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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリ

ストによる公開討論をとおし、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラ

ム」を開催しています。 

今回は、「減災」にむけた取り組みの重要性を広く市民にアピールし、さらに

広大な市域を有している本市において、個人や家庭で行う災害対策とともに、

町会・自治会・自主防災会がそれぞれの地域に見合った災害対策をすすめるこ

とにより自助共助体制を強化させるためにどうしたらよいかを考えていただく

機会とするため、「災害は忘れた頃に必ずやってくる～減災に向けて地域ででき

ること～」をテーマにフォーラムを開催しました。 

この冊子は、平成 22 年１月に開催しましたフォーラムで討論された内容をま

とめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。また、情報量の増

加にともない、印刷物を中心とした公表方法では対応が困難となってきたこと

から、市ホームページでの公表による情報提供を中心に行っていくこととして

います。 

最後に、貴重な御意見を発表していただきましたパネリストの小野様、今泉

様、飯山様、また基調講演とフォーラムのコーディネーターをしていただきま

した池上様、そして会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感

謝申しあげます。 

 

平成２２年７月 
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【【【【コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター・・・・基調講演者基調講演者基調講演者基調講演者】】】】    
    

  池上池上池上池上    三喜子三喜子三喜子三喜子    氏氏氏氏 いけがみ みきこ（(財)市民防災研究所理事） 

兵庫県神戸市出身。日本災害情報学会に所属し、1993 年（平成５年）の釧路沖地震、

1995 年（平成７年）の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）、2000 年（平成 12 年）

９月 11～12 日の東海豪雨等秋雨前線と台風第 14 号による大雨、2004 年（平成 16 年）

の新潟県中越地震など、多くの災害事例調査を実施。（財）東京防災指導協会調査研究専門

委員 東京都火災予防審議会委員 東京消防ボランティアセンター会長 ほか。 

 

 

【【【【パネリストパネリストパネリストパネリスト】】】】    
    

  小野小野小野小野    修修修修    氏氏氏氏 おの おさむ（東京消防庁防災部副参事） 

1986 年（昭和 61 年）４月に東京消防庁に採用。1995 年（平成７年）１月の阪神淡

路大震災の際には当時出向していた自治省（現総務省）消防庁から神戸市に派遣され、現地

と国との連絡調整等を実施。2007 年（平成 19 年）４月からは新宿消防署予防課長とし

て新宿駅周辺・歌舞伎町地区・新都心超高層ビル街を、2009 年（平成 21 年）４月から

は丸の内消防署警防課長として大手町・丸の内・有楽町地区の防火防災を担当。2009 年

（平成 21 年）10 月から防災部副参事として震災対策を担当。 

 
 

  今泉今泉今泉今泉    満政満政満政満政    氏氏氏氏 いまいずみ みつまさ （八王子市自主防災団体連絡協議会副会長） 

2005 年（平成 17 年）から、八王子市自主防災団体連絡協議会 副会長職にあり、自

主防災組織結成率の向上に尽力している。上下原町会 会長（1999 年（平成 11 年）～）

恩方地区連合 会長（2004 年（平成 16 年）～）八王子市町会自治会連合会 副会長（2009

年（平成 21 年）～）ほか。 

 
 

飯山飯山飯山飯山    昭雄昭雄昭雄昭雄    氏氏氏氏    いいやま あきお（公募市民） 

         平成８年４月から平成 16 年３月まで八王子市消防団副団長。消防団在籍 40 年。暁東

町会自主防災隊副隊長として地域の防災力向上に尽力。 

 
    

黒須黒須黒須黒須    隆一隆一隆一隆一    くろす りゅういち （八王子市長） 

八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、2000 年（平成 12 年）より現職（３期

目）。市民の視点で夢のある街づくりを進め、都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲

げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働によるまちづくりの推進など、魅

力あるまちづくりに向け邁進中である。 

    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター・・・・基調講演者基調講演者基調講演者基調講演者及及及及びびびびパネリストパネリストパネリストパネリストのののの紹介紹介紹介紹介 
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げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    災害は忘れた頃に必ずやってくる ～減災に向けて地域でできること 

  

市 長 挨 拶 

市    長 皆さん、おはようございます。市長の黒須隆一でございます。本日は 21年度の｢げ

んきフォーラム｣、そして防災講演会に、今日土曜日、貴重な休息日にもかかわり

ませず、大勢の皆様方に御出席をいただきましたこと、心から厚く御礼を申し上げ

ます。また、大変心強く感じているところでもございます。いまちょっと気になっ

たんですけれども、｢げんきフォーラム｣なんですけど司会者ちょっと元気ないです

よね、あれ。風邪でも引いているのかなってちょっと心配をしながら聞いていたん

ですけれども。皆さんの防災意識の高さっていうようなものに大変私、嬉しく思っ

ておるところでございます。阪神淡路大震災からもう既に 15年経過をいたしまし

た。国では、私は実は承知

をしておらなかったのです

けれども、阪神淡路大震災

が発生をいたしました１月

17 日を｢防災とボランティ

アの日｣っていうふうにし

ているんですね。そして、

１月 15日から 27日までを

「防災とボランティア週

間」っていうふうに位置付

けているんだそうです。こ

の防災講演会は、毎年この

時期に開催をしているわけ

でありますが。そして同時

に、｢げんきフォーラム｣も

同じ時期に開催をしてきた

ということでございまし

て、今年はそんな関係もございますので、御案内のとおり、｢災害は忘れた頃に必

ずやってくる～減災に向けて地域でできること｣をテーマとして同時開催をさせて

いただいた、こういうことでございます。先ほど司会者からもお話ありましたけれ

ども、基調講演は財団法人の市民防災研究所理事の池上三喜子先生、そしてパネル

ディスカッションに御登壇をいただくそれぞれのお立場の皆様方の御協力に、この

場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。 

6,434 人もの死者・行方不明者が発生をいたしました阪神淡路大地震ですけれど

も、もう既に皆さん御承知のとおり、この災害のときには公的機関はもとよりです

ね、多くのボランティアの皆さんが活動をされました。特に初動応急から復旧、復
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興活動まで携わって非常に大きな力を発揮した、これはもう報道されているとおり

でございまして、この年がボランティア元年という説もあります。いずれにしても

ですね、災害の規模が大きくなればなるほど、公的な力というものは限界があるわ

けでございまして、地域住民によります共助の力が欠かすことができないというの

が、いままでの災害事例でも実証されているわけでございます。本市におきまして

も、一昨年、一昨々年になりますか、20年ですね、平成 20年の８月末豪雨におき

ましては、これは私ども、いままで八王子市としては自然災害であれだけの規模の

ものというのは、私初めての経験だったんじゃないかというふうに思っております

けれども。初沢町、浅川地区とですね、元八王子地区で大きな被害が発生したわけ

でございますけれども。あのときもですね、消防署、消防団など防災機関の対応に

加えまして、自主防災組織を中心とした市民の皆様が日頃訓練をされたこと、その

ことを十分に発揮していただいて、そして幸いなことに人的な被害がまったくなか

った、これは本当にすばらしいことだったというふうに思っております。これも、

皆さんがいつ災害が起きてもっていう思いで適切な訓練をされ、そしてそれが防災

活動として適切な行動をとっていただいた、こういうことだというふうに思ってお

ります。また、昨年は駿河湾地震のほかですね、中国地方あるいは九州地方で豪雨

による被害も、大変大きな被害が発生をいたしました。また、いま連日報道されて

おりますけれども、ハイチのあの地震ですね。日本の建物とは構造が違うというこ

とはよくわかることですけれども、それにしても大変な被害でございまして。国そ

のものが再建可能なのかというぐらいのですね、大きな被害がありました。死者も

まだまったくつかめてない、10万人から 20万人というような、そういう報道もさ

れているわけでございまして。あの教訓からもですね、災害というのはいつ発生し

てもおかしくない。特に最近では、首都直下型地震が 30年以内に 70％の確率で起

きるというようなこともいわれているわけでございますし。またゲリラ豪雨です

ね、集中豪雨、これもいつ八王子で発生してもおかしくないと、こういうことでご

ざいます。ただ、いまの科学をもってしてもこれらの災害を未然に防ぐということ

は、これはやっぱりできないわけでございまして。いかに被害を最小限にとどめる

か、いうならば減災ということ、このことがやっぱりこれからは大きな課題なんじ

ゃなかろうかというふうに思っております。当然のことながら、市民の皆さんと行

政が連携をしながら、地域防災力を高めるための新しい取り組みにも、取り組みづ

くりにも努めていかなければいけない、こんな思いでございます。 

本日の｢げんきフォーラム｣、防災講演会におきましては、様々な取り組み事例な

どが示されるというふうに思っております。地域にもお持ち帰りをいただき参考に

していただいて、減災に向けた今後の活動に生かしていただければ幸いであると、

こんなふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。本日はありがと

うございます。(拍手) 
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基 調 講 演 

 司    会 

 

ありがとうございました。それでは基調講演に入りたいと思います。本日の基調

講演とコーディネーター役をお願いいたしました池上三喜子様を御紹介いたしま

す。池上様は、財団法人市民防災研究所理事、日本災害情報学会に所属され、阪神

淡路大震災、新潟県中越地震など多くの災害事例調査をなされながら、財団法人東

京防災指導協会調査研究専門委員、東京都火災予防審議会委員、東京消防ボランテ

ィアセンター会長などの要職を務めるとともに、精力的に御活躍をされていらっし

ゃいます。それでは池上様、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

池上三喜子 皆様、おはようございます。ただいま御紹介いただきました池上三喜子と申しま

す。私は本来早口なんですが、特に今日は30分しか時間をいただいておりません。

皆様のお手元にあ

ります資料は、だい

たい１時間から１

時間半かけて話す

内容なんですが、私

は端折って今日は

お話をいたします

が、お帰りになって

もお読みになれば

わかるように、実は

８ページにも及ん

でいるんですね。そ

れはそういうこと

です。ぜひ最後まで

お目通しをいただきたいことと、できるだけそれに沿って私もお話を進めていきた

いと思っています。 

今日の資料の１ページ目をお開きください。先ほどどれだけの方が、私が監修を

いたしました｢地域で減災｣というビデオをご覧いただいたでしょうかあれをご覧

いただくと、今日私がお話したいことがすべて盛り込んではあるんですけれども、

それを話し言葉でいきますとこういうことになりますということです。１ページ目

にですね、｢防災ビデオで視聴者に伝えたいこと｣とありますよね。ですからもしご

覧にならなかった方でも、これからお話を聞いてくださればおわかりいただけると

思いますが。このところで、｢災害被害を軽減する自助、共助｣とあります。当然の

ことながら、いま市長さんがお話なさったように、自然災害は私たちの力ではどう

にもなりません。でも、被害を軽くする、軽減することは私たちの力、いわゆる個

人個人の力と家族の力、あるいは地域の力で軽減できるんですよっていうことを訴
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えたビデオなんですね。一番大事なことは、この上からですね、４行目、ただし、

のあとです。身の回りの人を助けるにはまず自分自身が無事でなければなりませ

ん。私は全国いろいろなところで講演をさせていただいているんですが、お話をし

ていますと、災害対応にかかわっている方は特に、自分と自分の家族はもう無事で

いるというところに立って、そこから先の対応に力を注いでらっしゃるという気が

してなりません。地震対応で一番大事なこと、あるいは水害で一番大事なことは、

やはり水にも強い、揺れにも強い家ですよね。耐震診断と補強は進んでいるでしょ

うかということをお尋ねしたいと思います。私は東京の板橋区にあります８階建て

のマンションの５階に住んでいます。昭和 50年に建った建物ですから、たぶん、

そう思いたくはないんですが、56 年の新耐震基準前に建った建物ですから、おそ

らくダメージはあるぞと覚悟をして住んでいます。そうであれば家の中で、せめて

自分の寝室は安全空間といいますか、自分の命が守れるような空間を確保したいと

思って。いま、姑が使っておりました介護用のベッドありますね、横に手すりがあ

って。前後にもこう、ちょっとサンがあります。何か倒れてきても手すりが私を守

ってくれるだろうというようなベッドに私は休んでいるんですが。一番危ないのが

私の夫です。なぜかというと、和室に布団を敷いて周りには本が大好きなので本が

山積みになっています。本が倒れてきたら大変よって言って、倉庫も借りているん

ですけどまだ間に合わずに本が積み重なっています。で、私が注意しますとですね、

大好きな本にあたって死んだら本望だって変なね、だじゃれを言っておりますが、

そういう場合じゃない、そういうことなんですね。自分の命を守るということは自

分の寝室を自分がどういうふうに安全な空間にしなきゃいけないか。防災ベッドと

いって、20 万円ぐらい出しますと、かごの鳥のような感じですね、安全な空間が

保たれているという、そういうベッドにお住まいの方もおられますが。でも寝てい

るときだけではありませんから。家族が集まる居間を一番安全な空間にしておきま

しょう。家具類に転倒落下防止対策、それから併せてガラスの飛散防止フィルムを

貼るというガラス対策もしていただきたいと思います。せっかく命が助かって、あ、

よかったよかったって言っているのに、そこから懐中電灯を探しに部屋の中を歩い

ていて、割れたガラスで手や足を怪我してその後の行動をね、難しくしているとい

う場面がたくさんありました。15年になりましたけれども、15年前に発災した阪

神淡路大震災、私は東灘区で生まれておりますから一週間目にそちらのほうに、だ

いたい１週間から 10日くらいかけて見回ったんですが。一番怖いのはやっぱりガ

ラスだったんですね。もちろん家が倒れるのは怖いですが、その次にガラス対策。

家具の転倒落下防止対策とガラス対策はぜひ、まだお済みでない方は今日からでも

ですね、帰りにそういった道具をお買いになって、あるいは飛散防止フィルムのフ

ィルムを買って貼っていただきたいと思います。 

それで、私の話をいくらお聞きになっても、実践するのは皆さんですから。皆さ

んがやっていただけないといけませんね。私もこういう仕事をしていますから自分
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が実践をしていないと、なかなか人には伝えられません。たまたま遊びにいらした

ときに、あ、あなたのところはこうしているのねっていう見本をね、示せるような

住まい方をしたいなって思っています。聞かれたら、お答えできることはすぐお答

えするということでですね。もし地域に、災害時要援護者と、そういう括りでまと

められておりますが、災害を、障害を持った方、あるいは身体の不自由な方、お年

を召した方、それから日本語のわからない外国の方ですね、そういう方たちが地域

にいらっしゃいましたら、やっぱり私たちが核になってこうしたらいいですよって

いうような安全情報をですね、ぜひ流していただきたいと思います。 

今日私とっても嬉しかったのは、八王子市さんは講演をすると手話通訳の方がお

られるということです。調布市さんでも手話通訳の方がおられましたが、なかなか

ほかのところでは手話通訳の方とこういう連携を組んでいるというところはまだ

まだ少ないような気がいたします。防災訓練にも障害を持った方も参加なさってい

るというお話をいま、袖で伺いました。とてもすばらしいことですよね。 

一つ例を申し上げますと、東京消防庁で点字の、東京消防庁じゃないですね、ご

めんなさい、東京防災指導協会で、私がちょっと小寺さんという方にお会いしたと

きに、こんなこと、取り組みをボランティアがしていますよ、江東区の例なんです

けれども、聴覚障害の方、聴覚障害の方でも非常に健康な方はたくさんおられます。

そういう方たちに救命講習を受けてもらって。それから目の不自由な方には耳で聞

こえますから、聞き取りによる講習をしていただいて、そして資格を取れるという、

そういうことをやったグループがあるんですね。それは聴覚障害の団体でしたけれ

ども。それで、それが東京消防庁の地域の、ごめんなさい、地域の安全、ごめんな

さいね、ぱっと出てこなくなりましたね、地域の防火防災功労賞制度というのが平

成 16年度から始めているんですが。かなり早い頃にそれが応募してくださって、

とてもすばらしい取り組みだということで賞をお取りになりましたし、まちづくり

大賞もおとりになったというすばらしい活動をしておられます。ということで、障

害を持った方は助けられる人ということではなくて、障害を持った方でも助けられ

る側に回るんだということを私たちに気づかせてくださいました。とてもすばらし

いことですよね。 

次にいきたいと思いますが。「減災とは」というところがちょうど真ん中ぐらい

にありますね、資料の１ページ目。真ん中ぐらいに「減災とは」。ここの２行目の

後ろのほうに、災害が起きたとき、地域を守れるかどうかは日頃の備えと隣近所の

助け合いに係っている。これは先ほどのビデオをご覧になった方はもうよくおわか

りだと思いますが。いざというときには日常は行政の防災担当の方、警察の方、消

防の方、あるいは自衛隊の基地がそばにある方はあてにできますが、ひとたび大き

な災害になりますと、なかなかそういうあてにできる人材が少なくなるというのは

当然です。夜中に地震とか風水害が起きたとき、当然ですよね。そのときに誰が助

け合うか。まず自分の命は自分で守ったら、家族が一緒だったら家族で助け合いが
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できますね。家族が全員無事だったら、さあどこか。例えば水害だったら高いとこ

ろに避難所にということではなくて、隣近所の方どうかというゆとりを持ってほし

いんですね。自分さえ、という考え方はもう捨てていただいて、地域の方みんなで

命を守ろうという姿勢に立っていただきたいと思っています。 

名古屋水害が、2000 年に名古屋のほうで大きな水害が起きました。たまたま私

は南ドイツに行っていたんですが、現地の新聞の第一面を大きな写真で名古屋の

ね、水害が報道されていました。私、自宅にもそれを持って帰っているんですけれ

ども。あなたの国で大変なことが起こっているよ、通訳の方が伝えてくれたんです

ね。それで、帰ってから現地に行きましたけれども。そのときに勝川地区というと

ころでアンケートを取らせていただきました。市民にもいろんな方がおられるので

すね。Aさんと Bさんとしましょう。Aさんは消防団の人が避難しなさいと言った

から、私は腰まで水に浸かって小学校に避難しました。指定されている小学校に避

難しました。Bさんは、自分が住んでいるところよりも小学校は明らかに低いとこ

ろにあったので、高台の親戚の家に避難しました。こういう例があったんですね。

さあ、誰を責められるでしょうか。これはやはりね、災害情報の、災害というより

も日頃の情報の問題にあるなと私まず思ったんですね。避難所っていうと、はい小

学校、避難所っていうとどこどこの集会所とかね、指定されてるところについ行っ

てしまう。安易な考え方は、これからは止めていただきたいと思います。地震で避

難をするところ、延焼火災で避難するところ、水害で避難するところ、当然違うん

ですね。そのときに判断するのは自分でしかないんですね。消防団の方、ここに避

難しなさいと言ってくれたら親切なんですが、もう慌ててらっしゃいますから、早

く避難してくださいってどんどんどんどん回られるわけです。じゃあどこに避難し

たらいいかなっていうのは、御自分で判断しなければいけないということですか

ら。私たち市民は、こんな災害のときにはここに避難しよう、こんなときにはここ

に避難しようということを。例えばですね、水害のことを考えますと、私はいま、

京都大学を退官なさいましたが、河田惠昭先生という水害の権威の先生がおられる

んですね。たまたま私の近くを荒川のちょっと調査に行ったときに、帰りにバスに

乗って御一緒したんですが。私ここのマンションに住んでいますって言ったら何

階？と、おっしゃるから５階ですって言ったら、荒川が 200年周期で大氾濫を起こ

すという、統計的にはそうなっているでもあなたの生きている間には起こらないと

思っていいよって言われて一安心だったんですが。でも、起こったときにどうしま

しょうっていう話になりましてですね、何階？と、聞かれたんですね。５階だった

ら、だいたいちょうど地下鉄の三田線っていうのを利用しているんですが、地上に

出たところなんですね。あそこの高さ見てご覧、そこからずっと引っ張ってくると

あなたのマンションの２階ぐらいに相当するでしょう。だからそれを考えると２階

ぐらいが水に浸かってしまうと、大水害のときにはですよ、ということが想像でき

る。そうであればあなたの５階のところには避難しなくても大丈夫、さっきの話で
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すよ。高島第六小学校というのがあるんですけど、私のところよりも明らかに低い

