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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年 １月２７日（金曜日） 

開  会  午後 ３時００分 

閉  会  午後 ４時５１分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．白老町水道ビジョンについて 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田 祐 子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君      議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    白 崎 浩 司 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     上 下 水 道 課 長    須 田 健 一 君 

     上下水道課主幹    杉 本 道 彦 君 

     上下水道課主幹    斉 藤 誠 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（西田祐子君） ただいまより建設厚生常任委員会を始めさせていただきます。  

（午後 ３時００分）  

                                         

○委員長（西田祐子君） 本日の所管事務調査は白老町水道ビジョンについてですが、最初に、

１月 21 日から 22 日にかけての森野地区の大雪によります断水のことにつきましてのご説明を

受けたいと思います。  

白崎副町長。  

○副町長（白崎浩司君） それでは、この時間をお借りいたしまして、私のほうから資料を配

付させていただいておりますが、その資料に基づきまして説明をいたします。  

先週 21 日土曜日から翌 22 日日曜日にかけての大雪に伴う断水と町道の除雪についてご説明

申し上げます。初めに、22 日日曜日、午後６時から翌 23 日の午前 6 時まで、12 時間にわたり

断水し、上水道が使用できない状況に陥ったことは、議員の皆様、そして町民の皆様に大変な

ご迷惑とご心配をおかけしました。心からお詫び申し上げます。 

まず、このたびの降雪量についてご説明いたします。21 日土曜日、午後１時から胆振中部を

中心に発達した低気圧の影響で、森野地区でひと晩の降雪量が 1.2 メートル、竹浦飛生地区で

１メートル、北吉原バーデン地区で 42 センチ、その他市街地で 10 センチから 18 センチの降雪

量があり、森野地区では１月の観測史上第１位の記録的な豪雪に見舞われました。このような

状況から、白老浄水場の水源を確保している森野取水場では 22 日未明から激しい降雪となり、

取水河川である毛白老川において積もった雪が水を吸い込むという現象が生じ、水の流れをと

めてしまったため、通常１時間当たり 230 トンの取水が、23 分の間に 13 トンまで急激に低下

する異常事態に陥ったところであります。 

この事態と平行して、午前５時 43 分に職員の携帯電話に警報が入り、直ちに現場での指示

を行う一方、河川内の除雪と水源の確保作業を行ったところであります。作業開始後、取水量

が 30 トン前後まで回復したものの通常量までには至らないこと、使用量が 150 トン前後である

ことなどから、やむなく 22 日午後６時から白老地区西側の川沿地区から東側の若草地区、いわ

ゆる白老鉄北地域と日の出町の一部、さらには社台全域の 2,500 世帯を断水としたところであ

ります。断水地域を最小限にすべく通常時、白老浄水場が担う北吉原鉄南、萩野の一部、石山、

白老鉄南地域を虎杖浜第２浄水場の水を配水しましたが、これ以上の地域を補うことができず、

残念ながら断水措置を講じたところであります。断水から徐々に貯水量の増加と除雪作業の効

果から取水量が 135 トンまで回復したことから、翌 23 日午前６時に断水を解除したところでご

ざいます。また、取水口から河川上流約 600 メートルまで水源を確保する除雪作業と河川水の

シャーベットを取り除く作業を続け、同日午前９時 45 分にすべての作業を完了したところであ

ります。 

今後の対策としては、取水量の警報数値をさらに安全側の基準値に変更することや、虎杖浜
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浄水場からの配水地域の拡大の検討、さらには、白老浄水場の能力を高めるなどの施設整備の

対策と、町民の皆様に対しては断水情報の提供や断水時間、水の確保などについてその手法な

どを検討してまいりたいと考えております。 

一方、除雪につきましては、21 日午後 10 時から職員によるパトロールを行い、翌 22 日午前

３時から全路線の除雪作業を開始し、同日午後６時に作業を完了したところであります。しか

しながら、翌 23 日には暖気の影響で路面がシャーベット状となり、車輌や歩行者の通行に支障

を来すことから、再度除雪作業を実施したところであります。 

また、農業被害としては、現在調査中でありますが、白老地区（森野・極東方面）において

は、牛舎や倉庫の計 11 棟とアスパラ栽培などのビニールハウス６棟、飛生地区においては、倉

庫４棟及びしいたけ栽培のハウス３棟など、雪の重みで倒壊しましたが、家畜や農産物に大き

な被害はない状況でございます。 

以上、私から大雪による断水と除雪について経過説明させていただきましたが、今後の議会

においては、町長から行政報告をいたしますとともに、水道事業及び除雪費用については補正

予算を提案したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上、雑駁ではございますけれども、私のほうから概要を説明させていただきました。 

○委員長（西田祐子君） 須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、私のほうから引き続き大雪による断水及び取水施

設の除雪作業等の対応経過について、時系列的にご説明をさせていただきたいと思います。  

お手元のほうに資料お渡ししてございますが、その資料に基づいて説明させていただきたい

と思います。きょう現在の浄水場の運転状況についてご説明させていただきます。けさ８時現

在でございますが、着水水量については１時間当たり 230 トン、おおむね通常ベースに着水水

量は戻ってございます。配水池の水量につきましても、水位が 3.1 メートルということで、ほ

ぼ通常時に回復している状況にございます。また、森野取水場の川の状況でございますが、午

前中確認をしまして、10 時に報告をいただいて、こちらのほうで維持管理している者から報告

を受けてございますが、状況としては通常の川の状況には、100%は戻っておりませんが、ほぼ

川の流れは順調に水がきているということで、この２、３日の寒さによって、取水口にごみ等

が入り込まないようにネットをかぶせてございますが、そのネットが凍りつくということで、

ネットの氷の除去作業を行って、現在順調に水が入ってきている状況でございます。 

それでは、資料に基づいて説明していきます。資料１でございますが、これは位置図でござ

います。場所がわからない方がいらっしゃるかと思いますが、簡単にご説明いたします。白老

浄水場については、市街地から７キロほど上流のところに、武田牧場さんの右手上側に浄水場

がございます。問題のあった取水場につきましては、浄水場から約４キロほど上流の御料地橋

の手前から林道に入っていく場所がありますが、そこから入っていった毛白老川のところに取

水施設がございます。 

次に、資料２の写真がついてございますが、その写真につきましては左側上部、上のほうが

１月 22 日の取水場の堰堤のところの作業前の状況でございます。一面が雪に覆われている状況
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になってございます。右側の上部のほうが堰堤から上流部の部分を写した写真になりまして、

