
○１１番（川瀬 孝代君）   １１番、川瀬孝代でございます。通告に従いまして質問をさ

せていただきます。 

 １つ目、食品ロス削減についてです。 

 世界では食料不足や飢餓が深刻な問題となっている一方で、まだ食べられる状態なのに破棄

されてしまう食品ロスの解消が重要な課題になっております。農林水産省によりますと、日本

では年間１，７００万トンの食品廃棄物が発生していて、中でも魚のあらなど、有価物を含め

ると２，８０１万トンといわれています。この１，７００万トンのうちの約４割、６４２万ト

ンが食品ロスと推計をされております。発生した食品ロスは生ごみとして焼却処分されるため、

環境問題にも影を落としています。 

 食品ロスの半分は事業者の流通や販売の中で起こり、もう半分は家庭での食べ残しや賞味期

限前の廃棄などで起きているといわれております。食品ロス削減には事業者への要請や規制と

ともに、国民の意識啓発も問われてきています。 

 国連食糧農業機関（ＦＡＯ）の２０１１年統計によりますと、日本も世界有数の食料廃棄国

の１つでもあります。また食品ロス削減は国連の持続可能な開発のための２０３０アジェンダ

に掲げられたことで、国際的な重要課題でもあります。 

 本年４月に新潟で開催されましたＧ７農業大臣会報においても食料の損失・廃棄が経済、環

境、社会において非常に重要な世界的問題であることが明記をされました。海外でも各国で食

品ロスを削減する取り組みが展開をされております。 

 例えばフランスでは食品廃棄禁止法という法律をつくり、国内の大型スーパーを対象に売れ

残りの食料を廃棄することが禁じられて、かわりに慈善団体へ寄附することが義務づけられる

ことになっております。また、お隣の韓国では、家庭の生ごみに対して重量制で課金をする制

度など、取り組まれております。 

 既に自治体においても食品ロス対策に先進的に取り組んでいるところがあります。例えば京

都市では食べ物の生ごみの種類を調査するなど、２０２０年までに食品ロスをピーク時から半

減させる目標を掲げました。また、長野県松本市は宴会の食べ残しを減らすため、乾杯後の３

０分と終了前の１０分は自席で食事を楽しむという３０１０運動を進めております。ＮＰＯ法

人の取り組みとしましては、賞味期限が迫った食品を引き取り、生活困窮者へ無償提供するフ

ードバンクなどが有名であります。 

 本町において学校や幼稚園、教育施設における学校給食の食育・環境教育などを通して食品

ロス削減のための啓発を進めるべきと思いますが、この点はどうでしょうか。 

 また、家庭における食品在庫の適切な管理や食材の有効活用の取り組み、飲食店などにおけ

る残さず食べる運動や持ち帰り運動の展開など、町民、事業者が一体となった食品ロス削減に

向けての取り組みを進めることが必要と考えます。 

 町としての考えをお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   食品ロスについてのご質問にお答えをさせていただきます。 



