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平成２９年度 四国防災トップセミナー 

確実に来る大規模災害に向けて 
～被災自治体と災害報道の最前線より学ぶ～ 

日時：平成３０年２月１日（木）１４：３０～１７：０２ 

場所：国土交通省 四国地方整備局 災害対策室 

主催：国土交通省四国地方整備局 

内容： 

14:30～14:37 挨拶 国土交通省四国地方整備局長 平井秀輝                 

・陸前高田市の鳥羽市長 水害サミットで講演をいた

だき、その被災体験談をみなさまと共有したく、本

日お呼びした。 

・中村淳さんは、内閣企画官の防災対策官として１０

年越しのつき合いで、私の指南役でもあります。中

村さんを知らない方はモグリと言われる。 

・災害対策の最終責任者である首長、災害対応の各機

関のトップが集まる今年で１８回目の会。 

・東日本大震災の被災市町村の首長にお話しいただき、

災害の対策、ヒントに。 

・地域の安全、安心を守ることは、ここにお集まりの

みなさまの共通の使命。 

・黒潮町、全国最大の津波高さが想定されており、す

でに６基の津波避難タワーを整備され、スピード感

ある対応。 

・震災に対する情報に触れることが減っているのも事実、一方、南海トラフ地震の発生確率は７

０％だったものが７０～８０％へと見直されている。 

・四国地方整備局では「四国８の字」など、地域の期待にスピード感を持って対処できるよう努

めている。 

・四国は台風常習地帯でもあり、中筋川で記録最大など、過去の記録更新の大雨が降っている。 

・既存ストックを活用したダムの再開発や、プッシュ型の情報提供。 

・「災いは忘れた頃に来る」は、天災の痛みを忘れるところに次の災害が来る、との意味ではなく、

災害を忘れるなとの戒めの言葉。 

・本セミナーで学ぶことが地域の防災、減災の推進力となること、この会で知り合ったフェース・

ツー・フェースが災害時の連携につながりますように。 

 

14:37～15:39 第１部 災害時に行政がなすべきこと ～東日本大震災の経験・教訓から～    

○講師：陸前高田市長 戸羽太 

○講師紹介 

・市長就任直後に東日本大震災を経験、復興に努められている。 

・災害時にトップがなすべきこと協働策定会議協議会 

○はじめに 

・いつもより緊張している。南海トラフが起きるというこの地域で、緊張されている首長さんの
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前でお話をすることに緊張している。 

・今日は、災害が起きてからの話ではなく、起きるまでの備えについてお話ししたい。 

 

○陸前高田市は 

・震災前の人口は２３,３００人 Ｈ２７年の国勢調査では１９,０００人 ５年間で４千人の方

が減った。 

・１，５５６名の方が亡くなられ、２００名の方が行方不明。その他の方々は、事情があって陸

前高田市に住み続けられなくなった方。 

・リアス式海岸で、限られた平野はほとんどが０メートル地帯、そこに市街地が密集している。 

・４，０９５世帯が全壊、９９％の家屋がなにがしかの被害を受けた。 

・岩手県内の１２の市町村が被害を受け、陸前高田市がダントツの被害を受けた。 

 

○被災した一番の原因は 

・情報の扱い方に問題があったこと。 

 宮城県沖地震が３０年以内の間に９９％の確率で起き、津波が来ると言われていた。 

 しかし、海から１．２ｋｍ入ったところに陸前高田市庁舎があり、５０ｃｍの津波が想定され

ていた。 

・この津波に対して避難を議論し、高台まで２ｋｍもあるので「高齢者が逃げられるだろうか」

と心配した。５０ｃｍの津波なら２ｋｍも離れた高台に行く必要はない。近くの市民体育館に

行けば高さ５～６ｍの観覧席がある。 

・陸前高田市役所は、屋根のてっぺんを５０ｃｍ超えるほどの津波が来た。 ← 予想している

ことからズレたとき、想定した対応やマニュアルでは対応できない 

・確定申告で来所していた人も多くいた。 

 

