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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

○１２番（川瀬 孝代君）   おはようございます。１２番、川瀬孝代でございま

す。 

 新型コロナウイルス感染症におきましては、一日も早い終息を願うところでござい

ます。また、引き続きですが、町の担当課職員、またそれに協力してくださる職員の

皆様、懸命な、本当に毎日一生懸命な取組に心より感謝を申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。マスクを外させていただ

きます。 

 防災・減災への取組について、５点お伺いいたします。 

 近年の風水害の厳しさは気候の凶暴化とも表現されております。今年も８月に入っ

てからは広範囲で記録的な大雨被害に見舞われました。そして台風シーズンも間近で

あります。災害の場合を考えると、いざというときが大事ということはだれもが思う

ことですが、分からないためなかなか行動に移すことができません。しかし、いつ来

るか分からないからこそ対策を先延ばしにしてはいけないのです。 

 新型コロナウイルス感染症の蔓延で災害への備えも大きく変わってまいりました。

避難所運営の在り方も変化しております。密集、密接を避け、人と人との距離の確保

のため、避難所の定数は３分の１程度、新たなスペース確保が必要となります。自治

体では、避難所の利用の場合、賢明な判断が求められているところでございます。危

険な場所にいる人は避難をすることが基本です。安全な場所にいる人は、避難所に行

く必要がないといった認識がとても大事になります。災害にもだれ一人取り残さない

社会の実現に向けて、災害弱者を守る福祉防災としての取組が国から始まりました。 

 １点目、災害では高齢者、障がい者が逃げ遅れたり、避難所、避難生活においては、

厳しい現状に陥っています。本年５月に災害対策基本法改正により、災害時に迅速な

避難に繋げ、安全な避難確保のために個別計画は個別避難計画と変更となりました。

この計画では、実際に職員が訪問したり、地域の方々に協力していただく必要があり

ます。人手がかかりますが、個別避難計画作成の努力義務と位置付けられたことに対

しまして、ここのところへの対応はどのようでしょうか。 

 ２点目、地震発生時やゲリラ豪雨などの場合、テレビやラジオからの防災情報は命

に関わるとても重要なものですが、聴覚に障害のある方にとっては、画面に表示され

る文字や記号による情報に頼らざるを得ません。発生後に刻々と変化する情報はとて

も伝わりにくい現状があります。気象庁では、震度５以上の地震や特別警報を発表し
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た際、緊急記者会見において令和２年７月から手話通訳を配置する運用を開始してい

ます。聴覚障害の方々への情報伝達への取組はどのようでしょうか。 

 ３点目、災害情報伝達にＳＮＳを活用した取組として、防災アプリや利用率の高い

公式ラインアカウントなどへの開設のお考えはどうでしょうか。 

 ４点目、コロナ禍を踏まえた上での防災対策への取組が必要であり、地方防災会議

が重要になります。災害対応では、男女でニーズの違いがあります。令和２年５月に

国では災害対応力を強化する女性の視点、男女共同参画の視点からの防災復興ガイド

ラインが作成されました。防災や復興の政策、方針を決める過程に女性の参画が必要

になります。以前、防災会議に女性登用の質問をさせていただきました。女性委員の

現状はどのようでしょうか。 

 次に、感染を防ぐため、避難者が困らないように万全の体制を取ることが大事にな

ります。環境整備や充実した避難所が求められるところです。避難所の開設キット、

またグッズはどのようでしょうか。 

 次に、災害が発生した直後の混乱期、いわゆる７２時間において、ゼロ歳児とその

母親や妊婦の方を対象として、子育ての安心の避難所として、子育て包括支援センタ

ーを災害時の母子避難所としての活用はどのようにお考えでしょうか。また、液体ミ

ルクの備蓄はどのようになりましたか。 

 ５点目、政府の自治体戦略２０４０構想研究会の２０１８年第２次報告では、自治

体間での災害時の相互応援協定を結んでいるのは９８％ということが報告されており

ます。自治体の防災力としての広域連携が必要と思いますが、現在、どのようでしょ

うか。 

 以上、５点についてお聞きいたします。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   失礼してマスクをとらせていただきます。川

