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【基調講演】 

○演題 「過去の災害に学ぶ ～防災とコミュニティ～」 

 

常葉大学大学院 教授 重川 希志依 氏 

 

 

 

皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、これは「とこは」大学と読みますが、静岡県に

あります。富士山が世界遺産に指定されまして、みんな大喜びなんですけれども、と当時に 30 年以上

にわたって東海地震が来る来ると言われ続けている地域に大学がございます。 

 今日は「防災とコミュニティ」というタイトルでこれから 60分お話をさせていただきますけれども、

私の前に山田さんからお話をしていただきました条例ですね。私、お聞きしていてすごく感銘を受けま

した。何に感銘を受けたかというと、国でしたら法律を作りますし、自治体だったら条例を作ります。

２つ方法があって、我々の代表である議員さんたちが「これ、必要だよね」と言って考えて議会に提案

される場合と、実は下書きのほとんどはお役所の方が書かれて出される場合、両方あるんですね。今日

ご説明いただいたのは、まさに私たちの代表である議員の方たちが一生懸命考えられたということがす

ごく伝わってくる、長崎県として県民を守るだけでなく、長崎県がこれから安全に発展していくために

何が必要なのかということが盛り込まれていて、大変素晴らしいものだと感じました。 

 まさに災害に強い長崎県づくりをしていくためにまず最初に考えてみたいのが、では、災害に強い県

づくり、つまり防災対策というのはどういう切り口があるのかということをまず整理をしてみました。

私は実は大学で防災学を教えております。学というぐらいですから、何かきちんと体系立てて枠組みが

ないとまずいんですけれども、４つの柱を立てております。 

 １つ目は戦うべき相手を知る。英語では Knowing Hazard と

言いますが、地震、火山、台風などなど、さまざまなハザード

ですね。我々を襲ってくる自然現象をよく理解すること。戦う

べき敵の姿をよく研究するということです。 

 ２つ目です。いくら敵の姿を研究しても必ず襲ってきます。

そのときに、まず被害を出さないぞというのが２つ目です。例

えば、地震で地面が揺れたとしても、うちは地震では壊れない

ようにしておくぞ。耐震性を高めるということもそうですし、
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長崎のように土砂災害の危険なエリアがいっぱいある場所では、うちはとにかく土砂災害の危ない場所

には近づかない、そういう危険性のない所に家を建てるぞなんていうのもこの２番目です。あるいは津

波が来るのに備えて高い高い防潮堤を造って、津波という外敵が襲ってこないようにする。それで被害

をまず出さないというのが２番目です。 

 しかしながら、津波は高い高い防潮堤を乗り越えて襲ってくることがあります。しっかりと壊れない

つもりで造っていた家が、想定よりもっと大きな地震が来たら、もしかしたら被害が出るかもしれませ

ん。つまり、被害を抑止する対策でも、残念ながら被害はゼロにはできない。そのときに考える次の手

がこれです。被害を軽減する。それ以上拡大させないという対策です。 

 例えば、防潮堤を津波が越えました。さあ、どうする。逃げますね。情報は早く人に伝えますね。寝

たきりのお年寄りはみんなで助けますね。そして、生き残った人たちには避難所を造って食べ物や水を

提供しますよね。つまり、その後にそれ以上被害が拡大しない。少しでも被害を小さくとどめておくた

めの対策というのがこの３番目です。 

 そして、この４つ目、これは災害対応と書きましたが、実際に災害が起こったときにどうするか。 

 ４つの柱を書きましたが、上３つは、これは日頃の対策です。災害が起きる前にやっておくべきこと

が３つです。そして、相手を知り、被害抑止の対策を取り、訓練をしたり、計画を立てたりして備えて

いるからこそ、初めて本番の災害のときにうまく対応ができることになります。試験と同じです。参考

書を買って、普段試験勉強をして、練習問題を幾つも幾つも解いているから、本番の試験でいい点数が

取れる。まさに防災も同じだというふうに考えています。 

 では、今、見ていただきましたこの１番、２番、３番、４番を実際の災害事例に当てはめてちょっと

振り返ってみたいと思います。 

 まず、１つ目です。戦うべき相手を私たちは十分に理解し、敵の姿をよく知ることはできているのだ

ろうかということです。科学技術はずいぶん進みました。ところが、ちょうど去年で長崎水害から 30

年たちましたし、まさにこの間の山形の水害を見ていただいても、今までのような台風に備えるだけで

はなく、集中豪雨、そして、もっと条件の激しい局地的な大雨というふうに水害も予測することが年々

難しくなっています。本当に山形だってあんなことが起きるなんて思ってもみませんでしたよね。まさ

に予測することが非常に難しい水害のパターンがこれは全国共通して増えていますし、水害という事象

一つとっても、被害の様相もバラエティーに富んでいます。土砂災害、内水被害、それから、もちろん

大きな川の洪水もありますけれども、いろいろな被害の形態があります。 

 さらに地震という災害を考えれば、これは、東日本大震災を起こした元凶となった地震の震源です。

450キロ掛ける 150キロという非常に大きな地域の、わかりやすく言うと、海底のこの地盤が壊れたん

ですね。岩盤が壊れました。そして、あのような地震と津波が起きました。 

さて、ご承知のとおり、地震が起きた後、この地震は想定外でしたというふうに言われましたけれど

も、では、予想、予知できる地震は今あるのか。例えば、この

図は東日本大震災が起きる前に国の方から出されていた、今後

30年間の間に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率の図です。

色が濃いほど、これから 30 年の間に大きな地震が起きますよ、

起きる可能性が高いですよということを表しています。私の大

学のある静岡県は最も赤いです。一方、では、岩手はどうだっ

たのか。それから、能登半島地震の起きた石川県、能登半島は

どうだったのか。新潟県、中越地震の起きた中越はどうだった
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のかというと、いずれも地震の発生する確率が 0.1％以下、あるいは３％以下と予測されていました。