川が一面雪に覆われているという状況でございます。下、左、右がそれぞれ作業を終えて、川

の水がきて回復している状況になった写真でございます。当時は、私どもが行って確認した川

の状況は上部のほうに示しているような状況になっていたということでございます。 

次に、資料３のほうについて説明をさせていただきます。時系列的に説明いたします。５時

43 分に、白老浄水場の着水水量に異常があるということ警報が、私と担当のほうに入ってきて

ございます。警報の設定値は 180 トンに設定してございますので、時間 180 トンを下回った時

点で私どものほうに警報が入るということになってございます。その警報を受けて杉本主幹が

携帯電話で役場のシステムをインターネットで実際に数量等のデータがどうなっているかの確

認をしたところ、その時点で着水水量が時間当たり 138 トンということで、さらに下がってい

るということで、私のほうにその旨一報をいただいて、杉本主幹と維持管理している白老振興

公社、それから私ということで現場のほうへそれぞれ出向いているということでございます。

その途中に白老浄水場の除雪の要請をしてございます。 

実際に白老浄水場への到着は、道道等の雪の状況から午前７時半になりまして、７時半に到

着した施設の状況でございますが、運転状況は着水水量が低下しているため、水をつくる能力

が大幅に低下している現状にありました。そのときの着水水量は時間当たり 20 立方メートルと

いうことで 20 トン、配水池は３メートルということになってございます。直ちにその原因であ

る取水施設の確認と作業に出向くために、まず浄水場の施設の積雪が 60 センチメートルほどあ

りましたので、車の運転、それらを出すためにまず除雪作業に当たったということでございま

す。除雪作業している間に上下水道課の職員を全員招集してございます。上下水道課の職員集

まって、浄水場の除雪の完了が午前９時半になりまして、それから取水場のほうに向かったと

いうことでございます。 

森野取水場に到着しまして、写真で見ていただいたとおり、施設周辺は約１メートルの雪で

覆われておりまして、取水堰も雪で川面が全く見えない。また、一部を掘りますと川の流れが

ないことを確認してございます。確認した以後、すぐに取水堰の除雪作業を開始したところで

ございます。なお、開始後、全く川が流れていないことから配水池等の余裕がなくなりますの

で、すぐに給水区域エリアの区域がえ作業をするために私と３名の職員で除雪作業から給水区

域がえ、その他の準備のため役場のほうに戻ってございます。残った者については引き続き除

雪作業を進めていたということでございます。戻りまして、12 時から準備をしまして、給水区

域のエリアがえ作業を早急に始めてございます。その時点で着水水量はゼロという状況になっ

てございました。 

次に、職員の疲れから作業能力が落ちてくるというのもありまして、ただちに町内業者へ作

業要請を行って、３時に 17 名の作業員の協力をいただきまして、現場での作業を引き続き行っ

たところであります。その後、作業を継続してもなおかつ着水水量の増加がなかなか見込めな

いということで、午後５時に、着水水量の回復が見込めないことから、今後断水等の準備に備

えて、事業者を除いて、事業者の指示をする者を数名残しまして、課の職員については、断水
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等の準備に当たるということで課へ戻ってございます。 

その後５時半に配水池の水位が危険水位 60 センチメートルを切ったため、虎杖浜第２浄水

場の水を白老地区へ給水する水の切りかえが終了後、断水を行うことということで決めたわけ

でございます。それ以後、給水の準備で、給水は消防本部から給水袋で町民の要求にこたえる

ため準備などを進めていたところです。なお、17 時 50 分に防災無線により断水エリアの区域

に対して、住民周知を行ったところでございます。それで、住民周知を行った断水のエリア、

大変申しわけございませんが、右手後部に、ボードに図面を貼らせていただいてございますが、

赤い部分で塗ったところのエリアが、今回断水になったエリアということで、白老鉄北地区と

日の出町の一部と社台地区ということになりますが、そこに防災無線で住民周知を行うと。そ

れとあわせて断水エリアの飲食店、大きく事業に影響を及ぼす飲食店等と関係の町内会長に電

話でその旨をご連絡したところでございます。17 時 50 分に給水エリアの切りかえ作業が終了

したことから、北吉原、萩野、石山、白老の鉄南地区、およそ 3,900 世帯の区域がえを終えた

ことから、６時断水ということになったわけでございます。 

その後も当然取水場の現場の状況としては除雪をしていって、上流部から少しずつシャーベ

ット、雪に水が混じったものがどんどんどんどん取水堰に集まってきますので、それらを手作

業で除去するという作業を継続していたということでございます。その時点でもなかなか着水

水量の増加が見込めないことから、建設協会に作業協力をお願いして、さらに体制を強化して

対応当たることとしたわけでございます。 

なお、７時には苫小牧保健室、昔は苫小牧保健所になります。その環境衛生課のほうに状況

の一報を入れてございます。 

次に、午後９時に虎杖浜第２浄水場の水を今回の白老浄水場区域に使いましたので、第２浄

水場の配水が厳しくなるということで、さらに虎杖浜第２浄水場の竹浦の一部を、虎杖浜第１

浄水場に切りかえる作業を行って、できるだけ後の問題が起こらないような対応を取ってござ

います。 

 その後、作業員が 23 時に交代完了して対応に当たってございましたが、翌 23 日の０時現在

で着水水量が 81 立方メートルということで、かなり状況としては水がくる状況が、この時点で

生まれてきてございます。それから、３時に着水水量が時間当たり 128 トンということで、か

なり上昇してきたということで、３時の段階でこの先解除のめどはいつかということで協議を

しまして、午前５時から午前６時を断水解除の目標として、次の作業に当たったわけでござい

ます。その後５時に浄水場の閉めた配水池のバルブを解除してございます。これによって新ウ

トカンベツ橋のバルブのところまで水が通水になったということで、実質、字白老、緑町、恵

和園等につきましては、この時点で水が使える状態になったのかなというふうに思ってござい

ます。その間、水が満水になったことを確認しまして、ウトカンベツ橋のバルブを５時半に開

けてございます。そこで通水を始めまして、社台までの水がおおむね６時完了ということで、

最終的に断水解除を６時ということにしてございます。この時の取水からきている着水量につ

いては、時間当たり 147 トン、配水池も 1.33 メートルということで上向きになってきている状
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況になってございました。その後も、若干シャーベット状が来ますので、作業を継続いたしま

して、９時の段階で着水水量が約 160 トンきてございまして、シャーベットの流れている状況

も含めて９時 45 分には、森野の取水場の除雪作業を終了してございます。 

その後の作業でございますが、23 日の 11 時、午前中に給水区域がえの解除を行っておりま

す。これにつきましては白老駅から東側鉄南地区の部分を先に解除して、順番に区域がえを戻

していってございます。なお、１時に給水区域がえの解除を石山工業団地の部分まで終えまし

て、一応断水の今後の心配がないということを確認いたしまして、４時 30 分に今までの作業を

終息するということにしてございます。24 日に残りの石山、萩野、北吉原地区を夕方に区域が

えの解除を行ってございます。なお、１月 25 日には断水区域内にお詫びの文書を発送したとこ

ろでございます。 

これが一連の流れでございます。その間に苦情等の問い合わせでございますが、電話等の対

応については１月 22 日の断水後 23 日５時 15 分までの間に約 750 件、電話対応を行ってござい

ます。給水袋の、町のほうで配達した件数が 50 件、給水袋を取りに来ていただいた方が 80 件

ということで、合計 130 件水を提供してございます。水は約 3.9 トン、10 リットルの袋ですの

で 390 袋ということになってございます。 

今回の作業に要した費用でございますが、先ほど補正というお話が副町長のほうからござい

ましたので、作業に要した費用は職員の時間外が約 34 万円、作業委託、これが 66 万 2,000 円、

作業していただいた方の人数は総勢で、役場を除いて委託業者 37 名ということになってござい

ます。合計 100 万 2,000 円の補正になる予定でございます。 

それと、今お話ししたことが、グラフで見ていただいたらわかりやすいかということで最後

にグラフをつけてございます。このグラフは、私どもが日常管理しているリアルタイムで、上

下水道課で確認できる事項になってございます。赤が着水水量のグラフ、緑色が配水池の水位

のグラフ、青色が配水量のグラフということになってございます。それぞれ吹き出しがついて

ございますが、配水池の最大水位が３メートル 27 センチ、警報前あったわけでございますが、

これが一気に落ちているのがグラフで分かろうかと思います。着水水量も大体６時前にはどん

と下まで落ちていると。一気に水がとまったということがこれで現われているのです。そうい

う異常事態が起きたということでございます。それ以後、多少上がったり下がったりして、ど

んどん落ちていったと。午前中 10 時半過ぎから除雪作業を行ってございますが、なかなか上が

ってこないと。多少上がったりしてございますが、また落ちるということで安定してこない。

これをずっと繰り返していって、朝の０時ころからようやく順調に水がきたということで、斜

めに赤い線が上がってきているかと思いますが、着水水量が順調に、水がきているということ

でございます。青い線は配水ですから、皆さんの家庭に配っている水の動きをあらわすもので、

途中２時 30 分ころから区域がえの効果が多少でまして、若干配水のカバーができてございます。

ただ、全体的にカバーできずに６時に断水ということで、その間、ずっと朝６時まで切れてい

ます。若干上がってございますが、６時に通所して配水の動きが出ているということです。緑

色も夜６時を境に断水して、少しずつ配水池の水位が上がってきているということです。断水
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解除した後は水が当然使われますので、なかなか配水池の水位は上がらない状況ですが、この

