
第２６回防衛セミナー

日時：平成２８年３月１５日（火）

１８：００～２０：００

場所：ホテルメルパルク松山

別館３Ｆ「ラフィーネ」

主催：中国四国防衛局 後援：愛媛県・松山市

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、皆様にはご多忙の中、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地方調整

課長の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、まず、主催者であります中国四国防衛局長 菅原 隆拓から一言、

御挨拶を申し上げます。

【挨拶】

中国四国防衛局長 菅原 隆拓

皆様、こんばんは。中国四国防衛局長の菅原と申します。本日は大変お忙しい中、多

くの方々にお越しいただき、本当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、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、多種多様な政策を実施するとと

もに、防衛セミナーや日米交流事業の開催に取り組み、防衛省と自衛隊に対する国民の

皆様の幅広い理解を求める活動を行っているところであります。この防衛セミナーは平

成１９年から開催され、当局管内ではこれまで２５回開催させていただいており、松山

市での開催は今回が２度目でございます。本日は陸上自衛隊第１４旅団から柴田旅団長、

愛媛県からは薬師寺危機管理監をお招きし、「自然災害とワタシ～南海トラフ巨大地震

の備えと想定外～」と題しましてお話いただくこととしております。

柴田旅団長からは「平成２７年度日米共同統合防災訓練で見えたこと～自然災害発生時

に自衛隊が出来ること～」と題しましてお話をしていただくこととしております、また

薬師寺危機管理監には、「南海トラフ巨大地震に備えて」と題しましてお話しいただく

こととしております。多くの方々が犠牲となられました東日本大震災の発生から丸５年

が過ぎました。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

こ愛媛県においても、過去に台風、地震等による被害が多数発生しております。当局と

いたしましては、本日、災害をテーマとしたセミナーを開催することにより、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となればと願っ



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、ご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、本日のこ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愛媛県、

