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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３年５月３１日（月）１４時００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】

今年は昭和南海地震から７５年と節目の年となります。政府の地震調査委員会の発表による

と、南海トラフ地震の平均間隔が８８．２年、既に７５年目ということですから、平均的には

あと１３年という数値が出て参ります。それだけ近づいてきているということかと思います。

一方で、２週間ほど前のニュースで、インド沿岸をサイクロンが襲ったというニュースがあり

ました。今、インド株が日本に入ってきて、イギリス株に加えて、感染拡大をもたらすような

ものが広がりつつある中、そんなニュースを聞いていると、今日、皆様にご審議いただきます

「国土強靱化地域計画」あるいは「南海トラフ・活断層地震対策行動計画」ですね、まさに想

定を超えるような災害に対して、しっかりと準備しておこうということについて、計画を策定

しているのですが、今日は進捗状況の点検と見直しを皆様と一緒にご審議いただきたいという

ことであります。まあ、感染拡大防止の上からも、できるだけスムーズに議事進行を進めて参

りたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

それでは、本日の議事内容ですが、お手元の次第にありますように、国土強靱化地域計画の

進捗状況と見直し、それから地震対策行動計画の進捗状況と見直しの２点あります。順番に事

務局からご説明いただきながら、それについて皆様からご意見賜りたいと思います。まずは、

一つ目の議事であります、徳島県国土強靱化地域計画の進捗状況及び見直しについて事務局の

方からご説明よろしくお願いします。
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【事務局】

※資料１－１～資料３についての説明（省略）

【委員長】

ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました資料１～資料３に関し

て、ご質問あるいはご意見等ありましたら、どなたからでも結構ですのでご発言いただければ

と思います。では、○○委員よろしくお願いします。

【○○委員】

資料１－３につきまして、質問させていただきます。ページ数で１５ページ、ナンバーでい

うと１４４番『市町村における災害用トイレの備蓄率』なんですけど、お願いというところに

なるんですけれど、これは、私から思うに非常によくできているという風に思っているのは、

目標として達成の数量が出ている方、これは実際に達成できている訳ですけれども、いいなと

いう風に思っているのは、携帯トイレの目標が３１万２１００個あってこれが達成できている

ということです。ここを出発点に、できれば携帯トイレに終わらず、携帯トイレから簡易トイ

レ、簡易トイレから仮設トイレ、さらに飛躍するかも分かりませんが避難所における資機材、

これらの備蓄率、こういうものの目標となる数量、それとできれば、それを達成できる年度、

そういったものを記入していっていただければいいなと思っています。

【委員長】

ありがとうございました。Ｎo.１４４の『災害用トイレの備蓄率』に関してご意見いただき

ました。携帯トイレの備蓄に関しては達成ということで順調に推移している。一方で、資機材

の備蓄も含め、もっと災害トイレだけでなくて、その他の備品類の備蓄についても目標設定を

頂きたいというご意見であります。これに関していかがでしょうか。

【とくしまゼロ作戦課】

ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり避難所のＱＯＬといいますか、質の向上を

図っていくことは重要な課題、その中でも特に熊本地震の教訓を受け、トイレの重要性に着目

して、県としては集中的にトイレの対策を進めてきたところです。また、ただいまコロナ禍と

いうことも相まって、各市町村でも避難所に対する関心が高まっています。そういった中で、

例えばパーティションやテント、さらには衛生用の資機材とかそういうものも、どんどんどん

どん各市町村それぞれの地域の特性に合わせて、いろんな取組を進めてくれておりますので、

そういったものをしっかりと県でも把握してですね。必ずしも県でこうあるべき、というもの

ではなくて、地域の自主防災組織ですとか市町村の中で、避難所の数とか大きさとかそれぞれ

バラバラですので、いろいろ地域で相談していただきながら優先順位もあろうかと思います。

その中で、いろんな目標を今後も共通的に取り組んでいけるものがあるか、ということも含め

て、検討して参りたいと考えています。

【委員長】

是非、進めていただければと思います。他にいかがでしょうか。特に今回の進捗状況の概要

においては、Ｎo.１４２の『スフィアプロジェクト研修の参加者数』など、新型コロナウイル

スの影響もあって、研修会が開かれなかったということもあり、進捗が芳しくないものもあり

ますが、その他については順調に推移しているものもあるかと思います。いかがでしょうか。

【○○委員】

私の方から確認させていただきたいのは、資料２です。３ページ目になるかと思います。

『「自立分散型電源」導入支援制度の創設』とありまして、目標の、創設がＲ元年からＲ４

年に修正されるというお話だったと思います。取組の内容の中に四国電力の名前が記載されて

いますが、今までこういう記述はなかったので、四国電力や金融機関と連携という部分、四国

電力にどのような役割を期待されているのか、少し確認させていただければと思います。
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【危機管理環境部】

