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【パネルディスカッション】 

テーマ 「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり」 

 

 

○コーディネーター 重川 希志依 氏（常葉大学大学院教授） 
○アドバイザー   高橋 和雄  氏（長崎大学名誉教授） 
○パネリスト 

浅川 長  氏（長崎市式見町下浜自治会長） 
旭 芳郎  氏（島原ボランティア協議会代表、日本防災士会長崎県支部長） 
山田 朋子 氏（長崎県議会 前総務委員会委員長） 
佐伯 長俊  （長崎県危機管理監） 
 

  
 

●重川氏 

 それでは、第２部ですけれども、パネルディスカッションを始めさせていただきたいと

思います。私は司会進行を務めさせていただきます重川と申します。引き続きよろしくお

願いいたします。 

 今日のパネリストの方は先ほどご紹介いただきましたとおり、住民代表、ボランティア

代表、議員の方代表、行政代表と、やはり地域の防

災を支えるそれぞれの立場の方たちにご参画をいた

だいているわけです。日頃の取り組みとか、それか

ら、この条例ができて、じゃあこれからみんなでど

ういうことを目指し、やっていくのか。将来にわた

ってのいろいろなお考えや夢なども含めてお話をお

聞きしていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

コーディネーター：常葉大学大学院 教授 
重川 希志依 氏 
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 それでは、まず最初に、ご参加いただいているパネリストの皆様に自己紹介を兼ねなが

ら、今回の「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり」の中でどんなことを今までやっ

てこられたのか。特に冒頭、第１打席というか、第１番目に、最初にこの条例を発案され

て、実現までに大変な苦労をされてこの条例ができた、その中心ともなられました山田さ

んのほうから、条例づくりの思いとかご苦労とか、いろいろなことを含めて少しお話をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●山田氏 

 あらためまして、皆様、こんにちは。県議会議員の山田朋子でございます。私は佐世保

市選出の議員でございます。昨年度、今年の５月に改選いたしましたが、それまで１年間、

県議会の総務委員長を務めておりました。この総務委員会という所が実は防災を担当して

おります。そういった関係もありまして、私が委員長に就任した際に最初から決めており

ました。この防災基本条例をつくろうと決心をして取り組んだ次第でございます。 

 どうして防災条例をつくろうかと思ったのは、実は 3.11の大震災のときがちょうど私の

２期目の選挙の直前でございました。ちょうどその日は議会があっておりまして、議会が

終わって夕方、テレビを見ると、まるで本当にハリウッド映画のような情景がテレビに映

っておりました。これが今、私たちが住んでいるこの日本で起きているのかなと思うと、

本当にびっくりしたのを覚えております。 

 それから、選挙が終わりまして、５月の下旬に一番最初に陸前高田市に行きました。そ

のときに、テレビとかでは見ていましたけど、実際に陸前高田の状況を見たときに、これ

は本当に尋常じゃないなというのを感じました。食料を確保するのも大変で、30 キロ先ま

で買いに行ったりしたのを覚えております。 

 そういった状況の中、帰ってきて、私たち議員というのは県民の皆様の命を預かる仕事

もしていると思います。防災をしっかりやることによって、県民の命を１人たりとも失わ

せることをしないようにしなくてはいけないなと思ったので、実は全国で初めてとなりま

すけれども、超党派で私が県議会で呼び掛けをしまして、ボランティアを組んで、６月に

同じく陸前高田の方に行ってまいりました。 

 それはどうしてかというと、ちょうど９月にこの防災関係の予算も含めたところで審議

を予定しておりましたので、その前に私もはじめ、

ほかの議員も状況を目で見て、現地で声を聞いて、

本当に目で見て心で感じてこの長崎県の防災に取り

組んでほしいと思ったのと、併せて被災者支援とい

うものも行わないといけない状況にありましたので、

そういったことでも現地に行こうということで行っ

たのがきっかけで、当時までは私も防災は全然専門

分野ではございませんでした。そして、必ずこの条 パネリスト：長崎県議会 前総務委員長 
山田 朋子 氏 
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例をつくろうと思いました。そういう被災地に行った経験が大きくあったのかと思ってお

りましたが、そういった中で防災条例をつくろうと思って、この１年間取り組んで実現し

たところでございます。 

 

●重川氏 

 ありがとうございます。今、１人も県民を死なせたくないという、どちらかというと家

族を守りたいといったようなものなんですか、県民の命。それから、もう一つ、そうはい

っても、防災というと、みんな、大切だねとは言ってくれますけれども、実際に条例とい

う形にするにはいろいろなご苦労もあったと思うんですけれども、そこら辺はどういうふ

うに乗り越えてこられたんでしょうか。 

 

●山田氏 

 そうですね。実は長崎県議会は昨年度から全国に先駆けて通年議会というものを導入し

ておりまして、年間 200日以上働いている議会となっております。そういった状況の中で、

これ以上、実は委員会審査日を設けることが難しかったので、私と副委員長と防災の担当

課と議会事務局でチームを組みまして、その議会と議会の間の時間を使ってずっと議論を

重ねていきました。そして、年に４回あります議会の方で毎回、まず条例の骨子をつくっ

て、そして条例案を提示したりとかして、それをずっと議会でもんでもらって、１年間か

けてやりました。 

 そして、この防災というのは第一義的には市町がとても重要な役割を果たします。です

ので、私たちが勝手につくって押し付けることがあってはいけないと思いましたので、県

の防災担当者会議がありました。その際に、消防の方とか市の防災担当の方がおいでにな

っている会議でこの条例の説明をさせていただいて、こういう目的だからつくりたいんだ

ということをご説明し、また、お一人お一人からもご意見をいただきました。 

 併せて県の防災会議というものが 65名でメンバーになっておりますけれども、その関係

団体の方々にも全部文書で照会をかけまして。条文をつくって修正した都度、見ていただ

きまして、ご意見を聴取したり、参考人招致といいまして、議会の方においでいただきま

して、各市町の防災の担当の方だったり、今回、観光施設に対する責務というのもうたわ

せていただきましたので、観光事業者の方にもおいでいただいたりしてつくりました。 

 こういった形を取って、私の中では一応丁寧につくっていったかなと思っているところ

でございます。 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。どういう経緯で、あるいはどういう思いで今日ご紹介いただ

いている条例ができてきたのか。まさにそれを実行していくことが本当に大切なことにな

ってくると思います。 
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 では、引き続きまして浅川さんから、地域に根差したコミュニティ、自治会、あるいは

町内会、自主防災組織、そこら辺の活動状況なども踏まえて自己紹介等々をお願いいたし

ます。 

 

●浅川氏 

 式見町下浜自治会長、浅川でございます。自治会長になりまして９年目なんですが、私

の住んでいる式見は、ご存じだと思いますが、西彼杵半島の一番根っこの所にありまして、

港から海のほうを眺めますと、まさに伊王島が真正面に見える場所にあります。その中で

さらに私の住んでいる自治会は一番海に近くて、しかも式見川という川が町の真ん中を流

れているのですが、その川の一番河口に当たる所なんです。 

 それで、昔から長崎は台風の通り道といわれておりましたように、皆さんも台風でずい

ぶん被害に遭われた方が多いのではないかと思いますが、私の小さいころから台風が来る

と、ともかく瓦が飛び交う、家の近くは浸水するというふうな状況だったんですね。15 年

前に帰り、８年前に自治会長になってみまして、皆さんの声を聞いてみますと、相変わら

ず台風が来ると浸水しているんですね。これはいかんなということで、やはり自治会長と

しての責務は地域の方の安心安全ということが第一だと思いましたので。特に川の管理、

それから漁港の管理というのは県の方でやっていただいているわけなのですが、ご担当の

方々を訪ねて一生懸命いろいろな話をさせていただいた結果、平成 20年、５年ぐらい前か

らやっと工事を始めていただいて、振興局の河川班であったり、あるいは港湾漁港事務所、

これは港の方の担当なのですが、こちらの方々にいろいろとお世話になりました。例えば、

台風が来ると、うねりがどんどん川の中に入ってくるんですね。そのうねりでもって川が

あふれて家屋が浸水するというふうなことが起きておりましたので。長崎大水害は逆に上

のほうから水が流れてきて家屋が浸水するという形でしたから、大水害が起きても氾濫し

ないような壁を川の両端に造っていただきました。それでもって、去年でしたか、16 号が

来たときに、あれも高潮の状態で来ましたけれども、すれすれにうねりが通り抜けていき

ましたから、まあまあ大水害レベルのものであればこの壁で大丈夫だなということを思っ

ております。 

 また、川からどんどんうねりが入ってこないように、川の入口の所にはすごくでかい防

波堤を造っていただいています。あと２、３年かか

りますが、式見の港の防波堤もいずれ高くなって波

が入ってこないというふうな状況になるのではない

かなと思っております。そういう意味では、一生懸

命、県にお手伝いをいただきましたけれども、ハー

ド面に関してはかなりの備えができたのかなと思っ

ております。これも自治会長の大事な仕事なのかな

と思っています。 パネリスト：長崎市式見町下浜自治会長 
浅川 長 氏 
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 それで、私たちは自分が住んでいる地域のハード的な面、特に防災という観点からの見

