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2．防災・減災および避難のあり方について 

本県では、平成 29年の九州北部豪雨、平成 30年

7 月西日本豪雨、昨年 8 月 27 日からの大雨、そし

て、本年 7 月の豪雨と四年連続で豪雨・大雨災害に

見舞われており、豪雨災害が常態化しています。地

球温暖化の影響による歴史的に経験したことのない

豪雨に対する備えは、もはや喫緊の課題です。さら

に、台風 9号、10号にみられるように、現在、本格

化している台風やゲリラ豪雨化する傾向にある秋雨前線にも備えなければな

りません。 

このような状況を踏まえて以下、順次質問致します。 

⑴ まず、久留米市は 3年連続で広い範囲で浸水しています。このため市内の

河川において浸水対策重点地域緊急対策事業が昨年度・一昨年度までに採択

されました。そこで、これら事業に早急に取り組み、一刻も早く地域住民の

安心安全を確保すべきと考えますが、知事のお考えをお聞きします。 

⑵ 二点目として、流域治水プロジェクトについてお聞きします。佐賀県六角

川水系では地権者の協力を得て、遊水地として地役権(注 1)を設定し、土地の

形状はそのままに豪雨による水を遊水地に

導き入れる事業を実施しています。これま

で、同様の機能を果たす調整池の設置には、

土地の収用や収用地の掘削など決して低額

でない予算を必要としていました。遊水地

は財政的に負荷が少なく、治水管理が可能な地役権を活用した治水事業とし

て、効果的な手法の一つであると考えます。これは流域治水プロジェクトの

一部ですが、国土交通省では、近年、全国各地で頻発する水害の経験を踏ま

え、国や地方自治体だけではなく、流域住人や企業を含むあらゆる関係者に

よる流域全体で行う流域治水への転換の観点から、この流域治水プロジェク

トの検討が行われています。 

我が会派の松下正治議員が本年 6 月議会で取り上げた仙台防災枠組みの

ステークホルダー(注 2)という考えに通じておりますが、この流域治水プロジ

 

(注 1) 地役権（ちえきけん）とは？ 

一定の目的の範囲内で、他人の土
地を自分の土地のために利用する権
利。（民法第 280条）。 

 ここでは、他人の土地を遊水地と
して地役権を設定し、治水のため利
用すること。 
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ェクトをどのよう進めていくのかお聞きしたいと思います。 

