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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） ただいまから全員協議会を開催いたします。 

（午前１１時１０分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項につきましては、白老町地域防災計画の見直し方

針についてであります。 

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） それでは、白老町地域防災計画見直し方針についてご説明さ

せていただきます。 

１、見直しの目的の後段のほうに記載されておりますが、現在の白老町地域防災計画は平成

12 年 12 月に修正されて以降、約 10 年以上経過しておりますが、その間修正されておりません。

このたびの東北地方太平洋沖地震では、東北地方におきまして想定を超える大津波により壊滅

的な被害を受けるとともに、避難のあり方また防災教育、行政機能の確保などに多くの課題が

残されたところであります。この課題につきましては、白老町にとっても共通的なものでござ

います。早急に検討して地域防災計画に反映させ、また具体的な対策を取らなければならない

ことから、このたび今後の見直し作業の基本的な考え方を、お配りした見直し方針として取り

まとめたものでございます。 

見直しの考え方でありますが、見直しの目的にも記載されておりますけれども、自然の威力

と対峙する完全な防災には限界があることを認識し、自然の力を謙虚に受けとめ、減災を基本

に計画の見直しを進めていきたいと考えております。 

見直し方針の具体的な内容につきましては、担当参事よりご説明させていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） それでは、資料に基づきまして説明をさせていただきます。

１ページの２、国、北海道の動きからです。まず、国につきましては、中央防災会議におきま

して、平成 23 年度末までに防災基本計画の修正を予定されております。また、北海道におきま

しては、大津波対策、これら見直しについて同じく 23 年度末、来年３月までに津波浸水予測図

を作成する、そういう作業を現在進めているという報告を受けております。 

これら国の計画修正また北海道の修正、こういったものに基づきまして対策を組むことにな

りますが、道の動きといたしましては９月以降になろうかと思いますが、津波避難計画の市町

村研修会、こういったものにおいて、さらに道における検討の途中のものを含めての市町村職

員への情報提供というものが予定されております。 

３、見直しの方針（３つの視点）であります。まず、①につきましては、現在想定する災害

の種類とそれに応じた避難計画。記載のとおり、特にこのたびの津波対策についてのものを視

点の一つとしてとらえております。また、②としましては、不幸にして災害が発生したとき、
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このときに自助・共助・公助ということでやはりそれぞれ役割分担をどうするかということ。

