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市政レポート

災害ボランティアセンター
マニュアル見直しへ
台風 19 号で体制不備
10 月 12 日に上陸した台風 19 号
は、中日本から東日本にかけての
広い範囲に甚大な被害をもたらし
ました。
長野市では上陸から 4 日後の 16
日に災害ボランティアの受入れが
始まりました。ただ、受入れる側
の体制が十分ではなく、最も被害
の大きかった市北部はボランティ
アの受入れが遅れてしまったとの
ことです。同様の問題は多くの自
治体で生じており、受入れ体制の
強化が必要です。

センターを設置するかしないかを
市が判断し、発災から 72 時間以内
に市役所さくら庁舎に開設されま
す。センターの運営はマニュアル
に基づいて行うことになってお
り、ボランティアの受入れを担当
するコーディネーターは 20～30 人
と想定されています。
ただ、現在のマニュアルはセン
ター開設の判断基準が不明確で
す。また、長野市をはじめ被災地
の実例も踏まえ必要な人員を研究
する必要があることから、市は本
年度、マニュアルの見直しを行う
ことにしています。

安城市は？
安城市で大規模災害が発生した
場合、ボランティアの受入れは、
市と社協が共同運営する災害ボラ
ンティアセンター(以下、センタ
ー)が行います。被災状況によって

市役所さくら庁舎(旧婦人会館)
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意識の変革を
「大洪水は必ず発生する」
治水などについてまとめた、
「安
城市雨水マスタープラン」が来年
度に計画期間満了を迎えるにあた
り、市は現在、次期プランの策定
を行っています。
その策定審議会の中で、「ハー
ド整備だけでは限界がある、もっ
とソフト対策に力を入れるべき」
との意見が委員から出されている
ことが分かりました。
河川についてはこれまでもハー
ド整備が行われてきましたが、こ
うした整備には今後も長い時間が
かかります。他方で、昨今の豪雨
は規模、頻度ともに従来の想定を
超えるものになっています。
こうした事を踏まえ、次期プラ
ンは、「水害は施設整備によって
発生を防止するもの」から「施設
では防ぎきれない大洪水は必ず発
生するもの」へ意識を改め、その
考えに沿った内容となることが見
込まれます。
次期プランは審議会を重ね、パ
ブリックコメントを経て、2021 年
3 月に公表される予定です。

防災ラジオ
台目も購入可能に
災害情報を伝達する防災ラジオ
について、来年度から 2 台目の購
入も可能とする方針であることが
分かりました。

年 一度 大雨
避難所
閉鎖
安城市内には、民間との協定に
よって使用できる臨時避難所を除
き、62 ケ所の公共の避難所が存在
します。(表 1)

防災ラジオは、日頃は通常のラ
ジオとして使用できますが、災害
時にはラジオを聞いていなくて
も、避難勧告などの緊急災害情報
が強制的に発信される仕組みにな
っています。

この内、約 3 分の 1 にあたる 22
の避難所が大規模水害時には使用
できないと 10 月 1 日号の広報で発
表されました。どこの避難所が使
用できなくなるか詳細は広報同号
か、市 HP をご覧ください。

これまでは 1 世帯 1 台の制限が
ありましたが、購入から 5 年が経
過した世帯については 2 台目の購
入を可能とする方針です。

この件について市は、「国交省
が公表した、1000 年に 1 回程度と
想定される大雨による浸水域が拡
大したのに伴って見直しを行った
結果、22 の避難所について使用で
きないと判断した」としています。

詳細については、2020 年度予算
が固まる 3 月末以降に発表される
見込みです。

安城市
防災ラジオ

市は、当該避難所が開設不可能
と判断した場合は、市の HP、フェ
イスブック、ケーブルテレビ KATCH
ネットワーク、ピッチ FM などを使
い、その周知を図っていくとして
います。
あくまで 1000 年に 1 回規模の大
雨のケースであり、10 年に 1 回程
度の大雨や地震などの際には避難
所として使用されます。

表1
公民館避難所
(地区公民館)
一般避難所
(学校など)
福祉避難所
(福祉センター)
合計

11 ヶ所
43 ヶ所
8 ヶ所
62 ヶ所

安城公園

毛繕いに励むフラミンゴ
12 月 16 日、市役所と隣接する安
城公園にフラミンゴが仲間入りし
ました。動物舎に向かって一番右
のスペースに居ます。市役所や市
民会館にお越しの際は、是非お立
ち寄りください。

ふつうに働いて
ふつうに生活する
PART26

〝 冷 戦 終結 〟 か ら ３ ０ 年
３０ 代が見 たその 後の世 界

〝冷戦終結〟から 30 年が
経ちました。資本主義と社会
主義が鋭く対立した冷戦は、
ベルリンの壁の崩壊などを経
て、1989 年末のマルタ会談で
終結しました。核戦争のリス
クが低減する一方で、「社会
主義はダメだ、資本主義が唯
一の選択肢だ」と認識される
時代が始まりました。
34 才の私にとっては、物心
ついた時から資本主義一択の
時代でしたが、この 30 年は勝
者であったはずの資本主義に
とっても衰退の時代でした。
私の世代は、幼稚園の頃に微
かなバブルの香りに触れたの
を除き、「失われた 30 年」以
外の経験がありません。

この間、企業減税、規制緩
和など様々な施策がありまし
たが、いずれも実を結んでい
ません。そればかりか、格差
拡大や過労死を招きました。
30 年余の半生を通じてこう
した光景を見ていると、どん
な施策を打っても再生の兆し
のない資本主義そのものの制
度疲労に思えてなりません。
昔の社会主義は確かに失敗
しましたが、その結果をもっ
て全否定する必要はないはず
です。働く人々や平等を重要
視するその理念こそ今日求め
られており、次代に向け、新
たな社会主義を模索すべき時
期が来ているのではないでし
ょうか。

至 新安 城
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当事務所では職場・地域の問題や法律の相談も
パチンコZENT
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行なっております。お気軽にご相談ください。

編集：石川つばさを支援する会

