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１９９５年１月１７日午前５時４６分。
わが国で初めて大都市を襲った直下型地震、“阪神・淡 路大震災”（兵庫県南部地震）が発生した。マグニチュード７．３、
震度６（一部地域では震度７）－地震は激烈な破壊力 で未曾有の被害をもたらした。あの日から間もなく１０年目を迎える。
神戸市も甚大な被害を受けたが、社会基盤がほぼ復旧 し、災害に強い安全な都市づくりが着実に進んでいる。
例えば、災害時の情報伝達の重要性を痛感した体験か ら市役所に「防災情報センター」が整備され、
防災関係機関などが緻密な防災ネットワークを構築し ている。
また、大震災の際、住民相互の日頃のつながりが住民 の手による初期消火や
救出・救護などを効果的にした教訓から、地域組織「防 災福祉コミュニティ」が結成された。
災害に強い安全で快適な市街地形成を住民との“協働” で行なう
「震災復興土地区画整理事業」や「震災復興市街地再 開発事業」も順調に進行している。
日本中を震撼させたあの日から１０周年を控えた秋、
神戸で進む防災都市づくりの一端をカメラで探った。
※写真の一部は神戸市から提供されたものです。
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大震災での貴重な教訓 を生かした防災都市づくりが進んでいる
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●表紙説明●

　カワサキの「ＮｉｎｊａＺＸ－ＲＲ」を駆る中野真矢
選手。
　中野選手は９月１９日、栃木県のツインリンクもて
ぎで行なわれたモーターサイクルレースの世界最
高峰、「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１２戦・
日本グランプリの決勝レースで、冷静な読みとレー
ス運びで３位に入り、喜びの表彰台に上がりました。
カワサキが同レースに復帰して２年目の快挙でした。
（詳しくは「特報」（１８～１９ページ）をご覧ください）。
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市役所１号館８階の神戸市防災情報センター。防災関係機関などが防災ネットワー
クを構築するとともに、コンピュータや無線系、衛星系システムなどによる情報通信の
多重化を図っている。この秋の台風襲来の際にもさまざまな情報が集中管理され、ま
た、さまざまな情報が市民や関係機関などに的確・迅速に提供された。

各区の災害対策本部である区役所や消防署
は耐震性の向上を図り、自家発電の増強など
で自立した活動ができるよう機能強化を進めて
いる。写真の中央消防署（中央区）は職員待
機宿舎を併設して整備された。

９月４日（土）に行なわれ
た垂水区総合防災訓練。
参加者は避難や消火、
救出、救護訓練で貴重
な体験をした。

神戸市内約５０か所に設置された防災行政無線の拡声子局（左）と、同
約３０か所に設置された自動販売機の電光掲示板（右）。

阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」。映像、ジオラマ模型（中）、膨大な数の展示品（右）などで“災害文化”を継承し、伝えている。入館者は１００万人を超えた。

右上：舞子台防災福
祉コミュニティの活動
拠点である苔谷公園
コミュニティセンター。
右下：同コミュニティ
センターの防災資機
材庫には、万一に備
えてヘルメットやスコッ
プ、バールなどの資機
材が保管されている。

　神戸の街を歩いていると、ポールの先
端にスピーカーを設置した設備に出会う
ことがある。
　神戸市危機管理室主幹の岡田勇さ
んによると、これは神戸市防災行政無線
の拡声子局で、スピーカーのほかにアン
テナ、無線機などを備えており、災害時
に情報を市民に一斉に放送する。設置
されているのは市内の海岸部や広域避
難場所など約５０か所。また、電光掲示
板が組み込まれた飲料水の自動販売
機を目にすることもある。これは市内約
３０か所に設置されている。
　災害時に市民の安全を守るためには、
まず、情報を的確に把握し、迅速に伝達
することが重要だ。街角で見かけるこれ
らの設備はその一環で、その発信元が
神戸市役所１号館８階に整備された防
災情報センターである。

