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○１番（中村  等君）   議員番号１番、中村 等でございます。議長の許可を

いただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 私は今年４月に当選させていただき、早年末を迎えます。初めての６月議会では質

問の順序が２番目の栄誉をいただき、今回、令和元年の一般質問の一番最後という大

役を賜りました。初心を忘れることなく、先人が養った故郷を次世代にきちっと継承

するために、町民の方々に可能な限りお会いさせていただき、一期一会の精神を忘れ

ることなく、皆様の声、意見をお聞かせ願い、しっかりと町政に取り組んでまいる所

存でございます。精いっぱい論点を明確にしながら一般質問をさせていただきたいと

思いますので、どうぞ時間内、よろしくお願いします。 

 通告書に従って質問させていただきます。今年、我が町において忘れることのでき

ない大きな災害に見舞われました。令和元年９月４日の夜から５日にかけて町を襲っ

た激しい豪雨、降り始めからの雨量は三重県北部を中心に５日午後３時２０分まで四

日市市で２２２mm、いなべ市で１８５mm、愛知は尾西市も１０３mm となりました。

その激しさは各地で土砂崩れも発生するなど大きな影響をもたらし、東海循環道の東

員インターから新四日市ジャンクションの間や、新名神高速道路の一部区間で通行止

めになるほどでした。さらに愛知、岐阜、三重では雨や風などの影響で最大で約１万

３，１００世帯が停電、残念なことにいなべ市ではアンダーパスの中でトラック１台

と乗用車１台が取り残された状態で発見され、このトラックの中から運転手の男性が

心肺停止の状態で死亡されていました。 

 我が町の様子はと申しますと、河川の氾濫、濁った水につかってしまった町などと

なっていました。泥水は草木と一緒に家の敷地まで深く入り込みました。町の中央を

流れる戸上川の堤防が決壊、員弁川主流の三孤子川が中上地区で越水しました。住宅

地の道路が冠水し、５日の午前０時２０分に大雨警戒レベル５の災害発生が発表され

ました。大規模災害の大雨警戒レベル５の災害が発生したにもかかわらず、我が町に

死亡事故がなかったことは、昼夜を問わず対策、対応に当たられた町長をはじめとす

る職員の皆さんの努力によるもので、大いに敬意を表しますとともに、その後の復旧

対策に対する対応にも評価されるべきだと思っております。 

 しかし、被害に見舞われた方々は、当時、「ものすごい雨でした」「水がもう家の

玄関まで来ていたので、小さい子どもがいるのでとりあえず上へ上へあがるようにし

ました」と災害時のことを語っておられました。半壊や床上、床下浸水した住宅、け

がをされた方々、後片付けに追われる方々、崩れた道路、収穫前の田んぼを襲ったの

は実りの秋を目前にしたあまりにも厳しい現実。来年も災害に見舞われるのではない
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かという恐怖、田植えは可能なのかと多くの不安を抱かれる方はたくさんお見えにな

ると思います。 

 そこで災害復旧として、現在の復旧状況について。２、今後の対応について。まだ

手付かずの場所の復旧状況計画はどうなっていますか。また今後の復旧箇所が発覚し

たときの相談はどこへ行ったらよいのでしょうか。また今後も起こり得る暴雨災害の

連絡方法など、２点についてお伺いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   災害復旧についてのご質問にお答えいたします。 

 ９月４日から５日にかけて、本町は近年経験のない、大変大きな時間当たり１００

mm を超えるというすさまじい雨量の豪雨に見舞われました。町道法面崩壊による家

屋の倒壊、家屋への床上・床下浸水、道路、農業用施設など至るところで被害が発生

いたしております。 

 床上・床下浸水による被害では、大量の廃棄物が発生したことから、災害廃棄物の

受け入れを行い、そして処分をさせていただき、希望される方には床下の消毒作業も

行っております。また、倒壊した家屋の方に対してのメンタルケアも実施させていた

だきました。道路等に散乱したごみは、地域住民の皆様の協力を得て清掃も行ってお

ります。 

 被害のありました道路や農業用施設などにつきましては、復旧に要する補正予算を

９月議会に緊急計上させていただき、復旧に取り組んでおりまして、現在、ほぼ復旧

した状況にあります。なお、被害規模の大きかった長深地内の町道長深８３５号線の

法面崩落により被災した道路施設や、大木地内の新井水の法面崩落をはじめとする農

業用施設におきましては、発災後直ちに国への災害復旧事業として申請手続を行いま

したので、事業認可後、早急に復旧に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、三重県の管理河川である藤川や戸上川の堤防道路の被災箇所につきましても、

