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第２回 青森県防災対策強化検討委員会会議 

議事録 

 

平成 28年 11月 18日（金） 13：30～15：30 

青森県庁北棟２階 災害対策本部室 

出席者 

流通経済大学流通情報学部教授 苦瀬 博仁 委員長 

弘前大学理工学部准教授 片岡 俊一 委員 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官付（防災計画担当付）参事官補佐 

大山 直宏 委員 

青森県町村会常務理事兼事務局長 小笠原 靖介 委員 

（代理 吉本 知己 業務共済課長） 

岩手県大学地域防災研究センター客員教授 越野 修三 委員 

青森県警察本部警備部警備第二課災害対策室長 須藤 泰浩 委員 

公益社団法人 青森県トラック協会専務理事 三浦 政光 委員 

（代理 葛西 直樹 事務局長） 

青森県消防長会会長  宏二 委員 

事務局：林危機管理局長、岡田次長、坂本防災危機管理課長、豊島課長代理、    

熊沢副参事、髙橋主査 

  

配布資料 

 資料１ 平成 27年度青森県地震・津波被害想定調査（日本海側海溝型地震）の概要 

 資料２ 検討事項（案） 

 資料３ 作業部会の設置（案） 

 資料４ 今後のスケジュール（案） 
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議事要旨 

１．開会 

 

２．挨拶（苦瀬委員長） 

○本日の会議は、作業部会の設置について、検討いただく予定である。

また、作業部会で検討するため、概ねの検討の方向性を示す必要がある。

作業部会の検討結果は、来年３月の次回会議で報告いただくこととなる。

本日の会議は、こうしたことから重要な会議となるので、皆様の協力を

お願いする。 

 

３．議事 

（１）平成 27 年度青森県地震・津波被害想定調査（日本海側海溝型地震）

の概要について 

○事務局より資料１をもとに平成 27年度青森県地震・津波被害想定調査

（日本海側海溝型地震）の概要について説明 

 

 

＜（１）に関する協議＞ 

○須藤委員：P6の中南地域の死者数はわずかを意味する「*」になっている

が、冬の深夜の場合、揺れが小さくても雪の重さによる倒壊も

想定されるのではないか。 

○事務局：弘前市の建物被害は、液状化による建物被害が多いので負傷者

が多く死者数がわずかという結果になっている。 

 

○越野委員：火災による被害は想定されていないのか。 

○事務局：P７に記載があるが、火災による建物被害は 70 棟、死者数はわ

ずかという想定結果となっている。 

○越野委員：東日本大震災のときは津波による火災が多く発生していた。

津波による火災を考慮する必要があるのではないか。 

○事務局：冬の深夜の予測なので、火元が使用されておらず、津波による

火災は少ないと考えている。 

 

○片岡委員：被害想定の委員を務めていたので説明させていただく。平成

27 年度青森県地震・津波被害想定調査（日本海側海溝型地震）

の P91 に記載があるが、震度 6 弱の場合、新しい建物はほとん

ど倒壊しないこととなっている。青森県の特徴の雪については、

雪の重さによる被害の全国的なデータがないので考慮していな

い。私見となるが、地震により揺れた場合、屋根から雪が落ち



3 

 

ると思われるので、雪の重さによる被害は少ないと考えている。

津波火災についても、検討していないが、重要な指摘だと考え

ている。また、今回の想定は、地震及び津波の 4 つの断層の最

大値をとって、被害を計算しているので、一度にこの被害が発

生するわけではない。本委員会で今回の想定で出されている合

計値で議論するのは過剰な対応になるのではないか。 

 