従前から申し上げているところでありますが、改めて整理をさせていただく考えであります。

また、③につきましては、そのような事態に至るまで、平常時、普段から防災意識向上のため

の普及啓発、これらを重点的に行う。以上３つの方針を考えております。 

 次に、４、今後の取り組みについてでありますが、早急に取り組むこと、そして今年度中、

そして来年度以降という大枠の中で特に項目を絞って重要な部分を説明させていただきます。

まず、（１）、早急に取り組むことにつきましては、当然このたびの津波対策が重点になろうか

と思われますので、町内会等々のお話し合いの中で具体的な避難の経路また高台等の一時避難

場所の検討、こういったものについて取り組む考え方であります。また、防災マップについて

も、21 年に配られているものについては見直しを要することになりますので、今後関係の情報

を集めてということで今取り急ぎ調整、現状確認、そういったものでの見直し作業を進める考

え方であります。（２）、今年度中に取り組むことにつきましては、現計画の検証ということで、

現在の組織に合うのかということでの点検をしながら庁内の緊急初動体制を含めて再度計画の

中でのものを点検、修正する考え方です。また、北海道から出されることを予定しております

が、想定する地震ですとか津波、こういったものを項目として挙げております。また、国、道

との非常時における連携というのは最も重要なことの一つになりますので、日常的なつながり

を含めて、そのあり方についても検討していく考え方であります。また、指定避難所、これに

ついては当然想定区域の中に浸水想定、今後出される中に現在の避難所でいいのかということ

が今心配されておりますので、ここら辺の検証また大事な防災教育、これは町職員含めて町内

会また多くの子供たちを含めていろんな場面でこういったものを考えております。次に、自主

防災組織の充実であります。これまでも取り組みを進めておりますこういったものをさらに推

進する考えであります。約５割のものは現在できておりますが、今後全町内会に向けてという

ことの取り組みの考え方であります。次に、災害時要援護者支援計画の策定ということで、い

わゆる災害弱者をどうするかということの、これにつきましては全体的な計画、そして個々人、

個別の方をどういう方が助けていただいて、どういったところに逃げるというようなことの個

別の計画というものがセットになっております。個人情報の問題もあり、今日までなかなか作

業が進まなかったこともありますが、これを機に具体的に進める考え方であります。次に、災

害時相互応援協定等、各種の協定を北海道ですとかいろんな事業者、それから北海道町村会を

含めて広範に協定書をいろんなところと結んでおりますが、さらに今後町内の関係団体を含め

て災害時に相互応援できるものの締結の促進を考えております。また、同じことを繰り返しま

すが避難路ですとか、一時避難場所、これらの整備検討また防災設備の充実ということで代表

的なもので防災行政無線、現在もなかなか平常時に聞こえないという声がある中で、これらの

改善点を確認しながら、より充実させていく考え方であります。また、避難所に関することで

具体的には高速道路等も避難所として使えないかということの働きかけを考えております。

（３）、来年度以降に取り組むということになります項目でありますが、計画の抜本的な見直し。

先ほど申し上げましたとおり国、道とのすり合わせを必要としますので、ここら辺今後打ち合
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わせ、協議、調整、いろんな作業のものを総合して抜本的な見直しをする考え方であります。

