
平成 23年第 3回北海道議会定例会 予算特別委員会 (平成 23年 10月 4日 ) 総務部危機対策局危機対策課

自民党 。道民会議 吉川 隆雅 委員

日要問質 日要弁答

地震・津波対策について

東 日本大震災から半年余 りが経過 しましたが、被災地

の復興の目途は未だ不透明で、避難 されている方々はま

だまだ困難な状況の中に置かれてお ります。

あらためてお見舞いを申し上げたいと思います。

さて今回の震災は、他人事ではなく、北海道において

も当然起こり得るものであり、備えを確かなものにして

おかなければならないことは明白でございます。

以下、地震・津波に関する防災について、道 としての

対策の現状や、今後の課題等について伺つてまいります。

(一)津 波ハザー ドマップについて

1 市町村の作成状況について

最初に津波ハザー ドマップについてであります。

自然災害による被害を想定し、その範囲予測を地図化

をしたハザー ドマップの作成は市町村において行 うもの

となってお ります。津波災害から道民の生命・安全を守

るためには、まず、どのような津波が想定されるかが分

からなければならず、市町村の作成する津波ハザー ドマ

ップは、防災対策の基本 となるものでございます。

はじめに、本年 4月 時点での津波ハザー ドマップの作

成状況 とあわせて、現時点における状況について、お伺

い聞きします。

2 道 としての認識について

石狩市、遠別町、根室市をいれても沿岸 81市町村の

内、約 6割の49市町村で作成 しているとい うことでご

ざいますが、まだ半数近 くの市町村が未作成であるとい

うことでございました。

こうした現状には、どのような事情があるのか、また

道としてどのような認識でいるのか、お伺いをいたしま

す。

(秦危機対策課長)

津波ハザー ドマップの作成状況についてでございますが、

本年 4月 1日 現在において、津波ハザー ドマップを作成 し

ている市町村は沿岸 81市町村の うち46市町村でござい

ます。

その後、石狩市、遠別町、根室市の 3団体が新たに津波

ハザー ドマップを作成 し、 8月 末現在では対象市町村の 6

割 となる49市町村が作成 しているところでございます。

(秦危機対策課長)

津波ハザー ドマップの作成状況に対する認識などについ

てでございますが、道では、平成 16年度から市町村が作

成する津波ハザー ドマップの基礎資料 となります津波浸水

予測図を太平洋、日本海、オホーツク海 と沿岸毎に作成 し、

順次、関係市町村に提供してきたところでございます。

しかしながら、日本海側につきましては平成 22年 3月 、

オホーツク海側については、平成 23年 3月 の津波浸水予

浪1図 の提供 となつたことや市町村によつては、津波ハザー

ドマップの作成費用の問題などもあり、なかなか作成が進

んでいない状況にあるものと認識 しているところでござい

ます。

道 としましては、津波ハザー ドマップは市町村におけま

す津波避難計画の策定など、地震・津波防災対策の基本 と

なるものであり、未作成の市町村に対 しましては、市町村

説明会の場など様々な機会を捉え、その作成を強く働きか

けてまいりたいと考えているところでございます。
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日要問質 日要弁答

3 市町村への作成支援について

市町村においては、高額な作成費用が課題 となってい

るとの話がある一方、作成費用をあまりかけずに職員が

なるべく手作 りしている市町村もあるとい うふ うに問い

てお ります。

こうした状況を踏まえ、道 として今後 どのように、市

町村支援を行つていく考えのか、お伺いします。

ハザー ドマップですけれ ども、 2000年 3月 の有珠

山噴火の際には、ハザー ドマップの元祖 ともいえる有珠

山火山防災マップを活用 して、そのマップに従いまして

住民、観光客の方が避難 した結果、一人の死傷者も出さ

なかつたとい うふ うにいわれてお ります。この例に限ら

ず、住民の方が使いやすいとい うことが一番ですので、

このようなハザー ドマップになるように各市町村に、い

い事例です とか、作成のノウハウがしつか り共有できる

ように道としてお願いしたいと思います。

(二)津 波避難計画について

1 津波避難計画の作成状況について

次に、市町村の津波避難計画についてお伺いします。

津波ハザー ドマップでは、津波が押 し寄せてくる可能

性や、或いは避難所の場所などについては分かるものと

思いますが、それだけではなく、どこにどうやって避難

するのか実効的な避難計画を予めまとめておくことが大

切でございます。

道内市町村における津波避難計画の作成状況について

はどのようになっているのでしょうか。お伺いします。

(秦危機対策課長)

