
○１１番（川瀬 孝代君）   皆様おはようございます。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。 

 一つ目、学校教育の取り組みについてです。１点目、地域とともにある学校づくりを目指し

て、コミュニティスクール、いわゆる学校運営協議会制度を設置している学校があります。地

域運営学校は昨年４月に５００校を超えて全国で導入するところが増えてまいりました。コミ

ュニティスクールは２００４年に制度化され、２０１７年３月に成立した改正地方教育行政法

で教育委員会に対して学校運営協議会の設置が努力義務化されました。学校と地域住民、保護

者が力を合わせて公立学校の運営に取り組み、学校での様々な課題解決に参画し、それぞれの

立場で主体的に子どもたちの成長を支えていくための仕組みとなっております。学校運営協議

会では、学校運営の基本方針を承認し、学校運営に関する意見を教育委員会や校長に述べるこ

とができ、教職員の人事に関しても教育委員会に意見を述べることができます。この枠組みの

基に魅力ある学校づくりが進められております。従来の学校教育が国主導型の画一的な教育か

ら地域の力を活かして子どもたちのコミュニケーションなどを育む創意工夫のある仕組みに変

える必要があると思います。コミュニティスクールへの推進をどのようにお考えでしょうか。 

 ２点目、文部科学省は電子黒板やタブレット端末、学習用パソコンなどＩＣＴ情報通信技術

を活用した教育環境の整備をさらに進めるため２０１８年から２０２２年度まで教育の安心化

に向けた環境整備５カ年計画を策定いたしました。学校のＩＣＴ化に向けたこの整備は小中高

校の新学習指導要領を見据えたものです。この指導要領では学習の基盤となる資質、能力と位

置付けて学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習学童の充実を図るとあります。また、

国ではこのため必要な経費は５年間単年度ごとに地方財政措置を講じることとされています。

学校現場での子どもの学習の質の向上や人材育成の観点からもＩＣＴ環境の整備は必要と考え

ます。学校でのＩＣＴ機器のタブレット端末を活用した授業の取り組みをどのようにお考えで

しょうか。当局のお考えをお聞きいたします。２点について答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おはようございます。学校教育の取り組みについてのご質問

