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ご意見

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答

局
担当課
教育委員会 健康教育課

（１）給食センターの冷房について
今年の2月から派遣会社を通じて市内の共同調理場でパート勤務してい
る。
今まで食に携わる仕事をしてきたが、学校給食を作る調理場に冷房がな
く、40～50度の中、汗だくになりながら作るのは、衛生面や働くスタッフ
の体力面でも、とても心配になる。
市内の小中学校の教室にエアコンが取り付けられたが、暑い中、食中毒
の問題を出さないためにも調理場への冷房を検討してほしい。

給食室や共同調理場の場内は、熱や水蒸気が多く排出される環境下にあ
り、特に夏場は熱中症の危険が高い環境であることは認識している。
ただし、単純にエアコンを設置しても、室温全体を下げる効果が薄いだ
けでなく、結露による漏水や、エアコン内部にカビが発生しやすい等の課
題がある。
他都市では、調理場の大規模な改修工事に合わせてエアコンが効果を発
揮しやすい環境を整備した上で設置している例があるほか、スポットクー
ラーで対応しているところもある。
調理員の安全確保等の観点から、給食室・共同調理場の暑さ対策は喫緊の
課題と考えており、他都市などの情報を収集しながら早急に対応を検討し
てまいりたい。

（２）子ども食堂について
2016年6月から龍田陣内で「食育体験！たつだ・こどもカフェ」という、
こども・地域食堂を毎月第1日曜に開催している。こども食堂というと貧困
のイメージが強く、食に困っている方が来にくいと考え、また、自宅に
帰って家族の手伝いや一人暮らしのときに自炊ができる、自分で作って自
分で食べていく生きるために必要な食育体験型にした。
今、地域の民生委員の方、ボランティアの方、こどもたちと毎月30名ほ
ど集まり、毎月テーマを変え、旬の食材を活かして行事食や災害時に役立
つパッククッキング（防災食）なども作っている。こどもたちの居場所作
りになり、地域の方と交流できる地域力を高めるために、子ども・地域食
堂は必要な場所だと思う。各校区に1つの子ども食堂があると本当にいいと
思う。
また、学習塾は値段が高く、学校の授業についていけない子どもたち
は、不登校になりやすいと聞く。ボランティアで大学生などが宿題を見て
くれる方が学習支援に来てもらえる場所にもなると思う。市長は、こど
も・地域について、どのように考えているか。

