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平成２３年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２３年 ２月 １日（火曜日） 
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   閉  会   午後１５時１３分 
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 １．自主防災組織の現状について（生活環境課） 

 ２．バイオマス燃料化施設の現状について（現地調査） 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 建設厚生常任委員会を開催いたします。 

                                （午前１０時００分） 

                                           

○委員長（玉井昭一君） 日程の説明を事務局からさせます。熊倉事務局主幹。 

○事務局主幹（熊倉博幸君） きょうの日程ですけども、まず午前中に事務調査ということで、自

主防災組織の現状ということで所管事務調査をします。それと午後からですけどもバイオマス燃料

化施設の関係で、まず規格外固形燃料の保管状況ということで環境衛生センターのほうを見まして、

その後北吉原のバイオマス燃料化施設のほうの現地調査という流れになりますので、よろしくお願

いいたします。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、自主防災の現状について、生活環境課より説明をお願いいた

します。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） きょう午前中の所管事務調査、自主防災組織の現状についてとい

うことで、この内容につきましては、担当課長のほうから事前に配布した資料に基づきまして事項

を説明させていただきます。 

○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） それでは、私のほうから自主防災組織の現状についてご説明した

いと思います。資料につきましては、お手元にＡ４版で 17 ページまである資料があると思います。

それに基づいてご説明をしていきたいと思います。 

 最初に、防災訓練の実施・経過についてであります。平成５年７月の北海道南西沖地震、それか

ら平成７年１月の阪神・淡路大震災等の大震災を契機に全国的に防災に関する活動が活発化してお

ります。白老町におきましても、防災の意識を高めることとしまして、防災関係機関が連携し、緊

急対策の技術の向上と円滑な実施を目的としまして、下のほうに地区別の総合防災訓練を実施して

おります。この、枠で囲まれたものが、これまで行われてきた防災訓練になります。①平成８年９

月に実施されております、竹浦クラウン町内会の防災訓練を初めとしまして、①から次のページ、

２ページの⑥まで、平成 14 年９月 12 日白老町鉄北地区町内会で行っている防災訓練等が記載され

ております。これらにつきましては、比較的大規模な防災訓練ということになります。次に、樽前

山火災噴火防災訓練が、平成 16 年に行われております。実施地区につきましては、社台地区という

ことになります。これ以降、大規模な訓練は実質行われておりませんけれども、各町内会で自主防

災訓練ということで行われております。その経過を記載しております。平成 17 年から平成 22 年ま

での活動状況を記載しております。平成 22 年につきましては、７つの町内会、１つの連合町内会、

延べ 542 名の参加による防災訓練が行われております。次に３ページの広報「げんき」への掲載に

ついてでございます。「防災シリーズ」や年１回、９月ですけども、防災の日に特集などを組みま

して、町民に防災に関する啓発活動を行っているところであります。平成 10 年以降の掲載の状況を
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記載しております。その中で、⑤の平成 21 年度では、「わが家・わがまちの災害対策！」というこ

とで、５月から４回のシリーズで掲載しております。それと９月に防災の日に掲載しまして、合わ

せて、その 21 年に配布した防災マップの有効活用を呼びかけております。引き続き、22 年度につ

きましても連載をすることと、防災の日に掲載を行っております。次の４ページ、それから５ペー

ジ、６ページ、７ページに広報に掲載した記事の写しをつけさせてもらっています。全部で４回掲

載されております。次に８ページの３．防災マップの配布についてであります。平成 20 年、21 年

の２カ年事業で、「白老町防災ハザードマップ」を作成しております。平成 21 年９月に全戸配布

（9,450 世帯）に対して配布するとともに、公共施設や各事業所等にも配布しております。次に４．

ホームページの周知でございます。課のほうで町のホームページのほうに自主防災組織の積極的な

組織化などの呼びかけを行っております。次に、５．出前講座の開催でございます。防災の対策、

それから自主防災組織の組織化など出前講座を実施しまして、町内会の皆さま、また町民の方々に

ご説明をしております。下のほうに、平成 18 年からの出前講座の開催を記載しております。８、９

ページというふうに書かれております。平成 22 年は、防災組織の組織化ということにちょっと力を

入れた関係もありまして、全部で 22 回防災講座を開催しております。22 年５月 10 日をスタートと

しまして全部で 22 回、延べ 473 名の参加をいただいております。次に 10 ページ目の６．町民防災

講座の開催でございます。大学や防災専門機関との連携によって、「防災リーダーの育成」や、「広

く町民に防災に関する情報を提供する」という意味からも防災講座を開催しております。平成 22

年度につきましては一番下になりますけども、９月１日防災の日に、いきいき４・６で環境防災研

究機構の協力を得まして防災講座を開催しております。参加人数が 95 名です。防災講座の内容につ

きましては 11 ページのほうに写しをつけさせてもらっています。裏の 12 ページに講座の写真を参

考として載せさせてもらっています。次に 13 ページの７．関係団体との連携についてであります。

防災に関しましては町連合、または社会福祉協議会などと連携を取りながら有効で適切な活動を展

開するなどの対策を取っているとなります。今後も引き続き継続していきたいというふうに考えて

おります。それから、８．防災行政無線についてであります。平成 21 年４月から導入されておりま

して今までの運用の状況についてですけれども、四角い枠に囲まれた下のほうに運用状況と報告と

いうことで書かせてもらっています。まず（１）としまして、災害非常時に対する放送はまだ今の

ところありません。（２）としまして、津波の注意報につきましては２回、平成 21 年９月と平成

22 年２月に２回放送しております。（３）防災訓練につきましては、竹浦連合町内会を初めとしま

して、14 ページにまたがりますけども各町内会で防災訓練の中で屋外拡声子局の使用をしておりま

す。（４）としまして、平常時の放送につきましては定時のチャイム放送などを行っております。

次９．自主防災組織の結成についてであります。平成 23 年１月１日現在の結成の状況を表にしてお

ります。16 ページに一覧の結成状況を載せてあります。１月１日現在で、43 町内会です。内訳につ

きましては単会の結成が 11 町内会、連合の結成が 32 町内会というふうになっております。世帯数

にしますと 4,190 世帯、世帯の組織率としましては 44.97％となっております。それで、平成 21 年

度末で 36 町内会でありましたので 22 年度で七つの町内会がふえたという状況でございます。助成
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制度をことし 22 年度から設けております。その内容につきましては、ページが戻りますけども、15

ページのほうに交付金制度を記載させてもらっています。助成金としましては対象事業経費の２分

の１以内、上限は２万円ということで助成制度を設けております。今回助成制度を 22 年度で使って

いる団体さんにつきましては 11 町内会の方が助成制度を申請しております。当初 54 団体さんの額

をみていましたので、結果として今の段階で 11 団体さんなので、多分３月の議会のときに減額補正

ということでお願いすることになると思います。平成 23 年度も引き続き、この制度を予算計上しま

して結成に向けていきたいというふうに考えております。次に最後になりますけども 17 ページに自

助・共助・公助の連携と協働ということで、参考として最後につけさせてもらっています。簡単で

すけれども私のほうからの説明は以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけれども、委員の方で質問のある方どうぞ。

西田委員。 

○委員（西田祐子君） 何点かご質問をさせていただきたいのですが、まず 15 ページのところの活

動助成資金の交付制度ということで２分の１の助成があるということなのですけれども、主に今ま

で組織されて、これを活用されている団体の方々はどのようなことに使われているのか。また、そ

の補助対象事業というのは、どういうものに使っていってほしいというふうに役場側で思っておら

れるのか。２つ目に、自主組織率が当初予定していたよりも少ないということで、なぜこれは組織

率が上がらないのかという原因と思われるものはどうなのか。また今後、当然組織率を上げていか

なければいけないと思うのですけれども、そこのところから見えてくる組織率を上げていくための

課題というのですか、そういうものはどういうものなのか。この３つをとりあえず質問させていた

だきます。 

○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） ３点の質問がありました。担当から説明をさせていただきます。

１点目の助成制度に対する実情についてでありますが、主には炊き出し訓練ですとか避難訓練、防

災講座、これら防災に関する事業をまず行っていただくと。町内会の持ち出しと、こちらの助成金

合わせて４万円以上の事業に対しまして２分の１ということで、２万円を支出させていただいてお

ります。今年度 11 団体支出いたしておりますが、すべて４万円以上の総額の事業を行っていただき、

１団体については２万円ずつの助成金を配布させていただいております。主な使途、２分の１の助

成に関する部分の支出につきましては、町内会によってそれぞれまちまちです。拡声器、避難用の

拡声器を買うとか、それからヘルメットを買うとか、あとは実際には食材です。炊き出し訓練の食

材ですとか、ブルーシートですとか、それぞれ町内会の防災活動に必要な経費、それぞれを申請の

段階でチェックさせていただいて適正と認められるものについて支出させていただいております。

組織率につきましては、11 団体の申請と、実はこの申請については既に組織されている防災組織、

それからこのたびこういった助成を機に新設をしていただくという、どちらも一度限りですが申請

をしていただくということになっておりまして、今年度についてはほとんど既にでき上がっている

団体が主体でありました。と申しますのは、やはり組織をつくる上で規約をつくるですとか、事業
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計画を組む、体制を組む、これが後ほどの課題なのですけども、こういったことに対してまず手続