です。３階建てですから。そこに避難しなくても、あなたは５階に自分の家にいて、

むしろ自分のマンションの１階２階の人を避難させてあげるぐらいのね、マンショ

ンの中で解決するぐらいの思いでいつも考えていたほうがいいですよ。これとても

いいヒントになりましたね。スマトラ沖地震のあと、ものすごい津波で多くの方が

命を落とされました。あれ皆さんの御記憶にもまだ残ってらっしゃると思います

が、テレビでものすごい映像が映りました。あのときにあの映像はほとんど、たま

たまそこにおられた旅行者、特にヨーロッパの旅行者が多かったようですが、それ

を提供して全世界に流したんですね。ものすごい貴重な映像です。なかなかああい

う映像は撮れない。先ほどお話した河田先生がスマトラ沖地震のあと現地に行かれ

まして。それを、波の流れを あとで日本に帰られてから解析した結果、どれくら

い時速があったと思われますか。時速何キロの速さで波が駆け上がったと思います

か。時速 700キロ。新幹線 200キロですよ。想像もつかない速さですよね。とても

逃げ切れるものではありません。私とっても残念だったのは、先ほどの５階にいた

らそれより上にというね、１、２階の人が上にと申し上げましたけれども。あれと

同じ理屈で、ホテルにおられた旅行者はあの映像を撮ってらっしゃるわけですか

ら。現地の市民の方たちがですよ。地震が来て、そのあと津波の心配があるという

ことですから、そのときには直近の、一番近くのホテルの上のほうに、もちろんエ

レベーター使わずに階段で上りなさいという指導があったら、ずいぶん多くの方が

助かっていたんではないかなって気がしています。残念ながら、災害が起こったあ

とでそういうことがだんだん教訓、教訓と言われて、語り継がれて、改善されてい

くんですが、そういうことのないように私たちは、全世界で起こっている災害の情

報が入ってきていますよね。新聞を読んだだけでもものすごいヒントがたくさん隠

されております。そういうヒントをずっとアンダーラインでも引いて、次にはこう

いうことを自分たちの訓練に生かそうというようなことをね、していただけるとと

ても私は、実践的な訓練につながるんではないかなという気がしています。 

１ページに関しては、市民の基本的な役割、家屋の安全確認ほかいろいろ書いて

ございますが、これはあとでお目通しください。 

２ページ目以降に移ってみたいと思います。 

私は内閣府の「一日前プロジェクト」といいまして、過去の災害で被災をなさっ

た方、あるいは被災者でありながら災害対応にあたられた行政の方たちを対象に、

聞き取り調査というのをしております。災害直後は話せないことでも、何年か経っ

たら落ち着いて考えたらこんなことを教訓として皆さんにお伝えしたいというこ

とがありますよね。そんなことを語っていただいているんですが。来月は呉市のほ

うに伺って、呉のほうの水害対策について伺おうと思っているんですが。その平成

16 年からそういう「一日前プロジェクト」というのを、国民運動の推進に関する

検討委員会というのがありまして、その私も一人の委員でした。ということで、そ
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れ以後ずっと毎年のように聞き取り調査をさせていただいているんですが。被災な

さった方たちが私の先生だと思っています。いろんな体験談をお話しくださって、

それを私たちが皆さんにお伝えをして、もし改善できることがあったら、改善をし

ていったら、どんどん災害の被害は軽減されるんではないかなということでお伝え

しているわけです。 

そこで、例えばですね、昭和 20年の３月ですか、20年度にエピソード集という、

これは後で八王子市さんに差し上げますので、もし御関心のある方は八王子市さん

のほうに防災担当の方にね、見せてくださいということを言ってください。それか

ら内閣府、パソコンがおありの方は内閣府の「一日前プロジェクト」という文字を

入れてですね、検索してくださると、この例がいままで 16年から 20年までもう何

百例、年間、そうですね、年間 200例ぐらいを調査したものをばっとエピソード集

ってまとめたのがこれなんですけれども、ものすごい膨大な量になります。地震の

こと、水害のとき、あるいは噴火のとき、その他の災害ということで分けられてお

りますから。いつでも検索できますので、ぜひこんなことも覚えておいてください。 

そこで、私が特に印象に残ったといいますかね、こういうことは気をつけたほう

がいいということを少し取り上げてみました。２ページの２、内閣府「一日前プロ

ジェクト」から伝わる住民の意識とありますよね。実際にあった例です。最初はみ

んな、御殿様かお雛様の避難所。どういうことかおわかりでしょうか。避難所に行

けば毛布もくれる、お弁当ももらえる、何もしなくてもじっと座っていれば誰かが

何かしてくれるっていう避難者が圧倒的に多いということなんですね。救援物資が

きたら、これは阪神淡路大震災の例ですけれども、長田区の真野地区、ここは全町

民をどこどこ小、真野小学校に避難しましょうといったね、特異な例なんですが。

そこで、毛布が届きました。黙って見ていたら、若い人がお年寄りを撥ね退けてば

っと並んで、１人なのに２枚持っていったり、３人家族なのに４枚持っていったり

という状況があったんですね。それで、ここはすごいですよ、リーダーがね、しっ

かりしていましたから。これはいかんということで。何何町会の人は何所帯あって

何人の人がここに避難しているとかって、全町内会から来ていますからこれは早い

ですね。日頃から資料があれば、あなたのところは何人だね、あなたのところは何

人だねって言うのでもう、すぐ、班長会議のようなものを開きましてですね、個人

には救援物資は配らない。お弁当が届いてもあなたのところにはこれって配れば誰

一人としてね、いわゆる渡らない方がいないというように、全員に渡るようにしま

しょうということをすぐに取り決めました。これは、そういう取り決めようと決め

られるような方たちね、いわゆるリーダーの方たちがいないと、どこの避難所でも

こういう現象っていうのはありました。ここの例は、福岡県の西部沖地震の例なん

ですが。同じ被災者なのにどうして避難をしてきたら、誰かが何かやってくれると

思うんだろう。ここで私が提案したいのは、皆さんが、例えば避難所訓練、幸いに

も命が助かって家族もみんな無事で。でも、家に住めないから。ここは大事なんで
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すよ。避難所訓練といって、何かあったら避難所っていうように、短絡的に考えま

すと、避難所に行かなきゃいけないと思っている方もおられるんですね、実は。避

難しなくても家に住める状態であったら、私は自分の家にいるのがベストだと思っ

ています。避難所対応なんてしないような町ができたら、これはすばらしいことな

んで。火災で焼け出されたり、あるいは水害で家を流されたり、あるいは地震で半

壊、全壊に近い状態でとても家に住むのは危険だと、余震でまた壊れる恐れがある

という方たちが優先をして避難所。あるいは家は大丈夫なんだけれども、一人で不

安でね、私は重い障害を持っています。あるいは高齢なので何か情報も自宅では入

りにくい、という方たちを優先的に避難所に行っていただくということですよね。

そういうことをしませんと、避難所は大変な騒ぎになります。そして、こういう御

殿様、御姫様がたくさん出てくるとですね、この対応に追われるということがあり

ます。ここにも、作業をお願いして。私よく言うんですけれども、一人一役、同じ

被災者なんですから、避難所に来られた方には、声を出すことのできるリーダーが

おられましたら、これやってちょうだい、あなたこれお願いね、それぞれお客様を

つくらないということが大切なんではないかなという気がしています。２番目に、

避難所のリーダーさんは中学生というのは、これも福岡県の例なんですけれども。

日頃から校庭で年に１回キャンプ、バーベキュー大会をやっていた。ですから中学

生は、どこに鍋釜があってどうして火を付けてどういうふうに、煮炊きができるか

っていうことを知っていたわけですね。やっぱり実践の力が付くということなんで

すが。ですから災害の後も、講堂のどこに何かしまってあるかっていうことがわか

っていたからすぐそれを取り出して、炊き出しの訓練ではなくて実践をしたってい

うことなんですね。大変これはうまくいった例なんですが。やはり、私は日常の延

長と言っていますが、日頃やっているからこそ、災害が起こってもできるというこ

とですね。この辺も、視点にして日頃からそういうことをやってらっしゃるような

中学生も巻き込んで、防災訓練で炊き出しをやっていただく、こういうことも大事

ではないかと思います。 

ちょっとこの、災害で分かるコミュニティのありがたさといった地元記者のこの

視点はちょっと飛ばしましてですね、３ページにいっていただきたいと思います。

この、ちょうど真ん中ぐらいにあるんですが。地震のショックで思考停止。声出す

人がリーダーシップとありますが。実際に、例えば自主防（自主防災組織）の会長

さん、あるいは副会長さん、防災担当の方、いろんな方がおられますね。いざとな

ったら、その方が声を出せなかったら大変なことになるんですね命令系統があやふ

やになりますし、誰が指揮してくれるのか。みんなが待っている状態になってしま

いますから。私は、私個人としては自主防の方でなくても、地域にたまたまね、そ

ういう気がついた人が声を出してみんなを動かしていけたらいいなって、理想的だ

なって思っているんですが。声が出せるかどうかっていうのは実際に起こってみな

いとわかりません。阪神淡路大震災のときに、神戸の三河地区という山が後ろにせ
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り立っているような、その下で住んでいる方の例ですが。そこの町会長さんは、い

まだに現地に行きますと、皮肉を交えて私たちに伝えてくれるんですが。いまだに

会長さんからの指示はいただいておりません。どういうことかといいますとね、阪

神でものすごい揺れでしたね、がけ崩れが来てとても私たちは住めないということ

で。自分たちは避難しようということで京都のお嬢さんのお宅に御一家で避難され

たんですね。それでも構わないんですよ。自分の身が大切ですから。でも副会長さ

んとか、あるいは防災担当の地域の方たちにですね、私は高齢なので避難をするけ

どあとを頼むとひとこと言って行かれたらよかったんですが、何も言わずに避難し

てしまったものですから、まずは会長さんを捜すことで数時間費やしましたという

例があります。ですから、町会の方にとっては大変なことですよね、町会長がいな

い。しかも御高齢で、どこへ行かれたんだろう。捜したわけです。そういうことの

ないように、皆さんのようにお役をとっておられる方たちはね、災害のときにはど

ういうふうにしよう。もし自分がね、動けないときには、誰に頼もう。それから、

災害対策本部というのは町内会でつくられるとしたら、行政もつくりますね。町内

会でもここと決めたら、長という方は動いてはいけませんね。気がつかれたら御自

分が動いてしまうんだけど、そういうふうに避難されないまでも、その長を捜すと

いうことでまた膨大な時間を費やしてしまうということがありますから、動かな

い。ここにいて指揮をしていただく。先ほど黒須市長さんのお話もありましたけど、

やはり市長さんは、市では災害対策本部長になられる方ですから、やはり動かずに

然るべきところは災害対策本部のここに座っているということですよね。そこで指

揮を取られるということですが。先ほど控室で私はいろんな方たちとお話をした

り、あとのシンポジウムの方たちと打合せをしたんですが。市長さんとお話をして

おりますと、大変防災に熱心な市長さんというふうに私は思いました。やはりね、

長が熱心でいらっしゃると、だんだんだんだん市の方たち、市の行政の方たちにも

それが伝わりますし、また町の方たちにも伝わります。当然のことながら、八王子

市全体がですね、防災力が高まるということでとてもいい影響を及ぼすのではない

かということと。八王子市「げんきフォーラム」というお名前が付いていますね。

これ見ただけで何となく元気になりそうな感じですよね。とてもいいネーミング

で、これはどなたが付けられたのかなっていう気がしているんですが。元気をいた

だくというのはとてもいいことですね。どんな会に行っても私は忙しいんだけど、

きのうも実は原爆で被爆をした、65 年経ったピアノの演奏会に行ってきました。

アメリカに住んでらっしゃる日本人がわざわざ日本に来られてそれを演奏してく

ださったんですけど、やっぱり物事２つに取れると。良くも取れるし悪くも取れる

けど、良く取ったほうが自分の気持ちが明るくね、いられる。毎日すごく清々しい、

毎日を過ごせるからいいんですよねってピアニストがおっしゃったんですけど、私

も大賛成です。何でも物事を、注意された、それからあの人文句言ったんじゃなく

て、私のために注意をしてくださったということですからね。ただいま１分前って。 
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ということで、お話したいことはいっぱいあるんですが。先ほど申し上げました

ように、私が話し足りないところはこれを読んでくださるとすべてわかるようにな

っておりますので、後でお目通しください。ほんとに１分ですね。 

最後の８ページご覧ください。一番申し上げたいのは、私は日頃の人のつながり

ということです。大津俊雄さんは、いざ震災となると頼れるのは個人の創造力、イ

マジネーションと個人のクリエーション。いまある中でどうやって過ごすかという

ことです。これしかないとおっしゃったんですね。もう一つは、古市忠夫さんとい

うプロゴルファーになられた方で、この方は消防団でおられたんですが、救出、消

火活動に回られました。御自分のうちも焼けてしまいました。でも見事に、再建な

さったというか、身体のほうもあるいは建物のほうも再建なさったすばらしい方な

のですが。この方が地域でよく遊ぶこと、顔見知りをたくさんつくっておくと、必

ず助ける人が、助け合いがうまくいきますよということを言ってくれました。 

最後に、皆さんの一番御苦労なさっていることだと思いますが。イベントのマン

ネリ化を防ぐ６つの力ってありますよね。最後に、８ページの一番最後です。これ

は北海道の東川町の町長さんがおっしゃったことで、みんなの協力が必要で、ある

程度のお金も必要ですよね。それから知力、お金がなければ知識、それからみんな

のつながりを活用して応援をしてもらおう、地域に企業があったら企業の方にも応

援してもらって、資金的に助けてもらおうというようなことですね。それから体力、

やっぱり体力があってこそのイベントができます。それから気力、これをやろうと

いう気力、何人もの気力。それからイベント自体魅力がないとなかなか人が集まり

ませんよ。今日はこの｢災害は忘れた頃に必ずやってくる～減災に向けて地域でで

きること｣っていうこういうテーマでこれだけの多くの方が来られたのですから、

私たちはそれに応えなければならないと思ってお話をしているわけですが。 

このあとシンポジウムが控えておりますので、私の話はこれで一応終わらせてい

ただきます。どうも御静聴ありがとうございました。(拍手) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 貴重なお話をありがとうございました。 

 後半はパネルディスカッションを準備しています。 

 

 

 

 それでは、お待たせいたしました。準備ができましたので、コーディネーター及

びパネリストの皆様が入場されます。大きな拍手でお迎えください。(拍手) 

       （コーディネーター及びパネリスト 入場） 
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パネルディスカッション 

司    会 

 それでは、

皆様の御紹

介をさせて

いただきま

す。はじめ

に、先ほど御

紹介いたし

ましたコー

ディネータ

ーの池上様

でございま

す。（拍手） 

 続きまして、パネリストの皆様を御紹介いたします。詳しくはプロフィールの御

確認をお願いいたします。舞台中央より、小野修様でございます。（拍手）小野様

は、阪神淡路大震災の際に現総務省消防庁から神戸市に派遣され、現地で御活躍を

なされました。現在は、東京消防庁防災部副参事として震災対策を担当なさってお

られます。 

 続きまして、今泉満政様です。（拍手）今泉様は、八王子市自主防災団体連絡協

議会副会長として自主防災組織結成率の向上に御尽力なされておられます。 

 続きまして、飯山昭雄様です。（拍手）飯山様は、今回パネリストの市民公募に

御応募をいただいた方でございます。現在、地元町会において自主防災組織の副隊

長をなさっておられます。 

 最後に、八王子市長、黒須隆一でございます。（拍手） 

それでは、これからパネルディスカッションに入らせていただきます。コーディ

ネーターの池上様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 池上三喜子  はい、わかりました。それでは、司会者の方に引き継ぎまして。 

災害は忘れた頃に必ずやってくる。私は忘れた頃ではなくて、忘れないうちにい

まやってきていますよね、毎年のように。日本のどこかで、あるいは世界のどこか

でということで。ほんとに身近な、あんまり身近であっては困るんですけれども、

身近な課題となってきました。ですから、ぜひ減災に向けて私たち市民ができるこ

とということで、今日はいろいろ参考となる御意見を言ってくださりそうなので、

ぜひそれをですね、地域に持ち帰られて、日頃の訓練あるいは隣近所のお付き合い

に役立てていただきたいと思っています。 

 この市民防災研究所でも、でもといいますか市民防災研究所は一市民、創立者の

籏野次郎さんという方が、1923 年に起きました関東大震災で自分の家を焼け出さ

れております。当時は12歳でした。12歳の籏野次郎さんがなぜ市民防災研究所を
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興したかとい

うのは、自分

たちは大人の

言われるまま

に上野の山に

逃げて、命は

助かったけど

家は焼けてし

まった。とこ

ろが隣町の神

田和泉町、佐

久間町はいまだにいらっしゃる、秋葉原の東側ですが、あちらのほうに行かれると、

そのときの焼け残った建物が残っています。籏野次郎さんはそこに後に行ってです

ね、どうしてうちは焼けてしまったのにここは焼け残っているんだろうということ

がひとときも頭から離れなかったんですね。そこで訪ねて行ったらそこにはリーダ

ーがいて、地域を守るのは私たち地域住民だぞ、逃げちゃいかんと言うリーダーが

いたんですね。それで神田川の水を汲み出して、立派に。当時は木造ですから薪や

炭の時代、しかも木造住宅ですから、いまとは想像を絶する飛び火がやってきまし

て、それを叩き消してですね、とにかく丸一日、一日半、神田川から水を汲み上げ

て、あるいはお豆腐屋さんの豆腐で、お風呂屋さんのお水を使って消し止めたとい

うところは実際にあります。そういうことなんですね。地域住民が守らなければと

いうことで、そういうようなヒントがたくさん皆さんからこれから御発言があると

思いますので、お話をいただきたいと思います。 

それから、今日の黒須市長さんは、八王子市ではいろいろな取り組みをしてらっ

しゃるということで、皆さんには５分ずつとお願いしているんですが、少し時間を

いただきたいということでですね、５分はちょっと延びると思いますが、ぜひ市長

さんから御提言といいますか、いまこれから取り組もうとしていること、既にもう

取り組んでいること、いろいろとお話を伺えると思います。まずは、口火を黒須市

長さんからよろしくお願いいたします。 

 

