
○３番（三林 浩君）   本日最後の一般質問をさせていただきます。昼食も終わり、おな

かもいっぱいになり気持ちのいい時間帯ですが、もうしばらくご辛抱願い、お付き合いしてい

ただきますようお願いいたしまして、今回は２つの一般質問をさせていただきます。１つ目は

火災について、２つ目は歩道整備についてです。 

 それでは、１点目の火災についてですが、昨年大きな変化点がありました。町民の方からは

１年経過したにもかかわらず、いろいろな声が伝わっております。特に火災時のサイレン吹鳴

について、なぜやめたのか。やめなくていいのではという多くの声がありますので、改めて再

確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目が各自治会及び自警団との連携について。２つ目は昨年の１１月より火災のサイ

レン吹鳴を取りやめた経緯と理由についてです。以上２点につきまして答弁よろしくお願いい

たします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   それでは「火災について」のご質問にお答え申し上げます。 

 まず１点目の火災時における消防署や消防団と自治会及び自警団との連携につきましては、

消防署の指示により主に鎮火後の再発火を防ぐための監視を自治会と自警団にお願いしており

ます。監視中に再発火した場合やおそれがある場合は、消防署へ通報する形で連携を図ってお

ります。 

 次に２点目の火災時のサイレン吹鳴を取りやめた経緯と理由につきましてですが、サイレン

の吹鳴は消防団への非常招集としての役割を担っておりましたが、新たな伝達手段として消防

指令センターから消防団役員が所有する携帯電話に直接音声で伝達する順次指令、併せて全消

防団員へＥメールを送信し、火災現場の詳細地図も添付できるシステムが普及しましたことか

ら、本町といたしましては、昨年１１月から火災時におけるサイレンの吹鳴を廃止いたしまし

た。 

 なお、住民の皆様におかれましては、本町の行政情報メール配信サービスに登録していただ

ければ情報を取得することもできますし、桑名市消防本部の「災害問い合わせ番号」（２１-７

７７７）に問い合わせを行っていただければ、火災情報について確認が可能となっております

ので、広報等を通じ情報の取得方法について引き続き周知し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（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   答弁いただきました。答弁の内容につきましては、昨年の９月に

私の方から同じ一般質問をさせていただいたときの答弁とほぼ同じ内容であります。そこで再

質問させていただきたいんですが、まず各自治会及び自警団との連携について、先ほど答弁の

中では、役割のことを答弁されたと思いますが、ここで質問したいのは、火災があったときの

連絡方法です、だれがだれにどのように行うのか、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   自警団につきましては、自治会の方の管理の中に動いてい



ただいておりますので、自治会長さんには必ず行政メールの配信を受けてもらうシステムを利

用していただいております。また今ちょっとシステムを考えておりますけども、自治会長さん

にも何らかの位置情報がわかるものも一緒に併せて送ることを今検討しておりますけども、自

警団につきましては、自治会長さんを通じての連絡になると思います。また消防署が現場へ駆

け付けますので、サイレンについては十分に気をつけていただくようにはお願いしております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   そのだれがというのは消防団と一緒で、東員消防署の方から直接

行くということになると思うんですが、今度は連絡先、例えば自分の地区のことを言ってはな

んなんですが、穴太区で火災がありましたというときに、穴太区の自治会長だけにメール配信

が行くのか、全ての自治会長にメール配信が行くのでしょうか、答弁よろしくお願いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   これは行政メールを通じますので、東員町で行政メールを

受信していただける方であれば全てに火災の情報はまいります。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   そうでなければ私はいけないと思うんですが、さらに一方的にメ

ールを送るということで、自治会の方から届かなかったとか、そういうテスト的なことで問題

があったのかなかったのか、あればどういう問題があったのか答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   どうしてもメール配信、Ｅメールでございますので、携帯

電話を替えられたり、アドレス等を何らかの形で変更されたりという形であれば届かない場合

がございます。その点はうちの方もシステム上届かなかった、また何らかの形で届かなかった

というデータは出ますので、こちらの方からこういう形で届いてませんがどうですかというよ

うな問い合わせはできるシステムを持っております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   これは提案なんですけども、ある企業で、緊急テストとしまして

メール配信するという企業は非常に多いです、防災訓練の一環としまして。その中で返信をさ

せる、いわゆる確かにそのメールを受け取りましたよという返信するというようなことをやっ

ているんですけども、実際にやってみると３割以下、ということはほとんどメールが届かない

のか、何かの理由で見られてないのかということになると思うんですね。火災のときには待っ

たなしだと思うんです。そういうときの対処というのはどのように考えてみえるでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   まず防災の方の担当としましては、火災現場に消防車が行

