
防衛セミナー

日時：平成２７年３月１１日（金）

１８：００～２０：００

場所：山口県山口市

ニューメディアプラザ山口

多目的シアター

主催：中国四国防衛局

後援：山口県、山口市

司 会： それでは、定刻となりましたので、ただ今から、防衛セミナーを開催させてい

ただきます。

本日は、皆様にはご多用中、ご来場いただきまして、誠にありがとうございま

す。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます中国四国防衛局企画部次長の坪

倉と申します、よろしくお願い申し上げます。防衛セミナー開会に先立ちまして、

皆様にお願いがございます。東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本

大震災の発生から今日で４年が経ちました。

この震災により犠牲となられた多くの方々のご冥福をお祈りすべく１分間の黙

とうを捧げたいと思います。ご来場の皆様のご理解の程よろしくお願いいたしま

す。それでは、皆様ご起立願います。黙とう。

黙とうを終わります。どうぞお直りの上、御着席ください。それでは、まず、

主催者であります中国四国防衛局長 芹澤 清から一言、御挨拶を申し上げます。

【挨拶】

中国四国防衛局長 芹澤 清

局 長： 中国四国防衛局長の芹澤でございます。本日は、お忙しい中、多くの方々にお

越しいただき、誠にありがとうございます。私ども中国四国防衛局は、防衛省の

地方支分部局として、中国５県・四国４県を管轄し、自衛隊、在日米軍と地域住

民の皆様を繋ぐパイプ役としての役割を担っております。当局は、防衛施設周辺

住民の皆様の環境整備のための多種多様な施策を実施するとともに、日米合同コ

ンサートや防衛セミナーの開催、あるいは防衛白書の説明等により、防衛省・自

衛隊の施策に対する国民の皆様の幅広い理解を得るための取り組みを行っている

ところでございます。

防衛セミナーも、平成１９年から開催しており、当局管内では、これまで２３

回開催させていただいており、山口市での開催は、今回が２回目でございます。

本日は、陸上自衛隊第１３旅団から掛川（かけがわ）旅団長、山口県から矢敷

（やしき）危機管理監をお招きし、「大規模災害に対する自衛隊の活動」と題し



ましてお話しいただきます。掛川旅団長からは、昨年（平成２６年）８月に広島

市で発生した豪雨災害に対する自衛隊の活動について、指揮官として携わられた

貴重な体験談を交え、お話をしていただくこととしております。また、矢敷危機

管理監からは、山口県の防災対策についてお話をしていただくこととしておりま

す。

皆様ご承知のように、本日、多くの方々が犠牲となった東日本大震災から４年

目を迎えます。近年、日本国内において大規模な自然災害が頻繁に発生しており、

ここ山口県においても、過去に大雨による被害が多数発生しています。

当局としましては、本日、災害をテーマとしたセミナーを開催することが、皆

様の自衛隊の活動への理解を深めるとともに防災に対する意識を高める一助にな

ればと願っております。

講演の後、会場の皆様からの御質問をいただく時間も取っておりますので、御

質問だけでなく、忌憚のない御意見、御感想等もいただければ、大変ありがたい

と考えております。

最後に、本日の防衛セミナーを開催するに当たり、御後援を賜りました山口県

及び山口市、また、御協力をいただきました山口地方協力本部、山口駐屯地をは

じめとする全ての関係者の皆様方に感謝を申しあげ、御挨拶とさせていただきま

す。

本日はよろしくお願いいたします。

【第１部講演】

司 会： それでは、第１部を開始させていただきます。第１部は、陸上自衛隊第１３旅

団長 掛川壽一陸将補から、「平成２６年広島市豪雨災害における自衛隊の活動」

について、講演をいただきます。

掛川旅団長は、昭和５７年に防衛大学校を卒業し、陸上自衛隊に入隊され、中

央即応集団副司令官（朝霞）、第２高射特科団長（飯塚）、高射学校長（下志津）

などを歴任され、平成２５年３月に第１３旅団長に就任されました。

本日は、昨年（平成２６年）８月に広島市で発生した豪雨災害に際し、広島県

知事からの災害派遣要請に対し、人命救助及び入浴支援等に指揮官として従事さ

れましたので、その活動について「平成２６年広島市豪雨災害における自衛隊の

活動」と題して、お話をしていただきます。

それでは、掛川旅団長、よろしくお願いします。

【講演】「平成２６年広島市豪雨災害における自衛隊の活動」

陸上自衛隊第１３旅団長 掛川 壽一 陸将補

旅団長： 第１３旅団長の掛川です。一昨年の３月から旅団長として旅団を指揮しており

ます。この間、災害派遣で言えば、一昨年の夏に山口県と島根県の県境付近で起



きた豪雨災害について、山口の駐屯地から自衛隊が出ましたけれども、この際の

災害派遣任務を指揮しましたし、先程ご紹介に有りました広島県での土砂災害に

伴う災害派遣も指揮しました。

今日は自衛隊全体の話をした後、災害派遣一般の話をし、そして、広島の土砂

災害の対応について話をしていこうと思っています。内容は、陸上自衛隊と１３

旅団の紹介、そして、皆様が災害派遣というものに予備知識をお持ちかどうか分

かりませんので、災害の一般論について話をさせていただいて、具体的に去年８

月に広島で有った豪雨災害での活動に移らさせていただきます。

まず、陸上自衛隊の紹介ですが、自衛隊法第３条に自衛隊の任務が書いてあり

まして、それぞれ陸・海・空の自衛隊が、主として陸、主として海、主として空

において任務を全うするということが定められております。運用の枠組みは、統

合運用ということで統合幕僚監部が、陸・海・空の垣根を取っ払って、目的のた

めに我々の力を結集するという体制になっております。

陸上自衛隊は、日本全国を北から沖縄及び尖閣諸島を含む南西諸島までの陸上

部を担任しております。方面隊として北部、東北、東部、中部、西部の５つの地

区に区分され、１３旅団は、中部方面隊に属しており中国地方５県を担当してい

ます。陸上自衛隊はだいたい１５万人の常備自衛官、毎日部隊に行けば居る人間

ですね、それと事あれば駆けつけてくる予備自衛官、即応性が高い即応予備自衛

官を加えると、全体として約２０万人の陸上自衛官が居ます。

１３旅団は、毛利元就の三つ矢の訓えというのを昔から継承しておりまして、

その訓えを基に１３旅団の部隊章を作成しています。さらに、百万一心をスロー

ガンにしています。そのスローガンは、毛利元就が広島に居城を設けたときに人

柱を立てるのではなくて、「百万一心」と書いて埋めたのに由来します。百を一日、

万を一つの力、心を一つにと言う意味です。

陸上自衛隊は普段何を行っているんだという疑問を抱いている方もいらっしゃ

るかと思いますので、陸上自衛隊の訓練について説明いたします。私は（対空射

撃訓練の写真を示し）元々地対空ミサイルを有する部隊に所属しており、飛行機

を撃ち落とすのが仕事でした。敵の航空機を撃墜するための地対空ミサイルの射

撃訓練。（野戦築城の写真を示し）野戦築城と言いまして、防御陣地を構築する訓

練が有りますが、こういう穴を掘ったりする築城訓練が災害派遣の現場で、土砂

災害の現場で、役に立ちます。（第一線救護の写真を示し）戦場で極限状態に傷つ

いた仲間を、あるいは助けるべき人を応急処置をして戦場から後方へ下げる救急

法訓練。その他、各種訓練を行っています。

国際平和協力業務は、カンボジアに平成４年に行ってから２０数年も続いてお

