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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 議事録

令和３年１月２７日（水）１４時００分から

徳島グランヴィリオホテル（グランヴィリオホール）

１ 開会

（１）開会挨拶

【政策監】

（省略）

（２）委員紹介

（省略）

２ 議題

（１）徳島県南海トラフ・活断層地震対策行動計画の見直しについて

【委員長】

本日の議事は次第には南海トラフ活断層地震対策行動計画と書いているが、資料３のとくしま

ゼロ作戦地震対策行動計画の見直しについて進めていきたい。

【事務局】

※資料１についての説明

（省略）

【委員長】

ただいま資料１に基づきまして、とくしまゼロ作戦地震対策行動計画の見直しについて説明が

ありました。これについて意見、質問はありますか。

ポイントとしては、１枚目の新たな課題への対応ということで２点ほど。あとは上位計画の整

合性を計ることや、事前復興の取組みをタグ付けということで徳島県で事前復興指針を制定され

ておりまして、それに基づいて行動計画の中に盛り込んでいくということでポイントになってい

たところでございますが、いかがでしょうか。

それでは引き続いて資料２での見直し案についてご説明をお願いします。その後に意見を伺お

うと思います。

【事務局】

※資料２についての説明

（省略）

【委員長】

はい、ありがとうございました。

資料２に関しては、資料１でご説明いただいた部分の詳細版ということで。資料２の内容につ

いて、１ページ目から１枚めくっていただいて、１ページ目からの見直し案につきましては、資

料３の本編のほうにページ数がついておりますけれども、資料３の中で見直しが示されてござい

ます。御確認いただいているかもしれませんが、いかがでしょうか。
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【○○委員】

資料２に基づいて３点質問します。まず４ページの２の２４番のところで避難所開設における

新型コロナ感染症対策の推進というような項目を新規に設けていただいております。その中で、

例えば小さなお子さんがいる家庭が避難してきてその場合に父母や大人が感染をしている時に子

供はどんなふうに、避難所の中でどんなサポートが受けることができるのか、どういうふうに過

ごしてしたらいいのか考えていく必要があるのかと思います。そこの点で何か想定されているこ

とがあるなら伺いたい。また、その中でも車での避難ということで、対応方針もできているよう

で車中泊に関しては、個別に設定されているが、子供達のサポートに関して何か明示する必要が

あるのか教えていただけたらと思います。

次が２点目で１３ページの№５と書いているところで、中山間地における生命線道路の強化に

関して見直し前後で対象となっている箇所が 4箇所増加しているが、それの要因は何か、強化し
ないといけないところが新たに見つかったことかと思いますがどういった基準で４ヶ所を増やさ

れたのか伺いたい。４ヶ所増やしてそれでもなお数値としてこのままでいくということは、８０

％を目指していくというところで事業の進め方として無理のない設定になっているのか、この数

字でいいのかという根拠を教えていただけたらと思います。

３点目は、１５ページ１番下の１２の項目で、これに関して新型コロナウイルスの対策を県立

学校において市町村と協力しながら計画の見直しを行っていくというようなところで、県立学校

というのはほとんどが高校になってくるが町立の学校や幼稚園、保育所といったところとどのよ

うに連携を取りながら進めていくのかに関して進んでいるところ考えているところを教えていた

だきたい。

【とくしまゼロ作戦課】

１点目、避難所運営の新型コロナウイルス感染症対策については、ご質問いただいた家族で避

難している時に両親が感染された場合、子供はどうするのかとゆう話で感染疑い者等が出る場合、

避難所を運営しているのは基本的には、市町村の事務の担当者や地域の自主防災組織や場合によ

っては消防団と手助けし、避難所の運営をすることになるかと思います。極端に言うと感染症の

専門家ではないので疑い患者が出る場合は、医師や基本的には保健師になると思うが保健師等の

導きのもと、疑い患者には、別室、専用スペースに一旦移っていただき、また必要であるなら PCR
検査等を経て場合によっては医療機関に搬送するいう手続きになります。その場合、子供をどう

