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平成２１年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ５月１９日（火曜日） 

開  会  午前１０時０１分 

閉  会  午後 １時４７分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．自主防災組織について 

 ２．耐震計画について 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．自主防災組織について 

 ２．耐震計画について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     生 活 環 境 課 主 幹    中 村 英 二 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、常任委員会を開催したいと思います。 

                                 （午前１０時０１分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君）  それでは、事務局のほうよりきょうの日程を説明させます。 

○事務局主幹（森 隆治君）  本日の委員会は防災行政として自主防災組織及び耐震計画につ

いての所管事務調査です。本日の委員会は午前中が事務調査、午後からは現地調査を予定して

おり、午前は自主防災組織についてと、耐震計画について所管部署から説明をいただき、午後

から緊急避難施設として竹浦コミセン、萩野公民館、萩野児童館の３施設を見ていただく予定

となっております。配車につきましては、こちらで用意しましたワゴン車に５人ほど乗ってい

ただきまして、あとそちらのほうでセットカーがありますので、２人乗っていただくというよ

うな形で配車をしていただきたいと思います。避難施設を見てからまたこちらのほうに戻りま

して調査のまとめを行いたいというふうに思っています。資料については事前に配布させてい

ただいておりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  それでは事務調査に入ります。 

自主防災組織について、耐震計画についての説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） おはようございます。新年度入りまして最初の所管事務調査

になりますので、防災関係の担当部署等もかわっておりますので少し紹介をさせていただきた

いと思います。４月１日の機構改革で部制がしかれまして、防災行政につきましては従来総務

課にあったものが生活福祉部生活環境課のほうに移行になっております。私は一応部長という

ことで担当になりますのでよろしくお願いいたします。あと課長も異動になっております。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ４月から防災関係を担当することになりました。初めての経

験なのでいろいろ勉強をしていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  総務課のほうにおりまして、引き続き防災を担当しており

ます中村です。どうぞよろしくお願いします。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは、本日の所管事務調査の調査事項は防災行政につい

てということでありますが、後ほど担当のほうからご説明いたしますけれども、本町のこれま

での大きな災害といたしましては、最近は大雨災害は少なくなっておりますけれども、過去昭

和 55 年、あるいは 62 年に激甚災害に指定されるような大規模な被害が発生してございます。

また地震におきましても日高沖、あるいは十勝沖の地震による被害を過去に経験しているよう

な状況になっております。この備えといたしましては、後ほど説明いたします地域防災計画に

基づきまして防災体制の整備、国・道のほか防災関係機関との連絡を密にした体制を組んで進

める方針にしてございます。また本年度から同報系防災行政無線の運用が始まっておりますし、

またこれも後ほどご説明いたしますけれども、本年９月には樽前山の防災ハザードマップを一

応全戸配布すると、そういうような予定で今作成してございます。 
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この防災につきましては、行政の対策とともに町民一人一人、また家族、地域における防災

対策も重要であることから町内会、あるいは社会福祉協議会等と連携を強化しながら自主防災

組織の拡大を初めとした防災意識の高揚を図っていくというようなことで考えてございます。

具体的なものにつきましては、これから担当のほうからご説明をいたしますのでよろしくお願

いいたします。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  それでは、お手元の資料に基づきまして要点のみになりま

すが資料の説明、防災行政についての説明をさせていただきます。最初に資料のほうですが１

枚目のレジメに書いてありますとおり白老町の災害について全資料１番下にページ数をふって

おりますが、それぞれページ数を指定しながら各ページの要点を説明させていただきます。全

体としましては(１)の白老町の災害についてということが１点。２点目に白老町の防災体制に

ついての関係のことを細かく説明いたします。最後に防災関係資料ということで今日的な関係、

資料に基づいて説明を加えさせていただきたいと思います。 

 それでは、最初に１ページをお開きいただきたいと思います。白老町の主な災害の記録、こ

れにつきましては３ページにわたりまして記載をいたしておりますが、太字で書いてあります

昭和 36 年 10 月、こちらのほうでは台風 23 号による集中豪雨によりまして被害が大きく出まし

た。森野地区が孤立するという状況があり、陸上自衛隊がヘリを出動し関係物資を空輸したと

いうことが記録として残ってございます。１ページの下のほうになりますが、先ほども紹介が

ありました 55 年８月、こちらも北海道南西部の低気圧による大雨被害、この際には大きな被害

を受けまして災害救助法が適用された大きな被害となっております。 

 次２ページをお開きいただきたいと思います。昭和 62 年８月、雨量が白老で 446 ミリ、森野

227 ミリ、１時間の最大雨量が 84 ミリということで、この際にも記載のとおり大きな被害を受

けたという記録がございます。以下３ページまでそれぞれ記載をしております。説明のほうは

この程度にとどめたいと思います。 

 次に４ページをお開きいただきたいと思います。なぜ白老がこのように過去雨による大きな

被害を受けたかというのは、ここに書いてありますとおり気象庁の資料になりますが、上のほ

うの図に書いてありますとおり太平洋から暖かい風が吹き、下の図になりますが南東からの湿

った暖かい空気が白老町に押し寄せましてオロフレ山系をはい上がりながら雨雲をどんどんつ

くりあげていくと。そして西側から上空の別な低気圧の本体の雲域がかかると、これを伴って

私どものまちに大きな雨をもたらすと、こういったものが地理的な要因ということで上の図に

なりますが十勝ですとか函館ですとか、それぞれ同じように似たような状況がありますが地形

的なもので、ときには 2,250 ミリという年もあるということで、九州並みの雨量がこの北海道

のごく１部に雨をもたらせているという地区になっております。 

 次に５ページをお開きいただきたいと思います。本日、白老町地域防災計画につきましては

詳細説明をできませんが、要点のみを説明をさせていただきたく、目次をコピーいたしました。

５ページに書いてありますとおり地域防災計画につきましては現在改正作業中でございます。
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大きく変わることはございませんが、第２章の防災組織、ことし４月から部制をしひくという

機構改革にあわせた私ども職員の配置体制、それから第３章になりますが災害情報、注意報で

すとか警報、これらの基準が年々変わっております。こういったものに対しての改正。あと第

５章になりますが災害応急対策計画、これはそれぞれ物資の供給ですとか食料、衣料もろもろ

の個別の計画をうたっておりますが、これらについても大きく変わるものはございませんが法

改正等に基づく改正にのっとった今改正を行ってございます。 

防災計画につきましては関連があります。次のページお開きいただきたいと思います。６ペ

ージになります。今申しました町職員の非常配備に関するものが６ページに記載をいたしてお

ります。気象予報等での注意報等の警報が出た場合には警戒配備ということで担当グループ、

私ども生活環境課の交通防災グループになりますが、職員が役場に出て、まず体制を組みます。

それ以降、被害が大きくなりそうな状況、各種気象庁等の情報、関係機関からの連絡、それぞ

れを総合して第１、第２、第３、非常配備ということでそれぞれ職員を登庁させ体制を組むと

いう体制になっております。７ページをご覧いただきたいと思いますが、第１非常配備以降、

災害対策本部を設置するような事態になった場合には、ここの７ページに記載のとおり町長を

本部長にいたしまして各部長、各課長、各課の職員がそれぞれ業務を担当、区分けいたしまし

てそれぞれの業務に就くということで体制を組んでございます。８ページ以下、具体的に各非

常配備ごとに、各グループそれぞれ細かく分けてそれぞれの業務を行うということで、これは

14 ページまで各課の業務をうたっております。有事には、これらに基づいて私ども職員が体制

を組むということになっております。 

次、15 ページになりますが、避難を要するような事態に陥った場合には避難所に非難をして

いただくということになります。15 ページと 16 ページに現在 39 カ所の避難所のリストになっ

ております。各学校等の施設になっておりますが、番号でいきますと 16 ページの 26 番、萩野

公民館、本日午後現地視察ということで、31 番の萩野児童館、34 番の竹浦コミュニティセンタ

ー、これらの施設を本日の午後現地視察をする予定となっております。 

17 ページにつきましては、今説明しました 15、16 ページの避難所にも駐車場、グラウンド、

それらの広場がありますので、これらに足りない、これを補完するという意味で一時避難場所

ということで各地区 30 カ所の公園に一時的に避難していただくということを追加で用意をし

ております。 

続きまして 18 ページをお開きいただきたいと思います。若干、説明を加えさせていただきま

す。白老町における防災活動についてということで７点ほどに分けて簡単に説明をさせていた

だきます。まず１点目の白老町防災訓練の実施についてであります。これにつきましては、字

ごとですとか大規模な各地区ごとの防災訓練を平成８年以降それぞれ、平成 14 年まで各地区を

一巡するような形で大規模な、自衛隊ですとか警察、関係機関を動員した形での大規模な訓練

を行っております。16 年 10 月に樽前山火山噴火防災訓練ということで社台地区を中心に、こ

れは北海道主催で実施を行っております。大規模な地区別の避難訓練というのは、実はこの時

期までで大体終わっております。それ以降は各地区にできました地区ごとの自主防災組織、も
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しくは町内会、そういった単位で平成 17 年 11 月以降、日の出連合町内会を初め、各地区、昨

年でいきますと石山新生町内会、それと東萩野町内会、２カ所で自主防災訓練をそれぞれ自主

的なものとして行っております。全体的なものから各地区での自主的な防災訓練というものに

少しシフトをしている時期にあります。 

19 ページご覧いただきたいと思います。２点目、住民に対する防災対策の周知ということで、

これは具体的には町広報による全住民への周知ということで、毎年９月１日の防災の日を中心

に町広報に特集を組んで、昨年も、そして本年度も掲載をする予定となっております。ことし

につきましては４月に防災無線の記事、それから５月以降８月まで防災に対する知識というこ

とで関係のシリーズの広報を今掲載中でございます。９月号では防災の日にちなんだ特集を組

む予定となっております。 

19 ページの３点目になります。防災マップの配布ということで、記載のとおり平成６年に樽

前山火山防災マップということで大変古くなったのですが、これは社台地区を中心に、あと町

内の主だった公共施設に掲示している防災マップが作成され、配布されております。翌年平成

７年に我が家の防災ということで、ちょっと小ぶりなのですが全戸配布で防災マップを配って

おります。それ以降つくっておりませんでしたので、先ほど部長からのごあいさつの中にもあ

りましたとおり、現在白老町防災ハザードマップを作成中であります。これにつきましては作

成途上で町内会等、町民の方にも内容のほうを見ていただきながら使いやすい見やすいハザー

ドマップを作成する予定で現在作業中、９月の防災の日にあわせて全戸配布する予定となって

おります。４点目、町ホームページでの周知、５点目の町出前講座による活動、私どもも各町

内会、各企業等に積極的に出向いて防災の重要性をお伝えしてございます。 

次に 20 ページになります。他の関係団体との連携ということで、毎年町内会連合会、それか

ら社会福祉協議会でも防災に関する活動行事を行っております。これらに私ども町も参加しな

がら進めておりますが、ことしは関係団体と、これらの団体と一緒に防災について、もう一度

集まった三者、もしくはそれ以上関係者集まった中で防災についての協議をしたいと。具体的

な動きをしていきたいという考えで現在関係者と打ち合わせをしております。 

20 ページの７点目、自主防災組織の結成ということで、21 ページになりますが現在連合町内

会単位で５つの組織、単独で単位町内会の結成が４町内会、関係町内会が 35 の単位町内会、現

在 106 の町内会ございますので組織率としましては 33％、まさに３分の１の設置状況になって

おります。自主防災組織については隣近所何かあった際の初動体制ということで初期消火を含

め、災害弱者の支援ということでとても重要な位置づけがございますので関係機関と協力しな

がら、この自主防災組織の組織化 100％を目指して取り組みを進めたい考えであります。 

次に 22 ページをお開きいただきたいと思います。防災行政無線（同報系）の活用についてで

あります。これについては議会のほうにも既にご報告しているとおりですので、簡潔に報告を

させていただきますが、町内の 49 カ所の街灯スピーカー、そして山際を含めてスピーカーから

音声の届かない地区に 170 台の個別受信機、ラジオですね、これをつけて非常時に役場から放

送すると。現在は津波、地震、そして大雨等による住民が避難所へ避難を準備する、非難を勧
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告、そして避難命令が出る、そういった重大な事態が起きた場合に対していつでも放送できる

