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開議 午前 ９時００分 
      ◎「安全･安心なまちづくりを目指す防災体制」 
 
○阿部委員長 おはようございます。本日は、総務文教厚生常任委員会・産業建設常任委

員会の合同常任委員会ということで、安全・安心なまちづくりを目指す防災体制として開

催いたします。 

 平成 23 年３月 11 日に発生いたしました東日本大震災により、災害に対する意識や備え

がより重要となり、また昨年の台風の影響により河川の氾濫など、より身近な問題として

対応がなされなければなりません。さらに、テロやミサイルの脅威についても、今後の国

際社会における日本の立場としても喫緊の課題として考えさせられる時代へと変化してき

ております。 

 こうした状況を踏まえ、平成 25 年３月に作成されました浦幌町地域防災計画をもとに、

今後の浦幌町の防災体制がどうあるべきかという視点に立ち、議会としましても全体とし

ての調査事項として合同常任委員会の開催となりましたので、よろしくお願いいたします。 

 これまで議会としましては、総務文教厚生常任委員会で平成 25 年５月の地域防災計画の

所管事務調査、平成 27 年 10 月に広尾町行政視察による自主防災組織と防災体制の所管事

務調査を実施し、さらに昨年の平成 28 年５月には合同常任委員会として石巻市を訪問し、

東日本大震災における被害状況、現状、復興への取り組みについて行政視察による所管事

務調査を実施し、今後の浦幌町の防災体制のあり方について調査、研さんをしてきたとこ

ろであります。 

 自主防災組織の設置については、町全体の喫緊の課題であり、議会としても行政ととも

に課題解決に向けて検討しているところであり、地域防災計画を柱とした防災体制のあり

方を再度検証するとともに、昨年の台風被害などもあることから、地震、津波、風水雪害、

事故災害等の防災体制について環境整備が図られることを望むものであります。 

 また、今回の所管事務調査を契機に、町と議会がともに防災について取り組み、町民意

識の啓蒙と防災体制充実のきっかけづくりにしていきたいと思うところであります。 

 各委員、町理事者を初めとする説明員の方々も含め、活発なる所管事務調査として開催

してまいりたいと思いますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たって

の挨拶とさせていただきます。 

 また、本日は議長のご出席を賜り、まことにありがとうございます。お礼を申し上げま

す。 

 ただいまの出席委員は８名です。定足数に達していますので、ただいまより総務文教厚

生常任委員会・産業建設常任委員会の合同常任委員会を開催いたします。 

 本日、議場も大変暑くなると考えられますので、上着については脱いで討議、議論、質

問をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。説明員の方についても同じこ

とでございます。よろしくお願いいたします。 
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 議案２、付託事件、所管事務調査、安全・安心なまちづくりを目指す防災体制でありま

す。 

 まず、本日の会議進行について説明させていただきます。本合同常任委員会につきまし

ては、町全体の防災体制というテーマでありますので、総務文教厚生常任委員会及び産業

建設常任委員会の両委員会の所掌する事務が含まれますことから、合同常任委員会として

開催するものでありますが、進行につきましては総務文教厚生常任委員長が代表してとり

行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、本日使用します資料についてですが、１、浦幌町地域防災計画、２、浦幌町地域

防災計画（資料編）、３、津波避難計画、４、防災ハザードマップ、５、事前に資料要求い

たしました資料、以上の５点でありますので、ご確認をお願いいたします 

 お諮りいたします。本日の会議の進め方についてであります。まず、町長から本日の所

管事務調査に当たってのご挨拶をいただきたいと思います。次に、地域防災計画のこれま

での現状と資料提出をいただきました内容の補足について説明員から説明を求めます。 

 その後質疑に入りたいと思いますが、地域防災計画が膨大でありますので、まず地域防

災計画の本編として別紙の進行順序表をごらんください。Ⅰ、基本編（総則）、第１章、総

則、第１節、基本的事項から始まりまして、節ごとに質疑、答弁という形で、Ⅳの事故災

害対策編までを一つの区切りとして進めます。なお、Ⅱ、地震災害対策編、Ⅲ、風水害対

策編の第１章から第３章につきましては、ほぼ記載されている内容が同様であり、進行順

序表に黄色のマーカーをしています。オレンジのマーカーについては、タイトルは同様で

すが、記載されている内容が多少異なりますので、進め方としては、Ⅱ、地震災害対策編

の第１章から第３章の質疑、答弁はⅢ、風水害対策編も含んだ質疑、答弁となりますよう

進めたいと思います。ですから、Ⅱ、地震災害対策編の第４章が終わりましたら、重複し

ていないⅢ、風水害対策編、第２章、第３節、急傾斜地防災対策、第４章、水防計画の第

１節から第８節の順に進め、その次にⅣ、事故災害対策編を節ごとに進めます。次に、地

域防災計画の資料編と津波避難計画、それぞれを一括して質疑、答弁という形で進めます。

防災ハザードマップにつきましては、地域防災計画の中で関連しますので、質疑をいただ

きたいと思います。最後に、全体を通しての質疑を受けます。 

 その後休憩をとり、説明員退出後、課題、問題点の抽出をしながら、合同委員会所管事

務調査の報告書作成に向けて自由討議によるまとめに入ります。報告書作成に向けて一定

程度の協議が終わりましたら、次回の会議日程を決めて終了したいと考えております。 

 以上、ただいま説明したとおり進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本日の進め方につきましては、ただいまの説明のとおり進めることで決定いた

しました。 

 それでは、所管事務調査に入らせていただきます。 
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 まず、町長から所管事務調査に当たりましてご挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

〇水澤町長 改めて、皆さんおはようございます。本日は、合同常任委員会におきまして

安全・安心なまちづくりを目指す防災体制ということの所管事務調査をしていただくとい

うことであります。近年の災害は、ご存じのとおり、東日本大震災などの地震のほか、昨

年十勝を襲いました４つの台風による大雨災害、また風倒木の災害がありました。さらに、

今年に入りましては九州での大雨災害、また昨日秋田県におきましても大雨災害が発生を

しているということで、もはや異常気象ということでは済まされない災害が頻発をしてい

る最近であります。想定外ということは、もはや死語になりつつあるということでありま

すけれども、災害対応につきましては想定外に対応するということはまさに不可能であり

まして、想定の枠をどこまで広げていくかということが肝心だろうというふうに考えてい

るところであります。先日の全国災害サミットにおきましては、危機管理においては意思

決定機関には現場に最も近い市町村がその責任を負うということを前提にして、しかし現

実的にはその大災害を経験している首長が少ないということから、大災害を経験をした経

験者である市町村長がまとめた災害時にトップがなすべきことというメッセージも提案、

提言をされました。まさに災害対応については、経験もなく、非常時にその発生現場に向

き合うことにもなりかねないものであります。浦幌町においても防災計画については常に

検証を進める必要があると考えているところでありますけれども、きょうは議員の皆さん

とともに災害に対する共通認識を新たにし、皆さんからのご提言をいただきながら、お互

いに有意義な防災意識高揚の機会にしていきたいというふうに考えております。どうか議

員の皆様につきましても今後とも災害に対応するべくご協力をいただきますことを改めて

お願いを申し上げながら、開会に当たっての挨拶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。 

○阿部委員長 ありがとうございました。 

 次に、説明員の方から地域防災計画のこれまでの現状と提出資料の補足説明を求めます。 

 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 それでは初めに、地域防災計画のこれまでの現状についてご説明いた

します。 

 地域防災計画につきましては、災害対策基本法に基づき、各地方自治体の長がそれぞれ

の防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画であります。

平成 25 年３月に全面改定する以前の本町の地域防災計画は、昭和 56 年に策定し、平成 20

年度までに 15 回の修正を行ってまいりましたが、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大

震災以後の近年発生した災害の教訓、最新の国の防災基本計画や北海道防災計画、各種法

令の改正及び北海道地震被害想定調査結果等を踏まえ、浦幌町としても地域防災計画の見

直しを行い、町の現状に即した実効性のある防災計画の策定が必要であることから、平成

25 年３月に全面改定を行ったところでございます。 
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 この地域防災計画の見直しに当たっては、民間事業者の創意工夫と専門的知識、経験、

技術等を最大限活用すべく、指名型プロポーザル方式により業者を選定し、浦幌町地域防

災計画見直し業務として地域防災計画の見直しのほかに、職員初動マニュアルの作成及び

津波避難計画の策定についてもあわせて進めてまいりました。地域防災計画の見直しでは、

本町の防災上の課題及び現行計画の問題点について整理し、本町の気象条件や地形といっ

た特性を考慮した防災計画とし、本町の防災力を見きわめた身の丈に合った計画とするこ

と、職員初動マニュアルでは、実効性の高いマニュアルの作成を行い、時系列的に職員が

スムーズに動ける形式を含んだマニュアルとすること、津波避難計画では津波対策の一環

として北海道で推奨している表記計画を３つの重立った地域におけるシミュレーションに

基づき作成することとし、進め、役場庁内における策定検討会議を５回、防災会議を３回

開催し、あわせて町内４カ所において近年の自然災害から学ぶ安全対策と題した住民勉強

会を開催するとともに、津波避難計画の対象地域となる厚内、十勝太、下浦幌地域におい

て住民意見交換会を各地域それぞれ３回、延べ９回開催するなど、職員並びに防災関係機

関等との協議、地域の皆さんとの意見交換を行いながら進め、平成 25 年３月の全面改定に

至りました。 

 また、平成 24 年６月に北海道が 1,000 年に１度とも言われる発生頻度は極めて低いが、

発生すると甚大な被害をもたらすとされる新想定による津波浸水予測図を公表したことか

ら、新たに防災ハザードマップを作成し、平成 25 年５月に全戸配布をいたしたところでご

ざいます。なお、平成 25 年３月の全面改定後は、平成 27 年１月に地域防災計画の一部修

正を行い、現在に至る状況となっております。 

 以上が地域防災計画のこれまでの現状でございます。 

 なお、本日提出しております資料につきましては、担当係長のほうよりご説明を申し上

げます。 

○阿部委員長 管財防災係長。 

〇辻管財防災係長 それでは、私のほうから、さきに提出しております資料、題名が合同

常任委員会に係る資料となっております。こちらの資料のほうの説明を行います。 

 １、町及び防災関係機関の行う訓練の実施状況についてですが、地域防災計画にある各

種訓練につきまして、（１）の総合防災訓練につきましては実績がありませんが、ほかの訓

練につきましては記載のとおり実施をしております。 

 ２、防災知識の普及に係る実施状況についてですが、次のページにあります（５）の広

報紙の活用、（７）の展覧会の開催に関する実績はありますが、他の項目については実績が

ありません。 

 ３、自主防災組織の設置及び地域防災連絡協議会の設置の状況、組織づくりに向けた取

り組み内容についてですが、（１）の自主防災組織の設置について、現在は十勝太自主防災

組織、美園行政区自主防災、福祉、安心、安全委員会の２つの組織が設置をされておりま

す。（２）の地域防災連絡協議会は、設置をされておりません。（３）の組織づくりに向け
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た浦幌町の取り組み内容ですが、平成 24 年度の地域防災計画の全面改定以後の取り組みと

なりますが、毎年開催されます行政区長会議での自主防災組織に関する説明と申し出のあ

りました行政区等に対しては避難訓練などの支援を行っております。 

 ４、地震災害対策編に係る防災訓練の実施状況についてですが、②の災害通信訓練につ

きましては、先ほどの１番、町及び防災関係機関の行う訓練の実施状況の記載のとおり実

施しております。その他、防災総合訓練や町が独自で行う訓練の実績はありません。 

 ここで資料の修正をお願いいたします。米印で平成 26 年度以降分と記載になっておりま

すが、平成 24 年度の地域防災計画の全面改定以後の取り組みを記載しておりますので、平

成 25 年度分以降ということで修正のほうをお願いいたします。 

 ５番の除雪機械の所有状況についてですが、防災計画に記載されてあります数字と違い

がある箇所を読み上げます。直営ですが、トラック１台から２台に、ドーザーが４台から

５台に、借り上げですが、トラックが２台から１台に、小型ショベルが６台から７台に、

委託については変更がありません。 

 ６の車両の確保についても、同じく防災計画と現在との違いがある箇所を読み上げてい

きます。台数ですが、乗用車が 25 台から 29 台に、ダンプが３台から１台に、トラックが

３台から５台に、軽トラックが２台から 1台に、乗車定員ですが、乗用車が 120 名から 154

名に、ライトバンが 38 名から 31 名に、ダンプが９名から３名に、トラックが９名から 14

名に、軽トラックが４名から２名ということになっております。 

 ７の浦幌町による防災関連の協定についてですが、（２）の防災計画策定以降の協定分を

ごらんいただきたいと思います。レンタル機材の優先提供についてですが、北海産業株式

会社様、日立建機日本株式会社帯広支店様と、災害時相互応援協定を岩手県洋野町様と、

緊急物資の輸送業務を一般社団法人十勝地区トラック協会様と、被災状況の収集や応急措

置につきまして株式会社伊豆倉組様と協定を締結しております。 

 以上で説明を終わります。 

○阿部委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 まず、浦幌町地域防災計画、Ⅰ、基本編（総則）、第１章、総則、第１節、基本的事項、

１ページから３ページまでについて質疑はございませんか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 今説明がありました。一応確認ということでさせていただきたいと思います。 

 25 年の３月に、地域防災計画の全面改正というようなことで資料を受けております。そ

の中で、27 年１月の計画修正、27 年にあったわけですけれども、それ以降の計画修正とい

うのは何回か行われていますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災計画の修正についてでございますが、先ほどもご説明いたしまし

たが、平成 27 年１月の修正以降は地域防災計画の修正は行われておりません。 
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○阿部委員長 ここで終了してよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは次に、４ページから 12 ページ、防災理念について質疑はありませ

んか。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 まず、５ページの住民及び事業所の基本的責務という関係なのですが、現在

住民、事業所に災害時の防災活動、平常時の災害への備えということで、通常の連絡とか

打ち合わせとか、そういう関係というのはどのようになっているかお伺いしたいと思いま

す。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 住民の方、事業所の方と通常の打ち合わせというものは、行ってはお

りません。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 通常行っていないという説明ですけれども、対象としている事業所、これは

支援協定を結んでいる事業所だけなのか、さまざまな浦幌町にある事業所について対象と

して、何らかの連絡をとっていたというか、そういう事実はあるのか伺います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 この事業所につきましては、協定を結んでいる事業所だけではなく、

通常の協定を結んでいる以外の事業所についてもそれぞれの事業所において備蓄をしてい

ただくですとか、そういったことを含んでおりますので、協定を結んでいる事業所だけと

いうことではございません。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 それらの事業所について、こうした取り組みについて連絡とか打ち合わせと

かやった経緯はあるのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 これまでそういった打ち合わせ等を行った経緯はございません。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今質疑始まったばかりですけれども、基本的に今後避難訓練とかいろんなこ

と含めて、やってこなかったことをこれからやることが必要だということで、私たちもそ

ういう認識のもとにきょうこうして調査、協議を進める方向にあるのですから、実質的に

は何らかの対応をしていくという方向で今の問題も進めていくつもりなのか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今後においては、内容等どういったことができるかとか、そういった

ことも含めまして検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 次に、８ページ以降といいますか、各所にあるのですけれども、地域防災計
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画の中で東十勝消防事務組合とあります。当然ご承知だと思うのですが、今は管轄が変わ

りました。そういうことで、基本的なことなのですけれども、この辺の変更。今までもし

ようと思えば事務的な手続でできる範囲のことがあったと思うのですが、これは至急現状

の表現に変えていく必要があると思いますが、対応どのようにしますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 大変申しわけございませんが、ご指摘のとおりでございます。町とし

ましては、地域防災計画において審議するような修正が発生した際にあわせて修正を行う

ように考えておりましたけれども、ご指摘の修正に関しましては軽微な修正に該当するも

のでありますので、軽微な修正は会長が行うことができますので、早急に会長の権限によ

って行いたいと思います。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 ４ページの基本防災理念ということで、そこに自助、共助、公助ということ

で、互いに連携を深め合うことで総合的な防災力の強化を図り、災害に強く、安心して暮

らせる安全な浦幌を築いていくということで、そういった基本理念をもって防災計画が進

められているわけですけれども、問題は、先ほど町長も申し上げましたように、やはり実

効性ということ、幾ら基本理念、計画があっても、それが実際にそういった理念が生かさ

れて実効性が上がっていくということが私は一番重要であると思うわけですが、そういっ

た点で、大変直球のような質問になりますけれども、そういった理念に基づく実効性とい

うことでどのようなことを今お感じになっておられるか、その辺をお聞きしたいと思いま

す。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 基本防災理念の実効性についてでございますが、防災対策につきまし

ては北海道防災対策基本条例の基本理念により、自助及び公助、共助、それぞれが効果的

に推進されるよう町民並びに道、市町村及び防災関係機関の適切な役割分担による協働に

より着実に実施されなければならないとされております。公助に関しましては、北海道や

防災関係機関と連携し、災害の発生を完全に防ぐことは不可能でありますので、災害時の

被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る減災の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被

災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくな

るよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最

小限にとどめるよう努力を行っております。自助、共助の部分に関しましては、どの程度

自主防災意識が育まれ、具体的にどのような取り組みをされているか判断または把握をし

ておりません。そのため、自助、共助に関して実効性が十分かどうかについては、今の段

階ではちょっとお答えすることはできません。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 どのような計画、事業においても、検証的なそういったシステムというもの

はやはり備えていかなければならないのかなと思うわけです。これは、みずからがこの計
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画にどのように住民の意識も持っていただいて、また実効性が上がっているかということ

も考えていかなければ、検証していかなければならないわけですが、そういった検証に関

する考え方というのは何かお持ちですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今のところは、そういった自助、共助等の部分に関して検証等は行っ

てはおりませんが、今後においては、町民アンケート等も実施しておりますので、そうい

ったものを活用するなり、どういった方法がよろしいか考えながら検討してまいりたいと

思います。 

○阿部委員長 安藤委員、どうぞ。 

〇安藤委員 先ほどの杉江委員の関係で事業所の関係です。いろいろそういうものはまだ

行っていないということですが、事業所も浦幌は結構ありますので、その辺事業所に対し

ていろいろ調査していけばいいかなと思います。その事業所ごとに安全推進委員会とか、

そういうものも持っていて、独自で防災の関係、それとか備蓄の関係とかやっている事業

所もありますので、そういう調査も必要かと思いますが。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 それらにつきましても、先ほどの関係と同様に調査等を行うなりして、

現状がどのような形になっているか把握するように努めたいと思います。 

○阿部委員長 防災理念についての質疑はこれでよろしいですか。ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次に参ります。 

 次、13 ページから 15 ページ、第３節、浦幌町の概要について質疑はありませんか。あ

りませんね。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、16 ページから 22 ページ、第４節、防災計画の大綱について質

疑はありませんか。 

 河内委員。 

〇河内委員 16 ページ、第１、防災組織、組織、構成ということでここに組織図があるわ

けですが、この中に、素朴な考えとしてここに住民の存在がないのです。各種機関とか、

そういったもので構成されているわけですけれども、防災については先ほどの３原則、自

助、共助、公助、これを柱としてそういった組織を成り立たせるのであれば、行政区長の

代表とか、そういった者がこの組織の中に構成されるのも一つの考え方ではないかなと思

うわけですが、そのようなことについてはどのようなお考えをお持ちですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災会議の構成員についてでございますが、近年は男女共同参画の観

点から対策、対応についても最重視されております。防災会議の構成員として一般町民の

方が加わっていただく方法もありますし、防災会議とは別に一般町民の方のみで組織する
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部会、専門委員会を設置する方法もあると考えます。今後においては、どのような方法が

望ましいか検討を行い、必要があれば浦幌町防災会議の条例の改正を行っていきたいと考

えております。 

○阿部委員長 ほかに関連しての質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次へ参ります。 

 次に、Ⅱ、地震災害対策編、第１章、災害予防計画、第１節、被害の想定、23 ページに

ついての質疑はありませんか。ありませんね。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ参ります。 

 24 ページから 30 ページお開きください。災害に強い組織・ひとづくりについてであり

ますが、ここから 155 ページのⅢ、風水害対策編、第１章、第１節、災害に強い組織・ひ

とづくりと同様の内容となりますので、両方を含んだ質疑、答弁となるようお願いいたし

ます。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 杉江委員。 

〇杉江委員 まず、24 ページで伺います。 

 資料請求で、先ほども説明をいただきました。詳細に報告をいただきましたが、まず最

初の町及び防災関係機関の行う訓練の実施状況というところで、総合防災訓練、実績ない

ということの報告でありますが、総合防災訓練というのはどういう範囲を指して総合防災

訓練と言っていますか、まずここのところから。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災関係機関ですとか、それも含みますし、あと全町民といいますか、

町民を対象とした訓練等を含めたもので総合防災訓練というふうにしております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 実績ないということは、計画を全然組んでいなかったということなのでしょ

うか。そういう予定はあったけれども、たまたまタイミングとれなかったとか、その辺の

事情をちょっと確認します。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 申しわけございません。予定自体も組んではいなかったです。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 この辺について今後どういう対応するつもりか。先ほども申し上げましたけ

れども、今こういう厳しい自然環境が迫ってきている中ですから、ぜひ実施するような方

向で各所の、ここだけでなくていろんなところの整備をしていかなければならないと思う

のですが、実施していくという方向で今後検討するのかどうか。 

○阿部委員長 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 今ご指摘いただいたとおり、災害の際に町民の方が参加して行われる

ような訓練が少ないような状況となっておりますので、それらも含めまして訓練の重要性

は認識しておりますので、訓練実施に向けて検討を行ってまいります。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 それで、資料要求の中で報告ありました消防関係、その他で訓練が随時とい

う報告ありました。消防の訓練なんかは定期的にというか、組まれていて、そういう中で

の随時なのか、時折思い出したように随時なのか、その辺ちょっと確認します。 

○阿部委員長 ここで言う随時というのは、例えば月１回とか定期ではなく、決まった期

間ではなくてという時期にやるので、随時という表現をしています。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 次に、同じく 24 ページですが、これらの訓練に対して職員を対象とした図上

訓練、シミュレーション訓練などが非常に効果があるのではなかろうかと思うのですが、

そうした図上訓練のようなこともやった実績はないのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 職員を対象とした訓練についてでございますが、阪神・淡路大震災以

降、防災、減災のためにさまざまな取り組みが考案され、全国各地で実践されております。

特に防災図上訓練については、その必要性が強く認識されておりまして、図上シミュレー

ション訓練、災害図上訓練のＤＩＧと言われるもの、それから避難所運営ゲームのＨＵＧ

と言われるものなどが生まれております。いずれの訓練も総合進行役となりますファシリ

テーターが必要となります。ファシリテーターには知識や経験、ノウハウが求められ、外

部から招致することになります。そのためには費用が必要になりますので、今後において

は予算措置等も含めて検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 浦幌には、防災マスターというのですか、消防を退職されたそういう方もお

