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平成平成平成平成 23232323 年度第年度第年度第年度第 5555 回回回回    

湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録湖西市行財政改革委員会議事録    

日 時 平成 24 年 1 月 17 日 9:30～12:00   

場 所 湖西市役所 2 階市長公室  

参加者 別紙名簿のとおり 

１１１１．．．．開会開会開会開会    

２２２２．．．．議題議題議題議題    

                テーマ「危機管理の観点からみた行財政改革」 

３３３３．．．．議事内容議事内容議事内容議事内容    

（野田） テーマについて、「危機管理施策における行財政改革」だと、特に防災の施策に

係る行財政改革になってしまうが、当初目指していたものは、危機管理の観点から

見た行財政改革、その内の一つとして、防災があるという捉え方だったと思うが、

それでよろしいか。危機管理施策は、一般的な施策と比べて、非定型的な業務であ

り、その中での行政改革、市民との連携という意味でご議論いただければと思う。 

     柳田委員から提言が出されているので、特にどういう点が問題かお話いただけな

いか。 

（柳田） 全ての項目について言えるが「市民と職員の信頼関係に立った協働」が問題解決

に繋がると思う。 

先日の勉強会で防災課員の人員不足が言われたが、大幅増員しても市内の隅々ま

では目が行き届き難い。防災課が自主防災会と信頼関係の元、力を合わせる事が大

幅増員をせずに、互いの強みを結集する事が出来、安全安心の街作りの近道である

と考える。 

多くの人が参加すると時間が掛かると考えがちであるが、案作りから協議する事

で、ある地域から出された項目が他の地区にも当てはまらないかと、水平展開でき

ることも含め、合意する迄の時間が結果的に短くなる「急がば回れ」であると思う。 

現状は職員の側にも市民の側にも問題がある。職員側は市民要望を聞き理解しよ

うとする気持ちに欠け自分の知識、考え方を一方的に押しつけ、説明不足で、聞く

耳を持たない姿勢を感じる。 

市民側は自分の住む地域の危険箇所を動物的感で感じ、対応を求めるが、定性的

で定量的表現能力に欠けるし、一個人、一地域と言った立場でもあり重みに欠ける。

聞き入れられない事が多い。勉強会でメールで寄せられた意見が紹介されたが、幾

度も聞き入れられない事が重なりヒステリックな利己的表現になっていると推測す

る。 

3.11 以降、特に傾向が強まった様に思うが０か 100 か、白か黒かの論議が多い。

原発廃止というと即廃止と受け取られやすく、どの様な方法でどれ位の時間を掛け

て、０に移行しましょうと言った論議にならない事も問題である。 

我々の要望に対し、職員からは今すぐには出来ないから「出来ない」の返事のみ
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が返ってくる。検討の余地がありや？無しや？、有りの場合はどの様な方向で何時

