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第2回 長崎県地域防災計画見直し検討委員会 議事録 

 

１．日時 

平成２３年１１月１４日（月） 13：30～17：45 

 

２．場所 

県農協会館 ７階 会議室 

 

３．出席委員（９名 欠席委員２名） 

 

４．配布資料 

(1)－①長崎県地域防災計画見直し検討委員会 設置要綱 

－②第 1 回見直し検討委員会の主な議論 

  (2)－①東日本大震災被災地調査の報告 

  (3)－①地震津波シミュレーションの概要（中間報告） 

    －②地震津波シミュレーション（中間報告） 

  (4)－①原子力災害対策暫定計画（案）について 

－②玄海原発から５０ｋｍ圏内の人口 

  (5)－①第 1 回見直し検討委員会におけるご意見について 

    －②見直し検討ワーキンググループの構成 

    －③「提言」素案の概要 

    －④「提言」素案 

    －⑤液状化危険度マップ改訂について 

 （参考資料） 

１ 中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門

調査会」報告要点 

２ 長崎県地域防災計画の見直しスケジュール 

           

５．次第 

 

(1)開会(13:30) 

(2)新委員の就任について 

(3)審議 

①第 1 回委員会の論点整理 

②東日本大震災被災地調査の報告 

③地震・津波の想定 

④原子力災害発生時の避難対策 

⑤地域防災計画の見直し検討 

⑥その他 

(4)閉会(17:45) 
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６.審議内容 

  

(1) 開会 

 

司会司会司会司会：それでは、時間となりましたので、始めさせていただきます。 

ただいまから第2回長崎県地域防災計画見直し検討委員会を開催いたします。 私

は危機管理課参事の佐竹でございます。よろしくお願いいたします。 会議に先立

ちまして事務局から若干ご説明をさせていただきます。 

 まず、資料についてであります。テーブルの上に配らせていただいております式

次第の配付資料一覧にございますように、資料(1)の①長崎県地域防災計画見直し検

討委員会設置要綱から最後の参考資料の２、長崎県地域防災計画の見直しスケジュ

ールまででございます。 

 ご説明を進める中でもし不足等がございましたら、お知らせいただければと存じま

す。 

 なお、本来であれば本日の資料につきましては、時間的な余裕を持って委員の皆

様方にあらかじめお配りするところでございましたが、資料の一部しか送付できま

せんでした。まことに申しわけございませんでした。 

 また、事前にお配りいたしましたものも少し修正されておりますので、本日、お

配りした資料をごらんいただきたいと思います。 

 本日の会議につきましては、17時までの予定としております。途中、休憩をとり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 また、本日の会議につきましては、すべて公開とさせていただきたいと思ってお

ります。また、会議の議事録につきましては、後日、ホームページにて公表する予

定でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会を開会させていただきたいと存じます。高橋委員長、進行をよ

ろしくお願いいたします。 

 

(2) 新委員の就任について 

 

委員長委員長委員長委員長：それでは、第2回目の委員会を始めさせていただきます。 

 議事に入ります前に皆様に報告があります。長崎大学大学院の棚橋由彦委員が去

る9月19日にお亡くなりになりました。ここに改めて先生の生前のご功績に敬意を

表するとともに、これまでの先生のご厚情に衷心から感謝申し上げます。ご冥福を

お祈り申し上げます。 

 今日は、これから会議を始めさせていただきますけれども、8月10日の委員会で

10月に東日本の調査をするということでしたが、それを入れまして今回が第2回目

の委員会になります。 

 今日は、アセスメントの中間報告と原子力関係、それから地域防災計画の見直し

等、盛りだくさんの内容であります。消化不良にならないように活発なご議論、よ
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ろしくお願い申し上げます。 

 この委員会の設置要領と名簿がありますが、委員会のメンバーに新しく追加があ

りますので、まず事務局からご報告をお願い申し上げます。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：事務局からの資料（1）の①、裏側を見ていただきますと名簿がございます。

この名簿に沿って、新しい委員をご紹介させていただきます。 

 先ほど、委員長から紹介がありましたように、去る9月19日に棚橋先生がご逝去な

されたため、液状化に関する専門家の方が委員の中にいらっしゃらなくなるという

状況になりました。そこで、九州大学の善功企先生にぜひ委員にとお願いいたしま

したところ、快くお引き受けいただきました。 

 なお、本日は、急なお願いでございましたため、もう既に予定が入っていたという

ことで、ご欠席でございます。 

 それから、大津留先生につきましては、第1回の後、福島県立医科大学医学部教授

にご栄転されました。委員についてはご継続いただくということをお願いしており

ますが、本日は所用のため、欠席させていただくということでございます。 

  以上でございます。 

 

(3).審議 

 

委員長委員長委員長委員長：では、これから議事に入りたいと思います。本日の委員会の終了は5時を予定して

います。皆さんの協力をお願い申し上げます。 

 なお、途中、原田先生が所用のため、4時過ぎに退席することを事前に伺っており

ます。ご了承ください。 



①第１回委員会の論点整理（説 明） 
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--------------説   明------------- 

 

資料（１）－②第１回見直し検討委員会の主な議論 

を用いて説明 

 

委員長委員長委員長委員長：それでは、議題の1番目、第1回委員会の論点の整理について、事務局から説明

をお願いいたします。 

 

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：事務局です。それでは、資料(1)の②に沿いまして、前回の論点を整理さ

せていただきたいと思います。 

 まず、1番目、地震・津波の想定を1ページから3ページまでに書いてございます。

①から⑪までそれぞれ地震源、地震のもとについてご議論、ご検討賜りました。 

 その中で唯一、1番目の東海・東南海・南海地震に加えて日向灘の地震という、

いわゆる4連動について、国に先んじて、県においてシミュレーションを実施する

という一定の方向性をお示しいただきました。本日については、このシミュレーシ

ョン結果のご報告が、非常に大きなテーマの一つとなってございます。 

 その際に、ここに記載のとおり幾つかのご意見がありました。国のシミュレーシ

ョン、これは時間的に大分おくれるかと思われます。その結果が異なる場合、例え

ば、国のほうが大きくなるとかいうような場合であれば、県においてもその新たな

結果に基づいてシミュレーションをもう一度、やり直すというご意見を賜っており

ます。 

 それから、海のそばに県庁を建てることを心配されている県民に対して説明する

という意味からも、ぜひ、今回のシミュレーションはやったほうがいいということ

で、4連動の津波シミュレーションを県独自で実施するという方向性を賜ったとこ

ろです。 

 あと、2番以降、11番までについては、それぞれ若干の議論の濃淡はございまし

たけれども、長崎県においてはシミュレーションの対象としないと。最後の11番だ

けは、前回の防災アセスのやり直しをもう1回するか否かという話でございました

が、あえてやり直しは必要ないのではないかということでございました。したがっ

て、地震・津波の新たな想定といたしましては、最初申しましたように4連動を新

たに追加してシミュレーションを実施するということでございました。 

 4ページ、液状化については、いろいろご意見を賜ったところでございました。

データの量がどれだけ増えているのか等も踏まえながら、今回のテーマとしましょ

うということになってございます。 

 それから、原子力災害発生時の避難対策でございます。壱岐、平戸、佐世保を含

む30キロメートルの避難計画をつくる方向で一定の了解を賜ったところでござい

ます。この間、国でも、いわゆる事務局レベルではありますけれども、一定、30

キロメートルという考え方が示されて、長崎県の考え方がちょっと先行したような

形になりました。そのように国のほうでも動いているということでございます。今
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回は、暫定計画の検討方針の妥当性、暫定計画案の行動計画における情報伝達の方

法等々についてご審議賜れればと考えております。 

 それから、5ページの下のほう、地域防災計画の見直しに関するご意見でござい

ます。さまざまなご意見を賜りました。災害弱者や病人の方たちの避難に配慮する

必要があるということでございました。これは、資料（5）の②でもまた説明を差

し上げたいと考えてございますので、ここでは割愛させていただきまして、前回の

議事の概要をご報告させていただきます。 

 以上です。
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--------------審   議------------- 

    

委員長委員長委員長委員長：既に前回の議事録は、皆さんの修正を経ましてホームページに掲載されており

ます。その中から論点となる発言内容等を抜き出して、今後どう対応するかという

方針まで書いて、今日の議論の中身の大部分がこの中にあります。この内容につい

て、何かご意見ございませんでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：今の資料の(1)の①についてですか。 

    

委員長委員長委員長委員長：いえ、②です。 

    

委委委委    員員員員：失礼。資料(1)の②。 

    

委員長委員長委員長委員長：そうです。 

    

委委委委    員員員員：いいですか。資料(1)の②のこれまでの主な議論のところで一部、これは多分、

訂正だと思うのですが、地震・津波の想定のところで2ページ目の④と⑤と⑥の整

理の仕方にちょっと誤解があると思うのです。どうしたらいいのか、今すぐはあれ

なのですが、少なくとも⑤の沖縄トラフ(東シナ海)の地震、そのすぐ右側に「現在

の知見では、プレートは沈み込んでいるが」云々と書いてあります。この「沈み込

んでいるが云々」というのは、むしろその上の④の南西諸島海溝、いわゆる琉球海

溝の話です。沖縄トラフ、東シナ海というのは、背弧側になりますので、ここで想

定すべき地震を考えるとしたら、沈み込みの地震ではなくて、その背弧が開くよう

な、いわゆる活断層を想定しなければいけないわけです。 

 どうしたらいいのだろう。⑤はなくてもいいというか、あるいは⑤と⑥を一緒に

して、沖縄トラフの地震については、過去、大体マグニチュード7くらいの地震と

いうことで、非常に大きな地震の発生は考えにくいので、想定しなくてもいいと。

一方、黄海とかもっと中国に近いところになってくると情報がないので、現在のと

ころ、パラメーターの設定が難しいという形に整理する。 

 この④、⑤、⑥のところは、また後で文案を私のほうで提出いたします。少しこ

こには整理に誤解があると思いますので、直したほうがいいと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：少なくともこのままだったら間違いということですね。 

    

委委委委    員員員員：はい。 

    

委員長委員長委員長委員長：ここのところはこの前の議論をまとめたわけですから、報告とは基本的にバッ

ティングしないわけで、この表現を整理するという。 
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委委委委    員員員員：そうです。ですから、前回の議論が間違っていたわけじゃなくて、まとめる際

の誤解があるようなので、そこを直すようにしたいと。 

    

委員長委員長委員長委員長：事務局から特になかったら、そういう対応をしますが。 

 

危機管理課危機管理課危機管理課危機管理課長長長長：先生のご指導をいただいて適正に修正させていただきたいと思います。 

 

委員長委員長委員長委員長：できたら、地震ごとに横に線を引いてもらったり、波線をいれてもらったりし

て、見やすくしてもらうとありがたいです。 

  そのほか、ございませんか。 

(「なし」との発言あり) 

    

委員長委員長委員長委員長：では、ここは1回目の内容ですから、今回の議論を含めるとまた中身が変わるか

もしれませんので、この程度にしておきます



②被災地調査について（委員長報告） 

    

 - 8 - 

 

--------------委員長報告------------- 

 

資料（２）－①被災地調査について（資料及びパワーポイント） 

を用いて説明 

    

委員長委員長委員長委員長：次の議題に移らせていただきます。東日本大震災の現地調査の報告です。これ

は私から説明させていただきます。2枚目を出してください。 

 東日本大震災の見直し検討委員会の現地調査が10月12日から14日の3日間、行わ

れました。 

 調査先です。初日の午前中は移動で、午後から大津留先生のところ、福島県立医

科大学で今からつくられる被曝医療に関するものをいろいろ見せていただきまし

た。午後は、福島県庁舎の被災状況の視察です。福島県庁の職員の方の案内につい

ては、業務中でお忙しいものですから、被災をダイレクトに受けたところでは説明

をお願いするのは控えまして、外から見せてもらいました。 

 次の日は、岩手県の総務部の総合防災室で、今回の東日本大震災の岩手県の初動

体制の話を具体的に聞くことができました。午後は移動して、仙台市の仙台港周辺

で蒲生、荒浜地区、閖上地区の干潟など、仙台平野の被災状況を見せてもらいまし

た。 

 次に石巻市に行きまして、石巻市の周辺と日和山の津波の被害の様子を見せてい

ただきました。最後に石巻市役所に行きまして、被災者支援の窓口を見せていただ

き、いろいろな初動体制の話を聞かせていただきました。 

 最後の日は、女川の周辺です。ここは震災のときに人口1割の方が亡くなってい

て、一番死亡率が高いところです。現地を車の中から見せていただいて、その後、

女川の原子力発電所に行きまして、具体的ないろいろな当時の話を聞かせていただ

きました。 

 これからパワーポイントによる説明です。 

 参加したメンバーは、安達委員、赤星委員、大津留委員、木村委員、坂谷委員と

私の6人です。 

 報告書をそこにまとめています。パワーポイントを見ていただいたらいいかと思

います。 

 これは、大津留先生がこれから立ち上げる被曝者医療の拠点です。まだ着任され

たばかりで具体的な体制の整備はこれからなのですけれど、こういうふうに防護服

や除染のいろいろな機器が入り始めています。それと、関係課とのいろいろな協議

のシステムができ上がっている。これからここが長い期間にわたって被曝医療の拠

点になるところです。 

 現地に行かれた委員の先生にコメントを書いていただきました。時間の関係で全

部は上げていませんが、主なものを上げています。具体的にはいろいろな備蓄の関

係、防御服、訓練などいろいろな今後必要なことがたくさんあり、また医療施設が
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重要だということがよくわかりました。 

 次は、福島県庁です。これは外から見ただけです。今度の震災で外壁が落ちたり

して、倒壊はしていないのですけれど、機能を失ったものですから、ここで災対本

部の業務ができなくて別施設でやっています。外壁の様子やクラックの様子などが

写真に撮られております。こういう防災拠点の耐震性の話などについて、皆さんか

らいろいろコメントをいただいております。 

 これが次の日の岩手県庁の総務部の防災室です。岩手県庁の防災の部門は、既に

震災が起こった後の初動体制の検証を今、始めておるということで、お話を担当者

から聞いています。ここでは通常業務と緊急時の災対本部の機能を分け、庁内体制

を変えています。ここは主に災対本部の機能の部分です。大部屋を確保して、顔の

見える関係でやっていることがわかりました。ここでいろいろお話を聞きました。 

 ここでは、今回の震災で初めて市町村の拠点がなくなって、情報が入らない、ま

た避難所の問題、物資の供給の問題等、初動体制の話を聞きました。それをもとに

皆さんがどういうことを感じられたかをまとめています。初動体制の立ち上げに伴

ういろいろな通常業務と違う仕分けの仕方などは、具体的な災害を経験しています

ので、我々にも参考になることがいっぱい上げられていましたし、私たちもそう感

じました。それが次のページとその次のページに入っています。中身は省略させて

いただきます。 

 次が仙台市の仙台平野の津波被害の様子です。このように平野全体が津波の被害

を受けています。もうかなり片づけが済んでおるところですけれど、まだ大分、住

宅などは残っていました。ここは、復興計画で道路を利用した多重防御みたいなこ

とが議論されておるところです。既にここは建築規制がかかって、ここには家は建

てられません。仙台平野は三陸海岸とは違って津波の頻度は低いところなのですけ

れど、そういうところが被害を受けたということで、皆さん、ショックだったよう

でした。 

 今度は石巻港です。ここも大きな被害を受けて、しかも地盤が沈下しています。

その当時は火災が起こりまして、初動体制をとるのが大変なところだったところで

す。その現地を見せてもらいました。このように満潮時には浸水が起こっておりま

す。一部はもう業務を再開しています。このように日和山という山から町全体を見

ることができました。 

 これは石巻市の市役所です。こちらの右側が市庁舎なのですけれども、ここは今

年の3月ぐらいにショッピングモールを改造し、そこに市役所の庁舎が入っていま

す。そこが被災者支援窓口となっていて、その担当の方からいろいろお話を伺いま

した。ここでは、ワンストップというか、被災者の方が1カ所行けば全部できるよ

うな広いスペースがありました。教育の問題とか、いろいろな話をここで伺うこと

ができました。 

 ここでは長崎県の方と市町村の方が罹災証明の発行等の被災者支援の窓口業務

を行っているのですけれど、その様子です。かなりスペースがあって、ワンストッ

プで全部できるようになっていました。長崎県と市町村の方が活躍された話をここ
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で聞いて、感謝の言葉がありました。 

 次が女川町です。ここは平地が少なくてすぐ山が迫っておるという、わりと長崎

に似たようなところで大きな被害がありました。先ほど申しましたように、ここで

は人口の1割の方が亡くなっています。ここは既に片付けが大分、終わっていまし

た。私どもの仲間、雲仙の復興計画をつくった人たちが復興計画に携わっています。

災害以降、公共の被災した建物を残そうということになって、被災者の方々はあま

り乗り気じゃなかったのですけれど、一応、公共施設は残すことになりました。右

側は、女川原発のオフサイトセンターです。ここもこういうふうに津波で被害を受

けて、機能しなくなっています。拠点が被害を受けているということがショックで

した。ここでもまたいろいろ皆さんの感想が書かれています。これは省略します。 

 次は、原子力発電所の内部に入らせていただいて、そこで震災当時のいろいろな

電力系統の話、それから放射能の計測の話、被災者を受け入れたお話等々、具体的

にきちんと説明していただきました。これがその様子です。ここには電源が5系統

ぐらいあったそうですけれど、1系統しか使えなかったという話と、自家発電機は

高いところにあったのですけれど、重油タンクが低いところにあって、倒れて使え

なかったということを聞きました。それで、こういうふうに具体的なご意見を皆さ

んから伺っています。これは今後、3番目の議題にあります地域防災の見直し等々

の参考にさせていただくと同時に、県の方も、それ以外の方もたくさん現地に行か

れていますので、それらと一緒に長崎で何をやるかを考える際の参考にしていただ

いたらいいと思います。 

 これは仙台空港です。 

 全体の印象をまとめています。時間の関係で省略いたしますけれど、具体的に参

加された委員、何かあれば、ぜひ、感想を一言お願いします。
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--------------審   議------------- 

    

委委委委    員員員員：資料(2)-①の6ページ、(3)岩手県総務部総合防災室(訪問)……県災害対策本部

の対応状況の①にもありますけれども、岩手県の防災の責任者から、「防災マニュ

アルや計画がどんなに立派なものでも、それを実行する拠点となる出先の行政の施

設が壊滅的な被害を受ければ、全く機能しない」ということの説明が一番の印象的

でした。対策としては、県庁をはじめ、市役所など、またそれらの出先の行政機関

も、耐震診断とか耐震補強という手段があるわけですから、それら行政施設のすべ

てを地震・津波に対する安全性についてもう一度見直していただきたい。 

 それから、長崎に置きかえてみれば、東日本とは違う形の地震がくるのじゃない

かと思います。そのときの対策を加味しながら、施設の安全対策を十分にしておく

べきであろうというのが私の一番の関心事です。 

    

委員長委員長委員長委員長：ありがとうございました。 

    

委委委委    員員員員：私は、福島県立医大に行かせていただきました。福島県立大は福島原発から50

キロから60キロ離れているらしいのですけれども、福島県立医大で被曝のことにつ

いていろいろやっていらっしゃる先生の部屋でも、1年間で1から2ミリシーベルト

被曝する。部屋を出て外に行くと、それよりもう少し線量が高くなる。そこの隣に

芝生があって、そこではかると年間二、三ミリシーベルトになる。福島原発からの

放射能を含んだ放射性物質の飛散というのはかなり遠くでも起きていて、福島県立

医大では全くほとんど地震の被害は見受けられなかったのですけれども、50キロか

ら60キロ離れている医療の拠点となるべきところでもある程度の年間の被曝線量

がある。 

 あと、福島市内では、特に山のほうからセシウムを含んだ土砂が雨とともに流れ

てきて、もう少し線量が高いところもあるということです。一度事故が起こるとか

なり広範囲に、そして医療拠点まで放射能のことを心配しなくてはいけない。そう

いうことが起こるのだなということを実感しました。 

    

委員長委員長委員長委員長：ありがとうございます。 

    

委委委委    員員員員：私の感想は、今、委員長から報告があった報告書の中に大体全部入れていただ

いているのですけれども、石巻市の防災課長の方が、今すぐできることは何かとい

うところで、防災教育とおっしゃったわけです。防災教育というのは、言葉は悪く

ないのですけれども、実際は非常に難しいことであると思っています。防災教育と

いう面では、日本の中でも非常に進んでいた地域が、今回ああいう形になってしま

った。 

 それに対して、長崎県はどちらかといえば、今回の津波想定でもそうですけれど
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も、大きな津波が想定されておりません。そうかといって、全くないというわけで

