
2005.09.08 : 平成 17 年９月定例会（第３日） 

厚木市議会・佐藤知一 一般質問・会議録（議事録） 

 

 

 

通告要旨 

 

(1) 防災対策について 

 ア 厚木市地域防災計画に基づく平成 17 年度防災総合訓練について 

 （ア） 関係協力団体との協力体制は万全か。 

 （イ） 市の考える今後の課題は何か。また、客観的な分析と評価はどうか。 

 イ 災害時の情報伝達手法について 

 （ア） 災害用伝言ダイヤル 171 番及び災害用掲示板などの活用は考えている

か。 

 ウ 公共施設内の防災対策について 

 （ア）通常業務として地震対策への認識は職員に徹底しているか。 

 （イ）公民館や自治会館などの防災資機材の配備状況は適切か。 

 エ 災害時における帰宅困難者に対する対応について 

 （ア）対応は十分か。また、公民館・学校など市施設の開放は考えているか。 

 

 

 

 

 

 

※ 厚木市議会会議録より引用したものであるが、汎用性を考慮して、ＪＩＳ第一・第二 

水準までの漢字で構成されている。このため人名など、会議録と一部異なる場合がある。 

また、議会の承認をもって訂正された文言については、発言の有無に関わらず、訂正後の

ものが公式な議事録として用いられる為、これに準じる。 



2005.09.08 : 平成 17 年９月定例会（第３日） 

 

     午後１時 49 分 開議 

 

