
開催日：平成 30 年 9 月 25 日 

会議名：平成 30 年第 359 回定例会（第 4号 9 月 25 日） 

 

○（兵頭竜議員） （拍手）愛媛維新の会、兵頭竜です。 

 西日本豪雨災害、台風 21 号、北海道地震においてお亡くなりになられた方々に対

して心から御冥福をお祈り申し上げ、質問に入ります。 

 まず初めに、７月豪雨災害を踏まえた洪水対策についてお伺いをします。 

 ７月７日午前５時過ぎ、自宅に大きな無線音が鳴り響き、就寝中の私と妻は飛び起

きました。内容は、正確には聞き取れなかったものの避難指示、直ちに避難してくだ

さいというメッセージは聞き取れ、連日降り注ぐ雨とともに、事の重大さは少なから

ず理解はできたことを鮮明に覚えています。 

 そういったとき、私が暮らす地区の人がよくとる行動は、まず、増水した川を見に

行くことです。当然、私のとった行動も、川を見るため玄関をあけました。すると、

そこには前の家の人も顔を出し、どんなですかと尋ねると、まだ二、三ｍある、いつ

もどおりよといった、これから始まる悲劇をみじんも感じさせない会話をしました。

しかし、その会話がその人と交わした最後の会話になるとは夢にも思いませんでした。 

 その後、川の水位を確認し、別の近所の方と会話をし、どうしようかなと思いなが

ら家に戻り、いつもどおりだ、まだ二、三ｍある、万が一のときは消防団が来るとい

ったような会話をしました。しかし、危機感が強かった妻は、子供の身支度の最中で

したので、万が一があってからでは遅いと思い、まず、子供を実家に避難させること

にしました。その帰り道に、戸別訪問をしている消防団の姿を見つけ状況を尋ねると、

６時半から今までにない放流を始める、逃げた方がいいと言って回っているというこ

とを聞き、これはただごとではないなということを実感しました。とはいうものの、

心のどこかでは浸水はしないだろうと思っていたのも事実です。家に着き、消防団と

のやりとりを妻に伝え、テレビや掃除機、パソコン、書類にスーツなどを２階に持っ

て上がり、とりあえずの荷物を片手に避難所へと向かいましたが、私も含め、大丈夫

だ、越流することはないという思いは、この地域みんなの共通のものだったように思

います。 

 避難所に到着するとすぐに停電となり、近所の人が次々とやってきました。すると、

もうつかり始めた、これは大変なことになるとの報告を受け、それが避難所到着から

恐らく十数分後の出来事だったように思います。それからは、次々に信じられない情

報が飛び交い、ＳＮＳで我が家の屋根しか見えない状況を目の当たりにしたときは言

葉を失いました。 

 そのとき、近所の人たちを確認すると、何人もの人たちの姿が見えない状況に気づ

きました。結局、逃げおくれ、２階や屋根の上に取り残されていたのです。30 軒程度

の小さな集落、逃げおくれた人が 20 人、うち残念ながら命を落とした方が２名とい



う結果になりました。また、西予市では、自分たちの地域外でも３名の方が命を落と

し、非常に厳しい現実を突きつけられました。 

 さて、なぜこのような結果になったのかということを考えたとき、雨の音で防災行

政無線やサイレンが聞き取れない状態であったこと、洪水スピードが速かったことな

どもありますが、一番は、ダムがあるから大丈夫だ、洪水するはずがないといった町

民の共通認識が避難をおくらせたような気がします。 

 私も、避難所に行く前に近所の方と話をしましたが、こういった認識は少なからず

あり、正確な情報をとってきますといって避難所へ向かいました。しかし、私たちが

信じていたダム神話は跡形もなく崩れ去りました。 

 野村ダムは昭和 57 年３月に完成し、実施計画調査からわずか 10 年という短い期間

で建設され、そのスピードは全国にも類を見ません。それは、幾度となく繰り返され

てきた肱川の氾濫による浸水被害を防ぐ洪水調節や、昭和 42 年の大干ばつによって

大打撃を受けた南予地区のかんがい用水や生活用水を送るための利水機能を有し、特

にその恩恵を受けている柑橘農家からは、野村に足を向けて寝られないと言わせるほ

ど、町民にとって誇り高きダムでありました。 

 建設当時の町長で、県議会でも長年にわたりその手腕を振るわれた池田忠幸先生か

ら当時のことをよく話していただきますが、この建設にこぎつけるまでには一言では

言い尽くせない苦労があったことを申し添えます。 

 そんな野村ダムの中身を見ますと、６月中旬から 10 月中旬の洪水期における貯水

池の容量配分は、有効貯水容量 1,270 万ｔのうち、利水容量は 920 万ｔ、そして洪水