『「自立分散型電源」導入支援制度の創設』ということで、創設がＲ１がＲ４に伸びている

ということなんですけれども、実際にはＲ１に創設して、さらにそれを推し進めるということ

でＲ４まで伸ばしております。その『「四国電力」や金融機関と連携したワンストップサービ

ス』ということで、確かにおっしゃるとおり、具体的に「四国電力」の名前が出ているという

ことはなかなかないということで、やはり電力関係となりますと、「四国電力」の電力網等必

要と聞きますし、金融機関ということで融資対策等ありますので、それを導入して一つの窓口

で全部受けるようにということで今回、書かせてもらっております。

【委員長】

南海トラフ地震、あるいは大規模災害の後の、ライフラインの維持については非常に重要な

課題ですし、一番難しいところだと思います。そういう意味で、こういう制度の充実ですね、

少しでも事業者にとっては業務継続ですし、一般の方については生活継続ができるようにと。

そういったことへの一歩ではないかと思います。他にいかがでしょうか。

【○○委員】

先ほど○○委員から質問があったんですが、ちょうどその資料を見て気がついたのですが、

資料１－３、１５ページのＮo.１４５『避難所施設となる体育館トイレ洋式化率』というとこ

ろが目に入ったのですが、ここで目標としては、県立学校６校でトイレ洋式化改修工事を実施

したとあります。これは、ありがたいことですが、避難所となるのは県立学校だけではなく、

小中学校の体育館も避難所となる可能性が大きいと思います。まず、この令和元年度の７５％

というのは、県立学校６校のうち令和元年度に７５％整備されていて、令和２年度から１００

％となったという意味でしょうか。また、県立学校は６校以外に他にもありますし、先ほど申

し上げましたように、小中学校においても数がたくさんありますので、すべての体育館に洋式

トイレをということはなかなか難しいと思うんですが、もし避難所として想定されているので

あれば、災害がなくても小学校でトイレが和式しかないという学校はたくさんあると聞いてい

ますので、これを機にお金がかかることですが、トイレ洋式化というのも目標に入れれるもの

なら入れて頂ければと思います。

【危機管理環境部】

トイレの洋式化ですけども、質問がありました７５％という数値についてですが、おっしゃ

るとおり６校のうち７５％という意味です。それで、この県立学校６校以外についても整備を

というお話についてですが、例えば小中学校においても、避難所トイレ洋式化ということで、

避難時にトイレを我慢して水が飲めないということで、さらに二次災害に繋がるということも

あります。そういったことの対策のために、避難所で快適に過ごせるように県としても力を入

れてやっているところです。今回、教育委員会が所管しているということで、県立学校という

所をあげておりますが、私立や小中学校でもトイレの洋式化をという課題は存じ上げておりま

す。それと、避難所のところで洋式トイレということで、県でも、例えば作業現場等にある仮

設トイレについても洋式化を行い、快適トイレ計画ということで、多くの洋式トイレを確保で

きるような努力を続けております。小中学校については、市町村の教育委員会との話にもなり

ますので、要望があったということをお伝えしていきたいと思います。

【委員長】

教育委員会、何もありませんか。

【教育委員会】

特に何もありません。
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【委員長】

７５％から１００％になったということは１８校から２４校になったという風に読めばよろ

しいですか。

【危機管理環境部】

すいません、そのとおりです。この６校というのは令和２年度に６校が完了したということ

です。全部できたということです。

【委員長】

そこだけ表現が少し難しかったのでお伺いしました。他にいかかでしょうか？

【○○委員】

今と同じ資料で３５ページ『災害リーダー薬局』について質問させていただきます。薬局を

認定される際や、認定した後の薬局のスペックについて確認を取られているかという質問です。

というのも、○○薬局○○店がリーダー薬局に指定されているのですが、今年度から薬剤師が

一人減りまして、今まで薬剤師二人体制で回していたところを、薬剤師一人で業務を行って、

応援が必要な際にはその都度応援をもらって、業務を回しているところです。その薬剤師も、

ＰＨＴＬＳは最初の標準のものだけは受講しているのですが、防災士とか含め受講していなく

て、防災に対して特段詳しいとかいう訳ではありません。今後、もし災害リーダー薬局を多く

するとか、地域でその都度変更していく際にはアンケート調査等を行って、薬局の機能や人材

を見るような工夫を凝らしたり、定期的に喝を入れるような調査が必要なのではないかと思い

ます。リーダー薬局といえども、状況によってはだらけたりとか、通常業務に追われたりとか

で、災害に対しての意識が不足しているということがありますので。そういったことに対して

