
○４番（三林 浩君）   おはようございます。三林 浩です。時の経つのは早いもので３

年と６カ月が経過しました。今後も初心を忘れずに、行政と切磋琢磨し、資質向上を目指して

精進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 今回の一般質問は、行政評価についてと防災についての２本です。 

 それでは一つ目の行政評価についての質問に入ります。通告書には書いておりませんが、聞

き取りのときにお話をさせていただきました行政評価の基本は、東員町総合計画と公共施設等

総合管理計画であり、その基に作成されています。評価をすることによってまちづくりの重要

な手法な一つと思いますが、どのように住民とかかわり進めるための方策を伺います。答弁よ

ろしくお願いします。また今回は特に、新産業創造推進事業、農業祭経費、喜び農業推進事業、

道路維持管理経費、公園維持管理経費、陸上競技場維持管理経費について具体例を挙げながら

再質問をしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   行政評価についてのご質問にお答え申し上げます。お尋ねのう

ち、第５次総合計画につきましては、平成２２年に策定され、基本構想、基本計画、実施計画

の三層となっている、１０年間の計画で、本町まちづくりの指針となる最上位の計画でござい

ます。平成２９年に策定いたしました公共施設等総合管理計画は、第５次総合計画の下位計画

として、総合計画に掲げる公共施設等の適正管理、マネジメントの推進等の取り組みを具体化

するための庁内横断的な計画でございます。そして行政評価につきましては、本町の事務事業

及び施策を分析し、評価することにより、総合計画に掲げる基本計画の目的を達成するために、

実施計画、事業実施、行政評価そして次年度以降の実施計画への企画調整というように、いわ

ゆる「ＰＤＣＡ」サイクルの取り組みを一連のものとなるよう考えながら行うものでございま

して、毎年６月に実施いたしております。この今行っている行政評価の仕組みに関しましては、

事務事業評価研究推進プロジェクトチームで、平成３０年度から見直しの検討を行ってきてお

ります。これまでは評価対象事業と次年度予算の中の事業との整合性がとれない状況もありま

したので、平成２９年度の事務事業評価から、評価対象事業を予算の事業に合わせるとともに、

それぞれの事務事業の対象はだれか、またそれは何か、そして目的は、その対象がどのような

状態になることを目指しているのかを各担当課で確認を行うことにより、この事務事業評価を

次年度予算編成に向けて活用できるように見直しを行ったところでございます。この事務事業

評価結果につきましては、予算編成に活用した後、町のホームページに掲載をいたしておりま

す。これからも引き続き、プロジェクトチームでの検討を続けながら、行政評価の仕組みを総

合計画の実施計画、予算編成、事務事業評価といった全体のサイクルとして機能するトータル

システムになるよう見直しを行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   今、町長の方から基本的な考えと今後の見直しについて説明があ

りましたが、私は再質問の中で、今まで何が問題だったかということを事例を挙げて質問をし



ていきたいと思います。まずその前に基本的な内容としまして、行政評価とは、事業の目的、

目標を明確にして実施した結果得られる成果を評価するものとなっております。またその結果

を町民に対して公表することにより、町政の客観性、透明性を高めていきますと書かれていま

すが、今まで、今現在最新版で公表されております平成３０年度行政評価結果（平成２９年度

事務事業の評価）についてそのように実施できていると言えますでしょうか、よろしくお願い

します。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   行政評価につきましての結果をホームページの方に、まず

行政評価につきましては平成２０年に町で実施要綱を定め、その目的を経営的な視点、そして

職員の意識の改革ということを目的にこれまで実施を進めてきております。そして先ほどお話

がありましたように、平成３０年度に実施しましたその前の年、平成２９年度の事務事業をホ

ームページに掲載させていただいており、平成２３年からこれまでもその年、その年の結果を

ホームページで掲載させていただいておるところでございますが、まだまだこの行政評価自体

が確立できていないという観点から、ホームページには掲載させていただいておりますが、ま

だまだ住民の皆さんとの協働というところには至っていないのが現状かと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   今、説明の中で協働のまちづくりを進めるためということをおっ

