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（講演１）

「国民保護と地方自治体」

総務省消防庁国民保護室長

青 木 信 之

みなさんこんにちは。ご紹介をいただきました消防庁から来ました青木といいます。

先ほど白浜出納長がご挨拶されましたが、実は私は昭和５７年、５８年長崎県庁でお世話になっており

ました。その時の上司が白浜さんでもありまして、またこうした縁で佐世保の地で長崎県でお話しをでき

ることは大変ありがたいことと思っております。

本日は 「国民保護と地方自治体」ということで、私の方でお話をさせていただきますが、この暑い中、、

長崎県の各地からお集まりいただきまして、消防庁も本日の講演会の後援者でもあります。そういう意味

も含めまして、まずもって御礼を申し上げたいと思います。

地方自治体の危機管理

平成１５年の６月に武力攻撃事態対処法、いわゆる有事が起きた場合に、どこかの国から攻められたよ

うなことがあった場合に、対処する基本的な法律が成立をしています。その１年後に本日のテーマである

国民保護法が成立しましたが、その過程では大変な議論があったわけで、国会では相当な議論があり、内

容についても修正がなされましたが、結果、国会の先生方の９割の賛成を得て成立しました。

我々は地域において、いろいろな点で危機管理

というのを考えなければなりません。この九州

では、台風で大変でした。たまたま私のお世話

になった長崎県ではあまり大きな被害がなくて

すみましたけれども、宮崎県、大分県では大変

な被害があり、そうした自然災害の対策は非常

に重要な仕事です。それ以外にも、この間、尼

崎で列車事故がありましたが、大きな事故、あ

るいは感染症や鳥インフルエンザといったよう

なことも含めて、いろいろな点での危機管理と

いうことをやらなければならなくなってきてい

ます。

地方分権が進んでいますが、住民への対人的な

サービスは、ほとんどが市町村の仕事になっていき、都道府県の仕事としては、危機管理の比重がどんど

ん高まっていくのではないかと私自身は思っています。

そういうなかで、もう一つ新しい危機管理の仕事として、国民保護という仕事が付け加わわることにな

ったわけですが、そのようなことは本当に必要だろうかという疑問を抱く方もいらっしゃいます。

仮に原因が地震であれ、どこかからの攻撃を受けたことであれ、消さなければならない火は消さなけれ

ばならないし、救わなければならない人は救わなければならないし、やらなければならない避難はきちん

とやらなければならない。同じことなのですね。

従って、どこの先進国でも自然災害が起きたときのみならず、他の国から武力攻撃を受けた、あるいは

大規模なテロが起きたときに緊急に対処する法的な枠組みというのは、ほとんどの国が持っています。そ
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うした制度が、先ほどから申し上げていますように、昨年できて、そして施行されて、各県においても、

取り組みが少しずつ進んできています。長崎県においても、この国民保護法に基づいて、計画作成に向け

た取り組みが進んでいるという話は、先ほどの県出納長の話のとおりです。

国民保護とは？

ただ、その国民保護の話というのは、なんだかどうも頭に入りにくい、理解しにくい。本当にこんなこ

とを考えなければならないのかという声はどうしてもあります。まずもって国民保護という言葉がわかり

にくいんですね。私の名刺には消防庁国民保護室長と書いてあります。ですが、人と名刺交換すると、生

活保護は厚生労働省の仕事じゃなかったんですか、と言われるようなことも多いですね。

「国民保護」という言葉は、法律の時に作られ

た言葉で、それまで普通に我々が使う言葉では

ありませんでした。国民のどういう法益を保護

するのか、保護するといっても何から保護する

のか、そういうことが語られていない言葉のた

めに、ちょっと分かりづらくなっていますが、

武力攻撃なり、大規模なテロから国民を守るた

めの仕組みであります。

「守る」という意味はどういう意味か、わかり

やすく言えば 「逃げる」ということです 「逃、 。

げる 。今日、自衛隊の方もおられますが、万が」

一の時には自衛隊は専守防衛に当たらなければ

なりません。そのために、各地に自衛隊の各師

団が配置されているわけですね。でも、そこには人が住んでいます。日本は津々浦々人が住んでいます。

その人達の尊い命が失われることがないように避難をする。そのことも常に頭に置かなければいけない。

それは、雨が降れば避難勧告をし、避難指示をし、避難するのと同じように、もしかして危ないかもしれ

ないということがあれば、避難をさせるというのは普通のことでありますから、そういう取り組みを自然

災害以外の場合もしていこうというわけなんですね。

ただこの話を聞くと 「日本はいつから軍事大国化したのか」というふうなご意見もあります。そうでは、

ありません。日本は平和国家です、平和憲法の国です。ですから、外交上最大限の努力をして、そうした

攻撃を受けないような取り組みをするということは当然の前提なんですね。ただ、そういう取り組みをし

ても、何らかの攻撃を受けるという可能性は否定できないのではないか、大規模なテロが引き起こされる

可能性は否定できないのではないか、だから一定の備えをしていこうということなのです。武力攻撃とい

うのはあってはならないんですね。

「あってはならない」から「備えなくても良い」ということ

ではない 「あってはならないこと」が、多少の可能性なりと。

も否定できないのであれば、そのために必要な備えをしておか

なければならない。

「あってはならない武力攻撃、なくてはならない国民保護」

と下に標語みたいな形で書いておりますが、私が作った言葉で

はありませんで、国民保護等を専門にされている浜谷先生が使

われている言葉なのですけれども、この 「あってはならない、

武力攻撃」なのですが、でも「国民が逃げて尊い命を失わない

ようにという取り組みをしなければいけない」ということ、このことを理解するということが、まず大事

だと思い、このスライドの中にこの言葉をあげさせていただいております。

また、よく言われることに、確かにこういうことに対する備えというのも必要なのかもしれない。けれ
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ども、我々日本、長崎県、佐世保に住んでいて、他にもっとやることがあるのではないか。－ 安全とい

う観点からすれば、泥棒も増えてきている、凶悪事件もずいぶん増えてきているではないか。そして先だ

っての台風ではありませんが、やはり自然災害対策というのはなおざりにできないし、地震がないと思っ

ていた九州に、玄海島であれだけの被害が起きた。地震対策も考えなくてはいけないだろう。－ そうい

うことをまず考えるべきであって、こうしたことはあまり考えなくていいのではないかというご意見もあ

ります。

確かに、武力攻撃なり、大規模なテロに対して、一定の対処をしてゆこうというのは、究極の危機管理

であります。最も難しい、あるいは手間のかかる、想定することが難しい話ですから、取っつきにくい。

しかし、防災も含めて、この国民保護という視点から物を考えていくと、実は行政全体の危機管理能力も

高まっていくし、地域の安全、安心という観点からも、かなりプラスになるのではないのかと我々は思っ

ています。そのことについては、後ほど説明したいと思います。

武力攻撃事態の４類型 緊急対処事態の４類型

先ほど申し上げた国民保護法、その前の武力攻撃事態対処法の国会の審議にあたりまして、実際にどう

いうことが想定しうるのかということで、政府側が４つの類型を示しています。

「武力攻撃事態」として４つの類型 「大規模な、

」 、テロ・緊急対処事態 として４つの類型があり

どちらも対応すべき仕事の内容は同じになりま

す。

「武力攻撃事態」の類型において①は「着上陸

侵攻」と変な言葉ですが、私もこの仕事で初め

て知った言葉で、防衛用語でありますが、ノル

、マンディ上陸作戦みたいなことになるのですが

、 。いわゆる① ②は本格的な戦争ということです

あり得ない…、絶対あり得ないわけではないけ

れど、ほとんど可能性は低いだろうとは思いま

すが。そして、③はミサイルの飛来、④は武装

工作員による活動なり攻撃ということです。

この中で「半島を出よ」という小説を読んだことがある方はいますか？ベストセラーでまだ１０位以内

だと思いますが、九州を舞台にした小説ですが。…残念ながら読まれた方は少ないみたいですね。そこに

出てくる武装工作員のイメージしていただければと思いますが、そのようなことも想定の一つに入れなけ

ればならないだろうということで、政府側から示したものです。

そして、その下の４つの類型。この①から④までを見ながら 「あそこでこういうテロがあったなぁ」と、

思われる方も多いでしょう。いくつかのパターンに分けられるだろうということで分けていますが 「緊急、

対処事態」としての４つの類型として、政府が示しているものです。
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最近のテロの事案等

