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松尾 近年、台風や前線性降雨によって、毎年

のように三桁近くの犠牲者を出すような災害が

発生しています。そこで本日の座談会では、国

民の命を水害から守るために何が必要なのか、

昨年十月に東海から東北にかけて甚大な被害を

もたらした台風第十九号
（令和元年東日本台風、

以下、台風十九号と表記）の対応を中心に考え

てみたいと思います。

最初に私のほうから問題提起をいたします。

一つは、私自身がタイムラインを普及している

こともあるのですが、やはり「先を見越した早

めの防災対応が必要な時代」に入ったのではな

いか。二つには、行政が幾らがんばっても逃げ

ていただくのは住民であって、その仕組みをつ

くらなければいけない。そのためには「危機感

を地域でどう共有するか」が重要ではないか。

三つ目はまさに今で、
「コロナ禍での防災はど

うあるべきなのだろうか」という問題です。本

日はこれら三テーマについて議論を深めたいと

思いますが、その前に、お三方から台風十九号

の対応や明らかになった課題、教訓などについ

て、現在の取り組みも含めてご紹介いただけれ
ばと思います。

まずは常総市の神達市長、平成二七年九月の

関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防が決壊し、市

域の三分の一が浸水するなど大規模な被害が発

生しました。その後の取り組みが台風十九号で

どう生きたのか、
その辺りをお聞きかせください。
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台風十九号の対応と
その後の取り組み

を対象とした避難勧告発令等に着目したタイム
ライン、いわゆる流域一体でのタイムラインに
より、国、茨城県、流域の十三市町との連携強

同じく減災対策協議会で着目すべき点は、「鬼

化を図り、例えばトップ同士のホットラインを

の成果が昨年の台風十九号でもある程度現れて

怒川・小貝川下流域の大規模水害に関する広域

神達 あの水害からもう五年になります。この

いますので、
いくつかご紹介したいと思います。

避難計画」に基づいて、台風十九号では十三市

開設して、その試験的なことも何度か実施して

まず避難に関しては、台風が近づいていると

町で広域避難協定を結び、常総市からは、つく

間、松尾先生にもいろいろとご教示いただき、

いうことで、今日も朝から自主避難所の開設を

ば市、つくばみらい市、下妻市、坂東市の四市

いるところです。

どうするかで会議を設けたところですが、何よ

に四一八名が避難しました。

数々の防災への取り組みを進めてきました。そ

りも市民に早い段階で避難行動を促すことに重

をしたり、地元消防団にもご協力いただいて巡

課が中心になって収集し、ＳＮＳ等で情報発信

だいて常総市オリジナルの防災アプリを開発

う問題を補完する意味で、総務省にご協力いた

防災行政無線が聞こえない、聞こえづらいとい

が上がったというデータもございます。さらに

や、私自らが避難指示を呼びかけ、大分避難率

は防災行政無線によるサイレン吹鳴による喚起

仕組みを構築してきました。台風十九号の折に

て、住民の皆さんに的確な情報を適時に伝える

という問題点が明らかとなり、この五年をかけ

しい雨となり、局地的に猛烈な雨となりまし

十二日夕方から十三日未明にかけてはさらに激

なりました。その後、台風の接近・通過に伴い、

日には台風の接近により昼過ぎから激しい雨と

の影響で十月十一日から雨が降りだし、翌十二

るいは被害状況を最初にお話ししますと、前線

保科 台風十九号による発災当時の気象状況あ

いします。

松尾 続いて丸森町の保科町長、よろしくお願

みも進めています。

また五年前の水害では、防災行政無線が雨や

回による注意喚起などを行っています。

し、スマートフォンで避難所の場所や防災行政

た。十一日午後三時から十三日午前九時までの

点を置いて取り組んでいます。そのために、気

また、五年前の水害を契機に設立された「鬼

無線の内容を確認できるようにしています。そ

総雨量は、丸森町の筆甫で五九四・五ミリ、丸

風、あるいはヘリコプターの音等で聞こえない

怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対

のほか、ＳＮＳやホームページを積極的に活用

森で四二七ミリを観測し、大規模な土砂災害や
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象状況をもとにさまざまな情報を防災危機管理