き、総会等で議決を要するという手続きを踏む関係がございまして、初年度 22 年中に新設というの

はほとんど皆無でありました。そういったことで、なかなかこの助成制度がまず申請が延びなかっ

たという件については、次年度 23 年度以降さらに急加速で進むということを私どもこれから積極的

に働きかけたいというふうに考えております。３点目の課題ですが、今お話したこととも関連があ

りますが、先ほど竹田生活環境課長のほうから説明いたしました出前講座等を積極的に使って連合

町内会単位でおじゃまをさせていただいて、土日昼夜問わずいつでもお呼びくださいということで

出向いた結果でありますが、そこで話されるのはやはり各町内会のほうでの役員さんの高齢化、そ

して当然構成されている方も高齢化というような実態。あと、ほぼ 20 年間大きな災害にみまわれて

いないということに対する、多くの住民の方の安心、そういった危機意識の低さというようなもの

がありまして、まず町内会活動としては新たにそういった組織を組むことが大変であるという悩み。

そして、つくらなくても何も大きなものはないだろうというようなことが課題として浮き彫りにな

っております。今後の活動の中で、これらに対する対策を組みながら働きかけをしていきたいと思

っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。大体、助成制度のほうはよくわかりました。町内

会での総会の議決が必要だということで、そのためにどうしても自主組織というものができていか

ないということで、実際にどうなのですか。役場側のほうから、連合町内会をとおして各町内会で

もし規約をつくるとか何とかしたときに、そういう見本みたいなものは皆さんにお示しされて当然

やっていると思うのですけども、それでもなおかつまだできないということはやはり高齢化の問題

なのでしょうか。そうなってくると、例えば話がちょっと飛んでしまうかもしれませんけれども、

各町内会の組織を固めていくためには町内会の合併というのですか、そういうことも必要になって

くるのでしょうか。それとももっと違う方法で解決できる方法があるのでしょうか。その辺、もう

１回お願いいたします。 

○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） 手続きにつきましては、当然各単会の総意のもとにということ

ですが、実はことし 11 の中に二つは来春にはもう間違いなく皆さんつくる方向でということでの確

約をいただいて、役員会である程度承認を得て総会に報告をして設置をするというのが２団体ござ

います。そういったことで、なるべく組織化しやすいようにということで、先ほどの紹介のとおり

ホームページ上にフル装備の体制ですとか規約ですとか、そういったサンプルを載せておりますが、

これは例えば情報班ですとか、避難救助班ですとか、たくさんの班を組織した複雑な組織を一応皆

さんの安全のためにフル装備のそういったものを提示させていただいておりますが、なかなか紙ベ

ースでのそういったものを町内会のほうに持っていっても、これだけの役員がいないというような

ことが出されております。そういったものを受けて、ある町内会では本当に役場で示したものの中

でぎゅっと必要な項目だけを選んで簡単な規約をつくる、体制も簡単にするというようなところが
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ありますので、そういった実際に出てきた実例を参考にさせていただいて紙ベースですとか、ＣＤ

に焼いて、これから取り組むところについては説明をしながら配布をさせていただいていると。な

るべく簡単な組織でということをキーワードに説明を続けているところであります。 

○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） まず町内会の合併。高齢化による一つの原因での合併等なのです

けども、防災組織の組織化というだけではなくて、それ以外のことでの町内会の合併ということに

ついては、何箇所かの町内会で実はお話は聞いていることは聞いています。ただ、それぞれの町内

会さんの考え方というのがあると思いますので、もっともっとこれからきっと進んでいくことにな

りますので、これから議論していくような形になるのではないかというふうに思っております。合

併するとしても、合併相手が同じ高齢化の町内会となってくると、そういった面では大きな問題に

なってくるのではないかというふうには今のところはとらえていますので、ここの場でちょっと方

向性というのですか、そういったものを示すまでには至らないということでご理解いただきたいと

思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） これで最後にいたしますけれども、まず最後の町内会の合併ということま

でいかなくても、やはりそれぞれの高齢化の方々、また人数が少なくなってきた町内会は、とりあ

えず広域連合で防災の組織みたいなものをつくっていきましょうという形で進めていかないと、や

はり申しわけないのですけど多分石山あたりですと町内会長さんが倒れてしまったあとは誰も動か

ないだとか、極端な町内会まで出てきてしまうようなふうになってしまっては本当にそこに住んで

いる人たちにとっても、隣の町内会長さんが面倒を見てくれますとか、広域でのこういういざとい

うときのための最低限そういうものをつくっていかないとだめなのではないかと。これはお互いの

町内会に任せておいたら私は、今ほどちょっとおっしゃっていましたけど、それぞれの町内会の考

え方があるものだからなかなかうまくいかないのですね。だから、できれば私は本当に申しわけな

いけど、行政のほうからある程度、最低限これくらいの形ではやってくださいというゆるい形の組

織というものですか、連合でつくってくださいというサンプルや見本みたいなものを示してやって

いただきたいと。特に、人の少ないところになればなるほど、行政のほうも結局目が届かないわけ

だし、まちの中心に住んでいる私なんかはすごく楽なのです。ところが実際には山間部だとか、や

はり戸数の少ないところに行ったときに、そこまで果たして誰が助けに行ってくるのだろう、誰が

声をかけてくれるのだろうということになってくると、役場の人たちだけではとても無理だから、

やはりその辺をぜひ早急に考えていただきたいと思っております。以上でございます。 

○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） 16 ページで自主防災組織の結成状況のほう、先ほど中村生活環境

課主幹からご説明しましたけども、自主防災組織のつくり方として、今西田委員さんからお話があ

ったように連合でつくっているところもございます。日の出地区とか、あるいは竹浦地区、虎杖浜

地区、栄町、社台、地域全体でというのは竹浦と虎杖浜です。結構まとまりをもって、こういう組
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織をつくり、また自主的な防災訓練もやっていると、そういう結構意識の高いところもございます。

また、単体でやっているところもあると。ちょっとその単位としては大きいところ、小さいところ

あります。そういう部分では、これまでちょっとまだ組織化になっていない部分については、こう

いう広域で連合町内会で取り組んでいるところがございますので、そういうところへの特に働きか

け等、これは特に連合町内会の役員の方に働きかけ等も実際に担当のほうでやっておりますので、

そういう形の中でまずは、合併についてはそれぞれの町内会の意向、いろいろな考え方があります

けれども、この自主防災組織は連合町内会にしても取り組める一つの事業でありますので、そうい

う部分はそういう連合町内会にも働きかけをして少しでも進めていきたいと、そういうふうに考え

ております。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） まず、最初のほうのページに出ていましたけども、自主防災組織の組織率、

白老町は 36％ということで、胆振管内の中でも町村の中では一番人口が多いところにかかわらず、

胆振管内の 41％まで低い、この状況を先ほど中村生活環境課主幹のほうから理由についてはいろい

ろ伺いました。確かに、今までの歴史の中で余り大きな災害がないということと、町内会の組織運

営そのものが非常に高齢化してなかなか大変だという理由もわかりました。しかし、この数字を見

てどのように担当課としては考えられているのか。今後、これをもう少し延ばすというようなこと

で考えてらっしゃるのかどうなのか。まず、単純な質問から。 

○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） まず、山本委員がおっしゃった 36％というのは、広報に載せた

段階での数字で、現在 45％まで上がりましたので、その点ご理解をいただきたいと思います。これ

までも行政以外に社会福祉協議会、特に町連合のほうでは全町内会に自主防災組織をつくるのだと

いうことで取り組みをして、これまでも行政も一緒になってそういった活動をしてきましたが、特

に町は口を出すだけでお金ですとか、そういったことがなく、社会福祉協議会の助成金、それから

町連合の助成金、こういったものを確認して、19 年、20 年ときておりました。それで、先ほど説明

をいたしました助成金制度につきましては、とりあえず設置をされている町内会、設置をされてい

ない町内会も含めて全町内会に一度だけ自主的な活動をしていただいて、喚起をうながして組織化、

それから防災活動の充実を図りたいということで制度を創設し、予算をつけていただいている経緯

がございます。当然 100％の町内会にするべく、今予算の継続の要求をしている段階ですので、お

金だけではございませんが、今年度やっておりますような各町内会の出前講座等を含めて直接お話

をした中で一つ一つ個別の事情があります。そういったものに合わせた組織化ですとか課題そうい

ったものに対するお話合い、そういったものを継続したいという考え方で 100％に向けた取り組み

を継続したいということです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） わかりました。次に今年度我々がこの委員会で関西、四国方面の自主防災

組織の研修に伺ったわけでございますけれども、そこで私が勉強になったのは、一番印象に残って
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いるのは、それぞれ災害というのは地域性が当然ありますから総務省等の一律の国のほうから、国

