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四国防災・危機管理特別プログラム 開設記念講演会 

災害対策に必要な日常連携と課題 

日時：平成２５年４月１７日（水）１３：３０～１７：２０ 

場所：サンポートホール高松 ５階 第２小ホール 

主催：四国防災共同教育センター 

後援：国土交通省四国地方整備局、（公社）土木学会四国支部

香川地区、（公社）日本技術士会四国本部、香川県技術

士会 

プログラム： 

○特別プログラム概要紹介 

白木渡（四国防災共同教育センター長） 

○記念講演１「災害対応に必要な日常連携とネットワーク」 

河田恵昭（関西大学理事 社会安全学部社会安全研究センター長・教授 

 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター長） 

○記念講演２「東日本大震災におけるＤＭＡＴ活動、被爆医療活動における指揮調整の課題」 

近藤久禎（一般社団法人日本集団災害医学会評議員 

国立病院機構災害医療センター臨床研究部 政策医療企画研究室長 

厚生労働省医政局災害医療対策室 ＤＭＡＴ事務局次長） 

内容： 

○司会：松尾（四国防災共同教育センター） 

13:31～13:47 主催者挨拶                                 

13:31～13:37 長尾省吾（香川大学 学長） 

・主催団体を代表し、お礼申し上げる。 

・文科省大学連携事業として採択されたもの。４者が共同したプロジェク

ト。出来るだけ早く四国４県が一つになって、防災の専門家を養成する

組織となりたい。 

・東日本大震災は想像に絶するもの。日常生活に難儀をされている方がた

くさんいらっしゃる。 

・４月１３日早朝、淡路島を震源とする地震。震度５ないし６。改めて思いを強くしている。 

・政府あるいは香川県がまとめられた被害想定を見ると恐ろしくなる。我々にはどれだけの時間

が残されているのか。 

・個人、コミュニティ、企業での取り組み。人材育成を担う大学にも 

・本プログラムは、大学院の修士課程であり、「行政・企業防災・危機管理マネージャー養成コー

ス」、「救急救命・災害医療・公衆衛生対応コーディネーター養成コース」、「学校防災・危機管

理マネージャー養成コース」の３つのコースで構成されている。 

・それぞれが災害危機管理の専門家として、社会で活躍されることを期待している。 

・本日講演いただく河田先生は、内閣府の第２次の被害想定策定の第一人者、近藤さんはＤＭＡ

Ｔとして活躍されている先生。 
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・本日の講演会が有意義なものとなりますよう、祈念し挨拶にかえる。 

 

13:37～13:41 佐野正孝（徳島大学 理事） 

・香川と徳島大学に「四国防災・危機管理特別プログラム」を大学院に設立。 

・この春、本コースに１４名を第１期生として迎えた。 

・阪神・淡路大震災以降、怠りなく防災の意識を連綿と考えてきていたつ

もりだったが、東日本大震災を受け、・・・２年を経て淡路の震災。日本

はつくづく「地震列島」であることを知らされる。 

・平成２３年度より環境防災研究センターを設け、研究、実践に取り組ん

でいる。その一環として「防災リーダー養成講座」を開き、学生や地域

住民の方々に学んでいただき、防災士にもなっていただいている。今回

のコースはこの上位に位置づけられるもの。 

・この沿革講座のようなものが出来たらいいと思っている。 

・育成された人材は、行政などではしかるべきポジションに配置いただければ幸いである。 

・最小限に被害をくい止められるよう取り組むことをお約束します。 

 

13:41～13:43 天雲俊夫（香川県 副知事） 

・香川県では東日本大震災を教訓に様々な取り組みを進めている。 

・四国における国の現地対策本部が香川に設置されることから、初動体制

の確立に取り組む必要がある。人材育成は喫緊の課題。 

・地域社会の安全・安心を目指す人材育成プログラムは、時を得たもので、

香川県は出来る限りの協力を行う。危機に強い四国を作っていきたい。 

・本プログラムが広く認識されることを祈念し、挨拶とする。 

 