っていただく。また消防団員が現地へ行って消火していただくという形で、消火活動に全面的

に集中しておりますので、その段階でメールが届いたか届かないかという確認はちょっと不可

能な状況でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 



○３番（三林 浩君）   あと、自治会長というのは、それぞれの自治会によって任期があ

ると思うんですね。その任期が私が調べるに限り、１年から２年単位の任期となっております。

そうすると１年、２年で自治会長が替わっていったときに、新しい自治会長になったからメー

ルのアドレスを登録してくださいとかいう手段ですね、そういうのがマニュアル的に目に見え

て作成したものがあるのか、当然行政の方も担当者が定期的というのか時期によって変動があ

ると思いますので、その辺のやりとりというのはどのように対策しているでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   自治会運営につきましての担当は町民課が運営しておりま

す。その自治会長会議なりいろんな連絡網、また自治会さんにお願いするのもございますが、

その集約を町民課がやっておりますので、受けられる方については全て登録される携帯電話な

り住所、またそういったメールの方も更新時期に合わせて更新させていただいております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   細かい質問になるんですけども、携帯を持っておられる方がほと

んどだと思うんですが、中には携帯を持ってない自治会長さん等は見えるのか見えないのか。

現在見えなくても、今後携帯の普及率にも関係すると思うんですが、持っていない方が自治会

長となったときの対処法等は考えてますでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   私が資料としてもらっている名簿には全て携帯番号が入っ

ておりますので、全て携帯はお持ちだというふうに認識しております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   再度質問なんですけど、持っている方については現在大丈夫だと

思うんですけども、今後ですね、結構自治会の方は、現在は若い方が自治会長になられる傾向

にあると思いますが、私の印象では自治会長というのは第一線の仕事を終えた方が自治会長を

務められているという認識があるんですよ。結構ご年配の方がなる可能性もあるのかなと、そ

の中で携帯を持ってない方が見えたときの行政の指導というんですか、対処の方法を考えてみ

えるのかどうか、答弁よろしくお願いします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今そういった形で携帯をお持ちじゃない自治会長さんとい

うのが存在しないということでおりますので、その辺は今どういうような形で対処するという

のは考えておりませんけども、ただやはり自治会長さんをされると自治会内の連絡、いろんな

こともありますので、大概は携帯電話をお持ちではないかなというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   あくまでも可能性ですので、そのときになってから、それでも大

丈夫かもわからないんですけども、やっぱり大きな変化点になったわけですので、去年の１１

月から、そういうことであれば、そういうデメリットというんですかね、そのことを考えたと

きの対処というのは今から事前に考えておいた方がいざというときに役に立つと思いますので、



ぜひそれは検討していただきたいなと。 

 それから２点目の火災時のサイレン吹鳴の取りやめについてですが、１年経っても消防団員

の方から、何でやめたんやろなという声を聞くんですね。１年経ってでもそういう話が本職の

消防団からも聞きますし、住民の方からも本当に多くの方から言われます。なぜそうなってい

るのかと私なりに考えてみますと、恐らくですよ、昨年の９月の一般質問の場ではメールで配

信しますよと、今まではサイレンというのは消防団の非常呼集のためであったというようなこ

とをおっしゃってましたけども、住民の方にも同じ説明をしていたのか、私がいろいろな人か

ら聞く中で、午前中でも同じような質問があったかと思いますけども、日直をやめたからサイ

レンを鳴らせないだとか、少数ではありますが、住民の方からやかましいというクレームがあ

ったから、そういう要因のもとでやめる方向で検討したとかというふうに聞いているんですけ

ども、その辺の事実関係はいかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   答弁の中でもお答えさせていただいておりますけども、も

ともとサイレンは消防団員の方に現地へ行っていただくための招集の合図でございました。そ

の中で現在そういったアナログからデジタルの形でメール配信ができて、また直接電話も団員

の役員の方には連絡が入るという形をとっておりますので、この形に変えさせていただいたと

いうことでございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   １つ確認なんですが、サイレン吹鳴と防災無線を取りやめる前の

手順ですね、サイレンを鳴らして消防団が現地に行くまでの手順というのはどういうふうにな

っていたでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   以前は、この防災無線から通じるサイレンで招集をいただ