策協議会」の取り組みとして、台風による洪水

し、今年からは新たにＬＩＮＥのアプリを増強

河川の堤防決壊、越水を引き起こしました。こ

特 集 気候変動により激甚化する水災害への対応

平成27年９月関東・東北豪雨では、常総市役所本庁舎に避
難している市民の車も水没した

して、防災気象情報等を市民に発信する取り組

神達市長

わせレベル４の避難勧告を発令し、午後七時五

に土砂災害警戒情報が出されたので、それに合

が犠牲となったほか、一名が現在も行方不明と
〇分には大雨特別警報の発表を受けて、レベル

の災害により災害関連死を含め十一名の尊い命
なっています。浸水による住家被害は一〇六二
５の災害発生情報を発令しました。
この間、防災行政無線や安心・安全メール、

件、公共土木施設や農林業施設をはじめとする
施設および産業関連の被害は総額約四七二億円

被害が発生する可能性があると考え、十日の時

当町では、台風十九号の接近に伴い、甚大な

市町の分も入ってしまうのであまり見ないとい

無線が聞こえなかったり、エリアメールは隣接

信を行いましたが、激しい雨音や地形に阻まれ

エリアメールなどで繰り返し避難を促す情報発

点で町の登録制メール「まるもり安心・安全メ

う町民もおり、情報の受け取りに格差があった

に上り、町政史上最悪の災害となりました。

ール」で注意喚起をし、十一日には災害対策本

ように思います。しかし、自主防災組織や消防
団などが避難を呼びかけ、地区によっては家屋

部の設置や避難準備・高齢者等避難開始の発令
時期などを庁舎内で申し合わせました。

等が壊滅的な被害を受けたにもかかわらず犠牲

しました。この間、国、宮城県をはじめ全国の

発災当日の十二日には、時系列で大まかに言

避難所については、町内八地区のまちづくり

自治体から災害調査や被災者支援など、さまざ

者が出なかったところもあり、自助、共助の力

センターや各地のコミュニティセンター、学校

まな分野でご支援をいただきましたことに感謝

いますと、午前九時三〇分に消防団に出動を要

などに開設し、十二日夜の時点で町内十六カ所

申し上げたいと思います。また、十二月には復

仮設住宅の建設等を着実に行い、十二月末には

に四三八名が避難しました。台風が去った十三

興推進本部を立ち上げ、丸森町復旧・復興計画

が災害時には非常に有効であると感じたところ

高齢者等避難開始を発令しました。この時点で

日以降には、本格的に自衛隊や消防、警察など

の策定に着手しました。この計画は、令和六年

請し、予定より一時間繰り上げて午後二時に災

八カ所の避難所を設置、職員を全員招集する非

による救助活動が開始されました。各地で道路

度までの五年間を計画期間とするもので、本年

すべての避難所を閉鎖し、災害対策本部を解散

常配備二号を発令して大雨に備えました。午後

が寸断され、山間地では孤立した集落も多数発

六月に策定が完了しています。今後、この計画

です。

二時五六分には大雨洪水警報、午後三時二〇分

生したため、自衛隊のヘリによる救援物資の輸

降、罹災証明書の受付・発行、災害ごみの受け

ような災害に直面しましたが、その対応を検証

今回、私たちはこれまで経験したことがない

くこととしています。
入れ、災害ボランティアセンターの運営、応急

浸水による役場の孤立が解消された十五日以

に基づき本格的に復旧・復興事業を推進してい

害対策本部を設置、警戒レベル３の避難準備・

台風19号で浸水した丸森町中心部

送も実施されたところです。

保科町長
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る被害額となっています。

災害対応に関して特徴的な点に絞ってお話し

し、二度とこのような犠牲者を出さないように
するため、本年一月、専門家や地元住民からな

しますと、千曲川の堤防決壊により、大変多く

