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第 1 回 津波対応型救命艇に関する検討会 議事録（暫定版） 

 

日時：平成 24 年２月 29 日(水)13:00～ 

場所：高知県高知市、新高知重工(株)内会議室 

 

丸山 四国運輸局長挨拶  

○丸山局長＜開会挨拶並びに資料１により、協議会の設置趣旨及び津波対策の四国

の現状について説明＞ 

＜省略＞ 

 

後１０日ほどで、３月１１日ということでございます。被災されました方々にとりましては、

本当に厳しい１年であったのだろうと思います。復興の方もまだ道半ばということでござい

ますが、本当に１日も早い完全復興を、心よりお祈り申し上げております。 

一方、新たな脅威ということで東南海・南海、そして東海も含め、場合によっては、３連

動大地震の脅威が、すでに遠い将来の問題ではなくなってきているという現実がございま

す。特に本日開催させて頂きました高知県を中心とする四国南部から非常に広範にわた

る太平洋沿岸部分、これは脅威の中でも、特に津波に対する脅威が非常に大きなものに

なってきております。津波の高さもさることながら、到達するまでの時間がかなり短い可能

性が高いということもありまして、近くに避難できる適当な場所がある場合はいいのですが、

地理的な条件から見ても、なかなかそういった場所が無いという方も多いことから、津波は

非常に大きな脅威になるという状況でございます。 

津波の際は、私が申し上げるまでもなく、まずは高台あるいは避難ビルに避難すること

が大原則であり鉄則 でございますが、近 くになかなかそういう施設がない方、あるいは施

設があっても健常者 のように走って、そのような施設に到達することができない高齢者 の

方、あるいは体のご不自由な方、いわゆる避難困難者といわれる方々も相当おられます。 

そういった方々をどうにか救えないかということで、私どもも内部で色々と検討させて頂

きました。そのような中、今回提案させて頂きました救命艇を用いた救命のあり方というも

のでございますが、この救命艇は、運輸局の方で安全のための審査や定期的なチェック

を実施しておりますが、本来は大型船舶に搭載され、その船舶が遭難した時に洋上で船

に乗っていた方を救うためのものでございます。ですから、そのまま陸上で使用することは、

なかなか難しいところもありますが、先ほど申し上げたとおり、審査もチェックもしており非

常に堅牢で強いと言 うこと、この形はだてにこのような格好をしているわけではなく、長い
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経験の中からこれが一番波や衝撃に強いと言うことから生まれてきた形というふうに私も

認識しております。このノウハウを何とか津波災害の救命にも使えないだろうか、こういうと

ころから、今回発想したわけでございます。 

本日は、信貴造船様に大変ご協力頂きまして、２５人乗りの比較的コンパクトなサイズ

の本物の救命艇も用 意させて頂いております。後ほど皆様にそろって見て頂きたいと思

いますが、勿論そのままで使えるものでは無いと思いますが、住民の命を守る責任をお持

ちの、特に自治体の方々には是非よく見て頂いて、「ここをこうすれば良い」とか「ここはこ

の方が良い」等の色々な意見を頂いて、それが今後の開発の正にスタートラインになりま

すので、よくご覧いただければと思います。本日の一番のメインは、そこにございますので

是非隅々まで見ていただきたいと思います。 

これまで、個別に自治体の方々と色々お話ししてきた中では、こんなものは不要とのご

意見の所は全く無かったもので、この検討会は、救命艇が必要との前提でスタートしてお

りますが、本日この場が初めての検討会となりますので、「よく考えてみたら、そんなものは

要らない」とのご意見も、もしあれば是非この場でもどんどん出していただければと思いま

す。これから走り始めると中々元に戻れないこともありますので、是非そういう意味では忌

憚のないご意見をたくさん伺えればなと、このように思っております。 

最後になりますが、この会場そしてまた救命艇の置き場所も、今回非常にご厚意でご

提供いただきました新高知重工様には、本当に心より御礼申し上げます。昔、私がお会

いした防災専門家の方が仰っていましたが、「防災対策にオールマイティな対策なんて無

い。一つで全てできるなんてものは無い。想定外が起こることが災害なんだ。可能性のあ

るあらゆる対策を講ずることが防災対策なんだ」と言われたことを、今も時々思い出します。

本日は、短い時間ではございますが、どうか皆様活発な意見交換、そして現物の見学を

していただければとこのように思います。以上簡単ではございますが、挨拶とさせていただ

きます。 

 

