
第２部 パネルディスカッション 

 

 星野正昭さん 

 自然災害と魚沼市の防災体制について説明させていただきます。災害に強い地域社会を

どのようにしてつくるかということが今回のテーマです。行政として、市民の生命・身体・

財産を守るのは当然のことであり、一番大切なことであります。 

 また一方、平成７年に発生しました阪神淡路大震災では、死者６３００人、負傷者４３

８００人という被害が出たわけですが、その時生き埋めや閉じ込められた時誰が助けてく

れたかについてデータを見ると、自分で出てきたり家族に助けられたのが６６．８％、友

人・隣人・通行人に助けられたのが３０．７％、救助隊に助けられたのが１．７％、とな

っており、最終的に自分の命は自分で守るということが大切ではないかと思います。 

 今回大きな災害を経験されました３地区の区長様方にお話を聞きたいと思います。 

 

元越又区長（広神地区） 坂西 均 様〈２００４ 中越地震〉 

 

 中質地震からもう７年経ちました。７年も経ち、記憶が不鮮明なところもありますが、

話をさせていただきます。私自身も地震で家に被害を受けましたので、被災者としての観

点からも当時の状況や今後の課題等を、自分なりのまとめたものを話させていただきたい

と思います。 

 災害というのは、第１部の尾身先生のお話にもありましたが突然やってきます。突然や

ってきますので、なかなか準備をしておくことはできません。当時も地震が起こった時は

あまりの揺れの強さに何事が起きたのかと驚きましたし、現在でもその衝撃は忘れられず、

地震があるとすぐに体が反応し身構えたりしてしまいます。そんな中で、災害の復旧・復

興にどんな課題や問題があったかを説明したいと思います。 

 先ほどもお話がありましたが、災害というのはハード面、ソフト面の２つの面があると

思います。この２つ面がうまくリンクして、課題や問題を乗り越えることで復旧・復興に

つながっていくと理解しています。 

（１）被害状況（ハード面） 

①住宅の被害   ２４戸中１５戸が被害 大規模半壊３戸、半壊３戸、一部損壊９戸 

②公民館     一部損壊 

③神社      一部損壊 

④墓地      一部損傷１２戸 

⑤水田      地域内で２１箇所 

⑥道路      県道、市道、農道併せて２３箇所 

⑦橋       ２箇所 



⑧ため池     ６箇所 

⑨その他     細かい部分で被害あり 

 

（２） ハード面の復旧・復興の課題 

①被害状況の把握 

②被害箇所の査定 

③目に見える被害と目に見えない被害、それぞれの確認や把握 

④個人の復旧と共同の復旧 

⑤復旧時の工法 

⑥復興計画と復興の見通しについて 

⑦工事の請負業者の不足 

⑧行政、業者、地域の連携・連絡の不足 

⑨災害地の山や土地の工事許可手続き 

⑩地域住民に対する工事の進捗状況の説明 

⑪復興助成金の申請 

 

（３） ハード面の課題の対応策 

①行政、業者、被害地域に対して、災害前や災害後に適切な指示などができる人の育成 

②災害箇所の明確化（災害箇所のマップをつくり、番号をふって復旧工事の進捗状況によ

って色分けをする。） 

③工事の請負業者と住民とのトラブル防止のため、同意書の作成 

④住民の不安を和らげるために、地域の復旧・復興状況の周知 

 

（４） 被害状況（ソフト面） 

①避難所生活について 

・地域の避難所としては、公民館が狭すぎて住民全員が入れなかった。 

・屋外での避難生活では、停電のため暖房が使えず非常に寒かった。古い木の電柱などを

燃やして暖をとった。 

・車で寝泊りをしなければならない人もいたが、睡眠がなかなかとれなかった。 

・避難所生活では、プライバシーが守れなかった。（寝る場所、家族での会話など） 

・避難所でのルール、きまり、当番などをそれぞれ決めていく中で、勤めている人とそう

ではない人との振り分けが難しかった。 

・仮設住宅での共同生活 

１．地震後豪雪だったため、雪片づけが大変だった。特に仮設住宅自体が低かったので、

屋根からの雪下ろしが特に大変だった。 

２．仮設住宅の壁が薄く、隣の部屋の話す声などが聞こえて眠れなかったりもした。 



 ３．住民同士の人間関係（勤めている人とそうでない人、生活時間帯の違い） 

 

②地震による経済的被害 

・水田、道路、水路の被害で農業ができないところがあった。 

 １年目：作付面積全体の約５０％可能   金額で１１，０００ｋ／円減 

 ２年目：作付面積全体の約８０％可能   金額で ５，０００ｋ／円減 

 ３年目：作付面積全体の約１００％可能 

 

③地震によって地域から離村した軒数及び人口 

 軒数２４軒 → １８軒 

 人口７５人 → ５５人 

 

