
○議長（三宅 耕三君）   次に１番、大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   質問の前にご挨拶をさせていただきたいと思います。 

 選挙期間中は大変お騒がせしました。今後、皆さまの付託に応えるべく、４年間、

全力投球でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 年をとっていますけども新人ですので、お手柔らかによろしくお願いします。 

 それでは質問に入っていきます。 

 今回の一般質問で、私は３つの事柄について質問いたします。 

 １点目は高齢者社会を生き抜くために高齢者対策について、２点目は子どもを育

むまちづくりについて、子どもが安心して学べるための対策・施策について、３点

目はライフラインであります上下水道の現状と水資源の保護対策についてです。 

 それではまず１点目の高齢者対策についてから質問させていただきます。 

 １．高齢者が安心して暮らせるまちづくり、今後の前期高齢者数と後期高齢者数

の推移の状況とそのことによる後期高齢者が運転免許証等を返納したとき、病院、

あるいは買い物等の手段について、町としての支援をどう考えているのか、お願い

いたします。 

 ２．高齢者がいきいきと活動できる高齢者と地域のつながり、そして仲間づくり

の場所の提供をどう考えているのかというのをお尋ねしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大谷議員の高齢者対策につきまして、私から基本的

な考え方につきまして、詳細は生活福祉部長から答弁をさせていただきますので、

よろしくお願いします。 

 本町の人口は平成１１年、２万６，４６７人をピークに減少し、このまま特別な

施策を講じなかった場合、２５年後の２０４０年には２万人まで減少すると推計を

されております。 

 また、ほかの市町村と比べて団塊の世代の方の層が多くて、その分、急激に高齢

化が進んでおります。その影響は個人住民税の減少や医療費等、社会保障関係費の

大幅な増加にあらわれておりまして、本町のこれから先の財政状況は年々厳しくな

っていきます。 

 一方、高齢化に伴い、独居世帯や高齢者世帯が増加しており、こうした家庭では

生活機能が低下傾向にあることから、普段の暮らしの中で、住民からのニーズは複

雑多様化しているという現状があります。 

 しかし、こうした多様なニーズに対応するには、行政主導による一律で画一的な

手法ではもう困難な状況が出てきております。地域が抱える課題は多種多様であり、

特に地域に密着した課題は、サービスの充実度や効率性を考えれば、行政だけで解

決できるものではありません。自分の置かれた状況を正しく受け入れ、その上で自



分のできる役割を果たしていただくということが、これからの活力ある地域づくり

には大変重要なことであると考えております。 

 こうした中でも、町民の皆さまの移動手段の確保は行政の重要な役割と考えてお

ります。現在運行してますオレンジバスにつきましては、常に、より利便性の高い

運行形態を模索をしております。いろいろご批判もございます。それはいろいろ検

討を重ねた結果のことでございまして、常にこれ見直しているというところでござ

います。 

 議員ご指摘のような自ら移動手段を持たない高齢者には、こうしたバスに固執す

ることなく、より利便性の高い仕組み、例えばオンデマンドの仕組みや運転手つき

のカーシェアなど、こういったものも考えながら、今のうち、まだまだこういう状

況にある中で、深刻度がどうにもならないという状況になっていない今のうちに真

剣に検討していく必要があるのではないかなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、これからは行政だけで地域づくりが成り立たなくなっ