想定の地震ですとか津波、そういったものを設定するわけですが、これも道からの防災情報を

いただいてということの考え方であります。また、次のページに書いてあるのですけれども、

避難計画の策定ということで、これもやはり白老町の地形また白老町内でもそれぞれ地形が、

条件が違ってきておりますので、これらの計画の充実を考えております。また、防災教育の推

進についても、今年度にいろんなものを整理した中で具体的に来年度にはそれぞれの町内会で

すとか各事業所、学校等での具体的な防災教育の推進というのを考えております。また、備蓄

品、装備品等、これらについても現在のもので、このままでいいのかということも含めて、財

政状況もございますしまた命を守るという観点もございますので、ここら辺総合して整備する

考え方を進める考え方です。また、防災マップについては、やはり最終的に成果品として上げ

るためにはいろいろなものを整理して、町民の皆さまに安心していただけるようなものを改訂

版とする考え方であります。 

次のページ、２ページをお開きいただきたいと思います。津波時の一時避難場所の設定方法

についてということでの素案でありますが、１点目の部分になります。これにつきましては、

既に新聞等にも載っておりまして、今記載しております（１）、避難路、それから（２）、避難

所における、いわゆる要点、こういったものにつきましては現在道のほうでも最終的に整理を

しております。７月末にはこれらが確定して各市町村のほうにもより詳しいものが提示される

手はずとなっておりますので、危険な箇所等を確認し、白老町内のそういった地形に沿った、

より具体的な避難に関する整理をする考え方であります。 

２点目につきましては、従前の想定する津波のものの情報を含めて今後どうするかというこ

とで、（１）、（２）につきましては、これまで私どもに示されております北海道からの情報であ

ります、（１）、現状の想定津波ということで、平成 18 年度に北海道から調査の報告を受けてお

ります。この中には三陸沖北部（マグニチュード 8.4）、こういったものを想定した中で最大遡

上高、これは海から低いところ、上がって最大高いところという意味ですが、こういったもの

を２メートル程度ということで設定され、私どもが受けております。本日の北海道新聞にも載

っておりました 500 年間隔の津波想定、地層等の調査を進めている中でのもの、森町の事例が

出ておりましたが、やはり苫小牧ですとか近隣のデータが載っておりましたとおり、今ここに

書いてある程度のものが一番大きな白老に影響を及ぼすものであるということが、これまで示

されているものであります。それを受けまして、（３）、新計画の想定津波につきましては、繰

り返しますが、北海道から出てきます来年３月のそういった関係、資料データに基づきまして

設定する考え方であります。 

３点目、一時避難場所の設定方法につきましては、一部図面、写真を載せておりますが、代

表的なものを挙げさせていただいております。現在、白老町内の標高を図面上に、例えば 10

メートル程度の津波がきた場合にどういったふうになるかというようなことも作業として今進

めております。町内における、例えば 10 メートル以上の高台なんかも、こういった箇所が考え

られるということの作業を進めております。 
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３ページになりますが、今お話をさせていただきました項目をフロー図で書いております。

ことしの現在６月以降、来年また来年度中までのものを現在考えているものを載せております

が、右端のほうに書いてあります北海道地域防災計画、これにつきましては先ほど申しました

とおり、現在北海道のほうでいろいろな専門家等々の調査を進めております。また、今後市町

村にも研修会を開いたり、途中の報告を受けることになっております。国の計画の見直し、そ

ういったものを含めて北海道としては来年の４月以降に北海道防災計画の修正等を予定してい

るということであります。また、左側になりますが、白老町防災計画の中に地区計画、全体計

画、防災体制整備ということで３区分に分けてフロー図書いておりますが、一番左端、地区計

画につきましては、現在も進めておりますが今後より町内会との具体的な避難経路ですとか、

避難場所のすり合わせ、現地調査、そういった打ち合わせを作業として継続して進める考え方

であります。そういったものに基づきまして避難計画、道のほうから来ますいろんな情報を集

めて、必要な、例えば避難経路を新たに設けなければいけない場合また改良をしたり、また避

難所のものを新築するですとか改築、こういったものについては当然お金を要しますし、時間

も検討も必要としますので継続的に進めますが、まず第一段階での調査等を進める考え方であ

ります。真ん中になります、全体計画につきましては、これらのものも含めて防災マップです

とか、そういったものと並行して現計画の見直し、先ほど最初のページでお話をしたとおりで

ありますが、現在私どもの町の組織、それから災害非常時における初動体制、そういったもの

に対する再点検を行い、また指定避難場所の検証また必要な防災教育、ソフト対策の重点にな

ろうかと思います。こういったものの充実、災害時要援護者の支援ですとか、備品・備蓄品、

災害の協定、そういったものをそれぞれ点検しながら計画の中に盛る項目の検討を進める考え

方であります。防災体制につきましては記載のとおりでありますが、現在進めております町内

会への自主防災組織の充実ですとか、防災意識の向上ということで町の広報等に連載しており

ますし、また必要な場合には町民防災講座等を開催したり、また町職員においてはこれまでち

ょっと手薄な部分、弱かった部分もありますが、庁舎内での研修、図上訓練ですとか、そうい

ったものを充実する考え方であります。そういったことで防災体制、地域ですとか各事業所、

町内会、庁舎内、そういったものとまた各地域での避難所、避難経路また北海道、国からの情

報を受けて来年４月以降早い時期に抜本的な防災計画の改正、そういったものに進めるという

考え方であります。 

あと、次ページ以降につきましては白黒の地図で大変見づらいかと思いますが、黒く塗りつ

ぶしている部分が、もし 10 メートルの大津波がきた場合にここまで浸水する可能性があるとい

うことでの地図となっております。 

以上、簡単でありますが資料の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私から若干補足させていただきます。今方針を説明しました

けれども、避難する場所として、ちょっと言葉として通常これまで避難所ということで公共施

設と位置づけをしておりましたけど、今回一時避難場所という表現が出てきます。これは津波
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の場合、高台等建物がないところでも、まず高いところに上がるということで避難してもらう

