
平成２６年度 鈴鹿市防災講演会及び防災展示・体験会(開催報告) 

 

◆日 時   平成 26 年 11 月 5 日(水) 津波防災の日 

 

◆場 所   鈴鹿市文化会館 

 

◆平成２６年度 鈴鹿市防災講演会 

テーマ「家庭や地域の防災力アップに役立つ防災リレー講演会」 

～自分を守る(自助)，大切な人を守る(共助)ために，“地域で本気で考えること”・・・～ 

 

◆参加者   １２９名 

◆年代層  

20代(4%)，30代(7%)，40代(15%)，50代(17%)，60代(28%)，70代(29%) 

 

◆あいさつ  鈴鹿市長 末松則子 

11 月 5 日は，東日本大震災以降，津波防災への意識を高めるため，「津波 

防災の日」と法律で定められた日であり，全国各地で，津波防災の啓発に向 

けた行事が実施されている。 

講演会のテーマは，自分を守る「自助」と，大切な人を守る「共助」のた 

めに，地域で真剣に考える機会にしていければと考えている。 

東日本大震災では，多くの方が，津波から避難する際に，車で移動し，生 

命を落とされた。また，障がいをお持ちの方や，足の御不自由な高齢者も， 

高台などに逃げられず，命を落とされたと，伺っている。 

今日は，実情に詳しい，石巻市役所総務部次長の二上さんと，㈱ミライロ 

代表取締役社長の垣内さんを講師として招き，体験談を交えながら，地域の 

防災活動や災害時要援護者支援についてお話いただく。 

また，一階のフロアや，屋外スペースにおいては，防災の展示・体験会と 

して，各地域の消防団が使用する資機材や，車いすの展示・体験コーナー， 

本市と防災協定を締結した団体を紹介するパネル展示や実証試験など， 

盛りだくさんの取り組みを，ぜひ，御覧いただき，防災に対する理解を深め 

ていただきたい。 

 

  



◆講演１ ～災害に強いまちづくりは，一人ひとりから～ 

                  石巻市 総務部次長 二上洋介さん 

 

 平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分，石巻市は最大 6 強の地震に見舞われ，地震

発生から 24 分後に牡鹿半島に 10m を超える津波が到達し，その 30 分後に人口

集積地に 8m 以上の津波が襲った。(当時の津波，濁流，がれきの映像を紹介) 

 今日は，被災の体験や生存者の市民調査結果をもとに，お話をする。 

 津波は，簡単に家を潰し，内陸まで押し寄せるので，「とにかく，安全な場所

に避難すること，家族で事前に避難行動を決めておくこと」が必要である。 

 また，避難行動として，自動車移動は渋滞に巻き込まれ，脱出不能となるので，

「とにかく，歩いて，走って逃げること，自動車での避難は災害時要援護者のみ

と考えること」である。(当時の渋滞，津波に流される車両の映像を紹介) 

 

 避難所運営での課題も，浮き彫りとなったため，事例とともに提言する。 

 避難所は 259 箇所の開設，避難者数は 50,758 人，水没による移動困難，電気

通信の遮断から，「避難情報の不足と市職員派遣が物理的に困難」となった。 

 「避難所の運営主体，毛布・食糧の手配，安否の確認，災害時要援護者の支援」

など，当時，避難所運営マニュアルに基づく主体が，誰(どこ)かが浸透していな

かった。(収容避難所の満員の状況や一人あたり 2 ㎡のスペース，畳 1 枚少しの

映像を紹介) 

 

 東日本大震災を教訓として，「自助・共助・公助」の理念のもと，平成 26 年 4

月 1 日に「防災基本条例」を制定した。公助(行政の役割)は，施策の策定，備蓄

物資の整備，防災知識の普及啓発，企業他機関との連携，自主防災隊の育成支援，

災害時の措置，復旧の推進と定義付け，市民や企業等事業所の役割区分を明確に

した。いうまでもなく，災害時においては自助・共助が重要であり，備蓄につい

ては，３日分の食糧と飲料水の保存を市民の自助に組み入れた。 

 

