
大規模災害・防災対策特別委員会



Ⅰ 特別委員会の設置

大規模災害・防災対策特別委員会は、平成 年４月臨時県議会において、大規模災害・防25

災対策に関する所要の調査活動を行うことを目的として設置されたものです。

Ⅱ 調査活動の概要

平成 年３月 日、東北地方を襲った東日本大震災は、観測史上最大のマグニチュード23 11

の規模であり、死者は、判明しているだけで１万 人余り、行方不明者及び負傷者も9.0 5,000

含めると、２万 人余り、また、建物被害については、全壊が約 万 棟、半壊が約5,000 12 6,000

万 棟余りとまさに想定外の大災害でした。27 3,000

東北地方は過去に明治期、昭和期と三陸地震を経験していましたが、今回の大震災は想定を

超えた災害であったことに加え、人々の災害への意識が希薄化し、早期避難行動が取れなかっ

たことが、大きな被害につながった一つの要因だと言われています。

このため、内閣府は平成 年度に、南海トラフ巨大地震による被害想定を発表しました。24

本県においては、最悪のケースとして、死者４万 人、建物の全壊棟数８万 棟、資2,000 3,000

産等の経済被害額 兆円という甚大な被害が想定されています。4.8

また、近年では、地震・津波以外にも、平成 年 月に伊豆大島を襲った台風 号、平25 10 26

成 年の九州北部豪雨、そして、平成 年の新燃岳の噴火といった様々な自然災害が発生し24 23

ており、県民の生命や財産を守るための対策が急務となっています。

このような状況を踏まえ、当委員会では、「①南海トラフ巨大地震に関すること」、「②そ

の他大規模自然災害に関すること」、「③防災・減災対策に関すること」の つを調査事項と3

し、南海トラフ巨大地震及びその他の大規模自然災害に関する状況を把握し、それらに対しど

のような防災・減災対策をとるべきかという観点から調査活動を行いました。

調査にあたっては、県当局に調査事項についての現状や課題等について説明を求めるととも

に、学識経験者を招いて専門的知見による意見を聴取したほか、防災関係機関との意見交換、

県内外の現地調査を実施するなど、様々な委員会活動を積極的に行ってきました。

県外調査では、南海トラフ巨大地震による被害想定で、本県同様甚大な被害が想定され、そ

の対策に取り組んでいる「大分県」、地域ぐるみで児童生徒への防災教育に取り組んでいる

「大分県佐伯市」、東日本大震災を経験し、その教訓を踏まえて、防災・減災対策に取り組ん

でいる「岩手県」、東日本大震災以前から防災教育に力を入れていたことから、同震災時にほ

とんどの児童生徒が助かった「岩手県釜石市」、過去に昭和南海地震等を経験し、東日本大震

災以前から防災・減災対策に積極的に取り組んでいる「高知県」、南海トラフ巨大地震に伴う



津波高が全国一の約 と想定されている「高知県黒潮町」を訪問し、先進的な取組等につ34m

いて調査を行いました。

これらの活動経過については、資料のとおりですが、ここで総括して報告します。

１ 南海トラフ巨大地震に関すること

（１）南海トラフ巨大地震及び津波について

日本列島は、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレ

ートという４つのプレートの境界域に位置し、プレートの移動に伴い、古来から数多くの

地震が起きています。

このうち、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境には、静岡県の駿河湾か

ら、日向灘沖の海底まで伸びる「南海トラフ」と呼ばれる海溝が存在しており、フィリピ

ン海プレートの沈み込みに起因した地震がたびたび発生しています。

1605 1707 1854 1944過去には、 年の慶長地震、 年の宝永地震、 年の安政地震、そして

年・ 年の昭和（東南海、南海）地震など、概ね 年から 年の間隔で地震が発1946 100 150

生しています。

政府の地震調査委員会は、直近の昭和地震から約 年が経過していることから、今後70

年以内に、マグニチュード８～９クラスの地震が起きる可能性は ％程度と発表して30 70

おり、いつ発生してもおかしくない状況となっています。

また、平成 年４月に、内閣府の中央防災会議の防災推進検討会議の下に、「南海ト24

ラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が設置され、南海トラフで科学的に考えられ

る最大クラスの地震予測として、南海トラフ全体でマグニチュード９クラスの地震が発生

した場合の対策について調査・検討がなされてきました。

同ワーキンググループにおける調査の結果、最悪のケースにおいて、全国で死者 万32

3,000 238 6,000 169人、建物の全壊・全焼棟数 万 棟、経済被害額は、資産等の被害だけで

兆 億円という被害が公表され、本県でも死者４万 人という被害が想定されま5,000 2,000

した。

国の想定を踏まえ、本県においても平成 年２月に最大クラスの地震に伴う津波浸水25

想定を、また、 月には県内の現況を可能な限り反映させた本県独自の被害想定を公表10

しています。それによると、最悪のケースにおいて、死者３万 人、建物の全壊・全5,000

焼棟数が８万 棟、資産等の経済被害額が５兆 億円と想定されているところで9,000 3,000

す。

県では、地域における自主防災組織活動の支援や防災士の養成支援、津波監視カメラの

設置など、様々な対策を講じているところですが、被害を可能な限りゼロに近づけるため

には、さらなる対策の強化が急務となっています。



（２）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について

平成 年 月 日の参議院本会議において、「南海トラフ地震に係る地震防災対策25 11 22

の推進に関する特別措置法」（以下、「南海トラフ地震対策特別措置法」という。）が可

決成立し、同年 月 日に施行されました。12 27

この法律は、南海トラフ地震から国民の生命、身体及び財産を保護するため、「南海ト

ラフ地震防災対策推進地域」（以下、「推進地域」という。）の指定、南海トラフ地震防

災対策推進基本計画等の作成、「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」（以下、

「特別強化地域」という。）の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれらに基づ

く事業に係る財政上の特別の措置等について定めることにより、他の地震防災対策に関す

る法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としてい

ます。

南海トラフ地震の発生により、著しい災害が生じるおそれのある推進地域として指定さ

れた場合、県や市町村は、避難場所や避難経路等の地震防災上緊急に整備すべき施設の整

備に関する事項等を定めた推進計画を作成することになり、また、推進地域内の病院や百

貨店などの不特定多数の者が出入りする施設等の管理者等は、津波からの円滑な避難の確

保に関する事項などを定めた対策計画を作成することになります。

さらに、推進地域のうち、特に津波避難対策を強化する必要がある特別強化地域として

指定された場合は、市町村が作成する津波避難対策緊急事業計画に基づき行われる避難場

所の整備や、集団移転に関する事業に対しては、様々な財政上の配慮が行われることにな