体制を現在取り組んでおります。先日議会事務局のほうとも連携しながら、こういった非常時

の体制とは別に平常時何もない中で平和なときの際の防災行政無線の活用ということで用意を

させていただいております。役場内部で調整をしながら関係機関と調整を進めると。 

この防災行政無線、実はなかなか音声が聞きづらいという実態がございます。家の中で複層

ガラス、家の中でテレビ・ラジオを聴いている際にはなかなか聞こえなかったというようなこ

とがあると。これは全国につけている防災行政無線の事例、それから設置する業者さん、そし

て私どもも今回設置する中での現地調査、これらを踏まえて、そういった現実があります。非

常時には最大の音量でサイレン、そして音声も最大音量、そういったものでの放送をいたしま

すので、まず聞こえて外に出ていただいて町民の皆様、隣近所助け合ってという体制になって

おりますが、平常時についてはなかなか聞こえなかったとか、そういったことが考えうるとい

うことになっております。１点だけくどくなりますが、そういう実態があるという現実を報告

をさせていただきます。 

資料の 24 ページ、25 ページに屋外拡声子局の設置箇所ということで 49 カ所の機器が配置さ

れております。 

最後になりますが、資料の(３)防災関係資料についてということで 26 ページ以下関係の資料

をお配りしておりますので、簡単に説明をさせていただきます。26 ページ、樽前山の噴火警戒

レベル、(案)となっておりますが、ちょっと資料を間違ってつけてしまいました。これは現在

の警戒レベルです。平成 19 年 12 月から警戒レベルというものを設定されている山になってお

ります。これは全国に 108 の活火山があります。北海道にも５つの活火山がありますが、これ

らに対して観測機器、27 ページをご覧いただきたいと思うのですが、気象庁、国土地理院、北

海道大学、北海道開発局、北海道、道立地質研究所、これらの関係機関が観測機器を監視カメ

ラ、地震計、ＧＰＳ等の機器を昨年度団体で 49 の観測機器を設置しております。このようにた

くさんの観測機器を配置して札幌管区気象台では 24 時間、この樽前山を監視している体制、こ

れらのような機械を配置している観測可能な山を選んで噴火警戒レベルというものを設定して

おります。レベル１からレベル５まであります。現在樽前山につきましてはレベル１、平常時

であると。火山活動は平穏であると。山頂のドームについては 600 度だとか、高温な箇所が部

分的にありますが高温で安定していると、活火山ですのでこういった時期が長く続く、今は警

戒レベル１という状態になっております。新聞報道等で出ているとおり全国のこの噴火レベル

の中で、レベル３ですとかレベル４の活火山もあります。これについては以上で説明を終わら

せていただきます。 

28 ページをご覧いただきたいと思います。これも 19 年から既にシステムが稼動いたしてお

ります。緊急地震速報につきましては震源地近くでＰ波という速くて揺れの小さな初期微動、

これをいち早く全国の地震計で察知し、そしてＳ波という大きな揺れ、これを何秒後に到達す

るかという予測の仕組みであります。震源地が近ければ数秒後、遠ければ数十秒後に大きな揺

れがくるということで一般のテレビ、ラジオ、そして気象庁等から必要な情報が流れる仕組み
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に現在確立をされております。 

資料の最後になります 29 ページ、こちらも新聞報道等で既にご承知かと思いますが、全国瞬

時警報システム、略称Ｊアラートと言います。新聞記事の 19 日という日付の下のほうに書いて

ありますＪアラート、政府による住民への危機情報伝達システムであるということ。首相官邸

が危機情報を発信する。総務省消防庁から人工衛星を通じて自治体に１秒以内に情報が伝達さ

れる。引き続き自治体の防災行政無線が自動起動し、最速５秒で屋外に設置した拡声器などか

ら警報を流すという仕組みで、Ｊアラートは既に 2007 年から運用を開始しております。下のほ

うに書いてありますとおり北海道内では北斗市、そして釧路管内の浜中町でこのフル装備を行

っております。これにつきましては、この記事に書いてありますとおり、この度の国の補正予

算の中で約 110 億の補正予算、各自治体設置する場合に約 700 万円かかります。これは今申し

ました国からの衛星からの通信を受ける装置、そして受けた情報を私どもの町の防災行政無線

を自動的に立ち上げる、そこまでの装置になるのですが、これが約 700 万円かかります。これ

については全国の 1,800 の自治体に 110 億円で配りますということでの国の補正でございます。

町もこれを導入すべく事務手続きを今後進める予定であります。これが設置されますと現在私

ども町職員が夜中に地震がおきた、津波が発生する、火山噴火、それから大雨で町民に情報を

伝えなければならない、その際には消防から放送をする、もしくは私ども職員が出てきてこれ

らに対策本部を設置するという手順を先ほど説明した組織体制で取り組むことになりますが、

このＪアラートを設置することによりまして１秒後には役場に情報が入り、最速５秒で国から

の放送が私ども職員の手をわずらわさず、判断を要さず国の判断で外国からのミサイル、それ

から先ほど説明しました緊急地震速報、それから樽前山の噴火レベルによる噴火の情報、関連

の情報、気象庁でとらえる情報、これらがこのＪアラートを通じて国、もしくは気象庁、消防

庁の責任の元に自動起動して白老町民の皆様に最大音量、最大の情報を 24 時間放送するという

ことでの仕組みでございます。以上、雑駁ですが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。質問のある方はどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田祐子でございます。説明ご苦労さまでした。１つだけお伺いして

みたかったのですが。17 ページのところなのですけれども。一時避難場所一覧ということで、

これ公園とかずっとなっているのですけれども、津波のときも港町公園とか萩野前浜公園とか

なってしまうのはどういうことか、おかしいという意見から話がありましたよね。それが１つ。 

それから夜間とか雨天とか積雪のときとか、そういうときでも、公園を一時避難場所という

のをどうなのでしょう。というのは随分前なのですけど、町内会でもやはり避難訓練したこと

があったのです。そうしましたらちょうど雨だったのです。それなものですからお年寄りとか

小さいお子さん抱えている方とか障がいのある方とか、結局そういう方々がどなたも出られな

くて。だから果たしてそれが避難訓練になったのかどうなのかというのと、避難場所がここだ

よと言われるものだから、結局自分達の本来行くべき公民館とか体育館とかが場所がわからな

いという高齢者が結構多くて、この辺をどういうふうにされるのか、この２つをお伺いしてみ

たいのですけど。 
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○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  まず、町といたしましては、先ほど説明いたしましたとお

り 15、16 ページの避難所、こちらのほうにも先ほど説明しましたとおり 17 ページの避難場所

とあわせて、例えば明るくて昼間の避難可能な場合にこちらにお示しをしている避難所の駐車

場ですとか、一時避難場所、これら各町内会で１番近くて安心して行ける場所、そういったも

のを選んでいただくということで町のほうで用意している場所であります。これは今後の課題

になりますが、先ほども申しましたとおり各町内会独自の訓練をされている、そして自主防災

組織、そして私ども町からのお願いを含めて、津波があったときには当然高いところに逃げな

くてはいけませんので高い避難場所、位置の避難場所ですとか、そういうものを各町内会ごと

に日ごろから、津波の際はこちらに、それから晴れた日の集合場所はここ、それから夜間の雨

が降っているときにはこの避難場所というものをぜひ町内会、もしくは自主防災組織ごとに検

討していただきたい。これは町内会自主防災ばかりではなくて町のほうも、これら連携をとり

ながらそういったものを整理していきたいというふうに考えております。当然いろんな災害が

ありますので、それらにあわせた避難の仕方、避難場所そういったものを選んでいただきたい

と思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大体わかりました。ではこれからがそれの１番の課題というふうに理

解させていただきます。といいますのも、正直言いまして、例えば私の町内会も防災クラブみ

たいなものは町内会独自ではつくってはいるのですけれども、なかなか防災クラブとか防災組

織とかできる町内会と、できない町内会と、今白老町のまちの中でもそういうふうな状況にな

ってきているのかと。当然大きな町内会と小さな町内会と連合で防災をやっていかなくてはな

らない時期なのかと思うのですけども、大きい町内会のほうは自分のところはできるからいい

のだけど、小さい町内会のほうはどうなるのかと。その辺はこれからどういうふうに考えてい

らっしゃいますか。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  まず自主防災組織も重要であるという西田委員のおっしゃ

るとおり、私どももそのように進めるということを先ほど説明をいたしました。21 ページに記

載してありますとおり竹浦連合町内会 15 町内会、それから虎杖浜連合町内会８町内会、それか

ら栄町連合町内会３町内会、これらについては避難するということを最優先に連絡体制、そし

て災害時要援護者といいます、端的にいうと災害弱者です。高齢者ですとか、そういった方た

ちを各地区で把握をして、そういった方たちをリストアップし、何かあったときにまず避難を

最優先にする。連絡網をつくったり支援する方を決めたりということで、まずできることをや

りましょうという考え方でつくっている自主防災組織です。日ごろからいろんな班とか複雑な

組織をつくることが大変面倒だというのが実際各町内会のほうから聞こえてきます。それで町

といたしましても、こういった例を踏まえてぜひとも簡単に、そして有効な活動ができるよう

な事例を紹介しながら各地区でそれぞれ活動していただけるようなことをお願いしながら進め
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ていきたい考えであります。先ほどの防災マップなども活用したり、出前講座をしたり、そう

いった形で各町内会に出向いて各地区それぞれにつくっていただけるような、そして独自に活

動できるようなものを進めていきたいという考え方であります。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 少ない町内会はどうなるのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  むしろ人数の少ない町内会ですと本当に顔が見える町内会

かと思いますので、私どもが今お話しした自主防災組織の設置の中でやはりもっとやりとりを

する中で、反対に、より細かな体制が組んでいただけるようなものができるのではないかとい

う希望をもっております。そのための必要な情報などを私どもこれから提供させていただきた

いというふうに考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 大体わかりました。ところで防災無線なのですけど、先ほどから説明

がありましたけど、白老町内で例えば農家とか離れたところで、そういうようなところは全部

網羅されていると理解していいのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  先ほど説明のとおり町内 49 機、件数的には 99％、このエ

