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「北海道の食と農、 

そして環境・エネルギー・災害を考える」 

 

第１分科会 
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2014年11月27日に大間原発対策委員会を立ち上げ、組合員に大間原発の危険性を知ってもらい、安倍政権の進

める原発再稼働に反対し、脱原発をめざす運動を広げています。決して、私たちには被害がなかったからと

言って「対岸の火事」とは思わずに、私たちの生活に置き換えて考えなければなりません。 

 

大間原発対策委員会の取り組みについて 
 

北海道本部／全道庁労連・渡島総支部渡島支庁支部 古明地 友暢

 

1. はじめに 

渡島支庁支部では、渡島総支部協力の下、2014年11月27日に大間原発対策委員会を立ち上げ、組合員に大間原発

の危険性を知ってもらい、安倍政権の進める原発再稼働に反対し、脱原発をめざす運動を広げています。現在、委

員会は８人の委員で構成されています。 

 

2. 大間原発対策委員会の取り組み(2016年の自治研レポート作成以降) 

2016年に作成した自治研レポート以降の取り組みについては、次のとおりです。 

 

（１） 各委員が原発に関する書籍や新聞記事を読み、原発に関する知識の習得を図り、定期的に討論会を開催し

ています。討論会の中で若手の委員に原発に対する率直な質問を出してもらい、その質問に対し、他の委員

が答えるような形式で進めています。そして、支部の若手組合員に原発問題を考えてもらう「きっかけ作

り」をするため、討論会での話し合われた内容を、支庁支部で発行している日刊紙「てのひら」に掲載しま

した（別紙「てのひら」を参照）。 

 

（２） 「大間原発訴訟の会」の事務局長を講師として招き、組合書記局で学習会を開催しました（別紙「針葉

樹」、「学習会資料」を参照）。 

 

（３） 函館地裁での判決結果を、組合員にわかりやすく解説するため、支庁支部で発行している機関紙「針葉

樹」に掲載しました（別紙「針葉樹」を参照）。 

 

（４） 青森県大間町で開催された「やめるべ、大間原発！９.９さようなら原発青森・北海道合同集会」に参加

しました。 

 

3. 大間原発対策委員会の今後について 

仕事や組合活動ができるのも、平和な生活が続いているからです。福島県の原子力発電所で発生したメルトダウ

ンは、その地域に住む人達の仕事や生活を奪いました。現在もなお、仮設住宅や県外のアパートで暮らしている人

がたくさんいます。決して、私たちには被害がなかったからと言って「対岸の火事」とは思わずに、私たちの生活

に置き換えて考えなければなりません。もし、大間原発が建設されメルトダウンが起こったら、仕事も生活も失わ

れます。大間原発対策委員会では「原発は危険であり、やめるべきだ。」という認識を組合員に浸透させるために、

これからも活動を続けます。 
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2016年８月に起きた北海道豪雨災害。大きな災害だったのにも関わらず住民の約50%が避難をしなかった。住

民はなぜ避難をしないという選択をしたのか。被災した住民のストレス源はどういったものだったのか。被災者

支援を行った自治体保健師の立場から災害対策と地域づくりを考える。 

 

大雨災害時の自治体保健師の役割 

― 災害対策から地域づくりを考える ― 
 

北海道本部／日高町職員組合

1. はじめに 

2016年８月に起きた北海道豪雨災害。過去に経験したことのない大雨により洪水被害があり水道や電気などのラ

イフラインは使用出来なくなった。大きな災害だったのにも関わらず住民の約50%が避難をしなかった。住民はな

ぜ避難をしないという選択をしたのか。被災した住民のストレス源はどういったものだったのか。被災者支援を

行った自治体保健師の立場から災害対策と地域づくりを考える。 

 
２．大雨被害の概要 
 

 (１) 日高町日高地区とは 
① 日高町の概要 

 日高町は旧門別町と旧日高町が2006年に合併してできた町です。本レポートで報告する日高地区とは旧日高町を

意味し、日高振興局の北部にある人口約1,650人の地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害の概要 

