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　６／２７に私が行った一般質問の内容の一部をご紹介しま
す。本号では、帰宅困難者対策と大雪対応の教訓について掲
載します。一般質問の詳細は、ホームページでご覧下さい。

　先頃、国土交通省は「地震時等に著しく危険な密集市街
地」について、地域指定を行いました。埼玉県民の帰宅経路
にあたる東京都北区や荒川区、足立区等でかなりの地域が指
定されました。
　東京都が改定した東京湾北部直下地震の被害想定では、
東京都北区、足立区、荒川区、葛飾区など、火災の延焼率
が３０～４０％を超える区市町村がかなりあります。また、東
京都が改定した「第７回地震に関する地域危険度調査」でも
同様の分析結果が得られています。

　上の図は、東京都の地域危険度調査の結果です。この調
査では、建物倒壊危険度、火災危険度、総合危険度、災害
時活動困難度を設定、それぞれの危険度について５つのラン
ク付けをしています。この図はその内の総合危険度を表してい
ますが、色が最も濃くなっているところがランク５、その度合い
が薄くなると危険度は下がります（詳細はホームページをご覧
下さい）。
　この地域指定した場所を地図で見て、背筋が凍りつきまし
た。県内の大動脈の一つである国道１２２号線の延長上にあ
る都内の国道１２２号線は、正に「地震時等に著しく危険な
密集市街地」のど真ん中を突っ切ることになります。想定通り
の被害が発生した場合、この道路を使えば火に囲まれる危険
性があります。
　荒川を渡る主要国道では、帰宅困難者が橋に集中します。
人が集中する橋周辺に火災が発生していれば、帰宅困難者
は火に囲まれる可能性が高くなります。その時の状況にもよ

一般質問をしました

1. 帰宅困難者に対する帰宅経路２次災害情報の提供
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りますが、このような道を帰宅経路にすることは危険極まりな
いことです。これは、国道１２２号線と新荒川大橋の関係の他
にも、国道１７号線と戸田橋の関係、新大宮バイパスと笹目
橋の関係、国道４号線と足立区内の荒川に架かる各河川橋梁
の関係も同じです。甚大な被害が出ることが予想されるこの密
集市街地だけでなく、東京都策定の地震被害想定ではそれ以
外にも危険とされる火災発生危険箇所が数多く存在します。ま
た、これらの橋梁が一つでも落ちてしまったら、事態は更に悪
化します。
　平成２４年に埼玉県は帰宅困難者推計調査を行いました。
個人情報を厳守する条件で、埼玉県内においてＮＴＴドコモの
携帯端末を使用している方のＧＰＳを使い６０日間にわたり追
跡調査し、生活動線を把握しました。分析結果から、県内で
発生する帰宅困難者数、県内主要５駅の帰宅困難者数、県
外にいる埼玉県民の人数、徒歩帰宅シミュレーションを行い
ました。
　その結果、埼玉県民約７２０万人の内、平日１２時で最大
１３６万人が東京都に滞在しており、そのうち８８万人の方
が東京２３区に滞在、こうした方々が帰宅困難者になる可能
性が高いことがわかりました。そして、地震発生直後から２
～３時間に、一つの橋に２０～３０万人が集まる可能性があ
ります。

　東京に出勤している１３６万人の埼玉県民を、災害時にい
かに安全に徒歩帰宅していただくのか。埼玉県にとって、と
てつもなく重要な課題だと考えます。
  帰宅困難者対策は、帰宅者を支援する政策から一斉帰宅抑
制を働きかける政策にシフトしています。東京都をはじめ首都
圏では、企業などに施設内待機等の一斉帰宅の抑制を行う条
例を制定しました。東日本大震災においては首都圏が震源地
ではなく、また首都圏に人的被害が少ない状況が容易に把握
できたことから一斉帰宅抑制の一定の効果が出ました。
　しかし、首都圏が巨大地震の震源地になった場合、多くの
犠牲者が発生する可能性が高く、家族の安否を気遣う人が
多数発生します。通信手段が寸断されている状況では家族
の安否が確認できないため、多くの県民の皆さんが即座に
徒歩帰宅を始めるのは必至です。一斉帰宅抑制といっても法
律や条例等で義務化できるものではありません。

　一斉帰宅抑制を図るためには、家族の安否確認ができなけ
れば帰宅抑制等できるものではありません。そのために必要な
のは、固定電話や携帯電話などの輻輳による通信量の抑制
率を減らす必要があります。輻輳に対する対策費用の公費助
成や輻輳対策のソフト整備を充実させなければなりません。
国や通信事業者に何らかの改善策をとるよう働きかける必要
があると考えます。

