
徳島県防災会議議事録 
 
日 時 平成３１年１月２８日（月） 午後１時３０分から２時３０分まで 
場 所 徳島県庁１０階 大会議室 
出席者 別添委員名簿のとおり 
 
１ 開会 
 
２ 会長あいさつ（徳島県知事 飯泉嘉門） 
本日は、徳島県防災会議を開催を致しましたところ、皆様方には新年早々、こうしてご出席を賜り、

誠にありがとうございます。  
また、皆様方には、日頃から、本県の安全、安心、第一線でご活躍をいただいているところであり、  

日頃のご尽力に対し心から敬意、そして感謝を申し上げたいと存じます。本当にどうもありがとうご

ざいます。 
さて、昨年は１年を表す漢字、清水寺の偉いお坊さんが書かれたのは「災」という字でありました。  

そのとおりでありまして。 まさに災害列島の様相となったところであります。  
振り返ってみますと、まず 6 月に同じ関西広域連合内である大阪府におきまして、北部地震、しか

も発生確率が低いと言われ続けてきた活断層型の直下型地震が、２年前の熊本そして鳥取県中部とこ

れに続く形で起こったところであります。  
言うまでもなく徳島県は、関西広域連合では、平時においては広域の医療、いざ発災となった場合

は、災害医療を担い、７機のドクターヘリの共同運航を行っているところでありますので、発災時に

国立循環器病研究センターから SOS が入りまして、屋上にありました貯水タンクが、破損をいたし

まして停電を起こしてしまった。例えば、透析であるとか、また、特に人工の呼吸器をつけている皆

様方が、やはり命に支障をきたす可能性があるということで、直ちに４機のドクターヘリに、待機命

令をかけたところであります。そして実際には２機のドクターヘリによりまして３名の患者さんを神

戸、そして、三重県のほうへ搬送することとなりました。  
そして次が７月豪雨であります。徳島県でも三好市を中心に大きな被害をもたらしたものでありま

すが、特に、愛媛県、岡山県、そして広島県の３県で合わせて 200 名を超える尊い命が失われるこ

ととなりました。この時は確かに本県も被災をしたわけではありますが、関西広域連合、全国知事会、

また、総務省のほうから徳島県は四国の大きな被災を受けた愛媛県、もちろん、当初は高知もカバー

をしておりましたが、これらの対口支援をはじめとする、支援のワンストップサービスの窓口になっ

てくれという形となりました。 
私も発災から 10 日後、宇和島市、愛媛県庁を訪ねて、市長さんあるいは中村知事さんとも対策の

話をさせていただいたところであります。ただ、この時にやはり大きな課題となりましたのは、我々

支援をする体制は強くしていくわけでありますが、一番重要なのは、この全国から来る支援。これを

いかに受け入れていくのか。 
また、受け入れ体制と同時にその皆さん方に最大限に力を発揮していただく受援体制の構築。実は

２年前の熊本地震の時にもその受援体制が、いかに重要であるか大きな全国の課題となったところで

ありますが、それから約２年後のこの７月豪雨災害におきましても、この受援体制が再び大きな課題

となるとともに、総務省のほうが平成 30 年度からいわゆる首長さん達で災害対応にあまり慣れてお

られない方に対してのいわゆるトップマネージメント。その支援を行う災害のコーディネーター制度、

これをスタートさせたまさにその時であったところであります。  
実はこのときも徳島県からは、「国が要請をするということで徳島からは 100 名以上を受け入れ

してくれ」と総務省に申し上げたところ、「いやいやとても 100 名では。せめて 10 名とか 20 名に

してくれ」と。こういった点でも現場から、より遠くなればなるほど危機意識が遠くなるもの。我々

は南海トラフ、中央構造線活断層、また台風銀座ということがありまして、日々こうしたものに対応

するとなると、災害支援のコーディネーターはより多いほうがいいし、 より経験を積んだほうがい

いわけでありますので、やはり県レベルで要請するのであれば、３桁単位で要請をする。これが一番

重要な点でありましたが、結果として 10 名単位となったところで、そうであれば徳島県が独自に徳

島県版の災害支援の統括コーディネーター制度を創っていこうという事を定め、対応し始めたその矢

