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開議 午前１１時０３分 
      ◎浦幌町地域防災計画について 
 
○中尾委員長 それでは改めまして皆さんこんにちは。 
 本日、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査ということでございまして、今日は９時

からバスで海岸線ずっと視察をさせていただきました。バスの中でもごあいさつ申し上げ

ましたけれども、今回はですね、浦幌町の地域防災計画ということでございますから、決

して海岸線に限った調査ではありませんけれども、どうしてもやはり津波等々ですね、海

岸線の部分というのは大きなウエートを占めるだろうということで、海岸線を中心に視察

をさせていただいたということでございます。 
 今回の視察にあたりましても、町の方よりしっかりとした資料も提出をいただきました。

また議長初め産建さんの方にも視察にご同行いただいたということでございまして、改め

て御礼を申し上げたいというふうに思ってございます。 
 私たちも折り返し、また今年から新たな気持ちで今年１年を迎えていくにあたりまして、

まず１回目の所管事務調査でございます。早速ですね、新たな取り組みをしていく中で、

今日はモニターの山田さんにもご出席をいただいているということでございます。本当に

感謝を申し上げたいと思います。 
 今日はしっかりと見ていただきまして、後ほどご意見をいただければ幸いかなと思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。モニターさんがいらっしゃるからとい

うわけではありませんけれども、やはり今までもやっておりましたけれど、しっかりと気

を締めてですね、調査を進めてまいりたいと。今日もぐるっと見てまいりましたけど、な

かなか 100％ということは、難しいだろうというふうな部分を、やっぱり現地を見ながら

実感をするところでもございます。 
 やはりその中においても、こういった調査も含めてですね、町民の皆さん方にしっかり

とした認識をしていただくということの一助になればなということも考えているところで

ございます。 
 それでは、これからご審議していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。 
 ただいまの出席委員は、６名であります。定足数に達しておりますので、ただいまより

総務文教厚生常任委員会所管事務調査を開催いたします。 
 まず初めに町長よりごあいさつをいただきまして、担当課の方よりご説明いただきたい

と思いますので、まず町長のごあいさつからお願いいたします。 
○水澤町長 皆さん、今日は大変ご苦労様でございます。午前中、それぞれ防災計画にの

っとった災害避難所を視察をいただきました。そういう面では、それぞれ前から議会の方

では、いろいろな面で説明させていただいておりますけれども、このたび防災計画が改め

て作成したということでありまして、これについても常任委員会のご意見を賜りたいと、
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説明をさせていただきました。 
 前の防災計画から 30 年経つということと、東日本大震災が浦幌町今まで考えていたの

と桁違いの津波、地震というものが想定されている、それに対応することが必要だという

ことになりました。 
 まさにそういうもので考えれば、人工物、構造物で防ぐことは絶対できないということ

でありますから、当然早急に避難しなければならない、早く・高く・遠くというのが三原

則と言われていまして、それにのっとって防災計画を立てさせていただきました。 
 ただ、その中で防災計画の中にも盛り込んでおりますけれども、自助、共助、公助とい

う３つの助と言いますか、助け合い、これをそれぞれ生かしながら、防災計画を進めてい

かないとならないということでありますし、まさに防災計画を作って、それで終わりとい

うことではありませんので、当然、防災計画にのっとって、地域がどのように避難体制を

構築するかということに大変重要なところだというふうに認識しているところでございま

す。 
 そういう面では、防災計画について概要について今日は説明をさせていただくという機

会をいただいたことについて、改めて感謝を申し上げてあいさつとさせていただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
○中尾委員長 それでは、お願いいたします。 
○鈴木総務課長 それでは、私の方から浦幌町地域防災計画の概要についてご説明させて

いただきたいと思います。最初に、資料のご確認ですけれども、浦幌町地域防災計画の概

要というものと、それから浦幌町津波避難計画、そしてカラー印刷になっております防災

ハザードマップと３つの資料をご提示申し上げております。また、地域防災計画でござい

ますので、地域防災計画書についてもですね、別冊の中でファイルとしてご提示を申し上

げたところでございます。 
 お手元の防災計画書ご存じのとおり、非常にボリュームがあるものでございますから、

これにかかわりましては、浦幌町地域防災計画の概要ということで、概要をまとめた資料

をご提示申し上げておりますので、時間の関係上も含めまして、この概要に基づいた中で

説明させていただきたく、ご了解いただきたいと思います。 
 最初に、概要の１ページをおめくりいただきたいと思いますけれども、ここの中での浦

幌町地域防災計画とはとなっている中で、次の行には、国、道の機関、警察などの防災関

係機関で構成する浦幌町防災会議が作成する計画ということで、このことにつきましては、

災害対策基本法に基づいた浦幌町地域の防災会議という設置の条項ございます。 
 これに基づいた中での防災会議を設置して、従前から対策にあたってきているわけであ

りますけれども、今般の防災計画の見直しにつきましても、同様に防災会議にお諮りをし

て、本年３月 27 日にその決議をいただいた地域防災計画ということでご理解をいただき

たいと思います。 
 これが別冊にございますとおりの地域防災計画となってるものでございます。また地域
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防災計画には、直接の計画にはございませんけれども、別紙に資料がございます浦幌町津

波避難計画、これにつきましては、総務省、消防庁、また北海道それぞれの災害対策にか

かわります指針においてですね、地域の津波避難計画の策定が望ましいという内容を示し

ているものございます。 
 そればかりではないのですけれども、浦幌町におきましても、沿岸を控えているわけで

ございますから、北海道の津波浸水予測図の改定に伴った中での津波避難計画を策定する

ということは、従前から考えを持っていたものでございます。その中で、今までの防災計

画においては、津波避難計画はなかったわけでありますけれども、今般新たにその策定に

至ったということでございます。 
 特に津波避難計画につきましては、沿岸地域、それぞれ厚内、十勝太、下浦幌地区、地

域の住民の皆さんのご意見をいただきながら、策定をするという大きな方針ございまして、

これに基づいた中で数回それぞれの地域におじゃまをさせていただき、津波避難計画の策

定、その中には特に津波の避難場所の特定、また津波避難経路の特定、こういったことに

つきましては、地域の皆さんの声をいただきながら、策定を進めてきたということでござ

いますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 それでは、詳細の概要説明につきましては、担当の係長より説明させていただきますの

で、よろしくどうぞお願いいたします。 
○中尾委員長 係長お願いします。 
○田村管財防災係長 それでは、先ほどありました浦幌町地域防災計画について、この概

要版をもちましてご説明をさせていただければと思います。本編、先ほど言いましたボリ

ュームのある 500 ページ以上にわたるものとなっておりますので、この概要版で説明をさ

せていただければと思いますけれども、まず１ページめくりまして、先ほどあいさつにも

ありました浦幌町地域防災計画とはということで、地域防災会議によって作成する会議と

いうことで、今回 56 年に作成依頼、全面的改訂ということで、今回進めさせて、今回の

柱として、自助、共助、公助を進める上での本町の抱える課題を整理した、その実情に即

した内容で対応できる計画の策定ということで、実施をしてまいった中身となっておりま

す。 
 この計画をつくる以前の計画についてでありますけれども、以前の計画につきましては、

基本的事項ですとか、地震対策、予防に関すること、災害応急に関すること、そういった

もろもろの項目について、それぞれですね、各章立ての中で混雑したような形になってお

りまして、全体としてちょっとわかりづらいような中身になっていた、こういった部分を

ですね、全面的に整理をさせていただきまして、概要版の１ページ、２の項目地域防災計

画の概要の図式にもありますとおり、基本編、地震災害対策編、風水害対策編、それから

それらにかかわらない事故災害対策編、残り資料編という５つの項目、編つくりに大別を

させていただき、整理構成をさせていただいた内容となります。こちらの中身、それぞれ

におきまして、予防、応急、復旧にかかわる整理をさせていただいたということになって
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おります。 
 次、この地域防災計画の基本的な考えといたしまして、２ページの方、第２項目、地域

