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平成 23 年度 滋賀県防災会議 議事概要

開催日時 平成 23 年(2011 年)12 月 27 日（火） 午後 13 時 30 分～15 時

場 所 大津市京町四丁目１番１号 滋賀県庁 新館７階大会議室

参加機関 別添資料のとおり ・・・「配席図参照」

議 題 (1)滋賀県地域防災計画（風水害等対策編、震災対策編、事故災害対策編）

の修正案について

(2)滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しについて

資 料 資料 1-1 滋賀県地域防災計画修正案の概要

資料 1-2 滋賀県地域防災計画案新旧対照表

資料 2 滋賀県防災計画（原子力災害対策編）の見直しついて

資料 3 これまでの東日本大震災における支援活動状況

資料 4 関西防災・減災プラン（仮称）素案の概要について

参考資料 1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律について

参考資料 2 東日本大震災を踏まえた今後の防災対策に関する国の取組状況

概 要

1.あいさつ

嘉田由紀子 滋賀県知事

本日は、年末の押し迫ったところ、大変ご多忙のところお集まりいただきましてありがとうござ

います。平成 23 年度滋賀県防災会議の開催にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。また、

少し時間を頂きまして、この半年、一年、大変大きな出来事がございましたので、経過のご説明も

同時にさせていただきたいと思います。

まず、この 3 月 11 日、観測史上最大規模の地震によります東日本大震災が発生いたしました。

さらに 9月には台風 12号および 15 号で近畿地方全体に大変大きな被害をもたらしました。多くの

方の尊い命が失われ、そして被災された方が大変多かったこと、改めて深く哀悼の意を捧げますと

ともに、被災された皆様の一日も早い復興・復旧をお祈りするところでございます。この東日本大

震災、地震の規模、津波の高さ、強さ、合わせて原子力発電所の事故の発生、被害の大きさなど、

日本のまさに歴史上始まって以来ともいうような大きな災害だったと思います。震度５以上の強い

揺れは、国土の約１割、津波の浸水域は東京 23区の面積にも相当いたします。

また、1万９千人を超える死者・行方不明者、さらに、全壊・半壊建物 30 万戸余りという甚大な

被害をもたらしました。また、この大震災に伴う原子力発電所の事故でございます。事故に伴う広

範囲の放射性物質の広がりによりまして、従来国が定めておりましたＥＰＺ10ｋｍの概念はもろく

も崩れてしまいました。本県は福井の原子力発電所が集中しております地域から最も近い長浜市余

呉町までは 13ｋｍでございます。ＥＰＺの 10ｋｍ圏内にない圏外であるということから従来は避

難等が必要な事態は起こらないと前提されていました。しかし、後ほどご審議いただきますが、本

県では国の防災指針の改正を視野に入れながら、県単独で取り組んでおります放射性物質拡散予測

を踏まえ、避難計画、モニタリングの見直しなどを内容とした地域防災計画（原子力災害対策編）
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の見直し作業に取り組んでいるところでございます。特に 10ｋｍから 30ｋｍに広がり、さらにそ