民からの救助要請を収集し、それを救助部隊に

ツイッターチームがツイッターに投稿された住

それから救助にあたっては、若手職員による

題を残したものと考えています。

すが、逃げ遅れをどうなくすかという大きな課

た。結果として救助されたことはよかったので

だき、一七〇〇名を超える方々が救助されまし

けれども海上保安庁にも救助活動を行っていた

消防、警察、さらに長野県は内陸県であります

の方が浸水域に取り残されましたが、自衛隊、

る災害検証委員会を立ち上げ、六月には検証結
果を踏まえた提言書を提出いただいたところで
す。提言書は全部で十六項目にわたり、特にそ
の中で強調されているのは、自助、共助などの
力を高める住民の防災意識の高揚、早めの避難
行動に結びつく体制づくり、安全な避難所の確
保策、
役場周辺の浸水に備えた代替機能の確保、
的確な情報収集や発信などです。
これらは現在、
改定作業中である地域防災計画やそれに付随す
る各種マニュアルの見直しの中で生かしていき
たいと考えています。

を直接放流するためのバイパス管を新たに布設

り、ポンプ施設の増強に加え、阿武隈川へ雨水

水機能の強化については、国や県との連携によ

土砂災害など、千曲川流域を中心に甚大な被害

交通障害やライフラインへの影響、農業被害、

被害、鉄道の運休や航空機の欠航、停電などの

水被害が発生したほか、人的被害や建物などの

市穂保地区での千曲川の堤防決壊などによる洪

阿部 台風十九号の影響により、本県では長野

松尾 では長野県の阿部知事、お願いします。

と考えています。

る安全で安心なまちづくりを目指していきたい

せ、昨年と同等の台風が来たとしても対応でき

自衛隊、行政が総力を結集して、台風十九号で

」
では、われわれは「 Operation One Nnagano
と称していますけれども、市民、ボランティア、

たと思っています。もう一つ関係機関との連携

送が行われたことも非常に画期的なご支援だっ

し、ＪＲによって高校生らの新幹線での代行輸

しなの鉄道という長野県の三セク鉄道が被災

また、応急対応からはちょっと外れますが、

ですが、ＳＮＳで救助活動が行われたことも特

後ＳＮＳをどう使うかは十分慎重な検討が必要

つないで救助に役立てることができました。今

し、排水能力を強化することで、内水氾濫によ

となりました。現時点で亡くなられた方は十五

発生した大量の災害ごみの撤去に乗り出しまし

また、ハード面の改善も必要で、特に内水排

る被害の抑制を図っていきます。
これらハード、

名、住宅被害は全壊九二〇棟、半壊二五一一棟

た。昼間にボランティアの皆さんが街中の災害
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徴的ではなかったかと思います。

ソフト両面にわたる対策を効果的に組み合わ

で、公共施設等も含めた被害総額は七五〇億円

ごみを集積場所に集め、夜間に自衛隊の皆さん

特 集 気候変動により激甚化する水災害への対応

台風19号の大雨で決壊した千曲川

強に上り、これは長野県の一年間の税収を上回

阿部知事

が仮置場に移送するという連携の中で災害ごみ

と防災対応の実態です。気象庁が警報を発表し

ですが、図１は千曲川の氾濫に至るまでの経緯

たかと言えば、県内あるいは自分の住む市内の

ではこの時に、長野県民の危機感はどうだっ

令されています。

じて、市町村の避難準備、避難勧告等が順次発

の十五時三〇分です。この発表や川の水位に応

たのが十二日の十時五四分、特別警報は同じ日

の処理を迅速に行うことができました。
台風十九号の災害対応を通じて、県として重
要な課題と考えているのは、先ほどお話しした
逃げ遅れをどうなくすかということです。
現在、
市長会、町村長会と一緒になって信州防災「逃
げ遅れゼロプロジェクト」に取り組んでいます
けれども、県としても、河川管理者の立場であ