べき場所、それを一時避難場所という形で表現してございます。津波が去った後、その後家屋

等被害等が出た場合、地震等でも出た場合に今避難された方が生活いただく場所を避難所と。

一応そういう区分をしてございます。それで、この一時避難場所につきまして、今後の取り組

みという１ページの資料の中の早急に取り組むということで津波時の一時避難場所について、

各町内会と調整ということにしてございますけれども、最終的には道のほうから指名される浸

水予想区域等の高さで、最終的にはそういう標高ラインを、高さを決めなければなりませんけ

れども、まずはいつ津波等がくるかわかりませんので、ある程度の高台をやはり想定しなけれ

ばならないかということで、きちんとした数字が確定になる前にはなりますけども、一時避難

場所について早急に町内会と、３ページ以降のこの一つの標高図をベースに議論していきたい

と、相談していきたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま防災計画見直し方針についての説明がございました。これ

らについて議員の皆さまからいろいろとご意見等がございましたらどうぞ。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ありがとうございました。今ほど説明していただいた、この 10 メート

ルの津波がきたときの想定ということなのですけれども、結構白老奥のほうまで行くのですね。

これを見てちょっとびっくりしたのですけれども、近い将来これを防災マップをつくったとき

にやはり 10 メートル一度にではなくて、例えば３メートルとか、５メートル程度にするとかと

いうことは一つ考えられているのかということと。 

もう一つ、軟弱地域の液状化現象、そういうのもやはりこういうふうにつくっていただける

のでしょうか。その辺だけ。 

それと、なぜこんなに深いのか、ちょっと教えてください。 

○議長（堀部登志雄君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） まず、きょうお示ししているものはあくまでも参考という

ことで、いわゆる浸水の想定の区域図ということではございませんので、単純な作業といたし

まして標高が 10 メートル以下のところを表示しただけでありますので、その点ご理解をいただ

きたいと思います。当然、今後北海道から出てきます、そういった情報に基づいて２メートル

なのか、３メートルなのか、５メートルなのか、そういった、また道からはそういったものに

基づく本当の意味での浸水予測図、そういったものがこれから示されるということであります

ので、きょう単純な標高を区切った図面ということでご理解をいただきたいと思います。 

もう１点、液状化につきましては、従前からあるような土地に対しての液状化というのはな

くて、例えば大量に土を入れて盛り土をして、そういった何かつくった、そういった地域に対

しておこる現象でありまして、全くないということではございませんが、今白老町の中でのこ

こが液状化で心配だということの箇所というのは、正確にはとらえておりませんが、余りない

のではないかという考え方であります。 
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○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 液状化の関係ですけれども、いわゆる埋め立てをしたところ

という部分です。それで、港なんかは一応対策を講じたりとかしているところですけど、例え

ば緑泉郷地区の住宅地、あそこも地盤としては埋め立てをかなりしていますので、そういう地

盤の悪い箇所は現実にあるのかと。そういうものをちょっとこの防災計画の中にどこまで盛り

込めるかどうかわかりませんけども、一応そういう現に過去の日高沖の地震でも太平洋団地で

すか、緑泉郷の奥の、ちょっと家が傾いたとか、そういう被害、あと道路についてもちょっと

ずれたとかそういうのがありますので、どこまでの範囲になるかわかりませんけど、一応検討

項目には入れてみたいと思います。 

あと、先ほどの図面、なぜ奥まで入っているのかという質問が１点ありましたけれども、基

本的には 10 メートルということで沢とか川とか、そういう地形がある場所については高速道路

を越えて奥のほうまで入っているところもあるということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。ここに３ページの左のほう、７月、８月、９月のと

ころに避難所運営計画というのが載っているけれども、これを今わかる範囲で説明してほしい

と思いますが。 

○議長（堀部登志雄君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 現在の防災計画の中にも書かれていることで、実際に避難

