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男女共同参画による防災学習（女性防災会議・研修会） 

「南海トラフ大地震に備える」～災害がもたらすもの～ 
日時：平成２９年１０月２１日（土）９：３０～１１：５６ 

場所：たかまつミライエ１階 多目的ホール 

主催：高松市婦人団体連合協議会 共催：高松市婦人団体連絡協議会 

後援：全国地域婦人団体連絡協議会 

プログラム： 

会長挨拶 高松市婦人団体連絡協議会 会長 野田法子 

パート１「ＬＰガスの防災対策」 

（一社）香川県ＬＰガス協会 事務局長 濱野照也 

パート２「今だから言える、６年を振り返って」 

陸前高田市地域女性団体協議会 幹事 佐々木美代子 

パート３「新しい危機管理センターの機能について」 

高松市危機管理課 課長 宮脇一正 

お礼の言葉 女性防災会 総務部長 よしだしずこ 

○内容： 

○司会 女性防災会 なかやませつこ 

9:30～9:38 会長あいさつ 高松市婦人団体連絡協議会 会長 野田法子            

・先ほどまで、２３日に婦人懇談会があるのを中止にするかどうかドタバタしていました。 

・この部屋を昨日使っていたので、朝、準備でバタバタしました。 

・いろいろな行事に追われて大変だろうと思いますが、男女共同参画、南海トラフ大地震に備え

るということで研修会を計画したところ、さすが婦人会、こんなに集まるとは、ありがとうご

ざいます。 

・平成２５年に発足し、心のケア、婦人班として研修、炊き出し訓練、東日本大震災の折りには

現地研修も実施。安全・安心の一助になればと、ガイドブック、コミュニティ版を作成し、２

千冊、もう在庫はほとんどありません。 

・女性リーダー養成講座でお世話になった香川大学の岩原先生にも来ていただき、先生は女性の

会には必ず参加いただいている。 

・ＬＰガスさんに協力いただき、炊き出し、慢性疾患を持つ方への温かい食事の提供訓練など。 

・全国地域婦人団体連絡協議会は全国ネットなので、どこかで災害が起きると、会長会で「寄付

を集めないかん」と。香川県では１千万円の寄付。 

・６０周年記念大会を記念し、東北３県へ桜の苗木５００本寄付。川本町 原発に近いので仮植

えしていた桜が、川本町に移され、感謝状をいただき、お礼と復興をお伝えしたいとのお手紙。 

・全国地域婦人団体連絡協議会 香川の情報ばかりが載るほど、いろいろなことに香川は取り組

んでいる。 

・その地域にすんでいる年齢、性別で、災害の受ける影響が違ってくる。 

・防災意識を持ち、過去の経験を一人一人がつないでいかないといけない。 

・全国で一番災害の少ない香川の活動が、一番活発。 

・災害に遭われた方の経験から学ぼうと、陸前高田市の佐々木さんを招いてお話をうかがう。 

・東京のワークショップで佐々木さん、災害に遭われた方でないと聴けない地域リーダーのお話

を聞けた。 

・香川県ＬＰガス協会の濱野さんから、ライフラインが途絶えたときのＬＰガスの炊き出しにつ

いてお話しいただく。 

・高松市の宮脇さんからは、高松市の危機管理センターについてのお話もいただく。 
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9:39～10:03 パート１「ＬＰガスの防災対策」                        

○講師:（一社）香川県ＬＰガス協会 事務局長 濱野照也 

○はじめに 

・昭和３１年頃から民生用にＬＰガスが販売され、炭屋さん、お米やさんが販売。 

 

○過去の災害 

◇東日本大震災 震度７ 津波の被害 

◇阪神淡路大震災 震度７ 火災が発生 

◇中越地震 建物の下の階から崩壊 

 

○世界の地震の１０分の１は日本で起こっている 

・Ｍ４以上の地震を地図上にマークすると、日本はマークで隠れてしまう。 

・鳴門の下には活断層がある。 

・中越地震、東日本大震災、熊本地震など、大きな地震が多発。 

・原子力発電所は活断層のそばにある。日本には活断層があり、地震が多く、日本に原発は要ら

ない。 

・日本には２千以上の活断層が見つけられている。 

 