市町村の費用低減化に向けた支援についてでございます

が、委員ご指摘のとお り、津波ハザー ドマップを外部委託

の方法により作成 してお ります市町村においては、作成費

用が高額であることを課題に挙げているところでございま

す。

一方、本年 8月 に津波ハザー ドマップを作成 した根室市

では、職員がパソコンを活用 して道から提供 された津波浸

水予測図をもとに津波ハザー ドマップを作成 し、印刷のみ

業者に委託するなど費用低減化に向けた具体的な取組みが

進められたと承知してございます。

道としましては、今後、このような事例などを参考とし、

その作成ノウハウを整理 して、今後、作成に取 り組む市町

村に対 して情報提供するなど作成支援を進めてまいる考え

でございます。

(秦危機対策課長)

津波避難計画の作成状況についてでございますが、津波

被害を軽減するためには、何よりもまず避難することが重

要であり、市町村 と地域住民が避難場所、避難経路につい

て予め十分話 し合いを行い、各地域毎の避難計画を策定し

ておくことが大切であると考えているところでございます。

道 としましては、これまでも、市町村に対 して、住民避

難の参考となるよう、「津波対策の手引き」や 「津波避難勧

告の判断 。伝達マニュアル作成ガイ ドライン」など情報提

供に努めてきたところですが、本年 4月 1日 現在では、沿

岸 81市町村のうち津波避難計画を作成 しているのは、

15市町村に止まつているところでごいざいます。
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2 道 としての取組について

津波ハザー ドマップはおよそ 6割の市町村作成 してお

りましたけれ ど、この避難計画につきまして 15市町村

とい うことで 2割 に満たない状況でございます。ハザー

ドマップに進んでいないとい う現状でございますが、道

としても、現地点までに色々対策をとられていることと

は思いますけども、これまでの取組みと、今後のどのよ

うに取り組んでいくのかについて、お問かせください。

3 市町村との連携について

この度の東 日本大震災では、数多くの、言葉を失 うよ

うな被災状況が伝えられているところでございますが、

特に石巻市立大川小学校では、報道によりますと校庭に

避難 していた子 ども108名 のうち、 70名 が亡くなり

4名 が行方不明とい う、極めていたましい事態が生 じて

おります。

奇跡的に避難できた子 どもの話によれば、先生方が、

裏山に逃げるか、三角地帯に逃げるかを、話 し合つてい

て時間がたつてしまったとい う話であり、避難場所が決

まっていなかったことが被害の拡大を招いた一因である

とも言われてお ります。

ただいま道内の避難計画の策定状況について伺ったと

ころ、津波避難計画の策定状況は極めて低調 とい うこと

でありました。

今後、それぞれの市町村において避難計画の策定を含

む各種防災計画の見直 しが行われる予定とのことであり

ますが、今回のこの大川小学校のような悲劇を繰 り返 さ

ないためにも、当然、学校のみならず、福祉施設、医療

機関などの災害時要援護者が円滑に避難できるよう、避

難路や避難場所が明示 される必要があると考えますが、

道 としても、その計画等の内容について確認を行い、整

備すべき点があれば改善を申し入れるなどの市町村と連

携 した取 り組みが必要と考えますが、この点についての

見解を伺います。

避難計画については、是非関係部局、市町村 とも十分

連携をとつて着実に進めていただきたいと思います。

(秦危機対策課長)