　同センターを核に構築された神戸市
総合防災通信ネットワーク（こうべ防災ネッ
ト）は、被害情報収集システムや避難者
安否情報システム、物資・施設管理シス
テム、職員召集・配備システムなどによる
さまざまな情報が集中管理され、同センター
を核に避難所（学校）、区役所・支所、建
設局事務所、住民、本庁各部局、消防
署への情報発信がシステム化されている。
また、兵庫県警や日赤兵庫県支部、神
戸海上保安部、陸上自衛隊第３特科連
隊などとはホットラインで直結。さらに、市
域内５か所に設置された消防監視カメラ、
および消防ヘリコプター画像伝送システ
ムから送られる災害映像が、防災情報
センターなどの大型映像装置に災害状
況をリアルタイムで映し出す。
　「災害時にはこの防災情報センター
に最大約５０人の関係者が詰めて情報
に対応し、市民の安全確保のために全
力で取り組みます」（岡田さん） 

　ところで、“阪神・淡路大震災”（以下、
“大震災”と略）は史上希な自然災害だっ
ただけに、多くの教訓を残した。この教
訓を風化させないこと、また、“大震災”
の経験やその経験で得た知恵を次代
や世界の人 に々正しく伝えていくことは、
内外から多くの支援を得た被災地の使
命でもある。そこで、さまざまな災害文化
継承拠点が整備されているが、そのひと
つ、阪神・淡路大震災記念「人と防災
未来センター」を訪ねてみた。
　同センターは、“大震災”からの復興
のシンボルプロジェクトとして事業が進む
ＨＡＴ神戸（東部新都心）に兵庫県が
主体となって整備された。
　「人材育成、調査研究、災害対策専
門家派遣、交流・ネットワーク、展示、資
料収集・保存が主な事業です。人材育
成では専任研究員の育成のほか、知事
や市町村長などを対象とした災害対策
専門研修、また、災害ボランティアコーディ
ネーター研修なども行なっています」（主
幹の藤森龍さん）
　同センターは、防災未来館（２００２年４
月オープン）とひと未来館（２００３年４月オー
プン）で構成されており、ともに展示部門
がある。防災未来館の入館者は「小中・
高校生などを主に今年の９月初めに１００
万人を記録。県外者も多数」と藤森さん。
　防災未来館の展示部門は、４階→２階

のコースで、４階は“大震災“を再現映
像や模型で“体験”するコーナー。「１．１７
シアター」は、地震発生の瞬間を特殊撮
影やＣＧの映像と音響などで臨場感たっ
ぷりに再現したもの。とにかく、マグニチュー
ド７．３の地震動の凄まじさに圧倒され、
被災者のその瞬間の恐怖はいかばかり
だったかと今更ながら思った。「震災直
後のまち」は、破壊された極限状態の町
並みをジオラマ模型で再現しており、震
災の脅威と恐怖が直かに伝わってくる。
「大震災ホール」では、地震発生から現
在に至るまでの復旧・復興過程のドキュ
メント映像の映写。報道映像資料を編
集したもので、倒壊した家屋から隣近所
の人たちが協力して負傷した被災者を
助け出すシーンが胸を打つ。３階は実
物資料や詳細なデータで“大震災”の
状況と教訓を詳しく伝え、２階は防災に
関する情報拠点で、防災の今・明日へ
の備えを発信している。

　防災未来館「大震災ホール」のドキュ
メント映像にあるように、“大震災”では
日常の住民相互のつながりから生まれ
た助け合い精神が、住民の手による初
期消火、救出・救護、避難誘導などの応
急活動をより効果的にした。この教訓か

ら、市の主導で組織化されたのが「防災
福祉コミュニティ」だ。
　「概ね小学校区単位の住民参加型
組織で、自治会や婦人会、老人クラブ、
防犯協会などが母体です。防災活動は
防災訓練やコミュニティ安全計画の作
成など、福祉活動はお年寄りへの友愛
訪問、家事援助などを行なっています」（垂
水区・舞子台防災福祉コミュニティ委員
長の鳥本次郎さん／同コミュニティの世
帯数は約３，２００世帯、人口約８，１００人）
　同コミュニティでは今年６月、集合住
宅の住民らを対象に“まさかの時にどう
動くか”をテーマに防災訓練を実施。参
加した約３２０人は、三角巾による応急手
当、バケツリレーによる初期消火活動な
どを体験し、緊急時の動きを一つずつ
確認しあった。
　こうした防災訓練のアドバイス役の神
戸市垂水消防署・消防司令長の今村
明さんは、「災害時には消防も最大限の
努力をしますが、住民には自分たちの命
は自分たちで守るという心構えが必要。
そのためには隣近所と絆を深めることが
大切で、家屋が倒壊した場合でも、例え
ばお年寄りの寝場所が分かれば救出
作業が効率的に行なえます。防災訓練
などで消火器の操作などを体験しておく
ことも重要です。体験に勝る強みはあり
ません」と話す。今村さんによると、市内
で１８３の「防災福祉コミュニティ」が組

