
○議長（三宅 耕三君）      次に、３番、藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   おはようございます。 

 私の方から、大きな点として２点について質問させていただきます。 

 １点目は自主防災組織、２点目は下水道管理についての質問をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、自主防災組織について。 

 私は平成１６年３月定例会におきまして、自主防災組織の設置ということで質問をさせて

いただきました。この質問は、重複しますけども、今後３０年間に発生することが予想され

る東南海地震、南海地震、そして東海地震や、さらに大雨、台風も含めた防災対策が必

要であると。そのためには各地域の意識の高揚、啓蒙・啓発の活動として、自主防災組

織の立ち上げが必要であり、かつその重要性を申し上げました。さらには平成１６年１２月

定例会におきましても、災害時の飲料水の確保、耐震性貯水槽の増設、そして各地区自

主防災組織の立ち上げに、行政、すなわち公助としての指導等をお願いいたしましたし、

また期待もしてきました。 

 そこで、防災に関しての行政の指導、すなわち公助でございますが、町長の表明、この

２年間に、どのような防災の活動がなされてきたのか。それを、毎月発刊されておられま

す広報「とういん」並びに町長がいろんな角度から表明されておられます防災に関して、

私なりに、その実績を追ってまいりました。 

２年間のデータでございますが、まず、広報「とういん」この２年間の防災に関するデー

タをピックアップしましたところ、防災に関しての掲載は、多少落ちているかもしれません

が、２８件ございます。その内訳をいいますと、大きく分けて火災に関することが５件、応

急手当に関してが３件、防災の心得に関してが３件、雨と風に関しての資料が３件、１１９

番の仕方に関して２件、消火器に関して２件、家具転倒防止に関してが６件、家屋耐震診

断に関してが１件、非常持ち出し品に関してが２件、そして地震災害の記録に関してが１

件の、計２８件でございます。 

その中で、この２年間、広報「とういん」で掲載された中で、同一内容が６項目ございま

す。その６項目は１３件でございます。全く同じ記事でございます。それをまた類似項目と

してあわせたならば、２８項目のうちに、防災に関しての広報「とういん」に載せられた中身

というのは８項目しかないわけですね。多分「繰り返し型」という言葉でいきますと、自助・

共助、よく町長がおっしゃられます、その言葉を促す方法としては適切かもしれませんけ

ども、果たしていかがなものかと。 



３月号の広報「とういん」を見ますと、「防災だより」ということが載っておりました。大雨

警報等の基準、これも毎年、広報に載っております。本当に広報「とういん」を利用して防

災を促すには、いささか資料不足ではないかというふうに思っております。 

広報「とういん」の中におきましても、訓練や研修、講演会、講習会ということも記載され

ております。それもピックアップしますと、詳細部分を読み上げるのは控えますけども、何

回やったかという数でいきますと、平成１６年には２回です。そのうちの１回は、東員町防

災訓練ですね。平成１７年度におきましては６件。そのうち防災訓練が１件。そして、これ

は自治会長会の研修でございますが、この１月１４日に自主防災組織リーダー研修会と

いうものが行われております。 

顧みますと、この２年間で８回、講演、講習、研修、訓練で、果たして住民が防災に関し

ての認識を得たかということに関しても、広報「とういん」とあわせまして、非常に疑問視せ