後夜間になって使用量減りますので、どんどんどんどん配水池の水位が上がっていって、今現

在もとの状況に戻っていっているという状況でございます。このような状況の中で見ていただ

ければわかろうかと思いますので添付させていただきました。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（西田祐子君） ご苦労さまでした。この件につきまして、委員の皆様方から何かご

質問なりございますでしょうか。特にございませんか。  

及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。室蘭民報かな、ゲリラ豪雨、私もあそこで生まれて育って

いるのですが、１日で１メートル以上も降るというのは、子供のころからそのようなことがあ

ったかなというくらい、多分、そのような状況だったのかと思っているのです。私もこのとき

に水道課のほうに電話をしたのですが、何かつながらなくて、いろいろやっているなというこ

とで、直接部長のほうへ電話をさせてもらったのですが、状況を聞いてわかりました。ただ、

この対策、この時代に、非常に気候の変動が激しいことが、この雨も、雪もそうですが、出て

くるのです。そういった対応の中で、今回のような状況の中では、屋根をつけてはどうかとい

うのを、つけられないものかという考えでいたのですが、検討も含めてどのような状況になっ

ているのかということと、町民の皆さんの苦情が 750 件、かなりの問い合わせがあったという

ふうに言っているのですが、私も今回水が大事だと思ったのは、断水して初めて、トイレが使

えないとか、いろいろな不便なことが出てくるのです。これがたまたま夜だったので、それほ

ど不便を感じなかったのですが、これが１日２日となると、大変なことだと、本当に身につま

された事件でした。そのようなことも含めて、町民への対応の中で非常に厳しい対応がなかっ

たのかどうか、さきの点と一緒にお聞きしたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） １点目の川に屋根をかけて雪が降っても、その辺防げないか

という部分でございます。河川ということで河川法という法律が適用されます。それで、この

法律から、そのような工作物はつくれないという縛りがございます。全国どこへ行っても、思

い浮かべていただければ想像できるかと思いますが、河川工作物というのはなかなか許可が厳

しくて、それは水害時、大きな雨が降ったときに流れを阻害するということもあって、なかな

か河川に構造物、仮設というのはいいのですが、よく白老川で牛肉まつりを開催するときに、

ある程度のもの、ベンチを置いたりなんだりということも、よく言われるのですが、そのよう

な法律というもので縛られていて、そういうものは設置できないという状況にあります。特に

屋根をということになると、河川断面からいくと３倍の断面をつくらなければいけないという、

逆に大きなものをつくらなければだめだという、そのような問題も出てきます。ですから道路

の橋を架けるにあたっても、それだけ余裕ある断面をつくらないと橋も簡単に架けられないと、

そういう河川法、河川構造令というのがあるのですが、そういう部分で縛りがあります。です

ので、どこの自治体さんも、上水は河川の水を引くというケースで水は取っていると思うので
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すが、そのような屋根を架けるのではなくて堰をつくって水を取れるように工夫していくとい

う状況です。相当水量が多いところは、このようなことは余りないかもしれませんが、230 ト

ンが今回取れなかったという部分は、現実的にはありました。  

それから、２点目のクレーム関係で、確かにお電話をいただいた分で、私も実際取ったり、

対応したりしているところなのですが、大変厳しいお叱りの電話もあったことは事実です。事

情を説明した中で、白老市街地は大体 12 センチから多いところで 15 センチ、16 センチなもの

ですから、森野で大雪と言っても皆さん最初わかってくれなくて、１メートル水を取っている

ところに降りましたと言ったら、逆に、早く復旧するように頑張れという声もありました。た

だ、お子さんがいる家庭、ミルクを沸かすための水が必要だ。あるいは高齢者がいる方も水が

必要だというところはこちらから配達して対応していったという状況にございます。課長のほ

うからありましたが、今まで経験にない中で水を取りに来てくれたというところのご家庭が、

先ほどお示しした数値でありましたけれども、これは今までにない経験で、配達するというお

話もしたのですが、行くからということで、お子さんともども役場まで来て水を受け取ってく

れた家庭もございました。 

以上内容はそのような状況です。  

○委員長（西田祐子君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 補足させていただきますが、先ほどの屋根の件なのですが、

今回のケースでいきますと、川の上流部からずっと水がきておりませんので、取水施設に屋根

をかけても、基本的には水がきませんので、逆に言うとシャーベットを除去したり何かの作業

の弊害になるので、ないほうがいいのかなというふうに私どもは考えていたのですが、今回も

このようなことになるというのは、川がなくなるということは想像していなかったことなので

すが、実際には川がなくなったと。それで、取水堰から 600 メートルくらい先まで除雪作業行

って、水を探したのです。それで、水を探して、水がきたときには早く流れるようにというこ

とをやったと。取水堰から５、60 メートル上に砂防ダムがございます。砂防ダムが雪で完全に

水がきていません。そこの除雪も終えて、次の砂防ダムの上流部まで除雪作業を明るい時間に

やったということです。そこまでもずっと行ったときに、まだ当初除雪で水を探したときには、

本当にちょろちょろの状況で水が全く来ていなかったという状況なのです。  

 そのような状況を踏まえた中で、今後どのように検討したらいいか、予備の水の確保という

ことも考えなければいけないのかというふうに考えています。  

それで、結局夜間になったので、雪崩の音もしていましたし、現場からそのような情報も入

っていましたので、夜間にさらに上流部まで除雪作業をするのは危険ということで、手前のほ

うで流れてくるシャーベットをよけて、よけて、水が入ってくるようにしていたというのが、

作業の大まかな現状でございます。  

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんでご質問のある方はいませんか。  

広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。まず、大前提に、今回の原因である雪の量が記録的で
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あったこと、非常に突発的であり、ましてやこういった状況に陥ってからの町職員の対応等が、

