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○２０１１年（平成２３年）６月定例議会（一般質問） 

【質問内容】 

（１）災害に強いまちづくりについて 

 

◆藤川 稔 

東日本大震災発生から、はや３ヶ月がたちました。 

被災地では、いまだに体育館などで非人道的な生活を余儀なくされている方々が大勢おられ、その

精神的苦痛と疲労は、極限に達しているものと思います。 

巨大地震と津波、原発事故の三重苦に怠っている日本、今回の国難をどう乗り切り、一日も早い復

興をどう成し遂げるのか、災害復旧、行方不明者の捜索、医療救護、エネルギーの確保、原発問題の

解決など、直面している難題を次々と解決する必要があります。 

こうした中、東日本大震災や福島第１原発事故への対応に端を発した菅内閣不信任決議案否決や首

相退陣時期をめぐる国会の一連の騒動は、被災者不在にしか見えない政局であり、まさに被災者や国

民にとって不幸であると言わざるを得ません。一日も早く、関係者一丸となって被災地の社会機能を

再生、活性化させるよう強く切望するところであります。 

それでは、通告に基づきまして一般質問をいたします。 

今回は、三六災害 50 年を期に防災への意識高揚を図るとともに、東日本大震災から何を学び、村

民の安心と安全の確保にどうつなげていくか、災害に強いまちづくりについて質問をいたします。 

先ほどの５番議員と重複する部分があろうかと思いますが、よろしくお願いをいたします。 

まず、最初に、今回の東日本大震災をどうとらえておられるのか、端的に村長にお伺いをいたしま

す。 

 

◆村長 

先ほどもお話しましたとおり、津波ということと、それから、原子力というか、放射能による汚染

による被害という、その２点がですね、本当に、津波というものも、話には聞いていましたが、あれ

だけ赤裸々な映像を見るのは初めてでしたし、放射能というものも、日本の中であれだけの汚染が進

むというふうなことは、本当に考えていなかったというふうなことです。 

特に、地震とか豪雤災害と違う点というのは、津波にしても放射能にしてもですね、何ていうかな、

非常に広い面の災害という形になるのかなと、地震の場合は、ある意味、面と言える部分もあると思

いますけども、実際の場合、中川の場合には、中川村のような場合には、おうちもそんなに密集して

おりませんので、火事で一面が焼け野原になって、全部が燃え広がってしまうというふうなことはな

くて、村の中もまだらというふうな形になるかと思いますけれども、つまり、被害の尐ない所も村の

中に残って、お互いに助け合うっていうことができると思いますが、津波の場合は、それもできない。

そして、放射能の場合には、もう半減期が何 10 年とかですね、いうようなことがあって、一見きれ
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いに見えても、もうそこでは耕作もできなくなってしまう、特に若い女性、子供たちから逃がさなく

てはいけない、仕事のあるお父さん、おじいさんと子供たちやお母さんたちと離れ離れにならなくて

はいけないとかですね、本当に家族や地域社会を壊してしまうというふうなこと、そしてまた、戻っ

て来られない、復興活動も実際にはできないんではないかと、津波の場合だったら、みんなで力を合

わせて立ち上がろうよっていうことができると思いますが、放射能である一定以上の汚染をされてし

まった場合には、もう、そこに戻ること自体、何 10 年かしないとできないというふうなことがあっ

て、本当に質の違う、レベルの違う災害だなというふうなことを感じました。 

 

◆藤川 稔 

私も同様、村長と同じようなとらえ方をいたしました。本当に津波は一瞬にして生命、財産を奪っ

てしまう非常に恐ろしい大災害、私が、本当、この世に生きていて、まさかあのような大災害を目の

当たりにするとは思いもよらなかったわけですけれども、非常にショックを感じました。 

阪神大震災は、400 年ぶりの活断層の大震災で、今回の東日本大震災は 1000 年単位のプレート型の

大震災と言われております。 

自然災害には想定外ということはなく、これらの大災害を謙虚に受けとめて、今後、想定される東

海・東南海・南海連動型地震への教訓として生かしていくことが求められていると思います。 

そこで、村長は、この大震災の教訓から、本村の地震対策に、これからどのように反映させていく

部分があるのかどうか、そこの点についてお伺いをいたします。 

 

◆村長 

地震につきましては、今までもいろいろ、国・県の指導にも基づき、村の中でも揉んで対応してき

たというふうに思っております。先ほど申し上げたように、地震の場合は、村の中で被害の尐ない人、

家、地区等々あったりとか、被害を大いに受けるところもあると思いますけれども、そういう中で、

それなりにいろんな機能もダメージを受けながら対応を一生懸命頑張ろうとすることのできる状況

はあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、先ほど申し上げたとおり、こと放射能、津波

は、ここは恐らくないと思いますので、放射能に関しては、その日常生活が一見にしてできるにして

も、すぐに子供たちを逃がさなくちゃいけないとか、お母さん方を逃がさなきゃいけないとか、もう、

畑の物も置いていかなくてはいけないっていうふうになって、地域中で、もう、疎開というか、そう

いうようなことを考えなくてはいけない、だから、ここにいてどう復興するかとは違うようなことも

考えなくちゃいけない、あるいは、そのヨウ素剤をどう配るかとかですね、いろんな、安全な食料を

どう調達するかとか、もう、とにかく村を挙げて逃げる、あるいは子供たちだけ逃がすとかですね、

そんなふうなことを考えなくてはいけないというふうな事態になってくる、この場で頑張れない事態

になっていってしまうというふうなことが大変予想されて、そのことを考えると、それについては、

今の考え方は、もう、この場で頑張る、助けをもらいながら中川村で頑張るということしか考えてい

ないので、どう逃げるかっていうふうなことは余り考えていなかったところがあるので、その辺の充
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実ということが非常に大きな課題ではないかなというふうに思っております。 