果たして、今申し上げたような、政府が示している類型による武力攻撃なり、大規模なテロというのが

本当にあり得るのだろうか？可能性はどの程度あると見なければいけないのか？ということですが、極々

大規模なものに絞って、ここに最近のテロなり、あるいはミサイルが発射された事案を掲げています。こ

れ以外にも重要なテロ事件はたくさんあります。観光地のインドネシアのバリ島でテロもありました。あ

るいはロシアで学校が占拠された事件もありました。モスクワの劇場が占拠された事案もありましたが、

そういうものを省いて、とりあえず５つだけ挙げています。

ロンドンのテロ、スペインのテロ、米国の同時

多発テロはみなさんも記憶にまだ残っていると

思います。

２００１年９月１１日の９．１１のテロ、ちょ

うど嫌なことに今度の日曜日が９月１１日とい

うこともありまして、実は我々政府部内の人間

はですね、何かあってはいけないということで

、緊張感を多少高めて今対応していますけれども

国際貿易センタービルに飛行機が突っ込む映像

、 、というのは なかなか忘れにくいといいますか

本当は忘れたいところもありますが、どうして

も目に焼き付いて離れない。みなさまもそうで

はないかと思いますが、このテロの対応が一定

、 。程度済んだ段階で アメリカの国会の先生方による調査委員会が発足されレポートがまとめられています

日本でもそのレポートは英語版ですが販売されており、その中にアメリカの国際貿易センタービルに突っ

込ませると同時に、日本、韓国、シンガポールの米国施設にも突っ込ませるということをアルカイーダが

。 。検討していた節があるという記述があります そのようなことが検討された可能性があるというわけです

そのようなことを頭に置くにつけ、我が国でこういうことが起きる可能性は、全然ないとはちょっと言え

ないような気もしますし、現に２００３年辺りにおいては、オサマビン・ラーディンは、日本をターゲッ

トの一つと明言していたこともありました。

１９９８年８月３１日、だいぶ昔のことですが、日本の本土を越えてテポドンが太平洋に落ちたという

事件がありました。当時はよく何が起きたか分からず、人工衛星でも落ちたのかとかいうこともあり、議

論を呼びましたけれども、日本の本土を越えて太平洋に落ちています。地下鉄サリン事件は、人類史上最

悪の化学兵器を使ったテロと言われています。そうしたことを考えると、本当に備えをしなくても良いと

いうことにはならないのではないかと思います。

テロというのは、やはり先ほどの話からすると、あり得ないことではないだろうと思わなければいけな

。 、 、いでしょう ロンドンのテロみたいなものを日本で防ぐというのはそれは簡単ではありませんが しかし

そういうことが起きたときにどう対応するかということを少しでも検討していくということは、被害を少

なくするという点では重要であろうと思います。

ミサイルについては、その発射した国は、現在でも専門家で言われていることですが、ノドン、テポド

ン、いろいろ持っていますが、１３００㎞程度の到達距離を持っているノドンについては、２００基程度

配備していると言われています。そしてこの発射されたテポドンをさらに改良して、もっともっと遠くに

飛ばせるものも開発中であるというようなことも、米国も含めたところでいろいろな関係者から懸念され

ています。

この中に、いわゆるゲリラ、コマンド、武装工作員による攻撃というものは、とりあえずは入っていま

せんが、しかし、長崎県ではなかったと思いますが、我が国においては拉致事件もあるわけですから、や

はりいろいろな点について、少しずつ心配をしつつ必要な検討をしていく、そういう状況にあるのではな

いのかと思われます。
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イスラエルの弾道ミサイル被害

このスライドは、湾岸戦争の時のことです。だいぶ昔のことではあるのですが、イスラエルにイラクか

ら６週間で４０発のミサイルが撃ち込まれています。ここで何を見ていただきたいかといいますと、６０

。００の家屋が壊されるという被害に遭いました

けれども直接ミサイルの被弾で亡くなられた方

は、２人だけだということです。どうしてかと

いうと、ミサイルが発射され、米国軍、イスラ

エル軍が感知するとサイレンが鳴らされます。

そのサイレンが鳴ったら家の中に退避をし、窓

をきちんと閉め、地下室がある家は地下室に避

。難をするという取り組みがなされていたのです

ご案内のとおり、向こうの国の建物は石造りの

建物ですから、屋内に退避すれば、かなりの確

率で命を守ることができる、その取り組みをし

ていたというわけです。幸いにも化学兵器が使

われることはなかったのですが、残念ながら心

臓発作で亡くなられた方、あるいはイスラエル国民には全員にガスマスクが配布されていましたが、化学

兵器が使われるのではないかということで、そのガスマスクの取り扱いを間違って、たぶん入り口を閉め

、 、 、たまま ずっとかぶっていたためということだと思われますが こうして亡くなられた方もいるのですが

実際の被弾で亡くなられた方は２人です。

こういうミサイルが飛んでくるということは、そう簡単にはあり得ないだろうと思われます。しかし、

、 、 、配備されているのは事実ですから どうしなければいけないかということに関して 理解をするとともに

一定の取り組みということはしておく必要があるのでないかということで、このイスラエルの例を挙げさ

せていただきました。

江陵事案（北朝鮮潜水艦侵入事案）

江陵事案と書いて、かんのん事案というふうに読みますが、これもだいぶ昔のことではあります。１９

９６年、記憶がある方もいらっしゃるかと思いますが、北朝鮮の小型潜水艦が韓国の東海岸で座礁しまし

た。大変な掃討作戦を展開することになるわけですが、結果的に一般の民間人が３人亡くなられてしまう

という事案でありました。９月１８日に乗り上

げて９月２３日に避難を開始しました。

この対応がどうだったか、なかなか難しい対応

ですので、こういうやり方しかなかったかもし

れないし、あるいはもう少し早く避難をすると

いうこともあり得たのかもしれませんが、先ほ

どから申し上げている４つ目の類型のゲリラ、

、コマンドというもののイメージが浮かぶように

この例を挙げさせていただきました。

長崎県でも検討がなされ作成作業に入っている

国民保護計画。２つの県で作成作業が完了して

います。福井県と鳥取県ですが、特に福井県で

は何を心配していたかというと、原発が１３基もあるということで、そこに仮にゲリラ的な攻撃を受けた

ときに、そういったことがもしあったならば、対応しなければならない。そのためにも早めに計画を作っ

て地元なりの取り組みを進めていこうということで、福井県では計画作りが済んでいます。
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こうした江陵事案というものを頭に置きますと、多少長崎県に縁がある私も心配なのは、何と言っても

