
H25.01.24 第７回南海地震四国地域学術シンポジウム 

 - 1 - 

第７回南海地震四国地域学術シンポジウム 

日時：平成２５年１月２４日（木）９：５０～１６：２５ 

場所：サンポートホール高松６階 ６１会議室 

主催：公益社団法人 土木学会四国支部 

概要：定員１４４名の会場は、参加者でいっぱい。 

○開会挨拶 土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究会委員長 大年邦雄 

○セッション１ 「津波の挙動・予測・対策」 

１．大船渡湾の湾水振動特性と湾口津波防波堤の効果的な配置法について 

２．四国の港湾における地震・津波対策について 

３.東南海・南海地震等の大規模地震への備え～吉野川下流域における津波シミュレーション～ 

４．鋼製建材を活用した津波防波堤における粘り強い構造への取り組み 

５．南海地震による高知市内の長期浸水被害を軽減する技術開発 

６．鋼矢板を用いた盛土構造物の減災技術に関する実験的研究 

○特別講演Ⅰ 南海トラフ巨大地震に対する四国地方整備局の取り組み 

○特別講演Ⅱ 公共調達制度を考える 

○セッションⅡ 「減災に向けたソフト対応」 

１．災害時における地方自治体の情報共有体制に関する考察 

２．防災 GIS地すべりデータベースの構築と地震時の主要道路の危険度判定 

３．災害時アクションカードを用いた防災管理のすすめ 

４．南海トラフ巨大地震と四国地方の行政・建設業の災害対応力の現状と課題 

５．南海トラフ巨大地震に備えた地域防災力の向上策検討 

○閉会挨拶 公益社団法人土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究委員会幹事長 矢田部龍一 

内容： 

9:47～9:50 はじまりまでに 公益社団法人土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究委員会  

 幹事長 矢田部龍一  

・安部政権で最後の取り組み。土木においても最後の取り組み。 

・アルジェリア 守りが甘い たった３０人のゲリラに制圧された。 

・地震への備えが甘い 東日本大震災でも２万人の方が亡くなられた。我々も、しっかりと備え

なければならない。 

・土木学会 つぶれないためにも、論文集を買ってください。今日のシンポジウムはサービスシ

ンポジウム(参加費無料)である。必ず、３０００円の論文集を買ってください。土木学会がつ

ぶれてしまっては、こうやって集まれる機会が無くなる。 

 

9:50～9:53 開会挨拶 土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究会委員長 大年邦雄     

・新たな被害想定、どう備えるのか、我々に切実な課題が突きつけられて

いる。 

・四国はそれぞれの県で備えるのではなく、総合力を高めることが重要と

思っている。 
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・シンポジウムの開催を通じて、我々の企画を発信していくしかない。 

・四国の防災力の向上に寄与できれば学会としてありがたい。 

 

9:54～12:03 セッション１ 「津波の挙動・予測・対策」                  

○座長：徳島大学環境防災研究センター  中野晋 

 

9:56～10:18 １．大船渡湾の湾水振動特性と湾口津波防波堤の効果的な配置法について     

○発表者：愛媛大学大学院理工学研究科 中村孝幸 

・専門は海岸工学。港湾内の長周期動揺をやっていた。東日本大震災では４０～５０分の長周期

の波であり、そこまで拡張できないかと検討してきた。 

・本日の報告は、ほとんどが数値計算の結果。 

 

○津波防波堤の本来の役割 

・沖から来る波を跳ね返し、湾への進入を防止すること。 

・湾内での津波の増幅を抑制し、湾奥部への津波高を軽減する。 

・しかし、どのような波長の津波が起きるかはわからない。 

 

○津波の周期特性と湾水振動 

・東日本大震災では、周期５０分程度で６～７波の繰り返しが確認できる。 

・津波の最大高さばかりが議論され、周期について議論されていない。 

・湾口が「節」、湾奥が「腹」となる１／４波長の振動 

 

○大船渡湾を対象に 

・湾口防波堤がある。 

・湾内の陸域境界反射率を 0.85程度に抑制出来ると、湾内波高の増幅率を有意に低減できる。 

・陸域境界反射率を低減するには、越流を許すような岸壁の構造も考慮すべきではないか。 

 

