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七飯町地域防災計画（素案）に対するパブリックコメント手続の実施結果について 
 
 

案  件  名 七飯町地域防災計画（素案） 

募 集 期 間 平成２５年３月２２日（金）から４月２２日（月）まで 

担  当  課 総務課 

意見提出者数 １人（２７件） 

 
 
○七飯町地域防災計画（素案）についての意見 

№ 意見の概要 町の考え方 

１ 

一番始めに申し上げたいのは「津波災害」が無視されている事で

す。七飯町が海に面していないとは言え久根別川の流域は函館湾か

ら３㎞程度の距離です。津波が久根別川を遡上する可能性も１０

０％否定できません。 

道の「津波被害予測」に七飯町が含まれていない事で計画しない

との判断と思われますがそうであれば○○の理由で「津波災害対策」

は計画しないが「万一の場合は他の災害計画を適用する」などと文

言化すべきと考えます。 

「津波災害」が無視されていることについての質問ですが、津波

災害対策の文言化につきましては、本編Ｐ42 第４章 予防計画 

第２節 水害予防計画 １現況に、次の文言を追加します。 

「ただし、津波災害については、北海道の津波浸水予想図より、

町内の久根別川への遡上は、予想されていないが、万一の場合は第

５章災害応急対策計画により対応するものとする。」 
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２ 

本編Ｐ３ 第１章 総則 第３節 計画の効果的促進の１行目

「災害の発生を完全に防ぐことは不可能」を「災害の発生を防ぐこ

とはほぼ不可能」に変更して頂きたい。これは“完全に”の文言が

例えば【災害の発生を８～９割程度防げる】と解釈される可能性が

あり町民に間違った認識を持たせるとの理由です。 

本編Ｐ３ 第１章 総則 第３節 計画の効果的促進の１行目

「災害の発生を防ぐことは不可能」についてですが、ご指摘のとお

り訂正します。 

３ 

本編Ｐ５ 表中の「函館海洋気象台」は本年 10 月に「函館気象台」

に改編されます。 

以下、Ｐ33、35、Ｐ37、Ｐ38、Ｐ186、Ｐ200、Ｐ201 も同じ 

本編Ｐ５ 表中の「函館海洋気象台」についてですが、「函館地方

気象台」に改組を予定しております。また、特別警報が平成 25 年８

月施行予定であり併せて変更します。 

４ 
本編Ｐ７ 表中、・・・「七飯消防署の右表「（１）火災等の予消防

活動・・・」の「予」は意味不明です。専門用語でしょうか。 

本編Ｐ７ 表中「七飯消防署の右表「（１）火災等の予消防活動」

の「予」についてですが、予防と消防を合わせた用語です。 

５ 

本編Ｐ11 これは、質問ですが「日本アマチュア無線連盟渡島檜

山支部（１）災害時における情報の収集、伝達に関すること。」とあ

りますが協定書・覚書等の取り交わしの有無は。 

本編Ｐ11 「日本アマチュア無線連盟渡島檜山支部（１）災害時

における情報の収集、伝達に関すること。」との協定書・覚書等の取

り交わしについての質問ですが、取り交わしておりません。今後、

協力体制についてお願いしてまいりたいと考えております。 

６ 

本編Ｐ12 第７節 町民及び事業所の基本的責務の４行目「・・・

備えをより一層充実する・・・」の“より一層”の文言は今現在の

状況が充実しておりさらに向上されると解釈できるがその状況には

ないと思います。 

それと５行目の「・・・町民運動・・・」の“町民運動”は他に

適当な表現はないでしょうか。 

Ｐ13 の表題も同じ 

 

１ 町民の責務（１）平常時の備え 

本編Ｐ12 第７節 町民及び事業所の基本的責務の４行目につい

てですが、“より一層”を“一層”に訂正します。 

５行目についてですが、“町民運動”を“啓発・啓蒙”と訂正しま

す。 

Ｐ13 の表題についてですが、「町民運動の展開」を「地域防災力

の強化」と訂正します。 

 