　安否確認で有効な手段は、当たり前のことですが災害用伝
言ダイヤルの活用です。ただ、通話ができる環境になければ
災害用伝言ダイヤルは意味がなくなります。そこで注目しなけ
ればならないのは、公衆電話です。災害時には、公衆電話は
お金を入れることなく、また輻輳対策で通信を遮断されるこ
となく通常通りの通話ができます。現在、公衆電話は街中か
ら姿を消していますが、帰宅困難者対策として帰宅経路など
に公衆電話を計画的に配置することが必要と考えます。その
設置について、県も支援をすべきと考えます。

　帰宅経路の２次被害を抑制するため、帰宅経路の災害情
報をリアルタイムで周知するインフラを整備する必要があり
ます。
　まず、帰宅困難者の情報入手手段の多くが携帯であるた
め、緊急エリアメール、ワンセグなどによるデータ放送、ホー
ムページ、ブログ、フェイスブック、ツイッター等を活用すること
が肝要です。私の提案から県は、ワンセグによるデータ放送
や、ツイッターアラートなどを構築しましたが、更に努力し
ていただきたいと思います。
　また、携帯がつながらないことも想定し、ＪＲやコンビニ、帰
宅困難者ステーション等でも情報提供を図る必要があります。
　そして情報提供する内容は、帰宅経路の火災発生情報、河
川橋梁が落橋した時の情報、避難所情報等があげられます。
特に、河川橋梁については県管轄以外の橋梁も含みます。
　これらの情報発信を、一元的に扱う機関や担当が必要だ
と思います。さまざまな情報ツールに火災や落橋の状況など
が一元的に発信されていないと、帰宅困難者にとってはそれ
こそ情報収集困難者になってしまいます。
　この情報を欲っしているのは埼玉県民だけでなく神奈川県民
や千葉県民にも同じことが言えます。１都３県で取り組めない
か？　また国が対応できないか？　早く検討をはじめなければ
なりません。

　日本の災害対策は、市町村（基礎自治体）が主に対応す
ることが法体系の基本になっています。米国のように災害発生
時には国がトップダウンで対処することにはなっていません。現

（１）輻輳（ふくそう）対策について

（２）公衆電話の計画的配置について

（３）帰宅困難者向け帰宅経路２次災害情報の提供

2. 気象予報はこんなに違うの？
　大雪対応（災害対応）の教訓
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秩父地域
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単位：cm

２月14日〜15日の大雪に関する降雪量予想

状の法体系では、市町村が災害により大きな被害を受けてい
るにもかかわらず、市町村が復旧復興業務の多くを担わなけれ
ばなりません。日本の方式は、発災後、綿密な対応ができる
一方で市町村の負荷は膨大なものなります。激甚災害が発生
した場合は、なお更困難な状況になります。
　そこを、都道府県がどう応援するか、他の市町村がどう支
援するかが今後の大きな課題です。ただ、その前提にあるの
は、災害対応の主たる担い手である市町村ができることを責
任放棄することなく最大限の努力をして対応しなければならな
い法律であるということです。
　今回の大雪対応について、埼玉県の今後の危機管理のあり
方を検証するため埼玉県が自衛隊の撤収要請を行った翌日の
２／２５（火）私は独自に秩父の関係機関に対して聞き取り
調査を行いました。
　災害対応中にもかかわらず、秩父県土整備事務所、秩父市
役所災害対策本部、秩父市大滝総合支庁、小鹿野町役場の
皆様には快く対応して頂きました。それぞれ１時間程度丁寧な
ご説明をいただきました。皆様から伺ったご意見をしっかりと
分析して、県地域防災計画等に反映させて、今後の埼玉県の
災害対策に役立てて行きたいと思います。
　大雪の降った２／１４（金）、埼玉県では秩父県土整備事
務所において２班１４名から３班２１名体制の異例の禁足令が
かかり、職員は県土整備事務所に常駐することになりました。
　一方、もっとも影響の出た秩父市では、２／１４（金）晩
に市役所に常駐したのは夜半まで１名、夜半すぎに２名。よう
やく夜が明けて２／１５（土）８：００に災害対策本部を設置
するため８名の役員が市役所に召集された状況と聞き及び
ます。
　事態はその段階で大混乱の状況でした。特に、本来災害
対策の現場を取り仕切る秩父市の側は、大混乱に陥っていま
した。混乱を解消するために自衛隊の力を借りたいとの思いは
よくわかりますが、なによりも災害発生時に重要なのは、事態
の把握であり、情報収集です。それがままならない状況だから
すぐに自衛隊の派遣要請をするのはあまりにも安易だと言わざ
るをえません。あえて苦言を呈したいと思いますが、秩父市の
側が、埼玉県側とおなじように大雪警報が出ていた２／１４
（金）晩から、禁足令をかけて職員を常住させて準備をしてい
れば、これほどまでの混乱に陥ることはなかったのではないか
と考えます。