りまして、現在の活動は、南スーダンに４００名程度の施設部隊が出ており、平

成２３年以降続いています。また、派遣海賊対処行動。アフリカの角にジブチ共

和国というのが有りますけれども、アデン湾を海上自衛隊の船が、或いは対潜哨

戒機がここを拠点にして活動しています。陸上自衛隊は、平成２３年以降、ジブ

チに設けた自衛隊の拠点の警備、飛行機の警戒も含めて行ってます。現在、第１



３旅団から約７０名の隊員を派遣しています。今年の夏頃まで、約半年間の派遣

となります。地球上で一番暑い所で、５０℃位になったりするそうで、隊員は暑

い中、頑張って仕事をしております。山口駐屯地からも何名か派遣されています。

この他、今日のテ－マであります災害派遣についてですが、東日本大震災、今

年１月中旬の岡山県での鳥インフルエンザの事案、北海道での雪害の事案。或い

は福知山の洪水の事案。こういう具合に災害派遣活動と言うのは、災害と一括り

にしても、雪であったり、原子力の災害も有るかもしれませんし、地震の災害も

有るかもしれませんし、津波も有ったり、全部形が違います。一つここでご承知

していただきたいのは、災害と言うのは全て形が違います。ですからパターン化

した災害派遣の形態、災害に対しては何を準備しておけば良いんだ、という決ま

ったものはありません。私たちは、基本的な物を持って行きますが、現場での状

況の変化に応じて活動しなければなりません。そのために先程申した日々の訓練

を通じて、何か起きた場合１００点は取れないけれども合格点は取れる、そうい

う部隊・隊員を育てています。

１３旅団は先程申し上げましたように、中国５県の防衛警備及び災害派遣を担

任しています。そして１４旅団は四国を担任しています。呉の先に岡村島という

のが有りまして、ここは愛媛県になりますが、愛媛県の岡村島には、１４旅団と

いう四国の部隊が行くよりも１３旅団の隊員が陸上経由では早く行くことができ

るので、１３旅団の隊員が陸路から応援に行きます。勿論、南海トラフ地震が起

きて、こちらの中国地方の被害が少なく、自衛隊の任務が必要が無いということ

であれば、我々は被害の多い所に助けに行きます。九州も同じように、北部九州

というのは山が有りまして、天候が悪いと、ヘリコプタ－というのはなかなか飛

べないんですね。そうすると山口の防府に我々１３旅団のヘリコプタ－部隊が居

ますので、そういう部隊が、関門海峡周辺の地域で協力をします。相互赴援によ

り赴いてお互いに助けます。また、４年前に東北で震災が有りました。或いは何

時来るか分かりませんが、首都直下型地震。その他、東海、名古屋、京都、阪神。

必要が有れば統合運用というフィルタ―の中で私たちは出て行くことになります。

部隊の配置状況は、１３旅団は７個の駐屯地・分屯地に拠点を設けております。

山口県に２つ、残りの県に１つずつ駐屯地が有り、岡山県には日本原駐屯地の他

に三軒屋駐屯地が有ります。三軒屋駐屯地には１３旅団の隊員が居るわけではな

くて、弾薬を管理する部隊が居たりします。私は旅団司令部の有る広島の海田市

駐屯地におります。山口駐屯地では普通科連隊、米子駐屯地も普通科連隊、そし

て海田市駐屯地には一つの普通科連隊に加えて後方支援を担う部隊が有ります。

山口県で一番特徴が有るのがヘリコプタ－部隊を防府分屯地に置いているという

点で、他の駐屯地に無い特徴になります。

その他、今、山口地方協力本部長がいらっしゃってますが、非常に重要な役割

を持っていただいており、募集及び広報以外に災害派遣とかにも役立っています。

例えば、山口から萩に行くには非常に時間が掛ります。地方協力本部の出先の募

集事務所の人達が、自治体の対策本部等に行って情報収集等していただきます。



我々のオペレ－ションにおいて、重要な一躍を担っていただいています。地方協

力本部は、私の部下では無いのですけれども期待するところが大です。今年１月

に有りました岡山県の鳥インフルエンザの時には、岡山市に有る地方協力本部の

出先の募集事務所の方が、笠岡市の状況をいち早く掴んで我々に教えてくれまし

た。どなたが教えてくれても良いのですけれども、餅は餅屋ですね。自衛官は自

衛官同士で話すと言葉が通じやすいところが有りますので、私はこういう観点で

情報が欲しいということを予め地方協力本部に承知していただき、連絡要員とし

て赴いていただきました。

主要装備品はお配りした自衛隊のパンフレットに沢山載っていますので、ここ

では災害派遣でよく使う装備品の紹介をします。まず、掩体掘削機です。普通の

油圧ショベルではありません。この油圧ショベルは、横に手首を捻ることができ

ます。ですから横にも掘れるし、上にも掘れるし、斜め下にも掘れるし、非常に

動き使い勝手が良い装備です。今後は腕が２つあって物を掴んだりする型の装備

が導入される予定です。自走架柱橋と言う橋を架ける器材。ヘリコプタ－も有り

ます。除染車と言う化学剤等で汚染された所を洗う車ですが、今回広島の土砂災

害では、道路上の土砂の除去等で使いました。あとはレ－ダ―です。災害派遣で

はあまり使いません。災害派遣時レ－ダ―を使うのはどういう時かと言いますと、

自衛隊の航空機、民間の航空機、警察・消防の航空機、米軍の航空機、海上自衛

隊などの航空機が、多数飛行する時に統制なく飛ぶと大変なので、こういうレ－

ダ―を使います。最近では東日本大震災の時にも使いました。

１３旅団は、非常に広い中国地方に三千数百人しか居ません。ですから、陸上

自衛隊の中でも割と早い時からシステム化が進んでおります。情報の共有ですね。

その一端で指揮システムと言う装備品が有ります。色々な情報共有デ－タベ－ス、

自前の回線で、メ－ル、デ－タ、画像、動画のやり取りだとか。或いはクロノロ

ジ－と言う、何時何分私は何をしましたという一覧表になったものが有ります。

これは、勿論、人間が打ち込むのです。皆様の中でスマ－トフォンを持っておら

れる方も多いと思いますが、自衛隊も装備品として保有しております。GPSが付
いているので、個人が何処にいるのか、分かります。複雑な設定を必要とするの

で、年をとった隊員は使いこなすのが大変そうです。しかし、若い隊員は、普通

に使います。クロノロジ－というのは、何時何分、何処に誰がいて、どういう態

勢だと、私に対して状況報告をするものです。クロノロジーの添付ファイルのデ

－タを皆で共有します。私の部下相互、私の司令部、私の上司の所、これがずっ

と東京まで繋がっています。インタ－ネット回線ではなく、主として自前の回線

を使っています。自衛隊の通信器材、例えば多重無線や普通の無線、加えて有線

により回線を構成します。或いは、勿論、NTT等通信事業者の回線を借りてきた
りしながらネットワ－クを広げます。何故これが重要だというと情報共有を図れ

るからです。中国地方は山地が多いです。この山肌に入っては、探せる人も見つ

かりません。情報共有をして、何が自分にできるのか、自分はここの全体像の中

で何処にいるんだということを情報共有をします。でも一方では懸念が有ります。

なんでもかんでも放り込んだら情報の取捨選択はできないだろうと。ですので、



我々は本当に何を知ってもらいたいんだ、旅団長は何を知りたいんだ、俺が教え

たいのは何で、周りが知りたいのは何だというフィルタ―を掛けながら情報を入

れていきます。迷ったら書き込めと言います。そこで上司の方は、知りたい情報

はまずはこうだよと、まず、意思表示をしてます。そして、入ってきたものにつ

いては、無駄な情報がたくさん有りますけれども、そこから重要な情報を引き出

すように心掛けています。少なくとも下の者は迷ったら情報を提供します。その