 国際連合食糧農業機関の調査によりますと、人の消費のために生産されている食料の約３分

の１が失われ、捨てられていると。その量というのは、日本の場合は今ご案内がありましたけ

れども、世界では年間１３億トンの食料が捨てられていると。この量は世界中の人が年間消費

する食料の約６割に当たると。ただ、これは食べ過ぎるとか、飽食とか、そういうのは除いて

普通に食べた場合、大体６割の人が生活できるという量だそうです。一方、世界中で飢餓が原

因で年間１，５００万人以上の人が亡くなっておりまして、その７割は子どもたちでございま

す。 

 食品ロスの原因は国によって異なりまして、生産段階の技術、あるいはインフラの状況によ

って廃棄せざるを得ないという場合もございますが、問題なのは、これは日本を含めた先進国

に多い、消費段階での廃棄ということになります。特に日本では食料自給率が４割しかなくて、

ほとんど輸入に頼っているということにもかかわらず、こうした食品廃棄が行われている現状

は異常と言わざるを得ませんし、人として恥ずかしい状況と言わざるを得ないというふうに思

っております。 

 食料の廃棄は経費の面、環境負荷の面から大変大きな問題だと考えております。身近なとこ

ろでは、特に各家庭においてこうした問題と向き合っていただきたいというふうに思っており

ます。 

 本町では今、ＮＰＯの方々を中心に、生ごみ堆肥化ということを行っていただいております

が、約９，０００世帯ある本町世帯数の中でまだ３００世帯しかない、いう現状ですので、や

はりこうした少しでも畑へ埋めるとか、いろいろあります、方法は、だけどやっぱりこうした

堆肥化ということも、もっと進めていかないといけないというふうに思っております。 

 子どもの健全な育ちのためにも食育というのは大変重要なことであり、幼児期から食べ物を

大切にする心や食に対する正しい知識を身につけることを育んでいただきたいということも考

えております。 

 平成２６年１１月号の広報とういんでは、ごみの特集の中で食品ロスの現状や買い過ぎない、

作り過ぎないということを心がけていただくことに加え、消費期限と賞味期限の違いについて

掲載をさせていただいております。これからも引き続き、こうした周知啓発に努めていきたい

と思いますし、また特に可燃ごみの総量減量というのに取り組んでいきたいというふうに考え

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。 

 食育につきましては教育長からご答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私からは学校給食の食品ロスの削減と保幼小中学校の食育の

取り組みについて、お答えをさせていただきます。 

 まず私自身も、小中学校へ食品ロスへの啓発というのは基本的に大変大事な視点であると考

えております。 

 まず、学校給食センターから発生する食品ロス削減につきましては、栄養教諭が食材の計画

的な調達を行い、調理クズの削減と毎月開催している学校給食担当者会議で献立に関する意見



等も考慮し、調理方法の改善やメニューを工夫するなど、食べ残しの削減に取り組んでいると

ころでございます。 

 また、リサイクルの取り組みでは、調理時に出た残菜や子どもたちが食べ残した残飯は、生

ごみ堆肥化装置により堆肥化、一次発酵させて肥料として再利用し、各園・小中学校で花壇等

の肥料として活用しております。そしてこのような取り組みを、子どもたちの環境教育の一環

としてとらえ、伝えていきたいと考えております。 

 続きまして各園・校の食育の取り組みについてお答えをいたします。 

 東員町では平成１７年度より基本的生活習慣で学びの土台を確立するために、早寝・早起き・

朝ごはんを合い言葉に、朝食をとる指導、啓発を行ってきております。きちんと朝食をとるこ

とは生活の基本であり、食育の根幹であります。現在では約９０％の児童生徒が毎日朝食を食

べておりますが、１００パーセントを目指し、今後もさらに推進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 また、東員町１６年一貫教育プランの一環として、平成２５年度から全園で５歳児園児と保

護者で取り組んでいる親子クッキングや町内全小学校６年生が年間３回、自ら弁当をつくり持

参する「弁当の日」の取り組みを行っております。 

 弁当の日の取り組みは食材選びから調達、後片付けまでを全て自分で行います。自分で弁当

をつくることにより、食事をつくっていただく感謝の気持ちが芽生え、全て手づくりに挑戦し

たり栄養バランスを考えたり、見栄えもよくすることを考えたりと、将来の自立にもつながる、

とても価値がある大切な取り組みであると考えておりますし、子どもたちも大変意欲的に挑戦

をしております。この弁当の日の特徴は、後片づけまで自分ですることから、調達時に出る残

菜やごみについても関心を持てる取り組みであると考えております。 

 さらに小学校の取り組みを生かしまして、中学校での校外学習等で自分で弁当をつくり持参

する場合もあります。 

 これらの取り組みや家庭の授業、栄養教諭による食育の授業や給食指導を通じて、栄養指導

だけではなく、地元の食材への意識を高めたり、食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々

への感謝をする心を指導したりしております。 

 今後も子どもたちの食への関心を高め、学習していくことにより、食品ロスの削減につなが

っていくものと考えておりますので、ご理解賜りますようによろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長、教育長から答弁をいただきました。 