準備が整い次第事業着手がされると聞いております。 

 続きまして２点目の今後の対応についてでございますが、今回被害の大きかった三

孤子川につきましては、先ほど大谷議員にもお答えしたように、河川拡幅工事の迅速

化を三重県に強く要望いたしております。 

 またお尋ねの、新たに被災箇所が判明した場合、そこの当該自治会で取りまとめて

いただき、報告をいただければ、現場状況を確認した上で対応していきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 
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○１番（中村  等君）   再度質問と申しますか、要望をさせていただきます。

員弁川の支流の三孤子川はいなべ市、東員町、桑名市にまたがっております。こちら

は県の河川であり、東員町だけが防災に取り組んでも対応しきれません。中上地区の

方々の不安を拭うためにも、県に積極的に働きかけていただきたいと思います。どう

かよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これにつきましては、先ほど大谷議員にも述べさせて

いただいたように、かなり時間がかかると言われている、県が言っているスケジュー

ル、これをスピードアップしてもらうということ、これが一つです。 

 それともう一つは、ちょうど東員町と桑名市の境にある、ちょっと急角度で曲がっ

ている河川の形状をショートカットしていただくような方向でお願いをしていますけ

ども、これを早急に対応していただくということが肝心かなということで、これを強

く要望してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。ぜひともお願いしたい

と思います。 

 あと、この災害に対して、農林水産施設災害復旧費ということで、主に田畑の農業

道路や田んぼなどで１億円、公共土木施設の災害復旧、主に道路等で５，５００万円、

９月の時点で補正されたわけなんですが、それ以降、たくさんそういう災害がまだま

だ発見されたと聞いております。予算は足りるのでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   建設課、伊藤課長。 

○建設課長（伊藤 徳孝君）   お答え申し上げます。９月の補正につきましては、

ご説明させていただいたとおり、町概算で上げさせていただき、今現在精査をしてお

り、ほぼまとまりかけております。この議会中に不足に資する部分については、この

会期中に追加上程をというふうに現在考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   とにかく災害は待ってはもらえません。もちろん来年

の田んぼもできるものかどうか、道が直るのか、堤防が直るのか、随時やっていただ

いているとは思いますが、ぜひとも早急に取りかかりをお願いしたいと思っておりま

す。 

 続きまして２番の方の質問、防災についてということで、前回９月の議会で私の方
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から、避難者数を大体割り出させていただいて、環境課長からも大体当たっているん

じゃないかということで、３日間で７，２５０人という形でお聞きしました。災害時

における飲料水、その他の量も大体７，２５０人分の３日間の７０％ぐらいを想定し

ておるというお話をいただいたかと思います。 

 ただ、今回、また農林水産省では職業の安全保障の観点からも、震災などの大規模

災害や新型インフルエンザなどの新型感染症といった緊急時に備え、日ごろから家庭

で食料備蓄に取り組むことが必要と推奨しております。もちろんインフルエンザや災

害が起こってからでは遅いと思うのですが、防災には自助・共助・公助が必要です。

この観念からも自助・共助・公助の観念から備蓄について各家庭への啓蒙とか、その

ようなものは行っておられますか。 

 また２番として、備蓄に必要な備蓄倉庫のあり方についてお伺いします。備蓄倉庫

は各自治会に一つずつあるということでございますが、人口、それから面積等の違い

もあるところもあり、これの追加は考えてみえないだろうかをお聞きしたいと思いま

す。答弁の方、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）   防災についてのご質問にお答え申し上げます。災害用