【子ども政策課】
健康福祉局 子ども政策課
現在、本市では13団体の方々が15カ所で、食事の提供のみならず、 食育
や多世代交流、被災者支援等、それぞれの思いで子ども食堂を運営されて
いる。「食育体験！たつだ・こどもカフェ」様もそのうちの１団体であ
り、子どもの健やかな成長を支える貴団体の活動に対して、頭の下がる思
いである。
本市では、平成29年度に「子どもの生活等実態調査」を実施し、子ども
たちが抱える課題の整理を行ったところである。調査結果を踏まえ、現
在、「子どもの未来応援アクションプラン」を策定しているところであ
り、子ども食堂等の活動に対しての支援についても検討をしているところ
である。
【指導課】
教育委員会 指導課
本市では、子どもたちが学ぶ楽しさや分かる喜びを実感できるように、
子ども一人ひとりに応じた指導や少人数指導を推進し、確かな学力の定着
及び温かな人間関係の構築を図っている。さらに、基礎学力の充実に役立
てるために、基礎・基本の習得を図る問題集「学びノート」を作成・配布
し、朝自習や授業の復習、家庭学習等に活用している。
学習に課題のある子どもへの対応としては、小学3年以上を対象に「学び
ノート教室」を小学校の全校で開催しており、経済的な理由や家庭の事情
に限らず全ての子どもたちの基礎学力の充実に取り組んでいる。
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ご意見
（３）食育・防災について
近年、日本各地で自然災害が多発している。いつも親が子どもを守るこ
とができるとは限らない。万が一、親が亡くなったとき、子どもが一人で
生きるときに、私は身体のことを一番に考える。身体は食べたものででき
ているので、「食」は大切だと思う。なので「生きる力」は、食べること
から始まる。「ご飯をおいしく食べられる子、ご飯を楽しめる子」が増え
ることを切に願う。どんなときも「生きる力」と「食べ物を大切に」思う
子どもを増やしたい。
最近、食育という言葉をよく聞くが、40年にわたって幼児期からの台所
育児を進めている坂本寛子氏。残念ながら、今年6月に逝去された。その思
いを広める活動をしているが、それだけでは多発する自然災害に備えるこ
とが難しく、間に合わないと思う。学校での調理時間も少なく、核家族が
増え、習う機会が少ない子どもたちに、調理体験・食育に携わる場（キッ
ズキッチンなど）を増やしてほしい。
それから、災害時の避難所で混雑を防ぐため、自助が大切だと思う。ラ
イフラインが止まった中、調理できるパッククッキング、女性目線で防災
を考える岡部梨恵子氏の話をぜひ一度聞いてほしい。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【健康づくり推進課】
食育基本法の中でも、食育は生きる上での基本であって、知育、徳育及
び体育の基礎となるべきもの、また、様々な経験を通じて「食」に関する
知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができ
る人間を育てること、というように位置づけてある。
本市では、乳幼児期の子どもたちとその保護者を対象に、保育園・幼稚
園、地域支援者と連携・協力し、それぞれの専門性や強みを活かして、地
域における食育活動を展開する「熊本市子どもの食育推進ネットワーク」
を設置している。熊本地震を体験し、「災害時に備える食育」の視点で、
ローリングストック法のような食品摂取方法、また家族構成や健康状態に
合わせた食料等の備蓄の推進について、作成したちらしで、様々な機会に
啓発している。また、今までに行っていた食育の啓発時に、災害時に対応
できるような調理法（パッククッキング等）など「防災食育クッキング」
等の教室を開催している。
一方、食を通じて市民の健康づくりを展開しているボランティア「食生
活改善推進員協議会」においては、行政や地域との協力・協働にて、防災
啓発とともに、災害時に役立つ食事支援等、地域において取り組みを進め
ているところである。今後も、幼少期からの食育推進を進め、市民の皆様
が日常生活の中に様々な食に通じる体験を重ねることができるよう、取り
組みを進めていく。
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局
担当課
健康福祉局 健康づくり推進
課
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ご意見

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【健康教育課】
本市の学校教育における食育の取り組みについては、学校長のリーダー
シップの下、食に関する指導全体計画を作成し、教科等の学習と食育との
関連を図りながら食に関する指導を行っている。
また、学校給食を学校における食育推進の要として、担任や栄養教諭等
が、給食時間を中心に給食を教材として活用しながら、食に関する指導を
行っている。
子どもたちの調理体験については、本市の外郭団体である（公財）熊本
市学校給食会や各学校で実施している親子料理教室などの取り組みによ
り、子ども達に調理へ興味関心をもってもらうとともに、調理に携わって
いる方々への感謝の心を育みたいと考えている。
今後とも、このような取り組みを充実させることによって、学校教育に
おける食育の推進を図っていく。
【指導課】
家庭科では、衣食住や家族の生活などの家庭生活に関する内容を主な学
習対象として、調理、製作等の実習や観察、調査、実験などの実践的・体
験的な活動を通して、基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けて、それ
らを活用して、身近な生活の課題を解決したり、家庭や地域での実践がで
きるようにすることを目指している。
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局
担当課
教育委員会 健康教育課