瀬議員のご質問にお答えします。 

 １点目の個別避難計画作成の努力義務化についてでございますが、国の検討会議で

は、令和元年の台風１９号などの近年の災害においても、多くの高齢者や障がい者な

どの方々が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるも

のとするためには、個別避難計画の作成が有効であるとされました。これにより、本

年５月に災害対策基本法が改正され、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や

障がい者などの避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の

努力義務とされたところです。個別避難計画策定には、災害で被害を受ける危険性の
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状況、避難行動要支援者本人の心身の状況、情報取得や判断への支援が必要な程度、

独居などの居住実態、社会的孤立の状況などにおいて、優先度の高い避難行動要支援

者から作成することが適当とされております。 

 本町としましては、個別避難計画には避難場所、緊急連絡先や避難支援等実施者を

記載する必要があるため、高齢者担当部署、障がい者担当部署、自治会、民生委員な

どに加え、避難行動要支援者が施設利用者である場合には、その利用施設とも連携を

図り、個別避難計画策定を行ってまいりたいと考えています。 

 ２点目の聴覚障がい者への情報伝達につきましては、ホームページや行政情報メー

ルなど視覚に訴える避難情報により確実な避難を促し、避難先の避難所では、入り口

の見やすい場所に、手話や筆談が必要な方はこちらなど、様々な情報を掲示できるよ

うなパネル等を設置することも有効な手段と考えています。その他、障がい者の方へ

サポートいただける方を避難所内で探し、その方を支援員として一般広報の掲示板、

張り紙、チラシなどとは別に、障がい者ご本人に直接伝える配慮も必要と考えていま

す。 

 ３点目の災害情報伝達へのＳＮＳの活用につきましては、現在の災害情報伝達は、

防災行政無線、防災ラジオ、ホームページ、行政情報メール、ツイッターにて発信を

しています。 

 今後につきましては、防災行政無線のデジタル化に合わせてライン、防災アプリな

どを活用した情報配信について検討しているところでございます。 

 ４点目の町防災会議の委員構成の現状につきましては、防災会議委員１０名中１名

が女性委員でございます。国の第５次男女共同参画基本計画の成果目標として、市町

村防災会議の委員に占める女性の割合を早期に１５％とし、さらに３０％を目指すこ

とが掲げられておりますことから、本町におきましても、女性の割合を３割以上とな

るよう努めてまいります。 

 また、フェイスシールドや非接触体温計など感染を防ぐ避難所キットにつきまして

は、役場で保管しており、避難所を開設する際に職員が持ち込みます。 

 子育て支援センターの母子避難所としての活用についても前向きに検討してまいり

ます。 

 液体ミルクの備蓄でございますが、東員町防災備蓄計画の中で、粉ミルクまたは液

体ミルクの備蓄を行うこととなっておりますことから、今年度、試験的に液体ミルク

一缶２４０ミリリットル、２４本入り５箱を購入させていただきました。また近隣の

スーパーマーケットなどとの、食料や生活物資の提供協定も活用してまいりたいと考
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えております。その他の備蓄品につきましても、賞味期限等を勘案し、計画的に購入

してまいります。 

 ５点目の近隣市町との広域連携でございますが、大規模災害時にはなくてはならな

いものと考えておりまして、三重県市町災害時応援協定、桑員地域２市２町における

危機発生時の相互応援に関する協定などを締結する他、北勢５市５町で防災担当者連

携会議を設置し、緊密な連携を図っています。 

 ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   課長より答弁をいただきました。私が思っている答

弁内容でありましたが、１点お伺いしたいと思います。 

 備蓄品についてなんですが、例えば期限切れとか、そういった場合があります。そ

の対応はどのようにしているのでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。総合防災訓練で皆さん

にこういったものがあるということを啓発するためにお配りしたりとか、あとは先ほ

どのミルク等につきましては、子育て支援センターさんの方で、またご紹介も兼ねて、

お配りをさせていただいたりということも考えてまいりたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   答弁の中からもう１点お伺いいたします。 