◯森住 勉議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党を代表いたしまして登壇させていただ

きました佐藤知一です。 

 昨日、関東を通り過ぎた台風 14 号では、きのうまでの数字ですけれども、21

名が死亡、５名が行方不明、重軽傷者の数は 110 名を超えています。避難警報

が出ているにもかかわらず、１人で逃げることもできず亡くなられたお年寄り

もいらっしゃったとのことです。天災ではなく人災であるとのご指摘もあり、

我々政治にかかわる者の１人として、こうした事態を繰り返すことのないよう

努めなければなりません。 

 今回、台風 14 号とあわせ、アメリカではハリケーン「カトリーナ」の甚大な

る被害もありました。今回亡くなられた多くの方々には謹んでご冥福をお祈り

いたします。 

 それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。 

 昨年９月議会には、近年の季節外れの豪雨などにより浸水などの水害や土石

流などの被害が全国各地で相次いでいる。被害に遭った自治体の多くは、地震

に対する備えはあったにもかかわらず、水害に対しては十分な警戒をしていな

かった。当市における豪雨などによる水害、土石流に対する備えについて聞き

たいとの趣旨のもと、質問をさせていただきました。 

 しかしながら、先日も東京において震度５強の地震―千葉県沖地震ですけれ



ども―がありまして、図らずもさまざまな問題が露呈してしまいました。今回

は本市における防災対策に絞って質問をさせていただきます。 

 初めに、厚木市地域防災計画に基づく平成 17 年度防災総合訓練について質問

させていただきます。 

 防災総合訓練実施要綱には実施方針として次のようにあります。災害発生時

における初動対応の確立を図るため発災型対応訓練とし、人、物などを動かす

実動訓練、状況付与に基づく図上訓練など、実際の判断、行動を伴う方式で実

施するとともに、訓練終了後には参加者からの意見聴取などを通じ、訓練の客

観的な分析、評価とあわせ、防災マニュアルの見直しなどを行い、実効性のあ

る防災組織体制の維持、整備を図るとあります。 

 そこで、現時点において関係協力団体との協力体制は万全か。また、市の考

える今後の課題は何か。また、客観的な分析と評価はどうかということについ

てお答えいただきたいと思います。 

 次に、災害時の情報伝達手法についてご質問いたします。 

 先日行われましたあつぎ鮎まつり大花火大会の際にも携帯電話が通じなくな

りました。通話が集中することで基地局が異常ふくそうを起こすからだと言わ

れています。こうした事態を避けるため、携帯電話会社各社が制限をかけるこ

とになりますが、災害時などの混乱を防ぐため、昨年から音声とパケットにコ

ントロールシステムを分けました。つまり、大きな負荷がかかる電話通信に大

きく規制をかけて異常ふくそうを防ぎ、パケット通信、これは電子メールです

けれども、これには大きな規制をかけないようにしたというわけです。災害時

においても電子メールを用いることにより家族の安否確認もしやすくなったわ

けですけれども、そもそも相手が携帯電話を持っていなかったり、被災して携

帯電話をなくしたりした相手には確認のとりようもありません。 



 そこで、ＮＴＴでは災害用伝言ダイヤル 171 番というものがあります。一般

に認知度が高いとは言えない状況にありますが、天気予報の 177 番や時報の 117

番と同じぐらい認知度が高まれば被災時にも大いに役立つと考えますが、本市

におきましては、こうしたサービスの活用をどの程度考えているのか、お聞か

せください。 

 次に、公共施設内の防災対策についてお聞かせください。 

 ともすると日常生活の中において防災意識はおざなりになりがちです。通常

業務として地震対策への認識は職員に徹底しているか、お聞かせください。 

 防災総合訓練実施要綱、実施方針にもあるとおり、実効性のある防災組織体

制の維持、整備を常に図っていかなければなりません。そこで、現在、公民館

や自治会館などの防災資機材の配備状況は適切かについてもあわせてお答えく

ださい。 

 また、先日起こりました東京での震度５強の地震時には 650 万人もの帰宅困

難者があらわれました。大震災クラスでなくとも、交通が寸断されることによ

って都市機能が麻痺してしまう状況を私たちは目の当たりにしました。 

 本市には小田急線と東名高速という２つの太いパイプによって多くの人々が

往来しています。そこで、災害時における帰宅困難者に対する対応について、

対応は十分か。また、公民館、学校など市施設の開放は考えているかについて

質問いたします。 

 以下、質問をまとめます。 

(1) 防災対策について 

 ア 厚木市地域防災計画に基づく平成 17 年度防災総合訓練について 

 （ア） 関係協力団体との協力体制は万全か。 

 （イ） 市の考える今後の課題は何か。また、客観的な分析と評価はどうか。 



 イ 災害時の情報伝達手法について 

 （ア） 災害用伝言ダイヤル 171 番及び災害用掲示板などの活用は考えている

か。 

 ウ 公共施設内の防災対策について 

 （ア）通常業務として地震対策への認識は職員に徹底しているか。 

 （イ）公民館や自治会館などの防災資機材の配備状況は適切か。 

 エ 災害時における帰宅困難者に対する対応について 

 （ア）対応は十分か。また、公民館・学校など市施設の開放は考えているか。 

 以上、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

 

◯森住 勉議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、防災対策について、厚木市

地域防災計画に基づく平成 17 年度防災総合訓練について、関係協力団体との協

力体制は万全かとのお尋ねでございますが、本年度の防災総合訓練につきまし

ては、市内の全自治会に組織されております自主防災隊に地域の実情に即した

より実践的な訓練の実施をお願いしたほか、本市と災害時における協力協定を

締結いたしております企業や団体に対し、事前の会議を通して参加・協力をお

願いしたところでございます。今後におきましても、企業や関係団体、そして

行政が互いに連携を密にし、地震等の災害対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、市の考える今後の課題は何か。また、客観的な分析と評価はどうかと