ような環境下で自衛隊の部隊が動いています。こうして活動状況の全体像を作戦

室で作り上げます。作戦室の場所は問題じゃありません。システムを構築して行

っています。それは、１３旅団の災害派遣の大きな特徴です。四国の部隊はこれ

から導入されます。大阪、名古屋の部隊はようやく最近入りました。１３旅団は

数年前、少なくとも私が来た２年前にはもう導入されていました。

（沿岸監視訓練の写真を示し）沿岸での訓練も行います。中国地方は長い海岸

線を持っております。山口県などは三方を海に囲まれていますね。（米海兵隊との

共同訓練の写真を示し）岩国には海兵隊が居ます。中部方面隊の中で唯一大きな

米軍の部隊が有るのが岩国です。１３旅団は岩国の海兵隊と警備訓練を行ってい

ます。（ジブチ共和国への派遣の写真を示し）先程申し上げましたように７０名の

隊員をジブチ共和国に派遣しております。（南海トラフ地震対処訓練の写真を示し）

南海トラフ地震対処訓練で、四国に流れる吉野川で、浮橋と言って物を運ぶボ－

トを浮かべて、大きなトラックを運ぶ。こういう訓練もしています。

次は、災害派遣という点に特化をしてお話いたします。災害派遣、よく新聞で

も言われます。自助だ、共助だ、公助だと。全体として地域の防災力を高める基

本となるのは、やはり自助だと思います。で、私たち自衛隊が行うのは公助。私

は、自衛隊に入って３０数年経ちます。結婚してから３０年近く経ちますけれど

も、うちの家内は私を当てにしておりません。「何か有れば居なくなるでしょ。」

と言われます。東日本大震災の時もそうでした。隊員の中には、「お父さん、よく

頑張ってくれた。お母さん、よく頑張ってくれた。」という家族も居れば、「こん

なに苦しんでいる時に居ない家族なんて家族じゃない。」という隊員の家族も居ま

した。隊員も何か有ったら、家族の事が心配なんです。しかし、仕事ですので任

務に就きます。うちの家内は、私が居なくとも生きていけるように、「保険には入

っているか」と聞きますし、荷物も纏めておりますし、家に猫が３匹居ますので、

これをどうやって連れて行こうかと考えてます。家族は埼玉にいます。離れて暮

らして居ますけれども、私を当てにしていないと言うことは、結婚して以来、２

０何年間続いてきた家族のル―ルです。自分達で周りを、自分の身を守るという

風にしております。

公助の中で、これから危機管理監が話されますけれども自治体の方、警察と消

防、中央の警察庁と消防庁にも連携が有りますし、県と市町村も連携が有ります。

国の一機関として自衛隊は有ります。これらの公的機関全体として対応していき

ます。広島の土砂災害の時の話しをしますけれども、繋がりとしては国と消防が

繋がっているし、国と警察も繋がっている。市と消防は一体化していますし、県

も同じです。公的機関の災害派遣というのは、例えば我々自衛隊がバ－ンと出て、



一番最初に期待されるのは人命救助です。７２時間以内にできるだけ多くの人を

救う。公助も、まずは人命救助だと。そして、消火活動、医療活動等、色々付随

する周りの環境をどうするか。これらは、同時並行的に進んでいくわけです。水

が無ければ水を、生活物資が無ければ供給し、できなければ輸送の支援を。防疫

関係で消毒することも有れば、お医者さんだとか、看護師さんだとか言う隊員を

派遣して皆さんの健康状態を確かめる。さすがに自衛隊は応急仮設住宅を建てら

れません。というように自衛隊が得意な分野、自衛隊ができる分野、皆さんのコ

ミュニティ或いは市町村、県、他の機関或いはボランティアしかできないことが

有ります。

発災直後から各種対応を繋げていくのが災害対策だと私は思っております。そ

の中で自衛隊は割と早く出てきますけれども、ここがちょっと味噌で有りますが、

自衛隊は最後まで居ません。絶対帰ります。四年前に東北で起きた大震災、未だ

完全に復興している訳ではない。ですが自衛官は現在、あそこで活動しておりま

せん。広島の土砂災害、まだ復旧半ばです。自衛官は一人も活動していません。

我々は、帰ります。これは大前提です。ですから指揮官として何をするべきか。

それで最終的にはどういう姿になれば良いのだろうか。その姿を我々がするべき

ことと、自治体でしかできないことと上手く橋渡しをした段階で自衛隊は下がる

という風に考えております。

災害が発生しますと、普通は都道府県知事が法律に基づいて災害派遣要請の手

続きを行います。山口県の場合は、山口駐屯地司令が大臣から指定されておりま

す。災害派遣命令を彼が出す。先遣隊を出して必要に応じ部隊を出す。これは今

までの流れです。もう一つは阪神淡路大震災の時に、相当程度自衛隊の派遣が遅

れたという教訓が得られました。その後、自主派遣ができるように整備しました。

これは何か。すごい緊急性が高い。しかし、自治体などは派遣要請をする暇が無

いほど忙しい。人命が優先だ。そうしたごくごく限られた基準の中で・・・。こ

れが平成７年位ですかね、２０年前の阪神淡路大震災で国、自衛隊が得た教訓で

す。自主派遣という枠組みで自治体からの要請を待たずしても緊急で出動するこ

とができます。大雨が降ったり、地震が来たりすると、自衛隊の部隊、陸・海・

空、皆そうだと思いますけれども、ある部署の者は、いきなり非常呼集、そして、

情報収集。多くの場合は空振りに終わります。災害が大したことが無かった、或

いは自治体の方がしっかり対応してくれて自衛隊への災害派遣要請が無い場合な

どです。雨が降れば、雪が降れば、地震が起きれば、山火事が起きても、我々は

動き始めます。その中で判断基準と言われているものが有ります。緊急事態で真

に止むを得ない場合は防衛大臣が指定した部隊に災害派遣に行きなさいという命

令を出します。真に止むを得ないとはどういうことかと言うと、「公共性、緊急性、

非代替性」であり、「災害派遣の三要件」と言います。「公共性」とは、誰かの家

で家が崩れたので自衛隊来て下さい、というのもなかなか出られません。或いは

犬が迷子になったので探して下さい、これも出られません。「緊急性」は、今すぐ

やらなければならないこと。「非代替性」、我々しかできないことというのがあれ

ば、馳せ参じることとなります。自治体と普段から連携をしてこの三要件を共有



しております。山口県では県知事と第１７普通科連隊長との間で同様の協定を結

んでいます。連絡、調整或いは物が入り用な場合にはどうすれば良いのか。災害

派遣部隊を運用するための準備の部分、最初に言いましたように災害派遣という

のは一つとして同じものは有りません。被災地における調整。現場が一番大事な

んです。

県庁や市役所等に自衛隊の OBが入っています。山口県で言いますと県庁に１
人、６市に１人ずつ、我々自衛隊の OBが入っております。繋ぎ役として苦労し
ていただいていると思いますけれども、自治体とのクッション材ですね。若しく

は接着剤として働いていただいております。これは非常に重要でですね。これか

ら先もっと市町村の方にもっと増やすとか、こういう動きをしていただければ有

り難いんですけれども、経費が掛かりますので、給料を払わなければならない。

自治体、或いは国がサポ－トして・・・。中央の方では県及び政令指定都市は別

として、そうでない市町村には国の方で補助をして危機管理体制を整える方策を

とったらどうですかと提案されています。自衛隊の OBを活用しては如何ですか
と。先程、指定公共機関と言いましたけれども、NEXCO西日本も協定を結びま
した。我々と連絡及び訓練も一緒にやっています。これは私が来てからであり、

