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平成 27 年第 2回定例会	 安全安心推進特別委員会	 

	 

平成 27 年 7 月 3 日	 

佐々木(正)委員	 

	 火山災害対策の推進として、富士山及び箱根火山についての監視、機材の整

備といった様々な新規の事業が採用されていますが、まず、御嶽山の噴火があ

ったことを契機に７月１日に改正活火山法が成立し、その中で様々な火山災害

の協議会及び避難計画が義務付けられました。神奈川県は、昨年４月ぐらいに

協議会を立ち上げており、今後、活発化している日本の火山の状況も加味して、

継続してそのままやっていくのか、新たに何か加えていくのかをお聞きします。	 

災害対策課長	 

	 ７月１日に成立した活動火山対策特別措置法ですが、内容について、細かい

ところを我々も勉強し、これから詰めていかなければいけないと思っておりま

す。昨年の７月４日に、箱根町を事務局として設立した火山防災協議会につい

ては設置義務となりますが、その必須構成員について規定される予定である気

象庁、特措法によって設置される自衛隊、警察といった必要な構成員は入るも

のと考えておりますが、細かいところで例えば地方整備局等の国の出先機関に

ついても、入っていなければならないと思います。	 

	 また、火山防災協議会については、まだ施行前でありますので、施行通知等

が出たら整理し、箱根町と協議しながら確認していきたいと思っています。	 

佐々木(正)委員	 

	 いち早く成立したわけであり、実施がまだでも中身は見えるので、できると

ころからすぐに体制を整えていただきたいと要望します。	 

災害対策課長	 

	 新しい対策法については、情報収集しながら早急な対応を心掛けたいと思っ

ています。	 

佐々木(正)委員	 

	 改正活火山法の成立によって、避難計画の策定を義務付けられていますが、

その状況はいかがでしょうか。	 

災害対策課長	 

	 災害対策基本法に基づき、避難勧告、避難指示及び警戒区域の設定を行うこ

とは町長の責務になっており、避難計画は町が作成しなければなりませんが、

現時点ではレベルに応じた避難計画が全て出来上がっていません。レベル４、

５については、県がサポートしながら早急につくっていくように努力をしてい

る最中であり、できる限り早い段階にまとまるように努めたいと思っています。	 

佐々木(正)委員	 

	 人的被害をゼロにしていくことは、もちろん一番の命題であります。５月９

日に私ども公明党が、箱根町役場及び現地の水蒸気噴火が見える場所まで行き、

当時はレベル２でしたが、町役場で里村所長に丁寧に火山の状況について御説

明いただきました。2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されま

すが、箱根のことのみならず、神奈川県全体として箱根を中心とした観光とい

う観点から、防災は密接に関係していると思います。私の地元でも、箱根町全
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体が危ないと思っている方が少なからずおり、将来のオリンピック・パラリン

ピックで外国の観光客が多く来られるときに、神奈川県は安全、箱根も安全と

不安を払拭していくことが、箱根町にとっても、神奈川県にとっても必要であ

ります。そのため、火山防災協議会の位置付けが高くならなければならないの

で、避難計画も町の旅館業組合とか町の役場が中心になって行っていますが、

訓練ができない観光客の避難訓練もあります。そういった点で、神奈川県は箱

根町と一緒にやっていこうと思っているのかをお聞きします。	 

災害対策課長	 

	 観光地である箱根において、対応しなければならない課題は多いと思います。

そのため、世界各国から来られている観光客に対しての避難誘導も非常に重要

と思っており、４月 28 日に情報伝達訓練を、レベル３までの避難誘導マニュア

ルを策定した際に行いました。このときは、日本語と英語で伝達をすることを

行いましたが､今後は外国語をもう少し増やし、ちゃんとした情報伝達をしてい

かねばならないと思っております。	 

	 また、今回はレベル３に上がる前はレベル２の段階で、大分落ち着いてきた

段階ではレベル１に戻ることも視野に入れ、出口戦略を考えなければならない

ことを検討していた部分もあります。レベル１になった場合には、そういった

訓練を重ね、町と連携しながらやっていかなければならないと感じています。

町をサポートしながら、また協議会と合わせて個々に対策について進めていき

たいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 その中で、多言語化というのは非常に大事だと思います。その火山防災協議

