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熊本視察報告書 

熊本地震の被害状況と教訓・課題 

西原村仮設住宅にて 益城町テクノ仮設住宅にて 

崩落した阿蘇大橋前にて 全壊した家屋が残る益城町 
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熊本地震視察 

熊本地震の被災地を視察 

 2016年４月 14日と 16日に２度にわたって震度７の地震が熊本県を襲いました。熊 

本県内 17万５千世帯が影響を受け、その内約４割の家屋で半壊以上の被害がでました。 

死者は関連死を合わせて 143人（2016年 11月 30日現在）にのぼります。 

日本共産党横浜市会議員団は、11月 14日から 16日まで熊本県を訪れ、被災地の視

察をしました。 

 

【視察の目的】 

① 甚大な被害を受けた地域の実態把握（熊本市内・西原村・益城町・南阿蘇村） 

② 発災時の避難所の実際の運営方法 

③ 被災された方々の現在の要望の聞き取り 

④ これらを通して横浜市の「防災計画」の見直しを図る 

 

【視察スケジュール】 

11月 14日（月） 

11時～西原村仮設住宅及び西原村の現状視察・・・・・・・・・・・・・・・２頁 

 14時～熊本県庁危機管理防災課、地震発生時の対応について・・・・・・・・４頁 

 16時～現状の熊本市内の被害視察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７頁 

 17時～日本共産党熊本県会議員、熊本市会議員より被害状況、復興課題・・・８頁 

11月 15日（火） 

 ９時～益城町テクノ仮設団地視察及び高林秀明熊本学園大学教授より「住民自治に  

    よる避難所運営」についてレクチャー・・・・・・・・・・・・・・・11頁 

 13時～震源地、益城町の被害状況視察・・・・・・・・・・・・・・・・・・17頁 

11月 16日（木） 

 9時～南阿蘇村の被害状況視察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20頁 

 

【視察参加者】 

視察参加議員：大貫憲夫団長、岩崎ひろし副団長、あらき由美子副団長 

白井まさ子、古谷やすひこ、かわじ民夫、みわ智恵美、宇佐美さやか 

事務局員：足立信昭、柏木耕史、石母田大 

参加議員の調査報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22頁 
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１、西原村仮設住宅及び 

西原村の現状視察 

説明：日本共産党熊本県委員会 

松山邦夫氏 

    日本共産党西原村前村会議員 

田島敬一氏 

(１)熊本県内 858か所の避難所と 4,300

戸の仮設住宅 

マイクロバスで西原村の仮設住宅と現

状を視察しました。 

松山氏によると、震災後に熊本県内で

避難所は最大で 858か所設けられ、現在

も１か所が残っていて３人の方が暮らし

ています。仮設住宅は 4,300戸が準備さ

れ、近日中に全ての仮設住宅が入居でき

るようになります。また、本震後も震度

１以上の地震が 4,133回も続き、徐々に

ライフラインは回復していますが、南阿

蘇村など大規模な土砂の崩落があった地

域では 5,000世帯で断水が現在も続いて

いるとのことでした。 

（２）西原村の被害状況 

田島氏によると、西原村は人口約 7,0 

00人で、２回目の本震の被害が大きく、 

約 1,200世帯が全・半壊の被害に合い、

被害額は 2015年度の西原村の予算額 35

億円に対して 400億円にのぼるとのこと

です。復興計画を立てても、業者に支払

いができず、業者が別のところに移って

しまうなどの深刻な実態があるとのこと

でした。 

 

 

11月 14日（月） 

西原村の被害状況等を説明する田島氏 

熊本県内の被害状況等を説明する松山氏 

西原村の仮設住宅内＝プレハブ住宅 

西原村の被害状況等を説明する田島氏 

熊本空港から車で 15分のところにある

西原村の仮設住宅 
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（３）県内で最初に建設された西原村仮 

設住宅 

西原村の仮設住宅は、震災２か月後の

2016年６月に建てられました。 

県内の仮設住宅の中で、最も早く建設

された仮設住宅で、302戸あり、その内

50戸が木造です。木造仮設住宅には高齢

者や比較的体の弱い方が優先的に入って

います。仮設住宅の用地は、総合運動公

園建設計画として村が用地取得をしてい

たところでした。いち早く仮設住宅の建

設着手が進んだのもそのためだったと話

していました。 

住宅の床下は風が通りやすい工夫がさ

れ、給湯器は追い炊き機能がついている

など一定の生活環境の水準は維持されて

いるようです。しかし、談話室に車椅子

用としてつけられたスロープは、入り口

で車椅子が引っかかってしまうなどの不

具合もあったとのことでした。 

（４）住民要求の実現 

日本共産党として取り組んだ仮設住宅

内の実態調査アンケートでは、郵便ポス

トの設置を要望する声が多く寄せられま

した。住民と一緒に、役場を通じて郵便 

局へ申請し、ポスト設置が実現しました。 

仮設住宅には農作業を終えた際に靴な

どを洗う水場がなく、雨水を利用した水 

場を住民自身で設置した話を伺いました。 

（５）仮設住宅内のリーダー不足が課題 

仮設住宅の課題について、田島氏は、

コミュニティーの形成の問題をあげまし

た。仮設住宅内に談話室等が作られてい

ることは、東日本大震災などの仮設住宅

課題の教訓が生かされています。しか

西原村の仮設住宅内＝木造住宅 

仮設住宅地に設置された集会所 

仮設住宅の住民に、暮らしぶりの聞き取

りをする市議団① 

車椅子用スロープが設置された談話室 
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し、集会所の鍵を管理する人が仮設住宅

内にいないため、常に鍵が閉まっている

状態で、使用時に都度、村役場の職員が

鍵を持ってこなければ使えないそうで

す。田島氏は、仮設住宅のコミュニティ

ー内でリーダーをつくることが必要だと

話しました。 

西原村の仮設住宅で、震災後に半年間

避難所生活を送ったあとに仮設住宅に移

ってきた方に、生活の中で不自由してい

ることや、発災時の体験などを伺いまし

た。「不自由と言えば不自由だが避難所

に比べれば良い所」と話されました。 

（６）ブルーシートがかけられたままの 

多くの屋根 

西原村の仮設住宅を視察した後、西原

村の現状を視察しました。倒壊した家屋

の解体が進み、さら地になっている所も

多いのですが、屋根が落ちたままの家や

ブルーシートがかかっている家も多く残

されていました。田島氏によると、倒壊

を免れた家屋でわずかな世帯が暮らして

いるが、夜は暗く人も少ないので、とて

もさびしいという声があるとのことでし

た。 

 

２、地震発生時の対応について 

説明：熊本県危機管理防災企画監 

有浦隆氏 

（１） 熊本地震の教訓 

有浦氏は、震災後に災害対応が良かっ

た自治体と悪かった自治体があり、その

違いは、その自治体に防災知識をもった

リーダーがいるかどうか、日々の防災訓

練を首長レベルで本気で取り組んでいた

ブルーシートの屋根が残る西原村 

さら地は全壊家屋が片付けられた所。もと

は沢山の家屋があった＝西原村 

仮設住宅の住民に、暮らしぶりの聞き取

りをする市議団② 

防災システムについて有浦氏から説明を

受ける党市議団＝熊本県庁 
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かどうかだったと述べました。その上で