　地震と違い、風水害や雪害は、ある程度気象予報により事
前の準備が可能です。現在埼玉県は、県内の気象予報をＡ

社に委託しております。川越、川口、所沢等は市独自に別のＢ
社に委託しております。
　そこで私は、今回の２／１４（金）の大雪の際の民間気象
予報会社が出した降雪予報データを比較検証しました。表を
ご覧ください。県が委託しているＡ社の予報は前日２／１３
（木）には予報値は無く、２／１４（金）７：００の段階で今
後２４時間に関東南部では３０～５０ｃｍと予報しました。
　一方、Ｂ社の予報は、関東南部といった大ぐくりの予報では
なく、秩父地域という地域限定の予報で既に２／１３（木）
の段階で５０～７０ｃｍの予報を、２／１４（金）には３０～
５０ｃｍと予報しています。

　県が委託しているＡ社の予報は、防災情報システムに自動
的に掲載され、ネットを通じて県内市町村に配信されます。
気象について素人の私が見ても、Ａ社の情報に基づき対応の
仕方を判断したなら対応があまくなり、Ｂ社の予報だったら
厳重な警戒をしなければならないと認識するのではないで
しょうか？
　例えば、Ａ社の情報は２／１３（木）では何も予報値がな
く、一方Ｂ社は２／１３（木）から秩父地域と限定した予報で
既に５０～７０ｃｍと予報しています。Ａ社の予報値だと木曜日
は予報値がなく、金曜日は若干多いというイメージです。禁足
令をかけるような判断が遅れはしないでしょうか？　一方Ｂ社の
情報だったら厳重な警戒をしなければならないという判断を下
すのではないでしょうか。
　県が配信するデータを見た市町村が、私が受けたイメージ
のような判断をしていたら、当然事前の準備の仕方が変わって
きたと思います。Ａ社の予報は、埼玉県を南部と北部の二つの
予測しかしておりません。一方のＢ社は、秩父地域限定の予
報のニーズにもこたえることができます。
　気象予報の業務委託は、この２～３年新興企業の参入に
より安く受注する業者が出てきています。受注額は、以前の
半分以下になっています。気象予報の分野の入札では、情
報の質は問われないといいます。言葉は悪いのですが、予
報が当たっていようが間違っていようが、精度が良いか悪い
かは考慮されません。気象予報の内容は、業者によって異な
り、細かな地域に分けて個別の予報を提供できるか否かと
いった対応可能なサービスの内容も違います。Ａ社の予報のよ
うに埼玉県を「埼玉県北部」と「埼玉県南部」の二つに予

（１）気象予報の精度について
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【埼玉県議会議員】

すがかつみの経歴

昭和４１年　川口市生まれ（４８歳）

昭和５４年　上青木南小学校を経て飯仲小学校 卒業

昭和６０年　巣鴨中学校を経て巣鴨高校 卒業　

平成０３年　明治大学 政治経済学部 政治学科 卒業

平成１３年　川崎製鉄株式会社 退職（現ＪＦＥ）

平成１５年　川口市議会議員選挙 トップ当選

平成１９年　埼玉県議会議員選挙 当選

平成２２年　明治大学公共政策大学院 卒業（公共政策修士）

平成２３年　埼玉県議会議員選挙 トップ当選(2期) 

