
○３番（大谷 勝治君）   お昼の１番、本日最終の質問者となりました。よろしくお願い

いたします。 

 近年、九州北部を中心に記録的な大雨をもたらしました。線状降水帯による豪雨災害が発生

しました。東員町におきましても、発達した積乱雲で夜に豪雨があり、被害も出ました。田ん

ぼが時間１００ｍｍという雨をある程度蓄えてくれたというふうに思っています。陣頭指揮を

とられた町長をはじめ、職員の方々、お疲れさまでした。これから台風シーズンに向かいます。

風水害の危機管理に気が抜けない時期となってまいりました。また世界的にも超大型ハリケー

ンがバハマに上陸し多くの建物が全壊、または半壊し甚大なる被害が出ていると報道がありま

した。地球温暖化による異常気象が叫ばれ、フランス、ロシアなど世界にもミツバチが激減す

る一つの要因になっております。そういった中、地域の環境がより大切であると私は考えてい

ます。 

 それでは、通告書に従いまして、今回の私の質問は、１項目めの地域の環境についての、次

の３点について伺います。 

 １点目は、近年、東員町の自然環境は蛍を含む野生種の減少、主に魚類等の外来種の増加に

よって、地域の自然環境は変化してまいりました。希少生物の生育域は農業用水路と密接に関

係し、目に見える環境指針となっております。農業を核としたまちづくりを推進する中で、環

境に配慮した取り組みについて。 

 ２点目は、農業用水を含む水の利用について、古来より表面水のため池、井水の水利用が行

われてきました。当然水利権が発生し、利用者の応分の負担責任も発生します。現在はほぼ全

ての水源を地下水に求めた結果、当然そこには大きな枠組みでの受益者負担が発生すると考え

られますが、このことについての考えを。 

 ３点目は、地域の環境、命の水について、地下水保全のための対策。町内における水源地対

策と東員町以外の近隣自治区内の涵養域対策の現状と対策について、またこれらの協議の場に

ついて、以上、３点について伺います。よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   環境についてのご質問にお答えを申し上げます。議員ご指摘の

ように、自然界に生息する希少生物は、近年、環境の変化により減少傾向にあり、本町におき

ましても、希少動植物を見られる場所は、以前に比べ少なくなっております。こうした中、自

然環境と農業とは密接に関係しており、農業用水路やため池は、農業水利としての利用だけで

なく、希少動植物を含めた豊かな生物を育むといった多面的な機能を持っており、学校教育の

現場でも、生き物と触れ合える、自然学習や環境教育の場の一つとして活用されております。

農業は最も環境と調和した産業でありますが、一時期、農薬や化学肥料など、環境に負荷をか

ける時期もありました。近年の農業では、環境への負荷が少ない農薬や肥料等を使用するよう

になっており、さらに自然と調和した有機農法も推奨され、現在は、町内でも、自然環境や水

環境への影響は少なくなっていると考えております。現在、本町で取り組んでいる大豆プロジ

ェクトにおきましても、環境に配慮した取り組みを進めてまいりたいと考えております。 



 次に、受益者負担の考え方ですが、飲料水にしろ、農業用水にしろ、私たちが水を利用する

には、取水や給水・排水をするための施設が必要であり、その建設費や維持管理経費等の費用

をその使用状況によって負担を求めていくことは当然のことと考えております。本町を含めた

自治体や企業が、自らの費用で地下水を取水し、使用することについては、基本的に制限はか

けられませんが、地下水利用者は、そのエリアでの地下水等の保全のための調査・研究や協議

を行っていく義務があると考えております。東員町の涵養域は町内に留まらず、近隣市町を含

めた広域的な行政区の中にあることから、近隣市町を含めた協議が必要と考え、協議を呼びか

けているところでございますが、残念ながら、今のところその協議の場は整っておりません。

水環境を専門とする担当課につきましては、本町に限らずどこの町村でも、少ない職員で多岐

にわたる業務を担っており、新たに専門的な窓口を設置することは難しいのが現状でございま

す。横断的な連携を図りながら、水環境につきましても対応してまいりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございました。それでは１点目についての質問とい

