
平成 27 年 2 月 22 日 校区コミュニティ運営協議会シンポジウム   1 
 

平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度    校区校区校区校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム（（（（議事議事議事議事録録録録））））    

 

１ 日 時 平成２７年２月２２日（日）午後２時～午後３時３０分 

２ 場 所 岡垣サンリーアイ ハミングホール 

３ 出席者 講師：災害救援コーディネータ 

株式会社エクスプラス災害研究所 所長 伊永 勉 氏 

      内浦校区コミュニティ運営協議会  会 長 川原 政俊 氏 

      吉木校区コミュニティ運営協議会  会 長 田﨑 豊一 氏 

      海老津校区コミュニティ運営協議会 会 長 三浦  進 氏 

      山田校区コミュニティ運営協議会  会 長 吉田 清人 氏 

      戸切校区コミュニティ運営協議会  会 長 北野 秀勝 氏 

会 長 小八重勝利 氏 

      岡垣町長 宮内 實生 氏 

      参加者：総勢 ２８３名 

      

４ 内 容 

（（（（１１１１））））町長町長町長町長あいさつあいさつあいさつあいさつ    

岡垣町長の宮内實生でございます。 

平成 26 年度校区コミュニティ運営協議会シンポジウムの開催にあたり、あいさつを申

し上げます。 

本日は年度末、４月には県知事選挙、県議選挙、町会議員選挙を控えて大変お忙しい中

にこのように大勢にこのシンポジウムにご参集いただきまして、誠にありがとうございま

す。 

岡垣町の校区コミュニティは、平成 19 年度の山田校区コミュニティの設立に始まり、

平成 20 年度には他の校区でも設立され、今年度で８年目または７年目を迎えました。 

私は、まちづくりを進めていく上で重要なのは「人の力」、すなわち自分たちの住む地

域を自分たちで良くしようとする地域住民の力であると考え、「住民自治の確立」に重点

を置いて校区コミュニティの推進に取り組んでまいりました。 

岡垣町は県下において地域の活動がとても盛んです。地域コミュニティの基盤は自治区

での活動であり、岡垣町にお住いの方の自治区加入率は、近隣自治体と比較すると高く、

活動も活発に行われています。しかし、少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化

など、様々な要因により、自治区だけで対応するよりも、地域の実情にあわせて広い範囲
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で連携して取り組んだ方がより効果的であると考えられる課題があります。 