⑶ さて、大牟田市においては被災直後から再三にわたり報道されたとおり、

水没して三川ポンプ場が機能を停止したことにより、樋口町を中心に三川地

区に甚大な被害が生じました。県民の尊い命が失われたのもこの地域です。

そこで、三川ポンプ場が浸水してポンプ施設の排水機能が停止しないよう、

防水壁の設置や電気設備の上階への移設など耐水化を行うことが、有効な対

策と考えられます。大牟田市では、今後、三川ポンプ場の耐水化についても

検討することになると思いますが、県の支援についてお聞かせ下さい。 

⑷ 災害復旧は被災前の状態に戻す現状復旧が原則とされています。しかし、

前の状態に戻すだけであっては同じ災害が繰り返されることになります。そ

こで、災害復旧においては前の状態より強化された復旧方法、すなわち、先

ほど申しあげた仙台防災枠組みにあるビルド・バック・ベターにも通じる「改

良復旧」をこれまで以上に積極的に取り入れるべきと考えます。 

この点、農家の方は、大雨被害を回避するため、ハウス周辺からの浸水を

防止するための浸水防止壁などを整備されていますが、今回の豪雨では、そ

の防止壁を超えるレベルの浸水により甚大な被害が発生し、しかも同じ地域

で連続して浸水被害が発生している状況です。 

このように連続して甚大な被害が発生するなか、改良復旧と同様の効果を

持つ災害防止策を積極的に導入すべきと考えますが、知事のお考えをお聞か

せ下さい。 

⑸ 先ほど申し上げた浸水対策重点地域緊急対策事業や流域治水プロジェク

トには数年単位の期間が必要です。しかし、自然災害は時を待ってくれませ

ん。現状で今後容赦なく襲ってくる自然災害から県民の生命を守る為には災

害時の避難の在り方について、今一度、検討を深めておく必要があると考え

ます。 

この点、久留米市の鳥飼校区では過去の浸水被害の経験を踏まえて、地域

の自主防災組織を機能させております。今般の豪雨においては避難が遅れた

(注 2) ステークホルダーとは？ 

利害関係者のこと。社会で活動する上で、利害関係や関りを持つ幅広い団体や人をいう。 

防災・減災に関しては、個人、ボランティア、コミュニティや市民団体、非営利団体、医療団体、
研究組織や学術団体、企業や専門組織、国や自治体、国連などの国際機関、メディアなど広範囲にな
ります。 
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地域住民は誰もいなかったとお聞きしております。そして、この取り組みの

様子はメディアでも取り上げられ、高い評価を得ています。 

そこで、このような地域の自主防災組織や防災士とも連携し、高齢の方や

障がいをお持ちの方、難病患者など、災害弱者の避難誘導が速やかに実施で

きるよう避難行動要支援者の個別避難支援計画の策定を進めていくべきと

考えますが、知事の受け止めをお聞きいたします。 

また、個別避難支援計画の実効性を高めていくためにどのような取り組み

を行っているのかについてもお聞かせ下さい。 

⑹ 次に、コロナ禍にあって、災害避難所の感染

対策も備えておかなければなりません。今申し

上げた高齢の方など、新型コロナウイルスに感

染すれば重篤化のリスクが高い災害弱者の

方々のためにも、段ボール間仕切りの活用など

万全を期しておかなければならないと思いま

す。 

そこで、県として避難所における感染症対策にどのように取り組んでおら

れるのかについてお聞きします。 

⑺ さて、熊本県人吉市ではハザードマップ上に位置する高齢者施設などの

「要配慮者利用施設」で甚大な被害が生じました。 

国においては水防法を改正し、浸水想定区域内の高齢者福祉施設等に避難

確保計画の策定や避難訓練の実施を義務付けています。そこで、これら義務

付けられた計画や訓練の実施状況を調査し対策を強化すべきと考えますが、

知事のご認識をお聞きします。 

⑻ また、今般の豪雨災害において、例えば、久留米市では人工肛門を装着さ

れている方のご自宅が浸水しました。本来であれば、避難所へ避難すべきで

す。しかし、避難所はオストメイト対応の設備が整っていないので、他の避

難者の方に迷惑をかけるからと、浸水する自宅から離れることなく 2階に留

まったということです。 

そこで、このような災害弱者の方、様々なハンディーキャップをお持ちの

方がおられると推察いたしますが、このような方が躊躇することなく非難で

きる避難所の整備が必要であると考えますが、知事の認識をお聞きいたしま
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す。 

⑼ さらに、在宅で人工呼吸器を使用しておられる重度心身障がい者や難病患

者の方の避難の在り方も重要です。予定する福祉避難所では十分な医療的ケ

アを受けることが出来ないことが予想される場合、医療機関に避難できるよ

う取り組む必要があると考えますが、知事の認識をお聞きいたします。 

⑽ つぎに、「罹（り）災証明に関するシステム」の導入推進についてお聞きい

たします。「罹災証明に関するシステム」については平成 23年 6月時点で当

時の導入予定を含む県内 31 の自治体で導入されていました。また、5 年後

の平成 28 年 6 月現在で当時の導入予定を含む 32 の自治体で導入されたと

お聞きしております。 

この点、小川知事は平成 28年 6月 13日の定例会において、「県としまし

ては、引き続き、このシステムを導入していない市町村に対しまして、その

有効性の周知を図り、その導入を働きかけて参りますと述べておられますが、

現時点でどれだけの自治体が導入したのかお教えください。 

併せて、県内 60市町村の完備について知事の決意をお聞きかせ下さい。 

 

