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【はじめに】
　本日は、まず、大災害からの教訓について、
次に、大災害の教訓の中でも特に減災と協働に
こだわり、自治体や住民の防災対応の在り方に
ついてお話しし、最後に、これらを踏まえて自
治体の危機管理のポイントについてお話しさせ
ていただきます。
【過去の災害に学ぶ】
　まず、過去の大災害の教訓について、資料 1

をご覧ください。関東大震災、阪神大震災、東
日本大震災の 3つの大震災の教訓はかなり共通
しています。関東大震災の教訓は、「油断大敵」、
「用意周到」、「臨機応変」です。この中で、臨
機応変が一番深い内容を持っています。臨機応
変というのは事態の変化、あるいはその時々の
状況に応じてとるべき対応・行動は異なり、い
わゆるマニュアルや過去の経験則に縛られては
いけないということを言っています。油断大敵
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は、起こり得るリスクを考え想定外を起こさな
いという意味で、東日本大震災の「最悪想定」
という教訓に似ています。用意周到は、事前に
被害を軽減する取り組みをするという意味に変
わっていきますが、阪神大震災では「事前減災」
という教訓になっています。
　また、阪神大震災の教訓の中で「人間復興」
という言葉があります。それまでは都市のイン
フラを戻すこと、あるいは都市全体の構造を元
に戻すことが復興であると言われていましたが、
そうではなく人間の暮らしや生活に焦点を当て
て復興を考えましょうという少しヒューマンな
視点が加わってきました。そのヒューマンな視
点は、東日本大震災では「社会包摂」という教
訓として語られています。これは、社会全体で
被災地をサポートしていきましょうという北欧
の先進的な理論です。阪神大震災での人間復興
という教訓は、 1人 1人を大切にしようという
ことであるので、 2つの教訓は基本的には同じ
ことです。阪神大震災では、「自律連携」と言
われ、個々の対策だけではうまくいかないこと
を多様な対策により相互に補い合うことで、そ
の主体が単に連携するだけではなく、それぞれ

が自律しないといけないという考え方で、協働
や絆がキーワードになりました。東日本大震災
では「多元防御」という教訓になっています。
東日本大震災では堤防などハードの対策を中心
に、色々な対策を組み合わせて、何重にも防災
対策を施そうということでした。どの大災害で
も同じ教訓が繰り返し語られています。
　なぜ繰り返して言われるのかというと、前の
教訓を忘れてしまい次の災害に生かしきれてい
ないからであると思います。熊本地震からの復
興も、阪神大震災や東日本大震災では見られな
かった素晴らしい成果が上がりつつありますが、
災害を受けた直後を見ていると、阪神大震災や
東日本大震災の時と同じ過ちが見受けられまし
た。同じ過ちを何度も繰り返しているところを
見ていると、もう 1度教訓というものをしっか
り受け止める必要があると思っています。
　これらの教訓は、「事前減災」での教訓、「応
急対処」における教訓、「再建復興」の中での
教訓に分けられると思います。資料 2をご覧く
ださい。
　まず、事前減災として「公衆衛生」という言
葉を使っています。防災対策において、怪我を
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した時に備えて治療薬を準備することも重要で
すが、むしろ怪我をしないように健康な体を日
ごろから作っておくことも必要です。これは人
と人との関係や行政と住民との信頼関係が形成
されていないと、災害発生時に、お互いの不信
感からうまく対処できないと思います。日頃か
ら、きちっと関係が出来上がっているかどうか
という点で、公衆衛生はとても重要です。
　次に、応急対処のうちの「臨機応変」につい
てです。例えば罹災証明について、誤解を恐れ
ず言いますと、もともと、税や保険料等の減免
など被害に応じた被災者支援に対応するための
仕組みで、災害対策基本法において定められて
おり、罹災証明書の交付は自治業務であるため
自治体職員が交付事務を行います。しかし、徐々
に罹災証明がマニュアル化、精緻になり、家屋
が何度傾いているかその都度調査して、全部記
録をしていかないとならないため、膨大な作業
量となっています。罹災証明の業務に行政がつ
きっきりになってしまうと、他の仕事が全くで
きない状況に陥る危険性があります。罹災証明
は、昔は自主申告制で、法律上は行政が認定す
ることとされていたものの、民生委員等が判断
して罹災証明を出していました。しかし、今は
複雑な調査・作業を行うこととなっています。
個人的には、罹災証明の調査は後で行うことと
して、例えば高齢者のケアなど、その時に優先
的に行うべきことをやりましょうということが、
状況によっては許されるべきだと思いますが、
法律で規定されていると言われると、まずそれ
をやらなくてはならないと思ってしまいます。
　そこでまさに臨機応変という言葉が出てきま
す。その時、その時の状況に応じて考え、行動
しなければならないということです。例えば、
阪神大震災の時は、揺れている間は外に出るな
と言われ、みんな家の中に居ると家が壊れて多
くの方が犠牲になっています。では、揺れを感
じたらすぐに飛び出した方が良いかというと、
岩手内陸地震では、揺れを感じたためすぐに外
に飛び出したところ、家の前を走っている自動

