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令和元年度まちづくり懇談会会議録 【横地地区】 

 

日 時   令和元年 11 月 15 日（金） 19：00～20:30 

会 場   横地地区センター 

参加者   49 人 

 

※「災害に備えたまちづくり」および「ごみ減量化 環境にやさしいまちづく

り」と題した説明のあと、参加者の皆さまとの懇談（質疑応答）に入りました。 

 

※会場からのご意見・ご質問 

 

●奥横地 男性 

 最初にお礼を一言と、要望事項になるかと思いますが３点ほどよろしいでし

ょうか。今、皆さんご覧いただいているスライド写真の一番左側、背中向けて

映っているのが私でございますので、今日はご紹介とご掲載いただきありがと

うございます。 
要望事項の一点目ですが、パワーポイントの写真を見ていただくとお判りに

なるかもしれませんが、水田の向こうから約 2.4 ヘクタールほど水田がありまし

て、牛渕川の堤防、北側の神尾地区の集落、果ては菊川市立総合病院が見渡せ

るような、かつてはそういった状況で、数百メートルの田んぼが広がっていた

わけですが、今現在はヨシや葦の原野、耕作放棄地化しています。 
本来、平成７年に住環境整備事業ということで農村の農地と住宅地の整備事

業が出ていたが、状況的にそれが許されず、戦後間もなくの基盤整備事業のま

まで現状に至っております。治水の観点から言いますと水田の除水機能が著し

く阻害されまして、どうしてもいったん水が出やすくなる可能性があろうかと

思います。もし可能であれば治水ということも観点に置かれました上で、水田

の環境基盤再整備等をお願いできたらと思います。 
二点目ですけども、水田の基盤整備と言うと今回のテーマからは若干外れて

しまうかもしれませんけど、膨大な予算や費用がかかるものでありまして、国

や県も今回の被災者の復興支援に予算を回さざるを得なくて、なかなか市町単

独では難しいかと思います。そういった意欲を持った農家もしくは組織でもで

きる術として、機械の導入助成措置といったものがあれば紹介していただきた

いですし、ないようであれば措置を講じていただければと思います。茶業の茶

園再整備や配植、他の作物の導入について茶樹の伐採・粉砕等の大型のトラク

ターを使うことでも有効かと思いますのでご一考ください。 
三点目はごみの減量化について、水田の裏作としてレタスが作られています。



2 
 

本日ちょうどレタスを生植されている方がいらっしゃいまして、その方が古い

黒いマルチを使っていらっしゃいました。できれば作業性の面からも環境面か

らも生分解性のマルチを使えれば楽でなおかつ環境に優しいということだけれ

ども、コストがかかってしまうゆえになかなか導入に踏み切れないという話を

しました。他県では助成措置を取られている県もあることをお聞きしましたの

で、助成措置等があれば教えていただきたいと思いますし、無いようでしたら

ご検討いただければと思います。 

 
○建設経済部長から回答 
 昨年も中間管理のご質問をいただいたように記憶しております。 

この写真は矢田大池に入る所のエリアだと思います。当然、耕作放棄地化し

ていることは承知しております。それから水田に治水機能を持たせるのは非常

に重要であり、ありがたいと思います。 

そうした中で環境整備という意味では、昨年もご質問いただいたような水田

に関して中間管理を経由して、担い手、やっていただける方に貸し付けをする

という手法がございます。これに関しては、基盤整備をやるにあたっては非常

に莫大なお金がかかりまして、県・国が認めていくかどうかというところもあ

りますが研究できる手法かなと思います。 

もう少し具体的な話になりますけども、利用権の設定をするのも、こちらの

ほうでマッチングを行っておりますので、地主さんがいれば農林課のほうへ来

ていただければ、借り受けていただける人とマッチングを行うのも一つの手法

であると思います。またこちらでも毎年耕作放棄地化した部分がどのくらいの

面積あるかを水田に限らず農業委員会や推進委員の方にご協力いただいて調査

をしており、その中で３段階にお分けしながら、できるものは色々な対策事業

をご紹介しています。 

二点目の機械の助成につきましては、お茶の機械は国のほうの補助が、ポイ

ント制でハードルが高いとか、いろいろな条件を満たすのが難しいというのが

一点あります。また額はちょっと下がりますが市のほうでも補助はございます。

ただ水田に限っている機械の助成は今ありませんので、またご相談によっては

補助制度があるかどうか調べる中でご紹介させていただきたいと思います。こ

ちらについても農林課へ来ていただければご紹介します。 

農業全般に関しましては、できるだけ最新の補助内容を載せるということで、

毎年、農業委員会のたよりを配布させてもらっていろんな助成制度を掲載して

おります。詳細については農林課で紹介しますので、農業委員会だよりを見て

いただいてどんなことでもご相談いただければと思います。よろしくお願いし

ます。 
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○生活環境部長から回答 
植物由来の再生されるようなマルチがあると初めて聞いたわけですが、環境

