
◯篠原委員 公明党福岡市議団を代表して、25 年度決算における障がい者と高齢者のため

の読み書き支援について、防災、減災の強化について質問する。近年、糖尿病など、病気が

原因の中途失明者の増加により、点字を利用できない人が視覚障がい者全体の約９割を占

めている。そのため、ほとんどの視覚障がい者は、公共料金の通知や各種の契約書、防災や

防犯の情報、行政サービスの情報や医療情報など、日常生活全般にわたって著しく情報不足

に陥っており、日常生活に多大な困難が生じる方を多く見受ける。さらに、視覚障がい者の

みならず、高齢化の進展に伴い、視力が低下した高齢者など、読み書きに支障がある方への

支援の必要性が訴えられている。日常生活を送る上で、読むことと自己の意思を表すために

書くことは必要不可欠の行為といえる。しかし、視覚障がい者や視力が低下した高齢者など

は、これが十分に保障されているとは言えない状況にある。そこで必要となるのが目の不自

由な人を対象とした代読、代筆などの読み書き情報支援の充実である。既に、国レベルでは、

平成 23 年７月に成立した改正障害者基本法に読み書き支援サービスを行う人材の派遣及び

養成を国や自治体に求める規定が盛り込まれ、成立した。障害者総合支援法は、障がい者と

障がいのない人の意思疎通を支援するための法律である。意思疎通の支援を行う者の派遣

や養成などを行う制度として規定しているが、本市は視覚障がい者と障がいのない人の意

思疎通を支援することについて、どのような認識を持っているのか。 

 

△保健福祉局長 本市では、平成 24 年３月に障がい保健福祉計画を策定し、障がいのある

人とない人が等しく地域の中で自立し、社会の一員としてともに生きる社会を目標に掲げ

ている。このような理念を実現する上で、障がい者と障がいのない人の意思疎通を支援する

ことについては、障がい者の社会参加促進や緊急時の対応などのために大変重要な支援で

あると認識している。 

 

◯篠原委員 局長も認識しているように、障がい者と障がいのない人の意思疎通を支援す

ることは大変に重要である。さらに、平成 25 年４月に施行された障害者総合支援法の実施

要綱に、自治体が行う支援の一つとして、代読や代筆が明記された。今後、潜在的なニーズ

を含めて、読み書きが困難な方への支援の必要性が高まると考える。本市は、この条文をど

のように認識し、取り組もうとしているのか、所見を伺う。 

 

△保健福祉局長 視覚障がい者への代読、代筆サービスについては、現在、居宅内ではホー

ムヘルプ事業としてヘルパーが、また、外出先では同行援護事業としてガイドヘルパーが担

っているところである。障害者総合支援法の地域生活支援事業実施要綱が改正され、新たに

代読、代筆の支援が追加されたが、実施方法等については具体的な考え方が示されてないと

ころであり、今後、国の動向も踏まえ対応していきたいと考えている。 

 

◯篠原委員 読み書き支援も含めた人材の派遣及び養成が法律にきちんと明記された。こ



の規定を根拠に本市での読み書き支援の普及を後押ししていきたいと思う。読み書き支援

が必要な人は、視覚障がい、聴覚障がい、高次脳機能障がい、内部障がい、知的障がい、精

神障がい、発達障がい、識字障がいなどのほか、資料を手に持ったりページをめくったりで

きない上肢障がいや麻痺を持つ方たちや視力が低下した高齢者であり、表に出てない人を

含めると 1,000 万人以上いると言われている。本市においては、現在、聴覚障がい者のため

の手話通訳や要約筆記者の派遣はある程度行われているが、視覚障がい者の代読、代筆支援

の取り組みについて、25 年度を含む過去３年間の実績を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 同行援護事業の代読、代筆サービスについては、23 年度は 10 月に制度が

発足し、それから事業所の指定等を行ったことから、実績としては利用者数３人で 136 時

間となっている。24 年度は経過措置を設け、従来の移動支援から順次サービスの切りかえ

を行った時期であり、利用者数 521 人で９万 8,359 時間、25 年度に完全移行し、利用者数

628 人で 19 万 7,448 時間となっている。次に、点字図書館については、録音図書や点字図

書の貸し出しが主たる業務であるが、対面朗読サービスや視覚障がい者からファクスされ

た文章を電話で代読するファクス代読サービスを行っている。その実績は、対面朗読サービ

スが 23 年度は 142 回、24 年度が 133 回、25 年度は 264 回で、ファクス代読サービスが 23

年度は 15 回、24 年度は 13 回、25 年度は８回である。 

 

◯篠原委員 同行援護や対面朗読などの法定サービスは利用されているようだが、さらな

る充実と拡大が求められる。点字図書館での読み書き支援の多くは、ボランティアなどによ

る対面朗読が実施されているが、日常生活にかかわる書類は対象にならない場合がほとん

どである。視覚障がい者にとって必要な情報を見つけるのは困難であり、暮らしに関する情

報を知りたいというニーズはかなりある。本市の点字図書館ではどのような支援が行われ

ているのか、25 年度を含む過去３年間の取り組みを尋ねる。 

 

