ダム操作の提言に
ついて問う

９月３日から４日
００ｔ 以上の放流の危険

整・告知︑あわせて１０

最大放流量抑制や事前放流
を提言した

号の豪

にかけて︑台風

を回避するための事前放
流を促した︒
②具体的に改善には至ら

言を行っていると聞く︒

の放流や管理に関する提

の懇談会にて︑椿山ダム

８ 月末の知事と市町村長

合の対処方法の検討は必

想定を超えてしまった場

発揮できる操作方法と︑

③洪水調整能力を最大限

④操作の検証の進展とあ

要と考える︒

号の襲来までに

わせ︑できるだけ早く見
厳しいものになると思う︒

改善されたところは︒
いくことは︒

我々の思いを訴えていく︒

山本啓司議員

今回の洪水被害に
より︑日高川流域では護
は台風６号の後︑最大放

積し河床の整備が必要な

箇所︑土砂等が大量に堆

岸の改良や復旧が必要な
流量を１０００ｔ 未満に︑

損害をどう直視し︑県

箇所がたくさんある︒
が納 得 す る ハイテクを

にどのような内容と態度

と提言︒知事には︑住民

①ダム事務所に

について︑町長の認識は︒

因果関係並びに県の責任

④ダム操作と洪水被害の

解を出したいが︑かなり

②台風

①その提言の内容は︒

号による浸水被害直後と︑ なかった︒

町長は︑７月の台風６

被害が発生した︒

雨により︑甚大なる洪水

12

③今後ダム管理に求めて

12

駆使した水位管理の調

で復旧の働きかけをして

つながる︒積極的に働き

能で︑浸水被害の軽減に

かけ︑事業の実施に協力

行く考えか︒

流域の至る所で浸

をしていきたい︒

治水計画の観点からは︑

江川の浸水被害など︑日

一日も早い復旧が必要

県は被災箇所だけでな

害復旧事業費に改良費を

な家屋背後の河川など危

高川の整備計画の再検証

加えて実施する災害関連

険箇所については︑災害

く︑被災していない箇所

事業の採択に向けた検討

査定を経ない事前着手も

が必要と考える︒

を行っており︑下流から

言したい︒

可能で︑県にどんどん提

この事業は用地買収︑

災害調査を進めている︒

も含む一連の区間に︑災

堤防の被害も多数ある︒

水被害が発生し︑護岸や

答

河川拡幅︑河床掘削も可

決壊した入野地内の堤防

浸水被害軽減につながる
事業を積極的に働きかける

２

河川の復旧・整備を
どう求めて行くのか
問

１
問
答
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10

ひだか川議会だより

一般質問
（質問した順番で掲載します。）

ひだか川議会だより
11

管・管理状況等を調査し︑
取扱事業所への町独自の
指導策を設ける等の対応
が必要と考える︒町長の
個︑

個の計１１０個

①中身入り

考えは︒
空容器

農業の復旧・復興と
経営再建

たゆまない対応と財政施策を
決断していく
旧・復興事業に取り組む
方針である︒

町の基幹産業であ

る農業は︑今回の災害で

の創設を県に強く要望し

が流出との報告を企業か

農家の経営再建は︑

ており︑町も上乗せした

①施設栽培への助成制度

月７日現在︑中身入

個々の農家の力だけでは

い︒果樹経営支援対策事

甚大な被害を受けた︒

個を回収︒

程遠く︑一日も早い行政

業は︑Ｊ Ａが県に強く働

器が流出した︒幸い︑現

から ％ 塩酸入りポリ容

い︑町内船津地内の工場

日高川の洪水に伴

しながら︑劇物・薬品類

が︑今後保健所とも協議

協定により指導を行った

た︒町としても公害防止

企業に厳重注意がなされ

保健所・警察・消防から

②流出物は劇物であり︑

るが︑町長の考えは︒

財政対応をすべきと考え

②非常時として特例的な

えるが︑町長の考えは︒

を早急に策定すべきと考

旧・復興支援策︑対応策

①営農の形態ごとの復

れが政治の責任である︒

せねばと︑努力している︒

事業を非常時として対応

②我々も農林業復旧復興

る利子補給も行う︒

Ａ と連携し︑融資に対す

業を早急に立ち上げ︑Ｊ

瓦礫の園地からの撤去事

