
1 

○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 ２番、広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   議員ナンバー２番、広田久男です。 

 それでは通告書に従い、私の一般質問をさせていただきたいと思います。 

 私は大きく２つの項目、一つ目は、下水道の不明水についてということと、それか

ら２つ目に、地域コミュニティ応援プロジェクト、これは４月に発足したんですけど、

それの進捗についてという２つのテーマで質問させていただきます。 

 では、一つ目の下水道の不明水についてという質問であります。まず、東員町で発

生する汚水は今、川越町にある北勢沿岸流域下水道北部浄化センターというところま

で流れていって汚水処理が行われて、その後、伊勢湾に放流されています。 

 令和２年度の９月の決算審査において、上下水道課の報告がありました。東員町か

ら流れ込んだ汚水の排水総量は、令和２年度の実績で３７３万７，０００㎥、そのう

ちで有収水量、つまり下水道料金がもらえる汚水の流入元がはっきりしている汚水量

というのは３０９万５，０００㎥、その差の６４万２，０００㎥というのは、どこか

ら流れて入っていったか分からない不明水と言われるものだという説明がありました。

過去５年程度の流量の推移グラフが決算報告書に付いておったんですけど、有収水量

という下水料をもらえる汚水量というのは、ほとんど、若干増えているかなというぐ

らいの、非常に安定して推移しているんですけれど、この不明水という方が年々上昇

傾向にありました。 

 そこで質問です。一つ目、令和２年度は例年に比べて相当多く不明水の量が増えて

いました。何で令和２年度はそんなに増えたのか、その要因が何なのかお尋ねします。

２つ目の質問、不明水は下水道料金の請求先が分からないものですから、その費用は

税金で支払うことになると思います。令和２年度はその不明水の処理費にいくらかか

ったのか、金額を教えてください。金額と一緒に、それが全負担額の何パーセントぐ

らいになるのか、それも併せて教えてください。３つ目の質問、不明水はこのまま何

もせずに放置したままにしておくのか、あるいはこれから何か対策をしていこうとす

るのか、具体的な計画をお尋ねします。この３つについてご答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣博康上下水道課長。 

○上下水道課長（石垣 博康君）   それでは、広田議員のご質問にお答えさせて

いただきます。本町の下水道につきましては、昭和６３年度に下水道全体計画を策定

し、平成元年度から本格的な事業に着手し、現在、人口普及率は９９．２％、下水道
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施設の管渠延長が約１７０ｋｍとなっており、おおむね整備は完了させていただいて

いるところでございます。 

 １点目の不明水が増加した要因についてでございますけども、不明水とは、流入下

水量のうち、下水道管理者が下水道料金、下水道使用量などで把握することが可能な

水量以外の下水量となっておりまして、雨天時の浸入水、地下水の浸入水、その他浸

入水に分類されておりまして、それぞれ発生源、浸入経路が異なっております。また、

近年のゲリラ豪雨など、雨の降り方の変化による影響、また一部湧水の多い地域にお

いて下水道管が破損したことにより浸入水が流入していたことが増加の要因と考えて

おります。 

 ２点目の不明水に対する処理費用についてでございますけども、本町から排出され

た汚水は、三重県が管理運営します北勢沿岸流域下水道北部浄化センターで終末処理

させていただいております。その処理にかかります費用につきましては、令和２年度

で、約２億１,３７０万円となり、うち不明水の処理に要した費用は約３，６７０万

円でその割合につきましては１７．２％となってございます。 

 次に３点目の不明水対策における今後の計画についてでございますけども、平成２

６年度から４年間、城山地区におきまして、浸入水の解析や管渠等のカメラ調査など

による不明水調査を行いまして、その原因究明に努めてまいりました。調査の結果、

雨水がマンホールに直接流入することを確認させていただいておりますことから、国

の交付金を受けまして、マンホールの蓋替えを実施し、令和４年度に完了予定となっ

ております。これによりまして、雨水の直接流入が削減できるものと考えております。 

 また、本町の下水道施設は、令和１１年度には整備後３０年を超える管渠がピーク

を迎え、老朽化によります不明水の増加も予測されますことから、不明水が下水道管

渠に与える影響等も考えられますことから、引き続き調査を実施するとともに、施設

更新の優先順位を見定め、計画的に事業を推進し、不明水の削減に繋がるよう努めて

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（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   大体分かりました。 

 それではちょっと先ほどの質問、回答に加えて質問させてもらいますけど、ものす

ごい金額だと思うんですね、三百何十万立米の費用に令和２年度で２億１，０００万

円ぐらい、そのうちどこから入ってきたか分からん不明水は３，６００万円ぐらいの

お金を毎年税金で払っていますというお答えだったですね。ここもちょっと問題なん

やけど。 
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 もう一つ、そういうことはあかんので、城山地区については平成２６年から４年か