リアでカバーしているというふうに考えております。森野ですとか飛生、それから山際でちょ

っとスピーカーからの音声が聞こえにくいというところの個別受信機をつけていただいており

ますので、カバーしているというふうに考えております。ただし、中には電気料がかかります。

常時つけております。そういった理由がそうなのかどうかわかりませんが、安全なので我が家

はいりませんというご家庭もありましたので、ここら辺についてはあくまでも希望を確認した

中で設置していただいております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 防災行政無線について何点かお尋ねしたいと思います。実は先般広報

広聴常任委員会の中で議会運営報告会等のＰＲについて、この同報無線を使って行うというの

が前々の広報広聴常任委員会で決まっていて、それをやろうというような話の中で、それがい

ろんな理由で委員会等がまだ開かれていなくてできなかったというお話がありました。私は非

常にそれを聞いたときに、議会がそれでＰＲできなかったから今お話しするのではなくて、誤

解しないでいただきたいのですけれども、これは２年前から設置はもう決定していたお話です。

私は過去に一般質問等で代表質問でしたか、２回ほど同報無線のことについて内容とあとはい

つからスタートかというようなことで２回私は質問させていただいているのです。その中でい

ろいろとまだ具体的に正式な話ではありませんでしたけど、こういったことにも使える、ああ

いったことにも使える、そういったお話もあったり、あとはヒグマが出没したときにも流した

りとかいろいろ出ていました。非常に残念だったのが、先ほどもお話がありましたけれども平

常に関しては今現在検討中というお話だったのですけれども、やはりこれは２年前から設置が
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決定していたことでありまして、工事が完了してから、それから委員会を開いて決めるのでは

なくて、やはり町長の執行方針にも出ていましたように４月１日からスタートというお話が執

行方針の中で示されました。これはやはりこの４月１日からすべてにおいて準備をしておく、

これは必要だったのではないのかと。これはどうしてかというお話は今はしませんけれども、

２年前から設置が決まっていたわけですから、今回の新しい部の組織の前に総務課というとこ

ろがありまして、その中でも検討されていたわけですから、準備不足が非常に否めないのかと

いうふうに思いますので、これから平常時についての検討というのを行っていただきたいので

すけれども、いろいろ問題点、では何でもやるとなったら町民も混乱したりうるさいという話

もあると思うのです。今現在どうような検討をされている状況なのか、またその今現在の委員

会というのはどのような話なのか、その構成メンバーはどうなのか、その点についてお尋ねし

たいと思います。 

それともう１点なのですけれども、先ほど問題点として非常に聞きづらいというのがあると

言いましたよね。これは例えば津波ですとか地震ですとか大波、あるいは大火事になったとき

に聞きづらかったら全く意味がないわけです。この聞きづらいという問題点について詳しく説

明いただきたいのと、ではどのようにクリアしていく考えをもっているのか、この２点につい

てお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  山本委員のおっしゃるとおり結果的に準備不足であったこ

とをお詫び申し上げます。まず、緊急時の体制につきましては先ほど申しましたとおり４月１

日から準備万端、体制は組んでおります。まず１点はこの点ご報告いたします。 

それで、緊急時以外のものにつきましては３月 13 日に課長職 10 名による第１回目の会合を

開きました。これにつきましては町の内規で防災行政無線運営委員会という内規をつくりまし

て、各課を紹介しますと総務課・生活環境課・健康福祉課・経営企画課・水産港湾課・建設課・

上下水道課・学校教育課・子ども課・消防署、この 10 名の課長さんで各業務のこれらの確認を

いたしながら、実際防災行政無線の音声が届くだとか全国の事例、そして白老町における状況・

現状、完成以後のテストの状況、そういったものを総合して第１回目の会議を開いております。

この時点では４月１日からの緊急時の放送、それから午後６時に現在チャイムを鳴らしており

ます。これは音声が間違いなく各スピーカーから鳴っているかということの機器の動作確認を

含めて、そして子どもさんの帰宅の合図ということで、この２点をまず４月１日から運用しま

しょうということを決めております。その後、実は会議を開くことができず平常時のものにつ

いては検討を加えましょうということで４月 30 日に会議を開いております。この中で機構改革

もあり、一部課長職の異動がありましたので改めて協議を行っております。その際に各課から

の関係事項を再度集約いたしまして協議をした経緯があります。この後あす第３回目の委員会

を予定しておりまして、最終的な、現時点における決定をしたいというふうに考えております。

この会議の中で平常時の放送であっても、先ほど山本委員もおっしゃったとおりいろんなもの

があると思うのですが、あれもこれもという放送をして反対にうるさい、聞こえないというよ
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うなことも考えうるということで、１つの目安を決めております。これは全町民の生命・財産

にかかわることをまず主として考えましょう。これに関連して全町民にかかわることですとか、

緊急性が高いだとか、こういったものを目安として基準として今後の放送基準の判断としてい

きましょうということをうたっておりますが、この基準についても再度あすもう少し詰める形、

それから毎日定時に放送する場合の放送時間、そういったものを決める予定となっております。

以上、経過についてはそういったことで現在に至っております。 

最後に、町内で聞きづらいということでの私どもの説明に対する対応はどうなのかと。先ほ

ども説明をいたしました。平常時については、ある程度音声を、トーンをちょっと下げた形で

放送をさせていただきます。非常時はマックス、最大の音量で、まずサイレンを鳴らします。

当然これは家の中に居たとしてもサイレンが聞こえるということを前提に最大音量にサイレン

を鳴らします。聞こえない場合には、先ほどの説明のとおり自主防災組織、もしくは隣近所助

け合いの精神でお互いに声を掛け合って何があったかということでの手助け、そういったもの

を含めて音声についても最大音量で「ただいま津波が発生しました」等々のシナリオを用意し

ておりますので、これらに基づいて放送するということになっております。ですから万が一聞

きづらく、もしくは聞こえないといった場合にもやはり隣近所の助け合い、隣保協同の精神を

何とか醸成して活動していくことが、この機械はたんにツールでありますので、これらのツー

ルを使って、私どもの生命・財産を守るために町民と助け合うということをつくり上げていき

たいと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） １回目の質問というか内容はわかりましたので、これについては結構

です。あす、委員会がまた開かれるということなものですから、せっかくですので私の考え方

なのですが。今新型インフルエンザで非常に世の中が、毎日のように報道が流されて日本も大

変な状況になって。しかしながらやはり冷静な対応というのも必要でございまして、新型イン

フルエンザの正体というのか、そういったものも１日１日わかってくると思いますし、またそ

の対応策等も具体的なものも政府機関、いろんな機関から示されていくと思います。私は日本

人ぐらい海外に気軽に渡航できる国民はいないと思っていますから、北海道に上陸するという

のも全然可能性としてはかなり私は大だと思うのです。今の東京で発生したり大阪、兵庫いろ

んなところで発生しているのを見ても、本当にいつ北海道で発生してもおかしくないと思いま

す。例えば大都市の札幌あたりは出る可能性もありますし、もしかしたらいろんな接触の関係

で、この白老町にも町民が発生する可能性もないとは限らないと思うのです。そういったとき

にやはり冷静な対応を呼びかける必要もありますでしょうし、そのときによっては道や政府や

あるいはいろんなところとの協議の結果、例えば大きなイベント等が中止になる可能性もあり

ます。あるいは本当に全校学級閉鎖だとかそういったようなこともあると思います。そういっ

たときに必ずしもメディアやそういったものではないものを目にしない方もいらっしゃると思

うので、そういったことでやはり新型インフルエンザが発生したときにいろんなことが起きる

可能性がありますので、そういったときにもこれを有効に使えるようなことが可能であれば、



 12 

今から検討の１つには入れておく必要があるのかというふうにちょっと考えたのですが。これ

についていかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 新型インフルエンザ発生の場合の防災行政無線の活用という

ことで、新型インフルエンザのほうは健康福祉課という別な課になるのですけど、私のほうも

部として対応しておりますのでお答えしたいと思います。 

質問から外れますけど、町民に対しての情報提供、これまでの状況がどうかというのを一部

ご説明いたします。国内で発生したのが４月末日ということで、５月３日にまず緊急を要する

ということで、広報に折り込みが間に合わないということで５月３日に新聞折り込みで、まず

かからないための予防策、手洗い・うがいの励行等を含めたチラシを新聞折り込みで配ってご

ざいます。その後また事態が変わってきまして、その時点では海外からうつされた方が国内に

入ったということで、現在は国内における発生拡大期に入りつつあるということで、さらにＰ

Ｒしなければならないということで６月１日の広報にこれは全戸、先ほどの新聞折り込みして

いない、新聞をとっていない方は見られないということでしたけど、今回広報で全戸配布する

というような形で考えております。これもやはり予防策、また広めないための対策というよう

なことも絵を入れながらやる予定をしています。あと防災行政無線の活用という部分では、こ

れはやはり即効性のある情報、なるべく早く伝えるという部分では必要かということで、この

活用も検討していきたいと思いますけれども、その内容については余り複雑な内容になると十

分伝えきれないということで、基本的には今６月１日に配布するチラシを重点的にまず見てい

ただくと。ただ、先ほど山本委員ご提案のイベントの中止だとか、そういうような大規模な会

議の中止ですとか、そういうものについては地区限定でも流せますから、そういうようなこと

にも活用することを今後検討していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） あしたの運営委員会の中で先行してこういった面も議題にあ

げて検討させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 先ほどから何点か出ていたと思うのですけども。まず各町内ごと

に行政としても多分自主防災組織のあり方についての活動をされているという話は、こういう

資料の中でも読ませていただきました。先ほどの一時避難場所の話です。例えば、海岸線、津

波・高波などによる一時避難場所については、各町内会でいろいろ自主的に考えてくださいと

いいながらも、もう６年、７年たってもなかなかできないというのが実態なのです。実際そう

ですよね。これからもまたそういった広報活動を続けていくのですと。では何年たったら実際

そういった組織づくりができるのですかという話になるわけです。そこをもう少しわかりやす

く、数の少ないとか多いとかは関係なくしてわかりやすく、行政がすべてそこに口を挟む必要

はないと思うのですけれども。そこの町内会の近くに２階建て、３階建ての病院がありますと、

介護施設がありますと、そういったところについて町内会として相談したことがありますかと
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か、そこの施設を一時避難場所として使わせてもらったらどうですかという言い方はちょっと

