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第 2回 滝川市避難所見直し検討市民会議 会議録（要旨）

Ⅰ 日時：平成 30年 11 月 12 日（月）15：00～17：00

Ⅱ 場所：市役所 301 会議室

Ⅲ 出席者名

（敬称省略）

オブザーバー

Ⅳ 議事

１ 開会

２ 総務部長挨拶

（略）

３ 森委員長挨拶

（略）

４ 議題（議会要旨）

（１） 第 1回会議の議事録について【資料 1】

●委員長

・第２回の滝川市避難所見直し会議の方を開催したいと思います。

第１回目の会議の議事録について事務局より説明願います。

○事務局

・お配りした第 1回目の議事録につきまして、資料の修正があり細部修正したものを送付い

たします。

●委員

（了承との声）

氏 名 備 考

森 太郎 委員長

木下 善雄 委 員

米田 裕紀 〃

深村 完市 〃

八巻 昭一 〃

小畑 力也 〃

柳 圭史 〃

山木 傑 〃

古屋 忠博 〃

黒川 靖子 〃

中寺 静江 〃

鈴木 弘子 〃

橘 弘恭 〃

柴田 美紀子 〃

氏 名

佐々木 強

三浦 悟

資料１
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(２) 避難所の事例紹介について

●委員長

・２番目の議題の避難所の事例紹介について事務局より説明願います。

○事務局

・避難所環境の事例紹介（厚真町の避難所、中越沖地震等）

●委員長

・何かご質問とかございませんか。

●委員

（なしとの声）

（３) 避難所の課題について

●委員長

・３番目の議題になりますけれども避難所の課題について①番～⑥番まであり、それぞれ課

題が挙げられておりますこれらについて皆様にご議論をして頂きたいという事になるのです

が、次回以降の避難所の見直し計画につながるようなものという事で、それぞれ１０分強ぐ

らい議論を進めたいと考えております。

・それぞれ１０分くらいの議論では足りない事があると思っていますが、今回ここでして頂

く議論については参考になるような議論という事でお願いいたします。この後、議論が終わ

ったときに思いついたことについては、今週の金曜日までにＦＡＸかメールで送って頂きた

いと考えております。

・今回、やって頂く議論に関してですが、これに対して事務局から返答を求めてしまうと時

間が足りないことになりますので、議論に関しても事務局から返答がなしという事ですすめ

させていただきます。

○事務局

ＦＡＸ・メール…（略）

●委員長

・具体的な内容に【資料２】と【資料３】を使いながら具体的な内容に入っていきたいと思

います。①番の避難所の分類について事務局より説明願います。

○事務局

・①番の避難所の分類について【資料２】で説明。

●委員長

・これまで想定しなかった避難所の役割にこう言うものを加えたらどうだとか、一般的に自

治会で決められています避難所の分類のようなところで、こういった様な物が必要なのかど

うか、皆様の方から積極的なご意見を頂いきたい。

●委員

・指定緊急避難場所と指定避難場所等の避難所の分類の意味がわからない。

●委員長

・避難に対して避難所の分類よりも、避難についてもっとシンプルに考えてすぐ動けるよう

に、避難所の分類をシンプルにした方が良いとの意見ですね。

・次回以降の会議にて、避難の際の場合分けを事務局から提示していただきたい。

●委員

・今回、見直しの中での避難所の施設の変更等、考えているのか。
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●委員長