会の中で、避難計画を多言語化することを議題に出していくということでいい

ですか。	 

災害対策課長	 

	 そのとおりです。	 

佐々木(正)委員	 

	 改正活火山法の成立の他に、火山だけではなく地震も非常に心配であります。

御嶽山の噴火のときに、戦後最大の死者行方不明者 23 名という痛ましい結果に

なり、本当に心が痛い、胸が痛い思いであり、その中で、もっと予知ができな

いかといった、研究が進んでいないことに憤りを感じました。火山活動にして

も地震にしても、もっと国が積極的に研究をすることや、学問として多く研究

者を増やすことも必要ではないかと思いました。そのことにより、死者が出る

ことを防げたのではないかと思いますし、気象庁も御嶽山の水蒸気噴火につい

ては、なかなか予知できなかったという、じくじたる思いがあるようです。そ

ういうことから、この神奈川県温泉地学研究所という立派な施設を県単独でや

っており、日本のみならず世界に誇る研究施設だと思っていますが、それでも

日本全体からすると、活火山が 110 ぐらいあり、そのうち常時観測するのは 47、

今度三つ入れて50となっています。日本は世界有数の火山国だと言われており、

その中で、もっと予知するための研究を増やさねばならないのですが、今、火

山の予知ができない、研究が進んでいない原因について、温泉地学研究所長は

専門家としてどのような分析をされていますか。	 
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温泉地学研究所長	 

	 日本に限らず、火山研究は進んでいない部分があり、特に日本は現実に火山

の多いところですが、大学で火山学専攻の教員の数が少ないことから、研究者

の数が非常に少なくなっています。また、新しい研究者を育てていないという

のが現実であり、大学での火山研究をもう少し活発化していかなければならな

いことをまず感じております。全国的に見ても、本当にごく一部しか観測され

ておらず、また、人材が少ない、観測体制が整っていない火山が多いというの

が現状であります。	 

	 また、箱根山の観測体制については、神奈川県がそれなりに力を入れている

ので、温地研もかなりの観測装置を設置していますが、日本全体の活火山の中

で、ある程度観測体制が満足にそろっていることは一桁の火山しかないという

のが現状であり、その中で箱根はかなりレベルが高いと自負しています。	 

佐々木(正)委員	 

	 有数な火山国である中で、研究者が少なく、観測体制がないということは予

算も少ないと思いますが、神奈川県は箱根山を抱えており、富士山も視野に入

れながら、一番日本で研究が進んでいると訴えられる要素があるので、安全防

災局副局長兼安全防災部長が国交省の予算や、研究なら文科省の予算、経産省、

観光もあることから国交省ともっと国に働き掛けを行い、使える予算をとって

くるぐらいの意気込みがないといけないと思います。オリンピック誘致のとき

には、神奈川県は全国でも一番進んでいる研究がありますので、いろいろな予

算を引っ張って上手に研究が進んでいることを、世界に示すぐらいの勢いでや

っていただきたいと思います。	 

安全防災局副局長兼安全防災部長	 

	 火山に対しては、今年度予算の中でもかなり観測監視体制を強めています。

温泉地学研究所においても、全国的にもかなり高レベルの監視体制で来たとい

う自負はありますが、温地研だけでできるものではありませんので、気象庁、

国交省との連携をとり全体の監視を多重に深めていく必要があるという認識は

前々から持っています。国への要求、要望の中でも本県からの重点要求として

上げており、今年も６月には関係省庁のところに副知事が赴き、直接この監視

の強化について要望しています。	 

佐々木(正)委員	 

	 活動していることは存じ上げていますが、それをもっとメッセージとして強

く打ち出し、神奈川県という誇りを持ってこれからも臨んでいただきたいと思

っています。	 

	 次に、地震被害想定調査で活断層の話をお聞きしますが、活断層の中でも活

動度の区分があり、活動度が高いレベルの活断層は神奈川県ではどういうもの

があるのかお聞きします。	 

災害対策課長	 

	 県内には約 30 本の活断層があり、活動度レベルに応じてＡＢＣというランク

が付けられています。Ａは 1,000 年当たり１メートル以上動くもの、Ｂは 1,000

年当たり 10 センチから１メートル以内で動くもの、Ｃは 10 センチ以下で動く

ものとなっており、Ａ級の活断層は三浦半島断層群や県の西部にある神縄・神
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津松田断層系の断層が該当し、Ｂ級は、県の真ん中に位置している伊勢原断層

