
番号
素案

該当ﾍﾟｰｼﾞ
項　目 ご意見の要旨 県の考え方

1 8 想定するリスク
様々な災害が想定される中、完璧な計画を作ることは不
可能なので、ある程度、災害を絞って計画を立てた方が
現実的なものになるのではないか。

国土強靱化地域計画は、国の基本計画との調和を保た
なければならないこととされておりますことから、国の基本
計画を踏まえ、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模
自然災害を想定して、脆弱性評価を行い、本計画素案を
策定したところです。

2 8
施策分野ごとの地域強靱
化の推進方針

国土強靱化の県庁内の推進体制はどのようになるの
か、推進体制の組織図を記載してはどうか。
策定に当たっては外部の有識者の意見を聞いているの
か。

・本県におきましては、強靱化施策推進のための特別な
組織は設置しておらず、危機管理局を事務局とした通常
の組織体制で取り組むことから、組織図は掲載していま
せん。
・計画策定に当たり、有識者会議として、学識経験者、民
間事業者・団体の職員の方を構成員とする宮崎県防災
会議国土強靱化部会を設置して意見を伺っています。

3 13
防災拠点となる庁舎の耐
震化等

市町村庁舎における代替拠点の確保については、場所
だけでなく、通信・電気の確保に加え、情報を発信でき
る機能まで備える必要がある

災害により市町村庁舎が使用できない場合の代替拠点を
検討するに当たっては、情報発信機能を含む、災害対応
その他業務の継続に必要な設備も併せて確保する必要
があります。このため、本計画においては、災害時におけ
る業務継続のために県・市町村でBCPの取組を進めるこ
ととしており、その取組の中で、検討していくこととなりま
す。

4 14
避難所における生活環境
の改善

人命の保護を最大限に図るためには、安全な避難のた
めに避難経路への太陽光発電を利用した電灯や案内
板の設置等、避難路の整備を早急に推進する必要があ
る。また、トイレ環境をはじめとする避難所の生活環境改
善のための施設整備を早急に実施する必要がある。

計画におきましても、災害発生時の避難の遅れによる多
数の死傷者の発生や、避難所等の機能不全などによる
避難生活が困難になる事態を起こさないことを備えるべき
目標の一つとしておりますので、市町村等と連携して避
難に関する対策を進めてまいります。

宮崎県国土強靱化地域計画（素案）に係る意見募集の結果
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5 14 避難所外避難者対策

車中泊や軒下避難者などの避難所外の避難者の把握
のためには、避難者自ら報告を義務化するなどの方策
が必要である。また、避難所外避難者支援のために、災
害ボランティアの活用を進めるべきである。

東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、本計画にお
いても、市町村における避難所外避難者の把握、物資や
災害情報の提供、健康管理等の対策を促進するととも
に、民間団体や災害ボランティアとの連携による支援につ
いても検討を進めることとしております。

6
14
15

被災者台帳の整備促進
罹災証明交付体制の確立

市町村において、被災者台帳と罹災証明が一体となっ
たシステムの導入を促進することにより、迅速な証明交
付、応援職員による事務処理の簡素化を図ることができ
るのではないか。

大規模災害時に迅速かつ円滑な被災者支援を行うため
には、住民基本台帳情報を基に様々な被災者情報を管
理するとともに、罹災証明等を発行できるシステムの整備
は有効な手段であることから、本計画においても、市町村
における被災者台帳・被災者支援システム導入を促進す
ることとしております。

7 16
総合防災情報ネットワーク
の整備

災害時の情報伝達手段としてアマチュア無線の組織的
活用についても計画に明記してはどうか。

災害情報の収集には様々な手段がありますが、県・市町
村などの行政機関同士の情報伝達手段が途絶えること
は、災害対策に重大な支障がありますので、防災関係機
関を結ぶ県総合防災ネットワークの強靱化について記載
しています。
なお、県の地域防災計画では、災害情報収集手段の一
つとして、必要に応じてアマチュア無線愛好家、団体の
協力を得ることとしております。

8 17 県民の防災意識の啓発

宮崎県の最大の脅威は南海トラフ巨大地震に伴う大津
波なので県としては「津波対策に特化した防災教育」を
更に推進する必要があり、最重点項目として「津波てん
でんこ」意識の徹底を別途追記すべきである。また、県
民一人一人の行動で津波による人的被害を最小限にと
どめるため「津波による死傷者ゼロを目指す！」というス
ローガンを高々と掲げるべきである。津波被害想定で
“何人死亡”と言わず、「必ず“ゼロ”にする！」という意気
込みを県が示さなければ最小限の被害に止めることは
できない。