△保健福祉局長 点字図書館では、取り扱い説明書などの日常生活にかかわる書類の録音

版や点字版を作成するプライベートサービスを実施している。その利用実績は、23 年度は

66 回、24 年度は 61 回、25 年度は 57 回である。また、録音図書の新刊紹介や、イベント

など生活情報を掲載した点字図書館だよりを２カ月に１回発行し、点字版を希望者に送付

するとともに、録音版を貸し出している。点字版の送付実績は、23 年度は延べ 841 部、24

年度は延べ 849 部、25 年度は延べ 863 部。録音版の貸し出し実績は、23 年度は延べ 2,188

回、24 年度は延べ 2,170 回、25 年度は延べ 2,139 回である。 

 

◯篠原委員 読み書き支援には一定の専門技術が必要であり、特に代読の場合、単に文章を

読み上げるだけでなく、写真やイラストの説明など情報を整理する技術も求められる。支援

員は講習を受けることにより専門知識を身につけ、利用者に喜んでいただいている。読み書



き支援の講習会は２日間で、相手の知りたい情報を的確にわかりやすく伝える技術や個人

情報を漏らさないための守秘義務の徹底化を学ぶもので、現在、全国で約 250 人のメンバ

ーが支援員として認められており、支援に際しては、毎回守秘義務誓約書にサインして実施

されている。本市には、視覚障がい者団体から、どのような相談が寄せられているのか。 

 

△保健福祉局長 代読、代筆支援に関する現行のサービスでは、同行援護やホームヘルプの

サービス時間が不足したり、ファクスサービスは使いにくいところがあるなど、ニーズを満

たすものではないため、読み書き派遣事業を実施してほしいとの要望が出ている。 

 

◯篠原委員 障害者総合支援法における地域生活支援事業では、意思疎通支援の強化を図

っているが、その中には市町村の役割として、「手話通訳者及び要約筆記者の派遣（点訳、

代筆、代読及び音声訳などによる支援を含む）」と明記されている。本市は、特に、代読、

代筆支援について支援を行う人の派遣や養成などはどのように行っていくのか、その支援

計画について尋ねる。 

 

△保健福祉局長 地域生活支援事業における支援者の派遣や養成については、国の動向を

注視していくが、障がい福祉サービスの中で、視覚障がい者の代読、代筆支援を実施してい

るホームヘルプ及び同行援護事業については、今後とも充実に努めるとともに、プライバシ

ーの保護など事業を担うヘルパーの資質向上について、研修などを継続して取り組んでい

く。 

 

◯篠原委員 平成 25 年６月、目が不自由な人への読み書き支援の普及啓発に取り組むＮＰ

Ｏ法人大活字文化普及協会の主催で、「全ての人の読み書きを支援する社会」をテーマにシ

ンポジウムが開催され、その中で、北海道函館市のＮＰＯ函館視覚障害者図書館が平成 23

年から行っている読み書きサービス、代読、代筆支援について報告があった。その中で、視

覚障がい者や視力が低下した高齢者から通帳や手紙の代読、契約書類の代筆支援などで

1,000 件を超す利用があったことを踏まえ、その潜在的なニーズの高さから、早速、読み書

き支援の講習会を開催し、必要な講習を受けた人が支援員として、守秘義務誓約書をその都

度提出し、平成 24 年４月から代読支援を始めたところ、利用者の９割は対面朗読の利用で

あったが、代読、代筆については利用者のほぼ 100％が満足し、97％の利用者が今後もサー

ビスを利用したいと考えているとのことであった。このような他都市の取り組みも参考に

しながら、本市も積極的な読み書き情報支援を行うべきであると考えるが、具体的な取り組

みとしてどのような支援が考えられるのか。 

 

△保健福祉局長 現在、視覚障がい者の読み書き情報支援については、ホームヘルプ事業や

同行援護事業の中で実施しているところであるが、25 年度に実施した障がい者実態調査に



よると、コミュニケーション支援として、代読、代筆支援を利用していると回答した障がい

者は 16.8％となっている。視覚障がい者のうち、読み書き支援の主たる対象者である単身

者の割合は 22.2％であることから、支援を必要とする視覚障がい者の多くの方がホームヘ

ルプ事業や同行援護事業の中で読み書き支援を利用していると考えられる。今後、同行援護

事業等で意思疎通支援がより適切に図られるよう事業所を指導していくとともに、ボラン

ティアの活用も含めた支援のあり方について検討していく。 

 