いておりました。その中にメールも送れるようになってまいりまして、それを併用してやって

おりました。その中で時間経過を見て、メールだけの形をとらせていただいたという流れでご

ざいます。 

 以前は、かなり前にはなりますけども、サイレン吹鳴で現地に行っていたと、行く場所はこ

こですよということで、広報の方でどの場所であるという通知をさせていただいておりました。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   鳴らしてからはそうなんですけど、鳴らすまでの手順を聞きたか

ったんですけども、例えば当時ですと東員消防分署から行政の危機管理課に連絡が入り、その

人から日直の方に連絡を入れ、その日直の方が何らかのマニュアルに沿ってサイレンの吹鳴と

防災無線で広報で呼びかけていたのかどうか、その辺を教えていただきたいんですが。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今のといいますか、このサイレン吹鳴がやむ前の形ですけ

ども、消防署から内線で役場の方に連絡が入ります。どこどこで火事があるという連絡を受け



て、それをもって勤務時間内であればすぐここの職員が全部対応できますけども、もらった連

絡を夜間なり休日であれば、防災担当の方に連絡が入りまして、防災担当課がこちらへ、現場

へ。当直なり日直なりの者がおったときには、なかなかそれだけのスキルというのも難しいと

ころもあって、手違いがあったり放送するのは難しいとこもありますので、必ず防災担当課が

出向いてサイレンの吹鳴また防災無線の広報をやらさせていただきましたので、要するに消防

署から役場へ連絡が入って、役場の日直から消防の担当に連絡が入ります。その時点で、時間

帯にもよりますけど、その段階で役場へ駆け付けてサイレン吹鳴なり地域への広報をさせてい

ただいたのが流れでございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   本町の火災というんですかね、特に一般建物火災についていえば、

年間東員町としてはそんなに件数としてはないんですよね。大体多くても５件、私が調べた中

では多くても５件、３件行くか行かないかというのが年間の平均的な数なんですよ。数だけの

問題ではないと思うんですが、その辺の実績も行政の方にお願いして調べてもらった結果、結

構平日の時間帯が多いんですよね。さっきおっしゃられました平日ですと行政の方はお仕事を

されていますので、当然そこには危機管理課の方もいるということであれば、消防署の方から

連絡が入って、すぐサイレンを鳴らしていたと思うんですよね。けれども午前中の答弁の中で

は、サイレン吹鳴をするに当たって３０分ぐらい後になっていますよというお話をされていま

したけども、そういうときもあるかもわからないですけど、休みの日は。私が調べてみると平

日が圧倒的に確率的にも高いですよね、７分の５ぐらい平日になってますので。そういう意味

では、サイレンを鳴らすということについては、そんな時間はかからないし、放送をかけるに

しても、時間はかからないんじゃないかなと思うんですけども、その辺の見解はどうお考えで

しょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   そうですね、昼間にあった場合は、環境防災課もおります

けども、職員に消防団員もかなりおります。即座に現場において、役場の事務所の中で連絡が

行き届きますので、消防団員である職員はその場で出かけてもらいますので、そういったタイ

ムラグは少ないのは少ないですけども、基本的にやはり一番多いのは夜間とか早朝、時間外に

民家の方で火を使われる分というのが多うございましたし、そういった休日または勤務時間外

の中ではそれぐらいの時間がかかりますというようなお答えをさせていただいております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   消防団についてはそういうふうに変化してもあまり大きなデメリ

ットはないよというような内容だったと思うんですが、あと住民ですね、午前中にも議論して

たと思うんですけども、もし情報を知りたければ２１－７７７７ですか、これ東員消防署の情

報課ですかね、そっちの方にかければ場所とかどういう内容のものかというのがわかりますよ

というお話なんですが、私実際火災の連絡を自分なりに受けたときに電話をするんですね、や

っぱり。電話しますとただいま回線がいっぱいですと、だからすぐに繋がらないんですよ。結



構な時間パニックというか、回線がいっぱいになってるんですけども、せっかく防災無線とか

サイレン吹鳴をやめて町民の方にもそういうふうにしてくださいと言っているにもかかわらず、

実際してみたらかからないという状況が続いているんです。その辺の対処の方法としてはどう

お考えでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   電話の問い合わせの件でございますけども、やはり若干集