 市    長 大変御配慮いただきましてありがとうございます。せっかくこれだけ大勢の市民

の皆さんが御出席をいただいているんですし、市のいま取り組みの現状等について

ですね、やっぱり知っていただきたい、こんな思いでございますので、ほんとにあ

りがとうございます。 

 防災に対する考え方ですけれども、阪神淡路大震災以前はですね、こういった自

然災害が起きたときに被害をまずゼロにすると、こういうことを前提にですね、あ

らゆる方面にコストをかけた施策というのをやってきたんですね。これは八王子だ
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けじゃないですけれども。しかし、あのような大きな災害が起きてみると、被害を

100％ゼロにするということは、これはまったく困難だということがよくわかった

わけですね。ですから、それからはですね、ある程度の被害発生を想定した上で、

そして被害が最も大きくなる課題というものを抽出して、限りある予算、あるいは

また資源をその課題に集中する、すなわち被害の軽減を図っていく、こういう発想

になりました。これが減災なんですね。ですから、いまは八王子市も減災の考え方

に基づいて、いま災害対策の推進をいたしております。平成 20年に八王子市地域

防災計画を修正いたしたわけでありますけれども、その中ではですね、減災目標と

いうものを設定をいたしておりまして、この目標を 10年以内に達成をしたいと、

こういうことでいま進めております。例えば具体的に申し上げますと、多摩地域で

直下型のマグニチュード7.3の地震が発生をしたと。朝５時になったケースですと

死者が 43人出るという数字が出ています。これをですね、21人に半減させると。

それから夕刻の６時に同じ規模の地震が発生をしたと、風速 15メートルだった。

そうしますと当然、火災の発生が懸念されるわけですけれども、この火災を原因と

する死者が３人出るだろうと、こういう数字が出ています。これを１人にする。そ

れから、当然のことながら、もう夕刻ですから表へ出ている方もたくさんおられる

わけです。住宅の倒壊、火災、ライフラインが被害を受ける。こういうことによる

被害者が５万人出るということを想定しています。それを３万 5,000人に減らす。

３割減らすということですね。それから、同時に、７日以内に帰宅をさせるという

こと。こういう目標立てています。それから当然、外でお勤めになっておられる方

もたくさんおられるわけですから、夕方６時のケースですと帰宅困難者が９万

5,000 人出るだろうと。それを４日以内に全員帰宅させる。こういう目標を掲げて

いま進めております。そしてですね、阪神淡路大震災のときには３万 5,000人の方

が瓦礫の下から救われた、救出をされたということになっています。そのうち、自

衛隊とか警察、消防に救助された公的機関によって助けられた人は約 8,000 人だそ

うです。残りの２万7,000 人の人は、約８割近い人ですね、この人たちは隣近所、

近隣住民、地元の人によって助けられた。当然のことながら、大きな災害になりま

すと自衛隊や警察、消防等の公的機関というのは、体制を整えて現地で活動できる

までには多少なりともやっぱり時間が必要だと。そういう中で、救出っていうのは

早ければ早いほど助かる率は高いわけですから。そういう面ではですね、地域の力

っていうものが極めて大事だということは立証されているわけでございます。その

ために、本市といたしましては、皆さんにも御協力いただいておりますけれども、

各町会自治会単位で自主防災組織を、いま結成していただいております。おかげさ

まで、関係者の皆さん大変御努力をいただいて町会自治会、いま 550の町会自治会

がございますけれども、７割の 379団体がいま結成をされている、こういうことで

ございます。この目標はですね、これは目標よりですね、３カ年前倒しをして達成

をすることができた。このことは皆さんの防災に対する意識の高さの表れだろうと



 

17 

いうふうに思っておりますし、八王子の地域力ですね、市民力の高さということを

私は大変心強く思っております。また、昨年の８月に駿河湾を震源とする地震が静

岡県で発生をいたしましたけれども。これはマグニチュード 6.5だったそうですけ

れども。このときに静岡県内では死者が１人、負傷者が 311人発生をしたんだそう

です。この原因の分析によりますと、テレビや花瓶、落下物ですね、それから割れ

ガラスや食器、そしてまた固定をしてない箪笥や棚などが倒れてきた。これによる

怪我ですね、これは 42.9％。半数近いものが倒壊した、あるいは飛んできたもの

ということですね。そして同時に、65 歳以上の高齢者が怪我をされた方、亡くな

った方の、65歳以上の方が 42.6％。約半数近い。こういう数字が出ております。

神戸のときも神戸市内で亡くなった方、市内でですね、亡くなった方が3,651 人に

関して、神戸の兵庫県のお医者さんたちが死亡時刻に関する調査を実施したんだそ

うです。そうしましたら、地震発生直後の 14分以内に死亡した割合っていうのは

全体の 80％だそうです。監察医の方が、専門的な監察医の方が精査をしたところ、

実に 92％の方が 14分以内に亡くなっている。こういう数字が示されました。同時

に、当然神戸のときに火災が発生しましたよね。火災で亡くなった方っていうのは

極めて少ないんだそうです。火災発生する前に建物の倒壊、あるいは家具類の転倒

によって窒息死、圧死した人が圧倒的に多いんだそうです。ですから、少しでも被

害を減らすっていうことは建物の耐震診断、あるいは耐震改修に係る補助制度並び

に家具の転倒防止器具の助成、これが絶対必要だというようなことで、本市として

はいま取り組んでおります。特に家具の転倒防止策ですね、これはいま 10種類の

器具を用意しております。そして、無償で差し上げております。ぜひ使っていただ

きたい。ということで。 

今年はですね、21年度は 4,200 件の申請を見込んでおりました。4,200件。そう

しましたら、駿河湾の地震が起きましたら急に希望者が増えまして、5,545件、交

付をいたしました。これは 21、22、23年、３カ年でということで予定していたん

ですけれども、これだけやはり皆さんが関心が高いということで１日も早くという

ことで、22年度は倍の予算を組んで、そして22年、23年分を１年でこれを全部消

化しよう。そして、もしもっと大勢の方が希望されるならば、更にですね、これは

それに応えていきたい、こういう思いでございます。まさに自分の命は自分で守る

自助として、家庭内で家具類の転倒防止を進めていただきたい。このことをぜひお

願いをしたい、そんな思いでございます。（拍手） 

 

 池上三喜子 ありがとうございました。最後の、無償で家具の転倒落下防止対策のための器具

を提供しているというお話ありました。しかも、4,200 個予定をしていたんだけど、

それを大幅に上回る申請があったという。これもすばらしいですし、それをまたき

ちっと受け止めてですね、前倒しで予算を前倒しで出したというところ。私が見聞

きしているところでは、たまたま今年度は 4,200個しか予算とってないから、4,200
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個で切ります、こういう行政多いですよ。その中でこれだけの臨機応変に対応でき

るということは、私は災害後というのはこの臨機応変に対応できるかどうかにかか

っていると思っているんですね。日常からできているというところでは私はすばら

しいという気がいたしました。 

それと、短い時間に打合せをしたんですが、話す順番はこういう順番でって、さ

っき決まったばっかりです。担当者から私のところにすぐ順番を書いた紙が直前に

渡されました。こういう細かい配慮というのはすばらしいですね、市長さん。何て

言うんでしょう、行政の方たちのこういう対応、日頃のこういった対応が災害後に

生きると私は確信しております。 

次にですね、お待たせいたしました、公募なさった市民の方の代表でということ

で飯山さん、はい、よろしくお願いいたします。 

 

 飯山 昭雄 公募市民ということで、今回こんな席に立つことはないと思っていたんですけ

ど、皆さんと私の経験の中でのお話をしたいということで。 

私は現在、暁町東町会に住んでいる自営業で、ふるさとの繊維業界、撚糸業を細々

とやっております飯山と申します。 

私たちの町会、暁東町会の現在副町会長兼防災防犯を担当し、先ほどお話した自

主防災隊の隊長がこの自主防災の会

長の成瀬國雄さんのもとで、副隊長を

務めています。私、以前消防団の副団

長を仰せつかっていた関係で、退団後

もその経験を何かのかたちで役立て

たいと思って受けている次第です。 

この暁町は、皆さんも御案内かと思

いますけれども、暁橋を渡りきったと

ころの浅川沿いにある町会でありま

して、火災のみならず、水害について

注意が必要な地域だと私消防団の経

験の中でそう感じておりまして。私

が、親から聞いたことでよくわかりま

せんけれども、床上浸水にもなった地

区で。また、私が消防団副分団長のと

きに町会の防災部長も兼ねて当時か

らやっていまして、忘れた頃に災害が

やってくるということで 27 年前になると思いますけれども、昭和 57 年の９月の

12日、台風 18号により私たち住んでいる浅川左岸、流れに沿って左側が左岸、右

側が右岸という消防の呼び名なんですけれども、100メートルにわたる水防活動の
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事例を今日お話したいと思っております。防災組織を立ち上げ、経過を１年目に立

ち上げて、その後の訓練経過、自助・公助・共助それぞれの立場における体験した

ことを２回目でお話させていただきたいと思って、今日この席に立たせていただき

ました。私消防団をやっていた関係で、実際指揮をしながら避難勧告等々のそうい

う経験、火災と、消防団 40年ぐらいやっていましたので、その中で山林火災、水

防、降雪の人命救助等、地域で浅川の増水で小学校の児童が流されて救助作業とか、

そういう悲惨な場所も経験しているので、その辺を生かしてそういう悲しいことの

ないように皆さんが事前に防災認識してできるだけ訓練をしていただければ、災害

も最小限度に食い止められるんじゃないかという経験を生かしてこの席でお話で

きればと、また地域で活動していきたいなと思ってます。以上です。(拍手) 

 

 池上三喜子 ありがとうございました。消防団の副分団長さんをしていらっしゃった経験を生

かして、いま地域でいろいろ御活躍していらっしゃるということで。２回目ですね、

いろいろお話を伺いたい内容はそこに残されているような気がいたしました。は

い、楽しみにしております。 

それでは、お待たせいたしました、八王子市の自主防災団体連絡協議会の副会長

でいらっしゃいます今泉さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

 

 今泉  満政 今泉でございます。よろしくお願い

いたします。 

私はですね、八王子で言いますと西

の外れ、恩方にいま住んでおります。

また、私も一町会の町会長とし、また

恩方連合町会の町会長とし、また八王

子全体の中の副町会長、また自主防災

のほうも副ということでですね。いろ

いろの視点の中でですね、まず、私の

町会は上下原町会っていいましてです

ね、八王子史跡でもあります下原刀の

鍛治のあった、そんな地域でございま

して。いま 280 世帯ぐらいの世帯の町

会もやらせていただいているわけでご

ざいます。まず、その町会のほうです

ね、紹介をさせていただきたいと思い

ますけど。自主防災のほうの役員につ

きましても、町会のほうの役員の皆さんがですね、役員の選任をしながら。また、
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いま町会の防災につきましてはですね、おそらく皆さんの地域ではどういうふうに

考えているかわかりませんけど。まず私の町会ですと、消防を職業とし、定年され

た方、これはどこの町会にもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、その方

たちをですね、中心にしながら日常の防災についての指導をしていただいていると

いうふうなかたちをとらせていただいております。また、今日もその方たちも来て

いただいてですね、勉強させていただいているところでございます。まず自分ので

すね、地域の現状をよく理解をすることがまず町会としては一番大事なことかなと

いうこととですね。高齢者もおりますし、要援護者もおります。そんなかたちの中

で、私のところにつきましては 65歳以上の、私も当然その中に入りますけど、先

輩方の名簿全部ほとんどどこにどういう方が 65歳以上の方がいらっしゃるか、そ

の辺のところもですね、リストをつくってあります。また要援護者につきましては

ですね、また後ほどお話させていただきたいと思いますけど、この恩方の中の全体

の要援護者につきましては、どこにも 17館あります市民センター、そこを中心に

してですね、いまリストをですね、民生委員の役員の皆さんと連合町会の私と市民

センターの館長でですね、判を押して市民センターの金庫にしまってあると。もし

災害があったらば、どこにどういう方がいらっしゃるということも理解をさせてい

ただくような活動もさせていただいております。 

まず地域についてはですね、年に一度防災訓練をさせていただいているわけです

けど、1,000人を目標にということで、恩方防災連絡協議会がですね、主催になり、

我々町会各団体がですね、皆さん一致してこの訓練にはですね、出ていただいてい

るわけでございます。また、その中でですね、各皆さんのところにもあると思いま

すけど、女性防（女性防災協会）の方がですね、非常に下働きをしていただいて勉

強させていただいているというふうな現況でございます。以上でございます。（拍

手） 

  

 池上三喜子 

  

はい、ありがとうございました。今泉さんからは、日頃どういうことをしていら

っしゃるかということで、一つは高齢者の、65 歳以上の方のリストをつくって金

庫でちゃんと名簿を管理しているということ、大変参考になりますね。それから、

地域の人材についてですが、消防署の OBの方を防災担当にしていらっしゃる、こ

れは非常に素敵な人材ですよね。そういうことがわかっている、そういう方たちが

住んでいるということがわかっているというこの人のつながりが、とてもいいなと

思っていますが。私も日頃から警察、消防、自衛隊、あと行政の方で防災担当して

らした方がおられたら、ぜひ。私の住んでいる板橋区では鍵屋一さんという、たぶ

ん御存知だと思いますが、行政マンの危機管理という本も書かれておられる、その

方たちが私の地域にもいらっしゃるので、非常に心強いと思っておりますが。そう

いう方の発掘も、もしまだの地域の方がおられましたら、ぜひ出し合ってですね、

大いに活用していただきたいと思います。 
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それでは小野さん、お待たせいたしました。いつも東京消防庁の火災予防審議会

では事務局でほとんど声を伺ったことがないんでございます。ごあいさつ程度です

が、今日はいろいろとお話しくださるので楽しみにしております。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

 小野  修   よろしくお願いします。先ほど

黒須市長さんからも、いろいろと

震災発災の直後というのはかな

り防災の市民の方のですね、力が

重要なのだということで。これ実

際、大地震のときにはですね、通

常火災だとか救助だとかってい

うのはですね、通常の日常のとき

ですと直ちにですね、消防車が行

くというふうになっておるんで

すが。大地震の特徴として、同時

多発的に災害が発生する。また道

路もですね、いろんなものがです

ね、倒れてきて。小さい狭い道路

ですとブロック塀だとか家自体

が倒れて。また、その家自体に引

きずられてですね、電柱も倒れて

しまうと。また大きな道路にしても、ビルの上から何か落っこちてくる。あるいは

看板だとかですね。そういったものが落っこちてくる。そして道路が閉塞されてし

まうということがありまして。実際、この前も神戸に行ってきたんですけれども、

神戸の職員もですね、実際、通常ですと５分ほどで行けるような場所でもですね、

１時間以上かかってしまうと。また、行っている最中にも、市民の方に止められて、

早くうちのところからおばあちゃんを救助してくれと、そういったものをやられて

しまうと。そういったことで公的のですね、消防というのはかなり人数が少なくて、

そういった大震災においてはですね、力不足になってしまうと。そういったところ

から地域のですね、皆さんがお互いに力を合わせて地震のですね、災害を最小限に

防ぐというようなことがとても大事でありますが。ところがですね、最近は特に地

域住民のですね、方のつながりがですね、希薄化しておってですね、あんまり顔を

合わせない隣の方が多いだとか。先ほど池上先生の講演にもありましたとおりです

ね、まずお互い顔見知りになることは大事なんだというようなことに反しているよ

うな状態がいっぱいあると。そういった中ではですね、いくら頑張っておっても、

組織自体が、防災意識も先ほど７割ぐらいのですね、八王子の組織率あるっていう
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ふうにですね、市長さんのほうからおっしゃられていましたけれども。組織自体が

ですね、最近難しい。そういった防災市民のですね、結成ができないと。あるいは

防災訓練にも参加しない方がたくさんおるといったこと。またそのですね、実際組

織されておってもですね、中核となる人間、集まってみるとですね、皆さんが 70

歳代だとか。頭がいい、知識はある、経験はある。ところがですね、パワーがやっ

ぱり負けちゃうんですよね。頭あるけど手足がないというような状態が結構ある

と。そういったことで防災市民組織自体が形骸化されておると。そういったことが

ですね、結構あります。そういった中で東京消防庁として、どのようなことを考え

ているかということを、やはり若い人をですね、どんどん新たな防災のですね、担

い手としていただくと。また参加者や参加層もですね、どんどん増やしていこうと。

そういったようなことを考えておりまして、３年ほど前からですね、モデル事業と

していくつかの消防署において試してみるところでありますけれども。そこの若い

新たな世代の担い手ということで、中学生や高校生、こういった方もですね、実際

危ない火の中入っていけっていうんじゃなくて、若い時代からですね、こういった

ものが使えるんだよと。そういったところで危なくない範囲の中で、若いうちから

覚えてもらおうというところでやっておりまして。例えば学校のほうでもですね、

協力いただいて、例えば９月１日のですね、２学期の始業式のとき、そういったと

きにですね、始業式のセレモニーが終わった後に、全校生徒でですね、授業の一環

として放水訓練する、可搬ポンプから放水訓練したり、人をですね、倒れている人

を救助した人を運んでいくだとか、そういったもの。あるいはですね、ロータリー

クラブ、地域の方が中高生のですね、社会奉仕活動というような場をつくっていた

だいて、救命講習をやると。またその救命講習の場にも学校だとかですね、防災関

係の市民の組織の方が、一緒に共にやっていくと、そういったようなことを行って

ですね、長い目で見て、今日にも使えますし、15歳、15のですね、二十歳前後の

人まで、そういった方は30年後 40年後もまだまだそういった方がですね、中核と

して活動できるというような状態をつくるようにですね、努力しているところでご

ざいます。以上です。(拍手) 

 

 池上三喜子  ありがとうございました。いま、地域の中高生を巻き込んで活動しているところ

があるという、モデル事業をしているところがあるという報告がありました。私は

もう一つ、東京消防庁の幼児用総合防災教育教材づくりというのに昨年関わりまし

て、教材はできまして、これからそれをどうやって伝えていくかという人材養成の

段階に入っています。ぜひ都といわず、全国で、幼児から幼児に大切な教材、それ

からそういう指導をしなければいけませんし。私は当初はですね、消防の方であり

幼稚園の先生でありでいいと思いますが、それをカバーするためでも市民の方たち

を巻き込んでですね、市民の中にもたくさんいろんなノウハウを持った方がおられ

ますから、ぜひそういう教材を使って、どんどんどんどん一日も早く浸透して防災
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教育の実践に向けてやっていただきたいなという希望があります。 