てきておりますので、町民の皆さまと協働する仕組みをつくっていくということを

考えていかなければいけないと思ってます。議員各位、あるいは町民の皆さまのご

理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   おはようございます。 

 私からは高齢者対策について、お答えいたします。 

 １点目の高齢者の方が運転免許証を返納したときの病院等への交通手段に関する

ご質問でございます。 

 本町の高齢化は急激な進展が見込まれており、高齢者数の推移といたしましては、

平成２８年度で前期高齢者が４，２７０人、後期高齢者が２，６１２人で、団塊の

世代が７５歳以上となる２０２５年、平成３７年には前期高齢者が３，６６９人、

後期高齢者が４，３８２人と、町民の３人に１人が高齢者となる超高齢社会を迎え

ようとしております。 

 こうした中、運転免許証を自主返納し、車を利用できなくなった高齢者が増加す

ることなど、高齢者の交通手段の確保につきましては、社会生活を営む上で重要な

問題であると認識いたしております。 

 県内の自治体における公共交通の取り組み事例といたしましては、玉城町におか

れまして、オンデマンド交通を実施されております。オンデマンドは注文を受けて

サービスを提供するという意味でありまして、利用者のニーズに合わせた「ドア・

トゥー・ドア」での配車を情報技術がサポートし、低コストで環境にも配慮した乗

り合い型の交通システムになります。 

 本町におきましても高齢者の交通手段の確保の観点からだけでなく、総合的な生



活支援策としてとらえ、先進的な自治体の取り組み事例を参考にしながら担当部局

と検討をしてまいります。 

 また、高齢福祉における交通支援の状況といたしましては、車いすで利用可能な

介護タクシーや要介護などの理由で公共交通機関を一人で利用できない方に対する

日常的な外出の手助けとして、福祉有償運送サービスがございます。いずれも民間

の事業所による有償のサービスの提供となりますが、高齢者の方の病院などへの移

動手段として、ご活用をしていただいているところでございます。 

 今後も高齢者福祉におきましては運転免許の保有の有無にかかわらず、現在の支

援を継続してまいりたいと考えております。 

 ２点目の高齢者の地域のつながりと仲間づくりの場所の提供についてでございま

すが、本町における人口減少、少子高齢化、財政など、今後の状況を考えると、地

域包括ケアシステムの構築が大変重要な取り組みとなります。 

 その中でも特に歩いて集まることができ、気軽に話し合いができる範囲となる自

治会を圏域として、地域のつながり、高齢者の仲間づくりなど、地域コミュニティ

の推進はとりわけ重要となってまいります。 

 先ほどもありましたように、通院・買物などの移動支援や日常生活での困りごと

などについても、地域コミュニティなどの「互助」による支え合いを考えていかな

ければなりません。 

 そこで具体的な取り組みといたしましては地域での支え合い、仲間づくりに対し、

高齢者が積極的に参加し、地域全体で支え合う仕組みづくりを推進するため、平成

２８年４月から「生活支援コーディネータ」を配置するとともに、それぞれの地域

で中心になって協力いただける担い手を育成してまいります。 

 また補助事業として「地域支えあい活動支援事業」や「地域活動拠点整備支援事

業」を創設し、地域の支え合いの仕組みづくりを支援してまいります。 

 今後は生活支援コーディネータが地域に入りまして、地域の方々と話し合いを行

い、行政と連携しつつ、地域コミュニティの醸成を推進してまいります。 

 今後も高齢者福祉事業の推進に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。 

 １点目、高齢者が安心して暮らせるまちづくり、私もこの前、町のほうでいろい

ろ説明していただきまして、地域に入って、こういう結果を見せられました。この

地域にも当然高齢化率ということで、超後期高齢者というジャンルに入ってくるの

かなと思います。 

 もはや高齢化という言葉がなくなって高齢社会、私は先ほど申し上げましたよう

に、運転免許証等の返納が相次いで想定以上の交通支援対策が急務になってくるん



じゃないかというふうに思っています。今ちょっとお答えいただきました玉城町の

オンデマンド、こういうものが今あちらこちらで出てきています。私も今の時代は

大量輸送から個人輸送に、そういうふうに移行していくのかなというふうに思って

ます。 

 そして今、オレンジバスのお話が出たんですけども、それとは別に、他の地域と

の乗り合わせというんですか、そういった相互乗り入れができるような、もっとコ

ンパクトなものがあれば、例えばそれを利用したらいろいろなものができるんでは

ないかと、自分ではそういうふうに思っています。東員町から他の地域にも買い物・

