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防衛セミナー

日時：平成２５年５月２７日（月）

１３：３０～１６：００

場所：阿南市 陸上自衛隊徳島駐屯地

主催：中国四国防衛局

後援：徳島県、阿南市

司会：定刻となりましたので、ただいまから、防衛セミナーを開催させていただきます。

本日は、皆様には大変お忙しい中、足をお運びいただきまして、誠にありがとうござ

います。

私は、中国四国防衛局企画部次長の森川と申します。本日の進行役を務めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。まず、主催者を代表しまして、中国四

国防衛局長・渡邉一浩から一言、ご挨拶を申し上げます。

【挨 拶】

中国四国防衛局長 渡邉 一浩

皆さん、こんにちは。中国四国防衛局長の渡邉と申します。

本日は、平日昼間にもかかわらず、このように多くの皆様方にご来場いただき、誠にあ

りがとうございます。

私ども中国四国防衛局におきましては、できるだけ多くの国民の皆様方に防衛省・自衛

隊の施策や活動を知っていただき、また、ご理解をいただくことを目的として、中国四国

地方の各地におきまして、これまで２０回の防衛セミナーを積み重ねてまいりました。

本日は、第２１回目の防衛セミナーになりますが、ここ阿南市におきましては、平成２

３年７月に阿南市文化会館において開催して以来、２回目の開催になります。

本日の防衛セミナーのテーマは、「災害対処における施設部隊の実力！～地域災害から

国際貢献活動まで～」とさせていただいております。平成２３年３月に発生した東日本大

震災において、自衛隊は大規模かつ広範な活動を実施し、高い評価をいただきましたが、

この地域におきましても、南海トラフ巨大地震がいつ発生してもおかしくないということ

で、災害発生時における防衛省・自衛隊の活動についてご理解を深めていただくことは有

意義であると考え、このテーマを選定させていただきました。

また、徳島駐屯地は、徳島県における 初の陸上自衛隊駐屯地として、平成２４年３月

２６日に開設されたばかりの新しい駐屯地でございます。ここ徳島駐屯地を会場とするこ

とで、自衛隊をもっと身近に感じていただく１つの機会としていただければと願っており

ます。

本日は、この後、体育館の外に出ていただき、油圧ショベルや資材運搬車といった徳島

駐屯地の主要装備品を実際に目にしていただくとともに、０７式機動支援橋という、全国
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でもここ徳島駐屯地と北海道の旭川駐屯地にしか配備されていない貴重な橋の設置訓練を

見学していただきます。その後、またこの体育館に戻ってきていただき、３つの講演を通

じて、災害発生時における防衛省・自衛隊の活動等について理解を深めていただきたいと

考えております。３つの講演が終わった後には、質疑応答の時間を用意しておりますので、

ぜひご活用していただきたいと思います。

後になりますが、本日の防衛セミナーに後援をいただいた徳島県と阿南市に感謝を申

し上げ、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。

【第１部 訓練展示見学】

【第２部 講演】

司会：それでは、第２部を開始させていただきます。

第２部におきましては、災害への対応についての講演を２つご用意しております。

まず、陸上自衛隊第１４旅団第３部長・千葉徹１等陸佐に講演をしていただきます。

千葉１佐は、平成２年に防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊に入隊。平成１８年にイ

ラクにおいて国際平和協力活動に従事された後、統合幕僚学校統合高級課程などを経

て、昨年４月に、香川県善通寺市に所在する第１４旅団の第３部長に着任されました。

本日は、陸上自衛隊の災害派遣の取り組みについて、お話をしていただきます。

それでは、千葉１佐、よろしくお願いいたします。

【講 演】

「陸上自衛隊の災害派遣について」

陸上自衛隊第１４旅団第３部長 １等陸佐 千葉 徹

皆さん、こんにちは。高いところから失礼いたします。今、ご紹介いただきました、陸

上自衛隊第１４旅団司令部第３部長の千葉です。

若干説明をさせていただきますと、司令部には、人事、情報、兵站、総務、会計といっ

た各機能がありまして、私が所属しております第３部というところは、旅団の教育訓練、

それと皆さまにこれからお聞きいただきます防衛警備、災害派遣といった運用にかかる業

務を所掌しております。

では、ただいまから、皆さまがご覧の演題、「陸上自衛隊の災害派遣について」と題し

まして、いただいた時間の中で説明をさせていただきます。

まず、私の説明に先立ちまして、東日本大震災において、第１４旅団が活動したビデオ

がございますので、これをご覧いただきたいと思います。

【ビデオ】

若干長くなりましたが、東日本大震災における第１４旅団の災害派遣活動の状況につい
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てご覧いただいた次第です。

この災害派遣を通じまして、得ることができた旅団の教訓事項は大きく２つ。１つ目が、

関係部外機関の皆さまとの連携。２つ目が、自衛隊能力の 大限の活用でありました。１

点目の関係部外機関との連携につきましては、後半の説明で触れさせていただきたいと思

っております。

まずは、第１４旅団の概要について、若干ご説明させて下さい。

第１４旅団の任務につきましては、四国４県の防衛、警備及び災害派遣であります。隷

下部隊につきましては、旅団長、そして旅団司令部のほか、旅団司令部付隊から第１４戦

車中隊まで１３の部隊を隷下部隊として抱えております。なお、徳島県においては、北徳

島分屯地に第１４飛行隊、そして本日皆さまにお出でいただいております徳島駐屯地に第

１４施設隊が所在し、地域の皆さまと連携をさせていただいている次第です。なお、ご参

考までですが、第１４戦車中隊につきましては岡山県の日本原駐屯地に所在しております。

これは、旅団の隷下部隊の災害派遣の担任区域を表したものです。皆さまの徳島県につ

きましては、徳島県、香川県を担当しております第１４旅団長が災害派遣担任部隊長。そ

して、災害派遣の実動部隊としましては、香川県善通寺市に駐屯する第１５普通科連隊が、

徳島県、香川県の２県を担当しております。

続きまして、自衛隊の災害派遣に関する枠組みとしまして、大きく５つについて、駆け

足になりますが、説明をさせていただきます。

こちらは、自衛隊における災害派遣の任務上の位置付けであります。自衛隊法第３条な

どといったところに規定されております主たる任務としては、皆さんご承知の防衛出動が

ありますが、その主たる任務の従たる任務として、必要に応じて公共の秩序維持といった

枠の中で、災害派遣も自衛隊の任務として律せられております。

こちらが災害派遣の区分ということで縷々記載させていただきましたが、大きくは、要

請に基づく災害派遣、自主派遣、そして駐屯地の近傍の災害発生に伴い派遣される近傍災

害派遣といった枠のほかに、地震、原子力といった災害派遣の区分がございます。

災害派遣におきましては、四国各県の県知事の皆さま、あるいは空港事務所長といった

方が、徳島県、香川県であれば第１４旅団長、高知県でありましたら第５０普通科連隊長、

そして愛媛県でしたら第１４特科隊長というように、旅団長または駐屯地司令を兼ねた部

隊の長の方に要請をすることになっております。また、部隊長の可否に関する判断という

ことでよく言われるのが、この３つの区分であります。公共性、緊急性、非代替性です。

災害派遣に係る手続き、これは皆さまご案内のことと思いますが、改めて表記させてい

ただいております。災害が発生しまして、市町村長さんから県知事に派遣の要請をして、

県知事から第１４旅団長、第５０普通科連隊長、第１４特科隊長、また派遣要請の受理に

関しては第１４施設隊長に対して要請をしていただいた後、第１４旅団長あるいは第５０

普通科連隊長、第１４特科隊長の方から部隊に災害派遣の活動の命令を出し、派遣が終わ

るということになりましたら、撤収にかかる要請をいただいた後、それぞれの旅団長、指

揮官につきましては派遣中の部隊に撤収命令を出して、部隊は撤収をするという流れにな

っております。また、市町村長さんが、県知事さんを通じて要請ができないような場合に

ついては、直接受理者に通知ができる枠組みもあります。

続いて、災害派遣への備えということで、各関係機関との連携、第１４旅団の取り組み
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状況についてご説明をさせていただきます。

