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○３番（中村  等君）   おはようございます。議員番号３番、中村 等でござ

います。事前に議長の許可を頂きましたので、マスクを外してお話させていただきま

す。 

 今、県下では三重県まん延防止等重点措置が６月２０日まで県全域に発令され、東

員町は桑名市やいなべ市、四日市市、菰野町等とともに特に重点的対策を講じる地域

に指定されています。そのような状況の中、県下で一番早い４月１９日から高齢者か

ら順番に接種が東員町では行われ、現在、全国の市町村では新型コロナウイルス感染

症のワクチン接種が進められています。希望する高齢者の方々に７月末を念頭に２回

の接種を終えることができるよう、町を挙げて取り組んでおられます。国の方針で、

ワクチンは全国民のワクチンの数量の確保を目指しており、今後、大量に供給が行わ

れることとなりますので、順番をお待ちいただいている方々にも今後は順次接種いた

だけるように大規模な集団接種等も行われることとなりますので、私自身も順番が来

るまで健康に気を付けて日々過ごしたいと思っております。 

 また、日頃からコロナウイルスの対策に当たられている町長をはじめとする対策本

部、担当課である健康長寿課の職員の皆さん、大変お疲れさまです。接種実施につい

ては、電話が繋がりにくい等の声もお聞きしますが、これは回線等の関係もあり、仕

方のないことと我慢していただき、我が町は大きな混乱もなくスムーズに接種を進め

ていただいていることに敬意を表します。全町民の対象者の方の新型コロナウイルス

ワクチン接種実施完了まで、いましばらく頑張っていただきたいと思います。大変な

お仕事ですが、職員の皆さんは今後も使命感を持って職務に当たっていただくことを

お願いします。また、職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない

人に差別的な扱いをすることのないように切に願います。 

 それでは、通告書に従って質問をさせていただきます。今回は１番目に東員町の将

来と総合計画について。２番目に防災法改正と町の防災対応についてお尋ねします。

精いっぱい、理論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。 

 まずは１番目に、東員町の将来と総合計画について。１、３月に完成し４月から実

施の第６次総合計画をどのように進めていくのか。 

 ２、ＰＤＣＡサイクルの進め方についてはどう考えているのか。 

 ３、計画は１０年単位であるが、町の将来像についてどう考えているかについてお

聞きします。 

 東員町は、子育てしやすいまちを掲げまちづくりを行っており、しっかりと将来に
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向けたまちづくりの計画を行うことで、高齢者が生き生きと活動でき、また社会的弱

