
平成 30年 6月 24日開催 湯梨浜町町民のつどい 

講演「東日本大震災 体育館避難所で起きたこと」 

講師 佐藤 一男さん（避難所運営アドバイザー、防災士） 

 

みなさんこんにちは。岩手県陸前高田市というところから参りました佐藤一男です。一時

間半ほどお話しさせていただきます。 

先ほど 3 時 15 分まで講演という説明でしたが、3 時ごろでお話を終わらせていただいて、

会場からの質疑応答の時間を設けたいと思いますので、何か気になることがありましたら、

メモしておいてください。よろしくお願いします。 

講演に先立ちまして、8 年前に発生した東日本大震災に、湯梨浜町からも被災者救済事業

ということで多大なるご支援いただいております。その他にも皆さんからもコンビニでの募

金とか、もしかすると陸前高田市までがれき撤去などに来ていただいたかもしれません。こ

の場をお借りしまして、高いところからではございますが御礼申し上げます。本当にありが

とうございました。 

東日本大震災、ご存じだと思います。陸前高田市、もともと二万五千人の市でしたが、二

千人が亡くなりました。避難所が、もう数えきれないくらいできて、その中の一つ、小学校

の体育館で私たちが暮らしましたので、そのお話をさせていただき、後半には皆さんに覚え

ていって取り組んでいただきたいことを話しさせていただきます。 

東北から来たので、話が熱くなると方言が出てしまいます。今聞いた単語がわからないと

いう人は、その前後がつながらなくなるといけませんので、手を挙げ、というか声をかけて、

今のわかんなかったよって教えてください。わかるように説明しなおしたいと思います。 

東日本大震災、まずは地震からでした。地震からの津波、目の前で自分たちが住んでいた

家は流されました。この瓦礫の中からも、正直「助けて」という声が聞こえました。今でも

耳に残っています。でも何ともできなかったです。そういう体験です。 

 

 



 

津波が引いた後。この写真の右端に我が家があったんです。もうすでに津波が引いた段階

で私の家はありません。このへんに枠が見えると思いますがすべて家があった場所です。た

またまこの家は残りましたが、がれきが載っているのがわかるように、津波の高さはこの家

を超えています。この地域には 15メートルの津波が襲いました。 

私たちは約四カ月間、体育館で暮らしました。基本的には体育館の中で、一部校舎の中で

暮らした人もいます。 

無数に発生した避難所のなかのひとつ、米崎小学校体育館の避難者数の変化です（資料１）。

3 月 11 日は海が見える高台にあった中学校の体育館に地域の人が避難しました。その当時

400 名いたと思います。翌日になって明るくなると、中学校の体育館、校舎にひびが入って

いて、学校長から「ここは危険で申し訳ないが、ここにおけない。どこかほかに行ってくれ」

と言われて、探したところ、小学校の体育館が、避難所指定されていなかったために、空い

てたんです。そこに移ることにしました。400 名の中には、津波で家が流されてなかったけ

ど、津波がこの後、どこの高さまで襲ってくるかわからないために、一回目の津波では家を

流されなくても高台の避難所に集まっ

ていました。一日あけて、我が家は大

丈夫だったという人が自宅に戻ったた

めに、200名ぐらいになりました。この

200名の中には、町内の人がほとんどで

したが、たまたま買い物にきていた、

たまたま観光で移動中だった人が含ま

れているので、一週間ぐらいのうちに

戻れる人は、県外に戻ったり、または

市外の親戚をたずねて移動したために、

一週間くらいで 100 人に減りました。
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その後近くの別な避難所、公民館が「病院にします。なので公民館に避難していた人どこか

行ってください」ということで、市の方からうちで受け入れてくれませんか、米小で受け入

れてくれませんかということで、40名くらいが移ってきたので人数が増えました。それから

3月の末くらいまでにはまた、親戚を頼り、離れていった人がいるのでまた 100名くらい、5

月 10日、震災からほぼ二カ月で米崎小学校の校庭に仮設住宅ができたので、そこに入居した

人をのけて、60名ぐらいになりました。そのあと約一か月半くらいで、今度は中学校の校庭

にも仮設住宅ができたので、その段階で小学校の体育館の人はゼロになり、荷物を運びだし、

一週間後、6月 30日にみんなで集まって体育館を掃除して、小学校に体育館をお返ししまし

た。 

それでも、市内すべてがこの日付で終わったわけではありません。小学校中学校の校庭に

仮設住宅を建てるのは平らだから早かったんですが、そこだけで仮設の数が足りないんです

よ。民有地、個人の道路の近くにある土地を借りて、津波の入ってないところの土地を借り

て、整地して、仮設住宅を追加して、全員が入り終わったのは陸前高田市では 8月 14日、お

盆ギリギリですね。それくらいの期間がかかりました。 

生活する中で、今大阪でも問題になってますが、ライフラインの復旧です（資料２）。3月

11日に震災が発生して、ガスは、陸前高田市の場合プロパンガスだったので、全国各地から

プロパンガスのボンベを供給していただいて、ガスは大体 4 日目くらいには、スムーズとは

いかないですが使えるようになりました。ただし、電気が来てないんですよ。地震でガスの

配管がどっかガス漏れしてるかもしれない、でも電気がないとガス警報器が動かないんです

ね。だから臭いに気を付けながら、ちょっとおっかなびっくりで使っていました。 

電気は約一か月後、米崎町の場合には一か月後の 4月 10日に一回復旧しました。この一か

月の間に被災したところにつながる電線を、東北電力の人が全部切って歩いたんですよ。余

計なところに電気が流れると感電したり火災になったりするので、その確認に一か月がかか

るんです。10 日に一回電気を通して、街灯がついたなと思ったら、翌日にはまた停電です。

ところどころで家は残ってたけど家の中の配線がおかしくなって火災が発生しました。通電

火災という言葉ご存知でしょうか。陸前高田市では通電火災が発生しました。停電が発生し

て、再確認をして、12日に復旧して、それ以降には電気は通じました。 

電話ですが、3月 14日に NTTが衛星

電話を持ってきてくれました。非常に助

かったんですが、屋外じゃないと使えな

いんですよ。ちょっと寒い中使い始めた

んですが、一番の利用目的は、遠くにい

る親戚に、安否情報を流してもらう。「我

が家では誰と誰はいるけど、誰がいない」

とか。そういう情報を、電話を通じて親

戚に電話してもらいました。その際です

が、片っ端から「うちの親戚 5軒あるか

ら」とか「10 軒あるから」とか全部に
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電話するわけにいかないんですよ。親戚の中で主となるような人に電話を入れて、「親戚中に

