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平成１８年白老町総務文教常任委員会会議録 

 
平成１８年 １０月１３日（金曜日）  

  開 会   午後 １時００分  

  閉 会   午後 ２時２３分  

 

○付託審査 

平成１8 年第３回定例会 

議案第 6 号 白老町国民保護協議会条例の制定について  

議案第７号 白老町国民保護対策本部及び白老町緊急対処事態対策本部条例の制定について 

 

○出席委員（１８名）  

 委 員 長   及 川   保 君     副 委 員 長   山 本 浩 平 君 

 委   員   鈴 木 宏 征 君     委   員   土 屋 かづよ 君 

 委   員   近 藤   守 君     委   員   谷 内   勉 君 

 委   員   加 藤 正 恭 君     委員外議員   小 西 秀 延 君 

委員外議員   熊 谷 雅 史 君     委員外議員       玉 井 昭 一 君 

委員外議員   西 田 祐 子 君     委員外議員   吉 田 正 利 君 

委員外議員   氏 家 裕 治 君     委員外議員   吉 田 和 子 君 

委員外議員   斎 藤 征 信 君     委員外議員   大 渕 紀 夫 君 

委員外議員   根 本 道 明 君     議   長   堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

 助   役   三國谷 公 一 君     総務課長    白 崎 浩 司 君 

総務課参事   奥 村   勇 君       

       

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局長    上坊寺 博 之 君     書  記    久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

 

○委員長（及川 保君） 皆さんこんにちは。ただ今から、総務文教常任委員会を開会いたします。  

お諮りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。  

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（及川 保君）  ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委

員長において傍聴を許可いたします。  

 

◎ 付託審査 

 

○委員長（及川 保君） 次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ご苦労様でした。本日の委員会は、議案の付託審査になってござい

ます。第３回定例会におきまして、本委員会に審査付託されました議案第 6 号、議案第７号の２議

案についての審査を予定しております。よろしくお願いいたします。  

○委員長（及川 保君） これより議事に入ります。議案第 6 号白老町国民保護協議会条例の制定

について、議案第７号白老町国民保護対策本部及び白老町緊急対処事態対策本部条例の制定につい

て、以上２議案を一括議題に供します。  

 本日の総務文教常任委員会には、本委員会委員を除く全議員を委員外議員として招集しておりま

す。本議案２件が、本委員会で付託されたのは条例案の質疑に対して、答弁が明解になされず不十

分だったことが大きな原因であります。よって、委員外議員についても議案に対する質疑を自由に

認め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］  

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。それではそのように取り扱いをいたします。 

 それでは、議案に対する説明を求めます。奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  お手元に資料があるかどうか確認したいと思いますが。まず、総務

文教常任委員会説明資料というものと１枚もので開けばＡ３になるサイズのものがあると思いま

すが、ありますでしょうか。 

 それでは、総務文教常任委員会説明資料に従いましてご説明申し上げます。２ページをお開き願

いたいと思います。 

 これまでの主な経過と今後のスケジュールということでございますが、政府においては平成 15

年の 6 月の通常国会で有事関連３法が成立し、有事への対処に関する制度の基礎が確立され、翌平

成 16 年の通常国会で有事関連７法を成立、武力攻撃事態対処法に定められた、基本理念等の枠組

みのもと個別の法制を整備しました。  

 ６月 18 日に、有事関連７法の一つであります武力攻撃事態等における国民の保護のための措置
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に関する法律、国民保護法を公布いたしました。同年９月 17 日に施行されてございます。翌 17 年

