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徳島大学環境防災研究センター 設立１５周年記念シンポジウム 

安心・安全な社会を紡ぐ ～平成から令和へ～ 
日時：令和元年５月１８日（土）１３：３０～１６：３９ 

場所：徳島大学常三島キャンパス 常三島けやきホール 

主催：徳島大学環境防災研究センター 

後援：徳島県 

内容： 

○司会進行：環境防災研究センター 山中 

13:29～13:39 開会挨拶 中野晋 環境防災研究センター センター長・教授          

・本センターは環境と防災に関わる諸問題を文理両面から研究成果を社会に還元するため、学内

に共同研修施設として設置。 

・四国地方整備局、徳島気象台など国の期間、地元の徳島県や自治体の方々、香川大学、愛媛大

学など四国の国立大学、民間からは徳島県中小企業団体、測量業協会、建設業協会、徳島放送、

徳島新聞など報道各社の協力のもと取組を進めてきた。 

・本センターを支えていただいたのは、なにより一般市民の方々だと思っています。感謝申し上

げます。 

・本学にも環境と防災の研究センターが必要であると、一年の準備ののち平成１６年に設置され

た。 

・当時、「環境と防災は相いれないところがあり、並べるのはいかがか」という意見もあったが、

村上先生などが環境と防災の両方を研究していたことから環境防災のセンターとなった。 

・当センターは４部門から構成されており、研究の取組状況を後ほど報告させていただく。 

・研究に加え、教育、地域貢献活動に力を注いできた。 

・河田先生は我が国、世界を代表する防災分野のトップリーダーです。 

・当センターがスタートするときの講演もお願いした。徳島が何をすべきか、また発破をかけて

いただきたい。 

・徳島県知事、香川大学からも白木先生に来ていただき、挨拶をいただく。 

・地球温暖化に伴う環境の激変、少子高齢化による社会の激変、当センターの役割はこれまで以

上に重要になるものと思う。 

・安心・安全な地域を実現するため、研究、教育、地域貢献活動に精進いたします。 

 

13:39～13:43 主催者挨拶 吉田和文 徳島大学 理事・副学長                

・国内外の研究拠点として、地域社会の安全のために、継続して活動できましたのも関係各位の

ご支援、ご協力のおかげ。 

・徳島大学は７０周年を迎え、地域を相手に 

・少子高齢化、東京一局集中などにより人口減少、組織によっては存続すら危惧。南海トラフ地

震、台風など災害への対応が求められ、本センターの役割はますます増えていく。引き続きご

支援ご協力を。 

 

13:43～13:55 来賓挨拶 飯泉嘉門（いいずみかもん） 徳島県知事              

・平成１６年４月、環境と防災 共同教育研究の場として、そして地域連携、地域貢献としてい

ろいろなアウトプット。 
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・徳島環境 東海を加え３連動、どうそれに向かうか、徳島ゼロ作戦 それをエビデンスとして

バックアップいただける機関がなかった。 

・村上先生からのご指導により、いろいろな委員会などで施策が進むようになった。 

・中野先生に徳島県の防災・減災・復興アドバイザーに就任いただいた。 

・本センターのバックアップがあってこその徳島県の施策の取組である。 

・関西広域連合のチャーターメンバーとなり、カウンターパートナー制度、徳島県は宮城県を支

援することとなった。 

・南海トラフ大地震が必ず来ることとなり、被害想定を出して欲しいと国に言うと、「今は東日本

大震災で手一杯」との返事。徳島県から村上先生を委員長とする検討委員会で、被害想定、浸

水想定を出し、国のオーソライズもいただき、平成２４年１２月２１日（昭和南海地震の日）

に「震災に強い社会づくり条例」。 

・平成２６年３月１１日に制度をスタートすることとなり、全国のトップランナー。 

・水陸両用の全天候対応車 土砂、風水害支援機動部隊を５０名で結成。 

・これらの取組の全ては環境防災研究センターの成果のたまものであり感謝申し上げます。 

・令和初年度、大いなる新規軸を打ち出すことを祈念し挨拶とする。 

 

