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司会：日本共産党横浜市会議員団 副団長 あらき 由美子 

 みなさん、こんにちは。今日は、私たちが行った熊本視察報告を開催することになりました。 

寒い中、お越しいただきまして、ありがとうございます。今日、司会を勤めます副団長のあらき

由美子と申します。よろしくお願いいたします。 

今日の資料の中には、レジメと資料が入っていますが、帰った時に資料が役に立つと思いますの

で、なるだけパワーポイントの画面の方を見ていただければと思います。 

後ほど、意見交換の時間も取っておりますが、今日は主たる報告をメインにさせていただきます

ので、ご協力をよろしくお願いいたします。（時間の都合で、意見交換は行いませんでした。） 

 

１．開会のあいさつ    日本共産党横浜市会議員団 団長 大貫 憲夫 

 みなさん、こんにちは。団長の大貫でございます。どうぞよろしくお願いします。 

私たちは、11月 14日から 16日、熊本に視察に行き、さまざまなことに驚き、現地の住民のみな

さんなどと交流して、大変いろんなことを勉強してきました。帰ってきて報告書を作る中で、これ

は皆さんに早く知らせたいということになりました。熊本地震という情報が新しいうちに、私たち

が学んできた知見や教訓をお話しすることが非常に重要だということで、暮れの大変忙しい時間で

すけども、会を催しました。 

私は、今、いつ災害が襲ってくるかわからない、ひっ迫した時期だと思うんですね。 

今月 22日に新潟の糸魚川で、150軒の喪失の大火災がありました。木造住宅密集地域が風にあお

られて、大火災という事態になったわけです。私は、阪神淡路大震災の時にボランティアで灘区に

入った帰りに長田区に寄りましたが、そこでも木造住宅密集地域で大変な火災がありました。 

私たちの横浜を見ると、中区や南区、鶴見、神奈川区と、多くのところで同じように木造密集地

域があります。関東大震災では、13万人が亡くなり、そのうち９万 2,000人が火災で亡くなりまし

た。ですから、木造密集地域の火災は非常に私たちの身近な問題だということを、糸魚川の火災で

感じました。 

まさに命と暮らしを守るというのは本当に今、重要な課題であり、命を守るということが一番大

事だと思います。今、横浜市政では、新しい庁舎を 740億円もかけてつくろうとしたり、カジノを

誘致しようとしていますが、カジノにうつつを抜かす場合じゃないんだということを、私たちは言

いたいと思っています。 

防災と同時に、発災後のいわゆる減災が非常に重要だと思っています。熊本地震では、直接亡く

なった方が 50人で、関連死の方が何と 82人に至りました。せっかく地震で助かった命なのに、劣

悪な避難所生活や、仮設住宅やみなし仮設住宅などで、さまざまなストレスで健康を害して、命を

落とすということは、非常に大きな問題だと、今回の視察で感じました。 
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横浜では、今後 30年間に震度６弱の大地震が約 81％の確率で襲ってくると言われています。こ

れは数年前の話ですから、今はもっと確率が上がっています。この前、『週刊朝日』を読んでいま

したら、横浜の元町と中華街付近では大地震の確率が 81.4％に上がっていると書いてありました。 

近づいて来るといわれている地震がいくつもありますが、そのうちの元禄型関東地震をちょっと

調べてみたら、発災後すぐに避難所に来られるみなさんが約 50数万人、１か月後には約 20万人の

方が避難所で生活するといわれています。その原因としては、木造密集地域での火災や倒壊がある

だろうということです。ですから、避難所の生活というのは、発災直後のパニック状態からその後

の生活において、非常に重要ですね。 

今回の視察で、今日来られている熊本学園大学の高林教授のお話しをお聞きしました。高林さん

は、自らが被災を受けながら、実際に熊本市東区の尾ノ上小学校でボランティアとして避難所の運

営に携わってさまざまな活動をされました。このお話を、ぜひみなさんに聞いてもらって、私も横

浜でこの経験を活かす必要があると思いました。私もそのうち議員をやめたら、自治会活動を一生

懸命やりたいなと思っています。 

今日の午前中に、来年度予算編成についての今の状況を聞いてきましたが、予算編成にあたって、

防災・減災の予算が組まれているかどうかを、今回勉強した上に立って、チェックしていきたいと

思っています。 

今日は、皆さんと一緒に、もう一度高林先生のお話しを聞いて、自分のものにしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。今日は、どうもありがとうございました。 

 

 

２．「熊本地震の被害状況と教訓・課題」日本共産党横浜市会議員 古谷 やすひこ 

（スライドは資料参照のこと） 

 私は、鶴見区選出の横浜市会議員の古谷やすひこです。今日は、熊本地震視察報告書の中身を

少し組み替えて報告したいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 先ほど団長から話があったように、11月 14日から 16日の３日間、熊本地震の被災地に視察に

行ってまいりました。その中で、私どもが驚いたさまざまなことや横浜市に活かしたいことも含め

て、報告させていただきたいと思います。 

 視察の目的は、甚大な被害を受けた地域の実態の把握、発災時の避難所の実際の運営の方法に

ついての調査、被災された方々の現在の要望の聞き取り、またこれらを通して、横浜市の防災計画

の見直しを図ってもらいたいということです。（スライド２） 

 本日は、４月に地震が起きて半年たって、被災地が今どうなっているかという状況を写真で見

せていきたいと思います。また、熊本地震の教訓ということで、熊本県の危機管理室の危機管理防

災課から受けたレクチャーの内容と、最後に横浜市に活かすべき課題ということで、報告をさせて

もらいます。(スライド３) 
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（１）西原村の現状－ブルーシートの屋根、仮設住宅の使われていない共有スペース 

 まず、西原村という所に行ってきました。（スライド５）西原村は、熊本市のすぐ右隣りにある、

人口 7,000人の村です。そこで、1,200世帯が全半壊の被害に遭いました。被害額は、だいたい 400

億円にのぼるといわれています。西原村の年間予算は 35億円ですから、11年分の被害総額という

ことになります。 

 ブルーシートに覆われたところが、たくさんまだ残っています。半年たった今でも、こういう状

況が続いています。（スライド６） 

 仮設住宅の様子も伺ってまいりました。（スライド７） 

仮設住宅については、まず用地の問題があります。たとえば、横浜で発災した場合に、仮設住宅

をどこに作るのかということが本当に大きな問題になろうかと思います。西原村の場合には、総合

運動公園を作ろうとして用地取得をした土地があったので、容易にというか、熊本県内でいち早く

仮設住宅が建設できたそうです。 

東日本大震災の時には、仮設住宅で、給湯器に追い炊き機能がなくてお風呂があとから沸かせな

いなどの問題が指摘されましたが、熊本県の仮設住宅ではそういう問題は解消してあったそうです。

そういう意味では、毎回毎回、国の方でも一定の仮設住宅の基準が上がってきたのだと思います。 

仮設住宅に車いす用のスロープがつけられているところもあったのですが、実際に中に入ると車

椅子では動けないというところも見受けられました。だから、まだまだ改善が必要かなと思います。 

共有スペースが仮設住宅にありましたが、ほとんど使われておりませんでした。中を見ると、け

っこう立派です。（スライド８、９）東日本大震災の時の教訓から、仮設住宅に共有スペースを作

ろうということで作られましたが、実際は鍵がかけられたままです。なぜかというと、誰が鍵を管

理するのかという問題があったからです。仮設住宅のコミュニティーがばらばらだと仮設住宅内で

鍵を管理できず、使用のたびごとに村役場の職員さんが鍵を開けに来るということですから、ほと

んど使えないという事態です。これは、本当に大きな問題だと思います。 

（２）熊本市の現状－線状に液状化で、沈んだ電柱、傾いた家がそのまま 

熊本市内に移動して、視察をしてきました。熊本市内も広いので全域を回ったわけではありませ

んが、特に液状化が起きた所を見てきました。（スライド 10） 

一体が液状化して、電柱が 60㎝ぐらい沈んでいたり、家もあちこちが傾いたままだったり、土

台が壊れている状況などが見受けられました。（スライド 11） 

この地域では、線状に液状化したそうです（スライド 12)。どこの地域が液状化するのかはわか

りづらいのですが、ここでは長さ５㎞、最大幅 100ｍの細長い線状に、液状化現象が広がったそう

です。家は、見た目はきれいなままゆがんでいるという状況ですから、実は住めません。そうなる

と、もう撤去するしかありません。熊本市内でさえ、こういう状況がまだまだ残っていました。 

熊本城は、テレビなどでだいぶ報道されましたが、まだまだ復旧には程遠い状況だなという感じ

です。（スライド 13） 
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（３）益城町の現状－町全体が１ｍ沈んだ！ 進まぬ解体作業、断層のずれ 

次に、震度７の地震に２回襲われた益城町の様子です。益城町は町全体が１ｍ沈んだと言われて

いますが、それがどういうことなのか、よくわかりませんでした。（スライド 14） 

実際に見てみると、集合住宅では、見えているのは２階部分で、１階部分が完全に沈んだ状況に

なっていました。案内していただいた方が、地震直後に撮った写真と今の状況を比べて、若干復旧

したんですよと話されていました。（スライド 15、16） 

まだまだガレキだらけで、震災時のままの状況が残っています。一見きれいに見える家でも、住

めません、（スライド 17～24） 

新しい建築基準で建てられた住宅でも、崩れた家がたくさんありました。今までは、旧耐震基準

の建物はしっかり耐震補強しようということだったと思いますが、新耐震基準の建築物もどんどん

崩れたということです。震度７を２回経験した地域は今までどこにもありませんでしたので、今回

の被害をどうやって教訓化していくのかが本当に大きな問題だと思います。 

壊れた家の解体作業をどうやって進めていくかということですが、１軒を解体するのにどのぐら

いの期間がかかると思いますか。２週間以上かかるそうです。何に時間がかかるかというと、分別

作業が大変だということです。一個ずつ本当に細かく分別の作業をされていました。（スライド 25）

益城町では、９割の世帯で被災を受けました。 

スライド 26は、断層のずれの様子です。平坦だったところが、ぐっと隆起したということです。

田んぼのあぜ道が完全にずれている（スライド 27）など、あちこちにずれが見られました。こうい

うかたちで地面のずれが明確に現れるのかと、私たちは本当にびっくりしました。 

益城町の役場は今、プレハブの庁舎になっています。本庁舎は被災して中には入れず、プレハブ

と町の公民館で町の業務が行われていました。役場の中には、罹災証明の場所がありました。（ス

ライド 28～31） 

（３）南阿蘇村の現状－崩落した阿蘇大橋、転がった盛土上の別荘 

南阿蘇村は、ずっと内陸の方にあります。（スライド 32） 

阿蘇神社は、マスコミでもずいぶん報道されましたが、非常に悲惨な状況で、まだそのままの状

況でした。（スライド 33） 

スライド 34は阿蘇大橋の状況です。これは、対岸まで 200ｍぐらいある大きな橋です。１回目の

地震では崩れなかったそうですが、２回目の本震の時に、山頂から大規模な土砂崩れが発生して完

全に橋が崩落しました。この土砂崩れで大学生が亡くなり、橋の下から見つかったそうです。 

南阿蘇村は、環境がすごくいい場所で、別荘地などがある所です。その別荘地を見ると、家が転

がっている状況です。（スライド 35）特に、盛土の上に建てられた家屋の被害が激しかったそうで

す。斜面地に一定盛土をして、日当たりよく別荘が建っているのですが、そういう鉄筋コンクリー

トの家が盛土の上を転がっているという状況です。りっぱな家も無残に崩れて、鉄筋コンクリート

の土台が完全に壊れて斜面を滑り落ちている様子などがわかりました。（スライド 36～37） 



 