ざるを得ないわけでございます。 

さらに町長は、平成１５年４月に、東員町長として就任されて、それから平成１７年末ま

でに、所信表明、または広報「とういん」等において、いろんな防災に関しての施策を述べ

られております。平成１５年の町長の就任の時には、大地震に備え、防災対策の充実を

図ると。平成１６年の広報「とういん」１月号においては、東海・東南海地震に対し、家屋の

耐震診断をはじめ、災害対策にも万全を期する所存であると。さらには、平成１６年３月の

定例会におきましては、自治会長会、その他、多くの団体の方と懇談会をなされた時に、

その中にも防災のことが出たと思います。そういう貴重な意見を参考にして、今後の町政

を進めると述べられております。 

さらに平成１７年の広報「とういん」１月号におきましては、災害に強いまちづくりのため、

町民の命と財産を守る。災害対策についてもさらに強固に取り組んでいく。 

そして、平成１７年３月定例会の所信表明におきましては、突如起こり得る災害に対す

るために、防災計画をもとに、安心で信頼されるまちづくりを目指し、積極的に目的達成に

努力する。 

そして、平成１８年１月号の新春インタビューの中で、町長は、災害に強いまちづくり、そ

の中で、各自治会単位で地域防災組織の設立など、地域での取り組みを促していくとあ

るわけです。 

私が今回これを質問させていただいたのは、広報「とういん」１月号における、町長の一

番最初に書いておられますインタビューの中で、災害に強いまちづくりの中において、こう

いうことを述べられておるわけです。町長は、新春インタビューの中において、各自治会



単位での地域防災組織の設立など、地域での取り組みを促してまいりたいということを述

べられておるわけですね。私は先ほどずっと述べました平成１６年３月から、防災に関して、

特に自主防災組織に関しては、しつこく質問もし、地域の方々とも、いろんなお話をしてき

ました。しかし、新春のインタビューを見ますと、なんで今ごろ町長はこんな所信を出すの

だろうと。もし、私の取り方が間違ったらご失礼申し上げますけども、今何ゆえに、この防

災組織を促すのか。 

先ほど言いましたように、広報「とういん」、訓練、町長の所信表明等を見ますと、私に

言わさせていただくならば、何ら防災に関しての進展はなかったというふうに感じ取られま

す。その中において、先ほど言いました町長の所信表明等を顧みますと、２年間の町長

の施策は一体何だったんだろうというふうに疑問を持つわけでございます。 

まず、この２点を町長の方からご説明願いますとともに、あとは、説明を受けた後で、ま

ず各自治会においても、それぞれ差はあると思いますけども、かなり自主防災組織に関し

て取り組んでいる自治会もあると聞き及んでおります。だけど、まだまだだなという感も否

めません。その中において、行政として、公助として、防災組織への取り組みの現状がど

うなのか。その辺のご答弁を願いたいとともに、町長がおっしゃられてます、災害に強いま

ちづくりの地域防災組織の設立に対して、町長は今後どういうふうな施策をやっていくの

か。そして、最後には、町長がいつも口ぐせでおっしゃられてます自助・共助、公助、これ

を果たして、この言葉として、親身になって住民はわかっているだろうか。その辺のわかり

やすい指導を、町長がおっしゃられております防災組織の中に取り入れてほしい。このこ

とに関してのご答弁をお願いいたしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 通告では何点かいただいておりますけど、まず冒頭にということで、現在の自主防災組