扱うかについては、家族の対応と同じく保健師がそこに滞在しているので保健師の指示、また地

域の人、近所の人、親戚の人を含めて一緒になって相談しケースバイケースになる部分が多少あ

ると思いますがそういった対応がなされるかと思います。

【○○委員】

こういったことを住民も助け合いながらという話もございましたし、住民もこういうようなこ

とを意識しておかないといけない。こういうことを情報として出していただいて普段から考えて

おく必要があると思うのでそこの点に関しては、情報を分かりやすく住民にお知らせていただけ

たらと思います。

【県土整備部】

中山間地の生命線道路に関して、生命線道路について説明すると山間地において道路のネット

ワークが形成されていない行き止まりの道路これについては、道路が被災した時に交通が途絶し、

集落が孤立するというところで、被害生命線と呼んでいる。

今の話であった４ヶ所増えているというところでは、令和４年度までに箇所を増やして、それ

についての危険箇所の選定、リスクの除却を行いたい。引き続き、それ以降についても整備をし

ていきたいと考えている。
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【体育学校安全課】

１２番の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた学校における避難所運営支援計画の見直し

のところについて、現在県立学校の多くが市町村の指定避難所に指定されています。新型コロナ

ウイルス感染症対策における避難所運営のポイントというのは、国の総務省から示されまして、

徳島県においてもとくしまゼロ作戦課を中心に内容について作成されているところです。県立学

校につきましては、県教委として学校防災管理マニュアル改定を現在進めており、新型コロナウ

イルス感染症対策を踏まえた避難所運営の教職員については学校の避難所運営に協力する体制で

事前準備し、いわゆる発熱患者が避難してきた時は、ゾーニングを行って事前受付、そして本受

付し、避難者という形になり、その時の学校施設利用計画につきましては、学校現場で先に策定

する必要があると考えていまして避難者を体育館だけに避難するのではなく、発熱者等は空き教

室等を利用して避難場所を確保するような計画を事前に作成するように、現在、学校防災管理マ

ニュアル、ここには作成手引きと書いていますが改定を行い来年度４月当初には各県立学校に周

知を行い、自主避難をしてもらえる、避難してくる自主防災代表者あるいは市町村の危機管理部

局と協議を行っていく計画をしている。

【○○委員】

○○委員と質問が少し被りますが、避難所における新型コロナウイルス感染症対策の推進のと

ころで、本校も県立学校ですがなかなか場所的に外の避難所に行くことが難しいと思いますので

災害があれば学校に避難すると。もしかしたら保護者の方が迎えに来られない場合も想定して長

期学校で泊まることになったらどうすればいいのか今考えています。その時に新型コロナのこと

も考えながらパーティションが必要になってくるのかなと考えていました。今段ボールなど軽量

化されているベッドや簡易トイレがありますけども、段ボールも本校では発達障がい系の子もい

るので、段ボールも通常の授業にも使用したりしています。ただ、紙なのですぐに老朽化してし

まうので、いざ使う時に使えるかは少し心配な面があります。パーティションは軽量化でしかも

長期間使える物があればいいと思うが、そのような物学校においておくのは、予算の関係でなか

なかすぐには買っていただけないことを少し危惧しています。

本校は学校防災士の資格を持っている教員が１人いますが、今年度で退職になり、来年度以降

の学校防災士を育成しようと思っておりまして、その講習会、研修会に応募しましたが、本年度

は受けられないという返事がきたが、コロナの関係もあるのかと思いますがそのあたりの制度、

推進も教えていただきたい。

【体育学校安全課】

教員防災士育成についてですが、教育委員会では教員防災士につきましても毎年３０名の養成、

育成という形で小中学校にも対象を広げまして教員防災士の育成を進めています。ただ、今年度

は新型コロナウイルス感染症拡大防止で参加性生徒、教職員の安全確保から本来は夏休みに開催

を予定していましたが、４月、５月の臨時休校と夏休みの短縮に伴って夏休み中の開催は困難と

判断しまして、冬季休業中本年１月５、６日に日程を変更し３密を防止し参加者の安全を確保す

るため募集人数も昨年の半分という形で開催させていただいたところです。

つきましては、先ほど申し込みしていただいたところでありますが県立学校の教員につきまし