平成２５年度、一昨年の夏から行っています。

１３旅団に成ってから１５年経ちました。その間、８５件の災害派遣を行いま

した。山口県で言えば一昨年の夏の土砂災害が有ります。どちらかと言えば、山

陰地区は除雪で有ったり、行方不明者の捜索が多いのですが、山陽地区では山林

火災、或いは豪雨災害が有ります。その中で東日本大震災、第１３旅団も行きま

したが、４年前のあの日、私は九州に居ました。金曜日の１４時４６分、地震で

すと言うことで、翌日には一番最初の部隊、とりあえず、福島に行けと。「何処ま

で行けば」と聞かれれば、「行けば分かる」と。九州を発ちました。第１３旅団も

行方不明者の捜索を行いました。３月、４月、５月。片付けに行った訳ではあり

ません。瓦礫の除去は私達あまりしませんが、下に何方かが居らっしゃるかも知

れない。行方不明者の捜索が必要です。だから、その過程において、絶対もうこ

こに誰もいない。我々は何方も残してきていない。ということを確認するために

瓦礫の除去をした訳で、お掃除をしに行った訳ではありません。よくあの瓦礫を

除去して下さいと言われるのですけれども、我々で無くてもできることです。我

々の任務は、人命捜索、行方不明者の捜索が一番なのです。

山口県及び島根県津和野の土砂災害。これは皆様の中でも記憶に新しい方もい

らっしゃるかも知れませんけれども、キャンプに行っていた子供たちをヘリコプ

タ－で助けました。倒壊家屋の中へも、隊員は行きました。雨がざ－ざ－降って

いました。孤立した老人を救助したり、地盤が不安定ですからね、道路の瓦礫の

除去をして、車を通れるようにしないと作業ができません。

岡山県では１月に鳥インフルエンザ、２０万羽の鶏を捕獲し、ガスを入れまし

た。コンテナに入れて殆どの鶏の除去をしました。中国地方には、各県に自衛隊

が居ますから、よほどの事がないと他の県から隊員を入れません。この理由は２

つあります。１つは被害が拡大した時に対応できない。「悪いけど数百名の人間で



そこを見ておけ。」と言うものです。岡山県には、岡山県の部隊を置く。備える。

もう一つは、部隊の出入りを出来るだけ少なくする。県境を越えたりすると自分

達が被害拡大の感染源になるかもしれないので、それは止めておく。あとは中国

地方、山だらけと言いました。ヘリコプターが必ず着陸できるとは限りません。

ですから隊員は、ヘリコプタ－からリペリングで降りられるようにしております。

私もです。レンジャ－でも何でもありません。定年間際の人から入ったばかりの

自衛官、男性も女性も関係なくヘリコプターからリペリングで降ります。

あとは警察との共同訓練や、災害発生時に山口県庁や広島県庁でどのようにし

て指揮所を開設するか。NEXCO西日本との訓練では、土嚢を積んで、道路を破
壊されたらこうすれば良いですよといった所を教えたりしています。

広島市の８月の豪雨災害の活動のお話をいたします。被災地は海田市駐屯地か

ら直線距離で言うと約１０ｋｍあります。車で３０分、ヘリコプタ－で５分。こ

こに集中して雨が降りました。被災地以外は普通の市民生活をしています。自治

体の方は非常に大変だと思います。自治体の方は大多数の広島市民の通常の生活

を支えながら、災害に対応しなければならない。二正面です。自衛隊の方は災害

派遣の一正面です。自治体の人は大変なんだろうなと思います。東日本大震災と

はどう違うのか。ここには誰が残っているのかと思うほどの茫漠たるところ。調

整する自治体の方たちも一部残っておられましたけれども、最後まで任務を果た

されて命を落とされた方も居ました。組織だった自治体の活動が無い所も有りま

した。大変でした。日常生活を送りながら災害に対応するというパタ－ンと、日

常生活が無くなった所で災害に対応するパタ－ンと、色々有ります。

発災の前の８月１９日の晩、大雨洪水警報が出ました。先程申し上げたように、

我々旅団は、情報収集と初動で活動する部隊とで準備を始めます。普段の警戒態

勢より、プラスαの何人かを準備します。８月２０日朝、５時３０分になりまし

た。災害派遣要請の前に旅団司令部から連絡員を広島県庁他に派遣しました。災

害が発生してから、「じゃあ、連絡員を派遣してくれませんか」と言われて、「は

いっ」と言って、そいつを家から呼んできたのでは間に合いません。要員は事前

に出勤させております。連絡員を派遣し、６時３０分、災害派遣要請ということ

で部隊を出します。私は指揮官として任務を遂行するにあたり、俺はこんな事が

したいと各指揮官に企図を示します。それに向かって部下の隊員はそれぞれの任

務に向かいます。私が示した企図は、「１ 旅団は、当面、人命救助・行方不明者

捜索を最優先して本派遣任務を遂行する。」、「２ 政府現地対策本部、県、市等

の関係機関との連携・情報共有を図れ。」、「３ 災害対応の長期化・ニーズの変

化を予期しつつ作戦を進めよ。」、「４ 二次災害防止に留意して、緊張感をもっ

て行動せよ。」です。当時、まだ広島市内、私の官舎は海田市駐屯地の近くに有る

のですけれども、そこはそんなに雨は降っておりませんでした。発災現場は降っ

たり止んだりしていました。湿度が９８％位有りまして、山から土砂がどんどん

流れてくる状態の中で災害派遣要請が有りました。災害派遣が進んでいくと、人

命救助から救援、復興まで色々やることは有るのですけれども、ニ－ズの変化と



いうのは出てきます。最初は命が助かれば良いということですが、お風呂に入り

たい、水が欲しい、食料が欲しい、暖かい布団で寝たい。そういった中で、ニ－

ズの変化の中で自衛隊はどう対応して行くんだと。或いは県、市がどういう方策

を行って、教育の復興、水道の復興、ガスの復興、電話の復旧、電気もいいよと、

こうなっていきます。全体像の中で自衛隊は何を行うのか。あまり具体的なこと

は言っていません。何故なら海田市駐屯地から１０ Kｍしか離れてなくても、現
地に行っている指揮官に任せるからです。私は現地にいる指揮官を尊重して、現

地の指揮官を信じて、現地の指揮官が動きやすいように上司と交渉します。指針

ということで、現地の指揮官に示します。

災害派遣の３週間、延べ人数でいうと２万１千人。これは１３旅団が派遣した

人数です。人命の捜索も瓦礫除去もしました。お風呂もやりました。発災して三

日間が重要だと申しました。毎日、７００～８００名で活動しました。「１，００

０人とか出せないんですか。なんで６００～７００人で行っているのか。」という

質問を受けました。総理からも同様の質問を受けました。１,０００人も投入でき
ません。何故出来ないか。旅団にその力がないからではなくて、災害の現場がも

のすごく限定されているものですから、文字通り６００～７００人、１,０００人
もいたら捜索できません。やはり探すにはそれなりの適切なスペースが必要です。

それよりも何よりも、急斜面なので、雨が降ると斜面が崩れて二次災害の可能性

も有るし、夏なので、気温・湿度も高い。隊員も四六時中、２時間交替で替わり

ながら２４時間捜索をします。ですから先端戦力は５００名位です。最初、胴長

をくれと言われました。しかし、胴長は使っておりません。何故使っていないの

か。役に立ちませんでした。御嶽山の噴火もそうなんですけど、胴長というのは

ブカブカなので、ぬかるんだ土砂の中では動けませんでした。隊員はやはり胴長

はいらないと言って、腰まで胸まで浸かりながら作業しました。不幸にしてそん

なに多くは助けられませんでした。住宅地が斜面で、寝てた時間に流されました。

ですから水の流れた跡は分かります。それと一緒に家が転がっていったのも分か

ります。家が流された。そこで見つかるのは寝たままの寝具に包まれた方が見つ

かります。屋根とかに避難されている方は助けます。海上自衛隊からは救助犬も

出動しました。ボランティアの救助犬とともに探します。また、崩れた家には、

まず、消防が行ってくれます。有毒ガスが出ていない。家も大丈夫となると次に

自衛隊が行きます。道路に行方不明者を発見します。そこで警察にお渡しして検

死をしていただきます。その時に、ぬいぐるみとか写真とかが見つかります。そ

れは捨てるのではなく、横によけて置いて、警察を通じてご家族の方に渡すとい

うことをやります。ただ、住宅地なので非常に大変なんです。フェンスが有りま

す。そこに居るのに手が届かない。重機を入れて持ち上げればいいんだけど、地