末まで延長された︒土砂︑

個︑空

残りの未回収分はガレキ

による方針並びに支援策

在のところ健康被害はな

の保管等について指導・

り
に埋まっているかもしれ

いようだが︑この件につ

監督などの対策を講じ

ぶ営農被害の額は︑３億

月

きかけ︑申請期限が

いて町が知り得たのが遅

る︒報告の遅さについて

８ 千万円と想定され︑そ

︑５億２千万円
改良も視野に入れた復

との報告を受けている︒

９・５

産施設の全半壊被害も

の上ハウスや畜舎など生

に及

過ぎると考える︒流域全

は︑企業倫理面からも厳

①現時点での流出事実と
回収状況は︒
②同様な危険物とされる

２１１・５

ての水利用者の安全確保

しく忠告した︒

33

が行政の責務である︒

指導・監督の対策を講じる

ものの取り扱いや︑保

ha

35

問

策を決断していく︒

たゆまない対応と財政施

10

避難勧告は適切
だったのか

住民には伝わったと考える

②勧告等は対象者全てに

されたのか︒

うな伝達手段により発令

に避難勧告等が︑どのよ

客観的な要素に基づき︑

③避難勧告は河川水位等

してどう考えているのか︒

一連の対応の自己評価と

か︒また︑避難に関する

の選択はベストだったの

正確に伝わることが必要

早めに出すべきでは︒

①どの地区に何時

であり︑今回の伝達方法

被害にあった果樹園

23

ず︑注意喚起をしていく︒ の決定が必要であり︑そ

12 10

ら受け︑回収を指示︒

87

答

４
問
答

５

問

危険物流出に係る対応は

３

ha
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④松瀬の観測所で﹁避難
完了﹂とされるレベル４
の氾濫危険水位︑５ｍ
㎝ の水位に達したのは３

ダム操作の基となる雨
量を測れない状況を放置
して︑何を基に操作した
のか︒

被災者に手厚い援助を

万円以下の小

規模農地復旧への支援︑

工事費

当てすべきだ︒

町の資金で︑できるかぎり支援
していきたい

独自の施策をつくり︑支

水害の被災者に町

無知識が被害を拡大した

援すべきだ︒

町幹部のダム操作への
のではないか︒

自己復旧への支援も国の

いるのは政治の力であり︑ 制度並に手当すべきだ︒

今︑町民が必要として
限界を超えたことは事実

現実的にはお金である︒

わせ︑町独自の助成制度

現行の操作方法の
で︑今後対応策を県と協

明日からの生活をどうし

を検討している︒

孝文議員

県は﹁想定外﹂と言っ

議していかなくてはなら

ていくのか︑待ったなし

回の大洪水はダムの放水

の大洪水になることをわ

ことは︑３０００ｔ 以上

ダム上部の水門を開く

共に我々も勉強していき

ており︑県を追求すると

の水害とは違うと認識し

問してほしいが︑他地域

くわしくは県へ直接質

ちろんのことであるが︑

家屋被害への支援はも

当てすべきだ︒

立金を取り崩してでも手

の課題としてとらえ︑積

るものを︑早急に対策を

被災者が納得いただけ

ない被害についても助成

や︑それらでは救済でき

国・県制度への上乗せ

国や県の制度とあ

ているが︑七・一八水害

ない︒

による〝人災〟と思って

かっていての操作だった

支援制度の乏しい自営業

うっていくつもりだ︒

年近く収入が途絶え

る︒せめて改植費用は手

は

いものも多く︑特に果樹

ては︑共済で対応できな

農林産物の被害につい

るべきだ︒

困難だ︒給付制度をつく

もあり︑現状では復旧は

ない︒二重ローンの問題

具被害には融資制度しか

害や農家のハウス︑農機

の店舗︑工場︑倉庫の被

できるようがんばりたい︒

いる︒また︑〝百年に一

たい︒

るダム〟との県の言葉を
信じてダム建設に同意し︑
がまんをしてきた︒しか
し︑それがまったく機能
しなかった︒ここにも
〝人災〟といわれるゆえ
んがある︒
県には〝安全神話〟を
つくり出していた重大な
責任があり︑町は県に強
く抗議するとともに責任
を迫るべきである︒