そこで、校区コミュニティでは、「防犯・防災」「環境」「健康福祉」などのほか、それ

ぞれの校区の実情に応じた課題解決に取り組まれており、地域のニーズにあった細やかな

活動により年々地域に浸透し、地域の絆が深められています。校区コミュニティの取り組

みは、住民と行政の協働のまちづくりを進めていく上で欠かせないものであり、今後も継

続、推進していく必要があると考えております。 

さて、本日は校区コミュニティの様々な活動の中でも「防災」に焦点をあて、「防災～

地域で何ができるか考えよう～」と題し、シンポジウムを行います。 

テーマ設定にあたっては、各校区コミュニティの会長と協議を重ね、各校区コミュニテ

ィが防災の取り組みを更に進めていくきっかけになればと、防災に精通した方を講師に招

いての講演会方式で開催することといたしました。 

このようなテーマに決定した背景には、皆様もご存じのとおり、東日本大震災や御嶽山

おんたけさん

の噴火、広島県で発生した局地的集中豪雨に伴う土砂災害など、日本各地で大規模な自然

災害が発生していることがあります。 

岡垣町でも、旧国道 3 号沿いや岡垣東中学校運動場の法面

のりめん

のがけ崩れ、町道湯川内浦線

での落石など、年々増加している警報レベルの豪雨による被害が、皆様の生活にも影響を

及ぼしています。 

また、国や県が発表した大規模地震による岡垣町の震度予想は、南海トラフ地震では最

も強い所で震度 5 強、西山断層では震度 6 強となっています。 

このような状況を受け、岡垣町では、毎年防災訓練を行っているほか、緊急防災無線、

Ｊ‐アラート自動起動装置、緊急速報エリアメール、多重回線音声応答装置などの設備を

整えています。そのほか、広報車巡回や有線放送、町公式ホームページ、防災メールまも

るくんなど、あらゆる手段により住民の皆様に情報提供する体制をとっているところです。 

また、近年の自然災害の規模の大きさなどに鑑

かんが

み、民間事業者との各種協定、石川県

津幡町との遠隔地における災害時相互応援協定、遠賀中間医師会との医師派遣協定などを

締結しています。 

しかし、防災や減災、災害対応における基本的な考えとして、自分の命は自分で守る「自

助」、自分たちの地域は自分たちで守る「共助」、公的機関による「公助」がありますが、

どれだけ設備を整え、協定締結を進めても、最も重要となるのは、皆様ご自身や地域によ

る「自助」と「共助」です。 

これは、過去に起こった災害における救助割合からも明らかになっています。 

皆様、昨年5月に全戸配布した防災マップは各ご家庭でご覧になったことだと思います。
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この防災マップには、あらゆる災害の被害想定や避難に関する情報、災害の前兆現象、発

災時に取るべき行動、日頃からの備えなどあらゆる情報が掲載されています。また、非常

時持ち出し品の例なども掲載されていますので、ぜひ日頃から目に付くところに保管して

いただき、それぞれの家庭で話しあいながら、災害への備えを行っていただきたいと思い

ます。 

これが自分たちの命は自分たちで守る「自助」の第一歩であると考えております。 

もう一つの「共助」につきましては、現在、岡垣町では 55 の自治区中、27 の自治区で

自主防災組織が設立されており、これらの自主防災組織では、それぞれの地域に応じた防

災訓練や防災資機材の整備などが行われています。 

本日ご来場の皆様の中には、防災や災害対応は、町や消防機関、警察や自衛隊などの公的

機関がすべきものとお考えの方もおられることと思います。 

もちろん、公的機関が果たす役割は災害の情報の提供、早期の避難勧告の発令など大変重

要なものがありますけれども、しかし、先ほど申し上げましたように、近年の自然災害は、

大規模になる傾向にあります。大規模災害では、岡垣町の至る所で被害が発生することも考

えられ、公的機関の救助隊なども分散せざるを得ません。また、災害が局地的であって人的

体制が整っている場合でも、道路損壊等で被災場所に近づけないことも考えられます。 

このように、救助隊などが助けに行きたくても行けない状況が想定される中、被災から時

間が経つにつれ、生存率は低くなって行き、助かる可能性がある命も助けることができなく

なることも考えられます。 

そうした状況の中で、皆様の命を守ることができるのは、「自主防災組織」などの地域の

皆様の力ではないでしょうか。 

本日のシンポジウムでは、災害救援コーディネーターの株式会社エクスプラス災害研究所 

所長 伊永 勉先生にお越しいただき、こうした防災における地域の力についての講演をし

ていただきます。 

本日のシンポジウムを機に、自主防災組織が設立されていない自治区においては設立が、

既に設立している自治区ではより充実した活動が進むことを期待しております。 

結びに、避難所運営などでは特に、自治区を超えて校区単位での大きな枠組みの中での減

災の取り組みが必要になって参ります。町内すべての自治区で自主防災組織が設立され、町

全体で防災の取り組みが活発に行われるようになることを祈念いたしまして、平成 26 年度

校区コミュニティシンポジウムの開催にあたっての挨拶といたします。本日は、誠にありが

とうございました。 
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（（（（２２２２））））タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール説明説明説明説明・・・・出席者紹介出席者紹介出席者紹介出席者紹介    

    

（（（（３３３３））））基調基調基調基調講演講演講演講演    

  伊永伊永伊永伊永    勉勉勉勉    先生先生先生先生    

        最近災害が非常に多い。半年前のデータになるが、１９９１年から２０１２年の２２年間

で１人以上の死者が出た災害数は大雨、洪水、台風が一番多く８７回起こっている。次いで

地震、津波が２１回となっている。酷暑でも４回死者が出ている。 

 