教育委員会 指導課
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ご意見
（１）洪水浸水想定区域に関する情報の公開について
平成27年の水防法改正により、浸水想定区域の指定の前提となる降雨
が、想定し得る最大規模の降雨(計画規模を上回るもの)に変更された。
水防法では、洪水浸水想定区域内に存する市町村に対し、市町村地域防
災計画に避難の方法等を定め、ハザードマップにより周知義務付けしてい
る。
熊本県は、水防法改正に対応した「洪水浸水想定区域図作成マニュアル
(第4版)」に準拠した熊本市の浸水区域の作成を、平成30年3月までに委託
完了している(入札情報公開サービスより)。
熊本市はその情報を公開していないが、市民の生命に関わる情報は、即
時に公開すべきである。成果品の精査作業等で熊本県からの引き渡しが遅
れているかもしれないが、引き渡しを要求すべきで、連携不足のように感
じる。
土砂災害防止法に伴う急傾斜地、土石流、地すべり危険箇所は、委託業
務の完了や検査を待たずして、公開している。これは、広島県で発生した
平成26年8月の豪雨土砂災害を教訓にしたものである。
降雨により、市民の生命に関わる情報は、梅雨入り前に公開すべきであ
る。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
ご意見のとおり、平成27年の水防法の改正により、洪水に係る浸水想定
区域については、想定し得る最大規模の洪水に係る区域を指定し、公表す
ることとなっている。
本市においては浸水想定区域の公表を受けハザードマップを作成するこ
とから、各河川管理者と密な情報交換を行い、進捗状況を確認している。
熊本県に確認した状況は次の通りである。
・法改正に伴い、県が管理している河川のうち、水位周知河川（洪水によ
り国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川）
に指定している河川の洪水浸水想定区域図作成に速やかに着手しており、
現在、関係機関と連携しつつ、熊本市を流下する河川も含めて「洪水浸水
想定区域図作成マニュアル（第4 版）」を基に検討している。
・ご意見にある委託については、一級河川菊池川水系の業務委託が3月まで
に完了し、その後精査が行われ、10月公表予定である。一級河川白川及び
緑川水系の業務委託は、平成30年2月に公告され、平成30年3月から平成30
年10月までの履行期間で業務委託を行っており、平成30年度中の公表を目
指して現在作業中である。
・坪井川他の二級河川についても、今後順次業務委託を行っていく。
・洪水浸水想定区域図が作成された河川から順次、速やかに公表し、併せ
て市へ情報提供する予定となっている。
・県の洪水浸水想定区域図作成の進捗状況については、平成24年7月の九州
北部豪雨災害等を踏まえ、河川管理者や市等が連携・協力しながら情報共
有を随時図っているところである。
本市では、以上を踏まえ、県より浸水想定区域の情報提供を受けた後、
国より既に公表されている白川・緑川の国直轄区間を含め、より精度の高
い洪水ハザードマップを作成する予定で、2019年度末の公表を目指してい
るところである。
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局
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危機管理防災総
室
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ご意見
（２）耐震設計における地域補正係数（熊本は地震に弱くてもいい）につ
いて
熊本市における社会資本整備の耐震設計は、標準の80％から70％の強さ
の地震で築造することになっている。液状化を推定する基盤加速度は、さ
らに小さく、標準の57％で検討することになっている。
これは、河角廣先生が作成した日本各地の地震危険度と最高震度の期待
値を示す「河角マップ」が耐震基準における地震地域係数の根拠となっ
た。この耐震設計における地域補正係数は、近年の地震で外れ続けている
ことが明確になっている。科学的なものではなく、文献調査で決定してい
るのだから、外れて当然だ。それにもかかわらず、適切な改正は行われ
ず、（小さな改訂は続いているが）、この基準に従わなければ、公共事業
として認められない。
先日、市長は「新市役所は、1.5倍地震力で科学的に設計する」説明した
が、それは「重要度係数」であって、「地域補正係数の低減」は残ってい
るはずである。
実例では、日本におけるプレストレストコンクリート橋（PC橋）は、山
口県以西で90％が建設されている。その理由は、PC橋は重量が重く、支え
る橋脚や橋台が大きくなり、剛製橋に比べて不経済なためである。関西か
ら東側では、ほぼ剛製橋で作られている。同じ橋桁で設計した場合、橋桁
の大きさは、熊本と東京では、大きさに約2倍の違いがある。
熊本市の公共施設、液状化の防止の基礎地盤は「弱い震度7」や弱い震度
6強」にしか、耐えられない。マグニチュードや震度階級、揺れの大きさに
熊本と東京の違いはない。
市長、熊本の地震は弱かったのか。このようなことが、今後も続くこと
がないよう、大きな声で日本中に訴えてほしい。被災地の市長として。