 この避難所のキットについてですが、今、やっぱり防護服、そういったものを持ち

合わせている自治体も増えてまいりましたが、そういった中で、先ほどの答弁では現

場で保管をして、避難所を開設した際に職員が持ち込むというふうに答弁があったん

ですが、実際に職員が被災した場合、なかなかちょっと動くことも難しいかなと思い

ます。そういった意味では、やはりこの避難所キットというのは避難所を開設すると

ころに設置すべきと思いますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。避難所へ持ち込むそう

いったグッズにつきましては、例えば、消毒液とかそういったものについては、長期

間経過してしまうと効用が薄れてしまうということもございますので、そういったこ

とも加味しまして、事前に配備ができるものにつきましては配備するということも今

後検討してまいりたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 
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○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。ちょっと内容的なことももう少し深

く取り組んでいただくといいかなと思います。 

 それでは、例えば先進地事例などでは、要支援者、先ほど私が質問した中でのこと

なんですが、日常で支援をし、状況をよく知っている福祉専門職が参画して、そして

また計画の策定について効果を上げているという事例もあります。やはりこういった

部分というのは、大変きめ細やかなことで、本当に皆さんの協力が随分必要になるか

と思いますが、こういったところに対する発信、町からこういう計画を立てることに

なったというか、そういう方向で進んでいくといった場合、この発信力がとても重要

になるかと思います。そういった意味で、この家族、またご本人への周知というもの

は町としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。町としまして、現在、

避難行動要支援者の方、対象となる方につきまして、名簿等に記載してもよろしいで

すかという形で本人確認を得た上で名簿等を作らせていただいておりますので、その

名簿を活用させていただきまして、そのご家族、ご本人様とお話をさせていただくと

いうところですけど、まず町の方でいろんな方針を固めて、その方針をもってご本人

やご家族に、こういった方針で進めてまいりたいですがどのようにお考えですかとい

うようなことで、自治会の方とか民生委員さんとかも含めた形で話合いの場を持てれ

ばなと思っております。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   分かりました。早急に取り組んでいただきたいと思

います。 

 さて、共生社会の実現に向けて、改正バリアフリー法が今年度から始まりました。

この中にはバリアフリー化の義務付けとして、建物の対象に公立小中学校が追加され

ました。校舎を新築する際、特に第一中学校はこれから建設の予定もありますが、そ

の新築する際にスロープやエレベーター、障がい者用トイレなどが設置されることに

なります。また、既存の校舎についても、文部科学省は整備を進めている方向でござ

います。障がいのある方への理解が深まり、支え合いの行動がこの学校を通しても増

えるように推進されていくということですので、大変大きな意義のあることだと思い

ます。 

 そういった中で、避難所での聴覚障がい者の件ですが、万が一、停電が発生してテ

レビが視聴できなくなったとしても、携帯電話のデータ通信やＷｉ－Ｆｉなどのイン
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ターネットの通信網さえダウンしなければ、スマホやタブレットで最新情報は入手で

