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羅　針　盤

本市は、東京都心まで約 50km、千葉県のほ
ぼ中央部に位置し、圏央道等道路網の発達した
利便性の高い土地であり、八鶴湖の桜などの豊
かな自然と長大な九十九里浜に隣接した実り豊
かな地域です。

本市では、「豊かな環境と便利さを兼ね備え、
人が集まるまち " 東金 "」を将来像に、魅力と活
力のある積極的なまちづくりに取り組んでいま
す。特に、地域の皆様から期待が寄せられる地
域医療の充実については、九十九里町とともに
設立した地方独立行政法人により、「東千葉メ
ディカルセンター」を千葉県及び千葉大学医学
部・同附属病院の支援のもと、地域の中核病院
として運営しております。

また、「人・もの・情報が行き交う。東金市民
のリフレッシュ空間 !」をコンセプトにオープ
ンした「みのりの郷東金」も、市内の方だけで
なく市外や県外の方々で賑わっています。今後
も医療および農商工連携などにより、本市の魅
力を発信してまいります。

昨今、少子化の進行による本格的な人口減少
社会の到来、平均寿命の伸長による高齢化社会
の到達などにより、日本という国の人口構造は
大きく変容し、「消滅可能性都市」という言葉も
生まれ、本市においても重要な課題の一つとし
て認識しております。今、地方自治は「地方創生」
という新しい時代へと舵をとっており、職員も
新しい時代への対応が求められています。

市民の視点に立った行政サービスを提供して
いくため、職員一人ひとりが全体の奉仕者であ
ることを改めて自覚し、多様化・複雑化する市
民のニーズに全力で応えるという意欲を持って
職務に取り組むことが重要となります。さらに、
行政に携わる職員として、市民にとって身近な
行政サービスの担い手としての心構えや公務員
倫理を備えること、また、政策立案・形成能力、
創造性、感受性、さらに迅速かつ効率的な行政
運営を行うための経営感覚を養うことは言うま
でもありません。

このような職員一人ひとりの取り組みが地域
を活性化させ、新しい時代への対応と将来像実
現への礎になると考えております。

東金市長 　   志　賀　直　温

地方自治、新しい時代へ

羅
針
盤

地方独立行政法人　東金九十九里地域医療センター
東千葉メディカルセンター
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特集『大災害にどう備える』

　今年４月の熊本地震では、一連の地震活動において震度７が２回観測されたのは初めてのことである。地
震などの自然災害は、時として、想像を超える力で襲ってくる。しかし、日頃から防災対策をしておくことで、
被害を少なくすることはできる。第 92 号では、災害に対する心構え、防災・災害対策や災害後の心のケアに
ついて専門家の解説をいただく。

PART 3「地域防災とまちづくり、人づくり」
山口大学大学院 創成科学研究科 准教授
総 務 省 消 防 庁 消 防 大 学 校 客 員 教 授 瀧本　浩一（たきもと　こういち）

　1965 年、福岡県田川市生まれ。山口大学工学部卒業、同大学院工学研究科修了。山口大学工学部助手、同大学
地域共同研究開発センター助教授を経て、現職。博士（工学）。総務省消防庁消防大学校客員教授。福岡県立大学非
常勤講師、山口県立萩看護学校非常勤講師、宇部看護専門学校非常勤講師。専門分野は防災とまちづくり、防災教育。
　佐賀県総合防災アドバイザー、青森県防災アドバイザー、瀬戸内市市政戦略アドバイザー、特定非営利活動法人
ぼうぼうネット理事長、国土交通省社会資本整備審議会河川分科会専門委員、消防庁災害時要援護者の避難検討委
員会委員、消防庁消防大学校自主防災組織教育指導者に対する教育のあり方に関する調査研究委員会委員、広島県
強靭化地域計画検討委員会委員などの他、全国市町村国際文化研修所講師をはじめ年間約 150 件の防災講演・研修
等の講師を務め、地域防災リーダーの育成や地域防災力向上のため、精力的に活動している。
　主な著書 は「増補・改訂版　地域防災とまちづくり－みんなをその気にさせる災害図上訓練」（イマジン出版）
などがある。

PART 4「災害と心のケア：とくに東日本大震災から学ぶこと」
福島県立医科大学医学部 災害こころの医学講座 主任教授　前田　正治（まえだ　まさはる）

　1960 年 1 月 10 日生、1984 年久留米大学医学部卒業、同年久留米大学医学部神経精神医学講座入局、1995 年
医学博士号取得、1996 年同講座講師、2007 年同講座准教授、2013 年福島県立医科大学医学部　災害こころの医
学講座主任教授、2014 年放射線医学県民健康管理センター健康調査部門部門長、ふくしま心のケアセンター副所長。
現在に至る。
　共著書「私の分裂病観」金剛出版、「アルコール依存症の治療」金原出版、「外傷後ストレス障害」中山書店、「心
的トラウマの理解とケア」じほう出版、「学生のための精神医学」医歯薬出版、「惨事ストレスへのケア」ブレーン出版、

「スキルアップ心理教育」星和書店、「生き残るということ」星和書店、「うつ病：職場復帰のノウハウとスキル」中
山書店、「ＰＴＳＤの伝え方：トラウマ臨床と心理教育」誠信書房ほか。共訳書「サイコロジカル・トラウマ」金剛出版、

「早期精神病の診断と治療」医学書院ほか。他役職日本トラウマティック・ストレス学会会長 2010 年〜 2013 年、
同理事、日本精神保健予防学会評議員、家族教室・心理教育ネットワーク運営委員、九州精神神経学会評議員など。

PART 1「大震災に対する備え：熊本地震を経験して」
京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授・センター長　　矢守　克也（やもり　かつや）

　大阪大学大学院人間科学研究科博士課程単位取得退学。博士（人間科学）。専門は、社会心理学、防災心理学。ヨハネス・
ケプラー大学客員教授などを経て現在に至る。京都大学大学院情報学研究科教授を併任。主著に、「被災地デイズ」（弘
文堂）、「防災人間科学」（東京大学出版会）、「現場でつくる減災学」（新曜社）、「巨大災害のリスク・コミュニケーショ
ン」（ミネルヴァ書房）、「防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション」（ナカニシヤ出版）など。現在、人と防災
未来センター上級研究員、静岡大学客員教授、自然災害学会理事・評議員、日本災害情報学会理事、地区防災計画学
会副会長、国際総合防災学会理事などを務める。行政関係では、内閣府東京電力福島原子力発電所における事故調査・
検証委員会政策・技術調査参事、内閣府避難所の確保と質の向上に関する検討会委員（座長）、文部科学省地震調査
研究推進本部専門委員などを歴任。

PART 2「女性の視点・参画で高める地域防災力
～東日本大震災等の教訓を踏まえて」

減災と男女共同参画　研修推進センター 共同代表　　浅野　幸子（あさの　さちこ）

　阪神・淡路大震災で NGO のスタッフとして、在宅避難者・仮設住宅・復興まちづくり協議会の支援などに従事後、( 財 )
消費生活研究所などを経て、東日本大震災女性支援ネットワークの活動に参加。2014 年より後継団体の減災と男女
共同参画　研修推進センター　共同代表。専修大学非常勤講師。国や自治体の防災政策にも関わる。
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1．当事者になってみて
　まず、はじめに、今年（2016 年）4 月に発生した熊本地震の被災地のみなさまに対して、心からお見舞
いの気持ちをお伝えしたい。直接的な被害はもちろん、今後の生活再建、地域再生に向けてまだまだご苦労
が多いことと思う。
　筆者は、災害心理学、特に、防災教育や災害情報を専門とする研究者であるが、今回の地震で、熊本市東
区で一人暮らしをしていた 80 歳代の義母（妻の母）が被災するという経験をもった。筆者は、4 月 16 日午
前 1 時半頃発生した、いわゆる本震の約 24 時間後、16 日の深夜に熊本入りし、母を筆者の自宅（関西）に
避難させた。高齢であるだけでなく、心臓ペースメーカーを装着しており、他にも高血圧、糖尿病、太腿の
動脈硬化による歩行困難など、いくつも健康上の不安を抱えていたからだ。
　本稿では、地震直後の 24 時間あまりの間に母の身の上に起きた出来事から筆者が学んだことを記したい。
初めに結論を述べておけば、目新しいことがわかったわけではない。以前から「やっておくといいですよ」
と言われ続けてきたことが実際にとても大切だと再認識したというのが実感である。裏を返せば、大切だと
指摘されていたのに手を抜いていたことは、確実に母の命を危険にさらす方向に作用した。今回、当事者に
なってみて、このことを身に染みて感じた。

2．家具固定
　母は 11 階建てのマンションの 9 階に暮らしていた。本震による東区の震度は 6 強。自宅からは今回被害
が集中した益城町（震度 7 を記録）を見渡すことができる距離である。揺れは大きかった。母は、幸いリビ
ングにいた。幸いというのは、もし他の場所にいたら大怪我は免れず、母の体調を考えるともしかすると命
にかかわったかもしれなかったからだ。
　写真 1 はキッチンの様子である。大
きな食器棚が 2 つ倒れている。筆者の
仕事を考えると反省の弁しか出てこな
いが、家具固定していなかった。他方、
写真 2 はリビングである。母はリビン
グのソファでやすむことにしていたの
で、この部屋だけは腰より高い家具を
置かず、いわゆる「安全空間」にして

「大震災に対する備え：熊本地震を経験して」　 　PART 1

京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授・センター長　　矢守　克也

大震災に対する備え：熊本地震を経験して

写真 1　キッチンの状況
（2 つの大きな食器棚が倒れている）

写真 2　リビングの状況
（母はこのソファでやすんでいた）
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いた（以前は大きな書棚があったが撤去した）。それが母の命を守って
くれた。家具固定（家具の撤去）は、現実に家族の命を守ってくれた
のである。
　本震直後、母は腰が抜けて歩けなくなっていた。すぐ停電したので、
あたりは真っ暗である。しかし、普段から、小さな懐中電灯、携帯電話、
保険証、身障者手帳、お薬手帳など一式を入れたハンドバック（写真 3）
を手元に置いて休んでもらうようにしていた。これも、しばしば「やっ
ておきましょう」と言われることの一つで目新しいことではないが、
実際、母の命を救うことになる。
　母は、動けないまま、懐中電灯だけを手に周囲の様子を探っていた。その光に気づいてくれた方がいた。
近所の商業施設の警備員さんだった。懐中電灯は、何かを見るためのものであると当時に、自分を見てもら
うためにも役立つと知った。母が玄関までたどりつけなかったので、その方はベランダ側から隣家との隔壁
を蹴破り、リビングの窓を割って部屋に入ってきてくれた。

