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○３番（大谷 勝治君）   ３番、大谷勝治です。よろしくお願いいたします。 

 それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回の一般質問では、

私は２つの項目について質問いたします。１項目めは防災です。２項目めは水道水源

について。以上、２項目についてお伺いいたします。 

 防災につきましては、先ほど川瀬議員の方から被災者支援システム、あと地域別の

防災について、警報の出し方、そして要支援者について、災害の廃棄物について等々

の質問がございました。今回、私は防災についてということで、ハザードマップを中

心にして質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは防災について。４月４日、東員町は積乱雲によって記録的な豪雨となり、

民家２３棟が浸水いたしました。その後、また台風により他の地域においても、例え

ば千曲川の氾濫によって大きな被害を出しております。今後の東員町におけるハザー

ドマップの情報更新についての考えを伺います。 

 ①水防法が改正され、浸水想定区域がハザードマップに追加されました。この浸水

想定区域の地域別降雨量の警戒雨量と低地の解決策を伺います。 

 ②河川氾濫推移について知ることができる、河川水位計の活用をハザードマップに

追加できないかということを伺います。 

 ③災害時の緊急連絡用デジタル無線機を各自治会に設置し、災害に備えてハザード

マップ等に追加することを伺います。 

 ④夜間の災害に備え、停電時避難に必要な誘導灯の設置の考えを伺います。またハ

ザードマップへそういうことを記載することを伺います。 

 ⑤ハザードマップは土砂災害、地震、避難場所などわかりやすく記載されておりま

す。地域のカフェなどの活用も伺います。 

 答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   冒頭、４月４日と言われましたけど、９月４日のこと

ですよね。 

○３番（大谷 勝治君）   申しわけないです。９月４日です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   防災についての質問にお答え申し上げます。９月４日

から５日にかけての豪雨で、本町において近年経験のない、時間当たり１００mm を

超えるすさまじい雨量により、町内各所で被害を受けました。当時、町が発令した避

難情報は、三孤子川の水位が、急激に上昇したことから、警戒レベル３の「避難準

備・高齢者等避難開始」を発令しましたが、ほどなくして越水を確認いたしましたの
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で、警戒レベル５の災害発生情報を発令し、「命を守る最善の行動」を呼びかけまし

た。今回の豪雨災害では、家屋倒壊や多くの住宅で浸水被害などありましたが、人的

には、一人の犠牲者も出なかったことに安堵いたしております。 

 質問１点目の警戒雨量と低地の解決策について、台風の接近や豪雨の場合、町が避

難情報等を発令する判断として、気象庁などから出される雨量情報や、河川の水位情

報をもとに判断をしております。１時間当たりの雨量の数値だけなく、累積雨量や、

予測雨量、河川の水位など様々な状況を総合的に判断し、避難情報を発令する体制を

整えております。 

 低地の対策では、根本的な解決策としては、県河川の改修など早期に実現すれば解

決されるものと考えておりますが、実際には、改修工事が着工され、危険が解消され

るまでには、かなりの年数を要するものと思われます。引き続き、三重県に対し早期

改修を要望してまいりますが、まずは、浸水想定区域の住民の皆様に対し、命を守る

行動として、安全に避難していただくための周知の方法や安全な一次避難場所の確保

など、早急の対策が必要と考えております。 

 浸水想定区域への避難のための情報発信につきましては、今回の豪雨により越水し

た三孤子川の水位情報などを慎重に分析し、速やかに状況や避難情報を発信できるよ

う準備を整えてまいります。また、今回の豪雨災害を踏まえ、住民の皆様が迅速に避

難行動を開始いただけるよう、浸水被害を受けた地区の自治会と協議を進めておりま

す。 

 災害が発生するおそれがある場合、または災害が発生した場合に「どこへ」、「ど

のように」避難するかをあらかじめ決めておき、自治会内で周知しておくことや、町

が発令する避難情報の伝達方法などを盛り込んだ避難行動計画を本年度中に策定する

よう進めております。このような取り組みを、他の地区にも広げいきたいというふう

に考えております。 

 ２点目の各河川に設置してあります水位計の活用につきましては、河川管理者であ

る三重県により設置及び管理されております。これらの水位計は豪雨時に、河川の水

位が「防災みえ」などのホームページ上においてリアルタイムで確認できることから、

災害対策本部におきましても活用いたしております。これは、住民の皆様にもご覧い

ただけるものですので、防災に関する情報発信の中で周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 ３点目の緊急連絡用無線機についてでございますが、災害時、他の通信手段が使用