つまり、何が言いたいかというと、こういう図ですとか、あるいは南海トラフの被害想定、そういうも

のが出てきますが、かなり言葉は悪いですけど、いずれもある意味でいい加減です。何がいい加減かと

いうと、実は地震というのはわかっていないことがたくさんあるんですね。むしろ、わかっていること

というのはほんのわずかです。たかだか数百年の間に地震が起きた痕跡があるよ、ないよ、ぐらいのこ

とを前提に、一生懸命、じゃあ次はどうだろうと考えています。したがって、もし、こうだったらとい

う仮説ですね。仮定をたくさん積み重ねた結果、被害想定が出てきたり、こういう図が出てきます。で

すから、絶対これが間違っているとは言えませんが、絶対こうなるということもまた同じように言えな

いわけです。 

 結論から言うと、さっき申し上げたとおりです。まだまだ自然現象というのはわかっていることはご

くごくわずかです。つまり、地震にしても風水害にしても、相手を正しく予知、予測して事前に備える

ということはまだ難しいものがたくさんあるということが１つ目です。 

 では、なすすべがないのかというと、決してそんなことはないです。２番目の対策です。そうはいっ

たって、長崎水害、東日本大震災、昭和 21 年の南海地震などなど、今まで繰り返し私たちは災害を経

験してきました。そのときにどんな被害が出て、地域の人たちがどう頑張ってそれを乗り越えてきたの

かという記録や言い伝えはたくさん残っています。それを見ながら、では、まず被害を出さないために

しっかりと対策を取るということができます。 

 具体的には、さっきもちょっと土砂災害の話をしましたけれども、一番究極の被害を出さない対策は

安全な土地利用です。危ない場所には近寄らない。 

 例えば、これは東日本大震災で津波を受けた岩手県釜石です。

この右側が新日鉄釜石ですね。工場です。国道なんですが、こ

こに「これより先、津波浸水想定区域」という看板が出ていて、

向こうが海です。これは地震の前から付けられていたものなん

ですね。私、地震発生から３日目に釜石に入りましたが、これ

を見てびっくりしました。何にびっくりしたかといったら、本

当にここで津波が止まっているんです。ぴたっと止まっている

んです。３日目で、既に道路上のがれきはほとんど撤去されて

いましたが、まだここに泥の跡が残っているのがわかりますか。本当にここで止まっているんです。ち

ょうどＪＲの釜石駅前の辺りです。 

 あるいは、これは岩手県の大船渡です。地元の大きなスーパ

ーマーケットの外に標識が壁に張り付けてあるんですね。昭和

35年に発生したチリ地震津波の水位表。ここまで津波が来たよ。

ここら辺の高さです。張ってあるんですね。そうしたら、本当

に東日本大震災の津波も、ここに跡が付いていますよね。ここ

まで来ているんです。 

 こういう所は、たくさんありました。今回の津波は想定外だ

といわれましたけれども、そうではないなと思いました。はっ

きりとここは危ないということがみんなにわかるような形でまちのあちこちに公表されていた。決して

全部が全部とは言いませんが、まるきり想定外の事態が起こったわけではなかった。 
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 そして、ご覧のとおりです。まさに天と地の違いがあります。