しゃっていましたが、確かにこの住民への説明責任の中に、住民と行政との役割分担など協働

のまちづくりを進めるための礎を構築していきますとなっていますが、今説明があったように、

これはなされていないと私も思っております。またこの行政評価の時期、これを一応６月に行

っているということなんですが、この計画が６月なのか、評価をいつやっているのかというこ

とが全く見えてこない、またそれを次年度の例えば予算編成に織り込んでいくということもお

っしゃっておるんですけども、そのプロセスがこの行政評価の中ではあらわれていないという

のか、私たちにはすごい理解がしにくいという中で、職員としても行政評価に基づいて一生懸

命達成しようという意識のもとでやっているとは思うんですけども、そういう中では職員の意

識改革が、目的意識や成果意識を持って事務を実施しているようには感じられない、私たちに

とっては。ということは多分やっている職員の方も、具体的に何をしていったらいいのかとい

うことが非常にわかりにくいと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   今ご指摘のありましたように、ホームページの方では事務

事業評価の結果ということで、そのシートのみを掲載させていただいております。しかしなが

ら、その結果を公表するまでには、先ほどまず６月に全年度の事務事業評価を行い、その後７

月から次の年の事業を計画していくというところで、その事務事業評価を７月のサマーレビュ

ー、そして１０月の企画調整委員会で活用していっておるというスケジュールで取り組んでお

ります。しかしながらホームページではその流れはなかなか事務事業評価の結果のみを掲載し



ておるので、わかりにくいという点はご指摘のとおりだと思いますが、今申し上げました、評

価から次年度への予算編成に向けてという流れがさらにうまく進むようにということで、先ほ

ど平成３０年度から見直し、見直しを繰り返してきておるというところでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   そういうことで、私は現在の行政評価の課題としては３つあると

思うんです。一つは行政評価の時期、計画、評価、公表、これが目に見えてわかるようにする

べきだと思います。２つ目が、評価をしたなら次は目標を達成するために何をしていくかとい

うプロセスですね、これもやっぱりはっきりしていくべきではないのかなと。最後に、一応総

合計画は１０年先のことを考えての目標となっていて、それに基づいて行政評価は３年ごとに

見直しをかけていくというふうになっております。ただし毎年行政評価の評価を行っておるわ

けですから、その１年間、年度の中で計画、評価をして、翌年の予算編成のときにはきちっと

わかるようにやっぱり町民にも公表すべきではないのかなと。今見ても、２９年度までしか出

ていないんですよね、インターネット上では。それを３０年度の６月にやりましたということ

だと思うんですけども、私が今課題と思う３つにつきましては、今後どうされていきますでし

ょうか、答弁よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   １点目の評価の時期でございますが、現在は６月というこ

とで、前年度の事業が終わってからにしておりますが、これも今年度の評価を実施しておる中

で、やはり年度内の２月、３月にできないかという検討を今考えております。 

 そして評価のプロセスの公表ということにつきましては、今後十分検討してまいりたいと思

います。 

 そういった検討の中身を町民の方にわかりやすくという点につきましては、広くホームペー

ジを活用してということでございますが、その内容をしっかり検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   例えば、喜び農業推進事業というのがあるんですが、これは平成

２６年度につきましては、一応目標というのが、喜び農業推進事業参加農業者、目標が２人、

実績はゼロ人、でも評価はＡで継続していきますと。その評価の中にもいろいろ４つの項目が

あったんですけども、目標に達成していないにもかかわらず、達成度は３であるとか、それに

よってあくまでも目標として参加農家数を挙げたのであれば、２人にしていくまでにどうした

らいいかということがやっぱり私はプロセスではないのかなと、そういうのを今後入れていく

べきだと私は思ったので、先ほど質問をさせていただきました。 

 あと予算編成に役立てるということなんですが、現在のやり方ですと、２年後に公表すると、

１年後の評価というふうにかなりずれた評価の仕方で公表していると私は思っているんです。

そうしますと翌年の予算編成のときにはそれが追い付かない、追い付かないということはどう

いうことが起きるかというと、今回の農業祭費、これにつきまして、最新版の２９年度では継



続をするというふうになっておったんですけども、今回、行政の方からの説明で農業祭はもう

取りやめるということをお聞きしております。その過去の目標値としては、その農業祭の参加

人数を１，０００人目標ということで平成２６年からずっと挙げられております。ここ最近３

０年、３１年については１，０００人が８００人と目標も変更されておるんですけども、実態

としては７００人ほどというふうに出ておりました。これがいいか悪いかは別にして、せっか

く目標値を１，０００人として挙げたのであれば、１，０００人来てもらうような努力、いわ

ゆるプロセスを実施すべきとあらわすべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   掲げたら当然その目標を達成するための努力をするというのは、