うことでよろしくお願いいたします。 

 ため池のある公園は住民にとって身近な生活にうるおいと安らぎを与えてくれる貴重な環境

です。しかし水中においては、水生昆虫、在来魚の激減と水中の環境が悪化してまいりました。

その要因の一つとして外来種の繁殖が挙げられます。ため池には魚類・カメなどの外来種が優

勢種となり、貴重な在来種が激変してまいりました。カメではミシシッピアカミミガメが優勢

種となり、イシガメ、クサガメが追いやられている現状があります。このような現状は農業用

水路にも外来魚が蔓延する結果となり、そこに生息する希少生物ばかりか、普通にいる田んぼ

の生き物まで数を減らしています。外来魚を蔓延させないための方策を伺います。 

○議長（三宅 耕三君）   産業課、中村幹人課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   お答えさせていただきます。外来種につきましては、防除

するだけでなく予防するということも非常に大切かと思っておるところでございます。特にた

め池等につきましては、釣りをさせる方が他から持ち込みをされるというようなことも聞いて

おりますので、そういったことがないように啓発等の看板等で持ち込みがされないようにとい

うことで啓発をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   今、桑名市におきましても、池には看板が立っておったり、子

どもたちの描いた絵があったりということで、なかなかそういったものについて外からの持ち

込みというのは難しい現状です。いなべ市におきましても、員弁大池につきましても、大きな

字で「釣り禁止」とかそういう方法をとっておられるので、ぜひとも東員町も外にそういうも

のを出さないような方策を、または看板啓蒙というのをぜひやっていただきたいというふうに

思ってます。 

 それでは答弁の中で、子どもたちと生き物とのふれあいの場として学校教育の中でも自然学

習や教育の題材の一つとして取り上げられているとお聞きしましたが、どのようなことをされ



ているのかお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。主にいろんな場面で子どもたち

が自然にふれる、生き物にふれるという活動をしております。小学校低学年であれば生活科を

通して、３年生、４年生、５年生になれば総合等を通しながら、社会、理科を通しながら環境

学習等を進めておるという段階であります。また中学校においては、理科とかそれぞれの学習

時間を使いながらそのような授業を進めながら地域の環境ということで、自然環境を環境教育

の場として捉えております。 

 また学校現場の先生だけではなくて、外部の人に来ていただきまして環境教育とかごみの教

育というのも進めているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   ありがとうございます。今、蛍の話を少し出しましたけども、

東員町には今年も飛んでおりましたけども、数についても非常に少なくなっている。そこで子

どもたちの蛍を守るということで看板づくりをしていただいたり、環境教育が時間をかけて直

接地域の自然と触れ合うことによって充実してきたと、現在私は思ってます。今後とも地域の

自然と触れ合うような環境教育を進めていってほしいというふうに思っています。行政の皆様

に対しても、環境破壊をさせないための方策、手だてを研究して実施していっていただきたい

と思ってます。 

 それでは、農業を核としたまちづくりの推進について、今日の農業従事者は一般的にも激減

し、農業のあり方が問われる時代ですが、全国的にも東員町におきましても農作物の生産は今、

農薬、肥料についても環境負荷の軽減を図り、自然環境や水環境に配慮した農業形態になって

いるとお聞きしています。東員町は大豆プロジェクト、栽培を推進していますが、環境に配慮

した取り組みを進めますとの答弁でお聞きしましたが、どのような取り組みなのかを伺います。 

○議長（三宅 耕三君）   産業課、中村幹人課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   現在、大豆の方に取り組みを始めておるわけでございます

けれども、環境への負荷ということにつきましては、農薬であったりとか、化学肥料というよ

うなものを使っておるというのが現状でございますけれども、そういった農薬であったりとか、

化学肥料を少しでも減らすような形で栽培をすることによって、減農薬であったりとか、有機

栽培を取り入れるというようなことで実施していけば、環境に配慮した農業というような形で

実施できるのではないかというふうに考えておるところでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   減農薬ということで、今までのそういった政策の流れとは違っ

た方向を出しながら、そういうことをやっておられるんですけども、この中でオーガニックと

いう考え方、あるいは有機、ＧＡＰなど、自然界の健全な食物連鎖などの環境をできる限り保

全したり、適切な労働環境や社会を実現したりするための取り組みもあります。このようなこ



とに取り組んで、または実践されている農業関係者が東員町にはおいでになるのでしょうか。

質問します。 

○議長（三宅 耕三君）   中村課長。 

○産業課長（中村 幹人君）   農産物の生産につきましては、食品としての安全というの

が一番でございます。ただ食品の安全だけではなく、環境保全であったりとか、労働安全、そ

ういったことに取り組むことによりまして、持続可能な農業が可能となってまいります。こう

いった取り組みを第三者が認定する制度といたしまして、ＧＡＰという形で認証制度がござい

ます。議員のおっしゃるとおりに、この制度を活用して現在、町と農福連携で取り組んでいた

だいておりますシグマファーム東員さんがこと本年１月にこの制度の認証を受けたところでご

ざいます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   大型の事業所ということで、全国的にも非常に珍しいかなと、