中する場合があるようです。２１－７７７７、ただそれに３０分も１時間もかかるということ

はないと思います。僕も何度か経験はありますけども、３分か４分、二、三回かけ直すと大体

電話が繋がると。またお互いにしゃべりながら、相手と通話しながらではなくて、一方的にど

この火災やというのを聞くだけでございますので、電話を切られるのもそんなに長いことはな

いと思いますので、その点はちょっと時間を見てもらえればいいのかなというふうに思います。

また電話で問い合わせをされるという方は、火災の現場から多分ちょっと離れてみえる方やと

思うんですが、即座に被害が及ぶ方ではないと思いますので、そんなに時間がかからないので、

何度か電話を入れていただいて周知してもらう。ただそういう方については直ちに行政メール

の登録をしていただければ、すぐに火災の場所がわかりますので、その辺も登録をお願いした

いと思います。ただ、一度この辺も消防署の方に確認して、それが５回線あるようなんですけ

ども、現実についてはもう一度再確認して、どれぐらいの電話の頻度があるのかは調査させて

いただきたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   ぜひ確認していただいて、少しでも住民にとって役に立つように

お願いしたいと思います。 

 そのサイレン吹鳴についてですが、先ほどから消防団の非常呼集のために今までは鳴らして

いましたというふうなことをしきりに答弁されていたと思うんですが、午前中の同僚議員から

も、消防団の非常呼集だけではなく住民に知らせることも大事じゃないのかというふうなこと

もおっしゃっていたんですが、それについてですけども、私いろいろ調べてみました。その中

でこういうのが載ってます。国民保護法、基本的指針におけるサイレンに関する規定。ですか

らこれ国からのお達しだと思うんですが、ここにはこういうふうに書いてあります。市町村長

は、サイレン、防災行政無線その他の手段を活用し、できる限り速やかに、同項の通知の内容

を住民及び関係のある、この関係のあるというのが消防団だと思うんですが、ここにははっき

りと住民及び公私の団体に伝達するよう努めなければならない。努めなければならないという

ことですので、絶対そうしなければいけないとは思うんですけども、こういうふうなお達しが

あるということについて行政はどう思ってますでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   その点はございます。やはり大きな災害とか緊急に避難し

てもらわなあかんというようなところの通知であればそういうところに当てはまっていくと、

ただその辺のラインが、火災の場合、限定される部分が多うございますので、その辺は皆さん



に周知していただく部分、理解していただく分は電話とメール、またそこへ駆け付ける消防車

のサイレンの音でわかっていただけるのではないかと、必要の中で、それをやっていただく中

では周知は十分できるのではないかというように考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   行政の言っていることは頭では理解できますけども、実際に東員

町の中で１件建物火災が出ましたと、その付近は時間的なことはあっても、例えば消防車、救

急車が来たらサイレン等でわかるかもわからないです。ただ、そこの当事者の例えば親戚だと

か知人、これが結構離れたところにいれば、やっぱり心配になると思うんですね。遠くの方で

ただ消防車のサイレンが鳴ってますだけでは、最初のうちは外に出て、どこかなと見るかもわ

からないんですけども、これが月日が流れますと、やっぱり人間っておかしなもので、遠くの

方でサイレンが鳴っとるわ、遠くだ、だから自分のとこの近くではないからまあいいかという

ような感覚に陥る可能性は大だと思うんですよ、心理的に。そういうことを除くためにも、先

ほど国民保護法として住民に知らせるということは大事だと、私というか町民のほとんどがそ

う思っていると思います。だからそういう思いを持っている方がほとんどだと思いますので、

逆に町民の方から、何でやめたんや、もう一遍戻してくださいというような、逆クレームとい

うのかお話というのはないのでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   ここ最近、環境防災課の方にその辺も確認しましたけども、

サイレンが吹鳴しないことについて電話の問い合わせ等はないということでありました。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   ないから大丈夫だということじゃなくて、諦めてしないのかもわ

からないし、その辺はどういう意味でそうなっているのか、私のところには少なくともかなり

の数の住民からそういう話をいただいております。午前中の同僚議員からもそういう話があっ

たということは、恐らく多数の住民から、各自治会単位でいってもそういう話があったのでは

ないのかなと、１年過ぎてもまだそういう話がくすぶることなく、逆にまた再発というんです

か、話が出ているというのはどうなのかなと。昨年も言いましたが、当の消防団、こちらの方

も本当に納得しているのかなと。テレビの番組じゃないですけども、火災は会議室で起こって

いるんじゃなくて現場なんですよね。現場第一主義というのが特に消防については私は大事だ

と思っているんです。そうすると現場で活躍する消防団の声というのはいかがなものなんでし

ょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   この吹鳴を取りやめるにつきましては、かなり以前から消

