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答 弁 者  保健福祉部長    白川 賢一
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医療薬務課長    細 口 貴雄

健康安全局参事   高橋 俊幸

一 エ ゾシカ肉処理施設 の衛生管理 について

エゾシカは、乱獲等 によ リ ー時は絶滅 の危機 に瀕

した ところで ございますが、その後の環境の変化や

保護活動等 によ り生息数は増大 し、生遭、地域 も拡大

を しているところで ございます。 その結果、道内の

農林業や 自然生態系に大きな被害 を 与えることにな

ったことか ら、道では、エ ゾシカ対策 として捕獲体

制の整備等、様 々な取 り組みを実施 しているもの と

承知を してお ります。

そ うした状況 ドで重要なのは、捕獲ばか りではな

く、捕獲 した ものを有効活用 を図 ることであ り、そ

の最たる方策は、や は リエ ゾシカ肉を食 肉 として活

用す るこ とであ ります。そのために、適切 な衛生管

理が行われた施設で、術生的に処理 され た食 内を消

費者に提供す ることが 重要であると考 えます。

そこで、食用 として流通す るエ ゾシカ肉を処理す

る施設の状況 について、数点、お伺 いいた します。

(一 )処理施設 について

食肉 として流通す るエ ゾシカ内の処理施設につい

てであ ります が、我がIJで はエ ゾシカ内のよ うな野

獣肉は、豚や牛 といつた家畜の肉の よ うに と畜場で

と畜をす る、或いは、解体 され るよ うな仕組みには

なっていない もの と承知 を している ところでござい

ますが、実際に どの よ うな施設 において解体処理が

行われてい るのか伺 います。

L健康女生局参争 』

エ ゾシカ肉の処理施設 についてであ りますが、牛

や豚 な どは、 と畜場法 によ り、 と畜場 において、 と

さつ、解体処理 を行わな くてはな らないことと規定

されてお りますが、 と畜場法で規制の対象 とされて

いないエ ゾシカな どを食用 に供す る場合は、食品衛

生法に基づ き、管轄す る保健所長 の許 可を受 けた食

肉処理業の施設において、解体処fll等 が行われるこ

ととされているところでございます。

また、この食肉処理施設は、同法に基づき道の条

例で規定する施設の構造や必要な設備の設置等に関

する施設基準及び施設設備の清潔保持や食品の衛生

的な取扱い等に関する管JE運営基準に適合 していな

ければならない ものとされているところでございま

す。

【健康安全局参事】

エゾシカ肉の処理施設数等についてでございます

が、道内のエゾシカ肉の処Fl施設は、平成 22年度

末現在、 84施設であ りました。

また、この施設で処理 された平成 22年度の平ゾ

シカの頭数及び処理量は、約 13,500頭 で、約

300ト ンであ りました。

(二)処理施設の数等 について

エ ゾシカ肉は、法に基づ く許 ●∫を得 た食 内処理施

設 で処 Fllさ れている とい うことで ございま した。

では、道 内にエ ゾシカ肉のその よ うな処理施設は何

施設あるのか、また、 これ らの施設で年「l]どれ くら

いのエ ゾシカ肉が処理 され ているのか伺 います。
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容内問質
容内弁答