○学識経験者 

昨年以来、高知県の沿岸特に四国はそうだと思いますけども、津波からいかに早く避

難できるのかということが、地元の中でも重要な検討課題になっておりまして、非常に熱い

議論が交わされています。自治体に行った時いろんな選択肢を持っておくことが重要で

はないか、先ほどオールマイティーは無いとのお話がありましたが、確かにそのとおりで、

避難のタワーを造ったからもう大丈夫というものではなく、色んな選択肢がやはり必要だと

思います。 

そのような中、昨年こういう話がありますがどうですか、というお話を頂いた時には夢のよ
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うな話かと最初は思った面もありましたが、このような技術検討会という形で本格的に公の

立場で議論することで、夢が現実になってくるとの印象を持っています。 

どれだけ普及するかという所は、これから色んなところで議論が必要ですが、少なくとも

技 術的 な部分 はできるだけ早 く固 めて、予 算が付 けば速やかに実 現できるよう、その前

段をしっかり議論することが、この検討会の役割だと強く認識しています。 

大勢の方のご協力のもとで成り立つと思いますので、どうぞ皆さん活発なご意見を頂き

まして、少しでも地元の防災に役立つ、そういったものを作り上げていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 

○「東日本大震災の経験を踏まえた避難の課題等」について 

東北運輸局田口交通環境部長より、資料等に基づき説明。 

 

○「救命艇の現状と技術」について 

四国運輸局赤熊及び信貴造船○○より、資料等に基づき説明。 

 

○「津波対応型救命艇のコンセプト」並びに「要件検討及び課題」について 

四国運輸局石原より、資料等に基づき説明。 

 

○「津波対応型救命艇の要件検討及び課題」について 

 四国運輸局高原より、資料等に基づき説明。 

 

○質疑応答・意見交換 

【学識経験者】 

いずれにしても、救命艇を運用する船頭さんのような方、つまり、誰がリーダーになるか

が非常に大事ですね。それにより、閉空間というか閉じ込められて、何日生きられるか、何

日対応できるかは、リーダーによると思います。 

そのため、特定の方をリーダーにと考えるのか、それにより、例えば漂流期間が３日でも

４日でも耐えられる、あるいは、もう少し辛抱できると思います。避難者の中には、閉所恐

怖症のような方がおられ、状 況によってはパニックを起こすかもしれないので、そのような

方には、どのような格好や順番で乗ることになるのか、その辺の仕分けをどうするかなど、

これらの項目の一つ一つに入って、そういったことができるかチェックできると思いますが、

その辺が気にかかりました。 
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【学識経験者】 

救命艇の現物を拝見して、よくできていると思いました。今回この話を伺って、やはり、

全体の津波対策の防災システムには色々な手立てがありますが、その全体の中で、この

救命 艇の位 置づけをどうするかが必 要と思 います。つまり、ひとつの手法 ではダメだとの

話が大前提にありますが、この救命艇が、その補完なのかメインなのかということが、重要

なポイントの一つと考えるべきだと思います。それにより、どのくらいのスペックの救命艇を

作る必要があるか、決まってくると思います。 

高知の話 で申し上げますと、知り合 いの方 に、「今回の話は是 非ともお願 いしたい」、

「非常に良い話だ」と言われます。場所によっては、地盤沈下により２ｍ位の浸水状態が、

長く続くことが想定されています。そのような時に、この救命艇が役立つとの思いを言われ

ていると思います。 

これからの議 論だと思 いますが、今 回の救 命艇を先の浸 水２ｍのような時に使 用する

のか検討することで、救命艇の仕様が違ってくると思います。 

 

