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平成 29 年第 2回定例会	 社会問題対策特別委員会	

	

平成 29 年 6 月 29 日	

赤井委員	

	 私からは今回、地域防災計画ということで、地震災害対策計画の取組状況、

先行会派からも何点かお話がございました。その中で、特に第２章の都市の安

全性の向上という点について、何点か尋ねてまいりたいと思います。	

	 ２ページのところに、都市の安全性の向上で、(１)計画的な土地利用と市街

地整備の推進というところで、③造成宅地の耐震化の推進、大規模盛土造成地

の耐震化の推進とあるのですが、この中で、28 年度としては、大規模盛土造成

地の変動予測調査、第２次スクリーニング計画の策定作業を実施、平成 29 年度

も同じ状況になっておりまして、それ以降、平成 30 年度以降はさきの取組を継

続して、平成 31 年度以降はボーリング調査等を実施予定と出ています。	

	 先ほど先行会派からのお話がありました土砂災害の防止という、こういう話、

一般の県民、一般の人たちにしてみると、この大規模盛土造成地とか、それか

ら土砂災害とかって、こういう言葉は非常に難しくて分からないと思うのです。

そういう中で、先ほど話もありましたように、今日の神奈川新聞、そして、昨

日の朝日新聞で大きく報道されました。	

	 この大規模盛土造成地、これについて、やはり県民の皆さんよく分からない

のだが、何か大丈夫なのかなという、こういう心配だけが多分先に走ってしま

うのではないのかなと思います。朝日新聞の書き方なんかは、特に恐ろしい書

き方をしています。地すべりはすぐにでも起こるような、こういう書き方をし

ていますし、本当に神奈川新聞もそうです、地すべりのおそれ。県民にしてみ

ると、こういう報道がされてしまうと、本当にそういうふうに思ってしまうの

ではないかなと思うのですが、まず、この大規模盛土造成地、これについて、

今日、所管がいらっしゃっていないとかという話もちょっとあったようなので

すが、当然この災害という点においては、危機管理という点で、安全防災とい

う点で非常に大事なポイントだと思うのですが、その辺について今、分かる範

囲で結構です、どなたかお願いします。	

砂防海岸課長	

	 所管が建築指導課になりますが、まず、委員の今の御質問は、大規模盛土造

成地というのはどういうものかということでお話しさせていただきますと、盛

土された造成地の中で、例えば、谷を埋めて造成する、それが盛土の面積が 3,000

平米以上のもの。もう一つ、盛土する前の地盤面の水平平面に対する角度と、

いわゆるこの地盤面の角度が 20 度以上で、かつ盛土の高さが５メーター以上、

腹づけの盛土のところ、これらを大規模盛土造成地ということで扱っていると

聞いてございます。	

赤井委員	

	 今の課長の言葉自身も、非常に専門的な言葉ばっかりだなと。平米というと、

普通の人は平方メートルと言っていただかないと、なかなか一般の人は分から

ないだろうし。そういう点で一般県民の人たちは、この新聞を見て、新聞には

ちょっと絵も出ていましたから、分かるのかなというふうにも思うのですが、
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自分たちの住んでいる住居が、造成をされた団地の中の住居だと、自分たちの

