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徳島県国土強靱化地域計画及び
徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画推進委員会 議事概要

Ⅰ 日 時 令和２年５月２６日（火）１４時３０分から

Ⅱ 場 所 徳島グランヴィリオホテル（グランヴィリオホール）

Ⅲ 次 第 １ 開 会

２ 議 題

（１）徳島県国土強靱化地域計画の進捗状況と見直しについて

（２）徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画の進捗状況と見直しについて

３ その他

４ 閉 会

Ⅳ 議事概要

１ 開会

（１）開会挨拶

（省略）

（２）委員紹介

（省略）

２ 議題

（１）徳島県国土強靱化地域計画の進捗状況と見直しについて

【委員長】

今回、今年の委員長をご指名いただきましたので、議事進行を進めさせていただきたいと思

います。もう、すぐにご挨拶抜きに、議事を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。それでは、座って進めさせていただきます。

まず、今日の議題でございますが、大きく２つございます。その１つ目のですね、「徳島県

国土強靱化地域計画の進捗状況と見直しについて」ということから始めたいと思います。それ

につきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。

【事務局】

※資料１－１～資料３についての説明（省略）

【委員長】

ご説明どうもありがとうございました。議題（１）の内容につきまして、只今、事務局から

ご説明いただきました。初年度ということでございますが、それでもですね、達成されたもの

もございますし、また、最近の情勢を考慮して、新たに追加した業務もございました。これに

関しまして、ご意見とかご質問がございましたらお願いいたします。

初年度ですので、進捗状況に関しては、まだまだ充分な評価ができる段階ではない部分があ

ったかと思いますけども、何か、ご意見ご質問ございませんでしょうか。
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【○○委員】

国土強靭化地域計画を全国に先駆けて策定されたことは、心強く思っております。ここまで

取り組んできた中で、どういったところで詰まることがあったか、現場でこういうことが困る

といったことは、意見を吸い出す必要があると思います。

現状ではコロナの感染症の問題もありますので、そういったところも踏まえて、今後、ブラ

ッシュアップしていく必要があろうかと思います。その中で、計画を作るとか、何か専門家と

か担当の方が取り組むというだけでなく、地域で県民一丸となって取り組まないといけない事

項ばかりだと思います。

そうした時に、こういうところが必要だとか、こういう計画なんだよとか、これはどういう

ところを誰が担うんだよというところを分かりやすく説明できるような、何かツールなりを作

らないといけないかなと思います。

県民も一緒に取り組んでいきましょうと言っても、じゃあ、何をしたらいいんだろうとか、

こういうところ困ってるけどどこにどうやって伝えたらいいんだろうというところもあると思

うので、情報を伝えるというところは県が主導的にやっていただけたらいいのかなと感じてい

ます。

今回、追加のところでファミリータイムラインの作成を２地区から７地区に増やしていただ

いたと思いますが、この作成につきましても、現状では、ワークショップをしたりというよう

なところで、みんなで作っていきましょうとお話ししていただいてると思うんですが、「ファ

ミリータイムラインの手引き」を、徳島県はホームページで公開されてますので、せっかくい

いツールがありますので、そこらあたりの情報発信も、今後しっかりと取り組んでいただけた

らと思っております。

【とくしまゼロ作戦課】

ありがとうございます。おっしゃる通り、県だけで行う計画ではございませんので、自助・

共助も重要ですし、そういった意味でしっかりとこの計画を、盛り沢山ですので、できるだけ

それぞれを分かりやすく整理しまして、県民の皆様にホームページとかいろんなツールを使っ

て、啓発・周知していきたいと思います。ありがとうございます。

【委員長】

他にいかがでしょうか。特にないようでしたら、次の議題に移らせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

（２）徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画の進捗状況と見直しについて

【委員長】

「徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画の進捗状況と見直しについて」ということで、

議題１の国土強靱化地域計画と一体をなすものではございますけども、先にですね進められて

いた行動計画でございます。この進捗状況について、事務局の方から説明いただいて、その見

直し案についてもご説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】

※資料４－１～資料６について説明（省略）

【委員長】

どうもありがとうございました。それでは、只今ご説明いただきました「とくしま－０作戦」

地震対策行動計画、これにつきまして、ご意見とかご質問ございましたらよろしくお願いいた

します。

こちらは、国土強靱化地域計画とは違ってですね、今年度が最終年度ということで、それで

もまだ進捗が不十分だというものもいくつか評価されてきております。いかがでしょうか。
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【○○委員】