広いですね長崎県は。九州本土と同じ面積があるわけですね。離島がたくさんあります。５５の有人島と

言われましたでしょうか。離島問題もありますし、そうした所にこういうことであり得ないかどうかとい

うのは、多少懸念しなければなりません。

福井県が心配していた２つ目は、長い海岸線、入り組んだ海岸線です。どこかに人が潜みやすいという

わけですね。そういう点でも長崎県でも多少の心配をしておいた方が良い状況にあるのではないかと思い

ます。

こういう話をすると、何だか食事もおいしくないし、こんなことがあっては困るという話をしているわ

けですから、あまり楽しいわけではないのですが、では実際何をするのかと。その時のためにその時が起

きたら、何をしなければいけないのか、平素から我々はどういう取り組みをしなければならないのか、と

いうことです。

国民保護に関する措置の仕組み

冒頭申し上げましたように、要は「逃げる」ということですね 「逃げる」というのは 「屋内に退避す。 、

る 「屋内に逃げて窓を閉める」というのもひとつの逃げ方。あるいは「遠くに避難する」こともひとつ」、

の逃げ方ですが、いずれにしても 『避難をする』ということです。、

やらなければならない仕事としては、避難、そ

して避難した人々をテイクケアする、面倒を見

る、食料なり、いろいろなサービスを提供する

『救援 。また、ここが狙われたら困るという施』

、 、設 先ほど福井の原発の例を申し上げましたが

原発なり、あるいはダムというのは案外狙いに

くいとは思いますが、ダムがあるならダム、あ

るいはコンビナート等々。こうした『狙われた

ら困るような施設の警備を強めるといったよう

な対処 。この３つの仕事を国、都道府県、市町』

村連携してやっていこうというわけです。地域

においては、自衛隊、警察の協力もいただきな

がら、ということになります。

多くの国で当然ながらこういう仕組みをすべて持っているわけですが、だいたい２つのパターンに別れ

ます。

ひとつは、我が国のようなパターンで行政当局が非常時に必要な対応をしていこうというところまで定

めた法体系を持っているというパターンです。

もうひとつは国民の方々に協力をしていたただくスキームを持っているというパターンです。

例えば韓国について申し上げますと、２０才から４５才までの成年男子で、軍、あるいは警察、消防あ

るいは軍の予備役に入っていない者は、すべて職場単位、地域単位で一定の任務が与えられています。あ

、 。 「 」る意味では職場単位 地域単位での消防団に強制的に入っているというようなことです 韓国では 民防

と呼んでいますが、職場では重要なものを運ぶ担当、地域ではお年寄りを含めて避難を円滑に進めること

を支援する担当と仕事が別れていて、毎年何回かサイレンを鳴らして訓練をします。従ってその訓練の日

は韓国経済は全然動かない。そういうことでありますが、そうした仕組みを持っている国は他にもたくさ

んあります。スイスとか、スウェーデンとかですね。我が国の場合は、この法律の議論の過程で、国民に

義務を負わすことなく対応していこうという枠組みになりました。従って、その分、今日は多分市町村の

関係者も多いかと思いますが、行政の関係者が協力してうまく事を進めなければなりません。

一番下の青いところに、指定公共機関あるいは指定地方公共機関と書いてありますが、放送事業者、Ｎ

ＨＫとか、あるいは地域の放送局、あるいは輸送事業者、万が一のときに避難するときに、輸送を担当し
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てもらう事業者等々を指定公共機関とか指定地方公共機関に定めまして、一緒にご協力をいただくという

