
 
 

特集論文（『社会分析』43 号, 2016, 45～62 頁） 

 

巨大地震被害想定下のコミュニティ 

─高知市の事例より─ 

 

室井 研二  
 

 

1 日本の防災パラダイムと東日本大震災 

 

 日本の防災パラダイムの基本的特徴としてしばしば指摘されるのが、①防災行

政の中央集権制、②防災対策における科学主義的（工学的）志向、③災害法制の

応急対策への偏りである。①と②は原理的には独立しているが、実際的には重な

り合う部分が多く、「上からの防災」や「マネジメント型防災」と称される（田

中 2013）。③は、言い換えるなら、中長期的な災害復興の局面への法制度的対

応が手薄であるということである。 

 具体的にみておこう。防災行政の中枢に位置づけられるのが中央防災会議であ

る。中央防災会議の会長は内閣総理大臣であり、内閣総理大臣が防災担当大臣や

関連する省庁の大臣、指定公共機関の長を委員として任命する。中央防災会議は

防災計画の策定にあたって専門調査会を設置し、その委員には適当な学識経験者

が選任される。こうした組織構成のもと、例えば震災対策の場合、地震学者が地

震の発生時期や規模を検討し、また工学系の研究者がそれに対応した防災対策案

を作成し、中央防災会議に答申する。中央防災会議でその案について審議し、防

災基本計画を決定する。防災基本計画が見直される場合は、地方自治体の地域防

災計画にもそれに対応した修正が求められる。こうしたプロセスは基本的に一方

向的である。それゆえ、コミュニティ（住民）が防災に関与・参加するのは、防

災行政システムの最末端に位置する地域防災計画の、それも履行局面にほぼ限定

される。コミュニティ（住民）にとって既存の防災行政はきわめて外在的な存在
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であり、それゆえそうした防災に対する関心や参加意欲は低いものになりがちで

ある１）。 

 防災対策における科学主義的（工学的）志向は、被害抑止対策において顕著で

ある。一般に被害抑止は、開発規制や土地利用計画によって災害の社会的発生源

を除去する対策と、防災施設や構造物の設置によってハザードを制御し被害抑止

を図る工学的対策に大別できるが、これまで日本では両者の間に整合性が乏しく、

比重的には後者の工学的対策が主流を占めてきた２）。工学的対策が被害軽減に

関して大きな成果を上げてきたことは確かである。しかし、土木工学的対策は決

して万能ではなく、そうした対策への過信が新たなリスクを創出するおそれもあ

る。技術的な安全性は、財源や所定の確率計算式等によって制約された一定の想

定に依拠するものであり、そうした想定そのものに絶対的根拠はないためである。

したがって、想定外の事態が生起する可能性は避けられない。その一方で、逆説

的に、土木工学的対策が大規模化、普遍化するにつれて、ローカルな防災組織や

災害文化は弱体化する傾向があるため、想定外の事態が起こると被害はより深刻

化するおそれがある（大熊 1988; 田中 2013）。 

 現行の防災パラダイムには中長期的な復興の観点が弱いことも問題点としてし

ばしば指摘される。災害法制の要である災害対策基本法は、発災時の応急対策の

総合化を主眼としたものであり、対象とされている局面が初動体制に偏っている

点に特徴がある（牧 2010）。しかし、いうまでもなく、災害過程は中長期的な

復興の局面を含むものであり、1995 年に発生した阪神淡路大震災ではこの局面

における矛盾が浮き彫りになった。大規模な災害が発生すると、復興に向けた迅

速な政策的対応が求められる一方で、それが巨額の公金の出動を伴うものである

以上、復興計画の正当性が問われることになる。つまり、復興計画の策定過程に

おける住民参加や合意形成が求められるわけであるが、被災者が離散、疲弊した

状況でこれらの作業を遂行することには実際的な困難がつきまとう（林 2010）。

阪神大震災では復興計画の策定過程におけるこうしたジレンマや、結果として、

都市基盤の復興に比べて被災者の生活再建が立ち遅れたことが問題点としてしば

しば指摘された（岩崎他編 1999; Edgington 2010）。 

 さて、2011 年に発生した東日本大震災後、こうした防災パラダイムにどのよ

うな変化が生じたのだろうか。まず指摘できるのは、中央防災会議を頂点とした
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既存の防災行政の機構に変化は生じていないことである。むしろ、3.11 後に新た