○防波堤の位置 

・「腹」の部分は推移の上下運動の部分なので、防波堤の効果は小さい 

・「節」の部分は水の水平運動が卓越する部分なので、防波堤の効果は大きい。 

 

10:12～ 質疑 

Ｑ：「湾の真ん中に防波堤を設けると効果的」との話があったが、どの程度の効果か。 

Ａ：周期特定によって効果が違うので、低減が有効となる周期帯を広げたいと思っている。 

Ｑ： 

Ａ：Ｌ型でマウンドを入れた形が良いと思うが、コストや低層の水質が悪くなり、環境と防災の折

り合いが問題。 
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Ｑ：鳴門海峡が津波の抑制に効くと思っているのだが、周期によっては津波の抑制効果が期待でき

ないことがあるということか。 

Ａ：地形と波長によって挙動が違う。被害想定で公表されているのは津波高さだけで、周期につい

ては言われておらず、計算してみないとわからない。 

 

Ｃ：こういう周期特性なら、こんな波になるということを計算しておくと良いと思う。 

 

10:18～10:39 ２．四国の港湾における地震・津波対策について                

○発表者：国土交通省四国地方整備局港湾空港部 平野智 

○緊急時の海上輸送機能の維持や迅速な回復に向けた検討 

・「四国の港湾における地震・津波対策検討会議」、四国広域緊急時海上輸送検討ＷＧ 

・漂流ゴミは時間がたつと沈んでしまうので、漂流ゴミ（１，５３６）より海底ゴミ（３，２６

６）が多い。航路確保には海底ゴミの除去が課題。 

 

○検討事項 

・作業量と使用可能資機材の把握 

・作業手順について関係者間で共通認識を熟成 

・作業を効率的に進めるための方法・体制の検討 

・緊急時の海上輸送計画の検討 フェリー等の活用の検討 

・広域的なバックアップ体制の検討 「支援港」「受け入れ港」 

・支援ネットワークの考え方 

・船舶の避船の検討 

・港湾機能の回復目標の検討 

 

10:35～ 質疑 

Ｑ：港湾の関係者が集まっての具体的な検討を通じて、四国ならではの弱点は何か、関係者以外へ

訴えておきたいこと、知っておいてほしいことは何か。本四については、港湾の関係者の中で

はどのような認識か。 

Ａ：四国は島。東日本大震災では陸からの支援があるが、四国は難しい。海からの支援が重要にな

る。２連動地震であれば本四は大丈夫だろうが、５連動地震となるとグレーである。 

Ｃ：沖縄のＢＣＰを議論したことがある。沖縄はまさに島で難しい。 

 

10:39～11:01 ３.東南海・南海地震等の大規模地震への備え  

 ～吉野川下流域における津波シミュレーション～  

○発表者：国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所 生田浩一 

○百度石 

・津波来襲時には、船に乗って逃げるな！ ← 船で避難し多くの人が亡くなった 
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・地震発生時には、冷静に火の始末をせよ！ ← 家の七輪の火などから多くの火事が起こった 

 

○地震津波対策の基本的な考え方 

・最大クラスの津波（レベル２の津波） 

・施設計画上の津波（レベル１の津波） 

 

○旧吉野川河口堰下流部では、堤防が沈下し、全域で津波が越流する 

 

10:56～ 質疑 

Ｑ：津波シミュレーションの波形はどのようなものか。この浸水想定図はどのタイミングのものか。 

Ａ：波形を持ってきていないのでお見せすることが出来ないが、第１波で最大となるところが多い

が、引き波に後続波が重なり津波高差が高くなるところもある。シミュレーション結果から、

最大となる波高をグラフ化した。 

 

Ｑ：河口堰が閉まっているとの前提と言うこと。なら、河口堰が開いているときには、津波高さが

異なり、対策箇所が異なると思うが、堰の開閉について住民はどのような反応か。 

Ａ：堰の開閉につては説明していない。河口堰の開いた状態の計算もしている。堰が開いていると

波高は上流側に滑らかにつながり、河口堰より下流域の波高が下がることで被害が小さくなる。 

 