これは、昨年１２月に、中部方面隊とＮＥＸＣＯ西日本（西日本高速道路株式会社）と

の協定に基づいて、第１４旅団がＮＥＸＣＯ西日本四国支社と確認書を締結した以後、実

施している訓練の説明であります。一番上は、ＮＥＸＣＯが実施した通行の検証に部隊が

参加いたしました。こちらは、各部隊が高速自動車道の緊急開口部を通過する訓練をした

ものであります。一番下が、四国地区大規模災害会議、これは後から説明させていただき

ますが、四国の力を結集したいということで、第１４旅団の方で各自治体などの皆さまに

ご参加いただいた会議です。ＮＥＸＣＯ西日本四国支社についても、平成２５年度から参

加の予定であります。

続いては、ＮＴＴ西日本－四国との取り組みの説明であります。協定に基づいて、現在

活動を行っております。平成２３年度までは、各年度、各県ごとに連携訓練を行っていま

した。平成２４年度、今年の２月は、四国４県で一斉に訓練をさせていただいて、部隊と

各県ＮＴＴとの連携を行いました。平成２５年度以降につきましては、引き続き四国での

一斉訓練を継続して、第１４旅団だけではなく、ＮＴＴ、国土交通省四国地方整備局、Ｎ

ＥＸＣＯといった部外通信力の連接による通信の確保といった訓練をしてまいりたいと考

えております。これが、今年の２月、平成２４年度に行ったＮＴＴとの共同訓練の状況で

あります。善通寺駐屯地、徳島市の球技場、そして陸上自衛隊松山駐屯地での反省会とい

ったようなものを行った次第です。

続いて、防災訓練及び防災会議についてご紹介させていただきます。従来まで、徳島県

におきましては、第１５普通科連隊が防災訓練に参加させていただいておりましたところ、

平成２４年３月の徳島駐屯地創設、第１４施設隊の高知からの移駐以降、施設隊も訓練に

参加させていただいております。これが、８月、９月、１０月、そして１２月に行った徳

島県と自衛隊との防災訓練の状況であります。

こちらは、平成２４年６月に四国をあげて、第１４旅団は東南海南海地震対処訓練を行

いました。目的につきましては、第１４旅団の対処計画の検証をすることです。概要とし

ましては、被害見積りに応じまして、朝６時にマグニチュード９以上の地震が起こったと

いう状況を想定しまして、初動の１２時間の部隊の行動を検証したものであります。大き

くは、各部隊の津波退避の訓練、部隊の活動地域への展開。この東南海南海地震対処にお

きましては、第１４旅団は司令部の一部が高知県庁に前方統制調整所を開設することにな

っておりましたので、高知県庁への展開訓練。それと、高知県の防災訓練では、海上自衛

隊のＬＣＡＣ（エアクッション型揚陸艇）から部隊が上陸して被災地へ向かうための海上

自衛隊との連携訓練。通信機材の空輸といったものも行いました。検証の結果につきまし

ては、部隊展開に約５．５時間。通信の構成で約１０．５時間ということで、計画の枠内

で展開、あるいは構成ができるという実効性の確認ができました。

これは、今年度以降、皆さまにご協力・ご参加をいただきながら推進していこうとして

いる四国地区大規模災害対策会議の概要です。目的としましては、大規模災害において四

国が一体となって対処するため、各機関の災害などの対処計画の実効性を向上させようと

いうものであります。四国各県、県警、管区警察局、地方整備局、ＮＥＸＣＯ、ＮＴＴ、

四国電力、高知医療センターの皆さま、海上自衛隊、航空自衛隊といった方のご参加をい

ただきながら、担当の会議、部長級の会議、代表者の会議を行い、必要な協定がございま
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したら締結して実効性を高め、災害対処に対し四国が一丸となって取り組もうという狙い

をもった会議であります。

これは、四国地区大規模災害対策会議を計画する足掛かりとなりました、今年の２月２

２日に司令部のある善通寺駐屯地で行いました担当者会同です。その際は、初動の情報収

集、県警によります交通規制の説明、四国地方整備局から道路啓開要領の説明、あとは各

組織の計画の整合といったものを行いました。成果としましては大きく２点。各関係機関

の初動対処の態勢、情報収集の要領、道路啓開エリア などの行動について参加者相互で

認識を共有できたこと。また、孤立地域における衛生救護の具体化、四国地区の航空管制

の必要性を認識し、参加者が共有しました。

こういった会議は、皆さまにご参加をいただきながら、必要なレベルごとで話合いや協

定の審議・締結を行い、実動訓練を実施して、関係機関の災害対処能力を結集してまいり

たいという狙いで、平成２５年度から推進させていただきたいと考えている第１４旅団の

事業の１つの紹介でした。

後になりますが、提案があります。訓練の現状としましては、各自治体ごとの防災訓

練に私たち各防災機関が参加させていただいております。こちらで、四国各県が一体とな

り災害対処を検討する場の設定、それに基づく訓練による実効性の向上ということで、将

来的には、四国各県合同による防災訓練といったものにより、大規模災害の対処の実効性

を高める必要性があるのではないかということを提案させていただきたいと思っておりま

す。

講演というよりは、第１４旅団の事業の説明みたいな形になりましたけれども、以上を

もちまして説明を終わらせていただきます。

ご静聴ありがとうございました。

司会：どうもありがとうございました。

続きまして、徳島県危機管理部南海地震防災課とくしまゼロ作戦推進室・木下修一

室長補佐から講演をしていただきます。

木下補佐は、昨年度から「南海トラフ巨大地震」の対策に関する業務に従事されて

おります。本年４月には、震災時における死者ゼロを目指して対策を強力に進めてい

くため、南海地震防災課の中に設置された「とくしまゼロ作戦推進室」に配属となり、

日々、津波による浸水被害などの想定、それに対する対策の推進などの業務に取り組

まれていると聞いております。

本日は、「「南海トラフ巨大地震」を迎え撃つ徳島県の取り組み」をテーマに講演を

いただきたいと思います。

それでは、木下補佐、よろしくお願いします。

【講 演】

「「南海トラフ巨大地震」を迎え撃つ徳島県の取り組み」

徳島県危機管理部南海地震防災課とくしまゼロ作戦推進室 室長補佐 木下 修一氏
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南海地震防災課とくしまゼロ作戦推進室、木下と申します。よろしくお願いします。