(三 )処理施設 に対す る監視指導について

昨年の捕獲頭数はお よそ 10万 9千頭 くらいだつ

たか とい うふ うに記憶 してお りますけれ ども、その

うち、 13,500頭 、全体で処理 をされ た とい う

ことです ので、その量の多寡 については、別 の議論

もあるか と思いますが、や は りその安全なエ ゾシカ

肉の供給 を図 るためには、その よ うな施設 において

適切な衛生管理が行われてい るか行政の機 関が監視

を してい くことが重要であると考 えます けれ ども、

道はそれ らの施設 に対 して どの よ うに監視指導 を行

ってい るのか、その よ うな計画があれ ば計 lllllに つい

て と、また、実績 についてお聞かせ くだ さい。

そ して、実際 にこれ までに事業者 に どの よ うな指

導 を行 つてきたか、併せて各施設で共通 した指導事

項があつたか ど うかについて もお聞かせ くだ さい。

(四 )処理施設の衛生管理の向上について

ただ今のご答弁で 19施設に指導を行つたとい う

ことでございま した。それな りに問題があるとい う

か、指導をされたところもあるようでございます

が、やは りその、エゾシカ肉の処Fl施設は、法で規

定する施設の基準です とか、衛生的取扱いを遵守す

ることにより術4i的 な食内を供給 しているとい うこ

とも、先ほどの答弁にあつたとお りであると思いま

すが、やは りここは、よリーサ僣衛 /1i的 で安全なエゾ

シカ内の供給を図るために、処 Fl施 設が現行の業界

の推奨制度です とか、道が認定するHACCP白 主

衛4L管 理認証制度などを導人することが有効である

と考えますが、これについて道の見解をお11い いた

します。

なお、 この うち道立保健所が所管す るエ ゾシカ肉

の処理施設 は 78施設で、処理量は約 13,200
頭 で、約 290ト ンでございま した。

【健康安全局参事】

施設に対す る監視指導についてであ りますが、道

にお きま しては、毎年度策定す る 「食 品衛 /L監視指

導計画Jに 基づき、食品衛生関係施設の監視指導を

行 つてお りま して、その中でエ ゾシカ肉の処理 を行

う食 肉処理業の施設につ きま しては、当該地域の保

健所 が処理頭数等に応 じま して、年 1～ 2回 を 目途

に立入調査 を行 つているところで ございます。

平成 22年度 にお きま して、道立保健所所管の

78施 設の うち、処理実績 のない施設や体業中の施

設等 を除 く48施 設につ きま して立入調査 を行い、

施設基準や管理運営基準 との適合状況について、監

視 を してお り、適合 しない場合 には、文書や 日頭な

どによ り改善指導を行 つている ところでございま

す。

平成 22年度でございますが、立入調査 を行 つた

48施 設の うち、 19施 設に対 して改善指導 を行 つ

た ところであ り、主な指摘事項 といた しま しては、

多 くの施設で、壁の塗装の剥がれ等 の施設の補修、

手洗い設備 の整備 、記録 の不備 な どについて指導 し

た ところであ ります。

このほか、施設 によ りま しては、廃棄物 の適 正な

処理 、温度管理の徹底、専用の作業着 の着用な どに

ついて も指導 した ところでございます。

【健康安全局長 】

処理施設の衛生管理の向上についてで ございます

が、道 としては、安全な食 占]1を 提供す るとい う事業

者の責務 を路 まえると、食品事業者 向らによる衛 41

管 llllの 向 11へ の取組が重要であるとい う、そ ういつ

た観点か ら、平成 19年 にHACCP向 主衛生管理

認証制度 を創設 した ところで ございま して、これま

で菓 r製 造施設や水産力11工 古:]製 造施設な ど43施 設

が認定を受 けているところで ございます。

また、道は認証制度の導入 を検討 してい る施設に

対 して、 HACCPの 手法に関す る情 報提供や相談

対応 な どの技術的支援 を行 つて きてい る ところでご

ざいますが、エ ゾシカ肉の処理施設につ きま して

は、現時点では未だ認証制度の導入 に至つてお ら

ず 、今後 においては、そ うした施設における衛生管

Ⅲlの 向 11に 向けて、HACCP制 度の活用 も含 め、

関係 部 と連携 しなが らしつか りと取 り組んでまい り

たい と考 えてお ります。