これは当たり前の話だというふうに思っております。ただいろいろありまして、例えば農業祭

につきましては、庁内の議論の中で本当に必要なのかというのは相当前からやってきておりま

して、その点に関しては、行政としてもちょっと腰が引けたような状況で目標を掲げていたの

ではないかなというような感じを受けております。その中で、確か前年度はいろいろアンケー

トをとってみたり、調査をしてみたりして、その結果によってはやめるという選択肢もあり得

るというようなことになっておりましたので、ちょっと事前通知等の問題はありますけども、

農業祭については、これはやめるという選択肢は前からあったというふうに考えております。 

 ちょっといろいろ問題があるんです。例えば、今はどうなっているかちょっとわかりません

けど、中部公園の入場者数が１７万人だとか、いろいろ数字を挙げていますけど、はっきり言

って、１７万人目標で来てもらって、じゃあ何なのと、こういうことなんですよ。そうじゃな

いでしょうと僕はいつも言っているんですけど、目標値は来てもらう人数じゃなくて、やっぱ

りこのまちに貢献していただくような数字が必要なんじゃないか。例えば、そこに来ていただ

いて使っていただいたお金は何ぼなんだとかね、例えばですよ、別の目標値が要るんじゃない

かというふうに私は思っています。そういうところをもうちょっと議論して精査をしていかな

ければいけないというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   私もそう思います。何でも目標値を挙げたのであれば、その達成

できればそれにこしたことはないと思うんですが、やっぱりそれに向かって何をするか、ここ

が一番大事じゃないのかなと、いわゆるこれがプロセスに値するのではないのかなと。それを

やれば町民の方にも公表したときにわかりやすいし、協働のまちづくりにも繋がるのではない

のかなと、そしてまた職員の方も具体的に自分たちは何をしたらいいんだということが見えて

くるのではないのかなと、そうすることによってやっぱり資質も向上できますし、今、町長が

言われたように、この安全・安心なまちづくりに一歩でも貢献できるような気がしております。 

 最後に町長にお聞きしたいと思います。私はこの行政評価の時期を改善することで、だれが

見てもわかりやすく、職員の意識が高まり、またおのおののやるべきことが明確になって、そ

の結果まちづくりに大いに役立つと思います。町長の決意をお伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   今、先ほど政策課長が申し上げましたように、少し時期の変更

も含めて検討していかなければいけないというふうに思っていますし、せっかくやっているこ

とですから、町民の皆さんにご理解いただくということが非常に大切だというふうに思ってい

ます。それも含めてきちっとした検討をしていきたいというふうに思っています。 

 ちょっと蛇足ですけど、今度の総合計画、第６次総合計画については、本当に町民の皆さん、

それに参加いただく町民の皆さんが自分がどういう役割をしなければいけないかというのを自

覚していただくような取り組み、そしてその結果総合計画が、その町民の皆さんの人生と、そ

の総合計画というのがリンクしているような、そんな総合計画というものを作っていきたいな

というふうに思っておりますので、町民の皆さん、あるいは議会の皆さんにはどうぞよろしく

お願い申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   私たち議会も、このたび議会基本条例というのを策定しました。

その中に、事務事業評価を行う旨を記載しております。そうしたことから２元代表制の役割を

果たしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に２点目の防災についての質問に入ります。質問に入る前に、今回、被害にあわれました