◯篠原委員 ＮＰＯ法人大活字文化普及協会について視察してきた。堺市立健康福祉プラ

ザ視覚・聴覚障害者センターの岩井所長は、みずからも小学校２年生で失明。苦労を重ね、

大学を卒業した経験を持ち、読み書きは社会参加に不可欠であると訴えていた。そのような

中、読み書き支援の講習会が、東京都品川区で開かれ、定員の２倍、約 200 人から応募があ

り、自治体職員や介護従事者、ボランティアなどが参加し、26 年度から週１回の代読、代

筆の無料サービスをスタートさせている。そこで、本市でもこのような読み書き支援の講習

会などを社会福祉協議会や関係団体などに呼びかけ、協力体制を検討してはどうかと考え

るが、所見を伺う。 

 

△保健福祉局長 本市においても、社会福祉協議会ボランティアセンターで、音訳や点訳、

視覚障がい者のガイドボランティアなどの養成講座を開催しているところであり、読み書

き支援なども含め、視覚障がい者のニーズに応じたボランティア養成のための講座を開催

するよう働きかけていく。 

 

◯篠原委員 平成 18 年に三鷹市在住の１人の視覚障がい者が、日々の配達物を捨ててもよ

いものと重要な手紙や公共料金などとを見分けることができず、生活に不可欠な情報の支

援サービスを訴えたことから、東京都三鷹市は、平成 19 年から読み書き支援事業を三鷹市

社会福祉協議会ボランティアセンターに委託し、実施している。読み書き支援事業は地域住

民からの信頼も厚く、年平均利用件数は約 100 件、過去５年間トラブルはなく、行政によ

る積極的な広報があれば利用者は多くなると見込まれること、また、中途失明者の増加や高

齢社会などから需要もふえ、地域の生活支援となるとのことであった。高齢者化が進む本市

において、この問題をどのように認識し、対応策を考えているのか、所見を伺う。 

 

△保健福祉局長 高齢社会が到来する中で、視覚障がいのある高齢者は増加していくもの

と考えている。身体障害者手帳を取得している方については、従来からの障がい福祉施策で

対応できることもあるため、今後とも制度の周知等に努めていく。手帳を持たない高齢者な

どの支援を必要とする方についても、地域で安心して生活していくために、他都市の事例等

も参考にボランティアの活用も含め、支援を充実していく必要があると考えている。 

 



◯篠原委員 視力が低下した高齢者の方々に対しては、障害者手帳が交付されることで、ど

のような支援が受けられるのかについて丁寧な説明をされたい。高齢化が進み、視覚障がい

者だけでなく、文字を読んだり書いたりすることが困難な人がふえている中、このような人

たちにとって情報は生命線であり、生活そのものである。何よりも、深刻なのは、肝心な利

用者が自分は読み書き支援を必要としているのか、それ自体がわからないことである。最近、

地域の高齢者宅を訪問した際、未開封の封書が何通も放置されていた。見ると、税金や年金

関係の手続が必要な書類や督促状などであった。郵便物を見ても文字が小さくて見えない、

内容がわからない、読んで説明をしてほしい、できれば、代筆してほしいなどと言われたこ

とがあり、このような高齢者がふえていると感じている。目が見えない方については、在宅

での支援、アウトリーチを必要としており、読み書き情報支援として、本市もボランティア

の派遣などを検討することが重要であると考えるが、所見を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 文字が小さくて読めない、内容がわからない等でお困りの高齢者は、読み

書きだけでなく、生活する上でのさまざまな支障が生じていると思わる。今後、このような

方々が増加していくと思われるため、高齢者の総合相談窓口である、いきいきセンターの強

化を図るとともに、日常のちょっとした困りごとを地域の支え合い活動の中で解決できる

よう、近隣住民による見守りの仕組みの促進や、住民主体の各種生活支援ボランティアの育

成に向けて、今後、支援を強化していきたいと考えている。 

 

◯篠原委員 高齢者は本市の施策に大変に期待をしている。しっかりと取り組まれたい。視

覚障がい者にとって、コミュニケーションや情報の入手は災害時にはさらに難しくなる。読

み書きが困難な高齢者や障がい者に対し、あらゆる場所でいつでも支援が受けられる仕組

みづくりに取り組むべきである。最後に、国民の誰もが等しく読み書きする権利の保障を求

める読書権推進の立場から、社会参加の機会の確保と地域での共生社会の実現に向けた取

り組みについて市長の所見を伺う。 

 

△市長 本市では、みんながやさしい、みんなにやさしい「ユニバーサル都市・福岡」をま

ちづくりの目標像として掲げ、その実現に向けて取り組んでいる。これを進めていくに当た

り、委員御指摘のとおり、障がいのあるなしにかかわらず、人が社会生活を送る上で不可欠

な要素となるコミュニケーションや情報の入手に対する支援が大変重要であると認識して

いる。次期保健福祉総合計画の策定に取り組んでいるところであるが、読み書きが困難な

方々も地域社会で安心して生活していけるよう、既存のコミュニケーション支援サービス

の充実に努めるとともに、地域の支え合い活動やボランティアの活用など、各種の生活支援

サービスを含め、より効果的な支援が実現できるようしっかりと取り組んでいきたいと考

えている。 

 