織、どんな状況かということ等とか、いろいろ聞かれております。お答えをさせていただき

ます。 

 まず、大きな３つの地震、東海地震、東南海地震、南海地震、これ等の対応できる町の

防災計画、地震に対応できる計画にはなっておらないということで、今回、大きな地震に

対応できる町の防災計画というものを、全面的に見直しを現在させていただいております。

本来であれば、その防災計画にのっとって、いろいろの訓練とか、そういうものをやってい

く。今まではどちらかというと自然災害といいますか、大雨とか、そういうときの防災計画と



いうことで、できております。そんなことで、これからは町の今、見直している防災計画に

沿った訓練等をしていきたい。そんな思いでございます。 

 先ほどいろいろご質問等いただきました。私が当初、町長に就任させていただいてすぐ

に、自治会長に、今現在の自治会組織ではなしに、もっと小さな自主防災組織、お互いに

先ほどの自助というんですか、自分の命は自分でまず守らないと、とうてい地震等には対

応できませんよというところから、小さな組織、まず自分、そして家庭、お隣、そんな組織

化をつくってもらいたいと。そうしないと、地震には対応できませんよということで、自治会

長にお願いした。そんなことを覚えております。 

それから３年たったわけでございますけど、自治会によっては組織化もできた自治会も

ございます。自治会とは違う組織ができたところもございます。しかし、全部まだできてお

りません。また、在来と団地では考え方も若干違います。 

そんなことで、私たちとしては、自助・共助、公助というものを町民の皆さんにお願いし

ながら、自分の命は自分で守ってくださいよということで、訴えをさせていただいておりま

す。 

 その間、いまだに自主防災組織というのはおかしいやないかということは、確かにそうか

もわかりませんけど、１００パーセントということではございませんので、いろいろのところ

で訴えをさせていただいているのが実情でございますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 答弁漏れがございましたら、また後で答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   それは頭に質問したわけでございます。確かに自主防災とい

うのは、私が議員になる前、自治会長をやらせていただいた時にも、一つの課題として、

ご指摘に上がったわけですけども、それだけに心配になるといいますか、それよりも、い

つ、この地域に地震が起きてもおかしくないというふうに専門家も言っておるわけですね。

その中において、２年間の空白が何だったんだということを、私は問うているわけです。 

町長がいろいろおっしゃられた中において、実現されたものは何だろうか、というクェッ

ションのもとに私が質問させていただきました。確かに、今、町長がおっしゃられました防

災組織というものは、大きなものじゃなくて、小さなところからの立ち上げ。これは私も重々

わかっております。 



必ず町長は、自助・共助・公助ということを口ぐせにしておっしゃられてますけども、やは

り公助あっての自助・共助だと思います。そのもとたるものを出さないと、地域としても非

常に動きにくいということを肝に銘じて、これからの活動をお願いしたいとともに、先ほど

答弁漏れがありました。 

現状の各自治会の取り組みは、先ほど町長がおっしゃられましたように、在来と団地に

おいては条件も違うから取り組みも違うだろう。だけど、それは大きな問題であって、先ほ

ど町長がおっしゃられました小からとなってくると、一緒だと思うんですね。確かに町長の

施策の中にあるのは、ハード面では、かなりやってこられたと思います。学校のいろいろ

な耐震とかいうものに関してはやられておりますけども、まだソフト面に関しては、かなり

欠けているのではないか。ソフト面が小さなものから立ち上げていくには、やはり公助とい

うのは必要であるだろう。その指導をしていただきたいということを私は申し上げているわ

けです。 

 先ほどの答弁漏れにあったのは、これからの災害に強いまちづくりとして、今回、町長が、

この１月にインタビューされた中において、災害に強いまちづくりをする。それはどういうふ

うな施策を持っておられるか。これをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 ソフト面が欠けているのではないかということなんですけど、ソフト面で欠けている部分と

いうのは、町民の皆さんと災害についての話し合いというんですか、そんなことだと思って

おります。ただ、団地の皆さんと在来の皆さんとの考え方、在来の自治会長は、自分たち

の自治会は隣にだれが住んで、何名の家族構成で、というようなことは十分承知しておる

と。各班長を通じて、どれぐらいの人口、世帯、我々はそんなことはわかっておると。だか

らお互いに自分たち同士で助け合いをしていかなあかんということで、団地の皆さんとは

若干ズレがあるというのは、そういうことを私は申し上げたわけでございますけど。 

団地の皆さんは、いろいろプライバシーとか、入っていきにくい部分があると。名簿をつ

くろうと思うと、そこにプライバシーが入ってくるので、非常にやりづらい面があるというん

ですか。あくまで本人の自主性というんですか。そんなことでいかざるを得ないということ

で、自治会長とお話をさせていただきますと、大変難しいところがあるんやというようなこと

です。 

組織をつくれといっても、あくまでも個人の自主性を尊重して、出てきてもらう方の組織

というんですか、そんなことでなければできやんわなというとことか、少しズレがあるという



のは、そういうことを申し上げたわけでございますけども。在来の自治会長は自治会組織

でいいと、自主防災組織をもう一つ違うものをつくらんでもいい、という考え方が出てきて

おります。そんなことで、組織そのものは、おいおいかたまりつつございますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   私の質問が悪かったのかどうか。まとめて言いますと、１月号