11:01～11:23 ４．鋼製建材を活用した津波防波堤における粘り強い構造への取り組み      

○発表者：新日鐵住金株式会社 森安俊介 

○粘り強い構造の提唱 

・ケーソン越流による、ケーソン背面の洗堀の防止 

 

○寝入れ構造を防波堤に展開できないか 

 

11:18～ 質疑 

Ｑ：浮力でケーソンが真上に引き抜かれるということはないか。浮力への抵抗力はどう評価するの

か。 

Ａ：解析では水中重量にしている。 

 

Ｑ：ここで示されている荷重は、天端高を津波がどれぐらい越えた荷重に相当するのか。 

Ａ：１０ｍのケーソンに対して１０ｍの津波が作用したような状態。 

 

Ｃ：なかなか模型実験では何を相似させればいいのか難しいところがあるが、解析で検討し、そこ

から効きそうな構造を見極めての実験を行い、挙動の傾向を明らかにされている。ぜひ、「今

後の課題」にも示されているが、抵抗メカニズムの定量化を行い、設計法に早く結びつけてほ

しい。 
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11:23～11:43 ５．南海地震による高知市内の長期浸水被害を軽減する技術開発          

○発表者：株式会社 技研製作所工法事業部 古市秀雄 

・圧入施工中に地盤情報を収集し、発災時の被害想定や初動対応に生かせるのではないか。 

 

○圧入施工中に地盤情報を取得する技術の開発 

・杭頭荷重から先端抵抗と周面抵抗の推定 

  圧入打ち抜きストロークから、先端抵抗と周面抵抗を分離 

・ストローク８０ｃｍ押し込んで、４０ｃｍあげる。圧入速度は３０ｃｍ

／秒が、ＣＰＴの結果と相似性が高い。 

 

○堤防健全度評価システム 

・三軸加速度計から鋼矢板の傾斜角を測定・・・波堤を推定 

・浸水センサー・・・浸水の有無を推定 

・浸水深から地盤沈下量を予測し、応急対策のルートを検討 

 

11:38～ 質疑 

Ｑ：河川工事をやるときに、堤体内に綱矢板を埋め殺すことは認められていない。異物を残地させ

ることが認められるよう、国交省の方針が変わってきたのか。 

Ａ：液状化対策や越流対策であれば、検討していくべきでは。 

 

Ｑ：システムは震災後に活用するということ。電源とか、発災後に機能するようになっているのか。 

Ａ：センサーは電池を持っていて３年くらいはもつ。情報を活用するセンターは非常用電源をもっ

ている場所である必要がある。 

 

11:43～12:03 ６．鋼矢板を用いた盛土構造物の減災技術に関する実験的研究          

○発表者：新日鐵住金株式会社 乙志和孝 

・加振実験＋越流実験 

 

11:59～ 質疑 

Ｑ：綱矢板を採用した事例を紹介された。下水をやっているのだが、埋設管

などのために綱矢板をぶち抜いた際の効果はいかようか。 

Ａ：そのような視点で検討していない。 

 

Ｃ：間隙水圧 矢板を打つと消散が長引いてしまうと思う。実験での効果が、実地盤でどうなるの

か、十分注意してほしい。 

 

Ｑ：「比較的硬質な液状化地盤」どのような地盤のことか。Ｆｌ、Ｐｌとかどのくらいか。設計に活

かせる指標があれば。 



H25.01.24 第７回南海地震四国地域学術シンポジウム 

 - 6 - 

Ａ：Ｌ１では液状化しないが、Ｌ２で液状化するような地盤を想定している。 

 

12:03～13:08 休憩 

 

○座長：矢田部龍一 

・アルジェリアで３０人が亡くなっただけで、大臣がじきじきに駆けつける。 

・四国の４００万人を守るためには、命を張って取り組まねばならない。 

・その役を担っている四国地方整備局は、そんな意識で発表してもらわなければならない。 

 

13:10～13:50 特別講演Ⅰ 南海トラフ巨大地震に対する四国地方整備局の取り組み       

○発表者：国土交通省四国地方整備局企画部総括防災調整官 宮本正司 

○はじめに 

・１～６までは昨年の第６回のシンポジウムでの内容。 

・７ 今から何をしておきますか 

・東日本大震災の映像を見てください（５分間） 

 

○四国地方整備局の役割 

・地域・まちづくり、防災 

 