までに答えを出すかの論議が無いまま終わってしまい時間だけが過ぎて行く。 

防災に係わる施設を縦割り組織の別の課が担当している事が多くある。例えば水

門は「農水課」下水管は「道路河川課」が管理している。 

水門は農地を保護する為の施設として作られたが、多くの住宅が建ち並ぶ住宅地

となった今人間を守る施設として考えを変えなければならないが、行政側は未だそ

の気配もない。 

浜名湖に面して防潮堤が張り巡らされているが、仮に防潮堤高さを超えないギリ

ギリの高さまで潮位が高まった時、開いたままの水門からは水が入り、下水管から

は水が逆流し、辺りは一面浸水する。 

この様に市の施設が被害をもたらす元となる場合が想定される為、これら施設を

防災課が担当するか防災課が横組織として施設担当各課を指導する必要がある。 

（野田） いくつか論点があったと思うが、意見はあるか。 

（山下） 縦割りが問題で、全庁を上げて取り組むべきではないかというのが、柳田さんの

ご意見だと思う。河川については、１級河川は国、２級河川は県をなくして、横断

的に取り組むべきということだと思う。 

（猪井） 今は、防災課という１つの組織としてはやっているが、防災課は防災上必要な際

の人事権を持っているので、非常時には指揮命令系統としてやっていかなければい

けない。平常時については、現在は企画部防災課という一課であるので、市長直属

の危機管理部門として、組織変更をしなければいけないという意見もある。このこ

とは検討していかないといけないと考えている。 

（野田） 首長直属で危機管理対策課とするというケースがよくある。危機管理なので、防

災に限らず、国民保護、感染症対策なども関係してくる。 

（笈沼） 自治会長をやってみて現場を体験してみると柳田さんの書かれていることは、そ

の通りだと感じる。法令に基づく防災会議があるが、そこで何が議題で、何が決ま

り、何が課題として上がったのか、明快に議論されているのか、そもそも防災会議

を開いたかが市民に見えていないのは課題だと思う。防災会議のような根本の会議

については、ホームページを利用して発信したらいいのではないか。３．１１があ

った直後で防災会議が開催されたと思うが、それもわからないというのも問題だと

思う。勉強会では、それは法令に基づく会議だから、大した問題ではないという発

言があったが、根本的に違う。３．１１を経験して、湖西市としての課題の整理、

アクションをどうするのか検討しＰＤＣＡを回していくというのが欠けている。組

織論だが、何で原点に返ることをされないかという事を問題と感じた。 

自主防災会長だが、市長名で自主防災会長宛に通知がきた。大きな変更点が３点

書いてあったが、理由が書かれておらず、上意下達的だと感じた。猪井部長も、文

章をおそらく点検していなかったと思うし、市長も見ていない文書が（市長名で）

出されてしまうという組織としての問題を感じた。自主防災会長は、市と相互に話

し合いながら現場で把握している問題を提供するという立場があるが、市からコミ

ュニケーションなしに、変更点を通知だけするということに、組織としての問題を
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感じた。 

防災会長が１年で変わるのが問題というが、私は、自治会長＝自主防災会長で良

いという考え方。１年ずつ引き継いでいけばいい。１年が良くないと決め付けると

論議が進まない。 

（野田） 勉強会の資料に３．１１を受けて、講演会の開催、被災地への職員派遣等いくつ

か上がっていたが、そもそも湖西市としての課題は何なのか、防災面のアセスをや

れる範囲でやっていく必要があると思う。課題が何かというのがわからないままに

進んでいってしまっているのではないかというのが私の予測するところです。市と

してやっているかもしれないが。 

もう一つは、組織としての問題で文書だけで変更点がお知らせされたということ、

つまり行政と自主防災組織との関係。職員としては、危機的な状況になった時に、

住民、県、国との連携は予めわかっていないとすぐには判断できない。普段からシ

ミュレーションの上で連携体制を構築しておく必要がある。今のお話でいくと、連

携がうまくいっていない、柳田委員との話でも、信頼関係がうまくいっていないよ

うに聞こえるがどうか。 

（猪井） 行政として信頼関係は当然築かなければいけないし、構築しようという思いはあ

るし、思いでやっているが、受け止める方が一方的と受け止めているのでは、うま

くいっていないのではないかと感じている。今年度最初に何が一番大事かという議

論をしたときに、まずコミュニティーが一番大事で、自主防災組織との連携をやろ

うという所からスタートしている。フォローさせていただきたいのは、防災担当課

長が勉強会で説明をして、ずれがあるというお話もあったが、防災課では、ここで

おっしゃられたような問題点を１つずつ洗い出して、１つずつ解決していこうとや

っているので、そこについては認めていただきたいと思う。地域に出掛けていって、

ひざを交えて話をするということはやっているが、すべての地域に行き届いていな

いということはあると思う。 

中央防災会議では地域防災計画書の見直しを必要に応じて毎年行っている。現在

の計画書は、３．１１前に作られたもので、３．１１を受けた見直しをしようとし

ている。防災計画は、ライフライン関係者・職員・住民・消防等の関係者を集めて、

複雑に絡み合うので、関係者が一堂に会して計画を見直すということをやっている。

３．１１を受けて、湖西市がやっていることが見えにくいという問題がある。情報

発信の方法等あるかと思う。組織の問題で大きいのは、２２年に合併をして、新居

町では、自治会組織が再編され、自主防災組織は残った。今年から、自主防災会を

運営していく上で、指導員を任命、各地区へ行って自主防災会を指導していこうと

いうことをやっているが、そこがまだ浸透、機能していないかもしれない。今まで

と違う事もあってコミュニケーションも十分に図られていないのかなとは感じてい

る。 

（笈沼） 教育の問題。地域に対する教育をどうしていくか。今、防災指導員を新しく作り、

核にして、各地に指導を展開していくということだが、防災指導員以前に、自主防

災会長がいるので、自主防災会長に対する教育が先ではないかと思う。市と自主防
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災会長教育、要望吸い上げが先で、横からサポートするのが、防災指導員ではない

