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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４年６月２４日（金）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)委員長選任

(２)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

(３)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

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)委員長選任

【事務局】

それではまず議題１の委員長の選任についてでございます。

本委員会の設置要綱第４条の２によりまして、委員長は選考委員から互選することとなっ

ております。

委員の皆様方で委員長を選出していただきたいと存じます。選出方法についての御意見

や御推薦頂ける方が御座いましたら、お願いしたいと思います。どなたか御意見ございま

すでしょうか。
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【○○委員】

今般、危機管理が非常に問われている状況の中で、中野先生は充分な知識を持っており

ますので、引き続き中野先生を推薦したいと思いますがどうでしょうか。

（会場全体より大きな拍手）

【事務局】

拍手ありがとうございます。ただいま中野委員を委員長にという御推薦頂きましたが、

皆さん今の拍手で異議なしとすることでよろしいでしょうか。

それでは、中野先生に委員長をお願いしたいと思いますがどうでしょう。

ありがとうございます。

ではここからの議事進行は委員長になられました中野先生にお願いしたいと思います。

中野先生におかれましては委員長席にご移動ください。

【委員長】

ただいま選任いただきました徳島大学中野でございます。こういう役割しっかりと努め

させて頂きたいと思っております。

今日、皆さんに御審議いただきますのは最後の方の資料にもありますように、地震行動

計画自体は平成２８年度からスタートしておりまして、今年でもう十年近くになってくる

というようなことになります。

東日本大震災から、もう１１年経ちまして、その後、徳島県の方でも、南海トラフ地震

に対する被害想定が出されました。政府が時間予測モデルなどで、次の南海トラフ地震が

いつ頃に来るかというのを出されてますけれども、そういう数字をみますと昭和南海地震

から、およそ９０年ぐらい、８８．２年という数字が出ておりまして、これは当てはめる

と、２０３５年の３月頃という数字になります。

考えてみると。今から１３年ほどしかないと。一方で、東日本大震災から既に１１年が

たった。もうまさに折り返し点に立っているところなんですけれども、これまで、今日、

御審議いただきます「とくしま０作戦地震対策行動計画」これに基づいていろんな取り組

みを進めて来たわけですけれども、約半分の年月でどこまでできているか非常に不安に感

じております。残された時間はかなり限られていると思っています。

今日委員の皆さんから、貴重なご意見いただきながら、さらにブラッシュアップした計

画と、それと行動が、しっかり進むように、お力をいただければと思っております。少し

長くなりましたが、会長の挨拶という形にさせていただきます。それでは、引き続き議事

進行させて頂きます。座って進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。

(２)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】

本日の議事ですけれども次第の通り、大きく二つでございまして。前半部分が徳島県国

土強靭化地域計画の進捗状況と見直しについて。

もう一つが、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。どちらも

関連の深い内容でございますが、順に進めてまいりたいと思います。まず最初の徳島県国

土強靭化地域計画の進捗状況と見直しについて、事務局の方から、資料説明を頂いた上で、

委員の皆さんから御意見を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局】

※資料１－１～資料３についての説明（省略）

【委員長】

ありがとうございました。かなり分量の多い資料で、事前に目を通していただいている

かとは思うのですが、分かりにくいところもあると思います。どこの点からでも結構です

ので、挙手いただいて御発言いただければと思いますが。いかがですか。○○委員お願い

します。

【○○委員】

資料は１－３で２つほど確認したいと思います。資料１－３の１１ページ、番号として

は１００番なのですが、カメラの話が載っております。カメラの話ではなくて、河川の整

備の話が載っております。関連しているかどうかなのですけれど、県のホームページによ

れば、１２河川の１４箇所で河川の状況をライブで放映しているという事が載っておりま

して、この目的としては、先手先手の避難を目的というようなことが書いてあります。私

は、この動画を見たところで、先手先手の避難の目的としては中々ではないかなと思った

ものですから、提案をさせていただくと二つあるのですけれど。ライブカメラの画面に近

隣の水位計があると思いますので、その水位計のデータを画面に貼り付けてもらえないか

ということです。つまりいわゆる動画の中に水位が何メーターあるということをいれても

らえないかというのが一つです。もう一つは、過去における洪水の状況ですか、それをセ

レクトできるように。現状のと、過去のと、過去が最大のやつという意味ですけれど、そ

ういうようにしてもらえれば、より現実感があるのではないかなというように思っており

ます。それが一点目です。
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二点目なのですけれど、同じく資料１－３で１５ページ、１６ページなのですけれども、

項目としては、１４６とか１４９とか１５０なのですけれど。これはトイレの話が三項目

にわたって書いてあります。いずれも達成ということになっているわけなのですけれど。

では一体、徳島県の災害時におけるトイレについては安心していいのかというふうに考え

てよいのでしょうか。また、これを受けて次のステップの何か目標となるものがあるので

しょうか。この辺りをお伺いしたいと思います。

以上です。

【委員長】

ありがとうございました。大きく二つ御質問と御要望が御座いました。県管理の河川の

その防災対策についてと、それとトイレの備蓄等に関してですが、まずは県土整備の方か

ら、御回答お願いいたします。

【県土整備部】

河川のライブカメラにつきましては、私の方からご説明させていただきます。

現在、河川におきまして、ライブカメラこれを県内の県管理の河川で１８カ所設置させ

ていただいてございます。この目的といいますのが、先ほど○○委員がおっしゃった通り、

逃げ遅れゼロの実現のために、切迫感ある映像を皆様にご提供させていただいて、それに

役立てていただくというものでございます。その中で今のリアルタイムの水位計のデータ

を入れたらどうかという意見でございます。水位計につきましても、各種設置してござい

まして、ライブカメラと必ずしも一致しているところではないのですが、近隣のそういう

ふうな水位計の、状況が分かれば、その状況がリアルタイムに分かるということで私も今、

なるほどなと思ったところでございます。これにつきましては、今後どのような形でご提

供できるかどうかというのも含めまして、考えてまいりたいと考えてございます。

続きまして、過去の洪水の最大の状況を、ライブカメラで切り替えて確認できないかと

いうことでございますが、それにつきましても、過去の同じようなもの場所で撮れた画像

があるかどうかということもあるのですが、それにつきましても、確かに今の状況と比較

してよく分かるものというふうに考えますので、今後どういう形で、それが実現できるか

ということも踏まえまして、今後研究させていただきたいと考えてございます。以上でご

ざいます。

【委員長】

引き続いて危機管理環境部の方からよろしくお願いします。
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【とくしまゼロ作戦課長】

