
○１４番（大崎 潤子君）   おはようございます。 

 今回は日本共産党議員団が１、２番目というふうになりました。水谷町長になっ

て初めての一般質問でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 質問につきましては、１点目が公共交通について、２点目、防災対策について、

３点目、学校支援ボランティアについての質問をいたします。 

 明解な答弁をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 まず最初に、２年後の平成２５年度から、北勢線は三岐鉄道が自立運営をするこ

とになっていますが、５月２４日に開催されました北勢線対策推進協議会において、

三岐鉄道から引き続き支援を継続するよう、協議の要請があったと報道されており

ます。 

 取り寄せました資料によると、北勢線の平成２２年度実績は、利用者数は２２７

万１，６１１人、旅客収入は３億４，８２１万２，８２５円となっており、前年度

よりも、利用者で５万１，２５１人、旅客収入で７２３万７３０円の増となってお

ります。減価償却費を含めた損失は３億８，３００万円で、前年度より９，０００

万円改善をされ、これも企業努力の一端を伺うことができるのではないかと思いま

す。 

 これは公表されました数字でありまして、５月２４日の推進協議会での協議内容

は公表はございません。どのような提案、問題点が出されたのか、経過をお示しく

ださい。また、平成２５年度からの支援要請の中身について、それに対する町長の

お考えをお尋ねをしたいと思います。 

 次に一番力を入れなければならない利用促進については、昨年度は利用推進啓発、

ポスター掲示や啓発物品の配布、ティッシュなどで２１回、各種のイベント参加者

数は６，７０１人となっています。特に桑名市の３自治会において、５０８人の北

勢線利用のウォーキング大会は、今後見習うべき事業のような感じもいたしました。 

 また、各市町の花、風物詩を巡る散策など、四季を通しての交流をもっと活発に

行うことは、とても大切ではないのでしょうか。梅、桜、あじさい、コスモス、も

みじに限らず、菜の花、ひまわり、そばの花など、各自治体が積極的に年間計画を

立て、北勢線推進協議会や北勢線対策審議会等で充実した議論ができるようにする

のも、利用促進の要であると考えますが、いかがでしょうか。 

 次に北勢線の利用促進の１つとして、オレンジバスがあります。年間の利用者は、

平成２２年度で９万２，２３７人と、平成１９年度から９万人台をキープしていま

す。特に平成２０年度は９万７，６４４人の利用客がございました。団地の皆さん

の買い物の足であったり、公共施設の利用には欠かすことのできない大切なオレン

ジバスでございます。オレンジバスを廃止するのですか。 

 選挙公約、政策１２、今動いているコミュニティバスのかわりに、町民の皆さん、

みんながもっと便利に利用でき、使う税金も少なくなるような新しい地域交通シス



テムをつくりますとありますが、どのような計画でしょうか、町長に答弁を求めた

いと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大崎議員の「公共交通」についてのご質問にお答え

をいたします。 

 １点目の「５月２４日に開催された北勢線対策推進協議会での協議内容と支援要

請に対する考えは」とのご質問でございますが、平成２２年度の北勢線事業実績は、

今、議員が述べていただきましたので割愛をさせていただきますが、その中で三岐

鉄道の日比社長としましては、非常に厳しい経営状況であるという認識を披露され

ました。 

 そして社長からは、運営資金以外にも、各駅の駐車・駐輪場整備等の協力もいた

だき、毎年の赤字額は減少しています。これは先ほどの議員のご指摘にもございま

す。しかし、まだまだ損益改善には至らない状況であり、平成２５年度以降も営業

赤字の縮小は見込まれますが、損益改善は困難な状況であるとの報告により、北勢

線を引き続き支援してほしい、そういう旨の要請がございました。 

 これにつきましては実務者レベルでの幹事会で、これまでの事業状況及び事業内

容、将来見通しなどを精査をして、推進協議会において結論を出すこととしており

ます。 

 ２点目の「利用促進」についてでございますが、いろいろご提案がございました。 

 私どもといたしましても、北勢線対策室を中心に、桑名市、いなべ市、両市と協

力をしながら活性化イベント、啓発事業を行っておりますが、三岐鉄道の一層の自

助努力を望むものでございます。 

 これからも行政といたしましては、対策室を中心に、各市町の公共交通担当課も

一緒になりながら、各種事業を展開してまいりたいと思っております。 

 ３点目の「北勢線の利用拡大の一つとしてオレンジバスがあるが、南北線は利用

客も多い。選挙公約に地域交通システム計画とあるが、どのようなものなのか。オ

レンジバスを廃止するのか」そんなご質問でございましたが、既にオレンジバスは、

定時・定路線で、地域公共交通として多くの住民の皆さまにご利用をいただいてお

ります。 

 しかし、町内には、このバスを利用いただきにくい地域や、したくても利用しに