かと思う。１年間両方やってきたが、自主防災会長に対する教育がない。４月から

は、やりますと言ってくれたので期待している。自主防災会長の教育がまず基本に

あって、防災指導員を活用していくという風にしていかないと。 

（野田） 自主防災会長への教育は、何を教育するのか。 

（笈沼） 例えば、県の自主防災会長マニュアルがあり、あまり良いとは思えないが、これ

が基本になっている。マニュアルを引き継いで下さいではなく、内容を伝えて教育

してほしい。 

（野田） 地域防災計画は、作ることになっているので作っているが、各職員が、危機的な

状況になった時に自立的な判断で動けるかというと、ほとんど動けないというアン

ケート結果もあるし、普段からも１年に２回の訓練時以外はほとんど見られていな

い。市によっては１０ページ位の簡易な防災マニュアルを持っていたりするが、職

員に対しても教育が必要ではないか。 

（猪井） 職員教育は、正にやらないといけないこと。それぞれの職員が自覚をもって、部

署の役割を担っていかなければいけないというのがあり、マニュアルは部署ごとに

自分たちで作って、自分たちでやるという認識を持たせるような形に変更をした。

今までのやり方を変えようとしている時で過渡期であるため、横からの声もあり、

理解していただくのに苦労しているというのも事実。 

（野田） 職員も、各自が危機的な状況で個別に判断できる教育を浸透させようとしている

ということですね。一方で、地域との連携の時に役割分担も明らかになりつつある

のですね。 

（猪井） 地域との役割分担についても、今年の４月からガラッと変えた。自主防災会につ

いては、地域防災として自分たちで自主防災会マニュアルを見ながら自分たちで考

えて、マニュアル通りでなくてもうまく運営をしていただければとお願いしている

ところです。１年で自主防災会長が変わるというのも、交代の前に引き継いでいっ

ていただければ良いですので、地域にあった形で、運営していただければと考えて

いる。 

（杉浦） 今日の議題は、危機管理の話をしているので、市として、危機管理とはどんなも

のを想定されているのか。縦割りとなっている組織を、危機管理の観点から見て横

割りでチェックできるのか。例えで出た農業用水門についても、危機管理の観点か

ら見て、指摘できる体制になっているのか。 

（猪井） 現状は、そういう体制にはなっていない。 

（杉浦） 色々な施策が防災的な観点からみて、あっているかというチェックはできている

のか。 

（青島） 現状はない。 

（杉浦） それがないと、（担当課が）施策を勝手にやってしまって、防災の観点から見た

らおかしいよという話になってしまうのではないか。 

（飯田） 全体的に見られる部署はないのか。 

（青島） 決裁権者が了承すれば事業はできてしまう。その間に防災のチェックはないので、
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例えば水門の話でも事業はきっとできてしまう。 

