本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。私、和歌山県情報政策課で課長
をしております天野と申します。情報政策課の役割といたしましては、庁内の通信インフラ
であったり、システムの整備であったり、あとは民間の通信事業者さんとの連絡、連携、あ
とは市町村の ICT 化等を担当しているところでございます。
災対時におきましては、我々のほうが、情報政策課のほうが通信班の一員となりまして、
災害本部の中に入って、通信事業者さんであったとかり市町村さんの通信部門、総務課さん
が担われている場合もありますけれども、そういったところの役割、調整とか連絡をやらせ
ていただいているところでございます。
本日、宇田川先生からございましたとおり、11 月 5 日「世界津波の日」ということで、
こちらのほう、和歌山県の旧広村、現在の広川町で起きました津波の教訓をもとにして、
2015 年 12 月 22 日、国連総会で日本提案のもと採択された「津波の日」でございまして、
先日も第 3 回世界高校生津波の日サミットが和歌山県でございまして、３日間、世界で大
体約 50 カ所から高校生が集まって、津波の恐ろしさであるとか高校生主体となってどうい
ったかたちで津波に対応するかといったことを議論させていただいたところでございます。
ただ、今回は基本的には和歌山県の県の特性に応じました豪雨災害を中心としたところ
をご説明させていただきたいと思います。
本日の流れといたしましては、今、させていただきましたとおりイントロダクション。も
しかしたら和歌山県のことをあまりご存じでない方もいらっしゃるかもしれないので、和
歌山県とはどういったところ。災害の観点から見て、どういったところなのか。
やはり平成 23 年のあの紀伊半島大水害で、非常に大きな被害を被って、そこから和歌山
県の防災施策というものが非常に発展というか進展していった部分もございますので、紀
伊半島大水害で何が起きたのか、どういった被害があったのか。
すみません、ちょっと 4 番のほうは、これは作っていたら冗長になってしまったので削
除させていただきました。
3 番もございまして 5 番、和歌山県の防災情報通信といったものはどういったものなの
か。3 番、5 番をおきまして、通災連絡会というものが紀伊半島大水害の後に立ち上げられ
たんですけれども、それの役割と体制。
きょうのテーマでもございます、通信インフラの復旧支援マニュアルというものは、その
通災連絡会において作成されたものですので、それはどういったかたちで活用されている
のか。
最後にですね、こちらちょっと苦い思い出にはなるんですけれども、平成 30 年度、台風
20 号、21 号、24 号災害において、どういった被害が出て、こちらのほうの紀伊半島大水害
のあと作られた通災連絡会であったりとか、この復旧支援マニュアルがどういったかたち
で活用されたのか、あるいはされなかったのか。そういったところをお話しできたらなと思
っております。
和歌山県ってどんなところなんですかというところなんですけれども、非常に可住地面
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積が多くないところであると。大体森林面積でいうと、大体 76.4％。近畿でいうと、先ほど
ご質問のあった奈良県さんに次いで 2 番目だと。可住面積もこれも下から 2 番目でござい
まして、およそ 23.6％しか住めないと。それ以外は山か山がちなところです、すごい山が
あるところだと。年間降水量については 1,508mm と、これは実は近畿の中ではそれほど高
くないということで、数字ではなっています。
が、実は次のページを見ていただくと、こちら、先ほど右のほう左の絵図ですね。こちら
ほう、緑色のところはもうほぼ山で、そういった山の合間にちょっと川とか流れていたりと
か、あるいは海沿いはちょっと平野部で、特に和歌山市あたり緑になっていると思うんです
けれども、ああいった平野部に住宅地がある。
そういったようなかたちになっております。
先ほど 1,500mm といったのは、あれは統計局のホームページから取ってきたデータでは
あるんですけど、おそらく和歌山市のあたりの、県庁所在地の平均雨量なんじゃないのかな
と考えております。というのはこちらを見ていただいたら分かりますとおり、よく、紀伊半
島大水害でも、あるいは今回の台風 20 号、21 号、24 号でも、非常に大きな被害を被った
紀南地域、紀伊半島南部のほうは、大体もう年間平均雨量が 3400mm になっていると。こ
ちら紀北、和歌山市周辺に比べたら、もう約 2.5 倍から 3 倍ぐらいになっていると。そうい
