
○１２番（伊藤 守一君）   本定例会におきまして、４点の質問をさせていた

だきますので、ご答弁よろしくお願い申し上げます。 

 それでは１点目でございますけども、いじめ問題についてでございます。 

 大津市の中２の自殺では、異例の県警も入り、大問題となり、毎日のように報道

されております。今日の朝の新聞でも、いろんな報道がございました。また、教育

委員会におきましても、さまざまな施策で取り組んでみえることと考えております。 

 今回、伊賀市におきまして、いじめ相談員を９月より設置されて取り組んでおり

ますが、町としてもその取り組みを検討してはいかがかと思いまして、ご質問させ

ていただきます。 

 教育長、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   伊藤議員のいじめ問題についてのご質問にお答え

をいたします。なお、いじめ問題に関するご質問を複数いただいておりまして、答

弁の内容に重なる部分があることをご了承いただきたいと思います。 

 まず、大津の事件では、事件後の対応について、さまざまな指摘がなされており

ますが、結果的に警察による学校現場へ捜査が行われたり、市が設置した第三者調

査委員会で、さまざまな検証が行われたりするところまで広がっております。 

 生徒が自ら命を絶つという事件が発生したことや、事件後に現在のような事態に

陥ったことにつきましては、同じ教育に携わる責任ある立場の者として、大変残念

に思っております。 

 また、いじめ問題につきましては、この事件をきっかけにして、全国規模でさま

ざまな議論や取り組みが行われております。国や県レベルでは、緊急アピールや調

査等が行われておりますし、本町におきましても、この２学期早々に、全校の児童

生徒を対象に、いじめに係るアンケート調査を実施いたしまして、現在各校で、そ

の調査の集計と結果の確認等を行っているところでございます。 

 さて、いじめ問題に限らず、子どもたちの中にはさまざまな問題が起こってまい

ります。学校では、まずはそのこと自体が起きないよう、または起こさせないよう

にすることが重要でございまして、そのために人権教育を柱にした教育活動を、学

年に応じて計画的に行い、集団づくり、仲間づくりを中心に据えた取り組みを大事

にしております。 

 また、子どもたちに他者への配慮とかかわり方、つまり、社会性を身に付けさせ

るための取り組みも、日常活動の中に位置づけて行っております。 

 一方、いじめへの取り組みといたしましては、日常的な一人一人の仲間とのかか

わりの状況や、学級に対する満足度を把握するためのＱＵ調査を年間２回実施し、

その結果をもとに、それぞれの状態に応じた取り組みを行っております。この調査



の中には、いじめに関する項目が多く含まれ、その結果は、いじめの早期発見、早

期対応につながるものと考えております。 

 議員からご紹介をいただきました、伊賀市の「いじめ相談員」でございますが、

伊賀市教育委員会では、この９月から各学校に、いじめや対人関係の相談を受ける

「学校いじめ相談員」を設置し、教員に直接連絡することが難しい児童生徒、保護

者が気軽に相談できるようにするということでございます。 

 相談員は、学校規模に応じ、３～５人を学校長が推薦し、教育委員会が委嘱する

もので、児童生徒等からの相談を受けた場合、適宜、助言を加えることができると

しながらも、その内容は学校に伝え、問題解決は学校や教育委員会が行うというこ

とでございます。 

 本町におけるいじめの実態でございますが、先ほどもお話しをさせていただきま

したが、平成２３年度は小学校３件、平成２４年度は、現在までに小学校４件、中

学校１件の報告がございます。報告のあった件数が多いか少ないかは別にいたしま

して、その報告された事案以外にも、つかみ切れていない事案があるのではないか

という姿勢が私は重要であると思っております。絶えず子どもたちの状況や変化に

敏感になっていかなければならないと考えております。 

 また、困っていること、苦しんでいることがあれば、まずは、とにかく誰かに相

談する、打ち明けるということから始めることが重要ですし、それが問題解決にも

つながるものと考えております。そういった意味で、この伊賀市の取り組みは注目

をしていきたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、いじめ問題への対応は、これだけすれば十分であると