○プレート 

・４つのプレートが重なり合っている場所というのは、世界中でも珍しい。そこに日本がある。 

・活断層型地震 海溝型地震 発見されていない活断層もある 

・日本最大の活断層、中央構造線 

・活断層がわかりやすいのは、活断層の近くには温泉がある。塩尻温泉、仏生山温泉、道後温泉

など 

・吉野川沿いは活断層が通っている。 

 

○海上保安庁の観測結果 

・海底の動きをＧＰＳで観測 → ひずみが溜まっていることを観測 

 

○ＪＡＭＳＴＥＣのシミュレーション結果 

・一度大きな地震がくると、別の領域でも続いて地震が起きる。 

 

○過去の地震から 

・東海・東南海・南海地震 → 過去の地震でも一緒に動いてきている 

・１５９６年の慶弔伏見地震と似ている。 

・中央構造線で南海、東南海、東海地震が連動することが懸念される。 

・四国も中央構造線があるので地震が起きうる。 

 

・ＬＰガスは、四国は７２％、香川は約６割。２８６社の販売店。残りは都市ガス。 

・ＬＰガスはプロパンとブタンの２種類がある。プロパンの方がブタンより発熱量が大きい、沸

点が低い。 

・硫黄や窒素化合物を含まないので、環境に優しい燃料。 

 

○ＬＰガス 
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・無色無臭だけれど、漏れを発見しやすいように臭いをつけている。 

・気化すると２５０倍になり、液体でコンパクトに保管が出来る。 

・ＬＰガスは２４０００kcal、都市ガスは１１０００kcal 

 ガス比重 １．５２         ０．５６6 

      自由料金         認可料金 

      個別供給         導管供給 

 復旧時間  １４日          ８６日（阪神淡路大震災） 

        ６日          ３１日（宮城県沖地震） 

・コンロはそのガス用（ＬＰガスか都市ガスか）を用意して！ 

・ＬＰガスは、各戸の機器の点検が終わればすぐに使える。 

・阪神淡路大震災 火災が電気原因で４４件 ＬＰガスは１１件 

 地震時にはブレーカーを落とし、ＬＰガスの元栓を締めて避難を。 

 

○予備容器で１ヶ月程度使用可能 

・各戸に予備容器を設置してあるので、災害時にも再配達無しで１ヶ月程度使用可能。 

・ＬＰガスは劣化しない燃料。５０年たっていても、支障なく使える。 

・マイコンメーターで震度５相当以上になれば、自動で元栓が止まる。 

 

○一にＬＰガス、二に自衛隊 

・岩手県釜石市の住民が津波来襲時に一番助かったのはＬＰガス 

 

○災害時石油ガス供給連携 

・第７地域（四国４県） １７カ所 

・ＬＰガス発電機、ＬＰガス自動車、衛星電話の保有、年に一度四国全体で連携訓練を実施。 

・東日本大震災の際にも、ＬＰガスで動くタクシーは、燃料補給の行列なく運転できた。 

 

10:03～11:25 パート２「今だから言える、６年を振り返って」                

○講師：陸前高田市地域女性団体協議会 幹事 佐々木美代子 

○プロフィール 

・陸前高田市地域女性団体協議会幹事 

・陸前高田市横田町女性会長 

・陸前高田市地域女性団体協議会会長 平成２３年３月１１日東日本巨大津波により当時の村上

末子会長が行方不明に（未だ見つかっていない）より、その後、４年間市女協会長職に専念 

 

○はじめに 

・５年間地域協議会の会長を務め、昨年から幹事として後ろから支えている。 

・東日本大震災の際には、香川県を始め多くの方々に支援をいただき励ましていただいている。

改めて御礼を申し上げる。 

・現在の陸前高田市の様子は、後援の後半で、写真で説明する。かなり復興が進み、市の中心部

に「あばせ」という商業施設が出来、日常の買い物は出来るようになった。 

・女性の服装もむさ苦しい服装から、かなり普通に戻ってきている。 

 

○まだ、モヤモヤした状態 

・ただ公共の建物、集会の施設は１箇所しかなく、収容も２００人程度のコミュニティホールの
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み。 

・６０種箇所ほどの仮説住宅も５カ所ぐらいが無くなっただけで仮設住宅暮らしが続いている。

新しい家を建てられない方がいるのが問題。 

・外の方に何をどう伝えていけばいいのか、見えていない。 

・災害の全体像がなかなか見えていない。自分の住んでいるところはわかっても、陸前高田市の

市内全体の様子がわかっておらず、外の方に断片的なことしか伝えてこれていなかった。 

 