及び松山市、また御協力をいただきました愛媛地方協力本部、松山駐屯地の方々をはじ

め、全ての関係者の皆様方に感謝を申し上げ、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１４旅

団長 柴田 昭市 陸将補 から講演をいただきます。

柴田旅団長は、防衛大学校卒業後、昭和６１年３月に北海道の第７２戦車連隊

で陸上自衛隊に入隊され、その後、第１０戦車大隊長、第３７普通科連隊長、東

北方面総監部幕僚副長、開発実験団長、陸上幕僚監部開発官等を歴任。平成２７

年８月に第１４旅団長に就任され、現在に至っておられます。この間、平成２３

年３月の東日本大震災発生時には統合任務部隊司令部幕僚副長にして震災被害対

処の任に就かれております。

本日は、防衛省が米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に取り組んでい

ることについて、「平成２７年度日米共同統合防災訓練で見えたこと～自然災害

発生時に自衛隊が出来ること～」と題してお話をしていただきます。

それでは、柴田旅団長、お願いいたします。

【講演】

「平成２７年度日米共同統合防災訓練で見えたこと

～自然災害発生時に自衛隊が出来ること～」

陸上自衛隊第１４旅団長 柴田 昭市 陸将補

皆様、こんばんは。香川県の善通寺から参りました、四国４県の防衛と災害派遣の任務

を担当しております、陸上自衛隊第１４旅団長の柴田でございます。本日はよろしくお願

いします。

私、昨年８月に四国の勤務となりまして、約８ヶ月が過ぎたところです。去年、４ヶ月

ですけれどもかなりの強行軍で、車を使ってですけれど、遍路八十八箇所を回りました。

愛媛県内は全部回ったのですけれど。自分は四国全県を廻って、本当に四国は良いところ

だなと実感をしております。今、ご紹介していただきましたが、実は５年前、仙台の駐屯

地に勤務しておりまして、その時は、前年の１２月に仙台勤務になりまして、３ヶ月経っ

て、仙台は良いところだな、思った瞬間に地震に遭いました。丁度、私と部下二人とある

訓練の計画を披露しているところでありまして、急にドンときまして。よく消防の方の体

験車の震度なら体験したことがあると思うのですが、全然、そういうのは当てにならなく

て、ここらへんは危ないなと直ぐ簡易テーブルの下に隠れたのですけれども、実感として



１分以上続いたので、これは潰れるのかな、死ぬのかなと思ったのですけれども。たまた

ま建物が一年前ぐらいに耐震改装した良い建物で潰れずに、１分後には机の下から出たわ

けですが、廊下に出たら、廊下全体が煙で真っ白になっておりまして、なぜかというと、

新しい建物の部分と古い建物の部分が擦れ合っておりまして、壁が全部熱を持って粉塵と

なっていたんです。廊下が真っ白になって見えないわけでありまして、それから直ぐ指揮

所に行って、夏まで大震災対応と、年末まで原子力災害対応ということで、その年、災害

対応をしたと思っております。あれから、５年経ったのですが、本当にあの時出来たこと、

出来なかったこと、たくさん教訓があります。我々自衛隊は東日本の教訓を受けて、毎回

毎回、色々な訓練をやってきております。まだまだ不十分なところはいっぱいあります。

特に四国は南海トラフ、今日のテーマですけれども、本当に東日本と比べるとそれ以上に

被害が大きい大変な地震ですよね。しっかりと、様々な機関が連携して、我々も防災意識

をしっかりと持って対応していくことが、本当に大事だなという実感を持っております。

ということで今日のテーマですが、今ご紹介したのテーマで４０分程お話をしたいと思っ

ております。

３０年以内に９０パーセント程度、こういう数値、確率があるんです。これは何か分か

りますか。最初に申し上げた東日本大震災、当時は宮城県沖地震と言っておりました。私

が平成２２年の１２月に着任したとき、まずこの説明を受けて、いいですか、ここは３０

年以内に９０パーセントくらいで地震が起きますよ、と言われたのですよ。それを聞いた

瞬間に、いつ起きてもおかしくないのだな、という風に思いました。ちなみに去年亡くな

られました私の上司、東日本大震災の指揮官であった君塚はこれを聞いてゴルフをやめま

した。ゴルフ場で起きたら帰れないということからです。そのような前任の君塚を本当に

尊敬しております。南海トラフ大地震、これはどのくらいの確率かご存じですかね。知っ

ている方も多いと思われますが、これも同じように３０年以内に何パーセントという数字

が国の方から出されているわけです。７０パーセントです。９０と比べると低いような気

がするのですが。平成２４年度のデータですからもう４年経っておりますので、これが３

０年から４年を引いて２６年以内と読むのか、３０年以内をそのままにして７０という数

字を変えるのか、私も確率は分かりませんが、依然として高いのですね。これはまさに、

今日ここで起きてもおかしくないということです、という風に我々は過ごしています。

このような認識に立って今日はお話をしたいと思います。今日はたくさんお見えですけ

れども、我々自衛隊に対してあまりご存じがない方もたくさんいらっしゃると思います。

ということで、前半１、２項目は自衛隊の基礎的な知識といいますか、それと災害派遣に

関する基本的な事項をお話したいと思います。そして、後半の３番目にですね、昨年の６

月に四国４県で行った、日米共同統合防災訓練のお話をしていきたいと思います。

最初は自衛隊の概要です。うちのコマーシャルではないのですが、自衛隊とはどういう

ものかを知っていただけると、後半の訓練に繋がるのではないかと思います。

私ども陸上自衛隊１４旅団ですがこのような組織になっております。だいたい四国に２，

８００名くらいおります。私がいる善通寺駐屯地には、一番左端の司令部を除くと７個部

隊、そしてこの愛媛県には松山駐屯地に第１４特科隊と第１４高射中隊。特科隊とは大砲

の部隊ですね。高射中隊とは対空ミサイルの部隊です。そのような部隊が愛媛県には駐屯

しておりまして、愛媛県を管轄しております。おそらく記念行事等で皆さん御覧になった



ことがあるかと思います。それ以外の部隊は各駐屯地にいるということです。地図を展開

するとこのようになりまして、黒字のところはただ今、ご説明した陸上自衛隊の部隊です。

四国には海上自衛隊もありまして、この図の紫色の部分ですね、徳島には二つあります。

教育の部隊と、小松島のものは実戦の部隊です。あと、実は対岸を挟んで呉に大きな呉地

方隊という基地があります。四国で何かありますと、全国から集まってきますけれども、

一番近いこの呉、最初に来るのは呉の海上自衛隊です。航空自衛隊は高知の土佐清水に小

規模な部隊ですが、通信隊というものがあります。しかし、航空自衛隊は戦闘機、ヘリ等

で別途すぐ来ますので、九州から、あるいは鳥取の美保から、愛知から、地図には記載さ

れてはおりませんが、全国から飛んできます。十分あると言うことです。ということで、

四国はこのような部隊で守られているということです。我々の任務ですけれども、これは

まさに四国の防衛、警備と災害派遣です。大きく分けて３つの役割があります。いわゆる

防衛、警備事態の対応です。来月から、サミット、外務大臣会議を含めて始まっていきま

すけれども、そういったものを含めて、防衛、警備に対応する。また、今日のメインであ

る災害派遣です。一昨年は徳島で大雪もありましたよね。四国で雪害を受けたのは初めて

だったと思うのですけれども、我々も出たのですが、こういったものもあります。そして、

国際平和協力活動等での国際貢献。この３つが、旅団のみならず自衛隊の主要な役割とい

うようになっています。平素の我々の構え、態勢です。愛媛は、先程述べた１４特科隊が

平素から守っております。高知には第５０普通科連隊がございます。香川、徳島には１５

連隊がございます。実は、我々は常に何かあればすぐに出られる部隊が常に待機しており

ます。２４時間、１時間以内に災害派遣の部隊が、１個小隊、３０名前後が着く。そうい

う規模の部隊がいつも対応しております。防衛警備であれば２時間、これは順番に交代し

ながら、そういう待機態勢をとりながら仕事をしているというところです。

これから訓練をお話しする前に、災害派遣に関する基本的な情報を知っていただくとで

すね、後の訓練の中身が非常に分かりやすいものとなるので少しお話ししたいと思います。

まず、災害対策基本法というものがあります。いわゆる災害対策のための国としての基本

的な法律です。そこにはそれぞれ、責任と運用する部隊が書いております。ほとんどが市

町村長が大きな責任を持っています。一元的には市町村長が防災に対する計画を作成して

実施するということとなっております。そして、消防等を有しております。しかしながら、

県としてはそれを、後半、薬師寺管理監からあると思うのですが、県自体も市町村の業務

を助けて、総合調整をする。県警等を動かします。さらに大きな大規模災害になると、国

が出てきます。そして、国が自衛隊、海上保安庁等を動かして、災害派遣に対応するとい

うのが基本的な法律で決まっております。災害派遣はどうやって要請するのかという手続

きがございまして、災害にも色々あります、自然災害にもこれだけあります、地震から火

災、風水害、雪害、最近四国は渇水の話題を聞かなくなりましたね。よく早明浦ダムの水

が少ない等の話題が最近のテレビに出てこなくて、私も香川におりますけど、去年の夏も