から道におりて、道から各自治体に各自下におりる、こういう一律の決まったような防災訓練では

意味がないのだという話をされていた講師の方がおりました。確かにそのとおりだと。地域によっ

ては全然私は違うと思うのです。例えば虎杖浜等の区画整理の関係を見ると、区画整理といいます

か、家のいわゆる密集しているところを見ると、消防車が入っていかないようなところがたくさん

あると思うのです。場所によってはです。ですから、地域によって防災訓練の、全部同じようにや

るのではなくて、地域によってやはり特色のある訓練というのは必要だと、このように思っている

わけですけども、現実的にそのような地域性のあるような訓練等々を行われているのかどうなのか、

この点についてちょっと伺ってみたいと思います。 

○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） 資料の中にも各町内会のほうでの防災訓練ということで細かく

は書いてはございませんが、かつては連合町内会ごとに、大きな字ごとに、大きなブロックで山本

委員のおっしゃられるような一律の訓練をどんどんとやってまいりましたが、17 年以降各町内会、

もしくは連合町内会ごとにそれぞれ山本委員がおっしゃるように地域特性に沿った地域の環境、条

件に沿った内容で海辺の町内会ですとか、川のある町内会、崖のある町内会、それぞれ住んでいる

町内会の実情に沿った炊き出し訓練ですとか、そういった防災講話ですとか、そういった避難訓練、

すべてをやっているわけではございませんが、一つ実施するキーワードというのはやはり自分たち

の住んでいる地域の要件に合った内容でそれぞれ炊き出し非難、それぞれをやっておりますので今

後についてもそういった当然条件に沿ったものに相談しながら内容を決めて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） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 最後になりますけど、これはちょっと要望的なことになりますけども、実

は我々の研修が終わった後に理事者とちょっと話す機会があって、今こんなことで研修をしてきま

したと話をしたときに担当課の人間もちゃんと行ったよね、みたいな内容だったのです。ちょっと

語弊があるかもしれませんが、行きましたかと。あくまでも、我々と世話役といったらちょっと語

弊があるかもしれませんけど、議会事務局の方と我々とで行きましたと。ちゃんと担当課が行くこ

とによって意味がまたプラスになるのだと。私も確かにきょうこういう話をするとき、あのときこ

うでした、ああでしたみたいな話もするのと、そうではないのでは全然違うと思うのです。例えば、

我々の書いたレポートをまとめたものをもしご覧になったとしても、実際目で見て見聞して直接そ

この方とお話をするのと全然違うのです。そういった意味合いでこれは総務課ですとか、あるいは

議会事務局と担当の課がこれからきちんと連携を取っていかなければならないことだとは思います

けれども、今後そのようなことで、ぜひともそういったケースの場合は担当の課がやはり積極的に

参加するということを望みたいというふうに思うのですけども、この辺についての考え方だけ伺っ

て終わりにしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） 予算的な問題もありますけれども、機会がありましたら、ぜひ私

どもも参加させていただいて、一緒にいろいろご検討させていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今出ているのが白老町の実態だというのはよくわかります。議会懇談会で

も、ある町内会なんかはもう押しつけだと。町からの押しつけだと、そんなことを町に言われても

こんなに歳を取っているのにできるわけがないと。実際、直接町内会の役員の方から、議会懇談会

ですからみんなほかの議員さんもいらっしゃったところで聞いているのです。そんなことをやって

何になるのという認識なのです。一つは。それが実態だと。しかし、名前を見たら自主防災組織な

のです。自主防災組織です。どこかから言われてやるとかというのではないですね。今、山本委員

も言ったけども、我々が視察に行ったときは、その最も全国的に先進の、本当に全国的にトップを

歩いている本当の自主防災組織なのです。もう一つの加古川市のほうは、町内会はタイアップする

のだけども、町内会とは別につくっているのです。全く別につくって財政的にも別に。要するに、

いい意味で防災ばかみたいな人がいて、その人が中心になってやっているわけです。もう一つのと

ころは、町内会と全くオーバーラップをしてやっているという、それが総務省の防災何だかの全国

表彰を毎年受けるようなところですから、２つとも。だから、際立てたのは、役場の担当者は白老

さんが来てくれたおかげで町と市と防災組織が話し合うことができたと。意味わかりますか。話し

合うことができて大したよかったですと。こうやって視察に来てくれなかったら我々は、だから本

当の自主防災組織は役場なんか関係がないのです。何が言いたいかといったら、それが全部いいか

どうかわかりません、私には。それは全国何千もある中で白老も 100 も町内会があるわけだから。

だけど、実際にそうやっているのは全国に 10 や 20 はあるみたいです。本来からいう自主防災組織

というのは、そういうものでなかったら多分災害がきたら機能しないと思います。今の白老町の自

主防災組織は多分災害が起こったとき機能がするのかという気は率直にするのです。だから役場が

悪いから何かすれとかを言っているのではなくて、考え方、視点をやはり行政主導ではなくて本当

に自主防災組織として１つでも２つでもつくるためにはどうすればいいかと考えるほうが何か大切

かと。以前竹浦でやりましたね。私も参加して避難をしました。そのときはだめだったのです。そ

れはだめだったということを言っているのではなくて、防災無線が何も聞こえないのです。だけど

打ち合わせをやっているものだから時間になったらみんな集まったという感じなのです。そういう

レベルなのです。それだったら災害が起きたらきっと全然だめです。何もできないという気が率直

にしたのです。だから、そこら辺のところをお役所仕事ではなくて、本当にやれることを考え研修

するということってすごく大切なのかと気がしたのですが、どうですか。 

○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） 実際、災害があったときの、本当の災害があった直後のやはり住

民の間の確認といいますか、その部分は本当に地域として、これは常に意識の中で取り組んでいた

だいていると思っています。そこのお互い、自助、共助という、ここの部分かと思います。そうい

う部分では、実際そういう意識を持つ人をほかの自治体では行政とは別にというお話がありました
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けど、その人という部分が非常にやはり大事なのかと。そういうことで私どももいろいろ研修会、

町のお金だけでは限界があるので専門機関が応援してくれて、そして講師も派遣してきてくれてい

ますから、そういうところに町内会の方に参加してもらって、少しでもそういう意識を持って、ま

た各地域にその知識とかノウハウを持ち帰っていただきたいと。10 ページに最近の研修会の状況が

載っていますけど、ここの部分がやはり大事なのかと。それで町内会の一つの部門として、防災部

とか、そういう形でやると町内会の役員というのは結構交代しますね。一定期間の任期でまた次に

かわると。そういう面ではノウハウがなかなかつながっていかないということで、先ほど大渕委員

さんがおっしゃいましたようにやはり意識を持った人が中心となって長く町内会の中で活躍をして

もらう人材を育成していくというのが我々も大事ではないかと。そういう面では、こういう町民防

災講座、こういうのをいろいろ聞いていただいて、やはり町内会の中で実際中心的な担い手になっ

ていただくと。そこのところはやはり実際、本当に現実的に進めていく部分では大事な部分なのか

と思っています。 

○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） 関連のことで実態を若干報告させていただきますが、組織化さ

れている、既に組織化されている自主防災組織の中でもかなり積極的なところ、そして形だけにな

ってしまったような組織もございます。ただ、昨年２月のチリ沖の地震の際に警報だったのですが、

実際には気象庁との情報交換の中で数十センチの注意報並のものだろうということで、対策本部の

ほうで警報としての取り扱いをいたしませんでした。ただ、一応全地区に避難場を開設して注意の

放送をした。防災行政無線でしました。その際に東萩野町内会、港にある町内会でありますが、こ

こはやはり海辺に近いということと、毎年防災避難訓練というのをやっておりまして、昨年の２月

の際に町内会として、自主防災組織として、実際に萩野生活館に避難をしたのが、この東萩野町内

会だけということでありました。ですから、強いリーダーシップのある自主防災組織ですとか、危

機感のある海辺の地区、そういったものがありまして、実際に機能している町内会、自主防災組織

もございます。そういったことで、そういったいい例を私どもの普及活動の中に生かしております

し、あと先ほどの議会のほうの先進地の視察につきましても事務局のほうから資料をいただいてお

ります。資料をいただいて加古川市の事例を資料としていただいておりますので、自主防災組織で

やっている活動を何をやっていいのかというのが、実はまだ私どもにも悩みがありますし、町内会

にも悩みがありますので、実にすごいいろんな角度の活動をやっているのがサンプルとしていただ

いておりますので、こういった議会の資料も私どものまちの活動に生かしていくということで予定

をしておりますので、この点についてはご報告をさせていただきます。以上であります。 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員も言われましたけど、実際に被害に遭ったところの防災と

予期せぬことがおこっていないところの感覚自体がずれているのです。私自身も見てきたけれども、

やはり家族ぐるみというか、町内会体制が子供まで巻き込んでやっているのです。子供も組織をし

ているのです。組織の一員になっているのです。だから、人材がいるとか、いないとかの問題では

ないのです。自分の身の安全のために、もう本当に意識、人間という形のある人たちがすべてみん
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なやっているのです。だから全然感覚が違うのです。それを今やれと、白老でやれといっても経験