３月 25 日に国民の保護に関する基本指針を閣議決定しております。  

 北海道におきましては、平成 17 年３月 27 日に国民保護法関連条例が第１回北海道議会定例会で

議決されて、３月 31 日施行されてございます。 

 ５月 24 日、放送事業者、運送事業者など 27 機関を国民保護法に基づく指定地方公共機関として

指定してございます。６月 24 日に、北海道国民保護協議会の委員・幹事を任命して、８月９日に

第１回の国民保護協議会を実施してございます。  

 その時は、計画案の諮問、作成の基本的な考え方等の決定を行っております。10 月 11 日に第２

回国民保護協議会が開催されまして、計画素案の提示をされております。10 月から 11 月にかけて

パブリックコメント、市町村の説明会、国との事前相談というようなことで行われております。12

月 12 日に第３回国民保護協議会を開催して、計画案の答申を行ったところであり、12 月 27 日に

計画案を国へ正式協議したというような流れとなっております。  

 翌 18 年の１月 20 日に、北海道国民保護計画について閣議決定されているところでございます。

それを受けまして２月に道議会に北海道国民保護計画を策定したことを報告しているというよう

な状況になっております。 

 一方、白老町の部分でございますが、今年の８月 30 日に事務局の計画素案として北海道と事前

協議ということで、今事前協議させていただいているところでございます。９月の 13 日に陸上自

衛隊など 23 機関の指定地方公共機関等協議会委員に内諾を要請したところでございます。９月の

22 日に定例町議会に白老町国民保護協議会条例及び対策本部条例を提案させてもらいまして、総務

文教常任委員会のほうへ付託されたというような流れでございます。  

 10 月 13 日、今日でございますが、総務文教常任委員会を開催して本協議会と関連条例について

審査してもらうということになってございます。  

 それを受けまして、10 月 19 日に第２回臨時町議会開催予定でこの条例等を議決してもらうとい

うような流れでございます。それから 10 月、日にちが入っておりませんが白老町国民保護協議会

の委員を任命いたしまして第１回の国民保護協議会を開催しまして、計画案の諮問、それから作成

の基本的な考え方等の決定、計画案の提示をさせていただきたいということでございます。 

 10 月の下旬から 11 月の下旬まで、１ヶ月をかけましてパブリックコメントをもらいまして、11

月下旬に計画素案の北海道事前協議を終了させてもらうということになっております。12 月下旬と

して、第２回国民保護協議会を開催しまして、計画案の答申をもらいたいということでスケジュー

ル考えております。１月の中旬としては、国民保護計画案を北海道の方へ正式協議させてもらうと

いうことでございます。１月下旬白老町国民保護計画の決定をしたいということです。  

 それから、一応３月初旬と書いていますが、町議会のほうへ白老町国民保護計画を作成報告をさ

せてもらうということとあわせて公布をしていきたいというふうに考えておりますが、この３月と

いうのは定例町議会のほうへと考えておりますが、できる限り早い時期に報告していきたいなとい

うふうに考えております。 

 続きまして、先ほどのＡ３版のほうで説明させていただきたいと思いますので、そちらのほうを
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お開き願いたいと思いますが、これにつきましては議案第 6 号の白老町国民保護協議会条例に関連

する説明でございますが、国民保護協議会につきましては国民保護法 39 条でございますが、武力

攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律でございますが、その中の 39 条というこ

とになれば、協議会の設置及び所掌事務ということがうたわれております。 

【設置】 

市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の

保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町村保護協議会を置く。  

【所掌事務】 

（１） 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要

事項を審議すること。  

（２） 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。 

【諮問】 

国民の保護に関する計画を作成、変更するときは、市町村協議会に諮問しなければならない。  

【組織】（法 40 条） 

１ 会長  市町村長  

２ 委員  市町村長が任命  

（１） 指定地方行政機関の職員  

（２） 自衛隊に所属する者 

（３） 都道府県の職員 

（４） 助役 

（５） 教育長、消防長 

（６） 市町村の職員 

（７） 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員  

（８） 知識又は経験を有する者  

３ 任期  ２年（法 38 条５項を準用） 

４ 専門委員 （１）関係指定地方行政機関の職員  

        （２）都道府県の職員  

        （３）市町村の職員  

        （４）関係指定公共機関又は指定地方公共機関の職員  

        （５）専門的な知識又は経験を有する者  

 計画の概要を説明し、要旨につきましては後ほど説明させていただきます。 

国民の保護に関する計画（法 35 条） 

【定める事項】 

１ 市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 

２ 市町村が実施する第 16 条１項、２項に規定する国民の保護のための措置に関する事項  

① 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関との調整その他の住民の避難に関する措置  
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② 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

③ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災

害への対処に関する措置  

④ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置 

⑤ 武力攻撃災害の復旧に関する措置  

３ 訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する措置  

４ 体制に関する事項  

５ 他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項  

６ その他必要と認める事項  

【協議】（５項） 北海道知事に協議しなければならない  

【報告、公表】（６項） 議会に報告し、公表しなければならない 

議案第７号の白老町国民保護対策本部及び白老町緊急対処事態対策本部条例の説明でございま

すが、国民保護対策本部につきましては、国民保護法の 27 条にうたわれておりまして、当該市町

村が実施する当該市町村の区域にかかる国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事業を

行うことになっております。 

【組織】 

１ 本部長  市町村長  

２ 委 員  助役、教育長、消防長、消防吏員、市町村職員  

緊急事態対策本部（法 181 条） 

 事態対処法第 26 条第１項の緊急対処事態対策本部をいう  

 （対処法 25 条、26 条） 

 緊急対策事態に至ったときは、緊急対処事態に関する対処方針を定める（国）  

 定められたときは、緊急対処事態対策本部を設置する 

 ここにつきましては、国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部の違いにつきましては、有事の

際の手段というか、攻撃されるものによって対策本部が若干変わるというようなことでございます。 

 ４ページのほうへ戻っていただきたいと思います。  

２ 白老町国民保護計画の要旨 

 第１編の総論から第５編の緊急対処事態への対処からなっておりまして、22 章からの構成でござ

います。 

 計画案につきましては、北海道から示されたモデルを参考に事務局の素案を作成してございます。 

第１編 総 論 

１ 計画の位置付け 

２ 国民保護措置に関する基本方針  

 国民保護の実施に当たり、特に留意すべき事項を次のとおり定める。  

○ 基本的人権の尊重 

○ 国民の権利利益の迅速な救済 
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○ 国民に対する情報提供  