全然心配が無かったです。最近では噴火ですね。桜島、御嶽山含めて噴火が多いです。地

震学者に言わせれば、あれらは地震国日本にしてみれば定期的なものだよと言われればそ

うなのかも知れませんが、目の前であのような噴火を観ればびっくりしますよね。あと、

人的な災害も色々あります。原子力災害、航空機事故、重油流出。ちょっと古い方は平成

９年に日本海側でナホトカ号が沈没して重油がいっぱい出てきたことをご存じかと思いま



す。我々も合羽を着て、重油をいっぱいすくったという、そういう災害を含みます。あと、

沖縄などでは緊急艦艇が来ますね。それと鳥インフルエンザも自衛隊が災害派遣されます。

次に、災害派遣は誰が要請するのだと言うことで、都道府県知事が要請することとなって

おります。あと、四国で言えば、松山の空港事務所長には権限があります。その方々が、

我々自衛隊、それから各方面ですね、それから松山の駐屯地司令、先程述べた第１４特科

隊長は松山駐屯地の長、責任者であり、駐屯地司令と言いますけれども、その駐屯地司令

に依頼をするという手続きとなっております。原子力災害派遣、これは総理大臣が防衛大

臣に命ずるというものになります。災害派遣でも形態上３つに分かれまして、ほとんどが

要請による災害派遣です。「来て下さい」という県知事からの要請を受け派遣されるもので

す。一方で、自衛隊が自主的に災害派遣に出ることがあります。例えば、東日本もそうで

したが、県庁が機能していない状況ですね、災害派遣を要請する暇もないと、非常に急い

でいる。例えば阪神・淡路の時に、自衛隊に派遣要請が来るまでに４時間かかっています。

このような教訓を踏まえて、本当に緊急の場合は自衛隊が自主的に出るというものも作っ

ております。我々の施設の近傍であれば、近傍派遣というものも作っております。皆様が

新聞で見るほとんどのものは、知事からの要請があって出るというものです。これをフロ

ー図で示しますと、災害が起きます、知事が判断をされて要請を準備すると。しかし、お

そらく知事よりも地元市町村長の方が危機を感じるのですね、地域を管理しているので。

地元市町村長は知事に要請、要求をします。そうしますと、今述べた四国で言いますとこ

れら４県に対しまして県知事から要請が来る、我々は出る。しかしながら、先程述べまし

たように、直接、要請をできない場合があります。その時は、市町村に直接通知をして出

る場合もあります。そして、任務が終われば、撤収。部隊が帰って行く、これも同じよう

な系統に基づいております。これが災害派遣の手続きになります。

しかしながら、何から何まで要請すれば、災害派遣で出るというわけではありません。

三原則があります。まずは、公共性です。まさにここに書いているとおり、公共秩序の維

持、人命又は財産に関わることです。例えば「自分の裏庭が崩れそうだから、自衛隊出て

くれ。」と言っても、自衛隊は行きません。次に緊急性です。本当にもう迫っている、そう

いう状況にないと我々は出ません。あと、非代替性です。変わった言葉ですけれども、こ

れは自衛隊でないと出来ないということです。それと、他に適切な手段がないこと。この

３つの原則にあてはまると我々が出て行くということになっております。もちろん、例外

もあります。これは民間でも出来ること、総合的に判断して、出る場合もあります。しか

しながら、概ね三原則を守って我々は派遣をされます。逆にこの三原則が適応されていな

いような、例えば、もう我々がやらなくても、民間の人が、民間の協力者が沢山いるので

もう部隊はいいよね、となると我々は撤収をしていきます。そういう風な手続きになって

いると言うことです。

これは旅団が四国で昭和５９年から３５年間、どれくらい災害派遣で出たかという図で

す。四国４県では９８回出ています。四国４県で３５年間９８回、そんなに多くはないで

すよね。年間３回にも届いていない、やはり火災が多いです。最近では台風水害、あと渇

水です。愛媛県では、１９回出ております。一番最近を調べますと平成２０年に今治で山

林火災があって３日間程、航空機２０機を使って消火をしたという記録が残っております。

月別で見ると傾向が出ていいと思いますが、やはり冬場から春先は火災が多いです。夏に



なると、最近はありませんが渇水です。あとは風水害。季節的な傾向がよく見えるデータ

であると思います。次に我々の能力です。我々の能力は、基本的に何を持っているんだと

いう事なのですが、それをご紹介したいと思っております。色々な映像等でだいたいはわ

かっていらっしゃると思うのですが、災害派遣に関してはこのような能力を持っておりま

す。まずは第一段階、いわゆる発災直後、よく「７２時間」という言われ方もしますね、

人命救助で一番大事な時間です。その時間で先ず何をするのかというと情報収集です。航

空自衛隊は戦闘機等も出してきます。そして、ヘリコプター、これは海上自衛隊も持って

おります。そして、地上ではこのようなオートバイです。ガレキなどがある場所ではこの

オートバイ非常に力を発揮しますね。悪路でも進める偵察部隊です。次に、実際に部隊を

運ぶ、機動展開能力と言われますけれども、大型ヘリコプター、輸送艦、そして航空自衛

隊の輸送機ということで、これらは大量に人員、器材を運ぶ能力を持っております。そし

て、救助活動、組織力、ヘリ運用能力、マンパワーが必要となってきます。東日本では側

溝にまで顔を突っ込んで作業をしておりました、そのような力です。一番大きなのは自己

完結能力です。そういう現場に行くとですね、ご飯どうするんだ、寝る所どうするんだ、

休みはどうするんだ、そういう問題が起きてきますけれども、我々は全てこれらを自分達

で持っています。自宅に泊まる必要もありません、スペースがあればそこにテントを作っ

て寝られますので。それが、いわゆる自衛隊のウリです。警察、消防はこれを持っていま

せん。自衛隊だけです。

大事なのは生活支援になります。いわゆる７２時間以降です。今度は皆様はだいたい、

自分の生活、避難所の臭いとかということになってきますと、よくみる自衛隊が持ってい

る優秀なお風呂です。これは大事です、お風呂というのは。ここでは「弘法の湯」という

のを作ります。のれんに書いておりますが、弘法の湯とかけてやっております。あとは炊

き出し等の支援です。また、物資が全国からいっぱいきております。この物資の仕分けも

大変です。そういう物資の各輸送支援をすると。そして、宿泊、今度は快適性を求めます。

最初はとりあえず食べれれば良い、飲めればよい、という状況ですけれども、もう１０日

もすると、より快適に、というのが人間でしょうね。この宿泊支援、診療支援というもの

をしっかりやっていきます。四国で唯一の自衛隊の音楽隊、うちの１４音楽隊がおります。

音楽隊が音楽演奏支援ということで慰問にあたります。第三段階、最終段階ですが、本格

的な復興はやりません、緊急の、応急的な復興と言うことですけれども、瓦礫を除去した

りですとか、あるいは道をしっかりつけてやる、こういったことも初期段階はやります。

ほとんど後半は民間の仕事になります。

そして、今回も関係あるのですが、原子力です。空中で実際に放射能を測定するのも自

衛隊の仕事です。あと、住民の方々を確実に避難をさせる。そして、避難の途中でしっか

り除染をして、体調等悪い方はしっかり救護すると、そういう任務も我々は持っています。

だいたいこれが我々自衛隊の持っている主要な任務になります。

では、簡単にこの能力で東日本では自衛隊はどういうことをやったんだ、ということを

おさらいしてみたいと思います。１１日に発生をして、我々四国の部隊は１５日に出動し

て、３日間かけて１，５００名全員が移動いたしました。いわゆる地上で行きました。当

然、各自衛隊、航空自衛隊、海上自衛隊も全て行っています。よく１０万人と言われます

けれども、１０万人が現場にいたわけではないので、それぞれの基地にいる隊員も含めて、



１０万人が力を出していると言うことです。我々は石巻市の一部と、女川町の全域を担当

しました。１，５００名と車両・重機、ヘリ５機を使いました。ご記憶の方も多いと思わ

れるのですが、大川小学校でして児童が７４名亡くなって、あるいは行方不明になって、

この小学校を担当したのも我々第１４旅団であります。こういうような活動をしてきたと。

総括ですが、約４ヶ月少しくらい担当いたしまして、捜索人員延べ４万２千名、入浴７万

名、特に後半の生活支援は大きいですね。瓦礫はトラックで２万台以上ですね。在宅避難

者の方も約５万人おられまして、ざっとこういうような活動をしておりました。こういう

中で行ったのですが、やはり様々な教訓があります。もっとこういう風に出来れば、とい

うことですね。もっともっと次に繋げるということで、我々は毎年毎年、至る所で訓練を

しております。そして、この四国でもまさに、被災者を救うために訓練をやったというこ

とであります。これが昨年の日米共同統合防災訓練ということに繋がっていくわけであり

ます。

我々は T-REXと呼んでおります。これは「Tomodachi Rescue Exercise(トモダチ・レスキ
ュー・エクササイズ)」の略だそうで、当時、東日本の時にトモダチ作戦というのを米軍が

やっておりまして、それでこの日米共同統合防災訓練を T-REXと略しております。その訓
練ですね。先ず、想定です、被害想定。どのような想定なのか。これは一番厳しい想定で