できなくなる可能性は極めて高く、無線機による情報伝達は有効であると考えており
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ます。現在、自治会に無線機の配備はございませんが、防災行政無線設備のデジタル

化整備に合わせ、配備を計画していきたいと考えております。 

 ４点目の停電時の誘導灯設置につきまして、現在計画はございませんが、今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。 

 ５点目のハザードマップにつきましては、平成３１年３月に各戸配布及び、ホーム

ページへ掲載しております。これからは、議員ご提案のカフェでの活用などについて

も検討し、様々なところでＰＲをさせていただきたいと思います。ハザードマップは、

浸水想定や土砂災害危険箇所など、住民の皆様が必要とされる情報や避難行動を促す

情報をわかり易く掲載し、自らの命を守る行動に結びつくよう作成する必要がありま

す。 

 今後、ハザードマップ更新の際には、町民の皆様のいろいろな身近なご意見をいた

だきながら、さらに使いやすく、住民の皆様の安全が図られるような情報ツールとし

てまいりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。様々なお答えをいただ

きまして誠にありがとうございます。 

 三孤子川、この水位が上がりまして、今回、大きな被害となったわけですけど、今

後もこういうところが温暖化とか気象のいろんな変化によって、今後起こりつつある。

それを新聞報道などで見ても、かなりあちこちでそういう問題が起こっておる。そう

いうことで東員町もそれに類するのではないかというふうに思っています。 

 それで先ほどの答弁の中で、ハザードマップがいかに重要なのか、要するに住民に

とって非常にすぐれたアイテムであるということで、これをより充実するという観点

から、今後もハザードマップを変えていく。要するに周期的に変えていかなければな

らないという情報があると思うんですけども、そこら辺についてお答えをよろしくお

願いいたします。 

○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）   ハザードマップについてお答えさせていただ

きます。今回、まだ更新したばかりというか、新しくさせていただきました。今後も

いろんな情報が出てまいりまして、いろんな想定が変わってくれば更新しなければな

らないと考えています。ただマップにつきましては危険箇所ですので、その他の情報

につきましてはまた別の方法も考えていきたいと考えています。ハザードマップに全

て載せるということになりますとかえって見にくくなる場合もございますので、もし



4 

他の情報を伝えなければならないことが出てくれば、また違う方法も検討をさせてい

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）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   差し支えがなければ、どういう方法なのかというのを

少しお知らせ願うわけにはいきませんかね。お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   三林課長。 

○環境防災課長（三林 隆宏君）   ハザードマップにかわるものということでよ

かったですかね。例えば、違うパンフレットを作るとか、他の自治体でやっておるの

は、レジャーシートにいろんな情報を書かれておる。そうなりますとレジャーシート

というのはどこかへ行かれるときに使ったりしますので、見る機会があるとか、そう

いうちょっと違う角度で、ただ単に回覧するとかそういうのだけじゃない方法が他に

あればということをいろいろ検討させていただきたいなと思います。これはまだ検討

の段階ですので、いろんな方法があればということですので、まだ具体的にこれとい

うことはございません。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございます。とりあえず、今後どうい

う状態になるのかというのは、また議会の方を通じてもお知らせ願いたいと思ってい

ます。 

 それで町長答弁にもありましたけど、員弁川の堤防改修、この件につきまして、５

０年を過ぎるところでございますが、まだまだ東員町には到達しない。それで東員町

の員弁川の両岸に関しては、ほぼ被災があるような、そういう状態の低地になってい

るというふうな状態ですが、県に対して対策を強く要望していくと、毎回そういう答

弁がございますが、今どういう状態なのか県に対して、員弁川の堤防については現在

どういう進捗状況なのかというのがわかれば教えてほしいです。よろしくお願いしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどの答弁は員弁川ではなくて三孤子川のことです

から、三孤子川でよろしいですか。 

○議長（三宅 耕三君）   町長、反問として一旦座ってください。 

 大谷議員。 
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○３番（大谷 勝治君）   申しわけないです。先ほどのお話は三孤子川の氾濫と