あなたから連絡してください」という方式をとりました。みんなが長蛇の列作ってね、泣き

ながら電話してました。その他に、いろんな連絡用として学校の職員室にも置かれました。 

携帯電話ですが、電気の復旧と同時に、4 月 11日に微弱電波が届きはじめ、5 月の初旬に

は安心して通話ができるようになりました。 

困ったのは水道なんですよ。陸前高田市の水道の浄水場、川から水を取り入れるところま

で津波が遡ってしまったために、津波が入ってないところの水道管の中にまで海水が入って

しまって、すべて復旧させるのに 7 月までかかったんです。今大阪ではガスをつなぐという

ことで、非常に大変な思いをしているようです。業者さんが。通せばいいってもんじゃない

んですよ。電気と同じで。漏れてる場所、危険な場所を全部確認して、危険なところを封鎖

しないと通せないんです。水道も同じです。家が流されて配管がむき出しになったところに

水道を流すと、せっかく出してくれた水が全部下の方に流されちゃいますよね。そういうの

全部確認する期間が非常に長かったです。 

これあまり話題になってないんですが、下水道がすごい時間かかったんですよ。平成 26年

までかかりました。なぜか。もともと家があったところの下水菅を全部ふさがなきゃいけな

い。地中ですから。土の中ですから。一軒一軒家があったところを確認して土掘って栓でふ

さいで。処理場を再建しないと、処理場は低いところにあるので処理場が流されちゃった。

処理場が復活するまでは、高いところにあった家で津波が入らなかった家で、おうちの中に

トイレがあるのに、「トイレを使わないでください」。トイレや台所で流した水が、処理場に

行くはずなのに、その処理場が処理してくれず、流すと全部海に垂れ流しになるんです。で

も使わないでくださいって言ってもねえ、家の中にトイレがあると、寒いとき暑いとき夜中、

外のプレハブトイレに行きたくないですよね。みんな使っちゃったらしいです。結果起きた

のが、震災から一年二年たって、海産物が、養殖物ができました、買ってくださいって段階

になったときに、大腸菌に汚染されてて衛生検査通らないんですよ。 

いま国では巨大地震が発生した場合、地下の配管を完全に確認するまですべての家でトイ

レを使わないでください、というふうに方向性を変えています。これまではマンホールトイ

レといって、家のトイレが使えない時には、マンホールのふたを外してその上にプレハブを

載せて、トイレとして使いましょう、と言ってたんですが、マンホールの先がどうなってる

かわからない、それが確認できるま

では使わないでくださいというふ

うに変わっております。 

避難所での生活で心がけたこと

です。災害発生時、まあ逃げるまで

ですね。災害発生時の要支援者と言

いますが、手を貸し、目を配ってほ

しい人です（資料３）。まず乳幼児

ですよね。乳幼児を連れた人、高齢

の方、逃げる足が遅い。東日本大震
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撮影：Takuya Murata 

災でも実際にあったんですが、「俺もういい」「長生きしたからもういい」って言って、逃げ

ようとしなかった人がいるんです。そういう人にも地域の人、消防の人が声をかけて助けよ

うとするんですよ。一緒に、ちゃんと逃げてほしいです。あと、障がいのある方。やっぱり

逃げるのが遅くなる、自分で逃げる判断ができない人がいます。声をかけ、手を貸してあげ

てください。あとは妊婦さん、急激な動き、それから精神的ストレスは、決していいことじ

ゃないです。急な災害でかなりのストレスを浴びてます。周りで気を配ってください。あと

は傷病者、けがをした人ですね。地震の際に落ちてきたものでけがをした、逃げる際にとが

ったものを踏んだ、家の中で割れた窓ガラスを踏んだ、そういう人がいっぱいいました。 

いまは道路や電柱に避難所はこちらとか、水害時避難所はこちらとか、一時避難所はこち

らっていう、避難場所はこちらっていう表示がされるようになりましたが、日本に来ている

すべての人の言語には対応してないしできないんですよ。地震が起きた、特に日本は地震が

多いですけど、世界各地を見渡すと、半分以上の国は地震のない国なんです。地震を知らな

いんです。何が起きたか分からない、この後何が起きるのかもわからない、そういう人たち

がいっぱい来ています。特に観光で。そういう人たちには身振り手振りでこっちに行こうと、

教えて一緒に避難してください。これまでが災害発生時の要支援者です。 

タイトルだけ変わります。避難所での要支援者（資料４）。避難所での要支援者は、このほ

かに、女性。東日本大震災でも熊本

地震でも、性的被害を受けた人が報

告されています。少ない数ではあり

ません、残念ながら。パニックにな

ることによって、弱い人を、力づく

で傷つけてしまう、そういう人がい

るんです。自分たちも気を付けまし

た。トイレ、外にあるトイレには一

人で行かない。夜は一人で歩かない。

本来守られるべき人が、自分で対策

しなきゃいけないということが悲

しいことなんですが、あっちゃいけ

ないことなんですが、せざるを得

ませんでした。また、避難所、さ

っきの写真でもありましたけど、

ちょっと顔あげると全体見回せ

るんですよ。女性が着替える場所

はありません、でした。最初は。

途中から囲いを作り、別の部屋を

女性専用の体をふく場所、着替え

る場所として作って男性立ち入

り禁止にしたので、ある程度はで
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きましたが、女性専用の着替え場所を作っちゃったことを、あとから後悔しました。あの体