通院等が容易になるのではないかと、そういうものを使えば、と思います。 

 私もこの前、このオンデマンドを施行しているということなんですけども、当町

においても今行われているようなトヨタのＥＶの実証実験、こういうものがあると

すれば積極的にそういうものも取り入れて、ぜひ今の高齢者が安心して生きていけ

るようなシステムを構築してほしいなというふうに思ってます。 

 ２０１２年の厚労省の調査では、４００万人の予備軍を含め、６５歳以上の高齢

者の４人に１人が認知症、そういった状態になっているということで、今もっと深

刻だと思うんですね、認知症についても。今月ですか、認知症のそういったものが、

ここでも講習会のようなものが開かれておるわけですけども、そういうことに対し

てもこれから対処していかないといけない、もう大変な時代に入ってきたというふ

うに私どもも認識しています。 

 ぜひ交通アクセスが、こういうことについても必要であり、また先ほど言われた

ように、要介護２からの通勤等の支援も、福祉のほうですね、増えてくるのではな

いかと思って危惧はしております。そのことによって少し答弁よろしくお願いした

いんですけども。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   認知症、昨日ちょっとテレビを見てましたら、エゴ

マオイルがいいらしいですけども、そういうのは増えてくると思います。当然、買

い物難民というのは日本で今すごく、多分１，０００万人近くみえるんじゃないか

なというぐらいみえますけども、例えば菰野町ではリクルートから１台、電気自動

車を無償で借りて、それを非常に過疎の地域に配車をして使っていただくという実

証を始めました。その注目をしているところでございますし、北海道の伊達市では、

相乗りタクシーといって一緒になって乗っていくという、これも大学との共同研究

で出てきたものです。 

 ただ、今、我々がオンデマンドとか、いろいろ研究していく中で障害となるのが

タクシーの事業者との競合というか、そういうところがあって、そういうところも

考えていかなければいけないし、いろんな障壁がありますので、日本は１つの法律

というか、決め事でガチッとなってまして、そこが現実こうであるのだから変えて



ほしいといってもなかなか変わっていかないというのが、今現状にあると思います。

そういうところへも、いろいろ我々チャレンジしながら、要するに一番困ってみえ

る方に対してどうしていかなければいけないかというのを、行政としては考えてい

かなければいけないと思ってますので、これは議員の皆さまともいろいろ議論をさ

せていただいて、いい方法を見つけていきたいなというふうに思ってます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   本町のほうでもいろいろ考えられてみえるようなの

で、私も期待させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは次の高齢者がいきいきと活動できるためにということで、地域コミュニ

ティということで、専門のコーディネータを置いて機能させていくということです

が、それは非常に期待をしております。私は地域づくりについて、いろいろと配付

物を見まして、今一番望むところは、そういったもののソフトの充実をぜひ手がけ

ていってほしいということと、そういう段階について、ご説明を願いたいというふ

うに思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 地域コミュニティと申しますか、地域のつながり、仲間づくりの場所の提供とい

う形でお答えさせていただきたいとうございます。 

 まず私ども検討しておる中で、生活支援コーディネータというのを地域に配置さ

せていただく。といいますのは地域の意見を取り上げる、吸い上げるということで、

座談会形式で社会福祉協議会さんも以前から行っている中で、今後、本町といたし

ましても地域支援コーディネータというのを来年度から設置するという形となって

ございます。 

 その取り組みといたしましては、当然、介護保険法の規定によりまして設置する

ということになりまして、目的の中の１つとして担い手の育成といいますか、コー

ディネータだけでは地域は支え合いができませんので、担い手の育成というのを１

点、またサービスの開発といいますか、新たなサービス、いろいろ地域のニーズに

応じた地域資源をマッチングさせる、またサービスの組織化といいますか、活動を

広げていくという点も考えてございます。 

 目指す地域の姿とか方針を共有させていただきまして、意志統一等を図っていき

たいなというふうに考えておりますので、今後十分検討させていただきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 