に 18 もの専門調査会が設置されるなど（2015 年 11 月現在）、専門家による災

害制御体制が強化された。土木工学的な災害抑止対策も顕著である。被災地では

大規模な防災施設建設、沿岸部の嵩上げ、集団移転地の造成事業等、復興と防災

が一体化したこれまでに例をみない巨大土木事業が各地で展開している。その一

方で、復興事業の根拠法である東日本大震災復興特別区域法（特区法）における

住民参加規定の欠如、被災者の生活再建の立ち遅れ等が問題点として指摘されて

いる（山下 2014; 金子 2014）。また 3.11 後には、今後発生が予測されている

巨大災害（南海トラフ地震や首都直下型地震）の被害想定が大幅に上方修正され、

そのことは関連する多くの自治体、コミュニティに大きな衝撃を与えた。2013

年には国土強靭化基本法が制定され、全国の災害危険地域で防災を目的としたハ

ード事業に巨額の公共投資が行われるようになった。強靭化法は巨大災害による

国家の機能麻痺を回避することを目的とするものであるが、その財政規模の大き

さや自治体裁量権の少なさを土建国家への回帰として批判する声も少なくない

（例えば、五十嵐 2013）。 

 もっともその一方で、既存の防災パラダイムを見直そうとする動きもみられる。

巨大災害の被害想定が上方修正されたこととも関連して、「減災」や「レジリエ

ンス」という考え方が強調されるようになった。防災施設や災害予知技術を活用

して災害の発生を封じ込める（「防災」）という考え方から、災害の発生を受け

入れたうえで被害を可能な限り軽減したり、被害からの迅速な復旧・復興を図ろ

うとする考え方へと基本的な発想の転換がみられるようになったといえる。それ

に伴い、避難を中心としたソフト対策に力が入れられるようになった。これは地

域住民による自主的な対応を要請するもので、「下からの防災」が政策的にも奨

励されるようになったといえよう。国際的にみても、コミュニティ防災は国連の

防災行動基本枠組の基本理念とされている。2014 年には災害対策基本法の改正

を踏まえて、住民参加を前提とした地区防災計画制度が創設されるにいたってい

る。災害復興に関する法律も制定された（2013 年、大規模災害からの復興に関

する法律）。その内容は、復興を従来のようにインフラ復旧事業に限定せず、被

災地の「生活と経済」の再建を視野に入れたもとして捉え、住民参加型の復興ま

ちづくりに道を開くものとなっている。 
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以上のように、東日本大震災は国や自治体の防災体制に大きな見直しを迫って

いるが、その方向性は錯綜している。筆者は、既存の防災パラダイムの限界を補

うものとしてコミュニティが果たす役割に関心をもつものである。そこで本稿で

は、3.11 後の「下から」の防災の現実や可能性について検討する。 

事例に取り上げるのは、南海トラフ巨大地震の重点対策地域の 1 つである高知

県高知市である。東日本大震災の経験を今後／他地域の巨大災害対策に活かした

いという考えから、そうした調査地の選定を行った。また、上述のように 3.11

後、南海トラフ地震の被害想定が上方修正され、それに関連する統計や地図情報

が数多く出回っているが、その多くはハザード（自然外力）に関するデータであ

り、被災想定地域の社会経済的側面にスポットを当てた研究は乏しい。しかし現

実的な対策を講じるためには災害の社会的側面に対する目配りは不可欠であり、

またこの点の実態解明に社会学が果たすべき役割があると考える。南海トラフ地

震の被災想定地域の災害脆弱性とはどのようなものであり、それはどのように形

成されたのか。東日本大震災の発生後、こうした地域の防災にどのような変化が

生じているのか。それは「下から」の防災という観点からみた場合、どのような

示唆をもつものなのか。これらが本稿で検討してみたい問いである。 

 論述は以下の手順ですすめる。まず、高知市の都市化や開発政策の変遷を土地

利用に着目した観点から概観し、それが同市の災害脆弱性や防災との関わりでど

ういった意味をもったのかについて検討する。続いて、現在活発な地域防災活動

を展開している市街地の 1 地区（下知地区）を取り上げ、同地区の社会経済的特

質について分析する。最後に、3.11 後、下知地区で実践されているコミュニティ

防災の特質や課題について検討する。 

 

2 高知市の開発と災害履歴 

 

 浦戸湾奥に形成された高知市市街地は南海トラフ地震で多大な被害が予測され

ている。浦戸湾はひょうたん型のくびれ地形をなしており、それが天然の防波堤

の役割を担っているため、南海トラフ地震が発生しても市街地の想定津波高は高

いものではない。しかし、市街地はほぼ全域にわたって海抜 0m 地帯に含まれて

いるため、津波が発生すると広範なエリアが浸水する。さらに地震に伴う断層運
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動によって地盤沈下が発生するため、浸水域はさらに拡大し、かつ長期にわたっ