熊本地震対応の教訓として、次のことを

あげました。 

① 指示する人を１人として指揮系統を

明確にすること。 

② 被害状況や救助活動等の行動を地図

上に落とし込んで状況を一目で把握

できる危機管理室のオペレーション

システムの確立。 

③ 人事異動で他の部署に行っていた元

職員を復帰させる制度（転出者復帰

制度）の活用。 

④ 異動してきたばかりの不慣れな職員

が迷わず業務を処理できるように、 

初任者用資材を作成・使用したこと。 

⑤ ホワイトボードを活用して危機管理

室に入ってくる情報を時系列で記録

していく「クロノロジー」型の情報

共有の確立。 

（２）熊本地震で見えてきた改善点 

改善点としては、熊本では市町村単位 

が日頃から災害発生後における行政関係

の事務訓練をやっていなかったことをあ

げました。これは、現在も建物被害認定

をめぐって問題になっている罹災証明( 

※１)などの事前対策をしていなかったた

め、震災後に行政業務をめぐるトラブル

が起きたことです。具体的には、市町村

単位で、罹災証明発行のそもそもについ

ての知識をもっている職員が少なかった 

こと、他県から行政事務の支援が来たが、 

県ごとに罹災証明の申請基準等が異なっ

ていたため、うまく申請手続きが進まな

かったことです。 

次に、有賀氏は、国の「プッシュ型支 

「クロノロジー」型の情報共有について

説明する有浦氏＝熊本県庁 

被害状況を地図上で確認できるよう工夫

された指揮台 

緊急事態に備えて設備・整理された室内 

危機管理防災課の配置ついて有浦氏から

説明を受ける党市議団＝熊本県庁 
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援（※２）」を、｢セット・パック・リュ

ック方式」と「餅まき方式」に変えるべ

きだと述べました。 

｢セット・パック・リュック方式」と｢ 

餅まき方式」というのは、救援物資を国

が管理し、リュックサックに女性・子ど

もへの配慮した救援物資一式を詰め、避

難所ごとに一定数を配布するというもの

です。避難所にくる人々は、着の身着の

ままことも多く、救援物資を入れる物も

ないので、救援物資一式が入ったリュッ 

クを配布することが有効とのことでした。 

最後に、避難所位置の見直しと各避難

所の担当住民リーダーを決め、しっかり

とした避難所運営ができるよう日常的な

訓練を積み、自治会、自主防災組織その

ものの強化を図ることが大事だと話され

ました。 

（※１）罹災証明…災害の被害に遭われた

方の申請によって、住まいの家屋の被害状

況の調査を行い、その被害状況に応じて「 

全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等

を認定する 

（※２）プッシュ型支援…発災当初は、被

災地方自治体において正確な情報把握に時

間を要すること、民間供給能力が低下する

こと等から、被災地方自治体のみでは、必

要な物資量を迅速に調達することは困難と

想定されます。このため、国が被災府県か

らの具体的な要請を待たないで、避難所避

難者への支援を中心に必要不可欠と見込ま

れる物資を調達し、被災地に物資を緊急輸 

送しており、これをプッシュ型支援と呼ん 

でいます。（内閣府 HPより） 

 

時系列に示されている災害時の対応表＝

熊本県庁 

国のプッシュ型支援で届いた物資   

出展：Yahooニュース（朝日デジタル） 

レクチャーを受ける党市議団 

書類で確認できるよう各机に設置された

トレイ。ピンクが未確認書類受け 
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３、現状の熊本市内の被害状況 

説明：日本共産党熊本市会議員 

那須円（なすまどか）氏 

那須議員の案内で、液状化被害が集中

している熊本市内陸部（南区）を視察し

ました。 

（１）液状化被害…約 60cm沈み込んだ

電柱 

液状化によって電柱が約 60㎝も沈み

こんでいる所や、建物が土台から傾いて

いるところは、歩道も隆起・陥没した所

がありました。 

那須議員は、この被害は長さ約５km、

最大幅 100ｍの細長い範囲、わたって現

れていて、かつて川が流れていたところ

を埋め立てた場所ではないかと話しまし

た。 

（２）液状化被害の修復は特殊で困難   

液状化の対策としては、地下にたまっ

ている水を抜く方法がありますが、水を

抜くことで地盤沈下が起きる恐れがある

ので、なかなか難しいとのことです。 

今回の地震によって傾いた家等の修復 

には、土台のジャッキ上げが必要ですが、 

これもやってみないと成功するかどう

か分からず、再度、揺れがあるとまた傾

いてしまう恐れがあるそうです。 

那須氏は、液状化の被害は、特殊な困

難を抱える問題だと改めて実感したと話

しました。 

 

 

 

 

 

液状化被害の説明をする那須市議＝熊本

市南区 

液状化によって傾いた家＝熊本市南区、 

液状化によって沈み込んだ電柱＝熊本市

南区 

川があったかのように広がる液状化被害

（スライド提供那須氏） 
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４、被害状況、復興課題 

説明：日本共産党熊本県会議員 

   山本伸祐氏 

  ：日本共産党熊本市会議員 

那須円（なすまどか）氏 

（１）不幸中の幸いがいくつも 

那須氏は、今回の地震は「不幸中の幸

いがいくつもあった」と話します。１つ

は発災の時間が深夜だったことです。大

型ショッピングセンターなどでは天井が

落ちたところもありましたが、来客がな

い時間帯だったため被害が少なかったこ

と、火を使っていたところも少なく、大 

規模な火災が起きなかったことなどです。 

（２）食事など避難所の改善が課題 

那須氏は、自身も避難所生活を送った

経験から、発災後の１～２ヶ月は、避難

所の改善が大きな課題だったとふり返り

ました。 

那須氏が避難した小学校は、校庭が車

で埋め尽くされ(スライド１）、最初は避

難先の体育館にエアコンも間仕切りもな

く、毛布が１枚しか支給されなかったた

め、とても生活できる場ではありません

でした。食事が国のプッシュ型支援で届 

いていたのは良かったが、朝は菓子パン、 

昼はおにぎりと缶詰、夜はカップラー

メンとおにぎり（スライド２）というサ

イクルだったため、１か月続く頃には食

事が苦痛に感じる人もいたということで

した。５月末になって、ようやく食事が

改善され、１食分は野菜が入った弁当に 

なった(スライド３、４)とのことでした。 

食事改善とともに、間仕切りやエアコ

ンも整備され、最低限、人が生活できる 

那須市議と山本県議にレクチャーを受け

る市議団＝日本共産党熊本県委員会にて 

那須市議スライド１ 

那須市議スライド２ 

那須市議スライド３ 
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環境が整いました。 

（３）避難所における市職員の課題 

管理職以外の市職員は、防災服が支給 

されておらず、避難所に配置された職

員はネームプレートだけだったため、誰

が市職員か避難者が見分けづらい状況で

した。また、男性職員には相談しにくい

女性避難者も多かったため、配置職員の

男女比も、課題でした。 

（４）水の確保も深刻な課題 

給水車は多く出動していましたが、11 

万人にのぼる避難者全員には行き届かず、 

２～３日水を飲むのを我慢した人もいま

した。那須氏は、避難していた小学校に

は、常に新しい水を溜めておける貯水機

能付きの給水管が整備されていたので、 

大変助かったと話していました。（スライ

ド５）。 

現在、熊本市では、この教訓から全て

の小学校に貯水機能付きの給水管の設置

を計画しているとのことです。 

（５）擁壁被災の問題も深刻 

約 1,500か所で起きた擁壁罹災も深刻

な問題です。（スライド６）斜面地などに

ある住宅で、家を直したくても隣接する

擁壁を直さないと危険な状況が続いてい

ます。擁壁罹災の救済メニューも、対象

の高さを６ｍから３ｍに引き下げるなど

の条件が緩和されましたが、崖下に公共

性のものがあるという条件は残るため救

済メニューから外れてしまうところもあ

るとのことでした。 

（６）市民の生活再建優先に 

熊本地震の被害総額は熊本市内で１兆

２千億円にのぼります。熊本市としてさ

那須市議スライド４ 

那須市議スライド５ 

那須市議スライド６ 

那須市議スライド７ 
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まざまな震災復興計画が打ち出されてい