 町長の答弁の中にありました生ごみの堆肥化、それは以前から町長がやっていくという、そ

のような姿勢を伺っております。それも大事な部分かとは思いますが、いろんな部分で生ごみ

の処理というものを、またこれからも考えていかなければならないのかなということを私も思

っております。処理をするための処理機を買っても、やはりそれが数年で壊れてしまったり、

いろんな状況があるんですけれども、一番どういうことをやったらこういうことを削減できる



かということも大きな検討の課題だと思います。 

 それと先ほど教育長が答弁をくださった学校、また幼稚園、そういう教育関係での取り組み

ですけれども、これは本当に食育に対して着実に推進をされているということで大変評価をし

ているところであります。 

 しかし今、この食品ロス、この部分は社会的現象ですので、国を挙げての大きな取り組みも

必ず必要なことは間違いありません。しかし私たちの身近なところ、目の前の課題として、し

っかりと家庭の中等で取り組みがされていかなければならないと思います。先ほど、この点に

ついても町長から答弁を頂戴しました。 

 そんな中で、このことに関してやはり一番敏感に感じるのは親さんではないかなと思うんで

す。そんなところで子どもを通して、今月は食育月間でもございますが、そういう子どもの部

分の教育を通しながら家庭にも波及をしていくという、そのようなことが行われれば、また随

分食品ロスという言葉の中での対策も考えることができるのではないかと思います。 

 この４月から始まりました第３次食育推進基本計画、この中でもロスの削減のために何らか

の行動をしている人を増やすことを柱としたポイントの１つとして、食事ができることに感謝

をしながら「もったいない精神」このようなことを子どもたちから推進していってはどうかと

いう、そのようなこともございました。私も子どもにこういうことを教育していくということ

は重要なことだと思いますので、ぜひ先ほども広報とか、いろいろなところを使って、東員町

としても前向きに取り組んでいるんだというお話でしたけれども、ポスターをつくるなり、ま

た松本市のようにシールみたいな、よく皆さんが目に見えるような、そんなような形で取り組

んでいるところも参考にしながら、前向きに東員町全体として、また教育の分野でも取り組み

をしていっていただきたいと思います。 

 なかなか私も生ごみを出す立場ですので、本当にごみは減らないというのが現実なんですけ

れども、何か工夫をしながら、やはりこういうところにも寄与していかなければいけないなと

毎日考えているところでございます。 

 そしてまた、この食品ロスの部分で一番大きな部分での取り組みとしましては、問題になっ

ていることですけれども、お店の流通関係の中で３分の１ルールという、そういうものがござ

います。食品業界特有の商慣習がありまして、製造日から賞味期限までの期間の３分の１を過

ぎると、加工食品はスーパーやコンビニエンスストアなどに納品できなくなるという、そのよ

うなことがあるそうです。この点に対しましても、国は３分の１を２分の１に変更していこう

というような見直しの動きが出てきています。 

 さまざまなルールの中からこういう問題が出てきたわけですけれども、意識啓発をしていく、

とても大事な部分だと思います。この点について、先ほど広報でというお話もありましたけれ

ども、担当課としては、何かこういうことも必要ではないかというようなこと、お考えがあれ

ばお尋ねをしたいと思います。 

 答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 



○生活部長（伊藤 通数君）   そうですね、先ほどのご質問についてお答えさせてもらい

ます。 

 食品ロスにつきましては、先ほどご説明がありましたように、特に事業所というところのご

みといいますか、事業所でロスになる部分が多い等ございますけども、最近事業所のほうもか

なり努力していただいているようでして、早いうちに値引きをされて、早いうちに売れるよう

に、また今までですと、夕方でないとなかなか値引きされないものが、午後になると値引きが

されておるというようなことで、早いうちに皆さん、消費者の方に手渡すような形で進められ

ていると思います。 

 そういったところを、もうちょっと小さな小売店も含め、またコンビニあたりもそのような

流れができるといいんですが、なかなかコンビニあたりはできてないと思います。また、個人

の住民に対しても、これと同じような形で冷蔵庫の中の食品をできるだけ早く処理してという

か、食事にとれるような流れを、また今後何らかの形でＰＲ等を進めさせていただきたいと思

います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   なかなかこういうことは各自治体で具体的にやっていくこと