ったような地形になっておりまして、特に南部地域が非常に歴史的にも大雨、豪雨、そうい
ったところの災害で非常に苦しんできたところでございます。
すみません、書いてはいないんですけれども、ちなみに豆知識的に申し上げると、今の世
界遺産である熊野本宮大社、あると思うんですけれども、そちらのほうも明治時代の大雨で
流されてて、それ川、熊野川沿いにあったんですけど、それが流されて、それが旧本宮町の
高台に設置されたものでございまして、実際の旧本宮大社のあったところは大斎原といい
まして、本宮大社跡地として祭られているにすぎません。そういったところで、たぶん本宮
大社、熊野三山というのも歴史的においては大雨で何回も流されてきたような場所にはな
ります。
先ほども申し上げましたとおり、和歌山県の気象災害の特性としては、ありとあらゆる災
害が来るといったような地形でございます。3 連動地震が、近年、近いうちに来るとか、も
ちろん地震が起きたらもちろん津波が沿岸部で襲って来ると。それ以外、台風の歴史的な情
報を見ていただくと分かるんですけれども、紀伊半島というのは第二室戸台風であったり
とか、伊勢湾台風、あるいは先ほど申し上げた紀伊半島大水害の端緒になりました平成 23
年台風 12 号。そういったところで非常に台風の影響を被りやすい、通過地点になっている
ような場所になってございます。
ここからが平成 23 年の紀伊半島大水害、近年の大水害において、災害において、どうい
ったようなダメージを被ったのかといったところでございます。こちらのほう、平成に入っ
てからの水害にもかかわらず、県内で死傷者、死者 56 名、行方不明者 5 名というところで、
約 50 名を超える方々が被害に遭われたと。もちろん傷を受けた方というのは更にいると思
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うんですけれども、あとは物的損害といたしましては、約 8,000 軒の家屋がダメージを被っ
たところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、具体的に土砂災害であったり、浸水害が多くあるのは田辺
地区や熊野地区であったり、あとは那智勝浦町。こういったところが非常に大打撃を受けた
ところでございます。もちろん県内全域で非常に大きな被害を受けたところではございま
す。
こちらが新宮市、熊野川、熊野川大橋、写真だけになっているけれども、通常時では考え
られないような河川の水量になりまして、そういったところで家が流されたりとか左下に
あるように車が流されて電柱にぶつかったりとか。私も以前、視察させていただきましたけ
れども、田辺市の中腹あたりの中辺路と電柱を見させていただくと、その当時の水害の水位
というものがありまして、ここから見上げてこの天井ぐらいまで水位が来たようなことで
ございます。
これはもう写真で見たときに分かるんですけれども、こういったようなかたちで被害を
受けているところでございます。通行止めの箇所ももう、県内ほぼ通れるところがないんじ
ゃないかぐらいのところで 180 カ所止められて、もちろん、道路というのは基礎的なイン
フラなんで、そこが止まると孤立集落が発生すると特に災害対応で、和歌山県だけでなく、
県内の市町村道を管理されているのは市町村さんなので、非常に被害を受けて混乱されて
いたところもありますので、なかなかご自身も被害を受けられて、それ以外に避難所の立ち
上げ等いろいろ苦労されていた部分もあって、どうしてもなかなか通行止めの道路の復旧
がはかどらなかったところでございます。
で、さっきから数字を読み上げるだけになってしまうのですけれども、電気についてはも
う 11 万件。大体これは 8 月 30 日なので、大体電気についても一部ところにおいてはもう
約 1 カ月以上は停電していたと。電話も有線回線なんですけれども、こちらについては電
気復旧の後といったところもございますので、さらに要しまして、約 50 日ほどかかったよ
うなところにはなっております。
そういったところで、非常に多くの対応を和歌山県、あるいは県内市町村さんと連係して
やってきたところなんですけれども、主に対応の中で 3 つ挙げると、特に発災時の市町村
役場さんのほうの人数です。もちろん財政も厳しいところでございますので、人数が限られ
ておりますので、和歌山県の緊急機動支援隊を組織させていただいて、市町村役場さんの非
常に能力が落ちているときには、県職員を派遣させていただいて、微力ではあると思うので
すけれども、ご対応させていただいております。
こちらのほうには書いていないのですけれども、今現在は県域を越えた応援みたいなの
をやらせていただいていて、先日の西日本豪雨におきましては、広島県と和歌山県が 1 対 1