きます。しかし、被災後の避難所において、聴覚障がい者の方が安心して避難所で生

活できるように、手話通訳者を配置することも必要ではないかと考えます。この取組

については、情報、コミュニケーションのバリアフリーが一番必要ではないかと考え

ます。そういった意味で、令和２年に厚労省が遠隔手話サービスなどを利用した聴覚

障がい者の意思疎通支援体制の強化事業を実施いたしました。これはタブレットとか、

そういった経費に対する全額補助という取組であります。大変大きなメリットのある

事業だったなというふうに思います。中にはこれをしっかりと取り組んで、この災害

対応に控えたという市町が出てきております。そういった意味で、平時からこの手話

通訳の派遣契約、そういうものを近隣の自治体として行くことがリスクを回避できる

ことになると思いますが、先ほどの答弁には、避難所には様々な角度から支援を要請

していくという答弁でしたが、この点については、町長はどのようにお考えでしょう

か。答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今のご質問ですけども、他の市町ともいろいろ連携し

ながら、人事交流とかいうのもしながら、例えば、うちだけではなかなかそろわない、

通訳だったら今かなり人も増えてきていますけども、他にも。要するにどういう方で

も同じレベルの避難というか、生活ができるという状態に持っていかなければいけな

いということになると、手話通訳だけではなくて、いろんなことを考えていかなけれ

ばいけないと思うんです。さっきのバリアフリーも当然ですけども。そうしたときに、

やっぱり広域でいろいろ連携を取りながら、人事交流もやりながら、そして避難をさ

れる場合は、避難をされる方の身になって、どういうことを整えたら我々は行政とし

てはいいんだということをしっかりと考えていかなければいけないというふうに思っ

ております。いろいろ担当課とも連携しながら、先ほど言いましたように、広域連携

も含めて、しっかりとだれでもできるだけ不自由のない生活ができるということに着

眼してやっていきたいというふうに思っていますので、まだまだ足りないところはあ

ると思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   町長から前向きな答弁をいただきました。この防災

というのはどこまでいっても人の命に関わることですので、これだけやったら大丈夫

だろうということは本当にないと思います。次から次へと情勢も変わってまいります

し、そういった意味では雨にしろ風にしろ大変怖いなと思いっているところです。 
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 さて、もう一点お伺いいたします。少子高齢化と人口減少が進む中で、防災・減災

を担う人材の確保が大変難しい現状があります。自治体を支える公務員の数は１９９

４年、３２８万人をピークに減少してまいります。２０１９年には約２７４万人にな

りました。特に教育、土木、農林水産、衛生の専門家が減ってきているということで

す。自治体間の広域連携による専門家派遣の活用体制を整える必要があると思います。

そういった意味では、この東員町としてはどのようにお考えなのか、先ほど町長から

も専門的な部分というか、必要に応じてという答弁がありましたが、この専門家の派

遣という、またこういう専門家を活用する体制、その整備についてはどのようにお考

えか、もう一度町長から答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   こういう小さな市町では、専門家という方を採用する

というのはなかなか難しいんです。ただ、実は東員町では今年、農業の専門の方を、

一般職としてですけど、採用しています。以前も福祉の専門の方の採用もしています。

これも一般職として採用しています。ですから、あくまでも一般職ですから、部署は

専門のところばかりとは限りません。ですけど、いざとなるとそういう専門知識が活

用されるという体制を少しずつ取りつつはあります。ただ、全部が全部そういうわけ

にもいきませんので、何せ数が少ないものですからそういうわけにはいかないという

ことで、何かあったときには県の専門的なところへ聞くとか、割と県の専門的なとこ

ろを頼っているというか、そういうことを活用しながらやっているというのが現状で

す。 

 先ほども言いましたように、人事交流をいろいろしていかなければいけないと思う

んです。一般職で採用された方も、それなりに専門的な部署についてある程度年数が

経つと、ある程度覚えてくる。それなりに専門的な知識を獲得してくるということも

ありますので、いろいろ連携しながら、他に市町とも連携しながら、いろんな技術と

か知識とか、そういうものを習得されるということもあり得ると思いますので、それ

は非常に大事なことかなというふうに思っております。 

 先ほども言いましたように、少ないながら一般職として専門をやられる方を採用し

ていくということも、これからもいろいろ検討していきたいというふうに思っていま

す。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   町長から答弁をいただきました。 

 もう一点お伺いいたします。これは担当課から答弁をいただけたらと思います。避
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難所の運営、そういう側に女性を配置する、そしてまた女性の場合は生活ニーズをし

