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高松市男女共同参画市民フェスティバル 

被災地の最前線から 

～災害支援の前原土武氏に近年の災害を聞く～ 
日時：平成２９年１１月２６日（日）１５：００～１６：３０ 

場所：高松市こども未来館「たかまつミライエ」 １階多目的室 

主催：２０１７高松市男女共同参画市民フェスティバル実行委員会 

共催：高松市 

企画運営：ＮＰＯ法人 東北ボランティア有志の会香川 

内容： 

中村市議会議員 挨拶 

 

15:04～16:30 被災地から学ぶべきもの                           

○講師：前原土武（まえはら とむ） 災害ＮＧＯ結（ゆい）代表（災害復旧のサポート） 

○プロフィール 

・東日本大震災、新潟福島豪雨、広島、常総、九州土砂災害、熊本地震など、災害が発生すると

すぐに被災地へ駆けつけ、復旧支援活動を開始。 

・現在は２０１７年７月に発災した九州北部豪雨の被災地「福岡県朝倉市杷木町」にベースを置

き、被災者・行政・社協とのコーディネートを行う。 

・発災時には、技術系ボランティア団体が一同に集まり団結して災害復旧にあたっている。 

 

○はじめに 

・昨年の熊本、今年は福岡でご一緒させていただき、勉強になりました。 

・九州北部豪雨災害 ７月５日に流木などで大きな被害が出た災害、中長期に何が出来るかと、

地元の方々が中心となった支援活動が出来ないかと模索中。 

・台風１１号で徳島県那珂町に入り、東北ボランティア有志の会香川の藤原さんとつながりが出

来た。 

・東日本大震災から、７年近く走り回ってきて、被災地から学んできたことをお話ししたい。 

・沖縄出身 

 

○災害ボランティア 

・私は、災害支援のみで生計を立てています。 

・災害が起きるとすぐに現地に入り、行政や社会福祉協議会と連携をはかりながら活動。 

・災害支援、講演、地元のボランティア団体の育成などに取り組んでいる 

・海外を回り、東京で添乗員。東日本大震災の状況を見て、いてもたってもいられなくなった。 

・３月２０日に仙台市に入り、支援って何だろう、災害ってなんだろう・・・ 

・２０１３年８月２０日広島土砂災害 

 

○ゼロから１を作ることの難しさ 

・被災地では、行政や社会福祉協議会も始めてなことばかり。 

・２０１５年９月１０日 北関東・東北豪雨 

・２０１６年４月１４日 熊本地震 益城町の役場で本震を体験 
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・２０１７年７月５日 九州北部豪雨 その日のうちに現地に入った。 

 

○災害は全国で起きている。 

・災害を遠い地での出来事のように見ているが、日本各地のどこかで毎年災害が起きている、そ

れが日本。 

・雨が豊かだからおいしいお米が食べられ、火山があるから温泉に入れ、それが少し多いと災害

が起きる。 

・そんな日本に住んでいるから、日本人は助け合って生活している。 

 

○感じ気づいたこと 

・一つとして同じ災害はなかった。 

 昼か夜か、人口の違い、若者が居る町中、過疎地、・・・ 

 

○災害とは 

・自然の力 ＋ 地域の環境 ＝ 災害 

  要因     素因     被害 

        地域のつながり、若者の多さ 

・無人島で津波が起きても、それは災害と言いますか？ 

 人が住んでいるところで被害が出ることを災害とよぶ 

 

○自然災害の被害 

・人的被害：死亡、行方不明、重傷、軽傷、関連死 

・建設被害：全壊、半壊、・・・ 

・産業被害：３年先までの修学旅行がキャンセルに 

 

・局所的な被害：各地からの支援を受けやすい。集中的に復旧・復興作業が入る。 → たくさん

の支援が集まりコーディネートが難しい 

・広範囲な被害：外からの支援が分散、漏れが出る 

 

○発災～復興 

  緊急時：７２時間  復旧期：３ヶ月   復興期：２、３年 

・不安、恐怖、怒り → 積極性や明るさ → 不安、孤独感、絶望感、行政などへの不満 

 

○被害への対応 三つのラインで 

・応急 ：給水車 避難生活 

・仮復旧：仮配管 仮設住宅 

・本復旧：橋にかかった水道管はもっと復旧に時間がかかる 新生活 

◇住のフェーズ 

・避難生活 → 仮設住宅 → 新生活 

 

○復旧・復興の違い 

・元の形に戻すことが復旧    田んぼの泥を除去するのが復興 
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・機能を再生していくことが復興 その田んぼから作物が採れ出荷が出来ることが復興 

 