・事務局より説明願います。

○事務局

・皆さんのご意見を踏まえて、これからの避難所に対する見直しの基本的な考え方を決めて

いきたいと考えております。具体的に避難所の見直しについては、来年度以降、市で進めて

いきたいと考えております。そのようなことから、どのように避難所を考えていくかとのご

意見をいただきたい。

●委員

・この先、江部乙のコミニュティセンターを含めてどのように変わっていくか、将来的な見

込みを示した時に江部乙は限られてしまう。また、広域避難所は丸加高原になっているが、

遠くて行けない。

●委員長

・その他いかがでしょうか。

●委員

・滝川市内に 33ヶ所避難所指定しているが、そこには問題ない。個人個人が考え判断をして
避難所へ行くことが基本的な考えで良いと考えているが後々の問題だと思う。

●委員長

・具体的に後々の問題とはどんなことですか。

●委員

・たとえば、避難所運営する場合は町内会役員や防災組織が中心になって運営するが、大災

害の場合は町の区分に関係なく避難者が集中する。市の職員と地域役員と施設の職員が一緒

になって、ある程度避難場所を指定する方が良いと考えている。

●委員長

・避難所と防災組織の関係、そう言った意見、非常にありがたいと思います。その他にいか

がですか。

・次のテーマに移ってよいですか、それでは避難所の運営についてですね、事務局から説明

願います。

○事務局

・②番の避難所の運営について【資料２】【資料３】で説明。

●委員長

・皆様の方からいかがでしょうか。

●委員

・良いですか、先般の 9月 6日に 3箇所の避難所を開設したが、3箇所でも大変だったの
に、33ヶ所を全部開設すると、市の職員が足らないのは当たり前の話。それを補うために町
内会や地域住民にアプローチしようと思っているのか。

・避難所を開設して担当したのは福祉部だった。

・水害については避難所の準備はできると考えているが、地震の際の体性については、どの

ように市は考えているのか。

・地震時については避難所運用マニュアルにも記載はない。今回の経験を踏まえ今後どのよ

うに考えていくのか課題と思っている。
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●委員長

・見直しに関して、職員不足の問題を盛り込んだ基本方針とする。

●委員

・避難所開設から市の職員が携われる形とするべき。

●委員長

・その他いかがですか。

・今、運営の主体をどうするのかと言うご議論がありましたけれども、もう一つのご議論も

お願いします。

・女性とか障がい者等への配慮をどうして行けばいいのか、特に防災の時のマニュアルの中

では、最近少しづつの載ってきてはいますけれども、今までの災害弱者も含めてそう言う方

たちの配慮をどうするのか、抜けている骨子もあることから、滝川の地域性を踏まえて考え

たほうがいいのではないでしょうか。何かこういった方々への配慮を考えたほうがいいので

はないか、運営としてこういった方々への配慮が必要ではないか、他に何か抜け落ちている

のではないかとか、こう言ったご意見はないでしょうか。

●委員

・避難時の際は、避難者の中から介護福祉士やヘルパーの方々など専門家にご協力をお願い

することになると思うが、関係団体に対して事前に名簿の提出ではないのですが、この辺で

こういう所に住んでいるので自分は災害が起きたら、そこに避難所に行くだろう。その時に

その資格を持っている方々を地域ごとに事前に確認することはできないのか。

●委員長

・たとえば、そう言う団体と連携協定みたいなものですね。

・その他いかがでしょうか。

・今のは、どちら側と言うと運営側と言うか運営主体に、そう言ったプロフェッショナルの

人達に入ってもらうためにはどの様にすればいいのかとの話。

・その他、滝川市の地域性を含めてそう言った方達の配慮しなければいけないのか、皆様の

ほうから何かないでしょうか。

・３番目の避難所の対象地区における避難距離のお話について事務局から説明願います。

○事務局

・③番の避難所の対象地区における避難距離について【資料２】で説明。

●委員長

・避難の対象地区における避難距離の問題に対して、たとえば避難所への距離の問題ですと

か、経路の安全、逃げやすさとか、そう言ったことに関して皆様の方からご意見を伺いたい

と思います。

・こちらに関しては具体的な話でもいいのかなと思うのですが、うちの町内でこういう問題

があるとか、とにかく色々なご意見を頂きたい。

●委員

・現在避難所は 33箇所あるが、運営上の問題は別として、やっぱり数多い方がいい。なるべ
く近い方に行きたい。そこら辺のところはこれからの議論になってくると思います。まだま

だ使える施設もあるのではないのか。

・距離だけではすべて決めることはできないのではないか。
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●委員長

