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防災対策 わかっていてもやってない！

片田 敏孝（かただ としたか）

・群馬大学

広域首都圏防災研究センター長

・群馬大学大学院工学研究科教授

・中津川市加子母出身

環境フェスタに参加 ミニ集会を開催
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●群馬大学の片田教授の講演会に参加
片田教授は、約８年前から釜石市で小・中学生に防

災教育を教え、今回の震災でほとんどの子どもが助か

った実績をあげた方です。

≪信念≫

大いなる自然の営みに畏敬の念を持ち、行政に委ねる

ことなく自らの命を守ることに主体的たれ。

≪避難の３原則≫

①想定にとらわれるな（ハザードマップを信じるな）

②最善を尽くせ ③率先避難者たれ

「警報で逃げない親を見て子どもは逃げない」

地震防災は、家具の固定や耐震補強など、わかって

いるけどやってない。要するに意識の問題が非常に大

きいと力説されていました。

今回の震災で釜石市の死亡者の大半がハザードマッ

プでは比較的安全とされた地域でした。大人は、わか

っていても「自分の所は大丈夫」と肯定しがちです。

一方、子どもは純粋な気持ちで受け入れる。震災で、

想定外を乗り越えられたのは、片田教授に教えられた

事を素直に身につけた対応力であったと思われます。

●さて行政は？
総務省消防庁アンケ―ト（2008 年）

・防災を担当している部局（課もしくは室以上）

他の業務を兼任している・・・79.9 %

・防災担当者の人事ローテーション

２～３年くらい・・・46.6％

４～５年くらい・・・45.7％

・防災担当者の研修

定期的に実施している ・・・12.0％

不定期だが実施している・・・32.9％

10 万人未満の市町村では、防災関係の研修をほとん

ど受けていないのが実情です。また、予算がないため

職員が講師となり、住民への啓発を実施していますが、

「手作り」であっても専門性の低い職員では問題です。

行政も「わかっているけどやっていない」では困りま

す。早速、中津川市の状況について調べてみます。

●私たちはどうしたらいいの？
私たち市民も防災に対する心構えをしっかりと持た

なければなりません。ニュースで「避難勧告が聞こえ

なかったから避難しなかった」など、何か問題がある

と行政や国の責任にしてしまう傾向があります。

自分の安全は､自分で守ることが防災対策の基本です

中津川市は今年度「災害に強いまちづくり条例」を

制定し、防災情報伝達システム（ﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝの整備など）

に着手します。これは、市民の皆さんに早く災害情報

を提供するものですが、全ての人に徹底することは困

難です。自分の住む地域の危険箇所や緊急時連絡先の

確認、防災グッズの準備、家具の転倒防止、地域防災

組織の強化など、日頃からの備えと意識が重要です。

大きな災害には自助・共助【地域の絆】が重要

①自助：一人ひとりが自らの身の安全をしっかり確保

②共助：地域の防災機能（組織）によって、被災され

た方やお年寄り世帯の救援・支援

③公助：警察・消防・市町村などの行政機関や電気・

ガス・水道などの公益機関による災害支援

自助・共助の強化によって、被害を最小限にする事で

行政の負担は軽くなり、災害対策も重点的に集中して

行うことができ、早期対応・復旧につながります。

●最後に
中津川市は、新図書館問題や市長のリコール問題で

混乱していますが、市民にとって大切なことは他にも

沢山あります。私たち議員はバランスのとれた市政運

営につながる、議員活動を心掛けなければなりません。
組
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私たちが住んでいる中津川市は、近隣市と比較してどんな特色があるのか調べてみました。

今回は、人口構成と医療関係についてお知らせします。（データ：みんなでつくる地域・生活情報サイトより）

多治見市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市

人口 （人） 115,314 61,031 40,020 54,771 83,272

高齢人口率 （％） 21.8 26.65 24.45 28.5 27.24

一般病院総数 4 2 2 2 3

一般病床数 （床） 747 350 270 182 509

人口 1 万人当り （64.8） （57.4） （67.5） （33.2） （61.1）

一般診療所数 74 34 36 42 56

歯科診療所数 47 26 19 19 34

医師数 （人） 211 96 68 62 108
人口 1 万人当り （18.3） （15.7） （17.0） （11.3） （13.0）

内科医師数 （人） 60 23 37 32 41

人口 1 万人当り （5.2） （3.8） （9.3） （5.8） （5.0）

小児科医師数 （人） 31 14 14 15 19
小児人口 1 万人当り （19.8） （18.1） （26.5） （21.1） （16.6）

外科医師数 （人） 27 12 8 18 18
人口 1 万人当り （2.3） （2.0） （2.0） （5.5） （2.2）

産婦人科医師数 （人） 9 2 4 0 4
15～49 歳女性人口 1 万人当り （3.7） （1.7） （5.0） （0.0） （2.6）

高齢人口率：全国平均は 23.1％ 日本の高齢化速度はとんでもなく速く、フランスの約５倍の速さ！

≪高齢人口率が７％から１４％に達する年数比較≫
フランス：１１５年／スウェーデン：８５年／イギリス：４７年／日本：２４年

医 師 数：全国平均（１万人当り）：２０人／岐阜県平均：１７人／中津川：１3 人

うっしーのひとりごと 「中津川市と近隣自治体の比較」

要望コーナー お気軽に御相談ください！

市政報告会やミニ集会などで意見・要望を頂いております。

最近の要望を紹介します。

①降雨時に子どもが通学する際、水溜りがあり濡れてしまう。⇒⇒

②坂本地区 中央道側道のゴミのポイ捨てが多い。

③第一中学校のナイター照明が故障している。

④落合の墓地の階段を直してほしい。

◆１１月の予定◆

８日（火）産業建設委員会（所管事務調査） 18 日（金）議会改革特別委員会（協議会）

８日（火）議会改革特別委員会 23 日（水）八幡神社新穀感謝祭

１１日（金）中津地区リニアまちづくり懇談会 25 日（金）市政報告会

１３日（日）富士通テン）地域クリーン作戦 26 日（土）後援会行事・市政懇談会（同級生）

１４日（月）政治大学校 27 日（日）富士通テン）社内スポーツ大会

１５日（火）議会改革勉強会（講演会） 29 日（火）本会議（初日）

スマイル苗木店前の国道

●医師不足を考える
医師不足は、これまでの間違った政府の方針にあ

り、以前、イギリスでも同じ考えで行った結果、医師

不足に陥り、末期ガンと診断されても４ヶ月待ちとい

う状況があったようです。

現在の状況では、医師が急に増えることは考えられ

ませんが、医師が少なくても住民に安心な暮らしを提

供している自治体があるはずです。私も更に調査を進

め、安心して暮らせる街づくりに努めます。

中津川市は名古屋大学医学部総合診療科と協力し

て「地域総合医療センター」を平成 23 年 4 月に開

設しました。目的は新しい地域総合ヘルスケアシステ

ムの構築と、それを担う医療人の育成です。しかし、

すぐに大きな効果がでるわけではありません。

従って、私たちに今できることは、日頃より健康管

理に気をつけて、病気にならないことです。そのため

には、行政の取り組みも、予防医療に力を入れて市民

の健康を守ることが求められます。