 

◆藤川 稔 

次に、先ほど５番議員も質問をいたしましたけれども、東日本大発生から３ヶ月がたち、この間、

村の防災対策について、３月 11 日の発生後、どのような指示を出し、また、その後においてどのよ

うな協議を庁内で行ってこられたのか、先ほどの答弁をお聞きいたしますと、具体的な指示は出して

いないと、放射線の測定器の購入でありますとか避難場所の環境整備、そういった問題について話題

になった程度というようなご答弁であったかと思います。 

教育関係におきましては、学校の防災会議等を開催され、その対応をなさったこと、これは一定の

評価をしたいと思います。 

そこで、もう一度、この３月 11 日の震災発生後、直ちに出した指示はあるのか、あるいは、その

後、課長会等でも、今後のできることから、そういった防災対応をどのようにしていったらいいか、

そういうような内容等について協議は特段しなかったと、そういうようなことでよろしいでしょうか。 

 

◆村長 

放射線計のこととですね、それから、先ほどもちょっと申し上げましたけども、避難所の中での生

活が大変長期にわたった場合、そして、また、その中にさまざまな人がみっしり押し合いへしあいで

暮らすというふうな状況が生まれ、それゆえに、いろいろ遠慮する方なんかは車の中に行ったりとか

ですね、寒い時期、そういうふうなことも行われておったというようなことがあるので、避難場所と

して想定される場所は、どんな部屋の割りつけになっているか、例えば望岳荘だったら何畳間が幾つ

あって、そこには何人ずつ分けて入れられるかとかですね、どこどこにはトイレもあるよとか、どこ

どこにはお湯を沸かしたりするような設備もあるよとかいう、施設ごとの、その部屋ごとの、単純に、

割と今まではどこどこに何人入れるとかっていうふうなことしか考えていなかったんですけども、そ

こで、こう、人を分けながら入ってもらえるようなことも考えないといかんなというふうなことの下

準備となる、その施設の細かい収容人数、それからまた、要支援、災害弱者の方、どんな方がどれく

らいいらっしゃって、どういうふうな方がいらっしゃるのかっていうふうなことを、個人情報のこと

も気にしながら洗い出す必要がある、こちらについては、１回やれば終わりじゃなくて、状況の変化

に応じてやっていかなくてはいけないなというふうなことがございますので、だから、例えていえば、

測定の件と収容できる避難場所のもう尐しきめ細かな部屋割の準備、それから、要支援の方々がどれ

ぐらいいらっしゃるのかっていうふうな、どういう状況の方が、どういうふうにいらっしゃるのかっ

ていうふうなことの再把握というような、そういったあたりですね。 

また、つけ加えることがございましたら総務課長のほうから。 

 

◆総務課長 

ただいまのご質問で、３月 11 日の地震の発生後の対応でございますけれども、あのときにつきま
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しては、通告をいただいております議員さんのお答えにもなるかと思いますが、あのときは、実は、

テレビで見ておった段階では震度４というような表示がされましたが、実は、ちょっと職員のほうで、

誠に申しわけないんですが、あの操作を誤りまして警報が鳴り出したところ、警報を止めるために電

源を切ってしまったために、実は、中川村だけ、その後、計測がされなくて、中川村だけ震度計が表

示できなかったということがございます。 

あのとき感じたのが、震度４というのがテレビで、近隣町村は出ました。それから、下伊那では震

度３というところが近隣ではあったんですけど、それで、実は、どうするかということで、総務課長

が、この防災対策会議の指針にありますとおり、村長、副村長、これは昼間でございましたので、伺

って、揺れが非常に長かったんですが、揺れの度合いから大きなことはないだろうという判断で、そ

れぞれの担当課長に、特に教育委員会、それから保健福祉課ですけど、子供さんをお預かりしている

施設を持っているというところで、被害、それから子供さんたちの様子についてすぐ調べるようにと

いう指示を出したということは直後にありましたが、その後、改めて防災対策会議、震災の被害をど

うであったかというようなことを特定するような会議は、開催をしてございません。 

 

◆藤川 稔 

それではですね、この３月 11 日の直後の、その夜間においても、また、さらに震災が誘発されて

起きる可能性もあると思います。その晩は、どなたか総務課の防災担当の職員を宿直、あるいは常駐

させたというような行動をとられたかお伺いします。 

 