のお尋ねでございますが、災害対策の基本となるのは、いかに迅速に正確な情

報を収集し、初動体制を確立することと、要援護者への情報伝達と救済が課題



であると認識いたしております。 

 また、訓練につきましては、毎年新しい項目を取り入れ、より具体的で実効

性の高い適切な救助・応急活動などを実施しており、災害時には十分対応でき

るものと判断いたしております。今後におきましても、訓練内容に工夫を凝ら

したより実践的な訓練が必要であろうと考えております。 

 なお、今回は災害時の協力に関する協定者にも参加していただき、想定でき

ない訓練の再発見ができたことは非常に成果があったものと思っております。 

 次に、災害時の情報伝達手法について、災害用伝言ダイヤル 171 番及び災害

用掲示板などの活用は考えているかとのお尋ねでございますが、災害時には携

帯電話での通話が大変困難になることから、利用者みずからが安否情報を提

供・登録することができるＮＴＴの災害用伝言ダイヤル 171 番や、各電話会社

が取り扱う災害用掲示板は有効な情報伝達手段であると認識いたしております。

市といたしましては、既にパンフレットによりＰＲに努めておりますが、今後

におきましても、市のホームページに掲載するなど周知を図ってまいりたいと

思います。 

 次に、公共施設内の防災対策について、通常業務として地震対策への認識は

職員に徹底しているかとのお尋ねでございますが、各公共施設内の地震対策に

つきましては、施設利用者の安全確保を図ることを第一に、各施設ごとに作成

をしております災害対策マニュアルに基づく防災訓練はもとより、常日ごろか

ら万一の災害に備え、来館者の避難誘導等生きた訓練を実施いたしております。 

 次に、公民館や自治会館などの防災資機材の配備状況は適切かとのお尋ねで

ございますが、市立公民館には防災資機材は配備しておりませんが、小・中学

校等の指定避難場所には配備をいたしております。今後、必要があれば市立公

民館への配備についても検討してまいりたいと存じます。 



 また、市内の全自治会に組織されております自主防災隊には市から防災倉庫

を貸与しておりますし、活動交付金も交付いたしておりますので、必要とする

防災資機材は十分配備されているものと判断をいたしております。 

 次に、災害時における帰宅困難者に対する対応について、対応は十分か。ま

た、公民館・学校など市施設の開放は考えているかとのお尋ねでございますが、

帰宅困難者の受け入れ施設といたしましては、駅周辺の指定避難場所を予定し

ております。 

 なお、本年度、地域防災計画の見直しを行ってまいりますので、帰宅困難者

の受け入れ施設については、明確にしてまいりたいと考えております。また、

災害の状況に応じましては、公民館等の公共施設の開放も考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。それでは、ちょっと質問の順

番を入れかえまして、順次質問させていただきます。 

 初めに、公共施設内の防災対策についてということで、通常業務として地震

対策への認識は職員に徹底しているかということについてですけれども、市長

のご答弁は施設利用者の安全確保を図ることを第一にと。非常に高く評価させ

ていただいておりますけれども、ちょっと気になったのは、１階の市民ホール

のところにテレビが 13 台あるんですね。大きいテレビと、その周りにありまし

て、そういったところが押さえていなかったりとか、あと総合福祉センターな

ども含めて、幼児を預かるところがありますね。ああいうところのスチールの

げた箱なども固定していなかったりとか、きのうも寺岡議員のＬ字型の固定

云々がありましたけれども、図書館などは比較的されていたんですけれども、

差があるんですね。そういったところに対して今後もう少し厚くやっていく必

要があると思うんですけれども、ご答弁いただければと思います。 



 

◯山口巖雄市長 それは早急に指示をさせていただいて、公共施設内で地震等

の災害が起きたときに、２次災害にならないようにすることは私どもの責務で

ございますので、ご指摘に従ってすべての施設をもう１度チェックさせていた

だき、それに対応できる状況を生み出してまいりたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 大変前向きなというか、ありがとうございます。 

 もう１つ、通常の職員の意識ということにもかかわるんですけれども、本日

調べていて、これは先ほども言ったんですけれども、アスベストの問題ですね。

消防団の施設が 12 カ所屋根に使われておりまして、こちらの方は公表されてい

なかったんですけれども、防災対策についての職員の認識、これは一般に議員

の皆さんに配られると思うんですけれども、消防団としては私たちはいただい

ていないんです。こういうふうなところの中での情報公開を徹底することも、

例えば被災したときに、ここにアスベストがありますよとか、壊すときには―

例えば、アスベストが 12 カ所使われているわけですけれども、事前にアスベス

トが使われているか否かを知っているのと知らないのとでは当然私たち消防団

も対応が変わってくると思うんですけれども、こういったことに対しての情報

の共通化。先ほどちょっと聞いたら、こういうところに書いてあるので情報は

十分にオープンにしていますよといったことがあったんですけれども、私はそ

うではないのではないかなと思ったんです。重ねて質問させていただきます。 

 