 いま、いろいろと御提案なり御自分のところでやってらっしゃるような取り組み

を御紹介いただきました。これからはですね、２巡目になりますが。いいことばっ

かりではなくて、こんなことで苦労している、やりたいと思っているけどこういう

点はどうしたらいいんだろうかっていうようなね、課題とか。それから将来の展望

ですね、これからこんなふうに、いま４人の皆さんからお話を伺っただけなんです

が、その中からちょっとこんなヒントを得られたとかっていうのがありましたら、

ぜひディスカッションを進めていきたいと思いますが。いかがでしょうか。今泉さ

ん、いかがでしょうか。いま東京消防庁さんのほうからいろんな取り組みとか、防

災教育という点にちょっといま的を絞ってきたんですが。今泉さんの地域では何か

こう、若い方たちを巻き込むような努力って、どんなことでやってらっしゃいます

でしょうか。 

 

 今泉  満政  新聞にも、正月の新聞にも出ましたね、中学生を云々っていうふうな、防災の。

そんな時点も、いま学校のほうとですね、いまお話を進めようというふうなかたち

でですね。これは学校は学校なりの考え方もあるでしょうし、地域は地域なりの考

え方ですね。前へ進むわけじゃありませんから、その辺のところは学校もそうです

し、あらゆる方向の中でそういう部分を提起していかないといけないかなというふ

うに思います。 

 

 池上三喜子 

 

 今泉さんのところではいかがでしょうか。たぶん、消防団におられたので…。飯

山さん、ごめんなさい、飯山さん、すみませんね。今泉さんって言って飯山さんの

ほうを向いているから、きっと、たぶんね、不思議と思われたんでしょうね。飯山

さんのほうでは、消防団をなさっていた方ですからいろいろと防災に関してはノウ

ハウをお持ちの方なんですね。指導的立場におられる方ですが。むしろその人材を

生かして、地域の方にそれを伝承していくと言いますかね、リーダー格としてその

人材養成のほう、何かいい取り組みをしていらっしゃるようでしたら御紹介いただ

きたいと思いますが。 

 

 飯山  昭雄 

 

 取り組みというほどではないんですけど。いままでは私、現職の頃には消防団と

して町会の訓練に出て。はっきり言って立っていて、皆さんを安全的な訓練をして

ほしいというかたちでいたんですけど。やはり最近はやっぱりそういうかたちでな

く、組織等できたらやっぱり。実際に訓練をしてもらうということをしないと、た

だ頭の中に入れて。この間も町会の訓練あったときにも、ここへ来ていた人でも見

てればある程度は災害が起きてもそういう経験を少しでも生かせるけれども、実際

訓練体験した人は、冷静にはなれないと思うけど、ある程度はいいと。来ない人は

頭真っ白になって動けなくなるんじゃないかと。来た人をできるだけ防災意識をつ
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かめてそれで輪を広げていこうというかたちを思っているんですけどね。 

 

 池上三喜子  ありがとうございました。黒須市長さんはまだまだお話したいことがいっぱいあ

るっていうことですので、少しお時間を差し上げましょう、２巡目ですが。よろし

くお願いいたします。 

 

 市    長  ありがとうございます。今後の課題、あるいはまたこれからの取り組みというこ

となんですけれども。課題はもうたくさんあります。先ほど消防庁の小野さんから

も自主防災組織のこともちょっと触れられましたけれども。先ほど私、お話したと

きに、八王子では550の町会自治会がある中で、70％で皆さんのお骨折りいただい

て自主防災組織が結成をされている。このことはね、私はほんとにすごいと思いま

す。市長会等でその話をさせていただきますと、ある市長さんが、いや、うちは

100％だよってこう言われたんですよ。あーすごいなと思って、いくつあるんです

かって言ったら３つだって言うんですよ。ええ。３つに地域を分けて、そして１つ

ずつつくったから、だから 100％だって。それは確かに 100％でしょうけれどもね。

我々のように八王子のように、550もの地域があって、その中で、町会自治会で 70％

っていうのはこれはほんとにすごいなっていうふうに思います。ただ、課題もあり

ますのは、ずいぶんそれぞれ地域によって地域に合わせた活動っていうのをしてい

ただいているんですけれども、十分な活動をしている地域と、まだ十分ではない、

つくったけれども活動が十分でないという地域が少なからず実はあります。それは

なぜかといいますと、思いはあってもどうやっていいか、適切な訓練というものが

わからないということなんですよね。ですから、やっているところっていうのは地

域の連帯意識が高まる、その結果地域防災力が高まるって、こういうことになるわ

けですけれども。そういった訓練をできない、事実上できないっていうようなとこ

ろ、こういうところは問題があるわけで。いまそれに対応するためにですね、消防

団といま先ほど飯山さんからも消防団が地域で常に自主防災の活動やるときには

見守っているんだ、お手伝いしてるんだと、参加しているんだって話もありました

けれども。もう一歩進めて、消防団と自主防災組織が連携をさせてこの活動を活性

化させると。これをいま、実はこういう取り組みをいま始めております。具体的に

はですね、消防団の OB、OB でも団長とか副団長経験者ですね。まずそこでやって

みようと思っています。この皆さんに、消防団にひとつ組織をつくっていただいて、

本市の消防団というのはいま約 1,500名近い消防団団員がおります。これは、東京

都でももちろん規模の上でもそうですし内容の上でも一番です。私は日本一じゃな

いかというくらいに思っているんですよ。そのくらいにすごい消防団なんですけれ

ども。この消防団で長年活動されて、しかも幹部として指導されてこられた方々に

お手伝いをいただいて。そして名前を、機能別消防団っていうのを創設したいと思

っています。機能別消防団。これは、自主防災活動のコーディネーター役をやる。
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そして支援を行っていただく。消防団と自主防災組織が連携して地域防災力向上を

図っていく新たな取り組みと、こういうことでございます。これをいまやろうと思

っています。それでですね、この制度っていうのは、全国的に見ても極めて先駆的

な取り組みだというふうに思っています。このことによって、まだ活動が十分でな

い自主防災組織ですね。このいわゆる活性化を図っていきたい、こういうことです。

それから先ほどお話ありましたように、参加される方が私も各地域で自主防災活動

をやるときにですね、訓練やるときに、お声かけていただいて、私もほぼ出ます。

可能な限り出席を、参加をしています、参加っていうかごあいさつに伺っているん

ですけれども。限られているということありますよね、参加される方が。ここがや

っぱり問題だな。特に若い人たちの参加が少ない。これもやっぱりひとつ問題だな。

こういう啓発、啓蒙活動もやっぱりしなきゃいけないなっていうふうに思っていま

す。 

それからもう一つはですね、災害時要援護者対策ですね。これも先ほどお話ござ

いましたけれども。実に、災害時要援護者、高齢者の方、あるいは障害者の方々で

すね、そういう方々を災害時にどう救助といいますかですね、安全なところへとい

うような、これをどうするか。事実上ですね、先日の７月の駿河湾地震で、先ほど

触れましたけれども被害者、被災者ですね、被災者の 42.6％が 65歳以上、先ほど

お話をしました。もう一つは、中国九州北部の豪雨ですね、これは６件影響があっ

たんですけれども、31名の方が亡くなられました。31名亡くなられた方の 21名が

65 歳以上。ですから、高齢者の方が犠牲になるケースが極めて高いということで

ございます。特に、高齢者であるとか障害のある方というのは、やっぱり避難に時

間がかかる。あるいはまた自力で避難することができない。こういう状況でござい

ますから、支援する体制というものを事前にやっぱり整えておく、このことがいま

求められているんじゃないかというふうに思っております。いま、自主防災組織あ

るいは町会自治会、それからいつも災害時要援護者と接しておられます民生委員の

方ですね、それから加えて地域包括支援センターなど地域で福祉に携わっておられ

る関係者の皆さん、これらの協力というものも欠かせないわけでございまして。地

域と行政が協働して知恵を出し合って、災害時要援護者を支援するネットワークづ

くりをいかに進めていくか、これがいま喫緊の課題でございます。そういう中で、

実は問題もあります。いま民生委員の方々が地域のですね、要援護者の方々のいわ

ゆる抽出というか名簿づくり等を大変御尽力をいただいてまいりましたけれども。

いま個人情報保護というのが、これうるさいですよね。私は誤解を恐れずにいうな

らばちょっと行き過ぎているんじゃないか、行き過ぎている面があるんじゃないか

っていうふうにも思っています。いま、例えば同窓会の名簿がつくれないとか、あ

るいは学校からの緊急時の連絡網というのがつくれないとかですね、そういう弊害

っていうのもいま多々、実は発生をしているわけでございまして。これ、使われ方

っていうのは当然問題です。使われ方っていうのは慎重に使わなきゃプライバシー
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を守る、大事なことでありますけれども。その入口の部分で、個人情報保護ってい

うのがどうも意識され過ぎているんじゃないか。そのことによって本当に知りたい

情報っていうものが必要な人に渡らない。こういう課題も実は発生をしている。こ

れも私は実は課題だというふうに思っています。 

それからですね、新たな災害対策というものも必要になってきたっていうふうに

思います。例えばいま、南口で 41階建ての建物がつくられています。秋には完成

をしますけれども、高さが157メートルもあります。ここに人が住まいになります。

あるいは八王子でも高いビルっていったら八日町のですね、28階建てのビルとか、

それから仁和会病院のところにできた 21階建てのマンション。いま、例えば消防、

火災が起きたときに消防車っていうのは 14階ぐらいまででしたよね、そうですね。

10階ぐらいですね、10階ぐらい。それで、実はですね、火災のときにももちろん

問題なんですけれども、地震のときにですね、私は高層避難っていうふうに言って

いるんですけれども、高層避難っていうのは、これは新たな課題として取り組まな

きゃいけないんじゃないか。例えば都心にはたくさん高い建物がありますけれど

も、八王子でもですね、こういった高い建物ができてきたっていうことは、これは

ですね、もし大きな直下型地震が起きたときには、当然エレベーターも止まります。

エレベーターに閉じ込められるということがあります。お話を伺ってみましたら、

大地震のときにはエレベーター管理会社が駆けつけるっていうのが２日はかかる

だろう、２日は見ておいてもらわないとっていう話を聞きました。そうすると、中

にはエレベーター、これは高いビルじゃなくてもエレベーターの中で２日間閉じ込

められるということは、可能性いっぱいあるわけですよね。その中で、例えばトイ

レの問題とか水の問題とか食事の問題とか。例え２日間でもですね、生き延びるた

めには。だからエレベーターの例えば天井の上に、こういったものを最低限用意を

させるというような、そういうことも私は考えていかなきゃいけないんじゃない

か。それから、私が気になったのはですね、エレベーター当然止まってしまう。そ

うすると家に備蓄等がない人はですね、当然電気も水道も全部止まってしまうわけ

ですから。そうしますと、100メートル前後のところにおられる方というのは、こ

れは、例えば水とか食糧を下で配給されたっていうときに取りに行くっていっても

ですね、一旦垂直に階段を下りていって、それをまた荷物を持ってまた垂直に100

メートル上がっていくっていうのは、これはね、健常者でもやっぱり私は大変なこ

とだと思いますよ。そして加えて、そういった高いビル、駅の周辺の高いマンショ

ンに越してこられる方っていうのは、私は統計見たんですけれども、55％が市内の

方、そして高齢者の方です。安全とか利便性とかっていうことですね。そうすると、

こういう問題っていうのは、これはかなり深刻に考えなきゃいけないんじゃない

か。私は高層避難、高層難民っていう言葉言っているんですけれども。いままでど

ちらかというと帰宅難民とかですね、こういった方を中心でしたけれども、やっぱ

り高層難民っていうことも当然これも考えていかなきゃいけないんじゃないか。こ
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れが一つ。 

 それからもう一つはですね、八王子には実は意外と知られていないんですけれど

も、外国人の方が１万人近い方がいらっしゃいます。国でいいますと、100カ国近

いです。90 カ国以上の方々がおられます。ですから、隠れた国際都市なんです。

定住外国人の方は市民の日本人の方とですね、交流もありますし、もう日本人と同

じような生活をされておられる方もたくさんおられます。しかし、そうでない方で

すね、お仕事で来られたとか。この前私、北野地区へお邪魔したんですけれども、

北野地区には 1,200人の外国人がおられるそうです。ニッスイ等に外国人の方がお

勤めになっている方が中心にして。ですから、やっぱりこれも大事なことだと思い

ます。やはり、どこへ避難をするか、あるいはまた、どういったことをしなきゃい

けないのかって。これを外国人の方にですね、事前にお知らせをして、そして徹底

をさせる。そしてまた万一発生した場合にはですね、大地震等発生した場合には、

外国人の方がお困りにならないように。こういった備えもしていかなければいけな

いんじゃないかな。これもひとつ課題だというふうに、私は八王子の課題のひとつ

だというふうに思っております。 

 いま、ちょっと明るいニュースっていいますか、ありがたいことにはですね、八

王子には御承知のように大学がいま市内だけでも 21、10万人以上の学生さんがお

られます。ボランティア、これは先ほど冒頭申し上げましたけれども、ボランティ

アっていうのは大事ですから、学生さんにボランティアとして積極的にお力添えを

いただく。このことは大きな力になるんじゃないかというようなことで。大学側も

理解をしていただいて、いま一部の大学とは災害対策に携わってもらう協定を結ん

でおります。しかしまだ一部の大学です。いま既に４校かな、いま、現在ではです

ね。いま「大学コンソーシアム」というのができまして、すべての大学に、八王子

市の隣接の都市に隣接のまちにある大学も含めていま 23大学の御協力をいただい

て、「大学コンソーシアム」という共同組織をつくりましたから。そこでですね、

すべての大学の皆さんから御協力をいただいて、そして万が一のときには力になっ

てもらおうじゃないかって、そんなこともいま取り組ませて、取り組みの一つとし

て、努力をしてまいりたいというふうに思っています。いずれにしても、これから

自主防災組織、防災機関、事業所、大学等とも連携を密にして、有機的な連携しな

がら災害対策を推進をすること、このことが災害を少しでも被害を減らすことだと

いうふうに私は思って、これから取り組みを進めていきたいと思っています。（拍

手） 

 

 池上三喜子  ありがとうございました。いろいろと御提言なり課題をお話しいただきました。

いま気がつきましたので一つ、何て言うんでしょうね、お話したいのが。地域の防

火防災功労賞というのがあるとお話しましたね。その中で、今年度優良賞をお取り

になった練馬区の光が丘公園南住宅自衛消防隊の例なんですが。やはり高層住宅に
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お住まいなのでエレベーターの閉じ込めで、いま市長さんがおっしゃたように、２

時間はかかるだろうと。緊急のボタンを押してもね、閉じ込められても助け出され

るまで、２時間ならいいですけど 10数時間というのはありますからね、過去の地

震のあと。それで、ここではそういう防災センター、エレベーター会社の防災セン

ターもあてにできないので、地域住民が閉じ込めを何とか救出できないだろうかっ

ていう訓練をなさったんですね。それはメーカーの講習を受けられて、どうしたら

災害時に閉じ込められた人を救出できるかということをまちの住民の人たちがね、

実践しているといういい例なんですね。ですから、もしこれからそういうことが必

要な地域の方がおられましたら、練馬区に行かれるとどういうところにどういう手

順を踏んでそういう講習まで訓練を受けられたのかということがおわかりだと思

います。一つ私がお話できるのは、１月の、今月ですね、今月の 17日でしたか、

渋谷区の新橋地区という、恵比寿のガーデンプレイスという大変広いスペースがあ

るんですね。恵比寿駅前に。あそこを 11時からお店がオープンですから、もう数

年前からその空地を利用して訓練をしてらっしゃるんです。そこで、エレベーター

の閉じ込め訓練というので私はそれを体験したくて行ったんですね。今年はたまた

ま東芝のエレベーターの関連の方たちが来られて、かなり大きなエレベーターが設

置されていて、なぜエレベーターのこういう訓練が必要なのかという説明の方が

６、７人おられました。皆さんの地域にも、頼まれたら企業の社会貢献というとこ

ろで喜んで来てこられます。来てくださいますから。東芝に関しては私、連絡先も

全部知っておりますので、市の方にお伝え、後日になりますがお伝えいたします。

その前の年はね、日立の方が来てくださったそうです。来ていただいたそうです。

日立エレベーターですね。そしたら、何で、来年は私のところでお願いしますって

東芝の方がおっしゃったそうですから。社会貢献としてね、やっぱりメーカーの方

たちも地域に出たがっているって言ったら語弊があるかも知れませんが、大いに地

域に貢献したいという思いがたくさんおありになりますから。ぜひそういうことも

活用なさっていただきたいと思います。それから東芝に関しては、幼児用の教材も

ある、エレベーターに関して、教材とビデオがあるというのは、それも送っていた

だいて。私は東京消防庁さんのほうに差し上げたんですが。そういったものもあり

ますので、要請すればね、話し合いの中からそういうものをつくってらっしゃると

いうことがわかって、私も知ったわけですから。それじゃあそれを分けていただけ

ますかってこういうね、行ったり来たりということがとても大事なんですね。あり

がとうございました。いろんな御提案と、それからこれから取り組むべきことお話

いただきましたが。 

いままでのお話を伺って、小野さんにお尋ねしたいんですが。どこの地域でも防

災訓練、人がいつも決まっている。それから若い人を取り組むにはどうしたらいい

だろうっていうの、我々の火災予防審議会でアンケートを取りましたよね。非常に

もう、いろんな地域に行ってどうしたらいいだろう。私が言えるのは、保健所と連
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携をして、保健所に、例えば幼児健診とか乳児健診で来られたね、お母様たちの集

まりにたまたま出向いていって、お話を、５分でも 10分でもお話をさせていただ

く。こんなことも考えられるねっていうことでしたけど。何か小学校で訓練をして

いい取り組みっていうか参考になる取り組みがありましたら、御紹介いただきたい

んですけど。 

 