【小川知事の答弁】 

◆⑴ 浸水対策重点地域緊急事業の早急な取り組みについて 

平成 30年 7月豪雨により甚大な被害をうけた、久留米市内の金丸川、池町

川、下弓削川および山ノ井川においては、国の浸水対策重点地域緊急事業に採

択されています。 

この事業により、地下調節池や排水機場整備など、浸水被害軽減に向けた対

策を今後 5年間で行うこととしています。 

既に下弓削川排水機場のポンプ増設工事に着手しており、早期の完成を目指

してまいります。 

 

◆⑵ 流域治水プロジェクトの進め方について 

国では、気候変動による水害リスクの増大に対応するため、河川全体のあら

ゆる関係者が協働し、流域全体で早急に実施すべき治水対策の全体像を「流域

治水プロジェクト」として今年度末までに策定することとしています。 

国が示している取り組みの具体例としては、河川改修などこれまでの取り組
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みに加え、雨水貯留施設や水田、ため池の貯留能力を活かした流域対策、土地

利用規制などの対策が例示されています。 

今年度、国が県内の 4つの一級水系全てにおいて、国、県、市町村からなる

「流域治水協議会」を設置することとしています。 

遠賀川、山国川については既に 8月にそれぞれ設立され、筑後川、矢部川に

ついても、9月下旬にそれぞれ設立される予定です。 

県からは、それぞれの協議会に、県土整備部、農林水産部及び建築都市部か

ら参加し、流域全体での総合的な治水対策にしっかり取り組んでまいります。 

 

◆⑶ 大牟田市の三川ポンプ場の耐水化について 

三川ポンプ場においては、現在、浸水した 12 台のポンプ全ての仮復旧を完

了しています。 

市は、有識者で構成する「豪雨災害検証委員会」を設置し、今後の防災・減

災に向けた対策等の提言を踏まえ、ポンプ施設の機能強化や、排水施設の耐水

化等の更なる浸水対策を検討することとしています。 

県は、検証委員会にオブザーバーとして参加し、技術的な助言を行っており、

今後、必要となる整備費の確保に向け、国に強く働きかけてまいります。 

 

◆⑷ 農業の災害防止策について 

県では、これまで、水路の整備や浸水常襲地帯における排水機場の整備など

に取り組んできましたが、度重なる災害を踏まえ、今後は、既存の排水機場の

機能強化や、河川の水位が下がるまでの間、水を貯める一時貯留池の整備など

にも取り組んでまいります。 

また、ハウス施設については、今回の浸水状況を踏まえ、浸水防止壁のかさ

上げや補強、排水ポンプの増設への支援を強化するとともに、浸水の恐れが低

い地域での作付けなど、市町村や農協などと連携しながら、それぞれの地域・

農業者に合った対策を検討し、災害防止対策に取り組んでまいります。 

 

◆⑸ 個別避難支援計画の策定及び実効性を高めるための取り組みについて 

避難行動要支援者の方々の安全かつ迅速な避難を実現するためには、個別避

難支援計画の策定が重要であり、そのためには、避難支援者を確保することが
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不可欠です。 

県では、これまで、市町村に対し、避難支援者を確保する先進事例の紹介な

どを行い、自主防災組織等の避難支援者を増やすことにより、個別避難支援計

画の策定が進むよう促してきました。 

今年度からは、地域の自主防災組織の防災リーダーとして、防災士を養成す

る研修事業を実施することとしています。 

今後、市町村に対し、要支援者の避難支援者として、この事業で養成した防

災リーダーや自主防災組織の積極的な活用を促し、計画策定の取り組みをさら

に後押ししてまいりたいと考えています。 

また、県では、個別避難支援計画の実効性を高めるため、平成 29 年度から

市町村との共催で、要支援者とそのご家族のほか、自主防災組織等の地域住民

が参加する避難訓練を実施しているところです。 

 