られます。そういう方の知識も得ながら、それらの訓練の方向性というのを見出してほし

いなと私は思うのですが。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 以前は消防におられた方でそういったことをやられた方がいたのです

けれども、今現在はやられていないというふうに聞いてございまして、そういったことも

あってそちらのほうにお願いすることが難しい状況となっております。 

 なお、避難所運営ゲーム等に関しては、今年度北海道が講師養成研修会の開催を予定し

ておりますので、開催が決まれば町職員をそちらのほうに派遣して、そういったものの資

格というか、そういったことができるような形をとって、その者が行うような形で進めた

いというふうには考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今お話のやめられたという方の報告はあったと思うのですが、今後浦幌とし
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てその辺のことも含めて、ちょっと質問の項目的には場所が違うのかもしれませんけれど

も、その辺のこと含めて町の職員対応だけでやっていこうという方向性なのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど言いましたように、職員については先ほど言ったような形で進

めたいと思うのですけれども、それ以外の部分に関しましては基本的には外部から招致を

して行いたいというふうに今のところは考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 これらの訓練でもし、今厚内地区が行われていますよね、１年に１回という

か、避難訓練というもの行われていますが、これらでもしさまざまな事故が起きたときの

補償というのはどういう形で対応されているのでしょうか、何か手だてはしてあるのでし

ょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 訓練時に負傷などをした場合の補償についてでございますが、行政区

ですとか自主防災組織などが実施した訓練の場合には、まちづくり政策課が所管します町

民社会活動総合補償制度が適用となります。また、浦幌町が実施した場合につきましては、

総務課が所管します総合賠償補償保険制度が適用となることとなっております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今までに何らかの事故があったという実績はありますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 行政区ですとか自主防災組織の実施の場合、それから町が実施する場

合、いずれも今のところ防災訓練等においての事故等が発生したという実績はございませ

ん。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 次に移りますけれども、同じく 24 ページですが、町、道及び防災関係機関は

自主防災組織、非常通信協議会、ボランティア及び地域住民等と連携した訓練を実施する

ものとするということになっております。これは、民間団体というのはどういうところを

対象に記しているのか。また、これらの訓練の実績含めてお伺いします。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 民間団体等につきましては、防災計画のほうにも記載してありますと

おり、自主防災組織ですとか、非常通信協議会、ボランティア及び地域住民という形でく

くっております。実績としましては、先ほどお話もありましたけれども、厚内地区におき

まして大津漁業協同組合と厚内地区行政区の共催による厚内地区防災避難訓練が毎年実施

され、本町も支援を行っております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それでは、防災知識の普及計画ということで資料請求をいたしましたが、普

及方法のところで（３）までは実績なしということで、ただいま普及の的確なものではな
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いけれども、厚内地区ではやっているというご報告がありました。（４）のメルマガに入っ

てくる道路状況の通行どめとか、解除とか、ああいうものは該当しないのでしょうか。普

及ということにはならないのですね、実際のことでは。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ここの部分で回答したものにつきましては、あくまでも防災知識の普

及計画ということなので、交通の関係とかは防災知識の普及計画には入らないということ

で、ここには含んでおりません。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 防災知識ということでいろいろとご苦労もなさっているかと思います。今後

の考え方として、普及の方法というのは具体的に何かお考えになっていますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災知識の普及につきましては、今までの必要に応じて町広報紙を中

心に実施してきております。これからも町広報紙を中心に適宜実施をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 いろいろと実際に不可抗力の厚内地区のものであれば、後手後手に回ってし

まうと。町民の皆さんには一応心構えとしてこういう普及活動というのは、皆さんテレビ

などで見ていてよその大変さは十分にわかっているかと思いますが、浦幌町独自のものを

普及させていったほうがよいというふうに私は思っています。この点を聞いておきたいと

思います。 

 それと、携帯品などの周知及び購入可能な業者の紹介などは、町のほうとしてはやって

いくつもりはあるのか、ないのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 １つ目のまず防災知識の普及の関係につきまして、町の広報紙の啓発

以外にどういったものができるか、それについては今後検討してまいりたいと思います。 

 また、もう一つの災害時に備える用意すべき物品の周知の関係です。これにつきまして

は、町広報紙を通じて、こういったものが必要だということを実施してまいりたいと思っ

ております。購入可能な業者の紹介につきましては、町が民間の経済活動に介入すること

となりますので、これにつきましては控えさせていただきたいと考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 特定業者ということになりますと、以前に消火器の購入の経過が町経由か、

消防署経由かは忘れましたが、各家庭に１台ずつ必ず置くように、それと壁に煙を感知す

るもの、ああいうものをきちっと各家庭でつけなさいということで、それも消防のほうか

ら言ってきているのです。それで、もちろんうちもつけましたけれども、そういったもの

のあっせんとかいうのは町は全く関係していなかったのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 業者の紹介とか、そういったことはしていないと思います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 きのう、きょうのテレビでも、防災の携帯品の展示などを東京のほうで今行

っていますよね、ああいったものは地方でも必要であるのでないかなと、最低限の携帯品、

防災に対する携帯品などの展示などの必要性というか、具体的なものをもっと提示できな

いかなというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 現在も携帯品の展示につきましては、毎年浦幌女性あいフェスティに

おいて実施をしております。それ以外に機会があれば、それ以外の機会でも実施したいと

思っておりますが、とりあえず今のところはまた今年につきましても女性団体連絡協議会

の協力を得まして、継続してそういったことを実施してまいりたいと考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 あいフェスティで２階のホールのところで確かにやっています。でも、ただ

展示してありますという形、説明も、それからパンフレットも何にもない。職員もついて

いないということで、確かに展示はされていますけれども、なかなか近寄りがたい。説明

がなくて、行っても見るだけというか、説明とか本当に親切にいろんなことを、こういう

ものが必要なのですというようなことを。そして、今こういう防災のグッズって非常に進

歩していますよね。だから、そこら辺なんかもちょっと考えていただきたいなというふう

に思うのですけれども。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 女性あいフェスティのときには、職員は一応１名ついてはいるのです。

一応説明するような形で職員のほうはいる形をとっております。それと、女性あいフェス

ティということで年１回しかないものですから、それ以外、例えば役場のどこかスペース

とか、そういったところで常設の展示をするとか、そういったことも今後検討してまいり

たいと思います。 

○阿部委員長 この件に関して関連の質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次に参りたいと思います。 

 福原委員。 

〇福原委員 26 ページの避難行動要支援者対策計画のことについてお伺いいたしたいと

思います。 

 安全対策というところで、地域住民及び福祉ボランティア団体等の協力援助体制のあり

方とその役割を明確にするよう努めるというふうに書いてあります。これは、具体的に各

団体との連携状況、それと具体的な内容、取り組み、連携はどのような形でどの時期にさ

れているかというようなことをお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 
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〇熊谷保健福祉課長 各団体との連携についてでございますが、社会福祉協議会、介護保

険制度関係者との連携につきましては、各事業所の居宅サービス等、訪問、通所、介護支

援等の事業所になりますが、それらの利用者に対しまして安否の確認、そして避難行動時

の福祉車両の支援、介護が必要な重度者の受け入れ及び情報提供と連絡調整の協力を行っ

ていただくこととしております。また、民生委員につきましては、平常時の高齢者、障が

い者等の情報提供と連絡調整を行っております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 いろいろとやっていられるということです。例えば有事のときに、我々一般

町民と、それから民生児童委員とか、実際にこういうことを学んで団体としての連携をと

っている中で、何か区分けというか、見分けがつくようなものが私は必要ではないかと思

うのです。例えば民生児童委員に光るベストを用意するとか、それからいろんな意味で、

本当に有事のときなのですが、ホイッスルを１人に１つずつ配置しておくとか、そういっ

たことがある程度必要ではないかと思うのですが、その辺は団体の打ち合わせのときには

お話は出ているか、いないか、確認しておきます。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 有事の場合の避難支援者の体制でございますけれども、そのような

調整は現在してはおりません。また、今後においてそういう必要性が出てきたというよう

なことがあれば、今後また考えていかなければならないかと考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 必要性があればとおっしゃられるのですが、必要性があった場合にはもう間

に合わないと。だから、何もないときからこういったものを使用して危険を知らせるです

とか、自分の責任を感じていただくために、そういうベストとか、腕章とか、何もないと

きにつくっておく必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 先ほども言いましたように、今ベストですとか腕章ですとかという

お話がありましたが、いざ災害があったときにつきましては、まず自分の身を守る。それ

から、続きまして要支援者の方の支援の行動をとるというような中身になっておりますの

で、災害があったときには瞬時にベスト、腕章等をつけて、そして避難行動の支援をする

というのは、なかなかそういう余裕はないかと思います。その中で、今後災害があった、

その後支援する者が行動するというようなときに、その区分をしなければならない、区別

をしなければならないというものがありましたら、考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 何かあったときでは、私は遅いと思います。民生児童委員って人数決まって

いますよね。就任されたときにそういった一式、危険なときにこれを使って、本当はよそ

のまちでは滑りどめつき軍手、それからホイッスル、ゼッケン、ベスト、防じんマスク、
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それからヘルメット、ポケットコート、防水ライトとか、ありとあらゆるものを準備して

やっているところもあるのです。有事が生じたときには既に遅しということで、最低限の

ものでも、人数把握できているのであれば、要支援者のお宅に向かったときでもそういう

ものを身につけていると要支援者の方も安心していろいろとその方と相談しながら逃げた

りなんかできるのではないかなというふうに思っていますので、有事が起こる前にぜひと

もやっていただきたいというふうに思っていますが。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 有事が起こる前にというようなお話でございましたが、これにつき

ましては今後検討していきたいと考えております。しかしながら、先ほど来言いましたよ

うに、その必要性というものを十分に考えた上で検討というような形にしたいと思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 次に、要支援者名簿というものは有事でないときに作成すると思うのですが、

現在もつくられていると思います。その更新状況、それから管理体制はどのようになって

いるか、お伺いしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 要支援者名簿の作成及び更新の状況でございますが、要支援者台帳

としておおむね約２カ月に１回更新を行って、保健福祉センターで管理しております。ま

た、要支援者台帳の更新にあわせまして、ＧＩＳによる要支援者世帯のマップデータを保

健福祉課が修正いたしまして、管理は総務課情報管理係で行っているところでございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 ＧＩＳというお言葉が出ました。平成 21 年よりコンピューター化されて、い

ろいろな面で町のほうで活用されていると思います。確かにＧＩＳを使って要支援者のお

宅を地図上というか、名称とか数字ではなく図面上でやっているところもあります。個人

情報云々ということで一時大変騒がれましたが、今年の 29 年５月 30 日からは小規模事業

者やＮＰＯ、町内会、自治会などの団体も含めて個人情報を事業に利用する全ての業者、

団が対象になって、個人情報保護法のルールということで内閣府、政府の広報から出てお

ります。災害に対しては非常にやわらかいというか、がじがじの法律ではなくて、災害の

ときは皆さん情報を共有してやりましょうということで、はっきり国でも取り扱いのこと

に出ております。それで、このところを見ますと 5,001 人分以上の情報を利用する者はと

いうふうに特定のことが書かれております。浦幌町は 4,917 人ですか、先月か何かで。そ

ういったもので 5,000 人切っていますので、何でもかんでも個人情報を流せとは言いませ

んが、情報を共有するということは非常に大事なことであると思います。そのためには、

町内会、自治会、それから役所との関係なんかもしっかりと情報を共有していく必要があ

ると思うのですが、この辺のことについてはどのようにお考えになっているかお伺いして

おきます。 
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○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 情報を共有するというようなお話がありましたが、個人情報を共有

するに当たりましては、やはり個人情報保護という観点からいろいろな規制がございます。

その中で、災害が発生し、または災害が発生するおそれがあるという場合につきましては、

本人の同意なしに情報を各関係機関等に提供することができるということになっておりま

すので、災害が発生するおそれがあるときにつきましては浦幌町で情報提供、押さえてい

る部分につきましてはできる範囲の中での情報提供をしていきたいと考えているところで

ございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 本人の同意を得なくても、そういう名簿等々は町内会、それから役所のほう

でも使うことが許されるというふうに確かに書かれております。ですが、受け取るほうと

しまして、例えば町内のどこどこに要支援者がいるということの情報を、行政区長さんと

いうふうに限られてはいませんが、発生した場合にどこにどういうふうに連絡をとってそ

ういった名簿を速やかに受け取ることができるかということを周知されているか、されて

いないか、私はよくわかりませんが、有事になったときにどのような方法でそういったも

のを取得というか、利用できることになるのか、お聞きしておきたいと思います。 

 それと、行政区長さんをどうしても町内会の場合は頼りにしてしまうのです。行政区長

さんがそういった情報をどこにどうやって聞いていいかわからないということがないよう

に、行政区長さん方の会合がありますよね、年に１回、春先に。そのときにきちっとした

説明をしていただきたいというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま災害が発生したとき、災害の発生するおそれがあるときに

は情報を提供することができるというような説明をさせていただきましたが、確かにおっ

しゃいますとおり、情報を提供する、その内容というか、そういうシステム上というよう

な整備についてはこちらのほうで今立てているような状態ではありませんので、その辺の

ところは万が一災害が発生したとき、それから災害の発生するおそれがあるとき、どうい

うような情報の伝達をするのかというような部分、それにつきましては避難行動要支援者

というような中身で考えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 今、年に１回ですか、区長会議があったときに説明というか、何か図式化し

たものを渡しておくというか、何かそういった努力が必要ではないか、町側として。それ

が結果的には自主防災の組織の設立にもつながる。長いというか、近い将来というか、そ

ういったものを一切努力しないで、ただ組織つくれ、つくれといってもなかなか皆さん見

えてこないと思うのです。だから、区長さんの会議で多分災害のときはというようなお話

もしていらっしゃるのだろうと思いますが、毎年全区長さんが集まった段階のときにはっ

きりと、有事の際はこうやってこの課に連絡をとったら、要支援者名簿とかというのが渡
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せる状態にありますということは町側としては言えないのでしょうか。それとも実施が不

可能なのでしょうか、その辺ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 今質問がありましたその辺のところも含めまして、災害が発生した

場合にどういうような伝達方法が一番いいのかという部分を考えていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 災害が起きたときでは遅いので、なるべく速やかに連絡事項が行き渡るよう

な、有事が発生しなければ一番いいのですが、もし発生した場合にはすごく混乱状態が起

きるのではないかなというふうに思いますので、速やかな連絡がとれるような体制をとっ

ていただきたいということであります。 

 それと、26 ページの２ということで、要支援者対策計画の安全対策の今私が聞いた中で

含んでいたかと思います。先ほどの答弁の中でも、ＧＩＳのデジタル化にして福祉のほう

で、管理は総務のほうでということでおっしゃっていましたので、これはよろしいかと思

います。私が一番心配するのは、町側の２カ月に１回の更新とか、情報とかということを

気をつけていらっしゃると思うのですが、各町内に情報連携の必要性というのは感じてい

るか、感じていないか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 確かに災害があったときの情報の連携というのは、それは十分に必

要性というのは感じております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 必要性はあるということですので、次に何をするかということは町側として、

いろんな意味で要支援者の情報収集しているのは町なのです。だから、その必要性がある

とおっしゃるのでしたら、次にどのような方法をとっていくかということを考えていただ

きたいというふうに思っております。それと、要支援者に必要な生活用品の調査と生活用

品の確保が不可能なものなどの一覧表を作成するなどして、体制整備が必要ではないかと

いうふうに考えておりますが、このところはいかがでしょうか。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問ですが、要支援者の方が必要とします生活用品につ

いてですが、一般的に必要となる生活用品等については、現在こちらのほうで把握をして

おります。そういうことから、現在のところ調査までは必要ないのかなと考えております。

町としては、大人用のおむつ等について備蓄をしているような現状でございます。 

○阿部委員長 審議の途中ですが、ここでお諮りいたします。 

 ここで暫時休憩をしたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、異議なしと認めます。 
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 よって、暫時休憩いたします。 

 

             午前１０時１４分 休憩 

             午前１０時２５分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 なお、質問に当たっては、簡単、明瞭、一問一答方式でいきたいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 それでは、先ほどの 24 ページから 30 ページの間の質疑を受けたいと思います。 

 福原委員。 

〇福原委員 26 ページの３のところの乳幼児対策というところで、幼児、保護者、保育職

員に対する防災知識の普及というところが書かれてあります。防災訓練や防災講座、防災

パンフレット等により幼児、保護者、保育職員の防災知識の向上を図るというふうになっ

ております。これは、施設にいる乳幼児対象のことだと思います。避難訓練等の実施は毎

年されている状況でしょうか、お伺いしておきます。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 各幼稚園、保育園の避難訓練の実施状況でございますが、実施につ

きましては毎年避難訓練を行っているところでございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 毎年実施されているということで、安心をいたしました。施設の安全確保と

いうこともありますけれども、これはどのような具体的な対策を練っているかお伺いして

おきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 施設の安全対策の実施についてでございますが、各園につきまして

は、地震などで園の高い例えば棚ですとか、そういうものが倒壊しないような、そういう

工夫、また余り高いものを置かないですとか、そういうような工夫を行っていまして、安

全確保につきましてはおおむね実施しているところでございますが、また今後においても

再度園児の安全確保対策について確認を行っていきたいと考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 次、27 ページの高齢者、障がい者対策についてお聞きをしたいと思います。 

 防災知識の普及、啓発、これはどのように実施しているかお伺いしておきたいと思いま

す。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 高齢者、障がい者対策についてでございますが、高齢者、障がい者

の方に特に特化したような普及、啓発については現在のところ実施しておりません。今後
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においては、この件について検討してまいりたいと考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 現在は特に実施はしていないということでございます。全体の町民の中でや

っていることを理解すれというような状況だというふうに考えてよろしいですか。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいまの質問にお答えします。 

 大体防災につきましては一般の家庭が行う防災について準備を行うというような形で理

解をしているところでございますけれども、先ほど言いましたように、特に高齢者の方に

特化するような事項がございましたら、こちらのほうで安全対策について今後実施、考え

ていかなければならないと思っております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 要支援者対策の中の一環としてですので、例えばそこにもう 30 年も 40 年も

50 年も住んでいる高齢者、それから要支援者の方なのですけれども、何かあったときに逃

げるときに物が落ちてきたり、それから倒れてきて逃げれなかったりということも想定さ

れるのではないかというふうに思っております。そういうけがとか事故とか発生しないよ

うな注意喚起というのでしょうか、そんなことはどこかの時点でやっていられるかどうか、

ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 注意喚起につきましては、障がい者、それから高齢者にかかわらず、

一般の町民に、地震が起きたときにどのような行動をしたらよいのか、それから室内の安

全づくり等を既に一般の町民の方に周知をしております。その中で、高齢者も障がい者の

方も一般の家庭と同じように共通する部分がありますので、周知につきましては一般町民

に周知するということで高齢者、障がい者の方にも周知しているということでこちらは理

解しております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 今の福原委員の質問からの流れになると思いますけれども、27 ページの避難

行動要支援者対策計画の中の５の援助活動ということでお聞きしたいと思います。 

 在宅者への支援ということでございますが、浦幌町では在宅での生活が可能と判断され

た場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な援助活動を行うということになっており

ます。熊本地震では、被災されている方ももちろん大変なわけでございますが、在宅や避

難所以外のところへの救援物資、食料などより避難所が優先し、在宅者などへの援助が大

変滞ったというような事実があります。そういった対応策ということは考えられているの

でしょうか。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 在宅されている方の物資等の配付ということでございますが、要支
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援者の方につきましては関係機関と連携をいたしまして健康状態などの確認を行いますの

で、その際必要となるような物資がわかるというようなことだと考えております。その中

で、物資を配付している場所等を伝えましたり、また移動手段のない方につきましては物

資を届けるなどの対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 28 ページの第４、自主防災組織の育成等に関する計画、組織の規模というこ

とでお聞きしたいと思います。 

 ここに、自主防災組織の規模は、地域住民が災害時の応急活動あるいは避難行動を行う

場合に相互連携、相互協力が組織的かつ円滑に行われやすい地域を設定する必要がある。

この場合、住民の日常の生活のつながり、平常時の防災活動の実施、災害時の住民あるい

は避難行動を考慮し、町内会を一つの基礎的単位とするとなっております。また、避難対

策を考慮し、それぞれのまちが指定した避難地域の町内会相互の連携を図るため、避難地

域ごとに地域防災連絡協議会の設置の促進に努めるとあります。このことについての現在

の進捗状況と申しますか、実態についてご説明を受けたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、自主防災組織の設置につきましては、東日本大震災以降に各行

政区で説明を行ってまいりました。平成 24 年度には 50 行政区、平成 25 年度には 25 行政

区に説明を行い、それ以降につきましては年１回開催される行政区長会議の場、またまち

づくり出張説明会などを通じまして、自主防災組織の必要性ですとか、役割などに関する

説明を行っております。自主防災組織については、ご承知のことではありますが、住民一

人一人がみずからの命はみずから守る。そして、自分たちの地域は自分たちで守るという

考え方に立って、地域住民が協力して自主的に結成するものでございます。自主防災組織

は、災害による被害を最小限に抑えるために、被災者の救出、救護等の活動が期待されて

いますが、形式だけを整えて設置していただいても有効に機能するとは思いません。今後

につきましても、自主防災組織の必要性を訴え、町民の方に必要だと感じていただき、そ

して行政区等で話し合いが行われるように取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、地域防災連絡協議会の設置に向けた取り組みにつきましては、現在行われており

ません。行政区相互の連携を図ることは重要だという認識はございますが、自主防災組織

づくりが進まない中で、行政区に対してさらに別な組織の立ち上げを依頼していくことは

難しいと考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 このことについて努力はしているけれども、なかなか実効性が伴っていない

というのが今の説明だと思います。そこで、組織がなかなか立ち上がらないということで

何年もたっているわけでございますが、実効性が上がるための取り組みということについ

ての考え方については何かありますか。 
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○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 重ねて申し上げる形になりますけれども、行政が主導となって組織を

つくっても、なかなかその後実効性が伴わないと考えております。ですから、どうしても、

町のほうからとしては説明を繰り返して必要性を感じていただき、その上で自主的に設置

をしていただくという形を進めていきたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 私たちもいろいろ防災について研修をしてきているわけですが、その中でそ

ういった組織を立ち上げるための補助金というようなものを具体的に示した中で効果を上

げているところがあるわけです。そういったところを参考にするような考え方はないので

しょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災活動事業に関する支援につきましては、現在まちづくり政策課が