て浸水状態が続くことが予測されている。実際、高知市ではこれまでに 100～

150 年スパンで周期的に地震津波が発生し、こうした長期浸水被害を繰り返し経

験してきた。にもかかわらず、どうして災害に脆弱な 0m 地帯に密集市街地が形

成されたのか。災害の経験は、その後の防災にどう役立てられたのか。以下で検

討してみたいのはこの問いである３）。 

 現在の高知市の市街地の大部分はもともと海であった場所である。しかし、近

世の城下町建設と合わせて沿岸部の干拓と新田開発が精力的に推し進められ、海

の陸地化がすすんだ。拡張された領地内では身分階層的な居住地分化がすすみ、

災害に脆弱な沿岸部の低湿地は農民の居住地とされるとともに、水害発生時には

城下町を守るための遊水地としての利用が図られたとされる（渡辺 1971; 間城 

2003）。 

近世に形成されたそうした空間構造は近代に引き継がれ、開発に起因する新た

な災害脆弱性が上乗せされていく。高知は城下町の歴史的伝統をもつ伝統・消費

型都市であるが、明治後半から交通体系の整備が進んで市街地が拡張し、沿岸部

では一定の工業化の進展がみられた。その結果、昭和南海地震（1946 年）では

従来にない広域的な長期湛水被害が発生した。それはそれまでの開発型土地利用

に反省を促すものであり、災後の市議会では沿岸部の 0m 地帯を防災の観点から

遊水地として活用する事業構想が提案された。しかし結果的にこの案は実現せず、

市は下水道対策を充実させることで市街地としての土地利用をさらに推し進めた

（高知市議会史編纂委員会編 1970: 50）。長期浸水で広範な塩害が発生したこと

も、農地の宅地転用を促す方向に作用した。 

高度成長期に入ると、高知県内の周辺市町から高知市への人口流入が顕著にな

った。周辺市町からの人口圧力に直面して急務となったのが住宅対策である。市

は市営住宅の建設に取組み、1956 年から 1965 の 10 年間に 12 の団地が造成され

た。民間アパートの建設も旧ピッチで進み、1959 年までに市内で 1700 戸のアパ

ートが建設されたとされる（高知市史編纂委員会編 1985: 150）。人口の急増に

伴う財政支出の増加に対応するため、市政の重点課題とされたのが工業化である。

消費都市的な膨張と財政悪化から脱却すべく、「消費都市から生産都市へ」の転

換が高度成長期の市政のスローガンとされた。工業化は当時の国策でもあった。
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全国総合開発計画の策定を背景に、四国でも県レベルで四国総合開発計画が策定

され、その中で浦戸湾奥の沿岸部は戦略的な開発拠点とされた。1965 年には、

高知市は国の四国地方開発促進計画における拠点都市に指定され、国策上の位置

づけを付与された。それにより、浦戸湾臨海工業地帯にかかる大型公共事業が本

格化することになった（高知市議会史編纂委員会編 1974）。 

しかしながら、交通条件等がネックとなり、高知市の工業化は滞った。沿岸部

の 0m 地帯には鉄工所等の零細事業所の一定の集積がみられたものの、大規模企

業の誘致は実現せず、広範な未利用地が発生した。その一方で、旺盛な住宅需要

が存在したことから、そうした土地でなし崩し的に宅地化が進行することになっ

た。こうしてこの時期、住宅と零細事業所が混在的に密集する現在の市街地沿岸

部の原型が形成されることになった。 

もともと遊水地として利活用が図られていた土地で急激に市街地化がすすんだ

ことで、0m 地帯では水害が頻発するようになった。そうした開発と災害の矛盾

を決定的に印象づけたのが、1970

年に発生した高知水害（台風 10 号）

である。この災害は被害の大きさだ

けでなく、高知市における開発行政

の歪みを象徴する災害として注目を

集めた。既述のように、浦戸湾の港

口は孕み地形になっており、自然の

防波堤的な役割を果たすものであっ

たが、それは同時に大型船の航行を

阻むものでもあり、当時推進されて

いた臨海工業開発の障害となってい

た。そこで県は種崎半島の付け根部

分を掘りぬいて港口を拡幅するとと

もに、航路整備のための浚渫を行い、

さらにその浚渫土砂を用いて湾内を

240ha（湾総面積の 30％）埋め立て

るという大規模な開発計画を策定し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 浦戸湾開発計画図（1960 年現在） 

（高知市（1985: 199）より転載） 
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た（図 1）。台風 10 号はそうした開発事業が実施されている最中で発生した災