◯篠原委員 次に、防災、減災の強化について尋ねる。初めに、広島市の土砂災害、御嶽山

の火山災害、及び台風 18 号の災害で多くの方々が尊い命を落とされた。心より御冥福をお

祈りし、被災された皆様方に衷心よりお見舞いを申し上げるとともに、いまだ行方不明の

方々が一日も早く発見されるよう祈念申し上げる。ことしの夏は、豪雨による洪水や土砂崩

れが猛威を振るい、多くの大切な命と平穏な暮らしが一夜にして奪い去られた。８月に発生

した広島市の土砂災害は多くの犠牲者を出し、住宅被害は約 5,000 棟に及ぶ大災害となっ

た。今回の台風 18 号では、関東、東海地方の自治体は相次いで避難勧告を出し、全国で 200

万人を超える過去最大規模のものになった。これは、広島市の土砂災害で避難勧告がおくれ、

74 人が犠牲となったことが背景にあると思われる。このように、広島市などの土砂災害や、

戦後最悪の犠牲者を出した御嶽山の噴火災害などもいつ起こるかわからない。災害は起こ

るという前提のもとに対策をとるべきである。御嶽山では、噴石から登山者の身を守る退避

ごう、シェルターはなく、噴火から登山者の身を守るための防災の視点がなかったと言われ

ている。登山者もヘルメットやマスクなどの防護対策を心がけるべきである。備えが万全で

あれば何人の命が助かったのかと思うと残念でならない。国土面積当たりの自然災害の発

生件数は 1900 年から現在まで、日本はフィリピンに次いで世界で２番目に多い国とのこと

である。豊かな自然と背中合わせの災害が宿命だとすれば、この国の自然条件や社会的条件

を知り尽くして備えることが、最も重要であると考える。初めに、本市の防災対策について、

25 年度の市民局所管の災害対策費決算額を項目別に尋ねる。 

 

△市民局長 25 年度の市民局所管の災害対策費の決算額については、１億 5,800 万円余と

なっている。その内訳は、防災訓練、研修に要する費用、災害対策に係る時間外勤務手当な

どの経費が 6,990 万円余、防災行政無線や防災気象情報システムの維持管理費などが 4,720

万円余、自主防災組織の活動支援や土砂災害ハザードマップの作成検討などに要した経費

が 4,080 万円余となっている。 

 

◯篠原委員 ゲリラ豪雨などの異常気象で都市部の大規模な浸水被害に悩まされている本

市は、地中に雨水だけを流す下水管を埋め、公園の地下に貯水池を設けるなど、あの手この

手で対策を進めてきたが、近年は想定を超えるゲリラ豪雨が頻発している。平成 21 年７月

には１時間に 116 ミリを記録し、天神地区が冠水し、都市部の治水対策の難しさを浮き彫

りにした。25 年度の本市災害対策本部の設置回数及び動員職員数、並びに 26 年度を含む過

去５年間で最も多かった災害対策本部の設置回数及び動員職員数を尋ねる。 

 

△市民局長 25 年度の災害対策本部設置回数は６回、延べ動員職員数は 3,023 人となって

いる。26年度を含む過去５年間で最も多かった災害対策本部の設置回数は、26年度の８回、

延べ動員職員数も同じく 26 年度の 3,872 人となっており、26 年度は９月末までで過去４年

の年間実績を既に上回っている。 



 

◯篠原委員 本市では、平成 11 年６月の豪雨でＪＲ博多駅近くのビルの地下が水没し１人

が死亡したが、その年の災害対策本部設置回数は８回、動員職員数は延べ約 4,100 人であっ

た。平成 15 年７月には博多区を中心に 2,900 戸の家屋が浸水し、その年の災害対策本部設

置回数は６回、動員職員数は延べ約 4,600 人である。本市は、この災害を受け、水害に強い

まちを目指し、16 年度から博多駅周辺地区の浸水対策、雨水整備レインボープラン博多に

着手してきた。また、同様に、天神地区においても 21 年度から雨水整備レインボープラン

天神に取り組んでいるが、それぞれの概要と事業費及び進捗状況について尋ねる。また、雨

水整備レインボープラン博多では、近くを流れる御笠川沿いの山王公園に雨水調整池を整

備しているが、稼働実績及び整備効果についてあわせて尋ねる。 

 

