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平成 28 年第 2回定例会	 安全安心推進特別委員会	 

	 

平成 28 年 6 月 15 日	 

鈴木委員	 

	 まず、神奈川県地震防災戦略の整合性がどうなるのかというのを最初にお聞

きしたい。	 

	 他の委員もおっしゃっていたけれども、神奈川県の地域防災計画は、平成 24

年の４月にできております。４年間内容変わっていないようですが、今日こう

いう形で地震防災戦略というのが出てきました。多分、委員に出すのに一番新

しいものを出さなければいけないだろうということで、これを出したんだと思

うんです。	 

	 ところが、私が分からないのは、先ほども話が出たけれども、既に作成済み

でいらっしゃるマニュアルでさえ、平成28年の３月にアップデートされている。

資料までアップデートされているのに、本来ならこれが基本にならなければな

らない黄色の冊子の地震防災計画。これがアップデートされないで、戦略がい

きなり出てきて、３月末に作ります、というのは論理的に合わないんじゃない

のでしょうか。	 

災害対策課長	 

	 私どもの検討として、地震被害想定、これは国の規定に基づいて、県として

最新の知見を使って地震対策をやらせていただいています。それで、死者数、

被害想定が出るわけです。	 

	 まず、県としてこの被害量を何とか減少させられないかというところで、そ

のための戦略をまず作ろうということになりました。そして、被害想定量がで

ました。それを少しでも減らすため、半減させるためのアクションプラン、そ

れをまず定着させる、そういう形です。	 

鈴木委員	 

	 おっしゃるとおり命を半減させる、と言うのは分かります。ところが、半減

させるのは何か、という問題が前提になければいけない。アクションプランに

あるのは、全体の防災、減災に向けて書いたもので、それではこの中のどこの

部分が、命とは全体にかかわるわけですか。この部分のこれとこれとの整合性

というのがどうとられているかというのがなければ、どちらも必要ないと思っ

てしまいます。	 

	 だけれども、多分ここにいらっしゃる議員の方たちは、課長から今説明を受

けたから分かる。ところが一般県民から見たら、何を基にしてこれが作られて、

地域防災計画と地域防災戦略との関係性は全然見えませんし、整合性をどこで

つけるのかという章立てにもなっていない。	 

	 そうしないと、こちらはこちらだけで命を半分にします。すると、この立て

方というもの自体が、災害計画というものの中であるならば、一本化されてな

ければおかしいはずです。一本化されていなければ、この地域防災計画の地震

災害対策マニュアルというのが、Ａという人はこっちを見た。違うことが左を

向いてこっちを見た、そしたらこれは計画とは言わないじゃないですか。	 

	 この三つとも全部整合性がありませんので、きちんと整合性を持たせてくだ
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さい。こちらをといって見ても、どこのところを言っているか分からない。要