にお答えいたします。 

 １点目の地域とともにある学校づくり、コミュニティスクールへの推進については、平成２

９年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４７条が改正され、各学校に学校運営

協議会、いわゆるコミュニティスクールの設置が努力義務化されました。現在、町内の学校は

学校運営協議会こそ未設置でありますが、それぞれの学校が、地域に根差した学校づくり、開

かれた学校づくりに向けて独自に活動を進めております。その一端を紹介させていただきます。

まず、子どもを見守り、育てる地域活動として「学校安全ボランティア」があります。保護者

だけでなく、地域の方々、特にご高齢の皆さんに、子ども達の登下校を見守っていただいてお

ります。また、保護者や地域の方々が参画する教育活動があります。ゲストティーチャーや、

授業支援、その他にも、お米作り、さつまいも作り、読み聞かせ、部活動の指導など様々な教

育活動に対し、積極的に支援していただいております。さらに、いずれの学校においても「学



校評議委員会」を設置し、学校運営に対して評価やご助言をいただいております。一昨年度か

らは、各校区に「子ども支援ネットワーク」が構築されており、放課後の子ども達の居場所づ

くりの一つとして、「笹尾西・地域の人とふれあい教室」をはじめ、新たに「城山三丁目カフェ」

が発足するといううれしいお話も聞いております。ここまでご紹介しました取り組みや活動は、

学校主体から、地域住民主体へと少しずつ変わってきており「地域とともにある学校」へと、

一歩一歩着実に歩んでいると思っております。国が示す「コミュニティスクール」の推進は、

学校が保護者や地域住民等と子ども達に育むべき資質・能力等の教育目標を共有し、その理解・

協力を得ながら子ども達の豊かな育ちや学びを高めるための学校運営を行います。そして、学

校や教師の負担軽減を図りつつ、地域の財産である学校施設の地域開放を推進することにもな

り得ると考えております。現在、各校が主体的に取り組んでいる地域とともに行う実践を支援

しつつ国や県の動向を考慮しながら検討してまいりたいと思います。 

 ２点目のタブレット端末を活用した授業への取り組みについてお答えします。ＩＣＴを活用

した授業は、子ども達が主体的に学習する５つの「新たな学び」の創造に繋がるものだと考え

ております。その「新たな学び」とは、①意欲・関心を引き出し、理解を深める学び、②一人

一人の能力や特性に応じた学び、③子ども達が対話し合う学び、④繋がる学び、広がる学び、

深まる学び、⑤特別な支援を要する児童生徒の可能性を高める学びであります。全国の学校で

は、タブレットを授業に活用するべく、導入が行われているところもあります。現在、本町で

は、電子黒板や書画カメラを使った授業を行っており、それに、タブレット端末が加われば、

これまでにない様々な授業スタイルが可能になってくると思います。当然のことながら、これ

らはコンピュータを使うこと自体が目的ではなく、各教科領域で実現する力を育成するために

ＩＣＴ機器や環境をどう活用するのかということが重要であり、アナログとデジタルを適切に

組み合わせたり、選択したりしながら、これまでの学びが拡張するように活用していくことが

求められていると考えております。引き続き、町内の小中学校のＩＣＴ環境の整備を進めてい

くとともに、タブレット端末を活用した授業について研究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お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬孝代議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   教育長から答弁をいただきました。再質問をさせていただき

ます。タブレット端末を使った授業では、以前、数年前ですが、武雄市の方に視察に行かせて

いただきました。その中でやはり動画を見たりしてなかなか言葉では説明できない、そのよう

なことがよく理解できて、子どもたちの関心、また興味が大変深まったという、またそういう

ものを引き出すことができたということをお伺いいたしました。答弁の中にもありましたよう

に、これから国が示していく方向とともに、東員町もやはりタブレット端末を使った授業とい

うのはとても必要ではないかなということを感じているところです。 

 そこで１点お伺いいたします。このタブレットを使った教育をしていくことで、今現在不登

校の子どもたちがいると思いますが、そういう子どもたちの学力の低下、そういうところを見



たところでこのタブレットをおうちに持っていくことができる。そういった意味で、学校とそ

して家庭というところで子どもたちの自宅での学習、そういった形になるかなとは思うんです

が、そういうことに対し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）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   タブレット端末の一つの特徴としては、個に応じた教育とい

うのが可能になるということ、それから先ほど議員がおっしゃったように、可視化、いろんな

ところが目に見えるというところが非常に利点があるなと私も思っております。先ほど不登校

のことをお話していただきまして、私は全くそういう考えも思い付かなかったところがありま

して、なるほどなと思いました。学校に来られない子どもたちが何とかどこかで勉強する機会

の一つとして、このタブレット端末の可能性というのはかなりあるのかなという感じがしてお

ります。私どもが先ほどタブレット端末の可能性についてというのでお話をさせてもらったん

ですけども、それは東員町は英語の教育を２年前から国に先駆けて進めております。その中で、

この間も授業を見させてもらいました。電子黒板と書画カメラとかを使いながら、聞く、話す

というのをやっておりました。それは一つの前にあるテレビを見ながら皆さんが声を出したり

学習をしておったんですけども、それを手元にあるタブレット端末を使いながらやると、より

その子に応じた教育ができるなという感じがして、今後タブレット端末のことについて研究を

進めていくべきであるなという感じで思っております。ありがとうございました。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   ぜひ前向きに進めていっていただきたいと思います。 

 もう１点は、チーム学校の質問を以前させていただきました。国としては取り組みもまだま

だ完全ではないかなというふうに今思っているところですが、そういった意味で１６年一貫教

育、このプランは私も大変勉強になっております。そういったところで第３ステージに入った

という、昨日もそのようなお話がありました。保護者との協同でしょうか。そういった意味で

とてもそういう部分も大事だと私は思っております。 

 そこで子育ての手引き版というのを配布して、そして保護者とともに学習する機会を作って

いるということなんですが、現在の状況はどのような形で進めているのか、その点についてお

尋ねしたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 今、私ども教育委員会が全力を出してやっている課題というか、問題であります。第３段階