○越野委員：４つの断層ごとに被害想定はあるのか。 

○事務局：４つの断層毎に震度分布及び浸水深を算定しているが被害想定

は、最大値から算出した一つのみである。 

○苦瀬委員長：深浦町は、死者数が 3,700 人と想定されているが、人口の

何％くらいになるのか教えていただきたい。 

○事務局：平成 28 年 8 月現在で 8,200 人ほどなので、4 割強となる。真冬

の想定なので、避難開始時間が地震発生後 10 分後としている。

深浦町の場合、津波到達時間が 6 分後なので被害が大きくなっ

ている。 

○越野委員：東日本大震災では最大で死者数は１％にも満たない。4割弱と

なると深浦町は全滅と言っても過言ではない状態である。 

○苦瀬委員長：防災対策は、耐震化と早期避難が主な柱と考えてよいか。 

○事務局：県土整備部で検討している防災公共推進計画の中で避難路を整

備する等の対策を検討している。 

○苦瀬委員長：甚大な人的被害が想定される深浦町等では、公共施設の嵩

上げ等の様々な防災対策を考える必要がある。 

○事務局：市町村とは防災対策について協議をしている。津波の浸水区域

に位置する避難所は浸水区域外に指定し直している。また、ハ

ード面では津波避難タワーや避難階段の設置等の整備を進めて

いる。 

○苦瀬委員長：本検討委員会でこれらの防災対策について検討する必要は

あるのか。 

○事務局：国土強靱化計画や防災公共推進計画の一環で検討している。 

○苦瀬委員長：県全体の防災対策を示す必要があるのでないか。 

○事務局：承知した。 

 

○大山委員：今回の被害想定をアクションプラン等に生かすことも出来る

と考えている。地域防災計画に反映するだけではインパクトが

小さい。例えば備蓄は公助だけでは限界があることを明示し、

住民の自助・共助が必要であることを目に見える形で示す必要

があるのではないか。 
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○越野委員：津波被害を軽減するためにハード・ソフトの両方の面から対

策を考える必要があるため、対策の方向性を示すべきである。 

○片岡委員：日本海中部地震のときは、住民は避難することができた。そ

のような成功例を参考にするのもよいのではないか。 

○事務局：事前対策としては、耐震改修促進計画、防災公共推進計画で検

討している。国土強靭化地域計画でハード・ソフト対策の検討

をしている。本委員会では、応急対策に係る防災対策を重点的

に検討したいと考えている。 

○苦瀬委員長：発災後の対策を中心に議論することで承知した。作業部会

は、救助と被災者支援の発災後の話だけとなっている。被害想

定を見ると事前対策が必要だと見受けられるため、事前対策の

検討についても県庁内で調整していただきたい。 

○事務局：県として現在検討しているハード・ソフト対策を今後説明させ

ていただく。 

 

 

（２）検討事項について 

○事務局より資料２をもとに検討事項について説明 

 

 

（３）作業部会の設置について 

○事務局より資料３をもとに作業部会の設置について説明 

 

＜（２）、（３）に関する協議＞ 

○苦瀬委員長：まず始めに、作業部会を設置することに異論はないか。 

○一同：異議なし。 

 

○越野委員：東日本大震災の際、岩手県の防災危機管理監として経験した

課題・教訓等を皆様に紹介する機会を設けていただきたい。 

○苦瀬委員長：第 1回作業部会の際に紹介いただくのはどうか。 

○事務局：作業部会の冒頭で講演いただきたい。 

 

○片岡委員：資料 2の P２について、市町村広域連携と受援・応援のすみ分

けを教えていただきたい。 

○事務局：市町村広域連携は、県内の行政機関間の連携と考えている。他

県からの応援の受入れや防災ボランティアなど、市町村広域連

携以外の対応については、受援・応援の中で検討していきたい
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と考えている。 

○片岡委員：資料 3の P4について、救助活動作業部会の中では、道路啓開

の対応も検討する必要があるので、県土整備部も構成員に入れ

た方が良いのではないか。 

○事務局：TEC-FORCEの動きとの調整も必要であるが、県のオペレーション

外とも考えられる。 

○越野委員：道路の被害状況は重要な情報であるため、道路被害情報の収

集は、県の役割として必要ではないか。東日本大震災時の岩手

県では県土整備部が対応していた。 

○事務局：作業部会までに検討させていただきたい。 

 