直しなり、共通した認識を地域の方と一緒に持つということが大事だろうと思っています。

その点、長崎市防災危機管理室という市長直轄の組織がありますが、こちらが防災マップ

づくりというのを一生懸命進めておられます。各自治会単位であったり、各地域単位であ

ったり、皆さんの地域のマップを皆さんで広げまして、もし川があふれたらこの辺まで水

が行くよとか、あるいはがけ崩れが起きたらこの辺まで泥が流れてくるよとか、そういう

ものを皆さんで共通して知ることが大事だと思うんですね。それを知った上で、ではどう

するか。避難経路はこっちを行ったほうがいいよとか、そんなこともやはり共通の認識と

して持つべきだと思います。マップを通じてそういう情報を落とし込むことによって、共

通の認識を持って対処する、備えにするということが大事なのかなと思っております。ぜ

ひ自治会長経由で必要な所はご相談いただければ、防災危機管理室の方でご協力をしてい

ただけると思っております。ぜひおやりください。 

 ということで、私の地域は昔から防災への意識が非常に強くて、過去、毎年１回ずつ防

災訓練をやっていたのですが、防災訓練の会場が実は国の持ち物の空き地を使っていたの

ですが、これが個人に買われてしまいまして、駐車場になってしまって、その場所が利用

できないということもあって、ちょっと途切れているんです。粘り強く家主の方と交渉を

しておりまして、やっと一時的に使えるような格好になりましたので、ぼちぼち訓練も再

開してみようかなと思っております。 

 また、自主防災組織もかなり昔からできているのですが、これも見直してみますと、非

常に硬直的な組織で、また張り付けてあるメンバーも結構なお年になっておられて、実際

動きが取れないみたいなこともありますものですから、このあたりもちょっと見直しの時

期に入っているかなと思います。 

 それと、長崎市が続けております防災リーダーという制度があります。これは防災に対

するいろいろな勉強を２日間に分けて行わせていただくのですが、この防災リーダーを私

の所では 10名養成しております。そういう意味では、防災活動の核となって今後いろいろ

と力を発揮してくれるのかなと思っております。 

 それで、防災面では、やはりその地域における皆さんの基本は見守り合いといったこと

とか、それから気持ちを通い合わせるみたいな行為が、先ほどの重川先生のお話に向こう

三軒両隣という言葉がありましたが、まさにそのとおりなのかなと思っております。後段

でまたその辺の人間対人間の関わり合いを持った防災に対する仕組みづくりというのをご

紹介いたします。ありがとうございました。 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。とても熱心に行政に自分たちでこういうことをしてほしいと

いうことを、はっきり地域の中の弱い所を見つけて行政に頼むだけではなくて、自分たち

自身でやれることを次々次々と探して、それを解決するための実際の行動に移していかれ
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るというところがすごく素晴らしい、発展性のある活動をされているなと、お聞きしなが

ら感じた次第です。ありがとうございました。 

 では、続きまして、旭さんから、今度はボランティアとか、あるいは防災士会という立

場で、活躍の場が地域に限らず全国に広がっているのではないかと思うのですけれども、

そこら辺のご紹介をしていただきたいと思います。 

 

●旭氏 

 ありがとうございます。今ちょっとだけおっしゃっていただきましたけれども、島原ボ

ランティア協議会という活動を始めてもう 22年になります。まさにあの当時、普賢岳の噴

火災害、あのときに生まれた団体なんですね。噴火から 23年なんですけれども、あの大き

な災害があってから 22 年を超えまして、私たちの活動も 23 年目にもう既に入っておりま

す。あのとき、私の同級生も 37歳で亡くなったんですね。本当に消防団という形で地域活

動を一生懸命やっていたんですけれども、37 歳で何で彼は亡くならんばいかんかったんや

ろうかと。逆に言うと、もう亡くなった命は戻ってきません。やはり我々生かされた者が、

生き延びた者が何かやるべきことがあるのではないかというふうなこともありまして、何

とか一般の住民でやれる活動をやろうと。行政、あるいは消防、自衛隊、それぞれ専門的

な活動をなさっていたので、そのすき間を埋めるような形で自分たちでやれることをやろ

うやんということで始めたのが、あの６月の避難所生活の中のトイレ掃除から始めたんで

す。何せあの頃は災害ボランティアって言葉すらなかったんです。もちろんマニュアルな

んかないです。何をしていいかわからんけど、何かとにかく自分たちの地域を守るために

自分たちにできることをやろうということで始めたのがまさにトイレ掃除からだったんで

す。そして、行政の人たちが避難所のお世話をされるのに非常に手が足りないということ

で、弁当を配ったりとか、物資を運んだりとか、仕分けをしたりとか、いろいろな活動が

徐々に、ああ、こういうことだったら我々にもできるなというものが少しずつ見えてきま

して、行政の一躍を担うような形になっていったということなんですね。 

 そういう活動が半年、あるいは１年とする間に仮設の住宅ができました。仮設の住宅が

できて、やっとプライバシーが守れるようになって、これで皆さん、安心されるなと思っ

たら、実はちょっと違ったんですね。仮設の住宅

ができて、確かにプライバシーは守れたんですけ

れども、先ほどの講演でもありましたように、や

はり仮設は仮設のいろいろな問題があります。最

近は自死という言い方をしますけれども、１人、

２人、３人と、実は立て続けにお亡くなりになっ

たんですね。 

 それは、もともと先ほどの話のように、避難所

の中で顔が見える、そういう関係の中だと、いろい
パネリスト：島原ボランティア協議会 理事長 
      日本防災士会長崎県支部 支部長 

旭 芳郎 氏 
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ろな相談ができます。いろいろな情報の共有ができます。しかし、抽選で順番に当たって

いくと、やはり知らない者同士がお隣近所で生活しないといけないということで、仮設は

仮設でやはりいろいろな問題があって、それを何とか我々で問題解決ができないかという

ことで、まさに命の電話をやったわけなんです。言い方は心の電話という言い方に変えて

やったんですけれども、この活動を実は２年間やったんです。仮設の人たちにいろいろな

心のケアをしていこうと、サポートをしていこうと。何かお困りごとはないですか。何か

お手伝いすることはないですかというふうなことでそれを２年間やっていた。 

 そういう中に皆さんご存じのとおり、北海道の南西沖地震がありました。そして奥尻っ

てどこにあるのかという中に、まさに今まで聞いたことのないような島に行くようなはめ

になったんですけど、行く一番のきっかけになったのがある新聞の記事だったんです。災

害時ボランティアがやって来てくれた。しかし、現地の、当時は越森町長なんですけど、

その町長さんに怒られて追い返されたという話だった。 

 ボランティアで行って何で怒られるんやということで、よく聞いたら、被災地という場

所にボランティアが、確かにあの状況の中、青苗地区が一面燃えてしまっている。津波に

流されてしまっている。何かしてあげたいという若い人たちが血気はやって行っちゃった

というか、行ったのは良かったんですけれども、食べるものがない、寝る場所がない、移

動手段がない。ないないづくしの所にボランティアが行ったらどうなるか。結局、被災者

のために準備された日赤の炊き出しをいただいて、日赤の毛布をお借りして、体育館で一

緒に寝泊まりをする。何や、被災者が増えただけやんか。てめえら何しに来たんやという

ような話になったわけなんですね。 

 やはり被災地に行くということは、自己完結、まさに移動手段も食べることも寝る場所

も、全て自分で持っていかないといけないと、そういうことがあって、現地で災害ボラン

ティアの対策の部屋みたいなものをつくろうということで、現地の社協さんとお会いして、

ボランティアの受け入れ窓口をつくって、いろいろな条件を整えた上でボランティアに入

ってもらおうということをやってきたわけなんです。 

 その後、阪神淡路大震災があったりとか、有珠山の噴火があったりとか、いろいろしま

した。我々がいろいろな所へ出掛けて行くのは、実は島原への支援のお返しという一つ、

島原に３万人ぐらいのボランティアが来てくれたんですけども、そのお一人お一人にお返

しができない。お返しができないけれども、代わりに新たな被災地があったら、そこに出

掛けて行ってお返しをしようと。まさにペイフォワードというんですか。お返しの連続性

ですか。直接ペイバックするのではなくて、次の被災地にお返しと。だから、そこでまた

被災をされた人たちがおかげで助かりましたということで、また次の被災地に出掛けて行

く。そういうふうなお互いさまの輪が広がっていけばいいのかなということで、お互いさ

まを広げようというような運動につなげていったわけなんですね。 

 しかし、行けば行ったで、やはり現地で学ぶことはたくさんあります。有珠山の噴火も、

あるいは島原のうちの噴火も、三宅の噴火も、あるいは新燃岳の噴火も、同じ火山ですけ
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ど、全部やり方が違います。火山だから同じやり方ではないんです。やはり郷に入れば郷

に従えのごとく、現地の社会福祉協議会と一緒になってどういうふうな対応ができるのか、

何が必要なのか。そういうことを一緒に考えながら活動をやっていくと。 

 有珠山の場合はほとんど焼死者もいなかったし、取りあえず危ないから避難をしましょ

うということだったので、避難所のお世話を中心にどういうことをやるかと。あの日は３

月 31日に噴火して、４月１日から私は入ったんですけど、やはりボランティア本部の立ち

上げから手伝おうと。なぜかといいますと、ボランティアが全国から来て支援をするのは

いいんですけれども、あと何もなく、支援はして助かったけれども、そのままボランティ

アが全部災害が終わったら帰ってしまったということでは、支援の伝承というのがないわ

けですね。地元の人たちをいかに多く巻き込みながらボランティア本部を立ち上げて、一

緒にどうやれるかと。災害があってこんなふうに大変やったけれども、みんなでこんなこ

とをやったよねと。その知恵がそのまま語り継がれて、子や孫に伝承されて初めて噴火災

害のときにこうすればいいんやと、こういうことをすればいい。あるいはこういう失敗も

あったと。そういう知恵がそのまちに残ったら、次の噴火のときも、スキルアップしたと

ころからのスタートが切れるわけなんですね。 

 そういうことでとにかく地元の人がやはり主体なんだというようなことで、まず災害が

あったら組織づくりからつくりにいこうというようなことをずっとやってきたわけなんで

すね。いろいろな所に本当にお返しと。まさに島原から今日の復興ができましたというお

返しもひっくるめて、自分たちのまた学びの場でもあるものですから、ほとんど行ってい

るわけなんです。 

 そういう中に、島原ボランティア協議会というのは、あくまで島原という固有名詞が付

いていますけれども、やはり我々も共に年を取っています。私も 59になったんですけれど

も、みんな年を取ったんですね。気力も意力もやる気もなかなか以前みたいにはないので、

もう一回新たな組織の構築が必要ではないかというときに、たまたま防災士会という資格

の受験の案内があったものですから、よし、これを一つ勉強しようと。もう少し専門的な

技術、知識を身につけようということで、長崎県であった防災士会の認定試験を受けまし

て、防災士になったんです。 

 そして、組織というのが当時なかったものですから、何とか組織をつくって、みんなで

横の連携を図らないといけないなということもありまして、防災士会というものを長崎県

支部という形でつくったわけなんです。まだその日は深くないです。浅いんです。ただ、

つくった後に、一人一人いろいろな人たちがいますので、例えば自衛隊の方もいらっしゃ

います。あるいは、もちろん消防のＯＢもいますし、行政マン、一番多いのは郵便局長さ

んなんです。そういう人たちがたくさんいらっしゃいますから、そういう人たちの持って

いるいろいろなスキルをお互いに共有しながら、そこからまた自分たちのレベルを上げて

いこうというようなこともありまして、毎月集まって、諫早とか長崎、あるいは佐世保、

いろいろな場所で会合をしながら、自分たちの勉強をやっているわけなんですね。 
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 それは何でかといいますと、もともと防災士というのができたいわれなんですけれども、

