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【これまでの活動】
年 月 日、広島県医師会の派遣したJ
MAT第一陣で、宮城県石巻市雄勝町を訪問。それ以
来、雄勝町の復興支援を続けている。その活動内容を、県医師会速報へ投稿。
年 月より、
「雄勝 OH ガッツ通信」と名前を変え、津波で人口の 割以上が流出した雄勝町の復興の現状を
レポートしている。震災後、 年目に入り、より本格的な復興支援をするために、
年 月、
「雄
勝町の復興を応援する福山の会」を立ち上げ、被災地の抱える少子高齢化、過疎、医療崩壊、産
業衰退などの課題を共有化し、それを解決しようとする被災地の取り組みをともに応援すること
を訴えている。

①

初めに

このゴールデンウィークを利用して、 月 日
から 日の日程で雄勝を訪問してきました。今回
の「雄勝ツアー」での活動内容の紹介を中心に、
報告したいと思います。このツアーに参加した
のは 名で、全員、「雄勝町の復興を応援する福
山の会」のメンバーです。昨年の春のツアーに、
松永ロータリークラブとして参加された松永地
区医師会の藤井益男先生夫妻が今回も参加され
ました。また、 歳代の女性が初参加されまし
た。各々の感想も交えて、報告していきたいと
思います。
）津波シェルターを雄勝町に展示する計画
の進捗状況、 ）現地で新しく開始された「語り
部・防災教育」のプログラムの体験、 ）元水浜
仮設住宅の住民との交流会、について報告しま
す。

高橋哲郎さんの自宅建設現場での記念写真

②

津波シェルターを 月に雄勝町
に展示する計画を推進中

号で紹介した「津波シェルター」は、尾道
市のツネイシクラフト＆ファシリティーズが開
発したもので、基本的に、国の強度試験を合格
し、 月の認可を待つ段階となっています。現
在、国内で国の強度検査をパスした津波シェル
ターはほかに 社あって、どれも、救命艇製造な
どの専門技術を持った造船会社だそうです。民
間には、強度検査を受けていない「シェルター」
が数多くあるそうですが、ツネイシクラフト＆
ファシリティーズの神原潤社長は、「国の強度
検査をパスする」ということに、強い想いを
もっておられます。
「今回の震災で亡くならなくてもいい命がたく
さん失われたのではと感じています。そのこと
を美談として片付けてはいけない。もっと、国
が国民の命と安全に対して責任を持つべきでは
ないのか。その責任をはっきりさせるものとし
て、シェルターを開発してきました。国の検査
をパスするということで、国民の命を守る選択
肢として、津波シェルターがあるということを、
国に正式に認めさせることができる。そうすれ
ば、今後の街づくりにおいても、高台移転以外
の選択肢が現実的になるのではないか。これま
でのコミュニティーを尊重して、海岸の近くに
生活することも可能になるかもしれないと思っ
ています」と、震災後、自ら被災地を回って実
感されたことを話されています。
今回、 月 日、雄勝訪問初日に、雄勝町味噌
作で、NPOやボランティアの力を借りて、流出
した自宅の自力再建を目指している高橋哲郎さ

（

）

年（平成

年） 月

日

広島県医師会速報（第

んの建設現場を訪問しました。この場所は、釜
谷トンネルから雄勝町へ入る人が全員通過する
ところです。
「雄勝花物語」の「お花畑」のちょ
うど対面に位置する格好の場所です。
高橋さんは、自分の保有す裏の山林から木を
きりだして、木造の自宅を建設中です。この建
設の支援をしている「まち・コミュニケーショ
ン」の宮定章さんの紹介で、高橋さんとお会い
することができました。
「このシェルターを展示
し、多くの方に見学していただき、いろいろな
改良点や、また被災地の復興にどのように活用
できるのか等々の意見を出してもらいたい。そ
れを吸い上げ、会社にもフィードバックし、被
災地復興の応援をしたい」というお話をさせて
いただき、自宅の前に展示することについて快
諾を得ました。
連休後の 月 日には、ツネイシクラフト＆
ファシリティーズの本社に伺い、雄勝での話し
合いの経過を報告し、「 月 日の海の日のあた
りに、展示できるように準備していきましょう」
ということで、計画を進めております。
今後、シェルターを雄勝町まで輸送し、展示
をしていくための費用が 万円から 万円程度
必要と考えています。これから、多くの方へ協
力を呼びかけていきたいと思いますのでよろし
くお願いします。