は大変難しい部分もあるかとは思いますが、やはり生ごみの減量もそうですけれど、目標とか、

そういうものを持ちながら、ぜひ皆さんで考えていただいて、東員町として結果が出る、食品

ロスに対する一つ一つの結果が出てくるような、そのような取り組みをぜひ考えを持っていた

だきたいと思います。これはもう啓発することしかないんですけれども、やはり意識を変えて

いく部分では、目に見えてわかるものを、ぜひ推進をしていっていただきたいと思います。 

 日本は「もったいない」という、そういう部分の発祥国でもあります。食べ物を大事にする、

生活者が一人一人の意識改革、また行動をもって示していく、そういうことを農林水産省の取

り組みの中でもあります。そんな意味で食品ロス削減の国民運動、それをこれからも大きく国

としては展開をしてまいりたいと訴えているところもございます。ぜひ東員町としても前向き

な部分で取り組みを求めまして、今回の食品ロスの削減の部分の質問を終わらせていただきま

す。 

 次に２つ目、防災・減災対策についてでございます。 

 このたびの熊本地震におきましては、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします

とともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。そしてまた、被災地の１日も早

い復興を願いまして、質問に入らせていただきます。 

 ４月１４日の前震、１６日の本震で震度７の揺れを観測した熊本地震、発生から１カ月が経

過をしてまいりました。震度１以上の余震は１，４００回を超えて今も揺れが続いています。

地震の発生、今後どのようになるのか、今回の地震から何を学ぶべきなのか、教訓を生かして

いかなければならないと考えます。 

 災害は全て様相が異なります。想定外ということも今は通用しなくなりました。阪神淡路大

震災は直下型、東日本大震災は津波でした。今回の熊本地震の特徴は連続大地震と群発地震、



一連の地震を引き起こしているのは活断層だといわれています。地震調査委員会は活発に活動

すると見られる主要な断層帯を公表しています。まずは身近な断層を知り、位置の把握や認識、

そしてまた対策を考えなければなりません。 

 そんな中で１点目として、東員町として災害対策基本法に基づき、地域防災計画の見直しが

なされたところでございます。防災・減災対策では、いろいろな角度からこれまで取り組みを

提案し、質問をさせていただきました。次の点について、現状をお聞きいたします。 

 １．災害時、行政の素早い対応が復旧・復興には不可欠です。被災者の名前、住所、被災者

情報、罹災証明書発行など、一元的に管理をする被災者支援システムは平時のうちに構築して

おくことが重要です。この被災者支援システムは難しいとの答弁でした。それではどのような

システムをされたのでしょうか。 

 ２．公共施設の飛散防止フィルムの進捗状況はどのようでしょうか。 

 ３．地方自治体において住民の命や財産の保護だけではなく、行政サービスの維持、保健福

祉への対応、被災時の道路・水道の復旧・整備などの観点からＢＣＰの策定に取り組まなけれ

ばなりません。町民生活に影響を与えない最低限の行政継続は自治体の責務であります。ＢＣ

Ｐ策定はどのようでしょうか。 

 ４．防災対策には女性の視点に立った取り組みや女性の参画が必要です。地域防災計画の見

直しなど、女性の視点はどのように反映されたのでしょうか。また、女性の防災リーダーを育

成していくことは重要と考えます、との答弁をいただきました。どのように育成に取り組んで

いるのでしょうか。防災担当部局に女性職員の登用では、適材適所の配置に努めていくとのこ

とでした。この点はどのようにお考えでしょうか。 

 ２点目、通電火災は大地震による停電が復旧して再び電気が通じた際に倒れていた電気スト

ーブなど、このような家電や、また断線した電気コードなどが火元となって起こる火災であり

ます。電気機器のスイッチが入ったまま住人が避難してしまうケースが多いためで、阪神淡路

大震災や東日本大震災でも出火原因の多くが通電火災であったといわれております。地震時に

火災を防ぐことができる感電ブレーカーの設置への啓発が必要と思います。考えをお聞きいた

します。 

 次に災害時の対応で、外国住民の方への対応として防災リーダーの育成も必要と思います。 

 町としての考えをお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防災・減災対策についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 答弁をさせていただく前に、先月発生しました熊本地震に関しまして、被災地へ支援させて