防災計画の基本的な項目の考え方ということでお示しさせていただいております。こちら

のところでは、自分の身は自分で守るという（自助）、地域住民が連携して助け合う（共助）、

それから町、消防、警察などの防災関係機関が実施する防災対策（公助）と言われる部分

を基本としまして、それぞれが協力して、防災対策を実施することが大切だ、この部分を

本改訂によりまして、重点的に見直して、以下の４つの点、整理をさせていただくという

ことになっております。 
 １点目としましては、教訓を生かした防災体制の推進ということで、先ほど来申し上げ

ております、「自助、共助、公助」それぞれ十分に活用しまして、また連携しやすい取り組

みを進めていくことをめざすということで、「誰が、どの段階で、どのような取り組み」を

行うかということを整理して、防災のスピーディーな対応に対する体制づくりを推進して

いこうということになっております。 
 ２点目といたしましては、地震（津波）災害対策の推進ということで、東日本大震災で

本町においても津波による甚大な被害がもたらされました。そのことを受けまして、本町

も最も影響のある地震を想定しまして、地震（津波）災害に備えた予防、応急対策など、

地震（津波）災害に強いまちづくりを推進していこうということの計画内容、それから風

水害対策編といたしまして、本町でも河川の増水による冠水被害、そういった多大な被害

がもたらされてきました。大雨による洪水では、浸水の被害が想定されますので、水害に

備えた防災対策一層推進していくほか、災害時においても迅速に対応できる体制の整備を

努めていく。 
 それから４点目といたしまして、災害時避難対策の推進ということで、本町も高齢化の

進行、こちらの方も著しい、それから災害犠牲者に占める高齢者、障がい者の割合が高い

と、こうした現状を考慮して災害時の避難対策の整備を進めていこうと、以上の４点につ

きまして、重点的に見直しを行うということで、先ほど言いました予防、応急に対する対

策基本計画としております。 
 続きまして、３ページごらんいただければと思います。３としまして災害予防計画とい

う内容になってございます。こちら地震災害対策編、風水害対策編など、共通となる災害

発生前の予防としての考え方となる部分、こちらの方を整理させていただいた内容となっ

ております。 
 町では、事前に予防対策としまして、自助、共助による減災活動を推進するとともにで

すね、災害を未然に防止できる防災活動を防災関係機関と相互に協力、連携しながら、災

害に強いまちづくりを進めていくこととして、整理をさせていただいております。 
 これも４点ほどありまして、１点目といたしまして、災害に強いインフラ整備の促進と

いたしまして、関係機関との連絡、協力を促進するとともに、避難路、橋梁といった耐震

に対する対策を図ることや消防活動の迅速化と職員の初動について整理を行い、対応して
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いくことという内容になっております。 
 それから２点目といたしまして、防災教育・訓練への参加といたしまして、自主的な活

動の基本となる部分でもあります避難についてですね、教育と言いますか、そういった部

分の推進、それから訓練の実施、参加を進めていこうといった内容となっております。 
 それから３点目といたしまして、自主防災組織の結成促進になります。こちらにつきま

しては、先ほどから申し上げております自助、共助の関係であります部分、その自主的な

組織の結成について、推進、促進、協力をお願いしていきたいといった内容になるかと思

います。 
 それから４点目といたしまして、災害時の要援護者支援対策の促進といたしまして、先

ほどの自主防災活動の重点的な取り組みとして取り組んでいただけるポイントになるのか

なということで思ってございますけれども、こちらの方、公助として支援について消防機

関との連絡調整、そういったものも図りながら整理、整備していくことが必要かなという

ことで計画に盛り込んでございます。 
 次に、４ページ目といたしまして、４災害応急対策、応急部分になってございます。こ

ちらの方につきましては、災害が発生した場合、それから警報等が発表された場合など、

災害の種類、それから規模に応じて、町では非常配備体制などをとりまして、情報収集、

応急対策などの実施を行っていくこととしております。また、災害の規模が大きい場合に

は、警戒本部ですとか、災害対策本部というものを設置しながら、迅速な避難誘導、災害

対応に当たることとしております。 
 今回、４ページの図式にもございますとおり、災害時における本部設置基準について変

更をさせていただいております。以前は、第一次非常配備から第三非常配備という中で、

警報、それから地震の震度といった種別、種類におきまして線引きをさせていただきまし

て、震度５以上の地震が起きますと、即災害対策本部ということにさせていただいており

ました。 
 しかし、新しいところの災害でいきますと、本年２月上旬にありました震度５弱、この

地震のように確認した中では、災害対策を講じるまでもない、そういった中の震度５弱と

いう地震がありました。情報、状況を把握する部分で、こういう非常配備体制も災害対策

本部までの必要がないということの中身がございましたので、この部分、整理をさせてい

ただきまして、警戒本部体制というものを設けさせていただいた形となっております。 
 こちらの方、警戒本部体制と言いますのは、本部長を副町長といたしまして、関係課、

所属長、消防署長を本部員としました中で、情報、状況の把握に努める、そういった体制

ということで、災害発生、警報発令時に即時設置されるものという形で準備をさせていた

だきました。その情報をもとに、判断をし、災害対策本部の設置ですとか、未設置、そう

いった対応を検討していくものというふうに考えております。 
 なお、この災害発生にかかる職員の初動につきましては、震度５以上の地震が発生した

場合、それから津波警報が発表された場合については、全職員が参集して、その対策にあ



- 7 - 
 

たるということにさせていただいておりますし、これ以外でおきます災害、震度４、それ

から津波注意報、この部分につきましては、全管理職を中心とした形での対応を図るとい

うことで、職員の初動マニュアルを整理させていただきまして、この６月からの実施に向

け、現在準備を進めているところでございます。 
 次に、５ページをお開きください。５ページにつきましては、災害時におけます町民対

応と題しまして、情報の伝達、それからその情報を受け、町民の方々へ対応協力していた

だく、自助、共助の部分について、応急的な対策を盛り込んだ内容となっております。 
 このほか、５項目目といたしまして、その他事故災害への対応ということで、海上災害

対策ですとか、鉄道災害対策、それから危険物等災害対策、大規模な火事災害対策、それ

から林野火災予消計画、こういった地震、津波とは別になります事故災害対策編というこ

とで、整理をさせていただいた内容を第５項目とさせていただいておりますし、第６項目

目、災害応急対策ということで、予防応急のあと、災害が起こりました後、その復旧にか

かわる基本的な考えにあたる部分を計画の中に盛り込んでおります。 
 最後に、６ページ目になりますけれども、今回の大きくですね、地震災害対策編、風水

害対策編を中心とした計画整理をさせていただきまして、従前に比べ見やすくという形に

重きを置いた形での改訂も行わせていただきました。 
 その中で、自主防災にかかる、こちらの方の６ページの表にございますような項目につ

いて、本編と言いますか、この概要版ではない本体計画の方でこのページで表記をさせて

いただいているといった内容でございます。以上で、概要版の説明を終わります。 
○鈴木総務課長 補足で説明させていただきたいと思います。 
 ただいま、地域防災計画の概要については、担当の方からご説明させていただきました。

そのご提示申し上げた関係で、ほかの資料についてですね、改めて説明させていただきた

いと思います。 
 地域防災計画の冊子の目次６ページをお開き願いたいと思います。目次の中で第６節 避
難対策という項目があります。この大きな冊子の紙ファイルのですね、お開きいただいて

目次６と下に付記しておりますので、目次です。本編というインデックスのついたところ

の、目次６と下にありますので、そこの目次６ページの一番最初に表示されているのが第

６節 避難対策となっております。この避難対策１から 10 までそれぞれ 67 ページから 76
ページまで、その内容を記載してございます。 
 この避難対策につきまして、それぞれ避難場所、避難経路等の内容記載ございますけれ

ども、津波の対策にかかわりましては、この地域防災計画にかかわります避難対策の事項

をもとにですね、改めて細かく津波にかかわっては、特に津波にかかわりました避難計画

を策定したということで、別紙の資料になっているということのつながりがあるというこ

とでご理解をいただきたいと思います。 
 その中で、それぞれですね、津波避難計画につきましては、避難場所の特定、先ほど申

し上げました特定にかかわった避難場所の表示、それから避難経路、それらについて、こ
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の資料の中では記載をしてございます。 
 資料と申しますのは、地域防災会議の中の決議事項につきましては、このファイルの地