今年は最終年度ということで、今更なんですけど、例えば評価する基準について、２つ言い

たい部分があります。

１つ目は住宅の耐震化を割合、パーセントで評価されていますが、私としては、住宅耐震と

いうのは棟数、戸数で言うべきではないかなと思います。

２つ目は福祉避難所の事なんですけど、従前から言っているんですが、この資料においても、

福祉避難所については、目標とするところを施設数になっている。施設数ではなくて、福祉避

難所に収容できる人数で評価するべきではないか、というように思っています。

そういうような評価の軸があってもいいのではないか、というのが私の意見です。

【県土整備部】

今現在、令和２年度で１００％を目指すことになっているが、その前提で、考え方の基にな

っているのが国が示した全国の耐震化率というものが令和２年度で９５％、令和７年度で概ね

解消ということを踏まえまして、本県では「死者０を目指すこと」ということから令和２年度、

国の９５％を上回るということで、１００％ということで現在取り組んでいます。ということ

なので、国の指標に合わせているということでご理解いただきたい。

【保健福祉部】

福祉避難所の指標についてですが、国のガイドラインにおいて望ましいとされている小学校

区に一か所を上回る「２５０か所」というのを福祉避難所指定を目標として掲げておりまして、

国のガイドラインを踏まえて策定しているところでございます。

【とくしまゼロ作戦課】

今、委員さんの方からいただきましたように、できるだけ県民目線で、分かりやすい指標っ

ていうのは、あるかと思います。

今の２つの項目以外でも私個人でも疑問に思えるような数値目標も若干あるように感じる部

分があります。

そのあたりにつきましては、また皆様方に来年度以降、計画の改定などをお示しする機会も

ございますので、その中で引き続き、ご指導、ご助言等もいただきながら、しっかりと県民目

線で分かりやすいような目標になるようにしっかりと取り組みを見直して参りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

【委員長】

ありがとうございました。指標については、分かりやすいものとか明確に評価ができるもの

ということで、常に改定していく必要があるかと思います。

【○○委員】

本年度最後というところで、自主防災の横のネットワークというところで本当に「努力」と

いうことになっていますが、いざ発災した時に本当の末端の自主防災１つ１つが横のつながり

を持っているから人の命が助けられる。でも自主防災という特殊なもので、１つ１つが町内会

からできていて、それをまとめて市町村、これが非常に難しいところなんで、数年前から県と

一緒にいろんなところを歩いたり、赤十字、青年会議所、警察なんかの努力もいただいた上で

今動いているんですけど、やはり県の後ろのバックアップがあって初めて市町村に声をかけれ

るし、これを少し違った形でもいいので、この計画というのは常に「達成」はないと思います。

努力ばかりかもしれませんが、何かの形でずっと残していっていただきたい。

常に県と一緒に相談しながらネットワーク作りをやっていきたいと思うのですが、そこらを

どうにかこれからの計画の中にも残していただきたい。

自主防災は会長が毎年変わっているのでなかなか引継ぎができないというところがあるんで

すけど、そういうところを計画を練る時にお願いできればと思います。
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【事務局】

ありがとうございます。まさに仰るとおり、各市町村によって自主防災組織のあり方に違い

がありまして、町内会がベースであったり、市町村によっては新興住宅と旧来の住宅が折り重

なって、なかなか町内会自体がない地区があったりして、なかなか自主防災組織も千差万別と

いう状況とお伺いしております。

市町村の担当者に聞きますと、地域の中で、しっかりまとめにくい市町村が一部にあって今

こういった状況で残る市町村まだかなり残っているんですけど、８つの市町村ではできていな

いという状況になっております。

引き続き、こういった計画については、しっかりともう 1回計画に位置づけて、県もしっか
りとバックアップして市町村と一緒になって取り組んで参りたいと考えていますので、よろし