③ 「雄勝花物語」の「語り部・防災
教育」プログラムの体験報告
月 日は、午前 時から 時まで、一般社団
法人（非営利型）
「雄勝花物語」の「語り部・防
災教育」プログラムを体験しました。
「雄勝花物語」は、 ． の巨大津波で壊滅し
た石巻市雄勝町を「花と緑の力」で復興するた
めに、被災した住民が立ち上げた復興プロジェ
クトです。物語のはじまりは、
年 月に代表
の徳水利枝さんが津波にさらわれた母親や叔
母・従弟の霊を弔うために、瓦礫に埋もれた雄
勝町味噌作の実家跡地に花を植え始めたことで
す。それが契機となり、多くの方々の支援によ
り、瓦礫の中に
坪のお花畑が誕生し、多くの
被災者の心を癒してくれています。こうした活
動を継続、発展させていく中で、
年法人化
して、一般社団法人（非営利型）「雄勝花物語」
が生まれました。事業内容としては、「支援部
門」（被災地緑化支援・被災者支援）
、「教育部
門」（防災教育・ボランティア活動の受け入れ、
雄勝環境教育センターの活動）、
「事業部門」
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験教室＆セミナー）に分かれています。
こうした活動を通じて、人口が激減した雄勝
町を持続可能な魅力ある新しい町に創り変え、
UターンやI
ターンした若者が雄勝に定住し、新
しい復興の担い手になることを支えることを目
標としています。
今回は、
「雄勝花物語」の「教育部門」の「語
り部・防災教育」プログラムを体験しました。
このプログラムを作成し、自らも語り部とし
て、案内していただいたのは、徳水博志さんで
す。震災当時、屋上を超える津波に襲われた雄
勝小学校の教員をされていました。その小学校
跡地で体験談をお聞きしました。
「防災マニュア
ルはあり、それでは近くの山の神社が避難場所
でした。それに基づいた訓練もしていたのです
が、震災当時、最初の避難場所は校庭でした。
ちょうど通りかかった父兄から、マニュアル通
りに山へ逃げろと言われ、それを聞いた校長の
判断で、全員山へ逃げて間一髪で助かりました。
そこで得られる教訓は、トップ一人の判断に任
せるのではなく、情報を共有し、一人ひとりが
判断し、責任を持てる組織にしていかなくては
ならないということです」と語られたのは大変
印象的でした。また、
「自らの震災の体験に基づ
くだけではなく、科学的な知見も取り入れて、
防災対策をしていくことが重要である」という
ことも強調されておられました。その後、近く
で商店をされていた女性の方と、震災当時中学
生で、現在高校生の方のお話を聞きました。ど
ちらも、山へ逃げてから、空腹と寒さをしのぐ
ために、避難場所のクリーンセンターまでたど
り着くのがいかに大変であったのかを語られ、
「震災後の数日をどう乗り切るのか」という視点
も大切であることを強調されていました。
その後で、堀込智之氏の「津波防災の講義」
を受けました。この堀込氏は、石巻市長面とい
う、海岸から
mのところに住まれていました
が、震災では mを超える津波に襲われ、妻と
子供 人で近くのお寺に逃げ、さらに裏山に逃げ
込んで間一髪で助かったそうです。堀込氏は長
年、宮城県内の高校で物理の先生をされており、
定年後は「波のしくみと津波」をテーマに小中
学校で、実験教室を開催されていました。工学
博士であり、波の専門家であった堀込氏は、避
難生活のめどが立つと、すぐに、津波災害の科
学的調査、分析に乗り出し、地形によって津波
の動きがどう変化したのか、なぜ想像以上の高
さに達したのか、どの地域で犠牲者が多くでた
のかについて、調査、研究を進められ、奥さん

