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午前１０時１分開会 

◎議長挨拶 

○【中川喜美代議長】 皆様、おはようございます。第１回定例会前のお忙しい中、本日の会派会議

にお越しいただきましてありがとうございます。また、市民の傍聴の方、そして議員の傍聴の方もあ

りがとうございます。 

 それでは、会派会議を開催いたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

議題１. 国立市議会災害支援会議の設置について 

○【中川喜美代議長】 本日は、国立市議会災害支援会議の設置についてを議題といたします。これ

は少し補足させていただきますと、昨年の８月に議長会として、先日２月10日に議員研修で研修を受

けました鍵屋一先生の、テーマも同じで、地域防災の課題と災害時の議会、議員の役割という研修を

受けまして、国立市議会としても初動態勢が今までなかったということで、何かこのようなものをつ

くれないかなということで事務局長と相談いたしまして、事務局にお願いして作成していただきまし

た。 

 この鍵屋一先生はそもそも板橋区の職員さんということで、防災課長とか危機管理担当部長、最後

は議会事務局長を歴任された方ということで、防災だけではなく、議会のこともよく精通されている

ということで、とても興味のある講演だったと思いますし、板橋区でもそのような災害対応方針とか、

このような要望などもつくっているということで、それを参考に今回つくりました。 

 そして、それを１月26日の会派代表者会議でお示しして、１人会派の皆様にも資料をお渡しして、

それを見ていただいて、そしてまたこの２月10日の研修を受けて、本日このように会派会議を開催さ

せていただきまして、いろんな御意見があれば、またそれを今回お示しした要綱とマニュアルの案を

添削していきたいと思っております。これは初動態勢ということ、まずこれをつくったということで

すので、今後いろんな形でこれを復興編とか、いろいろつくっていかなければいけないと思っており

ますけれども、まず初動態勢ということでつくらせていただきましたので、よろしくお願いします。 

 それでは、皆様から何か御意見があれば、発言していただければと思います。藤江議員。 

○【藤江竜三議員】 私はこれを見て、全体的にこれでよいのかなと考えておりまして、災害が起き

たときに議会が一度安否を確認するといったことや、今後、議会を開催するのかなど、さまざまなこ

とを行っていくためには、こういったものが必要であろうと思います。 

 その上で、しかも行政は災害のときは本当に忙しい中で、議会対応は難しいといったこともあるか

もしれないので、議員個人がおのおの行政に行くのではなく、議会でとりあえず意見をまとめて、優

先順位を確認した上で意見を出していくといった形をとるのがいいのかなと思います。私はこの案を

とりあえず置いて、今後、細かい部分についてはブラッシュアップすることもあるかもしれませんけ

れども、今回はこの形でつくっていくことを早い段階で行うことで、災害が起きたときに対応してい

きたいと考えております。 

○【重松朋宏議員】 私も基本的にはこの案で妥当なのかなと思うんですけれども、実際にできるの

かどうかというのがちょっとイメージができなくて、特に安否確認はできるでしょう。災害時に寄せ

られるいろんな要望を、会議を開いて、そこで優先順位をつけて行政のほうに持っていくと。合理的

ではあるんですけれども、それが本当にできるのかということと、あと逆に住民側からとしても議員

を通じてやっていくのか、それともどこか別のところで集約できるようなところがあるのかというの
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がわからなくなって、混乱する場面もあり得るのかなということも考えますと、基本的には妥当だと