危機管理とはどんなものかということですが、防災が一番の主で、他にもインフ

ルエンザや家畜防疫等がある。 

（野田） 原子力はどうか。 

（猪井） 原発は３０キロ圏内が対象なので、ここはやっていない。 

（笈沼） 安全、安心の警察情報が、自治会に降りてきていない。世の中が厳しくなると、

防犯の面がクローズアップされてくるのではないか。 

（田中） 住民生活の原点、現場は、いろんな思い、課題がある。何が行政側とミスマッチ

かというと、諸々の時系列的な記録・整理をすることによって、縦割り組織のどこ

に関わるのか、どこで対応するのか、時間的にどれだけかかるのかという形式のも

のが欲しい。「自分の課でないよ」で消えていってしまうことをまずなくす。 

職員のあり方、役割で欠けているのは、体験ではないか、本当の改善は体験に基

づかないと出てこない。対話、体感がないと、職員は成長しない。職員研修は、体

験させることに転換していかないといけない。ここに来て、公務員は就職先として

すごく集中している。応募者が多く（４～５００人）、しかも、全国から、来るのは

仕方ないが、何かあったときの対応は時間勝負。地域に住んで、市民に接して体感

しないと、本物になっていかない。研修で絵に描いた事をやっていては、響いてい

かない。 

（野田） 体験に基づく研修が重要で、ＯＪＴ（On-the-Job Training）において体験はコアに

なる。各部課で、防災マニュアルを整理したとしても、実際に体験しないと自分の

ものとして消化できない部分があるので、体験するような教育を行っていただきた

いなと私も思う。 

（飯田） 昔の（農協の）有線放送のように、何かの役員としてでなく、市民の一人として

今どうなっているのか、今どうすればいいのかという情報を一番知りたいと思う。

同報無線もいいが、聞こえないところがいっぱいあると思う。携帯でも FM 放送が聞

ける時代なので、そういった手段を使って、市の情報を市民の個人一人として、把

握して、その時にどう対処していくのがいいのかがわかるということができたらい

いと思う。困った時に、市がいくら良い事をやっていても、個人一人、年寄りがど

うすればいいのか、末端の人に反映するところまでいかないとと思う。 

（猪井） 湖西市防災の基本方針として、情報を確実に伝える、しかも複数の方法で一つが

寸断されても伝わるような施策を今とっている。防災無線は、音が重なってしまっ

て、聞こえにくいことを解消しなければいけない。それを新しくしようということ

で、先駆的にモデルケースとしてホーンアレースピーカーを設置しようとしている。 

個別受信機に関しては、新居はアナログ的なものがあったが、現在は携帯電話が

普及してきているので、防災ホットメール（携帯電話に災害情報を強制的に送れる

システム）をできるようにしている。ＦＭで放送してもらう提携もしている。そう

いった色々な手段を構築している最中。構築できたら、どの程度か検証した上で、

足りないことを補っていくということをしないといけない。 

（飯田） 東日本大震災でも、防災無線を放送しながら亡くなった職員の方がいたが、あ
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の方のおかげで何人の命が助かったかと思うと、一番弱い方の所に情報を発信でき

る事が、すごく大事だと思う。自分が何をしていいのかわからなくならないように

なったらいいかと思う。 

（猪井） 名取市の防災センターに逃げたが、その後の情報が確認できなくてそこからど

うすればいいのかが伝わらず、津波が来てしまった例もあるので、正しく、速く伝

えるという事が必要。 

（飯田） 支援をいただいても行き渡らなかったという話も聞くので、そういう事につい

ても各組織間の情報が流れていってうまくいけばと思う。 

（野田） 去年、天白川があふれた時に、名古屋も防災スピーカーはあるがやはり重なっ

て何を言っているかわからなかった。名古屋市のホームページはアクセスが集中し

てダウンしているし、愛知県のホームページには全く情報がなくて、どうすればい

いかと困った。湖西では、防災無線の施設自体はたくさんあって、政府ともこれか

ら協力してということですね。 

（猪井） ホーンアレースピーカーを、国へお願いしてモデルケースとして導入してとい

うことも、進めているところです。 

（野田） ３．１１では、職員が３分の１くらい亡くなられてほとんど機能できない事も

ありました。もしそういう状況になった時に、個々人がどういう風に動くかという

のが非常に重要になってくる。 

最初にあったように、市民と職員との間に予め信頼関係があり、日頃の役割分担

が出来ていれば、市役所自体が機能できない場合でも地域で何をすればいいのかわ

かるし、防災無線等の機器があれば、残りの職員でそれぞれの役割分担に応じて今

の状況を提供するということもできる。 

首長直属の危機管理機関を作ったとしても組織の縦割りを完全に解消するとい

うのはできないと思うが、最終的にどういう風に解決していくかというと、職員の

状況判断能力を培うにあたって、田中委員がおっしゃった体験に基づくということ

は必要だと思う。 

（渡会） 弱者に対する縦割り行政の問題だが、弱者に対して社協は見守りネットワークが

ある。行政は、防災と分かれている。それについて、連携が今はどういう風になっ

ているのか聞きたい。２、３年前、民生委員をやっていた時は批判の的になってい

た。連携して、ネットワークを作らないと漏れが出るしバラバラの構造になってし

まう気がしている。 

（笈沼） 社協だけではないとは思う。防災では、弱者の居場所を確認して、災害が発生し

たときには逃げられるかどうかという点検を、市と地元自治会連携活動でやるとい

う動きができつつある。ただし、自治会員以外が 25％もいるので、自治会組織でも

やりづらいところがあるが進みだしてはいる。 

（猪井） 要援護者対策ですね。今までは、個人情報保護の関係で市が直接行うわけにはい

かない為、進まなかったが、自主防災組織の中で、リストを作るという動きが出て

きている。自分がこういう状態だということを外に出してくれるなという人もいる

ので、出していいという人については、行政から地域に情報は出して、自主防災組
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織で計画を作っていただいている。 

