
○６番（近藤 義憲君）   東日本の大震災からはや９カ月が過ぎ、亡くなられ

た方の冥福を祈るとともに、原発事故、その他のことで、今なお、これから冬に向

かう折りに、心からお見舞い申し上げます。 

 先に通告いたしましたが、２点、まず東員町地域防災計画についてを総務部長に、

２問目は高齢者との連携を進める学校施設について、教育長と町長にお伺いいたし

ます。 

 平成２１年度に東員町地域防災計画の修正案が、この赤い表紙で発行されました。

（近藤議員 冊子を示す）防災計画の修正ということで、毎年修正されるんですけ

ど、この年、特に阪神淡路大震災の教訓を受け、大きく変更になった点を伺いたい

と思います。 

 ２点目は東日本大震災及び台風１２号等で全国的に大規模災害が起きる時、この

計画も東日本震災により見直されると思いますが、我が町として、防災計画が平成

２１年に発行されましたが、その後どのようになされたか、現状と対策をお聞きい

たします。 

 そして３つ目として、大規模火災等で必要な仮設住宅の建設用地は町で確保しな

ければならないと最近言われておりますが、できているのか、どのような計画があ

るのか、まず１問目、３点について、総務部長にお伺いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）    近藤議員の東員町地域防災計画についてのご

質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の、平成２１年度に実施をいたしました本町の地域防災計画の主な修