望として、この三つをしっかりとしたアクションプランとして出すんだったら、

アクションプランのどこにどれが結び付いているのか、これがなければ計画と

私は言わないと思います、	 

	 その中で、地域防災戦略を読ませていただきました。ところが、これを読ん

だ中で、どうしても疑問に思うことが、２ページの、はじめに、というところ

の、下から２番目の段落で最大の大正型関東地震で死者が３万人を超えて衝撃

的なものになった。そこでこの大正型関東地震の死者数を、今後９年間でおお

むね半減させるためにこれを作ったと書いてある。	 

	 ところが、例えばこれが本来の計画であったら、なぜこの３万数千人の方が

亡くなったのかという視点がここには書かれていない。災害のために確かに亡

くなったんだけど、少なくとも資料を見た限りでは、二つのことが言えると私

は思ったわけです。一つは何なのかというと、関東大震災。見ていると、火災

で亡くなった方が２万 5,000 人いらっしゃるということ。ということは、あな

た方が３万数千人と書いてある中の実は３分の２近くが火災で亡くなった方だ

ということ。そうしたら防災戦略は火災をいかに出さないかです。論理的に話

しますと、これは消防課長たちを中心にして書かれなければいけないと私は逆

に思います。	 

	 ところが、これを見ていると、津波が何だかんだと全部書いてある。片や津

波だというと、あなた方は元禄地震だっておっしゃる、たしか、私が防災警察

常任委員会にいた時に言ったら、津波は元禄型地震で津波の最大の高さ何メー

トルと出てくると言っている。じゃ、この３万数千人という数をはじいて、そ

のターゲットにした理由は一体何なんだろう。要するに、県という広域を扱う

ところがやる数字の論理付けというのがどこにあるのかなということで、まず

それを教えていただきたい。	 

災害対策課長	 

	 今回の戦略を対象とした大正関東地震が最大という想定で、これはやらせて

いただきました。あの地震が今起きた時に、どういう被害が出るかというとこ

ろではじかせていただいたのが３万 1,000 人という数字になります。今回、現

在の知見で今の神奈川の社会的条件でこの災害が起きた場合、どういう原因で、

どういう被害が出るかというのを明らかにしたのが被害想定です。その中で、

人的被害が大きいのが津波であり、あと建物の倒壊であり、あと火災である。

ということで、私どもの新しい戦略はその３本立てです。津波による被害を減

らす。火災による被害を減らす、あと揺れによる被害を減らすと、そういう３

本柱で構成させていただいた、こういうことでございます。	 

鈴木委員	 

	 課長が今言ったことは、私も読んだけれども、大正型地震の３万人を半減さ

せるためにと書いてあるということは、大正型地震がそういう地震で、津波と

か何とかというようなことが、資料のはじめに載せてある。ただ、資料では、

３万数千人の中の２万５、６千人が火災でもって亡くなっている。要するに、

９月１日の 11 時 56 分、不幸にもお昼御飯時だった。これはまたお尋ねするけ

れども、そうするんだったら、これがもし逆に夕方だったらもっとこんな被害
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にはならなかったかもしれないのに、何をもってこういうような文書にしたの

か分からないということ。	 

災害対策課長	 

	 地震被害想定の中で、今回大正型関東地震、被害想定、その中で、一番大き

いのは建物の揺れによる被害、次いで津波、火災は少し被害に対して下がると

おかしいですけれども、確かに大正型関東地震が火災が非常に原因だったんで

すけれども、今起きれば、恐らく建物の不燃化ですとか、建物の構造等で火災

よりは恐らく津波で影響がある。そういう今回の被害想定、ライフラインとい

うことでございます。	 

	 今回、被害想定、いろいろなパターンが言える中で、この最大が県内で一つ

は大正型関東地震の３万人である。そういうことで最大の被害が出た地震を戦

略の対象にしようということでつくられておりますということであります。	 

鈴木委員	 

	 それだったら、そこをここにきちんと書かないと。この文章ではそういうふ

うに読めません。	 

	 もう一つ言いたいことは、この３万１千人と今あなたはいろいろなものをア

ップデートしてこの数字をつくった。ところが当時人口は神奈川県で 132 万人

で、今は 910 万人近くいらっしゃるわけだ。その兼ね合いはどうなっているの。

確かに当時は木造住宅なんだから、こういうことになってもいいかもしれない

けれども、さっきから出ているマンション、これだって長期振動の問題があっ

たり、当然津波なんてもっと大きくなるかもしれない。それはあなた方がおっ

しゃっていた逆に元禄型地震でもって出てきた津波です。そういうのを全部入

れた形で３万１千人、とても信じられない。３万人なんていう被害なんていう

のは。これはあなた方から出てきた津波の被害そのものみたい。もっと大きな

数字だと私は思います。常任委員会ではないので、これ以上詰めないけれども、

この３万人ということについては、はじめに、か何かで詳しい説明をしておか

ないと、大正型地震の３万人をただ半減させるためなのかというふうにとられ

かねないと言っておきます。	 

	 また資料で、これはどういうふうにやられるんだろうというのが、38 ページ。

国・防災関係機関という中に書いてあるんだけれども、一番下の国・防災関係

機関の中に、備蓄物資が津波発生時に浸水する可能性がないかとの検証と保管

場所適正化の実施というのが国・防災関係機関となっているんです。	 

	 ところが、この問題は大変な問題で、ここでは聞かないけれども、津波の被

害のある小学校なんて、申し訳ないけれども、茅ヶ崎から藤沢までずっとです。

要するに防災倉庫などみんなどこか別に地べたに置いてあるところばかりです。

少なくとも私は鶴見というところに住んでいるんですけれども、生麦小学校と

いうところは津波が約 65 センチぐらいです、そこの校長先生に、この備蓄をど

うするのと聞いたら、これはもう屋上か何かに上げるしかないでしょうという

答えが返ってきた。	 

	 そうすると、ここの主な取組の中に、国・防災関係機関に、神奈川県として、

どうぞ調べてください、で本当にいいんですか。さきほどから食料備蓄につい

て皆さん方言っているけれども、いざ、震災が発生したら、この備蓄というの
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はどうなるか分からない状況だとなれば、県がまず最初に取り組むべきではな

