
○５番（種村 博行君）   おはようございます。 

 今日は２点の質問をさせていただきます。 

 議員になって、ちょうど１年になります。去年は予算書を見るのに非常に苦労を

しましたけども、今年は若干余裕を持って見れたかなと思っております。 

 町長の所信表明の１つにありましたが、今年の予算編成は高齢化に伴う社会福祉

の増大、建物の老朽化に伴う維持管理費の増大で、かなり努力をされた結果が伺え

ます。 

 役場内部でも相当議論されたと思いますし、財政課長は多分あちこち飛び歩いた

かなと思っております。明日から議会でも議論をしていきたいと思っております。 

 これからはこういった財政の問題、高齢者福祉、子育てや教育等々が多くの議論

になりがちだと思いますが、もちろんこれは大問題で、クリアをしていかなければ

ならない問題ですが、地球温暖化を含めた環境問題も、将来の子どもたちにツケを

回さない意味から、我々は真剣に考えなくてはならない必須課題だと認識をしてお

ります。 

 中国は今、大気汚染で大変なことになっています。過去に日本も水俣病や四日市

ぜんそくがありましたが、最近ではこの１００年の間に地球の温度が約１℃上昇し

ており、このまま化石燃料重視の経済活動では、１００年後に最大で４℃上昇する

と言われている気候変動や生物多様性の崩壊が言われています。 

 こういった環境問題を地方自治体がどう取り組むかは、今後の大きな課題ですが、

今回は身近な川をきれいにしたい、そんな思いで質問をさせていただきます。 

 私の小さいころは、員弁川の水は透き通っていましたし、水面は緑色でした。今

では絶滅危惧種に指定されている赤ナマズに、逃げ回ったことを思い出します。下

水がかなり進んできたといえども、今はまだ茶色ですし、透明度も昔ほどではあり

ません。もう一度昔のように子どもたちが水辺で戯れる、そんな川にしたいもので

す。 

 川をきれいにするには下水の普及と浄化槽の維持管理、あわせて不法投棄をなく

していくことが重要と考えます。 

 次のことについて、お聞きします。 

 １番目、東員町は近隣市町に比較して下水普及率は高いと聞いております。現在

の下水普及率をお聞きします。また、近隣市の下水普及率はどれぐらいでしょうか。 

 ２番目、平成２５年度の予算で下水道未整備事業が上程されていますが、このほ

かに下水道未整備区域がまだ存在するのかをお聞かせください。あれば今後の計画

もお聞きします。近隣市の計画も、わかればお聞きをいたします。 

 ３番目、整備区域内で下水に接続していない家庭や企業の詳細、わかれば件数を

お聞かせください。 



 ４番目、裏面に過去の河川水質調査のＢＯＤと大腸菌群数のデータを添付しまし

た。測定はペーハー、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ大腸菌の測定をしていますが、変化の

大きいＢＯＤと大腸菌に限ってグラフ化をしました（種村議員資料を示す）。そこ

の目標をどこに置いているのか、お聞かせください。 

 ５番目、河川水の水質検査の結果をどう解析されたのでしょうか。 

 ６番目、浄化槽は管理が非常に大事であります。三重県浄化槽指導要綱では、県

と市町は共同して浄化槽の使用方法、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査の実施等、

浄化槽管理者の意識の高揚に努めるものとするとありますが、保守点検業者や清掃

業者が浄化槽管理者に対して法的必要性を助言する以外に、町はどんなことをされ

ていますか。 

 ７番目、不法投棄の問題ですが、どんな対策をされていますか。 

 最後に、桑員環境保全推進協議会とか、県で広域的に計画されている現在の状況

をお聞きいたします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 １番から３番は建設部長にお願いします。４番から８番は生活福祉部長にお願い

いたします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   種村議員の「川をきれいに」についてのご質問