先に、まさにこれが起こったところでありました。逆にいうとコーディネーターの数が足りないとい

うことになってしまうところであります。そして宇和島の市長さんを訪ねた時にも「まさか貯水池が

やられるとは思わなかった。想定外であった」と。  



我々徳島県は東日本大震災発災以降、二度と想定外という言葉を使って、対応の不備をいろいろ考

え直すということではマズいであろうと。想定外のことを日頃から考えて対応すること、つまり最悪

のケースを考え、それにいかに対処していくのか。日頃の図上訓練はもとより、９月１日の総合防災

訓練、こうしたところで、必ずその前の年１年間の間に起きたものについては、訓練の中でこれをも

う一度、対応し直す。訓練以上の実践は難しいと、こうした点を合言葉に行ってきただけに、やはり

まだまだ全国レベルとしては、こうした受援体制であるとかあるいは想定外という言葉、つまり最悪

のケースを考えて日頃から対応していく、こうした基本的なところがなかなか実践に移すのは難しい

のだなと実感をさせられたところであります。 
そしてこの７月豪雨だけで終わるのかと思っていたところ、今度は８月。主役は徳島県となりまし

た。 県政史上初、台風 20 号、21 号と連続して、台風が徳島に上陸をいたしました。そしてご存じ

のように台風 21 号では何とあの関西国際空港を使用不能にしてしまった。ここでも大きな国家的な

課題を我々はまざまざと突きつけられることとなりました。  
実はかつて私は若い頃、自治省時代に関西国際空港の建設の担当として当たっていました。 あの

ときには当然 W ウェイということで、今ある陸上の橋による高速道路、あるいは鉄道、こうしたも

のと同時にトンネルをもう一つ、ここに高速道路をということで、万が一、橋が途絶をした場合でも、

関西国際空港が機能できるようにしようと。 
しかしこれはその隣にあるいわゆる、明石海峡大橋。本来はこれを新幹線併用橋にする予定であっ

たわけでありますが、お金がなくなったということで、この併用橋をやめました。 それと同時に関

西国際空港もトンネルの計画を結果としてこれを水面下に沈めることになってしまいました。 
しかし今回、台風 21 号によりまして、多くの皆さん方がリダンダンシー（交通ネットワークの多

重化等）の必要性を実感させられたところであり、再び与党の皆さん方もこのトンネルを、そして高

速道路というだけではなくて世界の玄関、空の玄関である国際空港に新幹線をはじめとするいわゆる

高速鉄道がないのは日本だけということがありました。 ここに新幹線を通す必要があるのではない

だろうか。こうした検討といったものも北陸新幹線の大阪へのルートが決定の後も様々な点で、イン

バウンド（訪日外国人旅行（者））6,000 万人時代に向けて、この新幹線の対応を考えていただけに、

まさにそれが現実のものとなろうとしてきているところでもあります。  
こうした形で我々としてはもう勘弁と思っていたところ、なかなか勘弁させてくれなかったのが、

９月であります。台風 24 号、台風が北海道に行くということもこれまでの日本の歴史ではなかなか

なかったところであります。  
しかし昨今では、地球温暖化がなせる技かどうか、北海道に台風が上陸をして台風のままで北海道

から去っていく。こうしたことがここ数年起こっているところでありました。  
台風 24 号が北海道から去るか去らないか。その時に再び、活断層型の直下型地震が北海道胆振東

部地震ということで、つまり台風と直下型地震がほぼ同時に起こる、いわゆる複合災害も図上のもの

ではなく現実に起こる。これらもまざまざと我々は見せつけられたところであります。  
まさに災害列島の様相をきたしてきた日本であるわけでありまして、我々としてはいかに日頃から

最悪のケースを考え、また防災・減災対策をいかに進めていくのか、こうした点が今まさに求められ

ることとなったところであります。  
そこで今度は、県内の対応についてであります。  
県内におきましても、沿岸部におきましては確かに南海トラフ巨大地震、美波町では 20 メートル

を超える津波が襲ってくるといった想定がなされているところであります。  
また、活断層型の直下型地震がこれだけ起こることであれば、日本最大級の活断層は四国に走って