◯鈴木太平消防長 お手元にお持ちになっておられます消防年報につきまして

は、毎年年報を発行させていただいております。その中で消防団現勢を載せさ

せていただいておりまして、８分団 52 個分の消防器具置き場の実態を明らかに



一覧表に載せさせていただいております。その中の 11 消防器具置き場につきま

しては、屋根に石綿のスレートが使われているというのは事実そこに公表して

あるとおりでございます。各消防団につきましては、正副分団長等を通じまし

て周知をさせていただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 厚木市の今回の防災総合訓練など非常に大規模に、す

ばらしく行われているとは思うんですけれども、大事なのが通常の職員のそう

いった意識があるかないかで大分変わってくると思うんですね。先ほどのテレ

ビとかロッカー、議会事務局もそうなんですけれども、そういうところがなか

なかＬ字金具で押さえられていない。しかしながら、市民に対してはそういっ

たものを使いましょうというキャンペーンをテレビなどでもやっていて、そう

いうのはちょっとした意識がかなり違うのかなと。今回のアスベストについて

も、被災しなければ、壊さなければ粉じんが飛ばないということではあるけれ

ども、施設利用者、消防団の小屋であれば消防団ということになるわけですけ

れども、安全確保を図ることを第一にと考えるならば、この場ではなかなか言

いづらいと思いますし、今回の質問の趣旨とはちょっとだけ離れていますので、

余り強くは言いませんけれども、早急に対応していただけたらと思います。 

 続けて、１番目の質問に戻るわけですけれども、防災総合訓練について、関

係協力団体との協力体制は万全かということで、厚木市はやまなみ地域の間で

相互援助に対する協定があります。非常に心強いわけですけれども、しかしな

がら、厚木市の商圏人口が集中している寿町などの厚木地区、そちらの方の一

番近くにある自治体、川を挟んだ海老名市であるとか寒川町などとの協力体制

に対して非常に気になるところですけれども、こういったところとの協力体制

はどのようになっているのか確認させてください。 



 

◯高瀬賢士安心安全部長 議員おっしゃるとおり、やまなみ地域間においては

相互援助協定を結んでおりますが、海老名市を初め相模川の対岸の県央各都市

とは相互援助の協定はいたしておりませんので、今後、県央地区防災事務連絡

協議会という組織がございますので、その中で相互援助について協議してまい

りたい。できれば締結してまいりたい。また、寒川町につきましては、県央地

区防災事務連絡協議会のメンバーではございませんので、別個に打診していき

たいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 同じ神奈川県内でもありますし、例えば、協定を結ん

でいなくとも、１度災害があれば厚木市としても当然協力体制をとることにな

っていると思うんですけれども、通常そういった情報のやりとりがあるのとな

いのとでは、何かサプライズアタックがあったときに、何か事件や災害などが

あったときに救援体制もとりやすいと思うんですね。あそこに何がある、これ

がある、こういったところの情報にアクセスすれば必要なものが得られるとい

ったようなことがあるので。前向きな回答をいただきまして、ぜひよろしくお

願いします。 

 次に、これに関連することですけれども、赤い地域防災計画の資料編に県警

察のヘリコプターであるとか、自衛隊ヘリコプターの離発着要領というのがあ

るわけですね。これには大きさであるとか状況であるとか、さまざま書かれて

いるわけですけれども、厚木市の中では、東京工芸大学であるとか神奈川工科

大学とはそういった協定を結んで、緊急のときにはヘリコプターがちゃんとお

りられますよとなっているわけですけれども、例えば湘北短大では、多分大き

さとか、いろいろあると思うんですけれども、だめだったりとかするわけです



ね。ただ、自衛隊のヘリコプターの場合は、標準時はこの大きさで、そのかわ

り応急の場合はこういうふうになるんだよという基準がありまして、例えば、

厚木市のまちの中のさまざまな地域に中学校とか小学校があるわけですけれど

も、自衛隊のヘリコプターがおりてこられるような小・中学校、下に砂利があ

るので、基準から言えば明確に言えばおりられないんですけれども、ただ、緊

急時にはその辺も考慮していただけるので、問題は大きさだと思うんです。そ

ういった大きさに合うようなところが何カ所かあるようなことがわかれば教え

ていただきたいんですけれども。 

 