○ 関係機関相互の連携協力の確保 

○ 国民の協力 

○ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

○ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重  

○ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

３ 市町村の事務又は業務の大綱  

４ 町計画が対象とする事態  

 町計画においては、武力攻撃事態として、道国民保護計画において想定されている事態例を対象

に定めている。 

○ 着上陸侵攻 

○ ゲリラや特殊部隊による攻撃 

○ 弾道ミサイル攻撃 

○ 航空攻撃 

第２編 平素からの備えや予防 

１ 組織・体制の整備等  

  次の事項について定める  

○ 国民保護措置の実施に必要な組織及び体制等  

○ 関係機関との連携体制の整備 

○ 非常通信体制の整備等  

○ 安否情報の収集、整理など情報収集・提供のための体制整備等  

○ 攻撃等における対処能力の向上に努めるための研修及び訓練  

２ 避難、救援に関する備え  

３ 物資及び資材の備蓄、整備 

４ 国民保護に関する啓発  

第３編 武力攻撃事態等への対処  

１ 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置  

２ 町対策本部の設置等  

３ 関係機関相互の連携  

４ 警報及び避難の指示等  

５ 救援 

６ 安否情報の収集・提供  

７ 武力攻撃災害への対処  

８ 被災情報の収集及び報告  

９ 保健衛生の確保その他の措置  

１０国民生活の安定に関する措置  
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１１特殊標章等の交付及び管理 

第４編 復旧等 

１ 応急の復旧 

２ 武力攻撃災害の復旧  

３ 国民保護措置に要した費用の支弁費  

第５編 緊急対処事態への対処 

 緊急対処事態への対処は、原則として、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。  

以上、第５編 22 章からなる計画を策定するなど、国民の保護の措置に関する重要事項を諮問・

答申していただくための国民保護協議会を設立する条例を載せたものでございます。  

 また、保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につきましては、国の指定により対策

本部を設置し、国民の保護の措置を総合的に推進するために必要なものであり、いつ武力攻撃事態

が発生するか分からない以上、できる限り早く対策本部条例を制定して、町国民保護対策本部を建

てる根拠と体制を整えておく必要があることから条例を制定するものでございます。  

 ８ページとしましては、白老町国民保護協議会の委員の案でございますが、ここで一部訂正願い

たいのですが、左の下の方の公共的機関ということですが、公共的機関等ということで関係団体を

削除してもらうのと、罫線を削除していただきたいと思います。29～33 は公共的機関等ということ

で整理していただきたいというふうに思っております。 

その中で委員につきましては、地域防災会議の委員を基準としまして、国民保護措置に関し知識

又は経験を有するを考慮し任命する予定でございます。その中で、町長部局としましては助役２名、

総務課長、建設課長、上下水道課長、生活環境課長、町民課長に委員となっていただく予定でおり

ます。教育委員会部局としては、教育長と学校教育課長、消防部局としましては消防長、指定地方

行政機関としましては陸上自衛隊第７戦車連隊、以降、室蘭土木現業所登別出張所まででございま

す。それから指定公共機関としましてはＪＲ北海道（株）苫小牧ブロック管理以下日本通運（株）

白老営業所までの方を予定してございます。指定地方公共機関としましては苫小牧市医師会、苫小

牧歯科医師会、室蘭トラック協会等を考えてございます。公共的機関としましては白老町社会福祉

協議会、白老町町内会連絡協議会、白老町婦人団体連絡協議会、白老町婦人赤十字奉仕団、白老町

石油事業協同組合というような方々を協議会の委員として予定してございます。  

以上、関連条例に係る説明を終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） はい、ただ今説明がありました。この件について質疑がございましたら

どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  これ非常に大きな問題で、私ども読んでも、実はこれが生まれた経過は説

明を受けたのですが、はっきり言って本当に分からないと。これは、先ほども最初のほうに言って

いた有事法関連７法案ですか、それの関連でこういうのが国会で通った。それから道のほうへ条例

化する。道のほうからそのモデルとして各地方自治体へ流れてきたと。各自治体は保護協議会を作

って、細かいことはこの協議会で決めると。35 名以内の委員さんを選任して決めるのだよという認

識でいいのか、まずお聞きしたいのですけれども、どうなのですか。  
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○委員長（及川 保君） はい、奥村参事。 

○総務課参事（奥村 勇君）  そのとおり考えてございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  そうしますと、私どもはこの関連有事法というのは、どういうものか全く

わからないのですね。分からないからと自慢するものではないけれども、その中の法律の何条が地

方自治体のほうに関係するのでというので今説明がありましたね。法の何条でこういうふうに作る

のですよと。ところが、有事関連７法というのを全く知らないでこういう条例を自治体で作るとい

うのが、どういうふうに理解したらいいのかちょっとそのあたりが分からないのですけれども。そ

の当たり助役、どういうふうに認識すればいいのですか。  

 国で決まったのだからやれよと。それは分かるのだけれども、関連７法案も知らないで条例だけ

作っちゃってね。果たしてどうなのかなという気がするのですけれども。  

○委員長（及川 保君） はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  関連７法案は、そのことを今すべて私どもが説明するというのは、当然