方に、心よりお見舞い申し上げます。また行政の皆様には不眠不休で対応していただき、あり

がとうございました。 

 それでは２点目の防災について質問いたします。今年は伊勢湾台風から６０年の年に当たり、

皮肉にも先週の４日の夜から降り続いた豪雨により、町内のあちこちで被害が出ました。本町

として、災害を最小限に抑えるための基本的な方策をどう考えていますか。答弁よろしくお願

いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

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

３４年９月２６日に愛知県・三重県を中心に甚大な被害を出し、そして「災害対策基本法」策

定の契機となった「伊勢湾台風」から今年で６０年になります。この未曾有の被害をこうむっ

た台風のことを私は決して忘れることはありませんし、この間の４日から降り続いた豪雨と何

か景色がよく似ていたような気がします。伊勢湾台風のとき、私はちょうど小学２年生でした。

家のちょうど軒先まで水が来ました。その前を見るとまるで海のような状況で、一面水でした。

今回私は役場に詰めておりましたので、ちょっと電話して私の娘の話を聞いたところによると、

やっぱり結構水がきていたと、三孤子川があふれると中上はああいう状態になります。よく似

た状況が目の前にあったのかなというふうな気がしますけども、当時は２カ月ぐらい停電が続

いたというふうに思っています。非常に当時は大きな台風で、もう二度とあんな経験はしたく

ないなというふうに思いました。当時は最悪の事態がいっぱい重なったんですね。満潮時であ

った、そしてちょうど伊勢湾を通ったという、一番最悪の状況でああいう災害になったという

ようなことがありました。本当に行政としましても、ああいうことがあっても何とかしなけれ

ばいけないという対策をとっていかなければならないなというふうに思っております。この間



の雨もそうでしたけれども、近年では、地球温暖化という地球環境の悪化によりまして、地球

上の各地で異常気象が、そしてゲリラ豪雨が発生しています。これは今回東員町、あるいはこ

の北勢を中心でしたけども、日本中で今そんな現象が起こっておりまして、台風なんかも東か

ら来たりする台風もあったりして、非常に大きな災害に繋がっていくということでございます。

本町におきましても、今後３０年以内の発生確率が高いと言われる南海トラフによる地震、こ

れに対する震災対策と併せて、こういうゲリラ豪雨に対する対策も真剣に取り組んでいかなけ

ればいけないというふうに思っております。具体的な本町の防災への取り組みといたしまして

は、社会資本整備で、各公共施設や、橋梁、上下水道管路の耐震化、河川改修につきましては、

県への要望を継続的に行ってまいりたいというふうに思っております。 

 町民の皆様の「自助」・「共助」の部分での防災意識の向上を図る対策といたしましては、総

合防災訓練の場において、この間も９月１日に行いました。地域住民の方が災害時にとらなけ

ればならない対応、行政がなかなかすぐに手を差し伸べられる状況にないということから、自

らの避難所の開設運営を体験していただくような訓練方法をとっております。自主防災組織へ

の支援といたしましては、各自主防災組織が実施する防災訓練に対する助言や、職員の他、東

員消防署や消防団にもご協力をいただいて、その現地で訓練指導を行っているところでござい

ます。先進的な取り組みをしていただいている自主防災組織を核といたしまして、こうした先

進的な取り組みが他の地区にも波及するようなことを行政として積極的に支援をさせていただ

いたり、啓発をさせていただいたりいたしたいというふうに思っております。 

 また、「ハザードマップ」の配布や「広報とういん」での啓発記事の掲載、「防災講座」の開

催など、町民への啓発に努めることに加え、災害発生時に協力いただける様々な企業などとの

「災害支援協定」の締結も今、順次進めています。町自身といたしましても、「町の地域防災計

画」や「業務継続計画（ＢＣＰ）」などの見直しを常に意識して行う他、近隣自治体とは、広域

的な連携について、絶えず情報交換を行い、災害時における復旧・復興の拠点としての体制強

化に努めております。 

 「どんなときでも、町内で一人の犠牲者も出さないこと」を合言葉に、不断の取り組みを続

けてたいというふうに思っております。今回もいろいろ災害は出ましたが、人的な被害者は一

人も出しておりませんので、そこはよかったなというふうに思っております。町民の皆さん、

あるいは議員の皆さんの、これからもご指導、ご鞭撻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）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   それでは再質問に入ります。災害は忘れたころにやってくるとい