本計画では、国土強靱化基本法の理念に基づき、いかな
る大規模自然災害が発生しても、「人命の保護が最大限
図られる」ことを基本目標に、必要な施策に取り組むことと
しております。
また、ご意見のとおり、大規模災害において、県民一人ひ
とりが平時から災害に備えるとともに、災害時に適切な行
動をとることが大切であることから、県民の防災意識の啓
発を推進することとしております。

2



番号
素案

該当ﾍﾟｰｼﾞ
項　目 ご意見の要旨 県の考え方

9

大規模災害に対応するためには、公助だけでなく、地
域の防災リーダー、特に若い人材の確保が必要であ
る。そのために、災害時に役立つ防災士の育成や、自
治会や自主防災組織と連携し、地域に密着した防災活
動を推進していく必要がある。

地域における防災力を高めることは重要ですので、本計
画においても、地域や企業における防災活動のリーダー
となる防災士の能力向上や活動促進を図ることとしており
ます

10
計画に防災士の育成について記載されているが、防災
士のいない地区を無くす取組や、防災士の資格取得後
の活動を促す取組も推進して欲しい。

地域における防災力を高めることは重要ですので、本計
画においても、地域や企業における防災活動のリーダー
となる防災士の能力向上や活動促進を図ることとしており
ます

11

市町村職員だけでは住民の防災教育に対応することは
難しいと思われるので、防災教育の担い手として防災士
の活用が効果的である。県は防災士養成を積極的に
行っているが、市町村と連携し防災士の活用方法等を
しっかり検討する必要があるのではないか。

県では地域の防災リーダーとして防災士を養成していま
すが、防災士の資格を取得した後に、地域で活躍してい
ただくことが重要ですので、防災士のスキルアップ講座や
防災士による出前講座等の取組を進めているところであ
り、今後も市町村等と連携しながら防災士の活用等につ
いて検討してまいります。

12 18
県民への広報、広聴機能
の整備

計画に記載のとおり、ＳＮＳ等も活用してより積極的な情
報発信を行って欲しい。

県民の皆様への情報提供はもとより、県民の皆様からの
情報収集手段として、双方向の通信が可能なＳＮＳは有
効な手段でありますので、その活用を推進してまいりま
す。

13 24
応急仮設住宅供給体制の
充実

被災者の避難生活対策としては、避難住宅を新たに建
てるよりも、民間住宅等の既存の施設を活用する方が、
資金面や生活の早期の再出発の点でもメリットがあると
思われるので、既存施設の活用について平時から十分
検討して欲しい。

災害時においては、新たに建設する応急仮設住宅だけ
でなく、公営・民間の住宅等も活用して被災者の住まいを
確保することとしており、民間事業者と災害時の民間賃貸
住宅の情報提供に関する協定を締結するなどの取組を
行っています。今後も、災害時における被災者への住宅
の提供が円滑に行われるよう取組を進めてまいります。

17
自主防災組織等の活性化
推進
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14 25
災害時の医療体制整備

大規模災害において広域災害緊急医療情報システム
による情報共有が重要であるので災害時にも円滑に運
用できるよう、平時より医療機関による業務継続計画の
策定や他の医療機関・医療圏との協力関係の構築を促
進することが重要である。

ご意見のとおり、大規模災害における医療機能の維持は
重要でありますことから、本計画においても、広域災害緊
急医療情報システムを活用した医療機関の連携など、災
害時の医療体制整備の取組を進めていくこととしておりま
すが、さらに医療機関の業務継続計画の策定についても
計画に記載する方向で検討いたします。

15 27 福祉避難所の整備

福祉避難所の整備として「民間ホテル等への要配慮者
受け入れについて検討を進める」とあるが、民間ホテル
はバリアフリー化されている施設が少なく、福祉施設と比
べて要配慮者のケアができる有資格者も少ないと思わ
れるが、ホテルを福祉避難所として検討するのは難しい
のではないか。

高齢者や障がい者など一般の避難所での生活に支障の
ある避難者を受け入れる福祉避難所が十分確保できな
い場合において、要配慮者のうち、高度なケアを要しない
高齢者等については、一定の設備・体制が整ったホテル
等を避難所として活用することは有効であると考えており
ます。
先の熊本地震においても、熊本県内の要配慮者の一時
避難先として隣県のホテル等での受入れが実施されたと
ころです。