育館の中で、男性が裸になって着替えるんですよ。それ見たくないですよね。それも女性へ

の配慮です。ぜひ男性の着替え場所も指定して、そこ以外では裸にならないようにしてほし

いなと思います。 

あとは LGBT、これご存知の方いますでしょうか。（挙手あり）はい、ありがとうございま

す。レズ、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、性的に女性が女性を好きだったり

男性が男性を好きだったり、自分の体、ちんちんがついてるかどうかに関わらず、生まれ持

った性と心の中の性が違う人、そういう人いっぱいいます。男は男らしく、女は女らしくっ

ていうふうに昭和の時代にはずっと育てられましたが、今はだいぶテレビでいろんな人が出

てるので、テレビの中だけの人だ、じゃないと思ってください。どういう配慮するか、何も、

特に普段生活で、避難所の中で配慮する必要はないんですが、一番困るのはトイレとお風呂

だそうです。見た目男だけど気持ち女性だと、男性のお風呂に、男性のトイレに入ることが

はばかられる、見られることが気になる。気になるだけなんですよ。トイレ、いまここでも

そうですが、男性用、女性用の他にももうひとつあるんですよ。以前は要介護者用トイレだ

ったんですよ。今は多目的トイレというふうに表示が変わってます。誰が使ってもいいです。

体の不自由な方だけじゃなくて、そういう体が、見た目が男性なので女性のトイレには入れ

ないんだけど、男性のトイレにも入りたくない、そういう人が使ってくださいというふうに

ルールが変わってます。女性も同じです。 

トイレも、熊本地震の時も避難所に行って、仮設トイレ私もいっぱい並びましたけど、基

本的には男性専用、男しか入れない、女性専用、女性しか入れない、で、共用とか、多目的

トイレ。いまプレハブトイレでも、時代が進化しました。車いすでそのまま入れるトイレあ

ります。そういうのを多目的トイレとして、見た目障がいがなくても使っていい、というふ

うに皆さん理解していてください。このひとつだけでだいぶん違います。 

そして最後に、宗教的に価値観の違う人。東日本大震災、熊本地震でも問題になり、話題

になったのでご存知の方多いと思います。豚肉を食べれない人、中には、肉類、魚類を全然

食べられない人がいます。食事を用意する側にとっては大変だと思います。でも、生きてき

たプライドのうちなんですよ。相談に乗ってあげてください。 

次は避難所運営についてです。立派な言い方をすると、支えあうこと。助け合うこと。認

め合うこと。さっき言ったようにLGBTも認めてください。宗教の違う人も認めてください。

譲り合うこと。そのためには問題を出し合って、知恵を出し合って、意見を出し合って、持

ってるものを出し合って。例えば 200人の避難所であれば 200人家族だと思って避難所運営

をしてください。それができた避難所とできなかった避難所では、空気のギスギス感が全然

違うんですよ。物資が届いたとたんに殴り合いのけんかしてるのを見たことあります。私の

ところの避難所ではありませんでしたけど。物資が届いたときに早い者勝ちしてると、物資

をもらえなくなるからといって家を片づけにも行けない人が出るんですよ。避難所から通っ

て役場の職員やった人、病院の手伝いをした人、ライフラインの復旧の作業をした人に物資

が割り当てられない、そんなバカな話はないですよ。 

こういうふうに、立派な言葉だけ並べてもピンとこないと思います。私たちは役員を決め



てまず任せてもらおう、その代わり、ルールを、大きいルールを先に一つ決めました。「役員

は、先に物をとらない」。 

物資を全部まとめておきます。物資が届いたらいったん体育館のステージに全部並べます。

もともとあったのと振り分けて、食べ物とか、石鹸とか、女性用品とか、そういうふうに全

部仕分けしておきます。で、今日は衣類の日、今日靴の日というふうに、夕方時間を決めて、

私たちの場合は 6 時からでした。避難所の通路に全部出してもらって並べます。そしてみん

なでそのずらっと並べた物資の箱を開けて、まず目の前のものから二個とってください。そ

して左回りに 5 メートル移動してください。そこからまた二個取ってください。というふう

に取って、満足した人は抜けてください。もうちょっと欲しい方、家族の分が多い方は、も

う一回 5 メートルずれて、そこからとってください。っていうふうにしてい、平等感を出す

ようにしました。その時に、役員は、絶対先に手を出さないでね、って決めたんです。なぜ

か。いっぱい人いるとね、見てるんですよ。誰だれさんが一番最初にとったとか、誰だれさ

んが一個多く取ってったとか。役員がそれ言われると、役員がどんなにいいこと言っても誰

も聞いてくれなくなるんです。だから役員も取るなとは言わない、みんなと同じ数取ってく

ださい。でも一番最初には手を出さないでね、ということを役員の中で決めました。そして

役員が決めたことにみんなで協力してもらいました。 

そして役員の中で三分の一以上は女性にしようって決めて運営しました。ちょっと一時期、

最初のころは十人中二人だったんですけど、途中で追加して女性の数を増やしました。女性

しか気づかない事っていっぱいあるんですよ。男だけで、申し訳ないですけど男だけで決め

ると、配慮の行き届かないところが多々あるんです。女性の意見は第一です。 

