
－1－

季刊まち･コミ2018年夏号 2018年6月1日発行

『災害が起きても尊厳を守るには』

イタリア中部地震災害復興調査視察報告

       まち･コミ　季刊季刊 まち･コミ 2018 年 夏号

● 今月の注目記事 Ｐ１ 災害が起きても尊厳(生活空間)を守るには

● インフォメーション ● ht tp : / /par k15 .wakwak . com/~m-c om i/

　

　認定ＮＰＯ法人まち・コミュニケーション

は、国内外を問わず被災地を視察訪問し、得た

情報を発信しています（ブログ“被災地のつぶ

やき”など）。被災地が復興する中で、時間が

経てば、見た目には綺麗なまちができていき

ますが、個人の生活再建状況をヒアリングす

ると、まだ震災の影響を引きずっていたり、自

身が希望した復興と異なる形で再建を果たし

ていたりして、課題が残されていると感じま

す。この状況を改善するヒントが、自然と共生

し、自分の生活や文化を大事することにある

のではないでしょうか？

　今年4 月、代表理事の宮定が大学院時代の恩

師の誘いで、イタリアの避難所や仮設住宅の

視察に行ってきました。イタリアは被災者を

国民全体で支える仕組みがあり、より早く平

常時の衣食住に戻そうという取り組みが進ん

でいます。ＮＨＫの情報番組「おはよう日本」

でも熊本地震が起こった4 月に合わせて、イタ

リアの復興事例が紹介され、今注目を集めて

います。今回の視察内容を報告します。

●イタリア国家安全省でのヒアリングより

　『イタリアは災害が多く、私たち公務員だけ

ではとても災害救援はできません。私たちは

直接支援するのではなく、被災者が何を必要

としているかを聞く立場なんです』（イタリア

国家安全省）

イタリアは国土の７５％の市町村が、洪水と

土砂災害の危険性があります。１０％の地域

は津波の危険性あります｡

　公務員だけで災害救援をするのは不可能で

す。そこで、被災した地域を周辺の地域の住民

▲被災地で活躍する専門ボランティアさんたち

（中央は代表の宮定）。若い人達が大勢活動して

いる。
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に支えてもらおうと、事前に、民間のボラン

ティア団体に所属する専門ボランティア（食

料、避難所設営、ロジスティック）への訓練を

実施しており、訓練修了者は全国で８０万人

に上ります。そして災害時は、ボランティア

するために仕事を休みたいという社員の希望

を会社では拒めないようにする法制度があり

ます。また、復旧が長期化した場合、資機材

も国が提供します。ボランティアを束ねる

リーダーも災害対策本部の会議に一緒に参加

（首相の近くの椅子）し、公務員だけではでき

ない災害対応を一丸となってします。

※国家安全省の和訳（宮定）をご希望の方は、

まち･ コミまでメールでご連絡ください。

　国家安全省訪問後は、ラクイラ地震（2 0 0 9

年）、イタリア中部地震( 2 0 1 6 年) の復興の現

場を回り、視察・交流しました。どこの地域で

も、周辺で起こった災害の被災者を『困った

時はお互い様』と、助けあう気持ちが感じら

れました。

●災害直後の様子

　今回のイタリア視察・交流をコーディネー

トしてくださった水谷嘉弘氏（避難所・避難

生活学会）によると、イタリアの災害では、Ｔ

ＫＢ（トイレ、キッチン、ベッド）を重視さ

れています。（日本はトイレ、食事（弁当）、毛

布が提供され、体育館等の床で雑魚寝をする

ケースがほとんどで、この光景は阪神・淡路大

震災の時と、ほとんど変わっていません。）

○『朝起きた災害であれば、夜には、トイレ、キッ

チン、ベッドを用意します！』

　イタリアではまず、トイレが到着するそう

です。トイレは我慢できません。それと同時

に、キッチンカーが来て手作りの食事が提供

されます。そしてベッドが届きます。最初は、

キャンプ用のベッドです。その後、生活に必要

なものが届けられ、1 週間後くらいにはベッド

にマットレスが着き、平常時の生活に近づけ

ていきます。

○テント

（YouTube https://youtu.be/cllgatnZRfs）

　テント（８人収容）があり、専門ボランティ

アが５分で建てられます。テントの中では、仕

切りがあり、プライバシーが守られます。

○避難所の資機材を研修を受けた政府認定のボラ

ンティア団体が、管理・活用！

　例えば、重機（テントを建てる敷地の整備

等）、ユニック（資機材を降ろすため）、火を消

すための車、キッチンカー、ジープ、空気テン

ト等々です。緊急支援にボランティア団体が

▲専門ボランティアなら 5 分で建てられる 8 人

収用テント。中にベッドを置いて生活する。

▲左が災害初日に支給されるキャンプ用のベッ

ド。約 1 週間たつとマットレスも届く。
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行き、活動すると、その規模や実績により、政

