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開議 午前 ９時００分 

      ◎「地域防災施策」 

 

○阿部委員長 皆さん、改めましておはようございます。本日は、総務文教厚生常任委員

会の地域防災施策に係るという問題でございますので、この件につきまして本当に早朝よ

り各委員におかれましてはお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。

町民の安心、安全のための指針としての町が何を、職員が何をどう行動するか、町民、住

民の自助、共助のための実効性の伴った具体的支援というものも示されているわけですが、

このことについての本日協議でございますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 それでは、早速始めさせていただきます。本日、副議長におかれましては大変お忙しい

中、ご出席を賜りまことにありがとうございます。また、モニターの皆さんにおかれまし

てもお忙しい中、早朝よりのご出席、まことにありがとうございます。 

本日の出席委員は５名でございます。定足数に達しておりますので、ただいまから総務

文教厚生常任委員会を開催させていただきたいと思います。 

 それでは、まず町長のご挨拶をいただきたいと思います。 

〇水澤町長 改めて、おはようございます。本日は、総務文教厚生常任委員会の事務調査

ということで浦幌町の地域防災計画の内容につきまして説明をさせていただく機会をいた

だきました。地域防災計画につきましては、当初昭和 56 年に最初の策定から日々改定を進

めておりまして、最近本当に世界、日本、北海道、あわせていろんな災害が頻発している、

それも多種多様になっているという状況の中で国の計画、道の計画等も日々変わっており

ますので、その計画に合わせながら浦幌町の地域防災計画の改定を進めてきたところであ

ります。その改定内容につきまして概要がまとまりましたので、委員の皆様にも説明をさ

せていただきたいということで本席を設けさせていただきましたので、よろしくお願いを

申し上げまして、内容につきましては担当のほうから説明させますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

それでは、早速ご説明をいただきたいと思います。式次第にございますように、一番先

にございました本日の調査項目でございますけれども、１の地域防災計画の見直しに係る

進捗状況及び事業内容ということでございます。それから、２番目におきましては地域防

災計画の所管事務調査及び政策提案後の取り組み状況、３番の防災行政無線廃止に伴う対

応についてと、以上３点でございます。 

それでは、１番目の地域防災計画の見直しに係る進捗状況及び事業内容について、先に

いただきました資料１から３までについてのご説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

それでは、辻管財防災係長、お願いします。 

〇辻管財防災係長 それでは、事前にお配りしております資料１から資料３をご用意いた
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だきたいと思います。 

まず初めに、見直しに係る進捗状況につきまして、このたびの地域防災計画の見直しに

当たりましては改定に関する支援業務を民間企業に委託しております。５月に公募型プロ

ポーザルの実施を公表しまして、３社の応募がありました。６月に企画提案書のプレゼン

テーション及びヒアリングを実施しまして、選定委員会において受託候補者を決定いたし

ました。業務内容としては、防災体制見直し資料の作成や地域防災計画の素案作成、パブ

リックコメントや防災会議の運営支援などとなっております。９月に第１回目の浦幌町防

災会議を開催しまして、今月、地域防災計画の改定案ができましたので、21 日から来月 15

日までパブリックコメントを実施しております。パブリックコメントの終了後、ご意見な

どがありました事項や関係機関などからの指摘事項などの修正を加え、３月上旬に第２回

目の浦幌町防災会議を開催し、防災計画の改定について承認をいただく予定です。 

○阿部委員長 済みません。辻係長、お座りになってご説明を。 

〇辻管財防災係長 済みません。座らせていただきます。当初の予定では、12 月にパブリ

ックコメントを実施予定でしたが、１カ月程度作業のほうがおくれています。ただ、年度

内での改定に関しては問題がないということで判断をしております。 

 次に、改定の案の概要についてご説明をいたします。こちらにつきましては、資料１を

ごらん願います。こちらに計画改定の趣旨などについて記載をしております。改定の趣旨

として、まず現計画は平成 23 年に発生した東日本大震災の教訓をもとに、大地震、大津波

に控えるため、平成 25 年に全面改定をしております。ただ、それ以降につきましても平成

28 年の熊本地震や北海道豪雨災害などの災害が発生し、国の防災基本計画や北海道地域防

災計画の改定が行われております。今回の改定では、国、北海道の計画改定などを踏まえ

た改定を行いまして、浦幌町の地域防災、減災力のさらなる向上を目的としております。 

国や北海道、その他地域の防災計画を踏まえた改定につきましては、資料１に記載のと

おりというふうになっております。主に今回の改定で大きく変更となりましたのは、一番

下のその他の改定に記載がある事項となっております。まず、地域防災計画の応急対策編

の構成をＩＣＳ、インシデントコマンドシステムを参考に事案処理、情報作戦、資源管理、

財務管理といった組織体制と整合するように再編したことです。ＩＣＳにつきましては、

アメリカで開発されたあらゆる災害対応において組織の運用を平準化したマネジメント体

系です。指揮統制や調整、組織運用などが標準化されている点が特徴というふうになって

おります。今回再編した事案処理、情報作戦、資源管理、財務管理に指揮を加えた５つが

基本機能として定義され、必要な機能に必要な人や物などの支援をケース・バイ・ケース

で割り当てをしていくというふうになっております。今回の防災計画で規定後に災害対策

本部の部門連携フローチャートなどを作成します。ＩＣＳのシステムでは、全ての関係者

が知識などを共有しておかなければならないというふうになっておりますので、31 年度以

降、災害対策本部体制の実効性を確保するために毎年関係職員を対象とした図上訓練を実

施していきたいというふうに考えております。 
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 ２点目につきましては、地震災害対策編、風水害対策編、こういったものの記載内容が

重複する箇所を再編し、見やすい資料というふうに変えました。こちらは、資料３をごら

んいただきたいと思います。こちらにつきましては、Ａ４の横書きの資料というふうにな

っております。左側に改定前の章立て、右側に改定後の章立てを記載しております。こち

らでどのような再編が行われたかわかるような資料ということで作成をしております。こ

ちらの重複箇所を再編したことと本編にありました水防計画ですとか所有する車両等の記

載について、今回は資料編に移行するということにしておりますので、こういったことを

通じて本編のスリム化を図って読みやすいといった資料としております。 

 以上で説明のほうを終わります。 

○阿部委員長 以上、資料をいただきました３点についてのご説明が終わりました。 

ここまでの中で各委員の中で質問等を受けたいと思いますが、どうでしょうか。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 地域防災計画の総則の５ページ、６ページなのですけれども、防災理念の中

で住民及び事業所の基本的責務ということで住民の責務、それから次のページの事業所の

責務ということに記載してございます。それで、今お聞きしますのは防災活動とか事業所

の災害への備えということで、通常こういった住民または事業所に打ち合わせとか、通常

の連絡とか、そういったものは行っているのでしょうか。 

○阿部委員長 事業所に対する連絡ですか。 

○差間委員 はい。 

○阿部委員長 獅子原課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 以前の合同調査のときにもお話ししましたけれども、事業所等と連絡

等を行うことは今のところはまだ行ってはおりません。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 今おっしゃられたおととしの７月 24 日ですか、合同所管事務調査の際も今後

においては内容等どういったことができるか、そういったことも含めまして検討してまい

りたいということであったのですけれども、今もそのとおりだということで。 

○阿部委員長 獅子原総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 直接事業所等にお話をするのではなくて、昨年実施しました防災講演

会ですとか、そういったものを通じて啓発等を行う部分ですとか、あと本年度より行って

おります防災備蓄品の購入費用の助成金、補助金というものを行っておりますが、それに

対しましても事業所を対象としているということがありまして、そういったことを進める

ことからまず始めようという形で今現在進めている状況であります。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 今詰めるということでございましたけれども、やっぱり事業所としても防災

備蓄品とか、それぞれ独自でやっている事業所もあるので、詰めるということでありまし

たら、そういったことを相談するとか一緒に検討するといった機会は持つべきではないか
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と思うのですけれども。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 一応それぞれの事業所によって規模ですとか、従業員の数ですとか、

そういったことも違いますので、一概に１個１個話をしてというよりも、とりあえず今の

ところは防災備蓄品の補助金が事業所を対象にしているということにしておりますので、

それでそういったことができるところからやっていただきたいというふうな形で今進めて

いる状況であります。今後については、この状況を見ながら、またどのような形がよろし

いかということで、また必要な改定等があれば、その辺を考えながら進めていきたいとい

うふうには考えております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 やっぱり各事業所ごとに安全推進委員会とか、これ前回、７月 24 日のときも

言及あったのですけれども、そういったことで準備している事業所もございますので、や

はり町としても積極的にそういったことにかかわってやっていってほしいと思います。 

以上です。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件に関しましては、次年度以降検討してまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 総則の 16 ページです。これやっぱり７月 24 日の合同所管事務調査の中でも

この防災会議の構成の中で住民が入っていないということで、そのときにも町側の回答と

して今後はどのような方法が望ましいか、どういった形で町民の方の組織をこの防災会議

の中に取り込んでいくかということで、今後検討するということであったのですけれども、

その後どういうふうになっておりますでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件でございますが、市町村の防災会議の組織につきまして

は災害対策基本法の規定に基づいて本町の条例により定めております。災害対策基本法の

中では、市町村防災会議の組織については指定地方行政機関ですとか陸上自衛隊、警察な

ど決められた組織の長や職員などと、あと一般の住民が参加するという形としては自主防

災組織を構成する者または学識経験者、こういったもので組織するという形になっており

ますので、なかなか防災会議の中に一般住民の方が入っていただくというのは難しい今現

状となっております。 

また、今申し上げたとおり防災会議のメンバーもなかなか専門的な知識を持った方々が

多くて、そういった中で一般住民の方が意見を言いたいと思ってもなかなか意見が言いづ

らい状況があるのではないかということもありますので、そういった部分を反映する形と

しましては防災講演会とかも実施しましたが、そのときのアンケートですとか、これから

防災訓練等も実施しますが、その中で一般の住民の方から意見等をいただきながら、そう



- 6 - 
 

いったものを今後の防災対策について参考にしていきたいというふうに考えておりますの

で、とりあえず防災会議のメンバーの中には一般住民の方を今入れるということはちょっ

と考えられないという形になっております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 やっぱり住民は住民として、地域に住んでいて防災上どういったことがあっ

たほうが望ましいかとか、自分たちは一体どういったことでその防災会議、こういったこ

とに参加していけるか、やっぱり考えている人もいると思うのです。24 日の町側の回答と

して、浦幌町防災会議の条例改正も行っていきたいと考えておりますとまでちょっと言及

あったのですけれども、そこら辺については。 

○阿部委員長 課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 条例改正まで行うと言った記憶はないのですけれども、言っています

かね。言っていますか。必要があれば条例改正をするということですね。先ほど申し上げ

たとおり、その後ちょっとうちのほうで検討した結果、組織のほうは法の中で決まってい

るということもありまして、検討はしましたけれども、条例改正まではちょっとできない

というか、至らないという形になっておりまして、それで今言ったように一般住民の方の

意見を取り入れる方法としましては、防災会議のメンバーに入っていただくのではなくて、

防災訓練ですとか、そういったことを行ったときですとか、あと住民アンケート等を実施

した中で住民の皆さんから意見をいただきながら、それを取り入れていくという形をとり

たいというふうに考えております。 

○阿部委員長 では、この件に関してほかにご質問をする方はいますか。あといいですか。

あとほかの委員はどうですか。 

 杉江委員。 

〇杉江委員 それでは、私は自主防災組織の設立に関してお伺いをしたいと思います。 

いただいている資料の中に……きょう出してもらった資料でないかな。自主防災組織の

設立などについてということで、行政区に対して新年度から防災委員の設置をお願いする

ということの中で、この届け出をすれば自主防災組織の結成をされたことといたしますと

いうようなことになっていますね。それで、この辺の周知徹底は文書でしたのでしょうか、

行政区を訪問して説明をしたとか、どういう経過なのですか。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 この内容につきましては、平成 30 年度の行政区長会議において説明を

しております。 

〇杉江委員 ４月ですか。 

〇獅子原総務課長 ４月です。 

〇杉江委員 区長さんが集まったところでしたということで、これは全区長さん出席して

いたのでしょうか。 

○阿部委員長 総務課長。 
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〇獅子原総務課長 出席はされていない行政区長さんもおられたかもしれませんけれども、

議案のほうは記載したものを配付しておりますので。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 できれば、それで了解した区もあるだろうし、それから区の中から、区長さ

んから説明が欲しいなというようなお話はなかったのでしょうかね。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 行政区長会議の際にもお話ししましたけれども、ただこの１回だけの

説明ではわからないということであれば、声かけをいただければ行政区のほうに入ってご

説明はしますということのお話をしましたので、幾つかの行政区にはお伺いをしてご説明

等をさせていただいております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 行ったところもあるということですか。 

〇獅子原総務課長 あります。 

〇杉江委員 わかりました。 

それで、続けて、自主防災組織の結成はそのように進んでいるのですけれども、実際の

問題として今度は２月の 16 日に南浦幌で避難訓練をされるようになっていますけれども、

その避難訓練をやれば状況把握できて、もっと行政区内で議論も進んで自主防災組織の結

成につながるかなと思うのです。書類上の防災委員を届け出たから防災組織を結成したと

いうことだけではなくて、内部での協議が広まるという中で１つ心配しているのは、いろ

んなかかわりはあるのだけれども、民生委員さんのかかわりとか、民生委員さんのかかわ

りについてはいろいろ記載されていて、そんなに負担かけられないよと、防災組織の中で

必ずしも民生委員さんが行政区にいるわけでないですよね。ですから、負担かけられない

ということは記載されているし、状況はわかります。ただ、要支援者の名簿、それを明確

にするためにどういう方法があるかといったら、個人情報の問題があるとまた出てくるの

です。このことに関連してなのですけれども、私も十勝管内ではないですが、管外で自主

防災組織の中で個人の了解を得たら要支援者の名簿を区内で周知できるという規則をつく

って、内部で把握できるような取り組みをしたというところがあるのです。私は知ってい

ます。そういう取り組みをしないと、民生委員さんは委員の肩書で状況は把握していても

対応できない区域や状況があると。当然無理ですよね。そういう中で、自主防災組織の中

でどうやって要支援者の把握をするかということになったときに、その行政区内、町内会

でそういう情報を共有できるように要支援者の承諾をもらいながら把握をしているという、

そういう対応が可能でないかなと私は思っているのですが、その辺のことについてどうで

すか。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 うちのほうで防災委員等を設けてという部分があるのですけれども、

まず１つは防災委員だけ設けるだけではだめだと。行政区の中で防災に関する事務、事項、
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何か１つでもいいので、やってくださいと。それプラス防災委員を設けてくださいという