津波避難計画の策定支援についてでございますが、道 と

しましては、この度の東 日本大震災を踏まえ、道内沿岸

81市町村に対 し、本年 6月 に、津波避難計画において定

める事項や計画の策定手順などを記載 した津波避難計画の

策定指針案などを提示するとともに、 8月 に計画策定に関

する説明会を開催 し、市町村の津波避難計画策定に向けて

支援を強化 しているところでございます。

道 としては、今後、これまで開催 した市町村 との会議等

を通 じて提案 された意見等も参考にしながら、本年 9月 か

ら来年 2月 までの間、地域住民の方々にも参加 していただ

く具体的な計画策定の研修会を道内 6地域において、それ

ぞれ 5回開催するなど、市町村の避難計画策定を支援 して

まいる考えでございます。

(赤塚危機対策局長)

市町村 との連携などについてでございますが、道 として

は、学校や福祉施設などにおける災害時要援護者の方々の

避難路や避難場所については具体的な避難方法などについ

ても、予め決定 して明示 しておくことが極めて重要なこと

であると考えているところでございます。

また、個々の施設における避難計画はもとより地域全体

として如何に災害時要援護者の避難にあたるのかを市町村

の避難計画等に定めておくことも重要であると考えている

ところでございます。

道 としては、今後、総務部、保健福祉部、道教委などの

関係部局が十分連携 しながら、避難計画策定において決定

すべき事項や配慮すべき事項などについて、計画策定研修

会の機会を通 じて市町村に伝えるなど、災害時要援護者の

避難対策が確実に進展するよう市町村 と連携 してまいる考

えでございます。
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4 来年度以降の取組について

先ほど今年度 9月 から2月 まで津波避難計画に関する

研修会を開催 されるとい うことでありましたけれ ども、

この研修会が終了した後の来年度以降の取 り組みについ

てどのようになっているのかお聞きいたします。

全体計画は来年度中には策定されるとお伺いしました。

その後各地域、或いは集落毎の地域版の避難計画、また

要援護者対策については個別の避難計画も定めていかな

ければいけない部分もあると思いますので、是非市町村

を支えていただいて着実に進めていただきたいと思いま

す。

(三)道 のWGの 中間報告について

次に、先月取 りまとめられた北海道に津波被害をもた

らす想定地震の見直しのワーキンググループの中間報告

についてお伺いします。

1 津波の想定について

道では、今年度中に北海道全域の津波浸水予測図を見

直す とされていましたが、今回のワーキンググループの

中間報告では、今年度は太平洋沿岸の見直しを行 うとい

うことであります。

道が当初考えていたのと、どの部分が違っていたのか、

このような報告になったのかを伺いします。

(赤塚危機対策局長)

来年度以降の取組についてでございますが、今年度、道

内 6地区で開催する津波避難計画策定に関する研修会には、

沿岸 81市町村の全ての市町村に参加 していただく予定で

あり、この研修会においては、各市町村の計画策定に向け

ての具体的な手法や市町村避難計画モデルなども示 してお

り、道としては、来年度中には全ての沿岸市町村において

全体計画の策定がなされるものと考えているところでござ

います。

道 としては、この市町村全体計画に基づく各地域の集落

などを単位 とした地域版の避難計画も極めて重要となるこ

とから、その作成についても市町村 と協議 しながら必要な

支援に努めてまいる考えでございます。

(秦危機対策課長)

津波被害をもたらす想定地震についてでございますが、

この度の東 日本大震災において、これまでの想定を上回る

地震が発生 したことから、M9ク ラスの地震を危惧する道

民の不安に応えるため、道 としましては、早急に、これま

での想定地震を見直し、新たな津波浸水予浪1図 の作成が必

要と判断したところでございます。

当初は、現行の想定地震のマグニチュー ドを機械的にM
9に置き換える手法により、年度内に全沿岸の見直しが可

能と見込んでいたところでございます。

しかしながら、学識経験者からなる地震専門委員会のワ

ーキンググループでご検討いただいたところ、今回の中間

報告にあるとお り、見直しにおいては科学的根拠が必要で

あり、一律にM9に 置き換える手法によらず、過去に発生

した津波の痕跡である津波堆積物の調査結果に基づき見直

しを行 うこととされたところでございます。
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2 中間報告を踏まえた道の対応について

