土砂 災害 から 身を 守る ため に
太田 市立 宝泉 東小 学校 六 年 杉浦 心 花
テ レ ビ を 見 て い る と 、 時 々 見 か け る 「 気 象 速 報 」 。 自 分 の 住 む 町 で は な く、
知ら ない 遠く の 地域の 名前 を目 に する たびに 、ひ 害が 少 ないこ とを 願っ て い
る。 しか し 、毎 年のよ うに 、 日本 では 土砂災 害 によ るひ 害が後 を 絶た ない よ
う に感 じる 。な ぜ、 土砂 によ る災 害が くり 返さ れる のか 、そ こで 自分 たち が
で きる こと は何 かを 調べ てみ た。
日 本は 、国 土 のほと んど が山 地 やき ゅうり ょう ち でお おわれ てい て 、平 野
は 海岸 ぞい や川 ぞい にわ ずか にあ るだ けの 地形 だ。 その ため 山や 崖な どが 雨
によっ てく ずれ る 災害が 起こ りや す い。ま た、 日本 の年 間平 均降 水量 は、 約
千七百 ミリ メ ート ルで、 世界 の 平均 の約九 百七 十 ミリ メート ルに 比 べて 、特
に降 水量 の多 い国 であ るこ とが わか る。そ し て、 日本 の雨の 特 ちょ うは 、梅
雨や 台風 など の時 期に まと まっ て大 量に 降る とい うこ とだ 。こ のよ うな こと
も土 砂災 害が 発生 しや すく 大き な被 害を 受け る原 因に なっ てい る。
次に 、 土砂 災害 が起こ っ た時 の対 策を考 える 。 まず 、正し い情 報 を手 に入
れる こと が大 切だ 。今 年の 七月 初め に 九州地 方で おこ った 大雨 の時 には 、鹿
児島 市は 市内 全 域でひ なん 指示 を 出し た。一 日で 、 平年 の七月 一ヶ 月 分の 雨
の量 を こえ る雨 が降っ た ため 、早 い段 階で広 い はん いに ひなん 指 示が 出た 。
一 つの 市の 中で も、 山や 川に 近い 地域 もあ れば 、住 宅が 並ぶ 平地 もあ るが 全
地 域が ひな んの 対象 とな った こと に、 速報 を見 た私 もお どろ いた 。後 のニ ュ
ー スで 、こ の市 内全 域の ひな ん指 示が 混乱 を招 いた と知 った 。ひ なん 場所 に
人 があ ふれ てし まっ たこ とや 、介 護施 設や 病院 など では 短い 時間 で体 の不 自
由な人 を大 勢ひ な んさせ なけ れば い けない 大変 さが あ ったと いう 。き ん 急性
の高 い地 域や 人 を優先 して ひな んさ せ る判断 が必 要だ っ たと思 う。 これ に は
自分 の住 ん でい る地域 がど の よう に危 険なの か自 分 で判 断する 力も つ けて い
なけ れ ばな らな いと感 じ た。
土 砂災 害か ら命 を守 るた めに 必要 なこ とは 事前 に防 ぐ方 法も ある 。急 な崖
が くず れな いよ うに 、コ ンク リー トの かべ を造 って 土砂 をお さえ たり 、動 き
出 した 土砂 が土 石流 にな って 流れ るの をく い止 める ため に、 砂防 えん 堤と よ
ばれる 施設 を設 置 する方 法が ある こと を初 めて 知っ た。 学校 の社 会科 の授 業
で、日 本の 山 は、 林業を 継し ょ うす る人が 足り ない こ とや、 海外 から の 木材
の輸入 で 国産 の木 材が使 わ れな くな ってき て いる こと で、山 林 の管 理が 十分
に行 われ なく なっ てい ると 学ん だ。 やせ てし まっ た森 林で は、 土砂 災害 を防
止す る役 割を 果た せな くな って しう そう だ。
私た ちの 生 活を 土砂災 害か ら 守る ために 砂防 事 業が 進めら れて い るが 、土
砂の 動き を完 全に 止め るこ とや 、日 本中 にた くさ んあ る災 害が 起こ る危 険が
ある 場所 全て に 対策を 行う こと は むず かしい そう だ。 だ からこ そ自 分自 身 に
何が でき る か考 えるこ とが 必 要だ 。
私 の住 む市 にも 防災 マッ プが 配布 され てい る。 それ を見 ると たく さん の大
切 な情 報が 書か れて いる 。ふ 段生 活し てい ても 気付 かな い危 険な 場所 が分 か
り 、も しも の時 どう 行動 すれ ばよ いか シュ ミレ ーシ ョン する こと がで きる 。
明 日、 私の 住む 町に 大雨 警報 ・ひ なん かん 告が 出さ れた ら、 危険 をど のよ う
に判断 し、 どん な 道を通 って どこ へ ひなん する のか 、家 族と はな れて いた 場
合どこ で集 合 する のか、 家族 と はな れてい た場 合 どこ で集合 する の か、 しっ
かり 家族 と話 し合 い準 備す るの が、 今から で きる 安全 ・安心 へ の最 も良 い方
法だ と考 える 。