防団との話し合いを進めてまいりまして、本心でどういう形かはわかりませんけども、形とし

ては納得いただいた上で吹鳴もやめさせていただいているところではございます。ただうちと

しましては、できるだけ早く火災の現場で、火を消していただくという考えを基にいろいろ考

えた末のものでもございます。またこういった形を皆さんに周知した中で、どうしても火災が



早く消えるという内容のものであれば考えるべきではあると思いますけども、周知したことに

よって今の段階ではその火災の短縮時間に繋がるものはないものですから、今消防署の方なり

消防団の方にいち早く行っていただくというところを重視した考えでこういう流れになってき

ておるという状況でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   恐らくこの話は平行線になるんじゃないかなと思うんですけども、

ただ数字的に私がいろいろと過去の火災状況、消防団の出動団員数だとかいろいろ調べていた

だいたものを拝見しますと、去年の１１月から火災は３件発生しておりまして、一番最初の火

災が変動してから山田で火災がありました。時間帯が１５時４３分、曜日としては水曜日、こ

のときの出動団員というのが、団長を含め１分団から４分団までありますが、合計２２名。過

去の出動団員を見ますと、多いときで５４名、少なくても、時間帯にもよりますけど３０名ほ

どになっております。そういうことからしますと、数字的にまだ３件ほどしかないので何とも

比較できるかどうかわかりませんが、さっきいち早く消火できるということもお話してました

けども、実際には消防団の出動団員数というのは減っているんではないかなと、今回変えたこ

とによって早く消火できますよというお話もされてますけども、実施にはサイレン吹鳴をやめ

る前も同じやり方をとっていたんですよね。変わったのは団員に対しても今回メールで、電話

で直接行きますよと、それまでは班長以上には同じようなことになってたと思うんですよ。そ

ういうことから加味しましても、サイレン吹鳴をやめたから早く消火できるというのはちょっ

と矛盾じゃないかなという気がするんですね。私たち町民からしますと、やはり保護法という

んですかね、やっぱり遠くにいる親戚、身内、友人、心配なんですよ。あと啓蒙にもつながる

と思うんです、火災があったとき。あと、何年か前に東北でしたか北陸の方でしたか火災があ

って、考えられない何百メートル先まで火の粉が飛んで連続火災になっていった、そういう実

例もあります。それが東員町で起きないということはないと思うんですね、今後。だからせっ

かく変えてまだ１年経つか経たないかなんですけども、その辺をしっかりともう一度、現場で

活躍する消防団の方とお話しされて前向きに検討していただきたいと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   そうですね、これは何度もお願いしているところでござい

ますけども、火災の一般の方の住民の方が知り得ていただくのは、また行政メールに登録して

いただく、また電話をかけていただくところで役目が果たせるのではないかと考えております。 

 また消防団員のメールの配信につきましては、この配信の仕方なり、その方法なりの不具合

があるのは、これは常にいろんな形で調整する必要がございますので、話し合いはしていきた

いと思いますけども、サイレン吹鳴について再復帰するということは今のところ何も考えはご

ざいません。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   提案ですけども、やっぱり言い切るというのはあまり前向きでは



ないような気が私はするんですね。今はそうかもわからないですけども、いずれ、さっき言い

ましたように何百メートル離れたところに火の粉が飛ぶかもわからないということもあり得ま

すので、その辺は前向きに検討していただきたいなというふうに思います。 

 あと電話とか確認、メールにつきましては、住民に対してはほとんど一般の方については登

録されてないと思います。議員にはこの間そういうメールを登録しましたよということで議員

には届くと思いますけども、あと電話で確認してくださいということなんですけども、やはり

回線がパンクしていると、せっかくそういうことを言って回線がパンクしている、５分以内に

は繋がりますよというものの、変化させたことによってそういうある意味の不具合があっては

ならないんじゃないかなというのが私の考え方です。午前中の町長の答弁にもありましたよう

に、変えた以上は前よりもさらによくというのが住民のためにプラスになるのではないかなと、

そういう意味も含めて前向きな検討をお願いしたいと思いますし、あとせっかく変えたんです

けど、この１０カ月あまり、消防団でテスト的にＥメールとか電話等で、何というんですか、

非常呼集をやったことがあるのか、それについて消防団との話し合いで今後もっと改善しよう

よというような内容があったのか、答弁お願いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   秦 久司環境防災課長。 

