
○１番（大谷 勝治君）   １番、大谷勝治です。よろしくお願いいたします。 

 おはようございます。 

 質問に入ります前に、先の６月議会においての熊本地震災害の一刻も早い復興をお祈り、こ

の場所でいたしました。この９月議会におきましても、台風１０号の記録的な大雨で岩手県内

ではこれまで１２名が死亡し、２名が心肺停止となっている。道路の寸断もあります。今も龍

泉洞で有名な岩泉町を中心に、１，０００人規模の孤立があり、７００人以上が避難生活を送

っている状況と聞き及んでいます。今回も一刻も早い災害復旧をお祈りいたします。 

 それについても近年、大きな雨が各地を襲います。この降り方は異常なまでで、短期間で大

量の雨を降らせます。今回も台風１３号が近づいてきて、明日ぐらいにはこちらに来るのかな

というふうなことです。 

 当然土砂災害がどこで起こってもおかしくない事態です。地盤の低いところがある名古屋市

などでは降雨量、時間６０ミリ対応と言われています。我が東員町は１００ミリ降っても多分

大丈夫なんだろうと思われます。 

 東員町は災害の少ない平和なまちです。このまちで暮らすことのありがたさ、かつて氾濫を

繰り返した員弁川の水量も少なくなり、反対に伏流水が少し心配になってきます。この安全・

安心なまち、自然が与えてくれたもの、先進から引き継ぎ守っていくのは私たち住民です。来

た道を振り返り、先に進むのも私たち住民です。 

 今、議員の活動は多様化しています。研修、そして視察もたくさんあります。先般８月は超

高齢社会に対応した地域包括ケアシステムの実践研修、田んぼの法面の雑草対策、高齢になっ

ても農地を守れる、草刈りの重労働から解放される、この現地実践の視察に私たちは７人、ひ

たすら田んぼのあぜを２日間、歩いてまいりました。 

 今、時代は少子化・超高齢化、農業も継続を願って２０２５年、あと９年でございますけど

も、それに照準を合わせた対応をとっております。また、こういった農業の技術というものも、

私たちの住んでいるネオポリス等の緑地にも反映できるのではないかというふうに思い、私も

この研修に参加させていただきました。 

 これからの質問に関連があるので、少し前置きが長くなりましたけれど、話をさせていただ

きました。 

 それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回の質問で、私は２つの事項

について質問いたします。１点目は高齢者対策について、２点目は環境保全対策についてです。 

 それでは１点目、高齢者対策について。 

 １．地域包括ケアシステムの構築に向けて地域コミュニティーの推進をどのような視点に立

って推進していく考えであるのか。 

 ２．町民体育祭においても高齢者が増え続けています。今後の町民体育祭をどのような視点

に立って開催していく考えであるのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   おはようございます。 