【研究機関】 

コンセプトとして救命艇を入れて、最初に１００だとか１０００だとかのかなりの数が浮いて、

それがどれくらいの期 間で全て救 助できるのか、１日で救 助できるのであれば狭いところ

でも我慢できる可能性が出てくると思いますし、構造の面も現在の救命艇を単純に改造

するだけで済むと思 います。これが、救助 に３日かかるのであれば、やはり円盤 形などの

大きな物にしなければ耐えられないとの話も出てくると思われますので、その前提条件の

所を詰めてから仕様の話になると思います。 

復元性など構造的な問題が書かれていますが、構造の課題は、乗り越えようと思えば

可能ですしご協力もできると思います。けれども、やはりシステムという所が課題だと思い

ます。 

 

【国の機関】 

どのくらいの期間で救 助できるかとの想定が非常に難しく、これは何日ですというレベ

ルではお答えできない状況にあります。 

 

【国の機関】 

実際に３．１１の時も、救助活動は、海上保安庁、海上自衛隊、航空機による捜索、消

防であるとか、そのような多数の機関で、連携して救助していた状況なので、今後、防災

関係機関が連携・協議している場に、この話を投げていただき、そういった席でも検討し
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ていきたいと考えます。 

 

【学識経験者】 

今すぐまとめるのは困 難だと思 いますが、これまでのお話から一 つの観 点で、今 後 検

討をすすめていけばいいと思いました。 

一つめは、この救命艇を防災計画の中でどう位置付けるのかが、非常に重要だと思い

ます。次に、救命艇に特化した時、強度など全てを含めた構造的な面から、どのような機

能が必要か、また、実際にどう運用していくか非常に悩ましい面もあると思います。 

次に、定員一杯になった時、もうそこで締め切るのかなど、様々な運用面での課題があ

ると思います。また、救命艇に逃げ込んだ後の救助までの時間的な問題等々、今後色ん

な所と連携してということでしたので、色んなところで新たに議論の俎上にあげていただけ

ればと思います。 

また、救命艇を普及していく上で、地元にとりましては、住民への啓発というか理解など

が必要になってくると思います。さらに、普及のためには、それがどれくらいの経費ででき

るのか、また、補助金など導入するための経費的な負担がどうかという、この大きく５つぐら

いの観点から、ある程度合意的なものをまとめていくことが必要であろうという気がします。 

 

【地方自治体】 

このようなことを考えているとの情報を得たばかりですので、具体的には答えにくいが、

現物を見せていただいて、構造的なものを理解することができました。今回の検討会で、

様々な課題が出てきたが、今後の論点がある程度把握できたと感じています。 

 

【地方自治体】 

本日の議会でも、この件について質問があがっており、本検討会の考え方については、

この検討会で明らかにさせてもらいました。 

まずは、避難困難地域にお住まいの方、お年寄りなど迅速に行動がとれない方などに、

有効な方法に成り得るのではないのか、というのが現時点での感想です。 

そのような中、いくつかの課題を提案させていただきました。例えば、救命艇の安定性、

漂流時に救命艇自体が凶器になる（アンカー等により固定が必要ではないか）、など、今

後解決すべき課題が残っていると認識しますが、今後この検討会で一定の方向を示して

いきたいと思います。その一方で、この救命艇は、最後の手段であるとの前提を基本とす

べきと感じています。 
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【地方自治体】 

当自治体の場合は、地盤沈降等も含めて浸水被害が●●人に及ぶと想定されており、

今回の構想には、非 常に関心が高いところです。最初にありましたとおり、命を守るため

には選択肢が広ければ広いほどよく、そのような意味からも積極的に検討していきたいと

思っています。 

そのような前提で、防災の一つの手段とするためには、運用の面と救助の時間が大き

なポイントになると感じます。構造的には、本日の説明で解決できるように感じましたので、

構造面が解決できれば、普及や補助が検討できると思いますが、先ほどの話のように、い

ざ人数制限が起こった時にどうなのかなどのようなこともありますので、そのような課題を解

決できれば、防災計画にいれていくことも可能であると思います。 

この話で、他のみなさんにもお聞きしたいのですが、この救命艇を設置したいなどの話

はあると思いますが、その一方で、救命艇の中で一体どのくらいの期間我慢できるだろう

か等の不安もあるなど、両方の意見が出ている状況となっています。 

 