う言葉があるように、避けることのできない現象であると思います。今回の災害で身をもって

実感できたと思います。よく防災で使われるキーワードが自助・共助・公助の役割分担です。

自助とは自分の命は自分で守ること、共助とは地域における助け合い、公助とは役場の取り組

みとなっております。そこで私は一番重要なのは自助と考えます。なぜなら自分のこともでき

な人が助け合いなどできないと思うんです。そのためにも一人一人が防災についての意識を高

めていくようにしていくのが一番の公助の役目と考えますがいかがでしょうか。 



○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）   三林議員の再質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。議員がおっしゃるとおり、まず自分の身は自分で守っていただくというのは非常に大事

です。今回の大雨による場合におきましても、私どもはレベル５という、直ちに身の安全を確

保していただくという発令をさせていただきました。この際にももう外に出られない、水平避

難はできないという状態でございます。まさに家の中にみえる方が自分の命を自分で守ってい

ただく、いわゆる垂直避難、２階等に避難していただく、そういうことが今回でも起こってお

ります。東員町でも決して安全ではない、災害は起こるということが今回まさに証明されたケ

ースだと考えております。議員がおっしゃるように、自分の命は自分で守るというところを、

今回のことを契機にまずいろんな形で周知をさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   ぜひお願いしたいと思います。今やっている自助というのは行政

の方からこういうふうにやってくださいと、例えば家族での話し合いをやってください、具体

的には備蓄、どういう物を備蓄したらよいか、非常持ち出し品、どういう物を持ち出すか、あ

とは情報等のやりとりをするように呼びかけております。ただこの呼びかけだけではなくて、

私はそういうことをやりたくなるような環境を公助の方が行ったらいいんじゃないのかなと、

ただそれには特典などを付けまして、例えばそういうことをやっていますよという家庭におき

ましては、公共施設使用料を１回無料にするとか、そういう特典を付けてでも、そういうこと

をやっていただく家庭などをたくさん作っていくというのも公助の役目の一つかなと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、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。それぞれいろんな意識を

持っていただくために、そういう見返りを求める、こういう防災に関して何らかの見返りを求

めるということが果たして正しいかというのも議論になってくると思いますが、何らかの方法

で少しでも意識が高まるような形のものがあれば考えていきたいなと思っております。ただ見

返りがどうかというのも、これが特に防災の関係で、だれかを助けたら何か求めるとか、そう

いう意識じゃなくて、もう少し、本当に大変なときには危険なんだというところをアピールし

た方がいいのではないかなという思いもありますので、その点につきましては、もう少し考え

てさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   よろしくお願いします。 

 次に共助、地域における助け合いについて、私はここでは何といってもリーダーの育成だと

思います。地域防災計画にはリーダーは自治会長等と記載されております。どのようにリーダ

ー教育を考えているのでしょうか、答弁をよろしくお願いします。 



○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   これが一番難しいところで、地域の防災リーダーとい

うのは、今後当然必要になってくると思います。身近なところにそういうリーダーがみえれば

非常に安心だと思いますので、そういうところは非常に重要だと思います。既にいろんな資格

を持っておられる方が町内に登録されてみえますので、そういう方も今後どういう形で協力を

いただけるかというのも考えていきたいと思います。まず今後育成につきましては、県の防災

リーダー育成研修などもございます。そういうところに積極的に参加していただけるような案

内も含めて、自治会長等にもご案内をさせていただきながら、少しでもそういう研修を受けて

いただいて、リーダーが増えていただくような形で取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   そうですね、私が知っている市町では、自治会長等の役員が順番

性のところが増えてきていると聞いております。そうするとやらせ感があり、士気が上がらな

い、そうならないために差別化というんですかね、を図って意識を高く持ってもらうような手

法、例えば今、講習を受けさせるとおっしゃいましたけど、防災に関する資格を取っていただ

くということで自覚を持っていただく。そのようにしていってはどうかなと思うのですが、そ

の点についてはどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   現在もいろいろ資格を取られてみえる方もいますので、

そのあたりの把握と、今後もそういう方に増えていただくというのが非常に重要ですので、ど

ういう形でそういう方を増やす方法をいろいろとられてみえる市町もありますので、そういう

ところを参考にしながら検討していきたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   町の方から防災マップというのを各家庭に配布されております。