っかりと把握できるということがありますし、また大変相談もしやすいという利点が

あるかと思います。そういう体制を整えることがとても大事であり、そのためにやっ

ぱり防災会議には女性を登用していく。そして女性から意見を聞いていく、これがと

ても重要なことです。 

 現在、昨年もそうですが、コロナ禍においてなかなか避難訓練が実施できないとい

う、やらないという方向性なんですが、今、私もこの議会活動に対しては他市町へな

かなか参画できませんので、オンラインで研修をさせていただいております。今回も

こういう防災のことに対して内閣府の研修に参加させていただいたところでございま

すが、東員町としても、オンラインを使って、そして意識付けですよね、避難をして

いく、避難訓練にはならないかもしれないけれども、そういったことを発信していく。

これはとても大事だと思います。これからこのコロナというものを踏まえた上で、世

の中もがらっと変わってくると思います。今まで私たちが当たり前だったなというこ

とが通用しない。そういった意味での市町としての創意工夫、どうやって住民に周知

をしていくのか、そしてどうやって住民に常に、常にこの防災に対する意識付けをし

ていくのか、これは職員のとても重要な役目ではないかと思います。そういった意味

で、このオンラインの研修という部分については、担当課としてはどのようなお考え

なのか、答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   伊藤環境防災課長。 

○環境防災課長（伊藤 正樹君）   お答え申し上げます。オンラインでの会議、

周知ということにつきまして、技術的には可能だと思いますので、しっかり勉強させ

ていただきまして、こういった時期でございますので、集まってということは難しい

状況でございますので、勉強させていただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   担当課長から前向きな答弁をいただきました。もち

ろんこれをするには課長が一人頑張っても無理かと思いますので、そういった意味で

は、町としても連携をとっていただきたいし、また、こんなときでも町としてこうい

うことができるんだ、住民に示すことができるんだという、そういった前向きな取組

を求めるところでございます。 

 さて、先ほど内閣府の話をさせていただきましたが、実はこの男女共同参画からの

視点というのはとても重要になってまいりました。もちろんこれは今までの東日本大

震災においてのいろんな課題が一つの形になってきたところでございます。今回災害
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があったところにおいても、この避難所等の災害対応についてということで、内閣府

のほうから依頼通知が来ております。そういった中でも特に女性や子育て中の家庭に

とって被災地での避難生活が少しでも安全・安心なものとし、被災者の肉体的、精神

的負担を緩和することが重要です。そういった意味で、東日本大震災の経験等から男

女共同参画の視点が欠かせないものとなっているという、そういった意味でるる避難

所のチェックシートとか、またそういう取組の指針、そういうものを中心にして取り

組んでいただきたいというような通知が発信されております。これは島根県です。も

う一方、私がちょっと調べたところは福岡でございました。そういった意味でこの大

規模災害の発生というのは、もう既に皆さんご存じのとおり、やってくることは間違

いないと思います。そういった意味での避難所、そしてまたそのときに起こったいろ

んな課題について女性の活躍というのは大変必要になってくると思います。今回この

６月１１日に丸川大臣のほうから、内閣府、そしてまた女性活躍担当大臣ということ

でメッセージが送られております。これは内閣府の防災情報のページにあるものでご

ざいますが、その中から、女性の視点からの防災、復興の取組を促進するために昨年

１２月に内閣府の政策統括官、防災担当と男女共同参画局の女性職員によりまして、

防災女子の会が結成されたと、５月１７日に防災女子の会からの提言が取りまとめら

れたということもございました。そういった意味で、この内閣総理大臣を会長とする

中央防災会議において女性委員の割合を高める。そしてまた私どもこの地方において

も、防災会議において女性の参画を増やしていく。この女性の参画におきまして、防

災基本計画の修正をしたという文面がありました。町長は大変前向きに女性参画とい

うのを言ってくださっているんですけど、なかなか現実にはそのような体制が組まれ

ない、なかなか前に進まないという、そういった意味では何か課題があるのかもしれ

ません。そういった意味での課題があるようでしたら教えていただきたいと思います。

答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   課題というのか、町民の皆さんの全体の意識もやっぱ

りそうなのかなと、女性も含めてですよ。そういう意識なのかなというのはあります。

例えば、自治会長さん、全員男です。そうすると何かの委員に充て職でなっていただ

く。それは確実に男になってしまうんですね。そこは。ということは、その部分だけ

でも女性の委員というのはゼロですよね、その部分だけとって見ると。そういうこと

も含めて、なかなか女性の方にそういう場に出てきていただけないというふうに、ち

ょっと問題があるなというふうに思っています。ですから、女性の皆さんもぜひ前向
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きに参加して、この町で活躍するんだということをぜひ積極的にお願いしたいなとい

うふうに思っています。 

 それとすみません、先ほどの答弁の中で一つ忘れていましたので、もう一人、それ

こそこの災害のことなので、環境防災課に元東員消防署長に来ていただいて、いろい

ろ今活躍していただいています。取り仕切っていただいているところもあります。ま

た、学校の方へ出向いていただいて、子どもたちにいろいろ防災意識の啓発なんかを

お話していただいて啓発をしていただいているというのが現状です。そういう専門の

方を東員町も少しずつ、今、入れているということでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   町長から丁寧な答弁をいただきました。 