こが想定外なのか︒

より少ない流入量で︑ど

原

40

日の朝５時だが︑同地で
分なのでは︒

の避難勧告は︑４日朝１
時
時

２

のか︒

答

①３日夜

椿山ダム

度の水害を防ぐために造

住民の大多数は今

答

50
15

分に平川︑三百瀬︑早藤︑
船津︑田尻︑皆瀬︑川原
河に避難勧告を区長に伝
え︑以降消防団も含め各
分に日高川

戸に伝えられた︒同様に
４日朝１時
流域一帯に発した︒
②防災無線では勧告の正
確な意味が通じない部分
もある中での措置︒深刻
な被害があるので︑評価
自体ふさわしくない︒
③数字だけでは伝わりに
くい所もあり︑的確に伝
わる方法で考えたい︒
④時間はそうだが︑早い
時期から注意喚起に基づ
く避難も進んでいた︒住
民には伝えられていたと
考える︒

限界を超えたことは確かだ

１

10

問

10

15

椿山ダムは大洪水に
機能しないのか
問

答 15
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12

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
13

今回の被害によ

か︒

入口

誠議員

った︒

の５４３４万２千円であ

少し︑前年比６・８％減

やめの湯鳴滝の売上が減

滝オートキャンプ場やあ

風６号の被害を受けた鳴

度は中津荘︑愛徳荘︑台

旧・復興をしていく︒

個々には廃止も含め︑復

ナンスと協議をしながら︑

ある︒今後は共立メンテ

のめどがたたない状況で

没と土砂の流入等で再開

温泉館はボイラー室の水

ふるさと公社から業務
委託をした施設は

また︑契約上での問題

契約に関しては一部施

台風

設を除き︑営業を再開し

号による被害は︑

は発生していないのか︒

個々には廃止も含め︑復旧・
復興をしていく

株式会社共立メン

中津荘が湯元をはじめ壊

ており︑問題は発生して

テナンスに業務委託をし

滅状態︑鳴滝オートキャ

いない︒

業務の引き継ぎに
ついては︑順調に行われ

ンプ場が全壊︑美山療養

た施設の引継ぎは︑うま
くいったのか︒７・８月

た︒７月は台風６号や地
ルが続出したが︑売上は

発令前から区長︑消防団︑職員
が避難を呼びかけていた

しかし︑町民は具体的

に勧告を発令されたとは

認識していない︒なぜな

ら︑防災行政無線での放

分︑全

送がされていないからだ︒

９月４日１時

町一斉緊急放送で大水害

の発生が予想されるため

した︒実に避難勧告発令

山本喜平議員

から３時間後の放送とな

高い所への避難行動を促

町長は︑９月３日

った︒

分に避難勧告を発

令したと行政報告した︒

時

避難勧告を放送しな
かったのは︑なぜか

の売上等︑対前年比でど

ろな要望もきている︒未

今回の災害による現況

３８４２万５千円︑前年

各地区からいろい

具体的な方針と共に︑大
来の子どもたちがこのよ

の説明と今後の復旧︑見

震の影響によりキャンセ

猪谷の療養温泉館

うであったか︒

きな枠での構想・展望が
うな被害を二度と受けな

いきたい︒いろいろな情

99

必要である︒

比

ジョンを推進していきたい︒

町長は議会冒頭で﹁未
来に渡って希望が持てる

今回の被害については︑
国︑県と共に対応してい

姿に復興させたい﹂﹁改
良復旧に頑張りたい﹂と

言った︒このことも含め︑ くべきであると考えるが︑
町のビジョンを伺いたい︒ 対処できない点について︑
工場等様々であり︑復興

報をもとに︑検討をして

被害状況は住宅︑農地︑ 町単独の事業で構築して
速度も違ってきている︒

相談窓口についてはで

いるところである︒

棄地を増やさないため︑

きる限りの一本化をして

本町からの離散や耕作放