 小野   修  そうですね、おっしゃるとおりでして。この町会や自治会で、訓練回数をしっか

り増加してやっていると。するとイコール参加層がですね、同じかというと増えな

いと。いつも出てくるメンバーが一緒だというようなところがありまして。特に

30 代だとかですね、そういったほんとに核となってやってほしいという、いわゆ

るそういった方というのは、だいたい小学生か中学生の保護者の方、そういった方

が、30代、40代というところのですね、年齢層でして。そういった人をですね、

参加させるようなですね、方策をということで池上先生がですね、よく雛段に座っ

て火災予防審議会で、我々はその末端のほうでですね、メモしているというような

そういうようなところの中でですね、出たアンケート調査等の結果ですと。一つは

ですね、いつやるのと、何をやるのと、そういったことをそもそも知りませんと。

また、知ったとしても、曜日だとか時間が自分の都合のいい時間とは重ならないと。

また、一人では参加しに行くのは嫌だ。あるいはですね、誘ってくれないだとか、

そういった声をかけてくれない、働きかけないと、そういうようなところはござい

まして。あまり町会自治会に依存するというか限定することじゃなくてですね、も

っとそういった行きやすいような場所、あるいは顔出しやすいようなですね、環境

をですね、中の防災訓練がやればいいのじゃないのかということで。例えば先ほど

池上先生おっしゃったようにですね、学校の保護者同士の集まりだとか、あるいは

健康やスポーツの会のですね、集まりだとか、そういったところでですね、様々な

こういったコミュニケーションの場で、地域のですね、コミュニケーションの場で

やっていくというようなことがありまして。例えばその中の例といたしましては、

地域のお祭りだとか、あるいは学校や事業所でバザーだとか運動会だとかそういっ

たもの。そしてまたスポーツ同好会のですね、大会だとか、そういったふうにあわ

せてやるとどんどんですね、若い人が参加できるんじゃないかと。また、学校にお

いて取り組みということで、いわゆる生徒さん、児童さんと親の方、保護者さんの

方が一緒になって、例えば親子でですね、防災マップをつくりましょうと。その中

にも消防団の方がですね、中に入ってここにはこのようなものがありますよと、こ

こはこういうものがですね、倒壊危険がありますよと、ここの部分にですね、消火

器ありますよと、そういったようなことをですね、いろいろとですね、消防団の方、

あるいは災害時支援ボランティアの方とですね、協力しながらやっていくと。また、

親子で防災ウォークラリーと、同じようなかたちなんですけどね、歩いていって。

もっと小さい子ですね、幼稚園だとか小学校低学年の方と一緒に親がですね、歩い
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ていってみようと。そういったようなゲーム性を多く取り入れていくと。また、そ

ういった学校以外のところでは、先ほどのですね、いわゆる地域防災秋祭りだとか、

そういったようなものをつくる場で祭りを活用して防災のですね、訓練をするとい

うようなことも大事かなと。我々も参考になったのがですね、先ほど池上先生から

幼児用の教材をですね、東京消防庁で配布してやり始めたところだというのがござ

いましたけれども。やっぱり下手くそなんですね。我々は防災、消防防災のプロな

んですけれども、やっぱり幼稚園のお子さんをですね、扱うのは苦手でして。紙芝

居を始めても、あまり見てくれないんですよ。幼稚園の先生が注意されたんですよ。

まずね、かたつむりだとかね、そういったものをまずは引き付けてくださいと。そ

ういった歌を歌ったり、何かしてまずこっちに目を引いてからじゃないと紙芝居は

うまくいきませんよと。そういった幼児を扱うプロの保母さんに、逆にこうやって

教わって、ということで、よりいいですね、関係もできて、我々もいろいろなとこ

ろで学んでいるなというところがございまして。今後ともですね、学校のほうでや

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 池上三喜子  ありがとうございました。ほんとに現場では苦労もたくさんあるんですね。なぜ

幼稚園の先生ができないかというと、防災に関しては消防士の方のほうがはるかに

いろいろと知ってらっしゃるので、当初はペアでやってお互いに助け合いながらや

っていて、そこにも父兄の方が参加してくださると、父兄の方の中でも人形劇お好

きな方とかですね、あとボランティアで読み聞かせをしている方なんていうのは結

構いらっしゃるんですね。そういう方たちに、だんだん引き継いでいければ地域に

どんどんどんどん広がっていくんじゃないかなっていう、私はまだ夢の段階で描い

ているんですが。でも、諦めてはおりません。これから実践していきたいと思って

います。 

いままでのお話を伺って、まだ話したいということがおありになったら。はい、

今泉さん、お願いいたします。 

 

 今泉  満政  先ほどはですね、地域、自分の周りの団体のですね、お話をさせていただきまし

たけど。私の立場からしますといま、八王子市の自主防災のほうの立場からですね、

いろいろの課題があろうかなというふうに思いますし。いま新規の結成団体につい

てはですね、546 町会ある中で、いま 379。これが 11 月の段階ですからいま 70％

は超えてると思います。そういう中で、いま八王子市がこの防災について、非常に、

先ほどから話が出ておりますけど力を入れていただいてるということはですね、会

議のたんび、感じさせていただいておりますし。また、我々団体としてですね、ほ

んとに地域に対して、どういうかたちで対応していったらいいかということをです

ね、会長を中心にですね、検討させていただいてるわけでございますけど。まず皆

さんの、地域のですね、災害に対してどんなところが一番弱いんだろうなというこ
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とを各地域の中で見出して、そこをどうやって検討していくかということも、これ

大事であろうかなというふうに思いますし。この自主防災団体だけでなく、各地域

にある団体とのですね、つながりを強固にして、あらゆる情報をつかみながら前へ

進めていくこと自体が、町民の安全を守る第一ではないかなというふうに感じてお

ります。以上でございます。（拍手） 

 

 池上三喜子 町会の組織というのは550あるという大変大きな八王子市さんですから、まとま

るというのは大変だと思いますが。地区を少し限定してでもですね、防災協議会と

いいますかね、自主防災組織の方たちが、代表の方が集まるような会が１年に１回

でもあれば、いろんな取り組みがね、共有できると思うんですね。そんなことも一

つありますし。 

あと、防災マップっていうお話が出ましたが。これは杉並区さんが、私どもが関

係したのでよく知っているんですが、かなり父兄の方たちが中心になってぜひやっ

てくれということで、日曜日に大々的にやりました。NHKでも何年か前に放映され

ましたのでご覧になった方もおられると思いますが。子どもたちの視点というのは

すばらしいんですね。大人が考えもしなかったようなことを言ってくれる。例えば

ですね、通学路に指定されている道路を僕たちは通っています。でも、実際に今日

防災マップをつくってみたら、消防の人がここは危ないって言われました。両方が

高い壁で囲まれているのに、歩いているときに実際に地震が来たら僕たちはどこへ

逃げればいいの？返事に困りました。そういう地域がもし皆さんの、地域といいま

すか、指定されたところが皆さんの地域にもありましたら、ぜひそれは改善してい

ただきたい。最短距離をどうしても選んでしまうんですね。つまりそこを選定した

人が防災にあまり詳しくない方だとすると、そういうことが間々あります。ですか

ら遠回りをしても、実際に子どもが安全に通学できるようなところを通学路とする

べきというのが一つありますね。 

 それから、練馬区さんが一つとても面白いといいますか、ほかでもやっておられ

る区があるかも知れませんが。防災担当を１年でも２年でもされた方が OBになら

れますね。そういうOBの方たちのリストをつくって、いざというときにはOBの方

もお願いねと日頃から言ってらっしゃるんですね。ですから訓練のときにもその

OB の方を呼んでやってらっしゃるという実践をして、ボランティアですけどボラ

ンティアで来ていただいているという、そういう活動をしておられます。そういう

ようなところとも、普段から八王子市内だけではなくて連携を取っていただける

と、いろんな情報があってそれはうちでも真似ができるねっていうことがどんどん

入ってきますと、大変私たちも心強いですよね。どんなことで苦労したっていうこ

とも聞けますから。ぜひそんなところで連携を取り合っていただきたいなという気

がしています。 

飯山さん、いかがでしょうか。 
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飯山  昭雄 自分たちのまちの、いまの訓練方式、訓練で進めている内容をちょっとお話した

いと思っています。 

暁東町会では、11 月の第２日曜日に定例の防災日として防災訓練を必ずやると

いう方針で、町民に訴えて毎回やっていますけど、100名以上の方が参加していま

す。昨年は

５箇所に、

町内５箇所

に 集 結 し

て、それか

ら公園が訓

練会場です

ので訓練会

場に来てい

ただいて、

消防署、消

防団の指導

で応急救護、初期消火、119番通報諸々の訓練をして。そのあと町民と、別に自主

防災隊の連絡網によって、自主防災隊は独自で近くの集結所に集まり、町民を誘導

して町会の公園で防災訓練をすると。訓練については実践的ということで、参加し

た人は公園に到着したら名簿をつくってありまして、この名簿に記入、チェックを

していただいて、それで災害の本番のときにはそういうことを必ずやるんだという

ことで、構わずどこでも避難してそこでいてもなかなかどこの町会の誰ともわから

ないままで、やっぱり避難場所で苦労するっていう、やっぱりその辺を皆さんにも

少しわかっていただくというような訓練をしてきました。 

それから、先ほど話した台風の災害のときに、たまたま私、町会の防災担当をし

ていましたので、町会長とよく会っていましたから。町会長、私、公的な、公助の

ほうで出動かかると町会のほうは何にも相談はできないということで、事前に防災

対策を考えておいてくださいということで。この台風のときに避難場所、炊き出し

等のところをあらかじめお願いに行って、してあったようです。避難勧告等で避難

していただいたり等、スムーズにいったということを事例として皆さんにお話した

いなと、強くその辺は感じました。やっぱり自主防災、事前に防災組織をつくって

おくと、やっぱりこの辺、楽とは言えないけど、非常に災害の現状では、考えられ

ない、皆さんの考えられないことがあるということで、私たち消防団では、先ほど

話した台風 18号のときはほかで、消火栓で土嚢積みをしていてそのあと、ときに、

住民から堤防が崩れているよって急行して、行ったらトラック１台分ぐらいの護岸

がボーンボーンと落ちていて、これはもうだめだということで消防庁と町会長と警



 

33 

察で一致して避難勧告を出して避難してもらったということで。その辺の事前と実

際の事例、それでこれからはどうしようかということでいろいろ訓練、先ほどお話

したように、高齢者、決まった人しか出ない、その辺がひとつ課題で。あと防災の

訓練メニューはだいたい決まっちゃってるようなかたちで。それをいかに楽しくや

ってもらうということをいま心がけてます。それと、中学校の生徒にも災害時に少

しでも役立てるようにしてもらいたいということで、地元のひよどり山中学校では

毎年９月１日の防災日に集団下校やってる。その途中で町会の防災担当、町会長、

生徒に話を５分ぐらいしてくださいというのは毎年あるんです。そこでいろいろ校

長先生ともお話したら、うちの学校ではできるだけ町会の訓練には出るように生徒

に申しつけてありますから、防災担当さんもその辺を考えておいてほしいというこ

とで。育成会と子ども会、いまなくなっているところもあるらしいですけれども、

育成会、子ども会、それと中学校タイアップして。なかなか難しいと思いますけど、

時間をかけてじっくりと若い層の方に防災訓練に出ていただいて、防災認識を広げ

ていければなと強く感じています。その辺で一生懸命やっていきたいと思うので、

できるんじゃないかと期待して一生懸命、やるしかないと思ってね、やって。中学

生も来て、認識していただきたいと。あと幼児は、防災日とか、時には消防署でよ

くやる写生会とかそういうのを、ことも含めてね、何かやってもらえればと思って

考えています。よろしくお願いします。（拍手） 

 

 池上三喜子 ありがとうございました。大変ね、やっぱり中高生を巻き込むというのは大変な

んだとつくづく思います。人数は減っているし、どうやったらこちらを向いてくれ

るんだろうっていうことがね。一つの例は、宮城県の松島町立松島中学校、ここで

防災に大変詳しい方がおられたんですね、先生で。防災グループというのをつくり

ました。10 数名の子どもしか参加しなかったけれども、その先生の御指導もよか

ったんでしょう、自分たちの住んでいる地域を見回って、早見回り防災地図という

のと、昭和 56年以前に建った建物が阪神淡路大震災で大変ダメージを受けたとい

うことを僕たちは習いました。ですからこの町内会を見回って、しかも聞き取り調

査をして、昭和 56年以前に建った建物を地図に色分けをして、それを持っていっ

て訪ねたんですね。ぜひこの色の付いている建物は耐震診断、耐震補強してくださ

い。それは僕たち中学生が授業で習って壊れやすいということを聞いたので、ぜひ

皆さんの命を助けたいのでやってください。中学生だったからたぶん OKだったん

でしょうね。これ大人がやったら大変ですね。余計な御世話だ、そんなこと言える

かって何か言われそうな気がするんですが。子どもが一生懸命やっていると、大人

もこんなにね、子どもが一生懸命地域のことを勉強してくれているんだったら僕た

ちもほっとけないということで、応援してくれるんですね。特におじいちゃんおば

あちゃんたちは喜んで、中学生が取材に行くと対応してくださるわけですね。それ

もひとつの手だなっていうふうに思っています。 
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いろいろとお話が出てまいりましたが、もうお時間も限りがあるんですけれど

も。せっかくですから、会場の方からも御質問を、お一人かお二人。はい、どうぞ。 

すみません、２分以内でお願いいたします。 

 

  後藤様  皆さんに参考情報を。私は館町団地の住民で後藤と申しますけども。館町団地で

は、先ほど黒須市長が個人情報の取り扱いを心配されたことを言われていましたの

で、館町団地自治会では個人情報取扱い規定というものをつくって、それによって

自治会の名簿とそれから要援護者の名簿をつくっています。この、つくったときに、

私がつくったんですけれども、ガイドラインとしましたのは、JIS、日本工業標準

規格ですね、を参考にしてつくりました。この規定といいますのは、国際的な規定、

ISOの規定を翻訳したものですから、国際的な考え方にちゃんと一致したものにな

っていると思います。そういうものをつくって、そういう情報をちゃんと、どうい

うものをどう扱うかということをちゃんと規定してやっていけばいいので、心配は

必要ないと思いますから、参考までに。 

 

 池上三喜子  ありがとうございました。そのとおりなんですね、おっしゃるとおりで。内閣府

のほうでも個人情報が非常にネックになって、災害時要援護者の名簿がつくれない

ということを地域から聞いています。内閣府のほうでもかなり早い年度に、その人

の命に関わる、その人の益に関わることだったら名簿を作成してもよいと言ってる

んですけどなかなかそこが伝わってないんですね。ただし一番大事なのは名簿の管

理です。鍵をかけられるところに入れておきなさいとは言っているけど、いざとい

うときにその鍵を誰が持ってるのっていういろんな問題もあるわけですね。私は理

想的には、名簿をつくらなくても地域住民が、あそこにはおばあちゃんがいらっし

ゃる、一人暮らしの方がおられる、災害時要援護者と言われる障害を持った方がお

られる、お元気だけど耳が聞こえないので情報を持っていってあげなきゃという、

そういうね、方たちが地域にネットワークがあるということがとても大事なんです

ね。言うことは簡単ですけどなかなかこれは難しいことですが。私は捨てたもので

はないという事例を、阪神淡路大震災をはじめ、いろんな、新潟の地震でも宮城県

の地震でも私は伺いました。いざとなったら人っていうのはものすごい力を持って

いるんですね。傷つけられるのも人によってですが、それを癒すのも人なんですね。

ですから、人のつながりっていうのはいかに大事かっていうことを、私は被災地の

行く先々で教えられています。でも、諦めずにこつこつとやるということが大事で

すから、ぜひ私たちも含めて頑張っていきましょう。助け合える人間関係、それか

ら家族、地域、そういうことですね。 

 もう時間もないんですが。お一人、１分ぐらいでお話がありましたらぜひどうぞ。

顔が合ってしまいましたが、どうぞ、こういう順番でいきましょう。 

 



 

35 

小野   修 家具の転倒落下防止なんですけれども。それもかなり数のですね、３割から５割

ぐらいのですね、怪我人はそういったところに出てくると。それはたくさん声高に

言っておるんですけれども。神戸のほうのですね、元市の職員から本が送られてき

てですね。その方は、神戸市の建築部門に勤めておって、１級建築士でね。阪神大

震災のときに自宅が倒れて、次男の方が１階で寝ていて亡くなったと。それをとて

も悔んでおると。それでその本を書いたわけでして。150万円でできますよと。た

った 150万円で自分の息子が、自分の家族の命が助かるんだと。そういったことを

まず頭に入れてくださいということで。その150万円でできるということをいろん

な場で、皆様に知らせてほしいということで本を送られてきてですね、この場を借

りてその方のですね、思いを伝えたいなということでしゃべらせていただきまし

た。 

 

池上三喜子 ありがとうございました。命はお金では買えないということですよね。 

それでは今泉さん、特に、なければパスしてくださって構いませんが。 

 

 今泉 満政 私どもは田舎のほうですからね。私も 10年やっていますけど。災害よりか、い

ま言われるようにね、猿や猪の害はあるけれども、災害は無いなんていうふうな考

え方、こういうふうな部分もありますからぜひですね、一生懸命この災害を意識し

た町民づくりをしていくことが必要かなというふうに思います。 

 

 池上三喜子 ありがとうございました。次に、飯山さん、お願いいたします。 

 

 飯山  昭雄 これからも、先ほど市長さんからお話が出た、消防団の OBとして経験を生かし、

消防署で教わったこと等々を経験の中で皆さんと一緒に防災意識を広げていけれ

ばなと思っています。個人情報のいろいろある中で、私たちもその辺をよく、地元

の民生委員と訓練を一緒にタイアップして、個人情報の得たもので倒壊家屋に残っ

ているのを助けるという訓練も、実践的な訓練を去年はやりました。そういうもの

を生かして、先ほど言ったように中学生、若い層に参加してもらう防災意識を広げ

たいなと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

 池上三喜子 ありがとうございました。それでは、最後になりましたが黒須市長さんにお願い

いたします。 

 

 市    長 まず、今日はですね、243名の方に御参加をいただきました。これはもう、心か

ら御礼を申し上げたいと思います。 

やはり、市民の皆さんの防災意識の高さ、まさにそのとおりだろうというふうに

思っておりまして。ほんとに心強く思います。ありがとうございました。まずこれ
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が第１点ですね。 

それから、いろいろ今日勉強させていただきました。先ほど私、大学との連携取

りながら学生さんにも協力をしていただいてというお話をしましたけれども。協力

をしていただくだけじゃなくて、やっぱり子どもたちも含めた自ら防災力を高める

っていうこと、これはやっぱり大事だなというふうに思いましたね。ですから、非

常に子どもさんは吸収力が高いというようなお話も伺いましたけれども、幼児から

含めてですね、保育園、幼稚園、あるいは小学校、中学校ですね。こういったとこ

ろでも何らかのかたちで防災力、何かあったときに自分の身を自分で守るという、

子どもたちならではの、そういった知恵をきちんとつけておかなければいけないん

だな、生かしていかなきゃいけないんだな、そんな感じもいたしました。 

それから、防災訓練ですけども。これ、私進めること大事だと思います、続ける

ことが、重ねることが。毎年市でも大がかりな防災訓練もやっています。そのケー

スケースに応じてですね、夜間やったこともあります。当然夜間地震が起こるとい

うこともあるわけですから。夜間のときもありますし雨が降ったときもありました

し。それから多摩ニュータウンのようなですね、高層住宅が多いような地域での訓

練も行いました。今年はですね、東京都と八王子市が合同で更に大規模な訓練を秋

口にやろうと、こういうことをもう決まっております。ぜひそのときに参加をして

いただければというふうに思いますし。それから、先ほどからちょっと触れました

けれども、機能別消防団を創設する。これは先ほどお話させていただいたとおり、

防災訓練などを実施したいと思っても、そのノウハウが十分ではないからできない

というそういう地域にですね、私必ずお役に立てるんじゃないかというふうに思っ

ておりますから。規模の大小を問わず訓練を重ねて、万が一のとき頭で考えるんじ

ゃなくて体が動くようにしていくということが、私は大事なことなんじゃないかな

ってそんなふうに思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願い申し上げた

いと思います。 

それからですね、駿河湾地震のときに、先日新聞を見ていて、私わが意を得たり

という、これちょっと大げさかもわからないですけどそう思ったんですけれども。

いま無償で建具ですね、建具じゃない、ごめんなさい、家具、家具の転倒防止の金

具を、器具を無償で配布をさせていただいているというお話をしましたけれども。

先日新聞に出ていたところによりますと、あの駿河湾地震のときにきちんと家具の

転倒防止の器具を付けていたところはほとんど被害がなかったという、統計の数字

が先日出ていましてね、やっぱり大きな効果があるんだなというふうに思いまし

た。ですから是非、この機会に。いま全所帯の、いま 24万所帯ございますけれど

も、５％ということをいまスタートしたんです。これはいままでの統計から見て

５％の、まず目標は５％だということなんですけれども。これを更にですね、８％、

10％の方はもう既にやっておられる方もおられると思いますけれども。是非、大勢

の方に御利用いただければありがたいな。そしてそれぞれ御家庭の防災力を高めて
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いく、この一助になるんじゃないかというふうに思ってます。 