織されている。
　９月４日には、垂水地区の２４の防災福
祉コミニュティから約２５０人が参加して
垂水区総合防災訓練が行なわれた。「次
世代の若い人－舞子高校環境防災
科の学生たちが参加してくれたのがう
れしかったですね。Ｍ８．４の南海地震が
観測されたとの想定で、避難や情報収集、
消火、救出、救護の訓練を行ないました」
（鳥本さん）
　同コミュニティの活動拠点である苔谷
公園コミュニティセンター事務局長の岡
田正輝さんが開けてくれた防災資機材
庫には、スコップやジャッキなど各種道具、
炊出用鍋など一式が保管されていた。
　「今年度下期には、地域に設けられ
た１００ｔ水槽と動力ポンプを使った消火
訓練、津波の避難訓練などを行ないた
いと考えています」（鳥本さん）

災害時には的確な情報の把握と

迅速な伝達を

“災害文化”を

映像や模型などで次代に伝える

１８３の

「防災福祉コミュニティ」が組織

ハ ッ ト

こけたに
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東灘区の住吉公園。地下に雨水貯留施設が設けられ
ており、ハンドルを回すと汲み上げられる。

東灘区の本庄小学校。“大震災”で半壊し、さまざまな
防災機能を付加して建て替えられた。

住民が発想した“せせらぎが流れる町”。“協働”による土地区画整理事業の成果だ。

長田区の若松鷹取公園。地下には容量１００ｔの耐震性貯水槽（右）が設置されている。

災害に強い安全で快適な町並みに生まれ変わった新長田北 エリア。“大震災”の爪跡は見当たらない。 ２３棟の再開発ビルのうち１８棟が完成した新長田駅南地区の市街地再開発事業。

市街地再開発事業が進む六甲道駅南地区。

　１００ｔ水槽というのは、地域の核となる
「身近な拠点（地域防災拠点）づくり」
に基づく、公園の整備および防災機能
の強化の一環。大規模災害の際、一時
避難場所となる公園が不足している地
域で新しい公園づくりを進めるとともに、
防災上特に重要な公園に容量１００ｔの
耐震性貯水槽を整備して防災機能の
強化を図る計画だ。１００ｔ水槽は２０００
年度までに１５７公園に設置され、以後も

積極的に設置工事が進んでいる。
　雨水を活用する設備の導入も計画の
ひとつ。例えば、東灘区の住吉公園雨
水貯留施設は大雨などの際、公園の地
下に設けた一時貯留水槽に雨水幹線
の雨水を流し入れ、汚れの少ない水は
消防用水や公園の植物への散水など、
また、非常時の仮設トイレ用水など防災
用水として活用できる施設だ。
　「地域防災拠点づくり」では、一時避
難所および収容避難所として位置付け
られる学校も重要な要素だ。
　学校に関する事業計画では、新築・

建替・改築に合わせた防災機能の強化、
耐震診断・耐震補強、備蓄倉庫の整備、
プールの耐震化、教育情報ネットワーク
の導入などが継続的に進められている。
例えば、“大震災”で半壊状態になり、
建て替えられた本庄小学校（東灘区）
では、主な防災機能として自家発電が
可能な太陽光発電、備蓄倉庫、トイレ水
に利用する雑用水槽、災害時には避難
所として利用される広い屋内体育館な
どが設置された。