正内容でございますけども、本町の役場内の機構改革、それから三重県庁等の関係

機関の組織改編に伴う修正、また防災情報の伝達手段であります全国瞬時警報シス

テム、いわゆるＪアラート、それから防災ラジオ、行政情報配信メールの追記、法

改正に伴う修正等を中心に、地域防災計画の体系の見直しを行いました。 

 次に２点目の、東日本大震災の被害を受けまして、本町の地域防災計画をどのよ

うに見直すのかとのご質問にお答えをいたします。 

 発災から９カ月を迎えようとしておりますけども、いまだ被災者の方々、被災地、

また日本中に大きな傷跡を残しております東日本大震災は、阪神淡路大震災がそう

でありましたと同じように、日本の地震対策を根底から見直しをしなければならな

いという大きな教戒を与えました。 

 現在、国の中央防災会議を中心に調査研究が行われておりまして、新たな被害想

定が、現在の予定では、平成２４年の春から夏にかけて示されると聞き及んでおり

ます。 



 この国の示す被害想定等をもとにしまして、三重県、それから東員町という流れ

で、被害想定も含めた地域防災計画の見直しを行うことによりまして、本町の見直

しの時期としましては、平成２５年度になろうかと現在考えております。 

 国、県の新たな被害想定等が示されるまでには、まだまだ時間を要しますけども、

町としましては、自治会の行事、自治会の自主防災組織の訓練、また老人会の会合

とか、小学校のＰＴＡの主催などの行事によりまして、その行事の場で、防災講話

とか訓練の支援などを、地域の皆さんと一緒に、防災について考えさせていただく

ことを現在も行っておりますので、こういったところを今後の地域防災計画の見直

しの中に反映させていきたいと考えております。 

 また、東日本大震災の被災地での避難所の支援報告、また防災関連の情報などは、

今後も広報とういん等でお伝えをいたしまして、住民の皆さんの防災意識の向上の

啓発を図っていきたいと考えております。 

 最後に３点目の応急仮設住宅用地の確保について、お答えをいたします。 

 近藤議員ご指摘のとおり、災害時の応急仮設住宅用地の確保につきましても、災

害対応業務の重要な一つでございます。 

 建設候補予定地の選定条件としましては、二次災害の危険がないこと、ライフラ

インの確保、資機材の搬入の容易さ、また、まとまった敷地であることなどが挙げ

られておりますので、本町としましても、屋外のスポーツ施設、学校のグラウンド

等の公共施設用地を、被害の状況や被災前の地域のコミュニティの確保に配慮しな

がら選定してまいりたしたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤議員。 

○６番（近藤 義憲君）   今お答えいただきました１番の修正点、これは現実

にこうなんですけど、２番目に関しましては、まだこれから国、県の方針によって、

平成２５年度までにやると。それがいいか悪いか、その間に地震、もしくは大災害

が起きたらということもありますけど、ひとつ参考にというのは、先日１２月３日、

４日に町の防災、笹尾西小学校で避難所の訓練がございました。私も参加させてい

ただいたんですけど、夜から朝までということで、その時にいろんな想定がなされ

ました。 

 やはりああいう訓練をやっていただくと、問題点が大分出てくると思いますけど、

特に感じたことは、体育館で避難していたんですけど、７０人募集して朝までみえ

た方は５０人ぐらいだったと思うんですけど、笹尾に住んでいる方が西東で大体８

千人みえるんですけど、規模にもよりますけど、東員町においては津波の心配はな

くても、養老・桑名・多度断層で、震度７もしくは震度９までいけば、どんな被害

になるか。津波は来なくても火事が起きた場合、被害状況を想定するのは、小さい



ところから大きいところまで、どれが当てはまるかわかりませんけど、あの避難場

所では狭いなということをつくづく感じました。 

 朝までおられた方は毛布が足りないとか、いろんな細かい点が出ておったと思い

ますけど、自治会主催というとおかしいですが、東員町はもちろん、総務部長以下、

担当課の方もみえましたけど、実際あそこで避難できるか。特にその時みえて、後

でも話があったんですけど、車いすの方とか、高度の重症者、また寝たきり老人が

避難した場合に朝まで寝れないとか、そういう面で、私、２点目にも質問しますけ

ど、避難所の確保というのは大事だと思います。 

 特に学校が避難場所、先ほどの答えにもありましたように、仮設住宅を建てるの