阪神淡路大震災のときに、先ほどの講演でもあったように、実は助けた人のほとんどは住

民同士、もっと言い方を変えますと、素人同士が助け合ったんです。まさに向こう三軒両

隣じゃないですけれども、素人同士が何のスキルもない、技術もない、備えもない中に助

け合って結構助かったということなんです。それにもっとスキルが高かったら、備えがあ

ったら、実はもっと助かったのではないかということもありまして、何とかそういう素人

の人たちがそういうスキルアップをするための組織ができないかということで、あの当時

できたときには、たしか神戸の市長だったかな。トップの人がそういう形で、神戸の教訓

を生かす形でこの防災士会というのが日本にできたんですね。そして、それぞれの各県に

支部をつくろうということで、基本的には独立した団体であるんですけれども、名称とし

ては長崎県は長崎県支部という名称を名乗らせていただいています。 

 そういうことで、自分たちの地域を自分たちで守るんだという。そのためには、やはり

知識も要るし、技術も要るし、備えも必要だということで、みんながそれぞれ地域にあっ

てリーダーになるためにやはり学び合いをやっておかないといけない、研修会をやってお

かないといけないということで、ＨＵＧとかＤＩＧとか、いろいろな訓練をやっている。

あるいは防災の講演会をやっている。あるいは、より多くの人たちを巻き込もうというよ

うな活動もやらせていただいております。 

 現在、長崎県に防災士会の資格を持った人が 500 名いらっしゃいます。そして、実際に

会費を払って組織として一緒にやっている人たちが約 45名ですね。全国に約５万人いるん

ですけれども、だいたい 5,000 人余り、会としては会員になっていただいているというよ

うなことで、だいたい全国津々浦々に防災士がいて、地域の防災は自分たちが地元の自主

防災組織と一緒になってやるんだというふうな形で、今現在展開させていただいていると

いうことでございます。また後ほどお話しさせていただきます。 

 非常に簡単ですけれども、説明させていただきました。 

 

●重川氏 

 ありがとうございます。一昨日になりますでしょうか。それこそあまり想定もしていな

かったのですが、山形で大変な大雨、豪雨災害でかなり浸水地域が出たり、それから、私

の大学のある静岡でも西伊豆町でかなり浸水被害が出たりして、例えばそういった所へも、

もう、ほんの１日、２日前の話なのですが、何か支援とか応援とか、既にされているんで

すか。 

 

●旭氏 

 そうですね。神戸のときに、実は私たち島原が呼び掛けたんですけれども、全国からい

ろいろな災害のボランティアをする団体が集まっていまして、そのときに横の連携、顔の

見える関係をつくろうよということで、全国災害救援ネットワークというのができたわけ
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ですね。通称Ｊネットと呼んでいます。その中で、災害があったら一緒に連携してやりま

しょう。人とか物とか情報を共有しながら長期の対応をしましょうと。 

 その中にたまたま私たちのメンバーで、特にリーダー的な役目をやっているんですけれ

ども、名古屋の方にレスキューストックヤードというのがあります。彼らは名古屋の水害

のときに道具がたくさん要ったと。水害の対応をするためにスコップとか一輪車とかいろ

いろな物が要ったと。それをとにかく一気に何百という数を集めたんですね。それをその

ままストックしていたものですから、これを今後の災害にも備えようということで、レス

キューストックヤードという形で展開をしているんですけれども、ほとんどその後の災害

地、特に豪雨災害ですね。水害等にはそこからの道具が実は送られているんです。昨年の

北部九州の日田にも、私たちが日田に着いたときには、もう道具が名古屋から着いている

んです。その道具を使って水害の事業ができると。 

 今回の、先ほどおっしゃった西伊豆の場合も実はもう昨日道具が届いています。ボラン

ティアを今募集していますけれども、そのボランティアが来たときには、道具も一緒に来

ていて、一緒に即活動ができるというふうなことで、全国のいろいろなそういうネットワ

ークの人たちが一緒に、まず被災地に近い所のボランティア団体が中心になって、その後

に必要であれば近県に呼び掛ける、あるいは大きい災害になれば全国に呼び掛けて災害の

ネットワークの中で支援体制、救援体制をやっていく。あるいは、それぞれテリトリーを

決めながら、それぞれにもれなくいろいろな所にボランティアの手が入るように、今回の

3.11 もそうだったんですけれども、その支援活動をやっていくというようなことを現在展

開しているわけです。 

 

●重川氏 

 ありがとうございます。さて、佐伯さん、今、住民、あるいはボランティアですね。さ

まざまなお立場での自助共助のすごく先進的な試み、ご発言をいただいたのですが、行政

のお立場として、やはり自助共助を主体としながら、それを支援する行政ですね。特にこ

ういう条例なんかを作って実行していくときにはますますそういう役割というのが重要に

なってくると思うのですが、自己紹介も兼ねて少しそこら辺をお願いいたしたいと思いま

す。 

 

●佐伯 

 先ほどご紹介いただきました佐伯でございます。実は県警からの異動で参っております。

これまでの経歴は、お手元にプロフィールがあると思いますけれども、若いときは機動 

隊という所に勤務しておりまして、災害対応であったり、治安警備であったりというよう 

な業務に従事しておりました。その後、交通警察官になりました。 

これまでの警察勤務の中では、交通事故で亡くなる、自殺あるいは病気で亡くなる方々 

に接する機会があり、亡くなったご本人の無念さもありますでしょうけれども、やはり家
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族の方の苦しみ、悲しみにも接してまいりました。 

その中で、高齢者や子供の交通事故防止対策も実施してきました。一番記憶に残ってい

るのは、雲仙署で勤務しておりましたときに、わずか１カ月半の子どもさんがお母さんの

運転する車に乗っていて交通事故で亡くなられた事案です。 

 今回、２度目になりますけれども県に参りまして、人命を守るような仕事に携わらせて

いただいております。特に震災対策であったり、原子力防災対策であったりという業務に

携わっています。災害等から身を守っていただく、そして死者を出さないということを目

標に取り組んでおります。 

 こういう中で、先ほど前総務委員長さんのお話を伺いましたけれども、総務委員会の発

議によりまして、先の県議会において全会一致でこの条例を制定していただいたというこ

とは本当に行政側としてもありがたく思っております。 

私が今からお話しすることは行政側の話であり、若干堅苦しくなるかもわかりませんけ

れども、お手元に配布している資料等も交え、説明をさせていただきたいと思います。 

 自主防災組織率向上に向けた県の取り組みとしましては、まず、市町村の担当者も年々

替わっていきますので、市町村の防災担当会議、あるいは県の振興局毎に開催されている

会議等を活用し、市町職員等に自主防災の必要性なり重要性を説明し、結成を働きかけて

います。次に県政の出前講座の中で、県民の方々に自主防災組織の結成・加入について必

要性を説明しています。防災対策、あるいは原子力問題等に対して要望があれば、県から

出向いて講座をしております。昨年、一昨年は大学、中学校、自治体からお呼びがありま

したので、出向いて講話をしております。 

 参考までに県危機管理監には、原子力で長年勤務をしてきた担当者や消防経験者、そし

て行政側にもいろいろな業務に従事した課員もおります。要望があればいつでも出向いて

いきますので、その際は連絡をしていただければと思っております。 

 3点目です。自主防災組織の組織率、カバー率が、長崎県は全国平均に比べて非常に低い

状況でありますので、現在、カバー率を高めていく必要性を感じているところであり、こ

の調査を年に２回実施し、そのデータは各市町村からの問い合わせ時にフィードバックを

しております。また、他市町の効果的な施策や取り組みについても教示しております。 

 その他防災推進員養成講座の開催そして地域の防災力の支援事業など６項目を県として

実施しております。 

これからは、配布資料により説明いたします。           

 自主防災リーダーの養成講座のパンフレットを皆様

方のお手元に配布しておりますので、見ていただきた

いと思います。 

 4点目ですけれど、平成 21年度から防災推進委員の

養成講座を開催しております。先ほど会長さんが話さ

れましたけれども、地域の防災活動の中心的な役割を パネリスト：長崎県危機管理監 佐伯 長俊 
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担う人材、この方たちの養成講座でありまして、毎年、県内２カ所で開催をしております。