土地がこの大規模盛土造成地の中にあるのかどうなのかという点、この辺につ

いては、この新聞を見ると本当に心配になってくると思うのです。	

	 既に公表されているということなのですが、マップが、この大規模盛土造成

地、神奈川県内でこれだけの場所が大規模盛土造成地だよというふうに発表さ

れているようなのですが、その発表の状況はどんな状況ですか。	

砂防海岸課長	

	 発表の状況でございますが、県内 33 市町村のうち、29 市町村が公表済みとい

うことで、四つの自治体が未公表ということになりますが、その内訳でござい

ますが、茅ヶ崎市、藤沢市、秦野市、大和市、この４市となってございます。	

赤井委員	

	 この４市、神奈川県としては、宅地造成等規制法の関係等で、今言った４市

については、本来神奈川県として責任を負わなくてもいいのかなというふうに

思うのですが、神奈川県が責任を持たなければいけない市町、ここは、全部と

りあえずマップの公表等はされていますか。	

砂防海岸課長	

	 私の説明が至らなかった部分がありますが、いわゆる特定行政区以外の部分

で、県が所管している 21 の市町村に対しては、全て公表済みです。	

赤井委員	

	 横浜市、川崎市、相模原、それ以外の神奈川県の宅地造成等規制法で審査を

する以外の自分たちの特例地とか、そういうところのホームページ等を見ます

と、結構その数についてもきちっと、横浜市あたりですと 3,558 カ所、神奈川

県の県域では、今回この県として掌握をしなければいけない市町村の中では、

何カ所ぐらいこの大規模盛土造成地としてカウントされていますか。	

砂防海岸課長	

	 先ほど申しました 21 の市町村で、大規模盛土造成地の数ですが、625 カ所を

マップで公表してございます。	

赤井委員	

	 先ほど課長からの話がありましたように、ちょうど宅地造成ブームがあった

ころ、谷戸地、山を切り崩して谷戸地に土を落として、そして平らに、あるい

は段々にして造成をするという、こういう宅地開発がずっとはやったわけです。	

	 先ほどちょっと申し上げたように、神奈川県 21 町では 625 なのですが、横浜

市では何と 3,558 カ所あるということでは、これは、面積的には神奈川県が所

管している面積結構大きいと思うのですが、しかし、横浜市のほうが 3,558 と

いうことで、神奈川県のそれこそ５倍近くあるという点で、人口密集という点

で非常に心配なのですが、横浜市のことについては横浜に任せろというふうに

言うかもしれませんが、同じ県民として、自分たちが住んでいる、特に、私も

地図を見させてもらいましたが、保土ヶ谷区とか港南区とか南区、真っ赤なの

ですよね。そういう点では、この地域の安全性という点、これからどういう形

になっているのですか。例えば、自分の地域が真っ赤になって、地図として示

されました。では、示されたその次はどういうふうになるのですか。	
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砂防海岸課長	

	 この調査の全体の流れという点でいきますと、第１次調査で、机上調査で場

所を明示してマップで公表するという段取りがありまして、その後、第２次調

査のための準備ということで、現地調査をして、そこの場所の安全性を、安定

計算をするという段取りになるのですが、その前の準備段階ということで、優

先順位付けをすると。数ある中からどこをやろうかという調査をすると伺って

おります。	

赤井委員	

	 そういう意味で、先ほど申し上げた今年度の事業概要として、変動予測調査、

第２次スクリーニング計画の策定作業を行うという形になっているのですが、

神奈川県の県域として掌握している 625 カ所、これ、この 625 カ所、とりあえ

ずは探し出したわけですが、これの、今言っていた、今度次の精査、第２次ス

クリーニングに入る、これ、優先順位というふうに言っていましたが、この優

先順位というのは、そこに住んでいる戸数が多いとか、どういう形で優先順位

を決めるのですか。誰が決めるのですか。	

砂防海岸課長	

	 建築指導課からちょっとそういう情報をいただいてございません。	

赤井委員	

	 そういう意味で、県民の皆さんの安全とか生命とか財産というものが非常に、

今回マップを見るとよく分かるのですが、自分のうちがこの赤い中に入ってし

まったという、こういう人たちは、では、これから何したらいいだろうかなと

いう、この辺が非常に心配になってくると思うのです。神奈川県はホームペー

ジで、これがすぐに危険があるというわけではありませんよというふうには、

一応はうたっています。国土交通省もそうやってうたっています。横浜市のホ

ームページを見ても、それも、自分の住んでいる地域が赤い枠の中に入ったと

しても、即危険という意味ではありませんよというふうにはうたってあります。

しかし、心配なわけですよ。では、これからどうするのだろう、あるいは本当

に自分のうちが入っているのだろうかという、こういう気持ちをみんな持って

いるわけです。それは、横浜市にしても、神奈川県にしてもそうですが、もう

少し細かい地図があるから、それは、申し訳ないが問い合わせをしてください

というふうに出ているので、自分がそういう問い合わせをすることができるわ

けですが、神奈川県が今所管している 21 町、全部が全部とは言いませんが、小

さい町、こういうところでは、このマップすら、町のホームページにリンクし

ていないのですよね。ですから、今日の新聞みたいに、こうやってセンセーシ

ョンに危険とか崩壊するとかというふうに、あ、自分のうち、住んでいるとこ

ろは造成されたところだと聞いたと、どうなのだろうって、自分の町に問い合

わせをしても、町のホームページに出ていないのです。神奈川県のホームペー

ジには出ています。神奈川県のほうは、21 の町が全部出ています。しかし、自

分の住んでいる小さい町だと、そういうのがないのですね。	

	 そういう意味では、各町にそういう点をきっちりと教えてあげながら、町と

神奈川県のホームページにリンクするようにさせるという、こういうことが必

要ではないかなと思うのですが、どうでしょうか。安全防災という観点から。	
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災害対策課長	

