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 皆様にはいつも、ご支援、ご協力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

いせ市議会議員を務めさせて戴いてから早８

年が経とうとしています。２期目も終わりになろう

としています。この度、３期目に挑戦をさせて戴く

ことになりました。 

選挙日程は、告示日が１０月２０日（日）、投票

日が１０月２７日（日）です。 

これからも、皆様の声を聴き、県や国につない

でいきます。ご期待に応えられるよう努めてまい

ります。どうか、皆さまの力強いご支援を賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。 

さて、今回の「辻たかき通信」第１４号では、３

月市議会定例会での一般質問（宮川下流右岸

の河川改修に伴う名勝「宮川（桜）堤」について）

と６月市議会定例

会での議案質疑

（風疹ワクチン接種

費用の一部助成）

などを掲載します。 

１月１日から７月

３１日までの行動日誌と議員活動の一端を紹介

し、昨年９月議会での決算特別委員会や３月議

会の予算特別委員会の質問要旨を少し紹介さ

せて戴きたいと思います。 

去る、４月１８日に、今年、急増している風しん

に対し、一刻も早い対策を要望。 

感染年齢層は、２０代から４０代の成人男性が

多くを占め、予防接種制度の変更の谷間で、定

期接種を受けられなかった世代で、当該年齢層

は直接妊婦と接する機会の多い年齢層であり、

妊婦の夫世代に相当する。 

そして、妊娠中の女性（非抗体者や低抗体者

等が該当）が感

染すると、赤ち

ゃんに難聴、心

疾患、白内障、

精神運動発達

遅延など重い障

がいを持って生

まれる「先天性風疹症候群」にかかる可能性が

ある。 

そこで、公明党伊勢市議団は、伊勢市に対し

「感染が拡大する風疹対策」として、妊娠してい

る女性の夫やその家族、妊娠を予定または希望

する女性への予防接種（麻疹風疹混合ワクチン

（ＭＲ）・風疹単独ワクチン等）について助成制度

を導入すること。等要望した。 
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【辻孝記議員】 三重県議会の一般質問（中川康

洋県議=四日市）で鈴木知事が６月１日に 遡
さかのぼ

っ

て風しんワクチン接種の一部助成すると答弁。そ

れを受けて、市長が、補正予算を組まれたことは

評価する。対象市民、助成期間、助成方法はど

うするのか。 

【鈴木健一市長】 風しんは首都圏を中心に流行

している。妊娠初期の助成が風疹に感染すると

赤ちゃんに難聴・心臓病・白内障等の障がいが

起こる可能性がある（先天性風しん症候群）。拡

大防止と先天性風しん症候群の発生を予防する

ため、妊娠を予定、希望している女性や、妊婦の

夫及び妊婦と同居する家族に対し接種費用の一

部、５，０００円を６月１日から来年３月３１日までを

対象とし助成する。基本的に２５年度限りの事業。 

【辻議員】 第１回目の妊婦健診で風しんの低抗

体者が分かる。その方へ周知する必要と、遡及

（＝「さかのぼる」という意）対象とすることでその

手続きはどうするのか。 

【健康福祉部長】 接種された証明書等で判断。 

【辻議員】 なぜ６月からなのか、遡及して取り組

むのであれば、年度を考えても４月１日からにす

べきと思うがどうか。 

【健康福祉部長】 三重県等と調整しながら助成

対象を決定した。 

【辻議員】 この予算については、教育民生委員

会でも議論されると思うので、その議論を踏まえ

たうえで判断したい。（結局、教育民生委員会で

は一切議論されなかったことは残念だ。） 

【辻議員】 この事業は定期接種になるのか。 又、

１回の摂取でよいのか。 

【健康福祉部長】 任意接種になる。大人の摂取

は、１回でほとんどの方が、抗体ができることから

１回にした。 

【辻議員】 今回、一番問題なのは、「先天性風し

ん症候群」（ＣＲＳ）の発生頻度が、妊娠１カ月で

５０％以上、２カ月で３５％以上、３カ月で１８％、

４カ月で８％程度と聞くが予防の取組はどうする

のか。 

【市長】 

予防接

種法に

基 づ く

麻疹風

疹のＭ

Ｒワクチ

ン を 生

後１２カ

月から２

４カ月未満と小学校入学前１年間の２回摂取を実

施しているので様々な機会を通じ啓発に努めた

い。 

【健康福祉部長】 妊婦については、保健師の指

導で対応していきたい。 

【辻議員】 要するにリスク等がどのワクチンにお

いても必ずある。この効果とリスクをどう判断す

るかが一番大事であると思う。その辺、市民に説

明し、周知もしっかりやっていただきたい。 
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３月議会の一般質問の要旨に入る