不可能なのですけれども、今問題となっておりますのは、いわゆる武力攻撃の関係の国民保護法案

なのですよ。それで、この中の資料８ページ、今説明終わりましたけれども。９ページ以降に国民

保護法の仕組みというのがどういうものかというのが分かりやすく載っているのですね。ここを説

明すればよかったのかもしれませんが、基本的には武力攻撃等を想定する中で、どう国民を守って

いくかという。簡単に言うとそういうことなのですね。それで、その時の保護のしくみとして、国

の役割と都道府県の役割と、町の役割がありますよと。その中では、前回の議会でも話をさせてい

ただきましたが、法律の中にそれぞれ全部決められているのです。その中で、町としては有事の際

の計画を作るということが、保護協議会を立ち上げなさいということなのです。  

 もうひとつは、有事の際に対処するための対策本部を作って計画の中で、有事の際にはきちんと

非難をさせたり、物資の供給をしたり、そのための復旧行為をしたりというようなこと、こうしな

さいということは決められているのですよ。  

 大まかに言うと、何かがあれば国のほうから道のほうへ指示がありまして、最終的に道から私ど

ものほうへ避難命令とか避難勧告とか出てきますから、それに基づいて我々は計画の中で速やかに、

町民の皆さんを避難させる。あるいは物資を供給したりと。そういったことで国民、町民を保護し

ますよと。簡単にはこういうふうに理解してもらえればよろしいかと思います。  

 我々は、その計画としてはある程度国のほうから、マニュアルを示されておりまして、それに基

づいて計画を先ほどから参事が言っていますように５編２７のものをある程度考えております。  

 示されたのは、うちのほうで作るのではなくて当然私どもが海であったり、山はどこもあるかも

しれませんが、交通形態がどうだとかこうだとか、いろんなことを想定して、当然弾薬庫もありま

すから、地域の特性といいますかそういうものを踏まえた計画を作っていきたいと。そのためにそ

れぞれの機関も含めた委員会を作ってこれから議論をしていくと。こういうふうに理解をしていた

だきたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君）  それは、私ども分かるのさ。そういうことは分かる。だけれども、有事法

が７法というのですか、それがどういうものかもわからないで、国で決められた、道も決めました

よと、だからあなた方も以下同文で従いなさいと。細かいことは 35 名以内で設けられる協議会に

お任せしなさいと。中味はここに書いてあるようなことを今後決めるのでしょう。そのための条例

を作るということなのだけれども、だけれどもその中味もよく分からないで条例だけを作ってしま

って、そのあたりはどうなのですか。作ってしまって審議はあとにというのはどういうふうになる

のだろう。そのあたりがちょっと分からないのだよ。  

○委員長（及川 保君） はい、白崎総務課長。  

○総務課長（白崎浩司君）  今のご質問の部分、ちょっと明確に。そのとおりの答えになるかどう

か。まず７法ということで今言われていますが、いわゆる法律の改正ということで、ちょっと言い

ますが、米軍行動関連措置法とか捕虜取扱法、自衛隊法の一部改正、国際人道法違反処罰法、海上

輸送規制法、特定公共施設利用法、それと国民保護法、これで７つですね。  

 先に言った６つの法は、法の中でいわゆる武力攻撃があったときにどうしましょうかということ

を法律の中でうたっている。それとは別に国民保護法は、住民を避難させるのにどうしましょうか

という法を国民保護法がうたわれていると。 

 国民保護法の中に、いわゆる国のやる避難の状況だとか、都道府県がやる状況だとか、それを受

けて各市町村がやる措置だとか、これを決めなさいよということに、まず決められていると。先ほ

ど言ったとおり国民保護法の 39 条では、各市町村でそういう協議会を作って、その中で国民保護

に関する計画を立ててくださいよということになっている。 

 先ほどの前段の６法のほうは、国のほうの対処としてこういう法律の対応の仕方を決めてあって、

その７法のうちの１つの国民保護法でこういうふうに決められている。それを各市町村、都道府県

もそうですけれども地方自治団体が国民の保護を先ほど言いました計画の中に入れている項目あ

りますけれども、避難だとか警報の伝達だとか、救援の仕方だとか、訓練だとか物資資材の備蓄だ

とか、体制をどうするだとか、こういうことをまず協議会の中に諮問して、計画を作ってください

よと。その計画に基づいて有事があった際に国民保護対策本部だとか、緊急対処事態本部を設置し

て、計画に定められている項目を、対応をしてくださいよという流れになっておりますので、先ほ

どの説明のとおり、各都道府県も平成 17 年度にそういうようなことに基づきまして協議会を設定

して計画を作っていると。今現在、各市町村、これに基づきまして、今回私どものほうも提案して

ございますけれども、こういう形で協議会を作って計画書をまず作るというような流れできていま

すので、ご質問の趣旨そのとおりの答えになったかどうかちょっと分かりませんけれども、７法が

あって、その７法の１つに国民保護法があって、国民の避難状況の措置を定めなさいよということ

の流れの中のひとつとして、今回提案させてもらっているということです。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう一度で終わりますが、確認したいと思うのですが、７法のうちの保護

法の法というのは、ここでは保護法の何条というのを言っているわけですね。そういうことですね。

その中で物騒な問題、４ページの４、町が計画対象とする事態、４つありますね。着上陸侵攻だと
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かゲリラや特殊部隊による攻撃だとか、弾道ミサイルだとか航空攻撃だとか。こういうことまで町

が決めなければならない、計画の中に盛らなければならないというものなのですかね、具体的に。

僕はここまで自治体が計画の中に入れなければならないものかどうか、避難するとか、こういう場

合はこうすれとかというくらいならいいけれど、こういう問題まで具体的にやるといったら、軍隊

でもあるまえし、訓練と言ってもできないような気がするのだけれども。ここまでシビアに検討し

なければならないものかどうか、そのあたりの見解を承りたいと思いますが。 

○委員長（及川 保君） はい、白崎総務課長。  

○総務課長（白崎浩司君）  この中には、いわゆる一般的な災害の災害計画とかと違いがありまし

て、この目的は有事の際、あるいは有事が想定される際の対処の計画ですから、今の現時点で有事

ということであれば、こういうことが想定されるだろうということで、これは各都道府県の計画に

も、有事があった際にはこういう避難の仕方をしましょうよということで決めていると。  

 ただこのときに、当然攻撃するという話しではなくて安全に避難させるということを、こういう

ときはこうですという想定の中で計画の中に盛り込んでいるということです。 

○委員長（及川 保君） はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  補足しますけれども、これ武力攻撃事態法。法律の中で武力攻撃事態と

