
はじめに

愛知県は昨年末に政府の指導の下、愛知県

地域強靱計画を策定しました。その目的は

「南海トラフ地震を始めとした様々な自然災

害のリスクが想定される一方、人口が集中す

る大都市地域、ものづくりを中心とした産業

集積、国内外との物流ネットワークの要、高

速交通網の結節点といった社会にとっての重

要な機能が集中しています。大規模災害発生

時に、これらの機能を維持することは、本県

のみならず国全体にとっても重要な課題」で

あり、「国や県内市町村、民間事業者等の関

係者と相互に連携し、県民の皆様の生命や財

産が守られ、愛知、名古屋を中核とした中部

圏の社会経済活動が維持」することです。策

定にむけて県民の意見を聞くとして、シンポ

ジウムを開催しています。そこのパネルディ

スカッションで、内閣官房、中部整備局、中

部経済連合、防災ＮＰＯ、そして田原市消防

長が発言されました。もう理解されたことと

思います。パネリストの中に、住民は一人も

みえません。「県民の生命や財産を守る」た

めの計画と称されながらも、「県民の生命や

財産を守る」ことばが残念ながらも枕詞の役

目を果たしているだけのようです。

代表を務める有識者は次のような基調報告

をされました。もう、枕詞すらなくなり、本

心丸出しとなっています。
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第 20 回 1.17 震災フォーラム記念講演

生き残るすべを考える私たちの日常の災害対策

地震予知総合科学研究振興会東濃地震科学研究所

副首席主任研究員 木股文昭

2014 年御嶽山噴火で噴火翌日に取材ヘリコプターから山頂部で発見された女性登山者。登山歴

５年の彼女はいつも持参するダウンジャケットで標高3000m の寒さをしのぎ、翌昼に救助され

た。彼女も噴火の音を聞いても、即座に噴火に対する避難行動が取れず、何気なくカメラを向

けたという。災害は危険に遭遇しても我が身の危険を感じないことから始まる。(写真を含め15

年9 月27 日の産経新聞、写真は2015 年度の新聞協会賞となる)。

2016年1月23日に、「阪神大震災そして東日本大震災を私たちのまちで繰り返さないために」と第20

回1.17震災フォーラムが開催されました。この論稿は、その時の記念講演をまとめたものです。



「強靱化で何を議論するかということですが、未
曽有の災害に襲われても速やかに復旧し、通常の生

活と業務に戻れる地域をつくるとともに、国土の強

靱化が各地域の住民の生活向上、経済・産業の活性

化、都市の国際戦略等に資するということです。そ

ういう地域づくりをするのが、強靱化の目的です。

そして５千年、３千年に１回の災害が起きたとして

も、びくともしない地域づくりをしなければならな

いというのが議論の目的だったわけです。」

徳川家康は尾張の中心だった清洲城が水害

に弱いことから、城ぐるみ那古野に移転させ、

名古屋城としたのが、今から500年前、慶長

の時代です。ですから、名古屋もまだ500年

の歴史しか経験していないにも関わらず、３

千年、５千年に1 回の災害にびくともしない

地域が簡単にできるものでありません。余り

にも自然に対して傲慢な表現だと思います。

名古屋城の建設が始まったのが1610(慶長15)

