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開議  １０時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） 皆様、おはようございます。 

  防災と財政を考える調査特別委員会を開催するにあたり、理事者の皆様、また、委

員の皆様におかれましては、ご出席ありがとうございます。 

  農業の町今金も、今年はいままでにない農作物の成長が遅れています。出来秋の不

安が心配されていますが、豊穣の秋を頭に描きながら、きょうの会議を進めていきた

いと思います。それではよろしくお願いいたします。 

  町長が出席されておりますので、開議に先立ちご挨拶をお願いいたします。 

  町長、外崎君。 

○町長（外先秀人君） おはようございます。 

第２回のこれからの防災と財政を考える調査特別委員会、声をかけていただきまし

た。きょうの内容につきましては、地域防災計画ということでありますけれども、こ

のことに大きくかかわりますが、災害、防災を考えた場合に、風水あるいは雪、地震

ということが大きな要素として想定される、予想されるところではないかなと思って

います。このことに関しまして、昨日ですけども嬉しいニュースが入りました。平成

２７年度の水質が最も良好な河川、清流な河川ということで、今金・せたなを流れる

後志利別川が認定をされました。全国１５ヶ所の内の北海道３ヶ所の内の１ヶ所とい

うことで、大変嬉しいことだと思っています。こういうことがきょうの議題になると

ころの、防災と財政含めて、災害ということを考えた場合に、環境が保持されている

ということも、一面言えるのではないかなと思っています。そのことにつきましても、

これからもしっかりとそうした対応をとってまいりたいと思っています。なお、この

件に関しましては、河川の今後の環境整備、保全等について、せたな町と両町でもっ

て、再来週ですね町村会の要請と併せて行うということで、開発当局の方と調整を諮

っているところでありまして、色んな情報なんかも仕入れていきたいと思っていまし

た。なお、防災計画ということでありますけれども、今金町は道南に類のないように

毎年関係機関、指導機関、国の機関を含めて防災会議、併せて水防会議を行っており

ます。こういう実態はございません。今金が特に毎年こういうことで実施していると。

これは何故かと言いますと、様々な国の要望を含めた基準が変わったり、あるいは

様々な流れがあったりと逐次様々な情報をいただきながら、それに適応、対応をした

共通の認識、確認を取るための会議を行わせていただいて、そういうことを防災の計

画表に毎年反映しております。ですから、うちの場合については、毎年、毎年、こう

改正になる、更新になるということでは、よりしっかりとした防災体制を、心構えは

持っているのではないかなと認識しているところであります。しかしながら、そうは

いっても先程もありましたように、自然災害というのは中々起こりえることが予想で

きない部分がありますから、そのことを含めてですね、指導機関ともきちんと対応を

取りながらこれからも万全たる体制を取っていくよう、心掛けてまいりたいと思って
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おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） 小川君より欠席の届け出があります。 

ただいまの出席委員は１０名で、定足数に達しておりますので、第２回これからの

防災と財政を考える調査特別委員会を開会いたします。 

 

  これより議事に入ります。 

  始めに、議件１、今金町地域防災計画の概要についてを議題といたします。 

  理事者より説明願います。 

  まりづくり推進課長、寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） おはようございます。 

  今金町地域防災計画の概要については、山田課長補佐の方より説明いたします。 

〇委員長（川上絹子君） まちづくり推進課長補佐、山田君。 

○まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） （まちづくり推進課長補佐朗読説明、記載

省略） 

〇委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。只今の説明に対して質疑がございまし

たらお受けいたします。質疑ありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 防災計画、色々ご説明いただきました。気象災害、特に水防

等に関しては今金の中では想定される一番の災害かなということでは、色んな対応を

されていると。それから防災会議もそれぞれ頻繁に開催をしながら、適時見直しをし

ているということでは、これはもう評価に値することだっていうふうに思うわけです。

地震災害っていうのはどういうふうに想定されているのか。この防災計画の中で、そ

の辺をお知らせいただきたい。 

○委員長（川上絹子君） 山田君。 

○まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） お答えいたします。 

  地震の部分につきましては、６の１ページ地震対策、地震災害対策計画ということ

で明記しております。まず書き出しからですが、地震による災害発生の未然防止及び

被害の軽減化を図るため、災害予防対策と火災災害時発生時の迅速かつ円滑な防災活

動を実施できるための対策をということで、地震に強い町づくりの推進ということで、

以下それぞれ定めてございます。最近の取り組みの中で申し上げますと、４の５４ペ

ージ、４の５４の１をご覧いただきたいと思います。避難場所のことですが、この中

で避難場所２４ヶ所、先程、今金町では設定しているというふうに申し上げましたが、

この中で地震に対応できる、地震災害に対応できる避難場所ということで丸印が付い

ていますね。洪水から始まって崖崩れ、地震ということで３つ目にございますが、地

震災害が起きた場所の避難場所を、この度、明記したところでございます。基準はと

いうことで申し上げますと、比較的新しい年限に建設された建物につきましては、当
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然、耐震構造になってございます。そういった観点から、１番の美利河交流センター

だったり、１０番市街地で言いますと１０番の老人福祉センターだったり、としべつ

だったりということで、丸が付いているところがそれにあたります。丸の付いていな

いところ、いわゆる多少建設年度が古いところにつきましては、耐震構造となってい

ない施設であることから、地震災害が起きた場合には、そういった避難場所は活用せ

ず近くの地震災害に対応した建物に避難場所に避難するということで、都度、都度、

そこについては住民に対する広報、周知していきながら、避難誘導していきたいとい

うことが最近の取り組みでございます。以上です。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） さっき言った水防に関しては、事細かに対応されているんだ

ろうなっていうふうには思うんですけど、こと地震に関して平成５年に南西沖地震が

あって、実は今朝も地震がありました。４時５３分、マグネチュード４．３、今金で

震度２、地震に対する備えっていうのはどうなっているのかっていうことが、非常に

注目をされると思うんです。洪水それから地滑りも含めてですけれども、結構時間が

かかる。いわゆる雨が降り始めてから水が出るまで。ですから意外と余裕、余裕って

言い方は変かもしれませんけれども、あると思います。しかし、地震というのは今朝

もそうでしたけども、１発揺れたらこれ大変なことになる。震度が２で、今朝の状態

です。南西沖を経験した私たちにすれば、ここはどうなっているのかなっていう気が

するわけですよ。いま避難場所の話がされていますけども、災害予防対策と災害応急

対策、災害予防対策もこれ、ここの中では謳っているわけですよね。何点かあるよう

です。オープンスペースの確保から避難施設の計画的整備・充実、これらの予防的措

置の中で、予防対策で進捗率、これらをやらなければならないっていう規定が書いて

いるわけですけれども、どの程度まで実施できているのか。 

○委員長（川上絹子君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 議員のおっしゃるとおり、水害については予防

措置が、災害まで起きる時間があるということで、それに対する予防措置というのが

考えられるんですが、地震については突然来るということで、これについては起きて

からでは非常にできることが限られると思いますので、それに対する予防をどうする

かっていうのが課題となるわけですが、特に町としてその進捗状況とかを数値として

表してはおりません。あと、建築物の耐震、不燃化の促進ということになりますと、

これについては各市町村でそれに対する耐震調査の助成等を行っているところもご

ざいますが、今金町としてはまだそこの助成制度、補助金制度というのはございませ

んので、今後、公共施設あるいは個人の所有の家屋等の耐震に関しての、そういった

強化っていうのが、今後、必要になってくるかと思っておりますので、これについて

は公営施設課含め、町としても強化を図っていくというふうに考えております。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 防災計画の中でいま、災害予防対策いわゆる耐震化と不燃化