れ以上、プルームという放射性物質が拡散するだろうという予測などに合わせて県としても対応を

とっていきたいと考えております。

その他、今年度の県の主な取組でございますけれども、まず県災害対策本部が設置されます県庁

舎が災害対応の中枢的な役割を担う施設に必要な安全性を残念ながら満たしておりません。そうい

うことから危機対応上多くの課題がありまして、危機事案への総合的な対応拠点となる危機管理セ

ンターの整備の具体化を進めてまいりました。現在整備に向けて有識者からなる検討委員会を設置

いたしまして、そこで頂戴いたしました専門的なご意見を基に基本計画の策定に取り組んでおりま

す。県災害対策本部と県庁各部局との一体的運用や自衛隊、警察、消防等関係機関との密接な連携

を可能とするよう災害対策本部機能の充実を目指しております。本年の東日本大震災、また数々の

台風などの災害状況を踏まえて可能な限り早く、また、計画よりも前倒しで整備していきたいと考

えております。

また、地域のみなさんには、是非ともこの減災・防災力の強化をお願いしたいと思います。多く

の災害が同時多発でございます。行政として公助を備えるとともに、同時多発の時には自助、共助

を発揮していただかないと命が守れません。そのモデルとなる活動を支援する補助制度を今年度新

たに設けました。いざ災害が発生した場合には、まず防災の担い手となるのは、住民のみなさん、

企業、団体、学校、ＮＰＯ、ボランティアなど現にその地域におられる方々でございます。今後、

モデルとなる取組が県下に広がることで県域全体における防災力・減災力の向上に大いに期待をさ

せていただきたいと思っております。もちろんそのために私どもは公助、自助・共助が働くような

公助に努めさせて頂きたいと思っております。

この他、先ほど申し上げました危機管理センターにつきまして地域防災力の向上を図るためには

生活を丸ごと防災としてとらえる生活防災の拠点となるよう、地域の防災関係者等の交流や生活防

災の学びのための研修・交流機能を充実させたいと考えております。今回、東日本大震災、例えば、

釜石で小中学生が、本当に子供たち自らが命を守るという取組をしてくれました。先日もその指導

を 7 年間やってらした群馬大学の片田先生にたいへん克明なご報告、ご後援をいただきましたけれ

ども、普段備えていない、普段やっていないことについてはいざとなった時にできないんだと、い

かに日常、暮らしの中に体で覚えて防災・減災を入れ込むかということの重要性を教えて頂きまし

た。

以上、県の主な取組をご説明させていただきましたけれども、災害に対しましては、今も申し上

げましたように減災の観点から、ハード対策とともに、防災教育やリスクコミュニケーションなど

のソフト対策などあらゆる手段を通じて、被害の最小化を図る必要があります。繰り返しになりま

すが、ハード・ソフトを効果的に織り交ぜた「自助」、「共助」、「公助」がそれぞれの役割を果

たしながら連携して地域の防災力を高め、また、いかなる甚大な災害が発生しようとも、何として

も住民のみなさんの命を守り、また万一の被災の時にも、希望を持って生活再建ができるよう、災

害や危機管理事案に立ち向かっていきたいと考えております。引き続き皆様方のお力添えを賜りま

すようお願い申し上げます。

本日の会議では、滋賀県地域防災計画の修正案および滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）

の見直しの状況についてご審議いただきます。併せて、災害対策に関連した各種の事項のご報告を

させていただきます。委員の皆様方におかれましては、それぞれの立場から是非とも積極的なご意

見をいただきますようお願い申し上げまして、開会にあたりまして、少し長くなりましたけれども、

私の方からの挨拶また報告とさせていただきます。

本日どうかよろしくお願い申し上げます。
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2.報告

事務局より報告

（防災危機管理局報告）

本日の会議は、委員定数51名のうち出席者45名で定足数の過半数を満たしており、滋賀県防災会

議条例第3条第2項の規定により会議が成立することをご報告申し上げます。なお、本日の会議につ

きましては公開といたしますのでご了承願います。委員の皆様のご紹介つきましては、お手元にお

配りしております滋賀県防災会議委員名簿にて、ご紹介に代えさせていただきますのでご了承願い

ます。

それでは、ただ今から議題および報告事項に入らせていただきます。会議の議長は滋賀県防災会

議条例第3条第3項の規定により会長があたることになっておりますので、知事に議長をお願いしま

す。

3.議事

議題（１）:「滋賀県地域防災計画（風水害等対策編、震災対策編、事故災害対策編）」の修正

案について

事務局より説明

（防災危機管理局説明）

それではまず、議題１でございます。滋賀県地域防災計画の修正案につきましてご説明申し上げ

ます。

お手元の資料1－1に修正案の概要を、資料の1－2に新旧対照表をお配りいたしております。

ご説明につきましては、資料1－1の概要版でご説明させていただきたいと思いますので、資料1

－1をご覧ください。

まず、修正案の概要ですが、主なものにつきましては３つございます。1ページをお開きください

。1つ目でございます。土砂災害防止法の一部改正に伴う修正でございます。この土砂災害防止法で

ございますけれども、昨年11月に法改正が行われまして、本年5月に施行されたものでございます。

法改正でございますが、その目的に記載されていますように、大規模な土砂災害が緊迫している状

況におきまして市や町が住民の避難指示の判断が行えるよう、国や都道府県において被害が想定さ

れる区域、時期に関する情報を提供しようとするものでございます。その中で、県におきましては

、地滑りに関してまして、土砂災害が想定される土地の区域および時期を明からにするための緊急

調査や、その緊急調査に基づきます情報を関係自治体の長や一般県民のみなさまに情報提供する、

土砂災害緊急情報の発信が義務付けられているものでございます。この改正に伴いまして、風水害

等対策編の第2章災害予防計画第1節土砂災害予防計画について一部修正をしようというものでござ

います。
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次に２ページでございます。主食供給計画の修正についてご説明申し上げます。この主食供給計

画でございますけれども、これは災害時における被災者および災害応急対策要員等に対します主食

の確保について定めているものでございまして、風水害等対策編および震災対策編において記載を

しているというものでございます。この中で、応急用米穀の受け渡しに関してでございますが、こ

のたびその手続につきまして農林水産省において変更がありましたことから、それに伴います修正

を行うものでございます。下の図にお示ししておりますように、従前は、市や町の引渡要請を受け

まして、県から農政事務所に要請を行い、農政事務所の受渡要請や引渡指示によりまして、届出業

者や政府米の保管業者から受け渡しが行われているところでございますが、変更後、右側でござい

ますけれども、政府所有米の販売等業務が近畿農政局や旧農政事務所、現在の地域センターでござ

いますが、実施されなくなり包括的な民間委託となったこと、また災害救助法、国民保護法が発動

された場合の、政府所有米の供給が農林水産省生産局を通じた供給に一元されたことを受けまして

、県から農林水産省生産局へ要請を行う形に手続が変更されまして、農林水産省の要請等により米

穀販売事業者や民間の委託事業者から受け渡しが行われる形になりましたことから、これに伴い必

要な修正を行うというものでございます。

続いて３ページでございます。特定動物による危害防止と愛玩動物の救護対策の明確化について

ご説明申し上げます。この修正に関しましては、このたびの東日本大震災での課題を踏まえまして

、新たに避難所における動物の適正な飼養についての支援を明記するなど、風水害等対策編および

震災対策編の所要箇所について修正を行うものでございます。愛玩動物に関しましては災害時にお

きましても適切な保護対策が必要でありますことから、東日本大震災におきましても被災したペッ

トの救護について議論されているところでございますけれども、行政に対しまして明確な対応が求

められているところでございます。つきましては、お手元の資料にあります避難所における動物の

適正な飼養について明記をしまして、併せまして、現行計画の特定動物による危害防止と、被災犬

等の保護の記述につきまして、一括して一つの計画として、特定動物の危害防止および愛玩動物救

護等対策計画として再整理しようというものでございます。

続きまして4ページ以降でございますけれども、その他修正でございます。各編ございますが、

主には組織改編等に伴います修正をはじめ、統計数値等の時点修正、制度改正等に伴い修正を行う

ものでございます。

修正に係る説明は以上でございますが、参考資料１をご覧ください。地域防災計画の修正に係る

手続の変更でございます。本年5月2日に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律が公布されまして、同法中の災害対策基本法の一部改正部分に