す。冬の真夜中に風速８メートル以上、そして簡単には避難できない時にこれくらいの被

害が出るということは国が出しております。平成２４年のものですけれども。南海トラフ

は四国だけのものではありません。伊豆半島から九州まで、トータルで３２万人の方が亡

くなるという見積もりでデータが出ております。帰宅困難者３０万人、２３８万戸が全壊、

上段の東日本に比べて如何に巨大で本当に恐ろしい地震かなということがよく分かると思

います。四国に焦点を絞ってみます。これも一番厳しい条件での見積もりですけれども、

四国４県、１万人以上の本当に大きな被害が出ております。特にやはり太平洋側が、徳島

を含めて、甚大な被害を受けると予想される地域となっております。高知、徳島、そして、

室戸、土佐清水辺りはいわゆる孤立地域という状況になることが予想されております。東

北に勤務して、この地域に来て思うことですが、沿岸に道路があるのです。本当に沿岸だ

けでして、なかなか途中でアクセスする道路が無いことはないのですけれども、東北より

は難しいなと。更に四国山地がありますので、これがまた、なかなかアクセスを難しくし

ていると。更に海岸に砂浜が多いかと言えばそうではないのですよ。砂浜はそんなに多く

なく、海上自衛隊の支援も東北より難しくなることが予想されます。四国山地という山が

ありますので、通信が難しくなる。我々は作戦と呼ぶのですけれども、本当に四国は作戦

が難しいなという風に思っております。更に、愛媛県には伊方原発ということで、おそら

く今年には再稼働するのだと思うのですけれども、万が一と言うことで備えておく必要が

あると我々は思っています。我々の対処構想です。これは被害想定のこれらについてこう

いう対処構想を持っていると言うことです。まずは、起きれば、陸海空自衛隊がひとつに

なる、これを我々は統合と呼んでおります。統合任務部隊を結成して、迅速に大量の部隊

を集中投入します。そして、当然、米軍にも共同を依頼します。政府、特に各都道府県知

事、各市町村、南海トラフが起きると香川に高松にサンポートという場所がありますがそ

こに政府の現地調整所が立ち上がります。そこに主要な機関、おそらくは国からも大臣級

か副大臣級が来て、そこで色々なことを決めていきます。各県知事さんと連携しながらや



っていきます。そして、複合事態、原発も見据えておこないます。その計画が南海トラフ

地震対策計画、そして原子力災害対処計画ということで全国から、各部隊を集中して運用

していくというような大きな構想を持っております。

では、実際にどういう動きをするのかを、旅団を中心に簡単に説明をしたいと思います。

まずは第一期、これは発災直後です。初日から２日目の前半くらいまでです。まずは情報

収集です。うちの旅団で言えば、１時間以内にヘリを立ち上げて、オートバイ部隊が被害

地域に前進して、被害状況を報告いたします。もちろん、海上自衛隊も航空自衛隊も飛行

機を飛ばして、ヘリコプターを飛ばして、同じように情報収集をします。そして、先程言

いました、２時間で待機している部隊、これがすぐに出てきます。まずは人命救助です。

そして４時間以内に我々全主力が出るように今訓練しております。そして、４時間後には、

逐次になっておりますけれども、全部隊が出動を完了して、救出に向かうと、まさに７２

時間の世界です。特に重点は孤立地域。と言っても、被害の比較はありますけれどもどこ

も甚大な被害です。なので、どこに重点を置くのかを決めるのは非常に難しいです。一回

部隊が入ったらなかなか抜けられません。いかにその焦点を決めるか、これが本当に重要

な見極めになります。

第２期、これはだいたい２日目から３日目です。一日過ぎて夜が明けると、被害もかな

り見えてきます。最初はほとんど情報が入りません、半日くらいは。実際に、東日本の時

もそうでした。２日目には被害の重点地域が見えてきますので、更に早ければ、２日目か

３日目には全国から増援部隊が来ます。ですから、我々四国の部隊としては、その増援部

隊が来たのを確認して、その増援部隊に比較的、被害の少ないところをお任せして、我々

は一番厳しいと思われる地域、今回は高知にしておりますけれども、そちらに全力で展開

していくと。そのような構想となっております。ですから、このような海上自衛隊の輸送

艦で部隊を運んでいきます。物資も運んでいきます。あと、一番大事なのは兵站というも

のです。いわゆる、食べるもの、飲むもの、燃料等、部隊が動くために、あるいは被災者

を救うために、そのような後方支援が非常に大切になってきます。このようなことを兵站

といいます。兵站の基盤を作ります。例えば、善通寺駐屯地は兵站基盤といってあの場所

に全国の支援物資が集まってきます。県で言えば香川県が兵站の基地になります。高松空

港も持っておりますしね。もちろん、愛媛は松山空港があります。空港があるところは物

資を運ぶ兵站の支援基盤になります。そうものを確立しながら、一番厳しいところに部隊

が出て行くと。海上からも行きます。しかし、簡単にはいきません。非常に難しい作戦で

す。こういったこと、海の中にはご遺体も沢山あります。簡単には船をドーンと着けるわ

けにはいきません。非常に配慮しながら、作戦をすることになります。

あとは、もし、万が一、原子力災害が起きた場合、我々が空中で乗り上げる場合です。

住民の方々をそれぞれの経路に従って避難させる。呉の海上自衛隊からは、昨年１１月に

行ったのをテレビで観られた方も多いと思いますが、大分県に避難をする訓練を行いまし

た。九州に避難をさせるという計画もあります。あとは、それぞれの地点で放射能に汚染

されていないか、スクリーニングというものを行い、いわゆるトリアージですね、仕分け

をして住民を安全なところへ避難させる。そういうような構造になっております。

それでは、実際の訓練の概要です。行ったのは６月７日の１日だけですけれども、半年

以上かけて準備をしてからの訓練です。まさに対処能力の演習で、能力の向上を図るとい



うことです。参加したのは、陸海空自衛隊、在日米軍、四国４県、関係機関、民間機関も

多数であります。先程から、度々触れておりますが、４県によってですね、地形的なもの

も含めて、それぞれ特性があります。４県にはそれぞれのテーマを決めてもらいました。

例えば愛媛県であれば、原子力災害の対処要領もひとつのメインでありましょう。高知県

は被害がかなり甚大なので、ここは統合日米共同で、甚大な被害にどう対処するか、上陸

も含めててです。徳島は海上、空中機動による沿岸部への対処。香川は支援拠点、色々な

物資が集まる、色々な指揮機能が集まる、支援拠点としてどう訓練するのか。そういうテ

ーマを決めて四国４県行いました。我々はそれぞれ、各県と連携して行っているというこ

とであります。

これらの成果のビデオがございます。これらは簡単に訓練の内容をまとめたものになり

ます。今、政府の計画の中で、重要な訓練はこの、緊急時の部隊の展開訓練、広域移動、

そして物資輸送、この３つが重要な訓練ときめられておりまして、これをそれぞれの地域

で行いました。後で出てきますが、ＤＭＡＴとは何かと申しますとお医者さんのチームで

す。災害があるとお医者さんがチームを組んで、来てくれるわけです。緊急時の災害医療

チームです。そういうチームとも連携しております。そして、原子力災害。最後は統制・

調整です。言葉は簡単ですけれども、非常に難しいです。何万、何十万人という努力をひ

とつに集中させる為にはやはり統制・調整が大切です。いわゆる、しっかり仕切るという

ことです。やって欲しいことを伝えて、確実にやらせることです。これが統制・調整です。

これができないと、ただ単に部隊がバラバラに動いている状態になります。やはり、しっ

かり統制・調整を行うことは大事なのです。疲れている中で、不眠不休の中で、如何にし

て正しく判断して、正しく統制するか。それが一番、指揮機能で大切なことなのです。こ

のように大きく５つについて、我々は実施していきました。

成果を要約したものをビデオにまとめましたのでご紹介します。

我々は旅団としては日米共同統合防災訓練を「士國の護り２７’」という名前をつけており

ます。四国を「士（さむらい）の國」と読むわけです。それではビデオを御覧下さい。

(上映開始)

まずは、部隊を貨物船に乗せて、移動をする訓練です。部隊が展開する訓練です。これ

は高松港から部隊を乗せております。これは海上自衛隊の上陸用舟艇から部隊を高知県の

土佐湾です。階段があります。ここに発着をさせて部隊を展開させる訓練です。これは呉

から来ております、「くにさき」という輸送艦で、広島の部隊が駆け付けてくれたと言うシ

ーンになります。あと、警察の方を我々の大型ヘリで運びました。橋がほとんど壊れます。

そうすると応急的に自衛隊が持っているもの、機動支援橋という橋を架けます。そして、

車両を通す。次に、民間から物資がたくさんきます。これはイオンから物資を送られまし

て、これは愛知県の小松基地です。ここで支援物資を受け取りまして、小松基地からＣ－

１３０輸送機で高松空港へ着陸して、そこから物資を高知等へ運ぶということになります。

高知県西側に春野総合運動公園というものがあります。ここは先ほど申し上げた兵站の基

地です。いろいろな整備をしたり、物資、食料、燃料を置いたり、そういう兵站基地を作

りました。糧食、食料等の受け入れ場所です。燃料輸送です。今、ドラム缶が映りました

けど、災害になるとドラム缶は非常に活躍します。実際、管理施設は全部潰れます。そう

なると最後はドラム缶であります。これが一番良いのです。タンクローリーも走りません。



これが先ほど紹介したお医者さんの緊急医療チームを輸送します。これは実際の防災貨物

から被災者を救助するというものです。神奈川県の座間からヘリが３機来てくれました。

足摺岬で負傷者を救助して、高知市まで運ぶという訓練を米軍がやってくれました。

次は原子力災害、これはまさに愛媛県の話です。こちらが三号機で再稼動を予定してお

ります。空中を飛んで放射線量を測ります。そしてこのような分布図を作って被害状況に

役立てます。はじめてインターチェンジで除染所を開設しました。これは自分たち隊員が

被災したという状況で訓練をしております。これは松山駐屯地の部隊が下和田公園でやっ

たものです。避難誘導して、スクリーニングをして、そして車両の除染です。

最後は指揮所です。実は高知駐屯地にある体育館にこれだけ大きな指揮所を立ち上げま

した。ここに四国４県の全情報を集めております。ここで、統制・調整をやります。米軍

ともここで調整をしていきます。広域の撮影装置を使って、映像と場所を確認していきま

す。うちの部署には政務官に来ていただきました。そして、報道対応。このような訓練を

一日かけて行いました。

(上映終了)