私の方からは、南海トラフ巨大地震を迎え撃つ徳島県の取り組みとして、主に南海地震、

トラフ沿いの地震でありますので、それに対する特徴的な津波浸水想定にかかるものと、

もう１つ、巨大地震に備えるために昨年施行しました「徳島県南海トラフ巨大地震に係る

震災に強い社会づくり条例」ということで、主にこの２点についてお話させていただきま

す。よろしくお願いします。

皆さまもご存じだと思いますが、地震・津波のメカニズムですが、海側のプレートが陸

側に沈み込むと、その部分に歪みが蓄積され、それに耐えらえれなくなって陸側のプレー

トが跳ね上がり、地震が起こります。それに伴って津波が発生するということになってい

ます。

このデータについては、警察庁のホームページからいただいたものです。東日本大震災

での被害は、死者・行方不明者併せて約１万９千人であり、住家も約１２万６千棟が全壊

の被害を受けております。また、亡くなった方の約９割が溺死というふうな情報も載って

おります。さらに、岩手、宮城、福島の３県に被害のほとんどが集中しているという状況

です。

まず、大まかに、これまでの取り組みをお話しいたします。平成２３年３月１１日に東

日本大震災が発生しまして、徳島県では、いろいろな機関の方に、支援ということで東北

へ行っていただいております。そこで、まず地震津波減災に対する検討委員会を立ち上げ

まして、支援に行った方のいろいろな情報、東日本大震災のこれまでにないような被害を

分析し、どのように対応したらいいのか、対策を練ってきております。その中で、これま

での津波よりも桁外れの被害が東北で起こったこともありまして、徳島県の各市町村につ

いても、どのようなものを対象に対策を進めたらいいのか、目標とするところがないとい

うことで、平成２３年１２月２１日に、県独自の波源モデルを作りまして暫定の津波高を

公表し、平成２４年１月２０日に、それに基づく県内の浸水予測を出しております。その

後に、国の南海トラフ巨大地震モデル検討会から、国がモデルを構築した部分の想定、さ

らには同年８月２９日には浸水の想定が出されています。この中で、津波による大きい被

害もそうなのですけれども、南海トラフは全体で動くような大きい地震ですので、震度も

大きくなりまして、震度７が県内の１８市町のどこかで記録されるという推計もされてお

ります。国が構築した南海トラフ巨大地震のモデルを受けまして、徳島県では、いろいろ

な諸条件、地形や堤防の条件などを設定して、同年１０月３１日に 終版の浸水想定を出

しております。このときの浸水域が約２０１㎢というところになっております。また、国

の方から、被害想定ということで、人的・建物被害、その後、避難者数、ライフライン等

の被害想定も出されております。避難者数については３９万人ということで、県内の約半

数が避難者になり得るという想定になっております。こちらの国の被害想定を受けまして、

県では独自の被害想定を策定しているという状況です。

この大きな地震に対する徳島県の対応についてですが、地震津波減災対策検討委員会か

ら対策と課題が出されておりまして、この 大クラスの地震・津波については、これまで

の防災では対応できないということで、減災という視点に基づいて対策を進めております。

そのことを踏まえて、「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」

を平成２４年１２月に施行しまして、愛称は「命を守るとくしまゼロ作戦条例」となって
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おります。この条例の中には、津波と活断層にかかる土地利用の規制や緩和等も盛り込ん

でおり、中央構造線、活断層帯にかかる直下型地震に対応するものとしても、土地利用の

適正化を求めるものとなっております。そして、地震津波減災対策検討委員会で示された

終報告に基づき、「とくしまゼロ作戦」地震対策行動計画を取りまとめまして、これに

ついては、現在、計画的に進めている状況です。

津波浸水想定のお話をしたいと思います。浸水想定については、全体で２０１㎢という

ことで、国が出したものは１１７㎢でしたが、これについては、徳島県の川の状況や地形

状況の反映と堤防条件の設定によって被害想定が拡大しています。これまでの想定では北

島町、藍住町は浸水域の中には入っていませんでしたが、津波で浸水すると想定しており

ます。さらに、徳島県で平成２４年１月に公表した暫定の浸水面積に比べると１．３倍と

いうような浸水域になっております。

この図が、国が示した南海トラフ巨大地震の震源、波源のモデルです。この黄色で囲ん

でいる部分が、三連動という言い方をされていますが、宝永の時代に起こった地震の震源

域ということで、もともと中央防災会議がモデルを設定したもので、それから内陸部への

震源の拡大、さらにピンク色の部分は、東日本大震災ではトラフ沿いの浅いエリアでの大

きな滑りが原因になって、あのような大きな被害が出てきたということで、そこの部分に

つきましても、津波に影響があるエリア、波源エリアということで設定しております。

ここでは、マグニチュード９．１の地震が起こるということで想定されております。国

がモデルを構築するときにいろいろ検討しており、１１種類のモデルを作っております。

この中から、徳島県で大きな影響のある４つのモデルを選定し、被害想定のプロジェクト

チームなどに諮り浸水想定を作成しております。これは、国が作ったアニメーションです

が、まず地震が起こりまして、その影響が一度、蒲生田岬で少し留まります。津波にとっ

ては少し入りにくいということで、それが入った後、さらに瀬戸内の方まで広がっていき、

鳴門海峡、明石海峡の辺りまでいくと水位が減っていくということになります。

徳島県が加えた条件ですが、まず一番大きなところが堤防などの沿岸構造物の条件です。

各公共施設については、マグニチュード９クラスに対して、評価のしようがないというこ

ともあり、コンクリート構造物については倒壊、土でできた盛土構造物については当初の

堤防高の４分の１、７５パーセントが下がるというのが地震に対する影響としており、さ

らには、津波が４分の１になった堤防高を乗り越えると、その堤防はゼロになるという悪

条件下の想定で構築しております。国が出した浸水想定は、１０ｍを超えるような地形に

ついては、自然の地物ということで地震による影響もなく、津波による影響もないという

形で計算されておりますが、そういった確実な堤防というものは河川堤防でもなかなか存

在しませんので、県としましては、悪条件下で想定をするということにしております。徳

島県は河川が多く、東日本大震災でも河川の遡上が上流まで行ったということで、浸水想

定を行うにあたり、河川の細かい状況を反映しており、国の管理河川についてはデータを

いただいておりますし、県の管理河川も浸水区域である河川につきましては川の地形を測

量し反映しております。これが来襲する津波高の状況になりますが、蒲生田岬より南が高

く、北側になると少し津波水位が下がっていきます。時間についても、南の方では５分を

切るような所から１０分程度で到達するような所があり、北に行くと２０分、３０分とい

う形になっております。
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これが、県の暫定、国の想定、さらには徳島県の浸水想定を踏まえた形の 終版の水位