害であった。そのため、湾口の拡幅や湾内の埋立が市街地への浸入水量の増加を

招き、被害を増幅させたという見解がメディアによって報じられ、またそれは世

論の支持を得て、浦戸湾開発計画は規模の縮小を余儀なくされた（高知市史編纂

委員会 1985; 中山 1999）。しかし浦戸湾の東半分は人口陸地と化して景観が一

変するとともに、湾口の拡幅と埋立により 0m 地帯の想定浸水域はさらに拡大す

ることになった。 

台風 10 号後、市は有識者を招いて防災対策の抜本的見直しに着手し、防潮堤

の強化をはじめとした高潮対策事業、地盤沈下防止対策（地下水取水からダム利

用への水利用体系の転換）、下水道の強化による内水排除対策を強力に推し進め

た。中でも内水排除対策では時間雨量 77 ㎜に耐える他都市に例をみない巨大な

雨水下水道管が整備され、市街地の防災対策は格段に改善された。しかし、台風

10 号は開発と災害の因果関係が問われた災害であった。有識者会議の答申でも、

土木工学的な対策だけでなく、開発規制による災害抑止対策の重要性が強調され

たが、この点での成果は乏しかった。以前から市の総合計画では、「開発事業に

先立ち、土地保全条例や開発指導要綱により適切かつ十分な開発規制を行う必要」

（高知市 1967: 86）が強調されていたが、そこで主眼とされているのは郊外の新

たな宅地開発であり、既成市街地ではもはや実効性のある開発規制は行い得なか

った。高知市 0m 地帯の防災対策はもっぱら治水に関する土木工学的対策として

展開していくことになった。 

1970～80 年代にかけて、高知市は流入人口の住宅需要に対応するため郊外で

宅地開発を進める一方で、市街地では投資的経費はもっぱら浸水対策に充てられ、

都市基盤整備は抑制された。しかし 1980 年代後半になると、都心の空洞化や高

齢化、大店法の規制緩和に伴う中心商店街の衰退を背景に、市街地再開発が政策

課題として浮上した。市は 1985 年に「高知市中心市街地再開発構想」をとりま

とめ、90 年代に入ると市街地改造を目的とした大規模公共事業が本格化した。

その結果生じた変化として指摘しておきたいのが、第 1 に、マンションの増加で

ある。建築基準法の規制緩和に加え、高度成長期に建設された木造住宅も老朽化

が進み建替え期を迎えていたことから、1980 年代後半以降、市街地の建築確認

申請数は増加に転じ、建築物も大型化した（高知市 1989: 29-30）。既成市街地
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では古い木造住宅の狭間に中高層マンションが虫食い状に混在するようになり、

またそれに伴って住民の入れ替わりが起こった。第 2 に、新たに大規模な住宅開

発が実施された。市街地の外延に残されていた最後の泥湿地（弥右衛門地区）が

1989 年に土地区画整備事業の認可を受け、市街化区域として開発がすすめられ

た。その結果、同地には車道が整備されて郊外型店舗、物流倉庫、マンション等

が乱立するようになり、地域の景観は一変した。開発にあたっては盛土等の水害

対策が実施されたが、東日本大震災発生後、南海トラフ地震による想定浸水域が

大幅に上方修正されたため、全域が浸水エリアに含まれることになった。 

以上のように、高知市 0m 地帯の災害脆弱性は開発に関連した土地利用の変化

によって創出されてきた。市当局もそのことを自覚し、防災の観点から開発規制

の必要性が強調されてきたが、他方では、都市化に伴う住宅需要への対応や工業

開発に関連した土地利用対策に追われ、実際の防災は土木工学的な対策に終始す

る経緯をたどってきた。その結果、市街地では先進的な排水対策がすすんだ一方

で、想定浸水域でスプロール的に都市化が進み、災害ポテンシャルがこれまでに

なく拡大するという皮肉な状況が生みだされた。 

 

3 コミュニティの社会的世界 

 

歴史的沿革 

市街地が置かれている社会経済的現状をコミュニティレベルで把握しておきた

い。事例に取り上げるのは、市街地の外延に位置し、浦戸湾に面した下知地区で

ある。近代以降の開発で大きく変貌を遂げた地域であり、南海トラフ人による浸

水リスクが最も高い地域の 1 つである。また後述のように、東日本大震災後、活

発な地域防災活動が展開されている地域でもある。高知市の災害脆弱性やコミュ

ニティ防災の可能性といったことを検討するにあたり、最適な地域であるといえ

る。 

現在の下知は鉄工関係の零細事業所が集積する職住混在型の地域である。近世

の新田開発で生みだされた干拓地で、長く泥湿地に農家が点在する寒村であった

が、大正期に電鉄で市街地とつながって以降、次第に市街化がすすみ、1926 年

に高知市に編入された。地盤が軟弱な干拓地であるため、昭和南海地震では地盤
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沈下が発生し、数ヵ月にわたる長期