調節容量は 350 万ｔであります。 

 また、平成７年７月に下流の大洲市東大洲地区を襲った洪水災害により、操作規則

が見直され、洪水調節開始流量が毎秒 500ｔから 300ｔへ変更されました。さらに、

ダム計画最大放流量は毎秒 1,000ｔとされており、その下流域の野村地区は、それに

耐え得る河川改修が行われています。 

 しかし、今回の豪雨はその機能を大きく上回る流入があったため、500 戸を超える

浸水被害があったとされています。被災住民は、前述したように、ダムがあるから大

丈夫との思いが念頭にあり、ダムの下流域に暮らす人間にとっては当たり前のことか

もしれませんが、このような数字的根拠を知らずにいた人がほとんどだったと思いま

す。今回の洪水によって全てを失い、ここ近年の異常気象や集中豪雨の状況を見ると、

250 年に一度の雨で片づけられるわけもなく、人災だと悲痛な叫びをする気持ちもわ

かります。 

 そんな中、視察に訪れた安倍首相は徹底的に検証すると言われ、現在、国土交通省

による検証が行われておりますが、いまだ住民の納得のいく答えは出ていません。今

後、被災者の気持ちに寄り添った検証に期待をいたします。 

 そこで、お伺いします。 



 今回の洪水に対して、野村ダムの操作が問題となっていますが、県としてどのよう

に対応していくのか、お聞かせください。 

 また、野村ダムの計画最大放流量は 1,000ｔであり、それに合わせた河川改修が行

われておりますが、今回は毎秒約 1,800ｔの放流量によって甚大な浸水被害がもたら

されました。 

 今後の大洲地区におけるスピードアップした河川改修の完了や鹿野川ダムの洪水

吐きの完成によってさまざまな状況も変更すると予想されますが、野村ダムが毎秒約

1,800ｔの放流をしたことは一つの基準となり、このような気象条件を考えたとき、

同様のことが起こる可能性も否定できず、洪水時に大量の水を放流できるクレストゲ

ートの最大能力は毎秒 2,250ｔであるということも考慮に入れなければいけないのか

もしれません。 

 ダムは 100 年に一回の確率で発生する洪水を想定して建設されますが、建設後 40

年もたたないうちに想定を上回る災害に見舞われたことに、確率と割り切れるはずも

なく、行き場のない憤りを覚えます。 

 そこで、お伺いします。 

 ダムの計画規模を超える洪水により甚大な被害が発生する中、今後、下流域の河川

の流量確保をどの基準でどのように行い、住民の安全をどう担保していくのか、お聞

かせください。 

 さらに、今回の豪雨災害において浸水した野村地区は、県の水防計画では水位周知

河川に指定されておらず、私も水防協議会に出席しておりましたが、先ほどから述べ

ているように、今回の件を踏まえると認識の甘さがあったと思います。 

 今後、指定数を年々ふやすこととしているものの、今回の一件を踏まえ、計画の見

直しや野村地区のほかにも早急な対応が求められていると思います。そうすることに

よって、市町のハザードマップの作成や避難計画策定につながります。さらに、南海・

東南海地震の対策で作成した津波被害の映像のような洪水映像を作成することは、住

民にとって危機意識を向上させることにつながると感じています。 

 そこで、お伺いします。 

 今回の災害を踏まえ、早期に水位周知河川に指定することが必要であり、かつ住民

の危機意識向上のため洪水映像の作成が有効な手段だと考えますが、御所見をお聞か

せください。 

 加えて、今回改めて実感しましたが、災害時には何よりも命を守ることが最優先で

す。そのためにはいかに早く正確な情報を確実に住民に伝えるかが重要な鍵を握って

います。しかし、全ての家庭に防災行政無線の受信機器が整備されているわけではな

く、一部の地域では屋外型のスピーカーによる防災行政無線しかないため、今回のよ

うに大きな雨音に遮られ、避難勧告の指示が伝わらない場合があります。私自身、防

災行政無線の戸別受信機の有効性を身にしみて感じました。 



 一方では、戸別受信機が居間などに設置され、聞こえなかった事例もあることを考

えると、居間と寝室など各家庭に複数の受信機があればより効果的だと考えます。 

 また、近年、気象庁や地方公共団体が発信する災害に関する速報や避難情報などを

受信することができる、通信事業者による緊急速報メールも広がっており、これらと

の組み合わせにより、必要な情報がより多くの人に届くと考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 県においては、今回の課題を検証し、災害情報の伝達体制の充実強化を検討する必

