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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：１番、笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは通告に従い

まして、２点ほど質問いたしたいと思います。 

１９９３年に道路交通の円滑化と活力ある地域

づくりへの寄与を目的に、道の駅制度がスタート

し、快適な休憩のたまり場空間を定義し、休憩機

能・情報発信機能及び地域の連携機能の三つを担

う沿線の拠点施設とされ、本村も１９９８年４月

に道内５４番目の道の駅として登録され、数多く

の旅行者や村民に利用されているところです。 

一方、現在ではこの三つの機能に様々な機能を

プラスするという取り組みがなされています。中

でも注目されるのが防災機能で、２００４年の新

潟県中越地震において、被災地や周辺の道の駅が

避難所や災害復旧拠点等として活用されたのを機

に、国土交通省は２００７年より防災拠点化を進

め、２０１３年の国土強靭化政策大綱で道の駅の

防災拠点化が示されております。 

北海道においても、２０１３年３月のオホーツ

ク管内を襲った暴風雪時には、周辺の道の駅が避

難者を受け入れ、効果的に機能しました。それを

受けて、土木研究所が災害時の避難場所等につい

て調査した結果、避難経験のない人の２０％が道

の駅、コンビニと答え、避難経験のある人の４３％

が道の駅と回答し、実際に被災した時の避難場所

とはとの問いに、道の駅と回答した人が８６％に

上ります。理由として、情報の提供、トイレ、駐

車場と答え、また滞在も長時間に及ぶこともあり、  

防災拠点化の有無に関わらず道の駅に対する避難

所としての期待は大きなものがあると考えており

ます。 

北海道では道東を中心に現在２６の道の駅が防

災拠点として整備されていて、今後、防災拠点化

を検討している自治体も多数あるとのことです。

ここ数年の大規模な自然災害により、なお一層、

そのニーズは高まってきていると考えられます。 

ここ猿払においても、昨年２月の暴風雪により

道路が封鎖された時、多くの通行人が道の駅に避

難した経緯がありました。また、道の駅さるふつ

公園は駐車場が村の一時避難所に指定され、北海

道コカ・コーラボトラーズのＣＳＲ活動による災

害対応型自動販売機も設置され、開発局による災

害備蓄品も常備されています。さらにホテルも併

設されているということで、条件的にはたいへん

整っていると思われます。 

そこで、村として道の駅を防災拠点とする考え

はあるのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの笠井議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

道の駅さるふつ公園につきましては、その駐車

場エリアを指定緊急避難場所にしておりますが、

指定避難所は長期間の避難も想定されることから、

基本的に地域住民を対象としているため、道の駅

は現在のところ、その指定をしておりません。 

しかし、道の駅は多くの観光客が集まる場所で

あり、宿泊施設もございます。また、平成２４年

には北海道開発局が公園内に備蓄倉庫を設置し災

害備蓄品を常備しており、避難拠点としての機能

は十分に兼ね備えているものと考えております。 

以上を踏まえ、指定避難所としての位置づけに

ついては、現時点では難しいものと考えておりま

すが、滞在する観光客等の一時的な避難所として、

宿泊施設でありますふるさとの家を利用させてい

ただくことを念頭に、指定管理者とも協議を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

また、過去にあそこに駐車をしておりました車

数台の方々が生き埋めになるという状況もござい

ました。その時にはふるさとの家の指定管理者の

方が食料とか水とかいろんな部分で手助けをして

いただいた経過もありますので、また改めて指定

管理者の方にお願いをしてまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 
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○議員（笠井哲哉君・登壇）：ただいまお答えのよ

