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パネルディスカッション 

「防災まちづくり」 

 

司 会    後 藤 春 彦  日本都市計画学会副会長 

    パネリスト  本 田 敏 秋  岩手県 遠野市長 

中 貝 宗 治  兵庫県 豊岡市長 

松 本 憲 治  高知県 安芸市長 

重 川 希志依  富士常葉大学大学院 教授 

加 藤 孝 明  東京大学生産技術研究所 准教授 

     

○後藤 会場の都合ということもありまして、終了時間はきちんと５時を守るようにというふ

うにいわれております。短い時間でございますが、この後のパネルディスカッションを進めて

参りたいと思います。 

本日の基調講演の中林先生のお話も、また３市長のお話も大変中身の濃いものでございま

したが、このパネルディスカッションはまず先ほどの３市長のプレゼンテーションに対して、

重川先生、加藤先生からコメントをいただくような形で始めたいと思います。 

それでは、重川先生、よろしくお願いいたします。 

○重川  実は、今回３市長さんのお話に対するコメントを述べよという宿題を頂いていて、ず

っと気が大変重くて、昨日も、今朝も何回も目が覚めたような状況です。つまり、皆様お聞き

になってすごく感じられたとおり、市民の命を本当に預かっていらっしゃる首長さんのお話と

いうのは、大変一言一言が本当に重いお話で、それに軽々にコメントをというのが余りにも私

自身には分不相応なような気がしておりまして、今もしております。ただ、私自身もやはり立

場は違いますが防災、それから教育ということにかかわって生活をさせて頂いておりますので、

そういう立場からあえて少し３市長さんのお話から気付いたこと、それから特に東日本大震災

以降感じていることについてお話をさせていただきたいと思っております。 

 ３点お話をしたいと思いますが、先ず１点目は、我々が取り組んでいる防災とは一体何なの

か。それから市長さん、各自治体での取り組み、それから東日本大震災で特に顕著に感じてい

ることについてです。具体的に言いますと、私たち防災学の研究者として取り組んでいる大き

な４つの柱があります。１つ目はハザード、つまり災害現象そのものを理解する。地震はなぜ

起こるのだろう、気象災害はなぜ起こるのだろう、或いはそれを前提にいろんな被害のパター
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ンを類型化し、被害を予測して、それを前提とした対策を備える。１つ目ですね、自然現象を

きちんと理解するということ。２つ目が、よく言われるのはハード対策という言葉を使われま

すけれども、河川の防潮堤をどれ位にしておくのか、津波防潮堤をどうするのか、或いは構造

物の耐震設計基準をどこに置くのか。いわゆる構造物やまちづくりそのもので被害が出ること

を防ごうというのが２つ目の対策です。それから３つ目が被害軽減という言葉を使っています

が、防潮堤をつくったって津波は越えるだろう、じゃどうやって避難するんだ。或いは、さっ

き安芸市長さんがこんだけやってきたのに安芸市民は２％しか避難しなかった。その避難率を

上げるためにどうするのか、訓練をする、住民に対する協力をする、そういった被害を少しで

も軽減するという対策が３つ目です。それから４つ目が、いざ災害が起こった時にどう動くか。

災害対応という言葉を使っておりますが、これは市民、行政、自衛隊、消防、消防団、それか

ら医療チーム、すべての人や組織が実際に災害が起こったときにどう振る舞うのか、これが４

つ目の柱になります。 

 私が今一番気になっているのは、実は１つ目、災害そのものがどれぐらいなんだろうか。敵

の姿ですね。例えば、先ほど来、中央防災会議で東南海・南海が連動すればM９を前提になる

だろうというふうに言われています。ところが、これはあくまでも仮定の条件を重ねた上での

類推です。たまたま東日本大震災ではM９でした。これだけの断層が動きました。じゃ、次、

東海・東南海のときにはそうなんだろうか、最悪そうなるかもしれません、或いはそれによっ

て国や県が被害想定を出す、それをもとに我々、国が出さなきゃ、市は、県は被害想定ができ

ません。県が出してくれなきゃ市町村の被害想定は出てきません。そしてすべての防災計画や

訓練はその被害想定が出てから考えます。これは余りにも危険だと思っています。なぜかとい

うと、ある一つの仮説に基づいた、たくさんある中の一つ出てきたものを前提に全部を決めて

しまっていいんだろうか。或るいは、国が考えてくれなきゃ、県が考えてくれなきゃ市町村は

動けないんだろうか。それは余りにも危険だというふうに思っています。 

 そして、２つ目の被害抑止対策、防潮堤は役に立たなかった、堤防を越えて越流した、そう

いった被害抑止対策には限界があるんだ。それは当たり前のことなんですが、一方で被害抑止

対策は役に立たないわけではなかったと思っています。例えば東日本大震災では建物の下敷き

になって命を落とす方の数は非常に少なかったです。それは、地震の揺れそのものが阪神大震

災とは違っていたということもありますが、一方でやはり耐震基準は高くなっていたし、構造

物は非常に強くなってきました。目立たないことだったかもしれませんけれども、被害抑止対

策というのを粛々と私たちはやってきたことが結果的にこれだけ構造物の被害による死者の数
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を減らしたと思っています。ただ、残念ながら限界があった。防潮堤を越えて津波が押し寄せ

ました。でも宮古市田老町の津波防潮を見ていただくとわかるとおり、第２堤は跡形もなく崩

れましたけれども、それまでつくっていた万里の長城のような第１堤はきちっと残っています。

それによってどれだけ津波の強さが弱められたか、到達、市街地の中に押し寄せる時間が、少

しでも余計な時間を確保できたか、そのことによってどれだけの市民が逃げられたか。必ず役

割を果たしていると思います。 

 ただ３つ目の、それでも被害が起きるんだということを前提にした被害軽減策というのは、

言葉では簡単ですがいかに難しいかということもはっきりと私たちにその結果を教えてくれま

した。先ほどの安芸市長さんのお話ではありませんけれども、こんだけやったってやっぱり逃

げてくれない、でも、実は東日本大震災では避難し遅れた人もいましたけれども、生き残った

人を見ていただくとわかるとおり、訓練をしていた昔の人の話を聞いていたことによって、生

き残れた人の数のほうが圧倒的に多かったということがあります。 

 ２つ目のお話に移りたいと思いますけれども、ちょっと時間がありませんので。先ほど来、

東海・東南海、或いは首都直下地震に備えて皆さんが地震対策をしています。そのときに非常

に重要だと思っているのは、東日本大震災の被災地で今まで起きたこと、そしてこれから起き

ることをきちんと記録にとどめて、みんながそれを共有していくことが非常に重要だと思って

います。というのも、震災からまだ１年しかたっていません。そしてマスコミで報道されるの

はごくごく断片的な情報でしかありません。しかし、本当に東海地震・東南海地震・南海地震、

そして首都直下地震をうまく乗り越えるためには、今被災地で起きていることをつぶさにみん

なが記録に残して情報共有をしておくことが大事だと思っています。結果だけをきれいにまと

めた報告書ではなく、今現在被災地の中で１人１人の、さっき中貝市長がおっしゃいました、

１人１人の災害対応の中に一つ一つ異なった記録が残されている体験がある。それを私たちは

きちんと学ぶ真摯な姿勢をとっておかなきゃいけませんし、例えば避難所、仮設住宅というト

ピックを取り上げるのではなく、それにいたる市役所の人の苦労、地域のコミュニティのリー

ダーの苦労、それをみんなが学ぶということが非常に重要だ、プロセスをしっかりと記録する

ことこそが次の災害に備える重要なことだと思っています。 

 そして最後３つ目、子供をきちんと育てる。なぜかというと、次の震災のとき災害対応の主

役となり復興を支えるのは今の子供だと思っています。小学生、中学生、高校生、大学生です。

そして子供というのは極めて素晴らしい力を持っています。実は今日もおいでになっていらっ

しゃいますが、新潟県中越地震で被災されました小千谷市、当時高校だった生徒たちの作文か
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ら一体被災地で何が起きるのか、そして高校生は何を次に伝えようとしているのかという記録