ても募集定員を１０名から５名と半減もありまして今年度につきましては、残念ながら養成する

ことができませんでした。来年度については、元通り３０名の枠で養成したいと考えておりまし

て、会場については、半分にせず、新型コロナウイルス感染症対策を万全にとるということで、

引続き教員の防災士養成にも取り組んでいきたいと考えています。今年度は申し込んでいただい

たのに、枠を広げることができず、たいへん申し訳なく思っております。引き続き教育委員会も

教員防災士、高校生防災士も大事ですが、防災人材の育成に努め、学校の防災力強化に努めてま

いります。
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【○○委員】

来年度もこういう現状がすぐに改善しない場合は、例えばリモートやオンラインで研修会をす

るという形を考えていただけたらと思います。

先ほどの話に戻りますがパーティションのことに関しては、例えば避難所と指定されている所

あるいは避難所に指定されていなくても学校というのは地域の方が集まってくるのではないかと

思うので本校に限らずパーティション整備するのはいかがでしょうか。

【とくしまゼロ作戦課】

一般的な話になるが避難所となる感染予防資機材につきましては、まずは各市町村におきまし

て指定避難所、それぞれ地域の実状に合わせて指定しております。その中で、置き場所などの課

題もあると思いますが、各市町村でパーティションを購入したり場合によってはテントで対応し

たりと、いろんな地域の実状に合わせて今年整備しているところです。

県におきましても、特に発災時に市町村がすぐに機能できない場合もありそういったところを

しっかりとあと支えするという意味で県でもかなりのロット、１千余っての段ボールベッドの備

蓄を進めています。プッシュ型で市町村からの支援を待たずに県のほうから被災地の状況に合わ

せて柔軟に送り込むという体制を作ろうとしていますので、県と市町村と一緒になってそれぞれ

の地域に合わした形で対応していくことになろうかと思っています。

【○○委員】

まず２つ感謝を申し上げるとともに、２点質問させていただきたいと思います。

まずは災害リーダー薬局の研修についてご検討いただきありがとうございました。前回申し上

げた内容が反映されておりまして、たいへん感謝申し上げます。ありがとうございます。あとは、

四国で初めてモバイルファーマシーを設置していただいてありがとうございました。今度の研修

会にはＺｏｏｍで私も参加させていただく予定です。よろしくお願いします。

４ページの№２４の避難所に関して、サブ避難所という言葉を最近よく耳にするのですが、ま

ずサブ避難所の経緯、指定避難所はどう違うのか、または、避難所というからには責任者や統括

する人が必要と思われるが、そのレベルというものも指定避難所と同じような人をおく必要があ

るのか、後はサブ避難所というのはどういう基準をもってサブ避難所というのか。例えば空いて

いるスペースがあってそこに避難できそうならそこをサブ避難所と言っていいのかどうかや適合

する基準があるのなら教えていただきたい。

２点目は、１３ページの№１２の項目で災害時緊急医療薬品との供給体制に基づく体制作りの

推進のところで、コロナが始まる前には前回の会議でも申し上げたのですが、ＰｈＤＬＳ等の研

修は行われていたがコロナになってからはそういった研修会が数少なくなりまして、私達が行う

訓練も少なくなってきています。そのような状況でいかに体制作りを推進していくか、ロジも大

切ですし横の繋がりもそうですが、それについてどのような計画があるのか一例だけでも教えて

いただけたらと思います。

【とくしまゼロ作戦課】

１点目のサブ避難所の内容についてです。指定避難所はまずある一定の国の基準に基づきまし

て例えば、物資の供給ができるようなトラックをつけられることや、そういったこともしっかり

対応できるような形を市町村のほうで、一般的には学校の体育館や公民館など、ある一定以上の

人が入れるような施設を避難所として指定していることが指定避難所というのはご存知であると

思います。

サブ避難所というのは、今回新型コロナという新たな課題があり、今のまま指定避難所定員で

は全員を収容しきれない。特に密を避けるために今まで以上にソーシャルディスタンスをとると

なれば定員が半分または３分の１ぐらいまで少なくなる可能性もあるということで、これまでそ

ういった避難所効率の問題もあってなかなか避難所に指定してなければ、例えば地域の集会所、
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消防団の詰め所の２階の部分や、まずは市町村のほうで考えていただいているのは公的施設の空