④地域としての機能の低下 

 震災によって農地や田んぼの放棄は出なかったが、住居が被害を受けたため止むを得ず

集落から離れてしまった人が出た。そのため集落全体のパワーが低下し、集落機能の維持

や世代間のバランスが悪くなり、コミュニケーションが取り難くなってしまった。 

 その後地域の復興対策として、「とりもどそう、元気なふるさと」を合言葉に体験交流、

作業交流、イベント交流を実施し、地域再生を図った。 

 

（５） ソフト面の課題 

①震災で壊れて住めない家の復興については、出来るだけその地域に留まれるような復興

が行える補助金制度が必要。（その地域に残りたい住民がほとんど。） 

 

②集落に住んでいる人達の高齢化が進み、行動力が小さくなって前向きさが無くなり、復

興へのあきらめ感がでてきた。 

 

③防災設備の災害復旧への活用 

 

大栃山区長（入広瀬地区） 浅井 正浩 様（２０１１年 １月豪雪） 

（１）除雪作業について 

 ただいまご紹介にいただきました、大栃山区長の浅井です。 

大栃山は入広瀬地区になるわけですが、中越地震ですとか７月の豪雤のように雪害で大き

な被害はありませんでしたが、１月豪雪で体験したことや考えさせられたことを皆様にご

報告させていただきたいと思います。 

 さきほどの尾身先生のお話にもありましたように、３０年ぶりの大雪になりまして、昔

でしたら３、４ｍの積雪は当たり前でした。しかし近年に入って生活環境が変わりまして、



４ｍもの積雪というと全国ニュースになるほどのことで、入広瀬も有名になりました。毎

日のようにマスコミの方が入広瀬を訪れては、住民を捕まえては取材をしていました。住

民の方は記者の方に対して冗談を言える余裕も多尐あったのですが、何せ４ｍもの積雪と

いうと想像がつきません。 

 住民の方がまず一番大変だったとのは、除雪です。県道、市道あたりは行政の方が一生

懸命してくれて、昔に比べて陸の孤島と呼ばれた入広瀬も車が通るようになりまして、そ

んなに苦ではなくなりましたが、やはり家の周りや玄関先の除雪が一番大変でした。４ｍ

の雪が降った上に除雪をするわけですから、雪壁が５、６ｍになるわけです。家庭で持っ

ている小型除雪機では排雪できないような状態で、片付けても片付けても雪の壁が崩れて

きて、雪とのイタチごっこというような状態でした。しかたなく道路に雪を出して、除雪

車に持っていってもらっていました。 

 また一番困ったのが、一人暮らしの老人や老人世帯の排雪でした。豪雪のおかげという

わけではないのですが、災害救助法で自衛隊の方々が来てくださり、公共施設や学校、道

路の雪庇落とし等をやっていただいてとても助かりました。また一番心配だった一人暮ら

しの老人や老人世帯の排雪ですが、今ですと消雪パイプや井戸水を出して消すことができ

るのですが、しかし４ｍもの積雪ですから排雪も間に合わず、隣近所が協力して行いまし

た。また民生委員や行政の力も借りて、なんとか独居老人や老人世帯の事故が無いように、

この冬は過ごしてきました。屋根の雪下ろし等についても、昔ながらの手掘りでやってい

るところもありますが、やはり隣近所が協力し合ってやってまいりました。雪降り前にお

願いをしておいて、雪が積もったら何も言わなくても降ろしてもらったり、小出や長岡市

などにいる家族に頼んで降ろしに来てもらったりすることで、独居老人や老人世帯に被害

がなかったのは、大変嬉しいことでした。 

 雪片付けというのは天気予報などで心構えはしていても嫌な仕事でして、通常であれば

朝の雪片付け、後は子供や親御さんが帰ってくる時の雪片付けをしておけばよかったのが、

その当時は朝昼晩、そしてその間と一日に計５回ほどやらなくてはなりませんでした。 

 冬季のレジャー施設として大原スキー場があるのですが、雪が多過ぎてお客が来ないと

いう不思議な現象がありました。また入広瀬には、都会の学生たちがウィンタースクール

として来ていたのですが、道路の雪が多すぎて危険だということで入広瀬ではなく守門ま

でしか来なかったということもあり、観光産業にとってマイナスな面もありました。これ

については、自然相手なのでどうしようもないと観光協会の方も話していました。 

 とにかく除雪というのは労力がかかり、全く得になりません。これから入広瀬は高齢化

がどんどん進んで来ますので、もっとも考えなければならない問題だと思います。豪雪に

対しての解決策というのはありませんが、できれば適度に降ったらいいなと感じています。 

 更に会場の皆様方も経験があるかと思いますが、雪が降った後というのは春先から夏に

かけて非常に木が傷みます。そのため枝の処理に非常に困りました。市からは野焼きをす

るなという指示が出ておりましたので、林などを持っている人はそこに捨てられたのです



が、一般の方で持っている方というのは尐ないものですから、細かく切って焼却場に持っ

て行く、ゴミとして出すなどしていました。しかし大きな木になりますとそうゆうわけに

もまいりませんので、そのまま放置しておりました。大栃山は森林が多いものですから、

杉の木など豪雪で折れた木がたくさんあり可哀想に感じました。 

 また住民生活においては初めに申し上げましたように、市道や県道においては行政の力

で除排雪を行っていただき、昔と比べて陸の孤島と言われることもなく交通の便がいいで

すので、生活には支障がありませんでした。ですが中心地から離れた集落ですと、なかな

か買い物などに行けませんので、勤めに出る人や買い物に行く人に頼んだりしているよう

ですが、できれば商工会やＪＡの方々にお願いしまして、電話一本で配達してもらえるよ

うなシステムを作れたらと思っています。それから防火体制についても、非常に心配して

おります。夏は防火水槽ですとか消火栓の看板等が目立つからいいのですが、今回のよう

な豪雪ですと埋まってしまって見えません。そのためいざ火災が起こって消防が来ても、

どこに何があるかわからないわけです。近所の方が気を利かせてくれて、消火栓や防火水

槽の看板の周りを片付けたりしてくれるのですが、いざとなるとやはりどこに何があるか

わかりません。なので地区の役員が協力してときどきは確認を行っていました。 

 私自身も大雪というのはあまり経験をしたことがありませんが、話によると今年も大雪

らしいということなので、とにかく事故等が起こらないように対策を立てていただけたら

と思っています。またいつ雪崩が起きて家が潰れたりするなどわかりませんので、非常時

に備えておかなければならないとも考えています 

 入広瀬は新潟一の豪雪地帯といわれておりますが、雪が降っても事故が起きないことを

祈っております。ご清聴ありがとうございました。これで終わりにさせていただきます。 

 

 