	 自然災害等に起因するそれぞれのリスクに関する情報、地震被害想定なんか

もそうなのですが、こういったものについては、やっぱりしっかり情報共有、

情報発信する必要があるだろうと思います。こちらの大規模造成マップについ

て、まずは、リンクをしていないという市町村があるということでございます

ので、私ども安全防災が主導して、県、市町村、この防災担当の課長を集める

会議を定期的にやってございますので、そういったところで県土整備局さんな

んかと連携しまして、しっかり情報発信、情報の周知徹底を図っていきたいと

いうふうに考えてございます。	

赤井委員	

	 昨日、今日のこのマスコミからのこういう発表というのは、逆に県民の皆さ

んにも何かこう不安に思ってしまうということもよくないと思うので、そうい

う意味では、早速その辺についてはリンクを張るようにお願いをしたいなと思

います。	

	 特に、この大規模盛土造成地については、先ほど話がありましたように、優

先順位が分からないというようにも言っていましたが、こういうような点につ

いても、県民の皆さんに、優先順位というのはこんなことなのだということぐ

らい簡単に分かるようには、やっぱりホームページに載せておいてもらいたい

なと思いますし、さらには、もし最悪、あなたの住んでいるところはちょっと

地盤が緩いですよとか、あるいは地震がこのぐらいあったら、もしかするとと

いう、そういう判定が出てきた場合の、こういう場合、県知事が造成宅を防災

区域に認定する、指定するという、こういうふうにありますが、これは、今ま

でこういうことはあったのですか、指定したことは。	

砂防海岸課長	

	 建築指導課の情報によりますと、その辺の情報ございませんので、ちょっと

お答えはできません。	

赤井委員	

	 神奈川県として、県知事が造成宅地防災区域、これは、あなたの住んでいる

ところは本当にちょっと厳しいところですよという、こういうふうに指定をし

て、その場合、直ちにいろいろな工事の工法としてもいろいろ、水抜きをしな

きゃいけないとか、いろんな工法によってそれに対応するというふうにも伺っ

ています。	

	 今の時点でこういうふうに指定をしたというところはあるというふうにも聞

いておりませんので、その辺はないのですが、でも、もしそういうふうなこと

で、これからの第２次スクリーニングですか、これを始めて優先度が決まった。

優先度が決まって、ちょっと聞いたところでは、ボーリング調査等が始まると

いうふうに聞いているのですね。そうすると、うちの近所でボーリング調査が

始まったが何だろうかなというふうに県民の皆さんから見たときに、うちの地

域はちょっと何かやばいらしいぜという、そんな風評が広がってしまうと怖い

なと。逆に言うと、そういう風評が広がってしまうとやばいからというので、

ボーリング調査もなかなか先送り、先送りしてしまっているのではないのかな

という、そういう心配も若干あるのです。	
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	 その辺がイタチごっこになってしまうかもしれませんが、とにかく、この大