◯高瀬賢士安心安全部長 大規模災害については、ヘリコプターは機動力があ

って非常に有効な手段でございますので、ヘリコプターを使うような災害が発

生しては困るんですが、あった場合についての対応としてヘリポートという問

題が出てきます。確かに基準はありますけれども、小・中学校につきましては、

指定避難場所にしてございますので、そういうような災害が出た場合につきま

しては、避難者が大分集まってくると思いますので、これ以外にヘリポートに

できるような箇所があるかどうか、これについては調査研究して候補地を選定

してまいりたいと考えています。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。ほかの地区の議員ともお話し

したりするんですけれども、阪神大震災でもそうですけれども、災害があって

交通が分断されてしまうと、ヘリコプターさえあれば命が助かるといった場合

に、例えば、それぞれの地域で自衛隊なり何なりにヘリコプターがおりてもら

えるようなところが事前に大きさ的にもわかっていれば、その辺の対応が早急

にできると思うんですね。ですから、２カ所３カ所指定はあるけれども、どう



しても交通が分断されてしまいますので、その辺のことについても考えていた

だけたらと思います。 

 重ねて質問します。市の考える今後の課題は何か。また、客観的な分析と評

価はどうかということになるわけですけれども、今後の課題の中で、先日も東

京の方で震度５強の地震がありました。エレベーターなどの閉じ込めのときに

消防庁の職員が対応に当たった。要するに、一遍に何百台、何千台もエレベー

ターがとまってしまったので、業者が本来やるべきだけれども、その業者が対

応が回らなくて、119 番通報で来た消防庁の消防職員が対応した。先日の場合は、

厚木市からも消防の方が数件対応されたということですけれども、実際に大き

な地震だった場合に、火事であるとか、さまざまな災害とエレベーターのこと

がすべて重なってしまうと、消防の方の職員がかなり足りなかったりとか、効

率のいい対処の仕方というものがあると思うんですけれども、その辺のマニュ

アルがあるかないか、もしくはその辺の対応についてどのように考えているの

か、消防長のお考えをお聞かせください。 

 

