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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 皆さん、おはようございます。７月 24 日に引き続き、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させていただきます。 

 ７月 24 日の合同常任委員会では、各委員の活発なる質疑により、60 を超える質疑が出

されました。このことから、いかに町の防災体制に関心を寄せ、今後の防災体制を整備し

たまちづくりが大切であるかという思いを感じさせていただきました。そのことを踏まえ、

委員会報告書に盛り込ませていただき、内容についてご協議をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 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。お礼申し上げます。 

 それでは、会議を進めさせていただきます。 

 ただいまの出席委員は９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、

７月 24 日に引き続き進めたいと思いますので、前回同様に進行につきましては総務文教厚

生常任委員長が代表しま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。 

 議案の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。 

 次に、本日使用いたします資料についてですが、①、お手元に配付の議案、②、委員会

報告書（案）、以上の２点でありますので、ご確認をお願いいたします。 

 本日の会議の進め方についてお諮りしたいと思います。各委員には議案書と委員会報告

書（案）については事前に配付し、目を通していただいておりますので、文書の朗読はい

たしません。一つ一つの項目についてご意見、または修正が必要であれば、いただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 １の調査事件、２の調査実施期日、３、調査の経過と結果、最後に所見という順に進め

たいと思います。なお、３の調査の経過と結果についての２ページ目、主な質疑及び現状

につきましては、丸の太字ごとにご意見をお聞きいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

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

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、ただいま説明のとおり進めることで決定いたしま

した。 
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 それでは、早速委員会報告書の確認をしていきます。 

 まず、１の調査事件でありますが、６月定例会に所管事務調査として議決しました調査

事件名ですので、これでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 次に、２、調査実施期日であります。合同常任委員会として閉会中の事務

調査として６月に議決後開催しました会議については、７月 24 日と本日の８月 10 日であ

ります。この両日を記載しています。また、参考といたしまして、事前の研さんとして勉

強会など合同委員会協議会、各委員会協議会を開催してまいりましたので、これまでの実

績として、あくまで参考ではありますが、掲載しています。このような形で整理しました

が、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 では次、３、調査の経過と結果でありますが、この最初の部分は重要なと

ころでありますので、局長から読み上げていただき、確認していきたいと思います。 

 局長、お願いいたします。 

〇新川議会事務局長 それでは、私のほうから調査の経過と結果について読み上げさせて

いただきます。 

 今回の調査は、平成 25 年３月に策定された浦幌町地域防災計画を柱に地域防災計画（本

編）、地域防災計画（資料編）、津波避難計画、防災ハザードマップを活用し、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して行った。 

 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災により、防災体制のあり方や防災計画の見

直しがされ、さらに昨年の台風による河川の氾濫など、災害に対する備えが喫緊の課題と

なっている。 

 議会は、これまで平成 25 年５月に総務文教厚生常任委員会の所管事務調査で地域防災計

画についてと整備された避難場所、避難階段、行政無線の設置箇所などを合同常任委員会

で現地調査を実施、平成 27 年 10 月に総務文教厚生常任委員会の所管事務調査で広尾町を

訪問し、自主防災組織と防災体制の行政視察を行った。 

 また、平成 28 年５月に合同常任委員会の行政視察として宮城県石巻市を訪問し、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調査を行ってきた。 

 これまで実施して調査結果を踏まえ、今後の浦幌町の防災体制に参考にできないか協議

を進めてきたところであるが、平成 29 年度の委員会活動として合同による常任委員会の所

管事務調査を行うことを決定し、４月から合同委員会協議会及び各委員会協議会を開催し、

地域防災計画の研さん、課題、問題点の抽出、行政視察で得た情報の比較検討を行ってき

た。 

 以上であります。 

○阿部委員長 ただいま局長から読み上げた内容につきましては、これまで皆さんと協議

してきた経過、所管事務調査を実施する上での趣旨なども含めて記載しましたが、よろし
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いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 途中でありますが、本日蒸しておりますので、上着など、もしよろしけれ

ば外して会議をしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 次に、主な質疑及び現状について入らせていただきます。 

 丸の太字部分を一つ一つ確認してまいりたいと思います。この部分につきましては、タ

イトルのみ申し上げ、ご意見をいただきたいと思います。 

 まず、計画の修正についてでありますが、何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは次に、防災訓練計画について何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは次に、防災知識の普及計画について何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、３ページ最後になりますが、避難行動要支援者対策計画につい

て何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、４ページに入ります。自主防災組織の育成等に関する計画につ

いて何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、５ページ、災害発生時の職員初動体制について何かありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、６ページに行きます。災害時応援体制の整備について何かあり

ませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 欠落しているかと思うのですが、下から２行目のところの道による民間機関

との包括協定内容については資料編の「資」という字が欠落しておりますので、ここを訂

正願いたいと思います。 

○阿部委員長 確認いたしました。 

 ほかにありませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、次に参ります。地震（津波）災害予防計画について何かありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、７ページ、地震（津波）災害予防計画について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 