もないでしょうから、どういう形で防災教育に取り組むのかが大きなポイントじゃ

ないかなと思っております。 

 気象庁は、今回、津波警報の改善を進めつつあるわけですけれども、この点も含

めて、関係機関と協力して、一生懸命、防災教育に取り組んでいかなければならな

いと思っております。 

    

委員長委員長委員長委員長：ありがとうございました。    

    

委委委委    員員員員：私は、県の立場として、岩手県が非常に参考になりました。従来、災対本部は、

例えば、総務部、土木部、農林部という部ごとの縦割りだった。これが実際、大規

模災害が起こったときに全く機能しなかったため、横断的な組織の見直しをやって

いるということが非常に印象に残りました。今、うちのほうでも見直しを進めてお

りますが、なかなか進んでいない。 

 それと、岩手県は津波があるということでずっとシミュレーションによる防災訓

練をやってきたけれども、実際は初動対応がなかなか大変だったということです。

特に、長崎県では今まで大規模災害、例えば地域全体が被災するようなことはこれ

までありませんので、そういったものを想定しながら、具体的な訓練、初動体制を

つくっていかなければならないと感じたところです。 

    

委員長委員長委員長委員長：皆さんの感想は、そのとおりだと思います。今後、そういう観点で地域防災を

見直すときには、ぜひご意見を参考にしていただいたらありがたいと思います。 

では、これについて行かれていない方からの質問があれば。特にございませんか。 

    

委委委委    員員員員：一つだけ。例えば仙台とか石巻とかでは、今回、津波ハザードマップをはるか

に超えた津波が来たわけですけれども、その辺は何か話が出ましたか。ハザードマ

ップについて、よかったとか、悪かったとか。 

    

委員長委員長委員長委員長：この中では特にハザードマップは……。まず立ち上がる初動体制のところだか

ら、ハザードマップの議論はあまりしなかったのですが、別のところではかなりい

ろいろ議論されているようです。 

何か補足があれば、どなたか。 

    

委委委委    員員員員：今回の視察とは別ですが、1回目に行ったときにそれが出ました。岩手では、ハ

ザードマップをつくっておりますけれども、そのとおりに津波がとまったところも

あれば、それを超えてきたところもあった。それを超えてきた地区ととまった地区

で津波による被害者の数はどちらが多かったかというと、海側のほうが少なくて、

ハザードマップを超えた山手側の人の被害が大きかったそうです。ですから、これ

は日ごろの訓練、教育が大きく影響したのではないかということでした。これは6
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月の段階ですから、正式なものではなかったのですけれども、そういうことがあっ

て、防災教育の重要性というものを感じています。 

    

委員長委員長委員長委員長：群馬大学の片田先生は、ハザードマップがあっても、それは参考だから、自分

で判断して、とにかく地震が起こったら高台へ逃げろということを徹底して教育し

たわけです。そのように子どもさんに教育をすれば、10年後は大人、20年後はお父

さん、お母さんになるわけですから、時間はかかるけれど一番確実な方法であると

いうことは間違いないということです。 

ここではあまり時間がありませんので、特になかったら次の議題にいかせていただ

きます。
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--------------説   明------------- 

 

資料（３）－①地震津波シミュレーションの概要（中間報告）（資料及びパワーポ

イント） 

資料（３）－②地震津波シミュレーション（中間報告）（資料及びパワーポイント） 

を用いて説明 

 

委員長委員長委員長委員長：次は、いよいよ本題の地震・津波の想定です。津波シミュレーションに、東海・

東南海・南海地震に日向灘も加えた4連動のシミュレーションを行うことを前回、

ご了解いただいて、その中間報告をいただきます。まだ、全部の点とか、浸水予測

までいっていませんけれども、拠点の津波の高さまでが一応、整理できましたので、

この件についてご報告をいただきます。 

 このシミュレーションの実施に当たっては、ここにいらっしゃいます九州大学の

清水先生に骨折りいただいていろいろな設定をしていただいています。まず、先生

のほうからその前段の説明をお願いし、その後、業務に当たった応用地質のほうか

ら結果の報告をお願いいたします。 

よろしくお願いします。 

    

委委委委    員員員員：九州大学の清水でございます。今回のシミュレーションに当たり、一応、私の

ほうでどういう地震を想定したらいいのか、波源となる断層モデルの想定について

いろいろなデータに基づき、これまでの研究成果を考慮して想定しました。それに

ついて簡単にご紹介したいと思います。 

 まず、設定です。基本的な考え方は、長崎県だけじゃなくて西南日本全体を考え

たとき、当面、おそらく一番可能性が高い大きな超巨大地震というのは、東海・東

南海・南海です。これは、おそらくどんな研究者もみんな同じ考えだと思うのです。

それについては、もう大分前から認識されていたため、中央防災会議のほうで既に

東海、東南海、南海の三つの巨大地震が連動した場合の震度分布、それから津波予

想のシミュレーションは行われております。ところが、今回、それをそのまま使え

るかを最初に考えたとき、中央防災会議が計算して以降、いろいろな調査が進んで、

例えば大分県等ではさらに新しいデータが出てきて、それを説明しようとすると、

従来の中央防災会議の東海・東南海・南海の想定震源域を三つ足しただけでは、ど

うも説明できないということがわかってきました。 

 さらに歴史のいろいろな資料の調査で、慶長年間に、揺れは大したことはないん

ですけれど、非常に大きな津波が来た、いわゆる津波地震といわれるものがあると

いうのもわかってきました。今回の東北地方太平洋沖地震で有名になりましたけれ

ど、実は貞観地震の津波というものがあったのですね。マグニチュードは8クラス

なのですが、津波は非常に大きかったようです。そのことについて、なかなか整合

性がとれないでいたのですが、今回の地震を解析した結果、今回の東北・東日本大

震災を起こした地震というのは、いわゆる海溝沿いの非常に浅い部分の領域も滑っ
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て、非常に効果的な津波を起こしています。つまり、いわゆる巨大地震と津波地震

が合わさったような形になっていたということがわかってきまして、そういったも

のも考慮する必要があります。ということで、今回は、東海・東南海・南海に加え

て、まず大分県側の津波を説明するために、日向灘の領域まで断層域を西側に延長

するということ、つまり3連動から4連動にするというのが1点です。 

 あと、このスライドには書いていないのですが、さらにそれに加えて、いわゆる

津波地震として知られている慶長地震は海溝沿いの部分が滑ったのじゃないかと

いうことで、さらに海溝に近い浅い部分まで断層面を延ばした。言ってみれば4連

動プラス1で5連動みたいなことを想定したわけです。これは、私が申し上げたこと

ですね。中央防災会議では、今言ったようにいわゆる震度をメーンに地震を考えて

いて、ある程度、地下の深いところで起きる断層の破壊を前提にしています。表面

付近というのは固着といいまして、摩擦力が小さいので、そこが動いても揺れ自体

はあまり大きくならないのですね。なので、ほんとうに浅いところ、深さが10キロ

より浅い部分というのは想定していなかった。考えなくても震度の計算上は問題が

なかったわけです。ところが、先ほど言った慶長、あるいは今回の東北で注目され

た貞観地震では非常に浅い部分まで滑っている。そうでないと、震度は説明できて

も津波は説明できないということです。そのため今回は、10キロよりも浅い部分、

まさに海溝軸まで滑るという想定にいたしました。これが今、私が申し上げたこと

を実際に図にしたものです。ここに等高線みたいな青い線がいっぱい引かれていま

す。これがプレートの沈み込みを示す、プレートの上面の等震度線ですね。この絵

で見ると、四国とか九州とか、内陸に行くほど深くなっていまして、海溝軸、つま

りこの図の右下のほうから左側のほうに向かって、プレートが斜めに沈み込んでい

るわけです。 

 従来の中央防災会議の想定震源域は、右の赤いラインが東海地震の想定震源域、

その左側の黄色いラインが東南海、さらにその左側に緑色のかなり大きな楕円が南

海で、この三つが連動することを想定していました。今回、我々はそれに加えて、

さらに西側、都井岬の沖合の日向灘ぐらいまで延ばす。それから、さらに黄色い点

線で非常に細長い楕円があります。いわゆる慶長の地震、あるいは今回の東北の震

災で言えば貞観の津波に相当するような津波を効果的に引き起こす、浅い部分から

海溝軸まで延ばした震源域で、グレーの影をつけた、非常に長大で巨大なものです。

これでマグニチュードが大体9になるように設定して、計算しています。これは今、

私が申し上げたことですね。ここで一番問題となったのは、実は日向灘をどこまで、

つまり断層域を西側に、あるいは南西側にどこまで延ばしていくかということです。

今現在は、都井岬の沖合、鹿児島の東側でとめています。計算上は、これを琉球の

ほうに延ばすこともできるわけですが、ここまでが妥当だろうと思った根拠をお示

しします。 

 その根拠の一つは、プレートの固着です。専門的でわかりにくい図で済みません

が、黒い矢印がいっぱい陸地に書かれています。その四国のところの矢印は、皆さ

んのほうから見て左上、北星側に延びています。一方、九州の南、鹿児島ぐらいに
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なると、矢印は逆に南東側、つまり四国とは反対方向に向いていることがおわかり

になると思います。フィリピン海プレートが九州とか四国のほうに沈み込みます。

つまりフィリピン海プレートが、皆さんのほうから見て左上、北西に向かって沈み

込んでいく際、プレートの動きに摩擦力で引きずられて、固着している地面も一緒

に北西側、つまりこの四国の矢印の方向に全部動きます。この矢印が大きいほど固

着が大きい、つまりがっちりくっついているので、そこがはがれたとき、巨大な地

震を起こすことになるわけです。 

 一方、九州はその辺があいまいになっていて、特に都井岬から南側の鹿児島県の

沖合から種子島のほうまでになりますと、矢印が逆の南東側になっています。これ

は、引きずり込まれていなくて、むしろ逆に九州が乗っかっているユーラシアプレ

ートの動きで南東側に動いている。これは地下が固着していない、摩擦力が極めて

小さいということを示しているわけです。 

 それをコンピュータを使って、実際、どのくらい固着しているかという固着率を

計算し、それを赤い色と青い色で示しました。真っ赤が1です。1というのは、固着

率100％、つまり完全にくっついている。つまり、完全にくっついていて、地震の

ときだけ、だんと大きく動くと。一方、青の濃いところ、今、左下に説明がありま

すけれども、ここはゼロでして、固着していない。これを見ていただくとわかるよ

うに、日向灘は大体、固着は小さくて、特に都井岬、鹿児島県の沖合から種子島の

ほうにかけては真っ青で、基本的にここはもう固着していないと考えられています。

そのため、基本的に都井岬くらいでとめて、それより南西側には一気に破壊は進ま

ないだろうということで、一応、ここを境界にいたしました。 

 さらにもう一つ、独立した情報です。これも専門的なので詳しい話は省略します

が、この地図で日向灘のところに黄色や赤、オレンジ、緑などでモザイク状に色が

ついております。これは我々の観測センターで近年やっている研究で、地震の解析

からどこが固着しているかということ、また固着の強さがわかっております。その

説明が図の右下にあります。スリップレートと書いてあって、色がついているので

すが、一番右側の赤い色は8センチメートル/イヤー、1年間に8センチメートルぐら

いずるずる動いているということなのですね。滑っている。一方、青い色はゼロで

して、完全に固着している。そうすると、日向灘の例えば延岡とか宮崎の沖合ぐら

いまでは、大体、緑色が卓越しているわけです。緑色というのは、2から4センチぐ

らいの滑りレートです。 

 基本的にこの地域のフィリピン海プレートというのは、年間5センチから7センチ

ぐらいの速さで潜り込んでいるわけですが、プレートが平均年間6センチ動いてい

ても、そのうちの3センチぐらい、半分ぐらいは解放するのだけれど、残りの半分

は解放しないでくっついているというのが緑色です。日向灘は、そのように中途半

端にくっついているのですね。 

 一方、都井岬のところ、今、矢印で示しているところはオレンジ色と黄色が卓越

しておりまして、ここは6センチ、7センチですから、プレートが動いている総体的

な速度である6センチ、7センチとほとんど同じ量だけ滑って解放している、全然こ
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こにひずみをため込んでいないということが、先ほどのＧＰＳから全く独立した地

震の解析からも示されるわけです。そういうことから、まあ、都井岬くらいで区切

るのが、現在の科学的な知見では一番妥当であろうということで、今、この図に示

したような黒いグレーの影をつけたところでとめる。南限はそこまで。これでもか

なり巨大ですけれども、この領域を震源域としたわけです。 

 断層要素というのは、5キロ掛ける5キロのメッシュで切りまして、それぞれが断

層のとき平均8.5メートルずれるというふうにします。 

なぜ、8.5メートルかということですが、これはマグニチュード9にするためです。

今回の東北の地震と同じ規模の超巨大地震、マグニチュード9となるようにするた

めに、滑り量を平均8.5メートルとして計算したということです。 

 繰り返しになりますけれど、実際に想定したモデルがこの図の左側の青いところ

です。それで計算した地殻変動量が右側の絵になっています。これは、想定した断

層が動いたときに、海底、ないし地表面、陸地でどのくらい上下に動くか、変動す

るかという量を色で示したものです。赤い色は上に隆起する、持ちあがる。海底は

基本的に赤い色を塗ってありますので、海底は持ち上がることになります。大体、

最大で3メートルくらい持ち上がるということがわかります。一方、陸地──海岸

線、宮崎県、四国の高知、それから潮岬のあたりについては青い色でして、逆にこ

こは沈降です。地面が地震とともに低くなる、標高が下がるということが計算でき

るわけです。こういう地殻変動によって、特に赤い色は海底が持ち上がるわけです。

海底が持ち上がることによって、海水も一緒に持ち上げられて、それが津波となっ

て伝わってくる。このモデルによって実際に津波をシミュレーションしたというこ

とです。 

これが想定した断層モデルです。私のほうから簡単に説明させていただきました。 

    

委員長委員長委員長委員長：ご質問があるかもしれませんけれども、一括して後で行います。 

 今、説明していただいたのは資料(3)の①です。次に資料(3)の②に入ります。今、

資料(3)の②の5ページまでの説明が終わっていますので、6ページから、今のモデ

ルに基づき具体的な地形モデル等々を入れてシミュレーションした結果について、

コンサルタントのほうからお願いいたします。 

    

受託者受託者受託者受託者：それでは、実際に計算しました応用地質より計算の手法とその結果について説

明させていただきます。 

 地形モデルです。今回は震源域が非常に広いということがございます。九州の南

のほうから静岡県までを震源域としました。ですから、その全体を覆う地形モデル

が必要になるわけです。基本的に津波の計算の場合、シミュレーションの精度が逆

に落ちてしまうことがございますので、全体を均一のモデルとすることはしません。

全体は1,350メートルメッシュ、これは中央防災会議に準じた大きさでつくりまし

て、九州、特に長崎について徐々に小さくしていく。3分の1、3分の1、3分の1とし

て、最後は9分の1、9分の1として、最小12.5メートルのメッシュで地形をつくりこ
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んでおります。これは大体、資料を逐次追っておりますので、紙資料のほうもごら

んいただきながら聞いてください。それで、実際の細かいメッシュは、最終的には

全県を12.5メートルのメッシュで海岸線を覆う予定です。資料収集の段取りもあり

まして、一応、現時点では佐世保地域、長崎地域について、計算を含めて結果を出

しております。図に示しましたように、これの一番大きい赤線が150、それから50、

25、12.5という形でメッシュを切りまして、試験面をつくっております。それぞれ

のメッシュの中では、一つの標高で地形を代表させるという形でつくっております。

ですから、メッシュが小さくなればなるほど地形の精度としては上がるということ

になりますが、実際に使っているデータは、海図とか海の基本図、沿岸海底地形図、

陸上はその地図の5メートルメッシュとか10メートルメッシュでございまして、こ

れ自体に精度の限界がございますので、一応、現時点では12.5メートルが一つ妥当

なところだと考えております。 

 それともう一つ、この地形モデルをつくるに当たりましては、堤防とかこのよう

な海岸の構造物もモデル化しております。これは地形モデルを海域と海底を連続し

て色分けしたものですけれども、それにところどころ、伝播高として線が入ってお

ります。これが堤防とか海岸の構造物、いわゆる防潮堤とかの形状になります。済

みません、まだ全部は入っておりませんけれども、後で申し上げますけれども、今

回は浸水予測までやっておりません。海岸での津波高の計算までですので、現時点

での図形で十分計算できました。一応、これを全県的に必要なところのデータを整

理しつつあるところです。最終的には、次回、次々回の委員会で最終のモデルをお

出しする予定でございます。 

 あとはこういったモデルを使いまして計算をやっていくわけです。メッシュをつ

くって、その中で仮想上の水に、ある量と流速を与えて動かしていくという操作を

やります。実際の地形を平面的にも断面的にもメッシュで区切っていますのででこ

ぼこしているのですけれども、12.5メートルという精度であれば、少なくとも現時

点で使用できるデータ及び実用的な被害予測のためには十分な精度を確保できる

と考えております。 

 これから実際の結果を説明させていただきます。これは資料の一番後ろについて

いる図です。簡単にこれから申し上げる用語を説明させていただきます。 

 書いておりますけれども、実際のシミュレーションにおきましては幾つかの水面

の定義をいたします。基本的には、東京湾平均海水面のTPをベースにしまして数字

を出しております。それで地震の後、地殻が変動して、地形が変わります。それが

今、赤の矢印で示したところになります。こういうふうになる。そこに津波が来る

わけです。津波が来るときの初期潮位というのがございます。初期潮位には、満潮

であったり、干潮であったりいろいろあるわけなのですけれども、後で表を出しま

すが、今回は既往の、記録に残っている最大潮位、それと朔望平均満潮、いわゆる

通常の満潮位、あともう一つは平均水面の3通りを出しております。なぜそう分け

たかといいますと、通常、津波の高さというのは、ここに青で書いておりますよう

に、あるときの潮位からそのときの水位まで、そこにある両矢印のように示すので
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すけれども、これだけで示しますと、実際に陸側に立っている人から見たときの津

波の高さというイメージになりません。ですから、いわゆる津波の最大水位である

左上の水位を示すことにしております。それは基準となる初期潮位によって値が変

わりますので3種類設定したということです。 

 これから先、説明する内容は、基本的に海岸での津波の最大水位、津波高を示し

ております。陸上を遡上する高さとか深さ、あるいはその範囲ではございません。

あくまでも現時点では海岸線までの計算をやっています。ここを誤解なきよう、頭

に置いていただければと思います。 

 実際、津波の最大水位がどうなるのかを説明させていただきます。 

 潮位の一覧表です。先ほど言いました最大潮位、朔望平均満潮、平均水面の3種

類で出しております。これは左から順に高いほうから低いほうへ並べております。

データの出所は異なるのですけれども、こういったデータから作成しております。

既往最大潮位が一番高いのは、当然ながら、ある津波高があったときに、実際に陸

にいる人の目線から見た津波の高さは、既往最大潮位の場合が一番高くなるからで

す。 

 これから先、既往最大潮位と朔望平均満潮位、平均水面の3種類の図面が出てき

ますが、既往最大潮位で一通り説明させていただきます。その後、朔望平均満潮位

と平均水面については、それと同様の計算で数字が変わっておるだけですので、そ

れは後で簡単に説明します。 

 既往最大潮位のときの計算結果です。こういう形で津波が生じます。これは、先

ほど地殻変動によって波が持ち上げられた状態から海岸に押し寄せた状態を想定

しております。長崎県域は黄色で示しております。これで見ますと、九州南部から

四国、紀伊半島、そして中部圏域に津波が押し寄せます。我々は今回、長崎県を中

心に計算しましたので、他県や他地域については細かい計算をやっておりませんが、

試しに、中央防災会議の3連動についても同様のメッシュサイズで計算してみまし

た。大体、今回のシミュレーションでの4連動による四国、九州の海岸線での津波

の高さは、中防で3連動といっているものに対し、最大で2倍程度という結果が得ら

れました。全体的に地震のエネルギーが大きいため、津波の高さも大きくなってお

ります。 

 これが実際、長崎県に押し寄せたときにどういう津波の高さになるかを、下のほ

うから色分けして示しております。長崎県だと全体的に2.0メートルから2.5メート

ル、そしてその上の2.5メートルから3.5メートルといった色分けがメーンなのです

が、非常に見にくいのですけれども、野母﨑のところが1カ所だけ赤く、3メートル

を超えるところが出ております。 

 これは実際に陸に立っている人から見たときのその津波の高さになります。その

右側に最大津波高と書いてありますのは、そのときの潮位との差です。ですから、

右から2番目の欄の数字を見ていただくのが一番いいかと思います。長崎港で2.88

メートル、佐世保で2.7メートル、野母﨑のところでさっき言いましたように3メー

トル28センチと、3メートルを超える数字が出ております。 
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 実際にこれがどれくらいの時間で来るかといいますと、津波の到達時間は、定義