くい、そんな方も多く見受けられ、買い物や病院通いなどでお困りの方がたくさん

いらっしゃることも事実でございまして、改善の要望もお聞きいたしております。 

 これらのことから、住民の皆さまと一緒に検討する組織を立ち上げ、他市町で運

行されているデマンド交通も参考にしながら、より便利で、より利用しやすい地域

交通システムを検討してまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解のほど、お願いを申し上げます。 



○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 三岐鉄道の支援要請についてですけれど、町長おっしゃいましたように、大変経

営は厳しい状態である、年度ごとの赤字の額は若干減ってきているけれど、トータ

ル的に見ると、まだまだ厳しい状況であるということをおっしゃったというふうに

は思います。 

 今後、幹事会の中で将来的な見通しを立てていきたいということですが、平成２

５年度といいますと、検討する期間というのが非常に短うございますが、幹事会で

の調整の会議をどのような形で進めていかれて、どの時点で、きちっとした方向性

というのをお出しになるのでしょうか。 

 私たちも三岐鉄道北勢線を残してほしい、利用客をもっと増やして、地域の大切

な公共交通としたいという思いはございます。ですが、一定の公の皆さんの税金を

使うわけでございますので、この１０年間も１２億５，０００万円というのを合意

といいましょうか、理解をいただいて計上し、今日に至っているわけでございます。 

 ですから住民が納得できる資料なり、納得できるような会議、あるいは広報等で

の啓蒙、そういうことをきちっとしていただかない限りは、５，０００万円になる

のか、いくらになるのか、今の段階では申し上げられませんけれど、そのあたりが

ないことには、企業がおっしゃるように、「はいそうですか。じゃあ支援しましょ

う。頑張ってください」では、私はいけないというふうに思います。 

 やはり何よりもこの地域で北勢線がなくては困る、そういう人たちのために、住

民の皆さんの知恵もかりなければいけないし、行政の知恵もかりて、走らせていか

なければなりませんが、そのあたりについての考え、見通しというのを１点、お聞

きをしたいというふうに思います。 

 ２点目は利用促進について、各自治体で、いろいろな形で取り組んでいただいて

おりますのはわかっておりますし、昨年度の活性化イベント、啓発事業という形で

の資料もいただいております。例えば東員町では、春には上げ馬があり、東員八重

山桜、あるいはイヌナシ、子ども歌舞伎、そしてフリーマーケットが春と秋、コス

モス、文化祭、商工祭、締めは１２月の第九ですね。こういう形で、本当に対外的

にアピールできるものがたくさんあるわけです。 

 東員町においてもこれだけの数があるわけで、桑名市、いなべ市においても、こ

れ以上にあると思うんですね。ですからそういうものを、きちっと推進協議会なり

審議会に各自治会が提出をし、上手に組み込んでいきながら、活性化のイベント、

啓発事業というのを組み込んでいかれたらいかがかなというふうに思います。 

 ここにいただいている資料に啓発事業など載ってまして、ここの中に、いなべ市

のあじさい祭りも載ってますよとおっしゃれば、そうかもわかりませんけれど、だ

からそういうのがなかなか町民の中には残念ながら入ってこない。ですからそのあ



たりの事業の構成の仕方、それをどういう形で町長として審議会なり協議会に持っ

ていっていただくことができるのか、そのあたりについて、とりあえず２点、お願

いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   北勢線につきましては、８年前の約束があります。

関係市町が５５億円出して、１０年たったら自主運営してくださいねという約束が

あったかと思っております。 

 議員おっしゃるとおり、まだ赤字だから出してくださいよということは、簡単に

はお金は出せない。それなりの本当に根拠がないと出せないというふうに思ってお

ります。全く同じ考えで、皆さんの税金で賄っているわけですから、その税金を、

はいそうですかと言って、簡単に出すわけにはいかないと思っております。 

 三岐鉄道が、あくまでも自主運営をしていただくということが基本でございまし

て、そのあたりの三岐鉄道の覚悟、そしてこれからの経営についてどのようにお考

えか、その点をお聞きしながら、協議会のほうで検討をしていきたいというふうに

思っております。 

 利用促進につきましても全く同様でございまして、基本的には三岐鉄道の自助努

力、これが一番だと思っております。その中で関係市町にいろんなイベントがある

よ、だからこういうこともあるよというのを出してくださいね、そしたらどうやっ

てつなげていこうか、これは事業者である三岐鉄道がそれを組み合わせてやってい

く、これが本来の姿だと思っております。 

 当町といたしましても、他の２市と連携を取りまして、議員ご指摘のイベント情

報など、いろんな方法で協力をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   １、２点については方向性も同じということでご