ついて同日施行されております。これに伴いまして、これまで地域防災計画の修正は、防災会議で

の審議を経まして、内閣総理大臣に対しまして修正協議を行うこととされておりましたけれども、

このたび、内閣総理大臣への修正協議が廃止されまして報告することとされたものでございます。

従いまして、本日の修正案でございますけれども、本日の防災会議でご承認を頂きました後、内閣

総理大臣へご報告させていただくというものでございます。

参考資料２でございます。東日本大震災を踏まえた今後の防災対策に関する国の取組状況につい
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て少しご紹介させていただいております。地震の長期評価また被害想定をはじめ、中央防災会議等

での防災対策の充実強化に向けました検討など、今後の防災対策の見直しに向けまして、各府省庁

で取組が進められております。引き続き、これら国の動きを見据えながら、県としましても地域防

災計画の見直しの準備を進めてまいりたいと考えております。

以上、滋賀県地域防災計画の修正案についてご説明申し上げました。ご審議の程、よろしくお願

いします。

知事コメント

4 ページ 5ページで是非特筆をさせていただきたいことは、県の防災ヘリコプターがようやく

更新されました。そして、そこにヘリテレという映像伝送が可能となる改善ができましたので、

修正要旨として入れさせていただいております。

審議

 質問等なく、修正案を承認。

議題（２）:「滋賀県地域防災計画（原子力災害対策編）」の見直しについて

事務局より説明

資料２により説明をさせていただきます。

（防災危機管理局説明）

1 ページでございます。3 月 11 日の地震による福島での原子力発電所の事故を受けまして、滋賀

県でも、非常に近い福井県に原子力発電所が 14 基ございますので、それに対応するべく、原子力

災害対策編の見直しを鋭意進めてきたところでございます。その状況につきまして、まずご説明い

たしたいと思います。

これを進めるに当たりまして、専門家の皆さんで見直しの検討委員会を立ち上げまして、まず第

1 回といたしまして 5月 19 日に会議を開いたところでございます。委員長として京都大学の防災研

究所教授であります林春夫先生にお願いをいたしまして、その他学識者、関係市、これは長浜市、

高島市でございますが、と関係の機関の皆さんに入っていただきまして、16 名で委員会を立ち上げ

たところでございます。現在まで 3 回委員会を実施いたしました。1回目の 5 月 19 日では、基本的

な考え方、進めるにあたっての行程表をお示ししてご了承いただきました。第2回におきましては、

地域防災計画の骨子を検討していただきまして、その他環境放射線がどのように、万が一福井県の

原子力発電所で福島県クラスの事故が起こった時に、どのような影響が来るのかというあたりのシ

ミュレーションのやり方、ケース検討をしていただきました。それに基づきまして、シミュレーシ

ョンを実施いたしまして、去る 11月 25 日、放射性物質の拡散予測の結果の報告をしていただきま

して、それに関わりまして防災対策を重点的に実施するべき地域の考え方というものをご検討いた

だいたところでございます。それから放射線のモニタリング体制についてもご検討いただきました。

今後、年が変わりまして、1 月下旬～2 月上旬あたりに第 4 回の検討委員会を実施する予定であり
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ます。