がないからわからないのだと思うのです。やはり防災というだけで感覚的に角があるというか、レ

ポートにも書いたけれども、楽しさということから始まるというのだけど、みんな集まること自体

が楽しいのだと。そこから防災を進めていったというのだけど、こんなことをどうやって始めるの

かと思うでしょう。難しいのだと思うのです。だけど、それを何とか浸透させて意識を向上させて

いって、防災というのはどうしてもなかったらだめなのだという意識になればできると思うのです。

その辺をどう指導していくかという問題だと私は思っています。ほか、ありませんか。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。今までの各委員の質疑等々を聞いて、理事者側とか行政側の答

弁も聞いて啓発だとか組織化率というのは努力されていることは理解をします。その中で４年ぐら

い前に私も１回聞いたことがあるのだけど、愛知県東海市に実はこの防災のことで行っているので

す。そのときに自主防災組織ではないのだけど、町内会単位でコンテナの中に災害時に最低限必要

な、例えばスコップだとかチェーンソーだとか、それから水、食料だとか、そういうものを備えて

いた地域があったのです。やはり自主防災組織の中でお互いに共助する、自分でも自分の災害のと

きに身を守るということはわかるのだけど、例えば救援が来るまでに炊き出しをするといってもコ

ンロはない、アルファ米はない、水はないという状況に私はなりうる可能性が高いと思うのです。

今回、これから白老町の消防署が今使わせていただいている国の施設のセンターの下にはかなりの

水が備蓄されているというのは知っているのだけども、それでそのときに私は質問をしたことがあ

るのだけど、町内に、例えば毛布だとか非常食料だとか水だとかという、その備蓄の体制というの

はどうなっているのかというのが、まず１点。そのことを、例えば自主防災組織の中の人たちとど

ういう連絡の体制を取っているのかというのを聞きたいと思います。まだそこまで進んでいないと

いうなら、それでいいと思います。ただ、やはり研修しに行ってきて、大渕委員からの話、玉井委

員長からも話が出ましたけども、災害があってということでやはり三日間自分たちで生き延びると

いうことを考えようということをかなり言われていたのです。そうだろうと。やはりそれに携わっ

ている人の発掘もしていくわけです。例えば重機を動かせる人だとか電気をそこでつなぐ人だとか、

看護師さんを勇退されてある程度の看護ができるような絡みをしていくだとか。そういうことがあ

ったので、一つの事例もそういうことで考えて備えていく。組織が備われればいいけども、それは

無理だと思うのです。白老町の行政としては、どういうふうにそれをもっていて、どういうふうに

なっているのか聞かせてください。 

○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） まず備蓄しているものの数については中村生活環境課主幹のほう

からご報告いたしますけども、現実として備えているものは十分にあって、どのように災害が起き

たときに、どういうふうに使っていくのか、それは自主防災組織とどういうようなかかわりを持っ

た中で配布をしていくのかとか、そういった細かいところについてきちんと整理がされていて、災

害を経験していないという面があって、実際に災害がきたときに、それがきちんと整っていたとし

てもうまく稼動するのかという問題点はあるにせよ、まずその前のところというのがきちんとでき
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ているのと言われると、まだ不足しているのが事実です。それについては、防災組織率を上げてい

くという中、取り組みと合わせて、その中身のところも今後はもっとつめるというか、きちんとし

ていかないと実際に災害が起きたときに本当に役に立つのと言われたときに、ただ組織があるとい

うだけになってしまう可能性もあるので、それについては時間がかかるかもしれないです。我々も

災害が起きたときに、どんなふうになって、どうなってということがはっきりわかるのかと言われ

るとわからないところもありますし、ですから勉強もしていかないとだめですし、いろんなところ

の見たり読んだりとか、そういった方法しかきっとない、経験するときにはもう遅いので、そうい

ったような情報をとった中で、そういうものを勉強しながら合わせて組織と議論をしながら組み立

てていければというふうに今は考えております。 

○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） 最初に防災センター、国の備蓄については、一番下の地下につ

いては、特に現在は備蓄をいたしてございません。これについては国のほうの措置で、必要なとき

に搬入されるのかと思いますが、別な機関のことですので今の状況としてはそういった状況になっ

ております。あと、町の備蓄品につきましては十分なものは用意されておりません。まず、毛布に

ついては 256 枚、健康福祉課の倉庫のほうに関係の物品納めておりますが、あと、アルファ米 840

食、主にはこういったものです。日用品が若干あるとか、あとはつるはしですとか、吸着マットで

すとか、ヘルメットですとか、これは役場周辺の庁舎内、倉庫、そういったものに災害対応の物品

としては用意をさせていただいておりますが、基本的に備蓄品としては多くは予算をとってござい

ません。当然、地域防災計画の中で災害非常時においては町内の食料をそれぞれ活用するというこ

とを第一次に、あとの給食センターですとか、各保育園のほうで炊き出しをするとか、あとは道と

の協定ですとか、近隣市町村との応援協定、そういったものについての物資の供給、コンビニです

とか、そういったものでの対応というのが、今考えうる対策であります。ある程度すべての支援が

届くまでには三日間はかかるということでありますので、それ以外についてはこういった対策を予

定いたしております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 自主防災組織の関係の組織率が余り多くない 40％台ということなのだけ

ど、私も去年研修に行かせてもらっていろいろ話を聞いてきたのですけども、やはり根本にあるの

は私は町内会活動だと思うのです。ここの 17 ページに、自助・共助・公助の連携と協働ということ

で、こうなっているのだけども、いくら防災組織をたくさんつくっていくのは非常に結構なので、

その前の段階でやはりいざ災害が起きたときに何が一番大事かというと、まず自分で何とかしない

とだめだという意識を持ってもらわなければだめだと、それがほぼかなりの確立で高いわけです。

それで、その次には隣近所の人がいかに助け合うかということも大事で、自衛隊とか役場の災害救

助隊みたいなのが来るのは本当に二日、三日あとにならないと、やはりその間だけ何とかそれぞれ

が自主防災組織をつくって、その間だけ何とか持ち堪えられれば何日かたつとまた公助で来てくれ

るという、そういう主旨のものだから、やはり私はこの組織率を高くするのも一つの方法ですけど
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も、町内会ここでやっていますけど、講習みたいなもの、それで町内会のと集めて、自助をどうす

るかということで、そういう意識を普及していくというのも非常に大切だという具合に思うのです。

いざ、大きな災害が起きたらパッとやって、何といっても自分で何とかしないとだめですから、そ

ういう自分で何とかする方法や何かを十分周知してやるという部分も大切ではないのかという具合

に、それがまず。それから、やはり先進地を見ても何日間の間のですから、自分で何とかするとい

う思いですから、それにはやはり何とか町内会活動の活発化というのですか、和気あいあいという

か、向こう三軒両隣みたいな具合での協力体制をいかに構築するかというのが何か自主防災組織を

つくっていく上で非常に大切なことだというような話も聞いて、やはり組織をつくってもその組織

が活動するとなるとなかなか難しい面もあるし、現実問題私のところの町内会は 30 戸で少ないので

す。だから今、社会福祉協議会でも福祉の見守り隊チームをつくってくださいとか、自主防災組織

をつくってくださいときても役になる人は誰もいないし、それで限定をすると、その役員のところ

ばかりいってしまうのです。あなたは役員だから電話かけて見守りに行ってくださいというような

形になる可能性もあるものですからなかなか組織化するといったら、お互い隣の人は絶えずあそこ

は一人暮らしだからちょっとでもあれだったらすぐ電話をかけるなり行ってみるなり、その辺は気

をつけてくださいということで、全体でやるようにしないと、大きいところは別にして、我々みた

いな 30 戸や 40 戸の 30 戸前後の町内会ですと組織してくれ、組織してくれときて、連合町内会から

くるのはわかるのだけど、なかなかそこまで組織しないで全体で何とか隣近所の人に目を光らせて

やっていこうというような形で組織を今のところつくっていないのです。だから、そういうところ

もあるもので、そういう考えからすると、特に先ほど意見が出たけど山間になってくると隣近所と

いっても遠いですから、もう何百メートルも離れているから、やはりそこのところには役員が誰か

決めて役員がいつも見守れといっても、そうは簡単にいかないですから、ごく近くの人が隣を守る

ように近所が日頃からの家族的なつき合いをうまくつくっていくほうに主眼をおいたほうがいいの

ではないかということで、うちらの町内会はそういう具合にやっているのですが。そういう面から

すると、先ほどからいろいろとお話、皆さんの意見もそのとおりなのだけども、やはり根本は自助・

共助、この関係をいかに個々に持ってもらうためには組織も必要だけども、そういうことをみんな

に知ってもらうためにまめに講習に行って、町内会に要請をしてもらうようにして、そして出てい

っていろいろＰＲするというのも極めて大切なことではないかという具合に。そうすると町民の意

識の向上というのは上がっていくのではないかという感じがするのです。だから、原点はやはり町

内会活動の中でいかに、白老あたりはものすごく組織率も町内会組織もいいし、皆さんいろんな活

動をやって、皆さん集まってきてやっているから非常にそういった面では下地は十分できているか

ら、その知識を逆に防災関係のことをきちんと行政あたりがＰＲしてやれば、そういう意識が、防

災意識というのですか、向上するのではないかという具合に感じたのですけど、どうでしょうか。 

○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） 災害があったときの特に安否の確認、こういう部分は町内会もか