（杉浦） 私も民生委員をやっているが、今年の防災訓練の時に地域の見守ってくださいと

自己申告した方のリストをもらった。そのリストは民生委員の持っている情報とは

少し違い、民生委員はもう少し詳しい情報を持っているが、それは個人情報保護の

関係で出せないので、自主防災会からいただいたリストに載っている方については、

訓練の時に組長さんにお願いして本人の家に訪問してもらっている。ただ、そこに

は自治会に入っていない人は載っていない。私の所には、自治会に入っていない人

も調べてリストに入っている。そこは、連携が取れていない。 

（野田） 大地震が起こった際に、避難経路や情報の入手経路、どういう準備が必要なのか

ということを、各住民がわかっていないような気がするが。 

（猪井） 各自主防災会ごとの避難計画を、自主防災会で作って、どこに逃げればいいのだ

ろうということを検証していただいて、市がそれを一つにまとめていこうというこ

とをやろうとしている。 

（野田） 自主防災会に関わりのない方々は、カバーされるのか。 

（猪井） 参加していただかないと、現実的には難しい。 

（杉浦） 例えば、買い物の時に実際にどこに逃げればいいのかわからない。「あそこへ逃

げろ」と表示がしてあればわかりやすいが。 

（猪井） 標高表示をまずさせていただいた。来年度は、標高表示にプラスして、標識のポ

ールが借用できれば、高さ帯を色分けして塗って、ここまでくれば大丈夫というも

のも考えている。防災マップを配布したので、自分の地域の高さを自覚していただ

ければと考えている。 

避難場所については、高い建物に照会をしてご了解いただいているが、民間施設

では公表してくれるなということを言われている。自主防災会にはお伝えしている

が、ここへ逃げろということを、市から指定はできない。地域で検証していただい

て、考えていただくのが一番と思っているので、そういった教育を地域自主防災会

へ出掛けていって浸透させているのが現実。何しろ、一番は、高いところに逃げる

ということ。逃げて、もし、その民間施設が傷んだりしたら市で保障させていただ

くという説明はしている。 

（野田） 杉本委員は、いかがか。 

（杉本） 勉強会に参加して、柳田さんの書いたものを読んで、この通りだなと思った。 

（野田） 柳田さんの書かれた防災課員の人数不足は、この通りで、全部を市役所の職員の

方々がやらなければならないという意識はうれしいが、地域の住民の協力・連携を

やっていけばいいと思う。危機が起こった時に、市の職員として、「どこと連携でき

るのか」というのは予めわかっているのか。自主防災組織以外に、主体があるか。 

（猪井） 防災課職員は、いざという時には動いていたらだめ。それぞれの担当部署が、役

割を認識して、いざというときに動ける体制を構築しているのが、今の防災課の仕

事。出掛けていくとか、防災無線を構築するとか、自主防災会との連絡をする等担

当がやらないといけない部分で、人が足りないという事はある。３．１１の後、4

人の職員で土日もなくやっているのを見ていて、非常に大変な思いをしているのが
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事実。12 月から職員は 1 人増えて、被災地からの避難者も臨時職員としてがんばっ

