
      

◎報告第１号 白老町国民保護計画の策定に係る報告について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第６ 報告第１号 白老町国民保護計画の策定に係る報告につ

いてを議題に供します。 

 提出者からの説明を求めます。 

 はい、奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事(奥村 勇君) 報１－１でございます。 

報告第１号 白老町国民保護計画の策定に係る報告について。 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）第

35 条第６項の既定により、白老町の国民保護計画を策定したので報告する。平成 19 年１月 29

日提出、白老町長。 

 計画の要旨を説明する前にですね、皆さまの手元に資料が届いておりますが、資料をもって

ですね、策定の経過について説明させていただきたいと思います。 

 ８月 30 日に、国民保護法第 35 条第５項の規定によりまして、消防庁の示されたモデル計画

を基本とした、白老町の計画素案を北海道と事前協議をスタートさせております。 

 ９月 13 日に、陸上自衛隊など 23 機関の指定地方公共団体等に、白老町国民保護協議会委員

の内諾要請をしたところでございます。 

 ９月 22 日、白老町国民保護協議会条例及び対策本部条例の町議会提案をさせていただきまし

て、総務文教常任委員会に付託されたところでございます。 

 10 月 13 日、総務文教常任委員会が開催されまして、協議会条例等関連議案を審議していた

だきました。 

 同じく 10 月 13 日ですが、計画素案の第２回の北海道協議を進めてございます。 

 10 月 19 日に第２回臨時町議会、開催におきまして協議会条例等関連議案を可決していただ

いたところでございます。 

 10 月 23 日、第１回白老町国民保護協議会を開催させていただきまして、協議会委員の任命

の辞令交付、関係機関等 33 名の方に行ってございます。その他、計画案の諮問ということで、

「作成の基本的な考え方」等の決定、「計画素案」の提示をさせていただいたところでございま

す。 

 11 月９日に計画素案の第３回北海道協議を進めてございます。 

 11 月の 22 日から 12 月の 11 日まで、白老町国民保護計画の素案の町民意見聴取を行ったと

ころでございます。20 日間実施しまして、町民からのご意見は特にございませんでした。この

意見聴取につきましては、周知方法としましては、ホームページ、それから役場、役場出張所

での閲覧。概要版の町内会の班回覧及び町内会長への計画書の配布を行って、意見聴取をした

ところでございます。 

 11 月の 29 日に、計画素案の北海道事前協議が終了いたしました。 

 12 月の 19 日に、第２回白老町国民保護協議会を開催させていただきまして、計画案の審議



をしていただきまして、答申を出していただいたところでございます。 

 同日付で白老町長の方へ、国民保護計画を答申したところでございます。 

 12 月の 20 日に、白老町国民保護計画を北海道の方に正式協議してございます。 

 １月の 11 日に、北海道から正式協議の承認をいただいております。 

 本日、１月 29 日、第１回臨時町議会におきまして、白老町国民保護計画策定の報告。これに

つきましては、国民保護法の第 35 条第６項の規定に基づきまして、報告させていただいている

ところでございます。 

 議会報告後、２月１日になろうかと思いますが、町民への公表ということで考えてございま

す。この町民への公表に当たりましては、保護措置の実施に当たってはですね、町民の十分な

理解と協力が必要であるということから、公表、周知につきましては、十分配慮した方法をと

りながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

 続きまして、計画要旨でございますが、字句の訂正をお願いしたいと思います。２ページで

ございますが、第３編の３章でございます。関係機関等との連携のまた書きでございますが、

その中に、「住民に対し、必要な円状」というその「円状」ですね。「援助」に訂正願いたいと

思います。 

 それから、４章の「警報及び避難の提示等」の「提示」をですね、「指示」に訂正願いたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、要旨につきまして、説明させていただきたいと思います。 

 まず第１編、総論としましては、計画の位置づけということでございます。白老町国民保護

計画（以下「町計画」という。）は、国民保護法の規定に基づき国民の協力を得つつ、他の機関

と連携協力し、自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するとともに、その区域に

おいて関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 

 ２章としましては、国民保護措置に関する基本方針でございます。保護措置を的確かつ迅速

に実施するにあたり、特に留意すべき事項を定めてございます。基本的人権の尊重、国民の権

利利益の迅速な救済、国民に対する情報の提供、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でございます。 