きめ細やかな町独自の対

いきたい︒地域支援員制
度と災害対策本部の体制

応も必要と考えるが如何
か︒

また︑心の相談も含め︑ を組み合わせて︑一歩前
へ進んだ対応をする︒

・９％である︒８月

通しについて伺う︒

る復旧・復興に対しては︑

２
問
いためにも︑総合的なビ

答

一歩前へ進んだ
対応をする

１

台風12号による
被害からの復旧
と復興は
問
窓口の一本化はできない

13

答

12

１

15

問
22
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なぜ︑避難勧告発令の
難を呼びかけた︒

には災害対策本部を設置

あった︒

単なる避難勧告発令の

今回︑災害対策本部は︑ はダム上流からの流入量

﹃ただし書き放流﹄と

放送をしなかったのか︒
放送だけでは意味が通じ

して避難勧告を発令する︒

避難勧告を発令す
時に設置した︒放流量

防災行政無か線による
ダム放流の放送内容は
的確でなかったのでは

や避難所といった具体的
００ｔ ／秒の時点には災

１１００ｔ ／秒から１５

流﹄の予告を受けた時点

味 す る ︒﹃ た だ し 書 き 放

とであり︑大水害を意

務所から﹃ただし書き

と同じ量の放流をするこ

にくく︑避難対象の範囲

よる避難準備行動の呼び
な情報が伝わりにくいこ
害対策本部を設置してお

で避難指示を発令する判

放流﹄が予告された９月

る前から防災行政無線に
時からは防災
とから︑人海戦術によっ
らず︑発令できる体制で

断をすべきだったのでは

３日

時

分︒同じく

椿山ダム管理事

ったのか︒

容であり︑１時

分に全

送まで注意喚起の放送内

９月４日０時

分の放

警戒呼びかけは不十分だった

行政無線だけでなく︑各
て取るべき行動をよりよ
はなかった︒

ないか︒
じて避難指示という形は

水位の上昇に対する注意

放流が予定された時点で︑ の発生を知らせる内容と

町一斉緊急放送で大水害
とらなかったが︑災害対

喚起の放送から︑大水害

時から１８００ｔ ／秒の

策本部としては︑特に川

が予想され避難を促す放

関する放送は︑椿山ダム

椿山ダムの放流に

はなかったか︒

なったが︑遅すぎたので
の近くで生命の危機に関

防災行政無線を通

22

13

送内容になぜ切り替えな

分にか

答

避難勧告のタイミング
は適切だったのか

20

かけや︑
区長︑消防団︑職員が特
く伝えることができた︒

20

に危険な住民に対して避

４

20

問
わる住民に早く︑確実に
危険を知らせ︑避難させ
時

ることを念頭に置いていた︒

時から

考える︒

検討も検証すべきことと

容から避難指示の発令の

ったし︑今回の被災の全

かけることも当然必要だ

に防災無線で避難を呼び

相乗効果として広範囲

誘導を行った︒

れ特定の住民への避難の

団︑区長を通じてそれぞ

けて自主避難とか︑消防

30

災害対策本部を設置後︑対象区
の決定︑避難所開設の準備が
整った時点で発令

想から︑１１００ｔ ／秒

た﹃ただし書き放流﹄に

20

当日の雨量の状況と予

務所から町に対して︑９

から１５００ｔ ／秒へ放

避難勧告は合併後初め

移行の予定との連絡が

答

18

椿山ダム管理事
分に最大１

時

流量を増やしている段階

時

時から放流量を１

20
ての発令だった︒一般的

23

問

防災無線

月３日
５００ｔ ／秒放流の可能

で避難勧告を発令すべき
だったのではないか︒

時には１１００ｔ

性︑
／秒放流中で︑あと９時

分における
避難勧告は︑対象区の決

所から︑９月３日

時

があった︒上流で大雨が

定はもちろんのこと︑避

分に

間しか持たないとの連絡
