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市長講演 

「私たちはどのようにして台風災害と闘ったか」 

兵庫県豊岡市長 中 貝 宗 治  氏 

 

 『私たちはどのようにして台風災害と闘ったか』と格好よく書いてありますけれども、実は

『どのように私たちは台風に翻弄されたか』、その経験をお話しして少しでもご参考になれば

と思います。 

 豊岡は、兵庫県の北部の日本海に面したまちです。今、合併して人口は８万6,000人、700平

方キロメートルのまちになっておりますが、台風23号に襲われたときは合併前の2004年であり

ました。豊岡の中心市街地の写真です。まちの真ん中を円山川がゆったりと日本海に向けて流

れています。この画面の中央部あたりで、河口から10キロメートル上流になりますがカレイが

釣れます、アジが釣れます。円山川の河川勾配は１万分の１。10キロメートル上流に行って高

低差１メートル、100メートル上流に行って高低差１センチメートル。ほとんど水平状態の川

で、川底には海の水が忍び込んでいます。風がないと、こんなふうに鏡の面のように美しい水

面を見せてくれます。しかし、河川勾配が極端に小さいということは、水はけの悪さを意味し

ます。2004年10月20日豊岡は台風23号によって泥の海に沈みました。これは円山川の支流、出

石川の堤防決壊現場の写真です。この地域の上流側の堤防は決壊いたしましたので、上流から

恐ろしい勢いで流れてくる水の物理的な勢いで家が壊されて、地震に遭ったような惨状を呈し

ています。ここでは１人の方が命を失っておられます。その上流が合併前は但東という別の町

でした。朝から消防団員と町の職員が土嚢積みをしていたところ、どんどん水かさが増してく

る。待機をしていると、まずバス停が流されていった、次に橋が流されていった、更にしばら

くするとアスファルトがめり込んで国道が流されていった。これがセンターラインで、まさに

国道が流されていっています。出石、これも合併前は別の町でありましたけれども出石の山間

部です。都会からわざわざ田舎暮らしが好きだからといって移り住んで来られてこの被害に遭

い、１人の方が命を失っておられます。 

たくさんの人々が逃げ後れて残されました。地元の消防、応援の消防、消防団、自衛隊、

懸命の救助が続けられます。そして避難所は人々であふれ返りました。当時、私が避難勧告を

発令した対象人員は、合併前で４万3,000人、市が公式に指定をした避難所に逃げた人はわず

か3,800人、１割にも満たない数字でありました。これが後に大問題となります。そして救助

の後待っていたのは、ごみと泥との戦いでありました。たった一晩の災害で３万6,000トン、
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合併後の８万6,000人の豊岡市民が１年かけて出すごみ、それに相当するごみが１日で出てま

