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第３回 青森県防災対策強化検討委員会会議 

議事録 

 

平成 29年 3月 16日（金） 13：30～15：30 

青森県庁北棟２階 災害対策本部室 

出席者 

青森県災害医療コーディネーター（青森県立中央病院） 小笠原 賢 委員 

青森県町村会常務理事兼事務局長 小笠原 靖介 委員 

弘前大学理工学部准教授 片岡 俊一 委員 

流通経済大学流通情報学部教授 苦瀬 博仁 委員 

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 

東北大学災害科学国際研究所教授 佐藤 健 委員 

青森県倉庫協会事務局長 佐藤 竜大 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 

青森県市長会事務局長 三上 金藏 委員 

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、    

岡元危機管理対策監、熊沢副参事、髙橋主査 

  

配布資料 

 資料１－１ 青森県の防災対策等 

 資料１－２【参考資料】 青森県の防災対策等 

 資料２ 検討委員会の進め方 

 資料３ これまでの作業部会の検討 

 資料４ 今後の作業部会の検討 
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議事要旨 

１．開会 

 

２．挨拶 

○苦瀬委員長による挨拶 

 

３．議事 

（１）青森県の防災対策等 

○事務局より資料１をもとに青森県の防災対策等について説明 

 

（２）これまでの作業部会の検討 

○事務局より資料２をもとにこれまでの作業部会の検討について説明 

 

（３）今後の作業部会の検討 

○事務局より資料３をもとに今後の作業部会の検討について説明 

 

＜（１）、（２）、（３）に関する協議＞ 

○須藤委員：資料 1-1の P8について、青森県民の災害に関する危機感が低

いという内閣府の調査だが、青森県内の地域別の調査結果はな

いのか。 

○事 務 局：市町村別の調査結果はないが、津波の被災経験のある八戸市

や三沢市は危機感が高く、津軽は危機感が低い等、顕著に差が

現れると考えられる。 

○須藤委員：資料 3 の被災者支援作業部会の備蓄については、各家庭が備

蓄することが望ましいが、備蓄も地域の差が現れる。各市町村

別に住民の備蓄量を把握できないのか。県警においても広報す

る機会があるので、備蓄の推進についても伝えていきたい。 

○事 務 局：市町村の公的備蓄は把握可能だが、住民の備蓄量は把握でき

ない。農村部では、作物を備蓄しているので、市街地と農村地

では備蓄量は違うと考えられるが、詳細は不明である 

○苦瀬委員長：先ほどの質問に関連するが、東京都は家庭の備蓄状況を調

査しているので、都市部のデータとして参考にしてはどうか。 

 

○越野委員：資料 3の P6の支部の役割について、現地災害対策本部として

の役割を支部が担うのか。 

○事 務 局：現状、支部には現地災害対策本部の機能はない。支部となる

県民局の役割を明確にする必要がある。現状、現地各部から県

災対本部へ流れている情報を、支部長が把握する体制を構築す
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る必要がある。 

○越野委員：現地災害対策本部の位置付けが無いが、被害が大きい場合は、

県の現地災害対策本部は必要となる。東日本大震災の際、岩手

県は釜石市の振興局に現地災害対策本部を設置した。 

○事 務 局：現状の規程においても、現地災害対策本部を設置することと

しており、副知事が現地災害対策本部長となる。しかし、体制

や役割は明確になっていない。各支部に現地災害対策本部を設

置することが望ましいが、現状では人員不足の面から困難であ

るため、現状の体制で支部にどのような機能を持たせるかを検

討している。 

 

○越野委員：資料 3の P8の作業部会の主な意見で活動方針の決定が重要と

あるが、活動方針は誰がどのように決める予定なのか。統括調

整本部が具体的な方針を決めるという認識でよいか。 

○事 務 局：おっしゃるとおり、統括調整本部が発災直後に方針を示す。

それを受け、警察、消防等の関係機関と調整会議の中で調整す

る。 

 

○越野委員：資料 3 P11 の道路情報の収集提供等について、ドローンやス

マートフォン等からの映像情報の活用は考えているのか。 

○事 務 局：警察、消防等のヘリテレの映像を活用する予定である。県と

しては、ドローンの活用を予定していない。警察は、平成 29

年度の予算でドローンを２機導入予定であると聞いている。県

の環境関係の部署では、数機ドローン持っているが、災害時の

活用には至っていない。 

○越野委員：熊本地震の際も、ヘリだと下げられる高度に限界があり、詳

細な情報が把握できなかった。ドローンや住民の方の写真情報

は非常に有効であった。神戸市では、各地区に情報収集要員を

指名して、災害時に写真などの被害情報等を報告する取り組み

を実施している。住民の方からの情報収集についても考えた方

がよいのではないか。 

また、通信手段について、航空運用の通信周波数は統一が必要

である。さらに、受援・応援と防災拠点は、並行して検討する

必要がある。内閣府のガイドラインでも提言している。 

○事 務 局：情報収集については、救助活動作業部会のなかで通行可能な

道路を把握したいという意見もあった。渋滞情報やプローブカ

ー情報等もあるので、そのような情報収集方法についても検討

していきたい。 
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航空機の周波数については、限られた周波数帯しか使えないの