降った場合は流入量いっ

難所開設の準備が整った

椿山ダム管理事務

ぱいの放流の可能性もあ

ていた︒

地域への対応を要請され

８００ｔ ／秒にする︑ま

15

時点で発令した︒

22

川の近くの住民避難を念頭
に置いた

３

30

る︒浸水のおそれのある

答

避難指示を発令すべき
だったのでは

18

２
17

18

23

21

答
問
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14

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
15

より︑放流開始︑放流量

管理事務所からの要請に
雨による流水をせき止め︑

か︒日高川上流部での降

の増加等を放送している︒ 洪水調節機能を持つ椿山
対策本部の判断を鈍らせ︑

ダムに対する過信が防災

た上で︑災害対策本部の
尊い人命と多くの財産を

今回も同様の放送をし
判断で注意喚起の放送︑
失い︑大きな被害をもた
らしたのではないか︒

緊急放送を行った︒防災
行政無線の放送だけをと

ダムの限界を認め︑
防災対策の構築を

置すべきではないか︒

整えていく必要がある︒

ダムの洪水調整の限界を

超えた際の対応について︑

現行の操作方法で

は想定を超える流入量が

綿密な対応策と下流域に

害を最小限にとどめるべ

あり︑調整機能の限界を

今後︑現行の操作方法

く︑県当局とも協議︑検

おける河川整備により被

とともに検証が進むと思

討していきたい︒

超えてしまった︒

心して住み続けられるよ

う︒

被害を検証し︑放流量増加に
対応︑準備を整える

う河川整備を求める考え
今回の大水害を教訓に

においても検証し︑日高

たらした被害の状況を町

椿山ダムの洪水調

節には限界があり︑ダム
大水害をもたらすことを

し︑今後の防災対策を構

川の河川管理︑放流量増

睦二議員

を持たざるを得ない︒

非常時の危機管理に疑問

言い換えれば︑洪水の

じる町民が非常に多い︒

ったのでは﹂と疑問に感

の放流の仕方に問題があ

ったのは︑県営椿山ダム

﹁被害が大きくな

今後︑検証がなされる

林

被災地の町長としての
見解は︒
また︑県にどういう態

は参考にする︒

防災対策室設置の意見

はないのか︒

発で椿山ダムから放流量

認識すべきではないか︒

築すべきではないのか︒

今回のダムの放流がも

操作による被害の特質も

が不十分と感じるところ
を最大１８００ｔ ／秒に

県に対し︑ダムの機能

加に対する対応や準備を

分

もあるかもしれない︒最
する可能性があるとの連

また︑防災対策室を設

時

大限の効果が得られるよ

を見直し︑流域住民が安

時

分に職員を総動員する
時に災害対策本部
分に第１

結果的には︑水害とな
ったが︑椿山ダムからの
連絡情報をもとに災害対
策本部を設置した判断と
時機を逸したとは考えて
その後も各地からの情
報と椿山ダムの放流量︑

１

20

第３配備体制を敷いた上
で︑
時

30

回の会議を招集した︒

を設置︑

21

ら判断し︑情報発信を行
った︒

問

21

椿山ダム放流と大被害
の関係について

絡を受け︑災害対策本部

９月３日

答

うな広報︑方法を考えた

らえれば︑警戒呼びかけ

６
問

の設置を決定した︒

15

い︒

20

いない︒

防災対策本部の設
置が遅すぎたのではない

被害にあった道路

答
52

各所の水位を監視しなが

災害対策本部設置の時機
は逸していなかった

５

防災対策本部の設置と
判断は適切だったのか
問
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度で臨むのか︒
本町の水害は他の