要があると考えますが、御所見をお聞かせください。 

 次に、これまでの国の要望対応と今後の復旧、そして復興についてお伺いをします。 

 愛媛県では、この豪雨災害に対して、今議会でも被災者の生活再建支援や防災に対

しての予算案を計上され、既に７月の専決処分を初め、さまざまな部分での対応にス

ピード感を持って取り組まれ、住家被災世帯に対する愛媛県独自の生活再建資金は被

災者のもとに届き、生活再建の一部となっています。 

 さらに、先月末には、本格的な復興を目指し、愛媛県復興本部を立ち上げましたが、

今後も被災者に寄り添うきめ細やかな対応を期待するところであります。 

 一方、財政の厳しい県内の市町では、国の一定の基準や定型化された仕組みでは弾

力的かつきめ細やかな対処、複数年度にまたがっての柔軟な対処が難しく、災害救助

法の補助制度では支援されない部分については、今後の復旧・復興に向けて基礎自治

体の大きな負担となります。 

 そのような中、平成28年４月に最大震度７を記録する地震が発生した熊本県では、

熊本復興基金を創設しています。この復興基金は、既存制度では対応できない被災者

等のきめ細やかなニーズに対応し、早期の復旧を図るため、県が国の平成 28 年度第

２次補正予算により措置された 510 億円の特別交付税等を原資として、平成 28 年熊

本地震復興基金条例により創設されています。この条例は、平成 28 年 10 月 11 日に

公布、施行され、附則において、条例が効力を失う期日を平成 38 年 12 月 31 日と定

めています。当該条例制定と同時に、総額 523.2 億円の基金造成費が熊本県の平成 28

年９月補正予算として可決され、その財源内訳は、特別交付税 510 億円と宝くじ交付

金 13.2 億円でありました。 

 また、復興基金の活用方針については、平成 28 年 10 月 14 日に開催された復興基

金に関する第１回県市町村意見交換会などでの議論を踏まえ、被災市町村が実施する

事業を中心に、県が活用事業の統一ルールを定めて配分するという基本方針のもと、

市町村への３回にわたる活用事業調査を踏まえ、随時事業化されました。 

 復興基金の全体像は、平成 28 年９月補正予算編成を経て整理したとしており、内

容は基本事業が 54本、約 373.2 億円で、うち市町村分 36本、約 293.2 億円、県事業

分 18本、約 80億円となり、市町村への枠配分が 100 億円、広域的な課題対応が 50 億

円となっており、さまざまな部分で救われたと伺っております。 



 その中で一例を挙げますと、応急仮設住宅維持管理費支援事業では、入居者の利用

しやすい環境を維持、整備するため、応急仮設住宅に関する維持管理経費として、市

町村が負担する費用を支援し、被災宅地復旧支援事業では、熊本地震で被災をした、

原則として宅地耐震化推進事業などの公共事業の対象にならない宅地について被災

者等の負担軽減を図り、生活再建を支援するために、被災者が行う宅地の復旧工事に

要する経費の一部を支援しています。 

 また、地域コミュニティ施設等再建支援事業では、地域、集落における地域コミュ

ニティの場として長年利用されてきた被災施設等の再建を支援しており、西予市でも

４つの集会所が被害に遭ったことを考えると大変ありがたい制度となっています。 

 このような中、今回の豪雨災害でも、現制度の枠内では適用されない部分が多くあ

り、何とか救う道はないかと考えます。例えば、愛媛県中小企業等のグループ補助金

制度では、多くの事業者が活路を見出せる一方、賃貸目的の住居用アパート等が水害

で被災した場合、借り主へは災害見舞金が支払われますが、貸し主には修繕費用等に

対する支援がなく、アパート等の再開に必要な経費は全て自己負担となります。また、

