
この島 で生きるために
ジオパークと防災

地震、津波、噴火、台風など、様々な自然災害と隣り合わせに暮らす私たち。

この土地に納得して住み続けるためには、どうすればいいのでしょうか？

その答えを探すうち、他地域の人達の経験や知恵から学びたいと考えるようになりました。

私たちは、決して１人ではありません。全国に同じ悩みに立ち向かう仲間がいる。

そんな気持ちを共有できたら……と思いこの冊子を作りました。

三宅島

大船渡市 陸前高田市

大　島
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辛い経験と乗り越えた
強さを共有するために
ジオパークでつながる

雲仙岳災害記念館副館長

杉本伸一 氏

雲仙普賢岳噴火災害の体験と教訓を全世界に情報発信しようと、2007 年火山
都市国際会議を開催しました。人口 5 万人の地方都市で開催した国際会議は、
予想に反して高い評価を受け、大変盛り上がりました。この地域の盛り上がりを
活かすために取り組んだのがジオパークです。伝えたいことは、私たちはなぜ火
山の麓に暮らし続けているのかです。

雲仙普賢岳の噴火災害後、なぜジオパークの活動に取り組んだのですか？
活動を通じて、何を伝えようとされていますか？

雲仙とはまったく種類が違う大島の火山に魅力を感じていました。台風 26 号災
害後３回来島し、これまでと逆の意味で地球や火山の営みが分かる場所だと改
めて感じています。火砕流の怖さを知らないで雲仙はああいう目に遭いました。
ここでも、予想できない雨で多くの方が亡くなりました。これをどう生かすかが、こ
この役目だろうと思います。新年度から、岩手に行くことが決まっているので、ジ
オパークを生かしながら、雲仙、大島、三陸などが力を合わせて、何かを産み
だしていきたいと思います。

島の皆さんに改めて伝えたいことは何ですか？

阪神間出身の中川氏は、郷里を襲っ
た1995年の地震後、地震や火山の
災害と自然の恵みを子どもたちと
発見するこどもサマースクールを
地震学会で主催、2001年には地震
火山・世界こどもサミットを伊豆
大島で開催している。

時事通信解説委員

中川和之 氏

日本列島は、豊かな水や緑に恵まれ、変化に富む絶景も多く、恵まれた自然の
中で人々が暮らしています。豊かさを支える大地は、地震や火山などの自然の
営みでできあがった場所。そのことを、地元の人が実感し、自らの地域に誇りを
持ちつつ、災害から身をかわす知恵も得られるのがジオパークです。

ジオパークの活動と自然災害は、どうつながるのですか？

伊豆大島と三宅島の方に加え、島原半島ジオパークや三陸ジオパークとして活
動されている方に島へ来ていただき、経験を共有する場を持ちました。大地の働
きが人にもたらした災害の辛い経験と、それを乗り越えた人の力を伝えるのは、
人の言葉だと言うことを、改めて強く実感しました。

今回の事業を通じて、改めて伝えたいと思ったことは何ですか？

　2008 年から始まった日本のジオパークは、2014 年３月時点で 33 か所、うち6 か所が世界ジ
オパークです。現在、ジオパークをめざす地域を合わせると、日本の市町村数の１割を超え、自然災
害の被災経験を持つ地域も少なくありません。

　私たちはみんな、噴火や地震が作った大地の上に生きています。人の暮らしも自然の景観も、地球の動き
とつながっています。ジオパークは自分たちの住む場所を良く知り、魅力を探していく地域の取り組み。良く知
ることが防災や観光につながります。
　またジオパークはネットワークでもあります。全国の仲間がつながることで、互いに学びあい、励ましあうこと
ができるはず。みんな、そんな気持ちでジオパークを作っています。

杉本氏は当時火砕流に襲われた地
域の公民館職員。復興まちづくり
などにも関わり、JGN事務局の災害
担当も務める。【雲仙普賢岳噴火災
害】1991年６月の火砕流で、43人が
犠牲になり、５年後の収束宣言まで
１万回近い火砕流や土石流で２
511 棟の家屋が被災。