の促進、これはもう住宅密集地、市街地では積極的な耐震不燃化構造の誘導を図るも
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のとするというふうに表現をしている。それから、駐車場の整備だとか何点か載って

いますけども、これはいま言って、いますぐできるものではないわけですよ。当然住

民にその意識を持っていただきながら、対応を進めて行かなければならないっていう

ことを考えれば、防災計画を、この地震災害対策計画を作った時点で、これを施策と

して出して行く必要があったんだろうなって気がする。ここには謳っているわけです

から。じゃあどう具体的にやっているんだっていう話になるわけですよ。それが他の

地域で地震があった時に、今金どうなっているんだ。どうなっているのかなっていう

のが、これ疑問に思うわけです。平成５年に南西沖があってから、その後、阪神淡路

があって、中越があり、東日本、それから今回の熊本地震、４・５年に１回大きな地

震が来ている。北海道の場合どうかといったら、北海道もそれぞれいままで想定して

なかったような、函館でつい先日も、まだ余震が続いているようですけども、地震が

あった。これは、私は早急に取り組む必要があるっていうふうに思うんですよ。この

辺のところはいかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） いまの地震関係の対応でありますけども、いま前段、課長の方

から申し上げたように、公園等々含めた緑地の確保について、私は随分積極的に取り

組んできた経過を持っています。因みに、大和町にしてもそうでありますし、非常に

生茂った木がありました。長く経過がたっておりますので、非常に倒壊の心配がある

ということから、きちんと整備をして緑地確保という形を取らせていただいた。併せ

て国の方には避難場所になっているような要素もありました。今金の役場の前もそう

でありますけれども、うっそうとした木を整備させてもらって、そういう緑地の確保

あるいは駐車スペースということでは、駐車場が当然あるわけであります。何よりも、

何よりも、一番時間がかかりましたけれども、体育館の前の整備ということでは、私

の長年の懸案でありましたし、前村本町長の懸案であったわけでもあります。あそこ

の整備についても、色々ハードルがあったわけでありますけれども、いま駐車場の確

保ということと緑地確保、それは絶対公園法の関係で守らなければならないことだっ

たわけで、それにハードルがあったわけでありますけれども、その辺をクリアして進

めてきたところであります。集落といたしましても、種川についても会館の周辺、そ

れから学校の裏山の周辺等々を含めた中での高台への避難を考えた場合の、伐採の思

いなんかも伝えたり、それぞれ地域ごとの課題にも声を向けながら、そういう要望に

も応えながらも進んできた。加えてそのことが、地域のコミュニティーセンターみた

いな位置付けにさせていただいた経過の中での整備というものも一つあるのではな

いかなという認識をとっています。個々の建物、役場を含めて公共施設と言われる建

物が、大体私の押さえている数字では２２６位の建物があり、大、中、小含めてです。

その施設をこれからどうするかということについては、議会で予算をいただきました

けれども、管理計画を策定しながら現況の課題と今後の対応、対策、加えて修繕をす

る。修繕をすればどのくらいの事業費がかかるのか。一定程度の計画をこれから作る

ということで、既にその方向に向いているわけであります。公共施設的にはそういう
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計画に乗って何とかやっていきたい。民でありますけれども、中々耐震どうのこうの

含めて難しい、これは公共施設もそうでありますけれども、耐震どうのこうのの部分

の基準は建築基準法なんですねあくまでも。あくまでも建築基準法に基づく耐震の在

り方が評価されるわけでありまして、民間についても建築確認の部分の中では、色々

新しいものにはチェックが入るだろうと、しかし、古いものについては中々その辺は

難しい要素があるし、あとは個々の努力も必要でありますけれども、行政として行え

ること、これは議会の同意をいただきながら、事業を進めておりますリフォームはそ

の私は一環だと思っています。それに産業を含めて併せ持ってですね、そのことに対

応できる要素の一つの枠組みというのは、私は取ったという思いを持っています。こ

のことは１度でなくても、毎年その事業を受けられると。計画的にリフォームであり

ますけれども、リフォームの中で耐震を含めた、当然リフォームの中には柱とか梁だ

とか様々なことも含めたことも要素に入るわけでありますからそれに向けて、アピー

ル的にはちょっと議員がおっしゃるとおり、弱い部分もありますけども、私は何より

もまずリフォームという入りやすい部分の中から、そういう声をかけて行くのが望ま

しいのではないかということで、大きな変換だと思っている。１回きりということで

あったわけでありますけども、それが毎年せきますよということに切り替えたことに

よって、いま言われるような方への対応・対策っていうものが私は叶うことができる

のではないかという認識をとっています。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） オープンスペース等に関しては駐車場も含めてですけども、

結果的にいまのこういう取り組みがもし何かあった時には、有効な活用になるんだろ

うなという気がします。公共施設１６６、官の施設がある。いまリフォームの話が出

たので民の話をさせていただきます。民間の住宅、個人住宅なんかどうなんだってい

ったら、いまの流れでいうと耐震診断をするという。道も耐震診断を支庁を通して、

できるような話があるようであります。支庁に来庁すれば、来庁して図面等を持ち込

めば診断をしてくれるってことらしいですけれども、何やらそれも町村が窓口になっ

て、今度は耐震診断をするっていう話も聞いております。ですから民の話でいうと耐

震診断をして足りない部分を補強するという。おそらくこうなると思うんですよ。リ

フォームだけだとどこがどのくらい弱いのかというのはわからないと思う。ですから

リフォームで対応できるんだって言っても、町民の中ではリフォームが耐震構造にで

きるかどうかっていうことは理解していないと思うんですよ。そのことは耐震診断も

含めてやっていただけなければならない。だから流れ的には診断をして、診断を基に

耐震補強をする。この流れだと思うんですよ。これは官も一緒だと思うんですよ。こ

のところをどう啓蒙していくかということ。それから診断をするにも補強するにも予

算、お金がかかることです。そのお金をかかるのを個人責任でやるのか、それともど

うするのかっていう考え方が出てくると思うんですよ。いまリフォームで耐震構造化

できるというのであれば、民に対して公のお金を入れるわけですよね。その辺の整理

っていうのはできているんですか。 
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○委員長（川上絹子君） 町長。 