ことでスキームができています。

具体的な例を申し上げますと、例えば万一ミサイルの飛来の心配があるときには、国が警報の通知を都

道府県にします。都道府県は市町村に通知します。そして市町村は住民に伝達をするという仕組みです。

その時にテレビをひねってみるとＮＨＫを見れば、臨時ニュースが流れていたという、そのようなことを

協力しながらやっていこうというわけです。避難をしなければいけないという事態になった場合、どこで

武装工作員が何かしているという情報が入って、ここの地域が避難の必要があるということになったら、

国はその地域を避難をしなければならない地域に指定して、どこどこ地域への避難ということで、避難措

置の指示を都道府県知事にします。そして都道府県知事は、住民の方々に対して、どこどこの経路と交通

手段を示して、バスを用意するからとか、そういう交通手段を示して避難の指示をします。

現場でバスに乗り込む場所まで住民の方々を誘導する責任者は市町村長で、消防機関、場合によっては

、 、 、警察なり自衛隊の力を借りながら そうした対応をしていくことになりますが そういう連携をしながら

何とか尊い国民の命を守るような取り組みというのを進めていこうという枠組みが、この国民保護の枠組

みであります。

国民保護にかかる情報伝達の仕組み

ただ、今申し上げたように何か事が起きれば、情報の多くの場合は、国側にあるだろうという前提に立

っています。防衛サイドから情報が入ることもあります。あるいは外向的なレベルから一定の情報が入る

こともあります。そういうことを含めて、国か

ら県に指示をし、必要なときには国が指示する

という前提になっていますが、ただ、よく考え

てみると、例えば武装工作員がどうのこうのと

いったような場合においては、地域で何らかの

兆候があるという場合もあるかもしれません。

そういう場合に住民が何かを発見すれば、警察

、 、 、なり あるいは市役所なり あるいは消防なり

一定の連絡があるだろうから、それを都道府県

を通じて国まで上げるようなことについても、

実はこの国民保護のための重要な仕組みなので

す。

あるところでどうも何か変なことがあった 福「 」「

」「 」、「 」井県でどうもたくさんの人が亡くなっている 何か変な船が海岸に着いている 他にもありはしないか

ということも含めて、お互い情報を共有しながら、緊張感を高めて危機管理をしていこうという取り組み

であります。
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国民保護に関する「基本指針」及び計画

ただ、こうしたことをうまく進めていくというのは、そう簡単ではありません。そもそも馴れていない

ことでもありますし、国、県、市町村、常に連携して仕事をするということを、今までやってきているわ

けでもありません。できる限りやろうとしている

わけでありますが、この新しい仕事に関してであ

りますので、仕事のすり合わせをしていこうとい

うことであります。

そこで平成１７年の３月に国は、この国民保護の

基本的な方針、どういう事案に対しては基本的に

はこういう対処をするということを決めた基本指

針なるものを閣議決定をしています。国としては

基本的にはこういうスタンスで臨みますというこ

とを明確にしたわけです。それを基に各都道府県

では今年度中に、各市町村では来年度中に国民保

護計画を作成することになります。その日程につ

いてはどこで決まったのかというと、国民保護法制整備本部という閣僚レベルの会議で申し合わせがなさ

れたものです。

、 、 。ただ そうかといって この計画を作るにあたっては馴れているものではないので簡単ではありません

そこで消防庁として１７年の３月の末でしたが、参考にということで都道府県国民保護モデル計画を示し

ました。市町村の計画作りも来年度以降、ある程度進んでいくでしょうから、何とか年内には市町村のモ

デル計画も示したい、そういう日程で今、内部で作業を進めています。

そして、この国民保護計画の案を議論する場としては、条例で国民保護協議会の設置が義務づけられて

いますので、この国民保護協議会で議論をいただきたい。国民保護協議会には、県の協議会であれば知事

が会長、市町村の協議会であれば市町村長が会長となりますが、そこに消防の関係者、自衛隊の関係者、

あるいは住民の代表の方、いろいろな方々に入ってもらって計画作りについて議論をいただきたい。

国民保護に係る市町村の主な役割

そこで、今日は市町村の方も多いかと思いますので、もう一回市町村としてどういう仕事があるのか整

理したスライドがあります。

１つは、国民保護計画の作成であります。２つ

目は、国民保護協議会の設置であります。設置

のためには条例を制定する必要があります。そ

して一定の研修なり、あるいは訓練を是非やっ

てほしいということです。国としては、この秋

に住民の方々も千人以上参加されると聞いてい

ますが福井県と実働訓練を、また、多くの県に

も参加いただく図上訓練を実施します。国と各

県と共同での訓練を実施します。こういうテロ

事案が起きたと、大規模なテロが起きた、とい

うことを想定した図上共同訓練を行う予定です

が、みなさんも防災の関係の訓練はいろいろと

取り組んでいるかと思いますが、この国民保護という視点からの訓練も是非お願いをしたい。

それと、消防団それから自主防災組織。先ほど申し上げた現場で避難を誘導するといったような時に、
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消防団の力というのは大きいだろうと思います。また、平素からどういう対応をしなければいけないのか

という理解を進めるためにも、自主防災組織というのは結構大きな役割があるだろうと思っています。自

然災害のみならず国民保護という視点からも自主防災組織の育成ということも重要と思っています。いざ

事態が生じたとき、事が起きたとき、どうするかということですが、警報を伝達するというのが一つの重

要な仕事です。住民の方々に最後に必要な警報を伝達するのは市町村の仕事になっていますので、そのこ

とは是非お願いしたい。

伝達するいろいろな手段がありますが、同報系の防災行政無線があるところでは街にスピーカーがあっ

て、市役所からのお知らせをそのスピーカーを通じて伝えることができます。この仕組みを同報系防災行

政無線といっていますが、そういうものを活用して是非伝達をお願いします。そして、いざ避難が必要に

なったという時には、避難の誘導があります 「どこどこの公園にみんな集まってバスの発着所まで歩いて。

いこう 、あるいは「どこどこの家に残留者がいないかどうか 、そういう確認も含めた避難の誘導をお願」 」

いします。

そして実は大事なことは、退避の指示、警戒区域の設定という独自の権限が、都道府県知事なり、ある

。 、 、 、 、いは市町村長にあります どういうことかというと 先ほどから 避難が必要ならば 国から指示をして

県知事が指示をしてということになりますが、待ってても良いのですが、どうもこの辺の地域の人は早く

避難した方が良い、あるいは少なくとも屋内にいた方が良い、というふうに市町村長が判断した場合、市

町村長の権限でそういう指示、退避の指示をすることができます。あるいはこの区域内は絶対人が入らな

いように警戒区域を設定しようということも可能になります。そして規定は実は法律を議論する課程にお

いて、都道府県側、市町村側、地方公共団体側からの要望に基づいて導入された措置であります。ただ、

このような独自の固有の権限があるということは、責任もまた付いてくるわけでありまして、Ａ市では退

避の指示をして被害がなかったと、Ｂ町では退避の指示をしなかったために被害がもしあったということ

になると、対応がまずかったのではないかという議論も当然あり得るわけですから、そういう意味で市町

村長にも、都道府県知事にもこうした点についての対応について、多少の責任というのが付与されてきて

います。

この他に、都道府県との役割分担に基づいて避難されている方々をどう面倒見るか、救援の仕事、ある

いは、この武力攻撃による災害によって避難所にいる方々、あるいは負傷された方々等の安否情報の収集

確認という仕事も、この国民保護の枠組みの中で設けられているところです。

弾道ミサイルによる攻撃の場合

冒頭申し上げましたように、国が政府として国会に示した４つの類型のうち、やはり蓋然性が高いと心

配されるのは、ミサイルとゲリラ・コマンド。ゲリラ的な攻撃ということです。何をしなければいけない

のかというと、先ほどイスラエルの話を申し上げましたが、やるべきことは単純でありまして、家の中に

いるということです。できればコンクリート造

りの建物の中に、そういうものがなければ木造

、 。でも仕方ないけど できる限り窓から離れます

地下街があれば地下街、地下施設があれば地下

施設が良いでしょう。

実際に、多少心配している国から飛来したとし

て、時間は何分かかるかというと１０分です。

日本どこでも、だいたい１０分ぐらい。この１

、０分でやれることは限られているわけですから

従って、すぐ近くにある建物に逃げるというこ

とに尽きるわけです。

問題は、ミサイルが飛んできたとして、弾頭に

何が付いているかです。イスラエルは化学兵器が付いていることを心配したのですが、どういう弾頭かに
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よって対応は当然変わってくるわけで、仮に化学物質が含まれているような場合であれば、ずっと屋内に