者、障がい者などを支える取組が構築され、先人が培ったふるさとを次世代にきちっ

と継承することが可能になると考えております。 

 我が国の地方自治体の大部分は、まちづくりの基本的な理念や目標、方針などを定

める基本構想、基本構想に基づく具体的な施策を示す基本計画、基本計画に基づく具

体的な事業を示す実施計画などからなる総合計画を策定し行政運営を行っています。

このうち、最上位の計画である基本構想は、かつては地方自治法により市町村に対し

てその策定が義務付けられておりましたが、地方分権改革の中で、国から地方へ義務

付け、枠付けの見直しの一環として、地方自治法の一部改正する法律、平成２３年の

法律第３５号が平成２３年８月に施行され、基本構想の策定を義務付けていた規定が

廃止されました。 

 基本構想の計画期間は、東員町のように１０年以上としている自治体が多いものの、

基本計画の計画期間は５年から９年以下としている自治体が多く、基本構想策定の義

務付け廃止から何年も経過し、既に多くの地方自治体が義務付け廃止後の基本構想や

基本計画の改定期を迎え、それを契機に基本構想も含めた総合計画全体の位置付けや

構成、内容の再検討を行っています。 

 そこで、地方自治体における総合計画の現状と課題について考えますと、市町村に

対して長い間策定が義務付けられていた基本構想は、義務付けが廃止されたことに現

在ほとんどの自治体が策定しており、ある調査結果によりますと、策定していない地

方自治体はもともと策定が義務付けられていなかった都道府県の１７．２％と、一般

市の２．９％のみとなっております。しかし、基本構想策定義務付けの規定が１９６

９年に地方自治法に設けられた際、別途、旧自治省の委託調査報告書である市町村計

画策定方向研究報告により、基本構想を頂点とする総合計画の標準的な構成、内容が

示され、同報告書に総合計画は基本構想、基本計画、実施計画の３層の計画で構成す

ることが適当であるとしており、当時、多くの地方自治体が同報告書に従い計画を策

定していました。このような経緯から多くの自治体が依然として３層の総合計画を策

定しているものの、２４．４％の自治体はそれ以外の構成で総合計画を策定しており

ます。 

 しかし、従来の総合計画とは抜本的に異なる方針や計画により、行政運営を行って

いる例も全国には少しずつ見られ始めています。例えば、神奈川県の藤沢市は地方自

治法改正を契機として、平成２６年から藤沢市市政運営総合指針に基づき行政運営を

行っております。従来の総合計画と異なる点は、課題の緊急性、重要性を踏まえた重
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点的な取組を示すものであり、個別の分野の別計画の上位計画ではなく、各分野に通

じた重点化プログラムとして性格を有している点です。そのため、内容も基本方針、

重点方針に取り組む重点課題に対応するように、まちづくりのテーマに絞ったコンパ

クトなものになっており、計画期間についても機動的な見直しを重視し、首長任期に

合わせて４年としています。このように、従来とは異なる構成の総合計画や、抜本的

に異なる方針や計画により行政運営を行うことで、今後、より計画の多様化が進む可

能性があります。 

 平成２３年の地方自治法改正で廃止された基本構想の策定義務付けの規定では、基

本構想は計画的な行政の運営を図るためのものとされ、この規定が廃止されたために、

基本構想の策定の是非だけではなく、基本構想や基本計画をどのような位置付けにす

るのかを改めて各市町村が独自に定義することが必要となりました。 

 総合計画が地方自治体の行政運営の目標や方向性を定める計画であるならば、計画

の推進に責任を負うのは地方自治体であり、町民や事業者などの地域の主体にはあく

までも理解と協力を求めるだけとなります。 

○議長（島田 正彦君）   中村議員、もう少し簡潔に。 

○３番（中村  等君）   はい。 

 これに対して、行政施策、地域全ての主体が目標を達し、実現に向けて取り組むの

を計画、自治体だけでなく地域全ての主体の一定の役割に責任を求めるとなっており

ます。 

 この総合計画や創生資金を用いた事業に対し、数値目標を用いた進行管理の義務付

けが契機となり、総合計画についても数値目標を用いた客観性の高い進行管理に関す

る地方自治や住民等の意識が今まで以上に高まっています。 

 今年３月に完成し、４月から実施の第６次総合計画、これまでの第５次総合計画も

１０年間の計画期間とした長期構想として、健康と生きがいを生むまち、意欲的な人

材が育つまちをまちづくりの視点と継続しつつ計画を継承し、本町に住んでおられる

方一人一人が喜びを感じられるような計画を策定されています。 

 今回の計画を拝見させていただくと、東員町もＰＤＣＡ、Ｐ、プランの実行、予算

編成、Ｄｏの事業実施、Ｃのチェック行政評価、Ａのアクションレビュー企画、いわ

ゆるＰＤＣＡサイクルを定めて計画の進行管理を行いますが、どのように行うのでし

ょうか。また、計画が１０年単位であるが、町の将来像というか未来像についてはど

う考えているのかをお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 
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○政策課長（丸山  太君）   おはようございます。では、中村議員のご質問に