域防災計画のみとなっておりますので、この避難計画につきましては、浦幌町が独自に策

定させていただいたということで、ご理解いただきたいと思います。 
 このことにつきましては、地域住民の皆さんとともにですね、策定してきた経過がござ

いますし、今後も時代に即した中で変更する状況がございましたら、柔軟に対応したいと

いう考えのもと、浦幌町が作成したということでご理解いただきたいと思います。 
 その津波避難の計画につきましては、先ほど申し上げました避難場所、避難経路等につ

いては、それぞれ内容記載がございますけれども、最もやはり一番わかりやすい分として

申しわけないのですけれども、２９ページ以降にですね、それぞれの地区における避難場

所と避難経路を図式化をしてございます。これに基づいて、地域の皆さんが津波警報発せ

られた時には、この津波避難計画に基づいて、避難をしていただきたいということのお話

も進めてきたところでございます。この内容につきましては、また後ほどごらんおきをい

ただきたいと思います。 
 また、それらにかかわりまして、これから今後浦幌町の全世帯にお配りをしたく、今、

ハザードマップも作成してございます。これが先ほど津波避難のことも計画のかかわるも

のも避難場所、避難経路等も図式してございますし、また風水害、地震にかかわってもで

すね、その避難場所にかかわる表示もしてございます。 
 ただ、１点、誠に申しわけありませんけれども、ミスプリントが実はございまして、こ

のことについては、現在、業者さんともお話をして、再印刷するということで整ってござ

いますので、本来の時期に若干遅れることは申しわけございませんけれども、その関係で

させていただきたいということでございます。 
 また、先ほどの説明の中で、職員の初動マニュアル、町の職員ですけれども、町職員の

初動マニュアル、災害にかかわっての初動マニュアルということで、現在、これらをもと

にですね、地域防災計画、また津波避難計画をもとに、職員がいかに初動の動作を行って

いくかということをですね、全職員が意識の統一を図りながら、進めていこうと、やはり

津波対策は時間の対策と大きなウエート占めますので、全職員が同じ理解のもと、その対

策にあたっていこうということのマニュアルを現在作成中でございまして、これが６月１

日にその作成をした中で進めるということで、現在進めているところでございます。 
 また、このことにつきましては、いずれかの時期にですね、お示しできることになろう

かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。その関係でですね、この概要、戻

りましてすみませんけれども、この浦幌町地域防災計画の概要の中の４ページ、再度ごら

んおきいただきたいと思います。 
 先ほど担当の方から説明をさせていただきましたけれども、災害時における本部設置基

準の概要の中で、従前と変わった点という中では、中段にございます警戒本部を設けて対

応しようという内容であります。先ほどの説明の中では、震度５弱の対応ということもご
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ざいましたけれども、従前の非常配備体制におきましては、全職員が一たん大きな災害に

なりますと、また震度４のクラスになりますと、管理職の参集範囲の中で、いずれにしま

しても役場に一たん集合するという対応をしてきていました。 
 ところが、特に地震、津波にかかわってはですね、特に地震ですけれども、一たん集ま

って現況確認するのに、やはり時間のロスが生じるということで、警戒本部の中ではそれ

ぞれ所管にかかわります公共施設の管理がそれぞれ所管ごとに行っておりますので、警戒

本部は自動的な設置をされて、それに基づいて所管が所管の管理施設に赴いて確認をして、

その状況を連絡いただくと、状況を把握するという形で進めていこうということでなりま

した。 
 このことについて、かなり時間的にも一たん集まって、また対応するというわけではな

くてですね、即座に動いた中で状況をまず集めていこうと、そしてその被害においては、

程度によっては対策本部を立ち上げなども進めていこうということで、今までよりもスピ

ーディーな対応が図れるような体制ということで、現在もそのマニュアルのほぼできあが

る状況でございますけれども、策定中ということでございますので、ご理解いただきたい

と思います。以上でございます。 
○中尾委員長 ありがとうございます。 
 それでは、町の方より防災計画、皆様方のお手元にもありますけれども、膨大な資料で

ございます。概要ということで、説明をいただきました。これからは、委員の皆様方から

質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いします。ご質問のある方、挙手でお

願いいたします。 
 差間委員。 
○差間委員 津波避難計画の資料の中で５ページ、４避難路・避難経路、これですね、や

っぱり住民が逃げるには、その災害発生の時点において、走るまたは車で走る、または自

分で逃げるに関しては、避難路は非常に大事で、それで避難路もはっきりと図示されてい

るのですね。でも、実際にその避難路に到達するまで、この文章の表現を変えると避難経

路と書いている部分、この部分についてですね、これは見た感じ、ほとんど町道なのです

よ。 
 それで避難経路の管理に関して、私も今までも繰り返し要望してきたのですけれども、

はっきり言えば、車を置きっぱなしにしている人に対してね、繰り返しアナウンスしてほ

しいというふうに私は以前から要望しているのですけれども、前回、地震の時にもですね、

逃げるかどうか判断するまで、地震発生と同時に自分たちの行動としてですよ、住民の行

動として、車の中にすぐ持っていくもの、置いて、それで逃げるかどうか判断を待つので

すよ。自分自身が逃げるかどうかね。その時に、やはり自分としては、自分の敷地内に車

を置いて逃げるかどうか判断するのですよ。 
 ところがですね、周りを見てみますと、道道に車を置いて逃げるかどうか判断をしてい

る人たちが結構いらっしゃるのですよ。この部分についてはですね、地震発生と同時に大
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型車が走って、私たちの地区にも入ってくるものですから、そういった対応も含めて、ち

ょっと危険じゃないかなと、そう思っていたのですけれども、この資料の表現については、

避難経路については、ちょっと足りないような表現がね、そう思って読んでみたのです。 
 ５番の避難方法、（２）自動車避難における道路機能の確保のため、それから日頃から避

難路としての意識の向上を図る、これ書いてあるものですから、この部分をね、避難経路

についても、これを住民に対してアナウンスしてもらえるかどうか。 
 自分たちとしてもですね、今回、行政区の行事と一緒に自主防災組織に関しての勉強会

やら避難についてどうなんだろうという地域の住民の人たちに集まってもらって、もう一

回考えてもらったのですけれども、ああいった行事を組んでいただきますとね、自分たち

のまわりにどういう人が住んでいるか、漠然と誰を助ければいいのだろうかって考えてい

た部分が、よし、あの家に入ってその方を助けて一緒に逃げようって、自分たちの意識が

固まってきているのですよ。あれ非常にいいことだなと思います。 
 それでもう１点、ああいった自主防災組織をね、地域の住民にどうでしょうって具体的

に持ちかける計画は、今後どういうふうに考えているか、この道路の上に置いてある車を

置かないようにっていうアナウンスは、これからやっていただけるかどうかと自主防災組

織についてですね、具体的に今後の計画を聞かせていただければと思います。 
○中尾委員長 ２点ですね。説明を求めます。 
 課長。 
○鈴木総務課長 ただいま２点のご質問でございますけれども、関連ございますので２点

まとめてご理解いただきたいと思います。 
 その避難経路、５ページにも避難計画の中にも書いてありますとおり、その確保という

のは、重要な問題だなというふうにとらえております。当然、避難路の町道の管理につい

ては町でしょうし、またそれに至る避難経路、これについても町道の部分もございましょ

うし、そのあたりの住民の皆さんの日頃からのご確認と、それから理解という部分が非常

に大事な部分があるんだろうなと思っています。 
 このことについては、自主防災組織の、昨年からいろいろと町内 59 行政区ございます

けれども、その中で 45 ほど回らせていただいておりますけれども、自主防災についてぜ

ひともお考えいただきたいということの話をさせていただいております。 
 これが１年から２年かけて足かけになりますけれども、今後もですね、自主防災組織に

ついては、事あるごとにですね、行政区にお邪魔をさせていただいた中で、ぜひともお考

えいただきたいということを進めていきたいなと思っていますし、その中でですね、先ほ

どあった避難路、避難経路の確保についてもですね、住民の意識という部分という中で、

やはりお考えいただきたいということは、努めてまいりたいなと思ってございますし、ま

た防災の日の推進という部分もございますので、それらにかかわっては、改めてですね、

趣旨という部分も考えていきたいなというふうに思ってございます。 
 いずれにしても、自主防災組織という部分がかなり大きなウエートを占めていくと思い
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ますので、それと合わせて含めてですね、住民の皆さんの意識という部分を理解をいただ

くようお願いしたいなというふうに努めてまいりたいと思っています。 
○中尾委員長 いかがですか。差間委員。 
○差間委員 以前からですね、大変気にしていたものですから、私たちも地域に住む住民