なり心配をしています。今、日常生活の見守りと合わせて災害時の弱者支援といいますか、そこの
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ところよく安心、安全なまちづくりということで町内会でもその点研修会等を行いますけど、こう

いうのも非常に町内会の役員の方々は関心を持っています。そういう部分では、先ほど堀部議長が

おっしゃったように隣近所での何かあったときの確認というのをどういうふうにつくっていくのか。

それは日常の生活の上での安否確認と合わせて、やはりこのつながりをどうやってつくっていくか

と、そういう部分かと思います。そういう部分では実際行政が、この人とこの人と結びつけるとい

うわけにはいきませんから、やはり町内会の中でそういう仕組み、福祉の部分でのそういう仕組み

づくりも呼びかけておりますけども、合わせてそういう災害があったときの安否確認といいますか、

それは本当に大きな問題として、これはやはり地域としてやっていただかなければ、行政が動きだ

せるのは、ある程度災害が落ち着いてからというような形になりますので、そういう部分では町内

会での講習会と言いましたけど、先ほど私も言いましたけども、やはり人の中心となる人、それは

特に町内会と関連づけてやっていただくと、そういう部分は今後取り組む必要があります。それと

合わせて情報提供という部分では、これは基本的にはそういう弱者的な高齢者の方を中心とした何

かあったときの安否確認の対象となる方、その情報は個人情報なのですけども、ここの部分はやは

りこの仕組みをつくっていく上で大事な部分ですから、これは町内会のほかに民生委員という、そ

ういう部分で関連してくる部分もありますけども、そういう部分の情報提供は一定の条件をつけた

中でそういう仕組みをつくる町内会については、今までもちょっとやっておりますけども今後も町

内会で責任を持ってその情報を管理していただくということで、そういうことも行政として提供し

ていきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今までのお話を聞かせていただいて、私は一番この防災組織の中で町内会

の役員の方々と防災組織をつくるための人材というのは、私は別であろうというふうには感じては

いたのです。前にも東海のほうに行ったときもそうだったのですけども、やはり町内会の方にお願

いをしても、そこから出される人材というのはやはり町内会の会長さん抜かして、副会長抜かして、

総務部長抜かして、何部長、かに部長とこういうふうにいったら、結局残っている人は誰と、先ほ

どからの話はそういう状態なってくるのです。でも、私はやはり、ここは先ほど玉井委員長もちょ

っとおっしゃっていましたけど、やはり人材を別個の形で考えなければ本当に町内会の中から出し

てもらうのだけども、うちの町内会もそうなのですけども、防火クラブがあるのですけども、部長

さん女性なのです。60 代、70 代の方なのです。この人たちが、いざ災害になったときにいったいど

んな働きをしてくれるのかということになってくると、結局会長、副会長ということになってしま

うのです。ですから、やはり意識がまだ白老町は低いのだろうとは思うのですけれども、本当にそ

の町内会、また別の町内会の面倒も見られるような、やはりそういう人をきちんと考えておかない

と白老町は超高齢化ですね。もうすぐ限界集落だと言われていますね。そういうふうになってきた

ときに、本当に今からきちんと育てておくという意識がないと、本当に高齢化になったときに誰が

本当に陣頭指揮になって旗を振って、町内会でこうするのだ、ああするのだと言ってくれるのかと

非常に、今はいいです。何とか町内会長さん方が頑張ってらっしゃるけど。でも、そうではなくて、
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そういう若い人材も育てるという意識もちょっと必要ではないかと思うのですけど、その辺はいか

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） 災害はいつあるかというのは現実にわからないのです。そういう

部分で逆に私どもも町内会とかの役員とかかかわりをもっている部分があるのですけども、逆に災

害あったとき、現役世代というのは意外と勤め先に行っているとかということで動けない部分とい

うのがあるのです。そういう部分ではやはり、まずは命の確認とか、安否確認とかという部分では

実際やはり、ある意味では逆に日中仕事でいない方ではなくて、ある程度いつでもいる方も含めて、

これはそういう仕組みをつくっていかなくてはならないのかと思います。そういうことからいうと、

そういうような人の役割をどういうふうにお願いをして、また意識のある人を中心に選んでいただ

くかという部分ではやはり基本的には、我々行政の立場としては町内会の中でその役割分担、役割

の中でやるということではなくて、意識を持った方がそういう役割を担っていくというような仕組

みをどうやってつくっていくのかと。やはり現役世代は意外と、いれば戦力にはなるのですけども、

災害は日中の昼間あったらいませんと、そういうときに動ける方というのを地域の中でいかに決め

ていただければと。そういう部分では自主防災組織の担い手、役員の部分もいろいろ出前講座の中

で、そういうようなお話もちょっとさせていただきたいと思います。多分白老の実態では町内会と

別に自主防災組織の人材を育てていくのは現実にはかなり難しいのかと。やはり町内会の役員の方

も高齢化していきますけども、その中で皆さんお互いに協力して担っていただくと、それが現実的

ではないのかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 辻生活福祉部長の言っていることはよくわかるのですけども、現実的に先

ほど熊谷委員もおっしゃっていましたけども、東海地方のほうでもやはり職場があったら職場に最

初に行ってしまうと、それが現役の人たち、男性の特に宿命で、そしていざ災害になったときに残

るのはお年寄り、女性、子供しかいないと。たまたま学校に行っていれば子供たちは学校で何とか

なるけれども、残るのは本当に高齢のお年寄りだけになってしまうと。そうなったときにやはり行

政としてどこまで育てられるか。だから、勤めているからだめではなくて、勤めている人のその人

たちが夜だったら、その人たちも当然できるわけだから、そしてまた近隣の近くにある職場があり

ますね。いろいろな勤め先とか、やはりそういうところとも協力をし合って勤務時間中であれば、

そこの職場の中から一人でも二人でも出してもらうとか、やはりそういう連携まで、企業との連携

というのですか、職場との連携まで考えていられたのです。やはりそちらのほうまでいかないと地

域だけ、町内会だけというのは非常に難しいのかと私は思っていますので、もし聞いていただける

のでしたら参考にしていただいて、そちらの企業とのタイアップということも考えていただければ

と思います。以上です。 

○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） 今、西田委員さんからいろいろ出ましたけれども、現役の方昼間
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であれば仕事していて、その場にいなくて仕事先にいますと。残されている方というのは最終的に

はお年寄りの方とか、そういった方が残っていて災害を受けるということがあり得ますという中で、

やはり残された人は自分をどう守るかというところからスタートしていくべきだと、まずは思うの

です。なので、まず行政としては出前講座もそうですし、防災関連の町民を集めた講座、そういっ

たものの中で、まず自分は災害が起きたときに自分をどう守るのだとか、それからそういったもの

をきちんと理解してもらい、自分を最初に守るにはどうしたらいいかと。その次に周りを守るため

にはどうしていくとかということを時間はかかるかもしれないけど、そういうことをまず確率して

いく中で、まず残されてしまったときの老人の方はどういうふうにしていくのかということと合わ

せて今度、例えば昼間ではなくて夜だったら若い人が戻ってきているときは、では次はその段階で

はどうしていったらいいのかとか。そういった災害が起きたときにどのようなパターンというのか、

対策を組めるのかということを今後細かくきっと検討していかなければだめだと思うのです。合わ

せて、いろんな手を、例えば先ほど言われたように近くに会社があれば、災害が起きたときにそこ

の会社の人たちも助けてくれるとか、そういった横の広がりというのですか、そういったものもこ

ういうときにはこうしたほうがいいということをたくさんいろんな、災害ですからいろんな手当の

仕方を持っていたほうがいいと思うのです。なので、そういったことをたくさん議論した中でいろ

んなものを組み立てていって、災害に備えていくということが今後の必要になってくると思ってい

ます。時間がかかるかもしれないですけども、自主防災組織の組織化と、また町内会の方々といろ

いろお話をしながら取り組んでいきたいというふうに思っています。 

○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） 今の関係、今後いろんなものの研究をさせていただきますが、

現状においてやはり町内会を主体にということが現実的であります。自主防災組織も連合単位でつ

くっているところもあるのですが、実際に何か起きて避難する、避難して避難先で過ごす中では、

やはり隣近所、顔の知っている方たち、自分たちの町内会長さん、自分たちの役員さんと一緒に固

まって避難をするということになる。こういったことがありますので、やはり組織率のアップを含

めて近い人たちと一緒に活動していくということを各町内会にお願いをしながら今、進めておりま

すので、そこら辺ご理解をいただきたいと思います。ただ、町内会によっては、先ほど堀部議長が

おっしゃったような地域もありまして各町内会に出向いた際には、もう点在している、それから高

齢化していて見に行くことができないだとか、そういったところもありまして、もう 100％自主防

災組織はつくれないと宣言されるようなところも、実は１、２箇所あります。とはいえ、やはり町

内会が担う部分大きいのですということをやはり行政としてはもう一度お話をしながらご理解いた

だくように活動していくという考え方であります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。私も町内会長と連合会長を仰せつかっているので、