頑張ってやってみえるんだなというふうに私も思います。シグマさんでしたかね、今後、１年

後の東京五輪に関しても、パラリンピックの商材というふうになれるのかなと思っております。

農業に関してもそういう自然に優しいような取り組みが今非常に評価されていると私も思いま

す。環境負荷の軽減、環境保全機能向上に配慮した持続可能な農業を併せ持った農業を核とし

たまちづくりに期待させていただきたいと思いますので、町長、何かこのことについて一言あ

ればよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   できるだけ環境に配慮した農業というのを推進していただきた

いというふうに思っています。ただ、やっぱり生育条件とかいろいろ、害虫被害とかそういう

ものもございますので、やっぱり適量というか、できるだけ農薬、化学肥料を使わない農業と

いうことで、全くなしという方もみえますけども、難しいところもあるというふうに思ってい

ますので、できるだけ環境面に配慮しながらの農業というのをやっていただきたいなというふ

うに希望しております。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   いろんな条件があったりという中で、大きくそういうところへ

舵を切ってきたのかなと思ってます。 

 それでは次の質問にまいります。農業が持続的に発展を続けるためには、農業の自然環境機

能の維持、増進が挙げられます。私は農地が維持されることが生産地であるばかりか、今や地

域の自然環境にとって最も重要な場所であり、地下水の貯留涵養池としても、また雨水をため

る機能においても大切なものと認識しております。現在におきましても、硝酸性窒素について

も各地域において地下水混入が危惧されているわけですけど、このことにおいても水田が分解

に有効という意見もございます。古来より東員町六把野の名を掲げた井水が３００年のときを

経て、当時の井水を残し現在も機能しています。１２ｋｍに及ぶ用水は員弁の水をかんがいし、

田畑を潤し、水を涵養しています。命の水に貢献する井水を今後かんがい遺産として取り扱う



考えを伺います。 

○議長（三宅 耕三君）   社会教育課、石川 清課長。 

○社会教育課長（石川  清君）   お答えさせていただきます。六把野井水は江戸時代の

初期に作られた農業用水でありまして、３８０年を経た現在でも使用されております。非常に

緩い勾配ということもあり、それで送水していることや、ところどころサイホンとか掛け樋と

いった土木技術を用いられていることから、文化的な遺産というふうなことで価値あるものと

認識しております。ただ残念なことに取水口のあるいなべ市の北勢町から最終の桑名市大仲新

田まで全長約１２ｋｍありますが、現在では本町の八幡どまりというふうなことで形をとどめ

ておりません。そのため井水そのものを登録の対象にすることは難しいというふうに考えてお

ります。ただ本町におきましては、江戸時代後期に作られました六把野井水の姿を今に伝えま

す古地図を所蔵しておりまして、これは議員もご承知のとおりですが、城山小学校の１階の町

の郷土資料館にその写しを常時展示しております。こういったものを六把野井水を内外に発信

していきたいというふうに思っておりますし、この古地図の原本の取り扱いについても町の文

化財調査委員会で検討したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   いろいろお考えになって、貴重なものですのでよろしくお願い

いたします。こういうのは水の大切さを伝えることができるものであるというふうに私も思っ

ております。それで三面張りにはなっておりますけども、最近の蛍の減少に伴うんですけど、

この六把野井水は相当そういった蛍なんかが住んで非常にきれいなところなので、今後の取り

組みに期待したいというふうに思っています。 

 この答弁書の中に受益者負担の考えということで述べられておりますが、水を利用するため

の施設費は当然支払わなければならない、これは私も同感です。ただ地下水の利用について、

水は無尽蔵にあるわけではございません。地下水の使用料は支払われない、このことに関して

は少し疑問が残ります。このことに対して、今現在の考え方というのを少しお聞かせ願いたい

というふうに思います。お尋ねします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村浩也課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   地下水の受益者負担の考え方ということで、水道事業