前に宮川右岸の河川改修のこれま

での経過を若干説明します 

平成１６年９月２８～２９日にかけての台風２１

号に伴い一級河川宮川は甚大な被害がありまし

た。それ以降の内容は以下の通りです。 

台風２１号に伴い９月２８日の夜から宮川上流

域で降り始めた豪雨により、本川水位が上昇し、

その背水の影響を受けた横輪川では、越水や破

堤が発生した。これにより、津村・円座・上野地区

に於いて、床上浸水７１戸、床下浸水７戸のほか、

約２９ha に及ぶ浸水により、道路網の寸断や地

域の孤立、農地への土砂堆積等、甚大な被害を

受けました。 

また、この台風２１号による洪水で、宮川右岸

中島・大倉地区に於いて発生した１５９戸に及ぶ

浸水被害に対し、平成１６年度より｢宮川右岸緊

急対策｣として、宮川右岸の堤防整備がされまし

た。平成１８年度からは｢宮川床上浸水対策特別

緊急事業｣として、総合的な治水対策をさらに重

点的に進め、床上浸水被害の解消及び地域の

安全・安心の確保が図られてきました。 

そして、横輪川の堤防改修は、平成２０年度。

「宮川床上浸水対策特別緊急事業」は平成２４年

６月に完成式を迎えました。 

これは、当時、与党の参議院議員（公明党＝

荒木清寛参議院議員）が、１件１件罹災者宅へ

の調査を行い。国土交通省へ連携が取られ、そ

して、当局をはじめ関係者が、要望し実現された

大変大きな事業であった。今、豪雨による内水問

題は残っているものの治水対策として伊勢市は

大変救われているものと考えています。 

そして、本年２月１日に開催された産業建設委

員会で、国の直轄区間である宮川右岸の堤防に

ついて、高さはあるが、堤防断面が不足していて、

先程紹介した平成１６年の台風２１号や平成２３

年９月の台風１２号の洪水時には、漏水も発生し

早期の堤防改修が必要となっていた。 

国が施行する右岸堤防の改修事業を円滑か

つ迅速に進めるため、国及び地元関係者相互間

の意見調整を図ることを目的として協議会が設

置され進めているとの報告がなされました。 

【辻議員】 今回の宮川（桜）堤の河川改修につ

いて質問したいと思います。先ず、河川改修の概

要についてお聞きしたい。 

【鈴木市長】 国の直轄区間である宮川右岸のＪＲ

参宮線宮川橋梁付近から度会橋上流付近の堤

防については、堤防の高さはあるが、堤防の幅が

不足をしている。洪水時には堤防からの漏水が

起きて、早急に堤防改修を行ってほしいとの要望

を地元の中島学区自治会長連絡会議より受けて

いる。 

 伊勢市では、平成２３年度に宮川右岸堤防改

修対策協議会（地元の中島学区の自治会、宮川漁業

協同組合、宮川における環境整備検討委員会の委員、

宮川保勝会、伊勢商工会議所、伊勢市観光協会、伊勢

郷土史会、学識経験者）を立ち上げ、国と調整を図

ってきた。平成２４年１２月には、国より改修方針

の概要が示され、２月１日の産業建設委員協議

会で報告をした。 

 その概要は、改修区間約１キロを大きく３つのブ

ロックに分けて考え、宮川橋付近では、堤防を現
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在の位置で川側とまち側に幅を大きくする。次に、

度会橋の下流では、堤防を川側のほうに大きくし、

度会橋の上流では、川幅が狭く、堤防をまち側に

大きくする。 

【辻議員】 河川改修に伴う地元住民への説明を

どのようになされてきたのか。 

【市長】 中島学区自治会長連絡会議で、平成２

４年６月と１２月に２回の報告をした。また、度会橋

上流の中島町内会から要請があり、説明会を３回

開催しています。同様に宮川町会からも要請があ

り、説明会の開催を予定している。併せて、市民

説明会として、今年２月 21 日にハートプラザみそ

ので意見交換会を開催し、桜の保存を中心のご

意見をいただいた。それを河川改修に生かして

いただけるよう、国にお願いをしていきます。 

【辻議員】 宮川橋付近の宮川町の方と、度会橋

から上流の中島町の方に関し立ち退きになると

ころは、どのような影響があるのか、何軒ぐらい

の方が対象になるのか。 

【都市整備部

次長】 度会橋

の上流付近で

約１９軒程度、

宮川橋の周辺

で約３軒程度

影響すると聞

いている。 

【辻議員】  対

象地権者に対して協力を求める必要があるが、

丁寧な説明が必要だと思うが、国だけではなく市

としてどう対応されるのか。 

【都市整備部次長】 地元への説明会は市も一緒

に行く。自治会長を通して説明会をしているが、

非常に抵抗がございます。自治会の皆さんに尋

ねながら地元とも協議し、市も入って説明をして

いきたいと考えている。 

【辻議員】 次に、伊勢市民が長年親しんできた

桜１００選にも選ばれている「名勝宮川堤」の保

存管理についての考えを聞きたい。 

【市長】 宮川堤は古くから桜の名所として知られ、

昭和１２年に三重県名勝宮川堤に指定をされて

いる。今回の河川改修を踏まえ、三重県教育委

員会の指導により保存管理指針を策定（大学の教

授、地元の代表の方で会議を持つ）し、名勝宮川堤を

適切に保存し、次世代に引き継いでいきたい。 

何よりも市民の生命、安心・安全を確保してい

きたい。 

【辻議員】 保存管理指針の策定で協議されてい

る中身を聴きたい。 

【教育部長】  ７４０

本余り桜がある。そ

れを多数切るか移

すということなる。 

 その判断基準や

指針を作成すると

伺っている。名勝を

除外されないような

方向性にしたいと聞いている。 

【辻議員】 現在の宮川桜堤には「境楠」「大日権

現社」という史跡があるが、どう対応するのか。 

【都市整備部次長】 国の説明では、「境楠」や

「大日権現社」については工法を工夫して、移設

しないことで考えてもらっている。 
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【辻議員】 説明会では２００本ぐらいの桜は切ら