として、地域の中で私自身もこれは発信しなければならないなというのは、今回ですね、

厚内４区行政区の集まりの中でああいった行事をやってみてつくづく思ったものですから、

これはやっぱり以前から要望しているように、町の方からも繰り返しアナウンスしてほし

いのですよ。 
 一部道道にも車を常時置いている方もいるのです。その部分はですね、以前から私たち

の行政区には関係ないのですけれども、事故が繰り返し起きていた場所なんですよ。です

から、もしあの時点であそこの部分で一般通行、大型車が万が一接触事故を起こした場合

は、今日行った厚内５区の浜生活館の上に逃げるどころかね、逃げる前に別の災害が起き

てしまうことも予想されますので、やっぱり役場の方からも繰り返しアナウンスよろしく

お願いいたします。 
○中尾委員長 それはね、課長の方からも広報していくということでございますので、そ

の辺についてはしっかりと広報お願いしたいと思います。 
 もう１点、どうぞ。 
○差間委員 津波避難計画の７ページ、半括弧の厚内地区と書いてある部分ですね、⑤避

難目標地点「林道厚内線」への避難は、厚内小学校や近くの住民の避難を優先するものと

書いてあるのですけど、２）十勝太地区でも、３）下浦幌地区でもですね、この表現がな

い、小学校の児童に対して確かに重要な避難先、避難路というのはわかるのですけど、こ

の部分の表現が、これは必要なのかなと思ったものですから、いざ災害、地震が発生した

時点でですね、住民はそれぞれのいる場所、それぞれのいた場合の所から逃げるというの

が 100％だと思うのですよ。 
 その時に、多少でも逃げる住民の頭の中にね、あそこは近寄らない方がいいのだという

ような圧迫を与えるような表現について、どうかなと思ったものですから、これはもうち

ょっとこの厚内小学校や近くの住民の避難を優先するものという部分を外した表現という

のは無理なのか。外さない方がいいのか。私は外した方がいいと思うのですけれども。 
○中尾委員長 優先ということによって、ほかの人方があそこは小学校や近くの住民の人

が行くところだから、私たちが行くところではないということで、そこで避難しないで違

うところということで遅れて、災害に遭っては困るということですね、差間委員。 
 これについての答弁を求めます。 
○鈴木総務課長 おっしゃるとおりでですね、人は必ずしもそこに定着しているわけじゃ

なくて移動しますので、その場において身近な特に近距離においてですね、逃げれるとこ

ろが確保されるのがやはり重要かなと、また自治体によりましては、看板表示の中でもあ

なたのという意味合いで、地域住民ではなくて、あなたのという意味合いの中で表示して
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いる自治体もございますので、おっしゃるとおりの分だったと思います。 
 ただ１点ですね、やはりちょっと誤解を招く部分があるのかなと思うのがですね、優先

するものとするにつきましては、やはり今回の場所の特定が新たな所が発生しましたので、

そこを周知と言いますか、理解と言いますか、日頃から避難場所の確認という意味合いで

察していただいたのですけれども、そのことにつきましては、誤解を招く部分もあろうと

思いますので、検討させていただきたいなと思います。 
○差間委員 その場合ですね、その前のページの一覧表、避難計画の下、避難対象地域の

厚内地域の一番上の四角、厚内一・三区、厚内二区、厚内四区というのはね、これは行と

して横に連結しているのじゃなくて、これ一つと考えていいのでしょうか。 
○鈴木総務課長 今までもそうなのですけど、特に地域の方からお話あった中でも私どこ

に避難すればいいのでしょうというお問い合わせも実際ございます。これは必ずしも例え

ばですね、それこそいつもいる場所じゃなくて、その方がどこかのおうちにおじゃまをし

ていて、そのおうちがその人の違う避難場所に特定されていると、だからそこに行けない

とか、そういうことじゃないのですけれども、日頃の生活の中でお住まいになっている住

宅からの避難場所はここですよということを覚えていただきたいというのがまず１点ござ

います。やはりその中で実際に津波があって、避難する時に混乱をしてしまってですね、

どこに逃げたらいいだろうということにならないようにですね、日頃からこの場所が通常

ですとその避難場所に成りえるということで、ご理解いただくためにですね、こういうふ

うに設定させていただいたところです。 
 ただ、その辺につきましては、必ずしも人は動きますので、一番身近な所の避難場所と

いう所がその次にくるということを、やはりこれからも周知をしていきたいと思っており

ます。 
○中尾委員長 差間委員、よろしいですか。 
 ほか委員さんから質問ございませんか。野村委員。 
○野村委員 私は、先ほど差間委員から出ましたように自主防災組織についての現状と将

来的な考え方、また進行の問題についてお伺いしたい。この資料、自助、当然自分が一番

に逃げるということは当然のことで、公助の前に共助、これは今資料のとおりでありまし

て、先ほど担当課長の説明で町内 59 カ所のうち 45 カ所既に回ったというけれど、現実問

題として、どのぐらいの組織が出来上がっているのか、この間もたまたま厚内で訓練やっ

たということで非常に住民の声も、こういうことは日頃からやるべきだと、すばらしいこ

とだとわかっていながら、各行政区それぞれいろいろな事情がありながら、これだけ大き

な３本の柱にしておきながら、行政区の対応に対する対応が何となく回って説明だけで、

受動的かなという気がするのですよ。 
 もっとやはり積極的に行政が旗振りをして、そこに取りまとめは区長さんなり、副区長

さんなりが中心になろうかと思うのですけれども、やっぱり足りなかったら課を総じて、

行政を率先してね、まずこれを構築することが今後のためにも、またこのすばらしいバイ
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ブルを活用するためにいいことかと思うのですけれども、現状としてどの程度の組織にな

っているのか、また今後どのような対応でそれを進めていくのかというのは、行政として

の考え方をまずお伺いしたいのですけれども。 
○中尾委員長 お願いします。 
○鈴木総務課長 詳細については、担当の係長から説明させていただきますけれども、昨

年から今年にかけて回った中でですね、行政区によってはいろいろな事情がございまして、

こちらから一律な扱いで、こうしなさいということはなかなか厳しい状況にございます。 
 行政区によりましては、特に浦幌市街地区の一部の行政区におきましては、公営住宅が

多い所もございます。そこでお聞きしているのが、役員の方からもお聞きしているのです

けれども、公営住宅はそれぞれ隣近所出入りが、入居される方が変わってですね、なかな

か付き合いも親しくないと言いますか、わからないという状況の中で、自主防災組織つく

るのは難しいのですという意味合いの声も実際にございます。 
 ただ、そう言いましても、やはり自主防災という部分については、非常に大事な組織だ

ということをですね、これは時間かけてもですね、お邪魔をさせていただいた中で説明を

していきたいなと。 
 ご存じのとおり、なかなか時間、場所を設定してもいろいろな都合で集まっていただけ

る方も少ない時もございます。そんな中でですね、各町内会の役員、総会の中で、町内会

で人が集まりが多い所を、やはりこちらから出向いてですね、そのお話をさせていただい

て、理解を求めていきたいなという状況でございます。 
 その設立云々等、状況につきましては、担当係より説明いたします。 
○田村管財防災係長 それでは、私の方から自主防災組織の組織率と言いますか、そちら