ざいますので、その方向できちっと対応していただき、住民にその時点でこういう

ことがありました、こういうことを言ってきましたという形で、情報提供をお願い

をしたいというふうに思います。 

 オレンジバスの件でございます。オレンジバスそのものは当面は廃止をしない。

ただ、旧東西線がなくなりまして、町長おっしゃるように、お困りの方も非常にあ

るということは、私どももお声を聞いておりますし、議会のたびに、オンデマンド

の方式もありますよとか、福祉タクシーもとか、いろんな議論は現実やってまいり

ました。 

 ですから町長もそのような方式のことをおっしゃっているのかな、そういう方向

で、これから議論をしていきたいということをおっしゃっているのかなというふう

に理解をいたしましたが、玉城町に今年１月に総務建設のほうで出かけていきまし

て、オンデマンド方式について勉強する機会がありまして、大変よい勉強になった



なというふうには思って帰りましたけど、パソコンや携帯電話という形ですけれど、

利用するのが高齢者になりますと、機械の操作というのも非常に不慣れな点もござ

います。玉城町においては、社会福祉協議会の事務局や事務職員の方が、お年寄り

の皆さんや、ありとあらゆる地域の皆さん、そして商店街や病院のほうへ直接お出

かけになって、ご協力要請というのをなさり、徐々にスタートをし、よい方向に行

っているという現実がございます。 

 そうしますと、東員町でもそのぐらいの覚悟がないことには、なかなか新しいも

のへの切りかえというのは難しいかなというふうに思いますし、携帯からとか、そ

ういうふうにすれば、一定の投資というのが、また逆に出るようには思いますけれ

ども、まだまだこれから煮詰めていかなければいけないのか、それとも町長の胸の

内には、こういう方向性というのがお持ちなのか、その点だけお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   議員におかれましては、玉城町へご視察に行かれた