最後に、今日の題名ですけど、災害は忘れた頃にやってくるってよくありますけ

ど、必ずやってくるって、必ずが入っていますからね。ですからぜひ、皆さん共々

八王子の安全・安心のためにこれからも努力をしてまいりたいと思っておりますの

で、どうぞ御協力よろしくお願いします。ありがとうございました。(拍手) 

 

 池上三喜子 はい、ありがとうございました。少し時間が延長しているんですが、総括という

ことではないですが、私のまとめを簡単にさせていただきたいと思います。 

まず皆様に、今日シンポジウムのパネラーの皆さんからお話を伺って、やらなき

ゃいけないことがたくさんあるということをお気づきいただけたと思います。それ

から、大事なことは人と人のつながりである。連携とかいろいろいいますが、人と

人のつながりがとても大事。まず皆さんが窮地に陥ったときに、SOSを出せる人が

地域にいますか。いま考えてみてください。御家族も含めて。私は、今日も土曜日

で、土・日は家族がだいたいうちにいるんですが、仕事が最近土・日多いんですね。

私の夫からは、わが家の防災は忘れる妻と書いて忘妻と書くとよく皮肉を言われて

います。そういうことなんですが。冗談で言ってくれて、でもあなたの仕事も大事

な仕事だからと言って気持ちよく送り出してくれていることは確かなんですね。家

事をやってくれている長女がいることも、これも感謝です。やっぱり家族で支えな

がらいい関係をつくっていると、いざというときにはお互いに家族も助け合えるん

ではないかな。古市忠夫さんが、助ける順番があったって消防団の方が言われたん

ですよ、阪神淡路大震災のときに。消防団仲間のところに自然に足が向いてしまっ

た。その方は駆けつけたんですけれども、梁に挟まれて亡くなってるんですよ。延

焼火災によって 高橋オサムくん、ごめんって言って高橋オサムくんの父親が羽交

い絞めにしたっていう話を私は何回も聞きました。こういう悲惨なことのないよう

に、やはり耐震診断、補強も大事ですし、家具類の転倒落下防止対策、それからガ

ラスの飛散防止フィルム、そしてそれよりも何よりも、人と人のつながり、これが

とても大事ですね。最後に若い人を巻き込むには、飲み会が一番いいだろうという

話を「一日前プロジェクト」で伺いました。確かにそうです。飲んだり食べたりっ

ていうのはどれだけ人を魅力的に引き付けるかっていうことですね。イベントをし

ても何か事業をしても、このあとで、例えば今日の帰りに、ちょっとお昼でも食べ

て帰らない?そこで人のつながりっていうのはできるんですね。ぜひそういったよ

うな、「飲みニケーション」と私たち言っているんですが、私は飲めないけれども

「飲みニケーション」大好きで、しょっちゅう集まりに行っています。そうすると、

防災仲間からいろんな情報をいただけるんですね。そういったようなつながりをぜ

ひ皆さん、こつこつと積み重ねて大事にしていっていただきたいということで、ま

とめさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもありがと

うございました。(拍手) 
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司    会  ありがとうございました。限られた時間でありましたけれども、会場の皆様、減

災に向けた取り組みの重要性を考えていただく第一歩となれば幸せでございます。

本日は池上様、そしてパネリストの皆様、大変ありがとうございました。（拍手） 
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（１）町会での防災への取組で非常に参考になった。市の方針と課題等は特に地域で進める上で

大切だ。（60 代男性） 

（２）もう少し時間ほしかった。（60 代男性） 

（３）①基調講演を長くしていただきたかった。②パネルディスカッションは話が分散して、よ

く分からなかった。（60代男性） 

（４）身近な話を聞き大変参考になりました。（70代以上男性） 

（５）基本部分が判りやすく説明されていた。転倒防止の助成についてもよく判った。基礎的な

取り組に対するむずかしい事を判りやすくなって説明できていた。（60代男性） 

（６）減災という言葉を初めて知りました。（60代男性） 

（７）パネリスト、コーディネイターの選定が良かった。（50代男性） 

（８）もう少し長い時間設定でも良かった。（60代男性） 

（９）今後の防災対策の課題が見えてきた。具体的に課題をまとめて個々に対策を策定して行き

たい。（70代以上男性） 

（10）一方通行であるので参加者の意見をきく事が必要と思われる。また良い事ばかり話してい

ますが問題点、悪い点を検討すべきである。（70代以上） 

（11）市長のデータわかりやすく良かった。市民 実際にやっているそうですが実際は？町会 防

災、消防やっているが若い人に教えてほしい。消防 若い人に防災を 30 年～40 年後に。

（70代以上女性） 

（12）とても良かった。（70代以上男性） 

（13）それぞれの立場からの提案、意見等参考になる事が多々あり考えさせられました。（60 代

女性） 

（14）基調講演 時間が短すぎる。（70代以上男性） 

（15）よかったと思う。（60代男性） 

（16）有用なポイントを理解出来た。（50代男性） 

（17）町会に関って長くなりましたが、今回は新しい視点からの取組、をお教えてもらいました。

（60代男性） 

（18）池上様の減災の考え大変よく理解出来た。（60代男性） 

（19）基調講演 時間が短かったのはやむを得ない。そのため充実した資料を頂けたご配慮がよ

かった。P,Dは具体的な内容で参考になった。（60代男性） 

（20）コーディネータの講演に、女性の視点が多く入っているように思えた。公助、共助、自助

の力向上の 、特に自助は女性の視点が必要。パネラーに女性 ！（50代男性） 

（21）大変良かった。（70代以上男性） 

（22）よい事を聞いても実践しなければ意味がない。（60代女性） 

１．基調講演パネルディスカッションの内容等についての感想 

会場でのアンケート結果（要 旨） 
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（23）婦人のパネラー（家庭内の事も入れてほしい）（60代女性） 

（24）池上氏の講演がとても良かったです。もっとお話を聞きたかった。機会がありましたら、

講演会を開催してほしいと思います。（50代女性） 

（25）消防団経験者に自主防災の指導的な立場で入るとの計画はたいへん効果があると感じまし

た。（60代男性） 

（26）防災活動への問題点とこれからの地域防災活動の課題が多く感じた。（60代男性） 

（27）講演の時間みじかすぎる。「できること」の話がでるまえにおわってしまった。（40代男性） 

（28）すごく良かったです。（50代男性） 

（29）20代、30代、40代の力が必要と考えます。現在、少年野球、小年サッカー等の親はその

年代と思います。1 日中練習をしているのでその 1 時間を利用し防災について訓練をして

は？（50代男性） 

（30）黒須市長さんの話がよかったです。池上先生の話も大変よかったです。（60代女性） 

（31）池上氏の講演は資料がとても充実していると思います。防災の基本的条項がじょうずにま

とめられていて、また内閣府「一日前プロジェクト」で多くの事例が載せられてわかりや

すい。（60代男性） 

（32）平常時の活動がいかに必要か。地域の防災力が緊急事態に発揮できる。（70代以上男性） 

（33）参加者の自己紹介 PR を手短に、はっきりして欲しい。防災のテーマ、範囲が広すぎて、

各パネラーからのもっと質問が欲しかった。（60代男性） 

（34）今回この様なイベントにはじめて参加しました大変よかったです。（70代以上男性） 

（35）具体的内容で良かった。時間不足が残念でした。（70代以上男性） 

（36）時間が短かく残念でした。（70代以上男性） 

（37）日頃からの防災に対する心がけを再認識できた。（60代男性） 

（38）時間不足。もう少し長く話をききたい。（70代以上） 

（39）皆さんの貴重なご意見が今後の防災対策に非常に参考になった。（50代男性） 

（40）今まで解らなかった防災の事が市長さん始め、考えている事がわかりつつあります。（60

代女性） 

（41）減災に向けての市のとりくみ。（70代以上男性） 

（42）時間が少なかった。（60代男性） 

（43）時間不足、資料をゆっくり読みたい。（70代以上男性） 

（44）町会の加入率が低くなる現状で地域のコミュニケーションが成り立たない。出る人はいつ

も決まっている。（50代男性） 

（45）自治会の活動の参考にします。（60代男性） 

（46）それぞれの活動を知り、また、八王子市内だけでなく他の地域の情報を交換することの必

要があることを知りました。コミュニケーションの大切さも知りました。（60代女性） 

（47）実例、実体験に基づくお話が聞けて、今後のために役立った。現在、町会内で設立準備中

の自主防災組織の中で協力したいと言う意識が高まった。（60代男性） 

（48）避難所で声を出せる人間になりたい。（70代以上男性） 

（49）・基本的テーマの「減災」について、市民へ浸透させる必要性を強く感じました。引き続き

行政の尽力を願いたい。もちろん市民の力が不可欠であることが前提です。 

・恩方地区の取り組みが紹介されたことは住民として大変良かった。・会場参加者の声をも
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っと聴くべきではなかったでしょうか。（70代以上男性） 

（50）具体的であり参考になった。（70代以上男性） 

（51）大変、勉強になった。ためになりました。（70代以上男性） 

（52）市長始め、池上先生のお話し、とてもプラスになりました。今まで気にしていなかった事、

他、自身の考え方の向上につながりました。ありがとうございました。（60代女性） 

（53）具体的な内容の小野氏の話はためになりました。池上氏の司会もなめらかでした。八王子

の課題を語ってくださった市長の話は初めて知り良かったです。とても元気のある声で、

分かり安い市長の話はためになりました。市長自らの御参加、活気がありました。山崩れ

の話ももっと聴きたかったです。（50代女性） 

（54）パネラーの選出は良かった。今後また、この課題が取り上げられる時は、女性防火とか老

人（保育）施設の関係者もいると良い。（60代男性） 

（55）むずかしい！（60代男性） 

（56）時間が短かった。もう少し池上さんの話を聞きたかった。（60代） 

（57）基調講演時間 30分は少なすぎ。 

（58）避難所で物資の援助があったら個人に配らない。町会単位で配る。町会は住民の数を事前

に把握しておく。物資の奪い合いで争いが起き、弱者に物資が回らなくなることがないよ

うに重要なことだと思います。（40代男性） 

（59）八王子市内のテーマのディスカッションがほしかった。（60代男性） 

（60）出席者に地方出が多い。都市部（駅近く）の責任者の発言を聞きたい。行政だけで動ける

が。（60代男性） 

（61）いつか必ず起こるであろう大災害に地域の防災力を向上させる事が大変重要だという事が

わかりました。（60代女性） 

（62）講演良し。もう少し時間が欲しい。意識高まり良かった。町会に尽力したい。（70 代以上

男性） 

（63）池上先生の講演：リーダーの所在をはっきりさせる。中高生を取り込む防災訓練。（60 代

男性） 

（64）とても参考になったお話だった。（70代以上） 

（65）大地震にまだ立ち合ったことが無いので、池上さんの話やプリントに書いてある事が大変

参考になりました。（50代男性） 

（66）市長、小野副参事の話は、大変参考になった。（60代） 

（67）参考になりました。（60代男性） 

（68）健常者の中心してることはよかったけど～（60代女性） 

（69）市長がコーディネーターをしたらおもしろいかも。パネリストだと市長の話が長すぎる。

（30代男性）  

（70）講師の先生の話が短かった。もう少し聞きたかった。（50代男性） 

（71）市長の発言が非常に参考になった。具体的に数値をあげて説得力があった。（70 代以上男

性） 

（72）時間が足りないくらいでしたね。（50代女性） 

（73）内容が多くて全部は理解できなかったが勉強になり良かった。（70代以上男性） 

（74）行政はもちろん、地域での関係、かかわりが大切であるという事がよく理解できた。（50
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代男性） 

（75）集合住宅の管理組合理事会に当番制で参加していますが、この様な情報を得られたことは

非常に有難く、御礼申しあげます。（70代以上男性） 

（76）エレベータの訓練の話は参考になった。（50代男性） 

（77）八王子市の防災への取り組みの方向が理解できました。また、地域の防災への活性化への

努力が有益でした。（60代男性） 

（78）基調講演は、減災へ向けて参加となった。パネルディスカッションでは、行政の取り組み、

地域の取り組みをあらためて把握する事ができ、有意義であった。（40代男性） 

（79）基調講演の時間が短かった。1 時間程度の講演時間があれば、もっと話が聞けたと思いま

す。発言者でのベル（時間を知らせる）は止めた方が良い。（50代男性） 

（80）防災に対する考え方がかわりました。自分にできることを少しずつでもやってみて、今日

の話を家族や、友達、近所の人たちと共有したいと思います。（30代女性） 

（81）近所のつながりが必要。若い人の参加がほしいとの事は、確かだと思います。（70 代以上

女性） 

（82）基調講演⇒ポイントを話されたが、持ち時間（30分）では短かった。 

ディスカッション⇒今、困っている事が共通の問題として参考になった。（70代以上） 

（83）防災訓練の具体例をいくつか聞きたかった。（70代男性） 

（84）大変わかりやすい講演でした。もう少し時間があればと思います。パネリストに女性の方、

若い方が入られたほうが良いのでは。（50代女性） 

（85）市や町会等の自治体の取り組みを知る事ができ、とても有意義だった。（20代男性） 

（86）池上さんのお話が短い気がしました。もう少し長くしてくださってもよかったような気が

します。（50代女性） 

（87）市長の熱心な説明には、いつも感動してます。（60代女性） 

（88）池上さんの講演の話しをもう少し長く聞きたかった。（60代男性） 

（89）「地域で減災！あなたが力、みんなの力」大変参考になりますので、庁内 250 世帯に配付

したらと思います。（70代男性） 

（90）もう少し発言者の時間が欲しかった。特に地域での取り組み、高齢者、要援護者の救助、

救護の実践的な報告がちょっと物足りなかった。ご近所活動についても話してもらいたか

った。（60代男性） 

（91）それぞれの地域の話が役に立ったと思う。やらなきゃならないことがいっぱいある。（60

代男性） 

（92）家具転倒防止器具無料配付の事は知らなかったので、参加して良かった。（60代女性） 

（93）市の課題、及び方向性など。市の取り組み方、地域の取り組みなど。（70代以上男性） 

（94）基調講演の時間が短すぎ、もっと長い方が良かった。（50代男性） 

（95）防災に対する、八王子市の取り組みを知る事ができた。今後の問題点も表していて、関心

を持つことができた。 

（96）講演前、映像が流れていたが、大変良いと感じた。（70代男性） 

（97）大変良かった。（70代以上男性） 

（98）地域の人との協力がとても大切。（70代女性） 

（99）講演の時間をもう少し長くとって話を聞きたかった。（50代男性） 
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（100）種々参考になった。（70代） 

（101）今後の自主防災の活動において取り組む課題が認識できました。（40代男性） 

（102）池上さんの講演は的確な視点での話で参考になりました。災害で知った教訓・ヒントは災

害後に知ることが出来るとのことですが、二度と同じ事が（被害）おこらないよう、訓練、

教訓を活かしていかなければと思いました。（60代女性） 

（103）実践・実例が背景のため、理解し易く、思いを新たに出来た。（60代男性） 

（104）大変参考になりました。（50代男性） 

（105）参加者が非常に多く、市民の意識が高いと感じました。（40代男性） 

（106）基調講演は、もう少し時間があってもよかったかもしれません。ちょっと慌しかったよう

です。（40代男性） 

（107）・具体的な話が役に立った。・講演前のビデオも分かり易く良かった。（50代男性） 

（108）基調講演にもっと時間を与えて欲しかったです。（70代男性） 

 

 

 

 

 

（１）このようなテーマは回数を増やす方向で進めて欲しい。（60 代男性） 

（２）改めて、時間をとって講演してもらいたい。（60代男性） 

（３）良いテーマです。（70代以上男性） 

（４）地域の中で幼児に対する教育の進め方についての知識の参考になった。（60代男性） 

（５）パワーポイントを使った画面で印象付けても良いのでは。（50代男性） 

（６）時宜に適ったテーマ設定であった。（60代男性） 

（７）時間の制限があるので止むを得ないとは思いますがコーディネーターの講演をもう少し伺

えればよかった。（70代以上男性） 

（８）自然災害地域でやっている事、やって欲しいこと、どうしたら良いか教えて欲しい。（70

代以上女性） 

（９）各地域ごとに条件が異なっていますので、防災の種類（火災、地震、水害、等、地域によ

っては関係ない場所もある。）による講演会を考えたほうが良い。（70代以上男性） 

（10）家具転倒の防災を取り組んで行きたい。（60代男性） 

（11）重要な地域社会の課題と対応で良かった。（50代男性） 

（12）防災・減災のために各地域との連絡網を構築。電話：固定・携帯、アマチュア無線、ネッ

トなどの利用。その連絡網がそれぞれ機能するか、さらに別の連絡方法があるか考えてくだ

さい。（60代男性） 

（13）ハイチの地震の直後でよいテーマと思います（60代男性） 

（14）有意義な必要性のあるテーマでした。（60代男性） 

（15）市の減災の取り組みを市長が細かくご説明。大変良く理解できた。（60代男性） 

（16）これからも、毎年やってもらいたい。（50代男性） 

（17）防災ビデオの放映についても時刻を告知してほしい。 

（18）ネーミングで「必ず」をあえて加えていることについて、司会や市長から説明した方が良

い。（50代男性） 

２．テーマ「災害は忘れた頃に必ずやってくる」についてのご意見・ご提案 
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（19）より具体的でよかった。長の責任を重く感じた。形骸化した組織。中・高生の活用で実行