○町長（外崎秀人君） 別にそういう議論、検討をまだしておりませんけれども、やれ

る範囲内の努力はしていきたいとのことで、今般まで来ているわけです。まずは町長

は何よりも町民の人命・財産といいますけども、基本的にはやっぱり立場があるわけ

ですから、公共施設のところの責任感が当然管理者として責任がありますから、その

辺どう目を向けていくかということは、優先課題として取り組んで行かなければいけ

ないだろう。あわせて民の立場で言いますと、あくまでも自助努力で取りあえずやっ

ていかなければならない。ただ、例外、おっしゃるとおり、うちの建物がどれだけの

構造になって心配なんだっていうことについては、それなりの当然のノウハウがない

わけでありますから、これは何らかの形の情報を出すとかという形を取り組んで行く

ことは必要性は十分感じているわけでありますけれども、いまのところ国からとか道

からとか、いま言われる様なことは、町村に対する指導も、いまのところ具体的には

ありませんし、今後、そういう状況になったとすれば当然考えて行かなければいけな

いだろうと。今金町独自で各個々の住宅の耐震を町が行うっていうことには、いまの

ところ全く私は考えておりませんし、いまでも民の立場の中できちんと整理をし、考

えていただくことが必要ではないかなと。その上で、時により具体的にこれからそれ

ぞれの機関の中でも指導いただきながら、どういう対応の仕方があるべきか、望まし

いべきか考えていかなければいけない。先程言うように、私の知っている範囲であれ

ば、耐震どうのこうのといえば、あくまでも建築基準法に基づく形の中での基準、耐

震性が有るとかないとかという部分になるわけでありますから、その辺、中々難しい

情勢・状況にあるだろうと。議員がおっしゃるとおり、図面だけでそれが判断できる

かどうかということについても、年度問題も当然あるだろうし、非常にいまお聞きし

ている部分の中では、そうですねということには中々ならない要素もある。しかしな

がらそういう心配をしていることは、私なりに事実であります。それについて指導機

関等々含めて検討する段階に至りましたら、また庁内調整を図らさせていただきたい

と思います。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 住民の意識の中にも地震っていうのは余り、住民の意識が地

震には余り向いてないだろうと。あんまり考えてないんだろうと思うんです。この間、

ちょっとやっていたんですけど、旭川方面、道北方面って本当に地震のないところで、

２０年、３０年で１回か２回しかないというところでは、もう地震なんか来ないだろ

うというふうに思い込んでいるようであります。しかし、北海道っていうのは約２０

０の断層があるって言われているけども、２００で終わりかっていうと２００しか見

つかっていないという話ですよ。あとどこにあるか分からない状況だという。太平洋

とユーラシア両方から押されて盛り上がっている北海道ですから、いつあるか分から

ないし、どうなるか全くわからない。でも、長く住んでいると地震の災害、災害とい

うのは忘れるんですよね。それを思い起こしながらどうしたら災害に強い町を作るか

っていうことが課題になってくると思う。ですからそういう意味では、リフォームを
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使うのであればしっかり地震、耐震に対してこの予算は使えるんだ。町長が先程、お

っしゃっていました。リフォームはそれに該当するということですから、だったらそ

ういうことを全面に出しながら、リフォームを活用しながら耐震化を進めてくれとか、

こういう話になるんですよね。ですからその辺のところを１回整理していただきたい

なと、民の場面に関して。もう一方、官の話です。これは体育館・図書館もそうです。

それから中学校もそうです。耐震基準を満たしてないのでということで事業が動いて

いる。耐震判断は体育館、中学校、他にも施設が１６６、これは大小の色んな場面が

あると思うんですけど。例えば、この役場庁舎、それからとしべつもそれから病院も、

消防も色んなものがあります。これらの耐震判断をする予定があるかどうか、まずお

聞かせいただきたい。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 国の方では、大きく指導しているのは昭和５６年前後の含めた、

先程議員がおっしゃったように、様々なこの間、日本の中で地震がおきております。

地震がおきるたびに、内容が変わってきます。基準が。あるいは取り方が、手法が変

わってきております。北海道でも十勝沖地震で特に大きな変換が有りました。それに

基づいて次の年に基準法の基準が変わった。以前は５６年を前後として何が変わった

かといいましたら、以前の建物は建物そのものについての基準であったわけでありま

すけれども、５６年以降の基準は建物以外に中に入っている方々の保護を含めた基準

というものを一つ目安として入れた。それが大きな違いであるわけです。ただ私に言

わせれば、十分理解してないんですけれども、古い方の基準では震度が低いレベルだ

ったんですけれど、高いレベルに変わってきた。低いレベルでやった方がハードルが

高いと思いますけれども、ハードルが低くなった、耐震のレベルが高い方の基準に合

わせていいですよとなってきた。このことについてもまだ、十分自分も勉強していな

いわけでありますけれども、そういう状況の中から、様々な事例が出てきた段階で、

条例、法令、あるいは基準も変わってくる。このことに対応していかなければならな

いと思っていました。因みに今金町の５６年以前の建物はどうなんだということと、

もう１点は国の基準の中で耐震をこれから改築、改修をする場合は耐震の診断をきち

んと受けて、その基準に基づかなければいけませんよ。以前に総合体育館、改修とい

うことで、私は提案し進めてきた経過があるわけでありますが、それが改築に変わっ

たということの時に、お話をさせていただきました。いまの基準の中では総合体育館

規模は５，０００㎡以上がその基準になって、これについては耐震診断をし、公表し

ますよと。診断結果を公表しますよという基準になっていったわけでありますけれど

も、私は以前に議会にもちゃんと報告しましたが、今金は３，１７０、３，０００㎡

なんですね。これは国の役員の方に、すぐに何年か後に３，０００㎡になるんですか。

いま今金町は改修すると言っているんですけれども、耐震の診断が出てきた段階で非

常にハードルが高くなってきた。そうなった場合、改築という方向に向かわざるを得

ない。それにお金を、耐震の対応でもって改修するとなれば、いま計画する予算より

も数倍のお金がかかっていくだろうと。そう考えた場合に新しい基準ができたとして、
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ハードルが低くなって、今金町の総合体育館が耐震の基準に照らし合わせたことでや

らなければいけませんよ。駄目ですよとなった場合、また作り直すことがありますよ。

どう思いますかということで、色々相談した経過があるわけでありますけれども、そ

ういうアドバイスの中でも、明らかに年数も来てるし改修よりも新しく改築した方が

長寿命化対策になるだろうし、当然新たな耐震対策を取ったような施設ができるので

はないでしょうかという指導を受けて、改築という形になったわけでありますけれど

も、そういったように古いから確実に耐震はしないということにもなりえないし、新

しいから、新しい基準は全く問題ないわけでありますから。これについてはクリアで

きるわけでありますけども、その辺の前後にかかっている施設が今金町にいくつかあ

ります。昭和５５年に出来上がった、病院がそうなんですね、５５年なんですよ。そ

うすると基準に入らないんですよ。そういうものをどうするかという議論が当然ある

わけでありますけれども、必要に応じて私としては適宜、いま管理計画を作りますの

で、その中で老朽度の問題も徐々にチェックされますので、そういう時に考えて行か

なきゃいけないかなと。国の基準は基準でありますけれども、町としても独自なもの

を考えて行く必要があるだろうと思います。ほとんどの物はとしべつ含めて、平成の

時代に作っておりますので、これについてはそれなりに大きな問題、課題にはならな

いという要素を持っていたにしても、その辺は十分、この計画策定の中で、今後にお

いてチェックをしながら進めて行きたいと思っております。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 町長、建物を改修する計画がある時に耐震診断をするんです

か。それともどんな時に耐震診断をするのか。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 国の方では大きな建物に限ると思うんですけど、耐震促進法っ

