
○１番（大谷 勝治君）   １番、大谷勝治。 

 南部議員に続きまして、おはようございます。 

 私も熊本の地震災害、これについてお悔やみを申し上げます。 

 私たちの議会にいたしましても、議員は義援金を議長とりまとめの上、とり急ぎお送りさせ

ていただきましたけども、一刻も早い復興をお祈り申し上げております。 

 それでは質問に入らせていただきたいと思います。 

 今回の一般質問で、私は５つの事柄について質問させていただきます。 

 １点目はごみ焼却新施設について、南部議員と少しダブるかもしれません。あと２点目は集

会所の取り扱いと管理について、３点目は城山３丁目東の緑地の整備について、４点目は水源

地の保全対策について、５点目は文化財の取り扱いについて、やらさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 南部議員に引き続きまして、まず１点目のごみ焼却施設について、質問させていただきます。

少し南部議員とは角度を違えて質問させていただきます。 

 県主催の事業、ＲＤＦ方式は平成１４年度供用が開始されてから、さまざまなトラブルに見

舞われてまいりましたが、平成２３年度末までの稼働となり、平成２９年度から平成３２年末

までに設計建設を行い、平成３３年度当初から新焼却施設が稼働する予定と聞いております。 

 先ほどお伺いしたように２５年間の事業費は５年間と２０年間ということで、３２０億４，

６００万円、ＲＤＦの撤去費用は含まずということであったと思います。今、稼働中のＲＤＦ

方式は実証実験的なプラントでもあったと思われますが、今回のストーカ方式は稼働実績が比

較的多く、三重県においてもかなり使用されているというふうに聞き及んでいます。そして安

定したプラントであるといわれております。施設規模がＲＤＦより少し小さくなって、２炉で

日量１７４トン、私は議会でも少し質問させていただきましたけども、このプラントは災害廃

棄物を受け入れる施設でもあるわけですね。この方式は先ほどお伺いしましたようにＰＦＩ方

式が対象でありまして、その多くを民間業者の提案に委ねるということになるわけです。 

 そこでまず災害廃棄物の処理について、建設と処理とともに国からの補助金はあるのでしょ

うか。また、災害廃棄物を運び込んだ時、どこからどのような災害廃棄物が運び込まれるのか

の確認をだれが責任を持って確かめるのかを、例えば管理マニフェストのようなもので確認す

るのか、お伺いしたいです。 

 ２点目は工事中の車両のルート、まだ私どもはわかりませんけども、非常に笹尾城山地区に

は近いんじゃないかということで、そのルートについても、住宅地に影響が出ないのかという

こと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）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   それでは大谷議員のごみ焼却新施設についてのご質問にお