の関係で農業資材に対しての補助は今のところ制度としてないものですから、

今後研究していきたいと思います。 
ただ、農業資材ということになりますので、環境推進課としては家庭から出

るごみ減量が一番目に取り組む内容であるため、農業資材等の負担軽減につい

ては農林課にも働きかけながら少しずつ取り組んでいければと考えております

のでご理解いただきたいと思います。 
 

●奥横地 男性 

 市長から話があったように、菊川は人口が増えていて、自分も菊川に移り住

んできた一人でございます。災害のほうの話ですが、台風 19 号が私の人生で一

番怖かった台風でした。地震もありましたけど、地震より台風のほうが着々と

雨が降ってくるというのが自分の中で恐れを感じていました。災害の避難（指

示）が出まして、友人からも大丈夫かという連絡がすごく来ました。横地地区

での災害はそれほどなかったですけど、他の地区でちょっと水が出たという情

報があったものですから、今回横地地区の懇談会ですので災害がどのくらいあ

ったのか、もし聞けたらなというのが一つ。 
もう一つ、自助、共助、公助という三位一体はすごく理想であって、これが

実現できれば本当に素晴らしいと思います。自助ですが、私の家も寝床とかご

飯の場所に関しては家具の固定を行っています。５年前くらい、地震対策のセ

ミナーに行った際、消防職員がいらっしゃったのですが、家具の倒壊の備えに

ついてやっていないという話を聞きました。消防署、もちろん市の職員もそう

ですが、これをやっていないことで家具や家電の下敷きになって救助にいけな

い、職務にあたれないのではないか、という指摘がありました。市として、消

防職員や市の職員が対策をやられているかという確認はされているかご質問さ

せていただきたいと思います。自分で守るのが一番ですけど、いざという時に

頼る人たちの備えができていないと頼れない、という心配があります。 

 
○危機管理部長から回答 
横地地区の被害の状況ということで、全体の浸水面積などはまだはっきり出

ていませんが、床上・床下浸水の関係で、奈良野地区で３軒と聞いています。

先月末まで各自主防災会にお願いしてそのような報告を聞いております。 
それから家具固定の関係でございますけど、職員に関しては前にアンケート

を取ったのですけどその時の数字までは今持っていません。職場の防災対策に

ついては各部署で取り組んでいるところです。 
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○市長から回答 
 職員の自助については、災害が発生した場合は自分の命をまず自分で守りな

さいと私から職員に言っております。自分の命を自分で守れなかったら市役所

に登庁していろいろな災害時の対応ができませんから、自分の家庭は責任をも

って自分で守れと言ってあります。自宅を見てきたわけではないが災害時のた

めの水とか食糧といった準備は行っていると思っております。職員が今、市役

所には全部で 300 人くらいしかいないのです。そこで非常招集をかけると大体

１時間以内に 150 人くらい、半分くらいの職員が集まります。公助で市民の皆

様が頼っていただけるのはありがたいのですけども、市民の皆様にはまずは自

助、共助をやっていただいて、長期の場合には公助と考えておりますので、そ

の点ご理解いただきたいと思います。 

 
●土橋 男性 

 先日の台風19号が発生する事前の段階で気象庁から大きな被害が想定される

とニュースがあったので、土橋地区の自治会としては水害が出るかもしれない

と、土橋地区の防災組織の防災会長が副自治会長ですからそこに連絡して、台

風が通り過ぎた後避難所を開設しなければならないような事態になるかもしれ

ないので各防災班の班長さんに連絡してもらいました。実際には動かなかった

が、ある班長から「自分は消火班だが水害の時なにをすれば良いのか」と言わ

れ、そうかと思いました。防災組織を見てみると多分東海地震に備え地震防災

のために組織されたものなのだろうということを改めて思いました。これを水

害用に組織しなおすというより、２つのタイプに可変的にできるようにしなけ

ればならないのではと考えています。そういった水害用で必要な班、炊き出し

班とか情報班とかのモデルが菊川市のほうであれば教えていただきたいという

のが一点です。 
地震防災については 12 月１日に毎年防災訓練をやっています。これを水害用

にやるというのはなかなか難しいなと思うのですけども、たとえば子ども用プ

ールを持ってきてこのくらいの高さまで水が達すると歩けなくなるというのを

体験してもらうなど、今回たくさんの避難者が避難所に来たわけですけど、そ

れでも市の人口全体から見るとまだまだ心もとないものがあると思っています。

そういった水害用の訓練・体験を市として行っていけるのか、または行ってい

く予定があるのかを聞きたいなと思います。 
もう一つ、私は自治会長ですから横地地区の避難所開設員に自動的になって

います。避難所を自治会で開設したとき私は行けませんでした。呼び出しもあ

りませんでした。あとで防災会の会長さんに聞いたら、あれは自主的なもので

ボランティアだという風な話です。まず自分の命を守っていただきたいと。私
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が自分の地区の防災会に行った時もまず自分の命を守ってその後の話ですよと