ります。

国は、震度６弱以上の地震が発生するおそれがある地域等を推進地域として指定するこ

ととしており、また、地震発生から 分以内に津波が到達し、 以上浸水する恐れが30 30cm

ある地域を特別強化地域に指定することとしています。

特別強化地域内の市町村に対しては、津波避難ビルや避難路の整備について、国から費

用の 分の が補助されるほか、集落を高台へ集団移転する際に、住宅に加え、一緒に移3 2

る学校や病院などの公共施設の用地造成費について、 分の が補助されることとなって4 3

います。

今後、県や市町村からの意見を受け、平成 年３月末には、指定地域が決定されるこ26

とになりますが、県が平成 年２月に発表した津波浸水想定によると、沿岸部に１ の25 m

津波が到達するのは、 分～ 分の間とされており、本県沿岸部の全ての市町の特別強14 20

化地域への指定が期待されます。

２ その他大規模自然災害に関すること

当委員会は、その名称のとおり、「大規模災害」に対する防災・減災対策を調査する委

員会として設置されました。そのため、まず、委員会では、「大規模災害」の定義につい

て県当局に説明を求め、その上で調査を行うこととしました。



しかし、県当局からの説明では、既存の法制度では、「大規模災害」についての具体的

な定義は示されておらず、災害対策基本法において、「災害」とは、「暴風、竜巻、豪

雨、豪雪、洪水、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象など

により生ずる被害をいう。」と定義とされており、また、大規模災害からの復興に関する

法律において、「特定大規模災害」とは、「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊

急災害対策本部が設置されたものをいう。」と定義されているのみとのことでした。

災害対策基本法に例示されているように、一言で「災害」と言っても、多数の災害が存

在します。

委員協議の場でも、委員から「本県に起こる可能性のある全ての災害について調査を行

うのは困難であるため、対象を絞るべきだ。」といった意見があったところです。

本県において最も頻度が高い自然災害は、台風をはじめとした風水害だと考えられます

が、本県はその地理的条件から、過去に何度も直面しており、その防災対策は今までも検

討が重ねられてきたところです。

そこで、当委員会においては、平成 年に爆発的噴火を起こした霧島山系の新燃岳及23

び近年活動が活発化している鹿児島県の桜島の火山災害に着目し調査を行いました。

（１）新燃岳・桜島火山災害について

本県と鹿児島県の県境には、霧島山系が広がっており、そのうち、新燃岳は 年以1637

降７回の噴火が記録されています。特に 年～ 年の享保噴火においては、一連の1716 1717

噴火活動が約１年半にも及び、総噴出量は１億㎥とも言われています。

平成 年１月には、 年ぶりとなる爆発的噴火を起こし、その火山灰は、都城盆地や23 52

日南市を始め、県内の広範囲に及びました。直接的な死者は出なかったものの、降灰によ

り一時空港や高速道路が閉鎖され、また、本県の基幹産業である農業に多大な被害を与え

ました。現地調査で伺った都城市では、農業分野だけで、被害面積が 余り、被害5,872ha

金額は３億 万円余りと大きな被害が出ています。730

県では、鹿児島県や関係市町村、国の関係機関、そして学識経験者等を交えた霧島火山

防災連絡会を設置し、政府の支援チームとともに、市町村が具体的な避難計画を作成する

ための「霧島山（新燃岳）の噴火活動が活発化した場合の避難計画のガイドライン」を作

成する等の対策を講じてきたところです。

現在は、噴火警戒レベルも引き下げられ、小康状態が続いているものの、火口の中には

まだ多量の溶岩が高温状態で残っており、予断を許さない状況となっています。

今後の噴火に備え、県では、噴火前兆現象の連絡体制を地域防災計画に明記しているほ

か、気象庁や東京大学地震研究所などの機関が地震計等を設置し、常時観測を行っていま

す。また、平素から県や関係市町、防災関係機関等で構成される「霧島山火山対策連絡会

議」を設置し、情報収集や連絡調整を行う体制を維持しています。

鹿児島県の桜島も、大正３年の噴火以降定期的に噴火を起こしています。大正噴火で

は、総噴出量が約 億㎥とも言われており、上空の偏西風の影響もあり、その噴出物は21



本県へも大きな影響を及ぼしました。

桜島を観測している京都大学防災研究所火山活動研究センターによると、平成 年以22

降は、年間約 回近い爆発を起こしており、桜島付近の地中のマグマは大正噴火の時の900

約９割が蓄積されているとみられています。

現在、噴火警戒レベル３の入山規制の措置がとられており、大正噴火から 年の時を100

経て、こちらも爆発的噴火を起こすか分からない状況です。本県へも大きな影響を及ぼす

可能性があり、警戒が必要となります。

３ 防災・減災対策に関すること

（１）防災・減災計画について

① 「男女共同参画の視点」の防災対策への反映

東日本大震災では、避難所の運営を行うリーダーの が男性であり、意思決定過程96%

にほとんど女性が参画していませんでした。その結果、男女のニーズの違いや男女双方の

視点に配慮した対策が不十分であり、授乳や着替えをするための場所が確保されないなど

の問題が生じ、「男性が意思決定を行い、女性がそれに従って動く。」といった性別によ

る役割分担が強調され、固定化されました。

このような状況は、東日本大震災だけではなく、平成７年の阪神淡路大震災や、平成

年の新潟中越地震でも問題視されています。16

当委員会では、「防災・復興に男女共同参画の視点を入れる必要性」について、宮崎県

男女共同参画センターと意見交換を行いました。

意見交換の場で、同センターの井戸川所長からは「災害対応における女性の役割は大き

いことを認識して、女性の意思決定への参画やリーダーとしての活躍を推進することが重

要。」といった意見を頂いたところです。

また、内閣府では、過去の災害対応における経験を基に、男女共同参画の視点から、必

要な対策・対応について、地方公共団体が取り組む際の基本的事項を示した「男女共同参

画の視点からの防災・復興の取組指針」を作成しています。同指針においては、事前の備

え・予防段階の取組として、「防災対策に男女共同参画の視点を反映するため、地方防災

会議の女性委員の割合を高めること。」や「防災に係る政策・方針決定過程における男女

共同参画の推進を図るため、防災担当部局の担当職員について、その男女比率を少なくと

も庁内全体の職員の男女比率に近づけることや管理職への登用等、女性職員の採用・登用

の促進に取り組むこと。」が必要とされています。

各都道府県や市町村は、災害対策基本法に基づき、防災対策の根幹をなす地域防災計画

を作成するために、地方防災会議を設置していますが、平成 年に全国知事会が行った20

調査では、都道府県の防災会議に占める女性委員の割合は、 ％、市町村の防災会議に3.4

おいては、 ％という結果が出ています。2.7

翻って、本県の状況を見てみると、平成 年９月に委員が 名から 名に増え、そ25 44 52



のうち女性委員は１名から５名に増加という状況であり、改善は見られるものの、未だ女

性委員の割合は低い状況となっています。

また、委員からの「防災担当部局に女性職員は何人いるのか。」との質問に対し、県当