5 

 

こういう状況があちらこちらでまだまだ残っていて、復旧というにはまだまだ途上だなと思いま

した。ただ、今、マスコミなどでは、熊本の震災の様子についてほとんど報道されていないと思い

ます。しかし、現状はこういったかたちで、熊本のみなさんはまだまだ苦しんでいらっしゃるとい

う状況です。それが、被災地の今というところです。 

（４）熊本県危機管理防災課からのレクチャー 

危機管理対応のよかった自治体と悪かった自治体の差はどこか？ 

熊本県の危機管理防災課で、話を聞いてきました。危機管理上のいろんな問題についてレクチャ

ーを受けましたが、危機管理対応のよかった自治体と悪かった自治体の差はどこにあるのかという

話について、報告したいと思います。（スライド 38） 

①防災知識を持ったリーダーがいるかどうか 

一つは、防災知識を持ったリーダーがいるかどうかが、本当に大きな問題だということです。 

この話をしてもらった担当の方は元自衛官の方で、その方が一切を取り仕切って、災害対応をや

っておりました。 

②日々の防災訓練を本気で取り組んでいたか 

二つ目は、それぞれ皆さんが住まわれている自治会・町内会でいろんな防災訓練をやっていると

思いますが、日々の防災訓練を本当に本気になってやっているかどうかが問題だということです。 

自治会や自主防災組織が本当に機能していますかということも言っておりました。熊本市内では、

中心部ほどなかなか自治会がうまく機能していない所が増えていて、そういうところでは日頃のコ

ミュニティー力が弱く、そういうところがそのまま避難所の運営や仮設住宅に反映されるというこ

とです。ですから、「地震は必ず起こる」という前提で、日々の防災訓練をやらなければならない

ということだろうと思います。 

③行政が「事務訓練」を実施していたか 

三つ目は、行政側の問題なので、横浜市に対していうことですが、事務の訓練をおろそかにして

たんじゃないかということです。一人ひとりが地震で家が潰れたり、いろんな被害に遭った時に罹

災証明をしなくてはならないわけですが、罹災証明についての知識を持った職員が少ないというこ

とでした。 

熊本県の職員だけで足りず、全国各地の自治体職員が応援に行きましたが、それぞれの都道府県

で、どういう場合に罹災の証明をするかというところで差があるということです。全国的には統一

されてないという問題だと思います。 

（５）横浜に活かすべき課題（スライド 39） 

①「大地震は必ず来る」ことを前提にした街づくり、家づくりの文化の熟成 

横浜に活かすべき課題は何かということですが、先ほどから言っているとおり、「大地震は必ず

来る」ということを私たち一人ひとりが前提にして、それを前提にした横浜市の街づくり、家づく

りをしなくてはならないという文化をつくっていくことが、まず一つ大事だと思います。 
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②防災計画・対策など「発災時の対処方法」の周知徹底 

二つ目は、防災計画、対策などの発災時の対処方法を横浜市は持っていますが、それを受け取る

側がそれを知っているかということです。大災害が起きた時に、横浜市の職員さんだけが頑張るの

ではなくて、それを受け取る側の住民が知っているかどうかが大事だと思います。このことはなか

なか今足りないかなと思います。 

③すべての公共施設が避難所の役割を 

三つ目は、すべての公共施設が避難所の役割を持ってほしいということです。皆さんはそれぞれ

自分の地域の地域防災拠点が何々小学校とか何々中学校だということをたぶんわかっていると思

いますが、大規模な災害が起きた時には、そんなことはたぶんいってられないと思います。隣の小

学校に行くかもしれません。隣の地区センターに行くかもしれません。いざという時に、それぞれ

の公共施設が避難所の役割を果たさなければならないという意識を、公共施設を運営管理する側が

持ってないといけないと思います。 

④地域の実態を熟知している町内会・自治会の役割の強化 

四つ目ですが、地域の実態を熟知している町内会・自治会が本当に大事だと、改めて実感しまし

た。町内会・自治会の役割を強化していくことは本当に大事だと思いますし、そのために行政はも

っともっと援助するべきだと思います。 

これらのことを、これから議会の中でもしっかり指摘していきたいと思っています。 

（６）地域全体に情報を伝える防災行政無線が横浜でも必要 

最後に、（同報型）防災行政無線についてです。熊本県でも防災行政無線がある所とない所があ

ります。横浜市はご存じのとおり、（同報型）防災行政無線がありません。ですから、大規模な地

域で災害が起きた時に、そのことを知らせるすべがなく、このことは決定的に問題だと思っていま

す。先般の糸魚川の火災事故でも（同報型）防災行政無線が大きな役割を果たしたと聞いています。

横浜が発災時に皆さんを適切にいろいろ支援していくためには、（同報型）防災行政無線は必ず必

要なので、引き続きその設置に向けて、頑張りたいと思います。（スライド 40） 

以上です。ありがとうございました。 

※あらき議員から、防災無線についての補足説明：横浜市では、海岸や河川沿いなどの限定した

所に防災無線（屋外スピーカー）を設置していますが、市の全体に知らせるようなものはありませ

ん。 
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３．「住民自治の避難所運営と災害に強いまちづくり」 

熊本学園大学社会福祉学部教授 高林 秀明 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました高林です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

今、報告ありましたように、日本共産党横浜市会議員団のみなさんに、熊本に研修（視察）にお

越しいただきまして、その時に「また呼んでくださいね」とお願いしましたが、まさかこんなに早

く横浜に来ることになるとは思いませんでした。本当に全国の皆さんにご支援いただきまして、熊

本で私たちが経験したことをお返ししていきたいなということもありまして、皆さんに今日お会い

できて、本当にうれしく思います。いろいろお話ししたいことはあるんですけども、できるだけわ

かりやすくお伝えしたいと思っています。 

（１）横浜市の地域防災拠点訓練マニュアルー避難所は地域の防災本部  

横浜に来るにあたって、横浜市が作っている地域防災拠点訓練マニュアルをざっと見まして、す

ごくしっかりしているなと思いました。 

何がいいのかというと、避難所運営マニュアルではなくて、地域防災拠点マニュアルとなってい

ることです。（スライド２）つまり、避難所としては小学校や中学校がメインになりますが、そこ

が、ただ被災時の避難生活をする場所だけではなくて、当然なんですけど、まず最初に地域の防災

本部でもあるんだとはっきりいっているわけです。私は、これは非常に重要だと思っています。こ

の２つの機能を持ったものが、地域防災拠点であるということですね。これは、これまでの災害の

避難所の運営や地域の復旧・復興の活動の教訓を踏まえたものであると思うし、非常に基本的な考

え方がしっかり入っているわけです。 

熊本はその点が弱かったんじゃないかなと思います。水害は想定していろいろありましたが、地

震ということがほとんど想定されていなかったために、局地的な災害に対応できても、面的に都市

全体に被害が及んだ時に対応できないという状況に陥りました。 

横浜市のマニュアルの中（スライド３）では、避難所が、地域の被害状況の把握および区災害対

策本部への情報の伝達、備蓄資機材を使用した救出・救護の活動、在宅避難者の援護などとなって

います。 

地域の被害状況がどうなのかを把握することは、けっこう難しいんです。あとで紹介しますが、

私の住んでいる地域は人口１万 3,000人、5,500世帯ぐらいで、けっこう広いです。私は、避難所

にずっと張り付いて活動していましたが、避難所に張り付いていると、同じ校区であっても、校区

の隅々がどうなっているかが気になりましたが、なかなかわかりません。ですから、中心になって

避難所を運営する人と、地域にきちんと目配せして、隅々までその地域が今どういう被害状況なの

かを本当に見て回る人あるいはチームがないと、地域防災拠点としてなかなか機能しない。まず、

被害がどうなっているのか把握するのはけっこう難しいですね。 
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日頃からとじこもりがちな人や地域で交流のない人が多いですが、そういう人たちが地震の時も

出て来れないような状況が起こりました。よほど組織的に地域拠点として運営していかないと、な

かなか在宅被災者の援護まで及びません。 

運営委員会と避難者が互いに協力し、住民自治を形成しながら担っていくことが、この横浜市の

地域防災拠点マニュアルの１ページに書いています。非常に重要なことです。 

実際、私たちも、結果的に住民自治の避難所運営になったと思います。まだいろいろ課題はあり

ますが、そういうお話しをしたいと思います。 

（２）熊本市、尾ノ上小学校区はどういうところか 

熊本市は今、人口 74万人です。合併して大きくなりましたが、合併前の 70小学校区に南と北が

合併して、今は 90小学校区ほどになっています。私が住んでいる尾ノ上小学校は、東部の住宅街

です。（スライド４） 

普通、都市というと、町の中心から同心円状に広がっていくような形（スライド５）を作ります

が、もちろん自然現象ではないので、必ずしもそうなっていません。ただ、人口密度をみますと、

だいたい町の中心は人口密度が高いですね。外側になると中ぐらいになって、周辺になると低くな

る。周囲は農村です。私の住んでいるあたりは人口密度は中ぐらいで、閑静な住宅街といっていい

と思います。比較的町の中心から近い便利な所で、比較的安定的な人も住んでいるし、マンション

やアパートも最近たくさん造られてきて、出入りも比較的多いというところです。 

熊本市の合併前の 70小学校区をタイプ別に分類したのがこの図（スライド 11）です。先ほど、

熊本市の中心はなかなか自治会が機能しなくて、避難所運営も難しかったという話がありましたが、

中心部は熊本城や商業施設や市役所の周辺で、いわゆるドーナツ化現象、おそらく都市部はだいた

いそういう共通性を持っていると思いますが、町の中心部の人口は空洞化しています。そうすると、

高齢者が多いです。そして、人口が密集して、古い住宅もあるというような所です。私の住んでい

る所は、比較的早く開発されているので高齢化は進んでいますが、若い人もいて、安定的な地域と

いっていいかもしれない住宅街です。 

だんだん周辺にいくと、開発中の地域もあります。けっこう出入りが激しくて、居住年数も短い

ような地域です。その先に益城町があります。 

益城町西部は、熊本市の東部とほとんど同じような地域で、この 20～30年に開発が激しく行わ

れて、ほとんど熊本市の住宅街と同じような所です。東部に行くと、役場や農村があります。 

おそらく横浜市でも地域性があるので、災害が起こった時に、同じ地震でもその被害の程度にた

ぶん違いが起こると思います。 

例えば、低所得層が多いところではたくさんの人が亡くなったり、家も壊れる可能性があります。

そういう地域でリーダーが出にくいところでは避難所運営がなかなか厳しい状態になると思いま

す。阪神淡路大震災の時も、生活保護世帯の死亡率は一般の平均死亡率の５倍でした。そういうよ

うに、低所得層の死亡率は高かったり、地域によって死亡率に違いが出てきます。 
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私たちが尾ノ上小学校で取り組みができたのは、比較的安定的な地域という一定の条件があった