車にはねられて亡くなった方もいます。揺れて
いる間、家にいるか外に出るかはケース・バイ・
ケースです。災害時は、時にマニュアル主義、
あるいは前例主義にとらわれず、状況に応じて
最善の行動をとることが臨機応変ということです。
　また、「拙速要諦」、「補填残心」ということ
も重要です。阪神大震災の時に、物資が入って
いる多くの段ボールが届き、神戸市役所の前に
積み上げられていたところ、雨が降ってきまし
た。行政職員は、全国から送っていただいた物
資が入った段ボールを濡らしてはいけないとい
うことで、災害時で混乱している避難者の方々
がいる市役所の庁舎の中にそれらを全部入れよ
うとするわけです。誰が段ボールを運びに来て
いるのかというと、下の人達は他の業務で忙し
いため、部長や局長です。しかし、部長級の方々
がすべきことは、 1週間後に何が重要かという
ことをしっかり考え、そこにあわせて必要なも
のを手配することです。災害が発生したら、復
興計画を 2カ月後には提案しないといけないの
で、逆算すると、 1週間後位には復興計画委員
会を立ち上げないといけません。 1週間後に復
興計画委員会を立ち上げようとしたら、災害の
直後から委員長や委員の人選を始めておく必要
があります。要は、先のことを見通した上で今
何をすべきかを判断することが重要であるとい
うことです。残心というのは、目の前のことに
こだわるのではなく、長期的な視野の中で、や
る必要のないことは捨ててできるだけ重点的な
ことを絞ることであり、補填というのは、必要
な資源を外からどんどん集めることです。常に
1週間後、 1カ月後には何が必要かを予測した
上で、その必要なものをどのように集めればい
いのかを考えることが応急対処において重要と
なります。
　再建復興のうち、「再建自治」という言葉が
あります。被災者の一番身近にいて、現場のこ
とを一番よく知っているのは基礎自治体です。
基礎自治体は、被災者のほうに顔を向けないと
いけませんが、その時間がなく、国や県へ提出
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する報告書の作成等のために 1日中パソコンの
前で事務作業を行っていると、実際に現場に行
き、被災者とのコミュニケーションを図る絶好
の機会を失い被災者の考えていることが分から
なくなります。
　国や県からの復興財源の使い方を考える時に、
あの地域のおばあさんがどんなことで困ってい
るかということがなかなか分かりません。被災
者の一番近くにいる基礎自治体が被災者の声を
国や県に伝えていく役割があるのです。緊急事
態であるからどこまでの権限を国に与えたらい
いのかという大変難しい問題です。
　例えば熊本地震の時でも、プッシュ型支援と
いうことで、東京でレトルト食品などの食品を
100万食ほど集めて熊本に送りました。しかし、
それらは物流拠点までは届きますが、そこから
一番末端の被災者には全く届かないということ
になってしまうわけです。届ける方法もないの
です。
　また、そのレトルト食品を本当に被災者が食
べたいと思っているかどうかも分からずに、と
にかく送りさえすればいいと思って送ることは、
必ずしも良い支援とは言えません。熊本地震の