大分、時間も迫っておりますので、簡単にまとめたいと思います。先ほど申し上げたと

おり、実は訓練実施よりも、訓練準備のほうが大変です。これだけの人間を集めてかなり

前から我々は調整をしてきました。そして、まさに全部隊が連携していくというような成

果がですね、各部隊と如何に連携していくかということを我々は学んだのでありました。

しかし、今回は実際は各県ごとでしたので、今年以降は四国４県まとまって訓練を実施し

たいと思っております。このようなしっかりとした連携訓練が非常に大事だと思います。

別々ではなく、四国全体としてやらなければならないと思います。あと、米軍との共同で

すが、今回は、主として米軍は患者輸送を実施してもらいました。しかし、米国のヘリが

きますので、そのヘリを統制する、燃料をどうやって入れる、細かいことが非常に大事で

す。燃料も微妙に違います。その燃料をどうやって確保するのかということから始まって、

様々なことが、米軍と共同する中で出てきます。彼らは文化も異なります。たとえば彼ら

は、東日本の時には物資は空中投下すれば問題ないと最初言っていたのですね。日本の文

化に配慮して、ちゃんと降りて渡すことを教えてあげました。教えれば彼らはちゃんとや

ってくれます。米軍というのは違うのですね、発想が。色々と今後、連携していきたいと

思います。

あと、情報処理です。先ほど申し上げたとおり、情報は最初は集まりません。しかし、

半日から一日すると様々な情報が集まってきます。そういう情報を我々の指揮所に全部集

めます。ヘリから撮った映像は、首相官邸まで、あるいは防衛省まで全部送ることができ

ます。当然、現場の指揮所へ全部集ってきます。撮影した映像にはＧＰＳ情報が付加され

ているので、場所が特定できます。だから、この映像はどの地点の映像であるのか、それ

によって、危機を判断して、部隊はどこに行けばいいというのを全部判断いたします。

航空機です。実は東日本の時は、ある瞬間に２５０機くらいの飛行機が上空を飛んでお

りました。これは大変なことです。陸海空、海上保安庁、消防、警察、メディアのものも

飛んでおります。それら２５０機をぶつからないようにする、これはすごく大変なことで

あります。しかも、この図では四国ですけれども、空中にこのような交通統制をする円を

書きます。いわゆる高度制限ですね。米軍は２０００フィートで飛んでください、自衛隊



はこの高度で飛んでください、右側通行、左側通行、これがないとぶつかります、荷物も

運べません。大変な労力です。これはひとつのモデルですが、県防災にも使っていきたい

と思います。

あと、トリアージ。はじめてインターチェンジを使って除染所を開設いたしました。こ

れは県道５６号線です。入って、ルートを越えて、トリアージをして、何もなければ、避

難所にすぐ行ってもらいます。汚染されていれば、除染をし、救護をする。インターチェ

ンジは非常に使えますし、サービスエリアも使えます。まだまだ活用が決まっていません。

という意味では、これらは初めてやって、我々としては非常に大きな資料を得たと思って

おります。

あと、物資について、これは先ほどご説明いたしました。実は海上自衛隊の船も物資拠

点になります。輸送艦に物資を運んで、そこから仕分けをして、また、持って行く、そう

いうような形もできます。

あとは空港の利用です。松山空港はまだ検証していないのですが、高松空港は検証いた

しました。実際に自衛隊はどこを使えばいいのか、どこにヘリコプターを並べるのか、使

える場所はどこなんだ。あと、周りにはいっぱい土地がありますね。県の建屋とか、避難

場所には結構使えるんです。松山空港も結構間に合っていました。高松には、特に「さぬ

きこどもの国」という大きな広場があるのですが結構、数が入るのです。これは非常に今

後の参考となりました。

あとは衛生訓練です。これは先程言ったＤＭＡＴという訓練です。あと、ＳＣＵとは広

域医療拠点といいます。輸送艦など船が病院船のようになります。そこに患者を集めて、

運ぶ人は運ぶ、治療する人は治療するということで、輸送艦自体がいわゆる医療拠点とい

う訓練でありました。

貨物船の活用です。これは、なかなかフェリーは使いますけれども、貨物を運ぶには専

用の船があるわけです。こういうものをＲＯＲＯ船と言います。これもはじめて使って訓

練を行いました。大量の貨物を運ぶには非常に有効な手段だと思います。

あとは民間の燃料です。東日本でも燃料は足りなくなりました。ガソリンスタンドが使

えない。ドラム缶で運びました。では、民間からどうやって運ぶのか、まったく手続きが

できていません。それを太陽石油さんと共同して、実際に自衛隊にガロン単位で入れても

らって、確認をして、運んで、最後は青空ステーションで供給するわけですね。そういう

訓練も実施しておりました。

ということで、このような主要な成果がありました。我々は非常に多くの機関と連携し

て訓練をさせていただきました。若干コマーシャルになりますが、特に自治体との連携は

大きいです。先に申しましたように、一番責任を持っているのは自治体の長です。市町村

長、県知事です。そういうことで、我々のＯＢ１４名が四国におります。四国では県庁に

は５人行かれています。これからお話をされる薬師寺管理監も我々のＯＢなのですが、こ

ういう方々が、我々自衛隊の窓口としてやってきてもらっています。ということで、ＯＢ

の方々の活躍も大事なのですが、一方で若い隊員も大事です。今は自衛隊は一生懸命、隊

員さんを募集しておりますので、今日お話しした内容をお聞きになって、周りに「うちは

こういう若い人がいる」ということがあれば、隊員募集をやっておりますので、是非、情

報提供を、という風に思っております。



最後です。力の結集です。今回、これだけの機関と連携をしました。今年はもっともっ

と増やしていく。陸海空が統合して、米軍とも共同して、そして省庁とも、民間ともやり

ました。まさに力をひとつに合わせる。「すべては被災者のために」ということで、そのよ

うな目標を持って、我々は今年もまだまだレベルアップできる点もいっぱいありますので、

今後とも、皆様、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

大分、超過いたしましたが、以上で私の話を終わりたいと思います。どうもありがとう

ございました。

【質疑応答】

なし

【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、愛媛県県民環境部防災局危機管理監 薬師寺 隆彦様から講演をい

ただきます。薬師寺危機管理監は、防衛大学校を卒業後、昭和５５年陸上自衛隊

に入隊され、平成２５年に陸上自衛隊を退職、同年４月に愛媛県庁に入庁、県民

環境部防災局危機管理監として勤務され、現在に至っておられます。本日は「南

海トラフ巨大地震に備えて」と題して、お話をしていただきます。それでは薬師

寺危機管理監、よろしくお願いいたします。

【講演】「南海トラフ巨大地震に備えて」

愛媛県県民環境部防災局危機管理監 薬師寺 隆彦

ご紹介に預かりました薬師寺でございます。２５年の４月から現職で働いておりますけ

れども、それまでは陸上自衛隊で。自衛官の間は、薬師寺でなく、ウジハラといったので

すけれど、姓が変わりまして。これは離婚したわけではなくて、妻の養子に入って薬師寺

ということであります。私は危機管理監の三代目でございまして、平成１６年からずっと

陸上自衛隊の OBで管理監を務めさせていただいております。本日は「南海トラフ巨大地
震に備えて」という題での講演なのですけれども、先ほど司会の方から言っていただいた