高台の上に開発された住宅団地と低い場所に造られた住宅団

地では、今回の地震津波でまさに明暗をはっきり分ける結果と

なっています。 

 あるいは建物も全く同じことが言えます。18年前に起きた阪

神大震災では、この住宅が倒壊した下敷きになって死者の９割

が命を落としています。その後、18年、全国で地震に強い家造

りが一生懸命進められてきました。 

 さて、今回の地震で建物はどうだったか。神戸のときに死者の９割が発生した建物被害です。結論か

ら言いますと、私の知っている限り、建物の下敷きになって命を落とした死者はゼロだと思います。も

ちろん家の中で家具が倒れてきてその下敷きになって亡くなった方はいますが。 

 例えば、今、増えてきていますが、住宅メーカーが造るこう

いったプレハブ住宅というのはほとんど無被害です。東日本大

震災、最大震度７です。これは仙台市ですけれども、ここでも

震度６強、７あったエリアですが、ご覧のとおり、まず被害は

ないですね。それから、木造住宅でも、こういう建物の場合、

建物は大丈夫なのですが、若干瓦が落ちたり、ずれたりという

被害はありましたが、建物本体はほとんど被害がないです。 

 一方、本来であれば木造住宅というのは日本の気候風土に非

常に適していますし、お城や神社、仏閣を見ていただいても何

百年ともつ丈夫な建物なんですね。ただ、こういうふうに昔な

がらの古い造りというのでしょうか。屋根に立派な瓦が載って

いる。つまり、頭が重いんですね。それから、中に入ると、壁

や柱が極端に少ないんです。普段はふすまで仕切っていて、お

客様が来たら大広間として使うという昔ながらの造りですね。

そういう造りの場合には、頭が重くて柱や壁が少ないものです

から、ちょっと揺れが加わるとご覧のとおりです。この家もこ

ことここにつっかえの柱を、つっかえ棒をしてあるのですが、

これを取っ払うとくしゃっと潰れます。やはりこういった構造

のものの場合には、依然阪神大震災と同じように、もし、ここ

で誰か人が寝ていたりしたら、そのまま犠牲になってしまうと

いうような壊れ方をしています。 

 一方、こういったビルですね。非木造の建物です。これも今

回、致命的な被害が出たビルは、あるいはマンションは一つも

ありません。せいぜい外に張ったタイルがぱらぱらと落ちてきたり、あるいは傾いても、若干マンショ

ンが傾いてというのはありますが、神戸の地震のときのように建物ごとひっくり返っちゃったり、ある

いは１つの階がくしゃっとぺちゃんこに潰れてしまったりといったような被害は出ていません。 

 今の建築基準法にきちんと合っている建物、手抜き工事やなにかをしていないで造られている建物と

いうのは、少なくとも震度７の揺れが加わっても人が死ぬような壊れ方はしていないことがわかります。

つまり被害を出さないために建物の耐震性の向上に努めてきた対策というのは明らかに大きな効果が
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あったと思います。 

 そして、被害を出さない対策をしてきた典型例が岩手県宮古市田老町の津波防災まちづくりです。こ

こは我々の知る限りでも、明治１回、昭和が２回、そして平成１回、80歳以上の方だったら、生まれて

から３回、大津波を経験されているところです。 

 さて、田老ではそのたびに、昔は田老村だったんですけれども、あるときは村の人口のほとんどが津

波で命を落とした。それほどの被害を受けている所です。まず進めたのが、被害を出さない対策の代表

格、高い高い津波防潮堤を築き、集落を守るという対策です。

高さ 10 メートル、そして長さが 2.5 キロあります。万里の長

城とよくいわれていますが、これを戦後何十年――30年ぐらい

かかっていると思います――かけ、巨額の費用を投じて造って

きました。 

 ところが、ちょっとこの防潮堤の外を見てください。まだ昔

の津波経験のある人が生きていらっしゃるときにも既に防潮

堤の外に家を建ててしまう人がぞろぞろと出てくるんですね。

これだけ津波の被災経験を持ち、そして、災害文化を伝承し続けている所ですらです。ですから、今な

ら津波と言えば、日本全国の人が真剣に聞いてくれます。でも、これだけ被災を受けた所でもこうなん

です。いかに災害文化を伝承するとか、子どもや孫に本当にそれを身をもって伝えていくことがどれだ

け難しいかということが改めてわかると思います。我々も本当に本気になって取り組まなければいけな

いことだと思います。 

 そして、構造物だけではなくて、防潮林も植えてしっかり備えていました。しかし、残念ながら防潮

林は根こそぎなくなりましたし、外に建てた建物を守るためにもう一段外側に造られた、ちょっと貧弱

な造りの防潮堤も跡形もなく消えました。 

 一方、この防潮堤はさすがに全く無傷で残っています。びくともしていません。ただ、残念ながら、

この防潮堤ですら、今回は津波がこれを乗り越え、結局まちを襲いました。 

 では、防潮堤を造ったのは何の意味もなかったのか。こんなものを造ったって一つも役に立っていな

かったのかというと、私はそうは思いませんでした。というのも、実は、ここに建物が残っていますが、

ちょっとしたビルとも言えないほどの造りなんですけれども、田

老だけは、こういう建物が残っているんですね。他の場所に行く

と、本当に根こそぎ何もないんです。ところが田老は、ぽつんぽ

つんと家が残っています。建物が残っています。つまり、たぶん

この防潮堤によって津波のエネルギーがずいぶん抑えられたんだ

ろうと思っています。結果的には、津波の高さや津波のスピード

も抑えられたから、もしかしたら避難をするときに幾らか役に立

っていたのではないかと思います。 

 そして、それでもやはり被害をゼロにすることはできず、防潮堤を津波が越えたわけですね。田老の

人たちは、あの防潮堤を造って、それでもう大丈夫、安心しきっていたかというと、全くそんなことは

ないです。と同時にこの被害を軽減する対策をきちんと取っていました。 

 例えば、長崎もそうですけれども、田老も安全な場所に避難場所として取れるような公共スペースと

いうのがほとんどないんですね。ですから、ちょっとでも高い所にあれば、民家だろうが会社の駐車場

だろうが、ありとあらゆる所を全部避難スペースとして使わせてもらう。そういうことをしていました。 
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 例えば、これは普通の住宅です。とにかく高い所にあるの