ますが、その中に、市民生活に直結しな

い、いわゆる「箱物」が入り込んでしま

っています。（スライド７、８）建設費

が 298億円にのぼる MICE施設の国際会

議とコンサートホールです。日本共産党

熊本市議団としては、市民の生活再建に

こそお金を使えと訴えているとのことで

した。 

（７）ヘリがうるさくて防災無線が聞き

取れないことも 

県会議員の山本氏は、発災当時から地 

域を回り、住民の安否確認などを行って

いた時に、多くの報道ヘリが飛んでいて

時には防災無線などが聞こえなくなる事

態があったとふり返りました。 

（８）緊急時の行政と議会の連携に課題 

地域を回る中で、住民から、毛布が足

りない、公民館を緊急避難所として一時

開放してほしいなどの声が寄せられまし

た。 

山本氏は、県庁は緊急対応に入ってい

て、要望をまとめた要請文を手渡す窓口

がなかったことなどから、緊急時の行政

と議会の連携が必要だと話しました。 

（９）防災無線の有無で差が出た 

防災無線の整備の有無で、情報共有に

違いが出ました。防災無線が整備されて

いた地域では給水車の到着情報などが流

れ、避難生活に活かされました。 

しかし、防災無線が無かったところで

はどうしたらいいのかわからず混乱した 

などの実態がありました。防災無線があ 

った地域は「平成の合併」前の町村です。 

 

 

 

 

 

 

那須市議スライド８ 

発災時をふり返る山本県議＝日本共産党

熊本県委員会 

発災後に多数飛んでいた報道ヘリ   

出展：バズプラスニュース 

熊本県熊本市南区飽田地域の防災無線 

出展：ボッチャン TV 
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（10）広域な防災センターではなく、地   

域組織の強化を 

山本氏は、今回の地震の教訓のひとつ

は、広域な防災センターではなく、地域

単位の組織強化が必要だということだと

述べました。 

都心部から離れた地域ほど、消防団な 

ど地域に根ざした組織が活躍しました。 

しかし、地域組織は避難所の対応で精

いっぱいとなり、避難所に行かない、行

かれない人など、取り残された人々への

対応は難しかったそうです。山本氏は、

発災後の初動は、避難所の開放ととも

に、地域全体をローラー作戦でくまなく

回るような安否確認の取組が必要だと感

じたと話しました。

 

 

５、「住民自治による避難所運営

と災害に強いまちづくり」 

説明：熊本学園大学福祉学部教授 

高林秀明氏 

15日の午前は、熊本空港近くの県下最 

大規模の益城町テクノ仮設住宅へ伺いま

した。この仮設住宅の戸数は 516戸にの

ぼります。 

仮設住宅内にある集会所をお借りして、 

高林秀明教授から、実際に地域避難所の

運営にリーダーとして携わった経験と教

訓について聞きました。 

高林教授は、阪神大震災の時に、兵庫

県社会福祉協議会の職員として仮設住宅

の聞き取り調査に携わり、40～60代前半 

の若い層に孤独死が多かったことから、

仮設住宅のあり方や復興について研究さ

れています。 

高林教授は今回の熊本地震で、自身が

被災として関った避難所運営について、

次のように話されました。 

（１）水を得るのに３時間並ぶ 

高林教授は、４月 16日午前１時過ぎ真 

夜中に起きた本震後、住んでいる地域 

にある尾ノ上小学校に家族４人で避難し 

11月 15日（火） 

仮設住宅内を視察する市議団＝益城町テ

クノ住宅内 

レクチャーする高林教授＝テクノ住宅、

集会所内 

高林教授スライド１ 
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ました。(スライド１、２）校庭も体育

館も避難者でいっぱいでした。翌朝、近

隣の公園で水の配給が始まり、家族４人

で 15ℓの水を受け取れましたが、水を受

け取るのに３時間近くかかり、最後に並

んでいた 100人程は水を受け取ることが

できず、ショックでひざを落とす人もい

たそうです。 

（２）５つの班による運営 

16日夜に体育館で、校長先生から避難

者にボランティアの呼びかけがあり、避

難所運営に関ることになりました。（スラ

イド３、４） 

17日にボランティアができる人を集

め、班を編成し、避難所運営組織を立ち

上げました。班は、全体の総務的な役割

を果たす「調整班」のほか、「食事班」

「雑用班(断水のためプールの水汲みな

ど）」｢女性班(授乳室の整備等)｣｢運動場

係り(校庭の車の整理）」の 5つです。 

高林教授は食事班の班長を務めました。 

（３）ほぼ全ての施設を使えることに 

校長先生の判断で、教室、家庭科室、

保健室などほぼ全ての施設を利用させて

もらえたことが、避難所運営の最大のポ

イントになりました。 

都市ガスは止まっていましたが、家庭 

科室はプロパンガスに対応していたので、 

直ぐにガスが使えました。また、７つの

調理台と洗い場、コンロがあり、鍋や包

丁などの調理道具も一式そろっていまし

た。保健室にはベットもありました。（ 

スライド５） 

（４）並ばないことをキーワードに 

水を得るのに長蛇の列を３時間近く並 

高林教授スライド２ 

高林教授スライド３ 

高林教授スライド４ 

高林教授スライド５ 
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んだ経験から、その状況を変えないと、

避難者が体力的にも精神的にも疲弊して

しまうことがわかりました。それで、避

難者を教室ごとの班、体育館では 10班

の班に分け、班から世話人を出してもら

いました。世話人には各班の食事数を数

えてもらい、班員数名で食事を取りに来

てもらいました。並ぶことなく食事が行

き渡るようになりました。校庭で車中泊

をしていた避難者へも、食事や物資の配

布を行いました。避難所から朝早く出勤

する人には、門前でおにぎりを渡しまし

た。（スライド６） 

（５）手づくりの食事が避難所を温かく 

避難者が元気になることが、その後の

避難所運営や復興に影響を与えると考

え、18日午後から温かい手作りの食事

を作ろうと、家庭科室を使った炊き出し

を開始しました。（スライド７、８） 

米などの食材は、交流のあった農家に

届けてもらったり、近所で営業を再開し

たスーパーなどから購入しました。 

1,000人近い人の米を炊くことが課題

でしたが、隣接した公園に駐留していた

自衛隊の災害救助部隊に協力を依頼し、

部隊が持っていた１度に 500人分の米を

炊ける車両で米を炊いてもらいました。

（スライド９） 

温かい食事は、避難所の雰囲気も人間

関係をも温かくしました。高林教授は、

食が、避難者ひとり一人の心身の健康と 

体力・免疫力の維持につながったのでは 

ないかと語りました。 

（６）多忙を極めた救護班 

救護班は保健室を拠点にし、避難者の 

高林教授スライド６ 

高林教授スライド７＝避難所でつくられ

た炊き出し食 

高林教授からレクチャーを受ける市議団 

高林教授スライド８＝避難所の炊き出し

風景 
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中にいた看護師さんにリーダーになって

もらい、近隣の医師、養護教員にも協力

してもらいました。避難者の中には、前

日まで入院していた人や、医療的なケア

が必要な人もいました。その人の抱えて

いる健康面の問題を把握することから始

めなくてはならず、医療班の活動は多忙

を極めました。リーダーの看護師さんは

休憩をとることもできず深夜まで対応を 

迫られました。最初の一週間はまさに「 

修羅場」でした。 

このような実態を踏まえると、行政職

員が毎日交代で避難所に派遣されたよう

に、医療スタッフも同じように派遣され

ることが必要だと考えられました。この

点は非常に重要な教訓です。 

避難所にはさまざまな疾病を持つ人、

車椅子を利用している高齢者、盲導犬を

連れた視覚障害者、精神疾患のある方も

いました。そうした方々には、障害ごと

に一つの教室を利用してもらうよう配慮

しました。（スライド 10）     

（７）被災者は全住民、避難所を地域の  

拠点に 

避難所の物資は、本震から数日間は不

足しましたが、1週間を過ぎた頃から十

分に足りるようになりました。避難所に

来ていない地域の被災者をサポートしよ

うと、避難所に集まってきた物資や食事

のうち、余裕のある分をそういう人たち

に配りました。（スライド 11）物資を持

っていくと喜んで受け取ってもらえまし

た。コミュニケーションも進み、被災者

の現状や困りごとをつかむことができま

高林教授スライド９ 

スライドを使って説明する高林教授＝テ

クノ仮設住宅内の集会所にて 

高林教授スライド 10 

高林教授スライド 11 
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した。避難所にきている人だけが被災者