どこかで水害が起こると思っていた県民はわず

会として要望してきましたが、なかなか国の対

げてほしいと、市長会、町村長会あるいは知事

全壊のみとなっています。かねてから対象を広

国の被災者生活再建支援制度の対象になるのは

あともう一点、
災害による住宅被害に対して、

うち三人は車利用者でした。車避難というのは

車です。実は千曲川の氾濫で亡くなった五人の

いているんです〈図３〉
。移動手段の九五％は

風が強く、川の水位が高い危険な時に皆さん動

避難された方のピークは十二日の二〇時で、雨

県民の避難行動を見ると、市町村の呼びかけで

安全避難者」の制度を創設・運用し、住民の皆

細かな情報発信に努めているところです。また

応を待っていられないということで、長野県で

奨励はできないですが、地方においては否定で

りますので、危機管理型水位計や簡易型監視カ

避難の際には、どうしても「まだ大丈夫」と避

は半壊の被害を受けた被災者の方も対象とする

きないですね。そうすると、重要なのはやはり

か四分の一に過ぎませんでした〈図２〉
。次に

難を躊躇しがちですが、地域内で積極的に避難

「信州被災者生活再建支援制度」という独自の

早い段階で動いてもらうこと、これしかないと

さんの適時適切な避難を促しています。

の声掛けをする役割を担っていただける「率先

制度を市町村と共に構築し、昨年六月に運用を

日の午後なんですね〈図４〉
。市町村は従来か

では、市町村の対応はどうだったのか。防災

ます。

らの防災計画に準じて災害対応しているわけで

市町村とよく話し合わなければいけないとこ

松尾 それではここで、皆さんのお話を踏まえ

すけれども、それでは遅いということです。私

担当者の多くはすでに十月十日の段階で危機感

て、私が調査した千曲川の事例から台風十九号

が何でタイムラインをやっているかと言うと、

ろ、この制度を適用して、半壊の方に対しても

の対応をご紹介します。この調査は、長野県民

そこなんです。基本的に「やばいよね」と思っ

を持っていましたが、実際に動き出すのは十二

九二七人と県下の七六市町村を対象としたもの

スムーズな支援を行うことができたと思ってい

私は思っています。

メラの運用によって、災害危険度が伝わるきめ

松尾氏
開始しました。台風十九号では、本来であれば

災害ごみの
運搬ボランティア

自衛隊による
搬出作業
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最高水位12.44m

水位（地点：立ヶ花）

降水量（地点：北牧）

国土交通省資料より作成

たら、
「明日避難の呼びかけをするかもしれま
せん」と市民に呼びかける、あるいは危機感を
共有するために早め早めに動きだしをする、こ
れがポイントだと思っています。
そこで、保科町長からお聞きします。先を見
越した早めの防災対応が必要な時代に入っている
と思うのですが、その辺りをどうお考えですか。

先を見越した
早めの防災対応が必要に
保科 台風十九号の対応を振り返りますと、災
害対策本部の設置や避難情報の発令など、私は
基準に従って適切に行ったと考えますけれど

図2．台風19号に対する長野県民（927名）の危機感
図4．長野県下 76市町村 防災担当者の危機感と防災対応

も、思ったよりも雨風の強まる時間帯が早かっ
たと感じています。また、一九八六年八月五日
の台風で、丸森町には六四〇ミリもの大雨が降
ったのですが、
「まさかあれ以上の雨は」とい
う町民の意識もあったようで、避難所に行くタ
イミングが遅れ、気づいたときには浸水で避難
所に行けないというケースもありました。やは
り早めに避難していれば、命だけは助かる可能
性があった方もいたのではないかと思います。
検証委員会の提言でも、もっと早く災害対策本
部を設置して避難情報を発令してもよかったの
ではないかというご意見もあり、そうした指摘
を踏まえて、地域防災計画の中で基準をより明
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確にしていきたいと考えています。
また、最近の気象予報は大変精度が高くなっ