 ３章としましては、市町村の事務又は業務の大綱でございますが、国民保護措置の実施に当

たり関係機関との円滑な連携を確保するための事務又は業務について定めているものでござい

ます。 

 ４章としましては、町計画が対象とする事態でございます。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ございます。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、航空攻撃の、この４つを町計画が対

象とする事態としてございます。 

 ２編としまして、平素からの備えや予防でございます。 

 １章としましては、組織・体制の整備等で、次の事項について定めてございます。国民保護



措置の実施に必要な組織及び体制等、国、道、市町村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章としまして、避難及び救援に関する備えでございます。避難及び救援に関する平素から

の備えに必要な事項について、次のとおり定めてございます。住宅地図、道路網のリスト等避

難に関する基礎的資料の準備、非難実施要領のパターン作成の準備、運送事業者の輸送力、輸

送施設の把握等運送を実施する体制の整備、医療機関、備蓄物資等救援に関する基礎的資料の

準備及び関係機関との調整、非難施設の指定、生活関連等施設の把握等でございます。 

 ３章としましては、物資及び資材の備蓄、整備でございます。防災用備蓄の共有使用を考慮

し、備蓄又は調達体制を整備する。また、安定ヨウ素剤等の特殊な備蓄については、国及び道

の整備状況等を踏まえ、道と連携しつつ対応することにしてございます。 

 ４章としまして、国民保護に関する啓発でございます。町は国及び道と連携し、国民保護の

重要性や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発を行うよう計画してござ

います。 

 ３編としましては、武力攻撃事態等への対処。初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置でご

ざいます。武力攻撃事態等の認定前に多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合

等においては、「白老町緊急事態連絡室」を設置し、所要の初動措置を実施するものでございま

す。 

 ２章としましては、町対策本部の設置等でございます。町対策本部を設置する場合の手順、

組織構成及び機能、町対策本部長の権限などについて定めてございます。 

 ３章としましては、関係機関等との連携でございます。国、道、市町村、指定（地方）公共

機関と相互に連携、協力するものでございます。また、ボランティア団体等への支援を行うと

ともに、住民に対し、必要な援助について協力を要請するように計画してございます。 

 警報及び避難の指示等でございます。警報、緊急通報及び避難指示に関して、通知先、伝達

方法など必要な事項を定めるものでございます。また、町の地域特性に基づく避難の留意点や

事態想定ごと、攻撃の手段ごとの避難の留意点を定めます。 

 ５章としましては、救援。避難等住民に対し、関係機関と連携・協力して必要な措置を実施

するものでございます。 

 主な救援の内容としましては、収容施設の供与、食品・飲料水及び生活必需品等の給与又は

貸与でございます。医療の提供及び助産、被災者の捜索及び救出、埋葬及び火葬などでござい

ます。 

 次、３ページでございます。６章でございますが、安否情報の収集・提供でございます。安

否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を定めるものでございま

す。 

 ７章としましては、武力攻撃災害への対処。武力攻撃災害への対処。国や道等の関係機関と

協力し、白老町の区域に係る武力攻撃災害への対処のために必要な措置を実施するものでござ



います。 

 応急措置等。武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特に必要が

