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➢家庭における火災予防とAEDの概要について 
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Ⅰ部-1 陸前高田における防災対策などの概況について 
市防災対策室長 大和田 正 氏 

ボランティア作業中の 
避難などについて 

・震災の前には沿岸各地に津波検潮器を持っていたが、津波により被災しそ
のデータが残っていない。気仙沼にあったものは大島の先端にあったため対
応できるかと思ったが、こちらも被災した。 
・GPS波浪計は釜石海上保安部に設置してあり、津波到来30分前に6メートル
の波を観測した。防災放送では気象庁発表の3メートル、15時30分に6メートル
以上の波を観測したことを放送した。 
・沖合では6メートルの波がここでは15メートルの波となったが、これはリアス式

海岸の地形が影響している。広い湾口から湾内奥に入るにしたがって狭くなり、
その分津波が高くなった。また、沖の深いところで発生した津波は浅いところに
向かうにしたがって高さが増すことも影響した。（潜水効果） 

・沖で発生した津波は速度が非常に速く、丘でも陸上の短距離選手並みに速
い。そのため、波を見かけてから逃げたのでは車でも走っても逃げ切れるス
ピードではない。 
⇒作業にあたる際はこれらを念頭に置いておいてほしい 



津波浸水予想図に 
ついて 

・国の中央防災会議を受けて岩手県地域防災計画に反映していた。それと合
わせて陸前高田市の地域防災計画を作っている。 
・震災前は30年確立の宮城県沖地震を想定。当時は高田松原の防潮堤
（5.5M）を超えて侵入する波の高さは1Mくらいと想定していたため、市民体育
館、市役所までは到達しないという予想だった。 
・震災を受けて3月27日に岩手県地域防災計画の中で最大限の津波を想定し

たシミュレーションを作成することとなった。シミュレーションは県で作成。高田
町の12.5Mの防潮堤を作った場合のシミュレーションは出来たが、その他の地

域はそれぞれの地域で防潮堤の高さを決め、地域で相談の上浸水予想図を
決定する。市では地域に入る準備をしており、防潮堤の高さが決まった後、地
域に入って予想図を示して避難経路、避難場所を指定するという作業をこれ
からしていかなければならない。 

避難場所の想定と 
避難方法について 

・避難経路、避難場所、浸水予想図などが出来るまでの当面の避難場所など
の想定については、浸水区域を当面の想定区域に想定。地震や津波注意報
があった場合はそこから上へ避難する。 

・震災前は津波注意報の場合、沿岸地区にいる人だけ避難、それ以外の地域
に関しては避難準備を促すということにしていた。警報の時は浸水区域の人
はすぐに高台に避難としていたが、現在その区別はなく、浸水区域内に住居
はないため、警報などが出た場合は速やかに高台へ避難していただきたい。 
・過去の大きな津波の場合津波は地震から30分後に来ていたが、予想よりも
早く到達することもあるので、避難体制をとれるようにしておいてほしい。 

・避難方法は徒歩で避難するのが原則だが、松原地内から山の上まで徒歩で
の避難はなかなか難しい。中央防災会議でも徒歩だけではなく車での避難を
考える必要もあるとの案もある。いち早く避難行動を取ってもらいたい。 

・過去の例を見ると地震が来てから津波が来るまでの間、テレビを見たりラジ
オを聴いたり、周りの様子を見て避難行動をしないで情報収集に当たっている。
避難にかかる時間の半分以上を情報収集に充てている場合もある。いち早く
避難をしてほしい。また、ここで地震を感じなくとも大きな津波が来ることもある
ので（例えばチリ地震津波など）、こういった情報もいち早く入手してもらいたい 



防災無線の復旧状況に
ついて 

・発信する側である親局は市役所にあり、発信するシステムは市役所、消防
署、広田湾漁協にあったが、いずれも被災。仮の発信機で消防署から発表し
ていたが、3月から親局が設置になったため市役所から発信している。休日当
番医、時報の予約放送を開始している。 
・子局は126ヵ所のうち46ヵ所が震災で壊れたが、ポールの立っている11か所
については去年の12月に復旧しており、放送開始している。 
残りの地域についても8月外れには放送開始できるのではと思っている。 