のうち、私からは下水道に関する部分について、お答えを申し上げます。 

 まず、下水道普及率でございますが、平成２４年３月末で、東員町は９８．６％

となっております。また、お隣のいなべ市は８６．２％、桑名市は７３．３％で、

農業集落排水及び合併処理浄化槽も含めました汚水処理人口普及率は、東員町が９

９．０％、いなべ市が９９．５％、桑名市が９４．２％でございます。 

 次に下水道未整備地区の整備計画についてでございますが、平成元年当初におき

まして計画された箇所につきましては、おおむね全て完了いたしましたので、現在

は当初計画以降変化のありました区域の見直しを行い、必要があれば整備する方向

で対応をいたしております。 

 近々では、平成２５年度当初予算にも計上をさせていただいておりますが、南大

社第２処理分区及び長深処理分区の２カ所の整備を現在考えております。 

 南大社第２処理分区は、四日市市高見台に隣接をしております南大社地区の一部

の地域でございます。 

 また、長深処理分区は、第２名神自動車道、東海環状自動車道、県道四日市東員

線の道路整備に伴い、あわせて下水道整備を進めようとするものでございます。 

 また、養父川沿いの生川コンクリート付近につきましても、地元地域からご要望

をいただきまして、現在整備方針について、検討をしているところでございます。 

 なお、近隣市の整備計画につきましては特に把握をしておりません。 



 最後に下水道に接続されていない家庭と企業の件数でございますが、流域内にお

きまして、一般家庭が１８５件、企業が５７件、合計２４２件となっております。 

 今後とも、これからは接続をしていただきますよう、それらの方にはご指導して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   次に私からは水質に関するご質問に、お答