いうことで、低地に向けてのそういったところでございますが。 

○議長（三宅 耕三君）   先ほどの質問は三孤子川か員弁川かという質問ですの

で。 

○３番（大谷 勝治君）   申しわけないです。先ほどのところは２つ含んでおり

ますけども、とりあえずこのハザードマップにおける浸水域というのがここに表示さ

れておりますけども、これは員弁川の氾濫とプラス三孤子川の氾濫という、２つの河

川を持っておるわけですけども、まず最初に私がお聞きしたのは、少し質問が変わる

かもしれませんけども、今までずっとこの一番大事なこの東員町の堤防の決壊につき

まして、そのことについて５０年かけてやっているんだというのは再三言わせてもら

っているんですけども、そこら辺がまず県の方にどこまで意見が届いているのかとい

うのをお聞きしたいと、そういうことで申しわけないですけどよろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   員弁川ということですと、これはもう随分前からやっ

ておりまして、５０年、１００年の話でございます。河床掘削、あるいは堤防補強が

まだ坂井橋付近までしかきていないと認識しています。これ以上河床掘削をすると、

あるいは河川改修をすると下流にある国道、あるいはＪＲ、近鉄などの鉄橋などがも

たないというようなことを聞いております。ですから、その辺をきちっと補強をして

から、また進めていくというふうなことで、これからまだまだ何十年とかかるという

ふうに聞いております。これは桑名、いなべ、東員町を含めまして、その員弁川の河

川改修についての同盟会のようなものを作っておりまして、それで毎年、県に対して

は、あるいは知事に対して要望をしておりますので、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）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   失礼しました。それでその後に三孤子川の今後の計画

というのを聞きたかったので申しわけなかったです。三孤子川に関してもよろしくお

願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   東員町、水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   三孤子川につきましては、数年前から河川改修に入っ

ていただいております。右岸につきましては、用地買収が要らないということで、法

面を補強するという方法で進められております。そして左岸については、拡幅という

ことで、用地買収が行われました。そして順次拡幅していくということになっており



6 

ます。ただ、この工事期間が非常に長い。２０年とか３０年とかいうような話をされ

ておりましたので、そんな悠長なことを言ってもらっては困るということで、常に話

はしておりましたが、今回、９月の豪雨災害を受けて、すぐに県土整備部長のところ

へ飛んでいきまして、そしてこの被害を見てほしいと、ということは、もしこれから

こういう雨がいつ何どき降ってくるかわからない状況ですから、こういう雨が降れば

常にこの越流して床上・床下浸水する可能性があるわけですよね。その不安を抱えて

毎日生活をしなければならない住民のことをよく考えてくれということで、ともかく

短期間にこの改修を進めてほしい、要するにスピードアップしてくれということが一

点。 

 それともう一つ、この三孤子川は中上のちょっと下ですね、ちょうど桑名市との境

に急な角度の部分があります。そこの隅切りをしてほしいということを、これも早急

に、これは実は当然のことながら用地買収が伴います。ですから隅切りというか、シ

ョートカットというか、そういうことをしていただく要望もしております。これにつ

きましては、この年末年始の機会も捉えて、これからも強く要望をしていきたいと思

っておりますが、県につきましては、とりあえずスピードアップの話はまだ聞いてい

ませんが、この隅切りについては用地買収をしたいというような方向で、早急に考え

が少し変わってきたというようなことを聞いておりますので、これも確かめながら、

工事自体は拡幅工事自体をスピードアップしていただくように、もっともっと強く要

望をしていきたいというふうに思っています。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。初めてのこういった氾濫と

いうことで、雨水があふれる内水氾濫ということかなと思います。流れを早くして被

害を最小限に食いとめるというやり方は、町長がおっしゃるように早くやるというこ

となので、住民さんにもそういうことについて広報していったほうがいいかなと思い

ます。 

 先ほどこの答弁の中で避難行動ということで、計画を持っているんだということで

進めていますよということなんですけど、この行動計画は地域の住民さんと同じよう

なそういう場所でやられているのか、要するにそういう策定をこちらだけでやってい

るのかお聞きしたいので、よろしくお願いいたします。 

○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）   これは今回一番多く浸水に遭われた地域の自

治会長とともに、まず安全な一時避難場所の確保、それは既にある企業さんとの協定
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に向けての話し合いは進んでおります。それは自治会長さんも含めてでございますし、

