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国土強靭化地域計画
策定の実態
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国土強靭化地域計画策定率マップ（策定済み）
令和２年９月１日現在
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近年の自然災害の発生状況

■特徴
・2011年の東北大震災
以降も大規模な地震が
発生している。
・台風による高潮・洪
水・浸水は相変わらず
起こっている。
・霧島山、御嶽山など火
山噴火も数年おきに起
こっている。
・中でも、集中豪雨によ
る河川の氾濫などによ
る浸水被害は、ほぼ毎
年発生している。
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大規模自然災害と被害を具体的に想定している自治体１（抜粋）

都道府県 想定大規模自然災害 想定被害

青森
①地震・津波：太平洋側海溝型地震、日本海側海溝地震、内陸直下型地震
②火山噴火：９火山　③豪雨／暴風雨／竜巻　　④豪雪／暴風雪

①地震・津波：太平洋側海溝型地震（死者約25,000人）、日本海側海溝地震
（死者約6,900人） 、内陸直下型地震（死者約2,900人）　②風水害、豪雪、
火山噴火については過去の災害事例の列挙のみ

福島
①地震・津波災害：東日本大震災の規模・被害の概要を記述　　②：風水害・
土砂災害：過去の事例　　③火山災害：過去の事例のみ　　④雪害：過去の
事例のみ

①については同左の被害を記載　死者4,015名　　建物全壊15,224棟　②過
去の事例のみ　　③過去の事例のみ　　④過去の事例のみ

茨城
①茨城南関東直下地震　　②南海トラフ地震　　③首都直下地震　他の大規
模自然災害も対象としているが、具体的な記述はない

①茨城南関東直下地震：死者391人、建物全壊約3.4万棟　　②南海トラフ地
震：死者約20人　建物全壊約40棟　　③首都直下地震：死者わずか　建物全
壊約1,300棟

群馬

①大規模地震：内陸型　M7～８程度、最大震度を想定。　②台風・梅雨前線
等による豪雨・竜巻・突風　災害の実際については抽象的な記述のみ　　③
火山噴火：常時観測３火山の大規模噴火を想定　④記録的な暴風雪・大雪・
雪崩を想定。　⑤複合災害：複数の自然災害が同時期に発生する事態を想
定　過去の大規模自然災害を記載

①内陸型地震：建物被害、火災、死傷者が多数発生　　②一般的な災害減
少に対して人的・物的被害等が発生との記述のみ　③噴石の飛散や火砕流
の発生による人的・物的被害が発生との記述のみ　④人的・物的な被害が発
生との記述のみ　⑤記述なし

埼玉

地震：・関東平野北西縁断層帯地震（深谷断層帯・綾瀬川断層による地震）
・東京湾北部地震（首都直下地震）
洪水：利根川等の一級河川の堤防の決壊
竜巻：国内最大級（Ｆ３）の発生
大雪：平成26年の大雪被害

具体的な被害想定は行っていない。

千葉

地震：①千葉県北西部直下地震　M7.3　震源　習志野市と千葉県の境界付
近深さ約50km　②房総半島東方沖　日本海溝沿い地震　M8.2　震源　いす
み市南東約75km深さ約25km
風水害については、過去の災害事例のみ

①千葉県北西部直下地震の揺れと主な被害（想定最大震度６強）
東京湾岸の埋め立て地を中心に液状化の可能性大　　死者約2,100人　負傷
者約25,100人　建物全壊・焼失81,200棟　半壊150,700棟
②房総半島東方沖日本海溝沿い地震による津波の高さと主な被害　最大津
波高8.8m（銚子市）　死者約5,600人　建物全壊2,900棟　半壊6,700棟

東京

①首都直下地震　・東京湾北部地震・多摩直下地震
②海溝型地震（元禄型関東地震）
③活断層で発生する地震（立川断層型地震）

①東京湾北部地震　死者約9,700人　住宅被害約304,000棟　・多摩直下地
震　死者約4,700人　建物被害約139,500棟
②元禄型関東地震　死者　約5,900人　建物被害　約184,600棟
③立川断層帯地震　死者　約2,600人　建物被害　約85,700棟
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大規模自然災害と被害を具体的に想定している自治体２（抜粋）