役員だけですべてをやるんではなくて、全員一人一役。まあ寝たきりの方はちょっと無理

ですし、乳幼児も無理ですけど、動ける人はほぼ全員、役割を持っていただきました。中学

生、小学校の高学年には子供の、乳幼児や小学校低学年の遊び相手。精神的にちょっと弱い

方がいたんですが、その人にはジュースの配布係をしてもらいました。特に避難所って、ト

イレに行くのが恥ずかしい、トイレに行く回数を減らしたいと思って水分を取らない人がい

るんですよ。積極的にジュースを配って歩かないと、脱水症をおこしたり、エコノミークラ

ス症候群を起こすんです。なので水分は定期的に配って、半強制的に飲んでください、って

やりました。そのときの協力もしてもらいました。 

あとは困った、っていうことを言えない人がいました。普段でもそうなんです。いわゆる

声の大きい人とそうじゃない人。特に高齢の方は、年取ってるから膝が痛くてもしょうがな

いんだ、って、膝が痛いことを言わない。のどが痛くても、こんな環境だから申し訳なくて

言えない。困ったを拾い集めていかないと、いつかはストレスになって爆発します。できる

だけ、困ったって言えない人の言葉を聞けるようにしました。そのためには、若いお母さん

方が実は担当してもらったんです。話し相手になってもらって、五分十分ジュース持ってっ

て、一緒に話してると、「いやあ、こんなところに来るとねえ、腰が痛くてねえ」って話が出

るんですよ。お母さんたちも、子どもにおっぱいやりたいんだけどみんなの前でできないと

か。夜子どもが泣くと、みんなに申し訳ないからって抱っこして外に出ちゃうんですよ。寒

いのに。そういう話を全部聞いて、できることは対応しました。 



これね、実はいろんなところで評価されてるんですけど、携帯電話の充電器。避難所に持

ってきた人と、持ってこなかった人、もちろん持ってこない人の方が圧倒的に多かったんで

すが、その当時ドコモとエーユーで携帯の充電器が違った時代です。まだアイフォンがない

時代です。あ、アイフォンあったのか。まだ出たばっかりで数少ないんですよ。充電器が何

種類も必要だったんですよ。見てたら、充電器持ってる人に借りるんですよ。まだ電気は来

てないんですけど、発電機があったので、発電機で事務所ぶんだけ電気を使い、夜は 9 時ま

でそのライト、照明を発電機でつけて、生活してたんです。その充電器のところに来て、事

務局に、充電させてって。その充電器どうしたのって聞いたら、誰だれさんに借りたと。そ

れ二、三回聞いてるうちに、ちょっと待てよと。A さんは充電器を持ってる。私にあった充

電器を持ってる。ってなると、A さんから借りなきゃいけない人は、A さんに逆らえなくな

る 

A さんが悪い人かっていうのは言いませんよ。でも、誰かが誰かに頭を下げないと自分が

やりたいことがうまくいかないシステムって、絶対強弱を作ったら、後でトラブルになるな、

と思い、携帯の充電器がある人、事務局に全部貸してください、事務局の方で管理して全員

の充電を順番にします。まだ電波も来てない時でしたが、いつ電波がくるかわからない。そ

のためには充電しておきたい。そういう気持ちを何とか満足してもらうために充電だけは事

務局の方でまとめてしました。そうすることによって誰かに頭を下げたり、誰かの機嫌を取

らなきゃいけないという状況はないようにしました。 

それと、子ども部屋決めたんですよ。さっき言ったように、うちも一歳半の子どもいたん

です。今小学校 3年生になりました。夜、泣くんですよ。おむつ。ミルク。その泣いた子を、

お父さんお母さんが抱っこして寒い夜、寒い中に出なきゃいけない。なんとかしなきゃいけ

ない。小学校にお願いして、一部屋借りました。小学校の中で、特別教室という要支援者、

要支援児向けの教室を借りました。そういう部屋って、転びやすい子どもがいるんです。学

校生活をしてるので、絨毯式になって、角もぶつかっても保護、けがをしてもいいように保

護されてるんですよ。その部屋だったら乳幼児を入れてもだいじょうぶだろうということで

その教室を一部屋借りて、乳幼児とご一緒の家族は全員そこに集まってください。で、乳幼

児が必要な物資も全部そこに移しました。だから、誰に断ることなくおむつもミルクも使え

ます。さらに、隣で泣いてあやしてると、はいおむつでしょ、はいミルクでしょって、同じ

環境の人なら気づけるし、手貸せるんですよ。子育てをしばらくやってない人にそれやれっ

て言っても難しいんですよ。でも子育てしてる同士を集めることによって、中の環境は劇的

に良くなりました。天使の部屋でした。子供たちが遊びまわり、まあ一歳ぐらいの子どもが

いる家庭にはお兄ちゃんお姉ちゃんもいるんですよ。お兄ちゃんお姉ちゃんが遊んで、遊び

相手してくれて、毎日いつでも笑顔と笑い声と、時々泣き声も交じってました。私も運営に

疲れてちょっと休もうと思った時に、静かなところじゃなくて子ども部屋に行って癒されて

きました。 

こういう配慮をする。でも一人で全部の配慮を考えるっていうのは無理なんですよ。想像

するにはその体験が必要なんです。その体験を今している人に意見を聞き、どうしたらいい

かを聞く。そうすると、五人十人いればいいアイデアが出てくるんですよ。そのアイデアを
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言ってもらえる環境を作り