ことで、まずきっかけとして、今までは規約等をつくって別の組織でということになると、

なかなか役員のなり手がいないですとか、そういったことが弊害となって自主防災組織が

組織できないという話がありましたので、それであれば行政区の活動としてはどこの行政

区も活発な活動がされておりますので、その形を頭だけ変えるというか、名前だけ変える

ような形になるのですけれども、そういった形でやるほうが自主防災組織を設けなくても

行政区の中で同じようなことができるのではないかということで、まずそういった形を進

めさせていただいております。 

それで、まずきっかけとして防災委員を設けて何か防災に関すること、避難訓練でも何

でもよろしいのですけれども、行政区の中でやってくださいと。それプラス今言われたよ

うに一番の問題は要支援者の行動、個別の計画というものをやはり立てなければならない

というものがございます。今回の防災計画の中でも本町の要支援者に関しては、ちょっと

幅が余りにも広くなっているという部分がございましたので、その辺も今までは１人で逃

げることができてもひとり暮らしの高齢者であれば要支援者という形になっているものが

ありましたけれども、そういった方たちについてはちょっと除くというか、ある程度本当

に１人では避難できないという、そういった方を絞った形で今後要支援者というものをも

う一度洗い出しをしてというふうに考えております。その中で、今言ったように行政区の

中で、やはりそうなってくると、この人をどういうふうに避難させたらいいのか、それを

やるにはやはり民生委員さんだけでは先ほど言ったようにとても無理なので、やはりどう

しても自主防災組織というものが必要になります。それで、行政区のほうに今言ったよう

な形、防災委員等を設けていただくことによって、行政区がまた中心となってやっていた

だけるのではないかなということも考えておりますので、これにつきましてはとりあえず

今年お願いをしております。来年度から防災委員を設けられたという行政区がありました

ら、そちらのほうに私どものほうもお話をしながら、そういったものをつくることができ

ないかとか、そういったお話もしていかなければならないかなというふうには考えており

ますので、その辺よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 今杉江さんの質問につながるところで、もう少しお聞きしたいと思います。 

今お話を聞きますと、このことについては多少前進してきているのかなという認識をし

ているわけですけれども、例えば向こうから要請があれば、こちらからそういったことに

ついて説明したいというような言い方だったのだけれども、積極的にこちらからある程度

話ししていく姿勢もなければ、これある程度平成 31 年度から行政区に防災委員を設置した

行政区については行政区長などと同様に町に報告ということで考え方のようですけれども、

今ある程度こことここは行政委員さんを設置していけるなというめどが立っている行政区

は今の時点ではあるのですか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長、どうぞ。 
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〇獅子原総務課長 先ほども申し上げたとおり、説明に来ていただきたいという行政区も

幾つかありまして、そういった話の中で幾つかの行政区は防災委員を設けていただけると

いった話はいただいております。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 それで、例えばですけれども、その行政委員さんに報酬とか、そういった考

え方は持たれているのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 現在のところ、行政区の中に設けられた防災委員に対して報酬等をお

渡しするということは考えてはおりません。 

○阿部委員長 ちょっとおくれましたけれども、議長、本日も出席賜りありがとうござい

ます。 

 それでは、続いていきたいと思います。ございませんか。 

河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 例えばですけれども、今までの説明の中では笑顔輝く地域づくりの補助金と

いうものを防災の活動にぜひ活用していただきたいという考えを何度か説明を受けている

のですけれども、そういった今ある制度を例えば今後こういった防災委員等の設置、活動

の中でこういったものを活用を進めるとかなんとか、そういった考えはどうなのでしょう

ね。 

○阿部委員長 この件ですけれども、２とか３とかあって、次の先ほども言った説明の中

のところへ入っていきますので、全部説明いただいてからのほうがいいかなと思うのです

けれども、この後まだ参考資料をいただいた部分、それから説明、これから行く部分にあ

るものですから、その中でまた質疑を行っていただきたいと考えているのですけれども、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 申しわけありません。それでは、ちょっと前後してしまったのですけれど

も、まず４、５以降の参考資料の説明をいただいてから全般的な質疑に入らせていただき

たいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

〇辻管財防災係長 それでは、資料４と５をご用意をお願いいたします。 

初めに、資料４をごらんいただきたいと思います。ちょっと今までのやりとりの中で私

どものほうからお答えしている部分もあるのですけれども、一応全てご説明のほうをさせ

ていただきたいというふうに考えております。合同所管事務調査終了後にいただきました

政策提案に関する町の対応を資料４のほうに記載をしております。書体がゴシックで記載

されているのは政策提案、明朝体で記載しているのが町の対応状況というふうになってお

ります。 

１、自主防災組織の育成等、（１）①で、町みずからが地域防災計画を基本に自主防災組

織づくり、育成を推進するため、具体的な目標を設定し、組織づくりに努められたいにつ
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きましては、組織率等の数値目標を設定することだと思われますが、組織率などに関する

目標は設定いたしません。ただ、平成 30 年度より自主防災組織の結成を容易にする取り扱

いとして行政区の事業内容に防災に関することを加えることと行政区内に防災委員を設置

することについて行政区内における協議を依頼しております。平成 31 年度からは、行政区

内に防災委員を設置した行政区につきましては行政区長などと同様に町のほうに報告をい

ただくというふうにしております。 

②で、自主防災組織設置に向けて、きっかけづくりが必要なことから、防災基本条例の

制定を掲げ、町民参加と意見反映をする中で町民意識の高揚を図りながら組織化に努めら

れたいについては、現在のところ条例を制定する考えはありませんが、自主防災組織の必

要性を理解していただくための啓発事業につきましては取り組んでまいります。30 年度に

関しては、防災講演会のほうを開催しております。また、ご依頼のありました行政区へお

伺いし、自主防災組織の必要性や設立までの流れなどについて説明を行っております。 

③で、自主防災組織の新設に当たっては、笑顔輝く地域づくり支援事業補助金の活用も

可能としているが、自主防災組織の育成強化と防災に係る継続した施策として資機材等も

含めた補助金の新設について地域住民と協議する中で検討されたいにつきましては、現状

では笑顔輝く地域づくり支援事業により対応することとしております。ただ、この事業に

つきましては支援回数５回という制限がありますので、毎年取り組みが実施されている自

主防災組織などで５回目の支援を行いまして、翌年から事業実施に支障が生じるというこ

とが予測される場合については何らかの対策を検討いたします。 

（２）①で、自主防災組織の育成及び機能強化を促進するため、自主防災組織機能強化

補助金の新設に努められたいにつきましては、先ほどのとおり笑顔輝く地域づくり支援事

業により対応いたします。 

②で、自主防災組織が行う防災資機材購入、防災倉庫設置、食料備蓄購入、防災訓練費、

防災士養成講座受講費などを補助対象とするよう検討されたいにつきましては、既に笑顔

輝く地域づくり支援事業で対応は可能というふうになっております。 

③で、補助金の新設検討に当たっては、防災基本条例を進める中で町民意見の反映をす

るよう努められたいについても同じく笑顔輝く地域づくり支援事業で対応しております。 

（３）①で、平常時から民生委員との連携が重要であるが、自主防災組織における民生

委員の役割などを明確化し、それぞれがどのような救助活動ができるのか体制整備に努め

られたいについては、自主防災組織それぞれ民生委員に求める役割が異なるというふうに

考えております。自主防災組織の設置は、現在町内で２団体のみですが、自主防災組織の

組織化が進みまして自主防災組織が民生委員へ求める役割がある程度把握できれば、連携

の例を示すことは可能だというふうに考えております。ただ、平成 23 年に発生した東日本

大震災の民生委員活動の経験を踏まえまして作成された民生委員児童委員による災害時要

援護者支援活動に関する指針では、災害発生時には民生委員及びその家族の安全確保が最

優先であるというふうになっております。救助活動における民生委員の活動内容につきま
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しては、この指針に沿って整理を進めてまいります。 

２、防災訓練、（１）①で、防災訓練の目的として、災害の基礎知識を知る、地域におけ

る個々の役割を理解する、防災資機材の修得、避難場所の確認や避難経路の確認などがあ

る。また、その地域のことやどんな人がいるのかを知ることで自助、共助のための大きな

一歩となる絶好の機会となるため、さまざまな事態を想定した訓練の実施に努められたい

につきましては、30 年度より実施しておりまして、実施内容については資料記載のとおり

というふうになっております。 

②で、図上訓練の実施や訓練結果等を通じて災害時に想定される事態への対応シナリオ

の充実と救助、救急、通信、輸送等の分野ごとに横断的に活用できる機能的マニュアルの

作成などに努められたいについては、順次地域防災計画と各種マニュアルの作成または見

直しを図っていきます。 

③で、防災関係機関、自主防災組織、ボランティア団体及び地域住民などの連携した訓

練の実施に努められたいについて、30 年度より実施をしております。自主防災組織や行政

区などから訓練実施に係る協力依頼等があった場合につきましては協力のほうを行ってい

きます。 

３、防災知識の普及・啓発、（１）①で、地域防災計画の普及方法及び普及事項により、

さまざまな媒体や機会を通じて計画的かつ効果的な防災知識の普及、意識の向上に努めら

れたいについては、30 年度に関しては防災講演会のほうを実施をしております。 

４、避難行動要支援者対策、（１）①で、ＧＩＳ機能による要支援者情報等の情報の管理

の推進及び活動マニュアルの整備を検討し、その有効活用を図られたいについては、要支

援者データの更新を定期的に行うなど活用マニュアルの整備を検討していきます。 

②で、災害時に避難行動要支援者名簿による避難支援が迅速に行われるためには、さら

に具体的な個別計画の策定と活用マニュアルの整備に努められたいについて、今般の防災

計画の見直しに当たりまして避難行動要支援者の対象要件に在宅要件、同居人要件を追加

しております。今までは、対象要件に該当する障害者手帳などをお持ちの場合は全て避難

行動要支援者という取り扱いをしておりましたが、在宅要件、施設等に入所をされている

方を除きます。同居人要件につきましては、同居する方、避難を支援してくれる方がいる

方を除くと。こういった要件を追加することで、真に避難の際に支援が必要な方を絞りま

して、個別計画等の作成を進めていきたいというふうに考えております。 

③で、平常時から要支援者と避難支援者との信頼関係や地域による避難支援が不可欠で

あるため、連携、情報共有、災害時の支援など迅速に対応できる体制整備に努められたい

につきましては、まずは自主防災組織が結成されるよう努めてまいります。 

５、職員・庁内体制、（１）①で、マニュアルに従った図上訓練や職員研修会を実施し、

結果に応じた災害時に想定される事態への対応シナリオの充実や意識高揚に努められたい

については、研修会等を実施しております。30 年度の実施内容については記載のとおりで

す。 
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（２）①で、平常時より各所属所や管理職員間などで意見交換の場を設け、役割分担の

確認や情報共有、課題、問題点の抽出など災害発生時に適切な対応ができるよう、さらな

る連携強化に努められたいについては、災害発生後に意見交換を実施することにしました。

また、講演会や研修を随時実施をしております。 

（３）①で、災害対策に迅速かつ的確に対応するため、災害対策本部における指揮命令

系統と各所属所の対策業務が円滑に行われるよう災害時に想定される事態への対応シナリ

オの充実や体制整備に努められたいにつきましては、現行計画等も必要に応じて見直しの

ほうを行っております。地域防災計画の見直しの際にも触れましたけれども、ＩＣＳとい

った考え方を導入して危機管理体制が構築できるよう今後も訓練のほうを実施をしていき

ます。 

６、被災建築物の応急危険度判定、（１）①で、応急危険度判定士の養成に向けた取り組

みに努められたいについては、今年度内に予定しておりますが、応急危険度判定を円滑に

実施するための基本事項について定めた浦幌町震災建築物応急危険度震前計画を策定し、

その計画に沿って対策のほうを進めてまいります。 

７、耐震改修促進計画の推進、（１）①で、耐震化に係る制度の周知や今後の制度のあり

方について調査研究を進められたいについては、平成 28 年度に制度を拡充していますが、

今後も他市町村の取り組み状況について情報収集に努めて、さらなる制度の充実を図って

まいります。 

②で、町道にかかる橋梁等の整備事業の推進にさらに努められたいについては、計画的

に整備を進めていきます。 

８、災害情報等の収集・伝達、（１）①で、さらなる衛星電話、職員用携帯電話や通信施

設などの整備や新たな情報収集、発信手段の検討に努められたいについては、財政状況等

も考慮しつつ必要な整備を進めてまいります。 

９、避難対策、（１）①で、橋梁の取りつけ強化対策に今後とも努められたいについては、

橋梁修繕事業にあわせ橋台背面部に踏みかけ板を設置し、段差による通行障害等の発生を

防止します。なお、避難路における橋梁強化対策につきましては終了をしております。 

②で、避難路、避難経路の安全確保と複数の避難路、避難経路などの整備を検討するよ

う調査研究を進められたいにつきましては、道路パトロールにより路面状況を把握し、安

全の確保に努めてまいります。 

（２）①で、災害時には避難所の運営が重要となることから、避難所運営マニュアルの

作成に努められたい。また、マニュアルの作成に当たっては地域住民との協議、意見反映

をする中で各地域の実情に沿った運営となるよう努められたいについては、各種計画、マ

ニュアルにつきましては順次改定や策定を行っていきます。意見反映については、避難所

運営訓練などを通じて把握し、計画等に反映をしていきたいというふうに考えております。 

②で、長期にわたる避難所生活では、時には生命の危険な状態に陥ることもあるため、

非常用電源の確保、非常食、非常用物資の十分な備蓄、簡易トイレの確保などプライバシ
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ーへの配慮、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の災害時要救助者に配慮した環境整備

に努められたいについて、町内の４公民館、総合スポーツセンターには非常用電源設備を

整備済みです。非常食やプライバシーを確保するための資機材については、備蓄計画など

に基づき整備を進めていきます。また、個々人などの多様なニーズに対応するため、個人

や企業における非常食、非常用物資等の購入に係る助成制度を 30 年度から導入をしており

ます。 

③で、避難所、避難場所の情報収集、発信のためワイファイ環境の整備に努められたい

について、現在役場、教育文化センター、４公民館、総合スポーツセンターにつきまして

は整備済みです。新たな施設として、上浦幌地区にあります農業団地センターについて現

在検討中ということになっております。 

（３）①で、避難所、避難場所での防疫対策として消毒液などの防疫資機材等の備蓄に

努められたいにつきましては、消毒剤につきましては保有のほうを行っております。 

10 の水防計画、（１）①で、避難所、避難場所が洪水浸水想定区域内の場合の避難行動

等の対応、ハザードマップの見直し、情報共有、伝達の確認、水防訓練の実施などに努め

られたいについて、浦幌市街地内の避難所等につきましては洪水浸水想定区域内にあるた

め、浸水の状況等により町内にある他の安全な避難所、場所へ移動をしていただきます。

ハザードマップにつきましては、国管理河川につきましては今年度更新を予定しておりま

す。訓練に関しては、引き続き帯広開発建設部主催の水防技術講習会等への参加を図って

いきます。 

次に、防災行政無線廃止に伴う対応につきまして、こちらにつきましては資料５の５ペ

ージをごらんいただきたいと思います。上から３行目のところに、９なのですけれども、

防災行政無線廃止に伴う検討内容ということで、上浦幌地域にありましたアナログ防災行

政無線を廃止したことによりまして、初めに現在津波浸水区域内で運用しているデジタル

防災行政無線の拡張について検討を行いました。この内容につきましては、昨年の第１回

定例会において一般質問を受け、答弁しておりますので、説明は割愛いたします。 

その他の方法としまして、（２）携帯電話網を利用した情報配信サービス＠ＩｎｆｏＣａ

ｎａｌの検討を行っております。このサービスにつきましては、ＮＴＴアドバンステクノ

ロジ株式会社が提供するシステムで、役場から情報発信を行うと携帯電話網を利用し、個

人の方が持つスマートフォンですとかタブレット端末、専用個別受信機などに情報が配信

されます。このシステムの特徴としては、災害情報の発信のみではなく通常時、例えば高

齢者の方の見守り、安否確認ですとか町からの各種情報が配信できるなど災害情報の伝達

以外にも使用できるというふうになっております。概算の整備費用ですが、約１億 2,400

万円、１年間のランニングコストは約 620 万円というふうになっております。 

次に、６ページ、ごらんいただきたいと思います。（３）です。280 メガヘルツデジタル

同報無線です。こちらにつきましては、東京テレメッセージ株式会社が提供する衛星通信

やポケベル波を利用した情報提供システムというふうになっております。デジタル無線と
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比較しまして、遠くまで電波が届き、建物内にある個別受信機にも届きやすいという特性