てあるんですよ。改修をする場合はその基準があって、そういう調査をしなければな

らないっていう。そうしなかったら補助や起債を受けられませんよというものもある

んですよ。国の基準の中で。そういう国の基準で何㎡以上の物については、改修とか

改築する場合にしなければいけませんよという、あるんですよ。それに該当するもの

しないもの。今金町の場合は全てに該当するものは、いまのところないんですけどね。

今後、想定されるものについては、３，０００㎡、小さい集会場であれば１，５００

㎡だとかあるんですよ。その場合についてはしなきゃいけません。義務付けがあるん

ですよ。耐震診断。国の法律であるんですよ。それは診断をしてください。公表しま

すよ。それに当てはまるものは、今金町どれだけあるのかについては、そんなに事例

としては私はないという認識を持っていますけども。そのあたりも含めて、まずは国

の基準よりも今金町としてその必要性が有るかということについて検討していかな

ければいけないということで理解しております。 

○１０番（山崎 仁君） 改修する計画があるから耐震診断をしなければならないとい

う事なの。例えば役場、この庁舎を改修したいから診断を受けるの。 

○町長（外崎秀人君） するとかしないとか関係なく、国の基準の中では改修をする場
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合の国の支援とか起債を求める場合については、そういう手続きを取りなさいという

ことをまず１つ言いたいんですよ。あと、今金町の実態として、これから役場をどう

するかこうするかということについては、これはするかしないか。私に言わせると、

あと経費の問題もありますので、明らかに年数が来て、昭和４１年の建物ですから、

明らかにどう見ても心配の要素があるなと。そういうことを分かりながらもあえて、

何百万も何千万もかけて耐震診断をするかどうかということの議論もありますけれ

ども、その時の国の法律でもって、改築する場合に補助金はないわけでありますから、

役場を例にとりますと。起債なんか該当になる場合に、起債をもらうためにも耐震促

進法という法律に基づいたケースの中で、一定程度の手続きをしなければならない場

合もありえますので、その辺は見計らっていかなければならないだろうと思っていま

す。改修にしても改築にしても、いまは大きいものについては、基準に達していない

ものについては、それなり独自にできるわけでありますけれども、規模が大きくなれ

ばそういうものに該当することになるということであります。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 私はね、これ役場、心配なんですよ。３階に行ったら隙間が

空いていたり、ここで多くの職員の皆さんが執務をしているわけですね。ここを耐震

診断したらどういう結果が出るか、私は分かりませんけれども、そういう建物がまだ

他にもおそらくあるだろうということと、それから昭和５６年以降の建物、これは建

築基準法でいうと合致はしているというかもしれませんけれども、例えば建物を建て

る時に地域係数、いわるゆ耐震、建築基準法で１００のものを１００の強度で作って

いるかといったらおそらく地域係数をかけていると思うんですよ。５６年以降の物も

係数をもしかけていたら１００のものではない話になるんですよね。それはどうなっ

ているか。おわかりですか。例えば益城町、今回地震のあったところ。あそこと今金

の地域係数は一緒なんですよ。もしその数字を使っていたら、あのくらいの地震がき

たら、かなりの被害が出るっていう気がするんです。ですから防災、特に地震につい

ての知識はあんまりありませんけれども、ほとんどありませんけれども、心配だから

どうなっているんだと聞いているですから、その辺のところ、いわゆる建築基準法で

定められた１００のもので５６年以降も作ってきているのかどうか。ちょっとこれ教

えてください。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） その辺はいづれにしても、それぞれの時の首長の判断で作って

いるわけでありますから、様々な事務的な内容、あるいは専門的な部分については十

分承知していない部分があるわけでありますけれども、それは時代背景なんで、クリ

アは、私はしてきていると思っています。そうでなければ認められてないわけですか

ら。私に言わせると、何で５６年前後なんですかっていうことを言いたいですね国に

は。しっかりしていても、堅牢であっても、５６年にハードルをかけられるんですよ。

そのこともどうなんですか。あくまでも法律はどんどん変わる。熊本の地震でもって

また違った形の国の政令かなんか出てくるんではないかなと。基準というのはそうい
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うもんなんですね。対症療法みたいなのが往々にして世の中あるんですよね。それら

に向けて議員がおっしゃったとおり、いまの様々な分析をしながらですね、取り組ん

で行く必要があるなと。安易にそうですね、建てましょうとか直しましょうとは中々

なっていかない。それこそ今回の管理計画の中でですね、きちんとしたものをやっぱ

りそういうものをチェックしながらですね、一定程度の方向性、これは計画の中では、

これから先程言ったように、どの位修繕かかるのかとか、様々なものにも当然判断、

目安みたいなものが出てきますから、その中で知り得る形に私はなっていくではない

かなと思っています。 

○委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 管理計画を作るということでは、長万部町が作ったようであ

ります。非常に高額、長万部町で新聞報道があったような内容っていうのは、大変財

政を考えると衝撃的な数字が出ていました。今金町も恐らくそういうものを作ってい

かないと財政とのバランスを考えた時には難しい物も出てくるのかなと気がするん

ですけれども、管理計画がいつを目途に出てくるのか。それから、もう１つ、さっき

言った地域係数なんですけど、体育館と図書館というのは１００で行っているのです

か。それとも係数をかけて設計に入っているんですか。この２つをお願いします。 

○委員長（川上絹子君） 森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 総合管理計画の関係でありますが、まず長万部の報道

があった件で、お話がふれましたので、あれにつきましては、いま長万部町が所有を

してる全ての施設について、今後、同じ数、同じ面積で維持していった場合に、どの

ような影響が出るか、あるいは財政的な負担が出るかということを試算しているもの

でありますので、記憶に間違いがなければ、３０年で大規模改修、６０年で新たに更

新をするというような一定のルールの中で考えていくということになっております。

ですので、長万部町の計画については、総合管理計画を作る上での基礎資料にはなり

得るのかなと考えるものであります。総合管理計画につきましては、将来の人口推計

ですとか、地域の産業構造の変化だとか、様々な変動要因を想定をした中で、推定を

した中でいまある施設が例えば面積的に将来、いま１００あるものが将来は８０で十

分サービスとして提供できるだとかということを推計した上で、総合的に建てていく

と。将来計画に向けていくことの基になる計画というふうになります。いま、どの地

点で完成かというお話がありましたが、これについては年内、平成２８年１２月末ま

でに整備をする。この計画については、例えば交付金事業ですとかそういったものの

採択要件にもなり得るということで伺っておりますので、そのヒアリングの時期に間

に合わせて、いま作ることになっておりますので、時期的に言いますと年内というこ

とのスケジュール間で動いているということであります。以上であります。 

○委員長（川上絹子君） ５０分まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 １０時４２分 

開議 １０時５０分 
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○委員長（川上絹子君） それでは休憩を打ち切り開議いたします。 

  山崎君の質問に対し、理事者の答弁をお願いします。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 時間をいただきました。原課に方に確認いたしました。それ

で、山崎議員がおっしゃった係数そのものを、原課の方で押さえていることはないと

いうことです。ただし、例えば北海道であれば豪雪地域だとか、色んな要素が含まれ

て構造計算ていうのはオンされておりますので、総体の中ではそういう要素も含まれ

ていることですが、今金町の数値が、数値的にどうこうという事は原課の中でも把握

はしていないという事ですので、逆に議員さんのおっしゃる数字の方がうちの方も把

握できていませんので、具体的に示していただいた方が、原課も含めて答えられると

思いますが、いまの段階ではそういう答弁しかできませんのでよろしくお願いいたし

ます。 

○１０番（山崎 仁君） 私も調べてその中で出てきたんですけど、いわゆる耐震建築

基準法って言うのは、日本全国で同じ基準だっていうこと、まず。地震とか災害の発

生頻度等を勘案しながら国が係数を決めているっていうんです。これが０．９だとか、

０．８だとか、その係数ごとに地域を係数で示しているという。今金町はちなみに見

ると益城町と同じ地域係数だったっていうこと。確か０．９、だから建築基準法の１

００のものを０．９でできるというものだというふうに私は理解をしいてた。ここか

ら先のことは専門的なことなので良くわかりませんけど。しかし地域係数っていうの

は、存在するもんなんだなってことです。原課で把握をしてないんであれば、そうい

うことは関係なく、１００で計算をしているということで理解して良いんですね。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） いま議員がおっしゃった建築基準法だとか、そういうものに