いりました。市民は頭の上から爪先まで泥だらけになってごみを出していきます。しかし、本

当はごみではなかったのです。この台風に襲われる直前までは市民の大切な家財道具であり、

書籍であり、或いは大切なアルバム、手紙類でありました。しかし、ごみとして出していかな

ければ生活が立ち上がっていかない。市民は泣くような思いでごみとして出していきます。 

まだ売れ残っていた工業団地の土地がありましたので、そこを仮の集積所にいたしました。

まち中のごみがここに集まって参ります。悪臭もいたします。畳等はあっと言う間に発酵が始

まって、60度、70度、80度の温度になって、素手で持つことはできません。煙がもうもうと上

がって火災の危険もありました。農薬を捨てたというけしからん人もおりました。地下水汚染

の可能性もありました。不法投棄を助長する恐れもありました。劣悪な状況の中で、ごみの処

理が延々と７カ月続いて行くことになります。さまざまな災害の対応に襲われて、市民は言う

なれば絶望のどん底に沈みます。その市民の気持ちをもう一度立て直してくれたのはボランテ

ィアの方々でありました。豊岡に何の縁もゆかりもない方々もたくさんお越しになりました。

道路のごみも除去されました。私たちは当初、ボランティアセンターを立ち上げることに全く

思いが至っていませんでした。当時、総務省消防庁の防災課長が学生時代の同期でありまして、

「直ちにボランティアセンターを立ち上げろ」と電話をかけてきました。そして、「ボランテ

ィアは労働力として助かるだけではない、まちが明るくなるのだ。」と。確かにそのとおりで

ありました。何の縁もゆかりもない人たち、小学生までやって来た、そして自分たちのために

懸命に働いていてくれる。このまま寝たきり状態になっていいのか。一度ぺしゃんこになった

市民の気持ちが再び立ち上がって参ります。 

災害から１月程たったころ、600本のバラが豊岡市役所に届きます。豊橋市の愛好家の方々

が送ってくださったバラでありました。災害の発生から１カ月位たった後で、世間の関心は圧

倒的に中越にいっておりました。「もう忘れられたと思っていた。」と、避難所の人々は涙を

流しながら公衆電話で、送ってくださった方に感謝の言葉を述べられたそうであります。それ

でもなお余りがありましたので、市の職員が市役所の中に生けてくれました。当時、私たちは

殺気だった気持ちで仕事をしていました。どなり合いをしながら仕事をしていました。ところ

がある日、私が市役所の中を歩いていると、どうもいつもと雰囲気が違う。よく見ると市役所

のあちらこちらに赤いバラ、黄色いバラ。ふわっと優しい気持ちになりまして、みんな集まれ

と言って、こんな写真を撮ってみました。当時のもう少し若かったころの写真でありますけれ

ども。お陰様で、私たちはこんなふうに笑顔を取り戻すことができました。その証拠として写
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真を送り主にお送りして感謝の気持ちといたしました。私たちが生きていく上ではさまざまな

ものが必要です。家がなければ雨風を防ぐことはできません。毛布や布団がなければ寒くて眠

ることはできません。食料や水がなければ人は死んでしまいます。お金ももちろん不可欠です。

しかし同時に、それらと同じように、例えばこのバラの花のように、或いは音楽のように、

人々の心に働きかけて和らげたり或いは勇気付けたりする、それも同じように大切だというこ

とを私たちは学びました。 

 被害のおさらいです。これは合併後１市５町のトータルですけれども、死者７名、建物全

壊・大規模半壊・半壊・床上浸水、ここから上で約5,000世帯、災害ごみ３万6,000トン。この

死者の７名をどう見るか。阪神淡路大震災では6,434人の方の命が失われました。東日本大震

災では死者・行方不明者合わせて２万人に達するという報道がなされています。数はもちろん

決定的に重要です。何人が亡くなったのか。逆に言うと、何人が生き残り、何人がその地に踏

みとどまるのか。それがその地域や社会が再び立ち上がる力をどれほど持つか、それを決定的

に左右いたします。しかも不幸は少ない方がいいに決まっています。圧倒的な量の恐ろしさと

いうものを東日本大震災は私たちに見せつけました。しかし同時に忘れてはならないことがあ

ります。それは７人の死、6,434人の死、２万人の死・行方不明というものは、実は存在しな

いということです。存在をするのは７人の一人ひとりの死、6,434人の一人ひとりの死、２万

人の一人ひとりの死、そして行方不明です。その一人ひとりに大切な命があり、愛する家族や

恋人がいて、かけがえのない夢があったはずです。その一人ひとりの命が失われてしまった。

そのことに思いを寄せて初めて私たちは７人の死、6,434人の死、２万人の死・行方不明とい

うものの恐ろしさを実感できるのではないかと思います。 

 災害発生から１年後の同じ日、私たちはこの亡くなられた方々のご遺族をお招きして追悼の

集いを行いました。その時、遺族代表の方の挨拶に私たちは皆、涙を流しました。「助けて、

ドアが開かない。」車ごと水に流されて亡くなった奥様が 後に携帯でかけてこられた言葉だ

ったそうであります。１年たっても２年たっても傷は癒えるものではありません。むしろ傷は

深まっているように見えました。なぜ助けることができなかったのか。その深い思いが遺族や、

或いはその地域に残ってしまいます。人は死んではならない、強烈にそう思いました。もちろ

んそんなことは不可能です。私たちはいつか死ぬ運命にあります。しかし、あんな死に方をさ

せてはいけない、強烈にそう思います。ご本人ももちろん無念だったろうと思います。そして

周りには、先ほど言いましたように、『なぜ助けることができなかったのか』と、大きな悔い

としていつまでも残ってしまいます。１人の命も失ってはならない。不可能かもしれませんけ
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れども、その覚悟でもって私は災害対策をやっていきたい、そう思っています。 

