令和2年1月25日発行

臨時職員による増員によって、なんとか

じめ台風 号そして台風
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台風災害への復旧・復興
支援策について

昨年９月の台風 号をは

体より多くの応援職員や、急遽依頼した
議会独自の
対策会議を設置

新年明けま し て
おめ で と う ご ざ い ま す
令和２年の年頭にあたり謹んでご挨
拶を申し上げます。
被災当初は、不眠不休の業務となり、

市民の皆様には、日頃市議会に対し、 賄っておりました。
ご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げ

之

さて昨年は、９月初旬から続いた台風
ピークとなり、精神面、身体面でのあら

という長期にわたり、市職員の疲労も

た皆様にお見舞い申し上げ

見舞われました。被災され

今までに無い甚大な被害に

業についても、館山水産事

て協議をしてきました。漁

の把握や支援対応策につい

会議を立ち上げ、被害状況

崩落や倒木等の復旧を行

をはじめ、農道及び水路の

証４号による低利融資、
「小

象に、セーフティネット保

が減少している事業者を対

した。災害により売上高等

し、金融相談を行ってきま

今も復興業務は継続しています。４か月

号、 号、その後の記録的な豪雨によ
ゆる障害が心配されるなかで、やむをえ

務所や市が、各漁業協同組

う農業共済組合による対策

りこれまで経験したことのない強風、大

ますとともに、早期の復旧・

規模事業者持続化補助金」

復興を心からお祈り申し上

う「農業用施設災害復旧事

や、商店街のにぎわい創出

ず変則的な議会日程となってしまいま

合や漁港へ出向き、いち早

業」
、農業用施設の復旧や経

のための「地域商業活性化

雨に曝され、未曽有の大被害を被りまし

げます。

く被害状況の把握や復旧に

事業補助金」の追加公募な

した。

議会独自の対策会議を設置

営安定を図るための「千葉

南房総地域の中心的産業の観光では、行

害は甚大で、さらに二次的な被害として

今回、館山市を支える農

と、農水産業、商工業、観光業の一次被

県農業災害対策資金」の融

林水産業や商業、観光業に

ついての協議を行っていま
従事される皆さんの、今後

台風被害に対する国・県

は台風

るための「千葉県漁業災害

施設の復旧や経営安定を図

策事業補助金」や、漁業用

策が発動され、 月７日に 「水産関連施設復旧緊急対

んでいます。

ン、ツアーの誘致に取り組

各種イベントやキャンペー

機関や周辺市町と連携した

や交通料金等の割引、関係

県、民間事業者による宿泊

については、観光を控える
害については、農漁業用罹

策も発動されました。これ

対策資金」の融資制度など

漁業では、漁業用施設等

す。
の復旧・復興のための支援

の支援策については、 月

１日に農林水産省から台風

災証明の発行受付をすみや

を受けて館山市では、農業

を予定しています。

号に対する支援
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議会独自の取り組みとして、台風 号

について、館山市の対応を

どで、商工業者等の災害支

襲来の翌々日より、議員全員による議会

確認しました。

資制度などを予定していま

事、催物での自粛ムードや風評被害にみ

災害対策会議を設置、当初は毎日開催

かに開始し、被災者の立ち

用施設等の再建、修繕等を

動きを払拭するため、国や

会いの下で現地調査を行

支援する「強い農業・担い

号の暴風雨による支援対

い、被害状況の把握と証明

の再建、修繕等を支援する

援を行っています。観光業

まわれ、今後の経済的な停滞が最も懸念

し、市内の被災、支援状況の把握や情報

書の発行を進め、安房農業

今後は、事業活動の再開

にあたり必要な費用を助成

は、農道や水路等の災害復

館山市単独の事業として

泊支援事業」などが開始さ

喚起するための「千葉県宿

支援事業」や、観光需要を

する「千葉県中小企業復旧

旧工事や、農業用施設の復

現在公表されている支援

れる予定です。

策の一部ですが、館山市の

所内に特別相談窓口を設置

庫が連携し、館山商工会議

工会議所と日本政策金融公

観光業については、館山商

した。

いで記載させていただきま

ための一助になればとの思

んが早期に復旧・復興する

て い る と こ ろ で す。商 業、 基幹産業に従事される皆さ

用の資材交付などを実施し

改良事業補助金」
、災害復旧

旧を支援する「小規模土地

国・県・市による
それぞれの支援制度

手づくり総合支援交付金」

農業・漁業の大規模な被

されるところです。

タの検証や精査を行っており、今後議会

被害のすごさを物語る集積場に集められた被災ゴミ

す。

た。地元産業の被災状況に目を向けます

ます。
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事務所やＪＡ安房、ぼうそ
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収集により市災害対策本部への情報提
供、会議内容の伝達等に努めてまいりま