龍田公民館ホール）開催

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答

局
担当課
【建築指導課】
都市建設局 建築指導課
建物を建築する際は、建築基準法により地震や積雪、風圧等に対して安
全な構造であることが求められており、安全性の検討のために地震力を仮
定する必要がある。地震地域係数はその地震力を決める要素のひとつと
なっており、国土交通大臣が熊本市は0.9（植木町は0.8）と指定してい
る。
熊本地震を受けて国土交通省国土技術総合政策研究所では「熊本地震に
おける建築物被害の原因分析を行う委員会」により調査・分析が行われ、
平成28年9月に報告書をまとめられた。これによると「今回の分析の範囲で
は、地域の被害状況に地震地域係数の影響は確認されなかった」と結論づ
けられ、そのあり方については「中長期的に検討すべき課題」であると認
識されており、現在まで地域地震係数の見直しは行われていない。
本市においてもこの報告内容を受け止め、現時点で地震地域係数の引き
上げは考えていないが、国の動きを引き続き注視し、検討を行っていきた
い。
【技術管理課】
都市建設局 技術管理課
橋梁の耐震設計において用いられる地域別補正係数については、道路橋
示方書において、地震の発生確率や強度に応じて熊本市は0.85～1.0と定め
られている。
このような中、熊本地震を受けて国土交通省の社会資本整備審議会道路
分科会において、その妥当性について調査検討されたところである。
その結果、耐震設計の諸元となる地震動は地域別補正係数を加味した現
行基準の設定範囲とほぼ同じであったこと、震度6弱以上を観測した地域に
おいて現行基準を適用している1250橋を調べたところ99.7％の橋梁で落
橋・倒壊の致命的な被害がないこと、また、被害を受けた橋梁について
も、本体ではなく、斜面崩壊や地盤沈下などの下部構造の移動の影響が加
わるなど複合的な要因により生じた被害と評価し、地域別補正係数の見直
しは行われなかったところである。
本市においてもこの検討結果を踏まえ、現時点で地域別補正係数の引き
上げは考えていないが、引き続き国の動きを注視するとともに、橋梁の計
画的な維持補修などにより安全性確保を進めてまいりたい。
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ご意見
（１）不法投棄について
■ごみ収集場所の安全管理と清掃の状況
・ごみ収集場所は小学校の北側に面しており、隣接した町の住民及び通行
車両と収集日以外の不法投棄が頻繁にあり、半透明袋(レジ袋)の理解不足
によって、半透明袋(レジ袋)以外のレジ袋使用が、他のごみ収集場所でも
見受けられる。
・ルール違反ごみ袋でも収集者の好意で収集されるため、利用者が収集者
の安全を配慮せず安易に繰り返し使用している。(収集しているから良い
じゃないと思っている)
・ごみ出し袋の散乱による弱者(高齢者・学童)の安全確保のために、利用
者12世帯がペアを組みルール・マナー違反の管理と清掃を毎日実施し、か
なりの負担をかけている。ごみ収集場所利用者の現状は、H30.7までは、高
齢者世帯(70才～90才)だけで5世帯のペアで実施し、H30.8からは共働きの3
世帯も参加して、5世帯のペアで実施。(老老介護・病気等の世帯を除いた)
・利用者の了解を得て不投棄及びルール・マナー違反の監視・チェックを
H30.4～現在まで、月曜日から金曜日の早朝5時から1時間実施。隣接した町
の住民の不法投棄は、隣接町の区長と協力し解決した。
・H30.5～ 現在まで、ごみ収集場所利用者の各戸へ訪問しごみ出しの注意
喚起を実施したら、ルール・マナー違反が減少し、高齢者の管理及び清掃
作業の負担が軽減した。
・他の不法投棄によるルール・マナー違反は減少していない。
・常時ごみ収集場所の監視は時間の余裕と体力的に継続が困難で、不法投
棄は日時が不明確であり、気が付いた時は不法投棄されている。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【廃棄物計画課】
レジ袋による違反ごみの発生については、市民に対して透明・半透明で
ないレジ袋使用不可のアナウンスが弱かったことが原因のひとつであるこ
とから、今後、アナウンスを強化していきたい。
【ごみ減量推進課】
ご指摘の小学校北側のごみステーションについては、担当の北部クリー
ンセンターと現地の確認並びに調査を行い、啓発用看板の設置、開封調査
による排出者の特定及び指導へと繋げて行くことを当該隣保組長と確認し
た。
【北区役所総務企画課】
今回のご指摘を受けて対象校区の自治会長会へ、対象校区で使用されて
いると思われる透明度が違うレジ袋４種類を用いながら、使用可能なレジ
袋について説明を行った。
今後も、町内自治会や関係各課と連携し、ごみの分別やごみ出しルール
など啓発を行っていく。
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局
環境局