ではなく、全住民が被災者です。避難所 

が地域の拠点になるように心がけました。 

（８）ボランティアセンターを設置 

尾ノ上小学校の避難所ではボランティ

アセンターを設置して、４月 26日から

２週間にわたって、要望のある世帯に対

してボランティア派遣を行いました。支

援対象は、避難所に避難している人と地

域にいる被災者です。ボランティアは、

熊本市災害ボランティアセンターから、 

派遣してもらいました。(スライド 12、

13) 

地域の要望を掘り起こすため、社会福

祉協議会の会長、町内会長、民生児童委

員に依頼して、住民要望を集めて届けて

もらいました。要望が高かったのは、①

敷地内の片付け、②室内の片付けやごみ

出し、③ブロック塀の解体、④その他で

す。ボランティア派遣の件数は多い時で

５日連続で１日で 10件を超えました。

ボランティアの人数は１日あたり 30人

～50人、15日間で延べ 348人にのぼり

ました。（スライド 14,15） 

（９）日ごろの自治活動の有無で避難運 

営に差が 

熊本学園大学内にも、避難所が設けら

れ、60人の障害者・高齢者が避難しまし

た。学生たちもボランティア活動を随分

行いました。かなり良い方向で避難所が

運営されていたと思われました。 

避難者 60人のうち、半数は、障害者

自身が集団の力で自立して生活をしてい

こうという運動を行っている「ヒューマ

ンネットワーク」に所属して、活動して

高林教授スライド 14 

高林教授スライド 15 

高林教授スライド 13 

高林教授スライド 12＝熊本テレビで紹

介された尾ノ上小学校ボランティアセン

ターの取り組み 
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おり、以前から熊本学園大学との交流が

あり、人間関係ができていました。高林

教授は、「そこに自治があった」と言っ

てますが、それが避難所運営に大きな影 

響を与えた、60人全てが見ず知らずだっ 

たらもっと困難があったと思うと語って

いました。 

住民組織が作れず自治活動がなかった

地域の避難所では、毎回の食事配給に数

時間並ぶなど過酷な状況もあり、避難者

は心身ともに疲弊しました。また、障害

者や高齢者、乳幼児連れの家族が入れな 

い避難所もありました。そういう所では、 

結果的に車中泊や在宅避難、地域外へ 

の避難が多くなりました。(スライド 16) 

厳しい避難生活がその後の健康に影響

しました。熊本地震の関連死が直接死を

上回ったことにも繋がっていると思いま

す。（スライド 17、18） 

（10）避難所から移った後の問題 

避難者の一部は、避難所から仮設住宅

や、仮設住宅の建設を待たずに入ること

ができる既存のアパート等を使った「み

なし仮設」に移りましたが、それらの人

たちへの支援が遅れて、健康問題や生活

困窮、孤立などの問題が生じています。

熊本市内の「みなし仮設」では、死後１

週間ほどで発見された孤独死も起きてし

まいました。（スライド 19） 

（11）住民自治こそ復興の教訓 

今回の経験から、住民自治があってこ

そ自分たちの生命と生活、人権を守るこ

とができることを痛感したと話されまし

た。生命の危機に直面したとき、お互い

に助け合うことで、人間らしい営みと喜

高林教授スライド 16 

高林教授スライド 19 

高林教授スライド 17 

高林教授スライド 18 
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びの中で、ひとり一人が主体性を取り戻

すことができるのではないかと思われま

す。そういった観点から、熊本の復興の

中心を大型開発ではなく、住民自治の創

造と発展に位置づけることが大切だと考

えているとのことでした。 

 

６、仮設住宅の住民の方と懇談 

その後、仮設住宅内の集会所でボラン

ティアが運営するカフェの様子を見学し

ました。 

カフェを利用していた仮設住宅に住む

女性の話では、建てた業者によって仮設

住宅に違いがあり、例えば、玄関前の足

台に滑り止めがあったりなかったりする

とのことです。 

高齢者にとっては、滑り止めがないと

踏ん張れないので危ないし、場合によっ

て命に関わるので、何とかしてほしいと

いう要望でした。 

 

７、震源地、益城町の被害状況  

説明：日本共産党益城町前町会議員 

甲斐康之氏 

（１）町全体が１m下がった 

益城町は、震度７の地震に２度にわた

って襲われた、熊本地震の震源地です甲

斐氏は町全体が 1ｍ下がったため、川を

みると水位が上がったように感じると話

しました。 

発災直後は、崩れた家屋が道路をふさ

いで、車両が通れなくなったため、道路

の復旧が最優先で進められました。しか

し、地盤沈下で道路がマンホールごとに

上下に動き、道路脇には積み上げられた 

 

 

 

 

仮設住宅内の集会所で開催されているボ

ランティアカフェを視察する党市議団＝

テクノ仮設住宅 

仮設住宅の住民から聞き取りをする市議団

＝テクノ仮設住宅 

益城町の被害状況を説明する甲斐氏  

＝益城町 

地盤沈下で沈み込んだ橋＝益城町 
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瓦礫の山や、全壊した家屋が手付かずの

まま残されていました。倒壊した家屋の

解体作業は順次進められていますが、分

別作業に手がかかり、１つの家の解体に

約２週間かかるとのことです。 

（２）９割の世帯で被害 

益城町では９割の世帯が被害に合い、 

罹災証明の割合は、全壊・大規模半壊が 

４割、半壊が２割、一部損壊４割です。 

その後、断層のずれがはっきりと見て 

取れる農地や益城町役場を見学しました。 

益城町役場は被害が大きく、建物内で

の行政作業ができないため、臨時のプレ

ハブの建物と隣接する公民館を使用して

いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別された瓦礫（上写真）、全壊した家

屋の解体・分別作業（下写真）＝益城町 

１階部分がつぶれたままの家屋＝益城町 

全壊した家屋＝益城町 
倒壊の状況を説明をする甲斐氏 

道路脇には瓦礫の山＝益城町 
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断層によってずれたあぜ道＝益城町近郊 