○過去二千年間の東日本太平洋側の巨大地震 

・東北の巨大地震の２～１０年後に東南海の地震が起きている。 

 

○被害想定 

・四国９５市町村のうち５８市町村が震度７ 

・太平洋側 ３０ｍ超の津波、数分で到達 

・耐震化率を現状の７９％から１００％にすることで、被害を１／５に出来る。 

・津波避難ビル、堤防の耐震化など 

 

○四国地方整備局の取り組み 

・樋門を閉めるのに１０分→１分 高速化 

・ダムの耐震性能照査 

・四国８の字ネットワーク 約８１０ｋｍ 平成２４年度末５５２ｋｍ（整備率６８％） 

・橋梁の耐震補強 

・港湾の耐震強化岸壁 ２７港のうち１４港が整備済み、２港整備中 

・道路を使った緊急避難路の整備 

・海抜知～る、対空距離標識 

・道路啓開・復旧オペレーション計画 

・９５市町村とリエゾン協定 
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・高知市を対象とした長期浸水対策 

・道路情報のプラットフォーム化 防災情報も載せる 

・道路啓開復旧オペレーション広域合同演習 

・災害に強いまちづくり計画の策定を支援 

・港湾ＢＣＰ、建設業ＢＣＰ 

・香川地域継続検討協議会（ＤＣＰ協議会） 

・四国防災トップセミナー １３回目 今年の講師は、釜石市長、十津川村村長 

 

○さいごに 

・自助、共助 それをサポートするのが公助 

・公助のために出動できるよう、まずは自助。 

・自分を守り、家族を守り、出勤を・・ 

 

司会：四国地方整備局には中心軸となって頑張っていただき、それを私たちがサポートする。 

 

司会：自由競争 食っていくには取らねばならない。地域が疲弊している。これが１０年たったら

どうなる。いくら地方整備局が「防災基本戦略」を立てても、建設業がいなければ動かない。 

 システムがおかしいのではないかと声を上げていただいているのが木下先生。一人では声が小

さい。みんなで声をあげていかねばならない。 

 

13:52～14:30 特別講演Ⅱ 公共調達制度を考える                      

○発表者：愛媛大学防災情報研究センター 木下誠也 

○はじめに 

１ 東日本大震災での建設分野の活躍 

２ 迫りくる南海とラフ地震に対応できるか 

３ 公共調達制度の課題 

４ 公共事業執行システム企画に向けた動き 

 

・公共事業が増えれば課題が解消するのか。違う、過当競争が続くだけ。 

 

１ 東日本大震災での建設分野の活躍 

・４時間後までに６割の建設企業が活動を開始 

・建設企業の７割は自らも被災 

・自前で機械やオペレーターをもっていたから 

 

２ 迫りくる南海とラフ地震に対応できるか 

・土木作業員、大工の半減（平成７年から平成２２年で） 

・自前建設機械の半減 
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・落札率の低下 

・入札不調の割合の増加 

 

３ 公共調達制度の課題 

・技術競争が十分働きにくい（結局は安値競争） 

・価格の上限が拘束 

   ↓会計法令等の限界 

・技術対話（交渉）の導入 

 予定価格制度の見直しが必要 

 

○世界に例を見ない我が国の会計法令等の特徴 

①公告して競争を行うこと（一般競争）を原則 

②買い入れと売り払いは同じ扱い 

③物品、サービス、工事等の目的物によらず同じ扱い 

④交渉を認めない 

⑤価格の制限（予定価格）を必ず定める 

⑥予定価格は事前に非公表とする 

⑦落札基準は最低価格を原則とする 

 

○なぜ今まではうまくいっていたか 

・運用で対応していた パチンコの玉も現金化できる、スピード違反しても全員は逮捕されない。 

・随意契約で対応していた 

 

○「談合決別」以来 

・会計法令の原則に従って一般競争入札 

・調整行為がなく叩きあいに 

・交渉手続きがなく「技術」が適切に評価されにくい 

   ↓ 

・品質に対する懸念 

・優良な企業が生き残れない 

 