そして、今回の主な検討項目でございます。原子力災害対策編にあたりましては広い分野の検討

項目がございますが、その中でも今年度中に実施しようという部分が３つございます。

その一つが、避難計画の策定でございます。どのあたりに影響が来て、どのように逃げるかとい

う部分、避難計画の策定。それから、それをするためにモニタリング、どのような影響が実際に来

ているのか、来るのかというあたりのモニタリング体制の見直し。それから、危険をいかに住民の

みなさんに伝えるか、難しいことを難しく伝えても十分伝わりません。難しい内容をいかに住民の

みなさんにわかるよう伝えるにはどのような形のものを考えたらいいのか、というあたりのリスク

コミュニケーションのあり方の検討、この特に 3つを今年度盛り込んだ計画として進めていきたい

と思っております。

今後のスケジュールでございますが、一番上の防災会議、これが本日の防災会議でございます。

来年 1 月には、第 4 回の検討委員会を実施し、そこで計画案の策定をいただきたいと思っておりま

す。そして、2 月には住民のみなさんの意見をいただきたいと思っております。3 月にもう一度防

災会議を開きまして、防災会議におきまして、地域防災計画 23 年度版の計画の策定をご了承いた

だきたいと考えております。

具体的に地域防災計画、今やろうとしているものはどういうものかという骨子でございます。こ

れは、第 2回の検討委員会の資料が 2 ページ以降 5 ページまでの部分でございます。これは、今回

見直しする部分の目次にあたる部分でございまして、中身につきましては、今、鋭意作業を進めて

いるところでございます。それぞれ右の方に平成 23 年の見直しのところに○がついているもの、

24 年度以降に○がついているもの、一度にやれると本当はいいのですが、関係機関が非常に多い部

分でありますとか、調整に時間がかかる部分につきましては、切り離しまして 24 年度以降に速や

かにこの計画に盛り込んだものを 24 年度版という形で組み上げていきたいと思います。

計画項目が並んでおりますが、特に今回、新しく追加される項目でございます。今回の福島の事

故を受けまして、特に今まで滋賀県に足りなかったものを新たに盛り込んでいる部分がございます。

それは、例えば、2 ページ下から 6 行目ぐらい、新と左に書いていますが、第 2 章の第 4節の第 4、

下線が引いておりますが、モニタリング体制、いかに影響か来ているかを実測できるようなモニタ

リング体制、それに行く市町との連携の部分を含んで書いていこうと考えているところでございま

す。それから、３ページでございますが、これは来年度の項目になりますが、新でいきますと真ん

中あたり、第 10 節広域的応援等連携体制、要するに広域的な連絡体制が必要だということを新た

に項目に入れようと考えております。それから、真ん中やや下のところ、先ほどモニタリング体制

がありましたが、先ほどは災害予防の部分でございますし、この 3ページの中ほどやや下あたりの

ところは緊急時のモニタリング計画ということでのモニタリング、同じモニタリングでございます

が、緊急時と平時ということを書いております。第 5 節につきましては、下の方、新で救助・救急

対策、これは来年度作成していく予定で考えております。

4 ページ第 6 節避難および避難計画、もし被害が起こった時にどのように避難あるいは退避する

かというあたりを盛り込もうと考えております。第 7 節緊急輸送活動体制、避難するにあたりまし

ての輸送をどのような形でやっていくかというあたりを盛り込もうと考えております。第 8 節警備

および交通対策計画、第 9 節医療および防護資機材等の整備計画、第 10 節緊急時被ばく医療計画、

第 12 節自衛隊災害派遣要請計画、このあたりについては、来年度成文化する予定でございます。

今の項目につきましても、できるところは既に着手しておりますが、成文化につきましては、来年
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度に盛り込もうと考えているところでございます。今説明したところが目次としてはそういうとこ

ろでございます。

6 ページのところ、23年度ご審議いただくところでございますけれども、ここの部分のポイント

を 6 ページ～7 ページに書き挙げたところでございます。重複する部分は省略させていただきます

が、特に今回の大きな変更点と言いますか、変わったところ、今まで私どもが持っています地域防

災計画（原子力災害対策編）を大きく変える根本の部分がまずございます。今までの私どもの計画

というのは、アメリカのスリーマイル島の事故を一番大きな影響のある災害と捉えまして、それが

福井県の原子力発電所で起こったらという前提で計画が作られておりました。今回は、福島での事

故を最悪の事故として想定していこうというものでございます。それから、そのスリーマイル島の

事故でいきますと、影響のある範囲というのはＥＰＺと言いまして、人的な影響が出るのが従来 10

ｋｍという範囲が定められておりました。それが、今回、福島の事故を受けまして、国の方のまだ

指針とまではいっておりませんけれども、国の原子力安全委員会が一定の考え方を示したところで

ございます。それが 30ｋｍという考えが出ておりますので、それでいきますと、滋賀県におきまし

ては、長浜と高島の一部がかかるということになります。それを前提として計画作りを進めていこ

うということでございます。それに基づきまして、それぞれの部分におきます新しい項目を追加し

たり、モニタリング体制を強化しようという部分、あるいは、修正をする項目、必要だけれども中

身を変えるというところが出てまいります。そのあたりを、今回、追加して、あるいは修正して、

成文化していこうということでございます。

8 ページをみていただきたいと思います。先ほど、原子力安全委員会で一定の考え方が示された

と申し上げました。いろいろ細かい項目が出ているのですけれども、大きな項目として、変わった

点でございます。今までは、先ほど言いましたが、ＥＰＺが 10ｋｍという影響がございました。そ

れを今回の事故を受けまして考え方が、影響が出る範囲というものを 3つに分けてやっていこうと

いうことになっています。地図が載っております。今回の地域の考え方のイメージ図でございます。

これは福島の現地をベースにして考えておりますので、右側に海の記載がありますが、海側に福島

の原発があった訳でございます。そこからをイメージとしておりますので、そこに原発から概ね 5km

の部分を一つのエリアと決めましょうという、これを PAZ と言うのですけれども、原子力発電所の

中で事故が起こって、まだ放射性物質が拡散されていない格納容器の中で収まっているけれども事

象としては非常に危険だというものが分かった時点で、PAZ の範囲につきましては、即刻退避、避

難というエリアでございます。それから、UPZ という部分、原子力発電所から 30km のエリアにつき

ましては、観測体制を整備してそこにある一定の影響の数値が出た段階で、屋内退避あるいは状況

によっては避難というエリアを設けたところです。そこが重点的に対策を講ずるべきという位置付

けをされたところでございます。そして、ここに滋賀県の長浜と高島の一部がかかるということで

ございます。それから、もう一つ、一番外側に円がございます。これは PPA という部分でございま

すが、プルーム通過時のプルーム、雲に乗って、上昇気流に乗りまして、ずっと影響が遠いところ

まで出るというエリアが今回の福島ではございました。ここの部分をひとつのプルーム通過時の被

曝を避けるための措置を実施する地域ということに設定をされたところでございます。薄くかかる、

あるいは偏ってかかる、エリア的にスポット的に出るかも知れない、そういう位置付けをされたと

ころでございます。このような形で国の考え方が示されたところでございますので、そこの部分を

勘案しながら考えていきたいと思います。

（琵琶湖環境科学研究センター説明）
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大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測について説明をさせていただきます。