浸水を経験した。 

下知の人口は昭和 20 年代後半か

ら急増する（図 2）。当時の主要な

物資運送手段は舟運であり、その船

着場であった下知には回漕業、倉庫

業の一定の集積があり、戦後復興期

には住宅需要や朝鮮特需による木材

景気に沸いたという。鉄工関係の事業所も多数立地し、それと並行して市営住宅

や木造アパートの建設がすすめられた。農家の離農と不動産階層への転化がすす

む一方で、県内から若年労働者が多数流入し、人口に占める商工業従事者の比率

が上昇した。終戦直後に 6,000 人ほどだった下知の人口は 1960 年には 10,000 人

に達し、職業構成では「技能工・生産工程」が 32.9％（1960 年）を占めた。児

童数も増加し、ピークの 1958 年には下知に立地する小学校の児童数は 2,383 人

に達し、市内最大のマンモス校と評された。 

しかし、宅地化に伴う遊水地の減少は都市水害の頻発を招き、1970 年の台風

10 号でも下知は大きな浸水被害を被った。この災害後、沿岸部の防潮堤がコン

クリート製のものに強化され、地下には 77 ㎜の巨大排水管が整備されるなど、

ハード面の防災対策は強化された。その一方で、災害を嫌って表通りの比較的富

裕な住民層の郊外移転がすすみ、住民の低位階層性が強化されたという指摘があ

る（渡辺 1971）。 

高度成長期以降になると、舟運の外洋航路への移行や工業化の頓挫により、地

域の産業も次第に停滞するようになる。住宅の密集に伴って工場騒音が問題にな

り、昭和 40 年代には区画整理で鉄工・木材関係の事業所が一部内陸部に移転さ

れた。その一方で、同時期には市営住宅が民間に払い下げられ、住民の定住化が

すすんだ。また下知は中心市街地に近く生活利便性が高いことから、都心通勤層

などの一定の流入がみられ、1970～80 年代にかけて人口はほぼ一定の状態が保

たれた。 

1990 年代以降になると、定住第 2 世代の独立と流出を背景に、住民の高齢小

世帯化が進行し、空地や空家も散見されるようになる。時を同じくして、市は市

図 2 下知地区の人口 
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街地再開発に着手し、マンション建設が虫食い状にすすんだ。新たな人口流入が

みられたことで、下知の人口は 1990 年代から再び増加に転じ、特に弥右衛門地

区の開発が行われた 2000 年代初頭には著しい増加率を示した。しかし、住民構

成の混住化がすすんだことで地域の自治活動はむしろ停滞し、1953 年から続け

られてきた地区運動会も 1990 年代後半には少子高齢化を理由に廃止されるなど、

近年になって下知には沈滞した雰囲気が漂うようになった。以下では下知地区の

現状を 2014 年に実施したサーベイ調査４）の結果をもとに、住民属性、地域参加、

防災の 3 つの観点からより具体的にみておきたい。 

 

人口の流動性と階層的低位性 

 高度成長期以降、高知市は県内の周辺市町村から人口を吸収し、膨張を続けて

きた。そうした地域特性は下知地区の住民構成にも顕著に反映されている（表

1）。下知に戦前から居住している人は 3.9%に過ぎず、コンスタントに人口の入

れ替わりが生じている。住民の出身地は県内（高知市内を除く）が占める割合が

高い。人口の流動性に対応して、集合住宅（特に賃貸）居住者の比率が高く、特

に市街地再開発でマンションが増加した平成 16 年以降の入居者では、持家率が

10.3%であるのに対し賃貸集合住宅の居住者は 50%にのぼっている。 

家族の縮小も顕著であり、独居や夫婦のみといった小規模世帯が半数を占める

一方、多世代同居世帯は 5%に満たない。住民基本台帳のデータを用いてこの点

に関する継時的な変化を確認すると、1970 年の下知の人口は 10,455 人、世帯数

は 3,572 であったのが、2014 年度には 9,286 人、5,159 世帯へと変化した。つま

り、人口は減少したのに世帯数は増加したわけで、1 世帯当たりの人員数は 2.93

人から 1.80 人（全市の平均は 2.22 人）に縮小した。こうした変化は、いうまで

入居時期

出身地

住居形態

世帯構成

世帯年収

 戸建持家 42.6　  集合住宅（分譲） 24.0　  集合住宅（賃貸） 28.4

 独居 20.1　 夫婦のみ 33.3　 夫婦と未婚子 23.0　 三世代同居 4.9

 200万円未満 31.4　  200-400万円  27.0  　400-600万円 16.2
 600-800万円  5.9　  800-1000万円  2.5　  1000万円以上 3.9