えさせていただきます。 

 まず、ＢＯＤと大腸菌群数のデータを踏まえての目標をどこに設定しているのか、

とのご質問と、水質検査の結果の分析についてのご質問でございますが、関連がご

ざいますことから、一括してお答えさせていただきます。 

 水質検査につきましては、環境基本法に基づき、検査項目を２２項目について検

査を行っており、いずれも目立った水質汚濁は見受けられません。 

 お尋ねの、目標値の設定についてでございますが、町内河川について「生活環境

の保全に関する環境基準」の類型として、ＡＡからＥまでの６つの類型中、自然環

境保全のレベルＡを目指し、今後も不法投棄の監視や下水道へのつなぎ込みを勧奨

することで、将来子どもたちが泳げるようなきれいな川になることを監視してまい

りたいと考えております。 

 次に水質検査の分析を、とのことでございますが、議員からいただきました水質

検査のグラフをもとに説明させていただきますと、ＢＯＤや大腸菌群につきまして

は、グラフ中、平成１８年度はＢＯＤの数値と、平成２０年度は大腸菌群数の数値

が非常に高くなっておりますが、当時の資料によりますと、平成１８年度は７月に

記録的な豪雨に見舞われたこと、平成２０年につきましては降水量が非常に少なく、

渇水となり、水量が少なかったことで、一時的に数値が上昇したものと考えられま

す。それ以降の数値には異常は見られておりません。 

 河川は市町にまたがることが多いことから、２市２町の担当職員で構成します桑

員環境保全推進協議会等に提案していきたいと考えております。 

 次に浄化槽の管理についてでございますが、浄化槽設置者は、浄化槽法に基づき、

年１回以上の法定検査を受けなければならないと規定されており、結果につきまし

ては、毎年、県から水質に関する検査結果のご報告をいただいております。 

 平成２３年度は単独浄化槽が２６世帯、合併浄化槽が２３世帯ございまして、４

世帯が不適正と判断され、また、検査を受けていない世帯も見られ、県が不適正と

判断された世帯への指導と未検査世帯への指導をされたと報告をいただきました。 

 平成２４年度では、１１月末現在数ではございますが、単独浄化槽が１５世帯、

合併浄化槽が８世帯の検査結果のご報告をいただいておりますが、現在のところ不

適正の浄化槽はございません。 



 町といたしましても、浄化槽の管理につきましては、今後も広報やホームページ

に案内の掲載をさせていただきたいと考えております。 

 続きまして不法投棄対策については、とのご質問でございますが、不法投棄件数

につきましては、平成２３年度は５２２件、平成２４年度は、１月末現在で２４３

件となり、依然数多く見受けられます。 

 対策といたしましては、業者に週３回の啓発車両による巡回及び不法投棄物の回

収、処理を委託しております。 

 また昨年１２月には、斎苑の敷地内に不法投棄監視カメラを１台設置し、町道へ

の不法投棄の抑制に努めております。 

 平成２４年度につきましては、クリーン作戦委員会の活動で不法投棄一斉清掃を、

住民、町内企業の協力を得て実施いたしました。 

 今後も町民の方々、各種団体に協力を求めながら不法投棄対策を進めてまいりた

いと考えております。 

 最後に、桑員環境保全推進協議会の最新情報があれば、とのことでございますが、

２市２町で構成いたします桑員環境保全推進協議会では、現在平成２５年度から平

成２８年度までの桑名・員弁広域環境基本計画の見直しを行っておりますことから、

今後も議員ご指摘の、河川をきれいにする取り組みにつきましても、情報交換等を

行い、地域の環境を守ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   そうしますと、下水道の未整備区域はもうなくなっ

て、これから造成していくところをやっていくという感じかなと思いますけども、

そうでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 ただいまご答弁させていただきました中で、平成２５年度の予算の中で、南大社

と長深の一部をご案内申し上げました。これにつきましては、まだ未整備地区でご

ざいまして、今回整備をさせていただく。もう１カ所が生川コンクリートのあたり

でございます。あと以外は、一部、種村議員ご存じの桑名市との弁天川の向こうも

一部、東員町地内でありますが、これにつきましては物理的に、ちょっと私どもか

らは無理かなというふうに考えておりまして、そういう地域を除きますと、ほぼ完

了させていただくことができるかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 



○５番（種村 博行君）   先ほど浄化槽の設置の件数をお聞きしましたけども、

１８５件が東員町で、まだ浄化槽を使ってみえる。その内訳は単独なのか、合併な

のかということもおわかりでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 区域内の１８５件が未接続でございまして、その中身は、まだほとんどの方が単

独であろうかと思っております。くみ取りも一部あろうかと思いますが、合併は特

に大きく指導はいたしておりませんが、法的にはつなぎ込みの必要がございますの

で、１８５件の方につきましては、こちらのほうからつなぎ込みをしていただきま

すよう、お願いをしておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   単独ですと、家庭排水は普通に流れてしまいますの

で、その辺も把握してもらって、やってもらったらいいかなと思います。浄化槽の

設置ですけども、家庭の事情もあるでしょうし、費用もかかりますので、なかなか

難しいかなと思うんですけども、浄化槽を接続をすれば、どれぐらいの補助金が出

るのか。補助金は出なかったですかね、お聞きします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 １８５件のうちのつなぎ込みのできない理由として、私どもがお聞きいたしてお

りますのは、今、議員からご指摘のありました経済的なものが１６４件、それと建

物が老朽化をしておりまして、建てかえを一緒にしたいとおっしゃってみえます方

が１２件、借家であるのでという方が９件ございます。下水道を整備させていただ

きました当初は、住宅改修に関する借り入れに対して、利子補給というのは、当初

つくって普及をさせていただいておりましたが、もう既につなぎ込み期間も終わり

ましたので、そういう制度は現在は設けておりません。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   前後しますけども、下水の普及率ですけども、東員