御神火スカイラインからの眺め

日本の
ジオパーク
活動

この冊子は、国土交通省広域的地域間共助事業「伊豆大島・三宅島　広域的地域間共助プロジェ
クト」で実施した三宅島のセミナー、伊豆大島でのシンポジウムの記録として作成しました。
写真提供：中川和之、清水勝子、西谷香奈、穴原奈都



自然に対して謙虚に
拙速な結論は避けて

皆さんで
知恵の出し合いを

２０１１年３月１１日三陸沖で発生したマグニチュード 9.0の地
震による災害。国内観測史上最大の津波を伴い、東北・
関東地方を中心とする広い範囲に甚大な被害をもたらした。
また、東京電力福島第一原子力発電所が被災し、放射能
物質が漏れ出す深刻な事態となった。死者15,883名、行
方不明者２６５１名。住宅全壊126,613戸と半壊272,466
戸（平成２５年１１月２６日緊急対策本部発表）。

大津波で市役所庁舎を含む市中心部が壊滅、全世帯の
うち７割以上が被害を受けた。また市域にあるJRの５駅
のうち４駅は、周辺地域の多くの駅同様、駅舎などが流
失、路線も大きな被害を受けた。死者・行方不明者は
1,778人。

１、災害後どういう不安、心配を抱えていましたか？ 

　市職員としては、大船渡市の復興は、どのような手立てをしても、ありえない
と思っていました。とりあえず市民が生き抜くため必要なことに対応しようと考えて
いました。個人的には、長女の安否の確認が取れず、また帰宅できないため、
家の状況の確認もできませんでした。さらに恥ずかしながら、発災 10 日目に胃
に穴が開き、緊急入院、緊急手術を行い、1ヶ月間仕事ができませんでした。

２、それをどう解決していきましたか？ 

　当市は、市職員の犠牲者はほぼ無く、被災公共建物も少ないという他自治体
に比べ、悪くない状況での災害対応となりました。実際には、市職員の1/3が庁内、
１/3 が消防団活動、１/3 が地区防災本部・避難所で活動しました。１/3 の庁
内にいる職員が8月末までの5ヶ月間、結果的に防災計画通りの業務をしました。
　国・県の対応には不満が残るが、他の自治体や一般のボランティアの支援に、
日本は本当にいい国だと痛感しました。

３、今、どのような活動をされていますか？
　24年 3月に退職、25年 4月から市立博物館の館長をしています。博物館も災
害対応の緊急シフトとなっており、学芸員が実質的に不在の中で、数年後に、「東
日本大震災、津波展示コーナー」と、「ジオパーク展示コーナー」設置に向け、
基本構想や実施計画に向けた案を検討し、また資料の収集に努めていました。

４、土砂災害後の伊豆大島を訪れて、改めて皆さんに伝えたいと思うことは何ですか？

　私たちは海から来た海水で被災しました。ここは、山から来た泥水でしたが、
一番ひどいところは、同じだと感じました。三陸から遠い南にある島の、火山絡
みの災害とはとても思えません。「対処の仕方があるのか」とも思いました。あとは、
皆さんの知恵の出し合いしかないと思います。

１、災害後どういう不安、心配を抱えていましたか？ 

　自宅は被災しなかったが電気、水道や通信網の復旧に2～3ヶ月を要しました。
自分自身の日常生活の不安を抱えながら、幾度となく遺体安置所、避難所を訪
れました。そこでの情景と壊滅的状態の街の姿から、「果して私達の古里創生
は可能なのか？　深く辛い悲しみと苦しみの傷跡を心に刻まれた人々は、一歩前
へと進み始めることが出来るのか？」との想いがありました。

２、それをどう解決していきましたか？ 

　不便な日常生活では、幼少期に戦後の生活を経験した私達の世代は対応の
術を生かすことが出来ました。全国各地は基より世界の多くの国々や人達から
温かい支援と励ましを頂き、現在でもそれは続けられています。これ程多くの温
かい想いと目が東北に向けられたことは、歴史上無かったことです。このことが
被災地の人達が一歩前へと歩み始める心の原動力となっています。