所の運営に関する項目というのはございますが、より今回の見直しに沿った中身でのものにつ

いて見直しをするという考え方で、これから作業を進めるということであります。実際には避

難所を開設するに至った場合については、対策本部のほうで、私どもの職員を数名各避難所の

ほうに配置をして、本部との連絡を取って避難された方の把握をしたり、情報を収集したり、

また長時間になる場合においては食料ですとか毛布ですとか、そういったものを手配したり、

そういった本部とのやり取り、そういったものを規定しております。現在でもそういったもの

で書かれております。 

○議長（堀部登志雄君） ７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。これは防災だから、もちろん災害なのだけど、津波

がおきる場合とおきない地震、それから例えば樽前山の噴火とか、こういうふうに三段階ぐら

いに分けられると思うのです。そのときに、例えば学校なんかで、私たちのところでは小学校

とか生活館になっているでしょう。これはやはり高さでいくと低いのです。仮に津波が 10 メー

トルだというと、この辺は全部だめなのです。見直すのはわかるのだけど。そうするとどこに

逃げるかというのは根本になるわけでしょう。そうすればもちろん萩の里ぐらいしかないので

す。前にも一度同僚議員が言っていましたけれども、そうするとそこへ逃げるために、逃げた

として、そこは避難所といってもないのだけれども、そういうことの内容的なことはある程度

どこまで今は把握しているか。もちろん、７月、８月、９月まで出すと言っているのだから、

今のところはないかもしれないけど、そういう点でわかる範囲という意味を私は言ったのです。 
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○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 津波の場合の避難というご質問かと思いますけれども、先ほ

どもちょっとお話をしましたけれども、今公共施設、指定している生活館、学校等は、津波以

外の部分について実際避難をして、ある程度しばらく長期間そこに滞在してもらう場所と。そ

のような位置づけをしてございます。今ご質問の津波の部分ですけど、まず真っ先に逃げる場

所は先ほどもちょっとお話をしましたけど、一時避難場所ということで建物がない場所であっ

ても津波が去るまで屋外等でまず避難していただく場所、これは町内会等もこれから相談して

各地区ごとに人の人数、どれぐらいの方がそこを利用できるのかという人数も含めて決めよう

ということで、一時避難場所については現在決めている、指定している避難所に限らず、現在

どういう箇所があるか今調査をしているところです。ですから一時避難場所と避難所は基本的

に重なるものもありますけど、基本的には違うということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） この防災の見直しについて、これは今始まったことではないのです。