備蓄品につきましては、理論上最大クラスの地震被害想定での避難者数を基に備蓄を

進めておりまして、公的備蓄では、町の備蓄と災害時の応援協定があります。それに

よる流通備蓄により対応いたしております。 

 同時に、住民の皆様には、ローリングストック法などを用いた備蓄を引き続きお願

いしてまいります。 

 備蓄食糧や備蓄品は、主に陸上競技場に設置してあります、町の防災倉庫で備蓄し

ておりますが、今後の様々な災害を念頭に、備蓄品の分散配備も検討しております。

しかし、食料につきましては、温度管理や品質管理が必要となりますことから、分散

配備する場所につきましては慎重に調整していかなければならないと考えております。

役場、指定避難所の防災倉庫では、避難所生活に必要となる、簡易トイレや避難所用

間仕切りのほか、応急復旧に使用する杭や土のう袋のほか、チェーンソーや発電機な

どを配備いたしております。 

 また、各自治会に１カ所ずつ設置しています防災倉庫には、移動式炊飯器や毛布、

担架、リヤカーなどの資機材を配備いたしております。現在は、自治会の面積や人口

にかかわらず、１カ所に同じ資機材を配備いたしておりますが、将来的には、配備の

必要があると認められたものや、自治会などからの要望により配備品が増え、収納が
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困難になった場合を想定した検討もしていかなければならないのではないかなと考え

ております。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   備蓄倉庫につきましては、各自治体、いろいろな使い

方をされておると思います。ただし、私は大木地区というところから議員に出させて

いただいておりますが、そちらですと、南北に長い自治会でございます。倉庫までに

大きな道を挟んで、川を挟んでいます。そうすると北の方などはなかなか倉庫のある

ところにたどり着くまでに非常に危険性もございます。ぜひともその辺を加味してい

ただいてお願いしたいと思います。どうかその辺はよろしくお願いしたいと思います

が、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）   お答えさせていただきます。各自治会、現在

は一つ配備をしておりますが、自治会によっては自主防災事業活動補助金というのを

お使いになって、もう一カ所持っておられる自治体もあります。そういう形で補助金

を使われる自治会もございますが、ただ、自治会の使い方によっては、こちらの配備

した資機材以外にも自治会の行事等のものが入っているというところもございますの

で、そのあたりいろいろ確認をさせていただきながら、どうしてもやはりいろんな備

蓄品が必要で足らないということになれば、今後、検討させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   ぜひとも一考をお願いしたいと思っております。 

 それでは続きまして３番目の質問に入らせていただきたいと思います。これまで町

が保有します社会教育体育施設は人々の学習活動の拠点となる施設であり、文化セン

ターをはじめとする図書館、各体育施設等、生涯学習推進に総合的な社会教育体育施

設を設けて、町民の学習ニーズに応えてきました。文科省では効率社会教育施設の整

備を行う地方公共団体に対し、施設整備に必要な建築の一部を助成するとともに、災

害時において避難所として重要な役割を果たす社会教育施設の耐震性の確保、防災機

能の強化を図るため、危険建物を補強するための経費の一部を助成し、さらには社会

教育施設を中心に地域課題や学習ニーズ等に応じた新しい事業を独自に企画・開発し、

地域における生涯学習一層の活性化を図っております。 

 そこで今回は、社会体育施設に絞って、活用法についてお尋ねしたいと思います。

１、陸上競技場について。２、町民プールについて。３、体育館等について、ご答弁
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の方をよろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   教育委員会、岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   「町各体育施設の活用方法について」のご質問にお

答えいたします。 

 まず、１点目の陸上競技場についてですが、町スポーツ公園陸上競技場は、桑員地

域のスポーツ振興の拠点として位置付け、陸上競技大会や公式のサッカー試合ができ

る日本陸連の第２種公認の陸上競技場として、平成４年にオープンいたしました。現

在、陸上競技場は、観覧席としてスタンド席が約２，０００人、芝生席が約３，００

０人の合計５，０００人余りが収容可能な施設として、サッカーの公式戦等で利用さ

れております。町といたしましては、陸上競技場を民間の力を活用し活性化する必要

があると考え、これまで検討を行ってまいりました。今回、株式会社ヴィアティン三

重ファミリークラブを指定管理者として指定し、陸上競技場の運営費の効率化、ヴィ

アティン三重のノウハウを活用したスポーツ振興を図ってまいりたいと考えておりま

す。さらに、将来的には、ヴィアティン三重がＪリーグへ参入することを町としても

応援し、陸上競技場をヴィアティン三重のホームグラウンドとし、サッカーを通じて、

本町を全国に発信できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の町民プールについてお答えいたします。町民プールは、昭和６１年