町が９８．６％とおっしゃいましたけども、普及率は多分、分母も分子も人口だと

思うんですけども、東員町が８，０００件あって、そのうち何件がということは何

率というんですかね。それも普及率になるかもわかりません。そういうのも把握さ

れたほうがいいかなと思うんですけども。 

 １８５件でわかるんですけども、例えば７人家族の家庭にトイレがあって、あと

１人家庭、２人家庭の方がつないでないとしますと、普及率は１０分の７で７０％

になるんですよね。ところがつないでいないのは２件つないでなくて、１件だけが



つながっているという、何か普及率と逆のような計算になってしまうんですけども、

そういう計算をされたほうがわかりやすいかなとは思うんですけども、この辺は返

答はいいですので。 

 浄化槽以外にくみ取りの家庭はわからないとおっしゃいましたけども、そうです

よね、わからないのですね。浄化槽にされなくて、まだくみ取りのお宅があって、

一般家庭排水は普通の川に流れているというお宅は何件あるか、ご存じでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   大変申しわけございません。私どもは町内全体

のくみ取りは、生活福祉部のほうで担当しておりまして、くみ取りがありますと、

それに対して報告が生活福祉部のほうにあろうかと思います。その辺はあちらでつ

かんでいただいておるのかなというふうに考えておりますが、無責任な振り方をす

ることができませんので、大変申しわけございませんが、そのような回答でお許し

をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   今、資料を持ち合わせておりませんので、

また後刻、ご報告をさせていただきます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   平成２４年度に、浄化槽設置の補助金が１０３万２，

０００円出ていました。平成２４年度は何件、浄化槽に切りかえられたのかという

ことと、平成２５年度はまた予算が出てますけども、今いくらか忘れましたけども、

平成２５年度は何件を浄化槽に切りかえるという予算が出てますので、予定がある

と思うんですけども、平成２５年度は何件を浄化槽に切りかえる予定でしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   大変失礼いたします。 

 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、また報告させていただきます。

すみません。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   それでは検査の分析結果のほうをいきます。 

 目標値はＡレベルを目指しているとおっしゃいました。それはそれでＡレベルと

いいますと、役場の広報「とういん」の資料によりますと、水浴レベルというか、

泳げるレベルですよね。そこまで持っていこうという目標値ですので、それは私の

思いと一緒ですので、そこを目標にやってほしいと思います。 

 広報「とういん」ですけども、毎年９月号で分析結果を載せてもらってます。そ

こに書いてあることが、検査結果はこうでしたということだけで、こんなふうにし

たいというふうなことが書いてないんですね。 



 その辺は、水浴レベル、Ａレベルにしたいという思いがあったら、グラフ化しま

したけども、大腸菌はＡレベルよりもかなり高いところにいますね。ですので、先

ほど私も盛んに言ってますけども、下水に切りかえをしてくださいとか、浄化槽を

という話は、そこへつながっていきますので、広報「とういん」に、こんな値でし

たではなくて、もう少し何か書くことがあるんじゃないかなと思うんですけども、

その辺をよく考えてもらって書いてほしいと思います。 

 あと、環境測定で５００万円使っているんですね。５００万円も使っているんで

すから、ただ分析して安心するのではなくて、次の目標に向かっていくというのが

自然じゃないかなと思うんですけども、その辺をやってほしいと思いますが、どう

お考えでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどの平成２５年度の予算は、合併処理

浄化槽の７人槽１基と１０人槽１基と３０人槽１基を予算化させていただいており

ます。 

 それと水質の検査ですね、データを出しておりますけども、今後はもっと水質を

守るために、町民の皆様にもっとそういう気持ちを持って、水質を守っていくよう

なことをＰＲしていきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   水質検査は、川によって大きくばらつきがあります

ね。特に悪かったのが弁天川と、長泥川と、もう１つは戸上川でしたかね。ですの

で、そこがなぜ悪いんだという解析をされたでしょうか。ほかの川に比較すると、

その３つの川が随分極端に悪い。その川がなぜ悪いのかということを解析をされた

かどうか、これもお聞きをします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   当時の検査結果について尋ねましたところ、