ていただいている。 

（野田） 市民から見ると、５人というよりは、市役所職員はすべて防災を担当するという

イメージ。市役所の職員としてどこと連携できるのかという連携先は、やはり自主

防災組織だけになってしまうのか。 

（猪井） 色んな所がある。 

（野田） 予めわかっているのか。 

（猪井） それは、地域防災計画の中でライフライン等の関係者も関わっている。 

（野田） 書かれているというのはわかるが、機能するかどうか、自主防災組織については

よくわかるが、例えば青年会議所さんとか想定されているのか。 

（猪井） そういった組織は、今のところ想定されていない。 

（野田） 連携できるところがあれば、どんどん連携していって、地域の住民と一緒に地域

を守っていくということをしていただければと思う。 

（猪井） 地域の中で、それぞれのスキルを持った人たちの情報を集められるとありがたい

と思うが。 

（藤井） 委員長のおっしゃる事は、自主防災組織以外に市民で防災に関して担う組織や仕

組みがあるのかととっていいのか。 

（野田） 想定外のときは、使えるものは使っていきたい状況で、予めあるのかということ。 

（藤井） 勉強会のときに知りたかったのがそこで、法令に基づく防災会儀が開催されてい

て、それに対して笈沼委員が、「議事録は公開されていますか」と質問されたら、防

災課長の返事が、「大した内容はなくて、これが変更点ですよという通達をするだけ」

というのを聞いて、私からすると、最高の位置にあるような防災会議がそういう状

況なのという事がショックだった。その時に私はどういうメンバーなのかと質問し

たら、「ライフライン、ゆうちょ、消防、県職員、医師等です」という返事だった。

今のメンバーから感じたのは、日頃の防災ではなくて何か起こった時に、関連して

連絡を取り合わなければならない人だということ。そこで、防災会議の位置づけは、

事が起こった時にすぐ結論をださなければならない会議と、日頃にどういう備えを

しておけばいいのか、対策は今すぐ必要か長期的に行うべきなのか、連携先はどこ

なのかと、方向を日頃から整えておく会議の２つに分けて考えたほうがいいような

気がする。 

それを、今やっている防災会議が、いざという時の人たちだけのメンバーだけで

決まっているのでは、チグハグしたものがうまれるのではないかと思う。 

（野田） 連携は、言葉では簡単で施策上も言わざるを得ない部分もあると思う。ただ、実

際に県職員と連携と言っても、地域の実情がわからないので、本気で考えてくれる

連携すべき相手を、予め持っておいた方がいいのではないか。この人に言えば、こ

の人は任せられるとか、そういう所があった方が、いいのではないかということ。 

（藤井） 日頃の防災会議に、生活に根付いた人たちが入っていなかったら、いざという時

の事は考えられないのではないかということ。 

（猪井） 地域防災計画には、それぞれのセクションの平常時、緊急時の動きが書かれてい
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る。 

（藤井） マニュアルはあると思うが、日ごろ会って意見を言い合わなかったら、自主防災

組織も生きないと思う。 

（野田） 危機管理に関しても、行政職員と地域の住民との密なコミュニケーションが重要

になってきますね。 

（柳田） 事が起きた後のほうは、結構やっているような気がする。特にハード面の予防防

災、災害量を減らす為の備えについては連携不足のような気がしている。 

（野田） ある程度の被害が想定される、シミュレーションが必要になると思うが、全体と

してわかっているものなのか。地域防災計画に、細かく書かれているとは思わない。

防災マニュアルにも書かれているとは思わない。 

（猪井） それぞれのセクションで、もっと細かな何をやらなければいけないというマニュ

アルは作らなければいけないし、今作っているところです。柳田委員のおっしゃら

れたハード面は、国、県との役割分担を明確にした上で、統一した見解でやってい

かなければいけないと思う。それには、基準があって、想定が出た中で、これから

やらなければいけない。 

（柳田） 東海地震単発の想定は県から出ている。３．１１以降、三連動、それ以上にした

ときの想定をどうするかという話があるが、私が言っているのは、そんな大きな話

ではなくて、防潮堤位までの水位については、国からの想定が出なくても、市が目

を向けてやるべき範囲の話。 

（野田） 市域で危険箇所がどれくらいあるかという把握はしているのか。 

（猪井） 今年度から実施している。道路河川課と県の施設については県で調査していて、

防災課で集約している。結果はまだ見ていないが。 

（野田） 今年１年をかければ、危険箇所というのは見えてくるものなのか。 

（猪井） 堤防の高さがどうだというのは、見えてくると思う。 

（野田） それを踏まえて、市として対応をしていくということか。 

（猪井） どこからやっていくのかということがある。仮に、水門が低いという所が指摘さ

れても、他にもっと低い所があるかもしれない。全体を把握するのが必要なので、

今年はまず調査を行っている。 

（田中） 私的な部分も、危険箇所は結構ある。この前の台風の時に、近所から飛んできた

物で、屋根瓦が壊れてしまった。本来は、市民が自己責任できちっとやってもらえ

ばいいのだが、希薄になっている一面もある。どういう風に動機付けするのか、ど

う整理するのか。 

（野田） ちなみに、近所から影響があってそれを市役所に何とかしてよというケースはあ

るのか。 

（田中） 危険だよということを発しても、なかなか受け止めてもらえない。私自身は自己

責任でとやっているが、動機付けは欲しいと思う。個人主義は横行しているし、何

を言っても響いていかない。災害のことは、今は東日本大震災の記憶が鮮明だが、

この地域に住む人にとっては、他人事の意識もあると思う。高台、低地の意識の差

もある。高台までにどうすればいいのか、建物はあるけれど入れてくれるわけはな
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いじゃないか、こんな程度の認識はまだある。こういう意識の差をそれぞれのレベ