的にプラスマイナス20センチの変動を伴うとしているのですけれど、大体長崎で地

震発生後2時間超、佐世保では3時間弱で到達します。最大到達時間はそれよりおく

れます。なぜかと言いますと、これは佐世保湾の時刻歴波形なのですが、最大水位

分布図を示しています。先ほど言いましたように、最大2.7メートルといったとこ

ろが出ているのですが、これは佐世保湾の4と書いてある一番奥まったところにな

ります。佐世保湾の1と2といった湾の入り口のほうだともっと低い波なのですけれ

ど、佐世保湾4の地点では高くなります。 

 佐世保湾では、1から2のところは波の高さがわりと低くて、周期が長い波なので

すけれども、それが湾の奥に行くにつれて振幅数が大きくなり、周期が短くなりま

す。 

 これが長崎だともっと顕著です。長崎港1、2、3、4と入り口から中のほうに入っ

て行くにつれて津波の周期がだんだん短くなり、高くなります。地形的に狭いとこ

ろに水が押し寄せてくると、どんどん津波が高くなる、なおかつ前に来た波に後か

ら来た波が加わってくるという効果が出ているわけです。先ほど言いましたように、

津波が押し寄せてきたときと最大の津波が出てくる時間というのは、後者のほうが

後になるというのはこの効果によるものでございます。こういうふうに地形効果等

をシミュレーションした結果として先ほどの数字を出しております。 

 戻ってください。長崎港での最大水位は、先ほど言いましたように、ここで赤く

見えましたところ、2.8メートルから3.0メートルになります。先ほど、長崎1、2、

3、4と湾の奥に行くにつれて津波の周期がどんどん短くなり、高くなっていくため、

最終的にはこういう結果になっております。こういう効果により、先ほどのような

数字をシミュレーションいたしました。 

 次に潮位の2番目、朔望平均満潮位のシミュレーションの結果です。これだと先

ほど黄色だったところが減りまして、黄緑になっております。各地域の津波の高さ

も先ほどより小さくなります。 

 最大水位です。さっき長崎港で2.8メートルあったものが2.6メートルと、数十セ

ンチですが下がっております。佐世保も同様です。野母﨑については、まだ3メー

トルは超えておりますけれども数字は小さくなっております。これが朔望平均満潮

時の結果です。これは同様の結果を示しておりますので、省略させていただきます。 

 最後に平均水位の場合です。全体の色合いが青くなって、0.5メートルから1メー

トルという全県的に平均した津波高になっております。 

 個別についての詳細は図面を見ていただければいいかと思います。これは初期潮

位が平均水位のときの最大水位で、軒並み1メートル以下という計算結果になって

おります。 

 結果は以上です。今回の結果は、先ほど言いましたように、今、全県的に12.5

メートルのメッシュをつくっており、津波高については、こういう数字を出すのは

ごく限られた範囲ですけれども、先ほどのこういう図を全県でつくる予定にしてお

ります。また、地形モデルが間に合わなかったせいで、今回、浸水高、浸水の範囲、
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その深さについてはまだ計算できておりません。これについても鋭意、作業を進め

まして、浸水が起こるところについては、今後、浸水範囲を示していきます。例え

ば、平成17年の地震被害想定アセスと同様に計算で求めまして提出させていただく

予定でございます。 

以上です。 
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--------------審   議------------- 

 

委員長委員長委員長委員長：今の最後の件は、資料(3)の②の1ページ目のところに、これまでの経緯のほか

に今後どんな作業をするかを示しております。今日の結果を踏まえて、全県の地形

モデルを使って津波の高さや到達時間を出し、それをもとに浸水予測をし、さらに

平成17年の結果のように被害予測の作業をするということであります。 

 今日の中間報告について、清水先生のモデルの説明とそれに基づいて出した結果

について、ご質問とかご意見がありましたら、よろしくお願いします。 

どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：質問ではないのですが、業者の方から説明がなかったので、一つ、コメントし

たいのです。11ページに津波計算に用いた初期潮位一覧表というのがあります。こ

こで佐世保と長崎の初期潮位に相当するものが三つほど比較して書いてあります

が、既往最大潮位も朔望平均満潮位も佐世保と長崎はあまり違わないのに、平均水

面だけ相当違うわけですね。これは、ここの四角に入れてありますように、求め方

が違っているためにこんな差が生じています。例えば、直近の潮位の平均をとると

ほとんど同じです。差はありません。海上保安庁さんのホームページにあるほうは

平均水面を厳密に求められたのですけれども、下に書いてある長崎の分が平均水面

をあらわしているかというと、厳密な平均水面じゃなくて、こういうふうに求めた

らこうなったということです。気象庁が考えている平均水面も佐世保と長崎でこん

なに差があるということではありません。こんなに差があれば流れが生じてしまい

ます。そういうことに留意して見ていただいたほうがいいかなと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：これは、データを集めて解析したコンサルタントから説明をお願いできますか。 

    

受託者受託者受託者受託者：これについて説明を飛ばしました。佐世保についても長崎と同様の数字を出し

ますと0.03という数字になりまして、若干、ここで出している数字より小さくなる

ことは確かでございます。これは、シミュレーションの前にご指導を受けるべきだ

ったかもしれませんが、いずれにしても、今回やったシミュレーションは、最終的

にすべて計算をやり直します。地形モデルを変えるところは当然そうなってくるの

ですが、その過程で修正を加えさせていただければと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：やり直すためのデータがあるわけですね。 

    

受託者受託者受託者受託者：はい、ございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：じゃあ、修正をお願いします。まだ、全県的なモデルも出ていないので、結果

も少し変わるかもしれません。 
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受託者受託者受託者受託者：そうですね。シミュレーションをやり直しますと、数センチ程度の差は、これ

から先、出てくる可能性がございますが、佐世保、長崎については、そう大きい差

は出てこないと思っております。 

    

委員長委員長委員長委員長：どうぞ、お気づきの点があったら、どんどんおっしゃってください。よろしく

お願いします。 

    

委委委委    員員員員：確認です。これは委員の皆さん方は間違いなくわかっていらっしゃる内容なの

でしょうけれども、応用地質さんにお尋ねです。 

 これは、例えば朔望平均満潮位のときの初期潮位が長崎港で1.5メートルですよ

ね。このときに津波の高さ1.09メートルを足して波の高さが2.6メートルになるの

ですよということですよね。数字だけを見たら、2メートルから3メートルが来そう

に思ったのです。 

 資料の12ページに戻りますが、例えば、長崎港での今までの最大潮位、TPで2.09

メートルのときに津波の高さが0.78メートル、地盤の隆起が0.01m、だから、波の

高さは合わせて海面から2.88メートルになるのですよという解釈でよろしいので

すね。 

    

受託者受託者受託者受託者：それで結構です。実際にはそれに地盤隆起・沈降量を勘案しますが、それは実

際には1センチから数センチオーダーの話ですのであまり効きません。 

 先ほど最大水位の説明をさせていただきましたが、あくまでも海岸線に立ってお

られる方が見たときの波の高さのイメージを大事にしているということでござい

ます。ですから、そのときの潮位プラス津波高が水位になっているということでご

ざいます。 

    

委委委委    員員員員：津波としては、1メートル前後と受けとめてよろしいのですね。 

    

受託者受託者受託者受託者：そういうことです。 

    

委委委委    員員員員：わかりました。 

    

委員長委員長委員長委員長：あと、どなたかございませんか。では、よろしくお願いします。 

    

委委委委    員員員員：第１回委員会で、お話ししたとおり、あびきに似たような共鳴現象が出る可能

性が高いからキチンと検討してくださいという指摘事項に配慮された結果、とりあ

えず一次的な数値解析結果をご紹介いただきました。あとは防波堤の効果とか、あ

るいは津波が長崎港の湾奥に到達する前の早い段階で陸上遡上を認めるともっと

違った結果になるので、どんどんシミュレーションを先に進めていただければ結構

かなと思います。今日の段階では、前回、私が指摘したことが計算結果にあらわれ
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ていて、あとは今、委員が言われたようにどのタイミングで津波が起きるかによっ

て変わってくる。干潮時に津波が起きればそんなにたいした被害にならないけれど、

満潮で既往最大の時に津波が来襲したら大変なことになるのか、それをどう評価す

るかでしょうから、危険側で見て、あとはどんどん計算を進めていただいたらいい

んじゃないかなということで、特に何もありません。 

    

委員長委員長委員長委員長：当然、既往最大の中にはあびき効果みたいなものが入ったダブルカウントにな

るのか、そこら辺、僕はよくわからないのですけれども。 

    

委委委委    員員員員：あびきの現象に関しては、私よりも別の委員に聞いていただいたほうがいいと

思うのですけれど、実質的にはまだあびきの現象自体も如何なるメカニズムで起き

ているのかは正確にわかっていないと思われます。ただし、長崎で統計をとると、

秋口とか春口にあびきが起きています。そこで既往最大の潮位が出て、かつ津波が

来襲したときにはそういうことが重なる場合もあるだろうとしか言いようがない

ですね。 

委員、どうですか。専門家のお立場から如何でしょうか？。長崎の気象台は、あび

きに関するデータもたくさんお持ちですから。 

    

委委委委    員員員員：どういうことが起こるかは言えないのですが、事実のお話をすると、既往最大

潮位が長崎で2.09メートルになっているのは、大潮のときの値なのですね。当然、

大潮のときに高潮が起これば、これより高くなることになります。たまたまという

ことなのかもしれませんけれども、過去にそういうことが起こっていないから、大

潮という天文潮位だけで一番高くなっているということです。 

 それに比べて、ここには佐世保だけしか載っていませんけれど、佐世保とか口之

津の既往最大潮位というのは、台風の接近によって起こったということです。 

    

委員長委員長委員長委員長：どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：これは、コンサルに確認です。津波の伝搬の計算をするときに水深のデータを

使うと思うのです。そのときの水深というのは、資料の5ページのように地震と同

時に海底が持ち上がるわけですが、その持ち上がった分の水深も考慮して計算して

いるのですかね。ほとんど結果には効かないと思いますが、それはどうやっている

のですか。 

    

受託者受託者受託者受託者：海底が持ち上がったことによって周辺の海面が下がるとか、そういう現象とい

うことですか。 

    

委委委委    員員員員：いや、そうじゃなくて、標高データです。要するに、海底の地形データを使っ

ていますよね。実際、地震が起こると地殻変動が起こるわけですから変わりますよ
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ね。その効果は全然関係ないのですか。 

受託者受託者受託者受託者：つまり、水面を持ち上げる効果プラスということですか。 

    

委委委委    員員員員：何と言ったらいいですかね。私の言っていることはピント外れなのかな。全然

関係ないのかな。 

    

受託者受託者受託者受託者：例えば、水深100メートルだったところの地殻が10メートル隆起して、90メート

ルになるのじゃないかということです。 

    

受託者受託者受託者受託者：ああ、そういうことですね。最初の初期計算では地殻プラス水面ですから、そ

の段階で一たん持ち上げて、さらにという格好になるのですけれども。 

    

委委委委    員員員員：持ち上がるのはわかるのですけれども、津波が伝わって行くときの計算には、

海底地形が例えば1メートル上がったというのは反映しているのですか。 

    

受託者受託者受託者受託者：わかりました。おそらく考慮しているはずなのですけれども、今、細かいデー

タがないので確認いたします。 

    

委委委委    員員員員：全く結果には効かないと思います。ただ、今回の場合は効かないですけれども、

震源域が長崎の港湾の港口だったら、効きますよね。 

    

受託者受託者受託者受託者：わかりました。 

    

委員長委員長委員長委員長：何かございますか。では、どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：既往最大の潮位というのは、どのぐらいの時期のものですか。明治以前はない

と思うけれど、最近のやつなのですか。 

    

受託者受託者受託者受託者：長崎につきましては、1975年の大潮時です。 

    

委委委委    員員員員：平成21年かな。 

    

受託者受託者受託者受託者：ごめんなさい。1976年10月に出ておりますね。発生時期はあるのですけれども、

原因は書いてありません。佐世保の2.14メートルというのは台風のときですね。

1959年9月17日です。 

    

委委委委    員員員員：わかりました。既往最大の潮位が1メートル、プラスになるということは想像で

きないですか。 
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委委委委    員員員員：これにプラス1メートル、起きないとは言えないけれど、そんなのが起きる確率

は極めて小さいでしょう。今のご質問、どう思われますか。 

    

委委委委    員員員員：台風の進路でどのくらいの高潮が起こるかということだと思うのですよね。 

    

委委委委    員員員員：高潮が来たときに一緒に地震が起きるようなことはあり得るのですけれども。 

    

委委委委    員員員員：一番高いときに高潮が起こるかどうかという、タイミングの問題です。 

    

委委委委    員員員員：それを言いだすと切りがないのですよ。 

    

委委委委    員員員員：これはあくまでも検潮所で観測した記録のある範囲での最大なものですから。 

    

委員長委員長委員長委員長：だから、ほんとうの既往最大ではなくてデータの中の既往最大ということです

ね。それで違和感はないのですか。 

    

委委委委    員員員員：いや、何とも言えないですね。何とも言いようがないです。ただ、我々が持っ

ているデータの中での最大潮位を使うのがオーソドックスなやり方じゃないかな

という気がするのですよね。 

 先ほど委員も言われたように、佐世保と長崎ではいろいろ現象が違って、佐世保

は台風のときの最大潮位で、長崎はそうではないわけです。別な環境での我々が持

っているデータの中で最大値を使っているとしか言いようがないですよね。今の委

員からのご指摘のように、これが3メートルにならないのかといったら、ならない

ということはないですね。あり得る、可能性はあるけれど、それ以上は何とも言い

ようがないですね。 

 少なくとも、誤解を招かないようにお話しておきたいのは、科学的なデータを用

いて、どれだけ限られた時間、限られた予算の中で見直しを実施するかと考えたと

きには、我々としては、このやり方はほぼ妥当だろうという気がします。いろいろ

なご心配があって、例えば台風と地震と津波が一緒に起きることもあり得なくはな

いですが、それをまた考えるとものすごい数のケースを想定・実施しないといけな

いので、最低限、今の段階では考えられる最大の危険側を考えた中での条件とケー

スの設定じゃないかと私は理解しています。 

    

委員長委員長委員長委員長：よろしいでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：済みません。専門的な部分の考え方がまだ私の中でよく理解できなくて、単純

に考えれば数字がいろいろ並んで、それを足したり引いたりするのだということな

のかなと思っております。 

 今、委員が言われたように、あるデータの最高値を並べてあるということなので
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すよね。シミュレーションする場合には、確かにそういう現状確実にあるデータを

採用されるのが筋なのだろうという気はいたします。ただ、こういうケースのとき

に正解なのかどうかわかりませんけれど、私たちの一般的な暮らしの中では、考え

られるものプラスアルファで、少し余裕を見るという考え方をよくされると思うの

です。そういうものはシミュレーションでは要らないと考えてよろしいですね。 

    

委委委委    員員員員：今、委員がおっしゃった意見はよく理解できました。数値シミュレーションの

結果について、そういう余裕の部分が要らないのかというご質問に対しては、今日

は上限設定で委員が決められたモデルを波源域にして、ずっと津波の伝搬を数値シ

ミュレーションで追ってきて、先ほどのような結果が出たわけですよね。これに対

して今言われたように、県民の生活に対して安心安全をどう設定するかに関しては、

計算結果をそのままの状態で用いるのか、あるいは委員がおっしゃったように少し

安全度を高めるために1.1倍ぐらいの安全率を乗じて余裕高を見るのか、あるいは

安全率を1.3倍にすることはあります。安全率を加味するか否かはこの委員会で議

論するのか、あるいは首長さんが決められるのか、私にはわかりませんが、そうい

う考え方はあろうかと思います。 

 まとめれば、数値シミュレーションの結果にはそういう考え方を入れないのです

よね、というご質問に対しては、いや、そんなことはありませんと回答させて下さ

い。今日はあくまでも、ある計算条件とケースを設定して、あるいは既往のデータ

をもとにして数値シミュレーションした結果をお示しになられた。これが安全なの

かどうなのかどうか、この結果をそのまま使うのか、あるいは余裕高を見て安全率

を1.1倍なり、1.2倍に設定して計算結果に乗じて判断するのか、そのあたりはこの

委員会、あるいは別の委員会で考えるのかはわかりませんが、数値シミュレーショ

ンの結果に対してそういう考え方を取り込んでいくということは、必要というか、

あり得ると思います。 

 あくまで今日は計算した結果で、その設定条件がこうだということです。ですか

ら、ある初期値にプラスしているだけのケースが三つ出ていますが、単純にスライ

ドしているだけの話なのですよね。 

    

委委委委    員員員員：別に委員を責めるとか、そういうことではないのです。確認だけです。 

    

委委委委    員員員員：そうご理解いただければと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：ここではシミュレーションで現象を押さえるというだけで、設計などの実際の

対策は、また別のフィロソフィーでいろいろ考えていくことになると思います。 

    

委委委委    員員員員：いいですか。全くの素人なのですけれども、今度の東北のときには想定外とい

う言葉をよく聞きます。このシミュレーションで東北の津波を考えたとき、やっぱ

り想定外の結果になるのですか。それとも想定内でおさまるのですか。 
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委員長委員長委員長委員長：もう1回お願いします。 

    

委委委委    員員員員：このモデルを使って今度起きた東北の津波をシミュレーションした場合、実際

に起こった結果はこのモデルよりももっとひどかったのか、モデルの想定した範囲

内のことが東北地方で起こったのか。もし今、東北のこの前のマグニチュード9を

このモデルを使ってシミュレーションしたとき、その結果は実際に起こったことよ

りももっとひどいことを示すのか。津波の高さは実際に起こったものよりも高いの

か、低いのか。低いのなら、もっと高い津波が出てくるので、プラスアルファを考

えなくてはいけないのかなという。このモデルを今度の東北の地震に当てはめると

どうなるのかをお聞きしたいなと思ったのです。 

    

委員長委員長委員長委員長：これは委員が答えたほうがいいのかな。要するに東北みたいに実際に起こった

データじゃないものですから、滑りなんか、あくまでも平均で入れているものです

からね。 

    

委委委委    員員員員：今回、想定したモデルで東北をシミュレーションしたら、実際はよくわからな

いというか。東北はもう起きちゃったので、起きた東北の津波を説明するようなモ

デルを逆に実際の観測データからつくっています。もうモデルがあります。もちろ

ん、それでやれば、当たり前ですが説明できます。説明できるようにモデルをつく

ってあるのです。ある意味、それを考慮して、今回、こちらの西南日本についても

モデルを設定したということです。だから、そんなにかけ離れてはいないのです。 

 ただ、今回の場合、あくまでも実データがない、つまり過去に経験していないこ

とをコンピュータで計算していますので、そういう意味では、もし、将来、東海・

東南海・南海の3連動、あるいは日向灘を合わせて4連動が起きたときに、このシミ

ュレーションの結果のとおりになるかどうかはわからないと言ったほうがいいで

す。 

 だから、今回のシミュレーションは、あくまでも現在の東北の知見も入れた上で

一番悪いパターンを想定しつつ、その中の平均値をとっています。意味がよくわか

らないかもしれないですけれど、いろいろな想定によって結果は違ってくるわけで

すが、悪いことを想定した中での比較的な平均像みたいなものを計算したというこ

とです。実際、もし将来、起こったとき、当然、もちろんこのとおりじゃなくて、

これよりも低くなる、あるいは高くなることもあり得ます。そういう意味で、委員

が先ほどおっしゃったように、これが絶対じゃありませんので、少なくとも防災対

策を立てる段階では安全係数を見込むことは必要です。どこまでそれを見込むのか

はいろいろ議論があると思いますが、必要はあると思います。 

    

委委委委    員員員員：今、委員が質問された内容のなかでモデルという言葉を用いられていますけれ

ど、実はこの計算には二つのモデルがあります。一つは、今、清水委員がお答えに



③地震・津波の想定（審 議） 

    