例えば、私が平成 15 年に議会に上がってきたときから町内のいろいろな施設を、例えば学校関

係だとか、公共施設だとか、そういったところをずっと見て歩いて、そしてこういったことが

足りないのではないのか、ああいったものが足りないのではないのかとずっと議会の中でも議

論してきたはずです。ただ、今回の東北関東のああいった地震を見て、そして防災計画を見直

すなんていうのは、私は全然遅いと思うのです。変な話、これから見直すのはわかるのですけ

ど、でも本当にこれからやろうとするのだったら、やはり計画的に予算をとってやらなくては

だめです。例えば、平成 15 年からずっと議論してきたとして、各地域に発電機の１台でも用意

をしてきたかということです。例えば、これから見直す計画の中にどういったものを持ってく

るかわからないけれども、何かあったときにやはり計画的に、財政的な問題がどうのこうのと

いう以前に年間 500 万円なら 500 万円という防災の予算を取るのだと、その中でいろんなこと

をやっていくのだという、それがまずなかったら始まらないと思います。ましてや行政がそう

いった動き方をすれば回りの企業の協力なんかも得ながら、例えばそこそこの地域の自主防災

の活性化にもつながっていくかもしれない。これは口と頭だけで考えても多分動かないです。

国が示してくる、道が示してくる、そういったものを基準に白老のまちも考えましょうなんて

やっていたら、確かにそれが必要なのかもしれないけれども、やはりまちはまちなりに大体の

今のそういった基準や何かも今示しているのだから、大体高台どこどこに逃げなければならな

いというのはわかってくるだろうし、ましてやこれから高齢化社会が進んでくる中で津波が来

るまで 40 分、今の 70 歳、80 歳の本当に体の不自由なおばあちゃんたちは逃げられないです。

例えば、近くにある病院すべて 10 メートルもきたらなくなるかもしれないような病院かもしれ

ないけど、それでもそこに逃げなければ、少しの可能性でも考えなかったら、そういうことを

やはりやっていかなかったら私はだめだと思うのです。みんながみんなあそこに逃げればいい

のだと言ってみんながそこに逃げられるわけではないのです。私は思うのです。だから、萩野

なんか、私は地元が萩野だから、萩野前浜地区はずっと低いでしょう。逃げるといったら生田
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医院しかないのです。一番高い建物といったら。あそこにやはり一時避難だとか、そういう地

域は地域の中で考えていかなかったらならないです。そういう事情があるから、今回のこうい

った防災計画の見直しをつくるのはいいのだけれども、本当にどこまで本腰を入れて真剣につ

くっていくのかということが一番試されているのではないかと私は思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） これまでの防災の取り組み不足に対するちょっと厳しいご意

見だったと思います。その部分は謙虚に私ども受けとめたいと思います。 

最後のほうで、ちょっと一時避難場所、特に高齢者等の対応という部分で、ある程度高さの

ある建物というご意見だと思います。ここの部分は津波の高さをどのぐらい想定するかによっ

てどういう場所を選定するかということですけれども、現に４階建ての場所として、３階、４

階の建物ですとリハビリテーションセンターとかあります。また、新築建てかえということで

ございますので、そういう建物についてはちょっと一時避難所として協力いただけないかどう

か、これは相談しながら決めていきたいと思います。特に一時避難場所については、ご指摘の

高齢者等の要支援者といいますか、災害弱者の対応、ここの部分は基本的には行政がそれを案

内するという形になりません。やはり地域の、町内会の皆さん方にいろいろやっていただく部

分があると思いますので、この一時避難場所、またその経路、方法については町内会とも十分

相談、議論しながら地域の中でそういう仕組みづくり、今回は一応減災という部分でのソフト

対策を重点に組み立てていきたいと考えております。それでご理解いただきたいと思います。 

また、必要な予算措置、それについても実際、では一時避難場所を決めても、それに行く経

路としての高台でしたらいろいろ階段だとか、あるいは車路だとか、先日の議会でもご指摘の

あった萩の里の周辺の道路整備、そういうことも含めて検討しなければならないかと思います。

また、避難所に必要とされる物資の関係、これも今回の中でも一部反省がありますので、そう

いうものの必要な予算については、この見直し作業と合わせて検討し、やはり実際 24 年度以降

の予算の中で反映させていきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 氏家です。私はやはり計画的に、一度になんてできないのだから、

計画的にやはりそういった予算をつくりながら、そして一つ一つ進んでいくということが大事

だと思います。今回の東北関東ぐらいのああいったものを想定しながら、もし防災計画を進め

るのであれば、例えば本当に行政の手が届くまでの、最初は３日と昔よく言われていましたね。

３日もあれば例えば一時避難した後に行政の手が届いたり自衛隊の手が届いたりして物資が届

くのだみたいな話だけど、今回はそんなものではないですね。ああいうのを見るとやはり自治

体、各町内会とは言わないけれども地域単位でも、例えば緊急時の飯ごう炊飯を用意するだと

か、そういったこともやはり常備として考えなくてはいけないのかもしれないし、辻生活福祉

部長が先ほど言ったけど、行政がすべて手をつけて、例えば地域の避難場所はここだとかいう

のではなくて、やはり一番大事なのは地域のコミュニケーションの取り方なのだと思うのです。

そういったコミュニケーションの中で、例えばそこのおじいちゃん、おばあちゃん行くよとい
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う声がそこで掛かったり、そこを行政が主導してしまうとなかなか難しいところもあるかもし