があります。十勝管内では、今年度芽室町が整備したというふうに聞いております。概算

の整備費用ですが、同社のホームページで確認すると送信局１局当たり 9,000 万円、配信

局一式で 1,800 万円から 1,900 万円、防災ラジオ型個別受信機が１機当たり１万 8,000 円

というふうになっております。１年間のランニングコストにつきましては、約 650 万円と

いうふうになっております。 

今後の予定なのですけれども、31 年度に災害関連情報伝達の基本構想を策定する予定で

す。本町が災害情報の伝達手段としてメーンで使用している防災行政無線は、一度に多数

の住民の方に対して同じ内容の情報を短時間で提供することができるなど、災害情報の伝

達手段として重要な役割を担うものというふうになっております。ただ、対象地域が広域

であったり、山間部により電波が届きにくいなどの地理的特徴や寒冷地特有の高機密住宅

により音が聞きづらいといった状況を考慮すると、本町にとっても必ずしも万能な配信手

段ではなくなりつつあるというふうに思っております。最近ではＳＮＳ、ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービスを利用した情報発信も多くの自治体で採用されており、多種多

様な情報発信手段があります。これまで検討した以外の情報発信手段も含めまして、31 年

度に各災害に強い情報通信ネットワークに必要となる仕組み、整備費用やランニングコス

トなどについて検討し、今後の情報発信手段の選定の資料の整理を行っていきたいという

ふうに考えております。 

次に、事前に資料要求のありました件についてご説明のほうをいたします。こちらの資

料５に書いてあるのですけれども、資料５のまず①の町及び防災関連機関の行う訓練の実

施状況から⑦、防災関連の協定につきましては、平成 28 年に行われました所管事務調査か

らの時点修正で、主に平成 30 年度の数値等に入れかえたものですので、内容の説明につい

ては割愛をいたします。 

⑧、備蓄・資機材等の整備計画書及び備蓄資機材等の整備状況につきましては、資料５

の７ページの次のページ、浦幌町災害時備蓄計画、別添です。こちらをごらんいただきた

いと思います。この計画につきましては、平成 25 年に作成し、随時人口の増減等による数

量の見直しを行っております。 

備蓄計画の４ページをごらんいただきたいと思います。３、行政備蓄の対象人口につい

て、食料を供給する人数の算定根拠を記載しております。現計画の人口は、平成 30 年３月

末の 4,814 人を採用し、算出をしております。津波被害対象地域の避難者数や個人住宅の

耐震化未実施率から避難者数を 2,180 人に設定をしております。 

４ページの下の表、備蓄体制別に目安となる食料供給対象人口をごらんください。避難

者数 2,180 人に食料を供給するというふうになりますけれども、全て浦幌町が備蓄するわ

けではありません。2,180 人の 30％に当たる 654 人分は家庭内備蓄、10％の 218 人分は地

域内、企業内備蓄、20％の 436 人分は流通在庫備蓄で賄うこととし、40％の 872 人分を行

政備蓄、浦幌町が用意する食料供給対象人口というふうにしております。 
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６ページのほうをごらんいただきたいと思います。こちらには、備蓄品目と備蓄目標を

記載しております。食料に関しては、避難所などにアルファ米やパン、ライスクッキーな

どを１日３食分以上、飲料水に関しては１日 1.5 リットルの３日分、4.5 リットル以上を

目標というふうにしております。福祉避難所につきましても同じく収容予定人数分の食料

と飲料水を確保するというふうにしております。 

７ページ以降につきましては、生活必需品や避難所資機材等の数量を記載しております。 

一番最後のページ、こちらにＡ３判の資料が添付されております。こちらに現在所有し

ております食料や資機材等の一覧を記載しております。ここで申しわけございませんが、

資料の訂正のほうをお願いしたいというふうに思います。表の上に２番から 31 番まで数字

が記載されていると思います。ここに 22 番、23 番の旧吉野小というところがあるのです

けれども、こちらの保存水、現在は 15 箱、360 本と記載しておりますが、今年度購入した

分の数量が加えられておりませんでした。訂正後の数値につきましては、15 を 223 に、360

を 5,352 に訂正をお願いいたします。これに伴いまして、次のページに合計数量を記載し

ているのですけれども、こちらの 40、41 の合計のところなのですけれども、こちらが飲料

水のところの 73 と記載があるのが 281 に、1,752 を 6,744 に訂正のほうをお願いいたしま

す。現在の食料等の備蓄の状況なのですけれども、備蓄目標に対しまして食料が目標に達

しておりませんが、31 年度から不足分を購入し、目標数値を超えるよう整備のほうを進め

ていきます。31 年度の食料や資機材の購入予定としましては、アルファ米が 450 食分、パ

ンなどが 250 食分、飲料水、500 ミリのペットボトルになりますけれども、240 本と小型の

発電機を購入予定というふうになっております。 

続きまして、また資料を戻っていただきたいのですけれども、資料５の７ページ、備蓄

計画の前のページのほうをごらんいただきたいと思います。10 番なのですけれども、防災

備蓄品購入費用補助金の実績につきまして、昨年の 12 月現在で 30 件、36 万 8,276 円の補

助金を決定しております。法人が４件、個人が 26 件というふうになっております。１月に

入りましても数件の申請がありまして、現在当初予算なのですけれども、予算措置額が 50

万円ですので、おおむね当初の予定どおりの予算執行がされる見込みというふうになって

おります。 

11、避難所運営マニュアルやその他作成されたマニュアルにつきましては、（１）のほう

に策定済みのマニュアル、（２）に今後策定予定のマニュアル等を記載しております。こち

らにつきましては、順次作成のほうを進めていきたいというふうに考えております。 

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す。全体のこれからは全て何でも皆さんの思ったこと

を聞いていただいて。ただ、ご説明いただいておりますので、それを吟味しながらお願い

をいたします。さっきの説明では、先に所管事務調査後に政策提案したものの内容につい

てお答えをいただいております。そのことから始めても結構でございますので、よろしく

お願いいたします。 
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 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 先ほど同僚委員から笑顔輝く資金の活用をということで、あちらこちらに出

てきました。たまたまきのう笑顔輝く地域づくり支援事業実施要綱というのを見ていまし

た。非常に煩雑で、どこにこの災害のところで使えるのかなと思いながら、全体的に曖昧

としているものですから、どこの部分でも当てはまるかなと。でも、これを実際見たとき

に、申請書から何から非常に煩雑で、なかなかこの笑顔輝く地域づくりの支援事業のお金

としてはぴんとこないのです。それで、災害は災害用でしっかりとした支援のものをつく

っていただきたいというふうに思うのですが、これはどういうふうに町のほうで考えてい

るかお伺いしておきたいと思います。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、笑顔輝くの補助金の関係でございますが、先ほど申し上げたと

おり自主防災組織だけではなく、行政区の中で防災に関する事業を行いながら防災委員を

設けたところは防災に関する事業を行う場合には笑顔輝くの補助金の対象にはする予定と

しております。ただ、先ほど説明したとおり、笑顔輝くには５回までという規制等がござ

いますので、今のところ自主防災組織等もなかなか組織されていなくて、そういった部分

で利用したいという部分もありませんので、今後もしたくさんそういった組織ができて必

要が生じてくるようであれば考えることもあるかと思いますけれども、今現段階ではあく

までも笑顔輝くをまず使っていただいて、それに支障が出るようであれば、また次考える

という形で考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 実際は、自分たちの命ですから、自分たちでちゃんと組織をつくってやれと

いうことの行政の指導だと思います。たまたまよその町のをのぞいてみました。そうしま

すと、自主防災組織の育成に関する計画ということをはっきりうたって、こういうことを

しながらこうやって、行政の対応には限界があるので、町民のいろんな援助も必要ですよ

ということを書きながら、万一その自主防災組織をつくった場合にはどういうことをする

のかということを本当に細に入り微に入りきちっと書かれて、これをやっていけば自主防

災の組織というものはちゃんとやっていけるのだということがわかるのです。浦幌町のこ

れを見ている限りでは、どこでどうやって、ただ名前だけは自主防災をつくれとか、その

笑顔輝くあれを使えとかと書いてありますけれども、具体性がないのです。住民は、どこ

で保護していただけると言ったら悪いのですけれども、この自主防災組織のこのことをい

えばあれなのですけれども、なかなか見えないのです。町民は、どういうふうにしてこう

いうものに協力していけばいいのかということが。でも、これよそのを見ましても物すご

く詳しくきちっとつくった場合はこうしなさい、お金がかかった場合はこうしなさいとい

うことを全部書いてあるのです。浦幌町の場合は、形はできているかもしれないのですが、

中身がないのです。その辺の計画性というものは、どんなふうにお考えでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 
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〇獅子原総務課長 笑顔輝くの補助金のほうは、もともと防災の関係ではないので、そち

らのほうには記載はないのですけれども、以前から自主防災組織をつくってくださいとい

うことで町のほうでお願いする際には資料等も用意しまして、こういったことをしていた

だきたいとか、そういった部分も含めてご説明はさせていただいております。その中で、

今ほかの町村のものがどのものかはわからないですけれども、そこまで細かいものではな

いですけれども、うちとしましてもこういったことをしていただきたいとか、こういった

ことができるといったことはお伝えしながら組織をお願いしたいというふうには話してお

りますので、それをごらんになっていただいた上であくまでもつくっていただきたいとい

うふうに考えています。 

また、自主防災組織ですので、町のほうが何とかというお話をしても実質ただつくった

だけではやはり動かないというのがありますので、どうしてもやはり実際に住民の方々の

ほうから必要だという思いを持っていただけなければ、実際につくっても本当にできただ

けで何の活動もしないようであれば、やはりそれもちょっと問題だと思いますので、そう

いった部分もありますので、あくまでも町のほうからお願いはしますけれども、こうしな

さい、ああしなさいというよりは逆に住民の方からこうしたいのだけれども、どうだろう

かという相談をいただけるような形になれば、そのほうがよろしいかなというふうには考

えております。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 いろいろと災害が起きたときの講演会ですとか、このようなことをしなさい

というようなお話は、たまたまは耳にします。でも、実際に進んで自主防災組織を立ち上

げようという町内会は余りないのではないかなと。これだけ見て、どういう立場で我々は

動かなければならないかということがわからない。実際の話、ここの町ではきちっとした

住民の立場も書いたものがあります。だから、そういったものが見えなかったら、ただ責

任だけを負わされて、各町内会で。あと、何をやっていいかわからないのに責任だけ負わ

されるというのはかなわないという声がいっぱい聞こえております。それで、自分の命は

自分で守らなければならないということは重々わかっていましても、なかなかそこまでは

到達できないのではないかなと、到達しない町内のほうが多いのではないかなと思うので

す。 

それで、よその例をとって申しわけないのですけれども、ここにちゃんと組織図、防災

会議の組織図の中に自主防災組織、本部長等、町民がちゃんと入るような手だてもしてあ

ります。そういうことをしないで、ただつくれつくれと言っても立場上なかなかできてい

かないのではないかなというふうに思っているのですが、その辺は先ほども同僚委員から

町民もこの中に入れたらという話ありましたけれども、全くそういう気配は見えないので

すが、住民と行政との乖離というのですか、隔たりというのですか、何か本当に血の通っ

た行政を私はしていただきたいというふうに思っています。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 
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〇鈴木副町長 自主防災組織の組織建てということにつきましては、平成 23 年ですか、東

日本大震災を受けて地域防災計画そのものについては平成 25 年に全面改定ということで、

その中でいろんな作業を行ってきたというのはそれぞれ議会の本会議の中で、一般質問等

の中で、質疑応答の中でいろいろ説明もさせていただきました。この中で、特に自主防災

組織については、やはり全国的に非常に大事な組織であると。ということは、自助、共助、

公助の中で公助ではやはり全て防災に対して特に災害が起きたときの対応というのが非常

に難しいということが明らかになってきたというのが当時の状況でなかったかと思います。

それらを受けて、やはり自助、共助という部分が非常に全国的にもクローズアップされま

して、そういった中では自主防災組織ということが非常に大きなウエートを占めるといっ

たような認識も捉えたというところでございました。 

そういう状況にあって、町といたしましては、いきなり自主防災組織を義務的に組織す

るというのはなかなかいろんな行政区の事情もあって厳しいだろうということも踏まえて、

その中ではまちづくり出張説明会におきまして、ほぼ行政区に全てお回りをいたしまして、

その際にご質問のあったいろんな町の組織建ての資料もご提示申し上げた、そしてこうい

うことが必要ですよですとか、こういうことができますよですとか、必要性、また具体性

についていろいろ説明をしてきて、その中でぜひ自主防災組織について行政区内でお話を

していただきたいと。そして、その際には町からお邪魔をさせていただいて、その組織建

てについてどのような方法が望ましいか等を含めてご説明をさせていただきますし、また

協力する部分がありましたらご協力いたしますということで、まちづくり出張説明会にお

いてほぼ全行政区をお回りした中で説明をしてきた経過がございます。それが年数たって

もなかなか自主防災組織というそのものが難しいと。これは、それぞれの行政区において

役員のなり手等、そういった事情がいろいろあるということで、そういう話も伺った経過

を踏まえた中でそれであれば、いきなりそういった自主防災組織が難しいということであ

れば、以前にございました各行政区において衛生委員という立場の中で行ってきた、衛生

行政について行ってきたということがございます。それと同様な対応として、身近にあり

ます自助、共助の中で防災委員ということで行政区の中でもぜひそういったこともお話を

していただきたいと。その際にもこちらからどういったことができるか等を含めて、先ほ

どの笑顔輝くの事業も含めまして、いろいろお話もしてきているという状況でございます。

画一的に、一律的にこういったものが必要である、確かにそのものは大事なのですけれど

も、それはそれぞれの行政区の事情によって異なることがございますので、なかなかそれ

は難しいだろうと。やはり行政区を尊重した中で、少しでも防災の体制を一歩一歩進めて

いければといったことも踏まえてそういった説明をしてきているということは、これはい

ろいろ質疑応答の中で説明をさせていただいたとおりでございますので、いま一度そうい

った部分で進めてきて、今も現在も進めているということ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、どうぞ。 
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〇福原委員 組織も本当になかなか立ち上がりが遅いということで、自主防災組織の育成

に関する計画というものはございますでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 計画といったものは、つくったものはございません。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 やはり口頭で説明が多い、資料は渡しているとはおっしゃいますけれども、

なかなかそれを全部読んでいる住民は多分いないのではないかというふうに私は思います。

こういう地域防災計画の中で、しっかりと防災組織の育成に関する計画等をうたっていく

ということも本当に非常に大切ではないかというふうに思っております。視点を変えない

と、なかなか今の状態では住民は責任だけ負わされて、自主防災の推進委員みたいのはで

きないというふうなことを私は思っております。そして、計画というものはやはりこの資

料、この膨大な資料は偉い人がみんな集まってやるのでしょうけれども、その偉い人がこ

の計画も何もなかったら住民の中に、それから人の上に立ってこういうことをしていかな

ければならないのだよということは言えないのではないかと思うのです。だから、そこら

辺が欠如していると思います。だから、その辺のことをしっかりとやっていかないと自主

防災組織は本当にできていかないと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 新しい防災計画の予防の 12 ページなのですけれども、今福原委員が言

