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防災教育実践－災害に学ぶー 

美浜原発事故・気象災害・新潟中越地震 

 

大阪府立泉尾高等学校 

教諭  明仁 憲一 

 

  2004 年に列島各地で災害が発生し、人々を驚かせた。気象災害や震災も単な

る自然的災害とはみなせない。中越地震で震災関連死が死者の半数を超え、山

古志村が全村移転を強いられるなど、社会的災害の様相を呈している。 

 

１ あいつぐ災害 

  ８月９日におきた関西電力(株)美浜原子力発電所３号機（加圧水型軽水炉、

82.6 万ｋＷ）の二次冷却系復水管破裂・蒸気噴出事故は、冷却水 800t を失い、

下請け作業員死者５名・負傷者６名に及ぶわが国原子力開発史上最悪の事故と

なった。原因が、復水管内の水流の調節・測定のためのオリフィスの下流部に

生じた熱水による減肉現象とされる（図１）。1986 年サリー原発で同種の事故が

あり、定期点検されるべき「要注意」個所だった。同機の運転開始より２８年 

にわたり、配管の点検が放置されてきた。放置個所が他にも多く、火力発電所

の検査データねつ造も発覚し、関電が経済産業省より処分を受けるに及んだ。

事故の続発や事故隠しなど、原子力産業界に国民の信頼を根本より裏切る事態

があいつぐ。事故の第三者機関による徹底究明と再発防止策が必要だ。老朽原

発の廃止やブルサーマル計画からの撤退、再生可能エネルギーの利用など、国

家エネルギー政策の安全優先への根本的な転換が今こそ求められる。 

  2004 年は戦後最も暑い夏となり、大型台風の上陸が相次ぎ列島各地に風水害

をもたらした。６月１日～８月１日の平均気温が平年比、東日本で１．９°Ｃ、

西日本で１．６°Ｃ高い。大阪市の７月平均が 29.5.C で、９月２０日に真夏日

（最高気温 30°Ｃ以上）の通算最多日数 88 日を更新する。紀三井寺球場に野球

応援に来ていた高校生の 38 名が熱中症を訴える。７月降水量が、岡山市で平年

比１/4 の 40.5mm と観測史上最少だった。神戸市で 18.5mm、奈良市で 39.5mm と

少なく、梅雨豪雨に見舞われた新潟・福井、台風 10 号の直撃を受けた徳島・高

知各県などを除いて、軒並み平年の４割以下だ。猛暑の原因として、①フィリ
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ピン東海上、赤道付近の海水温が上がり、②ハドレー循環が活発化して北緯 30