の中において、各自治会の自主防災に対して、地域での取り組みを促す。どういう取り組

みを町長として行っていくのか。それを聞きたかったわけでございます。もう一度、答弁の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   取り組みということであれば、各防災組織ごとに、何かいざあっ

た場合には、避難所等へ、どの道で行くか、自分の逃げる道というんですか、一番最短な

道というんですか、そんなことを確認するとか、家屋の倒壊等であれば、あそこの家には

何名家族が見えて、何名確認ができたとか、まず、やらんならん仕事、そういうことも訓練

等でこれからしていくというんですか。これからは各自治会ごとに自分たちで訓練をしなが

ら、そういう場に出くわした時に何をすべきか。そこら辺を検証していくというか、そんな訓

練等もこれからはしていきたい。当然、桑名消防署には、災害の関係のプロもおりますの

で、皆さんの知恵をかりながら、訓練をしていきたいと思っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   確かに在来と団地というのは地域的な構造も違います。これ

は私も平成１６年３月に、かなり違うということは申し上げました。それを一にするというこ

とは非常に難しいことであることは、私も重々わかっております。 

ただ、先ほど町長がおっしゃられた町からの組織ということであれば、そういう地域の格

差というのはないんじゃないかということで、今、町長がおっしゃられたように、避難とか倒

壊とかの中身においては、法の組織を立ち上げていきたいということでございますので、

さらなる努力をお願いしたいと思います。 



 これにあわせて、先ほど倒壊という言葉が出ました。先ほど私が、ハード面に関しては、

行政の方としてはかなりやっておられると。これを裏返しますと、私がなぜソフトと言った

かといいますと、ソフトというのは、法律上何も出てこないわけですね。ハード面といいま

すと、例えば学校の耐震をやった。例えば家屋の倒壊防止でも無料でやる。これは法律

で出たわけなんですね。助成を出しますよと。助成を出すことに関して、行政がそれを行っ

ている。僕はこれを言ってるんです。余りにもハード面が前面にいっているということは、こ

れを自主財源でやるんだったら、僕はやらないと思うんです。なぜこういうふうなハード面

の方ばっかりいくかというと、それも必要ですよ。必要ですけども、なぜそういう方ばかりに

いくかというと、やはり助成があるからやるというのが、どうも前面に出てる。そうじゃない。

もうちょっとソフト面をやっていただきたい。私はこう感じたから、こういうことを質問させて

もらっているわけでございます。 

 ちなみに町長もご存じなように、家屋転倒防止とか、昭和５６年以前の家屋に関しては

耐震の診断をしますよということも、国が方針を出したからやっていることであって、例え

ば今回の予算でも、家屋の転倒防止の予算を計上されております。だけど、家屋転倒防

止が何件というのは別として、昭和５６年以前に建てた家に関して、東員町では何件ある

んだ。その何件のうち、今どれだけやったんだ。 

なぜこれが出たかといいますと、町長もご存じなように、阪神淡路大震災の災害のもと

に、火事はあったけど、家屋の転倒で亡くなった方というのが、物すごく多い。だから古い

家に関しての耐震診断をやろうということが法律で決まったわけですね。東員町としてみ

れば、今、私もわかりません。昭和５６年以降に建てられた家が何件あるのか。それから、

今どれだけのものをやっておられるか。確かに在来と団地の方は建物の構造も違います。

団地は１件ずつが、つながっているわけですね。１件倒れれば、将棋倒しみたいになって

くるわけです。団地の方は規定に当てはまりませんけども、その辺ももう少しデータとして、

ただ耐震診断は無料でしますよといいながらも、専門家を頼むと、そこに委託料というふう

な金がかかってくるわけでございます。その辺も我々に、耐震診断をする必要のある家が

東員町に何件あって、現在どれだけ進展しているのかというものも、後日のデータとして

提出していただきたいと思います。 

 自主防災に関して、最後ですけども、町長は昨年６月２０日から８月５日までにおいて、

全自治会におきまして懇談会を実施されました。その懇談会のことが、広報「とういん」の

Ｑ＆Ａで出されております。その中に、ある質問がございます。地震発生時の行政の対応