われたような細かいものはないのですけれども、この中で予防の 12 ページの第４のところ

に自主防災組織の育成等に関する計画というものはうたってはおります。その中で、組織

の規模ですとか組織の編成、あと組織の活動等について、細かい部分までは記載はされて

おりませんけれども、そういったものはある程度の方向性としてこういった形で進めます

よというものは設けておりますので、それだけ先に申し上げます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 今の課長のお話に対して、細かいものが必要なのです。だから、立ち上がら

ないのです。何をしていいかは多分、口頭でいろんなちょっとした資料を持っていって行

政区に行って説明しても浸透はしていかないと思います。実際に災害が起きたときに一番

困るのは住民だということは重々わかっているけれども、その組織ができないということ

は、やはりどこかに何かがあるのではないかなというふうに私は思うのです。こういうよ

その例をとって申しわけないのですが、本当に細かくしっかりした育成に関する計画とい

うようなものが、これだったら私も応援してあげようとか、やってあげようとかと。この

中には、やはり女性リーダーの育成に努めるというような１項目も入っているのです。浦

幌町は、そういったことが入っているところがあるでしょうか。 

○阿部委員長 町長、どうぞ。 

〇水澤町長 私のほうから、ちょっと説明というか、多分誤解されている部分があるので

はないかなというふうに思いますので、浦幌町の取り組みとして説明させていただきたい
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と思います。 

福原委員が言われるように詳細な取り組み要領、また計画、取り上げた町があるという

ふうにお話がありました。我が町としては、いかに自主防災組織をつくってもらうか、こ

れが大切だというふうに思っています。まさに自助組織をつくるということは大切だと思

っております。そういう面では、単なる要領、計画をつくることが大事だとは決して思っ

ていません。どうやって行政区の皆さんにその理解をしてもらうか、そしてどうやって立

ち上げてもらうことが必要かということを常に副町長も言いましたけれども、まちづくり

懇談会等で詳細に説明をさせていただいていますし、このことについては繰り返し繰り返

し説明していますから、私としてはその要領をつくるよりは口頭で直談判で、まさに手と

り足とりご指導をさせていただいているというふうに思っています。そういう面では、単

なる計画をつくれば、この自主防災組織ができるというものであれば、町は計画をつくる

のははっきり言って簡単ですから、それは幾らでもできます。でも、そういうものではな

いというふうに思っていますから、いかに町民の皆様と行政区の皆様と足とり、また説明

をし、面談をしながら、どういうものが必要なのだと、なぜ必要なのかということも含め

て、そこから懇々と説明をさせていただいていると。そういうことが一番大事なことであ

ろうというふうに思っていますから、町としてはそういう進め方をしていっていると。そ

の中で、足りないものがあれば当然必要ですけれども、もし行政区でわからなければ当然

もう一度再度お話をしながら、今まで繰り返し繰り返し説明をしてきました。これがそれ

を文書で、要領でただできれば、それでできるものだというふうには決して考えていませ

んから、そういう面では委員との認識のずれはあるかもしれませんけれども、私はそうい

うのがずっと町民にとって優しい接し方だろうというふうに思っていますし、これが本当

の意味での自助組織をつくる根本だろうというふうに思っています。そういう面では、単

なる要領をつくったり計画をつくるということが正しい道だとは決して思っていませんか

ら、より正しいのはやはりより行政区の皆さんと膝を突き合わせて話をするということが

一番大切だと思っていますし、その方法で今までも進めてきているということであります

から、単なる要領とか計画をつくれば、それで達成できるというようなこういう組織では

ないというふうに私どもは思っていますので、これはご理解いただきたいなというふうに

思います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 いろんなことで非常に苦労されていることは重々私も感じております。でも、

育成に関する計画ですから、今までやってきたことが浸透していかないで自主防災組織は

できないのですから、どこかでやっぱり視点を変えなければ住民は乗ってこないというこ

と、はっきりわかっていませんか。その辺どうなのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 それでは、私どものほうでは先ほど副町長申し上げたとおり、各行政

区に入って説明をしています。そのときに結構、逆に細かい話があり過ぎるという部分も
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あって、我々が聞いている中では規約をつくらなければだめだとか、役員を設けなければ

だめだとか、そういった部分が逆にハードルが高くなってしまってなかなか踏み込めない

といった話をお聞きしましたので、それであれば先ほど申し上げたとおり、行政区の中で

防災に関する事業を一つでもやっていただいて、防災委員を設けてもらって、まずそれを

きっかけとして最初に行っていただいて、その中から最初に１つであった防災の事業を毎

年１つずつふやして２つ、３つとふやしていって、また先ほどその中で申し上げたとおり、

要支援者の個別計画もその中でつくりましょうというふうになっていただければいいかな

ということで、一応今までの形ではちょっとなかなか進まないということで、逆に今言わ

れたように視点を変えて今年度はそういった形で取り組みを始めております。その結果が

来年の区長会議の前に行政区のほうからそれぞれ防災委員を設けたとか、そういった報告

がありますので、その中でどういった結果になるかという部分もありますけれども、そう

いった形である程度ちょっと方向は変えて、やり方を変えてそういうふうに進めておりま

すので、その辺ご理解をお願いしたいと。 

○阿部委員長 ちょっと出ましたけれども、先ほど河内委員の質問があったのですけれど

も、そのことについてもう一回ちょっと。 

〇河内委員 済みません。先ほどちょっと先走った質問をしました。ちょっと戻るところ

があると思いますけれども、よろしくお願いします。 

先ほど報酬については考えていないということで、その後笑顔輝く事業について同僚委

員からの質問にお答えをいただいているわけでございますが、これどっちを先に、鶏が先

か卵が先かというような議論になっていくような感じはするのですけれども、私たち議会

としてはこの政策提案及び議会の安心、安全なまちづくりを目指す防災体制ということで

要望書を提出した経緯の中で町民からのアンケートをとっておりますけれども、町民の

70％が自主防災組織は必要と感じているのです。実際にはできていかない。それで、今行

政側はこういう考え方、議会はこういう考え方だということで必要という考えは、住民も

我々議会も行政側も必要だということについてはもう同じなのです。だけれども、進まな

いということで、どうするかということでの今話があると思いますけれども、同僚委員か

らも先ほど言いましたけれども、こうやって地域防災計画ということもこのたび示されま

したけれども、ではこれだけでいいのかと。こんな分厚い計画書ができたから、これで町

民わかってくれて、これでいいのかということになると、細部にわたると今本当に大切な

自主防災組織をどうするかという問題がどうも進まないと、なかなか進まないということ

での問題があるのかなと思っております。 

それで、ここの先ほどのお答えの中で条例の制定については考えていないということで

はっきりお答えいただいたわけですけれども、このことで我々は議会としてはこういった

条例をきちっと制定した中で町民に防災意識を喚起して、自助、公助、共助ということで

のこういった充実を図っていくべきだと、こういうことで提案をしているのですけれども、

そういった条例制定を考えないその１つの一番のそういった考え方、先ほどからいろいろ
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お答えはいただいているのですけれども、大きな要因というのは何なのでしょうね。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 自主防災組織がなかなか組織建てが進まないということで、確かに現状と

してはおっしゃるとおりで、また町民の皆さんもそれは本当に必要だという認識も非常に

高いということはご指摘あったとおりだというふうには認識をしてございます。先ほどの

説明もさせていただきましたけれども、今までの経過の中で直接各行政区にお回りをさせ

ていただいて行政区の皆さんとお話をしたときに、確かに本当に必要ですという声は本当

に強く伺っております。ただ、実際にその役員と申しますか、そういったことで行政区の

中でなり手がなるといったときに非常になかなか難しいと。恐らくは重要だけれども、自

分がなるとなった場合については非常に難しいですよといったこともこれは実際の実情だ

と思います。 

その中で、ではどういう形が一番望ましいというか、それぞれご負担にならないことが

形としてはどのような形が望ましいかということを時間もかけながら行政区の皆さんとお

話をしながら進めてきているといった中で、その一つとして防災委員という行政区の中で

の位置づけというのはどうでしょうかといったことも進めてきています。それが新年度に

おいてそういう委員の配置と申しますか、行政区の中での対応ということもやはり少しず

つ出てきていることがあるだろうと。それが１つの状況をなしていると。これが１つの方

向性にもなっていくのではないかなと。なかなか先ほどのアンケートでも触れましたとお

り、重要性は個々の皆さんは非常に高く認識をしておられますけれども、いざその役回り

となるとなかなか難しいですといったことが行政区のいろんな事情にあろうかと思います。

それは、年齢構成等々、いろんなまたそれぞれの個々の生活環境、仕事の環境等々を含め

て、いろんな事情があるということの中で１つの踏み切れない事情があるのだろうと。そ

れを少しずつやはり前向きな中でご説明を通して、これも行政区の皆さんと膝を突き合わ

せながら時間をかけながら、やはりお互いの思いというものがどこかで合致する部分があ

ると思いますので、それを進めていくことがそのアンケートにもある程度答えて現実とな

っていくのではないかなというふうには捉えているところでございます。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 今お答えいただいて、自主防災については我々も同じ認識していますので、

それをどうするかということの方法論の問題だと思いますけれども、我々はやはり理念条

例というものをきちっと制定した上で自助、共助、公助ということでの役割分担をきっち

りお互いに認識しながら、この町の防災計画というものを進めるべきではないかというこ

とで再三理事者にはご説明をさせていただいているのだけれども、この条例制定は必要な

くてもできるという考え方と必要であるという、これは積極的に必要であるかということ

と、これがなくてもできるのだから必要ないという考えもあるだろうと思うのだけれども、

今の理事者の考え方でいくと条例はなくてもこういったものはできるよということの説明

なのですよね、結局は。ちょっとお答えください。 
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○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 ご指摘のあった中では理念の条例ということで、理念条例という意味合い

が私もよくは理解していないのですけれども、条例そのものについては本来の構成上は義

務の課することと、またそれにかかわる権限の行使ですとか、そういったものが条例の構

成になるということで、その前段として目的、理念が掲げられているものであって、条例

構成上は理念だけというのはなかなか私も理解がちょっとできない部分があるのですけれ

ども、ただ最もお話しさせていただきたいのは、やはり防災にかかわるものでございます

ので、町民の生命と財産を守る防災の対応ということで、それが理念だけでなし得るかと

いうことではないというようなことも捉えております。当然具体的な今お話を申し上げま

した義務の課するもの、また権限を行使するもの、そういった構成上にせざるを得ないだ

ろうというふうに思っております。ただ、その義務について、それが町民の責務としてそ

の表記をもって進めていくとなると、先ほどの話に戻りますけれども、それぞれの皆さん

はアンケート上やはり重要だというのはわかっているのですけれども、おわかりになって

いるのですけれども、ただ実際にその責務を果たすのにはやはりなかなか難しいというの

もこれもまた現状だと思います。そうすると、責任負担がますます大きくなっていくだろ

うということも捉えておりますので、それも１つの方策でありましょうけれども、現状の

経過等、また各行政区の実情を踏まえた中では、やはり行政区の皆さんと膝を交えながら

お話を進めさせていただいて、それぞれの行政区に応じた対応というのがお互いに話をし

ながらつくり上げていくのが自主防災としては現在のところ過去の経過を踏まえた中では、

今考えておるところとしては望ましいことなのかなというふうに思ってございますので、

そういった意味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 河内委員。 

〇河内委員 私は、本町に住んでいるわけですけれども、実際のこういった防災に対する

私の行政区で何か住民同士が自主防災組織をつくるとか、また避難行動だとか、そういっ

た防災に関するお互い懇談したことがないのです。実際、私は毎年出ていますけれども。

どうしてなのかなということで、その際聞いたことあるのですけれども、必要だというこ

とはわかっていても、うちの場合は１年交代なのです、行政区長が。そういった中での申

し送りというものが確実に行われていないなということ、もし説明会を何回も行っている

ということであれば。自分の任期が終われば次の区長にかわるわけですから、自分の課せ

られた責任というのは、一定の責任は果たしたということで決算書をつくって皆さんにお

渡しして、次の役員を決めてということが今までも恒例でありましたし、この防災に関す

るいろいろな行政区への説明が行われたとしても何らそのことが実態として変わっていな

い。これは、行政区に浸透していないということですよね。だから、先ほどそういった行

政区長にはきちっと説明を行って、こういった意識を持って進めていただきたいというこ

とを申し上げても実際の行政区には伝わっていないということなのです。この辺について

どうお考えですか。 
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○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 それぞれ行政区内の役員さんのお考えが個々にどういうような思いをして

いるかということまではちょっとわかり得ませんけれども、当然行政区という活動につい

ては私的なものではなくて公的なものという活動の行政区活動ということであって、当然

役員については１年でしょうし、２年でしょうし、それぞれの行政区の事情によって任期

というのが恐らく定められて行われていると。その任期を終えた後には引き継ぎというこ

とは当然あることでありまして、その引き継ぎがどういうふうにされているかというのは

行政区の個々の事情でございますので、その辺は具体的にはわかり得ませんけれども、い

ずれにいたしましても行政区にお邪魔をさせて、行政区長の役員さんともお話をさせてい

ただいておりますことは過去の経過からしてそれは行ってきておりますし、このことにつ

いては私的なものとしての行いではなくて公的な行いということの中でそれぞれ説明をし、

膝を交えた中でそれぞれ行政区の事情もお聞きしながら、今後どういう形が望ましいでし

ょうかということも含めて役員会、役員の皆さんはぜひお集まりをわざわざいただきなが

らそういったことも進めてきたと。これは、当然引き継がれていくだろうというふうに思

ってございます。ただ、それがなかなか引き継ぎが難しい部分があるということであれば、

またそのことの要因が何があるのかもお話をしながら、ぜひ引き継いで行くことも確認も

させていただきたいというようなことも改めて思って進めたいというふうに思っておりま

す。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 少なくともそういった一つ一つの積み上げで行政区に対してもきちっとした

熱意を持ってこのことについて進めていきたいという説明でございますので、見える形で

私たちに各行政区で役場職員が来て説明いただいて、本当にやる気なのだなということで、

そういった熱意が伝わるような形で我々も本当にやっているのだということで納得できる

ような、そういった方向で努力していただきたいなと思っております。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 町としては、自主防災組織については本当に必要な組織であるし、町民の皆

さんには先ほど河内委員からも言われたようにアンケートの中では 70％以上が必要だと

認識はされているということでありますから、当然町民の皆さんには認識はされているの

だろうなと思っています。また、町としては全体行政区長会議の中では当然毎年同じこと

を申し上げておりますし、先ほど言ったようにまちづくり懇談会の中では常に出席をさせ

ていただいて、その必要性、またつくり方、どういうふうにしたらいいのかという相談も

受けながらお話をしていっています。それの努力がまだ足りないというご指摘なのだろう

なというふうに思いますけれども、それが足りなければまださらに進めていく必要が、町

としては重ねていく必要があると思いますし、当然これからもやっていこうというふうに

思っているところであります。 

先ほどから理念条例というふうに、自主防災組織条例をつくることが必要だという議会
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から考え方と提案があったということでありますけれども、議会の皆様としては理念条例