これが今回非常に参考になったかどうかは別にしまして、地域防災計画の中では、やはり地域

における防災マップを作成していくというような記載がされております。私も今回の災害を経

験しまして、やっぱり地域ごとに、例えば避難ルートだとか、危険箇所だとかいうのがわかる

ようにしていけば、いざというときには役に立つのではないかなと考えておりますが、いかが

でしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   大きな地図でございますので、なかなかそれぞれの細

かい地図というのはございませんので、今、まさにそういう地域で取り組んでみえるところが

ございまして、その中でそれぞれの地区ごとの防災計画というのを作っていただくような働き

かけをさせていただいております。そういうところの中からそういう近くの避難所のルートと

か、防災訓練の中で、行く道で危険なところはないのかどうか、そのあたりもチェックしてい

ただくような働きをしていただければいいのかなと思いますので、そういうところに積極的に



取り組んでいただいておる自治会、自主防災組織もございますので、そういうところをまず核

として、全町的にそういうものを広めていければと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   私も地域によってかなりの温度差があり、実際にこの防災につい

て積極的に取り組んでいる地域があるとも聞いております。ぜひその地域を核として他のとこ

ろにもいい意味での波及をしていただきますようお願いしたいと思います。 

 あと周知はいろいろ行政の方からあの手、この手といろいろやっていただいておると思うん

ですが、せっかくうちには東員町消防署、昔は分署となっておりましたが、東員町消防署の署

員に講演をしていただき、身近な内容なので意識を持ってもらうようにしていくという方法も

あると思うんですね。このメリットというのは、やっぱり地域になじんでいる署員の方ですの

で、聞いている側もなるほどなというふうに身近に感じてくると思うんです。そういうメリッ

トを使って講演等をしていくということで意識を高めていくという方法もあると思うんですが、

そういうことについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   まさに重要なことだと思います。先ほども申し上げま

した、町内でもいろんな防災についての知識を持ってみえる方もみえます。その方たちや、先

ほどおっしゃったように、東員町消防署の職員の方々等にも来ていただくというのは非常に重

要だと考えております。私どももいろいろ考える中で、そういう消防署のいろんな経験がある

方のＯＢを近くに置きたいという考えもございまして、いろんな検討も今しているところでご

ざいます。そういう方たちを通じて、いろんな形で、講演会を開くなり、あるいはそれぞれの

自治会への防災訓練の中で出向いていただくなど、いろんな方法をとっていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   公助についてなんですが、これは行政の取り組みということにな

るんですが、今回の災害におきましても、災害が起きた後の行動、これにつきましては非常に

私は行政の方たちが不眠不休で、それも迅速に対応していただいたなと、そういうふうに感じ

ております。ただ昔の言葉でありますように、備えあれば憂いなしといえるようにするのもや

っぱり防災の一つではないのかなと考えるんですが、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   今回、一つ勉強になったところがあるんですが、日ご

ろから土のうもある程度用意していただいていました。ただ今回のように箇所数が多いと足ら

ないという部分も発生しました。そうすると新たに作らなければならないという時間も発生し

ます。これも若い職員の方から提案いただきまして、事前に、例えばそういう危険がある自治

会、今回の教訓も踏まえまして、事前にそういうものを自治会の集会所などに準備しておくと

いうことも一つの方法かなということもいろいろ提案いただいておりますので、そういうこと



も踏まえて、今回いろいろ提案いただいたり、経験したことを踏まえて、そういうことにも取

り組んでいきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   あと本町の避難所ですね、これはおおむね学校区で分けたり、東

員町の体育館を含めておおむね９カ所あります。本町には女性消防団があり、人数は確か５名

だと記憶しております。そうしますと、各避難所に女性消防のリーダーとして行くにしても、

絶対人数としては私は足りないんじゃないのかなと思います。また全国的にも避難場所におき

ましては、やっぱり女性の視点で活躍していかなければならないことがますます増えてくるの

ではないのかなと感じておることから、本町も女性のリーダーを育成し、女性の視点で活躍で

きる場を作るとよいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   環境防災課、三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   女性消防団につきましては、これまでも今現在でも非