規模盛土造成地というのは、せっかく国のほうでこういう形で耐震化の推進と

いうのを決めてくれたわけですし、工事をする場合は国が４分の１助成してく

れるというふうにもちょっと伺っていますので、是非その辺については、この

都市の安全性の向上と同時に、県民の生命と財産を守るという点から、しっか

りと取組をお願いしたいと思います。所管課は県土整備の宅地のほうになるの

かもしれませんが、安全防災としても、それについてはよく連携をとりながら、

各市町と進めてもらいたいなというふうにも思いますので、その辺是非よろし

くお願いをいたします。	

	 それから、同じくこの災害時の応急活動の事前対策の充実という点がござい

ます。特に、その中で要配慮者に対する対策って 10 ページに出ておりますが、

市町村の要配慮者対策の支援ということで、要配慮者対策に関係所属と調整と

いうことがありますが、具体的にこの要配慮者に対する支援というのは、これ

はどのような内容になっておりますでしょうか。市町村との連携、関係所属と

の調整という点は。	

災害対策課長	

	 要配慮者対策、様々ございます。	

	 一つ、名簿を、避難行動要支援者というふうに法律上言葉を使ってございま

すが、その名簿をつくるということもございました。この辺も、私ども安全防

災局も計画しまして、あと福祉サイドの局として実施してございます。こうし

たものをしっかりと盛り込んでいくということもございます。	

	 また、例えば、避難所難民とかの解決策も進めてございますが、要配慮者対

策としたことがポイントになってございます。こういったことも、私どもと安

全防災サイド、あと要配慮者って話になりますと、保健福祉、障害者、高齢者、

あと外国人、これは県民局の扱いになります。こういった横の連携をしっかり

とっていく必要があるというふうに認識してございます。	

赤井委員	

	 そういう中にあって、さきの一般質問の中で、去年、うちの鈴木議員が提案

をさせていただいたヘルプマークというのがあります。これは、内部障害者の

人が、外の人に対して自分自身がちょっとこういう内部障害を持っているよと

いう、こういうような方々が外に知らせる意味でこういうマークを、東京都が

もう既に制定しているので、神奈川県でも使おうよということで、この４月１

日からこういうヘルプマークというものを、これ今、各市町村で神奈川県が主

導して配付を始めました。	

	 私もちょっとこれ見させてもらったのですが、スイスの国旗みたいですが、

自分のベルトか何かにつけるようなものなのです。こういうものというのは、

やはりみんなが知っていないと、例えば、要配慮者、こういうような方々、自

分が要配慮なのだよ、でも口に出せないというような人たちに一番必要なので

すね。これは、これの裏側に自分の名前とか、自分はどういう内部障害を持っ

ているのだ、人としゃべることができないとか、あるいは、自分自身でペース

メーカーを入れているとか、いろんなことがある人たち、これを確保ができる

ようにもなっているわけですね、これは。こういうヘルプマーク、こういうも
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のも、要配慮者に対する対策の中でしっかりと知らしめていく必要があるので