を示しています。阿南の辺りですが、１６．３ｍと津波水位がなっておりますけれども、

これは蒲生田岬以南の所で記録されているものです。こちらに入って来ると、少し津波の

高さは小さくなってきます。この図が浸水状況になりますけれども、県の暫定、国の想定、

徳島県 終想定ということで、国の想定が少し小さめですが、県の暫定から言うと浸水エ

リアが広がった所はありますけれども、大体同じくらいのエリアで、浸水深は各所で深く

なっております。今回、東日本大震災を受けて津波の考え方が少し整理されまして、発生

頻度が高いものと、発生頻度が極めて低くても、一度発生すると被害が甚大になるものと

に区別されており、発生頻度が高い、１００年から２００年間隔で発生するクラスにつき

ましては、防護という考え方もあると思いますが、何千年に一度起こるか起こらないかと

いうのものについては、沿岸構造物では防護できず、住民の避難を軸に対応していくとい

うものです。

先週、国の方から南海トラフ巨大地震の発生確率が更新されまして、これまで南海エリ

アでは今後３０年以内に発生する確率が６０％程度、東南海エリアでは７０～８０％と、

今までは単体で評価していたものを止めて、大きな南海トラフ全体のエリアとして、マグ

ニチュード８以上のクラスが起こる確率を評価しようということで、今は６０～７０％で

見直されたところであります。そして、今まで起こったことがないということで、マグニ

チュード９．１の 大クラスの発生確率については評価ができないとしております。発生

頻度についても、マグニチュード８クラスの、１００年から２００年の頻度で起こったも

のと比べて、発生する可能性が一桁以上低く評価されておりまして、それは１，０００年

から２，０００年に一度起こるか起こらないか、さらに言うと、ここ数千年の間はそのよ

うな規模の地震は起こっていないということなので、次に起こる地震がこのクラスかどう

かは分からないと言われております。このクラスの地震津波に対しては、防災という形で

防ぎきるのではなくて、避難して命だけは守ろうということで対策を進めていただきたい

と思っております。その取り組みについては、市町村と徳島県で連携しながら、スムーズ

に避難できるような避難路や避難施設の整備など、いろいろ協力しながら行っております。

内閣府が発表した南海トラフ巨大地震による震度分布図によりますと、徳島県において

は、１８市町で震度７が推計されます。人的被害、建物被害なども出ており、人的被害は

大で３３，３００人、そのうち津波被害は２５，０００人と推計されております。この

推計による津波被害については、避難ビルが効果的に活用された場合、人的被害が 大で

８割減少し、さらに避難ビルを有効に活用してすぐに避難した場合は、津波による被害者

が９割減るとも推定されております。

次に家屋の全壊棟数になりますが、１３３，６００棟が 大となりまして、そのうち９

０，０００棟が揺れによる全壊となっております。この９０，０００棟というのは、昭和

５６年以前の基準で造られた木造住宅の戸数とほぼ合っていますので、有効な施策として、

耐震化の促進が示されております。建物の耐震化率を９割まで上げることにより、建物被

害は４割減少すると推定されております。

さらに、ライフラインの被害なども本年３月１８日に内閣府から示されたところですが、

上水道の供給人口からの被害数を示しており、断水が約９８％ということで、ほとんどの

水道が供給できなくなってしまいます。電力についても、ネットワークなどの断線により、
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９０％が供給できなくなるとされています。

そして、県内の避難者数ですが、被災後に避難所に逃げてくる方、さらには避難所以外

で避難される方も含めて、 終的には、１か月後には３９万人の方が避難者になると推定

されています。先ほどお話したとおり、上水道については９８％が断水すると予想されて

いますが、それらの復旧がなく、家に居ても水道などの供給がない場合に、避難所や県外

に避難される方も含め、県内の人口の約半分が避難者となる可能性があると推定されてお

ります。

経済被害については、全国で１６９．５兆円。これは、建物被害やライフラインの被害

などを推計しております。４０都府県で何らかの被害が発生し、被害が出ないのは影響の

ない東北と北海道だけということで、それ以外に経済活動への被害として５０．８兆円、

合わせて２２０兆円の被害があると推定されています。資産等被害の１６９．５兆円につ

いては、耐震化などを１００％にすることによって、家屋の被害などを半減できるという

ことになっています。また、徳島県については、１６９．５兆円に対して７兆円の被害が

出ると推定されております。この１６９．５兆円については、内閣府が発表していますが、

東日本大震災での被害が１６．９兆円であったと思いますけれども、それと比較しても約

１０倍の被害が発生するということになっております。

徳島県では、巨大地震に備える条例として「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に

強い社会づくり条例」を昨年１２月２１日、これは「昭和南海地震」発生の日でもありま

すが、その日に施行しております。南海トラフ巨大地震の被害を 小化するための考え方

を基本に、「自助・共助・公助」の役割を明確にして対応していくものであり、津波や活

断層による影響の軽減を図るため、長期的な視点で土地利用に関する規制･適正化を行っ

ていくものであります。この枠組みの中で、予防対策、応急対策、復旧・復興対策といっ

た形で、それぞれの段階に応じて、県民や自主防災組織、事業者、県、市町村の役割を明

記した形になっております。土地利用の適正化については､条例により、津波防災地域づ

くり法に基づく津波災害の警戒区域や特別警戒区域の指定を速やかに進めており、活断層

についても、特定の用途･規模の施設について、中央構造線活断層帯の直上を避けて建築

していただくことを進めております。

津波災害警戒区域については、県知事が指定するもので、警戒避難体制を確実に進める

ため、ハザードマップの整理などの避難対策をエリアごとに進めるものです。さらに、津

波災害特別警戒区域については、土地利用の規制になりますが、災害時の要援護者になる

方の利用する施設について、津波の水位より安全な場所に避難する場所を設け、津波に対

して迅速な避難ができない時に津波をやり過ごせる施設を造っていただくことを適正に進

めていくために設定した区域です。

活断層にかかる土地利用については、条例により適正化を進めております。明確な活断

層については、条例により直上の施設の建築を避けていただく区域になります。位置が明

確でない中央構造線の活断層については、調査をしていただき、できるだけ施設の建設を

避けてもらうことを推奨するエリアです。

広域的な連携というところで少しお話します。徳島県では、これまで、四国の隣県との

連携を進めてきましたが、このような超広域災害になると、同時被災のリスクが少ない、

離れたエリアとの協力態勢を強化する必要があることから、徳島県は中国地方の鳥取県と
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相互応援協定を結んでいます。徳島県で南海トラフ巨大地震が発生すれば、いろいろな支

援が鳥取県から送り込まれてきたり、あるいは、日本海にもリスクがないわけではありま

せんので、鳥取県に何かあれば徳島県から応援することとしており、平時からカウンター

パート方式、顔の見える関係として連携を強化しようとしております。この取り組みにつ

いては、県内の各市町村に広がりつつあると同時に、社会福祉協議会についても相互応援

協定の取り組みが進んでいます。

後に、徳島県では、「すだちくんメール」という、各事業者の方あるいは家族の方の

安否確認ができるメールサービスを展開しています。安否確認のほか、風水害の警報の連

絡も来るので、情報として活用していただければと思っています。徳島県のホームページ

にメールサービスの登録方法等が載っています。あるいは、南海地震防災課まで連絡いた

だければ対応できます。

それでは、私からは以上です。

【第３部 特別講演】

司会：続きまして、第３部を開始させていただきます。

第３部は、陸上自衛隊第１３旅団幕僚長・山本雅治１等陸佐に講演していただきま

す。

山本１佐は、昭和５８年に防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊に入隊。熊本県に所在

します第８師団第３部長、栃木県に所在します中央即応連隊長、福岡県に所在します

幹部候補生学校教育部長などを歴任され、昨年１２月に広島県に所在します第１３旅

団の幕僚長に着任されました。

本日は、ハイチ派遣国際救助隊の指揮に当たった経験を踏まえてお話をしていただ

きます。

それでは、山本１佐、よろしくお願いします。

【講 演】

「自衛隊の国際貢献活動～ハイチＰＫＯを通じて～」

陸上自衛隊第１３旅団幕僚長 １等陸佐 山本 雅治

（ハイチ派遣国際救援隊（第１次要員隊長））

皆さん、こんにちは。広島県の海田に所在します第１３旅団司令部からまいりました山

本です。出身は広島県です。地元で勤務をさせていただくことにこの上ない喜びを感じて

おります。野球はカープ、車はマツダです。サッカーはサンフレッチェ。当たり前のこと

です。国を愛するということは、自分の郷土を愛することから始まるんだろうということ

で紹介しております。

今日は、先ほどお二人がお話されました、 近話題になっています南海トラフとはまっ

たく違う自衛隊の活動として、私が宇都宮にいたときにハイチで地震が起き、行かせてい

ただいた国際貢献活動についてお話したいと思っています。南海トラフに直結する話では
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ありませんが、大きな話としては、いろいろ準備をする段階で何を準備すればいいのか、