方法についての概略があれば教えてください。その中で町長は、町の防災計画を平成１７

年度中に作成しますと返答されております。平成１７年ということは、あと２０日あるかない

かぐらいですね。町長が住民に確約された町の防災計画とは何ぞや。これを説明してい

ただきたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      佐藤町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど、防災計画のことでは述べさせていただきましたように、現在、全面改定をさせて

いただいております。今、県の方で審査を受けております。審査が下りれば、防災計画の

施行に入っていくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   それは現状の進捗であって、住民に平成１７年度中というふう

に確約されてますから、住民はこういうことを頭に入れているんですよ。答弁されたならば、

住民とそういう約束をされたなら、必ず守っていただきたい。 

 それと、この質問とは少し離れるか知りませんけども、広報「とういん」を、平成１７年、平

成１８年を見たとき、新春のあいさつということで、町長と議長が、この２年間、写真に載っ

てますね。その写真が全く同じである。私は何でこういうことを言うかといいますと、先ほど

言いましたように、防災に関する記事も毎年同じことを書いているんですよ。何も進展性

がないんですよ。町長も広報「とういん」を読まれるのであれば、写真は、１年たてば老け

てくるんですから、現状の写真を載せていただきたい。議長の写真もあわせて。それだけ

広報がマンネリ化しているということです。 

 ということで、これからの自主防災に関して、地域へのますますの活動を促していただく

ように切にお願いして、１問目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   先ほどの防災計画でございますけど、平成１７年度中ということ

でございますので、３月までにできますので、ご理解をいただきたいと思います。写真の方

は、もうこれだけのことでございますので、ご猶予いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   それでは２点目の下水道の管理について、建設部長に答弁を

お願いします。 



 １２月の答弁の時に、建設部長は、質問してないことを、余計なことをしゃべりましたので、

今回質問することに関しては、それなりの答弁をお願いしたいと思います。 

 下水道の管理について、平成１５年の東員町公共下水道事業経営計画策定業務を作

成して、我々議会と、また執行部と、かなりの日数をかけて議論をした結果、平成１７年度

から下水道料金の値上げが実施されたわけでございます。 

そこで、下水道の料金を上げたことに関しては、５つのケースの中からベストということ

で、２割アップということになったわけですが、下水道料金は別として、通告書の中にも書

いてありますように、またさらに２つの小さなミニ団地といいますか、そういうのもできつつ

あるわけです。当初の予定から、そういう開発も含めて、拡大予定も含めて、事業計画と

現在までの下水道布設の進捗状況がどうなのかを、まず１つ目にお聞きしたい。 

 ２つ目には、あわせまして、下水道の整備といいますのは、ほとんど１００パーセントに

近いものができつつあるわけですけども、ところが、水洗化に関してはまだまだではない

かと。どの程度の水洗化率が進んでおるのか。 

 ３番目に、下水流量の測定場所並びに測定の方法はどういう方法で流量測定されてお

られるのか。 

 ４番目に、不明水の調査、これはどういうふうな調査をなされておられるのか。 

５番目に、不明水と水道料がどれだけの差があるのか。それとあわせまして、私が今質

問しているのは、不明水によって、かなり金も違ってきますよと。その辺の把握をどうして

いるんだということを、メインとして質問をさせていただいておるわけです。 

６番目に、流域下水へ全部流しているわけです。その辺の不明水と、実際のこちらで測

定している流量と、向こうへ入っていっている流量との測定の方法は、収支としてどういう

ふうになっておるのか。これを建設部長に答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   藤田議員の下水道の管理につきましてのご質問にお答

