと来たときに、どうや

って命を守るかの話をしていただける方には来ていただいているが。 

   ①エバキュエーション 避難 

   ②シェルタリング 避難所 

   ③レフュージ 避難住宅 

・個々の対応に及ぼす、その他の行動を考えると、いろいろな「共助」がある。救助、支援につ
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いて知っていただくフェーズもあろうかと思います。 

 

男性Ｑ：思いが住民に届いていないと思うところは？ 

大西町長Ａ：防災は防災課長が取り仕切っている。僕がこの３０分間で、ここで役立ったと言うこ

とはない。思考停止させてはいけない。なので、意見を控えている。３年前の自分たちとは大

きく変わった。防災のスタートラインに住民の方々に立ってもらうのが目標だったが、そこま

では出来たのかな。 

 

男性Ｑ：町民の方々の２，３００人が亡くなるとの話を聞いていて、自分が黒潮町民だったら、生

き残る方だと思ってしまう、自分は生き残る方に入ると思ってしまう。数字を見て安心する人

間がいるのかな。役所の人間は数字で伝えるが、次の選挙のときに「自分に投票しないと、み

なさん生き残れませんよ」と、数字を出さないことも大事だと感想を持った。 

大西町長Ａ：自分たちも注視しているところ。阪神淡路大震災でイメージトレーニングしたときに、

みなさん、５分後には避難し、下敷きになった人を助けているとイメージする。ただし、２，

３００人に入ると自覚している人がいる。そんな人もあることを認識し、総力戦で取組、情報

を提供していくのが、今の防災課の姿勢。 

 

15:35～15:45 休憩 

 

15:45～16:33 「公助」 石田和敏 国土交通省中村河川国道事務所長             

○はじめに 

・国土交通省だけの取組で出来ることではない、高知県や四万十市などと一緒にやらないと出来

ない。建設業の方々と手を組まないと、国交省単独で出来ることは、なにひとつ無い。 

・みなさんの生活の中で、なかなか見えないことがある。橋の下に入るとこんなことをやってい

る、山の中に入るとこんなことをやっている。 

・高松で５人が亡くなる交通事故が起きた。高速道路の橋脚に車が当たり、昨夜亡くなった。あ

んな大きな橋の柱になってしまったのは、阪神淡路大震災以降。 

・私たちの使っているモノは、いろいろなことで変わってきている。こう変わってきているとい

ったことを紹介する。 

 

○東日本大震災の概要 

・３・１１のとき、私は病院にいた。 

・避難者３２万人 

 

○国土交通省の対応 

・道路啓開：道路や河川の管理をやっているが、それが災害時には道路や港湾空港を早く直すこ

とに活きてくる。 

・長期浸水への対応 
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・全国からの支援をどう受けるか 

 

○クシの刃作戦 

・内陸の道路（クシの背）から、海岸へ向かって道路（クシの刃）を啓開していく。 

・これは、１年前に訓練をしていた。携帯電話が使えない状態で、訓練のベースがあったので、

連絡が付かない状態で、それぞれの担当現場に入っていった。 

・自衛隊ではそう簡単にがれきの片づけは出来ない。地元の建設業がいないと、がれきの片づけ

は出来なかった。 

・港も残滓（ざんさい）で使えない状態。大急ぎで残滓を処理し、港を使えるようにした。 

 

○災害対策車の派遣 

・衛星通信車 電話がつながらない場所に、通信機能の確保。 

・排水ポンプ車 全国からかき集めて、排水。全国から１００台規模を１週間で集めた。２週間

で約４４０万 m3の排水。 

 

○ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ 河川、道路、土砂害、港湾の専門家を派遣。四国からは３０人規模のチ

ームを翌日、３月１２日には派遣。 

・被害状況の調査。土砂害で、被災現場に活動で入っていいのかどうかの判断 など 

 

○高速道路 

・盛土が堤防の役割を担い、津波が来るのを防ぎ、被害を軽減させた。 

・津波を意識し、標高の高い三陸縦貫道路を整備。 

・地震に強い橋の柱に改良。地震が起きても、確実に道路が使えるように。 

 