くお願いいたします。

【委員長】

ありがとうございました。連携というのは、いつも言われることですけれど、やっぱりなか

なか難しいですよね。でも、連携することによって、それぞれの組織の元気にも繋がっていき

ますし、実績にも力になっていくということで、ネットワーク化とか連携とか、これから力を

入れていくものだと思います。

【○○委員】

私からは２点。まず、とくしまゼロ作戦の計画について、災害時コーディネーターや DMAT
の活用と活躍について書かれているんですけど、災害が起きてから復興までということを考え

ると DMAT は超急性期のみ活躍する活動するのが主だと思います。その超急性期というのは
発災からだいたい３日、４日ぐらい後で、その後というのは、JMAT や地域の医療機関が連携
して対応していくようになると思うんですけど、この計画だけでは、超急性期のことばかりが

書かれているような気がして、復興に向かっていくちょうど真ん中の部分が示されていない、

空白があるような気がして県の方ではその辺をどう考えていらっしゃるのか。

私の知識が正しければ、平成 30 年くらいが最後の JMAT の研修、最終がそこだったような
気がするのですが、JMAT とか復興までの間の医療連携とか、あと訓練とか連携というところ
は、県はどのように考えていらっしゃるのか、教えていただければ助かります。

【事務局】

県の方でも災害医療はものすごく重要な視点だということで、確かに仰るとおり DMAT が
中心的に書かれている部分、特に一番最初の部分ですね、訓練とかでも初動の訓練ばかりが中

心になってしまうということもあり、どうしても DMAT がいろんな形で特出しされ気味なと
ころは仰るとおりだと思います。

今、ご指摘がありましたように JMAT とか少し時間をおいた本当の意味での復興の手前ま
での部分を担うには確かに少し弱い部分がありますので、しっかり今後の計画の見直しの中で

保健福祉部局や医療関係部局とも調整をしながら、計画の見直しに繋げていきたいと思います。

【○○委員】

もう１点。県の強靭化計画の方で気になる点がありまして、災害リーダー薬局の認定数とい

うところで、平成３０年には６薬局から前年度２０薬局に増えたということで、昨日、ホーム

ページで確認をいたしました。

すると、うちの薬局の阿波池田店がリーダー薬局の認定をされていて大変恐縮なんですけど、

リーダー薬局の認定のポイントというのは、たぶん基幹病院のすぐそばとか、連携の取りやす

い場所ということで、ご依頼をいただいていると思うんですけど、実際問題、リーダー薬局と

して認定していただいても動けないと思うんです。もちろん、やるつもりになってると思うん

ですけど、実際問題、まとめ上げることができないと思いますし、私よりも知識がない人が担

当していると思います。そういった中で、リーダー薬局を務めなければならないのであれば、

フォローしていただく何らかの研修や連携の訓練をぜひ県の方で実施していただいて、有事に
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ちゃんと動けるように、ぜひフォローアップをお願いしたいと思います。