13:43～13:47 三宅祥寿（徳島県 危機管理部長） 

・香川大学と徳島大学が連携し、本プログラムを進めるにあたり、関係者

のみなさまにお礼申し上げる。 

・河田、近藤様をむかえ、開設記念講演会を開催することは意義深いもの

であり感謝申し上げる。 

・千年に１度といわれる東日本大震災から早２年。地震津波のすさまじさ

を知らされ、「減災」の考え方、あらゆる対策を複合的に行うことを知ら

された。 

・活断層を震源とする直下型地震を含め震災対策を県民一丸となって取り組む条例を設定した。 

・取り組むには専門的知識を有した人材の育成が必須。両大学が人材育成に取り組まれることは

有意義なこと。研究成果に裏付けされた人材育成がなされることに期待している。徳島県も積

極的に参画していきたい。 

・本プログラムのさらなる充実、発展と、みなさまの活躍、ご健勝を祈念。 
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13:47～13:54 来賓挨拶介                                 

13:47～13:54 国土交通省四国地方整備局長 代理 宮本（総括防災調整官） 

・先週土曜日早朝の地震。香川県も震度５弱 緊急地震速報で叩き起こさ

れ、整備局に参集。３０分後には災害対応に携わった。 

・香川県では、１３～１４年ぶりの震度５。個人的には活動期にあると思

っている。 

・「四国地震防災基本戦略」 ２０３のメニューを含む戦略を作った。四国

４県、大学、経済界、防災関係機関など４７機関により、２０１１年１

２月にまとめた。 

・防災関係機関が連携し作業を分担し取り組んでいこうとするもの。これを着実に進めていく。 

・地震・津波は、自然の抜き打ちの試練。これに立ち向かっていかねばならない。 

・被害想定の整理も着実に進んでいる。あとはこれに着実に備えていく。備えていくには「人」。

「人材」を育てていくには、本プログラムは非常に大きな意義を持っている。これが四国全体

に広がることを願っている。 

・南海トラフの巨大地震に備えるには、四国が連携し協力しながら備えることが必要。 

 

13:54～14:09 特別プログラム概要紹介                           

○講師：白木渡（四国防災共同教育センター長） 

・文科省のＨＰより。全国４９のプロジェクトの一つ。 

・広域の大災害の時には、防災危機管理の人が必要だが、人が少ない。大学では、そのような事

に対応できる人材育成に取り組んでこられていなかった。 

・地域や企業で活躍する専門家、医療福祉関係で対応いただけるマネージャーの育成を。 

・社会的ステータスとして、その組織で活躍できるよう、大学として努力していきたい。 

 

○プログラムの特徴は 

・施設のデザイン（設計）が出来る科目、避難などのソフトな部分をやってきた。今回のプログ

ラムは、ヒューマンウェア（人材養成）を目指している。 

・３つのコースの「共同実施基礎科目」、「各専門科目」、「実務実習」を用意している。 

 

○実施体制 

・香川大学、徳島大学以外に、愛媛大学、高知大学、鳴門教育大学にも協力いただく。 

 

○事業実施報告 

◇平成２４年 

・９月：事業の採択 

・１０月：四国防災共同教育センター創設 

・１１月： 

・１２月：文科省の視察 



H25.4.17 四国防災・危機管理特別プログラム 開設記念講演会 

 - 4 - 

◇平成２５年 

・１月：遠隔講義システムの導入 

・２月：アンケートの実施 

・３月：東日本大震災復興イベントで本特別プログラムを紹介 

・４月９日：講義開始 

 

・５月末には「訓練システム」をお披露目できるのでは 

 

○将来的には 

・四国５大学の大学間連携で、防災の専門家の育成を行いたい。そのために、「四国防災・危機管

理教育研究コンソーシアム（仮称）」を立ち上げたい。 

 

14:09～14:25 休憩  

 

14:25～16:08 記念講演１「災害対応に必要な日常連携とネットワーク」            

○講師：河田恵昭（関西大学理事 社会安全学部社会安全研究センター長・教授 阪神・淡路大震

災記念人と防災未来センター長） 

○プロフィール 

・防災対策推進検討委員会などを務められている。南海トラフ地震の想定などにも携わる。 

 