① ライフラインの崩壊 

  台風１０号による２日間の総雨量４１２ｍｍ 

   千呂露川の氾濫にともない、千呂露橋の崩落。そのほ

か交通の要所である日勝峠において数か所が崩落し約1

年にわたり通行止めとなりました。 

  ライフラインの崩壊から復旧までに要した日数 

  電気  ・・・  ２０日間 

  水道  ・・・  ３０日間 

  固定電話・・・  ２２日間 

  携帯電話・・・約１２０日間 



― 12 ― 

  

 

  テレビ ・・・  ６０日間 

最大避難人数４６世帯７５人 

 

 

② 被害総額 

  住宅被害 被害額   ４,７４３万円  全壊１棟、半

壊１棟、床上浸水３棟、床下浸水７棟 

  農業被害 ６４．６ヘクタール 

  水産被害 被害額    ５００万円 １カ所 

  土木被害 被害額４億９,７００万円 

  都市施設 被害額２億円 

  合  計 ６億３,０００万円   

 

 

 

 

（３）避難しない住民の心理 

  ①避難勧告および避難指示と避難者の推移 

   ８月３０日  

１５：００ 避難準備情報を発令。避難所を開設。避難者０人。 

１８：４４ 洪水警報発令 

２０：２０ 避難勧告 ８９世帯１４５人 避難者３１人 

８月３１日 

  １：１５ 避難指示 ８９世帯１４５人 避難者５９人 

  ２：１２ 千路露橋崩落 避難指示を各世帯に伝えていた役場職員４人、消防職員２人が橋の向こうへ

取り残され孤立状態に 

  ３：１５ 避難者７５名 道路や橋の崩落により３１人が孤立 

 

②避難をしなかった住民の主な理由 

１．ここは雨が降っていない             

２．あの大きな橋が崩落するなんてありえない     

３．顔の知らない職員が来ても避難する気にならない  

４．動物がいるから避難できない（ペット、家畜）   

５．私はここで育ったからここで死ぬ         

６．自家用車がなく避難手段がない          

７．防災無線が撤去され情報が伝わりにくかった    

   



― 13 ― 

  

 

  ③住民に避難してもらうためには 

    上記にも述べたように様々な理由や背景により避難しない住民がいた。しかし、災害時の安全管理の点か

ら全ての住民に避難所へ避難してもらうことが望ましい。では避難をしない住民に対してどのようなアプ

ローチが必要なのだろうか。１つめは正確な情報を伝えることである。ここは雨が降っていない、橋が崩落

するなんてあり得ないという「このくらいなら大丈夫だろう」という過去の経験から推測される誤った判断

により避難しないことを選択してしまう場合がある。そのため「川が氾濫している」「水位が上昇し橋が浸

水している」などより正確に情報を伝える必要があったのではないかと考えられる。２つめは地域住民のつ

ながり作りだ。移動手段がないことや防災無線の撤去による防災放送が届かないことは住民相互による声掛

けや助け合いにより解決していく必要があるのではないだろうか。全ての住民を役場や消防によって避難さ

せることは難しい。そのため日頃から助け合うことができる関係作りが求められている。最後に避難所の整

備があげられる。ペットがいるから避難できないという住民は多い。ペットを連れていける区域を指定した

避難所作りをする必要がある。 

 

３．保健師の役割 

 （１）職員数が少ない自治体は様々な役割が集中する 

 

 ①災害時の保健師の動き
 

  