ル毎にすくい上げていかなければならない。 

職員体制も、すべての職員がマニュアルに従った対応ができるのかどうか。あっ

ても出来なければ意味がない。 

（野田） まずは、個人が直接職員というよりは、自主防災組織あるいは自治会との関わり

の方が深くあるので、今おっしゃられた様な内容は、まず自治会単位で解決してい

くというのが望ましいかと個人的には思う。動機付けについては、これは防災上良

くない等広報的にお知らせするというのは、市としてできる。 

（田中） 柳田委員は低い方に住んでいるが、ストレスを発信しても出来ないとかやらない

とか響かないし、目途が立たない不安を抱えたままいる。でも、高台に住んでいる

人には実感がない。 

（山下） 実際、大津波が来たときに、水門や国道２３号線は乗り越えてきますよ。 

（田中） 「ハードは何をどう作ってもそんなの全滅だ」で終わってはいけない。そうかも

しれないけれど、安心・安全とは違うことだと思う。 

（柳田） それで、提案書に０か１００と書いた。ハードは何をしても無駄という考え方が

ある。ハード、ソフト両輪だと思う。 

（田中） 英知を出して、方法論議はあってしかるべき。浜名バイパスの内側には、丘を作

るとか。 

（柳田） ３．１１レベルを考えるのは、国の範疇。市で考えるのは、軽度なものであり、

市で対処する必要がある。国の想定を待つ必要はない。 

（野田） おそらく国の立場からすると、分権の流れがあり、地域でどうするかというのは

必要だと思う。 

（柳田） こういう事は国でやってくれという要望は必要で、それがないと国は動かない。 

（藤井） 三重県大紀町に行った時に、海抜３．６メートルの防潮堤がある。そこには、鉄

門があって動かしてみたら閉まった。やはり、防潮堤である以上閉まらなかったら、

意味がない。大紀町だけでなくて、堤防沿いの少なくとも３つの市の所は、どこも

門があって、どこも人の手で動く状態になっていた。疑問に思ったのは、だれがこ

れを閉めるのかということ。防潮堤を作るのは、行政かもしれないが、門をいざと

いう時に誰が閉めるのかは、地震が起こって津波に備える時には一番近い人がやる

しかないと思う。けれども、そこに自治会長や自主防災の人がいるとは限らない。

行政の役割は、門がないというのは論外で、門を付けて場所を把握しておき、誰で

も閉められる状態にしておくということ。近くにいる人がいざという時に動かす事

を自覚しておくのは市民の役割だと思う。なので、市民としては、要望を出すだけ

でなく作ってくれたら閉めるからとすればいいのではないか。 

（柳田） 勉強会でお話した所がどうなっているかというと、動かすところは、チェーンが

ついて、鍵がかかっている。そこに入る階段にもチェーンが付いて鍵がかかってい

る。市の人が飛んでくるわけでもないし、動かすのは私たちに任せてくださいとい

う要望もしたが、聞き入れられていない。 

（藤井） 県の防災施設も、せっかく建物があるのに非常階段に上れなかったが、今は非常
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時には、ガラスを割って入ってくださいという表示に工夫してきた。今のチェーン