４ 公共事業執行システム企画に向けた動き 

○新たな公共調達法に向けた動き 

・２０１０年７月 公共事業改革プロジェクト小委員会 設置 

・２０１１年８月 小委員会報告書をまとめ、その中で「公共事業調達法」を提案 

・２０１１年１０月 第７回小委員会を開催、政府に対し法案作成を要請 

 

○公共事業調達制度の見直しの方向性 
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・”公開”の原則  

・民間技術の活用 

・品質の確保 

・信用・実績の重視 

  ↓ 

①売り払いとは別の取扱いとし、多様な調達方式を選択可能に 

②予定価格制度の見直し 

③交渉方式導入 

④落札基準見直し（Ｂｅｓｔ Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ） 

⑤実情に即した落札価格の制限 

⑥経営力と技術力を分けた企業評価方式へ見直し 

 

○公共事業調達法の提案 

＜目的＞ 

・透明性のある手続きのもとに競争性と公正さを尊重しつつ、その履行にあたって品質、経済性、

効率性及び適用性を確保することによって、社会基盤の適正な整備及び管理、建設技術の発展

並びにサービスを担う建設コンサルタント、測量業、地質調査等及び工事を請け負う建設業等

の健全な発展を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する。 

 

・発注者は建設企業を残す義務を負う。 

 

＜適用の範囲＞ 

・国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共事業に係る工事、サービス及び物品の入札及び契

約 

 

＜骨子＞ 

（ａ）受注者選定手続き 

①一般競争入札 

②指名競争入札 

  ａ）公募型 

  ｂ）非公募型 

③交渉方式（技術競争、随意契約を含む） 

④競争的対話方式 

 

（ｂ）落札基準 

一般競争入札、指名競争入札及び競争的対話方式においては、 

   ①最低価格入札 

   ②経済的に最も有利な入札（原則） 
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（ｃ）異常な入札価格の取り扱い 

  ①価格審査方式 

発注者は審査基準価格を設定し、総合評価における最高評価（又は価格競争における最低

価格）の入札者の入札価格が異常に高い又は低い金額の場合は、これを審査し、その入札

を無効にすることができる。また、必要な場合は、交渉することが出来る。 

②上限と下限の設定 

発注者は、契約価格の上限を設定することが出来る。この場合は、さらに契約価格の下限

を設定することが出来る。 

 

（ｄ）企業評価方式 

(i)契約履行のための資金調達力や長期的な経営上の安定性の観点からの企業の経営力 

(ii)契約内容を履行する際に必要な、これを良質・安全・確実に履行する能力を有するか、

能力・経験の十分な技術者を有するかといった観点からの企業の技術力 

の２つの点から評価する 

・意味合いの違うものを点数化して加えても意味がないことは、理系の人ならわかる。 

 

（ｅ）発注者の体制 

・監督業務は、契約管理、検査等の業務に統合し、「買う」側としての発注者の立場を明確に

する。 

・発注者は、原則として、十分な技術力を有する者を置かなければならない。 

 

＜既存の法令との関係＞ 

「会計法」「地方自治法」に対し、公共事業の入札、契約に関する特別法として位置付ける。 

「公共工事の入札契約適正化法」「建設業法」「公共工事の品質確保法」については、関係する事

項について調整を図り整合させる。 

 

○公共事業執行プロセス研究小委員会（２０１２．８）の課題 

１．落札価格の制限（上限及び下限）、中小、地元業者対策 

２．建設コンサルタント業務、デザインビルド等の発注方法 

３．積算、監督・検査、支払い方式等の観点からの発注者の役割の見直しと、品質、コスト、時

間等のマネジメント手法 

 

○最後に 

・今年は勝負の年。 

・「公共調達研究」 

 

司会：安部政権は憲法を変えようとしている。会計法改正は憲法改正よりはたやすいと思うので、

自民党、木下先生を支えて、変えていきましょう。 
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14:30～14:40 休憩 

 

14:40～16:17 セッションⅡ 「減災に向けたソフト対応」                  

○座長：香川大学 長谷川 

 

14:40～15:00 １．災害時における地方自治体の情報共有体制に関する考察            

○発表者：徳島県危機管理部南海地震防災課 坂東淳 

 

１．災害時の需給アンバランスについて 

 

２．情報欠如の影響 

 