- 5 - 
 

○阿部委員長 それでは、８ページ、地震（津波）災害予防計画について何かありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ行きます。雪害予防計画について何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、災害情報等の収集、伝達について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、９ページ、地震火災等対策について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 津波災害応急対策について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、10 ページに行きます。災害広報活動について何かありませんか。 

 福原委員。 

〇福原委員 新しい言葉で、上からア、イ、ウ、エ、オってありますよね、そのオのとこ

ろに公共コモンズによるという言葉が入っているのですが、余り聞きなれないかと思うの

ですが、これ括弧書きで何か説明する必要があるかないか、ちょっとお伺いして、皆さん

はご存じなのでしょうか。 

○阿部委員長 公共コモンズによるということです。コモンズの和訳ということでござい

ますね。それについて伺います。どういたしましょうか。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 この言葉については、地域防災計画の中に載っている言葉ということなの

で、改めた和訳はないということなのでございますが、よろしいでしょうか、福原委員。 

〇福原委員 全戸に配布された計画書という捉え方でよろしいですか。 

○阿部委員長 はい。 

〇福原委員 このグリーンのほうではなくて、町で持っているものについてということで

すか、防災計画。 

○阿部委員長 計画のことだと思いますけれども、地域防災計画。 

〇福原委員 ちょっと休憩とっていただけますか。 

○阿部委員長 暫時休憩いたします。 

 

             午前 ９時１９分 休憩 

             午前 ９時４５分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を始めます。 

 先ほどの質問でございますが、福原委員の質問は疑問点として整理させていただいてよ

ろしいでしょうか。 
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〇福原委員 はい。 

○阿部委員長 それでは、その件につきましては局長より説明させていただきます。 

 局長。 

〇新川議会事務局長 報告書に書いている文言については、皆さんさきにいろいろ勉強し

てきたとおり、地域防災計画に載っている言葉であります。これについての意味合いとい

うことの整理ということで理解していただきたいということの意味で私のほうからそれに

ついてちょっとご説明させていただきます。 

 公共コモンズ、公共情報コモンズとも言いますけれども、これにつきましてはＩＣＴ、

情報端末ですね、こういうのを活用しまして災害時の避難勧告ですとか、あと避難指示、

そういった情報、地域の安心、安全に関するきめ細かな情報の配信を簡素化するというこ

とでありまして、これについては町の防災担当が道とか、あといろんな情報機関とつなが

っているパソコン、それに入力することによってそれが一括して一斉配信として道内テレ

ビ、ラジオを通じていろんなところにその情報をメディアを通じて提供できるというよう

な仕組みになっております。あくまでもこれにつきましては、地域住民に迅速かつ効率的

に提供することということを実現するためのものであります。これについては、例えばテ

レビだとすれば、データというボタンありますね、そこを開くと気象情報出てきます。気

象情報というか、災害情報出ます。そこの中に、浦幌町がこういう情報提供したものがそ

こに載っかっています。これを開くとどういう状況か、避難所どこですよ、避難場所どこ

ですよと、今こういう状況ですよというものが見れるというような意味合いのものであり

ます。こういったもの、意味合いのわからないものについては、今後のやり方として皆さ

んに周知するためには、例えば議会だよりとか、そういったものにも情報提供して載せる

とかというようなことはいろいろ考えていくことも必要かなというふうに思っています。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、よろしいでしょうか。 

〇福原委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

○阿部委員長 では、災害広報活動ということについてほかに何かありませんか。よろし

いですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、次へ行きます。同じく 10 ページです。避難対策について何かあ

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。交通応急対策について何かありませんか。よろ

しいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、11 ページ、輸送対策について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○阿部委員長 それでは、次へ行きます。食糧供給活動について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 給水対策について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 防疫対策について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、12 ページ、廃棄物処理活動について何かございませんか。よろ

しいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ボランティアの受け入れについて何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、水防危険区域の指定について何かありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 防災関連協力協定について何かありませんか。12 ページから 14 ページま

で続きます。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 以上、ここまで細かい部分について確認させていただきました。 

 それでは、最後に所見であります。この部分につきましては、全文を局長より読み上げ

ていただき、その後協議をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 局長、お願いいたします。 

〇新川議会事務局長 それでは、ここまでの報告書で皆さんが議論されたということで、

これでということでありますので、私のほうで所見を、委員長が読み上げということであ

りますので、読み上げさせていただきます。 

 これまで議会として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。 

 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る。 

 議会と町それぞれがともに課題解決に向け検討し、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を求められる。 

 今回の所管事務調査を契機に、議会と町がともに防災の体制整備について取り組み、町

民意識の啓蒙と防災体制充実のきっかけづくりをしていきたい。 

 議会としては、今回調査で終わらせるのではなく、さらに今後の防災体制について検証

し、対応策を見出していきたいことから、合同常任委員会の所見として明記せず、今後議

会全体の総意として町に対して政策提案していく。 

 以上であります。 

○阿部委員長 ７月 24 日に各委員から発言のありました報告書の作成に当たっては、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、⑤、議会として町とともに
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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との意見があったことを踏まえ、今読み上げていた