○いろいろな数字が情報として出ているが・・・ 

・数字は大事だが、それが全てだと思ったとき、 

・今作っている業務継続計画が、本当に業務が継続できる計画か。 

・市役所が災害対策本部になる計画だったが、高台にあった給食センターの事務室を災害対策本

部にするしかなかった。 

 

○何よりもトイレが大事 

・何も食べていないのに、何も飲んでいないのに、生理現象は止められない。 

・下水道が壊れれば、水洗トイレは使えない。 

・電気がなければ、灯油のヒーターも動かない。昔ながらの反射式の石油ストーブでないと使え

ない。 

・穴を掘っただけのトイレ、用をたしたら石灰をかけておくトイレを婦女子も使わなければなら

ない。 

 

○被災の経験が無い首長が全ての指揮を執るシステム 

・大きな水害にあった首長が水害サミットを行い、議論した結果を「被災地から送るメッセージ

災害時にトップがなすべきこと」にまとめていた。 

・３ｐ 上から３つ目 自衛隊が何ができるかわからない、国交省のＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、リエ
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ゾンって何ができるのか、どのような能力を持っているのか、平時に確認をしておいて。 

・「首長は全ての指揮を執る」 ← これはだめなシステムだと思う。被災の経験がない、人命が

かかっている、町がダメになる場面で、私が適切な指示ができるだろうか。 

・内緒で自衛隊の連隊長さんに相談し、どうしたらいいか教えてもらった。翌朝のミーティング

で、市長から話してください。 

 

○自分で何をすればわかっていて動ける人的支援を 

・災害時の応援協定を結んでいる市町が多くあると思う。東日本大震災や熊本地震など、災害を

経験したところと協定を結んでください。 

・国の悪口になるかもしれないが 国から物資をどんどん送った、これは素晴らしいと思うが、

近所まで物資は来ているが、被災地、避難所にはモノが届いていない。モノをどこにどうやっ

て配ればいいのかわからない。 

・人的な支援をお願いした。「私は何をしたらいいですか」の人を送り込んでも役にたたない。自

分で何をすればいいかわかって動ける人、被災地の職員を指導できる人を送りこんで。 

 

○１本のペットボトル、ニーズの変化を知っている職員を応援に 

・次の水がいつ来るかわからないことをわかって飲んでください。 

・飲み干しても、次に来る水が２リットルかもしれないので、容器を持っておいてください。職

員はみんな空きペットボトルを持っていた。 

・最初は堅いおにぎりでも、ただの水でも喜ばれたモノが、時間がたつと、「ジャムが欲しい」、

「フルーツが欲しい」。ニーズが変わってくる。 

・そのような変化を知っている被災経験をしている職員を応援に出して欲しいと国に要望。 

 

○熊本地震益城町 

・庁舎が使えず、避難所になっている体育館に町長がいる状態。 

・市民から声がかかり、仕事がスムーズにはとれない。 

 

○避難所運営マニュアル 

・市民に避難所の設営までしてもらうマニュアルに。 

・行政には限界があることを市民が知っているので、避難所運営は市民がやるものだと知ってい

る。 

・行政が避難所を運営していると、避難所が増えると職員は手数がとれなくなる。 

・避難所運営にはマスコミ対応も含めて行ってもらう。 

 

○徳山東北地方整備局長 

・大勢が亡くなっているときに、国土交通省にお願いすることはない。そう思っていた。 

・徳山局長から衛星電話がかかり、「行方不明者の捜索で手があけられない、もう少し落ち着いた

ら・・」と伝えると、徳山局長は「国を代表してお話ししている。どんな要望でも言ってくだ

さい。ノーと言わないことになっている」と。 

・ご遺体が見つかっても棺桶もなければ、かけてあげる毛布も、服もない。津波で流された方は、

服も無い傷だらけのご遺体。「棺桶を用意してください」とお願いした。 

   ↓ 
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 被災地に寄り添うとは、こういうこと。ノーとは言わないこと。 

 棺桶がいくつ来るか、いつ来るかではない 

 

○首長は一人 

・「責任は全部とるから、おまえがやってくれ」と言えるか。それをシミュレーションしておくこ

と、どの分野を誰に任せるか想定しておくことが大事。 

 