３、今、どのような活動をされていますか？
　被災後一年目に始動した観光物産協会業務の一環として、被災地を訪れる
ボランティアやツアーへ対応した「語り部」。今回の震災を契機に各地で高まっ
た防災、減災に対する意識の高まりから、出張講演依頼が多く、対応しています。
多くの人達の犠牲により「生かされた」私達一人一人が、自分の出来ることを
出来る範囲で取り組むことが少しでも、新しき古里創生に役立つことができれば
と思っています。

４、土砂災害後の伊豆大島を訪れて、改めて皆さんに伝えたいと思うことは何ですか？

　自然に対して謙虚になるべきだと、大島で改めて感じました。まちづくりや災
害遺構などが議論になると思いますが、拙速な結論は避けたほうがいいのが私
たちの経験。大島から届けられた桜を、津波で亡くなった妹の土地に植えさせ
ていただいたので、花が咲いたら見に来てください。

大船渡市立博物館
館長

佐藤悦郎 氏

災害後の被災状況を教えてください
当時、市商工観光部長として市議会
定例会に出席。質問、答弁のさなか
に地震があった。絶望的なほど長く
強い揺れであった。市庁舎には目立
つ被害なし。津波警報が発令され、
我々は庁舎内で待機。一晩中、全く
詳細な情報は入らず、何が起きてい
るのかわからなかった。陸前高田市

観光物産協会副会長

實吉義正 氏

災害後の被災状況を教えてください

東日本大震災 陸前高田市　被災状況
地震で最大震度６弱の揺れに襲われた後、綾里湾に２３ｍを
超える津波が襲い、死者３４０人、行方不明者７９人、全壊
家屋が２７８９世帯という大被害を受けた。市の中心的な産
業を支える漁船３千隻が流されるなどした。大船渡湾の最奥
にある市中心市街地や埋め立て地の工業地帯などが大ダ
メージを受ける一方で、過去の津波被害を教訓に住居地を
高台に移していた吉浜地区では犠牲者が5人に留まった。

大船渡市　被災状況

（上から）地震から１カ月後の道の駅高田
松原。／陸前高田市内の３階建てのビル。
屋上の塔屋に逃げて助かった人がいた。
津波が来た高さに印が付けられている。
／陸前高田の千本松原で１本だけ残った
「奇跡の一本松」の説明をする實吉さん。

（上から）「大船渡 その海と大地」が総合
テーマの大船渡市立博物館で話す佐藤氏。
／大船渡市の見どころの一つの「穴通磯」。
北上山地の元になる陸地が、南からやっ
てきてアジア大陸の東側にくっついた際
に、海の底にたまった泥や砂が作った地形。
／大船渡市は、太平洋沿岸のヤブツバキ
実取りの北限。市の花がツバキで、１月
から３月まで、「第 17 回つばきまつり」
が開かれている。

あの日、高田松原海岸に位置する当協
会事務所でもあった「道の駅」で打合せ。
帰宅のため同所を出たのが午後2時35
分、途中地震に遇ったのが同46分、津
波襲来が同3時21分。もし打合せが30
分延びたなら…と人の運命の歯車は自
分では廻せないとの想いを痛感。慣れ
親しんだ古里の姿が一変したのみなら
ず、市民1771名の犠牲者中、妹を始め
知人友人約 320 名が、同日の同時刻に
尊い命を失った。通常の人生では決し
て遭遇することの無い心の傷跡だ。

地震から１年半後。松林があった付近

陸前高田市 大船渡市
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災害を乗り越える
前向きな気持ちも
伝えたい 三宅島観光協会

穴原奈都 氏

災害後の被災状況を教えてください
2000年三宅島噴火当時、中学３年
生。４日間の島内避難生活ののち、
全島避難で都立秋川高校にて卒業ま
での半年間、児童生徒だけの集団避
難生活を経験。高校進学後は家族と
ともにあきる野市にて生活。

10 月３日、島の南西部の二男山から山腹割れ目噴火が
起こる。溶岩噴泉、溶岩流。島の南部でマグマ水蒸気爆発
が発生し、多量の岩塊が周辺に落下。溶岩流で阿古地区
の住宅の埋没・焼失約400 棟。山林耕地等にも被害。た
だし、幸いなことに人的被害なし。