△道路下水道局長 雨水整備レインボープランについては、平成 11 年及び 15 年の甚大な

浸水被害を踏まえ、都市機能が集積し、地下街を有する都心部において、従来の流下型施設

に加え、貯留施設や浸透施設の整備を進めている。レインボープラン博多については、対象

区域約 430 ヘクタール、全体事業費約 353 億円で、16 年度から着手し、24 年度に主要施設

が完成した。また、レインボープラン天神については、21 年度から 30 年度までを第１期事

業として、対象区域約 100 ヘクタール、全体事業費約 139 億円で整備を進めており、25 年

度末の進捗率は 37.5％である。次に、レインボープラン博多の主要施設の一つである山王

雨水調整池については、事業費約 26 億円で、約２万 8,000 立方メートルの雨水を貯留する

機能を多目的グラウンドの地下と野球場に整備しており、平成 18 年の供用開始後、平成 21

年に２回、24 年に１回、25 年に１回の計４回稼働し、特に平成 21 年７月の中国・九州北

部豪雨においては、１時間当たり 116 ミリの降雨があったが、山王雨水調整池に約２万立

方メートルの雨水を貯留したことにより、その流域での浸水被害はなく、大きな効果があっ

たものと考えている。 

 

◯篠原委員 もし調整池がなかったら博多駅周辺に水があふれていたと予想できる。特に

水災害に関しては、台風時期でもあり、河川流域の住民は不安に思っている。那珂川、樋井

川では平成 21 年７月の中国・九州北部豪雨による浸水被害を受け、現在、県事業として床

上浸水対策特別緊急事業が進められているが、改めて、当時の降雨の状況及び整備の目的を

尋ねる。あわせて、26 年度完了と聞いているが、現在の見込みについて尋ねる。 

 

△道路下水道局長 那珂川及び樋井川の流域における平成 21 年７月の降雨状況について

は、那珂川流域の那珂川町小川内観測所で１時間当たり 82 ミリ、樋井川流域の南区柏原観

測所で１時間当たり 91 ミリの降雨が観測されており、那珂川流域では 301 戸、樋井川流域

では 410 戸の浸水被害が発生している。この浸水被害を受け、再び災害が発生しないよう

治水対策を目的として、福岡県において 22 年度から緊急かつ集中的に河川改修が実施され



ており、26 年度完了見込みと聞いている。 

 

◯篠原委員 都市部の浸水対策について、さらなるインフラの充実と強化に取り組まれた

い。次に、土砂災害について、広島市の土砂災害で、被害の大きかった安佐南区は、昭和 40

年の人口はわずか５万 6,000 人であったものが、その後、広島市最大の 23 万人の人口を抱

える地域になった。区内に実際に人が住める面積は 37％しかなく、山際に家屋が張りつい

ている。土砂災害の危険箇所が多いこともわかっていたが、警戒区域や特別警戒区域の指定

がおくれていた。理由として、特別警戒区域に指定されると建築制限がかかり、建てかえや

新築が規制されること、住民の同意がないと避難計画に支障が出ることもあることなどが

考えられるが、さらに住宅地の資産価値が下がることへの住民の抵抗感などから、客観的に

見て、本来指定されるべき区域の指定が難しいという現状もあると聞いている。本市の土砂

災害警戒区域及び特別警戒区域は何カ所あるのか。また、避難所の指定箇所の総数、並びに、

そのうち警戒区域及び特別警戒区域内にある避難所の数をあわせて尋ねる。 

 

△市民局長 平成 26 年３月末現在の市内の土砂災害警戒区域等の指定箇所数は 1,785 カ所

で、うち 1,548 カ所が土砂災害特別警戒区域になっている。また、市内の指定避難所の総数

は、公民館などの一時避難所と小中学校などの収容避難所等を合わせて 422 カ所となって

いる。土砂災害警戒区域等の中にある避難所数は 46 カ所となっており、このうち 18 カ所

が特別警戒区域内にある。 

 

◯篠原委員 本市内に 1,785 カ所もの土砂災害警戒区域などがあり、区域内の住民が安全

な地域に住むことは必ずしも容易ではない。災害時にはこうした区域内の住民が避難所に

身を寄せることになる。避難所そのものが土砂災害警戒区域内に指定されている箇所があ

るとのことだが、このような避難所について、今後どのように取り組むのか。 

 

△市民局長 災害時の避難所については、災害対策基本法改正に伴い、平成 25 年 10 月に

示された安全性等の基準に基づき、地震、風水害、土砂災害、津波などの災害種別に応じて、

あらかじめ緊急避難場所として指定することとされており、現在、災害種別ごとの指定に向

けて、市内の避難所等の適合性調査を行っているところである。土砂災害警戒区域等に含ま

れる指定避難所についても、この適合性調査を踏まえて避難所の指定について判断してい

きたいと考えている。なお、災害時における避難所の開設については、状況に応じ、指定避

難所だけではなく、近隣施設など、適宜、開設を行っているところであり、今後も安全な避

難所の確保に努めていく。 

 