だから、ここをいざというときの避難スペースにしましょう。

だから、持ち主も、もちろんいざというときにはみんな逃げ

てきて構わない。とにかく生き残るためにここに上がるんだ。

そして行政の側は、ここに上がるのにお年寄りでもなるべく

使いやすいように、こっちからも向こうからも、どちらから

でも駆け上がられるように緩やかなスロープを整備するのは

行政の役割。うちの庭先を避難所に使ってね、みんな逃げて

ねと協力するのは住民の役割。そして、避難階段を使って実

際に避難場所まで行って帰って、毎日毎日散歩の代わりに訓

練をしていたのが一人一人の市民の役割でした。だから、お

年寄りでも毎日やっているから、自分で上がれるんですね。

毎日やっていれば、いきなり衰えることはない。お年寄りで

も自分たちで避難できるよ。これをやっていたわけです。ず

っとやっていました。 

 例えば、これが実際の避難スペースの一つです。ご覧のと

おり、ここから上は全く津波の被害がないんですね。ところが残念ながら、東日本大震災で、またこの

田老でも犠牲者は出てしまいました。田老辺りですと、津波の第１波が来たのがたぶん地震から 30 分

ぐらい、あるいは 35分ぐらい後だと思います。 

 どういう方が亡くなったのか。まず、今回２万人の方が亡くなっています。田老だけではなくて今回

の震災で。その２万人というのは津波浸水区域の全人口の１割です。つまり、９割の人は逃げて生き残

っているんですね。１割の方が命を落としているんです。もし、これが不意打ちで、九州だったり静岡

に来ていたら、９割の人は自力で逃げたか。たぶんもっともっとたくさんの人が逃げていないで犠牲に

なっていたと思います。こういう言い方をすると大変不謹慎ですが、岩手だから、東北だから、１割の

方が亡くなったにとどまった。 

 では、なぜその方たちは亡くなったんだろう。３つぐらいパターンがあります。 

 １つ目は、自力で逃げることができなかった人です。ウイークデーの昼間ですから、ほとんどの人は

学校とか職場ですよね。おうちに体の不自由な方、お年寄りだけ残っていたとか。 

 それから、２つ目は、そういう人たちを助けようと、あるいは逃げようとしない人たちを一生懸命「早

く逃げなさい、逃げなさい」と避難誘導をして回っていた消防団や地域のリーダーの方たちです。 

 そして、３つ目は、たまたま前の年に発生したチリ地震津波のときに津波警報が出ました。警報が出

たけれども、大した津波が来なかったんですね。今回、実は大失敗をしているのは、最初に気象庁が出

した情報が津波警報だったんです。大津波ではなかったんです。それは最初の地震のマグニチュードを

読み間違えたことが原因なんですけれども。津波警報を聞いて、去年のチリ地震のときも津波警報だっ

たけど、結局来なかったよなというので実は逃げなかった方もいらっしゃるんですね。その後、大慌て

で大津波警報に切り替えましたが、そのときには、既に被災地は停電をして、肝心要の被災地の人は、

誰もその情報を聞けていないんですよ。ということで、逃げなかった方がいらっしゃった。結果的に１

割の方が命を落としました。 

 繰り返しになりますが、この災害文化を伝承する、言い伝えるということをずっとやっていたから９

割の人が逃げていたと思います。私もたくさんの人にお目に掛かりましたが、この地震は、ただごとじ
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ゃない。すぐ逃げなきゃ津波が来ると思ったと、皆さん、おっしゃっています。それが何十年にもわた