パワーの向上。（70代以上男性） 

（20）大変良かった。（60代女性） 

（21）若者の参加が極端に少ないようだ。どこもそうらしいが、これでは減災に向けて不安が残

る。世代間の意識格差、教育等により、人災が起きるほうが心配。消防署の若者はがんばっ

ていると思う。もっと、優遇してあげて！！（50代男性） 

（22）災害に対する意識が高まりました。参加してよかったと思いました。「減災に向けて～」と

ても良い勉強になりました。（50代女性） 

（23）身近の活動や、見えないこれからの問題が分かり良い。（60代男性） 

（24）特に若い人を参加させる案を考えてやってみたら。（50代男性） 

（25）良かった。（60代男性） 

（26）参加パネリストの方々の意見をいろいろ聴いたので良かったです。（60代女性） 

（27）個人的には私は昨年、市で計画された防災訓練、立川防災館での防災訓練、町会合同訓練

など（自主防災リーダー養成研修）数々参加しましたが、このようなことは、日頃から繰り

返し行われるべきだと思います。（60代男性） 

（28）数回、続けて繰り返すと徹底すると思います。（60代男性） 

（29）時間的制約もあり、掘り下げが不足（？）テーマの関係もあるが。（70代以上男性） 

（30）身近な内容で分かりやすかった。（60代男性） 

（31）現場に即した問題を多方面の関係者から伺い非常に有益だった。（50代男性） 

（32）大人ばかりでは、子供達にも、分かり易い講演を開催されると良いのでは。（60代女性） 

（33）災害は忘れた頃にやってくる。（70代男性） 

（34）減災の考え方、出来る事を実施する重要性が良くわかりました。（60代男性） 

（35）今迄、年何回やっていたのか分かりませんが、半年に 1度位、曜日や時間を変えてやられ

たら若い人も来るかもしれません。（60代女性） 

（36）阪神淡路大震災から 15年目の節目にあった、タイムリーなテーマであった。（60代男性） 

（37）良かったと思います。（70代以上男性） 

（38）災害時の要援護者の避難場所として八王子においては老人病院老人ホームが多くあるので

学校等へ避難でなく直接どこへ避難するか名簿作りをしたらいかが？（60代女性） 

（39）現状にて拡大して欲しい。（70代以上男性） 

（40）適切でした。（70代以上男性） 

（41）市長の考え方、前向きな考えを聞かせて頂き安心を致しました。市民一人ひとりが、自分

の身は自分でと、強く感じました。（60代女性） 

（42）とても元気のある通る声で分かりやすい市長の話は、市長自らの御参加、活気がありまし

た。山崩れの話ももっと聞きたかったです。（50代女性） 

（43）タイムリーで基本的な課題で良かったのではないか。（60代男性） 

（44）色々と参考になった。（60代女性） 

（45）むずかしい！（60代男性） 

（46）災害の中でも特に地震は、突然やってくる。起こってから予想外の現象が起きあわてる。

特にライフラインの確保は重要な問題である。各地で起きている地震発生時の問題点を拾い

あげ、常日頃から災害対策に取り組んでいく必要があると感じました。（40代男性） 
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（47）八王子市内のテーマのディスカッションがほしかった。（60代男性） 

（48）現場の実施行動（役人行動）を徹底してください。耳障りの良い発言だけでは、上手くい

かないだろう。（60代男性） 

（49）最初はみんな「お殿様、お姫様」という話は目が覚める思いでした。1 人のリーダーがい

かに大事かが分かりました。と共に、若い力をもっと集結できたら良いと思います。（60 代

女性） 

（50）個人が、地域が出来ることを再々取り上げて欲しい。（60代男性） 

（51）今後も続けて使ってください。（70代以上） 

（52）災害時のコミュニケーション等の問合せ等（ラジオ、広報等など知りたい）。（50代男性） 

（53）良いテーマだった。（60代） 

（54）健常者と障害者との関係のものなどを聞きたい。（60代女性） 

（55）若い人の参加が少ないと盛んに言われるが、無理に参加させるのではなく、若い人の集ま

るところへ行って短時間で。（30代男性） 

（56）今後に生きるテーマだったと思います。（50代男性） 

（57）的を射たテーマだったと思います。（70代以上男性） 

（58）防災訓練は大切なのだと具体的な内容が多く勉強になった。（70代以上男性） 

（59）医師などの連らく等の市の取り組みを知りたかったのですが。（60代男性） 

（60）事例を挙げて話していただいたのが大変良かった。（50代男性） 

（61）市役所、消防署、自主防災団体協議会等の関連する機関や団体との連携、指導が受けられ

るような講習会等があれば教えて頂きたい。或は資料があれば。（70代以上男性） 

（62）良かったです。（50代男性） 

（63）自治会にて自主防災組織立ち上げ準備中であり、タイムリーなテーマでした。（60代男性） 

（64）各地で災害が多発する中、いざという時の対応を再確認することができ、タイムリーなテ

ーマであった。（40代男性） 

（65）とても役に立つ重要なテーマだと思いました。もっと沢山の人に聞いて欲しいと思いまし

た。今日のげんきフォーラムの内容を広報などで公開して欲しいです。若い人の参加が少な

いと言うことを実感しました。子ども支援センターや、ショッピングモールなどでも講演し

たら良いのではないでしょうか。（30代女性）  

（66）各々の町会のとりくみに大変勉強になりました。（70代以上女性） 

（67）テーマをコーディネーターの方が上手く引き出していただいたのが良かった。問題点も多

くあるが、その解決の足がかりの一歩となった。（70代男性） 

（68）大変良かった。（70代以上男性） 

（69）防災に対する関心というのは、日頃から自分の中で常に持ち続けることが重要であるので、

このような機会があると、意識を強められて良い。（20代男性） 

（70）他の地域（八王子市内）ではどのような対策をしているかという話が聞けて良かった。（60

代女性） 

（71）1時間の後、10分位の休みが欲しいと思った。（60代男性） 

（72）高齢化に対して悩んでいます。（70代以上男性） 

（73）もう少し具体的な事例の発表があれば良かったと思います。（50代男性） 

（74）映像を見ながら説明をなされたらどうかと思いました。（70代以上男性） 
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（75）避難場所の見直し（広域）・・・、一時避難では何の設備があるのか・・・訓練の実務研修

を実施して欲しい（器（機）具の使い方 etc）。名簿の作成方法。（70代以上男性） 

（76）住民 1人ひとりが自覚する必要があるんだと思います。（70代以上女性） 

（77）特になし（70代以上） 

（78）自主防や、消防関係の話も必要ですが、実際に被害を受けた方の話を聞きたかった。特に

避難場所での二次被害をどう解決するかなども、小野さんの話が参考になりました。外国の

方に実際、どう対応するか聞きたかった。少ない時間の中で、有効な話を聞くことができま

した。ウォークラリーやマップ作りを自主防の中で取り上げて欲しい。（60代女性） 

（79）町会役員という立場で参加したので大変役に立った。但し、町会の役員は一年毎の改選の

ため、毎年同じテーマで実施されても良いと思います。（60代男性） 

（80）良かったと思います。（50代男性） 

（81）市民・地域の力が不可欠で最も尊い人の命にかかわるテーマなので非常に良いテーマであ

ったと思います。（40代男性） 

（82）防災の大切さを痛感しました。いつ来るか分からない災害への対応は、繰り返し周知する

事が重要と思います。（40代男性） 

（83）良かった。（50代男性） 

 

 

 

 

 

（１）地域の特徴と避難所の用品量、その他、具体的な例を出して欲しい。（60代男性） 

（２）地域のリーダーになる為の具体的な準備策や助言が欲しい。（60 代男性） 

（３）八王子市の文化について（60 代男性） 

（４）現在のところ特にないが、高齢化対策をテーマに出来ないか（70代男性） 

（５）このような会をやっても実際に町会地域等で会長等が聞きに来るだけ。私の町会では一度

も実施していません。その町その町のやっている所を聞いて欲しい。町会で防災設備あり。

（初１）（70 代以上女性） 

（６）まだ何回か開催して欲しい。（70代以上男性） 

（７）もっと具体的に。（70 代男性） 

（８）地域のコミュニケーション、人間関係、今は隣の人の名前も家族構成も分からない状況が

見られることがあります。防災・減災の源であると考えています。（60 代男性） 

（９）「体力づくり」（60代男性） 

（10）地域レベルでの実際のノウハウをさらに学びたい。（60 代男性） 

（11）地震対策（60 代男性） 

（12）地道に活動されている「大塚・松が谷地区防災キャンプ」大変参考になると思います。 

（13）避難場所の災害の場合の利用法を、又、円滑な利用についての具体的な考え方を公開して

欲しい。（70 代以上男性） 

（14）若い方（30～40 代）の人の興味をひくテーマが良いと思う。会場は失礼かもしれないが、

50～60 歳代が多いと思う。（40代男性） 

３．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（15）地域でできる防災訓練例、マニュアルが欲しいです。（50代男性） 

（16）防犯指導、教育についてフォーラムを行って欲しい。日本人は安全・危機に対して無頓着

すぎます。スーパー「ナンペイ」事件も未だ解決していません。（60代男性） 

（17）緊急時の行動（70代以上男性） 

（18）町の美化。ポイ捨てをいかに少なくできるか？（60代男性） 

（19）発災→自助→共助→公助 具体的にどうつながっていくかを勉強したい。（70 代以上男性） 

（20）自主防の活性化（70 台以上男性） 

（21）具体的な防災取り組みについて（60代男性） 

（22）水災対策（50 代男性） 

（23）地域力の向上、災害時の要援護者（70 代以上男性） 

（24）孤独死（孤立死）（60 代女性） 

（25）今回初参加で、どういうことをこれまでやって（60代男性） 

（26）ごみ問題について 

   ・ごみ処理の現状と課題、市民の役割について 

   ・現場見学も別途計画して欲しい。（70 代以上男性） 

（27）防災感覚・・・（70 代以上男性） 

（28）空き巣、引ったくり被害にあわない方法。回覧版が回り、空き巣、ひったくりが非常に多

いのに驚きます。もっと車で巡回して、スピーカーで注意を及びかけポスター等で多いこ

とをアピールしてもらいたいです。 

（29）虐待・・・家庭、地域、学校（などの施設）の連携（60代男性） 

（30）地域の人間関係について、団地住まいだから。（60 代女性） 

（31）・八王子の市内のシャッター通り（横山町～八日町）活性化への市の取り組み 

   ・八王子市内の交通機関の整備への自治体としての取り組み（40 代男性） 

（32）防犯関係（市外廻りの犯罪が多いため）。（60 代男性） 

（33）自衛隊の利用（政治を越えての緊急対処）。能力のある組織を利用すべき。（60代男性） 

（34）自主防災隊の具体的な運営方法について（60 代） 

（35）障害者の考えもいれてほしい。（60 代女性） 

（36）八王子市内の先進的取り組みを行っている地域の自主防災団体の活動をお聞きできる講演

会を希望します。（70 代以上男性） 

（37）中高年の方と一緒に活動していただくよう、御指導のようなお話をしていただきたいと思

います。（70 代以上） 

（38）地域の人の安否確認、避難、誘導、避難所、救出での対処をどうやればよいか・・・（70

代以上男性） 

（39）観光について（20代男性） 

（40）今日のような話をもっと聞きたい。（60 代女性） 

（41）パネルディスカッション市長のお話になったことを広報八王子に掲載してください。（70

代以上男性） 

（42）団地、とりわけ高層の建物からの火災（煙）からの避難方法など実践的内容のものをやっ

て欲しい。（60代男性） 

（43）公共の場でのマナーについて。（50 代男性） 
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（44）老人介護の問題（老々介護、ひとり暮らしのお年寄り）。（50代女性） 

（45）八王子市の講演のため、市の映像を流しながら説明が少しくらいは欲しかった。（70 代以

上男性） 

（46）防災に関し引き続き実施していただきたい。（50代男性） 

（47）防災＋防犯（60代男性） 

（48）町会、自治会の活性化、まちづくりなど（40 代男性） 

（49）市の観光対策、交通対策など（40 代男性） 

（50）個人情報保護の行き過ぎが、活動を阻害していることについての考察（70 代以上男性） 



49 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

 

    
    
    
    
         

    

 

～減災に向けて地域でできること 

防災講演・公開討論

【【【【    会会会会    場場場場    案案案案    内内内内    】】】】    

学園都市学園都市学園都市学園都市センタセンタセンタセンターーーー    

（八王子スクエアビル 12階） 

八王子市旭町９－１ 

℡ ６４６－５６１１ 

JR八王子駅北口徒歩１分 

京王八王子駅徒歩５分 
 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター・・・・基調講演者基調講演者基調講演者基調講演者    

    池池池池    上上上上    三喜子三喜子三喜子三喜子    氏氏氏氏        
【【【【（（（（財財財財））））市民防災研究所理事市民防災研究所理事市民防災研究所理事市民防災研究所理事】】】】    

    

パ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ ス トトトト    
    小小小小    野野野野    修修修修    氏氏氏氏        

【【【【東京消防庁防災部副参事東京消防庁防災部副参事東京消防庁防災部副参事東京消防庁防災部副参事】】】】    

    

今今今今    泉泉泉泉    満満満満    政政政政    氏氏氏氏        

【【【【八王子市自主防災団体連絡協八王子市自主防災団体連絡協八王子市自主防災団体連絡協八王子市自主防災団体連絡協
議会副会長議会副会長議会副会長議会副会長】】】】    

    

飯飯飯飯    山山山山    昭昭昭昭    雄雄雄雄    氏氏氏氏（（（（公募市民公募市民公募市民公募市民））））    
    

八王子市八王子市八王子市八王子市長長長長        黒黒黒黒    須須須須    隆隆隆隆    一一一一    

※ 手話通訳があります。 

※ １歳から就学前のお子さんをお預かりします。 

≪≪≪≪問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ≫≫≫≫    八王子市八王子市八王子市八王子市    総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部    広聴広報室広聴広報室広聴広報室広聴広報室((((広聴担当広聴担当広聴担当広聴担当))))（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7411741174117411・・・・FAX 620FAX 620FAX 620FAX 620----7322732273227322））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市    生活安全生活安全生活安全生活安全部部部部    防災防災防災防災課課課課（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7207720772077207・・・・FAX 621FAX 621FAX 621FAX 621----1298129812981298））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市ののののホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス     http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

【日 時】 平成 22 年１１１１月月月月30303030 日日日日(土) 午前 10 時 00 分～正午 

              開場：午前９時 30 分  開演：午前 10 時 00 分 
☆☆☆☆参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料・・・・申込不要申込不要申込不要申込不要（（（（先着順先着順先着順先着順・・・・定員定員定員定員 222252525252 名名名名）、）、）、）、直接会場直接会場直接会場直接会場へおへおへおへお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。 

【会 場】 八王子市学園都市センター イベントホール 

災害災害災害災害はははは忘忘忘忘れたれたれたれた頃頃頃頃にににに必必必必ずずずずやってやってやってやってくるくるくるくる    

非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口非常口
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４本日は、『げんきフォーラム』にご参加いただきありがとうございました。お手数です

が、以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 アンケート用紙は、お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 
 

１１１１．．．．あなたについておあなたについておあなたについておあなたについてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。    

  (1) 性 別   男 ・ 女 

(2) 年 齢   ① 10代   ② 20代   ③ 30代   ④ 40代 

⑤ 50代   ⑥ 60代   ⑦ 70代以上   

２２２２．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』をををを何何何何でおでおでおでお知知知知りになりましたかりになりましたかりになりましたかりになりましたか。。。。    

(1) 市広報 (2) 市ホームページ (3) 市モバイルサイト（携帯電話版） (4) ポスター・

チラシ (5) 知人 (6) その他（                      ） 

３３３３．．．．今回今回今回今回ののののテーマテーマテーマテーマはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。    

        (1) 良かった  (2) まあまあ良かった  (3) あまり良くなかった 

（(3)の理由：                           )    

４４４４．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加してしてしてして、、、、地域防災力向上地域防災力向上地域防災力向上地域防災力向上へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まりましたかまりましたかまりましたかまりましたか。。。。    

(1) 大変高まった  (2) まあまあ高まった  (3) かわらない 

（(3)の理由：                           ）    

５５５５．．．．基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて感想感想感想感想をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

６６６６．．．．今回今回今回今回ののののテーマテーマテーマテーマについてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見・・・・ごごごご提案提案提案提案をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

７７７７．．．．今後今後今後今後、、、、取取取取りりりり上上上上げてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいテーマテーマテーマテーマ等等等等をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

８８８８．．．．最後最後最後最後にににに、『、『、『、『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい曜日曜日曜日曜日・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯はいつですかはいつですかはいつですかはいつですか。。。。    

(1) 平日の夜間    (2) 土曜日の午前    (3) 土曜日の午後  

(4) 日曜日の午前   (5) 日曜日の午後 

※ ご協力ありがとうございました。 
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「「「「地域地域地域地域でででで減災減災減災減災！！！！あなたがあなたがあなたがあなたが力力力力    みんながみんながみんながみんなが力力力力」」」」    

 

                              （財）市民防災研究所 

                             理事 池上 三喜子  

ⅠⅠⅠⅠ    防災防災防災防災ビデオビデオビデオビデオ「「「「地域地域地域地域でででで減災減災減災減災！」！」！」！」がががが視聴者視聴者視聴者視聴者にににに伝伝伝伝えたいことえたいことえたいことえたいこと 

災害被害を軽減する「自助」「共助」 

 大地震や風水害などの自然現象は、人間の力ではくい止めることはできませんが、災害 

 による被害は、私たちの日頃の努力によって減らすことができます。自分の身は自分で 

 守る「自助」、地域や身近にいる人どうしが助け合う「共助」こそが、災害による被害を 

 少なくするための大きな力となります。ただし、身のまわりの人を助けるには、まず自

分自身が無事でなければなりません。平時から、「自分でできること」、「家族でできるこ

と」、「ご近所と力を合せてできること」などについて考え、いつくるかわからない災害

に備えておくことが大切です。 

 

『減災』とは災害後の対応よりも事前の対応を重視し、できることから計画的に取り組ん

で、少しでも被害の軽減をはかるようにすることです。災害が起きた時、地域を守れる

かどうかは日頃の備えと隣近所の助け合いにかかっているといえます。まず、自分の身

を守り、家族の安否確認、そして地域全体の安全を確認するなど、緊急事態だからこそ

発揮できる「防災力」を、みんなで培っておきましょう。 

 

市民の基本的な役割 

① 家屋の安全確認、補強 

地 震 ： 家や塀の耐震化、家具類の転倒・落下の防止、ガラス類の飛散防止など 

風水害 ： 屋根、看板、雨どい、側溝、樹木などの安全確認 

② 火気器具の点検・管理 

  ストーブなどの点検、火気使用場所の不燃化、可燃物の管理 

③ 消火器、消火用水の準備 

風呂の水をためておく 

④ 非常用飲料水、食料の準備 

１人１日分の水 ＝ 約３リットル 

⑤ 救急医療品の準備 

ラテックスグローブ、ウエットタオル、アルミック救急シート、滅菌ガーゼ、薬品、 

包帯、サージカルテープ、綿棒、ピンセット、ハサミ、救急絆創膏、三角巾など 

⑥ 生活必需品の準備 

  下着、毛布、タオル、ちり紙、使い捨てカイロ、カセットコンロ、ビニール袋など 
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⑦ 防災用品の準備 