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【健康安全局長】

施設に対するフオローアップについてでございま

すが、保健所では、食」]]衛生法に基づく食品関係施

設への立入調査の際には、lFll法 に基づく施設基準や

管理運営基準に沿つて点検をし、改 iキ が必要な事項

については文書などにより指導を行い、改善状況

については必要に応 じ現地確認を行つているところ

でございます。

また、同法の基 711に 達反する場合には、 1千 案によ

り営業停 lL等 の行政処分の対象としているところで

ございます。

ェゾシカ肉の処Fll施 設に対 しても、ll l様 の対応を

行つているところでございますが、こうした対応に

加 えて、 事業者 に対 し、エゾシカ肉の安全確保に関

す る知l識 の普及・格発です とか、それか ら白 }1衛 生

管 Fllの 推進の働 きかけな どについて も取 り組んでま

い りたい と考えてお ります。

【保健福祉部長 】

安全確保 に関す る今後の取れLに ついてで ございま

す が、道では、 これ までエゾシカ肉の安全確保 につ

きま して、エゾシカの総合対策の窓 |¬ であ ります環

境/L活 部 と食品術41を 所管 します保健福祉部が連携

し、取 り剰lん できた ところで ございます。

―方 、最近、食肉に起因す る事故等の発生により

ま して、食 内の安全‖1に 対す る消費者 の関心が高ま

ってお ります ほか、 ご指摘の とお り、エゾシカの捕

獲頭数増加が見込まれてお ります ことな どか ら、エ

ゾシカ肉の処理施設に係 る衛生管理の更なる徹底を

図 るため、今年度か ら新 たに、各振興局の環境生活

1111職員 と保健所の食品衛生拠1当 職員が合同で道内

のエ ゾシカ肉の処理施設 に対す る受入個体の状態や

残滓の取扱い状況等の調査及び食 品衛生法 に基づ く

1“こ視指導 を実施す ることとし、 9ガ 1311に 各振興

局に通知lを いた した ところで ございます。

道 といた しま しては、今後 とも、先程中 し 11げ ま

した、HACCP導 入 に向けた支援のほか、関係淵
`

と合同によるこ うした活動な ど、エ ゾシカ肉の安全

確保 の対策 に しつか り取 り縦lん でまい りたい とい う

ふ うに考 えて ございます。

(五)処理施設 に対す るフオ ローア ップについて

やは りまだ、認証市1度 の導入に至つていない とい

うことで ございます ので、是非 これは多 くの施設に

導入 していただきたい と思います し、そ ういつた面

で、業者への知識の普及です とか、啓蒙の活動 も必

要だ と思いますが、道では本年か らエゾシカの捕獲

文l策 を強化す るために、今年度は捕獲 11標 の拡大や

狩,1解 禁 ||キ 期 を 早め るな ど規11の緩不「|の 措置を色 々

と行つているとい うことを承知 を してお ります。 こ

の ことによつて、エ ゾシカの捕獲頭数が増加 した場

合 に、 もちろん しなければいけないのです けれ ど

も、食 肉処
'1す

る壁も以前 よ り多 くなるとい うこと

が 予想 され ますので、や は りこの、先ほ どもお11い

しま した、監視指導 において、改 iキ 指導 を行 つた施

設 に対す るフオローア ップ、 これが重要 と思います

が、これ については、道 として どの よ うに対処 され

るので しようか。

(六 )エ ゾシカ肉の安全確保に関す る今後の取組 に

ついて

足非、 ]寧 かつ、毅然 とした対応 をお願 いいた し

たい と思います。

最後 に、先ほ ども申 し Lげ ま した よ うに、処理頭

数 の増加 が 予想 され る今イ1=度 は、よ リ ー層安全確保

に対す る取 り剰lみ が必要だ と|よ いますけれ ども、

道の対応 についてお伺いいた します。

(意 見 )

ェ ゾシカ肉はそのイ「効活動の方策 によつて、高橋

気1 lfが 11指 す 世界に通 じる北γj道 の食 ブラン ド、そ

の 一つにな り得 るもの と私は考 えてお ります。 その

ためにはや は り、消費者の方 に安全で安心な食 肉を

提供す ることが、人いに求 め られ るところで ござい

ます。例 えばニ ユー ジー ラン ドは、イ11間 約 200万

トンもの鹿 肉が ヨ~ロ ツパ向けに、輸出を されてい
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【医療薬務課長】