の方をお話させていただければと思います。現状、自主防災組織の設置要綱というものの

要綱を施行させていただいておりまして、それに対する届出というのは、申しわけござい

ません、ありません。 
 ただ、設置に向けての準備、それから活動ということで、先ほど差間委員もありました、

厚内四区ですとか、ほかの行政区においてもあと二、三そういった動きで二度、三度とい

う形でお邪魔をさせていただいて、一緒に混ぜていただいている、そういった状況もござ

いますので報告とさせていただきます。 
○中尾委員長 野村委員。 
○野村委員 まだスタートしたばかりですから、報道によるとちょっと忘れましたけど、

相当組織されている町村もあるわけですよ。やっぱりどういう形でやっているのかってい

うのもね、うちらはとりあえずハードの面をやらなければならないということ、今日も見

学したとおり、それはどんどん進んでいるけど、いざ実際それがあって、さあ笛吹けど踊

らずじゃないけども、警報なったけどさっき発言あったようにどの段階で逃げたらいいの

だろうか、誰を確認しながらとかって、これはやっぱり一番大きな問題で、今回の資料は

当然自助、共助、公助という大きな柱を持っていきながら、それをやっぱりね、ハードだ



- 14 - 
 

け進めていって、大きな問題、人にかかわる人命にかかわることのフォローアップができ

ていないということは、大変なことだと思うのですよ。 
 それでこの中でよく読ませてもらうと、各行政区単位、これは一番組織としては一番い

いかと思いますけれども、今言ったようになかなかこういう会議に参集ったって集まらな

い、課長これ現実問題です。 
 でも現実問題だけど、やらなければならない。だけど、各行政区が隣合わせて道路一本

隔てたりとかありますので、いろいろな方法あると思うのですよ。そのエリアで集めなが

ら、申しわけないけれども、何度となく繰り返しやっていかないと、全員集めてさあ周知

１回だけしました、はいわかりましたと、これ絶対ならないと思うので、その辺の問題は

もう少し積極的に、だから先ほど言ったように受動的じゃなくて、やはりこれだけの大き

なバイブルをつくって、さあ町民、浦幌のために防災をきちっと構築しましたと言うけれ

ど、実際中身はただハードやっただけで、ただ作って下さいといっただけと言ったら、片

手落ちかなと思うので、もっと行政は積極的にこういうことをハードやりました、あなた

の命を守るために、こういうこと、また隣近所もこういうこともやってくださいよと、も

う少し能動的にどんどん進んでいかないと、なかなか難しい組織立てというか、かと思う

のですよ。 
 その辺は、今後やっぱりしっかりやっていただきたいというのと、それをはっきり言っ

て組織的にいくと、先ほど言ったように区長さんだとか、副区長さんいる所あるだろうけ

ど、これは非常に行政もご存じのとおり、各行政区によっては単年度、単年度変わってい

くということも多く見られるのでね、その辺の継続性なり、きちっとした責任を持って行

政とどう連絡を取るかということの対応もきちっと行政がマニュアルをつくって、こうい

う形での自主防災組織ということをある程度提示してやらないと、さあ作ってください、

先ほど言ったように、その地域の人、見守って誰がいるかどうか、安否確認してください

って言ったって、なかなか難しい面があると思うのですよね。 
 その辺のテクニックというのは、もう少し行政側が積極的に行くべきじゃないかと思い

ますし、最後にもう１点、これに合わせて災害の頻度によって職員の参集というのは非常

に当然のことだと思っていますし、私もたまたま２月の地震の時に、こんな言い方失礼だ

けど、申しわけないけど、担当課担当職員だけが本当に走って歩いて、この資料にもマニ

ュアル化して職員にもきちっとした意識を持たせてということになりますけれども、自主

防災組織もできるとなると、相当広くその辺の掌握をしなければならない時に、果たして

一担当だけで各地区の連絡だとか、また行政における命令だとかできるのかと考えると、

やっぱりその辺もきちっと含めながら、やっぱり自主防災組織におけるフォローアップだ

とか、フォローアップより先に構築を積極的に進めるべきだと思うのですけど、これにつ

いてはどうでしょうか。 
○中尾委員長 説明求めます。 
○鈴木総務課長 ２点ほどだったかと思います。１点は、自主防災組織の推進、組織化に
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向けた推進ということの中で説明が足りなかったのですけれども、先ほどのそれぞれの行

政区の役員会、総会のお邪魔をさせていただくといよりは、決して呼ばれて行くわけじゃ

なくてですね、こちらから日程を調べさせていただいて、こちらからぜひともお邪魔させ

ていただきたくお願いをしてですね、時間をお借りしたいということで、させていただい

ております。 
 その中で、先ほどなかなか防災の組織化というのは難しい状況にあるという説明をさせ

ていただきましたけれども、この中ではですね、難しい地域もあるということで、また別

な所ではやはり行政の方からですね、要するに指導的にですね、つくっていただければと

いう声もございます。 
 これはやはりケースバイケースかなと思っておりますので、それは臨機応変に使い分け

ると言ったら申しわけないのですけれども、させていただきたいなと。今後ですね、特に

津波にかかわりましては、津波の避難訓練という大きな課題もございますので、これを行

政区単位で行っていただくのももちろんですけれども、今後、様子を見ながらですね、状

況を見ながら地区にお声かけをした中で、津波避難訓練が実施された時には、やはりそう

いった自主防災というのがやはり大事だという部分もわかっていただけるのかなと思って

おりますので、これも合わせてですね、進めていきたいなというふうに思っています。 
 それから職員の初動マニュアルと自主防災組織のかかわり方というのは、今後大事にな

ってくるだろうと、特におっしゃるとおりですね、自主防災組織がたくさんできればやは

りそのかかわりというのもいろいろな部分で出てくるのだろうというふうに思っています。 
 職員の初動マニュアルにつきましては、これも災害は近年いろいろな種別のいろいろな

状況が従前と違いまして、出てきておりますので、必ずしもこのマニュアルを作成したか

ら、それでいいというわけではございませんので、今後柔軟に変更を含めた対応をしてい

きたいと思ってございますので、現状に合わせた対応をしていきたいと思っておりますの

で、その辺のことにつきましても、推移を見ながら変えるものは変えていきたいというふ

うに思っております。 
○中尾委員長 ほかの委員さん、いかがでしょう。 
 福原委員。 
○福原委員 ３点くらいお聞きいたします。資料の方の 95 ページからずっと見ているの

ですが、私これに入る時にですね、ぜひ女性の意見も聞きながらやってほしいということ

で、発生した場合に非常に東北の大震災の時も女性の方が非常に困ったって、あとから出

てきて、その時は言えないのですよ、やっぱり当事者として。 
 今、ちょっと貸与物資の云々というところ見ているのですが、そういうものが一切入っ

ていないということは、非常に私は片手落ちじゃないかなというふうに思っております。

それでその辺の女性を含めた意見の収集なんかもされたかどうか。もしされてなければ、

今後ぜひとも何か１項目入れていただきたいというふうに思っております。 
 それとですね、先ほど防災無線の受信機を見せていただきました。基本的には１戸に１
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台という方針かと思うのです。もし必要な家があれば、有料でももう１戸貸し出しが可能

か、もしくは二つ三つほしいという、トラクターも１台とは限りませんけれども、場所に

よっては必要な場合もあるのではないかなと、そういう扱いは要請があったらどのように

対処していただけるかと。 
 それともう１点は、発生してからなんですけれども、弱者対策、それをよその町ではリ

ストつくったりなんかして実施していますけど、浦幌町はこれからどのような考えで高齢

者、障がい者等の対策をやっていくのかということを、３点ばかりお伺いします。 
○中尾委員長 以上、３点説明求めます。 
○鈴木総務課長 女性の意見の反映という部分でのご質問が１点とそれから個別受信機の

場合によっては有料における対応と、そして３点目は弱者対策はどのように進めるかとい

うことだったと思います。 
 １点目の女性の意見の反映でございますけれども、先ほど冒頭で説明させていただいた

とおりですね、地域防災計画につきましては、災害対策基本法に基づいた中での会議の設

置ということで、それぞれいろいろな行政機関がかかわっていただくと、北海道警察です

とか、北海道はもちろん国の開発建設部ですとか、そういった機関が入っていただくこと

になってございますので、その辺はなかなか個別な対応というのは難しいわけでございま

すけれども、ただこの計画の中にもボリューム的にはおっしゃるとおり少ないかもしれま

せんけれども、乳幼児、妊産婦等々といった中での配慮した部分もおわかりいただけるの

かなと思いますので、ただ、計画はそうですけれども、運用していくのは人間でございま

すし、このことについては、それぞれの初動マニュアルの対策ですとか、そういった中で

関係課とも連絡を密にした中で進めていこうということも整っておりますので、その中で

進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 また受信機の有料貸与の関係でございますけれども、当初から個別受信機につきまして

は、備えあれば憂いなしの中で、二重三重の補完的な意味合いが強くてですね、通常サイ

レンなりは通常ですと聞こえる範囲なのですけれども、例えばトラクターに乗っていて作

業をしている時などは聞こえないだろうという部分がございまして、その対応として持ち

運びのできる受信機ということでの考えのもと進めてきたということでございます。 
 ただ、そこの中でですね、どのような地域の方々のお話というものが今後わからないの

ですけれども、これはまた自主防災組織とかかわりございまして、サイレンの吹鳴と同時

に自主防災組織が発動する場面がございましたら、やはり連絡体制もしっかりしていきま

すし、そういう中では避難にかかわっての系統的な連絡系統はしっかりしていくのかなと、

これも含めて並行した中での考え方になっていくのかなととらえています。 
 また弱者対策にかかわってはですね、これは保健福祉課の方でも現在高齢者にかかわる

世帯の調査ですとか、それから見守りにかかわっての対応ですとか、それぞれ並行して行

おうと、また行ってきているという部分もございますので、この中では弱者対策について

もですね、保健福祉課との協議と言いますか、連携をとった中で進めるというふうなこと
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も確認をしておりますので、今後そういったことも含めてですね、実りあると言いますか、