担当課
廃棄物計画課

環境局

ごみ減量推進課

北区役所

総務企画課

「ドンドン語ろう！in 龍田」
№

（平成30年7月25日

龍田公民館ホール）開催

ご意見
（２）高齢者・児童の安全確保のための対策について
・児童保護対策兼用の防犯カメラの試行的設置をお願いする。
・半透明袋(レジ袋)の導入をデパート・スーパー・コンビニ等に、働きか
けをお願いする。
・ごみ収集作業者の安全を考慮して、レジ袋の全面使用禁止と有料ごみ袋
の全面導入の実施。
※デパート・スーパーの有料レジ袋及びコンピニ等のレジ袋は半透明袋と
して使用できない。（北区役所総務企画課環境班でサンプルで確認済）
・ごみカレンダーの配布だけでなく、内容の啓蒙活動の実施。
※内容を熟読しないで、個々の判断でごみ出ししている利用者が多い。
※回覧でなく自治会長等の会議開催時に合わせて啓蒙活動を実施。
・ごみ収集作業者への安全の配慮と感謝の気持ちの意識向上を実施。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【生活安全課】
現在、各地域の防犯カメラの設置については、各自治会等において必要
性などを検討されているところであるが、その際は、子どもたちの状況も
考慮しながら検討し、設置されているものと考えている。
なお、新規にカメラ付防犯灯を設置する場合は、各警察署に事務局があ
る地区防犯協会（連合会）を窓口として、各自治会等へ補助金の助成を行
われているところである。
【廃棄物計画課】
本市では平成21年に家庭ごみ有料化を導入したが、その目的はごみ減
量・リサイクルを推進するためであることから、リサイクルが可能な資源
物等については有料化の対象とせず、従前どおり透明・半透明の袋に入れ
て排出できることとした。
ご指摘のとおり、レジ袋には半透明とは言えない内容物が見えない袋も
あり、そのようなレジ袋では排出不可であるが、そもそもレジ袋は購入し
た商品を入れることを目的としており、家庭ごみの排出に使用されること
を前提に作成された物ではないので、販売店側にすべてのレジ袋を透明・
半透明にするよう求めることは難しいと考える。
しかしながら、レジ袋による違反ごみの発生については、市民に対して
透明・半透明でないレジ袋使用不可のアナウンスが弱かったことが原因の
ひとつであることから、今後、アナウンスを強化していきたい。
また、先述の通り、本市ではごみ減量とリサイクルを推進しており、リ
サイクル可能な資源物等についても有料ごみ袋を導入することは、袋違い
による違反ごみの削減には有効な手段ではあるが、その一方で有料化によ
りリサイクル可能な資源物等の分別が進まなくなり、ごみ減量とリサイク
ルが後退することが懸念されることから、有料ごみ袋の全面導入は厳しい
と考える。
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局
市民局