【事務局】

ありがとうございます。確かにご指摘のとおり、リーダー薬局は目標としましても、令和元

年度２０薬局ということで、ここで一回区切りがついてますので、県内全体で２０でいいのか

という話もありますし、当然、その２０を核にして他の薬局と連携とかそういったものはもの

すごく重要な取り組みとなっていくと思いますので、一定の地域ごとで特性も異なりますので、

そこでの研修とかを踏まえて、しっかりと考えていきたいと思います。

【委員長】

ありがとうございました。今、委員からご指摘ございましたように、県の方ではいろんな計

画を年次ごとに作ってきた経緯があって、「ゼロ作戦」地震行動計画だったり、先ほどご審議

いただいた国土強靱化地域計画であったり、昨年の１２月にまとめられました復興指針であっ

たり、いろんな計画がございます。

それを横断的にまとめたものはまだないんですけど、今後、こうした計画を突き刺すような

形で統合化を考えていかないといけないのかなと思っています。

そういった意味では、年次計画で５年毎とか見直しを図っている中で、全体的な計画の整合

性をとっていくことを進めていただければ、それが委員の皆様のご質問にお答えできる方法で

ないかなと思います。

【○○委員】

例えば、「とくしま－０作戦」行動計画で、高校生防災士の養成とかは達成していますよね。

達成することはすごくいいことなんですけど、例えば、防災士になった高校生の方のビジョン

みたいなものを考えてあげるのはすごく大事で、実際どういうことを彼らがやりがいにするか

みたいなところがすごく大事だし、自主防のみなさんの協力も必要だと思いますし、今日はあ

まり議論になっていませんけど、コロナの感染下の中で分散避難みたいなことになると、とて

もみなさん手がまわらないですよね。そうすると、自主防のみなさん、あるいは防災士のみな

さん、あるいは高校生防災士のみなさんの活躍が、どんどん重要になると思うので、そういう

感想を持ちました。

【委員長】

ありがとうございました。徳島県の方では、地域防災推進員の養成とか高校生の防災士の育

成を進めていただいております。

先生の仰ったとおり、防災士の方の活躍できる場というもの、あるいはそうした方に力を発

揮してもらう機会を今後も増やしていく必要があるかと思います。

徳島大学にも、高校生防災士を取った学生が今年も何人か入ってきておりまして、防災の授

業にも受けていただいてたりするわけですけど、そういう意味で着実に高校生防災士の方もそ

の後もキャリヤの中で、あるいは大学とかの中で防災について学ぶ機会をもっているようです

し、そういった方がしっかり活躍できるように体制をこれから作っていかなければいけないな

と思っているところです。

ここにはちょうど、防災士会の○○さん、あるいは○○さんとか多くの防災士の方もおいで

になってますので、またいろいろご意見いただければと思います。○○委員、どうもありがと

うございました。

【○○委員】

資料５の裏面なんですけど、被災児童保育ボランティアの養成といいまして、次世代育成青

少年課の方で毎年３回講座でボランティア養成講座をしていただいております。

目標修正として１３０人、また今年もされるのかなと思うんですけど、この皆さん方が講座

を受講されて、その後皆さま方がネットワークで繋がりがあるのかということと、せっかく学

んでいただいた方たちが現場で活躍していただくそういう場所が、活躍の場が果たしてあるの
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か。受講したままで終わってるのかがちょっと不安ということと、それから学生さんとかが防