からだともいえると思います。（スライド 25） 

尾ノ上小学校区は、小学校、中学校があって、公園があります。公園は都市において重要だと思

いますが、皆さんがいろんな形で日頃、憩ったりスポーツをすることもできるし、何かあった時の

防災拠点にもなります。防災倉庫があり、地下には水のタンクがあって、毎日少しずつ水が流れ込

んで災害の時は飲めるようになっています。今回の地震では、水が止まって本当に苦労しました。 

私は、小学校の避難所にずっと張り付いていたのですが、途中から地域をぐるぐる歩いて回りま

した。この地域は、益城町にそう離れておらず、震度６弱と震度６強を経験しましたので、一部で

とても被害が大きな地域がありました。そこには、断層が走っていると思われます。実際に見てみ

ると、りっぱな福祉施設の裏の駐車場がボコンと陥没したり、大きな老人保健施設の基礎がやられ

ました。瓦屋根の古い家もけっこうあって、瓦がザーッと壊れました。ですが、最初はそういうと

ころになかなか気付きませんでした。どういうところが被害が大きいかを意識的に見ていかないと、

なかなか気付かないということもあります。 

校区の中に、市営住宅があったり、アパート群、マンション群、戸建て住宅、いろいろあって、

この尾ノ上小学校区でさえも地域性があります。そこをどうやって被害の実態をきちんとつかみな

がら、全体の対策を行うかが大事です。 

地震直後の人命救出の問題もあります。益城町では 20人強が亡くなっていますが、実際に 48人

の方が家屋の倒壊したところから、主に消防団によって助けられています。益城町は人口３万 4,000

人ですが、私たちの人口１万 3,000人の校区の中で、今回そういうことはありませんでしたが、実

際にもっと大きな被害があった時には、救出するところから始まるわけです。 

（３）前震のあと小学校へ、益城町へ 

私の子どもは、まだちいさくて、４歳、８歳、12歳の３人います。８歳、12歳の子が尾ノ上小

学校に通っています。（スライド 26） 

前震の時は、電気もガスも水道も大丈夫でした。14日の夜中に前震があって、非常に余震が続い

ていたので、私は１回小学校に行きました。そしたら、校長先生が立っていて、もう体育館に避難

している人がいました。校舎の中はほとんど使われてませんでした。 

私の家の近くに一人暮らしのおばあちゃんがいて、余震がずっと続いて家の中に入って行けず、

家の外で犬を抱っこして椅子に座っていました。それで、どうしましょうかと声を掛けたら、とに

かく家に入れないけれど犬がいるからどこにも行けないと言うんです。それで、校長先生に、犬を

かかえているおばあちゃんがいるんだけども、体育館はちょっと入りにくければ、校舎の教室を使

わせてもらっていいですかと聞いたら、もし来られたなら何とかしましょうという話だったので、

校長先生も柔軟に対応してくれるのかなと思って、そのことをおばあちゃんに伝えました。結局、

犬は車が怖くて広い道を渡れなくて移動できないというので、私の自治会の自治公民館に案内しま
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した。そこで、そのおばあちゃんと自治会の役員さんたちと何人かで一泊しました。横になっただ

けですが、前震の夜はそこで休みました。 

次の日の朝、すぐ益城町に行きました。12歳の息子と自転車に乗っていきましたが、もう道は隆

起し、家も倒れて、自動販売機もバタンバタンと倒れていました。その中を、とにかく役場の隣に

ある社会福祉協議会に行きました。ボランティアセンターを立ち上げるだろうと思っていたので、

お手伝いに行こうと思ったのです。そしたら、事務所が全部倒れているんです、何もかもが。とに

かく、その片付けというか復旧作業から始まりました。 

（４）校長先生の一言で避難所のボランティア組織を立ち上げ 

次の日も益城町に行こうと思っていたら、今度は本震に遭うわけです。震度６強を受けて、今度

は水も電気もガスも何も止まってしまったので、これはいかんと思って、小学校に夜中に車で滑り

込みました。もう、小学校の校庭は車でいっぱいでした。 

車中泊の問題が災害の度にいろいろ取り上げられていますが、熊本地震でも、体育館や小学校の

校舎に入る人もいますが、そのまま車中泊の人もいるんですよね。いろんな理由があると思います。

校庭以外にも、近くの公園、大型ショッピングセンターや中型のドラッグストアーのような所の駐

車場などにいっぱい車が止まっていて、そこでみなさん車中泊しているわけです。 

避難者が県内で 18万とか熊本市で 11万人とかいいますが、これは避難所に来た人の数であって、

実際に車中泊したり、いろんな形で避難した人たちというのは、この何倍もいると思います。 

朝になって水がないので、とにかく水をもらうのに隣の公園に並びました。３時間ぐらい並んで、

１人３ℓで、子ども集めて家族５人で 15ℓしかもらえませんでした。ただ、私の後ろにまだ 100人ぐ

らい並んでいましたが、そこで打ち切りと言われて、３時間近く並んだ人が何ももらえずにひざま

づいたり、もう呆然としていました。（スライド 27） 

これじゃいかんなと思って、学校に戻ったら、今度はパンを配っていました。これも長蛇の列で、

２時間並んでももらえなかった人が続出でした。校長先生たちも、パンを配ったはいいけども、ど

うしたらいいのかということで、困惑していました。 

本震の夜も電気が消えていたので、発電機を動かそうとしたんですよ。ところが発電機の動かし

方がわからない。電気をトイレにつけたかったんですよ。明け方まで一生懸命ＰＴＡの役員さんた

ちと協力して、ようやく電気がつけられたのが明け方頃です。そして、水が止まっているので、ト

イレも糞が詰まっているわけです。それを何とか取り除いて、水を流せる状態にしました。水は出

ないので、プールからバケツに水をくんできて、トイレの前に置きました。そういうことを、その

日は土曜日だったので何人かしか教職員がいませんでしたが、校長先生と教職員数名でやりました。 

「それは大変だ、どうしたらいいものか」と、校長先生は考えたんですね。それが 16日の夕方

です。校長先生は、何人かの職員とその時来ていた行政の職員に「もうボランティア組織でも作ら

なきゃどうにもならない」と相談したら、「やっぱりやりましょう」ということで、夜の８時頃、
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校長先生の校内放送があったんです。「ボランティアできる方は集まってください」という一声が

あったんです。（スライド 28） 

私も校舎の中にいて、何とかしなきゃいけないなと思っていたところ、そういう呼びかけがあっ

たので、すぐ降りていきました。昇降口の所に 40人から 50人ぐらい集まっていました。ＰＴＡ会

長が「こういう時だから力合わせていきましょう」と一声かけて、「明日組織を作りますから、来

れる人は来てください」ということで、その場はすぐ解散しました。 

この後、私もよく知っているＰＴＡ会長と校長先生と一緒に校長室に入って、話し合いをしまし

た。夜の段階で、明日どうする、どういう班を作る、どういう班構成にするということを話し合い

ました。翌朝は、校長室で、防災倉庫にあった、水を入れるだけで１時間ぐらいたつと食べられる

アルファ米でおにぎりを作って出しました。 

翌日の午前中に組織を作りました。（スライド 29）水が出ないので水もどうしようかと話し合っ

た時に、地域の元ＰＴＡの役員の人が、弟が「山鹿」という福岡に近い県北の方に住んでいて、そ

こに井戸を持っているから、水なら取りに行ってあげるよと言って、本当に取りに行ってくれまし

た。本当にうれしかったです。（スライド 30）水を運んできてくれたり、生活用水をプールからく

んできてトイレの前に置くというようなことをやり始めました。 

本震の次の 17日に組織を作りました。（スライド 31）前の晩に決めていたように、総務的な役割

の調整班、食事班、救護班、雑用班、女性班、駐車場係などを作りました。私は、ＰＴＡ会長から

「高林さん、食事班の班長やって」と言われて、「わかりました」ということで、食事班の班長に

なりました。食事班のメンバーは女性が多く、心強いメンバーでした。雑用班は、トイレの水をプ

ールから運んでくるとか、ごみの整理とか、いろんな雑用をやる班です。そういうボランティア組

織を、避難者自身がメンバーになってやりました。 

ホワイトボードに避難者の人数が書いてありますが、本震の次の日の段階で、ほとんどの教室に、

避難者が入っていました。 

（５）ほとんどの教室を避難者に開放 

実は、熊本市の学校における避難所の運営指針では、教室を避難所として使うという想定は、ほ

とんどありませんでした。ところが、前震があって本震があったので、本震の日の昼に、教育委員

会から、必要があれば校舎の方も解放してくださいという連絡が入りました。校長先生は、こうい

う事態ですから教室を使ってくださいとおっしゃいました。体育館は 400人か 500人入ったら、も

う目いっぱいなんですよ。ところが、教室を解放すると、１学年４クラス、６学年で 24教室、そ

れにミシン室やＰＴＡ会議室などのいろんな教室がありますから、それらを合わせると相当な人が

入れるんです。体育館２つ分ぐらい、さらに人が入れることになります。 

このように、何かの時は教室も全て解放するという前提で防災計画を立てないと、体育館だけで

はとても対応できません。要援護者だけが校舎ということではなくて、精神を患っている方や、盲

導犬を連れて来られる方、ペット連れの方など、教室はそういう人たちのためにも使えますが、そ
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れ以外にたくさんの方が来られるので、避難所がその人たちをきちんと受けとめる受け皿になるに