◆総務課長 

その晩についての対応については、とっておりません。といいますのは、実は、私どもの想定とし

ても、すぐ直後に、あれに匹敵する、どうも地震が来るというのが一般的な話だということは後で認

識をしておりましたが、あの段階で特に子供たち、それから施設、保護者、関連する保護者の皆さん

については、児童、生徒、園児、すべてきちんとお返しをしたというところの確認で、以後どうする

かということで、特に、その対策は必要ないだろうという判断をしてしまいまして、特に、その態勢

は、宿直者を置いてどうするということは、とっておりません。 

 

◆藤川 稔 

今の答弁を聞きまして、指示出しや、そういった態勢をとらなかったと、特に重要な、そういった

体制をですね、とらなかったということは、非常に危機管理に欠けていると言わざるを得ないと思い

ます。 

防災会議は地域防災計画の策定が主な任務でありますので、防災会議を待つのではなくて、まず役

場の課長会で意見交換をするとか、あるいは庁内に防災対策小委員会をとりあえずつくって、そこで

今後の対応を協議するとか、そういった迅速な対応が私は求められると思います。 

例えばですね、庁内の書棚やロッカーなど、転倒防止対策は講じているのか、いわゆる大震災の教
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訓から、庁舎の被災で失われやすい、あるいは東日本で失われた行政データがかなりあるわけですけ

れども、そういったデータをクラウドなどへコピー、あるいは退避させることへの検討など、尐しず

つ上げていけば幾つか私も思い浮かぶところなんですけれども、そういう点についていかがか見解を

お伺いをいたします。 

 

◆総務課長 

数年前に書棚等について規格をある程度一新をした年があります。その際に、倒れてこないような

対策というものは、基本的にとってあるつもりでございます。 

 

◆藤川 稔 

議会事務局の中の委員会の控え室にもいろいろ書棚があるんですけれども、そこにも転倒防止を講

じておられますか。 

 

◆総務課長 

すみません。個別には、ちょっと全部チェックをしてございませんが、どうも、やってないかと思

います。 

 

◆藤川 稔 

やはりですね、そういったチェックをですね、庁内を巡回してやるというようなことの配慮も必要

かと思います。できることから迅速に対応することが、「あすは我が身」ではありませんけれども、

重要かと思います。ぜひ、ご対応なさることをお願いいたします。 

次に地域防災計画の見直しについてお伺いをいたします。 

これに関しましても、先ほど５番議員も一般質問で触れましたが、加えて私からも質問をいたしま

す。 

計画の見直しにつきましては、内容的には、今回の震災や原発事故を踏まえ、現行計画に修正を加

える部分的な見直しになるのか、あるいは原子力災害対策にかかわる新たな項目を追加する部分など

総合的な見直しになるのか、また、計画の根拠法であります災害対策基本法の見直しがどうなるかな

ど、その動向を踏まえ、村の防災会議の議論にゆだねることになろうかと思います。 

その中身は、各近隣市町村とも項目的、内容的には似通ったものになると私は思っております。 

先ほどの村長答弁でも、やはり、そういった国・県の動向も含め、この地域防災計画の見直しをし

ていきたいというようなお考えを聞いております。先ほど同様、そんなご見解でよろしいか、改めて

お伺いいたします。 

 

◆村長 

はい。それで結構でございます。 
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◆藤川 稔 

私も、そのような流れになるであろうというふうに思っておるところであります。 

そこで、今回の大震災で村民の方々も災害に対する意識や考え方が大分高まったと推察をしており

ます。 

私は、こうした住民の災害に対する意識や考え方、そうした感度を地域防災計画に反映できないか

と考えております。 

一つの手段として、パブリックコメントを求め、防災会議における計画見直しに生かしていくこと

も重要と考えておりますが、その点について村長のご見解をお伺いいたします。 

 

◆村長 

パブリックコメントを求めてっていうところが、ちょっときちんと理解できているかどうか心もと

ありませんけども、今、ちょっとアドバイスをいただいたところによると、住民の皆さん方からの意

見を求めて、それを反映をさせていくっていうふうなことかと思いますけども、例えば、危険場所等々

については、各地区の皆さん方から毎年、毎年といいますか、その都度といいますか、ご指摘をいた

だいて直したりもしておるところなんですけども、そのほかのところで、ちょっと今すぐに、具体的

なイメージとして、どんな、どういう、例えばアンケートなりあれをして意見募集を、どんな形で、

どんなふうなテーマでご意見を集約すればいいのかっていう、その辺のところ、ちょっとイメージが

すぐにできないところがありますので、また、こんなことをしたらどうかというようなところでです

ね、ぜひ、またご提案をいただければ幸いですし、それをいただいたもので、また検討してみたいな

というふうに思う次第です。 

 

◆藤川 稔 

私がイメージで考えましたのは、地域防災計画を策定する、その防災会議のメンバーが条例の中で

謳われておりまして、ほとんどが、言ってみると、国県、あるいは行政とも、実務者がほとんどだと

認識をしております。今回、いろいろな村民も、こういった大きな、距離は離れているけれども揺れ

を感じた、あるいは映像を見た、これは非常に大変な災害だと、そういう中で、常に災害に対する考

え方、具体的には私もここでは申し上げませんけれども、あの災害に対するいろんな意見、考え方を

持っている村民もおられるんじゃないかと思います。特に、中川村の場合は山間部でありますので、

それなりの、また難しい防災対策を策定しなければならない部分もあると思います。そういった意見

を通してですね、その防災会議、これからの地域防災計画の見直しに尐なからず生かせるものがあれ

ば、これだけの大震災を目の当たりにした中では、やはり、パブリックコメントを設けるなどして十

分な対応をしていくと、私は、そういうようなことが大事かなあということで、そういったイメージ

を膨らませたわけであります。 

それでは次に行きたいと思いますけれども、ひとたび災害が発生したとき、私たちは、自分や家族

を助ける、いわゆる自助、地域でともに助け合う共助、公の力を借りて助ける公助、こういった順で
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災害に立ち向かわなくてはなりませんが、阪神淡路大震災や東日本大震災のような大型な災害では、