いうことはございません。今後も、いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得る

という認識に立ち、伊賀市の取り組みも参考にさせていただきながら、いじめの兆

候をいち早く把握して迅速に対応することや、学校、教育委員会、そして家庭、地

域が連携しながら対処していきたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りま

すようにお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   東員町におきまして、平成２４年だけで４件とい

ういじめは認知されてみえると思うんですけど、４件のほかにも、子どもさんは皆

さんで支援する、教育委員会だけで支援する話やなくて、東員町全体、まち全体の

支援と思うんですわ。細かく発信する場所というのは、例に伊賀市のことを挙げた

んですけど、経費のかかる話ではないので、教育長から具体的に地域の問題とか、

いろんなことでやってもらっているというのは聞いたんですけど、質問の中の伊賀

市的な対策を講じるかどうかというのを、回答をもらってないように私は受けたん

ですけど、その辺もう一度、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 



○教育長（岡野 譲治君）   具体的には伊賀市を参考にしながら、私ども検討

していきたいなと思っているのが回答でございます。 

 先ほどからいじめ問題に関しまして、私いろいろお話しをさせていただきました。

そのことは、まず第一の私たちがしなければならない本部としての学校が、いじめ

に対して責任を持ってやっていくという姿勢を持っておりますので、そのことに対

して、学校のＱＵ調査というのをお話しをさせてもらいました。もちろん、それだ

けではいじめがなくなるとか、そういう感覚がなくなると思っておりませんので、

東員町でいうならば、町民の皆さんのすべての方のご協力を得ながらやっていきた

いと思います。 

 学校評議委員とか、いろんなボランティアの方も、東員町にはいろいろしていた

だいておりますので、組織をどうするかというのは、まだちょっと考えておりませ

んけれども、伊賀市の取り組み等も参考にさせていただきながら、いろんな場で発

信する場なり、協力を得ていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   端的に伊賀市の件については参考にさせてもらう

という回答かと思うんですけど、いじめについて、今の時代というと変なんですけ

ど、あってはならないのですけど、それに近いことがあっても耐えない、多分僕ら

の時代やったら、そのまま耐えて、その時代が流れたと思うんですわ。耐えない時

代であって、発信を、どこかへ一つでも二つでも相談があれば助かるのと違うかな。

助かると言っても、対応は難しいですね。僕らでもスーパーで２～３人集まって何

かやっていたとか、コンビニの裏で集まって何かやっていたとか言っていても、集

まっているのかなというだけで終わってしまうので、発信できるもの、一つでも二

つでも発信してもらえばありがたいなという考えでおりますので、またその辺もよ

ろしくお願い申し上げます。 

 もう一度、教育長お願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。 

 いろんな場を通じて、それこそ発信をしていきたいと思っております。それから

学校だけではできないところもありますので、それに関しては、東員町民皆さんの

ご意見や、町民の皆さんとの協力を得ながら進めていきたいなと思っております。

その中の一つの方法として、伊賀市の取り組みがあるのではないかと、私はお答え

をさせていただきました。 

 繰り返しますけれども、今の子どもたちは傷つきやすくなっております。傷つき

やすくなっている一つの理由として、多くの人間関係の中でもまれていない、つな

がりができていないというところがあります。 



 ですから私どもは先ほどからずっと答弁をさせていただきましたけれども、子ど

もたちのかかわりや社会性、どう作っていくかというところを今真剣になって、そ

れぞれの学校で取り組んでいただいております。そういうことを進めながら子ども

たちのいじめに関する認識、いじめをしない子、いじめに対して無関心ではない、

それはだめだよとやめさせられるような子どもたちを育てていきたいなと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   どうもありがとうございました。か弱いお子さん

のために、大きな事件にならないように切に願うところでございますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 また、教育長と、たまにはお話がしたい時期がございますけど、もう１点、通告