○今回の提言 

・京都大学で４０年勤め、関西大学でセンターを設けた。 

・専門調査会の提言を３月２７日に古屋大臣に渡すことになっていたが提

言書が百ページを越え、これでは読んでもらえないとのことから、重要

なことを前にまとめるべく目次を改めている。 

・これまでの専門調査会は、成果を政権に渡すと仕事が終わる。大綱、防

災戦略、アクションプログラムを政府が作ることになっていたが、あらゆることを行政に任せ

ることに問題がある。 

・各省庁は出来る対策しか書かない。最終報告には「やらねばならないこと」をまとめて、提言

を無視するようなことが出来ないようにしようとしている。 

 

○想定外に備える 

・これからも想定外の「災害」は起こる。災害を、私たちが決めることは出来ない。 

・しかし、想定外の「被害」を発生させてはならない。 

・先週の淡路の地震を、阪神・淡路大震災や南海トラフとの関係を地震学者が推察しているが、

証拠はない。しかし、南海トラフの巨大地震が起きることが近づいていることは、これは歴史

的な史実（事実）が示している。 

・「最悪の被害シナリオ」を視野に入れた災害対応を視野に入れておかなければならない。 
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○大阪 危険に気づいていない 

・海抜以下のところに地下鉄の入り口がある。満潮時に地震が起きれば水没することがあり得る

と誰も思っていない。 

・駅だけではなく、地下街がある。大変なことが起き得る。 

 

○東日本大震災における学術研究上の反省 

・震災後、東北大学が地域の基幹大学として全く機能していない。 

・大震災関連の学術情報発信が低調（従来と変わらない）である。 

・大学間のネットワーク的研究が乏しい。 

・岩手県や宮城県の復興に貢献していない。 

・ただし、研究費は文科首から潤沢に出ており、研究予算が不足しているわけではない。 

・東日本大震災に際して、教員の使命感が乏しい。 

 

○阪神・淡路大震災の場合 

・京都大学防災研究所が中核機関となって、全国の大学教員を公募の形で選抜し、突発災害調査

を実施した。 

・１２００トンの物を載せて実験が出来る大型の振動実験施設「Ｅ－ディフェンス」も実現でき

た。 

 

○南海トラフ巨大地震が起これば四国はどうなるか 

・被害の大きさに比べて、「人、物、情報、資源」というロジスティックが不足する。 → 情報

が入ってこないことから、自分のところの被害が全体であると考えてしまう。 

・香川県の死者は４千人、高知県は１０倍です。自衛隊が来ても、「香川は自分で対処するので、

高知や徳島へ行ってくれ」と、香川は言えなければならない。 

・カタストロフィー 

 

○南海トラフ巨大地震に関する中央防災会議への貢献 

・「減災」「絆」を含む提言。 

・災害の専門家は委員の中で私だけ。責任重大で、休むことができない。 

・建築家の安藤さんは「森を作れ」しか言わない。出席率は３割ほど。 

・２０１２年 「国難」「防災の主流化」 

 「われわれは」→「私たちは」と書き直させた。 

 

○計画の段階から防災のことを考えるべき 

・様々なまちづくりをしておき、後から防災機能を追加しようとする。 

・計画段階から防災を組み込めばいいものを、当初の計画時にはコストがかかるので防災を考え

ずに計画する。 

・大阪の茶屋町 水がわき上がるような軟弱な地盤に高層ビルを建て、地下にショッピングモー
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ルを建設。 

・私たちの暮らしの変化が、災害を進化させる。 

 

○今の法体系では対応できない 

・南海トラフの巨大地震が起きると、今の法体制では対応できない。 

・三重、和歌山、奈良、大阪、兵庫、岡山、高知の各府県の地震対策委員長として、「府県の連携」

を推進。 

・水道の送水管は連携できるように、異なる行政、事業者間で管路がつながっている。 

・南海地震が起きれば、奈良県の要請が無くても自衛隊では、「亀の瀬」の地滑り地帯を最優先で

調べるよう計画されている。 

・現場レベルでは、連携を検討している。 

 

○なぜ日常連携が必要なのか 

・巨大地震が起これば、四国各県はあらゆるロジスティック（人、物、情報、財源などの資源）

が全く不足する。 

・四国各県は受援県、中国は支援県とならなければならないが、日頃からの準備が出来ていなく

て、本番でうまくいくはずがない。 → 日常からの連携が必須 

 