３日間の講習であり、21年度から３年間は佐世保と長崎で実施してきておりました。 

昨年は大村と壱岐で開催し、実に 138人の方に受講をしていただいております。 

今年は配布資料にありますように、五島と佐世保で計画をしております。なお、防災士の

試験については、過去４年間で 450 人が受講をされそのうち 380 人が合格をされておりま

す。これが養成講座です。今年、希望の方はぜひ受けていただければと思っております。

よろしくお願いします。以上です。 

 

●重川氏 

 ありがとうございます。 

 さて、今それぞれのお立場でお話をしていただいたわけですが、今日はアドバイザーと

して長崎大名誉教授の高橋先生にお越しいただいています。私、実は長崎大水害の後、高

橋先生が『クルマ社会と水害』ということで本を出されているのですが、非常に丹念に克

明に研究されたご本、大変印象強く勉強させていただいた記憶があります。先生はそうい

うふうにいろいろな災害の被害やそういった記録をしっかり取って残すということを以前

からされていたんですけれども、今日は皆さんのお話を伺いながら、少し先生からアドバ

イスなり、情報提供していただければ大変ありがたいと思います。 

 

●高橋氏 

 地域の人が主体的に取り組むのが一番大事で、我々はそれをどのように支援できるかと

いうことが私たちの責任と思っています。今日はせっかくチャンスをいただいたので、重

川先生のお話にもありましたし、それから県の防災基本条例で災害教訓の伝承が盛り込ま

れました。そのちょっと前の災害対策基本法の中にも災害教訓の継承が新設されておりま

す。それだけ重要だということであります。 

 長崎県にもこの災害教訓の伝承が数件ありまして、そのうちの２件を紹介いたします。 

 １件目は、長崎市太田尾町山川河内地区の念仏講による災害伝承です。万延元年（1860

年）、リンカーンがアメリカ大統領になった年です。日本では桜田門外の変があった年の４

月９日、旧暦ですけど、朝７時ごろにこの地区で逃底（ぬけそこ）川という、たぶん名前

からして崩壊が起こりやすい地域だと思うんですけど、そこへ土石流が発生して、家屋７

軒が押し流され、33人が犠牲になりました。山川河内地区では月命日に当たる毎月 14日に

災害の弔いといって、各世帯に念仏講まんじゅうを持ち回りで配る災害伝承を 150 年以上

にわたって継続しております。 

 1980年（昭和 57年）の長崎豪雨災害では土砂災害で約９割の方が亡くなったんですけど、

東長崎は雨が強く、芒塚地区でも人的被害がありました。同じようにこの山川河内地区で

も土砂災害で家屋の被害は大きかったんですけど、この表にありますようにけが人は一人

もありませんでした。 
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 それは何故かということで調べてみたところ、ここの地区の方々が雨の異常さに気が付

くと、近隣の尾根筋の家に早めに自主避難して難を逃れたということです。また、万延元

年の土石流が起こった場所には基本的に家を建てなかったということも被害を減らす原因

になっています。今で言えば伝承継承なんですけれども、地区には土砂災害が起こる前に

異臭がするということがことわざで残っておりまして、それで長崎豪雨災害のときも２回

ほどそういうにおいをかいだということで、やはりその地区をよく知ったということが被

害を少なくしております。 

 この地区の被害とか復旧は、地区にあります水害記念碑に見事な文章でまとめられてい

ます。人的な被害がなかった原因として、１点目が観音様のご加護、２点目が万延元年の

自然の教訓としています。信心深さと土砂災害を忘れなかったことが被害から免れたと地

域の人は思っています。 

 これを今の言葉で読み替えてみると、やはり住民が土砂災害を自分たちのリスクとして

理解して、地域の絆を育み、それを引き継いできたということ。それから、行政が介在し

ない地域の自主的な取り組みだからこそ長続きしたということ。それから、土砂災害とい

う、その地区にとってはやはり数百年に１回でめったに起こらない災害をまんじゅうを配

るという日常の生活に組み込むという地域の知恵が読み取れます。こういうようなことは

ほかの地区ではそのまま参考にするのは難しい。一つの災害伝承のヒントになるのではな

いかと思っています。 

 次は最近の話ですけど、これは島原半島の取り組みで、ここでは旭さんがいらっしゃい

ますけど、90年から 95年の雲仙普賢岳の火山災害で、この地区は火砕流と土石流で大災害

を受けましたけれども、その火砕流で被災した大野木場小学校の校舎、それから県が土石

流の被災家屋を保存しています。こういうものをその後、復興計画を作成した、建設した

雲仙岳災害記念館と結びまして、平成新山フィールドミュージアム構想としてまとめて、

それで火山災害の学習体験、ひいては火山観光にこれまで活用してまいりました。 

 それが一段落すると、よく考えてみると、この平成新山フィールドミュージアム構想は

その後ユネスコが始めたジオパークの概念と一致しているんですよね。それでジオパーク

に防災を取り入れた島原半島ジオパークが日本で最初の世界ジオパークの認定につながり

ました。このジオの営み、地球の営みの一つとして災害を捉えて災害伝承や防災教育に取

り組むというのは、自然と共生するという意味で本質

的な取り組みではないかと評価しております。この島

原半島のジオパークの仲間たちは、東日本大震災の被

災地の災害遺構の保存に関わっておりますし、それか

ら、これから取り組む三陸海岸ジオパークの立ち上げ

を今、支援しているところです。以上です。 

 

 アドバイザー：長崎大学 名誉教授 
高橋 和雄 氏 
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●重川氏 

 ありがとうございました。ちょっとスライドの中にも出てきましたけれども、最初の事

例ですね。というのは国の総務省の消防庁という所が防災まちづくり大賞というのを年１

回表彰していますけれども、それで防災まちづくり大賞に。 

 

●高橋氏 

 大賞の消防センター理事長賞です。 

 

●重川氏 

大変全国的にも評価をされた事例かと思います。どうもありがとうございました。身近

な長崎県内での取り組みということで、すごく参考にできそうなところもあろうかと思い

ます。 

 それでは引き続きまして、次はこれから条例実現に向けてそれぞれのお立場でいろいろ

な活動を展開されていかれる中で、今後の取り組みとか抱負などなど、将来に向かっての

ことについてまた少しお話を伺いたいと思います。 

 それでは、山田さんからよろしくお願いいたします。 

 

●山田氏 

 条例ができただけでは何もならないので、本当にまさに今からがスタートだなと思って

おります。先ほど申し上げていなかったですけれども、やはり大きな目的ですね。条例を

作った目的、私の思いとしては県民の誰１人とも命を失うことがないようにしたいという

思いがありましたが、一番の目的は、県民の皆様に防災意識を強く持っていただくことだ

と思っております。阪神淡路大震災の後に一時的に国民の防災意識は上がりましたが、東

日本大震災のころにはまた下がっておりました。そして、今まさに東日本大震災を受けて

防災意識は高い状況にあります。ただ、時の流れとともにその意識というものは薄くなる、

低くなると思っておりました。 

 確かに長崎県は南海トラフの予想でも津波が来るまで２時間、死者も 60名という数です。

33万人とか 34万人が全国で亡くなることを考えれば、非常に災害リスク的には低い状況に

あるのかなと思います。しかしながら、過去、大水害もありましたし、噴火災害もありま

した。そういったことで、また今、全国どこに行っても地震がない所はたぶんないのかな

というぐらい、いつどこで起きてもおかしくないかなと、まさに感じているところです。

そういった中で、とにかく県民の皆様に、この条例ができて、それを意識していただいて、

条例があったよな、防災大事だよなということで、ちょっと雨がひどく降ってきた。早め

に避難しようとしていただいて、１人でも避難していただいたことによって助かることが

できれば、この条例を作った意味があるかなと思っております。 

 今後やらないといけないなということは、県民の皆様に防災意識を持っていただくこと。
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大人の方ももちろんでありますが、釜石の奇跡を代表するように子どもたちに防災教育を

しっかりしていかないといけないなと思いました。 

 私は釜石東中学校に行って、本当に涙が出ました。ここで 600 人からの子どもたちが、

実は教頭先生が校内放送で避難しろと言う前に子どもたちが先に避難をしておりました。

一番最初に避難したのはサッカー部の男の子ですね。すぐ隣にある小学生の子どもたちの

手を引いて避難をした。それによって、そこでは１人の子どもも亡くなることがありませ

んでした。それも第一避難所に指定した所ではどうもがけ崩れをするようだと、高齢者の

おばあちゃまが子どもたちにその情報をくれました。それによって子どもたちが自発的に

次の、もう１個先の避難所まで避難をしました。それによって今回犠牲がなかった。だか

ら、子どもたちがまさにそこで頑張ってくれたからこそ被害がなかったんだなと思ったと

きに、本当に涙が出ました。いかに防災教育が大事かなと本当に思ったところであります。 

 この釜石の取り組みはもう一つありまして、ボランティストを養成しようと。日頃から

子どもたちに自分たちは人に守られるのではなくて、将来的に地域を守る大人になるため

に君たちを今、教育をするんだよということで、実は安否札というものを作って地域に配

っておりました。その家族が全員避難完了したら、札を、ちょっと色は忘れたんですけれ

ども、完了というのがほかの家族の人にわかるような仕組みをしておりました。それによ

って、旦那さんがうちの家族、まだ家におるかもしれんと思って家に入ろうかと思った瞬

間にその札で安否がわかったので、旦那さんはそのまま一緒に避難しました。それによっ

て本当に危機一髪救われたということも聞いております。 

 こういった取り組みが本当に必要だなと思っているので、かたや大川小学校みたいな悲

劇もあります。ですので、私は防災教育の充実、子どもから、そして県民の大人の方々に

もその防災をもう少し意識をしていただくためにこの条例があって、これからは今日が始

まりでありますけれども、今、県内第１回目のシンポジウムを開催させていただきました。

長崎県というのは離島を多く有しております。離島各地で年に１回ずつしかできないと思

いますけれども、県内各地で開催しながら、とにかく県民の皆様に防災意識を持っていた

だきたいなと思っているところであります。そのために議会としてもこの条例を作りまし

たし、共に防災意識の向上対策として取り組んでいきたいと思っているところであります。 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。30 年前、長崎大水害が起きて、ただ、それ以降、本当に幸い