度付近の晴天が続き、③太平洋高気圧の勢力が増す、という構図が考えられる

（図２）。台風の上陸が 23 号で 10 個を数え、過去最多を更新する。秋も勢力が

衰えず、秋雨前線に続く長大な雨雲をともない列島を駆け抜けた。平年の発生

数か年間２６．７個、上陸数が２．６個で、上陸率が１割。２００４年は４割

を超す（図３）。１０月には太平洋高気圧が東に退き、台風が列島を左に見て南

岸を北東に進む例が多い。今年は９月も高気圧が強く、西縁が太平洋岸にかか

っていた。 

 風水害の死者・不明者が２２０名を超える。その６割が高齢者で、過去 10 年

で最悪だ。猛暑や台風到来を温暖化が直接引きおこしたかどうかは検証が難し

い。温暖化が進むと猛暑が普通になる。梅雨が長引き、集中豪雨や超大型の台

風が増えるだろう。 

 １０月２０日、大型の台風２３号が列島を襲い死者・不明者８５名という過

去20年で最悪の被害をもたらした。室戸市で防潮堤が壊れる。由良川が氾濫し、

舞鶴市の国道で観光バスが立往生して乗客３７名が屋根に取り残される。豊岡

市で円山川の堤防右岸が決壊する。被害総額が全国で 5200 億円を超す。浸水想

定区域図が住民に配られず、大江町役場の機能がマヒし、洪水警報 Ｆ Ａ Ｘが

５時間も放置されたなどの問題点が指摘される。あいつぐ水害で各地のダム建

設推進派が活気づくが、ダムにどれだけの治水効果があるか疑わしい。メキシ

コ湾のハリケーンも被害をもたらしたが、日本の台風よりも弱かったという。

被害拡大の原因が、社会的基盤の弱さや台風対策の遅れにある。日本は昔から

台風に慣れて、家のつくりや水はけに工夫を凝らしてきた。色々な面で古来の

経験を生かし、地形や風土にあう方法を「生活の知恵」として考案してきた。

現代の行政はその教訓を無視し、一律に近代工法で自然を改変して、種々の弊

害を招いている。 

  台風２３号通過直後の１０月２３日１７時５６分、新潟県中越地震が発生す

る。震源が小千谷市付近の深さ１３km。マグニチュード６．８、最大震度６強

が速報され、後に川口町などに震度７が認定される。震動加速度が１８時３４

分の余震で 2515 gal。１０月３０日までに震度５弱以上の余震が１４回記録さ

れる。小千谷市が上に２４cm、南西に９ｃｍ、守門村が逆に下に４ｃｍ、北東

に 20cm 変位する。要注意の地震空白域で１７６年ぶりの Ｍ７級の発生だ。震

源の逆断層は六日町断層であろう。共役断層を含む複数の断層が関係していよ

う。調査委員会の断層評価で、長岡平野西縁断層帯が向こう３０年以内に Ｍ８

級をおこす確率が２％とされる。六日町断層は評価されていない。１０月２８

日現在の被害状況を兵庫県南部地震と比べて表１に示す。 

 過疎地で高齢者が多く、余震を恐れ、プライバシーを求めて車内で就寝する
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間に「エコノミークラス症候群」で亡くなるなど、震災関連死が死者の半数を

超える。耐雪構造の木造建物の全半壊率は小さかったものの、盛土上の道路に

被害が集中する。上越新幹線（下り）脱線した。営業運転中の新幹線として初

の事故であり、転覆を免れたのが奇跡的とされる。新幹線も関越自動車道も災

害救援に役立っていない。現地はフォッサ・マグナ地帯で、1300 か所を超す地

滑りが発生した。小千谷・長岡両市に広く液状化がみられる。天然ダムが４５

か所にできて、土石流の危険がある。道路が寸断されて孤立した山古志村が全

村移転を余儀なくされた。兵庫県南部地震と比べて、国土開発のあり方、とり

わけ過密・過疎の問題がクローズ・アップされたといえる。中越地震に先立つ

９月５日に紀伊半島南東沖地震が発生した。１９時０７分にＭ6.9、２３時５７

分に、Ｍ７．４を記録する。フィリピン海プレート内の地震で、小さな揺れに

始まり長周期の揺れが長く続いた。和歌山、三重、愛知各県に津波警報が発令

されたが、避難勧告を出した自治体が３割弱だ。警報発令が遅れ、直近の海岸

には発令前に津波が届いている。１ｍの津波が紀ノ川を遡ったのに、大阪府に

津波情報が出ないのも不思議だ。「稲むらの火」の教訓が生かされていない。南

海地震発生時の津波への対応が心配だ。津波の届く約２時間の間に防潮扉を閉

めることは不可能だろう。 

  ９月１日２０時02分に浅間山噴火が報じられた。爆発音と空振が観測され、

噴石と火山灰の降下が広範囲にみられた。噴石を飛ばすような噴火は 1983 年以

来で、９月１８日には火口に溶岩ドームも確認されている。高濃度の有毒ガス

が依然として発生する中で、全島避難の続く伊豆諸島・三宅島が、2005 年２月

に帰島する方針を打ち出した。 

 

２ 災害の構造 

  野田正彰によると、大事故や災害や戦争などの危機への対応のあり方に、そ

の社会の本質が現れる。1923 年関東大震災への対応に、その後の日本社会の歪

みのひな形が見出される１）。 

  警察が下町住民を本所被服廠跡に強権的に集めたために、群衆の衣服に火が

移り、38000 人が焼死する。「朝鮮人来襲」の流言も警察が広げた。自警団が組

織されて朝鮮人や中国人が虐殺される。大杉栄、伊藤野枝らの社会主義者も憲

兵隊の甘粕正彦に「国家の害毒」として殺される。これら犯罪が調査もされず

責任も問われていない。 

  Ｍ７．９の大地震は自然が招いたが、橋が焼け落ち家々が類焼する「地震後

火災」に弱い下町と人間がつくった。天災と人災のからむ危機的状況下で、国

家権力の無制限の極大化、住民の思考停止、わずかの不安で発動する残虐性、

罪を問わない無反省社会が露呈したのだ。 
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 その構造が、中国侵略戦争より太平洋戦争へ、敗戦後の日本社会へと拡大さ