いただきました内容をご報告申し上げます。 

 ４月１４日と１６日に熊本県益城町付近で震度７クラスが２回観測されるという極めて大き

な地震が発生し、この地震により、九州地方の広い範囲で甚大な被害をもたらしました。改め

て被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた方々に心より

哀悼の意を捧げたいと思います。 



 本町におきましては支援本部を設置し、町で備蓄しております災害対策用保存食のうち、ア

ルファ米４，５５０食を被災地へ送らせていただきました。義援金につきましては、東員町議

会、町内企業や町職員の支援金、さらには広く町民の皆さまにもご協力をいただいた募金など

を新聞社や日本赤十字社を通じ、支援をさせていただきました。また、人的支援につきまして

は、被災地からの要請に備え、職員を被災地支援に派遣する準備をいたしております。これか

らも被災地のニーズに合わせた復興支援を継続してまいりたいと考えております。 

 それではこれまでのご質問に対する現状でございますが、被災者支援システムの導入に関し

ましては、当初、町単独で導入を検討しておりました。しかしマイナンバー制度が始まること

や、県内で三重県市町総合事務所の共有デジタル地図を利用した罹災証明書発行システムを導

入するという動きがありますことから、現在県内で統一したシステムを活用する方向で本町も

検討をいたしております。 

 また、女性の視点を生かした防災対策につきましては、本町の災害対策を決定する重要な会

議であります防災会議への意義として、女性職員を登用いたしております。 

 地域防災計画ワークショップ等でご意見をいただきました避難所運営における女性への配慮

につきましては、避難所運営マニュアルに掲載をさせていただいているところでございます。 

 なお、昨今は複数の災害が重なって、過去に記録のない大規模の災害が発生しておりまして、

甚大な被害を及ぼしておりますことから、多様な災害に対応できるような体制強化に努めてま

いりたいと考えております。 

 残余につきましては、生活部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   私からはこれまでの質問に対する現状について、具体的に

ご質問にお答えさせていただきます。 

 罹災証明書の発行手続きにつきましては、今回の熊本地震でもその発行に遅れが生じ、問題

となっております。罹災証明書を速やかに発行することが災害から復旧・復興の第一歩となる

ことから、業務を円滑に行うためのシステム導入は必要であると考えております。 

 次にＢＣＰの作成でございますが、昨年度計画作成を目視しておりましたが、各部局間との

調整が合わず、現在まで完成には至っておりません。しかしＢＣＰ作成は、被災した市町が復

旧する上で重要な計画でありますので、急務であると考え、現在、平成２７年５月に内閣府か

ら通知のありました市町村のための業務継続計画作成ガイドを参考に基本的な計画書を作成し、

年度内に職員へ配付したいと考えております。 

 次に公共施設の飛散防止フィルムの進捗状況でございますが、被災者を安全に避難させる場

所であります小中学校の体育館については、平成２５年度に全て飛散防止フィルムを設置完了

し、安全対策を講じております。 

 次に女性の視点を生かして、どのように反映されたのかについてでございますが、避難所運

営について特にご意見が多かったのがプライバシーの確保、洗濯物を干す場所、女性用衛生品

の確保が重要ではないかとのことでございました。それらのことを考慮するよう、避難所運営



マニュアルに掲載しており、訓練時に女性への配慮が必要であることを各団体へ説明しており

ます。また将来、防災部局で活躍できるよう、町女性職員が女性消防団へ入団し、自主防災組

織の訓練に参加して応急手当の説明を行うなど、地域で活躍しております。 

 ２つ目の地震等に火災を防ぐ通電火災を防止するための耐震ブレーカーの啓発についてのご

質問でございますが、地震発生時に自宅から避難する場合にブレーカーを落として避難するこ

とは、とっさにできることではございません。現在、地震の揺れを感知してブレーカーを切断

するグッズも紹介されておりますので、町としてもさまざまな防災グッズの情報発信に努めて

まいりたいと考えております。 

 最後に、被害時の対応に外国住民の方へ防災リーダーの養成が必要とのことでございますが、

今年度４月に本町ハザードマップを町民の皆さんに配付させていただきました。まずは外国住

民の方々及び外国人が多く勤務しておられます事業所へハザードマップを届け、自分たちの避

難所はどこであるかを確認していただき、地域の防災訓練にも参加していただきたいと考えて

おります。 

 また、外国人住民の方を含めた地域住民の災害対応におけるリーダー的な役割を担っていた

だく人材育成は重要でございますので、今後も引き続き、学校区単位で行っております校区会

議で各自治会へ働きかけてまいり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（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長と生活部長より答弁をいただきました。 