うに、指定管理者が十分気を使っていただいて、

旅行者その他に配慮してくださっているというこ

とは十分にわかりましたが、村として、指定管理

者に対して災害時対応の協定もしくは規定を盛り

込んでいるのか、その辺をお尋ねします。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

協定については、現在のところは締結しており

ません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：協定については結ん

ではいないということなんですけれども、将来的

にはどうなんでしょうね。実際いざそういう有事

があった場合には、やはり協定とかその辺の取り

決めによって物事がきちんと動いていくのではな

いかなと考えますが、いかがでしょう。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

ご承知かと思いますけども、北海道とですね北

海道ホテル旅館生活衛生同業組合というところで

災害協定、宿泊施設の活用に関する協定を行って

おります。その中にはですね先ほどの道の駅のホ

テルさるふつについては、旅館業組合に加入され

ていないということで含まれておりませんので、

別にですね村と指定管理者との間で協定を結ぶよ

うな形で、どういった被災者を受け入れるだとか、

費用負担をどうするだとかっていうルールは決め

ていかなきゃならないのかなというふうに考えて

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ただいまのお答えで

一応宿泊施設について、要するにホテルさるふつ

については一応そのような対応をしていくという

ことでわかるんですが、とりあえずあそこは道の

駅としての機能を持っているわけでして、管理自

体を現在たぶん観光協会がなされていると思うん

ですが、その辺の災害時の対応の仕方とかそうい

うものがきちんとできているのかどうか、その辺

もお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：笠井議員の

ただいまのご質問にお答えいたします。 

先ほど村長からのお話でもあったように、災害

時の対応については、観光協会のほうではいろん

な訓練を行っていまして、それに対応していただ

いておりますけれども、今現在無償で管理を行っ

てもらっている状況なもんですから、その契約書

の中にさらに盛り込んでいきたいというふうに考

えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：現状については一応

理解いたしました。 

あとですね災害備蓄品のコンテナが設置されて

いるわけなんですけれども、その鍵の管理とかそ

れから運用基準とかそういうものについてはどう

なっているのかお聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えいたしま

す。 

鍵については、村と開発建設部それぞれ保有し

ております。運用についてはですね、災害発生時

に村が開発建設部のほうに申し出をすることによ

り、備蓄品は貸し出しをしていただけるというよ

うな内容でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ということはですね、

村のほうでは勝手に備蓄品について使用するとか

そういうことはできないということになっている

という理解でよろしいんですか。はい、わかりま

した。ということになりますと、管理全体におき

ましては、開発から委託を受けている営業者さん

がおそらく確認されていると思うんですが、当然、

動作確認とかその辺も含めてきちんとなされてい

るのかなという部分でどうなんでしょうか。 
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○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：防災備蓄倉庫に

保管している資材関係なんですけども、多種にわ

たっておりまして、私どものほうでは日常点検と

いうのを行っておりません。開発建設部のほうで

されているのかどうかも含めて、今のところ確認

はできていない状況です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：確かに建設部のほう

では一応毎日、中の備品の現認確認というものは

行ってるようなんですが、実際外に物を出して動

作確認をしてるかどうかっていうのは、なかなか

疑問な部分もあると思いますので、その辺はしっ

かり確認を取っておいてほしいと思います。 

それとですね、先ほどホテルを旅行者等の一時

避難所として利用した経緯もあったんですが、こ

れからもそのようにして利用するということなん

ですが、ホテルが、ホテルというか、万一停電時

ですね、その際にホテルで対応しきれるのかどう

かという部分はどうなんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：ただいまの

笠井議員のご質問にお答えいたします。 

ホテルに関しましては、自動発電機がございま

して、４時間まで一応電気が通電するようになっ

ておりますが、ただ条件といたしましては、２号

館の山側の２階と３階側の面だけで、とりあえず

暖を取ったりすることが一応可能ということで、

４時間まで、すみません、６時間です。申し訳ご

ざいません。６時間まで一応発電しますが、その

後、燃料が入ればさらにまた、６時間分の燃料が

あるということですから、それを入れていけばず

っとその間はその部分については、暖を取れたり

照明をつけたりだとかすることは可能でございま

す。 

そのほかに照明に関しましては、厨房の一部に

ついても電気が通電して、食料だとかお湯を温め

てカップラーメンだとかそういうものを提供でき

るような用意はされてございます。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：これは私の記憶違い

かどうかわからないんですけれども、ホテルの水

の供給なんですけれども、自然水圧で供給してる

わけじゃなくてタンクに一時貯水して、その後ポ

ンプか何かで水を使ってると思われるんですね。

その分についても十分対処できるのかどうかとい

う部分はどうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課長。 

○企画政策課長（追久保敦君・登壇）：水に関しま

しても、建物内部の屋上にありました貯水タンク

については、すでに撤去している状況でございま

して、建物１号館のほうにあるタンクと外側にあ

るタンク１２トン分についてですね、自然流下で 

一応流れるような状況にはなっております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：一応現状は概ね理解

いたしました。本当はもうちょっと聞きたかった

んですが、道の駅が無償で管理してるということ

なんで、指定管理されている方が、その人たちに

どうのこうのというのはまだまだあれなんで、実

際にきちんと指定管理になった時点でいろいろ対

応をお願いしたいなとは考えています。 

実際に防災拠点とする場合には、設備の見直し

や増強も必要であり、人的負担も必要なため、簡

単には行われないと考えます。また、現況での想

定される災害は風雪害が主なものと思われ、その

場合、事前に大概を予想することができるため、

ある程度対応も取れると思われます。それ以外の

場合でも多くの人々が避難所として、または情報

を求めて道の駅に駆け込んで来ることが予想され

ます。道の駅の機能が十分発揮できるよう、日頃

よりしっかりと対策を講じられることを期待いた

します。 

では、次の質問に移ります。 

最近の朝鮮半島情勢の先行き不透明感が増し、

米朝関係の緊張の高まりから北朝鮮による軍事的

挑発は続き、その脅威はますます高まりつつあり

ます。その矛先は日本にも向けられ、８月２９日
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の早朝、けたたましいサイレン音とともにＪアラ