◯篠原委員 警戒区域及び特別警戒区域内にある 46 カ所の避難所については早急に調査さ

れたい。土砂災害警戒区域の指定に当たり住民説明会を実施したようだが、多くの校区住民



から不安であるとの声を聞いた。大事なことは、不安におびえる方へ正確な情報を迅速に届

け、一人一人の心に寄り添った適切な避難アドバイスなど実施し、不安を取り除くことであ

る。このような災害警戒区域については、平時の対応としてどのような対策を行っているの

か。 

 

△市民局長 土砂災害対策については、土砂災害のおそれがある区域の周知を図り、災害時

における適切な避難行動につなげることが大変重要であると考えている。そのため、区域指

定後も出前講座や市政だよりなどにより、土砂災害に関する知識や避難時の心得など周知

を図っているところであり、小学校区ごとに作成した区域指定図についても、市のホームペ

ージにも掲載している。さらに、土砂災害ハザードマップの作成に取り組んでおり、現在、

地域住民の意見も聞きながら、27 年度の配布に向け、準備を進めているところである。今

後とも、平常時から土砂災害へしっかりと備えてもらえるよう、地域住民への啓発に努めて

いく。 

 

◯篠原委員 城南区の土砂災害警戒区域内に住む高齢者から、ことし８月の豪雨の際、行政

はパトロールに来ていないようだが、裏山は大丈夫だろうかと電話があり、大変におびえて

いたが、災害時のパトロールはどのように実施しているのか。 

 

△市民局長 災害発生時は、気象状況や河川の水位などの情報をもとに、市域内に被害が発

生するおそれがあると判断される場合には、配備体制を強化するとともに、パトロールを実

施している。具体的には河川等の危険箇所の監視、市民からの通報を受けての現地確認、必

要な応急措置など、状況に応じた、適切なパトロール活動を行っている。 

 

◯篠原委員 全国で災害が起こるたびに、もっと早く避難を呼びかけることはできなかっ

たのかと同じ言葉を何度も耳にする。熊本市では、平成 24 年７月の九州北部豪雨で災害情

報の電話が殺到し、緊急性の高いものが膨大な量の情報に埋もれてしまい、対応が後手に回

った経験を踏まえ、平成 25 年から医療や消防の現場で負傷者の重症度を識別するトリアー

ジを災害情報に取り入れている。災害情報トリアージとは、緊急性が高い条件を漏らさず、

迅速に対応するために、危険度の高いほうから、Ａは赤色、Ｂは黄色、Ｃは白色の３段階に

色分けをして、人命の危険、冠水や河川の氾濫、大規模な崖崩れなど、最も危険度が高いＡ

ランクを赤とし、それに満たない小規模な崖崩れ、床下浸水などの情報をＢランクの黄色、

Ｃランクの白はその他の軽微な情報に区分される。災害情報を伝える市民からの電話に対

応する職員が、発生場所や被害状況などを聞き取り、トリアージの判定をし、それらを入力

することにより、情報が一目で判別できるようになっている。災害対応の職員にはトリアー

ジ判定に関する 10 日間の研修を実施し、電話対応においては、相手の要望をきちんと聞き

取ることにより、緊急度をはっきり判定することができるとのことであった。本市の災害発



生時の対応について、災害情報の電話対応及び通報を受けた情報の処理はどのように実施

しているのか尋ねる。 

 

△市民局長 災害発生時の電話対応については、電話を受けた区役所などの職員が発生場

所や被害状況などを詳しく聞き取り、指定の災害情報受信票に記入することとしており、こ

の情報をもとに担当職員が速やかに現場に向かい、応急処置など必要な対応を行う。また、

災害情報受信票の情報を初め、現場で得た被害情報や対応状況、避難所情報などを適宜、入

力担当職員が福岡市災害対応支援システムに速やかに入力することで、庁内で情報を共有

する仕組みになっている。 

 

◯篠原委員 災害に対して、日ごろから一人一人が意識を高めて取り組むことが重要にな

ってくる。さらなる取り組みとして、新潟県見附市では、災害パトロールの際、職員がスマ

ートフォンを使って冠水した道路や土砂崩れなどの災害現場を撮影し送信すると、全職員

がアクセスできる災害対応管理システムの地図上で写真や位置が一目でわかる仕組みにな

っている。本市でも災害時に、より的確な対応を行うために、このように画像を使って災害

状況を迅速かつ正確に情報共有することで、より的確な対応をとるべきと考えるが、所見を

伺う。 

 

△市民局長 福岡市災害対応支援システムにおいては、各被害情報に写真の添付を行うこ

とができる仕組みを取り入れていることから、必要な災害現場の画像等の情報は、このシス

テムを使い、的確に庁内で共有している。なお、現在及び過去の河川水位の画像を確認でき

るシステムや消防ヘリなどの映像が災害対策本部室や各区役所に配信されるシステムを運

用して、災害情報の共有を図っている。 

 

◯篠原委員 次に、地下空間の浸水対策について尋ねる。天神地下街及び博多駅地下街の各

延べ面積、店舗数、１日の通行者数を尋ねる。 

 