いのか。国と何とかと書いてあるけれども、あなた方は、やたらに市町村に具

体的なアクションプランを投げたがります。だけも、具体に見てみたら、これ

は県として市町村と一刻も早くそういうものを見つけて、どのようにするのか、

実績として予算化等々で図ることがまず第一に必要で、水や食べ物というもの

が一番大切なものじゃないかと思いますが、いかがですか。	 

災害対策課長	 

	 災害対策の中で、県の役割としては、いわゆる津波の浸水想定を行う、かつ

それをベースにとして地震の被害想定を行います。そういうところはしっかり

周知をし、当然ながらそれをベースに市町村ともいろいろな会議の場がござい

ます。津波対策の推進会議、そういったところで共有して、それに伴う部分の

対策をお願いしていくということが必要だろうと思っています。そういった中

で、御指摘のことも含めて市町村とは話をしっかりとしていきたいと考えてお

ります。	 

鈴木委員	 

	 要望ですが、まずは飲み物、食べ物というものの中で、津波対策というのが

あるけれども、こういうところをしっかりと、また国との連携というのは広域

自治体としてまず最初にやるべきだろうというふうに思うんです。	 

	 その中で、私が防災警察常任委員会にいた時に何度かお願いをしましたが、

このつくり方はこれでいいんですか。先程から出てきている被害想定というこ

とについてもそうですが、関東大震災の時はお昼時でした。これが夕方だった

らどうなっていたかなということが、当然、当時通勤電車というのは満員なの

か分からないけれども、そういう問題もあった。さらに、何時何分何を想定し

て、というようなことをなるべく多く県民の方に知らせて差し上げないと、そ

れは論理的に全然通用しなくなりますと申し上げたはずです。	 

	 それは何なのかというと、例えば津波想定とここに書かれている、アクショ

ンプラン。例えば私は最近これでいいのかなと思うのは、防災訓練、シェイク

アウトだ、やれビッグレスキューだ、やっていただくのは大いに結構です。だ

けれども、これはデイタイム、要は昼間です。ところがもし夜だったらどうな

りますか。私は、東日本大震災の時に一つだけ、申し訳ないけれどもよかった

ことがある、それは昼間だったということです。あれだけの映像が残せなかっ

たら、まだまだ津波対策なんてみんな分からなかった、あれだけ物が流れてい

く。人が本当に亡くなっていく。生きている間にあれをもろに見ることができ

た、だから津波対策をここまで行ったんです。ところが、いざ今度夜になった

らどうなんだろうと。申し訳ありませんけれども、防災無線等々冬場だったら

まず雨戸も閉まっていて聞こえない。ラジオを持っている人がどれだけいるん

だろうとなってくると、いざ起こった時には、こういうつくり方一辺倒だけで

本当に県民を守れるのかと。朝、昼、夜と、せめてこの視点を三つぐらいにか

けてつくっていただきたいことを要望させていただきたいと思います。	 

	 あと、災害対策というには、日常御苦労をおかけしてそれは大変な激務だと

私は思うのです。私はそのことをすごく思ったものですので、災害対策課長さ

んにはよろしくお願いを申し上げたいと思います。	 
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	 次にお尋ねしたかったのが、支援金と義援金の違いと、支援金についての取