って伝わっているというのは、本当に繰り返し、繰り返し、繰り返し、特に子どものときに教えておく。

子どものときにお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんからもくどいほど言われていると、

子どもというのは、絶対に忘れないですね。大人になっても忘れないです。これがとてもやはり大きな

役割を果たしていたと思います。 

 つまり、災害をゼロにする対策も大事でした。効果が見られました。でも、やはりそれを上回る災害

が発生してきたときに被害を軽減するのは、避難場所をつくったり、訓練をしたり、みんなで協力をし

たり、そして災害文化を語り継いだりという、３番目の被害軽減対策が非常に重要な役割を果たしてい

たということがいえようかと思います。 

 そして、最後ですけれども、では、実際に災害が起こったときに現実に災害現場に突然我が身を投げ

出さざるを得なかった方たちは、どんなふうに対応されていたのかを見てみたいと思います。 

実際に災害が起こったとき、私たちは３つ、ハードルを飛び越えなければいけません。 

 ３つというのはここに書きましたけれども、１つ目は、と

にかく生き残ることです。まず自分が生き残る。そして大切

な人も生きていてもらう。 

 そして、２つ目です。生き残った人たちだけがこの２つ目

のハードルに挑戦できることになります。生き残った人たち

の生活を守る、です。よく、非常持ち出し袋に何を入れたら

いいですか。水は１人３リットル、３日分といわれますが、

それで足りますか。よく聞かれます。ところが、どうやった

ら私は死なずに済みますかと聞く人はいないんですね。皆さん、心配しているのは、自分は、生き残っ

ています。当然のことながら死にません。だから、非常持ち出し袋は何日分用意しておけばいいですか。

いきなり２番目から心配します。そうではなく、もう一度我々が真剣に考えるべきなのは、どうやった

ら災害で命を落とさないか。水害、台風、高潮、地震、火山、どんな災害に対しても、まず自分と家族

が本当に死なないような対策ができているかどうか。それをやってから非常持ち出し袋を考えたり、避

難所運営訓練をやっていただきたいと思います。 

 そして、最後のハードルが、まさに今、東北が直面している暮らしの再建、地域の復興、まちづくり

という問題です。 

 さて、それぞれここにかっこ書きしたような歳月がかかってくるわけですが、これを一つ一つ順番に

また見ていきたいと思います。 

 まず１つ目、どうやって命を守るかということです。まず、地震を例に考えてみますと、日本や世界

で繰り返し大きな地震が起きています。そのたびに発生する犠牲者の被害の原因というのが実はこの３

つに集約されます。 

 １つ目が揺れです。地震の揺れに伴って、例えば家が倒れてその下敷きになる。地震の揺れに伴って、

例えば高速道路が落っこちて車が落っこちちゃうといったように、地震の揺れによって直接的に発生す

る被害で命を落とす。例えば、阪神淡路大震災や福井地震がその典型です。 

 そして２つ目、津波です。東日本大震災もそうです。平成５年に起きた北海道奥尻島津波もそうです。

インドネシア、スマトラ島沖地震のまさに津波で 20万人が命を落とす。津波が２つ目です。 

 ３つ目が火災です。これは大正 12 年に起きた関東大震災もそうですし、阪神大震災でも延焼火災が

起きました。そして、この長崎もすり鉢状になってまちが広がっていますね。こういう構造、恐らく長
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崎もこれまで何度か大火の被害に遭っているはずですけれども、こういう構造の市街地というのは、ひ

とたび火災が発生すると、平常時なら消防力が効きますが、地震で同時多発火災、断水被害が起きれば、

万一、地震火災が起きても、市民の初期消火がなければ延焼拡大、たくさんの死者が発生する。その心

配だって依然としてあるわけです。いずれにしても、揺れ、津波、火災、この３つが人の命を奪う大き

な原因となっています。 

 さて、では、その地震が起きるたびに犠牲となる方たち。今、要援護者台帳作り、いろいろな取り組

みがありますけれども、どういう人が、誰が弱者か。これは災害によって違うんですね。例えば、関東

大震災、20代の女性です。ちょっと高くなっています。なぜかというと、若いお母さんの世代なんです

ね。子どもの手を引き、背中に赤ちゃんをおんぶして避難をしている最中に、２日間にわたって燃え続

けた延焼火災から逃げ切れずに命を落とした。 

 そして、これは南海地震です。昭和 21年。これはここにちょこっとピークがあります。30代半ばぐ

らいの女性です。これは地震発生から津波が来るまでにずいぶん時間がありました。一度高台に避難を

した人が家に戻ったんですね。家族のために着替えや米を取りに行こう。お母さん方が家に戻ったとき

に津波が来て、巻き込まれた。そのためにこういう方が犠牲になっています。 

 北海道南西沖地震は、若い人たちの死者発生率が少なくて、こちらが急激に、年齢が高くなるに従っ

て死者の発生率が多くなります。この地震津波は地震発生から３分後に津波が来ました。つまり、一刻

も早く高台に駆け上る体力、気力のある人ほど、犠牲にならずに済んだというパターンです。 

 そして、東日本大震災も、今のと同じように年齢が高くなるにつれて急激に死者発生率が増えます。

これはなぜかというと、東日本大震災で亡くなった方というのは逃げ遅れた方なんですね。つまり、津

波がそこまで迫ってきた。足元まで黒い波が近づいてきた段階になって慌てて逃げた方たちです。した

がって、津波との追いかけっこなので、必死で死に物狂いで逃げ切ることができた人が助かった。高齢

者になると、それが難しかったということです。 

 さて、今お話しした阪神大震災ですが、９割の人がこの住宅の倒壊に伴って命を落としました。この

ときから言われたのが、家の耐震性を高めましょう。なぜなら、まさかと思っていた住宅がこんな壊れ

方をしたことと、もう一つは、災害というのはいつ起きるかわからないのですが、実は私たちは学校や

職場や電車に乗っている時間よりも自宅で過ごしている時間が一番長いんです。圧倒的に長い時間を我

が家で過ごしています。だからこそ、まず我が家を安全な場所にしておこう。それは地震だけではなく

て、住宅用火災警報機もそうです。あるいは高齢者がけがをしないようにバリアフリーの造りにするこ

ともそうです。防犯住宅もそうです。とにかく我が家を安全にというのがとても大切な対策だといわれ

るようになったのがこの地震でした。 

 そして、もう一つ、ここで注目されたのが地域の人たちの救助

力でした。というのも、数万人の人が生き埋めになっていた中で、

消防、警察、自衛隊の人が助けた命は合わせて約 5,000 名です。

残りのほとんどは全て被災した住民の方たちが自分たちで助け

出していました。このがれきの下からです。 

 さて、では、どういう人がどうやって何万人もの人を救い出し

ていたのか。幾つか共通点があります。 

 １つ目は、人を助けた人というのはまず自分が無事だった。と同時に、おかげさまで家族もけがをし

なかったという方です。どんなに普段から防災リーダーの研修を受け、訓練を積んでいても、いざとい

うときに自分がけがをした、命を失った、あるいは家族の誰かが犠牲になったら、その途端、人のため
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に何かをすることはできなくなります。 