先ほど答弁させていただきましたように、洪水によるものと、渇水によって水が流

れなくなって滞留したというようなこともございまして、そういったことで数値が

ＢＯＤとか、異常に大腸菌群が上がったと。それ以降を見てみますと、平常値のほ

うへ戻っていくような結果になってございます。平成１８年の当時、そういった条

件が非常に悪かったというふうな感じで、こちらのほうは考察しております。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   私なりに解析してみたんですけども、間違っていた

らごめんなさい。弁天川ですけども、ご存じですけども、東側は桑名市なんですね。

西側は東員町で、東員町は下水の整備がされている。桑名市のほうはカインズホー

ムとか、あとお宝市番とか、隣にありますよね。あとは大仲新田とかあります。桑

名市のほうは浄化槽なんですね。東員町は下水整備されている。浄化槽というのは



管理をいい加減にしていると悪くなってくるというので、弁天川はそういうことで

水質が悪いなと、私は解析をしているんですけども。 

 それともう１つは、水量が川上のほうが開発されていて少なくなったということ

が要因だと思うんですけども、そういう解析を各川ごとにされたほうが私はいいか

なと思うんです。その川が、例えばこの企業さんがつながっている、この家庭がつ

ながっている、そこは浄化槽だなんとかと、そういう解析をしていかないと、なか

なかいい方向に進まないのかな、私はそう思ってますので、ぜひ解析をやったほう

がいいかなと思います。 

 浄化槽の管理ですけども、これは非常に大事です。ごめんなさい、ちょっと話が

元に戻ります。ストックヤードの浄化槽がありますね。そこで予算が、法定点検が

４，０００円上がってます。保守点検が６万３，０００円上がっているのですね。

どういうことをされているのでしょう。４，０００円と６万３，０００円の内訳を

お教えください。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   じんかい処理費のごみ処理施設維持管理経

費の中でストックヤード浄化槽法定点検手数料、４，０００円上がっております。

これにつきましては、ストックヤードの法定点検、２０人槽以下ということで、３，

８００円でございます。内容につきましては、ＢＯＤ検査を行いまして、浄化槽の

機能が的確に発揮されているかを数値で把握するように、法定検査を年１回行って

おります。 

 また、ストックヤード浄化槽保守点検委託料、６万３，０００円につきましては、

年３回以上、保守点検をするということが定められてございまして、浄化槽装置や

機械の調整、修理、汚泥の状況を確認して、また、消毒剤の補充と浄化槽の機能を

正常に保つために定期的に行う点検作業を行っております。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   そうですよね。それをされていると思いますが、浄

化槽は法的にこういうふうになってます。浄化槽は長く使っていると、汚泥なんか

が下に溜まってきますので、その汚泥を清掃する。バキュームカーで１回吸い取っ

て、種を入れてまたやるということ。これは１年に１回ですね。それから先ほど言

いました３，８００円ですか、それは水質検査です。ＢＯＤとか、そういう検査を

する費用ですね。あと年４回から３回、正常にブロアが働いているか、動いている

かとか、消毒液が入っているかという点検を、年３回から４回するわけです。６万

３，０００円というのは、年３回、４回の点検費用と、くみ出しの費用ですね。４，

０００円は分析費用ということです。 

 そういうふうに法的に決まってますので、このことが一般家庭でされているかど

うかの確認を役場のほうでしているかどうか、そこをお答え願います。 



○議長（藤田 興一君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 浄化槽の法定検査につきましては、県全体でいきますと、受検率が２割程度にと