その辺の言い方はどうかわかりませんが、そういった意識をそこに持っていかせるような、そ

ういった努力というのはされているのかどうか。これは私が平成 15 年に議会に上がったときに

町内会の自主防災組織のあり方について議会でいろいろな部分で質問したことがあるのです。

それは、あるまちでそういった取り組みをやっていることが１つ頭にあったものですから、そ

ういったことも町内会の自主防災組織が自主的にやれればいいのですけども、なかなかそうい

ったことに意識がいかないような、どうやったらいいのだろうと悩んでいるところについては

行政が仕掛けていくということも必要なことではないかということで、私は何回か質問したこ

とがあると思います。そういうことについてはやはりすべて町内会に任せていくということが

いいのか、広報活動の中でそういった意識を持たせるような講演、また各地の事例紹介等々も

含めてやられているのかどうか、そういったことも私は必要だと思うのです。ほかではこうい

うこともやっていますとか、そういったところがこれからの、もしかしたらやられているかも

しれないけれども、まずその１点をお伺いしたい。 

それから先ほど言った防災無線、これは本当に２年前から計画されてきたこと、今の説明で

は私ははっきり言って納得できないのです。最低限、基本的な活用・運用に対しての方針とい

うのがこの２年間である程度考えられたことではないかと、事前に考えられたことだと私は思

うのです。ですからある程度のもの、それに肉づけするのはこれからの委員会の中でやればい

いことかもしれない。でもある程度のもの、確かに緊急時のものについてはやりますという話

は先ほど中村生活環境課主幹から聞けましたけれども、ただ平常時においてもこの２年間の中

で白老町の中での、いろいろな町民の財産を脅かすような、詐欺行為の問題だとか、そういっ

たものもすべて災害につながるものだと私は思うのです。町民の１つの財産を脅かすものとし

て考えたときに。そういったものも、例えば弱者に対しての呼びかけ、別に商売をどうこうす

るというのではないでしょうけれども、必要のないものはちょっとしたコメントでいいから、

最近こういった事例がありますとか、そういったものも消費者協会などから、もし入ってきた

ような情報があれば、そういったものも組み入れることができたりすることも考えられたので

はないかと私は思うのです。ですから本当に即効性のあるもの、先ほど辻生活福祉部長が言い

ましたけど、今放送を流して、今そういったところでいろんな訪問販売等々が動いている中で、

そういった無線が１つ入ることによって被害が防げることになるかもしれない。そういうこと

も予想できるのではないかと思うのです。ですからこの２年間の計画期間の中で平常時にこう

いったものの運用ができるというところはある程度は基本としてきちんと運用の作成というか、

そういったものをしておくべきではなかったのかと。ですからそういうことについても、防災

無線だけではなくて、これから行政でやるいろいろな計画についても、こういった考え方とい

うのが必要だと思うのです。できてから考えるのではなくて、やはり想定されるものについて

はある程度計画期間があるとすれば、その中で考えるということが大事なことだと思います。 

それからもう１点。自主防災組織の割合が 33.02％、106 町内会のうちのという話がありまし

たよね。この 33.02％というのは各町内会の自主防災組織として取り組んでいる、ふれあいチ
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ームがそのパーセントと考えていいのですか。私はもうちょっとふれあいチームという声のか

け合いだとか、そういった各高齢・弱者・身体、いろいろな部分での弱者に対しての町内会と

しての取り組み、声かけ運動含めて、まだこれぐらいしか組織されていないのかという、もう

ちょっとあってもよさそうなものではないかと思うのですけれども。実態がそうなのでしょう

か。ちょっとその辺の確認だけ。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  ３点質問がございました。まず１点目の避難ですとか自主

防災活動についての取り組み、全国の事例紹介であるとか、具体的な各地区ごとの独自の避難

所の設定だとか、これらをどう支援していくのかということの質問かと思いますが。これらに

ついては先ほどほかの委員さんの質問の中でも答えたとおりなのですけれども、町としても十

分に出前講座等は行っておりますし、いろんな啓蒙活動の場を推進してきましたが、もう少し

個々具体的な各町内会への出向き方を今後研究したいと考えておりますので、これは社会福祉

協議会、そして町連合の事務方と下打ち合わせを行っておりますので、ここら辺はもう少しき

め細かな自主防災活動、もしくはその設置の仕方、設立の仕方、そういったものを支援してい

きたいという考え方ですので、今後積極的に取り組んでいきたいという考え方があります。 

それから２点目の、防災行政無線についての平常時の検討についてのことにつきましては、

氏家副委員長が言われるような検討は加えております。例えば、先ほど報告しておりませんが

振り込め詐欺ですとか、行方不明者、それから老人の徘回、こういったものについては既に導

入している近隣の事例、それから全国の事例、そういったものをとらえて資料として調査検討

の中では、３月 13 日開催しました第１回の検討会議の中でも検討の材料としてこの辺提示をし

て協議を行っております。まず振り込め詐欺ですとか、こういった事案については、警察の捜

査だとか、老人の徘回に至っては個人のプライバシーの問題ですとか、こういう犯罪とそれか

らそういう行方不明者、そういったものについての警察からの依頼ですとか、それから関係者

の同意ですとか、いろいろなものがあるということを事例としてとらえ判断をしている材料の

中の１つとして取り組んでおります。ここら辺については、こと細かく全国の事例を踏まえて

現在、全町民にかかわるようなことを選んでということでの検討を進めているというのが現在

であります。 

３点目の自主防災組織 33％、これについては、ふれあいチームは含んでおりません。ふれあ

いチームもしくは、これは社会福祉協議会のほうで設けている制度、ふれあいチームについて

は助成金を助成している活動となっておりますので、これは社会福祉協議会のほうでとらえて

いるものです。それから各単位町内会ではいわゆる町内会での、これは、ふれあいチームとも

関係がありますが、重複しますが、町内会独自で高齢者、災害弱者をとらえての取り組み、そ

ういったものもあります。これらの町内会のすべてこの 33％の中に含まれているのかというこ

とになると、この以外にもある可能性も実はあります。そういった意味で先ほどの質問の答え

と同じように、社会福祉協議会、町連合、その他の関係団体と連携を取りながら、ここら辺を

もう少し具体的な数値をデータとして取り寄せて、ここら辺の実態データを整理したいという
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ふうに考えておりますので、もう少し率としては上がる可能性があると思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ２点目の防災行政無線の運用の準備不足についてお話させて

いただきたいと思います。氏家副委員長がおっしゃるとおり、緊急時は準備をしていたけれど

も、運用時について調査はしていたけれども３月 31 日までに決定され、すぐ入れなかったとい

うのは、まさに準備不足ということで我々も非常に痛感しているところでございます。この防

災行政無線以外にもこういうような事例というのは今後出てくる可能性がありますので、今後

こういうことがないように内部引き締めてやっていきたいと思いますので、これからお願いし

たいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 話は大体わかるのです。ただ、中村生活環境課主幹にちょっと私

が言いたいことは、自主防災組織というのは、このような書類をいくら積み上げても町内会で

積み上げてもどうしようもないわけです。私から言わせれば。実際それがどう生かされるかが

私は問題だと思うのです。それこそ、ふれあいチームというものが、社会福祉協議会がやろう

がどこでやろうが、そういった、ふれあいチームという声のかけ合い運動がどこまで町内会の

中で浸透するかが本来の自主防災組織のあり方ではないのかと私は思うのです。その中で、「お

ばあちゃん風が強くなってもし心配だったらうちにおいで。」だとか、「風がひどくなったらう

ちの町内会でどこどこの病院に行くことになっているから一緒に行くよ。」とか、そういうよう

な声のかけ合いが実際できているかできていないかなのです。書類を何ぼ実施防災組織これだ

けつくっていますという町内会を私は見ています。知っています。でも実際そこの町内会が果

たして防災という、もしそういった現状に遭ったときに有事のときに、それが生かされるかど

うかなのです。私はそこが大事だと思うのです。だから自主防災組織の率が 33％ですと、実際

書類をつくっているのはそのくらいかもしれない。でも実際は声かけ合い運動だとか、そうい

ったことでもってここの町内会はきちんとまとまっている、ここの町内会は何とかできる、あ

と１歩踏み込んだ考え方の中で手助けしてあげればいいとか、そういったところが行政の仕事

ではないかと私は思うのです。だからそういった面では自主防災組織のあり方を四角四面で物

事を考えて、こうしなければならない、ここまでもっていかなくては白老町の防災組織という

のは成り立たないのだというような形では、先ほどの西田委員も言われたとおり少人数のとこ

ろだとか、大きな町内会もありますよね。でも私たちはとにかく町内会から自分達はこうした

いのだけどどうだろうかとか、そういったことを聞かれたときに、ほかのまちではこういうこ

とをやっていますとか、ほかのまちではこうですとか、あるところの事例をひきながら答えら

れるような、そこまで持っていくのが、私はこれからの防災のそういう講演にしてもいろいろ

な相談ごとに対しての取り組みにしても、そういうことがこれから大事なのではと思います。

それがないとなかなか進みません。この防災組織は、いくら町内会にやってください、つくっ

てくださいといっても、５年たっても７年たってもできないものはできないです。だからそこ

をもう少し簡単にわかりやすく、わかりやすくといったら変ですが、簡単に本当に町内会が動
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きやすいような体制をつくっていくのが私は大事だと思うのです。その１点だけ。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君） おっしゃるとおりだと思います。どうしても形を確認して、

いくつできたという机上のものも一つ私どもとしては目安として、形のないものまでをできま

したということでの対外的な公表にもなりませんので、どうしてもそういった形になりがちな

部分は現実にあります。ここら辺につきましては副委員長がおっしゃるとおり、今後の関係団

体との連携の中でもう少し形を考え検討しながら、支援の仕方、それからこの組織のカウント

の仕方、そういったものをもう少し精査していきたいというふうに考えております。実際災害

が起きたときに助け合うということは、私どもも間違いなく同じことを考えて組織をつくって

いただきたいという願いですので、これについて目的に向かってまた推進していきたいと思い

ますので、以上説明終わります。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかにも質問者があるようでしたら、一度休憩したいのですがよろ

しいでしょうか。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時１５分 

                                         

再開 午前１１時２５分 

○委員長（玉井昭一君）  時間がまいりましたので、委員会を再開したいと思います。 

それでは、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今ほども氏家副委員長のほうから質問がありましたけれども、この一

時避難場所とか避難体制のことについて。先ほどもちょっと触れたのですけれども、私の町内

のことだけかと思って、ほかの町内のこともちょっと聞いてみたのですが、役場のほうで示さ

れたこの一時避難場所とか、こういういろいろありますね。そういうものを、氏家副委員長も

何回も言っていましたが町内会に任せたらなかなか変わらないというのが、本当は私も感じて

いるのですけれども、役場のほうで一時避難場所にしているからとか、こういう施設にしてい

るからと、そこから固執して離れないのです。町内会の中での意見が、役場がこうだと言った

からと。だからそうではないと、今の時代に合わせてやはり場所も変えていっていいのではな

いのという意見が出ても、なかなかそこから抜けきれないというのですか。だからそういうと

ころは、先ほど氏家副委員長も言ったように役場のほうからもっと積極的に、自分達がどこに

避難すればいいのかという各町内会で、そのようなことを自主的にやってもらえるように、進

んでこうなのだというふうにいっていかないと、本当に変わらないのです。極端なことを言っ

て、本町町内会でコミュニティセンターあります、体育館あります、蔵があります、そうした

ら本町２区のほうでは蔵に集まるというのです。本町町内会は本町公園に集まるというのです。

コミュニティセンターとか体育館にすぐ近い人たちは体育館とかコミュニティセンターに逃げ

たいというのです。でも役場が公園と言ったので公園に集まらなければならないと強引に公園

に集まることになったのです。私はちょっと違うのではないかと、やはりそこの場所に住んで
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いる人たちが１番いい場所を選ぶようにしてくださいというふうに変えていかないとちょっと

