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政務活動報告書

報告者 増田 朝子

研修名 平成 28年度市町村議会議員研修「2日間コース」
「防災と議員の役割」

会場 滋賀県大津市唐崎二丁目 13番 1号
全国市町村国際文化研修所

日時 平成 29年 1月 12日（木）～13日（金）
研修時間 1月 12日（木） 12:30～17:40

1月 13日（金） 9:25～15:30（全国から 169人参加）

【参加理由】

2011年 3月 11日の東日本大震災、2016年 4月 14日、16日の熊本地震、また、豪雨や台風など毎年の
ように日本全国どこかで自然災害が発生している。本市においても豪雨による土砂災害の被害が多く発

生している中、自然災害発生時に議員として、議会としての役割について演習を交えての研修を受けた

いと思い受講した。

【講師の紹介】

室崎 益輝（むろさき よしてる）氏 兵庫県立大学防災教育センター長

鍵屋 一（かぎや はじめ）氏 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授

（元板橋区危機管理担当部長、前区議会事務局長）

佐藤 健一（さとう けんいち）氏 アジア航測（株）東北コンサルタント部 技師長

（元気仙沼市危機管理監）

坂本 茂雄（さかもと しげお）氏 高知県議会議員

1月 12日（木）
【講義】13:00~14:30
地域防災の考え方と向上 室崎 益輝（むろさき よしてる） 氏

n 地域防災の必要性と方向性

（1） なぜ地域防災なのか（必要性）

大震災の教訓、法制度の改正

減災における地域の役割

（2） いかに、地域防災を進めるのか（方向性）

地域防災の体制、地域防災の計画、地域防災の課題

n 減災の考え方と地域

◀ 減災を実践的に解釈すると、「対策の足し算による被害の引き算」になる

空間の足し算…大きな公共と小さな公共（コミュニティ）
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人間の足し算…公助と自助と共助と互助

n 地域防災の特質

◀ 地域防災とは「地域の様々な担い手が協働し、地域に密着して推進する、自発的な被害軽減の活動」

のこと

・協働性…隣保協働、相互扶助…地域の助け合い

運命共同体としての助け合い支え合い

・密着性…地域密着、地域配慮…地域に根差す

地域の実情に即して減災をはかる

・自発性自主自発、率先任意…地域の主体性

自覚的で率先的な地域ガバナンスの発揮

n 地域防災の必要性

・自衛性…公助や自助で対応できない時、地域の力を合わせた互助で補完するしかない

・即応性…レスポンスタイムなどの制約があるときは、その場にいる人が協働し迅速に対処するしかない

・自律性…監視性、連帯性、管理制のある地域を日常から育んでおくことが欠かせない

・共創性…お互いの利害を調整しつつ減災まちづくりに取り組む

n 必要性を踏まえての法改正

① 災害対策基本法等の一部を改正する法律 2013.6
→ 地区防災計画の作成

② 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 2013.12
→ 地域における防災体制の強化

n 地域防災の課題

（1） 資源の確保…人、情報、物資、資金など

（2） 体制の構築…組織、ネットワークなど

（3） 対応の練達…防御、連絡、避難、救護、受援など

（4） 環境の改善…維持、補強、整備など

（5） 知恵の伝承…教育、慣習など

n 減災情報

学校や公民館を情報拠点に…携帯電話、ＰＣ端末、防災無などを活用

情報団などの体制構築も

（1） 被害情報の集計と非難情報の伝達、安否情報も

（2） 鳥の目と虫の目、ハイテクとローテク

n 減災協働

◀ 地域の中で行政、コミュニティ、事業所、ＮＰＯ（協働の四面体）が連携する態勢をつくる

◀ 常備、消防団、防災ボランティア、社会福祉士、防災士などが連携した安心ネットワークを形成する → 「得意技」

をもって協働する「防災隣組」の構築をはかる

加古川グリーンシティ「チャンピオンマップ」

n 互助避難

「みんなで避難」で助け合って迅速で確実な非難を実現する
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（1）安否確認の体制 … カードやハンカチなどの活用も