常に、特にひとり暮らしの高齢者世帯に訪問していただいて、特に火災とか防災等についての

いろんな注意とか、とっていただく行動とか、あるいはこれは直接防災には関係ないんですが、

特に体の調子が悪くなったときに救急キットがありますよという説明もさせていただいたり、

いろんな面で多方面にわたって女性消防団にはご協力をいただいております、活動いただいて

おります。昨年も大型スーパーの方で女性消防団の勧誘というか、大がかりな勧誘活動もして

いただいたということもございます。非常に女性消防団の活躍する機会がありますので、私ど

もも何とかもう少し定員になるような形で増やしていきたいなということも考えております。

先般、防災訓練がございました。この中にも当然参加していただいたんですけども、自治会の

中にもかなりの方の女性の参加も最近は見受けられるということで、これは直接防災訓練の中

ではいろんな方に実際に体験をしていただく、あるいはその体験が終わった後でアンケートを

とって意見を聞くような形もとっておりまして、女性の視点からいろんな防災についてのご意

見もいただけるような形もとらせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   そうですね、どうしても防災といいますと、偏見かもわからない

んですが、やっぱり男の世界なのかなと、そういうふうに感じてしまうんですけども、やっぱ

りそうじゃなくて、女性の力もお借りし、女性ができることについては女性にやっていただく

と、そういう役割分担をしっかりしていっていただきたいなと思います。 

 町長にお伺いします。私はこの防災については、様々な問題や課題があると思います。その

一つが行政の縦割り組織があると考えております。例えば災害が起きれば、環境防災課が担当

しますし、道路や歩道に関することは建設課が担当します。また避難所でのことにつきまして

は、教育関係の課が担当してしまう。そういうふうに本来は一つでなければいけないところが、

対策するにしてもそれぞれの課と分かれてやらなければいけないということで、例えばわかり



やすく言いますと、歩道整備についても今までですと主に学校関係、さっき同僚議員の方から

もありましたけど、子どもたちが危険なところは直していきましょうねと、そういう学校を中

心、児童を中心に歩道整備などは考えられてきているのが主なのかなと私は思いました。今後

は防災に含めましては、相対的にインフラ整備に取り組んでいくのがいいのかなと、なぜなら

そうした中で、国からの補助金等も含めまして、交渉できる余地があるんじゃないかなという

ふうに思っております。それについてはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   縦割り、当然縦割りなんですが、この間の災害のときもそうで

したが、環境防災課が一つ陣頭指揮をとって、その中で建設課は建設課の役割を、そして健康

づくりの方の保健師さんが避難所等の担当をしていただいて、一体的な中で役割分担というこ

とでやっていただいておりました。ですからいざとなったときに縦割りの弊害は私は感じなか

ったんですが、これからの体制としましても、いざとなったらオール東員町という形で取り組

んでいきますし、割とそれでスムーズに事は運んでいるというふうに思っていますので、今の

体制をそんなにいじることはないのかなというふうに思っています。日常はそういう縦割りの

弊害というのはよく指摘されるんですが、こういうときには一体となると、何人かの自治会長

さんからも、今回の対応、職員は非常によくやったぞというようなお声もいただいてうれしく

思ったんです。本当に夜中ずっと出ずっぱりのような、雨のすごい中、出ずっぱりのような形

の中で、職員は非常に対応に追われ、積極的に対応してもらったというふうに思っていますの

で、一体的に行動できる東員町の職員だなというふうに思っております。先ほどのふだんの施

設整備、特に今ご指摘がありました歩道整備につきましては、確かに子ども、そして高齢者の

安全というのを最優先に取り組んでいるということは間違いないというふうに思いますけども、

これからは災害の視点も入れながら、例えば避難通路だとか、そういう視点も入れながら、い

ろいろ施策というのを考えていきたいというふうに思っていますので、これはやっぱり町民の

皆さんにも、地域、地域の、それぞれの地域の町民の皆さんにもご協力をいただかなと思いま

すので、どうぞ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）   三林 浩議員。 

○４番（三林 浩君）   よくわかりました。 

 最後になりますけども、私はこの防災の研修に行きました。そこで感じましたのは、この自

助・共助・公助の役割分担がとても重要だなと感じましたので、ぜひ行政の方にはこの３つの

助け合いを広く浸透させていただいて、未然に災害を少しでも最小限に抑えるという視点から、

先ほども説明しましたように、いろんなことを含めて検討をしていっていただきたいと思いま

す。 

 これで私の一般質問を終わります。 