トイレの関係で答えさせていただきます。いわゆる避難所のＱＯＬといったところにな

ると思いますけれども、熊本地震であるとか、東日本につきましては、避難所の方での劣

悪な環境というところで、災害関連死が発生したというようなところで、その中でもトイ

レの改善というところは、非常に大切な問題であるというようなところで県におきまして

も、災害時快適トイレ計画というものを策定しまして、環境整備というところに努めてお

ります。合わせてアクションプランということで、目標を決めてしているというようなと

ころでございます。その間、市町村における簡易トイレの備蓄率を１００％にするとか、

あとはその市町村のトイレの対応窓口を決めるとか。その他トイレの確保計画である管理

計画を市町村に策定する、といったところは、全市町村していただいているというような

ところでございます。ただ、実際に災害が起こった時に、トイレをどうするかというとこ

ろもございますので、本年３月に徳島市と連携致しまして、実際に避難所においてトイレ

を置くというような検証訓練を日本トイレ研究所の方にも、参加いただきまして、実証し

たところでございます。今後はそういった実証も踏まえまして、よりよい対策ができるか

どうかというところにつきまして、対応していきたいと考えております。以上でございま

す。

【委員長】

よろしいですか。あとは県土整備の方から、補足ございますか。特に最初のところは、

県土整備が担当部局になっていたので。

【県土整備部】

県土整備の部分１４６番に関してご説明させて頂きます。県補助における快適トイレ導

入機数ということでございまして、このことは、熊本地震でいろいろ課題がございまして、

避難所における快適なトイレ環境というのが非常に重要だということを私共認識してござ

います。一方、建設現場においては、平時において女性の従業員の方々が御使用なられる

場合に、トイレというのが非常に劣悪な環境になるということがありまして、快適なトイ

レ環境を目指しているところでございます。平時には建設現場等に置かれるトイレ、これ

につきましては、仮設のトイレで対応させていただいてますので、発災時にはこれが避難

所の方にも置かれるということでございまして、防臭対策とか、あと施錠の強化とか、あ

と女性の方も、綺麗で使いやすい快適トイレというのを普及を目指しているところでござ

います。これまでに、県補助によって快適なトイレというのを、導入してございまして令

和２年度末までには、２１５基となりまして、当初目標としていた数を達成したというと

ころでございます。今後も引き続き、この導入につきましても、継続してまいりたいと考

えてございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
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【委員長】

ありがとうございました。特にフェーズフリーという考え方の中で、平常時にしっかり

備蓄できてないと、災害時に使えないという意味合いで、特に、平常時は建設現場で使用

されることが多いですから、そういうところにどんどん備蓄。備蓄というか、使用できる

ような環境を作っておくと、こういうような考えに基づいて県土整備部でも取り組まれて

いたということでございます。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。○○委

員お願いします。

【○○委員】

防災士の項目で資料１－３の開いて１ページのところにある防災士登録者数の令和３年

度実績なのですけれども、薄ピンクで色づけしてある数が４，７９２人、そして右のほう

にある白枠の中の令和３年度実績が４，５９２人ということで、数が２００人違うような

のですけれども、実績で正しい方はどちらなのかっていうところ、確認させていただけた

らと思います。

【委員長】

危機管理環境部の方でお願いいたします。

【防災人材育成センター】

防災人材育成センターです。資料の方を確認します。失礼しました。４，７９２の方が

正しいです。失礼しました。

【委員長】

表の中の数字の４，５９２というのが単なるミスであるということですね。４，７９２

に御訂正をお願いいたします。なお、この実績をもとに目標値の数値が、若干上がって、

先ほど御紹介ありましたが、４，８００でしたっけ。４，８００に目標数値が変更になっ

てございます。ですから、もうほとんど達成したような状態の数値になっているっていう

のは、若干疑問に感じるところはあります。

【事前復興室長】

その件についてご説明させていただきます。４，８００とさせていただいたのは、徳島

県の総合計画の数字が令和４年度目標が４，８００となっておりまして、徳島県の総合計

画のほうが上位計画ですので、それに合わせていただいたということで、実際は４，８０

０という数字にはこだわらず、さらに防災士の育成をして、数を増やしていこうと考えて
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おりますので、よろしくお願いいたします。

【委員長】

ということですので、数が少なすぎるんじゃないかと心配されなくても少なくとも５，

０００以上には、数字が積み上がるものと思います。ほかにいかがでしょう。○○委員お

願いします。

【○○委員】

今説明頂いて１７９件中、要努力が６件だけということで、いずれも達成度高いと思っ

ているのですが、１－１のところの表というか、Ｎｏ．１６で津波避難対策緊急事業計画

の策定支援というのが要努力になってますよね。これは徳島としては、この津波避難と非

常に喫緊の課題だと思うのですが、２つの町がまだできてないということで、７５％とい

うことになっております。理由は何かあるのでしょうか。

【事前復興室長】

おっしゃる通り沿岸８市町のうち２つの町ができていないということで、こういう数字

になっております。そもそもこの津波避難対策緊急事業計画なのですけれども、南海トラ

フの地震対策の特別措置法に基づいて、市町村長が都道府県知事の意見を聞いて、内閣総

理大臣の同意を得て作る計画ということになっております。この中身なのですけれども、

もう本当に緊急事業ということで、いわゆる避難場所とか避難路等の整備に使うという場

合に、国の補助率が１／２から２／３に、要は国からのお金がたくさんいただけるという

ことで計画を作っておけばということで、市町村の皆さん、作られているところがあるの

ですけれども、実は、この２つの町なのですけれども、１つのところは、実はもう避難困

難地域が解消されておりまして、避難路とか避難施設タワーとかもなくても、もう解消で

きたと言うことで、要は需要があまりないということと、あともう１つは、この２／３の

国の補助率あるのですけれど、別に起債事業で、こういうような災害とかに使う専用の起

債事業があるのですけれども、それのほうが、例えば国からの補助率が高かったりして、

そちらのほうが有利なので、そちらを使うとかいう場合もあるので、最近、ほかの計画さ

れている市町につきましても、もうあまりこれを使って補助率を上げて事業をするという

のが、実は少なくなってきておりまして。そういうような理由で、残り２つの町につきま

しては、今のところ計画の方ができていないというような状況になってきております。

【○○委員】

ありがとうございました。１つの町はもう実質あまりそこ必要じゃなくなったというこ
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とと、予算の手当の問題があってということなのですね。いずれにしても、津波避難の整

備というのが非常に大事なことなので、どういうやり方にしても、ぜひ進めていただきた

いと思います。

【事前復興室長】

そうですね。やはり避難解消できないところもありますので、その点につきましては、

うちの方もいろいろ、実際、町とかに入りまして今もやっておりますので、避難困難の解

消には引き続き努めていきたいと思っております。

【○○委員】

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

【委員長】

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。○○委員お願いします。

【○○委員】

資料１－３の１５ページＮｏ．１４７のスフィアプロジェクト研修の参加者数があるの

ですけれども、この研修がどういった研修かということを教えていただきたいのが一点と。

次のページ１６ページの一番最後なのですけれども、避難所施設となる体育館への冷暖房

設置モデル。これがもうモデル事業としても設置済みということなのですけれども、具体

的にどこの学校。体育館なので学校と思うのですけども、どこの学校かというのを教えて

いただけたらと思います。

【とくしまゼロ作戦課長】

そうするとまずスフィアプロジェクト研修につきまして、ご説明させていただきます。

このスフィアプロジェクト研修と申しますのは、災害時に避難所運営とかの支援を行いま

す市町村職員でありますとか、社協の職員とか、あと自主防災会などの方々に対しまして、

その災害現場で人道支援を行う際の国際基準。これをスフィアスタンダードというのです

けれども、それを導入する為の、研修ということでございます。このスフィアスタンダー

ドというのが、人道憲章の枠組みに基づきまして、命を守るために最大限満たされるべき

基準というようなことで、国連の難民キャンプでありますとか、国際的な被災者支援に適

用されているものでございます。例えば一人当たりの面積をどうするとか、トイレは２０

人につき一つ置くとか。そういった色々あるのですけれど、そういったところのスフィア

スタンダードを導入するための研修といったところがスフィアプロジェクト研修といった
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ことの内容でございます。それで、参加者数が少なかったというところでございますけれ