中身の濃い状況に進めていければなと思っております。以上でございます。 
○中尾委員長 福原委員。 
○福原委員 開発とか道と一緒にということで、その時点から女性の意見も本当は入って

いって当然じゃないかなと私は感じていて、もうちょっと探してみたのですが、どこにも

そのようなことがなかったので、これはぜひ入れていただかないとということで、これは

要望しておきます。 
 受信機の件なのですが、携帯今の時代持っていますけれども、全員が携帯かけちゃうと

パニックになって、この間は有線の方の電話もだめになってしまいます。それではやはり

防災無線、もし可能であればという意見も聞かれますので、その辺なんかも配慮していた

だきたいというふうに思っています。 
 障がい者、高齢者の対策は、本当に重要なことで誰が責任を持って町内の障がい者や高

齢者を安全な場所に誘導するかという、とにかく津波なんか起きる場所には、特に大変な

ことが発生するのではないかなと差間委員も先ほど言われたとおり、誰が誰を連れていく

かというところまで具体的なことまでやってらっしゃると、そういうことで非常に訓練は

机上でも行動でも大切ですけど、町内もそういうようなことが発生した場合に、やはりみ

んなでそれこそ自助ということでやっていかなくちゃならないと、我々の光南の地区でも

いるんじゃないかなということはわかっても、なかなか区長さんやなんかまで具体的なこ

と上がっていっていないのです。 
 やはりこれは公助の部分できちっとした対応をしていただければ、皆さんもそれぞれ自

覚しながら何か起きた場合は、みんなで助け合う力も出るのかなと思っておりますので、

この部分はぜひとも公助の部分である程度やっていただきたいというふうに思っています

ので、よろしくお願いいたします。 
○中尾委員長 いかがでしょう。 
○鈴木総務課長 手元にないので申しわけございませんけれども、現在、保健福祉課の方

で押さえておられますいわゆる災害弱者と言われる高齢者の方々、障がいを持たれている

方等の中で、その押さえている数字を聞かせていただいておりますけれども、1,100 人ほ

どおられるということもお聞きしております。 
 なかなか現実的には、町の職員が全体で 165 名ほどですから、そうなるとですね、一人

大体計算するとわかると思いますけれども、そこの対応ってなかなか厳しい部分は現実に

あるのかなという中にあって、先ほどから何回もお話させていただいておりますとおり、

災害は時間の対応というのが非常に大事なものですから、町の職員がかけつける時間とい

うのは、逆に言うとですね、大きな時間を占めてしまうと。 
 そこら辺のところも含めてですね、自主防災組織というのをぜひともお考えいただきた

いということは、これからも重ねて出前させていただいた中、また野村委員おっしゃった

中での改めてですね、そういう場を設けながらでも進めていきたいと思っているところで
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す。 
○中尾委員長 よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 先ほどから各委員が質問されている中で、多少重複すると思うのですけれど

も、やはり自主防災組織の充実ということは私も常日頃考えていることで、今委員の皆さ

んもその点何回も質問されたことだと思っております。ぜひですね、このことについては、

モデル的な組織というのですかね、そういうもの具体性をもって今年度はこういうふうに

できましたよという形がきちっと見えるような形で努力していただきたいなと。 
 努力している、努力していると言ってもなかなかそれが町民の前に表れてこない、そう

いうことでは私はいけないなと、やっぱり努力したものは成果として表れて、そういうモ

デル的な地域がここにできましたよということも防災意識に対するアピールにもなります

し、また自分の行政区もやはりあそこの行政区でやったのであれば、うちらも考えていか

なければならないなというようなことで、今後、そういった防災組織がふえると、活性化

していくということにつながっていくので、ぜひこのことについてはですね、本腰を入れ

てひとつ頑張ってやっていただきたいなということをお願いしたいと思います。 
 それとですね、防災マスターという表現、一応認証制度であるのですけど、浦幌で今何

人かいるはずですよね。やはりこういうものもね、防災意識を高めるためにやっぱり目標

的な年度の数値も何人ぐらいはやはり何年度には防災マスター、浦幌でつくっていこうと、

そしてやはりそういう防災マスターをとるのに相応しいような人にはやはり声かけやらお

願いして、できるだけそういった資格をとってもらって、そして行政でなかなか対応でき

ないところは、そういった方にもお願いして、自主防災組織の充実というか、そういった

ものも図っていっていただきたいなと思うわけですけれども、いかがでしょう。 
○中尾委員長 お願いします。 
○鈴木総務課長 １点目のことにつきましては、先ほどからお答えしているとおりで、今

後もですね、そういう部分としては、現実として成りえるようにですね、おっしゃるとお

りモデル的な要素として高くですね、成りえるような形で進めたいと思っております。 
 また２点目の防災マスターですけれども、このことにつきましては、今回の津波避難計

画にかかわって、先ほども説明させていただきました下浦幌地区、十勝太地区、厚内地区、

それぞれ何回かお邪魔させていただいた時、昨日ですね、防災マスターの方が一緒に同席

していただいて、いろいろな意見もいただいております。 
 また防災マスターの方が以前には図上訓練、厚内地区でも行っておりますし、十勝太地

区でも行っているとおりですね、防災マスターの方が指導的に図上訓練、避難訓練という

こともしていただいた経過もございます。そんな中でですね、おっしゃるとおり、防災マ

スター、今後もですね、多くの方々がそういう資格を取得した中で、協力していただける

部分を今後もお願いしながら進めていきたいというふうに思っております。今現在は、町

内１名ということです。 
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○中尾委員長 いかがでしょう。よろしいですか。ほかの委員さん、いかがでしょう。 
 阿部委員。 
○阿部委員 １点なのですけど、皆さんがいろいろとやっていただこうとしていることな

のですけれども、ただ単に隣近所の助け合い的なことがあるのですけれども、その際にお

きましては、例えば不幸にも助けに行ったけれども、相手に怪我をさせてしまった、そう

いう場合が生じてくると思うのですね。そういうことに関してですね、やっぱり一番基本

的なもので、それに対する助けた人、助けられた人、両方とも救える道というのもきちっ

としておいて、整備していただけたら簡単にはいかないとは思うのですけれども、事情も

いろいろあろうと思うのだけれども、その中でそういう親切が不幸にしてあだになること

があるものですから、その対策だけは基本的にとっておいていただきたいというのがあり

ます。 
 それは自主防災組織に関することに対しても通じるものだろうなと思っているのです。

結局助けたけれども、そのことが相手にとってあだになる場合もあるものですから、それ

はあくまで職員の方たちだけでは済まない部分もあって、職員の人たちは完全に身の保証

あるんですけど、一般的な人はなかなかそういう保証はないということあるものですから、

そういうことでそのことを組織づくりされる時に関連して大丈夫ですよという保証をして

いただきたいなというのも盛り込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 
○中尾委員長 いかがでしょう。 
○鈴木総務課長 申しわけございません。助ける道とおっしゃいましたけど、具体的にど

のような損害賠償とかそういう意味合いですか。 
○阿部委員 損害賠償とは言わないのですけれども、そういう問題が生じないとも限らな

い、相手があることですからね、そういう中でやっぱりどうなのかなということで。損害

賠償なら簡単にわかっちゃうのですけど。 
○鈴木総務課長 どのような手立てをすればいいということをおっしゃっているかわから

ないので。 
○阿部委員 一応恣意的それから損害賠償的なことにも含みます。 
○鈴木総務課長 実際にですね、自主防災組織のお話を進めていく中では、行政区にお邪

魔した中でこちらからも説明させていただいていますのが町民の総合賠償保険というのが

ございますので、そういったことも例えば仮に今おっしゃったようにですね、避難の支援

をする時に何かけがをさせてしまっただとか、けがをしただとか、そういったことの対応

につきましては、その保険の適用になるというものもお話をさせていただいております。 
 また自主防災組織を設立するにあたって、いろいろな経費がかかるだろうという部分の

ご質問の中でもですね、町の補助金の制度の中で笑顔輝く地域支援づくりという事業があ

ります。予算化されておりますけれども、そこの中での補助金も使っていただきたいとい

うお話も一緒に説明させていただいてきております。そのような内容でよろしいでしょう
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か。 
○中尾委員長 阿部委員、よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 今回、防災計画がほぼ確定したということで、避難経路が確定するわけです