続けたいと思って運営しま

した。 

そのあと仮設住宅に移り

ました。ちょっと避難所か

ら離れますが、米小の場合

は 5 月 10 日、私も入居し

ました。この角から二番目、

ここが私が住んだ部屋です。 

基本的には学校の校庭、

校舎から隙間を開けずに仮

設住宅を建てるんですが、ここだけは、自分らで、自衛隊さん来てください、ここに場所あ

ります、って避難者の車を奥の方にだけ停めてこっちずっと空にして待ってたんです。自衛

隊が、じゃあここでってお風呂とかご飯の炊き出しをしてくれたので、仮設（住宅）が建つ

ときにここ自衛隊がいたので、自衛隊さんいなくなったらぽっかり空いたんです。目の前ぎ

りぎりから仮設住宅が建ってる小学校と、少しでも離れて子どもたちの遊ぶスペースがある

小学校は、やっぱ雰囲気全然違うんですよ。でも災害発生時に、急いで建物を建てたい、じ

ゃ平らなところってなるとやっぱり最初に浮かぶのは小学校なんですけど、少し、これっく

らいの配慮はね、してほしいなあと思います。 

熊本地震では、できるだけ小学校を仮設住宅として使わないようにっていうことで、工業

団地用地などを主に使ったんですが、どうしても間に合わずに二か所かな、小学校の校庭を

仮設住宅にしたところがありますが、そこは優先的に人を移して解体する予定と聞いてます。 

仮設住宅を運営する中で、これは普段の生活の中でも覚えていてほしいです。孤独死対策。

孤立対策。東日本大震災、避難所にいるときに新聞で、テレビで一番騒がれたのは、孤独死

が出るよ。 

陸前高田市で二番目に早かったんです、この私がいた米崎小学校仮設住宅は。プレッシャ

ー半端なかったですよ。うちで孤独死出したら全国ニュースになる。頭の中それを一番に考

えてました。で、うち、母さんがいるんです。昭和 17年生まれのけっこうな高齢です。母さ

んに、どうやったら家出る？ 

何のときに家出る？ 買い物だ

ったら三日にいっぺんで済む。

それでも毎日家出なきゃいけな

いものはなに？ って聞いたら、

「畑あればねえ、水かけに出る

よ」って言われたので、これだ、

と思って、私ツイッターは結構

なフォロワー数その当時持って

て、まあ今でも持ってるんです



が、災害発生後、4月の 10日に電波が、微弱電波が届いたときにすぐツイッター始めて、今

でも 2500人くらいフォロワーがいるんです、一般人の数ではないらしいです。そこでつぶや

いたのが、「プランターと土と苗ください」。ちょっとここはもう花ありますが、これはもう

時間たったところで花もありますが、「プランターと土と苗ください」。野菜苗を指定して、

ください。ナス、キュウリ、トマト、ピーマン。食べ物にも困る、家を建てるからお金もあ

まり使いたくない人の目の前に、野菜苗を置けば、大事に育ててくれるんですよ。毎日朝晩

水かけに出なきゃいけないんです。朝晩水かけ出れば隣近所で会話になるんですよ。さらに、

体調悪くて寝込んでると、野菜苗が萎れて教えてくれるんです。あそこの野菜苗、元気ない

ね、しおれてるね、なんだろう、そういえば三日くらい見ないね、ってなったら速攻で行き

ます。連絡もらって。大概の場合は風邪ひいて寝てたとかいうんですが、一人室内で、脳こ

うそくで倒れてた人がいました。ご近所の人が気付いて俺に連絡をくれて、役所の人と一緒

に玄関のガラスを割って、中入ったら倒れてました。幸い、ちょっと後遺症は残りましたが

命には別条なく、助かりました。そういう効果があります。この話熊本でもして、熊本でも

野菜苗を大量に配ってもらうようにしました。さらに熊本の方では、東日本でもこの話あっ

たんですが、ゴーヤとかきゅうりとか、蔓もので上にダーッと伸びるものを壁に、仮設（住

宅）に、強い日の当たる方の壁にネットを張って、ゴーヤとかきゅうりを育てることによっ

て、日陰効果にもする、という野菜苗の活用にもなりました。さらに時間がたつと、今こう

いうふうに花が植えてありますが、隣近所で「次あんたなに植える？」っていう会話のタネ

にもなる。けっこう効果の高い野菜苗でした。 

その他にも、7 月まで水がなかったので、いろんな支援団体に来てもらって、食べ物飲み

物いただきました。7 月まで、つまり夏休みまで来てもらったんですよ。仮設住宅ももちろ

ん困ってますが、最初に言ったとおり水がないのでどこの家でも食べるものに困ってたんで

すよ。偏ってたんですよ。なのでこういう炊き出しのお話が来たときには、「すみません、う

ちの仮設 180 人ですけど、400 人分お願いしていいですか」「なんで？」「小学校の子どもた

ちにも食べさせたいんです」。 

外でイベントテントをたてて、いい匂いをさせて、校舎で授業をしてる子どもたちはたま

ったもんじゃないだろうなあということで、学校にお願いして、順番に一年生から来てもら

って、これ五平餅。作ってもらって子

どもたちと一緒に食べました。後ろの

方でおばちゃんたちが自分たちの順番

まだかなって待ってるんですけど、ち

ゃんと全員に配りました。配ってもら

いました。 

あと、孤立、孤独死対策、もう一つ

の問題が、最初は孤立・孤独死対策と

して支援団体さんに、集まる場所を、

集まるきっかけを作ってくれ。お茶会

やってもらったり、手芸クラブやって



もらったり。その中で、思わぬ効果が

出てきました。こうやって集まって話

してると、「この間市役所からこういう

通知来てたよね、何日に市役所に集ま

れ、コミュニティセンターに集まれっ

ていう話だったよね」「どこどこで炊き

出しあるって書いてあったよね」「どこ

どこで物資の配布会があるって書いて

あったよね」そういう情報は、復興関

係と合わせて毎週紙で、5 ミリから 1

センチくらいの束で来るんですよ。読

み切れません。俺も読み切れません。おばちゃんたちも覚えきれません。おじちゃんたちも

覚えきれません。でも、それも覚えた情報を持ち寄って、ちょっとここでは 7、8人しかいま

せんけど、多いときには 2、30 人集まったんです。こういう場所で、こういう話あったね、

こういう話あったね、全部集めて覚えると、一枚も見ないで来た人が、全部読んだくらいの

知識つけて帰るんです。そういうことによって、情報関連の取りこぼしはなくなったんです

よ。 

集まる場所を作って気づいたのは、おばちゃんたちのネットワークは強い。誰だれさんが

なんか最近元気がないとか、「あの人今日来てないけどなんだろうね」「ああ風邪ひいたんだ

ってさ」。まずはおばちゃんたちのネットワークを作りました。さっき言ったようにお茶会や

手芸教室っていうのは NPO や生協さん、あと社協さんが得意としてます。毎週曜日を決め

て、交代で来てくれます。毎週火曜日はお茶会の日、みんな覚えてきてくれました。 

そのあとでおじちゃんネットワークを作りたい、と思ったんですが、これがけっこうやっ

てみると難しかった。てっとり早くおじちゃん集めるには、お酒出すのが効果的なんです。

お酒飲みましょう、って言ったときだけはいっぱいおじちゃん集まるんです。ただ NPO も

そうだし、生協さんや社協さんも、ある程度補助金で活動しているために、補助金ってお酒

使いにくいんですよね。途中からはもう今日はお酒の日、自分で持ってきてね、ってお互い

につぎあって飲むようになりましたけど、月一回くらいですかね。で、おじちゃんネットワ

ークも作りました。 

ただし、おじちゃんに、教えてあげるから来てって言っても来ないんですよ。教えてほし

いっていうと集まるんです。ごめんなさいね、ここいる人で気を悪くした人がいたらごめん

なさい。でもこういう言い方を変えるだけで、お父さん方集まるんです。その時に、学生に

教わったことがあります。おじちゃんにおすすめの言葉。話を聞いて知らない言葉が出てき

たら、「さすが」って言う。「知らなかった」「すごい」「センスありますね」「そうなんだー」。

「へー」って言わないんだそうです。「へー」っていうのはなんでも使えるかわりに軽く感じ

るんで、できるだけバリエーションを用意して、こういうふうに使う。これを、被災地の地

域調査に来た学生に教わったんです。りんご作業を、畑作業をしている人たちに何かを聞い

て、この中のひとつで返事をすると、二時間でも三時間でもどんどんどんどんいろんなこと
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を話しをしてくれる。それを全部メモって、被災地の情報として学生が集めてました。 