下島区長（堀之内地区） 八木 兵司 様（２０１１ ７月豪雤） 

 ただいまご紹介いただきました、下島区長の八木兵司と申します。 

旧堀之内地区においては、下倉や市街地においても水上がりがあり、下島地区と同じよう

に苦労されていると思います。主に下島、下新田、新道島地区というのは魚沼市の一番下

流側にありまして、下島川の堤防約５００ｍが未整備であり、ここから濁流が逆流した結

果となっています。その結果国道１７号線が約１７００ｍ、ＪＲ上越線の北堀之内駅から

川口にかけて７００ｍが水没し、完全に通行止めあるいは運休となっています。 

 次に区長として感じたことや失敗したことをお話したいと思います。 

春先５月頃に防災組織名簿をつくって役割分担を行い、災害に対して備えをしていたので

すが、恥ずかしいことに全く機能しませんでした。２９日に大雤が降った時、集落内に大

沢川という川が流れているのですが、役員３人ほどで見回りをしながら異常な速さに流れ

ているものですからどうなるのかと思っていたら、見る間に国道１７号線に溢水しそうに

なり、近くの民家に床下浸水し始めました。そこで市に連絡して確認をお願いしました。 



 ２９日の夜中には防災無線で避難勧告がなされ、私自身は外にいたので聞こえたのです

が、ほとんどの人が夜中で家の中で寝ていましたし、雤も激しかったので聞こえていなか

ったのではと思います。これに対しては何らかの対策が必要だと思います。 

 私を始め役員などは外にいて聞こえましたので、手分けをして避難をさせなければと思

いました。避難場所としてかなり離れた宇賀地小学校にしようとしたのですが、そこまで

行く時間は無いということで、尐しでも避難させなければと思いハンドマイクで呼びかけ

を始めたのですが、水が膝まで溢れてきました。この時点で第１波の浸水が始まっていま

して、最初は避難の呼びかけをしていたのですが途中から２階に上がってくださいという

呼びかけに変更しました。とにかく自分の命を最優先にして２階に避難してくださいと呼

びかけました。集落の３００ｍほど下手に歩いていったのですが、ＪＲ北堀之内駅のあた

りに着いたときには、私の胸の高さにまで水がありました。その周辺の家では、高床式の

天井くらいまで水が来ていたそうです。 

 そのうち水が尐しずつ引き始めたのでもう終わりかなと思いましたし、住民の中には寝

た人もいたそうです。しかし明け方に第２波が来まして、それがもの凄い量で高床式の床

上浸水まできました。下島集落は第１と第２で分かれていたのですが、第１の１７戸全戸

と第２の半分ほどが水に浸かりました。その中で避難した人は３名おりました。国道沿い

を車で避難していて車を流された人が３名、集落センターに避難していた人が６名ほどで

した。 

 実際に災害に直面しますと、頭の中が真っ白になります。そのため何もすることができ

なくなっていましたし、今振り返ると区で対策本部を立てればよかったと感じています。

そのうちに今度は炊き出しをどうするかという話になり、その時はまだライフラインが生

きていましたので、市からの炊き出しは１日程度かなと思っていたのですが、実際はお盆

近くまで続いていたので、非常に助かったという話も聞いております。これは何故かとい

うと、一生懸命片付けをしているとご飯を作る気力が無くなってしまったので、そんな時

炊き出しでお弁当だとかパンがあると非常にありがたかったそうです。またライフライン

が生きていたとしても、設備機器自体が壊れていて駄目だったということもありました。

そのため温泉の入浴サービスを非常に助かったそうです。 

 また文書配布についてなのですが、市役所から災害関係の指示などについての文書が来

ます。区でも独自の文書を作って配布します。災害が起きてから最初に出来ることといえ

ば、文書配布くらいしかできることはありません。住民で協力してあそこを直そう、ここ

を直そうというようなことをする気力もありませんし、できる状況ではありませんでした。 

 それから水害で出たゴミがもの凄かったです。水害で汚れたゴミ、畳からベッドから箪

笥などあらゆるものが出てきます。地震の時の約３倍のゴミが出たそうです。ゴミ処理の

問題については、早急に対処をお願いしたいと思います。 

 流入物については、泥が一番困りました。匂いがすごいですし、田んぼの中と同じよう

な状態になっています。後市役所から消毒剤として石灰を支給されたのですが、これは石



灰よりもオスバンのほうがよかったです。また流木やタイヤなど大型のものについては集

落でどうにかすることはできませんので、市役所に対処をお願いしたいと思います。 

 それから崩れた箇所などの応急工事なのですが、小さいものでしたら集落で協力してで

きるのですが、大きなものになりますと無理です。特に花卉栽培農家の方ですと災害にあ

っていても一日も休めないですので、農道の復旧を早急にお願いしたいと思います。 

 災害後助かったこととして、ボランティアの存在がありました。社会福祉協議会からボ

ランティアの受け入れをお願いしたい旨の連絡があり、特に区長が調整みたいなことを何

もしなくてよいということでしたので、受け入れました。これが大変好評で、お年寄りだ

けの世帯はとても助かったそうです。 

 それから区長や区の役員の仕事についてなのですが、このような災害時には多かれ尐な

かれ批判が出ました。これは私の力不足もあるのですが、これは市にも責任があるという

ことを言いたいです。災害時に集落の役員が出来ることといえば配り物程度が精一杯だと

いうことを認識してもらいたいと思います。区長などに対して過度な期待をされても困る

ので、災害後には職員を数名程度常駐させていただきたかったと感じています。また災害

復旧時の公的な支援についてなのですが、できるだけ早急にしていただきたいというのが

現状です。しかし集落で、支援についての説明会を行っていただいたので、住民の皆さん

は安心されていました。 

 最後に市が出しているハザードマップだったのですが、そこに危険だとされている地域

は今回の水害で被害を受けた場所と重なっていました。事前に研修会などで周知を図って

おけばよかったと感じています。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

魚沼市消防団長 五十嵐 秀美 様 

 災害は大体忘れた頃にやってくるといいますが、近年は引っ切り無しに異なる災害がや

ってきまして、大変な世の中となっております。 

 消防団もその対応に苦慮しているところなのですが、皆様には消防団の現状を知ってい

ただいた上で、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 魚沼市消防団は平成１６年に合併いたしまして、団本部と４つの方面隊に分かれていま