してございませんけど、議長よろしいですか。教育の問題でございます。 

○議長（南部 武司君）   いじめに関してですか。 

○１２番（伊藤 守一君）   大阪府教育委員会の件でございます。やめます。 

 ２点目の質問にまいります。 

 定住促進条例についてでございます。 

 多分、３月には質問しておりますが、定住促進条例につきましては、効果がある

ものと私は確信しております。平成１８年からと平成２２年からの検証を行い、可

否の判断をすると答弁をいただいております。この制度は平成２４年度末、平成２

５年度３月まででございますけれども、検証につきましては、今の時点で十分でき

る内容と考えております。その点を考えて、平成２５年度からの定住促進条例の方

向性を伺いますので、町長、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   伊藤議員からの定住促進条例についてのご質問にお

答えをさせていただきます。 

 この問題に関しましては、本年３月議会でもご答弁をさせていただきましたが、

平成１８年度から平成２０年度までの３年間は、本町におきまして、少子化による

人口の減少が進むことから、安全で安心して暮らせる住まいづくりを目指して、現

在の人口を維持するとともに、生産年齢人口の増加を図るため、定住促進事業の推

進を図ってまいりました。 

 また、平成２２年度から本年度平成２４年度までの３年間につきましては、新た

に「東員町若者定住促進奨励金の交付に関する条例」を制定し、若者の定住を目的

に住宅取得を支援し、人口の増加を図っているところでございます。 

 現在までの交付状況を申し上げますと、平成２２年４月から平成２４年８月まで

の申請件数は全部で１９８件ありまして、交付対象となった家屋の種別は、新築が



１６７件（８４．４％）、建売りが４件（２．０％）、中古が２７件（１３．６％）

でございます。 

 東員町外からの転入及び町内での転居件数につきましては、転入が１１１件（５

６．１％）、転居が８７件（４３．９％）となっております。 

 奨励金の交付実績は、平成２２年度、７４件、２，２３０万円、平成２３年度、

８８件、２，７７０万円、平成２４年度は８月末までで３６件、１，１５５万円で、

合計１９８件、６，１５５万円となっております。 

 また、若者定住促進奨励金制度では、申請時にアンケート調査を実施いたしてお

ります。住宅の新築、あるいは購入される際の要因について、定住促進奨励金とい

うのも１つの要因となっているようでございますが、そのほか、下水道普及率が高

い、買い物をする場所が多い、交通の便がよい、子育て支援など、福祉制度が整っ

ている等々、本町に対する高い評価をいただいております。 

 今後これまでの実績を踏まえ、遅いと言われますけれども、アンケート等の分析

も行い、現在の社会状況なども見据えて、慎重に事業の効果を検証いたしたいと考

えておりますので、よろしくご理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   町長、何か３月と一緒の答弁のような気がするん

やけど。一番人口が多い時が、人口をやっぱり気にしますので、もともとは４次計

画で３万人でしたね。次の５次では２万６，０００人になってますので、２０１３

年度で一番多い時が２万６，１９５人ですわ。インターネットの町の資料ですので

ね、ホームページから拾った内容でございますけども。 

 始まった平成１８年から平成２０年というのは、何か問題があって、平成１８年

がマイナス８３人、平成１９年がマイナス１５５人、平成２０年がマイナス１８８

人、平成２１年は休んで、平成２２年からまた始まったということで、平成２１年、

平成２２年と比べると、マイナス５２人、平成２３年度がマイナス３４人というこ

とで、初めの時の制度がわかってくるまで時間がかかると思うので、減り方が多い

年もございます。しかし、平成２２年、平成２３年というのは、その時の半分です

わ。マイナス５２人、マイナス３４人というのは、絶対に効果がある内容と私は確

信しますので、半年間検証されてますでしょう。僕はこの制度は絶対今やと思って

ますので、その辺、町長もう一度どうですか、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今指摘をいただいた数字が、施策の効果がどうかと

いうのも含めて、今検証をさせていただいておりまして、直接こういうふうに給付

するのが、本当に定住促進になるのか、先ほども申し上げましたように、子育て支

援とか福祉施策が、本町は充実していると言っていただいて、入居をされてみえる

方もたくさんおみえでございますので、直接こういうお金を出すのがいいのか、そ



れとも今、教育委員会なんかでも、いろいろ子育て支援について議論をさせていた

だいておりますけれども、制度として、東員町の住みやすさというものを実感して

いただく制度を、きちっと整えていくのがいいのかというところも含めて、今、議

論をさせていただいておりますので、いま少し時間の猶予をいただきたいというふ

うに思っております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   平成２５年度で予算計上するのであれば、最悪で