局からは「ゼロである。」との回答があり、当委員会としても課題の一つだと捉えたとこ

ろです。現地調査で伺った大分県においても、防災担当部局の体制を尋ねましたが、「現

在女性の職員はゼロであり、今後の課題だと捉えている。」との話を伺いました。

地域防災計画は、防災・減災対策の根幹をなすものであり、また、防災担当部局は地域

防災計画に基づき施策を展開することになります。

当委員会としては、女性を男性と同様に主体的な担い手と位置づけ、防災・減災対策に

男女共同参画の視点を反映するため、防災会議における女性委員の増員や防災担当部局へ

の女性職員の登用を強く要望します。

② 新・宮崎県地震減災計画

県では、平成 年 月に公表した南海トラフ巨大地震による被害想定を踏まえ、平成25 10

年に策定した地震減災計画を見直し、平成 年 月に新・宮崎県地震減災計画を公19 25 12

表しました。

被害想定では、前述のとおり、最悪のケースで死者３万 人、建物の全壊・全焼棟5,000

数が８万 棟という結果になっていますが、減災計画では、早期避難率を被害想定の9,000

設定値である から へ高め、そして、建物の耐震化率を現状の ～ から20% 70% 71% 87%

にまで高めることにより、それぞれ 人、 棟にまで被害を軽減できるとし90% 8,600 58,000

ています。このほか各種対策に取り組むことにより、さらに被害を軽減することを目標と

しています。

この計画に対し、委員からは、「対策ごとに数値目標を明確にしないと分かりにくい。

市町村や県民も目標と現状を比較できて進捗管理できるように、具体性を持たせた減災計

画にすべき。」といった意見が出たところです。

当委員会が調査を行った高知県は、平成 年５月に津波浸水想定を行い、平成 年５24 25

月には、被害想定を公表し、これに基づき、同年６月には、本県における減災計画と同様

の「高知県南海トラフ地震対策行動計画」を策定しています。

同県の行動計画では、県が、市町村や事業者、県民と一体となって計画を推進すべく、

対策項目ごとに、年度ごとに実施する取組や、その期間を定め、数値目標を明確にしてい

ます。また、数値目標を明確にすることにより、取組の進捗状況を毎年点検・公表し、そ

の結果を踏まえて計画を見直すこととしています。

本県の減災計画は、県をはじめとする関係機関が取り組むべき施策をとりまとめたもの

であり、地域防災計画の「具体的な対策計画」として位置づけられています。

そのような計画である以上、市町村をはじめとした関係機関や、県民一人一人が進捗状

況を確認し、以後の取組に繋げていくことが重要です。

県は、毎年度減災計画を見直すこととしていますので、今後、市町村等と協議を重ね、



より実効性のある計画へと進化させ、進捗状況が誰でも確認できる計画にしていただきた

いと思います。

また、委員から「減災計画は、県民一体となって進めていく計画であり、計画である以

上、死者ゼロを目指す計画を策定すべき。」といった意見も出ました。

南海トラフ巨大地震に伴う津波高が約 と想定された高知県黒潮町は、町内 地区34m 61

のうち 地区が浸水し、人口の 分の 程度に当たる 人の死者が出るとされてい40 5 1 2,300

ます。これに対し、同町では「あきらめない。揺れたら逃げる。より早く、より安全なと

ころへ。」をモットーに、「最大津波高 の町で犠牲者ゼロをめざす の指針」を掲34m 15

げ、計画的に防災対策を実施しています。

大規模な災害が発生した場合は、様々な対策を講じても、結果として犠牲者が生じるか

もしれません。しかし、計画である以上、「死者ゼロ」を目指し防災対策を推進すること

が、県民の意識の向上にも繋がると考えます。

当委員会としては、新・宮崎県地震減災計画において、可能な限り死者ゼロを目指すこ

とを明記し、施策を推進していくよう要望します。

③ 津波避難計画の作成

高知県では、平成 年に「高知県南海地震による災害に強い地域社会づくり条例」を20

制定し、地域単位における津波避難計画の策定を推進してきました。また、東日本大震災

の発生を受け、平成 年１月には、高知県津波避難計画策定指針を策定し、市町村が策25

定する市町村避難計画と、地域住民自らが策定する地域避難計画の策定を支援してきまし

た。

高知県の担当者は、「地域避難計画の策定が最も重要であり、地域住民自らが、ワーク

ショップ等を通して地域の脆弱性を洗い出し、それに基づき避難空間などの整備を行って

いる。」と話されていました。

前述の「高知県南海トラフ地震対策行動計画」においても、平成 年度中の全 市町25 19

村の津波避難計画の見直しの完了と全 地域の地域津波避難計画の策定が目標として位508

置づけられています。さらには、今後、県が自ら各地域の津波避難計画を点検し、地域へ

の周知がなされているか、避難計画に基づく避難訓練がなされているかなどを確認するこ

ととしています。

本県議会では、平成 年度に設置された「防災対策特別委員会」において、宮崎県防23

災対策推進条例の一部を改正する条例を提出しました。

改正条例では、「市町村は、災害が発生した場合に備え、県、自主防災組織、防災関係

機関及び避難計画の策定に関わる団体と連携して、避難計画を災害及び地域の特性に応じ

て策定するよう努めるものとする。」と規定したところですが、現在、県内で津波避難計

画の策定を進めている市町村は少なく、市町村間で取組状況に差があるようです。

また、黒潮町では、「地域担当制」という取組を行っています。職種にかかわらず、町

職員を町内全地域へ割り当て、自主防災組織等と連携しワークショップを重ねながら、



「地域脆弱性地図」を作成し、それに基づき町が優先度を決め対策を講じています。加え

て、更なる取組として、犠牲者ゼロを目指すため、各家庭１軒ごとの「避難カルテ」の作

成に取り組んでいます。カルテには耐震化の状況や避難方法を確認する項目が設けてあ

り、各世帯レベルでの脆弱性を確認する取組として非常に有効であると考えます。

財政上の理由等もあり、県や市町村のマンパワーは減少傾向にあり、黒潮町の取組を同

様に実施するのは困難かもしれません。しかし、可能な限り地域の実情に応じた計画を作

成することが必要だと考えます。

新・宮崎県地震減災計画においては、津波からの避難体制の充実を図るための具体的な

取組として、各地域での津波避難計画の策定を推進することとしています。

当委員会としては、県において、早急に地域津波避難計画策定指針を作成し、被害が想

定される全ての市町・地域での避難計画策定の促進を図っていただくよう要望します。

また、あわせて、市町と連携し、避難計画に基づく避難訓練への支援や、計画の見直し

に係る支援を行っていただきたいと思います。

（２）早期避難について

① 避難意識の醸成

ア ピックアップ行動の回避

当委員会の調査を通して、被害を軽減させるためには、早期避難率を上げる、つまり

「逃げる」ということが最も重要だということがわかりました。

東日本大震災での早期避難率は約 ％程度だったと言われており、早期避難率を上げ20

るためには、県民一人一人の意識の醸成を図ることが必要です。

24また、東日本大震災後、人々の行動データを調べた結果、岩手・宮城・福島３県の

市町村において、地震後に浸水区域に入る人が、浸水区域外へ避難する人よりも多かった

ことがわかっています。

これは、「ピックアップ行動」と言われるもので、家族や友人を助けに行くために浸水

区域に入り、そして亡くなられた方が多数いました。

岩手県は、過去にも三陸地震を始め多くの津波の被害に遭っており、「津波てんでん