きスペースを新たな場所を地域で相談しながら指定していただくことがサブ避難所で、これは全

国統一的な言葉ではなく、本県のほうから分かりやすいという意味で市町村に提案し採用させて

いただいているところです。

基準につきましても地域の実状に合わせてそれぞれ設定していただいているので定員が１０人

ぐらいしか入らないサブ避難所もあれば、場所が悪くて今まで使っていなくて人数が入るような

所をサブ避難所に指定していただける例もあり、また、地域によっては指定避難所がある程度あ

り、サブ避難所までは定員を広げなくていいという検討を予め行っている所もあり、それは市町

村ごとに指定避難所を決めつつ、補完するサブ避難所として進めていただいている。

運営につきましても、基本的には市町村の職員が地域の人と一緒になって運営の方法を検討し

ていく。また、当然市町村の職員も大勢おられないので、全部市町村が対応できるわけではない。

なので、自主防災組織や消防団の方の力を借りてそういった体制を、今後訓練を通じて行ってい

く。私達が考えているのは、指定避難所が拠点的な機能になって地域の中で、指定避難所に例え

ば救援物資がきたら、サブ避難所の方たちも、もれなく救援物資を渡したりするような役割分担

がある程度必要なのかと考えており、細かい運営の方法につきましても引き続き市町村と訓練等

を通じて検討していきたいと考えています。

【保健福祉部】

医薬品の供給について、医薬品の供給に当たりましては、被災者支援に必要な物や人の調整を

する災害時コーディネーターの１つである薬務コーディネーターが災害拠点病院に配置されま

す。そちらが中心となって医療機関や医療救護所における医薬品等のニーズを徳島県災害時情報

共有システムといったツールを使ってそのニーズを把握し供給を行うことになります。供給先へ

の搬送は医薬品卸売り販売業者の協力を得て行うこととしており、福社では平時から郵送用の営

業用の全車両について、緊急通行車両または規制除外車両の事前登録を行い、体制を整えていた

だいています。また、薬品卸売り販売業者におきましては流通備蓄という形で管理委託している

医薬品の会社にしていただいており、流通業者とも連携して途絶えることのないように供給体制

の構築に取り組んで参りたいと考えています。

【○○委員】

それは、基幹病院や上のほうの話だと思いますが、その地域に根付いた１つ１つの薬局などに

はそういう情報がまだまだ届ききってないことや、実際に何かあったときに動けない人がまだま

だいると思うので、薬剤師から言うと動くべきだと思うが、それをプッシュするような形で県か

ら後押しがあるとさらに県薬が動けやすくなりますので、ぜひその辺の強化をお願いします。

【○○委員】

２つほど教えていただきたいと思います。

１つ目は、南海トラフ巨大地震は、被害想定としては９．０を前提にものを考えていくと思い

ます。ただ、海岸や旧吉野川では頻度の多い地震の対応をしていると思っております。整備、装

置としては頻度の多い側の南海トラフ巨大地震で対応しようと認識しています。警察の装備品と

かについては、以前の資料を見るとＬ１対応をするというふうに書いてあると思います。要する

に被害としては、９．０を想定しているところですが、頻度の多い側の地震で対応しようとして

いると私は認識しています。

質問としては、避難所の装備品や医薬品もそうですが、Ｌ１という被害の頻度が多い側で対応

いたらいいのか、それともＬ２の被害の最大の対応をするのかその辺を教えていただきたい。

２つ目は、徳島県の道路啓開計画の本を目にしまして、国道５５号線の中で４つの橋が落橋す

るという想定になっています。確認としては、この事が事実なのかどうか教えていただきたい。

図面上は落橋と書いてあるように見えますがそれに対する説明や文章的にはそういう言葉が載っ



- 6 -

ていないのでこのような質問になっています。４つという部分が問題ではなく、落橋するという

ことであれば、私の考えとしては明らかに徳島県の南海トラフ巨大地震における被害の１つだと

思います。つまり、これは被害想定に入るべきものではないのかと思っています。

【とくしまゼロ作戦課】

１点目の被害想定Ｌ１、Ｌ２とよく言われますが、最大クラスで備えるべきか１００年に１回

程度のよく頻度の高い地震の想定で備えるべきかと。当然ハード対策につきましては、全てを最

大クラスにしていても、何もかもすぐにできるわけでもないので、当面よくある頻度に合わせて

行うのは合理性があると思っています。一方、東日本大震災の教訓から想定外を許さないことが

大きな課題なのでそれを踏まえて命を守る対策につきましては、しっかりと最大クラスをある程

度視野に入れて対応すべきだと考えています。県におきましては先ほど言った津波防災警戒区域、

イエローゾーンを設定して、その中で、最大クラスで津波が来る恐れがあるとお示ししています。

それと避難所の対策につきましても最大クラスを念頭において対応していく。ただ、そのあたり

は避難所の資機材にしてもそれなりの経費が掛かるので、地域の実状に合わせながら市町村と相

談し、粘り強く、諦めず、多少時間がかかっても想定をしながら備えていただくということにな

ると思っています。

【県土整備部】

道路啓開計画については、南海トラフ巨大地震が起きたときに、道路沿いが家屋倒壊などで緊

急物資や緊急輸送ができないような状態を避けるために、速やかに道路を通れるようにしていく

ことを道路管理者、国道であれば国土交通省、県道であれば徳島県というところでまず県内また

は四国地方の重要な道路を決めてそれから枝線に分けて県が決めるということで発災後７２時間

の間に道路啓開ということで関係団体、具体的には建設業協会と道路管理者が協定を締結してい

るというようなものです。