年、南海トラフの巨大地震の一つ、慶長地震

は1605(慶長10) 年ですから、名古屋城は南

海トラフの巨大地震も、宝永と安政、そして

東南海の３回しか経験していません。今後も、

私たちは想像もつかない災害を残念ながら経

験し、それを生き抜いていくしかありません。

涙も流さなくてはなりません。その涙を乗り

越えていかに生き抜くかが大切と思います。

2011年御嶽山噴火で63人の犠牲がでました。

御嶽山は名古屋大学を辞めるまで学生らに引

きずられて毎年登った山です。自分が取り組

んできたフィールドで犠牲者が出たことは、

時間が過ぎるほどに重くのしかかったきまし

た。そんなことから、このような悲劇を二度

と起こさないためには何が必要か、そして、

なぜ私たちは63人を失ってしまったのか。大

きな原因の一つが、登山者が活火山としての

御嶽山を十分に知っていなかったこと、そし

て、噴火口の最も近くにいる登山者、危険と

面している登山者がそのような状況にあるこ

とを私たち、御嶽山火山防災にあたる者が認

識していなかったことです。そのために、噴

火が直ちに避難に繋がらなかったし、例えば

気象庁も火山情報を発令すればよく、それを

具体的にいかに登山者に伝えるかなど全く考

えてもいなかったことです。

私は今年度から岐阜県土岐市肥田町の一つ、

上肥田という地区で区長をやっております。

土岐市といえば窯業を思い出されるかも知れ

ませんが、上肥田は農村です。350ほどの世

帯、その四分の一ぐらいが職を持ちながら稲

作に取り組んでいます。私も家族で食べる分

は自分で作るように、ほとんどが自分たちの

食糧としての稲作です。夏は今でも水田への

水で争いが起きるぐらいです。

区長もまだ1年も過ぎませんが、感じたの

が土岐市の少なくとも防災については、市は

市民の顔を観るのでなく、国の指導をただ数

字上の問題として熟していることです。350

世帯ながらも、市が豪雨時に用意する避難場

所は、50人ほどしか収容できず、しかも、水

道と電気があるだけで、防災に備え、非常食

や寝具は全くありません。電話もありません

から、緊急時にいかに連絡するかも問題があ

ります。となると、食糧や寝具が最低限揃っ

た避難所のほうが無難です。避難支援を必要

とする人も、避難所を希望しています。でも

避難所は川を渡らなくては行けません。しか

し、橋元は全て浸水想定域になっています。

要するに、豪雨の場合、350世帯は孤立を覚

悟しなくてはりません。そんなことを知るの

か知らないのか、市の防災担当者は机上訓練

だけは熟しています。豪雨防災ハザードマッ

プを作成し、避難訓練を毎年繰り返している

と報告されます。このような行政の対応の下

で、私たちは災害にいかに対応するか、大き

な課題を抱えています。

このような経験も踏まえ、私たちはいかに

自然災害に接するのか考えてみます。

2014年御嶽山噴火：なぜ私たちは登山者63

人を失ったか

私は校庭から御嶽山が見える中学校で育ち

ました。ちょうどこの季節、青空に雪を抱い

た御嶽山が印象に残っています。そして、大

学で職を得て自分の調査フィールドの一つに

なりました。
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御嶽山は車を降りてから2 時間ほど歩けば、

標高3000mの頂上です。東海地方ならば、そ

の日のうちに家まで帰ることもできます。私

も1979年噴火の後に、歩き始めた娘と登りま

した。５月のGWが過ぎれば、膝まで雪に埋ま

りながら登れ、下りは残雪を楽しんで一気に

滑り降りられます。夏は早朝から深夜まで登

山が楽しめます。11月も上旬なら凍り付

いた道に注意を払えば、静寂そのものの御嶽

山が楽しめます。御嶽山はまさにだれもが楽

しめる東海の山でした。

こんな平和な山だった御嶽山で、犠牲者63

人という戦後の火山災害として最大規模の惨

事がなぜ起きたのでしょうか。

有史初の1979 年噴火以降 御嶽山は活発

な活火山だった

私も学校では御嶽山は休火山か死火山、噴

火とは縁遠い火山と学びました。火山の調査

研究が私の仕事になってからも、時々群発地

震が発生し、噴気も強い焼岳には調査に毎年

のごとく登りました。でも、御嶽山では山麓

で噴気活動が続いていても、調査の対象と考

えないままでした。もっとも、群発地震が19

76年から東山麓で発生したため、山麓に地震

観測点だけを設けました。

そんな私たちの横着を詰るように、御嶽山

は1979年10月28日早朝に噴火しました。まさ

に有史初の噴火でした。幸いにも噴火が穏や

かに始まったため、死者は一人もありません。

私たちは噴火に驚きつも、噴火から３日目に

地震や地殻変動の半月まえに山頂直下で地震

活動観測体制を立ち上げました。

それ以後、御嶽山周辺では火山や地震活動
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発生日時 できごと

1976年7月 南東山麓で群発地震発生

84年以降に東山麓から北東山麓へ移動

1979年10月28日 剣が峰の南斜面で水蒸気爆発, 複数の登山者が無事に避難

6時間前から山頂直下付近で地震発生

1984年9月14日 長野県西部地震Ｍ 6.8発生、山崩れで死者19人

1991年5月79年 噴火口でごく小規模な噴火

1ヶ月前から山頂付近？で地震発生

2007年2月 79年噴火口でごく小規模な噴火

3ヶ月前から山頂直下で地震発生、山体膨張の地殻変動

2014年9月27日 79年噴火口より南側で水蒸気爆発、63人の死者

半月まえに山頂直下で地震活動

表1 御嶽山における火山噴火と周辺の地震活動。編目が火山噴火を示す。(気象庁資料)