いるということが必要になりますが、従って、次のステップはどうするか、これは当局が連絡をします。

それまで屋内にいることになろうかと思います。なので、できる限り連絡手段、情報確認ができるような

手段を確保しておくことが必要で、できればラジオ等を持って屋内にいるというのが、一番良いのではな

いかと思われますが、ある意味ではこのミサイルの飛来という話に関しては、やれることも限られており

ますので、対応としては単純なわけです。

世界最先端の災害緊急情報伝達･収集ネットワーク（麻生ビジョンより）

、 。 、ただ １０分で伝達ができるのかという問題があります もし今現状で何らかの情報が防衛サイドから

官邸からあったとして、消防庁から長崎県にファックスを入れます。長崎県といいますか、４７県に同時

にファックスを入れて、そのファックスを長崎

。県は長崎県下の市町村にファックスを入れます

でもファックスで送るうちに何分か経過してし

まうし、官邸に連絡が来るまでにも何分か経っ

てしまいます。それで果たして連絡ができるの

か、国民の命を守れるかどうか、多少心配でも

あります。そこで５月２４日の経済財政諮問会

議の時ですが、麻生総務大臣が提案をしており

ます。それは東京サイドで、官邸サイドでボタ

ンを押して長崎県内の市町村が持っているサイ

レン、防災行政無線を通じてサイレンを鳴らし

て、避難ができるよう、メッセージを伝えると

いう仕組みを作っていこうではないかというこ

とで、こういうことを是非、政府として、国として取り組むべきだという発言をされました。

どういうことかというと 「どうもミサイルが発射した」という情報がもしあったら、それを覚知したら、

東京サイドでボタンを押すと、それはここ（スライド）にあるスーパーバードという衛星を通じて各都道

府県あるいは市町村の役場の受信装置で受信します。受信装置は新たに作らなければなりませんが、そし

て、その受信した内容をそのまま自動的に放送されるように、仕組みを作ろうというわけです。よく夕方

の５時になると「夕焼け小やけ」が流れたりするスピーカーがありますね 「本日は衆議院議員選挙の投票、

日です。皆さん投票に行きましょう」というメッセージが流れる、あのスピーカーからサイレンが流れる

といったことです。

実はこのサイレンについても、通常のサイレン 「ウーー」という普通のサイレン以外に大規模なテロな、

り武力攻撃の時のテロとして、別の音色のサイレンを内閣官房として決めています。そういうことも含め

て、できるだけ早く対応できるシステムを作っていこうと、今取り組んでいます。ただ、お金がかかる話

であり、これを消防庁の予算なり、あるいはこの国民保護全体を取り仕切っている内閣官房の予算なり、

ということで予算を計上するというのは、なかなか難しい状況にありますが、しかし、ステージの高いレ

ベルでこういう仕組みも是非作ってもらおうと、今内部で取り組んでいるところです。

ただ、いざミサイルがという時だけではなくて、使える余地はたくさんあります。それは例えば、１２

、 、月末のスマトラ沖の地震がありましたが あのような津波に対処するために津波の危険性があるところに

このメッセージを瞬時に伝達するということも可能です。また、先だって宮城県沖で地震がありました。

プールの天井が落ちて、なんだこれはと思われた方も多いかもしれませんが、あの地震の時に、地震とい

うのは最初は縦揺れで、その後大きな横揺れで、その横揺れで建物が壊れていきますが、その縦揺れの地

震波と横揺れの地震波で到達時間が違います。東京では１４秒の差があったと言われていますが、１４秒

ではなかなか難しいかもしれませんが、しかし、こうした情報を提供することによって、何らかの対応が

できるかもしれない。そうしたことも含めて非常に重要なシステムとして、政府を挙げて取り組まなけれ
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ばならないと議論をしています。

ただ、一方でこういう取り組みをした時に、住民の方々に伝える仕組みはこれは市町村にお願いしなけ

ればなりません。先ほど申し上げたようなスピーカーを鳴らすといったようなことですが、そういう点に

ついては是非各市町村に協力をお願いしたいと思いますし、今でも７割の市町村がそうしたシステムを持

っていますから、是非その仕組みについても取り組むべきことは取り組み、やっていないところには着手

し、また、やっているところももう少し綿密に取り組んでもらえればと思っています。

ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合

そして、４つ目の類型のゲリラなり特殊部隊による攻撃というのがもしあったとき、どうするかという

ことですが、近くでそういうものがあるという場合は、屋内にいるという判断をすることが多いだろうと

思います。ただ、そうしたことが起きている場所からかなり離れているという状況であれば、その地域の

人はさらに遠くに避難をする、多分こういうことになるのではないかと思います。具体例や検討例につい

て、今内部でさらなる検討を進めているところ

ですが、いずれにしても屋内に避難する、退避

する、あるいはさらに遠くに避難するなど、い

ろいろなパターンがあるだろうと思います。

、 、この場合重要なのは 先ほど申し上げたように

国からの指示の前に、市町村長の判断で、都道

府県知事の判断で、必要な避難あるいは警戒区

域の設定もできますので、そうした権限を生か

して、国民の方々の命を少しでも守ろうという

取り組みをしうるような事案だろうということ

です。 実際に避難をするに当たっては、警察

そして自衛隊、いろいろな関係機関との連携と

いうことが、この場合においてはなお一層重要

になります。なぜならば、武装工作員やゲリラがどこにいるかといったような情報、ある程度の情報はな

ければ仕方がないわけであり、安全の確認といった点についても、事案を預かる立場からの情報というの

が必要不可欠であるので、都道府県知事なり市町村長としては、警察なり自衛隊との連携というのが、こ

うした場面においては、非常に重要になってくると思っています。

我々は、この国民保護計画を各県で作成するにあたり、いろいろな県からいろいろな要望をずいぶんも

らいました。その一つとして、佐世保にも米軍基地がありますが、米軍基地があるところからもずいぶん

いろいろな要望をいただいております。例えば 「避難するとしたとしても、米軍基地内を通れば、ちょっ、

と早く逃げられるという場合もあるだろう 「沖縄の嘉手納町では国道が一つ寸断されると、基地の中を」、

通らない限り海から逃げなければいけないということもあるので、そういう非常時においては、立入する

ということも、場合によっては認められるべきではないだろうか 、あるいは「何らかの攻撃がなされた時」

等において、一定の情報提供もあってしかるべきではないか 。そういうことも含めて米軍基地の関係者と」

相談できるような、そういうような取り組みも是非してほしいという要請をもらっています。

佐世保市長も、市長会の基地対策協議会の会長でありまして、先頭に立ってこの問題も取り組んでおら

れるわけでありますが、今政府部内においていろいろな検討を進めています。外務省が窓口になって米軍

側ともいろいろな相談をしつつあります。少なくとも、この国民保護という観点から、要は住んでいる方

々をできる限り安全に避難させなければいけないという点で、法律の制度をもって我々は対応していかな

ければいけない、という趣旨については十分伝わっておりますし、先ほどから申し上げている要望につい

ても、伝えておりますし、そして、一定程度の理解はいただいていると思いますが、現在そういうことも

含めて相手側といろいろな相談を続行中という状況にあります。今後ともこの佐世保市の関係者の話も聞

きながら、取り組みを進めて行く予定です。
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事態認定前における初動体制

何か緊張しなければいけない事態が生じて 「ミサイルが飛来した 、あるいは「武装工作員が上陸した、 」

ようだ」ということで、国が武力攻撃事態を認定したならば、基本的には国の指示の下に動いていくとい

うことが、この国民保護のスキーム（しくみ）

でありますが、しかし現実には 「何が起きたか、

分からないけれども大変なことが起きたのでは

ないか」と地域から情報が把握されるという場

合もあります。国が事態認定してる前に何らか

の対応をしなければいけない。そういうことも

あるだろうというわけです。

その場合、どうしてほしいか、どういうことが

必要だろうかということですが、このスライド

の①②③の３つのことを各県にお願いしていま

す。１点目は、第一報を国に上げてほしいとい

うことです 「福井県で何かあった 「福岡県で。 」、

何かあった 「長崎県でも何かあった 「これは 」ということになるわけですね。従って、そういう情」、 」、 !?
報をまず第一に上げてほしい。２点目は、警察、消防、自衛隊、関係機関から情報を集めて整理してほし

い。そして３点目は、まだ国民保護法の枠組みは動かせないけれども、他の法律、災害対策基本法等他の

法律を活用して、応急措置ということで対応してほしいということでありまして、各県の国民保護計画に

も、こうした内容を是非盛り込んでもらえればと思っています。

初動対応の重要性

そこで、事が起きた時、何でもそうですが、危機管理ですから、災害だろうが、テロが起きた時であろ

うが、あるいは鳥インフルエンザが発生したときだろうが、やっぱり初動が大事です。ただその初動とい

うときに、自然災害であれば目に見えるんですね。特に雨であればだんだん来ますから、ある程度のこと

は分かります。地震だと突然来ますけども、しかし、一定程度の経験があるのと、目で見える部分がある

ので把握はしやすいわけですね。

去年の１０月に中越地震がありました。山古志

村からは情報がなかったわけですね、我々の所

に情報はなかった。だけれども山古志村だけは

被災していないと思ったことは絶対ないわけで

す。周りが被災しているので、恐らく山古志村

は連絡できないぐらいの状況になっているだろ

うと、我々自身は当然そういう前提で動くわけ

ですが、それはある程度自然災害だと、目に見

えるものもありますし、今までの経験もあるか

ら分かるのですが、目に見えない武装工作員が

どうのこうのという話の場合には、これは情報

が唯一の物事を判断する材料となります。従って、なお一層正確な情報を把握して伝達するということが

大切になります。

一番重要なことは、情報を共有することだろうと思います。先ほど申し上げたように 「第一報を国に上、

げてください」ということがもしあるならば、例えば「福井県で何かあった」ということがあるならば、

我々は、すぐ長崎県も含めて他の４６県に 「こういうことがある県であったので注意をしてくれ 、とい、 」

う情報をまた投げかけます。お互いに共有しながら対応し損じることがないようにやっていくことで、危
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機管理体制を強めていく必要があるわけなんですね。