今仰っていただいた落橋の絵図があるということですが、少し把握していないのですが、道路

管理者としては落橋防止対策についても進めており、地震に耐えるよう耐震化についても取り組

んでいますので、逆にそういうふうにならないようにハード整備を行っており、ただ計画上は何

が起こるか分からないということでそういう想定をしているのか分からないが、道路管理者とし

てしっかりと整備していくと考えています。

【○○委員】

避難場所と避難所というのは、違うものであって１番最初に避難場所に緊急に避難する。この

時はどうしようもないと思いますが、この段階ですでに密は起きています。そのあと、避難所の

方に避難すると思うが、最初の避難場所ということで支援学校の先生も言っていたが学校に避難

してしまって、そこでのコロナという話が出ておりますのでコロナが広がって目に見えない間に、

避難所に行ったら、１番最初は行政の方がいらっしゃらないと思うので我々自主防災がとりあえ

ず開かないといけないと。行政の方は先ほど言いましたけど保健師やいろんな方も基準を持って

います。いざ自主防災会、町内会の人たちが、この人この人と分けるにあたっては、今のコロナ

ことで避難所運営の訓練も再開しているが、差別という言葉を使うのはよくないが、あなたはコ

ロナと言った瞬間に避けてしまいます。そこらの何か基準がいただきたいと。やはり避難所運営

にあたって訓練を行っていくとき、訓練は皆できるが、いざこれが本当になった時に皆さんが前

に立って避難所を開設してくれるかと少し疑問の声があると思うが、１番最初に行政の人たちが

くるまでの間、何か基準を示していただけたら避難所を開設する時に役立つと思う。今の避難所

はコロナが１番になってくると思いますのでここらのことはいかがでしょうか。
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【とくしまゼロ作戦課】

緊急避難された直後の初動の時の避難基準の話だと思いますが、難しい問題だと思います。災

害自体が地震なのか水害なのかそれによって、水害や台風等であれば、気象予報などである程度

備えることができますし、いろいろ事前の準備ができると思います。一方、地震の場合は急に起

こるので、まずは自分の命を助けるためにとにかく逃げる。そういった場合に、コロナのことま

でなかなか気が回らないというのはいたしかたないかと思います。そういった災害の種類によっ

てもなかなか難しい。さらに、どこに避難するかによっても、変わってくるのかと思います。学

校または公民館の避難所なら別ですが、山の上の一時避難場所や場合によっては津波避難タワー

であったり、地域によって実情は変わってきます。それは、地域それぞれの話になってくるが、

例えば地域の中でまずは一時避難でこの地区の人はどこに避難するのかというのを普段の訓練の

中でシュミレーションして、そこに避難した場合は例えば資機材がどこにあるのかどうするのか。

さらに県の方で今の話に役立つかどうかは見ていただかないと分からないが、県のほうで避難所

運営のシュミュレーションを鳴門渦潮高校の方で行い、それをＤＶＤや県のＹｏｕＴｕｂｅに載

せています。動画にしてできるだけ県民の方たちが分かりやすい形で避難所をイメージしていた

だけるような動画を作成して配信しています。冊子も各市町村にも配っているのでそのあたりを

参考にしてもらいつつ、今後、頭で考えてもなかなか分かりにくいと思うので、地域の避難所で

実際に具体的な避難をどうするのかシュミュレーションを自主防災の方が中心となって市町村の

方と一緒になって行っていただけたらと思います。

【○○委員】

１つお願いがあるのは、私はコロナコロナと言わないようにしているが、コロナが広がってし

まえば、初動で押さえこまなければとんでもないことになり、皆さんコロナという話をされてい

ますので、なかなか今仰っていただいたように難しいと思いますし、それから県の皆さんが言っ

ていただいたようにここに小冊子があると仰っていただいたのは嬉しいが、自主防災にも負担が

あるので一度考えていただきたい。

【委員長】

避難所運営というのは非常に難しくなっており、地域で活躍される方は非常に悩むところだと

思います。やはり啓発、人材育成や資材の確保というところも必要となりますので県と市町村や

自主防災会の力を結集して進めていただけたらと思います。

【○○委員】

障がい者交流プラザは徳島市の補助避難所に指定されています。毎年、地域の自主防災の方た

ちと一緒に避難所開設訓練を行っていますが、本年度の２月に徳島大学の金井先生にご指導いた

だいて初めて新型コロナ対策を考えた避難所開設訓練を行うことになっています。２４項目目に

入っていますが、こういった新型コロナウイルス対策を講じた訓練の推進というのを、さらに県

として推奨していただきたいと思っています。それと福祉避難所のパーティション等につきまし

て補助避難所も対象になるのかどうか教えていただきたい。

もう１点は、質問ではないが今年度、災害派遣福祉チームの養成がコロナの影響で最後まで受

けることができなかった職員がたくさんいまして、是非、今後、令和３年度に開催してほしいと

思っているが、いつ頃開催予定なのか教えていただきたい。

【とくしまゼロ作戦課】

パーティションの対象で、今、補助避難所という言葉が出ましたが、補助避難所というのは徳

島市の方で徳島市が道路状況や施設が多くあり、まずは指定避難所をしっかり確保した上でそれ

の補完をする、人口も多いので足りない場合に補助避難所ということで、コロナに関係なく従前
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から二段階方式で避難所指定をしておりました。それが今、おっしゃった補助避難所で、今回、