沈み込んだ電柱＝益城町 

道路わきに残されている全壊家屋＝益城町 

断層の調査をする市議団＝益城町近郊 

被害が残り立ち入り禁止の益城町役場 

発災時は倒壊した家屋でふさがれていた

道路＝益城町 

動いた断層に沿って隆起した箇所＝益城

町内にある保育園の庭 

隣接する仮設プレハブに庁舎機能が移さ

れた＝益城町役場 
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８、南阿蘇村の被害状況視察 

説明：日本共産党南阿蘇村前村会議員 

立石武博氏 

（１）完全に崩落した阿蘇大橋 

阿蘇大橋は、国道 57号から分岐し南

阿蘇村・高森町へ至る、国道 325号バイ

パスの一部として 1971年に開通した橋

です。 

橋長 205.96ｍ、幅員は 8ｍ、下を流れ 

る黒川の谷底からは 76ｍの高さでした。 

２度目の本震時に背後にある山で長さ約

700ｍ、幅約 200ｍにわたる大規模な土砂 

崩れが発生し、完全に崩落してしまいま

した。国土交通省は 2016年７月５日に

元の場所から 600ｍ下流に橋を架け直す

と発表しましたが、本格着工するまでは

数年程度かかる見通しです。 

（２）盛り土は鉄筋コンクリート住宅で

も甚大な被害 

 大手企業が開発した別荘地も甚大な被

害を受けました。特に、盛り土の上に建

てられた家屋の被害が激しく、鉄筋コン

クリートの家屋が崩れた盛り土を転がる

ように倒壊していました。立石氏は、今

後、どう復旧していくのか、本当に大変

な課題ですと話しました。 

（３）まさか活断層がここまで延びてい

たとは  

立石氏は「まさかここ（阿蘇山）まで

活断層がのびているとは思っていなかっ

た」と話しました。 

阿蘇大橋が崩落した土砂崩れで、車を

運転中の大学生一人が行方不明になり、

11月 16日（水） 

南阿蘇村の被害を説明する立石氏 

上空からみた崩落した阿蘇大橋付近 

崩落した阿蘇大橋前で説明を受ける市議団 

土台からずり落ちた家屋＝南阿蘇村 
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後日谷底を流れる黒川で遺体が発見され

ました。阿蘇大橋の付近には東海大学の

学生アパートが建っていましたが、多く

が倒壊し、建物の下敷きになった３人が

尊い命を落としました。 

立石氏は、「阿蘇は水が豊富な地域で

すが震災後断水が、今でも続いているほ

か、鉄道も１部がまだ不通のままになっ

ている、復興はまだまだこれからです」

と話しました。 

その後、南阿蘇地域を一周して被害状

況を確認し、久石地域にある「あそ望の

郷」にて視察を終えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛り土ごと落ちた家屋＝南阿蘇村 

波打つ駐車場＝南阿蘇村 

１階がつぶれた学生アパート＝南阿蘇村 

視察する党市議団＝南阿蘇村 

断層後がはっきりわかる山肌＝南阿蘇村 
熊本地震の復興に向けて県が作成したシン

ボルマーク＝熊本県提供 
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大貫憲夫団長（青葉区選出） 

日本共産党市議団は 11月 14日から３日間、熊本に視察に行ってきました。２度に

わたって最大震度７の激震が襲った熊本地震から半年経て、さまざまな知見や教訓が

整理された時点での調査です。 

熊本県の発表によると、10月 20日現在、直接死 50人、関連死 66人となっていま

す。私は、発災後の過酷な生活等による関連死が地震での直接死を上回ったことに着

目して調査しました。特に、避難所と仮設住宅の運営、さらにはみなし仮設住宅(民

間の借り上げ住宅)での孤独死などの問題です。 

熊本地震における避難所と避難者数は、発災直後 4月 15日に 505か所、44,449人、 

17日には 855か所、183,882人に達しています。その後、ライフラインの復旧等に伴

って減少しています。特に、発災後２週間での避難所運営にどれだけ手厚い人的対応

ができるかが重要であることがわかりました。人的対応では、当該自治体職員、避難

者の中からのリーダー的役割を発揮できる人たちや、医師、看護師や保育士などさま 

ざまな能力のある人たちを探し出し、どれだけ組織できるかが鍵です。そのためには、 

避難所での統括責任者の組織者としての訓練、パニック状態になる発災後数日間に着

目した実践的な自治体職員と地域自治会との訓練の強化が必要であることです。これ

までの、防災訓練と同様に行うことが求められるということです。熊本では、災害・

減災対策といえば、風水害が中心で被害が局地的であることが多く、今回のような地

震という広域的な被害そのものを、住民も行政もまったくといっていいほど想定して

いなかったようです。そのため、多くの避難所で長期にわたってパニック状況が続き

ました。 

その中で、さまざまな教訓を作り出した熊本市東区の尾ノ上小学校での避難所運営

を今回、学ぶことができました。４月 16日の本震から２・３日後には 1,300人を超

えた同避難所の運営リーダーとしてボランティア活動した、熊本学園大学高林秀明教

授のレクチャーを受けました。 

避難所運営においては、結論的にいえば、住民自治こそが住民のいのちと暮らし、

人権を守る決定的な要です。高林教授が活動した尾ノ上小学校の避難所の運営は、見

事なものでした。リーダーとなった方々の日ごろからの地域での自治会活動、その組

織的動きと経験、人のつながりを通じて住民組織がつくられたかどうかが避難所の運

営の良し悪しを決めました。 

ひるがえって巨大都市横浜での発災後の避難所運営を考えたとき、さらに多くの役

割が避難所に求められます。熊本でも避難所に入れない住民への対応が大きな問題で

した。尾ノ上小学校避難所は住民自治が機能し、避難所内の運営と共に同避難所から

参加議員の調査報告 
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地域にその活動を広げ、避難所にさまざまな理由で入れない地域住民に食糧や情報を

届けています。さらに全国各地からのボランティアと援助が必要な住民との取りまと

めをするボランティアセンターを設置し、機能させました。この経験を横浜で生かす

ことが重要です。避難所を避難所としての機能だけに固定化せず、避難所に入れない

住民のための地域の支援拠点としても位置づけることです。そして、その位置づけに

見合った備品や食糧、そして、ボランティアセンター運営の訓練が必要です。 

今回の視察では、ブルーシートの屋根の下や、仮設住宅、コミュニティと遮断され

孤立している「みなし仮設住宅」に住まわれている住民のみなさんの声を十分に聞く

ことができませんでした。今後は、避難所生活をされた方々も含め、熊本地震の被災

者の目線でのしっかりとした聞き取り調査など徹底した調査が当該自治体や国の責任

でされることを、今回の大災害の教訓を引き出すためにも期待します。同時に、今回

の視察で学んださまざまなことを横浜の防災・減災の対策に役立たせることが私達の

責務です。 

 

岩崎ひろし副団長（戸塚区選出） 

はじめに、視察に当たって、私自身の次の問題意識、以下の３つの視点で、首都直

下地震への「備え」に対する知見を得る。 

①直下地震震源域における被害の状況を直接見聞する。 

②その時（発災）に遭遇時の対処及び避難行動のリアルな実態を知ること。 

③避難所の状況とそこからの教訓を学ぶこと。 

今回、熊本地震被災地に行ったことで、私自身は、阪神淡路大震災、長野白馬村の

３つの直下型地震被災地の実態を知ることができた。 

熊本（市中心部の一部を除けば）も、白馬も、人口密度が低く、大半の区域は住宅

のない（人が住んでいない）区域であった。 

横浜は、現地とは全く違って人口密度の高いところばかりである。 

現場の実態を視察しながら、横浜を直下地震が襲った時を想像してみて、背筋が寒

くなった。 

熊本地震被災地の視察から学んだことを、横浜に置き換えて活かしていくことの責

任を痛感した。 

３日間の視察を充実した日程で準備していただいた、熊本県党組織に深謝する。

（１）震源域・布田川断層帯の被害の特徴 

・断層の横ずれによる地震であったこと。 

田んぼのあぜ道がクランク状にズレた現象が露頭。 

川の護岸とＵ字排水管が同様に破壊。 

高速道路橋梁の土台が法面（のり面）とともに破断。 
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・震源域の深さがごく浅く 11km程度。垂直方向の大きな衝撃が発生。 