例でいうと、ある小学校では自分で畑に行って
大根やサツマイモを持ってきて食べています。
そこにレトルト食品が送られてきます。送られ
てきたものは提供しないといけないルールで、
レトルト食品や冷たいおにぎりを配り続けます。
さらに、熊本では、食中毒が起きた途端に炊き
出しを禁止し、冷たいおにぎりだけを配り続け
るのですが、被災者のニーズからそれが適切か
どうかということを判断することが必要です。
　また、応急危険度判定といって、次に余震や
震動がきたら壊れてしまう危険性がある家には、
中に入ってはいけないことを知らせる赤い紙を
張ります。ところが、明日から小学校が始まる
のに、授業で使う教科書が壊れた家の中にある
という人がいた場合、取りに行ってあげたいと
は思いつつも、危険だからボランティアは一切
入れないという対応をすることになります。こ
こで重要なことは、部屋の中の教科書をどうす
れば取り出すことができるか、ボランティアが
安全に入るためにどういう対応をしたらいいの
かということです。建築専門家のグループとボ
ランティアが連携をして、必要な装備を持って
中に入るというのであれば本当は入れるところ
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を、赤い紙が貼ってあるところだから一切入れ
ないという対応をしてしまいます。ルールがあ
る中で、被災者の気持ちをうまく補うのが自治
であり、このような自治のとらえ方が、災害対
応の原理としてとても重要なことであると思い
ます。
　事前対応について資料 3をご覧ください。重
要なのは「構え」と「備え」であり、構えとい
うのは被害軽減のための基盤や環境を作ってお
くということ、備えというのは被害軽減のため
の物資や資源を準備することを言います。この
備えにおいて最も重要であるものは、自由に使
うことができるお金であると思っております。
これは、コミュニティで言うと、昔から頼母子
講のように地域の方々が出し合ったお金を蓄え
ておいて、困った人がいればそのお金を使って
いくという仕組みがあります。復興基金があっ
てもひも付きとなり、使いづらいのです。自由
に使うことができるお金があると、例えば神社
の境内の鳥居が災害によって壊れてしまったと
いうときに、しゃくし定規で測ると政教分離に
抵触するため出せないということになりますが、
コミュニティの再建支援として出せたりするわ
けです。あるいは、仮住まいの場所を確保する
ためにホテルを借り上げる際の宿泊料について
も、必然性を認めれば使うこともできるのです。
生活再建支援として原則、県と国が積み立てて
いますが、このような少し自由に使える財源の
仕組みが大切です。　
　例えば兵庫県では、フェニックス共済という
義援金の前払い支援システムがあり、加入者が
年額5000円を負担して災害発生時に被害を受け
た住宅の再建等に対し給付金を支払うというも
のです。今この積立金が増えてきており、この
基金を使って、例えば南海トラフ地震が発生し
た際に住宅被害を受けた人へ給付金を給付しよ
うとしております。このように、自主的な財源
をどう積み立てておくのかということは、行政
にとっても個人にとっても重要です。
　構えはまさに「心」の構えであり、意識啓発

のようなものであり、まさに教育です。防災意
識を高めると口で言うことは簡単でも、実際は
難しい面があります。例えば、子供たちへの防
災教育を一生懸命していても、その教育が本当
に役に立つかどうか証拠がありません。そのた
め、ややもすると知識の押し付けのような教育
に偏ってしまいます。現在では、様々な自治体
が防災パンフレットを作成しておりますが、い
いことが書いてある一方で 1つ 1つ見ると知識
を押し付けていて自分で考える力を育んでいま
せん。
　また、自治体の訓練でも同じような訓練を毎
年繰り返していますが、実際に災害が起こった
時には訓練で行った以上のことが生じるので無
意味なケースも存在します。本気で訓練を行う
のであれば、首長が元日の朝に職員へ非常参集
をかけるくらいのことをやるべきであると思い
ます。この時にどのくらいの職員が訓練に出て
くることができるのか、仮に 1割の職員しか出
てこないとして、その時にどう対処するのかと
いうことを訓練していれば、例えば先程申し上
げたように罹災証明や応急危険度判定をやめて
優先すべきことだけをやろうということの判断
もできると思いますが、そういう訓練ではなく、
大体決まった日時に決まった訓練を行ってし
まっています。こうした訓練のやり方 1つを見
ても、災害に対する心構えというものをどう養っ
ていくかということは重要なことであります。
　次に、「技」とは技能や技術といったことを
指します。例えば、川で溺れている子どもを助
けようと思って飛び込むことは心の問題ですが、
飛び込んだはいいものの泳げなかったら、全く
それは意味がありません。防災というのは命に
かかわることなので、繰り返し訓練で技術力を
高めていくという意識を防災担当者だけでなく、
全職員が持っていなくてはならないと思います。
　また、被災者のニーズをとらえる技術、技能
も重要であり、私はボランティアをやることが
あるのですが、以前、被災者の方に「何か困っ
ていることはないですか」「よく寝れましたか」
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と聞いていましたが、NPO法人阪神高齢者・障
害者支援ネットワークの理事長をお務めされて
いた黒田さんに、そういったことを聞かなくて
も手をじっと握ったら相手が何を思っているか
分かる、それが技術であると言われました。行
政は、被災者からニーズが上がってこないので
ボランティアは要りませんと言います。しかし、
それは間違っています。被災者は思っているこ
とを口には出しません。被災者の気持ちを理解
するという技術・技能も技ということだと思い
ます。
　「体」は、行政の体質、風通しの良い職場づ
くりなどを含めてしっかり作らねばなりません。
構えと備えという 2つの視点から事前の準備を
どうするかということを考えておかなければな
りません。
　資料 4をご覧ください。「応急対応」は、不
測の事態や膨大なニーズにいかに向き合うかと
いうことです。応急対応というのは、ヤマが外
れた時と同じです。ヤマが当たると準備されて
いるのですが、想定外のことは起きます。過大
なニーズには、トリアージとあるようにやるべ
きことの優先順位をつけることや、アウトリー