えをいたします。 

 １点目の拡大予定も含めた事業計画と現在までの進捗状況でございますが、本町では

昭和６３年度に全体計画を策定し、その後、平成１１年度に区域の拡大を図り、町全域の

約４３％に当たる９７０．５ヘクタールとし、計画目標年度を平成２７年度といたしておりま



す。また、事業認可につきましては、全体計画の９４．５％に当たる９１６．６ヘクタールの

認可を得まして、整備を図ってまいりました。 

 ２点目の水洗化の状況でございますが、平成１７年３月末現在で、供用開始区域人口、

２万６，００９人に対しまして、水洗化人口、２万４，７３１人となり、９５．１％の水洗化率と

なっております。 

 ３点目の下水流量の測定方法及び測定場所でございますが、北勢沿岸流域下水道東

員幹線及び員弁川幹線に接続しております４地点、筑紫地内の東員１号、中上地内の員

弁川６号、長深地内の員弁川７号、南大社地内の員弁川７－１号にて、それぞれ県が設

置しております流量計によりまして、２カ月間を１期分として、年６回、測定が行われており

ます。 

 ４点目の不明水の調査とその実績でございますが、平成１０年度から平成１３年度の４

年間で、笹尾城山地区の下水道管総延長、４万３，６９６．８５メートルの注水試験により

調査を実施し、４ランクの区分により評価を行いまして、不良管と評価をしました総延長の

２５．９％に当たります１万１，３０３．１メートルの改修工事計画を策定しました。改修工事

は、国庫補助事業と単独事業に区分し、平成１２年から平成２１年度をめどに、改修工事

を進めているところでございます。本年度の工事もほぼ完了し、平成１７年度末の整備延

長状況は、７，５７３．７５メートル、整備率は６７％と見込んでおります。 

 ５点目の下水使用料と実質流量との関係についてでございますが、私どもが下水道使

用料として料金をいただいております水量は、平成１７年４月から本年１月までは２３９万

９，７８９立方メートル、対しまして、４カ所の接続点で計測しております流量は、２４５万６，

１０８立方メートルと、その差は５万６，３１９立方メートルとなっておりまして、雨水の浸入

があるものと考えるところであります。今後も計画に基づきまして、改修工事を進めてまい

りたいと考えております。 

 最後に、６点目の北勢沿岸流域下水道維持管理負担金との収支予想についてでござい

ますが、平成１７年度末の下水道使用料収入は、前年度比、２３．７％増の３億１，０００万

円を見込んでおります。また、北勢沿岸流域下水道維持管理負担金では、２億２，６５０万

円と見込んでおり、差し引き料金収入、８，３５０万円を上回ると予想しております。 

今後も水洗化率の向上と下水道施設の適正な維持管理を図り、下水道会計の健全な

経営に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 



○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   私は団地に住んでいるんですけど、団地のときは、まだ下水

処理場があって、処理してました。それが流域下水に接続されて年数がたっているわけで

すけども、そのときから不明水というのが、物すごく問題になったわけですよね。 

今、冒頭に言いましたように、この質問は、不明水によって物すごく金額が違いますよと。

それをどういうふうにフォローしているのだと。今お聞きしましたら、財政の収支とか、そう

いうものはいいとして、不明水が昨年４月からこの１月まで、５万６，０００立方メートルだと。

これは単価にしたらどのくらいになるんですか。これだけ向こうに払っているわけですね。

そうすると１０万円、２０万円ではないですよね。 

この不明水を、私が団地にいるときには、城山ですけど、１件ごとに枡のチェックをしま

したね。その後、下水道料金を上げたんですけど、不明水をいかにしてゼロにするか、そ

ういうチェックをどういうふうにして行政としてやっているのか。これを聞きたいんですよ。

当然、この不明水はゼロというわけにはいきません。不明水５万６，０００立方メートル、こ

れだけあるということは、東員町全体でそうだと思いますけども、どういうふうな不明水の

調査をやっておられるのかの答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   今現在、注水試験で４ランクに分けて調査をして、その