三宅島　1983 年噴火
６月２７日から火山性微動が多発し、阿古地区・坪田地区に島内避難
勧告。７月８日雄山山頂で噴火。山頂カルデラ内に直径約1.6km、深さ
約 450m の陥没孔が出現。降灰、噴石はあるが溶岩は噴出せず。低温
の火災流発生。火山灰多量。火山性ガスの噴出は１日あたり数万トンに
及んだ。9月から全島民約3,800人が４年５か月の間、島外避難。避難
解除後も帰島しない人も多く現在の人口は約2700人。火山活動は継
続中だが、火山ガスの放出量は減少し、規制は徐 に々緩和しつつある。

三宅島　2000 年噴火

１、災害後どういう不安、心配を抱えていましたか？ 

　島にいる間は、学校行事が無事にできるか心配していました。秋川生活時は、
進路、家族・兄弟のことが心配でした。あきる野市での生活時は、いつになっ
たら島に帰れるのか、帰っても元の島のように生活できるのかどうか、バラバラ
になってしまった友達はどうしているか、など心配はいろいろとありました。

三宅島観光協会会長

浅沼徹哉 氏

災害後あなたの周りに、どんな変化がありましたか？ 

　島でこれから本格的に仕事をしていく矢先に噴火、全島避難で生活が一変し、非常に苦労しました。一番
大変だったのは、先が見えなくて計画が立てられないことでした。ゴールが見えないのが不安でした。帰島後
はマイナスからの生活再建に始まり、火山ガスの影響もあり観光客もなかなか戻らず、観光業に携わる島民も高
齢化し少なくなり、厳しい状況が続いています。

これから何をしていこうと思っていますか？ 　

　釣り、ダイビング、ドルフィンスイムなど従来の客層
に加えて、ジオの魅力を軸とした観光を定着させるこ
とで、新たな客層を呼び込めるよう進めていきたいで
す。そのためには一部の島民だけではなく、島民が
一致団結し取り組んでいくことが重要です。

主婦・パート

北川一枝 氏

災害後の被災状況を教えてください
83年噴火時は島外で生活。97年に島に戻り、99年にダイビング
ショップ兼民宿を三宅島で開業。その１年後に噴火により全島避
難。避難中は、内地でダイビングの仕事やその他の仕事を転々と
する。帰島後、営業を再開。現在、三宅島観光協会会長。

災害後の被災状況を教えてください
83年噴火時は主婦で２人の子供と共に島内の別地区へ避難。家は
溶岩流に埋まり、しばらく岐阜の実家で避難。2000年噴火時は、
漁師の夫と共に下田に避難した後、帰島まで式根島で生活。帰島
後も、家は高濃度地区のため、別の場所にて借家で暮らしてか
ら、再度住居を構えた。

災害後あなたの周りに、どんな変化がありましたか？ 

　2 回の噴火ともに、住まいを失い、島を離れて生活の場所が変わりました。避難先で新たな生活を始めるの
が大変でした。ご近所も変わり、新しい地域に馴染めるか不安でしたが、仕事に就くことで馴染むことが出来ま
した。

これから何をしていこうと思っていますか？ 　

　体が使えるうちはよいが、高齢になり動きや判断力が鈍くなっていく中で、体力気力が衰えないようにしたいで
す。噴火や非常事態の時は怖いし 1 人では危険なので、孤立することは避けたいです。日頃からの地域の活
動などに参加して、周りの人 と々の交流を持ち続けるようにしたいです。

２、それをどう解決していきましたか？ 

　避難生活が長引くことが分かった頃、両親からは、「今は三宅島のことを心
配して考えても仕方がないから、いったん忘れて、あきる野の人になったつもりで、
今の生活を前向きに元気に過ごすようにしよう。今元気で過ごすことが三宅島に
戻れるようになった時の活力になるから」と言われて、気持ちを切り替えられまし
た。