を残すということをしました。大人では絶対に考えていないようなこと、それから前向きなこ

と、そして避難所でもどこでも絶対子供たちというのは行政の批判なんかしてないんですね。

ひたすら自分たちに何ができるのか、そして助けてもらったことで自分たちはどれだけのこと

を次に伝えていかなきゃいけないのか、人の批判は一切しません、過去を振り返りません、ひ

たすら前を見て自分たちの役割を考え、新しい小千谷、そしてお世話になった人たちのために

自分たちに何ができるのかということを語っている。それに大変驚いたことをよく記憶してい

ます。この子供たちをしっかりと育て、特に今回の東日本大震災で起きている現実を子供たち

につぶさに伝える、そういった防災教育をみんなでやっていくことが次の災害のために非常に

重要なんじゃないかなというふうに思っています。 

 ちょっと長くなってしまいましたけれども、市長さんのお話と被災地で今まで起きたことか

ら我々が今何をやるべきか、気がついたことをちょっと述べさせていただきました。 

○後藤 ありがとうございました。 

 それでは、続いて加藤先生のほうからもコメントをお願いします。 

○加藤 よろしくお願いします。 

 中林先生の基調講演と３人の市長の方に対してコメントをさせていただきたいと思います。 

 重川先生は朝から思い悩んでいられたということなんですが、僕は先ほど聞きながらメモを

とっていまして８つも出てきましたので、この短い時間では話せないのでかいつまんで話をし

たいと思います。 

 全体の印象としては防災まちづくりに関しては、これまでの時代やってきたことと同じこと

をやっぱり今後も地道に続けていかなければならないということと同時に、新たにもう今の時

代は今までの防災まちづくりをバージョンアップ、モデルチェンジしていくべき時代に来てい

るんだなということを感じました。それは２つの意味から感じております。１つは、今は右肩

上がりの時代から右肩下がりの時代に入っている。つまり時代の変曲点を対応するという意味

でモデルチェンジすべきであると。 

３つあります。１つは、これ中林先生のパワーポイントの中にも出てきたんですが、今ま

での国交省的防災まちづくりというと、基本東京の防災まちづくりをスタンダードにして、そ

れを全域に広げていこうというような発想だったんですが、それに照らして３市長の話は全く

関係のない話をされているわけですね。つまり、今まで右肩上がりの時代は多分東京が最先端

地域で、つまり東京をスタンダードにすればそれが素晴らしい防災まちづくりだったという時
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代だったと。それに対して今は右肩下がりであると。右肩下がりで先端地域というと東京じゃ

なくてむしろ地方が先端地域である。そういうところで取り組まれている防災まちづくりがさ

まざまな工夫があると思います。その工夫を持ち寄って日本社会全体で共有していくと。こう

いう形が次の時代の防災まちづくりかなというふうに思っています。それが１点目です。 

 ２点目は、やっぱり昔の時代と比べると防災の問題が総体的に地位が低下してきていると。

今日は防災の話なので皆さん防災の話をされていますが、遠野市には産婦人科医がいないとい

ったような日常的な問題のほうがむしろウエートはどうしても高くなっていくと思うんですね。

だから、そういう意味では20世紀的都市防災はもう防災問題さえ解決すれば素晴らしいまちに

なるんだという側面が一部あったんですが、今はそうではないと。もっと総合的に地域のこと

を考え、その中に防災をきちんと位置付けていく必要があるだろうというのが２点目。 

 ３点目は、今の時代のトレンドとして行政機能が基本的にシュリンクしていると。人もいな

ければ金もないと。最低限やるべきことしかできない縦割り社会になっていると。こういう背

景においてやはり重要になってくるのは、豊岡市長もおっしゃっていましたけれどもボランテ

ィアというものをどう活用していくのか。後、それから３人のお話に共通していたのはコミュ

ニティの力をどう引き出せるか。この２点に尽きていくのかなと。そういう意味では、防災ま

ちづくりにはまちづくりという部分の力をつけて、その中に自然と防災性も高まっていくとい

うような仕組みをつくり上げていく必要があるだろうということです。 

 それから２つ目の観点から。これは東日本大震災のインパクトにどう対応していくのかと。

そういう視点でもモデルチェンジをしていく必要があるだろうと。ここでも３つあります。１

つは、やっぱり日本の既存の仕組みが東日本大震災のような超広域巨大災害に対しては対応で

きない、その限界が露呈しているというふうに理解することができると。遠野市長がおっしゃ

っていましたが行政間の支援のあり方、これは裏を返せば今の仕組みが広域巨大災害に対応で

きなかったので基礎自治体、市町村或いは都道府県で相互に支援していくという仕組みが周り

に自然発生的に生まれてきたと。災害対策基本法というのは地方主権が昭和37年にして先行し

ていまして、基本的には市町村がすべてやることになっているという仕組みの中で、やはり広

域災害に対しては対応できないという根本的な構造があるんだろうなと。今回は行政間で何と

かうまく支援できたのかもしれないんですが、次同じような形でやるべきか、或いはもう少し

確固たる仕組みで広域災害に対応できるような計画の仕組みをつくり上げていくのか、そこは

もう議論の余地があるのではないかなと。遠野市長さんのお話の中で中国の対口支援という言

葉が出てきたんですが、これは日本ではかなり誤解されて理解されていて、ボランティア的に
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お金持ち自治体が貧乏自治体に支援するというわけではなくて、むしろ国内向けのＯＤＡと思

ったほうがいいんですね。政府の命令で税収の何％かを３年間突っ込めという命令ですので、

トップダウン式のかなり強力な支援体制なんですね。だから、そこが本質的に日本のやり方と

は違うということだと思います。 

 それから２つ目が、これは中林先生のお話にありましたけれども、復興準備或いは事前復興

というのが当たり前の対策に今後なっていくだろうと。ところが今行政機能はシュリンクして

いますので、都市計画課で復興準備しましょうなんていうと、それは都市計画課の仕事じゃな

いみたいな、そんな雰囲気も感じなくもないわけです。しかしながら、中林先生のお話にある

ようにこれは当たり前の対策として位置付けられていくことになるだろうということです。 

 もう１点リスク、今回想定外・想定以上のことが起きたわけなんですが、それに対して大勢

の死者が発生して安全を確保しなければならないということは論理的にはもちろん理解できる

し、心情的にも理解できるんですが、むしろ今回の想定以上の被害から学ぶべきことというの

は、むしろリスクとどう共生するのかということを学ぶべきではないか。リスクと共生するた

めに、リスクは正しく理解する。これは重川さんがおっしゃっていた話なんですけれども、リ

スクの中にはいろんな不確実性が入っている。その不確実性も織り込んだ上でリスクとどう共

生していくかということを考えていく必要があって、それが次の課題ではないかなと。僕は安

全至上主義といって今の社会の雰囲気をやや批判的に見ているんですけれども、先ほど安芸市

長のパワーポイントの中にあった被害想定なんかでも、どんどん想定外をなくすために想定が

インフレしているようにも感じるんですね。科学的にはあり得る話なのかもしれないんだけれ

ども、それを出してそれに対応するという話だと、結局次の一手が打てない状態になる。結果

としてその計画をかなり硬直化させてしまう可能性があるのかなという気がしています。 

 まとめると、要は今の右肩下がりという時代への対応をしつつリスクとどう共生していくの

か。それを実現するための国の役割、それから市町村の役割、これは都市計画学会ですのでそ

の計画への体系というのを今もう一度立ちどまって改めて社会全体で議論していく必要がある

のかなというふうに感じました。 

 以上です。 

○後藤 ありがとうございました。 

 お２人からのコメントを受けて、３人の市長さんからまたお話をいただきたいと思います。

すべてのコメントに返答する時間はないので、何か１つ２つコメントに対してお答えをいただ

ければと思います。 
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 それでは、本田市長さんからお願いします。 