私も目にしまして、十分に理解しているつもりでいます。その前提の上には立っているのです

が、２点にわたってご質問します。  

まず、今回のこの対応というよりも、この断水の情報の周知についてです。恐らくここでも、

相当電話が鳴りやまない状況が長時間にわたってずっと続いて、本当におにぎり１個食べるに

も１時間もかかるような、それくらい対応に追われていたというのは、私も認識しています。

ただ、具体的に上がったのは、恐らく高層階の、美園団地だとかそちらのほうへの情報の周知

が非常に厳しかったのではないかというふうに伺っていますが、このあたりはどうだったか。

もう把握はされていると思うのですが、午後６時に断水ということで、その時点で帰宅してい

ない家庭が相当数あったということで、それが余計に苦情となって、町職員の対応も追われる

ことになった部分があると思うのです。それで、６時後に、例えば７時や８時に、今取水口の

除雪を始めているところだとか、状況を報告することができなかったかどうか。特に夜遅くな

るので、７時８時の段階でそのような情報の提供が可能であったかどうかをご質問します。  

あと、やはり、これ私は理解もしているのですが、断水の周知が 17 時 50 分、断水開始予定

10 分前というふうになっていると思います。これは、恐らく断水しますということを情報提供

すると一気に水の確保に住民が走るために配水池の維持が不可能になってしまうという状況か

らだとは認識していますが、恐らく住民の側からするともっと早く言ってほしかったというの

がどうしても出ると思うのです。そのあたりをきちんと説明する責任を私たちもあるのかなと

思っているので、そのあたりを詳しく教えていただきたいと思います。 

最後、作業要請、恐らく今時系列で整理していただいて、10 時半に通常の調達で到着。施設

の状況確認の中で恐らくイメージしていた以上の、非常に厳しい状況であるというのは経験の

中で十分に判断されただろうというふうに考えています。そこで、実際に設備業者へ作業要請

がかかるのは 14 時になっています。このあたり予算との兼ね合いもあって、いろいろとせめぎ

合いの中で決断したのだと思うのですが、このあたりの時間について詳しく説明いただければ

と思っています。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 今４点ほどご質問あったかと思いますが、何点かは一緒に合

わせて説明をさせていただくことになろうかと思います。  

まず、断水の情報の周知でございますが、その前に、私どものほうの断水情報、いつ出すか

という決断の考え方について、当時のことをお話しさせていただきたいと思います。私どもの

ほうは、できるだけ断水時間は短くしたいということで、できれば断水をさせたくないという

ことで作業に当たるということを考えて行ってございます。その中で、確かに今回のケースに

ついては、断水は避けられないだろうという判断は、あらかじめ早目にできたかと思います。

ただ、その場合、断水をする情報を流しますと、今回の場合断水解除のめどが、断水をする、

断水情報を流す過程ではしまいが見えていませんので、どれだけの水を貯めればいいのか、住
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民の皆さんも我慢すればいいのか、貯めなければいけないのか、いろいろ選択になろうかと思

います。今回のケースですと、お風呂やいろいろなことを一度に行われますと、配水池の配水

量が一気に低下してしまうということがありまして、その判断をしながら、我々断水の情報、

それらを含めて出していくということにさせていただいています。それで、10 分前ということ

でございますが、今言ったお話の中で、配水池をぎりぎりまで我慢して水を供給したというこ

とがあって、早目に断水をすると配水施設が空になってしまう可能性がございます。空になる

と水がこないだけの原因ではなく、エアの問題だとかいろいろな問題で回復させるために時間

を多く要するということで、大変申しわけないのですが、ぎりぎりの判断の中で断水と。突然

起こった状態と同じ状態で情報を提供させていただいたというのが現状でございます。これに

つきましては、確かにいろいろ問題がないとは思ってございません。早目に断水をかけて長時

間になっても、そのほうがいいということであれば、そのような形も取れるということも考え

られますし、やはり断水時間は短いほうがいいということがあろうかと思います。ただ、ご商

売をされていたり、水で大きく被害が出たりする方がたくさんいらっしゃいますので、我々と

してはできるだけ断水時間を短くするということの中では、情報の提供としては、やはりぎり

ぎりにさせていただかざるを得ないのかなというのは、今考えているところではございます。

この辺も含めて今後考えていきたいなということで思っています。  

作業員の作業要請でございますが、この辺につきましては作業していった中で、我々も初め

ての経験だったので、職員でできるのではないかということで取りかかったのが先です。１時

間くらい作業をしまして、これはだめだということで私すぐに戻りまして、そういった準備に

入ったということでございます。その後も作業協力を求めて行く中では、夜間にも入りますし、

現場での状況で、作業員の人数も一度にたくさんいても作業にならないと。川に入ってある一

定のところで作業をやりますので、30 人、40 人いても、交代で休みながら順番にやるというこ

とはできますが、それらも余り現場の状況としては必要ないということで、最低限必要な人間

で交代して作業を進めていったということです。ですから、その辺は状況を判断しながらお願

いしていったということでございます。ただ、自然相手ですから、この辺については、もしか

するともっと違った要請とかもあったかもしれませんが、これは今終わってしまっての反省と

かも含めた中での結果になろうかなということでございます。 

あとは、夜、再度断水の情報を提供することが可能だったのかどうかということでございま

すが、基本的には可能だと思います。ただ、その検討は一応しましたが、どんどん入ってくる

情報の中で防災無線が聞こえないという情報でございましたから、防災無線で再度流しても、

多分聞こえない。広報車で出ても、多分家の中では聞こえないだろうという判断の中で、再度、

何回かの広報は現実しなかったというのが実情でございます。 

以上でございます。 

○委員長（西田祐子君） 広地副委員長。  

○副委員長（広地紀彰君） 大前提に、なるべく断水を短くしたいという前提の上で判断した

というのは十分に理解しました。ただ、やはり情報の周知、これは今回に限らず、防災無線は
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聞こえないということは、大変大きな課題になると思いますので、このあたり。たしか消防の

サイレンと連動して運用するだとかあると思うのです。これを教訓にして、周知徹底できる方

法、全部ができると私も考えていません。ただ、周知できる方法を徹底することが、役場の機

能、相当大変だったと思うのです。一生懸命機能しなければいけないことを、相当電話対応に

追われるような状況で、部長を含めて全員が電話対応に追われるような状況で、恐らく必要な

指令機関として、機能するのも大変だったと思いますので、このあたりを危機管理の部分と踏

まえながら考えていっていただきたいというふうに、私は考えます。  

以上です。  

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ただいまの件で、防災無線ということで所管別ですけれども、

所管のほうの部課長ともこの点は、今現在、協議を行っております。どのようにして町民にき

ちんと素早く伝えるかというのが大きな部分ですので、いろいろな課題がありますけれども、

今お話しあったようにサイレンを使うですとか、いつもと違う口調で放送するですとか、ある

いは、若い方は携帯電話で白老町のホームページをよくアクセスするということらしいので、

すぐホームページにアクセスすると、帰宅が遅くても携帯電話からこのような状況になってい

るというのが、若い人たちはわかるという、このようなご意見もいただいたので、そのような

対応にしていきたいということ。  

それから、今回は断水区域の町内会長さんにご連絡しましたら、ある町内会では、会長さん

みずから役員に電話連絡を入れてくれて、そこからさらに情報を流すという町内会さんもござ

いました。今後、それはかなり町内会さんご負担かかってきますが、そのような方策も取れな

いかどうか、その点も検討していきたいなというふうに考えてございます。  

以上です。  

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんは、何かございませんか。  

吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。今一つだけというか大変気になった部分は、防災無線が聞

こえないから、広報車で話しても聞こえないからやらなかったという話は、これはちょっと問

題だと思います。伝わらないからやらないのではなくて、あくまでも一人でも多くの人にその

ことを周知するというのが大切なことであって、そこはきちんと今後もやっていただきたいし、

それは意識をもってやっていただかないと困りますので、やはり、家にいて確かに聞こえない。

北海道ですから、密閉型の建物だから聞こえづらい。聞こえないというのがあるかと思うので

すが、やはり、少しでも聞こえたら、窓を開けて耳を傾けることはすると思うので、その辺の

ところは、そういう苦情が多いから断念してやめたということではなく、継続してやってもら

いたかったというのは、ほかの町民の方からも聞いていますので、その辺は徹底してお願いし

たいというふうに思います。  

○委員長（西田祐子君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 今の件につきまして、当日の現状として正直にお話しさせて
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いただいて、吉谷委員がおっしゃるように、そのとおりだと思います。そのときは、そういう