どまっているような状況でございます。今年の１月ごろから、県が余りにも受検率

が低いということで、現地指導というのを行っておりまして、今年度から浄化槽を

使用されている家庭や事業所を、三重県の指定検査機関である一般財団法人、三重

県水質検査センターの検査員が戸別に訪問して、有料での検査を実施させていただ

くようなことで、今年も回覧をさせていただいたんですけども、検査員が自治会を

回らせていただいたというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございます。 

 検査は県がやっているんですね。未検率が２割ですか。あと２割の人は何かわか

らないですね。分析結果がどうかわからない。それをやってくださいよということ

だと思うんですけども。 

 分析ですけども、分析項目がこうなってます（種村議員資料を示す）。分析項目

は浄化槽法の第１１条に水素イオン濃度（ｐＨ）とＤＯ（溶存酸素）、それから透

視度と残留塩素、それからＢＯＤと、この５項目なんですね。不思議と思いません

か。大腸菌がありません。大腸菌は年３回から４回、先ほど言いました点検で、消

毒液、塩素系だと思うんですけども、それが入っていればＯＫだとしているわけで

す。ですので大腸菌の分析はしてません。 

 問題は、この３回から４回を一般家庭がされているかどうか。消毒液はたくさん

使うとたくさん減りますので、業者さんに聞きますと、たまにないうちがあるよと

いう話ですので、その辺の確認はしっかりしないと川を汚す原因になりますので、

先ほど言いましたけども、どういうふうにまちは３回から４回点検されているかと

いうのを確認しているかということも、もう１回お聞きをします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 今、この辺の管理につきましては、県のほうになっております。また、大きな市

とかになりますと、権限移譲で市のほうになりますけども、今のところうちにつき

ましては、県が所管するということになっておりまして、これについて先ほど申し

ましたように、水質検査センターの検査員が、事業所とか各家庭を回って検査をさ

せていただいております。先ほど未検率が２割とおっしゃってみえたんですけども、

受検率が２割ということで、逆でございます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 



○５番（種村 博行君）   県の管轄とおっしゃいましたけども、川は東員町の

川ですね。私たちの子どもたちが川遊びができるようにしたいという思いで、私は

質問させてもらってますけども、県の管理で我々の子どもたちが遊ぶ、何かおかし

いのではないですか。やっぱり県の管轄といえども問い合わせをして、どうなって

いるんだということを確認してください。 

 もう１回、４回の保守点検をいいますけども、一般家庭はされてないうちがある

かもわかりませんね。そうすると、冬場はブロアが動いてなくても、ほとんどにお

いがしないと思うんですね。夏になるとにおいがしますので、故障しているなとわ

かるんですけども、長く故障が放置されているというケースもありますので、ぜひ

もう一回、県と一緒になって、東員町の川ですので、やってほしいなと思ってます。 

 不法投棄の問題ですけども、こういった不法投棄は、我々自治会でも大体年２回、

環境美化デーをやってます。クリーン作戦委員やボランティアの人や役場の職員も、

軽トラックに乗って拾い集めてもらっているというのを知ってます。企業さんも、

自分の企業の周りを掃除しているとか、そんなことをされています。 

 架空の計算ですけども、自治会の人が８，０００件ありますので、各家の人が１

人出たとして、いろんな計算を回してみますと、人件費として、ポイ捨ても含めて、

ごみに１，０００万円以上は使っているんじゃないかなと。これをお金に換算しま

すとね。それほどのことですので、これがなくなれば、１，０００万円もし私が使

えたら、今度は花でも植えようかなと話になったら、東員町はすごくきれいになる

なと思うんですけども、不法投棄がぜひなくなるようにしたいなと思いますけども。 

 清掃業者の人と話をする機会があって、コスモさんですかね、土曜日と日曜日に

清掃されてます。その日ごとに軽トラックいっぱいになって帰ってみえるんですね。

多いときは２杯ぐらいあるとおっしゃってました。特に多いのが員弁川沿いと国際

ゴルフ場から奥のほうへ、斎苑へ行く道ですね。あの通りが多いとおっしゃってみ

えました。 

 先ほどカメラの話をされましたけども、犯人というのでしょうか、見つかったで

しょうか。不法投棄の清掃をされてみえる方いわく、ごみの形態がほとんど同じだ

から、多分同じ人が捨てているのではないかなというようなことをおっしゃってみ

えましたので、その犯人をつかまえますと、随分きれいになるだろうなという気が

しますけども、カメラの効果はどうだったでしょうかね。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 今、斎苑のところに監視カメラを設けさせていただいて、監視という看板も取り