いるところであり、中央構造線活断層型地震にもしっかりと備えなければならないということで、全

国に先陣を切って徳島県の場合には、土地利用規制をかけるだけではなくて実際に、これが現実のも

のになるっていうことで、被害想定を作らせていただきました。 最悪のケースでは 3,430 名の尊い

命が失われる。しかし活断層型ということもあり、耐震化を十分やることによって、これをゼロに近

づけていくことは可能である、こうした方向性も出たところであり、平成 24 年 12 月 21 日、全国の

先陣を切って震災を正面から捉える条例、こちらを今回は改訂をさせていただきまして、全体的な方

向性としては、震災に強いまちづくり条例については、耐震化を基軸にやっていこうと方向性も同時

に、県議会の皆さん方のご理解をいただく中で進めさせていただいたところであります。  
こうした形で、徳島県におきましては、やはり沿岸部へのバックアップ拠点が重要になってくると

いうことで、三好市、東みよし町、美馬市といった皆さん方ともご協力をさせていただく中で、吉野

川の北岸地域を対象とする中で、徳島県西部健康防災公園の整備をしているところでありました。 



そのなかの防災拠点は、平時においては、様々な皆様方の健康づくり、あるいは活動の拠点といた

します西部防災館が昨年の４月に本館が竣工いたしました。そして 12 月には、平時においては、フ

ットサルをはじめとする、インドアテニスなどいわゆる体育館機能として、人工芝を下に敷いている

ところであります。まさに健康づくりの拠点として、そしていざ発災となった場合には、ここに大型

トラックがそのまま体育館の中に入ることができ、そして雨あるいは雪風、こうしたものを防ぐ中で

しっかりと物資の仕分けをできることになる拠点が出来上がったところでありました。そうした意味

ではまさに、西部の防災拠点といったものもここに誕生したところであります。  
また７月豪雨。これを受けまして、やはり様々な土砂災害も同時に起こるということで、全地形対

応の車両が重要になる。これがなければ、人命救助はなかなか難しいということで、国から昨年全国

２箇所、西日本では徳島県へ全地形対応車が貸与されることとなりました。そして消防の皆様方とし

っかりと連携をさせていただく中で、徳島県におきましては、この全地形対応車、もちろん水陸両用

ということでありますしキャタピラがありますので、土砂災害を受けたエリアも走ることが可能とな

るものでありました。これを中核として 50 名に及ぶ、いわゆる自然災害への即応部隊、これを３月

末までに結成をすることとし、県内への支援はもとよりのこと、広域消防緊急援助隊として機動性を

持った形での応援を全国へ。特に西日本を中心に行っていく運びとなっているところであります。  
どうか皆様方におかれましては、この災害列島における状況をぜひご理解いただく中で、一人でも

多くの皆様方が助かる、そうした「とくしまゼロ作戦」、これを全国に広げていけますように、どう

かご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、少し昨年のレビューがありました

ので長くなりましたが、私からの冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうか皆様方、今年１年よろ

しくお願いをいたします。 
 
３ 報告 
（１）委員の異動について 

「資料１」により説明 
＜事務局説明：とくしまゼロ作戦課長＞ 

 
（２）「徳島県水防計画」の変更について 

「資料２」により説明 
＜事務局説明：河川整備課長＞ 

 
４ 議事 
（１）「徳島県地域防災計画」の修正について 

「資料３」「資料４」により説明 
＜事務局説明：とくしまゼロ作戦課長＞ 

 
議長（知事） 
ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、承りたいと存じます。いかがでし

ょうか。 
 
（意見なし） 
 
それではお諮りをしてもよろしいでしょうか。  
議題１「徳島県地域防災計画の修正」につきましては、原案どおり了承することとしてよろしゅう

ございますでしょうか。 
 

委員 
異議なし  

 
議長（知事） 
ありがとうございます。 
それでは原案どおり了承とさせていただきます。ありがとうございました。  
続きまして、議事２「徳島県広域防災活動計画の修正」について、事務局から説明をお願いします。  

 
 