ートが発せられ、北朝鮮からミサイルが発射され、

上空を通過するとのことでした。災害時以外のＪ

アラートの発信をほとんどの村民、私も含めてで

すが想定していなかったために、たいへん驚いた

ことでした。あのサイレン音とミサイルという言

葉に戦争体験者はもとより、我々未経験者にとっ

ても底知れない恐怖を覚えました。 

そこで、地震・津波等の自然災害を想定した避

難対策は練られているとは思いますが、このよう

なミサイル等による軍事的脅威に対しての避難等

の対策についてはどうなのか、お聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

はじめに、当日の状況について説明をさせてい

ただきたいと思います。 

８月２９日、火曜日の午前５時５８分頃、北朝

鮮から弾道ミサイル一発が発射され、午前６時５

分頃から７分頃にかけて、北海道渡島半島及び襟

裳岬の上空を太平洋に向けて通過し、その後６時 

１２分頃に襟裳岬の東約１１８０キロの太平洋に

落下するという事案でありました。 

これに伴い、同日午前６時２分にＪアラートに

よる発射情報が、午前６時１４分には通過情報が

北海道ほか１１の県に伝達され、本村においては

音声告知端末及び屋外拡声器からの自動通報が行

われました。 

今回の村の対応としましては、第一報の受信後、

私と副村長と連絡を取りながら副村長及び総務課

職員が役場庁舎に、消防支署職員が消防庁舎にそ

れぞれ参集し、情報収集や関係機関との連絡調整

及び住民対応に備え待機をしておりましたが、報

道等により着弾が確認され、かつ、二次災害のお

それもないことを判断し、午前７時頃に解散して

おります。 

しかし、弾道ミサイルの発射に伴いＪアラート

が起動した場合の初期対応については、これまで

特段定めておらず、昨今の緊迫する北朝鮮情勢を

見ますと、今後も同様の事案が発生するおそれも

考えられることから、発射当日に総務課と消防支

署でミサイル発射時の対応についての協議を行い、

対応マニュアルを作成したところでございます。

基本的にはＪアラートによる第一報を確認後、家

族や自分自身の身の安全を確保した上で、総務課

防災担当及び消防職員については、速やかに参集

させるとともに、その他の職員並びに消防団員は

自宅または職場待機とし、二次災害のおそれがあ

る場合については、状況に応じて対応させること

としております。 

また、今回の事案は早朝であったため、児童生

徒の登下校への影響はありませんでしたが、同様

の事案に備え、小中学校及び保育所向けの安全確

保マニュアルを教育委員会及び保育所で作成し、

保護者に配付しております。 

弾道ミサイルは発射から短時間で着弾してしま

うため、その対応にもおのずから限界があるとは

思いますが、万が一の事態に備え、屋外にいる場

合はできるだけ頑丈な建物に避難すること、建物

が無い場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭

部を守ること、屋内にいる場合は窓から離れるか、

窓の無い部屋に移動することなどの行動を促すた

め、広報等で再度周知してまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：次の質問でその対応

について聞こうと思ったのですが、村長に今お答

えいただきましたのであれなんですが、実際やっ

ぱり行動指針というものを知らない人間というの

は、かなり多いと思うんですよね。そういう部分

をやっぱり本当にしっかりとした文書、チラシな

りをもって村民に周知する必要性があろうかと考

えております。 

それとですね避難行動、要支援者についてなん

ですが、時間的な余裕がないというこのような事

態の場合にはなかなか難しいと思いますんで、そ

の人たちに特定した行動指針の対応というものを

迫られるんじゃないかと思いますが、それについ

てはどうお考えでしょうか。 
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○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えさせていただきます。 

このたび、村長の今答弁でありましたけれども、

対応マニュアルを作成いたしましたけれども、時

間帯ですとか状況が様々で、一定の１パターンの

行動パターンがなかなか決められないというとこ

ろでですね、我々もまだ手探り状態のところもあ

ります。 

要配慮者の部分につきましても、そこまで現状

では対応をどうするというところまではまだ及ん

でいないというか、検討ができていない状況です

ので、今後ですね消防署とも協議をさせていただ

きながら、より細かい、今後もこういったミサイ

ルの発射がなされることが想定されますので、そ

の辺は総務課の防災担当と消防署とのほうでまた

随時、協議を進めて方向性を煮詰めていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解のほどお

願いします。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：たいへん急なできご

とになり得るような状況なもんですから、なかな

か対応としても難しいものがあろうとは思います

が、いずれにしても国民保護の観点から、政府も

村も住民を守る義務があるわけですから、必要な

対策をしっかりと講じて、今後に対応していただ

きたいなと思います。 

これで質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