なことに、例えば去年の九州豪雨でも熊本、大分、日田では被害が出ましたけれども、長

崎では本当に地震、それから風水害を含めて、例えば、今、小学校、中学校ぐらいの子ど

もたちの頭の中には、長崎イコール災害の多い県という印象はたぶんほとんどないと思う

のです。 

 さっき私は地震を例に、実は地震という敵の姿を理解することはほとんどできていない

とお話ししました。お見せした地図で九州は色がすごく薄くなっていたと思うのですが、
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私があれで言いたかったのは、あの色が薄い、濃いというのは、実は実際とはかなりかけ

離れていて、一つだけ絶対言えるのは、今、日本ではどこでどれぐらいの地震が起きても

不思議ではないという、本当に当たり前のことしか言えないんですね。残念ながらその程

度しか言えませんが、これだけは間違いないことだと思いますし、風水害につきましても

本当にまさにまさに予測の非常に難しいタイプの水害のパターンが増えていますから、た

またまここ 10年、５年、被害が少なかったとしても、本当にいつ何時我が身ということは

常に頭に置いておかなければいけないなと非常に強く感じているところです。 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、浅川さん、その自主防災、地域での取り組みということで、今抱えていら

っしゃる課題とか将来に向けて広げていきたい活動なんかがあればご紹介いただきたいと

思います。 

 

●浅川氏 

 防災というものに対処するにはやはり自助だと思います。自分の身は自分で守る。これ

が基本だと思うんです。ところが、私たちの周りを見渡してみますと、やはり地域を預か

る者にとっては特になんですが、そういう大事なシーンに出会ったときに防災時、あるい

は避難時の弱者という方に何か手を差し伸べてやらないといけないということだろうと思

います。避難をするにも誰かの手助けがないと避難ができないという。ご高齢の方であっ

たり、障害をお持ちの方であったり、そういういろいろなハンディをお持ちの方を何とか

手助けをしないといけないということを強く思っております。 

 私の自治会は非常に古い自治会なものですから、結構昔からおじいちゃん、おばあちゃ

んとお付き合いをしておりますので、どなたを避難時に手助けをしなくてはいけないか。

これを援護が必要だから要援護者というふうな言い方をしておりますが、この要援護者を

私の自治会の中で、もうこのおじいちゃんとこのおばあちゃんは手助けが要るよというよ

うなことで認定しましょうというようなことをこれからやっていこうと思っています。大

きい地図を広げまして、みんなで寄り合って、○○のおじちゃん、○○のおばちゃんとい

うようなことで、この人たちにマークを付けていくという作業をやっていこうと思ってい

ます。 

 問題は、やっていただけでは駄目なんですね。その方をどなたが手伝って避難させるか

ということが大事だと思います。おじいちゃん、おばあちゃんによっては、私はもう動か

んと。自分のうちで死ぬとやというふうなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。子ど

もさんが近くに住んでいるから、子どもさんに何とか説得してよというようなことを言っ

ても、意外と子どもの言うことは聞かないんですね。意外と隣のいつも差し入れをしてく

れるおばちゃんの言うことやったら聞くとかいう堅物のおじいちゃんもいらっしゃいます

ので、そういう向き向きというものが絶対あるはずなんです。ですから、このおじいちゃ

んが素直に避難してくれるには隣のおばちゃんをまず第一サポーターということでお願い
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をしておこうと。そういうものをその自治会の中で、あるいは班の単位でも結構ですから、

このおじいちゃんにはこの方。それでこのサポーターの方が災害のときにいない可能性も

ありますから、もう１人ぐらい任命をしておいてやる。第２サポーターぐらいまで付けと

いてやるということが必要なのかもしれません。 

 そのときにサポーターとしてはどんなものを持っていって避難するかとか、避難するの

に車いすなのか、杖なのか。そういうところまでも把握しておいてあげて、一緒に大きな

災害になる前に、例えば避難準備情報というのが大ごとになる２時間ぐらい前に行政側か

ら出てきます。このタイミングで早めにゆっくりと時間をかけて避難をしておいていただ

く。そうすると、残った我々としては、ちょっと言葉が悪くて申し訳ないのですが、手を

取る方はもう避難していただいているから、あとは私たち、体の動く人間がいろいろな対

処をして、我々も我々の力で避難していくというふうな図式が出来上がるのかなと思って

おります。 

 そういうことで、皆さんが寄り集まって、皆さんの合意の上で要援護者を決め、その方

をサポートするサポーターを決めて、それを地図の上に落としていったらどうでしょうか

ということなんです。 

 例えば、ここにクリアファイルがあります。このクリアファイルの中味は、先ほど写真

に撮りましたので、写りがいいかどうかわかりませんが、今申し上げたようなことを地図

の上にこういうふうな格好で落として、これが私の自治会のゼンリンの地図なんですね。 

 次の絵を見ていただくと、赤い印が付いていますね。○○さんの所、○○さんの所なん

ていうのは、これは○○のおばちゃん、○○のおばちゃん、○○のおばちゃんがサポート

するという。こういう方は何とか要援護者として助けてあげなくてはいけないなという方

なんです。 

 ここに黄色いマークが増えましたね。この黄色いマークは○○さんが隣の○○さんのお

ばちゃんをサポートするサポーターなんですよというふうなことで線を引いて関係づくり

をしております。これを全部の要援護者に対してやっていくというふうなことの作業が必

要なんです。この場合は絶対人間関係を考えなくてはいけません。そういう意味では、日々

の見守りということを大事にして、まさに人間関係のいい状態でこういう関係をつくり上

げていくということが大事なのではないかと思います。 

 これはちょっと見づらくなってしまったのですが、さらにレイヤーを増やしまして、第

２サポーターなるものも青い印で設定して、この方もバックからサポートをしていくとい

うやり方で、二重のサポーターをこしらえておこうということなんです。 

 ここに道がありまして、この道を避難経路として、ほかの道は高さが低いので、この道

が一番高いんですね。ですから、ひたすらこの道を通って、我が式見には浄満寺という大

きいお寺がありますから、ひたすら浄満寺に向けて避難しましょう。これが避難経路の指

示なんです。 

 それで、そういう今までのような情報をこういうクリアフォルダに入れ、なおかつ実際
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はこういうリストにして、どなたがどなたを守るとかいうふうなリストにも別個なってお

ります。それから、どんなものを持ち出さないといけないかというチェックリストもここ

には付いております。こんなものを各班の班長さんに持っていただいて、何かあるたびに

これをバイブルとして出していただいて、これを見て、この方にはこの方が張り付くよと

いうことをつくっていただいて、これをバイブルにしていただければというのが私たちが

これからやろうと思っております防災支え合いマップと、支え合いという言葉が付きまし

たが、支え合いマップという言葉で表す作業になってまいります。これがマップのバイブ

ルです。 

 この手法は、初めてお聞きになる方が多いと思いますが、実はまだ長崎市では採用され

ていません。ところが全国を見渡してみますと、全国の社会福祉協議会を中心にしまして、

あちこちで事例が実はございます。その事例をまねするような格好になるのですが、一応

長崎市では防災づくりマップと、それから防災支え合いマップづくりというものを８月４

日に私の自治会で長崎市で初めてのことでやってみようと。ですから、これは結果ではな

いんです。それをやる前に私が勝手に作った。こういう格好にたぶんなるんだろうなと思

った例を今お見せしたんです。ですから、私の自治会の 30人ぐらいのメンバーが出て同じ

ようなことをするのですが、結果として違う形になるかもしれません。自治会長、意外と

甘いねという話をされるかもしれないのですが。そういうことで 30 名の方に身を委ねて、

新たに８月４日にその作業をやっていきたいと思っています。その際、長崎市の防災危機

管理室と長崎市の社会福祉協議会の方々にお手伝いをいただいてやっていこうと思ってい

ます。 

 私は当たり前のごとくしゃべってきてしまったのですが、実はどの方を要援護者とする

のか。あるいはどの方をサポーターにするのかと、簡単に申し上げたのですが、それはた

またま古い自治会で、昔からのつながりのある自治会だから言えることなんですね。残念

ながらそういう自治会ばかりではないと思うんです。 

 そうすると、では、どうしたらいいか。やはり要援護者はどういう所にどういう方がい

らっしゃるかという情報が必要になってきますね。その方々とお付き合いのある方という

情報も要ると思います。ですから、私どもが作るものプラス、そういう地域においては前

準備というのか、調査というのか、一つの切り口は、老人に対しては民生委員の方が絶え

ずフォローをされておりますから、民生委員の方にヒントをいただくことはできると思い

ます。ただ、個人情報になってまいりますから、あまり詳しい情報は民生委員から得るこ

とはできないのですが、でも、こんなおばあちゃんとか、こんなおじいちゃんが該当する

よというようなことがわかれば、自治会として、例えばそういう方々に調査票を配って、

今どういう健康状態にあるとか、どういうデイサービスに通っているとか、いろいろな情

報を得ることは可能だと思います。そんなものをヒントにしてこういうマップを作ってい

くことができるのではないかと思います。そういう意味ではご苦労が多いかもしれません

けれども、共助というものを自治会としてやっていく一つのツールといいますか、手段と
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して防災支え合いマップ、私どもの所で第１号をやらせていただきますが、保健環境自治

連合会であったり、連合自治会であったり、そういう所を経由しながらＰＲをさせていた

だいて、主に社会福祉協議会あたりにお世話になると思いますが、いろいろとそういう催

しを各地区で開催していただいて、いろいろなマップができればいいなと思っております。

ほかの地域へ広がるお手伝いを私もさせていただきたいと思いますので、何か思うところ

ありましたら、どうぞお寄せいただければと思います。以上です。 

 