・もう少し、近い避難所を含めて避難所に指定していただく。一方で役所の方たちの

避難所の備蓄の問題もある。でもそう言う形で、具体的な避難所の指定の問題とかもう少し

頂けるとありがたいです。

●委員

・今の避難地域を指定している場合は、避難行動とか含めた中で一番距離の長い所の避難所

までは、半径６キロ位かかる。例えば、その扇町のコミニュティセンターに一番遠い地区

は、水害時に避難経路として川沿いを避難することになる。水害時に避難経路としては川沿

いに逃げません。避難行動として水害が起きた時は高い所に逃げるのが通常だと思う。例え

ば江部乙もそうだけど西地区、水害になったらどうするかは高台の国道に逃げることにな

る。そう言ったところを含めた柔軟な避難所のあり方が必要。どの道路を通って逃げるのか

区域割だけでは合致しないと思う。

●委員

・4階建ての施設がある民間の施設に逃げる避難してくる方がいると思う。近くに 4階建てが
ある。民間施設の指定や活用も考えられないか。

●委員長

・連携協定も含めて、十分考える可能性があるのではないかと思います。

●委員

・避難所を数箇所開設し、そこに滞在するのではなく、一時的に集合させ別の避難所に輸送

する方法もあるのではないか。

●委員長

・地震時の避難計画はそのような形になる。その考え方も計画に盛り込む。その他いかがで

しょうか。

●オブザーバー

・避難時の避難行動要支援者の安否確認は必要。支援者の方も含めて町内会の方がやって頂

ければ、ありがたい。

・ここの町内会の人は、ここに集まる場所があれば、安否確認ができると思う。同じ町内会

の住民がそれぞれバラバラの避難所に行かれると町内会として安否確認ができない、そこを

どうしようかと言うのが、今後の課題なのかなと思います。

●委員

・避難所が数いっぱいあると５人避難したりこっちに３人避難したり、安否確認を誰がする

のか、学校なら学校で大きなところがあるからそこを主体にして、誰がそこをつないで流れ

を作るかなかなか大変な事で、その辺を考えてやって行かないと、避難はしました誰がどこ

に行ったか分からない、子供さんお孫さんが探しに行くとなると問題になってくる。

●委員長

・安否確認をどの様にするか方法に関してと、避難距離に関するお話しとかそこに関連して

他にご意見あれば、いかがでしょうか。

・４番目、避難所の備蓄の考え方について 事務局から説明願います。

○事務局

・④番の避難所の備蓄について【資料２】で説明。
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●委員長