れ、移植することも難しいという答弁があった。  

その桜の補植は１００本程度考えられるとの説明

だった。 

そこで、当局に提言をしたい。桜を植えるとな

ると資金的なことも考え、寄附等を全国から募っ

てみるとか、オーナー制にしてみることができな

いか聞きたい。 

【都市整備部次長】 桜の植樹については、地域

の方からも御意見をいただいている。今後、国の

改修の事業が確定したら、議員の御提案も含め

関係者の皆さんにも提案して協議していきたい。 

【辻議員】 現在、ソメイヨシノ、枝垂れ桜、山桜も

あると聞くが、植樹をする際には、伊勢の地にあ

る「横輪桜」や市の天然記念物「オヤネザクラ」も

ある。これらが植えられればと思っています。 

最後に、市長に今回の提言について意見を聞

きたい。 

【市長】 堤防改修について、きめ細やかな配慮

をいただいた。特に桜の時期や花火の時期は、

市民憩いの場所として宮川提が活用されてきた。

いろいろ課題がある。 

大雨とか台風の時期には、沿岸の方々の近く

で漏水があり、いつ崩れるかという心配もある。そ

ういったことを配慮しながら、今日いただいた提案

も受けとめさせいただきたい。 

税の公平性も含め納税意識の向上を 

【辻委員】 納税者に対して、厳しく納付を勧める

ことは必要だが、税のあり方を判っているのか説

明することが大切だと思う。当局はどのようにし

ていくのか聞きたい。 

【収税課長】 滞納に至るまでの取り組み、ここが

非常に大切かとは思っている。啓発とか広報活動

をしていくことが最大限のものだと思っている。 

【辻議員委員】 

税の重さを周

知すべきだろ

うと思う。学校

の段階かもわ

からないが、

理解されてい

ない方が若干

みえると思う

んです。どの

ような形で対応しているのかお聞きしたい。 

【課税課長】 小学生とか中学生に対する租税教

育を推進していく協議会がある。課税事務所の所

長が会長、学校関係者、税の担当者・関係者、

民間の法人会も含めで、各団体の協力を得なが

ら小中学校へ租税教育として入っている。 

【辻委員】 特別徴収等で会社が市税に関して処

理をされていると納税の意識が弱くなってしまう。

だから、企業に対しても税のあり方について指導

するような形を当局として検討すべきだと思うが

どうか。 

【課税課長】 源泉徴収同様に１２回にわたる徴

収方法は１回当たりの負担額も少なく効果もある

が、結果として納付の意識を低下させてしまう一

つの要因にもなっている。法人会等、税を納めて
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いただく環境の推進をする団体等とも協議しなが

らどういう方法があるか取り組んでまいりたい。 

男女共同参画の意識は男性側に問題が 

【辻委員】 男女共同参画に関しては、女性の意

識も大分上がってきたと思います。大事なことは、

男性側の意識がなかなか上がっていないことだ

と思う。「れいんぼう」が中心になっている中で、

新しいお考えがあるのかどうか。 

【市民交流課副参事】 男性向けの啓発では、イ

クメン講座や団塊の世代に向けた推進も今後考

えている。  

【辻委員】 市の職員の考え方も含めて庁内での

取り組みをお聞きしたい。  

【市民交流課副参事】 庁内には推進委員として

関係課１９課で構成しているメンバーがいる。推

進委員を中心に取り組みを考えていきたい。職員

研修の中に、男女共同参画の項目を設けたり新

任職員の項目に入れたり、「目からうろこ研修」に

項目を設けて進めていきたい。 

自転車運転や駐輪のマナーなど 

「条例」を作る必要がある 

【辻委員】 駐輪場の管理事業に関して駅周辺等

の駐輪場がパンク状態になって、交通の迷惑に

なっている。対策はどのようにしているのか。  

【交通政策課長】 特に、宇治山田駅に於いては

自転車が溢れている状態だ。収容能力が少なく

そこに利用台数が多いことで苦慮している。伊勢

市としては、自転車を取り締まる条例も現在ない。

条例等々を制定して自転車を取り締まれ、処分

できる形で考えていきたい。  

【辻委員】 ＪＲ・近鉄沿線含めて、各駅の周辺も

調査をしていただきながら、宇治山田が特化はし

ているが、全体的に必要であると思うがどうか。  

【交通政策課長】 条例については、駅周辺全般

的になるが、特に宇治山田駅については、容量

が足らないこともあり、容量の確保（土地の確保）

が将来的には必要であると考えている。 

【辻委員】 要するにポイントは条例が必要という

ことだ。期待している。 
 

災害時には 

ボランティアコーディネーターや 

災害ボランティアコーディネーターが必要 

【辻委員】 災害時には、ボランティアコーディネ

ーター、災害ボランティアコーディネーターという

のが必要と思う。東京都では、この資格をＳ級、

Ａ級、Ｂ級というような形でランクわけをして資格

をつくっている。そういう資格を資格として認めて

いくかどうか聞きたい。 

【環境生

活部参

事】 災害

時におき

まして於い

てボランテ

ィアの方を

コーディネ

ートしてい

ただく方は

重要だと

考えている。今伊勢市で災害ボランティアコーデ

ィネーターという資格をもっている職員はいない。

いつ起こるか分からない災害にコーディネーター

の必要性は承知しており、コーディネーターの資

格の勉強するための研修などに行かせる検討を

したい。  

【辻委員】 市がやるのは少し難しいと思うが、地

域の方々も含めてある程度人数をボランティアコ

ーディネーターという形の、資格というか講座を

設けてやっていく方針はあるのかないのかだけ

お聞きしたいと思います。  

【環境生活部参事】 今、県では防災のボランティ

アコーディネーターの講座等を２カ所でしている

と聞いている。また市でということも検討したい。 
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【辻委員】 防災コーディネーターと災害ボランテ

ィアコーディネーターを一緒にされると問題があ

るので、それは区別していただきたい。  

みえ防災ボランティアコーディネーター支援セ

ンターを伊勢の方がされていると聞いている。そ

の方を中心に取り組みを急がれるべきだと思う

がどうか。  

【環境生活部参事】 その方と連絡等を取りなが

ら、今後、対応したい。 

 