も、まだ決まってはいないけど、広いところといえば運動場、そういう面で、学校

開放に関しまして、ああいう大きい災害が起きた場合は学校の例えば１階を避難所

にするとか、平時は結構ですけど、そういうことを決めていくのも大事ではないか

なと。これは笹尾ばかりではありません。ほかの校区も一緒ですけど、避難所がな

かったら避難することもできない。学校へ行くまでも大変なんですけど、障がい児

を抱えている方が、特にそういうふうに言ってみえました。 

 今回のアンケート調査、たくさんありましたので、それをまとめてひとつ、東員

町独自の避難所対策というか、毛布の問題も、うちからは持ってこれないけど、避

難所に３千枚ぐらい用意してあるけど、それでは足らんと。そういうこともひとつ、

平成２５年までと言わずに、できましたら早急に考えていただきたいということを

提案しておきます。 

 それと例えば今、広域行政、桑名も四日市も、我々北勢地方、広域でいろんなも

の、消防に関し、ごみの問題もそうですけど、桑名、四日市、川越あたりと一緒に

広域をやっておりますけど、東員までは津波が来なかったけど、例えば海岸線が近

鉄線のところまで来たとき、東員町はどこまで応援できるかというようなこと、そ

の２点について、総務部長、町長でも結構ですけど、今考えていること、防災に関

しての相互取り引きと避難所のことについて、お答えというか、考えておられるこ

とをひとつ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）   今のご質問でございますけども、よく町村会で一緒

になる木曽岬町の町長といろいろ話をしているんですが、例えばの話でごめんなさ

い、あそこはほとんどゼロメートル地帯、それ以下ですね。建物も高い建物がない。

津波が来たとき、海から水が来たときに、もう逃げるところがないんやと。そのと

きには東員町、また頼むわなというようなお話も会話の中でいただいております。 

 恐らく東員町といたしましては、津波等の心配はないんだろうなと思いますけれ

ども、ほかの被害はあっても、それは大丈夫だろうなと思っております。そうした

ときに、例えば木曽岬町のようなところの人が、もう逃げるところがない、東員町



頼むわと、どれぐらい受け入れられるのか、ちょっとそれはわかりませんけれども、

やはり我々も協力していかなければならないということで、その辺のことも、これ

から検討をしていかなければならないなということを思っております。 

 具体的にはどれぐらいとか、そういう規模の問題も含めて、まだ検討してません

けれども、やっぱり前向きに検討していかなければならないのではないかなという

ふうには思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤議員。 

○６番（近藤 義憲君）   こういう問題は仮定ですけど、実際に百年に１度か

３０年に１度起きるかもわかりませんし、千年に一度かもわかりませんけど、今回

の東日本の大震災を見ておりますと、起きてからではおそいけど、準備に関しまし

て、できる限りお互いに協定を結び合ってはおるんですけど、東員町としてできる

ことも準備しておいてほしいと、お願いしておきます。 

 １点目に関しましてはそういうことで、この間、ありました避難所の運営につき

ましては、４自治会の自治会長をはじめ、中で係を４つのブロックにして、いろい

ろやってたんですけど、右往左往いろんな問題がありましたけど、アンケート調査

をまず綿密にして、平成２５年と言わず、町でできる範囲のことを各自治会にお願

いして、この質問は終わりたいと思います。 

 続いて２問目に移ります。 

 高齢者との連携を進める学校施設について。 

 このことについては、文部科学省から平成１１年６月に、高齢者との連携を進め

る学校施設整備について、世代を超えたコミュニティの拠点づくりを見直して、指

導・助言をと書いてありますけど、その辺のことを教育長に一番初めとして、生涯

学習等学校施設の開放について、地域との連携についてどのようなお考えであるか。 

 ２点目、細かいことですけど、各小学校、クラス児童数等、もしわかりましたら、

どれを余裕教室というか、私には境がわかりませんけど、普通でいう空き教室及び

余裕教室が各小学校にどのぐらいあるかないか、ひとつお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 ３点目、これは一緒のことですけど、町長にお願いします。今後、急激に増加す