○本田（遠野市長） 先ほどちょっと時間もオーバーして、後方支援という中における取り組

みをご紹介したわけでありますけれども、今、重川先生と加藤先生からもコメントがあったわ

けでありますけれども、私はやはり戦後既に66年、いろんな制度が見直しをしなきゃならない

ということで、いろいろもがいているのが今の日本の状況ではないかなと、小さな末端の市で

ありますけれどもそんなことを強く感じるわけであります。例えば、１つとすれば、３万人の

市で戦後立ち上げた基礎自治体というか、自治体の中における消防組織のあり方、或いはいろ

んな委員会制度のあり方といったようなものももっともっとコンパクトにまとめながら、それ

こそ文字通り自立に向けての力をつけていかなきゃならないという部分が我々にも求められて

いるんじゃないのかなといつも思っているわけであります。 

 先ほどちょっとプレゼンテーションのときに話しましたとおり、自分のところだけよければ

いいというまちづくりは、もうできないんじゃないのかなと思っております。先ほどの産婦人

科医がいないというところでちょっと話したんですけれども、十月十日たてば赤ちゃんは産ま

れてくるわけでありますね。その中で仕方がないんだと、我慢しろと、60キロ離れた盛岡の病

院に大きいおなかを抱えて行けとしか。或いは、お年寄りの方がこう言いました。市長さん、

今度整形外科の先生が来てくれたそうだな、よかった、だけども忙しいってまた居なくなると

困るから私は我慢するんだと、もう80も過ぎたと、我慢するんだと。だから若い人たちのため

にもっともっといろんなことを考えてくれというおばあちゃんがいるんですよね。そのおばあ

ちゃんに、いや、国も考えているから、あとすぐお医者さんが来るからねと。大学の医学部の

定員も増えたそうだからと。じゃ、市長さんいつ来るんですかと。そのおばあちゃんにあと10

年か15年だと言えますか、言えないですよ、我々市町村の現場というのは。そこら辺ですよ。

だから、今ＩＣＴを使って少しでもという中で母体の状況、或いはおなかの赤ちゃんの状況を

取り上げてくれるであろう盛岡とか花巻のお医者さんにつなぐ「ネットゆりかご」という、そ

こに助産師というマンパワーを市職員と正式に２人採用いたしまして、その命を取り上げる仕

組みをつくったわけであります。そのときにある方が言いました。あなたのところはお医者さ

んを招聘するのをあきらめたんですかという話。あきらめたんじゃないんですよ。こういった

手法に頼らざるを得ないんですよと。だって、あなたのところは市でしょうという話なんだけ

どね。しかし、やはりいろんな基礎自治体という中にあっても、そのとおりいろんな仕組みが、

また課題があるわけでありますから、だから海がない、だから津波が来ない、だから関係ない

じゃないんだという中で後方支援という一つの構想を我々の身の丈の中でつくり上げたという
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ことであります。 