○越野委員：資料 3の P5について、情報収集だけでなく、情報発信・共有

が重要である。 

○苦瀬委員：同意見である。広報とは別に対策本部内の指揮命令系統を検

討する必要がある。本来は、被災状況に応じた行動ケース・パ

ターンを決めておくことが望ましい。災害対策本部内の収集・

整理・発信の視点が必要である。 

○越野委員：災害対策本部の情報活動として、県民に対する広報戦略とは

別に、災害対策本部内の情報整理・共有が必要である。 

○事務局：情報収集・共有・発信すべてを含む情報活動のあり方について

整理したい。 

 

○大山委員：資料 3の P4について、広域連携や備蓄については、市町村の

対応もあるため、市町村も参画したほうがよいのではないか。 

○事務局：被災者支援作業部会では、事務局である市長会、町村会のほか、

現場対応を行う市町村の代表の参加についても調整する。 

 

○越野委員：ＤＭＡＴの活動に続く避難所等における感染症防止等の医療

体制が重要であるが、資料 3の P5をみると被災者支援作業部会

での検討項目になっていない。応援機関も多岐に渡り、県内の

コーディネートが必要になるため、医療班の設置等災害対策本

部内の体制を検討する必要がある。 

○苦瀬委員長：被災者支援作業部会での検討項目として「災害医療体制」

の追加を提案する。 

○事務局：救助活動作業部会の中の「医療・保険及び防疫」で検討する予

定であるが、被災者支援作業部会での項目として追加するか検

討させていただきたい。 
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○苦瀬委員長：県全体としての現状の防災対策と本委員会の関係（位置付

け）を示していただきたい。 

○事務局：承知した。 

 

○苦瀬委員長：防災拠点が不足することが考えられるが、各拠点への機能

の割り振りをどこが調整するのか教えていただきたい。拠点の

機能の割り振りはあらかじめ定められているか。 

○事務局：現状では定められていない。避難所については市町村が定める

が、広域防災拠点については広域的な観点から県が定めていき

たい。また、本検討委員会における災害備蓄、市町村広域連携、

受援・応援の検討結果を踏まえて、広域防災拠点にどのような

機能・規模が必要かについても、作業部会の中で検討していき

たい。 

○越野委員：市町村のなかには、応援機関の活動拠点を決めているところ

もある。県の拠点が一度受け入れ、各地区に進出させることが

県の役割であると考えているが、活動拠点を整備していない市

に対してのてこ入れも重要である。 

 

○苦瀬委員長：広域防災拠点の定義は決まっているのか。 

○越野委員：岩手県の広域防災拠点の定義は、人・物・情報が集まり調整

することができる拠点としている。津波、火山など災害種別ご

とに定める。 

○苦瀬委員長：認識に差異が出るかもしれないため、青森県としての防災

拠点の定義を示し、資料に書いて書き加えてほしい。 

○事務局：承知した。定義についても改めて検討したい。 

 

○苦瀬委員長：県民に対して自助が必要であることを示すべきではないか。 

○事務局：備蓄等は、県民の自助が重要なので、呼びかけ等は必要である

と考えている。 

○越野委員：公助にも限界があるため、自助・共助についても検討する必

要があるのではないか。例えば、東日本大震災の際は、避難所

の運営等は市町村の役割だが、実際は、住民が自主運営してい

た。自助による避難率の向上、避難時間の短縮に係る対策につ

いて検討する必要があるのではないか。 

○事務局：本委員会では公助を中心として議論していただき、公助の限界

を整理したうえで、必要な自助・共助を整理したいと考えてい

る。 

○片岡委員：地域防災計画には防災教育等の記載もあるので、本委員会の
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検討外としても、県としては今後検討していただきたい。 

 

○越野委員：資料３の P5について、広報は、災害対策本部の対応の中で非

常に重要であるため、重点的に検討・整理する必要がある。震

災の時は、結局、私がやることになった。 

○事務局：災害の知識を有する広報担当者が必要と認識しており、検討さ

せていただきたい 

 