府がボランティア団体に対して資機材を追加

するそうです。何カ所かのボランティア団体

を伺いましたが、競い合うように支援活動を

しているようにも思えます。

○食事

　『料理が美味しくて、被災者から、帰らないで！

と言われて困る時があります 』

　災害が起こったその日の内に、キッチン

カーが到着し、1 台で1 0 0 0 食／時間、供給さ

れます。徐々にコース料理になり、ワインも支

給されます。平常時の一般家庭の食事になる

のです。

○『 自分（民間）たちで、資機材まで揃える！』

（ボランティア団体VVV valtrigno）

　政府からの支給に頼るのではなく、会長の

リーダーシップで自分達自身の収入で資機材

を整えている団体もありました。地域のご婦

人や紳士、若者がリーダーを支えています。自

前で購入したのは、食堂車４台、ヘリコプター

２機、救急車２５台、自動車整備工場など。資

機材をお持ちです。政府から支給されたもの

は災害救援時しか使えませんが、自前の資機

材は自由なので、災害救援だけではなく、日常

の救急活動で救急車を出動させたり、失業者

への炊き出しをしています。結婚式のケータ

リングなどで収入も得、持続的な活動をして

います。

○災害救援に若者を！

　ボランティア団体を訪問して、気になった

ことは隊員の中に、若い方も多いことです。格

好いい先輩のもとに、競うように訓練されて

います。

●がれき撤去

○『壊れた建物を毎日見ると心が苦しい。』

　アマトリーチェ市は、2 0 1 6 年の地震で、23 5

人が亡くなりました。死者が出た建物は、もと

もとの強度に問題があったのではないかと裁

判が起こっているため、今でも震災直後のま

ま壊れた状態で残されているものもありまし

た。また、イタリアの町には、歴史的価値のあ

る住宅も多く、簡単に手を付けられないため、

復旧がなかなか進んでいないところもありま

す。

　そこで、仮設建物での生活が長期化する

ケースが多く、質の高さが重要になってきま

す。生活環境を整えるため、住宅だけではな

く、商店、集会所、健康センター等も同時に建

てられます。

▲手作りの料理を素早く提供できるキッチン

カー。遅くても災害の翌日には到着する。

▲仮設住宅の内部。家具や収納スペースが充実

していて、すっきりと暮らすことができる。
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●仮設建物

○イタリアの仮設住宅

　仮設住宅には、備えつけの家具がついてい

て、室内が綺麗に整頓されています。日本の仮

設住宅もよく寄せて頂きますが、収納が無い

からか、もので溢れているお宅が多いです。

（もちろん、居住者によりますが…）

　訪れた仮設住宅のお部屋に入れてもらいお

話しを伺いました。お母さんと娘さんの二人

暮らしで、ベットルームが２つとリビングと

シャワー室があります。土地柄、寒さ対策がで

きており、既に、７年居住されているとか。

○イタリアの仮設商店街 （アマトリーチェ市）

　仮設店舗で、昼食を頂きました。地元の生

パスタとチーズとワインが美味しいのは、も

ちろんのこと、有名な建築家が設計したそう

で、背景の雪山ともマッチして、リゾート地に

居るような心地よさです。

●復興について（ラクイラ市）

○免震構造！の（災害）公営住宅

　訪れた復興住宅は地震が頻繁に起こるため、

免震構造になっていました。隣棟間隔と緑と

公園の配置も、ゆったりとしています。

○市街地の復興

　ラクイラ地震（terremoto dell'Aquila）は、

９年前(2 0 0 9 年)。2012 年から通い続ける同行

者は『９年たってようやく建築工事が、始まっ

た感がある』と言っていました。たくさんのク

レーンが動き、建設工事が行われていました。

再建工事が進む一方、歴史的価値のある住宅

の修復には、時間がかかり、未だに、補強され

たままの状態の建物が多く見られました。

●見るだけではなく、伝えて広めるのも支援