受療動向に関する調査についてでございますが、

この調査は、北海道大学において、地域医療ド「41交

付金を活り||し 、地域の |え 療提供体市1の 充実に資する

基礎資料を得ることを目的 といたしまして、電子レ

セプ ト情性を基に、 |え 療圏ごとに、入 。通院患者の

受療動向や圏域内での |ズ 療完結度をあらわす 「白給

率Jな どを把握するために、平成 22イ |=度 から行わ

れているものでございます。

この度報道 された人・通院患者の受療動向や救急

|え 療等の「1給 率に関する調査結果につきま しては、

1え 成 22イ F4り lか ら 12月 までの電 子レセプ ト情報

を分析 して得 られたものであり、去る 8月 29日 に

けH催 されました本 `よ「業の連ギ1方 法を協議する委員会

において北人か ら報告されたものでございます。

なお、道といたしましては、この委員会に委員と

して、北人か ら委嘱 を受 けま して、保健福祉 部技監

が参「 1し ている ところで ございます。

るとい う鹿 肉生産大 |コ で ございます。北海道 も国内

消費の拡大 とい うのは もちろんですが、そ このみな

らず、世界全向けた視点 を持つ ことが大切 であると

考えます。 そ してその可能性 をもつ 、北海道の新た

な食ブ ラン ドの今後の情勢のために も、今 、ご答弁

いただきま したよ うに、新たに今年度か ら、環境 41

活部のみな さん と、また合同で、処 Fl施設に対す る

調査、また、監視 も行 つてい くとい うことで ござい

ますので、術生管
'1、

そ して、安心安全な食 肉流通

のために保健福祉 部及び環境生活‖Sの 皆様 並びに、

また、現場の保健所 の皆様 の監視の「1を 徹底 してい

ただきたい とい うふ うに思います。 エ ゾシカ肉以外

の施設について も、本年度は相 当数、立人調査 を行

ぅとい うふ うに聞いてお りますので、非常に大変な

業務であるとは
'思

います けれ ども、引き続 き、緩み

のない監視体制の構築 をお願 いいた します。

二 電子 レセプ ト情報等 による医療の 自給率調査

につ いて                  ‐

先般 のあ る新聞報道によ ります と、道が、救急医

療や入院な どの主な治療や処 i置 に関 し、電 子レセプ

ト、いわゆ る診療 報酬明細蒔です けれ ども、 この情

報を利ナ|]し て、道内 21の 二次医療圏内で医療 を ど

の程度提供 できてい るかのいわゆる 「Fl給 率」 を調

査 した結果 、救急医療 は札幌や 11川 中部、南波島で

で 99%に 達す る ―方、南檜 山でな ど 4つ の圏域が

5害1以 下であるな ど、医療の偏在が改 めて浮 き彫 り

になつた とい うことであ りま した。 以 下この点につ

いて、数点伺います。

(一)調査の経緯 について

まず 、この先般の調査結果です けれ ども、 どの よ

うな経緯で作成 され たのか、またそれ に道が どの よ

うlに 関 lJし てい るのか伺 います。



(二)調査の 目的について

北大が主体 で行 つた道の補助事業 とい う認識でい

いのか と思い ます。

この調査が二1次 医療圏 ごとに、圏内で医療 を どの

程度提供 できているかの 「白給率」 を調査 した もの

とのことであ ります けれ ども、この調査の主たる日

的についてお伺い します。

(三)調査結果の利活用 について

今 まで も、医療計 llilの 策定時には、現状 を把握す

るために必要なデー タの調査分析 とい うものは行 つ

てきた もの と当然思 つています けれ ども、今回の こ

の調査・分析 との違 いは どこにあるのかをお伺 い し

ます。 また、全道単位の電 子レセプ ト情 報 とい うこ

とで ございますので、この調査結果 を道 として どの

よ うに活用 して、また施策に反映 してい く考えなの

かをお fplい します。

レセ プ トとい うのは、今 までは紙ベースで膨大

なfiで あつた と問いてお ります。 日本企 F■
・lで も 1億

数千万枚 とい うよ うな状況ではないか と思 つている

のです が、この レセプ トが電 子コ1青 報化 され ること

で、今 までよ りも、高精細であるいは詳細かつ高速