13:55～13:59 白木渡 四国防災共同教育センター センター長・香川大学副学長        

・四国に国立大学が５大学ありその先頭を切って徳島に環境防災研究センターができた。 

・四国のリーダー役として、徳島大学がセンターを作り、それに続いて高知大学、愛媛大学、香

川大学が防災のセンターを作った。 

・災害が起きたとき、いち早く研究に取り組む体制ができた。現在は、中国、九州地方でも中野

先生が中心となり活動が展開されている。 

・四国防災・危機管理プログラム 災害危機管理の専門家の養成をするプログラム、ここ５年で

１５５名の専門家を排出。 

・大学がやるべき仕事は、研究、教育、教育の中では人材育成。ハードウェアの対策、ソフトウ

ェアの対策、最後に人間、ヒューマンウェア、人材育成が必要。 

・四国全体の連携を深めながら取り組んでいきたい。 

 

13:59～14:06 関係者挨拶 村上仁士 徳島大学名誉教授（環境防災研究センター初代センター長） 

・津波、災害の研究に長く携わり、県民のためにもみなさまの知恵をみなさまに伝えて欲しい。 

・河田先生と私は防災研究所の助手として雇われたときからの仲間です。 

・新しい研究成果を聞かせてもらうことを楽しみにしている。これからの安心・安全な社会を紡

ぐことに有意義なことになることを期待。 

・今のセンターのスタッフは活動的で、自分の足、自分の身体で被災地にいって調査を行い、あ

なたが負傷しない、あなたが死なないことがあなたの義務ですよが防災のスタート。 

 

14:06～15:48 特別講演「２１世紀の国難を乗り切るために」                 

○講師：河田惠昭 関西大学特別任命教授（中央防災会議防災対策実行会議委員） 

○はじめに 

・センターの最初にも講演をしたとのこと、「いまぎれ」 

・４回生で防災センターに配属。村上先生は実験の合間に長靴でサッカーをやられる。土木は体

力がいる。 
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・運輸省に行こうと公務員試験も受かっていたが、大学紛争があり大学を治してやろうと大学に

残り、博士をとり、結婚することを３０歳までの目標とした。２９歳で実現した。 

・結婚して４４年、「あなたは家に３分の一は居なかった」と妻の言葉。海外調査に４４０回、累

計１５年家に居なかった。子育てに関わっていなかったので、子供は必ず母側につく。 

 

○６０年前に 

・伊勢湾台風を契機に「災害対策基本法」ができた。被害を繰り返さないという法律なので、災

害が出ないと対策をしない法律。 

・広島県は風化岩ですから雨が降れば土砂災害が起きる。違う場所で雨が降れば土砂災害が起き

る。 

・昔起こった災害は２０～３０年前ぐらいまでしか考えていない。それ以上前の災害を考えてい

ない。 

 

○今年どうするんだ 

・広島の被災地は、もう滑るもの土砂が無いのに砂防ダムを造っている。 

・熊本地震の際、伊勢志摩サミットが１週間後に予定されていて、他県の警察はそちらに対応し

なければならないことから、警察は熊本県警だけでやってくれとなった。 

・ヘリが事故を起こして飛行禁止となっていたので、ヘリを使うことができなかった。 

・そんな状況ですよ。 

 

○ＳＤＧｓ 

・２０１５年から２０３０年までの１５年間の国際的な目標がＳＤＧｓ。 

・その目標には「防災」があるのに、我が国は認識していない。 

・防災は災害が起きない限り重要と認識されない。経済発展、高度成長期には大きな台風や地震

が起きなかったので日本は安全な国になったと思われた。 

 

○日本人には理解できない「国が潰れるという事態」 

・３．８ｍの津波、ＪＲ大阪駅が２ｍの津波 大阪の人は「そんなの来ない」と思っている。 

・耐震補強していない堰が壊れ、御堂筋が川になって御堂筋が水没する。 → イメージできな

い → 何も無いことにしたら「楽」 

・災害は自然現象だと思っている人が多い。災害は社会現象である。 ←自然科学系の研究者が

多く、社会科学系の研究者は少ない 

・防災・減災はきわめて政治的な問題である。 

・奈良県は海岸が無いので津波が来ないから大丈夫と思っている。滋賀県への物流はどこから来

るんですか。奈良県の病院にはＢＣＰがない。災害時に患者を受け入れられますか。 

 