　今回のイタリア視察は、避難所・避難生活

学会（会長：新潟大学大学院　医歯学総合研究

科榛沢和彦医師）が、段取りをしてくださいま

した。『 避難所は「我慢が当たり前」の場所

ではない（ＮＨＫおはよう日本2 0 1 8 年4 月1 7

日（火）） 』と、番組内において、「欧米の避難

所をみると、日本の避難所がまだまだ足りな

い部分が多い。このままだと日本の避難所だ

けが世界からおいていかれる。」とコメントさ

れています。まち・コミも、しっかり伝えてい

きたいと思っています。

　代表理事宮定の報告を元に、アウトドア防

災の第一人者あんどうりすさんが「リスク対

策 . ＣＯＭ」で、取り上げてくださいました。

「これが仮設住宅？！普通に住みたくなるレベ

ル！（前編）」

http://www.risktaisaku.com/articles/-/6213

▲仮設住宅の外観。緑の芝やベンチが設置さ

れ、暮らしやすさへの配慮が見られる。

【書籍紹介】

『災害後の健康を守

る 避難所づくりに

活かす1 8 の視点』

（東京法規出版 監

修：新潟大学医歯

学系呼吸循環外科

榛沢和彦）
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大 地 の つ ぶ や き

まち･コミ ne w s

■台湾花蓮地震　現地勉強会・交流会 参加のお誘い

　2 0 1 8 年2 月6 日に台湾東部で発生した花蓮地震。代表理事の宮定が、翌日の7 日に行ってきまし

た。地震による被害は活断層の上の建物が中心で地域全体の被害は少なかったにもかかわらず、

地域の収入源である観光業が大きな打撃を受けていました。

　そこでまち･ コミでは、2 0 1 8 年8 月4 日午後から5 日夜に花蓮地震の被災地を訪問し、現地にて

勉強会と交流会を行いたいと思い、参加者を募集しています。避難所運営や現在の再建状況をお

聴きし、観光も楽しみたいと思います。ちょうどマンゴーが旬の季節です。

　詳細につきましては、現在調整中です。ご興味がおあ

りの方は、認定N P O 法人まち・コミュニケーションの宮

定までメール（m-comi@bj.wakwak.com）でお問い合わせ

ください。

※原則現地（花蓮）集合・現地解散です。

※お問合せ期限はありませんが、これからお願いする

訪問先の会場等の都合で、先着順になる可能性があり

ます。
▲被災直後の花蓮( 2 0 1 8年2月7日撮影)
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まち･コミ 活動報告 3/1 ～ 5/18

ご支援、ありがとうございます。3/1 ～ 5/18　(新規･継続)　       順不同･敬称略

【正会員】遠藤勝裕(埼玉県) 瀧上明(岩手県) 野崎隆一(兵庫県) 早川知彦(福島県) 【賛助会員】川村輝威(岐阜県) 柴田祐(熊本

県) 紙徳真理子(兵庫県) 宮崎太喜夫(兵庫県) 高森香都子(兵庫県) 坂本茂雄(高知県) 青田良介(兵庫県) 飯考行(東京都) 森裕史

(兵庫県) 山王直子(東京都) 伊藤三枝子(岐阜県) 萩原正五郎(兵庫県) 菊池義浩(兵庫県) 田間泰子(奈良県) 大久保泰良(兵庫県)

齊田哲平(東京都) 大牟田智佐子(大阪府) 梅田和江(埼玉県) 伊藤亜都子(兵庫県) 大崎修二(高知県) 熊坂ひろ子(東京都) 池田寛

(香川県) 森昭浩(愛知県) 大橋良雄(愛知県) 西野淑美(東京都) 渡邉敬逸(愛媛県) 田崎俊彦(兵庫県) 玉井清山(長野県) 桜間裕章

(兵庫県) 岡上達也(兵庫県) 【購読会員】中村大蔵(兵庫県)河喜多勝(熊本県) 吉川忠寛(東京都) 中澤秀雄(東京都) 西村真一郎

(京都府) 【寄付】水渡英昭(宮城県) 船越洋平太(京都府) 梅田和江(埼玉県) 鈴木浩(福島県) 河喜多勝(熊本県) 西野淑美(東京

都) 渋田ちしゅう(東京都) 熊坂ひろ子(東京都) 坂本茂雄(高知県) 梅淳(宮城県) 古寺瑞代(兵庫県) 【協力】株式会社兵庫商会(兵

庫県神戸市) 味六亭(宮城県石巻市)