○環境防災課長（秦 久司君）   消防団のＥメールのテスト確認とかいうものにつきまし

ては何回かやっております。実際に届かないということもありますので、その原因についても、

なぜ届かないのかというような確認をさせてもらっております。メールの設定の方で迷惑メー

ルに入っていくとか、アドレスが変わったというようなこともございますので、テストについ

ては随時やっております。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   何回もテストをやられているということなんですが、それは非常

に重要なことだと私は思いますので、今後も定期的に続けていっていただきたいと思います。 

 １点目は以上で終わりまして、２点目の歩道整備について一般質問させていただきます。近

年、大型ショッピングセンターの近くに昨年東員インターが開通し、それに伴い近隣の市町か

ら多くの車が町内の道路を通るようになりました。地元住民はそんな中、少しでも渋滞を避け

るために、以前はあまり使用していない道路を使用したりしています。本来なら道路の整備と

いいたいのですが、今回は人の安全を重視し、歩道整備について次のことを伺います。 

 本町の歩道整備に着工するまでのプロセスについて。２、歩道整備の進捗及び計画について。

以上２点について答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは、三林議員の「歩道整備について」ということの

ご質問についてお答え申し上げます。 

 まず１点目の「本町の歩道整備に着工するまでのプロセス」ということでございますけれど

も、町道の歩道整備につきましては、新規の設置のみでなく既設歩道の改修におきましても、

地域の方々意見を集約していただきます自治会長様ですね、自治会の要望によります事業化の



検討に加えまして、特に通学路につきましては、学校からの要望がございます危険箇所等を中

心に教育委員会、いなべ警察署、桑名建設事務所と協議いたします「東員町通学路安全推進会

議」、ここで協議を行い国の交付金事業等を活用しながら子どもたちの安心安全のために順次

整備しております。 

 次に２点目の「歩道整備の進捗及び計画について」のご質問についてでございますが、具体

的に言いますと、笹尾地内の幹線道路の通学路である歩道につきましては、もう既に平成２４

年度から安全確保のため街路樹を撤去して歩道の有効幅員を確保する工事を計画的に行ってい

るところでございます。現在は東西の幹線を施工中でございますが、今後は残りの南北の幹線

を改修する予定となってございます。 

 次に穴太弁天山２号線ということで他の議員からもご質問ありましたけども、一部歩道が未

整備となっております。隣接する医療施設の受診や城山地区から桑名市境の商業施設への買い

物に行かれる皆さんの安全確保のため、これについては歩道整備を現在計画しているところで

ございます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   再質問に入る前に一言申し上げたいんですが、今回議長の了承を

とりまして歩道の写真を関係者の方に配付しておりますので、あとここでテレビ等にも映るよ

うにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 今回の質問は歩道の新設も大事ですけども、既存の歩道をどう維持管理していくのかを重点

的に質問したいと考えております。したがって通学路については昨日等からしっかりした組織

の中で進められていると聞いておりますので、私たちは純粋な歩道の定義の中で確認し提案し

ていきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 

 本町は人口減少が進む中、一部の地域ではありますけども、住宅地が増え、それに伴い若い

年齢層が多くなり、当然のことながら子どもの数も増えております。また町内には近年大型シ

ョッピングセンターが建ち、コンビニがあちらこちらにでき、わざわざ車で行かなくても子ど

もの散歩を兼ねていくようなスタイルに変わってきているのも事実であります。昔はその地域

での公園で遊ぶ家族もいましたが、遊具等の使用禁止もあり公園離れも進んでおります。どう

しても人はコンビニ、ショッピングセンター中心の行動になりかねないと思います。そうしま

すと、そこへ行くまでの安全対策の１つとして、歩道の重要性が重視されると思いますが、そ

の点についていかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   おっしゃるとおり、歩道については大変重要な社会基盤の

一部と考えてございます。この歩道につきましては、当然新設の道路を造る場合は、歩道も含

めまして計画しますけども、ご質問のように既設の前からある歩道ということで、なかなかそ

こまでは手が回らないといったことでございます。以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   早速ですが写真１を見ていただきたいと思います。この写真１と