 この中におきまして、私は広域災害、これはやはり津波、今、重川先生もおっしゃいました。

地震だけであればこんなに被害は出なかったんですよ、犠牲者が出なかったんですよと。その

とおりなんです。津波はそれぞれ地形によって顔が違うんですよ。同じ海でも南側と北側であ

って全然違うような状況になるんです。そのためには冷静に情報をとってまさに命をつなぐと

いう部分で、そこに専門のまさに命を救う自衛隊、消防隊、警察隊という方々、医療隊がいか

に早くたどり着くかというのは、やはり後方におけるそのような場所をきちんと位置付けてい

なければ命も救えないということになる。私は今度の後方支援の中で、現にある方から言われ

ました。あんた、大げさに言ってるんじゃないかといわれたことがあります。ろうそく１本だ

ったと、粉ミルク１さじだったんです。ガソリン１滴、灯油１滴という会話を我々は釜石とか

大槌、高田の皆さんと交わしたんです。そこで、それ行け、それ持って行け、３日だ。３日間

とにかく続ければ後は県も国も動くぞという中において対応したと。それが少しでも命をつな

ぐというところになった。陸前高田から避難所で凍死者が出たといったときは本当にもうショ

ックでしたね。よくよく聞いてみたらば、言うところの暖房じゃなくして、もともと持病があ

って亡くなったということを後で聞いてほっとしたんですけれども。いずれそういう状況の中

で市町村同士が連携を取り合いながら命をつなぎ、そのうちに県とか国とか或いはボランティ

アの方々がさまざま支援活動、それぞれ被災地の被害の状況に応じて対応したということであ

りますから後方支援、加藤先生がおっしゃったとおり中国の対口支援とは全く違う位置付けに

なるわけでありますけれども、この対口支援という一つの仕組みと、或いは後方支援というよ

うな自治体同士の水平連携の仕組みといったものをやはり一つの新しい仕組みとして、法律的

にも制度的にも。例えば、後方支援の市町村がどんどん専門的な職員を送ると。下水道もあれ

しなきゃならない、いろいろなインフラも整備しなきゃ、さまざまな形でマンパワーが必要と

なれば、その部分はきちんとそういった支援するところには制度として、財源は心配しなくて

もいいよというようなものをちゃんと位置付ければいいんじゃないかなというように思ってい

るわけであります。 

実は３億円単費で出したんですよ。さて、どうしようかと思ったんですよ。でも、そのと

きに職員は市長どうしますかという話だった。いや、どうもこうもないんだと、我々は決して

間違ったことをしていないんだと、きちんと書類をちゃんと積み上げて県や国にそれを持って

いけと。そのときに遠野市が勝手にやったんだと、市長の判断でやったんだと、だからそんな

のは交付税でも交付金でも見ないよといったらば、おれは出るところに出るから黙っていけと



－9－ 

いう形でやったんですね。結果的には全部見てもらったんです。ですから、やっぱりそうい仕

組みを市町村から、現場からつくり上げていくということも私は大事じゃないのかなというよ

うにも思っております。 

以上であります。 

○後藤 どうもありがとうございました。 

 続いて中貝市長、お願いします。 

○中貝（豊岡市長） 賢い子どもを育てるべきだというのは全くそうだと思います。自然のこ

とわりを知っている、それから、その地域の自然の摂理をよく知っているという子どもを育て

ていくというのは、これから生き残っていくためのとっても大切なことだと思います。多分、

いろんなことの基礎になるんだろうと思いますので。しかも教育の場合には、いわば子どもた

ちを一網打尽にできるというか、体系的にとらえることができます。大人を今から再教育しよ

うと思ったって、なかなかこれは難しいことがありますので、教育の中でということはとても

大切なことだと思っています。 

 それから、『記録にとどめること』というのはちょっと耳が痛くて、豊岡市も最近聞いてみ

ると、とっていないんですね。ただし録音をしているということで、わずかな人数でやってい

るときに記録の要員をわざわざ置くという用意はなかなかないという中で、せめて録音して、

後で必要があれば文書に残そうということにしています。 

 それから記録に残すというので台風23号の経験でよかったなと思うのは新聞社なんですね。

神戸新聞が台風23号の記録を１冊の本にまとめました。彼らはいろんなところに入っていくん

です、ずけずけと入っていくんですね。そこで得た資料のほとんどを捨てて少しだけ記事を書

いて終わっちゃうんです。今回、神戸新聞はそれをしませんでした。ちゃんと、どこどこで山

が崩れたら、崩れたところのおっちゃんの話を聞いたり、もちろん行政側の話も聞いたりとか

全体像を見て、あ、こんな敵と闘っていたんだって初めてわかりました。ですから、行政側の

記録も大切なんですけれども、これはプレスの側もやっぱりきちっとそういう責任を持つとい

うことが要るのかなというふうに思いました。 

 それから、超広域災害に対応できないというお話があったんですけれども、じゃ、どうする

かなんですけれども、やっぱり基本は市町村だと私は思います。というのは、例えば兵庫県知

事が県民に逃げろと責任負ったって住民は逃げないですよ。普段から県民を訓練することは県

にはできません、ものすごく粗い話になってしまって。それはやっぱり市町村が普段から住民

とつき合いのある中で逃げようということをやらないと、実際に人は動かないわけですね。い
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ざ逃げろと伝える手段を県も国も持っていません。市町村が動かして消防団員が行ったりだと

か、防災行政無線があったりだとか、そういうことをやるわけで、そう考えると市町村のほう

の素人ばっかりではあるんですけれども、ここが引き受ける他はない。だけれども、そこには

いろんな限界があったりだとか、真っ先にやられたというのがあるので、広域なんだけれども

実は一つ一つの市町村をどう支えるかということの総論でしかあり得ないんじゃないかと思っ

ています。実は、今の政権は随分心がないというように被災地から言われている。あれは、私

は思うんですけれども、東日本をどうするかとか、日本をどうするかばっかり考えているから

心がないと言われるんですね。市町村はその一人ひとりの現実と向き合っているから、被災地

の市町村長の言葉はものすごくはっきりしているし重い。よくやってるなという気がするわけ

ですね。多分、例えば南三陸の人は宮城県の全体の復興って考えてないと思うんですよ。日本

全体の復興も考えていません。自分の暮らしと自分の暮らしを復興する上で南三陸を復興させ

なきゃいかんと思っていて、南三陸の復興と気仙沼の復興と他の市町村の復興、その総和で宮

城県の復興があって、宮城県の復興、岩手県の復興、その総和として東日本の復興があるとい

う、この視点が抜け落ちちゃっている。もちろん、日本全体をどうするかというのはものすご

く大切です。国はそこを考えていただく必要があるんですけれども、もう一つ大切なストーリ

ーというか区域の福祉というのは、その市町村の一人ひとりの暮らしだとかを建て直すことの

総和でしかない。そこの機能がやられているときに、或いは危ういときにどう都道府県がフォ

ローするのか、国がフォローするのか、その覚悟と態勢が全くなかったというのが今回のこと

ではないかなと。従って、実は超広域災害の取組みというのは、この態勢をつくるということ

が柱の一つでなければいけないのかなというふうに私は思います。 

 以上です。 

○後藤 今のお話の中で、ボトムアップ型の重要性を説かれていると思うんですが、今回の市

町村合併の弊害のようなこともかなり聞こえてくるんですね。市の職員が小学校の位置すらわ

からないと。そういったところは何かお感じになることはありますか。 

○中貝（豊岡市長） よく感じます。私のところは１市５町で合併したんですが、それまでは

６人の市・町長が自分のまちを守っていたんですね、それぞれに土地勘がありました。しかし、

今、私はわからないんです。それでやむなく各市・町の役場を総合支所にしていますので、そ

この総合支所長にすべての権限を委任しています。相談しなくてもいい、自分の判断で避難勧

告・避難指示を出せというふうに。何とかやって、いざというときには台風の場合は時間があ

りますので、それぞれのまちの出身者をあらかじめ指定をして、危機が近づくに合わせてそこ
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の支所に配置するような態勢をとっていますけれども、でもこれももともとに比べると非常に

弱いんですね。今、自分のまちの合併は、まちづくりを進めるという意味ではよかったと思い

ますけれども、最大の難点は危機管理が非常に弱くなっている。ここをどうカバーするのかと

いうのは未だに悩んでいるという状況があります。 

○後藤 ありがとうございます。 

 松本市長さん、お願いします。 

○松本（安芸市長） 重川先生のお話の中で、やはり一つの仮説に基づいて考えていくのは危

険だというお話がございまして、私ども市町村長にとりましては今回の中央防災会議がラフな

形で南海地震津波が出てくる。それを受けまして、高知県の知事が高知県内の南海地震津波が

大体各地域ごとシミュレーションしたらこうなりますよというのが出てくる。一定、それはあ

る意味では金科玉条にしちゃいかんと思っているんですが、でもやっぱりそれを一つの想定と

して次どのように上積みしていくのかということを考えています。ただ、出てくるのが遅いの

で各地域へ入っていきますと、市長、地震が明日来るかわからんぞとすぐ必ず言われますので、

だから高いところへ、高いところへ逃げろという話をしてるじゃないかというんですが、重川

先生の仮説に基づいて考えるのは危険だというのは、我々にとりましては一定の仮説をという

よりも、国の想定を信頼しながら次へ積み重ねていかなけりゃならんのかなという思いでござ

います。 

 それでもう１点ですが、やはり先生がおっしゃいました賢い子供を育てる、まさに豊岡市長

がおっしゃったのと同じように、これは高知県にとりましても南海地震は歴史的に繰り返され

ていますから、きちっとこれは遺伝子を残すためにも頑張っていかないといけないなと、そん

なことを東北津波の検証しながら強く思ったことでした。 

 加藤先生のご指摘の中で、復興準備が当たり前の時代になるだろうといわれまして、このレ

ジュメを見たときに、えっ、はや復興の話かと。確かに東北津波で復興の次元があるわけです

けれども、我々土佐の市町村長にとりましては南海地震津波どうしよるんじゃという話ばっか

りで。それで加藤先生がおっしゃいましたように、津波の関係で津波に触れ、なんちゃせんで

すかというような現実にあるんですよね。今まで、例えば避難塔つくりにも大体3,000万、

5,000万だったら、ここだったら100名くらいだから十分いけるよといっていたのが、Ｍ９位に

なってからはその高さであかんぞと。今よりはあと５メートルから８メートルまで上げんとい

かんぞなんてすぐ言われるので、どうしても事業費的にもインフレになって、意識的にもイン

フレになって、逃げる高さもインフレになって、高いところ、高いところというような実態が
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ありまして。 