れていく。権力の極大化が治安維持法や国家総動員体制となる。住民の思考停

止や群集化が「天皇陛下万歳」で人を殺し自ら死んでいく戦時日本人につなが

る。残虐性が、アジア・太平洋地域での戦争犯罪となる。無反省社会は、１５

年戦争の実証調査を拒む戦後社会の出発点だ。災害のたびに悲惨の強調と復興

のかけ声が騒がしい。それは今日も変わらない。災害の総合調査が行われず、

災害救援の思想的な検討もされない。今日の大災害対応には経済至上主義が貫

かれている。災害の構造を図４に示す。自然災害のみならず人為災害も含めて、

衝撃が連鎖していく。直接の犠牲者をつくり、生存者と遺族を残し、多くの被

災者を生む。歴史の浅い都市部では地域社会が成立していない。 

  外部社会が救援者とマスコミを送りこみ、「被災者らしさ」を求める。救助・

救援の形が身体の救助と物質の援助に限られる。効率の重視や物質的な対象へ

のこだわりブ 現代文明の本流だ。負傷者を救い医療を施す。被災者に毛布や

水と食糧を届ける。二次被害を避けるべく避難所に導く。それで充分か。遺体

は何のために万難を排して回収され氏名確認されるのか。親族との連絡をなぜ

急ぐのか。遺族の傷心を癒すためではないのか。被災者は災害で壊れた生活の 

秩序を、生きる意味を見出すことで再構成する。さもないと自己破壊に突き進

む。耐え難い心的外傷を負った後、離婚、失業、アルコール中毒、交通事故、

自殺が増え」緊急の外傷手当と物質的救援は、被災者に精神的に立ち直れてこ

そ意味をもつ。 

 こうして、今日の救助・救援の歪みが見えてくる。医療は外科的治療しか行

われていない。外傷処置が終わるころに不眠・不安が訴えられる。災害後の主

な医療が精神的な問題に移るのに、わが国では災害時の精神医学的とりくみが

行われていない。今日の災害救援の様式は、過剰な物質的援助で人間個々と地

域社会の精神的な傷を無視しようとしている。 

 

 ３ 災害救援の思想 

  救援とは何か。被災者にとり復興とは何か。被災した社会は一時解体する。

行政などの管理維持システムの機能麻痺の程度で社会の崩壊度も異なる。社会

システムが磯能回復しようと動き出す。時間が充分にあると、被災社会は外部

の援助をいれてゆっくりと回復していける。大災害では時間の猶予がない。シ

ステム回復が急がれる。ここで被災者役割と救援者役割が分かれる。 

  災害で大切な人を失った遺族が、ショック、事実否認、怒り、抑うつ、故人

の死の意味の社会化といった体験緩衝の時間的経過を経て回復していく（表２）。

激励で遺族の回復が早まらない。予期せぬ衝撃で家庭の個別事情が奪われ、生

存に向けて人々がむきだしになる。発災直後は救援がこない。ショック状態に
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ある。崩れる家から飛び出し、閉じこめられた人を助けようとする。思考より

