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2出典：成功大学防災研究センター 謝正倫 教授

3日間で累計雨量約3000mm
年間降水量に匹敵

高雄県甲仙郷小林村

死者・行方不明者の総数769名のうち
595名が高雄県での被害。

そのほとんどは小林村で
発生したと考えられる。

（台湾行政院発表：2009.9.8）
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かつてここに400～600人が暮らした小林村があった。

撮影：及川康

集落の400～600名の遺体は今も土砂に埋まったまま。
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かつてそこに家屋があったことを示すために

遺族が印した黄色いリボン

撮影：及川康

当時の村の状況を辿ることのできるものは・・・

残された２棟の建物
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当時の村の状況を辿ることのできるものは・・・
生存者（４名）と関係者（３名）

へのヒアリング調査４７名の生存者
とその関係者からの証言

撮影：及川康

※NHK取材班との協力のもとで遂行



災害当時の村民の動き
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出典：成功大学防災研究センター 謝正倫 教授

8月7日午後の“土石流黄色警報”や“土石流紅色警報”
これをきっかけとして南部の高台へ避難していたならば、人的被害だけは免れ得たはずである。
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8月7日午後の“土石流黄色警報”や“土石流紅色警報”
これをきっかけとして南部の高台へ避難していたならば、人的被害だけは免れ得たはずである。
しかし村民は、これらの情報の存在すら認識していなかったようである。

8月8日夕方から停電
主たる情報源であるテレビは使用不可となった。
緊急用ラジオ等を携帯するような村民が存在したか否かは不明である。

小学校への避難
1年前の2008年に、9号橋が架かる渓流から小規模の土石流が発生。
このとき集落の中央付近にある小学校に何人かが集まったとのことであるが、そこが
取り立てて避難場所として共通に認識されていたような証言は確認できなかった。
このたびの災害時に実際にそこへ何人かが避難したか否かは不明である。

小学校
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第8号橋が埋没

8月8日19:00頃： 南部への唯一の避難路が絶たれる。
南部の高台に通じる8号橋が土石流によって埋没。
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8月8日19:00頃： 南部への唯一の避難路が絶たれる。
南部の高台に通じる8号橋が土石流によって埋没。

４７名生存

400～600名死亡

４７名が生存できた理由：

その避難誘導を可能するだけの若干の時間的猶予
をもたらし得た地理的条件

避難の際の指導的リーダーの存在

第8号橋が埋没
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8月8日19:00頃： 南部への唯一の避難路が絶たれる。
南部の高台に通じる8号橋が土石流によって埋没。

４７名生存

400～600名死亡

４７名が生存できた理由：

その避難誘導を可能するだけの若干の時間的猶予
をもたらし得た地理的条件

避難の際の指導的リーダーの存在

コウ キンポウ

８号橋～９号橋の住民に
声をかけて太子宮へ避難させた。
さらにそこも危険と判断し、
斜面を駆け上って山の上へ
命からがら皆で避難した。

黄金寳さん
コウ キンポウ

避難の際の
指導的リーダー

第8号橋が埋没
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黄金寳さん
コウ キンポウ

第9号橋

8月8日17:00頃
9号橋付近に位置する自宅が浸水し始める。

8月8日19:00頃
8号橋は土石流により埋没しているので、林さん宅へ家族で避難。

8月8日深夜
林さん宅も浸水し始めたので、より高い場所に位置する太子宮へ
避難しようと思った。その際に通り沿いの村民に声をかけて
太子宮へ避難させた。3回くらい呼びかけて回った。

太子宮

避難の際の
指導的リーダー

第8号橋が埋没
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黄金寳さん
コウ キンポウ

第9号橋 太子宮

避難の際の
指導的リーダー

せき止め湖
8/9 06:20頃 形成?
8/9 07:00頃 崩壊?

深層崩壊

8月9日am6:00頃
川の水が逆流。
山が崩壊。9号橋より北側まで土砂。

第8号橋が埋没
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黄金寳さん
コウ キンポウ

第9号橋 太子宮

避難の際の
指導的リーダー

せき止め湖
8/9 06:20頃 形成?
8/9 07:00頃 崩壊?