組をもうちょっと県としてやるべきだろうという提言を、させていただきたい

と思っています。	 

	 まず支援金と義援金の違いについて教えてください。	 

健康危機管理課長	 

	 見舞金のことでしょうか。	 

鈴木委員	 

	 いや、先ほどから言っている義援金がある。集まった義援金は 600 万円、そ

れとそれ以外の支援金とがある。	 

	 皆様方より集まった 600 万円ぐらいの義援金。ところが実際に支援金という

制度もあるんです。これはどういうことなのかというと、義援金というのは全

部要するに被災された方々にそれなりの10カ月ぐらいかかるときもあるけれど

も、お金が届く。ところが支援金というのは、ＮＰＯや現地に要するにかかわ

った方々に対するお金なんです、今私がすごく心配しているのは、たしか東日

本大震災の時には、義援金として、全部寄付として 6,000 億円ぐらい集まった

と思うんです、ところが、この中で支援金として使われたのはたしか 700 億円

ぐらいなんです。	 

	 何が言いたいのかというと、今回この熊本なんかもそうですが、皆さん義援

金としか言いません。だからこれは当然間違いない義援金で、それは悪いもの

でもなければ何でもないんです。ところが、健康危機管理課長も御存じのとお

り、今熊本か何かでもっていろいろな震災があった。泥が入った。家財をどう

するのか。片付けるのか、というのがよくあるじゃないですか。土日にボラン

ティアの方がいっぱい来てやるけれども、ウィークデーはおじいちゃん、おば

あちゃんたちが一生懸命やらなければならない。実は基本的に家屋等々の問題

については、消防や自衛隊は手を出すことができないんです。泥の排出や家屋

なんかの要するに出し入れ等々というのは実は大変多くいるＮＰＯ等々がかか

わっている。この方たちは今回の熊本の地震の中で、基本的に震度７なんかが

年中起こったものだから、足止めされて中には入れないで、実はお金が足りな

くて引き上げているところもあるんです。それで実は支援金ということについ

ての行政がもっと勉強して、取り組まなければいけないんじゃないかという一

つの私の提案なんです。健康危機管理課長はどう思われますか。	 

健康危機管理課長	 

	 これまで、神奈川県が出してきました義援金では見舞金と職員義援金の２種

類がございまして、今回、初めて県民の皆様からの義援金をお声掛けして集め

たという状況でございます。支援金についてはこれまでもやってきたというこ

とはございませんので、その実態がどのようになっているかというところをま

ず把握するところから申し上げてみたいと思っております。	 

鈴木委員	 

	 このことについては余りマスコミも取り上げないし、何もやっていないんだ

けれども、現実に今熊本の方たちとお話をすると、益城町なんかもそうですけ

れども、ウィークデーにボランティアさんがなかなか来ていただけないと、本

当に雨にぬれたような家財等をどうしていくのかということで途方に暮れてい
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らっしゃる。メディアでは何かすごく苦労されていらっしゃるところだけ映し

て、ボランティアの方たちがいっぱい行っているところを映すけれども、ウィ

ークデーははけてしまうということがありまして、そんなようなことあります

から、もう一度課長等でしっかりと支援金ということの一つの概念みたいなも

のを、訴えいただければ有り難いかというふうに思うところでございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。	 