 結局、私たちが失ったものは何であったのか。もちろん大切な命がなくなりました。そして

もう一つ、それは『人々の普通の暮らし』です。朝起きて家族が「おはよう」と挨拶をして、

朝ご飯を食べて、「行ってきます」と言って家を出て、そして子どもたちは学校へ、お父さ

ん・お母さんは職場へ出かけて行く。夕方になると帰って来て、「ただいま」と言って晩ご飯

を食べながら、テレビを見ながら、「今日あんなことがあった、こんなことがあった」と、た

わいもない話をして、「おやすみ」と言って眠る。その何の変哲もない日常が失われた時に

人々がどれほど苦しむか。それを私たちは良く知っています。そして東日本でも同じことが起

きていることに心を痛めています。 

 あの時、災害対策本部で私たちがどのような判断をしたのか。追体験をして頂きます。11時

に警報が出ます。13時に警戒本部を立ち上げます。16時10分に災害対策本部に切り替えます。

後ほど円山川の堤防が決壊するのですけれども、これは、その決壊現場から200メートルほど

下流にある国交省の水位観測所のいわば模式図です。堤防があって、河川敷があって、水があ

ります。こちら側に人々の暮らしがあります。もう河川敷の上にかなり水が来ています。しか

し、豊岡市民にとって、これは普通に見なれた景色でありました。河川勾配が極端に小さくて

すぐ増水をする川であります。確かに雨風は強い、水は増えている、でもいつもの風景であり

ました。16時15分、豊岡市にある国交省の事務所長から電話が直接入ります。「このまま雨が

降り続けると21時、５時間後には計画高水位を超える。」と。計画高水位というのは、その堤

防が安全に水を流し得る 高の水位です。それを超えるということは堤防が決壊する可能性が

あることを意味しています。私たちは、にわかに信じることができませんでした。過去にこれ

ほど速いスピードで円山川の水位が上昇したという経験を、年配の職員も誰も持っていません

でした。しかも先ほど申し上げたように見なれた景色でありました。恐らく避難勧告を出して

も誰も信じないだろう、人々はまだ普通に買い物をしている時間帯でありました。１時間後に

次の予測を伝える、こういうことでありましたので、私たちはその次の報告を待つことにいた

します。そして、その間に安全性の高い避難所のリストアップをいたします。避難所はもちろ

ん既に指定をしていました。しかし、もし堤防が決壊すると、これはとても危険です。堤防の

すぐ傍らの避難所は使うことができません。そして鉄筋コンクリート等の強固な、３階以上の

建物が不可欠です。それをリストアップして責任者の了解を取り続けていきます。同時に、老

人ホームや病院に電話をして、「次の段階で避難勧告を出す可能性がある、今のうちに準備を

してほしい。」という連絡をいたします。 



 