○どうすればよいのか 

・防災・減災に関するあらゆる日常業務において、人間のネットワークを活用する。 

・大学の連携 

 

・四国のＪＲは全線「電化」を目指そうとしている。しかし、電気がこなければ走れない。ディ

ーゼル機関車なら、レールが壊れていなければ走れる。「電車」に「ディーゼルカー」を混ぜて

おくことがリダンダンシーである。 

・コンテナ埠頭は、クレーンが壊れて荷揚げが出来なくなった。外国のコンテナ船にはクレーン

が設けられており、埠頭のクレーンが壊れていても、顧客の荷物の積み降ろしが出来る。船に

クレーンを設けることはコストアップであるが、これがリダンダンシーである。 

・テックフォース 国交省の技官だけでは人員が少なすぎる。県の土木部の技官も含めるよう大

臣に提言する。 

 

○避難について 

・歩いて逃げた人の平均距離が４２８ｍ 半分は車で避難している。５００ｍを越えるような避

難所には徒歩では避難しない。 

・地震の揺れで亡くなった方は少なく、道路が地震で通れなくなっていたところは少ない → お

年寄りも車いすがあれば逃げられた 

・子どもと老人ばかりの地域 若者は都会に出て行ってしまっている。老人に車いすをプレゼン

トするだけではだめで、隣近所の人に「車いすを押して、避難所まで逃がしてくれ」とお願い
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にいくこと。 

・避難所１カ所あたりの費用 ２０４万円。 

 

・阪神・淡路大震災では家につぶされて亡くなった。住宅の耐震補強をすることばかりにとらわ

れ、人のことを意識せず、家全体を耐震補強しないと補助が出ない。 → 日常に暮らしてい

る部屋から、壁の１枚から補強をしていけば、いつか全体が補強される。 

・行政は、「個人財産を国が補強することになるのでダメだ」と言う → 東北の仮設住宅は１軒

５００万円である。 → 行政マンは考えを変えろ。 

・２兆円の使い道 どう使うかの指示をせずに配ったので、使いやすいように勝手に使っている。 

 

○研修事業 

◇京都大学防災研究所 巨大災害研究センター 

・大学の予算を使い自治体向けの３日間の研修を実施してきた。約２０００名が受講済み。 

・資料代２０００円 「研修の一日目の懇親会に２０００円を使うな」とのアンケート 私のポ

ケットマネーでやっている懇親会。よく調べもせずに、勝手なことを言うな！ 

 

◇阪神・淡路大震災祈記念 人と防災未来センター 

・トップセミナー 知事出席が必須条件 約４０００名が受講済み。 

・阪神・淡路大震災の際の支援を、どうやってお返ししようか → 震災の経験をお返ししてい

く。 

 

○どのようなことを実施するのか 

◇・４月１３日５時３３分 Ｍ６．３の淡路島地震を例にとると 

①わが町に震源があればどうなっていたか 淡路島で家屋被害が一部なのは、前回の地震で壊れ

るべき建物は壊れているから → 香川はどうか？ これまでに強い地震の経験がない 多く

の家屋が被害を受けるのでは 

②ウィークデーの朝夕のラッシュ時に起こっていればどうなっていたか → 鉄道の運転再開に

は時間がかかる 

③自治体の災害時の広報担当が決まっていなかったので、メディアが大混乱した 

④高齢者の負傷対策が喫緊の課題 → 負傷したら津波避難できない 

⑤大学の防災研究者は、専門に係わらず、このような問題を提起し、検討結果を共有する努力が

必要である。 

 

○それぞれの組織に「南海地震」の名称をつける。 

・四国４県の「南海地震」対応の部署名をホームページで調べてみた。「南海地震」や「地震」が

担当部署の名称に含まれていない組織がある。 

・「南海地震」を組織の名称に使えば、南海地震のことをどこに相談すればいいのかがすぐにわか

る。 
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○脅威となっている国難 

・「国難」の表現は、私が作った。 

・３月１１日 何年経っても、繰り返し言い続けなければならない 

 