す。団員は現在９９３名で組織されており、平均年齢は約３３歳と若い構成となっており

ます。 

 消防団の訓練内容としては、昨年度入広瀬で総合訓練を行いました。入広瀬はダムを抱

えておりますので、ダム決壊を想定しての広報活動を実施いたしました。今年の６月では、

自宅からの演習訓練を行いまして、情報収集を行いながら演習会場への出動を行いました。

いずれ大きな災害がやってくるのを想定してやってきましたが、今回の災害時には役立て

ることができました。ただあくまで仕事をしながらの非常勤での活動ですので、昼間は自

宅にいないというのが、一番の問題かなと思っております。 



 今回の災害時では自衛隊とも協力しながら、１１０７名の隊員が出動しました。なかに

は自宅が被災しながらも、家族の理解を得て活動していただいた団員もおり、その辺は大

変感謝しております。今後も地元の方々のご理解とご協力を仰ぎながら、活動を続けてま

いりたいと思います。 

 また今回の災害時には、団員は非常に危険な救助活動にも当たっております。堀之内で

は車と一緒に流されていた方の救助を行いました。小出の佐梨明神町では、危険なため作

業撤収時業者の方が排水ポンプと一緒に流されたのを、間一髪救助したという報告を受け

ております。地震のように一度大きなものがやってきた後の救助と違いまして、目まぐる

しく状況が変わる中での救助となりましたが、一人の死者も出すことなく活動を終えられ

たことに関しましては、皆様のご協力あってのことでございますので大変感謝しておりま

す。以上で終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

魚沼市消防本部消防長 井上 正夫 様 

 消防の基本的なことから、消防の現状や消防が魚沼市の防災の中でどのような位置づけ

がなされているのかをご説明したいと思います。 

 消防というのは、基本的には火災への対応ですけれども、市民の皆様の生命・身体・財

産の保護というものも大切なことであります。魚沼市では消防体制としまして１本部１出

張所、７１名で２４時間体制をとっており、日々市民の皆様のために活動しております。 

 今回のように大規模な災害があったときには、消防本部では７１名、車両１９台で対応

にあたるわけですが、皆様の期待に十分に応えることは難しいです。なので消防団と協力

しながら、市民の皆様の生命をいかに確保するかということに力を注ぐわけなのですが、

これは自助の面が強いということもありますので、市民の皆様のご協力を仰ぎたいと思っ

ています。 

 それから今回の水害に関しまして、１１９番通報や避難誘導等で４５件の出動がありま

した。限られた人員の中で出動し、人命に関わる救助もありました。２８日から２９日の

未明にかけて３６８件、それから３０日にかけまして５７０件の１１９番通報がありまし

た。しかしこの全てに対応できるような人員はありませんので、生命・身体に関わる通報

を優先して取捨選択して出動しました。その点で通報された市民の皆様の期待に応えられ

なかったことは、大変申し訳なく思っております。また現在の消防署の体制では、大規模

災害の折には全ての市民の方に対応することはできないということもご理解いただきたい

と思います。今回の演題にありますように、自分たちのまちはじぶんたちで守ろうという

ように自主防災という形で、市民の方々には災害に備えていただきたいと思いますし、消

防署といたしましてもそのバックアップをさせていただきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

 