神奈川

地震、地震⽕災、地震による津波、浸水（洪水、⾬水出水、高潮）による被

害、崖崩れ、噴⽕などの自然災害全般「元禄型関東地震」、「東京湾北部地

震」、「南海トラフ巨大地震」、「慶⾧型地震（津波のみ）」を想定地震として、

地震被害想定調査報告書を公表した。

広い範囲で震度６強以上の強い揺れとなり、⼤きな被害が⽣じることが想定

されているが、具体的な被害想定は行っていない

長野
地震災害：活断層による地震及び南海トラフ地震を想定している。活断層に
よる地震では広範囲で震度６弱以上の揺れを、南海トラフ地震では震度６
弱、5強の強い揺れが予測されている。

断層帯地震では、死者5,570～7,060人、建物全壊82,750～97,940と想定し
ている。　南海トラフ地震では、死者130～180人、建物全壊2,230～2,260棟
と想定している

愛知

①地震・津波：あらゆる可能性を想定した最大クラスの地震・津波モデル
南海トラフ地震に対しても地域指定を行っている
②豪雨・台風による被害：洪水・内水に関しては過去の事例から洪水予報河
川と関係市町村を記載している。高潮に関しては[規模]室戸台風級、[コー
ス]愛知県沿岸に対し最も高潮に影響があるコースを設定して代表地点にお
ける最大高潮水位を予測し、市区町村別の浸水面積を算定している
③その他：過去事例のみを記載している

①地震・津波：震度分布、液状化危険度分布、浸水・津波被害などを具体的
に予測して被害を想定している。死者約29,000人　建物被害約382,000棟
②豪雨・台風による被害：人的被害、建物被害とも具体的な数値の予測は
行っていない。
③その他災害：人的被害、建物被害とも具体的な数値による被害想定は行っ
ていない。

大坂

大規模自然災害〔地震・津波、風水害（台風、豪雨、高潮、土砂災害等）〕を
対象とする。※平成30年に大阪府北部を震源とする直下型地震（震度６弱、
死者６名、建物全壊18棟）を、平成30年には台風２１号（最大瞬間風速58
ｍ、死者8名、建物全壊30棟）を経験した。豪雨被害も何度か受けている。

南海トラフ巨大地震が発生した際には、最悪の場合大阪府内で13万人余の
死者の発生、約29兆円もの経済的被害が発生すると予測されており、わが
国の社会経済全体に与える影響は甚大なものとなる。

広島

大規模自然災害との記述のみ　　過去には数多くの風水害の履歴がある。
近年の地震に関しては、南海地震（昭和21年）、鳥取県西部地震（平成12
年）、芸予地震（平成13年）がある。昭和38年には死者7人、建物全壊64を記
録した雪害が発生している。

南海トラフ地震による被害想定：死者14,759「人、建物全壊69,561棟　経済
被害（直接）8.9兆円、（間接）3.7兆円

香川
①南海トラフを震源とした最大クラスの地震・津波、②大規模な風水害、の2
つのリスク（災害）を想定している。

①建物の耐震化率100％により、死者は1,460人が100人へ、建物全壊は
25,000棟が2,300棟に減少　②家具等の転倒・落花防止対策100％により、
死傷者は2,440人が620人に減少

福岡

地震（活断層による地震）：①小倉東断層、②西山断層、③警固断層南東
部、④水縄断層　震度７あるいは震度６強　　津波災害：数多くの断層による
地震が引き起こす津波が、玄界灘沿岸、豊前文吾沿岸、有明海沿岸に押し
寄せると想定、

地震被害：水縄断層で建物全壊が25,572棟　　警固断層で死者1,183名　津
波被害：断層津波で死者28人、建物全壊748棟　南海トラフ地震による津波
で死者55人、建物全壊791棟2020/10/29 第43回定例懇談会資料 5

豪雨による災害と河川植樹

国土交通省 水害レポートを中心に

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 6

5

6



2020/10/23

4

令
和
元
年
の
主
な
災
害
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令和元年台風15号による主な被害状況
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令和元年台風19号（東日本台風）による被害状況