ども、従前は圏域ごとに、対面ということで検証していたのですけれども、コロナの関係

でＷＥＢ研修に切り替えました。それで、その委託事業というところでもありまして、回

数がなかなか限られていたというところで、予定よりも人数が少なかったというようなと

ころでございます。ただ、こういった研修につきましては、意義があるものと思いますの

で、今年度につきましてはＷＥＢ研修ということではございますけれども、回数を増やす

とか、あとは、時間帯も日中と夜間両方受けられるような形で２通りで実施するなど、選

択肢を多くするような形で、参加者を増やしていきたいと考えているところでございます。

以上です。

【○○委員】

そうするとやはりオンラインということで実施予定ということで。

【とくしまゼロ作戦課長】

そうですね。今のところオンラインということで考えております。

【○○委員】

実際に対面でということも大切かと思うのですけれども。

【とくしまゼロ作戦課長】

そうですね。状況によって、いろいろ考えたいと思いますけれども、状況によってとい

うことで、検討したいと思います。

【○○委員】

今割とコロナ、数的には全国的にもあるのですけれども、もうウィズコロナの時代にな

ってきているのかなというので、学校現場でもそうなのですけれども、現在一学期の行事

とかは、やはりオンラインを中心として考えているのですけれども、二学期以降は学校行

事等につきましても、オンラインだけではなくて、実際に参加者というか、両方ハイブリ

ッド型ということを模索しておりますので、またこういった研修もできるだけ実際に、実

技を伴うような研修ができるのであれば、人数を減らすとか、広さ広く取るとかというこ

とを工夫して、実施していただけたらと思います。宜しくお願いします。
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【とくしまゼロ作戦課長】

おっしゃる通りと思いますので、検討したいと思います。

【委員長】

５１番のモデル事業の学校名とか学校名も必要ですか。もし公表できるようでしたら、

教育委員会さんのほうがよろしいでしょうか。

【事前復興室長】

すいません。私の方も今、資料手持ちがないのですけれども、この事業いわゆる避難所

に行った時に、やはり避難所には体育館が主に体育館がなるのですけれども、そこでいわ

ゆる夏は暑い冬は寒いということで、劣悪な環境の中で避難をしなければならない、とい

うことで、モデル的に冷暖房整備しようということで始めた事業なのですけれども。これ

については既に令和２年度にモデルということでできておりますので、実際、どこの学校

にできているかについては、また調べまして、後ほどご連絡させていただきますので、申

し訳ございませんが、そういう形でお願いいたします。（*１）また今後の状況につきまし
ても、そういうようなモデルを検証しながら、皆さんが快適に避難所で生活できるように、