つけさせてもらっておりますので、今のところ、見つけるということはございませ

ん。あのあたり、先ほどおっしゃってましたように、かなり前から多いところです

ので、その辺の抑制にはつながっていると考えております。 



○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   町長にお尋ねをします。 

 東員町環境美化条例というのがあるんですけども、美化条例は第７条で、何人も

みだりに不法に投棄してはならない、第１５条で、違反した者に対して回収清掃必

要な措置を講ずるよう指導、または勧告をする。第１６条で、勧告に従わない者は

書面で命ずる、第１７条で、それでも従わない者は氏名を公表する、第１８条で、

やむなく代理執行をして掃除をして、その費用はその人に支払いを請求できる。第

２２条で、ようやく１０万円の罰金に処するという一番重いところなんですけども、

先ほども言いましたけども、１，０００万円以上の費用を、我々は実際には払って

ませんけども、かかっているんですよね。もう少し罰則を考えたほうがいいのかな

と思いますけども、町長どうでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   難しい問題だなと思います。いろいろ町民の皆さん

出ていただいて、美化にご協力をいただいております。当然不法投棄がなければ、

要らない労力であり、要らない費用だと思ってますので、罰則の重い軽いというの

は、どうなんですかね、僕もよくわからないところがあるんですけど、刑事事件な

んかとの絡みもあるのかなと思いますので、勉強させていただいて、もう一度検討

させていただきたいと思います。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   よろしくお願いします。 

 それでは２つ目の質問に移ります。 

 昨年の９月１８日、ちょうど予算決算の常任委員会中だったと思いますが、ゲリ

ラ豪雨で、員弁川の大泉地区で洪水が起きる危険性がある氾濫危険水位を超え、南

大社の方が一時避難をされました。 

 平成２０年１２月発表の三重県員弁川系河川整備計画では、この洪水が緩和され

ると思われる第２頭首工を可動堰に改築し、上流の河道掘削をすると報告をされて

います。今のところ、その計画の進捗状況をお聞きをします。 

 建設部長、お願いします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   員弁川の洪水対策についてのご質問にお答えを

申し上げます。 

 議員のご質問にもございましたが、昨年９月１８日には、予想を上回る豪雨によ

り、いなべ市員弁町大泉地内に設置されております員弁川水位観測地点におきまし

て、氾濫危険水域を超えたため、本町では流域住民の安全を確保するため、午後４

時３２分、三和地区に避難準備情報を発表し、南大社地区で２名、中上地区で２名



の４名の方が総合体育館へ避難をされましたが、大きな被害もなく、安堵をいたし

たところでございます。 

 早速９月２６日には、三重県桑名建設事務所へ、員弁川の安全対策につきまして

要望をいたしております。 

 また、１０月１７日には、員弁川流域市町で組織いたします「員弁川改修事業促

進期成同盟会」におきましても、町長自らが出席し、三重県知事に直接、員弁川改

修予算等を強く要望をいたしております。 

 ご質問の「員弁川水系河川整備計画」でございますが、甚大な被害をもたらしま

した昭和４９年７月の洪水と同程度の出水に対し、被害を防止することを当面の目

標といたしまして、計画対象期間を、おおむね３０年として策定をされております。 

 整備計画では、本川河道におきまして、流下能力が不足している区間であります

町屋頭首工から藤川合流点付近７．３キロメートル、ご指摘の員弁川用水第二頭首

工付近１．２キロメートルを河川工事箇所といたしまして、整備内容を、堰の改築、

掘削などといたしております。 

 現在、桑部橋付近の河道拡幅におけます引堤、橋梁改修の実施中でございまして、

今後、町屋頭首工の改修、河床掘削を実施予定というふうに桑名建設事務所より報

告を受けております。 

 なお、員弁川用水第二頭首工付近につきましては、その着手にかなりの時間を要

するものと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後も三重県へ、事業の早期実施に向け、強く要望し