な精度 の高い分析 を行 えるよ うにな つた、道内の医

療の状況 につ いてその よ うな分析ができることにな

った と認識を してお ります。

1`4成 25年 度か らは、新たな |え 療 lil l画 がスター ト

す る 予定であると認識 を してお ります が、 この よ う

な新たな 手法 も最大限 41か し、新たな 1矢 療 .i「 lllllに 反

映 していただ きたい と思 つてお ります。

また、今 |口|は触れ ませ んが、 |え 療 の11[在 の |11題 に

ついて も、この調査結果が示す よ うに、や は り現実

に表 している部分はあると思いますので、その解消

に向けて も、 この よ うなデー タを しつか りと活か し

て、取 り剰lん でいただきた く、お願 い を中 し llげ ま

す。

【医療薬務課長1 ‐

調査の目的についてでありますが、この調査は、

北大として、各医療圏ごとに、患者の受療動向や 自

給率などを把握 し、地域の医療提供体市1の 現状や課

題について研究するために実施 しているものでござ

います。

【保健福祉部長 l

itlHl査 結果の利活チ11に ついてでございますが、道で

はこれまでも、医療計画の策定にあた りまして、地域

の医療提供体制を分析する際の基礎資料とするため

市‖rttFdl保 におけます lヶ メ1分 の レセプ トデータを

抽 IHを し、入 。通院忠者の受療動向を把握 してきた

ところでございます。

この度 の北海道大学の 1子 業においては、本 瞳かつ

種別の違 う電子 レセプ ト情報を統計処 J41す ることが

できるシステムを構築 した ところであ りま して、 こ

れ までの 市町村国保 に、後期高齢者医療 。協会けん

ぽな どをカロえ、通年のデータ処 Fllが 可能 となつた こ

とによりま して、よ り精度の高い分析や、傷病毎・

医療行為毎の分析な どを行 うことができることとな

った ところでございます。

道では、今後の医療計 lllllの 見 1直 しにあた りま して

は、がんや脳 卒中な ど、疾病別の受療動向や小児や

妊産婦等の対象者別の受療動向な ど、 この研究成果

を活用 して、現状や課題 を明 らかに しなが ら、医療

提供体制の充実に向けた施策の検討をきめ細か く行

って参 りたい と考えて ございます。  ~



【総務課政策調整担当課長】

「災害時要援護者支援丼l策 の手引きJについてで

ございますが、この度の改訂の :i三 な内容につきまし

ては、lllの 「福れL避 難j折 設置・運営に関するガイ ド

ライン」の内容のほか、社会福祉施設の介護職員な

どからなる 「災害派遣ケアチームJに よる人材や地

域づくり総合交付金による洋式ポータブル トイ レや

Iliい すなどの必要な器材の確保など、福祉避難所の

指定促進に向けた支援策などについて、新たに追加

するとともに、 ||∫ ‖「村や福祉団体のご意見も路ま

え、全体の構成の見ごiし や福祉避難所の備蓄物資等

の具体的な例示を記載するなど、市日「村がより活用

しやすいものとしたところでございます。

【総務課政策調整担当課長】

災害時要援護者情報の把握についてでございます

が、平常時から要援護者に関する情報を収集 。管理

し、防災部局や福杓L部 局などの関係機関が共有する

ことは、避難誘導時や福祉避難所への人所後の要援

護者支援文l策 を進めるにあた り、必要不 |∫ 欠なもの

と認識 しているところでございます。

こうした要援護者に関する情報の中で、委jlご 指

摘の治療中の疾患や処方 されている薬斉1等 の情報に

つきましては、被災時にあつても、継続 した|ズ 療サ

ー ビスを要する場合が多いことから、これ らの内容

も含めた情報は、把握する必要があるものと考えて

いるところでございます。

【総務課政策調整担当課長】

避難支援プランの策定状況についてでございます

が、IJが 行 つた ｀
|`成 22イ 11度 末現在 の 「災害時要援

護者の避難支援対策の調査」結果に よります と、道

内では、避難支援プ ランの うち避難支援対象者の考

え方や支援体11を 定める全体 ::卜 画を策定 していると

ころは、 89市「「村 で、全体の 49 7%、 ｀