 それから、東北津波のときに250名の消防団の皆さん方の尊い命が失われました。消防団の

会議へ行きましたら、市長、あんな消防団員の命がなくなったが、おれらはこれからどうした

らいいんじゃという質問が来るんですね。それはおまえ、消防団員の命を守ってくれやと、安

芸の人口少なくなるけんなといって、こうは言いません。おまえら絶対死ぬようなところへは

行くなと。だから、あなたたちが、消防団というのは各地域地域に安芸市の場合10分団あるん

ですが、消防団の皆さん方が日夜消防・防災、そしてまた火災支援活動の中で地域を守ってく

れていますから、津波が来たときに、もう津波が来るのに消防車で津波避難してくださいと言

わなくてもいいと。だから安芸市の海岸全部もう防災無線をまだまだ強化して、それでやるん

やと。だから、そういうことだから普段の消防活動の中でも訓練してくれというようなことを

言っていまして、そんなような状況です。先生方のご指摘でまた私どももいろいろ考えながら

新しくステップアップしていきたいと思っています。ありがとうございました。 

○後藤 ありがとうございました。 

 半分時間が過ぎてしまいましたが、この後フロアに少し開きたいと思います。２つから３つ

程度ご質問を受けたいと思いますけれども、いかがでしょうか。ご質問のある方はお手をお挙

げください、そちらにマイクをお運びします。 

 はい。 

○三上（湖西市長） 東南海地震がまず最初に来るという東海地方といいましょうか、静岡県

浜名湖の西、湖西市の市長の三上でございます。私どもは、地震が発生して５分から10分で逃

げなきゃならないという想定で動いているんですね。安芸市の市長さんに、えらいのんびりし

ているなというのでちょっとお伺いしたいんですが、えらい遅いなという気がするんですけれ

どもどうでしょう。 

○後藤 質問を複数受けてからまとめてお答えいただくことにしたいと思います。ありがとう

ございました。 

他にご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○大橋（和歌山市長） 紀州和歌山の市長でございます。私どもも東南海・南海地震のことを

今一番心配しているところで、和歌山市は今の湖西市の市長さんのお話とは違って、今の防災

会議の想定では52分という時間があるので、その52分という時間を活用してとにかくどれだけ

遠くまで逃げられるか、どれだけ高いところまで逃げられるかということを、市民の方々には

できる限りそれを伝えるようにして、それと同時に和歌山県内では一番和歌山市が北にありま
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すから、南のほうが被害が大きいだろうし、今回の台風のときにも南のほうは大きな被害を受

けましたので、後方支援ということも一生懸命取り組んでいるつもりです。ただ、現に大きな

被害を体験された豊川の中貝市長さんには前にもお話を伺ったことがありますけれども、やっ

ぱり本当に逃げてくれないんですよね。防災無線の、先ほどのお話で短く言葉を区切って言え

ば聞こえるという話でありましたけれども、もうとにかく市内の各地区を回っていろいろ防災

の、逃げろという話をしにだけ行っているんですけれども、それでも聞こえないという苦情の

山でありまして、前にもそういう質問をしたかもしれませんけれども、これをどうしたら防災

無線が聞こえるようになるのかなという非常に。せっかくの投資が何の役にも立っていないよ

うな気もして非常にもったいないというか、どうにかならんもんかなというのが。最後はそれ

が頼りだというのは、今のところはそういうものが頼りで、他は全部電源が切れてしまったと

きに防災無線しか役に立たないということは十分考えられるので、そこがどうも今の設備に難

があるのか、どのように考えておられるか、ちょっと３市長さんにお伺いしたいと思います。 

○後藤 ありがとうございます。 

他にご質問ございますでしょうか。はい。 

○小國 埼玉県の戸田市というところからやってきたんですけれども、今日読売新聞の１面に

関東の直下型地震で震度７があり得るという話が出ていまして、先ほど重川先生のほうからい

ろんなハザードの仮説に基づいた被害想定という話があったんですけれども、例えばこういう

ふうに今まで６強といっていたところが７になったりだとか、そういうことに対して我々の自

治体でどういうふうに考えたらいいかというか、私なんかが考えるのは、まず国の委員会なり

検討会なりでそういったグレードが上がった場合にこういう被害想定があってと、何か順繰り

に国の基準ができて、県のほうがあって、それに基づいて市が見直すというような形を考えて

しまうんですけれども、その辺を先ほどのお話と含めて最近想定外をなくそうとしてインフレ

になっていく話というのがあるんですけれども、そういった部分自治体としてどう考えたらい

いのかというのをちょっと今思っているところでして。 

あとは、うちの自治体にもやっぱり火災とか水害とかに関してハザードマップもあります

し、防災の更新みたいなものを今年度作成をしているんですけれども、なかなかやっぱりふだ

ん身近にある内水被害だとまだ関心があるんですけれども、火災の話で町会長なんかに話しに

行ってもなかなか反応がないというところで、その辺が行政のほうで考えている危機感と市民

の危機感が余り共有されていないみたいな部分があるんですけれども、それは自治体のほうは

周知というか、活動をしていかなきゃいけないんだとは思うんですけれども、先ほどの震度７
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をどう考えるかというのも含めて何か、どういうふうにそういったものを周知というか、市民

の側から自発的な空気を醸成していったらいいのかというのを、もし何かご意見があればお伺

いしたいと思います。 

○後藤 ありがとうございます。時間の都合でこの３つの質問で打ち切らせていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

最初の湖西市と和歌山市の市長さんからのご質問、避難或いは避難時間の問題、或いは防

災無線に関する問題、そうしたことにつきまして３市長にお答えいただければと思います。ま

た、３番目のご質問に関して、特にハザードリスクの不確実性を正しく認識した上でどう対応

するかということに関しましては重川先生、加藤先生にまた後ほどお答えいただければと思い

ます。 

それでは、次は中貝市長から松本市長、本田市長の順番でご発言いただけますでしょうか。 

○中貝（豊岡市長） 防災無線ですけれども、多分その家家の場所によっても入らないところ

があって、設置するに当たってここなら入るところと普通は調べて、業者が来てチェックして

いるはずだと思いますから、それでも入らないとすると何か鉄塔の場所が悪いのかということ

かなと思います。伝わっていても、実は逃げないということがもっと大変なんですけれども、

それについてうまくいった例もあるんですね。例えば伊勢湾台風並みの台風だというようなこ

とを放送局が放送して、直ぐに逃げた例というのが、確か東海地方であったと思います。それ

から、昔ですけれども、今は鹿児島市にひっついていますけれども、郡山町というところが土

砂災害がありましたけれども、１人も被害が出なかった。それは豊岡の失敗と郡山町の成功と

いう内容で、ＮＨＫで放送していただいたんですけれども、絶えず住民に情報を流しているん

ですね。危険度がどんどん高まってきているということが情報の中身によってわかってくるん

ですね。消防団に集合をかけましたとか、或いは保育所に迎えを頼みましたというようなこと

を伝えて、危険を感じたら逃げてくださいと絶えず訴えるんです。対策本部の危機感が町民に

伝わるようにやっていって、最後に逃げろと言ったときに一斉に逃げた、或いはそれまでに逃

げた。避難勧告と実際の災害の発生までに、確か25分位しかなかったと思うんですけど、実に

全員逃げたと聞いていますので、その伝え方ということに工夫の余地が相当あるように思いま

す。落ち着いた言葉ではなくて、もっと緊迫感を持って。ちなみに、豊岡市はまず緊迫感を持

った言葉で放送して、その次にゆっくり話すというふうに２つを続けて流すというふうにマニ

ュアルを作っています。 

 あと、エリアメールですが、今は無料でできますので、しかもこれがＮＴＴドコモだけじゃ
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なくて他の携帯電話会社にも広がりましたので、まだのところは契約されて、それを利用する