徳島市の方は補助避難所の一部をサブ避難所として使うことで指定避難所を補完するという形で

今取組みを進めています。県としては特に指定避難所とサブ避難所を区別するわけではなく、同

じ一般の人達が避難されてくるので、パーティション等が必要ならば対応していくものだと思っ

ています。

一方で、これまで市町村から聞きますとサブ避難所の中では避難所としての機能を今まで考え

ていなかったために、備蓄倉庫もなく、それを置くスペースもないと一部の市町村からも伺って

います。そういった場合、さきほど言ったように指定避難所が拠点となって、そういった避難所

を支援していく体制づくり。または、外からしっかりとそこをバックアップしていくような体制

を考えていく必要があるのかなと考えています。

【保健福祉部】

徳島県災害派遣福祉チームの研修のことで、委員のご指摘のとおり今年度については、３回の

予定をしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度は８月に１度行っ

たのみとなっています。今後、令和３年度以降も設立したからには、チーム員の養成をして参り

ますので、オンラインの研修や感染防止対策の徹底をした上での研修を引き続き検討していきた

いと考えています。

【○○委員】

私はこれまで、東日本大震災の時は石巻の福祉避難所で５日間、それから熊本大震災の時は阿

蘇西原村などで５日間、西日本豪雨の時は呉市で３日間ですけども、災害ボランティアに行って

まいりましたが、その経験に基づいて今思うところが２点あります。

まず１点が福祉避難所についてです。今現在、福祉避難所としては、社会福祉施設等が避難所

指定となっているが、高齢者の方や認知症の方でゼロではないと思いますが、今コロナの関係で

家族さえ面会に入れない中で、地域の方が災害に遭って福祉施設で受入ができるのかもう一度検

討し直していただけたらと思います。ちなみに石巻市の遊学館という山の中の大きな体育館の中

で福祉避難所なので、いきなり福祉避難所に来るのではなく、災害が起こって病院に運ばれ、体

育館の方に移動を命じられて、その体育館で一緒に生活できないような認知症やＰＴＳＤ、寝た

きり、車椅子、透析などの方が福祉避難所のほうに移動をされたが、そこでは、１２０名ぐらい

の方が段ボールをひっくり返したようなベッドで寝ておりましたので、入浴・食事介護などして

いたが、福祉、介護、ケアが必要な方々の避難場所というのをもう一度検討していただけたらと

思います。

もう１点が、災害でいうとこれまでは全国からいろんな団体のボランティアが集まっていたが、

コロナで全国からボランティアが来られなると思います。それは県内のほうで助け合いながらで

きるかということに繋がると思いますが、熊本の場合は、福祉の場合は地域包括支援センターに

いろんなところから相談が殺到しており、地域包括支援センターの方も被災者でした。被災者で

ありながら勤務をしないといけなかったので、休みなく動かれていました。その方々を休ませる

ための私達のボランティアでしたが、そういったことを県外との災害ボランティアの助け合いで、

学校の先生方も自分が被災者でありながら、体育館に避難している担任の子供たちが元気である

かどうか訪問して見て回っている。家も大変な状況であったようなことがあったので、災害派遣

福祉研修もさることながら、一般の人たちの研修などをもう一度考えていただけたらと思います。

地域の方々、皆、被災者になっているということなので県内でも災害が起こっていないところか

ら助けに行けるような体制がこれから必要になってくるのかと思います。

【保健福祉部】

まずは、福祉避難所についてですが、委員が仰ったとおりコロナ禍で安心して避難するという

ことは、課題になっており、もちろん福祉避難所につきましても、感染すると比較的リスクの高
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い高齢者の方が入所しているというケースが非常に多く、その対策が急務になっております。

