
第２７回防衛セミナー

日時：平成２８年１１月１６日（水）

１８：００～２０：００

場所：のいちふれあいセンター

(サンホール)

主催：中国四国防衛局 後援：香南市

司 会 ： それでは、定刻となりましたので、ただ今から、防衛セミナーを開催させて

いただきます。本日は、皆様にはご多忙の中、ご来場いただきまして、誠にあ

りがとうございます。私は、本日の進行役を務めさせていただきます中国四国

防衛局企画部地方調整課長の稲葉と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは、まず、主催者であります中国四国防衛局長 菅原 隆拓から一

言、御挨拶を申し上げます。

【挨拶】

中国四国防衛局長 菅原 隆拓

皆様、こんばんは。中国四国防衛局長の菅原と申します。本日は大変お忙しい中、多

くの方々にお越しいただき、本当にありがとうございます。私ども中国四国防衛局は、

防衛省の地方支分部局として中国５県、四国４県を管轄し、自衛隊、在日米軍と地域住

民の皆様を繋ぐパイプ役としての役割を担っております。当局は、防衛施設周辺住民の

皆様の環境整備のため、多種多様な政策を実施するとともに、防衛セミナーや日米交流

事業の開催に取り組み、防衛省と自衛隊に対する国民の皆様の幅広い理解を求める活動

を行っているところです。

この防衛セミナーは平成１９年から開催され、当局管内ではこれまで２６回開催させ

ていただいており、香南市での開催は平成２１年度に続き、今回が２度目でございます。

本日は陸上自衛隊第５０普通科連隊から石田第５０普通科連隊長兼ねて高知駐屯地司

令、香南市からは清藤香南市長及び防災対策課久保主任をお招きし、「自然災害発生時

に自衛隊ができること」及び「香南市における防災対策について」と題しましてお話い

ただくこととしております。石田連隊長からは「自然災害発生時に自衛隊ができること」

と題しましてお話をしていただくこととしております。また、清藤香南市長及び防災対

策課 久保主任からはそれぞれ「香南市における防災対策について」、「“絆”と“防災

・減災”～命を守り、繋げるために～」と題しましてお話しいただくこととしておりま

す。

多くの方々が犠牲となられました東日本大震災の発生から５年が過ぎました。今年度

においては熊本地震及び鳥取県中部を震源とする地震をはじめとし、近年、日本国内に

おいて、大規模な自然災害が頻繁に発生しており、ここ高知県においても、過去に台風、

地震等による被害が多数発生しております。当局といたしましては、本日、災害をテー

マとしたセミナーを開催することにより、皆様の自衛隊の活動への理解を深めるととも



に、防災に対する意識を高める一助となればと願っております。講演の後、会場の皆様

からの御質問をいただく時間も取っておりますので、御質問だけでなく、忌憚のない御

意見、御感想等もいただければ大変ありがたいと考えております。

最後に、本日のこの防衛セミナーを開催するに当たり、御後援を賜りました香南市、

また御協力をいただきました高知地方協力本部、高知駐屯地の方々をはじめ、全ての関

係者の皆様方に感謝を申し上げ、御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い

いたします。

【第１部講演】

司 会 ： それでは、第１部を開始させていただきます。第１部は、陸上自衛隊第５０

普通科連隊長 石田 祐司 １等陸佐から講演をいただきます。石田連隊長は、

平成３年３月に愛知県の第３５普通科連隊で陸上自衛隊に入隊され、その後、

第１０師団司令部第２部長、中部方面総監部人事課長等を歴任、平成２８年３

月に第５０普通科連隊長兼ねて高知駐屯地司令に就任され、現在に至っておら

れます。本日は、「自然災害発生時に自衛隊ができること」と題して、お話を

していただきます。それでは、石田連隊長、よろしくお願いします。

【講演】

「自然災害発生時に自衛隊ができること」

陸上自衛隊第５０普通科連隊長 石田 祐司 １等陸佐

皆様、こんばんは。本日は「自然災害発生時に自衛隊ができることと」という題で、普

通科連隊長の私が講演をさせていただきます。まず、この題名ですが、実はこの防衛セミ

ナー、去年も愛媛県の松山市で実施をされていて、その時は１４旅団長、この四国を全て

管轄している旅団長が話をされて、その題名を改良してお話をします。この講演の内容に

つきましては旅団長が愛媛県でお話したことをプラスして、私が東日本大震災で体験した

こと等についてお話をするという流れでお話をさせていただきます。

先程、司会からも紹介がありましたが、まず、自己紹介をするのがこの陸上自衛隊のブ

リーフィングのはじめとなりますので、紹介をします。まず、紹介に当たりまして、愛知

県出身ということですが、生まれは岩手県の釜石というところです。東日本大震災のいろ

んなニュースとかがありますけども、「釜石の奇跡」という題名でいろんなことが話されて

いますけれども、聞いたことがある方いますか？もし、ない方があればと思いますけど、

小学生や中学生が、率先して大人を引き連れて「高いところに逃げろ、高いところに逃げ

ろ」ということで大人をどんどん引っ張っていって救われたという事例が奇跡だというこ

とでニュースの方では報道されております。そこで生まれたということで私も小さい頃お

ばあちゃんに津波は怖いよと山に逃げるんだよと言われ続けてましたので、私が子供だっ

たらやっぱり岩手県釜石の奇跡が起きたのかなというような生まれの者です。

それから防衛大学校とかに入りまして、たくさんの数の引っ越しをしましたということ



で了解していただければと思います。そして紹介にありましたこの３月に５０連隊長を兼

ねて高知駐屯地司令になっております。

まず、別の観点からご紹介をさせていただきます。これが自衛隊のジャケットと呼ばれ

る人事記録にのってるものを抜粋したものです。工学修士を取ったりしたこともありまし

たが、見ていただければ分かると思うんですけれども、海外に行ったこともありますが、

大概災害派遣を経験しました。

特に平成１６年は新潟で川が決壊をした集中豪雨を皮切りにその年の１０月に新潟県の

中越地震、これも現場にずっと行ってましたので、思い出深いと言ってはいけないのです

けれども、いろんな教訓を得たなと思っております。それから平成２３年に福井県で豪雪、

これは数百台の車が雪が降って立ち往生して前にも後ろにも進めない、エンジンを回して

暖を取っているから飯も食べなければいけない、燃料も足りない、だから自衛隊出てくれ

というような話、その２月には人間にもうつると言われている鳥インフルエンザが発生し

たということでの災害派遣、そしてその３月、東日本大震災とこれはまた後でお話をさせ

ていただきます。それから、その翌年に紀伊半島の豪雨ということで、梅雨前線と台風が

合体したようなかたちで何時間も何百ミリの雨が降って、川が決壊していろんな災害が起

こったというやつ。それから２６年は８月の土砂災害に関係させていただいて、かなり災

害派遣はやらせていただいております。

中でも、赤字で書かせていただいた中越地震と東日本大震災についてはそれぞれ２ヶ月

ぐらい現場にいたのと、現場の司令部とさらに現場を行き来するような特別な位置にいま

したので、思い出深いですし、教訓深いですし、また、このそれぞれの上司が災害派遣が

終わった時に、この経験を南海トラフの地震対処に生かしなさいという遺言みたいなこと

を受けましたので、私としましてはこの５０連隊高知駐屯地司令でここに立っているとい

うことは、自衛官としての職務、使命ですけれども私個人としては天命ではないかという

風に思っております。

まず、駐屯地司令ですから、駐屯地司令と災害派遣の関係について重複といとわずさせ

ていただきます。災害派遣は要請する方が何名かいらっしゃいます。高知県だと高知県知

事の尾﨑知事ということになります。で、要請を受ける人は誰かというと方面総監とか師

団長、旅団長もありますが、高知県では駐屯地司令を兼ねた部隊長ということで５０連隊

長兼ねて駐屯地司令の私ということになります。その他、別の災害では大臣が直接受ける

というのもありますけれども、南海トラフ、緊急事態の時については５０連隊は高知にい

ますので私の方にということになります。高知県の連携ということで災害派遣の申請受理

者が移駐前は、５０連隊がここに来る前は、１４旅団長、香川県の私の上司にあたります

が、平成２２年に５０連隊長に代わりました。これで高知県と災害派遣の際の要請及び受

理の協定が結ばれているとこういうものであります。

それでは、本日のお話について内容はこちらのとおり自衛隊は災害発生時には何をやる

のかという話をさせてもらいます。その自衛隊がやる災害派遣を基本的なところから、や

はり東日本大震災で、自衛隊ができることという観点ではマキシマムの活動をしましたの

で、東日本大震災を中心にお話をして南海トラフの備えと、ここはちょっとかけ足になる

かもしれませんがさせていただきます。可能であればこういう機会を得られれば本当は南

海トラフの方がどういうことになる可能性があるのだろうか、東日本大震災を踏まえてど



のような備えがいるのか、また自衛隊はどういう活動をするのかというのを別の機会でお

話をさせていただければありがたいと思います。

まずは自衛隊の沿革です。まず、自衛隊は何なのかというところです。自衛隊はこの年

表のとおり、１９５４年に創隊をされてます。その前身が保安隊、そのまた前身が警察予

備隊ということになります。その隣赤字で朝鮮戦争勃発と書いてますが、朝鮮戦争勃発が

警察予備隊が発足する大きな原因になります。この朝鮮戦争が起こったので GHQのポツ
ダム政令というのが出ます。当時はまだ独立国家になっていなくて GHQが日本国を治め
ているというようなかたちで GHQの命令で警察予備隊を作ればいい、日本は自分で自分
の国を守るというような組織を作りなさいという命令が出ました。しかしながら、先んず

ること数年前に日本国憲法が出来てまして、日本国憲法は軍隊を持たない、こういうよう

な憲法として作られましたので、つじつまがあわないというには語弊があるのですが、GHQ
の命令で出来てしまって、議論を呼ぶようなきっかけを作ってしまったと。だから、自衛

隊がニッポン国が発議で作ったというよりは GHQが都合により、朝鮮に行くから自分の
所は自分で守れよとこういうことになって自衛隊が作られたと。そして、自衛隊は以後、

憲法違反じゃないかとか、その戦力はどうなのかという議論がはじまるというようなもの

です。ただ、自分の国は自分で守りなさいという風な GHQの命令で発生してますので、
軍隊みたいな組織と、しかしながら国内法上軍隊ではない。立場上は、特別職、国家公務