も１２月の提案では遅いのかなという考えが僕もしますけども、最終的な提案とい

うのは、平成２５年度から進めるのであれば、３月定例会ですけども、決定と言う

んですか、町長の方針が出る時期を伺いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども答弁をさせていただきましたように、いろ

んなことを直接、あるいは制度で充実させていくのかということを述べさせていた

だきましたけど、そういうことを検討を今しておりまして、この制度を、また平成

２５年度も継続をしていくという結論にはまだ至っておりませんので、先ほど申し

上げましたように、できるだけ早く結論を導き出したい、そのように関係部局には

お願いをしておりますので、今しばらくお待ちをいただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   平成２５年度から、ぜひ実施の方向で、ご検討を

よろしくお願い申し上げます。 

 自然では毎年１５０人ぐらい、人口が減っていくのは。１００人かな、その辺の

ことは詳しい人がみえると思うのですけども、平成２２年、平成２３年に比べてマ

イナス５０人、マイナス３４人というのは効果がある内容と私は確信しております

ので、実施の方向で、ご検討よろしくお願い申し上げます。 

 それでは３点目の質問にまいります。 

 クリーンエネルギーについてでございます。 

 国土交通省につきましては、揚水発電の導入を後押しするため、手続きの簡素化

を決めたという報道がございました。また町長につきましては、３月定例会の所信

表明で、エネルギー受給について、員弁川の水量や施設を利用して小水力発電の取

り組みの構想が発表がございました。その内容と進捗状況を伺いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   クリーンエネルギーについてのご質問にお答えをさ