現状はどのようにお考えでしょうか？

【保健福祉部】

本来であれば、薬務課が直接の担当ですが、代わって保健福祉政策課から説明させていただ

きます。災害リーダー薬局については、県薬剤師会から推薦いただいた認定基準を満たす薬局

につきまして、災害リーダー薬局として認定させていただいております。今回、目標として達

成させていただいているのは養成数ですが、今後につきましては災害リーダー薬局の資質向上

を目的としまして研修や訓練等を開催していくと薬務課から聞いております。

【○○委員】

ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

【委員長】

やはりフォローアップが大切ですね。次に何かお気づきの点等ある方ございませんか。

【○○委員】

資料１－３、２１ページのＮo.１８６『社会福祉施設における非常用自家発電設備の整備』

についてですが、修正を行うというで、元々「促進」になっていて、また「促進」という風に

修正されたということですが、こちらはどういった理由から修正されたのかご説明いただけれ

ばと思います。

【保健福祉部】

保健福祉政策課です。社会福祉施設の関係で言いますと、高齢者施設や障がい者施設の話に

なると思いますので、本来であれば「長寿生きがい課」や「障がい福祉課」が担当になります

が、代わりにお答えさせていただきます。今回、計画の方は「促進」ということになっており

ますが、こちらにつきましては、非常用自家発電設備の整備を国庫補助メニューを活用させて

いただいて、大規模改修ですとか、そういったものをする予定であった社会福祉施設等の施設
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につきまして改修を行って頂いたというところです。ただ、大規模改修ということになってき

ますと、元々予定していたところで時期が合わなかったりということで、見送られた所などが

ありまして、そういった所についても災害時の機能維持のために整備を進めていきたいという

ことで変更をしております。

【○○委員】

ありがとうございました。

【委員長】

継続して制度を活用しながら支援を継続・促進していくということですね。次の方どうぞ。

【○○委員】

資料２の住宅耐震化の所になるのですが、新規で「世帯の状況に応じたきめ細やかな啓発活

動」というところが、追加されているかと思いますが、「世帯の状況に応じたきめ細やかな」

というのは、具体的にどのようなところを想定されているのかということを教えて頂きたいと

思います。

【県土整備部】

耐震化において「世帯に応じた」ということで、現在、木造住宅の耐震化事業を平成１６年

度から進めており、これまで全国トップクラスの支援制度と言われ、平成１５年に６５％だっ

た耐震化率は平成３０年には８２％と１５年間で１７％引き上げる原動力となっております。

ここで南海トラフ巨大地震の発生が逼迫している本県においては、命を守る更なる対策が必要

ということで、昨年８月に外部有識者の会議を設置しまして、新たな対策を踏まえた耐震改修

促進計画を策定することに向けて、準備を進めているところです。その中で、改定に合わせて

耐震化しない理由等を調べるための実態調査を行い、その結果から一般世帯はリフォームなど

のタイミングがあれば改修するとか、高齢者世帯においては後継者がいないという理由で改修

を諦めているという課題が見えてきたところです。そういった課題を踏まえて、世帯構成や生

活形態それから耐震性能について、個々の状況に応じた対策が必要だということで、新規項目

としてあげさせていただいたところです。

【○○委員】

ありがとうございます。ということは、常々問題となっております耐震診断を受けて、耐震

改修が必要との判定を受けてもなお耐震改修を行わないという方に対しての、フォローアップ

がかなり充実するということだと思いますが、そもそも耐震診断を受けない方に対しての啓発

等についてはどのように対策を考えておられるのでしょうか。

【県土整備部】

耐震診断を受けて頂くための啓発については、これまでも市町村や関係団体と連携し、ＰＲ

のパンフレットとかポスターとかを作成して配布したり、防災訓練やとくしま防災フェスタ等

のイベントにおいて専門相談員による相談ブースを設置してパネル展示などを行っています。

さらに今後、広報誌やテレビ、新聞、インターネット等を通じて、啓発活動を進めていきたい

と思っております。

【委員長】

特に市町村との連携は重要になってくるところだと思いますので、南海トラフ地震対策の中

での重要課題の一つですので、今後ともよろしくお願いします。

それでは○○委員お願いします。

【○○委員】

私も耐震診断員をしておりますので、先ほどと同じようなことをお伺いしたいと思います。
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それ以外にもいくつか意見等ありますので、まとめて発言させていただきます。