○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   私もこの前、少しインターネットを見てましたら、

百人の専門家より千人の体験者という見出しが出てました。少しそういった話と違

うんですけども、この事業には多くの人のかかわりが不可欠だと思います。新しい

事業についても、私どもも期待して、そして軌道にぜひ乗せていただきたいという

ふうに思います。 

 これで１番目の質問を終わります。ありがとうございます。 

 それでは２点目のところに入っていきます。２点目の子どもを育むまちづくりに

ついて、質問いたします。 

 子どもが安心して学べるための対策について。 

 １．東員町での貧困家庭の現状、その対策をどう考えているのか。 

 ２．親が安心して働ける保育を求め、看護師の職員配置の考えはありますか。 

 ３．学童保育の実情、その保育と学校の連帯をどう進められていますか。 

 ４．子どもの豊かな心を育むために町に残る自然豊かな財産をどう生かして伝え

ていこうと思っていますか、お答え願います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私のほうからは、大谷議員から何点かご質問をい

ただきましたので、それについてお答えをさせていただきます。 

 まず、子どもを育むまちづくりに向けてについてのご質問にお答えをいたします。 

 学校教育分野では、子どもが安心して学べるための対策といたしましては就学援

助制度があり、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、

就学に必要な経費の一部を援助しております。 

 また、５歳児の保育園保育料は５，０００円の減額とし、幼稚園保育料は無料と

しており、このほかにも国の新制度による多子世帯軽減、ひとり親世帯軽減などに

より、保護者の負担が軽減できるよう努めております。 

 また、本町では幼稚園・保育園一体化施設にて業務を行っているため、生活状況

の変化により生じる保育園と幼稚園の移籍が同じ施設間で行え、手続き等が簡素化

され、保護者負担の軽減となり、子どもの保育環境にも影響を与えることなく、ス

ムーズな保育を実施をしております。 

 次に保育園での急病時の対応として、看護師を配置する考えについてのご質問に

お答えをいたします。 

 現在の保育園の体制は、厚生労働省の指針にもありますように、一人一人の子ど

もが健康で安全に過ごせるように、家庭との連携を密にし、園医等との連携を図り

ながら、子どもの疾病や事故防止に関する認識を深め、保健的で安全な保育環境の

維持及び向上に努めているところでございます。この体制により、混乱を招くよう

な事案は発生しておりませんが、看護師を配置することにより、健康観察、健康指



導等実施できることで、保護者の安心につながることも考えられることから、財政

状況や近隣状況を鑑みながら検討してまいりたいと考えております。 

 学童保育と学校との連携についてでございますが、現在も互いに情報共有を図り

ながら円滑に運営されているところでございます。 

 放課後子ども総合プランの中に位置づけられております「放課後子ども教室」の

取り組みにつきましては、現在、社会教育課が年間４０回ほど開催をしております

「こどもカレッジ」において、学校休業日に文化センター等適切な施設を利用し、

体験型学習、その他、活動の機会を提供をしております。 

 平日、長期休業日に学校施設を利用しての「放課後子ども教室」につきましては、

人員確保、環境整備等、子どもを安全にお預かりできる体制を整えなければ実施す

ることは困難であると考えており、関係機関と調整を図りながら検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようにお願いをいたします。 

 次に、子どもに豊かな心を育むために、町に残る自然豊かな財産をどう生かして

伝えていこうと考えているのかのご質問にお答えをいたします。 

 議員ご承知のように、私ども教育委員会では、町内の小学生を対象にホタルや湿

地生物の観察など、年間を通して環境学習を実施しております。この学習は、今現

存する自然の生態系の現状を、これからの町を担う子どもたちに身を持って知って

もらい「環境を保全していかなければならない」という意識も同時に持ってもらう

ことを狙いとして実施をしております。 

 議員のお話にもありますように町内の自然、とりわけ緑が少なくなってきている

ことにつきましては、そこに生息する生物など、減少していくことにつながること

と、私どもも認識をしております。 

 今後教育委員会といたしましては、三重県のレッドリストに記載されている希少

野生動植物の主要生息生育地（ホットスポットみえ）として保存されている北部山

田溜周辺湿地のように、他の地域においても自然環境調査実施の検討を行うなど、

よりよい環境づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜

りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 文丈君）   私からは学童保育の実情、学童保育と学校