所管します笑顔輝く地域づくり支援事業により行っております。支援の内容につきまして

は、経費に対する補助、原則 20 万円が上限となりまして、対象経費の 100％が助成される

内容となっております。そのほか、町広報媒体への掲載ですとか、町有施設の利用などの

支援を行っておりまして、支援の内容としましてはある程度充実していると考えておりま

すので、自主防災組織に限った補助制度等については今のところ考えてはおりません。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 同じく自主防災組織の育成に関する計画ということで、組織の編成について

ですけれども、ご承知のように、十勝太地区が今自主防災組織編成されています。十勝太

でも、ご承知かと思いますけれども、平成 24 年の 12 月に行政の説明を受けて、その後南

浦幌地域も養老コミセンで説明を受けて、そういう経過の中で十勝太の方も広尾町の視察

に行き、下地を整えて、ようやく編成されました。しかし、自主防災組織編成したのです

けれども、避難訓練に至っていないです。そういうことを含めて、今非常に組織編成も避

難訓練も大変なのです。ただ、十勝太の人たちは津波被害という厚内と同じ危機感持って

いますから、一生懸命になる方がおられて、編成されたと。そういう中で、今答弁ありま

したけれども、支援策です。今までも本会議でも、この支援策きちっとしないかという質

問では、今と同じ笑顔輝く資金で対応しますということであります。しかし、笑顔輝く資

金制度は水澤町長の政策であって、防災は未来永劫です。100 年先の被害も想定した対応

として私はやっていかなければならないと思うのです。私たちも視察しましたけれども、

広尾町、それから石巻も大きな被災を経験して、その経験から、自主防災組織に対する支

援策というのは防災組織を組織する中でその支援策がきちっとできているのです。私は、

そういう意味からも防災組織立ち上げのための支援、それから活動のための支援というの

は、何らかの要綱をつくったりして独自に支援策を進めていくべきだと思っているのです

が、いかがでしょう。 

○阿部委員長 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 今の話につきましては、まちづくり政策課で行っている笑顔輝くの補

助金について、これにつきましては実際に例えば自主防災組織の中で研修を行うために講

演を行うので、講師を呼びますと、それに係る経費ですとか、そういったパンフレット等

をつくるので、それの印刷代ですとか、またそれ以外に自主防災組織で防災資機材を購入

したいという場合、そういったことにも使えるといった内容になっておりまして、実際に

自主防災組織がある程度の活動をした場合、その活動したものに対しての補助をするとい

う内容になっているものでございます。今ちょっとお話ありました石巻市等々の補助の内

容が具体的に私どものほうでわかりかねますので、どういったものかというのもあるので

すけれども、それも何か行ったことに対してということであればよろしいのですけれども、

単純に例えば人数に応じてですとか、そういったものなのか、その辺がちょっとわからな

いのであれなのですけれども、実際に何も活動しなくてもお金が入ってくるとか、そうい

ったものについては設ける考えはございませんで、今お話ししましたとおり、何か行った、

その経費に対して笑顔輝くで対応するということで考えております。ただ、笑顔輝くにつ

きましては、先ほども申し上げましたとおり、20 万円の上限ですとか、５回までという設

定がございますので、それらについては実際に障害が発生するような事例が予測されるよ

うな場合には、その辺を改正しながら進めてまいりたいというふうに考えてはおります。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 先ほど申し上げました石巻につきましても、それから広尾町につきましても

資料はありますが、今具体的に申し上げませんけれども、今言われたような物資、組織を

つくるから補助するという、そういう制度ではないです。貯蔵する倉庫を準備するとか、

何の物資を用意するとか、全部細かく指定されておりまして、それは両方とも同じような

対応になっています。そのほかのところはまだちょっとわかりませんけれども、十勝も昨

年の災害受けて、各町村、災害受けたまちはその辺の対応策も考えているようですが、資

料はあります。石巻と広尾についてはありますので、組織つくったから補助すると、そう

いうことではないのです。私は、できればきちっと、時の町長の施策ということではなく

て、防災に対する支援制度ということでそういうことを明記して、組織化のための支援を

していってほしいのだということを申し上げているのですが、再々になりますから、答弁

は今回はよろしいですけれども、今後十分に検討する余地はあるのだというふうに私は思

います。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 自主防災組織については、本当に防災対応についての肝要なところだという

ふうに思っていますし、今までも行政区長会議等々でその必要性について申し上げさせて

いただきました。また、先ほど福原委員からもお話ありましたけれども、要支援者等々に

対する行政区の取り組みの中で必要なのではないかという話がありました。まさに行政区

長さんにそういう名簿を与えるということも、これも一つの方法かもしれませんけれども、

それによって行政区の区長さんに責任を負わせるというわけにいきませんので、自主防災
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組織というものをちゃんとしっかりつくってもらって、その中で行政区として活動しても

らうというのが肝要だろうというふうに思っています。その中で自主防災組織をどうやっ

て立ち上げていくかというのは、我々行政としても大変な悩みでありまして、何とか各行

政区に自主防災組織をつくっていただいて、要支援者等々に対する支援の活動を行っても

らいたいというふうに考えているところであります。ただ、その中で補助制度をつくれば

できるのかということ、これも一つの悩みでありまして、まず一番あるのは使える補助金

があるので、そういうものを契機として行政区長さんたちが町に対して、町行政に対して

いろんな提案をしていただくということが必要なのではないかなと。そのことによって、

逆に言えば今言われたように新たな補助金制度の必要性が生じてくるのかもしれません。

今現在使える補助金があるものですから、補助金を、ぜひこれを使って自主防災組織につ

なげてもらえればありがたいなというふうに思っているところでありまして、逆に制度を

つくれば自主防災組織ができるというのではなくて、行政区の中でいろんな要支援者等々

の取り組みに対する支援をいろんな話し合いをしていただく中で組織の立ち上げにつなが

っていくことが必要だろうなというふうに思っています。また、そういう話し合いがなけ

れば、まさに形だけつくっても機能していかないということになるのだろうというふうに

思っていますので、まず話し合いをしっかりしていただいた中で組織をつくっていくと、

そしてその組織をつくるための補助金制度については、今あるものを使うか、逆にそれが

使えないから立ち上げないのだということになれば、これは別な補助金制度をつくってい

く必要があるだろうというふうに思っていますので、ぜひ議員にもそういう声を聞いてい

ただきながら、行政に対する、町に対する要望等々を上げていただければ、それが自主防

災組織の結成につながっていけば大変ありがたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 町長の説明ですから、最終答弁として受けとめたいと思いますけれども、私

は基本的にはきちっとした自主防災組織の活動のための、それのための補助制度、支援制

度というのは確立すべきだなと思っています。 

 関連しますけれども、この組織の編成に当たって、民生委員が協力するという項目が入

っています。これは、この項目だけでなくて、民生委員さんの協力というのは各所にある

のですが、民生委員さんの、先ほど同僚委員の質問でもありました区長さんにどれだけ負

担を負わすのか、今町長から説明ありましたけれども、それから民生委員さんにどれだけ

負担負わすのかという中では、実際に昨年の８月の避難指示、十勝川の水害の避難指示で

民生委員さんもそれなりに独自に活動されておりました。しかし、農村部の場合非常に広

い範囲で、民生委員さんがどれだけ把握できるのか。実際の話として、３人もいたら、そ

れ以上面倒見れないと、はっきりそういうふうに言われています。その辺のことを民生委

員さんの会議なりで、こうした民生委員さんの対応について意見把握やら協議やら、今ま

でもして、あるいは厚内地区でも津波の避難というのは一度ありました。そういうことを
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含めてそういう意見を聞きながら何かの対応をしてきたのか伺います。 

○阿部委員長 保健福祉課長。 

〇熊谷保健福祉課長 ただいま民生委員の協力というところでご質問があったかと思いま

す。 

 民生委員の協力という部分につきましては、災害が発生したときには一つの地区に民生

委員が１人しかいない中で、その中で支援をしなければならない方々が大勢いるというこ

とで、１人の民生委員が災害発生時に全ての方を、要支援者を支援していくということは

不可能なことだと思います。その辺につきましては、町としても民生委員にそこまでの協

力というところは考えておりません。民生委員につきましては、通常の民生委員の活動の

中で、障がい者、それから高齢者等の把握をしていただきながら、そして随時自分の担当、

民生委員さんの担当地区のそういう情報を町に提供していただき、要支援者の把握をして

いただくというようなことで考えております。また、自主防災組織が立ち上がって、例え

ば自主防災組織に要支援者の情報を提供しなければならないというようなことになりまし

たら、民生委員さんと協力をしながら、要支援者の情報等を整理しまして情報提供できる

というようなことも考えておりますので、今民生委員の協力というのにつきましてはあく

までも日常の民生委員の活動の中で情報を収集しまして、そして情報を町のほうに提供し

ていただくと、そして町のほうに提供していただいた部分につきましてはまたさらに民生

委員に返すものがあれば民生委員に返していきまして、そして日ごろの担当地区の中で障

がい者、高齢者等の支援を行っていただくというような形での協力ということで考えてお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今説明ありましたとおり、過度の負担を負ってもらうというのは非常に大変

だと思うのです。先ほど申し上げたのは本当に一例なのですが、現実に町場の隣近所に声

かけるというのなら、隣近所の元気な者で済むのですが、民生委員さん、広い範囲で名簿

持って走り回るというのはまず不可能です。そういうことを含めて、今後行政に対応して

もらわなければならない場面も出てくると思うのですが、組織化に向けても民生委員さん、

区長さんに過度の負担をかけるということは非常に大変だという中で、先ほどから報告あ

ります区長会でも自主防災組織の結成に向けて説明しているということなのですが、何と

か動きがあって、行政が手助けしたら組織化できそうだと、ここにも書いてありますけれ

ども、行政区単位ぐらいが適当だということ書いてあります。それは私もそういう範囲で

いいと思うのですが、そういう前向きな発言ないのでしょうか。民生委員さんは長い。１

期でやめられる方いなくて、何年か続けられます。しかし、区長さんは１年、２年任期、

地域によっては 10 年も長い間ご苦労されている区長さんもおりますけれども、そういうこ

とを含めて、そういう兆しがないのか伺います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、先ほど申し上げたとおり、行政区長会
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議において説明をしております。また、町のほうでは自主防災組織の手引というものをつ

くりまして、その中である程度の部分でわからない部分とかあれば、支援をするというこ

とで伝えてはいるのですけれども、町のほうにこういったことで支援をお願いしたい、つ

くりたいので、何とか手伝ってくれないかという声をいただければありがたいのですけれ

ども、そういったお声は残念ながら今のところございません。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 自主防災組織の育成ということで、このことに対して現実把握、そして今で

きる対応ということでのお答えがあったわけですけれども、何回も言うのは非常に言うほ

うもつらくなってくるわけですけれども、育成については早急に立ち上がる対策を現実的

にとっていかなければ、今テレビ報道でも連日連夜、大雨の被害が各地に発生していると

いうようなことが実際に起こっているわけです。これで住民が安心、安全をきちっと、町

としてもそういった意識を持てるように早急に対応策を考えていかなければならないと思

うのですけれども、私は 29 ページの自主防災組織等に関する計画の中の組織の活動の中の

平常時の活動、これ先ほどと重複しますけれども、ア、防災知識の普及、イ、地域、家庭

の安全点検、ウ、独居老人等の避難行動要支援者の状況把握、エ、防災訓練法実施、また

は町等が実施する防災訓練の参加協力、オ、地域住民の防災思想の普及及び研修会等の実

施、次に３の組織の活動ということでの災害時の活動、ア、住民の被害状況の把握、罹災

者の応急対応及び避難情報の伝達、イ、町及び本部または防災機関への連絡、要請活動､

ウ、出火防止及び初期消火、エ、住民の避難誘導、オ、避難所での救護、協力というよう

なことで、これまさに平常時、災害時、どれもが今何かあったときには早急に対応しなけ

ればならない。こういった具体的なものが実際に自主防災組織がないことによって町民が

不利益をこうむる。何かあったときに対応できないというような、そういう危険性がある

わけですが、私はこういったものをもし今自主防災組織のこういった取り組み、平常時の

取り組み、災害時の活動、平常時の活動、こういったものを実際自主防災組織が今できて

いないときに起きてもこのことについてやはり対応していかなければならないわけですけ

れども、そのような組織がない中でこういったものへどういった対応できるのか、そのこ

とについて考えているのかお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの河内委員のご質問についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 まさにご指摘にございました 28 ページから 29 ページにかかわります自主防災組織の活

動の内容ですとか、必要だといったことに触れております。あくまで自主防災ができた中

では、こういった平常時の活動を含めた、そして災害時の対応ということが明記している

ものであります。おっしゃるとおり、こういった活動がなされない中では災害対応が非常

に厳しいだろうと。これは、ご存じのとおり、東日本大震災、あの大きな大震災の被害を

受けた中で公助だけでは対応し切れないと、大規模災害においては公助だけでは対応がし
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切れないと、そういった中では自助、共助といった中での対応が必要であろうと。そうす

ることによって、町民の方々、市民の方々がみずからの生命と財産を守っていけるといっ

た部分も必ず必要になってくるだろうということが教訓として生かされたものでございま

す。そういう中にあっては、自助の中ではこういった活動がやはり必要であると。そうい

った中では、ぜひとも自主防災を組織をしていただいて、自助の中で活動していただきた

いというのが思いでございます。これが先ほど申し上げたとおり、大規模災害においては

公助の中では対応が十分し切れないといったことの教訓というものでございます。これら

を含めた中では、今後とも自主防災の組織の必要性、そしてそれがみずからがみずからの

地域、命を守っていくのだと、この必要性ということを説きながら、根気よく自主防災組

織の組織づくりに何とか協力、支援をしてまいりたいといった考えでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 自主防災組織、先ほどから話をさせていただいております。まさにご指摘の

とおりの部分であります。行政としては力足らずの中で、なかなか自主防災組織はできて

いないというのも現実であります。これは、ご指摘のとおりであろう思います。当初はま

さに地震対策として自主防災組織は必要だというふうに言われて、この組織制度が始まっ

たわけでありますけれども、しかし今は逆に地震というよりは大雨災害での対策が必要に

なってきています。地震のときは時間がないということでありますけれども、大雨のとき

は時間がある。ある程度の余裕がある。だからこそ必要だというふうにかえって認識を新

たにしないとならないと思っているところでありますけれども、町民の皆様は危機意識の

ない中でなかなか自主防災組織までいっていないというのが今の状況であります。そうい

う面では、町行政として力足らずだなというふうに思っているところであります。きょう

は議員との協議会でありますから、まさに町行政の何が足りないのか、何が不足している

のか、また何が有効な手段なのかということについてもぜひ議員のほうからご提案をいた

だき、我々としては検討してまいりたいというふうに思っていますので、ぜひご指摘と同

時に提案をいただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 関連ですけれども、自主防災組織が先なのか、避難訓練が先なのかというよ

うな議論してもしようがないので、訓練についてはこの後のページで出てきますから、ま

たそれぞれの委員から質問あると思いますが、私 12 月の一般質問のときも、ぜひ南浦幌、

地震、津波含めて避難訓練やっていきたいというお話をしました。そのときの答弁で、地

域から要請があればという答弁だったのです。もちろんなのです。自主防災組織もそうで

す。行政から押しつけても、これは身につかないということがございますから、当然なの

ですが、何とか地震と津波、水害、南浦幌は非常に危険地域だから、やりませんかという

ような声かけもやっぱり大事だと思うのです。私は、南浦幌の区長会でぜひ避難訓練やり
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ましょうって言っています。そういうことを含めて、これはお互いのタイミングってある

と思うのです。５年前から言っていたけれども、全然成就しなかったけれども、何かのタ

イミングで一挙に何かできるようになったというのと同じことで、本気に話しかけてもら

って、行政もそろそろどうですかということで区長さんたちにお話をいただく。南浦幌と

いうのは、ご承知のように、地震、水害、それから津波の危険性もあります。そういう中

で、そういう方向でどちらが先だと言わずに、自主防災組織はなくても災害はあるので、

避難訓練は必要だというような考えを私は持っていますから、そういう方向性を持って対

応していただきたいなということです。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、先ほど言われたとおり、12 月の定例会

のときにはお声かけがあれば検討していきたいという回答をしていたと思います。それに

つきましては、うちのほうも声かけのほうが今のところございませんので、町のほうから

も一度南浦幌行政区長会なりに声かけをしてみて、どうでしょうかということを検討して

みたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 30 ページの第６の災害時応援体制の整備ということでちょっとお聞きいた

したいと思いますが、町のほうでは大規模災害が発生した場合、各種民間機関との速やか

な連携体制を構築することが重要であるということでありますが、今現在３者との協定を

結んで機械のほうの関係をやっておりますが、昨年のように広域災害の場合、現在の機械

の対応で十分対応はできるのかということでお聞きをいたしたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問でございますけれども、災害対応における機械類、こ

れらについての調達がどうだというお話でございます。現在浦幌町、本町におきましては

建設業協会及び建設機械リース会社、それらとの協定を結んでございまして、有事におき

ます機械類の優先手配等々、対応をいただけるという協定の内容になってございます。ま

た、北海道や国への支援要請、これらも可能となっておりまして、現状においてそういっ

た機器、資材、それらの報告をいただいているところでございます。建設業協会の保有機

械についてはご報告もいただいているところでございますけれども、現在のところ災害に

おいての対応について対応し得るという判断をいたしているところでございます。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 機械の対応は十分だということで判断してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

〇澤口委員 それであれば、リース会社が参画しておりますので、リース会社ということ

はオペレーターが必要になりますので、そのオペレーターまでの把握をしているのかとい

うことを１つお聞きします。 

○阿部委員長 施設課長。 
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〇小川施設課長 建設業協会との協定の内容の中で、先ほど協会が保有している機器のお

話もさせていただいたのですけれども、実働していただくオペレーターの人数、あと作業

いただく方の人数、それらのご報告もいただいておりまして、その状況の把握には努めて

おります。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 私は、第５、30 ページ、災害発生時の職員の初動態勢ということで確認をさ

せていただきたいと思います。 

 初動マニュアルについてはあるということで、皆さんもこのことについてしっかり認識

をされているということで私は思っております。ただし、災害は忘れたころにやってくる

と申しますか、常に災害を意識したというのはなかなか難しいところもあるのが現実だと

思うわけですが、しかし災害が起こったときにはきっちりと初動マニュアルに沿った対応

をとらなければならない。そういった意味で、新規の採用職員の研修というか、こういっ

た研修についてはどのような対応をとられているか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 職員初動マニュアルの新規採用職員に対する研修についてでございま

すが、入庁後すぐに実施される研修がございます。それは、服務の関係ですとか、財務の

関係ですとか、そういった部分も含めて、その中に防災に関する研修も行っておりまして、

そこの防災に関する研修の中で初動マニュアルなどの確認についても行っております。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 私たち石巻市の視察研修の中で、その中で実際に被災した地域の職員の皆さ

ん方から防災に対する職員の問題意識が今になって考えると低かったというような反省の

弁も聞かせていただいたのです。当然想定内で災害が起こるものばかりではないので、本

当に実際に災害が来たときにそれに的確に対応していくということはなかなか難しい面も

あるのかなと思うわけですが、初動マニュアルに沿った、そういった訓練というのですか、

実際に今まで聞いたことと重複することもあると思いますが、その辺での職員の訓練とい

うか、初動マニュアルに沿った職員の訓練ということでの考え方はどのようにとられてい

るのかお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 初動マニュアルに基づいた訓練につきましては、実際行動訓練という

ものは実施はしておりません。ただ、毎年４月の定例管理職会議において周知徹底を図っ

ておりまして、その場合人事異動等がございますので、それぞれの役割等も変更になって

いるので、それらについては各課内部においてどういった体制をとるのか、どういった行

動をとるのかということを確認をとっておるという状況でございます。 

○阿部委員長 ほかに 30 ページ、第２節までの質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○阿部委員長 それでは、31 ページから 42 ページ、第３節、災害に強いまちづくりにつ

いての質疑はございませんか。 

 二瓶委員。 

〇二瓶委員 31 ページになります。地震（津波）災害予防計画、この件でございますけれ

ども、記載内容等、書いてありますので、割愛させていただきますけれども、ただいま河

内委員の中にもありましたように、重複するかと思いますけれども、職員に対して地震防

災対策などの実施に必要な研修、これは人事異動等があったときにその都度やっておられ

るということでございましたけれども、それで本当に十分だと言えるかという言い方もお

かしいのですけれども、いずれにしても異動等があるとその対応というのは難しいのかな

とは思いますけれども、こういった災害というのはいつ起こるかわからない。そういった

ためにも早急にその内容等も含めてその研修の中で把握をしていただくような方法をとっ

ていただきたいわけでございますけれども、その内容等も含めてどのようにしているのか、

もう一度伺っておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 職員に対する防災知識の普及ですとか、そういった部分の研修等につ

いては防災計画策定時に研修会等を行ってはいたのですけれども、その後研修会等は行っ

ていない状況になっておりますので、それらにつきましては今後開催について検討してま

いりたいと考えております。また、初動マニュアルにつきましては、先ほど申し上げたと

おり対応しておりまして、実際大雨の警報ですとか洪水の警報とか出たときには職員が実

際に動いているという状況がありますし、昨年の台風のときも同じような形で行動等をと

っておりますので、そういった場合において、訓練はしていないのですけれども、実際に

警報等が出たときにはそういった行動をとっておりますので、それが訓練というわけでは

なくて、実際の行動なのですけれども、そういったものが何度か起きておりまして、そん

な中でも今まで対応がおくれたとか、そういった事例がございませんので、今後について

も引き続き職員に対する啓発という部分は続けながら、同じような対応をとれるようにと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 こんな言い方すると全てが行政、行政という物の言い方になってしまいます

けれども、これは我々議員も町民も皆さんと一緒にやっていく、これが自主防災につなが

っていくのかなと思いますけれども、しつこいようですけれども、もう二、三お聞かせを

いただきたいと思います。啓発方法に記載されているこれまでの取り組み、また職員の方々

につきましても防災計画というものはどの程度把握されているのか、先ほども申し上げた

ように、人事異動等でとかく直接担当でなければさほど把握されていない部分も多いのか

なと思いますけれども、防災に対する資機材も含めて行政では幾つか持っておられます。

その資機材があることも知らない職員がいたとすれば、ちょっと大変なことで、我々もそ

うですけれども、浦幌町にはこれだけのものがあるということも含めて、各所管と災害対
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策本部の応急、まず避難することが先決ではございますけれども、避難した後も含めて、

その中身をどの程度皆さん承知されているのか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今の件でございますが、防災計画を職員がどれだけ把握しているかと