基づいていることは間違いがないことでありますので、あとでもう一回確認しますけ

ども、当然、多分含まれていることだと思います。ただ、原課の中でその数値を特化

してオンしているかどうかっていうことは、押さえてないということでありましたの

で、確認はしておきたいと思います。いまの時点ではそこまでしか答えられません。 

○委員長（川上絹子君） あと、質疑ありませんか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 大規模停電が発生した場合に、備蓄しているものが対象になる

災害と認定されるのかどうかお尋ねいたします。具体的というよりも、大規模停電が

災害の中に含まれるのかどうなのかっていうことをまずお答え願いたい。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 停電が事故なのか、停電が起きた要因が災害の要因であれば災

害だと思います。何らかの形の停電であれば、事故という扱いにしか私はならないの

かなと。地震だとか雪だとか水でもって足がすくわれてやったとか、私は災害の部類

に入るのではないかと思います。 
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○委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 北海道でも登別市で１週間にも及ぶ停電が発生し、また今回の

熊本地震においても停電が発生し、それに伴っておそらく避難所、今金の場合ですと

２５ヶ所ですか。それに対するポットストーブといいますか、この備蓄がなされてい

るかどうか、その辺はどうですか。 

○委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） １つは停電の対応でありますけど、そちらの方に建物作ってお

りますけど、従前は役場も消防もですね、大停電の場合は全部電気ストップでした。

それは大変対応としては困るということで、様々な情報、あるいは発信するためにそ

こに発電施設、自家発電施設を作らせていただきました。これでもって速やかな対応

ができる。ファックスも何も入ってこないんですよ。停電になりますと。それに対応

するということ。まだ、北海道の自治体ではまだ十分には調べましたらあまり対応し

ていないんですけれども、整備をさせていただいた。これから作る建物についてはあ

くまでも、大きな建物については、自家発電施設というのは一応整備することになっ

ていますので、それは問題ないんですけれども、小さいところについてはいろいろ課

題があるだろう。照明ということと、いま言った、暖を取るということを考えますと、

以前に議員さんと一緒に見た施設の中では、ポットストーブが体育館の備蓄庫にあっ

たのを私も承知しましたけれども、ああいう対応というのは速やかにとっていかなけ

ればいけない。加えて、その場合、電気がないわけでありますから、照明と暖を取る

ということでは、重要な要素もありますし、加えて食を何かするという場合について

も、過熱するだとかする時にも、油だとかガスだとかそういう対策、対応もとらなき

ゃならないだろう。いま議員がおっしゃったとおり、避難所のそういう一定程度の対

応については、これから順に整備していかなければならないだろうと。それについて

も色々事例なんかも、きちんとやっているところの事例なんかも相談しながら、まず

は避難所になっているところについての対応、対策について十分に進めて行きたいと

思っております。 

○委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 北海道の場合は冬が一番問題なんですよね。それで避難所に全

員避難できる、また何らかの都合によって自宅で避難生活を送る人もいるわけなんで

すよ。それで今回の熊本地震なんか見ても、ガスコンロを暖房に使ったりなんかして

いる非常に危険な状況もテレビ等でも報道されておりますので、年次計画を持って大

規模停電に対応した暖房器具の設置というのもやっぱり年次計画できちんと立てて、

まずは避難所に設置する。その次には民間に貸出できるものをいくらか用意するとか、

色々な方法があると思うので、その辺をまず検討していただきたいと思います。次に、

耐震化診断の問題です。町長が言うように民間の財産を守るのは民間でやってもらわ

なければならないし、これはリフォームでも何でも活用して耐震化はしていただくの

は筋だと思います。しかし、まず町長は生命を守るという、町民の生命を守るという

ことがあるわけですから、その為に個人が耐震化診断したいと言った場合には、これ
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は一定の条例でも作って１００％とはいかないまでも、何割かの補助を出してやる。

これは希望する人には補助を出して耐震化診断を受けてもらう。これは可能だと思う

んですよね。まず命を守る。そこからスタートしていけば、私は南西沖地震も体験し

た今金ですから、個人の耐震化をしたいと、そのためにも診断をしたいという人があ

れば私は手を差し伸べてやるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 先程、山崎議員のお話の中にもありました、一般の方がです

ね、木造住宅に限って耐震診断を希望されるということにつきましては、まだ町の方

には直接降りてきていませんが、道の方でそういうご案内をしているケースがありま

す。それは実際に来るのではなくて、設計図だとか送りこんでその中でのやり取りの

中で、一定の診断ができるようなものでありますので、この辺もう少しうちの方もき

ちんと精査をして、窓口には多分なると思いますので、そういうことに興味だとか、

関心だとか、不安を持っている皆さんがおられると思いますので、情報提供をきちん

としていきたいなと。それから、いま言われた一歩踏み込んだ形についてはですね、

是非、町長も含めてでありますけども、お願いして検討していきたいなというふうに

思います。それから、先程の中で一部補足で説明を申し上げたいことがありますので

担当課から申し上げますので、よろしくお願いします。 

○委員長（川上絹子君） 寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 徳田議員のおっしゃられていた停電時の事なん

ですが、災害時におけるレンタル機材に対する提供に関する協定ということで、お手

元の防災計画の参考の５１ページ、３の５１で株式会社ナガワの方と３年前にこの協

定を結んでおりまして、その中に発電機、ストーブ、仮設トイレ、仮設ハウスなどと

いうことで、ナガワが調達できる機材についての協定を結んでございますので、避難

場所においてもこれが適用になろうかと思いますので、ご参考までにお願いいたしま

す。 

○委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） いま副町長からご説明受けたわけでありますけれども、是非で

すね、他の町村でやらないからどうだってことではなくて、ここは断層帯の上にある

町ですから、ちょっとやっぱり他の町村に先駆けて、私はね、そういうものを取り組

むように検討してみていただきたいと思います。それから、課長より備蓄の協定を結

んでいるナガワはもう今金から撤退してしまったんですよね。それでいまは今金にレ

ンテック、それからせたなにカナモトとあるわけですけれども、それらの会社に対し

て要請を。 

○議会事務局長（成田光康君） レンテックとは結んでいます。３の５４に載っていま

す。 

○６番（徳田栄邦君） レンテックと結んである。ナガワしかないって言うから。そう

いうようなレンタル業者を頼るのは良いですけれども、災害が発生した時、道南一円

でやった時に、果たしてそこだけで間に合うかっていうことを、私は心配もあるんで
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ね、やっぱりそれに対応したやっぱりきちんとしたものを町独自で構築していく必要