・前回出てきた議論の中で出てきたベビーバスとか、現状で備蓄していないものも含めて足

りないもの、避難所でこういう物が備蓄として必要ではないか、こう言う物がもう少し量が

あった方が良いではないか、逆にこれはもういらないのではないだろうかなど、ご議論があ

ればよろしくお願いいたします。

●委員

・備蓄については、ガイドラインに基づいてだと思うが、必要なものと言えば当然、食糧と

か飲料水とか、備蓄食料のアレルギーに対する問題。

・飲料水は飲むほうなのでトイレとか洗濯するとか、生活用水の確保の問題。

・バリアフリーに対する配慮が欠けている。

・ガイドラインに記載がある。

●委員長

・その他いかがでしょうか。

●委員

・備蓄の考え方について３日分を備蓄するのが大変だと思う。

・市は業者と協定しているが、業者との災害協定分も備蓄として見込んでいるのか。

○事務局

・３日分や１週間の備蓄については、個人の備蓄として、それぞれご自宅で備蓄されるもの

と言うことがここに書いてある。市としては一定の災害を考えており、一定人数を想定して

おりますが、その達成目標にまだ至っていない。

・防災協定の会社につきましては、大手のスーパー等、地域で言えば市場、ＪＡとかコンビ

ニと協定を結んでおります。そう言ったところからも食料の供給が可能と考えております。

●委員長

・もう少し、防災協定の拡充を考えて頂くとか、より具体的な防災協定がどのように動くの

はなかなか難しい所がある。今は防災協定をもう少し具体的にやって、さまざまな物資を供

給できる態勢を作っていくべきではないのかなと言うお話と思います。それ以外にいかがで

しょうか。

●委員

・備蓄の目標数は、夏の水害を想定しているのか、冬あたりの地震なのか、どの目標にして

の備蓄なのか、お伺いしたい。

○事務局

・想定は地震です。ストーブも記載分だけ備蓄しています。

・この備蓄で足りるかどうか、皆さんに備蓄に関してご意見を頂ければと思います。

●委員長

・備蓄は、絶対足りない物になってしまう。

・避難される方、本人が持ってきてもらうのが基本的なあり方でいいと思います。それで足

りない物は、計画の中で取り扱っていくのが良いのかなと思います。

・滝川市の地域性を踏まえ足りない物を備蓄していく考えで、こういった物を備蓄しておく

べきではないのか。

・次は５番目になります。避難所おける情報に関して事務局からご説明願います。

○事務局
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・⑤番の避難所における情報【資料２】で説明。

●委員長

・それでは、情報伝達の方法ですとか、こういう物があったらもう少しスムーズに情報が伝

わったのではないかとか、これからこう言う物を備えるべきではないだろうかとか、こう言

った取り組みが必要ではないだろうかとか、言うようなご意見などありましたら出して頂け

ればと思います。

・個人的には僕の経験を話します。昔、今回の災害とは別ですけれど登別市と室蘭市の大停

電と言うのがありました。あの時も広報車が北電と市役所から出たけれども、やっぱり特

に、寒い時期になりますと皆さん扉を閉めていますので広報車が来たことはわかっても、窓

を開けた瞬間に遠くへ行って話している内容がわからないと言う話がよく出てくる話です。

ただ、これをやっていてもなかなかキリがなくて、僕たちが持っている手法と言うのは限ら

ていますので、個人的には、どうやって私たち自身が情報をとってくるのかと言う訓練をや

った方がいいのではないかと思うのですけれども、実際に幾つかの避難訓練の中で、こう言

うようにやった情報が手に入れられますというような、防災訓練の中の１コーナーを作って

やってもらったりした事があります。例えば避難訓練の中にそう言ったものを盛りこむと

か、何か情報伝達に関してこう言った物があったら今回の災害も含めてもう少し避難行動に

繋がったのではないかなど、何かあれば皆さんからご提案を頂きたいです。

●委員

・FMの自動起動ラジオの放送については、市が関与しているのか。
○事務局

・自動起動ラジオにつきましては、町連協さんがご購入されて、町内会の代表の方々にお配

りしましたという事で、自動起動ラジオは一定の周波数をもって OFFのラジオが自動的に
ONになる機能です。有事の際、それが自動的になる形になっています。
・有事と言うのは何かと具体的に言えば、気象情報で言えば、警報が鳴った場合、大雨警

報、洪水警報になった場合は自動的にスイッチＯＮになる、地震の場合震度４になりました

ら自動的にラジオのスイッチが入ります。そう言った形で我々の方ではＪアラートと言うこ

とで、市民に情報を伝達するシステムがあります。それと連動して自動的にラジオが起動す

るような形になっています。

・それを運用するとか自動起動ラジオのスイッチ入れるとか入れないとかは自動的に行われ

ることと、場合によっては、我々の方から自動的に周波数を流して起動させることを、本年

の７月に試行的運用を行っております。

・町連協さん方でアンケート調査をやっているのでそれらを集計してみて、今後の対応を考

えていきたいと思っております。

●委員

・普通の一般的なラジオでもＦＭ（電源）が入れば情報は聞けるか。

〇事務局

・聞けます。

●委員長

・その他、情報伝達で何かないですか。

●委員
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・今回、私は防災危機対策室からのツイッターとかフェイスブックでいろいろな事を確認さ