チとあるように民間など各方面の力を借りるこ
とが必要です。
　極端な例ですが、避難所の食事について、一
般人が炊き出しを行うと食中毒が出る可能性が
あるため行政が提供することになっています。
熊本地震のケースを見ると、熊本市向山小学校
では避難所の食事はその校区のレストランの店
主など飲食店を営んでいる方々が来ていました。
そういったプロの方々のほうが材料の確保の
ルートも知っていて、調理の腕もあり、何より
も調理師の免許を持っています。ここで、避難
所の食事の提供は飲食店の方に任せるなどして
頼めるものはできるだけ力を借りることで、突
発的なことに対処するために行政職員の仕事を
限りなく少なくしておく必要があると思ってい
て、それが先程申し上げたアウトリーチという
ことになります。それでもなお厳しい場合は、
トリアージということでやらないと決めた仕事
を切り捨てていかないと、応急対応はうまくい
かないと思っています。
　資料 5をご覧ください。「事後対応」では、「協
働と改修と包摂」と書いていますが、一番重要
なことは「改修」すなわち、「建て直し」と「世
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直し」とありますが、災害はその時代その社会
の弱点をあぶり出します。
　例えば、阪神大震災では若者夫婦は郊外に出
てしまって、街の中に高齢者が取り残されてい
ました。新潟中越地震では、中山間地の人口減
少が進み限界集落があちこちに出来上がってい
ます。ここで言うと、人口減少や少子高齢化と
いった社会の弱点が被害につながっていったわ
けです。災害は、未来に向けて我々が取り組む
べき課題を提案しているので、それに対してど
のような答えを出していくかがポイントになり、
それを世直しと言っています。
　また、「創造」とは、今までになかった新し
い質をつくり出すことを指します。二車線の道
路を四車線にするのは創造ではありません。例
えば、一極集中ではなくて自律分散型の社会を
構築していくなど地域にとって一番新しいこと
をつくり上げていくということです。防災のた
めに堤防を造ることも必要ですが、それ以上に
新しいコミュニティや新しい共生社会を作るこ
とが重要であると思います。
　貝原・前兵庫県知事は、阪神・淡路大震災後
に創造的復興ということをおっしゃっていまし

た。これは、過去の20世紀社会ではない新しい
社会、21世紀文明をどうつくっていくのかとい
うことで、機械文明から精神文明に転換を図る
とおっしゃっていました。そういう視点がない
と復興というのはうまくいかないんだろうと思
います。それは改革創造という、あるべき社会
をつくることへ挑戦することが、事後の対応で
は重要であると思っています。
【未来に備える…減災の実践】
　次に、資料 6の「減災の考え方」について説
明します。減災とは、災害による被害をゼロに
はできないが少しでも減らそうという考えです。
大きな自然に対して小さな人間ができることは
限られており、技術を過信する人間の慢心に対
するいさめの言葉であると思っていて、被害を
ゼロにすることを議論するのではなく、「被害の
引き算」をすることが大切です。例えば、家具
の転倒防止策を行うと何も対策していなかった
際と比べて死者が10％減る、一部屋だけでも耐
震補強を行うと被災者の20％は減るといったこ
とです。また、揺れたらすぐ逃げるという避難
のシステムをつくることで被災者が20％減ると
いうようなことです。
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　被害の引き算をどうするかというと、「対策の
足し算」をどのようにするかが、減災につなが
ります。 1点目は、「時間の足し算」として「事
前」、「最中」及び「事後」に分けられます。日
本の防災対策はバケツリレーが典型ですが、組
織性、集中力があるので災害が起きてからがも
のすごく強いという特徴があります。緊急消防
援助隊を何隊もつくったり、救助ロボットに膨
大な研究予算がついたりしますが、これは全て
事後のことです。一方、例えば、事前の安価な
耐震補強技術や通電火災対策としての感震ブ
レーカーだけでなくもっと性能のいい電気火災
対策等には無頓着で、予防技術はありません。
また、事後の復旧は、仮設住宅や公営住宅を造
るだけではなく、地域の経済復興が必要です。
例えば、地域の市場でしか使えない1000円分の
クーポン券を出して、その地域の需要を引き上
げることで経済回復を図るというようなことは
ほとんどの地域防災計画には書いていません。
人口の流出対策や子供の教育等が復興対策に書
かれていなければならないのです。そういった
意味で事後も不十分であり、最中だけじゃなく
て事前と事後にも力を入れる必要があります。