で応援を結ぶような体制になっておりましたので、県職員を、今もだと思うのですけれども、
広島県に派遣させていただいて、その応急対応、復旧対応にも当たらせていただいておりま
す。
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まずはこれ、全国初ということなんですけれども、避難勧告どういった基準で数量的に、
あるいはできるだけ早く出すといったところでどういった基準で出さなくてはいけないの
かということがまとめられていなかったようですので、和歌山県のほうで気象情報等をベ
ースにした予測システムを持っておりまして、こちらでできる限り、空振りに終わってもい
いので、予測ベースで出すようにしたといったようなことをさせていただいております。
きょうのテーマの趣旨なんですけれども、これもできる限り多くに対応させていただい
ておりまして、平成 23 年からなんで、今見たらちょっと古いぞと思うかもしれないんです
けれども、メール配信サービスであったり、これは通信事業者さんと連携してエリアメール。
あとはそのあと、和歌山県の危機管理局というところがございまして、そちらのほうが防災
情報システムを刷新して災害情報の整備、あるいはそれのオープン化等をさせていただい
ております。そちらのほうまた後ほど詳しくお話させていただきます。
そちらのほうは今申し上げたところで、総合防災情報システムというものを平成 23 年度
以降、刷新させていただいております。こちらのほう、県内の、県庁と、県の下部組織であ
る振興局、あとは市町村さんと連絡が取れるように、今、多重の通信体制を引かせていただ
いております。
1 つは国の自治体衛星機構、Lascom さんが持っている衛星通信を使いましたその衛星通
信回線での連絡体制で、もう 1 つは和歌山県が整備させていただいております有線系の県
内ネットワークで「きのくにｅ－ネット」を活用した有線系のデータ通信ネットワークを、
市町村さんを含めてつながっていただいて、そういったところで二重の体制を引かせてい
ただいているところでございます。
これもまたあとで見ていただければといったところで、できる限り、多くの市町村が衛星
であったりあるいは有線の回線で接続されていると。こちらのほう、またあとで見ていただ
ければいいですけれども、一応、県のデータ通信のネットワーク、「きのくに e－ねっと」
有線ですね、引かせていただいておりまして、こちらの通信回線を使って、さまざまなシス
テム等を動かしているところでございます。
やはり紀伊半島大水害のときに有線の中継回線なので雨であったり、あるいは倒木ある
いは風で切れたりするようなことも想定されましたので、あとは津波で切れることも想定
されておりますので、紀伊半島大水害以降、この赤い線があるとは思うのですけれども、こ
ちらのほうでできる限り迂回（うかい）路を設けて、このうちの例えば海側のオレンジ色の
線が 1 本切れても別のかたちで迂回できるようなかたちで、通信回線を有線で引かせてい
ただいておりますし、それ以外にも別途 IPSTAR 衛星回線、データ回線と契約させていた
だいて、こちらのほうは有線よりは遅いんですけれども、有線の代替としての衛星回線、
Lascom とはまた別に契約させていただいて、最低限のデータ通信をできるようなかたちに
はしております。
あとはこれは通信回線とはまた別に、やはり、和歌山県域で AM 波が届かないような場
所もございます。特にこれは海沿いでございましたので、海沿いを中心に現行の AM 波を
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補完するようなかたちで、FM 局というのを設けさせていただいて、発災時には和歌山県庁
のほうから放送設備がありますので、それを通じて県民の方々に広く放送できるような体
制にはなっております。
こちらのほうはただ、災害時だけしか使わないというのは非常にもったいないし、あるい
はこちらのほうは周波数が分からなければ、結局災害時に聞きようがないので、現在のとこ
ろは県域放送さんである和歌山放送さんと連係させていただいて、平時においては和歌山
放送さんが彼らの放送を流すときに利用していただいているようなかたちにはなります。
通信の話を長々といろいろしてきたんですけれども、じゃあその、通災連絡会というのは
どういった経緯で立ち上げられて、今、どんなことをしているのかっていうのがこの資料に
なります。こちらのほうは先ほど申し上げましたとおり、平成 23 年 8 月 30 日に起きまし
た紀伊半島大水害。それを受けて、平成 24 年 2 月に、もととなる災害発生時における通信
基盤の復旧、復興推進連絡会というものを立ち上げさせていただきました。