あると認めるときは、住民に対し退避の指示を行うものでございます。 

 生活関連等施設の安全確保。町が管理する生活関連等施設の管理者として、安全確保のため

に必要な措置を行うとともに、必要に応じ、道警察、海上保安部長等行政機関に対し支援を求

めることにしてございます。 

 ＮＢＣ攻撃による対処等でございます。ＮＢＣ攻撃による災害への対処は、国の基本的な方

針を踏まえて所要の措置を行うが、特に対処の現場における初動的な応急措置を実施するもの

でございます。 

 ＮＢＣ攻撃につきましては、後ろの方に用語説明が付いておりますので、そちらを参照して

いただきたいと思います。 

 ８章としましては、被災情報の収集及び報告でございます。武力攻撃機災害に起因する人的、

物的被害等の被災情報を電話、防災行政無線、その他通信手段により収集し、道に報告するこ

とになってございます。 

 ９章としましては、保健衛生の確保その他の措置ということでございます。地域防災計画に

準じて、避難所等の保健衛生の確保のための措置を講ずるものでございます。 

 10 章としまして、国民生活の安定に関する措置。生活関連物資等の価格安定を道と連携し実

施するとともに、非難住民等の負担軽減のため、公的徴収金の減免など必要な措置を講ずるも

のでございます。 

 11 章としましては、赤十字標章等及び特殊標章等の交付及び管理でございます。赤十字標章

等及び特殊標章等の交付及び管理に関し、必要な事項を定めるものでございます。 

 第４編としましては、復旧等でございます。 

 １章としましては、応急の復旧でございます。町が管理する施設及び設備が被災したときは、

一時的な修繕・補修など必要な措置を講ずるものでございます。また、復旧等に当たり必要な

場合は道に対し、支援を求めることとしてございます。 

 ２章としましては、武力攻撃災害の復旧でございます。武力攻撃が終息した後、可能な限り

速やかに被害状況を調査し、実態を把握するとともに、国が示す方針に従って復旧を実施する

ことにしてございます。 

 ３章としましては、国民保護措置に要した費用の支弁等でございます。国民保護措置に要し

た費用は原則として国が負担されることとされており、費用の支弁等に関する手続等に必要な

事項について定めてございます。 

 ４ページでございます。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こととしてございます。 

 以上、第５編 22 章からなる計画を策定いたしました。国民保護法では、武力攻撃から国民の

生命、身体及び財産を保護し、国民の生活や経済に与える影響を最小限とするため、避難、救

援、武力攻撃に伴う被害の最小化という三つの柱に基づいて、国、都道府県、市町村等が役割



を定めて実施するための計画となっております。 

 よろしくご審議お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま、提出者からの説明がありましたが、この件に関して何か

お尋ねしたいことがありましたら、どうぞ。 

 はい、13 番、斎藤征信議員。 

○１３番(斎藤征信君)  13 番、斎藤でございます。この計画が、国の法制化に伴い、道の計

画、そして自治体の計画。こういうふうに進められて、作業が進められてきたということを承

知のうえで、いくつかのこと、２、３確認をしておきたいなというふうに思いますが。 

 まず一つ目は、こうずっと中身を見ていまして、一般災害の救援計画というのもやはり、町

にはあると思います。 

 実際にその、簡単に、一般災害。大きな災害の、自然災害の救援計画と、この有事における

この救援計画というのが、端的にどこ、何が違っているのか。その違いは何なのか、お答え願

いたいと思うのですよ。 

○議長（堀部登志雄君） はい、奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事(奥村 勇君) 今のご質問は、一般災害と有事の場合の災害の違い