特 集 気候変動により激甚化する水災害への対応

₁₀/₁₃

₁₀/₁₂
₁₀/₁₁

図1．千曲川氾濫への防災対応（実態）
図3．水平避難した方の行動時間（150人／927人）

に的確に適時に伝える。いまの状況だけではな

て対策本部に上げ、その情報をもとにして市民

いは関係機関のあらゆる情報をしっかり分析し

くことが必要です。気象庁や国土交通省、ある

て正確な情報をキャッチできる体制を整えてお

の対応をするためには、何よりも対策本部とし

に直結する部分になるわけですけれども、早め

の防災対応に力を入れています。タイムライン

神達 私ども常総市も、先を見越した早め早め

っています。続いて、神達市長お願いします。

り地域社会のつながりが大事になるだろうと思

する方は非常に少ないです。そうすると、やは

すが、八〇％は家族で避難します。一人で避難

ね。これは長野市の長沼地区でのアンケートで

いします。たぶん人は一人では逃げないです

会のタイムラインも重要ですのでよろしくお願

松尾 マイ・タイムラインも重要ですが、町内

揚につなげていきたいと考えています。

てタイムライン普及を働きかけ、防災意識の高

設定が推奨されています。いろいろな場を通じ

だけではなく、家庭でもマイ・タイムラインの

担当者に指示しているところです。さらに行政

を作成していませんので、早急に作成するよう

かと思っています。当町ではまだタイムライン

けば被害を未然に防ぐことができるのではない

については、タイムラインに従って対応してい

ょうが、台風のようにある程度予測がつくもの

ています。突然の豪雨は難しい部分があるでし

阿部 長野県は、昨年の台風十九号の後に「気

ます。それでは、阿部知事お願いします。

ね。そんなことが起こったということだと思い

たぶんそのクレームは市町村に来るわけです

ですが、民間側が先走って対応してしまうと、

市町村長の責任で避難の呼びかけをするところ

に先行していました。本来であれば、法律上は

ですけれども、台風十九号ではヤフーも自治体

松尾 いまのＪアラートの話は、気象庁もそう

べきだったのかという経験をしました。

イムラインよりも早い段階での避難勧告を出す

しましたけれども、自治体の責任者として、タ

になってしまったのです。気象庁に申し入れを

生じてしまい、結果としては住民を惑わすこと

る避難勧告とタイムラインの避難勧告に時差が

ていませんでした。つまり、気象庁が呼びかけ

なかったため、市としてはまだ避難勧告を出し

の危険水位レベルは避難勧告レベルに至ってい

というＪアラートが鳴ったのです。ただ、河川

が、その時点で、気象庁の「避難してください」

告、特別警報に近い気象状況になっていました

ありました。夜中に雨風が強くなって、避難勧

その点で、台風十九号ではちょっと反省点が

読みしていくことが大事だろうと思っています。

うした部分をＳＮＳやＩＣＴも活用しながら先

そして、それがどういう影響で現れるのか、こ

っていくのか、
降雨量がどんな形で推移するのか、

く、台風であればこれからどういう経路をたど

行動の仕方を決めておくことが大切です。

日ごろから家族あるいはコミュニティレベルで

え始めるのでは全く時間が足りませんので、常

うと思います。いざ災害というときに一から考

め知っておくこと、学んでおくことが重要だろ

れている場所がどういう状況なのかをあらかじ

の前提となる自分たちの地域や自分たちの置か

ども、マイ・タイムラインの作成、あるいはそ

いろいろなところで学びを重視していますけれ

の県づくり」を重点政策に掲げ、防災に限らず

また、その前段階として、長野県では「学び

る仕組みを強化していきたいと思っています。

もいただきながら映像等も含めて情報提供でき

えるために、ケーブルテレビの皆さんのご協力

を整えるとともに、リアルな現実をしっかり伝

上にきめ細かく状況を把握して情報を出す体制

理型の水位計をはじめ、われわれもこれまで以

ろうと思っています。先ほど触れました危機管