でありますけれども、条例をつくれば自主防災組織ができるというふうにお考えなのかど

うかはわかりませんけれども、町行政としては自主防災条例をつくれば、それで自主防災

組織が簡単にできるというふうには全然認識しておりません。あくまでもその行政区単位

の自主防災組織は、自主防災組織を行政区の中で立ち上げる、そういう雰囲気づくりと、

そしてその方法についてきめ細かく行政として訴え続けながら、お互いに認識を１つにし

て自分の身は自分で守る、そういう自助努力をきちっとしていこうと。これは公助、共助

ともにでありますけれども、そういう動きの中をさらに詰めていきたいというふうに思っ

ていますので、そこがちょっと認識が違うのかなというふうに思っています。決して条例

が必要ないという話ではなくて、条例があればできるものではないという認識のもとに私

どもはいるということでありますから、単なるそういう形をつくればそれで済むというも

のではこれまでもありませんし、決してそれがそういう簡単な、安易なものではないとい

うふうに思っています。条例が必要だということではなくて、やはり認識をしっかりして

いただく。 

そして、責任だけを負わせるというお話も出ましたけれども、決してそういうことでは

ない。あくまでも自助努力と公助の間に立って住民に自主組織をつくっていただきたいと

いうことをお願いをしているわけでありますから、町が押しつけるものでは決してないと

いうふうに思っています。そういう認識を、まだ努力が足りないというご指摘であります

から、これらについては今後ともさらに進めて、立ち上げについて具体的になるように努

めてまいりたいというふうに思っております。 

それと、またもう一つ、先ほど笑顔輝くものについて認識が足りないという話がありま

した。これは、町といたしましては笑顔輝く、この部分についてはこれまで町民の皆さん

が事業をやったときにどのような補助金があるのかということでは、なかなかわかりづら

いという話がありました。そういう中で、全体的に使えるもの、これが必要なのではない

かということでつくったのがこの笑顔輝くであります。ですから、町民の皆さんが自主的

なものを何か行動を起こそうというときに全てこれに使えるもの、これを通して持ってき

たものがこの笑顔輝くでありますから、決して難しいものではなく一番簡単な、何かをし

ようとしたときに使える補助金の制度だということも改めて認識をしていただくように、

まだ認識がなかなか議会の皆様にも理解されていないようでありますから、町民の皆様に

もこの点については理解していただけるようにこれから進めてまいりたいというふうに思

います。 

○阿部委員長 ちょっとお待ちください。機械トラブルがちょっとあると思いますので、

少し休憩をとりたいと。どのぐらい。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 済みません。今から約 10 分間休憩、申しわけありません。質疑の途中です

けれども、10 時 40 分まで、よろしくお願いいたします。申しわけありません。 
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午前１０時２９分 休憩 

午前１０時３９分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を再開いたします。 

 自主防災について、皆さんから生々しい意見が出てきているのですけれども、先ほど河

内委員のところでとめましたので、ありましたらどうぞ。お願いします。 

 河内委員。 

〇河内委員 これ笑顔輝くということで、考え方だとか防災に対する対応をお答えいただ

いているのですけれども、先ほど同僚委員が言ったように、この活用はできるということ

はわかるのです、これを見たら。しかし、我々議会としては独自のそういった補助制度と

いうものをきちっと打ち出した中で、防災についてはこういうことではこういった支出を

しますし、こういった組織づくりにはこういった対応をしますよということで、やはり防

災には防災のそういった補助制度というものをきちっと出して、そしてこの防災について

取り組んでいくべきだという考えを持っていますけれども、その辺については考え直す気

はないですか。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 少し意味がわからない。 

〇河内委員 何の意味がわからない。 

〇水澤町長 笑顔輝くものを活用はできるけれども、防災オンリーのものをつくらなけれ

ばならないという、なぜそうなるのか、そのことがわからないのですけれども。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 まさにその問題だと思うのです。これ目的というところを見ますと、笑顔輝

く地域づくり支援事業要綱の目的に、目的、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図

るため、住民活動を行う団体が実施する地域の公益的な活動に対し、浦幌町が事業費の一

部について補助等を行うことにより地域課題の解決や地域コミュニティの醸成、町民と町

の協働のまちづくりを推進することを目的とするとうたっているわけです。ここに防災と

か、こういったものでこの事業の補助金を出すのですよということは明確に示されていな

い。ただこれは使えるというだけ、利用できるというだけで、まさに目的の中にきちっと

した防災に使うのだということでの定義がないわけです。だから、私らは必要だと言って

いるわけです。それが何でおかしいのですか、そういう考え方をするということが。ちょ

っとその説明をしてください。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 先ほどから言っているように、行政懇談会等で自主防災組織をつくると同時

に、この費用については笑顔輝くまちづくり交付金で十分活用できますというお話は行政

区に伝えてあります。これは、しっかり伝えてありますから、行政区がわからないという
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話はありません。活用はできるということは十分認識しています。ですから、防災オンリ

ーの、防災だけの補助金をつくるという必要は決してないだろうというふうに私は認識し

ているということです。その点については十分伝えてありますし、行政区の皆さんは十分

その点については理解しているはずですし、またこれは十分その都度お伝えしていますか

ら、それで防災組織に活用できる補助金がないという話は決してないというふうに思いま

す。そういう面で、防災だけの補助金をあえてここでつくる必要はないのではないかとい

うことであります。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 それは、今説明した、あえてつくる必要がない、首尾一貫してつくる必要は

ないという１つの考え方の基礎になっていることだと思いますけれども、やはりこういっ

た補助金というのは必ずそこの目的、そして何のためにこれが使われるかということを住

民にきちっと明示して、皆さんこの補助金を使って浦幌町では防災については充実させて

いくのですよ、協力してください、我々も頑張りますよというのが私は１つの考え方の示

し方の方法ではないかなと。何も防災とはうたっていないものが防災に使えますというこ

とで、無理やり何かそちらに使えますよということで、何か本来的な用途、目的ではない

ものが何か途中から防災にも使えますよという説明に変わってきているような気がするの

ですけれども、それがやはり町民にも防災に関する町の取り組みということにも影響して

きているのかなと私は思うのです。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 今委員おっしゃったその目的、笑顔輝く地域づくり支援事業の実施要綱に

おける目的のことがご指摘ありましたけれども、その中で地域課題の解決や地域コミュニ

ティの醸成ということで、委員のおっしゃっていることは地域課題の解決や地域コミュニ

ティの醸成は防災とは別物だよというような意味合いで何かおっしゃっているように感じ

ていますけれども、あくまで地域課題の解決や地域コミュニティの醸成はその中に防災も

含まれていますよと、当然の部分だというふうにこちらは思ってございますので、そうい

った中で当然行政区の中をお回りした中でも何か自主防災を組織建てするに当たって、も

しかしたらお金が必要になる場合はどうなのだいといったときに、町からこういったこと

では補助金ということの手だてもできますよということは常々ずっとお話をしてきており

ますので、そういった意味で行政全般、広範囲の中で防災が重要ですよという意味合いの

中でこの補助金が該当しますということをお伝えしてきておりますので、この点について

はご理解をいただいているのかなというふうには思っております。 

○阿部委員長 河内委員、よろしいですか。 

〇河内委員 考え方の違いということでちょっと、その辺についてはこれ以上申し上げて

もしようがないのかなと思っております。 

○阿部委員長 ちょっと暫時休憩しますか。時計、いいですか。 

（何事か声あり） 
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○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 避難対策について伺いたいと思います。 

議会からの政策提案の中でも提案させてもらいましたが、避難所マニュアル、これにつ

いて先ほどの説明の中でもマニュアル策定後に避難所運営訓練などを通じて住民意見の把

握、反映を行うというふうになっています。今２月の 16 日に南浦幌で避難訓練をするわけ

ですが、これはもう既にマニュアルはできているということですか。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 先ほどの説明の中にもあるとおり、避難所の運営マニュアルにつきま

しては、まだ策定はされておりません。それで、今回の訓練につきましては、終わった後

にアンケート等も行いますので、そういったものを逆に先にそういった意見を取り入れな

がら今後つくる上でそれを参考にさせていただいて、またマニュアルができた後に訓練を

行った場合には今お話があったように、そういった中でこういうふうにしたほうがいいの

ではないかとか、そういった意見がありましたら、それを参考にまた見直し等を行う、そ

ういった形で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 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 この回答には、避難所訓練などを通じて意見の把握を行うと、マニュアル策

定後にと書いてありますね。この辺ちょっと文章が違うのでないかなと、説明の内容が違

うのではないかなと、逆になっているなというふうに思います。その辺は、今課長のほう

から説明がありましたようにアンケート調査もするというふうになっていますから、十分

把握されて、またそれを検討されて、１回では思うようにならないのでしょうけれども、

対策をきちっとしていただきたいなと思っています。 

○阿部委員長 総務課長、どうぞ。 

〇獅子原総務課長 その部分、マニュアルの策定後という部分は申しわけございません。

それは、今お話がありましたとおり、マニュアル策定前につきましても先ほど言ったとお

りアンケート調査の部分と、あとマニュアル策定後につきましてもまた意見等を聞きなが

ら、先ほど申し上げたとおり防災計画の中ではなかなか意見等が出しづらい部分があると

は思うのですけれども、こういった部分では逆に個々具体的な意見等も出していただける

かなというふうに考えておりますので、そういった意見を参考にしながら今後マニュアル

の策定等に努めてまいり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 続いて、同じく避難対策なのですが、避難路の確保ということで、避難路の

橋の強化が終了したというふうにここに書いています。このことはいいのですが、橋の取

りつけの強化は、ここにちょっと表示してありますが、どのように実際にやられたのか、

これからやるということなのか、よくわからない部分があります。これについて、どこと

どこが避難路として対策が終わったのか、それから取りつけの対応はどの程度どうなった

のか。私は、南浦幌に住む人間として実際昭和 27 年の十勝沖地震、３月４日の十勝沖地震
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を経験しているこの中でも数少ない人間だと思うのです。私は５歳でした。しかし、私の

人生記憶の中で十勝沖地震が始まりですから、鮮明に記憶しているのです。そして、平成

15 年の９月の 26 日の地震、これも非常に南浦幌の被害が大きかったです。そういう状況

からして、どのぐらいの対策をして、今後少なくとも震度７ぐらいの地震が来たときにど

んな橋の状況になるかというのは個々想像がつくのです。そういうことから、どこまでど

んな対策が進んだかということをお知らせしていただきたいと思います。 

○阿部委員長 小川施設課長、どうぞ。 

〇小川施設課長 ただいまの避難経路上、主に橋梁に対する対策の実施状況ということで

あろうかと思いますけれども、そちらにつきましては愛牛方面、豊北方面、幹線道路、基

線道路も含めまして避難経路とされている橋梁につきましては全て耐震、橋梁自体の耐震

工事及び橋台の背面における橋梁と取りつけ部のすりつけの関係でございますけれども、

背面に過去に踏みかけ板、コンクリートの構造のものが多いかとは思うのですけれども、

そういった踏みかけ板が存在するかしないか、また存在がしない場合にはそういった背面

の土砂の沈下を防ぐために今新たな蜂の巣の目の構造のような一体的な構造を持った踏み

かけ板というものが今構造体としてございます。そちらを今採用して、それらを少し、仮

に盛り土材料が沈下したとしてもスロープ的に橋梁に乗り上がることができる、そういっ

た構造が確保できるというものを橋梁の背面に設置しております。そのことによりまして、

橋台の背面において垂直に沈下をして車両が通行できないというようなことが起きないよ

うな対策として全ての避難路の橋梁には既に対策を済んでおります。 

今の避難経路上以外の場所におきまして、旧養老小学校のところ、今の養老のコミセン、

そちらから西３線に入っていく橋梁が３つ並んでいるところがあろうかと思います。15 年

の十勝沖地震の際にもそちらの橋梁につきましても同様の沈下によって通行どめというよ

うな状態が発生しておりました。そこの路線につきましては、避難経路からはあえて外し

てはあるのですけれども、やはり一般的に交通量が多い場所ということを踏まえまして、

これから修繕計画を行う上で、そこにかかっております橋梁３橋につきましても同様の背

面措置の対応を今現在計画をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 橋の強化対応につきましては、私も一部監査の対応で拝見をさせていただき

ました。終わった部分全部について踏みかけ板ですか、これが全部設置されているのです

ね。 

〇小川施設課長 はい。踏みかけ板の有無も含めまして、踏みかけ板が設置されていない

ところには対策済みという状況にございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 それで、今説明あったように西３線の道路については、過去の事例でも通行

どめにせざるを得ないような大きな被害が出ていた事実ですから、今説明があったように
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避難路として指定されていなくても誰が向かっていくかわからないのです。そういうこと

から考えれば、早急にこれも対策をしてもらわなければならない路線だと思っています。

議会の政策提案の中でも避難路の複数化というのを提案していますけれども、そのことに

ついては全然回答がなくて、今西３線の対応について説明あったわけですが、これは避難

路に関する問題ですから早く対応していただかなければならないというふうに思います。

説明あったからよろしいです。 

それで、続けてですけれども、これは町道の問題だけなのです。ご承知のように平成 15

年の９月の地震でも段差、取りつけの段差においては統太の幸橋、統太橋、それから静内

の橋、複数段差が出ているのです。私は、ようやく通れる状態の中で通りました。しかし、

２回目の余震のときから通れなくなった箇所があります。それから、突っ込んできて車が

パンクして停止したというのもあります。もう 20 センチぐらいになったら、一気に上れな

いですから、走ってきてパンクしてしまったと。そういう事態もありまして、この道なり、

それから国道 336 もそうですが、336 は一番問題なのは豊北橋なのですが、そういうとこ

ろにもきちっと強化の対応をお願いしているのでしょうか。 

○阿部委員長 小川施設課長、どうぞ。 

〇小川施設課長 先ほど町道と合わせて国道、道道もお答えすればよかったのですけれど

も、大変申しわけございません。 

まず、両国道、道道におきましても地域の政策要望という形で、社会資本整備要望とい

う形でしっかりとまちづくり政策課のほうから上部官庁に対してそういった要請活動は行

わせていただいております。その中で、道道直別共栄線も含めまして順次今の計画にのっ

とって北海道なり国道なり対応をいただいているところでございます。豊北橋におきまし

ても、私の認識としては対策は済んでいると思っております。 

ただ、１点、統太橋、浦幌川にかかっている道道直別共栄線の統太橋におきましては、

西側の橋梁の取りつけ部については一部改良が終わっているのですけれども、東側の共栄、

生剛側に向かう部分、そちらのほうの掘削について今設計段階いろいろな見直しをされて

いらっしゃるようで、その中で今後早急にそういった背面盛り土の対策を行うというよう

な予定が今組まれているというふうに認識をしています。また、北海道さん、開発さんの

事業計画にもよりますので、今後も鋭意そういった対策を早急にしていただけるように要

請活動のほうは行ってまいりたいと考えています。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 行政要望で項目が上がっているのは私も承知していますが、災害時の避難路

としての対策として重要だということで、やっぱり早急に取り組んでもらうような要望、

通常の行政要望と違って取り上げてもらわないと、なかなか実現しないかなというふうに

思っています。 

○阿部委員長 小川施設課長、どうぞ。 

〇小川施設課長 そういった認識は我々も強く思っておりますので、今後も積極的に、精
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力的に活動をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 続いて、次なのですけれども、浦幌十勝川にかかわる災害時の樋門の管理で

す。これは、津波警報が出たときに誰が閉めるのですか。十勝太川、豊北川ありますね、

それぞれ。たくさんはありませんけれども、どんな対応になっていますか。 

○阿部委員長 小川施設課長。 

〇小川施設課長 今の浦幌十勝川、朝日の樋門とあのかいわいかなというふうに思ってい

るのですけれども、まず浦幌太樋門という小さな樋門で、よく滞水する区域がございます。

そちらの樋門につきましては、一昨年ですか、樋門の改修工事が行われまして、自動のフ

ラップゲート方式という形で、水位が上がった段階で自然に逆流防止というような機能が

されているところがございます。あと、開発さんが保有されている樋門におきましては、

おおむねそういった同様の、津波時に確認に行くということは非常に危険な状態でござい

ますので、樋門の管理人さんの皆さんにはそういった警報が発令になった場合には樋門の

点検に行かないように、身の危険が生じてしまいますので、確認には行かないようにとい

う指導をしているということもございまして、開発さんの使用のそういったところはフラ

ップゲートの構造にだんだんと変わってきているところでございます。あと、朝日の樋門

につきましては、今はこれまでと同様に管理人さんの方が管理、その状況を見ながらでご

ざいますけれども、人的対応によって樋門を操作するというようなことになっております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 十勝太の市街地というか、ありますね。あれは、どこがふだん管理していま