 現住地 13.2　  市内 34.8　  県内 37.7　  県外 13.7

　戦前から  3.9   　   1945-1964年 15.2　   1965-1984年 22.1
  1985-2003年 27.9　   2004年以降  29.9

表 1 住民の基本属性 
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もなく、定住第 2 世代の流出に伴う世帯縮小やマンションへの単身入居者の増加

によるものといえる。 

住民の所得階層分布も低位への偏りが顕著である。世帯の年間収入は 400 万円

未満が 58.4%を占め、600 万円以上は 12.3%にすぎない。なお、世帯収入は年齢

と有意な関連を有しており、70 歳以上の層では 400 万円未満が 88.5%、うち 200

万円未満が 48.1%を占めている。もともと下知は労働者が多く経済階層的に低位

の住民が多く住む地域であったが、高齢化に伴ってそうした傾向がより顕著にな

ってきているといえる。 

以上をまとめるなら、下知地区の住民属性は、人口の流動性、階層的低位性、

世帯の小規模性、集合住宅（特に賃貸）居住者の多さといった点によって特徴づ

けられる。 

 

社会的凝集性の弛緩 

 こうした住民属性上の特徴を反映して、下知地区では社会的凝集性の低下も顕

著である（図 3、表 2）。住民の社会関係は町内、地区内といった狭域よりも、

市内、市外といった広域を中心に形成されており、町内や地区内で日常的に親交

のある人が皆無と答えた人は順に 40.5%、46.8%にのぼっている。属性別でみる

と、入居時期と住居形態で有意差がみられ、居住年数が短い層、集合住宅に居住

する層で、そうした傾向が顕著である。親族に関しても、日頃つきあいのある親

族が地区内にいると答えた人は 21.1%にすぎない。 

図 3 社会関係の空間的分布 
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  団体への加入状況に関しては、町内会のスコアの低さが目を引く。全戸加入

を原則とするはずの町内会に加入していると考えている人は 34.8%にすぎず、町

内会活動が半ば形骸化していることがわかる。1 人あたりの平均加入団体数も

1.02 団体にすぎず、地域の行事や取組みに参加している人（「よく」と「ある

程度」の合計）も 26.9%にすぎない。これらは名古屋市南区５）と比較して著し

く低い数値である。属性別でみると、ここでも集合住宅居住層（特に賃貸）で町

内会や地域行事への参加率は顕著に低くなっている。 

 

防災意識 

 下知のような流動性の高い地域の場合、防災に関してまず問題になるのは、災

害文化の継承が困難なことである。下知は昭和南海地震で長期浸水を経験した地

域であるが、現在の居住者でそれを実際に体験した人は 14.2%に過ぎず、「ほと

んど知らない」が 39.2%を占めている（図 4）。出身地との関係をみると、現住

地で被災体験がある人はわずか 0.5%（1 人）である。三陸の漁村地域などと違

い、過去の災害の継承はきわめて困難な状況にある。さらに、都市化や開発によ

って地域の地形的形状や建造環境が大きく様変わりしてしまったため、そうした

過去の災害の記憶自体がそのままでは役立たない可能性が高い。 

 第 2 に、地域防災の社会的基盤が脆弱なことである。地域の自主防災活動に積

極的に参加している人は 4.4%に過ぎず、「ほとんど参加していない」が 56.9%

を占めている（図 5）。東日本大震災後、市は自主防災組織率の向上に力を入れ

ており、現在（2014 年 10 月現在）の組織率は 90%近くにまで上昇したとされる

が、組織率の数字自体にはほとんど意味がないことがわかる。中でも賃貸住宅居

住層の参加率は低く、「ほとんど参加していない」が 81.0%にのぼっている。災

親族関係

地区内に
親族いる

***

町内会
***

自主防
災組織

**

加入
団体数

高知下知 21.1 34.8 9.8 1.02 26.9

名古屋南区 46.2 62.4 2.8 1.42 48.5

団体加入

地域行
事への

参加***

表 2 地域参加の状況
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害対応に関する共助志向も、名古屋と比較して相対的に低いものとなっている