員というような組織が出来上がります。

そして、時代は流れまして、その間、伊勢湾台風、日航機、雲仙普賢岳等々ございます

が、湾岸戦争が起こって、冷戦崩壊して、国際平和協力法ができまして、海外に行くよう

になると。災害派遣的にいいますと、阪神淡路大震災、サリン事件が起こったりします。

この後の経緯につきましては、ホンジュラス、イラク、インドネシア、ネパール等海外の

任務、中越地震、東日本大震災、その他伊豆大島の火砕流であるとか、御嶽の爆発、広島、

熊本等災害派遣があって、海外任務と災害派遣の主な任務が年表に謳われているところで

す。ここで、軍隊みたいな組織ですので、災害派遣に出るということは古今東西起こるこ

とです。特に「ローマ人の物語」の中で、古代ローマ帝国の頃から災害派遣に軍隊を出し

ていた、例えばポンペイ火山が爆発して町ごと全部埋まってしまった時にも時の皇帝が軍

隊を出しているということで自衛隊は軍隊に似ているので災害派遣に強いといいますか、

出る運命にあるというような立場です。

それでは、警察予備隊の主要な出来事についてお話をします。これはわかりますでしょ

うか、川がこちらからこちらに流れているように見えますが、本当の川の堤防はこういう

風につながっていると。これは伊勢湾台風の時に自衛隊が出ています。なかなか、こうい

うのをニュースとかで取り上げたりしないんですけれども、これが、昭和期最大級の災害

派遣といわれています。ここで、堤防というか杭を打って堤防を作り直そうとして、川の

中に入ってる自衛官というものです。延べ７３万人が救助支援をしたということですが、

東日本においては１０００万人を越える延べ人数が出ておりますので、昭和最大級の災害

派遣を凌駕することが平成の最大の災害派遣で起こったということです。

こちらも記憶のある方もいらっしゃると思いますが、ジャンボジェットが御巣鷹山に落

ちた事例です。この時も災害派遣ということで行っています。４人の方が運良く助かって

救助されたということですが、ネットとかで調べますとよく分かりますが、最初に米軍の



方が御巣鷹山の位置を見つけたという話、あるいは米軍との連携で航空自衛隊が知ってい

たのではないかという話、そして右往左往して自衛隊が最終的に夜になって、この位置を

確かめて救出がはじまるのですが、その間に生きていた人がいたのではないか、救える人

がいたのではないかということがネット上で議論されている、この辺から陸上自衛隊は航

空自衛隊と海上自衛隊と連携する必要性がある、米軍と連携する必要性があるこういうこ

とがいわれるようになります。

次は阪神淡路大震災について、自衛隊として大きな教訓があったのは自治体との連携で

す。災害派遣の要請を躊躇するというかそこまで考えが至らなかったのかもしれませんが、

時の県知事が出すのを遅れたのかは分かりませんが、時間的に自衛隊に声を掛けるのが遅

い時間だったのでもう少し早く行けば助けられるものがあったのではというもので、実際

との連携が日頃から必要なんだということ、あるいは消防、警察との協同も必要だと思い

知らされたものです。それから、ここはあまり言われないのですけど自衛隊の中では、関

西地区を守っている第３師団というものがありますが、その地域に入っていっていいもの

かどうか、自衛隊の中でも人の縄張りに入っていくのが躊躇されているような時期でした

ので、そこでも少し時間がかかったのではないかと言われていて、すごい震災が来たとき

はオールジャパンで対応する必要性があるんだといわれたものです。また、火災が起こっ

て水を使って消火をするのですが、この水が、消防の水、自衛隊の水という変な縄張り意

識があったり、停電から数時間後に電気が通ったことではないかと思われる火災があった

り、いろんな教訓があった震災でした。

その次は地下鉄サリンについて、私はびっくりしました。私は幹部候補生学校というと

ころを私は卒業したのですが、サリンというものは授業で習うんです。この化学剤は第一

次世界大戦にドイツが作ったものです。例えば農薬を強くしたものですとか、サリン、ソ

マンというテストに書いたものが本当に起こるのかということにすごく驚愕をした思いが

あります。これも初めてでやったことがない災害派遣で連携というよりもびっくりしたと

いうものです。

これを皮切りに何回か起こるんですけれども、口蹄疫とか狂牛病とか伝染病系の災害派

遣です。京都の鳥インフルエンザの件については、殺処分をして埋めるように段取りする

ような災害派遣で、残念ながら、何千羽、何万羽を殺処分しました。窒素ガスに入れて亡

くならせるような話です。

中越地震は大きな反省事項等があったものです。これは阪神淡路大震災から１０年は経

ってませんが、阪神淡路大震災の教訓をそれぞれの組織が、消防だと東京の消防であれば

スーパーレスキューという組織を作って、初めて投入したというものです。県の要請を受

けて、私は県庁にずっと詰めていて、現場にも出ていたのですけれども、県庁、市町村長

との連携がすごく大事だと思い知らされたものです。

これはどういう映像かというと、みなさん大きなヘリコプターに乗り込もうとしている

のですが、山古志村から全村民を脱出させる大きな作戦がありました。広い地域で、自衛

隊は誰がどこにいるかは分かりませんでした。だれが逃げたのかも分からない、当時は土

曜日、日曜日、発生したのが土曜日の夕方、土日に村から一番近い小地谷市であるとか、

あるいは新潟市に出ている人もいた、何人村にいるのかも分からない、どこに誰が住んで

いるのかも分からない、しかし、村民全員脱出だということになったところ、ここで教訓



があったのは地元の消防、消防団、警察が、あそこは足の悪いおばあさんがいますよとか、

ここにはおじいさんがいたはずです、孫がいたはずですということを全部掌握していて、

チェックして村民脱出というのをやったのを記憶しています。ここでは警察、消防、消防

団、特に消防団とは連携を強化する必要性があると私自身は思っています。ここでもたく

さんの人命救助をはじめとして、給食、給水、ありとあらゆることを阪神淡路大震災で出

来なかったことを全部ここでやったというものです。特に教訓で出てくるのはエコノミー

クラス症候群、これも初めて起こったことなので自衛隊から数万個のテントを建てろとい

うことになり、持ってきてありとあらゆる所にテントを建てて、避難所に行けない人はテ

ントで休んでください、足を伸ばしたりしてくださいということをやったのです。しかし、

自衛隊のテントの中は怖くては入れないという話がありましたので、当時、県知事になっ

たばかりの泉田知事が自分がテントで泊まって見せるということになった時の警護に就き

ました。その際、時の旅団長は何かあった時のために私に警備に立てと言われて、私は隣

でずっと寝ずに泉田知事を守っておりました。私は泉田知事には何も言わず、その朝に報

道陣に囲まれて、その中ですーっといなくなったんですけれども、自衛隊のテントはいい

んだと言ってくれて、その後使ってもらえるようになったというすごく懐かしいものです。

それから、土砂ダムというか自然ダム、国土交通省では大規模な河道閉塞という川がせき

止められて自然のダムができるということがありました。その水を排出するために国土交

通省と連携をして重機を山の何もない所に持っていって工事をして、自衛隊のヘリコプタ

ーでポンプを持っていって、ポンプで排出するための燃料を持っていって、ずっと土砂ダ

ムから水を排出するオペレーションも結構大変でしたが、国土交通省とも連携する必要が

あるということを痛感したのを憶えています。国土交通省と連携するために河川敷にヘリ

ポートを作るときに誘導してくれたのは警察官で、県庁で調整して何時何分に材料をここ

に持っていくからということをやらせていただきました。

そして、報道で５、６年やっていますが、東日本大震災については、あとでお話をさせ

ていただきます。

改めて、自衛隊の編成について、ご承知のとおり１４旅団というのが四国を守っていて

その拠点が善通寺にあります。その上は中部方面隊ということで山口県から富山あるいは