 - 29 - 

なられたように東日本大震災の結果を踏まえ、また先ほどご説明があった波源域の

モデルというもので、清水委員のご意見を含めて事務局でつくられたモデルです。

それで海底地盤の盛り上がりとか、海水の盛り上がりをまず設定されている。次に、

それが津波となって、いかに伝わっていくかというのが、実を言うと先ほど示され

た二つ目のモデルなのです。その二つから構成されているとご理解いただければ結

構かと思います。 

 私は、どちらかというと後者のほうを担当しています。これに関しては、先ほど

もお話ししたように数値シミュレーションする前から、この長崎港の中に津波が入

れば、おそらくあびきという長崎港が持っている固有周波数、固有周期という言い

方もしますが、固有周期で35分から40分ぐらいの地形性の波が共鳴現象で発生する

のではないかと予測しました。そのような結果が、地震発生後2時間のうちに計算

結果に表れています。このことから、後者のモデルにおいて、津波の伝搬はほぼ妥

当かなと思っています。 

 清水委員のアドバイスに基づいて作成されたモデルについては、先ほどのデータ

とか、あるいは地殻の変動量が、東日本大震災では、これだけひどく広域に動かな

いと思っていたものが動いたということを参考にされて、波源モデルはつくられて

いるのじゃないかと思います。私は専門外ですけれども、それが正しいのかどうか

という赤星委員の質問については多分、委員がお答えになられたとおりで、いろい

ろなものを考慮して、今、最大限できるものはあれだということだろうと私は理解

しています。ですから、その入力データを受けて、波がどう伝わっていくかを考え

たのが2番目のモデルとご理解いただければいいかなと思うのです。 

    

委委委委    員員員員：わからなくて、一番新しい知見を入れたモデルが正しいかどうかというのは、

またどこかで……。ですから、それをもう一遍、今度の東北のものでやってみたら、

やっぱり同じような結果がほんとうに得られるのか、モデルが正しいかどうか、ど

こかで証明しないといけない。このモデルは、今回の東北の結果を入れてつくられ

たのでしょうけれど、それをもう一度、東北の今回と同じようなマグニチュードの

ものに当てはめたとき、東北で行ったことがこのモデルでもきちんと起こるという

ことであれば、このモデルの妥当性がわかるのかなという感じがしたのです。 

    

委委委委    員員員員：厳密には、東海・東南海・南海・日向灘の4連動が起こってみないと、このモデ

ルがどのくらいいいのかはわからないのです。現時点で今回のモデルの妥当性まで

は検証できないのですけど、検証する一つの方法として、例えば最近、大分県の龍

神池で津波の新しい資料が出てきているのですね。それがまさに今の既往最大で、

その既往最大の津波を今回のシミュレーションが説明できているかと。今、我々は

長崎しか見ていませんけれど、今回のシミュレーションモデル――この断層モデル、

あるいは先生がさっき言われた津波の伝播のモデルで、龍神池の新しいデータがど

の程度、説明できるかというのは、一つの指標にはなると思います。 

どうなのですかね。 
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受託者受託者受託者受託者：その場合、問題になるのは、地形モデルの精度なのですね。今、長崎県以外は

1,350メートルメッシュしかつくっていませんので、龍神池付近の細かい地形を再

現するにはそこをつくり込まないといけません。それをやるかについては、またご

相談かなと思います。そういう作業が一つ入らないと、検証できないことをお含み

いただければと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：粗々のモデルでは、竜神池まで流れ込んでいるということですね。 

    

受託者受託者受託者受託者：一定程度ですね。ただ、まだそれがほんとうに流れ込むかどうかは、龍神池の

地形を……。 

    

委員長委員長委員長委員長：狭いですもんね。 

    

受託者受託者受託者受託者：微妙な狭窄部があるのですよね。ああいったものと周辺の地形との関係とかを

モデル化しないといけないと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：今の精度だったら、吉村さんの知見、自治体があちこちでやっておる結果、大

体、1.5倍から2倍になることは確実みたいですから、妥当じゃないだろうかという

判断ができると思います。 

 あとは作業して、具体的な浸水域とかを出さないと議論できないわけですけれど、

今後、そういう作業を進めてよろしいでしょうか。 

(「異議なし」との発言あり) 

    

委員長委員長委員長委員長：では、このモデルを使いまして……。データはもう大体、集まったのですか。 

    

受託者受託者受託者受託者：ほぼ集まりました。あとの作業については、解析をかけまして、また次の委員

会に結果をお出しできるようにしたいと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：では、続きの作業をお願いします。このモデルで今後、作業をさせていただき

ます。 

    

委委委委    員員員員：一つ、済みません。余計なことで混乱させて申しわけないのですが、これは委

員に質問です。モデルは正しいとして、ほんとうの意味での最悪を想定するときに、

今は既往最大潮位を使っています。例えば、委員が、満月で大潮の満潮時に台風と

いう、全部重なったときのことを言われていました。その場合、例えば目安として

は、朔望平均満潮位の値に例えばプラス1メートルぐらいしたら、まあまあ、大体

いいということにはならないのでしょうか。つまり、900ヘクトパスカルくらいの

台風のとき、1気圧の10分の1ぐらい気圧が下がると1メートルぐらい潮位が上がる、
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だから、朔望満潮に1メートルぐらい足すと、すべての悪い条件が重なったときぐ

らいの潮位になるという単純なことは言えないのでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：通常、高潮は気圧の効果と吹き寄せの効果の二つが関係します。気圧の効果に

ついては、今おっしゃったように1ヘクトパスカルで1センチと考えます。例えば、

900ヘクトパスカルの台風が来れば、それで1メートル上がると考えます。 

 問題は、吹き寄せの効果がどうなるかというところです。最大風速どのくらいの

ものが長崎港の西側か北側を通ったときに、どのぐらい吹き寄せがあるかというこ

とになるかと思います。今、それが最大幾らになるかを申し上げるほどの知識を持

っておりません。 

    

委委委委    員員員員：余計なことを言って済みません。 

    

委委委委    員員員員：今、委員がご説明されたとおりだと思います。長崎では、あまり大きな高潮は

観測されていないと思います。一番近いところでいくと、1999年に八代海で起きて

います。フェッチがかなり長いので、このとき、たしか松合地区というところで、

吹き寄せ作用によって1メートル82センチぐらい上がっている可能性があるのです

ね。八代海ぐらいのフェッチ（南西－北東の方向）があると、気圧の吸い上げ作用

と風の吹き寄せ作用によって、天文潮から3.5メートルぐらい上がる可能性があり

ます。 

 ご承知のように長崎湾のフェッチは八代海に比べれば小さいので、吹き寄せ作用

が果たしてあるかどうか。ただ、風向きにもよります。ですから、台風のコースが

どう来るかによって、随分そこも変わってくる。なお、前半の説明は委員が説明さ

れたとおりかなと思います。 

    

委委委委    員員員員：五島列島ぐらい台風がいると、来るかもしれないとか。 

    

委員長委員長委員長委員長：よろしいでしょうか。そこの整理が少しできますか。 

    

受託者受託者受託者受託者：一応、現在の我々が想定している条件をもう少し明確に説明させていただきま

す。先ほど言いました低気圧条件とか、吹き寄せ条件というのは、既往最大潮位の

中で考慮されている部分もあります。そういったところは誤解のないように説明を

つけ加えさせていただきたいと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：もう少しデータを見ていただいたらいいと思います。 

 では、基本的なところはこれで進めてよろしいということでありますので、次回

に向けて具体的なデータの整理をお願いいたします。これで議題3番目を終わりま

す。 

どうしましょうか。ここで休みますか。説明だけしますか。 
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危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：：休憩しましょう。 

    

委員長委員長委員長委員長：じゃあ休憩します。15時20分から再開します。 

(休  憩)
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--------------説    明------------- 

 

資料(４)－①原子力災害暫定計画（案）について（資料及びパワーポイント） 

   資料(４)－②玄海原発から５０ｋｍ圏内の人口（資料） 

を用いて説明 

 

委員長委員長委員長委員長：では、おそろいになりましたので、議題4の原子力災害発生時の避難対策につい

て、資料（4）に基づいて事務局から説明をお願い申し上げます。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：危機管理課の吉田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。私からは、長崎県原子力災害対策暫定計画(案)について、ご説明申し上げます。

本日は、前回の検討委員会以降、関係市と進めてまいりました調整の結果の中間報

告として、委員の皆様にご報告させていただきますとともに、幾つか検討事項がご

ざいますので、暫定計画案全体の妥当性とあわせまして、委員の皆様のご助言を賜

りたいと考えております。 

 資料につきましては、(4)の①、色刷りの資料でございます。それから、(4)の②

のA3縦の資料を用いて説明をさせていただきます。 

 なお、地域防災計画そのものの修正確定は、来年の6月ごろになります。本日、

説明申し上げます暫定計画の案と申しますのは、それまでの間の暫定計画案とご了

解いただければと思っております。 

 お話しながらページを進めますけれども、資料中に小さいページが右下にござい

ます。それを言いながら説明させていただきます。 

 まず、1ページでございます。前回、8月10日の第1回委員会におきまして、薄い

オレンジ色のところに書いておりますように、避難対象範囲を玄海原発から半径30

キロメートルとすることについてご了承いただいたところでございます。 

 2ページでございます。最終的に30キロ圏内の住民の皆様を30キロ圏外に避難し

ていただくことを基本に考えております。桃色のところに少し詳しく書いてござい

ます。まず、玄海原発から30キロ圏内には、松浦市の全域、それから佐世保、平戸、

壱岐市のそれぞれ一部が含まれます。また、避難の対象となる区域につきましては、

原子力災害の程度でございますとか、あるいは態様に応じて設定することになりま

す。そこら辺の細かい設定につきましては、①から④に書いてございます。②と③

がわかりにくいと思います。20キロ圏内には、松浦市の鷹島、飛島、青島などの離

島と、それ以外の本土部の北のほうも一部かかります。それを②と③で分けてござ

います。対応の仕方もそれぞれ異なっております。それから(2)避難単位、避難先

につきましては、東日本大震災の例を見てもわかりますとおり、できる限りコミュ

ニティ単位で設定したいと考えております。具体的には自治会、校区といった単位

でコミュニティを崩さないように同一エリアに避難していただきたいと考えてお

ります。 
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 それから3ページと4ページには、改めてその地域の地図とそれぞれのエリア内の

人口を記載しております。 

 5ページでございます。細かな避難計画につきましては、各市で作成を急いでお

るところでございます。その概要を図示しております。まず、鷹島、松浦市の離島

部につきましては、松浦市本土部に設ける一時避難所を経て、最終的には30キロ圏

外に避難していただきます。それから、松浦市福島町、志佐町などの例と、佐世保

市、平戸市、壱岐市の30キロ圏エリアの皆様につきましては、30キロ圏外へ直接避

難していただくことになります。なお、市町村境を越えた広域的な避難になります

ので、県も間に入ってかかわりながら避難計画を作成中でございます。 

 6ページ、陸上避難の際のポイントでございます。記載しておりますとおり、ま

ずは30キロ圏外に避難先をあらかじめ指定しておきまして、可能な方については自

家用車で避難していただく、それ以外の方については、乗り合わせたり、あるいは

関係自治体が提携する車両で避難していただくことになります。なお、架橋されて

いる島でありましても、放射線の影響などの理由により橋の通行ができない場合に

は、船舶、または一時的には放射線源に近づくことになってもバスなどの機密性の

しっかりした車両で橋を渡って避難していただくことになります。 

 7ページでございます。離島避難のポイントといたしましては、まず島内の最寄り

港に移動していただきまして、さらに本土へ避難していただく。逃げおくれた住民

等の方につきましては、海上保安部に要請いたします。具体的には、伊万里の海上

保安署の船舶によりまして避難していただくことを考えてございます。 

 8ページ、これはなかなか難しいところでございます。第1回の検討委員会でご指

摘がございました要援護者、入院中の患者さんとか各種施設に入所中の皆さんの避

難につきましては、まず在宅の要介護者などについての避難支援プランの作成を市

のほうで進めていただきまして、自治会などの支援を得ながら避難いたします。そ

れから、入院患者の皆さん、施設入所者の皆さんなどにつきましては、まずは施設

ごとの避難計画をつくっていただきまして、それにより避難。搬送先につきまして

は、県外の病院等も含めて検討しているところでございます。なお、施設の力だけ

では避難が困難という場合は、消防機関、救急車両等の支援を求めることになって

まいります。 

 9ページ、避難のイメージ図でございます。特に原発から10キロメートルにかかっ

ております鷹島では、早期の避難が必要になってまいります。鷹島大橋を通っての

陸路と鷹島の南にある床波港という港から、松浦市の本土部、今福港への海路搬送

の2通りを考えております。福島についても同様でございます。なお、ここには書い

てございませんが、11月20日に予定しております県の原子力防災訓練では、この図

に基づきまして鷹島からの全島避難を想定いたしまして、約50名の地区の区長さん

など、鷹島の11地区と離島の黒島も含めまして12地区の代表の皆様に参加していた

だきまして、陸路と海路に分かれて、この図のとおり、松浦市の本土部の一時避難

所までの避難訓練を予定しております。その一時避難所におきましては、薄い緑で

囲んでございます、被曝放射線量を測定いたしますスクリーニングとか、除染など
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の訓練も行おうと考えております。なお、全体として30キロの外に逃がすこともご

ざいますが、訓練ではそこまでは実施いたしません。計画上は、最終的には30キロ

の外に逃がすということで、松浦市の全住民の皆様、それから平戸市、佐世保市、

壱岐市の一部の住民の皆様の避難も今後必要になってまいります。現在、それら関

係市と県との間で避難計画を作成中でございます。 

 次に10ページ、情報伝達について説明を申し上げます。放射能漏れなどの特定事

象が生じました場合、九電や国から連絡が県に入ってまいります。県といたしまし

ては、関係市、松浦、佐世保、平戸、壱岐の4市や、その他の市町、県警、消防、自

衛隊等の関係機関に速やかに連絡いたします。これが第1報になります。次に事故の

状況などを把握した上で広報をいたします。関係市におかれては、自治会などへの

連絡、それから防災無線による広報などを行うことになります。 

 11ページでございます。原子力災害対策特別措置法15条では、ある一定の事象が

生じた場合、原子力緊急事態に至ったという判断をして、内閣総理大臣が原子力緊

急事態宣言を発出することになっております。この内閣総理大臣による緊急事態宣

言が発出されるまでの間、発出されない場合も含みます、それから発出された場合、

このときに県の環境部を中心に行うモニタリング結果を連絡、広報いたします。そ

れから、発出された後には、あわせまして被害、あるいは避難、それから被曝医療

等に関する情報を連絡、広報いたします。こういったことを暫定計画案の中に盛り

込んでいきたいと考えております。 

 12ページでございます。今、言葉で説明したことを図式化したものでございます。

黄色の原子力事業者と黄緑の国から長崎県のほうに連絡が入って、それをそれぞれ

関係機関、それから関係市から自治会等に流れていく情報伝達の流れを図式化して

おります。 

 13ページでございます。原子力災害の対応と関係市による避難指示の内容でござ

います。これは、福島で実際に出されたものとは少し異なっております。例えば、

第1段階では、まずは屋内退避の指示、第2段階の半径10キロからの避難指示等、4段

階考えてございます。 

 14ページでございます。先ほど申し上げました原子力災害対策特別措置法の15条

の定めによりまして、内閣総理大臣が緊急事態宣言を発出いたします。これが発出

されると、国は原子力災害対策本部を設置し、ここに書いているように、あわせて

県と市が災害対策本部を設置します。 

 15ページでございます。避難の指示の伝達につきまして、県や市がそれぞれどこ

にどう伝えるかということを具体的に細かく暫定計画のほうに記載してまいります。 

 16ページでございます。30キロ圏外の受け入れる市町側でも相応の準備が必要に

なりますので、暫定計画案の中には、受け入れる側にはこんなことが必要であろう

ということも具体的に記載してまいりたいと考えております。 

 17ページでございます。行政機能の移転が必要になる場合もございます。具体的

には、30キロ圏の避難指示です。福島第1原発の事故で出されたのは、20から30キロ

の屋内退避指示まででしたけれども、30キロからの避難指示がもし出た場合には、
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役所機能の移転が必要になります。全市民が避難するような事態になったときには、

松浦市役所はどこで機能を維持します、壱岐市役所はどこで機能を維持しますとい

うように、移転先を具体的に記載してまいろうと考えております。具体的には、県

のほうで調整している最中でございます。 

 18ページでございます。サーベイメーターという機械を使いまして、車両、ある

いは船舶で緊急時モニタリングを県が行います。このモニタリングは何のためにす

るかというと、ここに書いておりますとおり、防護対策を実施すべき区域の特定の

ためです。もう少しかみ砕いて言いますと、今、何マイクロシーベルトあるのでヨ

ウ素剤を服用しないといけないとか、通行するのに防護服が必要といった判断をす

るためにまずは緊急時のモニタリングを行うこととしております。県の環境部を中

心に準備を進めております。 

 19ページから20ページにかけてでございますまず、19ページでございます。緊急

被曝医療の中の被曝防止措置について書いてございます。先ほど来、ちょこちょこ

言っておりますスクリーニングとか、安定ヨウ素剤の予防服用について、効果が24

時間程度持続と聞いておりますので、いつのタイミングで飲んだらいいかというこ

とを盛り込んでまいります。 

 それから、20ページでございます。これは、体制的なものでございます。初期の

被曝医療体制、2次、3次の医療体制につきまして、それぞれ具体的な病院名を挙げ

て書いてございます。これは、県の福祉保健部を中心に整理しておるところです。 

以上が実は長崎県原子力災害対策の暫定計画案に盛り込もうとしている内容でござ

います。 

 21ページから22ページにかけましては、ご参考までに国のＥＰＺの見直しの状況

をつけておりますので、簡単に触れさせていただきます。 

 まず、21ページでございます。福島第一原発事故の状況などを踏まえまして、も

う皆様、新聞、報道等でご案内のとおりと思いますが、現在、国の原子力安全委員

会の中の防災指針検討作業部会というのがございます。地域防災計画の基本指針と

もなるものでございますが、その防災指針の検討作業部会の中で示された事務局案

から資料を抜粋してございます。 

 22ページがわかりやすいと思います。まず、国際原子力機関のUPZという考え方を

導入いたしまして、UPZの区域を30キロとする国の案でございます。 

 次にPAZというのがございます。ややこしいのですが、一番上のPAZですね。これ

は、避難指示を出すか出さないかを検討する間の逃げおくれがないように、何かが

起きたら5キロ圏内では予防的にまず避難するという考え方でございます。ですから、

5キロというごく近いところのゾーンになっております。PAZは、いろいろ検討して

いる間の予防的な避難ということでございます。 

 それから、PPAでございます。放射性物質を含むちりなどのプルームという見えな

い黄砂みたいなものが、実際、福島の原発の事故でも50キロ、60キロというところ

まで到達しております。そのことについて前回、8月の委員会で大津留委員からご説

明がございましたが、それが飯館村とか南相馬などに届いて、天候によって雨や雪
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とかに含まれて落ちてくるため、安定ヨウ素剤の準備が必要なエリアということで、