３、今、どのような活動をされていますか？
　来島者に噴火の歴史や光景を案内し、地球のエネルギーを体感してもらえる
ガイドを提供。噴火を知らない子供たちへ、噴火の脅威とともにその恵みも伝え、
火山と共存して生きることについて考えるきっかけづくり。島民と共に、火山を生
かした観光や地域づくりに向けた取り組みをしています。

４、土砂災害後の伊豆大島を訪れて、改めて皆さんに伝えたいと思うことは何ですか？

　残った雪が、崩れたところを浮き彫りにしているのが、強く印象に残りました。
私も、三宅島で同じような地形のところに住んでいるので、三宅島でも他人ごと
とは思えません。改めて、災害を乗り越えていく前向きな気持ちと、自然への謙
虚な気持ちの大切さを伝えていかねばと感じています。

（上から）1983
年噴火でできた
新鼻新山の前
で。／子ども達
に火山をガイド
する穴原さん。
／ 2000 年噴火
の噴煙をバック
に。当時中学校
3年生。

島民の声（民宿経営者の立場から）

島民の声（主婦の立場から）
ヘリから見える雄山山頂

1940年噴火でできたひょうたん山

三宅島
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11月 15日、三原山より噴火。11月 21日カルデラ床から割れ、
カルデラ内と山腹に連なって火口が開く「割れ目噴火」が起こり、
溶岩流が元町にせまった。このことにより全島民（当時11,000人）
が1か月間、島外に避難した。人的被害、民家の被害はなかった。

これから何をしていこうと思っていますか？ 

災害後あなたの周りに、
どんな変化がありましたか？ 

鈴木祐介さん（大島社会福祉協議会）

災害ボランティアセンターには２ヶ月間で 7,000 名を越すボラ
ンティアが駆けつけてくださいました。通常業務と並行して
の活動でしたが、多種多様な団体・機関、個人に支えられ、
各種の災害復旧活動を展開することができました。また、
幅広い年代の方々が参加され、これまでになかった新たな
ネットワークが形成されました。

停電に気付く。「怖い。凄い音がする。」と言って娘と生
後２カ月の孫が私たちの寝室に入ってきた。激しい雨音に
消されながらもドンと音が聞こえた。「また木が倒れたかな。」
ホテルの様子を見に出た主人が、ずぶ濡れになって戻って
きた。「大変なことになっている、車も重なって流されている。
足が埋まり歩けない。」従業員寮からも「木が倒れて部屋
から出られない。」と携帯電話に連絡が入る。裏口からホ
テルに行くと、三原山に向かっている玄関から凄い勢いで
黒い泥水が入って来ている。ここには崩れるような崖は無
い筈なのに、何か想像以上のことが起きている。声を掛け
合いご宿泊のお客様と従業員・家族は全員無事だった。
暗闇の横殴りの雨の中、お客様と従業員が近所の方々の
救助に向かった。
夜が明けようやく被害の大きさを理解した。椿林は無くなり
木も家も車も物も土砂と共にこの地に流れ、受け止めてい
た。一瞬で家や土地・生命、これまでの生活と歴史さえ
も奪われた。

この災害が、新たな恵みを与えるのか、むき肌の岩盤の
島となってしまうのか。次世代に何を渡していくのか。ハー
ドを過信しすぎては、私たちの生命と生活を守ることは出
来ない。この災害を受けとめ、謙虚に自然と向き合い、共
存していける島を皆で考えていこう。再び犠牲者を出して
はいけない。犠牲となった方々のご冥福を祈り、１０ .１６を
伝えていこう。

センターは、災害復旧から生活支援に役割をシフトしており、
常に島民に寄り添った活動に取り組むことを基本方針とし
ています。また、復興活動についても、災害を機に構築さ
れたネットワークを大切にし、連携、協働の上で参画した
いと考えています。さらにボランティアが存分にその力を発
揮できる環境作りを目指しています。

被災した大島町元町在住。被害が
甚大だった大金沢から数十メー
トルの距離に実家があり、顔なじ
みの方々を多く失った。大島社会
福祉協議会に勤めており、同社協
が開設した災害ボランティアセ
ンターの運営に携わる。