を付けるというのは論外だと思うが、住民がいざ危機を感じた時には、動かせるよ

うにするというのは、行革の一つ。 

（野田） 任せられるところは、住民に任した方が効率的で有効であるというのは大きなポ

イント。 

もう一つは、藤井委員からのお話の例で、誰でも動かせてしまって、誰も動かさ

ないという可能性もあるので、「自主防災組織と連携していれば地域をくまなく対処

できる」とは限らない可能性もある。うまくいっている自治会、そうでない自治会

もある可能性もあると思うので、住民からの自発的な組織化を待っていても永遠に

ないと思うので、そこは、行政から働きかけるしか選択肢がない。連携できる所は

していった方がいいし、そうでない部分については行政職員の役割は非常に大きく

ならざるを得ない。 

（猪井） 柳田さんのおっしゃられた水門に関して補足させていただきたいが、古い施設で、

元々の目的は当時田んぼがあって、河川から潮が逆流して田んぼに入ると稲が枯れ

てしまうということで、湛水防除事業ということで完成した施設。今は田んぼがな

いから役割はないということをおっしゃられた。もし、津波という発想で考えると、

この施設は津波を防ぐ為の施設ではない。今防災の基本的な考え方は、地震が起き

て津波が発生する時に、それを閉めに行く事はしてはいけないというスタンス。東

日本大震災では、消防団の方が閉めに行って亡くなったということもあった。東海

地震は５～１０分で津波が来るといわれている。もし水門を閉めに行くと命を落と

してしまう可能性がある。住民の方からの提案があって、住民の方にお願いできる

部分があるとなれば連携もいいと思うが。 

９月の台風の時には、配備体制をとってやったが、その時は職員が水門を見回っ

て閉めた。 

（柳田） 部長の言われる通りでは、現状は津波に対する施設は皆無です。 

（猪井） そうですね。今までそういった前提で作っていなかったし、だからこそ低い所に

人が住んでしまった。 

（野田） そうは言っても、もし閉める時間があれば閉めたほうがいいと思うが、そういう

対応をしないにしても、100 分の 1 でも出来ることがあれば対応を考えた方がいいの

ではとも思う。管轄が農林水産の管轄になっているということか。 

（猪井） 管轄は、農林水産課だが、防災の危機管理の時の命令は防災で発するので、調整

はとれる。 

（柳田） 津波に対する備えをしていただきたいという考えだが。 

（猪井） 満足はいかないかもしれないが、少しずつ積み上げている。ハード部分について、

関係施設は、１０００年に１度の津波に耐えられるものをすべて作るのではなくて、

何年に一度の津波にまで耐えられるレベルのものを作っていこうということをやっ

ている。それについては、指針に沿ってやっていかなければいけない。 

（野田） いつも、想定外の事もあると思うのですが。湖西市は直接的な影響を受けてしま

いかねない地域ですので、厳しい基準にして、他の予算を削ってでも行うというこ
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とはできないのでしょうか。 

（猪井） 市の施設でやることはできる。 

（野田） 今やろうとしていることは、次年度一年間をかけて防災に関するアセスメントを

出来る範囲で行い、市で対応できるものに対応していくわけですね。 

（猪井） 正直なところ、山下委員がおっしゃられたように、もし大きな災害が発生した時

には対応できない状況も起きてくると思う。 

（野田） もし、大きな災害が起きた場合に、できるだけ被害を少なくする観点から、ソフ

トとしての対応はあるのか。 

（猪井） 大きなものにしても、小さなものにしても、どちらにしてもできることをやって

いる。 

（野田） その中で、市民との連携が不十分というのがあって、危機管理という観点からも

他の施策の観点からも共通している部分かという気がする。市民に任せる部分は、

防災に関してはとりわけあるので、密に連携をとっていく事が特に重要な分野。 

危機管理に対する意識については、特に職員の方については、体験に基づきなが

らどれだけ本気でできるのかということを常に意識しながらやっていただきたいと

思う。 

市民の側としても、自治会組織がなかったり脆弱だったりする地域において、市

民としてどう対応していくのか、対応できない部分については、どう行政にお願い

していくのか考えていかなければならないという事が出てきた。 

 

４．次回以降について 

・青島課長より、今年度の提言をまとめていくにあたり、次回以降の開催について提案をし

た。結果、2 月 2 日までに、事務局で素案を作成し、2 月 7 日に委員会を開催し議論、日を

改めて市長に提言を行うことと決定した。市長への提言日については、藤井委員より、3 月

議会前に行ってはどうかという提案がされた。 

・次回委員会 2 月 7 日（火）午前 10 時～ 於：市長公室 

 

以上 
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第５回 湖西市行財政改革委員会出席者名簿 

                                                                    (敬称略) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所 属 

野田
の だ

  遊
ゆう

 愛知大学地域政策学部准教授 

笈沼
おいぬま

 俊夫
と し お

 自治会連合会副会長 

田中
た な か

 俊男
と し お

 NPO 法人 新居まちネット代表 

杉本
すぎもと

 智
とも

治
はる

 浜名湖青年会議所 

藤井
ふ じ い

 早苗
さ な え

 湖新楽交流会代表 

渡会
わたらい

 一夫
い ち お

 一般公募 

柳田
やなぎだ

 年男
と し お

  〃 

山下
やました

 雅司
ま さ じ

  〃 

飯田
い い だ

 美代子
み よ こ

  〃 

杉浦
すぎうら

  登
のぼる

  〃 

猪井
い い

 英
ひで

典
のり

 湖西市企画部長 

青島
あおしま

 一郎
いちろう

 湖西市企画部企画政策課長 

笹瀬 浩高 湖西市企画部企画政策課課長代理 

小林
こばやし

 景子
け い こ

 湖西市企画部企画政策課 

別紙 