（2）個別避難の計画 … 高齢者等については車の利用も

（3）避難装備の確保 … リヤカー、車いす、担架などの準備

n 共同防備

・火災報知機の設置、家具の転倒防止、地震共済への加入、一部部屋耐震の実現、感震ブレーカー

の設置などの、減災環境整備を地域ぐるみで励まし合って実現する

・コミュニティに「環境改善支援員」の配置も

n 減災教育

学校教育、地域教育、家庭教育は三位一体

→ 公民館講座、防災訓練、ワークショップ（楽しみながら学べる地域イベント）などを活用

n 地域防災計画の作成

地域の防災を総合的、持続的、実効的に進めるために、「地域防災計画」を作成し、その実現を追求

する → みんなで作成し、みんなで実践する

【まとめと感想】

地域防災の中での減災の考え方を分かり易く講義していただいた。減災を実践的に解釈すると「対策の

足し算による被害の引き算」になり、その中で地域の役割や位置が明確になる、の言葉が印象的だった。

共助の主人公はコミュニティであり、ハードだけに頼らず、人間の力が大切になってくる。そのために

も、本市でもコミュニティ組織があるので、減災教育として防災訓練などを楽しみながら学べる地域イ

ベントとして取り入れたいと思った。

【講義】14:45~15:05
「自治体の危機管理」（導入講義） 鍵屋 一（かぎや はじめ）氏

レジリエンス（国土強靭化）の 3要素
○危機を予測する力

「正常化の偏見」を排し、科学的に予測する

○危機を予防する力

「被害抑止」と「対応準備」

○危機に対応する力

発生する被害の対応し、最小限に収める

災害イメージづくりのプロセス

1. 災害に学ぶ（暗黙知）⇒生々しい経験談を読む

2. 課題、教訓、知恵を抽出する（形式知）

3. ワールドカフェで話し合って、知恵、教訓を共有する
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【事例紹介】15:05~16:05
災害直後、復旧・復興期における行動活動 佐藤 健一（さとう けんいち）氏

震災時、自治体職員として何をすべきか？

l 地域防災計画、BCP等による行動
l ①初動、②応急活動

情報収集→処理・判断 情報の寸断、入手情報の正誤

住民等の生命の安全確保→避難、誘導（情報伝達）防災行政無線のサイレン吹鳴（避難確認は不可）

行動→支援要請、避難所開設・運営（食料等の確保）

自衛隊の出動要請（予め定まった要請）

避難所、食料、生活物資等の不足（想定の 7倍の避難者）
食料の買出し班

住民は何を求めたか？

l 地震・津波からの避難

自らの命を守るため、避難のための災害情報（来襲する津波の到達時間・規模、避難場所、避難路の状況）

防災無線のサイレン、テレビ、ラジオ、インターネット、メイル等

l 避難所生活

食料、生活用品、お金（預金の下し）、被災者安否情報、被害情報（新聞等）、生活情報（被災者支援、議損金等）

生活用品等の配布、被災者生活情報メイル（NOPA)の配信

l 復旧・復興計画等の情報

復旧計画～道路、漁港、港湾、海岸、河川、ライフライン等の復旧

復興計画～災害危険地域の設定、防災集団移転、災害公営住宅、産業復興拠点等の整備

【まとめと感想】

元気仙沼市危機管理監をされていた佐藤氏の講義は、ご本人が被災者であり、指揮官であられたとのこ

とで、実体験からくる当時の緊迫した様子が伺え、終始目頭を赤くされての講義、私も含め多くの受講

者が胸を熱くさせられた。今後の課題として、今、防災のなすべきことは、3，11の被災地の抱えた防災・
減災の課題・反省を次に起きる大規模災害に生かすこと！徹底的に、とことん考え、置き得ることをイ

メージする、とあった。常に「自分ごと」としていつか起こり得るであろう災害に向けて住民が一丸と

なって地域防災に取り組むべきと強く思った。

【演習】15:05~16:05 （4人でグループ討議）
災害時の行政活動 鍵屋 一（かぎや はじめ）氏

大災害時に行政が効果的な対応をするために

Ø 災害タイムラインに沿った防災訓練

Ø 業務継続計画に沿った地域防災計画の策定

Ø 関連機関との連携強化
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1月 13日（金）
【事例紹介】9:25~10:35
地域防災における議員の役割 坂本 茂雄（さかもと しげお）氏