（図 6）。属性別では、そうした共助志向の低さは狭域における社会関係が貧困

な層で顕著である。災害対応の担い手という点では、町内会・自治会への期待の

低さが際立っている（図 7）。地域防災のこうした脆弱性は、いうまでもなく先

述した社会的凝集性の弛緩に由来するものであるといえるだろう。 

 第 3 に、しかしその一方で、絶対値こそ大きくないものの、自主防災組織の参

加率に関しては下知のほうが名古屋市南区よりも有意に高い（表 2）。属性別に

みても、集合住宅（分譲）居住者の方が持家層よりも参加率が有意に高いという

図 6 自助か共助か 

図 4 歴史災害に関する知識

図 5 自主防災活動への参加
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特異な結果を示している。災害対応の担い手という点でも、自主防災組織に対す

る期待は相対的に高い（図 7）。下知における自主防災活動の実態については次

節で詳しくみてみることにしたい。 

 

 

4 東日本大震災後の動向 

 

高知における東日本大震災発生後の防災の動向はおよそ以下のようなものであ

る。まず、中央防災会議の南海トラフ地震被害想定見直しを受けて県でも被害想

定が上方修正され、それに伴って地域防災計画の見直しがすすめられた。 

防災対策を避難対策、被害抑止対策、長期浸水対策の 3 つに大別するなら、具

体的な進展がみられるのは避難対策と被害抑止対策である。避難対策に関しては、

校区ごとの避難計画の策定、避難訓練、避難路整備、避難施設の確保等の取組み

が実施された。なかでも津波避難ビルの指定は、2011 年 4 月に 6 施設だったの

が 2015 年 12 月には 281 施設（収容人口 24 万 4 千人）へと大幅に改善された。

被害抑止対策に関しては、県が中心になって海岸・河川堤防の耐震化やかさ上げ

が推進されている。財源には南海地震対策特措法が活用され、県の南海地震対策

予算は 2012 年度の 169 億円が 2014 年度には 362 億円へと倍増した。逆に立ち遅

れているのが、長期浸水対策である。最大クラスの地震が発生すると市街地の震

水域は 2,800ha におよび、13 万人が避難生活を強いられると想定されているが、

図 7 災害時に頼るもの（多重回答） 
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それに見合った食糧備蓄、避難所、応急仮設住宅の建設用地を確保する目途は立

っていない。県は有識者を交えた検討委員会を立ち上げ、排水対策を中心に検討

をすすめているが、排水後の土地利用や社会経済的な復興対策にまでは手が回っ

ていない。3.11 後に見直された被害想定においても、想定されている被害は発災

時の人的被害や建造物被害にとどまり、長期浸水被害が被災者の生活や地域経済

に及ぼす影響は視野の外に置かれている。 

対策上の問題点としてもう 1 つ指摘しておきたいのが、防災移転をめぐるジレ

ンマが顕在化していることである。周知のように、事前の被害回避策として国が

推進しているのが防災移転対策である。高知市では高台が少ないため防災集団移

転の実施は事実上不可能であるが、市は市街化調整区域の土地利用規制を緩和し、

郊外の宅地開発や企業の高台移転が進みつつある。公共施設（病院や消防署）の

郊外移転も実現した。しかしその一方で、災害リスクが高い市街地沿岸部の 0m

地帯では地価が下落し、居住地移転がこれまでになく困難になるという矛盾が生

じている。政策的には防災移転の推進が強調されているのと裏腹に、最も危険性

の高いエリアに住む住民ほどその地に住み続けることを余儀なくされるという逆

説的な状況が生まれている。 

 そんな中、下知地区では 2012 年に下知減災連絡会という自主防災会の連合組

織が結成された。中心的な担い手になっているのは自営商工業者層である。津波

が発生すると住宅のみならず職業的被害も発生すること、にもかかわらず経済的

事情から事業所の移転も不可能であることからくる危機感が、地域での自主防災

活動に駆り立てたという。既述のように、下知は流動性の高い地域であり、昭和

南海地震の記憶は風化している。災害知の欠如を補うため、減災連絡会がまず取

り組んだのが他の被災地からの学びである。阪神大震災や東日本大震災の被災地

を視察し、防災や事前復興に関するノウハウを学ぶとともに、講演会やミニコミ

紙を通して地域住民へのフィードバックがこまめに行われている。避難対策に関

しては、地区内に高齢世帯が多いことを鑑み、市の施策よりもはるかにきめ細か

な防災マップの作成や津波避難ビル指定が独自に進められている。避難対策をめ

ぐるそうしたこまめな取組みが、これまで没交渉でありがちであったマンション

住民との交流を生みだしている面もあるという。先に見た自主防災組織に関する

アンケート調査の結果はそのことを反映するものとみてよいだろう。長期浸水対
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策に関しては、県内の中山間地域（仁淀川町）と災害時疎開保険を趣旨とした取