（２）「徳島県広域防災活動計画」の修正について 
「資料５」「資料６」により説明 
＜事務局説明：とくしまゼロ作戦課長＞ 

 
議長（知事） 
ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら承りたいと存じます。いかがでしょ

うか。 
 
（意見なし） 
 
よろしゅうございますか。それではお諮りをさせていただきたいと存じます。  
議事２につきましては、原案どおり、了承することとしてよろしいでしょうか。 
 

委員 
異議なし  

 
議長（知事） 
ありがとうございます、それでは、議事２につきましては、原案どおり了承とさせていただきます。  
それでは用意をいたしました議事は以上となったところでありますが、その他をご用意しておりま

すので、その他につきまして、事務局から説明をお願いします。  
 
５ その他 
（１）徳島県南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応方針について 

「資料７」「資料８」により説明 
＜事務局説明：とくしまゼロ作戦課長＞ 

 
（２）徳島県立西部防災館施設概要について 

「資料９」により説明 
＜事務局説明：とくしまゼロ作戦課長＞ 

 
議長（知事） 
ありがとうございました。 
それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問ございましたら、承りたいと思います。いかがで

しょうか。 
 
（質問なし） 
 
よろしゅうございますか。ありがとうございます。  

 
以上で本日予定をしていた議事は終了となったところでありまして、年最初ということもあります

し、また、徳島県防災会議委員の皆様方が、ご出席をされておりますので、こうした一同に会する時

に何かご報告とかＰＲがございましたら、承りたいと存じます。いかがでしょうか。  
 
梅田委員（四国電力徳島支店 支店長） 
四国電力の梅田でございます。いつもお世話になっております。今回の地域防災計画では先ほど説

明していただきましたように大規模停電の備えということで追加をしていただいております。ありが

とうございます。  
私どもは電力の安定供給を使命としておりまして、少しお話をさせていただきたいと思います。 
まずは昨年９月に北海道で発生しましたような全域停電が四国で起こるかどうかということにつき

ましてですが、弊社からはすでに経済産業省を始め徳島県様にも説明をさせて頂き、またマスコミ各

社からも報道をして頂いておりますけれども、既にご承知かもわかりませんが、弊社といたしまして

は、四国で全域停電の可能性は極めて低いというふうに考えております。その理由としては大きく二

つございます。 
一つ目は発電所の配置でございます。  



北海道では、原子力が稼働していないという影響もございまして、地震発生時には、震源近くの苫

東厚真発電所が、全需要の約 50%ぐらいを供給しておりまして、これが地震によって停止したとい

うことで、電気が大きく不足して需給バランスが崩れたことで大停電に至ったということでございま

した。 
しかし四国におきましては、火力発電所が徳島県阿南市に 160 万 KW、それから香川県坂出市に

140 万 KW、愛媛県西条市に 40 万 KW、また原子力発電所が愛媛県伊方町に 89 万 KW、それに加え

まして水力発電所もございます、そういったふうに発電所を分散配置しております。それは大きな違

いでございます。  
二つ目は、電気が不足した場合には本州からも電気を受電することができますが、北海道では本州

と繋がっている送電線が１ルートでございまして、電力は 60 万 KW でございました。四国におきま

しては、本州とは２ルートで連携されておりまして、まず１つが、本県の阿南市と和歌山県を結ぶ送

電線でございまして、電力 140 万 KW ございます。あと１つが香川県と岡山県を結ぶ送電線で電力

が 120 万 KW でございまして、それぞれ大容量の電力が本州から受電できるようになっています。  
こういった理由によりまして、例えば南海トラフ地震によりまして、仮に阿南市の発電所がすべて