変わっていかないのかと、今ほど氏家副委員長のお話聞きながら考えていたのです。ですから

第２町内会のほうで蔵に集まるといったら蔵のすぐ隣に住んでいる人も本町公園に行くのか、

コミュニティセンターの隣に住んでいる人も本町公園に行くのかとなってしまいます。やはり

その辺をもっと柔軟にできるような、本当に避難するための避難場所というのですか、そうい

うものをやってくださいというふうに役場が積極的に言わないうちは変わらないのかと１つ感

じたのです。 

それともう一つ、山本委員のほうからちょっと１点出たのですが、今のＡ型インフルエンザ

のことなのですけれども、例えば北海道に上陸してきて白老町にもしなったとき、白老町の病

院はどこが受けつけてくれるのか、それとも苫小牧まで行かなくてはいけないのかとか、極端

なことを言えば緊急的にそうようなものがあったときに、どこがどういう判断でされるのか、

その判断をいつどこでするのか、そういう組織というものはいつ、会議を開いて決めるのかど

こで判断するのか、その辺をちょっと聞いてみたいと思ったのです。先ほど必要があったら会

議しますという話でしたけれども、誰がどこで、その委員会は集めてやるのか、誰が判断する

のか、そこをちょっと聞いてみたかったのですけど。 

○委員長（玉井昭一君）  今の１番最後の質問については、若干委員会から離れているのです

けれども。だけど先ほど辻生活福祉部長がその件についても担当していると言っていたのでい

いですか。中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  それでは、１点目のご質問にお答えいたします。今この場

でこのようにしますとは当然お答えできないのですが、避難所のあり方について今後検討して

いきたいと考えております。ただ、現行でいきますと、一時避難場所は別にいたしまして、避

難所を開設するにあたっては指定した場所で担当職員が出向いてその場所を開設するだとか、

いろんな今決めごとがありますので、これらをどうするかという検討も加えながら今後見直し

のほうをしていきたいと思いますので、今はその程度しかお答えできません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 関連で新型インフルエンザの質問ですけれども、まず医療機

関の話ですけれども、これは先ほどご紹介した５月３日に配布した新聞折り込みのチラシ、あ

るいは６月１日に広報と一緒に配布するチラシにも入っておりますけれども、発熱した場合の

対応については発熱相談センターというのが苫小牧保健所に設置されております。この電話番

号もそれぞれのチラシに入っておりますけど、まず今の段階では保健所のほうに連絡していた

だくと。そうすると保健所が、今発熱外来という病院がこの地区ですと、苫小牧の市立病院と

道立苫小牧病院２カ所指定されております。なぜ２カ所かというと通常の患者さんときちんと

分離した中で対応しないとまた拡大するということで、そういう施設的な管理ができる場所と

いうことで２カ所今定められておりますので、保健所のほうからその病院にかかってください

と、そういうような形での連絡の中でその病院にかかっていただくと、そういう形になろうか

と思います。ただ、これが万延が拡大した場合、通常のインフルエンザと同じような形になり
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得る可能性ありますけれども、現段階では今はそういうような仕組みの中で対応すると、その

情報については私ども自治体も町民の方に周知を徹底しなければならないということで、まず

はチラシということでやっておりますし、ホームページにも記載しております。また今週開催

される町内会長会議でもお伝えすると、そういう形でなんとか地域のほうに広めようと思って

おります。 

また、役場内部の組織としては５月１日に新型インフルエンザ対策本部を設置しまして、１

回目の会合を設け、きのうも２回目の会合を開いておりまして、町としての準備等については

現在順次進めているような状況になっております。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） ２回目の質問は、例えば新型インフルエンザと言いましたけれども、

チラシとかそういうことではなくて、もし緊急性だと判断するといって防災無線を使うとした

ら、そのときの判断はどういう組織でやられるのですかということを聞いたつもりです。どこ

かの委員会で決めるのか、どうなのか、そのことを聞きたかったのです。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） あす、その防災行政無線の運用委員会を開かれるということ

で、その中で一応確認事項で検討するということにしています。 

○委員（西田祐子君） これから先もずっと運用委員会を開いてやるということですか。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 基本的なルールを定めるということで、具体的な項目につい

ては随時判断しながら放送していくと。例えば、イベントの中止だとか、そういうことも含め

て、まず基本的なルールは委員会の中で確認して、個別の公共的な集会が一定地域、例えば一

定地域に中止だというお知らせをしなければならないと、そういう場合のルールなどを決めな

がら個別のものは随時判断しながら流していくと、そういう形です。委員会でなくても、あと

防災行政無線を運営・管理している担当グループ、今防災グループですけれども課長なり私な

りと相談の上、判断していくという形になると思います。緊急性を要するというふうになろう

かと思いますので。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１点だけお尋ねというか、考え方なのです。私が聞きたい

のは。今行政が施設をつくり人を配置して、今指導されるわけです。町民の側はどうなってい

るのかというとほとんど町内会を通じて物事が行われると。ところが町内会の組織というのは

10 世帯のところもありますよね。150 のところもあるし、200 のところある。だけどそれは皆

さんの町内会で分離独立して 10 人の世帯にしたところもあれば、350 多くても町の指導で大き

くしたり小さくしたりしているわけではないのです。だから私が言いたいのは、町と町民の関

係、そこに議会がはさまっているのですが、そこの関係をどういうふうに見ていくかというこ

とで、そこが新たな形になっていかないと今のように、町はこうやってやるのはどうなの、町

はこれをつくったけどどうなの、町内会はどうなのという議論なのです。発展していくという



 19 

ことではないのです。だから副委員長も言ったように実際には町内会にお任せしなかったらま

ちのことが進んでいかないとか、何かの組織を使わないといかないとか。だけど考えたら我々

町民の皆さんが困るからやっているのです。皆さんも困るかもしれませんが。そうしたら、本

当の自主的というのは私は違うような気がするのです。新たな自治体のあり方、要するに今人

が減っているわけです。財政も大変で。そうしたら新たな自治体のあり方、新たな町内会のあ

り方などを、もうそういうことを考えたり議論したりする場になっていかないと進んでいかな

いのです。今までと同じで何をやっているの、つくる物つくったけど１億何千万円もかけて何

をやっているの、何を言うのではなくて、ではここでつくっていくのは一体何なのかと、議会

がこういうふうにやったほうがいいのではないか町民もこう行政も今までと同じ従来の延長線

上で物事の考え方ではなくて、この自主防災組織も含めてです。私は何かどこかそこら辺がも

う少し高みに上がらないとまち自体が変わっていかないのです。と思うのです。 

だから例えば、議会の改革をやっている、そうしたら会津若松がどうだとか福島だとかいろ

んなことが出ます。新しくやったことだけ何でも出てくるのです。だからこういうものもやは

り今までと同じ、どこのまちがこうやっているからこうやってやろうではなくて、白老には独

自のやり方というのが、例えば防災無線を使う場合、１億何千万円もかけたわけでしょう。組

織もそこに携わっている直接の担当もいるわけです。そういう人たちが今までの延長線ではな

くて、違った白老独自のそういう組織形態、それから機器の使い方、人の動き方、こういうこ

とがやはり違った形で考えるのが、私はそういうことが今１番必要ではないかと。今のままで

やっていったら今までと同じことにしかならないのです。１番進んだまちのことを取り入れる

ことはできるかもしれないけれども。だからごみの焼却施設もいろいろ問題があるとこの間行

ったときあった。だけどやはり日本で１番最初にやったという、その中でこれをどう成功させ

るかということを町民と行政とみんなが一致してやらなければだめです。そのときやはり行政

も間違ってはいけないし、町民も議会も判断を間違ってはいけないと。そういう役割ではない

かと思うのです。そこら辺、部長制もできたことだけど、どうでしょう。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 防災の関連で避難所のそういう場所の決め方のあり方、ある

いは防災行政無線の運用、そういう部分について町民の声をいかに組み上げてという部分かと

思います。私どももいろいろ行政進めるにあたり、基本的には町民の視点、あるいは町民の立

場に立ってということで進めなければならないと。単に行政の都合だけとかと、そういうこと

ではなくて、本来どうあるべきかと、そういう部分でいろいろ今検討しているつもりなのです

けれども。ただ、今大渕委員がおっしゃったような特に２つの部分については、町連合とのキ

ャッチボール、やっている部分やっていない部分、あるいはそれが各町内会まで伝わっている

かどうかという部分がありますので、その辺の決めていき方、そういうことについてのご提言

だと思いますので、ちょっと検討させていただきたいと、ここですぐこういう形でやりますと

いう形に回答できないものですから。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 私が言ったのは行政側だけの問題ではないのです。町内会のあり方も

変わらなければだめなのです。10 世帯しかなくて私のところできないと、それを指導できない

のです。それを一緒になれといってもだめだと言うのでしょう。平等に考えたらおかしくない

ですか。それはご無理ごもっともでございます。町民の皆様にあたります。それはそれでそう

かもしれませんが、だけどそういうことを変えなくては変わらないのでしたら、そういうこと

も変えなくてはだめですよね。350 が適切ではなくて 100 が適切な町内会、白老で言えばです。

苫小牧とかは関係ないです。そういうことを本当に納得いくまで議論していくような行政と町

民との関係とか、それから町民のほうから出てくるとか。やはりそういうことがないと、実際

に辻生活福祉部長のところの担当かどうかわからないけど、10 世帯だとこれは少ないから一緒

にしなさいと、機能しないのではないかといって町内会はならないでしょう。町民の側も考え

なくてはだめです。そういうことを町と議会と行政とがきちんと議論して１番いい方法を見つ

け出していくと、新たな方策みたいのが町と議会や、町と町民との関係で町民と議会もそうだ

けれども、そういうことが必要ではないかという私の今の意見なのです。町だけが町民の意見

を聞けとかそんなのではないのです。同じく言ってもいいのではないかと思っているのです。

そういう意味なのです。 

○委員長（玉井昭一君）  辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今、１つの例として町内会の規模を例にそういうお話だった

かと思うのですけど、町内会というのは市街地の部分では、それぞれある程度まとまった形で

まとまったそれなりの人数でということで住居維持などをされているところはかなり整理され

ているのかと思います。ただ、やはり世帯数の少ないところというのは市街地から離れた部分

での一定の広さを持ちながらという歴史的な背景があるのかと。それと基本的には自主的な組

織ということで、これまで町のほうからその規模についての提案も遠慮して、していないとい

うのがあったのかもしれません。その辺についても逆に今のご提案の中で、別に合併と同じく

言ったからといって義務づけではないのですけれども、ある程度考えなければならないものが

もしあれば、それは行政の中で町内会の、行政側が考える町内会の望ましいあり方、それは町

連合のほうもそういうお話もあるようですから、今後ちょっと協議してまいりたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） いろいろ今委員との質疑だとか町側の答弁を聞いて、実は３つぐらい

聞きたいのですが。根底として、この白老町の自主防災組織をやはり構築していかなくてはな

らないという考え方は、今大渕委員も言ったとおり町民の個々の財産・生命、これを最低限災

害が及ばない程度に守っていくということが基本だと思うのです。そういうことを考えると我

がまちで対応しきれない部分が出てきたときに当然、樽前山が噴火したとか大きな災害があっ

たときに一次・二次・三次ということの体制は組んではいるけれども、これでは対応できない

場合のときに近隣町村との関係はどういうふうになっているのか。当然従前から聞いていると

おりいろいろな絡みで町長、市長とそういう締結はしていますと言うけれども、実際にそれが

稼動するのかどうかという部分のところの見解を聞きたい。まずそれが１点。 
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それからもう１点。やはり樽前山にちょっと絡むけれども、我がまちの港の拠点が、私は一