障害者にやさしいまちに 

障がい者の目線から質疑 

【辻委員】 先日、障害者体育祭があったが年々

参加者が減少していると思うが、どのような理由

なのか判る範囲で教えて下さい。  

【障がい福祉課長】 障害者団体連合会の会員

の方が、高齢化していることが１番の要因だと思

っている。 

【辻委員】 当然そういう理由もあると思う。団体

が１１団体あったが１０団体になっている。 

障害者団体に対しての支援の仕方はいろいろ

あるが、金銭的な部分、人的な支援について検

討されてきたのか。  

【障がい福祉課長】 人的な検討につきましては、

特に大きなことはしていないが、障がい者団体が、

社会見学等を実施される場合は、負担金を出し、

職員が随行する等の協力をさせていただいして

いる。  

障がい者団体の事務局を 

健常者にお願いする考えはないか 

【辻委員】 それは、要請があればということで、

問題は申請の作業が大変になると思われます。  

例えば事務局体制的なところは、健常者の方を

配置することはできないんでしょうのか。  

【障がい福祉課長】 作業が大変ということだが、

ある団体では、総会などに出向き、タクシー券を

渡したり申請書を受け取る等の支援をしている。  

【辻委員】 

それもある

と思う。事務

局的な部分

をボランティ

アの方に就

いてもらうこ

とも検討して

いただきた

い。 

外出支援事業の充実を 

【辻委員】 次に、障害者外出支援事業で、タクシ

ー券、リフト付きタクシー券の助成について。 

タクシー券であれば、３６枚にせず２４枚にし、

２回までは発行できるような考えはないのか。リ

フト付きタクシー券も１，０００円券７２枚となって

いるが、それも分割して２冊までは利用できると

いう考え方は検討されたか。  

【障がい福祉課長】 タクシーの助成について、

以前ご指摘いただいて、２４年度からは、１回の乗

車につき３枚まで使用できる取り扱いに変更した。

使用率も昨年度と比較しますと４～６月ですけれ

ども約４割増加している。  

【辻委員】 例えば枚数を減らして、年度内であ

れば２冊までは更新できるようなことを検討をさ

れたでしょうか。  

【障がい福祉課長】 検討はしていない。上限額

を増やすことは難しいと考えている。  

「オストメイト対応トイレ」や「思いやり駐車

場」などのバリアフリーマップの検討も 

【辻委員】 次に、オストメイト対応トイレの設備と

ピクトサイン設置事業等で、観光客もたくさんみ

えると思うので、オストメイト対応トイレの表示等、

観光案内的な所での紹介はできないか。 

【障がい福祉課長】 平成２２年度に外出支援ア

ドバイザーの業務委託で公共施設のピクトサイン
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等の調査をし、２３年度に表示をした。公共的な

施設とか、商業施設などがオストメイトの利用でき

る多目的トイレ等。バリアフリーマップ的なものを

調査し検討したい。  

【辻委員】 よろしくお願いします。以前「オストメ

イトトイレ」「思いやり駐車場」について、民間企

業（スーパ

ー、デパ

ート、大き

な商店な

ど）の推進

状況のチ

ェックの進捗状況を聞きたい。  

【障がい福祉課長】 ２４年１０月１日から三重県で

思いやり駐車制度が実施される。事前に対応して

いるが、この思いやり駐車場は、新しいルールと

マークが必要になるので、対象が少し変わってい

る部分がある。  

商業施設等での利用は、２３年度に実施したが、

推進アドバイザーの調査で、マナー違反の方が

多いという報告があった。  

今回１０月１日から施行された思いやり駐車場

も強制力はない。店舗側も、気付いた際には、車

のワイパーに注意チラシを挟んでいただくという

形で対応されています。  

思いやりのあるまちづくりに取り組む 

【辻委員】 市民のマナーが問題だということだ。

市民に対して「おもいやり駐車場」や「オストメイト

トイレ」の周知が必要だと思うが、取り組まれた

のか。  

【障がい福祉課長】 「思いやり駐車区画」のマナ

ーの啓発は、県の制度ですので、市では行って

いないが、障がい者週間等で啓発等を行ってい

くように考えていきたい。  

【辻委員】 少し残念な答弁を聞かせてもらった

気がします。今後しっかりと取り組みをお願いし

たい。  

【鈴木市長】 

「思いやり駐

車場」につい

ては、次の広

報でお知ら

せする予定

だ。 

また、障が

い者に対す

る施策をいろ

いろ進めて

いる。学校教育の現場でもどう対応していくべき

か実地体験をもって進めている。そして、思いや

りのあるまちづくりに取り組んでいく。 

危ない人道橋等は放っておくのか 

【辻委員】 一般質問で橋梁の長い橋（１５ｍ以

上）は落橋防止等が済んでいるとのことだったが、

短い橋（１５ｍ以内）の橋はどうするのか。  

【都市整備部長】 １５ｍ以内の橋は、順次職員が

点検をして、

悪いところは

その場でも直

していくという

手法をとりたい。

１５ｍ以内の橋

は、市内の幹

線、準幹線の

生活道路であ

り、地震の時

には、自衛隊

が来ると１５メ

ートル程度なら橋がかけられるので、市内の幹線

道路を点検と評価をして事業化をしたい。 

【辻委員】 確かに落橋した場合、自衛隊が来た

ら架けられると思いますが、実際地震が起こった

時に、逃げられなければ意味がない。例えば津

波が来るとされている１分以上の地震が起きた

時は「逃げろ」と言われるから、逃げたけれども、

橋が無いとだめだと思うが如何か。  
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【都市整備部長】 市内の１５ｍ以内の橋は、全部