3．救出劇
　ひとまず助かった。しかし、もちろん、まだ終わりではない。足の悪い母を 9 階から地上まで避難させて
くれたのはご近所の方々である（エレベータはもちろん使えない）。幸い、近所づきあいは豊かな方だった。
マンションの管理組合（自治会）の方も、「あの部屋には一人暮らしの足の悪いおばあちゃんがいる」と知っ
てくれていた。地震の数ヶ月前に実施されたマンションの防災訓練に、帰省中の妻が参加していた偶然もよ
い方向に働いた。「防災の基本はご近所づきあいです」、「訓練には参加しましょう」－これらも防災対策の定
番メニューであるが、今回、その意味がよくわかった。
　母がマンション前の広場に降り立つことができたのは、午前 3 時過ぎだったらしい。上述のハンドバック
を大事に抱えて出た母も、やはり精神的に混乱状態にあったのだと思う。そのときになって、「寒い」と感じ
たという。休んでいたときの姿のまま、着の身着のままだった。そんな母に救いの手を差し伸べてくれたのも、
管理組合の方だった。親切に自分のクルマに同乗させてくださり、夜明けまでマンションに隣接する商業施
設の駐車場の車中で寒さをしのぐことができた。
　この方は、防災面での心得も大変豊富で、「ずっと狭い車中
にいるのは身体によくない」（エコノミークラス症候群を念頭
に置かれていたのだろう）と、朝になると小型のテントを自
宅から出して、駐車場横の細長い緑地スペースに立ててくれ
た。おかげで母はゆっくり脚を伸ばすことができた。写真 4 は、
自宅前の廊下から撮ったもので、駐車場と緑地ペースが写っ
ている。もちろん、この駐車場も緑地スペースも行政の指定
避難所ではない。その日は、一人の行政職員も、一つの支援
物資も来なかったとのことだ。
　もっとも、行政の対応を批判する目的でこのようなことを
記しているのではない。大災害とは、被災地とは、もともと

写真 3　母が持ち出したハンドバック

写真 4  一夜を過ごした駐車場、
その後移動した緑地スペース

（テントやビニールシートなどが見える）
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そういうものなのである。それだけに、直後の一番辛い時期に、このような形で母を助けてくれた「共助」
の力に心から感謝したいと思うし、その大切さをあらためて思い知った次第である。

4．24 時間で 4 つの避難場所
　その日の昼頃になって、母や妻の携帯電話に親戚から電話が入ってきた。熊本市内のある避難所の条件が
大変いいという情報である。そこはあるホテルなのだが、電気は通っているし、暖房も入っている。温かい
食事まで出ているらしい。ここでも、管理組合の方が、大変親切に母をクルマでそのホテルまで送り届けて
くれた。ご自分は、不便な車中生活に戻るのに、である。
　しかし、母にとって、車中、テントに続く、第 3 の避難所であったホテルでの時間も長くは続かなかった。
携帯電話等が普及した現在、被災地では、良いも悪いも、いろんな情報があっという間に人びとの間をかけ
めぐる。好条件を知った被災者がホテルに殺到してきたのだ。そこももちろん指定避難所ではなく、好意で
開放していただけである。さすがに対応できなくなって、「別のところにご移動ください」という事態になっ
てしまった。幸い、ホテルの情報を寄越してくれた親族とともに、母は、つてを頼って、近所の学校の一室
に一緒に避難することになった。16 日の夜のことであった。筆者が母と出会うことができたのは、その避難
所である。
　このように振り返ってみると、わずか 24 時間の間に、母は 4 回も移動している。4 つの場所は、どれも
行政の指定避難所ではない。そして、この間の母（一人の被災者）の動きを行政はまったくモニターできて
いない。再び、行政批判のためにこのように書いているのではない。むしろ、大きな災害時に、自分や自分
にとって大切な人の身を守るためには、周囲の人の助けを求めることも含めて、自分たち自身の努力が大切
だし、それだけが頼りになるということを今一度肝に銘じておきたいのだ。
　他方で、行政サイドから見たとき、予め指定された避難所にだけ避難者が集まっていて、そこに計画通り
に職員を派遣して名簿を作成して…といった美しいシナリオは、夢物語として忘れた方がいいことも事実だ。
たしかに、それは小さな災害には有効な対策かもしれない。しかし、大災害は、そのシナリオが壊れたとこ
ろから始まると自覚しておくべきだと感じた。

5．被災地の外に
　翌 4 月 17 日、筆者らは福岡経由で関西に向かった。福岡で、筆者は、何の気なしに母に新聞を見せてし
まった。状況を知りたいと思っているのではないかと考えてしまったからだ。そのとき母は泣きだしてしまう。
見出しに並ぶ死者や避難者の数を見たためだった。自分を助けるために努力してくれた多くの方がまだ被災
地で大変な思いをしているなか、「自分だけ逃げ出してしまった」。そういう思いが募ってきたからだという。
心理学者として恥ずかしい失態であった。
　筆者の自宅に避難した母は、幸い大きく体調を崩すこともなく、関西で日常生活を再スタートさせること
ができた。役立ったのが、母が避難時に持ち出してくれた例のハンドバックだった。おかげで、関西でもす
ぐに投薬、治療を受けることができた。そのことを熊本でお世話になっていた看護師の方に義母が電話で伝
えると、「それは、よかったですね。今、そのお薬、熊本中探しても手に入りませんよ」とのことだった。
　数ヶ月後、ある人が、熊本の老舗デパートから当地の幸を届けてくれた（この人は、熊本の人ではないの
だが）。母には、懐かしい包装紙をとても嬉しそうに眺めていた。阪神・淡路でも東日本でも指摘されてきた

「大震災に対する備え：熊本地震を経験して」
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ように、県外（域外）避難者は、どうしても「割を食う」。行政も、目の前にいる被災者の対応で一杯一杯だ
からだ。それはそれで理解できるが、小さな心遣い一つで、県外被災者と被災地とを繋ぐことができること
も知ってほしいと思う。

6．ボランティアとの後片付け
　残る問題は、自宅の後片付けだった。義母が暮らしていたマンションは大規模な損傷は免れたとは言え、
上記の通り、室内はとんでもない惨状だった。特に、屋上の貯水施設が破損したことが災いした。救出直前、
電話越しに、母はしきりに「床が水浸し」と訴えていた。「マンションの 9 階なのに ?」と当初意味がわから
なかったほど、水による被害は筆者にとっても「想定外」であった。水に濡れたものはすべて重くなり、ま
たカビなどの発生源となって、後片付けの負担を大きくした。
　本震から約半月後、大型連休に妻と後片付けに向かった。水に濡れた家財を夫婦二人だけで何とかできる
とは思っていなかった。熊本市でも災害ボランティアの募集が開始されたと聞いていたので、ボランティア
センターに FAX で事前に申込みを行った。
　しかし、待てど暮らせど返事はなかった。通常、ボラセンも当初は大混乱である。仕事柄、その程度の知
識はあったので、当日、ボラセンに直接出向いた。すると、連休中ということもあり、案の定、ボランティ
アをしようという人が、ボランティアを求める人よりも圧倒的に多数だった。こうして、ご縁あって、鹿児
島県の神村学園という学校の先生と生徒さんにボランティアに来てもらうことができた。
　正直、重労働だったと思う。まだエレベータが止まっていたか
らだ。かび臭い部屋での後片付け作業の後、次から次に出るゴミを、
しかも濡れて重くなったゴミを、高校生たちは 9 階の部屋から 1
階のゴミ捨て場まで何十往復もして運びだしてくれた。また、ア
ルバムや貴重品とおぼしきものを見つけると、そのように しなさ
いとの指導が学校からあったのだろう、「これは捨てていいですか」
とていねいに確かめてくれた（写真 5）。
　ボランティアに助けてもらうのは、案外むずかしい。「万一怪我
させてしまったら」とか、「ほんとにただ働きしてもらっていいの
だろうか」とか、いろいろ考えてしまうからだ。未来の災害に備えて、機会があれば積極的に災害ボランティ
アにも出かけて助ける側に立つと、その経験を通じて、助けられる側の思いも理解できるようになると感じた。

7．「そのとき」に備えて
　最後に、もう一度繰り返しておこう。少なくとも筆者は、熊本地震から何か目新しいことを知ったという
印象は受けなかった。むしろ、これまで何度も「やっておくといいですよ」と言われ続けてきたことが、本
当に大切なんだと実感した。これが最大の学びである。
　個人的な経験に過ぎないが、特に自治体職員の読者におかれては、住民の方々を対象に防災啓発活動など
で筆者の経験をご紹介いただき、災害に対する備えを進めようと考えてくれる方を一人でも増やしていただ
きたい。そのような方が多数を占める社会として、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震を迎えるのと、今
のままで「そのとき」を迎えるのとでは、被害に天地ほどの差が出てしまうであろう。

特　集　「大災害にどう備える」

写真 5　部屋の片付けをしてくれた
高校生ボランティア
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「女性の視点・参画で高める地域防災力～東日本大震災等の教訓を踏まえて」　 　PART 2

減災と男女共同参画　研修推進センター 共同代表　　浅野　幸子

女性の視点・参画で高める地域防災力
～東日本大震災等の教訓を踏まえて

1．災害時の地域組織の意義と現状
　地域防災活動は、個々人や地域全体への災害時の影響をできるだけ少なくするために行われるもので、
現状では特に避難行動と、避難生活に焦点が当てられている。それは、行政・救援機関による「公助」が、
災害後すぐに全ての被災者のもとに支援に駆けつけたり、複雑な避難生活の課題を全面的にサポートする
ことが難しいからだ。もちろんそれで「公助」の被災者救援の責務が薄らぐわけではないが、現実を踏ま
えながら被害と生活困難の拡大を防ぐためにも、平時から「自助」「共助」の力を官民挙げて一緒に高め、