◯鈴木太平消防長 去る７月 23 日の地震におきましては、厚木市でも震度４を

観測いたしました。市内ではエレベーターの停止があり、119 番通報が２件ござ

いました。１件の方は、救助隊が行ったときには既にエレベーターが回復して

いたということだったんですが、中町にあります雑居ビルにおきましては、救

助隊が機械室の巻き上げ機を手動操作し、１名の男性を救出いたしました。 

 お尋ねの震度が大きくなった場合には、このようなエレベーター閉じ込め事

故も多発するということは想定しております。既に国土交通省の方では、地震

発生時に自動的に最寄りの階に停止する装置の導入を義務づけるため、建築基

準法施行令を改正するというお話も聞いております。しかし、建築基準法施行



令前の雑居ビルなどには管理人がいないというケースが見受けられますので、

消防におきましては、ビル等の立入検査時に指導するとともに、厚木市防火安

全協会やビル協議会などを通じて安全管理の徹底を呼びかけてまいりたいと思

っております。 

 また、消防にも救助隊員、救急隊員、消防隊員がおりますけれども、救助隊

員につきましては、常にエレベーター、エスカレーターの救助訓練を行ってお

りますが、消防隊員にも訓練を行うなどして底辺の拡大を図っていきたいとい

うふうには考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。どれだけの災害を想定するか

にもよると思うんですけれども、当然、市民の要望としては、災害に対して消

防が当たっていただきたい。エレベーターなどは、もしほかの職員などが対応

できるようであるならば、例えばそこで仕事を分散して、消防だけで抱えるの

ではなくて、ほかの部署のどこかしらの職員が対応に当たるということも含め

て検討していただけたらと思っております。 

 質問を移ります。公民館や自治会館などの防災資機材の配備状況はどうかと

いうことで、必要があれば配備計画についても検討したいという前向きなお答

えをいただきまして、大変感謝しておりますが、１つ提案というか、私の意見

を言わせていただきたいのは、ことしも消防団員として数カ所の自治会を回ら

せていただいたんですけれども、担架やジャッキなど一通りそろっておりまし

て、過不足なくといったようなところではあったと思うんですけれども、医療

品、医薬品についてのものがなかったんですね。非常に難しいとは思うんです

けれども、例えば切り傷やすり傷など軽度のけがに対する応急措置がもしその

場でできれば、病院などに殺到する患者の軽減につながるわけですね。そうい



う被災時、災害時には、病院に殺到する人のほとんどが例えば看護士などで対

応できるような軽度のけがだったりすることが多い。ただ、子供だから行くみ

たいな形。あとはお年寄りとかが不安に思って行ったりとかするわけです。ま

ずもって病院に行くということは非常に重要なことではありますけれども、そ

れぞれの地域で、もしそういった軽い医薬品で、もしくはそこに看護士がいて

対応できるような状況があれば、病院への殺到、もしくは重傷患者がそれによ

って待たされることも少ないと思うんですね。当然パニックにもなるでしょう

し。 

 ただ、医薬品ということになりますと、恐らく今あるようなコンテナだとか、

そういう暑いところにずっと置いておくというのは好ましくないのかなと。ま

た使用期限などもありますので、通常、人の出入りもあって、管理の行き届き

やすい例えば公民館や、自治会が管理、所有する自治会館などでの備蓄が好ま

しいのではないかと考えますけれども、この点についていかがでしょうか。 

 

◯高瀬賢士安心安全部長 各自主防災隊の倉庫には、一応応急措置ができる包

帯だとか網とかテープだとか、あとはマキロンとか、そういう簡易な医薬品は

備蓄してございます。市の管理するコンテナの防災備蓄庫につきましても、一

応マキロンとか滅菌ガーゼだとか、そういう応急的な医薬品は備蓄しておりま

すけれども、議員のおっしゃるとおり、夏の暑い時期に中が相当高温になると、

それを備蓄しておくのがいいかどうかという問題が１つありますけれども、災

害が起きたときには、自主防災の隊員も、自主防災の倉庫にも市のコンテナの

防災備蓄品にもあるという認識がもう定着していますし、それを自治会が管理

する自治会館、あるいは市の公民館等に管理してもらうのがいいかどうかとい

う問題はあるかと思うんですが、これにつきましては自主防災隊の意見も聞い



てまいりたいと思います。また、公民館につきましても、災害用ではございま

せんが、来館者がけがしたときに応急的に措置できるような医薬品はそろえて

ございますので、その点も含めまして、今後、自主防災隊の会議の中で意見等

を聴取して、そういう方法がよろしいということであれば、そういう方法もと

っていきたいと考えてございます。 

 

◯三橋弘美市民健康部長 ただいま申し上げましたほかでございますけれども、

災害が発生いたしましたときには、当然、市民の方が大勢けがをなさる、ある

いはそれ以上のことも起き得るということは想定をしております。このため、

市内に 13 カ所でございますが、医療救護所というのを設けるようにいたしてお

ります。その中でもちろん医師の配属も看護士の配属等もございますけれども、

医薬品におきましてもそこで常時装備をいたしておりまして、この間の防災総

合訓練のときもそうでしたけれども、医薬品の点検もいたしております。ある

いは有効期限切れになるような医薬品につきましても調査をいたしまして、交

換をいたしておるという状況でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。私が言ったのは、医薬品は当