こ」という言葉が伝えられています。これは、各自が確実に避難することを信じて、「津

波が来たら、それぞれてんでばらばらに逃げろ」という意味であり、まさに「ピックアッ

プ行動」を回避するための言葉と言えます。しかし、このような言葉が伝えられている地

域であっても、今回のような被害に遭っており、時間の経過とともに避難意識が希薄にな

っていることがうかがえます。

「天災は忘れたころにやってくる」という言葉がありますが、人々の記憶の風化は早

く、定期的に啓発を図らなければすぐに忘れられてしまいます。調査に伺った釜石市の担

当者も「震災から２年半が経過し、被災した当市でも災害の風化が感じられる。」とおっ

しゃっていました。

県では、新・宮崎県地震減災計画において、セミナーや講演会、出前防災講座の開催な



どを通じて意識の啓発に努めることとしていますが、災害時の被害を拡大させないために

も、市町村や自主防災組織等と連携し、ピックアップ行動を回避するための「各自が確実

に逃げる」という意識の醸成に努めるよう要望します。

イ 津波シミュレーション映像の作成

当委員会では、地震防災工学などを研究されている宮崎大学工学部の原田隆典教授を参

考人として招致し、南海トラフ巨大地震クラスの地震に伴う津波が宮崎市内を襲う様子

を、 次元シミュレーション映像で見せていただきました。シミュレーション映像は、原3

田教授が宮崎大学ベンチャー企業株式会社地震工学研究開発センターとともに作成された

もので、津波が海岸線から市街地を襲う様子をシミュレーション映像で見ることにより、

ただ単に浸水区域が色分けされた浸水予測図を見るよりはるかに強い危機感を抱いたとこ

ろです。

高知県では、県が独自に津波のシミュレーション映像を作成し、 等で県民に公開しHP

ています。当委員会でも映像を拝見しましたが、津波による浸水がどのように広がるの

か、いかに津波が長時間に渡り被害を及ぼすかなどがよく理解できたところです。委員か

らも、「非常に危機感を募らせる映像だった。」といった意見も出たところです。

また、委員協議の場では、「シミュレーション映像は、災害の恐ろしさをしっかりと認

識させることができる有効な手段である。」といった意見が出ました。

視覚的に効果の高いシミュレーション映像を作成し、啓発を図ることは、県民に危機感

を募らせ、防災意識の醸成に繋がるものと考えます。

県では、過去にも従前の地震津波の想定を基に、シミュレーション映像を作成し、防災

意識の向上のために活用しています。今回の新たな地震津波の想定を基に、津波被害が想

定される沿岸地域の津波浸水シミュレーション映像を作成し、避難意識の啓発に繋げるよ

う要望します。

② 避難環境の整備

ア 避難空間の確保

避難意識を醸成させても、避難できる場所や避難経路が確保されなければ意味がありま

せん。

県では、今年度、新たに５億円の「大規模災害対策基金」を設置し、市町村が行う避難

場所や避難路等の整備等に対する支援を行っています。この取組は非常に効果的であり、

被害が想定される市町村において、積極的な活用が期待されます。

また、各市町村においても、独自で避難路整備に対する補助や津波避難ビルの指定など

を行い、避難空間の確保を図っているところです。

しかし、避難空間の確保には、多額の費用がかかる場合が多く、調査に伺った宮崎市で

は、「避難空間の確保は、行政が行うべきことの一つだと考えているが、財源が大きな課

題である。」との話も伺いました。



高知県では、前述の津波避難計画を作成することにより、地域の避難困難場所を洗い出

し、当該場所に対し避難空間の整備を図っています。平成 年度末までに、避難路及び25

避難場所を必要箇所 箇所中 箇所を、同じく津波避難タワーを 基中 基1,437 1,033 117 90

を整備する予定としています。

その整備にあたっては、市町村が国の緊急防災・減災事業を活用した場合、市町村の財

政負担を無くすため、市町村負担分を県単独で交付金措置を実施し、実質負担をゼロにす

るよう取り組んでいます。

この緊急防災・減災事業は、地方単独事業の場合、地方債の充当率が 、そのうち100%

交付税算入率 と非常に手厚い事業であり、避難路・津波避難タワーの整備や、災害70%

時要援護者対策のための社会福祉施設の耐震化などに活用できることとなっています。

現在、本県においても、宮崎市、日南市などを中心に防災行政無線のデジタル化や、避

難施設の耐震化などに活用されているところですが、当該事業は平成 年度以降も継続26

実施される予定となっており、更なる事業の活用が見込まれます。

また、前述のとおり、南海トラフ地震対策特別措置法においては、特別強化地域に指定

された地域において、事業計画に基づき避難施設等の整備が行われる場合、手厚い国の補

助が行われることとなっており、同法に基づく事業の活用が期待されるところです。

県においては、同法に基づく事業設計を早急に行うよう国に働きかけを行うとともに、

その他の国の支援制度の活用について、市町村と協議を行うなど、避難空間確保に向けた

取組を積極的に行うよう要望します。また、財政状況が非常に厳しい本県ではあります

が、県独自の更なる財政支援に取り組むことを求めます。

一方、大分県佐伯市の調査において、「避難路等の整備に当たり、都市計画法の開発許

可や、農地法の許可、または、埋蔵文化財包蔵地における発掘届など、各種法令に基づく

許認可が障壁となっている。」といった話も伺いました。

避難場所や避難路等の整備は喫緊の課題となっており、各種法令に基づく規制が障壁と

なったせいで、尊い命が失われてはいけません。

県においては、市町村の要望等を踏まえた上で、避難環境の整備に係る規制緩和につい

て、国への働きかけを検討するよう要望します。

イ 避難時間の確保（土石流対策）

２の（１）で述べたとおり、新燃岳の噴火においては、多量の火山灰が本県に降りまし

た。火山灰の降灰自体は、火砕流などと異なり、人命へ直接的な影響を及ぼすものではあ

りませんが、火山灰の蓄積は噴火活動が収まった後も災害を引き起こす恐れがあります。

国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所からは、「火山灰が堆積すると、地中に

雨水が浸透しにくくなり、その結果、火山灰の堆積層の表面を水が流れやすくなり、土石

流を引き起こす可能性が高くなる。」と伺いました。

当委員会では、火山地質学などを研究されている鹿児島大学理学部の井村隆介准教授に

もお話をお伺いしました。井村准教授からは、「江戸時代には、噴火後５年が経過して土



石流が起こった例もある。新燃岳は噴火から時間が経ち、人々の意識が薄れているこれか

らが注意が必要。」との意見をいただきました。

国や県では、土石流発生に備えて、砂防堰堤などの施設整備や監視カメラ等の警戒避難

対策施設の整備を進めています。当委員会においても、都城市荒川内川に設置された「望

原谷第一砂防堰堤」の調査を実施したところです。

砂防堰堤には、土石流の勢いを弱め、土砂を一時的にためる働きがあります。被害の全

てを抑えることは不可能ですが、住民が避難する時間を確保するという意味合いでも有効

な取組だと考えます。

今後とも、事業の計画的な推進を図るとともに、国に対し、砂防堰堤等の施設整備の実

施について、引き続き積極的な働きかけを期待します。

③ 情報伝達手段のあり方

ア 第１報の重要性

時 分（地震発生３分後）３ｍ、 時 分（地震発生 分後）６ｍ、 時 分14 49 15 14 28 15 21