８月３０日 

    １３：００  避難所開設準備 

    １５：００  避難所待機 

    １８：１５  被災状況確認 

    ２０：２０  避難勧告伝達 各戸訪問 

   ８月３１日 

     １：１５  避難指示伝達 各戸訪問 

     ４：５５  被災状況確認 

    １４：００  配水・健康状態確認 各戸訪問 

    ９月１日以降   

    避難所３カ所の被災者の健康確認 ９月３０日まで 

    断水地区の住民の健康確認    ９月３０日まで 

    断水地区への排水作業      ９月３０日まで（週２回） 

    洪水被害地区への消毒作業 

    避難所への衛生指導 

   ②日高町の防災計画における保健師の役割 

     防災計画における保健師の役割は救護班と衛生班に位置づけられていた。しかし、実際に災害がおきる

と人手不足や日頃の業務の兼務状況により給水や避難所運営、消毒作業など本来位置づけられている役割

以外の役割をこなさなければいけない状況になった。これは職員が少ない支所特有の問題とも言えるが職

員数が少ない自治体や大規模災害で職員自身が負傷し人員が不足した自治体にも当てはまる。その上で考

えなくてはいけないことは、いかに業務をこなすかではなくどの職員に何をしてもらうかという仕事の配

分を考えること。そして、応援に来るボランティアや関係機関へどういうことをしてもらうかという整理

が大切だと感じた。 

  （２）健康確認で行ったこと 

    ・血圧測定 ・動悸の有無 ・持病の状態、薬は足りるか ・夜眠れているか ・心配なことはないか 

    以上の５つを基本項目とし健康状態の確認を行った。持病が悪化した人はいなかったがストレスによる動

悸、環境が変わったことによる睡眠不足を訴える住民が多かった。 

  （３）訪問時に困ったこと 

     精神疾患を持っている人、発達障害がある人、未治療者、要介護者など日頃から支援を必要とする住民

が体調を崩し、より多くの支援を必要とした。また、住民の健康状態や被災状況の確認をしていくなかで

通常の職員配置では人手が足りないとわかっていても関係機関へ要請することができない状況があった。 
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    日頃の関係性の悪さもあったがどの機関にどんなことを要請するかを考えることができなくなっていたか

らだ。災害時はやらなければいけないことが次々と起こり対処するだけで精一杯になってしまった。人に

お願いするよりも目の前にあることをこなそうという気持ちになってしまったからだ。 

  （４）住民が感じるストレス 

     被災当初は避難所で生活している人がよりストレスを感じ、自宅で生活している人のほうがストレスを

感じにくいのではないかという予測をたてた。そのため避難所生活をしている住民を中心に健康確認を

行ったが支援をしていくうちに自宅で生活している人のほうが、よりストレスが高く要望が多い結果と

なった。自宅で生活している人の方がストレスが高い要因は何か？ 

    ・ストレス源の違い 

     避難所生活者 知らない人と同じ空間にいる、床が硬く寝られない、他人の生活音が気になる、マスコ

ミ対応が煩わしい、行政の対応への不満 

     自宅生活者  電気・水道・テレビが使えない、食事は自分で作る必要がある、洗濯などの家事が困難、 

情報が入りづらい、マスコミ対応が煩わしい、行政の対応への不満 

以上から分かったことはマスコミ対応や行政の対応への不満という共通のストレス源はあるものの、避

難所生活者と自宅生活者ではストレス源が違うということ。また、他者との共同生活のストレスよりもラ

イフラインが使えないこと、情報が入ってこないことの方がより強いストレスを感じるということが分

かった。 

特に情報が入ってこないという状況に対する不満は強く表れ、職員が訪問をする毎に「どのような状況

になっているのか」「なぜ役場はもっと早く対応しないのか」と聞かれることが多かった。 

（５）情報の伝え方が重要 

災害発生時はいろいろな情報が乱れ、憶測やデマ情報なども住民の間には広がった。水道や道路の復旧

がいつになるのか予測はたてることが出来たが予測通りにならないことも考えられ、確定情報しか出せな

いという災害対策本部の判断があった。そのため住民への情報発信が遅くなり、情報が伝えられないこと

が職員への不満になりバッシングに繋がった。 

 