●重川氏 

 どうもありがとうございました。クリアファイルは 100 円ショップででも手に入ります

し、安いです。そして、そういう使い方をされているのは初めて拝見して素晴らしいなと

思いましたが、透明なページを重ねていくという方法はすぐいろいろなことに取り入れら

れるなと思いました。どうもありがとうございました。 

 では、引き続いて、旭さんのほうからよろしくお願いいたします。 

 

●旭氏 

 県内の防災減災ということで、今、基本的に私たちは日本防災士会の長崎県支部として

現在やっているんですけれども、特に力を入れようとしているのが、先ほどの釜石の奇跡

の話もありましたように、やはり子どもたちの命をどう守るかということで、たまたまこ

れは文科省の指示もありまして、昨年から長崎県でも学校教育の中に防災減災の子どもを

守るための教育を取り入れてくれというようなことで始まりました。最初に手を挙げた所

が松浦市と、それから東彼杵町ということで、その２つを１年間かかって防災教育をやっ

ていたんですけれども、今年はどうも島原市でやるみたいというようなことになりました。 

 先ほどの釜石の奇跡の話の中に、あの当時、一生懸命指導をなさった群馬大学の片田先

生が最初は大人を中心にずっとやっていたらしいんですね。しかし、大人は毎回来る顔ぶ

れも同じで、もう私、３回来ました、４回来ました。常連さんばかりで、本当に来てほし

い子どもを持つ親がいなかったと。これは何回やっても駄目だなということで、今度は逆

に子どもに何とかこれを指導して、子どもに植え付けていこうと。子どもというのは５年、

10年、あるいは 20年たったときには大人になります。あるいは子を持つ親になります。そ

ういう状態になっていただければ、そういう防災のことをちゃんとわかった親になります、

大人になりますから、子どもにもその指導ができるだろうということで、子どもから教育

を始めて５、６年目に災害が起きたわけなんですね。そのことによって釜石の奇跡も生ま

れたと。 

 それともう一つ、３つのことを徹底してやられた。その一つにハザードマップというの

がありますね。これは各町に全部あると思うんですけれども、基本的にハザードマップを

信じるな、想定を信じるなということを徹底してやられたんです。普通、大人が一生懸命

に作ったハザードマップ、赤とかオレンジとかグリーンとか色が付いています。ここは一
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番危ないですよ。次に危ないですよ。さらに危ないですよと。実は色が付いている所の人

たちは今回ほとんど亡くならなかったんです。なぜか。最初に知っています。うちは危な

いと。危ないと知っている人たちが真っ先に避難をしたんですね。色が付いていない人た

ちが実は今回被害に遭ったんです。多くの人たちが。だって、うちは役所が安全と色を付

けていないと。安全のお墨付きをもらっているみたいに錯覚を起こしたんですね。だから、

ハザードマップを見るときにはそこまで読んでやらないと、人間が思ったとおりに災害は

来ないんだよということを徹底して言われていた。それがまさに想定を信じるなと。 

 そして、先ほど話がありましたようにベストを尽くせ。まさに第２避難所に行ったけれ

ども、そこも危ないかもしれない。さらに第３の石切場まで逃げていったんですね。そし

たらぎりぎり第２の避難所の所まで実は津波が来たんです。第１の避難所なんかはもうと

っくに飲み込まれてしまっているんですよ。あれで終わっとったらば、もしかしたら、そ

の第１の避難所で犠牲になっていたかもしれない。第２の避難所へ行って、そこでもまだ

危ないと判断して、第３の避難所の石切場まで逃げていったということで、常にその時々

に本当にここでいいのかと、そういうベストを尽くしなさいねということでちゃんと子ど

もたちがそのとおりに動いたと。 

 さらに３つ目は、まさに率先避難者となれと。避難することを臆するなと。たとえ空振

りでもええやんかというようなことでやって、実際今回はまさにそれが功を奏したわけで

すね。 

 そういうことで、３つのことを徹底して何回も何回もやったおかげで、子どもたちがし

っかり身に付けていたと。先生が褒めたらきょとんとしていたと。当たり前のことをやっ

ただけやんというふうな顔で、逆に生徒から先生が言われたらしいんですけどね。 

 私たちは今それを長崎県でやりたいわけです。子どもたちに徹底して、子どもたちの命

を救うための防災教育、減災教育。我々は防災士という肩書きが付いていますけれども、

実は防災はできません。やはり災害を止めることはできないけれども、減災、何とか災害

があっても小さな被害で済むような形で自分たちの地域を自分たちの命を守れないだろう

か。そのためには日頃からまず自分たちのまちの点検をしておかないといけない。自分た

ちの住んでいるまち、普通の風景だったら、何もないときは平和な風景なんだけれども、

こと大雨が降って、道が水浸しになったら、側溝も見えない、ガードレールもないと。そ

ういう中でずいぶん諫早でも何年か前に中学生が亡くなったように、大きな災害によって

は全く別の景色になってしまう。それこそ全く想定できないような危険があるわけですね。

地震があった。高い石垣が少し真ん中が膨らんでいる。地震によってそこがもしかしたら

崩れるかもしれない。あるいは隣の家の軒の瓦が出ている。地震によってあの瓦が上から

落ちてくるかもしれない。いろいろなことを想定しないといけない。 

 先ほど話にありましたように、長崎の坂道の急傾斜の中にいっぱい家が建っています。

下で火災が発生したら、だいたい火は上の方に行きますので、上の方で避難所にしていた

らちょっと危ない。やはり避難所もそれぞれの災害によって場所を変えないといけない。
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水害だったらここがいい。火災が起きたらここだとか、地震だったらここだとか。この建

物は実は昭和 56年以前に建った非常に耐震性の弱い建物であるとか、いろいろなものが想

定されますから。１つ想定のハザードマップがあるから、これで大丈夫ということはない

わけです。常に災害によって避難する場所も通る道も変わっていきます。そういうものを

日頃から自分たちが住んでいるまちで子どもも大人も一緒になって歩いてみませんかとい

うことで我々は防災教育をやっている。そして実際に避難もしてみると。時間はどれくら

いかかるかと。避難の状態ですね。いろいろなことを想定しながらやって、何とか子ども

たちの命を守りたい。ひいては自分たちの地域を守ると。 

 まさに我々防災士というのはそういう地域の中にあって、それぞれの自主防災組織と一

緒になってやりましょうということなんですね。防災組織そのものが、我々が主体になっ

て何かをするのではないんです。あくまでも皆さん方、おそらく自治会長さん、あるいは

自主防災組織のリーダーの方がお見えになっていると思うんですけれども、そういう人た

ちと一緒になって、その中にそれぞれ点在している防災士が一緒になってやりますよとい

うことなんですね。 

 よく言われます。避難所の運営というのは行政がやってくれるものやろうと。実はそれ

は違うんですね。鍵はお渡しします。使っていいですよ。公民館、体育館、どうぞお使い

ください。しかし、運営をするのは自分たちなんです。自治防災組織、あるいは自治会の

役員さんたちがそれぞれいろいろな役を担います。受付をする。駐車場係をする。あるい

は先ほど先生の声にもあったように、健康の管理は誰がするのかとか、あるいは物資の担

当は誰がするのかとか、そういう役割をそれぞれ担いながら避難所も自分たちで運営しな

いといけない。食事をどうするか。物の配り方をどうするか。もし 100人の避難所に 50食

しか弁当が届かなかったら、さあどうするか。全部自分たちがその結論を出して判断しな

いといけないんです。役所はじゃあ 50 人だけに配ってくださいということは言いません。

ただ、お届けは足りなくて申し訳ないけれども、何とか自分たちで考えて配ってください

ねとしか言わないんです。それをどうするかは皆さん方の判断なんですね。あるいはペッ

ト連れで避難をしてきた。ペットは駄目ですよと基本的な縛りがありますけど、さあ、じ

ゃあシャットアウトするのか。ペット持ち込みは駄目ですから入らないでくださいと言う

のか。それとも、何らかの別の手立てを考えるのか。いろいろな避難所の運営についても

いっぱい問題があります。そういうことも、今から皆さん方がもし災害の本当に当事者に

なって避難所の運営にも携わるようになったらば、そういうこともクリアしていかないと、

避難所の運営もなかなかできない。これを属にＨＵＧという言い方ですね。避難所運営ゲ

ームで、頭を取ったらＨＵＧ、抱きしめるという言葉に通じるんですけど、そういうこと

をやっているわけなんですね。これも今から、来週 23日から、対馬のほうで３カ所やりま

すけれども、こういうこともぜひ皆さん方にも体験していただいて、避難所ってこういう

ふうに大変なんやと。こういう問題が起きるんやということを学んでおっていただければ、

いざ本番というときにはずいぶん問題解決が早いのかなと。 
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 ただし、これには正解がないんです。答えがないんですよ。それぞれの皆さん方の判断

です。絶対これが正しいですよがないものですから、それぞれのベストを尽くす、それぞ

れのベストの判断でやっていくしかないものですから、私たちがこれが正しいですよとい

うことは言いませんけれども、それぞれにその訓練をやっておくと、ずいぶん間違わない

方向で解決策が生まれるのかなと思います。 

 そういうことで、我々長崎県防災士会としては皆さん方の自主防災の人たちと一緒にな

って、自治会と一緒になって、もし何かあったときには一緒にやりましょうと。併せて九

州には九州ブロックというのがあります。各県に支部がありますので、そういう人たちが

九州でもし大きな災害が起きたときには九州全体で支援に行きますよと。宮崎から熊本か

ら鹿児島からやってきますよという形で、大きな災害になれば、今度は九州のネットワー

クの中で支援体制が組めるし、もっと言えば全国の各支部のボランティア、あるいは防災

士会からも支援にやって来ると。それと全国組織の災害ボランティアの団体ですね。そう

いう所からもやってきますので。人手については、いざとなればかなりの体制で支援でき

るかなと思いますけれども、まず主体は自分たちです。自分たちのまちを自分たちでどう

守れるかと。その日頃からの訓練をやっぱりやっておかないと、何もかんも他人任せでは

ちょっとおぼつかないので、ぜひ皆さん方と今後も一緒に我々防災士会もやっていきたい

と思いますので、何かあればいつでも呼んでいただければ、ＰＲになりましたけれども。 

 以上でございます。 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。それでは引き続いて佐伯さんから、この条例を実際に４月１