危険空き家となっていない空き家が浸水被害を受けた場合は補助制度がなく、自費で

解体しなければなりません。 

 さらに、西予市のジオサイトに指定されている桂川渓谷、三滝渓谷等の観光施設が、

土砂災害等により大きく被災をしていますが、補助制度がないため市単独で復旧を行

わなければならず、先が見通せない状況であるなど、被災地の要望は枚挙にいとまが

ありません。 

 被災地や被災者の現状を見ると、熊本県で実施されている復興基金による事業が、

今回の復旧・復興にも大変有意義なものであると確信しており、国に対し特別交付税

の措置を求め、復興基金を創設してほしいと考えます。 

 ８月には広島、岡山との３県知事による緊急要望を国に提出し、生活・生業再建支

援パッケージの決定や、その財源としての予備費活用など財政支援を引き出しており

ますが、実現していない要望もあると思いますので、今後の復興に向けて国にさらな

る支援を求める必要があると感じます。特に、地元の要望等を踏まえて、国に柔軟な

対応を求めていく必要があると思います。 

 そこで、お伺いをします。 

 今後のさらなる復旧の加速化、復興の本格化に向け、どう取り組んでいくのか、御

所見をお聞かせください。 

 最後に、災害時の電源確保についてお伺いします。 

 西日本豪雨災害の傷も癒えぬ間に、関西の台風災害、そして、今月６日未明に北海

道全域を襲った震度７の地震。日本列島は自然の猛威にさらされ続けています。 

 関西や北海道の映像が飛び込んでくるたびに人間の無力さを感じ、避難所や現場で

の悲痛な叫びを見たときは、西日本豪雨災害時のことがフラッシュバックしました。



被災された方々に対して心からお見舞い申し上げますとともに、関西、北海道の一日

も早い復旧・復興をお祈りいたします。 

 そういった中、北海道では、震源地に近い石炭火力の北海道電力苫東厚真発電所が

地震で破損した結果、全ての発電所が緊急停止し、北海道内全域が停電するという事

態になりました。８日には、停電はほぼ解消されましたが、電力の供給可能量は平時

を大幅に下回っており、平日である 10 日以降に需要がふえれば、再び大規模停電が

発生するおそれがありました。 

 政府は２割の節電を呼びかけ、北電は必要に応じて計画停電を実施する準備を始め

るなど、停電回避に向けて綱渡りの状態が続きました。中でも、携帯電話の充電に並

ぶ行列は現代の象徴であり、特にそこに情報のほとんどを頼っていると言っても過言

ではない現代においては、スマートフォンの電源がないとなると、非常時には死活問

題であります。 

 私は、被災時に連絡や情報収集、確認に活用したスマートフォンの充電は、幸いに

も車で行うことができました。また、それが情報確認だけでなく、安否確認の主たる

ものであり、非常用電源の整備は今後の大きな課題となると感じています。今、スマ

ートフォンの保有率が７割を超えており、スマートフォンを主な情報収集のツールと

する人は今後もふえると容易に予想され、行政も災害情報に関するコンテンツを充実

しています。しかし、バッテリーが長くもたないスマートフォンに依存すれば、電源

の不足する災害時にはその機能を発揮できなくなります。 

 そこで、お伺いします。 

 災害時におけるスマートフォンの役割は今後も重要であり、避難所等において停電

に備えた電源の確保、整備をしていかなければならないと考えますが、御所見をお聞

かせください。 

 また、今回の大規模停電時における命を守る病院での対応について、報道が多くな

されました。病院は非常用電源が確保されているものの、その機能には限界があり、

札幌市内にある病院では地震のあった６日未明、男児の出産が行われ、非常用電源が

稼働したが照明の一部は点灯せず、助産師３人と当直医師１人が薄暗い中で胎盤を取

り出しました。医事課によると、出産を終えた女性は激しい揺れを地震と思わず、体