いうことでございますが、防災計画を策定したときには、先ほど申し上げたとおり庁内会

議を設置し、開催しております。また、課長会議にも報告しておりますので、それらを通

じて必要な事項については周知されているというふうには考えております。また、初動マ

ニュアルにつきましては、先ほど言ったとおり年１回の実施もしていますし、策定の際に

も職員対象とした研修会行いまして、職員全員にこういったものだという説明もしており

ますので、そういった部分で周知のほうはできていると思いますが、今言われたとおり、

資機材の関係とか、そういったものについてはこういったものがあるというものは把握は

していると思うのですけれども、実際にそれをどう使うですとか、そういったことはなか

なかわからない部分もあるかと思いますので、今町のほうとしては、例えば避難所に行き

まして、こういった資材があって、こういった資材はこういった形で使うのだということ

を職員に対して研修を行うとか、そういったことについて実施できないかということで検

討していますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 私は、32 ページの住民等に対する防災知識の普及、啓発ということでちょっ

と質問をしたいと思います。 

 啓発の内容のところに１から８までございますけれども、この啓発です。実施状況、ど

のように啓発されているのかお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 町民の方への啓発に関しましては、町広報紙で行うということを行っ

ております。十分に実施されているという状況ではありませんので、これについては今後

何かほかの方法もないか検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 次に、地震、津波発生時の自動車運行です。厚内から浜厚内のところとか、

十勝太、豊北方面、その辺の自動車運行の関係です。現在、これからということでその辺

の交通整理もあると思うのですけれども、どのようにやっているのかお聞きしたいと思い

ます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、津波発生時の自動車避難についてでございますが、津波に限ら

ず、地震、火災などの避難においても避難の円滑な実施を考慮し、徒歩避難を原則として

います。ただ、津波避難計画にもあるとおり、避難場所まで距離がある場合、そういった

場合などにつきましてはケース・バイ・ケースでの対応が必要だと考えておりますが、自

動車避難をされる場合には、地震による道路の損壊ですとか、道路上の障害物などに十分
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注意しながら避難をしていただきたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 わかりました。 

 次に、先ほども防災マスターの関係ありましたけれども、この中で防災マスター、多分

浦幌町は今いないということだと思うのですけれども、先ほど町職員を対象に今後研修に

出して、防災マスターの資格を取らすという話をお聞きしましたけれども、町の職員だけ

ではなくて、今後民間も含めて消防の退職者、町職員の退職者も含めて、こういう資格を

取らす、そういう計画といいますか、そういうものも必要でないかと思いますけれども、

どのように考えておりますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず初めに、町職員の関係でございますが、町職員が先ほど申し上げ

た防災マスターの資格を取得するわけではなくて、図上訓練ですとか、避難所運営ゲーム

を行う際のファシリテーターという進行役を務めるためにそういったものをできるような

研修を受けさせるという内容でございますので、この辺お願いします。 

 それと、防災マスターの現状につきましては、今北海道において災害時の地域の防災リ

ーダーとして活躍していただく北海道地域防災マスターの育成に取り組んでおりまして、

北海道地域防災マスターに認定されるには１日間、認定研修会の受講が必要となります。

浦幌町においては、現在５名の方が登録されている状況となっております。今後において、

その補助とか、そういったことを支援できないかということについては、今後ほかの町村

の状況ですとか、そういったことも考えながら検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今防災マスターの方が浦幌町に５名いるということなのですが、先ほどの話

で、図上訓練だとか、そういうのにはその方々というのは対応できないのかどうか。先ほ

ど聞くと、何かほかから連れてきて対応するということだったのですけれども、その辺に

ついて。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ５名の方が登録されておりますけれども、それぞれ受けた内容等をう

ちのほうでも確認できていないので、わからないのですけれども、先ほど言ったような図

上訓練ですとか、避難所運営ゲームのファシリテーターとしてできるとか、そういったこ

とが確認とれていませんが、それを別な部門の部分で受けているという方もございますの

で、その辺確認しながら対応したいと思います。 

○阿部委員長 森委員、どうぞ。 

〇森委員 私も 33 ページです。今同僚委員も質問しましたけれども、防災知識の普及、啓

発ということで、学校関係、これにつきましては教科、学級活動及び学校行事等、教育活

動全体を通じ、次の啓発内容をもとに各学年に即した防災知識の普及、啓発を図るものと

するということで４点ほど出ております。啓発の実施状況についてお伺いしたいと思いま
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す。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 児童生徒への啓発についてでございますが、北海道教育委員会作成の

「学んＤＥ防災」、そういったリーフレットがございまして、これを配付しております。ま

た、地震の発生を想定した避難訓練を実施しております。事前指導では避難訓練の狙いで

すとか意義について説明をし、事後指導で反省を行い、反省を受けた指導を行っておりま

す。地震などの避難訓練全般にかかわることや日常的に心がけておくべき防災などについ

て消防署員による講評ですとか、体験学習、防災士を活用した防災学習などを実施してい

るといった状況となっております。 

○阿部委員長 森委員。 

〇森委員 わかりました。この中で各学年に即した防災知識の普及、啓発ということなの

ですけれども、これは各学年によってそれぞれ説明だとか、そういう関係はどうなのでし

ょうか、その辺は。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 今申し上げたーフレットが各学年ごとではなく、小学校編というもの

と中学校編というものがございますので、学年ごとまでは私どももはっきり把握はしてご

ざいませんが、小学校と中学校がそれぞれリーフレットが別なものになっておりますので、

それぞれに応じた形で啓発を行っているという状況になっています。 

○阿部委員長 澤口委員、どうぞ。 

〇澤口委員 関連しますが、33 ページの地震（津波）災害予防計画の２ということであり

ますが、防災に関する知識及び技能の向上並びに体制の強化とともに、住民に対する防災

知識の普及、啓発を図ることを目的とした防災訓練を実施するとなっておりますが、道と

の絡みでいきますと２点、それから町のほうの訓練で行うということであれば 11 点の項目

があります。これは 24 ページにちょっと重複するところがあろうかと思いますが、津波避

難区域と訓練の範囲の特定を教えていただきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、津波避難区域につきましては、北海道

において平成 24 年に作成した最大クラスの津波を想定した津波浸水予測図に基づいてお

ります。訓練につきましても、この予測図の区域内に居住する方を対象とし、実施するこ

とが望ましいと考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 それは公の話であって、町民のことを考えますと、十勝太、豊北地区に対し

ての訓練の範囲というものをお聞きいたしたいのですけれども。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 津波浸水予測図の区域につきましては、直別ですとか厚内、それから
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十勝太、それと下浦幌ということで、豊北だけではなく、愛牛ですとか養老、朝日、そう

いった部分も下浦幌地域一帯、ハザードマップ等を見ると大体わかるような形にはなって

いるのですけれども、下浦幌地域一体も含んだものとなっております。 

○阿部委員長 二瓶委員、どうぞ。 

〇二瓶委員 35 ページ、これもまた先ほどの地震につながってくるわけでございますけれ

ども、内容は記載されているとおりでございますが、特に建造物の応急危険度判定を実施

する必要があり、その中にあっては建築構造の専門家による判断、これらも必要かと思い

ますけれども、その中で判定士ということなのでございますけれども、この判定士という

のは本町においては何名ぐらいおられるのか。また、行政の中に判定士まではいかなくて

も、おおむねの判定できる方がもしおられるとすれば、何名ぐらいおられるのか、それを

お聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害危険度判定士につきましては、建築担当の町職員２名が資格を有

しております。有効期限は５年となっており、資格を継続するには更新講習を受講する必

要がございます。また、民間事業者においては、平成 28 年度時点となりますが、有資格者

はおりません。 

 以上です。 

○阿部委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 ただいま職員の中では２名ということでございますけれども、今後のことも

含めて、また災害時においては２名では大変な忙しい思いといいますか、回り切れない部

分もあるとすれば、もう少し採用時に有資格者の採用等を含めて考えていったらいいのか

なと思いますけれども、その辺についてはどのように考えているのか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、応急危険度判定士の有資格採用につい

てでありますが、応急危険度判定士の資格を得るためには認定講習会を受講する必要がご

ざいまして、受講資格につきましては建築士ですとか官公庁の建築技術職員で５年以上の

建築行政等の実務経験者となります。採用時点で資格を有していなくても、実務経験を積

むことで受講資格を有することとなりますので、受講資格を有した職員については認定講

習会を受講するように取り組んでまいりたいと考えております。 

○阿部委員長 森委員。 

〇森委員 36 ページ、地震防災緊急事業５箇年計画の推進というところなのですけれども、

これは平成 23 年度から 27 年度までの計画を策定していたようでございますけれども、こ

れ以後今後の計画というのはどんなふうになっているのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 第５次の地震防災緊急事業５箇年計画につきましては、北海道におい

て計画期間を平成 28 年度から平成 32 年度として策定がされております。 
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 以上です。 

○阿部委員長 安藤委員、どうぞ。 

〇安藤委員 私は 35 ページ、地震災害予防計画で耐震改修促進計画の推進ということで、

北海道耐震改修促進計画に基づき、住宅建築等の耐震化を促進するとあるが、実際には補

助制度の利用がなかったということで、平成 27 年度補助要綱の変更で全てを対象にしたけ

れども、その後の利用状況についてお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまの耐震診断に対する補助要綱につきまして、平成 28 年８月に対

象建築物の拡大及び補助事業費の拡大等を行わせていただきました。あわせて周知も行わ

せていただきましたけれども、残念ながら現在のところ利用実績につきましてはございま

せん。 

 以上です。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 札幌市などで耐震診断を無料化にしたところ、利用率が 10 倍ほど伸びたとい

うことで、本町もその辺無料化にすることの検討はされているのかどうか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 その件につきましては、さきの一般質問の中でもお答えをさせていただ

いているところでございますけれども、住宅につきましては個人の財産でございまして、

その保全に係る経費の一部を負担いただくことが原則として現在も考えております。また、

財産の状態をみずから保有される方が把握し、保全する、そういった意識を持っていただ

くことが所有者の防災意識の向上へもつながるというふうにも考えておりますので、あわ

せて認識としてお伝えをさせていただきます。また、北海道では無料簡易診断、これらも

実施しておりまして、これらの併用につきましてもあわせて周知をしておりますので、現

在町として診断について無料化をするという考えは持っておりません。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 わかりました。 

 それと、住宅建築の耐震化を促進する平成 27 年度までの計画、５カ年間と、その後の本

町の耐震計画の作成はどのようになっていますか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 現在浦幌町では耐震計画につきまして平成20年６月に平成27年度まで、

これを計画期間として策定をしてございました。その後北海道におきまして平成 28 年度に

耐震計画の策定が予定されておりまして、その策定を待ちまして、それに即した計画の更

新ということを考えておりました。その段階でございましたけれども、現在町が行ってい

る耐震施策に対します耐震診断補助や耐震改修補助については町が定めました要綱等によ

り運用されておりまして、これらの補助制度には計画の更新自体が影響を及ぼさないこと、

また町内の居住状況、環境が大きな変更が見られないこと、また北海道の耐震計画が今 32
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年までの計画期間として定まってございまして、これから更新計画を策定したとしまして

も若干の短い期間での計画更新となってしまいますので、現在において本町の耐震改修計

画については今策定したものを踏襲して考えていくということで、見直しの延期を行って

いるところでございます。 

○阿部委員長 澤口委員、どうぞ。 

〇澤口委員 37 ページ、第２、雪害予防計画ということで、交通網の確保ということで２

点、（１）が除雪対象路線、（２）除雪機械の所有状況、これは先ほどご説明ありましたの

で、割愛させていただいて、避難路、避難経路、避難場所の除雪の今後の状況はというこ

とでご説明いただきたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 避難路等の除雪ということでございますけれども、浦幌町の除雪におき

ましては生活道路も含めました除雪計画にのっとりまして、町道除雪とあわせて避難路、

避難経路、避難場所についても実施をしております。皆さんご承知のとおり、限られた除

雪車両の中で行っている作業でございますので、その担当区域を定めまして実施してござ

います。その中での意識づけとしては、ある一定の幹線道路があきましたならば、避難路

を優先して除雪するような周知を図って対応しているところでございます。 

○阿部委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 今の同僚委員の部分と重複する点もあろうかと思いますけれども、計画の３

の中で食料等が極度に不足した場合、また急患が出た場合、それに対処するというのは、

除雪等が非常に難しい場合、その記載内容では雪上車等により早急に救急措置が講ぜられ

るように、このようになっておりますけれども、本町においては雪上車というものがない

ために、これを借りなければいけないと。しかしながら、大きな災害があったとき、本町

だけではないわけです。そういった中で、本町で対応するとすれば、身近にあるスノーモ

ービルとか、そういったものも場合によっては利用しなければならないのかなと。そうい

ったために、全てが行政ということにならないにしろ、民間で持っておられる方もいらっ

しゃいますので、そういったことも含めて把握されている部分があるとすれば、どの程度

対応できるのかなと思いながら、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 積雪等により交通が途絶した地域との連絡手段についてでございます

が、北海道開発局が所有する水陸両用車ですとか、多目的支援車を借り上げたりですとか、

あと自衛隊のヘリコプターなどにより孤立地域と早急に連絡とれるような連絡体制は整え

ております。また、スノーモービル等につきましては、町のほうで水道のほうでは持って

いるようなのですけれども、それを災害時に使用するということはちょっと難しいかなと

考えています。また、民間の方でそういったものを所有しているという状況については、

現在のところそういった状況については把握はしてございません。 

○阿部委員長 二瓶委員。 
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〇二瓶委員 今後においてもなければ一番よろしいですけれども、そういったときの災害

等も想定すれば二重、三重の備えとしてある程度のシミュレーションも必要なのかなと。

そういうためにはスノーモービルを持っておられる方。冬の場合、積雪の多いときなんか

もそうでございますけれども、これらは先ほどのお答えいただいたように幹線道路も含め

て適切な除雪体制もとられると思いますけれども、大きな災害があったときにはその道路

も寸断されると思いますので、そういった場合も含めて二重、三重のシミュレーション等

も必要なのかなと思いますけれども、その辺のお考えはどのようになっているのか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまのスノーモービルの件等も含めまして、今後どういったこと

が活用できるかということについて検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 42 ページ、消防計画、警防活動ということで、この中で災害の規模に応じ消

防職員、団員を招集して消防隊を編成し、消防力の強化を図る。また、火災等の出動は組

合計画に基づくということで書いてありますけれども、これ組合計画でなくて今後は何て

言っていくのか。 

 それとあと、消防団員の招集、これ今町が管轄されていると思われるのですが、消防団

員の招集と活動範囲についてお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 消防団員の招集についてでございますが、火災に関しましては小規模

火災を除く火災、水害や地震に関しては数値などの明確な基準はなく、状況に応じて判断

されることとなります。活動範囲につきましては、各分団それぞれ所管する地域がござい

ますので、特例はありますが、基本的には所管する地域が活動範囲となります。また、活

動内容につきましては、消防署長の指揮下に入り、状況に応じて活動内容が指示されます。

また、浦幌町消防団震災時対応マニュアルというものを平成 25 年に作成をしているといっ

た状況となっております。 

 以上です。 

○阿部委員長 安藤委員、どうぞ。 

〇安藤委員 組合計画に基づくというところは、今度どういうふうになっていくのか。42

ページのところに載っていますよね、（１）。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 組合計画の部分につきましては、以前は東十勝の組合計画だったと思

うのですけれども、今度は新たにとかち広域消防事務組合の組合計画に基づいてというこ

とになると考えています。 

○阿部委員長 42 ページまでのご質問ございませんか。これを終了してよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、43 ページから 48 ページのほうに参りたいと思います。第２章、
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災害応急対策、第１節、防災活動体制についてであります。質疑はありませんか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 43 ページ、第２、組織及び配備体制等ということでございます。浦幌町災害

対策本部条例及び災害時職員初動マニュアルに基づき定めておくということでございます。

これは、当然このような形で対応するという前提に立っていると思いますが、対策本部と、

また初動マニュアルによって対応している職員との連携ということでの考え方についてお

聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 職員の指示命令系統についてでありますが、津波警報以外の地震や大

雨警報が発表された場合は、警戒配備体制や警戒本部が自動設置されます。職員は、役場

に登庁後は警戒本部などの指示により巡視や災害応急の職務につきます。いずれにいたし

ましても、警戒本部、または災害対策本部の指揮下により災害対応を行うということにな

ります。 

 以上です。 

○阿部委員長 ほかに 43 ページまでの関連質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、この節は終了させていただきます。 

 49 ページから 61 ページに行きたいと思います。第２節、災害情報等の収集、伝達につ

いて質疑はありませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 56 ページの災害情報等の収集、伝達ということについてお伺いいたします。 

 現在も二重、三重の体制が必要であるということで町側は認識していると思います。ど

のような形で収集、伝達をなさっているか確認をしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害情報等の収集や伝達についてでございますが、一般電話のほか、

衛星電話、庁舎や浦幌消防署等の無線通信、車載型の移動無線通信、衛星回線を使用する

北海道総合行政情報ネットワークにより通報手段を確保しております。また、各防災関係

機関とも連絡体制を確保している状況となっております。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 北海道総合行政情報ネットワークということで、お伺いした中にありました。

これも完全に情報が不通になるということはないのですね。いつでも交信できるというか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 北海道総合行政情報ネットワークにつきましては、専用の回線、それ

と衛生回線、２回線を使って利用している状況になっております。ですので、絶対と言わ

れるとそこは何とも言えないですけれども、回線につきましては二重の措置をとっており
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ますので、何とかなるというふうに考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それと、防災行政無線の整備現状はどのようになっておりますでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災行政無線につきましては、平成 25 年にデジタル防災行政無線を整

備し、主に津波対策用として海岸地域を中心に屋外スピーカーを 28 カ所整備しております。

昭和 58 年に整備したアナログ防災行政無線につきましては、現在貴老路と美園地区に屋外

スピーカーを設置する、そういった状況となっております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 防災行政無線ということは、当然この方たちも何か生じたときは災害に遭わ

れていると考えられます。ここのところの通じなくなったときのこの次の手段として何か

お考えでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 こういった広報等につきましては、防災行政無線も当然行いますが、

避難勧告等のときもそうですけれども、エリアメールですとか、エリアメールといって携

帯会社から直接送るようなメール、そういったものですとか、それ以外にも避難勧告とか、

そういったものであればメルマガの登録している方にメールを送ったりですとか、あとテ

レビのデジタル等で、避難場所の開設ですとか、そういったものも表示されるようになっ

ておりますので、そういったものを活用するというふうには考えてございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それから、多分何か災害等起きたときは住民からの通報がすごくたくさん来

ると思うのです。それに対する協力体制というか、関係機関で受けると思うのですが、は

っきりした電話番号とかなんとかというのは住民のほうには連絡が行っているような形に

なっているかどうかお伺いしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 通常の住民の方からのそういった通報等につきましては、役場の代表

電話のほうで連絡をしていただければというふうに考えています。町のほうとしては、そ

の情報等を収集する体制を、その係を設けておりまして、そちらのほうで対応することと

なります。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 何かあったときは非常に情報等が錯綜するおそれがあります。一元化して、

本当は即状態が住民にも伝わるようにしていただきたいという思いでこの質問をしており

ます。 

 57 ページの災害情報等の収集、伝達の中の通報手段の確保というところで、今お答えな

さった中にあります。今役場の代表電話ということで、災害時優先電話の配置状況、そこ

から平日でしたらいいのですが、夜間ですとか土日とかいう状態のときはどのような対応
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をされていますでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害時の場合の住民からの通報ということでよろしいですか。災害時

の場合の通報につきましては、役場につきましては宿直等もおりますので、宿直の者が対

応できますし、また警報等が当然発令されておりましたら、職員のほうは招集しておりま

すので、職員のほうで対応ができると考えています。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 当然夜間、土日の宿直の方、今委託していますよね、その方たちにも災害時

のいろんな状況を町側として協力をいただくような教育をなされているかどうか、ちょっ

と伺います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げたとおり、警報等が発令されていれば職員が登庁して

いるのですけれども、警報等が発令される前にそういったことが起きた場合には当然役場

のほうにのみ連絡が来ますけれども、その後につきましてはそれぞれ当直の担当している

者に、誰に連絡する、こういったことがあったときにはどこに連絡するといったもの、そ

ういったものをお知らせしてございますので、災害だけではないのですけれども、いろん

なことに対して対応する場合、どこに連絡したらよろしいかということは周知はしてござ

います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それと、携帯電話のことをちょっとお聞きしておきたいと思います。現在職

員用の携帯電話等の台数、それから災害時の役所用の携帯電話ってうちに持って帰られる

のか、ちょっとその辺確認しておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、公用の携帯電話につきましては現実に

は自宅のほうには持ち帰ってはいないです。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 この携帯電話はどこで管理されて、何台ぐらいあって、もし有事のときはど

ういうような措置をするお考えであるかお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 携帯電話につきましては、衛星電話が持ち運びのできる可搬型を２台

所有しております。それと、職員用の携帯電話につきましては、それも含めて８台所有し

ているといった状況となっております。災害時につきましては、所有している人がそれぞ

れ施設課ですとか、スクールバスの運転手ですとか、そういった者で、職種に応じて配置

をしている状況となっておりますので、それは災害時には公用の携帯電話につきましては

施設課の職員、重機等、そういったものを運転する者についてはそれを持っていくので、

それをもって対応することはあると思うのですけれども、それ以外の者については災害時
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にはそれを使うという形にはならないかなというふうには考えています。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 一番心配するのは有事のときということでお伺いしているのですが、いろい

ろと保管されているのは総務課ということでよろしいでしょうか。 

 それと、今までその携帯電話を利用したことがあるかどうかと、それから使用したとき

の指導というのでしょうか、そういったことをちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 携帯電話の管理につきましては、それぞれ使用している職員のそこの

所管している課において管理をしていただいているといった状況となっておりますので、

総務課のほうで管理をしているといったことではございません。 

 それと、現実には災害等が発生した場合には公用の携帯電話だけでは足りませんので、

実際には職員個人の持っている携帯電話を使用して対応するということのほうがほとんど

という状況になっておりまして、職員の携帯番号等につきましてはそれぞれ各課内で誰が

何番だということは全て把握をしておりますので、そういったものを活用しながら実際に

は対応している状況でございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 そうしますと、公で余り使ったことないけれども、それは持っているという

ことなのですね。回線や何かは町の費用で当然落としていっているということなのですが、

これはちょっと矛盾しているかなというふうに思うのですけれども、どういうお考えで携

帯電話を公のものを設置しているかお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 携帯電話を公用で所有しているのは、あくまでも災害のためではござ