・ふるさとセンターの外に立っている大きなポールはウォーターサイレンと言っ
て名古屋市で使われているシステムだが、これを陸前高田市でも取り入れよ
うとしている。 

・その他の区域にも順次設置が進んでいるが、難聴区域についてはこの際解
消をめざし、市内を見渡しながらやっている。 

・広田、長部に関しては孤立対策としてソーラーパネル設置、子局を使って市
役所と連絡を取るシステムの対策、海上に対してはウォーターサイレンを使っ
て沖合まで届くよう取り組んでいる。 
・いずれ8月には工事が終わる予定だが、それでもさらに難視聴区域があった
場合には個別受信機（ラジオのようなもの）を配ろうと考えている。 

・時間がかかった要因としては、アナログ方式からからデジタル方式に電波を
変えて、新しい電波を国に申請してもらうまでに時間がかかった。 
 

・警報、注意報は気象庁から発表されるものなので、テレビ、ラジオからの情
報収集によっても同じものが得られる。8月までは放送が発信できないので浸
水区域などで作業する際にはラジオなど持ち歩くようにしてほしい。 

・エリアメール、ツイッターなどの新しいシステムもあるが、市職員が直接発表
するため少し時間がかかるかもしれない。冠水などの情報も発信しているの
で、そういう時に使ってほしい。 

災害時の情報収集に 
ついて 



河川などの災害に 
ついて 

・河川についても観測システムがあり、水かさによって避難指示などの情報
システムがあるが、津波よりも判断が難しい。今年の九州の災害のような場
合は、降り始めた段階で避難するなどしてほしい。 

・観測システムがあるので、河川反乱については指示を出してから避難で間
に合うと思われる。 

・土砂災害についてはどこが危ないのか、普段と違うところはあるのかにつ
いては地域の人が詳しいので、地域の方から情報を得て土砂災害に備えて
ほしい。 



Ⅰ部-2 家庭における火災予防とAEDの概要について 
市消防署長 村上 信幸 氏 

火災予防について 
・22年に比べて火災が3300件増加、また死者についても28人の増加してい
る。内、住宅火災による死者はずっと1000人を超える人数で推移（H15年か
ら1000人超え）。 
・16年から住宅用火災警報器の設置が始まり、住宅火災の死者は減少傾向
にあるが、昨年48人の増加。 
・住宅火災の死者の66％以上が65歳以上の高齢者。60％以上が逃げ遅れ。 
・住宅火災の出火原因は主にコンロ、タバコ、放火の疑い。 

住宅防火 
命を守るの七つのポイント 

【三つの習慣】 

寝たばこ禁止、ストーブは燃えやすいものから離れて使用、ガスコンロなど
の火から離れる時は必ず消す 
 
【四つの対策】 

住宅用火災警報器設置（逃げ遅れ対策）、寝具・衣類・カーテンは燃えやす
いものをつける、消火器の設置、隣近所の協力体制を作る 



住宅用火災警報機に 
ついて 

・設置義務あり。設置しただけではなく、定期点検も行うことを勧める。煙を感
知して警報機だけが鳴るタイプと、連動式の家のどこかで煙を感知すると設置
した警報機がすべて鳴るタイプがある。1か所を点検すると電波を出して設置し
ているすべての点検が実施できる。販売しているものだと最大16個まで感知。 

設置場所について 
・逃げ遅れをなくすために 
普段寝ている寝室 
→寝ている最中に火災が発生して逃げ遅れる事例が多いため 
寝室が二階にある場合は階段室 
→煙は階段を伝って早期に二階に侵入するので、階段を登ったところにおい
て煙を感知するようにする 

消火器について 
・事業所の場合使い方、面積などによって設置の決まりがあるが、個人宅に
は規制はない。 
・消火器の使い方はすべて同じ。 
【使い方】 
①上部の黄色い安全ピンを上に引き上げて外す 

②ホースを外して火元へ向ける（ホースの中間部分を持つと狙いが定まらな
いので、先を持つ） 

③レバーを握る（レバーが握れない時は消火器を下に置き、上から体重をか
けると握れる） 
④手前から箒で掃くようにして使用 
【使用上の注意】 
・必ず風上から使用のこと（風下から使用すると粉が自分の方にかかる）。 