所とは違う︒

るものと考える︒
検証報告を注視し︑被
災地の町長として︑再発

号の

があったのか︑はっきり
してくる︒
説明会の開催を県︵椿
山ダム︶に求める考えは
ないのか︒
防災を目的とした

椿山ダムが存在した中で
起こった水害である︒
椿山ダムがどのような
機能を果たしたのか︑現
在の操作規則で充分であ
るのか︑説明会を要求し
ていく︒

例が示されたが︑復旧工

助や補助の特別措置・特

工事が実施される︒

費の決定を経てから復旧

月末までに完了し︑工事

月に受けたもの

回復をはかりたい︒

できる限り早期に現状

３年間と定められている︒

付けは︑当該年度を含む

復興に関する国の予算

をめざす︒

３ ヵ年度内の復旧完了

工事を発注する︒

から実施設計を作成し︑

査定を

現在︑測量業務が進み

程・期間など不安材料も

多い︒

ライフライン等は応急

の復旧ができた︒

田畑など農地は手つか

ずのままである︒

住宅地の周辺でも︑新

たな危険箇所が数多く発

生している︒

今後︑本格的な復旧・

復興をどのようなスケジ

ュールで進めるのか︒

国の災害査定を

仮復旧できた道路（皆瀬）

防止のため県に対し︑町
民が納得していただける
ように先頭に立って対応
していく︒

今回の台風

年７月
日の大水害以来︑最大の

大雨は︑昭和

椿山ダムからは放流量

被害を出し︑最悪の事態

提供と説明が︑椿山ダム

本町は国から激甚
災害に指定された︒

12

防災ダムがあった中で
起こった災害である︒
今後︑ダム操作のあり
方について検証がなされ

防災対策本部の対応は

できる限りの対策を講じること
ができた
災害対策本部は９

月３日︑午後９時に設置

今回の水害で避難

準備や勧告︑指示等につ
し︑午後

分に避難

いて︑町の防災対策本部
勧告を行った︒

の可能性の連絡はあった

をもたらした︒
﹁なぜこうなったの

18
か﹂ということについて︑

得られた情報からでき

下流域住民に対して︑県

そのことによって︑町

が必要である︒

とができたと考えている︒ 当局から直接行われる場

る限りの対策を講じるこ

を通じて警戒にあたった︒ 納得できる十分な資料の

インターネットの情報

かった︒

が︑それ以上の情報はな

時

の対応はどうであったの
か︒
県からの情報提供や指
示はなかったのか︒
避難の情報を適切に出
せたのか︒対策は万全と
言えたのか︒

12

民と県との信頼関係が構

災害復旧等への財政援

11

説明会を県に要求していく

築できるし︑どこに責任

答

３ヵ年度内の完了をめざす

４

２

答

災害後の復旧・復興
の見通しは
問

15

３
28

10

椿山ダム下流地域住民
への説明会の開催は
問

答

答
問
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16

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
17

山口

武議員

となる︒現時点では各部
署において全力で取り組
んでおり︑専門部署の設

年７月

日

番組で︑県内や関西圏の

る場合がある︒

事情により受益者が１戸

があり︑本町の小川地区

国では難視聴対策が検

になっても頑張っている

過疎地域では︑諸般の

暫定対応として︑衛星

討されている︑と聞いて

農家がある︒今後もこの

番組が視聴できない︒

放送によるＮＨＫ総合・

いる︒今後暫定衛星放送

が含まれている︒

教育テレビ・民放数局の

状況は起きてくる︒今回

号による農地・

地区の早期解消に向け︑

なって︑積極的に国に要

とめ︑区長を通じて取り

過疎地域の活性化対策

地域の農業支援について

害復旧事業や小規模土地

は︑地元の方々と打合せ

組むことで事業選択がで

改良事業などは︑採択基

のうえ︑進めていく︒

は︑現実を直視した支援

準が２戸以上となってい

きるものと思う︒

工事内容を地域で取りま

規模的に小さい物件や

深刻な問題だ︒

くなっている現実があり︑

旧に１戸当りの負担が重

る︒老朽化や災害時の復

持管理協力者が少なくな

畑が増えると︑施設の維

過疎化が進み︑放置田

の受益者が必要である︒

地改良事業では２戸以上

施設災害復旧や小規模土

農地以外の農業用

ないか︒

たたかい支援が必要では

地域の実情に即したあ

農業施設の災害は深刻だ︒

12

が必要だ︒農業用施設災

高齢化が進む過疎

の台風

放送がなされているが︑
身近な出来事や大切な地

望していきたい︒

東京キー局のみの放送で︑ 県や関係自治体と一緒に
域の気象情報が受信でき
ない︒この実態を放置し
てきた国に大きな責任が
ある︒今後の見通しはど
うなのか︒また国への働

地区でデジタル放送の対

41

答

大水害による災害

復旧を効率的に進めるた

平成

きかけは考えているのか︒

籍調査業務は一旦中止し︑ 完全移行された︒地デジ

策手法が見い出せず︑衛

でテレビ放送が全国一斉

難視聴地域は全国各都道

星放送により受信されて

施工中の事業︑委託し

府県に及んでいる︒和歌

いる︒関東圏のデジタル

に 取 り 組 め る よ う ︑﹁ 災

災害業務を重点にしてい

地区

本町では唯一小川

今回の大災害で影響が

る︒査定準備等で下半期

山県でも

に地上デジタル放送へと

予想される主な事業は︒

の通常事業の進捗に影響

12

てはどうか︒

町道の復旧は３ヵ年の

が出ると思うが︑最小限

谷﹂は取水源を考え直さ

市町村

計画だができるのか︒ま

に抑えたい︒

ている測量等の業務や地

置は考えていない︒

県や関係自治体と共に
国に要望していく
24

害復旧対策室﹂を設置し

め︑充実した体制で業務

２

た農林業関係の復旧のめ

災害復旧は原則３年と
負担法で決まっており︑

どはどうか︒
上初湯川地区の簡易給

町道︑農林業災害ともに
頑張っていく︒

水施設事業への影響は出
るのか︒
復旧を終え︑今後は公共

な く て は な ら な い ︒﹁ 滝

上初湯川の水道は﹁追

土木工事︑農地︑農業用

谷﹂は完成にもっていき

ライフラインの仮

施設の災害復旧︑簡易水

たい︒

衛星アンテナ（小川）

専門部署の設置は
考えていない

道施設の本格復旧が主体

過疎地域の活性化対策は
地元と共に進める

３

過疎地域の実情に
即した農業支援を

問

答

問

小川地区への地上
デジタル放送の
今後の対応
23

１

災害復旧対策室
の設置と各事業
への影響は
問
答
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災害復旧が進む一