白老の町民としてああいう施設をつくってもらいたいということは切望していたのだけれども、

実際できた。それから何回か開発の方の説明を聞いていろいろ啓発をしたいというふうには言

っているけれども、そういうことも大事だと思うのです。狼少年ではないけれども。いずれは

噴火しますよと。そういうときはこうなるよと。こういう対応が必要ですということをやはり

町民に啓発するという活動を開発ともタイアップしなくてはいけないのではと。その辺の考え

方はどうですか。 

それからもう一つ。最後に中村生活環境課主幹から説明があったＪアラート、それは進めて

いくということで理解していいのですか。白老町としては予算もあることだけれども、このシ

ステムを進めていきたいという考え方があるのかどうか、それだけ聞かせてほしい。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  ３点ご質問がありました。１点目でありますが、先ほどの

説明のとおり町の防災計画のとおり体制を組む、それを超える激甚、甚大な災害、そういった

事態には当然道の支援、国の支援、そういったものについては随時、災害もしくはその有事に

対しての連携というのは常にありますので、道・国・関係機関との連携の中で必要な、今おっ

しゃるような物資も含めて移動の手段、空・船、それらも含めて食料も含めて町内で調達し得

ない、そういったものについてはカバーできるような形での連絡、そういったものはシステム

として組まれております。 

２点目の拠点施設につきましては、現在苫小牧河川事務所のほうでこの拠点施設を管理して

おります。現在の所長さんもできれば町民の方に広く理解していただけるような施設というこ

とで、施設の中には展示コーナーがあって、今熊谷委員がおっしゃるような非常事態に対する

そういうシミュレーションのできる、理解のできる中身になっておりますので、ここら辺河川

事務所とももう少し連携を取りながら広く町民の方に理解していただけるような活動、体制を

検討していきたいと考えております。 

最後の３点目、Ｊアラートにつきましては国の補正予算で全国の全自治体にＪアラートとい

う、先ほど言いました機器を配置しますということを決めて、これは新聞、報道を含めて道の

確認もとってありますが、そういった方向で現在進んでおります。関係の調査もきております。 

蛇足になりますが、私どものまちは防災行政無線が稼動しましたが中には防災行政無線のな

い自治体もあります。そういったところはＪアラートをつけても情報をもらっても住民に知ら

せるすべがないという悩みのところもありますので、白老町はそういったことでいち早く導入

に際しては機能・運用を図りたいという考えであります。具体的な日程、いつ入る云々につい

てはまだ調査回答の段階で、まだ詳しくはわかっておりません。先ほど説明しました、地震に

ついても気象庁のほうから情報がきます。外国からの国民保護については国のほうからきます

し、そういった地震については気象庁のほうから情報がきます。地震・津波・有事、ミサイル

攻撃だとか、そういったものについては国のほうから自動機能して放送されます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。氏家副委員長。 
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○副委員長（氏家裕治君） 最近は雨だとか、先ほど中村生活環境課主幹のほうからいろいろ

ありました、降雨による災害よりも風に対しての災害が近年多いですね。そういうふうな観点

から考えると、例えば白老町内に風でもって被害を受ける場合の中に町内にある危険な建物、

今現在使用されていないもの含めて、例えば防災マップの中におとしてあるだとか、私は何軒

か知っているのです。もう家が傾いています。それは個人の財産なのです。本当にこれが風速

何十数メートルの風が吹いてしまったら倒れて飛ばされるだろうと思うような家が何軒かある

のです。そういったものは実際自然災害とは違うのだけれども、でも災害という一つの面で考

えると環境的なものだとか消防だとか建築だとか、さまざまな面でかかわっていく問題なので

はと思いながら今聞くのですが、でも一つの防災マップ上では、こういった危険な建物があり

ますと、風に対しての町内会の中でも多分建物を何とかしてくれないかとかいろんな相談、環

境のほうにいっているのではないかと思うのです。そういったことについての対応がどうとら

れていくのかということを、ここで聞いてもいいのだろうか。ちょっと違う話になってしまう

のかと。もし違わないとすれば、例えば人的災害につながっていくような話になってしまうの

で、行政には関係ないと、個人の財産だから何かあったときにはその個人が弁済するものだと。

でも私はそれでは済まされないような気がするのです。例えばいろんな相談ごとが町外にあっ

て町としてはこういう動きをしていると、でもなおかつそこまでいかない、でも実際町ができ

ないのだったら町民の税金を使ってやらなければならないことだったり、強制執行的な部分で

やらなくてはいけなかったり、それは町の税金を使ってやらなくてはいけないからできないと

いう話もあると思うのだけれども、ただ、あるボランティア活動の中で、そこまで大変だった

らうちでやってあげると、潰すだけ潰すからあと廃棄だけは町でやってくれだとか、そういう

ボランティア活動の利用だとか、いろんなものがあるような気がするのです。今これだけ協働

のまちづくりの中でやっていく中では。そういった物事のとらえ方、災害という一つの観点か

ら考えたときに多方面にわたるかもしれないけれども、それを環境として、今部長もいるので

どういう取り組みを今後していくのか、またしているのかということをちょっと聞いておきた

いと思うのです。自然災害とは別に。 

○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず氏家副委員長の質問の中の廃屋の関係をご説明したいと

思います。町内会から要望のあった廃屋だとか、それから独自に生活環境で押さえている廃屋

というのがあります。現実は所有者を探して所有者とやりとりをした中で所有者に何とかして

くださいというのが今のやり方です。ですから 20 年度も３棟ほど実は、ちょっと時間がかかる

のですがお願いした中で解決しているものも実はあります。ただ、あくまでも所有者がいて個

人の財産ということが前提にありますので、廃屋を処理していく中では何かと回数も多く、そ

の持ち主の方と話をして何とか解決していこうという手を今使っています。それから町内会の

ほうで、例えばある程度危険性がないまで壊すというか崩すというか、そういったことをした

場合に当然廃棄物が出ますけど、そういったものに関しては処理できる形の中にしないとだめ

なことはだめなのですが、そういった形の中で何とか町のほうでも協力してやっていければと
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いうふうには考えています。廃屋に関してはそういう形で、正確な情報は持っていませんけれ

ども、生活環境以外で押さえている消防だとかそういったところでも廃屋関係は押さえてあり

ます。その情報が今回の防災マップ、そこに反映するかどうかはちょっと今話していませんの

で、そこまで情報が入るかどうかはちょっと検討させていただきたいというところです。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今竹田生活環境課長が言った部分で、ボランティアでうちで壊し

ていいよ、うちで有志で集まってそれを壊すからというような意見が実際あることが事実なの

ですよね。それをまず確認が１つと、それから各課で押さえている、例えば消防で押さえてい

る、建築で押さえている、そういったものが防災マップ上に載るか載らないかは別にしても環

境課として押さえていくことが必要ですよね。それは消防で押さえている、これは建築で押さ

えているのではなくて、環境として全部１つとして押さえておくということが私は必要なこと

だと思うのです。今回の防災マップに載る、載らないは別にしても、うちとしてきちんと押さ

えていますと、例えば建築課でこういったものについてはこうしていますと、それが今やはり

部制になっていろんな各部との横断的なやり取りの中でしっかり押さえておくということが私

は必要なことだと思うのです。それが今回の防災マップをつくる、ハザードマップをつくる中

でそれに反映されないにしても資料としては１つありますと、きちんとうちで持っていますと

いうことが私は必要なことだと思いますので、ぜひそれはやっていただきたいと思います。個

人の財産の話も聞きました。それも納得しています。ですからあとは町内会、また各ボランテ

ィア、またそういった団体との相談ごとの中でできるところはやると、危険を未然に防げるも

のについては極力やはり努力していくということが私は必要なことだと思いますので、ぜひそ

れについてはもう１度考え方をお伺いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 各課で持っている情報を生活環境のほうで１度整理して、仮

まとめで状況は今後把握していきたいというふうに考えております。以上であります。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかはございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、自主防災についてはこの辺で終わりたいと思います。 

 続いて耐震計画について。昼かかりますけど続けて進めたいと思いますのでご理解をいただ

きたいと思います。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ４月から部制になりまして都市整備部です。その中の建設課

でお手元のほうに資料がいっているかと思いますが、白老町耐震改修促進計画概要版の中で説

明したいと思いますのでよろしくお願いいたします。内容について星建設課長のほうから説明

させていただきます。 

○委員長（玉井昭一君）  星建設課長。 

○建設課長（星 貢君）  それでは説明させていただきます。お手元の概要版に大体沿って説

明をさせていただきたいと思います。まず計画策定の背景ですけれども、ここに記載のとおり
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平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災では地震により 6,000 名以上の方が亡くなられてい

ます。特に注目すべきは地震発生直後の犠牲者が、そのうち８割以上が住宅、もしくは建築物

の倒壊によって亡くなられたというふうに言われています。そういうことからその年の 10 月に

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が策定されております。ここがまず最初のスタート

になっております。さらに近年、新潟・福岡・宮城が、特に北海道においては影響のありそう

な日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震のほか、直下型の地震なども多発しているような状況

であり、大げさになるかもしれませんけれども、どこでいつ地震が発生してもおかしくないよ

うな状況と言われております。 

建物の耐震化について平成 17 年９月に中央防災会議において住宅、及び多数の者が利用する

建物の耐震化率を平成 27 年までに９割にするという目標が示されております。それとともに地

方公共団体による耐震改修促進計画の策定責務を盛り組んだ耐震改修促進法の改正も行われて

おります。これに基づいて平成８年 12 月に北海道耐震改修促進計画を策定しております。白老

については、こういうものを参考にさせていただきながら策定をさせていただいたところです。

現時点での道内の策定状況だけ言いますと、胆振管内では 19 年度に策定が終わったものが苫小

牧・豊浦・安平・厚真・鵡川です。20 年度には室蘭・白老。ことし予定と聞いておりますのが

登別・洞爺湖町・壮瞥町。22 年度以降というふうに聞いているのが伊達市になります。全道的

には 180 町村のうち白老を含めて 86 の市町村が策定を終えておりまして、おおよそ 48％とい

うことになっております。 

ちょっと補足しますけど、阪神・淡路大震災のときのいろんな反省ですとか総括の中で緊急

の病院の体制ですとか消防の体制が不備だったのではないかというような指摘もございました

が、もちろんこれもないとは言えないと思います。ですけれども特筆すべきは、概要版にも書

かせていただいていますけれども、建物倒壊による死者が実は 88％となっております。なおか

つ地震直後 14 分の間に犠牲者の９割が亡くなっているということです。つまり何が言いたいか

という、緊急の医療体制だとか消防体制が仮にあったとしても、わずか 14 分の間にこの犠牲者

の９割の方が亡くなっているわけですから、さらに厳密に言いますとここのうち焼死等と書い

ています。このうちの何割かの人たちは倒壊に伴う火災による焼死者です。ですから９割以上

の方が相当早い時期に救援を待つ時間もない中で亡くなっているということです。ということ

は考えうる対策としては、あくまで耐震化構造の建物をふやしていくというような方向しか実

はないのではないかというふうに読み取れるのではないかと考えております。 

そういう中で現状を想定しているような地震がいろんな機関で発表されています。そういう

ことを踏まえてこの計画を策定させていただきました。３つあります。１つは十勝沖・釧路沖

地震です。これについては北海道中央防災会議というところでマグニチュード 8.2 の地震を想

定しているということです。この計画の中でです。その場合白老はどうなりそうかと、白老の

役場付近で計算してもらうと大体震度 4.6 ぐらいという換算になります。なおかつ石狩低地東

縁断層体主部という地区も定められています。札幌の少し南側というふうに意識してもらえれ

ばいいと思います。そこでは地震調査研究推進本部で想定地震をマグニチュード８と想定して
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おります。これも先ほどのような換算を白老町役場近辺ですると震度 5.1 ということになりま