担当課
生活安全課

環境局

廃棄物計画課

「ドンドン語ろう！in 龍田」
№

3

（平成30年7月25日

龍田公民館ホール）開催

ご意見

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【ごみ減量推進課】
町内へのごみ出しルールやマナーの啓発については、各世帯へのごみカ
レンダーの配布のみではなく、北区総務企画課や北部クリーンセンター等
が要望に応じて、ごみ出しルールの説明会や出前講座を実施して対応して
いる。
【北区役所総務企画課】
今回のご指摘を受けて対象校区の自治会へ出向き、対象校区で使用され
ていると思われる透明度が違うレジ袋4種類を用いながら、使用可能なレジ
袋について説明を行った。
今後も、町内自治会や関係各課と連携し、ごみの分別やごみ出しルール
など啓発を行っていく。
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局
環境局

担当課
ごみ減量推進課

北区役所

総務企画課

「ドンドン語ろう！in 龍田」
№

（平成30年7月25日

龍田公民館ホール）開催

ご意見
（３）大雨以外での冠水による安全確保について
■ごみ収集場所付近の冠水による現状
・楠団地完成時より時々大雨以外で突発的に雨量が20mm/h程度が発生する
と、楠小に設置された数か所の排水パイプ及び北公園から大量の雨水と泥
水が側溝をオーバーフローし直接路面に激しく流れ出して、ごみ収集場所
付近一帯で冠水し、弱者(高齢者・児童)と車両の通行に支障をきたし、ご
み収集場所からごみ袋が流れ出し車両の通行にも支障が生じ、冠水した雨
水が付近の住宅の軒先まで溢れ住民の生活に影響している。
・高齢者の歩行及び小学生の登下校時に重なった時は、冠水した水の中を
歩行し危険な状態である。
※危機管理上、突発的雨の発生頻度が少なく事故がないから放置すること
は、問題と思う。
・ごみ袋の流出は、高齢者の利用者が小降りになってから片づけている。
・冠水については、以前より何度も相談されたそうだが、未だ対策なしで
ある。
・本件は、6月の梅雨時期に北部土木センターに相談し、現場で立会確認し
教育委員会と相談して回答することになっているが、対策について未回答
である。
※同時期に発生した、プロック塀の件で忙しいのは理解するが、事故が発
生してからでは遅い。
■冠水による弱者（高齢者、児童)の安全確保のための対策
・楠小及び北公園からの雨水及び泥水を道路側溝へ排水しない経路の見直
し。
・道路側溝の容量見直し。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【北部土木センター総務課】
楠北公園南東側ごみ置場付近の道路側溝に土砂が堆積し、十分な機能が
確保されていないことが確認できたので、業者による側溝清掃を実施する
とともに、楠北公園からの雨水排水がごみ置場に直接集中しないような対
策について検討している。
また、教育委員会施設課へも情報提供を行っており、改善の進捗状況を
把握するとともに側溝の排水状況を確認したい。
【施設課】
学校内の排水経路を確認し、学校からの雨水排水が一度に集中しないよ
う排水管3箇所を閉塞した。
今後、雨天時の排水状況を把握するとともに、市道側溝への接続を道路
管理者(北部土木センター)と協議しながら対策を検討していく。
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局
担当課
都市建設局 北部土木セン
ター総務課