のですが、本当は「南海トラフ地震に備えて」の方がよかったのかなという思いもしてお

ります。「南海トラフ巨大地震」と「南海トラフ地震」という名称が混在している状態で

ございまして、報道などを見ますと、次来るのは南海トラフ巨大地震であるという風な捉

え方をしている人もいるかもしれないですけれども、国の方が、昨年の３月３０日に「南

海トラフ地震の具体計画」というものを出しまして、そこで「南海トラフ巨大地震」と「南

海トラフ地震」を定義しているのですけれども、「南海トラフ巨大地震」というのはモデ

ル検討会で検討されまして、マグニチュード９クラスの科学的に考え得る最大規模の地震

というものを「南海トラフ巨大地震」と呼ばせていただきたいとしているところでありま

す。「南海トラフ地震」というのは、その巨大地震を含めまして、歴史上確認されたもの

にはマグニチュード８クラスのものが何度も繰り返し起こっているのですけれども、それ



らを含めまして、ここ３０年間に、先程、旅団長が仰いました約７０パーセントの確率で

起こる、という風に認知されているものであります。今も、その確率は変わっておりませ

ん。こちらは平成２５年の１２月に県の方でやらせていただきました地震被害想定の中の

南海トラフ巨大地震による被害想定でございまして、先程、旅団長の方で国の想定を仰い

ましたけれども、国の方では、死者数が１万２千人と言うことでしたけれども、愛媛県の

堤防などの技術的評価といったものがなければ、地震あるいは液状化によって機能しない、

無くなるという前提で想定したものです。大阪府等、多くの自治体もそのような形の想定

を行っております。そうしますと、瀬戸内海沿岸は本来なら堤防等で波や海水から守られ

ていたのですが、それが堤防がなくなることによって、あの地域は海抜０メーターの地域

が広がっておりますので、それで西条市などで津波被害が大きくなるという事もありまし

て、最悪の場合、犠牲者が１万６千人出るということになっている。東日本大震災、全国

で約１万８５００人がお亡くなりになられ、あるいは行方不明になっておられる。その８

７パーセントが愛媛県だけでも被害が起こるということであります。全避難者数でありま

すが、５５万７千人ということです。県民の３人に１人以上が避難しなくてはなりません。

東日本では３月１４日がピーク時でございまして、全国で４７万人の方が避難しておられ

た。その１．２倍、愛媛県だけで、避難者総数を出すと想定されております。食糧不足が

１週間で６００万食、これは市や町も細々と備蓄をしておりますけれども、そういったも

のを組み込んでも不足するのが６００万食ということであります。また、経済的被害です

が、東日本では１６．９兆円であり、これは原発の事故を除外したものでございますけれ

ども、愛媛県だけでもそれに匹敵するような１６兆円という被害を県は見立てております。

お手元に愛媛県のリーフレットを配布していただいております。そこにも被害想定につ

いて記載されておりますので、一読いただければと思います。

被害軽減策でありますけれども、建物倒壊、火災による死者数でありますけれども、こ

れは想定をした時は、平成２０年度の、耐震化率７１．４パーセントというデータを使っ

て計算をしたのですけれども、近年は５年ごとに調査をしておりまして、平成２５年度で

は県の耐震化率が７５パーセントに上がっている。そうしますと、想定より死者数は減っ

ているということになろうかと思います。この耐震化率というのは被害を軽減する上で、

ウェイトが大きいものでございますので、後程述べますけれども、ご心配の方は、耐震化

について取り組んでいただければと思います。家具の転倒等による死者数でございますが、

これは各都道府県ごとの数字というものはありませんので、内閣府が平成２１年に行った

調査で２６．２パーセントという数値を使っております。２６．２パーセントの割合の人

々が何らかの家具転倒防止策を講じられているということですが、これも最近更新されま

して、２５年１２月の段階で、約４０．２パーセントに上がっていることでございます。

これは県の方にデータがございませんので、この前、一部の方にアンケート調査をいたし

まして、もう少ししたらどのくらいの方が家具転倒防止策を講じられているのかわかる状

態になります。この施策を進めていけましたならば、被害は減っていくということであり

ます。津波被害ですけれど、２００４年にありましたインドネシア地震、この地震によっ

て引き起こされた津波で多数の犠牲者が出たバンダ・アチェの事例によるデータを引用し

ています。これに基づいて、内閣府のベースのデータがこの図でありまして、ここに書い

てありますように、浸水深３０ｃｍから死者が発生し始める。浸水深が１ｍを超えますと、



１００パーセントの人が死亡する、ということで想定をして人的被害等を出したというこ

とでございます。当然、これに決定的に影響するのが、早期避難率というものでございま

して、このグラフの想定では早期避難する人が２割しかいないということで被害を見積も

っておりますが、早く避難を開始すると、被害を軽減することができます。

ここからは災害対策と言うことを重点にお話ししたいと思います。よく言われるのが、

自助、共助、公助の連携、有機的な繋がり、そういったものが大事だと言われております。

中でも、自助と共助を主体とするものを、地域の防災力と言いまして非常に重要であると

言うことが出来ます。私は県職員でございますので、公助、共助、自助の順番でお話をさ

せていただきます。まずは緊急避難対策と言われますけれど、東日本大震災をうけて平成

２４年度から２年間をかけまして、宇和海沿岸５市町、ここはリアス式海岸が存在する地

域であり、同じような高い津波が襲ってくると言うことで、とりあえず命を守るための避

難路などを整備しなければならないということで、２年間で３５２箇所を整備し、緊急的

に必要な避難路整備は完了したというところでございます。避難路が出来たので、次はそ

の先の避難所対策です。平成２６年度より来年度までの３年間をかけまして、①と書いて

あるのが必須の資機材ということで、これは現在２０市町がすべて整備していただこうと

いうことで、事業に取りかかっているところでございます。昨年度、今年度で６００箇所

余りを整備しまして、全部で１８００箇所ぐらいですので、それぐらいの進展があったと

いうことでございます。

続いては、企業等との協定締結状況についてです。南海トラフ地震が起これば、これは

単独の自治体のみではどうしようもないところです。ですから、全国知事会、中国四国９

県、四国４県、それぞれ協定を結んで、相互で応援をするというような取り組みも行って

おりますけれども、民間の力もお借りしないといけないということで、震災の前には４４

の団体等と協定を結ばせていだいていたところではございますけれども、１０月２９日の

現在で９０の団体等と協定を締結しております。１年あたりの協定締結数を見ますと、非

常に伸びていることがお分かりいただけるかと思います。内容はこのようなこと（物資、

交通、ライフライン、救援、医療救護活動等）をご支援いただく内容となっております。

これは昨年度終了した事業でございますけれど、「広域防災活動要領」というものを定

めまして、これは自衛隊や他県から物資を届ける職員を本県に受け入れるための計画でご

ざいます。減災プログラムというのは、「えひめ震災対策アクションプラン」ということ

で策定したものです。地震がくるのはわかっているので、それに備えようということです。

そのような長期的な計画を作っているというところでございます。

こちらは広域防災拠点の配置を記した地図でございます。この赤い色がついた場所は、

部隊が進出したり、活動する拠点を兼ねる物資の拠点です。この色だけの場所は物資のみ

の拠点、別の色の場所は進出・活動拠点というように、県下全域で１７箇所を選定したと

ころでございます。物の流れですけれども、国などからくる物資については、まず県の物

資拠点にまいります。色が違っていますのは、国の具体計画の中における代替拠点といっ

た場所でして、黒字の５箇所に物がくることになります。その後は、市町の物資集積場所、

このようにそれぞれ数字が書いてありますのは箇所数でありまして、それぞれの市町の物

資集積場所まで、県の責任において運んでいく。そして、市町の物資集積場所から、それ

ぞれの避難所等に対しては、市町の責任でもってということになります。ただ、東日本で



は、市や町が機能しない状況に陥りましたので、そのようなことがあったり、広域拠点が

近くにあるという状況であれば、（県が）直接避難所に運ぶこともあるということでござ

います。

これはただいま申し上げました広域活動拠点です。今年度から３年かけまして、整備す

る資機材を表しています。共通する物資が図の下のとおりございまして、進出活動拠点と

物資拠点、これは津波の浸水などが予測されるような特段近い所につきましては、ボート

等も整備するということになる。物資の方は電源等がなくても使えるような手動・応急装

備等を整備することとなっております。

こちらが震災対策アクションプランの概要でございまして、対象とするのは南海トラフ

巨大地震、マグニチュード９クラスの地震がきても大丈夫なようにしようというものです。

今年度から１０年かけて整備をしていくということで、５年後には計画の抜本的な見直し

を行う事となっている。目標と致しましては、想定される死者数を今後１０年間で８割減

少を目指すというものです。内容については、このような数値目標があるものとないもの

があるのですけれども、概要として示しましたらこのようになりまして、先程の住宅の耐

震化率については９０パーセントを目指すということですね。家具の固定率、早期避難率

については現状はわかりませんけれども、これは希望的な数値だと思いますが１００パー

セントを。いつまでというのがないので、簡単にはお答えできませんが、なかなかこれは

難しいだろうなと考えております。下の方にある、家庭で備蓄している県民の割合という

ものがございます。これは平成２５年度に先程、申しました県民アンケートを行いまして、

３０．５パーセントの人が備蓄などをされているということですけれども、これも３６年

度までに１００パーセントにしようと、これもかなり希望的観測を含んだものであると思

いますが、こういう計画を出している。こういったものについて、毎年毎年、進捗状況を

よく把握しながら進めていくということにしております。

ここからは昨年３月３０日に出されました国の具体的計画の内容です。災害応急対策活

動についての計画を出されたのですけれども、東日本の時は被害の全容解明がなかなか進

まなかったと言うことで、それを待っていては遅くなってしまうので、南海トラフ地震が

起こった事が分かれば、解明を待たずに開始しようということです。一つは震央、想定さ

れる震源地を把握すること、二つ目として四国を含む３つの地域で震度６強以上を観測す

るか、震度６強までなくても大津波警報が出された時には、直ちに政府による緊急対策本

部を立ち上げ、自動的に対策活動を開始するということになる。こちらが国のタイムライ

ンでございまして、緊急輸送ルート、これは都道府県では緊急輸送道路というものを指定

しておりますけれども、その中から国レベルで、要は北海道や東北の救援部隊が四国に来

れないという時、そういう中で優先する道路を、緊急輸送ルートとして真っ先に設定して

いきます。そうでないところは、迂回路を設定しております。救助・救急、消火等の部隊、

自衛隊などの部隊が動く。それから、医療、物資、燃料というふうに分かれておりまして、