「さすが」「知らなかった」「すごい」「センスありますね」「そうなんだー」。 

気づいた人ありますか。さしすせそ。これを、「合コンのさしすせそ」っていうんだそうで

す。これは学生がね、そういうのをうまくやってるなあっていうのを教えてもらいました。 

おじちゃん、おばちゃん、集めると、集める理由は何でもいいんです。雑談の時間を多く

すること。これ普段の生活でも一緒ですよ。やっぱり集まることによって情報って行ったり

来たりするんですよ。情報交換の場が始まり、広報やイベントの案内、NPO の支援の情報が

集まり、取りこぼしが少なくなる。気になる人が見えてくる。来ない人。気になる人が見え

てくる。そういう人たちを、専門家のみなさんにフォローしてもらう。さらに、自分たちの

中の風化だけでもやめようというふうに思っていました。 

避難所から仮設住宅に行きました。

次は、防災集団移転の整備が進みまし

た。私の家が今度建つ予定がここなん

ですが、山、この山はけっこう昔から

高い山だったんですが、この角度から

見てこの山が隠れるくらいの山だっ

たんです。それを全部削ってもらい、

水道を引いて、道路を用意して、区画

整理して、一軒 100坪までという限度

で、国の方が用意して売ってもらいま

した。これが集団防災移転です。震災

前のコミュニティ、つながりを維持し

ましょうという国の活動です。でも七年かかったんですよ。ここに家が並ぶまでに。結果待

ちきれずに、親戚のところに、親戚から土地もらって家建てた人、陸前高田の所得では、と

てもじゃないが家が建たないと言って、内陸の方の、岩手県でも内陸の方はトヨタ系の部品

会社が多くて仕事がいっぱいあるし、所得も高いということでそっちに移り住んだ人がいて、

震災で二千人が亡くなりましたが四千人くらいが陸前高田を七年間で出て行きました。ここ

のコミュニティが、ここの場所がもっと早かったらってちょっと思うんですが、なかなかう

まくいきませんでした。 

ここから先は覚えていってもらいたいことです。 

防災について。東日本大震災の影響で、災害イコール津波という印象が強くなっちゃった

んですよ。私が全国行ってこういう機会をいただいて、お話しすると、うち津波来ないし、

っていう人少なくないんですよ。でも鳥取の人ならご存知ですよね。災害って地震だけじゃ

ないんですよ。津波だけじゃないんですよ。台風。特にここは、室戸台風。伊勢湾台風。昭

和 62年の台風 19号。平成 2年の台風 19号で大きな被害を受けた地域ですよね。その他に、

低気圧による洪水、雪による雪害、竜巻、土砂災害、噴火、この 6 つ、東日本大震災以降で

もすでに人が死んでしまった災害なんです。突発的なものはある程度しょうがないかもしれ

ない。でも死ななくていい命もあったんですよ。大雨が降ってる時に田んぼを見に行って流



されたとか。台風が来るっていう

のに来てから屋根に上って修理

をするとか。死ななくてよかった

人とか、いたはずなんです。 

また鳥取県でも、地震って二年

前に経験しましたよね。被害にあ

われた方にはほんとにお見舞い

申し上げます。鳥取地震。1943

年に 1000 人が亡くなってます。

1083 人。鳥取県西部地震、2000

年に発生しました。このとき死者

は 0でしたが、家屋倒壊がかなり

の数でした。そして二年前。この地域を最大震度 6 弱が襲いました。死者は幸い 0 だったよ

うですが、家屋への損害や、けが人を含めて大変なものだったと思います。 

災害時に守るものって、いま、「防災」から「減災」という言葉にどんどん変わっています。

守る優先順位をつけて、まず命だけは守りましょう。そして命を守るにしても、まず個人が、

自分が自分の命を守る。子供にも、どんなに小さくても、自分で身を守ってもらう。私は、

東日本大震災で、家を流された場所。漁業をしていましたので、海から離れて生活するとい

うことが非常に難しかったんです。その代わり、もう亡くなっちゃった爺ちゃんに、小さい

ころから言われたのが、「うちは、明治三陸大津波と、中部地震津波で、津波が床まで入った

家だから、地震があったら、テレビ見てる時間なんかないからすぐに逃げろ」。それを何度も

何度も教わって育ちました。持ってくものは最低限にして、いつでも持ってけるように用意

しとけ。それをじいちゃんからずっと言われてたんです。結果、我が家七人。私と妻と、両

親と、子ども三人。全員無事でした。子供にも自分で身を守ってもらわないと、二十四時間

一緒にいるわけにいかないんですよ。まだ小さいから言っても分かんないだろうじゃなくて、

小さいうちから刷り込んでいく必要があるんです。こういう時はこうしてね。中学校くらい

になると、いや小学校高学年になるとそういうことをくりかえすと、めんどくさい、うざい

って言われるので、うざいって言われる前に刷り込んでください。 

自分の命を守り、子どもにも自分の命を守ってもらって、その次に来るのは多重災害です。

東日本大震災も多重災害です。地震からの津波。多重災害っていっぱいあるんですよ。大雨

からの土砂崩れ。大雨で冠水したところに、河川氾濫で、川から水があふれて更なる水没を

受ける。常総市の水害がそうです。ヘリコプターで救助されるシーンが全国で映ったので、

記憶のある方も多くいると思います。そのほかに、地震からの噴火、というのもあります。

いろいろあるんです多重災害って。多重災害を想像して、一つ目の災害が起きた時に、二つ

目の可能性を考えて早めに避難するっていうことが大切なんです。そして、もう大変なんで

すよ災害って。二次災害からも命を守る必要があるんです。 

避難生活を送ることによってストレスで体調を崩す、これも二次災害です。医療機関が混

雑しすぎて医療をなかなか受けられず、体調を悪くした人もいます。具体的な例だと、人工



透析を受けなきゃ、週に二回受けなきゃいけない人が、震災からしばらく受けられなかった。

そのあと通ったんだけど、やっぱり体の中がおかしくなっちゃってて、震災から二年後に私

の友人の妻はなくなりました。それも二次災害なんですよ。 

防げるものもあるんです、中には。毎日のお薬が欠かせないっていう人、いますよね。私

も実はそうなんですが、血圧の薬飲んでます。血圧の薬を持って歩いてください。ポケット

の中に、パックに入れて。万が一緊急的に避難しなきゃいけない時にも、身につけてれば、

それを普段飲まずに毎日持ち歩いて、時々入れ替えて。避難所にそれ持っていけば一日二日

持つんです。救急医療が来た時に、代わりの薬がもらえるんです。でも、例えば血圧の薬っ

ていっても、血圧全体を強く下げる薬。ちょっとだけ下げる薬。血圧の上だけ下げる薬。血