ことで苦情もたくさん入っていて、そのような状況の中でそのような判断をして、結局は広報

をしなかったという原因は残っておりますので、当然それは今後の反省材料として私どもも認

識していますし、我々としてはどのようにそれを皆さんに短い時間で情報を伝えるかというの

を考えていかなければいけないことだと思いますし、効果がないからやめるという考え方は、

吉谷委員がおっしゃるとおり、まずいのかなというふうに私どもも反省はしてございます。で

すから、とりあえずできる限りのことはすべきだったのかということで、今は私どもも反省し

てございます。  

以上でございます。  

○委員長（西田祐子君） 吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） もう一つ、確認したかったところなのですが、今回協力してくれた業

者が設備業者さんだけということと、８時 30 分に建設協会のほうに作業協力要請をしてありま

すが、実際来ていただいている業者の方は設備業者さんだけとしか書いていないのですが、実

際にそうだったのか、もしくはもう少し早く設備業者に依頼すると同時に、建設協会のほうに

も要請をして、人員の確保等々、除雪作業等々、早くすることはできなかったのか。その辺お

聞かせ願いたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） 作業体制のほうについては、若干説明不足だったかと思いま

す。事業者に協力要請、全部で 37 名でございますが、実は建設協会の会長にご協力の依頼を申

し上げた中で、土木と建設のほう、残りの設備も含めまして、土木と建設のほうで 11 名出てい

ただいてございます。事業所数につきましては、設備業者を除いて６事業所ということです。

設備業者については、うちのほうの当番業者に登録いただいている全事業者ご協力いただいて

ございます。  

早く要請できなかったかということでございますが、これにつきましては、夜間ということ

と、先ほどもお話ししましたが、まず、町職員でできるのではないか。それと設備業者、水道

事業にかかわっている事業所に協力依頼を求めた中でできるのではないかと。そのような順序

の中で進めていった中で、最終的に交代要員が必要だろうということで、設備業者さんの人数

も限られていますので、建設協会さんのほうにお願いをしたという経過でございますので、基

本的にはもっとその辺の体制を早く整えて、班をきちんと決めて、何時から何時までと準備万

端でできたということは事実かと思いますが、現実はそういった流れの中で、今回については

対応させていただいたという現状でございます。  

○委員長（西田祐子君） 吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 現状、経過これからということでお伺いしましたので、これからその

対策等々、不測の事態ではあるかと思いますが、そういったことをマニュアル化といいますか、

その連絡体制等々をきちんととっていただいて、早目の指示ができるように、協力してもらう

ように連絡体系をとっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  
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○委員長（西田祐子君） ほかの委員さん、ご質問はございますか。  

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。虎杖浜の第２浄水場から水を送っているのだけれど、例え

ば向こうに余裕がある場合、もっと早く、水位が下がらない範囲で、当然それが鉄南地区にも

来ているということだからわかるのだけれど、もし下がらないのならそれを早くやることによ

って、配水池のレベルが下がらなくて済むというようにも、素人が考えると考えられるのです。

そのような処置というのは、もちろんこれだけ計画を練ってやったのだから、17 時 30 分とい

うことで仕方がないのかもしれないけれど、早くやることによってこちらの水位を下げなくて

もいいというようなことができなかったのかということが一つある。  

もう一つ、今吉谷委員の答弁で結構ですけれども、やはり町民は広報車とか出さなければだ

めなのです。どう思っているかと言ったら、聞こえないからと言っているのです。だけれど、

異常事態だからとみんな思っているのです。だから広報車が出れば、広報車を出してくれたと

なるのです。それは水道課の職員が乗るかどうかは別です。もっとも、そのようなところに携

わらない方で結構ですから、やはり、特に今回社台と鉄北だけですから、それならまめに歩け

るのです。やはり、聞こえる、聞こえないは関係ないのです。町民がどう思うかを含めて考え

ないと。これは意見です。答弁はいりません。  

○委員長（西田祐子君） 斉藤上下水道課主幹。 

○上下水道課主幹（斉藤誠一君） それでは、最初のエリアがえ、それは断水に備えるという

ことと、今委員が言われたことは全く同じ作業でありまして、私どももそのために出発したの

が 11 時半くらいだったかと記憶しています。森野から戻ってすぐ出たのです。実際に現場で、

冬ですので仕切り弁というのを開けて操作するのですが、それらを氷が張っていまして、掘り

起こす作業があって、全速力でやって結果的に最大カバーできる白老鉄南までです。鉄北と社

台はどうやっても、時間があってももともとできません。持ってこられたのが６時ぎりぎりだ

ったのが現状です。最低でも、今回の場合４段切りかえでいかなければここまで来ないのです

が、２回目のときにはどうしても排泥作業というのが伴いまして、これは２時に行ったもので

すが、それ以前に、日本製紙の西門の通りと国道がぶつかったところで、そこからの吐き出し

とハリマ化成から出すことによって、150 ミリ２本で給水したのですが、そこを出すためには

普段と反対の流れになります。水量も相当大きく予想されますので、そのまま出したら赤水が

出るのです。鉄道横断と国道横断部分です。ですからそこの排泥作業、さびを落とす作業をや

ってからでないと切りかえられませんし、バルブ一つ一つも、幸い今回やったバルブは、ほと

んど私が現場監督やってつくて、ほとんど記憶としては映像では入っているのですが、実際冬

やろうとすると、10 センチ違っても、金属探知機がふた 1 枚、くぎ１本あっても反応しますの

で、10 センチずれてもわからないわけです。それはもうそこら中みんなで、つるはし持って掘

り起こしてやるので、それでもかなり早くできたほうだと自分では思っているのですが、これ

だけの時間がかかりました。 

言われたように、今から考えて、ちょっと計算してみたのですが、森野の確認する前に聞い
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ただけで出動していたら、２時間半早く出たとしたらどうだっただろうというと、確かに６時

で断水したものが１時間近く伸びたかもしれないのです。あそこの水位が大きいので。変わっ

ても１時間から 30 分カバーできたら最大だったかなというのが結論です。 

もう一つ、今現在ですが、虎杖浜第２浄水場と、虎杖浜第１浄水場は目いっぱいの状態です。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに、今の話で分かりました。僕が言いたかったのは、向こうに

余裕があったら早くこちらに回せば、それだけ水位が下がらないのだからという単純な質問な

のです。だから、夏は雪が降らないからあり得ないけれども、例えばバルブ操作が早くできた

場合は、30 分なら 30 分の余裕があったとしか考えられないということですね。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。終わったことは仕方がないのだから、それから 45 年たっ

て初めてだというし、雪が降ったらこうなるのはわかっているのです。  

もう一つは、ごめんなさいということも大事だけれど、要は雪が降ったらこうなるのだとい

う教訓を得たわけだから、浄水場壊れたわけでも何でもないのだから、自然災害です。ですか

ら、雪が降ったらこうなるのだということを念頭に置いて、積雪の警戒態勢さえきちんとやれ

ば今後そのようなことはないような気がするのですが。だから、大事なことはこちらがどうの

こうのということよりも根っこをきちんと、今回を教訓にしてやればいいのではないですか。

私は、45 年間で初めてだし、聞いたこともないし、1 メートル雪が降ったことは今までに何度

もあるのですから、ただ、たまたま雪にも性質があって、雨交じりの雪みたいなものもあるし

ざらざら雪もある。そのようなことをきちんと、今回を教訓にして、１メートル 20 センチ降っ

たこと、私は何度もあると思います。この 45 年間の間に。ですから、それはやはり根っこをき

ちんと警戒する。その辺が少し足りなかったような気がするのです。雪が降るとこうなるとい

う教訓を得たわけだから、下のほうのことはそれほど問題ではないと思う。ごめんなさいと言

えばいいと思うのです。根っこの部分、今後十分に警戒したらいいのではないかと思うし、警

戒してもらいたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 確かに、本当に私も初めての経験で教訓になりましたし、も