○オブザーバ意見 

【オブ】 

当自治体も避難困難地域が、数多く存在しています。救命艇を設置するために一番

大事なことは、住民の信用を得ることだと思います。また、密閉型なので、最後に扉を閉

める人ですが、場合によっては、先に入り不安を感じた方が、まだ猶予があるにもかかわ

らず閉めてしまうとの事態もあり得ると思います。さらに、まだ入れていない人がいるのに閉

めなければならないとの事態も考えられます。そのような方が、心に傷を負うことになるとも

思われますので、このようなことも考える必要があると思います。 

 

【オブ】 

避難困難者や避難特定地域と、限定的な前提での検討となっているが、これまでも問

題になっているが、現時点では、災害時に要援護者をどう助けるかの結論が出ていない

状況にある段階にあるので、良い方向の結論になることを願います。 

 

【オブ】 

救命艇運用時の責任者の問題があると感じている。現状の救命艇は、大型船舶に搭

載されていることから、熟練した方のしっかりした指揮系統により運用されるとのコンセプト

で作られた物と思います。そのため、地上で使用する場合、不特定多数の方が使用する

とか要援護者で使用するとか、そのよう点での課題をクリアする必要があると感じました。 
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また、大きさの点で２５名か５０名かとの話がありますが、この救命艇を設置するには場

所の問題が出てくることから、敷地の狭い沿岸地域のために、人数の少ない小さいタイプ

の救命艇もあって良いと感じました。 

 

【オブ】 

当自 治 体では、津波 避難タワー建設を検 討している。高台について危惧しており、１

艇２０メートルとの思いですが、この救命艇は、２０メートルを超えたときの補完的なものに

なると思う。 

それから、災害要擁護者をどう支援していくかについては、沿岸域には救助に行けな

いと言われているので、その補完を行政に求められているが、実際にできるのかとの思い

がある中では、救命艇に避難をするのか、事前に市街地に安全な場所を確保して、この

ようなものに入っていただくのか等の選択 が必要と感じている。現在は、避 難タワーを建

設する方向にあるので、この部分にさらにという観点で救命艇が活用できると思います。

是非、実現化していただきたいと思いますが、資金面の支援策も検討をお願いしたい。 

とにかく、今回の計画は、始めていただくべきであり、始まってしまえば様々な課題も改

善・改良もすすむと思います。何もしなければそこでストップですから、やはり挑戦していく

ことが大切だと思います。 

 

【オブ】 

当自治体の避難対策としては、まずは高台に逃げる。高台が無い場合は、ビルの高い

ところに逃 げる。ビルも無い場合 には、避 難塔を設置していくと住民に説 明しており、住

民にもご理解いただいている。 

この救命艇は、構造的には解決されていくと思うので、手段の一つとしては方法として

良いと思います。 

ただし、最後には避 難タワーと住 民に説 明をしているので、この救命艇について住 民

に情報提供できていない段階なので、機能面などの課題について議論を重ねる段階か

ら住民に情報提供いただければ、より良い手段の一つになっていくと思う。 

 

【オブ】 

当自治体は、約●●キロメートルの海岸線を有しており、多くの集落が海岸沿いに点

在している。また、震源に近いと考えられるので、津波の到達時間が県下では一番早い

のではと予想されていることから、津波避難対策が急務となっている。その一方で、大変

高齢化が進んでおり、人口の●割が６５歳 以上の高齢 者となっています。このような、災
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害時の要援護者をいかに迅速に安全に避難させるかが、避難対策の大きな重要課題と

なっています。 

そのため、あらゆる選択肢、あらゆる避難 対策を考えていかなければならない中で、こ

の救 命 艇がどのように利 活用 できるのか、地 域地 域の特 性があると思 いますので、持 ち

帰って一つの選択肢として検討してみたいと考えています。 

今回、実物に乗ってみて、やはり出入り口が非常に狭いと思います。当市では、高齢

者が非常に多いことから、今のままの入り口が狭い構造では、乗船に時間を要すると感じ

ました。（津波到達を●分と考慮しているため。） 

 

【オブ】 

当自治体の場合は、比較的海岸線のすぐ背後裏に山がありますので、基本的には、

山に逃げるということで対策をすすめています。しかしながら、時間的な避難困難地域も

ありますので、そのようなところで、いろんな意見も出ているところです。 

山に逃げると言っても、どうしても逃げ遅 れる方とか、やはり問 題 になるのが災 害 時 要

援護 者の方になるわけですが、そのような方々のための新しい対応 策には十分になると

思う。しかしながら、運用面での十分な検討を要すると思います。また、幹部から避難タワ

ーとの併設をしてはどうかとの話も出ていますので、今後、十分に検討をすすめていただ

きたいと思います。 

 