というのも大切かなというふうに思います。 

○後藤 ありがとうございました。 

○松本（安芸市長） 安芸市長ですが、湖西市長さんと和歌山市長さんのほうで、安芸市なん

かは避難訓練のまず一つを言いますと、現実に最初の南海地震対策が出てきたときは第一波が

23分という数字が出てきたんですね。ですから、今日のスライドにもありましたように、その

時点でやはりどのくらい逃げられるかということで訓練をやったんですが、東北津波の３月11

日以降、中央防災会議の偉い先生方も５分という話が出てきます。私ども地区防災訓練をする

前とか、それから自主防災組織の中へ入っていきまして話をするときに、こういう言い方をし

ます。おれたちが今まで地震で経験したことがあるのはどこの地震ですかという聞き方をしま

す。そうしたらおじさん、おばさんが、それは市長、神戸の地震やといいますから、そうだね

と。神戸の地震何秒揺れたか知っとるかといいます。では、今度南海地震はあんな揺れじゃな

いぜよと。東北津波は３分も４分も揺れちょるぜ。そうすると、有線放送が聞こえるとか、ラ

ジオが聞こえるとかいう前に２分も３分も揺れたら、これは生まれて初めての揺れやと思うた

ら、速、逃げということで、そういう啓発をやっています。だから、人のせいにするとかいう

話をしたら市長選挙に落ちますからあんまりそんなこと言えませんけれども、とにかく今まで

経験したこと、阪神淡路を経験したら、あれが１分だったが、そうすると南海地震は近くであ

るか遠くであるかはちょっとあるけど、まあ大体２分から３分位は揺れると思わなきゃいけな

い。今までこんな揺れを感じたことがなかったらとにかくみんな逃げないといけないよという

言い方をしてやっています。 

 これまで私どもは、第一波が23分後ということでやっていましたから、机上でも10分位でず

っと計算していましたから。10分、15分で避難塔、今は５分、10分で避難できるところを避難

路、避難塔として対応をしています。それから第一次避難、それから小学校の校舎とか高台と

か第二次避難場所に想定しながら、ここぞという言い方をしていません。名取市の佐々木市長

が四国で東北津波について講演をされました。そのときにこう言われました。名取市はハザー

ドマップでは、津波の高さが80センチメートルだったと、それが８メートルの津波が来たと。

だれが予測できますかという言い方をしました。あの閖上地区です。私の安芸市も同じような

地形でして、私も閖上地区を見に行ったときに、これはおれのところの地域と同じやと。80セ

ンチメートルが８メートルの津波が来たらそりゃあかんわなと思ったのが実感です。そんな話

も自主防災組織へ、全部は行けませんけれども、担当課長ともどもそういう啓発活動をやって
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おります。ハザードリスクの関係は本当に、今度中央防災会議と高知県が一定資料を出さない

と、私どもも何に基づいてこれをつくったかといわれますので、それが出た段階で今日市長さ

んから言われましたように津波はどこの地形、どのような地形によっても変わりますから、そ

れを更に専門家の皆さんに工夫して研究していただいて、また再度市民に紹介していこうと思

っています。 

 以上でございます。 

○後藤 ありがとうございました。中貝市長。 

○中貝（豊岡市長） ちょっと補足を。防災無線が届かない場合に、実は豊岡市はコミュニテ

ィＦＭの人を災害対策に入れるようにしています。防災無線で流しながら同時にコミュニティ

ＦＭに流すんですが、ところがこの電波の届かないところがいっぱいあるんですね。それに対

してどうしたかというと、まずインターネット放送を始めました。ところが著作権の問題があ

ってお金が要るんですけれども市が負担をして、今豊岡のコミュニティＦＭはインターネット

に流れています。自宅にパソコンがあれば、ネットをやっておられればそれで聞くことができ

ます。それからスマホでも聞くことができます。それでも全部はカバーできないんですけれど

も、できるだけいろんな媒体でもって届けるという観点からいくと、インターネットを通じた

ＦＭの放送だとか、電波が届かなくてもスマホのほうの電波が届くところは結構ありますから、

二重三重に対策ができるかなというふうに思います。 

○後藤 ありがとうございました。 

 それでは本田市長、お願いいたします。 

○本田（遠野市長） 今、この津波災害の後方支援という中で発言しているわけでありますけ

れども、もう一方においては当地も震度５強でもって50カ所、2,000名以上の市民が避難した

ということだったわけであります。これも遠野市始まって以来ということで。先ほど、合併の

一つのメリット・デメリットの話も出ましたけれども、うちは１市１村の合併で明治時代は１

町10カ村であったという中にございまして、旧遠野市は１町７カ村、旧宮守村は３カ村という

中で、それぞれのコミュニティをつくってきたと。そこの中におきまして、地区センターとい

うのを村単位に置いてあるんです。そして、そこには正規の職員が、所長と主事が２人張りつ

いております。この所長と主事の地区センターが今回の避難所の開設に当たりまして非常に拠

点として機能したと。庁議メンバーである部長を、もう電話も通じないんだから、ただ道路は

確保されているのですべて避難所の維持管理についてはもう任せたと。いちいち問い合わせて

行ったり来たりするなと。すべて任せたという対応をとって、所長と連携とりながらやれとい
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う形で対応したわけであります。これはやっぱり一応余り大きな混乱なく機能したんじゃない

のかなと思っておりますし、それから電気が回復した13日、ＣＡＴＶのネットワークが81％で

ほとんどの家庭にテレビが全部アクセスしているわけであります。これを使いまして、そして

私も午前２回、午後２回、夜２回と対策本部からの生中継という中におきましてすべて情報を

流したんです。放送を通じまして遠野テレビにチャンネルを合わせてくださいと。災害対策本

部から全部連絡を出しますという中におきまして、そこで一つの情報共有ができたということ

と、地区センターのマンパワーがそれぞれ機能したということの中で、もう一つ大きな課題は

避難したくても避難できないお年寄り、或いは介護を必要としている、ベッドから起き上がれ

ない、車いすでしか動けない、そういった方々にいわゆる福祉避難所的なものがほとんど位置

付けられていなかったわけでありまして、これはやっぱり大きな課題でありました。従って民

間或いは法人のそういった老人福祉施設、或いは社会福祉協議会が持っているいろんな施設、

そことの密接な連携をとっておかなければ、この災害弱者といわれる方々のフォローがかなり

難しくなってきております。あるお年寄りの方に泣かれました。何としてもこのまま余震の中

でどうかしたいと思ったって、おじいちゃんがもうベッドから起き上がらせられないんだよと。

市長さん、こういうことどうするんですかと話されたときは、私も本当に答えがなくて、そう

いったところを本当にきめ細かくやっていかなければ、これからますます増える高齢者、そし

て災害弱者といわれる方々への対応、これは何も地方だけじゃないと思います。私は都会もも

っともっと深刻になっているんじゃないかなと思っておりまして、こういった災害弱者に対す

るきめ細かなフォローを、官民挙げての一つの仕組みにしていかなければならないんじゃない

のかなというように思っております。 

○後藤 どうもありがとうございました。 

 時間の関係で今度が最後のご発言になります。最初に重川先生、加藤先生のほうから、先ほ

どの質問にもお答えいただきながら総括的なお話をいただけますでしょうか。その後、３市長

にお話をいただく形にしたいと思います。 

○重川 被害想定についてというご質問だったと思うんですが、私自身は国も都道府県も余り

にも被害想定にお金を使い過ぎていると思っています。なぜそんなことを言うかというと、実

は以前、静岡県のある防災の幹部の方に聞いたことがあるんですね。静岡県というのは何回も

かなりお金を使って東海地震の被害想定をやっています。被害想定の結果って具体的に何に使

っているんですかと聞いたら、いや、実はね、財政に備蓄食料の数を説明するときぐらいしか

使ってないんだよ、この結果はとおっしゃるんです。つまり、今震度６が震度７になったらえ
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らい違いだ、どうすりゃいいんだとおっしゃったんですが、本当にそうなんでしょうかね。震