　 2点目は、「空間の足し算」として身近な防
災のことを言います。従来の地域防災計画は
トップダウンでしたが、地区防災計画は地域社
会の中の自発性を引き出すような計画を作ろう
というもので、むしろ下から積み上げていくよ
うな防災をしていこうというコミュニティ防災
です。私はよく、幹線道路を造ることも重要だ
が路地裏にきれいな花を咲かせることも重要な
防災であると言っています。
　 3点目は、「人間の足し算」として、行政だ
けでなく、コミュニティ、更に、企業とNPOが
加わっていかないといけなくて、そういう担い
手を足し合わせるような仕組みをどうするかと
いうことです。
　 4点目の「手段の足し算」はハード、ソフト、
ヒューマンとありますが、東日本大震災でいう
と、ハードは堤防、ソフトは情報システムです。
堤防を造っていましたが堤防の中に住んでいた
人が亡くなりました。防災警報は出ているのに
座っているままで逃げずに亡くなりました。な
ぜかというとこれがヒューマンの部分で、心の
中で自分は大丈夫だとまた今度もくるはずがな
いと心の中で思っているから逃げないのです。
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このヒューマンの部分を養うための防災教育を
しっかりと行う必要があります。
　これらの対策をうまく足し合わせていかねば
なりません。まずは資料 7をご覧ください。時
間の足し算では、特にチェックをして改善をす
るという対策が重要です。例を挙げますと、約

5年前に国は木造密集市街地を10年間でなくす
としていましたが、半分の 5年が経過した現在
も全く進んでおりません。全く進んでいないの
であれば、そこでチェックを入れて今までのや
り方を改善しないといけません。行政でいうと、
家具の転倒防止を促すチラシを配っているにも

資料 8
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関わらず、転倒防止対策を講じている家庭は増
えていません。そのような状況であれば、なぜ
進まないか原因をチェックして、例えば単にチ
ラシを配るのではなく、町内の全家庭が家具の
転倒防止策を講じたら一升瓶を 1ダース贈呈す
るという条例を作る、それでも進まないという
ことであれば、今度は、家具の転倒防止策を講
じ、避難訓練に出て、住宅に火災警報器をつけ
て、一部屋だけでも耐震補強をして、地震保険
に入るという、 5点を町内の全家庭が行ったら、
その町内の人達にハワイ旅行を贈呈するなどす
れば、家具の転倒防止が一気に進むと思います。
これは一例ですが、命にかかわることですので、
やることが決まったら実際にできるところまで
責任を持たないといけません。住民の意識が低
いから家具の転倒防止が進んでいないというこ
とでなく、家具の転倒防止をやりきる覚悟がな
いので、行政が政策をつくっていないだけだと
思います。ＡＰＤＣＡサイクルとありますが、
最初のAはリスクの予測で、最後のAは計画の
改善です。改善したら予測に戻さないといけま
せん。この実行管理のサイクルを時間的に見て
いくことが大変重要です。

　資料 8の空間の足し算は先ほど申し上げまし
たが、路地裏の防災です。それに関連して2つ
の法律改正が行われました。平成25年 6月に災
害対策基本法が改正され、地区防災計画制度が
創設されるとともに、平成25年12月には「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」が成立しました。どちらもコミュニティ
を軸とした防災をつくり上げていこうという趣
旨のものであり、与える防災ではなく引き出す
防災というのをどうつくるかが問われています。
「もなか」の理論とありますが、これは皮とあん
この足し算で、安全な街をつくるためには、幹
線道路や堤防などの「皮」を造るだけでなく、
町の住人のコミュニティや対話といった「あん
こ」の部分を良くしていくために行政がどう対
応するのかということで、国土の防災に加えて
地域の防災をはかることが重要です。
　資料 9の人間の足し算では、「協働の正四面
体」という言葉を使っています。正四面体の 4
つの頂点は、行政とコミュニティと事業所とＮ
ＰＯです。正四面体は重心から各頂点への距離
が等しいのですが、距離が等しいということは
対等の関係ということです。昔は行政とコミュ
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ニティという 2極構造でしたが、避難所の食事
をホテルのシェフに頼むことや情報の拠点はガ
ソリンスタンドに任せるなど、民間の力をどう
引き出すかというところで、今は事業所が大き
な役割を果たしています。事業所の中でも特に
小学校の役割がとても大きく、校長先生が変わ