プルームプロテクションというプランニングがされています。最初はゾーンで発表

されたのですが、もやっとしたエリアですということで、後ほどPPAに修正されてお

ります。PPAは50キロということでございます。ふわふわしたプルーム、気体状のも

のが漂ってきて、天候等によっては落ちてくるエリアでございます。 

 以上を踏まえまして、23ページ、24ページに玄海原発を中心にした30キロ、50キ

ロの同心円をお示ししております。実際には事故の態様にも左右されますので、本

日結論を出していただくのは難しいと思いますけれども、今日はご意見を賜りたい

と考えているところでございます。 

 なお、ご参考までに、国の検討案におけるUPZは30キロ、それから県の前回8月の

検討委員会でも、住民は30キロ圏外へ避難していただくという基本的な方向性につ

いてご了承いただいておりますので、30キロのところは赤く色をつけておるところ

でございます。 

 ①案と②案、ページで言うと23、24ページの違いでございます。わかりにくいの

ですけれども、30キロの隣接市町に逃げていただくのが①案でございます。②案は、

30キロの隣接じゃなくて、その先まで、例えば、松浦市民の皆様に長崎市とか大村

市まで避難していただくという違いがございます。壱岐市の場合は端的でわかりや

すいのですが、壱岐市の人口3万人は、①案では壱岐島の北のほうに逃げていただく。

唐津のほうからも船は出ておりますが、これは原発に向かって直進して行くことに

なりますので、唐津はあり得なくて、②案では、博多港、あるいはどこかほかの港

に逃げる避難です。その差がございます。そこら辺の妥当性というか、①案がいい

か、②案がいいかということではなくて、事故の影響の大きさによりまして段階的

に考えていくというのもご検討の一つの方向かとも思います。そういったことにつ

いていろいろとご助言を賜りたいと考えております。 

 25ページでございます。福島県内では、市、町と協力いたしまして県の職員も避

難所の支援等を実際にやってきたわけですが、福島県内で大きな避難所が置かれて

いた4市の位置図でございます。ご参考までにいわき市は40キロにございます。ほか

の3市は、東北新幹線の沿線になります。もともと内陸部に三つ、大きな市が縦に連

なっているということもありますけれども、約60キロの位置関係にございます。な

お、ご参考までに4月22日に20キロ圏内は計画区域に設定されております。それから、

20から30キロの屋内退避指示は既にこの時点で解除されて、現在は仮設住宅が建て

られている状況と聞いております。 

 以上が原子力の関係の説明でございます。 

 26ページからは、今までとは頭を切りかえていただき、暫定計画案とあわせまし

てご意見を賜りたいことがもう一つ、ございます。それは、原子力艦船に係る防災

対策でございます。 

 26ページの説明になりますが、国内で原子力艦船が寄港いたしますのは、佐世保

港(佐世保市)のほか、神奈川県横須賀市、それからホワイトビーチの米軍の施設が

ございます沖縄県うるま市の3市でございます。地域防災計画の中にも、原子力施設
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とともに原子力艦の原子力災害対策について、後ろの3分の1ぐらいのところに記載

がございます。 

 まず、26ページに現状と経過を書いてございます。これまでも政府に対しまして

確認してきたところですが、記載しておりますような見解が繰り返されております。

もう少し詳しい説明は、後ほど検討委員会の中で坂谷委員から説明があると思いま

すが、そのようなことが繰り返されております。ちなみに国の防災基本計画では、

通報基準、それから緊急事態基準や応急対応範囲というのが26ページの表のとおり

示されているところでございます。 

 27ページでございます。本県におきます現在の対策といたしましては、原子力艦

の原子力防災対策は、防災対策の一般法でございます災害対策基本法に基づいて計

画を立てております。それは、原子力施設である原子力発電所につきましては、原

子力災害対策特別措置法という法律に基づいて立てておりますが、原子力艦につき

ましては、その特別措置法に規定がございませんので、防災の一般法である災害対

策基本法に基づきまして、防災計画の趣旨、予防対策、応急対策、災害復旧対策な

どを規定しております。色使いを失敗して、字も細かくて読みにくいと思いますが、

ここに書いておるようなことを記載してございます。 

 それから、28ページ、今後、どう考えていくかということです。福島原発事故を

受けまして、国や県では原子力施設の防災対策の見直しに着手していることは前半

で説明してきたとおりですが、原子力艦をめぐりましては、政府を通じた米軍側の

見解、あるいは軍事上の機密事項等が絡むなどの理由から、なかなか原子力災害の

規模の想定、どのくらいの災害が起こるのかという想定が難しい現状にございます。

ですから、一番下に2行書いておりますが、今後も引き続き、佐世保市さんと連携し

ながら防災対策を進める、何かあったときの対策をまずは進めるとともに、米軍が

「安全」と言っておるものですから、国を通じまして米軍側に安全性のしっかりし

た根拠などを求めていきたいと考えております。 

 最後のページに、去る11月10日に行われました佐世保市原子力艦の原子力防災訓

練の概要を添付させていただきました。それから、大きいほうの地図は、エリアご

との人口になります。一番下の数字の右のほうに、30キロ圏内ですと62,500名、そ

れからPPAの50キロ圏内ですと約40万人の方に影響が出るということでございます。 

私からの説明は以上でございます。どうもありがとうございました。
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--------------審   議------------- 

 

委員長委員長委員長委員長：30キロメートル圏内の避難対象範囲については前回お認めいただきましたから、

さっきの企画監の報告によれば、今それをもとに市町村と協議をしながら暫定計画

を進めているということです。この避難計画とか行動計画について、ご意見、ご質

問があればお願いします。具体的な地域防災計画は、国のいろいろな基準が決まっ

てから来年度見直すということになっていますので、これは来年6月までの暫定計

画ということです。 

よろしくお願いします。 

    

委委委委    員員員員：私自身もこの辺はあまりわからないので、今回の事故等を見聞きしたりしてい

る範囲で教えてほしいのですが、原子力災害に関して、例えば今回SPEEDIによるシ

ミュレーションの結果は出てきませんでした。これを反省して、例えばこういう各

地方自治体にあるような原子力発電所である程度被災して、福島ぐらいのイメージ

のものがもし起こったときに、風速なんていうのはもう全部シミュレーションして

いると思うのですが、県とかにはそういう情報というのは出てきているのでしょう

か。    

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：難しいご質問でございますが、まず、東日本大震災のときには、発

災から停電等でSPEEDIのデータが出てこなかったということがございます。本来予

測をするものなのですけれども、逆に実際にはかった値からこういうものだったの

だろうということで後ほどつくられた図が、後追いで出てきております。 

 今、言われたのはSPEEDIの長崎県版みたいなイメージだと思いますけれども、難

しいと申しましたのは、まず一つには、今現実にあっていないのをもとに、例えば

福島で起きた事故のレベルの放射線量があったらどうかとかいうことで想定をし

て、仮に県として、あるいは国と一緒になって発表したときに、風評被害でござい

ますとか地価が下落するとか、いろいろな予期せぬ事態等が考えられます。各県と

も情報交換をしながら検討しておるのですけれども、予期せぬこともあり得るので

はないかということで、今現在出しているところはありませんし、県としても慎重

な検討が必要だと考えておるところでございます。 

    

委委委委    員員員員：その辺はまだ国も決めかねていると考えていいのですか。例えば、今地震とか

津波のようなものはシミュレーションによってある程度のものを想定するわけで

すね。原子力災害に関しては圏域をある半径の円で示しているだけですが、風向き

とかは地域によってある程度限定されると思うし、今回の福島でも円でなかったの

は事実です。SPEEDIそのものはある程度そういうものを予測できる能力は持ってい

ると思うので、半径プラスアルファを想定して踏み込めないのかなという考え方を

少し持っていたものですからご質問しました。風評被害とかいろいろな意味での問

題は当然あって、その辺は確かに難しいでしょうね。 
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危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：実際気象台のほうでは、春の風、夏の風、冬の風というデータの蓄

積がございまして、風向き等もわかります。ただ、先ほど申し上げた国の原子力安

全委員会の検討の事務局案をよく読ませていただくと、SPEEDIに変えてということ

なのか、SPEEDIに加えてということなのか明記されていないのですが、予測値では

なくて、実際に原子力災害が起こったときはしっかりした測定値を出そうというこ

とで、モニタリングポスト等をきちっと整備していくという方向性が一つ示されて

おります。ですから、あるかもしれない、ないかもしれないというのを図にして出

すことと、実際に何かあったときにはかった結果を出すということを並列して示さ

れるのか、そこら辺はまだ国でも決めかねておるところではないかと考えておりま

す。 

    

委委委委    員員員員：今の段階ではこういう半径ですぱっとやるしかないだろうということは、多少

理解できます。 

 あともう一つは、今いろいろなヒアリング等で少し聞いている範囲なのですけれ

ども、例えば南相馬市の市立病院で非常に困ったことは、国がどういうふうに今か

ら変えていくのかわからないのですけれども、第1段階での屋内退避というレベル

があって、今回は例えば10日間ほど屋内退避が出ました。病院のヒアリングでは、

屋内退避が出たことによって人も入れない、物資も入れないということで、非常に

混乱が起こったということをしきりに言っていました。そのころが非常に大変だっ

たということを言って、そういう屋内退避というのは一時的にはしなければならな

い部分もあると思いますけれども、病院等は屋内退避じゃなくて、さっと逃がして

しまうというほうがすっきりするのじゃないかなということを聞くんです。そうい

うところまで国はまだ決めていないのですか。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：わかりました。まだ国から事務局案として一つの方向性が示された

段階ですが。PAZでしたかね。 

    

委委委委    員員員員：国のUPZにも、22ページに屋内というのが書いてありましたので。高齢者とか病

院などの施設はもう逃がしたほうがいいのじゃないかという感じがしたんです。南

相馬市だけのヒアリングなのですが、非常にそこを強調していました。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：わかりました。今のご意見等を踏まえまして、県の計画では範囲を 

検討したいと思います。 

    

委委委委    員員員員：これはほかのところも聞いてみなければわからないです。少なくともあそこの

副院長とか院長はしきりにそれを言っていました。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：：：：ありがとうございました。 
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委員長委員長委員長委員長：どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：委員が最初におっしゃられたことと少し関係があると思うのですけれども、

SPEEDIの結果というのは、いつ事故が起こって、そのときの風向きでどうだったと

いうことがかなり影響しますので、最初に防災計画を立てるときにはやっぱりある

程度の範囲で仕方ないのだろうと思います。 

 今度の福島の場合も段階的に5キロメートル、10キロメートル、20キロメートル、

30キロメートルと広がっていったことでだんだん不安が広がっていったことを考

えれば、最初から、ここに書いてありますように5キロメートル、30キロメートル

と決めたほうがいいのだろうと思います。 

 実際の事故が起こったときに、委員がおっしゃられたように、福島だと風向きで

飯館村のほうに30キロメートルを超えて広がっていましたけれども、それはそのと

きになるとわかると思うのです。あの情報は事故後もっとすぐからわかっていたと

いうことを伺っていますので、そういうところの方についてはSPEEDIをもっと早く

利用して、避難に利用するほうがいのじゃないかと思います。 

 あと、あのときは屋内退避で、そこには入れないということで入らない方が多か

ったのですけれども、あのときは放射性物質が水素爆発で飛び散ってそれが降って

くるということで、それの内部被曝を避けるという意味で屋内退避ということでし

た。屋内退避のときも、ある程度の車──自動車とかバスだとかトラックでちゃん

と装甲がついているというかカバーができている車に乗って移動するなら、そんな

に被曝線量は変わらないでしょうし、ちゃんとした車の中に入っておけば、車のク

ーラーで外の空気を取り入れるようなことがなければ内部被曝の問題もないのだ

ろうと思いますので、屋内退避の地域でもある程度、人は入っていける。あのとき

も自衛隊の方とか消防の方はある程度中に入って助けてきたということで、そうい

うことは可能だろうと思います。 

 ただ、入院患者さんとなるとどうしても、そうは言っていてもいろいろなところ

から入ってくるということで不安があったのだろうと思いますけれども、今度の福

島のことで少し皆さん学習もできたのかなと。実際に福島の避難地域は、毎時のシ

ーベルトは高いですけれども、そこに1日2日いてもそんなに被曝線量は高くない、

内部被曝も多くない。そういうことであれば、委員がおっしゃるように、最初から

いろいろ計画を立てて、それがうまくいけばいいんでしょうけれども、うまくいか

なくてもそこに助けに行ける、屋内退避の地域でも数日間だったら出向いていって

そこの方を車で連れ出すことができるのだろうと思います。 

 もう一つは、19ページのところに安定ヨウ素剤の服用ということが書いてあるの

ですけれども、あくまでも安定ヨウ素剤は内服した後、30キロメートル圏外に避難

をするというのが基本です。原子力発電所の近くの作業員で、毎日服用して内部被

曝を避けながら仕事をしなくてはいけないという方もいらっしゃるのでしょうけ

れども、一般住民の方は内服して30キロメートル圏外に避難をするということが基
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本になろうと思います。ヨウ素剤は副作用が全くゼロだということではありません。

1回だとそんなにないとは思いますけれども、長期服用となると副作用も出てきま

すので、基本的に1回内服、そしてすぐ避難というふうになると思います。そのた

めにはどこかにちゃんと備蓄をする場所を決めて、すぐ市町村のほうに配付ができ

るという状態にしておかないといけないと思います。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：ありがとうございました。 

    

委員長委員長委員長委員長：そのほかご意見ございませんか。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：第1回のときも少しお話して、先ほど委員からもお話があった件です。23ページ、

24ページの①、②、避難のエリアとその避難の方向ということでご提案をいただい

て、これはこれでいいのだろうと思うのですが、SPEEDI等の情報がなくても、松浦

測候所や伊万里測候所のアメダスのデータ等が少なくとも10年間分はあるはずで

す。例えば夏季の3カ月間、春季の3カ月間、冬季の3カ月間では、風の特性が多分

変わると思われるので、それを見ながらどういう方向に逃げるのか、避難するのか

という①とか②みたいなマップがあればいいんじゃないかなと私は思うのですよ

ね。 

 国がどうのこうと言われていますけれども、県民の命を守るための防災計画案で

はないのかなという気がして。SPEEDIを用いてシミュレーションするのにお金がか

かるのであるならば、できる範囲で既存のデータを分析してみる。場所によっては

年間を通して同じ風向かもしれないし、あるいは今言ったように3カ月ごとに風の

特性が変わるのかもしれません。例えば、伊万里湾では9月ぐらいに北風が吹き始

めてアゴがとれ出します。そのときに、この23ページ、24ページに書かれたような

方向に逃げるのは、放射能が風に乗って拡散する方向に逃げるような感じがしてな

らないのですよね。 

 原田委員と同じなのですが、そういった点では、高いお金をかけなくても、既存

のデータを分析すればそれぐらいの知見を避難計画に盛り込むことができるので

はないかと単純に思っておるのですが、いかがでしょうか。私は、前回も2回ほど

そのお願いをしたつもりなのですが、いかがでしょうか。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：：：：ただいまのご指摘にありました、季節季節、あるいはエリアごとの

風の特性については、何らかの形で入れたいと思います。 

    

委委委委    員員員員：ほんとうにお金はかからなくて、データだけとり寄せれば分析できると思うの

です。さらにお願いしたいのは、先ほどの原子力潜水艦にかかわる防災に関しては、

政府は米軍が対策を講じているので、起こり得ないと言っているのに対して、長崎

県としては、そうじゃないのだということで、ある意味、国に盾突いているわけで

すよね。先ほどの企画監の答弁は、原子力発電所災害については国がはっきりしな
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いから、それに従ってやらないんだというふうに私には聞こえました。そのような

考え方は違うのではないかなと思いました。別にお金はかからないはずですので、

そういう考慮をしていただきたいなと思っています。 

 もう1点、緊急時モニタリングのお話に関連して、環境部を主体にモニタリング

をやるというのは当たり前の話なのですが、前回もお願いしたように、このあたり

は水産業がものすごく盛んです。もちろん農業もそうでしょうけれども、その点を

配慮されて、農林水産を絡めたモニタリングを考えて頂きたい。特に、放射能によ

る海水や魚介類の汚染についても、平常時からのモニタリングが必要かと思います。 

 もう1点は、先ほどお話があった原子力空母の事故と原子力発電所の事故による

放射能の区別ができるのかどうか私にはわかりませんが、両方の影響を受けないよ

うなところも常時モニタリングを実施したほうがいいのではないか。わざわざ今回

この艦船による被曝の話も出してこられているので、その点についてはどういうふ

うに考えておられるのか、お聞きしたいなと思います。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：水産県でございますので、海のこともしっかり考えろというご指摘

を前回もいただいております。海の中までは考えていないのですが、海上のモニタ

リングにつきましては、例えば次回11月20日に実施をいたします原子力の防災訓練

におきましても、佐賀県と共同で、佐賀県側の調査船を出していただきまして、海

の上を広くモニタリングをすることとしております。 

 それから、後半の放射線の区別につきましては、放射線そのものがどこから出た

かということで、専門ではないのですけれども、放射線そのものを云々ではなくて、

モニタリングのポストを佐世保港をぐるっと取り巻く形で今も設置をしておりま

すので、こちらの放射線が高まったらそれは原子力艦のもので、松浦のほうにつき

ましては高島のほうのポスト、あるいは佐賀県側のデータも連絡調整をして受けら

れるような協議をしておりますので、そういったことで見分けをつけていきたいと

考えております。 

    

委委委委    員員員員：わかりました。済みません、私の言い方が悪かったのですけれども、最後の意

見については、我々が海洋観測を行うときにはレファレンス──参照値と言うので

すけれども、全く影響がないようなところをずっと常時はかっておいて、もしそこ

に何か異常値があらわれたら別のものからの影響という見方をする場合がありま

す。そういう意味で、例えば、佐世保の艦船の影響が全くない、あるいは原発の影

響が全くないようなところにモニタリングポストが必要なのではないかなという

ふうに思ったのでああいう質問をしたのです。ぜひその辺はご検討いただいたほう

がいいのではないかなと思います。 

以上です。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：ありがとうございます。 

 実は国の2次補正でモニタリングポストの増設の方向が示されましたので、県と
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いたしましては長崎のエリアとそれから島原のエリアも含めて設置を検討いたし

ておりますので、そこら辺が今先生ご指摘のモニターに当たってくるかと思います。

これからでございますけれども、検討を進めておるところでございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：関連してですか。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：まずシミュレーションの関係を補足します。誤解を受けたらいけませんので。 

 要はシミュレーションが非常にやりづらいのは、放出される放射性物質がいくら

なのかわからないわけです。例えば地震・津波のように、1足す1は2という答えは

出てこないわけですね。2かもしれないし、3かもしれません。その範囲は10キロメ

ートルかもしれないし、20キロメートルかもしれないという中でシミュレーション

をやって、それを全部地図に落とした場合に、ないかもしれないわけですね。例え

ば京都の五山の送り火とか花火の打ち上げでも放射線というものに非常に敏感に

なっています。はっきりした数値であればシミュレーションもやれるのでしょうけ

れども、なかなかどうなるか、放射性物質が10出るか20出るかわからない中では難

しい。 

 今考えているのは、委員からありましたように、例えば北風が吹いたらどういう

流れ方をするのか、例えば南風ではどういうふうに流れていくのか、こういったも

のはつくれるのではないかということで検討をしております。 

 また、原子力艦の問題です。お手元の原子力災害対策編という黄色の冊子を見て

いただきたいと思います。この96ページに艦の応急対応範囲というのがあります。 

 要は、先ほど事務局から説明したとおり、応急対応範囲がどうなるか。一番問題

点はこれを国が検討していないということなのですね。これが決められた経緯につ

いて補足します。 

 平成15年に原子力安全委員会が原子力艦災害の技術的事項検討タスクフォース

を設置して、応急対応範囲が設定されたわけですけれども、原子力発電所の事故が

発生したときの避難範囲というのは、事故発生時に、例えば先ほど出ましたように

5キロメートル避難なのか、10キロメートル避難なのかが決められていくわけです

ね。ただ、原子力艦については原子炉システムが公表されていないために、事故発

生した時点では決められない、だからあらかじめいろいろ検討しておいて、これを

設定しようということにしておるわけです。 

 ここで重要なのは、重ねて言いますと、原子力災害で、原子力発電所の場合は発

生したとき事故の状況に合わせて避難を拡大していく。原子力艦については、それ

ができないので、あらかじめ決めておくということで範囲が設定されておるわけで

す。ただ、原子力発電所においては国の見直しで、半径3キロメートルから5キロメ

ートルについては発生した時点で避難しようということが検討されています。 

 この応急対応範囲が妥当かどうかという議論になるのですけれども、実はこれが

決められたとき、ここに書いておりますように、原子力空母が屋内退避または避難

が半径1キロメートル以内で、屋内退避をする範囲が半径1キロメートルから3キロ
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メートルです。この設定について当時の原子力安全委員会は、要は外国における原

子力艦災害影響評価と比較しても遜色ないとしております。オーストラリアの例を

挙げまして、我が国では原子力空母が半径1キロメートルの避難に対して、オース

トラリアは800メートルで、2時間以内に空母を移動する場合は1.9キロメートル、

12時間以内に移動する場合は2.9キロメートルと、日本とそれほど変わらない設定

がなされていると。つまり原子力艦に何かあったら動かすことにされています。 

 ただ、原子力発電所については国際基準が半径30キロメートルでありながら、EPZ

は今まで半径10キロメートルと非常に狭い。艦については今オーストラリアとの比

較では遜色ない。 

 この見直しをどうするかというのが今課題になっております。結論からいうと、

県と市の知識でこれを拡大する、狭めるという議論はまずできないという課題が一

つあります。無理だろう。だからこれは国に要望していかなければならない。それ

では国が見直すまで県として何もしないのかという話になろうと思います。当然、

原子力発電所と同じように、松浦市民の不安と同じように、佐世保市の市民は不安

を抱えておるわけですね。また福島原発を踏まえて不安が高まっているということ

は県も重々認識しております。 

 先ほどの資料の最後のほうにつけておりましたが、11月10日には佐世保市で原子

力防災訓練がありました。これは従来、避難所が1.2キロメートル地点にあったも

のを1.9キロメートル離れた場所に移動させるという取り組みをやっております。 

 県としては応急対応範囲の見直しについて検証してもらうよう国に要望してい

くという考えを持っておりますが、その間どうするかについては佐世保市と今やれ

ること、例えば県民への広報や情報伝達、防災訓練のあり方、こういったものにつ

いては原子力施設等を参考としながら進めていかなければならないと考えており

ます。応急対応については国の意見を待たなければならないかもしれませんが、そ

れが決まるまでの間、やれるべきことはやっていこうという考えで今いるところで

す。 

    