－5－ 

17時、警戒水位を突破。17時40分、再び国交省の所長から電話が入ります。「19時には、

計画高水位を超える。」一刻の猶予もありません。18時５分、避難勧告を発令いたしました。

結果としては、 初の予測の通りに事態が推移をいたします、もちろんそれは後でわかること

です。当時、豊岡市は防災行政無線の配備をほぼ終えたところでありました。市役所にこの放

送設備があって、各家庭にラジオの受信機のようなものがあります。そして、いざという時に

は強制的に大音量で放送を流す、そういう仕組みが入ったばかりでありました。しかし、いざ

というときに、どのように放送するのかという事前の放送原稿、マニュアルを私たちは作って

いませんでした。避難勧告を決めたのはこの電話の直後ですけれども、避難勧告を実際出した

のは25分後でありました。どのように市民に伝えるのか、その原稿作りに時間をとっていまし

た。19時20分、国交省からポンプの停止依頼が届きます。市の担当課長は顔中に油汗を流して

私の所にやって来ました。「国交省はポンプを止めろと言っている。これ以上内水、支流川の

水を本流に汲み出すと本流の水位が更に上昇して堤防が決壊する危険性がある。」他に選択肢

はありませんでした。水浸しになることを覚悟して私はポンプの停止を命じます。順次市内の

ポンプが停止をしていき、まちは水浸しになります。 

19時45分、避難指示に変えます。排水ポンプを停止しなければいけない状態になったと、

防災行政無線で放送いたします。「20時35分には、もう各所で水位が大幅に堤防を超えている、

内水も急激に上昇する。」と放送いたします。21時、ピークの8.29メートルに達します。これ

も後でわかったことでありますけれども、この時には既に堤防を水が超えていて、堤防はえぐ

られつつありました。23時15分、円山川の堤防が決壊いたします。実は23時13分に消防団員か

ら災害対策本部に堤防が『決壊した』という報告が入っていました。信じることはできません

でした。真っ暗闇の中、その情報を私たちは本当に信じていいのかどうか。水が堤防を超えて

いるだけではないのか。本当に決壊しているのか。専門家に確認させろということで、消防本

部の職員を急行させて、「間違いありません。」という報告があり、そして私たちは渋々決壊

の事実を認めます。23時45分、「堤防が破堤をした。」こういった情報を流します。２階以上

の高いところに逃げてくれということでありました。 

この間30分間、何をしていたのか。やっぱり放送原稿をつくるのに手間取っていました。

『破堤』という穏やかな言葉が良いのか、『壊れた』という劇的な言葉のほうが良いのか、ど

の地域にこれを伝えるのか、その原稿を作るのに時間をとってしまいました。しかも、実は放

送設備は、市役所本庁舎と道路１本隔てた別の建物にありました。この時間帯は、既に道路は

急流となって水が流れていました。その道路を渡り切るのにも時間を要することになりました。
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これが私たちの大きな悔いとして残っています。そして、テレビをつけると由良川で水没した

バスの上で37人が助けを求めていました。この37人の方々は豊岡市役所、豊岡病院組合のＯＢ

の方でありまして、世話役のリーダーは私の叔父でありました。ここでぶら下がっている男性

は、私の２軒隣の方でありました。家族からも矢のように「助けて欲しい。」という連絡が入

りました。できることは何もありませんでした。豊岡の堤防決壊現場のすぐそばでは、逃げ遅

れた家族７人が、堤防のすぐそばで助けを求めていました。自衛隊、海上保安庁、兵庫県の防

災ヘリ、出動を要請しましたけれども、「夜間、暴風雨で出動できない。」そういうことであ

りました。「人の命がかかっているんです。」と当時、助役が泣きながら再度交渉いたしまし

たけれども、結論は変わりませんでした。すべきことは何もできない。朝を待つほかはありま

せんでした。 

災害対策本部は機能不全になります。豊岡市役所にボートはありました。大きな被災を受

けているところから、ボートを求める声はどんどん届いておりました。しかしながら、その間

には２本の川が流れていて激しくあふれ、流木が渦巻いておりました。ボートを届けることが

できない。３時45分、この直前にふと我に返ります。そうだ、こういう時こそ市長は人々に声

をかけなければいけない。それまで豊岡市の防災行政無線の放送は、すべて職員が原稿を読ん

でいました。私は初めて自分でマイクを持ちます。作った原稿に１行だけ加えます。「私たち

市役所も全力を尽くします、皆さんも頑張ってください。」これで市民の皆さんの中に少し安

心したという声が広がりました。６時50分、再びマイクを持ちます。陸上自衛隊が到着しまし

た、間もなく救助活動が始まります。消防の応援隊もやって来ます。県の防災ヘリもやって来

ます。これで、更に多くの人々が平常心を取り戻します。他方で『人ごとのようだった。』と

いう批判も頂きました。豊岡の防災行政無線は屋外子局もありました。屋外の拡声器でも流れ

る。普通にしゃべりますとエコーがかかって、何を言っているかわかりません。そこで、この

放送はすべて文節を区切って放送していました。「円山川本流と、内水位が、あと15センチ程

度で同じになります。」ゆっくりしゃべったがために『危機感が伝わらない』、こういった批

判も頂きました。 

これは堤防決壊現場です。円山川はこちら側で、こちらに人々の暮らしがある。先ほどの、

とり残された人は、こっちの方におられました。この場所は堤防が復旧され、遮水シートが敷

かれ、そしてブロックが乗せられ、土がかぶせられて、そして強くて美しい堤防が再び出現い

たしました。しかし、本当のことを言えば、この姿をあの災害の前に見たかった。それが正直

な気持ちです。その後もこの河川改修は続けられています。これは、実は円山川の河川敷があ
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った場所ですけれども、国土交通省によって浅く掘られて、そして治水対策に役立て、同時に