実は私の町内会も何度か防災組織をつくろうと三度ほど話はしたのです。だけども今のうちら 52

戸あって、町内会の役員が 70 以上なのです。総務は 80 以上だという方がやっていて、何か起きた

ときには自分が逃げるのが精一杯だと。人のことはやってられないというが現状なのです。そうか
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といって、よその町内会と一緒になってやるといっても、今の言ったようなことで難しいだろうと

いうのが高齢者の意見です。ですから、無用な長物をつくってもどうしようもないのではないかと

いうことになってしまうのです。果たして、それでいいのかと。助成金だけ求めてというのもある

けども、それでは余りにも迷惑はかけすぎだということです。今、電話を持っている人、あるいは

一人暮らしの人の見守りというのが精一杯。これ以上どうするのだと。もう自分を守ることもでき

なくなってきている状況で難しいのだというのが私たちの町内会の現状なのです。これ以上、何回

やっても無理なのです。組織をつくろうといっても。だから、そういう返事が返ってくるものだか

ら、私は根本的に防災そのものの意味がわかって自分を守ろうとするのであれば町内会自体も歳が

いこうがいくまいが、これは大事なことなのだということはわかるのだけど、それ以上言いようが

ないのです。そこまで言われれば。だから、この辺が若干できない理由はほかもあると思うのです。

だから無理やりつくれといってもどうかと、こんなふうに思うのだけど。ここら辺についてだって、

行政自体だって、これは大変なことだと思うのです。今、ここに自助というように、自分からやは

り自分を助けるためにつくるという防災組織でないと何か、意味がないわけではないだろうけど、

難しいのではないですか。それは、つくるにこしたことはないけど。中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君） 今、玉井委員長がおっしゃったのが多くの町内会から返ってく

る答えであります。先ほどのお話にもありましたけれども、ちょっと視点をかえますけれども、活

動をどうするかという中で楽しくというのが東海地方で学んだことということでありますが、やは

り町内会、西田委員のおっしゃることとちょっと違うかもしれませんが、現実今町のほうでは町内

会を主体に活動を自主防災組織と同一のものでという考え方で今進んでおりますので、その部分で

お話をさせていただきますが、やはり町内会の活動を延長、その中で新たに防災訓練をするのでは

なくて、例えば石山の萩の里町内会は毎年炊き出し訓練をやっておりますが、ここも高齢化が進ん

でなかなか盆踊りができない。もう行事ができない、盆踊りもできないので、では夏祭りに切りか

えましょうということで、やはりお孫さんが来る高齢者の地域ですので夏に夏祭りを開いて、その

ときにちょっと防災の視点を入れて活動して一緒にお食事をして、普段会わない方たちと顔を合わ

せてお話をすると。そういった、従来やっている町内会の行事に合わせてやっていくというのが、

町内会と一にした活動のメリットかと思いますので、肩ひじ張らずに防災訓練を別個に立てるので

はなくて、そういったところがふえつつあるというのが現実であります。あと、今後辻生活福祉部

長からもお話がありましたとおり、福祉サイドの助け合いのほかに災害時要援護者の対策というこ

とが国からずっと求められております。何かといいますと、災害が起きたときの災害弱者をいかに

どう対応するかということが正に国としても大きな課題ということで、全国の自治体にそういった

ものを求めております。私ども白老で 35％、45％の自主防災組織の率の中で、なかなか取り組みが

できなくて悩んでいる部分でありますが、やはりこれら 70％、80％に引き上げて合わせて災害時の

要援護者をどうするか。これは、高齢者ですとか、独居の方ですとか、障害を持つ方が町内会に何

人おられて、その方を大雨だとか、そういう災害が起きたときに誰が支援をするのかという体制の

ことであります。こういったことをまた全町内会にどんと投げかけると、またもう無理だというの
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が目に見えておりますので、まずは自助が大切ですということの町広報の啓発をしております。そ

ういった地道な活動と合わせて、自助の大切さと共助の大切さ、重要性を今唱えている段階であり

ますので、ここら辺段階を踏みながら一つずつご理解をいただきながらやっていかなければいけな

い段階だということでの悩みが課題の大きなことでありますので、最後はやはり各町内会との連携、

やはり行政としてもご理解いただくようなお話し合いというのが最後かというふうに思っておりま

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 先ほど私も言ったように楽しく防災をするのだと言ったのだけども、中

でも一つ私が素晴らしいと思ったのは、大事な人を助けるのだというのが根本だというのです。そ

れは何かというと、家族ももちろん大事、町内会も大事なのだけども、要するにレクリエーション

を通じて、数レクリエーションをやっているうちにあの人が大事だと思うようになってくるという

のです。だから、親しくすればするほどその人が大事だと、だから助けるのだという気持ちにする

のが防災の根本だというのです。大事ではない人は助けませんね。みんな大事ではない人はいませ

んけど。極端にいえば。大事ではない人はいないのだけども、でもより以上自分にとってこの人が

大事なのだというふうに思うようになるには、何回も言うようにやはり数つき合って、楽しいこと

も数いっぱいやって、それでその人の心をつかまえるというか、把握するというか、そういうこと

によって助ける気になると。だから、楽しいことをいっぱいするのだと。子供にも限らず、高齢者

にも限らず、すべて網羅していくのだというふうに言っていました。これはやはり私も、私もたま

に生意気を言うのだけど、白老町のみんな親戚なのだと、１万 9,771 人が、みんなこれが家族なの

だというふうに思わなければならないと。そうすると、より以上に助け合うというふうに私は思っ

ています。だから、その辺をいえば本当は高齢者とか、子供とか言っている暇はないのですが、そ

んなふうに言っていましたから、この辺も参考にしつつ、今後進めていけばというふうに思います。

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 私はなかなか今までの話を聞いていたら、地域、地域、町内会、町内会、

10４町内会あるようなのですが、個々で防災組織をつくっていくって私は大変難しいと思います。

先ほどから話がある高齢化もそうだし、それから町内会の人口の減少に沿ってどんどん世帯の人数

も減ってきているのです。高齢化の。私は今組織をつくると２万円の助成がある、言うなれば 104

の町内会に２万円をやると 208 万円になるのです。１回にまとめると。ですから私は、去年の防災

地の視察を見ても、あの建物できた大きな要因は淡路大震災という大きな震災を目のあたりにして

できていることなのです。白老はそれからいくと、言うなれば川のはんらんぐらいが大きな災害で、

今まで目のあたりにするのがなかなかない。目のあたりにするとすれば、テレビの中で見る北海道

の奥尻のようなあれがあるのですが、私はなかなか町内会単位でやるのは難しいと思います。そし

て今、防災無線がありますね。あれを利用した、防災知識をあの無線によってやはりうるさいぐら

い、１カ月に１回か、半月に１回ぐらい、それぐらいきちんとした防災組織を大きいのをきちんと

つくって、先ほど言った 208 万円のお金を、言うなれば分散するのではなく、もう少し大きな組織

にして、そしてもちろん困ったときは誰でも助けるのです。きょうもテレビで見ていたけれども、
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福井県の高速道路の車のみんなご飯が食べられなければご飯を炊いていって、おにぎりをつくって

行って食べさせるのです。困るとやはりそうなればそうなるのです。ですから、そういう意識はみ

んな持っている。私はこの細々、細々やってもなかなか思いどおりに私はいかないと思います。む

しろ、先ほど言った 208 万円のお金をどんどんと毎年それぐらい出すような、もうちょっと出して

もいいし、そのぐらいのやはりものを大きな組織にして、あの防災無線で細やかに町民に知らせる、

意識を持たす、こういうことが私は大事だと、そういう方法がいいのではないかと。今まで話を聞

いてもそうだし、なかなか加古川市なんていうのは、先ほど大渕委員が言ったようなばかな会長さ

んみたいな人がいて、そしてそこの拠点は指定管理にして会計を全部そこに預けてやっているので

す。そこに会長が集まって、それからそれに携わる女性が何人か常駐しているようなやり方なので

す。そして、スコップからチェーンソーから何からみんなきちんと小屋に置いて町民にも見せるし

行く人にも見せる。やはりそういう意識を私は必要だと思うし、もう１回言うけど２万円ぐらいや

っても何の意味がありますか。200 万円にして、もうちょっと竹浦ことし 200 万円なら、ことし虎

杖浜 200 万円、社台 200 万円ぐらいの考え方でもうちょっと大きな防災意識をつくって、そして防

災無線をして意識をどんどんあれしたほうが、そういうやり方でなかったら、この白老のまちの災

害の少ないまちはなかなか防災意識は私はつうじていかないような気がします。やはりお金です。

どうせ出すなら１カ所ずつ出していけばいいのです。固めて 200 万円ずつ。300 万円でもいいです

し。そういう組織にしないと、この高齢化になって今お年寄りが死んでも町内会でお手伝いする人

がいないのです。現実、去年の暮れ、北吉原の４区というところは一人亡くなったら、そこの 30

何軒のうち８軒ぐらい親戚なのです。その親戚の人たちだけが元気がいいのです。役員の手伝う人

はその人たちだけ。それを抜かしたら町内会会長をやる人もいないのです。たまたま私にやってく

れととんでもないところから私が行ってやってやったけども、誰もいないのです。今はそんな世の

中なのです。ですから、町内会でやるといってもなかなか難しいです。ですから、今言ったように

防災無線をもう少し利用して啓蒙というのですか、そういうことに少しお金を使って、もう１回言

うけど、虎杖浜ことし 200 万円で、ことし社台 200 万円ぐらいの、そういうやり方を私はしたらど

うかと思うのです。それは私の考え方です。そうでなかったらなかなかうまくいかないです。ああ

いうのをもうちょっと使ったらいいです。 

○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、２万円の補助金の件が出ましたけど、これは今まで防災訓練