　前項で紹介した容量１００ｔの耐震性
貯水槽が整備された公園は、神戸市危
機管理室の助言を得て、長田区の若松
鷹取公園を撮影した。水槽は地下埋設
型なので、見た目は住宅地の中の小さな
公園だが、万一の際に役立つ“防災公
園”である。
　ところで、長田区は“大震災”で最も
多くの被害を受けた地域のひとつだ。
例えば、商業施設や靴工場、さらには木
造住宅が混在して密集し、道路・公園な
どが不足していた新長田駅北地区の
新長田北エリア（ＪＲ新長田駅の北側
／約４３ｈａ）は、「約８割の建物が全壊、
半壊」（神戸市都市計画総局区画整
理部区画整理課計画指導係長の手塚
亮介さん）という壊滅的な被害を受けた。
　神戸市では“大震災”の教訓を生かし、
防災性に優れた安全で快適なまちづくり
を行なうため、地震発生から２か月間、新
長田北エリアなどで建築基準法に基づ
いて無秩序な建築行為などを制限。２か
月後に土地区画整理事業の施行区域（約
１２５ｈａ）を決定した。対象区域はその後
追加されて合計１１地区・約１４３ｈａとなり、
そのうちの５地区が完了している。
　新長田駅北地区の土地区画整理事

業の進捗率は約８６％。町には広い都
市計画道路などが機能的に配置され、
再配置された住宅や集合住宅などが
新しい町並みを形成している。
　「この事業の基本方針は住民主体。
住民と事業者、行政が“協働”で取り組
むまちづくりです。各地区に居住者や土地・
建物の所有者などによる『まちづくり協
議会』が結成され、住民自身が新しいま
ちづくりを徹底して話し合い、提案した
のです」（手塚さん）
　行政側は、協議会にまちづくりの専門
家を派遣してサポートするとともに、住民
が納得するまで地元説明会を繰り返し
た。地元説明会は新長田北エリアで
約１，５００回、全体では約３，５００回に及
んでいる。
　“住民主体の町づくり”を反映した一
例が、松本地区（兵庫区／８．９ｈａ）の“せ
せらぎが流れる町”。松本地区まちづく
り協議会の話し合いの中から、「火事の
時に水があったら」という発想が発展し、
具体化したもの。地区を貫く都市計画
道路松本線の北側に設けられた全長
４３２ｍのせせらぎは、町に潤いの空間を
生み出した。その水源は、松本地区の
北方約３ｋｍに位置する鈴蘭台下水処
理場（北区）の高度処理水だという。「住
民の皆さんは植栽や清掃などを行なっ
て非常に大切にしています」（手塚さん）

　“大震災”では東西の副都心地域が
壊滅的な被害を受けた。神戸市では、
両地域で副都心にふさわしい都心機能
の導入を図るとともに、道路、公園などの
公共施設整備と合わせて良好な住宅
の供給、商業・業務環境の改善を行ない、
災害に強い東西の防災拠点とするため、
震災復興の市街地再開発事業を行なっ
ている。東の六甲道駅南地区（灘区／
約６ｈａ）と西の新長田駅南地区（約２０
ｈａ）である。
　神戸市都市計画総局再開発部再開
発課計画係長の田谷孝壽さんによると、          
市街地再開発事業も「基本は“協働”
の町づくり」だという。地区の住民たち
が自分たちの町の将来像を「まちづくり
提案」としてまとめ、それを尊重して順次、
事業化が図られている。
　例えば、新長田駅南地区。震災時、
同地区では多くの商店・家屋が倒壊し
て大規模火災が発生し、再開発事業区
域内全体で約８３％が全半壊・焼失の被
害を受けた。今、この地区には瀟洒な再
開発ビルが立ち並び、惨状の面影はほと
んどない。１９９５年３月に決定した市街
地再開発事業の都市計画は、新長田
駅南地区の住民の「まちづくり提案」を
受け、道路・公園・用途地域が７回見直
され、変更された。そして、２００４年３月末
までに２３棟の再開発ビルの建設工事に
着手。そのうち１８棟が完成し、住宅・商
業とも震災前規模の施設が整備された。
　「地区住民との“協働”の精神で、安全・
活力・魅力ある副都心整備が着実に進
んでいます」（田谷さん）