災士の資格を取ってらっしゃるということなんですけど、昨年度からは徳島大学の方で防災講

座の短期を作っていただくとか画期的な事もしていただいたんですけど、ここの被災児童のボ

ランティアを終了されました子育て支援者の方が防災士の資格を取っていただくという風な方

向にしないと、もったいないなと。保育をするだけの手段じゃなくって、正しい知識を持って

さらに特に乳幼児の子育てされているお母さんたちの方に伝えていただく役割を子育て支援者

の知識を持った方が防災士の資格をもっていただいて、子育て防災ですね、そんな風に現場の

ところに繋がっていただけたらなと思っています。

県内、いろんな所でこのボランティア講座を受講された方がいらっしゃるんですけど、地域

の子育て支援センターだったり保育所だったりするところを、さらに何か起きてから活躍する

のではなくて、日頃から現場で繋がりをもって子育て防災の方にお力いただけたらなと思って

おります。

さらに、ママ防災士さんで瀬戸さんという方が活躍されているんですけど、子育て支援者の

方の中から子育て真っ最中のママ達、パパ達に伝えていただくことと、それから子育て真っ最

中のママパパも乳幼児期にそういう学びの場があると子供さんが幼稚園、小学校に上がった時

にも自分自身が防災の意識を高めて子育て中の方が防災士の資格を取っていただくという方向

になればなと思っております。

【委員長】

ありがとうございました。私も共感ですといいますか、なかなかいい意見かなと感じられま

した。また、そういう機会に徳島県でも各市町村にもお声がけいただいて、増やしていただけ

ればと思います

【○○委員】

先ほど高校生とかいう話、金田先生の方が言われましたが、去年になるんですが県の方々と

一緒に青年会議所で私で講習会をしたときに青年会議所というのはイコール徳島の中小企業の

社長の集まりです。それで、その各会社が社長、申し訳ないけど自分の社員、社員の子供家族

を守ることを考えていますかと問いかけたことがあります。これが、県のこういうのになるか

どうか分からないんですが、せっかく子供たちが、いま津田中学校ですとか高校でも徳中とか

いろんなところ、特に今日もお見えになってる支援学校の子供達も自分の命を守るために学生

生活でそれを勉強してきたことを会社に入ったとき、自主防の中でそれを生かすってのはなか

なか難しいんですよね。避難訓練しているから、高校生の子に来てと言ってもなかなか来てく

れない、卒業して社会人になって来てくれと言っても来てくれない。でも、就職した後にその

会社の中で活躍の場、例えば履歴書に大きくなになに、防災甲子園で優勝したよとか、県の表

彰を受けたよとか、そういうのをどんどんアピールしてその会社で働く方法はないだろうかと

いうのは内々では去年からやっているんですが、そういう風な子供たちの場というのは就職活

動にもプラスにもなるとかないとか言ってはいけないんですけど、自分の居場所を新入社員と

して入った時に見つける意味でもそういうのはどうかなと去年から動いているんですけどいか

がでしょうか。

【委員長】

ありがとうございました。高校生で防災士を取られる方なんかも、受けようと思ったことを

いろいろ伺いますと、１つは小学、中学、高校の学校の中で防災教育を受けて、やっぱり関心

をもっていた、そういった子供たち、あるいは生徒が多いですよね。そういう子供たち、生徒

はやっぱりいま仰ったように、社会に出てもそのことについては、深く関心を持ち続ける子が

多いと思っておりまして、そういう方を積極的に採用するということが社会的にも広がってい

けばですね、防災に関しての関心が高い子供たちも増えてくると思いますし、若い世代も増え

ていくと思います。そういう意味で、自主防災組織の構成員がどうしても高齢化して、引き続

いて自主防災のリーダーをしてくれる方がなかなか不足しているという問題に対して、若い世

代から積極的に入ってきていただける方が増えているという点で、若い世代からどんどん増や
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していくことが非常に大事だし、それが社会でも受け入れが進んでいくと、広い世代にわたっ

