今回の特 別講座 にあたっ て
2011 年 3 月 11 日 に東日本 で巨大 な地震 が起こ り、たいへ ん大き な被害 が発生
しま した 。被 害に 遭わ れた 多く の方 々に お見 舞い 申し 上げ ます 。ま た、 犠牲 に
なられた 多くの 方々のご 冥福を 心より お祈り いたし ます。
今回 の地 震の 被害 は、 阪神 淡路 大震 災と 大き く異 なる 点が いく つか ある と思
われます 。
まず は被 害の 規模 です 。被 害者 ・犠 牲者 の数 はも ちろ んの こと 、復 興に かか
る費用 も 2 倍く らいでは ないか と言わ れてい ます。
次に 、震 源が 海で 起き たた めに 建物 の倒 壊よ りも 、津 波に よる 被害 の方 が大
きか った 点が 挙げ られ ます 。こ れに より 避難 など の情 報の 伝達 が、 的確 かつ 迅
速に行わ れなけ ればなら ないこ とを再 認識さ せられ ました 。
3 つ目は、原 発の問 題です。物理的 な危険 もさる ことな がら、国 際的な 風評被
害の広ま りはこ れまでの 地震に なかっ た被害 です。
4 つ目は、原 発に伴 う電力 不足で す。これ が長引く と経済 活動そ のもの が停滞
して しま い、 ひい ては 東日 本の 復興 その もの を遅 らせ る原 因と なっ てし まい ま
す。
5 つ目は、日 本が誇 ってい た「ジャ ストイ ンタイ ム」の脆 弱性が 明らか になっ
たこ とで す。 今回 の地 震で 当方 地方 にあ る多 くの 工場 が被 災し まし た。 これ ま
で日 本の 生産 の優 位性 は在 庫を 持た ない こと によ って 保た れて いた 側面 があ り
まし た。 しか し、 その 結果 、被 災し た工 場で の生 産が 再開 され るま での 在庫 を
各社 が持 って おら ず、 被災 して いな い多 くの 企業 の生 産活 動ま で止 めて しま っ
ているこ とが大 きな問題 となっ ていま す。
以上から 今回、 私どもは 次のよ うに考 えまし た。
1. 改めて自 分たち の防災意 識を高 めると 共に、具体的 な取り 組みを 行わな け
ればなら ない。
2. 災害に直 面して もその被 害を最 小限に 抑え、な るべく早 く通常 の生活・ 業
務に復帰 できる よう備え なくて はなら ない。
こ のよ うに 考え た際 、自 分た ちだ けで なく 、よ り多 くの 人が その 取り 組み を
行う こと によ って 初め て社 会全 体が 災害 に強 くな るの では ない かと 思い まし た。
現 在、 多く の人 がパ ソコ ンを 利用 して いま す。 大変 便利 なモ ノで ある と同 時
に、 まだ まだ その 能力 を使 い切 れて いな い人 も多 くい らっ しゃ ると 感じ てお り
ます 。少 しで も知 識を つけ てい ただ き、 防災 に役 立て てい ただ く一 助と なれ ば
幸いです 。
至 らな い点 も多 々あ ると は存 じま すが 、今 回は 震災 後な るべ く早 く本 講座 を
開く こと に重 点を おき まし た。 不明 瞭な 点、 ご不 明な 点な どご ざい まし たら お
気軽にご 指摘・ ご相談く ださい 。
今回は 、当教 室特別講 座にご 参加い ただき 誠にあ りがと うござい ました 。
今後とも よろし くお願い します 。
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