（地震発生 分後） ｍ。これは、東日本大震災の際に、気象庁が発表した岩手県にお35 10

ける予想津波高です。津波観測施設がほとんど破壊されたため詳細は不明ですが、実際に

は、少なくとも宮古市で ｍ、大船渡市で ｍの津波が襲ったとされています。8.5 8.0

第１報で「３ｍの津波」と発表されたことが、住民に対し、避難しなくても大丈夫だと

安心感を与えてしまい、避難行動の遅れに繋がった一因とも言われています。

意見交換を行った気象庁宮崎地方気象台からは、東日本大震災の教訓を踏まえ、津波警

報のあり方の改善策を検討し、間違った安心感を与えることに繋がらないよう、新たな警

報の発表を運用していると伺いました。

津波警報の第１報を発表する場合は、地震規模推定の不確実性が大きいと考えられるこ

とから、予想される津波の高さを、数値ではなく「巨大」「高い」といった定性的な表現

で発表し、非常事態であることを喚起するよう改善されました。

また、平成 年８月 日からは、津波高が３ を超える「大津波警報」に該当する25 30 m

と判断した場合、大規模な災害が起こるおそれがある「特別警報」に位置づけ、最大限の

警戒を行うよう呼び掛けるなどの改善が行われたところです。

イ 情報伝達手段の充実

東日本大震災では、第１報の情報は取得したものの、地震により広範囲にわたり停電し

たため、以後の津波高等の災害発表情報を取得することができず、被災された方々が数多

くいました。

そのため、停電等により、テレビなどの主要なメディアによる情報伝達手段が機能しな

いことを想定し、情報伝達手段の充実を図ることが重要になってきます。

岩手県では、東日本大震災の検証から、通信設備の被災・流出対策や非常用電源の確保

などはもとより、情報通信事業者との協力体制を構築しながら、パケット通信、ツイッタ



ー等のソーシャルネットワーキングサービス、コミュニティＦＭ及び臨時災害放送局等を

活用することとし、地域防災計画に位置づけています。

また、大分県では、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による標準音を、津波警報等

の種類ごとに分けて吹鳴することを県内で統一しており、県の地域防災計画にも明記して

います。この取組は、隣接する市町村間における災害情報の聞き違いを防ぐ効果ととも

に、観光客等にも伝達できる効果もあり、有効な取組だと考えます。

本県でも、既に様々な情報収集・伝達手段を構築していますが、県民へ正しく迅速に情

報を伝達し早期避難に繋げるために、市町村や情報通信事業者と連携し、更なる手段の充

実とその周知に向けた取組を期待します。

また、平成 年度に整備した「公共情報コモンズ」（災害情報を様々なメディアを通25

じて迅速かつ正確に住民に伝えるシステム）を活用した取組も期待されます。

④ ハザードマップの見直し

住民がどこに避難すれば良いかを判断するための一つとして、ハザードマップがありま

す。

県内でも、多くの市町村が災害の種類に応じたハザードマップを作成していますが、ほ

とんどのハザードマップは作成した市町村の範囲だけのものが作られています。

しかし、鹿児島大学の井村准教授は、「隣接する自治体が連携し、広域的なハザードマ

ップを作成するべきだ。場所によっては、隣接自治体の避難場所へ逃げる方が近い場合も

ある。」と言われていました。井村准教授は、実際に志布志湾沿岸の３市町が作る防災委

員会に参加し、３市町共通の津波防災ハザードマップ作成に携わっていました。

この取組は、当該市町村に居住する住民の避難場所の選択肢を増やし、被災する確率を

下げる有効な取組であると考えます。

一方、ハザードマップを配布すると、住民は「ここまで逃げれば大丈夫」といった考え

を起こしがちです。

岩手県では、東日本大震災の反省点として、ハザードマップが「安心マップ」になって

しまっていたと言われていました。従前のハザードマップを見た住民が「この避難所まで

行けば、浸水区域外だから大丈夫」と考え、それ以上避難をせず亡くなったケースがあっ

たとのことです。

県民一人一人に対し、被害想定や浸水想定にとらわれることなく、可能な限り避難する

意識を持たせることが重要となります。

県は、市町村と協議し、広域的なハザードマップ作成を含めた市町村間での連携のあり

方について検討を行うよう要望します。また、併せて、ハザードマップが「安心マップ」

になってしまわないように、市町村と連携して県民に対する更なる啓発を行うよう要望し

ます。



⑤ 要配慮者への支援

高齢者、乳幼児、障がい者、妊婦、外国人などは、災害時等において特に配慮が必要な

「要配慮者」とされています。

要配慮者の避難に関しては、行政の支援はもとより、民間事業者や地域の助けが必要と

なります。

ア 高齢者支援における課題

本県では、高齢化率が ％を超えており、４人に１人は 歳以上の高齢者であり、そ25 65

の支援が課題となります。

日南市への調査において、委員から「海岸沿いに社会福祉施設があるが、行政としてど

のような対策をとっているのか。」という質問に対し、担当者からは「基本的には施設に

対応をお願いしている。行政との連携については、現在模索中である。」との回答があり

ました。

また、高鍋町への調査においては、委員から「社会福祉施設に入られている方々の対応

も必要である。入所者の方に話を聞いたら『あきらめるしかない。』と言われていたが、

行政としての対応はどうしているか。」との質問に対し、担当者からは、「施設入所者の

方々を町の職員が直接避難させるのは難しいため、情報伝達手段確保の支援を考えてい

る。」との回答があり、施設入所者に対し、行政としてどのような対応をとるべきかが課

題と言えます。

また、いずれの市町においても、在宅の要配慮者に対する対策も大きな課題であり、状

況把握や周囲に救助する人が居ない場合にどう対応すべきかといった課題があると伺いま

した。

イ 乳幼児支援における課題

当委員会では、自力での避難が特に困難と考えられる、乳幼児に対する防災対策の調査

も必要だと考え、宮崎市内の社会福祉法人阿波岐福祉会一ツ葉保育園の調査を行いまし

た。

同園は、海岸から約 ｍの場所に位置しており、県が発表した津波浸水想定及び浸水800

開始時間予測においては、浸水開始が地震発生から 分後以降、浸水深は１～２ と想30 m

定されています。

同園は、東日本大震災の発生を受け、子供たちの命を守るため、平成 年 月に園舎24 12

を３階建てに改修し、備蓄倉庫や避難スペースも確保しています。

子供たちへの教育面では、避難訓練計画書を作成し、園児の年齢に合わせ段階的に児童

に対し訓練を行うほか、地元の消防団とも連携した防災訓練を行うなど積極的な取組を行

っています。

公益財団法人日本ユニセフ協会と岩手県が各保育所を調査してまとめた「東日本大震災

津波岩手県保育所避難状況記録」によると、同県の保育所では、管理下における乳幼児に



被害はありませんでした。多くの保育所が、紙芝居や絵本を使った園児向けの防災教育を

実施しているほか、消防署や地域の自主防災組織と連携して避難訓練を行っており、改め

て地域の防災関係者などとの連携を強めることが大切だと感じたそうです。

委員会としては、一ツ葉保育園の積極的な取組を評価するとともに、被害が想定される

全ての保育所においても、同様の取組が実施される必要があると感じたところです。

ウ 要配慮者に対する支援体制