早め早めの情報提供を行っていくことが重要だ

その上で、われわれ行政としては、正確かつ

がありました。

ことが大前提として必要ではないかという思い

ってきていることを、県民の皆さんと共有する

たことのないような災害が起こる危険性が高ま

かけは今回の台風災害であり、これまで経験し

指す」という宣言をしました。その大きなきっ

わせていただき、あわせて「ゼロカーボンを目

候非常事態宣言」を全国の都道府県で初めて行
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知事になって何度か大きな災害に対応してきま

共有しなければいけないと思っています。私も

関と連携し、これまで以上にきめ細かく情報を

も住民と距離がありますので、市町村や関係機

ことですが、知事もしくは警察署長が避難の呼

そう思います。法律上は市町村長の責務という

るのではないかとのご発言がありました。私も

市町村を後押しするような県としての役割があ

松尾 いま知事から、避難の呼びかけを含めて

きたいと思っています。

したが、被災地の市町村長の皆さん方には、必

びかけをするというのは、当然できるようにな

そうした中で、われわれ県の場合はどうして

ず現在進行形で直接電話をかけさせていただい

もう一つ、県が管理している施設は、道路や

っています。

なければいけないことはありますかとお伝えし

河川、ダム、排水機場などたくさんあるわけで

て、どういう状況ですか、何か県として応援し
て、いつでも連絡くださいというお話をさせて

については、
長野市民の関心はとても高いです。

すね。特に長野市内を含めて千曲川支流の浅川

台風十九号の対応において、私の反省として

そういう意味で、県が先頭に立って、県民に対

いただいています。
あるのは、基本的に避難勧告等は市町村長の皆

して危機感を伝えるというのはとてもあるかな
と思っています。

さんに行っていただくという整理になっている
ため、やや市町村にお任せし過ぎた部分があっ
たのではないかという点です。今後はこうした
大規模災害があったときには、私、知事として

す。防災では自助、共助の部分が何よりウエー

トを占めており、公助ばかりが走っていても、

自助、共助がなければ「逃げ遅れゼロ」は実現

準備から当日の対応まで、住民の皆さんお一人

ですけれども、なかなか実感を持って、事前の

危機感を共有することは、口で言うのは簡単

るという訓練を行わせていただきました。

さんも含めて、私が会見をして避難を呼びかけ

す。現に、先日の防災訓練では、メディアの皆

していくことも考えていきたいと思っていま

やお考えについて、
神達市長からお願いします。

高めていくにはどうすればいいのか。その方策

でも触れられていましたが、住民側の危機感を

ないわけですね。そこで、すでに知事のご発言

て正しい避難行動を取らなければどうしようも

ミングで出したとしても、住民が危機感を持っ

なに国や自治体が避難情報を正しく的確なタイ

松尾 次のテーマに行きたいと思います。どん

域コミュニティをより深めることが何よりも防

うだけでなく、どういうメリットがあって、地

ば、ただ自主防災組織をつくってくださいとい

い自治会もあります。その底上げに関して言え

ば、自主防災組織の立ち上げまでに至っていな

中の最先端で活動している自主防災組織もあれ

常総市には二一七の自治会がありますが、その

ています。
例えばコミュニティ防災についても、

私は時間と共に危機感が薄れていくのを心配し

できません。あの水害を経験して五年が経ち、

お一人に促していくことは難しい部分がありま

神達 おっしゃるとおり、
住民の危機感を高め、

災につながるのだといったところを訴えなが

住民との危機感共有を
進めるには

す。
市町村の皆さんのご協力をいただきながら、

それを共有することが最大のテーマだと思いま
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も、メディア等を通じて直接避難の呼びかけを