愛知県の方までを隊区にしています。その中で約３０００名の部隊の中の一部隊として第

５０普通科連隊が高知にいると。それを並べ換えたのがこちらになります。自衛隊という

言葉でくくれば、土佐清水の分頓基地に航空自衛隊の分頓基地がありますので二つの自衛

隊があります。その他には愛媛県の松山の特科、徳島県には１４飛行隊、１４施設隊があ

ります。その他、多くの部隊が善通寺におります。岡山県に戦車の部隊が存在しておりま

すが、来年度末、香川県に換わっていきます。この改編についても本当はお話しないとい

けないと思っているのですが、これについては機会があればお話させていただきます。そ

して四国の警備隊任区域ということで、５０連隊は四国の高知県全体を見ている、特科と

いいますのは、砲兵といいますか、大砲の部隊です。大砲の部隊が愛媛県を、香川県にあ

る１５連隊というのが香川県、高知県を隊区として持っています。これは高知駐屯地がこ

こにあります、演習場がここにありますという資料は省略します。高知駐屯地、その中で

５０連隊については防衛警備の任務、災害派遣、対処、状況によっては国際貢献というの

も任務が与えられれば行くことになります。



それでは大きな項目２項目の災害派遣に関する基本的な事項についてです。市町村と都

道府県と国と分けられまして、自衛隊は国の組織ですので、分けられるんだろうと、それ

の自走する、運用する部隊は消防、警察、海保等があり、区分が分かれていますけど、連

携する必要があると思っております。あと災害派遣を何回か経験して思うのは、市町村が

できることと、県ができることと、国ができることは全然違っていて、誰に何を頼まなけ

ればいけないのか明確にしておかないといけないと今思っているところです。これは先程

出ましたので省略させていただきます。基本は災害は発生しましたら県知事が災害派遣の

要請をしていただく、高知県なら５０連隊、市町村は県知事に要請を要求するんですけど

できない場合は直接していただくのがあります。そのあと自衛隊の必要がなくなれば、撤

収の要請を受けて撤収をするという流れです。

何にでも自衛隊が出られるというのではなくて、３つの原則があります。公共性、緊急

性、非代替性です。大きな災害があれば公共性、緊急性があるから出るんですけれども、

非代替性についてはお話しなければならないところで、自衛隊が撤収することに絡んでく

るもので、例えば自衛隊が給水、給食をしますということに誰かに代わりができるのであ

れば撤収する、瓦礫を排除することは地元の自治体が契約したダンプカーでできるんであ

れば撤収するというような流れになるので、代わりが出てきた場合は自衛隊が撤収してい

くようなものです。災害派遣にあった対象の種類、自然災害、人為災害等ございます。私

がこの中で噴火はやったことはありません。人為災害ではありませんが、地下鉄サリン事

件も同じようなものかと。時々、きのこを取りに行っていなくなったおじいさん、おばあ

さんを探すという仕事もあったり、北海道の小学生がお父さん、お母さんに置き去りにな

って演習場で生き残ってましたというは最終的には消防、警察では足りないということで

自衛隊が出て発見したのも大きな災害派遣になると思ってます。四国全体で災害派遣は昭

和５６年からカウントして９８件、大半が火災というものです。こちらの資料で、高知県

が１８回、香川県が３７回、香川県の派遣が多いのは、火災が多いのかもしれませんが、

やはり大きい部隊がいると言いやすいというのがあると思い、より自治体と連携をする必

要があるとこのグラフで思います。また、四国全体では６月、１１月は火災が少ない、９

月は風水害が多いというのが見てとれます。

それでは自衛隊の能力。災害が発生して各段階がありますが人命救助の段階では自衛隊

は情報収集を空から陸から、機動展開ということで増援部隊が空から海から、救助につい

ては空から水あるいは地上からということになりますが、ここで一番最初に言った自衛隊

は軍隊みたいなものなので自己完結能力、自分が持っているもので食べれるし、いろんな

ことができる、例えインフラがなくなっていても行動が可能です。東日本大震災でも感じ

ましたが、例えば警察の機動隊が全国から集まって来るんですけれどもやはり泊まる所が

ないと泊まる所まで帰るとか、お昼お弁当を作ってもらう所がないと来れないといった制

約があったりするのですが、自衛隊はそういうことはありません。自分が持っているもの

でずっといることができ、活動ができるという特性があるので、この自己完結能力がある

のが自衛隊が災害に派遣される大きな理由です。

第２段階で生活支援、これは先程の人命救助とかぶるところもあるので、一概には第１

段階、第２段階に分かれませんが、給食、給水、入浴支援、人員の輸送、物資の輸送、そ

れから宿泊、診察等支援ができます。これについてもあとでゆっくりお話します。



第３段階で復興支援、これも第２段階、第１段階とオーバーラップしますが、瓦礫の除

去であったり、道路警戒をします。

それでは東日本大震災から今の話を読み解いていきます。東日本大震災の時は全国から、

中方で７７００人、四国で１５００人の人が派遣をされて私は当時、中方、名古屋の方の

部隊にいましたので、発災してこちらの方に津波がないのを確認し、スタートして１１日

の夜中に出たのを憶えています。この時は３日経って６万人、１週間経って１０万人と最

大級の災害派遣になりました。こちら、東日本大震災で作られた組織です。これを初めて

自衛隊として１０万人という数字も初めてですが、ＪＴＦ、統合任務部隊の編成が初めて

でした。これは陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊と本当はひとつの自衛隊なのですが、

連携をしようと思わないとできないというところがあります。それをひとまとめにしまし

ょうということで作ったのが統合任務部隊、ここには米軍もからめていると。先程の御巣

鷹山で落ちたヘリのことがないように情報は共有をされている、それぞれのアセット、そ

れぞれの必要なところに配分しましょう、このような組織が作られています。ここで、私

がコメントしたいのは、ＪＴＦの司令部の下に岩手県の連絡調整所、これは盛岡の岩手県

庁にでき、私も行きました。宮城県は宮城県庁に、福島県も福島県庁に連絡調整所ができ

ました。唯一市町村でありながら石巻市に連絡調整所ができています。これはどれだけ石

巻が大変だったかということの他に理由がいくつかあります。これについてはまた別途お

話をさせていただきます。とにかく、統合するために１０万人がこういう組織で向かった

というのが自衛隊の対応でした。その中で１４旅団も旅団長としまして、５０連隊、先程

の１５連隊等も含めて人員１５０名、車両、航空機３９０両等を派遣しています。こちら

が宮城県全体です。この上に岩手県があるのですけれども、９師団と２師団の２個師団で

対応しています。石巻を少しかさんで女川という所１４旅団、北海道の部隊、地元の仙台

の部隊、九州の部隊等各師旅団が集中をするというようなものでした。私事で行くとこの

１０師団、仙南地区、仙台の南にある地区と呼ばれるところで、名取、岩沼、柴田、亘理、

山元、ここがこうやられたというようなものです。この岩沼市には飛行場がありまして、

仙台のベッドタウンになっていて、ここでいうと高知市の隣にある南国市とかその近くに

ある香南市は、そっくりです。飛行場があるところ、川はここだと物部川、こっちだと阿

武隈川、本当に似ています。そこで南国市は岩沼市と姉妹提携、この間、私は南国市のラ

イオンズクラブでお話をさせていただきましたが、ライオンズクラブ同志も提携をしてい

るということでここを分析するのは香南市、南国市あるいは高知市を分析する必要がある

のと似ていると思います。私は最後、師団長から南国トラフの地震のためにおまえに時間

と車両をやるから全部見てこいと命ぜられて、山元町の南は福島県、福島県にもちょっと

行って、岩手県、宮城県、福島県と全部領土を見ました、。ドライバーが当時、情報部長が

二部長と言っておりまして、ドライバーが言うには、福島に行くのは勘弁してくださいと