平成２４年　防災士 資格取得

引かない  曲げない  あきらめない引かない  曲げない  あきらめない

　私は、１９年前に発生した阪神淡路大震災の被災地支援を
経験し、東日本大震災でも震災ボランティアや現地調査を頻繁
に行い、震災被災地を直接見て調査を行って参りました。また、
震災対策について各種研究機関や専門家との意見交換を実施
し、所属していた大学院でも危機管理のあり方について研究し
て参りました。危機管理士や防災士の資格を取得し、地域の
防災力強化のため一運動員としての活動も行っています。
　私は、埼玉県の震災対策の分野について、どの自治体議員
よりも専門的に研究して来たという自負があります。これらの知
見を活かすことが、今、私に課された使命だと感じています。
　前回の統一地方選挙直後から、埼玉県議会の所属会派
において防災強化ＰＴ（プロジェクトチーム）を立ち上げ活動を
リードしています。この間、埼玉県の地域特性を考慮した震災
対応強化策について徹底的に調査研究し、埼玉県に対しその
成果を積極的に提言しています。
　知事は、私の提言に高い評価を与え、私が行った一般質問
や各種委員会における提案等により、数多くの施策が反映され
ています。
　自治体の危機管理能力を向上させるとともに、今後は地域防
災力強化のための取り組みを積極的に行いたいと考えています。
防災のプロとして、地域の皆様に持てる知識をしっかりと還元
し、地域でご活用いただきたいと思います。
　東日本大震災を契機に防災マニュアル本が多数発行されて
います。しかし、その内容は個別具体論は正しいのですが、優
先順位について間違っていると思われる記述が多過ぎると感じて
います。 近づいている関東直下型の大地震で県民の皆様が犠
牲にならないように何をなすべきか？　ご要望があれば無料で出前
講座を行わせていただきます。
　既に、川口市内だけでも３０回以上も実施しております。是
非、ご活用ください。
【お問い合わせ ：すがかつみ事務所 048-255-4257】

地震対策出前講座をご利用ください

報を集約し、秩父地域を「埼玉県南部」として予報を出す
様な状況でいいのか？　私はとても違和感を持ちます。
　気象予報の委託業務は、安かろう悪かろうではだめだと思
います。人の命を守るための情報を買い叩いては、命を軽ん
ずることになると思うからです。

　現在、積雪の深さを計る「積雪深計」は、埼玉県内に熊
谷気象台に１台と秩父市街地に１台の計２台設置しています。
今回孤立化地域が多かった旧大滝村では秩父市街地よりも更
に深い積雪であったようです。気象関係者によると、その時の
気象状況にもよりますが、秩父地域は地形的に積雪が深くな
りやすい地形でもあるとのことです。秩父地域が大雪に対して
的確な対応をするためには、何よりも正確な気象データ、特に
積雪の深さを計る「積雪深計」を、旧大滝村地域にも設置す
る必要があると思います。

　雪国の大雪対策では、幹線道路に融雪設備が設置され、
除雪車両が的確に配置され、各個人宅においても大雪になる
前に適宜雪かきを行うことで、大雪の時でもさしたる混乱なく
対処しています。この３つの対応のうち残念ながら今回の埼玉
県は一つも対応ができていなかったものと思います。しかし何
十年に一度降る大雪のために融雪装置を設置したり、除雪車
を多数購入することは決して合理的ではありません。
　次回大雪が降った場合、行政としては除雪を行う対応をス
ピーディに行うこと、各家庭では自宅前の除雪を早い段階で
行っておくことなど、実施をしなければなりません。
　２／１４の大雪対処について、県の側が充分な対応ができ
たのかといえば１００点の対応だったとは言えなかったのでは
ないでしょうか。自衛隊の災害対応をお手本にすればまず最
初に災害発生場所の事態把握です。県は、出先事務所を多
数持っていますが、災害発生時は地域振興センターが地域出
先機関を統括し情報収集その他支援業務の窓口となりますし、
今回大活躍した県土整備事務所は、道路や河川の情報収集
と復旧が担当だと認識しています。
　特に、市町村が災害で混乱に陥った時に都道府県がどのよ
うにフォローするのか、とても重要な課題です。今回、混乱に
陥った秩父市等に県として独自の情報収集ができたのか、一
義的には市町村の業務であるものの情報収集をフォローした
り、その他の業務フォローが出来なかったのか？　しっかりと
検証していただきたいと思います。
　私のヒアリングでは、県が今回も「災害情報システム」を
使って危機管理を行ったが、地元自治体は業務が手一杯でパ
ソコンに入力することも十分にできなかったとの意見がありま
す。たとえば、このような業務補助を県が担えないのかという
ことです。例えば、県の出先としては全庁の出先すなわち企画
財政部の出先として「地域振興センター」があります。そこに
は「地域防災幹」が配置されています。この「地域防災幹」
が、今回積極的に地域にコミットしてもよかったのではないか

と思います。もちろん地域振興センターに配置されている職員
はその地域が出身地ではなく即座に対応することは物理的に難
しい状況であることも認識しています。いずれにせよ出先のとり
まとめは、県土整備事務所ではなく、地域振興センターです
ので、今後の課題として地域振興センターの位置づけ、地域
防災幹の位置づけを明確にしておかなければなりません。

（２）埼玉には積雪を計る場所が２か所しかありません

（３）災害時、県の出先事務所の機能は？