度６のときと震度７のときで皆様がおつくりになる地域防災計画の中身って本当にそんなに違

いますか。或いは、その差を本当に考えて地域防災計画のどこに、何が影響してくるかまで考

えて、その先の対策に結びつけていらっしゃるかというと、多分それはやっていらっしゃらな

いと推測なので、間違っていたら大変申しわけないんですけれども、そこまで被害想定の結果

を次の対策に使っていないと私は思っています。ましてや、１人１人の市民が震度６のときに

は我が家ではこういう備えなんだ、震度７になったらこういう備えなんだ、対策が変わるでし

ょうか。例えば備蓄食料の数を変えるのか、留める家具が震度７だったら全部留めて、震度６

だったらこことここだけでいいよ、その差が実際の対策にかかわってくるかというと、多分か

かわってこない。むしろ大切なのは、被害想定で結局違ってくるのは物的な物の壊れ方の数な

んですよね。全壊・半壊の建物の数、それから死者・負傷者の数、それからライフラインの断

水期間、そういった物的なものは確かに出てきますが、じゃ、それが出たからといって例えば

10万棟の全壊建物が出たから罹災証明書を発行のための調査員の数を何千人／日にするのか。

それが震度６の場合には何百人にしていいのかというと、実際はそうはなりません。なぜかと

いうと、震度にかかわらず被災者というのは全員が自分の家も見に来てくれというから、建物

の壊れた数にかかわらず結局罹災証明のための被害調査というのはやらなきゃいけない。じゃ、

全壊した家の人たちだけが避難所に来るのかというと、絶対そうじゃないんですね。電気が止

まれば皆さん家にいられなくて、ほとんどの市民がやっぱり避難所に来られます。そういうこ

とを考えると、今やっている被害想定が本当にその後の被害軽減のための対応に生かされてい

るのであれば、もちろん精緻にやる意味はあると思います。ただ、その場合にも、精緻にやっ

たって前提条件が、つまり地震の震源モデルが違えばすべてひっくり返りますから、それぐら

いの不確かなものをそこまで信用していいのかと申し上げたのは、実はそういう理由もありま

す。むしろ、そういうことにかかわらず普遍的に考えておかなきゃいけない備えを、市民もそ

うだし、行政もそうだし、上辺だけではなくて瓦れきの処理一つとってもどれだけのことが起

きているのか、何をしなきゃいけないのかという、さっきも申し上げましたけれども、一つ一

つの業務のプロセスをきちんと記録しておくことによって、例えば被害想定でこれだけのもの

が壊れたらどれぐらい瓦れき処理のために空間が必要なのか、車両が必要なのか、そういうも

のが出てくるわけですよね。そういうことをやらなきゃいけないんじゃないかというふうに思

っています。 

○後藤 ありがとうございました。 
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 引き続き、加藤先生お願いします。 

○加藤 基本的には重川先生と同じ意見なんですが、僕はシミュレーションもやるし、リスク

評価もするし、もちろん自治体の被害想定も一連立てたことがあるんですね。多分、数少ない

専門家の一人だと思うんですが、専門家は自分で計算していることもあって、かなり結果をい

い加減に解釈しているんですね。最初の一桁かろうじて覚えているぐらいで、それ以降の数字

なんてほとんど意味がないから覚えていないんですね。ところが一般市民の方、行政の方含め

て非常に精度が高いものだというふうに誤解して理解しているんですね。以前、僕は地震火災

のシミュレーションなんかを実際のまちづくりの現場でやっているんですけれども、あんまり

真剣にとらえられ過ぎるので、どうしたらうまく精度感を伝えることができるのかなと。一つ

思いついたのが、僕のシミュレーションは計算時間も速いけれども、延焼速度も世界で一番で

すみたいな冗談で説明すると、そんなに精度の高いものではないんだなということがよく伝わ

るんですね。ところが、今の防災計画の中での被害想定と計画の関係を考えると、被害想定は

不確実性だとか誤差をたくさん持ったものなんだけれども、それを受け取る側が極めて精度の

高いものだと思っている。そこのギャップが一つ問題になっているというふうに思います。た

だ、精度が悪いから役に立たないというわけではなくて、中林先生のところに想像力とありま

したけれども、災害のイメージを高めるためにはあれは非常に素晴らしい調査だと思うんです

ね。あれがあるからこそ、自分自身の想像力をその被害想定に加えて、更にその地域に合った

災害イメージ、現実にかなり近いイメージまで多分高めることができる。そのための基礎材料

として、僕は防災まちづくりを進める上では欠かせないというふうに思っています。 

 一方で、自治体側からすると仮に今の被害想定に対して完璧に防災計画対応していますとい

う自治体は多分いらっしゃらないと思うんですよね。だから、多少その被害想定が変わって震

度７というのが出てきたとしても、足りていない分がちょっと増えたというだけなので、結果

多分やることはさほど大きくは変わらないという意味で、多分あんまり一喜一憂しないほうが

いいかなというふうに思います。要は、我々は今自然災害リスクを抱えながら暮らしているん

ですよね。そのことさえ忘れなければ防災まちづくりも防災対策も常に前に進むような形にな

っているので、そこがキーかなというふうには思います。 

 以上です。 

○後藤 ありがとうございました。 

 最後に３市長からお話しいただきたいと思いますが、ローテーションで回していますので今

度は松本市長さんから、続いて本田市長、中貝市長の順番でいきたいと思います。よろしくお
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願いします。 

○松本（安芸市長） やっぱり大学の先生の言うことを真面目に聞くタイプの市長でございま

すから、そうかな、ああかななんて思いながら、ここで思案しながら低いＩＱにもかかわらず

一生懸命こなしているところですが、でもやはり今回東北津波を本当につぶさに検証すること

が自分の市民の命を守ることに確実につながっていくんだという、この自信のもとに私どもも

職員にも命令し指示をしています。大災害のときには、被災時にはハイテク機器は絶対に役に

立たないということが東北津波で私わかりました。これは、やっぱりローテクやないといかん

と。ローテクの中には人間の勘というもの、本能というものが入っているということを感じま

した。ですから、繰り返しますけれども大災害のときのハイテク機能は２番目の機能であって、

１番目ではないということ。それで１番目はローテク機能で頑張らんといかんということを私

は判断しています。ですから、それに基づいて訓練をしていくべきだと思っています。 

 それから、市民の皆さんには市役所が出すハザードマップ、災害に関する東北津波の検証と

か、大学の先生の資料なんかを渡します。それで勉強してもらいます。学習効果も上がってい

ます。やっぱり信用してもらうことが市長としても、市役所の担当職員としてもうれしいわけ

でございます。でも、最後に一言いいます。これ全部信用するなといったら怒られますよ。そ

ういうことは言いませんけれども、やっぱり予期せぬこともあるきに、だからこれを思い込む

なよと。また必要ないろんな勉強会はやっていきますからということのほうが、トレーニング

の繰り返しばかりやっておりまして、でもやっぱり実地訓練が一番必要かなと、そんな思いで

これからもやっていかないといかんと思っています。でも、今日の先生方のお話を一つ一つ思

い巡りながら、私も現場の市長として実践活動に生かしていきたいと思っています。 

 ありがとうございました。 

○後藤 どうもありがとうございました。 

 続きまして、本田市長お願いいたします。 

○本田（遠野市長） 今日は、このような場に出席させていただきまして大変勉強になったわ

けでありますけれども、私、最後の締めでありますからぜひ主張したいのは、我々基礎自治体

もないものねだりはもうやめると。その中でお互い特性を生かし、そして足らざるところを補

う連携と交流といったような、まさに人と人との絆であり、地域と地域の絆といったものを一

つのネットワークとしてきちんと構築すると。それが県がやるんだ、国がやるんだでなくして、

我々自身の問題としてそのようなものを築き上げていくということがやっぱり問われているん

じゃないのかなというように一つ思っております。 
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 それからもう一つは、官民という連携の中でがんじがらめになっている規制といったものを、