 大谷議員の高齢者施策について、お答え申し上げます。 

 まず初めに地域包括ケアシステムの構築に向けた地域コミュニティーの推進についての考え

ですが、地域包括ケアシステムの構築につきましては、団塊の世代の方が７５歳以上となる平

成３７年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介

護、予防、生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援、サービス提供体制の構築を推

進するものです。 

 地域包括ケアシステムの構築の中でも、予防、生活支援が大変重要となり、これらを推進す

るためには、地域コミュニティーとあわせて推進していくことが必要不可欠となります。 

 介護予防は、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった個々の要素だけの改善を目指すもの

ではなく、心身機能の改善や地域の中に生きがい、役割をもって生活ができるような居場所と

出番づくりなどを通じて生活機能や参加意識の向上をもたらし、それによって一人一人の生き

がいや自己実現の取り組みを支援して、生活の質の向上を目指すものです。 

 そこで、住民の皆さまの健康に対する意識を醸成し、住民の皆さまが主体となり、地域で気

軽に介護予防に取り組むことのできる地域づくりを推進することが求められます。 

 また、生活支援では、地域のつながりや仲間づくりを通じて日常生活の困りごとなど、気軽

に助け合える支え合いも重要です。本町においては、本年４月から社会福祉協議会に「生活支

援コーディネーター」を配置し、地域コミュニティーの推進について、住民への普及啓発、意

識の醸成、担い手の育成、住民主体による予防、生活支援の仕組みづくりを重点的に取り組ん

でいます。 

 今後は各地域に生活支援コーディネーターが出向き、それぞれの地域に応じたコミュニティ

ーを推進し、地域住民の皆さまと一緒に考え、推進してまいりますので、ご理解、ご協力賜り

ますようお願いいたします。 

○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）   続きまして私からは、高齢者対策のうち、２点

目の今後の町民体育祭についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 町民体育祭は、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層の方に参加いただくことを目的として、

体育祭を通じて、地域のつながりや地域コミュニティーの形成に寄与するとともに、町民の健

康増進に貢献するものと考えております。この町民体育祭の運営は、平成２４年度から町スポ

ーツ協会に委託しており、今年度で第５８回目を開催する予定でございます。 

 また、本年は１０月２日の日曜日に開催を予定いたしておりますので、多くの町民の皆さま

のご参加をお願い申し上げます。 

 現在、町のスポーツ協会役員、スポーツ推進委員会、役場職員などで組織しております町民

体育祭実行委員会で、体育祭開催に向け、準備を進めていただいております。 

 その中で例年、高齢者の方に参加いただくことができる「玉入れ」にかわる種目や高齢者の

皆さんがけがなく安全に競技いただけるような新たな追加種目の検討もいたしております。 



 議員ご指摘のとおり、本町も少子高齢化が進行しており、各自治会におきまして、選手の確

保が非常に難しいことも認識しております。体育祭の開催趣旨であります健康増進を目的に、

子どもから高齢者の方まで、気軽に参加いただけるような競技やレクリエーション的要素を含

んだ種目なども今後取り入れていただけるように、体育祭実行委員会の意見も踏まえまして、

町スポーツ協会と協議を進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

うお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   答弁ありがとうございました。 

 ２番の町民体育祭においては、今まで自治会等におきましても、高齢化がますます少子化と

あいまって増えてくると、そういうふうに思っています。玉入れにかわるもの、何か健康増進

に役立つもの、そしてレクリエーションの要素を持ったものを取り入れていただければうれし

いというふうに思います。 

 １番の地域包括ケアシステムの構築に向けて、再質問よろしくお願いします。高齢者が健康

で暮らせる地域社会をつくり上げていくには、今後どのような手段をとっていくのか、特に高

齢者の身体的リスクの解消を図る施策をどのように考えているのか、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 