魚沼市総務課危機管理室長 羽鳥悠治 様 

 魚沼市は、魚沼市として誕生する直前の１０月２３日に発生した中越地震にみまわれ、

甚大な被害を受けました。今年の１月から２月にかけては豪雪災害、７月には豪雤災害と

立て続けに自然災害に襲われ、自然の猛威を改めて認識したところであります。また３月

に発生いたしました東日本大震災では、避難者を受け入れる立場となりました。 

 危機管理室の主な業務といたしましては、大きく分けて２分野となっております。１つ

めは防犯です。防犯につきましては、小出警察署や防犯協会と協力しながら戸締りの呼び

かけによる鍵の閉め忘れの防止、振り込め詐欺への注意喚起を行っております。 

 もう一つは防災についてです。通常は予防的なことを主に防災訓練や防災無線の維持管

理、水路関係や食料の備蓄、ハザードマップや山岳遭難の事務についても行っております。 

 また災害が発生した場合には、災害対策本部としての役割を果たすことになります。も

う尐し細かく話しますと、防災無線についてはもともと守門村にありました施設を有効活

用いたしまして、平成１７年度に市内全域に９７箇所整備いたしました。電波が届かない

地域については、衛星携帯電話の設置を行いました。整備後アンケート調査をしたところ、

防災無線が聞こえ難い地域があるということから、平成２１年から２２年にかけて１４箇

所増設いたしまして、現在１１１箇所となっております。ただし防災無線という性質上、

今回の豪雤災害の反省といたしますと、防災無線の限界を感じたところであります。やは

り情報伝達の手段としては、１つ２つだけではなくいろいろな方法を総合的にやる必要が

あると思っております。つきましては、携帯電話のエリアメールについて実施いたしまし

た。それから今後ＦＭ放送についても検討を行っているところであります。今回の反省を

踏まえまして、今後様々な方法の活用を実施していきたいと思います。 

 先ほどもお話に出てきましたハザードマップにつきましては、平成１９年度には洪水ハ

ザードマップ、平成２０、２１年度には土砂災害ハザードマップを作成いたしまして、全

世帯に配布いたしました。平成２２年度からは、より地域を限定した土砂災害の調査を行

っており、調査が終了した地域から土砂災害ハザードマップを作成し、各地域において説

明会を開催しているところです。 

 また総合防災訓練につきましては、平成１７年度から堀之内地域をはじめとして行って

おり、昨年度は入広瀬地域で実施いたしました。今後全地区を対象として開催したいと思

っております。今後大規模な総合訓練にいたしましては３年に１度、それ以外の期間にお

いては小規模なものを各地区で開催していきたいと思い、今年度予定をしていたのですが

災害で中止となりました。来年度以降は実施したいと考えています。 

 食料の備蓄については平成１９年度から開始し、今年度中に目標数量を確保する予定と

なっています。災害時医療介護者用食料についても備蓄を開始したところであります。 

 自治防災組織につきましては、魚沼市は現在結成率が約９８％となっております。未整

備の地域においては、主に共同住宅や数軒の家しかない地域となっていますが、それらの

地域において、今後どのような形で整備していくかが課題となっております。 



 それから福島第１原発の影響があります放射能についての測定を市内で行っております。

放射能測定につきましては、７月より県から測定器をお借りしまして測定を開始しました。

毎月１回、７、８、９．１０月と中学校、小学校、保育所、幼稚園のグラウンドや園庭で

行っております。今の所人体に影響を及ぼすような高い数値は検出されておりません。ま

た現在話題になっておりますホットスポットですが、水路・保水池・花壇・草の堆積場な

どにおいて、学校等を中心として２２１箇所調査を実施いたしました。そこで０．３マイ

クロシーベルト以上の数値が検出された汚泥等につきましては、撤去して市の施設で保管

をしているところです。また最近文部科学省の調査で実施しましたヘリコプターによる測

定の結果についてですが、主に山間部で比較的高い数値が測定されました。ご存知かもし