○我が国で発生した戦乱や災害による犠牲者 

・過去の災害ではたいした犠牲者ではなかった 人口が３千万人と少なかったから。 

・現在は人口が４倍、集中していて犠牲者が多くなっている。 

 貞観地震 犠牲者３千人 人口が少なかったから 

 関ヶ原の合戦 犠牲者３千人 半日で決着がついたから 
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○世界で発生した戦乱や災害による犠牲者数 

・フランス革命 １００万人 

・南北戦争   １００万人 

◇死亡率 

 三陸津波  ２．３万人 死亡率２５％ 

 東日本地震 ２．３万人 死亡率０．５３％ 

 

○未曾有の社会経済被害（２０年経済被害） 

          間接被害   直接被害 

・南海トラフ地震 １２４０兆円  １７０兆円 

 首都直下地震   ７３１兆円   ４７兆円 

・ここには計算できる項目だけしか含まれていない 

 インターネットが使えなくなることの影響などは評価できていない 

◇対策の効果は 

 南海トラフ地震 対策費用５０兆円以上  ５０９兆円（減災率４１％） 

 首都直下地震  対策費用２４兆円以上  ２４７兆円（減災率３４％） 

 

○この結果の解釈 

・道路以外のライフラインの被害や通信ネットワーク寸断などによる被害は含まれていない。 

・被害総額は今回算定された被害額の３倍程度に大きくなると推定される。被害額は南海トラフ

地震は３、７００兆円、首都直下地震では２、２００兆円。犠牲者は前者で約７、８００人、

後者で約２、４５０人しか減らない。 

・死亡弔慰金：災害基本法の出来た頃には世帯主が亡くなると大変だった。今９０歳のお年寄り

が亡くなっても死亡弔慰金が出る。弔慰金だけで９兆円が必要になる。今は世帯主が保険に入

っていないことの方が珍しい。 

・死亡弔慰金を見直そうとすると、マスコミが「公助の後退である」とたたく。 

 

○緊急情報 

・避難所の経費、９割は国、１割は自治体が負担してくださいとの説明会。 

・災害対策基本法は起きてからの法律なのに、特例でごまかそうとしている。 

 

○無視されてきた巨大災害の発生 

・我が国の歴史家は、 

・歴史認識を学ぶことがない。日清戦争は学校で学んでも、その翌年の三陸津波は学校で学ばな

い。 

 

○アメリカでは 

・ハリケーン カトリーナ 災害が起きてからの対応ではなく、起きる前の備えを 

 テロも起きる前の対応が重要 

・タイムラインの展開 

 

○日本人の伝統的な巨大自然災害の受けとめ方 ・・天災 
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・自然災害は恨んだり復讐を誓うようなものではなく、あきらめが先行する”理不尽な死”であ

った。 

・どのような大きな災害が起きても、情報の無い時代であったから、大災害も全てローカルな災

害に留まってしまった。 

・津波なんて避難すれば助かる命ですよ。 

・ 

 

○何が心配なのか 

・巨大災害の発生環境が整っている。 

・都市構造は複雑化、集中化し、被災しやすく、被害拡大しやすくなっている。 

・ゼロ百でお金が無いので何もやらないのでは、「そこは安全」と思われても仕方がない。何らか

の対策をしていれば、国民も危ないと思う。 

・日本は風評被害が心配で、ハザード情報を出すのが消極的。 

 諸外国では、その地を訪れる人に、この地域にはどのようなリスク、ハザードがあるかを観光

マップに記載している。 

・ＳＤＧｓには数値目標が設定できなかった。数値目標を出すのなら、先進国が途上国にどれだ

けの財源を支援するのか数字を出せとなったから。 

○今もっとも心配な被災シナリオ 

・首都直下地震が先行して日本がボロボロになっているときに、その後に南海トラフ地震が起き

る。 

・脳梗塞倒れ：首都が被災すると全国が麻痺する。首都の機能を分散しなければならない。 

 