涙ぐんで言うものですからこっちは行ってません。ただ、行った人の話は聞きました。こ

この湾岸線は全部先程言った釜石まで本当は釜石の上もあるのですが、釜石まで行ってど

んな地形がどんなふうになるのか全然違います。だからこれを当てはめて高知県のこの地

形がこんな風になるだろうというのがだいたい私は見えていると思っています。それに対

する対処は全部同じではありません。だから、ここは南国、香南は、この辺を研究する必

要がある、この辺の話を中心にお話します。ただ、１４旅団はこの女川運動公園にいてこ



の辺をやってます。これをお話します。

四国の部隊は総勢延べ４万人くらいでご遺体を回収したのが３４８人、先程言った仙南

地区に私が行った１０師団は１０００名を越える人達を回収して大変なことになって１４

旅団、四国の部隊とは違う特性があったという風に思ってます。まずは５０連隊の活動か

ら。これは、以前の連隊長、私の前の石田連隊長がお話していますので省略を一部します。

先程言いました雄勝地区、北上川の右岸地区、女川港が５０連隊の活動地域です。がれき

が堆積をしていている状態です。こちら、つい先日、裁判になった大川小学校の校庭に皆

さんが集合して迎えに早く来た人は３割生き残ったのと、自分で判断して山に登った子が

助かったとか、富士川のこちらをこう行かないとこの山の向こう側に集落があって集落の

方に帰れないのでこっちに逃げるけど、津波はこちら側から来て越水するかたちのもので

す、そこを１４旅団、５０連隊は活動したのです。ここもこういう風に壊れますというこ

とです。海上自衛隊のダイバーとも連携しますし、警察とも連携しますし、ヘリコプター

やボートを使ったりします。自衛隊は人が多いというのが一番大きな特徴ですので、行方

不明者の捜索をするとかご遺体の回収をするとか、建物の中や病院の中の瓦礫になってい

るところを探しに行くという活動を５０連隊はしました。

では、５０連隊だけでなく全体でやったことをお話します。数日経って入りましたので、

先程のボートでの救出はよく見るとおじいさん、おばあさん、災害弱者と呼ばれる人が座

ったまま運ばれるような救助、この方も二人抱えられて犬も救助、女性、こちらにいるの

は並んでいるのがだんだん続いてくるのですが、この水の中は何があるか分からない、く

ぎを踏んでしまって怪我をする、自衛隊は破傷風の注射を打っているので多少のケガや半

長靴と呼ばれる自衛隊のブーツを履いているので大丈夫ですが、履いてない人はここを歩

くことさえ大変だということです。給水支援は丸っこい車の後ろに持ってきてやるのです

が、ここで小さい子もやりましたという他にすごい列になったことを海外の人がすごく評

価して、私としても日本の国民力というか国民のすごさを見たと。もしアメリカなら暴動

が起き、我先に物を取るということになり、それが日本は起こらないのがすごいと思いま

す。

物資の輸送です。こちらは特別に選んだのですが、自衛隊だけでやってるんですけれど

もボランティアとか避難をしている人にも手伝ってもらって物資の輸送、こちらは米軍の

人に油のドラム缶を輸送してもらうと。自衛隊だけでできないことはみなさんの手を借り

て、米軍の手も借りて実施をしなければならない。ここでお話をしたいのは物資について

です。物資が野積みになっています。災害が起こってしばらくすると全国から物がどんど

んやってきて熊本地震でもプッシュ方式でどんどん送ったのですけれども、欲しい人に欲

しい物が届かない、つまり管理が大変です。中越の時も起こりました。せっかくの支援物

資を配らないといけないと思うのですが、物が来てしまうので管理だけで大変、もう置く

ことができなくなって、野積みになって使い物にならなくなるという例がたくさんありま

す。ここは検討の余地があるところです。

それから医療支援。自衛隊は自前で医療活動が出来ますので、この腕章を付けた男性は

准看護師とか看護師とかの資格を持っているので、医療物資を運んだり、お話すること自

体も医療行為につながったり、あるいは血圧を測ったりします。医務官という医者の免許

を持った者がいればこういう所で医療行為も出来るということです。



給食支援です。昨日、高知県の小津高校で９００人分のカレーライスをまさにこの大釜

で作って振る舞ってきたところです。そういった災害派遣の時はこういったことができる

よということでここでは仕込みの切り込みをやってますが、こちらの機材については１台

で２００人分のご飯とおかずが作れると、その他大釜で作っていて、東日本の地元の人達

に手伝ってもらって体育館に味噌汁をみんなで協力して配るというようなものです。小学

校の理科室の机を使って、配食、配膳をする、避難している人自体もお手伝いをしていた

だくと。こちらは普通の教室で、まだランドセルが残っている教室で避難をしている人達

に配っている。

ここで申し上げにくいことで、あまり報道されていないのですが、避難をしている人が

いていろんな人が支援に来ます。海外の人もいますし、いい人ばかりとは限らない。例え

ばこの震災は天罰があたったからだとか、これを持っていれば次は助かるんだ、次に来る

余震はこれを信じれば助かりますだとか、あるいは政府が悪いんだ、政府を打倒する必要

性があるとか言う人がいます。震災は何でが起きたのかという忸怩たる思いを誰かのせい

にしたいと言うことを誘導する人も入ってきます。痴漢もありました。これも自衛隊でで

きないことのひとつで気をつけなければいけないことだと思っています。

また、ここでもお話ししなければいけないことは、人間食べると排泄をするということ、

東日本大震災の時に何が起きたかというと、下水処理が破壊されて、本来、処理をして海

に流さないといけないことができなくなります。これは超法規的な行為を実証しています。

これは自衛隊と民間車両がコラボレーションしている、あるいは車を動かしていますが、

普通誰のものか分からない車を動かすのは人のものだから違反で捕まります。これも超法

規的な行為です。入浴支援もあり、音楽の慰問演奏もあります。米軍にもやってもらいま

した。卒業式間近でしたので卒業式にも出ました。飛行場の中では、飛行機までもが瓦礫

となってます。

仙南地区ではいちごが有名でビニールハウスがたくさんあって、この中では農薬がいっ

ぱいあって農薬でやられた隊員もいます。小学校の中では、津波をかぶった小学校も使い

ものになりません。プロパンガスが爆発して火災になり、高架だから大丈夫かなと思いま

すけれども線路もがたがたです。

ご遺体については別途お話をさせていただきます。ご遺体を回収しているところ、遺体

を安置しているところ、この間にすごいことが起こります。警察にお前を逮捕すると言わ

れました。自治体に持ってこないでくださいと言われました。仮埋葬したためです。この

ときご遺体を東京に持って行ってくれと言われました。これもまた時間があれば別の機会

に話をします。

除染では放射能を計ってますけれども、元々は化学防護隊というのは先程のサリンを除

染するようなものですけれども、ここはいろんな病害虫がいて、防疫をする必要があるの

で洗浄するというような仕事をしました。

津波は、船が列車が突っ込んでくるというものです。

また、自治体の連携で対策会議が行われていると思いますが、ぜひ、警察、消防、自衛

隊に場所を確保させていただいて今どのようになっているのか情報共有の要請をしてもら

いたいと思います。

それでは、最後、南海トラフは東日本大震災の１８倍の死者・行方不明者が想定され、



孤立する地域が出ると思っています。高知についても４、５万人の犠牲者が出ると見積も

られています。中央の政府としても、自衛隊対処の計画、方面隊としての計画をしている

ところです。第１期、第２期は５０連隊だけで高知県をカバーしようと思っています。第

２期は当初、香川県や愛媛県に入っていた部隊に増援に入ってもらって、四国６隊だけで

高知県を見る計画になっています。

最後、自衛隊にできることできないことがあります。これは連携する必要があると思っ