て文化として育っていくと思いますので、ぜひその方向で進めていければと思います。

そのためのアイデアという点についてですね、小谷さんの方でいろいろ進めていただいてい

るということでしたら、是非、それをいろんな方に伝えていただけると宜しいかなと思います。

感想で申し訳ありませんが。

【とくしまゼロ作戦課長】

１点補足させてもらいます。実は今日、○○団長さん、○○消防団の団長さんでございます

が、徳島市消防局の方では、学生消防団ということで機能別消防団員制度を設けておりまして、

１００名の定員で広く学生さん、四国大学の学生さんとか文理大学の学生さんとかが参加され

ております。そういった方が学生のうちから必ずしも本当のような消防団活動をするのではな

くて、啓発であったり日頃のイベントに参加したりして、少しでも防災に関わっていくという

活動をしております。

その延長で、徳島市の方からは消防団活動認定書というのを発行しておりまして、それを持

って企業に就職活動するというような取り組みを、実は消防団の方ではやっておりますので、

今の○○委員の仰ったような取り組みは非常に意味がある取り組みだと思っております。紹介

まででございます。

【委員長】

ありがとうございました。いろいろ活発なご意見をいただきまして、地震対策行動計画は最

終年度、しっかり実施いただけるのではないかと思いますが、他にいかがですか。

【○○委員】

先ほど住宅の耐震化の話が少し出ましたので、同じような意見になるかもしれないんですけ

ども。耐震診断員をしておりまして、耐震診断をした後だけども、このまま耐震工事をしよう

かどうかってことをちょっと迷ってらっしゃる方とか、お話しする機会があるんですけど、市

町村の耐震改修の補助金の方が割と早い時点で終わってしまう市町村もあって、それでお聞き

すると今年度は終了しましたというお返事が返ってくる場合があります。その場合に、県民の

ニーズをどれくらい、申込みまで至る前に、例えば耐震工事は諦めてシステムキッチンだけに

しようかとか、外壁の塗装だけにしようかとか、なかなか私たちが外壁を塗装する時に耐震改

修はとってもいいんですみたいなことを言っても、なかなか分かって下さらなかったりするの

で、やはり、そういうニーズをどれくらい需要があるけど、耐震改修の補助金が受けられなく

て諦めた方ってもある程度人数いらっしゃると思いますので、そういうのをいろんな市町村に

聞いていただいたり、人数を把握をしていただいたりして予算組などをしていただければと思

いました。

【県土整備部】

各住民の方からのニーズをどう把握しているかについてですが、耐震化につきましては市町

村が工事をする部分に国費だったり県費をのせて、施工される方の負担を少なくしようという

制度ですので、まずは市町村の方で出来るだけ住民のニーズにあったような予算を確保してい

ただくのが大事なのかと思います。

今、手元に数値のようなものは持ち合わせていないんですけど、県としては市町村に是非と

もそういうところをきめ細かくしていただくようにお願いしています。

【委員長】

ありがとうございました。確かに、４月５月くらいにあっとなくなってしまうことがありま

すよね。それで、１年近く経ったら，またすっかり忘れててということで，何年もできない方

がいるかもしれませんので、そういうことがないように対策が必要かなと思いました。
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【○○委員】