地震について、岡垣町で心配される地震は西山断層によるものである。西山断層は宗像市

沖ノ島から朝倉にかけて数本の断層が走っている。地震が起きた際の岡垣町の直接の被害は

震度６程度であろうとされている。 

しかし、地震調査研究推進本部が日本全国の断層について今後３０年、５０年、１００年

以内に地震が発生する確率を毎年４月に発表しているが、西山断層ではすぐに発生するとい

うような予測は立っていない。 

東日本大震災では２００３年に今後３０年以内の発生確率が８０％となっていた。 

また、東日本大震災では三陸沖、三陸北部、宮城、岩手の４つを震源とする地震が３９分

間に全て起こった。気象庁の計算では、数年おきに１つずつ起きていくであろうという予測

であった。３９分間の内に４つの地震が次々と起こったために、２０ｍから３０ｍ近い津波

が発生した。 

現在日本は南海トラフ大地震の発生が心配される大変危険な状態。東海地震、東南海地震、

南海地震、日向灘地震が数年、数十年おきに起こるであろうという予測だが、東日本大震災

のようにほぼ同時期に起きた場合の想定では被害総額が８７兆円、死者３７万人となってお

り、人類史上最大の地震となる。 

南海トラフ地震は今後３０年以内の発生確率が７０％と予測が出ており、どのくらいの規

模になるかは分からないが、ほぼ間違いなく起こるであろうと思われる。南海トラフ地震に

より、日本経済はほぼ壊滅し、物流や電話などのライフラインが半年は機能しなくなり、そ

のような中での生活が必要となる場合があることを知っていてもらいたい。 

 

大雨について、全国で１時間に５０ミリ以上の雨が降る大雨の発生回数が増えている。１

時間に５０ミリという数字は、日本全国の平均的な市町村の下水の許容量であり、これ以上

の雨が降ると、下水の許容量を超えてマンホールのふたが浮き、道路が水浸しとなる。 

岡垣町の大雨発生回数を見ると、１０年前までは大雨の発生は数年に１回、２回程度であ
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ったが、ここ１０年間は毎年のように頻発して大雨が発生しており、これからも増えていく

であろうと思われる。 

岡垣町では防災マップを作成している。地震と津波の被害想定地域や、土砂災害警戒地区

や浸水想定地図などが載っているので読んでもらいたい。どこに逃げたら良いか、どこが危

険なのかなどが分かるようになっており役に立つ。 

 

土砂災害について、福岡県朝倉市の防災訓練に行ってきたが、避難所となっている会館の

裏で、一昨年に土砂災害で１人亡くなっている。災害から２年経った今も復旧工事を行って

いる状態。 

 

大規模な災害の問題としては、被害を受けるのが市民、町民だけではなく行政（役場、警

察、消防など）が被害を受けることにある。行政が活動をしたくてもできない状態になる。

東日本大震災で津波に襲われた岩手県宮古市役所では、機材などが全て壊れ、瓦れきも散乱

し全く仕事ができない状態となった。 

また、西宮市では震災から４日目の朝、職員の出席率は４１％しかなかった。５９％の職

員は、亡くなっている、ケガをしている、家族が被害にあっているなどで仕事ができない状

態であった。警察についても、普段であれば交番勤務の警察官は無線機を持っており、管轄

内の出来事などを本庁に伝えており、それらを本庁で集約し市町村に伝えている。しかし、

震災により市内１３箇所の交番は全壊し、状況確認ができない状態となった。そのため、３

日から６日程度かけて、職員と警察官が走り回り、現場確認し、ようやく状況がつかめたと

いった状態であった。 

このように、大規模な災害が起こった際には、行政はあてにできないため、自主防災が大

切となる。 

 

「災害に先手を打つ」とは先に備えておくということである。 

国と都道府県が行っている「堤防を強くする」「橋を強化する」「小中学校の耐震化を行う

と」いった防災事業や、防災知識の普及といったことである。防災知識については、地域の

皆さんが自分自身で知っておいてもらいたい。 

阪神淡路大震災まで消防の標語として「地震が起きたら火を消せ」ということが言われて

きた。しかし阪神淡路大震災以降では「地震が来たら火に近づくな」となっている。 

阪神淡路大震災以降全国の都市ガス、ＬＰガスは震度５弱で自動停止するようになったた

め、火事になる確率は大きく減少している。その反面、火傷の被害が増加している。火を消
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そうと慌てて、鍋などをひっくり返し火傷を負ってしまうとういう人が多いため「地震が来