然備蓄してあって、期限も当然管理されているのは前提として、それの配分に

ついてちょっと気になったので。それでも今後検討していただけるということ

で、ぜひとも前向きに……。被災とか災害に遭ったときには、一番身近なとこ

ろにみんな殺到してしまうと思うんですね。ですから、恐らく多くの方々は、

災害の指定避難場所に行くよりも、例えば公民館であるとか自治会館にまず集

まってしまうのかなと。そこから会長なり何なりが自主防災隊の隊長として指

示を出されることも当然あるとは思うんですけれども、まずもって軽度のけが



をそこで包帯をして、それから動くということを想定しますと、自治会館であ

るとか公民館であるとか、もしそういうところにある一定数のそういったもの

の備蓄があるとするならば、それを振り分けた方がより効率的かなと。ぼうさ

いの丘公園に備蓄があってということがあっても、そこまで行くのがまた大変

だったりとかするわけで、下手すると余ってしまったりするわけですね。その

辺でご配慮いただければと思います。 

 次に、災害時の情報伝達手法について質問させていただきます。 

 災害用伝言ダイヤル 171 番及び災害用掲示板などの活用は考えているかとい

うことですけれども、災害用伝言ダイヤル 171 番については、厚木市地域防災

計画にも明記されておりますし、さまざまなところに載っているわけですけれ

ども、このサービスについて十分活用されているかというのはちょっと疑問な

んですね。実は、先日もある担当職員に聞いたら、これは毎月１日と防災週間

には自由に使っていいようになっているんですね。私も使ったり、家族にも使

わせたりということで、実際に試しに行うことができるんですけれども、そう

いうことも余りご存じなかった。例えば、先日、防災総合訓練が大規模にあり

ましたけれども、その中のメニューの１つに災害時の伝言ダイヤル 171 番を実

際にそこでかけてみるとか、１つ行うと非常に有用ではないかなと思いました。 

 なぜならば、災害時、どうしてもだれよりも早く自宅に帰りたいと殺到する

という第一の要因は、まず家族の安否です。まず家族の安否が確認できれば、

緊急時であったとしても、早く帰りたいという気持ちはあったとしても、行動

に余裕が出てくると思うんですね。ですから、私は、第一に救出というのもあ

るんですけれども、すべての方々が救出に当たれるわけでもなく、そういった

訓練も必要ですけれども、より身近にというか、実際一番必要なのは家族の安

否のとり方をまず知っていただきたい。いきなりメールというふうなのもお年



寄りには難しいでしょうし、手帳か何か、ふだん持っているところに 171 番と

書いておいて、171 番の後に自分のうちの電話番号をやれば確認ができるわけで

すから、実際そういったことを年に１回やっていくことによってトラブルの軽

減にもつながるのかなと思うわけですけれども、こういった活用方法について

どのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 

     （太田洋議員復席） 

 

◯高瀬賢士安心安全部長 佐藤議員おっしゃるとおり、災害用伝言ダイヤル 171

につきましては、確かに地震などは膨大な数の電話が被災地に集中するという

ことで、電話がかかりにくくなります。このような場合でも家族間での安否の

確認とか避難場所の連絡などスムーズに伝えることができるということでござ

いますので、これにつきましては、厚木市の地域防災計画にも二、三行載って

いますし、既にパンフレットでも周知しているんですが、もっと内容を詳しく

した形で周知をするとともに、今後、こういう方法がありますと広く市民にも

周知してまいりたいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。あと災害用掲示板などあるわ

けですけれども、今、アメリカのハリケーン「カトリーナ」の被害というのが

あって、先ほど私は登壇の中でインターネットのメールなどが有用だというこ

とも言ったんですけれども、実際現地においては、中継する基地局も全部倒れ

てしまって、固定電話はもちろんのこと、携帯電話も携帯用のメールもだめだ

ということになっているそうです。ただ、有線のインターネットの場合は大丈

夫だそうで、もともとインターネットというのは軍事用に開発されたものです

から、現在、文字どおりの頼みの綱となっているということで、緊急時にそう



したものが非常に有用。必要なものが配備されたりとか、今現在においても必

要な物資の搬送などについては、ブログであるとか掲示板といったものが活用

されているんですね。 

 市長も阪神大震災の視察にいち早く行かれたということですけれども、私も

現場に入って振り分けをしたり、こっちから物資を持っていって現場に入った

んですけれども、そのときにも地域によって、同じもの、例えば靴下なら靴下

だけがここに行って、隣で靴下が必要だけれども、牛乳しかないみたいな状況

がかなりありまして、当然、自治会の方々がそういったものであるんですけれ

ども、現在においては例えばインターネットなども活用して、アメリカで実際

にあることをお話しすると、うちのところには靴下の備蓄がたくさんあります

よ、毛布がたくさんありますよというのを掲示板に載せて、隣ではどうだとい

うことで情報交換をしている。それが有用だということもお聞きしております。

恐らくこういうふうなものは民間のブログなり何なりが活用され、メジャーな

ところ、ライブドアなりというのがあったりとかすると思うので、なかなかあ

れですけれども、ただ、そういったものを活用するのは非常に有用だよという

ことを頭に入れておいていただくだけでもかなり違うのかなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、災害時における帰宅困難者に対する対応についてということで、