思うんですけれども、行政のほうで設けられる災害対策本部や運用の流れとセットでいろいろシミュ

レーションする場を年に１回は持たないと、つくったはいいけれども、実際の場面では右往左往して

しまうということになりかねないかなということを少し危惧いたします。基本的にはよくこなれてい

るなという感想は持ちます。 

○【中川喜美代議長】 ありがとうございます。今、重松議員から、１月26日の会派代表者会議でも

少し意見が出たかと思うんですけれども、つくったものの、これが何も機能しないのでは困るという

ことで、訓練もやったほうがいいんじゃないかという御意見もいただいておりまして、そのことも考

えました。年に１回、市のほうでも、図上訓練といって、災害対策本部の訓練などを行っているわけ

です。調べましたら、ことしは３月28日に、形がちょっと違う、災害対策本部ではない、教育委員会

と政策経営部がそれぞれそのような訓練を行うという情報もあったんですね。ですので、その日に議

会としても、３月議会は終わっていますので、一緒にできないかなというふうにも考えはしたんです

けれども、災害対策本部の訓練があるときに私たちのこれも一緒にやったほうがいいのかなと思いま

した。 

 それで、具体的にはまだこれからなんですけれども、できれば４月中にどこかでそういう訓練をさ

せていただければなと。議会が終わって、日程をちょっと調整いたしまして、やっていければと思っ

ています。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 錯綜はいろいろすると思いますので、市民の方も行政に言えばいいのか、議員に言えばいいのか、

それはその時々の判断で、市民にお任せするということで、その場合、議会としてともかく情報の一

元化とか、議員それぞれが30項目も40項目も災害対策本部に要望を持っていくと、とても混乱するの

かなと思います。その辺を整理させていただければと思ってこれをつくりましたけれども、よろしい

でしょうか、重松議員。 

○【高原幸雄議員】 この間、提起されて、一通り目を通したつもりなので、基本的にはこういう形

になるのかなと思うんですけれども、実際、今議論になっている、この間も他の議員からどちらを優

先するのかみたいな形の、つまり、これをやった場合に、各議員それぞれ地域でもいろんな役割を担

っているわけですよね。 

 私たちのところは自主防災組織をつくっていて、部長とか、例えば学校地域の避難所運営の係も、

町内会・自治会でつくっている場合があるんです。その場合に本部からの情報が伝わってきて、いざ

避難所運営委員会を開催するということになったときに、議会のほうもその対応として招集されると

いう仕組みになっていますから、その場合に実際どうなのかなというのがありますので、その辺の情

報の伝達と招集の仕方、あり方という、実際、現実的な問題としてそういう問題があるので、そうい

うこともちょっと考慮して考えていく必要があるかなと。それは今回、直接これにかかわる問題は議

論していけばいいんですけれども、そういうこともちょっと懸念されるので、その辺を実際に。 

 災害というのは時間的にいつ起こるかわからないわけですよね。議員がたまたま国立市にいなくて、

出張している場合とか、国立市外に行っている場合があるから、そういう場合もなかなか難しいなと

いうことが意見としてあります。 

○【中川喜美代議長】 ありがとうございます。確かにいつ災害が起こるかわからないし、こういう

昼間ならまだ対応もスムーズですけれども、夜中とか、いろんなことが想定されると思うんです。そ
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の中でできることを今回書かせていただいて、確かに自主防とか、私も自主防に入っていますので、

いろんな係はありますけれども、その時々の判断、議長、副議長は当然こちらが優先だと思います。 

 それで、ここの６条の会議のところでしたっけ、会議なども議員は会派の代表と１人会派の皆さん

が招集なんですけれども、来られないときは同じ会派の方が来るとか、そういうふうにしています。

代理も当然、もちろんそういうふうに緩やかな要綱ですので、それは大丈夫だと思いますけれども、

よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○【青木 健議員】 私もこの要綱案をつくることに関しては、基本的に賛成であります。 