 それから２つ目です。よく自主防災組織で助け合いましょうと

言いますが、直後の助け合いというのは本当に小さな小さな範囲

です。向こう三軒両隣です。とにかく我が家全員大丈夫だった。

家族の無事が確認できた。そしたら、隣は？向かいの家は？その

程度です。本当に向こう三軒両隣で「誰々さん、大丈夫だった？」

と声を掛け合って、火事が起きていないか、けが人が出ていない

か、誰かが生き埋めになっていないかを本当に両隣で確認し合うだけで精一杯だったとおっしゃいまし

た。 

 でも、大事なのは、向こう三軒両隣で十分です。それを全員がやることによって、向こう三軒両隣が、

隣が隣、その隣、その隣ってつながっていくから、地域全部が救われたんですね。最初から大きな組織

をかぶせて、さあ、みんなで助け合いましょうと言うから難しいんだと思います。名前を知らない、あ

の人やってくれるかな。あるいは個人情報、プライバシー、必ず出てきますが、そうではなくて、普段

のあいさつ、お付き合いの範囲で、まず隣同士で必ず声を掛けようね。それを全員がやれるようになれ

ば、結果的に地域がつながる。現に実際災害が起きた被災地ではそうやって助け合っていた。 

 もう一つ大事なのが、リーダーでした。というのも、自分が被

災者になってしまった時、そんなにてきぱき動けるわけではない

です。まさか自分が。みんな呆然自失になりますし、何をしてい

いかわからないですし、ただただ呆然と、ぼーっと家の前に立っ

て壊れた我が家を眺めていた。そんな時に誰かが声を掛けてくれ

た。初めて声を掛けられて、ああ、今、こんなぼーっとしている

場合じゃないんだと皆さん思ったそうなんですね。声を掛けても

らうまでは、ひたすら助けてくれ、助けてくれと思っていたんだそうです。自分は被災者だ、被災者だ。

ところが、「みんな、こっち来て手を貸して。火を消してくれ」と言われた途端、あ、そうだよな。自

分は助けを待っている場合じゃないんだ。体が無事だったら、今、助ける側に回らなきゃいけないと初

めてそこで気付いたとおっしゃるんですよ。そのきっかけになったのが誰かの一言。誰かが声を掛けて

くれることによって、何をしていいかわからなかった烏合の衆が貴重な地域の防災力になりました。 

 つまり、防災士の資格を持ったり、こういう研修に自主的に参加されていらっしゃるような意識の高

い皆様は、いざというときにみんなを指示するリーダー役をぜひやっていただきたいんです。指示を出

せば、動く人材はいっぱいいます。もう中高年がばたばた動くのではなくて、今日も会場に頼もしい若

い方たちが来てくださっていますが、動くのはもう気力、体力に自信のある若い人。それよりも大切な

のは、的確な指示を出せる。今、何をすべきなのか。みんなで火事を消すのか、とにかくみんなで高台

に避難するのか、逃げ遅れた人に声を掛けて回るのか。その指示を出すリーダーを１人でもたくさんつ

くっておくことが今やるべき非常に重要なことだと思います。 

 まさに向こう三軒両隣、「誰々さん、大丈夫だった？」と、

お隣さんに声を掛けてもらえるような当たり前のお付き合

いをしていなかった人がいざというときには災害弱者とな

ります。誰からも声を掛けてもらえない。誰も名前も知らな

い、顔もわからない。人のためではなく、自分自身のために

地域のコミュニティに属しておくというのは非常に重要な
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ことだと思います。 