日から施行ということで、実現させていくために、行政としてのお考え、あるいは行政と

して自助共助をバックアップするような方向性とか、今後の進め方についてお話しいただ

ければと思います。 

 

 

●佐伯 

 お手元に「自主防災組織をつくりましょう」というチラシを差し上げていますので、ご

覧いただければと思っております。 

先ほどから自主防災組織の話が出ておりますけれども、自主防災組織率、カバー率とい

いますけれども、本県は低い状況にありますので、市町と連携しながらしっかりと取り組

んでいきたいと思っております。 

 さて、5点目になりますが、ここでは、支援事業について若干話をしたいと思います。配

布資料の裏側に「補助事業実施市町の活用例」というものを掲載しております。県で現在

実施している支援事業は２つあります。 

まず１つが、これは県企画振興部の地域振興課との協力事業になりますけれども、自主
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防災組織の結成を通じて地域防災力を強化、促進する市町の事業に対して補助をするとい

うものでありまして、地域防災力の向上に資する事業です。 

具体的には、防災講習会でありますとか、防災訓練でありますとか、こういうことに補

助しますよというものやのこぎりとかロープ、ハンドマイクなど防災資機材を整備するた

めのもので、自治会の中に新しくできる自主防災組織について補助をしましょうというこ

とで取り組んでおります。 

 この事業について、実は昨年、21市町村のうちに 12市町、約６割しか活用がありません

でした。今年は忙しい中ではあると思いますが、市町に活用をお願いしておりましたとこ

ろ、ほぼ全ての市町で事業に取り組みたいという話がなされておりますので、活用を図り、

自主防災の組織率を上げていただきたいと思っております。 

 

 もう一つが、宝くじの普及交付事業というのがあります。 

既に 10年以上前から実施されておりまして、これは既存の自主防災組織の情報連絡とか、

あるいは消火、水防、避難、教育、これらのものに対して補助するというもので、助成金

額は 30万円以上であります。既に本年は平戸、五島、壱岐に決定をしております。 

 簡単に流れを申し上げますと、９月から 10月に財団法人の自治総合センターより次年度

の事業の募集通知が来ますので、県から各市町へ募集開始を通知する。そして 12月下旬ま

で、市町は防災組織の申請を取りまとめて、県に送付していただく。そして県より自治総

合センターへ進達した後に３月下旬から４月上旬に交付が決定されるということになって

おります。 

こういう補助事業もありますので、ぜひ活用していただいて自主防災の組織率を高めてい

ただければと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。以上です。 

 

●重川氏 

 ありがとうございます。自主防災組織、まだまだ結成率が低いという課題があるという

お話で、数字が上がったから、実際にいざというときに助け合えるかどうかというと、数

字よりは、本当に機能する顔のわかるコミュニティづくりということが重要なんだと思い

ますけれども、一方で、やはり防災ということを切り口に活動していくと、いろいろな行

政からの支援とかアドバイスなどなども用意されているようですので、発展させていくと

きの一つの大きなきっかけ、呼び水になるのではないだろうかと思います。どうもありが

とうございました。 

 それでは、高橋先生から、いろいろな取り組みがお話しされてきたんですけれども、今

後の展開、条例の実現に向けて、何か事例なども踏まえてアドバイスをいただけることが

あればお願いします。 
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●高橋氏 

 長崎県は雲仙普賢岳の火山災害とか昭和 57年の長崎豪雨災害という大きな災害があった

割には、自主防災組織のカバー率、避難訓練、家屋の耐震補強とか、そういう地域防災力

は低いんだということを私もあちこちで指摘を受けます。確かに数値的にはそのとおりで

す。よく考えてみると、普賢岳の災害も豪雨災害も予防対策では防げない。巨大災害がた

またま起きたもので、予防対策の無力さを我々が知ってしまったということだと思います

けど、しかし、圧倒的に起こる可能性が高いのは予防対策で防げる災害の方が多いわけで

すから、今、東日本大震災の教訓で、国の防災計画が見直され、また、市民の関心が高い

ときに今までのやり方を見直すことが僕は非常に大事ではないかと思っています。 

 私自身も地震防災アセスメントとかアクションプランの策定にずっと関わってきました

けど、県が作っても、実施母体になるのは、先ほどから言うように市町村であり、それか

ら地域でありますけど、その地域に対しては連携とか情報提供ということで、そこと直接

話し合って方針を決めたことは今までなかなかできませんでした。今回の長崎県の条例で、

一番下にありますように、防災と減災の必要事項がきちんと書き込まれました。それで関

係者に努力義務が課されたということは非常に意義が大きくて、これをうまく生かして防

災の率を上げることは非常に大事ではないかと思っています。 

 県の防災基本条例を県民、自主防災、事業者というふうに自助の部分と、それから共助

の部分に項目を当てはめて分けてみました。こういうふうに実施内容は自助共助が圧倒的

に多いのと、そこから住民の方に当たる市町村の役割が大きいわけですから、県が作って

いるのを具体的な形にするためには、ここの条例の趣旨を生かすことが僕は非常に大事だ

と思っています。 

 私も少し自主防災に関わってきましたので、その話をさせていただきます。長崎水害の

後、自主防災をつくろうということで行政が呼び掛けて結成を始めたんですけど、できた

のは被災地と孤立しやすい所だけで、なかなか広がりませんでした。いろいろと調べてみ

ると、やはりリーダーの存在が必要なこと。それから地域防災マップみたいな地域環境の

把握、それから災害伝承が大事ということがわかってきます。すなわち自主防災組織の結

成には行政の呼び掛けではなくてボトムアップが必要なことをこれは指しています。 

 また、下は言うまでもないんですけど、雨とか地震、それから高齢者が増えてきたり、

それから逆にいろいろなシステムが出来上がって、これを活用しないということになると、

地域防災の役割はますます高まっています。これをどのように上げていくかということで

す。 

 そのヒントが、一つは長崎市が取り組まれている地域防災の取り組みではないかと思っ

ています。その頭は市民防災リーダーの育成です。長崎市の市民防災リーダーは、養成講

座は自治会から参加を求めて、防災意識が高い市民を自治会内に数名配置することを目的

としています。防災士の資格は取得できませんが、養成の目的が明確なだけに、受講生に

とっては充実した内容になって、いいという評価を私も聞いております。市民防災リーダ
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ーが自治会内で自主防災組織の結成のコアになってほしいということで始まったんですけ

ど、先ほどの浅川さんの話ではないんですけど、期待以上の効果を発揮する地域がありま

す。 

 こういう自治防災の結成にはもう一つ、地域防災マップが有効だというのは皆さんがお

っしゃったんですけど、こういうことを今、長崎市でやっていますけど、これをやはりも

っと広げていく必要があります。 

 一つは、今、自治会だけに市民防災リーダーの活動は限定していますが、これは自分の

自治会以外の所にも活用していただきたいということと、それから市民防災リーダー育成

を長崎市がやっているのを、ぜひ県内の市町全部でやっていただきたいと思います。大分

県は市町村でこの防災リーダーを育成して、大分県の防災士の数は 4,438 人で、これは東

京に次いで全国で２位です。それだけいれば、いろいろなことができるのは間違いないわ

けです。そういうことをぜひ考えていただきたいと思います。 

 そういうことをやるためには、やはり防災士会とか防災リーダーを活用しないといけな

いと思っています。それで旭さんの所の防災士会もスキルアップしたという話を聞きまし

たけれども、リーダーの研修とかいろいろな所にちゃんと活動できるような支援をぜひ県

のほうもお願いしたいと思っています。 

 大学とか国交省の職員も何人かいるんですけど、やはり圧倒的にマンパワーが足りませ

んから、いろいろなスキルを持った人が協力し合ってやることは一番大事だと思います。

そのために、一つは県による防災エキスパートの認定とか派遣システムが考えられます。 

 これは鹿児島県の例ですが、鹿児島県も長崎県と同じように防災リーダーの養成講座を

やっています。その中から防災アドバイザーを指名して、その方が町内会とか自治会とか

自治防災組織からいろいろな講演会とか防災マップ作りの申請があった場合は県のセンタ

ーが人選して派遣するシステムが出来上がっています。これは内閣府がつくっている火山

防災エキスパートの県版なんですけど、こういうことをやって、防災マップを作れる人を

県内でもっと活用していただけたらいいと思います。長崎市から進んでいますけど、市町

村によってはまだスタートについたばかりの所がたくさんありますから、ぜひこういうこ

とも考えていかないといけないと思います。 

 もう一つは事業継続計画なんですけれども、災害を受けると、地域が崩壊する一つの原

因が、やはり事業所が立ち行かなくなって、人口が出ていったり、ほかの所は入ってきた

りするわけですから、こういう事業継続計画というのは非常に大事だと思います。だけど、

九州は非常に策定が遅れています。行政機関も長崎県が昨年作ったばかりで、市町村はこ

れからです。四国は香川大学と国交省の四国地方整備局が連携してかなり出来上がってい

ますので、これもぜひ参考にしていただきたいと思います。 

 九州では２年前から南海トラフ地震の被害の可能性が高い。宮崎県は中小企業が事業継

続計画を作るときに専門家を派遣するシステムをつくっています。災害があっても、そこ

で持続できる企業をいろいろな分野で配置していこうという戦略で、これも東日本大震災
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の一つの教訓ではないかと思っています。 