教育委員会 施設課

「ドンドン語ろう！in 龍田」
№

（平成30年7月25日

龍田公民館ホール）開催

ご意見
（４）宅地造成工事と住宅建設に伴う上下水道工事による安全確保につい
て
■宅地造成工事と住宅建設に伴う上下水道工事による現状
・楠5丁目付近は菊陽町への通り抜け車両が多く、度々全面交通止により宅
地造成工事と上下水道工事が実施される。
・工事予告板及び迂回路標示板の設置がないまま工事を実施することが頻
繁に発生し、通り抜け車両が住宅地の中で右往左往するため弱者(高齢者・
児童)が危険なので、交番へ早急に対応依頼するが、後で対応内容を聞くと
工事予告板及び迂回路標示板の設置状況の確認はしないで、道路使用許可
の有無だけを確認される状況で、危機管理意識が欠如し非常に危険な状態
である。
■高齢者・児童の安全確保のための対策
・宅地造成許認可担当及び建築許可担当の周辺道路の安全確保の意識徹
底。
・宅地造成担当及び建築担当による業者への安全確保の意識徹底。
・道路管理者および上下水道管理者へは、現地立会したが、再度、建築部
門とタイアップし指導強化をお願いする。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【北部土木センター総務課】
上下水道工事により市道を工事する場合には、原則「交通制限申請」を
道路管理者に申請することとなるが、同時に所轄の警察署にも「道路使用
申請」を提出する必要がある。
なお、交通制限申請書には、工事予告看板や迂回路表示板の設置場所を
示す位置図の提出も求めている。
今回、工事予告板及び迂回路標示板の設置がないまま工事を実施した事
案があったとのことだが、市民からの要望苦情等があった場合は、必要に
応じて現地調査を行うとともに、許可書交付時において、申請者に許可内
容の遵守についての指導を徹底していく。
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局
担当課
都市建設局 北部土木セン
ター総務課

「ドンドン語ろう！in 龍田」
№

4

（平成30年7月25日

龍田公民館ホール）開催

ご意見
■災害時の物資の供給について
私は、龍田小の体育館に避難していたときに本震にあった。上から壁が
落ちてきて危うく怪我をするところだった。一瞬で避難所の機能を失っ
た。
その後、グラウンドへ移動し多くの避難者と夜を明かした。早朝、龍田
中に移動したが、指定避難所ではなく物資がなかった。
学校側からは、物資が来るよう取り組んでいると説明されたが、悪いの
は自治体だ。後々聞けば、グランメッセに物資は集まっていて、十分な量
があったそうではないか。 これは自治体の長の大失政である。
最も大きな市の過失は、市民の危機だったのに慣例的に指定ではない避
難所には物資を回さないという姿勢である。指定であろうとなかろうと物
資を回すべきだ。国民が命の危機に直面しても超法規的な対応をとれな
かった。
また、最近いくつかの自治体で暴力事件があった。例えば職員の対応が
悪かったとして市民の一人が暴力事件を起こしたり、税金に不満があった
として車で庁舎に突っ込んだりしている。対岸の火事と思わず、他県で起
こったことを省み市政を良くしてほしい。

ご意見用紙提出分

参加者：87名

回答
【危機管理防災総室】
避難所開設・運営、避難者情報の把握・物資供給も課題であったことか
ら、事前に小学校区ごとに行政や施設管理者、自治会、自主防災組織など
の方々が協力・連携のもと、円滑な避難所運営や情報収集、物資配布など
を行うため、校区防災連絡会等を設置することや校区単位の訓練実施等を
盛り込み設立を行っているところである。（平成30年11月5日現在 59校区
設置済）
また、熊本地震を検証し以下のとおり物資供給体制の見直しも行った。
（主な対応方針）
①物資供給の体制の構築
物資の調達、配送、在庫状況、避難所状況等の情報を一元的に管理する
オペレーションセンターの設置
②物資の配送体制の構築
避難所への配送車両、配送人員の確保
③物資の調達
避難所が長期化することを想定し、避難所のニーズに応じた物資調達
避難所への配分計画の作成
【政策企画課】
いただいた御意見を参考にして、安心して暮らせる住みやすいまちづく
りを進めていく。
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局
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担当課
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政策企画課

