（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 8, 2009 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 8, May, 2009

自然災害に対する“地域力”に関する一考察
－和歌山県田辺市の沿岸部集落を事例として－
Local Capacity Against Natural Disasters
: Case Study from Coastal Community of Tanabe City, Wakayama Prefecture
落合知帆*・原口統**・小林正美***
Chiho Ochiai *･Osamu Haraguchi **･Masami Kobayashi
This study reviewed the activities of the voluntary organization for disaster prevention (VODP), and the history and
the social background in three coastal communities in Tanabe City. It was clarified that the activities and approach on
disaster prevention was different depending on the communities which are formed in the same coastal area close to
each other. Taking this result, interview survey was conducted at one community where the disaster prevention
activity is not done. Result showed that this community has “a capacity” against disaster prevention since experience
has been handed down and established good relationships among neighborhood through daily life.
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活動を評価し、その実態や問題点を指摘した研究 1)2)3)や、自主防

1. はじめに
近年、被災時における安否確認などの迅速な対応に、
“地域の

災組織と防災福祉コミュニティの統合に関する研究などが多数

つながり”が役立ったという事例が、仙台・宮城地震や新潟県中

行われてきた 4)。しかし、自主防災組織の実態と、その背後にあ

越沖地震において報告されている。

る過去の災害経験や社会特性、
日常的な生活までを視野にいれた
研究 5)は少ない。

日本では、阪神淡路大震災の経験によって、行政機関の救援
活動だけでは、災害時の対応に限界があり、日常的な住民間の関

本報告では、東南海・南海地震およびそれによって発生する

わり合いが有効に働いた地区が見られたことによって、
住民自ら

津波災害が予想されている和歌山県田辺市の沿岸部をフィール

の災害対応が重要であるという認識が高まった。
これを受けて各

ドとして、近隣数地区の自主防災組織の実態を明らかにする。ま

自治体では自主防災組織の結成を通じて、
「共助」による地域防

た、過去の災害経験や日常生活の中から形成される“地域力”を

災力の向上を目指した取り組みが行われている。

地域防災という視点から考察する。

日本各地では、地域の防災力向上に積極的に取り組む自治体
がある一方で、多くの場合、自主防災組織としての役割を町内会

2. 和歌山県田辺市と東南海・南海地震・津波
和歌山県田辺市注 1)は、紀伊半島の南西側、和歌山県の南部に

が担い、
新たな組織の設立が実際の防災活動に直接結びついた例

位置し、沿岸部に市街地を形成するほかは、大半を森林地域が占

は限られている。国および自治体は、自主防災組織の結成率を重

める中山間地域となっている。

要な指標として取り上げているが、
結成率と実際の活動には大き

近年の高齢化に伴い、市全体の高齢化率が 26％であるのに対

なギャップがあることが指摘されている。日本各地では、高齢化

して、
本研究対象地である田辺市沿岸部が位置する中心市街地の

や過疎化が進み、
町内会の活動自体がままならない現状において、

中には、40％を超える地区が多くなっている。その中には、高齢

新たな組織を形成して助け合う仕組みを構築するのは現実的な

者が住民の半数を超える地区も見られ、
市街地の過疎化も進んで

対策とは言い難い。

いる。

このような背景の下、住民による地域防災力向上には、自主

和歌山県沿岸部の多くは、今後 30 年の間に 50%以上の確率で

防災組織のような新たな組織の結成を目指す以前に、
地域社会に

発生するとされる東南海・南海地震によって、津波被害だけでも

ある既存の組織や、日々の生活で形成されている近隣関係、日常

数千人規模の死者数（発生時間などにより約 3000 名～8000 名）

や非日常の地域活動など、
地域住民の思考を左右する歴史的およ

が見込まれるなど、甚大な被害が予想されている 6)。

び社会的特性を理解する必要がある。また、住民自らがこれまで

これを受け、和歌山県では「津波から『逃げ切る！』支援対

培ってきた地域維持能力および問題解決能力を、
地域社会に既存

策プログラム検討委員会」が設立され、シミュレーション結果に

する“地域力”として捉え直し、各地域が抱える課題（高齢化や

よって、県内 33 地区の津波避難困難地域が指定された 7)。その

過疎化等）を踏まえた現実的な対策を住民とともに議論し、解決

うち 5 地区が田辺市に指定されている。

策を見出していくプロセスに重点を置くことが求められる。
これまでの地域防災に関する既往研究では、自主防災組織の
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これに対して田辺市では、自主防災組織の推進やハザードマ
ップの配布、広報を通じた住民啓発を行うほか、連絡協議会の発
足・定期開催、津波避難タワー建設などを通じ、避難困難地域を
解消すべく、対策を行っている。このため、沿岸部の市街地周辺
地域では、すでに自主防災組織が形成されており、高い結成率と
なっている。
3. 調査の方法と期間
本調査では、昭和 21 年の南海地震・津波により被害を受けた
経験があり、また、特に人口が集中している 3 地区（江川地区、
文里地区、新庄地区）を対象地とした注2）。
【図-1】 調査対象地区