す。あるいは全国どこでも起こりえる直下型ということです。事例が本当はないのですが、最

悪のことを想定すると中央防災会議による直下型地震の場合はマグニチュード 6.9。ですから

これが役場付近で起きたとすれば同じく 6.9 の震度ということになります。ですからこういう

ことも踏まえた中で計画はしていかなくてはならないというふうには考えて策定をさせていた

だきました。 

計画の期間は平成 21 年から 27 年までという目標にしております。なおかつこの計画ではす

べて１棟ごとどうするかというような方針はまだ実は示すに至っておりません。ですからこと

し優先度などを考えた上で、この計画をさらに実行、要するに何をいつやるというようなこと

を含めた実行計画、苫小牧においては 19 年度に計画を策定した後に、整備プログラムと称して

おりますが、ついこの前発表されております。同じようなものを、ことしのうちに優先順位を

考えながら整備プログラムに近いものをつくっていきたいと考えております。 

その中で地震別にみた被害想定については、直下型が１番ひどい想定になると思います。そ

の場合建物でいくと 4,000 棟ぐらい、ですから約半分近くの建物が倒全壊、もしくは半壊とい

う可能性があります。それが割と現実的なと言っていいと思いますけど、石狩低地のところの

想定でいくと全壊が１棟程度、半壊が 55 棟程度というようなことで示されています。これはあ

くまで、いろんな実績に基づいた国のほうの推計値というふうにご理解いただきたいと思いま

す。現状、白老の建物はどうなっているかということですけれども、時間がないので細かいこ

とは省略させていただきますけれども、現時点で総数が 1 万 1,200 棟ぐらいございます。その

うち住宅が 9,000 棟ぐらいになります。9,000 棟の住宅のうち 7,600 棟が木造、それ以外 1,400

棟ぐらいが非木造ということになっております。このうち、阪神の震災のときもそうだったの

ですが、実は 1,980 年以降に建てられた建物については余り被災を受けていないです。56 年以

前の建物は被災を受けているという状況にございます。これは建築基準法で新耐震基準が定め

られたのが、実は 56 年６月１日の確認以降となります。ですから 56 年以前の耐震基準は震度

５弱の中規模を想定したものでつくられております。それ以降のものについては新耐震基準と

呼ばれて震度６弱程度の大地震を想定したものになっております。ですからこの差が実は非常

に大きな差になって、阪神大震災のときの被災状況にあらわれている状況です。こういうこと

から町のほうで昭和 56 年以前の建物と 57 年以前の建物というふうに分けて、その中でどのぐ

らい耐震性を有するかというようなことでいろいろ検討させていただきました。 

詳細は別にして、ここでいっている次のページです。白老町の目標のところを見ていただき

たいのですが、住宅に限定しますが、住宅の耐震化の状況でいきますと平成 19 年には約 5,000

棟のうち耐震性を有していると思われるものが6,039 棟、耐震性がないと思われるものが2,974

棟となっております。それを目標として掲げる平成 27 年度には耐震化率 90％にもっていきま

しょうという国の法、もしくは道の計画に合わせてやると相当数は 9,000 から 8,000 に減るだ

ろうと思っています。これは現時点で１年間の間に平均的に取り壊される住宅、それプラス使

われなくなっていく建物などを合わせると大体このくらいの推計値になるのではないかという
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ふうに判断しております。そのうち耐震性のあるものを 7,200 にしていきましょう、ないもの

は 800 ぐらいに残ってしまうでしょうということになります。こういう目標を持って進めたい

と思っています。特定建築物というものも、これは一定面積以上の、人の多く集まりそうな施

設のことを言います。ですから学校ですとか病院ですとか、そういうものを指します。そうい

うものについても耐震化率が今のところ 64％程度ですから、これに関しては 100％進めたいと

いうふうに考えております。それぞれこういう目標を定めますので、その優先順位だとか、そ

ういうことについてはこれから検討していきたいと考えております。 

最後、具体的にどう進めるかということですが、大きく分けて３つに分かれるかと思います。

１つは、民間の建物などについて、特に町民の方に対する啓発・知識の普及などについては努

めたいと思っています。それはマップの作成をしたり、リーフレットをつくったり、セミナー

を開催したり、先ほどご議論あったかと思いますが地域防災計画による自主防災組織や自治会

との連携を通じて普及・啓発を図っていきたいと思っています。 

もう１つは環境整備です。これは相談窓口の設置は現段階でもやっておりますけど、さらに

１歩進んで無料耐震診断の実施の取り組みを町独自でやっていくですとか、場合によっては民

間住宅を何かやってくださいというだけではなかなか進まないかとも思っていますので、町に

よる助成制度などについても検討をしていかなければならないと思っています。特に先ほど言

いましたように阪神大震災のときには 56 年以前の建築の住宅の倒壊による死者が相当いたと

いうことを考えると何らかの行政支援をしてでも、そういう耐震化に備えていく必要があるの

ではないかというふうには考えております。そのほか、がけ地近接の住宅の移転の推進なども

考えていかなければならない１つかと思いますが、この件については道庁のほうでがけ地など

についての移転の支援制度なども設けられていますので、そういう道だとか国の支援制度など

についても、私たちは把握していますけれども、これからさらに町民の方にも周知していける

ように努めていきたいと思っております。 

最後が、先ほど申しました公共建築物の耐震化の推進です。これについては多数の町民が利

用するということもありますけれども、そもそも災害時の拠点施設であったり避難所にあたる

施設になるわけですから、こういうものは優先的にやっていかなくてはならない１つになるの

ではないかと考えて計画をしたところでございます。詳細については、後ほど皆さんにこの計

画をお渡ししたいと考えております。時間がないので早口でしたけれども、以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  町側の説明が終わりましたけれども、これに対して質問のあります

方。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 白老町の目標についてちょっとお尋ねしたいと思います。やはり目標

というのは国や道の方針に沿ってという先ほどお話がございましたけれども、平成 21 年から

27 年というのは、わずか６年しかないわけでございます。その中で住宅の耐震化、これは 6,039

から 7,239。このわずか６年の間に 1,200 棟もの住宅が耐震性を有するものに変えていきたい

という目標、それと特定建築物、先ほど学校だとか病院だとかいろいろございました。これも

64％が 100％という形になっています。その希望的観測や目標というのが高い数字を求められ
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ているのかもしれませんけれども、やはり今の白老町の財政等々を考えた場合、あとは今の景

気の動向などを考えた場合、この両方とも 90％から 100％、これは非常に現実的な数字ではな

いような気がするのです。やはりかえってこの 67％を何とか 80％に近づけたいとか、64％を同

じ 80％でも結構です、それぐらいのほうがまだ現実的な気がするのです。これを例えば、我々

が町民に対して議会報告だとかいろんなケースのときに話を、仮に白老はこういう目標ですと

いう話をしたときに本当に現実的にそうなるのですか６年後に。という話が出た場合は、これ

は非常に厳しいものではないのかと。やはりこういった計画というのは資金調達のめどもあっ

て根拠もあって、ある程度策定すべきではないのかというふうに思うのですけれども、90％、

100％の根拠についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  星建設課長。 

○建設課長（星 貢君）  正直なところをいくと厳しい数字だと感じていないわけではありま

せん。ただ、国とか道の計画との整合ということを考えていたり、もう一つこういう計画をつ

くることによって喚起をしていくという側面と、実はこの計画に基づいて補助をいただけると

いう両面を考えると、ある程度は合わせなくてはならないというのが１つあります。 

もう一つは、ここ 1,200 棟差があるように見えますけれども 1,200 棟を耐震化するという意

味ではなくて、ちょっと私説明不足だったかと思うのですが、昨年から建っている建物自体は

既に耐震性を有しているのです。その住宅自体は去年から数えると９年間分が、実はこの中に

は追加されることになるのです。耐震性を有するということで追加になります。ですから実際

ここの差は耐震性を有するものが約 1,200 棟もの違いがありますけれども、実はこんなにはな

いです。その分 450 から 500 ぐらいは、実はここから減ずられるのです。そもそもこれから建

つ建物自体が耐震性を有するという計算になりますので、ですから実数としては半分とはいえ

ませんけど６割ぐらいですか。ですから何とかそれを進めるための、先ほど言いましたように

呼び水になるような支援制度を、道もこれからさらに検討すると計画の中で述べていますし、

そういうものと町で予算を許す範囲で支援ができるのかどうかということを、ことしきちんと

した議論をしていかなければならないと思います。山本委員がおっしゃったように財政的な裏

づけをもった現実的な計画にしていくというのは本当に当然必要なことだと思っていますので、

ことしやると想定して実行計画の中では優先順位ですとか、その財源的なめどですとか、そう

いうことも踏まえた中で現実的な計画にしていきたいと思います。ただ、表向きどうとかいう

場合については、ある程度の数字を言っておかなければもらえるはずの補助金がもらえなくな

る可能性等もありますので、あえてここではこういう数字をつくらせていただいているという

ふうに理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 星建設課長の説明は、そういうものなのかと思えばそれで納得せざる

得ない部分もあるのかもしれませんけれども、やはりこうやって数字として出されると、これ

に沿って本当に絶対やってくださいというような気持ちになるというふうに思うのです。そこ

で約 450 棟ぐらいは少なくなりますという話でした。それで現実的に白老というのもそんなに
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大きな地震というのが今まで過去に、本当に建物が倒壊するほどの、人命が失われるほどの大

きな地震がない。そういう中で、もううちの古い家は私しか住んでいないし子供たちもいない

ので別にやらなくていいのだと。お金をかけてまでやらなくていいのだと、こういうような話

も現実的に出てくることも想定されると思います。 

もう一方では、今回の国の２次補正によって白老町も経済対策を打ちました。その中でリフ

ォーム事業、これも非常にうまくいっているというのか建築屋さんもリフォームの仕事にも恵

まれるようになり、またもともとリフォームを検討されていた町民の方もこの機会に、ではリ

フォームしようかということで非常に数字が伸びたと思うのです。ですからそういった面で、

ぜひともそういった目標だけではなくて可能になる政策を町としても打ち出していっていただ

きたいし、またその補助メニュー等も精査して、それで現実味のあふれることをやっていただ

きたいというふうに思います。 

それと学校等の特定建物の耐震化です。これらについても非常にこれは 64％から 100％とい

うことなものですから、これは非常に大きな建物ですので特に資金の調達のめどを立てなけれ

ばなかなか難しいことだと思うのです。ですから、先ほどの説明はそういうことで低い数字に

していなのだというお話でしたけれど、それであれば本当に真剣になって取り組んでいただき

たいというふうに思います。再度もしコメントがあれば。 

○委員長（玉井昭一君）  岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） １点目の関係でございますが、国の補正のこともございます