市議会審議においても、９月開催の第

としての災害対策マニュアルを策定す

した。現在も、これまで蓄積されたデー

３回定例会では、すべての委員会が中

る方向で進めています。

台風被災により
会期短縮などの変則運営に

止。最終日の本会議での質疑時間短縮に

は言えないなか、一日も早く復旧、復興

まだまだ十分な復旧が進んでいると

第４回定例会も日程短縮により常任委

が成就し、市民の皆様が安心、安全な生

よる審議で終了となり、続く 月開催の
員会は中止、行政一般通告質問は、昭和

活を取り戻せますことをお祈り申し上
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げて、年頭のご挨拶といたします。

年館山市制施行以来初となる、会派代

表者質問で行われ、３日間の日程で終了
となり非常に変則的な議事運営となり
ました。
今回の日程短縮については、これまで
の行財政改革で職員数の削減を進める
なかで、平常業務についてもギリギリの
職員体制となっており、さらに災害復旧
業務が重なるなかで、千葉県や全国自治
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報の錯綜が混乱を招いたと
取組みが必要であり、私自

ゆる災害に有効な対策への
想いでした。その想いを間

した方の力に」との一つの

さんに共通するのは「被災

は 忘 れ ら れ ま せ ん。市 外、

身も、しっかりとこれに関

県外から参加してくださっ

もいえます。防災無線や広

完全な復興にはかなりの

報車のあり方など、住民へ

期間を要しますが、皆で助

近で感じ胸が熱くなったの

再検討することが課題のひ

わっていく所存です。

とつと考えています。今回
ているのに、館山市民であ

の確実な情報伝達の手段を

の経験を活かし行政、議会、 け合い、力をあわせ頑張っ

る私たちも頑張らねばとの

ていきましょう。

住民が一体となった、あら

が私も活動をしました。こ

思いで、できる範囲でした

令和 年を迎えて

の場をお借りして、ご支援

大変な時だからこそ、館

かり前を向いて一歩一歩進

常時の備えを怠らず、しっ

渡された市内宝貝の館山工

断言されました。県より譲

も本事業を完成させたいと

ています。１㎞圏内に里見

備事業基本計画も策定され

でき、
「館山里見の山里」整

検討プロジェクトチームも

る館山工業団地用地利活用

もされており、市職員によ

を伺いました。議会の承認

んでいく一年としたいと思

章

山市一丸となり前に進んで

光

行く時だと思います。

山

業団地用地の活用について

秋

います。

人との絆を大切にし、平

議会報告

市有地や未利用地、
眠る資産の有効活用

氏の居城「稲村城跡」
、農村

策を行っていくことになる

をして今後の防災、減災対

防災計画」の見直しや改善

況を伺いました。市の普通

した。まず未利用財産の状

用と農業問題についてで

地を含めた市有財産の利活

に整備活用のための整備基

は、南房総市の岡本城と共

定文化財になった稲村城跡

ないとの答弁でした。国指

になっているが、売却はし

用地があり 年も手付かず

市を作り上げるため市有財

雇用の拡大、活力ある館山

と農水産業の振興、そして

金を利用し、交流人口拡大

のと位置づけ、有利な交付

しており、一帯を一連のも

一

交流拠点・食のまちづくり

令和元年、一年生議員と

と思います。有効だったこ

財産で約４万５千㎡、東京

本計画を作成中で、中長期

聖

今回の第３回市議会定例

して、初めてのことばかり

さ せ、反 省 す べ き こ と は、 ドーム約１・５個分が売却

ことができると思います。 とは、更にステップアップ

とで素早く情報を集約する

次に繋がるよう前向きに改

産の活用を要望しました。

野

会（令和元年８月招集）で

害対策本部から得られた情
で戸惑う事もたくさんあ

また、情報伝達をする時に

農業問題では相続放棄され

整備を予定している「旧公

報や今後の対応、対策など
りました。 月議会で登壇

は 逆に、少 し ずつ「 ま とま

的な整備方法や活用方法に

た農用地についてを質問。

佐

をいただいた方々に感謝申
し上げます。

は、 ・４ の広大な未利

は、各議員を経由し住民へ
いたしました一般通告質問

ついて、具体的な規模や手

の私の質問は、館山市の土

の伝達に努めるなど、行政
は、緊張で手が震えたのを

善し、より安心、安全な館

法を示すとの答弁をいただ

これから先「館山市地域

と住民の間に立ってパイプ

り」を小さくしていくこと

山市にするための一翼を担

識と行動のあり方につい

車してある自動車の窓ガラ

た瓦、トタンが散乱し、駐

は、道路には飛ばされてき

た。今回、ボランティアの

重要性も実感いたしまし

災害時、ボランティアの

「復興ののろし」となる
第 回館山若潮マラソン

用が約１，３５０ｍあると

ｍが利用されており、未利

国庫補助率は ％とのこと

きました。史跡等の整備の