決めを独自に取り結び、日頃から地域行事の際には互いに行き来するなど新たな

地域間関係が形成されている。2014 年には、地区内の各種団体に呼びかけて下

知地域内連携協議会というまちづくり組織が新たに結成された。これは防災活動

の前提となる日常的な地域活動の活性化を目的とするものであるとともに、震災

発生後の復興まちづくりの組織母体としての役割が期待されている。 

 こうした防災まちづくり活動を発展させていく上で最大の課題となっているの

が、行政との連携である。対策の実効性を確保するという点で、住民だけの対応

では活動財源や専門知識の面で明らかな限界があるためである。これまで減災連

絡会はたびたび高知市に対して事前復興対策に関する要望や提言を行ってきたが、

市は被害や避難の予測が困難であることなどを理由に必ずしも積極的な対応をし

てこなかった。しかし、住民側は県議を介して働きかけを続け、2014 年には長

期湛水対策に関する行政との意見交換会を実現させるなど、幾分の進展がみられ

るようになった。こうした活発な地域防災活動は国からも評価され、2015 年に

下知は内閣府の地区防災計画事業のモデル地域の指定を受けた。下知では防災や

コミュニティ活動がこれまでになく活発化しているといってよいだろう。 

 

5 まとめにかえて 

 

これまでの議論から汲み取れる論点をいくつか抽出し、またそれに関連する若

干の提言を行うことをもって結論に代えたい。 

第 1 に、高知市の 0m 地帯では、工学的な防災対策がこれまでになく進展する

一方で、社会経済的な災害脆弱性がこれまでになく深刻化していることである。

こうした矛盾はいうまでもなくこれまでの開発政策や都市化の歴史的帰結として

現出しているものであり、工学的な防災対策と開発（規制）政策の整合性の欠如

に起因するものである。この点に関する真摯な歴史的反省とともに、行政には防

災対策の前提として重点対策地区のコミュニティが置かれている社会経済的現状

に対する政策的配慮が求められよう。 

 第 2 に、南海トラフ地震被害想定の見直しが住民生活に逆説的な影響をもたら

していることである。いうまでもなく被害想定の見直しは災害への危機意識を高
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め、防災対策を拡充させる狙いをもつものであるが、逆にそのことが地価の下落

を招き、階層的低位層の土地への緊縛を帰結している面がある。これは災害・防

災に関する「科学」的な想定やそれに依拠した工学的対策と、そうした想定の社

会経済的な受容や生活面での対策のギャップともいえる問題である。そうしたギ

ャップをどう埋めるかが、防災の課題として問われるべきであろう。 

 第 3 に、コミュニティの「放置」と「再生」ともいうべき動向がみられること

である。これまでの分析が示すのは、災害脆弱性が開発の歪みの帰結として立ち

現われ、そのしわ寄せが階層的周辺層に集中していることである。そして、その

地を離れることが叶わない人たちの間で最後の依り場として地域的結束が再生さ

れ、同様の困難を抱えた地域との連帯のもと地域の生き残りが模索されていると

いう現実である。それが「下から」の防災の現実的な姿なのである。確かに、下

知減災連絡会の取組みにはコミュニティ防災の範例として評価されるべきものも

多いが、それは見方を変えれば「放置」されたが故の強いられた共同なのであっ

て、住民だけの対応には自ずと限界があることは明らかである。このような現実

に自治体がどう向き合い、どのように応えることができるのか。地区防災計画の

真価や防災パラダイムの転換の内実も、こうした意味での自治や分権の行方を追

うことから明らかになろう。 

 

注 

1) 以上の叙述は、2015 年 11 月に名古屋大学で開催された国際ワークショップに

おける黒田由彦の報告（”The Great East Japan Earthquake and change of disaster 
management”）を参考にした。 

2) 防災と開発の関係を批判的に論じたものとして石井（2007）や 松田 （2011）
を参照のこと。 

3) 高知市の開発に関するより詳しい分析は、室井（2016）を参照してほしい。 
4) この調査（「防災とコミュニティに関する意識調査」）は 2014 年 12 月、高

知市下知地区の江ノ口川以南のエリア（5,159 世帯、9,286 人（2014 年 9 月現

在））を対象に自記式、郵送法で実施した。選挙人名簿で無作為抽出した 500
人に配布し、204 人から回答を得た。 

5) 上述のアンケート調査は名古屋市南区（星崎学区、白水学区）でも実施した。

実施時期、調査手順は同じである。両学区の住民 600 人に調査票を配布し、287
人から回答が得られた。名古屋市南区も南海トラフ地震で被害が想定されてい
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る 0m 地帯である。名古屋の調査結果の分析は次稿に期すことにしたい。 
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