ワンスパンで、中の橋脚が無いので落橋防止は

阪神淡路大震災後の平成８年と１４年にしてい

る。 

【辻委員】 ただ、人道橋とかは古い橋があると

思う。修繕とかされないのか。  

【都市整備部長】 職員の手で、点検を行いまし

て、危ないところは直していきたい。  

【辻委員】 例えばの話だが、一級河川桧尻川が

ある。そこには人道橋がいくつか架かっている。

実際古い橋があって危ないと思われる方がいる。

「手すりの下の方が腐食している。地震が起きた

らどうするんだ」と言う方がいます。その辺、どう

考えますか。  

【都市整備部長】 人道橋の場合は、鉄製なので

錆を落として、錆止めを塗って、ペンキを塗ること

になっている。  

桧尻川の改修が遅れているので、点検をして、

危険があれば請負業者で直したい。 

この人道

橋につい

ては質疑

後２～３

週間で修

理がされ

た 

 

外城田川の河口の堤防の危険度 

迅速な対応と県への要望を 

【辻委員】 ２３年１０月三重県が出した津波想定

の中で、外城田川の河口部が、津波の一番高い

ところになっている。この発表のあとどのような対

応をしたか聞きたい。  

【監理課副参事】 海岸堤防の老朽化等の調査

を県がしている。外城田川も、海岸の堤防も点検

も県がこれからすると聞いている。  

【辻委員】 市として、県が重大な発表をしたのだ

から、すぐに対応してもらうよう訴えるべきだと思

うが、今後、いつまでにやっていくということなの

か。  

【都市整備部次長】 外城田川の海岸堤防がつ

ながる堤防について、かねてから東豊浜の地元

からの要望もありますので、今後とも機会あるごと

に要望させていただきます。  

【辻委員】 迅速にやってもらうこと、動いてもらう

ことが大事だと思っている。今後、重大な発表が

されたら敏感に反応していただきたい。 

避難所運営には「防災士」や 

「みえ防災コーディネーター」の 

育成が大事 

【辻委員】 地域防災の観点から、避難所の運営

を実際はどこがするか。  

【危機管理課長】 避難所の運営は、災害対策本

部の中の避難所運営班が地域の協力も得て運

営している。  

【辻委員】 職員が、その避難所に行ってから運

営が始まるとなると、早く避難される住民に対し

て大丈夫なのか。本来、職員というよりは、まず

地域の方が運営に当たるべき思うがどうか。  

【危機管理課長】 地域の方の協力を得ながら、

今後進めていくことも非常に重要かと思う。 

その上で、県が防災コーディネーターとか、防

災士の方が少しでも増えて、自主防災隊等が中

心に協力をいただけるのが１番理想的だと考えて

います。今後、そういった方の育成に力を入れて

いきたい。  

「ＤＩＧ」「ＨＵＧ」を地域の方とともに 

取り組むことを勧めます 

【辻委員】 避難所に関しましては、資格のある

方を配備して、知識も含め、ＤＩＧとかＨＵＧとか、

避難所の運営ゲームや災害時の想像力ゲーム

等を取り組む必要があると思う。  

【危機管理課長】 避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）は、
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現在、地域ｎ出向いての講習等は行っていない。

２３年度は、「自主防災隊のリーダー研修」の一環

として、県営サンアリーナで開催をしている。  

避難所担当職員、学校給食の調理師を対象にし

た避難所運営ゲームの講習等は開催いる。  

地域により、研修の普及をさせ、避難所の運営

の際には、いろいろ想定した上で対応ができ大

変有用だと考えている。  

【辻委員】 案外リアルな形で、実際本当に対応

できるかどうか、地域の方々と一緒にＨＵＧという

運営の基本をしっかりと勉強していただけるよう

な検討をお願いしたい。  

【危機管理課長】 実際の避難所運営には、状況

を自分の中で判断し、即対応をすることが求めら

れると思う。日々意識していく上では非常に重要

ですので、地域にも普及をしていきたい。 

「いじめゼロ」推進だけではだめ 

「たくさんの事案を吸い上げ 

解決することが大事」と苦言を 

【辻委員】 

教育長が、

「いじめゼ

ロ」を標榜さ

れている。

学校現場に

どう伝え、ど

のようにさ

れているの

か聞きた

い。 

【宮崎教育長】 「リレーションシップ総合推進事

業」の発端は、私が教育長に就任した時に、市長

から教育委員会には「『いじめゼロ』の学校を作っ

てほしい」ということでした。  

それは私自身も現場の時から大きな目標にし

ておりました。「皆が１人の漏れもなく気持ちよく安

心して通える学校を」と掲げまして、それをあらゆ

る機会を通じて教職員には伝えてまいりました。

手前みそ

になります

が一定程

度は浸透

したと考え

ています。  

今後も、

その方向

をいろん

な機会に

取り上げていきたい。この夏あたりから、私が出席

をさせていただくいろいろな会合も、いじめ問題

が全く関係のないような会合でも出されることがご

ざいますので、その都度、「こういう論議をいろん

なところでして頂きたい」とお願いしています。 

この前市長と教育長の懇談会ときも、各単Ｐの

会長さんに、是非、全保護者の方に、いじめだけ

のことではなしに、まずは子どもさんに声をかけて

いただいて、「学校はどうや、おもしろいか」という

ような話をして欲しいと言いました。そういう形で

広げていきたいと考えております。  

【辻委員】 教育長からは、学校現場、先生方に

も大体伝わっていると言われていますが、私が

心配しているのは教育長が「いじめゼロの学校を

作りたい」これは私も賛成です。ただ変に誤解を

されて、学校現場が、いじめがあってはいけない

と言うことで、報告があがってこなくなってしまうこ

とです。 

本来、いじめは、いじめられている側しか判り

ません。いじめる側には判らない時もある。いじ

めていると思っていないということが一番大きい。

まず、いじめられていると感じている子供たちの

心をつかまないといけない。「子供と対話をしなさ

い」とかは大事だと思うし、それが原点だと思って

います。 

【教育長】 懸念があるということは、十分承知をし

ているが、私の方から「『いじめゼロ』にしなさい」と

いう押しつけはしていない。一般的に、いじめが

あるということの報告等が学校の恥になるという風

潮や意識、認識があるということも伝わっているの
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で、そう言うことが無いよう、今後、校長会等で「事