湿地再生をするという工事が進められています。このような事業によって、既にこれまでに円

山川流域で125ヘクタールの湿地が新たに再生されています。2008年の10月、その場所に18羽

のコウノトリが降り立ちました。私たちは、この円山川が災害を受けた後、国交省にこんなお

願いをしました。強い堤防を造って欲しい。しかし、美しい円山川も残して欲しい。そして治

水と自然再生を併せた事業が進むことになり、シンボリックにこんな光景が実現いたしており

ます。 

総括です。あの災害は私たちにとって一体何であったのか。『油断』、『機能不全』、そ

して『支え合う人々』。 後のこれこそが私たちの希望でありました。台風23号の教訓です。

人間の力や努力を超えた自然の脅威は必ずやって来ます。現に伊勢湾台風の時にここまで水が

来た。だから用心してその高さに石垣を組んで家を建てた、でも浸かってしまった、という家

はたくさんありました。私たちの努力を超える災害は必ずやって来る。その覚悟を持つ必要が

あります。或いは、災害対策の防災の工事が進んでいても、工事の途中で再び災害に襲われる

ことだってあります。その時にやるべきこと、これしかありません、『逃げる』。しかし、

人々は逃げません。これも災害の後で知ったことですけれども、災害心理学の専門家はこう言

っています。人々は逃げないと。なぜかと言うと、人々の心には正常化の偏見、正常性バイア

スという強い働きがある。私たちには、異常な事態が起きていたとしても心の平穏を保つため

に、それは決して異常ではない、自分の命にかかわるような恐ろしいことは自分には起きない

というふうに、異常な事態を正常なふうに曲げて認識をして心の平穏を保つのだと。世界中で

人々は逃げ遅れています。だからこそ、そのような強い心の機能を持っている人々をいかに逃

がすのか、その技を私たちは身に付けなければなりません。『人はなぜ逃げ遅れるのか』こん

な本まで出ているくらいです。『黄金の72時間』という言葉が防災の世界にあります。例えば、

瓦礫の下に埋まったような場合に72時間、３日を超えると生存率が極端に下がってしまう、人

命救助はこの72時間に徹底してやらなければいけないという経験則です。これは、阪神淡路大

震災で閉じ込められた家からの脱出者が16万5,000人おられたという推計でありますけれども、

公的機関による救助はわずか５％、自力脱出80％、隣近所との助け合い15％、これが大災害の

厳しい現実です。72時間以内に助けに行かなければいけない。しかしながら、大規模災害の時

にはその時間内に助けに行けないかもしれない、というよりも圧倒的に助けに行くことができ

ない。従って行政には限界がある。そのことを市民に率直に語る必要があります。そして、自

分の命は自分で守る、その覚悟と技を持って頂くことを率直に伝えていく必要があります。 



 