 高齢者が健康で暮らせる地域社会についてのご質問でございますが、身近な地域で住民が主

体となりまして取り組む介護予防活動を支援してまいりたいと考えております。 

 今後は町が普及する介護予防について、次の３点を留意しながら普及していきたいと考えて

おります。 

 まずは継続して実施すること。評価を取り入れて効果を見える化といいますか、効果が見え

るようにしていきたい。集団で取り組む中、個々の状態に応じた運動ができること。そのよう

な点について留意していきたいと考えてございます。 

 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）   答弁ありがとうございました。 

 私も地域の中で地域コミュニティーというのは重要な話かなというふうに思ってます。それ

で地域で支え合っていけるものは、ここにしかないのかなというふうに認識はしております。

町といたしましても、今後も長寿福祉課にとらわれず、横のつながりを十分保ちながら、こう

いったものに当たっていってほしいなというふうに思ってます。事業費が少し少ないなとは思

いますけども、そこら辺もぜひ改善よろしくお願いいたします。 

 ２番目の環境保全対策について。 

 １．ネオポリス外周緑地の環境保全対策と町有地の使用について、安全対策も含めて今後ど

のような視点に立って利用と管理をしていく考えであるのか。 



 ２．東員町最終処分場の今後の維持と管理についてどう考えているのか。埋め立て後の土地

利用は、また今後約１５年で埋め立てが完了すると思われますが、埋め立てについてその後は

どうするのか、考えをお聞かせ願いたい。 

 ３．粗大ごみのリサイクルはどう考えていますか。 

 ４．東員町独自水源を未来につなぐために水源地上流地域との交流の考えは、今後地域住民

を対象としたＰＲ活動はどのように考えているのか、よろしくお願いします。 

 議長、すみません。その前に少しパソコンを見てみますと「三重の環境」、こういうものが

三重県のほうから出てます（大谷議員、資料を提示）。この話を少しさせていただきたいとい

うふうに思ってます。②の環境保全対策に入る前に少し時間をください。 

 場所は桑名市源十郎新田、ここは平成１９年、産業廃棄物のことによって河川敷から油のし

み出しが確認された場所です。平成２２年１０月にそのことが判明しまして、産業廃棄物の措

置の着手は平成２５年から平成３４年にわたって行われるというふうに書いてあります。この

事実に基づきまして、国のほうから５１億円の大きなお金が出てきております。 

 桑名市ではもう１件、嘉例川の産業廃棄物の処理が５７億円かかってやられるそうです。廃

棄物の種類はＰＣＢ、発がん物質です。非常にやっかいで、そして取り扱いが大変な物質です。

ＰＣＢの量は約６００キロ、油の汚染廃油は河川敷等の約１万５，０００平方メートルに広が

っております。緊急対策を行っておりますが、この下流のほうには桑名市の取水口もあります。

このようなものが地下水に浸透した場合、私たちの命と、そういったものが危険にさらされる

のは当然のことです。私もこの事案を見た時に少しためらいがありました。という事実も、こ

れから発覚しないとは限りません。 

 そこで、そういった環境に対しても、水道水源に関しても、そういった処置はこれから十分

講じていってほしいと、こういうふうに思ってます。 

 それでは環境保全対策についての１番から４番、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環境保全対策についてのご質問にお答

え申し上げます。 

 ネオポリス外周緑地は団地開発により環境の保全、公害の緩和、景観の向上等に供すること

を目的とする公共空間として残されたもので、その外周は約７キロメートルと長く、町の所有

地でありながら、手入れの行き届かない部分もございます。場所によっては民家に直接面する

ところもあり、住民の方からの苦情や要望により、その都度、樹木の剪定や伐採を行ってまい

りました。 

 平成２７年度からは「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し、まず、笹尾西１丁目にお

いて危険木の伐採を行い、今年度は、家屋に直接被害を与える樹木が多い笹尾西４丁目の町最

終処分場と面する緑地の危険木の伐採、剪定等を行う予定でございます。実施前には地元自治

会や緑地に接する住民の方のご意見やご要望等を十分に聞かせていただき、生活環境の保全、

向上を図ってまいりたいと考えております。 



 また、城山３丁目外周緑地の一部分では、昨年度、県の災害発生基礎調査において、危険性

が高いとされる特別警戒区域に該当したことから、本年６月に地元説明会が行われたところで

す。災害の危険を取り除くため早急な対応が必要であり、法面保護とあわせて路側の整備に係

る補正予算を、今回計上させていただいております。 

 次に城山３丁目東側緑地の整備は、三重県が推進する「企業の森」制度により、荒廃化した

山林の整備や観察道の整備を東洋ゴム工業に行っていただいております。この制度は、一段と

厳しい財政状況の中、行政の財政負担を抑えて森林の環境保全が行えることや、社会全体で森

林をしっかり守っていくという波及啓発効果は大きいものがあると考えております。 

 今回の整備期間は平成３１年度で終了いたしますが、その後も引き続き、東洋ゴム工業には、

整備した山林の環境保全活動にご協力いただくこととなっております。しかしながら町所有の

山林でございますので、再び荒廃化しないよう、企業やボランティア団体、地元住民の方の積

極的な参加もいただきながら、大型車両の通行する東側道路の安全対策も含め、維持管理に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に２点目の東員町の最終処分場の今後の維持と管理について、どう考えているかというご