実体験として築７０年とか１００年とかの家屋を耐震診断したんですけれども、耐震性能の

評点が０．７以下の所は倒壊する可能性が高いというところで、どちらの家も０．１５以下く

らいで止まってしまって、これをどのように説明すればよいのか悩んでいたところです。古い

家というのは、伝統工法で建てられておりますので、今の防災協会の耐震性能の測るものでは

なかなか、伝統工法の良さが評価されなくて、大規模な工事を行わないと評点が上がらないと

いうことがあります。また、高齢の方も多いので、リフォームや耐震改修には消極的な方が多

いです。そこで、こうした築７０年とか築１００年とかの家屋はやはり、将来の文化財になる

可能性が高いものですから、「国土強靱化地域計画」にも「文化財を守る」という視点があり

ますように、文化財予備軍として詳細計画の補助をするとか、詳細設計をしないといけないの

で構造設計にも余分に費用がかかってしまいます。そういう風にしっかり評価してあげると、

工事の方は少なくなる傾向にありますので、そのような視点を持って細やかに対応していただ

ければと思います。

それと少し質問ですが、耐震化促進の中で、今回、令和２年で終わったものと令和３年から

新たに変わったものありまして、「ゼロ作戦計画」の方になってしまいますが、大きく方向性

が変わっているかと思います。そのあたりについて、もう少し具体的に教えていただければと

思います。

【県土整備部】

県土整備部です。新たな目標ということで、これまでは耐震化率１００％を目標としていた

のですが、それぞれの家庭における条件とかがありますので、まずは助かる命を助けるという

ことを最優先に、減災の考えも取り入れて、例えば家具の固定だとか間取りの工夫などを促進

するなどもありますので、そういったことを進めることで、まずは死者ゼロを目指すというと

ころを目標設定とさせていただきました。

【委員長】

ありがとうございます。他に質問等ありますか。○○委員どうぞ。

【○○委員】

もう既に議論が進んでいるかと思いますが、今の耐震化のやりとりを伺っていて非常に重要

なやりとりだと思っております。耐震化と、例えば、ある市町ではもう行っている高台移転み

たいなものを合わせていろんなことを考える、という考え方がどこまであるのかということを

お伺いしたい。もう一つは先ほどお話しがありました、高齢の方々で老朽化した住宅に住んで

いる方々について、個別の耐震化は非常に難しい状況があると思うんですね。その場合に、例

えば、集合住宅的なところに住み替えみたいなことも資料にあったと思うんですが、そういう

ことと合わせて、高台移転を含めて考えるということが非常に効率的だと思います。当然予算

の関係や合意形成の問題があるのでそう簡単ではないとは思うのですが、そういったところの

県のお考えとしてはいかがなのでしょうか。

【県土整備部】

県土整備部です。一点目、高台移転等についてですが、事前に災害を避けて、例えば、津波

の被害が発生するところについては高台に移転するということです。例えば、先ほどお話しが

ありましたように、集合でという取組もあります。ただ、本県でも美波町でそういった取組が

進められているところでありますが、様々な補助事業等ありますので、そういったことがクリ

アできれば可能であるとは思います。

【○○委員】

ありがとうございます。徳島県、いろんなことを先行的にやられているので、是非その点も

含めて推進して頂ければと思います。
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【委員長】

はい、○○委員どうもありがとうございました。他にはいかがでしょうか。

それでは、他にご意見ないようですので、今回ご提議いただきました「国土強靱化地域計画」

の進捗状況と見直しの案につきましては、これで進めさせて頂いてよろしいでしょうか。

特にご異論ないようですので、ご承認いただいたということで進めさせて頂きます。

それでは、続いて二つ目の「地震対策行動計画」の進捗状況と見直し案について、ご審議い

ただきたいと思います。まずは、事務局よりご説明をお願いします。

（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

【事務局】

※資料４－１～６説明（省略）

【委員長】

どうもありがとうございました。資料４～資料６の内容について、ご説明いただきました。

それでは、委員の皆様よりご質問やご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

「国土強靭地域計画」と重なる部分も多岐に亘りますけれども、特に啓発事業については昨年

度までも既にそうですが、行えていないということがあります。いかがでしょうか。

○○委員、お願いします。

【○○委員】

先ほどもお伺いしようかと思っていたのですが、避難所の運営についてです。先ほど資料の

中にも『快適避難所運営リーダーカード』登録者数累計３７０人というのがあったと思うので

すが、その男女比をお伺いしたいです。といいますのも、新しく資料４－３の８ページ、５０

番『避難所運営リーダーの養成』なのですが、今までももちろん避難所運営のリーダー養成を

行ってきたところだとは思います。そこで、他県の事例で災害が起こった際の避難所運営に関

しての問題点を女性の立場から申し上げますと、やはり女性、子ども、障がい者、社会的弱者

と言われる立場の人に対して配慮が足りていないということが避難所であったということを耳

にします。どうしてもリーダーというと、男性が中心になって動くことが多いと思いますが、

そのリーダーの中に一定数の女性の方も必要だと思います。やはり、女性は生理など性的な面

で被害に遭ったということも聞きますし、子どもや障がい者などは集団の中で生活することが

難しかったりするので、そういう視点からリーダー養成を考えていただければと思います。

【危機管理環境部】

避難所運営リーダーの養成について、累計の人数の中で女性の内訳であります。現在、詳細

は持ち合わせておりませんが、恐らくご指摘のとおり２０％もいっていないというのが現状の

ところだと思っております。実際、地域自主防災組織のリーダーの方もほとんどが男性という

のが実情です。ただ、一方で東日本大震災以来、女性の方がしっかりと避難所運営に携わって

いただくと、これまでのように炊き出しとかだけではなく、いろんな意味で女性の支援という

のがクローズアップされてきます。そういったことを踏まえて、今後も女性の方に声を大にし

て、こういったものに参加していただくよう取り組んで参りたいと思います。

【委員長】

ありがとうございました。割合に関して特に数値目標を設定するというわけではないという

ことですね。それでよろしいですか。

【○○委員】

声かけだけというよりは、数値目標を設定していただいた方が望ましいかと思います。
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【危機管理環境部】