先ほどからご意見をお伺いいたしまして、高校生の防災士の養成ということで、初期目標を

達成して、また今年数が増えているんですけど、県立高校における防災クラブの設置、これも

達成ということですね。中学生における防災クラブは、これは順調ということなんですけど、

こうやって若者がどんどんどんどん防災士の資格を取ったり勉強したりっていうことは徳島県

の未来にとってすばらしいことだと思っております。

先ほど○○委員さんの方から、若者と自主防災組織を繋げるような取り組みをされていると

いうことをお聞きして、進めていただけたらなと思います。

私個人、生涯学習課に１年間勤めておりまして、その時に県の防災のことについても公図を

担当するという形で関わらせていただきました。その時に南部の方、日和佐とかあの辺りの方

では、南海トラフの地震が起きたら、ほんとに１０分くらいで津波がくるという意識をもって

取り組んでいると。

それから、自分自身も小松島の方に勤務していたことがありましたので、本当にいつ南海ト

ラフの大地震が来て津波が来てもおかしくないという、そういう毎日日々、今、地震が来たら

という危機に晒されて危惧しておりました。

今は、津波という危険性は少ないですけど、今は山間部でありまして、あまりご存じない方

が多いと思うんですけど、本校は徳島病院という吉野川市にある病院に隣接されております支

援学校です。生徒は自分で避難するといことがほとんど難しい児童、生徒です。地理的にも、

道路より学校が地下にあるというか、道路から玄関が、階段を下りてこれが玄関という、すご

い特異な地理的なところがありまして、本校でも防災計画を毎年見直しているんですけど、県

の方で避難所として指定されていた近くの福祉施設が解除されるという話も聞いたんですけど

も、それで、もし地震が起きたら本校はどこに避難をしたらいいんだろうと，今、不安を実は、

抱えていることもあるんです。

病院に避難するというのは原則難しいですね。福祉施設の方も福祉施設の裏山が危ないとい

うことで，新たに見直しをされて、危険地域と認定されたと。そうなった時に本校は生徒を連

れて、避難所は駐車場になっているんですけども、駐車場で生徒が一晩も二晩も過ごすのは難

しいので、そうなったときにどこに避難したらいいのかすごく心配しているところなんです。

そういうところは、県の避難所を指定するなら 県が指定するんですかね。避難所について

の相談というのは市町村に相談したらいいのか、県に相談したらいいのか、ちょっと心配にな

っておりましたので，個人的な質問にもなるんですけども、避難所の指定とか、もし見直しさ

れて、今回だったら危ないということで避難所でなくなった時に新たな避難所とか、その辺り

がどうなるのか心配になっております。

【とくしまゼロ作戦課長】

今のご質問なんですけど、基本的に避難所の指定は市町村の方で行っておりまして、先ほど

の自主防災組織でありますとか町内会とか、地域の人たちと一緒になって避難所運営をやって

いくというのが一般的な避難所ということになろうかと思ってます。

ただ、必ずしも全部市町村の施設を使うということではございませんし、場合によっては県

の施設であったり、本当に極端に言えば民間の事業所も避難所になり得るということになりま

すので、そのあたりは地域と市町村でまずは話合っていただいて、ただ、県の方も県の施設を

提供したりできますので、一緒になって考えていきますし、今みたいに特に、要配慮者を要す

る施設の場合なんかは、県も一緒になって福祉避難所も含めて検討しておりますので、今後と

も県に言っていただいても市町村にお繋ぎいたしますので、一緒に取り組んでいけると思って

おります。

【○○委員】

ありがとうございます。本校の生徒会が、毎年、防災オリエンテーリングというのを行って

おりまして、地域を子供達と一緒に歩いて、ここが危ないとかそういうことも勉強はしており

ます。生徒もなかなか人を助けるということは難しいんですけども、自分たちも災害が起きた

時に一方的に助けられる、支援されるじゃなくて、いろんな情報を知って、自分で選択をでき
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るようなそういうことの教育をしておりますので、いろいろご相談させていただきたいと思い