直下型地震特有の上下動の衝撃による建物の倒壊。瓦の大半が屋根に残っていた

のがそれを物語っている。地表面に変動、破壊がおよび、隆起、沈下・陥没、液 

状化による地盤変動・破壊による建物倒壊や傾き等が発生したこと。益城町では、 

倒壊・一部破損など 9割の建物が破損。震源域となった断層帯直上は被害甚大。

ほぼ同様の建物被害が帯状に出現。 

（２）「備え」について･･･熊本は不意を突かれた。（備えの中心は大雨、台風） 

「大地震はどこでも発生する」「日本は地震大国」を大前提として覚悟する。 

「地震、雷、火事、おやじ（大山風・台風）」、「三十六計逃げるに如かず（逃げる

が勝ち）」など、古来からいろいろ対処法は言われている。 

沖縄・九州地方で、台風に備えないまちづくり、家づくりはあり得ない。 

全国どこでも、「大地震は必ず来る」ことを前提にしたまちづくり、家づくりの文

化を醸成する必要がある。 

大地震に備えたまちづくり、人づくりが不可欠である。・・啓発、訓練、教育の重

要性。 

（３）防災計画・対策に「発災時の対処方法」を、全市民に周知・徹底する。 

（４）避難行動・避難所開設等 

・各地域の学校、地区センター、ケアプラザ、コミュニティハウス、体育館、集会

所等々、さらに町内会館等を含め、全ての公共的施設、避難行動時の時に避難所

（一時避難所も）としての役割を負っていることを徹底する。 

・公共・公的施設の責任者（学校長、館長、所長など）は、緊急事態の際には、そ

の施設を災害時運用の責任者であることを日頃から認識させておくこと。 

責任者が機能できるように研修を制度化する必要がある。 

（５）避難生活から生活再建・復興までの対応 

・日頃コミュニティー活動をつうじて地域の実態を熟知している町内会・自治会の

役割を大いに発揮してもらう。 

 

あらき由美子副団長（南区選出）  

今回、共産党市会議員団で熊本を視察し、現地の住民や議員などから聞き取りをし、 

感じたことや横浜市に生かすべきことなどについて記述します。 

建物被害等については、熊本市南区西原村、益城町、南阿蘇村に行き、建物被害の

実態を見た中で、益城町と南阿蘇村の倒壊がひどかったのは、想像以上でした。この

2つの地域での住宅の壊滅的な倒壊が多い要因として考えられるのは、地盤そのもの

が数十 cmから数ｍも動いたこと、阿蘇山の麓にあることから伏流水があるため余計

に地盤が緩い、という地質的な問題があるということです。さらに大変なのは、この
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地域に家を再建するというのは、地盤の面からも大変厳しいということが、地元の議

員や居住している方たちからの聞き取りでわかりました。  

避難所運営については、熊本学園大学の高林教授が自ら被災者となり、尾ノ上小学

校で避難所生活をしながら、そこでボランティアとして避難所運営に携わった経験を

お聞きし、避難所運営について大事なことを学びました。まずは、お互いのコミュニ

ケーション能力を高められるような雰囲気を作ること、そして調理室や保健室など、

学校施設の使えるものは学校長の許可を得てできるだけ目的別に使えるようにし、避

難者の中から応援や手伝ってくれる人を増やしていくことでお互いを理解し合えるよ

うになると。 

私の住んでいる 406戸の団地に置き換えて考えると、集会所で避難所を開設した際、 

自治会と管理組合とがあるので、どちらがどういう役割分担をするのかルールを決め

ておかないと機能しないだけでなく、指示する人が多くなって住民に対して混乱をき

たすだけだと率直に思いました。また、私は消防団員でもあるので、地域の災害弱者

や要援護者などへの支援について、区や消防署と確認して連携できる体制を今から構

築しておきたいと思いました。 

防災面での取り組みについては、最大震度７という大地震が２回も起きるというこ

とがこれまで想定されていないなかで、現実に起きたわけですから、耐震基準そのも

のの見直しとともに、横浜市南区に多い崖地の対応と木造住宅の密集地域への対策は 

市が目標としていることを一刻も早く前倒して達成することが必要不可欠です。また、 

つぶれない・燃えない家と共に、下敷きにならないように家具を固定することは、す

ぐにできる対応なので、この点をさらに住民に強調したいと思います。 

阪神淡路大震災・東日本大震災・中越地震・鳥取地震と日本はどこでも大地震が起

きるということが想定されます。政府が被災後の住民の生活再建についてしっかりと

向き合い、希望が持てるようにすべきだと改めて感じました。 

指定管理者制度の問題として、体育館や運動公園などの公共施設の運営と職員につ

いては、公務員ではないので判断できないとか、参集の義務がないなどの問題がある

ことがわかりました。この点では、小学校給食調理員の委託も同様なので、見直しが

必要です。 

 

白井正子（港北選出） 

西原村の仮設住宅にお住いの方から生活の様子、熊本県庁の危機管理防災企画監か

ら発災時の指揮の様子、また、地元関係者から益城町の被災状況、南阿蘇村の被害状

況など説明いただきました。家屋倒壊を目の当たりにし、実際の避難所生活をお聞き

すると、あまりにも地震災害に対する私の認識が甘かったことにはっとさせられ、横

浜での発災を想定した準備をしっかりと考えていきたいと改めて思いました。 
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一番印象に残ったのは、熊本市東区の尾ノ上小学校の地域防災拠点に家族４人で避

難し、自ら拠点運営リーダーとして生活した経験を話された、熊本学園大学社会福祉

学部、高林秀明教授のお話です。「震度７が２回あり、その直接死が 50人・豪雨災害 

死５人・関連死 82人、合わせて 137人。（11月８日現在）さらに関連死が増え続ける 

ことは確実。その背景として、劣悪な避難所生活、長引く避難生活による負担やスト

レスが指摘されている。避難所に住民自治があってこそ自分たちの生命と生活を守る

ことができる」と。 

特に、医療について、｢避難所開設当初から、運営組織の救護班は、保健室を拠点

に、避難者であるボランティア看護師をリーダーに、近隣に住む医師と養護教諭が担

当し、校医と近隣に住む医師が毎日のように来校し、校内を巡回して対応し、校庭や 

近隣公園での車中泊の方にも血栓の有無を見ながら弾性ストッキングを提供した｣と。 

｢５日目に市民病院の医師・看護師や DMAT等の医療チームが次々と来たが、それ以 

前の最初の 1週間が修羅場だった。当初から行政職員は毎日交代で派遣されたように、 

医師・看護師も派遣される必要があった｣とのこと。 

横浜市での避難所の医療体制はどうなっているのか調べました。避難所となる小中

学校の拠点には、計画では、医師・看護師などで構成する医療救護隊が定期的な巡回

診療と必要に応じた巡回診療をすることになっており、本市医療局から実際に熊本の

被災地避難所へ派遣され経験を積んでいると聞いています。 

また、食事について、「都市ガスはストップ。運営組織の食事班がボランティアと

ともにプロパンの家庭科室を使い温かい食事を炊き出しして、拠点避難の人だけでな

く近隣にも配った」と。横浜市の拠点の準備状況は、当面の屋外での炊き出し用に、 

小学校拠点にはプロパンガス使用の釜が、中学校拠点には灯油使用の釜が備えてあり、 

それぞれ 600人分炊けることになっています。訓練マニュアルがあり、各拠点での

訓練も実施されています。横浜は大都市で、大勢の避難者が想定されるため、給食室

や家庭科室使用の想定があればより安心が得られると思います。 

港北区内で視察報告すると、避難所について関心が高いことがわかりました。準備 

・訓練を考え体験する「防災カフェ」に参加していきたいと思っています。 

 