数値目標については、再度これまで養成してきたリーダーの状況も分析させていただいて、

今後、できるだけ広く声かけさせていただいて、さらに女性関係の団体の方面にも声かけさせ

てもらいながら、数値目標を設定できるかということを踏まえて検討させていただきます。

【○○委員】

ありがとうございます。女性支援組織等ありますし、できたら数値目標までいかなくとも数

は意識していただければと思います。

【委員長】

つづきまして、○○委員よりご意見があるようですので、よろしくお願いします。

【○○委員】

資料４－３の７ページ、３８番についてです。防災士資格取得の支援とあり、私も個人的に

受講してみようと思い調べているのですが、保育所に併設の子育て支援センター、商店街の空

き店舗を使った子育て支援施設、国の「地域子育て支援拠点事業」で０歳から３歳までの親子

が主に使用されているのですけれども、そこにおける支援者の方も最低１名は防災士の資格を

取っていただいて、妊婦さんや赤ちゃん、乳幼児の親子へ向けての防災活動、防災意識、減災

についても学ぶ機会がもっと増えたらいいなと思っております。それで、私も３年前から土日

も仕事が入っているもので、夜間の防災士の資格取得講座を探しておりまして、徳島大学の方

で行っているということも聞いてはいるのですが、今回３年目にしてあちこち電話してみて、

ネットでも少し分かりにくかったので、県に電話して、防災人材育成センターにも電話させて

もらって、また、徳島市の危機管理課にも電話させてもらって、消防署にも聞いて、最終的に

４か所に電話したところで、市町村の推薦がなければ夜間の講座を受けられないということ、

自主防災組織に所属している人でないと推薦をもらえないということが分かったので、自分で

勉強するしかないかと思いました。この委員をさせてもらいながらで、知らないこともあるの

ですが、例えば高校生が防災士資格を取得する際に、どこで防災士講座を受講しているのかと

いうこととか、現在、県立防災センターで土日だけの講座があったり、一週間ぶっ続けの講座

があったりするのですが、子育て支援者も含めて仕事終わりに受講できるような講座があれば

と思います。もし、既にそういった講座があって、私が知らないということであれば申し訳な

いと思いますが。それから、もう一点は、６～７年前からになるかも分かりませんが、徳島県

の子育て総合支援センター「みらい」、本庁の方は次世代育成・青少年課になるんですけれど、

被災児童保育ボランティアということで３回の防災・減災、女性、子どもに関しての充実した

講座を受講されて、たくさんの方がその講座を修了されています。毎年ながらなのですが、そ

の人たちを、人材活用する場がなかなかなくて、被災児童保育ボランティアという言葉も分か

りにくくて、県職員の方もどういう風に現場へ携わるまでに研修をするかということは毎年な

がら、問題となっているところがあると思います。この被災児童保育ボランティアも何百人と

いらっしゃるのですが、その中にも防災士の資格を取って、さらに乳幼児の子育て支援施設で

活躍していただける場があればいいなと思っております。

【委員長】

ありがとうございました。夜間に受講できる防災士の講座があるのかということと、被災児

童保育ボランティア修了生の活用状況といったことへのご質問でした。いかがでしょうか。

【危機管理環境部】

防災士の資格取得については、ここにも記載がありますように、平成１７年から中野先生の

ところの「環境防災研究センター」にご協力いただいて、全国的にも早い段階から防災士の地

域防災推進員の育成講座として、スタートさせていただいたところです。ただ、これも防災士

の受験資格としては全国的に一番厳しい受講のカリキュラムを組んでおりまして、ほぼ半年間

毎週徳大に通ったりしながら受講して、しっかり勉強していただくという講座になっています。
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ただ、それだけではなかなか増えていかないということがありまして、先ほどお話しにあった