ラジオ、懐中電灯、ビニールシート、かなづち、ノコギリ、ジャッキ、ロープなど 

⑧ 防災講習会、訓練への参加 

地域で行う訓練に参加する 

⑨ 家族で防災会議 

災害発生時のためにそれぞれの役割を決めておく 

安否確認の方法（災害用伝言ダイヤル 171、携帯災害用伝言板など）を決めておく 

⑩ 避難所の確認 

近所にある避難場所、避難所等を確認しておく 

⑪ 自主防災組織への参加 

 

ⅡⅡⅡⅡ    内閣府内閣府内閣府内閣府「「「「一日前一日前一日前一日前プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」からからからから伝伝伝伝わるわるわるわる住民住民住民住民のののの意識意識意識意識    

・ 最初はみんな「お殿様かお姫様」の避難所 

避難所に来た皆さんは、最初はお殿様かお姫様みたいに、じっと座っているだけな

んですよ。私たち小学校区の役員が対応に追われているときも。同じ被災者なのにね。 

そこで、「元気な人は一緒におにぎりを握ってください」、「お米を研ぐのを手伝って

ください」とお願いしたら、若い人もお年寄りも我に返ったように、「それなら」と

気持ちよく炊き出しの手伝いをしてくれました。あれから、避難所にいる人たちの気

持ちがひとつになったような気がします。だから、避難されてきた方々をお客様みた

いにさせない方策、例えば必要な役割ごとにあらかじめチームを作っておいて、どこ

に何人配置するかを決めておく。避難者にも作業をお願いするということも考えてお

くことが必要なんじゃないかと思います。 

・ 避難所のリーダーさんは中学生（校庭キャンプの経験生かす） 

学校に行ったら、子供たちが率先してハンゴウを出したり、畳を干したりしていま

した。大人の方も手伝っていましたけれど、確か、その春に卒業したばかりの子供た

ちが中心になっていたと思います。最初の３日間ぐらいは、畳とかマットを敷いて、

小学校の講堂に避難してきた人たちを寝かせたのですが、子ども会で年に１回、校庭

でキャンプをしているので、講堂のどこに何がしまってあるのか、子供達は全部知っ

ているんですね。避難所になっている小学校の隣は消防署でしょう。寒いからと言っ

て消防署の方も一緒にたき火をしようということになりました。子供達は校庭キャン

プでバーベキューをした経験があるから、ドラム缶で火をたこう、お湯を沸かそう、

という時に自然にできたのです。 

・ 災害でわかるコミュニティのありがたさ（地元記者の視点） 

私は記者ですが、地元の記者としては、島の人たちが生活を再構築していく姿を記

事で追っていくことにしました。コミュニティがしっかりしているということが、防

災面で非常に大きな意味を持つということを、都市の住民に知らせていく意味がある
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と思ったからです。あれほど壊れたのに、なぜケガ人が少なかったのか、なぜ火事が

少なかったのかという視点に立つと、やっぱりコミュニティがしっかりしていたから

といえます。だから、中学生やお年寄りがいろいろ活躍したこと、コミュニティの中

でその役割をひとりひとりがやった、それぞれに役割があったということを記事にし

ました。それと都市防災。マンションの中の壁に亀裂が入ったり、中が壊れていても、

外から見ただけではわからないわけです。それが、たまたまうちの社員が１人住んで

いて、中に住んでいる方々が大変なことになっているという話がわかってきたので、

都市部の話をもう１つの柱にしました。 

・ 地震のショックで思考停止（声出す人がリーダーシップ） 

自衛隊のヘリが来るまでは、みんなで廃校になった小学校のグランドに避難したん

ですけど、やっぱりショックが大きくて、そこに行くにも誰かが先導しないと動けな

いという状態でした。声を出す人が２人くらいいないと絶対動けないんですね。何を

どう考えていいかわからないという感じ。だから、自分と友達２人で、いったん村を

捨てようという決断を皆にさせようと相談してから、「ここで寝てくれ」とか指示す

ると、全員いい子になってついてくるんです。人の思考回路というものがなくなって

しまったかのように。「それは結構怖いことだな」、「もし自分たちの判断が間違って

いたらとんでもない方向にいったかもしれないな」と、後で友達と話をしました。そ

の後３日目くらいからやっと個々に文句を言うようになってきました。「これは意識

が戻ってきたね」と。自分たちもしっかりしていたつもりなんだけど、相当変にはな

っていたと思うんです。５日目ぐらいになると皆さん自分の意思表示ができるように

なったというか、「おまえらみたいなのに指図される筋合いはない」という声がいっ

ぱい出てきて、これはもう大丈夫だということで、村の区長さんたちにバトンタッチ

しました。 

・ 朝食を一緒に配りませんか？（被災者も立派な働き手） 

地震で被災した地域の小学校のテントでずっと寝泊りをしていました。固いおにぎ

りじゃ、とてもジーチャン、バーチャンは喰えないぞという話になって、おかゆだけ

は乳幼児の離乳食にも使えるからと、24 時間切らさないようにしていました。で、

朝ご飯を食べさせようとすると、一般ボランティアはまだ来てくれないから、人の手

が足りない。われわれ２～３人で1,000食とかを配りきれるものじゃない。考えたら、 

「いるじゃないか、体育館の中にぶらぶらマンガを読んでヒマそうにしている連中

が！」となって、館内放送をしてもらったら、10 人ぐらいがわーっと来て手伝って

くれたんです。けれど、翌日から１人減り、２人減り、３人減りという具合。「どう

せ、そんなことをしなくたって飯を食わしてもらえる」という考え方が浸透してきた

んですね。「冗談じゃないぞ」ということになって、行政のほうからも声をかけても

らったら、入れかわり違う人を連れてきてくれるようになり、今度はそこから派生し

て、どんどん人が増えてゆきました。ボランティアって、なぜか避難所のなかって足



基調講演資料 

 54 

を踏み入れにくいんですよ。生活の場、プライベートの場ですから。外部の我々はな

るべく入りたくないし、入っちゃいけないと思うので、そこに避難している人に、炊

き出しを取りに来られないお年寄りへおかゆを持っていってもらいたいのです。そう

すれば、お年寄りがいつもと違う様子だったら、すぐに気づくはずですから。 

・ 非常持出袋より避難が優先 

緊急用の持出袋を用意しなさいってよく言われるけど、私は特別なものは必要ない

と思いますよ。今回は食料はすぐに届いたし、外に出ればコンビニがあっちこっちに

あって、飲み水もある。それを捜す手間があるんだったら、とっとと逃げてほしいと

思います。避難するのが第一です。なぜなら、中越地震の時に、その袋を取りに戻っ

た方が、直後の余震で亡くなられたとも聞いています。そのときにさっと持っていけ

るものだけ持って逃げればいいんです。私たちも逃げるときは、余計なものは持って

いきませんでした。今回の水害でも、結構みんな、現金とか通帳とかを持って逃げて

いるんですよ。でも、通帳やキャッシュカードがなくても、身分証明さえしっかりし

ていれば、金融機関は全部やってくれましたからね。ただ、災害泥棒みたいなのがい

るから、家をあんまり空けたくないという気持ちがあって、逃げるのをためらっちゃ

う気持ちもわかります。留守宅の見回りとかを組織的に実施できるようになればいい

なと思います。 

・ 普段からの声かけが災害時に生きる 

   自分は今、民生委員をさせていただいているんですが、市のほうからいろいろな指

示が来たときに、「いや、おら、そんなとこ嫌だから行かねえ」って言うお年寄りも

いますよね。そうじゃなくて「あんたの言うことだったら聞くから、おれも一緒に

連れて行ってくれ」というような、信頼関係をつくっておくことが大切だと思いま

す。洪水で本当に水がどんどん追いかけてくる場合は、年寄りを置いて、自分が先

に逃げるかもしれませんけれども、まず、地域のお年寄りの人たちに、安心して町

内に住んでもらって、みんな助け合っているんだということをわかってもらえれば、

「頼むね」「うん、任せてね」っていう、そういう信頼関係ができると思います。普

段からお宅を訪問して健康状態を聞いたり、心配事はないかとかいう話をしておい

て、自治会長さんとうまく連絡をとりあって、一緒に避難するという約束ごとを作

っておけば、みんな一緒に逃げられるって思いました。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    内閣府内閣府内閣府内閣府「「「「一日前一日前一日前一日前プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」からからからから伝伝伝伝わるわるわるわる行政職員行政職員行政職員行政職員のののの意識意識意識意識    

・ 中学生の「防災学」 

   地震の被害があった後、耐震診断の授業を受けた子供たちが先生となって地域で

講習会をやったんです。参加するおじいちゃん、おばあちゃん世代の人も、孫世代

から言われると身にしみるのか、耐震の大切さを実感されたようです。地場産品を

販売する産業祭の中でも、中学生の子供たちが一つのテントを持って、模型やパネ
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ルを置いて、お客さんたちに耐震の大切さというのを一生懸命アピールしていまし

た。これをきっかけに、地元の中学校で「松島防災学」が始まりました。図上訓練

をやってみたところ、いろんな意見が出て時間が足りませんでした。来年は図上訓

練だけを、半日ぐらいかけてやろうかなと思っています。これから大人になる中学

生たちに防災の正しい知識を身につけてもらうことは、とても大切なことだと思い

ます。 

・ イベントよりも実践訓練 

   地元の防災の日に合わせ、市内全域の自主防災会に、避難訓練などをしていただ

いておりますが、そのときには、職員全員を各地区に派遣します。職員には、自主

防災会が立ち上がったかどうかの確認と、何人集まって、どのような行動をしたの

かという報告をしてもらい、あわせて自主防災会の会長さんからも報告をいただき

ます。われわれ行政としても、自主防災会からの情報がありがたいんです。情報を

把握できれば、その対応をどうするかというのは本部でできますから。しかし、行

政がすぐに行くと言ったって、道路が壊れていて行けない場合もありますから、そ

の間、何とか自主防災会の皆さんで救助なり、声を掛け合って安否確認をしていた

だくというのが一番大切だと思っております。以前は学校とかどこか１ヵ所に集ま

って、大型ヘリコプターを飛ばしたりして防災訓練をしました。でも、そのような

イベント的なものより、実践的な防災訓練のほうが効果的だと思っていまして、今

は市民を主体にした防災訓練の方向でやっています。 

・ 「震度５弱で全員集合」とは言うけれど 

   最初の地震が起きた時、私は仙台におりまして、市から電話で、松島が大変で呼

び出しが来ているぞということで、急いで仙台から戻り、役場のほうに駆けつけま

した。仙台ではそんなにたいした地震ではなかったものですから、たいしたことは

ないだろうと思っていましたが、松島に着いたら、役場の中は大変な状態になって

いて、職員や消防団、消防署の職員の皆さんとかは既に集合していました。幸い道

路が寸断されたわけではなかったので、町内にいた人たちは、集まりやすかったと

思います。しかし、役場の職員の召集は、震度５弱で全員集合ということですが、

同じ松島の中でも揺れが場所によって全く違う状態でしたから、どこまで出勤させ

たらいいのか悩むところもありました。家族や自分が命にかかわるようなケガをし

ていたら、出てこいといったって難しいですよね。 

・ 役場の職員にもケアが必要 

   しばらくの間、役場の人間には、皆さんの大変だ、困った、どうしようかという

話をずっと聞かなければならないんです。何にしても対応をすぐ迫られたり、いろ

いろな苦情とかを聞いている職員は、大変な思いをしていましたね。通常の自分の

仕事のほかに罹災証明の発行とか家屋調査とかでバタバタしていて、とても休める

状態じゃなく、みんなかなり無理していたと思います。災害対応は１日２日じゃな
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く長期にわたったので、疲労はたまる一方でした。災害対応は長丁場なので、町民

だけじゃなくて、職員のケアもしなきゃいけないと思いました。疲労回復の方法に

ついて保健師さんが相談にのってくれるとか、そういうことも考えておく必要があ

ると思いました。 

・ 鳴り続けた電話が停電でパッタリ 

   どんどんどんどん雨は降りますし、川の水位が上がってきたのが、役所からも見

えました。「ひどいぞ、ひどいぞ」ということで、「川が警戒水位を超えました。水

位がいくらになりました」という町内放送が何度も何度も出されました。私は、ず

っと民生委員への連絡とかをしていましたが、夜になると、今度は遠方にいらっし

ゃる市民のご家族の方からも、どんどんどんどん市役所に電話が入ってくるように

なりまして、「うちのおばあちゃんちに見に行ってください」、「うちの親戚の家はど

うなっていますか」というのが、台風の報道やお天気ニュースなんかに合わせて入

ってきて、ものすごい状況でした。それが、しばらくしたら役所も停電になり、電

話が通じない状況になってしまったのです。外はすごい雨なんですけれども、じゃ

んじゃんかかっていた電話が急に鳴りやんでしまって、一種異様な静けさになった

のを今でも覚えています。 

・ ベッドでずぶぬれのおばあちゃん見て気合い入る 

   台風もちょっとおさまった夜の 10時から 12時ぐらいにかけて、福祉の職員２、 

３人でグループをつくって、特に心配なひとり暮らしのおうちですとか、親戚の方

などから連絡のあったところを、長靴を履き、歩いたり自転車に乗ってりして、見

回りにでました。私たちが行けた所は役所近くの家だけだったのですが、ある家で

は、畳の部屋も泥だらけだったので、「長靴のままお邪魔します」と言って、そのま

ま上がらせてもらいました。すると、雨が家の中に吹き込んでいて、上も下もびっ

しょり濡れたおばあちゃんがひとり、真っ暗な中、ベッドの上におられました。そ

のおばあちゃんの姿を見て、私はそれまでも市役所の職員として災害対応に携わっ

てきていましたが、「もっとがんばらなくちゃいけないな」と、スイッチが入ったよ

うな感じでした。 

・ 日頃から携帯電話の充電器を持ち歩く 

   隣町の消防から「今、役場が浸水しとるんや！」と電話がかかってきました。あ

っという間に水があふれてきたので、あわてて書類とかを机の上に上げているとこ

ろだというのです。それに、防災行政無線等の電源も全て 1 階にあったので、全部

ダメになってしまったとも。夜中に、「これが最後の通信になると思います。もう携

帯電話の電池がありません」という連絡が入って以降通信が途絶え、その役場は孤

立してしまったのです。携帯電話というのは、電源さえ確保できれば、非常に頼り

になるものなんですね。あれから、職員はみんな携帯電話の充電器をかばんの中に

入れて持ち歩くようになりました。水害を経験して、少しは自分たちの意識も高ま
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ってきたのかなという気がします。 

・ 避難所はすべて一緒ではない 

   避難所とひと口で言っても、知り合いや家族が亡くなっている人たちがいる避難所

や、家が燃えてしまった人たちがいる避難所もあれば、「まだ安全なんだけれども、

もう少し範囲が広くなるかもしれないから避難している」という人たちがいるとこ

ろもあり、さまざまです。私は、市の職員として地区の役員たちと一緒に毎日各避

難所を回りながら、いろいろな情報を集め、苦情を聞いて、それを市役所に届ける

という仕事をずっとしていたわけですが、避難所によって、温度差というか、その

場の雰囲気に大きな違いがあるのを肌で感じました。避難生活が長引く中、火砕流

の恐ろしさを知っていたなら、もっと早く避難できたのにという思いが日増しに強

くなりました。当時、行政も、市民も、火砕流そのものの知識がなかったし、火山

についての正しい情報も得ていなかったのです。 

・ 誰の言葉信じていいかわからず 

   わたしたち市の職員は、一晩中避難所につめて、いろいろなお世話をするという仕

事をしていたんですが、「何月何日に大きな噴火があるらしい」というウワサが何回

も流れました。科学的に根拠のない話が、あっという間に広まってしまうんですよ。

恐怖感や不安感でいっぱいな時ですから、何月何日というように、はっきりした日

にちを言われると「じゃあ、注意しなきゃ」となるのだと思います。実際には何も

ないわけですが、避難所の方たちは、そのたびに、恐怖におびえていらっしゃいま

した。近くにいるわれわれも、どうすることもできませんでした。私も、ある日、

報道機関の人から、山が危険な状態だと聞いたのですが、火山に関する知識が全く

ありませんでしたので、信じていいものかとても迷いました。もっと、正しい情報

をみんなで共有できるしくみが必要だったと思います。 

・ 船頭さんは誰ですか（決めておくべきだった役割） 

   役場の中に「災害対策本部」が設置されたら誰が本部長になるというのは、カタチ   

  的には決まっていたんですけれども、やっぱりこういう災害になると、いろいろな

方面でいろいろな指揮をとる人が出てしまうので、「誰の意見を聞いたらいいの？」

という感じでした。船頭さんは一人じゃないと船は進みませんから、誰が船頭さん

なのかと。そして誰がこぐのか、誰がその船に乗るのかということなんです。想定

されていないことはいっぱいあるし、被害の大きさによって動きは変わるにしても、

やっぱり最低限の役割分担を決める必要があったなと思います。その後に、そうい

う反省もあって危機管理課という部署ができたんです。まだ、実際動くときにどう

するんだということまでには結びついていないかもしれないけれど、担当部署がは

っきりしていれば職員も動きやすいと思います。 
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ⅣⅣⅣⅣ    大津俊雄大津俊雄大津俊雄大津俊雄さんさんさんさん（（（（神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区神戸市灘区でででで被災被災被災被災））））のののの教訓教訓教訓教訓    

   次の災害の形は予測できない。3分間で自らの命を助け、3時間で近所の救助と消

火を行い（避難してはいけない。その場で闘うべきである）、3 日間は公的救援なし

に生き延びる方法を皆で話し合って編み出してほしい。震災予防の物的投資は十分

にすべきであるが、いざ震災となると頼れるのは個人の想像力と創造力だけである。

家・生活・コミュニティ・街・行政に一貫した「しなやかな強さ」が求められてい

る。 

 

ⅤⅤⅤⅤ    古市忠夫古市忠夫古市忠夫古市忠夫さんさんさんさん（（（（神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区神戸市長田区でででで被災被災被災被災））））のののの教訓教訓教訓教訓    

  地域でよく遊ぶこと、これが災害の時にものをいう。助ける順番があった。 

   

ⅥⅥⅥⅥ    災害時災害時災害時災害時にににに役立役立役立役立つつつつ人材人材人材人材をををを把握把握把握把握するするするする    

   消火活動ができる人（消防団、自衛消防隊、市民防災リーダー） 

   救助活動ができる人（消防団、市民防災リーダー、大工） 

   医療活動が出来る人（医師、看護師、市民救命士） 

   緊急輸送物資を運べる人（トラック運転手、フォークリフト免許所有者） 

 

災害に強い建物とは、固い地盤の上に建てられた耐水、耐風、耐火、耐震等を配慮した 

建築 ⇒ 耐震診断、耐震補強、家具類の転倒・落下防止器具の設置が地震時の減災対策 

 

イベントのマンネリ化を防ぐ六つの「力」⇒ 協力、資力、知力、体力、気力、魅力 

                       （北海道東川町町長 松岡市郎氏談）
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