大事なのは７２時間です。７２時間までになるべく早く活動を開始するということで計画

されたものです。

こちらは救助・消火活動の計画でございますけれども、国の被害想定に基づきまして、

重点受援県というのが１０県示されている。四国は４県全て入っている。そこに、警察、

消防、自衛隊を派遣する。被害の全容がわかりませんから、四国にはその３割を持って行



こうということになっております。こちらは物資の計画でございますけれども、大事なの

は発災後３日までは被災地にある備蓄等で対応していただく。物を集めて送り出すまでに

は、３日以上かかるというわけです。４日目以降から、被災地の要請を待たないでプッシ

ュ型の支援を行う。そして、なるべく早い段階でプル型へ切り替えていくということにな

っております。プッシュ型ですから、ものを指定して送ります。こういったものが、先程

申しました県の広域物資拠点に入ってくるわけであります。こちらが愛媛県の物資調達計

画です。たとえば４日目に山根公園に１７万３３００食が運ばれてくるという計画になっ

ております。下のほうには飲料水と書いておりますけれども、飲料水はペットボトル等で

送るようなことはしない。被災したとしても水はダムや川にあるものを用います。けれど

も、それを運べない、浄水できないということがあれば、そういった機能を被災地に送る

ということになっております。

ここからは耐震化の話です。県では平成１９年から、愛媛県耐震改修促進計画というの

を行ってきたのですけれども、平成２３年１１月に県立学校の耐震化をすすめなければな

らないということで修正をしまして、取り組んでいるところでございます。公立学校の耐

震化状況のグラフですけれども、見ていただければわかるように、全国に比べて県は３年

くらい遅れているというところです。ただ、どんどん進んでおりますので、２９年度末に

完了するという計画は達成できるであろうと考えております。

ここからは、自助・共助の話ですけれど、災害が発生いたしますと、県、市町、行政も

そうですし、自衛隊、警察などの救助機関もそうですが、すべて全力で救助しようと活動

するのですけれども、いかんせん災害が大きくなればなるほど、道路が壊れる、水が使え

ないということから、大規模になればなるほど、公助に時間がかかるということになりま

すので、被害を最小限に抑えるためには自助・共助というものがより大事だということに

なります。こちらが機能した自助・共助の例であります。上のグラフは阪神淡路大震災の

ものですけれども、倒壊した家屋等から助けられた人の数と救助の主体ですが、救助の主

体の７７パーセントは近隣住民等であり、救助機関に助けられたのは２２．９パーセント

しかなかったということもあります。また、別の調査においては、生き埋め等の救助主体

の９割以上が、自力、家族、友人・隣人であるということであります。

下には東日本大震災のデータが書いてあります。岩手県釜石小学校は、海岸から１キロ

のところにあるのですけれども、ほとんどの人が学校が終わって９割以上が下校していた

のですが、児童全員が無事避難をした。小学校１年の男の子がやはり同じように自宅に帰

っておりまして、家族の人がおらず一人で家にいたのですけれど、学校で習った地震被災

時の防災行動を思い出しまして、一人で避難所まで避難をして助かったということがあっ

たということであります。あとは、共助です。救出活動をしたとか、避難所を運営したと

か、在宅の避難者へ情報伝達・物資支給等を行った。ひとつの市のみが記載されてありま

すけれど、至る所で行われたということであります。

共助の中の自主防災組織というものを重視して取り組んでいるのですけれども、組織率、

カバー率とも言いますけれども、県全体では９２．８パーセントが自主防災組織にカバー

されている。非常に高いレベルにはありますけれども、未だ低い地域もありますので、１

００パーセントに近づけるように努力していただきたいと思っている次第でございます。

問題は内容でございまして、これは昨年度、自主防災組織が１年間に１回でも訓練を行っ



たか否かという比率なのですけれども、県全体で４５．７パーセントという非常に低調な

ところということになっております。ただ、今年度は宇和島市も非常に力を入れて取り組

んでいただいておりますので、おそらくは今年度の訓練実施率は高くなってくるのであろ

うと思っております。これで大丈夫だろうかということです。

こちらは八戸市の白銀町というところの自主防災会の例なのですけれども、防災訓練を

年に２、３回行っている。しかも、１年の訓練でこの項目（要介護者安否確認訓練、避難

誘導訓練、消火訓練、救急処置訓練等）全てを実施している。それで、地震があって、当

日会長が不在であったのですけれど、日頃の訓練の成果でスムーズに活動できたというこ

とがあったわけです。やはり、実際に訓練等をやっておかないと、活動は出来ないと思い

ますので、訓練に取り組んでいただきたいと言うことを、講演で回って伝えております。

防災士というのは、県は自主防災組織の核として位置づけておりまして、その育成に取

り組んでおります。現在の中村知事は、松山市長の時代から防災士の養成に取り組まれて

おりまして、知事であるからにはこれを県下に広げようということで、鋭意努力をされて

おります。現在、（防災士の人数は）愛媛県は全国で第３位です。昨年の１１月末の数字

と比べますと、２位の大分県との差が１００人ほど縮まっております。おそらく、今の知

事がおられる間は続くのではないかと思っております。今は県議会中でございまして、平

成２８年度も同じような事業を進めていこうとしております。この事業では、県と市町で

もって受講者の経費を負担しますので、受講者の個人負担はありません。必要な資格は一

つだけであり、市町の推薦する者であります。

ここからは自助の話になりますけれども、その前に、正常化の偏見、正常性バイアスと

いうものについて説明しておきたいと思います。人間誰しも平穏に暮らしたいということ

がございまして、目前に危機が迫るまで、危機・危険を無視する心理がございます。自分

だけは大丈夫、大したことにはならないだろうと。この図に出てくるキャラクターは「ダ

ークみきゃん」と申しまして、「みきゃん」の天敵なのですけれども、この心理が悪いと

いうわけではないのですね。正常な生活を送るためには大事な部分ではあるのですけれど

も、ただ、実際の災害などの危機に陥ったときには、それを打ち破らないといけないとい

うことでございます。このようなものがあるために、災害に遭遇しても避難しないという

ことになります。

自助の話です。たくさんやるべきことはあろうかと思いますが、上の３つ（①家屋の耐

震診断・補強②家具の転倒・落下防止③避難場所・経路の確認）は、生命・身体に直結す

るものであるということでございまして、これらができないと、非常持ち出し品、備蓄品

を準備していても使えないと思いますので、このようなことは優先的に実施していかなけ

ればならないということになろうかと思います。

耐震化の話です。昭和５６年に建築基準法が変わりまして、現在の耐震基準ができてい

るわけでございます。これは築年のことだけを比較しておりますので、一概に耐震化率を

表してるかといえばそうでないのかもしれないのですが、阪神・淡路大震災時の建築年別

被害状況をみると、現行の耐震基準下で建てられた建物については被害も少なくなってい

ます。県では平成２３年度から木造住宅の耐震化促進事業を展開しております。国と県と

市町が一緒になって行う事業でして、対象は昭和５６年５月以前に着工した木造住宅とい

うことになります。標準的な場合の補助金合計は１１６万円以上ということです。これは



市町が関係しておりますので、市町ごとに微妙な差がございます。現在３月ですので、お

そらく今年度の事業は終わっていると思いますが、来年度以降も引き続き同じような補助

事業が行われると思いますので、このような住宅にお住まいで不安な方は市町の窓口にご

相談していただければと思います。

次は家具の転倒防止等でございます。色々なやり方がございますけれども、効果が大き

いやり方はこのようなものということです。あと、二つのやり方（例：ポール式・マット

式の各転倒防止器具の併用）を組み合わせますと、より効果が上がってくるということで

ございますので、このとおり実践していただければと思います。大事なのは寝室の安全化

でございます。一番初めに被害想定をお示ししましたけれども、これは冬の１８時、ある

いは冬の深夜、夏の１２時、３つの時期区分を行っておりますが、やはり皆様が寝静まっ

ていらっしゃる冬の深夜が、一番人的被害が大きい。やはり、寝ている間は動けないし、

対応もできないということで、寝室の安全は非常に大事になってきます。基本は寝るとこ

ろに大きな家具などを置かないことが一番良いです。だけれども、住宅等の事情によって、

置かなければいけない場合もあろうかと思いますので、そういう場合は、家具ごとに倒れ

る方向があろうかと思いますので、倒れてくるであろうところに寝ないという配置を考え

ることが大事だと思います。あと、寝室にガラスがありましたら、ガラスは飛散してしま

いますので、近くにスリッパ等を用意する。それから、夜なので寝ているわけですから、

懐中電灯等も使えるところに置いておくことが大事かと思います。

次は避難の話です。平成２５年に災害対策基本法が改正され、市町村長は、緊急避難場

所と避難所を指定しなさいということになりました。それぞれの市町で、大洲市さん等は

まだ変わってはいないのですけれども、新しい防災マップになっておりますが、細部まで

は反映できていないところがありますので、一度、それぞれのご家庭で、どのような経路

がよいのかということについて確認をしていただいたほうがよいかと思います。こちらは

松山市さんの防災マップを映させていただいております。具体的な自然現象の種類ごとに、

緊急避難場所を指定しているものでございます。バツ印のところは、津波や高潮の時は使

ってはいけないということです。そのような部分をよく確認して、お役立ていただきたい

なと考えております。

こちらは国のほうから出された、避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン

なのですけれども、避難を「命を守るための行動」であると定義しております。行政は避

難指示や避難勧告等を出しますけれども、最終的な責任というのは住民一人ひとりという

ことですね。住民ひとりひとりで状況が違いますので、「それぞれの状況に合わせて、命

を守るための行動を」というのが避難でございます。避難行動として書いておりますけれ

ども、指定緊急避難場所などへ移動することだけが避難行動であると考えておられる人も

多いんですけれども、そうではないのです。要は、どこでもよい、安全なところに行くの

が避難ということです。時間がないときは、建物内の安全な場所にと行くいうのも避難と

いうことになります。（同ガイドラインは）昨年の８月に改正されているのですけれども、

これは広島の土砂災害をうけまして、避難準備情報を活用しなさいということが明記され

ております。避難準備情報というのは、健康上問題のない人は避難の準備を始めて下さい、

健康上問題があり、避難に時間がかかる方は避難準備情報で避難を開始して下さいという

ことです。殊に危ないなと思っている方は、避難準備情報がきた段階で自主的に避難して



下さい、というのが避難準備情報です。それらを踏まえた上で、対応していただければと

思います。自治体は空振りを恐れずに、早めに出しなさいということが基本でございます。