だというようなことでございます。 

 今回の計画につきましてはですね、武力攻撃事態という、新しい局面においてですね、長期

的にわたり、避難住民等の保護を行うということが、今回のこの国民保護の対応になるという

ふうに思っております。 

 そういうことからですね、当然、一般災害の、そういうようなことからなるとですね、この

応急的な災害救助とは異なりますというようなことでございます。 

 そういう中では、当然応急的な災害の場合は、例えば人命を救助する場合につきましては、

救出だとかという使い方になるかと思いますが、この武力攻撃の場合については、救援という

ようなことになりましてですね、当然一般災害の、その応急的な災害とは異なるというふうに

判断してございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、13 番、斎藤征信議員。 

○１３番(斎藤征信君)  はい、斎藤でございます。分かったような、分からないような。読

んでみれば、この人間の命を救援していくということを、救済するということ、やることはだ

いたい同じかなというふうには思うのですけども、さまざまな違いは多分あるのだろうと思い

ますが、具体的に一つお聞きしますと、計画がこの対象としているその事態というのが、四つ

あげられていますよね、パターンが。 

 その、着上陸侵攻だとか、ゲリラ、テロ、ミサイル攻撃、航空攻撃と。もうこうなると、戦

争状態というふうに、想定されるわけですよね。 

 そうしますと、そういう侵攻してくるもの、侵略してくるものに対するこの、それを排除し

なきゃならないというね。そういう戦いといいますか、行動をとらなきゃならないという側面

と、それから災害、被害から住民を守るという、救済するというものと、二つのこの、形とい



うのが同時に出てこなければならないのではないかというような気がするのですけども。 

 そういう攻撃に対して、その住民がどうしなければならないのかというような、そういうこ

との関わりというのはどんなふうに抑えればいいのか。これは全く救済という形だけのものと

して確認しておいていいのかどうなのかね。 

 全くこの、侵攻してくるものに対する排除というのは、これは全く別なことで、ここでは関

係ないのだよと、こういうふうに解釈していいのかどうなのか。その辺り、お答え願いたいと

思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、奥村総務課参事。 

○総務課交通防災担当参事(奥村 勇君) 今言われているとおりですね、事態等のですね、対

応については当然国の方がやるというようなことでございます。 

 そういうような部分ではですね、各町村につきましては、国の方から道の方に指示が来てで

すね、避難だとか救援だとかをしなさいというような形になろうかと思います。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、13 番、斎藤征信議員。 

○１３番(斎藤征信君)  私、そうしたら申し上げました、侵害に対してのというのは、この

防御というのは、これは国がやることであって、国の指示に従うと。 

 それで、今ここで言う計画は、これは町の本部長を中心とした住民救済に関わるものという

ふうに捉えていいのだと。こういうふうに抑えたいと思うのですが。 

 そうしますと、もう一つだけお聞きしておきたいのですが、自衛隊との関係なのですが、例

えば本部長が、本部長は町長になりますよね。町長の指示に従うという、すべての行動は、そ

の本部長の指示に従うということになるわけですけどね。 

日常その自衛隊の幹部の方々との話し合いというのが進んでいるというふうにもなっている

わけですけども、そういう中でその自衛隊は、本部長の指示に従うのか、国の指示に従うのか

ね。あくまでもこの、侵攻してくる者に対する防御というものと、それから住民を救済しなけ

ればならないということと、その役割において、自衛隊はどういう態度をとるのか。 

本部長の指示に従うのか、国の指示に従うのか。その辺り明らかになっていれば、教えてい

ただきたいのですが。 

○議長（堀部登志雄君） はい、奥村総務課参事。よろしいですか。 

○総務課交通防災担当参事(奥村 勇君) まず、侵害排除につきましてはですね、当然国がや

ることになりますし、当然それに当たっては防衛省ですか。防衛省がやるようなことになろう

かと思います。 

 そういう中でですね、当然救援だとか、支援だとか、してもらう場合にですね、当然町だけ

ではできないという場合がございます。そういう場合にはですね、当然自衛隊の方にも要請す

るというような形になろうかと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 何か、助役、補足ありますか。 

 はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 補足いたしますけれども、侵略に対応するのはですね、国防上の問



題でございますので、当然先ほど防衛省の管轄というか、そういう指示の下でそういう対応が

とられるというふうに思うのですよ。 

 私どもと自衛隊の関わりでいきますとですね、あくまでも非難誘導を行う関係機関との連携

という中でですね、警察だとか海上保安庁でありますとか、自衛隊。こういうところにはです

ね、状況によって我々からそれぞれの機関に要請をして、援助をいただくということでござい

ますので、そういう関係でいきますと、町から自衛隊の方に要請と。避難の場合ですね。そう

いうことになると思います。 

 ただし、侵略だとか爆弾テロだとか、そういうことについて我々がどうしてくれということ

は、これは当然関係ないことでございます。 

 逆に言うと、どういう状況かということをそういう関係機関から我々の方にですね、そうい

った情報の提供があると。こういうふうに捉えております。 

○議長（堀部登志雄君） 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） はい。それでは、報告第１号は、これをもって報告済みといたしま

す。 

 