 この支援システムの部分は、時代とともに変わってきたということがいえるかと思います。

私もこの質問は平成２６年度の時ですかね、させていただきました。もちろん西宮市へ伺って、

そしてまた、センター長より直接説明を受けたシステムのことでございます。県内で統一した

ものをつくっていくということですので、それはお任せをしたいと思います。 

 そしてＢＣＰの策定ですけれども、これは本当に急がないと私はだめだと思います。課がな

かなかそろわなかったというお話もありましたので、それぞれよく部局も変わったり、課も変

わったり、人事配置も変わったりしているので、なかなかそこのところはまとまらないのでは

ないかなということを感じているところでありますが、たて割りですね、それぞれの課で例え

ばとりあえずつくりました、というのはやめていただきたいと思います。町内を横断した実効

性の高いものをつくる、この必要があると考えます。この点を求めておきたいと思います。早

急にＢＣＰの策定に取り組んでいただきたいと要望します。 

 そしてまた、女性の視点に立った取り組み、女性の参画ですね、これは本当に各いろんな災

害の部分で、特に東日本大震災の時は最悪の状況を、現場の担当したそれぞれのボランティア

の方から直接声を私もお伺いをいたしました。本当に悲惨だったと思います。 

 そんな点で、今回じゃあ熊本でそれが生かされたのかというと、それも若干調べておりませ

んので、今の段階ではわかりませんけれども、本当にいつどこで起こるかわからない災害、そ

してまた、多様化している地震災害というものに対して、男性主導でいろんなことをやってい



くのではなくて、やはり女性もそこに入りながら、女性の主導でやっていく部分が必ず私は必

要だと思います。そういった部分で、より強化をしていっていただきたいなと思います。 

 女性の参画というのは防災だけではありません。いろんな角度で女性が活躍できる社会をつ

くっていかなければならないことがとても重要であります。特に家のことをやり切っている主

婦、女性ですね、その力を発揮していただく、そういうことも、この防災の部分では大変重要

だと思います。家族の命を守る、そしてまた、家のことを考えていく、これも女性にとっては

必見ではないかと思います。そんなためにも女性の防災リーダーを増やしていく、その中で女

性のための防災セミナーなど、開催をしていただきたいと望むところですが、この点について

はどうでしょうか。 

 そしてまた講座、そしてまた防災リーダーの養成、そういう部分でもぜひ取り組みをしてい

ただきたいと求めます。そんな中で、これは全然違うものなんですけれども、例えば国が推進

している部分ですけど、認知症対策の中のキャラバンメイト、これは最初ここで取り決められ

た時に真っ先にいただいたもので、まだ袋に入ったままなんですけれども、こんなような感じ

で何かの形でそういう講義を受けた、また養成講座に参加したという、そういうものを受け取

っていただく、こうやってそういうところにも私たちは協力していくんですよと、考えていく

んですよというものを示していただきたいなと、そのように思います。 

 これも参加した、自分がそういうことを勉強した、学んだという励みにもなると思うんです

ね。そんな形でぜひ女性が集う、女性に対して焦点を当てていただきながら、防災対策をさら

に強く推進をしていただきたいと思います。この点についてはどうでしょうか、答弁を求めま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   防災計画の中にも女性の重要性がうたわれておりますし、

そういったリーダーも養成するというふうに計画されておりますので、町民課である男女共同

参画の担当者と含めて、防災との連携をしながら、そういった研修なり、またそういった勉強

会なりを進めていきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ計画的に推進をしていただきたいと思います。先ほどの