ています。自治体、警察、消防、国土交通省との連携は日頃からやっておかないとできな

い、できることを増やす必要性があると思っています。以上をもって発表とさせていただ

きたいと思います。終わります。

司 会 ： 石田連隊長、どうもありがとうございました。それでは、ここで、会場の皆

様からの御質問がございましたらお受けしたいと思います。御質問の内容につ

きましては、その概要を当局のホームページに掲載させていただきますが、質

問者のお名前等は掲載せず、ご質問の概要のみを掲載させていただきますので、

あらかじめご了承ください。また、本日、報道関係者等の方はお見かけしてお

りませんが、記録、録音、撮影をお断りになる方がいらっしゃいましたら、あ

らかじめ、お伝えいただければと思います。それでは、ご質問のある方がいら

っしゃいましたら、挙手をお願いいたします。係員がマイクをお持ちします。

【質疑応答】

質 問 者 ： 石田陸佐にご質問したいと思います。新ゴジラ見ましたか？

連 隊 長 ： はい、見ました。

質 問 者 ： ありがとうございます。自分も団長に面白いと言われて見に行ったのですが、

消防団も警察も自衛隊もいろいろ訓練をすると思うんですが、シナリオ通りの

訓練に不安を感じておりまして、何時に火が出るとか地震が来るとか、仮に原

発で伊方だったと思うのですが、寸断されて船で来ようかバスで来ようかとか。

おそらくバス予約してますよね？実際バスは来てくれる人が運転してくれるよ

うな訓練で、事務的というか流れだけで、タイムスケジュール的なものであれ

を自衛隊の訓練の場合はいたずら的なことをやったりとか、実際人命救助の訓

練ですと言っていてそこからいたづらのようなものをしますが、訓練というの

はどこまで想定してやるのかをよろしかったら教えていただきたいと思います。

連 隊 長 ： 自衛隊は真面目というか第一義的には日本の防衛警備が任務ですので、それ

を主軸にやっています。軍隊の特性として災害に出ても活動できるということ

でやっているので、災害派遣に特化した訓練は限られています。機能的な訓練

とか一連の流れで訓練をするときもありますが、限られた訓練でやっています。

やる場合は、ご指摘のとおり自衛隊では状況判断をさせるような訓練をしてい

ますので、そういうところは入れていくことになります。ただ、そんなにやっ

ていません。防衛警備のための訓練が災害派遣でも活用できるという位置付け

であると認識していただければと思います。

質 問 者 ： 他の一般市民も想定通りで、タイムスケジュール通りの避難訓練をどういう



風に評価されますか？やることに意味がありますか。

連 隊 長 ： やるのは意味があると思います。

質 問 者 ： はい、わかりました、ありがとうございます。

司 会 ： その他にご質問がある方がいらっしゃいますでしょうか。じゃ、そちらにマ

イクを。

質 問 者 ： スライドに映っていましたけど肩に担いで足を前で組んでいるのがあったん

ですが、ああいう組み方をしているのですか？

連 隊 長 ： １人の人を２人で運ぶというやり方ですか？背負い込むような？

質 問 者 ： あまりああいう運び方見たことがないので。

連 隊 長 ： 人の搬送はいろいなやり方がありますので、今日提示したものだけということではありません。

ものを使う場合もありますし、別の搬送のやり方もありますので、その現場にあるもので担架を

作ったりすることもありますので、あるいは崖を降ろす時はそれ用のものを使いますし、各種で

人を運びます。

質 問 者 ： わかりました。ありがとうございます。

司 会 ： 時間も押しておりますので、また、何かご質問がございましたら、後ほど併

せて時間を設けたいと思います。石田連隊長、ありがとうございました。ただ

今から、１０分間の休憩とさせて頂きます。１９時１０分から第２部を始めた

いと思います。よろしくお願いいたしします。

【第２部講演】

司 会 ： それでは時間になりましたので第２部に入らさせていただきます。第２部は

香南市からお二方の講演をお願いします。まずはじめに香南市長 清藤 真司

様から講演をいただきます。清藤市長は、平成１５年７月に夜須町長、平成１

９年４月に高知県議会議員を歴任し、平成２４年７月に香南市長に就任され、

現在に至っておられます。

本日は、「香南市における防災対策について」と題して、お話をしてい

ただききます。それでは、清藤市長、よろしくお願いします。

【講演】①「香南市における防災対策について」

香南市長 清藤 真司

みなさん、こんばんは。今日はこの香南市で第２７回の防衛セミナーの開催をしていた

だきまして本当にありがとうございました。冒頭、菅原局長からご挨拶もいただきました

が、香南市でこういうセミナーを開催していただけること自体、私たちにとりましては自

衛隊のことも分かりますし、防災対策あるいは地震対策の啓発にもなると思います。

さて、香南市の防災対策なんですが、主はご存じの久保主任からお話をさせていただき

ます。二人で４５分間という時間をいただいておりまして、久保主任から３０分、私から

１５分、あまり内容のあることもなかなか難しいと思うのですが、今日はどんなことをお

話しようかと考えていました。最近、首長の間で地震対策、防災対策について「ささやく」



ようなことがございます。本音のトークと言いますか、みなさんに私があれもこれもしま

す、ぜひ皆さんご安心くださいというようなことではありませんので、耳障りのよい話で

はないかもわかりませんが。

さて、地震対策は時間軸でいいますと、４つの対策に分かれます。予防対策、応急対策、

復旧対策、復興対策のこの４つでございます。予防があって地震が来る、応急があって、

復旧があって、復興があるとこういうことになります。復旧、復興というのは行政が担っ

てまいります。地震が来る前の予防対策は行政もありますし、地域もありますし、個人も

あります。地震が来た後の応急対策はこれは行政もあるのですが、これは幾ばくか個人の

役割が大きくなってくると思います。今、香南市では津波避難タワー、津波避難道、耐震

補強制度と様々な取組みを行っております。これ全部予防対策です。今やっておりますか

ら津波が来る前のことですので予防対策になります。高知県の場合は、今日は県の方も来

られていますが、高知県の場合は避難タワーでも緊急防災・減災事業債というものを７０

％国費で使っておりまして、あと３０％は市町村の負担ですが、翌年度県が交付金として

支出するということで、このことから高知県では１００基以上の津波避難タワーが建つ予

定となっております。

そこで市町村長が言いたいのは、予防、応急、復旧、復興の応急対策の個人のみなさん

がやる応急対策の意識についてでございまして、香南市で平成２４年に自主防災組織の各

会長と募って東北に東日本大震災の視察に行っていただきました。お金は出しますからそ

の代わり帰ってきて各地域の総会などの寄り合いがあった時に感想などいろいろなことを

お話してくださいというお願いのもと、２回に分けて行っていただきました。帰ってきて、

皆さんが異口同音にお話をしたことがございます。役所等にも行ったけど、一番何が大事

かというと、逃げること、逃げなければならないということがよく分かったというお話で

ございました。

自助、共助、公助というのがございますが、我々は公助というのはできる限り日々これ

からも取り組んでまいりたいとは思いますが、この自助ということの意識付けがなかなか

難しいところがございます。先程言いました逃げることが大事かよく分かったということ

から自助でどうしていけばよいのかをぜひみなさんで考えていただきたいと思います。例

えば、よく言われるのが、避難タワーがあって津波があって助けが来るまでの間何日か過

ごせるような構造や運用にして欲しいとか、あるいは津波が来たあと、水や食料品を届け

てもらうまでの間の食料があるようにして欲しいという話を聞きます。ただ、あれっ？と

思うのは「助けが来るまで」というフレーズ、「水や食料を届けてもらうまでの」という

フレーズです。果たして地震が来て、その後大きな災害があったときに避難タワーの上に