盤が弱くて、道が狭くて入れない。チェンソー等で切りながら入っていって一人

でも多くご家族の方に返すことをします。行方不明の方の一部が見つかるのでは

ないかと、泥を掬ってこしてみたりもします。実際に見つかります。見つかった

ものは、犬か分かりません。豚かも知れません。家畜かも知れません。人間かも

知れません。そういうのを全部、痕跡があれば全部掬うということで、黙々と隊



員が夜通し行いました。これは隊員の、ストレスが相当なものだと思いますけれ

ども、土をどけて。「いたぞ－」と。「大丈夫ですか」というのはまだ良いです。

黙々と、音もしません。掬った泥を手でこして洗います。最後に、一斉捜索。３

週間でそろそろ大体、７４名の方の行方不明者中７２名が発見されました。２名

のうち１名は、体の一部が発見されているものの、全体が発見されていない女性

の方。もう１名は全く痕跡が見つからないのが、山口の連隊の隊員のお父さん。

最後に見つかりました。それは何処から見つかったか、私たちが毎日通っている

道の下から見つかりました。救助するために、上の方に重機を上げるので道路を

平らにします。その下に埋まっている者も一応は見ますけれども、最終的に救助

全体のことを考えて、ここを全部綺麗にする時間が無かったので、最後、全部終

わってからどけました。そうしたら、暗渠となっている排水溝のいっぱい詰まっ

た泥の中に埋っていらっしゃいました。隊員のご家族の方ということで非常に印

象深く残っています。消防、警察もヘリコプタ－を使ったり、２４時間捜索した

りしているので投光器を持って行って捜索をしました。住民の方からは安心でき

るから居て下さいと言われました。夜、空き巣とか心配ですから。投光器付けて

自衛隊がうろうろしていると、防犯上良いようです。地面が緩すぎちゃって、キ

ャタピラの大きいのは沈んでしまいました。ですから、最初は人力でした。用水

路の暗渠の捜索では、中にガス等何が有るか分かりません。溜まっていますが捜

索しなければなりません。日常生活を行っている所のパチスロ屋さんの駐車場を

無料でお借りしました。トイレも何時でも使って下さいと言われました。

政府対策本部である県庁や市役所の部屋には警察、消防、自衛隊が居たので、

毎日のように顔をつきあわせて仕事をしていました。また、自治体の機能が顕在

していましたので非常に助かりました。応急復旧から復興への道を考えて下さっ

たことで、計画が出来ました。住民の方たちも色々ストレスが溜まります。それ

で隊員に対して不満をぶつけられますけれども、警察が色々な苦情を聞いて下さ

いました。

民間力も非常に助かりました。場所も貸していただきましたし、学校も貸して

もらいました。海田市駐屯地で現地の映像を見れるように NTTドコモに協力をい
ただいたモバイル通信、現地でスマホを持って歩いて行きました。

幼稚園なり、病院なり、動物病院など沢山の方々からメッセ－ジをいただきま

した。「いつもみんな助けてくれてありがとう。僕たちも手伝ってあげたいけど、

子供だから、あなた方に働いてもらいます。」と書いた文書をもらいました。何よ

りも励みになるのはこういうことです。

「百万一心」の訓えをモットーに、私達はこの災害派遣任務を遂行しました。こ

れは、毛利元就の訓えで「日を同じうし、力を同じうし、心を同じうして、事に

あたる。」という意味です。

以上、駆け足でお話ししました。この中で、自助だ、共助だ、公序だと言うの

が有りました。全てがユニ－クなんです。１つ１つ特別なものなんです。ですか

ら、前の災害の記憶は生きると思いますけれども、我々は、想像力を働かせて次

の災害ではどういうことができるのか？助けなければならない人がいて、回復し



なければならないコミュニティがある場合にはどうしようかと考えることが必要

です。自衛隊を使おうが、警察を使おうが、消防を使おうが、それは手段です。

目的は人を助ける、コミュニティを復活させることです。そこからスタ－トして

いくと自ずと自分で何をしなければならないのかが分かると思います。周りをど

うすれば良いのかということを少しでも考えていただければよいと思います。ど

うも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。

それでは、ここで、会場の皆様からの御質問をお受けしたいと思います。なお、

御質問の内容につきましては、その概要を当局のホームページに掲載させていた

だきますので、あらかじめご了承下さい。その際、質問者のお名前等は掲載せず、

御質問の概要のみを掲載させていただきます。

それでは、御質問のある方は、係員がマイクをお持ちしますので、挙手を

お願いいたします。

【質疑応答】

質問者： 災害派遣に関し、行政からの支援要請だけではなくて、自主派遣されるという

ことで心強いのですが、より専門集団としてという意味で、深く機関と協力しな

がら、ここで今災害が起こりそうだ。ここで人命が失われる。あらかじめ、かな

り前から対応できないか、予測できないかどうか、その辺について御意見を

お伺いしたい。２点目は、最近、原子力発電所で事故がございました。福

島でも除染活動に参加されたということを聞きましたけれども、更にテロ

の対象になる可能性もあるということで、この辺につきまして、どのよう

な対策を取られているか。御説明いただければと思います。

旅団長： ２つ御質問をいただきましたが、総合しますと災害を始めとした事態について

予見して、それに対し備えるという事を日頃から出来ないかという話ですが、こ

れはやっております。これには２つの意味あいが有ります。１つめは、事態の構

想を思い描いて対応を練る。２つめは訓練をしておく、と言う点です。

我々情報担当者がおります。ここに居る今パワ－ポイントを操作している者が

作戦担当者でありまして、オペレ－ションなんかのシュミレ－トを行っておりま

す。情報担当者は、自然災害、原子力災害等何が起きそうなのか予測します。私

たちにとってみれば、災害も自然災害も人災も、例えば防衛出動事態もテロを含

めてですね。対応しなければならない、いわゆる事態という括りでは一緒にな

ります。ですから、何が起きるのか日頃から部下に言っているのですが、「思い

描く想像力と作り出す創造力を持て」と言っております。そういう面で何時も頭

の体操をしています。その中で幾つか類型が整理されて来ます。

そうすると私たち一人でできることについては、自分達だけで訓練すれば大丈

夫ですが、世の中そううまくはいきません。よく自衛隊は自己完結能力を持って



いるという風に、何でも自分達でできるぞと言われます。飯も作れるし、風呂も

沸かせるし、燃料も補給できる。そういう面も持っている。ですけど、先程言

ったように世の中には専門の人達が沢山います。自己完結性という言葉が独り善

がりになってはいけない。ですから、共同する警察だとか、消防だとか、県だと

か、NTTだとか或いはNEXCOだとか、通信会社だとか、或いは医療機関と常日頃か

ら事態を想定して連携しています。ただ、何回も申し上げましたけれども、災害

派遣は私達が思い描いているとおりに物事が必ず起きるとは限りません。

加えて大事なのは、皆さんもそうだと思いますけれども、３人で訓練を行った

場合、３人で何か行おうと考えますが、常に３人で何か行うことはできません。

今持っている戦力を基本的にMAXとして、間引かれた人間でしか対応できません。

ですから訓練する時に非常呼集を掛けると、あなたは居ない人、あなたは居る人

とします。それでも組織は動くことができるよう訓練します。

よく、「想定外」と言われます。想定外を出来るだけ無くして、出来るだけ準

備に備えます。準備に当たっては、これが必ず完璧では無いということを何時も

思っています。テロ対策も原発も同じです。テロ対策も警察との共同で行います。

共同に至る手続きの確認のみにとどまらず、訓練をより実践的に行っています。

頭の体操をしながら、私達しか出来ないことを出来るだけ実態的に近い状態で訓

練しています。

司 会： 予定の時間も参りましたので、これで一旦質疑応答を終了させていただきます。

また、第２部の講演終了後、第１部に関する御質問を含め、質疑応答のお時間

を取らせていただこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ただ今から、１０分間の休憩とさせていただきます。第２部は、１９時０５分