① 議会での政策提言と実践の往復運動

② 行政の情報を地域に提供するとともに、橋渡し役

③ 多様なネットワークを地域防災に活用（被災地視察などの企画、講師依頼）

④ 事務局的役割

【まとめと感想】

坂本氏は実弟が阪神・淡路大震災で被災し、復興に向けての大変さや震災の教訓に学ぶことが多く、議

員 1期目からのスローガンに「県民の参加で災害に強い安心のまちづくり」を掲げておられる。南海ト
ラフト地震のおおきな被害を想定し、地元である下知地区の取組を紹介された。居住するマンションの

自主防災会を組織し、防災講演会、防災マップ、安否確認プレート、防災手帳の作成等に力を注がれ、

マンション総合防災計画の制定にも関わって来られた。地域防災の中で学び支援していくことの必要性

を普遍化し、取り上げることで、類似した県下の地域防災力の向上につなげていくことができると言わ

れたが、

このように地域住民と一緒に地域防災に関わり、つくり上げてくことが議員の役割と改めて感じた。

【講義】 10:50~12:00
地域防災力を高める 鍵屋 一（かぎや はじめ）氏

決め手は「ご近所力」

l 人や地域のつながり＝信頼の絆＝ご近所力

社会関係資本は、人々を賢く、健康で、安全で、豊かにし、公正で安定した民主主義を可能とする。

l ご近所＝コミュニティには 2つに意味
① 地縁的・財産管理的な組織…自治会、町内会、学校区組織、マンション管理組合など

② 共通の目的・価値で活動する組織…障がい者団体、PTA,商店街、地域ボランティアNPOなど
l 地区防災組織計画…自主的な防災活動計画

【演習】 13:00～14:10 （4人でグループ討議）
災害時の議員の役割 鍵屋 一（かぎや はじめ）氏

地域での支援活動

情報収集と災対本部への提供

視察の受け入れ

要望活動

復興計画

自らが被災しないように準備する

【講義】 14:10～15:00
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まとめと今後の展望 鍵屋 一（かぎや はじめ）氏

n これからの防災は

損失を減らす防災から、「魅力増進型」の防災へ

日常から人や地域の魅力づくりを進めながら、災害時にも安全安心な取り組み

n 危機管理のポイント

危機時に最適な判断、行動ができる人間力

備蓄、連絡網、地域、行政連携など事前の備え

【感想】

「防災と議員の役割」の今回の研修は募集人数 60名だったが、190名の応募に 169名が参加した。今、
一番関心が高い内容と伺える。（平成 28年は 76名の参加）全体の研修を鍵屋氏がコーディネーターとし
て進められ、最初に室崎氏による「地域防災の考え方と向上」の講義名で基本的なことを学び、鍵谷氏

の「自治体危機管理」の導入講座があった。「頭でわかっていても身体は動かない。」の言葉に当事者に

なれば当然そうだろうと同感した。また、「安全神話」により、「ここは大丈夫！」「これくらい大丈夫」

と誰もが思っているときに、実際被災された多くの人から「まさか！」「自分が！」の言葉をよく耳にす

る。これまでの自主防災においての関心の低さを感じる。しかしながら、「過去に起こったことは未来に

起こる」、「災害は忘れない頃にやってくる」 また、何が正常で、正常でないかわからない昨今。いつ、

何時、何があるかわからない災害。災害に合った時に被災しない、被災したとしても減災にとどめるた

めにも自主防災の必要性を強く感じた。『「正常化の偏見」を捨て、万が一、被災地になった場合に支援

者になるためには、自分が生き残ることが条件であり、それが議員としての役割』との鍵谷氏の言葉が

印象的だった。今以上に防災意識を高め、坂本氏の講義であった議会での政策提言と実践の往復運動に

私も取り組みたいと思った。また今回研修では、これまで以上に「防災」の大切さを痛感し、この「防

災」をこれから議員活動の柱の一つとしていきたいと強く思った。今後もこのような研修を積極的に受

講していきたいと思う。