いうのはどういうことかというのを想定しているというのはですね、今言った４項目が武力攻撃事

態という想定の中でこの法律があるということなのです。  

 もう１つ緊急対策事態というのが、その他に武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺

傷する行為が発生した事態。それよりもちょっと落ちる。なんというのでしょうね。それでも緊急

な事態だと想定されることを想定していると。法律の中で想定されているということですから、私

どもがそれを入れるとか入れないということではなくて、そういうことを想定した行動計画を作り

なさいということで理解していただければ。  

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君） 今の話聞いていて思うのですか、上のほうで決まったのだから下の

ほうで決めるという、この流れは分かるのですが、実際に一般災害の場合に、避難だとか町民を守

るという条例もあるわけですよね。それとこの武力緊急事態の法律というのが、本当に必要なのか

どうなのか。我々今も話がありましたけれども、戦うわけではありませんので、あくまでも災害か

ら身を守ると。それは自治体としてどう守らなければならないかというものですから、そっちのほ

うで代行できないものなのかどうなのか、その辺はどういうふうに考えてありますか。  

○委員長（及川 保君） はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  避難ですから、自然災害と同じような形になると思うのですよ。基本的

には斎藤議員がおっしゃるように。こういうふうな対策本部を設けて、どういう時点で避難をさせ

るかということも当然そうでしょうし、どこに避難をさせるかということも想定しなければ。  

 ただ、基本的に違うのは、災害はある程度町内の中での移動、避難となりますけれども、この武

力攻撃等というのは、さっきのミサイルの話しではないですけれども、この地域に限定した避難に

は、多分ならないだろうと思うのです。ですからこれ、まだ計画を作っていっていないのでそうい
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うことにはなりませんが、例えば避難場所にしても、そういうことではなくてもっと町域を超えた

というかそういうふうな避難になってくるでしょうし、現実の問題としてそういう面での違いはあ

るのだろうなというふうに思っています。 

 ただ、基本的な部分では災害避難と随分重なる部分が、実際にはあるのだろうというそういう思

いではいます。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員外議員。  

○委員外議員（斎藤征信君） 実際具体的な中味に入る前に、もうひとつだけ聞いておきたいので

すけれども、この前の議会の中でも武力攻撃予測事態というのがありましたね。攻撃予測事態。こ

こに書かれている侵攻があった場合、あるいは直接攻撃があった場合というところからどう身を守

るかということがあるわけですけれども、それなら大体話しがわかるのだけれど、この武力攻撃予

測事態に対応するということは一体どういうことなのか、その当たりはどう抑えておられるのです

か。 

○委員長（及川 保君） はい、奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  今斎藤議員のほうから言われた武力攻撃事態とはということと、緊

急対処事態という２通りの有事が考えられるというふうに思っております。そういう中で言うとで

すね、武力攻撃事態ということにつきましては、武力攻撃が発生した事態又は、武力攻撃が発生す

る明確な危険が切迫していると認めた場合というような事態が、この武力攻撃事態だというふうに

考えられております。そういう中では想定している事態というのは、先ほどから言っているように、

地上部隊が上陸する攻撃だとか、ゲリラ特殊部隊による攻撃だとか、弾道ミサイルだとか航空機だ

とかというようなことが武力攻撃事態というふうな想定の仕方をしてございます。  

 それから緊急対処事態というようなことになりますと、先ほども助役が申し上げましたとおり、

武力攻撃手段に準ずる手段で攻撃された場合というような、そう言うような住み分け方をしている

ということでございます。 

 そういう中で、想定しているというような事項から言うと、18 ページの部分がその緊急対処事態

というふうな考え方だというふうに思っています。そういう中では攻撃対象施設の部分に対する事

態についてですね、この緊急対処事態というふうな言い方をしています。ですから、例えば危険性

を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態だとか、多数の人が集合する施設だと

か、大量輸送機関等に対する攻撃が行われた場合というのがですね、施設に対する事態だというこ

とと、もうひとつは攻撃手段による分類というのが 19 ページにございまして、これは多数の人を

殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態だとか、破壊の手段として交通機関を用い

た攻撃等が行われる事態という、こう言うような分け方になっているのではないかと思っておりま

す。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  そういう想定の中に、なかなか自分が想定してもきちんといかない部分と

いうのがあって、テレビやなんか見ていますと、イラク戦争なんかをやっているときに、住民が車

やなんかで避難していますよね。何か有事があったときにそういう避難する場所とかというのは。
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戦争が起こっている場所から、いかに避けるというのですか。そういう避難をさせるためにここで