（適宜１０分程度）からの開始とさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。

【第２部講演】

司 会： それでは、第２部に入らさせていただきます。

第２部は、山口県総務部危機管理監 矢敷健治（やしきけんじ）様から山口県

の防災対策について、講演をいただきます。矢敷危機管理監は、山口県柳井市出

身で、昭和５７年に山口県庁に入庁され、農林水産業の振興をはじめ、県政の様

々な分野を経験し、今年度、山口県総務部危機管理監に就任されました。本日は、

「山口県の防災対策」と題して、お話をしていただきます。それでは、矢敷危機

管理監、よろしくお願いします。



【講演】「山口県の防災対策」

山口県総務部危機管理監 矢敷 健治

管理監： 私、「危機管理監」を昨年の４月に拝命いたしました。「危機管理監」とは、何

をするのだろうかというところを、はじめに、お話させていただきます。

「危機管理監」は、読んで字のごとく、まさに危機管理事案を対象に様々な調

整をするのですが、２つの分野がございます。今日の大きなテーマになっており

ます自然災害と、それから、先程お話がありました鳥インフルエンザなどの危機

管理事案です。県内には周南を中心としてコンビナートが５地区ございます、平

成２３年、２４年と爆発事故がありました。最近では、山火事等が時々発生して

おりますし、昨年は、関門海峡で、まだまだ戦争の跡といいますか、機雷が発見

されます。こちらに関しては海上自衛隊の下関基地の方に処理をお願いしており

ます。いずれにしましても、危機管理事案が発生した場合は、県庁の担当の課だ

けでは対応ができないため、知事の指示の下に関係部局の調整や、あるいは消防、

警察、自衛隊、海上保安庁等々との連絡調整を行うことが私の仕事でございます。

本日は、自然災害を中心に、４つの柱でお話をさせていただきます。山口県の

災害の教訓等を踏まえながら、今後懸念される地震、津波の話、それから山口県

の防災対策、今後、山口県が力を入れていきたいと考えているもの。そういった

ところをお話させていただけたらと思っております。

本日は、３月１１日でございますので、冒頭、皆さんで黙とうを捧げました。

ご存じのとおり東日本大震災は我々日本人にとりまして大きな教訓であり、決し

て風化させてはいけません。本日は、防災について、しっかり考えていく非常に

重要な日ですので、少しでもお役に立てるよう、お話をさせていただきます。

まず、防災につきましては、これで、安全、１００％大丈夫だということはご

ざいません。過去の災害を教訓としながら、その取組、災害対応力、あるいは地

域で言えば、地域防災力を高めていく取組を県、市町あるいは警察、消防等に協

力をいただきながら進めております。

こちらに、山口県の主な災害を整理しておりまして、特徴的なものを挙げさせ

ていただきました。私自身、山口県は災害が意外と少ないイメージを持っていま

した。昭和１７年は、私もまだ生まれておりませんが、周防灘台風の災害があり

ました。高潮による被害です。山口県の大きな自然災害の一つに高潮があります。

それから地震は割と少ないのですが、大雨を契機とする土砂災害が、特に、平成

１７年以降に毎年のように続いておりまして、現在の山口県の災害の特徴と言え

るかもしれません。

こちらは２年前になりますが、７月２８日、今日も少しお話がありましたけど、

山口県北部の萩、山口市の阿東地区で時間雨量が１３０ミリを超える大雨によっ

て、川が増水して家が孤立し、逃げ遅れた方を山口県のきららという防災ヘリで

救出した際の写真です。この時は、阿東地区のキャンプ場、十種ヶ峰で孤立した



方がいらっしゃって、２００人を超える方を陸上自衛隊防府の１３飛行隊の方に

搬送していただきました。それから、こちらは、昨年８月の豪雨災害です。こち

らは山陽本線です。山陽本線のすぐ近くで、山が迫っていた所ですが、こちらの

裏山が崩れ、住宅のあった１人の方が犠牲になられた災害も発生いたしました。

ご説明しましたように、山口県では、高潮、それから土砂災害が特徴的な災害

ですが、それらを引き起こす原因をこちらに簡単に整理しております。山口県は

三方が海に開かれていると言っています。よく三方を海に囲まれと言われますが、

山口県は三方を海に開かれたという言い方をしております。これは、天皇陛下が

豊かな海づくり大会で山口県に来られた際に、「山口県は海に囲まれているので

はなく、海に開かれている」とお話がありました。それ以来、このような言い方

をしております。山口県は、日本海側も含めて海岸線が１，５００kmあり、全国

で第６位の長さで、高潮の影響を受けやすいところです。それから、平野が少な

く、たくさんの小さな河川が多いことから、洪水、土砂崩れを引き起こす急傾斜

地が多いという特徴があります。土砂災害警戒区域、山口県はイエローゾーンの

指定は既に終えており、その箇所数は全国２位です。イエローゾーンの指定区域

の第１位は島根県です。広島県と思われた方もいらっしゃると思いますが、実は、

土砂災害の危険箇所が一番多いのが広島県です。ただし、広島県は法律に基づく

区域指定が進んでいないので、昨年の災害の時もその辺の事が色々議論になりま

した。法律に基づいた区域指定が進めば、おそらく広島県が第１位になると思い

ます。土砂災害については、一番気を付けなければいけないところです。

雨の特徴を気象台の資料を基に整理しておりますが、こちらに１日の降水量が

１００ミリ以上の日数、それから１時間ごとの降雨量５０ミリ、８０ミリ以上の

降雨の推移を、更には今後どうなるかについて整理しております。西日本は、こ

れから、こうした降雨が増えていくことが予想されていますので、そういった中

で対応する必要があるということが１点です。

もう一つ、最近、特に東日本大震災以降、地震、津波の話をよく耳にしますの

で、これから懸念される地震、津波についてお話いたします。山口県では、大き

く３つ今後懸念される地震があります。先程、掛川さんからもご説明がありまし

たが、平成７年の阪神淡路大震災が日本全国にとって、「こんな大きな地震が起

きるんだ」という大きなきっかけとなったと思います。更には、その後、福岡で

も地震がありましたし、新潟でも大きな地震がありました。それらを契機に、各

県で、今後、懸念される地震をまとめたものがこちらで、大きく分けて３つあり

ます。

最近、よく聞く南海トラフを震源とする地震については、後程、詳しく御説明

いたします。それ以外に、安芸灘の伊予灘のプレート内地震。それから県内を走

る活断層。活断層は、山口県には、だいたい１０個以上、１５ぐらいあるのでは

ないかと言われておりまして、そういった大きく３つぐらいの地震が想定されて

おり、このとおり被害想定をまとめております。特に、県内を走る活断層につい

ては１千年から１万年の単位で動くといわれています。いつ起こるかわからない

ため、一番懸念されるかもしれませんが、間隔が長いので予測はできない、非常



に難しい地震です。

それから、安芸灘、伊予灘のプレート内地震。こちらは、平成１３年に実際に、

発生しました。県内で過去に発生した大きな地震は７つぐらいと言われています

が、この地震は、平成１３年３月に山口県東部を中心に揺れまして震度は６弱で

した。震源地は、広島の方だったと思いますが、県内では岩国市などで震度５強

を観測しました。こちらは、山口県東部の周防大島町での住家被害状況ですが、

こういった建物被害があり、負傷者も発生しました。幸い亡くなられた方はいな

かったところです。それから、ご存じの方もおられるかと思いますが、昨年の３

月１４日に、伊予灘のプレート内地震があり、やはり、県東部を中心に揺れまし

て、震度は５弱でした。災害対策本部を立ち上げましたが、被害は少なかったと

いう状況です。

そして、今から一番懸念され、皆さんが耳にされる南海トラフ地震について少

しお話しさせていただきます。南海トラフを震源とする地震は、四国沖にありま

す南海トラフ、「トラフ」とは海底盆地あるいは溝と言われています。だいたい

約４千メートルにある海底盆地のことを言います。プレートとプレートの境目に

あたるとのことですが、そこを震源とする地震の発生が過去にあったことを整理

しています。東から、東海、東南海、南海地震です。そして、南海、東南海の前

回の地震発生は、１９４４年で、戦争のまさに末期です。また、その２年後に発

生しています。こちらにありますように、概ね１００年から１５０年の間隔で発

生しています。

それから、東海地震は、１８５４年以降、発生していないことから、阪神淡路

の地震が起きるまでは、東海地震の発生が盛んに報道されていました。このあた

りが空白になっており、「地震発生に気をつけましょう。」ということで、静岡県

は全国でも地震対策が進んでいます。また、こちらにありますとおり、南海トラ

フを震源とする地震の３０年以内の発生確率は７０％であり、県は対策を進めて

いるところです。

ここでもう一つ、話が少し難しくなるかもしれませんが、南海トラフ巨大地震

のお話をします。話が少し戻りますが、こちらの地震は、一つ一つに分けていま

すが、過去３連動で一緒に発生した地震がありましたし、分かれて発生したこと

もありました。東日本大震災の際に、盛んに「想定外」ということが言われ、現

在、考えられる最新の科学的知見に基づいてマグニチュード９クラス、最大クラ

スの地震、津波を想定することとなり、その場合の被害がどんな状況で、どれだ

け揺れるのかということを、国がとりまとめた結果がこちらです。

こちらは日向灘ですが、これら４つの地震が連動して起こったときを南海トラ

フ巨大地震、最大クラスの地震として被害想定をとりまとめています。こちらに

ありますとおり、南海トラフは四国沖なので四国で震度６以上の揺れがあり、山

口県も周防大島あたりは震度が大きいのですが、震度６クラスと予想しており、

県は、それらを昨年の３月にとりまとめました。最大クラスの震度としては県東

部を中心に５弱から６強、特に平郡島では６強を予想しており、最大津波も発生

して下関、柳井、平生では最高水位３．８mの津波が予想されています。ただし、



到達時間が約２時間あります。また、死者を６１４人と予想していますが、地震

の揺れの後、防災情報をキャッチして避難行動をとっていただければ、この被害

を最小限にすることができるのではないかと専門家がおっしゃっており、それに

向けた、いろいろな防災対策を進めることとしております。

こうした被害想定を踏まえ、国において南海トラフ地震対策の推進に関する特

別措置法が作られ、防災対策推進地域が指定されています。その要件としては、

震度６弱以上または津波高が３m以上で海岸堤防が低い、いずれかに該当する場

合で、県内の瀬戸内海沿岸１５市町が防災対策推進地域に指定されています。該

当の各市町の各事業者、特に病院やスーパーマーケットなど不特定多数の方が利

用する施設について、避難に関する計画の届け出をお願いしており、現在、対象

の約１，３５０事業所等の８割弱の約１０００事業所が届け出済です。引き続き

１００％の届け出まで努力したいと考えています。