者としての一面もありますけどもお答えさせていただきたいと思います。地下水の受益者負担

につきましては、権利が跡地に附随するものであり、現在その負担を行っていないというのが

現状かと考えております。ですが農業も含め、自然環境の中の循環型の社会、これの中で考え

ていくと、地下水についても涵養域により受益を受けているものというふうにも考えられるこ

とから、今後いろいろと広域的な涵養域の中の近隣市町も含めた協議の中で、その涵養域の保

全という面から考えていくべきかなというふうにも考えます。負担金という取り扱いについて

は、ちょっと一般的な負担金の考え方とは類するところがあり、先般、議員も研修に行かれま

した熊本市、こちらの方の考え方でも協力金と、皆さんが協力をしながらその利益地を守って



いくという考え方、その方向で近隣市町とも協力してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   涵養地のお話が出ました。それでそういった保護のために活か

すことができるかなというふうに私は今提案させていただきましたけども、この件についても

今後の課題かなというふうに思っています。 

 命の水が地域の皆様のものだとするならば、制限がない地下水利用は将来水不足を招きかね

ないかなというふうに思います。このことについて、取水する量などは取水者の考えによって

決定されるのかなと、このことについて伺います。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   お答えさせていただきます。地下水全般につきまして

は、環境面ということでございますけども、今、頭初ご答弁させていただきましたとおり、担

当課というところもなかなか整理できていない中で、地下水を使っておる水道事業者としての

考え方でございますけども、今、東員町の水道についての涵養域については、以前から三重大

さんの方に調査をお願いさせていただきながら、涵養池の方も究明に取りかかっているところ

でございますけども、東員町全域の地下水の涵養、水の量とか、水位、これについては現在、

監視も究明もしていない中でございますけども、東員町も含めた近隣市町の地下水の全体量、

水位、水質等、今後その協議が整えば、その中で調査をし監視をすることによって、企業様も

含めた中の地下水の利用によってどのように影響を与えるのかというのは今後究明されていく

ものかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   そこで、今私どもは総務建設の研修ということで議長さんも、

私も言わせていただきました。それで熊本市というのは、熊本県は１００万都市、熊本市にお

いては７４万人を有する大きな都市です。私たちの住む２万５，０００の規模の町ではとても

ないすばらしい取り組みが行われております。この１００万人の人を養うための地下水の方法、

方策、これはやっぱり全然違うと言われても、やはり私のところもやっぱり地下水というのは

私らにとっても命の水、それで何とか、これには近づけないですけども、そういった問題提起

というのは議員として当然だと思いますので、本日は提起させていただくわけですけども（パ

ネル提示）ちょっとフリップを出させていただきましたけど、今、熊本市におきましては、他

府県のことを言うのは何ですけど、この命の水をいかに大切に持っていくのかと、加藤清正が

４００年前に白川水道を開拓した、その精神をもって歴史のある地下水の醸成を展開しておる、

こういうふうに私は思いました。そして彼らがそれをやるときの自信に満ちた態度に私は感銘

を受けました。 

 それで熊本市は今何をやっているのかということ、実は地下水の調査をしているんですね。



地震もありました、３年前に。それも含めて対策をとられています。じゃあ熊本市、熊本県を

含めて１１の市町がどういうことをやっているのかというのをここの表に置きかえました。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員、ちょっと持ち上げてください。 