で、航空法や無線法等の大きな枠組みの中で検討する必要があ

る。現在使用している周波数帯の運用について協議する必要が

ある。 

防災拠点は、受援・応援の集結拠点や備蓄の物資拠点等とも関

連するので、必要となる拠点機能が明確になった後に検討する

予定である。 

○苦瀬委員長：車の通行情報については、貨物車が通れるかの情報を把握

した方がよい。 

○小笠原（賢）委員：岩手県の岩泉町の洪水のときも、迂回路を指示した。

熊本地震の際も、様々な機関が来たので、地図を用いて通れる

道路の情報を示した。救助の場合は、30分、2時間等、一刻を

争うときに、直接関係のない報告が続くことがないようにする

必要がある。各機関が必要とする情報を決めて、意思決定のみ

をする会議のあり方を検討する必要がある。無線の周波数は、

全国共通波や県内波にあわせても混乱するので難しい。現状で

は、自衛隊の周波数の通信機器をもった LO に来てもらい、情

報共有するようにしている。 

○越野委員：航空機の統制は国土交通省となるが、安全情報（ノータム）

をどこが、どのような周波数を出すのかを決めるだけでも有効

である。 

○小笠原（賢）委員：多数の航空機が飛来するため、誰かが責任もって安

全情報を発信する必要がある。 

○事 務 局：自衛隊東北方面総監部の東北 6 県の共通の方法として、航空

自衛隊の防空指令所に連絡をとり安全情報を共有する等のル

ールを検討している。また、任務区分に応じた高度を定め、安

全性を確保するという取り組みを実施している。 

○苦瀬委員長：本検討委員会で、航空機の運用についても検討するのか。

最終的にはマニュアル等を作成する予定であるが、航空機の運

用のマニュアルも作成するのか。県単独で検討できるところま

でか、他機関との調整が必要な部分も検討するのか。 

○事 務 局：航空機の運用調整に係るマニュアルについては、最終的には

県として作成する必要があると考えている。 

 

○佐藤（健）委員：東日本大震災のとき、宮城県の保健福祉部局を支援し

た経験から発言させていただく。東日本大震災のとき、宮城県

は、災害医療コーディネーターがいたため、DMATとの調整が円

滑だった。青森県の場合、災害医療コーディネーターの活動の



5 

 

場は、どこに位置づけられているのか。また、東日本大震災の

ときの宮城県の災害医療コーディネーターの働きは調査して

いるのか。 

○事 務 局：訓練の際は、DMAT 調整本部も同じフロアである。災害医療コ

ーディネーターについては、青森県の災害医療コーディネータ

ーである小笠原委員から説明していただく。 

○小笠原（賢）委員：現東北大学の石井先生が、当時石巻市の災害医療コ

ーディネーターだったため、宮城県の状況は伺っている。災害

医療コーディネーターは県知事からの委嘱で執務した。青森県

では、県の災害医療コーディネーターのほか、石巻市のように

二次医療圏で災害医療コーディネーターを位置付けている。 

執務スペースについては、DMATは、発災後 3 日～5日程度で帰

任するので、大学や日本赤十字社等いろいろな団体が入ってき

て医療関係の機関で計 30 名くらいのスペースが必要という意

味である。 

○佐藤（健）：宮城県内の市町村の保健福祉部局へのニーズとして、移動用

の車両や PC の要望があったが、保健福祉部局では対応できな

かったところを側面から支援し、調整した。分野を跨いだリエ

ゾン派遣により、普段の所掌ではないニーズに対応ができるの

ではないか。 

○事 務 局：フェーズが進むにつれてリエゾンの役割、リエゾンへの要望

が多くなると考えている。チームとして派遣するのは様々な要

望に応えるためである。 

 