「共助」との協働のもと、災害時の「公助」の支援の効果・質も高める（＝被災者救援の責務をより良い形
で果たす）ことを目指す必要があるのである。
　そのため、地域コミュニティや地域防災組織とその活動に、非常に大きな期待がかけられており、行政
側も、地域防災活動の支援において大きな責務を負っているのである。
　しかし、担い手の高齢化、若手を中心とした住民の地域組織離れは一層進んでおり、地域防災活動の現
状や未来は、決して明るいものとはいえないだろう。そのため筆者は、自治会・町内会／自主防災組織の
体制・運営・活動自体のあり方や、自治体のコミュニティ政策との連動など、地域活動全般への多様な住
民の参加促進を可能とする環境整備を行って行けるか、特に、女性が参画しやすい雰囲気があるかどうかが、
地域防災力の向上を考える上でもカギとなると考えている。

2．地域防災活動に女性の視点・参画が不可欠なのか
　災害時に女性／男性という性別の視点で対策を考えていく必要性がどこにあるのか見ていこう。なお、
性別により災害時の困難がどう違うのかについては資料 1 にまとめたので、随時参照いただきたい。
　まず、災害直後の避難誘導や救命救助のシーンから考えてみよう。基本的な認識として、平日昼間に主
に地域にいるのは高齢者・女性・中学生以下の子どもたちであるということを押さえておく必要がある。
特に、避難支援が必要とされる乳幼児や要介護の高齢者・障害者の側にいる家族も女性の方が多い。したがっ
て、津波や洪水、火災からの避難や救助活動も、地域の男性役員だけで住民の情報を集めて避難計画を立
てるのではなく、どれだけ女性たちの持っている情報を生かせるか、女性自身も避難の主力になることが
できるかが、住民の救命率にとって重要となる。実際、東日本大震災の際に避難した人たちを対象とした
調査の結果によると、複数で避難したという人の割合は、男性よりも女性のほうが高かったことが分かっ
ている（資料 2）。
　また、避難生活においては、衛生・栄養・育児・介護などの問題が次々と起こり、被災者の命・健康を脅かす。
高血圧・高血糖や喘息などの慢性疾患の悪化、肺炎やインフルエンザなどの感染症、食中毒、食物アレルギー
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や咀嚼・飲み込みが難しい人が栄養を取れない問題など、リスクは多岐にわたる。乳幼児や障害のある人、
認知症の人などは集団生活になじめず、周囲からも迷惑がられるような状況で、避難所を出ていくことを
余儀なくされるケースも多い。実際、熊本地震でも乳幼児や障害のある家族を抱えて、車中避難を余儀な
くされるケースも多く見られた。　
　仮設トイレも、男女別ではなく、照明も不十分で、和式トイレばかりといった状況だった。そのため、
女性たちは、音や防犯上の問題から落ち着いて用を足すこともできず、トイレを使うのが難しい高齢者や
障害者を生んだ。こうした状況は、女性や高齢者たちに、トイレに行く回数を減らそうという気持ちを引
き起こし、水や食べる量を減らすよう仕向けてしまう。結果、膀胱炎になる女性や、エコノミークラス症
候群で亡くなる女性や高齢者を出すことにつながってしまうのだ（血中濃度が高まり、血栓ができやすく
なるため）。

資料１）災害時の男女共同参画に関連した主な課題

課題の領域 課題の主な内容
①  生活環境 プライバシーや衛生問題／乳幼児・障害者・認知症など集団生活になじまない人と家族の困難
②  救援物資 育児・介護用品や女性用品の不足傾向／在宅避難者が物資を受け取れない
③  心身の健康 女性の不眠・傾向／便秘／生理時の困難／婦人科系の疾患／妊産婦・褥婦の医療支援不足
④  安全面 DV ／性暴力／ハラスメント（被災者・支援者ともに，加害者・被害者のいずれにもなり得る）

⑤  性別役割の強化 家事・育児・介護の重労働化／受け入れ親族の世話／避難所での炊き出しや掃除の女性
への過度な負担／避難所運営などの負担の少数の男性への集中

⑥  経済生活 解雇／保育・介護支援が不十分な状況下での就労／支援制度等の世帯主主義による義援金・支援金・
補償金などの使途へのアクセスの欠如（とりわけ DV 被害女性）／母子家庭の貧困化など

⑦  意 思 決 定 に 関
わる男女比の偏り

避難所運営をはじめ地域の共助・支援活動・復興協議の場などの責任者や委員の大半が
男性／復興アンケートは世帯主宛で／女性や若者の意志が反映されにくいなど

⑧  復興期の家庭・
地域での人間関係

男性の孤立・引きこもり・不慣れな介護の問題／ DV・児童虐待／住宅再建等をめぐる
家族関係／復興後のコミュニティのあり方

作成：減災と男女共同参画　研修推進センター

資料２）避難するときに一緒に行動した人（東日本大震災）出典：『平成 24 年版 男女共同参画白書』（内閣府）
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　こうした生活環境の悪化の中で、阪
神・淡路大震災、中越地震、東日本大
震災、そして熊本地震でも、避難生活
の環境悪化によって亡くなる「関連死」
する人を多く出してしまったが、これ
は完全に人災といえよう（資料 3）。
　特に多くの女性たちは、プライバシー
や衛生問題・治安面での不安などの困
難に加えて、ライフラインが止まり、
買い物もろくにできず、安全も十分守
られない状況で、家族の世話にも追い
つめられていく。特に、保育園・幼稚園・
学校やデイサービス・ヘルパー派遣な
どが機能停止すれば、子どもや高齢者
を抱えた状態で一層困難な状況となる。
　以上から、女性特有の問題への対応はもちろん、高齢者や障害者、病人、乳幼児・子どもたちの命と健康・
安全を守っていくためにも、女性たちが欲している支援や困りごとを細やかに把握し、女性と同じ目線で
支援内容を決めていくことが不可欠となるのだ。
　しかし、東日本大震災で指摘されたように、避難所運営の意思決定や物資の管理は、地域組織の男性役
員や男性の施設責任者、男性の行政職員で担われるケースが多かった。女性たちは炊き出しなどに追われ
る一方で、生理用品や下着、育児や介護に必要な細やかな物資や、着替え・授乳・おむつ替えの場所など、
必要な支援や環境改善について相談することも難しかったのが現実である。つまり、こうした意思決定に
おける構造的な問題は、その地域の被災者支援全体の質の低下をもたらす。また、障害者や少年・少女な
ども、女性と同じように意思決定において不利な状況に置かれているため、結果として、十分に支援が届
かないという状況が引き起こされてきた（例：在宅避難を余儀なくされるも支援が届かない障害者、受験
生にもかかわらず勉強スペースの配慮もされない避難所）。

3．国際動向と国内政策
　こうした地域や組織の意思決定層における構造的不平等が被災者支援にもたらす問題については、国際
的にはすでに 1980 〜 90 年代にかけて認識されており、実際に過去 20 年以上にわたり、国連防災世界会
議や国連女性の地位委員会等において、男女間の不平等は災害脆弱性の根本原因の一つであるとの指摘や、
防災に女性や社会的に不利な状況集団の参加の奨励、予防から復興まで災害のあらゆる段階に性別の視点
を入れること、女性のリーダーシップ発揮の重要性といったことが公式に発信されてきた。
　そのため、例えば人道支援関係者が守るべき最低基準「スフィア・プロジェクト」では、「支援のために
被災者の代表と話し合う場合には、代表者の中に、女性・男性・少年・少女と、社会的に不利な立場にお
かれている人たちをバランスよく入れるようにする」「意見を言いにくい被災者がいる場合は、言いやすい
環境を整える。特に女性たちが安心して話ができるようにする。必要なら女性だけで話せる場を設け、女

資料３）東日本大震災における関連死の状況
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性に対する DV や性暴力支援の知識のある人が話を聞くようにする」「被災者支援に関する統計は男女別・
年齢別に収集して活用する」「支援者のチーム構成は、性別や年齢が偏らないようにする」などと明記され
ている。こうした取り組みを徹底しないと、弱者への適切な支援は行きわたらないのだ。また、「トイレの
数は男性：女性の割合を 1：3 にする」「入浴施設やトイレは誰もが安心して使えるよう、設計の段階から
女性・少女、障害者などの意見を聞く」「避難所の設計は災害の影響を受けやすい障害者、高齢者、妊婦、
乳幼児のいる世帯の意見をとりいれる」「災害支援に関わる人は、女性や子どもへの性暴力が災害時に発生
することを理解し、それを防止するために決然と行動する」といったことも具体的に書かれている。
　日本でもこうした国際動向を受け、2005 年に国の防災基本計画に男女双方の視点に立った防災対策や
女性の参画の重要性ということがわずかに書き込まれるようになったが、具体的なノウハウは議論されず、
何も取り組んでいないに等しい状況だった。また、自治体の防災計画を決めていく都道府県の地域防災会
議の女性委員割合も平均 3.6% というありさまだった（平成 23 年 4 月現在）。ちなみに、東日本大震災時
の国・地方自治体の災害対策本部における、課長級以上の管理職のうちで女性が占める割合は国・地方自
治体ともに 5% 前後で、また近年の自治会・町内会の会長の占める女性割合は全国平均で 4% 台だ。
　東日本大震災後、ようやく問題が広く共有されるようになり、国の防災基本計画の記載も充実し（資料 4）、

「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」も策定されたことから、自治体の防災計画が見直され、
避難所運営マニュアルにも女性用の更衣室・授乳室の設置や、避難所運営への女性の参画、といったこと
が書かれるようになっては来た。

　しかし、紙に書かれただけでは実際の災害時になかなか遂行されない。女性が避難所運営や地域の助け
合い活動でリーダーとして力を発揮し、避難所や在宅避難者の環境が、確実に高齢者・障害者・病人・子
ども・女性たちに配慮されると期待できるレベルまで、平時から対策を進める自治体はまだまだ少数派だ。