△市民局長 天神地下街については、延べ面積が約５万3,000平方メートル、店舗数は152、

博多駅地下街は、延べ面積が約 9,000 平方メートル、店舗数は 55 である。また、１日の通

行者数は、平成 24 年３月に住宅都市局が実施した歩行者交通量調査によれば、７時から 20

時までの地下街の出入り口の総出入り者数は、天神地下街が平日約 37 万人、休日約 44 万

人、博多駅地下街が、平日約 19 万人、休日約 14 万人となっている。 

 

◯篠原委員 地下鉄の駅や建物の地下空間などに直結、または地下道を介して接続する地

下空間については、地上とは異なる浸水リスクがあると思うが、認識を尋ねる。あわせて、

避難場所及び避難経路はどのようになっているのか、尋ねる。 



 

△市民局長 地下空間の浸水リスクについては、地上の状況を把握しにくい、避難経路が限

定される、浸水開始後時間の猶予が少ないなど、地上部とは異なる特性があると認識してい

る。浸水時には地上に避難することが最優先であり、避難経路については、地上部につなが

る避難可能な階段へ誘導することとなっている。避難場所については、周囲の状況等により、

最寄りの指定避難所へ誘導することとなっている。 

 

◯篠原委員 地下街を有する各地域でも独自の対策が進められている。先日視察した、１日

当たり 40 万人が利用する大阪梅田の地下街、ホワイティうめだでは、地下空間の浸水対策

に積極的に取り組んでいた。管理する大阪地下街株式会社は地下街と接する 20 のビルの管

理者らと協議会を設置し、同社が主体となって作成した梅田地下空間避難確保・浸水防止計

画は改訂を重ね、現在、最大５メートルの洪水、津波を想定した内容となっている。浸水や

南海トラフ巨大地震などが発生した場合には各店舗の従業員らが利用客を地下街から接続

するビルの３階以上の高いところへ避難させる役目を担い、ホワイティうめだでは、従業員

を対象に初期消火や避難経路の確認、避難誘導、土のう積み、止水板の設置など多岐にわた

る訓練を定期的に行っている。安全管理室長によれば、テナントや従業員の入れかわりが激

しく、防災教育が十分浸透しないという課題もあるとのことであったが、最優先すべきはお

客様の安全確保であり、そのためには早期避難を可能にする防災訓練が欠かせないと強調

していた。天神地下街と博多駅地下街の従業員やテナントの防災教育と訓練の現状につい

て、あわせて地下街と隣接する事業所は避難確保・浸水防止計画を作成するようになってい

るが、状況を尋ねる。 

 

△市民局長 天神及び博多駅地下街においては、浸水時の避難確保計画を作成し、従業員や

テナントに対して、避難経路や止水板設置場所などの周知を図るとともに、毎年、梅雨前に

は各地下街と接続するビル管理者が共同して、止水板や土のうを実際に設置するなどの訓

練が実施されている。また、地下街及び接続するビル管理者による避難確保計画及び浸水防

止計画の作成状況について、避難確保計画については、計画作成の対象となる天神及び博多

駅地下街の 37 事業所のうち 26 事業所で作成が完了している。浸水防止計画については、

平成 25 年の水防法改正において新たに義務化されたものである。現在、各事業所において

作成に取り組んでいるところであり、現時点で天神地下街の２事業所で作成が完了してい

る。引き続き、早期作成に向けて働きかけていく。 

 

◯篠原委員 避難確保・推進防止計画の作成が完了していない事業所に対しては、早期に作

成できるよう、サポートされたい。ことしはきょうまで 19 個の台風が発生しており、いつ

危険が発生してもおかしくない。現行の災害対策基本法は、災害対応の基本を災害発生後の

対応としていることに大きな課題がある。事前の防災対応の必要性について所見を伺う。 



 

△市民局長 事前の防災対策は、災害による被害を最小限に抑制するための重要な取り組

みであると認識している。このため本市では、台風や大雨など災害が予測される場合は、事

前の情報発信と情報共有を図るとともに、気象台からの注意報発表にあわせて情報収集体

制をとり、さらに警報発表にあわせて災害対策本部を設置するなど、早目早目の体制整備を

行っている。また、必要に応じて災害予防対策会議を開催するなど、全庁的に災害の発生に

備えることとしている。 

 

◯篠原委員 タイムラインとは、災害が想定される数日前から行動を起こし、その後の対応

まで、さまざまな機関が、災害時にいつ、誰が、何をすべきかを、時間を追って整理した事

前防災行動計画のことであり、アメリカのニュージャージー州危機管理局が 2011 年のハリ

ケーン・アイリーンの事後検証を行い、それに基づき制定されたものである。2012 年に発

生したハリケーン・サンディで初めて活用し、早目の避難が功を奏し、一人の犠牲者も出さ

ずに済んだとのことである。この話に興味を持ち、タイムラインを研究している東京の環境

防災総合政策研究機構を視察してきた。センター長によれば、早目早目の防災行動は減災に

つながると、アメリカでの現地調査で痛感したとのことであった。また、アメリカの危機管

理について、災害は起こるという前提で防災対応計画が立てられている点が我が国と大き

く異なるとも言われており、先を見越して早目の防災対応を行い、被害の最小化を実現させ

ることの重要性を再認識したと言及されていた。本市の防災対策において、タイムラインを

どのように位置づけているのか。また、どのような災害に対応するのか。 

 