お答えします。 

 今年度から始まった第６次東員町総合計画ですが、東員町の新たなまちづくり方針

を広く知っていただくための取組として、まずはこの４月に概要版を町内の全戸に配

布いたしました。これと同時に、広報とういん４月号で、総合計画に掲げております

ＳＤＧｓについて特集をさせていただいています。また、総合計画の全体をご覧いた

だけるよう、町ホームページへの掲載と、役場、笹尾連絡所、町立図書館で閲覧がで

きるようにさせていただいています。製本した冊子につきましても、有料で販売を行

っているところです。 

 次に総合計画に基づく進め方については、ＰＤＣＡサイクルを基本に進めてまいり

ます。ＰＤＣＡサイクルについて具体的に申しますと、まず総合計画の基本計画に基

づき、毎年３年先までの実施計画を策定します。この実施計画に沿って予算編成を行

い、事業を実施します。事業が終了しましたら、行政評価で事業のチェックを行いま

す。また、この総合計画からは、新たに外部評価を取り入れ、毎年効果検証を行って

いく予定です。こうした評価結果に基づき、翌年度以降の実施計画を策定するため、

レビューや企画調整委員会を開催し、事業の改善を図ります。 

 ＰＤＣＡサイクルでは、こうした一連の取組の連動がとても重要です。そのために

は、膨大となる作成資料の共通化など、可能な限り業務をスリム化し、シンプルで分

かりやすいものにすること、また、突発的な事業転換などにも柔軟に対応できること

も大切だと考えます。実務とのバランスを保ちつつ、総合計画が形骸化しないよう進

めていきたいと考えています。 

 まちの将来像につきましては、第６次総合計画の基本構想で、「おみごと！があふ

れる町へ」を将来像に掲げています。これは、「ひと」が「まち」を創り上げていく

という原点に立ち返り、町民の皆さんが健康で活躍することが東員町のまちづくりで

最も大切であるという考え方です。 

 計画では今後、日本社会全体が直面する人口減少、急速な高齢化など、東員町を取

り巻く大きな５つの課題を取り上げていますが、こうした課題も町民の皆さんが「健

康で活躍できる町」であれば、必ず課題の克服に繋がるものと考えています。 

 東員町に住む皆さんとともに、行政がやるべきことに全力で取り組んでまいりたい

と考えていますので、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 
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 第６次総合計画は行政でなく、地域全ての主体が目標を共有し、その実施に向けて

取り組む事項を定める公共計画であるべきだと思います。どのように地域と連携を進

めるのかお尋ねします。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   基本計画にはそれぞれみんなで取り組むこととい

うものが記載されています。それぞれの事業において手法はあろうかと思いますが、

重点施策の一つとして、地域づくりの推進を今回掲げさせていただいています。これ

につきましては、この４月に政策課内に地域コミュニティ応援プロジェクトチームを

設置させていただきました。 

 これからの地域づくりは、自治会も含め、様々な団体やＮＰＯ、企業や学校など、

その他地域の皆さんが協力し合ってより良い地域づくりを行うことが必要となってき

ます。こうした活動について、今後支援をしていければと考えています。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 プロジェクトチームができたということで、これから地域と連携をより深めて、紙

ベースだけにならない、計画倒れにならないようにお願いしたいと思います。 

 それではあともう一つ質問させていただきますが、前もお話したか分からんのです

が、現代は計画期間についても見直しをする、重視をする市町も多く、計画期間の１

０年というのは少し長過ぎるような気がするのですが、いかがでしょう。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   お答えします。 

 確かに基本構想は１０年なんですけれども、その中の基本計画、あと総合戦略、こ

ちらの方は５年で見直しを行う予定です。また、実施計画につきましては、３年のロ

ーリングを行いながら進めていきたいと考えています。 

 また、必要なときには柔軟に対応もしていきたいと考えているところです。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 １０年が長いか短いかというところはちょっと難しいところもあるのかも分かりま

せんが、東員町は今後、数年は小規模、中規模開発などにより若い世代の転入があり、

人口減少、少子高齢化の進行は一次的に鈍化、維持が可能となりますが、将来的には

人口減少、少子高齢化は避けられず、町の健康福祉課が作成されました高齢者福祉計
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画の第８期介護計画の人口試算によりますと、２０４０年には４０％近くの方がいわ

ゆる高齢者になると言われております。今後も東員町が発展していくためにも計画は

しっかりしたものでなければ駄目だと思います。 

 最後に町長にお聞きします。町長の描く１０年後の東員町の構想、未来図、未来像

を教えてください。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この総合計画というのは非常に柔軟な総合計画でして、

いつでも何かあったときにいろいろ変えられるというか、そういう柔軟性を持った総

合計画を今回策定しました。そういう意味では、１０年先というのは分からないとい

うことですけど、ただ、この東員町の１０年先の将来像をある程度描くことによって、

今、我々が何をしていかなければいけないかということを少しずつやっていくという

ことです。 

 １０年先、我々が目指すのは、地域で町民の皆さんがそれぞれの地域をみんなで作

り上げているというような、行政はそれを支援していく、こういう形の東員町という

のができるということ。すなわち、町民の皆さんの力がこのまちを作り上げていると

いう形を作り上げるというのが、１０年先の東員町の姿ということで我々は掲げてい

るというふうにご理解いただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 とにかく、今言われたように、住民の方々の力を取り入れて、地域と連携を取りな