があると思いますので、その辺は直ぐにと言ってもできないでしょうから、できるも

のから一つ検討していただきたいと思います。それからですね、このガイドマップで

第２避難所が規定されているわけなんですよね。第１避難所がどういう理由で使えな

くなるか分からないもんですから、それに対応したあれで第２避難所を設けているん

だと思うんですけれども、果たしてこれが必要なんだろうか。ちょっと迷うというか

町民の皆さん方に避難所どこですかっていったらやっぱり第１避難所をみんなあげ

るんですよね。それで、防災の日に避難訓練をやると思うんですけど、去年うちらの

町内もやったんですけれども、第１避難所に避難してくださいということをやるわけ

で、第２避難所っていうのは想定外なんですよね。その開けなくなる理由っていうの

は色々あると思うんですけど、どういう場合を想定してこの第２避難所を設けている

のか、その辺どうですか。 

○委員長（川上絹子君） 山田君。 

○まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） お答えいたします。 

 １つ例をあげてお答えしますが、ガイドマップの丁度真ん中のページです。市街地区

東側丸２という書き出しのページを立て開きになりますがご覧いただきたいと思い

ます。ここで下段の方に避難場所の明示がされてございます。表の中で一番上、今金

小学校が避難場所ですよということで、エリアについては、曙町、日の出町、東町、

光台の４地区が今金小学校の避難場所ですが、例えばこの避難場所が上の図で示され

ておりますが、先程申し上げた土石流の恐れがある場所ということで、ピンクの網掛

けがなってございます。ご存じのとおり今金小学校の裏の山が急傾斜地ということで、

山崩れの恐れがあることで、こういうふうに指定されて、危険個所として指定されて

おります。万が一、この場所が土砂崩れになった際には、当然、今金小学校避難場所

として使えませんので、その場合は第２避難場所の今金中学校が右の４地区の避難場

所ですよということの意味合いでございます。ですから、様々な災害あると思います。

同じ雨の災害であっても、ここのところは崩れそうだけども、ここのところは崩れそ

うもないとか、そういったことに対応するために、第２避難場所を明示しているとこ

ろでございます。万が一の際には、例えば今金小学校が使えませんよという時には、

避難の場所を広報車にて住民に周知し、第１の避難場所ではなく、第２の避難場所に

避難してくださいというように広報車で周知徹底を図るということで考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） １日の雨量が２３０ミリを超えた場合には、土石流も発生する

かもしれないけども、まず利別川の氾濫ということも考えなければならないんですよ。

前に利別川が氾濫した場合のシミュレーションがどっかで発表されたのを見た記憶

があるんですけれども、その時には中学校も体育館も３メートル以上の水の深さで浸

水するっていうような確かそういうのも出てたようなんでね。そうなった場合には逃

げ場所というのは、小学校が一番高台にあるわけですから、小学校が一番良いんです
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けれども、私はこれ第１、第２を作る必要がないのではないのかなと。あまり町民を

惑わせるようなことをしないで、とにかく災害が起きた時の避難場所というのは小学

校ですよっていうふうに、逆にした方がいざという時に迷わないで済むんでないのか

なという気がしますので、これは私の考えですので、是非、そういうことも含めて、

検討していただきたいと思います。それから、避難指示と避難勧告というのがいつの

時でも問題になるわけなんですよ。何年か前に松前町でそこの区長さんの判断によっ

て避難指示を出して、一人も犠牲者を出さなかった。逆に利尻富士町の場合は、役場

の判断が遅かったからか、災害に巻き込まれたっていうようなこともあるようにね。

どこの基準で、それじゃどういう時にその避難指示を出すのかっていう非常に難しい

判断がされる時だと思うんですよ。基準というのがまずないわけですよね。これおそ

らく町長も実際に雨量が１時間に５０ミリとか６０ミリになったとか、そういうよう

なあれがあれば良いですけれども、その判断基準がないものですから、避難指示を出

すタイミングというのは非常に難しいと思うので、ある程度のやっぱりガイドライン

みたいなものも必要ではないかなと思うんですよ。それからもう１点、避難指示が夜

中に出た場合に、町の広報車で回るようになっているの。ここは防災無線がございま

せんから、ただ夜、夜中に道路を走るだけの広報では聞こえないという、そういう苦

情も結構ある地区によっては出てきたこともありますので、その辺のやっぱり対応と

いうのもきちんとしておかないとならないし、各町には町内会長さんがおりますし、

ある程度、連絡網というものも、やっぱり災害が起きた時、夜間の緊急連絡網みたい

なものもきちんとやっぱり整備しておく必要があるのではないか。ただ、広報で回れ

ばそれで良いんだということではないと思うので、その辺のところも私は検討する余

地があるのではないかと思いますけど、いかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ありがとうございます。たくさんご指摘やらご助言をいただ

きました。まず最初の色んな備蓄の関係ですけれども、やっぱりこれで良いというこ

とはないですし、それから色んなレンタル会社等と協定を結ぶと言ってもですね、多

分集中した時に果たして優先的に回ってくるかとか、色んなことが考えられますので、

無駄になるという観点ではなくて、計画的に備蓄を進めて行くということで、これか

ら考えていきたいと思います。それから、避難所の第２避難所の部分でありますけれ

ども、確かに第１避難所がもし使えなくなった場合の想定ということで、ここの中で

は記しておりますけれども、住民の皆さんにとってはどこえっていうのがやっぱり１

番だと思いますので、これそのものを直すことになりませんけれども、やっぱり１番

はそういうことだと思いますので、新しく作ったり、それから周知の際には、その部

分についても分かりやすい指示ができるように、徹底をしていきたいと思います。そ

れから、１番頭の痛いトップの首長が大変なのは避難指示の関係なんですよね。いま

何地区かの事例を出してお話いただきましたけれども、１番後で言われるのが遅くて、

災害が起きた時というのはかなり責められますよね。だけども大きなところだと、か

なりな避難をすることになると、もし必要がなかった場合にということが、どうして
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もあるということですけども、うちにつきましては町長からもいつも言われておりま

すけれども、国だとか色んな予報関係が出たからと言って、うちの実情と同じかどう

か分からない場合がありますよね。実際にここでなければ。それは、やっぱりその時

の判断というのが非常に重要なってくると思いますので、積極的に関係機関と連動し

ながら適切な判断を早めに、変な話ですけど、あとで怒られるのは良いと思うんです

けど、後手になってですね大惨事になって尊い生命が失われることがないように、こ

れは私たち防災を預かる職員にも徹底をしていきたいと思います。それから、いま言

われたとこが私たちも考えている中で１番の盲点といいますか、夜なんですよね。夜

間。夜間通常の避難ルートといっても見えない場合もありますし、かえって色んなと

ころで考えられる、動かない方が安全だという場合もありますので、それから、いま

防災無線がない中では、命綱というのは各現場の町内会自治会長さんだとか、そうい

うところの連絡体制というのは非常に貴重になってくるというふうに思います。ただ、

夜間の場合どうするのかというあたりもきちんと一定程度詰めておきたいというふ

うに思いますし、そのことを知らせないと意味がないんですよね。夜だったらこうい

うことですよ。例えば自治会長さんからの指示を待ってくださいだとか、そういうも

のも想定しながらこれから作っていきたいというふうに思っております。改めて必要

なガイドラインというのは、多分、行政だけが把握をしていても意味がありませんの

で、住民の皆さんが同時に把握ができるように、それからいつも言われるのは、いつ

も見えるところにないと意味ないんですよね。その辺もどういう工夫をしたら良いの

か、先程、話がありました、前例があるとかないとかではなくて、今金町として防災

に一歩踏み出しなさいというご指摘でありますので、そのことも踏まえて、対応して

まいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それから、後段にな

りまして申し訳ないんですが、先程、山崎議員さんから係数のお話が出てまいりまし

た。担当課で調べてまいりましたものが、私の手元に来ました。おっしゃるとおりで

すね、九州と北海道、北海道は３段階あるようです。１．０、０．８、０．９、この

瀬棚郡については０．９です。地震地域係数という数字です。たまたま見ましたら九

州全域と同じ数字でありますので、ご指摘いただいたものと同様でありました。この

ことの数字は入っているということでありますので、その中にオンをされた基本計画

の中に入っているということでありますので、ご指摘いただいた数字については、０．

９で間違いありません。瀬棚郡は０．９でありますので、改めて報告をさせていただ

きます。ありがとうございました。 

○委員長（川上絹子君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 今金町で避難勧告、市街地に出たのはおそらく平成１１年の５