せていただきます。 

 東日本大震災では、大地震と大津波による被害に加え、原子力発電所の事故によ

り、農業を初めとする多くの産業が大きな打撃を受けるなど、未曽有の被害が発生



をいたしました。また、電力会社からの節電要請が出されるなど、日本全国の国民

生活や産業に多大なる影響を与えているところでございます。 

 このような状況の中、国からは中長期的に原発依存度を下げるため、その解決策

の一つとして、自然エネルギーの普及・拡大を図る目的で、再生可能エネルギーで

発電した電力の全量買い取りを電力会社に義務づける制度を、本年７月からスター

トをさせております。 

 本町におきましても、災害に強いまちづくりを目指し、電力の自給自足を進める

ため、平成２３年度には、県が事業主体として実施する農業用水施設利活用による

小水力発電モデル策定調査を行っていただいたところでございます。 

 このモデル策定業務では、条件のそれぞれ異なった町内４候補地について、電力

施設の設置モデル検討を行っていただき、その採算性や経済性を勘案する中、導入

の可否を判断するというものでございました。 

 結果につきましては、残念ながら水量の不足、不安定という問題がございまして、

電力供給としては非力ということでありまして、電力会社の発電所で発電するより

も安い電力供給というものは無理という結果になってしまいました。 

 また、それとは別に、水量の確保ができる員弁川での発電施設についても、並行

して検討を行ってまいりました。 

 一つの案として、員弁川第２土地改良区の施設であります第２頭首工付近にバイ

パス水路を設置して、頭首工の落差を利用するというものでございます。概算で、

採算性につきまして検討をさせていただいたところ、これにつきましては、ある一

定の成果を得ることができますよという結果が出ました。しかし、この電力を町の

施設で利用するためには、独自で配電設備をつくる必要がございます。 

 また、員弁川は県管理の２級河川でありますことから、水利権等の手続きが簡素

化されたとはいえ、河川の治水・利水・環境検討や、発電施設の洪水時の安全性の

検討など、不確定要素の多い作業や、また費用が必要となってまいります。こうし

たことを総合的に勘案しますと、小水力発電につきましては、もう少し慎重に調査

検討していくことといたしました。 

 現在、再生可能エネルギーに関しましては、その技術は日進月歩で開発が進めら

れておりますので、その情報を常に注視しながら、今後も自然エネルギー導入に向

けて、積極的な姿勢をもって勉強をさせていただきたいと考えております。 

 ご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   今、町長から説明をいただきましたが、やはり員

弁川からの問題は結構難しいかなという考えがございます。私はもっと小さな藤川

でも戸上川でもいいので、そこで小水力で防犯灯をつけたり、戸上川やったら、公

園の電気をつけたりすることが本来かなという考えがございましたけども、いろん



な新聞を見てますと、個人で０．３ワットつけたりとか、一番大きいのは飛騨のト

ンネル、湧き水でクロスフロー水車５０キロワット、トンネルの電気料を３割賄う

というような、これは一番大きなほうなんですけど、すごい湧き水でございますの

で、全然比べようにならないですわ。水が１秒に１トン落ちるんやったかな、とい

うようなことで、できることから、農業用水を使った小さなものから進めたらどう

かなと考えておりますけど、その辺、町長もエコに対しては関心が高いので、もう

一度よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私も調査をしていただく時に心配していたのは、東

員町というのは平坦で、なかなか落差がないということ。それと湧水ですね、湧き

水もないということから、水がエネルギーをもって動くということが非常に少ない

ところなんですね。 

 それでも例えば頭首工ですと、３～４メートルの落差がありますので、その辺で

何とかならないかなということで思っておりまして、調査をしていただきました。

確かに員弁川につきましては、それだけ考えたら採算が合うところの調査結果にな

ってます。 

 ただ、町の施設で使おうとすると、配電盤をつくって送電せんならんですね。そ

ういう施設を加味しますと、例えば員弁川にバイパスをつくる、それによって堰堤

が弱くなったりする、それは大丈夫かとか、そういう調査ですね、環境調査とか、

洪水に対しての調査とか、そういうものをきっちりしなければいけない中で、物す

ごいそれに対する費用がかかってくるということで、そうなりますと、なかなか採

算が合わなくなってくるということでございます。 

 一方、農業用水を使いました、例えば大木なんかの落差のあるところで実験と言

うか、調査をしていただいたんですが、農業用水というのは、ご承知のように、季

節によって流れるときと流れないときとありまして、発電が一定でないということ、

それと流れる水も少量で不安定、それから電力が余り出てこないということで非常

に難しい、採算が合わないということになりまして、断念せざるを得ないのかなと

いうふうなことを思ってます。 

 今、議員ご指摘の多分フローと言うか、水の上へ置いてクルクルと回るものかと

思うんですけど、私も環境メッセに行った時に見せていただきましたけど、小さな

発電で、そしてＬＥＤなんかの余り電力のかからないものについて灯すということ

であるならば可能なのかなというふうなことを思っておりますけれども、いずれに

いたしましても、何とか自分のまちで、特に災害時、自分の電力を賄えるような、

あるいは少しでもそれが使えるような対策というのは必要ではないかというふうに

思ってますので、今回の調査結果にめげずに、前向きにいろいろトライしてみたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 



○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   本当にさっきも言いましたけど、員弁川は大変難

しい、いろんな問題があると思っております。藤川、戸上川やったら、何とか町内

でできるのかなという考えもございますけど、何か一つモデル的に進めてやってほ

しいなというのを要望しまして、次の問題に移ります。 

 ４点目の質問に入らせていただきます。 

 防災計画について、大震災を受け、４７都道府県と２０の政令都市が地域防災計

画を見直すか、予定されているとの報道がございました。その後、すぐ南海トラフ

の地震の最悪想定の発表もございました。東員町につきましては、海抜５０メート

ルぐらいですか、津波の心配はないと考えております。しかしマグニチュード８～

９の推定となると、いろんな想定外の事件が発生すると思われます。その点で、や

はり私は、これも３月に質問したようなことであるんですけど、木造住宅の倒壊に

つきましては被害が多くあると考えます。発生１～２分が重要な時間と考えており

ます。 

 木造につきましては、倒壊で圧死の危険性が大きいということですね。耐震補強

工事にもっと取り組む考えがないか伺いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 総務部長、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   日置直人総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   防災計画についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 東日本大震災を受けまして、国においては被害想定の見直しが行われ、それに伴