案があれば躊躇なく連絡・報告をして下さい」と徹

底したい。  

【辻委員】 本来、事案をいっぱい受けて、それを

解決していった数が大事であって、ゼロだけが良

いとは思っていない。先程言いましたが、いじめ

られている側が、可哀想なわけで、いじめる側が

100％悪いんです。絶対に、これだけは言いたい

と思います。  

この「いじめ」の問題点は環境だと思う。学校

現場だけではなく、保護者だけでもないと思う。こ

れは、大人全体が考えていくべきで、ここにおら

れる全ての方が、この「いじめ」に、もっと関心を

もって欲しいと考えます。教育委員会だけではな

く、伊勢市全体として考えていく必要がある。教

育長だけの答弁ではいけないと思いますので、

市長のほうから最後にしっかりとした決意を聞か

せていただきたい。  

【市長】 いじ

めの問題につ

いて様々な意

見を頂戴しま

した。私も、子

どもだけの問

題じゃなく、

学校だけの問

題じゃないと

思っていま

す。  

私もまちな

かを歩くと、報

道や地域社会の事件、事故があったりすると、子

供たちはその影響を受けて、あいさつができてい

た子が急にそっぽを向き出したりとか、すぐに大

人の社会の背中を見て、子どもたちに影響がある

ということを日ごろ痛感しております。子ども、学

校、地域それぞれが、子どもたちがどういう風に

大人を見ているのか、どんな背中を見ているのか

を感じながら、地域社会を構築したいと考えてい

ます。 

伊勢警察署協議会に 

行政も積極的に情報収集を 

【辻孝記委員】 私、最近知ったんですけども、伊

勢警察署の中に「伊勢警察署協議会」というもの

が設けられ、委員は１３名で伊勢署管内の代表

の方々が協議をされているのを先日傍聴してき

ました。その中では事故や犯罪の件も報告があ

り、いろんな提言もされていた。市当局は警察署

協議会の状況を掌握されているのか。 

【交通政策課長】 掌握していません。 

【辻委員】 今回の伊勢警察署協議会では、県下

で初めて、伊勢警察署に提言書を提出されてい

た。伊勢署管内の方々の意識の高さを市が、も

っと積極的に警察と関わっていくべきと思うがど

うか。 

【交通政策課長】 今、情報を得ので積極的に警

察署にも情報を取りに行きたいと考えている。 

障害者就労施設などへの 

「障害者優先調達推進法」が 

４月からスタートするが予算計上は 

【辻委員】 法律で、この平成２５年度から「障害

者優先調達推進法」がスタートされるが、予算計

上が分からない。どうになっているのかお聞きし

たい。 

【障がい福祉課長】 「障害者優先調達推進法」

は、障害者就労支援施設で就労する障がい者は、

在宅で就労する障がい者の経済面の自立を進め

る、国や地方公共団体などの公の機関が物品や

サービスを調達する際、障害者就労支援施設等

から優先的、積極的に購入することを推進するた

めに制定されたものです。平成25年４月１日から

施行されることとなっています。 
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本市では、障がい者週間の啓発行事の啓発物