答え申し上げます。 

 現在、桑名広域清掃事業組合で整備を進めております新しい可燃ごみ処理施設は、ストーカ



方式と呼ばれる焼却施設でございまして、技術的にも完成されており、安全かつ安定的にごみ

処理を行うことができる方式として、国内のごみ処理施設において最も採用数の多い方式でご

ざいます。 

 施設の処理能力は日量１７４トンでございまして、この中には大規模災害時などに発生する

災害廃棄物を処理するための能力である日量１１トンも含んでおります。 

 １点目の国からの助成につきまして、施設の建設に対しては通常時のごみ処理分に加え、災

害廃棄物処理分として見込んだ部分の費用につきましても交付金の対象になっております。た

だし、大規模災害など発生し、仮に桑名清掃事業組合において市町の災害廃棄物を受けること

になった際の処理に係る費用につきましては、原則として応援要請市町が負担することとなっ

ております。 

 また、受け入れの際、管理マニフェストで確認する必要があるとのことでございますが、受

け入れ対象物は一般廃棄物に限ります。よって、多くの中間処理行程を経て処理される産業廃

棄物の適正処理を目的とする産業廃棄物の管理表、いわゆるマニフェストのようなものを使用

する廃棄物ではございません。受け入れに当たっては当然排出自治体の責任において、桑名広

域清掃事業組合のルールに沿った確実な分別が実施され、事前に協議調整を行った結果、持ち

込まれるべきものであると考えております。 

 ２点目の工事車両の通行ルートと住宅地への影響について、工事の車両における騒音や排気

ガスなどの環境への影響につきましては、昨年度より実施してまいりました環境影響評価にお

いて調査項目としております本調査結果を記載した準備書を、今月１５日の水曜日から７月２

９日金曜日までの間、関係市町において縦覧を行い、市町の方々からご意見を受けることのほ

か、今月２６日に本町笹尾コミュニティセンターにおいて、これまでの取り組み状況と環境影

響評価についての住民説明会を開催させていただく予定でございます。 

 なお、環境影響評価準備書の縦覧開始前でございますので、詳細については控えさせていた

だきますが、工事車両の通行は、笹尾城山地区の住宅地内を避けたルートとしておりまして、

工事の発注時には仕様等で、その点についても指示させていただくこととなっております。 

 よろしくご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。 

 東日本の大震災の際、災害廃棄物処理への電子マニフェストシステム、こういうものが導入

されたことはご存じだと思いますが、災害が原因で発生した廃棄物であっても、事業活動に伴

って生じた産業廃棄物に該当する廃棄物もありますよということなのですが、そこら辺につい

ては少し補足というか、考え方をお示しください。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   先ほども答弁させていただきましたように、あくまでも本

施設は一般廃棄物処理施設でありますので、受け入れとしましては一般廃棄物に限らせていた

だくことになります。その点につきましては、先ほど申しましたように応援要請が出ます各市



町から、その点はしっかり分別をしていただく形で受け入れる形になるものと思います。ただ

し、災害時でございますので、その点につきまして応援要請等がございましたら、またこちら

からできる範囲があるかもわかりませんけども、その一定の分別での意見なり調整なりを援助

という形ででもできないことはないかなと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   災害時の電子マニフェスト、こういうシステムもありますとい

うことで、そこがちょっとお答えが抜けていたような気がするんですが、もう１つは災害廃棄

物の広域処理、そういったものの推進というのは現在行われておるんでしょうか。地域の限定

なのか、広域性を持っているのかというのを少しお示しください。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今現在は県内の処理というような形で協定等の計画があり

ます。全国的なレベルにつきましては、今までの流れというのは、すみませんが、環境課長の

ほうからご答弁させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   中村幹人環境防災課長。 

○環境防災課長（中村 幹人君）   大谷議員からのご質問でございますけれども、基本的

には近隣市町のほうで処理をしていく、近隣のほうでできない場合では県内で処理をしていく、

その中でできないものを他県へ応援を求めていくというような形になろうかと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   時間が差し迫ってきたので、それは行く行くわかると思うので。 