がらより良い東員町になるようにお願いしまして、次の質問をさせていただきたいと

思います。 

 続きましての質問は、防災法改正と町の防災対応です。大雨時に自治体から出され

る避難情報の基準などを定めた改正災害対策基本法が今年の５月２０日から施行され、

避難勧告がなくなり、避難指示に一本化されました。 

 ２年前、令和元年９月４日、夜から５日にかけて信じられない豪雨が東員町を襲い

ました。三重県を襲った激雨は県北部を中心に５日の午後３時２０分までに観測点の

ある四日市で２２２ｍｍ、いなべ市で１８５ｍｍとなり、各地で土砂崩れが発生する

など大きな影響をもたらし、東員町では戸上川堤防が決壊、中上地区の員弁川支流で

ある三弧子川の越水等が起き、道路は冠水、田畑が濁流で崩壊し、５日の午後零時２

０分に大雨警報レベル５の災害発生が発表されました。 

 気象庁では近年、温暖化が進行し大雨や顕著な高温が長期的に将来も増えると予想
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して発表しております。また、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ巨大地震

も将来必ず起きると言われております。東員町の東側には岐阜県垂井町から桑名市を

経て四日市までの約６０ｋｍの養老－桑名－四日市断層帯があり、断層帯の一区間が

一つの区間として活動し、マグニチュード８程度の地震が発生すると推定され、その

際、断層のそばの地表面は約６ｍのたわみが生じ、高まると推測されております。ま

た、町の西側には鈴鹿東縁断層帯が岐阜県養老郡石津町から四日市、鈴鹿を経て亀山

に至る４７ｋｍに及ぶ活断層があり、南海トラフ地震が起きると連動することで連動

型地震が発生する懸念があります。 

 豪雨時に避難勧告が出たときには既に浸水が始まり、町民の方の避難が困難になっ

ていたのでは自治体からの情報発信を的確な避難行動に繋げることはできません。改

正災害基本法とは、住民により正確で迅速な避難を促すために５段階の大雨警戒レベ

ルの基準を変更しています。最も大きな変更点はレベル４で、これまでレベル４は避

難に必要な時間を考慮し、前もって避難勧告と状況がより切迫した際に避難を促す避

難指示の２つがあり、違いが分かりにくいとして、避難指示に一本化されます。 

 今回の変更について、国の検討会のメンバー１人は、警戒レベル３、４、５は基本

的な意味合いは変わらない、言葉を明確にしたり、位置付けに表示したりしたのが今

回の改定、何らかの避難行動を取るのは警戒レベル４の避難指示の段階までと話して

おられます。今まで避難勧告と避難指示の違いが分かりにくいという声をよく聞きま

したが、これまでの避難指示に慣れてしまっていた方も、これからは毎年のように避

難勧告が避難指示とされるので、一本化されたことで避難指示が出たら必ず避難行動

を取る必要があります。今回の改正が指示であるので、避難情報を出す自治体も避難

のタイミングがより明確に判断できることが可能となります。 

 そこで、１、５月２０日の法改正により避難勧告がなくなり、避難指示に一本化さ

れました。町の防災をどのように進めていくのか。 

 ２、避難準備高齢者避難開始は、高齢者等避難に変わりましたが、どのように考え

ているのか。また注意点は。 

 ３、避けては通れない災害が起こったときに、食料等の備蓄品は重要です。災害時

の備蓄品の点検、入れ替え等はどのように行われているのか。 

 ３点についてお伺いします。答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   中村議員のご質問にお答えいたします。 

 今回の災害対策基本法の改正は、甚大な災害をもたらした令和元年の台風第１９号
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などにおいて、避難勧告、避難指示の区別など、行政による避難情報が分かりにくい