○「国難」となる日本衰退のシナリオ 

・江戸幕府 内圧と外圧によって変わったのではない 

 ３年連続の大災害により江戸の幕府は解体したのである 

・日本の歴史学者は人為的なことで歴史が作られていると思っている。自然災害の影響が認知さ

れていない。 

 

◇日本衰退（２０１Ｚ） 

・２０１１年３月１１日：東日本大震災発生 

・２０１Ｘ年：首都直下地震発生、死者約３万人 

・２０１Ｙ年：首都圏水没（高潮、洪水）、南海トラフ巨大地震（東海・東南海・南海地震）発生 

  ↓ 

 「国難」日本衰退 

 

・黒字の民鉄など → 民営化しろとの議論がある 

 安全や防災対策を行っていないから黒字なんです。これを民営化したら、さらに安全や防災対

策をしなくなる。法には抵触していないかもしれないが、道義的責任は逃れられない。 

 

○南海トラフ巨大地震を阻害する減災研究 

・あまりにも広域であらゆる被災形態が混在 → 死者が４０万に達するおそれも 

・東日本大震災 午後の２時４６分 家族の在宅率は３０％ 夜起こっていれば被災者は３倍の

６万６千人になっていた。 

・津波 

 

○アメリカ合衆国を見習う 

・アメリカは再発しないよう、徹底的に対処する 

・南海トラフの巨大地震のことを「我が事」と思って。 

 

16:08～16:15 休憩  

 

16:15～17:17 記念講演２「東日本大震災におけるＤＭＡＴ活動、被爆医療活動における指揮調整

の課題」 

○講師：近藤久禎（一般社団法人日本集団災害医学会評議員、国立病院機構災害医療センター臨床

研究部 政策医療企画研究室長、厚生労働省医政局災害医療対策室 ＤＭＡＴ事務局次長） 
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○略歴 

・ＤＭＡＴを作る時期だったので、それにもたずさわった。 

・愛媛県の被爆医療アドバイザーなども行っている。 

・ＤＭＡＴがどのように出来たのか、どのような活動をしてきたか、また

被爆医療について話す。 

 

○阪神・淡路大震災 

・多くの患者さんが出てくるなか、医療機関が衰弱している状況に対処する。 

・従来の医療救護班 ４８時間が勝負なのに、被災地に入るのに時間がかかりすぎている → 新

たな組織、指揮命令系統 

・指揮情報体制を立ち上げ、医療活動を開始する 

・患者さんのトリアージ、広域搬送 

・ＤＭＡＴは県病院のスタッフであるが、発災時にはＤＭＡＴ調整本部の指揮下にはいる。 

・活動状況をインターネットに入力し、状況の共有。 

 

○災害では 

・「需要」と「資源」のアンバランス 資源の出し入れだけでは課題は解決しない。資源をいかに

効率的に活用するかが必要。 

 

○ネットワークオペレーション 

・情報共有が連携のキー 日常違う指揮命令系統の間での情報共有 

・「緊急時入力項目」 受け入れた患者数、助けを求め得ている患者数・・・ 

 

・上位目標「防ぎ得た災害による死亡」を減らす 

・出来るだけ多くの負傷者に 

 

○ＤＭＡＴ指揮情報活動の優先順位 

・災害拠点病院 → 一般病院 →  → 避難所 

 

・ＤＭＡＴの様々な訓練の実施 

・全国６，０００人 

・東日本大震災 ３８３チーム、１，８５２人、１２日間の活動 

・ドクターヘリ 全国から１６機 １４０名の患者さんを搬送 

 

＜戦いの原則＞ １９８６年版の米陸軍の野戦教範 

・目的の原則：達成すべき目的を明確に 

・攻勢の原則：主導権の獲得、維持、発展 

・物量の原則：資源の決定的な地点・時点への集中 
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・戦力節約の原則：資源の無駄のない配置 

・機動の原則：資源の柔軟な適用 

・統一の原則：指揮の統一 

・警戒の原則：状況変化への警戒 

・奇襲の原則：敵の裏をかく奇襲 

・簡明の原則：簡潔かつ明快な作戦立案 

 

＜戦場の霧＞ 

・戦っている最中には、全ての状況はわからない。その場その場で判断しなければならない。 

・戦いの原則 

 

○教訓１  

・自分の市町村外への避難が必要となった。 

 