まず、初めにそういった観点から福祉避難所指定の増加というのが分散避難の観点から重要で、

その観点からも社会福祉施設はもとより、ホテルや旅館等の居室を確保しやすい宿泊施設等の指

定、学校等の空き教室の福祉避難スペースとしての活用、避難していない近隣市町村の福祉避難

所の活用など１つでも多くの福祉避難所の確保が非常に重要だと考えています。その観点から、

県の福祉運営マニュアル作成指針のほうでもそのような観点から見直しを行っており、引き続き

市町村のほうにも周知・促進をはかっていきたいと思います。

また、ボランティアセンターの件ですが、こちらのほうも引き続き研修等で人材育成に努めて

いきたいと思います。

【○○委員】

見直しの方針で、複合災害、今はコロナというところで議論していますが、実際は風水害や地

震など複数にわたる風水害も含めた複合災害というのも大事だと思います。

２点目がＤＸの話でテレワークを推進するようなことが中身に書かれているがテレワークのみ

ならずいろんな方面でのＤＸでどんどんと推進していくと思いますので、３番目の事前復興に関

してもＤＸは重要になってくると思うので、そのあたりの将来的な考えはどういうふうに思うの

かというのがあります。

最後に、未知への挑戦というのがすごく面白くて、なんとなく研究的に興味深いと思いました。

【とくしまゼロ作戦課】

１点、ＤＸのテレワーク推進だけでなくＤＸへの対応ということで、県のほうでは実証的です

がＪＡＸＡと連携して衛星画像をＪＡＸＡが毎回撮るのですが、それを送っていただき解析をし

ていただいて、発災前と発災後を衛星画像で、すぐにこのような場所が崩れているとここが孤立

している、などをすぐに判別できるかというのを、今、ＪＡＸＡとの実証実験をやっているとい

うことで。こういった取組みというのは、今後、５ＧやＩｏＴ等、いろんなことがそろそろ実装

されていく流れの中で、私達も今までのようにアナログで防災を考えるのではなく、使えるツー

ルを視野に入れながら、まずは勉強から始めていくということで取り組んでいきたいと思います。

例えば今日来ていただいている委員の皆さんでもいろんな取組みをされていると思います。そ

ういった取組みも防災で使えることがありましたら、ご協力いただけたらと思います。

【危機管理環境部長】

未知への挑戦の話ですが、未知への挑戦というタイトルは県の最上位の総合計画の中のタイト

ルに入れ込んでいますが、改めて申し上げるまでもなく、今の社会・経済情勢を見るとき、１つ

は急激な人口減少が加速しているということ、また地球温暖化に見られるように気候危機と言わ

れる地球規模の問題が起きている。

それと、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０というような言葉が代表されるように、今、５Ｇをはじめとし

ていろんな最新技術が社会の中に入ってきている。そういう今までの価値観や経験ではなかなか

今後社会の変化を見渡すことが難しいという状況を１つの言葉で表すということで、我々の眼前

には未知の世界が広がっているのだと。未知への社会に対して、できるだけどういう環境変化が

くるのだろうかと可能な限り察知して、それに対しての施策を打っていく。

そういった思いを込めた形で「未知への挑戦とくしま行動計画」というようなタイトルにした

ところです。

【○○委員】

１４ページの要配慮者対策の推進ということで先ほど山口様からも介護が必要な方のことが出

ておりましたけど、ここのところで取組みの３と１３、名簿を作成するということが記載されて
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いるかなと思って質問させていただきました。