いる人に食料や水を持っていくことができるでしょうか？誰かが助けに行くということが

できるでしょうか？そうではなく、原則、津波が来て自分の命を守るために避難タワーに

上がった後は実は避難所に歩いて行かなければならないということになります。大きなケ

ガをしたとか、真冬に津波が来て一晩いて、凍瘡が出たとか、高齢者の方とかは救助をす

る必要がありますが、先程、連隊長のお話にもありましたが、テレビでヘリコプターで救

助される映像が映りますけれども、どんな時でも待ってたらヘリコプターで来るんだとい

うことが自然と地域のみなさまの中にあったりします。

今高知県で耐震補強を強くやっています。何でやっているかというと、ある契機があり



まして、目黒公郎さんという東京大学の教授が書いた「間違いだらけの地震対策」という

本でございます。どんな本かといいますと地震が来た、家屋が倒壊した、２日、３日経っ

て救助された奇跡の生還ということで、よくテレビでも色々な災害の時映ります。ところ

が、東日本大震災の時も倒壊家屋の犠牲で亡くなられた方のほどんどが圧死でございます。

言うならば、その時、一瞬です。ですから、耐震補強をしなければならないということで

ございまして、残念ながら、ずっと言っているのではございますが、なかなか耐震補強率

が上がらないというのが現状でございまして、何日かして助けに来てもらえるかもしれな

いではなく、地震が来たときに圧死にならないための施術をする必要があります。また今

日は消防団、消防署員も多く来られていますが、私はその長として言うのもなんですが、

香南市で同時多発的に火災が起こったとき、対応できる件数はそれ程多くないと思われま

す。そのため、津波が来て火事が起きたとき、なかなか対応できないため、火事にならな

い政策をとらなければいけないということです。そのため、今はハウスがあってその横に

タンクがある場合はそのタンクが倒れても油が漏れない政策を取っているということにな

ります。

東日本大震災が起こった時逃げることが大事だということがよく分かったということは

同じですが、いろいろな台風や災害があった時、例えば広島県で起きた土砂災害は夜中の

２時、３時に起き、避難勧告を出していなかったため、市に責任があるのではないかとい

うことですが、台風の場合はあらかじめ進路が分っていると避難勧告も分かるのですが、

そうではない時はなかなか難しいところもございます。また、一昨年香南市でも１１号、

１２号と台風がありました。避難所も開設しました。市役所にもいろいろな電話がかかっ

てきます。私も横に座って見ていますと電話の内容はほとんど２通りに分かれました。ひ

とつめは市が避難勧告を出したけれども、私は逃げなければならないのでしょうかという

電話、もうひとつは、台風が来たけれど私の家は大丈夫でしょうかという電話でした。こ

れはそれぞれご自身がいろいろなことで対応していかなければいけないということになり

ます。自助という言葉がありますが、実は市町村という自治体が一番しなければならない

ことは、自力で自主的に自覚を持つということを今後はわれわれも啓発していかなければ

ならないということになります。人は役所にあんなこともこんなこともして欲しいとなり

がちですけれども生死を分ける津波が来るその日、その時、その晩のことはご自身がいろ

いろなことで取り組んでいかなければいけないということになります。阪神淡路大震災で

倒壊家屋があった時に一番重宝したのがバールとのこぎりです。自衛隊の方が災害救助で

来るケースもありますが、運良く助かった人を助けたのは１番は家族で、２番は近所の人、

３番が通りかかった人でこれが８０数％～９０％ありました。市で補助することができま

せんが、家のふすまの一番奥ではなく、玄関や裏の出口にバールやのこぎりを置いておく

だけで生存率がかなり違ってきます。言うならばそんなことをひとつひとつ取り組んでい

く、啓発していくことが一番大事ではないかと思います。

様々な防災対策に今後も取り組んでいかなければなりませんが、今日は短い時間ではご

ざいましたが、市町村長の「本音のささやき」ということでご披露させていただきました。

以上でございます。あとは久保主任にお任せをしたいと思います。

司 会 ： どうもありがとうございました。続きまして香南市防災対策課主任 久保



雅裕様から講演をいただきます。久保主任は、平成６年に香南市消防本部に採

用後、平成２７年に現在の香南市防災対策課に勤務され、現在に至っておられ

ます。その間、平成２３年の東日本大震災では緊急消防援助隊高知県隊として

現地に派遣され、救助活動等に従事されました。本日は、「“絆”と“防災・減

災”～命を守り、繋げるために～」と題して、お話をしていただきます。それ

では、久保主任、よろしくお願いします。

①「“絆”と“防災・減災”～命を守り、繋げるために～」

講師：香南市防災対策課 主任 久保 雅裕

皆様、改めましてこんばんは。先程ご紹介していただきました私は香南市防災対策課の

久保 雅裕と申します。ご紹介にありましたが私は元々消防の人間でありますので、消防

の時の経験についても少しお話をさせていただきたいと思っています。どうぞよろしくお

願いいたします。

これらの画像は私がこれまでに活動してきた中で報道等に大きく取り上げられた災害に

なります。香南市内連続神社火災、高知豪雨、ボンバルディア機胴体着陸、東日本大震災

は出動として対応してきました。また、広島土砂災害や熊本地震は災害ボランティアとし

て活動を行ってきました。私はこれまでの災害現場での活動を通して、人命捜索や避難所

の運営、ＮＰＯ、ＮＧＯ等のボランティア組織との連携、倒壊家屋、ブロック塀の解体、

撤去等を経験することができ、多くのことを学ぶことができました。人命捜索活動では、

黄金の７２時間といわれる時間を全力で活動することの意味、そして７２時間を過ぎた後

の活動の意味を学びました。避難所の運営では、災害そのもので命を落とす人が減少傾向

にある一方で避難生活で命を落とす人が多くなっていること、そこには配慮が必要な災害

に弱い方たちへのニーズ、それらに答えきれないこと、また備えができていないことが大

きな要因であることを知りました。これらの学びを南海トラフ巨大地震への備えにしっか

りと繋げていくことが必要だと感じています。消防士として現場の最前線で活動してきた

ことの経験と現場で感じた思いを基本としながら防災対策課では現場活動をしっかりと支

えるための計画の策定や仕組みの構築等発生した災害に対して被害を最小限に食い止める

対策、いわゆるソフト対策を充実させていく取組みを進めています。本日は南海トラフ巨

大地震に市民の方の命を守り、繋いでいくために香南市が進めているソフト対策において

私が最も大切と思っていることについてお話をさせていただきます。

私は今様々な場所で香南市の防災減災対策についてお話をさせていただく機会がありま

す。その中でいつも伝えさせていただいている言葉があります。対象とさせたいただく方

によって言葉は少しずつ変えていますが、共通することは南海トラフ巨大地震発生時には

自らの命を守る行動を最優先とするということです。子供たちにはこのように伝えていま

す。自分の命を守ることは自分自身の夢を守ること。東日本大震災ではたくさんの子供た

ちが亡くなりました。自分自身の夢を守るためにも絶対に自らの命を守りなさい、そのた

めに南海トラフ巨大地震のことを正しく理解し、恐れることを学び、自分の判断、行動で

きる力を育むこと、助けられる人から助ける人になるということを具体的な事例などを通

して伝えています。地域の方にはこのように伝えています。自分の命を守ることは地域の



多くの命を守り、繋げること。東日本大震災では地域の守り手である消防団員や民生委員

の方が活動中に命を落としました。復旧、復興が遅れた地域の要因のひとつにはこうした

地域の守り手が多く犠牲になり、大きな力を失ったことがあります。地域の命をつないで

いくためにも特に地域の守り手になる方は絶対に命を落としてはいけません。今日は消防