図1 御嶽山頂上付近の赤色地図(国交省資料)



が活発になりました(表 1) 。1984年に王滝

村を震源とするM6.8の長野県西部地震が発生

し、斜面崩壊で19人が犠牲になりました。噴

火もごく小規模ながら２回、1991年と2007年

に起き、今回が４回目の噴火です。

有史初の噴火は地質学者も驚かせ、御嶽山

での火山活動の調査研究が本格的に始まりま

した。その結果、御嶽山では噴火口が頂上部

で2km にわたり南北に連なり、そこで溶岩流

や山麓に達する火砕流が発生していました

(図 2)。裾では厚さ20cmに達する火山灰層も

見つかりました(図 3)。概して、御嶽山は水

蒸気爆発を千年に１回ほど、マグマの関与す

る溶岩流や火砕流の流出を数千年に１回ほど

の頻度で繰り返していたようです。

噴火の前に山頂で発生する地震

御嶽山は79年の有史初の噴火まで、ほとん

ど観測されないません。にも関わらず、私た

ちが山頂から20kmも離れて設置した地震観測

点では、噴火の前夜、６時間ほど前から、普

段は地震も発生しない山頂直下で起きたと思

われる地震が観測されていました。

1991年のごく小規模な噴火でも、噴火後に

記録を整理すると、山頂と思われる地震が観

測されていました。気象庁は御嶽山の地震活

動を連続して観測できる態勢を1986年に確立

しました。

2007年の噴火では、やっと山頂直下でも地

震の震源が決定できる観測体制になり、噴火

の前から確実に地震活動が活発になっていま

した。加えて、山体が膨張するような地殻変

動もGPS 観測から検出されていました。

噴火の前に地震活動が活発になることは多

くの火山で指摘されています。北海道の有珠

山では、江戸時代後半からほぼ30年ごとに噴

火を繰り返し、その噴火の1日から３日前に

有感地震が頻繁に発生します。地震計がまだ

開発されていなかった時代でも、頻発する有

感地震を感じて、地元の人々は避難していま

した。

1986 年以降の御嶽山山頂付近における日

別地震発生回数を図 4 に示します。図から、

３回の噴火とも噴火時に地震活動が活発になっ

ていることが一目瞭然です。この図では明ら

かになりませんが、もう少し時間を詳しく見

ると地震活動は噴火の前から活発になってい

ます。

少なくとも御嶽山では、４回の噴火とも噴

火前に山頂直下で地震活動が活発化していま

す。ただ、発生する地震がＭ１ほどと小さく、

有感地震にならず、山小屋の管理人が注意を

払っても感じません。気象庁しか活発になっ

たかどうかは把握できず、気象庁の情報が極
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図2 9000年前に流出したとされる四の池溶岩、
遠景は五の池小屋（鈴木雄介撮影)

図3 田の原登山道脇で観察できる3 枚
の火山灰層（鈴木雄介撮影)



めて重要です。

しかも、活発になった地震活動の震源域で

噴火は発生しています。すなわち、山頂付近

の地震活動は火山活動の活発化を知らせるだ

けでなく、その噴火口の位置も示唆していま

す。

惨事は頂上周辺の1km 以内で起きた

犠牲者が63人に及びましたから、本来なら

ば国がその原因をきちんと調査してほしいも

のです。岐阜県は、県下で死者・行方不明者

６人の犠牲となった2010年7月15日の豪雨災

害では、検証委員会を設けて、原因を調査し

ました。

しかし、御嶽山噴火では現在まで調査委員

会は設けられていません。たとえば、犠牲者

の方が何処で亡くなったかも、今後の避難体

制を考える上で重要な情報になります。新聞

社が警察発表から犠牲者が見つかった地図を

作成しました(図 5 )。

犠牲者が見つかったのは、ほとんどが噴火

口から１km 以内の地点です。

気象庁は2008年に御嶽山に噴火

警戒レベルを設定し、火山活動の

状況に応じ、山頂周辺を立入禁止

にするなどについて、地元自治体

から了承得ていました。噴火の前、

９月中旬に山頂周辺で1 日に50回

を越える地震が２日にわたり観測

されました。1 日50回の地震発生

は、噴火警戒レベルを２に切り上

げる基準でした。しかし、気象庁

は総合的に鑑みたとして、噴火警

戒レベル1 を変更することなく、

火山情報を流しただけでした。

噴火警戒レベル２では噴火口か

ら１km 以内の立入禁止を行うこ

とになっていました。その１km
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図4 御嶽山山頂付近の月別地震と微動の発生回数。上：地震の月別発生回数、下：火山性地