そして、常時２４時間連絡できる体制というのはどうしても必要でありまして、この中越地震の時も、

。 。 、実はうまく連絡が取れなかったことがあります それは非常電源が使えなかったのですね 有線の電話は

地震で切れてしまったから使えなかったのです。鉄塔が倒れてしまったので携帯電話も使えなかったので

。 、 、すね そういった時のために 防災行政無線で災害時には連絡できる仕組みをみんな持っているのですが

しかし、電気が来ていない、停電していますから。非常電源に結び付けなければならない。でも非常電源

、 、 、も壊れてしまった 非常電源がもともと動いていなかったとか 非常電源の使い方がわからなかったとか

案外そういうこともあって連絡ができない、といったようなこともありました 「そういうことは自分の所。

はないよ」と思うかもしれないけれども、そういう初歩的なところは、結構抜けているところがありまし

て、では私が非常電源が使えるかというと私は使えないわけなのですよね。仮に使える人が役所に来るこ

とができれば良いのですが、使える人が全員、自分が被害を受けて役所に来れなかったりすれば、非常電

源は使えないままに終わってしまい、結局連絡ができないという心配があるわけなので、従って、そうい

うことも含めて、もう少しチェックが必要ではないかと思ってます。

多少おすすめだと思うのは、衛星系の携帯電話ですね。衛星を使う携帯電話。これは輻輳しませんので

いつでも連絡ができるだろうと思っています。どういうことかといいますと、我々は普段の時は、いつで

も誰かに連絡できると思っています。何かあってもいつでも町長に相談できる、知事にすぐ相談できると

思っていますが、いざ大地震が起きた、いざ武力攻撃事態が起きたという時にはみんなが電話します、携

帯電話で。携帯電話は全然通じません。震度５強の地震が東京であった時、私は消防庁に呼ばれました。

行かなければならないのですが、携帯電話は全然使えません。ですが、消防庁からもらっている携帯電話

は有線回線になっているので、当然通じるわけなんですね。でも有線回線になっていない人は通じないと

いうことです。大事な情報を提供しなければいけない人が、そういう装備をしていないと実は情報提供で

きない。そういうことも含めて、もう一ついろいろなチェックが必要ではないかということを心配してお

ります。

それと、そうした情報のもとに、一定

（ ） 、 、の判断を組 自治会 長さん 市町村長

都道府県知事はしていかなければなりま

せん。それをご本人がするというのは難

しいわけですから、いろいろなスタッフ

の意見もいただきながら、考えていく、

検討していくということになるわけです

が、やはり一定のシュミレーションなり

一定の訓練をどこかでしてほしいとも思

っています。国の研修機関でもそういう

研修機会を設けたいと思っていますが、

地方レベルでもいろいろな取り組みを是

非お願いしたいと思います。

特に９月１日はどこでも防災訓練がありますね。私も最初長崎県におじゃまして、その後大分県、一昨

年までは埼玉県におりました。防災訓練にも何度も参加しましたけど、ものすごくきれいに全てが進む訓

練なのです。それも一つの訓練として大事なんですが、自分たちに何が課題があるかということを分かる

ような訓練というのも、大事かなというふうに思っています。

できることは最初からできますので、できないことは何なのかということを発見することの方が恐らく

大事ではないかと思うんですね。というのは、仮に武力攻撃なり大規模なテロということになりますと、

一番嫌なことをするわけですから、弱点を突いてくるわけですからね。その弱点を自分たちが把握してい

ることが大事であると思います。多くの人が集まっているというのは、それだけで弱点なんですよね。そ

ういうことも含めて、海岸線が長いというのは一つの弱点といえば弱点かもしれません。いろいろな連絡

は難しいということがあるならば、一つの弱点かもしれませんし、避難ということを考えた時に、離島が

あるというのは多少つらいわけですよね。そうしたことも含めて我々にはできるかできないか。それを実
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。 、 、 、際にやってみなくてもいいんですよね 仮想でいいですから 図上でいいですから できるかできないか