すか。 

○阿部委員長 小川施設課長。 

〇小川施設課長 十勝太の新川及び緊急排水施設がございます。そちらは、両箇所とも開

発局の池田河川事務所の管轄になっております。そちらの樋門は、両樋門とも先ほど最初

にお話ししましたフラップゲート方式ということになっておりますので、長波という波の

圧力によって自動的に閉鎖されるような構造になっています。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 大分東日本の大震災から以降、豊北地区でもソーラーをつけたりして自動の

になってふえているようですけれども、消防団員の方が樋門を２つ３つ閉めたことによっ

て随分、130 人ぐらいでしたかを超える犠牲になったということで、私もその地域に住ん

でいる人間としては吉野から東、海のほうへ向かっていかなければならないという状況に

ありますよね、そういう管理をするためには。ですから、非常にその辺のことを心配して

いるので、その辺の管理についても徹底されるようにお願いをしておきたいと思います。 

 次に、同じくこの避難対応についてですが、消防団員の方の対応です。地元でも消防団

員の方といろいろお話しすることがありまして、消防団員って災害のときどんな対応をす

るのと、よくわからないのだということです。私らの立場で特にわからないのですが、そ
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の消防団員の、先ほども言った非常に東日本大震災のときにたくさんの消防団員が亡くな

られた、そういうことも踏まえて心配するわけです。私は、一般質問でも消防団員の対応

について伺ったことありますが、詳しいことははっきりしないで終わっています。今これ

だけいろいろ議論されている中で、消防団員さんの災害時の対応がどんなふうになってい

るのだろうということで確認をしておきたいと思います。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、東日本大震災がありまして、その中で消防団のほうでは浦幌町

消防団の震災時対応マニュアルというものをつくってございます。それは、先ほど申し上

げたとおり津波、大津波警報が出たときに、逆に津波のある方向に向かっていくのは危な

いということもありまして、時間等で区切りまして十勝太の高台とか、そういったところ

までは行くけれども、その後またすぐにある程度の時間を考えながら戻ってくるといった

ものを整備しておりまして、津波の対応につきましてはそういったものを消防団のほうで

作成しておりまして対応しているというふうになっております。ただ、あと大雨ですとか

洪水に関する警戒体制の部分、一応基準というものを設けておりまして、その中で対応す

るという形にはなっておりますけれども、現実にはどういった対応になっているかという

部分になりますと、なかなかそのとおりに動いていないというのが現実になっているのか

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 ご承知のように、今発表されている千島海溝を震源とする超巨大地震、マグ

ニチュード９というふうに言われていますけれども、30 年以内に７から 40％の確率でとい

うふうに報道されていますよね。そういう規模になれば、今課長の説明あったように当然

このマニュアルでは津波、地震後 30 分というふうに設定されていますけれども、30 分後

に津波が来るのに海のほうに向かってはとっても第２分団は行けないですよね。消防署も

もちろんです。ですから、その辺の対応、地元の消防団も何をどうすればいいのか、行か

なくてもいいみたいに言われても何するのよと言われたらよくわからないと、これが現実

だというふうになっています。ですから、非常に貴重な存在で、さきにもちょっと質問し

ましたけれども、民生委員さん、それから消防団員さん、これはなかなか自主防災組織の

中に取り込まないというのが大体通常になっているようですね。そういう中で、では貴重

な存在の消防団員さん、何を担ってくれるのかということになってしまうので、もう少し

やっぱり消防署、それから消防団を含めて、その辺の対応について具体的な行動というも

のをマニュアル化できるようなものになったらいいなと思っているのですけれども。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの件に関しましては、震災時の対応マニュアルというものを

消防団のほうで先ほど申し上げたとおりつくっていますけれども、それをどう生かすかと

いう部分でなかなか浸透していない部分もあるというような話も聞いてございます。これ

に関しましては、消防署のほうを通じまして団のほうでどういったことができるのかとい
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う部分をある程度まとめたものをつくることができればというふうに考えますので、その

辺は消防署のほうと協議しながら進めてまいり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 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 これ公の場ですから、いろいろ言葉は慎重にしなければならないのですけれ

ども、民生委員さんの仕事にしても任務にしても消防団員さんにしても私が意図するとこ

ろは、無理して負担を負荷しても大変だよということを申し上げたいのです。普通の民生

委員さんの対応のところに書いてあるように家族が優先だよと、やっぱり大変な立場にあ

るから任務を負荷するのは大変だというふうに書いてありますよね。私は、消防団も同じ

だと思っているのです。消防団があるから、民生委員があるから、民生委員さんにこうい

う仕事をしてもらおう、災害時にということをお願いしようとしているのではないのです。

逆ですから。そういう立場で任務を負荷しても無理だよということを私は言いたいので、

議事録その他を含めて誤解があったら困るので、念を押してそのことだけ申し上げておき

ます。 

それから、よろしいですか、続けて。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 まだ複数あるのですが、２月の 16 日の南浦幌の避難訓練について少し伺いま

す。 

まず１つは、この日に警察音楽隊、浦幌地域安全コンサートと称して警察音楽隊とカラ

ーガード隊が来られますね。ほぼ同じ時間帯、午前中ですね。どうしてこういうことにな

ったのですか。部署が違うから決まってしまったというのではないでしょう、まさかね。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 大変申しわけございません。本町だけで実施するものであれば調整も

きくものなのですけれども、それぞれ協力機関とか、音楽隊のほうも来ていただく部分が

ございまして、初めは私どものほうでもなかなかうまく調整ができていなくて、日程自体

が重なっているということも把握していなかったものですから、結果的にこういった形に

なってしまいました。申しわけありません。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 災害は何をやっているときでも起きますから、片方でお祝い事をやっていっ

ても災害は来ます。ですから、片方で音楽隊が安全コンサートをやっていようと訓練は訓

練ですから、独立してやれれば、それはそれでいいと考えればいいのですが、やはり南浦

幌の地域の人間にしたら、この日に避難訓練を入れているのに何でこんなことになったの

よと、これ現実の意見ですから、十分これを踏まえて対応してもらいたいなと。それに関

連して、避難訓練には町の職員さんはどのぐらいのどの範囲で対応されるのですか。 

○阿部委員長 辻防災係長。 

〇辻管財防災係長 基本的には、総務課職員を中心に体制を組んでおります。また、協力
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機関として池田警察署、自衛隊の方、それから民間企業なのですけれども、コカ・コーラ

さんとかに協力をいただいて、そういった連携した体制の中で訓練のほうを実施したいと

いうふうに考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 課長の説明があったのは十分わかるのです。そういう日程の変更ができない

状況にあったのだろうなと。南浦幌の避難訓練も早くから２月の 16 日でどうですかという

ような打診があって、回答が 12 月に入ってからの回答だったというふうに聞いていますか

ら、決まってしまっていたといえばそういうことなのですが、できるだけこういうことは

避けてほしいなというのが本音です。 

二、三伺いたいのですが、そのほかのことで伺いたいのですが、カフェＤＥ議会の中で

住民からアンケートをとった内容がございます。その中に、厚内地区で多分避難訓練をや

った反省かなと思うのですが、避難所でのテントが欲しいとか、それから避難所の駐車場

が狭いよとかという、そういうのがありました。この辺のことについてはどうでしょうか。

今回南浦幌では、公民館だけの対応で駐車場をするのですよね。その辺を含めて、どんな

ふうに考えているか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 それは、厚内の防災訓練の中でのを踏まえてということですよね。 

〇杉江委員 ええ、踏まえて。 

〇獅子原総務課長 厚内の防災訓練につきましては、津波の避難ということになっており

ますので、避難目標地点のほうに避難をしていただくということで、浜厚内生活館のほう

の高台のほうですとか、あと堺氏の沢といいましてトンネルを抜けてから厚内に入ってい

く途中にある避難目標地点があるのですけれども、そこになっております。そこがちょっ

と、やはり車で皆さん避難するような形になっておりますので、それが車が多少、とめる

場所は足りないことはないとは思うのですけれども、ちょっと若干狭いかなという部分と、

あと冬期間例えば避難した場合に、ここでいつまでここにいたらいいのだろうかといった、

そういった意見等はいただいております。ただ、それにつきましては、あくまでも避難目

標地点で一時的に避難する部分ということもございますので、車等で避難するのであれば

車の中で一時的に暖をとってもらうとか、そういった部分も考えられる部分はございます

ので、そういった部分で出てきた意見については今後我々のほうでもまとめまして、また

次回の訓練のときにはこういった形で対応していただきたいとか、そういった部分のお話

ができればというふうに考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 関連して、これも住民の声なのですが、28 年の十勝川の水のことで実際に避

難がありましたけれども、現状建物の機密性がよくなって、街宣車のスピーカーの声が聞

こえないと、何を言って走ったのだろうと。あの日は風もありました。そういうことも踏

まえて、どんな方法で周知徹底の方法をまた考えているのかということについて伺います。 
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○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほどの今後の防災の情報伝達手段の検討もございましたけれども、

あれも上浦幌地区のアナログの無線がなくなったからという部分はございますけれども、

ただ上浦幌地区だけを考えればいいという部分ではないかなというふうにも考えておりま

すので、それもそういった整備をするときには南浦幌地区等も、既に防災無線を整備して

いる地区もありますけれども、その中で何か物によっては同じような形で南浦幌地区もで

きるものもあるとも考えられますし、その辺はそういった部分も含めながら今後検討して

いきたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 先ほど上浦幌地区の対応も含めて整備に１億 2,000 万円ほどのお金がかかる

というような報告がありましたけれども、どうして下のほう、町を含めてそういう対応が

ないのかなということでお話はしようと思っていました。今後検討していくのであれば、

防災の問題ですから、予算がかかるというのが先でなくて、防災対応を確立するというこ

とを優先して対応していただきたいと思いますが、町長、どうでしょうか。 

○阿部委員長 町長。 

〇水澤町長 防災の伝達方法については、今後考えたいというふうに思いますし、国も安

価な方法があるかどうかということを現在検討中でありますから、そういう方法を見なが

ら町としてできることが一番いいのかどうか、何が一番いいのかどうかについては今後検

討していかなければならないのかなというふうに思っています。ただ、今いろんな部分が

先進的な伝達方法がどんどん、どんどん出てきている状況でありますから、それの状況を

見ながら考えていく必要があるだろうなというふうに思っています。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 昨年、胆振東部地震、ブラックアウトということで長期停電があったわけで

ございますけれども、災害対応について、いろいろ対応策等について課長会議で検討を行

ったということでございますけれども、その検証内容について、主なものについてちょっ

と説明していただきたいのですけれども。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係でございますけれども、やはり一番大きい部分は広報

が広報車で回っただけであれば、自宅の中でいけばなかなか聞こえなかった、そういった

部分は住民の方からも出ましたし、職員の中でもなかなか聞き取りづらいのではないかと

いう意見がございました。それに関しては、今後情報伝達手段の検討等も行いますので、

そういった中で今後それも含めて検討していきたいというふうに考えております。 

また、それ以外の部分では、今回の場合は雨とかではなく、あくまでも停電だけだった

ということもございまして、もともと町のほうで発電機は大きなものは持っているのです

けれども、どちらかというとそれはポンプを動かすために置いているのが現実でありまし

て、なかなか停電対策という部分では、避難所等には考えておりましたけれども、例えば
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人のもともといる施設、町立診療所ですとか老人ホームですとか、そういったところも今

回は発電機等が必要だったということがございまして、そういった部分についても今後考

えたほうがいいのではないかといった職員の中からの意見等がございました。 

大きなものとしては、主なものとしては以上のようなものがありまして、あと細かいも

のが幾つかあるのですけれども、一応意見としましては全部で 37 件ほど意見がございまし

て、それらについて課題等どういった対応をしたらいいのか、対策等をどうしたらいいの

かということを課長会議の中で協議をしまして、ある程度の方向性、今後の考え方とか、

そういったものをまとめる形をとってございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 想定外の災害だったと思うわけですけれども、それぞれの浦幌には施設があ

るわけですけれども、こういった指揮担当というようなことはやはりある程度決めておか

なければ、どういった指揮系統で対応していかなければならないのかということがわから

なくなってしまうようなところがあるので、そういったことについては考え方として何か

持っておりますか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 指揮系統等につきましては、もともとある程度決まったものがござい

ますので、それに従いまして通常行っております。ただ、それに従う職員というのは災害

時にはどの職員がいるかというのがわからないものですから、職員の張りつけみたいなも

のは当然できませんので、その参集してきた職員の中でその職員を割り当てて災害対応に

当たるという形になりますので、その辺は最初から誰がどの業務をということを決めてし

まいましても実際に例えばどこかへ出張していていないとかという場合もございますので、

そこまではちょっとできないのですけれども、指揮命令系統等につきましては決まってい

るものがございます。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 これある程度防災関係ですよね。例えば火災については、ここの施設につい

ては責任者は誰とかということで、施設責任者というのは必ず特定してあるのですけれど

も、そういった必要はないということですかね。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 そういった部分では、例えば避難所の対応はどこの部分ですとか、そ

ういったものは決まったものがございます。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 それと、防災の協力団体ということで、セブンさんも平成 29 年の８月 10 日

に締結しているわけですけれども、議員との懇談会の中で防災に関するいろいろな意見交

換を行った際に、そういう協力の締結はしているのだけれども、実際に協力内容で見ます

と物資の調達及び供給ということが書いてあるのですけれども、具体的にそういったもの
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が本当に生じたときにどうしていいか、まだそういうことについて詰めたことないのだよ

ねというような話があったのだけれども、当事者としては当然締結はしたものの、具体的

なイメージだとか、どう対応していいかということがわからないような言い方をしていた

のですけれども、そういったことはやはり協議はある程度必要ないのか、その辺について

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 まず、セブン―イレブン・ジャパンと協定の締結を結んでおります。

協定の内容としましては、災害が発生した場合または発生するおそれがあるときの物資の

供給、それと住民の生活安定を確保するため、セブン―イレブン・ジャパンに対する店舗

の営業の継続または早期営業再開、そういったものが協定の締結内容となっております。

物資の供給に関しましては、調達物資の範囲としまして食料品、飲料、日用品、その他町

が指定する物資としております。要請方法につきましては、要請する物資の種類、数量、

搬入先、搬入希望日時等をセブン―イレブン・ジャパンへ伝達し、要請することとしてお

ります。その伝達方法としましては、ファクス、メール、口頭、電話もしくはセブン―イ

レブンの店舗を通じてという形になっております。引き渡しの物資の運搬につきましては

セブン―イレブン・ジャパンが行いまして、当該場所で本町の職員または指定する者が確

認の上、引き渡しを受けるという形になっておりまして、なお調達した物資の代金につき

ましては請求に基づいて速やかに町からセブン―イレブン・ジャパンのほうにお支払いを

するといった協定の内容となっております。 

それで、今申し上げたとおり、うちのほうから調達する物資を要請しまして、それをこ

こに運んでくださいということでお願いする形になっていますけれども、災害によってど

んなものが必要なのか、またどこに持ってきてもらうのかというのはなかなかさまざまな

場合があると思います。そういったものがあるので、うちのほうと事前に協議をという話

でございますけれども、先になかなか話をしてみても必ずここにというふうにいっても必

ずしもそこで必要ではなくて、例えば上浦幌地区で災害があった場合には上浦幌のどこど

こになりますし、厚内であれば厚内のどこどことか、それぞれ場所も変わってくる部分あ

りますので、なかなか事前に打ち合わせという部分は難しいものがございますけれども、

ただパターンとしていろんなパターンがありますので、こういったところを使ってもらい

ますとか、そういった部分については今後できればセブン―イレブン・ジャパンのほうと

協議は進めていきたいというふうには考えています。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 このセブン―イレブン・ジャパンというのは、例えば北海道の統括的な何か