多くの被災現場のために公助の手が回らず、地域で助け合う共助の力の重要性が認識をされました。

特に東日本大震災で行政機能の喪失が大きな痛手となったことは、地域防災計画の見直しにおいて重

要な見直しポイントになるであろうと思っております。 

前回も、この、今、申し上げたパブリックコメントの質問をしたんですが、全体的には、村長も、

ちょっとこのパブリックコメントについて、若干消極的だなあというような、私は感じを受けており

ます。こうした状況を踏まえて、仮に私が一村民として、先ほどの続きになりますけれども、パブリ

ックコメントをするならば、自助・共助の観点から、地域防災計画に、村民、いわゆる家庭、あるい

は各地区、自主防災組織、事業所の責務、どのような対策を講じてどのような対応をするのか、みず

から、その責務を具体的に、なおかつ明確に計画に謳い込む必要を意見をいたします。 

現計画では、いわゆる家庭のとるべき措置は謳われておりませんし、自主防災組織のかかわる部分

は第 33 節、自主防災組織等の育成に関する計画の中の主な取り組みとして、平常時、発生時の自主

防災組織の活動を明確化するとだけしかうたわれておらず、明確化されていないのが現状だろうと思

います。 

いずれにしましても、庁内で十分に検討、協議され、謳われている中身は実効性を伴ったものにな

るようご尽力をいただきたいと思います。 

それでは次の質問に移りたいと思いますが、次は集落散在地域における防災対策についてお伺いを

いたします。本村は地域の 76％が山地であり、小生沢川、手取沢川、大谷沢川、前沢川など、河川

が東西に流れ、村の中心部を南北に流れる天竜川にそれぞれ合流をしております。急峻な山々と中小

河川によって分断された地区、こういった地勢は、大規模災害が発生した場合、道路や橋の損壊、流

出で孤立地域の発生が十分考えられます。計画では、孤立防止対策として孤立地域の実態把握がうた

われております。 

そこで、村として把握している孤立予想地域がどれくらいあるのか、その点についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

◆総務課長 

孤立する恐れのある地域ということで調査がありました。これについては、先ほど、今、お話があ

りましたとおり、集落の中の構成実態、つまり高齢者が多いですとか、あるいは子供が非常に多いと

か、家と家の間が離れているとか、そういったことは、細かいことは抜きにしてですけど、幾つかの

選定の条件で拾い出した地域はございます。それについては４集落ということであります。 

 

◆藤川 稔 

そうした孤立発生予想地域に対して常日ごろどのような指導、教育をして来たのか、また、そうし

た項目が計画に明記、推進されているか、引き続きお伺いをいたします。 
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◆総務課長 

地域防災計画の中で、これは一般的な意味で示されておりますが、まず、孤立地域対策の活動とし

ては、情報通信の孤立と交通手段の孤立ということに大別した上で基本的な方針を定めております。

主な活動、それから主な活動の内容に分けて記述をしてあるわけでありますけれども、その中で村が

行う活動と住民がみずから行う対策の具体的なものについて述べております。 

先ほど申しましたが、孤立が想定されるという集落ごとに、具体的な対策については、当然、この

政策というかの中では記載はしておりません。実際には災害の発生によって孤立集落が生まれた場合

には孤立集落との通信の確保が重要なものになってくるというふうなことを考えておるわけであり

ますが、防災ハザードマップに記載しておりますとおり、防災行政無線等でしかるべき組織との連絡

をできる、最低でもそういう体制をとっておいてというふうに考えておりますけれども、個々のもの

については、まだ、具体的に検討をしてですね、ということは、まだ、やっておりません。 

 

◆藤川 稔 

防災計画の第 13 節に孤立地域対策活動として、実際、孤立状態となった地域との情報交換をＮＴ

Ｔ回線や防災無線を活用して孤立状況の確認を行うとうたわれております。現在では携帯電話のほう

がかなり有効と考えますが、この孤立状況の確認を行う際、この孤立地域のだれと連絡をとり、救助

活動を展開していくのか、総代なのか、だれなのか、そういった部分について明記されておられるか

どうかお伺いいたします。 

 

◆総務課長 

恐らく自主防災組織の構成というものが、この地域防災計画の中に構成がきちんと載っております

ので、その自主防災組織の該当者の責任者である総代さんということになろうかと思いますが、細か

くだれというようなことについては、今のところでは、ちょっと申し上げられないです。 

 