△市民局長 本市地域防災計画の中には予防計画はあるが、行政のみならず、関係機関や地

域住民への対応などもあわせて、それぞれ時間軸に沿って整理した、タイムラインと呼ばれ

る防災行動計画は作成していない。タイムラインは地震などの突発的な災害ではなく、大型

台風による風水害など、事前にある程度予測が可能な災害に有効であると認識している。 

 

◯篠原委員 タイムラインについて国はどのような取り組みをしているのか、あわせて自

治体が取り入れた事例はあるのか。 

 

△市民局長 国における取り組みについては、国土交通省において、先行的な取り組みとし

て、首都圏や中部圏において、洪水や高潮を想定したタイムラインの策定が進められている。

また、国が管理する河川を対象に、避難勧告等の発令に着目した簡易なタイムラインを作成

の上、普及、検証を行うこととなっている。自治体における事例としては、三重県の紀宝町

と東京都の大島町で、台風による水害や土砂災害等を想定したタイムラインの策定に向け

て取り組みを進めていると聞いている。 

 



◯篠原委員 平成 26 年９月 16 日付の日刊建設工業新聞で、太田国土交通大臣は、防災・

減災対策について、大事なことは、河川改修などのハード面だけではなく、ソフト面での政

策も総動員することであり、特に時系列に沿って、住民の具体的な行動を定めたタイムライ

ン策定などに力を注ぐと述べている。このタイムラインは、災害発生時を「ゼロアワー」と

呼び、住民はもちろん、行政当局や消防関係など全ての人員の避難を完了させることが目標

とされる。防災タイムラインの要素を取り込むことによって、具体的に何がどう変わるのか。 

 

△市民局長 本市においては、先ほど答弁したとおり、災害が予測される場合は早目の態勢

整備と対応を行っており、また、平常時から水門などの防災設備の点検を行い、災害予防に

努めているところである。タイムラインを作成し、関係機関と共有することは、よりきめ細

かで効率的な対応につながるものと考えている。なお、災害も多様化していることから、タ

イムラインの作成に当たっては被害の想定が難しいという課題がある。 

 

◯篠原委員 本市においてもタイムラインを取り入れ、災害から 151 万市民の命を守るべ

きと考えるが、局長の見解を伺う。 

 

△市民局長 本市の防災対策については、これまでの災害や、今後想定される災害などを踏

まえ、毎年、地域防災計画を見直し、必要な対策の充実強化を図っている。タイムラインと

いう時間軸に沿った計画とはなっていないが、台風や大雨などの際には、災害発生前から災

害対策本部を設置し、適宜、情報発信や避難所の準備などを適切に行うなど、タイムライン

の要素である状況に応じた早目の防災行動を実施しているところである。タイムラインの

導入については、災害種別や地域特性を踏まえて、被害の想定などを行っていく必要がある。

今後、先行して取り組みを実施している国や他都市の状況等も調査しながら検討を行って

いく。 

 

◯篠原委員 自然現象としての台風や地震などは完全に防ぐことはできない。発生時の被

害をでき得る限り抑え、被害の最小化をどう実現するかが重要である。そのため一人でも多

くの市民に防災、減災について関心を持ってもらい、地域の人たちが自分の身は自分で守る

という自助の意識を高めておく必要がある。我が国は過去 60 年、外国からの武力攻撃によ

って失われた人命がゼロであるのに対して、自然災害による犠牲者は８万人を超えている。

とうとい人命を自然災害から断固として守るべき高島市長の防災、減災の取り組みについ

て、決意を伺う。 

 

△市長 本市においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害時の被害を最小化する減災の

考え方や、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視した避難対策の充実強

化などを基本とした地域防災計画の点検、見直しを進めてきたところである。また、複雑化、



広域化、深刻化する災害に備えるために、ハード、ソフト両面から各種対策を着実に積み重

ねていくことが重要であると考えている。委員の御指摘のとおり、過去の災害において、人

命を守るために自助、共助が大きな力を発揮したことを踏まえ、さまざまな機会を捉え、自

分の命は自分で守るという自助の意識を高める啓発にも力を入れているところである。今

後とも、市民のとうとい命とその財産を守ることを第一に、自助、共助、公助、それぞれの

防災力を結集した防災体制の構築など、本市の災害への備えが万全なものとなるよう取り

組んでいく。 