○片岡委員：資料 3 P13 の災害対策本部要員とはどこまでを指すのか。総

合調整作業部会で統括調整部を設置するとしているが、災害対

策本部要員が誰を指しているのか不明である。 

○事 務 局：リエゾンスペースは、関係機関からのリエゾン等の災害対策

本部要員の執務スペースが必要であるため、検討しているが、

そもそも災害対策本部全体として、北棟２階で十分な面積が確

保できるか検討が必要である。 

○片岡委員：災害対策本部要員の厳密な定義はないと理解した。最近市町

村から新たに庁舎を建てたいとの相談があったため、確認させ

ていただいた。 

また、資料４について、観光客向けの備蓄はどのように考えて

いるのか。 

○事 務 局：備蓄目標の検討の中で併せて検討していきたいと考えている。

国土強靱化の中でインバウンドの防災対策を実施するという



6 

 

方向性を示しているため、観光客の対応も一定程度必要である

と考えている。 

 

○片岡委員：受援・応援の検討について、一般ボランティアも含めるのか、

再度確認したい。 

○越野委員：内閣府のガイドラインでは、一般ボランティアも含まれてい

る。 

○事 務 局：一般ボランティアも検討する予定である。 

 

○苦瀬委員長：資料３の統括調整部について、小さな災害のときも設置す

るのか。消防の出動計画のように、段階的な設置の基準はある

のか。 

○事 務 局：地震の場合、震度 4 で各部局の災害情報連絡員、及び防災危

機管理課と消防保安課が参集する。震度 5弱で警戒対策本部を

設置するこことしている。全ての災害で災害対策本部を設置す

るわけではない。 

○苦瀬委員長：支部の設置基準は、どのように考えているのか。 

○事 務 局：支部は必要に応じて設置するとしているが、震度が大きい地

域に設置する予定である。 

 

○苦瀬委員長：資料 1-2の P9タイムラインについて、発災後の対応行動は

検討しているのか。 

○事 務 局：災害対策本部のタイムラインについては、現状では作成して

いない。 

○苦瀬委員長：対応を検討する際に念頭にあるべきと考えるので、是非検

討していただきたい。被害想定の結果が出ているので、事後の

タイムラインも検討できると考える。 

○事 務 局：昨年度作成した BCPの中で、発災後 24時間以内の参集要員等

を定義している。タイムラインも含めて今後検討する。 

 

○小笠原（賢）委員：次回以降、受援・応援がテーマとしてあるが、国か

らのガイドラインは、いつ頃公表されるのか。 

○越野委員：明日（3月 17日（金））に最後の検討会がある。今年度中には

公表される予定である。 

○小笠原（賢）委員：熊本地震の際、熊本県庁の職員の立場として応援を

要請したときに、どの程度国から支弁されるのか、予算をどう

するかについて不安になった。そのようなことについても、ガ

イドラインに記載されているのか。 
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○越野委員：ガイドラインは、東日本のときも熊本のときも応援の受入れ

窓口がないという課題があったので、受入れ窓口としての受援

班の設置方法を主として記載している。 

 

○佐藤（健）委員：教育委員会も作業部会にいるので、家庭内備蓄を促進

する方策として、学校教育の子供たちの防災学習と連携するこ

とが望ましい。しかし、子供たちに教えても家庭に波及しなけ

れば意味がないため、そのための方法をご検討いただきたい。 

○苦瀬委員長：文部科学省の方に、コミュニティの中心は小学校であるた

め、小学校を全て防災拠点にしようという話をしたことはある。 

○越野委員：備蓄について、岩手県の取り組みを紹介させていただく。各

家庭の備蓄は難しいため、避難所単位で備蓄を検討している。 

○事 務 局：住民が避難所に備蓄するのか。 

○越野委員：基本的には住民だが、県や市も支援している。 

○小笠原（賢）委員：備蓄には、協定による供給も含まれているのか。段

ボール協会に要請すれば 1 日で数万～10 万基程度の段ボール

ベッドを支援してもらえる。「ラップポン」という簡易トイレ

も日本財団の費用で確保することが可能である。全てを行政が

負担する必要はないので、備蓄品目について作業部会で検討さ

れたい。 

○事 務 局：備蓄品目を整理し、数量、配置を検討していきたいと考えて

いる。現物備蓄は、道路が寸断されて流通在庫を確保すること

が困難な場合に備えて、発災後 72 時間分などの最低限の備蓄

を検討する。 

○苦瀬委員長：現在は、物が宅急便等により届くのが当たり前となってい

るが、人手不足は深刻で、長距離トラック運転手の平均年齢は、

毎年平均 0.8歳ずつ上がっている。通常のときも重量物を中心

にトラック運転手が不足しており、災害のときは更に不足する

ことを念頭においておく必要がある。 

 

○苦瀬委員長：本日の検討を踏まえ、作業部会で調査、検討を進めていた

だきたい。各委員には引き続き助言をお願いしたい。 

 

 

４．閉会 

 来年度の検討委員会は４～6月に２回の作業部会を行い、第 4回委員会を

6月下旬～7月に開催予定である。 

以 上 