その自治会の地域の防災委員さんですかね、ちょっと名称はあれですけど、その防災

委員さんとも２度ほど会議を持たせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   たくさんの質問をさせていただきましたが、この地域

というのは非常に低地でありまして、他にもう少しそういった抜本的な住むところの、

例えば土地を少し上げるとか、今後そういう課題が出てくるというふうに思いますの

で、そこら辺も加味して県に要望するなり、そういうことをよろしくお願いいたしま

す。 

 何にしてもこういう取り組みは地域の自治会と深くかかわりながらやっていかなけ

ればならない事業だというふうに皆さんも認識をしておりますので、そこら辺でもう

少しというか、今そういう状態で地域の方がときちっと手を結びながらいろんな施策

をやっているというふうに私はお伺いしているので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは水道水源についてということで質問をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   ２番目の項目でよろしいですか。 

○３番（大谷 勝治君）   はい、よろしくお願いします。２番目です。 

 水源地の防災対策について。町の主要水源である第二水源地はハザードマップによ

ると洪水氾濫域の近くにあり、千曲川と同じ、これは仮設ですけども、霞堤というふ

うな一つのくくりの中にあるというふうに以前のご答弁でありましたので、その言葉

を使わせていただきます。第二水源地は災害時に被災するとライフラインに重要な影

響を与えます。災害を防ぐため、堤防の強化、水源地の機械設備、安全確保対策など

の対策を伺います。答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   水源地の防災対策についてお答え申し上げます。現在

第二水源地は、員弁川河川区域から見ますと霞提の形状をなす区域の中に作られてお

ります。ハザードマップは、水防法の規定により、想定し得る最大規模の雨量、２４

時間総雨量６５７mm が員弁川流域に降ることを想定し、洪水氾濫域は、員弁川堤防

からの越流による浸水深を示したものであり、地形により浸水深は変動するものと思

われます。 

 近年は、地球温暖化等により、雨の降り方も異常であり、全国各地で短時間に相当
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量の豪雨も観測され、想定を越える状況が発生しております。 

 国におきましては、本年１１月７日の社会資本整備審議会河川分科会において「気

候変動を踏まえた水災害対策検討委員会」が設置され、流域全体で備える水災害対策

について、総合的に検討を行うこととなり、その検討結果を踏まえた中で、堤防強化

について県と協議してまいりたいというふうに考えております。 

 水源地の自然災害に対する対策は当然重要であり、地震や水害に対応できるよう、

災害時等緊急時の飲料水を確保するため、平成２７年度に緊急用浄水装置を整備いた

しました他、新たな配水池を現在築造中でございます。老朽化した水道施設の更新に

併せ応急給水の確保に努めてまいります。 

 浸水対策といたしましても、現在、施設更新の中で、でき得る対策を講じることを

考えておりますが、費用もかかりますことから、本格的な改修につきましては、建物

の更新時期に合わせて取り組みたいと考えております。 

 また、職員の体制につきましては、本年度ＢＣＰの見直しを行っており、限られた

人員や物資を有効に活用し、災害後、速やかに業務を普及再開できる対応策や行動手

順を整理しておりまして、今後も災害対応を速やかに実施できるよう取り組んでまい

ります。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。 

 非常に重要な地域における場所だということで、霞提のような状態を示している。

これはハザードマップにも書いてありまして、この決壊するよと、洪水氾濫箇所とい

うことで２箇所分上と下に書かれておるわけですけど、これを見た限り、非常に危な

いなと。この第二水源地に関しては危ないなというふうに思います。 

 それで少し確認ですが、これはこのまま従っていきますと、答弁いただいたと思う

んですが、この第二水源地、こういうところで氾濫したときに、どれぐらいの水が押

し寄せてくるのかということをお尋ねいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村浩也課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   お答えさせていただきます。水の量というの

は非常に難しいところがございます。今回、このハザードマップの中で示されており

ますのも員弁川流域、こちらに降った雨量に基づいてシミュレーションされたもので

ございます。このハザードマップから読み取りますと、水源地の部分で３ｍから５ｍ、

この３ｍから５ｍと言いましても、田んぼ等もございますので、水源地の標高からい

くと、地図だけで見ますと２ｍぐらいの浸水深になるのではないかというふうに読み
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取れるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。 