＜１．災害を知ること＞ 

○突然、巨大地震が発生！ あなたならどうします？ 

・Ｍ８クラスの地震が起きたら、みなさんはどう対応されますか？ 

・Ｍ４を越える地震は影響の大きい地震と学習した。 

・震度３でも恐怖心を持つのに、震度６。買い物中、学校、職場、集会中、旅行中に・・・ ど

こにいるときに災害に遭うかもわかりません。 

・自分はどうするか、家族の安否が気になる。 

・直下型ならすぐに被害が発生し、津波が３・１１の場合には３０分で来た。 

・みなさんは、家族は、避難できますか。 

・災害は突然、瞬間的に来て、命の危機、財産が消失。生きる手段全てを持っていかれる。 

・電気、移動手段、道路ががれきの山で移動できない、全てを奪われる。 

・とにかく恐怖心、パニックに陥る。社会の混乱。 

 

○津波 

・いきなり３～５ｍの津波が襲ってきたとき、津波に捕まったらもう終わり。 

・県立病院：４階建ての建物の４階まで津波があがった。４階の窓は壊れ、屋上に避難した人だ

け助かった。 

・体育館：避難所に指定されていた体育館も、天井にぶら下がった２人を除いてみんな避難場所

で亡くなっている。 

・訓練：避難場所で参集者を点呼する訓練。本当は高台に逃げたかったかもしれないが、避難所

の点呼に迷惑をかけないよう避難所に逃げ、被災している。 

・千年前の大きな津波のことについて、沿岸部の人たちはわかっていたが、陸に入っている人た

ちはぼんやりとしかわかっていなかった。 ← 災害のことをもっと知っていれば・・・ 

・学習して損はない。避難訓練をやって、健康に繋がった、津波は来なかったが健康に繋がった

と。 

 

○被害の概略 

・人口比７．２％ 約１割の死者が出た。 

・地震の揺れによる被害は少なかった。壁にひび、屋根の瓦が落ちる程度で、建物が崩壊するこ

とはなかった。 

 

○陸前高田の一本松がなぜ残ったか 

・気仙沼の河口で一番津波の被害を受けるところ。 

・７千本のうちの１本。コンクリートで出来ていた近くのユースホステルの建物、水門によりこ

の松は守られたのではないか。 

 

○気象庁の出した津波警報は間に合わなかった 
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・３・１１までの津波警報は当たってきていた。「１ｍ」とか言えば合っていた。気象庁を信じる

ようになっていた。 

・３・１１の時には、予測・予報は当たらなかった。信じていたが故に、・・・ 

・２日前に大きな地震があり、津波注意報、警報が出たが、津波被害はゼロだった。 → 地震

が起きても津波被害は出ないと思っていた 

 １４：４６ 地震発生 

 １４：４９ 警報「大津波予報３ｍ」 → たいしたことないと思ってしまった 

 １５：０９ 気仙沼大橋、海側で潮が引き始め、海を見ていた人は避難 → 海が見えない

人は気づかない 

 １５：１２ 津波が観測されている、避難せよ 

 １５：１４ 市の無線機故障 気象庁警報「大津波６ｍ」 

 １５：２８ 堤防を越えて市街地に津波襲来 市街全域に津波到達（津波高さ１５ｍ以上） 

 １５：３０ 気象庁警報「大津波１０ｍ以上」 

 

○３・１１と四国は 

・東北は地震がよく起きるが、四国では地震の経験がない中で、地震や津波が起きる → ３・

１１とは違うかもしれない 太平洋側ではすぐに津波が来る 

・香川側は津波の来る予測が違うので、学習をしておくことが必要。 

・私たちは人口が少ないところだった。人口が多いところでは、被災者が多く出るところで支援

者が少ない、どういうことが起きるか予測がつかない。 

   ↓ 

災害に対して学習をしておくことが重要！ 

 

＜２．避難＞ 

○自分の命は自分で守る 

◇避難行動として「津波の教訓」 

・想定にとらわれるな！ 

・地震があったら、津波と思え！ 

・津波てんでんこ！ まず避難し、落ち着いてから連絡を取る方法を考えておく 

 ただ、弱者にてんでんこを言えるか 

・遠くより高台へ逃げろ！ 

・川沿いに逃げるな！ 

・一度逃げたら、絶対戻るな！ 

・二度逃げで、身の安全を守れ！ 

 