があります。	 

佐々木(正)委員	 

	 この想定地震の中にこの三浦半島の活断層も入っていますが、これはどうい

った断層なのか教えてください。	 

災害対策課長	 

	 三浦半島にある三浦半島断層群ですが、北西から南東方向に並行して走って

いる断層であり、北側から衣笠、北武、武山、南下浦、引橋という断層面が続

いています。主に北側の三つが主要部と言われていますが、この断層は横ずれ

断層で、向こう側が右に横ずれしている断層であります。この活断層の評価と

して、30 年の発生確率は最大で 11％という評価が出ている活断層です。	 

佐々木(正)委員	 

	 ４月に関東地方の活断層の評価を公表されましたが、どのような評価だった

のか教えてください。	 

災害対策課長	 

	 今年の４月 24 日に、文部科学省に設置されている地震調査研究推進本部が活

断層の長期評価を公表しています。この調査結果では、関東地方全域にいろい

ろな活断層があり、どの活断層が動くか分かりませんが、マグニチュード 6.8

以上の地震が 30 年以内に発生する確率は 50％から 60％と評価しています。	 

	 また、その中で神奈川県が主に入っている区域４という場所ですが、どの活

断層が動くか分かりませんが、30 年以内に発生する確率が 15％から 20％と評価

が出ています。	 

佐々木(正)委員	 

	 大正型関東地震というのが、消失棟数、経済被害がばく大な金額や数となっ

ており、関東の多い活断層で地震が発生すると、大変な被害が神奈川県内に及

ぶと想定をされます。それに対して、防災対策戦略としてどのようにしていこ

うと考えているかを、教えてください。	 

災害対策課長	 

	 県外にも、東京都には立川断層、静岡県には北伊豆断層といった様々な活断

層が周囲にもあります。こうした断層による県内の影響というのは、県が想定

している県内の地震で包括できるものと考えております。今回の六つの想定地

震にしっかり対応していくことにより、県外の活断層による揺れの要素を包含

した対策になると考えております。	 

	 まずは、六つの想定地震に対する減災対策及び減災目標の設定を進めていき

たいと考えています。	 

佐々木(正)委員	 

	 関東地方を考えるときにおいて、大きな地震があったときの被害はすごいと

思いますので、それに対応していくには、自主防災意識を向上させていくこと

が一番大事と思っています。そういう意味で、防災知識の普及啓発の各種研修

の実施や、民生委員、児童委員及び厚木の防災センターが実施している啓発活

動は、非常に大事になってきます。この細かいところも詰めたいと思いますが、

今日のところは要望とします。予算も実施回数も少ないと思いますので、市町
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村が行う部分があるとは思いますが、神奈川県も効率的な立場でこういった啓

発活動をもっとやるべきではないかと思っています。	 

	 また、民生委員と児童委員の研修について、各研修実施とありますが、この

細かいところを見ると、掲載や配布といった紙の話しかないので、どういう研

修をしているのかも吟味し、今度は下見させていただきたいと思っていますが、

こういう自主防災意識を高めていくことも大事ではないかと思っています。そ

の意味で、この伝言ダイヤル 171 の活用方法の周知を行い、もっと活用してい

ただきたいと思いますし、以前、提案させていただきました防災県民カード、

キッズカードの配布についても、是非、今後も積極的にやっていただきたいと

思います。これは、県民の税金を使わずに、企業の広告を募って、企業の民間

資金を使って作っているものなので、どんどんやっていただきたいと思います。

今でも、小学校４年生約８万人に毎年配っているということでいいですか。	 

災害対策課長	 

	 小学校４年生を対象に配っています。	 

佐々木(正)委員	 

	 自主防災意識を高めていくことも、この地震の対策計画の中で一番大事なと

ころだと思いますので、是非、強化していただきたいと思います。	 

	 

	 最後に被災地支援について、現在、期限付きの方が 81 名派遣され、その前に

は県庁各部局の職員が被災地に行って、大変苦労をなさったということで、被

災地に行った職員たちの思い及び経験は得難いものだと思います。我々の考え

もつかない、悲惨な直後の現場も見ていますし、各部局がそういう人たちの報

告会を行っているというのはわかっています。それを集約して、神奈川県の防

災計画や対策に生かしていただきたいという話を２月の代表質問や予算委員会

でしていますが、集約してどのようにこれから生かしていくのか、現状どうな

っているかを最後にお聞きします。	 

災害対策課長	 

	 ５月 20 日に派遣職員の報告会を行い、その結果についてまとめ、まずは庁内

の掲示板等に載せています。この成果及び教訓については、今後マニュアル、

地域防災計画の復旧復興編に反映して生かしていきたいと考えています。	 

佐々木(正)委員	 

	 各部局の専門家だけが知っているのではなく、全庁的にまとめて、歴史とし

てちゃんと後世に残し、防災計画や様々な対策に活かせたということにならな

いと、県職員の人たちが本当に苦労し、うつ病になってしまった人もいるわけ

ですので、そういう人たちが浮かばれないと思います。そういうこともフォロ

ーをしていただきながら、白書をつくることや、冊子にまとめていただきたい

と思います。	 

安全防災局副局長兼安全防災部長	 

	 被災地で動く苦労について、私ども幹部職員も赴き、いろいろな形で把握し

ており、気持ち自体は全く同じ気持ちです。報告会等を行って、成果を広めて

いくことが何よりも大切と思っており、裾野を広げることが、皆の防災意識を

高める上でも重要なことと思いますので、しっかりと受け止めて対応していき
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たいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非、大事な職員、期限付きの職員も専門的な方も含めて行っており、全国

でも最大の規模で被災地に職員を送っている神奈川県は誇りだと思います。	 

	 その一方で、その方々の経験及び知識を歴史にとどめ、これからの 100 年後、

200 年後でも、そういうものが生きたと言えるように、今回の被災地支援に行っ

た職員たちの経験をしっかりと生かしていくことを要望して、質問を終わりま

す。	 