たら火に近づくな」と変更された。 

防災知識は年々変わっている。昨年から始まったものとして、土砂災害危険地域の住民に

は土砂災害警戒情報が気象庁から出されたら、いち早く避難準備情報を出し、避難を促すこ

とが決められた。 

「迎え撃つ力」として、自助力（自分と家族の命を救うこと）を徹底して強くしてもらい

たい。また、地域の連携が大切となるので、役場だけでなく企業や住民が力を合わせて連携

することが大切となる。 

 

なぜ自主防災が必要か。 

大規模災害になると先ほど述べたように役場も機能しない、災害に先手を打つ代表は公共

事業によるハード対策だが、防災の投資は「損失を減らす」だけで利益を生まないという考

えがあるため、予算が優先されずなかなか進まない。 

また、災害時は全国からボランティアが多く集まり、消防や自衛隊も応援に来るがすぐに

は間に合わない。災害が発生して２，３日の内にボランティア、消防、自衛隊が応援に駆け

つけることはなかなかできない。東日本大震災では東京消防庁が震災１時間後には出発する

体制をとったが、途中で通行できない箇所などがあり、すぐに出発ができなかった。 

災害時に助け合えるのは、家族と近所の人たちだけである。日常の隣組が自主防災組織の

土台となるため、普段のコミュニティの協力が大切となる。 

  

「自助」と「共助」が命を救う。 

まずは自助。自助とは自分と家族が生き残ること。まずは自分と家族がとりあえず生き残

ることが大切。そして、次に共助となる。共助とは生き残った後に地域で力を合わせて生き

延びること。自助で生き残って、共助で生き延びるということが自主防災の基本となる。 

阪神淡路大震災では６，４３４人が亡くなったが、１６万４千人の人が瓦れきの下敷きと

なったが、そこから救出され生き延びた。その際誰が救出したか調べると、自分や家族など

による救出（自助）が一番多く１０万９千人、その次が近所や、たまたまそこに通りかかっ

た人による救出（共助）であり５万８千人、そして残りが消防や自衛隊、警察による救出（公

助）で３千２百人となった。 

このように１６万４千人のうち９８％は自分や家族、あるいは近所の人たちによる救出で

あった。消防や自衛隊、警察が救出した内、生存していたのはわずか３千２百人（２％）で

あった。これは、公助が間に合わなかったことを表す。 
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災害時は救出が早ければ早いほど生存率が上がる。その日のうちに救出した場合の生存率

は８０％、その後２日目には２５％、３日目には２０％となる。４日目となると５％にまで

下がる。つまり、７２時間（３日間）が生存率の限界となる。 

 

淡路島の北淡町は震源地の真上にあり、町内の 3 分の 1 近くの家屋が全壊した。しかし、

倒壊家屋の下敷きになっている３００人近い人たちを町内会の役員や近所の人たちが、即死

状態の人を除き全員を救出し、半日で行方不明者が０になった。これだけの救出ができた理

由としては２つあげられる。１つ目は、北淡町は漁師町であり震災が起きた５時４６分には、

漁師やその家族が皆起きており仕事をしており、地震発生時は外に飛び出すことができ、皆

無事にすんだ。その後地震が収まると、皆一斉に町に戻り救助活動を行った。 

２つ目は、普段の地域のつき合いが挙げられる。住民間で地域の人たちの家族構成や寝て

いる場所まで知っていたため、瓦れきを掘る場所をすぐに特定でき早い救出が可能であった。

これら２つの理由により、即死状態の人を除き全員の救出が行われた。 

普段の近所づき合いが深ければ、災害時に人が死なずにより多く助けられるという典型的

な例である。 

 

逆の例では、甲子園の近くのマンションから遺体が出てきた。後に２５歳の大学生である

ことが判明。その人の身元が分かるまで３週間かかった。 

マンションの大家、住民に遺体の身元確認を行ったが皆分からなかった。家族が３週間後

に訪れ、初めて身元が分かった。１年半前にマンションの契約は母親が行っており、本人は

大家に会っていなかった。また、大学の友達の家に泊まったりしており、マンションにはほ

とんど戻っていない状態であり、隣の部屋の住民も本人に会ったことがなかった。さらに、

転入してから１年半ガスを使っていなかった。これは調理をしていないということで、近所

で買い物も行っていない状態であり、そこにその人が住んでいる事を誰も知らない状態であ

った。近所づき合いをしていないと、もしもの時に誰も気に留めてくれないという典型的な

例である。 

最近、町内会やコミュニティの活動に参加したがらない人が増えているが、参加できなく

てもせめて近所の人とあいさつを交わし、２，３人に名前を覚えてもらうことが大切。そう

していないと、大災害が起こった際に誰にも見つけてもらえないことになる。 

 