せていただいたので、正直な所、広報車の声を聞かないまでも、そう言った情報で何処に避

難所が開いているか食糧が配られるような所がわかりました。

・別な団体で、一斉送信メールみたいなものがあって、今回、多くの方が携帯をもっていら

しゃると思いますので、フェイスブックや防災ツイッターが見られなくても、メール配信を

常にするというようなことをして、常に新しい情報をお伝えしていく仕組み、そして町内会

の会長さん、役員さんのご協力を得ながら避難をしていくなど、情報伝達の体性づくりがで

きたらいいなと思います。

・若い方には、今回の地震のことをこれを機に防災危機対策室から常に情報が流れていると

いう事をどんどん発信していって、例えば若い人がそれを見て、高齢者に伝えるような組織

づくりが必要なのかなと思います。

●委員長

・文字情報の良さがありますよね、ＦＭだと流れてしまうので文字情報は置いとくことがで

きる。

・その他、今はラジオの活用とか、SNS、メールの活用とかのお話しだと思います、もう少
し情報伝達に関するお話しとか、いかがでしょうか

●委員

・場合によっては、一方的に各町内会長に情報を入れるとか、そう言う事も考えられる。

以前に防災無線とかあったんだけれども今はないのか。町内会長が持ち回りで持っていたと

言う事があった。これは今回、停電の時にはまったく機能しない。災害時には、市も発生状

況とか段階的な状況を把握していくと思う。前回の資料の中にも発令内容で市のとる行動と

言うものがあって、その一番下に、突発的な災害の場合、市長から避難勧告の発令が間に合

わない事もあるため、「身の危険を感じたら個人が判断して自発的に避難する。」と記載があ

るが、避難所に行っても避難所が対応していないと言う事がありうる。やっぱり段階的な情

報伝達、高齢者等避難開始、その後に避難勧告があって避難指示、こう言う段階的情報を町

内会長に逐次流していって、それを町内会長が伝達する仕組みを考えないとならない。私の

町内は 4戸だからすぐに伝達できる。
・携帯とかスマートフォンとか簡単に情報伝達と言っても、何パーセントの人が対応できる

のか、おそらくできないだろう。

・そういう事を情報伝達で考える必要があるのではないか。また、ある程度市も情報を得る

事によって、担当者はどこどこに行って待機すれば良いか把握できることも考えられないの

か。

●委員長

・貴重なご意見だと思います。その他いかがでしょうか。情報の伝達に関して。

●委員

・タイムラインのレベル 4ぐらいになると、紙をベースにして各班長さんに配るので、紙媒
体は必要。

・今回の停電で情報を取得した方法はＦＭラジオしかない、それを聞くしか情報がないので

聞いてたんですけれど、やっぱり災害対策本部も、どんどんＦＭを使って情報を提供する形

をとってもらいたい。

●委員長



H30.11.12 第 2回滝川市避難所見直し検討市民会議

9

・ＦＭラジオの他にもっと多くの情報を流してもらいたい、その他いかがでしょうか。宜し

いでしょうか。

・⑥のその他、なんですけれども、全体を通した議論をする前に当初、避難所のパワーポイ

ントの写真を見て頂いたと思うんですが、今回の災害ではああいう状況にはならなかったと

思うのですけれども、もう少し大きな水害や地震が起きた時に、ああいった状況になるかも

しれないという事を踏まえて、生活環境について皆さんの方から何かご提案ないでしょう

か。

・備蓄からだと、パーテーションが必要ではないか、最初の避難所など雑然となってしまう

かもしれないことから、当初から整然とした状態にするためには、どうしたらよいのかご提

案とかないでしょうか。

●委員

・避難所の生活居住スペースの問題について、プライバシーも守られていない。本当にわず

かなスペースだが、ガイドラインみたいなものがあるか。

●委員長

・あります。

●委員

・厚真町とかの居住スペースが基準か。

●委員長

・あれはおそらく基準より広い。多くの場合非常に狭いスペースを基に全国的に計算してい

る。

●委員

・33ヶ所で何人収容となっているが、単純に面積を割っているのか。
〇事務局

・そうです。

●委員

・防災訓練でテーブルでやりましたが、まずは通路はどうする、出口はどこにする、トイレ

はどこにする等、話を進めたが、何が足りないのかわらなかった。何が足りないのかは今回

の会議で検討してもらいたい。

・滝川市にあった内容で検討していく、住民、避難者、行政、施設管理者で協力していくイ

メージ。

●委員長

・多くの避難所では面積に対して最大の避難者数を割り算をして記載している。

・最大の人数まで避難はしない。一番厳しい時の事を考えてやらなければならない事は解る

が、逆にありそうな人数に対して、こういうふうにやるんだと言うのものがあってもいいの

かなと思っています。

・貴重なご意見ありがとうございます。

●委員

・避難所の運営パターンは同じか。避難規模が大きい小さいはあるかもしれない避難所で協

議する内容は一緒か。

●委員長
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・災害の種類、規模によって違う。最大の規模を考えると、マニュアルが細かくなり、誰も