日頃何をすればいいのかという点については共通する部分があると思いますので、そうい

った観点で聞いていただければと思っています。

まず 初に、これまで自衛隊がＰＫＯという形で出たことについて説明します。約２０

年前にカンボジアから始まりました。そして、現在は、国連南スーダン共和国ミッション

（ＵＮＭＩＳＳ）、唯一これだけがＰＫＯ、国連平和維持活動という枠組みで行っている

自衛隊の活動になります。これまで、東ティモール等いろいろな形で行っております。約

２０年です。特に、ゴラン高原、ＵＮＤＯＦと言われるものは、防衛省の政務官でありま

す佐藤正久議員が初代隊長で行っております。

私は、平成２２年２月にハイチへ出発しましたので、もう３年経ったのかとびっくりし

ています。ただ、ついこの間のようにも思い出されます。ハイチの活動は平成２２年２月

の第１次隊から今年の３月に帰ってきた第７次隊まで行っていましたが、結構知られてい

ません。平成２２年２月から今年の３月、 後の組が帰ってくるまで丸々３年やっていま

した中で、私が行った 初の約１ヶ月半の状況について説明します。

中央即応集団という組織が自衛隊にあります。これがなぜできたかということについて

説明します。平成１９年、防衛庁が省になったときに合わせて、中央即応集団という組織

ができました。これは、いわゆる国際貢献活動が自衛隊の付随的任務から格上げされ、主

たる任務に位置付けられたが故であります。これまで、イラクでの活動や、海上自衛隊が

平成２１年からソマリア沖・アデン湾で行っている海賊対処行動がありますが、こういっ

た活動は、国際平和協力法または国際緊急援助隊法とはまったく異なり、特別措置法によ

りその都度枠組みを作っていく活動です。派遣するためには、事前に３ヶ月又は半年くら

い準備をします。しかし、それでは遅いということで、中央即応集団という組織を作り上

げたわけであります。中央即応集団の中にはいくつかの部隊がありますが、新たに作った

部隊というのは、私がいた中央即応連隊と対特殊武器衛生隊で、第１空挺団は元からあり

ました。第１ヘリコプター団は東日本大震災で福島原発に水を撒いた部隊で、これも元か

らありました。この新たに作った部隊以外は、元々あった部隊を１つの指揮系統に納めて

派遣を早くする、あるいは特殊な能力を持っていますので、国内において何かあったとき

には能力を増強しようという形で作っています。東日本大震災においては、福島県の原発

を主体に活動しておりました。

まず、ハイチの位置関係です。私もハイチに行けと言われたとき場所が分かりませんで

した。コロンブスがアメリカ大陸を発見したと言われるのは、実はこのイスパニョール島

で、東半分がドミニカ共和国、西半分がハイチ共和国です。言語はフランス語と現地語の

クレオール語です。住んでいるのは、ハイチ人ではなく純粋なアフリカ人です。西半球に

おいては も貧しい国と言われていますが、独立は１９０４年で、アメリカの次に早く、

その１００年後の２００４年にＰＫＯが派遣されました。ＭＩＮＵＳＴＡＨ（国連ハイチ

安定化ミッション）と言われています。なぜＰＫＯが派遣されたかというと、非常に悲惨

な歴史を辿っています。独立以降、いろいろなクーデターが起こり、ほとんど政権が機能

していない中で、２０１１年に大きな地震が起こったという状況であります。

ハイチの首都はポルトープランスです。我々の前に国際緊急援助隊という部隊が行って

います。これは、現在の海田市の第１３旅団の部隊を中心としたもので、お医者さん、看
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護師さんを中心とした約２００名の部隊です。それがレオガンという都市で約３週間活動

し、約３，０００名の現地の方に治療をしています。我々は、その２週間後に国連の要請

を受けてポルトープランスに入りました。なぜポルトープランスかというと、まだ行く所

が決まっていなかったからです。地震が起こった場所でのＰＫＯは、日本も初めてでした。

派遣が早かったのは、先ほども言ったように、中央即応連隊という部隊を作っていたから

です。マイアミにまず行き、そこから航空自衛隊のＣ－１３０を使って、第１次要員の２

０３名が約１週間かけて入りました。現地のポルトープランスの空港は、民航機は受け入

れておらず、空自のＣ－１３０は荷物を積むと３０名が限界ですので、１週間かけて移動

しました。

作戦の特性としての業界用語なのですが、「遭遇戦」という言葉を使っています。敵と

我とがぶつかったときにまったく状況が分からないという状況です。これが３つあります。

まず１つが、地震が起こって派遣された国際緊急援助隊、それに引き続いてのＰＫＯ、

非常に状況が不明なまま現地に行きました。

２つ目ですが、国際緊急援助隊の後にレオガンに入ろうとしたところ、急遽首都のポル

トープランスに入ることが決まったのは３日前でした。こんなＰＫＯはないです。普通は

３ヶ月から６ヶ月くらい準備をし、どこに宿営地を作るか決めたうえで、あるいは既に宿

営地がある所に行って活動するところですが、地震があり現地が被災していましたので、

直前まで行き先が分かりませんでした。

３つ目ですが、国連のＭＩＮＵＳＴＡＨの職員も被災しています。これはもう阪神淡路

大震災などと一緒です。東日本大震災でも、宮城県の多賀城の部隊は自分たちが被災して

いる、航空自衛隊の松島の部隊も自分たちが被災している。そういう状況です。国連職員

もトップの特別代表以下１００名が亡くなっています。ですから、我々も現地で誰と調整

していいか分からないという状況が起きました。調整先が分からないと活動ができないわ

けです。それだけでも１週間を費やしました。やっとこの人と調整すればやるべきことが

筋立ててできるのだということが、現地に入って１週間右往左往しながらやっと分かった

という状況です。

私は隊員に３つ要望しました。日本と違い、現地は平均気温４０度、湿度７０～８０％

で、日本の一番暑い夏を想像していただければ結構です。当然のことながら、電気、ガス、

水道はありません。いつまで活動するのかも言われていませんでしたので、帰れないとい

うことを考えておけ、状況に応じた仕事をしなさい、皆で力を合わせろということを言い

ました。

また、第１次要員は２０３名の隊員が行きましたが、いつ帰れるか分からない状況です。

ましてや、我々は軍隊として行っていますので、ある意味戦闘損耗というものを考えます。

まず、ＰＫＯとは何かという大きな違いがあります。国際緊急援助隊は医療活動のために

派遣されていますので、武器は持っておらず、いわゆる丸腰です。ですから、ポルトープ

ランスから西に４０ｋｍの安全なレオガンに入っています。ポルトープランスは一番危険

な場所でした。当時治安は安定していると言われていましたが、結構危なかったです。毎

晩、宿営地の周りでは銃声がしていましたし、現地では２００ドル、３００ドル出せばど

んな銃でも手に入るという状況です。ましてや、地震により刑務所が壊れましたから、２，

０００人ほどの犯罪者が町に溢れていました。ハイチには大きなギャング団が３つあり、
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常に抗争して、首都ではどんどん銃撃戦が起こっているという状況でした。我々はＰＫＯ