◆藤川 稔 

私としては、どうも、この地域防災計画の中身は尐し漠然とした部分があって、何か「絵にかいた

もち」にしか見えない部分も感じております。どうか実効性や具体性を持って、あるいは、この地域

防災計画の下に、何か防災マニュアル、もう尐し具体的な部分を盛った、そういったものも、やはり

つくり上げていく必要があるのではないかと、そんなふうに考えます。今後の見直しに、そういった

ものも、ぜひ役立てていただきたいと、そんなふうに思います。 

次に災害時の要援護者の避難体制についてお伺いをいたします。 

災害が発生したとき被害を受けやすい寝たきりの高齢者の方をはじめ、障害を持った方や乳幼児な

ど、より安全に、かつ確実に避難していただくために計画の中でも行動プランが策定をされておりま

す。 

この第９節 災害時要援護者の状況把握及び避難誘導の中で、災害時要援護者に関する台帳の活用
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がうたわれている部分がございます。この台帳整備は、どのように行われ、実際に整備されておられ

るか、その点につきましてお伺いをいたします。 

 

◆保健福祉課長 

今回のこの東日本大震災においては、高齢者ですとか障害者、乳幼児、それから児童、傷病者など

災害時要援護者と言われる方、とりわけ高齢者の方の被害が多かったわけであります。こういった災

害時要援護者の状況っていうのを常に把握しておくことは大変重要でありますけれども、村といたし

ましては、例えば 65 歳以上のひとり暮らし、２人暮らしの方のリストですとか、介護認定者のリス

ト、障害者のリスト、そういったような形で、それぞれ個別の形で、それぞれの担当が持っていると

いうような状況でありますけれども、災害時に対応するための要援護者台帳、あるいは支援者台帳と

いったような形での整備は、されておりません。 

 

◆藤川 稔 

やはり地域防災計画を有効なものにするためには、そういった部分についてもきちんと整備をされ

る必要があると思います。ぜひ、整備をよろしくお願いをいたします。 

また、この災害時の要援護者の対策を策定するときにも、こういった要援護者や、その家族の意見

も非常に大事な要素となってくると思われますので、その点の聞き取り等についてもお願いをしたい

と思います。 

次に土砂災害防止対策についてお伺いをいたします。 

本村は、その地形、地質から、土砂災害の発生する危険性のある場所が多々あり、風水害に起因する

がけ崩れや土石流、はんらん、地滑り等による災害が最も懸念される地域であります。 

中川村の過去における災害記録の中で相当な被害を被った災害を見ますと、そのほとんどが三六災

害に見られるような梅雤前線による豪雤や台風に伴う梅雤前線豪雤による災害であります。津波こそ

来ないと思いますけれども、台風や豪雤に加え大地震とセットで来た場合、中川にとって甚大な災害

となることは言うまでもありません。 

そこで、１点目として、防災ハザードマップを作成した、その以降も含めて、村内における現在の

土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の現状についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 