・室内で使う場合は粉で視界が見えなくなり自分がどこにいるのかわからなく
なるので、使用前に必ず逃げ場を確保すること。 

・放射すると部屋の中が粉でいっぱいになり、そうすることで火が消えるので、
放射したらドアを閉めて逃げること。 



AEDについて 
・AEDは電源を入れると音声で次に何をすればいいのか教えてくれる。 

・パットにはどこに貼ればいいのか書いてあるので、これを見て音声案内に従って
操作できる。 
・機種によって蓋をあけると電源が入るものと、電源を入れるものがある。 
【使い方】 
①電源を入れる 
②パットを心臓を挟むように貼る 
③コネクタを接続すると機会が心電図を取る 

④電気ショックが必要と機会が判断した場合、充電開始。スイッチを押すと電気が
流れる 
⑤意識、呼吸がなければ心臓マッサージを行う（2分後に機械が再度心電図を測
る） 
【使用上の注意】 

・電気ショックを与える時に傷病者に触れていると、触れている人にも電気が流れ
るので気を付けてほしい。また、自分の体が触れていないかも確認してほしい。 

・パットは体に密着させるのが大事。体が濡れている際には濡れている部分をふ
き取ってからパットを貼る。・ペースメーカーを入れている場合は皮膚が膨らんで
いるので、その位置から2,3センチ離したところに貼る。 
・心肺蘇生と一緒に使うことが有効なので、心臓マッサージも同時に覚えてほしい。 
・AEDは設置するだけではなく、故障しているかどうかの点検を行うことが必要。
AEDは毎日自分で自分を定期的に点検している。異常が出た場合は印が出たり
ライトの点滅などで知らせる。 
・パットの有効期限は2年、バッテリーは3～5年。 

・維持管理が出来ていない有効に働かないことがあるので、維持管理の部分で
点検を行ってほしい 
・消火訓練やAEDに関わる訓練は消防署の方で行っている。時間などの相談も可
能なので、訓練を考えている方は消防署まで問合せを。 
 



➢質疑 

（質問） 

避難所、避難経路の指定について、支援団体も住民と一緒になってハザードマップを作っていく必要があると思う
が、作る上でこれからどういうところにポイントを絞って考えていけばいいのか？ 

（質問） 
AEDの現在の設置個所は現在把握しているのか？ 

（回答：市防災対策室長 大和田氏） 

元々市で決めたものではなく、地域のコミセンや自主防災会と相談して決めていったもの。県から来たハ
ザードマップを見て、どこに避難すればいいのか、避難経路などについて地域で相談しながら決めたものな
ので、今回もそのようにしていかなければならない。地域の高台、一次避難所（6時間くらい、地域の高台）、

二次避難所（避難長期化の際に生活を送る場、地域の自主防災会にお世話になりながら暮らしていく場所、
地域で管理している公民館、公の施設などを指定していきたい。秋ごろに地域に入って相談したい） 

（回答：市消防署長 村上氏） 
現在把握していない。AEDそのものには設置届けでがない。消防ではいろいろな施設に立ち入り検査という

ことで消防用設備の設置確認を各事業所に回るが、その際にここにあったよという形でデータを集めること
はしている。また、その際に合わせてAEDの維持管理ということで期限の確認とうはしている。 



Ⅱ部 分科会 「第Ⅰ部陸前高田における防災の概況」をうけ、 
【住民】【支援団体】【その他アクター】それぞれができること―1 
  第1班 

○防災訓練 
・積極的に避難訓練や火災訓練を行った方が良い 

‐ 学校では、地震、津波、不審者、火災etcで避難訓練をして
いる。 
‐グラウンドに仮設があるところは教育委員会で判断し、一緒
に避難訓練をするのはどうか。 
‐火災訓練・消火栓の設置などについて要望があるのであれ

ば、住民から市や消防署へリクエストを出した方が良いので
は【行政】【住民】 

・反射板や街灯など夜間の防犯 
‐どこに必要なのかリストアップ。市からの許可が出るのであ

れば、設置は支援団体がすることもできる。【行政】【住民】
【支援団体】 

 
○注意喚起 
・地元の方による避難経路の看板 

‐地元はもちろんだが、主にボランティアへ向けて。新たに高

田に来た人の危機意識の低さの問題。活動時であれば、住
民の判断を仰ぐことも大切。 
看板の製作を一緒に行うことも有効か。 
【住民】【支援団体】 

※ボランティアセンター・派遣団体では一応リーダーに避難経
路や心構えを伝え、安全面に配慮している。 

・一本松付近が立ち入り禁止区域ながら観光地化されている 
‐それぞれが出来る情報発信を。看板などの設置も検討して
欲しい。【住民】【支援団体】【行政】 

・大雨の時、冠水しそうな所等のマップを作成してもらう。 
‐冠水危険マップ。道路整備などで直ってきていることを考え、
最も把握しているのは行政である、という意見から。【行政】 