なので、武器を持っています。特に、中央即応連隊という部隊は、こういった国際任務に

おいては必ず先遣隊として出て行って、宿営地の設営活動をしたり、後詰めの部隊を受け

入れる態勢を整える部隊でしたので、個人は小銃と拳銃の２つを持っています。小銃の弾

が切れたら拳銃を撃つ、それは何のためかというと、任務を遂行するためです。自分の身

を守るためです。仲間を守るためです。決して敵を倒すためではありません。任務を遂行

するために、自分の身を守る態勢を整えていました。私も宿営地の外に一歩でも出るとき

は、ホルスターに拳銃を入れて弾倉を込めて歩いていました。とにかくどこから弾が飛ん

でくるか分からないという状況の中で仕事をしていたわけです。先ほど言いました戦闘損

耗というのは、隊員が倒れていく中で、一人二役、三役しなければならない。そうでなけ

れば組織は成り立たないわけであり、 後の一人になっても自分の任務は遂行するという

気持ちを持ってやっております。

後は油断するな。当たり前のことです。危ないところに行っているので油断するなと

常々言っておりました。

これが編成、第１次要員２０３名です。実は、我々日本隊というのは、施設隊、いわゆ

る工兵部隊として行っております。まさに東日本大震災で行ったように、瓦礫の除去や人

命捜索をするための施設部隊を中心として行っております。ところが、我々は第１次隊で

すので、個々の施設部隊はほとんど連れて行っておりません。２正面作戦です。まず、後

詰めの部隊の宿営地を造ること、それから、それに合わせてできるだけの復興支援活動を

する。我々に与えられた施設機材は、油圧ショベルが１台、中型ドーザが１台、バケット

ローダが１台、たったのこれだけです。これだけで、後ほど紹介します４つの仕事をして

きました。

これが第２次隊以降の編成です。支援要員などを含めてトータルで約３５０名です。約

１５０名から１６０名の施設部隊が入って、第２次隊以降、今年の３月まで第７次隊まで

ですが、しっかりと復興支援活動を行ってきたという状況であります。

活動状況ですが、我々が入ったとき、ここは真っさらでした。ブラジル軍が日本隊の受

入れのために整地をしてくれていました。このトウモロコシ畑を更地にしてくれた所に、

まず第１次隊が入りました。ここに壁がありますが、ここに天幕をずらずらと並べた状態

です。どんどん荷物が届くにつれて、天幕を建て、 終的には約５００人の隊員が入れる

天幕を並べたという状態になります。第１次隊の時に、第２次隊以降はコンテナ化をする

ことで調整し、第２次隊以降はすべてコンテナ化されています。天幕はクーラーがありま

せんが、コンテナ化されたお陰で、クーラーが付いて風呂もあり、非常に快適な生活がで

きる態勢になっています。当時は天幕で生活をしていました。

次に支援実績ですが、我々は２月４日現地に到着し、現地を出発したのが３月２４日で、

約１ヶ月半です。 初に宿営地の外で行った仕事ですが、非常に簡単な仕事です。２月１

６日にバケットローダ１台で、ポルトープランス空港の中にあるＷＦＰ（世界食糧計画）

のコンテナを置く場所の整地を行いました。半日で終わりましたが、国連の人から絶賛さ

れました。なぜかというと、通常行う作業というのは、砂利を敷いて１回ならして終わり

なのですが、日本隊は技術が高く、しっかりと整地をした後に、端々までショベルを使い

手作業で整地をします。翌日には、その上にＷＦＰのコンテナが乗り、すぐにまた次の仕
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事ができる状態にしておきます。我々としては、日本の中でも同じで、普通の仕事をして

いるだけなのですが、こういったことが国連の中では非常に評価が高いです。これだけで

はなく、カンボジアのＰＫＯ派遣から始まった中で、日本隊は常にそういうふうに見られ

ています。いわゆるレベルが高いということです。

２つ目の作業であるナデール美術館の施設整備作業が一番時間がかかりました。我々が

帰るまでに約１ヶ月間です。ナデールさんという人が個人で建てた美術館で、現地では非

常に有名な方です。ハイチの方ではなく、おじいさんがレバノンの方です。ハイチの美術

品に関心があったということで、現地では一番有名な美術館です。日本でいうところの国

宝級の絵画、彫刻を集めた美術館がぺしゃんこになり、瓦礫の中に埋まっている美術品を

堀り起こす作業をやりました。これも日本隊の油圧ショベル１台だけです。ただ、この作

業は、ブラジル軍のダンプやイタリアのレスキューチームなど、いろいろな国の部隊が関

わって行いました。そして、我々の施設部隊としての活動の警備は、ネパール軍が実施し

ていました。

３つ目です。我々が入ってきたときにブラジル軍が整地してくれたように、隣りにイン

ド、パキスタンの部隊が次々入ってくるので、その宿営地をドーザ１台で整地しました。

トウモロコシ畑をドーザでかいて、部隊が宿営ができるように整地したわけです。

４つ目です。日本隊しか持たない機能として、建物診断をするという機能がありました。

防衛省が準備し、一級建築士の資格を持つ職員４人をメンバーに入れてくれました。この

人達が現地の建物の診断を行い、ひびが入っているので崩した方がいいのか、あるいは補

修できるのかということを判定します。現地では本当に引っ張りだこでした。日本隊しか

持っていないということなので、我々は３月２４日に撤収しましたが、彼ら４人だけは４

月下旬まで派遣されました。私は、隊長として全員生きて連れて帰ると言いましたが、

後に彼らを取り残してしまい、本当に申し訳なかったと思っております。彼らは、４月下

旬まで４０箇所くらい、しっかりと仕事をしてくれまして、国連から絶賛されていました。

それでは、ビデオを５分くらい御覧下さい。これは音が出ないので、説明します。

【ビデオ】

これは、自衛隊体操をしています。現地でも日本での生活と同じことをやります。

これは、レオガンで活動しておりました国際緊急援助隊の白川隊長という方に表敬させ

ていただきました。

これは、アントノフ、ロシアの輸送機です。重機を運んでいました。アントノフが調達

できたこと自体がすごいことなのです。

これは、国連の特別代表、グアテマラのエドモント･ミュレさんという方ですが、前職

の方が亡くなられたので、急遽特別代表になられたということです。

先ほど言いましたように、我々は６回に分かれて、２０３人が１週間かけて到着しまし

た。

これは、レトルト食品を暖めているところです。我々は、１ヶ月半、朝昼晩全部レトル

トです。レトルト食品は美味しいです。なぜかというと、全部日本食だからです。アフリ

カのジブチに派遣されていた部隊は、 初は米軍のベースの中に入っていましたから、米
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軍食ばかりでした。