行動が優先する。次に公園や学校に集まった人承、危搬の共同体験者として助

けあい連帯感を高める。災害後の多幸症の段階だ。共同体感情の中に、呆然自 

失や怒り、罪責感が含まれる。高揚期が長く続かない。救援や消火の遅れ、水

や食糧の不足が行政への怒りに移行し、不信が残る。行政が雑多な救済措置を

講じ始める。被災者証明、見舞金、仮設住宅で争いとなる。人々が被災者共同

体としての凝集力を失い、ばらばらになる。顕在化していなかった被災者役割

が表れる。 

  しばらくして、マスコミ、救命救急隊、消防、警察、行政、多くの援助者が

駆けつける。彼らは個人でなく集団であり、明確な役割をもつ。その役割を担

う人が、被災者を「災害で酷い目にあった不孝な人々」として集合的に捉える。

救援者が械災者を集団化し、公平に何かを「してあげる」という関係をとるほ

ど、被災者個々が無力化し被災者役割に押しこめられる。人が個別事情を奪わ

れ「する人」と「される人」に役割分離される社会が、「全制的施設」だ。避難

所が、外界との接触の喪失、強いられた怠惰、個人的な友人や持ち物の喪失、

病棟の雰囲気、施設外の生活への展望のないこと、といった病因にさらされる。

被災地全体も施設に似ている。 

 ショック、共同体感情の高揚期まではどの被災地にも通じるが、それが社会

への連帯感につながるか、怒りや不信を経て被災者の個別利害に向くかは、救

援者の構えで変わる。発災直後の救命救急の時期には、救援者蔽被災者を集団

として捉え、合理的に危機対応せねばならない。それを過ぎると、被災者に個々

の人間の顔を見出す努力をすべきだ。救援者は常にソーシャルワーク的観点で

被災者に接しよう。被災者に残された力として、気力、財、社会的ネットワー

クを聞いておきたい。地震は自然かおこすが、建物が壊れた瞬間より人の新た

な反応が始まる。興奮した救援者が無反省でいると、被災者が被災者役割にお

としめられ、受け身の不幸な人になる。出発時の誤りがその後の大きな困難を

準備する。 

 

４ 災害と公害 

  災害と公害の関係を図５に示す２）。労働災害や職業病が産業公害に、自然災

害や都市災害が都市公害につながる。災害に素因と拡大因がある。自然災害で

は素因が自然のエネルギーだが、拡大因か都市の安全無視の構造や防災対策の

欠陥など社会的なものだ。その結果が労働者や農漁民を主な被害者とする。わ

が国では自然災害が社会的災害につながる。広くは公害も災害 に含まれる。工

業用水汲上げによる地盤沈下地域が風水害にあう例もあり、公害と自然災害が

複合することがある。自然破壊や地球規模の環境汚染が進むと自然災害を招く。
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環境問題は自然災害を社会的結果として含むが、地震や台風が素因ではない。

人間活動、とりわけ企業活動が素因だ。むしろ拡大因が自然の影響といえる。

公害は社会問題であり、自然災害としての共通性とともに独自性を明らかにす

る必要がある。 

 

５ 復興と防災 

  兵庫県南部地震に際して、震災復興と地震防災が提言されている（表３）３）。

新潟県中越地震について教訓が充分生かされたとはいいがたい。 

 

６ 防災教育の展開を 

  新潟県中越地震が、兵庫県南部地震よりはや 10 年一体験の風化が指摘され

始めた時におきた。それは 2004 年に入っての一連の動きにも明らかだ。政府の

地震調査委員会が向こう３０年以内に東海地震がおきる確率を 84％、東南海、

南海地震がおきる確率を 58％、４７％と、これまでより高く見積もった。上町

断層帯の地震発生確率を、最大３％と評価した。その結果、大阪市周辺で向こ

う５０年以内に震度６弱以上の地震がおきる確率が 30％以上と予測される。西

日本の「地震危険度マップ」も公表された。加えて大阪府などの検討委員会が

東南海・南海地震による津波を推定し、府内 2920ha が浸水被害を受け、大正区

北部で水深が最大２ｍに達すると発表した（図６）。現任校がまさに当地にある。

これら報告に対する行政や民間の対応が鈍い。震災を機に防災教育の必要性が

強調される。浅間山噴火を機に地学教育の重要性を荒牧重雄が指摘する。避難

訓練を初めとする学校や地域の防災計画の見直し、安全向上と環境保全を同時

にめざす住民本位のまちづくり、基本計画に基づく開発管理方式の導入が必要

だ。防災のための科学研究や技術開発も強化したい。災害救助活動や防災・ま

ちづくりのあり方を、自然科学的な手法にとどまらず、科学の多分野の成果を

総動員して総合的・体系的に考える必要がある。地震・火山活動や台風は自然

災害であり、これを避けることができない。そのおこり方や地域ごとの特｣性を

調べて、発災を予期し対策を立てることができる。 

  高等学校学習指導要領に、地震や防災に関わる内容が次頁の各科目で扱われ

る。防災や環境の教育は各科目の内容の体系的な総合化が求められ、この点で

現行指導要領はきわめて不充分だ。理科では、「環境問題などは自然科学的見地

より扱うこと」との歯止め事項をおいて、総合的な扱いを敵視している。 

 