○３番（大谷 勝治君）   水道の使用料１日当たり、生活用水も含めて使用料、平成１４

年から始まった一人当たり２５４リットル、これを令和６年まで徐々に下げていく、なぜ下げ

ていくんだ、私も疑問に思いましたよ、こんな大きな水、何万トンも大量に蓄えている地下水

を持ちながら、なぜそこまでやるのか、そこには緻密な調査がございまして、不足するという

んじゃなくて、令和６年にはこれだけの水が要るだろうと、７，３００万リットル、この強大

なものが要るんだ、これについてじゃあ地下水の今の状態はどうなんだという調査がもうすご

い勢いで進められています。それと結論は、令和６年に対して、２１０リットル、一人当たり

２１０リットルを堅持してやっていくことによって、私たちの命の水が与えられるんだと、そ

ういう話でした。水道水を１００％地下水で賄う事業体、これはちょっと古いですけど、これ

は平成２６年度版ですが、１０万都市から数えてちょうど１０都市あるんですね、５万とか２

万とかだともっとたくさんあるんですけど、それぞれの行政が頑張ってそれをなしとげて次世

代に繋いでいくという方法をとっているわけです。その中で熊本市は、熊本県と一体となって

これを進めている、非常にいいことだなと私は思っています。今までいろんなことがありまし

た。地下水汚染、そしてそれを何とか凌ごうという設備もありました。昭和から平成までの間

に、そういった例えばクロムエチレンとか、そういうものが分解せずに地下に残ったやつを排

出してる。こういうシステムを使って排しつつ、今もまだ排出しているんです。これは３０年、

４０年かけたって無理なんです。一度汚染されたものはもう取り返しがつかない、これは歴史

が語っているわけです。だから熊本をはじめ、皆さんはわかっているんです。絶対にこういう

ことは取り締まらなければいけないというのをわかっているんです。その上に立った政策を進

めているわけです。ただ現在は、ここに書いてありますように、硝酸性窒素、これが近年増加

してまいりましたと、そういうふうにおっしゃっていました。水道の５３品目の中の一つ、窒

素濃度、１０ｐｐｍ、これは超えてはなりませんが、それに近い値というのは数カ所で見受け

られる。これはなかなかとれない。それを生活するもの、そして農業従事者、いろんな人に対

してこれを啓蒙していく必要があると思っています。 

 そこでちょっと質問いたします。東員町では、今、一人当たりの生活用水量はどれぐらい使

っておるのかお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   お答えします。東員町の中、全体と使っていただいて

おる住民の中の人口で割り戻しますと、お一人当たり２６０リットルほどお使いいただいてお

るかと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   一事業所というお話が出ました。水道局は頑張っておられる。

私もよくわかっています。私も３９年、下水におりました。上水にもおりました。今の状態を、



雨水対策についても呼び出しもいくつもかかって私も夜中までおるということでやってきたわ

けですけど、この地下水というのは非常に広範囲になっている、広範囲に広がっている。地下

水脈のそういった広範囲に広がっている地下水脈の監視を一体これはだれが行うのか、これは

一つの問題なんです。ましてや大事な命の水を扱うことに対して、日々この業務の忙しい中、

一水道事業者では、私もずっと３９年やった中で、非常に困難だと、ただこれは困難という話

では済まない。やはり皆さんの命を預かっている。 

 そこでこういった大きな都市が扱っている案件とかいろんなもの以外の私たちの小さな町の

中で、まずはこういったことの事実の把握、どれだけあって、どういう涵養池なのか、そうい

うことが今わかるんでしたらお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   先ほども少し触れさせていただきましたけど、８年ぐ

らいになろうかと思いますけど、三重大学さんに共同研究という形の中で、うちの水道水源に

かかわる涵養地の調査、監視という形で研究いただいております。その中で日常に降る雨、雨

の成分からうちの井戸の成分と突合を図る中で、おおよその涵養域の方向としては、いなべ市

のトヨタ車体さんから多度山脈、あちらの方から流れてくる水がうちの水源地の涵養域であろ

うということでございますけども、それがどこから分かれておるかとかいうところの究明まで

は、なかなか目に見えるものではございませんので、究明できるものでもないかというふうに

思っておりますけども、その中でこれは８年ぐらい地下水についての監視を続けてきておると

ころでございます。地下水は水路があって流れてくるものではございませんので、周りに干渉

される部分もありますので、全体的なその地下水の涵養域というのは今後究明を進めていくべ

きかとは考えております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   忙しい中いろいろ調べていただきましてありがとうございます。

この涵養域の調査、これは一体東員町とどこがやっているのかお伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   この三重大さんとの調査につきましては、水道水源を

もっておる東員町、四日市市、この中の過去の裁判がありまして、和解条項の中でお互いに水

源保護に取り組みなさいという中で、お互いにその調査をやりましょう、変化について監視を

しましょうという中で、四日市市さんとの負担割合の中で三者契約みたいな形で三重大さんの

方に依頼をして調査を続けているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   調査、あと研究というのがここに載っていますけど、一つは今