はないかなというふうにも思うのです。	

	 ４月１日から各自治体で、これ、配り始めました。平塚でもこういうものを

配り始めました。障害者の手帳を持っている方々はすぐにいただくことができ

るのですが、障害者手帳を持っていなくても、なかなか自分自身、どうしても

配慮が必要なのだよという、こういうような方々はいただくことができると伺

っておりますので、その辺について、今後是非この要配慮者対策の中に、こう

いうヘルプマーク、こういうようなものもしっかりと位置付けて、そして、対

応される方が全員この意味が分かっているという、こういう対策にしなきゃい

けないのではないかなというふうにも思うのですが、その辺についていかがで

しょうか。	

健康危機管理課長	

	 所管が障害福祉課ですが、その改正に当たっての周知につきましては、３月

15 日に対象者配布場所について記者発表するとともに、県のホームページに掲

載をしておると聞いております。また、そのマークとともに、市町村の窓口に

ポスター、チラシを一緒に提示して周知を進めているということでございます。

あとは、障害者の関係団体の方には、２月に入るまで説明して、配布場所のと

ころについて打合せしたと聞いております。	

	 周知については以上でございます。	

赤井委員	

	 ホームページ、市町村の窓口にポスター、そういうようなものが配布された

というふうには今、回答ございましたが、今後この災害時に対して、いろいろ

なボランティアの方が来られるだとか、いろんなことがあるわけですね。そう

いう意味でも、日常的にこのヘルプマークというものがこうやってあるのだよ

と、これは内部障害、あるいはまた自分がどうしても援助を求めている、こう

いう方々がこれを持っているのだよということ、これは、みんなが知っておく

必要があるのではないかなというふうにも思います。	

	 何も障害を持っているから全員持たなきゃいけないのかといったら、そうで

はなくて、これは、自分が障害を持っている、何かあったときに助けてほしい

のだという人が、これをあえて持つわけですから、そういう意味では、しっか

りとこの辺についても、これが本当にその人にとって大事な命の絆になると思

いますので、これからお願いをしたいなというふうに思うところであります。	

	 それから、同じくこの医療・救護・防疫対策というのが 11 ページに載ってい

ます。この中で、ＤＭＡＴ、ＤＭＡＴは私が提案させていただいて、松沢知事

のときに神奈川ＤＭＡＴができました。神奈川ＤＭＡＴができてすぐに、東北

の震災やいろんなものがあって活躍をしていただいたわけですが、この神奈川

ＤＭＡＴ－Ｌの指定というのが２病院とあります。この神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、

これについて、この神奈川ＤＭＡＴ－Ｌというのはまずは何なのか、そして、

今までどの程度あって、この２病院というのは新たに指定されたものなのか、

その辺について。	

健康危機管理課長	

	 神奈川ＤＭＡＴ－Ｌにつきましては、ＬはローカルのＬでございまして、県
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内で発災した災害時に、ＤＭＡＴと同様の医療救護活動をしていただくという

ところの組織でございます。そして、ＤＭＡＴ－Ｌの指定病院につきましては、

国立病院機構横浜医療センターと横須賀市立うわまち病院の２つでございます。	

赤井委員	

	 私の伺いたいのは、このＤＭＡＴ－ＬとかＤＭＡＴと同時に、災害時のトリ

アージタグ、これの問題で、例の福知山線の脱線事故以降、統一されてトリア

ージタグが使用されることになりました。黒タグというものがまずつけられた

場合は、死亡という形でみなされて、赤タグの人たちから運ばれるということ

で、黒タグ、逆に言うと取り残されてしまうという、もちろん死亡というふう

に判断したわけでしょうから、そういう黒タグの問題等から始まって、日本集

団災害医学会というところで、これは既にアメリカ等では組織化されたＤＭＡ

Ｔと並んで、ＤＭＯＲＴというのが災害死亡者家族支援チームというのができ

ているというふうに伺っています。まだ日本ではなじみのない言葉なのですが、

やはり災害時、この黒タグがつけられてしまった人たちの御遺族、御家族の人

たちのやはり立ち上がり、立ち直り、これが非常に難しい、また時間がかかっ

ているという、こういう話を聞いております。	

	 この日本集団災害医学会というところが、このＤＭＯＲＴについてしっかり

とこれから取り組むべきではないかというふうなことを言っているわけなので、

ＤＭＡＴ、あるいはまたＤＰＡＴ、様々なＤシリーズでいろいろあるわけです

が、このＤＭＯＲＴについての今の認識について、まず伺います。	

健康危機管理課長	

	 まず、先ほどのＤＭＡＴ－Ｌ病院についてお答えさせていただきます。	

	 平成 29 年３月 29 日現在で 30 病院でございます。	

	 続きまして、ただいまの御質問、ＤＭＯＲＴについてということで、先ほど

委員からもお話がありましたように、災害時死亡家族支援チームの略称で、そ

の活動内容は、明確には定まってはいないようですが、一例として、災害直後

からの家族支援、長期にわたる家族支援、黒タグの意味の研修活動などを行う

ものと把握しております。現在のところ、学会や研究会などが中心となって、

研修会等を開催しているというのを認識しております。	

赤井委員	

	 そういう意味では、お医者さん等々もそうなのですが、この大規模災害訓練、

特に亡くなってしまったということからいくと、最終的には警察等々との兼ね

合いというのも非常に必要だとも思います。そういう点では、この日本集団災

害医学会では、ＤＭＯＲＴの訓練、これをやはりやっておく必要があるのでは

ないかなと思います。	

	 特に、大規模災害訓練で遺体安置所での活動を想定することが、実際的であ

るというふうにも言われておりますし、また、その場には警察との連携を構築

しておく必要があるのではないかと。特に警察の災害者支援室、こういうよう

なところというのは、比較的接触しやすいのではないか、また、日赤のこころ

のケア、こういうようなところとの指導、これも、やはりＤＭＯＲＴの養成研

修等に非常にたけておりますので、今後の課題として、この日赤とか県警とか、

こういうところと連携をとりながら訓練、こういうものがやはり必要ではない
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かなと思うのです。大規模災害訓練の中で、こういうＤＭＯＲＴの訓練、これ