いません。災害のためのものとして持っているのは、衛星携帯電話２台、それのみでござ

います。それ以外のものにつきましては、今ある部分では町民バスの運転手ですとか、あ

と施設課のトラックですとか、そういったものを運転する運転手さん、それからスクール

バスの運転手さんですとか、そういったことで通常の業務の中で使用することがあるとい

う、そういったものについて公用の携帯電話を持たせているということでございますので、

あくまでもこれは災害用に使うために持っているものではないということでお願いします。 

○阿部委員長 質疑の途中でありますが、ここでお諮りをしたいと思います。 

 ここで暫時休憩をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 よって、暫時休憩いたします。 

 

             午前１１時５４分 休憩 

             午後 １時００分 再開 

 



- 42 - 
 

○阿部委員長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 この件に関しての質疑はございませんか。 

 森委員、どうぞ。 

〇森委員 58 ページになりますけれども、５番の通信施設の整備の強化ということで、円

滑な災害情報の収集及び伝達が実施できるよう通信施設の整備強化を図るというふうにあ

りますけれども、通信施設、機器の整備強化の現状とその活用マニュアルというのがどん

なふうになっているのか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災関係機関との通信設備についてでありますが、北海道とは北海道

総合行政情報ネットワーク、国とは衛星通信ネットワークを使用する全国瞬時警報システ

ム、いわゆるＪアラートというものでございます。それですとか、ＬＧＷＡＮを使用する

緊急情報ネットワーク、エムネットと言われるものでございますが、これらが整備され、

使用機器等を用意して、それらで連絡、通信等体制をとっている形になっております。 

○阿部委員長 森委員。 

〇森委員 次に、そういうようなさまざまな状況を想定したシミュレーション訓練が必要

と思われますけれども、その辺についての考えは。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 訓練につきましては、本日の提出資料にもあるとおり、災害通信連絡

訓練等を定期的に国、北海道とともに実施をしている状況でございます。 

○阿部委員長 森委員。 

〇森委員 昨年は、台風が４つ来たときの大雨の災害時のときなのですけれども、状況、

対策と確認と、携帯電話以外の対応というのですか、一時的に不通になりました状況あり

ますよね、その辺の対応というのはいかがなのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 昨年８月に相次いで台風が上陸した際には、固定電話ですとか一部の

携帯電話キャリアに通信障害が発生いたしました。その場合には、先ほど申し上げたとお

り、災害発生時には職員個人の携帯を使用しているということもございまして、携帯電話

のキャリアによって通信できるキャリアがございましたので、その携帯電話を持っている

職員の携帯電話を使用して通信の確保をするということを行っておりました。それ以外の

部分につきましては、先ほどご説明したとおり、衛星電話ですとか、あと無線等、そうい

ったものを利用して通信手段として行うことと考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 ただいまの質問に関連してですが、ただいま課長のほうから報告あった中で、

昨年の避難時に携帯電話、それから普通電話の不通状況があったということで、12 月の一

般質問でもお聞きした件ですが、実際にその間携帯の不通期間は長かったのですが、普通
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電話は何分ぐらいなのか把握しておりませんけれども、多分 30 分ぐらいの時間だったかな

と思うのですが、そういう中で、今説明ありましたけれども、実際に吉野から役場本庁舎

の通信はどうやってとられていたのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 昨年８月のその際には、先ほど申し上げたとおり、携帯電話の中でも

一部通信のできるキャリアがありまして、その携帯電話を持っている職員同士をそれぞれ

役場と吉野公民館のほうに配置いたしまして、その携帯電話を通じて連絡をとるような形

をとっておりました。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 今年の第１回の定例会前に資料請求で、先ほども質疑の中で出ていましたけ

れども、衛星電話、調査報告、資料要求の中である衛星電話が２基、それから職員の携帯

している携帯電話６基ということで、そのほかについては巡視等派遣職員所持の携帯電話

を使用しているという報告があります。昨年のような事態の中で、今言われた使えるキャ

リアの携帯電話、そのほかに衛星電話とか、対応に困るようなことはないのでしょうか。

実際にそのとき吉野公民館に使える携帯を持った職員がいたのかどうかということも含め

て伺います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 昨年のときには、もともと携帯電話使える者を、その者を選定して、

その者に避難所のほうに行っていただくような形をとっていたので、そういう形をとりま

した。また、携帯電話がもし使えなかったといった場合には、防災無線のほうもございま

して、防災無線のほうで通話をすることも可能となっておりますので、それらを利用する

こともできるというふうに考えています。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 防災無線に言及あったのですが、防災無線のほうは、例えば吉野の防災無線

ありますよね、それと本庁舎と直接すぐ対応できる状況になっているのかどうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災無線通じて本庁舎と対応できるような状態にはなっております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 それで、関連してなのですが、町内に防災無線 13 カ所ですか、サイレンつき

のありますよね、各地域にも。これらのメンテナンスというか、管理状況の確認です。実

際に無事動いているのかどうかという確認を地域で多分鍵持っておられて、管理委託とい

うか、されている方もいると思うのですが、これの点検についてどういう方法でやってお

られるか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災無線のメンテナンスにつきましては、年間契約で保守契約を締結

しておりまして、年２回点検のほうを実施する形をとっております。 
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○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 これらは川の樋門、樋管管理と同じなのですが、樋門、樋管の場合は雨が降

らなかったらほぼ管理責任ないというかなのですが、地震という場合にはいつ起きるかわ

からないですよね。非常に預かっている方もプレッシャー感じられていて、どのぐらいの

金額で契約しているのかわからないですけれども、今まで、今報告あったのですが、トラ

ブルとか、補修するような状況にはなかったのか、その辺。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災行政無線につきましては、設置を行った業者に保守点検のほうを

委託をしておりますので、その専門業者のほうが先ほど言ったとおり点検等を行っており

ます。その中で軽微な不備等、そういったものはございますので、それらについてはその

点検後早急に修繕等を行うような形をとっております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 防災無線についている電話なんかにつきましては、議会のほうも調査させて

いただいて、説明受けたりはしました。ただ、本当に災害のときに誰がどうやって使える

のかというのは、住民がすぐ使える状況なのか、その辺が結構鍵がかかっていて簡単に電

話できる状況になっていないということでは、普及というか、満度に利用できるようにす

るためにこれでいいですかね。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災無線の使用方法等につきましては、防災無線のアンテナというか、

鉄塔の下のほうにボックスがありまして、その中に使用方法を記載したものも入れてござ

います。ただ、今言われたとおり鍵がかかってございまして、鍵については、吉野であれ

ば吉野の公民館のほうに鍵がありまして、そちらのほうをあけていただくと使用方法等を

書いたものがありますので、それを見ていただければ使用できる形かというふうに考えて

います。また、厚内地区等においては毎年防災訓練行っておりますので、その際に避難し

た場合にその避難した場所において備蓄品の状況を見ていただくですとか、あと防災無線

の使い方はこうですといった指導もしております。その中で実際に役場との通信を行った

りですとか、そういったことを行っている状況にはなっております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 防災無線のある地域の人たちは、行政区の人たちは多分わかっていると思っ

ているのです。そこにあって、使えるというのはわかっているけれども、本当に住民が誰

でも、鍵があけば誰でも使える、そういうものなのか非常に疑問なのです。特定の人しか

あれは使えないのでないかと、住民としてはそういう感覚です。ですから、災害のときに

区長さんと行政が連絡するとか、そういうためだけの施設なのでないかというふうに思っ

ていますけれども、実際の利用目的ってどういう範囲ですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 厚内とか津波で避難した場合には職員とかも当然派遣されませんので、
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そこの避難した人間が使用するような形になりますけれども、今言われたとおり一般の住

民の方等についてはどこまで使用できるかということですとか、どういったことをしてい

いのかということはわからないといった状況になっていると思いますので、その辺は今後

広報等を通じて、こういった形で使用できますですとか、こういったことに使用できると

いったことを周知するようにしたいと思います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 61 ページのアマチュア無線局の名簿があります。その中では、もう既にお亡

くなりになった方とか転出なさった方とか入っています。これの見直しというか、これは

26 年の４月１日ということになっていますけれども、いつの時点でどういう形で見直しを

されていくのかお伺いしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 こちらに載っています名簿については、見直し等を行っていない状況

となっております。これらにつきましては、早急に見直しを行いまして、先ほど申し上げ

たとおり軽微な変更ということで防災会議の会長の権限で変更のほうを行っていきたいと

考えています。 

○阿部委員長 ほかにここまでの件でご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次に参ります。 

 62 ページ、第３節、地震火災等対策について質疑はありませんか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 地震が発生すると時間帯によって火災等の発生が起きる可能性が十分にあり

ます。それで、先ほどもお答えをいただいて、特定の業者の優遇になるから、そういう備

品というようなものの購入はしないという話がされたと思います。ですが、一般家庭では

どこへどういうふうな対応をしてそういうもの、消火器等の火災に対する初期活動の備品

というのでしょうか、そういったものを購入していいか、浦幌町の店では見当たらないと

思いますので、そういう備品の購入の事前に、配置するべく指導というのか、お知らせと

いうのか、そういったものを町民の皆様にお知らせする気はあるのか、ないのか。それと、

消火器購入のための助成金というのですか、助成をする考えはないのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 消火器購入に関する部分でございますが、先ほど話しましたとおり、

特定の業者とかをお知らせするというか、そういったことはちょっとできませんのですけ

れども、そういったものが必要ですということは、消火器等については説明するまでもな

く、それぞれ必要だと考えているかなという部分と、あと火災警報器等も同じように設置

が義務づけられておりますので、そういったものが必要だという部分がありますので、そ

れらについてはそういったものを用意する部分についての周知等については広報紙等を通

じて今後行えればなというふうに考えております。 
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 また、消火器購入の助成に関してでございますけれども、行政区等が整備する場合には

笑顔輝く等の補助金を利用して購入することはできますけれども、基本的に個人の所有物

となるべく物品への助成につきましては現在のところ考えてはおりません。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それでは、今のお答えのことで、行政区で取りまとめというか、経由すれば

何か考えていただける、そういうのではないのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 あくまでも行政区が所有するという、行政区で持つですとか、自主防

災組織、そういったところで持つというものについては可能ですけれども、それを介して

個人にとなりますと、個人についてはそれは可能ではないということです。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 次に行きます。 

 63 ページから 64 ページ、津波災害応急対策について質疑はございませんか。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 63 ページの避難対象地域に関して伺います。 

 この内容によりますと、住民に正確に伝わるということやら、行政区全域を避難対象地

域として指定するということで記載はされております。これも昨年の８月の経験からです

けれども、養老区域で１軒、全然知らないで避難指示受けなかったということが出ていま

した。これは、この項目にある津波避難でなくて水害対応ですけれども、こういうことは、

一般質問の質疑の中で答弁されたのはマニュアルに従って指示出したということを何回も

繰り返されましたけれども、実際には１戸だけ抜けていたのです。そういう行政区内の一

戸も抜けないような避難指示、住民に対する徹底をどうやってしていくのか。このマニュ

アル見ますと、区域は指定されていますけれども、津波でなくて水害のです。区域指定さ

れているけれども、その区域の中で本当にその行政区に誰がいるかということはどこで誰

が把握しているのか。一番わかるのは行政区長さんなのだけれども、そのときに行政区長

さんに全部連絡してくれという指示を出すのか、出さなかったから、行政区長さんだって

全部それできるわけでないですから、どんな方法で対応するのか。非常に大事なことで、

大事がなかったからいいのです。でも、実際にそういうことありましたから、私が何回も

申し上げるのは、やっぱり避難訓練はそういうことの総括のためにも必要だと思うのです

が、そういったこと、先ほどからあった要支援者の名簿の所持、それから健常な人の住民

の把握も漏れていてできなかったということが実際に起きているわけですから、そういう

対応について伺いたい。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難勧告の対象地域です。それにつきましては、平成 27 年に作成した

避難勧告等の判断、伝達マニュアルにおいて対象地域を定めておりました。昨年の台風被
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害の際には、マニュアルに不備がございまして、ただいまご指摘ありましたとおり養老地

区の１戸が漏れていた状況がございましたので、対象地域の方に正確に伝えることができ

ないといった状況が発生してしまいました。それで、その後マニュアルの一部見直しを行

うとともに、河川管理者が作成しております浸水想定区域図を参考に区域のほうを特定し

て、行政区全てではなく、行政区の中でもここの部分とか、そういったものについて特定

をするような形で進めております。もともとは、指定する場合も行政区単位を基本とする

となっておりますので、行政区全てではないものですから、先ほど言われたとおり養老全

てではなく、養老のうちでもその対象地域に入っている住宅はどこですというところで特

定をしていきたいという部分考えていますし、またハザードマップ等を本来であれば配布

しておりますので、できればそれぞれご自分でも自分の地域がそこに入っているのかどう

かという判断もしていただければなという、そういった周知も今後していかなければなら

ないのかなというふうには考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 ハザードマップ、全戸に配布されていると思うのですが、これで自分のとこ

ろがその区域内に入っているかどうかは、本当に中のほうに入っている人でないと、際ど

い区域にあったらわからないです。津波のハザードマップは、結構色分けがはっきりして

いてわかりやすいですね、こういうふうになっていますから。ただ、水害のは色が曖昧で、

広範囲で、それから十勝川の水害想定、これは入っていないのでないかと思うのですが、

非常にわかりにくいのです。ですから、行政も自分たちがしっかり簡潔に対応できるよう

な、そういう情報づくりというか、そういうものに努めてほしいと思っています。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件に関しましては、行政のほうでも個々に点検するなどを

してはっきりとしっかりとした対応を、区域について特定をしていきたいというふうに考

えています。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、この件につきましてはここで終わります。 

 65 ページから 66 ページ、第５節、災害広報活動について質疑はございませんか。 

 杉江委員。 

〇杉江委員 広報活動についてなのですが、これも昨年の経験からです。風向きによって、

広報車が走っても何を言っているかわからないという住民からの声がありました。この辺

非常に難しくて、例えば家の裏から行くと本当に聞こえないのです。今の住宅は平均いい

ですから。前から来ると聞きやすい。それから、風向きによって全然聞こえない。こうい

うこともありますから、広報車だけでない情報の徹底をできる方法を考えていかなければ

ならない。そういう面では、さきの質疑でもありましたけれども、メルマガだとか、区長

さんにそういうことを徹底するだとか、いろんな方法あると思うのです。何回も言います
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けれども、これも先ほどからも関連しますけれども、区長さん、それから民生委員さんが

どこまで連絡や何かに骨を折るのかということです。この後避難対応でも関連するのです

が、東北の大震災の後、テレビなんかの報道では、近所の声かけする人たちに、避難して

いたら玄関にタオルを縛りましょうと。ピンポン押しても耳聞こえない方、それから体の

動かない方。待っていて、自分たちも避難しなければならないと、そういうロスをなくす

るために、避難した人は玄関にタオルを縛る。そういうことを決めたまちがありました。

報道で聞きました。私事実確認はできていないのですが、そういうこともあるし、いろん

な方法を考えていかなければならないと思うのです。ご承知のように、東日本大震災では

百三十何名の消防団員が亡くなられました。そういうことを含めて、東北の場合は防潮堤

というか、消防団員は１カ所しか閉めないで避難すると、そういうことも決めたようです。 

 私今まで南浦幌で津波あったときに消防団員が広報車で下向いて走るのですかと、その

辺のこともしっかり議論しなければならないですとずっと言ってきました。下向いて、時

間があれば行けます。しかし、ご承知のとおり、豊北方面行ったら本当に軒先まで行かな

かったら聞こえない。隔離というのでないですけれども、離れた方がおられますよね。そ

ういう人たちの対応についても、避難対応と広報との関連ですから、そこまでお話ししま

すが、非常にこれ決まりとしてつくるのは大変なことなのですが、本当にしっかり対応し

ないと南浦幌の場合は大変です。集落といっても広いです。本当に浜の軒先まで向いてい

けるのか。冬だったら、一軒家、１キロも除雪しなければ行けないところの住民もおられ

ますけれども、そういう対応をどうやってするのかということは非常に大変なのです。で

すから、先ほどから言っている防災無線、サイレンなんかがきちっと対応できる状況にな

っているか、そういうことを本当に南浦幌では集まったらみんな心配しているのです。本

当にその場の身になって、昨年の避難から学ぶことたくさんありまして、真剣になって考

えてくれているのだと思いますが、より真剣になって内部協議をしていただきたいと思っ

ているのです。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、町民の方への広報につきましては、お話ありましたとおり、防

災行政無線放送でのカバーは全てできるというふうには考えておりません。防災行政無線

が聞ける地域も限られていますし、ご指摘のとおり気象条件によっては聞きづらいという

可能性もありますので、広報については地域防災計画に記載のある複数の方法により行う

こととしております。また、メルマガにつきましては、今現在 220 名の方の登録がありま

す。今後につきましても町広報紙ですとか各種会議などへ職員を派遣し、利用促進を図り

たいというふうに考えております。 

 また、先ほどお話ありました避難したときに玄関にタオルを巻いて行っているところが

あるというような話がございましたけれども、そういったものもどういったものがあるの

か、そういったことも検討しながら、今後において調査研究してまいりたいというふうに

考えております。 
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 あと、行政区長の役割でございます。それにつきましては、防災対策、災害対応におい

ては、まずみずからがその生命や財産を守り、そこから共助、公助に期待される役割を大

きな団体、組織が行っているという考えが基本となっております。行政区長などに担って

いただいている部分につきましては、共助の部分に該当すると思われますが、公助となる

町と互いにそれぞれが足りない部分を補完し合えるような取り組みを進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 各戸に配置されている防災無線あります。地域限定して、全戸ではなかった

と思うのですが、今配置状況どうなっていますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 戸別受信機の関係でございますね、戸別受信機につきましては、トラ

クター等に乗っている場合に音が振動等でわからなくてということでございますので、そ

ういったことも含めて、そういった方に対応してもらうということで今現在約 50 戸の方に

配置をしている状況です。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 それで、先ほどから申し上げている近隣の家から離れた方の住宅にも、ある

程度調査してそういうものを配置したらいいと私は思っています。おわかりだと思います

が、豊北なんかはすごく離れています。離れている方が何戸もあるのです。そういうとこ

ろは、サイレン聞こえない。広報車も聞こえない。そういう場合には住宅におられる方に、

トラクターで使っているから聞こえればいいのでなくて、家にいるお年寄りもやっぱり情

報を得なければならないですから、そういうことも検討していっていただきたいと思って

います。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの防災行政無線の戸別の受信機ということでのご質問だと思いま

す。 

 防災行政無線の整備の当時につきましては、防災行政無線、いわゆるサイレン吹鳴によ

ってそういった情報をまず伝達しようということで、下浦幌地区におきましてはそういっ

た設備が従前よりなかったということの中で、特に津波の対策ということの中で防災行政

無線を整備します。ただ、その中でサイレン吹鳴におきましても、特に農業者の方が多い

地区でございますので、トラクター等で作業をしている中においてはそのトラクターの振

動等によってサイレンの吹鳴の音が聞こえないということが想定されるということでの内

容として、補助事業対応という中では、また緊急防災債の起債対応という中にありまして

は、その対応ということで整備をした経過でございます。あくまで当初におきましては、

戸別の受信機で各家庭、いわゆる家庭内の対応ということではなくて、そういった対応で

行ってきたという経過の中でございます。ただ、ただいまご指摘ありました気象条件、ま
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たその他いろんな状況の中にあって非常に聞きづらい部分もあるだろうというご指摘の中

においては、今後どういったものが想定されるか、どういった状況においては聞こえない

かということも調べながら、今後各家庭における戸別の受信機配置ということになります

とまた観点違いますので、それらは整備した中での検証を踏まえた中で、今後どういった

ことが可能かということについては調査させていただきたいと思っております。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、65 ページ終了させていただきます。 

 67 ページから 77 ページの間、第６節、避難対策ということで、質疑はございませんか。 

 澤口委員。 

〇澤口委員 71 ページに入らせていただきます。６番の避難路、避難経路、７番の避難方

法ということで、４点お伺いいたしたいと思います。 

 まず、１点目なのですが、平常時からの確認が必要な措置が必要ではあるが、どのよう

な対応をしているのか。また、避難経路にある橋梁の取りつけの強化対策ということで１

点目お伺いいたしたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまご質問のありました避難路等の日常的な平常時からの確認とい

うことでございますけれども、通常日常のパトロールによりまして道路及び橋梁について

異常がないか点検をしております。なお、橋梁につきましては、長寿命化の修繕計画を定

めまして順次改修を進めておりまして、橋梁の取りつけの強化策であります踏みかけ版に

つきましてもその設置状況等々を確認をいたしまして、設置がされていない場所について

は設置をして強化策の対応しているところでございます。また、国ですとか北海道が管理

する避難路、橋梁につきましても同様の対策を強く求めておりまして、それらについても

順次対策が講じられている状態でございます。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 平成 15 年の震災のときなのですが、避難路の橋の前後の取りつけ強化という

ことで、南地区であります愛牛橋、また第２朝日橋だとか、生剛の養生橋１、２、３とい

う５カ所についての強化対策はどのように措置をしたのか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいま幾つかの橋梁の名前が上がりました。まず、愛牛橋につきまし

ては、もう既に踏みかけ版の設置も終わりまして、次回平成 15 年と同様の災害が発生した

としても橋梁と背後地盤、これらを結ぶ踏みかけ版を設置した状況に現在ありますので、

多少の段差は生じる可能性はありますけれども、通行不能というような状況になる可能性

は低いというふうに考えております。次に、第１、第２、第３養生橋、こちらにつきまし

ては今津波避難に対しての避難道路とはなっておりませんで、あえて地域の住民の方たち

とのお話し合いの中で避難道路には選定されておりませんで、生剛橋のほうが今避難路と
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なっております。生剛橋のほうにつきましては、同じように踏みかけ版を今設置した状況

でございまして、本年度において他の補修箇所も含めて修繕が完了する予定となっており

ます。ただ、第１、第２、第３養生橋につきましても、重要な避難路にはなっていないと

はいえ、重要な路線であるということは認識をしてございますので、優先的に今後耐震、

そういった修繕に対しての措置をとっていきたい路線、橋梁であるというふうに認識はし

ているところでございます。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 次、２点目なのですが、障害物、立ち木、駐車など、普及啓蒙時も含めた要

請及び対応はということでお伺いいたしたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 避難路上に有事の際に障害物等が置かれているですとか、有事に伴いま

して障害が発生した場合ということであろうというふうに理解してございます。そういっ

た場合には、パトロールの状況を踏まえまして、速やかに障害物の移動ですとか立ち木の

処理を行うなどの対応をとってまいりたいというふうに思います。また、先ほどもお話し

しましたけれども、日常のパトロールにおいて巡視も行っており、そういった支障のある

ようなものが発見された場合には我々もご協力いただく旨お話をさせていただきますし、

また町民の皆様もそういったものがありましたならば我々のほうにご一報いただければ大

変ありがたいことであるというふうに認識をしているところです。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 ３点目に入ります。家屋、物置等の構造物が道路用地、町有地にはみ出して