３．情報共有体制の構築 

（１）情報伝達の３要素 

・現代の様々な技術を活用した情報伝達は、３つの要素に分割できる。 

   「端末」、「通信回線」、「サービス内容」 

 

（２）災害時に有効な通信手段 

（サービス：インターネット） 

・東日本大震災において、その有効性が認識された（ＳＮＳによる安否確認など） 

 

（端末：携帯電話） 

・３Ｇ，Ｗｉ－Ｆｉをはじめ様々な回線経由でインターネットに接続可能(マルチ回線) 

・クラウドサービスと組み合わせることで、特定の端末異存から脱却できる(マルチデバイス) 

 

（衛星携帯電話の問題点） 

・高価な特定回線（衛星回線）でしか利用できない。 

・コスト的な問題から、日常的な利用が難しいため、充電などのメンテナンスや取扱に習熟す

ることが困難。 

・地上回線等、複数種の回線から利用できる端末が必要か 

    ↓ 

マルチ回線でインターネットに接続でき、機種依存がないサービスを利用する形態が望ましい 

 

（３）災害時の運用について 

（災害時の業務対応） 

・災害により生じた課題処理が最優先されるため、現場においては業務フローから報告業務が

外れてしまう。 

・組織の階層に沿った形で報告が行われるため、煩雑なとりまとめ業務が発生し、業務を圧迫 
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・ＩＣＴを活用し、現場の活動そのものをモニターするような方策により、担当者の意識を課

題処理に集中させつつ、情報共有を図る 

 

（４）情報共有基盤の構築 

（従来の情報共有） 

インターネットを活用した情報共有基盤の構築 

１)容易な情報収集・整理のため、各組織における現場と後方との役割分担 

２)各組織が一元的に収集情報を管理でき、相互利用可能な共有基盤の構築 

３）基盤運用における利用組織間の合意形成及び信頼関係の醸成 

 

４．災害時情報共有システム 

(利用端末) 

・携帯電話又はＰＣ（後述のクラウド利用により機種依存を排除） 

(サービス) 

・ＩＤ、パスワードにより個人を識別できるクラウドサービス(大手ネット事業者の認証基盤

を活用) 

・自動集計を前提とした「随時報告」により、「定時報告」では困難だった、迅速な情報共有

を実現 

・同一基盤上での情報共有により、各組織間、組織内各階層での自律的な災害対応を目指す。 

 

（課題） 

・より簡易な入力のためのＵＩ（ユーザーインターフェース）の改善 

・情報共有に関する関係者間の合意形成 

・（公衆回線だけでなく防災行政無線などの活用も含めた)通信回線の確保 

 

14:56～ 質疑 

Ｑ：日常の使い方とうまくつながっていないと、結局は使えないものになるとの発表があった。そ

の通りと思う。具体に訓練などを通じて、日常の使用との連続性の工夫や、見えてきた課題な

ど紹介願えないか。 

Ａ：安否確認システム ＳＮＳのような機能があり、日常の連絡網に使ってくださいとお願いをし

ている。また、警報が出たレベルでも使っており、今年度も２０回ぐらい市町村の方に使って

もらい、習熟してもらっている。 

 

Ｑ：情報を傍受して集めているというのは、実現されているのか。傍受した情報の入力は自動か。 

Ａ：無線を想定している。入力は自動ではない。 

 

15:00～15:17 ２．防災 GIS地すべりデータベースの構築と地震時の主要道路の危険度判定     

○発表者：愛媛大学大学院理工学研究科 ネトラ・バンダリーバンダリ 
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○まとめ 

・四国の主要道路に焦点を当て、地震時地すべりの危険度を評価した。 

・道路ハザードマップは、現在の道路地すべり危険指定箇所を再現できた。 

・地震時斜面崩壊危険度による道路のハザードマップは、現在の道路地す

べり危険指定箇所をより詳細に評価。 

 

15:12～ 質疑 

Ｑ：地すべりの分布の集中しているところと加速度の大きなところが合わない。これはどうお考え

か。地すべりは中央構造線に近いところが多く、構造線が動いたことの要因が大きいいのでは

ないか。 

Ａ：中央構造線のことは評価に入れていない。 

Ｑ： 

Ａ：移動距離が長いと安全率が高い、変化勾配が緩いと安全率が高いと評価している。 

 