災害に先手を打つために、自助を強くする方法がある。自分達でできることとしては、家

具を固定する、備蓄をする、連絡網をつくるなど様々な方法がある。きっかけがないため、
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なかなか準備を行わない人が多いが、できることは今のうちにしてもらいたい。 

備蓄する際は場所も考えてもらいたい。床下の収納庫に備蓄される人がいるが、タンスな

どが倒れると取り出せなくなる。 

また、連絡網をつくることもいいことだが、子どもの通学路の緊急避難場所も決めておく

ことも大切。緊急時にはその地域で一番目立つ建物（イオンなど大きな建物など）に飛び込

み一時しのぎをするように決めておけば、震災が起きた際に連絡が取れなくても、おおよそ

の居場所が分かり安心できるため、精神的に楽になる。 

 

共助としては防災組織を立ち上げ、地域の皆さんの潜在力を生かしてもらいたい。自主防

災組織は設置して終わりではない。自主防災組織で役割などを決めている所は、その役割の

人がいない時のことも想定してもらいたい。震災の際には誰が集まることができるか分から

ない。 

 

町内会やコミュニティや自主防災組織の役員は若い人には無理である。組織のリーダーに

は地域を良く知っている、人脈を持っている、歴史が分かるといったことが必要で、どれだ

けのネットワークを持っているかが重要。 

震災時、リーダーは作業する人ではない。リーダーは地域の潜在力をいかに生かすかが大

切になる。リーダーが災害時に労力、場所を提供してくれる人をどれだけ知っているか、技

術、知識を提供してくれる人をどれだけ知っているか、協力してくれるお店、事業所をどれ

だけ知っているかが地域の防災力の鍵となる。 

特にお店、事業所には災害時の協力を率先して頼んでもらいたい。 

 

自主防災にはお金も必要となってくる。自主防災の面倒を県、町が全て見るには限界があ

る。そのため募金をしてもらいたい。（被災者への直接支援である）義援金は一切受け入れ

てはいけないが、（防災活動を行う団体やＮＰＯ、ＮＧＯへの支援である）自主防災活動支

援金やボランティア支援金は受け入れができる。地域だけでなく、全国から支援金を集めて

もらいたい。 

 

自主防災を強くするポイントとして次のことが挙げられる。 

１．顔の見える近所づき合い 

しっかりとした近所づき合いが救出活動の要となるので、コミュニティの皆さんにはぜ

ひ率先して取り組んでもらいたい。 
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２．災害時住民支え合いマップの普及 

支え合いマップをしっかりと普及させ、要援護者を地図上に記入し支援者を決めてもら

いたい。 

 

３．全員センサー率先市民になろう 

警報や、役場からの避難勧告が出てから避難を始めては遅い。役場や消防が町中の出来

事を知るには時間がかかる。自宅の周りを見て、マンホールが浮いている、裏の山から小

石が転がってきた、水が流れてきた、土の匂いがしてきたなどは災害の前兆であるため、

いち早く消防や役場に知らせてもらいたい。知らせることによって、役場は町内のどこが

どのような状態か把握することができ対策を早く行うことができる。 

皆さんからの状況提供がないと、役場や消防は町中を走り回って情報収集を行わなければ

ならない。そのため、住民全員が情報発信のセンサーとなってもらいたい。そして、避難

する際には率先して避難してもらいたい。 

 

４．「誰がする」から「誰でもできる」に 

   自主防災では様々な役割を決めていると思うが、役割が決まっている人以外でもバック

アップができるように、役割を決めると同時に誰でもできるような体制にしていくことが

大切。 

大阪のある小学校の避難所では順番で役割を決めている。１番目に来た人は鍵を取りに

行く。２番目から５番目は校内の危険個所を点検し立ち入り禁止の札を張る。その次に来

た人たちは、避難所に入れるように教室の机などを端に寄せたり、また、受け付けを行っ

て避難者を誘導する。などといったように順番で役割を決め、誰でもできるような体制を

とっている。役割の人が来なかった際を想定して、このような体制をつくっておくことも

大切。 

 