質問でございますが、最終処分場については、現在、自宅の増改築や駐車場整備で排出される

土砂・瓦れき類について受け入れを行っています。ブロックやコンクリートの中の鉄筋などが

排出されないよう、排出前に確認するとともに、排出先の現地の確認を行うなど、適正な管理

に努めております。 

 この処分場は、笹尾西４丁目側の緑地法面の高さまで利用しますと、計算上１５年ほどで許

容範囲を上回ると想定されており、限りある最終処分場用地を少しでも長く有効に利用できる

よう、今後も適正な管理に努めてまいります。 

 なお、埋め立て後の土地利用については、粗大ごみの受け入れ先として利用するとともに、

災害発生時の廃棄物の仮置場として利用したいと考えております。また、土砂・瓦礫類を引き

受ける処分場の代替地については、現在のところ新しい処分場の計画や用地取得等の予定は特

に考えておりません。 

 続きまして３点目の粗大ごみのリサイクルについてでございますが、現在、粗大ごみは、学

校区の６校区に分けて年間それぞれ４回、合計２４回、最終処分場の一角で分別して回収して

おります。 

 ご質問の粗大ごみのリサイクルでございますが、これまでも回収した鉄類については有価物

として業者へ引き渡しております。小型家電類につきましては、従来は廃棄されていたレアメ

タルをはじめとする金属類の回収を目的として、粗大ごみ回収日に加え、役場庁舎や笹尾連絡

所及びストックヤードの３カ所にて回収ボックスを設置し、リサイクルに努めております。 

 また、家具類の中で再利用可能なものを選び、桑名広域清掃事業組合のリサイクルの森で補

修・再生した上で、定期的に展示販売などを行っております。そのほかにも十分使えるものが

あれば、リサイクルバンクやフリーマーケットの活用も推進しております。今後も粗大ごみを

最大限に有効利用できるよう努めてまいりたいと考えております。 



 最後に４点目の水源地上流地域との交流について。 

 本町の水道水は、１００パーセント地下水により供給いたしております。この地下水は、い

なべ市、桑名市に降った雨水などが地下に浸透し、本町に地下水として流れ込み、水源となっ

ております。今後、水源の水質及び水量を安定的に確保していくことは重要であり、近隣市に

おきましても、水道水源を地下水に依存していることから、広域的連携及び関係部署とのつな

がりを深め、財産としての水道水源を将来に残してまいりたいと考えております。 

 今後のＰＲ活動につきましては、現在も小学４年生を対象に水道について学習をいただいて

おりますが、その学習の中でもさらに伝えてまいりたいと考えております。 

 また、地域住民の皆さまにはＰＲの機会をつくり、水道水源の環境保全の大切さをお伝えし

てまいりたいと思いますので、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）   答弁ありがとうございました。 