とお話をさせてもらいましたけれども、子どもたちに力を付ける方向というのは私は４つある

と思います。一つは当然教育条件整備です。２つ目は教師の指導力向上、３つ目は地域や外部

の人のいろんな力をかりるということ、そして４つ目が保護者とともにということ。今、私ど

もはその中で第３段階の保護者とともにというので、ここ二、三年中心的に取り組んでおりま

す。それぞれの幼稚園、保育園に学習会にうちの指導主事が行きまして、この１６年一貫教育

プランの子育ての２０のポイントを主に中心にお話をさせてもらいます。どんな小さな会でも



結構です。とにかく読んでください。そういうのを繰り返しながらいろいろやっていくという

ような取り組みをしています。それから園、学校ではその１６年一貫教育、子育てのコツとい

うのがいろいろあります。そのコツの部分を園だより、学校だよりで繰り返し、繰り返し保護

者の方にお話をしていくという取り組みも進めております。 

 それからもう一つは情報発信、今、図書館のところにずっと張ってあるんですけども、私ど

もは意図的に東員町の教育や取り組みを新聞、雑誌、メディア、いろんなところでやっていま

す。毎年大体４０回の新聞報道やテレビ報道や雑誌に紹介をさせていただいておりますけれど

も、だから３年で１２０回ぐらいは今出ておるんです。それでもまだまだ足りないんですけど

も、そういうような方向をしております。 

 現在ですけども、一応ある学年を決めて毎年アンケート調査をします。それはいろんな項目

がありますけれども、あなたは子育ての２０のポイントを意識しながら子育てをしていただい

ていますかというような項目です。昨年度の結果でいきますと、しているという方が１０％で

した。まあまあしているをまぜて半分です。２年間、３年間一生懸命ここの数を伸ばそうとし

たんですけども、まだまだ５０％です。うれしいお便りもたくさんいただいております。それ

はこういう２０の子育てのポイントがある東員町で子育てができてうれしいとか、この子育て

の２０のポイントは私の子育ての指針になっていますとか、我が家では違うけれどもこういう

ことを大事にしながら、とにかく愛情いっぱいで子どもを育てるということなんですけども、

それをやっているというようなお便りも一杯届いて、それを私どもの元気、勇気の基として今

後も進めていきたいなと。次の段階としてはそれぞれの家庭でそれが習慣化されるかどうかが

ポイントなんです。一回ぱかんとやるだけじゃない。習慣です。歯磨きと同じです。歯磨きっ

て毎回無意識にやっていますよね。それと同じようにいろんな子育ての２０のポイントがそれ

ぞれの発達段階に応じたことで習慣化されれば本当に子どもたちは成長していくだろう、その

可能性をいっぱい持った東員町の子どもたちであるなと思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   いつも教育長からは本当に心熱いお答えをいただいておりま

すが、本当にそれが一人一人の子ども、そして親御さんに繋がっていくように、本当に望むと

ころであります。そういった意味でしっかりと東員町も取り組んではいるものの、やはりいじ

め、不登校がなかなかなくならない。ここは何なんだろうと。やはりそこにしっかりと研究し

ていく姿勢も私はとても大事かと思います。そういった意味では私がずっと応対をさせていた

だいております０歳から１８歳までの途切れのない支援、ここが本当にとても大事だと思いま

す。ある程度育った子どもに対して教育をしていくのはとても難しい部分もありますが、お母

さんのおなかにいるときからそのときを大事にしながら包括的な支援をしていく、子育てをし

ていく、そして今、この不登校に対してもいろいろな形があるんですが、いわゆるひきこもり、

今も随分テレビのニュースに出てていますが、私も数年前からこのひきこもりのことを一生懸

命勉強させていただいております。伴走型、寄り添っていく、どこまでも寄り添って、そして



その人が自立していくように支援をしていく。やはり不登校もこういうところが必要ではない

かなということを思います。そういった意味で、教育理念はすばらしいですし、取り組みも本

当によその市町から賛嘆されているのを私も視察に行くと東員町の教育のことを聞かれます。

専門的ではないので十分にお答えはできませんが、大変評価をされているということは認識し

ているところです。 

 そういった意味でもう一点お伺いをしたいと思います。この不登校、いじめ、また様々な学

校での問題、特に親御さんへのいろんな対応、そういったところで文科省でも現在注目されて

いるところがスクールロイヤー、ご存じかと思いますが、このスクールロイヤーのその制度と

いうか、対応について解決へのアドバイスをしていく、そこがこれから取りざたされていく部

分ではないかなと思うんです。２０１７年度から国も調査研究事業を実施しておりますが、こ

の学校に弁護士を配置していくという考え方については東員町としてはどのようにお考えでし

ょうか。顧問弁護士の方がいらっしゃるのはよくわかっています。そういった意味で、また別

の意味でスクールロイヤーに対しての考えをお尋ねいたします。答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。今、東員町の現段階での保護者