会員種別

●賛助会員

当法人の事業を、会員として賛助してくださる方

年会費：5,000円（学生3,000円) 総会議決権：なし

●正会員

当法人の目的に賛同し、ご入会くださる方

年会費：10,000円 総会議決権：あり

※入会申込書のご提出をお願いしております。

●購読会員

当法人発行の「季刊まち・コミ」購読希望の方

年会費：3,000円 総会議決権：なし

会員募集中！

 2018 年 6 月 1 日発行　no.23

編集 / 発行　

 認定特定非営利活動法人

 ま ち ･コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

事務所　〒653-0014

兵庫県神戸市長田区御蔵通5-211-4-101(みくら５)

TEL　078-578-1100 ／ FAX　078-576-7961

東北出張所　〒986-0859

宮城県石巻市大街道西1-14-101味六亭 相澤様方

e-mail　m-comi@bj.wakwak.com

URL  http://park15.wakwak.com/~m-comi/

■編集後記　いよいよ、たまねぎ収穫時期の到来で

す。今年もボランティアさんたちと共に収穫します。

購入による応援をお願いいたします！(戸)

3/1【地域支援】ひょうごボランタリープラ

ザNPO相談会参加

3/2【研修受入】莵道地区民生児童委員協議

会

3/2【研修受入】中央大学ボランティアセン

ター

3/4【勉強会】御蔵学校(被災者の再建に、

もう一つ必要なもの・こと)

3/4【研修受入】インドネシア、マレーシア

留学生(関西国際大学)

3/7-14【勉強会】被災地のつぶやきを聴いて

みよう(福島・宮城・岩手)

3/9【勉強会】災害ケースマネージメント 阪

神・淡路大震災の事例紹介

3/9【講師派遣】仙台弁護士会

3/22【講師派遣】大阪府耐震推進協議会

3/24-27【復興支援】熊本復興支援

3/29【講師派遣】日本NPOセンター　助

成：武田薬品工業

3/30【研修受入】龍谷高校

18/3/30【研修受入】関西大学社会安全学部

3/31【地域交流】出石市民農園(じゃがい

も・黒豆(早生)植え)

4/7【勉強会】御蔵学校(インドネシアメ

ラピ山噴火災害)

4/8【講師派遣】御船町商工会

4/10【地域支援】レジリ学園関西校

4/13【講師派遣】阪神白地連絡会勉強会

4/13【地域支援】NPO組織運営相談受入

4/14【勉強会】御蔵学校(糸魚川火災)

4/15-22【復興支援】イタリア被災地視察

4/24【研修受入】韓国・大邱市ボランティ

アセンター

5/5【地域交流】出石市民農園再建事業(た

まねぎ・じゃがいも・黒豆(早生))

5/8【勉強会】イタリア地震視察・交流報告

会(in仙台弁護士会)

5/13【復興支援】立浜地区春祭支援(宮城県

石巻市)

5/15【勉強会】まちづくり講演(法政大学)

5/16【講師派遣】関西大学社会安全学部

5/18【勉強会】御蔵学校(避難所の環境)

当団体へ賛助会員年会費とご寄付をくださった方は、寄付金控除等税

の優遇措置を受けることができます。(正会員と購読会員は含まれません)

※認定N P O 法人への寄付者に対する優遇措置です。

　さらに活発な活動を行うため、会員を募集し、 資金

面でのご支援をいただいています。

　また、会員は１年更新とさせていただいています。

現在会員の方も時期がきましたら、更新をお願いいた

します。（期限は「季刊まち・コミ」郵送時の封筒の、

宛名ラベルに記載していますので、ご確認ください。）

お振り込み先

名称 特定非営利活動法人まち･コミュニケーション

【郵便振替】

口座番号 ００９５０－３－４２７８８

【三井住友銀行・長田支店】

普通口座 ７６６９６２３

ご寄付もよろしくお願いいたします

ホームページからバックナンバーをご覧いただけます
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