１ 町民の責務（１）平常時の備えの 

イ 「３日分の食料」についてですが、防災基本計画に基づく
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イ 「３日分の食料」とありますがどんな広域大災害でも４日

目に１日３食を全町民に食料が配布されるとは思えません。関係

法令・防災計画（道・国）との整合性はわかるのですが非現実的

と思います。 

ウ 「かん養」を一般的な文言に変更願います。 

カ 「・・・援護者への配慮」の“配慮”は具体的な表現に変

更願います。 

ものであり、支援が受けられるまでの期間と考えております。 

ウ 「かん養」についてですが、北海道との共通認識に基づく

文言と考えております。 

カ 「援護者への配慮」についてですが、北海道との共通認識

に基づく文言と考えております。 

７ 

本編Ｐ13 ３ 町民運動の展開 

この内容では「町民」ではなく「七飯町」の所管と思われます。

本編 P13 ３ 町民運動の展開 

内容が「町民」ではなく「七飯町」の所管ということについてで

すが、表題を「地域防災力の強化」と変更します。 

８ 

本編Ｐ32 第３節 気象業務に関する計画「・・・災害を未然に

防止し・・・」災害は未然に防止しできないと思います。 

行政的にはこの表現になるのでしょうが町民としては理解できま

せん。 

他ページにもあり。 

本編 P32 第３節 気象業務に関する計画の「災害を未然に防止

し」の災害は未然防止できないというご質問ですが、気象情報を収

集し災害予想箇所などの把握により軽微な災害については、防止措

置ができるものもあると考えております。 

９ 

本編Ｐ54 第 11 節 避難体制整備計画 

１（１）「・・・大規模火災、洪水等・・・」は七飯町としては「・・・

火山の爆発、大地震等・・・」が適当と思われます。 

本編 P54 第 11 節 避難体制整備計画 １（１）の「大規模火災、

洪水等」は「火山噴火、大地震等」と訂正します。 

10 

本編Ｐ55 ２（１）ウ「給水、給食等の救助活動・・・」の「給

水、給食」は“救助”活動ではないと思います。救援・配布等が適

当と思われます。 

本編 P55 ２（１）ウの「給水、給食」は“救助”活動ではない

についてですが、救助活動の一部と考えております。 

11 
本編Ｐ57 第 12 節 災害時要援護者対策計画 １安全対策

（２）緊急連絡体制の確立 この「緊急通報システム」の相手先と

本編 P57 第 12 節 災害時要援護者対策計画 １安全対策（２）

緊急連絡体制の確立の「緊急通報システム」の相手先についてです
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手段がわかりません。 が、「北海道健康づくり財団」へ自動通報され、七飯町内の「地域協