震の最大振幅と継続時間(気象庁)

図5 御嶽山噴火による犠牲者の発見された場所(資料：
信濃毎日新聞社)



以内で多くの方が命を落としたのです。

噴火当日の登山者4 割が火山と知らず？

信濃毎日新聞社が噴火当日に御嶽山に登っ

ていた登山者と犠牲者の遺族に対してアンケー

トを行い、100 人から回答を得ました。アン

ケートのなかに「御嶽山を火山として知って

いましたか」という質問があり、登山者と遺

族の61% の方は「知っていました」と回答し

ました(図 6 )。しかし、「知らなかった」

方が39% もみえました。４割の人が火山と認

識しないまま、当日御嶽山に登山していたこ

と になります。

さらに、噴火の半月ほど前に気象庁が発表

した御嶽山の山頂直下で地震活動が活発化と

いう御嶽山緊急火山情報については、登山者

は24%、遺族の人は９%しか知っていなかった

のです。

要するに、当日、登山者は４割が御嶽山が

火山と認識せずに、８割が御嶽山で火山活動

が活発化を知らずに、登山していたことにな

ります。たとえば、2011年東日本太平洋沖地

震津波でも、地震後に津波が襲ってくること

は沿岸部ならば全員が知っていました。しか

し、「津波は襲うが、私は襲われない」と思

い込んでいた人々が少なくなく、避難できず

に２万人の犠牲者が出てしまいました。これ

と御嶽山噴火は少し様相が違います。

というのは、東日本大震災の被災地は過去

に頻繁に津波に襲われたことから、「大きな

地震が起きたら津波が襲う」と多くの人々が

考えていました。しかし、御嶽山では噴火当

日、全国から集まった登山者です。火山情報

などローカルニュースの範疇であり、登山者

に周知することは無理です。

もし、御嶽山が火山と認識していないと、

噴火に遭遇しても「噴火」と判断し、避難す

るに少なからずの時間が必要です。私自身の

経験ですが、岩手山の麓で震度6 弱の地震の

揺れに襲われた時、「地震だ」と理解するに

少しばかりの時間、1-2分が必要でした。幸

いにも野原の中の一本道で避難は必要ありま

せんでした。

噴火に戸惑う当日の登山者の様子を、一人

の女性登山者の貴重な証言として産経新聞が

噴火1 年後に掲載しました。今回の表紙にさ

せていただいた方です。

「八丁ダルミを一人で歩いていた。。。。

異変は音で気づいた。何か弾けるような『ポ

ン』という感じだったと記憶している。音が

した方向を見ると、黒煙がモクモクと上がっ

ていた。

午前11時52分、御嶽山噴火。だが現実と受

け止められなかった。『まさか、この山と思

わず、どこか他の山かな』という感じで、臭

いや揺れといった確かたる変化もなかったた

め、直後は周囲の登山客と同様に噴煙を写真

に収めていた。」(産経新聞2015.9.27)
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図 6 噴火当日の御嶽山の登山者と遺族に対する『御嶽山を火山と認識するか』と『御
嶽山の火山情報」のアンケート調査結果(信濃毎日新聞社)