中間報告によります と、太平洋沿岸部について、この

度の東 日本大震災により甚大な被害を受けた東北地方 と

同じく、大規模な海溝に面してお り、過去から度々、大

規模な地震や津波の被害にあつていることから、年度内

に新たな津波浸水予測図の完成を期すべきとい う意見で

あったかと思ってお ります。

私としても、早期に市町村に新たな津波浸水予測図を

提供することが必要 と考えますが、道 として、どのよう

に対応されていくのか、お伺いします。

太平洋沿岸部の見直 しに続き、 日本海側、オホーツク

海側も来年見直 しに続 くと思いますけども、私の地元選

挙区であります札幌市北区は現在は河川遡上による津波

被害はないとい うふ うに言われてお ります。ただ今後の

見直しによっては対策が必要になる可能性もあるかと思

います。実際選挙区の方も自分のところに津波がくるの

かとい うご′b配をされている方も多くお りますので、今

後これらの日本海側についても慎重に調査を進めていた

だきまして、出来るだけ早急に見直 しを進めていただく

ようお願いします。

(四)地 域防災計画の見直しについて

最後に、先月 28日 に、国の 「東北地方太平洋沖地震

を教司1と した地震・津波対策に関する専門調査会」の最

終報告書が取 りまとめられましたが、これを踏まえ、道

として、今後どのように津波等など災害に対する防災対

策を進めていくのかを、伺います。

(秦危機対策課長)

中間報告を踏まえた今後の対応についてでございますが、

今回の中間報告におきまして、太平洋沿岸については、現

在想定されている道内最大規模の 「500年 間隔地震Jと

同時期 と推定される津波の痕跡が 日高や胆振の海岸で新た

に見出されていることや、前回の津波発生から既に400
数十年経過 していることなどから、早急な見直 しが必要と

指摘されたところでございます。

道 としましては、道総研地質研究所などの関係機関の協

力を得るとともに、ワーキンググループの指導のもと津波

シミュレーション作業を行 う業者の選定業務に着手してお

り、太平洋沿岸については、年度内に新たな津波浸水予測

図を完成 させ、完成後、速やかに関係する市町村に提供 し

てまいる考えでございます。

(寺 山危機管理監)

今後の道の防災対策についてでございますが、今回とり

まとめられました国の 「地震・津波に関する専門調査会」

の報告書において、津波被害を軽減するための対策 として

「円滑な避難行動のための体制整備 とルールづくり」、「地

震・津波に強いまちづくり」、「津波に対する防災意識の向

上」の三つの柱が打ち出されたところでございます。

道 としましては、今後、防災対策の取組を全庁的に加速

させるために設置 した 「地震・津波等災害対策推進本部」

において、今回の国の報告書の考え方にも留意 しながら、

道独 自に対応可能な部分については、年度内に道の防災計

画の修正案を取 りまとめるとともに、来年度以降、予定さ

れている国の防災基本計画等の修正を踏まえた見直しにつ

いても適切に行 うこととし、本道における防災対策に万全

を期 してまいる考えでございます。
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ありがとうございました。ただいまのご答弁で、道独

自に対応可能な部分については、早急に対応する、とい う

ご答弁をいただきました。私はこの部分が重要ではない

かなと考えてお ります。太平洋沿岸部の変遷について先

ほどお示 しをいただきましたように、いつ起こるかわか

らない地震・津波に対 して一刻も早い防災体制を築いて

おくことが大切であります。今の質問の中にもありまし

たが、その一端を担 うのは市町村でもございますが、そ

れぞれ様々な事情があることと思いますので、道 として

もそ ういつた市町村をしつかりと支えていただき、今そ

こにある危機、これの対応をしつか りとお願いしたいと

思います。

以上で私の質問を終わります。
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