 ただ、前回申し上げさせていただきましたように、関係機関の方ですよね。というのは、自分の身

内の安否の確認なんかできずに、市民の救助や何かのために働かれるわけですよね。そういう中にあ

って、この要綱の中で家族の安否確認ということについて、一番上ではないですけれども、示されて

いるということについてちょっと違和感を感じざるを得ないんです、私としては。これは正副議長に

お任せをしたいと思いますけれども、その辺の見解をきちんと示していただきたい。 

 それと、発災して各議員がそれぞれ勝手なことを言っていると、これは行政の災害対策本部の活動

の妨げになるというのは明らかなことでありますから、それについて規制をされていればいいんです

けれども、この中では生命の危機に関して、それは先議になると思うんです。そこについて触れられ

てないということになりますので、生命の危機に関するものに関しては別だとか何か、そういう注釈

的なものを一言つけられないかなということだけお願いさせてもらいたいと思います。 

○【中川喜美代議長】 ありがとうございます。今、青木議員からありましたけれども、まず家族の

安否確認ということで、１月26日の会派代表者会議でも発言がありました。このマニュアルの中に議

員は家族の安否確認を行うということが明文化といいますか、文になっているんです。そのことに対

して、青木議員が今発言されたような発言が以前ありました。それで今、正副議長に一任と言われま

したけれども、この部分に関しては皆さんの意見を頂戴できればと思います。 

 確かにこれは議員が動くということのマニュアルですので、議員が動くことが前提なので、家族の

安否確認は当然やりながらという思いを胸に込めて、ここで文章にしなくてもいいのかなということ

も思いますし、ほかのいろんなところを見てもこういう文章になっているところもあります。大規模

災害の発生の一番最初に、「議員は、まず自身及び家族等の安全確保に努める」という文章があるん

です。ですので、この中の２ページ、３ページに「議員は、家族の安否確認を行う」と３回出ている

んですけれども、これは青木議員が言われるようにするのか、これはここでちょっと議論していただ

ければと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○【小口俊明議員】 その点に関しては、議員であれ、どなたであれ、市民であれ、自分自身の状況

の確認がまずあった上で、家族というものの安否の確認というのは、人としてそういう行動は当然の

ことだろうというふうにも思いますので、あえてここに入れなくとも、これは議員がいざ発災のとき

に災害支援会議という枠組みの中でどういう行動をするのかというところを示すマニュアルでしょう

から、明文化しなくとも、それは取り決めとしては十分有効なんだろうと思います。 

○【藤田貴裕議員】 議長にお示しいただいたこの要綱案の文理については、これでいいのかなと私

は思っておりますけれども、マニュアルのほうに入ってくると少し意見があります。 

 家族の安否確認については書く必要もないのかなという気がしますけれども、一般的な人は自分の

安否確認と一緒についでにやるのかなという気はしますので、わざわざ市民向けに書くかどうかにつ

いては、確かに検討してもいいのかなと思っております。なくてもいいのかなと思っております。 
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 さっき重松議員も触れられておりましたけれども、最後のページの「市本部に優先順位を付しての

要望、提言等」というのは、本当にできるのかなというのは私も疑問を持っております。ですので、

できれば市本部に議員が集めた情報を正確に伝えるとか、そういう形で議員が持っている情報を市本

部に伝えて、その後の対応については災害対策本部でしっかりやっていただく。議員があれこれ言わ

ないというのは当然のことでありますけれども、私は優先順位を付してよりは、正確に市本部に伝え

るというほうがいいのかなと思っております。 

 あと、「参集指示あるまで」というのは具体的にどういった形で、どういう一定の条件が出れば、

参集指示があるのかということなど、今後このマニュアルの文言を具体的にしていく必要があると思

いますけれども、あくまで要綱の１条から始まって、付則もあると。この部分については、おおむね

このとおりでよろしいのかなと思っております。以上です。 

○【中川喜美代議長】 ありがとうございます。まず、この文言をどうするかということはいかがで

しょうか。今、３名の方からもう要らないんじゃないかと。 

○【重松朋宏議員】 私も削除したほうがいいと思います。というのも、安否確認をした上でそれを

議会に伝えるときに、本人だけでなく、家族のことまで伝えることになってしまうので、そうなると

議会事務局側のほうが、本人の安否ははっきりしたけれども、この議員の家族の誰々はまだはっきり

しないよというような、はっきりしているのか、はっきりしていないのかという、必要以上にそのこ

とに振り回されてしまう部分があると思いますので、むしろ基本は本人の安否で十分だと思います。 

○【中川喜美代議長】 これは議員が動くというのが大前提の要綱とマニュアルですので、当然、家

族の安否確認というのは人としてやるべきことなので、それではこの文章は削除でよろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 あえてここに書かないということですね。わかりました。 