は、やはり教室の解放が必要です。 

使わなかった教室は、職員室などいくつかあります。ひまわり学級という特別支援学級の教室が

１学年ごとに１つずつ合わせて６教室ありますが、そこは鍵をかけたままでした。もっと被災者が

来たら、そこも解放すればもっと入れましたが、そこまで解放する必要はありませんでした。机を

全部廊下に出して、教室は全て使えるようにしました。 

鍵の管理は、しっかりしておかないといけません。実際に避難しようと思ったら、校門が開いて

いないとか、鍵が閉まっていて校舎が開けられない。こういうこともありました。ですから、他の

市でも決められていると思いますが、すぐに鍵が開けられるように鍵を複数の人が持っているとい

う体制を作らないと、いざ避難しようとしてもできません。一定の安全確認をして、体育館に誘導

するような体制が必要です。 

避難者が来るのは地震後すぐです。地震があって 10分～20分以内に、バアッと入ってきますか

ら、一々受付名簿を作ってなんていう時間はないはずです。とにかく、すぐに避難所に入らざるを

得ないです。余震が続いて、家にいられない。電柱や電線がガタガタ、バチバチいっているんです。

そういう中でも、なんとか広い場所に、安全な場所にということで、皆さん行動します。 

17日に避難所で避難者による自主組織ができて、その日の午後から私たち避難者自身がボランテ

ィアで活動し始めました。 

（６）家庭科室で温かい食事を作って提供 

（スライド 32）何がよかったかというと、一番助かったのは家庭科室です。都市ガスが止まって

使えないので、給食を作る、都市ガス使用の調理室は使えません。家庭科室だけはプロパンでした

ので、すぐ使えました。校長先生も、どうぞ使ってくださいと言ってくれました。 

ただ、プロパンもすぐ切れちゃったんですが、業者に言ったらすぐに取り換えてもらえてずっと

使えたので、そこで調理ができました。包丁から鍋から何から何まで調理に必要なものは一切そろ

っていますから、それを使いました。家庭科室にはあまり大きな鍋がなかったのですが、何かの時

ということで大きな鍋を自治会や地域の組織は持っていましたので、大きな鍋はそこから集めまし

た。皆さんに協力してもらって、作りました。 

ただ、ご飯を炊くのは困りました。アルファ米は１日～３日ぐらいはいいけども、やっぱり味気

ない、美味しくないですから、普通のご飯が食べたくなるわけですよ。どうやったら炊けるかと考

えましたが、ちょうど自衛隊が隣の大きな公園に来ていて、お米を炊飯できる設備を持っていたん

ですよ。そこにお願いして、ご飯を炊いてもらいました。１回あたり 400人分ぐらいまで炊けるん

ですよね。ただ、それはどこでもあるわけじゃありません。 

また、地域のお寿司のデリバリーのお店がおにぎりを持ってきてくれたので、お宅の設備を使わ

せてもらえませんかと聞いたら、いいですよと言ってくれました。いざという時にはその人たちに
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頼もうかなと思いましたが、隣の公園にいた自衛隊に毎回お米を持ち込んで炊いてもらったので、

助かりました。 

お米をたくさん炊くのだけは普通の設備ではなかなかできないので、大きなガス釜などを複数用

意しておくことも必要かもしれませんけど、これもプロパンがないとできません。横浜市ではそう

いう炊飯の設備を小中学校に置いているということですが、そういうことは大事ですね。 

私たちは、早い段階から自分たちでご飯を炊いて、おにぎりを握って、そして温かい味噌汁や豚

汁やカレーなどを作りました。隣のスーパーも、最初は生鮮食料品は販売していませんでしたが、

避難所で食事を作っていると伝えたら、じゃ特別にということで売ってくれました。だから、その

段階で、いろいろ野菜などスーパーにあるものを購入できました。 

私は、産直でお米や野菜を熊本県の農村の方から直接毎月取っていますが、その人にすぐ電話し

て、「米百キロ送って」「野菜届けて」と言ったら、すぐ持ってきてくれました。そういう都市と農

村のつながりが日頃からあると大きいなと感じました。その後、農村で水害が起こった時、今度は

逆に私たちが復旧作業に行きました。そういうつながりは大事だということも感じました。 

テレビのニュース（スライド 33）でも取り上げられましたが、避難所で、先生たちも避難者もみ

んなで協力して、高校生、中学生、この小学校出身の子などが手伝いに来てくれて、ボランティア

と一緒におにぎりを握ったりしてくれました。若い子たちも協力してくれました。（スライド 34） 

（７）避難者の班を作って並ばない工夫、コミュニケーション作りにも波及 

（スライド 35）ここが大事だったんですが、体育館は 10ブロックに分けて班を作り、教室ごと

にも班を作りました。そうすると、1,300人避難していても、食事の配給の時に並ぶ必要がないん

です。「並ぶ」ということがとても大変でした。益城町の総合体育館や保健福祉センターでは、ピ

ーク時には避難者が 1,500人～2,000人いたのですが、おにぎり１つもらうために２時間並ぶんで

すよ。それが、朝食で２時間、昼食で２時間、夕食で２時間。一日並ぶと６時間ですよね。それで

ももらえない人が出てくるわけです。仕事がある人なんかはとても並べないですし、朝お母さんが

並んでいたところに子どもが横から入って列に並ぼうとしたら、「だめ！ 後ろに並んで」と言わ

れるんです。そして、並んだ人の分しかもらえない。家族の分ももられない。最後までいきわたる

かわからない。とても厳しい状況で、これには相当不満がありました。「勝手に取りに行ってくだ

さい」「一人ひとりが取りに行ってください」とやったら、２時間の列になってしまうわけです。

それが、１か月も続いてしまうわけです。 

私たちは、避難期間がそんなに長くはありませんでしたが、最初から体育館を 10ブロックに分

けて、世話人を決めて、その日のメニューに応じて世話人プラス２、３人が食事を取りに来るよう

にしました。体の不自由な人もいるし、車椅子の人もいて、みんなが取りに来れるわけじゃありま

せんので。「今日はカレーです。何時から来てください」と私がマイクで伝えると、取りに来るわ

けです。 
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また、避難者数は日々変化しますので、今何人いるか、仕事に行っている人があとで帰ってくる

からあの人の分もとか、声を掛け合って、世話人が人数をまとめて、体育館の入り口の配給場所に、

班ごとに人数を申告してくれました。板で下げる札みたいなのを作って、人数を記入するようなも

のを作りました。まあ、そこに書かなくても口頭で言えばいいんですが。前の日の実績もあるので、

だいたいおにぎり何個というのは予想していて、それに従って作るのですが、その時来た人数や言

われた人数でちょっと調整して、すぐ配るようにしました。 

これ（スライド 35下）は、段ボールトレーです。ペットボトルをたくさん全国からいただいて、

使わなくなった段ボールをトレーにして、食事を並べて、取りに来た人に渡すようにしました。で

すから、並ばなくていい。これは、精神的にも身体的にもストレスが少なくてすんだので、非常に

よかったと思います。 

班を作って食事を配るようにすることで、コミュニケーションも取れました。 

横浜市のマニュアルでは、すぐにプライバシーを確保するための段ボールの仕切りを立てるとい

うことになっています。ところが段ボールの仕切りを立てると、こういう班を作って、お互いにコ

ミュニケーションを取るということがなかなか難しいです。もちろん、長期にわたって避難所で生

活する場合、実際に益城町では４～５か月避難所が続きましたが、そういうところではそういう対

応が非常に必要になってきますが、最初の段階で仕切りを立ててしまうと、班を作ってお互いに顔

を知るということが難しくなります。むしろ、こういう時は自分を隠すのではなくて、知ってもら

うことの方が大事です。それによって安心感ができるし、誰がどこにいるのかがわかります。 

避難所で避難生活をしている中には、病気や障害のある人、高齢者などいろんな人がいましたが、

あとで会った時などに「避難所でお世話になりました」と声をかけてくれるおばあちゃんがいまし

た。そのひとり暮らしのおばあちゃんは、「避難所には１週間いましたけど、最後、家に帰る時は

何かみんなと別れるのが寂しかったですよ」と言っていました。そういうように、お互いにコミュ

ニケーションを取って知り合うことで心強いし、プライバシーももちろん大事なんだけど、その壁

が低くなって、安心感ができるのです。 

もちろん、長期化していくので、ある程度の段階で益城町でもポールを立てて白いカーテンを掛

けました。ところが、昼間は全部白いカーテンを開けます。そうすると、みんなの顔見える。それ

で、夕方にはカーテンを張ってプライバシーを確保するというようにしました。そういうようにし

ないと、お互いにコミュニケーションが取れません。プライバシーを重視しすぎると、逆に不安感

が強まります。そういうことも工夫もして、結果的によかったのかなと思います。 

（８）非常にきつい救護班の活動、救護対応の遅れが関連死を招く 

物資が次々に届くようになりまして、（スライド 36）先ほど申し上げたように、自衛隊が炊き出

しができる車両とお風呂も持ってきてくれました。水はしばらくすると出るようになりましたが、

ガスが通らなかったのでお風呂になかなか入れませんでした。 
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救護班を組織しましたが、（スライド 37）実は私の大学の夜間の福祉学科で勉強している学生さ

んで、看護師のベテランでもある、花沢さんという人が、メンバーに入ってくれました。近くに住

んでいるドクターも協力してくれました。そういうような人たちと、保健室の養護の先生などがチ

ームになって、高齢者や障害者に限らず、いろんな病気の人を助けてくれました。 

最初の１週間が勝負です。とにかく、即、いろんな訴えが出てきます。血圧が高いと訴える人が

いると、花沢さんが血圧計を持っていって血圧を測ると、だいたい普段よりも 30ぐらい上がって

いるわけですよ。また、もう薬が切れそうだとか、いろんな人たちが出てきます。 

睡眠時無呼吸症候群で、シーパップという気道を広げて少し圧をかけて空気を送り込むような機

械が必要な人で、ベッドに寝た状態じゃないと夜寝れないという人がいたんですね。保健室にベッ

ドが２つありましたが、そのうち１つをその人が占領している。ほかの人が入ってくると困るんだ

という話が出てきて、中にはそんな人はもう出て行ってもらった方がいいという保健師の人もいま

した。花沢さんは「いや、それはいかんだろう」と言って、かなり抵抗しましたが、結局その人は

ベッドがない別の所に移動させられました。とにかく、救護班は、すごく混乱していました。 

救護班は、体育館を回ったり、校庭の車中泊の人たちを回って、医師も一緒に、血栓がないかな

どを調べて、血栓を防ぐ弾性ストッキングを配ったりしました。隣の公園の車中泊の方も回りまし

た。 

そういう所を回って、全体を把握しながら、ノートを作って、いつもいれるわけじゃないお医者

さんにもわかるように、気になる人の情報をお互いに共有したりしました。 

いろんな人がいました。体育館にいたおばあちゃんは、意識があるはずなんだけど、固まったま

ま、動かないというんですよ。「おばあちゃん、おばあちゃん」と言っても反応しない。名前もわ

からない。周りの人に「このおばあちゃん、知っていますか」と聞いても、知らない。「すいませ

ん、おばあちゃん、カバン開けさせてくださいね」と言って、名前を確認するところから始まりま

した。その人の病歴とかはわからないわけだけども、そういうところから始めなきゃいけない。ま

た、本震の前々日ぐらいに退院してきて、肺炎を起こしかけてゼイゼイいっているおじいちゃんも

いました。救急搬送も２件ありました。 

とにかく最初の１週間は、看護師や医師が避難所にしっかり詰めてもらわないと対応できません。

避難所の人たちやボランティアだけでは、きついですね。花沢さんは、せめて保健室の明かりだけ

でも夜つけておけば、夜みんなが安心するんじゃないかなと思って、４日ぐらいほぼ寝ずに夜中も

保健室の明かりをつけていました。それぐらいに厳しかったです。 

関連死が今、100人を越えています。直接死が 50人ですから、その倍の関連死が起きています。

関連死の方はだいたい４月～６月ぐらいに亡くなっていますが、今ようやく認定されているという

ことです。避難所での対応や直後の対応が混乱したということが、関連死がどんどん増えていた原

因だといわれています。 
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（９）早い段階から子どもたちが遊べる環境づくりが必要 