う退職された先輩方にも聞きました。このようなことはなかったというふうに皆さんおっしゃ

っていました。ですから、松田委員がおっしゃるとおり、今回のことはきちんと時系列もある

のですが、それ以外の資料も全部整理して、このような事態になったときはこのようにしなけ

ればならないというのは、次の対策に生かしていかなければならないかなと。そのことは重々

対応してまいりたいというふうに思います。  

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんは、ございませんか。  

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。一つだけ、今松田委員が言われた根っこの部分。根っこの
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部分は本当に、今回を教訓にしっかり対策を講じていければ私は問題ないと思いますし、今回、

鉄北から社台地区にかけて町民への情報周知、広報活動、防災無線、広報車等々の部分もそう

ですが、今回、町内会も使ったという話、部長のほうからありましたので、これはあくまで災

害です。緊急時の防災対策のいい経験ではなかったのかと。これは、たまたま今回は水道とい

うことでしたが、いろいろな部分で防災無線、広報車、町内会、こういったものをどうやって

使っていくのかということも、大きな実践だったのではないかと思うのです。今後そういった、

町民への広報、700 件以上の問い合わせ等々があったということ。そういったものも使うと、

幾らかでも減っていくのではないかと思いますし、町内会を有効に使っていくということも、

これから水道だけに限らず、こういった防災についても今一度、内部で検討してもらったり、

町内会との話し合いも設けながら、しっかり連携を取ってもらいたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 技術的なことではなくて、防災ということなものですから、私のほ

うからお答えさせていただきますが、今回は、このような事故の後に担当部署、あるいは防災

も含めて話し合いを行いました。そのことにつきましては、書類も含めて後で処理しますが、

防災という立場でいうと、今他の災害も含めて防災無線が聞きとりづらいというお話がござい

ます。そのときにお話ししたのは、例えば地震だとか、大雨だとか、そのようなときには、テ

レビで周知したりということで、防災無線が鳴っているときに、鳴っているということで窓を

開けたりどうのということは、今までも言っていました。今回、災害の意識余りないですね。

というときに防災無線が鳴っても、何の無線かなということで窓を開けなかったり、そのよう

なことがあったのだろうと想定しています。やはり、そのような防災無線とあわせて、今まで

やってきた広報車、あるいは消防の車両を使った鐘ですとか、そのようなことを複合的に伝達

する方法、そういうものを一つは考えなければだめだと。  

もう一つは、今自主防災組織をお願いしていますが、なかなか結成率が進まないけれども、

逆に緊急時の連絡網といいますか、そのようなものは既存の町内会の組織がございますので、

自主防災組織があったかどうかは、先ほどの説明の中ではなかったですが、なくてもそのよう

な体制をつくっていただきたいということは、今後の町内会長会議の中でも、こちらのほうで

もお願いしていこうかなというふうには、内部では話し合いをしていますので、そのようなこ

とで今後進めていきたいと思っています。  

○委員長（西田祐子君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） わかりました。副町長、自主防災組織という名前だけあってもだめな

のです。実際には町内会では連絡網があるのだから、それを使えば、それ自体が自主防災の考

え方なのですから、そういったところが、実際町内会の中では組織されているわけなのですか

ら、僕は 100 人いたら 100 人に浸透させることはなかなか難しいと思うのです。やはり減災で

す。幾らかでも減らすという考え方の中でいけば、防災無線、広報車、そして町内会。ここを

しっかり結びつけていくと、ある程度は情報が網羅されていくのではないかと。今答えをもら

っていますので、そういったところをしっかり防災という意識の中で今後また取り組んでもら
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えればと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんは、ございませんか。  

及川委員。 

○委員（及川 保君） 松田委員のほうから、根っこのほうきちんとすべきだという話があっ

たのですが、取水場の状況というのは、今回の一件で言えば、下のまちの状況と山の状況とい

うのは全く違ったということが事実としてあるわけです。そうすると、そこに人がいて直接監

視しているのであれば別ですが、これはやはり、今後もそういった状況があり得るので、例え

ばカメラだとか、そのようなものはつけるという考え方はないのかどうか。そこで、多分また

同じことが起こり得るのです。状況がまちと極端に違うのだから、そこの対策を今何とかしま

すと言っても、結局人が行って見るか見ないかということになってしまうのでしょう。そのよ

うな対策が今後必要になってくるのではないかという、そのあたりのことについて聞いておき

たいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 杉本上下水道課主幹。 

○上下水道課主幹（杉本道彦君） 今の質問にお答えします。森野取水場は、今国有林野の中

にあります。当然、胆振森林組合から無償貸し付けで設置しています。もう一つの弊害は、あ

そこに電気がないのです。どうしてもその辺がネックになっているというか、昔も考えたこと

があるのです。どうしてもバルブ関係は電気がないので手動なのです。それで何とか電気を引

くことはできないかと。どうしても国有林野なので、そういうものもいろいろ時間がかかると

いいますか、支笏洞爺国立公園の中にも入っていますので、それで断念していたということも

あるのです。  

以上です。  

○委員長（西田祐子君） 及川委員よろしいですか。ほかの委員さんではありませんか。  

議長はございませんか、山本議長どうぞ。  

○議長（山本浩平君） 私のほうから何点かございます。今までにない雪だったということは、

きょうのデータでわかりましたけれども、ただ、近々で岩見沢の例もあります。そして、ここ

近年ですが、恵和園から上に行くとゲリラ豪雨が夏でもあり、恵和園より下の舗装は乾いてい

ると、このような状況も実際にありました。大分気候が変動しているのは事実です。そういっ

た中で、もう少しいろいろと、今回いいきっかけとなったと思いますので、その辺を予知をし

てやっていただければと思います。  

実はきょう、防災との絡みのお話が出ていました。私、きのうだったか、おとといだったか、

議長の立場で防災担当の参事のところに電話を入れて、委員会を通していませんでしたが、緊

急だと思ったので、ぜひ、この委員会に防災担当のほうも出席してくれという話を電話でさせ

ていただきました。都市整備部のほうと協議をして検討させていただきますというお話はあっ

たけれども、出席するかしないかの返事は全くないのです。私も事務局を通して文書でお願い

したわけでもない。また、委員会を通して文書でお願いしたわけでもない。しかしながら、そ

ういったことで議長として依頼したわけですから、どうしてそれが出席になっていないのか、
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この辺について説明いただければと思います。  

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今のお話は、私のほうに相談ありました。この断水と除雪というこ

ととあわせて、お話の中では防災無線のお話も当然出るだろうという中で、きょう、私のほう

も出席しますので、そういう災害対策対応、これについては自分もわかるので、私のほうで返

答しますといようなお話をして、そういうことを私のほうが聞いたのは、議長のほうからどう

だろうというお話があったけれどもどうでしょうかと来たので、それは私のほうで答えますか

らということで、出席については及ばず、私で返答しますというような判断をいたしました。  

○委員長（西田祐子君） 議長。  

○議長（山本浩平君） それは分かりましたけれども、検討しますと言った話ですから、出席

するかしないか返事は返ってきて当たり前です。このようなことで副町長が出られるので、そ

のチームは出席しないと。この返答がされていなかったのではないかと、これは結果論ですが。  

○委員長（西田祐子君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） その部分だけで言うと、私のほうでお答えしたのは、出席するかど