だきましたような所見としてこのように整理させていただきました。 

 これに対してご意見ありませんか。 

 澤口委員。 

〇澤口委員 ７月 24 日の常任委員会では、質疑、答弁の中で各委員の考えや思いも行政側

に伝わり、今後どのように反映していくか期待するところであります。議会の思いとして

は記載されていると感じております。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 通常であれば、所見の中で改善点などを整理して委員会報告書として提出い

たしますが、前回の合同委員会でさらに具体化すべきとの意見があり、承知したところで

あります。このことから、今回の合同常任委員会としての所見としてはこのような記載と

し、さらに内部協議し、具体化するということですので、よろしいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 本日で合同常任委員会は報告書のまとめをもって終了すると思いますが、さ

らにグレードアップをして、今後議会全体として政策提案をするということですので、そ

のことも記載されていることから、よろしいと思います。また、議会全体として政策提案

という初めての試みをするということで、まさに今浦幌町議会が第１次、第２次の議会の

活性化を進めてきた中で、議会基本条例にもあります議会の政策提案、政策提言そのもの

であります。所見にも記されておりますが、単なる政策提案したということだけではなく

て、実現できるような施策を今後もそれぞれ対応していくべきだろうと思います。今回の

所管事務調査結果を踏まえて、さらにその成果として議会全体の政策提案ということで、

この報告書とあわせて、両委員長から議会運営委員会に対して次の取り組みとして提案を

進めていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 ただいまいただきましたそれぞれの意見を整理いたしますと、所見については特に異議

はないという意見であります。 

 次に、今後の政策提案に対しての進め方についてご意見をいただきました。合同常任委

員会の所管事務調査としては終了いたしますが、政策提案ということで議会全体として次

につなげるということであります委員会活動から議会全体の活動へと発展させ、それを政

策提案という議会基本条例にのっとったものものへと整理するということで、すばらしい

意見であると考えます。政策提案については、前回の委員会でも話がありましたので、こ

の部分につきましては皆さんもある程度ご了解されていると思いますが、その手法として

議会運営委員会に提案ということであります。皆さん、よろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、合同常任委員会ですので、両委員長から議運に報告ということ

で、産業建設常任委員長の二瓶委員長からのご意見をいただきたいと思います。 

〇二瓶委員長 ただいま皆様よりいただきました意見につきましては、前回の委員会でも

話があり、報告書をまとめる上でも阿部委員長と協議してまいりました。その結果として

政策提案していくという表現を入れたわけでありますが、今後議会運営委員会に提案し、

どのように進めるかについては、阿部委員長と私ともに議会運営委員会の委員であります

ので、議会運営委員会の河内委員長並びに委員の皆様方と協議をする中で見出していきた

いと思っております。 

 以上です。 

○阿部委員長 ただいま二瓶委員長からもご意見をいただき、本常任委員会としての意向

を伝えていきたいと思います。また、あわせて、所見につきましてはこのような内容でよ

ろしいかという意見でありましたので、お諮りをいたします。所見についてはこのような

内容で、この後の取り組みについては議会全体としての政策提案をするということで議会

運営委員会に提案するということでよろしいですか。 

（「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、ただいまの説明のとおり、所見の内容と今後の取り組みについて決定いたしま

した。 

 委員会報告書全体を通して何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 これまでの討議において議長、何かご意見ございませんか。 

〇田村議長 大変ご苦労さまでした。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 最後に、委員会報告書について全体の整理をいたしますが、本日いただきました意見を

もとに整理させていただきます。記載する内容につきましてはこの会議の中で全て決定し

てきましたので、文書整理だけとなります。このことから、報告書につきましては整理し

た段階で皆さんにファクスなどで送付し、確認後議長に対して提出したいと思いますが、

よろしいでしょうか、伺います。よろしいですか。 

（「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、ただいま説明のとおり進めることといたします。 

 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 最後に、お諮りいたします。 

 以上で本委員会に付議された事件は、本日をもって全て合同常任委員会は終了となりま
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すが、よろしいですか。 

（「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、合同常任委員会を閉じさせていただきます。 

 合同常任委員会閉会に当たり、一言お礼を申し上げます。この合同常任委員会では、今

後のまちづくりに向け、防災体制がどうあるべきか、非常に重要な委員会でありました。

その中で７月 24 日、本日と活発なる議論ができましたことは、各委員に感謝するところで

あります。我々の議論した内容が次に政策提案へとつながっていくことでありますので、

非常に期待するところであり、行政においても町民の安全、安心のため努力していただき

たいと思いますし、我々議会も今後も含めて町と同じ目的に向かって何か一緒に考え、実

践できないか、きっかけづくりができないか、二元代表制という中で進めていきたいと思

います。 

 スムーズな進行とまではいきませんでしたが、各委員のご協力に感謝し、以上で本日の

会議及び最終の合同常任委員会を終了いたします。 

 本日はご苦労さまでした。また、ありがとうございました 

閉議 午前１０時０３分 

 
 