 避難所の運営に関しては，学校と地域防災連絡会(地域の自治会，自主防災隊

等を中心とした集まり)が，中心に運営を行うことや，解錠，要援護者支援，物

資配布，ペット対応等の具体的な役割分担を地域で行うこととした。 

 

 東日本大震災で学んだ地域防災の教訓(最後に 4 点伝えておきたい。) 

1.とにかく，逃げろ! 

2.避難場所は，1 か所ではない! 

3.繰り返し，訓練せよ! 

4.避難所では，自発的に助け合え! 

  



○主催者より 

聴講者に向けて，災害時には，「普段やっていることしかできない」「普段や 

っていても満足にできない」「普段やっていないことは絶対にできない」とい 

う言葉は，耳に残るものとなりました。 

  最後には，「平成 23 年度鈴鹿市Ｆ１観戦親子招待事業」により招待を受け 

た石巻市の子どもたちからの感謝の手紙が紹介され，会場全体での感動とな 

りました。 

 

○聴講者の気付いた点として，多くの意見や感想が寄せられました。 

・津波発生時に，「自動車」で避難することの危険性を感じた。 

・「津波避難ビル」は，整備しても万全でないことがわかった。 

・「収容避難所」は，一人当たり 1 ㎡と些少になることも意識する。 

・常日頃の準備が必要であり，普段からの訓練，話し合いが大切である。 

・「自助・共助」の重要性から，防災を我が家でも考える。 

・「自助が一番，公助に期待するな」を理解した。 

・「自助・共助・公助」の役割を明確にし，訓練等の徹底を図る必要がある。 

・訓練したこと以上のことは，災害時に絶対にできない。 

・すぐに逃げることが，如何に大事かということに気付いた。 

・自分で守ること，一人ひとりの意識(自助の重要性)を実感した。 

・どこか他人事のように思っていたので，考えさせられた。 

・避難所の運営を，自治会と関係者で調整しなければならない。 

・行政がやるべきことは，食糧等の備蓄でなく，環境づくりとわかった。 

(備蓄は，自分でしなければならない) 

  



◆講演２ ～社会で守る! 自分で守る! 災害時に求められる３つのこと!～ 

              ㈱ミライロ 代表取締役社長 垣内俊哉さん 

 

 先ず，言葉の定義として，バリアフリー(特定の人のため)とユニバーサルデザ

イン(国籍，性別，年齢，障がいの有無に関らず，使いやすいモノやサービス提

供)及び「自助・共助・公助」を伝えておく。 

今，日本で暮らす，災害時要援護者のうち，高齢者は人口の約 25%(3,189 万

人)，障がい者は人口の約 6%(788 万人)いる。平成 28 年 4 月に，障害者差別解

消法が施行されるにおいて，地方公共団体は社会的障壁を取り除く，合理的配慮

の実施を行うことが法的義務とされている。民間事業者においても，努力義務と

して，今後利用が高まる，スーパー銭湯やコンサート，スポーツ施設，映画館な

ど施設対応が必要となってくる。 

 

 日本における「おしい!」(少し残念的な)と感じる現状は，「過剰」か「無関心」

に分類される。色んなことに手を差し延べた方がよいのではという意識の過剰

と，見て見ぬふりをするなどの無関心，思い当たる節があるのではないか。 

 