資料４）国の防災基本計画より地域防災活動と女性に関連した部分を抜粋

・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため，地方防災会議

の委員への任命など，防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者，障害者などの

参画を拡大し，男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある。

・防災知識の普及，訓練を実施する際，＜中略＞被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよ

う努めるものとする。

・ 地方公共団体は，自主防災組織の育成，強化を図り，消防団とこれらの組織との連携等を通じて地域コミュニティ

の防災体制の充実を図るものとする。 ＜中略＞ その際，女性の参画の促進に努めるものとする。

・ 地方公共団体は， 避難所の運営における女性の参画を推進するとともに，男女のニーズの違い等男女双方の視点

等に配慮するものとする。特に，女性専用の物干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性

による配布，巡回警備や防犯ブザーの配布等による避難所における安全性の確保など，女性や子育て家庭のニー

ズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。



クリエイティブ房総　第 92 号 11

4．千葉市など先駆自治体の取り組み
　しかし、根本的な対策に取り組む自治体もある。たとえば、千葉市ではここ数年、男女共同参画や多様
性に配慮した地域防災活動の推進を積極的に進めてきた。
　まず、平成 25 年 11 月に設置された「千葉市防災会議男女共同参画の視点を取り入れる部会」の設置だ。
福祉分野の研究者を座長に、女性団体の連絡会、看護協会、地区の自主防災組織の代表、国際交流協会、
社会福祉協議会、災害ボランティア団体、男女共同参画の視点の防災に取り組む学識者（筆者）、市の男女
共同参画担当課長などがメンバーである（平成 28 年度）。部会は熱心な議論を経て、平成 26 年 12 月に
報告書をまとめ、千葉市の防災対策に対して、避難所運営や物資、地域防災活動に関して、女性への配慮、
女性がリーダーシップを発揮できる環境づくり、高齢者・障害者・乳幼児・外国人などの要配慮者の支援
の充実、外国人もリーダーシップを発揮できるようにすることの重要性などが意見として盛り込まれた。
こうした部会は通常、報告書を提出すれば解散してしまうが、千葉市では平成 28 年 8 月段階においても
引き続き部会を継続させており、進捗状況を評価する体制を取っている。
　そして、平成 26 年度から開始した防災リーダー育成研修（「防災ライセンス講座」）では、部会の議論
を受けて、講義の一部に “ 男女共同参画・多様性配慮 ” をテーマとした講義が設けられ（約 2 時間）、避難
所運営委員会や自主防災組織の役員に女性を増やすことの重要性と、障害者や外国人、若者など、地域の
多様な人が活動・訓練に参画しやすい環境を作っていくことのメリット、具体的な体制や訓練の事例など
について学んでいる。また、自主防災組織の学習・訓練を支援している防災ボランティア団体からも、女
性の視点・女性の参画の重要性が地域に伝えられるようになっている。
　こうした取り組みが功を奏し、平成 28 年 8 月現在で、避難所運営委員会に占める女性委員割合が全市
平均で約 25% まで伸びてきている。そして、避難所運営委員会で女性委員が半数近くを占めるケースや、
委員長・副委員長ともに女性が担うといったケース、女性の民生委員が避難所運営委員会や自主防災組織
役員に就くケースも出てきており、避難所の備蓄管理方法や災害時の施設の使用ルールを女性目線で積極
的に改善していくなど、災害時の実践が十分期待できる好事例が生まれ始めている。
　ほかにも、平成 34 年度までに県内すべての自主防災組織で女性が役員として参画する、平成 29 年度ま
でに全市町が男女共同参画の視点を入れた防災講座を開催するという目標を「地震・津波対策アクション
プログラム 2013」の中で掲げる静岡県、小学校区単位で自治会・町内会と各種団体が協働で地域活動に
取り組む形のコミュニティ政策と連動させる形で地域防災活動をテコ入れしながら、官民挙げて女性リー
ダーを増やす活動をしている四日市市（三重県）や、世帯主
以外でも名簿に登録できるようにする、女性が参加しやすい
時間帯に会議を設定するなどして、女性の参加を積極的に促
す自主防災組織（高知県安芸市川向防災会）、市職員向けの
災害対応研修に男女共同参画・多様性配慮の視点を入れる茨
木市（大阪府）など、さまざまな事例が出てきている。
　女性の視点・女性の参画を、女性の問題だけに還元せず、
地域防災および被災者支援全体からみて中核的な課題である
と捉え、着実な取り組みを継続して行っていけるかどうかが
各自治体に問われているのではないだろうか。

「女性の視点・参画で高める地域防災力～東日本大震災等の教訓を踏まえて」
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1．地域防災の考え方
（1）災害への向きあい方を考える
　災害へ向きあうための基本的な姿勢は、運動
会の障害物競争に例えた図 1 に示すように障害
物（被害想定）を意識して、「予防」と被災リ
スクの低減のための「抑止」を普段の備えとし、
発災したら「応急対応」で障害物を越え、早期
に元の体勢に戻して走る「復旧・復興」と進み
ます。ちなみに、筆者は災害前に予防を主体と
した備えをすることを " 防災 "、災害後の被害
軽減を主体として対応することを " 減災 " と区
別して説明しています。しかし、当たり前だと
思われる災害への向きあい方ですが、住民も行政も実践できていません。例えば、地域では家具転倒防止措
置や耐震補強といった個々の住民が助かるように推進すべき予防対策より、救助、手当、搬送といった災害
後の応急対応術（単なる資機材の使い方等）ばかりに汗を流す自主防災組織が多数見受けられます。1995
年に発生した阪神・淡路大震災のような津波を伴わない直下の地震災害では発災直後の住民の対応が犠牲者
数を大きく減らすことにはならないという教訓が未だに生かされていません。また、行政も同様で職員自身
の日頃の防災対策の徹底のないまま、発災後の参集訓練や図上訓練を用いた組織の初動訓練などが行われ、
これをもって公助の強化がなされたと説明をしています。そのために、災害が発生する度に住民や行政とも
同じ課題を生じさせ、それら課題を教訓にといいながら次の災害で再び同じことを繰り返しています。

（2）あらためて「自助」、「共助」、「公助」について考える
　防災の講演会や研修会の冒頭の挨拶で、災害時には「自助」、「共助」が重要ですと住民に対して説明があ
ります。しかし、これも絵に描いた餅です。なぜなら大規模災害時の「自助」はできないからで、この「自助」
ができなければ「共助」もできません。その原因は先の予防と抑止のための備えといった災害前の「自助」が
できていないからです。ちなみに、自助、共助は住民だけではなく、行政職員にも当てはまります。すなわち、
災害時に行政職員が公助力を発揮するためには、職員どうしや部署間、他機関との連携といった共助力を必
要とします。しかし、その共助力も職員個人やその家族が助かっていないとその力は期待できません。この

図１　災害への向きあい方と運動会の障害物競争

特　集　「大災害にどう備える」

山口大学大学院 創成科学研究科 准教授
総 務 省 消 防 庁 消 防 大 学 校  客員教 授 　 　 瀧本　浩一

地域防災とまちづくり、人づくり
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「地域防災とまちづくり、人づくり」　 　PART 3

ように行政機関の対応力は職員個人の自助力と
その上に築かれた共助力によって支えられてい
ます。しかし、行政も住民も災害前の自助につ
いてはしていません。なぜなら、住民も職員も

「災害は気になるが、普段の生活（業務）が忙
しくてできないし、新たにそのようなことをす
る余裕もない。」と考えているからです。つま
り、災害への " 関心 " はあっても " 意識 " の高
まりには至っておらず、意識高揚の先にある " 行動 " にはつながっていないといえます。では、この事前に
自助をしない個人に対してどうすればよいでしょうか ? それは、事前の自助を動かすために、組織＝共助
を使うというのが答えです。例えば、地域に自主防災組織が必要な理由は、災害前に地域コミュニティ力（共
助力）を使って、住民に自助となる災害への予防・抑止を行わせることにあります。すなわち、「共助によ
る自助の推進」を主として行う組織であり、その結果として災害時、事前の自助により助かった住民らによ
り可能な範囲で共助を行うというものです。ここで、この共助による自助の推進は一見すると難しいよう
に感じられるかもしれませんが、普段のコミュニティ活動では当たり前のようにやっています。例えば、日々
のゴミ出しがその典型的な例です。非常にルールが複雑で、面倒なゴミ出しですが、回覧板や掲示での周知、
町内会長さんや班長さんなどからの繰り返しのお願いや住民どうしが気をつけることで、各家庭がゴミ出し
ルールを守り、まちを清潔に保っています。これは共助による自助の推進の成果であり、「まちづくり」の
一例といえます。このような地域の活動のうち防災に特化したものが自主防災組織の主な活動であり、これ
が「防災まちづくり」と言われる所以でもあります。

2．防災のすすめ方　−「どこ？」と「いつ？」で考える− 
　現在全国でハザードマップが整備され、住民に配布されてい
ます。無論災害時に想定にとらわれ過ぎてはいけませんが、ハ
ザードマップによる災害の見える化は普段の備えに向けた動機
づけを与えるものです。しかし、実際は配られたことすら住民
は忘れています。この理由としては、自治体によるハザードマッ
プの配布自体は、市町村の広報誌を配布するのと同じ「広報事
業」であって、「啓発事業」にはなっておらず、ハザードマッ
プに記載の震度や浸水深といった災害現象の程度から備えへと
展開するための住民やリーダー向けの啓発がないからです。具
体的には、先の障害物競争でいえば、障害物（災害）の種類や
規模を踏まえ、それに向けてどう助走するか（日頃の活動）、ジャ
ンプのために踏み切る足元（地域の特徴）について「どこが」の
観点から検討する必要があります。そして、足元が確認できた
ら「いつ・いつまで」という時間の流れを意識したジャンプ（避
難や対応）とそのタイミング、越えていく要領（避難方法や対