島民の声（被災した立場から）

島民の声（ボランティアの立場から）

あの日　10.16

清水勝子さん（ホテル椿園）

大島町元町出身。小１の時元町
大火で被災。成人式前日伊豆大
島近海地震体験。1986年長女出
産の年三原山大噴火、夫は元町
消防団で別々に避難。結婚後約
30年神達に住む。神達の方と
は、広報おおしま配布、大島町
社会福祉協議会協力員として携
わっていた。

島民の声（ジオパーク展ガイドの立場から）

これから何をしていこうと思っていますか？ 

災害後あなたの周りに、
どんな変化がありましたか？ 

坂本靖子さん（大島町婦人会連合会副会長）

中学生の頃の狩野川台風では、増水する沢を見て高齢者
をおぶって逃げ、翌日からは毎日学校で泥かき。19 歳の時
の元町大火では、実家がつぶれ何ひとつ無くなりました。
1986 年噴火では１か月の体育館生活での避難生活を体験。
今回の土砂災害では、自宅は被害はありませんでしたが、
友人知人が被災し、被災直後から炊き出しを継続しました。

70 年生きてきて、ショックも悲しみもありましたが、どこかで
それを受け入れて前を向いて歩かなければ、と思っていま
す。災害を忘れないことが大切です。ジオパーク展にいら
した方達に、自分の経験を伝えていきたいと思います。災害、
病気、別れなどを通して、支えられることのありがたさを感
じました。その時の感謝の気持ちを返せるように、自分に
できることを継続して行っていくつもりです。

1986年噴火時は、岡田保育園園
長。全島避難では島内保母間の
話し合いの結果、避難所で保育
園を開設した。在職中は、いつ
も子ども達のことを考えてい
た。60歳で退職。2011年3月か
らは山頂口のジオパーク展でガ
イドをつとめ、島の魅力を語っ
ている。

伊豆大島　１９８６年噴火

台風第 26 号による 824 ミリの記録的な大雨で、大規模土砂災
害が発生した。山腹斜面の崩壊により土砂と流木が一番人口の密
集する元町地区を襲い、３６人が死亡、３人が行方不明となった。

２０１３年10月 16日　土砂災害

荷物運び出しのボランティア

上・ホテル椿園玄関ロビー
下・ホテル椿園玄関前

ホテル椿園屋上から見た風景

災害後2ヶ月目の三原山　

伊豆大島



11月 15日、三原山より噴火。11月 21日カルデラ床から割れ、
カルデラ内と山腹に連なって火口が開く「割れ目噴火」が起こり、
溶岩流が元町にせまった。このことにより全島民（当時11,000人）
が1か月間、島外に避難した。人的被害、民家の被害はなかった。

これから何をしていこうと思っていますか？ 

災害後あなたの周りに、
どんな変化がありましたか？ 

鈴木祐介さん（大島社会福祉協議会）

災害ボランティアセンターには２ヶ月間で 7,000 名を越すボラ
ンティアが駆けつけてくださいました。通常業務と並行して
の活動でしたが、多種多様な団体・機関、個人に支えられ、
各種の災害復旧活動を展開することができました。また、
幅広い年代の方々が参加され、これまでになかった新たな
ネットワークが形成されました。

停電に気付く。「怖い。凄い音がする。」と言って娘と生
後２カ月の孫が私たちの寝室に入ってきた。激しい雨音に
消されながらもドンと音が聞こえた。「また木が倒れたかな。」
ホテルの様子を見に出た主人が、ずぶ濡れになって戻って
きた。「大変なことになっている、車も重なって流されている。
足が埋まり歩けない。」従業員寮からも「木が倒れて部屋
から出られない。」と携帯電話に連絡が入る。裏口からホ
テルに行くと、三原山に向かっている玄関から凄い勢いで
黒い泥水が入って来ている。ここには崩れるような崖は無
い筈なのに、何か想像以上のことが起きている。声を掛け
合いご宿泊のお客様と従業員・家族は全員無事だった。
暗闇の横殴りの雨の中、お客様と従業員が近所の方々の
救助に向かった。
夜が明けようやく被害の大きさを理解した。椿林は無くなり
木も家も車も物も土砂と共にこの地に流れ、受け止めてい
た。一瞬で家や土地・生命、これまでの生活と歴史さえ
も奪われた。