中でＡランク、Ｂランク、Ｃランク、良好ということで、その中でＡ・Ｂのランクの工事を、継続

して平成２１年まで、漏水管の防止ということで務めております。それ以後、Ｃランクという

んですか、部分的な補修もございますので、それらも今後していくわけでございますけど、

まず本管のＡ・Ｂランクの不良管というんですか、それを改善をするということで、今現在

進めております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   チェックを別に行政がしなくても、そこらの地域のボランティア

で僕はできると思うんですよ。水を流せばいいことですから。それとあわせまして、流量の

測定箇所は、ポイントごとにやられておりますので、それに関してはどうのこうの言いませ

んけども、ただ、測定期間が２カ月間と先ほどおっしゃられましたね。この２カ月間というの

は、春夏秋冬あわせて１年のうちに、月でいきますと何月と何月に２回やられるのか。そ

の辺の答弁をお願いします。 



○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ４月、５月でございますので、５月に検針をするということ

で、県の方で流量計を測っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   私の勘違いだったのかな。２カ月間を年２回じゃなくて、年に２

回やるということですか。４月と５月に。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   ４月と５月分をやるということで、年６回するということで

す。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田興一議員。 

○３番（藤田 興一君）   要するに一番水を使うのは、４月、５月というのは、特に雨、庭

の打ち水とかによって、不明水というのは、かなり入ってくると思うんですね。経費の問題

もあると思いますけども、常時流量をした場合に、コスト的にはかなり高くなるのですか。

電気代なんてしれているでしょう。全部、印字でやるとなってくると、その用紙が要るという

程度で、別に職員が管理するわけではなくて、自動測定するわけですから、その辺の改

善はできないでしょうか。でないと、４月、５月をもとにしているのかどうか知りませんけど、

それを全部入れますと、先ほど資料をいただきました、こちらからの流量と、向こうにおけ

る流量に、既に差があるわけですよね。そうじゃなくて、東員町の出ていく時の流量と東員

町の中の不明水を測定するには、常時測定というのが必要じゃないかと思います。その

辺、どうでしょう。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをいたします。県の方で検査をしておりますので、

そこら辺、関係機関とも協議が要るわけでございまして、そこら辺も一遍相談はさせてい

ただきますけど、県の流量計で測定しておるということで、ご理解をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 



○３番（藤田 興一君）   最後の質問になりますが、できる限り常時測定の方へ努力し

ていただきたい。それと、住民は余り不明水というものがコスト的にどうかというのはわか

ってないと思います、今、即答できなければ、この５万６，０００立米が、相手に支払うお金

に換算したらどのくらいになるかというのは、後日、資料として提出願いたいと思います。 

 それから先ほど言いましたように不明水の調査、もうちょっとしっかりした対策、これを図

っていただきたいということを切にお願いしまして、今回の私の質問とさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

○議長（三宅 耕三君）      太田建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   先ほどの差でございます。５万６，０００立米当たりでござ

います。１トンが７９円でございますので、４４０万円ほど経費がかかるということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      藤田議員。 

○３番（藤田 興一君）   ４４０万円というのは、物すごいロスですよね。先ほど言いまし

たように、職員で不明水を調査するのではなくて、もうちょっと違ったボランティア的なこと

でやれば、この４４０万円は浮くんですよ。その辺の経費の削減にも努力していただきた

いということで、質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 