ます。

【委員長】

支援学校ですので、安全な避難場所、そして、かつ容易に避難できる体制づくり、非常に難

しいところでございますが、今、佐藤さんの方からもあったように、市町村の防災の担当者、

あるいは国とか県の河川管理者の方でも相談に応じてもらえると思いますし、もちろん徳島大

学でもですね、個別に相談に乗りますので、なにか困りましたらお隣に座ってる徳永さんも非

常に相談には応えてくれますので、困られたらどなたかに相談していただければと思います。

どうもありがとうございました。

それでは、議題の２番目もここまでとさせていただきまして、全体を通して、議題１も含め

て言い忘れたところとか、あるいは、ここ追加して欲しいですとか、あるいは、ご質問し忘れ

たとかありましたら、お聞きできればと思うんですがいかがでしょうか。

【○○委員】

私は今、上板に住んでいるんですけど、私の住んでいる地域は、例えば南海トラフ巨大地震

が来れば震度がいくつであるっていうのは自分は分かっているつもりです。そういう風に自分

が住んでいる地域がこういう状況になるということは分かっている人が割といると思うんです

けど、ここに書いてある孤立集落のことなんですけど、徳島県内には４５０～６０あるという

ことなんですが、この孤立集落のことについていくつかの事が書かれているんですけど、お聞

きしたいのは、孤立集落の方々については、行政から孤立する可能性があるんですよ、みたい

な話は伝わっているのかどうか、そこを単純な質問なんですけど是非、教えてもらいたいと思

います。つまり、教えてもらう以外にですね、たぶん自分が孤立集落に住んでいるかどうかの

把握ができないのではないか，という風に思うんですけど。

【とくしまゼロ作戦課長】

今の孤立集落なんですが、まさに仰るとおり、どこが孤立するかってなかなか定義も難しい

ところがございます。一応、県の方でですね、例えば入っていく道路がどういった状況か，迂

回路があるのかないかとか、いろんな基準を引きつつ整理しまして、実は昨年度、孤立集落カ

ルテというものを策定いたしました。４７３集落徳島県では今現在、孤立集落があるというこ

とになっておりまして、ちょうど、この春に各市町村の方に孤立集落カルテを１回配布して、

住民への周知でありますとか、具体的な場合によって備蓄していただくとか、具体的な対策に

繋げていただくということで、そういった取り組みをまさに始めたばかりですので、今後、引

き続き市町村と一緒になって住民への周知に努めて参りたいと思っております。

【委員長】

この孤立集落問題も，非常に重要な問題と思います。

【○○委員】

私の方からはお願いでございますけども、先ほどから県と市町村の連携が非常に大事だとい

うお話しがあった時に、私の方からは今回、感染症対策で未知との戦いの中で連携の重要性を

非常に痛感しているところでございます。こういった、今まで経験したことのないような災害

がこれからもかなりの確率で出てくるんだろうと。そういった中で、住民の方に正確な情報を

適切に伝えていくことが、今回の感染症対策でも、非常に痛感しているところでございます。

こういった防災対策の中で、県が中心となって市町村としっかり連携を取って、住民の方に

伝えていくことが非常に重要と思っておりますので、それをお願いしたいということがひとつ。

それから、もう一つはですね、訓練に勝る実践はないと思います。計画でも訓練の関係につ

いては順調に進んでいるという評価が下っているところではございますが、何よりもまして日

々の訓練、特に私が思うのは展示訓練じゃなくていわゆる図上訓練、こういった実際の災害が
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起きた時にどう対応していくのか、といった身近な訓練を頻繁にやっていく重要性をお願いし

たいという風に思います。２点でございます。

それから、付け加えですけども、今回の見直しの中で小水力発電の候補がでています。私も

かつて取り組んできたものでございますが、災害時における代替電力としての考え方というの

もありますので、財源的に採算が合わないということもあろうかと思いますけども、是非、災

害対策の面からも積極的に進めていただけたらと。市町村の方も積極的に参加させていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。

【委員長】

ありがとうございました。３点、ご指摘いただきました。１つ目は、県と市町村の連携を更

に深めていただきたいということ。２点目が、訓練、特に図上訓練のような一緒になって考え

るというか、災害のイメージを共有するというような訓練を繰り返してやっていただきたいと

いうこと。最後は、災害時の電力等、電力だけでなくて水の問題とかいろいろあると思います

けど、命を守るためのライフライン維持をどういう風にするかってことについても、積極的に

やっていただきたいということでした。いずれも大事なことかと思います。ありがとうござい

ました。

３ その他

【事務局】

すいません、事務局の方から２点ほど。

１つは、「とくしま－０作戦」地震対策行動計画でございますが、先ほど申し上げましたと

おり、今年度が計画の最終年度となっております。このため、来年度から新たな行動計画を見

直したいと思っておりまして、今年度の後半に計画全体の進捗状況や庁内の各部局の取り組み

等を踏まえまして、次期行動計画の方針や具体的な施策を改めて、また皆さま方からもご意見

をちょうだいしたいと考えております。その際は、中野委員長をはじめ委員各位におかれまし

ては、引き続き、ご助言を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

あと、もう１点ですね、今日ちょっと参考まで付けさせていただいております。黄色のチラ

シでございます。まさに、新型コロナウイルス感染症ということで、私、個人的にはもう今、

災害が起こっているものだと認識しております。もう既に、災害が１つ起こっちゃってると。

そこで、もし今、水害とか地震が起きたらどうにもならないんじゃないかという、ものすごい

危機感をもってます。そういった意味で、こういったチラシを作って今回、啓発。やっぱり、

公助でできることとして、今、市町村の方では避難所のスペースを確保したり、いろんな取り

組み、またパーティションを買ったり、いろんな感染症対策の取り組みを進めてくれておりま

すが、なかなかすぐにできるものではございません。そういった意味でこの裏面のですね、や

っぱり３密を回避する避難の方法でありますとか、自助、まず個人でしっかりと取り組んでい

ただくといったことを、できるだけ県民の皆さまに、できましたら今日おいでの委員の皆さま

方からも，いろんな機会を通じて周知いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

なお、このチラシにつきましては、中野先生の徳島大学環境防災研究センターの方に、中身

についてしっかりチェックいただきまして、作らしていただいたものでございますので、中野

先生、この場をお借りしてありがとうございました。

以上です。よろしくお願いいたします。

【委員長】

ありがとうございました。今後の進め方についても，ご説明いただきました。それではです

ね、他に意見がございませんようでしたら、進行の方を一旦、事務局の方にお返ししたいと思

いますが。よろしいでしょうか。

それでは、これまで活発なご意見賜りまして、どうもありがとうございました。

じゃあ、司会進行を事務局の方にお返ししたいと思います。ありがとうございました。
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４ 閉会

【事務局】

委員長ありがとうございました。

これで議事につきましては、すべて終了いたしました。

それでは、閉会にあたりまして、徳島県 瀬尾政策監からご挨拶申し上げます。

【政策監】

（省略）