Ｑ：パラメータを減らすと、どれぐらい減らせるか。 

Ａ：愛媛と四国全体で試してみた。変化勾配、移動距離、位置の３つに減らすと、適合度が３割ぐ

らい下がった。 

 

15:17～15:36 ３．災害時アクションカードを用いた防災管理のすすめ              

○発表者：徳島大学環境防災研究センター 中野 晋 

○災害時アクションカードとは 

・災害医療現場で開発 

・緊急時に集合したスタッフ一人一人に配付される行動指標カード 

・「カード」には渡された人の行動内容と責任が書き込まれている 

 

○アクションカードの利点 

・災害時対応のマニュアルの欠点 

・詳細になるほど分厚くなり、わかりにくい 

・簡潔にすると具体的な行動までは記載できない 

・計画を分かっていない者は活用できない 

       ↓ 

   緊急時の運用に不向き 

       ↓ 

   災害時アクションカード (その場で行動内容と責任がわかる) 緊急時に有効！ 

 

○災害時の学校の役割 

１．児童・生徒の安全を守りぬく 

２．避難所を設営し、運営する 
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３．早期に授業を再開する 

 

○災害時ステージと応急対応 

０(即時対応) 

１(緊急対応) 

２(応急対応) 

３’復旧対応) 

 

○災害時初動体制の確立 

・危機管理体制の即時確立 

  計画の策定、訓練の実施、責任者不在時の対応 → 災害時アクションカードの活用 

・避難時の課題 

  避難場所の迅速な決定と行動 

  定期的な避難訓練は極めて有効、安全が確保されるまでは帰さずに保育施設で安全管理 

 

○災害時アクションカード作成方法 

１）緊急対応する上での問題点を洗い出す 

２）解決方法を考える 

３）緊急対応に必要な項目を整理する 

４）緊急対応手順を洗い出す 

５）必要最小限の手順を時系列ごとに並べ替える 

６）緊急対応に必要な資源（ヒト・モノ・情報）を整理する 

 

○学校用アクションカード 

 学校長用、学級担任用、養護教員用、事務職員用、調理員用 

 できれば児童・生徒用、保護者用 

 

・作ること自体が防災意識の高揚に 

 

○社会福祉施設のアクションカード 

  生活相談員用、事務員用、介護職員用、看護職員用、栄養士用、全職員共通カード 

・日曜用と平日用 

・廊下とか色々な所にぶら下げている 

 

○自主防災組織での作成と活用 

・組織メンバーごとに行動内容と手順を決定し、カードにまとめる。 

・会員に事前配布 

・当日、参集者に配付 
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・アクションカードに従って対応 

 

○まとめ 

・即時・緊急時対応に災害時アクションカードは有効な方法である。 

・災害時アクションカードの作成、カードを用いた訓練、反省会を通した見直しによる改善する

ことにより、継続的改善を行うことが大切。ＰＤＣＡサイクルの実践ツールとしても有用。 

・教育現場、高齢者福祉施設、自主防災会などの各組織で行う防災活動を高度化する取組の一つ

として、活用してはいかがですか 

 

15:33～ 質疑 

Ｑ：これは徳島大学中村先生発なのでしょうか、病院ではよくやられているのでしょうか。 

Ａ：医師会がもっているアクションカードの例ですが、これはどこでも使えるなぁと思っている。

京都市でも広がりつつある。 

 

Ｑ：各分担があるが、自分の分担しかアクションカードは持っていないのか。 

Ａ：基本は職場の色々な所にぶら下げていて、その場で職場長が「あなたこれやって」と分ける。

カードを作る時点で、行動を理解できるぐらいシェープアップする。全職員が参加する研修会

の中でやってもらっている。 

 

15:36～15:58 ４．南海トラフ巨大地震と四国地方の行政・建設業の災害対応力の現状と課題    

○発表者：愛媛大学防災情報研究センター 板屋英治 

○発表の概要 

・初動対応に当たった行政と建設業者に焦点を当て、課題等を考察した。 

 

○被災自治体には何が起こったか 

・自治体職員や自治体庁舎が被災することが顕在化 

陸前高田市 職員の１／４、非常勤職員が４０名亡くなられた 

・多くの職員が自分の担当以外の業務を担わなければならない状況。 

・昨今の一般行政職員の減少、年齢構成の高齢化、土木系職員の減少。 

 