○教訓２ 主導権の確保 

◇１０万ｃｐｍは高すぎるとの意見 

・放射能は低い方がいい → 福島には行かない方がいい → 福島の人には近づかない方がい

い そのようなことにつながりかねない 

 

◇トップダウンとボトムアップ 

・軍隊はトップダウンの組織ですか？ 

・医療の世界は？ ボトムアップの組織 

・平時のトップダウンの組織の問題点 

 迅速性に欠ける 

 縦割りの限界 

 刻一刻変化する状況に、柔軟かつ迅速な判断が必要な災害時の対応に馴染まない 

・双葉病院 ４４０名の搬送中４５名の方がなくなられた。 

・２４時間のなか、バスの車中で食事も無く、オムツの交換もない。 

 

・行政は公平を優先する 搬送先が全て決まらないと搬送を開始しない → 助かる命が助けら

れない 

 

○教訓５ 疲労とタフネス 

・疲労の中に想定外の連鎖 

 

＜戦場の摩擦＞カール・フォン・ 戦争論 

 

○教訓６ 主導権の維持：勢い 
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・１８万人のスクリーニングを行い、人体に影響を与える汚染はなかった 

・１５万人の難民の中から、いまだに死者が増え続けている 

 

○ＤＭＡＴ運用のポイント 

・被災地は霧の中、情報は不正確 

・適切な情報がない 適切な情報が来るのを待っていては、手遅れになる 

部隊を動かしながら状況を把握 

主導権を確保、維持 

摩擦に打ち勝つ思考 

・ＤＭＡＴは、指揮系統を確立 

ボトムアップの組織を構築 

・ＤＭＡＴは、作戦を立案 

明確な目標、簡潔な作戦 

ニーズを予見しつつ把握し、資源を柔軟に配分 

ＤＭＡＴ本部は、需要と資源の情報を常にモニター 

資源は、無駄なく、集中的に投入 

 

○ニーズの予見のためには 

・「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。」 オットー・フォン・ビスマルク 

・全く同じ災害は二度はない 同じような災害は起こる。 

・応用のためには災害事例を知ることが必要 

 

○今回は、想定外の災害であったのか？ 

・津波の疾病構造 

インド洋津波 

・長く続く急性期 

パキスタン地震、ハイチ地震 

・情報の混乱、通信不通地域 

阪神淡路大震災、全ての災害 

・亜急性期初期、後期における救護班の不足 

ＧＡＰ問題：全世界の災害の問題 

・ＤＭＡＴ隊員の救護班としての活動 

新潟中越地震、岩手宮城地震ほか 

・病院避難のオペレーション 

宮城連続地震 

・医療班の公衆衛生的活動 

ＪＭＴＤＲ他国際緊急援助の事例 

 



H25.4.17 四国防災・危機管理特別プログラム 開設記念講演会 

 - 12 - 

・過去の中に事例はある 

・南海トラフの地震のためには、過去の事例の蓄積が必要 

 

○最後に 

・ＤＭＡＴは、６，０００～８，０００人の患者さんのうち、１割ぐらいが赤患者さんの状況を、

広域搬送により全国で助けるシステム。 

・南海トラフの巨大地震の際の１４万人の病院避難が可能なのか？ 

・トリアージはどうあるべきなのか 「赤の患者さんは助けない」、「６５歳以上の患者さんは助

けない」・・・ 

 

17:17～17:20 閉会挨拶 有馬道久（香川大学 理事）                    

・貴重な、そしてインパクトのあるお話を、ありがとうございます。 

・「憂いなくして 備えなし」 フランスの格言 備えは憂いから始まる。 

・まだ知らぬ「憂い」 災害を歴史から知り、想定外を出来るだけ少なく

することから始まる。 

・我々の心に「憂い」として刻まれている災害を、使命感にまで高める、

それを広めることが未来への安全につながる。 

・お二人の先生から、「備え」の大切さとともに、「憂い」の大切さをたく

さんお聞かせいただいた。 

・明日から「備え」と「憂い」を刻み込む取り組みを、防災の専門家を育てていく取り組みを進

めてまいります。引き続き、ご指導ご協力をお願いいたします。 

 

－ 以上 － 

 

 