【オブ】 

当自治体においても、避難困難地域や要援護者の避難への課題があがっていますの

で、色いろんな選択肢が増えていくことは、大変良いことだと思います。また、当自治体の

自主防災組織の中にも、ボートを設置した組織がありましたが、３．１１を見た状況ではや

はりボートでは無理だと話されており、具体的にボートに変わる何かがあれば検討してい

きたいと感じています。 

ただ、先ほどまでの指摘にもありましたが、運用や管理の面における課題もあると思い

ます。また、救命艇は、何も無い海上での救助ですが、実際の津波の場合には、大量の

浮流物がでてくる中での救助になると思われますので、そのような検証も必要になると思

います。 

 

【オブ】 

当自治体も非常に長い海岸線を持つ市であり、現時点でも相当の津波被害を想定し

ています。実際に、海岸に近い保育園があり、避難タワーの建築を検討しているが、高さ
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について、本当にその高さで大丈夫なのかとかなり不安視する声があがっています。また、

避難を想定している山も崩れるのではないか等の様々な悪条件が重なっていることから、

今回の救命艇の話が実現すれば、子供さんを救える非常に良いモノができると感じまし

た。これまでの話で、管理、運用や資金面など、色々な課題はあると思いますが、今回の

ような新しい考え方も非常に有効と感じています。 

 

【オブ】 

当 自 治体 も居住 区 域 の大 半が沿 岸にあり、本 町においても南 海 地 震の防 災 対 策に

おきまして、避難タワー・山道の避難路整備などを行っています。そこで、今課題になるの

は、高齢者の方が階段等では中々逃げることができないとの話がたくさんでています。そ

こで、スロープとかエレベータのようなものを考えていますが、整備の面も長くなりますので、

そのような方ができるだけ早く助かるためにも、この救助 艇は一 つの良い案と思っていま

す。 

防災を考えていく上 では、完 全というものは、まずございません。また、前回の南 海 地

震の体験談でも、船にいた方はかなり助かっているとの話もありますので、救命艇も非常

に有効だと考えています。是非ともすすめていってもらいたいと思います。 

 

【オブ】 

東日本大震災後、色々と議論していきたが、単純に一人に一つカプセルにより海上に

逃げることができればとの話をしていましたが、まさに、今回の救命艇がその実現につなが

ると思います。是非とも、すすめていただきたいと考えています。 

当自治体でも、津波対策は、基本的には高台等に逃げることを考えており、補完的な

施設として避難タワー、そして、この避難艇で皆さんを救えれば良いなと考えています。 

 

【オブ】 

当自治体も海に面した非常に長い地域でありまして、津波対策は、高台に逃げること

を基本として対策をすすめています。この救命艇の基 本的な高 齢者などの災 害時要 援

護者を救助するとの意味では大変有効なものであると考えますが、これまで出てきたよう

に運用面であるとか住民への信用といいましょうか、完全に大丈夫と言えるまでには様々

な課 題 があろうかと思 いますが、このような新 しい対 策 も活 用 できるのではと考 えていま

す。 

 

【学識経験者】 
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これまでの話を総括すると、否定的な意見は一つも無かったということで、救命艇を活