ということで、方向性としてはかなり近いものがあるかなというふうなことを思っ

ております。全国的にこういう取り組みがなされてきております。 

 実は当町でも、議員もご承知かもわかりませんけれども、笹尾の西３丁目を中心

に、お助けネットという形で、ただしこれはあくまでもボランティアの活動という

ことで、会費はいただきますけども、業でないものですから、送ったりするのにお

金を取れないということがあります。そういうのを改善はしなければいけないんで

すが、そういうニーズがこの町にもあるということでございます。 

 そういうことで私としましては、これを大きな検討課題に、この町の非常に困っ

てみえる方がたくさんいらっしゃる、またこれから高齢化に向かって、こういう方

がたくさん増えていくという今の東員町の現状を考えたときに、この方向性で検討

をしていかないと、とてもじゃないけども対応はできないというふうなことを考え

ておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   どうも答弁ありがとうございました。 

 時間がございませんので、２点目に入りたいと思います。 

 去る３月１１日には東日本大震災が発生をいたしまして、お亡くなりになられた

皆様に、心から哀悼の意を捧げますとともに、被害にあわれました皆様に、心から

お見舞いを申し上げまして、防災計画についての質問に入りたいと思います。 

 今回の東日本大震災は予想をはるかに超えた地震で、張りめぐらされた堤防も大

津波によって消えてなくなってしまいました。今改めて、近い将来起きるであろう

東海・東南海地震に対しての対応、特に防災計画の見直しについてはどのようでし

ょうか。今回の大震災から学ぶべき、特に力を入れなければならないことは何でし

ょうか。 



 今回の地震で、昔から地域で、また学校で、津波が来たら高いところに逃げよう

と聞いて育った方々は命拾いをしたと報道されておりました。当日の津波の情報は、

三重県の沿岸部にも放送されましたが、指定場所への避難は、わずか数パーセント

だったと報道もされております。この意識の違いは何でしょうか。 

 まずは自分の命を守ることが一番大切だと考えます。地域の皆さんの防災意識を

高めるために、どのような計画を立て、啓発活動や防災訓練など、なさるのでしょ

うか。 

 防災意識を高めると同時に、地域における要援護者の支援体制づくりがとても大

切だと思います。現在５１４名の方に災害時要援護者登録の案内を発送し、約３０

０名が登録希望と回答しています。この結果から、地域でどのような支援体制づく

りに取り組んでいかれるのでしょうか。 

 災害時には多くの学校施設が避難場所となります。東日本においても、学校施設

が避難場所となる。子どもたちの勉強の場を確保することが大変な地域が多数あり

ました。 

 さて、我が町も学校施設は避難場所となっています。笹尾西地区は笹尾西小学校

の体育館と校舎の３階が避難場所と聞いています。その避難場所の耐震や安全性は

確保されているのでしょうか。建物については耐震性の調査をし、補強工事をして

まいりましたが、土地に対して心配する声を、町民の方から寄せていただいていま

す。安全・安心の立場に立って、各校・各学校施設の土地の安全度の調査をしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 防災対策の最後の質問は、子どもらへの防災教育です。子どもたちは震災を体験

していない地域に住んでいますが、普通の普段の生活の中で、防災について考える

習慣を持つことや、防災に興味を持つことなどが大切ではないでしょうか。また、

平和教育と同じように、体験された方からの話を聞くなど、防災教育についての考

えを町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   続きまして「防災対策について」のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 その前に今回の東日本大震災に関して私の思いと、被災地への支援をさせていた