こういうような冷暖房以外にも、色々ベッドの設置とか、食糧の供給とか、いろんなこと

を考えながら総合的にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【委員長】

これはコロナ対策の一環で一部入ったということではなかったでしょうか。何か避難所

に冷暖房を入れておかないとという。

【○○委員】

名前を出していいのか分からないですけれど、鳴門渦潮高校さんが体育館に冷暖房が入

っているというのを聞いたのです。それはもちろん、避難所となったときに、すごく便利

で快適に避難される方が過ごせると思うのですけれども、通常の教育においても、やはり

体育館ですごくもう熱中症を起こすぐらい、最近の気候温暖化の中では大変な状況なので

す。なかなか体育館に冷暖房を持っているのはすごく費用面で掛かりますので、全ての学

校にというのは難しいと思うのですけれども、こういうことをきっかけに、少しずつでも

増やしていただけたら、日常の通常の教育環境も凄く向上するかなと思ったので、またよ

ろしくお願いいたします。

（*１）事務局にて確認したところ、鳴門渦潮高校、徳島視覚聴覚支援学校、徳島中央高校
で事業を実施したとのこと。



- 11 -

【事前復興室長】

鳴門渦潮高校で、いわゆるコロナ対応の避難所運営訓練も行い、それを映像化したり、

市町村に紹介などもしてますので、また全体の皆様が快適に避難所で暮らせるように、努

力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

【委員長】

ありがとうございました。他にいかがでしょう。

【○○委員】

資料２の見直し案についてもう少し詳しく、お教えいただけたらと思いまして、１ペー

ジの新規の民間建築物の瓦屋根にかかる耐風診断、耐風改修の促進ということで、今回か

ら新規で案として出ておりますけれども、もう少し具体的に内容をお教えいただけたらと

思います。例えば耐震診断員のように、診断員の養成とか、それから改修の際の支援内容

とか、そういったことについてというのは、もう既に計画が進んでいるのでしょうか。よ

ろしくお願いいたします。

【県土整備部】

先ほど新しく入りました民間建築物の瓦屋根の強風対策の促進について問い合わせがあ

ったかと思います。これにつきましては、平成元年の房総半島台風。台風１５号だったの

ですけれど、これを初めとして近年の大型の台風によりまして、多数の瓦屋根が被害を受

けたことから令和４年から、建築基準法の瓦屋根の結束方法が強化されまして、瓦屋根の

種類や、部位や基準風速に応じた結束が義務化されたところでございます。これを受けま

して本県におきましては、瓦屋根の強風対策を促進するため、市町村及び関係団体と連携

しまして、普及啓発を進めるとともに、国の補助金を活用いたしました支援制度の創出を

してございます。この事業につきましては、市町村や関係者に対しまして、必要性や精度

の内容をしっかり説明して周知を図りたいと考えてございます。なお、当初予算と致しま

して、７００万円を予定してございます。以上でございます。

【○○委員】

ありがとうございます。

【委員長】

それでは○○委員お願いできますか。
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【○○委員】

資料４－３で２６９番被災児童保育ボランティアの養成で、かなり内容の濃い学びにな

ります講座を継続してしてくださっているのですけれど、人数的にはたくさん受講してく

ださっているようなのですけれど、この受講してくださった方のスキルアップとかもしく

は以前に受講された方とのつながりとか。なんらかその受講された後、皆様方が日頃いざ

という時のために、とくしま安心交際サポーターには登録をしてくださっているのですけ

れど、受講された後の方のつながりというのはどうなっているのかなということをお尋ね

したい。

もう一点は、子供とか女性の視点に立った防災減災の楽しいイベントということで、コ

ロナ禍前にも、私も提案させてもらって、結局コロナ禍になって自分もなかなか動けてな

いのですけれど、子育て世代、特にそれから乳幼児の子供さんを持つお母さん方、なかな

か、保育所、幼稚園とかで、まだ繋がってなかったりするので、特に妊婦さんとかも赤ち

ゃん生まれて育休中に、家に赤ちゃんとお母さんがいらっしゃって、お父さんがそばにい

ないとか、誰か助けてくれる人がいないということで、この防災知識ということを学べる

のを初めてのキャンプというか、アウトドアとか非常食を食べてみるとか、災害に役立つ

キャンプ用品の紹介であったり、アウトドアの知識を生かしてテント生活をしてみるとか、

そういう防災センターでの防災フェアとか、防災の知識フェスティバルみたいなことがあ

るのですけれども、実際、外でのアウトドアで楽しみながら、災害時に役立つような知識

であったら、子育て世代の方も参加しやすいのかなと。とにかく不安に思うよりかは、い

つも皆さんがおっしゃっているように楽しく防災減災が学べる子育て世代向けのそういう

イベントっていつか実現できますでしょうか。というご提案です。まだコロナ禍ではあり

ますけれども、楽しい防災イベントがあれば子育て世代が参加しやすいかなと思っており

ます。二つ目は自分の希望です。一つ目の被災児童保育ボランティアについては、その後

の方がどういうふうな活動されているのかなということを尋ねしたいです。以上です。

【委員長】

ありがとうございました。ただいまのご質問は次の議題とも関係するところでございま

すが、せっかくですので、担当の課の方からご説明いただけるとありがたいと思いますが、

おられますか。お願いいたします。

【未来創生文化部】

すいません、次の議題の２６９の被災児童の保育ボランティアの横の繋がりとか、これ

までの方のつながりということなのですけれども、その辺につきまして、十分資料を持ち

合わせておらないのですけれども、ホームページであるとか過去経験された方に対して、

適宜、情報提供などをしてつながりをもつようにしているように聞いております。とりあ

えずは以上でございます。
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【委員長】

ありがとうございました。また、後半のところで意見交換できると思います。他にいか

がですか。○○委員お願いします。

【○○委員】

ご説明ありがとうございました。本当に皆さんおっしゃってますように、たくさんの計

画の中で要努力というのが６件というのは、進捗としては順調にいっているというように

捉えられるのかなと思います。その要努力のところなのですけれども、先ほど委員の皆さ

んから個別に質問がきて、それに対してお答えいただいて、それでよく理解できたのです

けれども、今回、この基本計画見直しの中で、次の案を出していただいていますけれど、

そこに入れる必要はないかもしれませんが、この６件の要努力というところが、現在のこ

のアプローチで本当に正しいのだろうかというか、適切なアプローチができているのかど

うかというところも、しっかりと見直して、次の取り組みに反映していかないといけない

なというふうに感じております。その中で、先ほど市町村への計画策定支援というところ

は必要ないとか、あとは別のところで、担保できるというようなところのご説明であった

りとか、ガスのところは、要請文を出していますというように、今後に向けての、何か対

策というのが書かれているのですけれども、それ以外の所で、オンラインでの先ほどの話

もありましたけれど、オンラインでの受講生というのが確保できず目標達成に至っていな

いと。そこのあたりはどういうふうに、二回に分けてしますとかいうようなこともご説明

いただきましたけれども、今回のこの１－３の資料の中で、一部書かれているところと、

全く今後のこの方針が書かれてないところがありますので、このあたりにでもご説明入れ

ていただけると、理解が深まるのかなと思いますので、次回以降でまた何か要努力という

のが出てきたところについては、今後のこのアプローチというのを記載いただけるとあり

がたいなというふうに思います。提案です。ありがとうございます。

【委員長】

ありがとうございました。まさに進捗管理という点でいうと、そういうところが非常に

重要でございますので、ぜひそのあたりは含めてですね。こういう場で議論できるように、

資料準備もお願いしたいと思います。何かコメントございますか。

【事前復興室長】

ありがとうございます。やはりこの要努力と説明で、単なるここまでしたからできなか

ったではなくて、今後どうやって、こういう要努力を解決していくかという、展望なり方

法なり記載すべきだと私の方も思っております。それで、いろいろありますけれども、や

はり人材育成とかそういうので、底上げをして、今後、当該市町村と協力しながら、達成

できるようにやっていきたいかと思います。それでこの計画は、今年度で実はもう最終年
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度になっていますので、こういうようなご意見をいただきましたので、来年度の新しい計

画も考えていかなければいけない時期となっております。そういうようなご意見も踏まえ

て、今後計画を作るだけでなくて、実際、進捗状況を測る時には、こういうような御意見

アプローチの方法とか、今後どうするとか、具体的に本当に実効性のあるものにしていき

たいと考えておりますので、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。今、事務局から御説明ありましたが、この計画自体は令和４

年度が目標年次ということで、令和５年度に向けては、新たな計画策定といいますか見直

しを図っていただくということになるかと思いますけれども、この辺りの日程はどのよう

に考えられているのですか。

【事前復興室長】

次の計画なのですけれども、実は、この国土強靭化地域計画にしても、次にご議論いた

だきます行動計画にいたしましても、やはりこの計画にそれぞれ上位計画というものがあ

りまして、例えば国土強靭化地域計画につきましては、国のほうの国土強靭化計画という

上位計画がありまして、それでまた行動計画の方につきましては、先ほどご説明しました

けれども、県の総合計画というものもありますので、それを踏まえながら、この計画も作

っていかなければいけないということです。それで、国の方も、上位計画の強靱化計画の

方のまた新しい計画の道筋もなかなか示されていないような状況ですので、それを見なが

ら考えていきたいと思っていますし、県の方の行動計画も動き出していますので、それも

含めて、皆様からまたご意見を聞いたり、県民の皆様のご意見とか、昨年度したアンケー

ト結果とか色々ありますので、それらを踏まえながらいろいろ作っていきたいなと考えて

おります。また詳しいスケジュールが分かりましたら、また皆様にご案内をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

【委員長】

ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

ないようでしたら、次の計画に関する進捗を皆さんにまた確認をいただきたいというこ

とになりますが、よろしいですか。それでは一つ目の議事はここまでとさせていただきま

して、たくさんのご意見頂きましたので、しっかりと、それを生かして、新たな計画の中

に反映いただければと思っております。それでは、次の議事に移ります。
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(３)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それの見直しに関して、まずは