５．受援力をつける 

震災の際に自分の地域が何ができて、何ができないかを把握しておく必要がある。でき

ないことは応援や援護を頼む必要がある。しかし、これを把握できていないと、応援や援

護が来た際に、頼むことができず、みすみす支援の手を逃してしまったということが多く

あった。 

全てを自分達だけでやることは無理である。全てを自分達でやろうとせず、自分達でで
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きることを優先してやることが大切。そして、できないことはしっかり把握し、応援や援

護を頼むようにする。 

 

６．避難訓練を毎年繰り返し行う。身体で覚えた事はできる。 

   釜石東中学校では震災が起こる５年前から毎年避難訓練を行っていた。そのため、震災

時に死者０で全員避難することができた。理屈でなく、身体で覚えることが大切なため、

訓練は毎年繰り返し行ってもらいたい。 

 

７．要援護者と積極的に接触を 

   今後高齢化社会に伴い、人の助けなしでは避難できない人が増えていく。その人達を助

けるためにも普段から積極的に要援護者と接触をしてもらいたい。震災時にいきなり要援

護者を手伝おうとしてもできない。例えば精神障害や発達障害の人たちに突然声をかけた

り、後ろから声をかけるとショックを起こしてしまう。あるいは目の見えない人を案内し

ようと、腕を引っ張るなどすると怖くて歩けない。案内するときには相手に腕や肩を持っ

てもらい案内するなど、援護の仕方にはルールがある。こういったルールは普段からは行

っていないと分からないため、普段から積極的に接触を心がけ、ルールを知っておいても

らいたい。 

   

災害時の参考としてとして災害伝言ダイヤル１７１などがある。ＮＴＴが行うサービスで

毎月１日にテスト実験を行っている。また、災害伝言版などもある。 

   

黄色い背景に青いハートに足がついたキャラクターのステッカーが張ってあるコンビニ

やスーパーは、災害時に行くと、家に帰るまでの地図や水などを優先的に提供してもらえる

といった店舗の目印であるため利用してもらいたい。 

 

県の事業で特色ある自主防災育成事業がある。来年度もあるため、勉強会や避難マップづ

くり、避難訓練などを順次取り入れていきたいと思っているところがあれば県に申し込んで

もらいたい。 

 

 以上で講演を終わる。 
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（（（（４４４４））））質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

  ①吉木校区吉木校区吉木校区吉木校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    田﨑会長田﨑会長田﨑会長田﨑会長    

・自主防災組織を全ての自治区に設置するには 

・設置後の組織をどのように機能させていくか 

 

   伊永先生の基調講演を聞き、さらに防災に対する危機意識を高めることができた。 

吉木校区コミュニティは１１自治区中４自治区が自主防災組織を設置しており加入率

は３６．３％と伸び悩んでいる。設置を１００％に近づけるため、未設置地区の問題点と

設置地区の問題点について教えてもらいたい。 

まず、未設置地区の問題点として、自主防災組織の必要性について区民の意識をどうや

って高めるか、解決する方法があれば伺いたい。また、設置地区の問題点として、自主防

災組織の役割分担等について、地区の役員の方で構成されており、高齢者が多い状態。実

際に事が起きた際に組織が本当に機能するか懸念している。ある自治区では青年部会を設

置し自衛消防団をつくり、独自に訓練を行い地域の防災組織の中に統合している。 

こういったやり方も含め、なにか方法があればご指導いただきたい。 

 