事務所とか営業所とか、そういうところとの協定ですか。例えば今浦幌でやっているけれ

ども、そことのあれですか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 セブン―イレブン・ジャパンというのは、あくまでも統括するところ
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になります。ですから、皆さん勘違いされているかもしれないのですけれども、災害があ

ったときに例えばセブン―イレブンに置いてあるものをうちが持ってこれるとか、そうい

うことではないのです。あくまでも本町からセブン―イレブン・ジャパンの統括本部のほ

うに要請をして本部のほうから、店にあるものは住民の方が買うために置いておきますと、

だからそれとは別に別個町のほうに調達をしてもらいますといった内容になっています。

なので、ちょっとセブン―イレブンのコンビニに置いてあるものを町がそのまま持ってく

るとかというふうに多分思われているかなと思うのですけれども、協定の内容としまして

はそういったものではなくて、あくまでも統括本部のほうに要請をして、統括本部のほう

から町のほうに届けてもらう。その要請をするときに手段の一つとして店舗を通じて要請

することもできますよというものでありますので、直接本町から統括本部のほうに要請を

して、統括本部から直接町のほうに物が届くという形になるものですので、なのでちょっ

と店舗との協議みたいなものはなかなか必要はないのかなというふうには考えております。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 今のことですけれども、店舗自体もそういったルートというか、そういった

ものを認識しておく必要はあるよね、こういう協定を結んでいるのだということでね。わ

かりました。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 経過といたしましては、今言ったセブン―イレブンの本部というのは札幌

のほうです。そこの拠点のほうから災害に対しての協力をしたいという申し出があって、

それで協定を結んだということで、それぞれフランチャイズとかチェーン店と直接かかわ

りを持つスタイルではないものですから、だからそこら辺がちょっと誤解されて、あくま

で本部の指示に基づいてまたチェーン店が動くというのが大原則だと思います。これは、

個別にやりますと、きっと本部が混乱してしまう部分があると思いますので、いずれにし

ても本部からの申し出によって本部と協定をしていると。本部とそのチェーン店とのやり

とりの中でそういったことが説明されているのではないかというふうに思います。 

以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 あと、浦幌にはこういった同列の店としてセイコーマートもあるのですけれ

ども、今回セイコーマートについては独自の何か対応をしていたようなのですけれども、

セイコーマートとはこういった協定を結ぶという考えはありませんか。 

○阿部委員長 答弁調整のため暫時休憩します。 

 

午前１１時２５分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き、答弁いたします。 
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 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 セイコーマートにつきましては、町と直接ではなくて道のほうで包括

的な協定を結んでいるという状況になっております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

〇差間委員 応急の 13 ページなのですけれども、被災地の住民や行政区・自主防災組織は

消防機関が到着するまでの間、可能な限り初期消火及び延焼防止に努めると、こう書いて

あるのですけれども、消火器の整備、これ住民に対する普及啓発ということで、そのほか

にももろもろいろんな備品とかあるのですけれども、今回の２月の 16 日の訓練のときには

こういった消火器の整備、充填とか、そういったことは予定しているのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 16 日の訓練の際には、そういったものは予定はしてございません。し

ていないです。 

○阿部委員長 差間委員。 

〇差間委員 私、記憶している限りでは、消火器の充填というのはここしばらくやってい

ないように思うのですけれども、消火器は各家庭に配備してあるということなのでしょう

か、それとも今は余り、ポータブルのスプレータイプとか、そういったものに置きかわっ

てしまって、消火器というのは今はもう準備していないということなのでしょうか。 

〇獅子原総務課長 家庭のこと。 

〇差間委員 そうです。 

〇獅子原総務課長 各家庭。 

〇差間委員 はい。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 各家庭では、個人的に置いている方はおられるかもしれないですけれ

ども、特に整備をしなければならないというふうにはなってございませんので、火災の警

報器ですとか、そういったものはつけなければだめだというふうになってございますけれ

ども、消火器については必ず持たなければならないというふうにはなっていないと認識し

ております。 

○阿部委員長 差間委員。 

〇差間委員 その他いろいろな備品とか、こういう消火器とか、こういったものに対して

町のほうとしてはこういったところに行けば手に入るよとか、そういったことの通知、対

応はするのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 ただいまの関係につきましては、町というよりは消防署のほうでそう

いったことは行っているのではないかと思いますけれども、町のほうで行う考えというも

のはございません。 

○阿部委員長 差間委員。 
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〇差間委員 次に、応急の 72 ページ、災害通信系統などについて、第１です。避難行動要

支援者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとするとあるのですけれども、具体的

にはどのような通信手段なのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 これらの内容につきましても先ほど申し上げました災害時の情報伝達

手段の検討というものがございますので、その中で同じように検討をしていく予定として

おりまして、今のところ具体的にこういったものというものはまだ決まったものはござい

ません。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

〇差間委員 個別受信機も現在浦幌町で 50 機ほど整備していると思うのですけれども、こ

れをもうちょっと津波浸水被害が発生することが想定され、浸水深が大きい箇所、これは

南浦幌、かなり広くなると思うのですけれども、こういった範囲に広げて準備するという

ことは。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 もともと防災行政無線、デジタルを整備したときには、あくまでも個

別受信機は農家の方がトラクター等で移動するときだけのためにということで整備をして

いるものでございますが、ただ先ほど申し上げたとおり、雨のときとかには聞こえづらい

というのがありましたので、津波のときだけを考えると外のサイレン等で聞こえるのでは

ないかなというふうに判断をしてございますので、ただ今後情報伝達手段の検討等も行い

ますので、その中でもその辺もあわせて検討するような形にはなると思われます。 

○阿部委員長 差間委員。 

〇差間委員 次に、応急の 97 ページ、電力施設応急対策ということで、町内にある大きな

太陽光ソーラーパネルなど売電する場合には、こういった太陽光パネルの施設から電力を

供給いただくというようなことはできないという形を聞いています。それで、民間で今設

置しているものがどういう状況になっているのか把握していない状況ですということでこ

の７月、おととしですか、24 日には回答あったのですけれども、その後確認がとれれば、

そういった確認をとってみたいと考えていますということで回答があったのですけれども。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 民間の方が設置しているソーラーパネルの電気を停電時に例えば町と

か、そういったところで活用できないかどうかという部分につきましては、それはできな

いということで確認をとっております。 

○阿部委員長 それでは、福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 何点かお伺いいたします。 

防災用品の購入の防災グッズ、このことについてちょっとお伺いしたいのですが、指定

店が町の３店になっています。下、厚内、それから中浦、上浦、そういったところにはど

のような、こういうチラシは当然入っているかと思うのですが、需要があったかないか、
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ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 先ほど申し上げたのは 12 月末ですけれども、今現在時点で全部で４事

業所、31 人、先ほどよりちょっとふえていますけれども、先ほど説明したものよりは。４

事業所、31 人の方が補助を受けて防災用品のほうを購入されておりますけれども、その中

には下浦幌、南浦幌地区の方ですとか、そういった方も含まれてございますので、上浦幌

も含まれています。上浦幌地区、下浦幌地区等の方も含まれてございますので、指定店は

市街地にしかございませんけれども、結構中身としては浸透しているのかなというふうに

は考えてございます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 特に津波なんかは、本当に厚内地区が非常に危険な場所ではないかと思うの

で、厚内のほうからは何かそういう申請というか、ないようですか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 残念ながら今のところは、厚内地区では実績はないです。ただ、厚内

地区につきましては先ほどのチラシを配ったという部分、厚内地区で防災訓練を行ったと

き等にもお配りをしまして説明等はさせていただい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 私も防災グッズ、ちょっとパンフレットが手に入ったものですから、いろい

ろやってみました。非常に５万円以上かかる、その中で１万円を補助しますと。自分の命

は自分で守らなければならないので、その点は仕方がないかなというふうには思っている

のですが、やはり全く感じていない方もいらっしゃるので、これはいつまでというふうな

期限がありません。災害が起きてしまってからでは、多分手に入らないものばかりではな

いかなというふうに思っていますので。 

防災用品の内訳の中で、毛布とかというふうに書いてあるのですけれども、これ別なと

ころを見ますと毛布は町で用意してあるから補助の対象にはならないようなことが書いて

あったと思う。今場所を探していたのですけれども、わからないのですが、その辺はどん

なふうになっていますでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 毛布につきましては対象になります。 

（「個人はだめです。法人だけ」の声あり） 

〇獅子原総務課長 法人だけ。済みません。 

○阿部委員長 法人だけは…… 

〇獅子原総務課長 法人だけはいい。法人はいいですが、個人はだめだということです。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 それと、避難所のことなのですけれども、本当に要支援者とか、要支援者の

誘導は町ですとか消防団でやるというようなことが書いてあります。それで、その要支援
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者の方の名簿、先般の調査では２カ月に一遍ですか、調査をしながら増減を図っていって

いるようなふうなお答えがあったかと思うのですが、これは間違いないですね。いつのと

きにでももし災害が起きた場合、要請すればすぐその地区の要支援者の名簿というのです

か、出てくるというふうに考えてよろしいですか。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 平成 29 年７月の合同委員会におきまして説明したとおりでありま

して、約２カ月におおむね１度、住民基本台帳と、また認定状況の確認をしまして台帳の

ほうにつきましては更新をしているところでございます。発災時、そういった支援が必要

だといったところの情報提供につきましては、これにつきましてはそれぞれの要支援者等

の保護の安全のために必要なことでございますので、情報につきましてはその最新の情報

を提供するということは可能でございます。 

以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 避難誘導は、公の職員等がするということになりまして書いてあるのですが、

町内会で要請した場合はその名簿は手に入れることはできるのですね。それ確認しておき

ます。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 まず、避難所等、発災の混乱期といいますか、そういった状況の中

では要支援の方等についての在宅または避難所に行ったり、いろいろと安否確認が必要に

なりますので、その点につきましてはご協力いただける方につきましては情報提供し、そ

の方を保護するという考え方になりますので、提供します。 

以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 そういう安否確認に協力をしてもらえる方ということは、行政区長という捉

え方でよろしいか確認しておきます。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 発災等混乱期につきましては、先ほど民生委員の絡みもありました

けれども、行政区長さん、民生委員さんにつきましても被災者ということになりますので、

まずご本人の安全確認、安否等を最優先にしていただいて、その後行政区長さんが動ける

状況であれば、もちろん提供させていただきますし、また民生委員等につきましても組織

が混乱する時期でありますので、落ちついた段階で連絡等をとりながら安否確認をすると

いう体制になると思われますので、そういった体制をとっていきたい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。 

〇福原委員 民生委員の方とこの間、前の話し合いのときに民生委員が各家庭を災害が発
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生した場合に訪問するときに、自分は民生委員ですよという何か腕章とか、ベストとか、

光るベストとか、そういったものを各民生委員に渡すことはどうかというふうに提案して

いたのですが、その後検討されていますか。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいま質問がありましたことにつきまして、私ども検討を進めて

まいりましたが、まず民生委員さんの活動自体をまず洗い直しまして、先ほどこれも説明

をしましたとおり平成 23 年度の東日本大震災の後にできました民生委員・児童委員に係る

災害時要援護者支援活動に関する指針ということで、全国民生委員児童委員連合会で示さ

れたこの指針に基づきまして民生委員さんの活動について考え、検討し直しております。

いずれにしましても、民生委員さんの活動につきましては発災時の支援、この避難行動要

支援者、これに避難所に対する身体的なお手伝いだとかということではなく、先ほど申し

上げたとおり、まずはご本人さんの安全が一番でございますので、その後落ちつきまして

から、発災時が落ちつきましてからそれぞれの活動をしていただくということになります。

その活動に当たって、光るベストまたはさまざまな防災的な安全グッズ的なものは支給で

きないかというご質問だったと思いますけれども、これにつきましてはその段階では落ち

ついているという状況の中で、あえて民生委員さんが目立つ格好で回るという形について

は、まず想定は余りないだろうということで検討しまして、ベスト云々につきましては支

給しないというところにさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 私は別な考えなのです。行政区長のほかにそういう民生委員さんとか、そう

いう行政関係の支援部隊があるのであれば、はっきりと何かの明示をしながら回って歩か

ないと、この人、何なのだろうと。地域に浸透していればいいのですけれども、市街地は

もう人数が多いですから、そういった意味でいろいろと何か明示をするものが私は必要で

はないかなというふうに思っています。今のボランティアさんも何かベストみたいなのを

着てやっていますよね。そういったようなことを、災害が起きなければいいのですが、起

きた場合には何か必要かなというふうに提案しましたが、必要ないということであればし

ようがないのですが、考えていていただきたいというふうに思います。 

それと、続けて避難場所の洋式トイレの関係なのですけれども、この指定場所になって

いるところは全部洋式トイレの設備が整っているかどうか確認をしておきたいと思います。 

○阿部委員長 それでは、先ほどの件について福祉課長のほうからまず１つ、それからそ

ちらへ行きます。総務課のほうへ行きます。 

〇廣富保健福祉課長 １点目についてお答えさせていただきます。 

光るベスト等については、先ほどもおっしゃったとおり、日ごろから私どもの民生委員

等につきましては要支援者の情報等を提供しておりまして、日ごろからこの要支援者に対

しまして対応していただいているものとして考えているものですから、あえて目立つ格好
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で担当区域を回るという部分について、そういったベスト等については必要ないというふ

うに考えているところでございます。ただ、災害でございますので、どんな状況になるか

わかりませんので、これは北海道の社会福祉協議会とボランティアセンター等も絡みなが

ら、必要なときにつきましてはそういったところから貸与できるということは確認できて

いますので、そういったところでワッペンまたはベスト、そういった形で対応したいとい

うふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 避難所のトイレの関係でございますが、全てのトイレではないですけ

れども、最低１カ所は洋式化されているという状況となっております。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 浦幌小学校の体育館にも洋式トイレありますでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 校舎側にはあると思いますけれども、体育館には洋式化はされていな

いと思われます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 避難場所が浦幌小学校の体育館が避難場所になっていると思うのです。ここ

は、早急に改善してやはり洋式トイレを設置していただきたいというふうに思っています

が、その辺についてどうお考えでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 校舎側のほうが洋式化されてございますので、早急に体育館のトイレ

を洋式化するというよりは校舎側のトイレをまず使うという形を前提として考えていきた

いというふうに考えます。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 校舎側のトイレ、洋式化がどれぐらいなされて、全部ではないのだろうと思

いますけれども、できれば体育館のほうもきちっと近い場所の洋式トイレを設置していた

だきたいというふうに思っております。 

○阿部委員長 ほかございませんか。関連でもよろしいですけれども。 

杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 福原委員のほうからお話があった民生委員さんのベスト、ワッペンの話です

