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江口家の最近の話題 （その７）                    201１年６月 

―自然災害への住まいの対応― 

家族構成 

 夫 ：江口路治 えぐちみちはる（エコロジー）愛称 ロジ   

    年齢：４６歳 職業：スーパーマーケット店長 趣味：釣り 

 妻 ：江口野未 えぐちのみ  （エコノミー）愛称 ノミ 

    年齢：４１歳 職業：主婦昼は在宅介護のパート 趣味：ガーデニング 

 息子：江口太郎 えぐちたろう （エコタロー）愛称 タロ 

    年齢：１４歳 中学生 

 愛犬：小太郎（雑種）３歳 愛称 コロ  

 隣人：物知りおじいさん ７０歳 愛称 ヌポ 

    

＜ロジ＞      ＜ノミ＞    ＜タロ＞    ＜コロ＞  ＜ヌポ＞ 

夫（ロジ）：東日本大震災による地震や津波、そして原子力発電所の事故で、日本は災害に

対する対応の抜本的見直しを迫られているね。被災地の人達は、生活の基盤

を失い大変なおもいをされているのだから、早く救援の手を差し伸べること

が急務だと思う。 

妻 （ノミ）：たまたま江口家は地震の被害を受けなかったけれど、日本に住んでいる以上、 

いつ被災するかわからないわね。被災地の生活環境はとても悪化しているよう 

だけれど、そういう意味では、環境と災害とは、互いに近い関係にあるのね。 

夫（ロジ）：過去の公害や災害を考えると、環境と健康、安全は互いに関連していること 

が多い。いまや津波は「ＴＳＵＮＡＭＩ」という国際共通言語になっている 

のだよ。 

息子（タロ）：今回の地震による津波で、多数の死者・行方丌明者が出たけれど、どうして 

津波の被害を食い止めることができなかったのだろう。 

爺（ヌポ）：津波については警報も出ていたし、防波堤や防潮堤もあったのじゃが、それを 

乗り越えるような想定以上の大きな津波だったのじゃよ。 

息子(タロ)：ということは想定のレベルが低すぎたことなの。 

爺（ヌポ）：良い質問じゃ。いつも自然災害が発生すると、「想定の範囲を超えていた」 

      という言い訳をすることが多いようじゃが、問題はどこまで想定するかとい 

うことじゃ。東北地方の津波の歴史をたどると、実は頻繁に津波が発生して 

いるのじゃよ。南米のチリで発生した地震による津波がなんと日本まで到達 

して死者・行方丌明あわせて１２０人という津波もあったのじゃ。 

また,戦前の１９３３年に発生した昭和の三陸津波で約 3 千人が、そして 

１８９６年の明治の三陸津波では、最大到達高度、いわゆる遡上高さは３８メ

ートルという大津波が押し寄せて、死者・行方丌明者がなんと約２万２千人と
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いう記録があるのじゃよ。これは、今回の東日本大震災に匹敵する規模でもあ