図２　「自助」、「共助」、「公助」の関係

図３
布田川−日奈久断層の地震ハザードマップ

（熊本市ホームページより）
−熊本地震は本当に想定外か？−
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応手段など）を模索しなくてはなりません。これらの研修等を通してそのやり方を啓発しておく必要がある
からです。例えば、災害図上訓練 DIG といった研修を実施するなら、DIG による机上での検討だけではなく、
実際の現場での検証作業を行う防災まち歩きとその活動過程で作成される地域の防災マップづくりをセット
にした啓発事業として、地域の「どこが」の掌握へと導くなどが考えられます。さらに、「どこが」がある
程度わかれば、ジャンプ（避難や対応）のタイミングや要領（避難や対応手段、方法など）についても同様
に DIG などを用いて机上で検討し、それを現場検証する活動、すなわち防災訓練項目の創出へとつなぐよ
うに地域のリーダーにその流れを示すことも重要です。
　このように個々の防災啓発ツールの体験といった戦術の周知だけではなく、それらをつなぐ戦略を地域リー
ダーに理解してもらうよう行政の啓発事業は力点をおくべきだと考えます。なぜなら地域防災力を生み出す
ために、地域のリーダーたちは人を動かし、地域を動かさなくてはならないからです。したがって、防災の
知識を詰め込むだけの研修では、いわゆる防災オタクを個々につくるだけで、地域の防災力の向上にはつな
がりません。ちなみに、昨年は DIG をやったから今年はクロスロード、来年は避難所運営訓練 HUG をやるな
どという一種の啓発ツールのつまみ食い的な事業を毎年開催している市町村が見受けられますが、これでは
行政も住民も地域の防災力向上に向けての流れが見えないので、防災力の実質化は期待できないと考えます。

3．防災とまちづくり
（1）防災力向上のための効果的、効率的な策を考える
　地域の防災活動というと、地域のリーダーはその活動がその地域に必要なのかもわからないまま、パンフ
レット通りの型にはまった活動を実施します。その結果、その活動が飽きられ、活動が休止していくことに
なります。そこで、地域のリーダーには目標に対してどうすればより効率良く、効果的に住民に働きかける
ことができないかを考えさせるとよいでしょう。例えば、家具転倒防止対策は家庭の切り盛りの一環で、そ
れを日々行う主婦に働きかける方が効果的であることがわかってきました。そこで、地域の女性消防団や女
性防火クラブが地元の婦人会と協働で主婦を対象とした勉強会を実施し、必要な固定具のタイプと個数を踏
まえ、購入してもうらうとよいでしょう。また、各家庭の備蓄も男性より女性の方が適しているため、主婦
層に訴えるとよいと考えます。あわせて、これら各家庭での対策を効率的に実行するために町会長や自主防
災組織のリーダーを介して地域に働きかけるタイミングを探ることを筆者は指導しています。例えば、毎年
年末の大掃除、買い出しの時期を狙って家具転倒防止対策と備蓄の依頼をしたり、非常持出し品については、
特に必要な持出し品を中心に毎年の盆踊りや夏祭りの際の景品、参加賞として住民に配布して周知し、同時
に共同購入のための申し込み用紙もあわせて同梱して普及をはかるとよいでしょう。さらに、地元の商店に
自主防災組織推奨の非常持出し品の販売コーナーを設けてもらい、高齢者でも気軽に購入でき、備えられる
ような方策を地域で検討するのも一つのアイデアといえます。
　以上についても、先の説明と同様に地域の「どこへ」、「どこで」働きかけ、それを「いつ」実施するのがよいか
という観点から考えることが重要です。

（2）持続可能な防災活動を考える
　防災活動を休止させないためには、地域での活動は派手にせず、防災活動や訓練を日常化、平凡化するこ
とを勧めています。そこで、日頃の防災活動や訓練を地元地域、学校区の行事の一部に盛り込むことさえで

特　集　「大災害にどう備える」
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きれば、地域のリーダーが変わっても、持続して毎年、活動を行うことができる可能性があります。例えば、
正月飾りを焼くどんど焼き（鬼火焚き）を復活できれば、消火訓練、炊き出し訓練、講習が同時に（ついで
に）実施できます。他には、地域の一斉清掃の際に危険箇所の確認、盆踊りや夏祭りの際に発電機を稼働さ
せるなど防災資機材の点検ができます。また、比較的手間のかかる実働訓練は自治会単位より学校区単位（会
場が小学校となる行事）での実施が容易であり、教育委員会や小・中学校に運動会競技種目の中に防災競技
を盛り込むことを提案するとよいでしょう。これにより、地域の防災拠点でもある学校で、1 年に 1 回は児
童、保護者、地域住民といった 3 世代交流のもと防災競技（訓練）を校区単位で実施でき、普段忙しく防
災訓練には参加しにくい若い世代も取り込むことが可能となります。
　このような持続を考えるには、知識より知恵を集積するまちづくりの感覚が必要であり、防災まちづくり
が「防災でまちづくりする」のではなく、「防災をまちづくりでする」という発想を地域のリーダーに持た
せることが必要であると考えます。
　

4．行政と地域防災
　行政が災害時の初動期において公助力をフルに発揮するには限界があります。ゆえに地域にも最低限の活
動をしてもらう必要があり、住民の防災力の向上は行政の公助を支える一部となります。例えば、住民が非
常持出し品や備蓄を備えていれば、多忙な初動期にわざわざ避難所で毛布を支給したり、給水作業を軽減す
ることは可能であるはずです。このことからも災害時の行政の公助の一助となる住民や地域への啓発や人材
育成の実質化は必須であると考えます。しかしその一方、市町村の防災担当のマンパワーだけでは限界もあ
ります。そこで、本稿の冒頭で述べた行政内での組織的な共助が必要となります。例えば、生涯学習関係の
部署が開催する講座や公民館講座の中で、パソコン・スマホ講座＝防災情報の取得方法の指導、親父の料理
教室＝炊き出し技法の習得、DIY 講座＝家具類転倒防止具設置方法指導、夏休み親子工作＝ペットボトル雨
量計製作等々が実施できると考えます。さらに、職員自身が居住地域の住民に日頃から備えの重要性を訴え
ることも当然しなくてはならないといえます。防災以外の部署の職員から「それは防災部署の仕事だ」と言
われそうですが、どの部署であれ、地域住民が豊かで安全、安心に暮らせるまちをつくりたいという同じ思
いを持って市町村職員になられたはずですから、できるはずです（しなくてはなりません）。そのためには、
市町村職員自身の防災への意識づけ（自助力の醸成）の上にご自身の業務、事業を活用した事業を考えると
いう力（共助力の創出）を培っていく必要があります。

5．おわりに
　千葉県には千葉県東方沖地震、東京湾北部地震、三浦半島断層群および津波といった地震災害や水害、土
砂災害など種々の災害リスクが潜んでいます。全国各地で災害が多発する中、千葉県もこれらの災害から逃
れることはできません。将来災害が発生し、行政や住民の備え度が試される日が必ずやってきます。来るべ
き時に役割を果たすべく、それが姿をあらわす前に住民側と行政側それぞれが備えておく必要があります。
しかしながら、その一方で現在多くの地域が衰退し、防災活動どころではないのも現実です。したがって、
限りある予算の中で、地域と行政の限りあるリソースを活用して、効果的な施策の創出と実行が必要です。
今後、市町村職員のみなさん自身がまさに知恵と腕の見せ所だと前向きに捉えて、実行されることを祈って
おります。
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福島県立医科大学医学部 災害こころの医学講座 主任教授　　前田　正治

災害と心のケア：とくに東日本大震災から学ぶこと

Ⅰ　はじめに
　2011 年に発生した東日本大震災は、被災地の
方々はもちろんのこと我々日本人すべてにとって
きわめて強い衝撃を与えた。地震、津波そして原
発災害と、次々と連鎖的に引き起こされた問題は
いずれもきわめて深刻なもので、また複合的なも
のであった。私もそうであったが、多くの日本人
は愕然と、テレビの前で流れるシーンをまるで映
画のように眺めるだけしかできなかった。それは
文字通りカタストロフィーを映した光景でありな
がら、現実感の伴わない、浮遊感さえ漂うような
映像であった。阪神大震災以降、我々専門家は多
少なりとも災害精神医学について学び、それを実践してきたのであるが、今般の震災は我々にも未知の領域
に足を踏み入れるような感慨と慄きを与えた。想像もできない規模で、想像もできない深い喪失のただ中に
ある被災者に対して、どのようなケアが必要なのか、あるいはどのようなケアを提供できるのだろうか。

Ⅱ　東日本大震災の特徴とケア
　被災地の人々を襲った精神医学的困難は想像を絶するものがある。まず今般震災のような大規模災害にお
いて、しばしば被災者に認められる精神医学的問題として、外傷後ストレス障害（PTSD）や悲嘆反応（死
別反応）があげられる。前者は苦痛に満ちた記憶が脳裏に焼き付き、それによって様々な心身の恐怖反応が
引き起こされる病態である。換言すれば、PTSD は忘れたくても忘れられない記憶によって引き起こされる
病態であるともいえる。地震や津波への恐怖、あるいは原発施設が次々に爆発していく際の恐怖などはまさ
に外傷性の記憶として脳裏に植えつけられたと思う。
　その一方、今回の津波被害者のように、配偶者や子供など自分にとってかけがえのない大切な人を一瞬に
して予期せぬ形で失うといった外傷性死別反応（複雑性悲嘆反応）もまた被災者を非常に苦しめる。これは
故人の大切な記憶が被災者を苦しめるのであるが、PTSD と違って記憶を消したいとは決して思わない。そ
れどころか記憶が薄れゆくことこそもっとも被災者の苦痛を招来してしまうし、だからこそ遺族は故人を追
慕する。換言すれば、忘れることが激しい苦痛をもたらす状態であるといってよい。
　以上のような代表的なトラウマ反応は、程度の差こそあれ、こうした深刻な状況に身を置く人には誰にで

特　集　「大災害にどう備える」

（ある津波被災者：毎日新聞社提供）
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「災害と心のケア：とくに東日本大震災から学ぶこと」　 　PART 4