初めに、各地区の防災体制、防災の取り組み、防災活動のき
っかけなどについて、
各地区の防災活動に詳しい町内会会長や公
民館館長などに対してヒアリングを行った。3 地区の位置関係を
（図 1）に示す。
さらに、防災の活動が行われていないとされた江川地区にお
いて、その理由と地域の状況を把握するため、①過去の被災経験
（南海地震・津波、チリ津波）
、②地域的特徴、③地域のつなが
り、ご近所付き合い、④伝統的な祭りとその役割、⑤東南海・南
海地震に対する意識などに関するヒアリング調査を約 80 名に対
して行った。
ヒアリング調査は、2008 年 7 月から 8 月にかけての約 1 ヶ月

【写真-1】 文里地区避難階段

にわたり実施した。
4. 調査対象 3 地区の概要と防災活動
各地区の歴史的背景とその地域の防災対策を、表 1 にまとめる。

震・津波では、文里湾内に集中して流入した津波が、それらの木
材を押し流し、23 名の死者を出す大きな被害をもたらした。そ
の被害状況は、
「新庄災害史」として後世に残されている。

(1) 文里地区
昭和 21 年に発生した南海地震・津波当時、この地区には住宅

防災の取り組みとしては、
本地区の公民館館長と小学校校長の

があまり見られなかったのにも関わらず、37 名の死者を伴う大

発案で、
小学校の子供たちに対して南海地震の経験を語り継ぐ活

きな被害を受けた。そのほとんどは、田辺の土地勘のない一時的

動を続けている。本地区では、このような活動が長期にわたって

に滞在していた戦後の引き揚げ者であった。その後、宅地開発が

実践され、現在では、教育を通じた防災力の向上に積極的に取り

行われ、現在の文里地区が形成された。

組まれており、地区内の新庄中学校 3 年生の選択授業として「新

文里地区では、自主防災組織主導で避難階段の設置（写真-1）

庄地震学」が設けられるなど、そのユニークな取り組みが注目を

や避難訓練の定期実施などが積極的に行われている。そのため、

集めている。
さらに自主防災組織の活動に関しても学校教育と連

田辺市では文里地区を自主防災組織優良事例として他の地域へ

携を取りながら進められている。

の発信を行っており、その先進的な取り組みは、メディア各方面

(3) 江川地区
江川地区は、長い歴史を持つ漁村である旧江川町と、1960 年

にも取り上げられている。加えて 2008 年には、田辺市初の津波
避難タワーが建設され、地域住民の関心を集めている。

代に埋め立てによって宅地開発された旧桝潟町が昨年合併した

(2) 新庄地区

地区である。

この地区は、紀州の山林で伐採された木材を利用した製材業

旧桝形町は、戦後の漁業の繁栄と人口増加に伴い、海岸を埋め

が営まれていた地域で、昔から住宅や製材所があった。南海地

立てた宅地造成地で、沿岸部に田辺漁港が位置している。住民の

【表-1】地区別防災対策と歴史的背景
地区名
項目
地理的状況
地域の状況
南海地震・津波被害
防災対策

自主防災組織

文里

新庄

江川（旧江川町）

文里湾の左岸に位置し、背後に小高い
丘がある
戦後に開発された住宅地

文里湾の右岸に位置し、
住宅地が広がる

会津川の右岸に位置する三角州が元になっ
て形成された土地
江戸時代から歴史のある漁師町

死者37 名（引き上げ者）
家屋流出
自主防災組織の結成と積極的な活動
避難階段の建設、海抜標の設置
津波避難タワーの建設
積極的に実施

戦前からの住宅地
木材製材所などがあった
死者23 名
家屋流出
新庄災害史の再編纂
防災教育を通じた防災意識の向上
新庄地震学の設置
実施
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死者なし
浸水被害
行政による海抜標の設置