○人は「人との関係」で生きている 

①自分だけの命ではない 

・人から求められている命である、まず避難し生き残る行動を。 

・ひとりぼっちと思っている人も、人との関係で生きている、生き甲斐を感じている、人に生か

されている → ６年たって、感じている 

・事例：５年間一言も言わなかった。６年目、初めて言った。 

 本丸公園の高台に逃げた人は助かった。２０人が手を数珠つなぎにして津波から人を助けて

いた。しかし、「手を切れ！」、助けられずに手を離し、津波にのまれていった人を見ている。

自分が手を離したから「殺した」との罪悪感を持って生きることが、どんな辛いことか。 
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②他者から必要とされた命である 

・生きてこんな辛い思いをするよりは、死んだ方が良かったと思っている人がほとんど。 

・「母さん助かってよかった」子どもの言葉に生きる喜びを感じた。 

 

○避難にあたって 

①「要援護・要配慮・弱者」の安全や予防策について 

・防災の会には、女性代表、弱者代表を入れるべき。防災の当事者から声を上げていかないと、

「お荷物意識」ではとおらない。 

・自主防災組織に「弱者」を入れて考えておかねばならない。 

 

②日頃から考えておきたい 

・どこに逃げる 

・どのようにして逃げる：徒歩原則  

 しかし自動車を使いたい。弱い人を運ぶには自動車では。 

 直下型ではどうする、自動車は走れない。 → 避難の仕方を工夫しておく 

 高田でも会議中に地震、自動車で避難し渋滞、自分の後ろの車は津波で流された 

・迷いにどう対処する：あれを忘れた、これを忘れた・・・ 

 

③あの時、「聞こえてきた避難行動」 

・あまり行動しない、避難しない： 

 海が見えていない地域の人は、窓ガラスの掃除をしていて津波にさらわれた。 

 頑固な高齢者、引きこもりの人は逃げない。 

 外出先から携帯電話で話しているときに津波に遭遇。 

・即行動した、避難した： 

 海に近い人はすぐに行動し、助かっている。 

 子どもや孫が心配で保育園に迎えに行き、帰りに津波にさらわれ。 

 高齢者を公民簡易避難させていて、民生委員、警察、消防の方が津波にさらわれ → これ

らの人も避難するルールに 

 地震で学校が休みになったので、町に買い物に行き、津波にさらわれ。 

 ８階建てのキャピタルホテル ８階に逃げれば助かったのに、外に出て高台を目指している

最中に津波にのまれた。 

 

○今後のために 

1)避難意識を高める 

2)命を守るために避難訓練を実施（地震、津波、その他の災害） 地域（自主防災）、保育園、幼

稚園、小学校、中学校、高校などの学校、会社、役所で実施 

3)周辺の自然環境、自治意識を高める（実際に則しつつ向上を図る） 

  ↓ 

・大川小学校 裏山があるのに、日頃、山を意識した生活をしていなかった 

・幼稚園バス 海に向かって走り、津波にのまれる 運転手も含めた避難訓練をしていたか？ 

 

＜３．自主防災＞ 

・公に頼っていると、協議など時間がかかる。 → 「共助」が大切 

○自主防災組織 
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○組織に女性の視点を入れる 

・女性や弱者を入れて。 

 

○寄せられた声 

・連絡がつかない、日頃使えるものが使えない、手足がもがれた状態での、原始生活。 

・市役所に声をかけても「ここの係りではわかりません」「県に行ってください」「県もすぐには

わかりません、後日来てください」 → たらい回しにされる、一番の不平 

 

○震災と女性 

・組織が盤石でないと、災害に対応できない。 

・強いリーダーのもとで：柔らかく、のんびりと対応できる状態ではないので、強いリーダーが

必要。また、リーダーは周りの人が支えている体制が大事。 

 

○終わりに 

・個人情報保護条例が効きすぎて出せない：人を助けるためには、情報を公開することを優先し

なければならない。 

 

＜女性の機転が必要だ！＞ 

○記録１ 乳飲み子が大変 

・移動中に津波に襲われ、乳飲み子だけを抱えて高台に避難。 

・女性の先輩が機転を利かせて、小麦粉と鍋、ハンカチを使って、赤ちゃんに吸わせた。 

 