圧の下だけを下げる薬。いろんな種類があるんですよ。検査して症状を見ないと適当に血圧

を下げる薬ってお医者さんも出せないんですよ。合わない薬出したら逆に毒になる可能性が

ある。そのときに、一回分でいいんです。飲んで、からを捨てずに取っておくんです。その

薬のからを見ればお医者さん看護士さんは、薬剤師さんは、どういう効果を狙った薬かわか

るんです。そうすることによってこの人にはこの薬とこの薬を出せばいいんだって、同じ薬

じゃなくても、同じ効果の薬を出せるんです。これはいちばんいいのはお薬手帳を持って歩

くことですけど、一日二日飲む分として薬があれば、ベストです。知識として覚えてってく

ださいね。薬を飲む人は、薬を一日二日分、肌身離さず持って歩いてください。そして、飲

んだら、からを捨てずに救急隊、DMAT（災害派遣医療チーム）とか、災害救急医療が来た

時に、私はこういう薬を飲んでましたって見せてください。これで、二次災害から一つ身を

守れます。 

その他にも避難所の環境が悪すぎて病気が蔓延したとか、特に春だと、東日本大震災の季

節 3月はノロウィルスとかインフルエンザが流行る時期なんですよ。一人出たら全体にすぐ。

そういうことにならないように、気を付けましょう。そして避難所では、命を守れたら次は

プライドを守ってください。自分のプライドも人のプライドも。命かかったら裸になるのも

仕方がないんですけど、いくら被災地だからって人前で裸になるってどうかと思います。人

前で、人を裸にさせるのもどうかと思います。トイレもちょっと分けましょうよ。 

まず命を守るということへの予防策です。防災士というのはジャンルが多岐にわたります。

気象予報士、火山学、地震学、災害の歴史、私のように避難所運営のコミュニティのお話、

いろんな種類があるんですが、ひとつひとつが人生かけても突き詰められるかどうか、突き

詰められないような分野なので、一人一人で全部をやるのは無理なんですが、その防災関係

者全員が口にするのがこれです。家の中で倒れてくるもの、落ちてくるもの、飛んでくるも

ののない生活をしてください。先日の大阪でもそうですね。ブロック塀が倒れてきた。それ

も地震がすごすぎたからじゃなくて、ブロック塀がちゃんと管理されてなかったから。その

他に、家の中で本が落ちてきて亡くなった人もいます。東日本大震災の時にも、本に生き埋

めになって亡くなった人がいるんですよ。茶箪笥、本棚が倒れてこないように固定してくだ

さい。高いところには、特に重いものを置かないでください。そして、飛んでくるもの、動

いてくるものって言うんですけど、動いてくるものをなくしてください。 

家の中で一番怖いのなんだと思います？ いろんな意見があると思います。箪笥、冷蔵庫、



冷蔵庫が一番重いと思う。俺が一番怖いと思ってるのは、キャスター付きの台に乗ったテレ

ビです。タイヤついてるんですよ。地震と同時に部屋中動き回ります。昔のブラウン管に比

べて軽くなったとはいえ、けっこうみんな大型化してますよね、テレビ。あれが部屋の中駆

け回ったとしたらどうですか。耐えられますか、止められますか。キャスター外すのが理想

ですけど、キャスター外すとあともめんどくさいし外すのも大変なのでキャスターの足の、

タイヤついた足よりちょっと太い角材を挟み込んで、タイヤ浮かせてあげてください。それ

だけで大分、全く動かないとは言いませんが、できれば壁側の方にチェーンかロープで固定

されると最高です。あげていただいただけでもタイヤの効果をなくします。ぜひそれやって

ください。 

あと会社の中で一番怖いもの、タイヤついてる重たいものが一つあります。コピー機。ち

ゃんとタイヤロックしておいてくださいね、できればチェーンで固定しておいてくださいね。

コピー機が地震の勢いで動き出したら、誰も止められないですよ。ちゃんと固定してくださ

いね。 

あとさっきの話で出てきた漏電による通電火災。停まってた電気が通ることによって火災

が発生することを防ぐために、いま感震ブレーカー、地震を感じたら勝手にブレーカーを落

とす装置がついてます。売ってます。つけてください。そんなに複雑なものじゃないし、そ

んなに高いものじゃないです。ブレーカーの下に台を用意してその上にボールを乗っけます。

ゴルフボールくらいの重さで大きさ、ほぼゴルフボールです。それに紐をつけてブレーカー

に結わえときます。地震が、揺れると同時に、そのくっつけた台からボールが揺れて転がり

落ちるんです。ボールについてた紐がブレーカーをバチンと落してくれる。そうすることに

よって、案外そのままみなさんが逃げても、電力会社が電気を落とした時に、家の中で火災

が発生しなくなります。家に戻ったら、全部のコンセントのコードを抜いて、コードが傷つ

いてないか、確認してください。まずコードを全部抜いてブレーカー上げてみます。その中

で、その段階で、家の中で何か、家の中走ってるコードが切れてると、ブレーカーすぐ落ち

て教えてくれます。上げて、大丈夫だったらひとつずつコードを確認しながらさしていきま

す。すると、コードがおかしくなってるもののところでバチッとブレーカーが落ちて教えて

くれます。そうすることによって火災を防ぎます。 

あとは停電時に対応するように枕元にライトを置いておいてください。地震によってガラ

スが割れる。皿が割れる。そうすることによって、家の中は基本的に裸足か、薄いスリッパ

ですよね。割れたものを踏んで歩けるようなものを履いているとは思えません。せめてそれ

を避けるように、暗がりでもライトをつけられるように用意しておいてください。 

ご近所づきあいをしてください。災害時に「あんた大丈夫？」と、弱い人がいたら優先的

に見てもらえるように、ご近所に子供、高齢者、障害者がいたら状況をお知らせしてくださ

い。特に障がい者の人嫌がるんですけど、一人二人で、例えば運ぶという状況になった場合

は、一緒に逃げるんだったらできるかもしれませんが、運ぶという場合になったら、ひとり

二人では人ひとり運べないんですよ。ぜひご近所にご協力をお願いしててください。 

基本的には災害が予想されるとき、特に水害の時には、事前に予測されます。避難準備情

報、高齢者等避難開始（避難準備情報）を理解して、早めの避難をしてください。避難準備



情報というと、準備のことかと思う方が多いんですけど、この段階で避難所が開設されます。

子供が学校にいるときは、学校を信じて無理に迎えに行かないでください。高齢者や障害者

は、できる限り専門の人がいる避難所に行ってください。そのために、ハザードマップ知っ

てください。あなたの家族を守る避難所を知ってください。避難所がどこにあるか、家の近

くだけじゃなく学校の近く、移動の途中にある避難所も覚えておいてください。その避難所