に完成後３３年が経過し、これまで施設を維持管理するために、計画的に費用をかけ

て修繕等を行ってまいりました。しかし、本年９月４日から５日にかけ本町を襲った

集中豪雨によりプール機械室が水没し、ポンプ、電気系統が壊滅状態におちいりまし

た。さらに、流水プールの水位が異常に低下いたしました。完成後３３年が経過し、

長年の劣化も加わり、プールの安全性を長期にわたり確保するには、プール本体の更

新、取り替えが必要になってまいりました。今後の町財政を考慮した結果、来年のプ

ールの営業は行わない苦渋の決断をいたしましたが、教育委員会といたしましては、

今後のプールのあり方についてこの１年をかけて検討していきたいと考えております。 

 最後に、３点目の総合体育館についてお答えいたします。町総合体育館は昭和５９

年に、隣接する武道館は昭和５８年にそれぞれオープンし、町内外にかかわらず、多

くの方々にご利用いただいております。総合体育館、武道館の空調の設置につきまし

ては、長寿命化計画に基づき計画的に検討していきたいと考えております。 

 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   すみません、まず一つずつ再質問をいただきます。 
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 陸上競技場についてですが、ヴィアティン三重は子どもたちに笑顔と地域をともに

夢を感動をということを掲げられ、三重県を拠点にＪリーグ入りを目指すサッカーク

ラブです。下部の組織はＮＰＯ法人として、サッカースクールやランニングクラブ、

ハンドボールなど総合地域スポーツクラブの運営を行っておられます。このようない

ろいろなノウハウを持っておられるヴィアティンを使って、陸上競技場を中心とした

何か住民に対する教室とか、そういうのを考えておられませんでしょうか。 

○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。ヴィアティン三重を指

定管理者として指定し、ご承認をいただきました。私どももそのプレゼンの中で、ヴ

ィアティン三重が豊富なこの地域活性化を持ったアイデアをいろいろ説明していただ

きまして、指定管理者として認定をさせていただきましたけれども、今後もヴィアテ

ィン三重がいろいろとアイデアを出し、いろいろやっていくこと、それを期待したい

と思いますし、協力できるところは協力をしてまいりたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   ぜひとも、千載一遇のチャンスだと思いますので、そ

のような利用をしていただきたいと思います。 

 ただ、指定管理者制度には町の指定管理ということで、施設の設置者である町が常

に施設管理のモニタリングをする必要がありますが、モニタリングの計画はございま

すか。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   おっしゃるとおりであると思います。申込書協定書

の中に、随時いろんなところで相談をしていくという文言がありますので、それを活

用しながら見ていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   今度は町長にご質問をさせていただきたいのですが、

昨日もヴィアティン三重を町としてバックアップということを言われておられました

が、何か思いがあるのなら教えていただきたいと思うんですが、どのようなバックア

ップの方法になるのか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   Ｊ３へ向けて頑張っていくということでございますの
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で、我々として、町民、行政も含めて一体となって応援をしていくと。観客動員もそ

うですけども、サポーターとしての協力。いろんな協力があると思うんですが、そう

いう面で、我々は今、具体的に町内の企業さんを順次回らせていただいておりまして、

町民や行政も強力をさせていただくので、起業の皆さんもぜひ協力体制をお願いしま

すということで、ずっと今、企業の皆さんを回らせていただいております。その中か

ら、できればサポーターになっていただくとか、スポンサーになっていただくとか、

そういう企業が町内からも出てくると、もっともっとみんなで応援していくという体

制が整うのではないかなというふうに考えて、今やらせていただいております。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   ぜひとも、発信ができるチャンスがあるので、議論の