ので、これが固まりましたら、実は今内部で住宅リフォームの中にも耐震化という部分も何と

か盛り込んだものができないかという部分を検討しております。町の予算にもかかわりますの

で、その辺がまとまりましたら議会のほうにも内容をご説明して、何とかそういう住宅リフォ

ームに絡めた中で耐震化もできないかという部分も展開したいと、現在そこを内部で協議して

いる状況でございますので、まとまりましたら議会のほうにもご相談したいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君）  星建設課長。 

○建設課長（星 貢君）  今のリフォームの関係で簡単に補足させてもらいたいと思います。

２月、３月で実施させていただいたリフォームの支援で 42 件の利用があって、工事金額ベース

でいくと１億 1,000 万円ぐらいの工事がありました。実はその制度の中にも耐震化リフォーム

ができるというふうに、もともと制度上は入れてあったのです。ですけれども実際に耐震リフ

ォームを選択された方は、実はいらっしゃいませんでした。老朽化か多分福祉リフォームか耐

震化リフォームか、もうちょっというと省エネリフォームかといういろんな選択肢があったか

と思うのですが、ほとんどの方が１番切実な老朽化リフォームを選んだというような状況でし

た。ですから仮に今後そういう制度を設けるにしても耐震化については別枠で考えたほうがい

いのではないかというようなことが、実は建設協会さんですとか商工会さんなりからも、そう

いうような提言もございますので、今後制度設計をしていく上ではそういうことも踏まえた制

度を検討してまいりたいと考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。田渕建設課主幹。 
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○建設課主幹（田渕正一君）  学校の耐震化なのですけど、現在教育委員会のほうで学校施設

の整備計画を今つくっている最中でして、それとこちらの耐震化も合わせて整合性を取りたい

と思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。２つほどお伺いしたいのですが。１つは白老町の目標で特

定建築物の耐震化による状況が 27 年にゼロとなっていますけど、つまりこれは白老町役場も建

て直すなどなるのですか。これは白老町役場は入っているのか入っていないのか、ちょっとそ

の辺を１つ伺ってみたかったのと、それから耐震化を進める具体的な政策の展開のところで、

９番目のがけ地近接等危険住宅移転事業の推進とありますが、白老町で実際にこういうような

ところの住宅があるのか、またそれはどういうことなのか、ちょっとよくわからなかったので

すけれども。その辺を説明していただければと思いました。 

○委員長（玉井昭一君）  田渕建設課主幹。 

○建設課主幹（田渕正一君）  特定建築物の中には役場庁舎は入っていません。規模だとか階

数によって役場庁舎は入っていないのですけど、ただ特定建築物と別に防災上の拠点施設です

から、そちらのほうでそういう耐震をしなければならないというのは出てくると思いますけど、

とりあえずこの特定建築物の中には入っていません。ただ別に考えるということで、そういう

防災施設の拠点として重要であるということはありますので、そちらのほうでまた耐震性を高

めるという形の計画をつくっていかなくてはならないと思っています。 

○委員長（玉井昭一君）  星建設課長。 

○建設課長（星 貢君）  がけ地近接の危険住宅です。例えばでいきますと虎杖浜の臨海区の

がけになっていて登別市との境界沿いに何軒か住宅があります。そこが１番わかりやすい例か

と思います。ですから地震によっては斜面が、かつても１回、かつては地震ではなくて水害だ

ったのですけれども、ひどく崩れたことがあったのです。イメージできるかわかりませんけれ

ども、数は少ないのですが、そういうようなところがやはりありそうだということで、そうい

うことについても、それはそこに建てるというよりかは移ってもらったほうがいいというよう

な判断できるところがあれば、そういう道の助成金なども使って、そういう推進を図りたいと

いうような意味で記載させていただいております。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかございませんか。なければこれで耐震についての委員会を終了

したいと思います。ご苦労さまでした。 

それでは、昼食の休憩に入ります、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時２５分 

                                         

再開 午後 １時３５分 

○委員長（玉井昭一君）  委員会を再開いたします。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今もちょっと休憩時間に聞いたのですけど、要するに今こ
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れから視察に行こうと最初に決めた３カ所について防災関係で問題になるようなところ、また

施設として防災のためにつくっているようなもの、そういうものがあるというところがありま

すか。あと萩野の公民館が津波がきたらどうするのだと、それはもともとそういうふうなとこ

ろへそうなって、それは津波ではないときにそこは避難するということだと思いますから、当

然。津波のときにまさか萩野公民館にとは皆さん方言わないでしょう。そういう意味で特別防

災と関係があってその施設が成り立っているという部分が３カ所でありますか。先ほどは公式

ではないので、今回は公式です。 

○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、大渕委員のご質問についてお答えいたします。午

後からの視察の部分についての３カ所ですけれども、防災に関係する設備等は新たに設置して

いる箇所ではございません。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。そうであれば、そこは我々自身が、よく熟知していないと

いう方がいらっしゃったら別ですが、よくわかっているということであれば、新たなものが何

かあったり防災に関するものがあるということであれば別だけれども、例えば炊き出しもでき

るわけだし、そういうことはみんな知っているでしょう。そうであれば、そこはあえて見る必

要は私はないと思います。 

○委員長（玉井昭一君） そういう意見ですので、皆さんがそれに対して問題がなければ・・・。

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 確かに特別な防災に対しての、特別な施設ではないという話なの

ですけれども、例えば今言われたとおり津波などのときに萩野の公民館だとかという部分でも

災害避難場所に指定しているというのも、それは自主防災組織の中でいろんなことで考えられ

ることでしょうし、これからも広報活動の中でもまた周知していくのかと思いますけれども、

例えば地震だとかいろんな部分で、電気の関係がありますよね。どうしても地震というと朝方

だとか夜中だとか昼間はなかなかそういった部分での災害というのはないです。夜などなった

ときに、例えば夜の地震だとかで電気の供給ができなくなったとか、そういったことというの

は想定される範囲です。そういった部分ではちょっとした明かりもその人方の安心につながる

だとか、そういったことが考えられると私は思うのですけれども、確かにすべての避難所にそ

ういった発電機等々を設置しなさいというのも無理な話かもしれないけれども、でも今後の一

つの町の考え方としてはやはりそういったことについての計画性をもった設備というか、確か

に食料などのそういったものも必要なのかもしれないけれども、明かりというのはすごく大事

なものではないかと思ったりもします。特に炊き出し訓練などもやるのはあくまでも日中のす

べて電気なども整った状態の中でやることですから、ましてや食べ物自体は今は電気などがな

くてもただ水さえあれば食料が何とかなるという時代かもしれないけれど、その明かりという

部分についての考え方というのはどういう考え方を持っているのか、ちょっとお聞かせしてい

ただきたいと思います。 
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○委員長（玉井昭一君）  竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ご質問にお答えいたします。まず明かりです。１番のことな

のですけれども、今現在では自家発電、そういったものを各施設に設置するというような計画

というのはないのが現実です。ただ暗いときに避難するという形も当然あり得ると思いますの

で、それにつきましては今後の中で十分検討して対応していくような方法をとっていきたいと

いうふうに考えています。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私もあくまでも一時避難場所ですから、ただ夜が明けて日中の太

陽の光とかいろんな部分で明かりが確保された部分については、それこそそれから初めて地域

のそういった活動というものが始まるような気がするのです。ですからそういった面では、確

かに今はないけれども計画の中にはやはり盛り込んでおくべきだと思います。最初から行政が

そこに、停電だからどこかのリース屋から発電機を持ってあそこに行きましょうみたいなそん

な時間はないはずですから、あくまで緊急的な部分でのそういった設備、最低限の設備という

のは計画的に備えておくべきだと、あくまで避難場所として指定する場合、公共の施設を避難

場所として指定する場合はそこまでの考え方をもって計画的に進めるべきではないかと思いま

すけれども、今の竹田生活環境課長の答弁にもあったとおり、そのまま進めていただければと

思います。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 公式に萩野公民館の避難場所というのは津波のときの対応はどういう

ふうに考えた形の中での避難場所の指定ですか。それだけ公式に聞いておきます。正式に聞い

ておかなくてはいけないことだと思うから。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  ただいまのご質問に対してお答えします。萩野公民館、海

岸線にあります。過去の津波の記録等から考えて、現在の白老の海岸線からしてこれを乗り越

えるような大きな北海道の津波のシミュレーションではないですが、万が一そういったシミュ

レーション想定を超えるようなものが発生した場合には、当然気象庁等のほうから事前に入っ

てくる情報に対して海岸線平均５メートルの高さをもっておりますが、さらに鉄道は６メート

ルの高さがあります。こういったものに対してはいち早く鉄道より北側に移動していただく、

萩野小学校・中学校へ移動していただくということの考え方になります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。避難場所ということで、つい最近、日曜日にたまたま本町

のほうで停電になりまして、そのときにスーパーくまがいさんで買い物をしていましたら自家

発電はあったのでしょうけれども店内がほとんど真っ暗になりまして、わずかな電気だけとい

うことで、そういう状態になってあそこにちょうど本町のところの信号も消えたのです。その

ときに近くのコンビニエンスストアがこうこうと明かりがついていたのです。それを見たとき、

何かあったときにはコンビニエンスストアというのはかなりの部分で自家発電というものをき
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ちんとやっていて、平常どおりに何事もなかったかのように営業をしているのです。すごく夜

間とかそういうときには必要な場所かと思いまして、業者のほうとしてはこういうところとど

ういうふうにタイアップしていく考え方があるのか。ほかにもお店屋さんがありますけれども、

やはり夜間ということを考えたときに、特にコンビニエンスストアは 24 時間やっていますから、

そういうところと連携を組んでいかなくてはいけないかと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○委員長（玉井昭一君）  中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君）  先日の停電でありますが、栄町、それから末広鉄北だけが

日曜日の２時 36 分から４時 18 分まで停電になりました。結果的に原因はカラスが鉄線を落と

して高圧をショートさせたということです。その原因がわからずしばらくかかりました。今西

田委員のおっしゃるとおり、信号機がとまりまして給食センターのところの信号機については

いち早く白老交番グループが対応して交通整理をいたしました。ただ、芳賀整骨院前の手押し

信号については停電状態でしたので、これはいたしかたなく、すぐに復旧するものだという前

提でこれについては対応が遅れてしまいました。今後検討させていただきたいと思います。 

西田委員がおっしゃっているコンビニというのは、多分セイコーマートかと思うのですが、

こちらは当時北電とやり取りをした中でたまたまセイコーマートより室蘭寄りの電線から引い

ている地区なのだそうです。セイコーマートは停電にならずずっと営業していたということを、

これは直接確認をいたしております。そういったことで、コンビニが自家発電を終えたという

ことではなくて、たまたま通電状態の位置にあったということであります。総体的にコンビニ

についてはローソンですとか道と協定を結んだりしておりますので、先ほどの熊谷委員からの

質問のとおり激甚等の災害があったときを含めてコンビニと道だとか各自治体への供給、そう

いった協定などは結んでおりますので、有益な連携はあります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、以上をもちまして本委員会を終了したいと思います。 

（午後 １時４７分） 