深層崩壊

8月9日am6:00頃
幸いにも直撃は免れる。

第8号橋が埋没

残された選択肢は山の斜面を
よじ登るしかないと判断。
8号橋と9号橋の間の住民が
太子宮に全員揃ったことを確認して、
みんなで斜面を命からがらよじ登った。

はっきりとした道があるとは考えていなかった。
ただ、犬が猿を追いかけて山を登っていくのを
普段よく見かけていたので、
そのイメージでそのルートを這い上がった。
自分はこの地の地理に詳しい。
稜線から判断してこの山の上が
相対的に安全だと判断した。



15
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黄金寳さん
コウ キンポウ

第9号橋 太子宮

避難の際の
指導的リーダー

せき止め湖
8/9 06:20頃 形成?
8/9 07:00頃 崩壊?

深層崩壊

高台にて
非常に狭い。47人もいればぎゅうぎゅう状態。

少々いざこざがあった。
「あっちに避難したい」
「こっちに避難したい」とか、
色々と勝手なことを皆は言う。
別荘のほうへ行きたいという人もいたが、
結果的にはその別荘も土砂でやられた。

第8号橋が埋没

しかし黄さんは
「ここに留まれ」と言ってなだめた。
なぜなら、ここに留まるのが
安全だと思っていたから。
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黄金寳さん
コウ キンポウ

第9号橋 太子宮

避難の際の
指導的リーダー

せき止め湖
8/9 06:20頃 形成?
8/9 07:00頃 崩壊?

深層崩壊

高台にて

9日早朝に避難して、いざこざが沈静化して、
「よしここに留まろう」と結論が出たのは９日の夜。

いろいろと分析的に行動したわけじゃない。
臨機応変に行動したまでだ。

第8号橋が埋没



防災で重要なこと
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黄金寳さん
コウ キンポウ

避難の際の
指導的リーダー

今回規模の雨では無理だが、
もしも生き残るチャンスが残されているならば、

そのチャンスをつかみ取るための“知識”
を持つことが必要だ。
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元小林小学校教頭

張先生

住民で対応可能なものと、そうでないものがある。

今回は後者だ。

地元の指導的リーダーの存在が重要。
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避難の呼びかけをする際には、おそらく、
政府レベルの警戒情報を待っていたのでは間に合わないだろう

甲仙郷和安村の村長

李さん
甲仙郷和安村の隣組長

江さん

目で見て自身で判断するのか一番確実。
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あえて強調するまでもなく、ごく自然な姿で、
あたりまえのこととしての自助と共助の実践
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• しかし、ここであらためて自助と共助の重要性を強調したところで、
この度の被害を完全に回避できたとは思えない。

– 47名の生存者の居住地域がたまたま崩壊による土砂の直撃を免れるこ
とのできた好条件であったことが幸いしていることは事実であろう。

– 逆に言えば、土砂に埋もれた400～600名の中にも黄さんのような避難
誘導の指導的リーダーの役割を実際に担っていた人物が居たのかもしれ
ない。
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４７名生存

400～600名死亡

もしも生き残るチャンスが残されているならば、

そのチャンスをつかみ取るための“知識”
を持つことが必要だ。

残念ながら
生き残るチャンスが
残されていなかった

生き残るチャンスが
残されていたため、
知識を備え持った住民たちが
“生存”を勝ち取った
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こういった状況に対してどうするか。

• そんな危険な地域に住まなければいい。
集落を下流の安全なエリアへ移動してしまえばいい？
– 「我々の民族の文化を守るのだ」

– もしも移動させられたらその先の居住地はどうなるの？という不安。

– 生きてゆけない。

• 高度な災害情報システムを整備？治水施設を整備？
– 本当に守れるのか？

• ある意味で「あきらめて受け容れる」という選択肢？
– 自覚、無自覚は別にして。社会を維持していくための理念の一つとして？

– 想定可能範囲を大幅に超える甚大な災害に対しても、常におびえて、全てに備え
ることが幸福なのか？

• 科学的に最適な方策が仮にあったとしても、
それが常に社会的に最適とは限らない。