をやったことがないところも含めてやはりきっかけとして、これは１回きりなのですけども、町内

会の方々に、地域の方々に防災というものに１回目を向けていただこうという、そのきっかけづく

りとして、今はこれをやろうと。それをきっかけにまたそういうつながりの自主防災組織的なもの

が町内会にできればいいというのが行政の思いです。ここの部分は、ここの部分でやはり一つの方

法としては続けていく必要があるのかと思います。ただ、ご提案がありました防災無線なのですけ

れども、これは最近使っているのは行政からの連絡事項だとか、あるいは食中毒防止とか、そうい

う部分と、そのときどきの伝えたい部分はやっているのですけれども、どうしても防災無線という
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のは余り長いお話をするとちょっと音で流れていくし、なかなか本当に時間も短時間でという部分

があるものですから、なかなかちょっと伝えたいことをなるべくコンパクトにという形でまとめな

くてはならないと。ただ、そういう意味では本来の目的は松田委員さんのおっしゃるように防災の

ための無線ですから防災として、ある程度伝えられるものが防災無線をつかって何があるのか、そ

れをちょっと検討させていただきたいと思います。ただ、余り何かマンネリ化してしまうと、逆に

狼少年みたいな話になってしまうので、その辺の工夫は大事なのかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 白老のまちだって 100 年もできてからなって成熟してきているのだから、

インフラ整備も大体終わったし、ですからそういう命を大切にする、命を守る、そのような防災組

織にもう少しかまをかけなくてはだめです。こんな１年間 200 万円や 300 万円、１千万円かけても、

それぐらいの行政にならなくてはだめです。人の命を守るのであれば。私はそんなちまちましたこ

とよりも、もう少しそういうところに世の中の視点をかえる時期だと思います。 

○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） 高齢化に伴って、ますますこの今言った命を大切にする、最初に

災害にあったときに命の確認、ここは非常に大事な部分なのかと。そういう部分でやはり地域の方々

にそういう関心を持ってもらってお互い支え合うという部分での自主防災組織をまずは立ち上げを

したいと、そういう意味で今までそういう町の誘導策がなかったものですから、22 年度からまずは

手をつけさせていただきました。引き続きますます高齢化が進みますので、ここの部分はお金のか

け方という部分もあるのですけども、現実的に何かあったときに最初の命を確認し、また大切にす

る仕組みというのをやはり高齢化社会の中でどうつくっていくか。これは単に防災だけの話ではな

くて現実には福祉のほうの仕組みとしても民生委員の方々も心配したりしている部分があります。

それと中心的には町内会なので今後引き続きちょっといろいろ議論して協議して検討していきたい

と思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 意識を持てといってもなかなか持ちません。だから意識を持たすようなお

金の使い方をしなければだめです。それには少しお金をかけてそういうことを私は言っているので

す。意識を町民に持てといってもなかなか今は食べるのに忙しいのです。ですからやはり意識をど

う持たすかというのはお金を少しかけないとだめです。 

○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） おっしゃるとおりで意識を持たす部分のきっかけづくりとして、

そのまま行政のほうで、それを結びつけていくお金のつかい方が、これは本当に大事だと思います。

ただ、全体的なやはり財源との関係もありますので、我々担当は本当にこれは必要だということな

のですけど、やはり全体の中の財源配分になってきますけども、担当としては必要なものは必要な

ものとして皆さんのご意見も聞いて組み立てていきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） ひと言だけ。要するに今みんなが言っているのは私が思うのは、いつも言

っています、この間も毎回言うのだけど、要するに従来の延長線上で物事を考えて役場の組織を使

って仕事をやろうというのは、あらゆる面で今の自主防災組織以外のことも全部、福祉も病院も従

来の今までこうやってきたから、こうやってやろうと。それで２年たったら部署がかわると。部署

がかわったらもう私の責任ではないと。そういう役場の従来の延長線上でしかものを考えられない。

皆さん方がそうかどうかわかりません。わからないけど、私はやはりそこのところの切りかえをや

った市町村がやはり生き残っていけるし違ったまちになっていくわけです。今のままで従来の延長

線上でやったら必ず人口減少と高齢化で白老のまちは押しつぶされてしまうということはもう目に

見えている話だと私は思います。だから、そこのところ我々ももちろんそうです。我々も従来の延

長線上での議会の考え方やものの考え方はだめなのだけど、やはり今一番大切なのは 270 人の役場

の職員がまちを基本的には政策的にリードするという部分が、従来の延長線上で前もこうやってき

た総務省がこういっているからこうやらなくてはだめなのだという、そこのところを打ち破らない

と新たな組織はつくられないと思います。それは無理です。それはどうしてかというと、人口はど

んどん減るしどんどん高齢化するから無理なのです。だから松田委員が言ったように、ものの見方

をかえないとどうにもならないのです。そこのところを我々議会もかわらなくてはだめだし、町も

町民もみんなかわっていかなくてはだめな時期ではないかと、そこら辺をみんなで考えて政策的に

どうするかということを研究するそういう部分に特にこれは自主防災組織、自主だから、本当に自

主って何なのだと。何か、やはり町内会しかない。わかるのだけど、やはりそこにしか落ちつかな

いでしょう。やはり従来の延長線上なのです。だから違ったお金のつかい方をする、これは従来の

延長線上ではないわけです。だからそれが松田委員の言っていることは全部正しいかどうかそれは

わかりません。だけど違った視点で物を見ていかなかったら、もう何も次にはいけなくなってしま

うという。あとは白老町はどこかで人口が減っていって高齢化になってどこかと合併しないと役場

の職員ももてないというふうな時期になってしまうのではないかという気がものすごくしているの

です。だから、そこら辺を議会も含めて町民も含めてそういう問題提供をしていかないとだめなの

かという気がしています。それは町内会の組織もそうです。あの町内会の組織で町長懇談会を聞い

たけど、なかなか大変だという気が率直に言ってしました。そこら辺をみんなでかえていくと、私

ももう 64 だからもうだめですけども、本当にやはりそういうことだと思います。 

○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） 防災でもハードな対策、ソフトな対策がありますけど、これは極

めて人に頼るソフトな部分なのです。それで従来防災、防災ということで行政として防災計画とい

う、ある意味ではハードに近い仕組みづくりをやってきていますけど、やはりここの高齢化に伴っ

てもっと現場の実態といいますか、地域の実態を把握してやはり地域の人の考えている問題点なり、

そういう部分を組む中でやっていかなくてはならないのかということで、一応防災も出前講座とい

うことで従来もやっていますけど、従来は呼ばれたら行くと、そういう部分だったのですけど、特

にここ１、２年は町としてもやはり地域の人にそういう仕組みの意識を持っていただいて仕組みを
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つくっていくという部分で逆にこちらから飛び込んで、逆に押しつけみたいに思われている部分も

ありますけども、そういう形でやっています。そういう面では従来の延長線上といわれればそれま

でなのですけども、ソフトな部分のやり方としてはまずは地域の皆さんのお話を聞いて理解しても

らうという部分では、うちの担当の中村生活環境課主幹もかなりの時間、夜出向いて行っています。

この辺の進め方でちょっと今までのやり方というのがどうだということでちょっと議論されると、

では次何やるかというのがあるのですけど、まずはやはり地域の皆さんの声なり問題点を聞いて少

しでも一歩一歩進めていきたいというのが今の状況だということでご理解いただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。ちょっとこれは余談なのだけども、今防災無線の

話が出ましたので、実は私も石山港町内会にある防災無線のかぎを町内会町として預かっているの

だけども、これはほかのほうはどういうふうにしているのか、その仕組みだけちょっと一つわから

ない人もいると思うので。中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君） ほかの委員さんわからないで町内会長さんとやり取りをしてい