れませんが、この魚沼地域においては花崗岩が広く分布しております。専門家によります

と、このような地域では比較的高い数値が出るということだそうです。このことにつきま

しては、現在モニタリングカーを走らせまして測定を行っていますし、旧町村単位で高い

と思われる地域におきましても、土壌を採取して調査をしているところです。 

 それから東日本大震災後には、避難者の受け入れを行いました。この地域振興センター

に避難所を開設いたしまして、最大で７９名、合計２２５７名の避難者を受け入れました。

現在は魚沼市内の公営住宅などに、３２名の方が避難している状況です。 

 以上概要となりますが、ご説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

質疑応答・意見交換・アドバイス 

・下島地区における自主防災組織について（下島区長 八木 兵司様） 

下島地区においては、身体障害者や高齢者の住民がわかるような名簿や連絡網を記した組

織図も作ってあったのですが、今回の水害時には全く機能しませんでした。災害にあって

混乱していたというのもあるのですが、当時は真夜中というのもあって遠慮した部分もあ

りました。まさかこんなに水が上がるとは思っていませんでしたので、遠慮した部分や役

員でどうにかなると楽観視していた部分もあります。その後避難訓練を行った時に、災害

が起こったとわかった時点で班ごとに確認するというようにし、区長からの連絡を待って

いるのではなくて班ごとにわかった時点から連絡しあうというように決めました。役場か

らの雛形を基にして、この班が連絡係、あの班が炊き出し係というように役割を決めてい

たのですが、実際の災害時にはなかなか機能し難いです。特に今回のような水害時ですと

時間との勝負ですので、余計にそうだと思います。地震の時などはよいかもしれませんが。

このようなことが反省すべき点であり、今後対策を考えなければならないと思っています。 

 

・大栃山地区における自主防災組織について（大栃山区長 浅井 正浩様） 

 大栃山地区においては各集落に自主防災組織があるが、なかなか機能する機械がないの

が現状です。この前の１０月２３日に避難訓練がありましたが、防災備品を使った訓練は



行わず人数確認や簡単な血圧測定などしかやりません。以前ですとバケツリレーなどを行

っていたのですが、現在では防災備品を用いた訓練は行っておりません。 

 

・越又地区における自主防災組織について（元越又区長 坂西 均様） 

 ５年位前に市から防災備品をもらった時に地区の中で規約を作りまして、最初の１、２

回はそれに基づいて訓練を行いました。しかし段々と訓練として形を成さなくなってきま

したので、その辺をもう一度見直さなければならないと感じています。 

 

・自主防災組織の役割について（防災士・自主防災コーディネイター 尾身 誠司様） 

 これまでのお話を聞かせていただいて、全く十日町と同じだと感じました。自主防災組

織を作るのはいいのですが、問題は中身です。私はこれからだと思います。自主防災会を

作るのはいいのですが、その対応というのは災害によって違います。地震や水害でそれぞ

れ違います。そして地域によっても違います。地域のことをよく知っているのはその地域

の住民なので、地域のことをよく考えましょうということからスタートしないと駄目だと

思います。自主防災会があっても役員だけが防災について知っていても、災害には対応で

きません。大事なのは何回でもいいので地域のいろいろなところに足を運んで、皆で防災

について考えるということです。水害の時はどうか、地震の時はどうかといったように、

様々な状況を想定して考えること、それを地域住民で共有して初めて地域防災はうまくい

きます。紙に書いてあるから、きまりがあるから大丈夫ということではありません。自分

たちの地域に合った防災としていこうというのが、もっとも大切なことだと思います。紙

に書いて周知するというのは簡単なのですが、自分たちで考えて訓練しなければ意味があ

りませんし、そうすることが大事なことです。 

 