＜支援とは＞ 

○災害ボランティアとは？ 

・イメージは泥かき！ 体力が必要！ 体力が必要なことばかりではない。 

・話し相手、子どもの遊び相手、ペットの世話、病院や役場までの移動を支援、イベント、お祭

り、ボランティアセンターの運営、重機の運転、ミカンの皮むき・・・ 

・大人、子ども、お父さん、お母さん、学生、それぞれが出来ることがある。 

・和歌山から贈ってくれたミカン、中学生がミカンに絵を描いてくれ、ミカン以上の役割を果た

している。 

 

○災害が起きると 

・全てが等しく被害を受けるわけではない。 

・高齢者、一人暮らしの人、外国人などは復旧、復興に時間がかかる。 

・障害のある方、マイノリティの方は生活水準が低いことが多く、元のところまで戻りにくい。 

 

○一般のボランティア、専門性の高いボランティア 

・「プロボノ」 プロの能力を使ってボランティア 

 重機が使える人は重機の運転してもらった方がいい 

 シェフはスコップより包丁を持った方がいい 

 大工さんはスコップより金槌を持った方がいい 

 

○災害支援の活動を行う方々 

・直接支援をする方：現場のボランティア 

・支援者を調整する方：運営ボランティア 

・支援者を支援する方：現場のボランティア、運営のボランティア 支援するための資金を集め

てくれることも 

 

○支援の引き算が大切 

・「泥すくい」はあくまでも被害に遭われた方々の「心を救う」ための行為 

・リハビリと同じで、いつまでも補助をしていると、自力で出来るようにならない。 

・食べ物、散髪、全てが無償で提供されていると、近所のお店や理髪店は・・・ 

 

○受援力 

・「助けて」と言えますか。 

・地域の方々が受け入れて初めて外部の支援者（ボランティア）は、円滑でスムーズな支援活動

を行うことが出来る。 

・受援力：援助を受ける力。 

・ボランティアが居ることを理解していないと、受援にいたらない。 

 

○行政の役割 

・災害救助法： 
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・災害対策基本法：国及び地方公共団体は、ボランティアによる 

 

＜広島土砂災害＞ 

・７４人の方が亡くなった災害。 

◇安佐北区の災害ボランティアセンター 

・駐車場を作り、ボランティアセンター内の動線を確保。ニーズと活動状況の整理、管理。 

・駐車場が２０台ほどしかなく、近くの中学校の運動場を確保した。 → ゼロから１を作ること

の難しさ 

・地域にサテライトを作り、そこに自治会長や自主防災の方が詰めてくれた。 

 「佐藤さん」と言っても、たくさんの佐藤さんがいる。自治会長さんが「佐藤さん」につない

でくれた。 

・地域の人や大学生などで運営するボランティアセンターなら、職員の方が少なくても運営が出

来る。 

◇毎日打ち合わせ 

・災害地は日々状況が変わる。朝と夜で状況が変わる。 

・一つの問題が解決すると、次の問題が明らかになる。 

・支援活動は「生物（なまもの）」。 

◇地域密着型災害ボランティアセンター 

・地域の方々で運営している。 

 

＜鬼怒川決壊 常総市＞ 

◇常総市災害ボランティアセンター 

・ボランティアセンターを立ち上げるべき社会福祉協議会に避難者が避難、受け入らざるを得な

かった。 

・人口の半分がブラジル人という地域。 → ポルトガル語の通訳が必要と連絡。 

◇シルバーウィーク 

・関東だと電車を使って多くのボランティアが来てくれる。 

・３０００人のボランティア バスを確保しピストン輸送 

・サテライトを１２カ所に作り、経験豊富なアテンドを配置。 

・各サテライトで５００人規模の人を、一人一人マッチング。 

 

○広島土砂災害、常総市の支援で教わったこと 

・支援は、押し売りは出来ません。 

・どんな支援を欲しているか聞き出すことは必要。 

・自分を知ってもらい、信じてもらうために、名詞、ホームページを持つようになった。 

 

＜熊本地震＞ 

・人的被害５０名（関連死１７２名） 

・中山間部の被害、宅地被害、関連死、車中迫、産業被害・・・ 

◇私は 

・ヘッドライトを２００個配り、行政が用意した発電機に燃料を補給し、カップラーメン、コー

ヒーを提供。 → 明かりと暖かい食べ物で安心してもらう 
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◇バイクを降ろし、あたりを確認に。何度も来たことがあるので、被災前の状況を知っている 

・阿蘇神社も全壊 

・阿蘇大橋も無くなり 

 

◇福祉避難所がたくさん出来たのが今回の特徴 

・痴呆のおじいちゃんがビニールハウスの中で何ヶ月も避難生活。 

・赤ちゃんや子どもがいる家族は、車中で泊まる、避難所では肩身の狭い思いをしている。 

・避難所の中に「福祉スペース」を作った方が良いとの声も。 

 