を揺らされていると思ったと話したということでした。また、北海道から地域医療支

援病院に指定されているある病院では、当日、一般外来を休診、予定されていた手術

は全て取りやめました。 

 野村病院でも電源回復まで非常用電源を用いて対応しましたが、その間には電源車

がサポートをしていただき、病院業務に深刻な支障を来すことはありませんでした。

しかし、北海道のような大規模停電が県内全域に起こったときのことを考えると、同

じサポートをしていただけたかはわかりません。 

 そこで、お伺いします。 



 今回の災害対応を踏まえ、非常用電源の確保を初めとする災害時の医療の確保に、

今後、どのように取り組んでいくのか、御所見をお聞かせください。 

 さらに、電源確保において待ったなしの状態になるのが、生き物に携わるなりわい

をされている方々です。特に、酪農家にとって電源は１日２度の搾乳という作業にお

いて欠かすことができません。 

 私も、被災後に変わり果てたまちを歩いているときに、高圧の発電機を積んだ１台

のトラックと遭遇しました。そこで話をすると、発電機を持って酪農家を回るという

ことでした。しかし、発電機の数が足らず苦慮しているとの相談を受けました。この

搾乳ができなければ、牛は乳房炎などの病気になり、一刻を争うことがそこには起き

ていました。 

 私も各所を当たりましたが、すぐには段取りがつかず、無力さを感じた瞬間であり

ました。そして、18 時くらいに役所から発電機が確保できたとの一報を受け、市の職

員と搾乳できていない酪農家を回り、何とかその日のうちに全ての酪農家の搾乳を終

えることができ、わずかではありますが、サポートができました。しかし、幾ら搾乳

ができても、停電によって搾った生乳を冷やし保管するクーラーが機能しないため廃

棄するしかなく、やるせない気持ちになったことは忘れることができません。 

 電源がないことでこのような事態になり、平成 16 年の台風災害で大野ヶ原地区が

停電となった際に、同様に全てを破棄したことも思い出し、非常時における生き物を

扱う酪農業の電源確保の重要性を改めて感じた次第であります。今後、酪農家単体で

そういった設備が整備できるかといえば厳しいものがあります。地域が連携しながら

さまざまな観点からの確保が必要であると考えます。 

 そこで、お伺いします。 

 今回の災害を踏まえ、非常時における酪農業の電源確保をどのように進めていくべ

きか、御所見をお聞かせください。 

 以上で質問は終わりますが、最後に一言申し上げます。 

 ７月８日から始まった片づけ作業。まちいっぱいに人があふれ、沿道には処分され

る家財と軽トラの群れ。どぶ水の水たまりで手を洗い、頑張ろうと笑顔で励まし合い

ました。しかし、なぜだか一人になると、わけもなく涙が出ることもありました。そ

の中で、多くの皆様から寄せられた支援のおかげで少しずつ前に歩むことができたと

思います。この場をかりて厚く感謝を申し上げます。 

 しかし、一方では、見えない生活再建の中で、命があってよかったという気持ちか

ら、これからどうしようという思いに心境が変化する中で苦しんでいる人たちはたく

さんいます。 

 また、土砂災害による孤立集落の問題や、いまだ避難指示が解けていない現状、先

が見えないミカン園地を初めとする農地など、抱える課題は山積しています。 

 今後、恐らくさまざまなことが進んでいくと思います。その中で、この災害を忘れ



ず、この経験を生かし、ふるさとのため、そして、愛媛県のために、私は私の人生を

使っていきたいと思います。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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