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 9

平
成
30
年
の
水
害
・

土
砂
災
害

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 10

9

10



2020/10/23

6

平
成
30
年
７
月
豪
雨
の
被
害
状
況
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平成30年台風第7号及び前線等による大雨により、西日本を中心に、広域的かつ同時多発的
に、河川の氾濫、がけ崩れ等が発生。風水害としては、平成に入って最悪の被害規模。

６月28日～７月８日までの総降水量が四国地方で1,800mm、東海地方で1,200mm、九州北部
地方で900mm、近畿地方で600mm、中国地方で500mmを超えるところがある。
24時間降水量は77地点、48時間降水量は125地点、72時間降水量は123地点で観測史上1位
を更新。
死者237名、行方不明8名、家屋の全半壊18,010棟、住家の浸水28,469棟の極めて甚大な被
害が広範囲で発生。

雨の降り方の傾向と近年の豪雨災害
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•時間雨量 50 ｍｍ以上の年間発生回数は 、 1976 年から 1985 年の 10 年間（174 回）
に対し、 2009 年から 2018年の 10 年間（239 回）は約1. 4 倍 を示す 。
･総雨量が数100ｍｍから1,000ｍｍを超える大雨が全国各地で毎年のように発生し、甚
大な被害をもたらす。
•平成 30 年7月豪雨 西日本豪雨では総雨量1､800 ｍｍ以上が発生した 。
•気候変動の影響により 、 水害の更なる頻発 ・ 激甚化が懸念される。
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この１０年間で台風・豪雨などの被害額が多かった自治体
（週刊朝日２０１９年９月１３日号より）
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気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言
（気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会）
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Ⅲ 水災害対策の考え方

水防災意識社会の再構築する取り組みをさらに強化する
ため

•気候変動により増大する将来の水災害リスクを徹底的に分析し 、 分
かりやすく地域社会と共有し 、 社会全体で水災害リスクを低減する
取組を強化

•河川整備のハード整備を充実し 、 早期に目標とする治水安全度の
達成を目指すとともに 、 水災害リスクを考慮した土地利用や 、 流域
が一体となった治水対策等を組合せ

Ⅳ 治水計画の考え方

•気候変動の予測精度等の不確実性が存在するが 、 現在の科学的
知見を最大限活用したできる限り定量的な影響の評価を用いて 、 治
水計画の対象とする降雨を実績の降雨から 、 気候変動により予測さ
れる将来の降雨を活用する方法へ転換

•ただし 、 解像度 5 km で 2 上昇相当の d 2 PDF( 5 km) が近々公表
されることから 、 河川整備基本方針や施設設計への降雨量変化倍
率の反映は 、 この結果を踏まえて 、 改めて年度内に設定

Ⅴ 今後の検討事項

•気候変動による 、 気象要因の分析や降雨の時空間分布の変化 、
土砂 ・ 流木の流出形態 、 洪水と高潮の同時発生等の定量的な

評価やメカニズムの分析

•社会全体で取り組む防災 ・ 減災対策の更なる強化と 、 効率的な治
水対策の進め方の充実

13
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「水防災意識社会」の再構築
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■主な取り組み

関係機関の連携体制

多様な関係機関との連携強化のため、 協議会構成員を見直し 、組織を再編

円滑かつ迅速な避難のための取組み

①情報伝達、避難計画等に関する事項

・避難勧告等発令基準の作成促進（タイムライン）

・多機関連携型タイムラインの作成 ・ICT等を活用した洪水情報の提供

②平時からの住民等への周知 ・ 教育 ・ 訓練に関する事項

・浸水想定区域の早期指定・公表

・住民一人一人の避難計画・情報マップ作成の促進

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・洪水予測や水位情報の提供の強化

減災・防災に関する国の支援

適切な土地利用の促進

災害時及び災害復旧に対する支援

水害に対する意識を「施設の能力には限界があり、施設で
は防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと変革し、氾
濫が発生することを前提として、社会全体で常に洪水に備え
る「水防災意識社会」の再構築を図る

■概要

「水防災意識社会」再構築のための取組は、平成27年関東・
東北豪雨災害や、平成28年に相次いで発生した台風による
災害で甚大な被害が発生したことを受けて、中小河川を含め
た全国の河川で、ハード・ソフト一体となって進めてきた。

•平成29年6月には、水防法等の一部改正を踏まえ、緊急的
に実施すべき事項について、実効性をもって着実に推進する
ため、『「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計
画』をとりまとめた。