聞いています。私が自治会長として避難所を開設したときに横地地区の避難所

開設員としては動けないということがございます。地震はもちろん、これから

毎年出てくるかもしれない水害についての組織作りに対してなにかしら指針や

アドバイスがあればお願いします。 

 
○危機管理課長から回答 
 開始の挨拶で会長様が言われていたとおり、地震災害よりも水害のほうが怖

いというところを今年の台風 19 号で大変教訓をいただきました。今おっしゃい

ましたように、地震ということで組織作りや対策、備蓄をやってきたのですけ

ど、今回うまく機能しなかったというのが実感としてございます。この教訓、

あとは他県でも大きな被害が出ておりますので、情報収集をしながら市として

地域の取組み、何をやっていただきたいか考えていきまして、できたところで

お示しできたらと考えています。 
避難訓練につきましては、いいアイデアと思いますので、いただきましたご

提案を基に、どんな訓練ができるかということもまた検討していきたいと思っ

ております。 
水害に対してどう対応していったらということですけど、まず訓練など、ど

のように行うかということを考えております。横地地区で記憶に新しいのが平

成 20 年の頃に大雨が降りまして、土砂災害がたくさん発生したということがご

ざいました。そこから水防訓練の時期と併せて土砂災害の訓練を行っておりま

す。また水防に向けて考えていきますので、検討中で恐縮でありますが地元の

人と相談しながら進めていきたいと思います。 
また、水防計画というものがございます。そういったものも合わせて検証を

進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 
 

●三沢 男性 

 避難指示を受けまして、不安に思っていることがありますので申し上げたい

と思います。回答は特に求めませんので、皆さんの頭の中に入れておいていた

だきたいということでよろしくお願いします。市長さんの説明の中に台風 19 号

の説明があったが、その中でも横地に特化したことで、５点ほど挙げさせてい

ただきます。 

今回の台風 15 号・19 号においては、かつてないほど甚大な被害が発生したと

伺っております。また、被害に遭われた方にはお見舞いを申し上げます。そし

て、避難指示が発令された菊川市・横地地区の災害状況についてまだ詳細が知

らされていません。私の住んでいる三沢には被害がなく幸いだったなと思いま
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すが他地区、奈良野などでは被害があったと聞いています。避難指示が発令さ

れた今、今後に不安がありますので５点についてお話させてください。 

 