いるなどの対応策としてはどのように考えているか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 現在避難路におきまして構造物がはみ出していることによりまして通行

の障害となっている構造物、これについては私たちのほうでは把握をしている状況にはご

ざいません。若干道路敷にはみ出しているものはあるのかもしれませんが、通行に障害を

与えるものとの認識とはちょっと認識を異にしております。 

 以上です。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 今の話は浦幌町内の話だと思うのですけれども、農家のほうへ行けばそうい

うことはあり得ないと思うのですが、町場の場合はこういうことはあり得るということで

考えていっていただければありがたいなというふうに思っています。 

 次に、４番目に入ります。避難場所までの避難経路が１つしかない場合に複数の経路の

確保の検討ということで、どのように考えておりますか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 避難経路につきましては、今ご指摘のとおり、１つということではなく

て、住民皆様、日常から複数の経路、我々もですけれども、用意されていることが望まし
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いとうふうに考えております。ただ、やむを得ず道路の災害の状況によりまして、道路の

損傷によりまして自動車での避難ができない場合、そういった場合には当然徒歩等での避

難となろうかと思いますけれども、そのようにお願いをしたいと思いますし、町民の方み

ずからが逃げるということの意識を強く持たれまして、避難経路につきましては日常から

複数をお考えいただけるような周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 私は、72 ページ、８の避難所、避難場所、避難目標地点ということでお聞き

したいと思います。 

 確認でございますが、ここに目安となる面積が表示しております。当然これらを参考に

避難場所の収容人員ということは対応していると思いますが、原則的にはこのような中で

対応できるということで考えるべきだと思うわけですが、流動的な要素もあるわけで、そ

のような場合、浦幌の場合避難場所の収容人員のキャパシティーというか、そういった面

では十分対応できるものは確保されているわけでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所の収容人数についてでありますが、災害に応じて違いますが、

地震における避難場所については 1,620 人、避難所については 2,520 人で、合わせて 4,140

人となっております。避難場所については一時的に滞在していただく施設であり、避難生

活を送っていただくのは避難所となりますので、町民の方全てが避難生活を送ることにな

ることを想定すると十分ではありませんが、そのために新たな施設等を設けることは現実

的ではないことから、その場合は他自治体の施設ですとか、宿泊施設等を活用することに

なると思われます。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 現状あらゆることが起きるということを考えた場合に、そういったものへの

予備的な対応策というのはある一定のものは確保するということで努力すべきだと考えま

すけれども、その辺はどうですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 新たな施設を設けるとか、そういった話ではなくですか。 

〇河内委員 例えば今のお答えでいくと、流動的な要素でそのようなことが起きた場合で

も新たな施設は設けないけれども、対応はできるという認識でいいのですね。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 新たな施設を設けることは考えておりませんが、先ほど申し上げたと

おり、ほかの自治体の施設ですとか、現在あります宿泊施設ですとか、そういった施設を

活用することで対応できるのではないかというふうに考えています。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 次に、備品の問題ですが、このことについても備品が災害の状況にどれほど

対応できるかということは災害の大きさ、規模にもよると思うわけですが、現状ではどの
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ような把握をされておりますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 備蓄品の整備につきましては、平成 25 年に浦幌町災害時備蓄計画を策

定し、順次整備を進めております。備蓄計画では、1,000 人の方に対して１日３食、3,000

食を目標としております。現在は、アルファ米を約 2,600 食程度備蓄しておりまして、避

難場所についてはあくまでも一時避難の場所ですので、食料等の備蓄は行っておりません。

食料等が必要な場合につきましては、避難所へ移動していただくか、食料等を避難場所へ

郵送することとなることと考えています。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 できるだけ対応できるような形で今後も努力していただきたいなと考えてお

ります。 

 次に、実際に熊本地震で現実的な対応として避難所、避難場所が危険な状況ということ

があったわけで、車の宿泊、またテントなどの対応もあったようでございますが、その辺

のテントの備えということではどのような考えを持っておりますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 テントにおける避難生活でございますが、本町の気象状況等を考慮し

た場合、利用できる期間が限定的になると思われますが、調査等を行いまして判断をした

いと考えております。 

○阿部委員長 安藤委員、どうぞ。 

〇安藤委員 私も避難関係で質問したいと思います。 

 避難タワーです。これは計画にも何にもないのですが、厚内市街だとか、それから南浦

幌地区に、あと十勝太地区もそうですが、避難タワーがやっぱり必要ではないかと思いま

す。厚内の場合、避難場所ということで今設けておりますけれども、車で移動するという

ことで、避難路から見ても１路線しかないと。何かあったときには近くの山に登っていか

なければならないということもあります。そういうことで、避難タワーの設置の考えがな

いかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難タワーの設置につきましては、避難目標地点を整備したことによ

りまして、必要ないというふうに判断をしております。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 設置の必要はないということですが、私は高齢者も含めて車で移動するとい

うことができない場合は、やはり近くの高いところに避難するという考えも必要かなと思

います。避難タワー、大体どこででもこういうものというのが必要だということで検討さ

れております。本当に必要ないのかどうかということを再度検討すべきかと思いますし、

昨年石巻や何かに行っても、避難タワーもすぐ建てて、いつでも津波が来ても避難できる

ような対策ということでとっております。この辺も少し私は検討が必要でないかと思われ
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ますけれども、どうですか。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 避難タワーの問題でありますけれども、本来東日本大震災後浦幌町には 27

メートルの大津波が押し寄せるかもしれないという予報が出されました。それについて 30

メートルの避難場所を確保するということで、避難場所と避難路を整備をしてまいりまし

た。その際にも避難タワーという話は出たわけでありますけれども、現実的に今浦幌町内

でそういう高い施設を持っている場所はないと、そういう高層ビルはないという現実もあ

ります。そして、その中で 30 メートルのタワーを建てて、電動で上がるわけにいきません

から、お年寄りの人がそこを階段で上っていって、27 分の間隔で避難できるのかというこ

とは、現実的ではないだろうという判断のもとで避難場所と避難路を設定した経緯があり

ます。そういう面では、私どもは今改めて避難タワーを設置するというのは自然ではない

というか、避難についてそれが有効ではないというふうに認識をしてこの決定をさせてい

ただいたところでありますので、それを今改めてもう一度避難タワーを建てるという計画

については持ち得ないということでありますので、ご理解をいただきたいというふうに思

います。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 わかりました。 

 次に、津波シェルターというものが最近売られておりますけれども、この辺の活用の検

討はどう思っておりますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 津波シェルターの設置につきましても先ほどの避難タワーと同様に、

避難目標地点を整備したことにより、必要がないというふうに判断をしております。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 津波シェルターといってもいろいろあるのですけれども、こういう丸いやつ

で、津波が来ても幾らでも、海に出ていくかもしれないですけれども、そういうものとか

あります。結構高額なものではありますけれども。わかりました。 

 それから、避難場所、避難所などの鍵の管理です。多分いろんな集会所等は行政区の区

長さんか、あと公民館については館長さんか誰かが鍵を管理していると思われますけれど

も、やはり２人で管理しないと、誰か一方というか、いない場合避難所があかないという

こともありますので、その辺の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件につきましては、お話ありましたとおり、備蓄庫の鍵に

つきましては役場庁舎と各施設において保管をしている状況となっております。ですので、

施設等に人がいないような場合には役場のほうから鍵を持ってそちらのほうに向かうとい

う形になります。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 
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〇河内委員 私は、75 ページ、避難所、避難場所、避難目標地点ということで確認をさせ

ていただきたいと思います。 

 避難所運営のマニュアルというのですか、避難所の適切な運営ということを考えた場合

にマニュアルが必要ではないかと考えるわけです。ボランティアの方々、また地域住民の

方々、また職員、それらの方々が適切にそういった運営ができるようなものがやはり必要

ではないかと考えますが、その辺についてはいかがお考えですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ご指摘のように、避難所運営マニュアルは必要だと考えております。

今後早期に策定できるよう事務作業を進め、また町民の方とのかかわりについても運営マ

ニュアルで決定していくこととなると考えておりますので、マニュアル策定後にどのよう

な方法で町民の方と共有したり訓練を行えばいいかについて検討してまいりたいと考えて

います。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、プライバシーへの配慮ということでございますが、この辺については以前私一般

質問でもお聞きした経緯がございますが、今後どのようにこの辺のことについて配慮して

いく考えなのか、その辺について再度確認をさせていただきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所におきますプライバシーの確保についてでありますが、被災後

はまず避難所の確保が重要となりますが、その後はプライバシーなどの確保が大切になっ

てまいります。町としましてもプライバシーを守るためには、数量は十分ではございませ

んが、避難所用間仕切りセット、それですとか授乳ですとか着がえ等で使用できるパーソ

ナルテント、こういったものを用意している状況でございます。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 間仕切り、パーソナルテントというようなことでプライバシーへ今後配慮し

ていくという考えでございます。特に高齢者、女性等のトイレが非常に大事なところなの

かなと考えるわけですが、これらの洋式トイレの未設置の箇所というのは何カ所ぐらいあ

りますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所につきましては、全てのトイレが洋式ということではございま

せんが、１カ所以上の洋式トイレがそれぞれ設置されておりまして、また手すりも設置さ

れ、高齢者の方などが使用しやすいような状況になっております。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 また、情報の伝達ということでの整備ということになるわけですけれども、

ワイファイ環境の整備ということで、避難所との関連ということで考えれば今どのような

現状になっておりますか。 
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○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所のワイファイ環境の整備についてでございますが、災害直後は

携帯電話回線がパンクするなどでメールやインターネットが使えなくなっても、ワイファ

イ環境を整備することで避難された方には家族の安否確認ですとか、災害情報、交通情報、

行政情報の収集などが可能になります。現在避難所では中央公民館にワイファイ環境を整

備しております。今年度には厚内、上浦幌、吉野の３公民館と総合スポーツセンターに整

備をする予定でございます。それ以外の施設に関しましては、現在のところ予定はござい

ません。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 もう一点確認させていただきます。 

 避難場所の設置及び管理運営の中に、75 ページに避難場所には町民課の指名する運営管

理者及び補助者若干名を置くということでございますが、この辺の具体的な説明をお願い

いたします。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの町民課長が指名する運営管理者、補助者についてでござい

ますが、発災直後は当該施設の施設長であったり町職員が指名されます。ただし、避難所

開設が長期化する場合には、避難されている方から指名されるものと思われますが、詳細

につきましては先ほど申し上げました今後作成する予定の避難所運営マニュアルのほうで

定めてまいりたいと考えています。 

○阿部委員長 安藤委員、どうぞ。 

〇安藤委員 今のワイファイの関係です。今年度ほかの公民館もやるということですが、

今７月ですけれども、まだ設置されていないのですか。いつやる予定なのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 契約のほうはもう済んでおりまして、予定としましては今月中めどに

設置をする予定となっております。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 76 ページの避難勧告指示要領の中の避難誘導についてお伺いいたします。 

 大きな災害が起きた場合、昨年の８月も雨のために避難をしたということが再々報告さ

れております。避難誘導は町職員、消防職員、団員、警察官、その他指示権者の命を受け

た職員が当たるというふうになっております。避難命令が出たときに的確な時間にこの人

たちが誘導が的確にできるかどうかということを、できれば一番問題なくてよろしいので

すが、事前に援助者を定めておくという支援体制の整備、避難誘導に十分な配慮をできな

いかということ。なるべくでしたら、一番こういう災害に詳しいというか、状況判断がで

きる方に任命するという方法もあるかと思うのですが、その辺についてはどのようにお考

えでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 避難行動要支援者に対する援助者ということでよろしいですか。避難

行動要支援者の援助者を決める場合には、支援を必要とする要支援者一人一人の方の個別

計画が必要となります。この個別計画を作成する前提として、地域ぐるみの協力が必要と

なります。本町としましては、この体制整備がおくれておりますので、要支援者の方の避

難誘導に当たっては町が中心となり行うこととなると考えています。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 要援護者ばかりでなくて、一般住民の方も含んでということでお聞きしてお

きたいと思います。要援護者はもちろん必要なのですが、要援護者ではないのですけれど

も、高齢者で身動きができないとかなんとか、地域の住民の方が一番的確に把握できてい

るのではないかなというふうに私は思いますので、その辺行政区長及び班長、誘導員とし

て区内の住民を安全確実に避難させる者としての実効性を図られているかということを含

めて再度お聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 行政区長ですとか班長の誘導と、その部分に関しましては、実効性を

確保するためにはやはり自主防災組織の設置というものがどうしても必要となってくるか

なというふうに考えております。その中で訓練ですとか確認を行っていただくことが本来

は望ましいというふうには考えております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 いろんな答弁聞いていますと、自主防災組織ができなかったら何にも前進し

ないような気がしますので、その辺いろいろと答弁をいただいているのですが、まず一歩

踏み出す方法というのですか、そういった具体的なものは何かお考えになっているか、い

ないか。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど来から行政区、行政区長の方々に災害対応についてご協力をいただくべく、いろ

んな方策を考えたらどうなのだといったようなことが主な内容ではないかなというふうに

思っております。午前中の中でもお話をさせていただいておりますけれども、まず１点、

行政区のそれぞれ区長さんなり班長さんなりということで、災害対応において義務化をさ

せていただくということになりますと、おっしゃる向きとしては災害においては必ずこう

いうことをしてくださいという意味合いだと思います。それは、言いかえますと義務化と

いうことになろうかと思います。そうしますと、今までの行政区活動とは違った面からア

プローチをして、それぞれの行政区のご理解をいただかなければいけないだろうなという

ふうに思っております。ただ、自主防災組織については、先ほど申し上げましたけれども、

公助、共助、自助の中において自助という部分が相当大きなウエートを占めてきている。

大災害においては特にその部分のウエートが大きいということで、自主的な災害対応、み

ずからの命とみずからの財産はみずからで守るということがまず浸透していった中では自
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主防災組織というのが非常に大きなウエートを占めるだろうと。強制的な義務化的なこと

をもってするのではなくて、自主的なものが１つでき上がってくれば、連絡体制なり避難

誘導なり、避難訓練、備蓄品等々の整備含めましてこれが行政区単位ででき上がってくれ

ば、町全体のつながりになっていくだろうというふうなことで捉えているものであります。

それを行政区の活動の中で義務化ということになっていきますと、それぞれ災害はいつや

ってくるかわかりませんので、そうしますと行政区長さんの不在のときの対応等々含めて

大きな負担になってくるだろうというふうなことで捉えてもおります。現在のところ、ご

質問の中につきましては町のほうで公のほうの中ででき得る限りの部分は対応していこう

ということで、そして並行しながら自主防災についてもその意義について事あるごとに理

解を深めた中で進めていきたいなということでお話をさせているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 副町長のお話もよくわかりました。 

 よそのまちで自主防災がなかなか組織化されないということで、行政区の規約とか要綱

とかの中に１項目入れたのです。それで、それをもとに町内会で、何かあったとき、不時

の予測がつかないときにはその要綱１項目によってみんなで協力してやろうというような

ことをうたっていっているのです。それで、それを行政の指導のもとに１項目入れるよう

なことができるか、できないか。時間はかかっても、そういうことを行政区としてやって

くださいというような、ただ行って説明だけではなかなか浸透していかないと思うのです。

行政区規約はそれぞれの行政区で違うかと思いますが、災害が起きたときはみんなで助け

合う行政区にしていこうということを何とか１項目入れていくような指導をしていただき

たいというふうに思いますが。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 午前中のご質疑の中での答弁といたしましても、防災会議、この構成につ

いても町民の方が構成員となるようなことを検討できないかといったようなご質問ござい

ました。その中においても、今後の検討課題として町民の方も防災会議の構成員になれる

かどうかも含めて検討させていただきたいということのご答弁をさせていただいた経過が

ございます。この中において、そういったお話を聞きながら、例えば行政区長の会議にお

きましても防災会議のことをご説明した中で、どのような方が望ましいかといったことを

いろいろご意見を聞きながら、また行政区によってはそれぞれの事情もございます。そう

いった中のことも含めまして、どういったことがベストになっていくかと。行政区それぞ

れのご理解も一定程度とれるものがあるかどうか、これらも含めて、これは調査と検討と

いうことでさせていただきたいということで、多少時間はかかるかと思いますけれども、

ただ強制的にこちらからというのは、先ほど申し上げましたとおり義務責任が伴いますの

で、このことについてはご理解をいただきたいというふうに思います。 

○阿部委員長 福原委員。 
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〇福原委員 何年もかかってこういうことをやっているということで、なかなか進展が見

れない。そういうことで、不在のときは副区長さんが、副区長さんの下にはいろいろな役

員の方がいらっしゃるということで、その辺なんかも規約の中にはうたわれていっている

と思いますので、なかなか難しいことかと思いますけれども、取り組んでいかないと自主

防災組織というのは何年かかっても組織化されないと思います。ぜひとも、難しいと思わ

れるでしょうけれども、やっていただきたいと私は思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 自主防災組織の話は、先ほどもさせていただきました。行政としては十分取

り組んでいるつもりであります。難しいから延ばし延ばしにしておくとか、これからも取

り組まないということは決して申し上げていませんし、いろんな手段を通じて行政区長さ

ん等々に働きかけをしているわけであります。そういう面では、先ほども申し上げました

けれども、町行政としても当然行いますけれども、議員も何かの方法があればお助け、ま

た提案をしていただきたいと先ほど申し上げたとおりであります。決して行政としてこれ

が難しいからしないとか、そういう話ではなくて、当然自主防災組織は、今自助の話をし

ているわけでありますから、その中に共助を入れていこうというのが自主防災組織であり

ます。自助と共助が相まって初めて町民の安全、安心を守るということができるわけであ

りますから、共助であります自主防災組織については当然町として最優先にこれからも取

り組んでまいりたいというふうに思っています。ただ、それを組織化するための有効な手

段としてどうするのかという話であります。行政区制の指導を強めたらどうだという話も

今いただきましたけれども、そういう強制的なものでつくれるものではないというふうに

もちろんあります。名前のとおりまさに自主防災組織でありますから、地域が自主的に立

ち上げ、そして自主的に自分の行政区の住民を守っていくという組織がなければ、本来の

形だけではなく、機能するという組織にはならないだろうというふうに考えています。余

り難しく考えるわけではありませんけれども、少なくとも共助としての自主防災組織は町

としてはこれからも取り組んでまいりますので、決して野放しにしているわけではありま

せんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 75 ページでお伺いします。 

 先ほど説明の中で避難所のマニュアルづくりを進めるというご答弁だったと思います。

それで、私もマニュアルは当然必要だと思いますし、自主運営を主眼にしたマニュアルづ

くりを進めてもらいたいなというふうに思います。これも昨年の体験からですが、食事を

女子職員の方が一生懸命準備をしてくれて、避難所にいる元気な方が手伝うよと言っても

手伝わせてもらえなかったと、こういう実態もございます。これからは、今町長もお話あ

りましたように、ともに運営できるような、住民と行政が一体になってやれる、そういう

関係づくりのためにも自主運営のためのマニュアルづくりお願いしたいなと思います。 
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 それで、その中で、先ほど同僚委員の質問もありましたけれども、避難所の洋式トイレ

の問題です。吉野も厚内も上浦幌も女性トイレ１つだけ洋式ですよね。昨年の経験からい

えば、お年寄りは洋式トイレが足りないと言っております。今後ぜひ検討してください。

ただ、公民館によってはスペースの問題があります。複数設置できるのかどうか、そうい

うことも検討しながら、ぜひ検討対象にはしてもらいたいなという実態がございますから、

まずこの点。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、避難所運営マニュアルの関係でございますが、この中身としま

してはある程度の例示されたものとかございます。その中でも初動期という部分で、行政

等が入りながら行っていく部分、それからその後の部分としまして展開期という部分で、

長期になった場合には町民の方が、被災された方が中心となって運営していくような形の

ものが、基本の手順書の中ではそういった形になってございますので、そういったものを

参考にしながら作成のほうは行ってまいりたいと考えております。 

 トイレの関係でございます。公民館のトイレに関しましては、先ほど言われたとおり面

積の関係ですとか、そういったものがございますので、実際にどれだけのものができるか

というものもありますので、それらも含めて検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 細かな質問ですので、複数やっておりますけれども、お許しいただきたいと

思います。細かなことであと２点です。 

 避難所で携帯電話の充電施設が欲しいということがございます。避難所の対応の問題。 

 あと、もう一点、非常に今報道なんかでも言われております大切な点ですけれども、避

難所での避難者名簿の作成、これはどれだけ避難されたか、あるいは最悪の場合行方不明

者がどのぐらいいるのか。そういうことの対応のためにもぜひ必要だと。必ずそういうこ

とも盛り込んで今後の対応に生かしていただきたいなと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、初めの携帯電話の充電の関係でございますが、電気等について

は避難所の電気、停電等になる場合には発電機等用意してございますので、そちらのほう

を利用していただくような形になると思われます。 

 あと、避難所の運営の関係でございます。こちらに関しては、去年避難した場合にも名

簿等を作成して、記載等をしていただいている状況にございますが、具体的なものにつき

ましては先ほどの避難所運営マニュアルのほうにもそういった部分を記載しながら考えて

いきますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 ほかにこの節で質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次のほうに行きたいと思います。 

 78 ページ、第７節、救助救出活動について質疑はありませんか。ありませんね。 
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（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、79 ページから 81 ページ、第８節、海難救助活動について質疑

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ないということで、次へ行きます。 

 82 ページから 84 ページ、第９節、災害警備活動について質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ行きます。 

 85 ページから 86 ページ、第 10 節、交通応急対策について質疑はありませんか。 

 二瓶委員、どうぞ。 

〇二瓶委員 先ほど同僚委員の質問の中に答えがあったように、常に巡回をしながら計画

に沿った橋梁等の点検も行っているというお話でございましたけれども、これは災害とい

う中身で、しつこいようですけれども、もう一度伺います。 

 あっては困りますけれども、橋梁が破損した場合の対処方法、またそれによって迂回を

しなければならない。また、そのことの伝達も含めて人員が要ると思います。無論先ほど

から言われているように電話等で連絡をすることもあろうかと思いますけれども、とりあ

えず道路が、また橋が破損した場合にはそこを通れないわけですから、必要な人員が当然

要ると思いますけれども、そのような場合の措置方法としてどう考えられているかお伺い

しておきたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 橋梁が破損した場合における対処方法につきましてでございますけれど