用する方法論を実現する方向で検討して欲しいとのご意見ばかりでした。しかし、乗り越

えるべき課題もたくさんありますので、それが、この検討会に課せられた課題であると思い

ます。 

事務局総括（丸山局長） 

皆さんの切実なご意見をうかがうことができ、色々とがんばらなければとの気持ちになっ

ていますが、座長の方からも総括していただきましたけども、管理面での心配をされている

方が非常に多いかと思います。実は、事務局としても非常に問題視しております。ただ、

これについては、今日はキックオフしたばかりですので、これから皆様方と色々と議論しな

がら詰めていかなければならないと感じております。特に、管理面では、非常時における

発災時の管理の話とそれから平時の管理をどうしていくかの話の２つに分かれると思いま

す。 

発災時の話は、●●からもお話がありましたが、リーダーがどうなるのか、多分 、リーダ

ーという存在はあり得ないと思っています。想定していても、その時に乗れなければお終

いですし、本当に不特定、あるエリアにはあるんですけども、その辺の方が、ざーっと乗っ

てこられるという前提で、考えなければならないと思います。また、そのような前提で本当に

良いのかどうか、自治体の方々からも、これからおうかがいしていきたいと思います。 

そのような意味では、中でのパニックを防止するための仕組みというものは、今回のスペ

ックには、まだ入っておりません。のぞき窓があるとか、まあ、中で孤立感が無いようにとい

うところですが、万一陸で放出されればよいのですが、海に出た場合は、救出まで時間が

かかると思います。そのため、その間パニックにならずに中が平静でいるためには、やはり、

陸上との何らかの交信手段が必要ではないかとか、それから、内部で落ち着いていられ

る何か仕組みがいるのかどうか、そういったことも今回のディスカッションペーパーには入っ

ておりませんので、その辺のところは、これから今日のご意見なども踏まえまして、充実さ

せていきたいと思いますが、非常時の運用は難しいなと思っております。 

また、普段の運用については、例えば幼稚園子供たちなどは急に入っても恐らく慌て

ることになると思 いますので、普段から教 室の一部 などで使っていれば、安心してそこに

入れるのではないかとのご意見も自治体の方々とお話する中では出ておりまして、ただ、

そういうふうに普段使えるようにすると今度は、普段の物の管理はどうするんだとか色んな

課題が出てくると思います。ですから、最後は、自治体さんごとに救命艇のスペックが、多

少変わる、つまり、標準形は作るものの最後は、設置される場所によって、スペックが変わ

ってくると、老人ホームで管理される場合の形はこれでよい、だけども、商店街に仮におく

場合は、このようなもので良いなど、設置する場所によっても変わってくるのかなと事務局
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では感じておりますが、これからも皆様方のご意見を色々と頂きながら、ブラッシュアップし

ていきたいなと思っております。 

さらには、まだまだ周知ができていないというお話もございまして、そこらへんについても、

今回マスコミの報道が、ご丁寧にきちんとやっていただいているので、大変助かっている

んですけども、まだ言 葉だけが先行して内 容がよく理解されていないところもありますし、

そこらへんは、我 々も一 生懸 命 努 力していきたいと思 いますし、今 日は、四国 以 外の運

輸局の担当者の方々も来ておられますので、太平洋沿岸の全地域でとりあえず伝えてい

ただいて、この四国の南岸部の自治体さんだけでなく、恐らく、他の地域でも同様の悩み

を抱えていらっしゃると思いますので、そこを皆さんと一緒になってこの救命艇のスペック

を詰めていきたいと、いずれにしましても、ハード面に影響を与えるスペックについては、

できるだけ早めに詰めて、ソフト面のみで解決できる部分については、多少時間の余裕を

持ちながら今後しっくりと詰めていくと、そのような形ですすめさせていただければなと事

務局では思っております。 

 

【学識経験者】 

色々とご意見を頂きましたが、救命艇のコンセプトを広げていく上で、やはり、この救命

艇を防災計画上どのような位置づけで行くのか。さきほど、最後の手段だとのご意見もあ

りましたが、そのようなことも含めまして、地域防災計画の中にどう位置づけられるのか、そ

れと、構 造 系 いわゆるハード面 に関 する技 術 的 な事 項 、それと、平 時 や発 災 時 の運 用

面・管理面についての色んな制約など、それから、首尾良くこれがうまくいったときに、本

当に救助してもらえるのかどうかとの視点からの検討、また、自治体では、これが良いとわ

かっても住民に受け入れていただく上では、色んな乗り越えるべき課題もあります。ハード

面もあればメンタル面もあるかと思います。そういったところを今後解決していく必要がある

んですけども、これは、それぞれの自治体ごとに事情も違うでしょうから、それぞれのところ

で議論していただいて、我が町としてはこうだと、いやこちらではこうだとの議論があって良

いと思いますので、今日をはじめとして、地元に持ち帰っていただいて活発な議論を展開

していただいて、その成果を事務局の方へ還元していただければと思います。 