◆総務課長 

防災ハザードマップで記載しております地すべり危険箇所、急傾斜崩壊危険箇所、それから土石流

の危険渓流等につきましては、地域防災計画に基づいた数値が載っておりまして、その後のものにつ

いては確認をしておりませんし、もう一つ、今、議員おっしゃいました土砂災害警戒区域と特別警戒

区域の現状ということのようでございますが、これについては、順次、長野県のほうで調査をしてお

りまして、平成 23、24 年にかけて長野県で調査をし、指定をしていくというふうにお聞きをしてお

ります。 
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◆藤川 稔 

わかりました。 

昨年の議会、９月定例会において１番議員が一般質問で中川村の防災対策を取り上げ、河川整備な

ど公共事業の必要性をただしております。この中で、当時の総務課長から 20 年度で渡場地籍崩落対

策事業、22 年度で村単事業として八幡平、堂洞沢護岸工事、また、早急に対策が必要と思われる土

石流危険渓流４カ所を伊那建設事務所へ要望しているという答弁をされております。 

また、村長答弁でも、災害防止対策の必要箇所は随分あると答えられております。 

砂防堰堤など砂防施設は、洪水や土砂災害などの自然災害から生命や財産を守り、生活基盤の根底

を支えております。そこで、村内における砂防施設の整備状況と、今後、土砂災害の減災対策として、

現状をどう評価し、今後の整備に生かしていくのか、そのご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 

◆総務課長 

土砂災害対策についての現状の評価ということで、これは、例えば砂防ですとか、あるいは、そう

いった施設を、どの程度進んでおるかということでの評価でしょうか。 

実は、これは、順次、整備をしておるということでございまして、大草、片桐、葛島地区、主にその

地区の中につきましては、長野県が主体になって整備をしていただくようになっておるというふうに

聞いております。 

砂防事業につきましては、ご承知のとおり土木部と林務部の２つの部局に分かれて、それぞれの目

的で施設を整備していただいておるということのようでありますけれども、長野県の要整備箇所数と

いうものに対して、整備済みの箇所が、上がって初めて、整備率というか、進捗状況というのは具体

的に上がってくるのかなあというふうに思うわけでありますけれども、実際のところ、要整備の河川

っていうのは、もう、今のところ、図面の中でははっきりをしておりますけれども、じゃあ、そこの

河川、あるいは渓流等に、どこにどういうものを、どの程度の数入れていくという計画まで、具体的

には、まだできていないようでございます。先ほど申し上げましたとおり、危険箇所の調査、それか

ら特別警戒区域というようなものをきちんと整備した段階で、こういったものがだんだん整備されて

くるのかなあというふうに認識をしておるところですので、したがいまして、現状の中でどの程度の

対策が施されているのかということについては、ちょっと数字上では申し上げられないということで

ございます。 

今後の減災対策をどうするのかということでございますけれども、方向としましては、私どもとす

れば、例えば土砂災害の警戒区域ですとか、特別警戒区域の指定を待たなくても、急傾斜の崩壊危険

箇所、あるいは土石流の危険箇所、地滑りの危険箇所っていうものは現実にあるわけでありまして、

住民の方がその下に、あるいは付近で生活をしているということでございますので、その都度、長野

県等の関連部局に要望して対策工事等をお願いしていくと、現在ところ、そういう考え方でずっと行

くということでございます。 
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◆藤川 稔 

危険箇所の、それじゃあ、調査は、主に県が主体的に、今度の場合は 23年度から 24年度にかけて

するということですね。 

恐らく村独自でもですね、一応、中川は地形的に沢の多いところですので、砂防堰堤の、どうして

もここは必要だなっていうような部分の把握、もう、その中で、今、整備されているものと割り返し

て整備率がどうなのかっていうようなことがざっくりとしてでも、今の答弁の中では、そういったも

のも、とりあえず把握できていないということでよろしいですか。 

 

◆建設水道課長 

具体的な、その危険箇所等々の話が出ましたので、私のほうから若干お話をさせていただきますと、

渡場の急傾斜等については 20 年度から工事がされておりまして、今年度も工事が予定をされる予定

であります。 

堂洞沢については平成 22 年度の事業の中で河川改修が終わっておりますので、既に流れておりま

すが、すべてそれで全線がいいかというわけにはいきませんけれども、一応、改修はされていると、

こういうことでございます。 

それから、砂防については砂防施設でありますが、直轄の施設、直轄砂防で見る部分と、それ以外

で見る部分、それが県が担う部分でありますが、現在、中川村の中で、土木的に見て砂防の施設、お

よそ 20 前後あろうかと思います。最近ですと和見沢の砂防、木端沢の砂防、大きな堰堤ができたの

はご承知かと思います。そのほか、小さい河川、小さい砂防部分というものが、例えば上見沢の川の

中でも幾つかの砂防施設がありまして、じゃあ、和見沢、今、３つ、４つありますが、それですべて

いいかといいますと、そういうわけにはなかなかいかないとか、今度の渡場の危険箇所、それから特

別警戒区域ができる、その背景というのは、これまでの砂防三法で直らない、施設的に整備ができな

いところについて、どうやってそれを緩和をさせていくか、新たな砂防危険箇所がどんどんできてく

るっちゅう現状があって、それは、ゲリラ災害、ゲリラ豪雤ですとか、いろいろな状況があり、また、

危険箇所へどんどん住宅ができている、そういうものができた段階で、特別警戒区域については開発

行為の規制をするですとか、それから、普通の区域であれば、情報を早く流して危険箇所から逃げら

れるような、そういう対応をとるとか、こういうソフト部分に目が向いてきたということであります。

これまでの砂防三法による施設の整備については、従来どおり、ただ、今回の東北震災の影響もあり

ますので、どこまでどんなくらいに予算がつきながらやっていくかわかりませんが、残念ながら、村

単では、これをどんどん改修していくような予算的な規模も持っておりませんので、県のほうと連絡

を取りながら直していくということになろうかと思います。 

ちなみに、毎年、砂防危険箇所については合同で現地を巡視をしております。今年の場合は６月の

22 日に、県のほう、それから砂防ボランティア協会等々をあわせながら、村も出ながら、危険箇所

の整備、また、そういう要望箇所について一緒に見ていただく、こんな予定でおります。 
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◆藤川 稔 

いずれにしましても、土砂災害に対する、そうした砂防施設などの整備は災害に強いまちづくりに

欠かせない施設であります。大きな財政投資も必要でありましょうし、また、国県との調整も必要か

と思います。今後の整備について、鋭意努めていただきたいと思います。 

次に住宅の耐震化の取り組みについてお伺いをいたします。 

現在、住宅建築物の耐震改修等事業にかかわる耐震診断、また、耐震補強希望調査が行われており

ます。 

行政も診断の受診率や耐震化率の向上に努力されていることと思いますが、そこで、前回の調査結

果により倒壊の可能性が高いと判断された家屋はどのくらいあるのか、その点、わかるようでしたら

お聞きをしたいと思います。 

 

◆総務課長 

前回の調査結果とおっしゃいますと、17年から 22年にかけた簡易診断と精密診断のうちでしょう

か。 

 

◆藤川 稔 

そうです。 

 

◆総務課長 

この数のうち、どうかというふうに言われますと、恐らく、この想定が震度５以上の地震が来て倒

壊をするというふうな想定での調査かと思いますが、簡易診断、精密診断をお求めになられた方のお

宅につきましては、恐らく、ちょっと、そこら辺のところが、全体が心配だというふうにお答えする

しかないかと思います。 

 