資料 9 ページをお開き下さい。琵琶湖環境科学総合センターでは、これまで大気汚染の状況を把

握するために大気のシミュレーションモデルを作成しております。今回、国の方の予測システムで

ありあます SPEEDI がこれまで使うことができないという状況にありましたことから、私どもの大

気シミュレーションモデルを用いて放射性物質の拡散予測ができないか検討を行いました。その検

討結果について報告させていただきます。

今回、このシミュレーションで予測しました放射性物質といたしましては、キセノン 133 と呼ば

れる放射性物質とヨウ素 131 という、その 2 つについて拡散予測を行いました。拡散予測ですけれ

ども、被曝線量といたしましては、大気中にあります放射性物質から直接人体に影響を及ぼす外部

被曝と、もうひとつ、人間が大気を吸うことによってヨウ素を吸い込んで甲状腺にそれが集積され

る、その集積したヨウ素からの被曝線量であります甲状腺被曝等価線量というものを計算いたしま

した。今回は地域防災計画におきます緊急時をターゲットにしているとうことでございますので、

長期的な評価、例えば、セシウム等の沈着からなります影響についてはこの中に入っておりません。

外部被曝と甲状腺の内部被曝の両方を計算した訳ですけれども、外部被曝につきましては、先ほど

申し上げましたキセノンとヨウ素を両方足し合わせましても、今までの防災指針の屋内退避の基準

であります 10mSv という値を大幅に下回っておりました。一方、甲状腺被曝等価線量、内部被曝に

関しましては、滋賀県内で屋内退避の基準になります、内部被曝の場合は屋内退避の基準が 100mSv

という単位になるのですけれども、その 100mSv を超える地域が見られましたので、今回、甲状腺

被曝等価線量について報告させていただきます。

この拡散予測を行うにあたりましては、9 ページの拡散予測前提条件というところをご覧いただ

きたいのですけれども、まず、甲状腺の内部被曝ということでヨウ素が甲状腺に溜まってくるわけ

ですけれども、もともとのヨウ素の放出量をどう考えるかということで、福島第一原子力発電所で

起こった事故を想定して、それが福井県内の原子力発電所で起こるという想定で行ったわけですけ

れども、福島第一原子力発電所で最も多くヨウ素が放出された時期というのは、3月 15 日の 7時か

ら 17 時の間で、その間の推定放出量というのは、2.2×10
16

Bｑという値でした。1時間当たりでみま

すと、一番たくさん出た 1 時間当たりの放射線量が 0.4×10
16

Bｑという値でございましたので、その

値を用い、さらに先ほどの放出量の多かった時期の総放出量と合わせる形で放出時間を 6時間とす

ることによってヨウ素を 2.4×10
16

Bｑ放出させるという前提条件で予測を行いました。排出する高さ

ですけれども、9 ページの場合には、美浜の発電所を想定しての予測になりますけれども、美浜の

排出口が 54ｍであることから、私たちのシミュレーションモデルでは地表から第 1 層、第 2層、第

３層と 23 層の高さ別モデルを持っているのですけれども、そのうちの第 3 層、約 44ｍ～73ｍとい

う高さの所で放出させるという推定で行いました。この放出させた放射性物質を過去の気象データ

からどのように拡散するのか計算いたしました。このシミュレーションを行う日の選定ですけれど

も、2010 年の美浜のアメダスのデータを用い、滋賀県に影響が大きくなると考えられます風の向き

では北の風、実際には西北西から東北東の風が長時間吹いていて、さらに滋賀県をゆっくり通過す

るということや風速が穏やかな日というのを月 5 日間ずつ選びまして年間 60 日間のシミュレーシ

ョンを行いました。高さ 44ｍ～73ｍの第 3 層から放出させまして、選定いたしました 60 日の気象

条件で拡散を行わせ、第 1 層、地表から 18 メートルが第 1 層なのですけれども、地表付近の濃度

を推定するという作業を行いまいした。推定するにあたっては、滋賀県内を 3km のメッシュに分け

てそれぞれのメッシュの濃度ということで求めました。1 時間毎にこの濃度を求め、甲状腺の被曝

線量の場合には、小児が 1 時間あたりにどれだけ呼吸をするのかという数字を濃度に掛け合わせ、
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さらにそれによって体内に入った放射性物質の量、ベクレルでありますけれども、そのベクレルか