その後、名前を変えて活動しまして、平成 27 年からは、今も活動しているんですけれど
も、和歌山県情報通信分野災害時応急活動担当者連絡会といったかたちで活動させていた
だいております。
後ほどお話させていただく、通信インフラ復旧マニュアルにつきましては、この委員会の
中で策定されて、事業者さんとも連絡を取るようになります。
それはまた置いといて、担当者連絡会議というのは、こちらのほうは担当レベルの会議に
なりまして、訓練と併せて年 2 回事業者さんと、あとは通信事業者さんと和歌山県職員が
一緒になって、年 2 回が訓練させていただくようなかたちにはなっております。
目的としては通災連絡会、さきほど申し上げた通災連絡会、こちらのほうは読んでいただ
ければいいんですけれども、やはり平成 23 年の紀伊半島大水害のときは、やはり事前に、
その統一的に、即座に通信事業者さんと連絡を取れたりというのはなくて、あるいは通信事
業者さんからも情報の統一性、例えば A 社さんの情報と B 社さんの情報と C 社さんの情
報。そういった、例えば同じであれば携帯通信事業者さんでも出し方であったりとか地区の
区切り方とか、そういったものがいろいろ異なってまいりましたんで、そういった、例えば
時間ごとに区切って出すような、そういったかたちのマニュアルを作成させていただいて
おります。
そういったところで、非常に紀伊半島大水害のときはあまり効率的ではない情報連携体
制になっていたんで、即座に災害時に対応して、効率的、効果的な対応できるようなかたち
で、マニュアルを作ってそれを実行できるように通災連絡会でも作成いただいております。
構成員といたしましては、NTT さん、ケイ・オプティコムさん、ジュピターテレコムさ
ん、ZTV さん、サイバーリンクスさん、 NTT ドコモさん、KDDI さん、ソフトバンクさ
ん。県内で活動されている主要な通信事業者さんは網羅されているようなかたちにはなり
ます。
じゃあ、通信インフラ復旧マニュアル、さきほどから今回のテーマ、メインテーマになる
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んですけれども、これどんな内容のもんなんだという話ではあるんですけれども、こちらの
ほうですね、7 つの表立てになっておりまして。1 つは、よくある総則で、まず被害状況報
告。先ほど申し上げましたとおり、統一された様式で統一された方法で報告してもらう。
あとは復旧協力依頼。臨時通信インフラの整備。これは特別公衆でるとか、衛星携帯電話
の貸し出しになります。あとは衛星携帯電話の配布方法、配布先。あとはきのくに e－ネッ
トの応急復旧からなる官民の発災時対応の総合マニュアルといったところにはなります。
こちらのほうは実は発動要件。これものちほど出てくるんですけれども、和歌山県災害対
策本部が設置された場合から、応急復旧完了までというところで、災害対策本部が設置され
る基準て何なんだろうといったときに、この米印がありまして、大津波警報が発表された場
合であるとか、震度 6 以上の地震が発生したとき等に設置されるものでございます。
その被害状況報告も各事業所さんバラバラに、バラバラの時間で来ても意味がないので、
こちらのほう、発災が起きたら、まず速報として分かっている限りのもので 2 時間以内に
報告をもらう。中間報を 6 時間、確定報。分かればなんですけど、たぶん現場は混乱してい
るので、分かれば 12 時間以内に発表してもらうと。確定報後は、じゃあこんなかたちで復
旧しているんですかねというところで追加報を出してもらう。
4 ポツ目として、先ほどありました復旧協力依頼。先ほど申し上げましたとおり、県道に
ついては和歌山県が管理している。市町村道については各市町村が管理して、道路警戒に当
たっていると、そういったものでございまして、ただ他方で災害時において市町村の皆さん
が、じゃあ例えば各事業者さん、ここに基地局あるからこの道開いてよといっても、なかな
かそのバラバラ言っても仕方ない話があるので、そちらのほうは一旦和歌山県のほうに負
えさせていただいて、県のほうから市町村さんに発災時はご連絡させていただくといった
ところで、連絡ルートの一本化を図っているところでございます。
5 ポツめにつきましては書いてあるとおりでございます。あとはこちらのほうはもうご存
知かもしれないですけれども、じゃあ、今回台風第 21 号で、どういった被害が被ったかと
いうところでございます。
こちらのほうを見ても仕方がないのであれなんですけれども、ポイントとしては台風第
21 号で死者 1 名、傷を負われた方 5 名というところで、お亡くなりになられた方々にご冥
福申し上げるとともに、重傷負われている方にはお見舞い申し上げるんですけれども、ただ