小学校が始まって、入学式で会って２日ぐらいして、地震になっちゃったんですよね。特に１年

生なんかは給食も食べないうちに地震が起きました。子どもたちの多くは、家にじーっとしている

んですよ。子どもたちをもっと学校に呼んであげればよかったなと思います。（スライド 38） 

私は、避難所で１週間寝泊まりして、そのあともゴールデンウィーク明けの学校再開まで避難所

に朝から晩までいましたので、私の子どもたちもついて来て、一緒にいろいろ手伝ってくれました。

子ども同士で遊んでもいますが、いろんなお兄ちゃんお姉ちゃんもいましたし、そういう環境は、

私の子どもにとってよかったかなと思います。 

地域の中には、お母さんと子どもとじーっとしているという人もいました。例えば、お父さんが

県庁職員でいろんな仕事で忙しくてほとんど帰ってこない。だから、入学した１年生の娘とじっと

していましたというような話をあとで聞くと、不安だったんだろうなと思いました。そして、小学

校などにもっと来てもらって、高校生とかいろんな人いるので、その段階でももっと子どもたちが

楽しく遊べるような環境を作ってあげたらよかったなと思いました。確かに、絵本の読み聞かせや

ちょっとしたゲームをやりにいろんなボランティアが来てくれてはいたのですが、避難所の外には、

もっと多くの子どもたちがいました。 

段ボールでプライバシーを保護している人たちもいました。そんなに多くはなかったですけども。 

（10）リヤカーで地域に支援物資を配ることで、安心感やコミュニケーションが生まれる 

１週間ぐらいたつと、物資がどんどん集まってきて（スライド 39）、ペットボトルなどの水もか

なり豊富になりました。私たちは、毎日ご飯を炊いておにぎりを握っていましたが、おにぎりなど

がポーンと届くんですよね。もちろん、熊本市に、明日どれぐらいの人数が避難しているだろうか

ら、いくつパンやおにぎりがほしいと言ってはいるんです。ところが、来たり来なかったりという

こともあって予想がつかないので、とにかく自分たちで計画的におにぎりを握っていました。 

ただ、実際におにぎりがきてみると、賞味期限がその日で切れるということもありました。それ

はいかんな、捨てるわけにもいかないしと思って、パンやおにぎりは届いた時点でパーッと地域に

運びました。 

政府もいっていますが、避難所に集まってくる物資は避難所だけのものじゃないんだと、できる

だけ地域の人たちにも配るようにという指示もあるわけですよ。当然私たちも、避難している人だ

けが被災者じゃないし、家の中でじっとしていて困っている人たちもいると考えていましたから、

とにかく早く配らないといけないということで、リヤカーに乗せて地域に配りました。 

地域に物資を運べるタイプのリヤカーも学校に１台しかありませんでした。もっとリヤカーが学

校にあってもいいかなと思いましたね。一輪車はいっぱいあるんですけど。そういうリヤカーがも

っとあれば、何方向にも同時に行けます。 

横浜市では想定されているようですが、地域に物資を運ぶ班も作らないとだめです。一定空いた

時間に地域に行っていましたが、避難所の中で活動しながら外でも活動するというのは、なかなか
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厳しいなと思いました。途中でボランティアが来てくれたので、その人たちにも協力してもらいな

がら、何コースかに分かれて地域に行きました。 

地域に行くと、市営住宅などではみなさんすぐに出て来られます。拡声器で呼びかけると、みな

さん来られて、喜んでくれました。そして、まだ水が出ない、出始めても濁っている、棟によって

はタンクが壊れていて、水が出る棟と出ない棟があったりということがわかりました。ガスが来な

いからお風呂に入れないし、味噌汁も作れないということがわかり、実際にちょっと余った味噌汁

を鍋ごと持って行って、喜ばれたこともありました。とにかく、そうやって、皆さんとコミュニケ

ーションが取れることも、また大事です。お互いに安心感が生まれ、つながっていきます。 

最初に拡声器で「尾ノ上小学校からです」と呼びかけましたが、それが聞こえた段階で、たぶん

安心感があると思います。これが別の組織だったら、「誰だろう」と思うかもしれない。「小学校か

ら来た」「みなさん、パンと水を持ってきました。必要な人は取りに来てください」と言うと、出

て来られます。出て来た人が、「隣のおばあちゃんの分も持って行くね」と言って、持って行って

くれるんです。それはありがたいですよね。そうやって地域にも近所にも配ってくれます。 

この時に、私がなぜこれを積極的にやったかというもうひとつの理由は、さっき言ったように、

地域の被害状況がどうかということを知りたかったんです。なるべくいろんな地域を回ることで、

ここの人たちは今こういう状況だな、ここの地域の家はこんな状況だなと、わかるんですよ。避難

所の中のことしかやらずに、地域を回ることをやらなければ、わからないので、できるだけ早い段

階で地域に出て、地域のことを知りたいということもありました。ただ、やっぱり人口１万 3,000

人のけっこう広い地域なので、くまなく回るというのはなかなか難しかったです。 

（11）広地のボランティアセンターでは具体的なニーズを把握できない 

（スライド 40）ボランティアセンターができましたが、熊本市は政令市になって行政区ができま

したが、まだ５年ぐらいしかたっていないので、区の体制が十分でありませんでした。たぶん横浜

の社会福祉協議会は法人になっていると思いますが、熊本の社会福祉協議会は法人格を持っておら

ず、区にも事務所がありますが、そこには職員が３人ぐらいしかいません。そこの職員が区から全

部引き上げて、中央の社会福祉協議会に集まって、そこでボランティアセンターの運営を１か所で

やっていました。だいぶあとになって、東区の団体受付と南区の液状化した地域の一部に対応する

センターを作りましたが、当初は中央の花畑公園というバスターミナルの横に作って、ここでボラ

ンティアセンターをやりました。 

それの何が問題かというと、いろんな準備があって、地震から１週間ぐらいたたないと社会福祉

協議会の災害ボランティアセンターは立ち上がらないということです。益城町でも 21日、熊本市

では 22日です。その間に、ボランティアはどんどん全国から来ているんですよ。 

例えば、益城町には、「シェルパ」という山登りの会の人たちが全国から来て、ブルーシートか

けなどをどんどんやってくれてるわけです。社会福祉協議会のボランティアセンターとしてはそう

いう危険なことはできませんが、いろんなことが得意な人やネットワークを持っている人たちがど
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んどん入ってきて、もう活動をやっていました。社会福祉協議会のボランティアセンターと別枠で

す。ところが、そういう人たちを受け入れる受け皿がありません。受け皿がなくてもそういう人た

ちは勝手にやりますけどね。宿泊所や活動拠点を提供するとか、そういう人たちをもサポートする

機能が、行政の中にもあったらありがたいなと思います。 

ものすごくそういう人たちが力になります。雨でも降ったら、瓦が壊れた所では、即、家が傷ん

じゃいますけど、その段階でブルーシートを張れるかどうかなんですよね。地域の人たちは無理し

てやっていますが、全国からそういう人たちがダーッと来て、ブルーシートを張ってくれる。でも、

社会福祉協議会はまだセンターが開けない。どうしても、社会福祉協議会の場合は時間がかかりま

す。 

しかも、22日にボランティアセンターを開いたものの、ニーズが上がってきていないんですよ。

何をやるかというと、「ボランティアセンターでニーズを受け付けます」という裏表印刷したチラ

シを一軒一軒ポスティングするという活動から始めるんです。ですから、最初の 22日～24日はそ

ういう活動でした。つまり、バスでいろんな地域にボランティアを派遣して、その地域で、ゼンリ

ンの地図を持ってもらって、一軒一軒ポスティングするんです。問い合わせはいっぱい来ますが、

具体的にニーズがあがってこない。ですから、とにかく難しかったのは、ニーズをつかむことでし

た。横浜市の場合は区の災害ボランティアセンターが立ち上がるだろうから、区単位で動くと思い

ますが、一つの区の人口が 25万ぐらいだとなかなか難しいですね。25万人に１か所のセンターで

は、やっぱりニーズがつかめません。 

だから、私は、できるだけ身近な所でボランティアセンターの機能を持ったものを作らないとい

けないと思います。それが、横浜市でも想定されているような地域拠点ということだと思います。 

（1２）市のボランティアセンターでは活動できないボランティアも 

私は、小学校区のニーズに対応できるように、避難所にボランティアセンターを設けました。そ

れぐらいの規模でセンターを設けないと、その地域の被害の実態や状況に応じた活動というのは難

しいです。 

（スライド 41）実際に、熊本市の災害ボランティアセンターがようやく１週間後に立ち上がって、

それから３日たっても、まだ避難所の手伝いが中心でした。ようやく 27日以降に、自宅の片付け

などに本格的に入れるようになりました。もうこの段階で１週間近くたっています。この段階では、

被災した人たちは自分たちの家のことや庭のガレキの撤去などを自分たちでやらざるを得ない状

況で、もちろん自分たちでもやるんですけど、もっと早めに支援が入ってくれたら、ずいぶん助か

るんじゃないかなと思います。 

（スライド 42）熊本市の災害ボランティアセンターでは、ゴールデンウィーク中には１日千人ぐ

らい来ています。朝９時から受付でしたが、朝６時からみんな並んでいます。９時ぐらいに並んで

も、もう活動はないんですよ。だから、最後の 100人ぐらいは、「もうすいません、そこらへんを
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掃除して帰ってください」ということで、活動もできないわけです。５時間並んで２日間で実働２