•平成30年7月豪雨等で明らかになった課題を踏まえて、平成
31年1月、『「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動
計画』を改定し、多様な主体で取り組む多層的な対策を一層
加速する。

住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情
報共有プロジェクト

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 16

■概要
本プロジェクトでは、情報を発信する行政と情報を伝えるマスメディア、
ネットメディアの関係者等が「水防災意識社会」を構成する一員として、そ
れぞれが有する特性を活かし、住民自らの行動に結びつく情報の提供・
共有方法を充実させる６つの連携プロジェクトを実行する

「住民自らの行動に結びつける新たな6つの連携プロジェクト」をとりまと
め～受け身の個人から行動する個人へ～

・災害情報単純化プロジェクト～災害情報の一元化・単純化による分かり
やすさの追求～

・災害情報我がことプロジェクト～災害情報のローカライズの促進と個人
カスタマイズ化の実現～

・災害リアリティー伝達プロジェクト

～画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感とリアリティーの
追求～

・災害時の意識転換プロジェクト

～災害モードへの個々の意識を切り替えさせるトリガー情報の発信～

・地域コミュニティー避難促進プロジェクト

～地域コミュニティーの防災力の強化と情報弱者へのアプローチ～

・災害情報メディア連携プロジェクト～災害情報の入手を容易にするため
のメディア連携の促進～

それぞれのメディアの特性を活用した災害情報の提供と連携

それぞれのメディアの持つ情報の特性を活かして、カメラ映像など、住民の
避難行動のきっかけとなる切迫した危険情報を分かりやすく提供することで、
受け身の個人から行動する個人への変化を促す
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防災･減災､国土強靱化のための３か年緊急対策

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 17

• 近年の災害に鑑み、総点検の結果等を踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を実施
• 水管理・国土保全局においては、27項目のハード・ソフト対策を、３年間（2018～2020年度）で集中的に推進

流木により河川がせき止められた事例

平成16年の台風23号と前線
によって、近畿地方では総
降水量300mmを超える大雨
となり、兵庫県北部の円山
川や出石川で堤防が決壊し、
浸水被害が拡大した。出石
川の支流の奥山川も氾濫し、
上流からの流木が川をせき
止めた。

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 18
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多摩川河川敷の風景

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 19

河川区域内における樹木の伐採・植樹基準について
（平成十年六月十九日建設省河治発第四四号 建設省河川局治水課⾧）

■植樹の実施主体及び維持管理等について

① 河川区域内において行う植樹の許可処分は、原則として河川法の規定に基づ
いて行うこと。

② 植樹及びその維持管理は、原則として地方公共団体又はこれに準ずる団体が
行うこと。

③ 植樹木が河川管理上支障とならないよう、適切に維持管理するとともに、竹木の
栽植の許可を受けた者を適切に指導監督すること。

■植樹の効果

・出水時の流速を低減することで堤防
等の侵食・洗堀被害を減少させる

・流木・土砂等を堆積させる

・生態系の保全・良好な景観形成に資
する

■植樹の影響

・出水時に水位をせき上げ（河積阻害）、
樹木群外に高流速を発生させるなどして
侵食・洗堀被害を誘発する

・樹木自体が流木化する恐れがある

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 20
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樹木の伐採、植樹及び樹木の管理の基本方針

■伐採
１．樹木が治水上等の支障となると認められる場合は、樹木の有する治水機能及び環境機能に配慮
しつつ、支障の大きなものから順次伐採することを基本とするものとする。
２．伐採方法の選定に当たっては、伐採した樹木が再生しないような措置を講じるものとする。
３．樹木群を部分的に存置する場合には、一定のまとまった区域を存置することを原則とし、次の点に
十分配慮するものとする。