第2班 

○仮設における火災対策 
・AEDや消火器など消防設備の配置状況把握 

-消防団、区長などと連携して情報収集を行う【住民】【支援団
体】 

・災害時に高齢者などの助けができるよう、住民同士の連携を図る 
-隣組のような、少人数のグループを形成して有事の際に備
える【住民】 
-住宅を再建し仮設を後にする人も出始めたため、区長も現
在の入居世帯数、人数など把握しきれていないケースもある。 
区長から協力をもらい入居の把握を行う【住民】【支援団体】 

・状況把握はそれぞれの地区に入っている支援団体で分担して行い、
最終的な取りまとめを連絡会で行う【支援団体】 

-とりまとめた情報は市と情報共有する【行政】【支援団体】 
 

 

第3班 

○情報発信・交換 
‐パンフレット、映像作成等を通して、災害に対する情報を発する。
【支援団体】 
‐常に近くの住民とコミュニケーションをはかり、災害が起こった
際の情報交換を円滑に行う。【住民】 

○具体的な防災対策 
‐過去にあったハザードマップを最新のものに更新していく。 
（県の方で既に動き始めている)【行政】 
‐防災無線の設置→防災無線を受信して自動でスイッチの入るラ
ジオがある模様（高田以外で導入事例のある市町村もあり） 



Ⅱ部 分科会 「第Ⅰ部陸前高田における防災の概況」をうけ、 
【住民】【支援団体】【その他アクター】それぞれができること―2 

  第4班 

○AED 
背景：AEDが市内のどこにあるか、誰が管理しているか取りまとめて

いるものがない。設置が必要な場所に足りていない現状もある。しか
し、AEDはバッテリーチェックなどの導入後の管理体制の整備や取り

替えに掛かる費用など、諸々事前に考慮すべきことがあり、「提供し
て終わり」ではない。 
  
・できること： 

‐①既存の場所の把握【支援団体】【住民】 
‐②作成されている既存のMAPに落とす【支援団体】 
※地区の掲示板にそのエリアのAED設置場所を掲示する 
【住民】 
‐③その上で追加的に必要と思われる場所の洗い出し【支援

団体】【住民】【専門家】※設置の基準などはあるのか？要調
査。 
‐④設置に当たっては補助金が出るはず（行政に申請が必要）

まとめて洗い出しを行なえば、その部分で行政に協力を請うこ
とも可能か。【支援団体】【専門家】【行政】 
 
※仮設の状況を鑑みると、日中は高齢者ばかり。AEDは心肺

蘇生を必ずセットで行わねばならないが、体力のない高齢者
が出来るとは思えない。「実際に命を救うために」どのような行
動をとるべきか、心肺蘇生の講習以外にもできることはあるの
ではないか。 

  

○ ハザードマップ 

背景：陸前高田は土砂崩れの危険地域に指定されている。台風シー
ズンの河川の氾濫も著しい。津波以外の災害への対策も行われてし
かるべきだが、震災以降の安全な避難場所を全員が知っているわけ
ではない現状。（特に元々の居住区域と違う地域の仮設に入ってい
る人など） 
  
・できること 
街歩き企画の実施…どこが安全、どこから避難できる、街灯の状況・
道路状況などの把握【支援団体】【住民】【専門家】 

‐ 専門家による街歩きレクチャー（災害の種類による兆候や
目を配るべき視点など） 
‐ 住民の方々と歩いて危険個所の把握、撮影←この際専門
家が同行していると災害前の兆候などわかるのでベター 
‐ 把握した場所（写真）のマッピング 
‐ 改善できることを挙げる→各アクターができることに分ける  
 ※専門家だけでなく、市の消防署や各町消防団も地域の 
  危険個所などはかなり通じているので、参加を呼び掛ける 
  のも有効。 
  【支援団体】【住民】【専門家】→【行政】  
 

  

★コーディネーターがいる大学の学生がこちらに来た時、地域に入り
込んでこのような企画を行うのもいいのではないか。 

 