東日本大震災の発生を受け、被災地や、南海トラフ巨大地震による津波が想定される沿

岸地域においては、津波から逃れる根本的な解決策として、被害が想定される平地から高

台へ移転することが検討されています。

特に、自力での避難が困難な要配慮者の方々にとって、高台への移転は、津波被害を恐

れることなく安心して生活を送る有効な方法だと考えます。

20m本県においても、津波被害から子供たちを守るために、海岸近くの場所から標高約

の高台へ移転した保育所があります。

高知県では、知事が「保育所や幼稚園、社会福祉施設等の要配慮者が入所している施設

については、基本的に高台に移転すべき。」という考えを持たれており、高台への移転の

計画や整備を行う施設に対しては、市町村と連携して補助を行っています。

また、黒潮町においては、保護者から保育所の高台移転の要望が出されており、町とし

ても、国や県の支援のもと、移転させることとしています。

このような施設の高台移転には、多額の費用が伴うこととなりますが、前述の南海トラ

フ地震対策特別措置法では、特別強化地域の指定を受ければ、福祉施設や学校の高台移転

に対し、財政上の配慮が行われることとなっているところであり、制度の活用が期待され

るところです。

本県では、防災対策推進条例において、「県は、市町村、自主防災組織等が実施する要

配慮者に対する避難誘導、介助その他の対策を推進するために必要な支援を行うよう努め

るものとする。」と規定しており、市町村等と連携して要配慮者に対する支援を行う必要

があります。

今後、市町村や要配慮者が入所している施設の管理者と協議の上、当該施設の高台移転

の検討を行うとともに、施設入所者だけでなく、在宅の「避難行動要支援者」（自ら避難

することが困難であり、迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者）を含めた全

ての要配慮者が速やかに避難できる体制づくりを進めていただきたいと考えます。

（３）防災教育の徹底について

当委員会では、東日本大震災の被災地である岩手県釜石市の防災教育の取組について調

査を行いました。

釜石市は、死者 人、行方不明者 人もの被害が出た一方、学校管理下にいた児童888 152

生徒は全て助かり、その事実は、「釜石の奇跡」と呼ばれています。



釜石市では、平成 年から群馬大学の片田敏孝教授の研究室との共同で防災教育を実16

施してきました。片田教授は、子供たちに、「想定を信じるな」「どんな時でも最善を尽

くせ」「率先避難者たれ」と継続して教育を行ったとのことです。

子供たちは、この教えに従い、「ハザードマップを信じず」、「自分の命を守るため

に、可能な限り遠くへ避難し」、「自分たちがまず行動を起こす」ことによって、自分た

ちの命が助かり、また、子供たちの行動を見て避難を行った多くの地域住民も助かってい

ます。

大人は、経験則から災害を甘く見がちで、被害が目に見えないとなかなか行動を起こし

ません。しかし、防災教育を徹底し、子供が率先避難を行えば、家族や地域の住民もそれ

に伴って避難行動を起こし、被災者を減少させることに繋がることが分かりました。

一方、宮城県石巻市の大川小学校では、津波により児童・教職員計 人が亡くなって84

おり、学校管理下において、なぜこのような被害が生じたかを検証するために、第三者検

証委員会が設置されています。

検証委員会が平成 年１月に示した最終報告書案については、議論が生じているとこ26

ろですが、「教職員の危機意識が薄かっため、避難判断の遅れが被害の拡大に繋がった」

「災害対応マニュアルが、津波についての十分な検討がされておらず、周知・共有も十分

になされていなかった」と報告されています。

学校管理下においては、児童生徒の安全を確保するのは教職員の責務です。大川小学校

における被災の教訓を踏まえ、児童生徒だけではなく、教職員に対する防災教育の徹底と

災害対応マニュアルの改善及び周知徹底が必要となってきます。

また、釜石市では、片田教授の研究室と共同して、「津波防災教育の手引き」を作成し

ており、各学校において、できる限り防災関係機関や地域住民を巻き込んだ形での防災教

育を実施するよう指導しています。

実際、保護者や地域住民を巻き込んで、様々な取組を行うことにより、保護者や住民か

ら「次回はこんなことをしてはどうか。」という提案を受けるまで防災意識が高まったそ

うです。

また、当委員会では、佐伯市の取組についても調査を行いました。

大分県では、学校・家庭・地域の教育の「力」をあわせた「協育」の取組を進めていま

す。公民館等を拠点とし、子供の教育支援に係る関係者が「校区ネットワーク会議」を組

織し、「協育」コーディネーターを中心に、学校の教育活動や体験・学習活動等の支援に

地域総ぐるみで取り組んでいます。

佐伯市では、平成 年度からこの校区ネットワーク会議を中心に、「地域防災キャン24

プ」の取組を行っています。

地域防災キャンプは、子供たちに自助・共助の精神を伝えるとともに、地域全体として

も防災意識の高揚や地域のつながりを深めるために行われており、１泊２日の日程で、夜

間の避難訓練や避難所運営体験などが行われています。

同市の担当者は、「防災関係機関や 、学識経験者などが関わることにより、多様PTA



な活動が実施され、児童生徒及び地域の意識醸成に繋がった。」と言われていました。

この取組は、委員からも「本県では聞かない取組であるため、非常に興味深い。」とい

った意見も出たところです。

いずれの市の取組も、子供への防災教育だけでなく、地域の防災力向上に繋がる非常に

有効な取組であると考えます。

本県では、全ての学校において避難訓練や防災教育を実施し、また、公立学校において

は防災教育推進校を指定し、地域や専門家等と連携した実践的な防災教育の調査研究を行

っています。しかし、その一方で、「学校・家庭・地域が一体となった避難訓練や児童生

徒が学習したことを地域に発信する取組など、地域ぐるみの防災教育の一層の促進が課題

である。」とのことでした。

県においては、全ての学校において子供に対する防災教育を徹底するとともに、関係部

局が連携し家庭や地域への協力を求め、学校教育と一体となった子供への防災教育の仕組

みづくりを検討するよう要望します。

（４）防災関係機関との連携強化について

① 情報共有化の仕組みづくり

災害への対応は、その規模が大きくなればなるほど、県や市町村だけでの対応は困難に

なり、自衛隊、警察、消防といった防災機関の活動が重要になります。東日本大震災にお

いては、被災地はもとより、全国から多数の自衛官、警察職員、消防職員が派遣され、救

助活動等に従事しています。

当委員会では、陸上自衛隊九州補給処長兼目達原駐屯地司令の川﨑朗陸将補を参考人と

して招致しました。川﨑陸将補は、東日本大震災の際に、青森県の陸上自衛隊第９師団で

副師団長として、岩手県災害対策本部で指揮を執られており、その経験から、南海トラフ

巨大地震への備えについて意見を伺いました。

東日本大震災の現場では、自衛隊、警察、消防などの防災機関が活動を行いましたが、

各機関同士の連携が確立しておらず、情報が共有化されていなかったため、災害時の予定

集結地が重複したり、捜索地域に空白又は重複地域が存在する事態も生じていました。

川﨑陸将補は、「各機関の活動を調和するための一つに、部署相互、防災機関相互の情

報共有の方法を具体的にルール化しておくことが必要。また、各機関の統一指揮官は、行

政だ。」と言われていました。

また、海上保安庁宮崎海上保安部との意見交換においては、「各機関が、効率的にそれ