手を骨折した彼女は八丁ダルミから目の前

の王滝山頂小屋まで戻れず、ケルン脇で難を

逃れました。夜に気温が下がります。でも彼

女は登山歴が5 年、どの山行でも寒さに備え、

必ずダウンジャケットを持参しました。その

ジャケットで寒さに耐え一夜を過ごし、翌朝

に産経新聞のヘリコプターが発見(表紙の写

真)、通報して救助隊が助けました。

ダウンジャケットをいつも持参という彼女

ですが、噴火の爆発音を聞いても、噴火とい

う切迫感を有していなかった様子です。その

ため、避難でなく、写真を撮る行動をしてい

ます。

山岳ガイドブックを調べてみました。「御

嶽山は1979年に山頂付近で水蒸気爆発があり、

現在も火山ガスのため硫黄の臭いがする」と

いった主旨が簡単に記されるだけ、火山の危

険性には触れていません。地図にも噴火口の

位置が明記されていません。

確かに、御嶽山に登っても頂上や山小屋の

案内図は設けてあります、しかし、登山者に

御嶽山が活火山であり、1979年に剣が峰の南、

地獄谷上流で噴火したことを知らせる掲示板

や地図は私も思い出せません。2007 年噴火

後に作成された噴火ハザードマップも地元の

家庭には配付されましたが、登山道には備わ

らずでした。

私も御嶽山では登山者がもっとも危険とい

う認識はありました。しかし、79年に噴火し

ているだけに、御嶽山をめざす登山者は御嶽

山は活火山と知って登っていると思い込んで

いました。

気象庁は火山の監視には専門性が必要とし

て、火山監視の業務を地方気象台の業務から

管区気象台に集中しました。御嶽山は東京管

区が箱根山や浅間山、大島、三宅島などと一

括して監視しています。たしかに24 時間の

2016年3月10日 東海自治体問題研究所所報 NO.374( 8 )

図7 御嶽山防災協議会(2015 年8 月) による御嶽山避難ルート図抜
粋(地獄谷上流で噴火し、1km 以内が立入禁止の場合。



 

地震名 発生年月 震源地 
規 
模 

主要 
被災地 

被災概要 

北美濃 
地震 

1961.8.19 
(昭和 36）  

岐阜県北部 7.0  

岐阜 
福井 
石川 

石徹白地方最も甚だしく、山崩れ、崖崩れ、道路破損あり。

死者 2 人（全国被害：死者 8 人、家屋全潰 12 戸、山崩れ

99 箇所） 

岐阜県 
中部地震 

1969.9.9 
（昭和 44） 

岐阜県中部 6.9  
岐阜県

中部 

郡上郡、益田郡で山崩れ、崖崩れ多発。落石により道路破

壊甚だし。死者 1 人、負傷者 10 人、全壊 1 戸 

長野県 
西部地震 

1984.9.14 
(昭和 59）  

長野県西部 6.8  長野 

坂下町、付知町、加子母村、下呂町など近接町村で家屋破

壊 48 戸、全壊 1 戸。王滝村に大きな被害をもたらした（全

国被害：死者 19 人、負傷者 10 人、全壊流失 14 戸、半壊

73 戸、一部破損 565 戸、道路決壊 258 など。死者及び建

物流出は主に王滝村の流域などの発生した大規模額崩れと

土石流による） 

災害名 発生年月 犠牲者 主な被災地 被災概要 

伊勢湾台風 1959(昭和 34) 
9 月 26日  104 名 西濃 強風による家屋倒壊と水害 

飛騨川 
バス転落事故 

1968（昭和 43） 
8 月 26日  104 名 加茂郡 集中豪雨による土石流により観光バス2 台が、加茂郡白

川町で飛騨川に転落 

集中豪雨 1972（昭和 47） 
7 月 13日  27 名 東濃 集中豪雨で斜面崩壊と冠水 

集中豪雨 1976（昭和 51） 
9 月 12日  1 名 西濃南部 集中豪雨により長良川右岸堤防が安八町で決壊し、同町

と墨俣町が水没 

集中豪雨 1999（平成 11） 
9 月 15日  3 名 飛騨  

恵南豪雨 2000（平成 12） 
9 月 10-11 日 1 名 上矢作町 恵那郡南部で豪雨による斜面崩壊 

集中豪雨 2004（平成 16） 
10 月 8 名 飛騨 台風23号による大雨で斜面崩壊など 

7.15 豪雨 2010（平成 11） 
7 月 15日  6 名 可児市 

八百津市 梅雨前線による局地的な集中豪雨 

 

監視になり、細かな変化も監視出来るように

なりました。しかし、その反面、御嶽山の監

視者が御嶽山を知らないという状況が生まれ

ました。

今回の御嶽山噴火は９月末、気象庁の監視

担当者らは御嶽山を訪れた経験がないらしく、

御嶽山は８月末に夏山シーズンが終わり、も

う登山者はいないと思い込まれていた節があ

ります。御嶽山は積雪期を除けば少なからず

の登山者で賑わっています。どうも御嶽山の

状況を知らない方が監視されていたようです。

今回の惨事を経験してやっと、登山者の安

全を守るためのハザードマップ(図 7 )が作

成されました。噴火時にどちらに避難するか

を指示する道標も登山道に準備されています。

全国から集まる登山者の安全に守るには、

きちんとした火山と御嶽山の情報を知らせる

ことが極めて大切なことです。そのためには、

登山道口にそのような機能を持つビジターセ

ンターが必要です。今、木曽町と王滝村でそ

の準備が始まりました。

御嶽山噴火災害の教訓

御嶽山噴火災害は住民の被害でありません。

しかし、登山者が犠牲になることにより、観

光客の減少で地元は大きな打撃を蒙っていま
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表１ 岐阜県に被害をもたらした内陸直下型の地震 (岐阜県による)