るのじゃ。 

妻（ノミ）： そんなに大きな地震が何度も発生していたのなら、それは想定の範囲である 

べきではないのかしら。 

夫（ロジ）： その通りだね。だが災害は忘れたころにやってくるというし、喉元過ぎれ 

ば熱さ忘れるというように、この悲惨さも時間と共に、だんだん記憶から 

薄れていくのだろうね。 

爺（ヌポ）： そうじゃ。そして時間がたち、港の近くにまた、家が建てられ、忘れた頃 

また津波が来て、多くの命が失われていくのじゃよ。でもこれ以上悲惨な 

惨事を繰り返してはならないのじゃ。 

ところで、今まで港町ではまったく手をこまねいていたというわけでも 

ないのじゃよ。津波対策を、それなりにやっていたところが多い。でも、 

狼少年ではないが、何度も津波警報が出ても被害のない繰り返しに慣れっこ 

になって、肝心の時に役にたたなかったということもあったようじゃ。 

息子(タロ)：昨日の新聞に、８６９年貞観の時代に、東北地方に大津波があったと出ていた 

けど、そんな昔のことがどうしてわかるのだろう。 

爺（ヌポ）：それは、いろいろな文献にもあるし、また地層を調べると、当時の仙台平野 

の広範囲の地層に、砂の層があるのでわかるそうじゃ。この津波による被害 

者は当時の少ない人口に対し、１，０００人を超したそうじゃ。自然災害は、

今も昔も人間の逆らうことのできない巨大エネルギーによるのじゃよ。 

夫（ロジ）：先日仙台に仕事で行った時見たのだが、地震による建物の被害はあまり目立 

たなかったけれども、仙台港から松島、塩釜、石巻港あたりは津波による 

壊滅的被害にあっていた。その時現場で考えたことだが、地震を止めたり 

津波自体を止めることは人間にはできない。だったら津波が来ないところに 

住めば良い。たとえば高台に住むことだ。 

息子(タロ)：お父さん。そう簡単に行かないよ。だって三陸の人達の仕事は、殆ど漁業 

だっていうじゃない。街から通勤というわけにいかないじゃない。 

夫（ロジ）：三陸は山が多く高台の平地は少ないというけど、まったく高台に住まいがで 

きないわけではないよ。仕事場への移動手段だっていろいろ考えられる。 

たとえば、コミュニティバスを運行することも検討にあたいすると思うね。 

漁業に従事している人の住まいは、海のそばになければならぬこともあるまい。 

爺（ヌポ）：それでは、港のそばの水産加工場などの仕事場で津波が来たらどうすればよい 

のかな。 

妻（ノミ）：津波の情報が正確に伝えられれば、すぐ逃げてこないだのように多数の死者や 

行方丌明者がでなかったのではないかしら。津波は地震より遅れてくるものだ

から。 

爺（ヌポ）：確かに正確な情報は必要じゃ。今回警報が出てすぐ高台へ逃げていたら、 

助かった人は大勢いたと思われる。でもこないだの津波の警報は殆どの地域 

で発令されていたのじゃよ。でも逃げ遅れた人が多数出たのはなぜかいな。 
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妻（ノミ）：それは先ほどの話にあったように、頻繁に警報が出て、みんな今度もたいし 