団員の方がたくさん来てくださっていますが、消防団震災活動マニュアルに明記している

自らの命を最優先とした行動を取るこのことを絶対に守ってください。

５年前日本を襲った東日本大震災は私たちに改めて命や絆や仲間の大切さを教えてくれ

ました。当時、緊急消防援助隊として被災地で活動した私はこの経験を語り継ぎ、心の繋

がりを中心とした防災、減災のあり方を伝え続けることが使命だと思っています。被災地

に入り想像を絶する被災地を目の当たりにしたときはその衝撃から言葉を失い、その場に

立ち尽くしました。活動中に感じた魚や機械油、ヘドロが入り混ざったようなにおい、突

き刺さる寒さ、亡くなられた人の姿、これらは報道されなかった被災地の現実でした。こ

の画像は車の中を捜索している状況です。派遣された岩手県大船渡市は沿岸地域の町です。

この地域では多くの方が避難途中の車の中で亡くなられていました。その要因として避難

経路が車で渋滞し、動きがまったく取れなくなってしまったことがあります。南海トラフ

巨大地震発生時の避難行動は原則歩行です。しかし、高齢者や体に障害を持たれてる方の

搬送には車が必要な場合もあります。地域で車での避難がどうしても必要な方を把握し、

その方が車で避難場所までたどり着けるためにはどのような対策を取っておけばいいか必

要な事前の対策を地域の中で話し合っておくことが必要なのかもしれません。

この画像は重機による捜索活動の状況です。黄金の７２時間、阪神淡路大震災をきっか

けに生まれた言葉ですが、この言葉は災害発生後７２時間を境に建物の下敷きになるなど

大ケガをした人間の生存率が大幅に低下することを意味したものです。助かる命であって

も人は７２時間を境に肉体的にも精神的にも生きる力をなくしていきます。災害時に自衛

隊、消防、警察がこの黄金の７２時間を特に重要視し、全力で捜索救助活動にあたるのは

このことからです。ただ、７２時間を境にして活動方針はこれまでの人命救助活動から人

命捜索活動に変わっていきます。これは生存率が低下していく状況下では行方不明になっ

ている方を一刻も早くご家族の元に届ける活動を最優先としていくからです。画像のよう

に重機を使用するのはそのためです。市長の話にもありましたが、阪神淡路大震災では地

震によって倒壊した建物から救出され生き延びることのできた人の約９割が家族や近所の

住民等によって救出されました。このことは既にみなさんご存じであると思います。

でも南海トラフ巨大地震ではどうでしょうか。南海トラフ巨大地震発生時は短時間で津

波が押し寄せます。家族や近所の住民等が救助活動を行うとすれば津波到達時間を考慮す

ることが必要となります。ただ、一度始めた救助活動を途中で止めることは心情的にも苦

しい判断になります。短時間で津波が押し寄せる地域では住宅の耐震化、家具の固定など

による地震の揺れから自らの命を守ることを事前の対策、備えとして自助、共助努力を進

めていくことが重要です。ひとりひとりが命を守ること最優先とする行動を取ってくださ

い。東日本大震災では過酷な状況でありましたが、被災地の方は懸命に前を向き、進もう

とされていました。その姿は私たちに力を与え、私たちに掛けてくださる言葉にはとても

大きな優しさと本当の強さがありました。被災地でのできごと、感じたことひとつひとつ

が私の心に今も強く残っています。



続いてこれは広島の土砂災害のボランティア活動を行ったときの画像になります。土石

流が押し寄せた場所では家屋が丸ごと流され、団子のように丸くなった車、崩れ落ちた直

径２、３ｍの大きな岩がごろごろと転がっていました。その光景を見たとき改めて、土石

流の恐ろしさを実感すると共にこの土砂災害に対する備えを確実に行っていくことも津波

の対策と同様に必要だと感じました。今、香南市では土砂災害危険箇所の災害調査を順次

行っています。これまで指定されていた箇所を再調査することにより、地震、風水害によ

る土砂災害の危険度を正しく把握するためです。また風水害等による避難勧告等の発令で

は高知県が提供する土砂災害危険度情報を元に地域をある程度絞った中で避難勧告等の発

令を行うこととしています。今後も土砂災害が発生する恐れがある区域を明らかにし、警

戒避難態勢の整備を図っていきます。

広島土砂災害では全国から集まった消防の仲間たちと被害が大きかった地域で家の中に

入った土砂や瓦礫などを取り除くお手伝いをさせていただきました。この画像は私たちが

次の現場に移動しているときに写したものですが、心が温かくなりました。同時に改めて

ボランティアの持つ力の大きさを感じました。この画像は熊本地震でボランティア活動を

させていただいたときのものです。倒壊した家屋に対してブルーシート張りをしていると

ころです。益城町は町全体がブルーシートの色で覆われていましたが、これらの多くが消

防職員を中心としたボランティアグループによって行われたということです。益城町、南

阿蘇町のボランティア窓口である社会福祉協議会は私たちのボランティアグループが持つ

知識や技術を早い段階から認知し、被災された方のニーズの中でも消防職員だからこそ可

能となる作業内容をマッチングさせ、適材適所の人災派遣を行っていました。大規模災害

時には震災直後から多くのボランティアが駆けつけてくれます。ただ、被災地の受援力が

弱いとその力をうまく活用することができません。香南市も現在、人的、物的資源を受け

入れ、活用するために受援計画の作成も進めています。計画の中では地域の自主防災組織

などの方々に地域が必要としているニーズを収集していただき、ボランティアの持つ知識

と技術をマッチングするコーディネート役をお願いすることも考えています。その際には

みなさまにもご意見をお聞かせいただけたらと思います。

私はブルーシート張りをしながら倒壊家屋の状況も確認しました。やはり、家屋被害は

建築基準法が改正された１９８０年以前に建築された古い木造家屋に集中していました。

倒壊した家の方にお話を聞くと九州では台風対策のため重い瓦を使う住宅が多いというこ

とでしたのでこの点も被害を拡大させた要因でした。このことは高知でも同じことが言え

ると思います。一方で震度７を２回観測した益城町では耐震基準がさらに強化された２０

００年以降に建てられたと見られる住宅の全壊も見られました。新耐震基準により設計さ

れたこの住宅は何とか前震の揺れには耐えました。しかし、ご覧のように本震の激しい揺

れには耐えきれず、倒壊してしまいました。同様のケースは多く見られました。建築基準

法の耐震基準は震度６強から７の揺れでも倒壊しない水準を求めてはいるものの強い揺れ

に２度襲われることは想定されていません。今後、耐震設計の考え方をどうすればよいの

かは大きな課題といえますが、現段階で私たちが言えることは地震には前震と本震があり、

新耐震基準の住宅であっても複数の揺れには耐えられない可能性が高いこと、１回目の地

震の揺れに耐えたからといって建物内での避難を続けるのではなく屋外に避難すること。

このことを市民の方にしっかりと広報し、理解していただくことが大切だと考えています。



活動していると倒壊、半壊、一部損壊している建物にはこのような表示がしてありまし

た。ご存じの方もいらっしゃると思いますがこれは応急危険度判定の結果です。応急危険

度判定とは余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、

住民の安全の確保を図るため建築物の被害状況を調査し、余震等によるの二次災害の発生

の危険の程度を専門家によって判定するものです。調査結果はこのような判定ステッカー

で見やすい場所に表示されます。注意が必要なのはこの応急危険度判定は建築物が安全に

使用できるか否かについて応急的に判定するものであり、建築物の資産価値的な面を調査

する罹災証明のための被害調査ではないということです。このことを憶えておいてくださ

い。この応急危険度判定については指定避難所など早期の判定が必要な施設もありますの

で今、建築士会との災害時の具体的な連携についても検討を進めているところです。また、