この災害が、新たな恵みを与えるのか、むき肌の岩盤の
島となってしまうのか。次世代に何を渡していくのか。ハー
ドを過信しすぎては、私たちの生命と生活を守ることは出
来ない。この災害を受けとめ、謙虚に自然と向き合い、共
存していける島を皆で考えていこう。再び犠牲者を出して
はいけない。犠牲となった方々のご冥福を祈り、１０ .１６を
伝えていこう。

センターは、災害復旧から生活支援に役割をシフトしており、
常に島民に寄り添った活動に取り組むことを基本方針とし
ています。また、復興活動についても、災害を機に構築さ
れたネットワークを大切にし、連携、協働の上で参画した
いと考えています。さらにボランティアが存分にその力を発
揮できる環境作りを目指しています。

被災した大島町元町在住。被害が
甚大だった大金沢から数十メー
トルの距離に実家があり、顔なじ
みの方々を多く失った。大島社会
福祉協議会に勤めており、同社協
が開設した災害ボランティアセ
ンターの運営に携わる。

島民の声（被災した立場から）

島民の声（ボランティアの立場から）

あの日　10.16

清水勝子さん（ホテル椿園）

大島町元町出身。小１の時元町
大火で被災。成人式前日伊豆大
島近海地震体験。1986年長女出
産の年三原山大噴火、夫は元町
消防団で別々に避難。結婚後約
30年神達に住む。神達の方と
は、広報おおしま配布、大島町
社会福祉協議会協力員として携
わっていた。

島民の声（ジオパーク展ガイドの立場から）

これから何をしていこうと思っていますか？ 

災害後あなたの周りに、
どんな変化がありましたか？ 

坂本靖子さん（大島町婦人会連合会副会長）

中学生の頃の狩野川台風では、増水する沢を見て高齢者
をおぶって逃げ、翌日からは毎日学校で泥かき。19 歳の時
の元町大火では、実家がつぶれ何ひとつ無くなりました。
1986 年噴火では１か月の体育館生活での避難生活を体験。
今回の土砂災害では、自宅は被害はありませんでしたが、
友人知人が被災し、被災直後から炊き出しを継続しました。

70 年生きてきて、ショックも悲しみもありましたが、どこかで
それを受け入れて前を向いて歩かなければ、と思っていま
す。災害を忘れないことが大切です。ジオパーク展にいら
した方達に、自分の経験を伝えていきたいと思います。災害、
病気、別れなどを通して、支えられることのありがたさを感
じました。その時の感謝の気持ちを返せるように、自分に
できることを継続して行っていくつもりです。

1986年噴火時は、岡田保育園園
長。全島避難では島内保母間の
話し合いの結果、避難所で保育
園を開設した。在職中は、いつ
も子ども達のことを考えてい
た。60歳で退職。2011年3月か
らは山頂口のジオパーク展でガ
イドをつとめ、島の魅力を語っ
ている。

伊豆大島　１９８６年噴火

台風第 26 号による 824 ミリの記録的な大雨で、大規模土砂災
害が発生した。山腹斜面の崩壊により土砂と流木が一番人口の密
集する元町地区を襲い、３６人が死亡、３人が行方不明となった。