○関係機関との連携 

・排水（国交省） ＋ 行方不明者捜索（自衛隊、警察、消防） 

 

○避難 

・想定にとらわれるな、最前を尽くせ、率先避難者たれ 

 

○道の駅 

・日常は物産展などやっているが、有事には進出拠点となる、駐屯地となる、物資やボランティ

アの采配の基地となる。 

・東北の遠野市は、結節点として人やモノの駐屯地、出陣基地となった。 

 

○道路啓開 

・出張所長：早く啓開したい。しかし津波警報が出ている最中に作業開始のお願いはできない。 
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 建設会社：警報が出ていたが、建設会社から重機を出し作業を行った。 

・がれきと言っても、人の持ち物、思い出が残されている。 

   笑顔で休憩しない 

   重要なモノが見つかれば申し出なさい 

   被災者が困ったら手助けしなさい 

   重機にのっていると余震がわからない 

・訓練通りのことはできず、現場で合わせ技を使いながら、対処していった。 

   自衛隊が重機をもってきたときには、道路啓開が完了していた。 

・重機で遺体を傷つけてはいけないと緊張した。これが供養だと思って作業をした。 

・近所の店主の方がおにぎりを提供、ガソリンスタンドの方も協力いただいた。 

・やめる、あきらめるとの選択肢はなかった。 

 

○昭和南海地震の状況 

・赤鉄橋が落ちる 

 

○四国の地震への備え 

・沿岸部の国道 不通となる 

・高速を早く延ばす 

・港のネットワークの形成 

・橋が落ちない工夫 

・樋門の耐震対策 地震と台風が一緒に来たら・・・ 

・津波避難タワー、緊急避難路の整備 

・道路面への距離表示 

・海抜知ーる 

・道の駅には３日間持つ発電機や井戸の整備 

・応急組立橋 ５０ｍまで架けられる 

・津波バリアー 

 

○最後に 

・いろいろな施設を作っているが、まだまだ十分ではない。 

・徳山技監 備えていたことしか役に立たなかった、備えただけでは役に立たなかった。 

・関東大震災は「火災」、阪神淡路大震災は「圧死」、東日本大震災は「津波」と、同じような震

災はない。住民の心配をくみ取らないといけない。 

・土木学会誌 

  短期間で使えなくなる砂防ダムに公共事業を 

  公正な競争も足りない 

  土木のイメージは悪い 

  メンテナンスが担当職員の勘に頼るものだというのにあきれました 
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  金まわりはいいが、子どもたちに胸を張りたい 

  

  土木工事無しに社会は成り立たないが、誰のための土木工事なのか考えて欲しい。 

    ↓ 

  我々は、一生懸命やっているが、こういう風に感じている人がいるんだなぁ。 

・みなさまにわかりやすい対策を、進めていかなければならない。 

 

16:21～16:33 質疑 

男性Ｑ：休憩をかねて、所長に話していただきたい。何か趣味の話を。 

石田所長Ａ：最近の趣味はまち歩き。テニスが大好きで香川県でベスト８まで行った。四万十にテ

ニスコートがない。四万十は良いところだが、友達が来ると「雨が降ったら何するんだ、夜に

なったら何するんだ」と、もう一押しが必要。良い町づくりのお助けができたらと思う。 

 

男性Ｑ：国土交通省で災害対応されたことが大きいと感じた。テレビで阪神淡路大震災の消防のこ

とをドラマ化し、市民に伝わってきた。国交省や建設業はサポート役で、ドラマ化にならない

のなら、連携してやって欲しい。 

石田所長Ａ：東北の対応はマンガまではなった。本当に地道なことをやっているので、ドラマ化し

にくいのかな。被災の現場に最初に行ったのは、自衛隊でも警察でもなく、国交省のヘリだっ

た。地震が起きれば、ヘリをすぐに飛ばす訓練をしていた。また、ヘリを格納庫の一番前に置

いていたし、壊れたシャッターを取り外して、職員を乗せることなく離陸した。そういう機転

を効かした職員がいた。 

 