うか返事をするという相談ではなかったものですから、自分が出席するのでその部分について

は自分が答えるから、出席まではいいよというような返事をさせてもらいました。返事をする

かどうかという相談ごとではなかったものですから、そういう判断をさせていただきました。  

○委員長（西田祐子君） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） その点については、わかりました。  

今回、職員だけでできるという判断で行ったということになっています。そしてこれ時系列

的に見ても、町内業者の作業開始、最初は設備屋さんにお願いをしている。17 名。それから、

夜になってから初めて建設協会に依頼しているということでございますけれども、当然、夜に

なると作業効率が悪くなると思うのです。早い時点において、とにかく、ライフラインですか

ら、これを長時間にわたって寸断されたということは、私は結果的に非常に問題があるという

ふうに認識しております。ライフラインを寸断しないような方策をやはり取るべきであって、

ほとんど除雪のための作業にかかわったというふうにも実際に作業された業者さんからも伺っ

ているわけですけれども、例えば、職員だけでできると。こういうときこそ消防の力を借りる。

あるいは、防災担当もある。生活環境課だって関係が出てくる。いろいろなところでもう少し

人数をふやす。あるいは場合によっては自衛隊に要請する。そのようなことで、このライフラ

インを寸断させるようにしないための方策というのをまず考えるべきではなかったのかと思う

のです。今後、同じようなことが起きると思うので、この辺、反省すべきところはあったので

はないかと思うのですが、どうですか。  

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 先ほど須田課長のほうからも話ありましたが、今回のこの除

雪作業は、例えば道路の除雪をするのであれば、１人２人で除雪するよりも、３人５人と人が

いたほうがより早く道路の除雪を終えることはできると思います。  
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今回何が問題になったかというと、この水を引いているところの川を掘ったときに、雪をか

いて下から出てくるのが、本来水であるはずが土しか出てこないのです。周りの雪が水を全部

吸ってしまって、水が出てこない、このことが一番の原因なのです。ですから、水口をつくっ

て、自然の力で水がわくのを待たなければならない。先ほど松田委員がおっしゃったことはそ

のようなことなのです。とにかく、このような今までにない経験の中、雪が水を吸うというこ

と、いろいろマスコミの方からも問い合わせが来ました。皆さん、説明してもどういうことか

わからないということをよく言われるのですが、例えば、バケツの中に水を入れて横に穴を開

けたら、ピューと出ると思います。でも、その中に雪どんとを入れると雪が水を吸ってしまっ

て水が出てこない。同じような現象がこの森野で発生したということなのです。  

それでは、そのために人員は我々何人確保するかということも検討しまして、一応８名から

10 名の人員を交代して作業するようにしようということで、現地のスペースもありますし、水

を自然に戻すと。このような作業もしなければならないということで、これだけの人員がいれ

ばできるということでの体制を組みました。ですから、これが 30 人、50 人、100 人と多いとも

っと時間が早く戻れたかといったら、決してそうではなかったというふうに判断しております。 

以上です。 

○委員長（西田祐子君） 山本議長。  

○議長（山本浩平君） 私ものその現場を確認しているわけではございませんので、そのよう

な説明であれば、スペースもあるから入れなかったのかもしれないし、人数が多ければ早く作

業が進んだということでもないというお話でありますけれども、ただ、先ほど何人かからも出

ておりましたが、ライフラインの問題なので、住民が、特に大きな災害や気候の変化があった

わけではないので、何の防災無線かわからなかったというのが、結構多くの方からありました。

この辺、やはり今後、こういったときに住民が早目にそういったものをわかるような形で準備

ができるような形を取っていくことも必要なのかなというふうに思いますので、その辺は十分

防災のほうとも協議をしていただければと、有事のときにしていただきたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 先ほど副町長からもお話あったとおり、当然防災とも十分協

議をして、やはり今回のことを教訓に次に生かしていく。このようなことは最善を尽くして対

応していきたいと思います。  

○委員長（西田祐子君） ほかの委員さんからは、何かありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） なければ、私、西田のほうから、何点かご質問させていただきます。  

1 点目が、午前５時 43 分に異常事態だということで警報が鳴ったということ、課長に第一報

されたと。ところが、日程表を見ていきますと、６時半森野取水場への除雪要請とか、開始と

かと書いているのですが、森野の実際の取水場への除雪というのが、随分時間がかかっている

なというふうに、私は思ったのです。申しわけないのですが、水道課も同じ建設課ですから、

その辺の連携はどうなっていたのかということが一つです。 
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２点目に、取水口の上流、先ほど須田課長は約 600 メートル上流まで行ったけれども、水が

わいて出てこなかったということなのですが、私、昨年白老にゲリラ豪雨が降ったときに、白

老のその辺の状況どうなのですかということを課長に聞いたのですが、特に何の被害もなかっ

たということは聞いていたのですが、実際に、この大事な町民の水源池であるこの川の上流の

ほうまで、水道課とか土木課のほうで、きちんと確認はしてあったのかどうなのかということ。 

３点目に、この初動体制を指揮執っているのが、ほとんど課長かと思ったのですが、このよ

うな一大事だというときに、体制をつくるために本部を置くというのか、このような情勢にな

るために早い時間に組めなかったのかと思うものですから、このような断水になるかもしれな

い。取水口がおかしいという段階になったときに、緊急の体制をつくる。そのようなものは、

いつ誰がどのように判断してつくられるものなのか。今回はそれをつくられたのかどうなのか。 

最後にお伺いしますけれども、先ほど虎杖浜からの切りかえというふうにおっしゃっていま

したが、そのとき斉藤主幹のほうから、なかなか切りかえするところがわからなくて苦労した

というふうに、バルブの部分がわからなくて大変苦労したというふうに聞いたのですが、そこ

の目印になるようなものというのは、特にはないのでしょうか。その辺が不思議で聞いていた

のですが、今の点、何点か質問させていただきましたけれどもよろしくお願いします。  

須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） １点目の除雪に随分時間を要していたのではないかというこ

とでございます。これにつきましては、森野の取水場については、道道からの取りつけ道路部

分の除雪を行うと、約１キロの取りつけ道路の除雪を確保するということで、すぐに電話を入

れて現場に向かっていただきます。道道に降り積もった雪は、片側除雪が済んでいたようでご

ざいますが、片側は全くできないと。乗用車だとかそのような車にはかなりの支障があります

が、除雪の重機は現場までは順調に行ったようです。１メートル近い雪なので、通常の除雪よ

りはかなり時間かかるということでございます。実際、白老浄水場の除雪は、先に森野取水場

の取りつけ道路をあけに行っています。その後、白老浄水場に戻ってきていただいているので

すが、その間は、武田正吾さんに車を置くスペースを少し開けていただきまして、私もそうで

すが、車は下において、人力で上に上がってスコップを出して、除雪機を出して除雪を始めた

と。人だけでも上がれるように確保したということです。そのような除雪作業をずっと進めて

いて、森野の取水場の道路の除雪が大体終わったのが９時と。それから白老浄水場のほうに来

て、大まかな、車が出入りできるような除雪を終了して、それから現場のほうに我々準備して

出かけたというのが現状なのです。ですから、除雪の作業としては、道路の除雪も１メートも

あって、距離も１キロ近いですから、現場へ行ってもらったらわかるかと思いますが、雪のは

けるところも狭くてそれほどないのです。ですから、かなり時間はかかろうかと思うのです。

通常、どのくらいの雪だとどのくらいで終わるかというのは、私はちょっとわからないのです

が、作業を終えたのが９時ということで、それから浄水場の除雪もやって、実際に私どもが、

上下水道課の職員がみんな上がってきたときに、まだ重機が浄水場にいましたので、途中で上

がって行けないので、退避をしてよけていただいて上に上がって、荷物などを積む準備を全部
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して、作業道具を全部積んで行ったというような状況になっていますので、まず、浄水場も１