も認められるものである。決して特定の人々が反応を起こす、たとえば性格の弱さであるとかが関連してい
るわけではない。一方で、コミュニティで罹災しているため比較的生存者間の絆は残りやすいし、いやむし
ろ平時にまして絆が増強されることがある。たとえば多くの避難所では、非常に悲惨な状況ながら、人々が
力を出し合いお互い支えあって必死に生きている光景が何度もテレビで流された。このようなコミュニティ
による絆があるところでは、それが回復の大きな力となり、多くの人々は様々な困難を乗り越えていくこと
ができる。
　もちろんそれには非常な時間がかかるし、精神医療や重厚な福祉的ケアが必要となる場合もあるだろう
が、被災者に起こった問題を過度に「疾病視」することは避けなくてはならない。自然回復力、あるいは
回復方向へのバネ（レジリエンス）が被災者に備わっているのであるし、それを具現するものはとりもな
おさず人のつながりである。
　ただ、こうした被災者の絆やつな
がりは発災後非常に高まることは
あっても、いつまでも長く続くわけ
ではない。被災者は、時間が経過す
るにつれ次第に疲弊し、「復興疲れ」
とともに希望を失い、「取り返しの
つかない」喪失と向き合わなければ
ならなくなる。それは発災後数週間
で出現するかもしれないし、数ヶ月
後に出現するかもしれない。すなわ
ち被災者は、発災後時間が経って精
神的な危機を迎えることが珍しく
ないのである。ところがその頃は、支援も手を引く時期であり、世間の関心も薄れている頃でもある。すな
わち実際には支援要請はしづらくなっていて、ここに大きなギャップが存在する（図参照）。 

　さて、被災者を襲った問題があまりにも破局的であったり、あるいは喪失したものがあまりにも大きかっ
たり、また必要な支援が長期に受けられなかったりすると、被災者の抱える心理的問題は非常に深刻なもの
となるだろう。こうした被災者に対しては長期的でシームレスな治療・ケアが必要不可欠となる。すなわち
復興期に重視しなければならないのは、自殺やアルコール依存といった 2 次的問題の発生である。阪神淡
路大震災で、はじめて問題となった震災孤独死に関連するできごとである。これらを考えると、住居やコミュ
ニティの再建とともに震災で職を失った被災者への支援は欠かすことはできない。とくに経済的問題はもっ
とも自殺や薬物依存をもたらしやすいため、早急な手当てが必要となる。一時的な直接経済支援も大切であ
るが、なるべくなら働くことができる場、しかもなるべく震災前に近い形での就労の場を再建し、働くこと
の喜びを見いだせる場が必要である。
　また被災者のなかには長期的に遠隔地に転居、あるいは移住しなければならない人々もいる。こういった
被災者は支援の手が行き届きにくいため、草の根あるいは行政レベルでのケアもあわせた包括的介入が必要
であろう。

図：精神的な支援要求と、そのしやすさとのギャップ



クリエイティブ房総　第 92 号18

　さて現在、もっとも困難な問題を呈している事象が、福島県における原発事故にまつわる問題である。もちろ
ん本邦における過去の災害では例をみないことであって、それ故に今後どのように復興していくのかその見通しが
立たない。原発事故の影響が長期化する中、そこから避難した人も、あるいはそこにとどまっている人も非
常にストレスフルな葛藤を抱えている。このような事態にまきこまれた怒りや悔しさ、あるいはとどまって
いることや避難していることに対する罪責感もまた強い。こうした複雑な感情や葛藤のゆえに、あるいは放
射線にまつわる問題が不可視的であるがゆえに、原発事故の被災者の問題はなかなか表面化しづらい。現在
福島県立医科大学が中心となって、避難者約 20 万人に対して精神保健面での調査が発災後継続して行われ
ているが、このような長期的なフォローアップの体制は福島においては不可欠である。
　また被災 3 県には、発災後約 1 年後から「こころのケアセンター」が設立され「アウトリーチ」と呼ばれる、
訪問型の支援を中心に活発な活動を被災地で展開している。災害の規模が一定以上になると、保健所や医療
機関を中心とした通常のケアシステムでは対応が難しくなるため、こうした新しいメンタルヘルスケア組織
が構築される。既存のケア体制のなかに、如何にしてこうした新しいケア組織を組み込むかといった課題は
大きいが、今般の災害のような規模となると、既存システムの拡充のみでは追いつかず、ケアセンター等の
新支援組織設立は必須となるのではないか。したがって地方自治体では、早くからこうしたメンタルヘルス
ケアのためのシステム作りを考えておく必要がある。

Ⅲ　さいごに：自治体職員の苦悩
　さて、東日本大震災のような大規模な災害が発生したとき、しばしば支援者の疲弊が問題となる。とくに
消防隊員や自衛隊員のような、急性期に災害対応で被災地に赴かなければならない支援者のメンタルヘルス
上の問題は大きい。これは、しばしば「惨事ストレス」というような専門用語で表せられる。ただ同時に、
震災後数か月経過した場合を想定すると、もっとも精神的負担が大きくなるのは、被災市町村での自治体職
員と考えられる。こうした復興期の支援者の問題は、今まであまり焦点が当てられることがなかった。しか
し我々の調査の結果によると、福島県の被災自治体職員のうつ病有病率は 2 割近い。また宮城県で行われ
た調査では、消防隊員や一般被災住民よりも自治体職員のほうが、メンタルヘルス上のハイリスク者ははる
かに多い。たとえば福島では、次のような問題が復興支援者に降りかかっている。①持続する過労状況、②
復興プロセスの遅れ、③住民の怒りや不満への暴露、④将来の見通しのあいまいさ、⑤彼ら自身の家族の別
居や避難。自治体職員の疲弊・消耗は、ただちに復興の遅れや住民サービスの低下につながりかねない。
　現在、総務省が中心となってこのような自治体職員のメンタルヘルスに取り組んでいるが、必ずしも十分
ではないと考えられる。職員個々の、あるいはライン上のケアが必要だとしても、震災規模によっては地域
に根差した新しいメンタルヘルスケア・システムが不可欠であり、今後の大きな課題である。

【参考文献】

・前田正治、植田由紀子、昼田源四郎：こころのケアセンターが果たすべき役割とは : ある方部の苦闘から：トラウマティッ

ク・ストレス：12. 5-12, 2014

・前田正治､ 矢部博興、安村誠司：原発事故とその心理的影響 .　Prog.Med.35.817-821, 2015

・Maeda M, Ueda Y, Nagai, M et al.: Diagnostic interview study of the prevalence of depression among public employees 

engaged in long-term relief work in Fukushima. Psychi Clin Neuro: 10.1111/pcn.12414, 2016

特　集　「大災害にどう備える」
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　地方公務員法の改正が平成 26 年 5 月 14 日に公布され、平成 28 年 4 月 1 日から施行されました。今回
の主な改正点は、国家公務員については既に実施されている人事評価制度の導入や退職管理の適正化です。
　人事評価制度は、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力と挙げた業績の両面から行われる勤
務成績の評価に基づき、給与や昇任等の人事管理を行う制度です（地公法 23 条〜 23 条の 4）。従前の勤
務評定は、評価項目が明示されないことや上司からの一方的な評価で結果を知らされることがないといっ
た問題点が指摘されていました。そのため、既に人事評価制度と同様の取り組みを行っていた自治体もあ
りましたが、今回の改正により、任命権者である市町村長等は、人事評価の基準及び方法等を定め、定期
的に人事評価を行わなければならないことが定められました。そして、その実施方法としては、評価基準
の明示、自己申告や面談、評価結果の開示などが具体例として挙げられており、これらを通じて人事の公
正性や透明性を高めることが期待されています。
　また、退職管理の適正化については、営利企業等に再就職した元職員が、在職していた自治体と再就職
先との間で行われる契約や処分であって離職前 5 年間の職務に関するものについては、離職後 2 年間、職
務上の行為をするように、あるいはしないように、現職職員に要求・依頼することなどが禁止されること
になりました（地公法 38 条の 2）。そして、それに違反した者に対する罰則も規定されました（地公法 60
条 4 〜 8 号・63 条・64 条）。
　このような規制の実効性を高めるため、違反行為が行われた疑いのある場合には任命権者が調査を実施
し（地公法 38 条の 4）、人事（公平）委員会は、違反行為情報や調査について任命権者からの報告を受け
ることなどにより、調査が公正に行われるよう監視する仕組みがとられています（地公法 38 条の 3・38
条の 4・38 条の 5）。
　さらに、それぞれの自治体は、法律で定められていることだけでなく、例えば再就職状況の公表などの
ように、退職管理の適正を確保するために必要な措置を講ずることとされています（地公法 38 条の 6 第
1 項）。また、法律による規制や必要な措置をとるために再就職の現状を把握する必要がある場合には、自
治体が条例で定めることにより、再就職した元職員に再就職情報の届出をさせることができるとされてい
ます（地公法 38 条の 6 第 2 項・65 条）。
　以上のような改正により、地方公務員法と国家公務員法に 7 年
近く存在していた制度の違いが解消されることになり、地方公務
員についても能力と実績に基づく人事管理の徹底と退職管理の適
正の確保のための制度が整備されました。今後は、各自治体にお
いて、これらの制度の趣旨を踏まえた効果的な取り組みが期待さ
れるところです。

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

地方公務員法の改正について

新法・法改正の解説
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

発生前の補助金返還請求権が「管理を怠る事実」の対象としての「財産」となるか
（仙台高裁平成 27 年 7 月 15 日・判例地方自治 405 号 34 頁）

（Ｂ）この事案は、補助金の他用途への流用が問題とされていますが、そもそも補助金の交付が認められる
のはどのような場合なのでしょうか。

（Ａ）規則や要綱があるからといって何でも認められるわけではなく、法律上の根拠（地方自治法 232 条の
2）によらなければならない。もっとも、同条にいう「公益上必要がある場合」の具体的内容はこの条文
からははっきりとはせず、その判断は、当該地方公共団体の長や議会の裁量によるとされている。とはいえ、
全く自由に判断ができるというわけではなくて、補助金交付の目的や効果、
事業の目的や当該地方公共団体とのかかわりの程度、議会の関与、当該地
方公共団体の財政状況等を総合的に考慮して、客観的に見て公益上の必要
性がないと判断される場合には裁量権の範囲を超えるものとして違法とさ
れることになる（最高裁平成 17 年 11 月 10 日第一小法廷判決・集民 218
号 346 頁参照）。

（Ｂ）本件の事案ですが、Ｙ市は既に補助金を交付してしまっており、Ｙ市が補助金交付決定を取り消さな
い限り、Ｙ市には債権としての補助金の返還請求権は発生しないはずですよね。そうすると、Ｙ市が返還