ように土日を活用した短期の講座、これもただ期間を短くすればカリキュラムを薄くして良い

というわけではないので、これまでの徳島大学での講座と同様にしっかりと中身も継続したま

ま土日に講座を行っています。これについては、できるだけ皆様が受講しやすいように配慮を

して新たに講座を設定したところであります。ただ、それでも人によってはなかなか昼間とか

土日に受講しにくい方がいらっしゃるということも、当然、承知しております。夜間について

は、現在のところ具体的なカリキュラムを用意できておりませんが、ウェブを活用するなど様

々な方法が考えられるところだと思っておりますので、そういった事情を踏まえながら、引き

続き、多くの方が受講できる方法についても検討して参りたいと考えております。

ちなみに、小中学生につきましては、どこかに集まってというのは難しいのですけれども、

冬季とか夏季の長期休暇にかけて集中的にその間に取得していただいてというのが良いのかな

と思います。

【○○委員】

高校生の方も県立防災センターに行って受講していただいているということでしょうか。

【委員長】

高校生防災士に関しては、県の教育委員会の方で主催されておりまして、今年も８月の夏休

み期間だったと思いますが、２日間で受講できるような仕組みで計画されているというように

聞いております。

【○○委員】

ありがとうございました。子育て真っ最中のママ防災士さんが、私の知っている方で７名い

らっしゃるんですけれど、３年ほど前にこの会で託児付きの防災講座をお願いして、中野先生

が即座に徳島大学の方で託児室を設けていただいて、受講された方もいらっしゃいます。２年

前に県立防災センターで受講された５名の方は託児があるのを知らなかったということで、た

またま家族の方が見てくださったのでよかったんですけれど、今後、ママ防災士さんの活動に

関心をもって私たちもいろいろと勉強させてもらいたいなと思います。子育て真っ最中のママ

が防災を伝えるということは、赤ちゃんのことやママさんバックの非常持ち出しの活用も含め

まして、凄く聞いてみたいな防災のことを学んでみたいなというところでは、とてもいい人材

が養成されたのではないかと思っております。

【委員長】

子育て保育ボランティアについては、保健福祉部で所轄されておられるでしょうか。直接、

行動計画とは違いますので、お答えできなくてもよいかとは思いますが。

【保健福祉部】

次世代育成・青少年課です。被災児童保育ボランティアの養成につきましては、資料４－３

の２６８番に出ておりまして、昨年度に「とくしま安心子育てサポーター」として新たに１３

名を登録させていただいております。今までの累計実績としましては、１２９名となっており

ます。どのようなところでご活躍していただけるかということにつきましては、今後、養成課

程の中でお話しさせていただけたらというように考えております。私、直接の担当ではありま

せんので、また今後とも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。事業の一つとのことでした。他にいかがでしょうか。

【○○委員】

資料４－３の５４ページ、３５８番の『復興用木材の安定供給・森林災害等の復旧体制整備

の推進』のところですが、応急仮設住宅用木材の安定的な供給システムの構築については、今
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まさに積極的に構築されている最中だと思いますけれど、具体的にどういった進捗状況なのか

ということを教えていただきたいということが一つです。それと、平時も林業に取り組まれて

いて、従事者も増えていて生産量の増加ということも推進されていると思うのですが、現在、

全国的に木材量の供給量が非常に減少していて、住宅の新築にも大きな影響が出ているという

状況です。平時においても木材量供給とか、供給はともかく最後の販売ルートですね。実際、

現在は地盤の工務店さんなんかで、木材を使用している木造住宅を建てている建築会社さんと

かでもほとんど輸入材を使っていて、国産材の購入ルートを持っていなくて、どこで買ったら

いいのか分からない、地場産のどういう木材を使えばいいか分からないといった問題が浮上し

ております。これは、県土整備部と林業と両方に関わる問題だとは思うのですが、平時におけ

る木材供給という面に関しても、きちんとシステムを構築していかないといけないと思います

が、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

【委員長】

それでは、スマート林業課さんでしょうか。よろしくお願いします。

【農林水産部】

スマート林業課です。先ほどの木材の供給が困難になっているという話ですけれども、昨年

の上半期まではコロナの影響で木材がだぶっていたという状況でありまして、林業の方では現

場の方に、丸太が滞留していたという状況であります。今年の３月くらいから、欧州材、米松

を中心に輸入量が減少したということで、非常に海外材を使用する工務店さんなどが材料の確

保に困難しているという話を聞いております。そこで、スマート林業課の方でも、滞留対策は

もとより、この５月に本来は伐採の時期ではありませんけれど、夏季における安定供給のため

の国産材の伐出をしまして、出来る限り柱などを製材の方に供給できるように各生産者に依頼

をしたところです。このような状況がいつまで続くのかというところが不透明ですけれども、

工務店やプレハブ業界の皆様の要望に応えるべく、増産を続けていこうと考えております。た

だし、隘路と致しましては今まで外産材を使っていたところを、すぐに国産材に切り替えると

いうことになってきますと、設計上の寸法や強度の話ですとか、寸法を変えないといけないと

いう隘路もありますので、その点については、住宅関係業者と木材産業業者を合わせた検討を

重ねていく必要がありまして、先にも川上・川下と検討会を持ったところですけれど、そちら

の業種も含めて、これから検討を重ねていきたいと考えております。以上です。

【○○委員】

加えて、少しゼロ作戦からは離れるかと思いますが、県産材の需要木材とか耐久材の需要木

材というのは、非常に喫緊の課題で、すぐに取り組まなければならない課題だと思いますけれ

ども、先ほど申しましたように、末端の方の外産材を使っていたところが、国産材、県産材に

切り替えるという時には多少ハードルがあるのは分かります。ただ、そういうところも需要を

拡大しなければ、生産量も上がらないわけで、実際にこういう問題が発生しているということ

を捉えて、啓発や教育に力を入れていただきたいと思います。

【委員長】

他のご意見いかがでしょうか。はい、○○委員お願いします。

【○○委員】

検討をお願いしたいことが２点あります。一つは、南海トラフ地震の被害想定が８年前に既

に出ている訳ですが、できればこれの改訂版を見ることができればいいなと思っております。

現在、住宅の耐震化の数字が変わっているという状況や、避難率についても県民の意識が変わ

っているのではないかと感じるため見直し案があればと思います。もう一つは、訓練なのです

が、１年前に私たちは分散避難という言葉を教えていただいたと思います。以前から広域避難

という言葉もあるわけですけれども、しっかりここで南海トラフ地震に対応するという意味か

ら、分散避難と広域避難が同時に発生すると想定し、県内の沿岸を中心として、かなり規模の
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大きな避難訓練を２～３年後でも構わないので、そういった計画ができればいいなと思ってお