ら人体への被曝線量に変換します係数を掛け合わせることによって、甲状腺の被曝等価線量を求め

ました。求めるにあたりましては、24 時間分を積算して求めております。24 時間経ちますと、排

出口から出た放射性物質は薄まって滋賀県を通過してしまうということで、影響が極めて小さくな

るということで、24 時間の計算で行いました。計算にあたりましては、屋外に 8 時間、屋内に 16

時間いるという想定で行っております。屋内にいる場合は屋外に対しまして 4 分の 1 の係数を掛け

るというのが原子力安全委員会で採られておりましたので、その方式で計算しております。なお、

放出に当たりましては、朝 9 時に事故が起きたと考え、6 時間の放出になりますので昼の 3 時まで

放出が起こり、8 時間後、9 時から 17 時まで屋外にいて、17時から翌日の 9 時まで屋内にいるとい

う想定で計算を行っております。

9 ページの上の方に示しております図は、この 60回のシミュレーションの結果をそれぞれのメッ

シュで一番高かった値、1 回の放出ではなくて、60 回行った結果を重ね合わせて一番高かった値と

いうことで評価したものでございます。評価の基準と致しましては、赤いところといたしまして、

これまでの防災指針で避難にあたります 500 mSv を超えるところ、これは、圏内に該当する所はあ

りませんでした。次に黄色のところ、これはこれまでの防災指針で屋内退避にあたるもので、100mSv

以上の地域でございまして、高島市と長浜市でこの地域が見られました。次に緑で示しましたのは、

50mSv 以上の地域でありまして、先ほどプルーム通過時の被曝を避けるための防護地域ということ

で PPA という話があったのですけれども、この考え方の基になりますのが IAEA（国際原子力機関）

の方で安定ヨウ素剤を予防的に服用する地域ということで、そういう地域を 50 mSv 以上というこ

とで決めているということもありまして、緑色の地域、50 mSv 以上ということで示しておりますけ

れども、この 50 mSv 以上の地域をみますと滋賀県下ほとんどの市町がこの地域に含まれるという

ことがわかりました。11 ページを先にご覧下さい。先ほど 9 ページのところでは 100mSv、50mSv

以上の地域を示しましたけれども、11ページのところは 50mSv 以上になった回数が、シミュレーシ

ョンを 60 回行いましたけれども、何回以上になるのかを示したものでございます。高島市、長浜

市等、福井県の県境と近い地域に関しましては、60 回に対して 10 回以上 50mSv 以上になるという

地域が見受けられる一方、琵琶湖の南部の方に関しましては、60 回行ったうちほとんどのところが

1 回か 2 回ということでございます。風配図、風向き等をみますと、滋賀県の風があらゆる方向に

吹くと考えますと、滋賀県のほとんどの地域が放射性物質の拡散、この 1 回、2 回という確率では

滋賀県のほとんどの地域がこういう地域にあたるというふうにこの図を見ていただければと思い

ます。12ページを開いていただきますと、こちらは、100mSv 以上になる頻度を示しておりまして、

やはり福井県との県境のところで発生の頻度が高くなっております。

10 ページをご覧ください。大飯発電所で先ほどと同じ前提条件で放射性物質を拡散させて予測し

た結果でございます。シミュレーションを行った日は、先ほど 60 日美浜で行ったうち、大飯発電

所の近くにあります小浜のアメダスを参考にいたしまして滋賀県に影響を及ぼします西風から北

風の方向に吹いているというのを確認できました月 3 日間、年間で 36 日間の日を選びましてシミ

ュレーションを行った結果でございまして、大飯発電所からの予測では、高島市の一部でこれまで

の防災指針の屋内退避基準であります 100mSv を超える地域が見られました。一方 50mSv を超える

ところといたしましては、高島市、大津市から琵琶湖の対岸南部の方に広がっているような地域が

見られました。13、14 ページに関しましては、それぞれ 50 mSv 、100mSv を超える地域の頻度が示

されておりまして、やはり福井の県境の方で 10 回を超えるような高い頻度での予測回数になって

おりました。

以上、シミュレーションの予測について報告させていただきました。



10

知事

前半の方は地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しのこれまでの経過と、これからの今年度、

来年度の予定などを説明させていただきました。また、後半は、これまでは、同心円で 10km、30km

でいわばリスク評価をしていたわけですけれど、今回の福島での事故を見ておりますと、地形や気

象に大変大きな影響を受けます。そういうところから環境科学研究センターに大変ご苦労をいただ

きまして、全国的にも自治体が独自でシミュレーションをするのは初めてのケースでございますけ

れども、合理的な避難計画あるいは防災計画を作るにはしっかりしたデータが必要だということで、

このようなシミュレーション結果を出させていただきました。

ただ、2点お断りをしたいと思います。1 点は、本来国が持っているシステム SPEEDI のデータに

基づいてやらせていただきたいということで、国の方にずっと要望してきたのですけれども、国が

なかなか出さないということなので、これは次善の策として県が対応したということをまずご理解

いただきたいと思います。それからもう一点は、あくまでシミュレーションです。仮定によるもの

でございますので、先程来、山中の方からご説明いたしました気象条件、地形条件を含めての条件

をこうした時にはこういう影響があるということでございますので、このシミュレーションのデー

タの扱いにつきましては、合理的に正しく恐れるということで、ここの扱い方にもご配慮いただけ

たらと思っております。以上、2点説明させていただきましたけれども、ご質問ありませんでしょ

うか？

滋賀県町村会

この扱いについて、今までからかなり市町によって受け取り方が違います。首長によっても違う。

できるだけ公表して行って、皆さん方にこういうシミュレーションによって影響を受けることがあ

るのだということを、できるだけ普段から知ってもらうことが大事だと思っていますが、みんなが

そうは思っていないということもありまして、こういったものを住民に公開し、自治会にも渡して

行きたいと思っているのですけれども、新聞には出ていますから、それについてそんなに危機を煽

っているという受け取り方をしている住民さんはあまりいない、特にそういう声は聞いたこともな

いので、やっぱり普段からいざという時にはそれこそ自分らで避難していくという意志をしっかり

と持っていただきたいと思っているところでして、積極的に公表していくべきだと思っています。

滋賀県市長会

我々の方は、特に影響を受けます長浜市、高島市も参加させていただいておりますので、その辺

は意見を十分に反映させていただいていると思いますので、現段階ではこれで結構だと考えていま

す。

知事

できるだけ誤解のないような形で情報共有させていただきたいと思います。

この原子力災害対策編の見直しですけれども、今後策定作業を進めていきまして、3 月にはこの

会議に具体案をお諮りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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4.報告事項