古谷やすひこ（鶴見区選出） 

政令指定都市という人口が一定集中している熊本市周辺で甚大な被害が起こった熊

本地震。発災してから半年たった状況で現地が今どうなっているのか、また人口の多

い地域でも避難所や仮設住宅などがどう機能していたのか、を視察してきました。以

下、その視察を通じて感じたことや横浜市でも活かすことを中心に報告します。 

発災後、半年たった現地は…                           

被害の状況については、熊本の中心部でもまだブルーシートが見えたり、熊本城は 
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テレビなどで見る通り悲惨な状況のまま。市内のある所（南区の一部）では一帯が液 

状化して、電柱が沈んでいたり、建物の基礎が沈んで家が傾いていたりする所もあり、 

なかなか復旧が進まない様子。それも、全壊や半壊という診断であれば解体費用など

に公的費用が一定投じられるが、復旧が進んでいない所は、全壊・半壊より手前の「 

一部損壊」という診断を受けた所。一部損壊では、何の公的保証もないうえに、実際

には住めなくなっている所もあり、これでは復旧が進まないとして、義援金も不十分

ながら義援金が配分されることになったようです。 

震源地となった益城町は、「町全体が１ｍ下がった」といわれるほどすさまじい変

動があった所。町のあちらこちらで悲惨な状況がいまだそのままの所が多い状態でし

た。自宅に住めなくなった町民のために仮設住宅を用意するにしても、ここではあま

り使われていなかった工業団地の一角を使ってまとまった仮設住宅団地をつくりまし 

たが、横浜の場合はどうするのか？？ 仮設住宅はただ作ればいいというものでなく、 

元あったコミュニティをできるだけ壊さずに新たな仮設住宅でも再現していくことが

本当に大事です。そのための用地をどうするのか？？ 影響のなかったアパートなど

を借り上げてみなし仮設にすることもありますが、それではコミュニティーはバラバ

ラで、情報も届かなくなります。横浜市に置き換えた真剣な検討が求められます。 

熊本市内の地域災害拠点の運営の実際 

阪神淡路大震災や東日本大震災など、大きな震災を経て、各自治体は、さまざまな

災害時の準備がなされていますが、果たして実際の発災時に、想定した通りに機能す

るのか、これは大きな問題です。 

例えば、地域防災拠点の運営について熊本市でも当然運営マニュアルが存在します

が、実際にはその通りにはいかずその場にいる、リーダー的な役割を担う人の個々の

力量に左右されていた様子があったようです。その際に重要になるのが地域防災拠点

となっている施設の管理者の権限、学校であれば学校長がどういう決断をするのかで

拠点運営が左右されたようです。例えば、炊き出し一つとっても、給食室を使えるの

か、家庭科室を使えるのか、体育館だけでなく一般教室も含めて拠点として使えるの

か、どこまで使えるのかは施設管理者の裁量によるところがあり、その決断一つで、

防災拠点運営の質の向上において大きく違ってくるようです。 

また、地域防災拠点が地域の避難所の役割だけでなく、文字通り、その地域の「拠

点」となるような運営になっているのかという点です。とかく、避難所となると、避

難している人だけを対象にして情報や物資を提供・配分することがあったようです。 

しかし、本来であれば、地域坊災拠点は拠点内に逃げてきた人だけを対象にするの

ではなく、その拠点が対応する地域一帯の拠点の役割を果たすべきであり、避難所に 

来られない人はどういう状況になっているのか、自宅でいる人はどうなっているのか、 

物資は足りているのか、情報は届いているのか、地域全体に目配りをする役割を果た 
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すべきです。 

これを横浜市に置き換えてみると、一つの災害拠点で対応する人口があまりにも多

すぎてとても対応できないのではないかという懸念と、実際の発災時にそういう拠点

の役割を果たすことができるような実践的な訓練が不足しているように感じました。 

あらためて今回得た知見で、本市の災害時の対応について見直してみたいと思います。 

 

かわじ民夫（旭区選出） 

震度７の大地震が連続２回も発生し、自然の破壊力、甚大な被害の実態を目の当た

りにした。熊本城の崩れた石垣、南阿蘇の山の崩れ、阿蘇大橋の崩落現場、益城町全 

体の地盤沈下、活断層の影響による地表のずれた現象…等々、深刻な状況に絶句した。 

一刻も早く、被災地の復旧・復興と生活再建のため、国・県等行政の支援をはじめ、

私たちも一緒に思いを重ねたい。 

何としても大きな教訓にしたいのは、熊本市東区の尾ノ上小学校で避難所運営のリ

ーダーとして活動された高林秀明氏（熊本学園大学教授）の実践に基づく話と地域の

人の発言だった。日常生活においてはもちろんのこと、発災時の｢食事｣のあり方は、

避難所やその周辺地域に大きな影響を与える。避難所の運営を避難者みんなが協力し

合い、明るく楽しく過ごせたとのこと。 

高林氏が優れたリーダーだったことに加え、尾ノ上小学校周辺の地域・町内会活動

が大きく作用したことだ。一般的に避難所の避難者は、提供される水や食糧を求めて

長蛇の列で２～３時間も並ぶ、時には最後列者は食料にありつけないこともあったと

のこと。尾ノ上小学校避難所では、避難者が体育館と校庭にあふれた。 

校長先生の「ボランティアができる人は集まってください」との呼びかけでＰＴＡ 

会長や避難者が 50人ほど集まり、住民自治の運営のきっかけになったとのこと。そし 

て避難者をブロック別に分け、食事搬送係等を決めたとのこと。配給２～３時間待

ちは解消し、グループ内の交流が図られ信頼関係が強まり、避難所の雰囲気も、明る

くなったとのこと。自治会等の日常活動が、住民のつながりとリーダー育成に大きく

貢献することも切り離せない。 

避難所生活においても、マンツーマン対応ではなく、ゾーン対応で進めることも大

きな教訓だ。食糧など配給が軌道に乗り、避難所で余裕もできた段階で、尾ノ上小学

校周辺にリアカーに水、食糧をつんで「食料の必要な人は取りに来てください･･･」

と赴いたとのこと。とかく｢これは避難所への供給物だ」になりがちだが、地域全体

への供給物としての対応が周辺地域との信頼関係を強めたとのこと。さらに、尾ノ上

小学校の家庭科室はフル稼働（校長先生の決断で使用可となる）。ライフラインが寸

断される中で、家庭科室のプロパンが大活躍。 

残念なことには「指定管理者運営の施設は、避難所としてすぎには使えなかった」 
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「職員の出動もなかった」との地域の人の発言が印象的でした。学んだ教訓を大いに

生かしていきたい。 

 

みわ智恵美（港南区選出） 

直下型活断層地震の凄さ   

熊本県の地図で見ると、大きな被害を受けた地域は、熊本県の東から西へと横に繋

がっている。この幅広い地域に活断層があり動いたということで、横に大きく地面が

ずれたようで、その上に人々が暮らしている深刻さを思った。 

熊本空港に近い西原村で   

被災の状況は、元村会議員の田島敬一さんの案内で。ガードレールが崩れ落ちてい

る地域では、ほとんどの住宅の屋根にブルーシートがかけられていた。震災から今日

までの間には、台風や大雨があったので住民の皆さんは気の休まる時がなかったと思

った。 

木造の仮設住宅も      

阪神淡路大震災や中越地震、東日本大震災等の経験から、仮設住宅の床下の通気な

どに工夫がされていた。木造の仮設住宅もその一つだが、１ＤＫ住宅では居室が 4畳

半。荷物とベットで部屋はいっぱい。被災者の方が「自宅は寝室も台所も 8畳間だっ

た。せめて一人暮らしでも６畳は欲しい」と言われたが、その通りだと思った。 

村のコミュニティの再生は   

人口 7,049人、世帯数 2,652という小さな西原村で４月 14日の前震と 16日の本震

で亡くなった方が５名、負傷者が 56名、全壊家屋 511棟、半壊 1,344棟。仮設住宅 

ではほとんどの方が家の中にいらっしゃるか仕事に出かけていて、人通りがなかった。 

これまでの震災の仮設住宅にコミュニティの核となる集会所が必要とされたので、初

めからつくられているが、鍵を渡す責任者が決まらないということで、ほとんどの時

間締め切った状態というのは残念なことだと思った。外回りには水道がないので、仮 

設住宅に雨水を取り込む施設が作られており、農作業をして仮設に帰ってくる住民に、 

靴の泥や野菜を洗えると喜ばれているそうだ。地域の特性に応じた仮設住宅の設備が

求められる。被害の大きさに村の再生の過酷さを思った。 

県庁で、県危機管理防災企画監からの話で衝撃だったのは、震災で亡くなった方が

50人で、震災関連死が 100名ということ。最初の一か月で 20名がなくなっている。

(11月 11日現在 145名の死亡の内、関連死が 95人) 