いまして、全国で地域防災計画が見直しをされております。 

 本町におきましても町民の生命・財産を守るため、災害は必ず起こるという観点

に立ちまして、あらゆる角度から地域防災計画を検証し、災害への備えを充実させ

ることにより、町民の皆様の不安を軽減することや、災害を減災することを目的に、

地域防災計画の見直しを、来年度、平成２５年度中に実施をいたします。 

 また、見直しに先立ちまして、今年度におきましては、地域防災計画のワークシ

ョップを開きまして、町民のご意見を地域防災計画に反映し、町民の皆様にとりま

して、より身近な地域防災計画となるように考えております。 

 木造住宅の耐震補強工事につきましては、国・県の補助を受け、木造住宅耐震化

事業を実施しております。 

 耐震診断については多くのご要望がありまして、実施をしてまいりましたが、そ

の次の段階であります耐震設計、耐震補強工事となりますと、ご家庭の事情とか費

用の問題、それぞれ自己負担が発生をいたしますので、実施件数が少ないのが現状

でございます。 



 また、今議会の補正でも計上させていただきましたとおり、国・県の補助枠が増

えたことによりまして、実施件数は増加をする見込みです。 

 今後も国・県と歩調を合わせながら事業を推進してまいりたいと考えております。 

 また、建物の補強工事だけではなくて、家具等の転倒防止についても対策が必要

と考えておりますので、現在、家具の転倒防止対策事業を展開しておりますので、

それもあわせて皆様へＰＲに努めてまいりたいと考えておりますので、どうかよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   耐震補強の工事で、決算表を見て確認してきたん

ですけど、平成２２年度、平成２３年度は６件と思うんですけど、強度で１．０以

下、多分０．５やったら、マグニチュード８や９では、立派な屋根の家はつぶれる

と思います。伊藤議員、金のことばっかり言うけどと、国・県の補助も大事やけど、

町の自前の税金で、そういうのを多少でも補助をしていただいて補強していただく

と。南海トラフでも、備えあれば８割、死者が減少すると書いてありますけど、報

道でございますけども、その辺につきましても、私も報道でも正解かなと考えます。

私らの家やったらどうかな、傾くぐらいかわからんけど、田舎の立派な屋根の重い

家やったら、多分さっき言いましたけど、ペシャッとひしゃげると思うんですわ。

少しでも助けるのやったら、町自前の補助で補強していただくという考えがあるん

ですけど、その辺、もう一度どうですかね。 

 総務部長、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   日置総務部長。 

○総務部長（日置 直人君）   お答えをいたします。 

 この問題につきましては、昨年の９月にも伊藤議員のほうからご質問をいただい

て、お答えをさせていただいているところでございますけども、それぞれ県内の各

市町でも耐震補強に関する市町独自の補助制度を設けているようなところもござい

ますけども、耐震の補強工事について、単独で市町で補助を行っているような事例

は、現在私のほうでは把握をしておりません。実際実施をされているとは、お聞き

をしておりません。 

 ただ、国・県、特に平成２３年度、平成２４年度の２カ年に限りまして、三重県

のほうで独自に上乗せ補助制度を、補助枠を広げて耐震補強の制度の拡充を図られ

たということで、町としましても、国・県の補助に合わせた形で補強工事を実施し

ていきたいと。 

 それともう１つ、私が先ほどご答弁させていただきましたように、補強工事も必

要でございますけども、やはり皆さん、日頃おうちで一番時間の多い居場所に、家

具の転倒とか、そういったところで、まず自分の命を守ると言いますか、まず安全

な場所に、普段みえる場所の補強工事、または家具の転倒防止等といった減災の対



策をとっていただきたいことを、重ねて皆さんのほうにＰＲをしたいというふうに

考えております。 

○議長（南部 武司君）   伊藤守一議員。 

○１２番（伊藤 守一君）   最後になりますけども、町自前の税金で補強工事

を進めるというのは、全国発信できますので、また継続して要望してまいりますの

で、ご検討よろしくお願い申し上げまして終わります。 

 ありがとうございました。 