○苦瀬委員長：個人の支援物資は断る等、大方針を議論する必要はないの

か。 

○事務局：国がプッシュ型支援にシフトしており、受入れ拠点が必要と認

識している。検討させていただきたい。 

 

○越野委員：災害対策本部から合同指揮本部にいつ移行するのか。 

○事務局：震度 6 強を観測した場合は、最初から合同指揮本部を立ち上げ

ることも決めているが、被害規模が拡大する場合は曖昧である。 

○越野委員：岩手県でも合同指揮本部のように機能別に対応したが、対応

が落ちついたら部局ごとになった。災害対策本部と合同指揮本

部の組み合わせも必要である。 

 

○大山委員：資料２の P4について、例えば、支部に被災市町村に第１陣と

して駆けつける先遣部隊としての役割を位置付けることも考え

られるのではないか。 

P8 の市町村広域連携の県の役割について、外部等からの支援の

抜けや漏れが生じないように県が支援の全体配分をコントロー

ルすることが重要である。熊本地震の際は、マスコミの報道に

より、応援が集中してしまうことがあった。 

P15の備蓄については、熊本地震の際は、前震時にすでに公的な

備蓄が尽きてしまっていたようである。平時から住民自らが備

蓄することが必要ということを啓発しておくことが重要ではな

いか。品目については、ブルドーザーや電源車等の限られた資

機材は県が調達するなど、県と市の品目の仕分けが必要ではな

いか。 

P18の防災拠点について、熊本地震の際、防災拠点として指定し

ていたグランメッセが被災し、使用できなかったという事例が

あったため、代替の拠点も併せて決めておくことが望ましいの

ではないか。コンクリートの床面であること、屋根があること、

トラックバースを設置できること、フォークリフトが使えるこ
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となどが選定要件として考えられるのではないか。 

○事務局：支部については、地域県民局という組織はあるが地域県民局を

束ねる組織がないのが課題である。台風 10号のとき岩手県は 33

市町村にリエゾンを派遣したと聞いているので、支部に求めら

れる機能について方向性を決めていきたい。 

 

○越野委員：本部長を補佐する役割が位置づけられていない。ICS（インシ

デントコマンドシステム）等に基づき本部長補佐を位置づける

ことが重要である。 

○事務局：指揮統制機能の検討が必要と認識している。 

 

○苦瀬委員長：被害が甚大な地域等は、協定等に関わらず支援等の対応が

必要ではないか。 

○事務局：被害規模に応じた出動を可能とする組織体制について検討して

いきたい。 

 

○苦瀬委員長：今回は地震・津波の被害想定のみの議論となっているが、

風水害や火山等の検討が必要ではないか。 

○事務局：地震に特化はしていないが、ここでは被害が最も大きい地震を

例に説明している。 

○苦瀬委員長：タイムラインのある風水害と、地震では対応が異なる可能

性がある。 

 

○大山委員：支部への指揮命令を組織上も位置付けるのであれば、危機管

理局長を副本部長とし、危機管理局が入っている連絡調整部を

格上げすることも考えられるのではないか。 

○事務局：検討させていただく。 

○越野委員：現在の合同指揮本部は責任の所在があいまいではないか。 

○事務局：それも含め検討していきたい。 

 

○苦瀬委員長：再度確認するが、第１回作業部会前に越野委員に講演いた

だくこと、県として実施しているすべての防災対策と、本検討

委員会の検討内容の関係についての説明をお願いしたい。 

○事務局：承知した。3月の第 3回検討委員会開催時には、来年度の事業が

明らかになるので説明する。 
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（４）今後のスケジュールについて 

○事務局より資料４をもとに今後のスケジュールについて説明 

○事務局：参考として、２月下旬より３月下旬にかけて県議会が開催され

る。 

 

５．閉会 

 

以 上 