公園、学校－

身近な防災拠点づくりも推進

土地区画整理事業で

災害に強いまちづくり

安心・活力・魅力ある

副都心整備を“協働”で

た たに
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①川崎重工が設計・施
　工した、災害に強い神
　戸市環境局東クリー
　ンセンター（１日の焼
　却能力９００ｔ、東灘区）。
②災害に強い下水道（イ
　メージ図）の整備も進
　められている。
③工事が進められている、
　貯水機能を備えた市
　街地を通る大容量送
　水管のイメージ図。ど
　んな時にも水は貴重
　なものだ。

④三木震災記念公園（仮称）内の兵庫県
　立広域防災センター。県消防学校の学習・
　訓練施設などが整備されている。⑤はその
　内部の一部。
⑥川崎重工が納入したＡＦＴ（先端消防訓練）
　システムを用いて、臨場感にあふれた消火
　訓練が行なわれている。
⑦消防士の新入生たちの厳しい訓練風景。

防災都市・神戸を目指してさまざまな施設が災害に強く、また、災害時には避難所や物資集積・生活
支援基地、ヘリポートなどとして機能するように整備されている。⑧２００５年度開港予定の神戸空港。
⑨阪神高速道路３号神戸線（東灘区）。⑩神戸ウイングスタジアム。⑪神戸ヘリポート（ポートアイラ
ンド）と「川崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」。⑫北神戸田園スポーツ公園。⑬人工海浜などが整備された
アジュール舞子。

障害物にも強いホイールローダ。

“バイク隊”の結成構想もある。　“大震災”の際、電気は復旧までに７日、
電話は１５日、水道は９１日、ガスは８５日、
下水道は１３５日を要した。ライフラインの
停止によって都市活動がマヒ状態に陥り、
被災者の苦労が倍加したことはいうまで
もない。このため神戸市では、水道、工
業用水、下水道、電気、ガス、通信の耐
震化や多系列化などに取り組んでいる。
　例えば、共同溝。共同溝は２つ以上
の公益物件（電気、電話、ガス、水道など）
を収容するために道路の地下に設ける
施設で、構造的に安全性が高く、都市
防災に貢献できる。現在、神戸浜手共
同溝（全体事業量：１．５ｋｍ）が完成し、
国道２号の２号神戸共同溝（同７．０９ｋｍ）、
神戸灘共同溝（同２．３ｋｍ）、および電線
共同溝（同４５ｋｍ）の工事が進んでいる。
　また、災害に強い水道づくりも進んで
いる。被害を最小限にとどめて早期復
旧を可能にする配水管の耐震化、貯留
機能を備えた市街地を通る大容量送
水管の整備などで、“大震災”並みの災
害時にも応急復旧を４週間以内に完了
するのが目標だ。このほか、下水道は処
理場などの耐震性の向上が図られ、クリー
ンセンターは、耐震性を向上させた東クリー
ンセンター（１日の焼却能力：９００ｔ、川崎
重工が設計・施工）が２０００年度末に完
成した。

　最後に、兵庫県の三木震災記念公
園（仮称、兵庫県三木市）を訪ねた。
　同公園は、通常は防災に関する人材
育成や情報発信、調査研究などの活動
を展開しているが、災害時には全県的
な応急活動拠点となるなど、総合的な防
災拠点を目指している。
　同公園内の兵庫県立広域防災セン
ター副センター長の石井勝さんによると、
この公園は対象面積が約３０８ｈａという
広大なもの。学習・訓練ゾーンと総合防
災公園ゾーンで構成され、学習・訓練ゾー
ンでは国内最大規模の消防学校などの
学習・訓練施設、緊急消防援助隊広域
訓練施設が今年３月に完成しているほか、
独立行政法人防災科学研究所の世界
最大の震動実験施設・実大三次元震
動破壊実験施設がある。