○”今なすべきこと”を知る前に 

・自治体は日常業務にない業務が増え、２３０項目に対応しなければならない。受援計画、訓練

を。 

・日常業務としてやりなれていないから失敗する。成功するには非日常業務の日常化が必要。 

 

○日本のボランティアの定義 

・社会福祉協議会は避難所の要支援者の支援という、社会福祉の本来のことをやって欲しい。 

・阪神淡路大震災の時にはボランティアの調整をする機関がなかったから行政が対応しただけ。 

 今は、ボランティアの調整をする組織ができている。 

 海外では赤十字がボランティアの調整をしている。 

・ボランティアは外から来るものと思っている。被災地域の中で被災していない人が被災してい

る人を助けるのがボランティアである。 

・四国は外からボランティアが来られないのだから、被災地域の中で助けあうボランティアが必

要である。 

 

・これまでに６０００回以上起きている東南海、南海地震。そのうちの９回分のことしか我々は

知らない。 

 

○破綻している日本の防災に関する法律体系 

・１９６１年 災害対策基本法：被害を二度と繰り返さない。言い換えれば、被害が発生しない
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かぎり対策はやらない。 → 国難災害で日本は衰退する 

・１９４７年 災害救助法：政府と被災自治体は、被災者に必要な食べ物、水、毛布などは避難

所で無償で提供する。 → 熊本地震で破堤した。国難災害に対応不能 

・１９４７年 日本国憲法：国難災害が起これば国が衰退することに対して無防備 

 

○国難災害に対処するに必要な組織 

・国民の多くがこの問題に強い関心を持ち、議論することが必要。 

・それが無いと、組織が出来たとしても形骸化する。 

 

15:48～15:55 休憩 

 

15:55～16:36 報告「これまでの活動と今後の計画について」                 

15:55～16:04 馬場 

○東日本大震災における地方自治体の初動対応 

・災害対応要因の参集 

・市街対策本部の立ち上げ １５：３６第１回会議 

・自衛隊・警察等への応援要請並びに連絡体制の構築 

・被害規模の把握 

 

○リアルタイム被害推定技術の開発 

・地震被害 NGDIS 

・津波被害 津波シミュレーションコード JAGURS 

・実務担当者と一緒に開発 月１回の定例飲み会 

 

○目標：広域・包括型情報システムの構築 

 

16:04～16:14 西村災害医療部門長 代理中野センター長 

・遺体対応、遺族支援の研究、地域支援 

・被災者のメンタルヘルス 

 

・９９．６％はご遺族のもとに返せた。６０遺体が身元不明者。 

・警察・医師会・歯科医師会の連絡協議会を設置 

 顔の見える関係の構築 → 徳島県災害時対応研究会 

・毎年一回程度の研修会、訓練、ＤＶＤの発行、死亡診断書・死体検案書作成マニュアル 

 

16:14～16:30 環境研究部門長 鎌田まき 

・「生物多様性とくしま戦略」の作成、推進 

・「とくしま生物多様性センター」を設置 

・「とくしま生物多様性活動推進協議会」の設立 

・「生物多様性リーダー」の認定 

・「とくしま生物多様性活動認証機構」設立 

・生態系を活用した徳島戦略＿重点プロジェクト 砂浜、松林の価値、効果を提案 
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16:30～16:36 危機管理研究部門長 小川宏樹 

１）リスク評価：自然災害、新型インフルエンザなどの感染症 

２）危機管理体制の構築：社会での対応について研究開発、地域への情報発信 

 

○具体の取組 

１）人材育成 

・防災リーダー養成講座 

・四国防災・危機管理プログラム 

・とくしま大学環境防災Ｃａｆｅ 

２）企業・自治対等との連携 

・徳島県企業防災推進委員会ＢＣＰ研究部会 

・徳島県地域継続推進協議会 →自治体ＢＣＰ研修会、地域継続シンポジウム 

 

16:36～16:38 閉会挨拶 上月康則 副センター長                      

・これからも環境と防災の部門でしっかりとした成果を作っていきたいと思います。 

・環境防災Ｃａｆｅにも参加してください。 

・ありがとうございました。 

 

－以上－ 

 