・大津波警報が発令注しているなか、建設業者は地震発生１時間後から活動を開始していた。 

 

15:55～ 質疑 

Ｑ：大津波警報中に行政から建設業に依頼することはできない。建設業の自発的な活動に頼るしか

ないのか。 

Ａ：東日本大震災では、警報が出ているということが建設業者に伝わらず、業者が啓開活動に着手

した。津波が来るまでのタイムラグをどう使うか、その情報をどう建設業者に伝えるかだと思

う。 
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15:58～16:17 ５．南海トラフ巨大地震に備えた地域防災力の向上策検討             

○発表者：愛媛大学防災情報研究センター 矢田部龍一 

・防災情報研究センター 大学教員にとってこの場は、メリットはない。学術的な議論をするわ

けではなく、市民向けの開発ではメリットが無い。だから、大学人が来ていない。 

・そのような背景で、なぜ防災センターを作るか。いやいややっているんだから、是非、それを

認識してください。四国４県の大学に防災センターがあるという、四国は素晴らしいところ。 

 

・防災、減災について、もう少し謙虚になり、ソフトの取り組みもしなければならない。 

・徳島県は良い発表をしてくれた。しかし愛媛はそうはいかない、職員の意識がそこまで高くな

い。市民も意識が高くない。 

・防災士の資格をとっても、じいさん、ばあさんしか集まらない。 

 

○防災・減災への大学の役割 

・大学の機能 

 防災減災への各種学術研究 

 防災専門家の教育 

 防災啓発 

   → それと各組織のネットワーク化 

・効果的ネットワーク化 

大学、行政（国、地方）、民間 

大学と市町のトップ 

大学と建設業協会、医師会、教育委員会、商工会など 

 

・金がない中で出きることをやってみよう。 

 

○寄付研究部門 

 

○愛媛地域防災力研究連携協議会 

組織：センター長が会長、市長・町長が会員 

フォーラム開催（全市長・町長が参加） ９００名 

 ・市長、町長の防災意識アップ 

 ・防災関連部局の存在アップ 

 ・各市町の防災への積極的取り組み 

・参加者の防災意識向上 

課題：各市町での防災担当専門家の欠如、各種防災関連組織との連携が希薄 

 

○防災関連各種機関・協会等との連携強化 

 建設業協会、自主防災会、看護協会、医師会、町内会、消防団、婦人防火クラブ、商工会など 
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○地方自治体職員の防災基礎力向上 

 社会人修士課程の設置 

 社会人リカレント教育 

 

○防災関連各種組織との連携により防災を核としたネットワークづくりが喫緊の課題 

 

○まとめ 

四国の中に、全国に例を見ない、防災・減災のネットワークを作らなければならない。大学と手

をつないだネットワークを作れば、マスコミも評価し、市民にも立派に見てもらえ、市民を守れ

る。 

 

16:14～ 質疑 

大年Ｃ：その前にまず四国の大学が連携していけるようにと、思っている。 

 

中野Ｃ：各機関自身の取り組みも大事。 

 

長谷川Ｃ：香川と徳島では連携し専門家の養成をしている。 

 

16:17～16:25 閉会挨拶 公益社団法人土木学会四国支部四国ブロック南海地震研究委員会    

 幹事長 矢田部龍一  

・こういう会を開いて、これだけ集まってくれるのは四国だけだろう。 

・四国地方整備局を中心にアットホームな雰囲気ができ、色々な会がも

たれている。 

・こんなことが全国で出きれば、もっと日本の力は強くなるのに。 

・自由競争という名のもと、性悪説に根ざしたシステムは、「和を持って

尊し」とする日本には合わない。 

・もう一度本気になって、経済を復興し、強い国を作って、建設業を救

って備えなければ、南海トラフの地震に立ち向かえない。 

・アルジェリアの人たちも、彼らの弔い合戦も、 

・今本気でやらないと、マスコミが攻め入ってくる。 

・腹をくくって、明日からも一生懸命働いてください。 

・参加いただいたことに感謝。 

 

－ 以上 － 