だきました内容報告を少しさせていただきたいと思います。 

 ３月１１日に発生し、日本の観測史上最大規模の地震となりました東日本大震災

は、北海道、東北、関東の広大な範囲で甚大な被害を引き起こしました。改めて、

この震災により尊い命を亡くされました多くの皆様に、深く哀悼の意をあらわしま

すとともに、被災されました皆様には、心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

 本町におきましても支援本部を設置し、町で備蓄しております災害対策用保存食、

毛布、避難所用間仕切り等を被災地へ送らせていただき、また町民の皆様からは、



義援金、救援物資、仕分け作業の手伝い等のご協力を賜り、被災地へ支援をさせて

いただきました。 

 人的支援につきましては、町民の方々、社会福祉協議会職員の方が、被災地でボ

ランティア活動を行っていただき、改めて感謝を申し上げます。 

 本町としましても、上下水道課職員が宮城県松島町で給水活動、防災安全課職員

が宮城県南三陸町の避難所で支援活動、健康福祉課保健師が、岩手県陸前高田市で

被災されました方々の心のケアに当たりました。 

 今後は全国町村会の要請に応じて、職員を被災地支援に派遣する準備も整えてお

ります。 

 復興に向けた被災地支援は、まだまだ始まったばかりであります。今後も町民の

皆様にご協力をいただきながら、東員町として継続した復興支援をさせていただき

たいと考えております。 

 それでは、ご質問にお答えを申し上げます。 

 １点目と２点目につきましては、関連がございますので、あわせてお答えを申し

上げます。 

 今回の東日本大震災は、防災対策の基本となる被害想定を大きく超える災害であ

りました。本町の地域防災計画につきましても、被害想定を含め、見直しが必要と

なりますが、国、県が行います防災計画、被害想定の見直しも、本町の地域防災計

画と密接に関係がありますことから、その動向を注視し、それと整合を図りながら

進めてまいりたいと思っております。 

 質問の４点目とも関連をいたしますが、本町では避難所に指定しております小中

学校は、建築基準法に沿って建設しておりますし、必要な耐震補強につきましては、

平成１６年度で完了をいたしております。また、バリアフリー化につきましても、

平成２１年度において、体育館へのアクセス部分の改修を終え、その他の部分につ

きましては、順次、計画しております。 

 今後は、町民の皆様の避難ルートの確保や、そのバリアフリー化を進め、災害時

に町民の皆様に安全に避難していただくことを重点に、対策を図りたいと考えてお

ります。 

 また、地域の防災力・防災意識向上のかなめは、自治会自主防災組織の活発な活

動と考えますので、今後も自主防災組織の活動支援をさせていただきたいと考えて

おります。 

 ３点目の災害時要援護者避難支援体制づくりにつきましては、本年２月、避難時

に支援が必要と思われる方々に、支援の有無について意思確認をさせていただく調

査票を送らせていただき、現在調査票の内容確認作業を行っております。 



 今後は、支援を必要とされる方々を支えていただくために、自治会自主防災組織

や民生委員の方々と一緒になって、地域に即した支援体制づくりを進めてまいりた

いと考えております。 

 ４点目の避難所の安全性につきましては、先ほど少しご答弁させていただきまし

たが、今回の震災を例に挙げるまでもなく、人間の想定や基準を超える自然災害が

発生することも考えられます。自治会自主防災組織の皆さんと今後避難所の運営を

考えていく中で、避難所における安全対策についても検討しておく課題であると認

識をしております。 

 ５点目の子供たちへの防災教育につきましては、毎年、桑名市消防本部の防災指

導センターの方にお世話になり、各小学校４・５・６年生を対象に、防災学習を行

っております。４年生は消火器を使用した防災訓練、５年生は防災に関する知識を

高めるための防災講話、６年生は負傷者の応急処置等の訓練を実施し、防災意識を

喚起しております。 

 また、小中学校では、地震に関する学習や避難訓練を実施し、突発的な地震を想

定して、慌てずに行動できるよう、全校一斉の指導を行っております。 

 大震災における心のケアに関しましても、１６年前の阪神・淡路大震災で被災し

た子ども達が精神的に深く傷つき、それを癒すために長時間を要したといわれてお

りますし、深い悲しみはＰＴＳＤとなり、心の奥深くに残ると聞いております。 

 このようなことから、３月に起きました東日本大震災につきましても、親戚や身

内の中で被災された方がおみえになる子どもたちが町内にいる可能性もあり、防災

学習の中では、慎重に指導に当たることが重要ではないかと考えております。 

 また、避難経路等の緊急点検及び調査につきましても、県の情報・危機管理特命

監により依頼がありまして、各小中学校が安全点検を行ったところでございます。 

 今後も地震時の児童生徒の避難のあり方や心のケアを踏まえた防災学習を実施し、

災害発生時の対応を、より実効あるものにしていくよう取り組んでまいりたいと考

えておりますので、よろしくご理解をいただきますよう、お願いを申し上げたいと

思います。 

 なお、学校の資質の関係ですけど、学校は指示基盤までくいが打ってあります。

城山小学校では、指示基盤まで数百本、４～５百本のくいが打ってありますので、

液状化しても被害が及ばない耐震構造に、そのものはなっているというふうなこと

でございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 先ほど耐震化の構造ですけれど、城山小学校のことをおっしゃいましたので、私

の住んでいる笹尾西地区の体育館の土地、建ってるところなんですけれど、大型開

発の時に企業につくっていただいた体育館であって、西地区の皆さんは、ここが避



難所なんですけれど、本当に心配をなさっておりまして、今、町長、城山の話はな

さったんですけれど、城山ではなくて、笹尾西小学校の体育館についてはどの程度

の補強をしてあるのかどうなのかというのが、とても聞きたいところでございます。 

 もし液状化になったら本当に危険でもあるし、大変ですので、その時の年代にお

いての地盤調査はなされると思っておりますが、最近の地盤調査をもししてなけれ

ば、ボーリング調査とか、スウェーデン式サウディング、ＳＳ試験というんですけ

れど、こういうことをしていただいて、本当に安心・安全ですよということを町民

にお示しをしていただきたいんですけれど、まずこの点をお願いしたいというふう

に思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどの西小学校の件でございますけれども、つく

りましたのが大和団地でございまして、それを当町へ引き継いだということでござ

います。建築時にはボーリング調査をしておりまして、必要に応じて基礎ぐいも打

設しております。 

 校舎のほうがそのようになっておりまして、体育館のほうは切り土に建っている

と聞いております。それもさることながら、くいも指示基盤まで打っております。

ただ詳細な図面が実は残っておりませんので、詳細まではわかりませんけども、建

築基準法で定められた基礎ぐいを打設しておりますので、安心かと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   切り土の上に建っているので安心ということでご