それをもう少し詳しく５１ページと５３ページを拝見したが、５１ページの３、避難行動要支

援者名簿の共有及び個別計画の作成促進のところで、令和２年度に全市町村で名簿の作成となっ

ているが、これはなかなか難しいのではないかと私自身思っているが、これは作成されたのか。

もう１点は５３ページの１３番ですが、ここも発達障がい者に係る要支援者名簿の作成でこち

らも作成のところが具体的には入っていないが、これはどうして細かく言うかと言いますと、私

は支援学校で長期勤めていますと、やはり個人情報というところで名簿の作成というのは簡単で

はないと思っています。学校でもいろいろな支援計画を作成しているが必ず保護者の同意書をい

ただいて作成しています。それを支援する方に情報共有というのはなかなかハードルが高いので

はないかと思いますし、障がいのある方も見て分かる障がいの方、それと共に発達障がいの方は

なかなか見て分からなく、少し会話をして付き合っても分かりにくいところもあります。本人が

それを自覚していないことも多々あります。本校も小学部に発達障がいの子がどんどん増えてき

ています。

例えば、今のコロナ禍において学校が休校になって、それが再開してもＹｏｕＴｕｂｅなどで

情報が入ってきて、コロナに罹ると死んでしまうと思い込んでしまい、本人が学校に来られなく

なって、何をどう言っても来なくて、リモートで家に機器を置かしてと言っても入ってこないで

と教員でも言われたことなどもあったりしました。ただ、あることがきっかけで今は学校に来る

ことができていますが、発達障がい１人１人特性が分かれており、１人１人違うと。そういう方

の名簿をどのように作成するのかと思いましたので質問させていただきました。

【保健福祉部】

まず、避難行動要支援者名簿の策定状況ですが、こちらのほうは平成２６年４月に施行された

災害対策基本法の改正に基づき、各市町村の義務になっているところであり、現在年度内に全て

の市町村で策定が完了する見込みとなっています。

一方で、災害時発達障がい者支援台帳についてご質問をいただきました。こちらのほうは、発

達障がい者支援センターを利用している発達障がい者もしくは発達障がい児の安否確認、被害状

況の把握、避難生活における不安軽減を図るために同センターで策定をしているところであり、

何かあったときの連絡体制、市町村へのつなぎといったところで活用していきたいと考えていま

す。

【○○委員】

障がいのある方や配慮の必要な方に対しての支援策を考えていただいているのは素晴らしいと

思っています。ただ、全て掌握するのはなかなか難しいと思うところもあります。個人情報にな

るが、必要な方に支援がいくように考えていただけたらと思います。

【委員長】

コロナ禍での個別計画の作成というのは、特に在宅の高齢者や障がい者の避難行動、個別計画

の策定となるとなかなか進めにくいのかなと。このために人材育成などが必要になってくると思

うが、作成促進をするための下準備みたいなものを計画の中に加えていただけたよいかと思いま

す。

【○○委員】

１７ページの地震に強いまちづくり推進復興の見直しで、耐震改修相談所の充実とフォローア

ップ実施戸数が令和４年までということで８４ページにあるが、相談件数を継続して増加させて

いくのは非常によいことだと思います。耐震診断を受けられても、耐震性が不十分と確定的な診

断を受けても、なおかつ予算的な問題などで耐震化をされていない方も非常に多く、これをフォ
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ローアップで耐震診断を受けられて耐震性がない診断を受けられた方に対してフォローアップす

るというのが増えている。８５ページの１５番は非常によいと思います。

他の６番、７番、８番は住宅の耐震化の促進のところで、令和２年度までの矢印で１００％と

記載があるが、これは見直しで継続となっているのですか。

【県土整備部】

住宅の耐震化について、今回の計画については、令和２年度のままの状態にしています。住宅

の耐震化にかかる計画として、計画のベースとなる徳島県耐震促進計画、これは耐震促進法に基

づいて県のほうで作成しているものなのですが、これに基づいて委員の仰る通りで、今年度末で

住宅の耐震化率１００％を目指すというような表現にしています。ただ、今年度公表されました

平成３０年度の住宅土地統計調査の２年前の結果がこの度出ましたが、本県の耐震化率は約８０

％ということで前回５年前の平成２５年に比べて５パーセントの増加になっています。こういっ

た状況から現在の耐震改修促進計画の今年度末までの期間や目標の設定については見直す必要が

あると考えており、県のほうで耐震改修促進計画の検討委員会を立ち上げています。その中で、

時間設定や目標を改めて設定しようということで今取り組んでいます。この行動計画については

とりあえず現行のままとさせていただいて、次回の委員会の中で改めて目標などをお示しできた

らと思います。当然耐震化に向けて相談等については引き続き取り組んでいきたいと考えていま

す。

【○○委員】

資料１で新たな課題への対応のところで、複合災害への備えやＤＸの推進ということを取り組

んでいくと書いていて、私は本当に重要なことだと思っています。こういったことを前提にして

コロナ対策以外のところも含めて本当に強化していただいて充実させていただいたと思っていま

す。このような方針でいくと決められてとてもよいと思うので、こういった言葉を計画の２ペー

ジあたりにこういうことをしっかり念頭において進めていくということを、これを見た人や実際

に取り組まれる方々、我々もそうですし、行政の皆さん、そういう方々が意識できるように入れ

込んでもよいのかと感じました。

【委員長】

今のご意見は、行動計画のほうにこうした文言を加えていただいたらということですね、ご検

討をよろしくお願いします。

３ その他

【委員長】

全般的なことで、何か言い残したこと等があれば。

【○○委員】

防災士会として２回ほどしか県の防災訓練に参加していませんが、昨年度、橘湾で防災訓練が

あったと思います。私がその時に受けた印象は、警察、消防、海上自衛隊などいろんな方が救助

する大掛かりな訓練を行っていたが、１つ思ったのは、訓練の目的であると思う県民が不在と感

じて、私としては代表であるのが防災に関しては、自主防災組織なのではないかと思っています。

その人たちの参加が是非あるべきではないかと思っています。
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【とくしまゼロ作戦課】

当初は、特に関係機関との連携を計り、行政側の災害対応力の強化を目的に大規模な訓練を行

ってきました。ただ、委員の仰るとおり災害時に備えるためには、公助だけでなく自助共助の役

割が重要となってきているので、今後、いつもおいでになっている消防団も協力的な役割を担っ

てくれていますし、また、自主防災組織には地域の防災力を保っていただいているので、今後県

の防災訓練にはそういった団体も含めて、県の防災訓練は、東部、南部、西部の 3地区を回って
行っていますので来年度コロナが収束すれば県の東部地区での予定をしていますので、その中で

もそういった視点をしっかり入れて訓練計画をしていきたいと思います。

４ 閉会

【政策監】

（省略）