委員長委員長委員長委員長：要援護者の避難計画について何かございますか。 

    

委委委委    員員員員：今回の東日本の震災でも、たくさんの高齢者とか障害を持った方々が非情な思

いをされたり、今回の震災がゆえにお亡くなりになっていて、環境の激変というこ

とが原因だったということもあるみたいです。また、要援護者に限らず、原発の事

故によって今までの暮らしがすべて奪われた。地震・津波での被害ももちろんある

のですけれども、地震・津波の方々はまだ望みを持って復興しようという思いがあ

るのに対して、原発の事故で入れなくなった地域の方々は暮らしすべてがなくなっ

たということがあります。この原子力災害対策編には最初のこの計画の目的の中に、

県民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することが目的だとあります。今

日のこの50キロメートル圏内の方々の人口もさることながら、お一人お一人の暮ら

しがこの中にあるのだということを考えると、やっぱり大変なことになるのだとい
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う思いを再認識いたしました。 

 この地域の中に、先ほど委員も言われたように、松浦港という大きな漁港があり

ますし、壱岐には壱岐牛という畜産もあるのですね。そうした畜産や漁業にかかわ

っている方々の財産をどう守れるのか。それは言わずもがな長崎県の財産でもある

わけですから、それがなくなったときにどうなるのかということまで考えてみると、

ただ単に人をどうやって動かすかという人の動きだけではなく、人の暮らしをどう

やって動かしていくかということまで考えた計画が必要ではないか。すべて100％

その暮らしが継続できるということはないかもしれませんけれども、避難計画を見

直されるのであれば、何％かの暮らしが継続できて、それを糧にして地域の方々が

万が一の事故に遭遇したときに、また暮らしを立て直そうという意欲がわくような

視点をぜひ入れていただきたいなという思いがいたします。 

    

委員長委員長委員長委員長：どうぞ。今は避難計画だけですけれども、そのほかのところは今後検討される

のですかね。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：私自身、福島のほうには3度足を運ばせていただいておりますし、実

は長崎県内にも、小さなお子さんを連れたお母さんを中心に180名を超える方が避

難してきておられます。福島県が100名を超えていて、3分の2近くが福島県の方で

ございます。そういった方々の声も直接に伺っておりますので、今、委員がおっし

ゃったようなことを肝に銘じて、しっかりと計画の中にも何らかの形でこたえるよ

うにしたいと思っております。 

    

委員長委員長委員長委員長：被曝医療についてご意見はございませんか。 

    

委委委委    員員員員：被曝医療で一番問題なるのは放射性物質です。放射線によって内部被曝が起こ

るという方は、原発の近くにいらっしゃらない限りはそんなにいないだろうと思い

ますが、福島のほうで、飛び散った放射性物質によって除染の基準に達した方が十

数名いらっしゃいます。そういう方は洋服を着がえたり簡単に水道水で洗い流して、

もう一度測定したら、ある程度基準値以下まで下がったということで、ほんとうに

除染の治療が必要になるような重篤な障害を起こすような方は、そんなに出ないの

ではないか。ただ、放射性物質が洋服についたりコートについたりということで、

ある程度の除染が必要な方は、全体的に見てそんなに数は多くはなかったと聞いて

いますけれども、数人いらっしゃったということで、そういう方たちを見つけ出し

て除染をする必要があると思います。 

 それと、私はテレビの報道でしか知らないのですけれども、一般住民が不安にな

って測定をしてくれということを行政の方に希望されています。あのときの避難所

のトラブルとして、汚染していないという証明書がないと避難所に入れてもらえな

いということがあったらしくて、避難所に入れないからということで測定したよう

です。一般住民の方には必要ないだろうと思われるけど、測定してくれをというこ
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とで来られたので、玄海でそういうことが起こり得るのかなというふうな感じはし

ます。ですから測定できる場所が数多く用意されることが必要でしょう。それと、

福島県や山形県には実際に測定したことがある方がいらっしゃらなかったので、長

崎とか広島から測定の仕方を指導に行くことから始まったというふうに伺ってい

ますので、特に30キロメートル圏内の近くのところではそういう訓練をやっておく

必要があるのだろうと思います。 

 それと、県にもう一つ質問があって、この避難の内容を見ていると、わざわざ福

島とか鷹島の方が佐賀県に行ってまた長崎に帰ってくるというようなことがあり

ますね。長崎県の方が佐賀県に行って避難されてもいいわけだし、反対に佐賀県の

方が道路事情とかで長崎のほうに来られるということもあるでしょう。地図を見て

いると、福岡市が50キロメートルのところに入っていて、福島のことを見ていると、

ひょっとすると大都市からも逃げだしてくる方がいらっしゃるのだろうと思いま

す。そういう県外の方をどうするかという案はつくっていらっしゃるのでしょうか。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：具体的には県外との調整はまだこれからですけれども、福岡県庁と

それから佐賀県庁とうちの間で近く会議を持ちたいと思っております。そういった

中でただいまのご意見なんかを引き合いに出しながら検討したいと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：よろしいでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：それともう一つ、モニタリングポストを島原半島のほうにもつくられるという

ことでした。ここでは玄海のことだけしか書いてありませんけれども、鹿児島の川

内にもあって、風向きによっては南風が吹けば一番近いところが野母崎町、あるい

は島原半島の加津佐ということもありますので、玄海だけではなくて川内の原発の

ことも考えて、できるだけ多くのモニタリングポストをつくっていただければと思

います。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：ありがとうございました。 

    

委員長委員長委員長委員長：23、24の①、②についての議論と、それから段階的ということ、それから風向

きに応じて臨機応変にいろいろなパターンがあるというサジェスチョンがあった

のですけれども、これについて何かご意見ございませんか。 

ございませんでしたら、私のほうからも少し。 

 今回の津波とか地震を考えると、一つは原子力発電所単体の事故でなくて、避難

所等々と、あと避難路がちゃんと確保できるか、複合災害の観点からもやっぱりい

ろいろな点検をしておく必要があると思います。そこら辺は議論しているのかどう

か教えてくれませんか。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：避難所につきましては、①、②を引き合いに出して話しますと、避
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難する場合にやっぱり地域住民の方の土地勘のあるところ、松浦市の方であれば佐

世保市にという議論と、いやいやできるだけ遠くにという議論がございます。 

 それから複合災害あるいは避難道路という言葉が今、委員長のほうから出ました

けれども、例えば、今、西九州自動車道が佐々町まで延伸してきております。避難

道路としての有効性というのを検証しながら、それから先の松浦から北松浦半島を

ぐるっと回って佐々につなぐぐらいの整備を進めるということも視野に検討して

いかなければと思っておるところでございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：複合災害で避難所が使えないとか、そこにその町の避難者が入っているとかい

うことまでは、今のところ考えていないわけですね。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：済みません、そのことにつきましては、具体的にどれぐらいの人間

にどこに避難していただくということまでは考えておりません。今、九州知事会等

で、これは避難所に限らず物資等も含めての話でございますが、今回の東日本のよ

うな広域的な災害で、その県だけで対応できないことについては九州、あるいは九

州が一遍にやられるような災害ですと関西広域連合といった形で連携をしながら

災害の協定を結んでいくという話も進んでおるところでございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：今の暫定案は今日のご意見をいただいた後、どういう形でまとめられていくの

ですか。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：最終的には来年6月にできます地域防災計画にストレートにつなげて

いきたいと思っておりますが、それまでの間は暫定計画ということでございますの

で、今日のご意見等を踏まえて、できるだけ早く──これは市の準備の進みぐあい

等もございますので、できるだけ早くとしか期限は明示できないのですが、「案」

を取って暫定計画、そして6月の地域防災計画というところにつなげていきたいと

考えております。 

    

委員長委員長委員長委員長：ご意見いただいていない方もいらっしゃるのですけれども、特にございません

か。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：済みません。12ページの情報伝達体制についてなんですけれども、住民に対し

て届く方法が幾つかあると考えてよろしいのですよね。県からの広報が直接左のほ

うに住民に来ているのは、これはマスコミによる広報、それからそれぞれの市から

の広報があったり連絡があるというのが地域の各自治会みたいなものとか、要援護

者の施設に対してで、そして右側の住民の連絡というのは何かのルートで来るんで

しょうか。輻そうしているところはどういうふうに考えればいいのか、教えてくだ

さい。 
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危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：この図解は、まず10ページに長崎県がこういうことをやりますとい

う黄色いところがございます。原子力事業者から連絡があったら一斉指令システム

等でというのが上段のところになります。それからプレスリリース、ホームページ

等で県民へ広報というのは、長崎県から出た矢印の左の下方向への住民等というと

ころに伝達することになります。 

 それから関係市につきましては水色のところで、自治会や消防団、農協、観光施

設等に事故の状況を連絡する。あるいは一番下の防災行政無線や、市が広報車を出

して広報するという部分が、例えば松浦市等から出ている住民等に対する広報にな

ります。 

 それから右側につきましては、その他の市町で避難者の受け入れの準備が必要に

なります。わかりにくくて申しわけなかったのですが、その受け入れのための連絡

という意味で、白抜きで住民等ということを図示しております。 

    

委委委委    員員員員：大体わかったのですけど、行政の方に配布される資料はこのようなルートでい

いと思うのですが、もし、これをリーフレットとかダイジェスト版で住民に配布さ

れる場合は、逆に私たちにどういうルートで情報が伝わるのかというふうな流れを

お示しいただきたいと思います。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：住民目線でということですね。承知しました。 

    

委委委委    員員員員：目線というか、どうやって私たちに伝わるかということですね。 

    

危機危機危機危機管理課企画監管理課企画監管理課企画監管理課企画監：どっち向きでどう入手できるか、どこに連絡すればいいかとかいう

ことですか。 

    

委委委委    員員員員：いや、そうじゃなくて、逆の流れを示すのです。これでいえばお尻から伝わっ

てくる、私たちはどこから情報が入ってくるかという。 

    

危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監危機管理課企画監：わかりました。 

    

委員長委員長委員長委員長：よろしいでしょうか。時間が押してきましたので、これをもとにもう詰めてい

ただくということでよろしいでしょうか。では、よろしくお願いします。
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--------------説    明------------- 

 

資料（５）－①第１回見直し検討委員会におけるご意見について（資料） 

資料（５）－②見直し検討ワーキンググループの構成（資料） 

資料（５）－③「提言」素案の概要（資料及びパワーポイント） 

資料（５）－④「提言」素案（資料） 

を用いて説明 

 

委員長委員長委員長委員長：最後の議題で、長崎県の地域防災計画の見直しをどうするかということです。

前回の1回目の委員会で、10項目についての見直しの柱を決めて議論することにな

っております。県のいろいろなワーキンググループ、それから1回目の委員会の議

論等々を踏まえてたたき台ができているのと、もう1個、液状化を加えた11項目で、

今時点での素案をつくっております。この素案について今日お示ししますのでご議

論いただいて、それで今後詰めていきたいと思います。その素案について説明をお

願いしたいのですけれども、ただし資料の(5)-④までと非常に項目が多くて、具体

的な説明は後でこれをグルーピングして説明いたします。まず全体の説明をお願い

いたします。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：まず、全体のご説明ということでございます。資料につきましては資料

(5)-①、それから(5)-②、(5)-③、(5)-④という四つの資料になります。 

 特に、まずは資料(5)-①でございますけれども、これは前回皆様方にご議論いた

だきました折にそれぞれ賜りましたご意見を記載させていただいております。今回

の柱、先ほど委員長からありましたように、液状化を含めて全部で11本ございまし

て、それらのご意見がどういった形で反映されようとしているのかをお示ししてい

るということでございます。 

 (5)-①、例えば委員でありましたら企業の被害もしっかり考えてということで、

同趣旨のご意見を委員長のほうからも賜っておるわけでございますけれども、これ

につきましては対応案が右側にございます。テーマ(1)に一定の反映をさせます。

県の業務継続計画の策定、市町市の災害対策本部機能の確保という中にあって、企

業の業務の継続の体制という形について言及をする形で反映をさせる。それから委

員のほうからは高齢化、それから長崎県の地域特性としての離島という視点も非常

に重要であるということを賜っておりますし、委員長のほうからも避難の長期化と

か、それからそんな中でメンタルヘルスへの対応が非常に重要であるということを

賜っています。ここに書いておりますような形で、資料(5)-①は裏表になってござ

いますけれども、前回おおむねこのような提案、提言というものを賜ったというこ

とでございます。 

 これを受けまして、県のほうでは、資料(5)-②に示しておりますような各部各課

からなりますワーキンググループを構成いたしまして検討を重ねてまいりました。

今日は言ってみればその途中経過という形でございますので、これをご覧いただい
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てよりよいものにしていただくということで、さらにご意見を賜って、改善を加え

てまいりたいと考えております。 

 資料の構成としましては、資料(5)-④が提言素案の本体でございます。その前の

資料(5)-③が概要になってございます。私のほうの説明はもっぱら資料(5)-③の概

要をベースとさせていただきたいと考えております。 

 まず、検討に入ります前の基本的な姿勢をお話しさせていただきますけれども、

提言の素案をワーキンググループで検討するに当たりましては、その1番目といた

しまして、東日本の大震災での教訓、実際起こったことをきっちり踏まえるという

こと。それから長崎県における大規模災害の想定に基づく検討を行っていただきた

いということで、平成17年にアセスメントという形で出ておりますけれども、雲仙

の南縁の東西の断層が連動しました場合がマグニチュード7.7ということでござい

まして、この際は2,200名を超える死者数、大破する住宅が3万棟を超えるという想

定がされております。一定、東北での震災を大きな想定の中には入れるのですけれ

ども、災害における地域特性というものがありますし、本県の場合、幸いにして平

成17年に全国にも冠たるという、かなり厳し目の被災想定をしておるということで、

委員長のほうからも一定評価をいただいているところです。そういったものが既に

ございましたので、先ほどのような被災想定を一定踏まえながら、今回の提言に向

けてワーキンググループで検討いただきたいということでお願いをしたところで

ございます。 

 それと、3番目といたしまして、第1回の検討会議で了解いただいた、液状化も含

めた11項目について検討いただいたということでございます。 

 大きく分けまして1、2、3番目ということで説明をいたします。行政機能の確保

ということ、それから情報の収集・整理・伝達ということ、それから3番目、津波

の避難誘導等ということが1番目の説明となります。 

 4番、5番は資料(5)-③を見ておいていただければよろしいかと思いますけれども、

柱が、物資の備蓄・調達・輸送、それと避難所の確保・運営です。 

 6番目以降10番目までの柱といたしまして、地域防災力の向上、防災教育、防災

区域の防犯・治安維持等、それから遺体の埋葬、さらには10番目として廃棄物の処

理、11番目として別途、液状化ということでございます。 

 私のほうからは、最初の説明の柱といたしまして、行政機能(災害対策本部機能)

の確保が1番目、それから2番目の情報収集そして整理・伝達ということ、3番目、

津波避難誘導等についてと。この際に東日本の大震災におきましては、行政機能の

確保という点に関しまして、宮城、岩手の複数の自治体庁舎が津波に襲われて流出、

水没という形で行政機能を喪失したり、大幅な低下を来したという事象がありまし

た。そのことと、先ほど申し上げました本県における被害想定を踏まえながら検討

を進めていただきたいというお話をしたところです。 

 次の情報の収集ということについては、東日本の大震災においては、固定電話、

携帯電話あるいはテレビ放送など、情報通信インフラが全く途絶し、被災者そして

支援者ともに情報入手が困難になったという事態の発生。それから津波の避難誘導
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等に関しましては、一時避難所そのものが津波の浸水エリアになってしまったとい

う事実。このようなことを踏まえて、提言の項目、骨子といたしましては、対策本

部につきましては、初動体制の充実について、あるいは県庁本館被災時の予備施設

の検討、あわせて情報システムの構築といったこと。それから市町村に関しまして

は、市町における業務継続計画の策定、市町支援を見込んだ県の初動体制、それか

ら県・市町間の支援手順の準備、企業における事業継続計画の作成促進──県は応

援協定締結、企業の事業計画を把握して対応するといったところを1番目の項目に

盛り込んでおります。 

 2番目の項目は、情報の収集・伝達ということでございます。これにつきまして

はその機能の位置づけを強化して、体制、いわゆる情報担当部署の充実を図る。そ

れから災害時の情報担当者の指定等、情報担当部署の即応性の強化を図る。それか

ら情報担当部署にすべての収集情報を即座に報告し、集約・発信できる仕組みの整

備を図る。それから電源の多重化、発電機の燃料確保の方策、ホームページのバッ

クアップサーバの設置の検討等についての記載を入れてございます。 

 3番目といたしまして、津波避難誘導ということでございますけれども、ハザー

ドマップの作成・周知。避難情報は避難の引き金となるよう工夫をすること。情報

伝達手段の充実。地震・津波の想定を踏まえて避難所等を点検、適切な立地に一時

避難所の場所を確保する。それぞれの状況に応じた要援護者の避難支援の仕組み、

体制を整備するといったようなこと等について提言をしてはどうかという記載を

させていただいております。 

ご審議、ご意見のほど、よろしくお願いいたします。 
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--------------審   議------------- 

    

委員長委員長委員長委員長：ただいま大きな項目だけについて説明をしていただいたのですけれど、具体的

な内容については1ページ目、それから1、2、3が機能、4、5、6が情報、7ページか

ら9ページまでは避難ということになっています。行政だけで見た線で書いたもの

ですから漏れもたくさんあると思いますので、ぜひご意見とか追加をよろしくお願

いします。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：資料(5)-④の7ページ(3)の津波避難誘導の中の、2)避難場所・避難路の確保、

特に避難経路についてですが、前回私は、地震時に主要道路に接する高い建物の耐

震化の優先ということをお願いしたわけです。要するに主要道路に接する建物が倒

れると、いわゆる避難誘導が困難になります。 

 津波は大変な被害でしたので、(3)津波避難誘導等と書いてあるとすべて津波に

関連した避難ということに限定されるといけませんので、もう一度、具体的に主要

道路に接している建物の耐震化という文言を浮き上がらせるようにしていただき

たいと思います。 

 

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：その辺はより具体的な記載となるようにしていきたいと思いますので、

また委員にも相談さしあげながらよりよいものにしていきたいと思います。またご

協力をよろしくお願いします。 

    

委委委委    員員員員：わかりました。 

    

委員長委員長委員長委員長：どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：資料(5)-③の8ページの避難所の確保・運営の部分についてなんですが、2)の避

難所の運営体制の中で、阪神・淡路大震災のときもそうでしたし、今回の東日本大

震災のときもそうなのですが、避難所の運営は大体男性の方が中心になってやられ

るということで、若い女性や乳飲み子を抱えた母親とかさまざまな女性たちが、た

だでさえ大変不自由な避難所の中で、プラスさまざまな精神的な負担を背負わなけ

ればいけない暮らしを強いられてしまったということが各地で報告をされていま

す。 

 避難所の運営のあり方の検討が必要というところに、ぜひ私は、女性のリーダー

も含めて避難所の運営を進めるという文言をどこかに入れていただきたいと思い

ます。 

    

委員長委員長委員長委員長：ありがとうございます。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：今のお話は当方にとりまして全く新たな視点だと考えておりますので、
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その辺につきましても、後々修正をしていく際にご意見賜りながら、相談させてい

ただきながらやっていきます。 

 それと私の先ほどの説明が悪くて申しわけなかったのですが、今は1番、2番、3

番というところでお話をお願いします。先ほどのご意見はご意見として賜っておき

たいと思います。 

    

委委委委    員員員員：ただ、新たな提案というお話でしたけれども、これは災害計画を立てる中では

各地で報告をされていて、決して耳新しいものではございません。県庁の中でもそ

の辺の意識はぜひ持っていただきたいと思いますので、先ほどの発言は、私は撤回

していただきたいと思います。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：私の勉強不足でございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：ワーキングの中には厚生労働省関係の方もいらっしゃるわけですから、わかっ