のかかわりとか、いろんなトラブルはあるんです。あるとしても学校にスクールロイヤーを置

くことまではいっていないのでないかという僕の認識があります。今いろんな問題がありまし

て、法律的なことをお願いする場合には町の顧問弁護士の方にお話をして助言をいただいてい

るというのが現実的です。今、東員町の子どもたちや親御さんやいろんな関係の中でいくと、

スクールロイヤーよりはソーシャルスクールワーカー、スクールカウンセラープラスソーシャ

ルスクールワーカーをどう使っていくか。何かがあれば県にはおりますので、そういう仲介に

入っていただいたりしているというのが現状であります。 

 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）   わかりました。虐待とかいった部分もいた取りざたされてお

りますので、そういった意味ではこの弁護士さんを活用していくという形が広まりつつあると

いうことです。確かにＳＳＷに協力してもらえればそれなりの成果はあると思いますが、やは

りなかなか人材とか人員配置というのが難しい、その現状があるのではないかということも認

識しております。この学校とかまた学校教育は、本当に大きく変わろうとしているときだと思

います。特にコミュニティスクールに関しては東員町が様々な形で取り組んでいるのはよく存

じております。しかしそれをまた一つの形としながら、さらにまた住民による学校の支援、ボ

ランティアの参画というものを入れることで地域力を活かしていく人のかかわりがとても大事

だということを痛感しております。そしてまた学校が、今回も新たに中学校の創設のことでい

ろいろと町としてもお考えがあるかとは思いますが、学校がまちづくりの拠点となるようなこ

とを取り組んでいるところもありますので、そういうことも期待してまいりたいと思います。 

 例えば一つ事例なんですが、熊本県では全県の公立学校に学校運営協議会を設置して熊本地



震の教訓を活かした防災への取り組みを学校と地域が一体となって進めている、そのようなお

話を伺いました。そういった意味でも、地域と学校、そしてまた住んでいる私たちがどこまで

かかわっていくかということがとても大事だと思います。 

 教育といっても基本的にはやはり人間教育になると思います。大きく捉えたら教育を通して

人間としてどう生きていくのか、そういうことを問われるとても大事な機関だと私は思ってい

ます。そういった意味では、先生たちも使命感をもって、いつもこの子どもたちに尽くしてい

きたい、そのように思っている、その教育が手にとってわかるような東員町と感じています。

だから教育を担う方たちを本当に心から地域で、社会で支えていく、そのことがこれからの教

育の社会ではとても大事なことだと思います。人間として成長していくには、先ほども言いま

したが、画一的な、機械的な教育の中では本当に手が届かないことがいえるのではないかと思

います。人との触れ合いの中で育んでいく教育をこれからも求めてまいりたいと思います。ど

こまでも見守り、励まし、そしてお互いが尊重しあっていく、そういう東員町をつくってほし

いと思います。 

 町長が今回所信表明でされました未来への投資、それはタブレット端末も一つはあるのでは

ないかと思います。また人に優しい地域づくり、そういった意味では本当に東員町のまちづく

り、これからも町長は笑顔あふれる、街を笑顔にしたい、そのような希望を持ってみえますの

で、そういったところでもしっかりと取り組みをしていきたいと思います。またそれを望んで

次の質問にまいります。 

 ２つ目、防災対策についてです。近年の自然災害は激甚化し、そしてまた頻発化しておりま

す。昨年だけでも６月の大阪北部地震、７月には西日本豪雨、その後の大型台風、９月には北

海道の胆振東部地震、この地震では北海道全域が停電してブラックアウトの闇が広がりました。

考えてもみないような災害が次から次へと起こり、日本列島が災害列島となってしまっており

ます。一番大切なことは自分の命を守ることです。そして住んでいる地域で災害への備えを進

めなければなりません。また暮らしを守るための防災、減災社会を築くことが求められている

と思います。 

 １点目、災害発生時には自治体、消防といった公助が行われますが、大きな役割を担ってい

くのは自助であり共助であると思います。特に大震災を始め、たび重なる災害で地域における

自発的な自助・共助での防災活動の重要性が認識されるようになりました。このような状況の

中で、平成２５年６月に災害対策基本法が改正されて、市町村の一定の地区内に地区防災計画

制度が創設されました。地区防災計画は、これには制限がありません。町内会、自治会、企業、

ＮＰＯ法人、学校、医療や福祉施設などが主体となれる制度であります。だれでも作ることが