◆藤川 稔 

この耐震診断、今も調査をされておるんですけれども、こういった希望調査の中で、その希望率と

いいますか、個人的なプライバシーの問題もあろうかと思いますけれども、そこら辺の率、希望され

る率っていうのは、全体的な感度で結構ですので、非常に低いのか、普通なのか、多いのか、その点

について端的にお答えいただきたいと思います。 

 

◆総務課長 

精密診断を、この 17年から 22年にされた件数は 44 件であります。そのうち長野県の耐震建築、

再建築の補助の対象になる工事をされたといいますのは、これ、耐震基準の１に対して 0.7以上とい

うことで、何とか免れるかもしれないというか、そういうことになるんですけど、そういう数字の工

事をされたお宅は２件しかございません。ですから、２割る 44、２を 44で割って 100を掛けていた
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だければ、非常に尐ないという数字になるかと思います。 

 

◆藤川 稔 

なかなかお金といいますか、そういったことが伴うことでありますので、なかなか耐震化が思うよ

うに進まない現状もあるかと思います。 

村民の方々も、先ほど申し上げたように、今回の大震災で意識や考え方に変化があらわれる部分が

あるかと思います。今後において、行政として一般住宅の耐震化に真剣に取り組んで、引き続きいっ

ていただきたいと、そんなふうに思います。 

そこで、この耐震化、いわゆる木造住宅の補強工事、耐震補強工事の住宅リフォームを行う場合、

住宅所有者に村が補助し、国・県が助成する制度があります。お聞きしますと、17 年度からこうい

った制度が導入されまして、補助対象経費の２分の１、限度額が 60 万円ということで、村と国と県

で総額 60万円というような上限が設定している内容になっておるとお聞きをしております。 

これから、この耐震補強住宅リフォームの図る観点から、この村の補助分について尐しでも金額の

引き上げはできないかどうか、国と県との絡みで、制度上、無理なのかどうか、その点について簡単

にお答えをいただきたいと思います。 

 

◆総務課長 

今、60 万円というふうに議員おっしゃいましたが、これにつきましても、そのとおりで、予算で

も補助金として、１件程度でございますが、掲載をしておるところであります。 

この補助事業は、耐震化を促進するための補助ということで、国が２分の１、県が４分の１、市町

村が４分の１というふうな内容になっております。これに上乗せということにつきましては、まだ、

具体的なものについては、まだ検討してございませんので、今のところではお答えをしかねるところ

でありますが、いずれにしても、非常に、この利用率が悪いということにつきましてですが、原因を

調べてみますと、耐震基準１を満たすというふうなことをやっていって、設計をきちんとしていただ

きますと、ほとんど改修に近いような、改築といいますか、要するに、全面的に、こう、建て直した

ほうが早いというか、そういうようなことにもなるかというようにも聞いておりますし、あるいは壁

の補強ですとか柱の補強、筋交いを入れなきゃあということで、非常にお金がのすようであります。

そういうことで、ちょっと今やるのは、やめようというようなことを、今までの方の中では声を聞い

ておりました。この間の地震から３ヶ月たちまして、住民の皆さんの中にも変化があらわれておるか

と思いますので、まずは、このものについて、まず正しく宣伝をするということでやっていきたい。 

県のほうも平成 27年までに現在の木造住宅の倒壊のおそれがあるという建物については、９割程度、

改築、耐震基準を満たしていくようにしていきたいというような目標を持っておりますので、村でも、

それに沿った計画も立てておりますので、まずは宣伝ということ、宣伝といいますか、適正な宣伝と

いうことが、今の時節に合ったことかと思いますので、そのようなことで当面は考えたいということ

です。 
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◆藤川 稔 

それでは、私の持ち時間も大分尐なくなりましたので、お答も端的にお願いできればと思います。 

次に、太陽光、風力、中小水力など、いわゆる新エネルギー、いわゆる自然エネルギーですね、その

普及、促進についてお伺いをいたします 

東日本大震災や福島第１原発、中部電力浜岡原発の停止措置などを受けて急速に新エネルギー施策

の調査、研究が進んでおります。 

民間においては、ソフトバンクの孫社長が、脱原発に向けた動きとして、埼玉県など全国 10 カ所程

度の大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの建設を検討し、長野県でも駒ヶ根市、飯島町など

19市町村が誘致に前向きであることが信濃毎日新聞のアンケート調査でわかりました。 

また、近隣市町村初め、全国の自治体でも住宅用太陽光発電システムの設置には助成制度を設けて自

然エネルギーの普及促進に取り組んでおります。 

村内においても、このシステムを導入する動きが、私も村内を歩きますと、尐なからず見受けられる

ようになりました。 

そうした状況を踏まえ、本村においても自然に優しい住宅用太陽光発電システムの助成制度の導入

を検討されたらいかがかと考えますが、ご見解をお願いいたします。 

 