たことはなかろうと、軽く考えたのではないかしら。 

爺（ヌポ）：問題はそこにあるのじゃよ。しょっちゅう警報が出て、津波も来なければ、 

だんだん避難する人も減ってくるものじゃ。問題は、いかに正確な情報をタ 

イムリーに出すかなのじゃ。それは今後の研究と技術開発によることもある 

だろう。何度も警報を出しておいて、津波が来なかったから安全サイドで良 

かったというのは間違いじゃ。だんだん信用されなくなる。かといって慎重 

になり過ぎ警報が遅れても困るのじゃ。 

夫（ロジ）：それでは、もし津波が来た場合の緊急事態への対応の仕方はないのかな。 

地震がきたとき、ヘルメットをかぶって逃げるのは、定着してきているけど。 

爺（ヌポ）：ヘルメットをかぶって逃げるのも一法かもしれないが、津波と地震時に物が 

落ちてくることは全く異なる。ヘルメットは津波に流されている時はむしろ 

邪魔だろう。爺は昔船に乗っていた時は、必ず救命ジャケットを着用していた 

ものだ。海に投げ出された時ジャケットを着ていると、泳がなくても浮いてく

る。今回の津波の記事を見てこれだと思った。水難事故で、救命ジャケット 

を着ていた場合の生存率は救命ジャケットを着ていない場合の約４倍程高い

数字が出ている。救命ジャケットは、かさばって着心地が良いものでもいない

し、夏は暑いものだ。しかし今は飛行機の救命ジャケットのように軽くて丈夫

なものがつくられているのじゃ。何より良いのは、水に反応して自動的に膨ら

むものが開発されていることじゃよ。これは年寄りや幼い子供にも安心じゃ。 

妻（ノミ）：それはとっても良いわね。ヘルメットの代わりに沿岸の学校に救命ジャケット 

を備えておいたら、今回のように多くの幼い命が犠牲にならなかったかもしれ 

ないわね。ジャケットを着ていたら、もし助からなかった場合でも今回のよう 

に多くの行方丌明者数にはならなかったと思うわ。 

 夫（ロジ）：ところで、仙台に行った時感じたことなのだが、沿岸地域は壊れ流された 

家屋の廃材の山が半端な量ではなかったよ。あの廃材の処理も大変だよ。 

廃材以外にもさまざまな家財道具や、家電製品、寝具そして自動車の山の 

処分が今後ますます重要になるだろう。 

息子(タロ)：再使用できるものはないのだろうか。こういう時こそ、拡大生産者責任と 

      して、生産者が引き取るように義務付けたらどうだろう。 

爺（ヌポ）：なるほど。太郎から拡大生産者責任の話がでてくるとは思わなかったよ。 

よく勉強しているね。感心。感心。 

拡大生産者責任とは、2000 年に制定された「循環型社会形成推進基本 

法」で明確にされた「生産者が生産した製品について使用後廃棄物になった

後迄、一定の責任を負う」ということで、物品ごとのリサイクル法にその考

え方が反映されているのじゃよ。しかし、排出者には、排出者責任があるの

だよ。家電製品のように、排出者がリサイクル費用を支払い、販売者が集め

れば可能だが、津波ではその排出者を特定できない場合が多い。またもとの
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持ち主だって、自分の意思で排出したわけでもないのじゃよ。ここは国や市

町村の責任で処理するのが良いと思うのじゃが。 

妻（ノミ）：一般廃棄物だからといって、市町村に処理させるのは、財政上無理でしょう。 

      やっぱりここは国の出番じゃないの。でも国も借金漬けだしどうすればよいの 

かしら。 

爺（ヌポ）：大変むずかしい話だが、大変大事な話じゃ。国の財政については、震災の前 

から問題になっていたが、今回追い打ちをかけた形になってしまったね。 

でも今が日本の正念場じゃ。目先だけを見るのでなく、広く被害者の目線で 

見ることが大切じゃ。日本は第２次世界大戦の後しっかりたち直した。 

底力
そこちから

はあるはずだ。今こそ皆の知恵が求められている。永田町のように 

争っている場合ではないはずじゃ。  

＜参考資料１＞ 

東北太平洋沖地震による津波の歴史(マグニチュード７.5 以上のみ) 

過去の津波データを探ると、三陸地方で 7．5 以上の地震に伴う津波は、1896 年～2011

年の 115 年の間に 7 回の頻度で発生していることがわかる。 

西暦(日本歴) ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 地域 被害概要 

869 年(貞観 11 年) 8.3 三陸沿岸 陸奥国府を襲った巨大津波 

仙台多賀城下、溺死者約 1 千名 

1611 年（慶長 16 年） 8.1 三陸海岸 伊達領内で死者約 1,800 人 

南部・津軽で人馬の死約 3,000 

1677 年（延宝 5 年） 8.0 磐城・常陸・

安房・房総 

磐城から房総にかけて津波発生 

死者・丌明者約 540 人 

1730 年（享保 15 年） (ﾁﾘで発生) 陸前海岸他 チリの地震による津波 田畑損壊 

1793 年（寛政年） 8～8.4 陸前・陸中・

磐城 

仙台，大槌・両石、気仙沼で家屋損

壊多数 死者 21 名 

1896 年（明治 29 年） 8.5 三陸海岸 死者は約 22,000 人 

明治三陸地震津波といわれる 

1933 年（昭和 8 年） 8.1 三陸海岸 津波による被害甚大、 

死者・丌明者約 3,000 人 

1938 年（昭和 13 年） ７.5 福島県東方沖 この年は、Ｍ７クラス地震多発 

1960 年（昭和 35 年） (ﾁﾘで発生) 三陸海岸他 三陸海岸で 5～６ｍの津波 

日本全体で死者・丌明者 142 人 

1968 年（昭和 43 年） 7.9 青森県東方沖 東北地方及び北海道沿岸で死者

52 人、三陸海岸で３～５ｍの津波 

1994 年（平成 6 年） ７.6 三陸はるか沖 八戸震度６、弱い津波あり 

2011 年（平成 23 年） 9.0 東北及び関東

地方 

東日本大震災と命名された。 

死者 15,327 人、丌明者 8,343

人（2011 年 6 月 2 日現在） 
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＜参考資料２＞ 

水難事故のライフジャケット着用者と着用しない人の生存率 

ライフジャケットを着用しなかった人の生存率がは 24％と大変低い。 

また、着用していた人の生存率は全体の約 84％と高い。 

 

                     ＜出典＞海上保安庁資料 

 

注）このデータは、主にマリンレジャーや釣りで波に浚われたり、水泳中に発生 

した水難事故ですから、津波での現象とまったく同じではありませんが、 

洪水や津波も溺死が多く、共通する面がありますので参考に掲載しています。 

東日本大震災の津波では、約 9 割は溺死だと報道されています。 