まったく活動していない
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多くは旧江川町の次世代世帯である。
ここでは、行政から配布されたハザードマップの情報から
危険地区であることが認識されており、
自主防災組織が結成され
ているが、その実態は、住民が避難訓練に参加したり、避難用リ
ュックを準備するなど、自主的な判断に任せられている。
それに対して、江川地区の旧江川町は、津波避難困難地域に指
定され、自主防災組織が結成されたものの、目立った活動は行わ
れていなかった。
「高齢者が多いため、助け合うのは難しい」や
「自主防災組織という新たな組織を作る必要はない」
（町内会会
長）との意見が多く挙がり、結果的に自主防災組織としての活動
は行わないとの自主判断がなされた。
4-2 3 地区間における防災に対する意識の違い
調査を行った 3 地区は、いずれも旧田辺市の沿岸部に位置し、
【図-2】 江川地区位置図（旧江川町と旧桝潟町）

近隣でありながら（自転車で 15 分程度）
、全く異なる歴史的・社
会的背景を有しており、
同じ津波避難困難地域であっても過去に
起きた南海地震・津波による被害が、大きく異なっていた。
文里地区と新庄地区では、
防災への取り組みが形として見られ
た（自主防災組織の活動と防災教育の普及）のに対して、江川地
区の旧桝潟町では、自主的な対策にとどまっており、また、旧江
川町では、防災に関する活動は特に行われていなかった。
長い歴史を持つ凝視町である旧江川町において、
高齢化の現状
を踏まえ、
自主防災組織としての活動を行わないという判断がな
されていたということは非常に興味深い点である。
5. 田辺市旧江川町に見る地域力
以上 3 地区での基礎調査の結果から、
防災に対する積極的な取

【写真-2】 旧江川町の様子

り組みがされていない旧江川町において、
ヒアリング調査を行っ

害を受けなかった。多くの住民から「みぞっこが溢れて水がこの

た結果をもとに、旧江川町における地域住民の災害経験や意識、

辺りまできた」と聞かれるように、今もなお被災経験のある高齢

日常的な助け合いの有無などを以下に整理し、
地域防災の視点か

者が多く居住しており、
そういった過去の被災経験が地域の人々

ら考察する。
江川地区における旧江川町の位置関係を図 2 に示す。

に「江川に津波は来ない」
「来ても浸水だけ」
（多数：ヒアリング）
という意識を形成していることが伺えた。

5-1 地区の特徴と災害経験

その一方で、かつての被災経験から、西へ向かって逃げること

(1) 旧江川町の特徴と災害経験
旧江川町は、江戸時代に起源を持つ歴史の古い漁村であり、か

（＝土地の高い本通りを通る）や、避難地は丘の上の第三小学校
であることなど、
大きな地震が発生した後の避難経路と避難場所

ねてより和歌山県の主要な漁港として栄えてきた。
入り組んだ通

に関しては、
ほぼすべての住民がはっきりと認識していることが

路に間口の広い木造住宅が密集するなど、
かつての漁村の景観が

確認された。

今もなお残っている。現在は顕著な高齢化に伴う後継者不足、漁

(2) 災害経験

獲量の減少などが起因して、漁業、商業を中心とした生活基盤が

南海地震・津波災害は、
約 60 年前の経験だが、
「引き潮が強く、

衰退を見せつつある。

あっという間に灯台の所まで水が引いた」や「津波が襲ってくる

しかし、漁業を通じて営まれる日常生活や、450 年の歴史を持

時にはごう音がして、漁師さんが津波が来るぞ、と言ったのを聞

つ田辺祭り（写真-3）への参加・運営などを通じ、それぞれの世

いて避難した」
など多くの住民がその当時の光景を鮮明に覚えて

帯が近隣世帯の状況を日常生活パターンまで把握しているケー

いる。また、被災時に幼少であった住民でも親世代から津波の体

スも多く、
「昔はお醤油の貸し借りをするようなところだった」
（70 歳代女性）や「お嫁に来たころは、近所の人が玄関から勝

験談を聞いている。このように、護岸が整備され、海岸部分が埋
め立てられるなど、
被災当時から大きく姿を変えた旧江川町であ

手に台所に入ってきて驚いた、今はもう慣れた」
（60 歳代女性）

るが、被災経験や避難の際の教訓が言い伝えられていることで、

などからもわかるように、
“向こう三軒両隣”の密接な近隣関係

津波の怖さや威力、
さらには避難ルートやその避難先が地域住民

が今もなお維持されていることが分かった。

に熟知されていた。このように、日常生活の中で次世代に津波の

昭和 21 年の南海地震・津波において、旧江川町では、押し寄

経験が語り継がれていることは、地域防災として、重要な要素の

せる波が会津川に集中して北上し、
川の水位上昇によって排水溝

一つであると考えられる。

からあふれ出した海水が浸水を招いたものの、
津波の直接的な被

- 40 -

（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No. 8, 2009 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 8, May, 2009