事務局からご説明いただいた上で、また皆さんからご意見を頂戴したいと思います。よろ

しくお願いします。

【事務局】

※資料４－１～資料６についての説明（省略）

【委員長】

ありがとうございました。先ほど審議した内容と被っているところもございますけれど

も、新たに加わっているものもございます。どこからでも結構です。ご意見を賜ればと思

いますが、いかがでしょうか。○○委員お願いします。

【○○委員】

日頃はどうもありがとうございます。資料４－１で少しお伺いしたいのですが、まず４

－１のこちらの方は私共にも重要な関係があるのですが、Ｎｏ．５４で自主防災組織間の

ネットワーク。これ非常にここ２年間コロナで自主防災組織も活動しているところはたく

さんあるのですが、活動してない。また、活動が本当全然なくなって、自主防災組織自身

が少し消滅しかかっているところがありまして、先日も防災センターの方に伺って、これ

からどうしていこうかということを、話し合っておるところですが、やはり市町村の中で

も危機管理課、それから総務課が中心に動いては頂いているとは思うのですけれど、その

中でも本当に温度差があります。県の方としまして、できましたら、この自主防災のネッ

トワークというのは、いざ発災した時にはやはり行政に頼らず、自主防災同士が助け合う

というのが重要と思うので、これは長く協力していただけたらと思います。

それからその上の１８番出前講座なのですけれど、こちらの方、各企業、小さな企業か

ら中小企業から色んなとこ回った時に出前講座あるのでしてるのですけれど、どういう風

に申し込んだらいいとか、この内容がどうかということを全く知らない企業がたくさんあ

ります。やはりこのＰＲということが少し足りてないと思いますので、ここらがどういう

ことかということをお伺いできたらと思います。それから資料５の見直し案のところで３

ページ目に復興ということで重点のところがあるのですが、学校防災の避難訓練等のとこ

ろがあるのですが、これはすいません、学校防災のみに行くのでしょうか。もしも今の段

階で含めるとしたら、学校防災イコール例えば地域住民の避難訓練も前にも一度お願いし

たいことがあるのですが、やはり地域の人達が個々に避難をして行きます。それから、そ

の中のお父さん、お母さんもたくさんいらっしゃいますので、今の段階で、もしも学校防
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災の中に地域との関わりというのは、これ中に入れるかどうかということをお伺いしたい

のですが、以上よろしくお願い申し上げます。

【委員長】

ありがとうございました。それでは順番に、まず、防災啓発の話とあと自主防災組織の

ネットワークの件、最後は防災教育に関係したところですね。防災人材育成センターと教

育委員会ということですか。危機管理環境部の方でお願いします。

【事前復興室長】

まず自主防災会なのですけれども、やはり委員お話しの通り市町村によって温度差があ

るということで、特に市町村ごとの危機部局の温度差があるということですけれども、そ

こらあたりも、うちの色々な今日お出しした、資料等でも市町村ごとに色々温度差があっ

てできているとかできてないとかいうのが、個々を調べれば出てきておりますので、やは

り自主防災会にしても、地域の防災力を上げるには、市町村の職員なり市町村の力も、大

きく関わってきますので、うちの方もやはり市町村の職員さん等の防災力向上はやらない

といけないというのは非常に感じております。それで、特に若い世代の方等がなかなか興

味がなくて、年配の方も地域の方で、年配の方は熱心なのだけれど、若い方がなかなかつ

いてきていないというのもありますので、そこらあたり、今どうしようかなということで

色々考えて、市町村と職員も併せて、そういうふうな改善ができるように、今できないか

というのを色々考えているところで、やっておるところでございます。それで、出前講座

のＰＲにつきましては、やはりおっしゃる通り、なかなかホームページだけで案内してい

たりとかいうのでは、なかなか知らないという方もおられますので、別の方法なり、いろ

んな方法でＰＲの方法を考えていきたいかと思います。

それと学校の先ほどの防災訓練の件なのですけれども、実はこれ、ここに入っているも

のにつきましては、学校だけのものを入れておりますけれども、やはり地域住民の先ほど

いいました防災力向上のためには、避難訓練なり大変重要だと思っておりますので、それ

につきましては、またここで中に入れたりして地域の防災力向上につながるような色んな

手立てというものを、この避難訓練だけでなくて先ほど見ました出前講座とか合わせまし

て、反映できて、進捗も管理できて、実際に上がっていくような、実際につながるような

ものを次期計画なり、今年度中にいろいろ考えていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

【委員長】

教育委員会なにかありますか。では教育委員会の方からもよろしくお願いします。
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【教育委員会】

教育委員会です。小学校においてなのですけれども、やはりこの地元に直結しておりま

すし、保護者の方が、地元の方が多いとかいうのもありますので、実際、この避難訓練の

時などに近くの幼稚園、それからこの中学校と連携しての避難訓練などは、実際に行って

いる地域がたくさんあります。そのような取り組みを、年一回の教員対象の発表会のよう

なもので発表したりとか、今年ですと５月に各校の防災担当者が総合教育センターに集ま

りまして研修を行います。その場で実際の小学校の取り組み、具体的にこういうふうな地

域との連携をしていますとか、そういうふうな取り組みを伝えることで広めていこうとし

ております。実際、広がっていると思います。高校に関しても、やはりなかなか地元の高

校生が居ない。高校の場合はもう県下から集まってきますので、なかなかその地元の防災

に取り組むパターンの時と、自分の実際に、家のある場所に二か所で、防災に対する高校

生の場合、取り組みもしなくてはならないようになるのですけれども、それも防災クラブ

がありますので、地域に出て行ってという活動を広げております。以上になります。

【委員長】

よろしいでしょうか。それでは○○委員お願いいたします。

【○○委員】

今学校のことが出たので、この場で、現場の方の声ということで、説明させていただき

たいと思います。先程教育委員会の方からもありましたように。小中学校は市町村立です

ので、やはりその地元という意識が凄くあって、地元との結びつきが強いのですけれども、

本校は支援学校でありますけれど、県立高校です。県立高ですと、やはり通学圏域が広い

ですので、なかなか地元という意識が持ちにくいのです。ただ、本校におきましては、肢

体不自由病弱の支援学校で、やはり災害があったときには、誰かの力を借りなければいけ

ないということで、本校、元々は隣の徳島病院に入院している児童生徒のための学校だっ

たのですけれども、平成１９年度から通学生が入ってきまして、今もう通学生がほとんど

です。ですから、その辺りから地域の方といろいろと連携協力をしていただいております。

具体的にいえば、防災オリエンテーリングというのを行っておりまして、オリエンテーリ

ングですね。ポイントポイントのところへ行ってそこでチェックして、そして回ってくる

というような競技なのですけれども、そのチェックポイントを地域の施設であったり、病

院であったり、自主防災組織の会長さんのお宅でやったりとか、そういうところ、回りな

がら、学校の周りの、本校災害危険区域が近くにありますので、そのことも含めながら、

防災教育というか勉強をしながら、地域の方に知って頂くというような活動をしておりま

した。ただ、コロナの関係で、昨年、一昨年度２年間その取り組みができなかったのです。

それで、今年は様子を見ながら、先日、実は再開いたしました。隣に富士建材さんという

建築業の業者さんがあるのですけれども、本当に学校の近くには家はなくて、その建築業

者さんと野菊の里さんという福祉施設さん、それから隣接する徳島病院さんが、もう本当
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に近いということで、民家は少し離れているのですけれども、こういう機会ですから、ま