 次は２点目の道路のアクセスについて、まだ縦覧がないということなのですが、とりあえず

インターネットで拾い出したところがいいのか悪いのかよくわかりませんけど、平成２７年５

月、環境評価というものが出てきていますね。平成１１年のＲＤＦの際も出てきておりました

けども、この環境評価によりますと、走行ルート、これうそなのか本当なのかちょっとわかり

ませんけど、走行ルートが出てますね。町道穴太弁天山２号線、これは通りますね。 

 それで結構な量が通るんですけども、私どものこれでいきますと、関係車両の走行ルートが、

弁天山のところから抜けて城山の本通りを西に向かうわけですけども、このルートが本当なの

かどうかというのをひとつお示し願いたいのと、あと日量どれぐらいの台数の工事車両が通っ

ていくのか、それについての評価がどうなっているのかというのが余り書いてないので。それ

と私ら住民としては東員町の穴太、今度建つところですね、ここの周辺というのが非常に森林

も少なくて、住宅地に対するそういったものはちょっと懸念されるわけです。まず交通ルート、

これは町道穴太弁天山２号線を通るのかどうか、これはまた縦覧の後と思うんですけども、も

しわかってたらここでお答え願いたいんですわ。 

○議長（三宅 耕三君）   中村幹人環境防災課長。 

○環境防災課長（中村 幹人君）   環境影響評価につきましては１５日から縦覧に入るわ

けでございますけれども、手元のほうに事前に資料のほういただいておりまして、工事用車両

につきましてはまだ契約等も進んでおりませんので、具体的な数字というのは出ていないわけ



でございますけれども、約２１６台を想定されております。その中で弁天山につきましては通

行も予定もされております。工事車両につきましては多度方面からの道路もございますので、

そちらとの分散をしながら、少しでも環境への影響が少ない方法をとっていただくような形を

していただくという方向でおりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   ちょっと縦覧の前だったので、こういう状態なんですけども、

そういった状態がわかり次第、また質問に立たせていただきたいというふうに思います。 

 ぜひ環境アセスを十分とりまして、住宅地に最低限の影響ということでよろしくお願いいた

します。 

 それでは２点目の集会所の取り扱いというふうに移っていきたいと思います。 

 集会所の建てかえ、これには補助金が出るということで、先の一般質問の中で片松議員が質

問した事柄ですけども、一般の私どもちょっとわかりにくいので、自治会が書面表決書を用意

して、許可地縁団体としての法人格をということで取得しようということと、あと町内２３自

治会の中で、そういった法人格の取得がまだされていないのは笹尾城山地区ということになっ

ておりますけど、ただ、一部の自治会は法人格を取得したと、そういうふうに聞き及んでます。 

 ネオポリスの集会所は住民が建てたわけではなく、町のものだと思っている住民が多いわけ

ですけども、もう１つは町独自の補助金をいただくわけですけども、いつまで支払う用意があ

るのか、余りきちっとしたことはわかっていないので、一般住民にもわかりやすく、個別の特

殊な事情を除いて、そういった事柄以外はフロー図で、また文章にして明確に残していただき

たいというふうに提案させていただきます。 

 また、城山地区の各町名の自治会に付随した城山中央集会所の取り扱いについて、町として

はどのような考えを持っているのかということです。私どもは城山地区の中央集会所は各町名

に集会所ができ、その機能と役目が各町名の集会所に集約されてきた中央集会所の維持管理費

を自治会から拠出することへのコンセンサスが今後住民から得られないことも考えられるので

す。そして中央集会所は間違いなく町の所有なのではないかというふうに思うので、今後町と

してどのように維持管理をしていくのか、または笹尾のコミュニティセンターのような、ああ

いうふうな取り扱いを提案させていただきたいんですけども、町の考え方をよろしくお願いい

たします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   集会所についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の自治会ごとの集会所につきましては、多くの自治会からの要望もございまして、地