① 自主防災等の組織図等がありますか。市で作成したものがあれば自治会等を

通じて回覧等で周知していただきたい。横地地区の防災会もありますし、各

自治会の自主防災組織もありますが、それぞれの関連性が見えていないと思

います。自治会長さんが言われた通りちょっと矛盾点もありますし、逆に自

主防災組織とのすり合わせが必要になってくるのではないかと思います。自

治会長と防災委員どちらが主にやるのかというのもありますし、我々自治会

員としましては自治会長の指示を受けたほうがいいのか防災委員とどちら

の指示に従ったほうがいいのか判断がつかない可能性があります。それから

防災委員等は集合し対応していただいたようですが、防災指導員という人が

横地地区で３人おりますが全然連絡がなかったようです。防災指導員の立

場・位置づけがわかりません。こういったことがあるので全体の防災の組織

図のようなものがあれば回覧等お願いします。 

② 避難所についてです。今回は避難勧告ではなく避難指示が出たということで、

80 名ほどが横地地区では避難されたと聞いています。我々は小学校の体育館

が避難場所と思っていましたが、今回は学童保育の教室が避難場所というこ

とで、避難されたようであります。しかし、聞いたところによると入りきら

ず、帰った人もおられたとのことで、周知徹底が必要だと思います。 

③ 牛渕川で国交省などが工事をしており、川の底を下げる工事と聞いています。

工事を見ておりますと、前回は重機が川底の中へ入って川底を下げているよ

うに見えましたが、今回は川の中には入らず外から取り除いているだけのよ

うに見えました。工事やったあとすぐ避難指示が発生したということで、今

回の工事箇所が空振りなのか。被害状況を見て下流に被害があるということ

であれば再度国交省に依頼して、避難指示の出ないような牛渕川にしていた

だきたいと思います。 

④ 牛渕川周辺で今回初めて避難指示があったわけですが、横地保育園がござい

ます。今回は土曜ということで、園児も少なく難を逃れたわけですが、危険

この上ないところに位置していると思います。移転計画等を進めていたわけ

ですが、大体４つの目標についてはクリアできたわけですが、最後の農地転

用だけが今不可能となっておりまして、移転をできておりません。そして近

くには避難所に指定されていません地区センターがあります。ぜひ保育園と

地区センターを含めて高台のほうに移転をお願いしたいと思います。 

⑤ 三沢と奥横地にあるため池の関係です。池のハザードマップが必要というこ

とで、地区民からの意見集約がしたいということで意見交換会を開催してい
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ただきましたが、誰もいないところでやられた気がします。横地地区は１日

が常会ということで上・中・下に分かれてほぼ全員が出て集会をしておりま

す。そこを離れてこの地区センターで意見集約をされたとのことで殆どの方

が出ていなかった、意見ができなかったことだと思います。今回、ハザード

マップの重要性をマスコミや専門家の人たちが指摘されまして、改めてその

必要性はわかるのですが、マップを作る前に先のことを考え、工事等を行え

ばマップの必要性が下がると思います。ハザードマップがあることで逆にマ

イナス面が発生してきます。特に三沢地区につきましては農地の環境整備な

どの関係で農地転用が難しくなっておりますし、また高齢になってまいりま

す。それから農業従事者が少なくなっておりますので、一人一人の土地売買

や居住等にも影響が出てきます。ハザードマップの必要がなくなる施策等が

必要ではないかと考えます。人の少ないところから意見を集約するのでなく、

より多くの人たちの意見が集約できるように、また参考としていただきたい

と思います。 

※意見として回答を求められなかったため回答なし 

 

●奥横地 男性 

横地地区の防災会長をさせていただいております。地震より風水害に非常に

危機感を感じています。昨年度も何回か小学校で避難所を開設させていただい

ております。横地小学校の体育館については雨漏りがあまりにも酷くてなんと

かしていただきたい。新しく建てる予定があるのか、もしくは補修するなり、

そういった考えが市のほうであるのか、お聞きしたい。 

今年度から南校舎学童保育を使って避難をしました。先ほどもご意見あった

のですが、避難したけど入れなかった人がいるということで、話を聞いてはい

ます。我々地区防災会としましては校舎のほうを開ける予定で、学校とも協議

しておりまして、南校舎がいっぱいになってきました。その時点で避難してき

た方が帰られた話はその時点ではこちらに届いておりませんでしたけど、実際

にはそこまで上げていただければ、校舎のほうがもうすぐ開きますということ

で、これは派遣要員の方も承知の上だと思いますけども、帰られることはなか

ったのでは。ただそういうことで、体育館のほうを建て替えなり補修なりあれ

ば教えていただきたいと思います。 

 

○教育文化部長から回答 
建て替えの予定は、今のところはない、というところでございます。雨漏り

につきましては、台風の風雨、風の状況というものがございまして、通常漏ら

なくても漏るというケースもあろうかと思います。いずれにしましても確認さ
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せていただいて、修理が必要あれば当然修理をしていくということで考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

●横地地区会長 

地区センターを移動したほうがいいよという話がありましたが、今年、六郷

や町部あたりは新しくなっていると思うのですけど、横地が回ってくる予定は

ございますか。 

 

○総務部長から回答 
検討中というところでございます。市内には建築から 30 年以上経った地区セ

ンターが古い順に加茂が昭和 56 年、西方と河城が昭和 57 年、そしてこちら横

地と牧之原が 58 年。この５つにつきまして、建て替えがいいのか、耐震補強を

してリニューアルして使うのが良いか、また建設場所などを検討する中で、担

当としては早いうちに中期計画くらいの中で位置づけられるかと検討している

ので、ご理解いただければと思います。 

 

●横地地区会長 

地区センターが避難所になっていないのはここと六郷地区だと思います。六

郷は建て替えをやっているものですからならないとも言えませんが、地区セン

ターが避難場所にならないというのはあまり感心できるものではないので、建

て替えか補修かと言っていただきましたけど、ぜひとも高い場所へ移していた

だいて、地区センターも避難所になるようにしていただきたい。また保育園等

も安全なところにしていただければ、小学校の体育館を使わなくとも十分に避

難所になると思いますので、もう少し考えていただきたい。 

 

○総務部長から回答 
地区センターは防災拠点としての役割を持っているため、現在の場所に不都

合がある場合は当然、新築する際に場所の移転を検討していきます。 

 

 

（閉会 20：30） 