・存置する樹木群の生育が確実であること。
・洪水時の倒伏及び流出のおそれがないこと。

2020/10/29
第43回定例懇談会資料 21

■基本方針

樹木が洪水時における水位上昇、堤防沿いの高速流の発生等の治水上の支障とならないよう、また

利水上及び河川利用上の支障とならないよう、さらに良好な河川環境が保全されるよう、河川整備計

画等を踏まえて、適切に樹木の伐採、植樹及び樹木の管理を行うものとする。ただし、その際、当該樹

木の有する洪水の流勢の緩和等の治水機能及び生態系の保全、良好な景観形成等の環境機能、当

該樹木の生態的な特性等を十分考慮するものとする。

植 樹
■植樹
（一般的な基準）
１．気候、土壌、冠水頻度等の環境条件を考慮し、自生することのできる
樹種を選定し、植樹木が倒伏又は流出しないよう適切に植樹するものと
する。
２．植樹の位置は掘込河道の河岸、堤防の裏小段・側帯、河道の高水敷
とする。

（掘込河道の河岸における植樹の基準）
１．掘込河道の河岸に植樹する場合は、植樹の位置は、河川管理用通
路及び河岸法面とし、樹木の枝、根等が背後の民地との境界線又は道
路法による道路の建築限界を侵すことのないようにするものとする。
２．掘込河道の河川管理用通路に植樹する場合には、次に掲げる基準
に適合するよう行うものとする。

・植樹する高木は耐風性樹木であること。
・高木の植樹は、護岸の高さが計画高水位以上の場合に限ること。
・高木の植樹は、樹木の主根が成木時においても護岸構造に支障を与

えないよう、護岸法肩から必要な距離を離すこと。
・河川管理用通路が兼用道路以外の場合には、堤内側及び堤外側い

ずれの植樹の場合も２．５ｍ 以上の車両通行帯を確保し、河川管理用
車両の通行に支障のないようにすること。2020/10/29 第43回定例懇談会資料 22
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河道の高水敷に高木を植樹する場合の基準

① 高木の植樹は、堤防
表法尻及び低水路法肩
から20ｍ 以上の距離を
離し、かつ、堤防表法
面と計画高水位の接線
から25ｍ以上の距離を
離すこと。
② 河川横断方向の植樹の間隔は、25ｍ 以上とすること。
③ 河川の縦断方向の樹木の間隔が（20＋0.005Ｑ）ｍ（Ｑは計
画高水流量で単位は㎥／sec とする。以下同じとする。）（50ｍ
を超えることとなる場合は、50ｍ とする。以下同じとする。）未
満である場合においては、洪水時の流線に沿った見通し線上
に植樹すること。
④植樹する高木は、耐風性樹木であること。
⑤植樹する高木は、流水中の投影面積が極端に大きくない樹
種であること。

特例

次に掲げる植樹で、数値解析、水理模型
実験等により治水上支障とならないと認
められるものについては、この章の規定
に係わらず植樹することができるものと
する。

①洪水の流勢の緩和等の治水上の必要
性から行う植樹

②生態系の保全、良好な景観形成等の
環境上の必要性から行う植樹

③親水施設等の安全対策として行う低
木の植樹

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 23

水辺の環境再生（掘込河道の場合）を図る際の留意事項

左表で、hfp は高水

敷上の計画高水位

での水深、bmc、bfp

は低水路幅、高水敷

幅であり、植樹を許

可できる区域の平均

的な河道形状から、

死水域を除いた横断

形状で与える。

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 24
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豪雨災害対策への提言（１）
京都大学防災研究所「最近の異常な水害について～発生のメカニズムと今後の減災・防災～

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 25

１．地球の温暖化による気候変動で、災害外力は今後益々大きくなってくる（第４次、５次IPCC報告書
等）。第一段階の河川整備が終わったとしても、それが完了する20～30年後には外力の増大化により
治水安全度は決して高くなっていない。

２．ハード対策には限界があるが、治水計画上の水準を明確に設定し、可及的速やかにその水準に
達するよう河川整備を進める努力が必要である。

３．そして、ハード対策によって生命と財産を守ることが第一義的に重要である。

４．しかしながら、河川整備の途上であったり、整備が完了しても、超過外力、いわゆる想定外の外力
（計画を上回る外力）により被災することがある。

５．そのような外力には減災対策としてのソフト対策で対応するしかない。「命だけは絶対に守る」けれ
ども、それ以外は被災すると考えざるを得ない。

６．現状では「命だけは絶対に守る」ソフト対策が整っているだろうか。ソフト対策の内容を吟味し、魂を
入れて、成熟したものにする必要がある。

豪雨災害対策への提言（２）
京都大学防災研究所「最近の異常な水害について～発生のメカニズムと今後の減災・防災～

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 26

７．流木と土砂の流出により被害が拡大している（H23年和歌山那智川、H24年～京都南部、H29年福
岡朝倉市）。山麓部では河道が土砂で埋まり、流木と土砂と洪水が溢れて道路を流下した。河床変動
を考慮した新たな治水の考えを。