対応は十分か。また、公民館、学校など市施設の開放は考えているかというこ

とでありますけれども、地域防災計画の見直しを行うということで、それに伴

いまして前向きな回答をいただいたわけですけれども、厚木市は商圏人口プラ

ス８万人という言葉が先ほど出ました。職場に来られている方は、大震災とい

うほどではなくても、先日の震度５で例えば交通が分断された、もしくは小田

急の高架が落っこったみたいな形で、少なくとも７時間、８時間は復旧しない



という状況があったとして、職場の人は職場にいればいいし、自宅の人は自宅

にいればいい。だけれども、そうでない方々がかなりいらっしゃる。そうした

人たちに、例えば駅にずっといろというのは当然酷ですし、そうした場合の対

応というのはなかなか難しいかなと。震度５以上で対策本部ができてしまえば、

その対策本部の判断によって動けばいいんですけれども、その中間というか、

そういった事態への対応はどうなるのかなと。指定管理者ということが先ほど

の一般質問でも取り上げられましたけれども、そういった指定管理者にある程

度任せられるのか、もしくは担当部の人が指示して、そういうふうなものがそ

れでできるのか。質問としては、震度５ぐらいの地震があって、たくさんの人

が本厚木駅にあふれてしまった。みんな疲れている。７時間か８時間、ひょっ

として夜だったら明け方までそれが解決しないかもしれないときに、そういっ

た施設をあけるのか否かの判断、もしくはそういったものに対しての話し合い

みたいなものはできているのかどうか、お聞かせください。 

 

◯高瀬賢士安心安全部長 確かに災害が起きて避難勧告あるいは避難指示が出

た場合につきましては、恐らく避難所を開設しますので、そういう対応は可能

かと思うんですが、避難所を開設するまで災害が大きくない。そうしますと、

駅の周辺に滞留者が大勢出てしまうということですが、これは現在、厚木市で

定めている地域防災計画でも、鉄道業者とか交通関係者と協議という形で表記

をさせていただいていますが、これについては、どの程度の被害で、どういう

形で人が滞留してしまうのかという要因も明確ではございませんし、今後研究

していく課題だろうというふうには考えていますので、明確な答弁はできかね

ますので、お願いいたします。 

 



◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。その辺は柔軟にやっていただ

ければ多分大丈夫かなと思いました。 

 先日の東京の震度５の千葉県沖地震のときに私は文京区の方にいまして、外

資系の人の小さいパーティーみたいのがあったわけですけれども、私どもは着

いたんですけれども、それからすぐ地震がありまして、外国人の金融会社に勤

められている方なので日本語が余りできない。読み書きもできない。地下鉄で

とまってしまって、あれが動いた、これが動いたというアナウンスはあるんだ

けれども、どうしていいか全くわからないということで、電話でずっとやって

いたんですね。しかも携帯もなかなか通じないという状況の中で、結局、来ら

れなくて、タクシーで帰ったということもあったわけです。厚木市の場合は、

例えば地下鉄の編み目があって、どこ、ここという状況はまた違うとは思うん

ですけれども、この厚木市周辺にも外国人がたくさんいて、パニックのときに

は何を言っているのか、何が書いてあるのかさっぱりわからない人に対する対

応もしていただければと。国際的に非常に理解のある市政を行っている厚木市

の中で、そうしたこともしていただけたらなと思っております。 

 少々時間は余りましたけれども、この辺で終わりたいとは思うんですけれど

も、重ねてお願いしたいのは先ほどのアスベストの問題、12 カ所ございました。

もしかしたら市の関連施設、もしくは自治会館のような厚木市が助成をして建

てたようなところも、いろんな市民が集まりますから公共の場所だと思うんで

すね。そういったことをオープンにしていただけたらと思います。 

 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。 

 



◯森住 勉議長 ここで 10 分間休憩いたします。 

     午後２時 33 分 休憩

 