域住民の福祉及び文化の向上に寄与することを目的といたしまして、東員町自治会集会所整備

事業補助金交付要綱を本年４月１日に制定いたしました。この補助金の交付を受けていただく

には、自治会所有の集会所施設となりますことから、所有権というものを設定していただかな

ければなりません。そのためには地縁団体、要するに法人格をとっていただかなければならな

いということで、地縁団体の認可を受けていただくという必要がございます。 



 認可を受けていただくには、自治会住民の方々の意見や考えを広く求めなければなりません

ので、構成員の把握、規約の制定、資産に関する定めなどを整えまして、自治会総会にかけて

いただくということになります。そして出席者ではなくて自治会構成員の過半数、この賛成が

あれば地縁団体としての認可を受けていただくことができます。 

 集会所整備事業補助金の申請には事業計画書、それと見積もりの写し、設計図、集会所の所

有・利用に関する書類、自治会の事業決定に関する書類等、ほかにもありますけど、等が必要

となりまして、こちらにつきましても自治会総会の議決が必要となります。なお、新しく集会

所を建設する際の補助金の額につきましては、対象経費の２分の１、１，０００万円を上限と

いたしておりまして、事業完了後に交付させていただくこととなります。 

 続きまして２点目の城山中央集会所の取り扱いについて、お答えをさせていただきます。 

 城山中央集会所につきましては、団地造成の施工者であります大和団地株式会社より、昭和

６０年ごろに町へ無償譲渡いただいたものでございます。この施設につきましては城山地区の

３自治会に無償で貸しつけ、現在地域の方々に有効活用をしていただいているものと我々は認

識をいたしておりますが、今後につきましても引き続き有効に活用いただくものではないかな

と考えております。 

 しかし今後、各自治会の集会所、今申し上げましたように各自治会の集会所整備もだんだん

進んでいくというふうに思ってますから、この施設につきましては老朽化が進んできた場合、

当該自治会、すなわち城山３自治会ですね、十分な協議は必要と考えておりますが、この施設

管理や運営のあり方などについても、今後は見直していかなければならないというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   先ほどお尋ねした、そういったフローというものを文章で残し

ていただきたいという意見も多々あるので、ぜひそういう面で残していきたいなというふうに

思ってます。フローですね。 

 あと、中央集会所というのは６０年と、かなり古いので、自治会に対してこれをどうすると

いうのは非常に難しい話ではないかと思うんですよね。それで町としてもある程度話し合いを

しまして、このまま放置するわけにいかないので、知恵を合わせていい方向に向かってほしい

なというふうに思ってます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まずフローにつきましては、集会所を建てかえていただく、多

分認可団体になるためには、こうしなければいけないよ、それで認可団体になったら、今度集

会所建てかえにはこういう手続きが要りますよということをお示ししたフローかなと考えてま

すけど、それは行政のほうである程度つくらせていただいて、またお示しをさせていただきた

いというふうに思います。 

 それから中央集会所につきましては、今はおっしゃられたように行政の持ち物です。東員町



の持ち物ですけど、今は城山３自治会にお貸ししても、使用については行政の手から離れてお

るという状況になっておりまして、正直どういう使い方をされているかというのは、もう自治

会のほうで管理をしていただいてますので、我々としてはちょっと知り得ないところもある中

で、今後それぞれの自治会の集会所、建てかえという話も出てくるだろうというふうに思って

まして、それを整備させていただく中で中央集会所をどうしていこうか、これを３自治会と協

議をさせていただきながら方向性を定めていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   フロー図、ありがとうございます。 

 やっぱり一般の人も見えるような状態にしたほうがいいかな、公平に見えるようにしたほう

がいいかなと思います。あと、中央集会所に当たっては、そういった協議を始めていただける

ならありがたいというふうに思うので、よろしくお願いいたします。 

 次、３点目、いかせていただきます。 

 城山３丁目の東側の緑地といいますか、これは町の所有物ということになると思うんですけ

ど、これですね、ちょっといろいろ私も少しかかわったところで、ＮＰＯさんがあそこをやっ

ておるということで、それで地域の方々も余りご存じないということなので、緑地整備につい

て、町の窓口と今までの経緯と今後の展望などをどのように考えているのかということについ

て、お尋ねいたします。すみませんが。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それではご質問にお答え申し上げます。 