14成 2

3年度末までに策定 予定 としている ところは、 76

市町村で、全体の 42.5%と な つているところで

ございます c

また、個 々の要援護者 に対 して、避難支援者や避

難方法な どを定め る1‖ 別 計口1liを 策定 しているところ

三 災害時の要援護者対策について     ~
(一 )災害時要援護者支援対策の手引きについて

次に、災害時の要援護者対策 についてお伺いをい

た します。

道では、 iij町 村が災害時要援護者支援対策に関す

るガイ ドライ ンやマニユアルな どの策定 。見 1直 しを

行 う1際 に「
lf‖ I‐ 村に活用 していただけるよ う r`成 18

年 に 「災害時 における高齢者・障がい者等に対す る

支援対策マニ ュアルJを 策定 を し、本年 8月 にはそ

れ を全 Ini的 に改:Iを して
「
災害時要援護者 支援対策

め手り|き Jを 策定 された と認識 を してお ります。

今回改訂 されま した手引きについては、以ntの マ

ニュアルか ら にに どの よ うな点が変更 され たのかお

伺いをいた します c

この手引きについては、私 も見せ ていただきま し

たけれ ども、Jl体 的な例示、あるいは災害派遣ケア

チーム といった実効的な対策 もとつてい る とい うふ

うに感 じてお ります。 rlF‖「本」に とつて もこのよ うな

マニュアルが従前よ り通り||し やす くなつた ことであ

ると認識 を してお ります。

(二 )災害時要援護者情報の把握 について

一方で、災害時に要援 護者が安心 して福祉 費難所

で避難生活 を送つていただ くためには、病歴や薬歴

な どを含 めた要援護者個人の情 報を しつか りと把握

してい くことが必要だ と考えます けれ ども、道の見

角年を11い ます。

(三 )避難支援プ ランの策定について

1 策定状況 について

それ では、現 llキ 点での II∫ 町村 にお ける
「
避難支援

プ ラン Jの策定状況が ど うなってい るのか とい うこ

とをお 1麟|き をいた します。



は、 24市町本iで 、全体の 13.4%、 策定中が、

105市 町村で、全体の 58.7%と なつていると

ころでございます。

【総務課政策調整担当課長】

避難支援プランの策定に関する今後の取組みにつ

ぃてでございますが、道といた しましては、これま

で、 ili‖ I‐ 村に対 し、地域における説明会な どの機会

を通 じて、避難支援プランの早期策定について働き

かけてきたところでございます。

こうした中、 N1/成 22年度末現在、全体計画につ

きましては、 14市 ‖「村が、平成 24年度以降に策

定 予定となつてお り、また、1月 別計画については、

50市町村が未着手となつてお ります ことから、今

後は、防災担当部局 と連携 して、これ らの市町村と

の意見交換会を開催す るほか、個別に市町村 を訪間

す るな ど、あ らゆる機会 を通 じて、避難支援プラン

の 11刃1策 定に向けて、強 く働 きか けてまい りたい と

考えてお ります。

【総務課政策調整担 当課長 】

一時的に住居 を移 してい る要援護者への対応につ

ぃてでございますが、医療機関 を受診す るため、
‐

時的に住居 を移 してい る要援護者 につ きま しては、

転人加|を 提 出 していない ことか ら、転人先の liF町 村

が災害時の支援対策 に必要な情 報をあ らか じめ把撻

す ることが、lAl難 な状況 にあると考えてお ります。

こ うした 1「 例 につ きま しては、 lAl難性が 1も い こと

か ら、他都府県の対応方法 を調査の L、 市町村の意

見 も伺いなが ら、検 fヽ|し てまい りたい と考 えてお り

ます。

2 今後の取組について

今の答弁に よると、全ての市町村 で策定 されてい

るわけではない とい うことです けれ ども、今後、市

町村でのプラン策定に向けて、道 と して、 どのよ う

に llxり 剰lん でいかれ るのか、お伺 い します。

今の答弁に よると、道の職員が個別 に lif町 村 に出

向いて、汗をかいて、 「避難支援 プ ランJの 策定の

支援に向けて、取 り組 んでいかれ ると、認識いた し