 もう１点、青木議員が先ほど、生命の危機に関する注釈とかが何もないというふうに言われました

けれども、これに関しては局長、いかがでしょうか。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 生命に関するところでは、記載としては、マニュアルの５ページの参集時

の留意事項のところで少し触れているところはあります。「火災または負傷者の発見等の緊急事態に

遭遇した場合、人命救助を第一に適切な対応を行う」というところで触れさせていただいているとこ

ろであります。ただ、これで十分なのかというのは検討させていただければと思っております。 

○【中川喜美代議長】 この部分は、議長、副議長に一任させていただいてということでよろしゅう

ございますか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○【青木 健議員】 あわせて１つ、私どもの議員から言われていたのを忘れていたんですけれども、

藤田議員、渡辺議員もそうなんです、消防団に入られている議員がいるんですよね。その場合、どう

なんだということをちょっと言われたんです。それは私もわからないので、聞いてみるというふうに

言ってきたんですけれども、招集がかかったとしても、消防団で活動中だという場合にはどうしたら

いいんだということを聞かれたので、その辺はどうなんでしょうか。 

○【中川喜美代議長】 副議長も消防団ですね。この部分は局長、どうですか。 

○【内藤議会事務局長】 非常に難しい問題で、まだそこの細かいところまで事務局としても詰めて

やられてない状況でございますけれども、先ほど議長から冒頭お話もありましたが、事務局としまし
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ては、役選があっていろいろ変わるところではあると思うんですけれども、代表といいますか、議長、