ざいますが、それでまた、西地区の皆さんの質問があった場合はそのように答えて

おきますけれど、それ以外の問い合わせがあれば、明確にお答えをして、町民の安

心・安全という立場でお願いをしたいというふうに思います。 

 今回の東日本の大震災によって、地域の皆さんの防災意識というのが非常に向上

しているのではないのかなというふうに思います。西１丁目でも２回、防災安全課

から出前講座をしていただきまして、地域の皆さんが、改めて東員町の被害想定が

どういうものなのかということをわかったりとか、自分が何をしなければならない

のかということが、少しずつわかってきましたというお声もいただいておりまして、

防災担当課の防災安全課から、職員の方が休みの日にお出かけいただいて、お話を

していただいたことに大変感謝をいたしております。 

 ですから、このような形で、先ほど町長も自主防災組織と力を合わせてやってい

きたいということをおっしゃっておりまして、こういう取り組みが一地域とか、一

自治会に終わらず、やはり高揚している時に、もっと積極的に防災についての町と

しての取り組み、あるいは地域でこういうことをやってください、こういうことを

やっていただければ、行政としてはこういう支援をいたします、そういう積極的な



取り組みをやっていただきたいというふうな思いが強いですが、どのようでござい

ましょうか。 

 あわせまして、避難場所が各小学校とか中学校になってはおりますが、そこにす

べての方を収容することは大変無理なことだというふうに思いますが、そこへ行く

までに一時避難的な公園とか、空いているところへとりあえず行く、そういう活用

というのはできるのでしょうか。避難してくださいというので、一斉に避難場所へ

かけ込んでいくのか、そういうことも今後の課題の一つというふうに考えていらっ

しゃるでしょうか。そのあたりについてもお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、議員ご指摘の積極的な防災の取り組みを検討し

てまいりたいと思いますので、よろしくご指導のほど、お願いを申し上げたいと思

います。 

 それと避難ルートにつきましては、検討をさせていただくこととしております。

その中で一時避難場所が必要であるのかないのか、あるいは今非常に私として問題

と思ってますのは、そのルートがバリアフリー化ができているのかどうかというこ

とも含めて、非常に心配をしておりまして、そのことも含めて早急に検討してまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、町長から、避難場所については早急にルート