○公務員といえども人であり、家族がいる 

・４ｐ １番上 

・公務員も被害者が出てもしょうがないと言われる方がいる。 

 陸前高田市では１１１人（２５．１％）の職員が犠牲になっている。 

・公務員といえども人である。他の災害ならいざ知らず、津波に立ち向かえる人はいない。火事

場に向かう消防職員の対応とは違う。自分の命を犠牲にしても、津波が収まるわけではない。 

  ↓ 

・いったん撤退するということも頭に入れながら、やるべきことをやったなら、いったん撤退す

ることも、何事もない時に地域の人たちに話しをして。 

・復興をやっていこうとした時、その時に職員がいない。陸前高田市では今でも全国から１００

名の応援をいただいている状況。 

 

・消防団員５１人（６．８％）が亡くなられている。 

・災害対応をしていたということが証明されないと、殉職扱いにならない。 

・岩手県は四国ほどの広さがあり、県庁がある盛岡と陸前高田では温度差がある。 

 感謝状「あなたは消防団員の模範であります」 

 奥様はその場で感謝状を破かれた。感謝はいらない、夫を返して。 

  ↓ 

そんなことを常に対応していかねばならない首長。 

・１，５５６人それぞれに家族がある。悲しい思いをさせてはいけない。 

 

○最後に 

・首長、防災関係機関のみなさんへ 

・公務員にも、みなさん（首長）にも家族がいる。 

・（首長）は泣き言は言わず、 

・私は２０１１年２月１３日に就任 ４週間後の３月１１日に東日本大震災が発生。 

・市民のみなさんのことが心配ですが、二人の息子（小４、６年生）と妻のことが心配です。 

・妻は市長の妻という立場から、自分一人で逃げないだろうことは想像できました。 

 １０分あれば０メートル地帯にある家の妻をピックアップして高台に避難させられる。 

 いやいや、市長がこの場を離れることはできない。 

 

・１ヶ月、子供に会いに行くことができない。妻の捜索願も出さなかった。小６の息子が、私に

黙って妻の捜索願を出していた。 

・どんな強靱な精神があったって、妻の捜索にも行けずにまともな仕事ができるでしょうか。 

  ↓ 
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家族を守れるよう、避難の方法、連絡の方法を話し合っておいてください。 

家族の安全が確認できれば、仕事に専念できる。 

・空振りであっても必ず逃げるということが、被害を減らす、減災につながることは、我々が実

証したことです。 

・希望を持って、家族を大事にし、市民のみなさまに防災、減災を訴えていってください。 

 

15:31～15:39 意見交換 

八幡浜市Ｑ：給食センターに災害対策本部を立ち上げるまでにどれほどの時間がかかったのか。 

戸羽Ａ：市役所の屋根の上にいて、津波は何波も繰り返し来て、１０回以上津波が来て、翌日にが

れきの上を歩いて給食センターに行った。機能し始めたのは４日目ぐらい。翌日にメンバーが

集まりミーティングを始めたところ、福島原発の爆発が起き、緊急地震速報がでる。電気が無

く、緊急地震速報が出ても伝えるすべが無く、高台に消防車を並べてサイレンを流すような故

知尾をしていた。災害対策本部として機能し始めたのは４～５日後。 

 

局長Ｑ：やるべきコトはやったら撤退。やるべきコトをやったらのステージとは、どのようなとこ

ろまでやったらでしょうか。 

戸羽Ａ：市民のみなさまに避難を伝えたら、それ以上することはない。「ただいま、大津波警報が発

令されました、市民のみなさまは避難してください」そんな緊迫感の無い放送ではいけない。

「私たちもこれで避難させていただきます。これで放送は打ち切ります」と。 

消防は津波到達予想時間１５分前には高台に避難することをルール化した。 

 

15:39～15:55 休憩 

 