 これが今まで防災計画を作って、これはアセスメントをやって、いよいよ被害を半分に

減らすというアクションプランを作るときに、県、市町村、それから事業所、県民という

形で主体ごとにいろいろな計画を作っていくんですけど、ここに書いたように、連携とい

うことで、残念ながら情報提供しか一緒にやることが今までできませんでした。 

 結果的にはこういう減災計画を作ると、一番上にあるような震災による被害建物の耐震

化が一番効果があるわけです。現状の耐震性が低いものを９割にすれば、被害は８割減る

わけですね。こういうことの計画を立ててもなかなか進めないのが実態だし、自主防災も

同じです。 

 こういうことが今までは連携を図ってもなかなか一体となることができませんでしたが、

この防災基本条例を基に、県が地域、それから市町村と話し合って、どうしたら実現でき

るかという知恵を絞ることはこれからできると思います。今までは確かに作っても、そこ

まで義務は課されませんでしたけれども、これからはみんなの責任でやっていくというこ

とで、こういうことが一番人命を救う効果があるものですから、この辺をこの防災基本条

例ができたことを生かす一番いい例としてぜひ取り組んでいただいたらありがたいと思い

ます。以上です。 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。終了の時間がだいぶ近づいてまいりましたけれども。 

 

●観客 

 高橋先生、大村でも当然災害は起こり得るのですが、ほとんどの県民は知らないんです

ね。ですから。津波が起こると、活断層を知らない人がほとんどなんです。 

 

●高橋氏 

 大村、諫早の活断層はちゃんと県の想定に入っていますけど、内陸で、大村湾は浅いか

ら、津波の大きさは絶対値はそんなに大きくなかったと思うんですけれども。 

 

●観客 

 想定外のことが起こります。そのことを知らない人が災害とか起きないと思っている。 

 

●事務局 

 事務局でございます。先ほどから、津波とか地震、県内豪雨災害も含めていろいろな所

で起こり得るというお話がありました。地震のアセスメント調査につきましては、平成 18

年に行った結果、それから県内の活断層の状況などを会場入口のエスカレーターの乗降口

にパネルとして展示をいたしておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 
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●重川氏 

 わかりました。それでは、本当に時間が少なくなってまいりました。各パネリストの皆

様、それから高橋先生、ありがとうございました。ご発言を少し簡単に、発言の中から３

つほど大切だなと思うことを最後にちょっとまとめてみたいと思います。 

 まず１点目なんですけれども、自分たちでやれることは自分たちでやろうよ。実は今で

こそ災害が起きれば避難所を提供してくれて、食事を出してくれて、仮設住宅を造ってく

れて、防災行政無線で情報を流してくれて、行政が何でもかんでもやってくれているのが

当たり前になっております。 

 ところが、この当たり前も実はそんなに歴史は長くございません。例えば避難所を造っ

てもらえたり、仮設住宅を建ててもらえるようになったのは、昭和 23年に災害救助法とい

う法律ができてから以降のことなんですね。それまでは公的な支援というのはほとんどな

いに等しかった。日本も豊かになりました。それはそれでいいことだったのですが、反面、

だんだんそれで我々は何かあったら何でも行政がやってくれるんだ。特に災害が起きたら、

被災者というのは支援をいろいろな所からしてもらってというのがだんだん当たり前にな

りつつある。本来、自分たちでやれることまで例えば行政に押し付けてみたり、あるいは

ボランティアにやってもらったりということがだんだん増えてきているのではないかとい

う気がすごくしています。 

 これは旭さんがおっしゃったのですが、ボランティアですら主役にはなれないんだよと。

ボランティアですら、やはり被災地の地域の人たちが主体になって、その人たちを後押し

することはできるんだけれども、自分たちが主役になって何かをやるということは結局う

まくいかないんだとおっしゃっていました。つらいけれど、大変ではあるんだけれども、

自分たちでやれることはまず自分たちでやる努力をしようということを、もう一度原点に

返って、我々一人一人が災害という大変な緊急事態にあって、市民として住民としての立

場を見つめ直すことがとても大切だなと思いました。 

 ２点目が、継続のためにはやはり工夫が必要だと思いました。災害文化の継承とか防災

教育の重要性はもうみんな重々わかっていることなのですが。 

 私、今日は高橋先生が紹介された 150 年続く災害伝承、念仏講まんじゅうですね。あれ

はすごいなと思ったんですね。何がすごいかというと、今おまんじゅうを配っても大して

みんな喜びませんよね。ところが、150年前というと、おまんじゅうってすごく貴重品だっ

たと思うんですよ。お砂糖もあんこも貴重で、ましてや甘いこんな大きなおまんじゅうを

もらえるといったら、子どもたちはすごい楽しみ、喜んだと思うんですね。そういうみん

ながすごく喜ぶものとセットにして始めたということがすごいなと思って。 

 そうすると、やはり今これからも災害文化の継承とか伝承といっても、何か眉間にしわ

寄せて大変だぞ、怖いぞというのではなく、みんなが楽しみに伝えていける。あるいはそ

のチャンスを楽しみにみんなが集まってくれるという、楽しいこととセットでやっていく

ことこそが長続きさせる一番大切なポイントなのかなと思ったのが２点目です。 
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 最後なんですけれども、やはり皆さんがつながり、コミュニティ、特に浅川さんがおっ

しゃっていました地域のつながりの重要性、自分の所はたまたまそういう歴史のある地域

コミュニティができていたからできたんですよとおっしゃったのですが、やはりコミュニ

ティの重要性をもう一度我々も肝に銘じる。 

 特に今の人たちというのは、町内会で掃除するとかいうと、えー、せっかくの日曜日に

何でやんなきゃいけないのよ。つまりやらされている感なんですよね。ところが、実はコ

ミュニティというのは、普段災害がなく、自分も元気なときにはコミュニティがなくたっ

て平気だと思っているんですが、ひとたび自分が年を取ったり、あるいはけがをしたり、

あるいは大規模な災害が突然起こったときに、隣の人が声を掛けてくれなかったら自分は

どうなるのと考えたときに、コミュニティというのは人のためにやらされているのではな

くて、自分がいざというときに生き残るために絶対に必要なものなんだ。 

 そう考えると、私なんかも大きな団地に住んでいますけれども、エレベーターの中では

絶対にあいさつしますし、絶対に相手の顔を見るんですね。普通だったら目も合わさない

のですが、自分の顔を覚えておいてもらわないと困りますから、やはりそういう努力を自

分のために始める。それがコミュニティの第一歩なんだなと思いました。ただ、そのこと

をみんな気付いていないんですよね。普段、気付かないですよね。家族と会社の人間との

つながりさえあれば、隣近所の人とのつながりがなくたって痛くもかゆくもないやと思う

んですけれども。 

 実はそれが要援護者問題を解決する一番の鍵だと思っています。要援護者も本当に自分

はこれは１人でいざというときには危ないぞと思ったら、自分から声を出すと思うんです

ね。申し訳ないけど、声を掛けてねとか、何かあったら一声知らせてね。つまり個人情報

ではなく、自分から情報を発信して、自分から周りにＳＯＳを事前に発信していくことが

できれば、個人情報保護とか、台帳に載せる載せないだの、誰が行く行かないだのという

建て前ではなく、本音ベースで助け合いができてくる。本人がはいと手を挙げてくれれば、

個人情報は関係なくなるんですよね。ですから、やはり要援護者といわれている人たちも、

自分のためにもう一度地域コミュニティとのつながりを見つめ直してもらえるようなこと

ができれば、今抱えている問題もだんだん解決できるのではないかなと思いました。 

 さて、最後になりますけれども、今日ここで出てきたようなお話も含めまして、今回制

定されました「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり宣言」という案を実は今日パネ

リストの方たちと相談をしてその宣言の文案を作らせていただいております。市民、県民、

パネリストを代表いたしまして、パネラーの１人でいらっしゃる浅川さんに代表してその

宣言文の案をちょっとお読みいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

●浅川氏 

 皆さんにお配りしている資料の中に宣言案が入っていると思います。読み上げさせてい
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ただきます。 

 「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり宣言」（案）。 

 私たちは台風や豪雨をはじめ、さまざまな災害から自分や家族の身を守り、周囲とお互

いに助け合いながら地域防災力を高めることにより、「みんなで取り組む災害に強い長崎

県」を実現するため、次のことを宣言します。 

 １、防災に関する知識の習得や家庭内対策の実践などを通じ、日頃から防災意識を高め

ます。 

 ２、過去に経験した災害教訓を伝承し、地域の防災対策に生かします。 

 ３、自主防災組織の活動が積極的に図られるよう努めます。また地域の取り組みの中で

援護が必要な方などにも配慮します。 

 ４、災害に備えて水、食料、医薬品などの物資の備蓄に努めます。 

 ５、個人や自治会、自主防災組織、ＮＰＯ、企業、自治体など、各々が役割分担・連携

しながら防災への取り組みを推進します。 

 

 平成 25年７月 20日。 

 以上です。 

 

 

 

●重川氏 

 ありがとうございました。 

今お読みいただきました「みんなで取り組む災害に強い長崎県づくり宣言」、 

いかがでございましょうか。 

皆様の拍手、もしいただけますれば拍手をもって宣言案を採択させていただきます。 

< 拍 手 > 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、以下、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

 

●司会 

 パネリストの皆様、重川先生、高橋先生、大変ありがとうございました。 

 以上をもちまして、「防災・減災シンポジウム ～みんなで取り組む災害に強い長崎県づ

くり～」を終わらせていただきます。ご参加の皆様、お忙しい中、大変ありがとうござい

ました。お忘れ物のないよう、どうぞお気を付けてお帰りください。 

 

 

 