・自主防災組織との連携について（魚沼市消防団長 五十嵐 秀美様） 

 魚沼市の自主防災組織については、先程のお話にありましたように中越地震以降組織整

備が進んで現在では約９８％となっています。確かに組織率が上がり、また防災資材につ

いても配備が進みました。多くの地域では区長さんは１年ないし、２年交代であるという

ことですし、防災組織を組織化するときに区長さんは会長になるというところが多いと聞

いています。また消防団員もその組織に入っているということもあります。私自身も地元

で組織のメンバーとなっていますが、実際組織として動く時には自分は消防団長として動

かなければならず、顧問という形でアドバイスならできるけどもメンバーとなって一緒に

動けないということは伝えてあります。また他の消防団員にも、自主防災組織のメンバー

にはならないようお願いしています。ただ消防団の平均年齢が約３３歳と、今までの方々

は早めに退団されておりますので、区長さん皆様にはその退団された方々に防災組織のメ

ンバーとなっていただいて、できるだけ長くやってもらったらどうかと思います。 

 また要介護者等の名簿につきましては、毎年その状況等も変わってくると思いますので、



その都度確認していただけたらと思います。以上で終わります。 

・羽根川地区の方からの意見 

 魚沼市に対しての厳しい意見等が出ないのでがっかりした。きちんと厳しい意見も言っ

ていかないとよくはならない。１月の豪雪や７月の水害について、魚沼市の対応を見てい

ると、全く緊張感がないように感じています。消防団の方々は一生懸命やっていると思い

ますが、魚沼市は本当にちゃんとやっているのかと感じています。演題として「自分たち

のまちは自分たちで守ろう」とありますが、魚沼市として何もやらないから自分たちでや

ってくださいということかと思ったりもしています。魚沼市の体制が緊張感がないのは、

トップである市長がしっかりとして、現場確認から的確な指示などをしないといけないの

に、そうなっていないからだと思います。例えば豪雪で災害救助法が適用された時ですが、

市長は新年会に出席していましたし、今回の水害時にも消防団が撤収指示を出している時

に市からは何の指示も出ませんでした。このような全く危機感を感じない市に対して、批

判の一つも出るのかと思っていたら、出なかったのでつい意見を言ってしまいました。 

 

・危機管理室長からの回答 

 今回の水害の対応等については、現在も検証を続けているところです。その時の市の対

応全てが正しかったとは思っておりませんし、その辺をご理解いただきたいと思います。 

 

・小出の方からの意見 

 尾身先生に対して質問させていただきます。今回の自然災害においては、私達は雤が降

ったり雪が降ったりすることについて防ぐことはできないので、堤防を作ったり雪崩防止

柵を作るわけです。先程市のほうからも説明がありましたが、福島原発の影響で放射能の

問題があります。私としてはこれを新しい災害として考え、魚沼市は柏崎原発から３０ｋ

ｍの範囲に入っていますので、これを防ぐためには現在停止している柏崎原発を動かさな

い、いずれは廃炉にするということが必要だと思います。これは子供や孫達に対する私た

ちの責任だと思っています。今回は女性の参加が尐ないですが、女性の皆さんのほうが放

射能の問題に対して真剣に考えていると思いますので、行政もしっかりと考えて、国ある

いは県に対して、きちんとした対応をお願いしていって欲しいと思います。 

 

・中島区の方からの意見 

 ３点意見させていただきたいと思います。１点目は、自治会に対して災害弱者の名簿は

配布されているのですが、個人情報保護の問題がありまして自主防災組織のメンバー全員

に回覧することはできません。今後の対応のために、どのように活用したらいいのかお聞

きしたいと思います。→後日、市の方から回答する。 

 ２点目は、避難場所についてです。ハザードマップ等で指示はされておりますが、もう

一度市のほうで避難場所について実態調査を行い、災害時についての状況を各地区の自治



会と確認してほしいと思います。今のままで果たして避難場所が適正なのか自治会でも疑

問の声が出ていますので、自治会と一緒に考えていただくことをお願いしたいと思います。 

 ３点目が、避難所の環境についてです。避難していた時、今自分たちの地域がどういう

状況下、自分の家はどうなっているのかという情報が、なかなか市のほうからありません

でした。情報を知りたくてもわからないということがありましたので、避難所にいる人達

に現在の災害の状況がどうなっているのか教えるということも必要なことだと思います。

このような情報伝達の手段についても、これから考えていただきたいと思います。 

 