何か起こったら、ここに、こういうところに非難しなさいとか。そういうことを災害と同じような

形で考えるしかないのですよね。  

河川で、ここの河川が切れたら、ここは危ないからこっちに。小さい区域ですけれども。それが

すごく拡大して、白老の弾薬支処がやられるので、この周辺が危ないからどこか札幌の方だとか苫

小牧の全然関係のないところへ避難するとか、そんなことなのかなという気持ちくらいしか、自分

の中では整理ができないのですが、そういうことなのですかね。 

河川の切れたところ、被害が起きる部分ってありますよね。想定できる部分があるから、想定以

外のところへ皆さん避難してくださいと。高波がきたら、高波でやられる被害の場所がありますよ

ね。そこから想定してそこ以外のところへ避難してくださいということをやっていますよね。それ

と同じように、どこかが攻撃される危険性があると。その場所からいかに避難してそこで自分たち

が、そういうものの巻き添えを食わないような、そういうことのための避難というのですか。国民

を守るという、保護という部分でそういうことを町々で特徴があるわけだから、その町である程度、

そういう避難だとかいろんなものを条例で決めておきなさいとか、計画を作りなさいとか、そうい

うことなのかなと思うのですが、そんな簡単な考え方でいいのかなと。どうなのかということをち

ょっと聞きたいと思うのです。何か平和ボケしているものですから、そういうことをポッと言われ

てもなかなか判断と言うのか、しづらいのですが、どうなのでしょうね、そこら辺は分かりますか。

何か言われている部分。  

○委員長（及川 保君） はい、白崎総務課長。  

○総務課長（白崎浩司君）  一面では、今鈴木委員さんが言われたそのとおりです。ただ、先ほど

の説明の資料のとおり、避難だけではなくて、計画のほうに定めるのは避難にかかわる警報の伝達

だとか、いわゆる有事があったと言うことの警報の伝達。あるいはどこどこに避難をしてください

という避難の伝達。それが避難になった、有事になった。その時には救援をどうするか。それから

安否確認をどうするか。それから警戒区域をどうするか。消防とか廃棄物の処理をどうするか。総

合的にそういうものをまず計画書に入れましょうと。その中のひとつに今鈴木委員さんが言われた

とおり、ここに有事があったときに｢それでは皆さんこちらのほうへ避難してください｣と。ここに

あったときにはこうしましょうという、具体的にはここにあったからこうしましょうというのは計

画の中には具体的には入らないのですけれども、そういう有事があった際には、皆さんこういうふ

うに避難しましょう。避難伝達の経路はこういうふうにしますよ。それをもって皆さんはこういう

ところに避難してくださいよと。そういうことを総体的に織り込んで計画書を作りましょうと言う

ことですから、避難だけではなくて先ほどＡ３の資料で書いたとおりのことの項目をその計画の中

に入れていきたいと思っています。  

 ただ、冒頭いわれましたとおり、先ほどの４つの想定される攻撃が果たして、普通の災害と違っ

てイメージとしてどういう避難になるのかと言うのは、私どもも想定できない部分がありますので、

明確にはこの攻撃はこれくらいの破壊力がありますよとか。そこら辺は私どももイメージがつきま

せんけれども、言われているイメージのとおりの計画の中に入れていくと。その項目も１つという
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ことでおさえてもらえればというふうに思います。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  大体イメージはとらえることはできたのですが、そうしますとさっき斎藤

議員がおっしゃったように、災害の時だって、ここに災害がありましたよという伝達だとか、どこ

に逃げてくださいという伝達だとか、そこに逃げた所にどうやって物品を運んで、避難した人に対

してどういう対応するかというのは、避難の計画の中にもってありますよね。全くそれと同じよう

な形を、災害というものと武力行使とは違うのだけれども、中身としては同じようなものですよね。

そういうふうに考えていいのかなと思うのですけれども、それでよろしいのでしょうかね。イメー

ジとしてとらえて。 

 ただ、助役が言ったように災害の場合は町内が多いけれども、こういう武力行使の場合は町外だ

とかいろんなところと連携を取って、そういうものをやらなければならないという大きな大意では

あるのだけれども、考え方としてはそういうふうにとらえていいのかなと思うのですけれども、そ

れでよろしいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、白崎総務課長。  

○総務課長（白崎浩司君）  今鈴木委員さんが最後、考えてよろしいかと言うのは、基本的にはそ

ういう形で。ただ、先ほど助役も答弁したとおり、一般的な災害と違いまして有事と言うことは、

国と国の話しになりますよね。ですから、白老町だけの問題ではなくて、これは国と国の話ですか

ら、白老町だけの計画と言うことではなくて、これは道の計画にいって、国の計画にいくと。  

 当然その時には、市町村の計画としては今言われたとおり、災害で一般的な災害と同様な形の避

難命令をかけたり、伝達をしたりというような形には、先ほど答弁したとおりそんなに差違はなく、

それを基本に同様な計画になろうというふうには思っています。  

○委員長（及川 保君） はい、氏家委員外議員。  

○委員外議員（氏家裕治君）  確認なのだけれども、町で組織する防災計画にのっとった組織体制

がありますよね。これと今回の国民保護また緊急対処事態に関するもの、こういったものというの

は、僕はまるっきり違うと思うのですよ。確かに避難に関しての基本的な部分は同じなのかもしれ

ないけれど、自治体の災害というのは、自治体から道、それから国、自衛隊に対しての要請をして

いかなければいけない問題だと僕はとらえているのです。  

 この法律というのは、逆にそういったものを予測される、国から道、道から自治体へ。もしかし

たらそういう、もっと胆略的な、国から降りてきて国と自治体とのやり取りの中で計画が進んでい

くものだと、僕はそうとらえているのですよ。自治体から国へではなくて、道へではなくて、逆に

国だとか道から各自治体へ、こういうことが予想される。こういうことがあるということでもって、

自治体ではなかなかそれは予測できませんよね。そういうものだと僕は思って、縦分けしなければ

いけないのではないか。じゃなかったら、今の鈴木委員が言われたように防災計画だけでもって良

いのかという話しでもって、これからどんどん議論したって意味ないような話しだと僕は思ってい

るんですよね。 

○委員長（及川 保君） はい、三國谷助役。 
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○助役（三國谷公一君） そうなのです。それで、11 ページにもあるのですが、当然国・道・市町