 ◆地理 A/Ｂ 「自然環境の多様性」など 

 ◆物理 I／Ⅱ 「運動と力」「波動」など 

 ◆地学 I／Ⅱ 「地震」「プレート」など 
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 ◆保健   「応急手当」など 

 ◆家庭総合 「安全な住まい」など 

 

 筆者は 1996 年、兵庫県南部地震と防災教育に関わる教材集「生かそう街づく

りに人々の願いを」（ Ｂ４版 67 頁）を編集発行し、地学の授業や学校開放講座

で実践展開している。2003 年には環境教育教材「地球環境科学」を編集し、「核

エネルギーの利用と安全性」「激化する自然災害」「火砕流が襲う」などで災害

問題を扱っている。今春現任校に着任し、教材集の一部に地震の基礎事項に関

わる実習教材をくみあわせて第二学年地学 Ｉ（２単位）の授業を進めて 

 いる。内容が表４の通り。 

  生徒の学習意欲は旺盛とはいい難いが、実習を中心に動機づけをしている。

現任校が海抜０ｍ地帯にあり、大正・此花・西淀川各区で液状化などの被害が

あったはずだが、生徒たちの記憶が鮮明でない。課外に大阪市立自然史博物館

や大阪市科学館への巡検会を実施したところ、予期に反していずれも生徒三十

数名が熱心に見学し、報告書を提出している。夏休みに「大陸は動き海底は生

まれ変わる」（原著：新しい地球観、上田誠也）を与えて、小論文を課している。

二学期は「日本列島の地質構造」を学習し、冬休みに「災害を考える」として

小論文を課す。三学期は地球環境問題を扱いたい。 

  上町断層直上にあることも理由の一つとして、阪神高速道路泉北線が建設中

止となり、道路予定地や高架後の Ｊ Ｒ阪和線線路跡地を緑地街路とする計画

が発表されている。地域で安全と安心のまちづくりの推進に教員として寄与す

るとともに、教育分野でも力を尽くしたい。（会員） 

 

（参考資料） 

 １)野田正彰：災害救援(1995） 

 ２)宮本憲一：環境経済学(1989） 

 ３)日本科学者会議編：日本列島の地震防災 

  （1995） 

 

台風２３号床上浸水被災者、２割が精神疾患の可能性 

 ０４年１０月に台風２３号が 直撃した兵庫県の豊岡市、養父市など６市町の 

被災者を「兵庫県こころのケアセンター」が調査したところ、床上浸水などの

住宅被害を受けた１９１人のうち約２割が、うつ病など精神疾患を発症してい

る可能性があることが分かった。神戸市中央区で３月１１曰開かれたトラウマ

ティック・ストレス学会で発表した。 
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 調査は０５年１１月、６市町に住む成人１２００人を無作為抽出し、被災に 

よる心理的影響など６８項目を尋ねるアンケートを郵送。 

▽床上浸水や全半壊被害の１９１人▽床下浸水１４８人▽住居被害なし１６５

人の計５０４人から回答を得た。 

床上浸水以上の被害を受けた人の２８．２％、床下浸水に遣った人の四・ 

７％は、被災から１年以上が経過しても、「寝付きが悪い」などストレスを感じ

ていた。回答を分析した結果、床上浸水以上の被害を受けた人の約２割、床下

浸水被害を受けた人の約１割がうつ病や不安障害などを発症している可能性が

あることが分かった。 

 同センターは「台風のような身近な災害でも、被害が大きければ心理的影響

は著しい。中長期的なケアが必要」と訴えている。 

台風２３号による兵庫県内の被害は死者２６人、床上浸水以上の家屋被害約

１万１０００棟に上った。（２００６年３月１２日毎日新聞朝刊）編集部 

 

 

 