ておられると思うのですけどね。 

次、何かございませんか。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：(3)の津波避難誘導のところで、三つほど申し上げます。一つはこの津波避難誘

導のところが、1)津波避難に係る警報等の情報の伝達から始まっているわけです。

これは防災教育にもかかわるところなのですけれど、地震発生時に津波に関する情

報を待たずに行動することが必要になる場合もあるわけですね。それから情報が入

らない場合も当然あるわけですので、情報の伝達よりも前に、津波から身を守るた

めの心得的なものの普及・啓発、主体的行動を促すとか、それを支援する日頃の取

り組みとか、そういったものを最初に置く必要があるのかなという気がいたします。

それからハザードマップの作成、周知とそれに対する注意点なんかのところも、こ

れは地震が起こったときの情報の伝達の話ではないような気がするので、もう一つ

前に別のくくりがあったほうがいい気がいたします。 

 それから2点目は、情報の伝達で②のところに海水浴場等のことが書いてあって、

キャンプ等季節観光等の来訪者等への情報の伝達と書いてあるのですけれども、漁

業者などのような海岸部で活動している人たちへの情報伝達という部分もどこか

に明記する必要があるのではないかという気がします。 

 それから、2)の避難場所・避難路の確保・整備のところなのですけど、避難経路

などの想定が妥当であるか、最適であるかという部分を実践的な避難訓練によって

検証するということをどこかに明記されたらいいかと思います。 

以上の3点です。 

    

委員長委員長委員長委員長：これは検討をお願いしてよろしいでしょうか。とにかく主語は県であり、市町

村ですけれども、避難するのは住民の方ですから、住民主体にちゃんと書いてあげ

ないといけないと思いますね。よろしくお願いします。 
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そのほか、お気づきの点があれば。 

 特にございませんなら、私が言うのもおかしいんですけれども、一つは津波誘導

のところの伝達する情報の内容の改善のところの④です。要するに5番の防波堤の

閉鎖等々で消防団員の方が行って亡くなったということで、その判断ですけれども、

ここは国交省が自動化すると言っているのではないのですか。まだ県の検討ではそ

こまで言っていないのですか。もう閉めに消防団員が行かなくて遠隔操作できるよ

うなシステム、市町村は無理ですか。県、国の施設だけですか。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：伝達情報ですね。 

    

委員長委員長委員長委員長：情報のところの7ページ目の施設管理者は津波避難に緊急を要する場合には、閉

鎖作業の担当者の人命を優先して閉鎖指示を行うことの妥当性を判断するとなっ

ているのですけれど、県のほうはそれを自動化するまでは難しいですか。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：いわゆる防潮堤を自動的に閉めるというイメージのお話かと思いますけ

れども、今の段階では土木部のほうで明確な答えはできかねるというのが現状だと

いうことです。 

    

委員長委員長委員長委員長：国が施設は自動化する形で検討していますので、できたら県のほうも検討して

もらったほうがいいかと思います。 

 それと、情報のところは、県、市だけじゃなくて、マスコミ、ケーブルテレビ、

コミュニティFMなど、いろいろなきめ細かいメディアがあって、それが全部被災す

るわけではありませんから、そこら辺も活用することを考えていただきたい。 

 それから岩手に行ったときに象徴的なことがあって、これだけの災害が起こった

ときには、市町村、県を通じて、災害対策本部に決まった人を広報担当に置く、説

明をきちっとできる人を置くことが必要であることを学んだ。それから原子力災害

のときに企画監から話があった風評被害をどのように防ぐか。難しいらしいのです

けれども、そこら辺もちゃんと考えておく必要があると思います。 

以上です。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：ありがとうございました。 

    

委員長委員長委員長委員長：じゃあ、申しわけないのですけれども、先に行って、4番目の物資のところと5

番目の避難所のところをお願いします。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：物資につきましては、東日本大震災におきましては、さまざまな課題が

出たところです。被災が広域であり、備蓄品も津波による流出等で使用が不能にな

ったり、あるいは道路そのものが被災して通行できない、さらには車両の燃料等が

運べないということで車も動かない。そのことによって物流の機能が大幅に低下し
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た。これによって被災地への食料、さらには生活物資全般の供給が停滞しておりま

す。これは皆様、テレビ等でご存じのとおりでございます。それから救援物資の被

災者への供給、さらには分配にも非常な困難を極めたということでございます。物

資の備蓄・調達・輸送ということに関しましては、当方としても大いに考えるとこ

ろがあると考えております。 

 それから避難所の確保・運営でございます。規模が規模でございまして、非常に

膨大な被災者、避難者が発生して、まずは避難所が不足した。それに伴って食料も

不足、暖房も欠如した。それから避難生活の長期化に伴うストレス、健康状態の悪

化、あるいはインフルエンザが流行したということがございます。 

 これに加えて当方の被害想定では、先ほど申し上げました2,000人規模の死者を

伴うこともあり得る、そして建築物の大破について3万棟を超える可能性もあるの

だという中で、物資備蓄・輸送につきましては流通備蓄と現物備蓄の特性を考慮し

て、従来、県におきましては現物備蓄から流通備蓄へウエートを移しつつあったと

いうか、物によっては完全に流通備蓄に移行しておった部分もあったわけですけれ

ども、特に離島等では現物備蓄に重点を置いた、緊急物資を確保するという提言が

必要ではないか。 

 それから緊急物資、救援物資を含むわけですけれども、情報・輸送・配付を一元

的に管理・運営する体制の充実、被災者の手元に、いかに必要な人に渡していくか

という仕組みづくり、それから緊急輸送路のネットワークの強化。給油設備を持つ

物資輸送拠点、あるいは救援物資受け入れ拠点の整備も必要ではないか。岩手県な

どにおきましても、緊急救援物資の拠点を整備することができて、非常に有効に活

用できたというお話があったようでございます。 

 それから避難所につきましては、避難所としての学校施設の整備、要援護者の受

け入れ設備・体制を整えた福祉避難所の整備といった公的施設について、災害被災

を一定意識した形で整備が必要ではないかという提言。それから地域の実情に即し

た避難所運営のあり方の検討の必要性。これは個々別々の心の通ったということに

もつながるかと思います。そういった提言。 

 それからプライバシーの確保や設備の設置等、生活環境の確保、健康管理、メン

タルケアといった実施体制の整備といったことに対する提言を考えております。 

ご意見をお願いします。 

    

委員長委員長委員長委員長：先ほど委員がおっしゃったことは、避難所の運営体制のところで柱を立てたら

いいですかね。じゃあ、そこに入れさせていただきます。 

 あと4、5の物資の確保、避難所のところ、応急対策のところ、何かご意見がござ

いましたらよろしくお願いします。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：済みません。先ほど男女の視点を持ってというお話を賜ったところです

けれども、その視点というのは重要なものとしてとらえていきたいと思いますけれ

ども、ちなみに現行の避難所の設置におきましても、「災害時要援護者への対応は
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男女のニーズの違い等にも十分に留意して」という記載等が現状においてもあると

ころではございますけれども、先ほどおっしゃったようなところをさらに踏まえつ

つ、検討を進めてまいりたいと思います。どうも失礼しました。 

    

委委委委    員員員員：要援護者だけじゃなくて、ですね 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：はい。 

    

委員長委員長委員長委員長：それと関連して、家族を亡くされた方とそうじゃない方が同じところに避難す

るのは無理なような感じがしますから、そういうことも考えていただきたいと思い

ます。 

そのほか、どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：5番の避難所の確保・運営というところで、避難所としての学校施設の活用とい

うことでは小中学校等の利用を考えられていると思います。ただ、原発事故の場合、

30万とか40万の避難民が出てくる可能性があるわけです。この少子化の時代に小中

学校の統廃合が長崎県でも進んでいるのだろうと思うのですけれども、そういうの

が進んでくると避難所として使える施設も少なくなってくる。これは学校教育とも

関係はしてくるのだろうと思うのですけれども、将来的に統廃合が進んでくると、

避難所の確保が学校等だけで済むのかというところは問題が大きいのだろうと思

います。そこのところはどうお考えになっていらっしゃるのでしょうか。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：現在の提言の中でも、公共的な施設が避難所として使われるということ

を念頭に置きつつ整備を進めましょうという形で提言に持っていきたいと思って

おります。したがって小中学校のみにとらわれるのではなくて、一定の規模の地域

であれば何らかの公共的な施設があろうかと考えますので、今お話を受けて、そう

いったいろいろな多様な施設の整備にあって、避難所としての活用を考えた提言に

持っていければなと考えたところでございます。またいいアイデアがあれば賜りた

いと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：そこはきちんと検討をお願いします。人口が多いところは要援護者の方々の受

け入れは避難所では無理ですから、旅館、ホテルと協定を結んで、お願いするよう

なシステムが都市部ではかなりできています。 

そのほかございませんか。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：救援物資の分配に関係するのだろうと思うのですけども、今回の震災で義援金

──義援金といったらまずいですかね、資金をサポートしたい、何かの救援物資を

送りたいというときに、あるグループに送るとか、ある団体に直接送るという方法

もあるわけです。日本には全国的なネットワークを持っているようなグループだと
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か団体だとかがかなりあるものですから、被災された方々によりきめ細かく行き届

けるための一つの方法として、そういうものも組み入れるということはいかがでし

ょうか。 

    

委員長委員長委員長委員長：具体的にイメージがわいていないのではないでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：例えば、日赤だとかに行くと、ある程度ためて皆さんに平等に配らなければい

けないということで、なかなか行き届かなかったり、ということがテレビとかラジ

オで放送されていますよねそういうことをしたくないという支援者たちが、例えば

何とかグループは長崎に支部だとかがあるから、そこに直接送るわけです。そうす

るとそこが必要な方にそれぞれに配ってくれるのですよ。そういうのも分配の方法

の枝の一つだと思うのですけれども、そういうものも視野に入れて分配を考えると

いうふうなことにはならないのかなと思ったのですけれど。 

    

委委委委    員員員員：今の意見ではちょっとわかりにくいのですが。 

 ある団体が長崎にあって、それは直接団体から団体へで、まず一たん県を経由し

てということではなく、そのグループごとにやりとりをさせるということですね。 

    

委委委委    員員員員：そうです。だから県が管轄するものばかりじゃなくて、こういう災害のときに

はいろいろな方々がやりたい、できることはやるのだという気持ちになられるので

すよ。それは別に県のほうが管轄をされなくてもいいのですけれども、広い県内の

サポート体制の一つの枝の枝でもいい。そういうものを県のほうとしてはきちんと

入れるわけにはいかないということであれば、ぼかした形でもいいのですけれど、

そういうものが含まれるというものはできないのでしょうか。 

    

委委委委    員員員員：例えば長崎県が受け入れる側になったときに、例えばある団体はここにやって

ください、ということですか。 

    

委委委委    員員員員：いえ、受け入れじゃなくていいのです。 

    

委委委委    員員員員：受け入れる側の立場として、あるボランティア団体のところは、どの町で連絡

先はこうですよ、Bという団体はこうですよという形でお知らせするということで

はないんですか。 

    

委委委委    員員員員：そうじゃないです。例えば、どうしても何か登録しとかしなければいけないと

いうことであれば、それぞれの団体が登録をするのです。分配の協力機関とか協力

団体ということで登録はします。だけど、直接やりとりをするのです。 

    

委委委委    員員員員：それは団体同士ですね。 
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委委委委    員員員員：団体同士で。その団体が自分たちで必要な方々に配布をしてくれるのです。避

難所にいる方ばっかりじゃないのですね。在宅で家にいて何がしか支援を待たなけ

ればいけない人は今回もたくさんいらっしゃいましたよね。そういう方々にも行き

渡る分配も考えなければいけませんから。 

    

委委委委    員員員員：イメージは大体わかりました。検討をさせてください。いろいろなルート、入

り方があると思いますので、それを集約するところが必要なのかもしれませんし、

いろいろな団体がばらばら入っていったら、混乱するかもしれませんし。研究させ

てください。イメージは何となくわかりました。 

    

委委委委    員員員員：済みません、説明不足で申しわけありません。 

    

委委委委    員員員員：いえいえ、大体わかりました。 

    

委員長委員長委員長委員長：あと、私のほうでも、備蓄のところは備蓄しなくても済むようなところがあれ

ば、それはしておかなくてはいけないと一番思うのが、長崎県は水道施設の耐震化

率が非常に低いのです。地震の指定地域に入っていないから国の補助がなくて、市

町村でやると水道代に響いてくるから、水道施設の耐震化、特に管路が進んでいな

い。備蓄ではありませんが、水道施設の耐震化みたいなことも、できるところはや

っておかないといけませんので、どこかに入れてほしいと思っています。場所は任

せます。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：了解です。 

    

委員長委員長委員長委員長：ございませんでしたら、6番目以降10番目までお願いします。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：6番目以降ということでございますけれども、地域防災力の向上というこ

とに関しまして、東日本の大震災の現地におきましては、自主防災組織ニビア自主

防災組織という名前をあえて冠する形ではなくても、地域の防災力が非常に大きな

役割を果たした、それによって生き延びた地区もあったということが報じられてお

ります。さらにはボランティアも、今回は災害が原子力災害も含めて非常に多様で

あった、そんな中で多面的な活動をやっているということで、そういった自主防災

組織並びにボランティアの活用ということの重要性が再認識されたところかと思

います。 

 さらには防災教育につきまして先ほど来議論があっているところでございます

けれども、津波に対する地域の教訓というものが、記念碑というのかどうかわかり

ませんが、碑という形で受け継がれていたり、親から子へ、子から孫へという形で

受け継がれているような地区では人的被害が比較的少なかったという事例もある

ようでございます。釜石の事例が非常に有名にもなりましたけれども、学校での避
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難の判断が生死を分けた事例もあるということで、防災教育の重要性が大いに議論

されておるところです。 

 次に、被災区域の防犯・治安の維持ということでございますけれども、特に今回、

先ほども言うように、原子力災害の中で立ち入り禁止区域が広範にわたって発生す

る中で、家財・商品等の盗難事案が発生し、治安の維持が非常に大きな問題となっ

たところです。さらには区域内の家畜やペットが餓死する事態も発生し、これまた

問題として大きく取り上げられたところであります。 

 次に、遺体の埋葬等につきましては、死者・行方不明者が約2万名ということで、

明確な死者としては15,000名を超す犠牲者が発生しました。こういう中で火葬場の

能力が圧倒的に不足をして、土葬の容認、遠隔地の火葬場への搬送事案が多数発生

しております。 

 廃棄物の処理につきましては今もその渦中にあるわけですけれども、膨大な災害

廃棄物が発生した。宮城県あたりでは県の20年分の廃棄物が発生したとも言われて

おります。最近東京都がこの一部の受け入れに動いてはおるようでございますけれ

ども、処理が大いなる問題になっております。さらには放射性物質による汚染とい

うことで、有害廃棄物が大量に発生しているという現地の問題があります。 

 これらに対しまして、まず6番目、一つ提言として、地域防災力に関しましては、

自主防災組織の育成の充実、県市町による働きかけの強化、結成・活動への支援、

2番目といたしまして、県・市町が連携しての地域防災リーダーの育成の取り組み

を充実、次に自主防災組織、自治会、ボランティアセンター、ボランティアの連携

のあり方、これらを協議・調整していく仕組み・方法ということ。 

 次に防災教育でありますけれども、津波避難の観点から、防災教育の推進、具体

的かつ実践的な避難訓練の実施についての提言、学校では小中高校と発達段階に応

じた防災教育ブログラムの開発、実施。 

 それから防犯・治安維持等につきましては、防犯パトロール活動の実施、地域住

民の防犯活動への情報、用品提供などによる支援、ペットの保護、飼育対策の充実、

避難所への同行、避難したペットの収容、飼育場所の設置等といったようなことの

書き込み。 

 遺体の埋葬等につきましては、市町村域を越えた広域的な火葬の体制・仕組みの

検討・整備を記載していきたい。 

 それから廃棄物処理、瓦れき、仮置き場の事前選定、それから災害時の用地確保

と適正な管理について。それから有害廃棄物の保管状況の把握、適正な処理。これ

は原子力に限った話ではなくて、いわゆる一般的な有害廃棄物の保管状況の把握と

適正な処理の記載を考えてございます。 

以上でございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：6番目から10番目まで、これは行政サイドで挙げたものですから漏れも多いと思

いますので、お気づきの点があったらぜひご指摘をお願いいたします。どうぞ。 
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委委委委    員員員員：防災教育の1番、防災教育に共通する事項で、三つほどお願いします。 

 一つは、細かいことなのですけれども、丸の二つ目のところに、避難勧告とか避

難指示の用語の意味とか内容を知っていただくということが書いてあるんですけ

れど、ここに津波警報・注意報も入れていただきたい。今度警報が変わりますけれ

ども、それが何を意味しているかということをよく知っていただきたいということ

もありまして、そういうのを入れていただきたいと思っています。 

 それから、もう一つは①の最後のところに、県は市町と協力して積極的に行って

いく必要があると書かれているわけですけれども、防災会議はいろいろな機関が参

加しておりますので、県市町に限らず、関係の行政機関とか大学研究機関等の協力

を得て防災教育を推進するという書きぶりにしていただいたらいいのかなと思っ

ております。自分たち気象庁も防災教育をやらなければいけませんが、我々にでき

ることは限られていますので、協力して効果的な防災教育をやっていきたいという

思いもありまして、入れていただければと思います。 

 もう1点、ここに入れることに違和感がなければ入れていただきたいのですけれ

ども、これは津波だけじゃなくて地震・津波対策ということになっていますので、

緊急地震速報を活用した防災訓練というのを津波避難訓練の下あたりに入れてい

ただけないか。といいますのは、東日本大震災を受けた防災教育等について、文部

科学省の有識者会議が9月に中間取りまとめというのを出していて、そこの中でも

緊急地震速報を活用した防災訓練の有効性が記載されております。単に地震による

揺れへの備えという緊急地震速報のそのものの効果ということとともに、防災知識

を主体的な避難行動につなげるという効果も期待されるとあります。この主体的な

行動というのは津波避難の場合には非常に重要なことでもありまして、地震・津波

への対応という観点から日ごろそういう訓練をお願いしてきている立場でもあり

ますので、そういうことをここに入れていただけたらと思います。 

以上です。 

    

委員長委員長委員長委員長：貴重な話をありがとうございました。おっしゃるとおりで、国の機関も入れて

ほしいのですけれど、もっと広い主体がここに入れるように考えていただきたいと

思います。 

そのほかのところでございませんか。どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：これに盛り込むのが適切なのかどうかわからないのですけれども、現状からい

くと多分できないのではないかなと思って。22ページの廃棄物の処理ということで、

地震・津波等の災害もございますけれども、一応東日本大震災を踏まえたという冠

が配布資料のタイトルに付いておりますので、当然放射能汚染の廃棄物をどうする

のかに関しては処理方法についての基礎研究が極めてまれですので、その観点をぜ

ひこの中に入れてください。これを読む範囲では今やっている処理方法ですべて大

丈夫だよという観点で書かれていますが、決してそうではありません。石原知事が

ああいう発言をしたぐらいで、要するに首長さんが腹をくくってやらないと処理で
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きないわけですね。それに関しては国のほうの研究も調べてみましたけれども極め

て少なくて、その辺をどうするのかということがないことがないといけません。22

ページに書かれているのは今の処理方法でちゃんと処理できるよという前提で書

かれていると思うのですね。悪いですけれども、これはお役人的な観点でしか書か

れていないと思うので、早々に研究費なりをつけて処理方法の先駆的な研究をやら

ないと大変なことになるのではないかなというふうな気がします。その観点が抜け

ていると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：これは地域防災というよりも廃棄物そのもののところだから、ちゃんとやらな

いといけないところで、しかるべき箇所もあるわけですから、そこでちゃんと検討

していただけないでしょうか。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：お話につきましては、内部でも検討させていただきます。まずできるこ

とは国に対する要望という話になろうかと思いますが、そういったところを含めな

がら検討していきたいと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：なかったら、私のほうから小さいところでよろしいでしょうか。 