時間とか、そんな方もいらっしゃいました。 

５月３日のボランティア数が少ないのは雨が降ったからです。（スライド 43）社協センターの職

員が、前の日にフェイスブックで「明日は雨ですから、ボランティアは 300人で制限します」と出

しちゃったんです。それで、私はその時、「ちょっと待てよ。みんな全国から来てるんだよ。ちょ

っとぐらいの雨でなんで制限するのか。ボランティアを本当に必要としているから」と、ちょっと

怒っちゃいました。中央のセンターに連絡して、そこからボランティアに来てもらうようになって

いました。私は、前日に社会福祉協議会のセンターに電話して、「明日尾ノ上小学校区で活動して

ほしいボランティアは 50人いるので、50人派遣して」と依頼しているんです。ところが、その日

の夜 10時頃に、その職員から「ごめーん。明日、20人でいい？ 雨だから制限するようになった」

と言われて、もうびっくりしました。「ちょっとごめんって、それはやめて」「もうお願いしていて、

こっちはもう調整して、ニーズを把握して何人明日派遣しますって言っているんだから、そういう

ことはとにかく急に言わないで」と言ったんですけど。人数はちょっと減りましたけれども、何と

かやりくりしましたが、そういうこともありました。このように、せっかく全国から来てくれてい

るのに、ボランティアをうまくコーディネートできないという課題がありました。 

（1３）小学校にボランティアセンターを設け、家に帰るところから支援開始 

（スライド 43）私たちの地域には８つの自治会があって、それぞれの自治会長さんや民生委員さ

んと連携を取って、その地域から、ここに来てほしい、ブロック塀を撤去してほしいとか、家の片

付けをしてほしいというようなニーズを上げてもらいました。 

地域からもニーズが次第に上がってきて、最初にやったのは、避難所の方の家に帰るためのお手

伝いです。24日 25日ぐらいから、避難所のお手伝いの清掃などには来てもらっていたのですが、

実際に家に派遣するというのは 26日からでした。 

前の日ぐらいから、校舎の中で「ボランティアがお手伝いできますから、家に帰る上でお手伝い

が必要な方、言ってください」と放送したら、１人じゃ片付けができないからというおばあちゃん

とか、何人か来られるわけですよ。 

まだ 50歳ぐらい１人暮らしの女性は、マンションの５階の自宅は全然住める状態なんだけど、

揺れの恐怖で部屋に入れないというんですね。もう、すごくショックが大きいんですよ。暗い顔を

して、最初から避難所におられた方なんですけど。とにかくボランティアに来てもらったら、一緒

に家に入るだけでいいので、１人女性に付き添ってほしいということでした。そういうところから

始まりました。その人は、次第に、１人で部屋に入れるようになり、片付けできるようになり、夕

方や夜ちょっと過ごせるようになりましたが、結局その家にはもう戻らなかったですね。最後は、

引っ越しの手伝いを私はしましたけど、別の所にアパートを借りて、そこに移りました。もう怖い

と言って、１人でそこのマンションの５階には住めませんということでした。でも、そういう方に
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もボランティアを派遣して、とにかく避難所から家に帰るお手伝いをしながら、今度は地域の方か

らも家の片付けなどにも来てほしいということになりました。 

社会福祉協議会のボランティアセンターから１日 20人～30人、多い時には 50人来てもらって、

そういう人たちを振り分けて、自治会長さんや民生委員さんに付き添ってもらって、家に行くとい

うことをやりました。 

（1４）小学校のボランティアセンターはサテライト的役割 

小学校にボランティアセンターがあるということで、私たちは一軒一軒、前の日やその前の日に、

実際に訪問しました。そして、どんな状況か、ボランティアが何人必要で、それが危険な作業かど

うかなどを、顔を合わせて話を聞きました。 

私たちも、ブロック塀をかなり崩しました。ブロック塀が壊れて傾いているんですよ。それを崩

さないと、いつ倒れるかわからないということもあります。背の高い８段～10段ぐらいの高いブロ

ックもあるんですよね。そういうのは、最初は「すいません、私たちにはできません」と言って断

っていましたが、小さいブロック塀を崩すところからやっていくと、だんだん慣れてきて、高い塀

も次第にできるんじゃないかと思うようになって、実際にやりました。初めは断った、よく知って

いるおじいちゃんおばあちゃんの家も何とかしてあげたいなと思って、高いブロック塀を壊したり

もやりました。 

熊本市の災害ボランティアセンターにブロック塀の撤去を頼むと断られます。現地まで実際に見

に行けないので、それが危険かどうかわかりません。また、ぎっくり腰とか腰を痛められても困る

からということで、できるだけそういうことはしないようにということになります。でも、私たち

は、地域ではそういうことができました。 

結局、２週間程センターをやりましたが、ボランティアの依頼が全部で延べ 103件ありました。

ボランティアを派遣した数が 348件、延べ 350人ぐらいです。結局、私たちがやったのは、ボラン

ティアセンターのサテライト的な役割でした。 

大都市で災害が起こった時には、横浜などもそうだと思いますが、非常に身近な地域で、特に避

難所が地域拠点、地域防災拠点であれば、そこでこういうことができるような訓練が必要じゃない

かと思います。それは、日頃からも地域のいろんな困っている人の支援にもつながっていくのでは

ないかと思います。 

（スライド 45）熊本市は、私たちの校区やいくつかの校区で、これと似たかたちをやっていると

いう情報を得て、すぐに文書を出しました。（スライド 46）こういうサテライト方式をやっている

ところと社協と熊本市が情報を共有して、熊本市地域活動推進課が、校区の地域課題解決のための

災害ボランティアの活用という文書を、ゴールデンウィークのあたりに、全区に通知しました。で

も、文書をもらっても、こういうことはすぐにはできないですよね。だから、日頃からこういう考

え方というか、意識を持って取り組んで、何か準備をしておくと、いざという時にできるんじゃな

いかなと思います。 
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（15）日頃の自治会活動が災害時の救援活動に役立った 

尾ノ上小学校区には、２町内から９町内の８つの自治会があります。それぞれに自治会の役員さ

んや民生委員さんがいるので、地震が起こった直後から、その人たちが状況を把握して、いろんな

かたちで実際に物資を届けています。校区全体としてやりましょうとなった 25日からは、錦が丘

公園という小学校の隣にある広い公園の防災倉庫の前で、物資を各自治会の役員や民生委員さんに

渡しました。（スライド 47） 

私が住んでいる４町内では、この 10日ぐらいの間で、延べ 185人分を届けています。８町内で

は 114人分です。それ以外に 75人分というところもありますが、30とかゼロというところもあり

ます。配るところは特に一人暮らしの高齢者や要支援者ですが、私が住んでいる地域が特に要支援

者が多いとか人口が多い地域ではありません。日頃から、民生委員さんや自治会の役員が支援を必

要としている人たちとコミュニケーションをよく取っていて、地震直後に訪問しているんですよ。

そういうつながりがあって、校区全体で配りましょうということになる前からそういう支援をやっ

ているから、いざ全体でやろうとなった時に、うちの町内 40人分くださいと言えるんです。 

そうすると、ほかの役員さんから、ほかの所は３とか 10とか６とか５なのに、「なんでお宅だけ

40なの？」みたいなことを言われました。でも、それは、そういうつながりがあるからできること

で、これだけの延べ数になったわけです。 

私たちの町内は、別に特別のことをやっているわけではないですが、日頃から丁寧な自治会活動、

民生委員さんの活動、老人クラブなどのいろんな会での活動があって、みなさんの地区と同じよう

にいろんなことをやっています。そういう中でつながっているので、いざという時にも動けたとい

うことです。 

（16）避難所は避難者が、自治会は地域で、役割分担して活動 

避難所運営に、自治会の役員さんたちが直に関わるというのはなかなか難しい面があると思いま

す。なぜなら、地域で動く役割がいっぱいあるからです。避難所運営には、私たちのような比較的

若い人たちが関わりました。地域の自治会長さんや役員さんは、避難所運営そのものにダイレクト

に関わっていません。避難所の運営は、避難した私たち 40代 50代ぐらいの比較的若手の人や先生

たちが、中心的にやっていました。 

自治会長さんたちは、いろんな理由で地域を離れられません。つまり、地域の被害の状況を見て

歩いたり、声をかけたり、何かあったら手伝いに行ったりとか、そういうことをしなければならな

い。ですから、自治会の自治会長さんや役員さんは、自分たちの地域をベースにしながら動いてい

ます。一方、私たち避難した人間は避難所を運営している。そこで、お互い連携しているわけです

が、この役割分担がけっこう重要だと思います。 

じゃ、自治会長さんたちの役割を私たちのような者がすぐに代替できるかというと、たぶんでき

ないと思います。一方、自治会が日頃からつながっている人たちは、その地域のことはできると思

います。避難所運営は、けっこう体力勝負みたいなところもあるので、避難した比較的若い人たち
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などの力を借りる。これは、大事だと思うんですよね。ですから、運営委員会を作って、避難者が

一緒にやるという時に、その運営委員会に自治会の中心的なメンバーを入れてしまったら、今度は

地域の自治会の方が手薄になってしまいます。そこをどういうふうにうまく組織的に、地域防災拠

点としての避難所運営と地域での支援の役割分担や連携をするかというのが、大事になると思いま

す。 

（17）避難所は閉める時も難しい、あらゆる公共施設を避難所に 

避難所は、開く時も難しいですが、終息する、閉める時も難しいといわれます。 

私たちの避難所では、３回ぐらい会議をしました。５月 28日まで、１か月半近く避難所を開設

していましたが、次第に拠点避難所に集約していくんです。ゴールデンウィーク明けに学校が再開

しましたが、全国から来てくれていたボランティアさんたちがダーッと掃除をやってくれて、すぐ

にきれいになりました。体育館だけはその時点で避難者が何十人かいました。その人たちがだんだ

ん拠点避難所に移って、最終的に 28日で閉まりました。 

拠点避難所というのは市で何か所しかないんですよ。私たちの東区には 18万人ぐらいが住んで

いますが、ここでも２か所ぐらいしかないんです。それで、とても離れている所に行かざるを得ま

せん。そうなると、やっぱり動きにくいですよね。しょうがないから、トイレがまだ流れない状態、

お風呂がゆがんで入れない状態だけれども、家に帰ろうかみたいなことになるんです。 

小学校のすぐ隣の大きな公園の中にコミュニティーセンターがあります。ここは避難所に指定さ

れていないので、最初だけいっとき避難者がいたんですが、すぐに出ていってくださいという感じ

で、解消されていました。ここには部屋がいくつかあるので、こういう所を避難所にしばらく使え

たらよかったんじゃないかなと思います。先ほどの古谷さんのお話でもありましたが、公共施設は

全て避難所として運営できるようにということです。 

１万 3,000人の校区でも、小学校と中学校で収容できる数は、だいたい 3,000人ぐらいしかあり

ません。そうすると、あとの１万人はどうするんだということになるわけです。さらに、学校再開

で避難所が集約されてきた時に、帰れない人もいるわけです。その時、身近な校区の中に避難でき

る場所があることが大事です。 

コミュニティーセンターで開かれた会議で、ある自治会長さんが「避難所って不便だよね、そろ

そろ帰ろうかという考えがあってもいいじゃないか」と言ったんです。つまり、「避難所はちょっ

と不便にした方がいいんじゃないか、あんまり何か居心地いいと居座っちゃうよ」みたいなことで

す。でも、ちょっとその考えだと、冷たい。私は、最初から一緒に避難してみんなで助け合ってき

たのに、帰ってもらった方がいいんじゃないか、何か甘えが出てきているみたいな考え方はいかん

だろうと思いました。そこで、学校の家庭科室は使えないので、コミュニティーセンターのキッチ

ンを使わせてもらって、体育館に避難している人たちに味噌汁などを作って朝出すというようなボ

ランティアをやりたいと言ったら、それはできない、使えないというんですよね。コミュニティー

センターは、市も補助金を出していますが、いろんな講座の収入で運営しているので、講座を早く



 

23 

 