ま した。前向 きな答弁をいただいた と思 つてお りま

す ので、是非 、がんばつていただ きたい と思 つてい

ます。

(四 )一時的 に住居 を移 してい る要援護者 の対応 に

ついて

次に、ここで少 し視点 を変 えたい と思います けれ

ども、先ほ どの私の電 子レセプ トに関す る質問の中

で、医療の偏 41に ついて も、少 し触れ させ ていただ

きま した。や は りこ うした状況をみ る と、地元で受

け られ ない医療 を本L幌 市な どの都 ||∫ 湘Sで受 けるため

に、 一時的に住居 を移 して、都 市淵Sの 医療機 関に通

院 は しているのだけれ ども、住民ガ〔、lA出 力I:や 1伝 人

届提出 していない とい つたケース もあるのではない

か と考えてお ります。そ ういつた場合、要援護者か

どうか といつた確認 も難 しいのではないか と思いま

すが、そのような方々については、どのよ うに把握

して、災害時に対応 しようとしているのか、見解を

f司 います。

ありがとうございます。

私が中し [1げ たケースについては、本当に レアな

ケースかもしれない と、「1分 でも思つてお ります

が、やはり色々なケースがある中で、こういつたケ

ースとい うのは、もしか したら、見過ごされて しま

うのではないかと思います。そのような意図での質



【保健福祉部長 】

独居 の高齢者 への避難支援 についてでございます

が、高齢化や核家族化の進展に伴い、今後 も増加す

ると

'L込

まれます独居の高崎者への避難支援 につ き

ま しては、重要なことと考えているところで ござい

ます。

このため、道では、 |コ か ら示 され ま した 「災害時

要援護者の避難支援 ガイ ドライ ンJに 基づ きま し

て、 1司 々の要援護者 に対 して避難支援者や避難方法

な どを定 める個別計画の策定につきま して、市町村

に働 きかけてきた ところでございますが、今後は、

さらに :ir Fl‐ 村への働 きかけを強め、災害時 は もとよ

り平常時におけます独居の高齢者などに対する避難

支援体制づ くりに積極的に取 り尉lん でまい りたいと

ぃ うふ うに考えてございます。

「lilを させ ていただきま したので、是非、きめ細かな

対応 をお願い したい と思います。

(五)高齢者の独居世帯への対応について

最後になりますが、現在、北海道は、全国を L回

るぺ早スで高齢化が進み、少子化、核家族化も進行

してお ります。 とりわけ独居、単身住まいの高齢者

の方も増加をしていると思つてお りますが、災害時

におけるこうした独居のril齢者の方々への避難支援

とい うものも、大変、 lli要 になると考えますが、通

として、どのように対応 されるのか、お伺い しま

す。

(指摘 )

ありがとうございました。今年は大きな災害が相

次ぎ多くの方が被災をされました。今年ほど防災に

対する意識が高まりを見せている年はないのではな

いかと思つてお ります。その防災の意識 とい うの

は、大きな悲 しみを乗 り越 えて、 これ以上犠牲者 を

lilさ ない よ うに したい とい う気持 ちの表れだ とい う

ふ うに私は思います。避難支援 プランや個別避難 計

画の策定な どは、主に市町村の業務 であ り、道 と し

て も困難 を伴 う業務 だ と思います けれ ども、道 とし

て これ らの市町村 を是非支 えていただきたい と思 い

ます。防災の究極的な 目標 は、 一人 も犠牲者 を出 さ

ない とい うこ とであ ります。私が今 申 し Lげた ―時

的 に住居 を移 してい る方であ ります とか、或いは独

居の高齢者の方な どもレアなケースであつたiり 、今

の要件 を満 た していない方 もい るか も しれ ません

が、そ ういつた方々への対応 は、非常 に lAl難 な部分

もある と思いますが、 この答弁の中で私 は非常に lij

向 きなお答 えをいただいた と思 つてお りますので、

こ ういつたことに文lし て も、きめ細かに対応 してい

ただき、また、今後の防災に しつか りと努 めていた

だ きたい とい うことをお願 い中 し 11げ て、以 11で 私

の質問を終わ ります

-8‐ (f)