が、その中で橋の補修、これＤランク、Ｃランクというところについては、避難経路にか

かわる重要な橋ですのできっちり整備していくということでの考えがあったと思うのです

けれども、現在、具体的には今後補正予算で早急に対応していくという考えでの橋はいく

つくらい検討に上がっているのか。 
○中尾委員長 説明お願いします。 
○鈴木総務課長 現在ですね、避難路にかかわります橋がどのような状況になっているか

という部分で８橋、八つの橋が避難路の中にございます。特に整備を要するという部分の

ランクづけがされている、これは従前から橋梁の点検を長寿命化にかかわった点検をする

ということで、107 橋でしたか、すべての点検が終わりましたという報告も担当課の方か

らさせていただいているところでございます。 
 その中で、その避難路における今後、整備を要するところについては、８橋があるとい

うことでの点検の結果となっております。このことにつきましては、橋梁が今後橋を改修

しなければいけないわけでありますけれども、当初、10 カ年計画でその計画を進めていこ

うというのがありましたけれども、ただいま申し上げた八つの橋につきましては、優先候

補として改修計画を進めていこうということで、ただそういってもですね、改修計画を立

てて、それから実施設計という手順を踏まないと、どのような対応ということがはっきり

してきませんので、改修を必要とはしておりますけれども、今後改修計画、そして実施計

画を進めた中で進めていきたいと、このことにつきましては、25、26 年の中で実施計画を

進めて、その後整備というような形に今のところなるのかなということで、原課施設課の

方では計画を持っているということでございます。８のうち６です。失礼しました。 
 ８橋あるうち６橋が急を要すると言いますか、改修を要するところです。すみません。 
○中尾委員長 それが 25 年、26 年ですね。ほかに委員さんから質問ございませんでしょ

うか。差間委員。 
○差間委員 はっきり言えば、消防署員ですよね。逃げる私たちと逆方向に走らなければ

ならないという可能性も当然出てきますよね。そういう防災関係の職員たちに対して、任

務を放棄してもいい、言ってみれば解除ですね、自分の立場を、そういった記載はこれに

はあるのでしょうか。そこまでは記載していないか。 
○鈴木総務課長 ないです。 
○差間委員 やっぱり消防職員も自分の命を賭して逃げる私たちと逆方向に進まなければ

ならない事態も当然想像されるので。 
○中尾委員長 差間委員、これは防災計画だから、署員のそういう部分というのはちょっ

と今日のこととはちょっと違いますよね。東十勝の事務組合の部分ですから。 
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○差間委員 わかりました。その部分に対しては、町は記載しない。 
○中尾委員長 そうですね。これはあくまで町民に対しての計画であります。 
 ほかの委員さんから質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
○中尾委員長 ないようでしたら、これで質疑を終わらせていただきたいと思います。 
 町長。 
○水澤町長 今、皆さんの方からいろいろと疑問な点、お話をされました。やはりその中

で一番問題なのは自主防災組織をどうするのかというお話なんだろうなと思います。まさ

に自助、共助、公助という中で、公助という分ではできない部分、共助の部分で何とか自

主防災組織を立ち上げて、そしてみずからの命を守れない人たち、これを助けていこうと

いうことは、本当に大切なことなわけでありまして、課長からも説明しましたように、全

町にそういう投げかけを今しているという状況でございます。 
 ただ行政区、個々の事情がある中で、今具体的に自主防災組織をつくったところはない

ということでありますけれども、いずれにしても、この自主防災組織は形だけつくればい

いという分では決してありませんので、動ける自主防災組織、これが必ず必要なものです

から、そういう面では行政区の中で十分話し合いをしていただかなければならないと思っ

ています。 
 また行政区の区長さんも変わるという話もありました。まさにそういうことだと思いま

すから、自主防災組織とか行政区組織もこれも継続性を持った組織にしていかないとなら

ないというのが当然であります。そういうことも含めて行政区の皆さんとこれからもお話

を進めていかないとならないだろうというふうに思います。 
 また弱者の皆さんに対してどうするのだという所もありました。これも個人情報の問題

等々もありますけれども、今福祉課を中心としてお年寄りのいわゆる一軒一軒回って、家

庭の事情等々についてお話をさせていただいているという状況がありますから、それはこ

の防災の中に個人情報として上げるということは法的にできないということもありますけ

れども、いずれにしても町の中でどこかでそれを把握しているということは必要なわけで

ありますので、今それを進めているという状況で、もし万が一なれば情報を活用する方法

を考えていくということが必要だろうなというふうに思います。 
 本当に自主防災組織というのは、皆さんそれぞれの行政区あるので、入っているのでわ

かると思いますが、行政区の中でやはりもし自主防災組織をつくった時に、行政区の責任

はどうなんだということも阿部委員からもお話がありましたけれども、そういう心配も実

はあります。 
 実際にはつくったけれども、助けられない場合はどうするのだとか、そういう精神的な

プレッシャーも感じている区もあるのだろうというふうに思います。これは行政区として

自主防災組織はできる範囲がどこにあるのかということも行政区の中で話し合っていただ

きたいというお話を今させていただいて、それぞれ回らせていただいています。 
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 すべて自主防災組織の中で行政区の避難できない人を助けないと駄目だという話ではな

くて、自主防災組織の中で何ができるのかということをまず自分たちで確認していただく

ということが、この作業が一番大切だろうなというふうに思っていますので、そういうこ

とも含めてこれから自主防災組織の積極的につけて、各行政区の皆さんにもご理解いただ

くようにお話をこれからも進めてまいりたいと思っていますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
 本当に防災組織、防災計画をつくって、概要について説明をさせていただきました。本

文であると、何百ページにもなるのでそれはできませんけれども、あとでまたお目通しを

いただきたいと思いますけれども、大体の概要については概要書にあるとおりであります

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。本日は本当にありがとうござい

ました。 
○中尾委員長 暫時休憩いたします。 
 

午後 ０時１８分 休憩 
午後 ０時２３分 再開 

 
○中尾委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 ただいま町に質問させていただきまして、皆様方からもたくさんの質問がございました。

その辺を踏まえてですね、委員長報告ということで報告書を作成してまいりたいと思いま

す。それにあたりまして、また皆様方からですね、ご意見をいただきたいというふうに思

っております。 
 今の質問の中にも自主防災組織ということ、町もいろいろと努力はされているようでご

ざいますが、現実的にはまだ一つの行政区も組織化されていないということであります。

やっぱり今ちょっと会議の前にもいろいろなお話がありましたけれども、なかなかやはり

ここの組織というものを形まで持っていくということは大変でありますし、ですから、本

当にできるところからというような形の中で、その防災組織もやっぱり育てていくという

ような、最初から完成形じゃなくてやっぱり育てていくというようなことも必要なのかな

と私もずっと聞きながら思っていました。 
 その辺につきまして、皆さん方のご意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 どうぞ。 
○阿部委員 私、さっきのこと絡むのですけど、やはりある程度公的なという部分で上か

ら抑えるわけでなく、先ほど皆さん言ったように、区長にね、その時の長にすごく負担が

かかるから、その後の対応が大変でないのかなという思いはあるわけですけど、そういう

ところにある程度保証してあげることをちゃんと保証してあげてね、こうだよということ

をすると、100 とは言いませんけれども、まあ 10％でもそういう気持ちになってくれれば、

私も多少は動くのではないかと。 
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 ただ、本当に僕らの地区は順番である程度区長が回っているのですね。次は君ですよっ

て。だから６年間携わるわけです。最低でも三役として。そういうところを上手に利用し

ていただければね、いきなりぽつんぽつんとなるのではなくて、そういうところを自主防

災組織にいくような移行できるような恰好をつくってくれると、僕としては理想的なんだ

ろうなと思うのですけれども、やっぱり少なければある程度足りない足りないなら大変な

のだけれども、多くて大変なのもわかるのだけれども、そういう組織をうまく利用してい

ただくとね、いいなあと思います。上浦幌結構うまく回っているのですよね。そういう意

味ではね。 
○中尾委員長 今、阿部委員からそういう話もありました。確かに地域、地域でね、その

上の言う活平、その地域によって諸事情が変わってくるから一概に言えない、やっぱりそ

ういうような地域はそういうものしっかりとね利用していけばいいし、保証の 10％という

のは、報酬ということ。 
○阿部委員 少しでもやってくれる気持ちになるかなということさ。別にね、報酬を呉れ

と言っているわけじゃないのです。報酬くれと言っているわけじゃないんだよ。ただ、少

しでもやってくれるような気持ちになっていただくために、きちっとこういう保証をしま

すよと、何かあれば保証しますよということをきちっとうたってあげた方がいいのではな

いのかなと、基本的に思うんだよね。 
○中尾委員長 先ほど、課長の方からその保険の話、説明がありましたけど、その保険が

かかっているんですよということをきちっと町民に広報していくと、それにプラスまだも

っとそれをやろうという気持ちになるようにね、プラスアルファ… 
○阿部委員 職員の人はわかっているのだけれども、町民の人はみんなそれを理解してい

るかということは、案外理解していないと思うのですよね。そういう保証あるんですよと。

だからその辺をもっときちっとアピールしていった方がやっぱり先ほど言われたようなこ

と起きた時にね、動きやすいのかな。 
○中尾委員長 アピールは当然必要だと思いますね。 
○阿部委員 そういう感じするわけです。 
○中尾委員長 野村委員。 
○野村委員 今言ったことなのですけれども、具体的なね、内容がどうのこうのと議論し