できるということです。災害時には行政の指示を待つのではなく、住民自らの力で安否確認や

避難誘導、避難所の対応に当たらなければなりません。行政でできること、地域の住民ができ

ることを理解することが大事になります。住んでいる地域で災害が起こったときにどうするの

か、それに備えて何を準備するのか、災害のリスクを把握するなど住民が自発的に立てること

のできる地区防災計画、これは地域の防災力を高めるために必要と考えます。策定への取り組



みをどのようにお考えでしょうか。 

 ２点目、防災対策の中には社会インフラの計画的な道路や橋、そして水道管などの修繕とい

ったハード面の対策と、自治体や住民などが災害時にいつ、だれが何をするのかを時間を事前

に整理しておく仕組みのタイムライン整備というソフト面の対策があります。タイムラインは

災害による被害を最小限に抑えることができる取り組みであります。タイムラインの大きな利

点は先を見越した早目の行動が可能になることです。災害が起きるたびに指摘されている住民

の逃げ遅れ、逃げる気持ちがあっても実際の行動に移す難しさがあると言われております。災

害時には避難行動がとれるようタイムラインの備えが必要であると考えます。推進、作成への

お考えはいかがでしょうか。当局のお考えをお聞きいたします。２点について答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   東員町、水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   「防災対策について」のご質問にお答えさせていただきます。

先ほどご案内のように、国は２０１３年、一定地区の住民や事業者が防災活動に関する独自の

計画案を作成し、市町村の地域防災計画に反映できるよう「地区防災制度」を創設いたしまし

た。 

 本町におきましては、まだ「地区防災計画」の作成事例はございませんが、今回ハザードマ

ップが更新されたことにより、広範囲での洪水浸水区域が予想される地区におきましては、自

治会自らが様々な防災・減災対策を検討していただいております。このような住民自らの取り

組みにつきましては、国や県に対し支援の要望をいたしておりますが、町といたしましても、

こうした地域の自主的な取り組みへは、積極的に支援してまいりたいと考えております。この

中で「地区防災計画」を策定していただける自治体が出てくるのではないかと考えておりまし

て、できればこうした自治会をモデル地区として計画策定の支援を行い、「地区防災計画」が全

町的に広がるような推進をしていければなというふうに考えております。 

 次に、住民自らのタイムラインにつきましてお答えさせていただきます。先を見越した早目

の行動が可能となるタイムラインに関しましては、本町におきましても、予測できる台風等に

対するタイムラインを三重県と調整しながら進めてきているところでございます。また、町民

一人一人が災害時に取るべき行動をまとめておく、「マイ・タイムライン」につきましては、東

京都が本年５月に「東京マイ・タイムライン」と題したタイムライン作成支援キットを発表さ

れました。このような先進的な事例を参考にしながら、町民の皆様が災害時に地域に合った行

動を意識できるような 

啓発方法を町といたしましても検討してまいりたいというふうに思っておりますので、議員の

皆様のご支援もよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   町長から答弁をいただきました。防災対策というのは様々な

角度からあると思いますが、先ほど町長がうれしいことにこの地区の防災計画に対しては取り

組みを始めているということをおっしゃっていただきました。本当に先進的な取り組みだと思

って大変期待をしたいと思っております。 



 そこで再質問をしてまいりたいと思います。防災のことに関してですので答弁を求めていき

たいと思います。防災にはご近所の連携が必要になってまいります。そこで自治会への加入が

難しいといった、そのようなことを言われております。ふだんから住民が助け合う共助の面か

ら見ても災害が起こったときに、向こう３件両隣り、もしくは地域というものが一生懸命にな

って取り組まなきゃいけない、また地域の課題解決のためにも、やっぱり自治会に加入してい

ただくという点はとても大事なことだと思います。ある地域ではこの自治体加入へのハンドブ

ックを作成しているところがあります。そういった意味で、そういうような目に見えた取り組

みを考えることができるのかどうかというか、このハンドブックのようなものを作成していく

ということに対してどのようにお考えなのか答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   自治会加入のためのハンドブックということだろうと思うんで