○緊急支援 

・これまでのネットワークを活かし支援活動。テント村など、企業の協力につなぎ。 

・支援物資が届いていないところに届けるなど。 

・タンクローリーを１台確保し、行政の公用車に燃料を補給。 

・炊き出しの調整、ブルーシートのお手伝い。 

 

・ボランティアセンターの役割に、ボランティアの安全の確保がある。 

・住民の方は、赤紙の自宅にモノを取り出すために入る。 

 

○熊本地震で救われたこと 

・住民の方々が明るかったこと。 

 

○２回の大きな地震 

・屋根のあるところに、子どもたちは居られなくなった。 

・アラームの音に身体が硬直し、動けなくなった。小さな余震でもアラームがなる。 

 

○お風呂を作る 

・発災から２～３ヶ月たっても、ドラム缶のお風呂に入っている人がいる → お風呂を作ろう 

 

・支援者同士の連携の大切さ 

・情報の大切さ 

 

○熊本地震で見えたコト 

・不安の中で子育てをしている現実 

・不安でオッパイが出なくなる 

 

＜九州北部豪雨＞ 

・６００万 m3の流木や土砂 

・１０年前に市町村合併 

・４ヶ月間で４００台 重機のボランティアの調整 

・社協が入れないところに私たちが入り、道路を啓開していき。 

 

◇死に化粧 
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・全壊、半壊家屋で、もう取り壊すしかない家にはボランティアは入らない。 

・家主が欲すれば「泥かき」をする事もある。死に化粧。 

・被災者の気持ちも感じ調整するが、ボランティアの量、支援を欲している人のバランスを調整

しないといけない。 

 

◇旧朝倉市 

・農家の人が多い地域。 

◇大量のゴミの搬出に問題が 

・床の下にも泥が入る。人でかき出すしかない。 

・バキュームカーで排水路の掃除。 

・ナシ農家の方々の生活再建につながるよう、農家の再生、コミュニティの再生に取り組んでい

る。 

 

○まとめ 

・地域をしっかり見て何が欠けているのか、地域の課題を考えていくことが大切。 

・一つとして同じ災害はない。また、同じ災害支援の形もない。 

 

○自助、共助、公助、互助 

・個人情報、貧困、孤立、担い手不足、 

 

○必要なモノ 

・現状把握 

・復旧作業のアドバイス 

・地元支援者の育成 

・住民自らが作り上げられるもの 

  ↓ 

 何より住民自らが「復興」を決めるのだから 

 

○復興の花 必要な４つの要素 

・地域の中心になる「土」の人 地域の人、リーダー 

・種を運んでくれる「風」の人 情報、アイディアを持ってきてくれる 

・太陽の様な「光」の人 マスコミとか 

・元気を注いでくれる「水」の人 ボランティア、学生さん 

 

○誰でも出来る支援 

・忘れずにいること 

 

・他人事ではなく、自分ごとに 

・今のうちに出来ることをしていく。 

・被害が少なければ、死者が少なければ、復旧、復興は早いです。 

・自助、公助、共助があってはじめて防災です。 

・朝、近所の方に挨拶することも防災です。出来ることからするのが防災です。 
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・自分が生き残るから、人を助けられる。 

・自分の命を守るための防災 

 

・今日は熊本のお母さんが作った編み物、カキやユズ農家の方が作ったモノを持ってきた。 

・買って応援、食べて応援。 

 

＜杷木復興支援ベース＞ 

 

・遠く離れても、忘れずに考え、アクションを起こすことを。 

 

16:22～16:30 質疑 

男性①Ｑ：行政に危機感を持ってもらうために、住民はどうすればいいか。 

前原Ａ：人を動かすのは、変えるのは難しい。被災地を訪れること、自分の地域でこんなコトが起

きることを伝える。動画や写真では伝えられないモノがある。被災地の行政職員から生の声を

聞いてもらう、被災証明の苦労など。 

 

男性②Ｑ：本望ですか。「ゼロから１」 ま

ず現場に行き、行政など、社協と連

携し、ボランティアセンターの立ち

上げをするということでよかったか。

これまでで、難しかったことを紹介

して。 

前原Ａ：ボランティアセンターを立ち上

げていく人（行政や社協や地域の人

たち）を支援している。決定権は地

元の社協であり、私たちはアドバイ

スだけ、押しつけになってはいけな

い。「あのとき、あなたがこう言った

じゃない」となってはいけない。復

興までには時間がかかることなので。 

  重機のボランティアは今までにな

いこと。ボランティアの受け入れは

社協、チェーンソーぐらいの作業ま

でしか調整できない。社協と自治会

で、どこに相談すればいいのか、ど

うどうめぐり。 

  人間関係づくりもゼロから。自分

が何者かクルマにステッカーを張ったりし、活動を続けてきて顔が割れてきて、社協の人にも

知っている人も出てきている。しかし、毛嫌いする人もいる。 

 

－以上－ 

 