開いて収入を得ないと、専従のスタッフの給料も払えなくなるというんですよね。「いや、各町内

から少しずつお金出せば、こういう事態だから対応できるんじゃないか」という自治会長もいまし

たが、こういう所はみんなが全員一致じゃないと進まないということで、そういうことができませ

んでした。 

やはり、あらゆる公共施設を、いざという時には避難所として活用していくというスタンスを、

文化を作っていかないと、なかなか難しいなと思います。最後の方は、本当に困る人たちがしぶし

ぶ遠くへ移動したり、壊れた家にやむを得ず帰っていくというようなことも出てきます。 

（18）まとまりのよい自治会で日常的にいろんな活動 

私は、６年生の息子がいるので、今年、子ども会の会長を町内でやっています。だから、いろん

なかたちで、自治会の方にお世話になっています。（スライド 48） 

私の町内の自治会では、月２回役員会、月に１回代表者会、これには私も子ども会の会長として

出ます、町内会だよりを毎月１回発行しています。また、「なんでんかんでんまつり」を 10月に地

域の公園でやったり、この間は餅つきをやりました。あと、ふれあいサロンを公民館で毎月１回と

か、いろんな当たり前のことをやっています。資源物回収を隔月にやって、新聞紙とかいろいろ集

めて、１回あたり５万円ぐらいになりますので、その収入がけっこう活動費に使えます。災害後、

アンケートもやりました。非常にオーソドックスだけど丁寧にやっています。 

役員さんも、大きな会社の元社員さん、元学校の先生、元県庁職員、元郵便局員、元警察官とか、

けっこう公務関係のＯＢや定年退職した人が多く、比較的年金もまあまああって暮らせるような、

経済的に安定的な人たちがリーダーとなっていて、まとまりがいいんですよね。そういう中で、先

ほどのような活動ができたというのもあります。 

（スライド 49）10月にやった「なんでんかんでんまつり」では、子どもたちが法被を着て、く

まもん神輿を担いで、地域を練り歩きました。また、お母さんたちが「だご汁」という味噌汁みた

いなのを作ったり、子どもたちと玉入れや綱引きをしたりしました。 

（19）「受援力」を持つことが大事 

人口 7,000人の西原村では、社会福祉協議会の職員が数人しかいません。そうなると、ボランテ

ィアセンターの立ち上げ自体が難しい状況です。全国からＮＰＯやボランティアがダーッと入って

きた時に、その人たちの力を借りるんですよね。（スライド 51） 

「受援力」という言葉があります。ボランティアを受け入れる側の、その姿勢とか、受け入れる

力というような意味で、それが大事です。時に人は、本当に困っていても、そんなに困っていませ

んからと遠慮したりするわけですよ。でも、そうじゃなくて、とにかく助けてくださいと、いろん

な人の力を借りることが受援力につながるわけです。でも、初めは、行政や社会福祉協議会、ＮＰ

Ｏ、ボランティアなど、全国からいろんな人が来て、わけわからん、誰だろうみたいなことになり

ます。 
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確かに、困った人も来ます。実際に、惨事便乗型や災害便乗型の、要するに詐欺みたいな人も

いるわけです。本当にいます。私もボランティアとしていろいろやっていますが、そういうのがあ

ると補助金や助成金が何百万とけっこう取りやすいんですよ。表では何かいいことをやっているん

ですけど、裏ではそういうのを自分の懐にいれちゃう人とか詐欺みたいなことをやっている人も確

かにいますが、それはごく一部です。 

いろんな人の力を借りてやっていくということは、結局、住民、被災者にとってプラスになると

いうことだと思います。西原村はいい例だと思いました。 

（20）プレハブ仮設4,300戸、みなし仮設１万4,000戸 

（スライド 56）今、仮設住宅ができていますが、プレハブ仮設が 4,300戸、みなし仮設が１万

4,000戸です。みなし仮設というのは、アパートやマンション、あるいは一戸建ての賃貸住宅です。

そこに入居したら、罹災証明で、一部損壊は対象外ですが、半壊以上の人は家賃部分を県が補助し

て払ってくれます。そういうかたちでみなし仮設に入っている人たちの方が、実は多くて、プレハ

ブ仮設の３倍ぐらいみなし仮設に入っている人がいます。 

なかなか難しいですよね。土地の被害も宅地被害もありますが、建物被害だけでも 17万戸以上

です。全壊半壊合わせて、生活再建支援法の対象となるような人たちが 23％ぐらいいますが、77％

は一部損壊で、義援金も当初は提供されません。ようやく今、現金を一部支給することになってい

ますが、本当に数万円です。ですから、そういう人たちの方が圧倒的に多くて、そして一部損壊に

もならないけれども、いろんな面で心身ともにいろんな被害を受けた人たちもいるわけです。なん

というか、ピラミット構造の中の、本当に一部の 20何％の人しか、何らかの補償を受けられない。

それ以外の人は補償を受けられないという対応の中で、こういう一部の人たちがプレハブ仮設やみ

なし仮設に入っているという状況です。 

私は、みなし仮設とプレハブ仮設の両方で活動しています。（スライド 57） 

プレハブ仮設では、毎週日曜日、この間までは火曜日も活動していましたが、テクノ仮設という

益城町の最大の仮設と、木山仮設という２番目に大きい仮設です。テクノ仮設は 516戸、木山仮設

は 220戸です。私はボランティア活動をやっていて、子どもの遊び場というのを毎週日曜日にやっ

ていますが、昨日はクリスマス会をやりました。 

みなし仮設の方は、週に１回活動しています。地域支え合いセンターが各市町村にできています

が、市町村は社会福祉協議会に委託して、社協はさらにそれを「こころをつなぐよか隊ネット」と

いう民間団体に委託しています。（スライド 58）益城町では、1,300世帯がみなし仮設に入ってい

て、そこの訪問活動を週１回やっています。週１回、朝から夕方まで、もう１人の相談員と２人１

組でみなし仮設を訪問して、いろんな状況を聞いたり、何か支援があったらつないでいく役割をや

っています。 

何でこんなことをやっているかというと、みなし仮設の人たちの様子がほとんどわからないから

です。つまり、20の市町村でみなし仮設を持っていますが、プライバシーがあるということで、実
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際にみなし仮設の支援として動いている市町村は熊本市と益城町と大津町などほんの数市町村で

す。20のうち７市町村は連絡さえも取れない状況にあります。つまり、名簿は県が持っていて、市

町村にきちんとその名簿を渡して、市町村がその人たちと連絡を取ろうという動きもまだできてい

ないという状況です。それ以外の市町村は、名簿は持っているけど、まだ何のアクションも何の支

援にも動いていない。こんな感じです。 

みなし仮設が、東日本大震災で本格的に運用されて、６万何千戸ですかね。プレハブ仮設より多

いです。実際に地震が起こった時に、横浜でもおそらく賃貸のみなし仮設に入らざるを得ない人が

いっぱいいると思います。この人たちの支援をどうしていくのかということです。プレハブ仮設だ

けではどうしても足りない。プレハブ仮設は建設から解体まで１戸あたりだいたい 500万ぐらいか

かります。それに比べると、賃貸の場合は、すぐに家賃だけ支援すればいいということですから、

比較的安くもできるわけです。その点で、これからもみなし仮設は活用されるだろうと思います。 

（21）孤立するみなし住宅、早くからの支援を 

実際に、訪問してみると、みなし仮設の人たちというのは、避難所から一刻も早くでなくてはい

けなかったいろんな理由を持っています。プレハブ仮設はできるのが何か月後ですよね。熊本地震

では４月に地震が起きて、８月ぐらいからの入居が多かったので、４か月ぐらい先になるんですよ。

それも、プレハブ仮設に入れるかどうかもわからない。当選しなくては入れないわけです。 

例えば、糖尿病の方で、避難所の食事が合わなくて、一刻も早く普通の生活に戻らなくてはなら

ない。ところが家は全壊で帰れないので、みなし住宅に入る。あるいは、インシュリン注射を打っ

ているんだけれども、注射針などの管理が難しいなどの場合もあります。また、ぜん息で、ほこり

の多い所には居れないとか。いろいろな事情で、とにかく賃貸のみなし住宅に入ったという人がい

ます。そこでは、体にも悪いけども孤立しがちです。 

益城町では、1,300世帯のみなし住宅に入っている人たちのうち、益城町の賃貸に入っている人

は 300世帯です。あとの 1,000世帯は、益城町以外の熊本市やほかの市町村で、だいたい 15市町

村ぐらいにまたがって、ばらばらに入っています。特に、熊本市の東区と中央区が多いですが、県

北から県南まで、もうあちこちのアパートに入っています。益城町ではとにかく物件が少ないです

し、被害を受けている所が多いので、町外の空いている所、入れる所に移るというような感じです。

親戚などの近くに移っている人もいます。 

そういう所では、とにかく地域のつながりがないので、本当に孤立して、情報も物資も届かない

という状態です。益城町の広報誌さえも届かないんですよ。だから、私たちが訪問した時に、広報

誌が必要ですかと聞いて、一筆サインしてもらったら、今度はそれを役場に持って行って、そこに

広報誌を送ってもらうようなことをやっています。 

そういうようなことでいくと、これからみなし仮設支援というのは必要で、そこに住んでいる人

たちへの支援が大事だという認識を共有して、実際に早い段階から支援に入ることが、大事だと思

います。 
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（22）罹災証明を待たずに家賃等の補助を 

罹災証明については、家屋の判定をしなくてはいけないので、実際に発行が遅れます。でも、そ

れを待てない人もいます。罹災証明がいずれ活用されたとしても、発行される前にアパートに入っ

た人たちは、結局一部損壊にとどまってしまったら、みなし住宅として認められず、敷金と家賃を

もらえません。それで、その人についても、じゃ半年は出しましょう、とりあえず入ったら敷金と

家賃分は半年は出しますよということをあらかじめ伝えておけば、すぐに行動に移れると思います。

半壊や全壊の場合２年間は家賃が約束されますが、そうじゃないと動けないんですよね。ですから、

罹災証明とある程度切り離して、とにかく安全な住宅に、元の生活に近い状態に移れるところに移

ってもいいよというメッセージを行政の方から発信していく必要があるのではないかと思います。 

罹災証明は、住宅の損壊の程度、つまり全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊というふうになって

います。住宅の損害程度と、生活、被災者の被害の困りごとは、イコールじゃないんですよ。わか

りますよね。例えば、「住家主義」とある先生は呼んでいました。「住家主義」というのは住宅の「住」

に「家」で、住家主義の被災判定なわけです。 

例えば、こういう人がいました。妊娠がわかったのが５月頃で、７月に流産したんです。その時

にはみなし住宅に入っていましたが、罹災証明が二次判定でようやく半壊になったのが９月ぐらい

です。それまで一部損壊で、親戚のところやいろんな所を転々としていて、ものすごく不安だった

と。一部損壊で見通しがない。ショックで寝られなかった。その時に妊娠がわかって流産。でも、

そのあとで半壊になって、みなし住宅に入れた。もし、これが早い段階からみなし住宅に入れて、

比較的安心できる環境にいれたら、そうならなかったんじゃないかなと思いました。こういうケー

スもあるわけです。 

人は、何が起こるかわかりません。そういうことを思うと、早く安全で安心できる環境を提供す

るためには、住家主義の罹災証明、判定をちょっと置いておいて、緊急の時はとにかくトータルで

判定して、早く安全な場所にというようなことができるようにしなければならないなと思いました。 

宅地の問題も大きいです。液状化の問題ですね。今、熊本県は復興基金の中でその支援をすると

いうことで、再建を打ち出しています。 

（23）「復興災害」を起こす格差社会 

（スライド 63）今、格差社会といわれているように、比較的安定的な人たちと不安定な人たちが

います。地震が起こると、いっきに生活状態が落ちます。安定的な人たちはそれでもなんとか自宅

再建して、比較的早い段階で元の生活に戻れますが、多くの人たちは、住宅を再建するのも大変だ

し、しかも宅地までとなったら、とてももう再建が難しい。特に、高齢者は、もう、家を建てられ

ない。そういう人たちがどうやったら元の生活に戻れるかといったら、なかなか戻れないんですよ

ね。実際、阪神淡路大震災から 20年たっても、そういう状況があります。 
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そもそも社会問題が日常的に地域にあって、その中で地震が起こる。格差のある社会では、経済