村と降りてくるのですよ。いわゆる地元の災害だと地元が一番よく分かりますから、一番どこが危

ないか、雨が降ったらどこがどうなるかというのは分かっています。それはそうなのですが、武力

攻撃なんかというのは、情報含めて町村で当然知りえることではありませんし、それは指示も全部

国からおりてくるのですよ。10 ページ、11 ページにあるのですがそのとおりなのです。 

 それで、先ほどから言っていますけれども、基本形は、まず速やかに避難させるということは、

そういう指示があったら町のほうは普段から、町内会にきちんと自治防災組織を作っていただいて、

災害弱者の方も把握していただいて、町できちんと連絡すれば速やかに動いてくださいよと言うこ

とは当然決めますし、ただ違うのは、先ほどから言っていますように規模が違いますから、単純に

どこどこの会館に逃げろとか、そういうことではないと思うのですよ。ですから、きちんと普段か

ら、例えば道路を使う場合はどういう経路でどうする。船を使う場合もあるでしょうとか、確かに

これから計画に盛り込むのですが、そういうことを普段からきちんと把握するデータを持っている

ということが違うと思っているのですよ。 

 ただ、さっきから言っているのは、その初動体制だとかそういうことの連絡網だとか、そういう

ことは今の防災の状況とは変わらないと。ただ、相当規模も大きくなりますし、例えば道だとか国

だとか、輸送関係だとか、災害も大きくなれば自衛隊との連携というのもやっていますが、そうい

うことを普段からきちんとしておくと。有事の際にきちんとできるようなことをきちんと計画の中

に定めておくことが大きな違いだと理解しているのですが。  

○委員長（及川 保君） はい、大渕委員外議員。  

○委員外議員（大渕紀夫君）  具体的なことで１つ、２つお尋ねしたいのだけれど。国民保護措置

に関する基本方針というのは 4 ページの第１編の２に出ていますね。その中で、指定公共機関、国

では 160 ですか、閣議決定していますけれども。その後に指定地方公共機関と書いているのですよ。

これは道が指定するのか、町が指定するのか。町が指定するとしたら、もちろん放送だとか電気だ

とかガスだとかということになるのだけれど、この中味はどうなっているのですか。  

 地方のほうです。  

○委員長（及川 保君） はい、白崎総務課長。  

○総務課長（白崎浩司君） 資料の２ページで、先ほど道のほうのスケジュール説明したとおり、

北海道のほうの５月 24 日のところにちょっと書いていますけれども、道がいわゆる放送事業者、

運送事業者の 27 機関を指定地方公共機関として指定すると言うことで、道のほうで指定する。  

 それで、町としてはそれに準じた形で、先ほどの 8 ページにあります。指定地方行政機関という

ことで、それについては道だとか海上保安部だとか室蘭気象台だとか、これらを委任としてお願い

すると言う形になっています。 

○委員長（及川 保君） はい、大渕委員外議員。  

○委員外議員（大渕紀夫君）  私が言っているのは、指定公共機関の長が協議会に入ると言うのは

分かります。指定地方公共機関というのは団体としてあるわけですよね。それが白老町として、例

えば何社なら何社、どこを指定しているかということが明確になっているのかということを聞いて
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いるのですよ。協議会に入るっていう意味ではなくて、指定公共機関という機関があるわけですよ

ね。ですから 27 なら 27 を指定しているわけでしょ。国は 160 なら 160 指定しているわけですよ。  

そこに計画書をきちんと作れとなっているわけだから、そこで計画書を作っているはずなのです。 

ですから、白老町ではどこを指定しているのですかと聞いているのですよ。協議会に入るという

意味ではなくて。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をします。 

 

休   憩 （午後 １時５９分）  

 

再   開 （午後 ２時１１分）  

 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。  

先ほどの大渕委員外議員の質問に対しての答弁でございます。奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  ここで言っています。５月 24 日に道のほうで言っている指定地方

公共機関としての指定につきましては、北海道知事の権限におきましてこの機関を指定していると

言うことでありまして、市町村についてはこの指定をする権限がございませんので、白老町として

は指定しておりません。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、大渕委員外議員。  

○委員外議員（大渕紀夫君）  分かりました。それで国の 160 の指定機関と道の 27 の指定機関と

いうのは公表されていますので、後で結構ですから全議員にどういうところが指定されているかと

いう資料を出していただきたいと思います。それはなぜかと言うと、この後この法律が発動する時

そこが動くわけですから、どういうところが指定されているかということをまず１つ教えていただ

きたいというふうに思います。 

 それと、指定されていないということであれば分かりましたけれど、この協議会委員、さっき休

憩時間中にもありましたけれど、これ胆振の各市町村全部ここの委員さんにこういうところをお願

いする格好になっちゃいますよね、今の話だったら。これで矛盾があまりでないものですか。各市

町村バラバラに委員会をやっていけば大丈夫だというような認識でいいですか。  

多分市町村では同じところが指定されるでしょう。町なんかは多分同じところが指定されると思

うのだけれど、そういうところで矛盾はありませんか。 

○委員長（及川 保君） はい、奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  今の大渕議員の話しでございますが、あくまでもこの計画につきま