る高齢者人口、特に笹尾城山地区において、生涯学習、スポーツ、コミュニティの

学校配備、高齢者交流の場として整備する必要があると思いますが、町長としての

高齢者対策の一環としての方針をお伺いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   近藤議員の高齢者との連携を進める学校施設につ

いてのご質問にお答えをいたします。 



 現在、各小学校では、地域の方々との交流をはじめ、ゲストティーチャーやボラ

ンティアとしてご協力をいただくなど、いろいろな場面で地域の皆様に支えられて

いただいております。まずこうしたご協力に、この場をおかりしまして心から感謝

を申し上げるとともに、今後もさらにご支援を賜りますように、よろしくお願いを

いたします。 

 さて、ご質問いただきました中で、まず２番目の項からお答えをさせていただき

ます。各小学校の児童数、クラス数、余裕教室からお答えをいたします。 

 いずれも来年度見込み数でございますが、三和小学校、児童数１９４人、７クラ

スで、余裕教室はございません。稲部小学校、児童数２０９人、９クラス、余裕教

室はございません。神田小学校、児童数３９２人、１５クラス、余裕教室はござい

ません。笹尾西小学校は児童数１９２人、８クラス、余裕教室は３階に３室ござい

ます。笹尾東小学校、児童数２５１人、１１クラス、余裕教室は２階に２室、３階

に１室、合計３室ございます。最後に城山小学校は児童数１７９人、６クラス、余

裕教室は１階に１室、２階に１室、合計２室でございます。 

 次に生涯学習と学校施設の活用ということでございますが、余裕教室を利用して、

例えば、文化教室や地域の方々の交流の場所として使用していただくことにより、

さまざまなメリットが生まれるものと考えております。例えば、地域の方々に子ど

もの姿を見ていただくことで、子どもたちとの交流につなげることができることや、

ゲストティーチャーとして子どもたちが学べる機会も増えること、また、お年寄り

の方々と接することにより、思いやりの心が育まれるなどの期待も考えられます。 

 しかしながら校内に自由に出入りができる開放状況では、不審者の侵入等が考え

られ、児童の安心・安全の確保ができなくなることや、使用時間帯によっては管理

の問題が発生してまいります。 

 このようなことから、余裕教室の活用につきましては実際にどのようなニーズが

あるのか、あるいは子どもたちとどのような連携が考えられるのかなど、研究して

いくことが必要であると考えておりますので、よろしくご理解賜りますようにお願

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）   高齢者との連携を進める学校施設について、私への

ご質問にお答えをさせていただきます。 

 近藤議員ご指摘のように、町民の皆さんが生きがいを持って生活していただくた

めにも生涯学習は非常に大切であると考えております。また、いきいきと生活する

土台である健康づくりへの意識の高揚を図ることや、主体的な健康づくりを促進す

ることも重要でございます。 

 高齢化が急速に進行する中で、高齢者の皆さんが安心して充実した生活を送って

いただけるよう、さまざまな工夫や環境整備が必要と考えております。 



 笹尾・城山地区のこれからにつきましては、例えば、地域ごとに空き家を借りる

などして、オープンハウスとして活用していただくことや、高齢者の皆さんが交流

し、支え合う仕組みづくりや、地域で家庭菜園が行える仕組みも考えていきたいと

思っているところでございます。 

 このようなことを実現するために、生涯学習という側面も含めて、総合的な計画

を立てて取り組んで行く必要がございます。皆様のご意見やニーズの状況もつかみ

ながら、社会教育と保健福祉との連携を図りながら進めてまいりたいと思っており

ます。 

 その総合的な計画の中で、学校の余裕教室の活用につきましては、先ほど教育長、

答弁をしましたように、教育委員会と私どもと連携をとりながら、なお一層の研究

をしてまいりた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

上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤議員。 

○６番（近藤 義憲君）   教育長、町長に答弁いただきましたけど、今私が質

問していることは、文部科学省のホームページに載っております。平成１１年６月

からです。もう１２年前です。それをプリントアウトしたものを、私、質問してる

んですけど、そこに生涯学習への対応、学校・家庭・地域社会との連携、地域コミ

ュニティの拠点として学校が大事であるということが書いてあります。 

 プリントアウトした中にも、これは町長ですけど、学校を改築するんだったらこ

ういうふうにしなさい、事例としてはデイサービスセンター、特別養護老人ホーム、

東京都は進んでますし、学校開放、ちょっと飛びましたけど老人憩いの家とか、学

校の入り口は一緒ですけど、中で仕切って、高齢者と子どもと、先ほど教育長が言

われたように触れ合う、それを今後開放されてやっていくに関しまして、町は例え

ば笹尾西小学校と今お聞きした中で、東小学校には３教室余っていると、３階が余

っている、２階が余っているようですけど、笹尾西小学校の場合だったら、エレベ

ーターをつけるか、私いつも思っているのですが、道路から直接橋をかけて、２階、

３階に行けるように、この間も校長先生と私行ってお話ししましたら、今日現在４

教室空いてますと。きっちり詰めれば６教室空きますというような話もありました。

どうですかと言ったら、地域のためだったら、学校を地域の拠点にする。 

 なぜかというと、笹尾地区、城山はちょっとあれですけど、東員町の半分の人間

がネオポリスに住んでおります。その中で社会教育文化施設、オレンジバスでこう

いうところに来て勉強するとか、いろんなことがありますけど、笹尾の３階だけ例

えば開放して、集会所が狭いということもありますけど、あそこをひとつ改修して、

笹尾西が２教室使うとか、そういうふうにフレンドリーの場、そういう場に学校を

開放したいなという思いがございます。 



 文部省の指針にもそうやって書いてありますし、開放しているところもあります。

なぜ学校の開放が進まないかということまで書いてあります。学校は何か秘密主義

であるということ、いつも隠そうという意識があると、これは書いてあることです

よ。全国的にそういうこと、管理社会だと。 

ただ学校開放の進まないわけは、それと先生の勤務ですね。土日に出てきてくれ

というと、管理体制でいろんなことがあるのでだめだとか、その辺を例えばもう少

し地域に任せるなり、開放するには、管理する以上に、例えば守衛さんがいたり、

例えばかぎを預かる人がいたり、経費もかかりますけど、笹尾の人口はあと１０年

すると、３分の１は６５歳以上で、３，０００人の高齢者がいます。これはもうデ

ータでも上がってますけど、１０年後を考えると、今の西笹尾地区の８畳二間の集

会所で、いろんなことをやれるかというふうなことを、１０年計画でやっていただ

いて進んでいきたいと私は思います。 

 もともと学校の始まりというのは、社会で子どもを育てることを専門にして扱う

のが学校でした。子どもを教え育てる、教育は学校ですけど、子どもを守るという

こと、学校もそうですけど、子どもは地域で守ってお互いに育てる。守るというこ

とに関しましては、学校よりも地域のほうが大事だと思います。 

 そういう意味で地域とのコミュニケーションの基点に小学校なり中学校を、例え

ば中学校２校ありまして、中学校でもいいですけど、学校開放に関しまして、もう

少しここでお願いしたいのは、教育委員会に、学校開放に関してどういう要望があ

るんやということ、文化教室にしろ何にしろ、その辺のことも少し前向きに、学校

だけやなしに、例えば今、児童を朝、笹尾西３丁目の方、稲部小学校でもそうです

けど、地域の高齢者の方が朝迎えにいって、また授業が終わるころに迎えにいって、

子どもの安全を確保していただいてますけど、１教室で例えば学校へ朝送っていっ

て、お茶一杯飲む、コーヒー飲んで帰れるゆとりの時間、またそこで逆に学習か趣

味の時間、囲碁・将棋をやれる部屋があって、帰り一緒に子どもと帰る。単純な考

えですけど、そういう地域の拠点に学校教育と社会教育ですね、その辺の連動がと

れんかなということを提案しますけど、教育長、どうでしょうか、その考えに関し

まして。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 常々申し上げてますけれども、公立学校は地域の中に存在をしております。地域