　災害時に応急活動要員の集結・出
動機能、救助資材などの備蓄・集配機
能が発揮される総合防災公園ゾーンには、
陸上競技場（建設中、スタンド下が備蓄
倉庫）や体育館などが整備されるスポー
ツの森、野外活動の森、自然体験の森
で構成される三木総合防災公園が整
備中だ。
　「当センターは災害時、県内各地の
広域防災ネットワークの中核として全県
域をカバーする総合的な機能とともに、
東播磨地域および神戸地域の広域防
災拠点の機能を合わせ持った施設です。
災害時、県庁内の県災害対策本部が
万一機能しなくなった時は、ここに対策
本部を設置します」（石井さん）
　兵庫県消防学校では県内各地の消
防署から派遣された消防士の新入生
が厳しい訓練（６か月）の最中だった。
　この消防学校では、訓練塔内におい
て実火に対する消火訓練を行なうこと
ができる。この訓練を可能にしたのは川
崎重工が納入したＡＦＴ（先端消防訓練）
システムである。本システムはプロパンガ
スを燃料として火炎を作り出しているた
め環境にとても優しく、またコンピュータ
制御によりいくつもの火炎シナリオの設
定および模擬煙の発生が可能であり、リ
アルな火災環境を作り出すことができる。
各種センサにより訓練環境を常時監視
していることで、消防士は繰り返しかつ
安全に消火訓練を行なうことができるよ
うになった。
　石井さんによると、同センターで行なっ
ている一般を対象とした防災訓練への
関心も高く、４月から約１万人（県外者約
３０％）が受講したという。
　石井さんは「今年度中にヘリポートや、
緊急時に自衛隊の宿営が可能な土の

グラウンドが完成するなど整備が着実に
進んでいます」と話した。

●
　ここに紹介したのは、防災都市・神戸
のほんの一端である。紙幅の関係で割
愛せざるを得なかった陸・海・空の広域
防災拠点の整備に関しては、その一部
を写真のみで紹介しよう。このほかにも、今、
神戸市ではハード、ソフトのほとんどあら
ゆる分野で防災を考えた都市づくりが
進められている。
　ことわざに曰く－備えあれば憂いな
し、である。

　大規模災害の際、地域社会の一員として企
業がしなければならないことには全力で取り組
みます。ただ、それ以前にまず、社員および家族
の安全が必要です。安否が確認されなければ
ボランティア活動などへ社員を動員しようがあり
ません。そこで川崎重工グループでは、大規模
災害時の社員安否確認・通信手段である「安
否情報システム」を開発し、本格的な導入を進
めています。これは、社員が自主的にパソコン
や携帯電話、固定電話で必要事項を入力す
るだけで安否情報の登録・確認ができるシステ
ムで、家族の方も登録すれば海外駐在・出張
中でも、家族間で安否確認ができます。来年１
月の“大震災”１０周年時には、関係会社を含
む川崎重工全グループで訓練を予定しています。
　さて、“大震災”の際、当社の各工場では、
水や発電設備を備えた保健診療所を開放し、
ヘリコプターなどで運んだ負傷者の応急手当
を行なうことができます。井戸のある工場では
水を、また備蓄品も近隣地域に提供できます。
もし、大規模災害が発生したら、企業の社会的

責任としてこうした活動を迅速・的確に行ない
ます。
　加えて今後は、各工場にホイールローダを少
なくとも１台配備しておき、道路を塞いだ障害物
を排除して道路を開き、あるいは多少の障害
物をものともしない走行能力（時速約５０ｋｍ）で
救助や連絡業務などに当たることも構想してい
ます。さらに、当社はオートバイの製造メーカーで、
オフロードに強いバイクもありますので、バイク通
勤者で“バイク隊”を結成しておき、万一の際
には伝令役や救助隊などで貢献したいという
構想もあります。
　もとより、各工場では「大震災等大規模災害
発生時の対応に関する管理規程」を作成し、
緊急物資の備蓄、自治体および近隣自治会な
どとの連携による諸活動への協力などを幅広く
定めています。当社では、これらの“備え”のさ
らなる高度化、体系化を図っており、自治体との
協定なども含めて、地域社会により一層貢献で
きるような体制整備を急いでいます。（談）

経営企画部 参 与
危機管理グループ長　廣　  豊

ライフラインの耐震化や

多系統化も進む

一部がオープンした

三木震災記念公園（仮称）

［大規模災害と川崎重工］

地域社会の一員として全力で貢献します。
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