副議長のお役の方には、当然、議会としての災害支援会議というものを最優先として対応していただ

ければと考えております。 

 先ほど、また議長からもお話がありました、各会派のほうでは代理規定を設けてございますので、

それぞれの会派さんでの人員構成も当然あろうかと思いますけれども、代理等を使っていただいての

対応をしていただければと考えているところでございます。 

○【青木 健議員】 代理規定については理解をいたしましたけれども、今まさに発災して、消防団

として出動して、地域で救助活動に当たっているというときに、議会のほうで議長から参集の命令が

かかったという場合、そのときに果たして現場を、じゃ、俺議員だから、そっちへ行くということが

できるのかどうかという角度から聞かれたんです。その辺どうなんでしょう。 

○【内藤議会事務局長】 その場合は当然、先ほど青木議員さんがおっしゃったように、何が大切か

というのは、事務局としましては市民の財産・生命が第一だと思いますので、まさに消防団として人

命救助の真っただ中という状況におかれましては、そちらを優先していただくというふうに考えてい

るところでございます。以上でございます。 

○【青木 健議員】 ありがとうございます。わかりました。じゃ、そのように伝えておきます。 

 さて、そうすると、今、副議長は消防団員ですよね。これは今の御答弁を聞いていて思ったんです

けれども、仮に議長が消防団員だったときにどうするのと。例えば行政管理部長が消防団員だったと

きには、行政管理部長になったとき消防団を抜けますよね。やめますよね。だって、指示するほうと

受けるほうが一緒というのはおかしいわけですから。ということは、消防団員では議長になれないの

かということが新たな問題として発生してくるのではないかなと。これも正副議長にお預けしますけ

れども、そういうことも考えておくべきではないのかなと。 

○【中川喜美代議長】 では、今の件も正副議長に任せていただくということで、わかりました。 

 先ほどの藤田議員の発言の中で、災害状況報告票の優先度のことですよね。これ優先度をつけると

いう中で、正確な情報を当局に上げるということが大事という。 

○【藤田貴裕議員】 そっちのほうがいいかなと思うんです。議会でこれが優先だ、あれ優先だとい

うのは、なかなかしんどいですよ。 

○【中川喜美代議長】 決めるのがね。 

○【藤田貴裕議員】 決まらないでしょう。 

○【望月健一議員】 時間がかかって。 

○【青木 健議員】 議長のさじかげんになってくるか。 

○【中川喜美代議長】 そうそう。議長が責任をとらされるようなこともあるかもしれませんよね。 

○【藤田貴裕議員】 各地域の情報を正確に伝えたほうがいいと思う。 

○【小口俊明議員】 関連して。そうすると、様式２の災害状況報告票に関連すると思うんです、そ

の内容が。例えば票の下の欄で優先度という欄があるんですけれども、この辺の今の話とあわせての

整合性、これも議長、副議長にお預けをいたしますので、それで調整をいただければと思います。 

○【望月健一議員】 私もこれに関連して。私、藤田議員と同じ意見で、優先度というのは、特に発

災後１週間ぐらいの緊急対応時のときにこれをやられたら大混乱すると思いますので、できればこの

報告票の中に、これは議会災害支援会議として意見を出すので、議員名と優先度は要らないと思いま

す。３条の所掌事務の中で「市本部及び関係機関に対し、必要に応じて、優先順位を付して」とあり
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ますが、これは議会が議会災害支援会議の中で議員の意見を取りまとめて、集約する中で送る。例え