報告事項は大きく２点ございまして、1 点は、東日本大震災の支援状況でございます。3．11 直

後、県としても DMAT 派遣、そして、消防、警察、また自衛隊の皆さんもすぐに支援に入っていた

だいたのですけれども、関西広域連合の方では、まとまって支援しようと、特に神戸の経験をみて

おりますと、一番しんどいところから情報が出てこないんだということで、待ちの姿勢ではなく前

向きに支援しようということで、広域連合の中で割り振りをしまして、滋賀県は福島県を応援させ

ていただくということで、3 月 14 日の朝には担当を派遣し、支援が始まったわけであります。その

具体のところについて、担当の方からまずご報告させていただきます。

2 点目ですが、今、関西広域連合のほうで、関西圏域の防災・減災プランを準備しております。

これも滋賀県民は日常的に京都・大阪・兵庫を行ったり来たりしております。万一、地震あるいは

インフルエンザそして原子力災害などがあったときにどうするかといことを関西全体としてプラ

ンとして備えていこうというものでございます。

事務局より報告

（防災危機管理局報告）

東日本大震災におきますこれまでの支援状況の取組につきまして概要を説明させていただきま

す。説明に入ります前に、まずは、3 月 11 日の発災直後から広域緊急援助隊、緊急消防援助隊、DMAT

等をはじめ、各市町、また本会議のメンバーにおかれましては、率先して多岐にわたる応援・支援

を賜りました。この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。

資料３をご覧ください。東日本大震災でございますけれども、地震・津波によりまして東北３県

をはじめ９都県にわたる大変広域に甚大な被害が発生いたしまして、皆様が多方面での支援活動に

ご尽力をいただいたところでございますけれども、本日は、県の支援本部で取りまとめております

支援活動の概況についてご報告します。これまでの支援でございますけれども、これまでは応援協

定等に基づきまして、被災県からの要請に基づき応援に出向くという形が多かったのですけれども、

このたびの東日本大震災では、先ほど議長の方からのお話にもありましたけれども、関西広域連合

の枠組みによりまして被災地からの要請を待たずして支援活動に取り組んだところから、何よりも

初動が早かったというふうに思っております。11 日の発災後、13 日には各知事からなります連合

委員会を開催し、支援のための緊急声明を発出しております。被災地対策、支援物資等の提供、応

援要員の派遣、避難者等の受け入れなどの支援について、表明をしているというところでございま

す。

また、カウンターパート方式を取り入れることとしまして、滋賀県は京都府とともに主に福島県に

対して支援を行うこととなりました。

14 日には第 1 陣の現地連絡員を福島県に向けて派遣しておりますけれども、この時に合わせまし

て、県の備蓄物資であります毛布 9,300 枚をはじめ、乾パン、アルファ化米など県トラック協会様

のご協力をいただきながら搬送させていただいたところでございます。また 16 日でございますけ

れども、県庁内に東日本大震災支援本部を設置しまして、全庁的な支援体制を整えたところでござ

います。17 日からは避難者の受け入れ、緊急物資の受付を開始しまして、22 日には避難所支援の

ため 15 名の第１陣を派遣しております。これを 8 月 7 日まで避難所支援につきまして総勢で 30班

の 327 名、避難所でいいますと 8箇所に職員を派遣しました。
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これまでの支援状況、支援効果等は、資料３のとおりでございますけれども、できるだけ被災地

のニーズに合わせました支援となるよう、たとえば物資支援でございますけれども、企業や事業者

さんからのご協力をいただきながら、例えばこどもたちの足のサイズに合わせた学校教育用のシュ

ーズをお届けするという工夫をいたしましたり、また避難所ではどうしてもたんぱく質が不足する

ということがございましたので、子鮎の佃煮など大変喜んでいただいたところでございます。

また、避難者の受入支援では、相談窓口を一元化しまして、ワンストップサービスとなるよう徹

底をいたしましたり、巡回訪問による相談支援など、きめ細かな支援にも取り組んでまいりまいた。

とりわけ市町のみなさんからは、約 4，000 人を超える受入施設を確保していただくなどのご尽力

を賜りまして、12 月 15 日現在でございますけれども、公営住宅、民間住宅に 155 世帯 393 名のみ

なさんが滋賀県に避難されております。さる 12 月 4 日に滋賀県避難者交流会を開催していただき

ましたけれども、避難者の方による滋賀県内避難者の会を立ち上げていただいたというところでご

ざいます。

次にこれら支援の成果についてでございます。一つは、このたびの東日本大震災でございますけ

れども、大変広範囲にわたる広域災害でありますことから、関西広域連合の新たな支援体制、これ

は大変迅速に対応でき、効果的な支援活動につながったのではないかと考えております。とりわけ、

対口支援、カウンターパート方式によります支援ですけれども、支援する県が決まっておりました

ことから、例えば、福島県の災害対策本部員会議に毎回出席することができましたし、そこで最新

の情報を得ることができました。また福島県さんの方も応援府県が明らかであったことから、非常

にわかりやすい支援をいただいたという声もいただいているところでございます。併せて、計画的

な支援によりまして福島県の本部の各セクションにおきましても本音でやりとりができる関係、い

わゆる顔の見える関係作りが徐々に構築されていったということで、ニーズにあった効果的な支援

活動にも繋がったと考えております。また、一緒に福島県を支援しておりました京都府はもとより

福島県を支援していました他県との連携も深まったということもございました。

二つは、県として支援本部を設置して、関係機関、民間事業者、市町のみなさんなどとの連携を

深めながら取組を展開したということによりまして、効果的な支援に繋がったのではないかと考え

ており、また、連携のあり方をはじめ、広域災害における応援、受援の仕方などについて改めて考

える機会となったところでございます。また、県職員を現地連絡員はじめ避難所支援に派遣しまし

たけれども、福島県災害対策本部や現地のマスコミ、各支援団体の動き等、現場の取組を直に学ぶ

機会となり、本県発災時のイメージが具体的にできるなど、滋賀県の地域防災に取り組んでいく上

で、貴重な教訓を得たと考えております。これからの支援の方向でございますけれども、発災直後

の短期的支援から中長期的支援へと移ってきておりまして、土木・建築職などの専門職の職員を派

遣して、復旧・復興に力を尽くすとともに、避難者受入支援などに継続して取り組んでいるもので

ございますので、今後とも引き続きましてご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

知事

ただいまの報告につきしまして、ご質問、コメントがございましたら、お願いします。

今回のような大震災ですと、今日お集まりの全ての関係者のみなさまがそれぞれの持てる力を最

大に発揮していただき、今に至っていると思います。改めまして、みなさまのこれからのお力添え

と、何よりも私たち自身も学ばさせていただいたということで、一層このあと復旧・復興に向けて

の取組を進めていきたいと思っております。
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次に、関西防災・減災プラン素案について、事務局から報告をお願いします。