 そして２つ目のハードル。暮らしを守る。今からご紹介するのは、東日本大震災で岩手県釜石市鵜住

居、釜石でも極めて大きな津波被害を受けた、壊滅的な被害を受けた地域です。そこで生き残り、その

後の避難所運営にご尽力をされた、これは○○さん、昭和８年生まれ、今年 80 歳です。まさに生まれ

たとき、お母さんの背中に負ぶわれて昭和８年の津波から避難をした。ですから、何と自分は生きてい

る間に３回津波に遭いましたという方です。それぐらいですから、津波の防災を勉強して備えていたわ

けです。訓練もしていました。釜石東中学校は奇跡の中学校とよくいわれていますが、実は釜石東だけ

ではなくて、全ての小中学校、釜石は同じなんですね。みんな、どこでもやっていました。この方たち

も普段、中学校や小学校と一緒になって、震災の何年も前から訓練もやっていたり、勉強もやっていた。 

 これまででは釜石の津波というのは２時間半ぐらいで収まるというので、全部大切なものを車の中に

入れて、ガスの元栓を閉めて、奥さんと一緒に普段から決めていた高台に早々に避難をした。ところが、

その高台から見た光景は想定していたものとは全く違った。もうこれでもか、これでもかと全て流した。 

そして、下の方で残ったビルの屋上で「助けて、助けて」と手を振っている人が見える。でも、何も

できないんですね。あの人たち、明日の朝、迎えられるだろうか。 

 そんなことを思いながら、とにかくやらなきゃいけないのは、凍え死なないための寒さと、もう一つ

は即です。何もかも流された中で、まず生き残った人たちの食べ物をどうするか。津波で壊滅状態です

から、通勤途中で家に帰れない人たちもどんどん高台に上がってくる。そしたら、まずここで、周辺で

津波被害を受けなかった家の人がすぐ持ち合わせの材料でどんどんどんどんご飯を炊いて、おにぎりを

作ってくれ始めたんだそうです。それから、廃材とか壊れた家のがれきを集めてきて、まず火をおこす。

凍え死なないことと、それから、周りからどんどんどんどん提供されたおにぎりをみんなで分けて、一

晩目を過ごしたそうです。 

 何とか凍え死ぬ凍死者も出さずに一夜明けて、明るくなって、やれやれ。家なんか流されて、戻った

って何もないのはわかっている。でも、人間というのは不思議ですね。元あった家の場所を見たいんで

すよとおっしゃるんですね。ということで、皆さん、夜が明けたら、続々と逃げ延びていた高台から自

分の家へ戻って、ないのはわかっているんだけど見に行く。その途中で車もひっくり返っている。それ

から電信柱にご遺体が引っ掛かっている。あっちにもこっちにもご遺体が散乱しているような状況の中、

みんな下りて見に行って、あまりのすごさに、人間ってどうしようもなくなると笑うしかなくなるんで

すよね。不思議なことにみんな笑っていたと言うんですよ。それから、行き交う人にいつもの朝のよう

におはようございますとあいさつをしながら行き交う。この当たり前の日常の様子をあの被災地でやっ

ているというのが、自分自身でも異様に映ったんだけれども、みんなそうした。家を確認した後、やっ

ぱりないわなというので戻ってきて、即、食料調達を始められていますが、さっき冒頭言ったとおり、

大事なものは全部車に乗せて置いてきているわけです。 

 ということで、ないないづくしの中で、とにかく使える車に飛び乗って、内陸部にみんなどんどん物

を調達に行く。何でもいいから売ってくださいと言ったら、売るんだったらやらんと言われた。ただだ

ったら何でも持っていけと農家の方はおっしゃってくださったそうです。ということで、立ち寄った所

では、みんな無料で。岩手ですから、皆さんも被災しているんですよ。みんな無料でお米や野菜を分け

てくれるし、中にはそんな小さな車じゃ運べないだろうというので、４トントラックにガソリンをいっ

ぱい入れて、これ使いなさいとトラックを貸してくれた人もいたそうです。 

 さて、一方、高台で避難していたんですけれども、消防団の手配で、すぐ近くの公民館のような、セ

ンターのような所に避難所を移動したんだそうなんですね。そしたら、またそこで避難所の周りの主婦
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の人たちがすぐ炊き出しを始めてくれた。自分たちだって少なからず被害を受けているんだけれども。

それから火災も発生しましたから、どんどんどんどんそこに避難者が増えて、小さな公民館みたいな所

です。一時は 100人ぐらいになった。だから、毛布を四つ折りにたたんでこれぐらいの大きさになりま

すよね。これを引いて、まっすぐ気を付けの状態で寝たら、これがもうずらっと 100枚で目いっぱいと

いう、きっつきつの所でこの方たちはこの後、100日間、避難生活を続けることになります。 

 避難していた方たちの女性たちが、大変だけど、でも、私

たち、いつまでもお客様じゃまずい。自分たちでできること

は自分たちでやろうということで、地域の方も、わかりまし

た。じゃあ必要なときだけお手伝いします。そして、この○

○さんは、もともと地域の世話役みたいな、もともとは人事

部長さんまでされたサラリーマンの方なんですね。ただ定年

後、こういったこともされていて、年も年だったんだけれど

も、みんなに押されて避難所リーダーになりましたとおっし

ゃっていました。 

 でも、命令ではなくて、みんなで一緒に運営していかなくてはこれは無理だなと思ったということで、

まず役割分担を決めたそうです。避難所の中です。100 人いますが、事務局、避難所でも事務局は絶対

要る。それから物資受け渡し、保健衛生、健康管理ですね。厨房は食事作りです。トイレ、救援物資を

保管するテントの管理。こういった役割を決めました。 

 そして、避難所生活のルールも作りました。そして徹底さ

せたそうです。これだけは守ろう。起床は５時半、早いです。

８時半消灯、９時以降、私語禁止。かなり厳しい条件で皆さ

んから文句が出たけれども、後でちょっとお話ししますが、

これだけは譲らなかったそうです。それから、晩ご飯は７時。

そして７時半には必ず全員で情報共有しよう。疑心暗鬼が生

まれないように。そして、得てきた情報はこの場で全員に伝

えるという公平性ですね。 

 そして、洗濯も男女共用。家族だったら、みんな同じ所に

干したじゃないか。男性用、女性用とか、家族別にしようよ

なんていうと、またかえって問題が起きるということで。 

 それで厨房は食事班を２班に分けたら、これが女性陣はい

い意味で競争になって、昨日より今日のほうがおいしいメニ

ュー。だから、１日も同じメニューはなかった。温かいみそ

汁は毎日食べた。 

 それと、これも面白いんですね。今では当たり前になって

いるプライバシー確保のための間仕切りはあえてしない。段ボールが運ばれてきたそうなんです。これ

は間仕切り用です。みんなで相談したそうなんですね。間仕切りといっても、上から下までじゃないで

すよ。微妙な高さなんですよ。だから、座っていれば見えないんだけれども、声は筒抜けなんですよね。

音とかも。そうすると、かえって要らんことを考えたり、変な想像をしたり、疑心暗鬼になったりする

んじゃないか。どうせだったら、もういっそ全部オープンにしたほうが、こんな狭い所でかえって狭く

して疑心暗鬼になるよりも、全部わかっちゃうことのほうがもめ事が起きないのではないかという結論
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に達して、ここは間仕切りはしなかったんですね。 