ぞれの役割を果たすためには、被災情報などを、ある１カ所で集約し共有することが重要

である。」、「地域の情報を自治会等から市町村へ、そして市町村から県へ集約し、それ

を関係機関で共有する体制を構築することが必要である。」との意見も頂きました。

県には、防災機関からの情報と、地域や市町村からの情報を集約し、それぞれの機関と

共有する役割が求められています。

現在、県では、総合防災訓練などの様々な機会を通じ、関係機関と「顔の見える関係」



を構築しているところです。特に、平成 年８月からは「南海トラフ巨大地震対策ブロ24

ック協議会」を設置し、九州各県や九州管内の防災関係機関等との広域的な連携体制を構

築しているところです。

委員会では、平成 年 月に開催された宮崎県総合防災訓練の成果と課題について県25 12

当局から説明を受けました。今回の訓練の成果としては、事前に具体的な被害状況を示さ

ない「ブラインド型の実働訓練」を行ったこともあり、本番に近い状態での「考える訓

練」が実施できたとのことでした。しかし、その一方、刻々と変化する情報の収集や整

理、共有のためのシステム構築が課題の一つだと伺ったところです。

災害発生直後は、被害の状況や、負傷者の所在といった情報の収集が最も重要になりま

す。今後も、関係機関との連携を深め、より効率的な情報収集及び情報共有の仕組みづく

りに努めるよう要望します。

② ヘリコプターの運用

大規模災害が発生した場合、初動において情報収集及び人命救助に大きな力を発揮する

のが、ヘリコプターです。東日本大震災の例を見てもわかるように、大規模災害時は陸上

や海上の交通手段が遮断されることが想定されます。

実際に、岩手県では、沿岸の幹線道路である国道 号線が寸断され、その復旧までに45

１週間程度、港の復旧には、 日程度かかっています。本県においても国道 号線や12 10

号線といった幹線道路が寸断されるおそれがあり、ヘリコプターを活用した空からの220

対策が重要となります。

また、災害の規模が大きくなればなるほど、本県が所有している防災ヘリコプターや県

警ヘリコプターだけでは十分ではなく、他県や他機関からの応援を求めることになりま

す。実際、岩手県では、発災翌日には各機関のヘリコプターが 機参集しており、ピー30

ク時には、消防、自衛隊、警察、海上保安庁、県、民間などの最大 機が参集していま41

す。

多数のヘリが活動をすることを想定した場合、効率的に活動を行うには、離発着地点の

確保と、膨大なニーズに効率的かつ安全に対応していくためのルールを予め決めておくこ

とが重要だと考えます。

特に、本県の場合、空港が沿岸部にあり、津波による被害が想定されるため、発災直後

は宮崎空港での離発着が困難となる可能性があります。

宮崎空港を管理している国土交通省大阪航空局宮崎空港事務所へ伺った際は、「現在、

早期復旧計画を策定中であるが、東北の例で言うと、被災した仙台空港では 日後にヘリ4

運航開始ができた。」との説明があり、少なくとも被災後数日は復旧が難しくなると思わ

れます。

県では、緊急時ヘリコプター離発着場を選定し、地域防災計画に位置づけているところ

ですが、新たな津波浸水想定等を踏まえた離発着場の再検討を行うことが必要だと考えま

す。



また、平時では、宮崎空港事務所や新田原駐屯地が、それぞれ担当する空域を管制して

いますが、空域を管制する機関が被災した場合の統制方法や各機関のヘリコプターがお互

いに通信する手段を予め決めておくことが必要となります。

川﨑陸将補からは、岩手県においては、各機関のヘリが通信するための無線の周波数を

予め統一していなかったために、お互いの通信が出来ず、自衛隊の専用機が出て調整を行

ったという事例も紹介されたところです。

県では、平成 年３月に安全かつ効率的なヘリコプターの運航確保のため、ヘリコプ25

ターを保有する防災機関等と「ヘリコプター運用調整会議」を設置し、年１回の協議を重

ねることにしています。また、災害時には、災害対策本部内にヘリコプター運用調整所を

設置することや、運営要領を定め、関係機関と活動の調整を行うこととしています。

総合防災訓練等での課題を踏まえ、更に具体化を進めていく予定としているところです

が、今後とも国や関係機関との連携を更に密にし、効率的かつ安全な運用のためのルール

づくりに努めていただきたいと思います。

また、ヘリコプターが迅速に情報収集や救助活動等を行うためには、被災場所の特定

や、救助者がいる場所などの位置情報の掌握が必要になります。特に、他県からヘリコプ

ターが応援に来た場合、被災地の地理情報を熟知していないことが想定されます。

高知県では、このような事態を予め想定し、県有施設の屋上にヘリコプターから視認で

きるように当該建物の名称等を示すサインを設置しているほか、民有施設等に対する補助

制度を創設し、表示施設の増加を図っています。

また、黒潮町へ伺った際に、幹線道路である国道 号線上に、速度表示とは別の数字56

が記載されていました。委員からの質問に対し、同町の担当者からは、「国土交通省四国

地方整備局が整備したもので、大規模災害時に道路の被災状況を迅速かつ的確に把握する

ことを目的として、県庁からの距離をヘリコプターから視認できる大きさで対空標示して

いる。」との回答がありました。

いずれの取組も、情報収集や救助活動の効率化に資するものであり、有効な取組である

と考えます。

本県においても、市町村と協議の上、公有施設などの主要施設へのヘリサイン設置を進

めるとともに、国に対し、幹線道路への対空標示設置の働きかけを行うよう要望します。

大分県では、ヘリコプターに対する避難者情報を地上から伝達するサインの統一を行

い、大分県地域防災計画に明記しています。サインは、縦横２ｍ四方の布で、黄色であれ

ば避難者がいることを示し、赤色であれば、避難者の中に負傷者や要援護者がいることを

示すものです。

避難者情報のサイン統一の取組は、迅速な救出・救助に繋がるものであり、ヘリコプタ

ーを所有する機関や県民への周知を図れば、非常に有効な取組になると考えます。

大分県の担当者は、「大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県の南九州４県で、防災ヘリの

相互応援協定を結んでいるが、このようなサインを統一しておけば、相互に応援に行った

際に活動が円滑に進む。」と言われていました。



大規模災害時には、他県の防災機関との連携も重要になってきます。本県においても、

九州各県と連携し、避難者情報に関するサインの統一を検討することを要望します。ま

た、地域防災計画に明記し、県民への周知を図ることを要望します。

（５）災害用備蓄の強化及び支援物資の供給体制の構築について

① 災害用備蓄の強化

アメリカの心理学者マズローは、人間の欲求は５段階のピラミッドになっており、その

底辺は、「衣・食・住」といった生理的欲求だと唱えています。川﨑陸将補の話でも、東

日本大震災の際に被災者が最初に必要としたものは、「水・食料・衣類」だったと言われ

ています。加えて、災害時は多数の傷病者が出ることが想定され、命を守るための医薬品

の備蓄も重要になります。

県や市町村では、水・食料・毛布等の備蓄の促進や、食品製造業者との協定を締結し、

流通在庫備蓄の確保を促進しています。また、一般社団法人宮崎県薬剤師会では、県の委

託を受け、医薬品を宮崎・都城・延岡の３箇所に、約 人分の備蓄を行っているとこ3,000

ろです。