 そこで続けて質問させていただきたいと思います。先ほど町長が述べてみえました

その元消防署の職員の方、これは以前担当課だった課長から若干お伺いしているとこ

ろですが、こういう方を基本にどうしたら女性が参画できるか、またそういう方向に

どうやって向かっていけばいいのかという知恵もいただけたらなと思うところです。 

 さてこの女性にリーダーになってもらう、またこの会議に参加してもらうというこ

とは、平時からの連携というのがとても大事だと思うんですね。防災会議のときだけ

ではなくて、やはり平時から女性の人たちがどうしていくのかというのがとても大事

だと思います。現在、女性のリーダーとして活躍されている方が町内にはいらっしゃ

ると思います。そういった方へのお声がけをしながら、一つ連携をとっていく。そう

いう仕組みというか、そういう形を作っていく、それもとても大事ではないかと思い

ます。 

 それともう一点、この男女共同参画の部分での防災を進めていくとなれば、これは

やはり担当課、担当課との連携もとても大事だと思います。そういった意味では、今

回の答弁の中には入っていませんでしたが、その男女共同参画の担当課である課長か

らも答弁を求めたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   三林町民課長。 

○町民課長（三林 隆宏君）   川瀬議員の男女共同参画から見た防災計画という

ところでございます。今現在、国、県が第３次男女共同参画の基本計画を出しており

ます。その中の施策、重要事項の中にも、女性をはじめとした多様な人々の視点に立

った防災・減災の推進というところが謳われております。特にその防災分野の政策、

方針決定の過程での参画を図るというところと、地域においてもそういう方を育成し
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ていく。そういう人材の育成等も書かれております。また当然、避難所運営について

も女性と多様な人々、これは女性に限らずいろいろな方が見えますので、そういう視

点が反映されるようというところで計画されております。 

 東員町も、この国、県の方針を受けて、次期の男女共同参画の基本計画の中にこう

いうことを織り込んでいく必要が当然あります。現在、東員町の男女共同参画推進委

員会員の中でも、今この次期の計画に向けていろんな意見を聞きたいということで少

し始めさせていただいている中で、当然この中の情報も入れさせていただいておりま

すので、今後、こういう計画の中でそういうものが織り込んでいければと。今回の計

画、具体的なものを作りたいというお話もさせていただいていますので、どういう形

で女性がそういうところに参画できるかというところについても具体例を作っていき

たいなということも考えておりますので、次回の計画にはどんどんとそういうことも

盛り込んでいきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   課長から、これからしっかりと取り組んでいくとい

う答弁をいただきました。これは本当にとても大事なことだと思います。 

 さて、この避難所においては、共生社会の観点からも、今、社会でもいろいろ語ら

れていますＬＧＢＴ、またトランスジェンダーの問題、そういった部分も分け隔てな

く避難所では暮らしていただく、そういう配慮もとても大事だと思います。実際避難

所においてはそこそこの人数を把握しながら、やっぱり避難所運営を行っていく、そ

れがとても大事であって、この事例があったからこうだとか、そういうことがなかな

かしっかりと当てはまるということはないということも言われております。事例はな

いんですが、例えば避難所においても、トイレとかそういうのも東員町として準備を

されていますが、このトイレ一つにしても多目的トイレ、そういった方向を考えてい

かなければいけない、そういうような社会になってきたかと思います。そういうこと

もまた前向きにお考えをいただければと思います。 

 何度も申し上げますが、この豪雨災害のときには男女共同参画の視点からも不可欠

と言える避難所運営、そういった災害対応についても、先ほど述べました依頼文が出

るぐらい、国はその方向に向かっています。であるならば、やはり町としてもそうい

う方向に向かって行くことがとても大事だと思います。 

 先ほど担当課の課長から答弁をいただきました。防災のほうからもいただきました

が、こういった意味での担当課同士との連携、とても大事だと思います。特に部長制

度がなくなって、課長ということは現場を即見ているという、そういった意味でも捉
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えることができるかなと思います。この点について、人事をいろいろお考えになる副