力員」に連絡があり本人と連絡を取ります。手段は、押しボタン式

のペンダント・通報機によります。 

12 

本編Ｐ60 第 13 節 自主防災組織の育成に関する計画 １行目

「災害発生の防止・・・」防止はできないと思います。 

１ 地域住民による自主防災組織の２行目「・・・消防団と連携」

とありますが“消防団”に限定している理由がわかりません。 

発災直後のみを想定しているのでしょうか。 

本編P60 第 13節 自主防災組織の育成に関する計画の１行目の

「災害発生の防止」防止はできないということですが、軽微な災害

については、日常の心がまえにより防止できるものもあると考えて

おります。 

１ 地域住民による自主防災組織の２行目の「消防団との連携」

の“消防団”についてですが、軽微な災害の場合、自主防災組織と

各地区消防団員は、互いに地域住民であり連携できるもの考えてお

ります。また、想定としては平常時及び災害発生時と考えておりま

す。 

13 

本編Ｐ61 ３行目「・・・戸別訓練・・・」は「・・・個別訓練・・・」

では 

（イ）消火訓練「・・・消火設備・・・」自主防災組織に“消火

設備”はないと思います。 

（オ）「地元町民の立場に立った図上訓練・・・」は「地域の状況

に応じた図上訓練・・・」に変更して頂きたい。 

これは“立場”が例えば「町内会の会長・役員等か町内会員」の

区別と解釈できることによる。 

ウ 防災点検の実施 

「・・・拡大の原因となるのが多く考えられる・・・」意味不明

です。 

本編 P61 ３行目「戸別訓練」についてですが、ご指摘のとおり

訂正します。 

（イ）消火訓練の「消火設備」についてですが、消火設備の中に

は一般家庭にある消火器、水バケツ等も入るものと考えております。 

（オ）「地元住民の立場に立った図上訓練」についてですが、ご指

摘のとおり訂正します。 

ウ 防火点検の実施の「拡大の原因となるのが多く考えられる」

を「拡大の原因となるものが多く考えられる」と訂正します。 
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14 

本編Ｐ62 ウ 救出救護活動の実施２行目の「町に通報する・・・」

とありますがこの“通報”とは単に状況報告なのか消防団等に救出

依頼をする事でしょうか。 

３行目の「・・・医師の介護を・・・」この“介護”は「治療」

では 

  

本編 P62 ウ 救出救護活動の実施２行目の「町に通報する」の

“通報”についてですが、町への状況報告、その後、状況に応じて

活動するものであります。 

３行目の「医師の介護を」の“介護”は「治療」についてですが

“介護”は看護の一部と認識しており、ご指摘のとおり訂正します。 

15 

本編Ｐ63 ○自主防災組織における組織図・役割分担例 

消火班の平常時と災害発生時が同じ文言です。救出・救護班 災

害時の救護活動が抜けているのでは。 

本編Ｐ63 ○自主防災組織における組織図・役割分担例の消火班

の災害発生時の文言についてですが、「出火防止対策、初期消火活動、

火災の警戒」と訂正します。 

救出・救護班の火災時の救護活動が抜けているについてですが、

救護活動を追加します。 

16 

本編Ｐ64 第１４節 積雪・寒冷対策計画 ２行目「・・・被害

が拡大や・・・」は「・・・被害の拡大や・・・」では 

 ３行目「・・・における災害の軽減に・・・」は「・・・におけ

る被害の軽減に・・・」では。 

本編Ｐ64 第 14 節 積雪・寒冷対策計画 ２行目の「被害が拡大

や」は、ご指摘のとおり訂正します。 

 ３行目の「における災害の軽減に」は、ご指摘のとおり訂正しま

す。 

17 

本編Ｐ66 第５章 災害応急対策計画 

２行目の「・・・災害の発生を防御し・・・」この“防御”は意味

不明です。 

 第１節 １ 平常時の情報交換 

前段に「・・・通信ネットワークのデジタル化の推進や大容量ネ

ットワークに対応したシステム・・・」とありますが何を言わんと

しているのかわかりません。 

駒ヶ岳や光専用回線利用を想定しての文言でしょうか。 

本編Ｐ66 第５章 災害応急計画 ２行目の「災害発生を防御し」

の“防御”ですが、防災対策基本法第 50 条第１項に基づくものであ

ります。 

第１節 １平常時の情報交換の前段の「通信ネットワークのデジ

タル化の推進や大容量ネットワークに対応したシステム」ですが、

駒ヶ岳や光通信を想定しての文言であります。 

後段の「防災行政無線（同報系）整備」ですが、大沼地域以外の

全町への整備と考えております。 
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後段の「防災行政無線（同報系）整備」とは大沼地域以外に配置