れないけれども、仕掛け役になってしっかりその辺を進めてもらいたいと思います。あと高台

の部分の車路の整備だとかそういったものも、やはり一つは計画的な防災予算、そういったも

のをまちでつくることで、ことしはここをやろう来年はあそこに手をつけようだとかというこ

とができるようになるので、ぜひそういった予算の取り組み、そういったところにも力を入れ

て計画的にやってもらいたいと私は思います。 

○議長（堀部登志雄君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 詳細を辻生活福祉部長のほうから説明させていただきます

が、１点だけ。現在の自主防災組織で多くの出前講座等でお願いし、やはりそれぞれ地域ぐる

みでということは平常時の私ども公的な仕事の一つとしてとらえて、土日等も含めて現在精力

的に進めておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 計画的にその防災のためのいろいろな検討と合わせ予算どり

をしていかなくてはならないと。当然、そういうことかと思います。単に見直しだけではなく

て、実際の実行力のある、そういうような新整備。ただ、財源的な兼ね合いもありますので、

ここの部分はちょっとお話があったように、計画的にそういうものを立てながら、当然検討し

ていかなければならないと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） 実は、萩野前浜３区には障がい者の住宅がありまして、それは海のす

ぐそばなのです。海抜４メートルかその程度のところで、それで約８世帯、10 人ぐらい夫婦も

住んでおりまして、これは地震、津波のたびに町内会ももちろんですけど、行政のほうが来て

避難させたりしているのです。過去にも、低気圧のときには全部石が入ってしまって大変な目

に遭ったことがあるのですけれども、例えばそういうのもぜひ内陸のほうに移動、転居するよ

うな方策はとれないのかと。新しい住宅を建てるのが一番いいのですけど、そうでなくても何

とか内陸に入って、その都度そういう恐怖にならないようなことをぜひやってもらいたいと、

こんなふうに思うのですがいかがですか。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○辻生活福祉部長（辻 昌秀君） 萩野の身障者住宅、高潮の心配があるとき、あるいは今回

の津波警報が発令されたとき、毎回寿幸園とかリハビリのほうに協力いただきながら避難して

いただいております。そういうような部分で、ここの部分どうするのかです。それは公営住宅

等の施設整備計画にもかかわってきますので、関連した検討事項として、ここの部分はちょっ

と検討できないか考えたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。今回のこれは地域防災計画の見直しですね。とい

うことは、被災者支援の体制、支援づくりというのはこの中に入ってこないのかどうなのかと

いうことが１点なのです。 
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○議長（堀部登志雄君） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 当然、それらについても現行でもうたわれておりますし、

これは災害復旧やそういった罹災者の対策だとか、ういったものについても現行でもうたわれ

ておりますので、ここら辺についてさらに中身の見直しを進めたいと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 参考までに申し上げておきますけれども、今回補正予算の、先ほど

説明があったのですけど、クラウド化をしていくということで基本的な台帳だとかいろんな管

理システム、基本的な町民のそういったものをある程度民間企業にお願いをして、ある程度基

本的なものはあると思うのですが、今回庁舎ごと流されたとかそういったことを含めて、今地

震があった東北地方もそうなのですが、全国的に被災者支援システムをつくっているのです。

これはどういうことかというと、被災状況を全部一つのデータに入れると、そしてその中で仮

設住宅の入居手続きだとか緊急物資、先ほど言っていました物資のいろんな管理だとか、それ

から義援金の支給もかなり遅れています。これは基本的な台帳がないとか、被災状況がわから

ない、把握できないということが原因になっていますね。そういったことの把握、それから先

ほど言っていたようにそれを証明するための罹災証明書の発行等を一つのデータに全部入れて

いると。それは兵庫県の地震で職員がつくったことが、それが今全国的にそういったものがす

ごく利便性があるということと、余りお金をかけないでできるということと、それからそれが

全部罹災証明書というのは何か３つの課にまたがるのですね。ですから、このデータ一つです

ぐ出すことができるという、そういった利便性がすごくあるということで今全国的にこの見直

しがされているのです。だから、今後この計画の見直しの中で、そういったデータをしっかり

受けながら本当に白老町にとってのそういったデータベース化をしていくということが必要で

はないかというふうに思いますので、そういう検討をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄） 中村生活環境課参事。 