確認などしていきたいということでございましたので、早急に検討委員会を開いて

いただいて、お願いをしたいというふうに思います。やはり安心・安全、そういう

立場に立った行政の姿勢というのを、町民にきっちり見せていただくことだと思い

ますし、新町長として、こういう決意でやるということが、町民の前にきちっと見

えていくのではないかというふうに思います。 

 今回の東日本の大震災は、特に原発の問題が大きくクローズアップをされ、その

問題で本当に多くの皆さんが苦しみ、嘆いているのが現状でございます。遠いよう

に思いますが、この地域にも敦賀原発、直線距離で７０キロから８０キロというふ

うな感じだと思いますが、冬には伊吹おろしで、風がこちらのほうに舞ってくると

思いますので、放射能の機器の購入をしていただきたいなという思いでおりました

ら、予算計上がされておりまして、全国的に国の予算で取り組んでいただくのかな

と、それは評価をしながらも、東員町もそういう地域であるということだけは忘れ

ていただきたくもないし、やはり敦賀原発というのがあるので、風向きによっては、

そういう可能性もあるし、決してそういう事故が起こってはいけないので、私ども

は原発は即ではなくて、経過を経て停止をしなさいという立場には立っております

けれども、この間において、町民から、小さいことであっても、いろんな要望とか

意見とか、大震災を受けての感情というのがあると思います。ですからそういうの



が自治会に上がっていったり、行政へ届けられたり、議員のところに来た場合は、

懇切丁寧に対応していただきたいということを、お願いをしたいというふうに思い

ます。 

 ３点目に入ります。学校支援ボランティアについて。 

 少子高齢化の時代に入りました。団塊世代の地域の皆さんの力が発揮でき、生き

がいを持って地域とかかわっていただける機会として、学校支援ボランティアを積

極的に進めていただいてはいかがでしょうか。できる人が、できるときに、できる

ことを、子どもたちにかかわることで交流もでき、地域全体が元気になるのではな

いかと考えるものでございます。 

 将来を担う大切な子どもたちを、地域でしっかりと守って育てていくことこそ、

我々大人の責任と考えていますが、いかがでしょうか。 

 現在は通学ボランティアや朗読ひばりの会などによる学校訪問、読み聞かせなど、

実践をされており、子どもたちにとってもとてもうれしい、そして大切な時間帯と

なっております。ボランティアの皆さんには本当にありがとうございますと、感謝

を捧げたいと思います。 

 この東員町での現状報告や学校支援ボランティア便りなど発行されているのか、

教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員のご質問にお答えする前に、この場をお

かりしまして、学校支援ボランティアに参加していただいている皆さんに心から感

謝を申し上げたいと思います。特に学校安全ボランティアの皆さんには、雨の日も

風の日も夏の暑い日も冬の寒い日にも、子どもたちの安全のために本当にご尽力を

いただいております。 

 また今年１月、大雪が降りました。その時に通学路の雪かきや滑りやすいところ

の安全確認等、本当に子どもたちのためにお世話になりました。各園・各校から本

当に多くの、こういうことをしていただいたという報告が上がってまいりました。

皆様に感謝を申し上げる機会が、今まで個別にはしておりましたけれども、ありま

せんでしたので、この場をおかりしまして、東員町のすべての園・校を代表して、

心から御礼を申し上げたいと思います。 

 本当にありがとうございます。 

 皆様のご支援のおかげで、東員町で大きな事件や事故等もなく、安全な登校がで

きております。今後ともどうぞご支援・ご協力をお願いしたいなと思っております。 

 それでは大崎議員のご質問について、お答えをいたします。 

 現在学校では、子ども達の学校生活を安心安全で豊かなものにするため、地域の

皆さんが積極的にかかわってくださり、さまざまな活動が行われております。 



 ご質問にありました「学校安全ボランティア」についても、東員町の全小学校に

組織され、登録人数は６校で７００人を超えておりまして、地域のたくさんの方々

にお世話になっております。 

 主な活動といたしましては、危険箇所や通学路での見守り、登下校の付き添いや

校区内の巡回をしていただいております。登下校時には、児童生徒と安全ボランテ

ィアの方々とのあいさつが交わされ、ふれあいもあり、たいへん有意義な活動とな

っております。 

 また、各小学校においては「学校安全ボランティアの方へのお礼の会」を催し、

児童からお礼の手紙を渡すなど、感謝の意をあらわす取り組みをしております。そ

のほかにも、運動会や学習発表会などの行事に招待し、交流する場を設けるなど、

安全ボランティアの方々にも大変喜んでいただいているのではないかなと思ってお

ります。 

 次に、朗読ひばりの会による学校訪問についてでございますが、こちらも大変活

発な活動が行われておりまして、平成２２年度は町内の小学校の朝の読書会に７５

回、訪問読み聞かせの会に６回、幼稚園・保育園の読み聞かせの会に１６回と、子

ども達が読書に親しむ機会をつくっていただいております。毎回、読み聞かせの会

を子ども達が楽しみにしており、ひばりの会の皆さんも、子ども達の期待にこたえ

るために、やりがいを持って取り組んでいただいていると聞いております。 

 そのほかにも小中学校の教育活動におきましては、地域の方にお手伝いをいただ

く機会は大変多く、小学校では「昔の遊びを学ぶ会」「平和学習」「収穫祭」「学

校読み聞かせの会」などのゲストティーチャーとして招き、児童との交流を図って

おり、中学校では、町内のさまざまな職種の方に、職業についてお話をしていただ

く機会を持ち、中学生が将来の希望を持てるように、ご支援をしていただいており

ます。 

 大崎議員のご質問にもございますように、「できる人が、できるときに、できる

ことを」を大事にしながら、今後も地域の方々と子ども達が、さまざまな機会を通

して交流をし、子どもたちも大人も元気になれるような活動を継続していきたいと

考えております。 

 ご質問ありがとうございました。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 教育長の答弁の中で、各学校においては、お礼の会であったり、学習発表会とか、