も、まずパトロールにおきましてそういった事象が発見された場合、速やかにその情報を

受けた後、現場対応といたしましては規制標識ですとか、バリケードですとか、あと迂回

路標示等の標示によりまして、片側交互通行、段差あり等の掲示により対応することとし

ております。また、交通量の多い場合等につきましては、建設業協会や警察の協力を得な

がら、配置をされた職員とともにそういった連携の対応に当たりたいと思います。また、

細かなその後の対応につきましては、橋梁の損傷のぐあい、それらによりまして早期な復

旧が可能かどうか、それらの判断も含め、可能であればまずは通行の確保に向けて指導し

てまいりたいというふうに考えます。また、全面的な通行どめが生じたような通路、道路

におきましては、本部のほうに情報を伝えるとともに、さまざまな情報機関を通じてそう

いった情報を配信してまいりたいというふうに考えています。 

○阿部委員長 二瓶委員。 

〇二瓶委員 いずれにしろ緊急の場合ですので、それぞれに大変な思いをするかと思いま

すけれども、いずれにしても人員的には相当数の人員が要ると思いますし、先ほどから説

明のあったように協力できる団体、警察、消防等も含めてお願いすることになると思うの

ですけれども、避難指示等が発令されたと同時に道路規制等も当然していかなければなら



- 62 - 
 

ない。しかし、連絡を受けてからそこへ行くまでに当然時間もかかるわけですから、大き

な地震とか、そういう災害の場合はそこだけでないと思われます。早急に対応するために

は各課ともいろいろ連携をとりながらやると思うのですけれども、その規制等については

どのような方向で、先ほどちょっとあったように、道路規制も含めてですけれども、標識

等もかなりの場所があった場合大変な思いをすると思われますけれども、そのことも含め

てどういうふうに対応されるのか。１カ所ですと通行どめされるのです。何カ所もあると

大変な思いをすると思うのですけれども、人為的に誘導するのか、そういうことも含めて

お聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 災害が発生した場合、橋梁が損害した場合、さまざまな事象が考えられ

ると思われます。地震による損傷の場合の掲示の仕方であったり、昨年の台風のように雨

が影響したことによって橋梁が通行できなくなったなどの場合、そういった通行に支障の

ある場合、その状況によって対応については都度変化していきますので、考えてまいりた

いというふうに考えています。特に重篤な場所、通行することによって危険が発生する、

そういった場所については当然パトロール員を常時配置するなどの対応が必要であるとい

うふうに考えますし、一つの経路の中で複数橋梁のある場合には広域な路線、長い区間の

中、その中で規制をすることによって通行の確保の明示、そういった対応もとらなければ

ならないというふうに考えています。 

 あと、規制標識につきましては、一定数は施設課のほうで保管しているものもございま

す。ただ、そういった場合には、平成 15 年当時もそうでございましたけれども、さまざま

な協力を得ながら緊急的に資材の調達を行って対応してまいりたいというふうに考えてい

ます。 

○阿部委員長 ほかにこの節についてありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、この節についてはこれで終わります。 

 それでは、87 ページから 88 ページ、第 11 節、輸送対策について質疑はございませんか。 

 森委員。 

〇森委員 災害輸送時の方法ということで車両の確保ということで、車両の確保につきま

しては資料もいただきました。先ほど説明もいただきました。ただ、１点、緊急時に使用

されている場合の対応というのはちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 緊急時に使用しているという部分でございますが、災害が発生した場

合については、公用車については通常の業務の公用車の運転よりも緊急のほうを当然最優

先して使用するような形は考えております。 

○阿部委員長 もう一度お願いします。 

〇獅子原総務課長 申しわけございません。 
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 公用車のほうも貸し出し用という部分と専用車という部分がございますので、基本的に

は貸し出し用については通常ほかの課、いろんな課で使用することができますので、全て

が出払ってしまう可能性はあるのですけれども、専用車として持っている部分がございま

すので、そういったものについては緊急時に使用するということになります。 

○阿部委員長 ほかにこの件についてよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次に移ります。 

 89 ページから 91 ページ、第 12 節、食糧供給活動について質疑はありませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 食糧供給活動ということで、大きな災害が起きた場合は炊き出しをするとい

うことでここにうたわれております。炊き出しは、学校給食センター、各避難所の施設を

利用してというふうにあります。ボランティア、女性団体の協力を求めて行う。前の大き

な炊き出しの場合は、町の女性職員がやっていたと思うのです。私もちょっとのぞかせて

いただきました。一生懸命やっていらしたのです。学校給食センターの利用というふうに

ここには書かれております。今現在学校給食センターが建設中でございます。所管事務調

査のときには災害用のことは余り考えていないというような内容でなかったかと思うので

すが、どのような規定やら整合性により実現、対応していくのかお伺いしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 炊き出し等における給食センターの利用についてでございますが、炊

き出しをどのような条件下で行うなど定めた決まりはございません。災害の状況によりま

して臨機応変に対応してまいりたいと考えております。ですから、昨年あった場合とかで

すと数がそれほど多くなかったということもございましたので、中央公民館の施設を利用

して、対応するのも女性職員が対応するという形をとっております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 学校給食センターの利用の件については、どのようにお考えでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 一応今申し上げたとおり、災害の状況により臨機応変に対応してまい

るということで考えていますので、ただ現実的には給食センターを利用するのは難しいの

ではないかなというふうには考えている状況でございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 このごろできた新しい給食センターでは災害対応のものもできるとはっきり

と明言されて、パンフレットの中にも書かれておりますので、浦幌町だけできないのかな

と非常に残念に思っておりました。なるべくでしたら、せっかく何億円もかけて建てる施

設です。難しいって、何かが生じた場合全てが難しいのです。それを解決していくのが行

政の力でないかなというふうに思っていますので、よろしくお考えください。 

○阿部委員長 副町長。 
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〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 もう既に実施、工事が始まっている給食センターの内容でありますけれども、実施がさ

れているということにつきましては予算も成立をしていると。お話の部分については、当

然予算の中には入ってございません。それを変えるとなると相当な分になるのだろうなと

いうふうに思います。 

 まず、１点は、先ほどご質問の中にございました学校給食センターについては災害の対

応をしないのだろうということのお話がありましたけれども、所管調査でもそういうお話

があったような話だったのですけれども、この 91 ページに記載しておりますとおり、町立

学校給食センターについても炊き出しの対応ということが記載されてございます。また、

学校給食センターの実施計画の説明に当たった中でも、浦幌町の地域防災計画に基づいた

学校給食センターの運営ということの説明をしていることでございます。そういった中で

は、防災計画については臨機応変な対応という部分としては一貫した説明の中でご理解が

いただけるのかなというふうに思います。また、給食センターの利用でございますけれど

も、施設規模からいいましても全町的な対応をすることを考えたときには当然この施設の

規模では対応し切れないと。炊き出しということになりますと 5,000 人の 5,000 食という

ようなことで、単純に言いますと到底その規模となると現在のものより数倍の規模になっ

ていくだろうと。これは現実的にはどうなのかというのがまず１点と、また各避難所等に

おける備蓄品、アルファ米等の整備も行ってございますし、また食料供給にかかわるそれ

ぞれの小売店にかかわる協定、こういったこともさせていただいております。そういった

中で臨機応変の中では、万が一大きな災害であっても給食センターをその中で必要とする

のであれば対応するという部分でございまして、そのことについては具体的にどうのこう

のという段階ではなくて、現状の規模、能力に応じた中での最大限のフル活用といったこ

とで考えてございますので、先ほど来説明をさせていただいておりますとおり、どのよう

な条件下で行うかということは明確な規定はございませんけれども、いずれにいたしまし

ても先ほど申しました備蓄米、また供給食料品、こういった活用をしながら対応してまい

りたいと。そういった中で給食センターの利用があるかどうかということについては判断

をさせてもらいたいといったことでございますので、現状の実施設計に基づいた予算化さ

れた中での工事を実施してまいっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 ほかこの件に関して質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、92 ページ、第 13 節、給水対策について質疑はありませんか。 

 森委員、どうぞ。 

〇森委員 給水の実施、また給水の方法ということでアとイを書いてあるのですけれども、

下のほうのイの部分です。水源の破壊になったとき、給水が不可能だというときに保健福

祉事務所の協力を得てというふうに書いてありますけれども、これはどのような場所を想

定しているのかお聞きしたいと思います。 
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○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいまのご質問でございますけれども、水源の破壊によりというとこ

ろにつきましては、取水口というふうに認識をしてございます。同一河川内で河川災が発

生した場合に取水口が被災を受けた場合、水をつくる、需要を受けることができないとい

うことでございますので、その場合におきましては同一河川の直近、なるべく近くの場所

で被災を受けていない、また再度被災を受けないような場所、そういった場所に取水可能

な位置を特定、選定しまして、許可といいますか、保健福祉事務所の理解を得まして、そ

の水源を決定し、水の確保を行うというふうな内容というふうに考えているところでござ

います。 

○阿部委員長 森委員、どうぞ。 

〇森委員 わかりました。 

 次に、井戸を所有している事業所との災害協力という考えにつきましてはどうなのでし

ょうか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 ただいま町内において井戸を活用している事業者につきましては、２つ

の事業所があるというふうに認識をしてございます。これまでその２つの事業所とそうい

った災害協力についての協議自体は行った実績はございませんが、災害時給水への応援体

制、そういったものを補完する上では大変有効な手段であるというふうに考えております

ので、今後そういった事業所とどういった形が可能かということも含め協議を行ってまい

りたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 森委員、どうぞ。 

〇森委員 わかりました。 

 また、災害のときに、どこの災害もそうなのですけれども、家畜の水というのが一番困

ると思うのですけれども、家畜の水につきましてはこういう災害のときというのは本町と

してはどのようにお考えになっているのでしょうか。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 家畜等への給水対策についてでございますけれども、まず町民の方、人

命を確保するための給水、これが最優先ということは皆さんご認識のとおりというふうに

考えます。また、その他断水時ですとか、そういったときの対応につきましては関係機関、

農協ですとか産業課、町であれば産業課となりますけれども、そういったところと連携を

図りまして、各戸が備えますタンクですとか貸し出しのタンク、それらのものを用いまし

て輸送給水をするなどの対応を図ってまいりたいというふうに考えます。 

○阿部委員長 ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、93 ページから 94 ページ、第 14 節、上下水道施設対策について

質疑はありませんか。ございませんね。 
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（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、お諮りいたします。 

 ここで暫時休憩をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

 

             午後 ２時３２分 休憩 

             午後 ２時４５分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を開きます。 

 休憩前に引き続き審議を続けます。 

 95 ページから 96 ページ、第 15 節、衣料、生活必需品等の物資供給活動について質疑は

ありませんか。この節について質疑はありませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 95 ページの衣料、生活必需品等の物資供給活動というところの調達方法につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 ある程度の備蓄も必要であると思いますが、現在の状況と今後の計画はということでお

伺いをしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 調達方法の部分の物資の部分でございますが、衣料や生活必需品の備

蓄につきましては、毛布ですとかおむつ等は備蓄しておりますが、そのほかにつきまして

は備蓄計画に記載がなく、現時点では整備の予定はございません。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 現在の状況ですとそんなに細部にわたっての備蓄は必要性がない。毛布とお

むつ等だけという感じで備蓄をしているということです。有事の際の備蓄の方法もある程

度計画性を持ってやっていると思いますが、その辺の計画策定というか、ここの災害対策

編の中においてはいろいろと細部にわたって掲載しております。これ万が一何かが生じた

場合にはこういったものが必要だということで掲載をしていると思います。町長が必要と

認めたものということで書いてありますので、その辺についてもっと住民に必要なものの

計画策定ということで考えているかどうかお伺いしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 備蓄計画につきましては、平成 25 年に策定しておりまして、それらの

ものについては備蓄計画の中である程度こういったものを整備するというものを決めてい

る状況にございます。ただ、先ほど申し上げたとおり、全てここに載っているものを備蓄

しているわけではございませんので、それらについては個人個人、各自で備蓄してもらう
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ということも必要だと思いますので、今までもハザードマップですとか、そういったとこ

ろにも掲載したりして周知はしておりますが、これらにつきましても今後また機会があれ

ば周知をしてまいりたいと考えています。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 95 ページ、実質責任者ということでちょっと確認をさせていただきたいと思

います。 

 これによりますと、救助法が適用された場合には知事が行うけれども、救助法の第 30

条の第１項の規定により委任された場合は町長が実施するということでございますが、こ

れは実質的なそういったことを担当する責任者ということではやはり町長ということで考

えているわけですか、このことについては。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 食料ですとか生活必需品の供給につきましては、所管課につきまして

は防災計画の右側のほうにも記載してあるとおり保健福祉課が所管となりますので、現場

での責任者は保健福祉課長になります。 

○阿部委員長 ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、次へ行きます。 

 97 ページから 99 ページ、第 16 節、医療、医療救護及び助産活動について質疑はありま

せんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 それでは、97 ページに集団事故救急医療対策として掲載されております。災

害等が起きた場合に、浦幌消防署内に救急箱３セットということで備蓄するというふうに

書いてあります。救急箱の現状と、浦幌消防署の区域内が非常に人口が多いということで

全部３セットを浦幌消防署内に備蓄しているようですが、ほかの消防署には対応はしない

のかどうか伺っておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 記載のとおり、浦幌消防署において３セット備蓄という状況になって

おりまして、分遣所のほうには整備はしていないものと考えています。 

〇福原委員 救急箱の現状は。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 消防署において３セット備蓄している以外に、簡易な救急セットにつ

きましてはそれぞれの各備蓄庫の中に保管はしてございます。 

○阿部委員長 ほかご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、これで終了します。 

 それでは、100 ページ、第 17 節、電力施設応急対策について質疑はありませんか。 
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 澤口委員。 

〇澤口委員 電力に対してお聞きいたしたいと思います。 

 応急対策ということでアとイとありますが、被害状況により早期復旧が見込まれない地

区における重要施設に対して適切な処置により仮送電するとありますが、次の３点につい

てお伺いいたします。まず、１点目、補助電源は十分に対応できる能力を持っているのか

をお伺いいたします。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、補助電源の能力でございますが、役場に設置しております自家

発電設備につきましては約５割程度、各公民館や総合スポーツセンターの発電機による供

給につきましては照明や暖房器具などの最低限の電力供給となっております。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 ２点目でありますが、町内の施設の太陽ソーラーパネル施設からの電力供給

というのは可能でありますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 公共施設においてソーラーパネル等を設置している部分につきまして

は、まず浦幌中学校においては電力供給をすることはできません。また、移住体験住宅に

つきましては、発電中は供給することは可能ですが、発電量も限られるので、利用は限定

されるものと思われます。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 余り供給能力がないということなのかな。 

 ３点目でありますが、今現在町で使用している電気自動車の件について、今の電気自動

車を十分に活用する検討はあるのかということでお伺いいたします。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 電気自動車につきましては、本年度から１台導入されております。電

気自動車から電力を得ることは可能でございますが、蓄電量がわずかだと思われますので、

利用については限定されるものと思われます。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 今のお話聞きますと、なかなか寂しい話にしか聞こえませんので、何とか供

給できるような対応策をぜひとっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 発電機等につきましては、今現在もある程度のものを整備して、最低

限のものではございますけれども、この程度でということで考えてございますが、電気自

動車の関係ですとか、そういった部分につきましては今後何か活用できるものがないかと

か、そういった部分について検討してまいりたいと思います。 

○阿部委員長 二瓶委員、どうぞ。 
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〇二瓶委員 ただいまの同僚委員の部分に関連してでございますけれども、町内に町有地

を買っていただいたというふうな大きな太陽光ソーラーパネルというのがありますけれど

も、そういったところから供給してもらえるとか、そういったことは考えられないのかど

うか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほどの浦幌中学校の使えないといったものを含めて、売電をする場

合にはそういった形で回すことがどうもできないというような形を聞いています。それで、

民間で今設置しているものがどういうような状況になっているかというものを把握してい

ない状況ですので、その辺についてももし確認がとれれば、そういった確認をとってみた

いと考えています。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、101 ページ、第 18 節、ガス施設応急対策について質疑はありま

せんか。 

 二瓶委員。 

〇二瓶委員 先ほどから電気等々のことで大変苦慮している部分で、ＬＰガスですと割と

持ち運び等も楽なのかなと。そういった点においては、ＬＰガスの販売業者とか保安機関、

容器検査所等々のいろいろな協力をいただくことになろうかと思いますけれども、供給と

申しますか、提供というのはどの程度可能なのか。当然危険物の一種になろうかと思いま

すので、簡単にはできないと思いますけれども、記載のとおりそれぞれ協力いただくと、

業者も含めてお願いはするのでしょうけれども、広範囲になるとそれだけではちょっと間

に合わないと思いますので、その辺の考え方というものを聞いておきたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ＬＰガスの供給についてでございますが、北海道ＬＰガス災害対策協

議会と協定を締結しておりますので、協議会を通じて供給していただくこととなります。

協定書のほうも資料編の 110 ページのほうに載ってございますが、その中にありますとお

り、避難場所における応急措置及び復旧工事ですとか、避難場所等へのＬＰガスの供給及

び供給に必要な関連機器の設置工事等、そういったものが含まれてございますので、そう

いった対応ができると思います。 

○阿部委員長 二瓶委員、どうぞ。 

〇二瓶委員 ただいま説明をいただいて、ただ大きな災害になりますと協定は組んでいた

としても場所によってはなかなかその場所に行き届かない。そういったこともあると思う

ので、地域における販売業者も当然協力はいただけることになっておりますけれども、行

政としても先ほどから言われているように電気の関係なんかも燃料によって発電するので

しょうけれども、ＬＰガスで発電のできる機械もあるわけですけれども、そのことも含め

て、どの程度販売業者の方々に協力をいただけるのか、その辺もちょっと伺っておきます。 
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○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げましたことと重複しますが、協定につきましては十勝

支部長と、並びに浦幌分会の分会長ということで協定を結んでおりますので、町内の業者

の方とそういったことができるということになってございます。内容につきましても先ほ

ど申し上げたとおり、応急、復旧活動支援の範囲ということで規定されておりますので、

その範囲内で行えることについて行っていただくことになります。 

○阿部委員長 それでは、18 節、ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、102 ページから 103 ページ、19 節、通信施設応急対策について

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ないようなので、次のページ、104 ページから 106 ページ、第 20 節、防疫

対策について質疑はありませんか。 

 安藤委員。 

〇安藤委員 105 ページの関係で防疫の関係です。避難所、避難場所の消毒剤、クレゾー

ル等ということになっています。それと石けんなどの備蓄の現況と今後の備蓄計画をお聞

きしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 消毒剤ですとか石けん等の備蓄についてでございますが、災害用とし

ては今現在は備蓄はしておりません。ただ、主要な施設につきましては、手洗い用の消毒

剤等を配備しているといった状況となっております。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 備蓄していく考えはないのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 物によっては、保存年限というか、年数経過しますと使えなくなって

しまうものとかがございますので、そういったものでないもので活用できるものがあるか

どうか検討しまして、今後考えてまいります。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、104 ページから 106 ページ、第 20 節、防疫対策は終わります。 

 それでは、107 ページから 108 ページ、第 21 節、廃棄物処理活動について質疑はありま

せんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 107 ページの廃棄物処理活動の中の廃棄物処理等の方法をお伺いしておきた

いと思います。 

 今非常に甚大な災害を受けている地域があります。幸いにして浦幌町はそういう廃棄物
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がたくさん出るような災害は起きておりません。ですが、きのうの新聞だと思うのですが、

丸太の処理ですか、災害のごみと言っていいのかどうかわからないのですが、そういった

ものが収集が間に合わないというようなことで載っておりました。浦幌町の現状はどのよ

うになっているのかと、それから普通の家庭ごみを含めて、畳等いろんなものが災害のと

きにごみとして出てくる可能性もあります。そういったものも想定した中での対策を考え

ているかどうかお伺いしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害時のごみ処理に関しましては、収集が間に合わない場合には町有

地等の中から一時保管場所を選びます。場所の選定については行っておりませんが、災害

状況などから適切な箇所を選定することとしております。また、災害時に出てきたごみ等

につきましては、直接統太のほうに運び込むということも災害時に関しては行えるように

なっております。 

○阿部委員長 この節について質問ございませんか 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ないようですので、次行きます。 

 109 ページから 112 ページ、第 22 節、文教対策について質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、113 ページから 114 ページ、第 23 節、応急住宅等の確保につい

て質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、115 ページから 117 ページ、第 24 節、行方不明者の捜索及び死

体の収容処理、埋葬についてご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、118 ページ、第 25 節、障害物除去対策についてご質疑はござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 119 ページ、第 26 節、労務供給活動についてご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、120 ページから 122 ページ、第 27 節、ヘリコプターの活用につ

いてご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 続いて、123 ページから 127 ページまで、第 28 節、自衛隊の派遣要請につ

いて質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 次、128 ページ、第 29 節、広域応援体制について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



- 72 - 
 

○阿部委員長 それでは、129 ページ、第 30 節、ボランティアの受け入れについて質疑は

ありませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 ボランティアの受け入れの中に、道、町及び関係団体は相互に協力してボラ

ンティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともにというふうにうたわれています。

受け入れについてですが、身元確認などを含めた体制づくりが必要であると思います。実

際に受け入れる場合のマニュアルや事務手続についてどのように体制をとっているのか、

現在そういった状況が起きていないのは幸いですが、その体制と指示系統が非常に重要で

ありますので、その辺の計画等がありましたら、お聞きしておきます。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害ボランティアの受け入れについてでございますが、大規模災害が

発生し、災害ボランティアを受け入れる場合は、町と社会福祉協議会が連携し、ボランテ

ィア活動が円滑に行われるよう調整を行う災害ボランティアセンターを設置するものと思

われます。北海道におきましても、今年北海道災害ボランティアセンターが設置されまし

た。実際にボランティアセンターを運営する場合には、北海道よりボランティアセンター

の運営経験のある職員を派遣いただき、ボランティア活動が円滑に行われるように努めて

まいります。 

○阿部委員長 ほかご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ行きます。 

 130 ページから 132 ページ、第 31 節、災害救助法の適用について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ行きます。 

 133 ページ、第３章、災害復旧計画、第１節、基本方針について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 134 ページから 135 ページ、第２節、被災者生活再建支援について質疑は

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、136 ページ、第３節、経済復旧支援について質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 137 ページから 138 ページ、第４節、災害復旧計画について質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 139 ページ、第４章、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策、第１

節、総則について質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 140 ページ、第２節、災害対策本部等の設置等について質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 141 ページから 143 ページ、第３節、地震発生時の応急対策等について質

疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 144 ページから 150 ページ、第４節、津波からの防護及び円滑な避難確保