停止しましたとしても、他の発電所の出力増加とか、本州からの受電などによりまして、需給バラン

スを維持することは可能と考えておりまして、今言いましたように、四国で全域が停電する可能性は

極めて低いように考えております。  
ただ近年は災害が多いということで、平成 26 年に発生しました徳島県西部の雪害による停電とか

昨年の西日本豪雨、それから大型台風の襲来などの停電におきましては、誠に申し訳ありませんが、

避けられないこともございます。  
また近い将来発生が想定されております南海トラフ地震におきましては、津波などによる広範囲の

停電も懸念されております。そうしたことも含めて今回の修正案に記載していただいたことは、備え

として大変ありがたく思っております。  
弊社といたしましては、これまでの災害を教訓として、ハード、ソフト両面からしっかりと対応し

て、いかなる状況におきましても地域の皆様への電力の安定供給という使命を果たしていきたいと思

っておりますので、徳島県様をはじめ皆様には今後ともご協力いただきますようお願いを申し上げま

す。  
 
議長（知事） 
どうもありがとうございました。 
梅田委員さんからは、四国全域のそれぞれの住民の皆さん方の一番の心配事項ですね。北海道胆振

東部地震でいわゆる全域停電、ブラックアウトになってしまったが四国は大丈夫か。確かにマスコミ

の皆さんからもそうした指摘がなされたところでありましたが、そうした点については、北海道電力

と四国電力との違い、一極集中か分散か、また他のエリアからの応援、系統接続連携線の太さが大分

違う、しかも２ルートあると。北海道は細い上に１ルートと。 
日本全体の実は大きな課題でもありますが、逆に四国は電力供給エリアということで、四国がもし

何かあった場合に、逆に中国あるいは関西が大変なことになるときは、今のご説明のあったとおりで

もありました。そうした意味では、四国としては四国電力さんを中心としてしっかりとこうした体制

をこれからもいざ発災となった場合の対応を行っていければと考えておりますので、四国電力さんも

これからどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。  
他にいかがでしょうか。せっかくの機会ですので、是非、ＰＲも結構であります。  

 
奥谷委員（ボランティアドッグ育成センター） 
ＮＰＯ法人ボランティアドッグ育成センターの奥谷と申します。  
私たちのところでは、災害救助犬の育成をしております。それに伴い私たちの出動時に緊急車両と

して認めていただくには、どのように申請すればいいのかがちょっと分からないので、もし県で災害

が起こった時に出動に当たって、今通行止めがたくさんあって、急いで現場に行きたいと思っている

のですが、どうしても一般車両なので一般道路を走っていくような形にはなってしまうので、できれ

ばもうちょっと救助犬を早く現場に到着して捜索を行いたいと思っているので、できれば緊急車両と

して認めていただけるように何か対策をとっていただけないかと思っているところであります。 
 
議長（知事） 
ありがとうございます。今の緊急車両の関係について事務局からお願いします。  

 



事務局（とくしまゼロ作戦課 北村課長） 
災害時の緊急車両の通行ということでございますが、通行証につきましては県警察と県危機管理部

でも発行できるようになっております。個別のケースにつきましては、ご相談いただきましたら対応

させて頂けると思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

奥谷委員（ボランティアドッグ育成センター） 
分かりました、ありがとうございました。 

 
議長（知事） 
災害救助犬の関係は、最近活動の幅がどんどん広がっております。ある程度事前にそうしたものを

取り決めておけば、スムーズな対応ができますので、やはり平時において災害時のことを考えないと、

まさに災害時で「いや、想定外でした」という言葉を出さなければなりませんので、ぜひうちの危機

管理部と、もちろん県警とは間をとりますので、だいたいどういうパターンの場合に、どういう形で

発行するかということを決めておけば、スムーズにいくかと思います。 
また、我々も災害救助犬が、どの位置にその時にいるのかと。日頃から育成はしていただいている

ところでありますし、それがわかることで非常に助かりますので、ぜひ顔の見える関係をよろしくお

願い申し上げたいと思います。  
他にいかがでしょうか。 
 
（意見なし） 
 
よろしゅうございますか。  

 
議長（飯泉知事） 
以上予定をしていた議事については、全て終了となりました。  
皆様方には積極的にご審議にご参画いただきまして本当にありがとうございました。今日の様々な

議題、こうした点についても、やはり机上の中で使っているだけでは意味がありませんので、これか

らも様々な、防災訓練、ありは実践を通してこれが実行あらしめる、こうした形で進めていきたいと

考えておりますので、これからもご理解、ご協力よろしくお願いを申し上げまして、今日の防災会議

を閉じたいと思います。ご協力どうもありがとうございました。  
 
６ 閉会 