 城山３丁目東側の緑地整備、これにつきましては三重県が推進する「企業の森制度」により

まして、荒廃化した山林の整備、観察道の整備を行っているものでございます。本町の窓口、

これにつきましては産業課になります。 

 この企業の森につきまして、概要を少し申し上げますと、森林の整備を進めるためには林業

者の担い手、行政だけでなく企業やボランティア団体、さまざまな主体によりまして森林づく

りを進め、社会全体で森林を守っていくため、三重県が環境保全活動に取り組む企業などから

の要望によりまして、取り組み内容や森林所有者との調整などを行い、森林づくりに積極的に

参加いただくための制度でございます。 

 本町におきましては平成２５年度、中上地区に工場がございます東洋ゴム工業、これから県

に企業の森活動を行いたいとの申し出がございました。活動内容につきましては三重県、東洋

ゴム工業、町の３者により協議しまして、町が所有する議員ご指摘の山林、この整備を平成２

６年度から平成３１年度までの６カ年計画で森林保全活動をしていただく協定、これを取り交

わし実施をいたしてございます。 

 整備期間の全体事業費、これにつきましては東洋ゴム工業は負担をしていただきまして、整

備につきましても東洋ゴム工業からＮＰＯ法人「森の風」に委託し、整備を進めていただいて

ございます。 



 平成２６年度、平成２７年度、これにつきましては城山地区への東進入路の北側、ここで整

備と観察道の整備を行ってございます。本年につきましても引き続き整備作業を行っていただ

く予定でございます。 

 この整備をよりよいものとするためには、地元住民の方のご意見やご要望をお聞きする場を

持っていただきますよう、東洋ゴム工業さま、ＮＰＯ法人「森の風」にお願いを申し上げまし

て、住民参加のもと、全ての人が楽しめる里山づくりを進めてまいりたいと考えてございます。 

 また、現在の森林保全協定期間につきましては平成３１年度で終了いたしますが、終了後も

引き続きまして東洋ゴム工業に整備していただいた山林の環境保全活動にご協力をいただくよ

うになってございます。しかし、あくまでもこの山林につきましては町の所有でございますの

で、再び荒廃をしないよう、町の責任におきまして維持管理に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   お答えは結構なんですけども、提案としましては、私もこうい

った自然に関すること、あるいはそういったものについて長年やってきたわけですけども、言

い方が適当かどうかちょっとわかりませんけども、今後もこういう外郭じゃなくて外部団体の

訪問者に対する窓口、多々あったんですけども、これに適当に処理できる窓口が要るのではな

いかと、ずっとかねがね思ってました。今もそういうところで少し続いているかと思うんです

けど、そういうものについて。 

 それで町長さんがこの前、ボランティアのそういった団体の窓口、そういうのをつくられた

んですけども、ボランティアのそうったものじゃなくて、本町の意見がきちっと通ってワンス

トップの窓口、こういったものに対してのワンストップの窓口をぜひつくっていただきたい。

見てるところ、あっちの窓口、こっちの窓口と移るわけですけども、ひとつこういった団体に

対しては、窓口を決めていただいて適切に対応してほしい、そういうふうに願います。またそ

ういった窓口を提案させていただきたいと思います。急に言ってそれは無理なので、一応提案

として今日は。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員、提案ではなく質問に変えてください。 

○１番（大谷 勝治君）   そしたら質問に切りかえて、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   なかなか環境問題というのは多岐にわたりまして、さまざ