後どういうやり方をするのかなと私も思いました。この件につきまして、そういった地下水と

いうものが今私の頭におぼろげながら感覚的にわかってまいりました。ただこれをもう少し拡



大しながら、水量も含めてきちっと確認をして、明日のものに繋げていくというのが大変なこ

と、ただやらなあかんなと思っています。今、町長の発言の中で、新たに専門的な窓口を設置

することは今の時代には非常に難しいだろうと、そしてもう一つは少ない職員でいろんな多岐

にわたる業務を今行っているんだと、少子化、あるいは高齢者の増加、いろんな社会問題を皆

さんは一手に引き受けて、日夜頑張っていただいておる、これは私も十分わかります。そこで

横断的な連携を図りながら、水環境につきましても対応してまいります、こういうお話なので

すが、これは多分将来的にはこうはいかんだろうと、私の感覚では。他都市の地下水をひも解

いてみても、私もずっと名古屋市に在職しておりましたので、地下水汚染というのは非常に難

しい、これをその一事業者の水道に委ねていくというのはちょっと酷かなというふうに思って

います。 

 それで町長、今後もし許されるんだったら、そういった窓口、それを含めて環境の問題につ

いても、そういったもの全てを含めて、一度窓口というのを検討していただくわけにはいかな

いのかなということでご質問させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員町に限らず、どこの町村でも、市ではなくて、非常に職員

の数が少ない。やることはそんなに数は変わらないんですね、市も。ですから少ない数でやり

くりをしている、これがどこの町村も同じですけど、そんな中で今議員がおっしゃったような、

この水だけの専門窓口というのはかなり難しいということをお伝えしなければいけないかなと

いうふうに思っております。検討はさせていただきますけど、ほとんどできないほうが大きい

のではないかなというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   町長は適正配分をやられていると思うんですけども、やはり昭

和の初期からずっと比率的に職員は変わっていない。この問題については、町にぶつけるわけ

にはいかんですけど、一回質問させていただきました。非情を持ってきてやらさせていただき

ました。やはりそこが非常にネックになっているのかなと、町民に対しても、サービスに対し

ても、やはりもう少し緩やかな人員配置が、非常に厳しい財政を見ながらの話ですけども、や

はりいのちと直結するものというのはもう少し柔軟に考えていただきたいと思っております。 

 先ほど質問させていただきましたように、そういった自然に優しいようなノウハウを取り入

れてる、Ａ型事業所というのを始めて私もそういう中でそういうものを取得してきた点につい

ては、やっぱり自助努力がある。皆さんが頑張っている。やはり私らも含めて、これはせなあ

かんというものについては頑張っていきたいというふうに思っています。 

 涵養域の狭いところで論じておっても仕方ないので、何とか、特に広域に関してそういう意

見が述べられる、そう地域性に、議長さんもいるので、何とかしていってほしいというふうに

思っています。 

 それでは最後に一言言わせていただきます。地球上にある水のうち人間が利用できる淡水は

全体の約０．０１％と言われております。飲料水、農作物等は自然界の水の循環により支えら



れ受益を受けています。水を大切に使い、できるだけきれいにして自然に帰す、水を育む森を

守るなど、自然界の水の回復を守らないと、人間が使用できる０．０１％の淡水はすぐに枯渇

し、汚染されています。これは歴史的事実です。近年、町内におきましても、家庭の井戸の枯

渇も言い伝えられております。東員町の地下水は町内ではなく近隣市町にあります。住宅開発

による農地の減少、転作による水耕田の減少、未整備の山林、コンクリート製品による雨水排

水の整備、人間の住環境の整備により、反面、重要な水資源が現在失われようとしています。

東員町でもＳＤＧｓ、これを進めようとされていると聞いていますが、水の循環、限りある地

下水の保全について、広域的に取り組んでいくべきときがきておるのではないかと思うわけで

すけども、そのことについて、町長に再度意見をお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これにつきましては先ほど答弁させていただきましたとおり、

非常に重要なことだと考えてますので、東員町の水の涵養域は、先ほど課長から答弁させてい

ただいたように、東員町内だけではありません。そういうことで広域的な議論の場が必要だと

いうことで、他の近隣市町も含めて、議論の場についていただきたい旨呼びかけてはおります

が、現在のところそれが整っていないというのが現状で、大変残念に思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   大谷議員。 

○３番（大谷 勝治君）   いろいろありがとうございました。今後、こういう問題という

のはまた提起させていただきますけど、これは言い続けて、言い続けて、そして実現していく

ものだというふうに思いますので、いろいろとありがとうございました。本日はありがとうご

ざいました。 