○生活環境課参事（中村英二君） 今おっしゃっている兵庫県の事例については情報を私ども

もいただいておりまして、こういったものに向けてまた検討していきたいですし、そういった

視点で計画の中の検討に加えたいと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 今この見直しの方針についてご説明しているだけで、個々のいろい

ろな意見というのはこんな 30 分や１時間でできる問題ではないのです。大事なことは、連合町

内会やいろいろなところで相談もし、そしてそれを議会で説明をするだけではなく、そちらの

ほうの考え方もまとめ、議会は議会なりの、一日かかるか二日かかるかわかりませんけれども

きちんとやることが大切だと。今この何十分の間にこうだああだ意見を言ってもしようがない、

こんな小さな話。もっと大きくきちんと時間をとってやるべきです。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 同じような意見なので余り言いにくくなったのですけど。ひと言だけ

要望なのですけど、今６月の定例会においては７号議案で生活環境課から防災関係の部がかわ
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るわけですね。これを見ますと、きょうの説明をお聞きすると危機管理体制と初動体制をさら

に強固なものにしていくのだと、こういうことでございますので、はっきり平成 24 年について

は予算だてもきっちり行っていただいて、そういう体制を取るということを、前と変わらない

のだったら何も部をかわる必要がないわけですから、これはしっかりとやっていただくように

理事者のほうにも提言をしていただきたいと、このように思うわけでございます。 

それともう１点、先ほど氏家議員のほうから出ておりましたけれども、我々建設厚生常任委

員会は自主防災組織の先進地見てまいりました。国の自主防災の訓練などは本当に意味がない

のだというのは話が各地で出てございました。その先進地の話。やはり独特のその地域に合っ

た自主防災の訓練が必要だというのを我々目と耳ではっきり見てきておりますので、できれば

その担当の方々もそういうところに行って、やはり勉強していただいて反映させていただけれ

ばありがたいと、このように感じております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 方針の１枚目に段階的に急ぐもの、そしてきちんと国、道か

らのデータをもとに見直しをするもの、そういう部分で段階的には今この作業を進めるという

ことで書いております。取り急ぎ、急がなくてはならないもの、防災マップの見直し等、町民

の方に伝える部分も含めて必要な予算を、場合によっては補正も含めて議会のほうにお示しを

して、できるものから順次やっていくと、そういう姿勢の中で予算化、この防災関係を進めて

いきたいと思います。 

あと、先進地視察等の部分ですけれども、私どもの担当者１名ふえておりますので、こうい

う事前のいろいろなやはり専門的な分野ですので情報収集というのは大事でございます。そう

いう部分では来週から早速神戸のほうに研修にも行くと、そういうような段取りをしておりま

して、そのための旅費を今回補正で計上させていただきたいということで提案をしております

ので、そういう部分もしっかりやっていきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 地域防災計画の見直し方針ということで全員協議会でございます。

この東日本大震災の結果を受けて、国を挙げて防災対策の見直しがされるのだろうというぐあ

いに私も理解しているところでございます。きょうの３ページのスケジュール表にもあります

けれども、今月から平成 24 年度までの工程が書かれていますので、この段階で議会としてもこ

れについては大いに関心を持ってきちんと見直しの中に皆さんの考えも入れていくように、今

後それぞれの機関で議会として議論をして、防災担当との連携を取りながら立派な防災計画を

立てていくべきだと思いますので、そういうつもりで今後我々議会もやっていきたいと思いま

す。きょうの協議会についてはこの程度でとどめてとめてよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは以上をもちまして全員協議会を終了いたします。 

（午後 ０時０１分） 