てもね、やはり難しい、いろいろなやっぱり地域だとか、行政区の実情があるわけだから、

やっぱり大命題、共助、それは何かと言うと自主防災組織、これはやっぱり推進すべきで

いろいろな今言ったようなね、内容的な問題もあるけど、その辺は実情合わせて、やっぱ

り私は何回も言うように、説明に行きました、何かの会議に行っていますって、それが全

然見えてこないので、やっぱりもっと行政が積極的に構築するのは、そのためにはマニュ

アルはこうなんだと、こういう保証があるんだとか、こういう組織立てでこういう責任が

あるんだとか、やっぱり具体的なことはいろいろな形で説明だとか、構築していくよでは

必要だと思う。今ここで何をすれ、あれをすれと細かいことを言う何もないけれども、や
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っぱり積極的なやっぱり自主防災組織の構築を急ぐべきだということは、きちっと今回の

所管を通じて感じたことなので、やっぱり所見として委員会の意見として明記すべきかな

と私は思いますけど。 
○中尾委員長 そのとおりだというふうに私も思います。 
○差間委員 やっぱり私も今日の質問の中でも細かいことですね、路上の車のこととか、

それから逃げる経路ですね、具体的に住民のどう示していくか、住民がその中でどう動い

ていくかということは、住民の中から解決する方向をやっぱり模索する努力をしてもらわ

ないとね、町がいくらアナウンスしてほしいと言っていますけれども、やっぱり住民たち

の意識も変わってもらわなければならないこともありますので、自主防災組織をやっぱり

行政として強く訴えてほしいと、住民に対してその自主防災組織への道をね、探る、その

手助けをしてほしい、行政に対してね。それに尽きると思います。 
 トップを決めて、中を決めて、参加する人たちを決めるばかりじゃなくて、こういった

方向もあるよ、こういった接近方法もあるよというのは、これは住民独自が勉強してもな

かなか掴めない情報もたくさんあるので、こういった情報を町が住民に提示して、自主防

災組織できる方向に持っていってほしいですね。 
○中尾委員長 今言われるように、防災組織はね、先ほど言われた上の方とね、今日も見

た海岸線とではね、それは全然意味合いが違ってくるし、組織の活動の内容も当然違って

きて当たり前の話ですから、やはりその辺をね、地域に実情に応じた組織をし、行動計画

をつくっていくということがやっぱり大事になってくるということだと思います。 
 やはり今差間委員言われたように、その防災組織をつくって、だけどやっぱりここに置

いて、町民の意識を変えていくということでしょうね。やっぱりそこなのですよ。まだや

っぱり人ごと的な部分がね、まだまだあると思うのですよ。やっぱりこういうそういう組

織をつくって、いろいろな行動の中で町民がね、やっぱりまだまだぐらっと来ても、まだ

まだ大丈夫だなんてことでね、逃げないというかな、そういう町民の意識改革、これは私

たちもなんだけれども、やっぱりそこがね一番難しいところなんですよね、これがね。 
 いろいろなものを、こんな厚いものをつくったって、逃げきらなかったら何もならない

わけだから、やっぱりそういう部分、経験を踏まえてね、やっぱりきちっと広報してね、

そういう気持ちにね、意識を変えていってもらうということが本当に大事なことだと思い

ますね。その上でも自主防災組織ということは本当に大事なことだと思います。 
 ほかご意見ございませんか。福原委員。 
○福原委員 自主防災のグッズというのはね、配布している町もあるのですよ。そういっ

た自助も大切なのですが、公助からそういうような意識付けをしておいて、それから徐々

に浸透させていくとか、それとある町ではやはり責任者というか、区長さんに手当を払っ

ているのですよ。防災用の事務経費なんか、別にというかね、何千円って聞いたのですけ

れども、１年間に区長手当に対してプラスアルファして組織をつくったところには支給す

るというような方法、何かそういうものとか、お金でつるのは不本意なんですけど、やは
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り何かのきっかけをつくってやらないと、本当にくるんだぞということを意識づける必要

性もあるんじゃないかということなんですね。 
 それにはやはり公助がある程度動かないと、自助も動かないというような感じ、きっか

けつくりをやっぱり公助はする必要性があるんじゃないかというふうに、私は思うのです

けど。 
○中尾委員長 先ほどから言っているようにね、自分の身は自分だから、やっぱりそこに

向けてね、やっぱり町が行政がそのきっかけ、意識を変えていく、きっかけをつくるとい

う部分ね、またインフラ整備もね、それは当然の話で、やっぱりそういう部分では行政の

役割というのは、まだまだ大きな部分があるということですよね。 
 ほか皆さんからご意見ございませんか。河内委員。 
○河内委員 私、先ほど防災マスターのこと言ったのだけれども、やはり防災マスターを

ふやしていくと、今一人しかいない。やっぱり 10 人、20 人ふやしていくと、そして、各

行政区に防災マスターが意識づけのためのような勉強会、講習会を積極的にやっていくと、

さっき福原委員が言ったように、お金ある程度ね、出してもいいと思うのね。 
 そういった活動した場合には。だから積極的に要するにハードとソフト、これからハー

ドも当然整備していくのは大事だと、ソフト面でどういった充実させていけるかというこ

とは、やはりただ抽象的なことばかりを議論し合っても、なかなか具体的なものもきっち

りと打ち出していっていかないと、そういったものが充実していかないような気がするの

ですね。空論ばっかりで。 
○中尾委員長 防災マスターね、先ほども町内まだ１名だということですから、いろいろ

な計画を訓練する上でも大きなウエートを占めているという話はありましたので、当然、

町もそういう方向にと言っていましたけど、それも一つのきっかけですね。 
 ほか皆さん方からご意見ございませんか。 
 よろしいですか。 
 議長、何かございませんか。よろしいですか。 
○田村議長 よろしいです。 
○中尾委員長 わかりました。それでは、今日はですね、皆さん方からもうご意見ないと

いうことでございます。今日朝の９時からですね、現地の視察も含めまして、ちょっとお

昼も過ぎましてすいません。皆さん方からご意見をいただきました。 
 本日、皆さん方からいただいたご意見を踏まえましてですね、私の方でですね、報告書

をとりまとめをさせていただきまして、また内容につきましては、皆様方にもご提示をさ

せていただきたいというふうに思いますけれども、その辺の内容につきましてですね、私

委員長、福原副委員長、委員長、副委員長にですね、ご一任をいただきたいと思いますが、

皆様方よろしいでしょうか。 
（「はい」の声あり） 

○中尾委員長 ありがとうございます。 
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 それでは、今日は皆様方のご意見をしっかりと踏まえましてですね、報告書を作成した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは２番目の所管事務調査については、以上で終わらせていただきたいと思います。

３番目、その他でございますけれども、皆様方から何かございませんでしょうか。ありま

せんか。よろしいですか。事務局ありませんか。よろしいですか。 
 それでは、以上をもちましてですね、本日の所管事務調査終わらせていただきたいと思

います。本日、皆様方からたくさんのご意見いただきましたので、その辺をしっかりと踏

まえてですね、やはり町民の生命、財産を守るということは、これは町の行政、一番の仕

事でございますので、その部分について、私たち議員としてもですね、しっかりと取り組

みをしてまいりたいというふうに思います。 
 また最後でございます。お昼 12 時半も過ぎましてですね、最後までお付き合いをいた

だきました山田さんにですね、感謝を申し上げ、また後ほど厳しいご意見をいただけます

ことをお願いを申し上げまして、本日の所管事務調査を終わらせていただきたいと思いま

す。本日はどうもご苦労様でございました。 
 