読まなくなることから、今回見直しの中で、是非考えて頂ければと考えています。

・避難所の生活についてオブザーバーからもいかがでしょうか。

・全体を通じてでも結構です。

●オブザーバー

・避難所まで逃げるという事で要支援者の方を抱き込んで、みんなで避難すると言う方法。

行き先を決めておくという事と、避難経路として押さえておく必要があるのかな。

●オブザーバー

・中島町に住んでいて避難所まで 27分かかる。水害の場合、浸水する地域にあることから、
一次避難場所、二次避難所の区別も必要ではないか。

●委員長

・全体を通してもしくは、この部分言い忘れたという事があれば皆さんからご意見を伺って

おきたいのです。

○事務局

・先ほどの答弁で一部訂正を行いたい。備蓄で食糧３日分と申し上げましたが、あるのは水

です。食糧については２食分になっております訂正させていただきたいと思います。

・オブザーバーからご意見がありました水害時の避難場所については、洪水ハザードマップ

に記載されている避難所に直接避難していただきたいと市民にお願いしているのでご理解を

お願いします。

・今、お話があった一次避難所、二次避難所について貴重なご意見ありがとうございます。

●委員長

・その他、事務局の方から、今の議論について補足みたいなものはあるか。

〇事務局

・なし

●委員

・資料２の２避難所の運営（１）②のところで、「市の災害対応時には、通常業務において高

齢者、障がい者を担当する職員が、避難所運営にあたるのは難しいとも感じた」と前回言っ

たのは、今回の様に停電が全市的に及んだ場合、電話が繋がらない高齢者への訪問業務に人

員が取られたことからで、全体的に無理だとは言っていないので補足させていただきます。

●委員長

・ありがとうございます。

●委員

・避難所 33ヶ所あるが、水害と地震の時と考え方を別にしないとならない。
・避難所の地域指定は、確認する側としては指定している方がいいかもしれないが、避難所

の場所をお前があそこに行けって言うのが大変だと思う。

・地域指定は難しい。近いところがあるのにそっちに行けとはならない。

●委員長

・なかなか難しいとこですね、その他いかがでしょう。

●委員

・今の皆さんの意見で関連するのですが、ここで、もし水が増えた、溢れてきた何処へ逃げ

ると言ったら大体皆さん何処へ逃げると言ったか、大きく分けて２つ、滝川第一小学校か一
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の坂を越えて逃げる。たまに、中地区公民館もいるけど北海道滝川工業高校と言う人は誰一

人逃げると言いった人はいない。一の坂を上がるのに精いっぱい。例えば中央病院駐車場に

集まっているかもしれない。多分そうなると思う。水害と地震の違いはあると思うけれども

柔軟に対応しないといけない。

・町内の若い連中と話した時に、水害の時、何処へ逃げるかというと、南北に移動するのは

危険だろう。当然、川沿いに移動するのも危険だろう。東側のやっぱり高い方へ逃げる。線

路より上に逃げる。やっぱり高台の広い所に集まるのが一番良いのではないか、お前の納屋

がでかいから 30人～40人は入れるだろう。と話したこともある。一時的に避難するとなる
と民間の家、納屋とか、車をもって集まれるところ大きいとことか、そんなところも一時的

にまずはここに逃げよう、逃げることが第一なので、柔軟なスタイルをこの中に盛り込まれ

ると地域の皆さんと話がしやすいのかなと思います。

●委員長

・貴重なご意見ありがとうございます。その他いかがでしょうか。全体を通して如何でしょ

うか。

・最初に説明したように今日は一旦この会は閉会になりますけども、今一度、宿題と言った

らあれなんですけど、持ち返って頂いて、もしもこの場では言いづらい事があると思います

のでそう言う事も含めて今週末までに皆様のご意見を事務局の方に寄せて頂き、次回、見直

し案を作って頂き、非常に参考になるのではないのかなと思いますので宿題をよろしくお願

い致します。

・連絡に関してはお帰りになる時に事務局より名刺を頂いて、こちらへの連絡と言う形でお

願い致します。連絡するときは電話では大変なので、ＦＡＸまたはメールでご連絡くださ

い。文書で寄せて頂きたいのでお願いいたします。本日の会議は終了といたします。

Ⅴ その他

○事務局

・次回の日程１２月２０日木曜日１５時から開催を予定しています。案内については別途文

書でご案内致します。

・会議録については、事務局と委員長で調整させていただきます。

・意見でこんなことが言い足りなかったというようなご意見がありましたらＦＡＸ、メール

で宜しくお願い致します。これで第２回の会議を終わります。

Ⅵ 閉会