 それから、いろいろ支援に来てくれる人とうまく連携を取

ったり。これもユニークです。物資を届けてくれる自衛隊や

警察の人たちと心を通わせた。物資を持ってきてくれるのは

当たり前だ、ではないんですね。来てくれるたびに、ありが

とう。そして全国から応援に来てくれているから、あなたた

ち、どこに来たの、九州から来てくれたんですか。ご苦労さ

ま。お国話に花が咲いたり。彼らは朝出るとき、おにぎりを

持たされて来るんですね。もう昼になると冷たいんですよ。

それを避難所で温めてあげるねと預かって、実は避難所で炊いた温かいご飯でおにぎりを作って渡して

いたんです。そんなことをしていると、向こうだって人間ですから、この避難所に来ると、すごく楽し

い。結果的には、こりゃあ無理かなと思っているような調味料を、申し訳ないんだけど、こういう調味

料があったら使いたいんだけどと言うと、わかりましたと言って、次に来るときは持ってきてくれる。

特にずるをやったわけではない。むしろ心の触れ合いを大切にしたんだけれども、結果的にこういうこ

ともありました。 

 実はこの避難所、100人いたのですが、うち 26人は自分の家族を津波で亡くした方たちでした。昼間

は皆さん、行方不明の家族を捜しに四方に散らばるんですね。捜して、捜して、捜して、いないと、最

後は遺体安置所に行って確認をするわけですね。今日も見つからない、今日も見つからない。じゃあ明

日はどこを捜そう。ガソリンはどうやって手配しよう。誰の車を使って、どういう順番で捜索して回ろ

うなんていうことをみんな夜話している。昼は遺体を捜しに行っている。そんな避難所なんだけれども、

今言ったように、自衛隊とか消防の人とかボランティアの人たちが来ているときには全然そういう様子

は見せていないんですね。でも、一日中遺体捜しをして、今日も見つからなかった。あるいはとうとう

今日、遺体安置所で見つかっちゃった。いずれにしても、みんな夜になったら毛布をかぶって涙を流し

ていた。だから、あえて８時半消灯、９時以降私語厳禁にしたんですとおっしゃいました。 

 つまり、話していたらキリないし、考えていたらつらくて夜寝られないし、だからこそ、強制的にで

も、とにかく９時になったら目をつぶれと。寝ることによって、体力や気力が少しでも回復するように、

そんな避難生活をしましたとおっしゃっていました。 

 そして、最後には、もう狭くてもずっとここにいたい。仮設住宅になんか行きたくないというお年寄

りもいたそうです。○○さん自身は最後の１人を仮設住宅に送り出して、自分は 100日目にこの仮設住

宅に移って来られました。奥様と２人です。実はこの○○さんもお嬢さんを亡くされています。最初は

元気でしっかりした娘だから、必ず死んでいるはずがないと思っていた。ところが２日しても３日して

も戻ってこない。連絡も来ない。おかしいなと思って、初めてそのときに捜しに行ったんだそうなんで

すね。３日、４日は他人のために走り回っていた。初めて捜しに行ったら、車の中で見つかったんだそ

うです。津波で車ごと巻き込まれた。でも、みんなそういうことを抱えながらの 100日間の避難所運営

生活ということです。 

 そして、最後、３つ目です。暮らしの再建。実は東日本大震災はまだまだ再建とか復興の道、第一歩、

第二歩を踏み出したところです。そこで震災からこれは 18 年たっていますが、阪神淡路大震災を被災

された方が暮らしの再建復興をいったいどう捉えているのかを最後にご紹介してみたいと思います。 
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 このグラフは暮らしの再建に大切な要因はいったい何で

すかということを被災された市民に神戸市が聞いたアンケ

ート調査の結果です。白いグラフが５年目、黒いグラフが

10年目の検証のために行われた調査の結果です。 

 まず５年目です。トップは住まい。住まいというのは自分

の家ですね。やはり自分の家、住まいが元通りになる。家族

の住まいというのが大切な要素だった。 

 ２つ目がつながりです。これは人と人、家族や地域、行政、

ボランティア、とにかく人とのつながりが大切というのが２番目でした。例えば行政の支援とか、暮ら

し向き、経済、そういうものよりもつながりのほうがずっと高いんですね。これは５年目です。 

 10年目。10年たつと、住まいという要素はなくなりました。10年たって、ほとんどの方は住宅再建

をして、住まいは特に今の自分にとって大切な要素ではなくなった。一方、第１位になったのがつなが

りです。震災から 10 年たって、今、自分たちの復興、再建で大切な要素は何かといったら、最も多か

ったのは人とのつながりという要素。次に多いのが備えです。これは次の災害に対する備え、そしてま

ちとなります。 

 よく言われるように、行政の支援が少ないから、あるいは経済がとか、収入が戻らないから。もちろ

んそれは大切な要素なんですけれども、でも、阪神大震災という、これも未曾有の大災害でした。それ

を経験した被災者の方たちが５年、10年たって出された結論が住まい、そしてつながり、備え、まちと

いう結果だったわけです。 

 東日本大震災、まさにこれからですけれども、たぶん、やはりこの人とのつながりというのは東日本

大震災の生活再建、復興でも重要な役割を果たすことになるのではないかと思います。それは例えば応

援に来てくださる九州のボランティアとのつながりだったり、そういうこともそのつながりの中の一つ

の大きな要素となっていると思いますので、まだまだこれから我々は災害で苦労されて戦い続けている

方たちと何らかの形でつながっていくことも非常に大切だと思っています。 

 ということで、今日の演題にありますように、これまでに起きた災害から、今、私たちが防災や、そ

してコミュニティについて学ぶべきことをお話しさせていただきました。どうも長時間にわたりまして

ご清聴いただき、ありがとうございました。 

 

  
 