 最初のお話の中で、緑地の話が出てまいりました。この件につきましては、自治会等ともか

なりの頻度で話し合われているというふうなことはお聞きしております。東員町の対応には感

謝しております。 

 外周緑地というのは、ネオポリスの中の団地開発工事の残地ではないかというふうに思って

ます。これの役割については、環境保全と外からのリスク、そういったものを軽減する役目も

負っているのではないかと、私はずっとかねがね思ってます。先の同僚議員の質問でもありま

したように、このたびのＲＤＦにかわる、ごみの施設、そういったところの搬入路にもなって

ますということで、それを心配される議員もおります。そして歩道等についても、危険箇所の

共有化ということを言われた議員も昨日おりました。 

 私は野生の生き物を質問を含めて住環境は地元住民とともにあり、住民主体であると思いま

す。急傾斜地についても同様、西４丁目、笹尾３丁目の事柄も同様に、住民参加があってこそ

話し合いができると考えていますので、この件についてもぜひもっともっと話し合いをしまし

て、現地の人と意見を一にしたいと思っております。 

 ２の東員町最終処分場の今後の維持と管理についてということで、これについて、出口法面

の高さとは、今ご説明がありましたけども、どれぐらいの角度とどれぐらいの高低差があるの

かな、ざっとでいいので教えていただきたい。そして跡地の利用については住宅地も非常に近

いので十分配慮したものにしてほしい、こういうふうに思ってます。 

 一度答弁、よろしくお願いいたします。 

○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、最終処分場に面してます笹尾西４丁目あたりのと

ころで構図といいますか、地形図をもとに地上で計算をいたしましたのですけども、住宅の敷

地から約５メートルほど高さがあるというところであります。それと、それに面する勾配とい

いますか、それが住宅に迫る勾配は、これも町道では計算しておりますけども、一般土木で使

われる３０度ほどではないかと、これはところどころによって角度も違いますし、長さも違っ



てまいりますので、この辺は机上のほうでおおよその数値という形でございます。 

 それと跡地利用につきましては、先ほど申しましたように、最終処分場の今現在も粗大ごみ

の受け入れを行っております。これも住宅側ではなくて墓地側、住宅から反対側で受け入れを

行っておりますので、これが大きく広まっていくということは考えにくいというふうに考えて

おります。 

 ただ、もう１つの利用方法としまして、災害時の一時的に出ます廃棄物、この辺については、

もしそういうようなことが起これば、あそこだけではございませんけども、そこも一時的に利

用したいというふうには考えております。ただ、これも設置する基準も決めてありまして、敷

地から５メートル以上は離すという形で、その辺の山積みをする場合はそういう基準を決めて

おります。 

 なおかつまた積んでいく角度としては１対２という形ですので、約２６．６度あたりの３０

度より、もうちょっとなるい形で積むような形を計画してございます。実際にこういうことが

起こった場合は、これを基準に設置をしてまいりたいと思います。ただ、多い少ないもありま

すので、その状況にもよりますので、一概にこれで通すということではございませんが、基準

としましてはこういった数字で考えております。 

 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）   ありがとうございました。 

 私ちょっとその高さだとか、そして高低差だとかということで質問させていただいたんです

けども、宅地の地面から５メートルぐらいだよと、角度としては３２度ぐらいだよという話な

んですけども、これは急傾斜地のような考えでよろしいんでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   すみません。この場所については、急傾斜地としての指定

はされていないというふうに思っておりますけども。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○１番（大谷 勝治君）   そこら辺の問題は、東員町にも環境基本条例というのがあるわ

けですけども、今後できたら理念だけではなくて、そういったこれからの環境問題に対して、

きちっとできるようなものを何かつくっていただきたいなということを思います。 

 それで２の要望になりますけど、埋め立ては１５年で終わってしまうんだと、あとはわから

ないんだというわけではなくて、もしそれが本当に必要なもので、土砂等だけで埋め立てると

いう状況であれば、ぜひとも１５年といわずに、百年の計をもって、そこら辺の土砂とか、そ

こら辺の対処をできるようなものをつくり上げていってほしいというふうに思ってます。これ

は要望です。 

 ３のものに関して、使えるものについてリサイクルバンクと集約して、そういったものは常

設できないんでしょうかということを少し問いたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 



○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   リサイクルできる常設というところでございますけども、