これは、中央即応連隊しか持っていない国際専用装備品で、ドラッシュ天幕と言います。

これ１つで１０人は泊まれます。先ほど見ていただいたのは、これが約８０張並んだもの

です。

これは、風呂に行ってるわけではありません。水を浴びているだけです。水浴びをする

だけでも虫刺されによる湿しんは、すぐに収まりました。我々は、約１ヶ月半、風呂もシ

ャワーも浴びていません。無茶苦茶臭くなりますが、気になりません。周りが臭いからで

す。

これは、一番 初の仕事です。先ほど言いました、国連から絶賛された仕事です。非常

に簡単な仕事ですが、施設部隊の技術力が非常に高いのだと感じました。水を溜めていた

所も、廃材を利用して施設部隊が造りました。

これがナデール美術館ですが、この下に金庫が入っていたり、車が潰れたりして、ぐち

ゃぐちゃになっていました。１ヶ月くらいかけて作業を行いましたが、何が始まるのだろ

うということで結構人が集まり、次の日から露店が並びました。現地の人々は気軽に声援

を送ってくれました。

白く見えているのは、ブラジル軍のトラックです。現地のＭＩＮＵＳＴＡＨの長はブラ

ジル軍が担っています。ブラジル軍がここに２，０００名派遣しています。世界から４７

ヶ国が集まってＭＩＮＵＳＴＡＨを形成しました。

これが３つ目の仕事です。隣りのトウモロコシ畑をドーザ－１台でならし、そこを更地

にしていくという状況です。こういった活動は、海外に行ったときに何か特別な技術を必

要とするということはありません。国内における訓練でも同じことをやっています。

現地でブラジル軍の司令官が日本隊宿営地に来てくれました。日本で言うところの初度

視察です。この方は、更地で何もなかったことを知っていましたので、日本隊の宿営地を

見て驚かれていました。毎週各国の司令官が集まって会議をしていましたが、その席で、

各国の司令官に「日本隊の宿営地を見に行けと」褒めていただきました。

これが、第１次隊から第２次隊に交代したところです。

この方は、ブラジルの空軍司令官、サイトウ大将といいます。なぜ私がここにいるかと

いうと、たまたまブラジルの大統領が視察に来られ、三軍の司令官が集まったとき、サイ

トウ大将が日本隊の指揮官と話がしたいということで、私が呼ばれて行ったわけです。こ

の方は日系２世ですが、純粋な日本人です。お父さんは青森県、お母さんは香川県の出身

で、１１歳のときまでは日本語で育てられたということでした。地位的には、空軍制服組

のトップです。ブラジルは親日国ですから、日系の方が非常に頑張っておられ、政府の高

官にもたくさんの日系の方がおられます。日本人にとっては非常に嬉しい話でありました。

私にとっては、現地で外国の方と日本語で話せるのがとても嬉しかったです。

これは業界の話になります。当時の中央即応連隊というのは、平成２０年に立ち上がっ

た新しい部隊になりますが、２年後にはこうやってハイチへ派遣されました。そして、立

ち上げて１年後です。海上自衛隊が、ソマリア沖・アデン湾の海賊対処活動のため、Ｐ－

３Ｃをアフリカのジプチに持って行っています。ここの気温は５０度あります。５０度と

言われてもよく分からないと思いますが、言ってみれば、空港に降りた瞬間に巨大な扇風

機で熱風を浴びせかけられているような状態です。空港に降りた瞬間、汗が一気に噴き出
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します。そこにＰ－３Ｃが２機いますが、それを警護するのが陸上自衛隊の部隊で、中央

即応連隊が 初に派遣されたという状況です。当時、中央即応連隊は７００名で立ち上が

りました。北海道から沖縄まで、全国から隊員を集めて宇都宮に作りましたが、私がハイ

チに行ったとき、連隊の半分の３５０名が世界に散らばっていました。まず、ハイチの国

際緊急援助隊の警備部隊、１個小隊約３０人を付けていました。そして、ここハイチに連

隊長以下約２５０名が来ています。当時、ジプチが２個中隊の入れ替えの時期だったので

す。したがって、私の部下である中隊長３名のうち２名と、隊員約１００名がアフリカへ

行きました。そのとき、ちょうどタイでコブラゴールドという訓練があり、ここにまた１

個小隊約３０名が行きました。日本に残ったのは、隊の半分、副連隊長以下３５０名です。

連隊長がいなくても部隊は動くのです。でも、そういう部隊は必要だと思いますし、大し

たものだと、隊員には本当に感謝しています。

教訓･成果ということですが、１つ目は戦力設計通り。中央即応集団がそうなのです。

我々もいろいろな訓練をやりました。何もない所に行って、後詰めの部隊の宿営地を造る。

ただそれは、いわゆるハードの部分です。むしろ、大事だったのは意識です。まず、海外

に出て行くということは、非常にストレスがかかります。何が起こるか分からない。国内

であれば、忘れ物があれば取りに帰れます。ここ四国もそうですが、広島から来ようと思

えば、船に乗らなくても橋が繋がっています。しかし、海外となると、航空機か船舶しか

ないわけです。ましてや、ハイチだと約１３，０００ｋｍ離れていますから、ちょっと帰

って来ます、というわけにはいきません。実際、私が行ったときに２名の隊員の親御さん

が亡くなられました。ハイチへ行く前から言っていましたが、家族に不幸があった者、あ

るいは不幸が起こる可能性がある者は絶対連れて行くなと。残れと。ところが、その２名

は、不幸があるということを予測し、家族会議までして来ているのです。「親父がもう死

ぬのは分かっています。親父にもちゃんと言ってきました。」と。ハイチへ行って１週間

後、私の右腕である作戦課長のお父さんが亡くなりました。今、高知地本の募集課長をし

ている男です。私は「すぐ帰れ。葬式をして来い。」と言いましたが、彼は、「正月にこう

いった話が出ているとき、家族会議をして、親父も行けと言った。」と。そこまでの意識

を持って来ているのです。２人目の者は、帰る直前でしたが、奄美大島でお父さんが亡く

なり、すぐに帰らせました。いずれにせよ、意識というのは非常に大事です。訓練を行う

前にそういった意識を持っているかどうかで、その訓練の成果は倍にも１０倍にもなりま

す。ですから、私は、ハードよりも、むしろ意識を持てと。そういった任務を帯びた部隊

の隊員であることに誇りを持てと。その分厳しい訓練をやりました。問題点がどんどん出

てくる厳しい訓練でなければ、まったく意味がありません。それがまさに戦力設計通りと

いうことです。

２つ目です。国際社会の一員としてのプレゼンス。これは、我々が逆に知らされました。

過去に、先輩方がいろいろな所でいろいろなことをやってきました。それは、自衛隊が初

めてＰＫＯ活動として行ったカンボジアからの話ではありません。むしろその前に、歴史

的に、先ほどお話したブラジルもそうですが、多くの日系２世の方が一生懸命頑張ってい

ます。それは、ブラジルだけでなく、アジアでも、ヨーロッパでも、我々の祖先が、日本

人が活躍をされ、それが当地の人たちの心にちゃんと強く残っているわけです。そういっ

たことを、逆に我々は感じさせられました。むしろ、日本人として、日本の自衛隊の代表
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として、本当にしっかりやらなければいけないという思いにさせられました。