そうしたことをチェックしてみるということが、必要なのではないかなと思ってます。

アメリカの国土安全保障省という省が９．１１のテロの時にできました。そこでは大規模な訓練を実施

しております。私も視察に行きましたけれども、４日間ぶっ通しで図上の訓練をします。いろいろな 「こ、

こで何がおきた 「ここで何がおきた」と、いろいろなケースを与えて、本当にちゃんとした対応ができる」

かどうかチェックをするわけですね。そして５日目は、どこに問題点があったかという洗い出しを全部し

ます。というような感覚が大事なのではないかとも思っていまして、長崎県においてもそうした取り組み

を、少しずつ考えてもらえれば良いかと思っています。

防災と国民保護①

というようなことを申し上げてみると、防災、一般的な自然災害対策と国民保護、同じように考えてい

いのか、考えて悪いのか、ということですが、これは全く確かに違う要素があります。

自然災害というのは、相手に悪意があるわけで

、 、はありませんが 武力攻撃なりテロというのは

必ず悪意があって、ここをやったら困るだろう

というところを狙ってきます。同時に、自然災

害であれば何か事が起きた時に、その事に対し

て対処すればよいわけで、家が壊れている、救

出しなければならないとなったら、地震が収ま

ったら救出に行けば良いが、武力攻撃なり大規

模なテロというときは、その次の備えが非常に

大事なわけです。

どこかでテロが起きたならば、他のところで起

きてはいないか、ということに対する対応とい

うのは大事なわけですね。日本のどこかでもし

テロがあったならば、他の地域に一定程度上警戒を強める。これが大事なわけでありまして、従って、一

般的には、自然災害対策よりも長期化せざるを得ないことも多いだろう、というふうに思います。それと

対応する責任者、自然災害であれば基本的には市町村長中心ですね。だけれども、この武力攻撃なり大規

模なテロということになったら、基本はできる限り国が責任をもって、そしてその次には都道府県知事が

主体となって、ということで、そういうことも含めて考えてみると、この防災と国民保護というのは、大

分異なる点も多いわけでありまして、基本的に国が責任をとらなければならないから、いざ事が起きた時

のお金は全部国が負担するというルールになってます。長崎県で何かがあったとして、それに必要な対処

をしなければいけないということになったら、長崎県庁、佐世保市役所がかかったお金は、全部国が面倒

見るという理屈になっています。

ただ、現実の対応という点から見ると、似てるところも多いと思うんですね。

課題なり、今後やらなければいけない課題なり、やらなければいけないという点では類似している点も

多いかと思います。
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防災と国民保護②

先ほどから申し上げていますが、この情報伝達というのは、非常に大事なことなんですね。自然災害の

時よりも、武力攻撃なり大規模なテロの方が大事なのですが、何度も何度も地震の被害我々あって、私も

わずか８ヶ月の消防庁の生活ですけれども、この情報連絡というのが、完璧にはいかない。

なかなか、どっかに穴があって、もうちょっと早く連携できなかったのかということが必ずあります。

従って、この情報伝達ということをどうするか

ということを、やはりもう少しきめ細かに考え

ていく必要があるのせはないかと思います。

また、避難の話ですね、宮崎県では大変な数の

方が避難をされました。さすがに日本はすごい

なと、アメリカと違って、こんなに避難をうま

く短時間でできるのかと、思ったりもしました

けれども、しかし、お年寄りもいます、寝たき

りの方もいます、障害のある方もいます、こう

した方も含めてうまく避難するというのは、結

構大変なことですので、自然災害対策も大規模

なテロが起きたときも、この避難という点はほ

とんど同じだろうと思いますから、そういう点

でいろいろな検討を、さらに高めてほしいと思います。

そして２４時間対応できる体制というのは、どうしても重要になってきます。そうした点で穴がないか

どうか、いろいろなチェックをしてほしいと思います。長崎県はずいぶん合併が進みましたので、広域消

防と単体の市町村が別々というところはあまりないかもしれませんが、例えば、普通の役所は、夜、人は

。 、 、帰ってしまいます 消防は必ずいますが 先ほど申し上げたような防災行政無線でサイレンを鳴らすのは

市役所、市町村の役場の職員なのですね。その防災行政無線を消防機関から遠隔操作できれば、もちろん

問題ないのですけれども、遠隔操作できていないところも、日本のどこかにはあるわけで、そういうこと

も含めてチェックをしてほしいと思うわけであります。

防災と国民保護③

ということでいろいろ考えてみますと、やはり、この国民保護、武力攻撃なりテロへの対処、なかなか

考えたくないことではありますけれど、考える必要があるとして、頭に入りにくいのであれば、究極の危

機管理だとして、今の防災でやらなければいけないことを、もう一つ点検して、その先に、武力攻撃なり

、テロへも対処していくということも頭に置いて

必要な体制整備というのをしたらどうか、と思

います。

ただ、先ほども申し上げたように、武力攻撃や

テロということの場合においては、相手は嫌な

ことをするわけですから、狙われたら困るとこ

、 、ろはどこかなと うちの地域は何が嫌なのかな

というのは考えてみる必要はあるわけなんです

ね。福井県は原発が嫌だと思ってます。長崎県

には原発はありません。だけれども玄海原発か

らそう遠くないところも長崎県ですね。ですか

ら、そこで何かあったときというのは、考えた

くないから考えないんじゃなくて、やはり嫌だ
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なと思うことに対して対処できるかどうか。出会った時どうするのかということを、一回考えてみるとい

うことが大切ではないかと思います。

そして、重ねてのことでありますが、防災、自然災害対策以上に情報の共有、情報の伝達が大切です。

案外ですね、できると思っているんですね。でもそうでもないのです、そんなに簡単でもないのですね。

すごく卑近な話を申し上げますと、みんな家族がいますからですね、自分の家族があるけど仕事に行か

なきゃいけない、どうするかとかいう時に、安否はどうやって確認するかなんていうのは、結構大事なん

ですね。私が消防庁でやっているルールは、災害伝言ダイヤルで、何かの時にはその災害伝言ダイヤルに

全部登録することにしています。家族の安否に関してですね。というのは、家族の大丈夫かどうかという

のが心配で仕事に手が着かなくても困る、だけど仕事をしてくれなくては困る、参集されたら来てもらわ

なくては困る。でも、家族は大切なんですよね。では、どうするかという時に、災害伝言ダイヤルに登録

していれば、あるいは被災地以外のところをループして、情報提供する仕組みになっているので、必ずほ

とんど１００％連絡がとれます。

消防庁に呼ばれて、参集して、仕事をしなければならないのに、ずっと家族に連絡がとれるかとれない

かということで、携帯電話をさわっているようでは仕事にならないわけなんですね。そういう意味では、

この情報の話というのは、自らの備えという点でも大切だというふうに思います。いざ事が起きた時、自

然災害でもテロが起きた時でもですね、自分たちに対する備えということをきちんとしておかないと、実

は仕事もしにくい という問題もあるかもしれません ですので 皆様方でも 何か事が起きた時には こ、 。 、 、 、「

ういうふうに連絡をとろうよ」というようなルールを家族の方と決めておいてもらえれば、一番良いので

はないかと思います。

そして、今後の対応のあり方でですが、防災面の総点検というのをやはり少し考えてもらった方が良い

と思いますが、そしてその先に、いざ武力攻撃なりテロが起きた時にも対応できるような体制というのを

頭に置いてもらえればと思うところです。

今後の国民保護に関する取り組み

いよいよ来年度以降、市町村でも国民保護計画を作成するということになりますが、そのために必要な

材料を提供できるように、今いろいろな検討を

しています。そして新しいシステムをですね、

是非導入していきたい。先ほど瞬時にサイレン

を鳴らすような仕組み 「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」と呼、

んでますけども、その仕組みも是非実現をした

。「 」 、い 実現しろ と大臣の厳命でもありますので

努力をしていかなければならないと思っていま

す。

一番重要なことは、国民の方々にご理解をいた

だくということだろうと思います。この国民保

護の仕組み全体について理解をした上で、では

１人１人は何をすれば良いのかと、国民の方々

１人１人はどういうふうな準備をしてれば良い

のかと、そのことが分かるような資料を今内閣官房の方で作成しています。そうした材料を通じて、国民

の方々に、もっともっと理解が進むような取り組みをしていかなければならないわけでありまして、今後

とも、こうした機会を通じて我々も努力をしていきたいと思っています。
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都道府県における取組み状況

各県での取り組みが進んできました。長崎県で

も先ほどの白浜出納長の話にあったとおりでま

す。福井県と鳥取県では計画の作成終わりまし

て、もう実行段階と。一生懸命訓練しようとい

うようなことをしている県もあります。それぞ

れの地域ごとに、異なる課題もありますし、異

なる状況かもしれませんが、我々としますと、

是非、この国民保護計画の作成、議論の過程で

危機管理全体の能力が高まるように、地域での

議論をしてもらいたいと思っています。

質 疑 応 答

青 木 氏

ご静聴いただきましたことに、まずもって感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。

それでは、みなさまからのご意見なり、あるいはご質問を受けさせていただきたいと思います

Ａ さ ん

全国瞬時警報システムはどこまで進んでいるのでしょうか。

青 木 氏

まだできていません。どういうことかといいますと、衛星を通じてですので、別に受信装置がある所

だけに電波が降りているわけではないんですね。さんさんと日本全土に降り注いでいるわけですから、

受信する可能なものを持っていれば、受信が出来るわけで、携帯電話でもそういうことを可能にするこ

とは不可能じゃない、出来るんですけども。例えば、メールで出来るかといいますと、何万人もの人に

メールを送るというだけで、何十分かかかっちゃうわけですね。

そこで何が必要かと言いますと、わかりやすく言えば、今の携帯電話にテレビがつくような段階にな

った時には、そのテレビに自動的にメッセージが入ると、例えばそういうことです。それはそんなに遠

くなく、５年程度でかなり普及して行くであろうというふうに言われています。ただ、技術的にはもう

十分可能だろうと思っているのですが、それをするためには、携帯電話の事業者の方、ＮＴＴドコモさ

んなり、ＡＵさんなどにですね、その方々の了解を得なければいけません。ただ技術的には可能だろう

というふうに思っています。

ですので、先ほど申し上げたスピーカーが聞こえないところは、そういう携帯電話だとかですね、あ

るいはテレビも自動的にウェイクアップする、自動起動させることが可能なテレビがたくさん出ていま

す。夜中、コンセントさえぬいていなければですね、テレビは消しているんだけども、そういう災害の

時あるいはミサイルが飛んで来るかもしれないとかですね、津波が来るかもしれないといったようなと

きには、デレビが自動起動してニュースが流れる。といったようなことも制度として、仕組みとしては

可能でありまして、先ほどのＪ－ＡＬＥＲＴの仕組みがもしできるならば、できる限り広く、そういう

応用が利くような対応を考えていかなければならない、と思ってます。
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ということで、まだです、これからですけども。ただ現段階でも技術的には可能だろうというふうに