まな課についてそれぞれ担当してございます。その中でワンストップというのも大変大切なこ

とだと思いますので、今後検討する課題になると思います。 

 またＮＰＯの協議会ですか、それについても話の中に含めまして考えていかなければならな

いと思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 



○１番（大谷 勝治君）   また検討、よろしくお願いいたします。 

 それでは４点目の水源地の保全対策ということについて、進めさせていただきたいと思いま

す。 

 実は私、３月の議会で水道に関する質問をさせていただいたんですけども、７２０文字とい

う短いので、私の至らないところで、せっかくご回答いただいたんですけども、それが文章に

ならずに申しわけなかったなというふうに思ってます。 

 上下水道においては今５２カ所のマンホールポンプを保有して、多分地震対策、そして下水

道の施設にいたしましては、１６６キロにも及ぶそういった管路の維持管理ということで、本

当にご苦労願っておるわけです。 

 また何度も言われますように、不明水の状況とかいろいろあるわけですけども、今回はそう

いう仕事、本当に一生懸命やっていただいておるわけですけども、熊本の例があるように、私

ところも地下水で皆さんの大事な命である水道というライフラインを賄っておるわけです。熊

本はそういった時点では、１００万人にほぼ地下水で供給するという本当に先進のところだっ

たと思うんです。私もそれをぜひ見に行きたい、熊本の先進のところにぜひ行きたいと思った

んですけども、４月１７日に地震がありまして、もうちょっと見に行けなかったんですけども。 

 そこで１つの教訓がありましたね。あそこも同じように浅井戸でもって給水をしておるわけ

ですけども、浅井戸の底のそういった粘土質のところ、滑り落ちた水が供給源になったわけで

すけども、それが地震でひび割れたり傾いたりということで、深井戸のほうへ落ちてしまって

水が、ということなんです。 

 私たちの水はですね、普通の例えばダム湖とかそういうのじゃなくて、渇水にならない、水

が大量にある、こういう恵まれた地で自然からの供与をいただいておるわけですけども、最近

５年前ですかね、三重大と共同研究でそういうことをやってみようということなので、その進

捗状況を聞かせていただきたいということと、今、水源地の地震対策について、水源地保全条

例というのがくくりとしてあるわけですけども、環境においても基本条例等があります。こう

いったものについては上下水道局だけでそれを維持するというのは非常に大変なことなので、

そういったところでみんなで取り組むようなシステムがあればいいなと思って今回水源保護条

例と環境基本条例、これのあり方について、それを含めて町としてどのように考えておるのか、

ちょっと聞かせていただきたい。質問です。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）   それではご質問にお答え申し上げます。 

 １点目の質問の中の地震対策、これにつきましては本町で熊本地震のような大地震を想定し

ますと、今現在、熊本市へなされている支援と同様に日本水道協会三重県支部、日本水道協会

の中部地方支部、これらの水道災害広域応援協定、これとあと桑員２市２町によりまして、桑

員地区の水道災害応援協定がございますけども、それぞれ被災の状況に応じまして応援をして

いただくことになろうかと考えてございます。 

 次に本町の備えということでございますけども、耐震性貯水槽、これを３基、１００トンク



ラスですね、これは３万人に対して１日１人が生活に必要とされる３リットルの水を最低３日

分供給をすることができるかと思います。また、時間当たり２立方メートルの処理可能な浄水

装置５基、これに加えまして昨年度につきましては時間当たり８立方メートル処理可能な浄水

装置１基を第一水源地に配備いたしました。今年度につきましても、第２水源地に同じように

８立方メートルを処理可能な浄水装置１基を配備する予定でございます。 

 次に環境基本条例と水道水源保護条例とのあり方についてですが、環境基本条例は町の環境

の保全に関する基本的事項を定めた条例でございます。また、水道水源保護条例、これにつき

ましては水道水源保護地域を指定し、水源の水質を汚染、または水源を枯渇させる恐れのある

事業所、これに対しまして規制を行いまして、住民の皆さまの生命及び健康を守ることを目的

としてございます。 

 ２点目の三重大学との共同研究、これにつきましては平成２３年４月に水源保護地域を指定

するために三重大学に地形地質調査、電気探査、測定調査、これを依頼し、この調査結果をも

とに水道水源保護審議会、この中でご審議をいただきまして、平成２６年４月１日に町全域を

指定してございます。平成２５年度からは三重大学に水位・水質変化のモニタリングを依頼し、

主な地下水の流動経路、これに沿って水位・水質センサーを配置しまして、５カ所で観測を続

けてございます。 

 昨年度までの観測結果からは淡水深、これは井戸水の深さですけども、水温、電気伝導度と

も大きな変化は見られません。現在、町の水源は大変安定していると考えてございます。 

 よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   今回の熊本地震、これを受け、本町としてはこれは教訓に私た