すけど、ちょっとあまり考えたことがなかったので検討させていただきたいと思いますが、最

近、自治会に入らない、あるいは自治会から脱会される方もみえるんです。それぞれ事情がご

ざいましてなかなか我々としてもどうしたらいいかという対応方法に困っているところもあり

ます。ただ今議員もおっしゃいましたように、これ何かあったときに困るんですね。ですから

ある地域では例えば水道の検針なんかを自治会が担うということになりまして、そしてそれは

当然水道の検針ですから自治会へ入っていようが入っていまいが関係ないので、その地域につ

いては全部やっていただくということになります。そのときに自治会に入っていないところも

含めて、特に高齢者世帯とか独居の世帯だとかに声をかけてもらうということを心がけていた

だいておる、そんな取り組みをしていただいておるところも出てきました。自治会加入という

ことだけ捉えると非常に難しくなる可能性もありますので、いろんな方法で、本当にいざとい

うときに一人も漏れがないような対策というのを、それぞれの地域と一緒になって行政も考え

ていきたいなというふうに思っていますので、またいろんなお知恵がございましたら、いろい

ろまた教えていただければなというふうに思います。ハンドブックについてはまた検討させて

いただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   またよろしくお願いしたいと思います。 

 さてもう一点お伺いをしてまいります。実際にその自分の地域で起こったときはそれぞれが

助け合う。それは皆さん必ず思っていることだと思うんです。そういった意味で、これはまた

提案なんですが、防災でまち歩きをする、推奨していく、例えば自分の住んでいる地域を歩き

ながら地区内の施設、またこういうところは危険なところだねとか、そういうものを記録しな

がら、そういう作業をしながら自分の地域を歩いていく、その防災まち歩きという、そのよう

なことに関してどのようにお考えかお尋ねしたいと思います。これは実施したらいいなという、

その裏にはやはり実際に地域を自分の目で見る、そしてやっぱりそこに危ないところ、危険な

ところ、そしてまたここはこういうふうに直した方がいいよねというようなところを災害に備

えていくということで、防災まち歩きという提案をさせていただきたいんですが、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）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   後で詳しいことは防災課長から答弁させていただきますけど、

今、結構毎日散歩してみえるという方も随分増えておりますので、そういう方たちとも協議し

ながら、今の話をしていけばいいかなというふうに思っています。現状があるのかどうか、ち

ょっと防災課長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林隆宏課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。この地震災害の場合、昨

年の大阪地震の場合、学校の通学路等のブロック塀の関係で調査をさせていただいたことがあ

ります。それとは別にこの風水害等でもやはり道路に水がとか、あと水路が氾濫したりという

現場もございます。そういうところ、自分の身の回りがどういう状態になっているのかという

のをご自身が被害、被災の状況、避難所へ向かう場合に危険箇所がないか、そういうのを認識

していただくのに今のご提案は非常にいいものだと思います。これは自治会等にご紹介させて

いただく場合に、新たに何かをしていただくということ、新たな事業をしていただくというこ

とではなくて、例えば自治会で今現在、「歩け歩こう大会」とかやっていただいている自治会も

あります。そういう中でただ単に目的地まで歩くだけではなくて、そういう歩くところでこう

いう危険があるのではないかとか、そういうチェックをしながら目的地まで歩いていただく、

あるいは避難所まで歩いていただくような取り組みをしていただけないかということも自治会

等にお話をさせていただきたいなと思います。我々もこの防災、何かこういう警報が発令され

たときは災害対策本部を立ち上げて見回りもさせていただいて、倒木とか、そういうところが

ないかというのは確認はさせていただくんですが、こういう地域の見回りの中でそういう危険

箇所の情報をいただければそういうところをいち早く確認することもできますので、やみくも

に現場に出るということではなくて、あらかじめわかっておる危険箇所に出向くことも非常に

有効なことになってきますので、そういう取り組みを推奨していきたいと考えていますので、

よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。それぞれの形をつくりながら、ぜひ自分の地

域を知るという活動もしていただきたいと思います。 

 さて、以前住民の方と防災についていろいろ話をする機会がありました。私も一応勉強だけ

なんですけど、防災士の資格を持っていますので、いろんなところで災害についてのお話をさ

せていただいているところでございます。そういった意味で、避難をすることはとても大事だ

と思っている、行くだけだけれども避難所に行く気になれない、そのようなお話をされた方が

みえました。それはなぜかというと、快適なところではないから、快適性がない、そこへ行く

とへこんでしまう。そのような話をいっぱい聞いている、不快でそういうところには長くいら

れないのではないかと、そのようなことがお話の中にありました。行きたくないけど行かなけ

ればならない、そういう非難の現状、それをどのように考えてみえますかということを聞かれ



たときにちょっと答えられなかった私があるんですが、そういった意味で、避難所の空調、体

育館とかそういうところも今指定になっておりますが、快適に避難をするというのはとても難

しい課題ではあるかと思いますが、皆さんがそこで生活をしなければいけないという現状があ

るわけです。そういった意味で、避難所の空調については東員町としてもどのようにお考えな

のか、その点についてお答えをお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   お答えさせていただきます。現在、その避難所の空調