◆⑹ 避難所における感染症対策について 

県では、避難所での感染拡大を防止するため、避難所運営のマニュアル指針

を作成し、市町村に対し、 

① 受付時の問診・検温の実施 

② 指定避難所以外の避難所の準備 

③ マスク、消毒液、体温計、パーテーション等の必要な感染症対策用物資の

整備―――などを促してきました。 

その結果、7月豪雨では、避難所を開設した全ての市町村において、通常よ

りも多くの避難所の開設、受付時の検温・問診、十分な避難スペースの確保と

いった基本的な感染症対策が実施されました。 

一方で、避難所の開設状況について、事前の周知が十分でなかったため、一

部の避難所で一時的に避難者が集中する事態が生じ、空き教室の利用や別の避

難所への誘導によって密状態を回避したとの報告を受けています。 

県では、避難所運営の実態を正確に把握するため、現在、市町村に対し、調

査を行っています。今後、この調査結果を踏まえ、必要に応じて、市町村に対

し、避難所運営の見直しを促してまいります。 

また、避難所での密を回避するために講じた市町村独自の取り組みの優良事

例についても、他の市町村に情報提供してまいります。 
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◆⑺ 浸水想定区域内にある高齢者福祉施設等の避難対策について 

平成 29 年の水防法の改正により、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が

義務付けられたことから、県では、施設に対し定期的に行っている実地指導等

において、計画の作成や訓練の実施状況を確認し、未作成、未実施の施設に対

しては指導を行ってきたところです。 

今年 7 月に市町村を通じ、計画作成等の状況について調査を行ったところ、

計画を作成すべき施設が 441施設あった。 

このうち計画を作成している施設が 248施設で、避難訓練を実施している施

設が 108施設だった。 

今回の調査結果を踏まえ、今後は実地指導等における働きかけに加え、計画

未作成の施設に対し、国が作成した計画作成の手引きを活用した研修会を開催

し作成を指導する。 

また、訓練未実施の施設に対しては、個別にヒアリングを行い、実施を促し

てまいります。 

このような取り組みにより、全ての施設が計画を作成し訓練を実施するよう、

指導を徹底してまいります。 

 

◆⑻ 災害弱者が避難できる避難所の整備について 

高齢の方や障がいのある方、妊産婦など配慮を要する方が避難先で必要な支

援を受け、安心して生活できるよう、市町村は福祉避難所を指定することとな

っています。 

県では、肢体不自由のある方や内部障がいのある方などへの具体的な配慮の

例と、これに必要な資材等を示した「福祉避難所設置・運営マニュアル」を作

成し、市町村が適切な支援を行えるよう助言を行ってきました。 

その結果、令和 2 年 3 月末現在、市町村が指定した福祉避難所は 653 か所

あり、全ての市町村に 1か所以上指定されています。 

また、県では、県のホームページに、福祉避難所の概要や、設置・運営に関

するマニュアルのほか、各市町村担当窓口の連絡先を掲載し、ひろく紹介する

とともに、これらの情報が、配慮を要する方に確実に届くよう、市町村に対し、

訪問や説明会を通じて、働きかけを行っています。 
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◆⑼ 在宅で人工呼吸器を使用している重度心身障がい者や 

   難病患者の医療機関への避難について        

本県には、在宅で 24時間人工呼吸器を使用する方が、昨年 2月 1日時点 243

名おられる。 

県では、平時から、医師会や訪問看護ステーションに対し、かかりつけ医、

訪問看護師などの関係者間で、予め協議し、災害時の入院先について、確保す

るよう指導しています。 

それと併せて、人工呼吸器を使用している方の災害時の受け入れ先となる災

害拠点病院や地域医療支援病院に、各保健福祉環境事務所職員が出向き、その

受け入れを要請しているところです。 

 

◆⑽ 罹（り）災証明に関するシステムの導入推進について 

このシステムは、被災者の被害状況等の情報を一元管理するもので、導入す

ることにより、住宅被害認定調査から罹災証明書の発行までの事務手続きを迅

速に行うことが可能となる。 

平成 31年 4月 1日時点の国の調査では、県内市町村のうち、28市町村がシ

ステムを導入済みで、これに導入中と導入予定を含めると 39 市町村となって

います。 

システムの導入に当たって、サーバーの設置やセキュリティ対策等に係る経

費が必要となること、初期設定等で膨大な入力作業が発生することなどにより、

未だシステムの導入を検討していない市町村があります。 

県としては、導入済みの市町村の対応事例なども紹介しながら、システムの

有用性についてより一層の周知を図り、その導入を働きかけてまいります。 