しかし、行政等での備蓄には限界があり、また、災害時には輸送路が途絶する可能性も

あるため、各家庭や事業所、地域における備えが重要になります。

岩手県が行った、東日本大震災の検証においても、各家庭や事業所等における備蓄があ

まり行われていなかったことを反省点の一つとして挙げているところです。

現地調査で伺った日南市では、「市での備蓄を促進するとともに、各世帯でも常に備蓄

を行うよう自治会を通じてお願いをしている。」とのことでした。

委員協議の場においても、委員から、「行政や関係団体での備蓄には限界がある。各家

庭や地域における備蓄を促進すべく、更なる啓発を行うべき。」との意見が出たところで

す。

行政機関の力には限界があり、残念ながら、災害時に全ての被災者の方々に対し迅速な

支援を行うことは不可能だと言えます。そのため、まず求められるのは、自分の命は自分

で守るという「自助」の取組、そして、地域で助け合う「共助」の取組になります。

県においては、現在も市町村を通じての各家庭や地域等への備蓄促進の啓発を行ってい

るところですが、あらゆる機会を捉えて、より一層の啓発を行うよう要望します。

② 燃料の確保

岩手県の調査において、「東日本大震災で、最も大きな問題だったのが、燃料の確保だ

った。」と伺いました。

岩手県沿岸では、陸前高田市及び大槌町で全てのガソリンスタンドが流失するなど、岩

手県内 箇所のガソリンスタンドのうち、被災直後に営業できていたのは 箇所のみ599 73

という状況でした。さらには、運送会社の被災や、燃料輸送のための陸上輸送路が途絶し

たことから極端な燃料不足に陥り、警察車両や医療用車両などの緊急車両の活動が制限さ



れ、また避難所の暖房設備が使えない事態になりました。

災害に対応する備蓄が無かったことから、緊急車両については石油商業協同組合の協力

を得て、ガソリンスタンドを特定し燃料を供給しましたが、一般県民の方々へは給油制限

をかけたため、その対応に苦慮したとのことでした。

本県では、宮崎県石油商業協同組合等と災害時における緊急車両への優先的な燃料の供

給に関する協定を締結しています。また、警察本部において、災害対策燃料備蓄施設を設

置し、平成 年度から燃料の備蓄確保を進めており、その取組は評価したいと思いま25

す。

しかし、警察車両以外の様々な機関の緊急車両への給油が必要となることや、車両以外

にも、生命の維持に必要な医療福祉施設等への給油が必要になることが想定されるため、

更なる燃料確保の取組が必要だと考えます。

県においては、民間事業者等と連携し、更なる燃料確保に努めるとともに、国に対し、

燃料確保に関する要請を積極的に行うよう要望します。

③ 支援物資の供給体制

災害の発生後は、国や他自治体、民間企業や個人などから、多数の支援物資が届くこと

が想定されます。これらの物資を避難所単位に配分するには、集積する拠点施設と、その

物資を供給する手段が必要となってきます。

前述の川﨑陸将補からは、「統制を図るために、一次的な物資集積拠点は多くても２カ

所までとし、物流に関しては専門家に任せなくてはならない。」との意見もありました。

東日本大震災の際に、宮城県は支援物資ごとに拠点を カ所開設しましたが、拠点数21

が多すぎて、統制がつかなくなりました。一方、岩手県では、拠点を１カ所にし、また、

運営を専門家である県トラック協会に委託したことにより、支援物資の供給が円滑に行わ

れました。

さらに、岩手県が集積所に設定した施設は、大型トラックが直接場内に入れる規模と強

度を兼ね備えており、かつ、フォークリフトなどの機材が使用できたため、作業の効率化

に寄与できたとのことでした。

岩手県がトラック協会と連携して行った物資の受け入れ、積み込み、搬出などの一連の

災害物資物流システムは、「岩手方式」と呼ばれており、国の災害時の物流のモデルケー

スとなっています。

県では、南海トラフ巨大地震の被害想定に基づいた新たな物流体制の構築について、平

成 年 月から、九州運輸局やトラック協会、倉庫協会といった関係機関と意見交換を25 11

実施し検討を進めているところですが、平時から物資拠点となる施設を選定し、加えて、

物流関係団体との協定等の締結により、物資供給手段の確保に努めていただくよう要望し

ます。



Ⅲ 結 び

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動について総括して御報告申し上げました。

これまでも、本県議会においては、平成 年の台風 号や、平成 年の新燃岳の噴17 14 23

火、そして東日本大震災といった大きな災害が起こるたびに、防災対策に関する特別委員

会が設置され、災害の検証や先進地の調査を踏まえて県当局に対し提言を行ってきまし

た。また、県当局においても、様々な対策を講じてきたところです。

当委員会では、南海トラフ巨大地震及び津波、新燃岳・桜島の火山災害への防災・減災

対策について調査を行いました。

まず、「防災・減災計画」については、男女共同参画センターとの意見交換や、防災先

進県である高知県等の調査において、防災対策へ「男女共同参画の視点」を取り入れるこ

とや、地域の実情に応じた地域避難計画の作成が重要であることが分かりました。

「早期避難」については、改めて避難意識の継続的な啓発が必要であることや、視覚的

に訴えるシミュレーション映像の有用性が分かりました。

「防災教育の徹底」については、岩手県釜石市や大分県佐伯市の調査を通して、学校に

おける防災教育を継続して徹底することや、学校だけでなく、保護者や地域と一体となっ

た防災教育が必要だということが分かりました。

「防災関係機関との連携強化」では、災害時に現場で活動する自衛隊や海上保安部等の

防災機関との意見交換を通して、各自治体や各防災関係機関との更なる情報収集や情報共

有の仕組みづくりが必要だということや、ヘリコプターの効率的な活動に資するための取

組が必要だということが分かりました。

「災害用備蓄の強化及び支援物資の供給体制の構築」では、自助・共助の取組を促進す

ることの重要性を再認識したほか、災害発生を想定した事前の物資供給体制作りが必要で

あるということが分かりました。

今回の提言は、台風などの本県で想定されるその他の自然災害への対策にも繋がるもの

であり、県においては、関係部局が連携し、計画的に対策を推進していただきたいと思い

ます。

残念ながら、防災・減災対策には、「完璧」という言葉はありません。しかし、ソフト

対策とハード対策を組み合わせた多重的な対策により、被害を限りなくゼロに近づける努

力が必要です。

平成 年末、南海トラフ地震対策特別措置法が施行され、今後、国における防災・減25

災対策への支援も加速化するものと思われます。県においては、国に対し、本県沿岸部を

「特別強化地域」として指定するよう強く働きかけるとともに、引き続き防災・減災対策

に係る財源確保などの必要な要望を積極的に行っていただきたいと思います。

また、県では、平成 年度の当初予算の重点施策の柱の一つとして、南海トラフ巨大26

地震等に備えた防災力の強化や、減災対策等による「安全・安心で魅力ある地域づくり」



を掲げています。防災・減災対策は喫緊の課題であり、県議会としても、今後の県の取組

を注視していく必要があると考えます。

最後に、県がリーダーシップをとり、国、市町村、防災関係機関、そして県民と一体と

なり、総合的に防災・減災対策を推進することにより、「県民の生命や財産が守れる宮崎

県」となることを期待しまして、当委員会の報告といたします。