けれども、ちょっと事例を紹介したいのですが、28 年の８月 30 日に南浦幌で避難があり

ました。そのときの事例なのですけれども、区長さんが避難指示出ましたから、自分で避

難できますか、乗せていきますかと回ったのです。ところが、区長さんだということがわ

からないのです、住民が。80 代、90 近い方でした。現実にそういうことがあるのです。で

すから、区長さん、せめて区長という腕章か、そういうものを私は必要だと思っています。

同僚委員と同じ意見を持っていますけれども、いかがでしょうか。 
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○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 浦幌町は都会でないので、それぞれ区の中では区長さんは皆さんおわかり

いただいているなというふうに、狭いコミュニティですので、区については。ですから、

昔からのつき合い等々を含めて、本当に浦幌町のいいところではないかなというような部

分で思っていたわけでありますけれども、そういう実情があるということであれば、特に

出入りの多い公営住宅等ありますと、なかなかわかりづらいというご指摘もあるのではな

いかと思いますので、それらを含めて先ほどの話も自主防災のかかわる部分もありますけ

れども、また区とご相談させていただいて、現状を把握しながら調査検討という部分でさ

せて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 別の件です。今福祉課のほうの関連のお話がありましたので、細かな話です

けれども、ちょっと事例をもう一つ紹介します。 

要支援者の中で耳の十分聞こえない方、浦幌でそういう方がどれだけ含まれているか、

ちょっと私は把握できていません。ただ、よその行政区で福祉対策としてピンポンを押し

ても反応できない、ベランダへ行ってガラスをたたいても反応できない耳の聞こえない方

のために、玄関でボタンを押すと中で赤い回転灯がつくような施設をしてある管内の町村

があります。そういう対応も今後福祉対策、それから大抵そういう町だと鍵がかかってし

まっているのです。鍵がかかって住んでいる。そういう状況の中で、来訪した人が来たこ

とがわからない。そのために赤い回転灯をつけるという対応をしているところがあります。

これは、避難対策だけではないと思うのです、目的は。この辺について、どのようにお考

えでしょうか。 

○阿部委員長 廣富保健福祉課長。 

〇廣富保健福祉課長 ただいまお話のあった事例につきましては、私どもも平成 28 年の西

部の十勝の町村の中で社会福祉協議会さんのほうから情報を、そういった話を聞いており

ます。これは、回転灯につきましては常時生活に当たって非常に必要なものかなというふ

うに思っておりますので、災害に限らず耳が遠い方につきまして来客がわからない中で鍵

をかけている方が多いというお話をよく聞きますので、何らかの形でわかる手だてがない

か、今後福祉サイドで可能かどうか検討させていただきたいというように思っております。 

以上です。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 もう一点、本当に細かいことです。東日本大震災で、震災後にある自治体が

避難対策という対応で検討されたことで、テレビにも何回か報道されてご存じだと思うの

です。要支援者の家に避難したらタオルを巻く、ハンカチを巻く、玄関に。それでないと、

また行って時間をかけて被害に遭う、そういうことが発生するので、そういうことを実施

するようにしたというふうに報道がありました。これについても十分検討に値するかなと。

今後私たち厚内地区、それから十勝太、南浦幌地区については非常に津波対応ということ
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で恐怖心を持っておりますから、この辺のことも検討されて、これは制度としてでなくて、

そういう対応を住民みんなが徹底できるかどうかということを推進していったらどうかな

という提案です。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 要支援者の避難行動につきましては、内閣府のほうで避難行動支援に

関する取り組みの指針というもので個別計画をつくるときに、こういったものも考えなが

ら個別計画をつくりなさいよといった中に先ほどありましたその方が歩くことができない

ですとか、物が見ることができないとか、耳が聞こえないとか、そういったことも考慮し

ながら考えなさいよという部分と同じように特記事項の中にふだんどの部屋にいるのかと

か、あと寝室の位置はどこなのか、また不在しているときにはどういった目印をつけるか、

また今も言われたように避難済みの場合にはどういった目印をつけるのか、そういったこ

とも含めて個別の計画を立てましょうということで取り組み指針のほうには入ってござい

ますので、本町で個別計画をつくるとなった場合にはその指針に基づいた形で進めること

になると思いますので、その際には今言われた避難済みの目印等もタオルがいいのか、何

がいいのかということもございますけれども、その辺についてもあわせて検討しながら計

画のほうを立てることになると思われますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 ちょっとこことでお諮りします。 

あと委員の方のご質問内容、まだほかにどの程度あるかちょっと伺ってみたいと思いま

す。大体なければ、余りなければこのまま続けますし、もしあるのでしたら暫時休憩して

午後、昼食後ということになりますが、よろしいですか。もうあと皆さん大体よろしいで

すか。それでは、質疑を始めたいと。時間的には、そうでもないかなと。 

それでは、差間委員、どうぞ。 

〇差間委員 予防の７ページ、住民に対する防災知識の普及啓発ということで、おととし

の７月 24 日ですか、合同所管調査のときには防災マスターは現在浦幌で５名いると。今後

において、その防災マスターに対して補助とか支援できないかということについては他町

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。防災マスターを

ふやしていくというのですか、そういったことに関してこういった答弁あったのですけれ

ども、その後どうなったのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 町のほうとして支援等は行ってございませんけれども、現在本町のほ

うで防災マスター登録されている方が６名ということで、１名ふえているような形にはな

ってございます。 

○阿部委員長 差間委員、ほかよろしいですか。 

〇差間委員 はい。 

○阿部委員長 ほかにご質問ございませんか。全般に何でも結構でございますので。 

 福原委員。 
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〇福原委員 避難所のことなのですけれども、今よその避難所では段ボールベッドですと

か、段ボールのトイレですとか、いろいろなものが用意されておりますが、その辺の考え

方はどういうふうにしていらっしゃるか、お聞きしておきます。 

○阿部委員長 獅子原総務課長。 

〇獅子原総務課長 トイレにつきましては、今段ボール製のものとか、そういったものを

用意してございます。ベッドにつきましては、道のほうから今来る予定となってございま

すのと、あとそれと段ボール、正式名称は忘れましたけれども、協会のほうとも協定を結

んでおりますので、そのときにはそういったものを用意してもらうという形の協定は結ば

せていただいております。 

○阿部委員長 ほかございませんか。委員のほうから質問ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 議長、副議長、ご質問、気づいたことであれば伺います。以上のようなこ

とでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、この本日の地域防災計画施策について、一旦これで終了させて

いただきたいと思います。 

暫時休憩をさせていただきたいと思います。 

 

午前１１時５４分 休憩 

午後 ０時０４分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を再開したいと思います。 

 この後の件なのですけれども、報告書の件なのですけれども、どのような形の中で取り

まとめさせていただいて報告書を作成していったらよいか伺います。 

河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 事前にいただいている資料の中で、地域防災施策にかかわる所管事務調査と

いうことで、主な所管事務調査の視点ということで１、２、３ということで、１について

は地域防災計画の見直しに係る進捗状況の業務内容ということで説明を受けました。あと、

合同所管事務調査の政策提言後の取り組み、また防災行政無線廃止に伴う対応ということ

で、これは２、３については一括して受けたわけですけれども、これらを踏まえた中で資

料４ということで、合同所管事務調査及び政策提案後の取り組み状況ということでここに

説明された内容がありますので、これらの順序をもってきょうの調査をつくっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 資料４でなくて、資料５ですね。５のほうの合同所管事務調査及び政策提

案後の取り組みということ、それからさきに説明のありました安心なまちづくりのどの程

度変わったかという違う点についての２点がございましたけれども、それをちょっと明記
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しながら今河内委員の言われたような後半の政策提案後の取り組み状況ということの中で

報告書をつくらせていただいてよろしいでしょうか。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 資料３と４ですね、なると思うのですけれども、その後盛り込む事項、各

委員がきょう質疑させていただいた中で、これは重要だと思うのは所見等で取り込んでい

きたいと考えておりますが、そんな感じの報告書の内容でよろしいでしょうか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 自主防災組織については、かなり私たちの考えを申し上げたつもりでござい

ますけれども、防災委員を行政区内に設置することで進めていきたいと、こういうことの

説明がございました。このことについての質疑というのはあったので、そのことがやはり

触れなければならない大きなところかなと思うことと、また報酬については考えていない

ということで説明を受けました。また、行政区に対する説明が不足しているということに

ついては、今後そういったことのないように努力していくというようなことでの答えがあ

りました。 

それと、条例の制定については考えていないと、こういうことを申されたわけですけれ

ども、そのことについては水かけ論になったわけですけれども、我々はやはりそういった

ものも規定した条例制定と防災に関する補助金、このことについては自主防災組織機能強

化補助金、仮称の新設について進めていただきたいということについては、そういった考

えはないということでの対応、考え方が示されました。また、笑顔輝く地域づくり支援事

業については、こういったものを我々は何かそういった防災を目的としてつくったもので

はないのではというようなことで申し上げましたけれども、理事者からは当初からこのこ

とについては防災も念頭に置きながらつくったもので、それはちょっと違うというような

言い方での発言があったと思います。当然これについては、確認できなかったこともある

というのは、今後どうするのかということについては５年だったよね、この事業について

は。５年でもう終わるのだよね、恐らく、今年１年で。今後も続けていく、これがなけれ

ば対応できないわけですから、続けていくという考え方なのかなというふうに理解したわ

けですけれども、私は自分の申し上げたところはそういった確認がされたなと思っており

ます。 

○阿部委員長 今河内委員のほうからありましたけれども、そのほかございますか。 

杉江委員。 

○杉江委員 取り組みの前段については、河内委員が言われた内容でいいと思うのですが、

所見についてはそれぞれが質疑した事項を要旨、簡単に質問事項と結論的なことと書いて

委員長のところに提出して、そして委員長、副委員長にまとめてもらって、みんなで精査

すると。どうしてもこれは外さないで載せてほしいなという事項があれば、また検討する

段階でやればいいので、きょうは何日ですか、28 日か。１週間ぐらいもらって提出して、

それを出さなかったら、今みんな質疑したことを言ったって把握できるわけでないし、内
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容の確認はまた事務局で議事録なり録音で確認しなければならないこともあるだろうし、

細かなことは別として、大枠でそれぞれ個人が出せることは出して、委員長、副委員長に

後はまとめていただいて再検討するという方法しかないのではないですか。 

○阿部委員長 そうしたら、一応それでは杉江委員の言われたようなことでよろしければ、

それはそれで１つ受けたいと考えますが、よろしいですか。ほかの委員、どうですか。よ

ろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 では、流れとしては先ほど言われたように１回目の報告書の基本としては、

地域防災計画の見直しに係る推進状況及び事業内容とプラス所管事務調査及び政策提案後

の取り組み状況についてをまとめた報告として、その後皆さんからいただいたことをもと

に次の報告書プラス所見を組み立ててまいりたいと思いますが、そういうことでよろしい

ですね。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 期日、１週間と言われたのですけれども、一応皆さんの都合のいい、なる

べく…… 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 きょうは 28 日ですから、来月の…… 

○河内委員 きょうは月曜日…… 

○福原委員 月曜日。 

○河内委員 きょうは月曜日だから、来週の月曜日かな。４日か。 

○阿部委員長 なるべく月曜日より前のほうがいいかもしれない。休みの期日、欲しいで

すか。 

○河内委員 ということは金曜日まで。１日まで。 

○阿部委員長 そうですね。１日までに出していただいたほうが一応まとめはできるかな。 

○杉江委員 何日。 

○阿部委員長 １日。28、29、30、31、１日午後まで、できればお昼ぐらいまでにお願い

します。お昼までにお願いします。事務局へ届けてください。その後、できたら皆さんの

ほうへ確認をする意味でファクスを送る程度か、もう一度集まって事後の検証をしていた

だくか。 

○河内委員 今委員長、副委員長でまとめてもらうということで、まとめたものを…… 

○阿部委員長 それでよろしいですか。できてからでいいですか。 

○河内委員 送っていただければ、ファクスで。 

○阿部委員長 ファクス程度でいいですか。 

○河内委員 ええ。事前にあれして、ここが違うのではないかというところがあればまた。 

これ盛り込んだほうがいいとか。 

○阿部委員長 では、その次の週はきついかな。 
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○河内委員 あと集まるところあるよね。 

○阿部委員長 集まることは、再来週になると議会報告会とか、その他もろもろいっぱい

出てくるし、モニター会議もあるし。５日にモニター会議があるかな。 

○河内委員 ６日の日も集まる。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 会議録を見なければ……失礼いたしました。ということで、それではどな

たかから受けます、何日が。まず、集めるのは１日まで、その後の会議は皆さんに一応見

ていただくということで送ります。その後の修正については５日でよろしいですか。モニ

ター会議が５日だったと私は考えたのですが、そのときで。 

（何事か声あり） 

〇福原委員 その前にやったほうがいい…… 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 そうですね。 

〇福原委員 広報の上ではスペースを決められていますよね、広報とか議会だより。 

○阿部委員長 ちょっと待って、福原委員。 

〇福原委員 議会だよりに載せるので、スペースが限られていると思うので、そのやり方

でいいかとは思うのですけれども。 

○阿部委員長 それは、あくまで……ほかの方の意見はございませんか。ある程度できて

から、どういうふうに。 

杉江委員。 

○杉江委員 議会だよりに掲載する部分については、また編集委員さん、議会だよりのほ

うで整理してもらえばいいので、あくまでも報告書はそれなりに実のあるものにするため

に、そういう制約を受けないでつくればいいので。１日までに報告を出したら、委員長、

副委員長で何日で内容についてまとめられるか、それでいつ次の協議をしますということ

でないと、私らに聞かれてもちょっとわからないです。 

○阿部委員長 一応議事録ありますので、その部分でやっぱり確認をしていかなければな

らない部分あるので、多少はやっぱりその辺少しもうちょっと時間をいただきたいなとい

う感じしますけれども。次の会議については、報告書を出すまでにちょっと時間をいただ

きたいと考えますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 一応皆さんからいただく意見は１日までということでよろしいですね。次

の会議は、ちょっとその会議録ができ上がったのを見ていただいて、確認とかができた時

点でいきたいと思いますが、ちょっと暫時休憩します。 

 

午後 ０時１８分 休憩 

午後 ０時１９分 再開 
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○阿部委員長 では、ちょっと休憩を解きます。 

今確認をして出すということでございますので、できれば来週、再来週に出したいと考

えております。副委員長、どうですか、その辺の。一応ご協力を願わないと、私どもだけ

ではなかなかできない。 

○河内委員 先ほども言ったように会う機会ありますので、その時点でこの次は何日にど

うするということについて確認し合えば、それで進めていけるのではないですか。 

○阿部委員長 ちょうど５、12 でモニターさん会議があるので、その辺のタイミングを見

て皆さんにご提示したいと考えます。大体副委員長の都合でそんな感じで行きたいと思い

ますけれども、ここまでの都合は、一応委員会の都合は大体できたのですけれども、議長、

副議長におかれましてはいかがでしょうか。何かございませんか。一応最終作成について

は、皆さんから提出していただくのは１日、それから私どもがそれを報告書としてつくっ

ていくのが仕上げといいますか、については 12 日までにしたいと考えておりますので、よ

ろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 では、ご協力方よろしくお願い申し上げます。 

 ほかにその他で何か皆さんからありましたら伺います。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、本日はこれにて会議を閉じたいと思います。 

 きょうは、早朝より本当に住民の安心、安全という中の防災体制に関する施策というこ

との中で皆さんに慎重に審議していただきまして、まことにありがとうございます。これ

は、一応まとめということでまたご提示していきたいと思いますので、さらなるご協力を

お願いいたします。また、議長、副議長におかれましてはお忙しい中、ご出席を賜りまこ

とにありがとうございました。 

 これにて終わります。 

閉議 午後 ０時２１分 