４．住民だけで無く職員の健康管理も必要 

災害発生から４８時間ほどは休息がなく、その後も１ヶ月は被災者の健康確認や配水、消毒などの業務が

続き時間外労働が増加した。 

疲労も溜まり、１ヶ月約１００時間の時間外労働を行った結果、住民の不満を受け止める職員の中には心

理状態が不安定になった人もいた。被災時は住民の健康状態が優先されるが支援をする自治体職員の健康状

態が守られないと効果的な支援は出来ないのではないだろうか。 

結果として職員の健康状態を判断することが必要だったと思われる。 

 

５．最後に 

   災害発生時は非日常の業務が増え、通常業務も並行して行わなければいけない状態になる。通常業務でス

ムーズに行えていることは災害時でもほとんど問題とはならない。しかし、上司との人間関係やコミュニケー

ション不足、指示系統の曖昧さ、自分がやった方が早いといって仕事を割り振りできないことなど通常感じて

いる些細な問題・不満が災害時は大きな障害となる。災害はある日突然起こるものである。今の仕事の仕方を

振り返り日頃から準備をすることが何よりも大切ではないだろうか。 
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（2015センサス） 釧路 全道 全道比

専業農家数 887 26,597 3%

耕地面積 88,700 1,146,000 8%

表１ 49歳以下人数　(H22）

全国 145,667 13%

北海道 17,415 33%

釧路 488 36%

2017年度食料・農業・農業白書から、担い手・経営戦略等に係る釧路管内農業（主に酪農ではあるが）の現実

を検証し、将来へ向けての釧路農業を考察する。 

 

今後の釧路の農業を考える 

―2017年度食料・農業・農業白書から 

― 
 

北海道本部／全道庁労連釧路総支部・沖田 和樹

 

今年５月に農林水産省から出された約 300 ページにおよぶ白書の中から日本の中の釧路農業について考察し提言

したいと思います。 

 

1.  次世代を担う若手農業者の姿 

① 若手農業者がいる販売農家の経営構造分析より 

釧路管内の専業農家戸数は、887戸と全道の3％ですが、耕地面積は全道の

８％と土地の所有面積が広いことが特徴です。全国では、49歳以下の若手農

業者がいる販売農家を「若手農家」と位置づけており、若手農家は2015年農

業センサスにおいて約14万戸、非若手農家が約118万戸となっており、若手農

家の割合は国内に約１割程度となっている現状にあります。釧路管内は、酪

農を中心とした畜産や畑作、園芸などの作目を経営しています。 

北海道及び釧路管内は、49歳以下の若手農業者が約30％と全国より割合は

多い現状ですが、今後は農家戸数の減少で後継者不足が懸念されます（表1）。 

 

 

② 若手農業者向けアンケート結果の分析より 

2017 年 web アンケート結果から、「我が国の農業のあり方」から、「国

産シェアを回復させることをめざすべき」との回答が約半数に達したものの、

約 40％が「海外にも目を向けるべき」との回答をしています。若手の農業

者には海外を意識した意見が多いことが分かりました。これは、所得確保の

ため海外を意識した販売に結びつけたいと考える若手農業者が多いことを示

しているのではないでしょうか。また、釧路管内の新規就農者数は近年 20

人前後と安定していますが、それ以上に離農戸数が多く、理由は後継者問題、

労働力不足が 12 戸と最も多く、担い手の問題が大きな比率を占めています。 

 

    

 

③ 効率的かつ安定的な農業経営に向けた施策の展開方向 

経営構造分析において若手農家は規模拡大とともに、常雇いの拡

大、単位面積・頭数当たり労働時間短縮を図る投資が行われている

ことが確認されました。管内では、１戸当たりの乳牛飼養頭数が約

130 頭になり、哺育ロボットや、各種大型化した作業機械の導入が
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増えてきています。 

 

④ 雇用に関する動向等 

2015 年において、44 歳以下の常雇い人数は、法人経営体に 4.9 万人、販売農家に 3.8 万人となっており、法

人経営体では、10 人以上の経営体が約 70％、販売農家では４人以下の経営体が約 60％となっています。 

この傾向は釧路管内でも同様で、協業法人においては 10 人程度の雇用や、個人経営において

も、労働力不足の場合、数人の雇用をしています。雇用ではないが、外国人研修生を受け入れて

いる経営も増えてきています。 

実態としては、雇用をしたいが、「なかなか人が見つからない。」という声も現場で

は聞かれています。 

 