方︑被災した住民は未だ
に出口の見えない生活を
されている︒今後どのよ

小畑貞夫議員

は︑各種の支援制度があ
り︑町民の理解しやすい
ように説明し︑平等な対
応を行う︒
⑤中小事業者への支援
制度は︑各種制度の対象
とならない事業者に対し
ても検討を進めていく︒
⑥緊急災害防止につい

支援については︑融資だ

特に農作物被害農家への

の迅速な情報提供を行う︒

に努めながら地元住民へ

災箇所等の二次災害防止

元の要望を聞きながら行う︒ ては︑仮復旧を行った被

けでは将来に不安もある

⑦今後のガレキ処理は︑
向で進めていきたい︒

原則として自己処理の方

ことから補助制度の策定
を検討する︒
④被災住宅の復興支援

信濃大典議員
﹁他の水害とは違
う︒洪水調整ダムがある
のに﹂とのコメントをみ
ても︑町長も今回の大水
害には怒り︑疑問を感じ
ていることがわかる︒
では︑なぜこういった
声がマスコミ︑報道関係
から聞こえてこなかった
のか︒常日頃から情報発

ることは︑安否確認や支

傾向があり︑本町の情報

椿山ダムとの因果関係か

援・復興にも影響する︒

である︒町の現状︑町長

ら情報操作されたのでは

また︑被災された住民に

が少なかったのは残念だ︒

ないか︒また︑情報発信

も大切なことだ︒サーバ

の想いをもっと発信する

が遅れることで復興に影

ーの回復後すぐにホーム

被災情報を広く発信す

響が出るのではないか︒

ページを立ち上げ︑内外

べきだったのではないか︒

本町の報道は極め

ったので︑再三にわたっ

て少なく偏ったものであ

た︒今後も正確な情報を

に被災情報を発信してき

いく︒

等を︑じっくり検証して

一方︑現状の新聞報道

発信することが重要だ︒

ー性のあるもの等に偏る

報道内容は︑ストーリ

を訴え続けていた︒

てマスコミ関係者に現状

答

盛んに流していたが
残念だ

１

水害の報道が
少ないのでは
問

信を大切にしている町長

増水した日高川

うな形で復旧・復興が進
んでいくのか︒
①被災者への情報

提供は︑複数の手段を使
って細かな情報発信を行
う︒
②各種道路及び河川の
復旧は︑災害発生年を含
めて３年以内の完成をめ
ざす︒
③農林業の復興は︑地

被害にあった路肩

できることから早急に進めていく

１

災害復興に向けた当面の
取り組み方針は？
問
答
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18

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
19

柏木道生議員

土木経験の職員は

才以上の職員について

規則をかえる必要はないのか

職員の給与に関する条例︑施行
規則に合致している

く︑給与はそのままとあ

の基準に関する規則にお

の初任給︑昇格︑昇給等

務について日高川町職員

る︒職務表はそのままで

いて︑この規則に則った

管理職手当はな

人事異動は町長権限とは

人事配置であり︑合致し
てると考えている︒

いえ︑規則を変える必要
があるのではないか︒
参与︑調査員の職

台風

号被害につ

どんな内容であったのか︒ いて︑町は天災かその他

前回はいつ開かれ︑

非常災害︵人災︶とみる

副町長を置き︑あ
えて公室長を任命する必

また今後開催を考えてい

た﹁町議会議員の報酬に

ような因果関係にあるの

た下流域での洪水とどの

山ダムに起因するか︑ま

今回の被害が椿

要がどこにあるのか︒ま

前回は︑平成

の予定か︒

催するとすれば︑いつ頃

のか︒町長の見解を伺う︒
公室長は︑部署
について指導︑調整にあ
たる職であり︑副町長と

月６ 日に諮問され
ふるさと振興公社の指定

ついて﹂を審議している︒ 今後さまざまな角度から

考えている︒

上げる訳にはいかないと

の時点で私の口から申し

検証がなされていく︒今

かわからない段階である︒
管理先を民間企業に変更

平成

日に答申

するにあたり︑まちみら

がなされ︑報酬額は現行

える︒

性が認められた場合に考

特別職報酬の改正の必要

今後の予定としては︑

されている︒

るように︑との意見が付

期をおいて再度諮問され

年２月
い課長を兼務の形で置い

のままとし︑ある程度時