伊永伊永伊永伊永    勉勉勉勉    先生先生先生先生    

   自主防災率について気にされているが、日本全国で自主防災組織の設置率が１００％の

町は多くある。しかし、組織率は関係ないと思っている。自主防災組織の設置率が１００％

でも稼働率が３割もないところや、名簿はできているが訓練をしてもほとんど来ないとい

うところが多い。組織率よりも質の問題であると考える。 

自主防災組織には実行力があるかないかが大切で、昼間に事が起きたら半数の人しか動

けないというような状況では組織とは言えない。いつ災害が起こるかを想定して訓練をし、

動ける人がどれだけいるか把握するといったことや、役割のバックアップのため１つの役

に二重に人を当てておくなどするとよい。 

また、地域住民に大災害が起きた際、死にたくなければ近所づき合いをする、地域コミ

ュニティに入ることが大切であることをしっかりと伝える。近所づき合いをしていなかっ

ために、誰にも気づかれずに死んでいった人が多くいたことをしっかりと伝える。仕事が

忙しくてコミュニティに参加できない、役割をにつくことができないなどは仕方がないが、

少なくとも近所づき合いはしてもらう。地域で一人でも多く知っている人がいると救出さ

れる率も上がり、また自分が救出できる数も増える。 

   その他に、先に述べたように災害時には潜在力を生かすことが大切。災害ボランティア
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は幼稚園児から高齢者まで全員が参加できる。幼稚園児でもゴミを拾いなどできるし、高

齢者は昔の経験を生かし、特別な知識・技術を伝えることができる。 

   主婦などは、炊事に掃除に育児、お年寄りの世話などを全部経験している人も多いので

避難所生活のボランティアを全部行うことができる。男にできないことをすることができ

る。そういった潜在力を生かすことが非常に大切。そして、企業、事業所、お店を積極的

に引っ張り込んでもらいたい。そこで商売ができているのも地域のおかげであるため、自

主防災に参加させていってもらいたい。 

    

自主防災では、小さいチームをつくることが大切。２０から３０世帯でチームをつくる

ことでほぼ完ぺきにまとまることができる。 

アメリカのシアトルでは、自主防災組織を２５世帯を１つのチームとし、７チームを１

つの班とした。１チームに３つの役割（初期消火、通報、避難誘導）をつくり、１つの役

割に３世帯を当てた。３世帯にした理由としては、１世帯だとそこが不在であれば機能し

ない。２世帯であれば、世帯間で仲が悪ければ機能しない。３世帯であればせめて１世帯

は残ってくれるであろうという考えから３世帯とした。そして、役割に当たっている世帯

は幼稚園児から高齢者まで家族全員がその役割を担うとした。 

このように小さなブロックで役割をつくり、話し合いをしていくというやり方は非常に

やりやすく、伝達も早い。 

 

   仙台市のある町内会では救援装備（バール、チェンソー、発電機）などは地域の消防本

部に置いてあるが、救急道具（救急箱、小さい防災用具）は隣組ごとに備蓄している。 

 

  こういったやり方を参考にしてもらいたい。 

 

②②②②山田校区山田校区山田校区山田校区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ    吉田会長吉田会長吉田会長吉田会長    

・自主防災組織設置の理解と協力をどのように住民に呼びかければよいか 

・地域住民と行政、ボランティアとの連携について 

 

 我々が担うべき自主防災組織の設置に向けたきっかけとなった。 

 ２つ質問させてもらう。１つは地震への備えについて、岡垣町では大きな災害が発生し

ていない。地域住民の危機意識、関心が薄いのではないかと思う。このような中で岡垣町

は西山断層が近くに走っており、日本海で津波が発生した場合、岡垣町まで津波が到達す
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るということが予測されている。また、南海トラフなどの巨大地震も予測されている。 

 そこで、地域住民に対し自主防災組織の設置が急務である事の理解と協力を呼びかける

必要があると思われるが、どのようにすればよいか。 

 もう１つは地域住民と行政、ボランティアとの連携について 

山田校区コミュニティは１７自治区からなり、災害への備えも地域の実情に合わせて違っ

てくると考えている。自主防災組織が設置されている自治区が９自治区あり、８自治区が

設置されていない状態。「自助」と「共助」を実施していくためには地域住民と行政、ボ

ランティアがどのように連携していけばよいか。 

 

  伊永伊永伊永伊永    勉勉勉勉    先生先生先生先生    

   先に述べたように、自主防災組織をつくることに囚われすぎないようにしなければなら

ない。防災とは非日常であるため、防災だけで人が集めることは無理がある。１日中防災

のことを話しても、疲れるだけで何も生まれない。防災に強い町として必要なのは、地域

のコミュニティの強さである。普段からまつりやイベントなどの地域のコミュニティ活動

にどれだけの人が関わってくれるかが、防災の強さにつながる。コミュニティ活動を皆で

協力して行っていくことで、いざという時にそれぞれ何が手伝えるか気づくことがある。 

 