れば先生が変わり、先生が変われば子供たちが
変わり、子供たちが変われば子供たちの親が変
わり、親が変われば地域が変わります。本当は
逆で、親が変われば子供が変わると思うのです
が、今は子供が学校で学んできて、学んだこと
を家に帰って親に伝えることによって、親がはっ

資料11
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と気付くという関係があります。地域の中で、
学校という事業所がどういう役割を果たすのか
が問われており、協働の正四面体がとても重要
になってきています。
　また、専門家、メディアには、リスクコミュ
ニケーションといって災害の危険性、あるいは
災害対策についての専門的知識をどのように伝
えていくのかという役割があります。しかし、
東北の復興においても、地域の実情を知らない
専門家が月1回程度来て、自分の頭の中で計画
を作り提示します。絶対高台移転してはいけな
いところまで右に倣えで高台移転を決めてし
まったり、誰も住んでおらず堤防が要らないと
ころにまで堤防を造るというようなことを決め
てしまいます。これは、現地を知らない専門家
が間違ったリードしてしまうためで、そういう
ことが起きないようなリスクコミュニケーショ
ンの仕組みをつくることが問われています。
　資料10の手段の足し算では、先ほども申し上
げましたが、ハードウエア、ソフトウエアに加え
てヒューマンウエアというものが大変重要です。
　また、「手段・目的の 8段階活用」とあります。
最初の「諦める」ということは先ほどのトリアー
ジの部分でも申し上げましたが、諦めることを
知らないと防災対策はできません。「祈る」と
ありますが、自然を十分理解できていない場合
は、家族を大切にしたり家の中をきれいにした
りすることで亡くなった時に地獄にいかないよ
うにと祈ることも防災対策です。その次に「避
ける」ということで、自然が理解できれば、危
ないところに住まないということで、高台に住
まいを移すということです。しかし、高台に住
んだら面白くないので、海辺に住んでおいてい
ざというときに「逃げる」ということを覚えます。
だんだん技術が発達してくると、「反らす」とい
うことがでてきます。武田信玄がつくった霞堤
という堤防では、わざと堤防に穴を開けて、そ
の穴から人が住んでいないところに水を分散さ
せて反らし、城下町に水が直撃することを避け
たとされています。

　この他に「和らげる」、「耐える」、「抑える」
とありますが、この順番に書いてあるからといっ
て抑えることが一番高度な手段であるというこ
とではなく、これらの対策をどのように組み合
わせるのかが重要です。巨大な堤防を造ること
や高台移転することだけが答えではなく、各地
域で組み合わせながら多様な答えを出せばよい
と思います。高台に移転しようとしている地域
がある一方で、高台移転ではなく避難タワーを
建設した地域もあります。私は両者とも正しい
と思っています。
　また、資料11に「安全性を包括的に捉える」
とありますが、防災のためだけに生活をしてい
るわけではありません。防災は隠し味であって
防災が表に出てはいけません。例えば、京都で
大地震による火災が発生したら、木造建築物が
多い京都は火の海になります。防災学の視点か
ら見ると、京都の街を全てコンクリート造にす
るべきであるということになりますが、これに
は違和感があります。防災のためだけを考える
のであればそれでいいかもしれませんが、そう
ではなくて生活の中に文化も求めていますし、
日々の幸せも求めています。それら全てを満た
す答えを見出そうと思ったら、木造のままで残
しておく代わりに、京都の街中に水を引くこと
で水のカーテンをつくり火事を止められないか
という答えもあり得ると思います。これも手段
の足し算であると思います。
　安全は必要条件であるが十分条件ではない。
むしろアメニティがあってコミュニティがあれ
ば結果としてセキュリティがついて来るのだと
思います。
　防災だけを考えた街づくりをするのではなく、
医療、福祉、環境、教育、経済などを大切にし
ながら、それらの中に防災をうまく組み込んで
いくということが重要です。
　以上です。ご清聴ありがとうございました。