た再開をしてオリエンテーリングをさせていただきました。皆さんご協力いただきまして、

そういう本当に小さな取り組みなのですけれども、そういうことから本校の情勢のことを

知ってもらって、いざという時にはお力をお借りできないかなというところもありますし、

ただ教職員も５０人ぐらいおりますので、もちろん協力していただくだけではなくて、も

し何かありましたら本校が避難所にはならないかと思うのですけれども、福祉施設である

野菊の里さんが福祉避難所になっておりますので、そこで一緒に避難所の運営ということ

も今後考えられますので、また施設長さんともその辺りのことも話をしながら、一緒に合

同の避難訓練ができたらいいなというふうにも思っておりますし、となりの徳島病院さん

は本来であれば避難所ではないのですけれども、本校の児童生徒の医療的ケアの必要な子

供がおりますので、やはりそういうもしもの時に家に帰れなかった時は、そういう医療的

なケアが隣の病院で受けられるように、そういうお願いをして文書で契約といいますか、

共通理解を図っていただいて、そういうふうに少しずつ少しずつ連携を深めていっている

状況です。地域の自主防災組織の方とは一緒の合同訓練というのはできないのですけれど

も、今回、それをきっかけにまた何か一緒にできることがあればなというふうに考えてお

りますので、そういった取り組みをしているということを知っていただきたいと思いまし

て。よろしくお願いします。

【委員長】

ありがとうございました。貴重なご報告をいただきました。他にいかがですか。○○委

員お願いします。

【○○委員】

こちらの資料６のとくしま０作戦の資料なのですけれども、三点ほどお伺いできたらと

思います。ページが５２ページなのですけれども、この要配慮者対策の推進というページ

になりますが、こちらの方で要配慮者対策という文言にもありますように、要配慮者とい

う言葉、そして災害時要援護者という言葉、そして避難行動要支援者というさまざまな表

現で記載があるのですけれども、何が違うのかなというところで調べてみました。過去は

災害時要援護者という表現が主流だったようなのですけれども、平成２５年以降、要配慮

者もしくは避難行動要支援者という表現に変わっている部分がある、というような記載を

インターネットの方でみたのですが、その辺りの文言がいくつか並んでいることによって、

私の方の勉強不足もあるのですけれども、すっと入ってこない部分があるので文言を統一

した方が良いのかなというふうに感じた部分が一点です。

そして、この要配慮者対策の推進の中に、要配慮者という中に、高齢者障がい者、乳幼

児などというふうに含まれておるんですけれども、私自身も子供がいます。乳幼児とか妊

産婦の方も身近にいるので、そういった方々への支援というところが何か各取り組みの中

にあるのかなというところを見させていただいたのですけれども、要支援者全体に対する
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支援というところでの取り組みというのはたくさんあるのですが、乳幼児や妊産婦が該当

すると思われる特化したような取り組みというのがあまり見受けられないかなというふう

に感じまして。かなり少数派にはなるのかもしれないのですけれども、必ず皆さん、子供

から大人になっていく過程があると思いますので、こういった乳幼児であったり、妊産婦

の方への配慮というところに特化した何か取り組みがあってもいいのではないかなと思い

ましたので、その可能性があるのか、次年度以降の、新たな計画の中に入れて頂けるよう

な可能性があるのかお伺いしたいのと。その乳幼児、妊産婦に関するところでいうと、先

ほど○○委員もおっしゃっておりましたけれども、こういった乳幼児や妊産婦の方に向け

た啓蒙啓発ですね。災害に関する備えであったり、啓蒙啓発の事業取り組みなども、ペー

ジを遡ってしまうのですが、そういう冒頭の方の、県民防災力の強化。７ページ以降の命

を守る対策というところにも、乳幼児や、そういった妊産婦向けの啓蒙啓発ツールの作成

などがあるのかなというふうに、私も見ながら確認をしたのですけれども、そういったも

のに対する取り組みというのが、テキストベースでは見つけられなくてですね。そういっ

たところでの、やはり教育課程にかかると、小学校に行ったり、中学校に行ったりという

過程では、学校での防災教育というのはしっかりされていると思うのですが、入学前の、

お子さんとか、そしてそのお子さんを見守る妊産婦、そしてお父さん、お母さん向けの啓

蒙啓発というのもとても大事なところだと思いますので、そういったところでの取り組み

というのを新たに追加いただけると嬉しいなというふうに思っております。

あと最後に一点。何か所か出てくるのですけれども、すだちくんメールに関してなので

すが特に３７ページにありますけれども、防災情報通信体制の強化というところでメール

による県民向け防災情報提供システムの運用ということで、すだちくんメールの登録者数

が、現在５１，０００人以上というふうに、数が掲載されておりますが、私の周りですだ

ちくんメール使ってる。という話をしたところ、あまり皆さん使っていないということで、

この登録者数、５１，０００人以上というところは確認できるのですが、実際アクティブ

ユーザーというか実際使っている方がどのぐらいいらっしゃるのかとか、活用事例などが

もしお分かりになれば教えていただけるとありがたいなと思います。以上です。

【委員長】

ありがとうございました。まず要配慮者対策の推進のところでご質問いただきました。

それから、防災人材育成に関連して、妊産婦乳幼児に対する研修というか、防災研修とい

ったことについての取り組みはどうかということ。それからすだちくんメール等について

と。危機管理環境部の方で、まずはお答えいただければと思います。

【事前復興室長】

まずは私の方からお答えさせていただきます。御指摘のございましたように、要配慮者

とか、もういろんな言葉が出て分かりにくいという御指摘は、ごもっともなことと思いま

す。実はうちの方でも、そういうような内部でも話がありまして、今ですね、色んな要配
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慮者とか、いろいろ文言が出てきて、いったいどれが該当するので、この人が該当するの