質問の食品ロスの部分でもそうですけど、やはり生ごみを捨てるのは女性が多いのではないか

なと思うんですね。以前そういうためのいろんな地域を回っていただいたごみ対策もございま

したが、ほとんど男性が参加をしていたという現実がございます。やはりそういうところでも、

主婦の人たちが何とかそこに出て何かをキャッチしていただく、まちづくりのため、そしてま

たこういう防災もそうですけれども、わが家をどうしていくのかという、その視点に立った考

え方を持っていただくように、ぜひ工夫をしていただきたいと思います。そしてまた、今後生

かしていただきたいと思います。ぜひ計画をしていただきたいので、また、お答えを望んでお

きます。 

 次に、今回もらいました東員町の防災ハザードマップ、大変私も勉強にはなりました。いろ



んなところで細かく記載をされてますので、すばらしいかなと思います。そしてまた、私ども

議員も頂戴いたしました、この平成２７年３月に改定をしました地域防災計画、ここのところ

で共通することについて、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 この計画の中で危機管理課、そしてまた危機管理課長の位置というのが記載をされておりま

す。職員動員伝達において、その危機管理課長の役目が明記をされています。現在危機管理課

がなくなりました。そしてまた、課長もいらっしゃいません。 

 危機管理というと、私は基本的には総務の部局に値し、また町長の管轄ですね、そういうと

ころに置くべきではないかと、これは私の個人的な思いです。そのように理解をしておりまし

た。ところがこの課がなくなり、課長もいなくなったという、この現状において、今後この防

災計画の中にも示してあります。そしてまた、皆さまが問い合わせをするお問い合わせのとこ

ろにも危機管理課と、このように載ってます。こういうところは早急に改める、ないし防災計

画の中での立ち位置というものをどうしていくのか、どのようにお示しになるのか、大変こう

いうところを私は今回危惧をいたしました。 

 職員の配置、それから適材適所、それはもちろん町長のお考えでありますし、まちづくりも

町長の大事なお仕事の部分であることは重々わかっておりますが、こういう配置に大変驚くの

と同時に、今後防災計画の中での部分ですね、どのようにされているのか、この点についてお

尋ねをしたいと思います。 

 答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   危機管理課を廃しまして環境防災課ということになりました。

これは実は本町の職員数が非常に少ないということが原因であるというふうに思っています。

何かあったときに、今まで危機管理課が４人しかいなくて、大わらわをしなければいけない。

そんな中で環境と防災を一緒に今してあります。そうすると環境防災の中でいざというときに、

そこにいる全ての人が防災対策に動けるという、環境防災課長の指揮のもと、全ての人が防災

対策に動けるという体制で、体制強化を図ったということでご理解をいただきたいというふう

に思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   具体的な説明もございませんでしたし、私はやはり防災計画

の中のことを重視しておりましたので、先ほど町長が答弁をいただきましたが、職員が足りな

いから一緒にした、そしてそこで一斉に動くという、それはわからないことでもないですけれ

ども、環境と防災が一緒になって職員の数というのはどのようになったのでしょうか。どれぐ

らいに増えて、そしてまた、それがどのように機能していくのか、その点について具体的に答

弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   人数的には４名から８名に倍増をしております。平時は環境の

部分と防災の部分、ある程度分けて業務をしておりますが、いざとなったときには４名ではな



くて８名が動くということになりますので、有事のときには倍の人数で動けるということにな

っております。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   それでは防災計画の中身も若干変動しなければならないかと

思うんです。このままお示しになるということは、ちょっと難しいのではないかなと思います

ので、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   すみません、説明が遅れまして。 

 ４月の機構改革になった段階から、今、この計画等も書きかえといいますか、つくり直しを

進めております。こういった部分の位置関係、また課の関係、組織の関係ももう一度見直すと

いう形です。またそれ以上に、地震やいろんな災害も起きてますので、もしそこでも変える必

要のある計画も見直しながら早急に進めてまいります。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。ぜひ早い段階で、これは本当に明日来るかも