 まず、15ページのボランティアと連携した地域防災のところなのですけれど、災

害ボランティアと被災住民の意思疎通も重要なのですけれども、もう一つ重要な、

ボランティアと行政組織との意思疎通というのもぜひここに入れておいてほしい

と思います。行政の仕事というのはどうしても手続だし、被災地の方は急ぐわけで、

そこでいつもいろいろあつれきが生じますから、それも入れておいてほしいと思い

ます。 

 それから地域防災リーダーの育成のところで、確かに防災士を養成するのはいい

のですけれども、これだけでは自主防災は進まないのです。もっと工夫してほしく

て、鹿児島県なんかでは、防災リーダーに防災推進員みたいな形で資格を与えた上

で、どんどんほかの地域に行ってもらって、一緒に避難訓練とか防災の組織をつく

っています。防災士の活用のあり方を変えていくようなやり方もぜひ考えてもらい

たいと思います。 

 それと、8番目は項目のタイトルも気にかかるのですけれども、その中で一言言

っておきたいのは、島原で警戒区域が設定されたときに、中に入れないということ

で、住民の方が自分の家がどうなっているのかということで電話をかけて回して、

電話がついたら家が残っているという状態でした。後で入域マニュアルをつくった

り、それから自衛隊がヘリを飛ばしたりして、家の状況を避難所で流したりしてい

ますから、そういうふうに管理だけじゃなくて、避難宅の情報の提供とか、それか

ら立ち入りが必要になる場合を考えてあらかじめ立ち入りのマニュアルみたいな

ものも少し考えておいていただきたいと思います。 

そのくらいですかね。あと何かございませんか。 
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委委委委    員員員員：14ページの地域防災力の向上のところなのですけど、1番の自主防災組織の育成

というので、①はそれを結成しようということで四つ挙げてあります。どの地域も

なかなか組織づくりというのは難しいみたいで、それぞれの自治会が存続できるか

どうかという状況がもう目前に迫っています。自主防災組織ができるのはもちろん

いいですけれども、これが絵にかいたもちにならないのかなという気持ちでずっと

眺めておりまして、一番最後のほうでいいんですけれど、結成に至らなくても自主

防災の活動を担える人々の集まりみたいなものを……。自治会のほかにもう一つ組

織をつくるというのは多分結構大変なことだと思うので、むしろ自治会にそのよう

なことが付加できるような活動を支援するのがいいのではないかと思ったりする

のですけれど、この辺が、もう少し実情に沿ったようなものにならないかなと思い

ながら、何がいいのかよくわからずに悩ましいところなのですけれど。確かに必要

なのですが、どうなのかなと思っているので、例えばこの白丸の三つ目に、取り組

みの主体となる市町村、市町職員に対して云々かんぬんとありますけれど、であれ

ば行政職員がその核となって、地域での活動を担えるような行政マンの育成をする

というほうがまだわかりやすい気もいたしました。だから自主防災組織の結成とい

うことが望ましいけれども、地域で自分の町を自分たちで守るという意識を啓発し

て、自主防災組織的なものへの組織の結成への期待を込めるみたいな書き方がむし

ろ現実的なのではないかという気がいたしました。 

 それから地域での活動は、少なくとも地域を飛び越えたネットワークというもの

が結構あります。パソコンを使ったり、ということもあるんですけれど、そういう

ものが限定した地域ではないけれど、広い意味での地域の自主防災に役立つことも

あるので、地域防災力における地域の考え方をもう少し転換していく必要があるん

じゃないかという気がいたしました 

    

委員長委員長委員長委員長：ありがとうございました。大体、自主防災組織は自治会の中に防災部をつくっ

ていただければいいと私も思うのです。あとは、完全に活動計画がないといけない

のか、連絡網がちゃんとあればいいのかということなのですが、自主防災組織とは

何かというのを少し考えないと、年寄りだけでは無理なような感じが私もしていま

す。 

 それと自主防災組織は自己完結では無理で、そこの地域には建築の専門家とかお

医者さんとか企業もあるわけですから、地域と連携した自主防災みたいなものをつ

くれたらいいと思っています。 

 それとここの地域防災のところには、ぜひ地域の学校とか大学も入れといていた

だいたほうがいいのではないかと思います。 

どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：スライドの7番の防災教育のところに、原子力災害とか放射線についての教育が

全く入っていませんので、そういうことの教育もしていただきたいというのと、こ

れに関しては、長崎県と長崎市、長崎大学で長崎・ヒバクシャ医療国際協力会



⑤地域防災計画の見直し検討（審 議） 

    

 - 64 - 

(NASHIM)いうのができていて、その活動の中で長崎大学の先生が出前出張講座とい

うことで、現在のところ主に長崎市内の小中学校に、放射線とはどういうものだと

か、単位などのことについて説明に出かけています。運営主体は長崎県と長崎市と

長崎大学になっていますので、放射線のことについて正しく理解をしていただくた

めに、県北でもそういうところを利用していただいたらいいかと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：今の件は地震対策じゃなくて、片一方の原子力災害のところにこれからきちっ

と入れるわけでしょう。どうぞ。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：：あわせて検討します。 

    

委員長委員長委員長委員長：そうしたら避難勧告とか避難指示のほかに、原子力関係の用語のところもどこ

かに入れておかないといけないと思いますが。 

そのほかございませんか。何か全体で。 

    

委委委委    員員員員：いや、特にはないのです。実は言おうと思っていましたことを委員が言われた

のですが、基本的に正しく知って正しく恐れてというのが非常に基礎的なことです。

今これはわりと具体的なことが書かれていますけれども、実はこの中にない、ほん

とうに基礎的な、本来学校の授業でやるようなことがあります。特別に専門家が出

前でやるというよりは、むしろ日々の学校のいわゆる指導要領の中でやるべきだと

思うのですね。 

 先ほど委員も言われましたけれども、自主防災組織といっても、自治会自体がだ

んだん難しくなってくる。学校はみんなすべての人が行きますので、中学校、最近

は高校も皆さん大体行くので、そういうところでそれぞれの学業のレベルに応じて

基礎的なことを習うということが非常に重要ではないかなと。 

 今、いろいろな災害が起こったときの対策を立てても、想定外という言葉がいい

か悪いかは別として、なかなか考えたとおりにはならないですよね。そのときには

臨機応変にいろいろなことをやらなければいけないし、いろいろな情報が出される

ので、それを正しく判断をしなければなりません。情報が出てから勉強しても遅い

わけですから、時間はかかるけれども、子供のころから基礎的なことをやることが、

長い目でみたら非常に重要ではないかなと思います。ここに書いてくれというわけ 

じゃないですけれども、そういう印象を持ちました。 

    

委員長委員長委員長委員長：いや、それは入れないといけないと僕は思いますから、ぜひ検討してください。 

特に全体でありませんか。 

    

委委委委    員員員員：さっき申し上げました。 

    

委員長委員長委員長委員長：じゃあ、時間が押してきましたので、またお気づきであれば、後日でもいいか
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らお送りください。1から10までは現在のたたき台を、今日のご意見を踏まえて、

県の素案としてまとめてもらってよろしいでしょうか。 

(「異議なし」との発言あり)
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--------------説    明------------- 

 

資料（５）－⑥液状化危険度マップ改訂について（資料及びパワーポイント） 

を用いて説明 

    

委員長委員長委員長委員長：課長、いいですか。 

 では、時間が来てしまって、今日は善先生もいらっしゃらないですけれども、11

番目の液状化は大事な話ですから、今どんな状況かを説明していただいて、具体的

な議論は次回にさせていただきます。まずは全体の報告と議論のポイントを説明い

ただいて、その方向性だけ議論しましょう。 

    

土木部参事監土木部参事監土木部参事監土木部参事監：：：：対策と関係ありますので、土木部参事監の加藤からまとめて説明させて

いただきます。 

 今ごらんいただいておりました計画の見直し提言の一番最後のページに、11番、

液状化対策ということが載ってございます。 

 液状化につきましては、ご承知のとおり東日本大震災で、浦安市等でさまざま出

てございます。まず住宅・宅地に対する対策ということでの検討が書いてございま

す。順序が逆ですが、この資料でいきますと三つ目の丸にありますように、今の制

度では、具体的に被害が出ている戸建て住宅等については、コストを含めた建築主

なり所有者の自己責任だという位置づけになってございます。その点の周知も含め

て、液状化の仕組みですとか、どういうところが危険なのか、あるいはどんな対策

があるのか、情報の提供をしっかりしていくことが基本だと思ってございます。 

 それから1)の二つ目の丸に書いておりますように、液状化の危険度につきまして

は現在既にマップをつくっておりますけれども、これをどのようにわかりやすくお

伝えするかということと、その場合に今ありますマップは当然、個別の宅地をピン

ポイントではっきりと断定できるものではございませんので、誤解のないような注

釈が要るのだろうと考えてございます。 

 それから液状化とは少し別ですけれども、大規模な盛土造成地の地すべりですと

か、斜面地の古い石垣の問題につきまして、なかなか基礎的な調査等が正直ないよ

うな状況でございまして、こういった調査や対策のあり方も県とそれぞれの市町と

で早急に検討していく必要があると思っています。 

 それから公共施設、公共の道路等あるいは防波堤等のインフラ施設についての液

状化対策につきましては、国土交通省で各施設の特性に応じていろいろ技術的検討

をしていると聞いておりますので、具体的な対応はこの国土交通省の検討を踏まえ

て行いたいと思ってございます。 

 前回の委員会で、液状化マップが現在一応ありますけれども、これをより精度を

上げることができないかという議論がございました。それにつきまして、別の資料

で資料(5)-⑤を準備させていただいておりまして、その概要はスライドのほうでも

出てまいります。 
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 前回のご議論では、現在つくっているマップについて新たなデータがあまりない

のであれば、精度を上げるのは難しいのではないかというお話でございました。ま

ず、現状の前回のアセスメントでは、最終的にボーリング数としては4,165本のボ

ーリングデータを使用してございます。250メートルメッシュのマップでございま

す。実際のデータのベースになっているのは基本的にはほとんど公共事業でござい

まして、2,500ぐらいの事業全体を平均すると1カ所五、六本のボーリングを打って

おりまして、そこから同一メッシュ内の重複などを除いて、4,000本余りのデータ

を使ってございます。1カ所あたりの本数につきましては、年代によってかなり差

がありまして、最近ですと1カ所当たり5.2本程度のボーリングをしています。 

 具体的なボーリングの箇所の分布は、一応県内全般にわたっておりますけれども、

全般的には人口集中の多い、結果的に公共事業の集中している海に近い低地部が中

心になってございます。その後のデータがどのぐらい増えたかは、具体的なデータ

の個別の情報までは電子データで整理されてございませんので分布がわかりませ

んが、ボーリング調査をした業務数が600余りございます。前回と同等だと考えま

すと、600ぐらいの事業箇所で1カ所5.2本のボーリング、そのうち重複、ダブりを

除きますと900本余りのボーリングデータが新たに活用可能かもしれません。前回

4,000本余りに対して900本程度ということで、2割程度本数が増えます。 

 個別のメッシュごとの数で申し上げますと、もとのデータは4,000本余り使って

ございますけれども、これ自体すべて低地部にあるとしても1メッシュ当たりの平

均値が0.16本でございます。これが900本追加されても0.19本ということで、正直

これで精度が上がるかというと、たまたまうまく精度が上がるメッシュもあるかと

思いますけれども、全般的には精度が上がるとは思いがたいという状況でございま

す。 

 それから、前提となっておりますボーリングデータをもとに液状化の危険度を、

いわゆるFL法という方法で実施しております。これにつきましては国土交通省の液

状化対策技術検討会議での今回の東日本大震災の液状化の実情と、事前に持ってい

たFL法による評価結果を照らし合わせますと、おおむね整合しているということで、

このFL法を根幹的に見直す必要は直ちにはないであろうということでございます。

現在つくっておりますマップもこの同じFL法をベースにしたものですので、大震災

を踏まえても妥当であろうと考えてございます。 

 具体的には現在こういった個別の活断層地震ごとに、各メッシュの震度とボーリ

ングデータから結果を出しています。 

 改訂につきましてですが、先ほど申し上げましたように、ボーリングデータの分

布が均一ではないということ、それから先ほど申し上げましたように、前回に比べ

て2割程度増えただけという状況でございます。 

 それから前回、平野委員からご提案がございました、個人住宅の建設時に住宅を

建設した工務店などで地質調査を一部している例があるのですが、二つ課題がござ

いまして、一つはボーリングデータをまだとっている例が少なくて、同じような精

度で使いづらいということと、これは形式上なのですが、現時点で行政に情報が集 
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まる仕組みになってございません。個別に同意をとって使わせていただけるかどう

かということで、正直なところ短期間に集約して活用することができないのが実情

でございます。 

 それから評価手法につきまして、FL法はおおむね妥当ということですが、一方で

は液状化すると判定したけれども液状化しなかったという部分があったようでご

ざいまして、より高度な分析手法を検討する必要があるのではないかというご議論

もございます。 

 そういったことから、私どもの提案といたしましては、現時点での全面改訂は行

わずに、次のいずれかの場合、一つはボーリングデータ数などが相当程度蓄積され

た段階で精度を上げるために再度マップを改訂するという方法、あるいは評価につ

いて新たな手法が開発されたり、改善がされたことがはっきりした段階でマップを

改訂するということにしてはどうかと考えております。 

 一方で、今のマップは、先ほどお示しいたしましたように、個別の想定している

活断層地震ごとに示してございます。結局自分のところはどれぐらいの危険度かが

一目でわかりづらいので、幾つかの工夫をしてはどうかと思っております。 

 一つは活断層ごとの五つの地震を重ね合わせまして最大危険度マップを作成す

る、それによって活断層地震でどれぐらい自分の場所が危険かが一目でわかるよう

に検討してはどうかと思ってございます。ただこの場合、想定している活断層が県

の南に集中してございまして、離島ですとか県北では活断層が出てこないために、

液状化しないという印象を与えてしまう可能性がございます。地震動につきまして

は、各都市の直下でマグニチュード6.9の未発見の活断層を想定した注意喚起を行

っておりますので、二つ目のポツにありますように、同じように各都市直下の活断

層を想定したマップをつくるということも考えられるのではないかと思っており

ます。ただ、これもすべてやり直すとなると再計算で時間とコストが相当かかりそ

うでございまして、ある程度、県民にお伝えするということでいきますと、微地形

区分図というのを前回つくってございまして、人口改変地ですとか扇状地、埋立地、

湿地、旧湿地等の区分がございますので、こういったものをベースに液状化の起こ

りやすさのおおむねの傾向を全域的に示してはどうか。むしろこちらのほうが液状

化の知識全般の普及とともに県民にわかっていただきやすのかなと考えてござい

ます。 

 具体的な進め方については、またこれから委員の皆様のご意見を踏まえながら検

討していきたいと思っております。 

以上でございます。 

    

委員長委員長委員長委員長：今日はどういうやり方で出すかという結論は、棚橋先生のかわりに入っていた

だいた善先生のご意見も踏まえて決めたいものですから、今日はこういう方針で今

作業しているということについて、これもあるのではないかとかご意見があればお

聞きしておきます。よろしくお願いします。 
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委委委委    員員員員：23ページ(1)液状化対策の中の１）住宅・宅地に対する対策という点から、液状

化だけじゃなく、もう一つコンクリートブロック塀等の倒壊防止を入れていただき 

たいと思うのです。実は、1978年の宮城県沖地震や1987年の千葉県東方沖地震など

など、地震のたびに、通学路内のブロック塀が倒れて、かなりの死傷者がでている

のです。これはごく簡単にチェックできることですので、こういう塀は危ないです

よということを行政側で勧告できれば、随分被害が減るのではないかと思います。 

    

委員長委員長委員長委員長：ご検討願います。 

    

土木部参事監土木部参事監土木部参事監土木部参事監：：：：今、民間確認検査機関も含めていろいろなところで建築確認業務を行っ

ておりますので、その統一性なども含めて、いろいろとやり方を考えてみたいと思

います。 

    

委委委委    員員員員：事情はよくわかります。 

    

委員長委員長委員長委員長：何かございませんか。 

    

委委委委    員員員員：ありません。 

    

委員長委員長委員長委員長：じゃあ、ここはこういう方針で、前回に比べてさほどボーリングデータがそろ

っていないので、とても土地ごとの評価はできそうにないけれども、情報提供する

ためにもっとわかりやすい方法でしないといけないという案が上っていますので、

これをもとにもっと作業を進めて次回に議論したいと思います。これはこの程度に

してよろしいでしょうか。 

(「異議なし」との発言あり) 
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--------------その他------------- 

 

委員長委員長委員長委員長：では、今日の議事は全部終わったのですけれども、今日は善先生がいらっしゃ

らないと、時間の関係で液状化のところは積み残しになったのと、放射能関係では

具体的にアクションを起こされておる大津留先生が最初出席の予定だったのです

けれども、急遽別の会議が入ってこられなくなったものですから。それとシミュレ

ーションで浸水被害予測ができていませんので、1月ぐらいにもう1回、委員会の開

催を追加させてもらってよろしいでしょうか。よろしかったらそうさせていただい

て、日程についてはまた後日皆様にアンケート調査を行うということで、最初の参

考資料2に委員会は3回ということになっていたのですけど、1月ぐらいに3回目を開

いて、4回目は2月ぐらいでよろしいでしょうか。 

    

危機管理課長危機管理課長危機管理課長危機管理課長：一応2月13日で皆さんのご予定をお伺いしておりますので。 

    

委員長委員長委員長委員長：それはもう確定ということですね。じゃあもう4回目は固定にさせていただいて、

1月に入れるということで。 

(「異議なし」との発言あり) 

    

委員長委員長委員長委員長：では、コンサルの作業をよろしくお願いします。 

これで私の預かった議事はおしまいですけれども、何か皆さんからございませんか。

どうぞ。 

    

委委委委    員員員員：休憩前の3のところでお聞きしようかなと思ったのですけれど、地震・津波の想

定で、私は新聞報道でしか知らないのですが、先週の新聞に、福岡県がやった地域

防災計画の見直し作業の中での地震・津波の想定で、対馬海峡の東水道の断層によ

って福岡県に津波が3メートルとか2メートルと出ていました。それの妥当性とか、

もしそんなことがあれば当然壱岐とか対馬にそれなりのものが来るような気がす

るのですけれども、清水先生、何かその辺ご存じないでしょうか。ここで特に長崎

県として考える必要がないのかということをお聞きしたいのですけれども。 

    

委委委委    員員員員：それは大変困った質問なのですが、確かに福岡県は対馬海峡東側の活断層を津

波の評価で考慮しています。長崎は現時点ではしていないのですね。それはそれぞ

れの自治体の判断ではあるのですが、長崎の場合には、基本的に海域のバックアッ

プというか、日本海とか東シナ海については断層の特性がよくわかっていないとい

うことがあって、より確実な断層として特性がよくわかってくれば将来は見直して

計算するけれども、現状ではしないというスタンスが一つと、あとは日本海につい

ては、いわゆる日本海中部地震の南側の想定震源域が山形県の沖合にあって、長崎

に影響があるとしたら確率的にそちらだろうということで、その津波の県への津波

の波高はせいぜい1メートル、高々1メートルぐらいかなと考えています。 
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福岡については対馬の東海峡の地震を入れております。さっきも言ったようにパ

ラメーターはよくわからないのですが、ただ最悪を想定するという考え方で福岡は

そうしています。無理はあると思うのですね。わからないのをとにかく最悪になる

ように最大になるように無理やり計算していますが、これについては、この委員会

でもほんとうは少し議論する必要があって、必要があれば長崎もそれを取り入れる。

福岡県がやりますので、そういった情報を教えていただいて長崎でもそれを反映す

る、加えるということはあってもいいかもしれません。この辺は皆さんのご意見だ

と思います。科学的には結構微妙だけれども、ほんとうに最悪を考えるのだという

スタンスに立てば入れたほうがいいかもしれません。 

    

委員長委員長委員長委員長：今の福岡県の結果が長崎のアセスには直ちに使えるようなモデルになっていな

いみたいです。それも含めて多分県ごとにポリシーが違って、熊本県、佐賀県でい

ろいろやると想定結果が違うわけですから、どこかでその整理はしないといけない

と思っています。今日はそういうデータがそろっていませんでしたけれども、必要

であればまた追加する等々の議論はこれからしたいと思います。 

ありがとうございました。 

事務局、よろしいでしょうか。 

では、これで終わりにいたします。
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(4) 閉会 

    

司司司司    会会会会：ありがとうございました。 

 本日の審議結果の取りまとめと次回開催日の調整につきましては、改めて事務局

よりご連絡を差し上げたいと思います。 

 それではこれをもちまして第2回長崎県地域防災計画見直し検討委員会を終了い

たします。 

 長時間のご審議、どうもありがとうございました。 

 

--------------------閉会-------------------- 

 

 

 

 

 

 