か、該当しないのかというような議論が出てきております。それでですね、やはり文言は

統一したほうがいいだろうということで、例えばうちの行動計画のもとになっています条

例があるのですけれども、震災条例のほう。そこも実はまだ地震時要援護者とかいうふう

な言葉もでできたりしますので、分からないという話もありますので、やはりなにかに統

一した方がいいということで。いまですね、災害対策基本法に要配慮者という言葉がある

のですけれども、その法律の定義を元にして、言葉を、たとえば、要配慮者のうち、たと

えば震災に係るものでしたら、という定義にして、震災時要援護者にするとか、もうそう

いうような体系的に分かるようなものをできないかというのを今考えておりまして、また

次年度以降の計画の中では、そういうことも踏まえて、計画するときに、庁内各部局さん

とそういうような文言のすり合わせはやっていきたいかと思っておりますので。

それとですね。乳幼児、妊産婦の特性とかを生かして啓蒙啓発なり、研修なりいろんな

ことができないかということなのですけれども、それは、非常に重要なことと思っており

ます。やはり一般に災害時に、いわゆる要配慮者といわれている、配慮しなければいけな

い人。まずお年寄りとか、体の不自由な方とかが一番に浮かぶのですけれども、やはりそ

の乳幼児とか妊産婦さん、それと最近いわれているのが外国人の方ですね。言葉がわから

ないので、どこに逃げたらいいのか分からないとか、そういうようないろんな方がおられ

ますので、そこのあたりにつきましては、うちの方もこういう方に対していろんな啓発な

り、研修なりして命を守って避難所に行って避難できて、快適に過ごせるようにというの

は必要と考えておりますので、ここらあたりの方につきましても、いろいろ中で事業など

を考えてやっておりますけど、また次期計画の中にはいろんなものを取り込んでいきたい

というふうに考えております。

【とくしまゼロ作戦課長】

すだちくんメールにつきましてですけれども、目標５１，０００人ということですけれ

ども、今３月の時点ですけれど、４７，２００人ほどの状況となっております。すだちく

んメールにつきましては、気象情報とか、そういうところはもちろんなのですけれども、

安否情報でありますとか、あと企業でしたら参集情報といったところも登録して共有でき

るといったところがメリットのところでございます。こういった防災に関する情報につき

ましては、すだちくんメールは引き続きというところがあるのですけれども、今年の３月

に、皆さんよく使っているＬＩＮＥの方でですね。公式アカウントを開設しまして、そこ

の中でも防災情報を発信するといったところを始めております。これにつきましては、災

害時だけでなくて、普段は県政情報を発信するとともに、災害時の時にはそういった避難

所の開設情報とか、そういった気象情報避難情報を提供する、といったところでそういっ

たものも複数しながら、色んな情報発信をしていきたいと考えております。以上でござい

ます。
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【○○委員】

ありがとうございます。私もＬＩＮＥはフォローしています。今後も役立てていきたい

と思います。あと、乳幼児とか、妊産婦の方向けの支援ということですけれども、今まで

守ってもらう側という認識が多かったと思うのですが、やはり自分の命は自分で守るとい

うふうな国としての方針もあると思いますので、やはり守ってもらうための知識と情報と

か、そういった手段とか手法とか、そういったところを知れるような機会を今後作ってい

っていただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。

【委員長】

ありがとうございました。県だけではなくて、各団体でも、いろんな工夫をして、そう

いう機会を次々と作っていただければと思います。たぶん、県の応援もして頂けるはずで

すので。県と市町村とそれと民間団体、それから住民、一体となって取り組みを進めてい

く必要があると、こういうふうに思います。

【保健福祉部】

保健福祉部から一点、コメントでございます。妊産婦や乳幼児の支援というところで、

今年度新しい取り組みといたしまして、妊産婦や乳幼児が安心して避難できる避難所。福

祉避難所の体制強化というところで、妊産婦や乳幼児に向けた市町村への資機材の整備と

いうところで、子供用おむつや粉ミルクを整備される市町村に対する補助のような取り組

みを行っておりましてですね。市町村の福祉避難所の体制整備を行っておりますので、ご

報告させていただきます。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。他にいかがですか。では○○委員お願いします。

【○○委員】

では、三点意見を言わせていただきたいと思います。資料は４－３の２２ページ目。こ

れが一点目ですね。防災訓練のことが載っているのですけれど、防災士会が、県の総合防

災訓練に今まで二度ばかりしか参加してないのですけれど、いわば新人ですので、新人な

りの感じのことなのですけれども、ここに書いてあるように自衛隊も警察も消防もいろん

な機関がやっておるわけですよね。それを、見せていただいたわけなのですけれども、救

助する側の人たちがそこに居るわけで、訓練をやっているわけなのですが、救助される側

の代表としてはですね。徳島県自主防災組織連絡会という立派な組織がある訳ですから、

ぜひここに招かれるような団体ではないかと思います。県民の民の代表として自主防災会

連絡会があってしかるべきだというふうに思っております。これが一点目です。
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次に４１ページの２７２番ですが、ここには避難所の機能強化と書いてあるのですけれ

ど、私、たまたま先週、県立の高校と打ち合わせすることがありまして、そこで感じたこ

となのですけれども、一つはホームページ上に防災情報が載るといいなというふうに思っ

ています。もう少しいえば、避難所の情報ですね。この学校の避難所として使う時の情報

という意味です。先生と打ち合わせしてて困ったことがあると聞いているのは、私もそう

思いますけど、トイレの数がただちに欲しいわけです。トイレがただちにほしい。したが

って、マンホールトイレの設置を検討していただけないかということです。たとえば情報

としては、ここの学校には井戸があるとかいうのが良い情報だと思いますので、そういっ

たことは載せていただくのですけれど、私としては、そのマンホールトイレの設置のこと

について、避難所に対して検討していただければ、より良いのではないかなというふうに

思っておるのが二つ目です。

最後ですけれど、最後は６６ページの４５０番。もちろんここに書かれていることは、

この通りなのですけれど。県の被害想定の策定から９年経つわけです。一方、道路啓開計

画というのが、この被害想定の後に制定されております。つまり、この啓開計画を見回す

と、５５号線の一部で被災するというか、被害を受けるということになっております。た

だし、この道路啓開計画というものは５５号線のことしか書いてありません。つまり、県

内の道路が実際にどうなっているのかということについては、この９年前の被害想定を見

るしかないわけなのですけれども、要は何が言いたいのかというとですね、被害想定から

以降、いろんな状況が変わっているのではないかということです。したがって、そういっ

た情報を集めていただいて再度と言いますかバージョンの２でもいいのですけれども、先

ほどの道路みたいなこと。それと電気もそうです。たぶん水道もそうだと思いますが、も

う少し９年前のものよりも、さらにいわゆるそのパワーアップしたようなものが、できて

いるのではないかなというふうに想像しますし、さらにそれに対する対策というものも、

９年前の被害想定よりもより良くなっているのではないかというふうに思いますので、そ

の辺のことをまとめていただければなというふうに思っております。以上三点です。

【委員長】

ありがとうございました。総合防災訓練の、あり方やり方についての御質問とか御意見

が一点。それから、避難所となる学校等にマンホールトイレなどの設置をしてはどうかと

いうこととか、あるいは南海トラフ地震の被害想定されてから、すでにもう１０年近く経

っていますので、そろそろ被害想定の見直しをしていただいて、取り組みの修正等も、そ

れからできるのではないかという御意見でございました。いかがですか。特に三番目のも

のは実際に検討されている部分もあるのではないかと思いますが。

【とくしまゼロ作戦課長】

まず防災訓練についてでございます。当然、防災訓練につきましては、救助する側の連

携でありますとか救助される側。当然、色々大切だと思います。ここ何年かコロナの方で
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人数を絞ったりというようなところもございましたけれども、お話にありました自主防災