方を町もしていただきたいと思っております。 

 続きまして２番の町民プールについて、町民プールについては、先に先輩議員の方

からも質問があり、教育長も１年かけてじっくりと検討するとのお話をいただきまし

た。今までなれ親しんだ町民プールですが、築後３３年が経過し老朽化が目立ってお

ります。約７，０００万円で電気室の修理と色が塗れるとのことですが、プール自体

に穴が開いて安全性が担保できないとのこと。私は何よりも安全が担保されなければ

いけないと考えております。もし開設と判断されるのであるならば、例え何億かかっ

てもその施設を利用する人、子どもたちの安全性が重んじられるべきだと、私は思い

ます。 

 しかし、社会教育施設は地域の学習ニーズ等に応じた生涯学習の一層の活性化を図

る目的がございます。町民プールが設立された当時は、笹尾地区にはたくさんの小学

生や幼児がお見えになり、バスもプールまで出ておりました。今、町で少子化が進み、

町の状況や課題、学習ニーズに応じた対価をお考えになり、判断をされるべきと考え

ます。起債をすればという話も出ましたが、起債と言えば聞こえがいいですが、わか

りやすく簡単に言うと、地方公共団体の借金ということになります。今、地域におけ

る生涯学習の一層の活性化を図らなければならないこの時期に、通常の毎年の維持費

が１，６００万円の他に、何億もの借金を町民の方々、いや、次世代に背負わせるこ

とになります。今後の教育、地域における生涯学習一層の活性化を図るために、より

よき判断、検討を望みますが、いかがでしょう。 

○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。全員協議会のときもい

ろんなご意見をいただきました。それも含めまして、１年間検討をさせていただきた
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いなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   大変判断が難しいところだと思います。じっくりと検

討をしていただけたらと思っております。 

 ちょっと話は変わりますが、全国的には河川プールというのがございます。例えば

大分には山川源流河川プールというものがあって、自然の川を利用してにぎわってお

ります。この河川プールは深さ９０ｃｍの小さい子ども用のプールがあり、トイレ、

更衣室、シャワー室も完備しておりますが、入場料は無料です。我が町にも中部公園

に戸上川を利用した水遊び場があります。そこへ員弁川の水や西側に位置する水道第

二水源地からの引水利用し、河川プールで子どもたちが安全に遊ぶことなどの、箱物

でないプールも検討課題の中に入れていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私としては、大変夢のある提案であるなという感じ

を持っておりますけれども、現在も中央公園のところで夏になりますとお子さんたち

がいろいろ遊んでおりまして、私から見れば大変いい姿だなと思っております。先ほ

ども申しましたけれども、今後のプールのあり方等というところで、この１年、いろ

んな一つのご意見として検討させていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 

○１番（中村  等君）   いずれにしましても、町民プールも町の大切な資産で

ございます。十分な検討をお願いしたいと思います。 

 ３番の総合体育館等についてですが、災害時において避難場所として重要な役割を

果たす社会教育施設の耐震性の確保、また空調の確保をすることによって、避難場所

として利用されるので、順番はあろうかと思いますが、早急な検討を望みたいのです

が、いかがでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   総合体育館は、おっしゃったとおりに、避難所とも

なっておりますので、教育の施設ですけど教育委員会だけではなくて、担当課と協議

をしながら進められるところから進めてまいりたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   中村議員。 
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○１番（中村  等君）   スポーツについていろいろな目先があるかと思います。

例えば、陸上競技場は民間のヴィアティンさんと共存、プールについてはいろんな意

見があるかと思います。そして体育館につきましては、災害のときの利用できる避難

場所になり得るものでございます。いろんな観念からの活用が今後求められると思い

ます。昔のように町政が豊かで大金がたくさんあれば何でも作れたと思うんですが、

今はそういう時代ではないかと思います。先人が養っていただいた大切なものであり

ますが、今後、これからの皆さんに借金を残すことがないよう、きちっとした活用を

お願いして、私の質問は終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 