３つ目は、環境に応じた活動です。これは、現地の過酷な環境の中でしっかりやるとい

うことです。ハイチという国は 貧国ですが、車はたくさんあります。日本車ばかりです

が、日本の車検は絶対通らない車ばかりです。メーターもバンパーもドアもありませんが、

走っています。少し直せばすぐに動くという日本の高い技術力。日本の物作りの力です。

信号はありませんし、道路はどこを走ってもいいのです。歩道もないです。 貧国なのに

車が多く、大渋滞でびっくりします。接触事故は、現地では事故ではないのです。もとも

と壊れていますから、どこが壊れたか分かりません。そういう状況の中で現地の環境に慣

れるということです。

これは先ほど言いましたが、訓練でやったこと以外はできません。東北でもそうです。

自衛隊は、防災関係者と「みちのくアラート」という訓練をやっています。指揮所演習、

いわゆる図上訓練ですが、フェイス・トゥ・フェイスで顔が見えるわけです。そういった

ことを日頃からやっていなければ、なかなか心が通じません。日頃から行き来して、自分

の調整相手は誰かということを意識して、そういったことを踏まえた訓練をすることが非

常に大事だと思います。決して訓練以上のことはできません。我々は、 後の砦といわれ

る部分、 悪の事態を考えなければならないのです。そこは何かというと、国を守るとい

うことです。まさに、国民の生命･財産を守るために、我々は訓練をしているわけです。

我々から言うと、陸上自衛隊は、基本は陸上防衛作戦です。海上自衛隊は海上防衛作戦、

航空自衛隊は航空防衛作戦です。当然、我々は武器を持って活動します。ハイチも国際貢

献活動もそうです。東日本大震災等いろいろな災害派遣があります。災害派遣は自分たち

も危ないわけです。でも弾は飛んで来ません。それは我々にとっては非常にありがたいこ

とですし、国を守る訓練をしていれば何でもできるわけです。ですから、決して我々は大

したことをやったと思っているわけではなく、当たり前のことをやっているわけです。国

民の皆さまには、自衛隊は必ず出てきてくれると思っていただいて結構です。ただ、我々

もウルトラマンではありませんから、お互いに訓練をやっていかなければならないと考え

ています。

次に、これは大事なことです。ストレス。人間ですから、必ずストレスがかかります。

メンタルヘルスは非常に大事で、家族を含めて行います。家族の人にも、自衛隊の仕事が

何か分かってもらわなければいけません。私は、中央即応連隊長の時は、「覚悟してくれ」

と家族の方に言いました。息子さんを預かりました。親父さんを預かりました。出て行っ

たら戻って来ないかもしれませんと。それを日頃からずっと言うわけです。それだけ厳し

い訓練を行っており、逆に言えば、それだけ真摯にやってほしいし、家族の後押しをして

ほしいということを言っていました。家族の方からは、「出て行くときには、決して後ろ

髪を引かれるようなことはしませんし、むしろ背中を押してあげたいと思っています。」

と言われました。本当に家族の理解・後押しというのは大事だと思っています。

後になりますが、私たち自衛隊というのは、陸海空とあります。東日本大震災では、

トータルすると２３万人しかいない自衛官のうち、半分の１０万人が行っているわけです。

その間何が起こるかというと、ロシアの領空侵犯あるいは中国の領海侵犯等いろいろな国

がちょっかいを出すなど、周辺国による軍事的活動が明らかに増えているわけです。しか

し、自衛隊というのは、穴がないように、全国の部隊の中で通常の勤務地から動かしてい
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ない部隊があります。それは、海上自衛隊も航空自衛隊も一緒です。そうやって隙を見せ

ないようにしていますが、まだまだ非常に厳しい状態です。今、海上自衛隊は中国関係の

対応で大変ですし、航空自衛隊も、北朝鮮のミサイル問題に対処するため、いまだにＰＡ

Ｃ－３を展開している状態です。我々の日本を取り巻く安全保障環境は非常に緊迫化して

います。それは、まさに現場に行っている人にしか分かりません。そういった危機感とい

うものは、我々が常に持っていなければ国が滅びるわけです。我々は、そういった思いで

常日頃から訓練を行っておりますし、また、そういった訓練を行っていることを皆さまに

理解していただければ幸いだと思っております。また、防災に関しては、我々は全面的に、

全力を持って出ていきますので、防災関係の方々としっかりと手を取り合ってやっていき

たいと思っていますので、よろしくお願いします。

以上で終わります。

【質疑応答】

司会：どうもありがとうございました。

ここで、本日の講演に関しまして会場の皆さまからの質問を受けたいと思いますが、

ステージの配置を変更させていただきますので、今しばらくお待ちください。

ここで、あらかじめお断りさせていただきます。本日、皆様からいただいたご質問

につきましては、その概要を当局のホームページで公開させていただきます。なお、

質問者のお名前は掲載せずに、ご質問とその回答の概要のみを掲載させていただきま

す。

それでは、会場の皆さまからのご質問を受けたいと思います。ご質問のある方は、

挙手をしていただき、会場の係員がマイクをお持ちしますので、マイクを通してご質

問していただきますようお願いします。

どなたかご質問のある方はいらっしゃいませんか。

質問者：よろしくお願いします。私はこの近くに住んでおり、津波に対してとても不安を

感じております。ここの駐屯地は、海抜１０ｍ以下というかなり低い位置に建って

いると思いますが、津波の際の備えは大丈夫なのでしょうか。

局長：この駐屯地は、建設を計画したときは３．１１の前でした。建設中に東日本大震災

が起きましたので、設計を変更して地盤を上げました。建物の１階部分はできるだけ

防水化を行い、できる範囲の中で対策を施しております。ただ、当初の計画ではそこ

まで考えておりませんでしたので、万全とは言えませんが、ある程度の地震には耐え

うると思います。そのときは、徳島駐屯地の建物は持ちこたえますので、ここも防災

拠点として使えるものと考えております。

司会：どうもありがとうございます。ほかに質問はございますか。

質問者：ハイチＰＫＯで活動されていたときに使用されていたブルドーザなどの重機は、
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すべて日本製ですか。現地で使用されていたアメリカ製などの機材を借用していた

のですか。

幕僚長：基本的に、我々が使った機材は、自分たちの国で使っているものです。日本製で

す。コマツや三菱など、国内で使っていたものをそのままハイチに持って行きまし

た。

司会：ありがとうございました。これで質疑応答を終了させていただきます。

防衛省・自衛隊としましては、各種施策を円滑かつ効果的に実施するため、国民の

皆さまのご理解を得つつ、その期待と信頼に応えることができるよう、全力を尽くし

てまいる所存です。今後とも皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願

いを申し上げます。

なお、第１部で見学していただきました「０７式機動支援橋」につきましては、講

演の間に設置作業を終えております。お帰りの際に渡っていただくことができますの

で、折角の機会ですから、お時間のある方は、是非支援橋を渡ってみて下さい。

以上をもちまして、防衛セミナーを閉幕したいと思います。

本日は誠にありがとうございました。