組織というところは当然、その防災活動には必要なところでございますので、防災訓練に

つきましては当然、参加をして頂きたいとこちらも思っておりますので、またその辺りは

調整させていただけたらと思います。

避難所のことですけれども、ご承知の通り避難所につきましては、基本的に市町村が指

定するというところでございますので、そういったご要望があることにつきましては、ま

た、特定のところがございましたら、いっていただければ、こちらのほうからまたご連絡

するなりして、連携して対応してまいりたいと考えております。

【事前復興室長】

被害想定の件についてご説明させていただきます。確かに、平成２５年に被害想定を出

して以来、ずっと被害想定の方が変わっておりませんけれども、被害想定の見直しについ

ては、いろいろな方面からいろいろお話はあるのですけれども、まず被害想定なのですけ

れども、現在の被害想定が、大きく変わる要因と致しましては、例えば国が、新たなもの

を被害想定の評価手法を出した場合に、当然昔やった評価手法と異なるので、大きく想定

の内容が変わってきます。それとか、今お話がありましたように、例えば道路が整備でき

たとか、防潮堤ができて津波が入ってこなくなったとかによっても、大きく変わってきま

すので、そこらあたりを考えながら、被害想定の方はやっていくべきだというふうに考え

ております。ただ、それも膨大な資料なりを集める必要がございますので。けれども、や

はり今まで１０年かけてやってきた対策はどんなに効果が出ているかというのは、やはり

皆さん興味があって、知りたいというお気持ちはよく分かりますので。それで、県の方で

もやはりそういうのを何か指標で表せないかということで、例えば、これまでの取り組み

で、先ほど前半の方でお話しさせてもらいましたように、津波避難困難地域が減ったとか

いうのもございまして、例えば２４年の時には津波から避難できないと考えられる方が４

２，０００人いたのですけれども、現在、もう１，３００人まで大きく減っております。

そういうように、やはり皆さんが分かるような指標で、整備効果というものを出せないか

というのを、現在、考えております。例えば今回、初めに政策監の挨拶のほうでもありま

したように、南部自動車道が開通致しまして、あそこがいわゆる陸の防潮堤となって、そ

の効果で津波が内陸部に入ってこなくなるというような。それによって、どういう効果が

あるかというようなことを一つの指標にするなどして、今後の、県民の皆様に分かりやす

い形で、このような事業効果なりを説明できる方法については、検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

【委員長】

そろそろ見直しをしていただきたいなと思いますね。他にいかがですか。○○委員お願

いいたします。
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【○○委員】

時間もあれなんで、資料５の見直し案ですか。あれ、いろんな重要な項目が書かれてて、

非常にいいなと思いました。例えば、進化する命を守る対策で、災害記憶の継承とか、高

校生防災士による防災啓発サポーター活動。これ二つ項目あるのですけれど、例えば連携

するというのも充分できるのですよね。こういうその災害の記憶を継承するとは、まさに

若い方にそういうことをやってもらう方がより効果的なので、各項目で連携できるところ

はうまく連携しながら、相乗効果を狙うというようなことも含めてご検討いただくといい

かなと思いました。あと、細かい話でＤＭＶですか。あれが達成となってますよね。あれ

訓練みたいなのはされているのでしょうか。例えば、災害後にあれがどう動けるかとかで

すね。そういう想定のもとの訓練みたいなのされているのでしょうか。これ、結構注目さ

れていて、非常に私も素晴らしいなと思っているのですが、訓練みたいなものをある程度、

合わせてやらないといけないのかなと思うのですが、その点いかがでしょうか。

【事前復興室長】

まず、先ほど言いました各々の施策の連携ということで、例として取り上げていただい

た災害遺産の継承等が、高校生の活動の分ですけれど、実際、この災害遺産の調べるので、

ちかくの高校生がクラブの中でいろんなこういうような災害記憶、災害遺産を調べて、発

表したりしている事例もあるので、そういうような高校生を活用して、このいわゆる研修、

高校生が講師になって、いろんな方に説明して、皆さんに広めていくというようなことが

できるかと思いますので、そのあたり、いろんな施策と連携させて、できるものはやって

いきたいというふうに考えております。

【○○委員】

是非よろしくお願いいたします。

【県土整備部】

ＤＭＶについてご質問いただきましたので、県土整備部からご回答させて頂きます。阿

佐東線のＤＭＶにつきましては、車両自体が観光資源というだけでなくて、県南地域の振

興をもとより、道路も線路も両方相乗りできるという利点があることから、災害時にも、

大きく寄与するものと考えてございます。また線路部分につきましては全て高架でござい

まして、津波からも離れているというところの利点もありますし、運行するにあたりまし

て、各種マニュアルを整備した中で、津波の場合、また地震の場合、どういうふうにする

かということについても、中で検討させていただいてございます。先ほど訓練につきまし

て、どうかというご指摘でございましたが、これにつきましては、車内ではそれぞれ状況

に応じた訓練をさせていただいるのですけれども、恐らく地域の皆様とか含めたような訓

練かと思いますが、それについては私の知っている限りでは、まだできてないのではない
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のかなというふうに考えてございます。良い御指摘かと思いますので、また今後、それを

参考にさせていただきたいと考えてございます。以上でございます。

【○○委員】

ありがとうございました。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。他にどうでしょうか。時間もだいぶ迫ってまいりましたけれ

ども。ぜひに聞いておきたいという方もおられると思うのですが、いかがですか。はい。

お願いいたします。○○委員です。

【○○委員】

私は今、小学生の息子がいるのですけれども、毎日タブレット学習ですかね。小学校に

入ってからしているのですけれども、タブレットを使用した防災に携わる何かアプリだと

か、何か防災訓練というのですか。タブレットせっかく重いの持って毎日持って行って持

って帰ってというのをしてるので、タブレットのある学校でもできるし、家庭でできると

思いますので、そういった取り組みなどが現在あるのか、教えていただければと思います。

【事前復興室長】

ちょうどですね。やはり皆さん考えることが同じなので、ギガスクールでタブレット皆

さん持っておられますので、何か防災に使えないかということで、実は昨年度からｅ防災

ゲームといいまして、タブレットの中で防災ゲームを作ろうということで、県民の皆様か

らいろんな知恵を出していただいて、それで昨年、いいものが県とか、全国から出してい

ただいて、そこの中で優秀なものを選ばせて頂いて、そのアイデアはいいねということで、

知事から表彰状を渡して、そのアイデアを基に今年度ゲームを製作中です。それで、夏の

終わりぐらいが、秋ぐらいには、ゲームができますので、またそれを教育現場なり、いろ

んなところなり県のホームページの方で公開して、皆さんが楽しめるように防災を学んで

いただいてということを今考えておりますので、またぜひ楽しみに待っていてください。

【○○委員】

ありがとうございます。子供と一緒に活用させていただきます。
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【委員長】

ありがとうございました。いかがでしょうか。もうそろそろ、後ろが詰まってきたかと

思うのですけれども、特にないようでしたら、これで、この議事も終わりにしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。

（意見なし）

ありがとうございました。

今日は二つの議事につきまして、皆さんに見ていただきました。それで、またかなり活

発に御意見、頂戴いたしました。県におかれましては、委員のみなさまから頂戴いたしま

したご意見等を、しっかりと取り組んで、今後の国土強靭化地域計画、あるいは地震防災

計画の方に取り組んでいただきたいと思います。取り組みを役立ていただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日の議論はこれで終わりに

したいと思います。長時間にわたりまして活発に議論を賜りまして、ありがとうございま

した。それでは司会を事務局の方にお返しいたします。どうもありがとうございました。

【事務局】

中野委員長さん各委員の皆様、長時間ありがとうございました。それでは、これで議事

につきましてはすべて終了いたしました。閉会にあたりまして瀬尾政策監から御挨拶を申

し上げます。

【政策監】

（省略）

【事務局】

以上をもちまして推進委員会を終わらせていただきます。本日はお忙しい中、誠にあり

がとうございました。