  東日本大震災における，災害時要援護者の死亡率であるが，健常者の約 2 倍

であった。この事実から考えなければならない課題は，3 つある。 

 一つめは，本人や家族の「生き抜く覚悟と生き抜く術」である。 

 二つめは，地域や企業の「求められる対応力」である。 

 三つめは，社会全体での，「障がい者や高齢者に関する知識」である。 

 弊社では，東日本地域で，復興庁の「カケアガレ!日本」プロジェクトや，「ユ

ニバーサルマナー検定」の実施で，誰もが見に付けられるマナー，接し方，サポ

ート方法の普及を行っている。 

 これらの課題解決に向けたポイントを，3 分類でお伝えすると， 

1. 肢体不自由者，高齢者にとっての大きな課題は，「移動」である。 

車いすでの階段等垂直移動(避難)，避難誘導時の人手不足，低下する高齢者 

の気力など配慮しきれていない。 

2. 視覚障がい者，聴覚障がい者にとっての大きな課題は，「情報」である。 

緊急放送を聞き取れない，テレビの情報取得が遅れた，避難等のシュミュレ

ーションや，白杖・補聴器等機器の不足があげられる。 

3. 知的障がい者，精神障がい者にとっての大きな課題は，「移動」である。 

パニックを起こす人が多かった，「帰る」と「避難」を混同し，適切な誘導が

出来なかった，緊急時の薬等持ち出し物が管理されていなかった。 

 

 サポートできなかった理由は，「接し方がわからない，接し方を知らない，で



きないという決め付け，経験がない」の「ない」から始まる不安であり，その解

消が必要となる。 

 

 将来の震災に備えて，必要なこと(最後に 3 点伝えておきたい。) 

１，地域特性の理解を深めること 

  例えば，鈴鹿市であれば，30ｃｍの津波到着まで，約６０分であることか

ら，東日本や地震直後津波が来る地域とは異なるので，先ずは「遠く」へ逃

げることである。「高く」は，浸水が始まっている場合なので，初動を誤認

識しない。「高く」より，「遠く」である。 

２，「自助」を促すマニュアルの普及が必要 

  障がい者や高齢者に関するマニュアル整備と浸透，実態の認識や全体の意 

識改革が必要である。 

３，「共助」を文化にする避難訓練の実施が必要 

  障がい者や高齢者が参加する避難訓練が少なすぎる。よって，接し方も誘 

導方法を学ぶ機会がない。 

  共に，生きるために，自分自身が，社会が変わらなければならない。 

○主催者より 

聴講者に向けた，車いすの当時者が語る具体的な事例，説明は，説得力をも 

ち，あらためて，気付きを生むものとなりました。 

 

○聴講者の気付いた点として，多くの意見や感想が寄せられました。 

・これまで，たくさんの防災講演会に参加したが，今回は，ハッと我にかえった。 

・全てが新鮮(自助，共助，ユニバーサルマナー)であり，具体的な説明がよかっ 

た。感激した。今日の話は，伝えていきたい。 

・知らないことが多すぎた。知っているつもりが不十分だった。 

・津波避難時，「高く」よりも，「遠く」が，避難時に重要であることがわかった。 

・障がい者に対する勉強不足と必要性を感じた。 

・移動の大変さがわかった。要援護者との接し方，対応を考えなければならない。 

・地域の避難訓練に車いすの方の参加を促したい。 

・地域での関わり方を考えなければと思うし，地域で取り組む課題が，今はっき 

りした。 

・非常時の対策を，いまさらながら検討し直す。 

 

 

 

 

 