他方で事前に報道されたほどは大きな被害は、我々の想定としてはなかったといったよう
な状態にはなっております。
ただ、他方で人的な被害が想像以上には小さかったんですけれども、この 3 番の電気見
ていただければ分かりますとおり、停電というものが非常に、2 週間、約 2 週間にわたって
ですね、継続していたと。1 週間たっても数万件単位で停電が継続していて、電気を使うよ
うなインフラ、特に電話であるとか、あるいは携帯電話、あるいは通信機器も停電に合わせ
て非常に大きな被害を受けました。
いろんなところで被害を被ってはいるんですけれども、今、申し上げたとおり、停電の影
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響で非常に大きな影響を受けたところでございまして、その NTT 西日本さんにおいては発
災時、これはメタルとか光全部合算してですけれども、最終的には 4,000 件程度、ドロップ
の線も含めて 4,000 件ぐらい切れたと。その NTT ドコモさんが 11 局、KDDI さんが 7 局、
ソフトバンクさんが 19 局、停止したというところで、非常にある地域においては通信が全
く取れないような場所が発生してしまったと。
例えば先ほど有田川町さんがいらっしゃいましたけれども、有田川町の清水地区におき
ましては、もう約 1 週間ほど停電の影響で電気もない。今、現在光 IP 電話でやってらっし
ゃる方も多いので、停電における影響で光 IP 電話もない。あとはそれをカバーする携帯電
話の基地局さんも、大規模基地局であったら非常用発電機が置いてあるんですけれども、そ
れが置いてないような基地局もあったようで、清水地区をカバーするような携帯電話もで
すね約 3 日間から 4 日間、携帯電話 3 社さんとも全く通じない状況になったといったとこ
ろでございます。
具体的には台風第 21 号でどうなったかというと、これは田辺市の龍神村。ここも清水地
区さんと同じように、有線、無線のインフラが約 3 日間、4 日間ぐらい途切れたところでご
ざいます。これは有田川町清水地区で川合というところなんですけれども、これ、うわーん
ともう木が台風の影響で倒れてきて、で有線回線が非常に、ブナにぶった切られて、電柱な
んかも倒壊しているようなかたちのところでございます。これなんかはよく分かりやすい
ですね。こういったところで非常に復旧に時間を要しているし、多額の費用も発生している
ようなところでございます。
後は、そうはいっても通信事業者さんも、これは移動体通信事業者さんの例なんですけど、
これは全くソフトバンクさんだけを称えてという話ではなくて、あくまで例なんですけれ
ども、基地局、本来の基地局設備がいかれたところではあるんですけれども、可搬型の基地
局を設置して、応急的に復旧対応したところでございます。
今現在も、実は、最後に終わる前に申し上げたいのは、今現在も今、通信事業者さんを含
めて、今回の台風 20 号から 24 号の災害において、何が問題で、今後、県であったり、あ
るいは市町村さんと連携して、本当にどういったかたちで一刻も早く復旧が望めるかとい
うところで今、協議しているところでございます。
先ほど申し上げたポイントとして、今回被害が、人的被害が非常に予想以上に少なくて、
和歌山県としても災害対策本部が立ち上げられなかったですし、多くの市町村さんにおい
ても避難所が開設されなかった状況でございます。
これは何が申し上げたいかというと、そういった避難所が立ち上がらない中において、熊
本の地震でも問題にはなりましたけれども、いろんな方々が車であったりとかお家にいら
っしゃって、ただ他方で通信が取れないような状況というのは非常に危険であると。
そういった中で今回、地元の消防団さんとか、自治防災組織さんと連携して、見回り等さ
せていただいたんですけれども、そういったような停電等のインフラに対する被害は多い
けれども、建物であるとか人的な被害が、それほど、予想よりも多くないような状態におい

7

て、災害対策というのはどうあるべきか。で、今回、さきほどの災害復旧マニュアルもあれ
はやはり災害本部が立ち上がったあとの連携対策であるので、実際問題、我々がマニュアル
で想定したような対応ができませんでした。
で、そういったところで、今回のような災害が起きたときに、もう、災害、大規模災害時
と同じような対策が取れるように我々としても今現在、通信事業者さんとも連携させてい
ただいているところでございますので、今後何かしらのかたちで発表であったり、あるいは
お話できたらなと思っております。
つたない講演でございますが、以上でございます。
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