月の豪雨の時だったと思うんですけれども、この時に、東町の裏山に亀裂が入って、

あそこの山際、あるいは国道沿いの住民の皆さん方に避難をしてもらった。それがあ

るわけなんですけれども、あの時は実際、避難勧告が出てからそうですね、３時間位

で雨が小降りになったんで普通に住宅へ戻って、亀裂の入ったとこにはビニールシー

トをかけて対応をしたわけなんですけれども、どこの場合でもそうなんですけれども、
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避難勧告が出て避難しても何もなかった。津波の場合だと特にそうなんですよね。慣

れと言いますか、前の時は大丈夫だから今度の時も避難しなくても良いんだっていう、

こういうような風潮がですね一番怖いわけなんでね、やっぱり普段からその辺のとこ

ろもやっぱり、対象になる住民にはきちんとこの防災というものを意識を高めるよう

なやっぱり教育といいますか、私は必要になってくると思いますので、防災の日に向

けて避難訓練をやっているんですけれども、まず危険な所から率先して地域の住民に

参加してもらう、そういうような計画を立てていただきたいと思います。中々これい

ざ災害が起きなければ中々行動を起こさないのが町民ですから、その辺やっぱり地道

にもっともっとやっぱり対応をしていただきたいと思います。色々と言いたいことも

ありますけれども、今後、２回目、３回目にこの会議が開かれると思いますので、ま

ず町民の命を守ること、これをやっぱり大前提に、今金町の防災計画というものをき

ちんとやっぱり町民を巻き込んだ中で、実のあるものにしていただきたいと思います

けれども、いかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ありがとうございました。計画があってもやはり住民の皆さ

んがどれだけそのことと向い合っていただけるのかっていうことが、大切なポイント

だと思いますので、防災教育というお話が出ましたので、担当課もそのことを踏まえ

て、実質去年から避難訓練をということでやっております。今年は少し一歩踏み込み

まして、役場場内の動きを全体で動こうと。実際に想定した中でやろうということで、

去年よりは少しスキルを上げてやりたいということで考えております。それから、教

育委員会の方にもお願いをしなければなりませんけども、子どもたちに対する、それ

から先生方に対する防災教育、それから今金町の防災計画なんかもですね、やっぱり

お知らせをしたり、時にはそのことを学べたりという機会を作らないと。やっぱり一

番不安なのはお年寄りだったり、子どもだったりということがありますので、そのこ

とも踏まえて、今後やっていきたいと思います。それから、役場庁内の方につきまし

ては、町長からも指示がありまして、６月２７日に庁内の危機管理対策チームを作り

ました。これは実際の緊急時の業務対応ということで、どういう動きをしなければな

らないのか、これ時間帯によっても違うと思うんですよね。それから、雨の場合、地

震の場合、色んな時の動きっていうのは違うと思いますので、そのことも踏まえて業

務対応計画というものを早急にいま作り上げたいということで、チームも発足して、

いまやる予定でおりますので、これらも一定の目安ができましたら、議会の方に相談

をしていただいて、ご助言をいただきたいというふうに思っておりますので、これで

終わりっていうことはいつもない防災でありますので、今後ともそういう意味では、

うちの方も踏み込んだ形で動こうとしておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（川上絹子君） すみません。町長が会議の為にちょっと退席をしますので。 

  それでは質疑ありますか。 

  上村君。 
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○１１番（上村義雄君） 今回の特別委員会を設置したことによって、地域の防災につ

いて改めて意識を、私自身も普段そういうのに関心がないというか、他人事のように

聞いていたわけでございますけれども、今回のこの４月の九州の熊本の本当に地震の

ない地域だと言われていたのが、１番ひどい震度７が２回もくるという、そして１か

月の間に１，５００回も揺れが来るというような前代未聞の状況が、その報道の中に

は宇土市の庁舎が３階建で２階がなくなってしまって、災害の指揮を執る場所が別に

移ったというような本当に衝撃的な部分が放映され、そして橋がなくなり、土砂によ

って、またそのあとの雨によってそういうような２重、３重の災害が起きている状況

を見た時に、私も他人事ではないなというふうに思っている一人です。特に建造物災

害予防計画っていう計画を見た中で、対策としては今金町が既にこういう対策をしよ

うという計画を組んであるわけですけれど、地震の部分で言いますと、この計画の中

では震度７という、これは耐震改修促進計画、２２年に出された町の部分ですけれど

も、これはどこでも地震が有り得ると。どこでも直下型の地震が有り得るんだという

想定でこれは２２年に計画を立てたものでございます。その中で行くと、最大６．９

を想定した計画を対応していかなければならないという部分でございました。今金町

を見ると、全部真っ赤になっております。そういう面でそういう対応が必要だという

ことで、町の方も考えられておられているふうに思います。特に同僚議員が聞いた中

では、町の１６６か所の建物の中のその耐震についての調査を、年度内に終えるんだ

という。違うんですか。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 更新の診断は誰も言及しておりません。 

○１１番（上村義雄君） その整備計画ではなくて、私の言いたいのは、この震度６．

９に対応した町の施設が耐えうるのかどうか。耐震のこれはもう既に、この時点で出

されたのが昭和５６年のやつのそのあとのやつについてはまだ耐震基準が上がって

いるわけですから、そういう部分で私はそういう部分の、特に、この避難する場所と

いうことが想定され、その避難に色んないま話があったわけですけれども、その避難

する場所さえが、もし、あれな時に１次、２次の避難場所というふうな考えでおられ

るようでございますけれども、しかし、そういう部分の例えば、耐震についての全部、

町の施設がその耐震に耐えうるかどうかということ、それからどの位の震度には耐え

られるんだという耐震の診断もこれは必要だというふうに思うわけですけれども、こ

れは２２年にあれされた部分でもう震度６．９のそれに対応した備えをしていかなけ

ればならない。計画の中では、公共の施設がいつその部分に耐えるような、避難でき

ても安心してそこに避難できるような対応を必要だというふうになっているわけで

ありますけれども、これは財政とも絡み合うわけですから、そのまず耐震の建物、避

難する場所の建物が本当に耐震に耐えうるのか、いま言うように防水の部分で水の部

分では耐えても、地震が直下型が来た場合にはそれは全然耐えられないというふうに

なった時の、そういうことも考慮した中で、考えなければならないと思います。この

部分の計画的には、どういう計画を進めようとされているのか。耐震についての、先

程、聞いたのは違うんだということですので、耐震の診断をどのように年次計画で組
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むのか、それともいつまでに耐震の診断を行おうとしているのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 上村議員のおっしゃっている、その当時の課題施設というの