それから、この法律とは、別に津波防災地域づくり法がございまして、この法

律に基づいて、先程説明しました土砂災害警戒区域と同じように津波災害警戒区

域の指定も進めております。山口県のホームページをご覧いただくと区域指定の

案を示しており、この３月末に指定する予定にしております。そういったものを

踏まえ、市町では、津波ハザードマップの作成を今から進めていただくなど、南

海トラフ地震にも備えた取組を進めております。

以上、簡単ではございますが、山口県の過去の災害、今後、懸念される南海ト

ラフ地震についてお話させていただきました。これから、山口県が、防災対策を

どのような体制で行っているかについて、お話しさせていただきます。

防災対策の基本は災害対策基本法でございまして、この法律に基づいて、それ

ぞれの責務がございます。国、県、市町村それから指定地方公共機関、住民の責

務もしっかり規定されていますが、この中で一番、ご苦労されているのは市町村

です。国や県は、市町村への広域的な総合調整が役目になっておりまして、一番

住民に身近な市町村の責務が一番大きいところです。市町村は、日頃から、災害

に備えて各種ハザードマップを作成したり、訓練を実施したり、そういった取組

を進めておられますし、実際の災害時には避難勧告の発令や避難所の開設など、

まさに、現場での対応をされておられますので、市町村の責務は非常に大きいこ

とが、この法律から読み取れるところです。

そして、県は、この法律に基づいて、防災会議を設置しており、いろいろな関

係機関が構成メンバーになっております。知事を会長にして、陸上自衛隊では、

第１７普通科連隊に参加いただいておりますし、地方行政機関の長では、中国四

国防衛局長様にも参加いただいております。他、中国地方整備局等にも参加いた

だいて、５５名の体制で県の地域防災計画を作成します。ちなみに、国には中央

防災会議がございまして、県は、国の防災基本計画に準じて計画を進めておりま

す。県の地域防災計画は、県の防災会議が作成するということが要点です。県の

計画ですから、県が防災対策を行えばよいということではなく、関係者で合意し

て作成しますので、地域防災計画における、それぞれの役割や業務について不断

の見直しを進めて実行していくこととしており、防災会議５５名の方々にも責任



がある計画でございます。

それから、実際に災害が起きた時にどうするのかというところですが、災害対

策本部を立ち上げる前から、一定の基準に基づいて配備体制を執っています。県

には、防災危機管理課という部署があり、宿日直体制で２４時間、職員が常に２

名おりますが、大雨注意報、警報が発表されれば、更に職員を増やして配備を進

めています。更に台風の上陸が明らかである、あるいは実際に災害が起きたとき、

地震については、震度５弱以上の地震が発生したときに、災害対策本部を速やか

に立ち上げる体制にしております。災害対策本部では、「人命最優先で救助にあ

たりましょう。それから、避難情報等をしっかり把握しましょう。関係機関が連

携して情報を共有して対応しましょう。」という方針を皆で確認して対応してい

ます。

災害対策本部は、基本的に県で構成しておりますが、山口県は陸上自衛隊第１

７普通科連隊から職員を会議に派遣していただいております。情報を共有して速

やかに、場合によっては、自衛隊に派遣を要請することもあります。ちなみに、

昨年は、自衛隊の派遣要請と同時に、災害対策本部を立ち上げました。こちらは、

自衛隊を派遣していただいたときの状況です。現場では、実際に消防、警察、自

衛隊あるいは海上に関することは海保も一緒になって、連携して対応しますその

際に情報共有し、指揮命令系統が輻輳しないよう、災害対策本部に他機関の方も

参加いただいております。

それから、今日の旅団長の話にもありましたが、大規模な災害になると、どう

しても県や市町だけでなく、自衛隊がいないとなかなか速やかな救出ができない

ことから、こういった行方不明者の捜索、避難の援助、給水活動などをお手伝い

いただいているところです。こちらは一昨年の写真ですが、キャンプ場から孤立

した方を救出している時の写真です。こちらは、防府の災害の時に給水支援の際

の写真だと思います。

山口県の場合はご存じだと思いますが、自衛隊は陸海空全ての自衛隊が揃って

いまして、県内に８つの基地がございます。また、山口県は離島が多く、有人離

島が２１離島ございまして、特に見島などでは、本土に来るのに時間がかかりま

すので、急患が発生した時の搬送についても自衛隊にお手伝いをいただいており

ます。災害での派遣とは少し違いますが、そういったことも含め、自衛隊は大変

心強い存在であるということを私、強調したいと思います。

こちらが自衛隊の派遣実績です。こちらは、昨年の給水支援で第１７普通科連

隊に対応いただきました。平成１７年から整理しています。覚えておられる方も

多いかと思いますが、こちらは岩国市の美川での災害。こちらが防府市の災害、

こちらが山陽小野田市の厚狭での災害です。こちらは、県北部の萩市、山口市阿

東、こちらが岩国の災害です。この中で、一番被害が大きかったのが、防府市の

災害で犠牲者も２０名を超え、ご覧のとおり中部方面隊、それから１３旅団、つ

まり広島から、かけつけていただき、お手伝いをいただいたことも実績として、

ご紹介させていただきます。それから、１３飛行隊、陸上自衛隊でも飛行隊を持

っているのは、中国地方で山口県だけという話が先程ありましたが、１３飛行隊



にも救助いただいております。

そして、今後、どうしていくかということについて、少しお話をさせていただ

きます。東日本大震災を契機に、災害対策基本法が大きく改正され、災害は避け

ることはできないということを基本的な考えとして、新たに災害対策の基本理念

が規定されました。今、申し上げましたように、災害は起きることを前提に対策

を考えること、防災・減災という考え方、それから、自助、共助、公助について

規定されました。災害対策は、ハード面の話が多くなりますが、ハードだけでは

なく、日頃からの訓練、防災教育、さらには過去に起きた災害教訓の伝承なども

新たに加えられました。県としても、こうした考えに基づいて、これから、取組

をしなければならないということで、県の取組をご紹介します。

これからの災害対応は、公助だけでは難しい。やはり、「自分の命は自分で守

る。」ということを基本としながら、行政あるいは防災関係機関が助け、更には

地域の皆さんで助け合って、そういったものが隙間なく繋がり、お互いに連携し、

補完しあって初めて災害を最小限に食い止めていくことができるのではないか

と、県としては、こういった考え方に基づいて各取組を進めていこうと考えてい

ます。昨年の和木、一昨年の萩もそうだったのですが、行政自体が被害を受ける

ことがあります。道路が寸断されると、行政が現場に間に合わないこともありま

すので、それまでは「自らの身は自分で守ってください。それから地域の皆さん

で何とか公的な人が助けに来るまでは何とか自分たちで対応してください。」と

いうことをご理解いただきながら、防災を繋いでいくというのが我々の考えでご

ざいます。

具体的に、これから県が進めていくことを紹介します。最近の大規模な土砂災

害や大雨の教訓は「迅速かつ適切な避難勧告の発令」、「遅れ遅れにならないよう

に発令してください。更には住民に確実に伝えてください。」ということになり

ます。

それからもう一つ、「自らの命は自らで守る。」ということで、そのために自主

的な活動、自主的な取組を進めてほしいということも教訓の一つだと思います。

最初に申し上げました、迅速かつ適切な避難勧告の発令、各人への伝達に向けて、

今、進めていくことが２つございます。

山口県は、防災情報システムを平成２０年から運用しており、このシステムに、

県、市それから各種防災機関等を繋いで情報を一元化して災害対応にあたるとと

もに、それから各住民にホームページを通じて伝えていく、そういった機能があ

りますが、その耐災害性を進めようというのが一点です。

もう一つは、Ｌアラートです。実は、今までの避難勧告等につきましては、市

町からマスコミに資料を配付する方法で、ラジオ、テレビ等を通じて発信してい

る状況でしたが、そういった紙情報から、情報共有するために共通の基盤を作り、

県内の市町で避難勧告等の情報を入力すると、速やかにテレビに画面に発表され

る仕組み、そして、県民ができるだけ防災情報にアクセスしやすいような、シス

テムを共有しようという取組です。この取組は、中国５県で一番遅く、他県では

既に導入を開始したところ、あるいは整備を進めているところもありますが、山



口県は、来年度から、実施設計をして平成２８年度からの運用を目指します。で

きるだけ、速やかに情報伝達を確実に県民へ届けていく必要がありますので、来

年度から導入をしていくこととなりました。

それから、災害はもう避けられないということで、国は、国土強靱化基本法を

制定し、国土強靱化基本計画を昨年の６月に策定しました。その計画に基づいて

国は、国土強靱化いわゆる事前防災、発生してからではなく、発生してもできる

だけ被害を最小限に食い止めるハード、ソフト組み合わせた取組を進めていると

ころです。地方自治体も、同様の計画を策定するよう、国から求められており、

来年度、県は国土強靱化地域計画を策定します。県が策定する計画ではあります

が、県の取組だけではなく、各防災機関の取組も含めて、県全体の推進方針をと

りまとめ、防災会議等もございますので、そういった機会を通じ、意見を聞いて

策定したいと思っています。

今までの説明は公助中心ですが、もう一つ大きな柱として、地域防災力の充実

強化も、これから進めていきたいと考えております。一人一人の防災意識を高め

ていく、啓発を強めていくことが必要です。日頃からの備えと災害時の対応が基

本となりますが、一番強調しておきたいのは、避難場所の確認と備蓄についてで

す。水平、垂直避難という言葉がありますが、水平避難とは避難所へ逃げること

ですが、最近の雨は夜中に記録的な豪雨となっており、むしろ、下手に外に出た

ら危ないということがございます。国も昨年の４月から、「場合によっては屋内

退避、いわゆる２階以上に垂直避難してください。それも避難行動の一つです。

それから、山と離れた山側に近い部屋から遠い部屋に移動する。そういった避難

も正しい避難行動のひとつです。」ということを言っており、県もいろいろな場

所で説明させていただいております。実際に、広島県の災害の時も同じ話があっ

たかと思いますが、子供さんが２階で寝ていましたが怖くなってお母さんと１階

に降りて被害にあったという話も伝わっていますし、そういった避難で命が絶対

助かると言えませんが、場合によっては、怪我で済んだかもしれないということ

もあります。こういった正しい防災知識、常に避難と言えば避難所に逃げること

だけではないということを、今から伝えていく必要があると思っています。私は、

いざというときには絶対に職場にかけつける必要がありますので、家内には、こ

ういった日頃からの備えをしておきなさいと、この仕事に就いた時に言っており