Ａは学校教育課長、Ｂは同課員

（事案の概要）
　夏の甲子園大会にＹ市内の私立Ｚ高校公式野球部が出場することとなり、同校を後援することを目的として、権利
能力なき社団として「Ｚ甲子園出場後援会」（以下「本件後援会」という。）が設立された。Ｙ市においては、補助金
交付規則が制定され、補助金が他の用途に使用されたとき等には、Y 市長は補助金交付決定の全部又は一部を取り
消すことができることとされていた。また同市には、Ｙ市全国体育大会出場補助金交付要綱があり、補助の目的及び
対象となる経費等が定められていた。
　Ｙ市は、本件後援会からの補助金交付申請に応じて、補助金 1000 万円を交付する旨の決定（以下「本件交付決定」
という。）をした。Ｙ市は、さらに本件後援会から、本件補助金の前払交付請求を受けたことから、これに応じて本
件後援会に 1000 万円を交付した。本件交付決定には、補助事業が完了したときは、補助金請求書又は精算書を提
出することが条件として付されていた。
　Ｘは、本件後援会が本件交付決定に係る補助金（以下「本件補助金」という。）を不正に又は目的外の用途に使用
して使途不明金を発生させたから、Ｙ市長は本件補助金交付決定の全部又は一部を取り消して本件後援会に対し本
件補助金の返還を請求すべきであるのに、これを怠っている等として住民監査請求をしたが、棄却されたため、Ｙ市
長に対し、本件後援会に対する不当利得返還請求をするよう求めること等を求めて住民訴訟を提起した。
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を求めなかったとしても、債権がない以上、住民監査請求あるいは住民訴訟が認められる場合の「管理を
怠る」対象である「財産」がないように思うのですが。

（Ａ）原則論としてはそのとおりだね。原審（盛岡地裁平成 26 年 12 月 19 日判決）も、「取消権を行使す
ることによって発生する債権の不行使を『財産の管理を怠る事実』とした場合の審理の対象は、行政管理
上の判断の是非となるのであるから、これは住民訴訟が予定している財務会計上の違法な行為又は怠る事
実の予防又は是正を超える」として、取消決定がない時点における補助金は「財産」に当たらないとした。
控訴審も同様に、補助金返還請求権が権利として具体化する時期については、補助金交付決定の取消決定
があった時点としている。

（Ｂ）本件判決は、取消決定前の補助金についても、財産管理を怠る事実の有無を判断することができると
しているようですが、その理由はどのようなものなのでしょうか。

（Ａ）本件判決は、まず、補助金決定の取消は、補助金の返還を求めるに際して、単に手続上の要件にとど
まるとした。Ｙ市の補助金交付規則上、補助金が他用途に使用されたと認める場合には、その事実のみを
根拠としてＹ市自身が補助金交付決定の取消しを行い、他用途に使用された補助金の返還を求めることが
可能で、他用途使用以外の事情を考慮したり、Ｙ市以外の主体による判断や処分を必要としないことが理
由とされている。 

　そして、補助金が他用途に使用された場合については、その用途についての当否の判断がなされていない
以上、これを容認することが合理的な事情、あるいは、補助金の返還を求めることが期待できないなどの、
補助金の返還を請求しないことを相当とする特段の事情がない限りは、被控訴人には、その返還を求める
べき責務があり、返還請求を行わないことについて地方公共団体に裁量はないとした。

　こうした理由から、補助金交付決定の取消し決定が行われていない時点においても、他用途に使用された
場合に合理的な理由なく補助金の返還を求めないことは、補助金交付決定の取消しを行わないことを含め
て地方自治法 242 条 1 項所定の「財産」に属する補助金返還請求権の管理を怠る事実に該当すると解す
べきと判断した。

（Ｂ）取消権そのものは、債権すなわち「金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利」（地方自治法 240
条 1 項）ではなく、債権の発生原因に過ぎないのですから、理論上は無理がある解釈なのではないでしょ
うか。

（Ａ）確かにそのようにも考えられる。しかし、明らかに不正使用されたことが認められる補助金がある場
合に、地方公共団体が交付決定を取り消さない限り、住民監査請求をすることができないという場合、自
治体財政の経済的基礎としての地方公共団体の公金・財産等についての違法支出等を強制するという住民
監査請求制度の目的が失われることになってしまう。そこで控訴審は、取消権と補助金返還請求権とを実
質的に一体と見て、取消権を行使しないことの合理性についても「怠る事実」の有無の判断に取り込む解
釈をとったものと考えられる。

（Ｂ）この判決からすれば、自治体としては、補助金を交付したらおしまい、とい
うわけではなく、その使われ方についてもきちんと目を光らせて、交付決定の取
消事由に該当するような場合には、速やかに決定をして返還を求めていく態度が
必要とされるということですね。

自治判例情報
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　高齢化の進展に伴う要介護者の増加により、今
後在宅介護の重要性はより増していくとみられま
す。そのため、本市では、家族介護者の支援体制
の強化を図るべく、平成 27 年度より訪問レッス
ンを開始しました。

1　実施の経緯
　平成 21 年度より家族介護者研修を実施してお
りますが、そこでは参加者個々の事情に合った介
護技術を伝えることは困難な状況にありました。
　また、研修に参加できない理由として「日中は
仕事で時間が合わない」「研修の内容が知りたい
ものと異なる」「女性参加者が多く、男性は参加
しづらい」という意見をいただいておりました。
　そこで、ホームヘルパーや介護福祉士が個別に
訪問し、家族介護者が日頃困難に感じている介護
技術の習得を支援することで、家族介護者の身体
的・精神的負担を軽減することを目的に、家族介
護者支援事業の一環として「訪問レッスン」（1
回 1 時間）を平成 27 年 10 月より始めました。

2　訪問レッスンの利点
　専門職が個別に訪問することで、要介護者の身
体状況や家の構造を見極め、その家庭に適した介
護方法や介護用品をアドバイスすることができ
ます。
　また、自己流の介護方法が合っているのか、よ
りよい方法はないのか等、介護者の疑問に細かく対
応できるため、介護者の不安解消も期待できます。

　さらに、訪問レッスンでは、介護者の努力を受け
止め、安心感を与えることも大切にしていますので、
介護者が前向きに介護を続けることに繋がります。

3　利用者の声
　平成 27 年度は 37 件の利用があり、利用者か
らは「自己流で行っている介護方法に不安があっ
たが、専門職の方に見てもらい自信がついた」「お
むつの尿漏れに悩んでいたが、今回の指導で尿漏
れが解消された」「悩みを聞いてもらい、気持ち
が楽になった」との感想が寄せられ、8 割の方が
訪問レッスンにより介護の悩みを解決できたとの
ことです。
　その一方で、「今回訪問レッスンを利用し介護
が楽になったが、要介護者の状態は刻々と変化し、
また新たな介護の悩みが出てきている」「今はま
だ家族で介護ができているが、もっと状態が悪く
なった時が不安だ」との声もあります。

4　今後について
　平成 26 年度の本市の要介護・要支援の高齢者
は約 3 万 4 千人。平成 37 年度には約 6 万 6 千
人まで増える試算となっており、在宅での家族介
護者も増えることが見込まれます。
　訪問レッスンを高齢者と家族介護者が安心して
暮らせる仕組み作りの第一歩とするため、PR を
積極的に行い、利用者の増加を図りたいと考えて
おります。

【 問い合わせ 】保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
　☎ 043—245—5166

千葉市

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

家族介護者への
訪問レッスン
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　平成28年 6月 30日、JR船橋駅南口から徒歩
1分の市有地に「インフォメーションセンター」
がオープンしました。同センターは、市と株式会
社セブン−イレブン・ジャパンが連携し運営を行
うもので、コンビニエンスストアに併設しており
ます。年中無休・24時間で観光・行政情報をご案
内し、まちの更なるにぎわいや、JR船橋駅周辺の
新たな人の流れを創り出します。

　同センターが立地する土地は、JR船橋駅南口地
区の市街地再開発事業用地として市が所有してお
り、JR船橋駅南口交通広場として都市計画決定さ
れております。しかしながら、事業着手までには
一定期間を要することから、本土地の暫定的な活
用が可能な状況でありました。
　また、市の更なる魅力を高めるため、平成 26
年度に「船橋駅周辺部と臨海部の回遊性創出」に
関する基本構想を取りまとめ、本土地を「地域資
源の情報発信、回遊を促すための拠点」と位置づ
けました。

　以上の背景から、民間活力により拠点施設を整
備し、情報発信を行うことを条件に貸付を行うこ
ととなりました。本土地の借受者の選定は公募に
より行い、応募のあった6者の中から、最も優れ
た提案のあった株式会社セブン−イレブン・ジャ
パンを借受者として選定しました。

　本センターの最大の特徴は、日中は専属スタッ
フを配置し、船橋の観光・行政情報をはじめとし
た様々な情報を対面でご案内するところであり、
その運営は、地域情報ポータルサイト「まいぷれ」
を運営している株式会社フューチャーリンクネッ
トワークが行っております。なお、有人のインフォ
メーションセンターとコンビニエンスストアが併
設される事例は全国初とのことであります。
　また、市の優れた加工食品・工芸品である「ふ
なばし産品ブランド」認証品のパネルを展示し
PRを行うほか、一部商品についてはコンビニエ
ンスストアで販売もしております。

　本センターは、駅前の好立地に開設されたこと
もあり、配架したパンフレット等がすぐなくなる
など、本市を訪れた方々に一定の情報発信ができ
ているものと思われます。今後は、関係者間で発
足した「運営に関する協議会」により、本センター
の運営について検証を行い、情報・魅力発信やに
ぎわい創出、回遊性向上を担うより良い施設にし
ていきたいと考えております。

【 問い合わせ 】政策企画課　☎ 047—436—2056

船橋市

政策企画課

JR 船橋駅南口から
徒歩 1 分の市有地に
インフォメーションセンターが
オープン

県内情報
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1．いすみ外房フィルムコミッション設置の経緯
　いすみ外房フィルムコミッション【iSFC】は、
勝浦市・大多喜町・御宿町・いすみ市の、地元ロー
カル鉄道である『いすみ鉄道』に出資している自
治体 2 市 2 町で構成されており、夷隅地域内で
相互の連携を図りながら、各市町の特徴を活かし
たロケーションの紹介と、映画・ドラマなどの撮
影誘致を行うために、いすみ市企画政策課内に事
務局を設置し、総合調整を行うフィルムコミッ
ションとして昨年 12 月に発足しました。
　映画・テレビ・CM 等を通じて夷隅地域の自治
体が紹介されることにより、地元への再認識や愛