いいますのは、場所でいいますと穴太駅から四日市へ抜ける町道ではなく県道でございます。

見ていただきたいんですが、自転車も走れる標識がある歩道でございます。自転車も走れる歩

道ということはご存じだと思いますが、歩道法の中で２メートル以上確保しなければならない

と、そういうふうに定められております。これにつきましても、昨年の９月に同じ質問をさせ

ていただきまして、そのときにはやはり町道ではない、県道ということで、県の方に申し出て

いきますというような答弁をいただいております。今回、県ということで、県にそういう要望

を出してもなかなか返事が現在に至ってありませんので、ここはちょっと観点を変えまして、

この標識を撤退したらどうかなと、そういう案で県の方に逆に要望できないものなのかなと、

その辺のお考えをお示しください。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   なかなか県に要望いたしましても、県の方も予算等々でか

かっていただけないというところが多々ございます。この県道四日市東員線につきましては、

この手前につきましても狭い部分があるということで、以前ご質問いただいてございます。こ

れにつきましても強く要望いたしておりますけども、なかなか県の方も全県下でこういったと

ころは多々あるということでなかなかやってもらえません。 

 その中でこの標識を取れというご指摘でございますけども、ということは自歩道をやめて歩

道だけにしろということだとご理解申し上げますけども、自歩道の場合は、お見込みのとおり

新設する場合は３メートル以上で全部造っていくんですけども、歩道上で例えば自転車と歩行

者が交差する場合、車道の交通量がものすごく多いと考えられる道路に関してましては、こう

いった歩道を通ってもいいよというふうに警察庁の交通局長の通達ということで出てございま

す。加えまして、この路線につきましては、東員第一中学校の中上地区からの通学路というこ

とで、一応穴太地内のコンビニエンスストア付近までの指定なんですけども、通学路と申しま

すと、学校と保護者の方々がしっかりと相談されまして生徒さんの安全な通行のために選定し

ていただいていると聞いてますので、なかなかこれを変えるということもできないと、また代

替となるような路線も見当たりませんので、今後もそういった通達も含めまして、これは自転

車の通行も必要ではないかと考えます。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   本町には町道以外に県道、国道、結構主流の道路として活用して

いるのが現状だと思います。先ほど県道だからなかなか難しいということは頭では理解できる

んですけども、具体的にどのような形で県の方に要望して、いつまでに回答をもらうかという

ようなことでやっているのかどうか、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   まず自治会、また学校、保護者さんからご要望が寄せられ

ます。それにつきまして、県道、国道でございましたら当然町から県へ要望するわけです。そ

の要望というのは、予算編成時期に当たりまして、年に１回なんですよね。そこで優先順位を

付けまして県に送付するわけでございます。その優先順位というのは当然通学路等々を優先し



て行ってございます。それから三重県からの回答は一応ございますけども、ほとんどが検討中

とか今後計画するとか、そういった答えが多いわけです。その中でもやっていただいているの

は国道４２１号の笹尾、城山の下の部分、最近では中上地内の東員インターチェンジ関連の道

路ですね、それについては歩道も一緒にやっていただいてございます。そういったことでなか

なかいい返事はまずいただけないみたいな形になってございます。 

 それと回答期間につきましては、全県下一緒にやるということで、まず桑名建設事務所に挙

げて、それから三重県の県庁へ挙げるというプロセスになってございますので、時間は大分か

かってございます。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   今回時間的な配分として、ちょっと考えてなかったものですから、

写真を１０枚用意したんですけど、このペースでいきますと１０枚終わるまでにオーバーする

んじゃないかと思いますので、大変申しわけないんですけども、ちょっとスピードを上げてい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 そうすると今の答弁の中で、自治会の方から要望があってということなんですけども、それ