の連携について、お答えさせていただきます。 

 学童保育所は、議員ご承知のとおり、放課後児童健全育成事業として、児童福祉

法の基準に基づきその運営を行い、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校

に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童

の健全育成を図る保育事業でございます。 

 特に保育園を利用していた家庭にとっては、子どもが卒園し、小学校に入学して

も、小１の壁とも呼ばれております保護者の就労復帰等に不都合が生じないために



も不可欠な制度であり、本町では６学校区に１施設ずつ設置し、公設民営形態で運

営を行っているところでございます。 

 学童施設では、宿題や遊び等を通して児童が相互に関係性を構築し、自立するた

めの場でもあり、家庭的な雰囲気を保ちつつ、安全安心な居場所として機能してお

ります。しかし近年、保護者の就労などから保育ニーズが高まり、入所希望が増え

ていることから、待機児童を出さないように、支援員の確保に苦慮しているのも実

情でございます。 

 次に学童保育所と学校の連携につきましては、教育長の答弁にもありましたよう

に、町では以前より夏休みなどの長期休業を利用して、放課後子ども教室の「こど

もカレッジ」を行っており、小学校以外で実施しているこの放課後子ども教室も、

学校との連携ととらえております。今後もこの事業の継続を行いつつ、子どもたち

が多様な体験や活動が行える居場所づくりについても検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、余裕教室のある学校ではどのようなことができるかなど、放課後子供教室

のあり方については、今後、教育委員会と福祉部局が十分に調整を図りながら、総

合的な放課後対策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   １の東員町での貧困家庭、要するにそういった児童

の現状をお話をしていただきましてありがとうございます。 

 それで支援の方法というのがわかってきたんですけども、支援する児童の推移と

いうのかな、１０年前はこんなんで、今こんなんだよというのは、もし数字があれ

ばお聞かせ願いたいんですけども、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 私ども、今持っている資料といたしましては、就学援助を必要とする、申請をさ

れているご家庭の数であります。例えば平成１９年ですと、小中学校合わせまして

８８名の方が就学援助の申請をされました。それが年々増えてまいりまして、平成

２７年ですと小中学校合わせて２０６件というように、年々少しずつといいますか、

総数は２倍ぐらいになっておるんですけれども、年々増えているという実態があり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   年々増えてくるということで、教育委員会も大変だ

と思うんですけども、ぜひ今後も対策よろしくお願いいたします。 

 ２の親が安心して働ける保育を求めてということで、先ほどご答弁のあるように、



保育園での休業時の対応、そういったものも今はやられているということなんです

けども、東員町として安心安全、そしてそういった子育てのまちということであれ

ば、ぜひ看護師の制度を取り入れてほしいと思います。 

 なかなかお金の面で大変だと思うんですけども、時間給、そういったものでも来

ていただいて、その時間帯に預けられたら、そういうふうに思うわけです。 

 それと３番目の空き教室を利用して試行的に何かできないだろうかというふうに

も感じました。 

 続けていいですか。今、４番目のそうした自然に対しての啓発というのが、あち

こちで余りやられてないのかなと思ってお聞きしたんですけども、教育委員会とし

てでも、そういった自然調査とか、いろんなものをやられているということなので、

今後もそういう方面に対してでもしっかり施策を講じて、東員町の自然をみんなで

守っていきたい、そういう願いがありますので、よろしくお願いいたします。 

 これで私の２点目の子どもを育むまちづくりに向けてという質問を終わらせてい

ただきます。 

 それでは３番目のほうに移らせていただきます。 

 ３点目、ライフラインであります上下水道の現状と水資源の保護対策についてを

お尋ねします。 

 １．上下水道事業の維持管理状況についてお尋ねします。今、どこの自治体でも

上下水道の施設の老朽化等々言われています。本町においてもそこら辺はどうなっ

ているのかなということで、少しお尋ねしたいということです。 

 ２．大切な水資源の確保、とりわけ東員町は自給できる大きな伏流水を持ってい

ると思っています。ただ、これは自然からいただいたものなので、皆さんがそれを

享受することになっているわけですけども、そのような実情も、水質も含めて、保

全対策があるならお示し願いたいんですけど、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは上下水道の現状と水資源の保護対策の