効利用するためには大きな

所有者の把握が困難で、有

設卸売市場用地」とが点在

的な役割を果たしました。
はっきりと覚えています。

えるように精一杯努力して

て、ある程度の備えはあっ

スは破損し、山の樹々はな

回館山若潮マラソン

可能とのことでした。

私個人も、また各住民に

うになるのではないかと思

提供は、大変有意義であっ

号直撃の翌日に、 の災害対策本部からの情報

には限度があるため、議会

ての情報を的確に把握する

市の災害対策本部で、全

太

大規模 災 害 に 際 し て

災害対策会議ですべての

議員が情報共有
台風 号、 号及び大雨

による災害にみまわれまし
た住民の方々に、あらため
てお見舞いを申し上げま
台風

す。
館山市議会では議会災害対

20 ha

で、正確に素早く伝わるよ

ご近所付き合いの
大切さを再認識

これからの活用が期待される赤山地下壕

号で

たと思いますが、いざとな

ぎ倒され啞然とする光景

さて、９月議会の一般通

月の台風

るとなかなか思うようにい

方々と接する機会がありま

告質問で取り上げました、

昨年

かないということを、実感

だったことを覚えておりま

したので、活動しながらお

まいります。

させられたのではないで

す。発災直後、消防団員と

第

います。

しょうか。

話しをさせていただきまし

が今月

赤山地下壕跡の利用状況

た。参加理由はさまざまで

れますが、
「復興ののろし」 と未利用地の活用について

日（日）に開催さ
行の支障となる倒木撤去作

したが、ボランティアの皆

との位置づけだとも聞い
０００人を超えるランナー

のことでした。地下壕内は

て お り、市 内 外 か ら １ ０， ㎞あり、そのうち約２５０

も質問。地下壕は全長１・６

業を行い、そこで被害の大
きさを改めて実感しまし

が参加する大きな大会とな

温度も一定であり雨風もし

た。
このような大災害を経験

ります。大勢の人に館山市

はたくさんありますが、や

今回の教訓や今後の課題

一体となった災害対策を

行政、議会、住民が

して担当地域を巡回し、通

おいても、災害に対する知

策会議が設置されました。 たと思います。また市の災
よる大雨災害など、これま

その後の台風 号、 号に

で経験したことのない大災
害にみまわれました。過去
に関東を直撃するという気
象情報は何度か耳にしたこ
とはありましたが、ここま
で甚大な被害は誰もが想定
外であったと思います。

はり「初動の迅速さ」が要求

し、いわゆる「ご近所付き

内にお越しいただき、復興

のげるので、今後の災害に

でしたので、ぜひ早急に整

が、今後の課題として取り

ハードルがあるようです

ます。以上。

組んでいただきたいと思い

備をすすめていただきたい

と思います。

九重地区一帯を

一連のものとして活用を

稲地先の旧公設地方卸売

市場用地として購入した土

地について、たてやま食の

まちづくリ協議会での進捗

状況を問いました。金丸市

長としては、なにがなんで
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議会の災害対策において

されると思います。また被

合い」の大切さを再認識し

に向けて頑張っている我々
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総務委員

皆さまの声を
お聞かせ
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石井敬之

は、各議員による各地区の

まわれた住民の状況など、 ました。生存確認はもとよ

害の実態の確認、被害にみ

り、周り近所の被害状況を

備え避難所や備蓄倉庫にし

太田浩

副議長
文教民生委員

情報を入手し、議会災害対

今、行政がどのような対策

にエールを頂戴し、我々は

MANGA共和国計画

として購入した館山運動

公園隣地の活用に関して

議会運営委員
建設経済委員
消防委員会委員

策会議の場において、全て
の議員が情報を共有し、今

把握することもできます。

いう記念大会にできたらと

互いに協力し合い第 回と

ランナーにエールを送る、 たらと問いかけました。

や対応をしているのか、ど

するにも、個人、近所（班や

の程度進捗しているのか、 市内全域の被害状況を把握
情報不足が住民の不安を募

組など）
、地 区 と 少 し ず つ

思っています。
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後の対策を検討することに

らせ、いら立ちを与える要

因になったと思います。情 「まとまり」を大きくするこ
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しました。検討した事項や
議員からの情報は、市の災

台風被災の救援活動
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