的に厳しい状況の人たちや病気の人たちなどが、本当にもっとひどい厳しい状態になって、なかな

か立ち上がれません。 

最近、「復興災害」という言葉を使う人がいます。要するに、復興施策が不十分なので、元の生

活に戻れない、さらに厳しい状態になってしまうということです。阪神淡路大震災でも、孤独死が

仮設住宅でも起こったし、公営住宅に移ってからもずっと起こっているわけです。東日本大震災で

もそうです。まだまだ、元の生活に戻れない人たちがたくさんいます。 

こういう人たちがいる中で、復興施策には 20兆とかお金をかけてるわけです。被災者生活支援

法は、わずか復興予算の１％しか使われていません。本当に少ない。ですから、地震によって多く

の人が被害を受けますが、その対策が不十分で立ちあがれないということがないように、復興災害

が起こらないようにということが、大きな課題だと思います。熊本でも、立ち上がれない人がどう

しても出てくると思うので、その人たちへの支援、格差が広がっていかないように、きちんとして

いかなくていけないと思っています。 

（24）日常的に地域全体が安心して暮らせるまちが、災害にも強いまち 

私は、先ほど最初に申し上げましたが、横浜市のように地域拠点という考え方がすごく大事だと

思うし、そういう考えをベースにしながら日常的にも地域全体が安心して暮らせるまちづくりを考

えていってほしいと思います。 

例えば、イギリスは「かかりつけ医制度」というのを持っているので、新しく引っ越ししてきた

人に、その人はどこのクリニックのどの医者がかかりつけ医ですよという案内が必ず来るんです。 

私は、１年間イギリスでボランティアをやっていました。その時に、イギリスに住んだら、私は

病気でもないのに、あなたのかかりつけ医はここのクリニックのここのお医者さんですから、一度

訪問してくださいという連絡がきました。行きましたら、ああ、あなたは私がかかりつけ医だから、

何かあったら来なさいと言われました。引っ越したら、また役所から、あなたのかかりつけ医はこ

この医者だからという連絡が来ました。別に病気でもないのにですよ。行政は常に把握していて、

その人を保健師が訪問したり、あるいはかかりつけ医がいるから一度行ってみなさいという連絡が

きます。 

都市や農村などいろんなところで、いろんな人が動いている。そこに、誰かが関わってきちんと

サポートしていくような仕組みを作るかどうかです。「ゾーンディフェンス」という考え方があり

ます。まさに、横浜が持っている地域拠点という考え方です。地域全体をゾーンで考えて、そこに

暮らしている全ての人が安心して安全にくらせるようなまちづくりをベースに持つかどうかです。

そういう考え方のもとに、マンツーマンで個別に支援していく。 

マンツーマンの支援、例えば在宅医療や在宅福祉の場合、どんなに質の高い医療であって、ター

ミナルまで介護を提供していっても、あるお金持ちの人は受けられるかもしれない。ところが、そ
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の隣の貧しいおじいちゃんおばあちゃんは老々介護で、本当に孤独死するかもしれない。今の日本

社会では、こういう人が都市の中に同時にいてもおかしくありません。 

ところが、本当に地域医療や地域福祉、あるいはそういうまちづくりをしようとしたら、そうい

う人があってはいかんのです。どんな人でも、安心して、医療や福祉がいつでも受けられるような

まちづくり。私は、地域福祉を専門にやっていますから、そういう意味では、在宅福祉ではなく、

地域福祉を基本に、その上で在宅福祉をやっていくことが大事だと考えています。在宅福祉の考え

方では、そうなります。 

格差があっても、仕方がないじゃないかという考えもあります。でも、地域福祉、地域医療だっ

たら、全ての人が対象になるわけです。こういうまちづくりを日頃からやっておけば、いざという

時にも慌てなくてすみます。小学校はその避難者のためだけの避難所ではないわけです。 

本来、病院もそうです。病院は、そこに来る患者だけのものじゃないはずなんです。その地域に

住んでいる人たちの健康を、もちろん保健活動は基本的には行政などがやりますが、地域の病院も

その地域の住民の健康から考えていかなきゃいかんですよね。患者がたくさん来て儲かればいいと

いう話では、いかんわけです。 

どういうまちを作っていくかを考えていけば、災害の時にも強い、安心安全な、そういうところ

を乗り越えていけるまちになるんじゃないかと思います。 

（25）みんなで力をあわせれば元気な避難所ができる 

住民自治も大切です。災害時には、役所も大変なので役所に任せておけばいいということではな

くて、自分たちで立ち上がることが大事です。やれば、できるんですよ。 

実際に、避難所で障害や病気のある人たちが元気になっていました。精神を患っている方たちな

どもそうですが、体育館で寝ていると、けっこう話ができるようになります。世話人をやってもら

って、食事などを取りに来るでしょ。そうすると、けっこう生き生きしてくるんですよね。 

50～60歳ぐらいで、五十肩でもうこれ以上腕上がらないという人がいました。医者からも治らな

いと言われ、リハビリもずっとやってるけど、もうだめだとあきらめていた人ですが、「腕が上が

るようになりました」と言って来たんですよ。その人は、段ボールトレーを持って、班の世話役を

やっていました。世話役をやる中で、いろいろ変わったんでしょうね。そういう方がけっこういる

わけです。 

あとで振り返ってみたら、よく避難所で笑っていたことを思い出します。避難所であんなに笑っ

ていてよかったと。そういう雰囲気です。みんなで力を合わせれば、住民自治の力で、元気になれ

る避難所ができるんです。行政の人たちも、そういうところに入ってきたら、やりやすいですよ。 

（26）行政からの支援は同じ部署の人に 

私たちも行政の人たちに助けてもらいました。できれば、同じ部署の人に来てほしいです。 

違う部署の人たちが来ると、そのあと連絡が取れません。たまたま私たちの所には、熊本市の都

市研究所の４人のスタッフが毎回交代で来てくれて、避難所の事情などがもうだいたいわかるので、
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助かりました。同じ部署の人たちが来てくれると、連絡も連携も取りやすいし、こちらも「ああ、

また来てくれましたね」というような感じになります。 

政令市からの応援として、私たちのところには大阪市と福岡市が３週間ずつ入ってくれました。

この人たちも本当に心強かったです。私たちが気づかないいろんなところを政令市の応援でやって

もらい、助かりました。 

やはり避難所に住民自治の軸があると、いろんな協力してくれる人たちが動きやすいし、うまく

いきます。 

（27）「ボランティアできる人集まって」の一言で、住民自治が始まった 

私たちの避難所は、本震の次の日の夜、校長先生の「ボランティアできる人集まってください」

の一言で始まりました。その一言が決定的でした。もちろん運営組織が初めから決まっていれば、

それでもいいでしょうけれど。 

いっぱい避難者がいて若い人の中には力持っている人がいますから、「ボランティアできる人集

まってください」と言えば、たぶん何十人も集まりますよ。その中で、みんなでこの人はリーダー

だとか、適材適所を決めていけばいいわけです。それはどこでも横浜でも、そういう人たちがいっ

ぱいいると思います。みんなで力を合わせて、住民自治をやっていく中で、徐々に自信が出てくる

し、信頼感も出てくるので、いいまちづくりにもつながっていくのではないかと思います。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

 

４．閉会のあいさつ    日本共産党横浜市会議員団 副団長 岩崎 ひろし 

今日は、年末の忙しい時に、そしてまた寒い時期に、たくさん私たちの報告会においでください

まして、ありがとうございました。そして、今日は、高林先生に熊本から講師として来ていただき

ました。大いに参考にもなったし、勉強にもなった話だと思います。改めて、先生に感謝を述べた

いと思います。ありがとうございます。（拍手） 

今日の報告会・講演会で、特別強調していなかったことを、ひとつだけ話をして終わりにしたい

と思います。 

「大地震は必ず来る」ということについて、なかなかそういうふうに受け止めていない方が多い

というか、圧倒的です。横浜市に木造耐震改修の申請をされる方が、３・11東日本大震災の後は二

百数十件でしたが、去年は二十数件。つまり、大地震に備えておかないといけないなと意識する人

が 10分の１に減っているわけです。これは、非常に問題だと思います。「大地震は必ず来る」とい

うことを、一人ひとりがしっかり腹に収めておかないといけないと思います。 

私は候補者や議員をやって 22年たちますが、この間に、いろいろな地震が起きました。皆さん

もたぶん承知だと思いますが、1993年に北海道の南西沖地震がありました。奥尻島で地震が発生し

て、たった５分後に巨大な津波が来て、たくさんの方が津波にさらわれてしまいました。そして、

1995年に阪神淡路の大震災です。その後、東日本大震災があり、長野県の栄村での地震があり、ま
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た同じく長野県の白馬村の地震があり、熊本地震がこの間あって、もっと近いところで鳥取で地震

がありました。今言っただけでも、八つか九つあるでしょう。だから、今言っていないのも含めた

ら、20年間のうちに 10を超える大地震が発生しているわけです。 

地域的には、北海道から熊本まで、本州全部含んでいます。ですから、いつ横浜でそういう事態

になるか、誰も予測できません。しかも、関東大震災は数十年から百年の間隔で起こるといわれて

いますが、関東大震災から今年で 93年たっているのです。（この間）起こってないわけですね。だ

から、関東大震災と同様の地震がここ横浜で起こる可能性は、非常に高いわけです。 

大地震は必ず起こるわけです。このことをしっかりと腹に収めておかないと、時間がたったらつ

いつい忘れてしまうというのではだめだということです。 

このことを心して（胆に銘じて）、防災・減災の備えを（日ごろから）しておくという話をさせ

ていただきました。 

今日はみんなで大地震があった時にどうするかについて、それぞれの持ち場で考える材料を手に

入れることができたと思います。 

本日は、どうもありがとうございました。 
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５.スライド資料 「熊本地震の被害状況と教訓・課題」 

視察報告 古谷やすひこ議員 

スライド１            スライド２ 

スライド３            スライド４ 

スライド５            スライド６ 
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スライド資料「住民自治の避難所運営と災害に強いまちづくり」 

高林秀明教授 

スライド１            スライド２ 

スライド３            スライド４ 

スライド５            スライド６ 
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