２０１３年10月 16日　土砂災害

荷物運び出しのボランティア

上・ホテル椿園玄関ロビー
下・ホテル椿園玄関前

ホテル椿園屋上から見た風景

災害後2ヶ月目の三原山　

伊豆大島



この島 で生きるために
ジオパークと防災

地震、津波、噴火、台風など、様々な自然災害と隣り合わせに暮らす私たち。

この土地に納得して住み続けるためには、どうすればいいのでしょうか？

その答えを探すうち、他地域の人達の経験や知恵から学びたいと考えるようになりました。

私たちは、決して１人ではありません。全国に同じ悩みに立ち向かう仲間がいる。

そんな気持ちを共有できたら……と思いこの冊子を作りました。

三宅島

大船渡市 陸前高田市

大　島

〈発行元〉大島・三宅島広域間共助推進協議会
〈連絡先〉大島観光協会 04992-2-2177

辛い経験と乗り越えた
強さを共有するために
ジオパークでつながる

雲仙岳災害記念館副館長

杉本伸一 氏

雲仙普賢岳噴火災害の体験と教訓を全世界に情報発信しようと、2007 年火山
都市国際会議を開催しました。人口 5 万人の地方都市で開催した国際会議は、
予想に反して高い評価を受け、大変盛り上がりました。この地域の盛り上がりを
活かすために取り組んだのがジオパークです。伝えたいことは、私たちはなぜ火
山の麓に暮らし続けているのかです。

雲仙普賢岳の噴火災害後、なぜジオパークの活動に取り組んだのですか？
活動を通じて、何を伝えようとされていますか？

雲仙とはまったく種類が違う大島の火山に魅力を感じていました。台風 26 号災
害後３回来島し、これまでと逆の意味で地球や火山の営みが分かる場所だと改
めて感じています。火砕流の怖さを知らないで雲仙はああいう目に遭いました。
ここでも、予想できない雨で多くの方が亡くなりました。これをどう生かすかが、こ
この役目だろうと思います。新年度から、岩手に行くことが決まっているので、ジ
オパークを生かしながら、雲仙、大島、三陸などが力を合わせて、何かを産み
だしていきたいと思います。

島の皆さんに改めて伝えたいことは何ですか？

阪神間出身の中川氏は、郷里を襲っ
た1995年の地震後、地震や火山の
災害と自然の恵みを子どもたちと
発見するこどもサマースクールを
地震学会で主催、2001年には地震
火山・世界こどもサミットを伊豆
大島で開催している。

時事通信解説委員

中川和之 氏

日本列島は、豊かな水や緑に恵まれ、変化に富む絶景も多く、恵まれた自然の
中で人々が暮らしています。豊かさを支える大地は、地震や火山などの自然の
営みでできあがった場所。そのことを、地元の人が実感し、自らの地域に誇りを
持ちつつ、災害から身をかわす知恵も得られるのがジオパークです。

ジオパークの活動と自然災害は、どうつながるのですか？

伊豆大島と三宅島の方に加え、島原半島ジオパークや三陸ジオパークとして活
動されている方に島へ来ていただき、経験を共有する場を持ちました。大地の働
きが人にもたらした災害の辛い経験と、それを乗り越えた人の力を伝えるのは、
人の言葉だと言うことを、改めて強く実感しました。

今回の事業を通じて、改めて伝えたいと思ったことは何ですか？

　2008 年から始まった日本のジオパークは、2014 年３月時点で 33 か所、うち6 か所が世界ジ
オパークです。現在、ジオパークをめざす地域を合わせると、日本の市町村数の１割を超え、自然災
害の被災経験を持つ地域も少なくありません。

　私たちはみんな、噴火や地震が作った大地の上に生きています。人の暮らしも自然の景観も、地球の動き
とつながっています。ジオパークは自分たちの住む場所を良く知り、魅力を探していく地域の取り組み。良く知
ることが防災や観光につながります。
　またジオパークはネットワークでもあります。全国の仲間がつながることで、互いに学びあい、励ましあうこと
ができるはず。みんな、そんな気持ちでジオパークを作っています。

杉本氏は当時火砕流に襲われた地
域の公民館職員。復興まちづくり
などにも関わり、JGN事務局の災害
担当も務める。【雲仙普賢岳噴火災
害】1991年６月の火砕流で、43人が
犠牲になり、５年後の収束宣言まで
１万回近い火砕流や土石流で２
511 棟の家屋が被災。

御神火スカイラインからの眺め

日本の
ジオパーク
活動

この冊子は、国土交通省広域的地域間共助事業「伊豆大島・三宅島　広域的地域間共助プロジェ
クト」で実施した三宅島のセミナー、伊豆大島でのシンポジウムの記録として作成しました。
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