着を深めていただき、映像・観光文化の向上を図
りつつ、地域の活性化に繋げることを理念として
おります。
　いすみ外房フィルムコミッションの運営にあ
たっては、ロケ誘致に知見を持つ㈱地域活性プラ
ンニングの協力を得て、発足から約 3 か月間で、
2 市 2 町の職員をはじめ、観光協会や商工会の職
員などのメンバーによるワーキングやセミナーを
通して、ロケ隊の受け入れ態勢や、版権交渉等に
ついて勉強会を開催しました。

2．フィルムコミッション設置のメリット
　この活動によって、ロケーションを受け入れた
場合に、出演者やエキストラによる飲食・宿泊、
レンタル用具等の需要が図られることにより「直
接的経済効果」が見込まれることや、マスメディ
アの媒体により、地域のイメージアップが図られ、
ロケ地を訪れる観光客並びに居住者の増加によっ
て「間接的経済効果」が見込まれるなどのメリッ
トがあります。

いすみ市

企画政策課

いすみ外房フィルムコミッション
【iSFC】の取り組み状況

地域情報

iSFC メンバーの集合写真
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県内情報

3．ロケの受け入れ実績
　今までにロケを受け入れた実績としては、い
すみ市内の食堂が舞台となった「孤独のグルメ
シーズン 5」などのドラマや、衣料・自動車・
食品メーカーの CM、地域の特産物が紹介された
情報番組など、今年 8 月まで問い合わせ件数
147 件・決定件数 38 件と大きな成果を上げて
おります。

4．いすみ外房フィルムコミッションの PR 活動
　いすみ外房フィルムコミッションの設置に併せ
ロケーションマップを作製し、夷隅地域で撮影さ
れたドラマや映画とともに、各地域の特産品、景
勝地などを掲載し、地域の魅力などを情報発信し

ており、映画やドラマの制作者などにも PR して
います。
　また、外房の海や里山などをイメージし、シン
プルかつスタイリッシュに仕上げた「いすみ外房
フィルムコミッション」のホームページを開設し、
地域に有益となるロケの誘致を目指しています。
　このホームページには、すでに数か所のロケ候
補地を掲載しており、各ロケ地を取材した上で、
歴史やエピソードを紹介するとともに、静止画像
のみならず、ドローンによる空撮映像も見られる
ようになっており、地上からの静止画では味わえ
ない感覚で夷隅地域におけるロケの候補地を紹介
しております。

5．今後の取組み
　いすみ外房フィルムコミッションでは、地域の
方々の温かいご理解、率先的な協力を得ながら、
今後もドラマや映画などのロケ等を積極的に誘致
することにより、夷隅地域の魅力を売る営業活動、
シティーセールスを果敢に実施し、地域の活性化
に寄与してまいります。

【 問い合わせ 】企画政策課　☎ 0470—62—1382

「孤独のグルメ」撮影のようす

iSFC ホームページ
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　福崎町って言いますと、観光客の数が県下で
ワースト 3 というブービーにも最下位にも引っか
からんような、まさにどうしようもない位置に
おったわけです。人口 2 万人弱、面積は 45 キロ
㎡と、観光スポットが多いわけではないんで、ま
あある意味みんな長い間かけて納得しちゃってた
んですね。
　でもこのままじゃマズイと、当時の町長が平成
25 年の 4 月に地域振興課という課をつくるとい
う話があり、観光に力を入れます、入れるんだよ
コノヤロウみたいな感じで、よほどワースト 3 が
気に入らなかったのか、興奮気味におっしゃって
いる。
　まあ職員としては、オウオウ、誰が配属だろう
な、気の毒だななんてこと言ってましたら、自分
が見事ご当選。変わったヤツっていうのは良くも
悪くも上司に目を付けられているようでございま
して、配属決定して 4 月 1 日、目の前紫色で夕
方タイムカードを押していましたら、運が良かっ
たのか悪かったのか町長に捕獲されまして。
　「辻川山公園の池から河童を出してください。
あんたそういうの好きでしょう」
　と、もう町長ヤケクソなんですかなみたいな職
務命令を受けたわけです。
　やれって言われりゃやりますよ。でも任せても
らいますよ。ってことで、家で趣味の造形粘土で
河童を制作。この時に自分の中で決めてたのは、
どうせやるなら超気持ち悪い河童にしてお子様た
ちを思い切り泣かせてやろうと。まあ子どもって

お化け屋敷とかって、怖いくせに入りたがります
し、心霊番組なんかも怖いのに見たがるじゃない
ですか、せっかくやるならそっちやなと。
　で、その後タウンページで載ってるはずもない

「池から河童を出す業者」を必死で探しながらあ
ちこち走り回り、ああでもないこうでもないと 1
年かけて制作したわけです。
　公開してからの期待としては、まあもともと誰
も来ない公園でしたし、100 人くらい見に来てく
れたらいいなあくらいのもんでしたが、なんか分
かりませんが新聞テレビの取材がいっぱい来はり
まして、そのうち全国放送なんてされちゃう始末。
もともと閑散とした公園だったのに、突然エブリ
デイ祭り状態になってしまいまして、河童の池の
前にある特産館「もちむぎのやかた」とかスタッ

兵庫県福崎町

地域振興課
　課長補佐　小川　知男

河童で子ども泣かせたら
観光客が増えた話

上　河太郎（ガタロウ）　　下　河次郎（ガジロウ）
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フが普段の 3 倍のスピードで動くことになって毎
日真っ白になって燃え尽きているとか、売り上げ
も劇的に増えまして。
　平成 26 年 2 月に公開したんですが、その年の
観光客数は前年度からみて約 30% 増とかなんだ
かえらいことになりました。調子に乗ったとか
乗ってないとか色々言われつつも、平成 28 年 4
月に妖怪小屋から飛び出してくる天狗を造りまし
て。おかげさまで河童も天狗も機嫌よく動いてお
ります。
　観光に来られるお客さんも平日から結構な数お
見かけするところをみますと、観光スポットとし
て定着してくれた感があり、担当としてもほっと
しているところです。まあ当然ですが今後もかわ
いくない「スーパーリアル」にこだわった妖怪で、
皆さんに興味持っていただけたらなとニヤニヤし
ながら過ごしております。

【 問い合わせ 】地域振興課　☎ 0790—22—0560
逆さ天狗

県外情報
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写真で見る

　木更津市は、房総半島の中西部に位置し、東京都心部から直線距離で 30 〜 40 キロメートル圏域にあります。
　本市は、古事記などに登場する「きみさらず伝説」や童謡「証

しょう

城
じょう

寺
じ

の狸
たぬき

ばやし」といった歴史・伝承を数多く有し、
江戸時代には木更津船が名をはせ、江戸の台所を支える物資の集積場として栄えるなど「みなと」を中心に繁栄し
てきた伝統あるまちです。アサリ・ハマグリ・ノリなどの海産物やブルーベリー・梨・米などの農産物、さらには、
東京湾最大級の自然干潟「盤

ば ん

洲
ず

干潟」や万葉集にも登場する緑豊かな上総丘陵など、自然の恵みも豊かです。
　また、東京湾アクアラインの着岸地であり、近年は圏央道や館山道の整備進展に伴い、広域道路ネットワーク
の結節点となっています。アクアライン料金の 800 円継続などにより大型集客施設が相次いで進出するとともに、
平成 26 年 4 月には 33 年ぶりとなる新設の小学校を開校するなど、定住人口、交流人口ともに増加傾向が続い
ております。
　歴史・文化や自然に恵まれ、東京湾岸の人とまちを結ぶ新しい千葉の玄関口である木更津市に、ぜひお越しく
ださい。

東京湾岸の人とまちを結ぶ　躍動するまち

きさらづ

木更津市マスコットキャラクター「きさポン」 きみさらずタワー
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〒 292 − 8501　木更津市富士見 1 − 2 − 1　木更津市役所
電話：0438-23-7111（代表）　 http://www.city.kisarazu.lg.jp/

「木更津港まつり」
　毎年 8 月15 日には約 10,000 発
の花火が夜空を彩ります。

「潮干狩り」
　広大な自然干潟を利用して、市内 6 カ所の海岸で潮
干狩りが楽しめます。シーズンになると多くの観光客
でにぎわい、大人も子どもも夢中で楽しんでいます。

「中の島大橋」
　恋人の聖地に選定されている中の島大橋
は日本一高い歩道橋としても有名です。

「木更津トライアスロン大会」
　夏には陸上自衛隊駐屯地を会場に木更津トライアスロン大会
が開催されます。

「ブルーベリー狩り」
　木更津はブルーベリーの一大産地。夏の太陽をいっぱい浴びた大粒でコクのある甘い実が自慢です。



　このたび、熊本地震で被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。　
　今号の特集は、「大震災にどう備える」をテーマに設定し、専門家の方々にご寄稿いただきました。
　これまでの大災害を活かし、防災対策をすることで、被害を最小限に抑えられることを改めて実感し
ました。そして、災害後の心のケアについて、大きな課題があることが分かりました。
　執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、ご協力をいただき心からお礼申し上げます。　
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◆  道の駅　みのりの郷東金 ◆

　地域産業の交流、情報発信拠点として、平成26年4月にオープンし、
平成27年11月には道の駅として登録されました。みのりの郷東金は
2.6ヘクタールの広大な敷地に、直売所、圃場、飲食施設、イベント広
場、情報発信コーナー、芝生広場などを配置し、訪れるすべての人々
にとって新たな発見を楽しんでいただける施設がたくさんあります。
直売所や圃場では東金ブランドを目指す高品質の植木や農産物、加工
食品をお買い求めいただけることはもちろんのこと、飲食施設では東
金の農産物をふんだんに使ったイタリア料理やスイーツを味わうこと
ができます。

今号の表紙（東金市）