昭和

年

月

日

第

種郵便物承認

広島県医師会速報（第

の被災の体験談とともに「海に沈んだ故郷」と
いう本を書かれています。
今回は、
「雄勝花物語」の防災教育のプログラ
ムの一環として、堀込氏の講義がありました。
津波実験装置を使って、地形によってどのよう
なメカニズムで津波が変化するのか、平野部の
津波とV字谷の津波の特徴はどう違うのかにつ
いて、分かりやすく目の前で再現し、
「自分たち
が、今住んでいる土地に地形の特徴を正しくと
らえて、防災対策に役立てる」ことの重要性を
訴えられました。
この講義の中で、
「海岸沿いの地区の犠牲者が
想像以上に少ない反面、海岸から一番遠い、こ
れまでほとんど津波の被害を受けたことがない
地域に犠牲者が集中している」という現地調査
のデーターが提示された時、一番大きなショッ
クを受けました。
今回のツアーに参加した者全員、心のどこか
で、
「南海トラフで地震があっても、四国がある
から、大丈夫ではないか」という気持ちを持っ
ていましたが、
「その気持ち」そのものが一番の
敵であるということが明らかにされました。
特に、潮待ちで有名な鞆の浦をもつ福山は、
「瀬戸内海の東西から入ってくる津波がちょうど
ぶつかる中間点であり、津波の高さが 倍になる
ことはないのか」という質問をしましたが、そ
の解答の中で、その可能性があることを実例を
挙げて示唆されました。また、地震の震源地に
ついても、瀬戸内海の中にある断層が震源とな
る可能性があること、それにより津波が惹起さ
れる可能性もあることも明らかになりました。
今回のツアーで特に感じたのは、これまでの
「被災地支援」という側面が主要に見えていた段
階から、
「震災から学ぶ…防災対策やまちづくり
を学ぶ」という側面が前面にでる段階へ移行し
てきているということでした。

津波により 時 分で止まった時計を持って説明する徳水博志さん
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これまでの被災地支援は継続しながらも、自
分たちの防災対策や町づくりのために、被災地
から真剣に学ぶこと、そのために被災地ツアー
を継続していくことが大変重要であることを実
感しています。
「雄勝町の復興を応援する福山の会」として、
月の連休を利用して、
「被災地ツアー」を企画
していく予定ですので、ぜひ、関心のある方は
ご参加ください。

④

水浜仮設の住人との交流会の報告

月 日の午後 時から、水浜から つ隣の浜で
ある波板地区に建設されたばかりの「集会所」
を借りて、交流会を開催しました。この交流会
には 名近い、元水浜仮設の住人が参加されま
した。この交流会の前に、現在水浜地区で行わ
れている高台造成地を見てきました。特に、元
水浜仮設住宅の跡地は、元来水浜小学校があっ
た場所で、いますぐに住宅建設を開始すること
が可能な状態でした。その上にある造成地も基
本的な工事は終了していましたが、交流会でお
話を聞くと、この ヵ月以上工事がストップして
おり、その理由については説明されていないと
のことでした。縦割り行政の中で、
「基本となる
道路が確定しないので、その先の工事が進んで
いない」というような噂もありましたが、真偽
のほどは不明でした。
こうした中で、住民の中には、「高台移転後」
を見据えて、どう生きていくのかを考えざるを
得ない状況が生まれてきています。 年先、 年
先をどうするのかという問題でもあります。
そうなると、支援のもつ意味合いも変わって
きています。当面の生活を支援するという側面
も依然大切なのですが、
「若者が働き、住み着い
ていく」町づくりの展望をいかに前面に押し出

波板集会所での、元水浜仮設の住人との交流会
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して支援をしていけるかも、重要になってきて
います。
震災直後から、「オーガッツ」や「SWEET
TREAT 」が目指していた「日本の復興のモ
デルとなる町づくり」がよりリアル感をもって
受け止められていく局面に入ってきています。
今雄勝には、こうしたコンセプトを共有できる
「雄勝花物語」や「雄アイランド構想協議会」な
どの多くの組織が生まれてきています。このよ
うなさまざまな団体の協働関係を編み上げてい
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く中で、復興へ向かう大きな流れを創出してい
く必要があります。
「雄勝町の復興を応援する福山の会」は、震災
直後から掲げ続けてきた「雄勝創興」の理念の
もとに、さまざまな協働関係を創出していく役
割を果たしていきたいと考えています。
「雄勝町を日本の復興モデルに」を実現してい
く活動を、「雄勝町の復興を応援する福山の会」
のf
a
c
ebo
o
kを通じて発信していきますので、ぜ
ひ応援をよろしくお願いします。

分娩機関の新設をご予定の先生へ
「産科医療補償制度」加入手続きのご案内
「産科医療補償制度」へのご加入につきましては、下記「産科医療補償制度お問合せ窓口」宛
にご連絡下さい。お電話をいただき次第、加入手続書類をお送りいたします。

＜産科医療補償制度お問合せ窓口＞

TEL

‐

‐

（午前 時～午後 時、土日祝日除く）
除日本医療機能評価機構（本制度運営組織）