先ほどモデルチェンジもしなきゃならないと加藤先生がおっしゃっておりましたけれども、さ

まざまにかかっている規制といったものを大幅にというよりもいろいろ見直しすることが大事

じゃないのかなと思っております。先ほどのプレゼンテーションのときにはちょっと触れなか

ったと思いますけれども、ＮＨＫのニュースで報じられたのでご覧になった方もいるかと思う

んですけれども、県のヘルメットをかぶった方が大槌町の仮設住宅の用地をいろいろ、そのや

りとりが報じられました。私は見ていて無性に、何だろう、これはと思ったんですけれども、

役場がすっかりなくなって、書類も台帳も職員もなくなっているときに、ここの地権者は何人

ですかと。それと、ここは農地法の網かぶっているんですかということを被災した大槌の職員

に問うているんですね。災害救助法ですから、もちろん用地は被災市町村が手当てをすると。

それに基づいて県が仮設住宅を建設し、財源は国が手当てするということはおのずとわかり切

ったことであります。ああいうときには、もう耕作放棄地で現状が仮設住宅としてまさに適地

だと思ったんであれば、地権者も法律もないんじゃないか。すぐ建てようと、ここに建てよう

と、後は何とかみんなで考えようというものがあってしかるべきだったんじゃないのかなと。

そしてまた、その中には民間の力といったものを、いろんな規制の中にあっても民間の力、先

ほど災害弱者の問題もお話しいたしました。それぞれの避難所の問題を考えるときにも、行政

だけですべて完結型じゃなくして、やっぱり民間ときちんと連携をとりながら、或いはトラッ

ク協会とも連絡をとりながら、いろんなさまざまな民間の連携をとれる団体があるわけであり

ますから、これときちんと行っていくと。我々行政が、ある意味においては行政の責任の中で

生命・財産・身体を守らなきゃならない。だからこれは行政がやらなきゃならないという思い

ばかりが先行してしまったんじゃないかと。思い切って頼るところは頼る、お願いするところ

はお願いする、そのような官民連携の仕組みも勇気を持って取り組んでいかなければならない

んじゃないのかなということを痛切に感じたところであります。 

 それから、やはり想像力、これは本当に大事なことじゃないかなと思っておりまして、復興

に向けては想像力といったものはやはりそれぞれ我々市町村長も、或いはそれぞれの関係機関

も団体も持って、やっぱり夢のあるような、笑顔が戻るようなふるさと復興に向けてという部

分は、この想像力というのはすごく大事じゃないかなと、改めて今日感じたところであります。 

 以上でございます。 

○後藤 ありがとうございました。 

 それでは最後、大取りですが中貝市長、お願いいたします。 
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○中貝（豊岡市長） 防災というのはしんどいんですよね。災害は確かにリアリズムですけれ

ども、実際にはほとんど経験しませんので想像力をいかに働かせるか。真夜中に自宅にいたと

きに大地震が起きたら私はどうすべきか。もちろん市役所に行かなければいけない。妻が大け

がをしていたら、母が死んでいたらどうするか。一歩家を出た瞬間に前の家がつぶれていて、

そこの孫が「おっちゃん助けて、お母さんがそこで倒れている。」と言ったら私はどうすべき

か。振り切っていかなければいけない。市役所へ行くまでに川があります。あの橋が壊れてい

たらどうするか。川を渡ると、またおっちゃん助けてと言われる。それらを想定する訓練をし

ておかないといけないんですが、ものすごくしんどいです。こんなことは考えたくもない。で

も、何度も何度も考えて慣れていかないと、実は対応できないということです。子どもの訓練

という話もありましたけれども、小さいときからそういうことをずっとやっていくと、耐える

心を持てるんではないかというふうに思います。職員には、今それを求めているわけですけれ

ども、この大変重い課題に言わば平然とというか冷静に対応するためには、やっぱり小さいう

ちからきっちりと訓練なり教育をしておかなければいけないというふうに思います。 

 もう一点、豊岡には城崎温泉があるんですが1925年の大震災でぺしゃんこになって火が出て

灰になりました。人口の８％が失われました。そこから復興が始まるんですけれども、彼らは

まず川幅を広げて、道路幅を広げて、広い防火帯をつくりました。まちの要所要所に鉄筋コン

クリートの建物を造って、将来また火が出てもそこで必ず食い止めることにしました。その上

で復興のコンセプトは『もとに戻す』でした。当時、兵庫県は洋風の建築物で復興する提案を

しました。でも城崎は木造３階建ての旅館街でした。城崎に合わないということで連日町長と

町民が議論をして、そして反対をして、撤回をさせて、木造３階建ての旅館街が復活いたしま

した。つまり、自分たちは大切なものを持っていたという強烈な自負があって、それが失われ

たときに新しい防災体制は当然やるんですけれども、基本は『もとに戻す』。自分たちの連続

性を確保するということが城崎にあって、今日の城崎の繁栄の基礎になっています。いかにア

イデンティティをどう繋いでいくかということが、実は復興のとき大変大切だと思っています。

今度の東日本の場合でも大きな課題だと思うんですけれども、新しい工夫と同時に自分たちが

受け継いでいくものは何なのか、大切なのは何なのか、そこの合意形成をするということが実

はとても大切かなというふうに思っています。 

 以上です。 

○後藤 どうもありがとうございました。 

 短い時間でしたが非常に内容の濃いディスカッションができたんではないかと思います。も
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う１時間ぐらいあればなというふうにも思いますが、要点はかなり押さえることができたんで

はないかと思います。またフロアの皆さんと我々の空気感が非常に緊張感を感じて、私、お互

いに聞いていただけたんではないかなというふうに思います。こういうパネルディスカッショ

ンですと寝てしまうような方もいらっしゃるんですが、そうではなくて皆さん最後まで集中し

てこのディスカッションを聞いていただきましてありがとうございました。 

 一言でまとめることはできないんですけれども、市長と語るというのは非常に重要なことだ

なと。今回のこのテーマ、市長と語るというのは本当にいいことだなと。一人の命も失っては

ならないという市長のメッセージを我々は受けとめながら、今度都市計画学会の専門家として

も担っていかなければいけない役割があるということを改めて思いました。こうした都市計画

学会と全国市長会の協賛の取り組み、今後も続けてまいりたいと思います。 

 今日は長時間でございましたが、最後までおつき合いいただきましてどうもありがとうござ

いました。パネリストの皆さんに拍手を。 