は、いまも課題になっているものだと思います。例えば、庁舎もその時含まれていま

すし、体育館だとかも多分含まれていたと思います。町長が先程答弁をいたしました

のは、通常は耐震の診断をしなければ、ものによっては起債だとか色んな交付金だと

か補助金が付かないということですから、通常は建設計画を持つという時に、同時に

併せてやるのが普通だと思いますが、誰もが分かりますが、この役場も５０年ですか

ら今年で、耐震をやるまでもなく、多分、数値的には良くない数値が出てくるだろう

ということが想定をされます。それで、いま議員がおっしゃったとおり、だからと言

って、色んな施設を一挙に建て替えということはいかないですけれども、やはりそろ

そろこの庁舎についても、いつ頃に建設をという目途を立てる時期だなと私たちも認

識しております。それから、耐震の調査自体はいつやるという事ことすけれども、適

宜必要な時にというふうに思っていますが、同時にもう一つ大切なのは、庁舎に関し

て言いますと、もし有事の時にどこが機能を果たすのか。それから、いま持っている

色んなデータがどのように保護されるのか。大丈夫なのか。そのことをいま言いまし

た、検討チームの中でも詳細の手立てをしております。色んな物が庁舎に不具合が、

あまり想定したくないですが、直下型の何かがあった時に、色んなデータが失われな

いようにどういうふうにしたら良いのかということも含めて、いま同時進行で計画を

しているというのが実態であります。懸案のものについては、中学校についてはもう

既に５６年当時のものですから、いまの基準法にあっておりませんので、基本設計、

調査の予算についても議会の方にお願いをしてつけていただきましたので、私がいま

一番懸念をしているのはこの庁舎。この庁舎を、先程言われたとおりですね、どの時

期にという計画をもう立てる必要があるんじゃないかなということはいま、町長とも

話をしております。ただ、年度でいうといつということの、前に色んな計画を出した

時に、財政計画を出した時に、３２年以降に課題になってくるというものでは出して

おりますけれども、庁舎につきましてはもう一歩踏み込んだ形で、計画を作らないと、

住民の皆さんの不安にもつながることでありますので、そういうものを持つ時期だな

ということは、認識をさせていただいております。ということでよろしくお願いしま

す。 

○委員長（川上絹子君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 先程、町長も答弁したように、建て替えるなり、それをしよ

うとする時に、補助事業等のあれで耐震化になったものでやると。これ当然のことで

すし、これはただいま言うように、本当に予防的にしようとする計画を組むのであれ

ば、いまこれから建てる、補助事業に乗っかるためのそういう対策ではなくて、いま

私の言ったような全体の町の建物の、例えば病院にしても、としべつにしても、これ

災害があった時には一番そこに医療的な部分で必要な場所になります。そういうとこ
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ろの部分だとか、またその対策本部になる役場、これがいま言うような災害で指揮と

れない場所になってしまうことに、だから色んな角度からの避難する場所もそうです

し、避難に応じた公共施設の部分で、私はその耐震診断というそういう部分がきちん

と調査して、そして年次ごとに、これは財政伴うものですから、年次ごとにこの建物

からしようかと、そういう計画を予算を措置をしながら、そういう計画的なものを作

る必要があるのかなと思うけどその辺は、いかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） おっしゃる通りだと思いますので、耐震調査を実施する建物、

それからタイミング、それから全部予算もかかってきますので、そのことも踏まえて、

検討させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  質疑がないようなので、これで質疑を終わります。 

  理事者の退席をお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１時３５分 

開議 １１時３６分 

 

○委員長（川上絹子君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

  只今、説明を受けた、地域防災計画や先週の市民防災センターの視察を踏まえた上

で、今後、調査が必要な事項等の整理が必要と思われますので、委員の皆様からのご

意見をお願いいたします。 

  大まかな意見が出尽くした状況ではありますけれども、今後の調査の進め方や方向

性が何かありましたら、意見を出していただきたいと思います。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） いまの耐震診断が終わっている中学校、体育館を含めて、同僚

議員が一生懸命質問されておりましたけれども、あまり建てる時しか考えない様なこ

とを言っていましたけど、全て公な建物すべてを網羅した特別委員会であってほしい

なと思いますので、そのようにお願いします。 

○委員長（川上絹子君） 他に意見有りませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 私も、これからの防災と財政を考える調査特別委員会には、

いま日置議員が言われたように、図書館、体育館の耐震化が耐えられないという、図

書館については新築ですけれども、体育館については地震に耐えられないということ

から、新築に予算を実施計画の予算を見たわけですけれども、また中学校の部分、そ

れから只今、言ったように、町の町有施設の中で、やはり避難場所になるところが耐

震化に耐えられないというふうになった時には、九州の熊本の例があるように、やは

りそれらも含めて、全部町有施設の調査を、耐震化の調査を求めていくと。そしてま
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た、この特別委員会では、その図書館、体育館も含めて、財政的にも処置をしていか

なければならないこれからの大きな課題になるので調査の中に含めるという形で進

めていただきたいというふうに私は思います。 

○委員長（川上絹子君） 他に意見有りませんか。 

  それでは、あと、もしいま町有施設全ての建物を考える特別委員会であってほしい

という意見がありましたので、そちらの方で対応していく形にもって行きたいと思い

ますが、この次に視察や講演などについては、予算要求が必要になってきなすので、

そのようなことも皆さんで考えていただきたいと思います。そこらへん意見が有りま

したら。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 防災、特に地震に関しては、非常に意識が私自身も含めて薄

かったなという気もします。良く考えてみれば４、５年に１回、大きな地震が来てい

る現状で言うと、やはりそれに向けて地震ってどうなんだっていうのはやっぱり、再

認識していかなければならないという、先日、市民防災センター札幌で震度をちょっ

と体験してきたわけですけども、そういうのも含めて地震の先進地というのは変です

けれども、被災をされたところの現状がどうなのかというのは、やっぱり体験をする

必要があるだろうなという気もするし、それから熊本地震のあとで北大の先生とか、

あとは色んな学識、いわゆる識者により北海道の現状っていうのは色々話されており

ます。町民を巻き込んだ中で防災、特に地震を考えるのであれば、議会主催で講演会

なり講師を選定しながらやっていただくというのも含めて、協議をいただきたいと思

いますけども。 

○委員長（川上絹子君） あと意見有りませんか。 

  他になければ、只今、委員の皆様から出された意見を基に、正副委員長で課題等を

整理して、あと視察とか講演の方をちょっと検討してまいりたいと思いますがいいで

しょうか。 

  ご異議がないので、そのようにしていきたいと思います。 

  次に議件２、その他についてを議題といたします。 

  委員の皆様から何かございませんか。 

  なければ次回開催日程を決めたいと思います。 

  いつ頃を目途に開催いたしたらいいでしょうか。特別ありませんか。 

  それでは正副委員長と事務局と調整の上、日程を決めさせていただきます。 

  意見有りませんか。 

   

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） それでは意見が、先程の理事者との意見の中にも出尽くした

気がしますので、本日の特別委員会はこれをもちまして、閉会といたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

閉会 １１時４４分 
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