ます。

それから、災害教訓の話ですが、「こんな災害は経験したことがない。」とよく

耳にします。ところが、さっき説明しましたように、地震は、１００年とか１５

０年の間隔で発生しています。たまたま、我々の時代に発生していないだけかも

しれません。人間は忘れるということがありますし、経験していないことについ

ては、過去の伝承をきちんと伝えて、それを我がことのように考えてもらうこと

が必要であると考えております。国の防災基本計画にもそういった内容が書かれ

ていますし、県としてもそういった取組を進めていくこととなり、来年度、県内

の過去の災害の歴史、伝承を集めて防災教育に活用する取組の準備を進めていま

す。山口県では東南海、南海地震の時の記録として海抜１８ｍの所にある祠、こ



こまで波が押し寄せたという言い伝えがある、そういったもの、あるいは海抜２

３メートルのところにタコが打ち上げられた逸話もあります。そういった伝承な

どを集めて県民の方へ紹介し、学校での防災教育にも活用してもらえるよう、そ

ういった取組を今から進めていくところです。

また、地域防災力の要となる自主防災組織の活性化についてですが、山口県は

地域防災力の要として自主防災組織の取組を進めてきており、おかげさまで、組

織率を９２％まで高めることができました。全国５位と非常に高い組織率になっ

ておりますが、人材がいない、組織活動のノウハウがないといった課題があり、

活動が低調であることから、今後、組織の活性化に取り組んでいく予定です。

それから、一昨年の萩での災害を教訓として、自主防災組織だけではなく、地

域の様々な主体が参加して一緒になって助け合って、行政がかけつける前にお互

いに誘導し、２階に避難をさせるなど犠牲者を出さないようにする相互支援体制

の構築を今から進めていこうと考えています。要は、日頃からの顔の見える関係

づくりを今からしっかり行い、いざというときには、お互い助け合うということ

です。昨年の１１月に長野県で大きな地震があり、白馬村では家の下敷きになっ

た方がおられたのですが、そこでは、地域の皆さんの電話連絡網が整備されてお

りまして、電話番号が変わったら、すぐにお互いに連絡しあって変更するという

仕組みができておりました。行政がかけつけるまでもなく、皆さん同士で助け合

って犠牲を出さなくても済むようなこともありますので、そういったことを踏ま

え、こういった連絡体制の確立についても進めていきたいと考えています。災害

時の対応については、先程説明しましたとおり、避難場所への避難だけではなく、

垂直避難、こういった方法もありますということを、しっかり説明しながら、地

域でお互いを支え合う相互支援体制の構築を進めていきたいと考えています。

以上、少しかけ足になりましたが、山口県の対応、今後、進めていく取組につ

いて紹介させていただきました。簡単にまとめとして、お話をさせていただきま

す。本年度は、昨年度に引き続いて大きな土砂災害が発生いたしました。それか

ら、ご存じのように長野や岐阜での火山の噴火もあり、全国的に災害が頻発して

おります。特に雨の降り方は、局地的かつ短時間、更には記録的な豪雨もあり、

山口県としては、災害はいつでもどこでも起こりうるという認識で今から対応し

ていく必要があると考えています。特に、不安なく暮らせるということは、あら

ゆることの基本であり、「災害に強い県づくり」を進めていく中で、自助、共助、

公助が隙間なく連携し、補完する取組をしっかり進めていきたいと考えておりま

す。自分の命は人任せではなく自らで守ることを基本にして、日頃から考えてい

ただきたいということ、それから一方では、公助としては防災機関が連携して対

応する、その時に防災訓練を一緒になってやっておりますが、要は顔の見える関

係づくりをどうやって日頃から作っていくかということが大切です。地域でも同

じように顔の見える関係づくりを進めていく、そういった取組を進めながら、災

害に強い県づくりを進めていく必要があるというのが我々の問題意識でございま

す。

皆さん、今日、３月１１日防災の日でございます。一人一人が自分の置かれた



立場、環境で、何が必要なのか、何ができるのかということを是非日頃から考え

ていただいて、地域の人と顔の見える関係づくりを進めていただければと思って

います。我々としても行政機関同士の顔の見える関係づくりを常日頃から心がけ

ながら、災害に強い県づくりに一生懸命努力していきたいと思います。ご協力の

程よろしくお願いします。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。

それでは、会場の皆様からの御質問をお受けしたいと思います。先程も申し上

げましたが、第１部を含め、御質問を受けたいと思いますので、御質問のある方

は、係員がマイクをお持ちしますので、挙手をお願いいたします。

質問者： 先程言われた今年から取り組まれる国土強靱化の計画は、非常に大事だと思い

ます。というのは、災害が起きて災害に大きなお金を費やすよりも、今ある例え

ば川、川の浚渫が全然されていないのです。川は川としての機能ができるように

しなければならないと思います。土手の上を、堤防の上を、川が越すと言うこと

は、真ん中に州ができているということです。州から木が生えて。それと、雨が

降ると都市計画がきちっとされていないからコンクリートがしてある。今までも

何年も昔からある田んぼとかは、そこは一時的に水を溜める所になります。その

時に水が流れない、一度に流れないようになっている機能をコンクリート化して

下を一度に水が流れるようにするのではないのです。そういう国土計画というか

都市計画、これも考えていく。とにかくお金をかけずに、起きてかけるお金より

も事前に浚渫とか、あるいは、そういうところに配慮して見直せば、いっぱい、

まだやることはあるのではないかと思います。この国土強靱化は非常に大事だと

思います。

管理監： ありがとうございます。国土強靱化計画は、防災部局だけではなく当然ながら

土木関係の土木建築部も一緒になってハード面から、今のお話は日頃からの維持

管理の話だと思いますが、そういったところも含め、どういったことができるか

ということも計画に盛り込んで、すぐにはできないかもしれませんが、確実に着

実にやっていくことを関係者で確認し合う計画にしたいと考えております。発言

のご主旨はしっかりと受け止めて対応したいと思います。ありがとうございます。

司会者： その他御質問等あればお受けします。

質問者： 最近、特別警報等が出たときに、直ちに命を守る行動をしてくださいというこ

とで、今、垂直避難、水平避難という話があったのですが、本当に数値的に実際

はどの方が助かったのかという数値的な裏付けが乏しいような気がします。例え

ば、消防や自衛隊とかいろいろなところがまだ縦割りの状態で、警察にしてもそ

うです。本当に数値的な裏付けを県が持たれているのか、本当に正しい情報なの

か不安という点が１点と、それと連動するようなハザードマップを作っていただ



けたら、例えば、ハザードマップでこういう所は、こういう命の守り方が一番、

こういう状況の時は適切ではなかろうかと。今のハザードマップだとちょっと分

かりづらいというか、崩れますよという危険性だけあって、本当に、命との関連

付けがなかなか分からないというか、その辺はなんとかならないかというのが１

点です。

もう１点ありまして、実は、つい最近、被災地の被災家屋におけるマーキング

というのを、四角を書いて誰がいつから活動したというのを消防団で習っている

ところですけど、消防だけがやっているのか、自衛隊もやっているのか、警察ま

で全部標準化されているのか、いまいち分からなくて、その辺を県としてどうい

うふうに指導していくのか教えていただけないでしょうか。

管理監： まず、バックデータについては、正直なところ見たことがございません。ハザ

ードマップもそういったものがあれば良いと思いますが、そこは今からしっかり

と勉強して行きたいし、国、あるいは特別警報は気象台で発表されていますので、

そういったところも意見交換しながら少しでもお役に立てるような取組を進めて

いきたいと思っています。

ハザードマップについては、市町で、今、一生懸命作成されておられます。住

民の方に、もう少しわかりやすくというのが一番大切な視点だと思いますので、

そういったところにつきましても、４月に防災関係者の市町の課長さん方が集ま

る会議がございますので、そういった場を通じてご意見を伝えて、少しでもバー

ジョンアップするような取組を進めていただくよう、お話をしてみたいと思って

います。

それからもう１点、マーキングの話は、縦割りという訳ではないのですが、地

域の自主防災組織が、少しでも自主防災組織の活動に少しでも役立てていただく

ように様々な機会を通じて、そういった研修の場で学ばれたのではないかと思い

ます。同じことを警察、消防がやっているかと言えば、そこはそれぞれの役割分

担がありますから、共通化されてはいないと思います。それぞれが何をすべきか

を研修の場を通じて、マップを使っての取組等をやっているのが実態だと思いま

す。消防団の活動もされていらっしゃいますので、その辺の疑問は是非市町へ相

談していただければと思います。

質問者： 県の消防学校でやっているのです。

管理監： わかりました、そこは受け止めます。即答はできません。すみません。

質問者： 先程から説明のありました自助、共助、公助の連携した総合的な訓練が今ひと

つという感じがします。縦割りの訓練はしっかりやっていただいていますが、そ

の連接面で何を継続し、何を残し、どのようにやっていくか、細かい総合的な訓

練を希望いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。



管理監： 県の総合防災訓練、どちらかと言えば、啓発的な側面がありますが、今年は６

月に柳井市で実施する予定です。できるだけ住民参加型の訓練にしているのです

が、今、言われた自助、共助、公助をうまく繋ぐ、そういった視点をもう少し議

論してみたい。何ができるか、即答はできませんが、できるだけお役に立てるよ

うな訓練にしていきたいと考えています。貴重な意見ありがとうございます。

司会者： その他ございますでしょうか。それでは、予定の時間も参りましたので、これ

で質疑応答を終了させていただきたいと思います。防衛省・自衛隊としましては、

各種施策の円滑かつ効果的な実施のためには、国民の皆様の御理解を得つつ、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

とも皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。

お手元のアンケートにつきましては、今後の業務の参考とさせていただきたい

と考えておりますので、出入り口付近に設置しておりますアンケート回収箱にご

投入下さいますよう、御協力のほど重ねてお願い申し上げます。

それでは、以上をもちまして、防衛セミナーを閉会したいと思います。

本日は、誠にありがとうございました。