８．超過洪水対策としての堤防強化は必須である。そのためにも有効な対策を講じるための基礎研究
は重要。ただし、実用に供して初めて意味がある。

９．気候変動による都市水害が顕在化。内水対策として地下貯留施設や雨水貯留効果の定量的評価
（設置場所、設置個数、その効果）が必須。

１０．画一的なハザードマップが多く見られる。各地域の特性を反映したハザードマップにすることが大
事。例えば、観光客が多く来る地域は英語の、ブラジル人の労働者が多い都市はポルトガル語の、ベ
トナム人の労働者が多い市町村はベトナム語のマップを作成したり、アンダーパスが多い町では危険
なアンダーパスを記載するなど、それぞれの市町村特有の内容にすればよい。
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論点
■国土強靱化地域計画の策定状況について
・都道府県と市町村の計画の整合が全く図れていない現状を、どう打破するか？

・早い段階で計画を策定した自治体では、改定作業を行っているが、ＰＤＣＡサイ
クルを回した形跡がないのは、日本の行政のどこに問題があるのか？

■豪雨災害と植樹に関して
・植樹等の基準が一応定められているが、年々集中豪雨が激しくなる中で妥当と
思えるか？

・環境保全と治水を考慮して基準はできているが、そのバランスは如何にあれば
よいか？

・地球温暖化などのグローバルな問題と局所的な豪雨というローカルな問題の整
合をどう図れば良いか？

2020/10/29 第43回定例懇談会資料 27

秋口副理事長の見解

■国土強靱化地域計画について

• 大野さんの指摘のように、国土強靭化計画の理念は立派で、国の基本方針は素晴らしいのですが、それに応じた自治体の具体的な計
画は、県から市町村に連なるにつれて魂の乏しい・作文的な物に変わってしまっているようです。今、千葉県内の6万都市レベルの総合
計画作りに参画していますが、多くの国の法律や予算措置などにより、運用の現場で彼ら職員はアップアップしています。これでは実の
ある計画になりつらいのだろうと考えています。私は沖縄県と幾つかの市町村計画を見て残念に感じていますが、なぜそうなるのか、大
野さんのコンサルタンツの目からコメント・分析していただくのも一案です。

• 県はこのような問いかけに対しては慣れていて、あれこれ言わず既存の素材をもとに、先ずは策定してしまいます。

• 市町村は政令市レベルは別にして、新たに身構えてしまい入り口でうなってしまいます。私は沖縄で、「まずは形を整え、どんなでもよい
ので書き上げよ、次に、災害や既存の行政課題対応で具体的に何かやりたいことがあれば、支援を期待してソフトハードを含めて、何で
もよいからそれを書き込め。」と伝えました。

• 災害に緊迫感のある所はすでにいくつもの素材を有していて、それを上手に使い、かつ、県や周辺自治体と語り合っていますが、全国的
にはごく限られたところだけかと思います。

■豪雨災害について

• 私なりに、今回のテーマで感じることは、「地に足をつける」ということです。

• 25、26ページで、先生方の専門家的な記述ですが、これを自治体・住民向けにかみ砕いて易しく書き込んでいただけると幸いですね。か
つて、自らが計画説明に現場に行き、安全度は100％でないことを説明しきれませんでした。すなわちもし差分が出るとそれへの対処は
どうするかと言われて、理解いただくのは至難のことでした。

• 強靭化計画で、形式論に終わらせないためには県と自治体で語り合う場を作り、その議事録と対策・結論などを示させるのも一案です。
また、絵に描いた餅にしないために、時間はかかりますが、住民に避難情報などに応じて、タイムラインを自らの手で作成してもらう場作
り、かつ、その支援が大切です。

• 以上 内容は高邁なものではありませんが、身近に危機を意識し、対応力を高めていってもらう必要があると考えています。
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