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   そうすると、いつになるかわからないということで

すね。 

 ３０年計画で、まだ町屋川のところをやっているということは、いつになるか返

答はないということなんですね。 

 こういった員弁川の整備は、我々沿線の市町も一緒に入って計画をするんでしょ

うか。東員町の川、例えば小さな川、支流があっても、そこを一生懸命整備をして

も、員弁川がだめだったら流れませんよね。ですので関連はあると思うんですけど

も、員弁川河川の計画は、県といえども沿線市町が一緒に入って計画をするんでし

ょうか、お聞きをします。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 



 本計画につきましては、基本的には聞き取りは一部あったかとは思いますが、私

どもは、その計画に対して、こうこうというようなご要望を出させていただいた記

憶はございません。 

 それと、いつになるかわからないよねという、先ほどご指摘をいただきまして、

確かに見ていただきますと、もう既に員弁川の第３頭首工でございますが、１００

メートルぐらいですかね、下流に既に河道堰としてでき上がっておりますが、その

前の固定堰はそのままでございます。本来であれば、あれをとっていただきますと、

私どもの三孤子川は一気に河床は低くなりまして、員弁川本線の合流地点で約１メ

ートル以上、河床が下がりまして、三孤子川の防災に対しては大変有効だと思うん

ですが、それを例えばとりますと、今申しました町屋の付近の橋梁部分とか、近鉄

とかＪＲ、その辺の橋梁の橋台部分がまだまだ不整備ということでございまして、

なかなかこと簡単には済まんなというふうには考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   洪水の後、消防団の上層部の方と話をする機会があ

って、その消防の方も、あそこを可動堰にしてもらうといいなという話をされたん

ですね。そういう話の延長で、消防団大変ですねという話をして、消防の方がこん

なことを言っていました。 

 消防の人はサイレンが鳴ると、いつもビクビクしているんですって。携帯電話を

枕元にいつも置いているとおっしゃっていました。本当に敬意を表する次第です。

その時の会話で、先ほど言いましたけども、可動堰にしたらどうかなという話が出

たんですけども。 

 それで私も可動堰のことも気になって、ネットで一生懸命調べたら、平成２０年

１２月に計画が三重県から出ているということを知って、今お聞きしているわけで

すけども。 

 またもう１回、消防団の人と会って、こんな計画があるみたいやよという話をし

たんです。その時は、ああそうなんやという話をされて、私が言いたいのは、まち

は消防団も役場も一緒になって守っていくという姿勢がないとだめだと思うんです

ね。この計画ができるかできないかは別として、県がこういうことを計画している

よということを消防団の人に教えてやったほうがいいのかな。そうするとまた逆に、

いつやと言われるかもわかりませんけども、そういう計画があるよということを、

コミュニケーションになると思うんですけども、その辺をやったほうがいいと思い

ますけども、どうでしょうかね。 

○議長（藤田 興一君）   藤井建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 



 私ども公表については大変下手でございまして、私、水谷町長の下で２年、働か

せていただいているのですが、常にご指摘をいただいています。東員町役場は何か

につけて公表、いわゆる知らせることが下手やと。今ご指摘をいただきまして、確

かにそうだなと感じておりますので、そういう方向で努力してまいりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   先ほど下水の話もしましたけども、下水はまちの人

がみんな協力してもらわないと、きれいにならないということですね。洪水の話も、

消防団の人が、まちみんなで守っていく、まちみんなできれいにしていくというこ

とですので、ぜひコミュニケーションを図ってやっていきたいなと、私も努力しま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで質問を終わります。 