	 三つ目は、避難所についてちょっと質問をさせていただきたいというふうに

思います。	 

	 戦略の中にもいろいろ書かれていらっしゃるようですが、私は避難所自体の

耐震化ということをすごく心配しておりまして、実は避難所並びに公の施設と

言われるところの耐震化、これがすごく心配していることと、もう一つはバッ

クアップ体制ということについてすごく心配しているということを、質問に向

けていきたいと思っています。	 

	 避難所対策、県下にある避難所と称されるところについての耐震化というの

は現在、どのように進んでいらっしゃるんでしょうか。	 

災害対策課長	 

	 毎年度、総務省消防庁の方で公共施設の重要な建築物ですとか、耐震性の調

査をしまして、公表しているようでございます。	 

	 神奈川の場合は、小学校は避難所になる可能性が高いので、データが出てい

たと思うんですが、ちょっと今持ち合わせていなくて、申し訳ございません。

ただ、全体的に小学校の耐震性が低いということはなかったというふうに把握

してございます。	 

鈴木委員	 

	 さきほど、災害対策課長から避難をされる方々が約 129 万人、そしてその中

の 52 万人が避難所に入るのではないかと、御答弁がありました。この 52 万人

と言われる方たちを入れるキャパというのは神奈川県としてはあるんですか。	 

災害対策課長	 

	 県内の避難所の受け入れ可能数のキャパシティーは各市町村で公表している

ところと公表していないところがございまして、公表しているところの数字、

それと公表しているところの想定する避難者数これを比較しますと、実は、都

心の直下地震が代表になりますけれども、こちらですと、避難者数が 44 万人、

避難所の受け入れ可能人数が 128 万人ということで、都心の直下地震は計算上

は収まるという計算になっておるということは把握してございます。	 

鈴木委員	 

	 避難所を私もいろいろ回って会ってきましたけれども、今回熊本はまだ失礼

があってまだ行かないほうがいいだろうと、もうちょっと期間がたたないと行

けないんですが、避難所の中で、どこが問題になってくるというのがこれから

申し上げるのはなんですけれども、トイレ問題ということは当然出てくると思

うんです。トイレの問題等々について細かいことにここでは聞かないんですが、

昨日か一昨日の新聞の中にも、避難所に入らないでいまだに車上の生活を送っ

ていらっしゃる方が、確か6,000人近くまだいらっしゃるという状況下の中で、

私どもの神奈川県にかかってきた時には、車上で生活される方はかなり多くな



 7 

るだろうなと。その中で、具体的な問題として、食べる、寝るということはあ

ったとしても、実際のトイレ問題というのは、県としてはどう捉えていらっし

ゃいますか。	 

災害対策課長	 

	 委員の御指摘のようにトイレの問題も含めて避難所のそういう生活環境、ト

イレが一番大事な点であるかもしれませんけれども、これは非常に重要な問題

で、今回のこれからの対策の一つかと思います。今全国的に避難所の環境を向

上させようと国も指針をつくったりしているんですが、県としても避難所マニ

ュアル、作成指針というのをつくっておりまして、実は東日本大震災の教訓を

受けて、そこで女性が入る、障害者が入る、そういったことでいろいろペット

の問題、いろいろ課題が出されて、そういったものを反映する形で一応リニュ

ーアルをさせていただいております。	 

	 今回、熊本地震で、またトイレの問題、あとは車中泊、御指摘のようなそう

いう新しい課題が出てきている。そういったものをどうしていこうかというと

ころはひとつひとつどうしていくか、市町村としっかり検討して、必要に応じ

てマニュアル等へ反映させるとか、何か検討をさせていきたいというふうに思

ってございます。	 

鈴木委員	 

	 私がすごく心配しているのは、トイレ問題というのは大変な問題でして、特

にこれはもう避難所だけじゃなくて車上生活の方々も多分相当な苦痛の中でや

っていらして、さきほどからずっと言っていますけれども、朝、昼、夜だけじ

ゃなく、春夏秋冬で全部違ってくるだろうと。具体的には大きな地震が冬場に

起こっていたのが、今回熊本地震の場合はある意味で暖かさということでもっ

て、おにぎりが腐るなどの問題も出てきた。特にトイレ問題というのはこれか

ら大きな問題になっていくと思いますので、是非ともお願いをしたい。	 

	 同時に、もう一つは実際に避難所にかかわる一つのまた提案というか、お考

えいただければと思うんですが、これは避難所になっている県立高校等にお聞

きしたいと私思うんですが、新潟の中越に行った時に、なるほどと思ったんで

す、避難所は熊本を見ても、何にもない中へみんな暮らしているでしょう。あ

れはよく考えてみたら確かにそうなんです。私も小千谷というところに、全国

のモデルケースだというので行ってきたんだけれども、当たり前のことが本当

に考えられないようなことで不自由しているんです。	 

	 二つあって、一つはテレビを引く電源とケーブルがないんです。ということ

は、誰も被災者がテレビを見てニュースを知らないんです。そもそも大きな講

堂って、そんなためにつくっていないじゃないですか。小千谷の中に二つ口が

ありますが、それをつくったのは震災後です。これはすごく大事だから、県立

高校とまずお話ししておきたいと思うんです。あわせて、もう一つ大事だなと

思ったのは電話です。全部校長室とか何とかと教員室に行かないと電話は通じ

ないんです。携帯ないじゃないですか。すると固定電話しか通じない。その電

話を受け取りにわざわざ職員室まで行かなければならない。大変ばかばかしい

ことが災害の時には実は本当に大事なことなんです。私は、この二つを、何か

の機会に、避難所になっている、県立高校や小・中学校の整備をお願いしたい。	 
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	 同時に、熊本の市役所があんな形になっていて、回線もひっくるめたデータ

のバックアップというのを本当に県が訴えていかないと、この中に何も書いて

いないけれども、データのバックアップというのは本当に大変な問題になりま

す。	 

	 神奈川県は、おかげさまでバックアップセンターも内緒でどこかつくってい

ただきましたけれども、市町村等々もやっておかなければいけないと思います

ので、その点提言させていただいて終わりにさせていただきます。	 