◆村長 

これにつきましては、以前にも、前の定例でもご質問いただいたことがあるかと思いますけども、

ほかの議員の方だったかもしれません。 

個人住宅の太陽光発電の設置についての補助っていうものは、ちょっとあんまり考えていないところ

です。というのは、自動車やなんかのハイブリッドカーの補助とか、いろいろそういうのもございま

すけども、ある程度ゆとりのある方は、ぜひ、ご自身で、県等の補助もあることですので、やってい

ただけないかなと、村のほうとしては、もう尐し、何ていうかな、もう尐しゆとりのない方という言

い方がいいかどうかわかりませんけど、そういうようなことも含めて考えていきたいなというふうに

思っています。 

それから、大がかりなメガソーラーというようなもの、なんか、聞いていると結構広い面積で取り

組まれるというふうなことがあるみたいなので、なかなか、ちょっと、中川の中で、そういう形での

大きな場所、孫社長さんは、その農地のわきのっていうふうなことをおっしゃっていましたけど、中

川の場合、やっぱり、そういう耕作していないところはあちこちあるけども、みんな、そんなにまと

まった形ではないというふうなこともございますので、ちょっと条件に当てはまらないのかなという

ふうなことを思っておりますし、また、余り大規模にそれをつくって、そして、そこから、また、い

ろいろ電線が伸びたりっていうふうなことっていうのも、村の状況にとって、村のよさを残していく

というふうなこととの関連みたいなことで、ちょっと、実際、どんなふうなイメージの物ができるの

かっていうところが、完成予想イメージが、ちょっと私も、まだ把握できていないのでわからないと

ころなんですけど、そんなことを考えております。 
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ただ、これから、今、今まで電力会社さんのほうで発電と送電というのを独占的に一緒に持ってい

たっていう仕組みがよかったのかどうかのかっていうような意見も出ていますし、それから、ピーク

に合わせて発電をするために結構大きな設備が必要だっていうふうな形になっているっていうふう

なことがあります。その辺の技術的なこととか、あるいは、そういう法制度みたいなところが改善さ

れてくると、例えば村の中でも浄水、水道水を村でつくって村民に配っているような形のことなんか

も、そんなふうなこともできたりしたら、いろいろおもしろい、小規模で地域の自然に合致したもの

ができるのかもしれないなというふうなことは思ったりもしています。だから、そういう法制度、あ

るいは風力についても、風力とか、ほかの発電についても、これから、いろんな開発の、技術開発の

ための資金っていうふうな、開発資金も投入されてくると思いますので、どんどん新たな技術ができ

てくる、新たな、法制度も変わってくるだろうっていった中で、村として、例えば村の施設に発電の

ための物をつくるとか、あるいは、それで、避難所の中で停電しても回っていくようなことを考える

とかですね、そういうふうなことは考えていかなくてはいけないないなというふうに思っていますが、

現状の制度の中で、今すぐに個人住宅向けの補助というふうなことについては、そんなに積極的には

考えておりませんけども、また、その辺についても、先ほどのパブリックコメントじゃありませんけ

ども、村民の皆さん方からの意見、あるいは、そういう署名活動じゃないですけども、いろんな中で、

また、お声を集約して、議員さんの中から集約していただいたり、税金の正しい使い方として、そう

いうことがいいんじゃないかというようなお話が広がってくるようでしたら、また考えたいなと思い

ます。 

 

◆藤川 稔 

それでは、引き続きまして、役場庁舎初めとする文化センター、社会体育館、いわゆる公共施設、

この公共施設において、この太陽光発電システムの設置を前向きに検討される時期かと思いますが、

その点について 15秒でお答えをお願いしたいと思います。すみません。時間がないので。 

 

◆村長 

有利な補助とかを使えるようなときにばくっといきたいと思います。 

 

◆藤川 稔 

それでは、最後の質問をさせていただきます。 

ホームページに関しましては、先ほど５番議員が質問をしていただきましたので割愛をさせていた

だきます。 

次に防災訓練についてでございます。 

村内における防災訓練は、平成４年度の県総合防災訓練を初め、平成 12 年度から実施されている

各地区持ち回りによる地域集中訓練、また、平成 22 年度においては飯沼地区で行われた土砂災害全

国統一防災訓練、また、本年度においては、渡場地区において天竜川及び小渋川の合同防災訓練が予
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定をされております。 

また、各地区及び村内事業所におきましては、防災訓練も、毎年、実施されている現状でございま

す。 

そこで、これらの防災訓練について、地域防災計画に基づく実効性のある訓練となっておるのかど

うか、また、その評価がされておるかどうか、されておるとすれば、今後において訓練へどう生かし

ていかれるお考えなのか、その点についてお伺いをして、私の一般質問を終わりとさせていただきま

す。 

 

◆総務課長 

今、長野県総合防災訓練、過去に行いました。それから、最近のものまでお話をいただいたところ

でございます。 

今年は、三六災害を期に合同訓練ということで、下伊那、大鹿村、松川町、中川村が参加し、天竜

川上流工事事務所、ダム管理事務所、それから建設事務所、上下伊那です。総合的な訓練にするわけ

でございますが、今おっしゃられたとおり、どうしても訓練でありますので、想定がこういう状態で

始まったということで、警戒の発令から始まって、実際には、あるいは想定の中で、一部、決壊しそ

うだということでの避難、住民の皆さんの実際避難を行います。したがいまして、そういったときに

は、いかに実際に動けたかということが、安全に動けたかということが大事になりますので、この機

会については、後で、想定だけではなくって、どうだったのかという総括を含めた形で、最終的には、

それが実働のマニュアルに返るような形、そういうようなものにしていきたいというふうに思ってお

ります。 