しては先ほどから申し上げましているとおり、消防庁のほうから出たモデル計画をもとに計画を進

めているというようなことが第１点ございます。そういう中で、当然各市町村の特性、地勢だとか

気候だとか、いろんな面があると思いますがそういったものを当然加味しながら計画を進めていか

なければならないと言うことでございますので、その時にこの指定地方行政機関だとか、公共機関

の方が各市町村の委員となっても矛盾はしないというふうに考えております。 
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○委員長（及川 保君） はい、大渕委員外議員。  

○委員外議員（大渕紀夫君）  分かりました。それで、例えばこの指定公共機関の中に日本貨物鉄

道北海道支社というのは萩野になっているのだ。これは白老町なのだよ。だけど、例えばＮＴＴは

東日本の苫小牧支店。もちろんＮＴＴの白老支店というのはないからこうなのだろうけれど、どう

せ作るのだったらなるべく地元に近い人が入ったほうが分かりやすいのかなと思うので、これ以外

の部分で、萩野の駅以外はなんというのでしょうか。例えばＪＲ苫小牧ブロックと書いてあるけれ

ど白老駅ではだめなのかね。なぜそういうふうになるのか。  

○委員長（及川 保君） はい、奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  まず１つ目の、日本鉄道貨物鉄道（株）北海道支社萩野駅というの

は、どちらかというと保線区も含めた中の駅になっているということでございまして萩野駅長さん

に委員にお願いしてございます。ＪＲ北海道（株）のほうにつきましては、はじめ白老駅長さんに

出したところ、白老駅を管轄しているのが苫小牧ブロック管理長の苫小牧駅長がなっているという

ようなことで、白老駅長の委員については外させていただいたというような経過でございます。  

○委員長（及川 保君） よろしいですか、他。はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君）  いろいろ皆さんの意見を聞いているのですけれど、例えば計画が対象する

事態って、ゲリラとかミサイルとかそういう攻撃に対して、委員のメンバーで助役以下ずらっと並

べていますれども、何もできないと思うのですよ。この中でできるのは３７戦車連隊だけが対象に

なると思うのですけれどもね。だから、これあくまでも終わった後の災害復旧のメンバーではない

かなと私は思われるのですよ。 

 ですから最初は攻撃に対してどうするなんていうことは、とてもじゃないけれどもこのメンバー

ではおかしいと私は思いますけれども。  

○委員長（及川 保君） 答弁いかがでしょうか。はい、奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  今の近藤委員の話なのですけども、あくまでもこの対策本部の委員

につきましては、当然国から道、道から各自治体というようなことできますので、そういうような

部分では今言われたように災害の対策本部のものと変わらないと言う話しですけれども、一応流れ

的にはそういう国から都道府県、都道府県から市町村にくるというようなことでの中の対応だと言

うようなことでございますので、できるできないというふうに言われちゃうと。あくまでも本部の

中で、実行するための要請等々も含めてやっていくと言うようなことで理解してございます。  

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  白老町には、弾薬支処があって自衛隊の駐屯地があるわけですね。たまた

ま隊区が３７戦車連隊ということで入っていないのですけれども、やはり地元の自衛隊も入るべき

ではないかと思いますけれども、その辺いかがですか。 

○委員長（及川 保君） はい、奥村総務課参事。  

○総務課参事（奥村 勇君）  ここにも、今委員の案ということで 33 名でございますので、そう

いうような部分でいいますと条例でも 35 名以内というような中味になってございますので、その

辺も含めて考えていきたいというふうに考えてございます。  
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○委員長（及川 保君） 他ございませんか。ありませんね。これで質疑なしと認めます。  

先ほどの資料請求の件でございます。この件についてお伺いいたします。この資料請求について

は議長を通じて、委員各位に配付されるように町に請求すると言うことでよろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君）  そういうことで手配をいたします。それでは、これを持って質疑を終結

いたします。本日の全員の出席による委員会方式を取りました。これからについては、出席された

委員外議員の皆さんにつきましては、このまま在席のまま進めてよろしいでしょうか。  

総務文教常任委員会の委員の皆さんですね。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。これより先については、委員外議員の皆さんについて

は発言はできませんのでご了承願いたいと思います。挙手もですね。  

それでは質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 採決いたします。議案第６号白老町国民保護協議会条例の制定について、原案のとおりで決する

に賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 賛成多数。よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。  

 次を採決いたします。議案第７号白老町国民保護対策本部及び白老町緊急対処事態対策本部条例

の制定について、原案のとおり決するに賛成の方は挙手を願います。  

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。  

 以上で議案第６号及び議案第７号の審査は終了いたしました。  

 次に、審査意見について委員の皆様のご意見を伺います。意見のある方はどうぞ。ございません

か。それでは、委員会報告の作成については正副委員長にご一任願いたいと思いますがよろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、そのように取扱いをいたします。これをもって本日の総務文

教常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でございました。  

 

（午後 ２時２３分）  