というのは、学校の施設、体育館ということもありますので、特にすぐにというのは考えてご

ざいませんが、少数人数であれば、指定避難所になっていない、例えば福祉センターの２階を

お借りしたり、そういう形で少人数で自主避難をしていただいているというケースはございま

す。そこは空調も効きますので比較的快適に待機していただけるのではないかなと思います。

広島の豪雨のときに私どもの職員も現場に行っております。その中で体育館につきましては、

最近国の方も非常に迅速に対応していただいておるみたいで、もう既に３日後には国の方から

冷房施設が導入された、こちらから要請するより早くそういうものが導入されるということも

あるということを聞いておりますので、国のそういう支援も受けながら、快適まではいかない

ですけども、少しでもそういうことができるといいなというものを考えています。あと避難所

は非常にプライベートが守られにくいところもありますが、間仕切り等もありますし、場合に

よってはテント式のものも若干用意してございます。今、少しずつ増やしているところでござ

いますので、そういうプライベートも守られるような形の避難所というところも今後進めてい

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   川瀬議員。 

○１１番（川瀬 孝代君）   わかりました。施設のそういうところの空調というものも今

後課題になってくるのではないかなということを思います。なかなか快適な避難生活というの

は本当に難しいかと思いますが、それもそれぞれの力を合わせながら避難所の運営をしていく

ところにあるのではないかなということも思います。 

 どこまでいっても住民参加型の防災を進めていかないととても行政だけではやることができ

ない。まだまだ住民の方の中には行政が何かをしてくれるのではないかという意識を持った人

が結構いらっしゃいます。そういった意味では自分で考えていくことが大事なんだというタイ

ムライン、先ほども質問しましたそのタイムラインということもとても重要性があると思いま

す。いろいろとガイドラインとか、またそれを示したことをしている各自治体もありますので、

そういったところも参考にしながら進めていくことがとても大事かと思います。このタイムラ

インのことについては、マイ・タイムラインもそうなんですが、学校で取り組んでいるところ

もあります。自分たちのことを自分たちで考えていく、災害に対する重要な備えをしていくと

いうことで学校教育の中でも取り組んでいるところも最近ではありました。そしてタイムライ

ンの好事例としてはいろいろ取りざたされているところもあるんですが、ただ運用に当たって

はタイムラインというのは空振りをおそれないという、そのようなお話もあります。そうやっ



て計画したのにそうはいかなかったというようなこともある可能性もあるかもしれないという。

だからこれは確実なものではないんですけど、そういうことを考えていく、そういう備えをし

ていくということがとても大事だと、そのように私は思います。ぜひタイムラインについても

東員町として前向きに、今現在やっている状況もお伺いしましたが、そういった意味ではしっ

かりとまた推進していただきたいと思います。 

 そして最後になりますが、災害は本当に忘れたころにやってくる、そのようなことを思いま

す。地区の防災計画を活用して、いざというときに地域のコミュニティごとに効果的な防災活

動を実施できるようにすることがとても重要だと思います。そのためには作成を通じていくこ

のコミュニティでの共助の意義、またそういう意識を持ちながら、お互い知恵を出し合いなが

らいく、その中にはある意味人材育成も含まれているのではないかなと思います。人材を育て

ていく、防災に対する人材を育てていかなければなりません。そういった意味では、人の力を

かりる、そこに力を入れていくことがとても大事だと思います。そしてみんなが意識を持って

いく、そのためにどうしていくのかということを考えていくことがとても大事だと思います。

地区の防災計画制度というのは、先ほども町長が述べられたように、先進的な取り組みを東員

町はされているということで、ぜひ今取り組まれている地域での実施に向けて期待をしたいと

ともに、住んでいる地域での災害の備えを進めなければならない、その現状の中で、その地域

がどのような形で今後取り組み、そしてまたそれの実施に向けていくのかというのもまたしっ

かりと見させていただきたいと思います。お互いに行政も、そして私たち住民もともに命を守

るための対策、それにしっかり取り組んでまいりたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

 