品の購入、「ふるさと応援寄附金」の特産品として、

障害者就労支援施設の製品セットを登録してい

る。２カ所の公園の除草等の業務委託、福祉フォ

ーラムでの出店販売の機会の提供などを取り組

んできた。 

今後は、この法律の施行を踏まえまして、市の

調達方針を策

定し、実績を報

告することにな

っている。関係

部局とも調整等

をし、受注の機

会の確保に努

めていきたい。 

【辻委員】 物品だけではなく、公園の清掃、クリ

ーニング、印刷、データ入力、包装、組み立て、

発送等ある。今後、「障害者優先調達推進法」が

できたので、極力、障がい者の方々に対しての

発注に取り組んでもらいたい。 

それと、就労施設は伊勢市だけではない。障

害者が利用する施設は周辺地域にもある。その

辺の認識と今後どうされるのかお聞きしたい。 

【障がい福祉課長】 就労施設は市内だけではな

い。伊勢市の方も周辺市町に通所をして頂いて

いる。市内優先ということではないが、第一義に

は伊勢市の事業所さんに対する働きかけ、合わ

せて、圏域的な取り組みもさせて頂きたい。 

失語症の方のための 

会話パートナーの養成は考えられないか 

【辻委員】 ２０１１年に成立した改正「障がい者

基本法」の中に全ての障がい者を対象に言語や

その他の意思疎通の手段を確保する権利が保

障されました。ご存じだと思いまが、今、認識の

低い「失語症」があります。その失語症の方のた

めに「会話パートナー」というのを派遣されている

ところがありますが、今回、事業の中身を見ても

見当たらないが考えておられたのか。 

【障がい福祉課長】 「会話パートナー」について

は、養成のところが法的には見当たらないというこ

とで、たぶん地域生活支援事業の中で、市がそ

の財政力に応じて、任意に実施する事業に含ま

れるのではないかと思われます。 

【辻委員】 理解されていると思うが、失語症の

「会話パートナー」というのは、会話の技術がい

るそうです。簡単ではないそうです。だから、そう

いう方を養成する必要があると思います。 

「地域支え合い体制づくり事業」を充実し

たものに 

【辻委員】 地域支え合い体制づくり事業に関し

ては県の事業であるが、昨年２４年度におきまし

て、厚生と一色の方で、利用されたと聞いている。

この２５年度にも２００万円の予算が盛られてい

るが、この内容を聞きたい。 

【長寿課長】 高齢者や障がい者に対する地域に

おける日常的な支えあい活動の体制づくりの事

業です。昨年は２地区、一色町の食の支援の会

と厚生学区の共同宅配システム、厚生お助け隊

の事業が、昨年事業として採択されて実施されま

した。本年度、その２地区に対し、１００万円を上

限として支援をしたいと考えている。昨年は、年

度途中からの実施だったので、継続的な運営が

できるよう支援をしたいと考え予算を提案させて

いただいた。 

【辻委員】 この予算はあくまでも２４年度で取り

組まれた２地区の予算ということですね。 

県のほうは２５年度まで考えているが、市とし

て、この募集方法や周知の仕方のお考えは。 

【長寿課長】 県の方では、昨年に引き続きこの

事業が継続されると聞いている。この事業は必要

な事業と捉えている。今後、募集をしていきたい。

関係各課への連絡と、ホームページ等にも記載

をさせていただき、相談を受けた上で事業採択を

検討したいと思っている。 
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小俣の児童館の 

危険解消のための施策はどうなった？ 

【辻委員】 以前に小俣の児童館の安全面につ

いて聞いたが、市長からも現場を見られて改善

を策を考えられているかと理解をしているが、今

回の予算

には見受

けられが、

どのように

検討されて

きたのか聞

きたい。 

【こども課

長】 小俣

の児童館

は、大変利

用者も多く、

施設も狭い

という状況

もあるが、

新しい場所というのが見つからない。 

【辻委員】 市長、前に聞かせてもらって、市長も

しっかりと見られておられたはず、事故があって

からでは遅い。市長が先頭に立って取り組むこと

だと思うがどうですか。 

【市長】 改めてですね、児童館につきましては、

市内全般をもう１回現場を見て、私の方から直接

指示できるものは指示していきたい。 

鳥獣害対策について 

【辻委員】 先ほど獣害ということで、サル、イノシ

シ、鹿という話になっていますが、鳥という部分も

含めて、農業、漁業に対しても被害があと思うが

その辺の取り組みはどう考えているか。 

【農林水産課副参事】 現在、鳥の被害につきま

しては、水産関係では、ノリの関係でカモの被害

があると伺っている。今年は特にヒヨドリ等の鳥が

かなり多く発生して農業にも被害があるということ

は伺っている。 

【辻委員】 その対策は、どうなっているのか。 

【農林水産課長】 カモについては、猟友会の方

にお願いしている。とりあえず本当に海苔を食う

かどうか検証をしているが、これについては予算

化をしておりません。また一般の鳥についても現

在予算化なしです。 

【辻委員】 予算化なしでいいのでしょうか、よくわ

からないのですが。鳥の被害があった時に少し

でも予算化しておかないと何もでないと思います

がどうですか。 

【農林水産課長】 失礼しました。現在の段階で

の取り組みです。今後、農作物への被害があると

大変厳しい状況ですので検討していく。ただ、サ

ル、イノシシ、鹿なんかは一匹獲っていくらという

補助があり、取り組んでもらっている。 

他の市町には、鳥についての補助もあると聞い

ているので、検証しながら取り組んでいきたい。 

ジェネリック医薬品よる差額通知をすべき 

（国民健康保険特別会計） 

【辻委員】 医療

費の適正化に

於いて、医療費

通知を行ってい

る中で、ジェネリ

ック医薬品の利

用推進をすべき

だと思うがいか

がか。 

【医療保険課長

】 監査委員から

の指摘もあるので検討していきたい。 

【辻委員】 そこで、先ず医療費通知での推進と

ジェネリック医薬品を利用すると、これだけの差

額が出て、個人の負担が軽くなることを知らせる

「差額通知」を取り入れるべきだと思うがどうか。 
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【医療保険課長】 県下の国保主幹会議でも取り

上げられるようにし、検討していきたい。 

【辻委員】 また、予防を踏まえた受診勧奨にも

取り組まれることお願いしておきます。 

緩和ケア病棟を現病院から取り組むべき 

今やれることを今やることだ 

（病院事業会計） 

【辻委員】 医師を増やすことはもちろん病院の

充実が必要だ。そこで、総合診療科を考えている

のか聞きたい。 

【病院事務部長】 新病院のパブリックコメントの

中でも、総合診療をすべきとの意見がありました

が、必要とは感じつつも具体的にはまだです。 

【辻委員】 緩和ケア病棟を新病院から２０床設

けることは評価しているが、三重県における緩和

ケアは伊勢病院が先進地だと理解している。現

在の病院の段階から病棟を設けることはできな

いのか。 

【病院事務部長】 病棟を作るとなるとそれなりの

設備が必要になってくる。新病院が建設されるま

では、現状のまま、がん対策として緩和ケアを続

けていきたい。 

【辻委員】 今までも伊勢病院の特徴を売りに患

者さんの獲得や医師の確保を提案してきた。 

今やれることから、先ず取り組んで頂きたい。 

【藤本病院長】 当然のことながら、今やれること

をやって行く。 

・1/15・16 市町村アカデミー議員研修 

・「どうなる日本経済・地域経済」 

NTT ﾃﾞｰﾀ経営研究所長 斎藤 精一郎 氏 

・「地方議会の役割と議会改革の行方」 

法政大学法学部教授 廣瀬 克哉 氏 

ほか 

・1/24・25 地方議会の 

制度と運営の実務 

・「すぐに役立つ議会運営と活性化」「効果が

ある議会広報」「『１００条調査権』『検査権』

『監査請求権』の運用と留意点」 

元都道府県議会議長会調査部長 野村稔 氏 

・4/11・12 第１回市町村議会議員 

特別セミナー 
・「これからの日本の福祉」 

関西大学名誉教授 一圓 光義 氏 

・「今の子どもの未来に必要なこと」 

流通科学大学教授 加藤 曜子 氏 

・「共に生きるまちづくり」 

㈱なんてん共働ｻｰﾋﾞｽ取締役会長 溝口 弘 氏 

・「命を育むまちづくり」 

兵庫県播磨町長 清水 ひろ子 氏 

・4/16・17 総務政策委員会視察 

・宝塚市＝「まちづくり協議会について」 

・高松市＝「地域コミュニティについて」 

・5/9・10 市町村アカデミー特別研修 

・「どう進む 日本政治」 

ＮＨＫ解説主幹 島田 敏男 氏 

・「日本経済とアベノミクスの行方」 

㈱日本総合研究所副理事長 湯本 健治 氏 

・‹ミニコンサート› 
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サクソフォン四重奏 カルテット・スピルタス 