思っております。

Ｂ さ ん

避難、誘導について質問します。警察、消防、自衛隊等、そういうもの以外の、例えば地区会とか、

各種の団体とか、そのような組織がこの避難とか、誘導とかやる場合に活躍する余地があると、何か活

動する余地があるというふうにお考えですか？

青 木 氏

そうですね、いろいろな場面であろうかと思います。もちろん、避難、誘導する時に安全が確保され

ているのが前提ですが。例えば、福祉関係の方々ですね、これはどうしても避難に関して手を貸さなけ

ればいけない方々に関してご協力いただくということは必要かもしれませんし、あるいは情報伝達が難

しい方、例えば外国人の方ですね、に対して一定のボランティアの方とか、あるいは、国際交流協会の

方々が連絡するといったようなことも、ありうるものだろうと思っていまして、あるいは、最後ちゃん

とこの地域の人たちは避難が終わったよと確認する人がいるとすると、やっぱり地域の消防団の方なん

かいいと思いますし、消防団があまり育成されてない、人数があんまり多くない地域だったら、その地

域の自主防災組織なり、あるいは、マンション、建物全体で避難が終わったことを確認するかどうかと

いうことになりますと、その管理組合とかですね。そういう意味で、それぞれの地域の各種の仕事をし

ている方々に、多少の協力をいただければ、それは大変ありがたいな、というふうに思っております。

Ｃ さ ん

避難のことを主に国民保護というところでメインにお話しをされてたんですけども、その例えば、弾

頭に何が付いてるかというお話しがありましたが、そこで例えば、化学弾頭とかそういうものが付いて

いた場合にですね、やはりイスラエルの例だと、防毒マスクを国民のほとんどの人が持っていたと。し

かしながら今の現在の状況では日本ではあまり持っている人がいないと。逃げるだけではなくて、例え

ば弾頭に何が付いているかと、化学、生物そういったものが実際に着弾して広がっていった時に、どう

対応するかというところをどう啓発していくかというのが国民保護の大事なところだと思うんですけど

も、その点について、これから消防庁さんの方ではどういうふうにやっていくか、というところを教え

ていただきたいと思います。

青 木 氏

弾頭に付くものがあり得るとする時に、生物兵器はないと。これは青山さんの専門に近いですけど、

ないんですね。ぶつけた時に全部死んでしまうので。従って、あり得るとすると、化学兵器なり、一番

困るのは核ですけども、核は見た瞬間分かりますので、問題は見た瞬間分からない化学兵器が付いてた

時の対応です。

それは、そういう化学物質に対応できる部隊が行かなきゃしょうがないですね。ですので普通の消防

。 、 、の関係者が行くというわけにもいきません 本当に核兵器が 化学物質が付いているか付いていないか

その状況だけで分かればいいんですけども、分からなければ測ってみなければならない。そのためには

必要な防護体制をとらなければならないですね。例えば、要圧防護服といったような完全な装備をした

人が行く必要があります。それは消防、警察、自衛隊の中で装備を持っているところは必ずあります。

長崎県下にも当然あるわけなんですね。従って、県の関係者には、どこにそういう装備があるかという

ことを把握しておいていただいて、行けるところ（機関）が行って、今の現状について把握をすると。

で、どうもこれは化学兵器が使われた、使われてない、それを確認した上で次のステップになるという

ことですよね。

その第一歩については、装備があるところが行くということになります。一定程度そういうルールを

関係機関の間で決めておくという必要があろうかと思うんですね。ここだったら自衛隊のここが行こう

と、ここだったら消防のこの部隊が行ってそうした状況について把握をしようと、いうようなルールを

ある段階から決めていただくということが必要になるのではないかと思います。

装備がまだまだ足りないのではないかと、という心配もありますので、消防庁としては、予算要求の
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、 。 、中に相当装備手厚くする ということを予算要求させていただいております 予算査定の過程でですね

そのとおり行くということにはならないんですけども、少しでもご支援させていただいて、対応できる

消防の部隊を増やしていこう、というふうに思っております。

Ｄ さ ん

予算の話が出ましたのでお聞きしたいですけども、例えばアメリカの場合だと、炭素菌とか、そうい

う生物兵器に対してもワクチンを各種ほとんど準備していると、いうような話を聞きますけども、日本

でもそういうのはあるのかなあ、というところが単純に疑問。生物テロの話ですけども、そういったと

ころはどうでしょうか？

青 木 氏

それは、厚生労働省が対応しているということになってます。今一番心配をしているのは天然痘であ

りまして、たぶん青山先生の話に出てきますけどね。それはかなりの人数分、場所は私知りませんけど

も、用意はされています。このスライドの中で、国が決めた基本指針でありますが、この中ではそんな

ワクチンをですね、各県で貯蔵するというのは余り効率的でないので、国が一元的に備蓄をするという

ことにしております。できれば、青山先生いつも言っているんですけどね、１億２千万人分のワクチン

はあると、はっきり言えるぐらいにちゃんと対応しろ、という話を又されるかもしれませんが、必要だ

と思われるものについて、備蓄は厚生労働省の責任で一元的にするという対応になっています。

あと、原発がある地域においてはですね、今でもかなり安定ヨウ素剤、放射能を体に入れてしまった

時に、甲状腺のガンにあとなりやすいのは、ヨウ素を取り入れる時に、ヨウ素が放射能で帯びているも

のを取り入れると、甲状腺ガンになりやすいという問題があって、それを防ぐために、いざそういう事

態になったら、安定ヨウ素を体に取り込んで、それ以上体にヨウ素が入らなくて済む状況を作り上げれ

ば、ある程度安全は確保できるんですけどね。その安定ヨウ素剤は実はかなり、原発がある地域におい

ては、地方公共団体が備蓄をしている実態はあります。ただ、こういうものも国が基本的には備蓄をし

ていこうということで、ルールーづくりをして対応してる、という状況にあります。

青 木 氏

長い間お話をお聞き取りいただきまして、ありがとうございました。また、この後、大スターの青山

先生の話はですね、どんどん皆さん方指さしますので、でも本当は楽しい方ですので、楽しみにしてい

ただいて、お話を聞いていただければというふうに思います。

国民保護の話というのは、何となくですね、取っつきにくいんですよね。取っつきにくいんですけど

も、やっぱり、私らから、政府で仕事をしている人間からすると、地域の人の命を守るという視線でも

のを考えて、考え直していく、一つの重要なきっかけではないかと思うんですね。今日自衛隊の方もお

られますけども、自衛隊の方々も、地域を守っていくんだと、日本を守るだけじゃなくて、地域を守る

、 。ためにも自分たちはあるんだという考え方に だんだんなって来ていただいているような感じがします

そういう意味で、この取り組みというのは、いろいろな意味でいろんな要素があって重要だ、というふ

うに思っておりまして、そのことも少しでもご理解いただければ、というふうに思います。

夏の暑い時にですね、１時間半もお付き合いいただきましたことに、あらためまして感謝申し上げま

して、私のお話は終わらせていただきます。ありがとうございました。