○記録２ 発災直後、食べ物がなかった 

・食べるものがなかった １日に小さいおにぎり１個、ゆで卵１個、、水１本だけ。 

 

○記録３ 炊き出し現場、避難所あれこれ 

・組織を充実させていなかったために、自分がいたところは見渡せたが、その他の地区との連絡

が取れず、連携がとれなかった。 

・全国地域女性団体協議会（全地女連）による連携 

 

○写真の紹介 

・がれき：がれきで道路がふさがれ、地元の消防の人たちが手探りでがれきをのけ行方不明者を

探した。 

・行方不明者掲示板：がれきの道を歩いて避難所を巡り、行方不明者を探した。 

・女性の細やかな気遣い、配慮で、避難所生活もホッと。 

・下着の配布場所に男性だけでは・・・ 

・まだまだ、工事現場、高台を造成中。 

 

11:25～11:52 パート３「新しい危機管理センターの機能について」              

○講師：高松市危機管理課 課長 宮脇一正 

・正式名称が決まった 防災合同庁舎（危機管理センター） 昨日北側の囲いがとれた 

・屋上の小屋も入れて８階建て。 

・平成２４、２５年に計画検討 

・平成２６年から工事 
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・来年春に竣工 

 

○施設の基本的な考え方 

1)災害発生時の情報拠点・指揮命令拠点となる災害対策本部機能 

2)救助・救出活動の中心的な役割を担うこととなる消防局機能 

3)ライフラインである上下水道機能等 

 

○整備方針 

1)頼もしい情報センターとしての整備 

①市民への適時適切な災害情報の公表・伝達 

②復旧・復興活動の総合的な管理 

③防災意識の向上と情報提供（防災情報発信スペース(仮称)の設置） 

 １階に市民の方々に防災について学習できる場 防災まちカフェなど 

 

2)常設の災害対応機能を備えた施設としての整備 

１階 防災情報発信スペース(仮称) 

２階 上下水道局 

３階 常設の災害対策本部 

４、５階 消防局機能 

６階 上下水道局 

７階 情報関係のコンピューターなど 

 

・建物の中央部は吹き抜け。 

・建物のバックアップ機能：停電 自家発電設備 

・「防災情報発信スペース」は、夏までには開業できるのでは。 

 

＜防災について＞ 

・行政は形式的に「やってください」が多くなる。一人一人にお願いしたいが、ふれあいトーク

や講演会によばれたとき、自分で考えることが大事ではと考える。 

 

○３分間、３時間、３日間 

◇地震発生から３分間：まずは自分の命を守る 

 緊急地震速報が今鳴ったら、シェイクアウト まず頭を守る、机の下で身をかがめ、身を守る 

 今、自分の置かれている状況を、常に意識しておく。 

 今、地震が起きるかもしれない。 

 備蓄とか備えを事前に。 

・出口の確保、逃げ場所の確保、火元の確認、靴や底の厚いスリッパを履く、家族の安全確認 

 

◇３分～３時間：正確な情報収集、隣近所へ声かけ、火災時には協力して消火、指定避難場所・

避難場所・地域の避難場所へ避難 

 

◇避難後：災害情報・被害情報の収集、避難勧告の解除までは避難所に滞在、避難勧告解除後の

避難生活 

・地域の状況を見て対応 ため池、土砂害、・・・ 避難経路、避難場所 
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11:52～ 質疑無し 

 

11:53～11:56 お礼の言葉 女性防災会 総務部長 よしだしずこ               

・ＬＰガスの話し、時間切れ。是非、校区にお呼びいただき研修の機会を。 

・佐々木さんに「今だから言えること」お願いした。昨年東京でお聞きしたこともお話しいただ

き、「こちらの人、組織がしっかりしていていいよねぇ」と。空港に迎えに行った私の車の中で、

「クラシックを聴くの、震災後初めて」と、心のゆとりがなかった。 

・野田会長、良いリーダーがいる、すばらしいね。 

・女性のリーダーを自主防災に入れなければいけない。地域に帰ったら、今日の資料を男性にも

見せ、地域のリーダーにも見せて。 

・四国で何かがあったときには香川が基地になり、高松のセンターは要になる。 

・３名の話を肝に銘じてすすめていく。 

 

－以上－ 

 

 