・「地方議会の役割と改革の行方」 

山梨学院大学法学部教授 江藤 俊昭 氏 

・「再生可能エネルギーの展望と課題」 

東京大学特任教授 金子 祥三 氏 

・5/13・14 第１５期自治政策講座 in横浜 

・「持続可能な都市経営の課題」 

三鷹市総務部政策法務課長 一條 義治 氏 

・「これからの健康・介護予防政策」 

東京大学大学院准教授 近藤 尚己 氏 

・「コンパクトシティ」 

筑波大学名誉教授 大村 謙二郎 氏 

・「人口減少時代の議会と情報」 

東海大学教授 小林 隆 氏 

・「持続可能な都市地域経営-社会ｲﾝﾌﾗ課題」 

東京大学公共政策大学院客員教授 増田 寛也 氏 

・5/15 視察 ＵＲ機構（住宅管理センター） 

見守り安心ネット公田町 

見守り安心ネット公田町の見守り対策に

ついての取り組みを視察。ＵＲ機構が運営し

ている公田町団地（旧市営住宅）でＮＰＯ法

人お互いさまねっと公田町団地では、監視シ

ステムをＵＲ機構の協力で見守りをしてい

る。 

・5/25 中部ライフガード TEC2013 

防災・減災・危機管理展  

ウェルフェア 2013 

防災・減災の展示会がポートメッセなごや

で開催された。私どもが推進していた耐震シ

ェルターなどの展示があり参考になりまし

た。 

同時並行で介護関係の展示会も開催され

ていました。 

・6/1 防災講演会（県人権センターで） 

・「身を守る為の気象情報」 

三重テレビ 多森 成子 氏 

・「東北地方太平洋沖地震と南海トラフの巨大

地震～津波から命を守るために～」 

津地方気象台長 草野 富士雄 氏 

・7/23 第２伊勢道工事３市合同視察 

第２伊勢

道の工事が

ほぼ完成し、

伊勢市二見

町の松下か

ら鳥羽市白

木町までの

区間を伊勢

市・鳥羽市・志摩市の市議会議員の希望者が現

地視察を行った。 

 

・7/26 正しく知ろう予防接種 

・「正しく知る風疹予防ワクチン」 

愛知県立大学看護学部教授 清水 宣明 氏 

  

・7/30 人権を考える市民の集い 

・「二つの国のはざまで翻弄され続ける家族」 

元・北朝鮮による拉致被害者家族連絡会 

副代表 蓮池 透 氏 
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・4/20 横浜ゴム環境管理から 

桧尻川・ほとす川の清掃活動に 

一之木町会の皆さんと協力 

横浜ゴム三重工場が地域の環境維持等を目

的に清掃活動を行っていて、この日は、桧尻川・

ほとす川の清掃活動をされるとのことで、地元の

一之木町会として有志による協力をした。天候に

恵まれ、川の中まで入っての清掃は大変でした。 

  写真は参加された一之木町の皆さんです 

・5/27 「ひまわりグループ」の 

ウエス寄贈の仲介役を 

「伊勢ごみ問題を考える会」の「ひまわりグルー

プ」が福祉介護事業を展開する株式会社森伸（代

表取締役 森下真二）にウエスを寄贈しました。 

同グループは玉城町の老人福祉施設に傾聴ボ

ランティアを行ってきた。その時、その施設にウエ

スを寄贈したところ大変喜んで頂いた事で、今度

は、伊勢市内で寄贈を考えていた。その仲介役を

させていただき、株式会社森伸を紹介させて頂き

ました。 

・7/7 勢田川七夕大そうじに参加 

毎年恒例になっている勢田川七夕大そうじが、

８時から９時までの１時間にわたって行われまし

た。一之木町会は、地元の桧尻川・ほとす川を清

掃。また、ＥＭ菌を培養した液を一之木クリーン

ズが中心になって放流しました。 

 

・7/20 伊勢市ゴミゼロ清掃に参加 

毎年恒例のゴミゼロ清掃。いつもは、５月３０

日（ゴミゼロの日）の前後で清掃活動をしていた

が、本年は遷宮の年で「白石持ち」行事が行わ

れ、全国各地から来勢される方が多くなることか

ら、行事が始まる直前に清掃活動をすることにな

った。７月２０日（土）７：００～８：００とし、宇治や

外宮前（北御門）等に分かれて清掃しました。 

長年の懸案右折信号の設置が実現 

以前から、厚生中

学校前交差点で、ミタ

ス伊勢（伊勢日赤）側

から高向神田線に右

折しようとする自動車

がなかなか右折でき

ないため、右折用の矢印信

号をつけて欲しいとの要望を

受け、警察や市当局に長年

要請をしていた。県議会議員

とも連携を取りながら粘り強

く取り組ませて頂いたところ。

本年３月に実現された。 

但し、「歩車分離式」の信

号になったことで、周知を丁寧にするよう市にお

願いした。 
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