もやはりやっておく必要があるのではないかなというふうにも思うのです。こ

の辺について御検討いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。	

健康危機管理課長	

	 現時点において、国においてチームの養成等、ＤＭＯＲＴについての動きは

ありません。そして、県としましては、国の動きを注視しながら、情報を集め

て検討してまいりたいと思っておりますので、訓練のところまではまだ検討の

状況にはないというところでございます。	

赤井委員	

	 国の動きを待っていたのでは、なかなか進まないのではないかなというふう

に思います。今回、九都県市、せっかく大規模的にもやるというふうに言って

おりますので、こういうものもあるのだというのを、そのままできるかどうか

は別としても、ＤＭＯＲＴの訓練みたいなもの、こういうＤＭＯＲＴというも

のがあるということも、訓練の中にちょっと入れておいてもいいのではないの

かなというふうに思うのですが、どうでしょうか。	

災害対策課長	

	 今年度、かなり訓練の内容の検討が進んでございますので、今年すぐという

わけには、難しいものと思っておりますが、今いただきました課題ですね、や

っぱり重要な視点だと思います。このビッグレスキュー等も、毎年いろんな視

点を入れながら実施をしてきてございます。またビッグレスキューの中で、多

数遺体の訓練、毎年行ってございまして、警察としっかり、市町村とも連携し

て行ってございます。現時点でこのＤＭＯＲＴを組み込んでございませんが、

今後の課題として、今後の訓練検討の中で研究していきたいというふうに考え

てございます。	

赤井委員	

	 そういう意味では、神奈川県から被災地に派遣して頑張ってこられた職員の

皆さんも、直接黒タグ、もう黒タグというよりも、亡くなった方の御家族だと

かに対面をされて、いろんなこともやっぱり受けてきているのではないかなと

いうふうにも思いますので、今回、被災地で復興に従事した職員からの意見と

いうことで、その中には、直接はありませんでしたが、是非そういう点でこの

ＤＭＯＲＴを是非、今後神奈川県としても検討してもらいたいと思います。	

	 ということで、この意見集の中でちょっと聞きたいのですが、こういうよう

な意見集、よくまとめていただいたと思うのですが、こういう意見集、他の都

道府県等ではどうなのでしょうか。今回の東日本大震災、熊本に限らず、こう

いう災害に派遣したということでの、派遣した方々の意見を受けたということ

あるのでしょうか。	

災害対策課長	

	 昨年度、全国知事会で被災地への人的支援の都道府県の何か工夫でというこ

との視点で、全国に調査をかけてございまして、その結果を見ますと、幾つか

の県で、いわゆる正規職員、プロパー職員を派遣している県がありまして、そ

れに関して、活動報告書をまとめて、庁内で共有している例というのはあるよ

うでございます。ただ、本県のように任期付き職員を中心に、本県の場合、そ
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のウエイトがかなり高いですので、任期付き職員を中心に意見を募集して、中

身を分析して意見のポイントをまとめ、その対応についても触れたような報告

書というのは、私どものほかには承知してございません。	

赤井委員	

	 そういう意味では、神奈川県、本当に先駆的なすばらしい取組をしたのだな

というふうに思います。我が会派の代表質問等でお願いをしていた件が実った

のかなというふうに思うのですが、逆に、応援をした職員の対応はどうだった

のかなということで、復興対策の従事者に対して、被災地の御意見というか、

何かまとまったものとかというのはあるのですか。	

災害対策課長	

	 私ども、定期的に被災地を訪問しまして、派遣職員の状況を把握するという

目的で行くのですが、その際に、被災地の担当の幹部の方ですね、いろいろ御

意見をいただきます。そういった際に、今の復興の状況はこうですというよう

な情報提供をいただいてきてはいるということでございます。ただ、本県とし

て、こういった被災地の状況というのを、独自にまとめたというものはござい

ません。	

赤井委員	

	 派遣をしていてもらいながら、文句だとかということも言いにくいとは思い

ますが、ともあれ、こちらから行った職員が感じた点、こうやってまとめ上げ

たというのは非常に大事なことだと思いますし、東日本大震災にしても熊本に

しても、これからまだまだ時間もかかることだと思います。是非、大変だと思

いますが、しっかりと取り組んでいただきたいということを要望いたしまして、

私からの質問を終わります。	

	