事務局より報告

（防災危機管理局報告）

関西防災・減災プラン（仮称）素案についてご報告申し上げます。

資料４をご覧ください。このプランは、関西広域連合の広域計画に基づき策定するものでござい

まして、関西全体の安全・安心を向上させることを目的として策定するものでございます。現在、

計画策定委員会でご議論いただいている最中でございますけれども、本日は 11 月 3 日に開催され

ました計画策定委員会での資料に基づきまして、現在の検討状況についてご説明申し上げます。

まずは、総則でございます。本プランの趣旨でございますけれども、広域災害時の関西広域連合

が取るべき対応やその手順について定めるものでございまして、策定方針でございますけれども、

阪神・淡路大震災、また東日本大震災の課題や教訓を踏まえ、わかりやすく、また最新の知見を踏

まえ不断の見直しを行うことにより実効性を担保する充実・発展型のプランであるとしております。

プランの特徴でございますけれども、構成府県が実施する災害応援・受援の連携・調整のしくみを

定めるプランなどとしております。対象災害でございますが、被害が複数県にまたがり、また被害

が甚大で単独府県のみでは対応できない大規模な広域といたしておりまして、具体には地震・津波

災害、風水害、原子力災害、感染症を挙げています。広域連合の役割でございます。4 点あります

が、大規模広域災害時の広域的対応を初動におけるシナリオ、応援・受援時のシナリオ、復旧・復

興シナリオとして提示すること、また、災害の規模が大きく被害が甚大で、被災府県、市町だけで

は対応できない場合において、国と連携・調整を図りながら、構成府県内外の広域的応援・受援の

調整を行うこと、また、被害や応急対策に関する状況など情報収集を行いまして整理・集約し、情

報提供、メッセージ等を発信すること、また、災害に備えるための事業の企画・実施を挙げており

ます。策定の進め方でございますけれども、対象災害としては、地震・津波災害、風水害、原子力

災害、感染症がございますけれども、今年度におきましては、地震・津波災害対策編を策定するこ

ととしております。原子力災害対策編につきましては、概略的・骨格的な計画を年度内に策定をい

たしまして、24 年度に計画策定という運びになっております。また、風水害対策編、感染症対策編

につきましては、24 年度以降策定を進めるということにいたしております。計画期間でございます

けれども、不断の見直しを行うということで、必要に応じて作成することから、計画期間は設けな

いとされております。今後のスケジュールでございますけれども、年度内には最終案がとりまとめ

られまして、広域連合委員会の報告を経まして、連合議会にご報告するという運びになっておりま

す。

次に地震・津波対策編についてでございます。まずは被害想定でございますが、関西において大

規模災害をもたらします地震、東海・東南海・南海地震をはじめ、近畿直下型地震の被害想定につ

いて、現在の各府県での被害想定を参考にする他、国での被害想定の見直しなどを受けて実施する

こととしております。また、災害への備えでございますけれども、関係機関や団体との平常時から

の連携を図るとともに、防災・減災事業の展開を図ることとしておりまして、災害発生を防止し、

また被害の軽減を行うため広域津波被害想定の実施や、広域応援図上訓練の実施などに取り組むこ

ととしております。災害への対応でございます。初動時、応援・受援、復旧・復興と、被災から復

旧・復興に向けた各段階的での対応を掲げております。初動時にありましては、情報収集体制を確

立し、緊急派遣チーム（先遣隊）を派遣したり、災害対策本部会議の開催、応援・受援調整体制の
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確立などの初動シナリオを定めることとしております。また、応援・受援では、応援対応期におけ

る必要な情報収集・提供、また、被災者の支援をはじめ救援物資の需給調整、応援要員の派遣・受

入調整など、応援・受援のシナリオを定めることとしております。復旧・復興におきましては、復

興戦略を策定するとともに被災者の生活復興支援など、被災地の復旧・復興のシナリオを定めるこ

ととしております。

次に原子力災害対策編でございますが、現在専門部会において検討をいただいているところでご

ざいまして、先ほども申し上げましたように、今年度の計画は、概括的・骨格的な計画という段階

での議論ということでございます。被害想定、災害への備え、災害への対応、この 3つを柱として

おりますけれども、被害想定におきましては、大規模な放射性物質の放出によりまして広域的な観

測体制、避難等が必要となる発電所等の事故として防災指針での検討方針を踏まえました事故災害

を想定しております。災害への備えにありましては、災害時における広域連合の果たす役割の整理

をしますとともに、事業者との連絡通報体制、情報発信、モニタリングの整備などの必要性が挙げ

られております。災害への対応といたしましては、実際に原子力災害が発生した場合の対応シナリ

オや、広域避難の体制、風評被害対策について盛り込むこととしております。

風水害対策編、感染症対策編につきましては、24年度以降順次検討を進めていくものでございま

す。

概略は以上でございます。本日ご説明申し上げましたプランでございますけれども、現在、検討

委員会で検討していただいている最中ということでございまして、１月中旬頃に最終案が検討され

るということでございます。

知事

いろんなタイプの災害がございます。それを含めて全体としての防災・減災プランというのは、

考えてみたら、府県を越えたところではございませんでした。そういう意味で全国的にも初めての

試みとなります。昨日、４政令市、京都市、大阪市、神戸市、堺市もこの広域連合に参加をしてい

ただけそうだという、市長さんたちの手も挙がっておりますので、ここは私たちの生活圏域、ある

いは経済活動圏域に即した形での広域の防災・減災プランにしていきたいと思っています。

※出席者による質問や意見等はなく、知事の会議を終了する旨の発言により終了。