ちはしなくてはいけないと思うのですけども、そういった問題について町としてどのように考

えておるのかということ、よろしくお願いいたします。再質問です。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   多分、大谷議員のご懸念の件は、本町と一緒の浅井戸であ

って、また濁りが大変だということだと思うのですけども、地下水の濁度というのが熊本のほ

うも今鎮静化しておりまして、いつまででも濁っておるということではありませんので、それ

に対しましては自然に任すということでございます。 

 また今現在、厚労省のほうで熊本地震、これにつきましての詳細な専門委員会、これが開か

れておりまして、ガイドライン等々、耐震ですね、見直されると思いますので、東員町で計画

してございます老朽化や老朽施設、これの更新計画、改修計画、これの中で耐震についてしっ

かり中に入れていきたいと思いますので、どうかご理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   まあそういった地震、いろいろなものが要因になって私たちは



大切な水のライフラインというのは今後とも守っていってほしい、こういうふうに思います。 

 それにプラス、今源十郎とか、あるいは枯れ川の問題が横たわっているわけですけども、ぜ

ひともそういったものに対してでもきちっとした見張りを立て、産業廃棄物に対しても行き届

いたところをやってほしいというふうに思ってます。 

 最後になりますけども文化財、今、三和地区の学童について、私どもも学童、要するに子ど

もたちというのは大切な東員町にとっても資産なので、学童保育、そういうものができるに当

たって、三和の旧小学校はあそこへ移設して、そして文化財、とりわけそういったものが埋蔵

文化財といわれるものが多々あそこにあるわけですけども、今後一括でそれを利用できるよう

な、今まで余り利用できなかったので、利用できる施設にぜひ置いていただいて、子どもたち

がそれをまた利用できる、そしてまた東員の文化というものについても親しみが出るような、

そういう施策をよろしくお願いいたします。これ質問です。どこへできるのかとか、どういう

システムにするのかとか、後でまた言いますけども、まずそれをちょっとお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川増久教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   文化財の取り扱いについて、お答えをさせてい

ただきます。 

 本町の郷土資料館は、昭和５０年の三和小学校の校舎建てかえに合わせて、地元の関係者の

方々から、自分たちの子どものころに建った懐かしい校舎を後世にぜひ残していただきたいと

の要望を受けまして、旧校舎の一部を現在の場所に移築し、町民の皆さまからご提供をいただ

きまして、昭和５１年１２月に開館し、現在は資料館として、昔の生活用具や営農機具等の展

示と町内で発掘された遺跡の出土品の保管をいたしております。 

 昨年の１０月に三和学童保育所の父母会から町に対して、学童保育所の入所希望者の急激な

増加やイオン東員の影響で周辺道路の交通量の増加、また付近交差点の交通事故の発生により

まして、現在の三和学童保育所の近くに早急に新しい学童保育所の建設の要望書をいただいた

ところでございます。 

 この要望を受けまして、町と教育委員会で協議を行いました結果、学童保育所の移転先を現

在の郷土資料館の場所に決定いたしたところでございます。そして郷土資料館の移転先につき

ましては、新たに建設を行うのではなく、空き公共施設の有効利活用を念頭に、学校の空き教

室を中心にこれまで数カ所に絞り、候補地の検討をしてまいりました。その結果、建物が独立

しており、学校施設と郷土資料館である社会教育施設との区分が可能な城山小学校の北校舎１

階部分を最有力候補地と判断し、町として保管すべき収蔵品などを、そこで１カ所でまとめて

展示・保管をしたいと考えております。 

 移転後につきましては、小学生の学習教材や体験型学習講座のネイチャークラブでの教材と

しての活用や、また小学校の管理面を考慮しつつ、一般の方の見学も可能となるよう考えてま

いりますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   教育現場の人はご存じのように、学校というのはセキュリティ、



これは大切なことなので、入り口等々についても十分にご配慮願って、ひとついいものをつく

っていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと時間が短いですけど、これで終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 