罹災証明の根拠となる被害認定調査についても一次調査、二次調査、そして発行に至るま

での流れや仕組みについても検討を進めているところです。今まさに鳥取地震が発生し、

被害認定調査が行われています。この被害認定調査の応援として香南市から現在派遣して

いる１名も含めてこれまで２名派遣しています。現在防災対策課の職員１名が鳥取で被害

認定調査を行っております。被災地でのノウハウや情報収集し、被災時における迅速確実

な罹災証明の発行に繋げていきたいと考えています。熊本地震のボランティア活動では倒

壊家屋やブロック塀の解体をすることで、地震の揺れによって倒れている家屋やブロック

塀がどのような作りになっているのかどのような倒れ方をしたのか知ることができまし

た。帰ってきて、改めて市内の様子を確認したとき、香南市では強い揺れで倒れるブロッ

ク塀がたくさんあることを感じています。市ではブロック塀等の安全対策に助成をしてい

ます。特に避難経路にある倒れそうなブロック塀は避難時の障害になることがありますの

で、地域で確認しておくことが必要です。該当するようなことがあればぜひご相談くださ

い。

広島土砂災害、熊本地震でのボランティア活動ではいずれも被災された方々が暖かい言

葉を掛けてくださいました。それがとても印象に残っています。活動したおうちではお昼

ご飯や休みなさいといってしょっちゅうジュースやお菓子を出してくれました。正直に言

うと作業がほとんど進みませんでした。でも、たくさんお話をする中で落ち込んでいたけ

ど癒やされたとおっしゃってくださいました。高知で地震があれば行くからねともおしゃ

ってくださいました。南海トラフ巨大地震発生時にボランティアの力は必要不可欠です。

私が災害ボランティア活動をさせていただくのはオールジャパンで支えあうことを現場で

確認することがとても大切だからです。

これは香南市が行っている防災減災対策です。防災減災対策には津波避難タワーの建設

や避難路の整備、建築物の耐震化など被害を出さないためのハード対策である被害抑止、

防災マップの配布や地域での防災訓練の実施、応援協定の締結など発生した被害を最小限

に食い止めるためのソフト対策である被害軽減があります。このハード、ソフト両輪の対

策がバランスよく回ってこそ初めて防災、減災対策が進んでいく、そのためにはその両輪

がうまくバランスよく回ることが必要不可欠です。しかしこれらの対策も有効に活用され

なければ何の意味も持ちません。津波避難タワーが建設されてもそこに逃げない防災マッ

プの存在を知らないなどということがないように活用されるための仕組みの構築、啓蒙活

動が必要です。



その中で私は南海トラフ巨大地震を始めとするあらゆる災害から大切な命を守り、繋げ

るために一番大切なのが地域の中に深い繋がり、絆を築いていくことだと思っています。

絆とは心に寄り添うことです。心に寄り添うことと聞くと難しいと思われるかもしれませ

ん。でも難しくはありません。おはよう、元気かね？そんな何気ない言葉が既に心に寄り

添っています。そんな何気ない会話、心に寄り添った声掛けを重ねていくことが地域の絆

を深くしてくれます。ＪＲ福知山線脱線事故の救出活動では救助隊員が声掛けをし、手を

握ることで負傷者の血圧が上がり、脈拍が強く触れるようになったというデータが残って

います。そこには同じ状況に消防隊員がいることの安心感と消防隊員が来たことにより助

かるという希望が持てたからだといえます。消防隊員ができる最初の医療とされるのがこ

の声掛けなのです。消防の例ではありましたが、このことは地域での声掛けによっても同

じことが言えるのではないでしょうか。高齢者の方の中には家具の固定などの対策や避難

することを諦めてしまう方が多くおられます。そんな時に一緒にやってみよう、私も逃げ

るき、みんなで一緒に逃げようかといった声掛けができれば少しずつ諦めの気持ちを助か

ろうという気持ちに変えることができるはずです。地域における支え合いの態勢作りを構

築する中で声掛けは必ず大きな意味を持つと私は思っています。子供たちへの防災学習で

は声掛けを必ず伝えています。そして子供たちには声掛けを含めた率先した行動を取るた

めの勇気を持つことを伝えています。君たちの行動が香南市を救う力になる、子供が変わ

れば親が変わる、親が変われば地域が変わるその出発点となる子供たちを中心とした防災

対策のあり方を私は今考え続けています。揺れが収まったら、迅速に津波から逃げるとい

う意識を持つこと確実に逃げるためにも家具の固定や住宅の耐震化をしていくこと、水や

食料の備蓄をしておくこと等といった備えは個人の意識もありますが、地域の絆を深める

ことでより一層積み重ねることができるはずです。

冒頭にも述べましたが、避難所の運営では災害そのもので命を落とす人が減少傾向にあ

る一方で避難生活により命を落とす人が多くなっていることを話しました。熊本地震での

死者は震災関連死が直接死を越えています。震災を生き抜き、命が助かった要配慮者とい

われる災害に弱いとされる方が避難のための繰返し移動の負担や医療の欠如により体調を

崩して亡くなりました。避難所肺炎やエコノミークラス症候群による関連死は避難生活の

質を向上させる観点での行動ができていれば防げた死であったはずです。避難生活を向上

させるための観点を持つということも地域の中での助け合い、支え合いの体制、絆が一番

大切です。香南市では避難生活での関連死を防ぎ、生活の質を向上させる観点を盛り込ん

だ避難所運営マニュアルの策定を進めています。現在、城山高校のマニュアルが完成し、

今年度中に赤岡小学校のマニュアルが完成する予定となっています。今後、すべての避難

所に対して地域にあった避難所運営マニュアルを作成していくことをしていますが、避難

所は地域の中での自立した運営が理想です。避難所運営マニュアルの作成にあたっては地

域の方々が中心となって進めていくことが大切ですので、作成の際にはご協力をよろしく

お願いいたします。

最後になりますが、皆さん、このスローガンをご存じだと思いますけれどもこれは「高

知県は、ひとつの大家族やき。」という広末涼子さんを起用したスローガンです。これは

元々は移住促進や観光客の誘致ということで作られたことであるのですけれども、この「高

知県は、ひとつの大家族やき。」という言葉は防災にもつながる言葉であると私は思って



います。絆、命、仲間ということを大事にしながらひとりひとりが一致団結して家族のよ

うにして災害に立ち向かっていく、このことができれば、防災減災対策はより一層進んで

いくと私は思います。私はこれからも子供たちを中心とした防災減災対策のあり方を考え、

そして消防士だからできること、そして防災対策家として今できることをひとつひとつ重

ねていきながら香南市の防災減災対策にひとつでも力になっていけるようにがんばってい

きたいと思っています。以上で私の話を終わります。ありがとうございました。

司 会 ： ご講演どうもありがとうございました。それでは、少しお時間がございます。

第１部を含め、何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。よろしい

でしょうか。

それでは、少しお時間が早いのですけれども終了させていただきます。皆様

の中に御来場の際にお配りさせていただきましたアンケートでございますけれ

ども、私どもの今後の業務の参考とさせていただきたいと考えておりますので、

お帰りの際に出入り口付近のアンケート回収ボックスに御投入下さいますよ

う、御協力のほど重ねてお願い申し上げます。

最後になりましたけれども、防衛省・自衛隊といたしましては、各種施策の

円滑かつ効果的な実施のためには、国民の皆様の御理解を得つつ、その期待と

信頼に応えることができるよう、全力を尽くしてまいる所存でございます。今

後とも皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。それでは、以上をもち

まして、本日の防衛セミナーを閉会いたしたいと思います。本日は、誠にあり

がとうございました。