に何が備えてあるのか。その家族環境によって、必要なものは変わります。何が備えてある

のか聞いてください。個人で役場に行ってもなかなか教えてくれないんですよ。地域防災な

んたらっていう団体名で行くと、だいたい教えてくれますよね。町役場の方いますよね。グ

ループで行ったら教えてくださいますよね。そして足りないもの、我が家の家族にとって足

りないものがあれば、自分で用意しておいてください。で、何人が入れるのか。避難所が安

全なところにあるのかも考えておいてください。自分で。役場が、行政が避難所って言った

からって、やみくもにそれだけを信じるようなことはしないでください。役場の方には申し

訳ないですが。避難所への道が、安全なのかを確認しておいてください。一番怖いのは、狭

い、木造家屋がたくさんある狭いところだと、火災が発生した場合逃げ道を失います。また

は家屋の倒壊によって逃げられなくなります。それからブロック塀ですね。ブロック塀がち

ゃんと控え塀があるかどうかも確認しておいてください。  

これ湯梨浜町の避難所です。湯梨浜町のホームページから持ってきたものです。一覧表、

これホームページに全部出てます。私が見れたものです。みなさんも見れます。（参照 

http://www.yurihama.jp/soshiki/2/8173.html） 

避難所のルール作りをしといてください。避難所のルールというのは、今はダブルスタン

ダードと言って、二つルールがあるんですよ。避難所のルールは自主防災組織で行いなさい

って国が書いてるんです。避難所にペットを連れて入っていいかどうかは自主防災組織で決

めてくださいって言ってるのに、避難所の開設と運営は行政が行うって、東日本大震災の後

に、国が書いちゃったんです。運営ってことはルールもじゃないですか。これがうまく整合

性を持たないと大変なことになります。ごちゃごちゃになります。だから自主防災組織の避

難所運営は形骸化しがちです。かたちばっかりになります。行政といっしょに地域を巻き込

んで、特に災害弱者と、さっき言った災害時要支援者と同居する人が、優先してルールを作

る必要があります。 

災害時に運営に行政職員が来てくれる保証はない。いや、むしろ来てほしくないと思って

ます。行政職員にしかできない災害時対応が、行政職員を避難所に縛り付けることによって

遅れます。熊本地震の時に、罹災証明の発行が進まない。進まないわけですよ。避難所に、

三交代で職員が三人ずつ張り付いてるんです。それが二十か所もあるんですよ。避難所。そ

したら行政職員、役場の中にいれないんですよ。俺が行ったとき、益城町の役場の中空っぽ

でした。「何してるの？」って聞いたら「避難所にいます」。街中の被災の被災状況の確認を

せずに、行っちゃってるんです。災害時、皆さんの復旧を一日でも早くしたかったら、行政

職員に「あんたらにしかできないことをしろ」って言って、「避難所の運営はおれらがする」

って言ってください。それがみなさんのためです。 

東日本大震災では、平時に避難所運営ルール作りが必要なんです。起きてからでは決まり



ません。子ども部屋、解放ルーム、障がい者ルームを、必要としてる人に向けて作ってくだ

さい。専門の避難所があったって全部呑み込めません。 

子供を助けようとする人は多い。高齢者を助けようとする人は多い。でも東日本大震災の

時、障がいを持つ人を助けようとする人は少なかったんです。なんで？子育てすれば、子供

に手を貸すイメージを持ちやすい。歩ける高齢者にも手を貸すイメージは持ちやすいんです。

でも、体や心に障害を持つ人には、どのように手を貸せばいいかわからない。けがをさせた

らどうしようっていう恐怖感。だから手を貸せなかった。障がいは誰の身にも訪れる可能性

があります。災害によって障害が訪れる可能性もあります。職場体験などで、手を貸す方法

を知ってください。知ってもらってください。そして、障がい者用施設。あると思います。

障がい者専用避難所に指定してください。よくあの障がい者用って言ったけど、一般の方も

いいよっていう避難所が全国にあります。障がい者専用避難所というのは、障がい者とその

家族が入る避難所です。それだけで、キャパオーバーするんですよ。人数オーバーしちゃう。

一般の人なんてとてもじゃないですけど入れないです。 

東日本大震災では多くの命が奪われて、想定外って言われました。宮城県沖地震っていう

のは、二十七年周期、平均二十七年周期で繰り返してきたんです。そして、1100年以上前に、

東日本大震災と同じ高さの津波が来ていました。命を守る知識を身に着けてください。その

ためにあなたの住んでる町を知ってください。山や川、海、天気、気候、地図、標高、地質、

そして行政が発行してるハザードマップと、過去の災害史、これを百年でなくて千年さかの

ぼって知ってください。ここにも津波七回来てるんですよ、千年さかのぼると。私調べまし

た。2 メーターくらいですけど七回来てます。自宅や避難所の周りを歩いてください。崩れ

てくるもの。川、一番怖いの川です。川があふれる、または川が地震で決壊する、大雨の時

は超えてくる。その岸辺を見てください。どんなつくりをしているか。そして逃げる先の高

さ、自分が住んでいるところの高さを知ってください。標高ですね。そして建物がいつ作ら

れて、どれくらい頑丈なのかも知ってください。周りの建物も、古い建物は災害起きた時す

ぐに燃え広がるんです。周りの建物も知ってください。過去の災害は伝わってるんですよ。

石碑や書物、言い伝え。場合によっては地名に残ってる場合もあります。そして、千年、二

千年さかのぼるためには地層を学ぶ、人から聞くというのが効果あります。ここに来た、千

年前の津波の後っていうのも地質学者が見つけたものです。山陰地方に津波の記録有と。記

録残ってます。 

これ、岩手県陸前高田市にあ

る石碑です。明治三陸津波とチ

リ地震津波の後にそれを継承す

るために作られた石碑です。地

震の後には津波が来るよ、地震

が来たら高いところに逃げなさ

い、逃げろと。津波と聞いたら

欲せず逃げろ。低いところに住

家を建てるな。東日本大震災で



もこの石碑は、津波に呑まれませんでした。でもこれより下に中学校をたてて、被災しまし

た。わずか百年で、風化は進むんです。過去の教訓を生かしてください。台風などの予告さ

れた災害には対処してください。災害発生時に自衛隊や消防が何とかしてくれるって人が多

いんですけど、自衛隊や消防や行政が助けることができる命は、災害発生の瞬間に自分で生

き残った人だけです。どんなに消防や自衛隊が訓練しても、地震の時に倒れてくる家具、支

えてくれません。家具の固定できるのは、あなただけです。 

以上です、ご清聴ありがとうございました。 

 