表２ 岐阜県における犠牲者が伴った気象災害 (1959年以降、岐阜県による)



す。なぜ私たちは63人の犠牲者を出してしまっ

たのか、一つのまとめを次ぎに示します。

1.登山者は御嶽山が火山、そこで地震活動

が活発化を知らなかった

2.火山の監視者も研究者、地元住民も登山

者が火山と知らずに登ることを理解して

いなかった

3.明らかに火山活動活発化が観測されなが

らも、防災に活用できなかった

4.防災は筋書きだけでなく、細かで確実な

実践と対応が求められる

5.噴火警戒レベルだけで防災は終わらない

自然災害にいかに備えるか

地震国日本といわれ、世界の火山の1 割が

日本に存在することから、日本では地震や火

山災害が日常的に発生すると考えられていま

す。ところが、2015 年は地震や火山噴火に

よる死者は幸いにも1人もありません。

地震災害でいえば2011 年の東日本大震災以

来、その余震を除けば、震度6 弱に襲われな

がらも死者を伴ったのは2011 年6 月の長野

県中部の地震だけです。東海地域に限れば、

死者は2009 年8 月の駿河湾の地震による死

者1 人が最後になっています。愛知県では、

1944 年1 月の三河地震が最後、70 年間にわ

たり、地震による犠牲者は出ていません。岐

阜県における戦後の地震被害を表1 に示しま

す。

地震災害は一人の人生でいえば、人生に1

回あるかないかの頻度に過ぎません。一方、

豪雨や台風などの気象災害は、より頻繁に、

まさに毎年のごとく発生しています。今年も

台風による豪雨が９月に関東東北地方を襲い

ました。2011年には紀伊半島、2008年8月に

は西三河の岡崎市で死者2 人となる豪雨を経

験しました。

1959年以降における岐阜県で、死者が伴っ

た気象災害を表2に示します。

いかなる災害が街を襲うか、襲われたか

町内の仕事を受けてから、私もにわか勉強

で街の災害を調べてみました。ところが、一

般に地元がいかなる災害に襲われたか、その

資料は極めて少ないことが解りました。

死者・行方不明者が5000人を越えるような

伊勢湾台風は、まだ資料が残っています。し

かし、愛知県下で死者行方不明者68 名となっ

た昭和47 年7 月豪雨となると災害状況を記

した資料は皆無にちかい。残るのは、被災し

た地元で犠牲者一人一人の氏名を記した冊子

が見つかります。47 豪雨では、愛知県足助

町と岐阜県明智町、三河地震では、幡豆郡形

原町などに残っています。

なかでも、1944 年三河地震に襲われた形

原町(当時) の有志は、地震から33 年を記念

しわすれじの記を出版し、町内のどこでどの

ような犠牲者が出たのか、丁寧な地図を残し
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図8 蒲郡市形原町における深溝断層の位
置と地震による死者の分布