しれませんし、今日の夜来るかもしれませんので、そういった部分では早急に対策を求めたい

と思います。 

 そしてもう１点ですけれども、この防災・減災対策の中で、ハザードマップのところにも書

いていただいたので私はよかったかなと。家族会議というところがあるんですけれども、これ

は大変重要な部分だと私は認識しております。 

 わが家も熊本、また東日本、それ以前にも私も防災士の資格をとりましたので、若干意識が

高くなっていた時にしっかりと家族で話し合いをしたという、そういうことがございます。何

かの段階で、家族で集まって避難をどうするのか、こんなことがあったときはわが家はどうす

るのかという話し合いをしっかりとしていただきたい、家族防災会議ですね、その点について

も大変重要だと思いますので、述べさせていただきたいと思います。 

 今回の熊本地震を通して、だれもが防災減災の必要性を痛感したことだと思います。また、

テレビに映るものを見て、テレビの奥の外のものだと思っている方は少なくなったのではない

かと思います。いつどこで起こるかわかりません。もちろん、私たちのところに起こる地震と

いうのは、静岡県、駿河湾から九州沖までの西日本の太平洋沖に伸びる海底の溝、南海トラフ

で起きるといわれております。巨大地震の、東員町は地域でもあります。このときに自分と家

族の命を守るためには備えをきちんとしておく、これが大事なことです。 

 そして今、町長をはじめ皆さんが一生懸命、行政側がこんなときはどうしよう、ああしよう

と取り組んでいただくことがたくさんあります。もちろん事前がとにかく大事です。備えです。

だけれども、災害が起きた直後というのは、行政の力は全く働かないと思います。どんな地震

の対策を見てもみんなそうです。もちろん行政側だって、職員だって被災をする。これは現状

だと思います。であるならば、私たちはそこでどうするのか。家族で災害について話し合う、

家族の考え、そして備えることを話し合う、これが本当に重要なことだと私は痛感いたします。 



 例えば家の中にある家電製品、いろんな家電製品があります。それは必ず倒れてきます。そ

してまたタンス、家具転倒防止、器具で固定をするということですね、固定をしないと、この

電化製品、また家具というのは凶器となってしまうわけです。これで命を落とした方もいらっ

しゃいます。また避難所の確認など、必要と思います。 

 そこで東員町として家族防災会議の日を設けてはどうでしょうか。この日は家族で備蓄品を

夕食の時に食べるとか、そうすると１年に１回、その備蓄したものの確認もできます。そして

また、防災備品の確認も家族でしながら、自分たちの命を自分たちで守っていくという、そう

いう姿勢を保つことが大変大事だと思います。よその市町では、もう既に家族防災会議の日を

設定しているまちも、近くの市ではそのようなことも取り組まれているところもございます。

この点についてはどのようにお考えでしょうか、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   すみません、防災の日を国でも制定されております。９月

１日という形でされておりますので、そういったところでご家族の方にといいますか、各一般

家庭でも、そういった意識づけをしてもらうのもいいと思いますし、こうなってまいりますと、

もう１年に一遍というのも、ちょっと少ないような気もいたします。家内で話をしてましたん

ですけども、毎月１回ぐらいあってもいいんじゃないかなというふうに考えております。 

 今、避難食という形で言われましたけども、乾パンを食べるというよりも、１カ月ぐらいも

つ食品を保存食として、チョコレートとかクッキーとか、食べてもおいしいというようなもの

を保存食という形にしていただいて、それを月に１回家族で食べながら、また補充するという

ようなことも考えてもらうとどうかなと思いますし、ペットボトルの水を毎回どこかで買うと

いうことじゃなくて、水道水を５本のペットボトルに入れて１本ずつ使いながら、回しながら

古いものから使っていくという形にしますと、毎日何のために水をためているかというような

意識づけにもなると思いますので、そういうこともＰＲしていきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   とても大事なことだと思います。答弁をいただきましたので、

またそのようなこともしっかりと東員町として発信をしていきたいと思います。 

 皆さんの命を守るために、私ども議員もそうですけれども、行政の役目というのは大変大き

なものがあると思います。家族で工夫する。先ほど部長の答弁もありましたが、本当に工夫を

することが大事なのと、災害というものは自分の中で一つ一つこんなときはどうするんだろう

という、そのような意識を持っていくことがとても大事だと思います。 

 福田先生が一度東員町のほうにも、私たちもそういう研修を受けさせていただいた時に、名

古屋大学の先生がいらっしゃいました。その先生もおっしゃってみえましたけれども、備える

ことが当たり前なんだと、日本は地震国なんだと、備えていないことが恥ずかしいと、そのよ

うに思える社会をつくっていくことがとても必要なんだというお話をされました。私もそのよ

うな危機感、意識を持ちながら、まちづくりのためにも、また声を上げていきたいと思います。 



 ぜひ前向きに、また対策、またそのような一つ一つのことができ上がりましたら、ご報告を

頂戴したいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 