最初の回答にも述べさせていただきましたように、広域清掃事業組合の中にありますリサイク

ルの森で、一時的、定期的に半月、１週間か２週間程度展示をして即売しているというところ

でございますけども、今現在それ以外に、できる場所設定というところが今のところございま

せん。うちが持ってますストックヤードもありますが、そこにつきましては常時詰まっておる

わけではございませんけども、ペットボトルやビン、缶が入りますと全面施設を使ってまいり

ますので、ちょっと余裕的なところがございません。 

 ただ、あともう１つ、うちのほうの玄関前に設置をさせていただいておりますけども、リサ

イクルバンクの利用でございますけども、掲示をしまして、物といたしましては自宅のほうに

お持ちいただいて、情報を皆さんに提供させていただいて、その中でやりとりをしていただく

というところで、またなおかつホームページにも、それを掲載させていただいております。も

し場所的になければ、そういった形で情報、いろんな写真も含めて、載せるような形も考えら

れるとは思います。 

 そういったことを含めて、常設というところでは今すぐに直ちにできる場所がございません

ので、今後はもしそういう要望が強いようであれば、また検討はしてまいりたいと思いますが、

ただ、粗大ごみも大きく今まで出す中で、なかなかリサイクルして出せるようなものというの

が徐々に減ってきております。昔ですと、立派な頑丈な家具がございましたけれども、今現状

ですと、作りつけといいますか、自分で組み立てた家具とかいう形も多いものでございますの

で、なかなかリサイクルして使えるものというのもないというのが現状でございます。 

○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。 

 今、空き家等々もありますので、そこら辺も含めて今後お考えいただきたいなというふうに

思ってます。 

 ありがとうございました。 

 それでは４番目、水道水源についてお話を伺ったので、それに対する要望等についてお話を

させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   要望ではなくて質問にしてください。 

○１番（大谷 勝治君）   はい、質問させていただきます。 

 冒頭でお話をしたような、三重県からのそういった配信がありますけども、地下水に関して

ですね、私はこれまで水道水源にかかわる質問を２回ほどさせていただいてきました。地下水

の実態、そしてそれに端を発して熊本地震の現状等々について、あそこも１００パーセントの

地下水を有しておるわけですけども、そういった取り扱いについて、いま一度、皆さんときち

っとしたものをつくり上げていったほうが私はいいのではないかというふうに思ってます。 

 上下水道事業の維持管理のまんぽの話とか不明水、耐震化、施設の更新費用、そして財政、

地下水の取得状況と今後計画されている井戸水等について、または三重大による涵養地の調査、



そういったものを今まで羅列しましたけども、質問させていただきました。 

 この中で私が思うところは、前の６月の議会でも質問させていただきましたけども、水源地

保護条例、環境基本条例、この２つありますけども、横をつなげて理念だけではない、しっか

りしたものをつくっていってほしいということを思います。 

 私たちは自然がつくった水源を水道として享受をしてまいりました。運がよかったこともあ

り、事なきを得た事実もあります。こういった配信された情報についても教訓は生かしていく

ことが肝要だと思ってます。私たちのライフラインである水道について、その環境保全の取り

組み、取り扱いについては、むしろ人間の問題があるのではないかと、またそういった容易な

らざるものもあるということは認識しております。 

 私は今後も住民とともに行政も横のつながりを強く持っていただき、水源地保護の推進をし

ていってほしいと切に思います。 

 最後に、そのためには住民の皆さまに水の大切さ、それゆえに水源地を守ることの必要性、

このことをぜひ知っていただくために、上下水道局といたしましてもＰＲ活動を行っていただ

き、一層の水道行政に力を注いでいってほしいと思います。 

 答弁は部長のほうでよろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   すみません、ご答弁申し上げます。 

 桑名市の源十郎新田、嘉例川地区、これにつきましては本当に事前対策の必要性、これが重

要だと思います。これを怠りますと、後々莫大な費用がかかるということでございますので、

それについてはしっかりとやりたいと思います。 

 また、町内だけじゃなしに、役場内だけじゃなしに、地域の住民の皆さん等々、包括的な形

でこれから行う必要性というのは重々感じておりますので、しっかりやっていきます。 

 あとＰＲにつきましても、担当部長を含め環境関係等々から、そういったＰＲはしっかりや

っていきます。 

 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）   ありがとうございました。 

 それでは終わりたいと思ったんですけども、地域の環境保全水源地を含めた長期展望という

ものが本当に実効性のあるものにしていくには、やはり町としての施策が必要なので、そうい

ったものに対しての充実的なものは、今後ぜひ必要だというふうに思ってます。そのことにつ

いて今後考えていってほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 これで私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 