ました(図 8)。

図8 蒲郡市形原町における深溝断層の

位置と地震による死者の分布

形原町では三河地震で深溝断層が動き、家

の倒壊などで209 人が犠牲者となりました。

図 8 をみると、亡くなった方はほとんどが

断層の西側の住民だったことが一目瞭然に判

ります。倒壊家屋も断層に西側に集中してい

ます。

この結果は、とりわけ、断層の西側で生活

する住民にとり、次の三河地震では極めて甚

大な被害が生じうることを考慮しなくてはな

りません。

私も地元の豪雨災害を調ますと、川が氾濫

し浸水する町内が確実に限られ、繰り返し、

浸水に襲われていることに気づきました。

「災害は繰り返す」、それも市町村の単位で

なく、町内の単位で繰り返されるようです。

この意味でも私たちが暮らす街がいかなる

災害に襲われたかを詳細に調べることが大切

です。しかし、多くの市町村史には記されて

おりません。記されても一般的な記述だけ、

しかも県になると、資料にも知事の視察など

県の対応が記されるだけで、肝心である災害

の状況が具体的に記されていません。

我が街を冷静に見つめる

私が勤める東濃地震科学研究所、瑞浪市の

西部に位置します。この地域の防災、とりわ

け地震災害対策の研究が研究所の一つの課題

です。

瑞浪市には中仙道の宿場が大湫と細久手と

二つ存在し、現在も4 つの一里塚が残ってい

ます。しかし、中央線が開通してから、土岐

川沿いに街ができ、現在は伝統産業としての

窯業だけでなく、中山間地を利用し13 のゴ

ルフ場が開発され、ゴルフ場の市として売り

込んでいます。

しかしながら、瑞浪市も全国の市町村と同
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図9 瑞浪市の各町内における高齢化率(2010 年度) と建物の老朽化率(2013 年度)



様に、少子高齢化を抱えています。人口は4

万人をわり、現在3 万9 千人。20 年前から1

0 年前までは4 万2 千人前後を維持していま

したが、2012 年から3 年間で千人も減じま

した。それに伴い高齢化率も、2012 年の26.

2% から2016 年には29.0% まで高くなりまし

た。加えて、来年度からは市内6 中学校が3

中学校に統廃合される予定です。

しかし、街のレベルで考えると問題はさら

に深刻です。2010 年度の段階で高齢化率が、

大湫地区ですでに40% を上回り、陶町橋爪地

区で35% を超えています(図9)。ともに市街

地から離れた町内です。その一方、市街地で

も市役所庁舎が建つ寺河戸地区も30% を超え、

市の高齢化率の平均値26.0%(2010 年当時)

を上回り、市街地を中心にドーナッツ化現象

が生じています。

国道バイパスの開通後に、新たな宅地造成

が行われた稲津地区や小田地区は逆に高齢化

率は20% 以下です。

このように、一つの市でも町の高齢化率は

10% から40% と著しく異なります。すなわち、

瑞浪市のデータは高齢化率を市町村といった

単位で議論することが不十分なことを意味し
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図11 土岐市が作成した肥田町上肥田の豪雨ハザードマップ。★が広域避難所 ☆が避難場所。

図10 瑞浪市の家屋老朽化率。(2013 年資
料，瑞浪市)