◆講演会をとおして 

  現在，全国各地で，地域の実情にあった，避難所運営マニュアルや減災に向 

けた，取組み，活動が進んでいます。 

  自助・共助・公助の比率は，7 対 2 対 1 といわれるなか，東日本大震災以降 

は，さらに「自助・共助」の必要性が重要視され，地域での自発的な活動が増 

えてきました。 

  今日，11 月 5 日は，津波防災の日と国の法律で取り決められている。 

津波から早く，高く逃げることは，地域の実情に応じた対策を考えなければ 

なりません。 

  津波から，遠くに逃げる場合，自動車を使って避難すると，東日本大震災の 

際にはどのようなことが起きたかを，一つめの講演会でお話いただきました。 

二つ目の講演では，仮に，逃げ遅れた人，主に，障がい者，足の不自由な高 

齢者のための津波避難ビルに辿り着いたのはいいが，どう登るのか，どう地域 

で考えるべきなのかをお話いただきました。 

  当事者ともいえる方，お二人に，「自分で守る，家庭で守る，地域で守る」 

 のテーマで，講演いただき，本質的な「気付き」に，つながったと思われます。

また，参加者層につきましても，子育て世帯の参加を意識するなか，例年 

50 代以下の参加が２割程度のところ，４割を超える成果を得ました。 

 

 

◆防災展示・体験会 

  体験等の展示については，11 時から 16 時まで行いました。 

  その内容は，地域における消防団の資機材にどのようなものがあるか，市と 

災害協定を結んでいる企業がどのようなジャンルなのか，小学校の備蓄物一 

覧，災害ボランティアセンタ－といった「知ってもらう」展示と，収容避難所 

にある小型発電機がどのような音で，どれだけ燃料を消費するか，また，普段 

使いの自動車が，災害時には電源として活用できる社会実験，車の座席シート 

が救命胴衣になる商品の試着のほか，車いすの悪路での乗車実体験といった， 

「体験型」の展示，防災カルタ，避難所運営マニュアル，障がい者の避難マニ 

ュアル等「見本配布等」などを行いました。 

より本質的な面に，気付いていただく機会となりました。 

 

  回答者の 82%が，「今回，知らないことに気付けた，更に理解を深められた」 

と回答され，次のとおり印象に残った展示，体験を記述していただきました。 

・車いすの実体験コーナー(複数回答)    

・自動車の外部電源の実証試験(複数回答)   

・液状化実験(複数回答) 

  



・消防服などを着用できて，よかった(複数回答)     

・多くの企業と災害協定しているがわかった。   

・地域の消防団等にあるボートなど資機材を，知らなかった  

・災害ボランティアのコーナー    

・ドコモの携帯充電等の展示 

・体重 95 キロのため，車の座席シート→救命胴衣の装着がキツかった。 

・今回，身近に考えられるようになった。   

 

◆総合的な意見(自由意見)  

・非常によかった，非常に役に立った(複数回答 15)    

・たいへんよかった。今回のような講演会なら次回も参加する。(複数回答 5) 

・もっともっと，多くの市民に講演内容を知ってもらいたい。(複数回答 3) 

・とてもよい講演で，聞いて得した(複数回答 2)    

・自助・共助の重要性。本当に一人ひとりが本気で考えないといけない 

(複数回答 2) 

・今回の内容を，ホームページで公開をしてほしい。 

・自分が，社会が変わらなければいけないと心に感じた   

・話を聞いた時だけでなく，それを持続しないといけない。   

・参加者，来場者が，少ないのが残念だった。(複数回答 6)   

・講演者に対し失礼なので，職員動員等参加者の確保を行うべきである。 

(複数回答 3) 

・体験者の声は心に響く。まだまだ関心の薄い鈴鹿市民への呼びかけが今後も 

必要。例えば，自治会や PTA などへの声かけなど(複数回答 2)   

・鈴鹿市民の災害への関心が低い，考えが甘い，意識が低い(複数回答 2) 

・共助において，避難訓練等大切だが，先ず地域としてどうするかだ。 

(複数回答 2) 

・まちづくり協議会は，何をやっているのだろうか。 

・障がい者も参加した地域での訓練をしなければならない。   

・手話通訳者と映像が離れているので，伝わりづらなったのでは・・・  

・来場しやすいよう，バスの運行等を考える。 

・昨年に続き，何故平日にするのか?  

・休日なら，家族連れで参加できたと思います。(複数回答 2)   

・高齢者や障がい者にも，参加を働きかけてみてはどうか   

・展示内容がよかった。特に車いすの体験コーナー 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 