(3) 町内会組織
「組」を最少自治単位とする旧江川町は、連合自治会の形態を
取っており、各組ごとに三役が存在する。各組は約 20 世帯で構
成されているため、組内であれば、ほとんどの住民がお互いの日
常行動パターンを知っているということであった。組単位では、
回覧板の受け渡しや、葬祭準備の手伝いなどが日常的に行われ、
組単位の活動の中で、密接な人間関係が形成さているとともに、
「組」意識が根付いていた。
(4) 地域のつながり、近隣関係
旧江川町では、
夏になると家の前に置かれた長椅子での夕涼み
や、
玄関先で網の修繕作業をしながら世間話をしている光景を毎
日のように目にすることができる。
特に夏になれば玄関はあけっ
ぱなしで、
近隣の交流が活発になっている様子が見受けられるな
ど、日々の生活の中で“向こう三軒両隣”のような小さい単位で
【写真-3】 田辺祭りの様子

の強い近隣関係が今もなお残っていることが明らかになった。
また、
「お嫁に来たころは、どこの家に入ったなどという行動

対する目に見える活動や取り組みが行われていない地区を
“災害

まで観察されているようだった」
（60 歳代女性）というように、

に脆弱である”と安易に捉えるのではなく、日常の生活で培われ

特に住宅が密集している狭い路地などでは、
外部者の存在に敏感

た地域の近隣関係や被災経験の伝承、
伝統的な習慣や行事を通し

であることが伺えた。このような、地域住民がお互いを気にかけ

て形成される地域のつながりなどが、その地域に潜在する“地域

る習慣が、防犯の役割もいることが推察される。

力”であることが明らかになった。本調査を通じて、
“地域力”

(5) 伝統的な祭りとその役割

は、自然災害に関する意識を高め、災害時におけるスムーズな対

田辺市には、今年 450 年目を迎える田辺祭りがあり、旧江川町

応を可能とする要素を含んでいることが示された。

では、3 つの神様を祭っている。旧江川町の各組は、4 年に 1 度

今後は、特に高齢者および女性に視点を当て、近隣関係といっ

の担当が回ってくると組総出で祭りの準備を行う。
祭りに際して

た日常と、お祭りや季節的な行事などの非日常の双方から、地域

は、各家から 1 名を役に出す慣わしがあり、打ち合わせを中心と

社会に潜在する“地域力”を継続して調査し、その形成プロセス

した長い準備作業が行われる。それを通じて、各家の家族構成や

を明らかにする。加えて、地域力を支えている各個人が持つ自立

家族の事情は組単位で熟知され、
さらにそれが数年に一度の祭り

した意識に視点を当てる。

の準備の度に再確認されていることが明らかになった。
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(6) 小まとめ

田辺市沿岸部のヒアリング調査では、
田辺市役所および田辺市住

以上に述べたように、地震・津波災害に対する対策が行われて

民の方々、
特に江川地区の皆様の全面的な協力を得て行えたもの

いないと懸念されていた江川地区であったが、旧江川町には、長

である。ここに記して謝意を表します。

い歴史の中で培われた漁村の地域性や日々の生活、
伝統的な祭り

補注

などによって育くまれた“組”または、
“向こう三軒両隣”単位

(1) 平成17 年5 月1 日から市町村合併により、田辺市、龍神村、中辺路
町、大塔村、本宮町が一つになり、田辺市となった。これにより、
県内一位、近畿で最大面積（1,026.77km²）を誇る市となった。現在
人口は約79,800 人(2008 年)である。

の強い“地域のつながり”があり、これが江川地区の潜在的な“地
域力”に大きく寄与していると推測される。
しかし、上記に示した“地域のつながり”やこれまでにこの地
域にすでに形成されている意識が、防災に寄与するものとして、
これまで位置付けられていないことが明らかになった。

(2) 新庄地区は、津波避難困難地域に指定されている名喜里地区に位置
している。
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