に関する事項について質疑はありませんか。 

 杉江委員。 

〇杉江委員 146 ページの避難対策等でお伺いしたいと思います。 

 協議の始まりにも避難訓練のところでの事故等についての質問をいたしました。それぞ

れきょうの質疑事項は議員みんなで取りまとめをして、それぞれ分割をしてやらせてもら

っておりますので、その内容を分けた中で質問しておりますが、この件については 146 ペ

ージ見ますとそれぞれ業務を公務ではなくて何々をしなければならないという支援の内容

について細かく書かれております。そういう中で、車両に援助して乗せた場合の補償はど

うなのだろうなという、災害時ですからはっきり言いまして愚問だと思っていますけれど

も、取りまとめた内容の質問でありますので、一応お聞きをしたいと思います。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害発生時の自動車事故についてでございますが、町において同乗者

の方が負傷した場合に補償できるような保険には加入はしておりません。また、保険にお

きましては、地震、津波、噴火といった災害につきましては特例扱いとなり、補償されな

いというふうに聞いております。交通事故と認定されれば、個人の方が加入している保険

により補償されるものだと思われますが、個々人が加入している任意保険によっても違い

があると思われますので、断定的にお答えすることはちょっと難しいと思っています。 

○阿部委員長 ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、次へ行きます。 

 151 ページ、第５節、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画について質疑はあ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 152 ページ、第６節、防災訓練計画について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、153 ページから 154 ページ、第７節、地震防災上必要な教育及

び広報に関する計画について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○阿部委員長 次に、Ⅲ、風水害対策編に入りますが、同様の内容となっておりますので、

189 ページから 192 ページまでの第２章、災害応急対策、第３節、急傾斜地対策について

質疑はありませんか。 

 森委員。 

〇森委員 191 ページの関係で警戒体制の基準ということで、降雨量の状況ということで、

前日までの連続雨量が 100 ミリ以上、全部 100 ミリ以上というような数字明示されていま

すけれども、この辺の基準雨量の変更というのはこのままずっといかれるのですか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害警戒区域における警戒体制の基準に

ついてでございますが、気象庁の土砂災害に関する大雨警報の発表基準は土壌雨量指数基

準を使っております。これは、降った雨が土壌にどれだけたまっているかを雨量データか

ら計算しているものでございます。今後気象台等の関係機関に照会いたしまして、現行の

雨量でいいのか、それも含めまして確認の上で、必要があれば警戒体制基準の見直しを行

ってまいりたいと考えています。 

○阿部委員長 森委員。 

〇森委員 わかりました。警戒基準の見直しということで、浦幌町の場合は 100 ミリを超

えましたら、かなりの非常に困った状況にもなると思います。近年の天候を見ますと、集

中的に降られるということが現実になってきておりますので、まだ雨量がないからという

ことでなくて、天候状況の情報を収集しながら当たっていただければいいのかなというふ

うに思っております。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますが、雨量等の関係だけではなく、気象庁

のほうでも新たに洪水の危険度を示す新たな基準のものですとか、そういったものを新た

に作成するものもございますので、そういったものがたくさん、今いろんなものが気象庁

のほうでも出てくる形になっておりますので、それらの情報を的確に把握しながら対応の

ほうを行ってまいりたいと考えています。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、269 ページから 270 ページ、第４章、水防計画、第１節、総則

について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、次行きます。 

 271 ページから 273 ページ、第２節、水防組織について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 274 ページから 275 ページ、第３節、水防危険区域の指定について質疑は

ありませんか。 
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 澤口委員、どうぞ。 

〇澤口委員 274 ページの水防危険区域の指定ということでお伺いいたしたいと思います。 

 平成 27 年の水防法改正により、想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図等が

河川ごとに公表されているはずなのですが、その内容を踏まえたハザードマップの見直し

が必要ではないかなと思うのですけれども、その辺についてお伺いいたします。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ハザードマップの見直しについてでございますが、昨年国が所管する

河川の洪水浸水想定区域図が公表されましたが、昨年８月の降雨データを解析に反映し、

区域図の見直しが必要かどうか、帯広開発建設部で確認をすることとなったため、帯広開

発建設部からハザードマップ更新作業について中断の依頼がございました。今月帯広開発

建設部より区域図を変更しないことの連絡がありましたので、国所管の河川についてハザ

ードマップを更新することはできますが、本町の場合道が所管する浦幌川がございます。

こちらにつきましては、平成 30 年から 31 年に公表されると聞いてございます。現時点で

ハザードマップを更新しても２年程度でまた新たに更新しなければならないこととなるた

め、道河川の公表を待ち、ハザードマップの更新をしたいと考えております。なお、国所

管の河川に関する洪水浸水想定区域図につきましては、帯広開発建設部のホームページに

掲載されております。また、浦幌町のホームページにおいてもハザードマップとともに掲

載をしている状況でございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 それでは、２番目に質問しようと思っていました浦幌川についての河川の氾

濫を想定しているのかということで、ハザードマップに対してお伺いしたいのですけれど

も。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 浦幌川につきましては、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域

図がまだ公表されておりませんので、現在公表されている洪水浸水想定区域図に基づきま

してハザードマップを作成しております。 

○阿部委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 ３点目の十勝川減災対策協議会との情報の共有ということでお伺いいたしま

す。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 十勝川減災対策協議会についてでございますが、今年度から十勝川外

減災対策協議会と名称を改め、十勝管内全ての市町村が構成員となりました。５月に幹事

会、６月に協議会を開催し、水害リスク情報ですとか取り組み状況等について情報共有を

図っています。 

○阿部委員長 安藤委員。 
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〇安藤委員 274 ページです。水防危険区域の指定ということで、今もハザードマップの

関係出ておりましたけれども、実際十勝太コミセンとか旧養老小学校、浦幌中学校など、

浦幌小学校もそうなのですが、避難場所が浸水区域になっております。その辺の考え方を

お願いしたいと思います 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 洪水浸水想定区域にある避難所等についてでございますが、ハード的

な浸水対策を新たに行うことは考えておりません。床下浸水等の危険がある場合につきま

しては、避難された方を他の避難所等へ移動させることで対応したいと考えています。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 避難所、避難場所の関係は、ほかのところに移すというか、考えるというこ

とですが、ここの公民館の前にも備蓄の倉庫あります。それから、光南のほうの施設課の

車庫には水防倉庫があります。そこに結構備蓄のものが入っておりますけれども、そこも

浸水区域で青く塗られたり、黄緑になったりしております。その辺の考え方はどうなって

おりますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいま言われたとおり、浸水区域内にあるものがございますけれど

も、水害に関しましては地震とかと違いまして、若干時間の余裕というか、ありますので、

その中で中の物を移動させるとか、そういった対応をしていくことになると思われます。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 それから次に、樋門、樋管の管理の現状を教えていただきたいと思います。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 樋門、樋管の管理の現状につきましてでございますけれども、まず北海

道管理河川につきましてはこれまでもお知らせをしていますとおり、71 名の方々のご協力

をいただきまして、年５回の定期点検を行っていただいているところでございます。また、

毎年３月におきましては、年度ごとのお願いということをさせてもらっておりますので、

今年度におきます注意点、異常気象時、災害時における巡回も含めました注意事項等をお

知らせをさせていただいて、対応いただいているところでございます。また、開発河川に

おきましては、町が委託を受けている部分につきまして朝日、十勝太の２カ所となります。

そのほかの直轄の河川樋門につきましては、開発みずからが地先の方と契約をされまして

管理をされております。ただ、情報の共有という点におきましては、開発さんとも常に情

報はいただいておりまして、どのような推移状況にあるとか、樋門をいつ閉めたですとか、

そういった対応については滞りなく共有の認識を持って対応できているというふうに考え

ているところでございます。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ほかにご質問ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
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○阿部委員長 それでは、この節につきましてはこれで終わりといたします。 

 それでは、276 ページから 281 ページ、第４節、通信連絡について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 282 ページから 286 ページまで、第５節、水防活動について質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 287 ページから 289 ページまで、第６節、費用負担と公用負担及び公務災

害補償について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 290 ページ、第７節、水防報告について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 291 ページ、第８節、水防訓練について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 293 ページから 298 ページ、Ⅳ、事故災害対策編、第１章、事故災害対策

計画、第１節、海上災害対策計画について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 299 ページから 303 ページ、第２節、鉄道災害対策計画について質疑はあ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 304 ページから 308 ページ、第３節、道路災害対策計画について質疑はあ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 309 ページから 316 ページ、第４節、危険物等災害対策計画について質疑

はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、317 ページから 321 ページ、第５節、大規模な火事災害対策計

画について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 322 ページから 323 ページ、第６節、林野火災予消防計画について質疑は

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 以上で地域防災計画の本編を終了し、次に地域防災計画の資料編の全体に

ついて質疑はありませんか。 

 河内委員。 

〇河内委員 103 ページでございます。防災関連協定ということで確認をさせていただき

たいと思います。報道などでは食料品などを含めた協定について報道されていることがあ
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りますが、浦幌町の場合そのようなことの今後の協定については何か考えはありますか。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 防災関連の協定についてでございますが、８月にセブンイレブンジャ

パン様と協定を締結する予定となってございます。今後につきましても、各事業所様のお

申し出ですとか、必要なものに関して町からのアプローチを行い、協定を締結していきた

いと考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 142 ページでお伺いいたします。 

 各課の所掌事務ということで、私たちも今回この地域防災計画の検討をするに当たり、

職員の初動マニュアル、それから所掌事務を含めてそれぞれ内容について検討させていた

だきました。その中で、本当によくできているなと。当然東日本大震災の後の策定であり

ますから、そつなくできているし、このまま実施されれば本当にいい体制になれるのだと

いうふうに思って見させていただいております。その中で、既にもうご承知かと思います

が、私たちも議会で石巻の災害について調査をさせていただきました。その中で、石巻市

が多分恥を忍んで出した庁内の総括、災害に対する東北の市町村で一番被害が多かった理

由は何かということで出した資料がございます。ちょっとこれを紹介させてください。 

 職員の問題点ということで、防災意識が低いと。その中で地域防災計画を各職場に配付

しているが、知らない職員が多かった。災害時の自分の役割を知らなかった。地域防災計

画の存在は知っているが、災害時に読もうと思っていた。災害対策基本法、災害救助法の

内容を知らなかった。幼稚園職員にしかできない市民のための仕事という意識が希薄だっ

た。次に、行動意識が低いという点で、家族が心配で職場から帰ってしまい、家族は避難

して無事だったが、自分が被災してしまった。休暇中に被災し、避難した避難所で数日避

難をしていた。職場の問題点として、当事者意識、能力がないという点で、平常時の職場

内において災害対応協議をしたことすらなかった。災害関係以外の職場は、災害対応は災

害対策課の仕事だと思っていた。地域防災計画に記載されていない業務は、災害対策課へ

回した。対応ごとに各職場が作成する災害活動マニュアルがなかった。知らなかった。次

に、職場の防災意識が低いため、課題解決のノウハウを生み出せなかった。膨大な業務量

に拒絶反応を起こし、遂行する発想力が持てなかった者もいたという、これは内部総括で

す。 

 先ほど申し上げたように、非常に浦幌の対応策よくできていると思うのですが、災害時

に担当課で考えて行動する。いってみればラグビーの試合みたいものです。タイムとって

作戦指示できないですよね。そういうことへの対応策、これが一番災害時には必要だと思

うのです。このことについて１点だけお聞かせください。 

○阿部委員長 総務課長。 

〇獅子原総務課長 災害対応に係る指揮命令系統につきましては、警戒本部、または災害

対策本部が各課に指示されますが、資料等に記載されている全ての業務を警戒本部、また
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は災害対策本部からの指示を把握することは現実的に難しいと考えております。ですから、

今言われましたとおり、業務によっては各課長において判断、処理し、報告を受けるなど

の業務があるというふうに、そのように捉えてはおります。 

○阿部委員長 ほかにご質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次に行きます。 

 津波避難計画の全体について質疑はありませんか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 私も、ずっときょう全体の流れの中でいろいろ考えさせられるところもござ

いました。自主防災組織、これはやっぱり必要だということで、我々も行政側もこれは共

通の認識としてきょう確認できたのかなと。必要であれば、自主防災組織を立ち上げるた

めにどうしたらいいかということで私たちとちょっと異なるところがあるのかなと感じて

いるところでございます。そのような中で、自主防災組織には大きく分けると、先ほども

申し上げたわけですけれども、平常時の活動、それと災害時の活動、大きく分けて両方あ

ると思います。その中で、まずは平常時の活動を…… 

○阿部委員長 河内委員、今津波避難計画の全体について質疑はありませんかということ

で私伺ったのですが、まだ終わっていませんので、その後に最後の質疑を受けたいなと思

いますが、よろしいですか。 

〇河内委員 はい、いいです。 

○阿部委員長 津波避難計画の全体について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、これで資料に対する質疑は終了いたしまして、最後に全体を通

して質疑はございませんか。 

 河内委員。 

〇河内委員 申しわけないです。今途中まで申し上げましたので、そこは割愛します。 

 平常時の活動ということをまずはウエートとしては高めた中で、自主防災組織にご理解

をいただくということが大事なのかなと。災害時の活動となりますと、先ほど行政区長の

義務化ということでのお答えがあったようにも思いますが、ここが負担になってくるとい

うことを考えると、まずは平常時の活動を優先的にご理解してもらうというようなことで

私は今後自主防災組織の理解を深める中で対応していくべきではないかなと考えますが、

その辺はいかがお考えですか。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまの委員のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 先ほど来からお話をさせていただいていますとおり、防災会議の構成にかかわる町民参

加、または行政区長さんの業務にかかわる、いわゆる行政区内部における業務にかかわる

こと等々あろうかと思います。おっしゃるとおり、平常時のこういった活動ができますと、
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そのことが時間とともに経過をして、災害時、非常時の対応も可能になってきますといっ

たことの時間経過をたどっていくのも一つの方法だろうというようなご指摘だと思います。

このことにつきましては、先ほど来からご説明させていただいておりますとおり、防災会

議の構成にかかわる町民参加と行政区長さんの今後の自主防災がなかなか難しいという部

分も多分いろんなご意見があると思いますので、一堂に会した中で行政区長さんからのご

意見をいただきながら、どんな方法が一番いいだろうということをお互いに協議をしなが

ら進めてまいりたいなと思ってございますので、ご指摘あったことについてもその中で話

し合いをさせていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 あと、もう一点、自主防災組織を今後立ち上げるに当たっては、基本的には

笑顔輝く支援ということでのそちらの制度を活用した中で、補助制度は考えていないとい

うことでの考え方だったと思うのですけれども、そのほかにそういった行政区への周知が

足りなかったという反省というか、今までなぜ自主防災組織が立ち上がらなかったかとい

う理由の中でそういったことでの答弁があったと思うのですけれども、私は３年間このこ

とについて努力してきたけれども、実っていないということでの現実を踏まえた中で、今

後同じようなことをして自主防災組織が立ち上がってくるのかなという本当に素朴な疑問

があるのですけれども、その辺の考え方というのはどうですか。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で笑顔輝く地域づくりという話はしてございませんので、それが自主

防災組織の設立に影響しているというふうには捉えてございません。先ほどのお話の中で

は、自主防災、いわゆる自主運営を行わなければいけないというのが第１点、防災組織と

してはございます。これが各行政区においてはいろんな事情があるのも事実だと思います。

その中で、自主防災の運営をしていくにはどういう難題があるのだろうと、これはその都

度この３年間においても話し合いをしてきておりますけれども、またもう一度改めてそう

いった部分は確認していきたいなというふうに思っていますし、中には実際には自主防災

組織の立ち上げには至らなかったと、ですけれども自主防災という意識の強い思いがござ

いまして、機運が高まり、それも行政区内でいろいろ話し合った中で、いわゆる災害弱者

と言われる方々に対する対応をどうしたらいいのだろうかといったことの取り組みも行っ

ている行政区もございます。そういった中で、それぞれの行政区によっては、こんなこと

ができるけれども、こんなことができないとかといったことをそれぞれ話し合いをしなが

ら、自主防災組織の設立に当たってどのようなことが壁となっているか、またその壁につ

いて行政としてどのような形で支援していけるかということを膝を交えながら各行政区長

とも話を進めていきたいなと思ってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 河内委員。 



- 81 - 
 

〇河内委員 私がちょっと勘違いしているのかな。私は、自主防災組織の設立、運営につ

いては補助金的なものを活用した中で進めるべきではないかなということの中で、笑顔輝

く支援資金というものもあるので、そういったものでそっちの面は対応していきたいとい

うようなお答えがあったと私は思っておりますが、あと私たち研修した中で、実際にこう

いった制度がある町村へ私たちは行ってきたわけです。実際に自主防災組織が立ち上がっ

て、毎年ふえている。そういった現状を見てきているのです。浦幌は今あるやり方で今後

ふやしていくと言っているわけですけれども、この中でなぜほかの町村で補助制度を制定

したところでふえているという現状を皆さん方は理解されないのかなという、そういうふ

うに思うのですけれども、その辺はどうなのですか。実際にそうやって自主防災組織が立

ち上がっているところがあるのですね、こうやって補助金を活用して。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 この３年間の間、各行政区をずっとお回りさせていただいた中で、実際に

笑顔輝く地域づくり支援事業でこういうことができますよというお話もさせていただいて

おります。また、ご指摘のあった先駆的な町村の自主防災組織の要綱、規則等も取り寄せ

た中で、これも海岸沿いの自治体でございます。自主防災にかかわってそういった要綱、

規則もまた資料としてご提示申し上げ、またこれらに基づいた補助規則も確かに町村によ

ってはございます。笑顔輝く地域づくり、本町の支援事業においても同様な対応ができま

すよということはその都度お話をさせていただいております。ただ、そのことがなかなか

周知に、理解に至らなかったということであれば、またこれも含めて笑顔輝く地域づくり

支援事業の防災対応にかかわってはこういうことができますということを改めてわかりや

すい形で説明してまいりたいなと思ってございますので、先ほどの各行政区長とのお話の

中でそういったことも進めてまいり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。 

○阿部委員長 よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、この後休憩をとり、説明員の方には退室をしていただきます。

退室後、課題、問題点の抽出をしながら、合同委員会所管事務調査の報告書作成に向けて

自由討議によるまとめに入りたいと思います。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

             午後 ３時４４分 休憩 

             午後 ３時４６分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を開きます。 

 課題、問題点の抽出をしながら、合同委員会所管事務調査の報告書作成に向けてまとめ

に入ります。 
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 まとめにつきましては、自由討議で行いたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、これより自由討議に入ります。 

 合同委員会所管事務調査の報告書作成に向けて、盛り込むべき内容について意見を求め

ます。意見はありませんか。 

 澤口委員。 

〇澤口委員 本所管事務調査は、タイトルのとおり、今後浦幌町として安全・安心なまち

づくりを目指す防災体制のあり方を議会としても調査、検証するために実施をいたしまし

た。本日は各委員からの多くの質疑が出され、確認した内容も含めて報告書につなげてい

くべきと考えます。 

 以上。 

○阿部委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 ここ数年においては、いつ災害が起きてもおかしくない状況だということで、

町長も先ほど言っていましたけれども、想定外などとは言えない状況です。防災体制につ

いて費用がかかるものもありますけれども、例えば避難所運営では地域の住民も含めた日

ごろからの訓練など、実際の場面を想定した準備ができるものもあると思います。今回の

調査でこうした実情も再認識できましたので、今までの経緯や今後に向けての対策なども

本日の答弁を含めて盛り込むことが必要と考えております。 

 以上でございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 昨年、議会では道外研修視察で石巻市を訪問しました。東日本大震災の被害

状況、復興に向けた取り組みなども確認してまいりました。また、過去総務文教厚生常任

委員会での所管事務調査、合同委員会による本町の避難所や避難場所などの現地視察も実

施してきましたので、このようなことを報告書にきちんと盛り込んでいく必要があると考

えております。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今回の調査については、質疑の中でも申し上げたように、非常に議会も重要

案件として地域防災計画の見直しを含めた検討をしてもらうための調査という位置づけで

あったと思います。そういう中では、町長も冒頭の挨拶でいい協議ができればというよう

な言い方を挨拶でされておりました。議会としても検討していくと言われたこと、それと

前に進めなかった事項、それぞれあると思いますが、内容を精査して、議会としての意見

を所見としてきちっとまとめていくべきだというふうに思っております。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 
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 二瓶委員、どうぞ。 

〇二瓶委員 自主防災組織の組織化についても、町は出張説明会など開催しながら進めて

まいりますが、まだなかなか進んでいないのも事実であります。しかしながら、そうはい

いましても、地震、津波に限らず、昨年の台風による河川の氾濫など、災害はいつあるか

わかりません。喫緊の課題でもありますので、自助、共助、公助の観点からも議会として

町とともに町民に対して啓蒙や働きかけを一緒に進めることができないか、今回の調査を

精査する中で政策提言し、きっかけづくりをすることが重要と考えます。 

 以上です。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 ただいま各委員から発言のあった内容としましては、報告書の作成に当たっては、１、

本日の調査で質疑、答弁のあった内容を盛り込んでいく。２、今までの経過や今後に向け

ての対策なども盛り込む。３、これまで議会として取り組んできた道外研修視察、所管事

務調査、現地視察などの経過も盛り込む。４、所見については、今後、議会として精査す

る中で具体化するべきである。５、議会として町とともに町民に対しての啓蒙や働きかけ

を一緒に進めるため、今回の調査を精査する中で、政策提案し、きっかけづくりをするこ

とが重要であるという意見が出されました。４点目で所見については本日の質疑、答弁に

限らず、精査する中で具体化するという意見、５点目で精査事項を踏まえ、政策提案し、

きっかけつくりにつなげていくという意見をいただきましたので、本日の意見を精査する

中で、所見をどのように扱うか、そして１点目から３点目までの意見を踏まえまして、次

回までに両委員長において委員会報告書のあり方とたたき台を示したいと思います。 

 このようなことで報告書をまとめていきたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、両委員長においてただいまのご意見を踏まえ、報告書をまとめることで決定い

たしました。 

 これまでのことで議長、何かございませんか。 

〇田村議長 ありません。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 なお、次回の会議についてお諮りいたします。 

 次回につきましては、報告書のたたき台を整理し、お示しをし、今後の進め方につきま

しても整理いたしますが、８月 10 日午前９時から議事堂で開催いたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、８月 10 日午前９時から議事堂で合同常任委員会を開催することで決定いたしま

した。 
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 なお、これをもって通知済みといたします。 

 次に、８月 10 日の説明員の出席についてでありますが、報告書作成に当たっては合同常

任委員会内部の協議となりますことから、出席は求めないと判断しますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認めます。 

 よって、説明員の出席はなしといたします。 

 ３、その他として何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 以上で本日の調査を終了いたします。 

閉議 午後 ３時５６分 

 
 