ります。委員長より先ほど言っていただいたとおりなのですけれど、「１３年後にはくる」と

いうことですので、そういう面からすると、あまり時間はないなとも思っております。以上、

よろしくお願いしたいと思います。

【委員長】

はい、ありがとうございました。２点ご質問がありました。被害想定の改定ということと、

広域的な避難対策について、ということです。

【危機管理環境部】

被害想定の改定の件でありますが、確かにおっしゃるとおり、東日本大震災後に県で現時点

の最大クラスの津波を想定して、平成２５年に公表させていただいたところであります。それ

から、まだ１０年は経っていないのですが、先ほどおっしゃったとおり住宅の耐震化が進んだ

り、ある程度対策が進んでいるというところです。ただ、一方で市町村につきましては、県が

公表した津波浸水想定等に基づいて具体的な対策を取っている最中です。そのような状況で、

想定が複数ばらつきますと、様々な対応について、どちらに合わせていくかというような課題

も出てきます。また、高速道路も川内の方から小松島の方へ向けてできております。そういっ

た沿岸構造物が、まだ整備途中ですので、そういったこともしっかりと反映しなければならな

いという観点から、その辺りを市町村とも相談させてもらいながら、改定できることは、必要

な時期にしっかり改定できるよう、今後、検討していければと思っております。

もう一点、広域避難を中心とした避難訓練ですが、委員おっしゃるとおり、南海トラフ地震

で沿岸部を広域的な津波が襲うということになると、ほとんどの避難所が使えなくなります。

特に徳島市とか一番人口が多いところについては、全ての避難者を受け入れることが難しい。

その場合には、隣接する石井町とかその辺りまでを視野に広域避難が必要となってくるという

ことも想定されます。県においては、広域避難ガイドラインのようなものを策定して、それの

必要性ということは認識しているところですが、委員がご存じのとおり、それらを踏まえたよ

うな具体的な広域避難訓練というのは、実施できていないのが現状であります。これについて

は、やはり避難の第一義的な役割を担う市町村や、地域住民の方の参加もなければ、そういう

訓練を実施することは難しいという側面もありますが、委員がおっしゃった趣旨を踏まえて、

実施ができるかどうか検討して参りたいと考えております。以上です。

【委員長】

いずれも重要な課題です。できるだけ速やかに対応いただければありがたいなと思います。

他にいかがでしょうか。はい、○○委員お願いします。

【○○委員】

資料４－３の４２ページ、２７０番のところで少し教えていただきたいのですが、『「拠点避

難所」となる県立学校の機能強化』というところで、一定の地域をカバーする「拠点避難所」

の指定を推進するとともに、「拠点避難所」となる県立学校等の整備を推進する。これは既に

達成となっております。学校数を見ると４６校ですので、これは高校と特別支援学校すべてを

入れた数だと思いますが、具体的な整備を推進するというのはどういう内容だったのでしょう

か。これは既に「達成」ということで、平成３０年度に実施され、終わっているということだ

と思うんですが、鴨島支援学校のことで恐縮でありますが、当校は鴨島町にあります。山間部

というか山間にありまして、危険区域にもかかっております。それで、昨年度そのことを申し

上げまして、直接学校の方に来ていただいた経緯があります。今のところそこは、地震が発生

しても大丈夫だろうという回答をいただいたのですが、当校と隣接する徳島病院という病院が

あります。その近くに「野菊の里」という福祉施設があります。それで、避難所となる福祉施

設や病院、病院が避難所にあたるのかどうかは分からないのですが、それと学校の３つがあり

まして、恐らく地域住民の方々は津波等の心配はないと思うんですが、土砂災害が発生した際

に住民の方はどこに来るのだろうと考えたときに、実は当校は避難所となるようなことが構造
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的に難しいと考えており、逆に当校はこのマニュアルを改定する際に、「野菊の里」や病院と