 それで仮に５００mm、２４時間トータル降ったときに、こういう状態になるのかど

うかというのはシミュレーションですからわかりませんが、水源地を守るという観点

からいって、例えばもっと違う方法があるのかとか、当然ＢＣＰをやられているので、

町長がこういう下水の方についてこういうことを進めておられるわけですけども、こ

の水源地を守る方策というのをどういうふうに考えておられるのかお尋ねいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   お答えさせていただきます。東員町の方で管

理しておる施設につきましては、第二水源地だけではなく、水源地につきましてもあ

と第一、第三とございます。今回このハザードマップで示されておりますのは、あく

まで員弁川本線、こちらの越流によるシミュレーションでございまして、あと支線の

戸上川、藤川につきましてはうちの水源地には影響はないかと思いますが、どのよう

な状況が起こるか、町長の答弁でもございましたとおり、近年記録的な豪雨があると、

だから想定を超えるものが当然起こり得るものと、だから被災することを想定した上

で、いかにスムーズに復旧、再開をするかということに現在は重点を置いてＢＣＰを

整理しながら、想定外というのを少しでもなくすように、近隣市町、全国的に受けて

おる被災された状況を学習しながら、今後の東員町としての対策に結び付けていくよ

う日々勉強をさせていただきながら対策に取り組んでいくというところで今現在進め

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）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。第二水源地については、かな

り水位が上がってくるんじゃないかということで、１ｍから３ｍというのが出ていま

すね。あと第一水源地については０．３から０．５ということで、それは強くないの

かなということで、これなら防水のそういったものができるのかなというふうに思っ

ていますので、ぜひ命を守る水、これは大切にせなあかんので、それはちゃんと守っ

てほしいと思っています。 

 それでは、県に対して、先ほど町長がおっしゃったように、県に対しての要望、要

するに堤防の要望、こういうのはずっと行っているということで、歴史を振り返りま
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すと５０年かけて員弁川の一番下流から、今どこら辺まで到達しているのかという話

になってきますと、まだまだ遠いですね、これ。東南海地震はありますけど、そのと

きの津波の状況というとここら辺まで上がってくるかなと、ただ、今やられている工

事の中は、桑部橋の、町長が言われたように町屋橋のそこら辺かなということで、ま

だまだうちには到達しないんだと。そこで私は一つ伺いたい。今、県に対して要望し

てなかなか進まない、硬直状態が続いている堤防とは別に、何かもっと県に要望して

いるのものが、例えばそういったいろんな話の中で、改修以外に要望しているところ

があるのか、ないのかをお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   間違っていたら申しわけないんですけど、例えば県に

対する要望ということでいくと、河川の掘削というか、川底の浚渫というのは要望し

ております。これは藤川や三孤子川、戸上川、支線も含めて要望していることは要望

しておりますが、県も金がないということで、なかなか応じていただいていないとい

うのが現状です。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   少しわかりづらくて申しわけなかったです。私が言い

たいのは、下流の方で、俗に言うテンダーゲートなどの改修が行われているんじゃな

いかということを言われていますが、私たちの近くの第一頭首工とかそこら辺のとこ

ろのゲートの補修とか更新というのは修理とか全面取り替えとか、そういう話はある

のでしょうかということを聞きたかったので、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）   まだそういう要望は上がってきておりません。うちの、

要するに東員町内にあるものについては要望は上がってきておりません。もし上がっ

てきたとしても、先ほど言いましたように、まずは下流の橋の橋脚というものを補強

しないことには、上流でそういう河川を含めた施設を改修しても、逆にいざというと

きに流れが速くなって橋脚がもたないという状況にあるというふうに聞いていますか

ら、まずは下流の橋脚を補強することが最も大事なことなんだというふうに聞いてい

ます。ただこれにつきましては、かなりの予算もかかることから、なかなか進んでい

ない。我々が知っている限り、いつそれができるかというめどは立っているというふ

うには聞いておりません。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。いろんな方法をとりながら
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守っていくのも・・・。 

○議長（三宅 耕三君）   マイクの前でしゃべってください。 

○３番（大谷 勝治君）   低地のそういったものについても有効ではないかとい

うふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 少しバタバタしましたけども、災害防止対策、これはいつ何どき起こるやもしれな

い自然災害、町民の皆様に対し行政としてしっかりとした対策をとっていただきます

よう、今後ともご期待申し上げ、質問を終わらせていただきたいと思います。どうも

今日はバタバタしましたけどありがとうございました。 

 