町長としてはどのようにお考えなのか、答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   お答えさせていただきます。 

 先ほどから言われているように、連携は非常に大事だと思っています。それととも

に、防災機能をさらにもっと機能強化をしていくような方向を考えていかないと、こ

のような大きな気候変動の中で、よく言われていますように、想定外のことが起こっ

てくるとなってくると、担当課だけでは対応できないことは十分に考えられます。そ

うなってくると、総力を挙げて、総動員をしていかないといけないということになっ

てきますので、さっきから議員が言われているようなことは当然考えていかなければ

ならないというふうに思っていますので、今後、そういった担当課としての在り方も

含めて考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   川瀬孝代議員。 

○１２番（川瀬 孝代君）   人事のことは副町長というふうにお伺いしています

ので、ぜひ前向きに、そしてまたしっかりと職員が活躍できるように進めていってい

ただきたいと思います。 

 るるお伺いをしてまいりましたが、防災というのはあくまでも自分の命を自分で守

らなきゃいけません。災害が起こったときに行政が何をしてくれるのかというのは、

なかなか期待しづらいものがあるということも住民は分からなければいけません。そ

ういった意味で、今、テレビを見ていますと、２年前にありました東員町の集中豪雨、

あのときに担当課の課長から垂直避難ということを考えたときはこういうときなんだ

なということを思ったというお話を災害のときに伺ったことがあります。川が氾濫し

て、そして住居のところに水がいっぱいたまってきた、そんなときにどうするのか、

２階へ逃げましょう、３階があれば３階へ逃げましょうという、そういったことが今

回この災害を通じて何度も何度もテレビでそれを訴えるアナウンサーの声を聞いたと

きに、本当に東員町が一番初めだったのかなと、そのようなことも思いながら、人の

命をどう守っていくのか、そういったことがとても大事だと痛感したところでござい

ます。 

 その命を守る体制、そういったところもしっかりと住民に周知をしなければいけま

せん。だれかが何かをやってくれるのではないか、食べ物もそうです。本当に大きな

甚大な被害になった場合はだれも食べ物を運んではくれません。そういった意味で、
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避難所生活をしている人たちは食べ物がもらえる。だけど自宅で避難している人たち

は何も食べるものがもらえない。そういう不公平もあってはいけないと思いますので、

そういったところへの体制もしっかりと行政は考えていかなければいけないかなと思

います。最初、３日か４日ぐらいの食料を確保していればいいかなと社会的にも発信

していましたが、今は１週間から１０日だそうです。それぐらい災害が多過ぎて、大

変な状況になっている。そういった意味でのどういうふうな体制をとったら自分の命

が守れるかという発信、それを本当にこまめにやっていただきたいと思います。例え

ば備蓄一つにしても、こういうふうにやるんだという、例えば役場の入り口でもいい

ので、そういうものを示していく。防災用品は高いんです。本当にそろえようと思え

ば多額な金額が要ります。私は１００均でもできるのではないかなと思っているとこ

ろです。いつも食べているもの、毎回おいしい、おいしいって家族で食べているもの、

そういうものを備蓄していくことがとても大事だと思います。毎回防災になると、私

どもの東員町の方たちと防災のいろんな話をさせていただくんですが、必ず避難用の

道具を持って会合に参加していきます。例えばレトルト食品にしろ、何にしろ、１回

食べてみる。おいしいのかどうなのか自分の口に合うかどうか、そういったきめ細か

いところまでもしっかりと、災害があったときは体力温存しなければいけませんし、

やはりある程度栄養も取らなければいけない。そういった意味でのこと細かい、そう

いう発信がとても大事だと思います。年に数回は我が家で防災グッズ、そして防災の

確認、避難所はどこなのかな、こうなったときどうしよう、そういう連携がとても大

事だと思います。そういった意味では、どんどん、どんどんハザードマップなどを活

用しながら、住民に訴えていただきたいと思います。こういうふうに啓発をしていく

取組がとても大事だと思いますので、そういったところの取組に期待をいたしまして、

私の質問を終わります。 

 