という課題が顕在化したことに加え、避難しなかった、または避難が遅れたことによ

る被災、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災、高齢者等の被災が多数発生したため、高

齢者等の避難の実効性確保など、これらの課題に対応するためのものであります。 

 １点目の避難勧告と避難指示の避難指示への一本化につきましては、避難勧告と避

難指示の違いが理解されておらず、避難指示が発令されるまで避難しない、いわゆる

指示待ちの人が依然として多いことを踏まえ、避難勧告を廃止し、避難指示へ一本化

することとされたものです。 

 町災害対策本部におきまして、洪水、浸水、土砂崩れなどの災害発生の恐れが高い

と判断した場合に、危険な地域の居住者に対して、避難勧告を経ずに避難指示を行う

こととなります。避難情報の伝達方法はこれまでどおり、防災行政無線、防災ラジオ、

行政情報メール、広報車による町内巡回放送や戸別訪問などにより周知を図ってまい

ります。 

 避難指示が出された地域の居住者の皆さんにつきましても、これまでと変わらず安

全な場所に避難していただくこととなりますが、避難所に行くことだけが避難ではな

く、難を避けることが避難です。特にコロナ禍の状況ですので、自宅の安全が確認で

きれば自宅にとどまって安全を確保することも可能ですし、安全な親戚や友人宅に避

難することも有効です。また三和地区にお住まいの皆さんにおかれましては、民間企

業と避難場所提供の協定を結んでいますので、こちらの活用もお願いしたいと思いま

す。 

 ２点目の高齢者等避難への変更につきましても、これまでと同様に、避難に時間を

要する高齢者などの要配慮者が安全に避難できるよう、大雨などで災害が発生する恐

れがある場合に発令します。要配慮者の方々につきましては、年齢要件等に該当する

方の同意を得て台帳を作成し、いざというときの支援に結びつけるため、自治会長や

民生委員と情報共有を図るとともに、避難支援をお願いしています。 

 なお今回の法改正につきましては、先週発行の広報とういん６月号や町ホームペー

ジで周知を図っております。 

 ３点目の備蓄品などは主に陸上競技場隣の防災倉庫で保管しております。備蓄食料

の入れ替えにつきましては、温度管理、品質管理を行い、保存年限、備蓄数等を勘案

して、賞味期限が近くなったものは防災訓練などで活用するとともに、計画的に追加

購入を図ってまいります。また備蓄品につきましては経済的な理由で生理用品を買え

ない「生理の貧困」が取り上げられており、備蓄購入から年数の経過した生理用品に



9 

ついて、小中学校や公共施設のトイレに配置し活用いただいておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。 

 それでは、今度は防災について少しだけご質問させていただきたいと思います。土

砂災害の犠牲者の８割から９割の方がハザードマップによって示された土砂災害の危

険箇所におられた方となっております。私たちの暮らしているところでどのような災

害が起こり得るか理解しておくことがスタートラインだと思います。国土交通省のホ

ームページには全国のハザードマップが公表されております。しかしながら、なかな

か難しく、避難場所や避難経路を確認していただくように、広報などに簡易版を掲載

されてはいかがでしょうか。また、災害伝言用ダイヤル、局番なしの１７１に電話を

かけると伝言を録音でき、電話番号を知っている家族などに伝言を再生することがで

きます。体験利用もできますので、ぜひ有効な手段として広報をもっとお願いしたい

と思うのですが。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えさせていただきます。 

 ご提案いただきました簡易型のハザードマップ、それから災害伝言ダイヤルという

ご提案でございましたけども、どちらにつきましても有効な手段と思いますので、前

向きに取り組んでいきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   それではもう一つだけお願いがあるのですが、我が東

員町は総面積２２．６８ｋｍ２の行政区間を有します小さなまちです。このようなま

ちの形状を考慮すれば、防災無線等の通信手段も重要でございますが、被災したとき

に現場の状況をいち早く把握するためにドローンを活用した防災訓練、また、ホーム

ページにドローン等で撮影した空中写真などを活用し、例えばグーグルマップのよう

に順番に表示できる体系があるのか、ないのかちょっと疑問ですけど、ソフトなどを

活用して掲載されてはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤正樹環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答えいたします。 

 ドローンの活用ということのご提案だと思いますけども、防災訓練の内容の検討で

ありますとか、今後、ハザードマップを見直す場合に検討材料の一つとさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   防災法が改正されても、防災を進めていくためには一

人一人が災害に備え、自治体からの情報発信を的確に把握し、迅速な避難行動に繋げ

ることが必要だと思います。また、多くの住民の方々が協力しながら、力を合わせて

行動することが大切です。行政は行うことが可能なサポートや、積極的な広報等、特

に防災に対する広報は非常に大切だと思いますので、ぜひともお願いしまして、私の

質問は終わらせていただきます。 

 答弁ありがとうございました。 

 