男性Ｑ：公助という部分ではないかもしれないが、黒潮町でも津波避難路や津波避難広場の整備が

進んでいる。佐賀の町ですが、人口の詰んだ場所があり、ブロック塀で囲んでいるところが多

い。消防車も入れないような道路がある。ブロック塀が避難をじゃまするのではと考える。電

柱も地中化して、そんな方向に進めることができないか。 

石田所長Ａ：残滓であれば支援したり、我々の外でもやれる支援はある。所掌に、国交省のやるこ

とには書かれていないが、当時の大臣が東北地方整備局長に対して、「おまえは大臣だと思っ

てやれ」との言葉で、闇屋のおやじとして棺桶まで調達した。市町村を守るために精一杯がん

ばります。 

 

16:33～16:46 まとめ 福田昌史 高知工科大学客員教授                   

・３人の講師、それぞれのパーソナリティで、いろいろな話をいただいた。 

・町民の命を守るとのお話を聞いて感銘を受けた。疲れることなく、取り組んでいただきたい。 

・自助、共助、公助 哲学的 どこからか整理できないまま、ざっとした整理のまま、それにと

らわれすぎてもいけないし。 

 

＜今日の話に出なかった、ポイントについて＞ 
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○自助 

・自らを助ける：広島の土石流、御嶽山の噴火、長野県で地震、中四国で豪雪。災害大国日本で、

多くの災害が起き、災害が日本を作ってきた。 

・自分の住んでいるところをよく知ってほしい。「こんな災害なんて聞いたこともない」と自慢げ

に言われる。 

・四国災害アーカイブス：パソコンからすぐにアクセスできる。みなさんが住んでいる地名を入

れれば、過去にどんな災害があったかすぐにわかる。 

・少なくとも、自分が住んでいるところがどんな災害の歴史を持っているのか、やろうとすれば

すぐにできること。災害に対する人間の起点になること。 

 

○共助 

・平成１３年 高知西南水害 大月町、土佐清水市 家の２階まで土砂で埋まった。しかし、一

人の死者も出さなかった。それは、地域の消防団、警察が救助に走った。老人や妊産婦など災

害弱者が、どの部屋に住んでいるかまでわかっていたので、死者を出さずにすんだ。 

・地域社会が壊れていなかったから、このようなことができた。 

・隣に誰が住んでいるかわからないような、壊れた地域社会とならないよう、共同で欠かさず行

うことを。祭事があれば、みんなが集まって近況の報告や話し合いができる。 

・最近、地域のお祭りはすたってきている。地域建設業は、地域の行事を支えることも、大きな

役割である。 

 

○公助 

・自らが機械を持っている組織。 

・基礎自治体は何が出来るか、情報を正しく住民に伝える。住民に正しい情報を伝えられるよう、

国や県は情報提供を。 

・地域建設業が災害時に何に困ったか 情報が錯綜して困った。国、県、市から、かって放題に

情報や要請をよこし、地域の建設業は困った。地域の建設業が活躍しやすい情報ネットワーク

を作って欲しい。そのためには、この会館が基地になるだろうし、国や県の情報を収集し、参

加の企業に伝える。 

・それが出来ていないので、みなさん建設業が、どこに行けばいいのか迷うであろう。 

・いろいろな立場の人が集まって、来年もこの会ができればと思います。 

 

16:46～16:49 閉会挨拶 高知県建設業協会幡多支部連合会青年部 副支部長 はたけやま    

・今回の勉強会の主旨が、自分たちの仕事を地域のみなさんに発信できるような機会が無く、防

災意識の向上も考えていただければと会を開いた。 

・建設業者の職員も一緒に被災する。起きている最中は啓開や救助活動はできない。 

・まずは自分の命を守り、救助活動などに専念しますので、ご理解を。 

 

－ 以上 － 