メートルまでは降ってございませんが、60 センチくらいの雪が一面になっている状況ですので、

それを手作業で除雪をしたと。除雪機１台はありますが、大きな除雪機ではないので、手作業

よりは早いですが、そのような能力でやって、上の道路が終わって、下をやってもらえるまで

の間、自分たちでできるところは除雪作業確保していたということなのです。ですからその間

で、上まで行ける時間がかかっているということでございます。  

それと、600 メートル上流まで水を探して行ったということでございますが、これはなぜそ

のようにしたかというのは、どこかで水がとまっているのかということを含めて、みずみちを

探していったわけです。それで、その際にある程度いずみちをつける作業をしながら進んで行

って、600 メートル上流でも、到達した時点では下と同じような状況だったと。  

○委員長（西田祐子君） 私はそのことは承知しています。私が聞きたいのは、このような状

況になる以前として、秋口に、去年夏に大雨が降ったりして土砂災害とかいろいろありました。

その時点で、町民の水を確保するこの川の上流のほうまでも行って、きちんとそのような点検

はしていましたかということを聞いているのです。  

須田上下水道課長。  

○上下水道課長（須田健一君） わかりました。今の件にお答えさせていただきます。今年ゲ

リラ豪雨で大雨が降って、取水施設が被害が受けた後、上流部の点検をしたかということでご

ざいますが、結果からしますと、確認はしてございません。森林管理署の報告はある程度、情

報はいただいてございます。何カ所か崖崩れが起きている。木が倒れていると。そのような状

況は確認させていただいてございますが、実は、部長のほうにも報告はしてございましたが、

上流部の確認に行くということでお話をしておりましたが、ことし熊が出るという情報で、我々

そのまま上がるのは危険だということで、上流部を見るのは断念していた経過がございます。

結果から言うと見ていないと。ただ、過去には上流は、杉本主幹と辻課長、私の前の課長の時

代に上流部は確認しているという状況はございます。 

上流部の確認については以上です。 

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ３点目の本部体制をつくれなかったか。また、それはいつ、

だれが判断して設置するかということのご質問です。今回の断水に至るまでに、断水はかけな

ければならないことに始まって、復旧のめどがどうなるかという部分は、私が都市整備部の一

番上にいる立場として、私が責任を持って指揮系統を携わったということで進めました。断水

時間が翌日まで、これが２日、３日にかかっていくようなことになれば、その前をもって町長

を先頭にした対策本部は設置しなければならないかなということは、常に意識しながら今回の

対応に至ったところなのですが、本部体制前に部内での対応が可能というふうに判断したもの

ですから、私は部内での対応という位置づけで実施してきたということであります。  

なお、町長、副町長も心配しまして、夜０時過ぎも、ずっと課のほうに常駐して、我々の対

応でまずい点、またこういう部分が必要ではないかという、そのような指揮系統の中での指示
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はいただきながら対応に当たったという状況にあります。  

私のほうは以上です。  

○委員長（西田祐子君） 斉藤上下水道課主幹。 

○上下水道課主幹（斉藤誠一君） 仕切り弁、バルブのオフセット、位置のことですが、ほと

んどというか 99％以上のバルブにつきましては、オフセットといいまして、例えば、ここにバ

ルブがあったら、向こうの電柱から何メートル何十何センチ、こちらから、例えば街路灯から

何センチというふうにはすべて取っております。ただし、実際数が、多分 4,000 個くらい町内

にあると思うのですが、ただ、あの電柱が動かされていたよとかというのがたまにあるのです。

それがわかった時点で書き換えるようにはしているのですが、町中の動き、例えばあそこの家

の角からと言っても、増設してあったりというのがよくあるのです。それを把握しているわけ

ではなくて、夏だと見える中で、測って３つのうち２つあっているから間違いないというのが

判断できるのですが、冬になると仮に５センチでも氷が張っていたら見えないものですから、

まず１個目、目的のものを掘り出します。そうしたら、自分としては９割くらいこれだろうと、

間違いはないのですが、大体区域外に使うバルブの周辺には、数個バルブがあるのです。そう

するともう２、３個出してみないと、その位置関係を見ないと、100％これが今使いたいバルブ

なのだというのをなかなか判断できないのです。ですからそれらを大体２つ、３つ、全部掘り

起こして初めて、これで間違いないと判断するわけなのです。それが、結構気温が低いと、あ

と２ミリまでバルブが見えているのですが、開けるに至るまでには、つるはしでたたいたら、

気温が低いとたたいた部分しかできないのです。例えば、２センチ、３センチ離れてくれれば

いいのですが、１ミリ、２ミリしか離れないものですから、そのあと２ミリくらいまでになっ

ても、何 100 回もたたかないと開けられないというので、結構時間がかかるのです。 

それと、先ほど言いましたように、隠れていてもわずか 10 センチずれても冬だとなかなか

わからないのです。それで時間がかかってしまっているというのがあります。それでも先ほど

言いましたように、今回使ったバルブの 90％以上はわかっていますので、そのようなことです。 

○委員長（西田祐子君） 松田委員どうぞ。 

○委員（松田謙吾君） バルブとかそのような話をしてもしようがないのです。45 年間で初め

てのことだし、今までなかったのです。  

だから、もう１回言っておくけれど、１メートル 20 センチの雪が１度に降るわけではない

のです。10 分や 15 分で積もるのではなくて、何時間もたって 1 メートル 20 センチ降るのだと

思うのです。だからその間の、根っこの監視が足りなかったからこのようなことになるのです。 

もう一つは、昔は嘱託職員や臨時職員が必ずいました。今常駐していないのです。センサー

だけなのです。だからこのようなことになるのです。昔は雪が降ったら必ず嘱託職員が浄水場

の掃除をしていたのでそのようなことはなかったのです。今そのようなことがなくてセンサー

に頼っているからこのようなことになったのです。１メートル 20 センチが一度に降ったわけで

はなく、何時間かかけて降っているのだから。前は、その度に嘱託職員が全部掃除していたか

ら、除雪をしていたからこのようなことはなかったのです。根っこと言ったのは、そういうこ
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とをこれからやっぱり考えるべきだと言っているのです。下のほうの話を言ってもしようがな

いのです。先ほどごめんなさいと謝ったらもうそれで仕方がないのです。幾ら言ってもどうし

ようもないのです。 

○委員長（西田祐子君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 松田委員のお話のとおりで、浄水場に今も名残りがあって、

和室があって、先輩方の話を聞くと昔はみんな泊っていたものだという話は聞いていました。  

今回、そのような監視という部分は本当に教訓になりますので、１時間、30 分でそれだけ積

もるのかといったら、前の日の土曜日の午後から全体的に降りだしてきていますから、結果と

してこのような事態になって残念なのですが、本当に教訓として今後このような部分の体制を

しっかりやっていきたいと思います。 

○委員長（西田祐子君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時４０分 

                                         

再開 午後 ４時５０分 

○委員長（西田祐子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

本日の議題は水道ビジョンについてなのですが、先ほどからの断水のことについての話に及

びましたので、白老町水道ビジョンについては、もう時間もありませんので日程を延ばして後

日という形にしたらいかがかなと思うのですが、委員の皆さんのご意見いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田祐子君） それでは、日程変更をするということで委員の皆さんのご了解を得

ましたので、担当課のほうもよろしくお願いいたします。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（西田祐子君） それでは、本日の建設厚生常任委員会をこれで閉会いたします。  

（午後 ４時５１分）  