ば優先順位を付してではなくて、情報を集約して要望や提言を行うみたいな形にしていただけると非

常に助かります。 

○【中川喜美代議長】 情報を集約してですね。 

○【重松朋宏議員】 気になるのが、災害支援会議が発災してどれぐらいたって行われて、そこにこ

の状況報告をみんな出して、それを集約するだけでも結構な事務量、そんなことをしている場合じゃ

ないかもしれない緊急性の高いようなものも含めてということを考えると、それらも含めて検討して。 

○【青木 健議員】 だって、その辺については、図上訓練かなんかでやっていかないとわからない

部分になるんじゃないですか。 

○【中川喜美代議長】 そうですね。まず１回やってみるという、それこそ平常時にまずやってみる

というのが大事。災害対策本部もあれを立ち上げるのに何時間もかかるというふうに言っているんで

すよね。ですので、まずは４月の半ばぐらいに１回やらせていただければなと。 

○【青木 健議員】 だからやってみないと。とりあえずですから、これは。わからないと思います

よ。 

○【中川喜美代議長】 そうですね。これは本当に初動態勢、まず国立市議会として何かをつくりま

しょうということで今回つくらせていただいていますので。 

○【小口俊明議員】 もう１点、私、先ほど安否確認のところだけ申し上げたんですけれども、全体

としてこの案は非常によくできているなというふうに考えていて、というのはその根底にあるのが議

会、あるいは議員の役割という意味では、市民と行政をつないでいくという大きな役割も１つかなと

いう中で、これは情報を、我々議員って地域で日常から活動している中で、またいざ発災したときに

は、前回の3.11のときなんかもそうですけれども、あれは委員会の途中で起こったという記憶なんで

すけれども、委員会を早々に切り上げて各地域に各議員が入って、どういう状況になっているのかと

いう確認を皆さんしたと思うんです。ああいう状況になると思うんです。 

 ですから、各議員が持ち寄ってくる情報を個々に行政にぶつけるということでなく、先ほど集約と

いうお話もあったように、そうやって一元化して情報を整理して、それで有効に伝達していく。また、

市民からの声を吸い上げていくというところがベースになっている内容になっていますから、これは

非常にいい内容だと思います。これはぜひこの基本線で先ほど来の意見を調整していただいて、進め

ていただければと思います。 

○【藤田貴裕議員】 １点だけよろしいですか。９ページの災害状況報告票ですけれども、私はこれ

は場合によっては毎日とか、必要に応じてかと思ったんですけれども、これは災害支援会議ができる

ときに持っていくということなんですか。その辺の扱いは、もしあれば。 

○【内藤議会事務局長】 緊急時の対応ですので、状況というのも想定してつくったほうがマニュア

ルとしてはよろしいかなと思ってつくらさせていただきまして、事務局としましてはこの１枚で全て

を網羅するとは思っておりませんけれども、議員さんのほうでお集まりいただいたときに、この程度

の内容の情報をお持ちいただければと。この書式を使ってということではなくて、その場で書いてい

ただいてもよろしいですし、もし御自宅にあった場合には、こういったものを書いてきていただけれ

ば一番よろしいかなと。 

 また、下のほうには対応をどうしていくですとか、その後どうなったかという検証ができるように、

災害時ですので、なるべく１枚で使えるようにということでまずはつくらせていただきまして、実際
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の使用方法につきましては、これから４月等に練習をした際にも検証させていただいて、これは見直

し、さらにもう１枚必要であれば、そういったものも付加をしていくと考えているところでございま

す。よろしくお願いいたします。 

○【中川喜美代議長】 よろしいですか。 

○【藤田貴裕議員】 はい。 

○【中川喜美代議長】 ほかには何かございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。そうしましたら、皆様から貴重な御意見をいただきましてありがとうござ

います。まず、この場で決まったところはマニュアルの表現ですね。議員は家族の安否確認を行う、

これは削除するということ、それと４月、まだ日にちは決まっていませんけれども、１回訓練をする。

これも決まったというふうに思っていいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それを決めさせていただきました。 

 ほかにいろんな御意見をいただきまして、例えば青木議員からの生命の危機、これはマニュアルの

ここにはあるけれども、文章をまたちょっと検討させていただきます。また、９ページの今言われた

災害状況報告票、これも何かできないかまたちょっと検討させていただくということと、望月議員、

藤田議員から出ました要綱の第３条第３号「優先順位を付して」という、これは情報を集約という御

意見がありました。この文言は正副議長にお任せさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それと、消防団員は議長になれないという、その辺のことも正副議長に任せていただいてよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。そうしましたら、今さまざまいただいた御意見をまたまとめまして、皆さ

んに今度御配付しますので、それでいいかどうかまたチェックしていただいて、案をとっていければ

と思っています。災害はいつ起こるかわかりませんので、早目にこの案をとって、まず動きたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

※ 議会報告会について 

○【中川喜美代議長】 もう１つ報告事項がございまして、議会報告会について、望月広聴委員長か

ら報告がございますので、お願いいたします。 

○【望月健一議員】 貴重な時間をいただき、ありがとうございます。そして、前回の意見交換会、

皆さんの御協力を得まして何とか成功におさめることができました。感謝申し上げます。ありがとう

ございます。 

 広聴委員会では、既に次回の意見交換会の日程を決めさせていただきました。これは今、マニュア

ルを広聴委員会でつくっているんですけれども、それにのっとったものでございます。次回の意見交

換会の日程でございますが、８月25日、26日でございます。25日金曜日が、７時から国立市役所３階

の会議室で行います。26日土曜日が、午後２時から北市民プラザで行います。方式としては、現行の

３常任委員会ごとの意見交換会ということでまとまっております。以上、御報告申し上げます。 

○【中川喜美代議長】 ありがとうございます。次回の議会報告会、今ありましたように、８月25日
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が市役所の３階で７時から、26日が北市民プラザで２時からというふうに決まっておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして大変ありがとうございました。青木議員。 

○【青木 健議員】 私から１点ちょっと。せっかくの会派会議の場なので。 

 私、決算特別委員会のときに、議員によるパワーハラスメントということを質疑でやらさせていた

だきましたけれども、何かまだそういうことがあるようなことも漏れ聞くわけですけれども、議員が

議会の応接室に職員を引き込んで、長時間にわたって密室状態でどういう話をしているのか…… 

○【中川喜美代議長】 これ休憩しなくてよろしいですか。 

 では、暫時休憩します。 

午前１０時３７分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時４０分再開 

○【中川喜美代議長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 それでは、会議を終了させていただきます。大変ありがとうございました。 

午前１０時４０分閉会 

 