15:55～17:02 第２部 防災・減災のための報道 公共メディアの使命             

○講師：ＮＨＫ副部長（前災害担当記者） 中村淳 

○今日の内容 

１）災害時の情報発信でＮＨＫがこころがけていること 

・情報発信へのプレッシャーが高まっている 

・「自分の事」と受け止めてもらうために 

 行動につながらなければ、報道の意味がないとの自己反省から 

２）今後の情報面の課題 

 

○プロフィール 

・平成８年にＮＨＫへ 

・震度５以上の地震が起きれば参集、台風が日本から去るまで参集。 

 

＜災害時の情報発信で心がけていること＞ 

・有珠山の噴火では、情報をうまく出すことで、人命を守ることができることを体験した。 

・正確で迅速な情報を提供する。 

・被害を軽減するために、視聴者にさまざまな注意換気を行う。 

 

○災害報道の４つの役割 
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①被害の防止・軽減（災害発生の危険性が高まる段階） 

②救援活動の支援（災害発生時） 

③生活再建・復興支援（災害発生後長期間） 

④安全な社会の構築（平常時） 

 

○ＮＨＫの報道のスタート 

・夕方のローカル番組の時間帯でなければ、緊急地震速報が出ると、東京がすぐに立ち上がる。 

・危機感がないような港や海岸の映像は使わない。 

・避難の呼びかけの文の見直し 「大津波がきます」「今すぐ、可能な限り高いところに逃げるこ

と」 ・・・ 断定的、命令調 

・ローカルの地名を細かく出すことで自分の事と受け止めてもらう 

・他の地域の災害を、もし自分のところで起きたらと考えて欲しい 

 

○津波が内陸にどう入ってくるか 

・インド洋大津波の映像 

・こんなところまで入り込むんだ、海岸から３～５ｋｍ 

・水深は８０ｃｍ しかし大量の瓦礫を含んだ津波は、はるかに大きく見え、さまざまな被害を

うみ、まちの２／３が破壊された。 

・地面が傾斜しているところでは、より大きな被害が発生した。 

 

○過去の災害も、もし自分のころで起きたらと考えて欲しい 

◇関東大震災 

・津波の高さはおよそ９ｍ 

・被害を拡大したのは火災 

・土砂災害も起きている 

 

○「今すぐ逃げること！」住民の背中を押すには 

・初動は広く避難を呼びかけるＮＨＫ 

 はじめは全国放送 → 随時ローカル放送へ 

 

○熊本地震でライオンが放たれた！？ 

・異常発生時に必要不可欠な新情報 前兆現象にどう対応するか 

・デマを打ち消すのも公共放送の役割 

・ＮＨＫと自治体が連携できる関係を 

 

○来るものは来ると思って構えるしかない 

・今村明恒の言葉 地震は人の力で押さえることはできませんが、震災は人の力で防ぐことがで

きる。 

 

○防災の火をつなぐ 

・その場所で、神戸の人が言うと言葉が重い。 

・この火をどう伝えていくか 
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16:52～17:02 意見交換 

土佐市Ｑ：公共放送として一番信頼している。台風などの際に、自治体との連携体制はどうなって

いるか。 

中村Ａ：Ｊアラート、自治体に電話をかけて、状況を把握して原稿を書くのが基本。今は放送に載

せられる直前の原稿がＪアラートで届く。県に報告する情報が、ＮＨＫにも分岐して入るシス

テムができている。 

土佐市：双方向の情報交換ができればとの思いがある。 

中村Ａ：いただいた情報を速やかに発信することを心がけている。 

 

整備局長Ｑ：ＳＮＳの情報が良くも悪くも、防災担当者に重くのしかかる。「こんな Twitterがある

けれどその真意は」と問われ、かなりの人力が割かれる。真意を確かめた結果がどうやって我々

に伝わってくるのか、ＮＨＫの検討状況は。 

中村Ａ：そういうことに力を入れることはすでにやっている。しかし、拡散する前にするのは難し

い。そばにいる人はデマだとわかっているけれど、打ち消していないので問い合わせが続く、

不幸な事が起こる。いたずら情報など、みなさんが打ち消せるなら打ち消していただき、いろ

いろな方法で打ち消していくしかない。 

 

－以上－ 

 

 