18
たものである︒

は立場が違うものである︒ 年

答

たその役割はなんなのか︒ るのか︑いないのか︒開

12

必要性が認められた
場合に考える

21

いないのか︒合併後他の
部署に在籍している職員
がいると聞くが︑新たに
３ 名も採用する必要があ
るのか︒
土木業務の経験

者について︑所属課を超
えて応援体制をとってい
る︒将来的なことも踏ま

19

早い復旧をめざす上
で技術能力を持った
職員が不可欠である

え︑体制を強化すべきと
判断した︒

今の時点で天災か人災
かは申し上げる訳には
いかない

５

台風12号被害は天災
か、その他非常災害か

問

特別職報酬審議会の
開催を考えているのか

４

管理職を統括する立場
から必要である

３

公室長は必要がある
のか、またその役割は
問

答

58

２
問
答

問

答

12

１

土木職の採用で
新たに３名も必
要があるのか
問
答
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地域支援室（本庁）

台風

町内においては︑
号の災害を受け

た箇所が数百カ所に及ぶ︒
激甚災害指定を受け︑国︑

龍田安廣議員

指定管理業者のもと︑

小規模災害

は︑国庫補助やいろいろ

災害を受けた町の施設

営業停止部署で働いてい

台風

号により被災

揮できませんでした︒

想定外の自然災害で

あったのか︑県の管理

号

私たち議員も︑この

非常事態に﹁台風

災害の検証と復興に関

避難指示は適切であっ

旧・復興に全力を尽く

を立ち上げ︑検証と復

に問題はなかったのか︑ す る 調 査 特 別 委 員 会 ﹂

たのか︒全てのことに

ばなりません︒二度と

今回の災害では︑町

します︒
また︑３名の方が犠

民の皆様︑全国の皆様

じめとする温かいご支

このようなことは経験

﹁同じ災害を繰り返

援をいただきました︒

牲となり︑未だに１名
ています︒お亡くなり

させない﹂それが後世

厚くお礼を申し上げ︑

からボランティアをは
になられた方々のご冥

に対する私たちの責任

したくありません︒

福をお祈り申し上げま

今後ともお力添えをど

す︒
皆様が︑住宅や農地・

当初の混乱からは︑少

は始まったばかりです︒ たします︒

誠︶

うかよろしくお願いい
店舗・工場等︑今まで

し落ち着きを取り戻し

今回の災害で多くの

築き挙げた財産を失い

つつあるようにも感じ

アも含め︑個々に違う

れています︒

︵入口
ました︒よく比較され

ます︒しかし︑被害の

度合いや状況の違いに

年７月

大水害に匹敵する規模

より︑復旧に対し︑手

隠せない方も数多く見
私たちはあの大水害に

被災に対応する︑きめ
しかし︑その機能は発

ダムと信じていました︒ 細やかな政策が求めら

も耐えられるのが椿山

存在していることです︒ 受けられます︒心のケ

治水目的の椿山ダムが

当時との大きな違いは︑ 付かずの方や戸惑いを

でありました︒ただ︑

る昭和

日の

復旧・復興に関して

であると思います︒

の方が行方不明となっ

お見舞い申し上げます︒ ついて検証をしなけれ

された皆様には心から

12

な対策で抜けているもの
につぎこんでいく︒基金
の総額は︑関係各課とす
り合わせて必要な金額を
算定していく︒思いきっ
た対策を打つ︒
中津地区の会社との公
害防止協定は︑平成４年

で︑指定管理業者のもと

る人達は︑臨時的な配置

に締結している︒

働いている人達は︑どう

転換で従事している︒

防止協定書はあるのか︒

なっているのか︒
基金の取り崩し等

ർ
18

県から補助のあるものは
復旧・復興がスムーズに
いくと思う︒しかし︑補
助金のつかない箇所︵里
道︑宅地︑工場︑倉庫
等︶は多種多様にある︒
これらの復旧・復興を助
けるため︑３億円程度の
町単独基金を早急に設立
できないか︒
中津地区で薬品が流出

ධ᧲
12

28

基金の総額等、思いきった対策
を打つ

１
した会社があるが︑公害

答

３億円程度の町単独
基金設立を早急に
12

問
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20

ひだか川議会だより