を議論して、例えば県道であれば県に持ち上げていくと、町道であれば町の中で議論していく

ということなんですけども、この写真２なんですが、これは東員駅から消防署の横を通って役

場に向かう歩道です。これよく見ていただきますと、やっぱり樹木や草で、せっかくきれいな

歩道なんですけども、道路幅というのが確保されてない状態です。３につきましては、先ほど

午前中にも答弁がありましたが、弁天山から多度に抜ける箇所の道路で、この先には城山球場

というのがございます。ここも私が調べる限り町道だと思うんですが、ここも見てもらうとわ

かるんですけども、かなりの草が生えておりまして、歩くことが非常に困難になっている場所

でございます。 

 急ぎますけども、写真４なんですが、これは中上から長深に抜ける箇所の歩道です。見てい

ただくとよくわかるんですが、この先には大型ショッピングセンターがありまして、この歩道

を見ていただくと、草で歩くことさえ困難な状態です。こういうふうなところを見ましても、

先ほど答弁の中で自治会の方から要望を出していただく、確かにそうしていただいているとは

思うんですけども、現状は追い付いていないのではないのかなというのが現状だと思うんです

ね。そうしますと、今後につきましては計画的に、パトロール隊というのもたしかあるという

ふうに言ってましたので、そういうのも活用しながら、要望だけを待つのではなくて、やっぱ

り行政自身、もし人数的に足らなければ、特別にパトロールする人員を確保してでも整備しな

ければならない箇所をリストアップして計画的にやっていくのが今後の歩道を整備していくの

に一番よいのではないかと私は思うのですけども、いかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   お時間もないようですので、もっと全体的な話をさせてい

ただきますと、いわゆる社会資本の整備の総量というのは、これについては限界がございます。

これは当然のことです。財政面等々におきまして全てはできないということでございますけど



も、先ほど言われるように、整備に当たっては当然重点化を図りながらやっていくと、先ほど

のご指摘の部分に関しましても、例えば山田の役場前の道路、桑名東員線ですね、これの街路

樹等々につきましては、かなり県の方に強く要望して、もう少し歩道を広めてくれということ

で、これはひょっとするといけるかもわかりません。これまで言うべきことではないかわかり

ませんけども、頑張ってそういうふうに少しでも行けるところに関しましては、何度も足を運

びまして要望させてもらっているということでございます。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   草の話ばっかりしてましたんですけど、写真５番なんですが、こ

れは長深にあります大型ショッピングセンターの西側にある歩道でございます。これは見てい

ただくとわかるように、左側に白い安全柵が建っております。これは歩道で、その箇所だけ建

っていて、その先、安全柵はありません。こういうようなところはあちこち私が確認する限り

あります。その代表的なのがこの５番の写真であり、ちょっと６番は飛ばしますが、７番の写

真でございます。これ瀬古泉から山田に抜ける道路の歩道なんですけども、これも手前側はず

っと左側に安全柵があり、これで見ていただくと、丸印してあると思うんですが、先の方にし

か安全柵はございません。その手前というのは全くありません。もう１つ手前はずっと安全柵

があります。その写真が６ではあるんですけども、６の方は割愛させていただきます。 

 そういうふうに、せっかく既存の歩道を造りましても、安全柵が不十分であったりするとい

うことにつきましては、計画性が正直言ってあまりないのかなと、その辺も今後新しい安全柵

等を考えるのであれば、その辺も加味して検討していただきたいなというふうに考えておりま

す。答弁は結構です、ちょっと時間がないものですから。 

 最後にいたしますが、どうしても優先順位は付けなければならないと思いますが、人が一番

歩道として使用するのはやっぱり駅に向かうだとか病院に行くだとか、ショッピングセンター

に行くとかコンビニに行く、そういうふうなときに歩道をしっかり使うと思うんですね。だか

ら優先順位を与えるにつきましても、そういうことを十分加味していただいて、今後の保全と

いうんですか、改修というんですか、検討の中に入れていっていただきたいなと思うんですが、

その辺１分ほどで答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   １分でいきます。この防護柵につきましては、道路構造令

で、例えば道路の路面から下までは何ｍ以上は付けなさいよという規定がございます。この１

枚目の写真につきましては、多分通学路であるということで、この部分だけ横断歩道であると

いうことでこの部分だけ付けとるんでございます。当然社会資本の整備につきましては、歩道

も含めまして、しっかりとした費用対効果等々考慮しまして、優先順位をしっかりと付けてま

いりますので、頑張ってまいります。以上です。 

○議長（鷲田 昭男君）   三林 浩議員。 

○３番（三林 浩君）   大変申しわけございません。写真１０までは到底行きそうにない

ので、謝っておきたいと思います。 



 最後になりますけども、私、夜にたまたま歩道を歩いてみたんです。そうしますと昼間では

気付かないこともありまして、それは何かと申しますと、歩道に街灯もあります、だけど樹木

もたくさん立っていますというところを歩きますと、せっかく街灯があるにもかかわらず、樹

木が育っているせいで結構暗いんですよ。やっぱりこういう暗いということは安全面からしま

しても危険ではないのかなと、その辺も加味しまして、今後歩道の整備について前向きにお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。大変慌ただしくなりましたけども、以上で

私の一般質問を終わります。 

 