－8－ 

そして、私たちの得た 大の教訓はこれです。人と人との絆こそが人間を救うというもの

であります。あの災害の時に、丁度その数年前に、後で一番ひどい被害を受ける場所にわざわ

ざ移り住んできていて、そして真夜中に堤防が決壊をして２階まで水が来て、夫婦２人で心細

い朝を迎えた方がこんなことを言っておられました。「孤立した、しかし孤独ではなかっ

た。」真夜中に夫婦でお互いを励まし合いながら頑張ってきた。夜中に市長の声が聞こえてき

た。朝になると、近所の人が筏に乗って食料や水を届けてくれた。水が引き始めると隣近所、

地域での助け合いが始まった。やがて遠くから友人たちもやって来た。『孤立した、しかし孤

独ではなかった』普段の隣近所とのつき合い、コミュニティ、或るいは小学校単位で運動会を

やったりするようなこと、その一見たわいもないことが、いざというときに皆さんを救います。

いかに平時コミュニティを維持していくのか、強化をしていくのか、そのことはとても大切だ

と思います。 

 豊岡市が、過去に大水害を受けた市町村に声をかけて、今、水害サミットというものを毎年

やっています。見附市、三条市と一緒に幹事役をしているのですけれども、それらの市町村に

アンケートをとりました。それぞれの災害の時の失敗、教訓、その後の対策などを集めて１冊

の本にまとめました。水害現場でできたこと、できなかったこと、被災地から送る防災・減

災・復旧ノウハウ、こういった本をぎょうせいから出版いたしております。時系列ごとに何を

すべきか、細かいノウハウが書かれています。同時に、トップの心構えといったことも経験を

踏まえて、この中にまとめられています。本を買うのは嫌だという方のためにインターネット

上にも公開しております。水害サミットで検索して頂くと、恐らく一番 初に水害サミットか

らの発信ということで、この資料が出て参ります。先ほど言いましたように時系列になってお

りますので、いざというときには、ぜひこれを引いて参考にして頂ければと思っております。 

 この23号以降、私たちもいろんな取り組みをして参りました。放送マニュアルの作成もいた

しました。防災監、防災課の設置といった専門の部署も作りました。自衛隊ＯＢの防災監への

採用もいたしました。ウェザーニューズ社と契約をいたしまして、３時間ごと36時間先までの

降雨、降水の予測、そういったものも得るようにいたしました。ハザードマップを作成し防災

行政無線の全市の整備、これは合併後の全市の整備であります。或るいは携帯電話不通地区へ

の衛星携帯電話等の配備、こういったことをさまざまにやって参りました。相当やってきたつ

もりでありました。 

 しかし平成21年８月、台風９号に襲われました。上流での激しい降雨によって、深夜台風23

号の時を上回る水位の上昇スピード、あわや23号に匹敵するのか、私たちは正直狼狽いたしま
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した。死者１名、建物被害315棟、私たちはまたもや失敗をしてしまった。災害の対応はさま

ざまに違います。私たちはまだまだである。この時に何がいけなかったのか、再度その検証を

いたしました。今日は時間の都合でそのことは詳しく触れませんけれども、災害対策というの

は自助・共助・公助でやる。この組み合わせでやるということが言われています。もちろん公

助、私たちはまだまだということを反省いたしました。今、年に何回か研修会をやり、図上訓

練もやり、職員には屯田兵であるというふうに申し渡してあります。普段はそれぞれ窓口業務

があり、教育の現場にいて、或いは道路を造ったりしている。しかし、いざというときには軍

隊となって人々を守る。ロシアに対して備えになる、あの屯田兵のようであるべきだ。そのこ

とを職員に訴えています。 

共助、人々の助け合い。そして自助。今、私たちが特に力を入れているのは、この自助で

す。なぜか。 後に逃げるかどうかを判断するのは個々の市民一人ひとりの判断によります。

私たちが、仮にどんなに適切なタイミングで、適切な言葉で避難勧告を発令したとしても、そ

れは広いエリアに流します。そのエリアの中には実は高台になって雨が関係ない人もいます、

水は関係ない人もいます。逆に裏山が崩れる可能性のある人だっています。それぞれの状況で

ありますので、 後に自分はこの置かれた状況の中で逃げたほうが、逃げるというのは水平避

難でありますけれども、逃げたほうが助かる確率が高いのか、そうでないのか。このことにつ

いて市役所は判断することはできません。 後は貴方です。その覚悟を求めています。とは言

いながら、これを言いますと市民を突き放したことになってしまいます。私たちは素人だと。

どう判断したら良いんだ。そこで昨年、日本の各方面の第一人者にお願いをして防災ワンポイ

ントの放送をいたしました。１回５分のワンポイント、月曜日から金曜日まで一つのセット。

地震とか土砂災害とか雨とか台風とかいうことでありまして、そしてそれをコミュニティＦＭ、

それから防災行政無線で流し続けました。少しでもこれを参考にして、あとは自分で判断をし

てください。例えば、もう大雨が降っていて避難勧告が出た。家を一歩出てみると実は周りは

もう水だらけだった。さて、避難所に向かうべきかどうか。どっちが助かる確率が高いか。そ

れはわかりません。内水だけであれば２階にいたほうが安全です。しかし、もし近くに堤防が

あって決壊するとすれば、危険があったとしてもむしろ遠くへ逃げたほうが安全になります。

それは個々人の判断です。そこでワンポイントだけをお伝えして、あとはもう全部自分で判断

してほしい。このことを繰り返しお願いしているところです。 

堤防の決壊現場がここです。実はここに１軒ありましたけれども、決壊と同時にあっと言

う間に流れ去りました。実は、ここに家族がおられたのですが無事でありました。この家だけ
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は何か嫌な予感がして、その家に電話をしておりました。ひょっとしたら 悪の事態が起きる

かもしれない、逃げてくれと。その方は固定電話がありましたので、連絡をして逃げて頂きま

した。隣の家には、固定電話がありませんでしたので、伝えて欲しいということをお願いしま

した。でも、その方は「我が家は鉄骨で安全だから逃げない。」と、そして逃げ遅れて翌朝ヘ

リコプターで助けられることになります。その逃げた方、家が壊れた方の椅子です。私は、こ

の写真を見るたびにいつも思うのです。私たちは緊張の糸を切ってはならない。その緊張を私

たちに強いているように思います。同時に、この冷え冷えとした写真の向こうに『命への共

感』があるのだと思います。お互い大切な命、何とか力を合わせて守っていこう。その『命へ

の共感』がこの写真の向こうにあると。そして、それこそが実は防災・減災の基礎なのではな

いか、そのように思っております。 

ご清聴どうも有難うございました。 