されると解釈して良いですか。 

２ 情報及び・・・６～７行目の「・・・システムのＩＰ化・・・」

の“ＩＰ化”とは何ですか。 

２ ６～７行目「システムのＩＰ化」の“ＩＰ化”ですが、ＩＰ

（インターネット・プロトコル）の通信経路を選択して通信相手に

データを届けるためのシステムと考えております。 

18 

本編Ｐ71 （３）専用通信設備、無線通信設備 の 3 行目「地元

のアマチュア無線クラブ」とありますが七飯町には“個人のアマチ

ュア無線局”は存在しますが日本アマチュア無線連盟に登録された

“アマチュア無線クラブ”は存在しません。 

函館市・北斗市には存在します。 

七飯町職員で構成するアマチュア無線クラブが庁舎内にあれば災

害時の情報伝達に役に立ちます。 

最悪の状況を想定した場合、衛星携帯電話以外には無線を利用し

た情報伝達が必要とおもいます。 

この場合、無線従事者免許を必要としない無線（近距離であれば

特定小電力無線、例えば七飯町庁舎と各避難所間では３５１ＭＨｚ

簡易デジタル無線機による無線ネットワークを構築する）を利用す

れば情報収集・提供が行えます。 

また、双方向の連絡手段としてＳＮＳ（フェイスブック・ツイッ

ター・ライン・他）の利用も有効と報道もありましたので是非導入

願います。 

日常の情報提供にも使えます。 

本編Ｐ71 （３）専用通信設備、無線通信設備についてですが、

今後の参考とさせて頂きます。 

19 
本編Ｐ96 11 避難所開設 １行目「町長は、発炎時に・・・」

は「町長は、発災時に・・・」では 

本編Ｐ96 11 避難所開設 １行目「町長は、発炎時に」は、ご

指摘のとおり訂正します。 
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20 
本編Ｐ97 （３）４行目「・・・選択等の頻度」は「・・・洗濯

等の頻度」では 

本編Ｐ97 （３）４行目「選択等の頻度」は、ご指摘のとおり訂

正します。 

21 

本編Ｐ99 第６節 救助救出計画 ２救助救出活動 １行目「町

は警察との・・・」とありますが“警察”に限定した理由は何でし

ょうか。消防機関は救助・救出に専念するとの前提ですか。また警

察にも救助部隊は存在します。 

本編Ｐ99 第６節 救助救出計画 ２救助救出活動 １行目「町

は警察との」とありますが消防機関含め“救助機関”と訂正します。 

22 

本編Ｐ114 第 14 節 石油類燃料供給計画 １実施責任 （１）

七飯町 エ 

後段に「・・・都市ガスの供給が停止・・・」とありますが七飯

町には北海道ガス（ガス管）は供給されておりません。 

また「・・・弾力的運用・・・」は意味不明です。 

本編Ｐ114 第 14 節 石油類燃料供給計画 １実施責任 （１）

七飯町 エ後段の文言についてですが、誤りであり全部削除します。 

23 

本編Ｐ185 第５節 災害応急対策計画 ３通信連絡対策 （２）

無線局の確保 

「・・・無線の安全・・・」とありますが「・・・無線通信の安

全・・・」では 

本編Ｐ185 第５節 災害応急対策計画 ３通信連絡対策 （２）

無線局の確保の「無線の安全」は、ご指摘のとおり訂正します。 

24 

本編Ｐ189 ８救出対策 （１）イ 

「・・・女性団体等に・・・」とありますが第５章第３３節に“女

性団体”の文言はなく入れてください。 

本編Ｐ172 第 33 節 防災ボランティアとの連携計画に“女性団

体”の文言を追加します。 

25 
資料編Ｐ21 表の 51「横津岳スキー場」は営業していませんので

保管しているか確認してください。 

資料編Ｐ21 現在は保管しておりませんが、再開する可能性もあ

り掲載しております。 

26 
資料編Ｐ28 一時避難所で大川地区「松の木町内会館」の収容人 資料編Ｐ28 一時避難所の収容基準は、今回見直しにより避難者
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員が130名としているがその根拠は他の資料では60名になっていま

す。 

一般避難所と一時避難所で算定基準に違いがあるのでしょうか。

１人当たりの建築面積を２㎡で算定し見直しています。  

なお、一般避難所と一時避難所の算定は同じです。 

27 
資料編Ｐ43 参考 津波警報・注意報 

発令方法が変更になっています。 

資料編Ｐ43 平成 25 年３月７日正午から、新しい津波警報・注意

報発令方法の運用を開始しておりますので変更します。 

 