ます。高齢化と共に災害を考えるうえで気に

なるのが、家屋の老朽化です。1981 年に施

行された新建築法の下で建築された家屋は、

いわゆる震度6 強では家屋が全壊しない耐震

性を満たしていると考えられています。全国

では家屋がほぼ3 分の2、59.7% が新建築法

施行の1981 年以降に建設されている。

しかし、瑞浪市では2013 年現在、家屋の5

3.7% が1981 年以前に建築され、1962年以前

という築50 年の家屋も20.5% が存在します

(図10)。すなわち瑞浪市において家屋の老朽

化が進んでいるといえます。

図9 には、町内ごとの家屋老朽化率を円グラ

フで加えました。概して、高齢化率が高い町

内ほど、当然ながらも家屋老朽化率も高く60

% を超える地区もあります。

家屋老朽化や耐震化の議論も市町村単位の総

論ではいけないことをデータは語っています。

私が生活する土岐市肥田町上肥田は、350 世

帯、900 人ほどが暮らします。窯業の街、土

岐市ながらも、上肥田は農業地に指定されて

います。世帯の4 分の１ほどが兼業ながらも

稲作に取り組み、春先は世帯をあげた「結」

として農業用水を清掃しています。

地区の南部を土岐川の支流、肥田川が南東

から北西に流れているため、私の少学生時代

までは、毎年のごとく川の越流による床下浸

水が起きていました。土間が水びたしになる

のに閉口しました。そのような背景から作成

された現在の豪雨ハザードマップでも、川の

両岸は浸水想定域に想定されています(図10)。

地区に広域避難所はなく、食糧や寝具といっ

た防災用品が備わらない集会所が緊急避難場

所です。電話すらありません。そのため、避

難要支援者を最低限の食糧と寝具も用意され

広域避難所に誘導するように伝えられていま

す。

ところが、その広域避難所に行くには橋を

渡らなくてはなりません。橋の両端は浸水想

定域です。要るに豪雨で避難すべき時は川を

渡って避難しなさいといわれながらも、その

川に掛かる橋が豪雨時は渡れなくなります。

私たちは孤立を覚悟するしかありません。し

かし、緊急避難場所には何も揃っていないの

です。

それでも、市としては緊急時の防災態勢と

して、避難場所を指定し、避難要支援者に対

しても適切な指示を行い、防災態勢が確立さ

れていることになります。

さらに問題点があります。町内には２基の

防災行政無線が設置されています。しかし、

「聞きづらい」という声が前から挙がってい

ました。でも、そんな声は市に届かないよう

です。なかなか改善されません。さっそく、

私達は聞こえるかどうかを調査しました。そ

の結果を図12 に示します。町内の３分の１

が難聴域だったのです。

まして、豪雨となれば激しい雨音で肝心の

防災情報もますます聞こえなくなります。災

害時に聞こえない防災行政無線では困ります。

早速、難聴域を地図で示しながら、市に行政

無線の増設を頼いました。その結果、家庭用

受信機が無料貸与され、現在、難聴域にある
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図12 上肥田における防災行政無線の難聴域



世帯の半数に導入されるようになりました。

街に元気で暮らすために災害対策が必要

地震防災研究者の一人が、「防災を進める

ためには生き生きとした地域が必要です」と

私に話してくれました。確かに彼に取って、

防災研究は彼のライフワークです。でも何か

わだかまりが私に残りました。

地元の仕事を通して、そのわだかまりが簡

単に解ってきました。防災研究者はあくまで

も研究者の立場であり、私達にとり、必要な

のは地域でいかに暮らしていくかです。発想

が逆でした。私たちは地域で生き生きと暮ら

すために防災を取り組み、防災のために生き

ているわけでありません。簡単にいえば、防

災だけを求めても、普通の人にとり、避難な

ど生涯に1 回あるかないかの防災が最大の重

要事項にはならないのです。災害以前に地域

と

して生き残るために頭の痛い数多くの課題を

抱えています。

上肥田でも、町民運動会、夏祭り、そして

夏祭り改善のための全戸アンケートなどに取

り組んできました。その一環として防災行政

無線難聴域のチェックとその解消がありまし

た。

現在、大都会から離れるに従い、地域は維

持が大変なために、限界集落などと表現され

てきました。たとえば、この種の議論で引用

されるのが、全国の市町村の半数が消滅する」

や「すべての町は救えない」と煽って衝撃を

与えた日本創成会議の「増田レポート」です。

しかし、日本国内でもっとも出生率が低い

のは東京都の1.06 です(2011 年現在)。しか

も、東京都は次い低い北海道1.25 と比較し

ダントツに低い。そんな首都東京の現状に目

を瞑り、地方の地域だけに危機感を煽る役目

を果たしたのが増田レポートと考えます。

私も増田レポートの危機感を感じながらも、

地域と関わってきました。しかし、この間の

取り組みから学んだことは、苦労しても「地

域は残る」ことです。なぜなら、そこには土

地に根ざして生きる人々がいるからです。多

くの課題を有すること

も事実で、それと正面から取り組む必要があ

ります。

どのぐらい回答が集まるかのか、自信もな

く、夏祭りのアンケート調査を行いました。

でも60% を超える家庭から回答を頂き、回答

のうち65% の家庭が夏祭りに参加し、圧倒的

多数が夏祭りを存続すべきと回答してくれま

した。夏祭りの支持率は、明らかに安倍内閣

の支持率よりも高いのです。このことに依拠

して地域と一歩一歩でよいから歩むことが、

災害に強い地域になることだと考えています。

緊急避難所には炊事設備もありません。そ

んなところで、どのようにして要支援の避難

者を守っていくかなど、課題は山とあります。

でも、最悪の場合、家にある米と炊飯器を持

ち寄ればよい。水道が断水しても井戸がある。

問題はそんな対応ができような町内になるか

どうかです。町内の家庭数も大幅に増加させ

る必要はありません。大量入居から生じる悲

劇は、土岐市周辺の振興団地で立証されてい

ます。同一世代で、しかも二世代で生活でき

ない団地はゴーストタウンの恐れすらありま

す。その意味で、町内の世帯がボチボチとぼ

ちぼちと増え、シコシコと減ずるぐらいで結

構です。そのためには、日頃は楽しく、災害

時は協力するコミュニティになればと考えて

います。

自然災害と接するにあたり、大切なことは、

自然災害にくじけないような地域、ここでい

えば町内会レベル、いわゆるコミュニティの

存在が大切です。国や自治体はそんなコミュ

ニティをいかに育てるかが重要な課題です。

それが、私たちの日常の災害対策、「すべ」

だと考えています。

■■■■■■
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