   阪神淡路大震災では、神戸から阪神間は日本でも有数の地震のない地域であると住民が

思い込んでいた。昭和５５年に地震調査研究推進本部が今後３０年間に兵庫県南部で地震

が起きる恐れがあることを発表しており、実際に震災が起きた。 

   阪神淡路大震災の際問題となったのが、神戸市や西宮市は国からの交付税を一切もらわ

ずに生活ができていたため、特別養護老人ホームなど公共のものがなく、民間のものしか

なかった。震災で財政難に陥り、人口が激減した。震災前は４７万人いた人口が震災後は

３９万人まで減少した。現在は４２万人まで戻ったが。 

   神戸市などで震災後防災の体制が整ったかというとそうではない。現在でも自治会で防

災組織をつくろうとしているが、人は１５年経つと前のことに触れたくない、忘れたいと

いう気持ちが強く出て、一般市民は震災に触れたがらない人が圧倒的になる。自治会が防

災に力を入れようとしても一部の人しか協力していないのが現状。 

   岡垣町は災害が起こっていない地域であるからこそうまくできる。地域住民に自主防災

に関心を持ってもらうためには脅かして怖がらせる以外方法はない。ただし、怖がらせる

からには楽しいイベントなども行っていかなければならない。町の人たちがどんどん集ま

り、楽しめるイベントを行い、もしもの際にこれだけの人がいると助かるなというイメー
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ジができるものを行うことを勧める。 

 

   連携について、地域住民がボランティアや行政と連携することは非常に大切であるが、

災害の際には役場は機能できない。県や国が一斉に組織立ち救援にかかるまで最低３日間

は必要であるため、その間は自分達でやるしかないということを分かってもらいたい。自

分達で何ができるのか普段から見つけてほしい。できることが見つかれば、できないこと

を頼むことができる。連携を強めるには地域のつき合いしかない。 

また、消防団に何ができ、企業・事業所が何ができるのか知っておいてもらいたい。そ

れを災害時には有効に利用してもらいたい。 

 

６棟のマンションからなる加古川グリーンシティ防災会というコミュニティが総理大

臣賞を受けた。毎年夏まつりでいか焼きを行うが、そのいか焼きを炊き出し訓練に導入し

た。いざという時は毎年行っているいか焼きのいかが非常食となるようにした。また、マ

ンションの真ん中に自分達で井戸を掘り、年中水が使えるようにした。そういった自分達

でできることをコツコツとやっていき総理大臣賞を受けた。 

  皆で楽しめる夏祭りを行った結果コミュニティ活動への参加率も増えていった。 

 

   西宮市の高松町では２３０世帯が倒壊した。その際住民が２３０世帯の家全てを回り食

料を集めた結果、ほとんど全ての家が食糧を提供し２３０世帯が２週間過ごせるだけの食

糧が集まった。これは普段のつき合いが親密であったため可能であった。 

  ぜひ普段からコミュニティのつながりを強くしてもらいたい。 

 

③③③③岡垣町消防団岡垣町消防団岡垣町消防団岡垣町消防団    木村副団長木村副団長木村副団長木村副団長    

  ・自主防災組織と消防団との関わりについて 

 

消防団の立場から質問させていただく。 

近年、全国的に多種多様な災害が発生している。このような状況の中、地域のことは地

域で守る自主防災組織の活動が非常に重要となってきていると感じている。そこで、地域

住民で組織された自主防災組織と消防団との関わり、役割を平常時からどのように進めて

いくことが必要か伺いたい。 
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伊永伊永伊永伊永    勉勉勉勉    先生先生先生先生    

 消防団の方にお願いしたい。避難訓練や防災訓練をやっていると思うが、住民の皆さん

に消防団の力をしっかりと見せていって欲しい。消火訓練だけでなく、人をおぶったり抱

きかかえたりして救助するやり方や、応急手当、担架の使い方などを実際に見せていって

ほしい。様々なことを見せることによって、住民の消防団への期待、関心も高まり、青少

年が憧れて消防団に入団するということもある。小学校などに行き訓練を行ったり、消防

団主催で、クイズを行ったりイベントを行ったりと、消防団として活動を行うことで住民

からの理解を深めることができるため、積極的に地域に出てき活動して欲しい。 

 

（（（（シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム終了終了終了終了）））） 

 