一緒になってきめ細かく丁寧な対応を行ってい

特 集 気候変動により激甚化する水災害への対応

常総市小中学校防災学習でマイ・タイムラインの作成に取り組
む生徒と視察する神達市長

ら、行政としてしっかりサポートできればと思
事だろうと思います。そして、災害の起きそう

で、避難所運営をはじめコロナ禍の災害対応に

の感染症対策が必ずしも万全ではなかったと捉

ついては、それぞれお考えやお悩みもあろうか

また事前避難を促すために、安心・安全メー

えています。それを踏まえて、コロナ対応を図

なときにはリスクを避けるための行動がいち早

もたちが中学生になり、
「もうマイ・タイムラ

ルやエリアメール、テレビ、ラジオ、あるいは

っていますが、現在は消毒液や手袋、非接触型

っています。

インつくるの三回目だよ、市長」なんて言って

自主防災組織の連絡網などを活用しながら防災

の体温計などを用意しているほか、避難者を受

と思います。まずは保科町長、いかがでしょう

くる子どもたちもいます。防災教育の一環とし

情報を発信していますが、危機感がまだ住民に

け入れる際にはスクリーニングを行い、受付や

くとれるようにしておくことです。
そのために、

て、マイ・タイムライン作成に取り組み、今度

伝わり切らないところがあるように感じていま

体温測定をする職員用にフェースガードも備え

また常総市では、五年前の教訓を風化させな

は、そこでの学びを家庭に持ち帰って家族のタ

す。今後も表現方法などを工夫しながら、危険

ています。避難所の開設においては、健常者と

か。

イムラインをつくる。こういった切れ目ない取

が迫っていることの伝達方法を考えていきたい

感染者、感染症リスクの高い高齢者等のゾーン

自主防災組織の活動や地域防災マネジャーによ

り組みが何よりも危機感の共有につながってい

と思っています。なお、安心・安全メールの登

を分けるレイアウトを想定し、感染症対策とプ

いために、毎年一回、小中学校一斉の防災訓練

くのではないかと思います。

録率はまだ四〇％という状況です。繰り返し登

ライバシー保護を兼ねて、パーティションと段

保科 コロナ対応に限らず、これまでの丸森町

松尾 保科町長、いかがでしょうか。

録を推奨しているのですが、高齢者の多い町で

ボールベッドも備えました。また、実際の運営

る講話などを通じて、住民の防災意識を高める

保科 以前、ある研修会で「住民は逃げないも

携帯電話やスマートフォンをお持ちでない方も

にあたっては、
これらの備品を有効に活用して、

を実施し、その中でマイ・タイムラインの作成

のだ」という言葉を聞いたことがあります。過

多くいます。そうした方に対しては、お子さん

避難所のご協力も得ながら、食事や衛生面など

の避難所運営については、インフルエンザなど

去の経験から「自分は大丈夫」という思い込み、

やお孫さんなど町外の方でも登録が可能ですの

の細やかなルールを策定していくことが必要だ

取り組みを積極的に進めているところです。

いわゆる正常性バイアスです。台風十九号では、

で、その方に登録いただくという活用の仕方も

と考えています。

に取り組んでいます。当時、小学生だった子ど

実際に避難所に避難された方は町全体の三％

広くお伝えしているところです。

そのほか、住民にお伝えしていることは、ま

で、それも風雨が強くなってから避難された方
が大変多くいました。そういった意味で、危機

ります。新型コロナウイルス感染症は今年の一

松尾 最後のテーマであるコロナ禍の防災に移

だくよう案内しています。また、一晩だけなど

い方は、無理に避難せずに在宅で過ごしていた

を確認していただき、避難所に行かなくてもよ

ずは災害時に自宅が避難を要する場所にあるか

危機感の共有においては、先ほど知事がおっ

月十五日に国内初の感染者が確認されて以降、

の避難の場合は、車両への避難も感染症対策に

コロナ禍の災害対応に備えて

しゃったように、自分の住んでいる地域にどの

緊急事態宣言による外出自粛要請などもあり、