連携しながら、当校には病弱な児童生徒がおり、学校に留めることができればよいのですが、

医療的なことがありましたら、病院にお願いしますということにしております。従って、当校

が避難所となるような想定はしておりません。この「整備を推進」ということで、どのような

整備をされたのかなと。耐震の工事は終えたのですが、それを示すのでしょうか。ということ

と、避難所ということに関して言えば、病院であったり福祉施設であったりということで、そ

の避難所運営というのは市町村が中心になると思います。そこの住民の方の意識もそうなんで

すけれど、いざ何か起こった時に当校に住民の方が押しかけてくるのだろうかと。ただ、当校

の生徒は逆に他に避難させてもらおうと考えておりますので、優先順位というか、そのあたり

のことは県として、例えば学校、病院、福祉施設について県の方からどこが一番ということは

言えないと思うんですが、そういったときにどのように避難所の指定とかを考えておられるの

かということを先ほど思いましたので、お答え願えればと思います。

【危機管理環境部】

まず、避難所の考え方というか、指定の仕方なのですが、基本的には市町村が施設管理者と

なる、まずは市町村営の小中学校が指定されております。その他県立のものについては、施設

管理者と相談しながら、土砂災害の警戒区域とか様々なことを視野に入れて、避難所とすべき

かどうかを相談させていただいております。そのため、個別個別の場所についてどうなってい

るかについては、吉野川市との間で鴨島支援学校がどういった位置づけになっているか。例え

ば、「野菊の里」については、通常は「福祉避難所」として、なかなか一般の避難所には避難

しづらい方の介助を行っていただくということで、市が個別に指定している状況もあります。

そういった区分があるのが「福祉避難所」ということで、現状で鴨島支援学校がどういう位置

づけであるということは、改めて吉野川市の方から具体的に説明させていただくことができる

かと思います。

それと、拠点避難所というのもそれと連動いたします。地域の中で、例えば「鳴門渦潮高校」

なんかは校舎のほとんどが津波浸水想定区域にある大きな県立高校です。そこに津波が引いた

後に避難する機能を確保した時に、他の小中学校をフォローできるだけの施設機能を持つ必要

があるということで、拠点避難所というかたちで、県立学校については県が直接的にいろいろ

な資機材を備蓄したり整備を進めている状況です。これにつきましては、地域の災害リスクを

踏まえながら、取り組んでいますので、県立学校を一律同じように設定していくという訳では

ありません。地域の実情に合わせて、学校長と相談させてもらいながら、これまで順次、取り

組んできたという経緯があります。以上です。

【○○委員】

備蓄に関して言いますと、別の県立学校では市役所から戴いた水を備蓄しておりました。た

だ、期限が切れた後の補充はなかったのですが。鴨島支援学校では市町村の方から一切備蓄の

提供は預かっていません。本校が備蓄しているのは児童・生徒の分だけです。それで、実際に

拠点避難所と言えるのかなということは疑問に思うのですが、これは吉野川市との話になるの

でしょうか。

【危機管理環境部】

そうですね。位置づけとか備蓄品の預かり等も含めて、地域の中でどういった役割を担って

いくのかというのは、地区ごとの話になってきますので、そのあたりは市町村との相談になり

ます。その中で、県とくしまゼロ作戦課も間に入って調整等もさせていただきますので、引き

続きご相談いただければと思っております。

【○○委員】

この４５校の中に鴨島支援学校も入っていると思いましたので、お願いいたしました。
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【委員長】

はい。それでは他にいかがですか。

【○○委員】

先ほどコロナ禍で啓発活動がなかなか進まなかったということで、「要努力」となっている

ところも多かったと思うのですが、先ほどもお話しがあったように、YouTubeみたいなものを

使ってコンテンツを作って、それをある期間内で見ていただくと、例えば、子育て世代の方々

も家で時間が取れる時間帯でそれを見ていただいて啓発を進めていく方法もあると思います。

コンテンツ作成は我々もきちんと努力しなければなりませんし、行政の方と連携しながらやら

なければならないこともありますし、いろんなノウハウをお持ちの方々に御協力いただいて、

そういったかたちで啓発のコンテンツ作りをして、それらを使ったものも重要かと思いますが

いかがでしょうか。

【危機管理環境部】

まさに委員のおっしゃるとおり、「ウィズコロナ」「アフターコロナ」の中でいろんなコンテ

ンツをしっかり配信していく。実は、５月２０日に災害基本法が変わりまして、「避難情報」

が変わりました。「避難勧告」が廃止されて、レベル４の場合は「避難指示」がいきなり来る

ということで、これについては住民の皆様にしっかりとご理解いただきたい。そういったこと

で、気象台に協力いただき、県ではウェブで県民向け講座を来週６月９日の夜に開催します。

ただ、夜に開催しても必ずしもご理解いただけるわけではありませんので、その動画を録画し

まして、YouTubeの徳島県チャンネルの方に、引き続き、見ていただけるように投稿しようと

思っております。先ほど○○委員からご意見いただきましたような視点は、今後もしっかりと

続けて参りたいと考えております。

【○○委員】

よろしくお願いいたします。

【委員長】

いかがでしょうか。今日まだ発言されていない委員の方もおいでになりますけれども、いか

がですか。特にありませんでしょうか。

はい。それでは、ご意見が出ないようですので、この２－１の進捗状況と見直しの案を本日、

ご説明いただいた内容でご了承いただいたということでよろしいでしょうか。ありがとうござ

いました。それでは、今日ご用意させていただいた議題は二つです。この機会ですので、何か

分かりかねるというかご意見がある方いらっしゃいましたら、是非ご発言いただければと思い

ますが。よろしいでしょうか。

はい。それでは、議事すべて終了いたしましたので、私の司会進行の役は、ひとまず事務局

の方にお返しさせていただきたいと思います。円滑な議事進行にご協力いただきまして、大変

ありがとうございました。

【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瀬尾政策監からご挨拶いただきます。

【政策監】

（省略）