る部分がありますので町内に 49 局の屋外の拡声子局がありまして、１機ずつ拡声器がポールの中に

機械がありまして、これを町内会のほうで使っていただくと。ほかのまちについては、いたずらさ

れたら非常時に使えないと困るということで行政が管理しているのがほとんどなのですが、昨年各

町内会長さん、それから消防団の分団長さんのほうに内規をつくりましてかぎをお渡ししておりま

す。これは町内会の中に必ずしも中心に屋外の拡声子局があるわけではありません。全くない町内

会もあるのですけれども災害非常時に自分たちの近間で使える、そのためにはまずかぎを地域にお

渡ししなければいけないということで、まず町内会長さんのほうにかぎをお渡ししているのが昨年

の動きであります。その活用については防災訓練ですとか防災行事の中でまずは使っていただきま

しょうということで、ことしの報告した町内会の中でも使っていただいております。必ずしも町内

会に子局のないところもあるものですから、ここら辺がちょっと痛しかゆしの部分もあるのですが、

立地的に使用可能な地域についてはまず日頃から防災訓練とか町内会の行事等、そういったものが

可能なところについては、町内会長さんの責任で使っていただきましょうということでの活動を今

現在進めております。 

○委員長（玉井昭一君） 簡単にいえば私たちは必要であれば、その無線を自分たちの町内会の行

事すべて利用させてもらっているというのが現状です。私たちの町内会はほかの町内会はわからな

いけども。今中村生活環境課主幹が言ったように防災についてだけと言ってしまうとこれは使えな

いのです。だから先ほど言ったような楽しみみたいなことから始まるということでは、根源でいえ

ば全部防災にかかわるわけだから、すべてのことに利用させてもらっているというのが私たちの現

状なのです。そういうことでいいと思うのです。自分の町内会だけで聞こえるわけだから。特別迷

惑かけることではないですからよその町内会には。そういうふうに使わせてもらっています。山本

委員。 

○委員（山本浩平君） そういうケースのときのアナウンスはどこでやればできるのですか。その

町内会だけですか。 
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○委員長（玉井昭一君） 防災無線があるところにボックスがあって、そこにマイクが入っている

のです。だから、それにかぎをかけているわけです。いたずらされたら困るから。だから、そのか

ぎを預かっているわけです。というのが、今言ったかぎのことなのです。小さいボックスがついて

いて、それでそれを開けるかぎがあると。その中にマイクがあって、そのマイクを取って話をする

と自由に話ができるということなのです。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 防災無線についてだから言いますけども、あの防災無線も聞こえないとこ

ろは全然聞こえないのです。だから、あれをもうちょっと極め細やかに、この無線を所々につけら

れないのですか電柱に。あちこちにもっと聞こえないところに小さくつけることができないのです

か。それは白老全部やったら何千万円もかかるかもしれないけども、そんなことをやるのはこれか

らの防災なのだと言いたいのです。聞こえないところは全然聞こえないのです。できないのですか。 

○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） まずは聞こえないところがあるというのは確かだと思います。災

害のときは言葉ではなくてサイレンでまずはお知らせするということになると思います。それでも

聞こえないところが全部カバーできるのかといったらそれは難しいところがありますので、個々に

そういったものをつけるとなるとやはり予算の面もありますし、この場で採用とかそういうことに

なりませんけども今後検討することは必要なのかというふうには思っています。それとあと、遠い

ところは個別受信機というのを用意していて、それは全く全然聞こえないようなところにきちんと

配布はしているのですけども、そういった対策はとっていますけども 100％全部白老町に聞こえる

かといったら実際聞こえないというのも事実です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） おそらく、そばの人にうるさいから低くしているところもあると思うので

す。うるさいと文句を言っている人もいるのでしょう。だからボリュームを大きくしていないとこ

ろもあるだろう。そういう部分からいくともうちょっと聞こえるところまでにこんなのをつければ

いいのです。２、3,000 万円かかるか１億かかるか知りませんけど。そんな時代です。今はもうと

にかくまち中、まちといってもすべて防災カメラで監視している世の中なのだから、だからまちだ

って無線ぐらいまち中につけてそんなことが先ほど言った防災意識にもやったらどうなのかと思う

のです。私のところも実際聞こえないのです。 

○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） 今後の課題ということで取り上げさせていただきます。今、言葉

でいろんなことをお知らせしています。今、その言葉が最大のボリュームかというと、そうではな

くて少し実際落としています。うるさいと結構言われますのでそういうことをしています。災害の

ときは先ほども言いましたようにサイレンが何回も鳴らしてボリュームを上げた中でお知らせする

ということになっています。実際に例えば大雨だとかというときにそういうものを鳴らして実際に

聞こえるかどうかという問題も確かにあるのですけども防災組織という組織が今後進んでいく中で、

例えば聞こえたところがある家庭があったとすれば、隣のほうにお知らせするとか、そういったよ
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うな組織というか、そういったものもきちんと確立できることがある自主防災組織の一つの目的で

もありますのでそういったものを含めた中で今後取り組んでいきたいというふうに思っております。

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 無線だから、線をひかなくても子機はどこでも例えば電柱につけたとい

うことで通じるのでしょう。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） できます。無線なのでその無線を受ける機械とそれから音を出す

機械をつければ無線なので聞こえます。 

○委員長（玉井昭一君） それは、もちろん問題は拡声器だけあればいいわけですね。竹田生活環

境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） ただ、無線がそこのつけたいところにきちんと届くかどうかとい

う問題は別にあると思うのです。ですから、もしそこにストレートに今の状況で届かなければどこ

かに中継しようかと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 電波がいかなければ話にならないけど、白老の場合はほとんどがいくで

しょう。だから線はひかなくていいのです。だから例えば私のところは石山港から遠いでしょう。

だから個人的に拡声器だけつけてくれているのです。だから全部一緒に鳴ります。そのかわりうる

さいです。結構大きな音で小さくもできるのだけど。だからそれだからそんなには難しいことでは

ないと思います。もちろん費用はわかります。中村生活環境課主幹。 

○生活環境課主幹（中村英二君） 実際にこの設置工事、設計段階にちょっと携わっていなかった

のですけども、実際には効率を考えて社台から虎杖浜まで民家の建っているところに一番音声が届

くところをコンサルに頼んで建てて、実際に半径 300 から 500 メートル、２種類のスピーカーがあ

りますのでここら辺の４方向もしくは３方向のものをずっと全部調査して建ったのが今の 49 機で

す。ですので新たにつけるということになると、ここら辺の前段の調査のものに中にエリアに入り

ますので、ここら辺スピーカーの向きですとか調整したりそういったことが必要になろうかと思い

ます。実際にスピーカーの真下の家には本当にいつもうるさい、子供が来たら大変だとか夏場はう

るさいだとか、そういう聞こえない部分もありますけども、うるさいというのが本当に私どもは受

けて一番心痛いところであります。ここら辺増設することによって松田委員の近くの連合町内会の

会長さんはいつも聞こえないということでお話がありますが、増設するということもやはり１機

500 万円とかかかるような状況なのですが、設計したバランスなども考えなくてはいけないという

部分でちょっと別な経費が必要になろうかと思います。一応現状としてはそういったことです。 

○委員長（玉井昭一君） だから新たに防災無線をつけると 500 万円もかかるだろうけども、今言

っている子機という個人的につけるものは、それはそんなにしませんでしょう。例えば私の家につ

いているものは個人のだけども、ああいうもののちょっと大きいものをつければいいだけだという

のです。そしたら 500 万円もしないでしょう。そんな 500 万円もするといったらそれはつけられな

いです。10 カ所だったら 5,000 万円だから大変です。もちろん電波のいくところであってそれで聞

こえないと。電波のいかないところは勘弁してもらうしかないです。だけども勘弁してもらうとい
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うわけにはいかないけど公平にしなければならないから。だけどそういう理屈でいえば、１カ所 500

万円もかかるといったらだめだといっているのと一緒なのです。そうではなくて、それでない方法

がないのですかということを言っているのです。大体わかりました。だからそれは例えば苦情を聞

いて各町内会から聞こえないところありますかということを聞いて、そしてそれに対処するにはど

うすればいいのか、いくらぐらいかかるのかというのを課のほうで対処してくれればいいと行政側

で。そういうことを言っているのです。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 今の聞こえる聞こえないという関係についてですけど、町内会の

ほうから聞こえない場所についての連絡も我々のほうに入っています。一つの方法としてスピーカ

ーの向きを調整してみるとかそういったことを取り組みながら、できる限り聞こえないところを少

なくするという取り組みをしていきたいというふうに思っています。それとは別にどうしても聞こ

えないところに新たなものをつけるというところは、今詳しく見積もりもとっているわけではござ

いませんので、実際にいくらぐらいかかるのかということも含めた中で今後の検討課題というふう

にさせていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） よろしくお願いします。では、そんなことでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、午前中の事項については、以上で終わりたいと思います。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １１時５５分 

                                           

再  開  午後 １５時１３分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

                                           

    ◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上をもちまして、建設厚生常任委員会を閉会いたします。 

                                （午後１５時１３分） 