今後、空振りが増えてまいりますので、避難指示が出たのに何も起こらなかったではない

かと捉えるのでなく、避難指示があったけれども何も起こらなくてよかったという捉え方

をしていただきたいというように思います。

私は最近、小学校で講演をしているのですけれども、小学校では「お・は・し・も」又

は「お・か・し・も」という標語が書かれております。「お・は・し・も」というのを見

たことがある方はいらっしゃいますか。若干、年齢層が高めの方が多いようで、挙手され

た方が少ないようですけれども、この「お・は・し・も」というのは、避難をする時に、

押さない、走らない、しゃべらない、戻らない、という頭文字を集めた標語です。駆けな

いの場合は、「お・か・し・も」となっているわけです。これは阪神・淡路大震災をうけ

て、消防庁がガイドラインで紹介した言葉が全国に広がったものです。私も何度か小学校

を訪れましたけれども、色々なところで聞くわけです。ただ、津波が来ても、それで大丈

夫なのかということがあります。走らない、しゃべらないということになりますと、本当

に避難が出来るのかと。小学生等に、このような標語のみを教えてしまうと、標語のみが

頭に残って良くない対応をしてしまうのではないのかと危惧しております。こちらは先程

お話しいたしました、釜石小学校の小学６年生の男の子の話なのですけれども、彼は小学

２年生の弟と二人で自宅に居ました。地震があったことは知っていたと思いますけれど、

弟の方は「地震があったので逃げよう」と言うわけです。小学校６年生のお兄さんは、窓

を見まして、外に既に津波が来ている。この波だと、大人でも逃げるのは難しいのでは、

自分達小学生には難しいであろうということで、彼らは３階建ての家に住んでいたらしく、

「３階に上がろう」ということを言って助かったという事例でございます。災害の際は、

このような判断が大事になってくるのでございます。

問題は、「逃げない」人です。「逃げない」人には「逃げれない」人と「逃げたくない」

人がいらっしゃいます。「逃げれない」という人は個人では仕方が無いので、地域で守っ

ていく必要があります。次に、「今までの災害でも大丈夫だったから」という人は、これ

までのスパン（期間）が短すぎですね。最近は、観測史上最大、千年に一度のと呼ばれる

災害が発生しているということが言われておりますので、「経験」からでなく、「歴史」か

ら学んでいただく必要がございます。「年寄りだから」ということで逃げたくない方もい

らっしゃいますけれど、そうしますれば「親族が悲しむ」ですとか、「若い人、消防団員

や近所の人が迷惑する」とかいうことでですね、なんとか避難させたい。避難をしないと

いうことは、即ち死を意味することでもございますので、避難の必要性や有効性をそれぞ

れの状況に合わせて理解していただくことが重要であると思います。そのようなことで、

「率先避難」と「呼びかけ」で早期避難をしていただきたいと思っております。

あとは、備蓄品、非常持ち出し品でございます。図にはございませんけれども、トイレ

ですね。食品も大事ですけれどもトイレの方が大事ですので、そのあたりについても準備

をしていただきたいと思います。

これは、地震が起きたときに何をするかということを図示しております。関東大震災の

頃は「地震だ、火を消せ」ということが言われていたのですけれども、そうしますと、か

えって危なくなる、火傷をするということで、現在は、揺れが収まったら、火の始末とい



うことです。揺れている間は、そのようなことから逃げるということになっております。

あとは、自宅が壊れて避難をしなければならない時は、ブレーカーを落としていくことに

よって、通電火災を予防していただきたい。津波についてですが、先程述べたとおり、浸

水深３０センチから人は死んでしまうということですので、注意報でもって、海岸近くに

いらっしゃる方は気をつけていただきたい。

そういうことで、南海トラフ地震は、繰り返し繰り返しきているわけでございまして、

いつ、どういう形かは分かりませんが、必ずいつかは起こります。出来ることから、自治

体も協力をしていきたいと考えております。以上で、講演を終わります。どうもありがと

うございました。

司 会 ：危機管理監、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。先ほども申し

上げましたが、第１部を含め、御質問等をお受けしたいと思いますので、御質問

等のある方は、スタッフ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 ：ありがとうございました。出された資料の中に、津波の高さは松山市で３．９

メートルの波がくるとありますが、どの辺りまでくるのかなという図示されたも

のをお持ちであったら、見せていただきたいと思います。

危機管理監：本日の資料の２枚目の県地震被害想定－１に表がございまして、左側の上の図

は県内の震度分布を示しているのですけれども、その下が松山市周辺の浸水図を

示しているものでございます。見づらくて申し訳ございません。結果、それぞれ

全ての地域状況が県のホームページに掲載されておりますので、そういったもの

も合わせてご確認いただければと思っております。

質 問 者 ：広域防災拠点で、アイテムえひめとウェルピア伊予の記載がございますが、こ

ちらは、３．９メートルの津波でも大丈夫というお考えですか。

危機管理監：はい。２点とも大丈夫ということになっております。ただその、想定を超える

津波がくる可能性があるので、そういった場合は、代替の地点を選ぶということ

になります。

質 問 者 ：東日本大震災では、津波が川を遡上してくるということがありましたが、石手

川等であれば、どのくらいまで遡上いたしますか。

危機管理監：具体的に、この地点までと言うのは分からないのですけれども、津波の川の遡

上につきましても、被害想定においては考慮しておりますので、市町村の防災マ

ップにも掲載されていると思いますので、そちらをご確認いただければと思って

おります。

質 問 者 ：ありがとうございました。

質 問 者 ：南海トラフ巨大地震の最大規模のものということで、関西大学の河田恵昭とい

う教授ですが、津波の専門家の方ですが、地震想定に基づいてということなので

すが、一つ、県の中であまり議論されていないと言われる話がありまして、火力



発電所が津波で被災するという研究がございます。東日本大震災では、２８の火

力発電所が津波被災で、復旧に何百日もかかったという。四国について、来る南

海トラフ巨大地震でどうかというと、四国の４つの沿岸地域の火力発電所は津波

で全部被災をして、実際、５ヶ月から８ヶ月長期広域停電が起こるのではないか

という問題点が指摘されております。本当に、電力が復旧しない状態で、長期的

な復旧ができるのかという、短期的な話ではなくて、東日本大震災でも長くかか

りましたし、それよりももっと復旧に長く時間のかかる大きな問題ではないのか

と思いますけれど。県の方でなにかそういう問題点について、考えていらっしゃ

るかどうか。

危機管理監：県の被害想定は、それぞれの建物がどこにあって、どれだけの人が住んでいて、

というような詳細なデータを用いたものにはまだなっておりませんので、同一の

格子を組みまして、そこの平均的な震度であるとか、津波であるとかを合計して

出しておりますので、ひとつひとつの施設がどのような被害を受けるかというこ

とについては、出しておりません。ただ、仰いました四国電力の火力発電所につ

いては、愛媛県以外にもいろんな地域にございますが、西条市に発電所があると

思いますが、あの地域の被害想定を見ますと、津波の被害は無いと言うことにな

っております。ただ、大きな松山空港などは、どの位の被害が出るかと言うこと

は、一応ですが、想定はしております。

質 問 者 ：まずは、津波等の被害から人の命を守るという取り組みにつきまして、一定の

目途が立っていることで、驚き、感心をしております。広域防災拠点に関しまし

て言うと質問がございます。宇和島の丸山公園ですけれども、これよりも南の地

域はですね、山からのアクセスが非常に難しい地域ですので、孤立してしまって

広域避難拠点に行けない、たどり着けないという避難民が出てくることが予期さ

れると思います。こうした地域はですね、集落ごとに高台を設置するとか、ヘリ

コプターが降りられる様な場所を確認して整備をするということが非常に有効で

はないかと考えております。自衛隊の人が、救助をしたり、支援をしたりする時

に、救助や支援をしやすくしたり、効率化をはかるために何か取り組みをしてい

かなければならないというのが、今後考えられることではないかなと思っており

ます。その点につきまして、講師の方が思われていることがございましたら、ご

教示下さい。

危機管理監：仰いました丸山公園なのですけれども、これも非常にひどい津波が想定される

場合はですね、ひょっとしたらこの中に行けなくなる可能性もございます。あと、

もう一つは、県下でありますと愛南町は、おそらく国道５６号が津波で浸水しま

す。山側を県道がはしっておりますけれども、そこもおそらく土砂災害であると

か、崩落であるとか、そうしますと愛南町自体が孤立をするということがありま

すので。やはり、仰いますように、空から物の運搬だったり、救助だったり、そ

ういったことを行う必要があろうかと考えております。特に孤立地区につきまし

ては、先程は宇和島と愛南町について言いましたけれど、他のところでも、おそ

らくたくさんのところが孤立をする可能性があると思いますので、そういったこ

とにつきましては、来年度以降、具体的に検討したいと考えております。



質 問 者 ：ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

質 問 者 ：貴重な話をありがとうございました。先程のお話の中で、避難勧告等の情報伝

達ということがありまして、その流れの話で内閣府の物資調達計画で、国は具体

的な要請を待たないで、必要不可欠と見込まれる物資を調達するプッシュ型支援

で被災地に輸送するとある一方、出来るだけ早期にプル型、要請対応型に切り替

えると言われておりました。それで、この中で避難勧告等の情報伝達が、住民へ

の情報伝達をプッシュ型とプル型の双方の組み合わせでの対応かということを考

えておりますけれども、具体的にどういう組み合わせを考えられるのか教えてい

ただきたいと思います。

危機管理監：具体的には、状況に応じた運用をしていかなければならないと思いますけれど

も、先程お話ししたとおり、水についてということであれば、これもプル型で聞

き取ってですね、水がいるかいらないかというのを、どれだけ集まるかわかりま

せんが、優先的に持ってきてもらうなどの対応することは可能であると思います

ので、実際に自治体側はそれらを見越して取り入れていかなければならないかな

と思います。

司 会 ：それでは予定の時間もまいりましたので、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・自衛隊といたしましては、各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よろしくお願い

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あります、アンケ

ート回収箱に御投入くださいますよう、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

はご来場いただきまして誠にありがとうございました。