2．生産額が２年連続増加（トピックス１） 

① 16年ぶりに９兆円台を回復 

将来の食料需要では、米の消費の減退により産出額が減少して

いたが、近年の２年間は増加が続き、2000 年以来 16 年ぶりに９

兆円台に回復しています。 

釧路管内の生産額は、2016 年農協取扱高で 687 億円となって

います。また近年、乳価の上昇や、乳牛個体価格の高騰により取

扱高は増加傾向にあります。 

 

 

3．日ＥＵ・ＥＰＡ交渉の妥結と対策（トピックス２） 

① 日ＥＵ経済連携協定交渉は、４年以上の期間を経て、2017 年 12 月８日の首脳電話会談で交渉妥結。 

② 合意内容は、乳製品のうち、ソフト系チーズは関税割当として、枠数量は国産の生産拡大と両

立できる範囲にとどめ、脱脂粉乳・バター等は国家貿易を維持し、限定的な民間貿易枠を設定。

釧路管内には、釧路市によつば乳業、標茶町に雪印メグミルク、浜中町にタカナシ乳業の３工

場を有し高品質な乳製品を製造しており、今後は長期的に交渉の影響が出ないような対策が急務

となっています。 

 

 

4．動き出した農泊 

① 農泊をビジネスとして実施できる体制を持った地域を 2020 年までに 500 地域創出することにより農山漁村の

所得向上と活性化の実現をめざすとしています。 

② 訪日外国人旅行者については、2020 年までに、人数４千万人、旅行消費額８兆円等の目標が設定されていま

す。 

釧路管内は２つの国立公園を有しており海外からの観光客も多く訪れることから今後は農泊等で農村の魅力を

発信する取り組みも必要ではないでしょうか。 

 

5．食料の安定供給の確保 

① 食料自給率と食糧自給指標 

直近 20 年の食糧自給率をみるとカロリーベースは 40％前後で、生産額ベースは 60％台後半を中心に推移して

います。 

食料の潜在生産能力を表す食料自給力指標は農地面積の減少や反収の伸び悩み等により低下傾向で推移してい

ます。 

② 農林水産物・食品の輸出促進 

輸出額は５年連続で過去最高を更新し農産物では、牛肉、植木等、緑茶、米、イチゴ等が過去最高を記録し

2017 年は、8,000億円となっています。 
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鹿害被害調査風景 

③ 鳥獣被害の現状と対策 

全国の鳥獣被害額は 2016年度で 172億円となっており深刻なものとなっています。 

対策には狩猟者の減少が問題になっていますが、近年は 49 歳

以下の若手、女性が増加傾向です。 

また新名物となるジビエ加工品の開発が全国的に始まっていま

すが、レストラン等で提供される料金はまだ高く、若者を含めた

一般に普及するには更なる検討が必要と思います。釧路管内では

エゾシカにより牧草等の食害が 2016年度は 12億円を超えており、

2017 年度は取りまとめ中ですが、2016 年度より増加が見込まれ

ます。有害駆除やその方法、シカ柵整備を含めて、釧路農業改良

普及センターや釧路総合振興局、また、環境科学研究センターが

連携し対策を行っているものの、依然として被害は大きく、今後

は食肉の活用を商品開発も含め検討する余地があります。 

 

6．今後の対応 

釧路管内は酪農を中心とした畜産、畑作、園芸と幅広い農業が展開しており、今後も広い耕地資源を活かし、更

に高い付加価値をつけて安心安全な食品の供給基地として市町村がより連携して取り組んでいくことが必要ではな

いでしょうか。特に情報発信等は管内が連携し、例えば「冷涼な夏」を全面に押しだし観光と食を結びつけて行く

など提案します。 

 