は有効と考えますが、避難者がエコノミークラ

感の共有あるいは事前避難の難しさを改めて感

ような災害リスクがあり、過去にどんな災害が

今日のような状況に至っています。こうした中

じています。

あったかなどを家族や地域で話し合うことが大

14

ができました。

な避難所対応を知っていただく機会とすること

アの皆さんにも参加いただき、多くの方に新た

運営訓練を実施しました。防災士やボランティ

ので、つい先日、コロナ禍を想定した避難所の

る三密回避の備品を完備することができました

テントや間仕切り、段ボールベッドなどいわゆ

神達 新聞でも大きく取り上げられましたが、

松尾 引き続き神達市長、お願いします。

います。

ながら、車両避難も推奨していきたいと考えて

この辺に関しては、専門家のご意見をいただき

ス症候群等を発症するおそれもありますので、

えています。県は、市町村を補完する立場とし

時から確保し備えておくことが重要であると考

ールベッド、パーティション等必要な物資を平

マスク、アルコール手指消毒液、体温計、段ボ

阿部 避難所における衛生環境対策としては、

考えるのですが、阿部知事いかがでしょうか。

応が有効であり、そこに県の役割もあると私は

べての備品を用意するよりも、これこそ広域対

の避難所運営においては、それぞれの市町村です

できない市町村も多いと聞いています。コロナ禍

いるので納品までに時間がかかり、なかなか用意

品調達にしても、全国の市町村が発注をかけて

営は厳しいものがあります。感染対策に伴う備

松尾 コロナ感染症が流行する中で、避難所運

ろうと思っています。

ムラインの連携によって、それが可能になるだ

す。マイ・タイムラインとコミュニティ・タイ

避難所の確保や三密を避けることにつがりま

ば、避難所に行かれる人数を把握でき、十分な

自治会や自主防災組織と共有することができれ

けです。このマイ・タイムラインを活用して、

あるいは自宅の二階が安心だという方もいるわ

イムラインによって、親戚や知人の家に行く、

った問い合わせが結構来るのですが、マイ・タ

さんからは「どこに避難したらいいんだ」とい

いかと考えています。避難の際には、市民の皆

ンやコミュニティ・タイムラインが有効ではな

と思っています。

ういう社会を皆さんと一緒につくっていけたら

になると改めて確信することができました。そ

に行動していけば、絶対に災害に強い地域社会

ぞれの機関が各々の役割を持って地域住民と共

会、消防団、社会福祉協議会、学校など、それ

は皆さんのお話を伺って、行政や自治会、町内

松尾 皆さん、ありがとうございました。今日

えています。

て、市町村と連携して取り組んでいきたいと考

避難所における良好な生活環境の確保に向け

で安心した避難生活を送ることができるよう、

す。県としては、避難される住民の方々が安全

避難所の環境改善も重要な課題と認識していま

ターコロナ時代に備え、感染防止策とともに、

いきたいと考えています。ウィズコロナ・アフ

ウイルス感染防止対策用の物資の備蓄を進めて

ており、引き続き、避難所における新型コロナ

ョンや体温計など、必要な物資の購入を検討し

す。今後も、生活スペースを仕切るパーティシ

達できる体制整備に取り組んでいるところで

工業組合と協定を締結し、段ボールベッドを調

ベッドについては、本年八月、東日本段ボール

どを備蓄しているところです。また、段ボール

て、マスクのほか、消毒液、段ボールベットな

型コロナウイルス感染症の感染防止対策とし

を確保する必要があると考えており、現在、新

協定に基づき、災害発生時において必要な物資

特 集 気候変動により激甚化する水災害への対応
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私は、コロナ禍においてもマイ・タイムライ

て、広域での物資の備蓄と、民間企業との応援

台風19号の際に開設された避難所の様子（丸森町）