16 29
自立・分散型エネルギー
の導入促進

災害時や復旧のために、地域で多様なエネルギーの確
保をより進める必要がある。停電が起きても、太陽光発
電や、小水力発電の導入等により、災害による生活への
影響を小さくできるのではないか。例えば、ガソリン車は
災害時にスタンドでの給油には限界がある一方で、電気
自動車なら家庭で充電できる。

地域で独自のエネルギーを確保することは、地域の強靱
化において重要であるため、本計画においても、太陽
光、バイオマス、小水力等の自立・分散型エネルギー導
入を促進することとしております。

17 29
電力事業者における災害
対策

電力事業者における災害対策について、災害による停
電は人命に関わることもあるため、応急対策の情報等を
自治体等を通じて住民等に積極的に発信する体制を整
える必要があるのではないか。

県と電力事業者間においては日頃から災害時の停電情
報等の連絡体制を構築するとともに、防災訓練等を通じ
て連携強化を図っております。
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18
30
31

情報ｲﾝﾌﾗの確保対策
企業防災の推進

様々な産業でＩＣＴへの依存が進む中、東日本大震災
等の教訓からもBCP対策の重要性が高まっている。しか
し、BCPの重要性を認識していても、何をすればよいの
かわからない企業が多いと思われれる。何かあった際
に、システム等を迅速に復旧できる企業は、県内では少
ない状況だと思われ、事業継続のための計画、備えは
喫緊の課題である。行政主導のBCP対策ガイドラインの
提示や必要性を啓発するセミナー、シンポジウムの開
催、BCP対策を支援する施策を推進して欲しい。

ご意見のとおり、大規模災害発生時においては、事業者
それぞれが自己の機能を維持し、事業を継続できる体制
を整えることが重要であります。このため、本計画におい
ても、セミナーやワークショップ等の開催により、企業BCP
の促進を図ることとしております。

19 31
事業所等における備蓄促
進

事業所においては、帰宅困難者が利用できる空間の確
保についても検討を進める必要があると考える。

本計画においては、民間企業における業務継続計画
（BCP)の策定を促進することとしており、その中で、災害
時の従業員等の待機・帰宅方針や、帰宅困難となった場
合の対策等についても検討していくこととなります。
また、民間企業等と協定を締結し、帰宅困難者の支援を
行うこととしております。

20 33
緊急輸送等のための交通
インフラの確保

高規格幹線道路と一体となって広域ネットワークを形成
する都城志布志道路などの地域高規格道路の整備に
加え、接続する緊急輸送道路の整備も併せて促進する
必要があると考える。

ご意見のとおり、災害時の人・物の円滑な輸送のために
は、県外と県内防災拠点あるいは県内防災拠点間がネッ
トワークとして結ばれることが重要でありますので、その点
も考慮した緊急輸送道路の整備を進めているところで
す。

21 39
河川改修等による水害対
策

水害対策のためには河川整備、老朽化対策に加え、施
設の維持管理も重要であることから、適切な維持管理の
実施についても計画に記載した方がよい。

ご意見のとおり、水害対策のためには、既存施設の適切
な維持管理は、大変重要でありますので、計画に記載す
る方向で検討いたします。
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22 47 計画の進捗管理
強靱化の取組を推進するため、策定後の計画の点検・
見直しを徹底して欲しい。

計画の推進に当たっては、施策の進捗状況等を踏まえ、
随時必要な見直しを行うとともに、強靱化を取り巻く社会
経済情勢等の変化や、国全体の強靱化施策の推進状況
等を考慮し、概ね５年ごとに内容を見直すこととしておりま
す。

23 -

近年、豪雨や台風の被害の頻度や規模が大きくなって
いるような印象がある。地球温暖化の影響も懸念される
中、地球温暖化防止のための取組も計画に盛り込むべ
きではないか。

国土強靱化地域計画は、国の基本計画との調和を保た
なければならないこととされておりますが、国の基本計画
に地球温暖化対策の記載がないこと、また、地域計画
は、基本的に地域内の強靱化について定めるものであり
ますことから、本計画には盛り込んでおりません。

24 -
計画の中で使用されている用語で、分かりづらいものも
あるので、説明等を加えるとよい。

専門的で分かりづらい用語については、一部括弧書きで
説明を加えているものもありますが、今後、計画の進捗や
見直しに当たって、必要に応じて説明を加えることにも留
意していきます。
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