・川村先生からのアドバイス 

 パソコンは使わず、具体的なアドバイスをさせていただこうと思います。１つめは、区

長さん方のお話にありましたように、災害が終わった後重機などが壊れていて大変お金が

掛かって困ったということですが、これについてはとてもわかりやすい数字があります。

私は大学でリスクマネージメントということを教えています。特に今年大震災が起こった

後、アメリカと日本の保険について学生たちに講義しました。 

 日本の「阪神淡路大震災」とアメリカの「ハリケーン・カトリーナ」の被害は、両方と

も約１０兆円くらいです。その中で、阪神淡路大震災の被害に対して支給された金額とい

うのは約６７０億円程度です。約０．７％しか保険で戻ってきていません。反対に「ハリ

ケーン・カトリーナ」では、６兆６千億も保険金がおりています。約７０％が保険で戻っ

てきているのです。アメリカでは６割～７割の被害を保険で取り戻しているのに対し、日

本では全部行政頼みで何をしていなかったのです。 

 これが何を意味するかというと、今回のテーマにもありますように、災害に対しては自

分たちで備えをしなければならないということです。そうゆうところから、行政に対して

任せているのではなく、自分でやっていかなければならないのです。 

 東日本大震災においては、行政は何をやっているかというと、被災者住宅を建てればそ

れで自分たちの仕事は終わったと思っているのです。しかし例え家が建ったとしても、仕

事もいるし、経済やいろいろなものが復興しなければ生活していけないわけです。だから

こそ自分で備えておかなければならない。日本とアメリカの数字を比較して、ちゃんと自

分たちで保険に入るなどして、自分たちで守っていかなければならない時代に来ていると

感じています。行政に任せてばかりいるのではなく、保険も含めて自分たちの手で守って

いく。日本とアメリカでは、保険の額が１００倍も違います。これは行政が何もしてくれ

ないという裏返しかもしれませんが、このように大きな差が出るほど自分たちで守ってい

るということです。 

 それから今までお話を聞いてきて、やはりコミュニケーションが大事だということです。

これは被災後のコミュニケーション、ハザードマップなど何がトラブルが起きた時のコミ

ュニケーションやネットワークがバラバラでは、いろいろなネットワークを作っても意味

がありません。全てのネットワークが同じでなければなりません。お祭りのネットワーク、



防災時のネットワーク、ゴミ当番のネットワークなど、アメリカだと全部一緒です。それ

だけで一つの広域行政体のようなものを作っているわけです。ですから防災の時にトラブ

ルがあって、ハザードマップを使ってこのように助け合うという時、お祭りでこのように

準備して行うという時、ゴミを集めて持っていくという時、全部同じなわけです。同じ人

達が同じようにやるわけです。ですから、何か起きた時にやりましょうというのではなく、

普段からネットワークを使ってコミュニケーションを取っておく、これがとても大事なの

です。 

意識することは習慣を作り、習慣は文化を作るということです。意識してコミュニケー

ションを取っていると、それが習慣になるわけです。その上に防災を持ってくるわけです。

その地域で安心・安全で暮らす文化というのは、遊びもゴミも防災も全部同じ場所で、同

じネットワークでやる形にしておくことなのです。そうすると安心・安全なまちづくりに

なるわけです。これは起きた時にやりましょうといっても、役に立ちません。 

 これはどうゆうことかといいますと、神戸に真野地区というところがあります。阪神淡

路大震災のトラブルというのは、先程お話にもありましたように家などが倒壊して生き埋

めになったということが、とても多かったわけです。その時に真野地区というのは全部助

かったわけです。真野地区は工業地帯の真ん中で湾岸地帯にあったのですが、日頃からお

年寄りも含めてコミュニケーションをしていました。地震があった時、この家のおじいさ

んはこの部屋にいる、あの家の人は今大阪に行っているからいない、というように当たり

前のようにネットワークがありコミュニケーションがあったので、誰も倒壊した家屋の中

で死ななかったのです。 

この話はすごく有名で、アメリカからも真野地区に視察に来たほどです。どのような内

容かというと、例えばアパートの住人同士が道路で将棋を打っている、というような楽し

いコミュニケーションがある風景です。現代では、買い物などには自分の家から車で行っ

て帰ってくる、隣の住んでいる人が誰だか知らない、といったように段々と核家族化した

り、隣近所とのコミュニケーションが無くなってきているわけです。けれども真野地区と

いうのは、日頃からコミュニケーション取って助け合っている。これはとても大事なこと

です。特別なことをしなさいというのではなくて、普段からこうしておくことでいざとい

う時に助け合うことが出来る。 

それから東京電力についてです。私は東日本大震災当日、カンボジアにいました。ニュ

ースを見てすぐに広島に帰りました。翌日には県から連絡が入りまして、アメリカから問

い合わせがあったという報告がありました。アメリカには緊急事態管理庁（Federal 

Emergency Management  Agency）という組織があって、大統領の直轄で全部指示が出ま

して、何かトラブルがあったら全部指揮を執るわけです。この組織の人達が、地震があっ

た翌日の３月１２日には日本に来ているのです。一人は総理大臣の所に行って、「これは絶

対炉心が露出してメルトダウン起こしているからから、原子炉を放棄して固めなさい」と

伝え、そのための材料も持って来ていました。広島で私が会った人達は、「放射能がジェッ



ト気流などに乗って来て、アメリカが低放射被爆を受けるかもしれないから、放射能被爆

の実態と数字を教えてくれ」と言ってきました。その時に示してくれた放射線の避難範囲

は半径３００ｋｍです。この報告をしてくれたのが３月１２日で、いかに早いかわかりま

す。この時のリーダーシップの凄さ、対応の早さを自分たちに当てはめて考えなければな

らない、やらなければならないと思います。 

魚沼の防災体制についても、市民皆さんが考えなければなりません。そのような意識を

持って、どんどん自分たちで良くしていく。行政頼みではなく、常に自分たちのまち、自

分たちの地域を、自分たちで守っていく。それが私はとても大事ではないかと思います。 

リスクを消すためには、例えば原子力による放射線被爆等の被害を無くすためには原発

を無くす。しかし現実には生活が成り立たなくなるわけですから、それじゃ原発を使いな

がらいざという時には、リスクを最小限にするためには常に危機管理をする。起きた時に

どうするかという危機管理を考えておく。リスクというのは、将来起きる危険です。将来

起きる危険を皆で考えていても、想定を越えることはあります。リスクを取っても生活を

成り立たせるために、いざという時どうするかを考えて、危機管理を行わなければなりま

せん。常に考えて、訓練をしていかなければならないのです。これは人任せにはできませ

んので、自分たちでしなければなりません。 

以上とりとめのない話だったかもしれませんが、終わりにしたいと思います。ありがと

うございました。 