住民自治の避難所運営と災害に強いまちづくり   

自らが熊本市内で被災し避難した学校での経験から、学校避難所がどう機能したの

かを高林秀明さん（熊本学園大学教授）から伺った。学校の全ての施設が実際に使用

できたことや、子どもたちが避難所で元気だったことを話された中で、避難せずにひ
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っそりと自宅などで避難生活をしている子どもたちに、授業はやっていないけれど学

校にもっと来てもらえばよかったと話された。ゾーンディフェンスが大事だ。防災拠

点には情報も物資も人も集まる。避難所に来ていなくても地域のみんなが被災者であ

る。集まってきたものは被災者みんなのものと、地域にも配ったというお話から東日

本大震災での私たちが実行してきたボランティア活動を思い出した。 

都市部の被害     

熊本市の那須円議員の、盛り土地域での被害や、液状化で傾いた家にお金をかけて

今後住んでいけるのか、マンションの９割に被害が起きていることなど、熊本市内で

の住宅被害の深刻さを伺い、横浜市の都市部での被害を想起した。 

災害時要援護者のことなど   

山本伸裕県会議員から、発災後、何機ものヘリコプターが上空を旋回し、肝心な防

災無線の連絡が住民に届かないことがあったことを伺い、報道の過熱が被災者を苦し 

めていたことを知った。報道機関の連携を早くから図らなければならないことを実感。 

震災で道路が寸断された中、地域住民を守るためにと歩いて巡回したが、災害時要 

援護者への対応が実際はできなかったことを話された。限られた人数では限界がある。 

日ごろから、地域住民みんなで要援護者について知っておかなければならないと思

った。 

阿蘇大橋の崩落    

南阿蘇村でも、豊かな阿蘇の恵みを受けて暮らしていた方々の暮らしが、地震によ

って大きく破壊された。日本共産党の何度も村議選に挑戦された立石武博さんが南阿

蘇村の案内をしてくださった。地震によって崩落した阿蘇大橋は東海大学の農学部キ

ャンパスの目の前だった。若い皆さんが豊かな自然の中で学び地域の皆さんも大勢の

若者を迎えて活気ある地域であったのに、地震によって誰も住めない、若者も去って

行ってしまった状況にがく然とした。友人が被災したと救援物資を届け、その帰り道

に山の崩落に巻き込まれて亡くなった青年とその家族の皆さんの無念さを、大きく削

り取られてむき出しになった山肌を見て、改めて思った。 

どう生かしていくのか    

熊本に伺う前に事前調査として山本伸裕県会議員の報告を読んできたが、そこに書

かれていた「復旧・復興に何が求められているか」を繰り返し考えながら、被災地に

伺った。しかし、現地はあまりに破壊が激しく、生活の基盤そのものが破壊されてい

る中で、やはり財政的な支援が一番だと改めて実感した。 

西原村も、益城町も、南阿蘇村もそして熊本市内でも、住宅被害が甚大で、仮設か

ら元の住まいに、また仮設から出て暮らせることのできる日まで、国の大きな支援が

求められている。震災そのもので亡くなった方より、関連で亡くなっている方が多い
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という現実。被災死を生まない取り組みを、今からしっかりと考え準備しなければな

らない。 

福島を思う        

地域の大きな市場に行った。道の駅となっている。中に入って、たくさんの農産物

水産品などがあり、お客さんも多い。仮設住宅に暮らしている方々も買い出しに来ら 

れている。そこの表示には「熊本産」｢有明産｣などズバリ地元産品が多く並べられて 

いた。原発事故があり放射能汚染で地元産の農産物も水産品も全く食することがで

きなかった東日本大震災との違いを思った。温かい炊き出しのトン汁も地元の農家さ

んから農産物を持ち込んでいただいたとのお話も伺っていたが、地震列島日本に原発

はいらないと改めて強く思った。 

 

宇佐美さやか（神奈川区選出） 

 熊本は、４月 14日と 16日の地震、６月 19日の豪雨、10月８日の阿蘇山の噴火と、 

次々起こる自然災害によって大打撃を受けました。多くの方が、被害に遭い復旧に向

け皆さんが大変な中、快く迎えて下さった、日本共産党熊本県委員会の皆さん、議員

の皆さんや、地元で頑張っておられる方々に、大変お世話になりましたことを、まず

初めにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 視察に行き、被害の大きさに、言葉を失いました。家族、友人、知人、家屋を失う

事の辛さは、いかばかりか。亡くなられた方々には心からのご冥福をお祈りすると共

に、けがをされた方々、ご遺族には心からお見舞いを申し上げます。 

 視察でお会いする方々が、口にしたのは、「これだけの被害があったのにも関わらず、 

亡くなられた方が少ないのは、不幸中の幸いだった。」ということでした。 

 九州という土地柄、台風への備えで屋根が飛ばされるのを防ぐ構造だったため屋根

瓦の重さにより屋根から潰れている家屋が多く、倒壊は免れたものの瓦が落ちてしま

いブルーシートがかかったままの家屋も目立ちました。７か月経過がしても、瓦職人

の減少で、中々復旧の目処が立たないということを聞きました。 

 地域によっては、液状化現象による地盤沈下も見受けられ、電柱が１ｍ近く沈んで

いる所や、外壁に亀裂が入り斜めに傾き倒れそうになっている所もあり、いつ大きな

地盤沈下が起こるかもわからないような危機感もある中での生活は、さぞかし不安で

しょう。沈下させないための処置もかなりの時間と費用がかかるということも聞きま

した。 

 熊本学園大学の高林教授からお聞きした、避難所での水や炊き出し、支援物資の配

給で大行列ができたこと等の大混乱の様子や、避難所での住民自治の大切さと、温か

い炊き出しで肉体的にも精神的にも｢元気が出る避難所を目指した。」と、食事でコミ

ュニケーションがとれるのも大切だということが良く分かりました。 
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 熊本県庁では、危機管理防災企画監の「避難時は、年齢、性別問わずにいろいろな 

物を用意すること。｣という言葉が頭に残りました。例えば、子ども用の服等は自分 

には直接必要のない物ですが、避難所で子どもさんの服を避難時に持って出られなか    

った方に差し上げるだけでもコミュニケーションがとれて、子どもさんが少し泣いた

りはしゃいだりしても、イライラせずに許せる心の余裕が生まれることを、教えてい

ただきました。もちろん、普段からのご近所付き合いも大切ですし、避難訓練への参

加も大事だと自分に言い聞かせ、帰ってきました。 

 今後、熊本市は「震災復興計画」で、中心拠点施設の整備等として、「中心市街地

のにぎわいの創出･･･」と、大型ＭＩＣＥ施設整備を復興の目玉にしていることが、

とても悲しいと思いました。このことで、市民生活の復興が後回しにされることが無

いようにして頂きたいと、切に願います。 