の中のご支援なくしては、なかなか教育というのは進まないと日々思っております。 

 そして学校の施設も同様で、私ども地域の人たちにぜひ使っていただきたい施設、

体育館なんか、今でもそれぞれの学校は大変使っていただいております。何も秘密

主義で、何かを隠そうということも全くありませんし、本当に文科省からも余裕教



室の活用指針というのが私どもにまいっておりまして、どういう形で進めればいい

かというのも、日々検討をしているところでございます。 

 ただ、現場からの声が、私どもも思いますのが、施設の子どもたちの安全管理を

お願いする、それがきちんとできなければならないのではないか。運営管理や施錠

なんかの問題で、それをきちんとしていただかなければならないのではないか。そ

して施設のいろんな、例えば笹尾西の３階をお年寄りの方が使われるのであれば、

エレベーター等をきちんとつくってもらわなければ、それは使えないのではないか

というような私どもの願いを言うことは、それは学校が隠しているとか、私どもが

推進してないのではないと思います。私どもそういうことをしていただければ、本

当に子どもたちにとってもいいことですので、積極的に開放というか、使っていた

だけるということは思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤議員。 

○６番（近藤 義憲君）   今まあ、そういうちょっときついことで、秘密主義

やないかと言ったんですけど、隠そうというとおかしいですけど、無事安泰でいた

いと。その辺で、ちょっと思い出したんですけど、今年の夏の川遊びの時も、子ど

もがけがした問題でも、余り公開されなかったというのは、一つの学校の秘密主義

のあらわれではないかなと私は感じました。 

 それと今、例えば教育長が言われたように、町長にお願いしたのは、学校の整備

に関しましてエレベーターをつけるとか、できるかできんかは別ですけど橋をかけ

るとか、例えば憩いの場をつくるという、そういうことに関して計画はありますけ

ど、財政のことに関しましては町長の担当だと思うんですけど、その辺に関しまし

て、笹尾地区においては、先ほども言いましたように集会所が小さい、これは自治

会自身のことでありますけど、例えばグラウンドゴルフにしても、集会所もある、

コミュニティセンターもあると言われればそれまでなんですけど、私はグラウンド

ゴルフも校庭の隅で、授業に支障がない限りは、学校教育法にも書いてあるし、社

会教育法にも施設を使わなければならないとも書いてありますけど、その辺、予算

的なこと、今後１０年、先ほど言いましたように、３，０００人の高齢者が住む町

です。再開発せんならんときに、学校を拠点とした地域づくりに関しまして、町長

どのようなお考えがあるか、ひとつお聞きいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   もう１０年以上前になりますけど、私も東京、それ

から神奈川のほうへ、学校施設を、東京は老人ホームではないですけど、高齢者用

の施設としてお使いをいただいてました。それはもう中は完全に区切られてまして、

要は空き教室が随分ありまして、完全に区切られていて、きちんと管理体制ができ

ているというようなことでございましたけれども、そういう施設を見せていただい



た。それが確かに向こうのほうは進んでまして、１０年以上前になります。それ以

来、学校に空き教室が、もしあれば開放していくということは必要なことだなと思

っておりました。 

 今回のご提案でございますが、教育委員会と、先ほども申し上げましたように慎

重に進めなければならないことなんですが、もし空き教室があると、そしてそれが

使っていただけるという状況で、きちんと分離できるような状況であるならば、３

階しかないのならば、当然エレベーターもつけなければならないんだろうなという

ふうに思いますけれども、このことに関しましては教育委員会、そして学校現場と

も、できるだけ前向きに、今、議員おっしゃっていただきましたように、校長先生

が前向きな発言をしていただいているというようなことでありますれば、教育長も

前向きなご答弁をさせていただきましたので、我々も当然これからの高齢化をにら

んで、そういう施策をとっていかんならんのかなと、前向きに研究させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   近藤議員。 

○６番（近藤 義憲君）   大変ありがたいご答弁、教育長、町長いただきまし

て、急ぐことはないですけど、要は１０年先のことを考え、１５年先のことを考え

ますと、生涯学習の基点になるような学校にしていただきたいと思います。 

 それとここにも書いてあるんですけど、学校開放利用者や学校を中心とした管理

運営組織を立ち上げ、スポーツだけでなく、文科系サークルなど、共同で運営に当

たり、また各サークル同士、また児童との相互交流を深め、学校開放を維持してい

けば、その学校は地域コミュニティの核としての学校であり、学校開放の管理運営

組織や文部省の提唱する総合型地域スポーツクラブのほかなりません。 

 すなわちフレンドリークラブを管理者に指名というとおかしいですけど、先ほど

町長言われたように、分けていただければ、管理もあるけど、その運営に関しまし

ては、フレンドリークラブが立ち上がって、各学校、またそういうところで、フレ

ンドリークラブにリーダーをとっていただければ、すばらしい地域のコミュニティ

センターになるんじゃないかなと私は思っております。それがフレンドリークラブ

の役目だと思います。 

 貴重なご答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

 今期最後の質問でございますけど、これをもって私の質問を終わりたいと思いま

す。 

 