質問に、順次お答え申し上げます。 

 １点目の上下水道の状況でございますが、まず下水道の施設につきましては、約

１６６キロメートルの管渠と５２カ所のマンホールポンプを保有してございます。

維持管理状況でございますが、本年度におきましては管渠、約１７．４キロメート

ル、マンホールポンプ１８カ所の清掃を実施してございます。 

 なお、マンホールポンプの機械設備については、３年ごとに詳細な点検を専門業

者に委託してございます。その点検結果に基づきまして改修、更新を進めておりま

す。 

 続きまして下水道における不明水の状況でございますが、平成２６年度から流量

計による調査において不明水が多く発生している城山地区の調査を実施してござい



ます。本年度、平成２７年度でございますが、これも引き続き詳細な流量解析を行

った結果、おおよその場所が特定できたところでございます。 

 今後につきましては、平成２８年度に新たに詳細なカメラ調査を実施しまして、

順次、必要な管渠の修繕を行っていく予定でございます。 

 次に耐震化の状況でございますが、下水道管渠につきましては、平成２４年度に

策定をいたしました東員町下水道総合地震対策計画、これに基づきまして重要な管

渠の耐震化工事を国庫補助事業で実施をしてございます。平成２９年度でこれは完

了する見込みでございます。 

 続きまして上水道の施設でございますが、管渠は約１８８キロメートル、取水の

ための井戸が４カ所、浄水池が１カ所、配水池が４カ所、中継ポンプが２カ所、こ

れを保有しておりまして、今は適正な維持管理に努めてございます。 

 また、これらの施設の耐震化でございますけども、上水道事業が昭和４５年に創

設されてございます。それから大分老朽化が進んでいますことから、今後更新の時

には耐震化も合わせて行う必要がございます。 

 次に経営状況でございますけども、本年度に実施をいたしましたアセットマネジ

メント調査、これによりまして送水管、配水管、これらの管にいたるまでの全ての

資産を明確にすることによりまして、経営状況の分析及び更新需要額の見直しを行

ってございます。 

 今後の投資財政計画の指針となる分析を行っておったということでございます。

その結果、大変厳しい経営状況が見えてまいりました。今後、施設の改修に多額の

費用を要しますことから、平成３３年ごろには水道水の供給単価が給水原価を上回

る見込みとなっていたということでございます。しかしながら基金、これを含めま

して内部留保資金も現在あります。また、起債の借り入れ方法や事業の実施方法等、

これらも包括的に慎重に検討してまいります。 

 いずれにいたしましても、上下水道施設は大変重要なライフラインでありますこ

とから、職員によります巡回点検等を日常的に実施するとともに、適正な維持管理

に努めてまいります。 

 ２点目の大切な水資源の確保と対策について、お答えをさせていただきます。 

 本町の上水道の水源につきましては、町の中央を貫流する員弁川の左岸、ここに

は山田、北大社地区がございます。ここで４カ所、浅井戸の取水井戸によりまして

取水をしてございます。この規模といたしましては、計画給水人口が３万人、１日

の最大給水量が１万８，６００立方メートル、日々、町民の皆さまへ安心・安全な

水道水の安定供給に努めております。 

 次に東員町内における町水道以外の取水状況、これにつきましては員弁川左岸及

び右岸、ここに四日市水道局、これをはじめとしまして農業用水としては神田地区

で神田土地改良区、三和地区では員弁川用水第２土地改良区が取水をしてございま



す。これは農業用水でございます。このほか、町内の企業におきましても、主な会

社で２社ほどが地下水を取水している状況でございます。 

 保全対策としましては、水源保護の観点から、本町の水道に係ります水質の汚濁

を防止しまして、良質な水を確保するため、水源を保護し、住民の生命及び健康を

守ることを目的といたしまして、平成１４年に東員町水道水源保護条例、これを制

定をいたしてございます。 

 また、平成２６年４月からは東員町全域をこの水源保護地域に指定いたしまして、

保全に努めているところでございます。この内容としましては、地下水調査として