そういう時にご招待をして楽しんでいただいているという、各学校での組織づくり

はできておりますけれど、一つ提案ですけれど、学校支援地域本部会とか、そうい

うものをおつくりになって、ボランティアの研修会やボランティア便りといいまし



ょうか、こんな地域ではこういうことをやっていただいてますよというので、町全

体で、あっそうなんだという認識を持つということが大切ではないのかなと私は思

うんですけれども、その辺についてはいかがかなというふうに思います。その辺、

お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私の基本は、それぞれの学校がそれぞれの状況を

見ながら自分たちでやっていくという自主性というのが大変大事だと思います。 

 間違ったことをしたり、何かがあれば、それはおかしいですよと指導させていた

だきますけれども、それぞれの学校が、それぞれの必要に応じて、地域の皆さんと

協力しながらいろいろ取り組んでいくという、今それぞれがやっていただいている

んです。それをまた、教育委員会がまとめてこうですよというのよりは、実際にや

っていただいていることを大切にしながら、交流等はこういうことがありますよと、

校長会とか、いろんな場で交流をさせていただきますので、学校の自主性に任せて

やっていただいたほうが、僕はいいのではないかなという感じがします。 

 組織としては学校教育委員会というのがございますので、そういうのを使いなが

ら、報告等もありますけれども、地域の皆さんの要望等は学校に反映されていると

思います。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長はそれぞれの学校の自主性に任せたいと。

それはそれでいいことだというふうに思いますが、せっかく先ほど教育長も、この

場をかりてボランティアの皆さんにお礼をおっしゃって、何かちょっと。まあそれ

はいいですよ。こういう場しかなかったからとおっしゃれば、それまでのことかも

わかりませんけれども、それも何か不自然に思いましたので。 

 こういう場を使うことは、それはそれでいいです。だけどもっと違う方向で、東

員町でこういう形で、今、子どもたちを一生懸命、地域の皆さんを含め、教職員で

頑張ってますよということが私たちは知りたい、私自身も知りたい。西小学校のこ

とはわかっても、ほかの学校の様子はわかりません。それが多くの皆さんの思いで

はないかなというふうに思いましたので、提案をさせていただきましたけれど、も

う一度再考していただければいかがかなというふうに思います。 

 評議委員の方もみえますので、その方にそういう形で、また私たちも意見を言え

ばいいのかなと思ってみたりはいたしますが、もう一度、教育委員会の現場のほう

でお話し合いをしていただいて、何か東員町の皆さんに発信するものをお考えいた

だければというふうに思います。それも時間の関係で、後でお答えをお願いしたい

というふうに思います。 



 読み聞かせなどで、朗読ひばりの会をはじめ、多くの皆さんに力を注いでいただ

いていて、大変喜ばしいことでありますが、０歳から５歳児の絵本というのが東員

町は少ない。他市町へ行って、自分たちの思う本をお借りをしてくるということで

ございます。新町長も今回、子どもたちへの投資を考えていきたいということをお

っしゃっておりまして、図書費の占める中で幼児への配分ですね。今年５００万円

の予算計上をしていますけど、図書費で買う幼児図書の比率といいましょうか、そ

の辺の枠をもっと広げていただいて、これからの子どもたちに、もっともっと楽し

い絵本というのを提供してあげることはできないのでしょうか。 

 教育長の答弁を求めます。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ０歳児から５歳児の絵本が少ないということをお

聞きしまして、できる限り増やしていきたいなと思っております。 

 情報発信のことなんです。いつも情報発信が下手だということで、おしかりを受

けてあれなんですけども、広報「とういん」等もありますし、教育委員会のホーム

ページ等でも、そういうのを適宜情報を得ながら発信をしていきたいなと思ってお

ります。 

 ここで私、感謝と言いましたけれども、それぞれの校長先生たちは、本当にいろ

んな場で感謝の言葉を言っていただいておりますので、私がわざわざ言う必要もな

かったのかわかりませんけれども、でも本心として本当にありがたいんです。７０

０名の方々がこのようにやっていただいたということを、どこかで私は自分の気持

ちをあらわしたいなと思って、言わさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   時間がもうわずかになりましたので、町長に１点

だけ。町長の施策１６に、地域ごとに学校応援団、これと私が今申し上げたことが

よく似ているのか、いやいや、もっと違うというお考えなのかどうなのかというの

と、先ほど教育長は０歳児用の絵本を増やしたいとおっしゃっておりましたけれど、

それでいいのかどうなのか、再度お願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私の考え方もよく似ております。安全ボランティア

と、今、町で取り組んでいただいております、いろんな方が、子どもたちに昔のこ

ととか、語りとか、いろんなことを教えていただく。情操豊かな子どもたちが育っ

ていくという、それが非常にいいことではないかなというふうなことを思っており

まして、よく似ています。今、教育委員会で教育長を先頭に取り組んでいただいて

おります、まさにそれを継続して、もう少し発展をさせていただければ、ぴったし

かなというふうなことを思っております。 



 図書に関してでございますけれども、幼児の図書、絵本のことですが、教育長が

答弁をしましたように、絵本というものは子どもたちの心を豊かにするものだと思

っておりまして、非常によい取り組みだというふうなことを思っておりますので、

教育長答弁にもありましたように、進めさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   これで終わりにいたします。 

 町長も教育長も、前向きに子どもたちのために投資をしていきたいということで

ございましたので、これからの大切な子どもたちでございます。豊かに育っていく

ように、支援のほど、お願いをいたしまして、私の一般質問といたします。 

 