涵養域から流出域までの水位、水質の変化、これのモニタリング調査を今現在も三

重大学へ委託をしてございます。これにつきましては町の水道・水源井戸に流れて

くる地下水の流量、水質、これらに何らかの環境影響が懸念される徴候、これを迅

速にとらえるように、水道水源井戸の上流部に相当すると考えられます員弁川の右

岸及び左岸にセンサーを設置いたしまして、上流右岸における地下水の挙動につい

て、継続した観測を行っているところでございます。 

 次に今後の町内において計画されている井戸の取水ということでございますけど

も、これにつきましては現在１社が計画されてございます。これにつきましては水

道水源保護審議会及び環境審議会におきまして協議をいただいているところでござ

います。 

 しかしながら本町は地下水の採取による規制地域、これになっておりませんこと

から、これらの規制ということについてはできません。地下水は地域の共有財産と

いうことで、町民の皆さんや企業が協力をしながら水源保護及び環境保全を行って

いただきたいと思います。このための指導は本町といたしましても行ってまいりま

す。 

 いずれにしましても本町は豊富で大変きれいな地下水に恵まれておりますことか

ら、低料金で水道水を現在も供給してございます。私どもはこの豊かできれいな地

下水を守り、後世に引き継ぐ責務がありますことから、今後もさまざまな角度から

保全の努力を行ってまいります。 

 また、地下水につきましては、本町のみでは守れるものではないと考えておりま

すので、これにつきましては桑名員弁地区の環境を将来の世代に引き継ぐ活動を行

っている桑名員弁広域連合、この場におきましても積極的に協議をしてまいりたい

と考えております。 

 よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。丁寧な答弁、ありがとうご

ざいます。 



 １のマンホールポンプの状況、これは今後また増えてくるのかなという気はする

んですけども。 

 そして不明水ですね、これの対策は、今、調査中ということで、直接配水のほう

に係ることにもなりますので、単年度見させていただきましたら黒字なので一安心

しているんですけども、会員も本当に少ない中、いつも見させてもらって大変ご苦

労な仕事だなと思って感謝申し上げておるわけですけども、それと、下水のほうの

耐震化というのは完了するよということです。そしてまた、ただ、上水道は４５年

ということで、耐用年数４０年、そろそろいろんなものが起きてくるのかな、これ

はライフラインですので私たちの一番大切なものなので、しっかり守っていってほ

しいというふうに思ってます。 

 そしてもう少ししゃべらせていただきますけども、私どもの使用している水は、

近隣においてでも非常に優れた水源なんです。ぜひ皆さんでこの水源を守っていた

だきたい。これは東員町の一つの財産なので、そのことを執行部側も肝に銘じて、

あらゆる施策を講じて、これを次世代に届けられるようなことにしてほしいと思い

ます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   答弁いいですか。 

○１番（大谷 勝治君）   マンホールポンプ等々についての今後の増えるとか

減るとか、そこら辺の状態も少しよろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ありがとうございます。 

 マンホールポンプにつきましては年間何カ所かをローリングしまして、順次やっ

ていきますので、改修等更新につきまして、これは今現在の計画の中にも入ってご

ざいますので、これはご心配は要らないと思います。 

 また、言われました水道水、これは本当に東員町にとっては宝だと私も思ってお

ります。今後とも、会員ともども奮励努力いたしますので、どうか議員の皆さまも

ご協力よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷勝治議員。 

○１番（大谷 勝治君）   どうもありがとうございました。 

 これで私の質問、全て終わりたいと思います。 

 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 