けて雨水の侵入とか、そんなのを防ぐためにマンホール蓋を替えて、今まさに工事し

ていますよと、恐らくこの先、おっしゃらなかったけど、それなりの成果が出ますよ

という期待を持ったお答えだったと思います。それで本当に結果が出ればいいんです

けど、まずその前に、各家庭、東員町中から出る汚水というのは、宅地を通って、多

分道路の下やと思うんやけど、下水の本管が流れていて、それがものすごいでかい本

管のところへ行って川越町まで行くと思うんですけど、どこかで流量を計らんと、コ

ントロールが効かないですよね、東員町がどれだけ汚水を流しておるのかが。そんな

町内の流入量を、汚水量を計っているような箇所というのは５、６か所あると聞いた

んですけど、概略でいいんですけど、どういうふうに地区分けをして流量を計ってい

るのか教えてもらえませんか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣博康上下水道課長。 

○上下水道課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。本町の下水道に

つきましては、三重県が管理をしております流域下水道関係、接続をさせていただい

ておりますのと同時に、三重県が汚水量の測定を行っております。 

 まず測定の接続箇所につきましては、町内で５か所行っておりまして、神田、稲部、

笹尾、城山の合流点で１か所、また員弁川南側になりますが、南大社地区で２か所、

長深、中上地区で各１か所となっております。全部で５か所、これが県で測定をさせ

ていただいている箇所になります。 

 また、町独自でございますけども、２か所測定をさせていただいておりまして、城

山地区で１か所、また笹尾、城山の合流点で１か所、全部で２か所町独自での測定点

を設けております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   引き続きなんですが、その測定しているという流量測

定のデータというのは、これは２４時間連続して見られるんですかね。それとも１時

間ごとぐらいに、１時間にこれだけ流れましたよというふうな形でデータを取ってお

るのか、これは多分、どこか多いときがあって、少なかったりする変化を見ていかな

いとつかめないと思うので、どんなデータが取れておるのかもちょっと教えてもらえ

ますか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣博康上下水道課長。 

○上下水道課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。議員おっしゃる
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とおり、汚水量の測定につきましては、１時間ごとということで測定させていただき

記録をとらせていただいてる状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   もうちょっと知りたいので、今取れている測定データ、

神田とか、どちらかというと南と、それから長深、大社、中上のデータ、これは先ほ

どでいうと、継続してデータが取れているということなので、それぞれの地区のデー

タを見て、例えば令和２年度、ものすごく多い日と少ない日があると思うんですけど、

それはどんな日で、どれぐらいの差があるのか、ちょっと分かるように簡単でいいの

で教えてもらえませんか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣博康上下水道課長。 

○上下水道課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。議員おっしゃる

とおり、不明水、流量が流れるところの多い、少ないはございます。その中で先ほど

ご答弁させていただきました接続箇所ごとの測定の結果から見させていただきますと、

やはり降雨時において汚水量が増加しているということが確認できております。特に

神田、稲部、笹尾及び城山地区の接続点での増加がやはり多いかと思っております。

また笹尾・城山地区の流量計を基に降雨時に調査を行っておりますけれども、やはり

不明水の侵入箇所までというところは特定には至っていないという状況となっており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   根の下で何か原因があって対策をしようと思うと、相

当にデータをとらないと本当の原因ってつかめないんですよね。自分も会社出身なの

でそんなことばかり仕事の一つとしてやっていましたから、その頃というのはすごい

大変なんですよ。素直にさっと思うのは、神田、稲部、笹尾だけでものすごい人口が

多いところに細かなデータが取れていないような、１か所で測定しているようなので、

発生源が果たしてつかめるのかなという気がしてなりません。面積も大きいし。だか

らその辺からもうちょっと調べる気があるなら、まず問題意識を持って調べていかな

あかんかなと思いますけど、その辺はどう考えていますか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣博康上下水道課長。 

○上下水道課長（石垣 博康君）   お答えさせていただきます。やはり議員おっ

しゃるとおり、先ほどの神田、稲部、笹尾、城山地区、こちらで１点というところの
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測定箇所ということでは、やはり広域であり、また市街化の区域が多ございます。そ

の関係で、先ほどもちょっとご説明させていただきました、町の方でも２か所独自に

調査個所を設けておりますけれども、こちらの方も検討もさせていただきながら、不

明水の箇所の原因究明に増やすことも検討させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   もう一つ、最初に戻りますけども、令和２年度で３，

６００万円ですかね、税金を使っているのは。この半分なら１，８００万円浮きます

わね、税金が。だから決してこれはやって無駄というか、効果が出ないものじゃない

し、すごい大切なことだと思いますので、だれも反対する人はいないかと思いますが、

ぜひとも早いうちに手を打っていただきたいなと。その手の打ち方なんですけど、多

分あまり課長は言われんけど、我々はずっとこれで苦労しているんやと内心思ってい

ると思われますから、ある程度すごいあたりは持っていると思うんですよ、どの辺り

が怪しいという。全部やろうと思ったら何千個か何万個に近い個数を調べなあかんの

で、ある程度今まで積み重ねてきた履歴というか、結果を持っているはずですので、

ぜひともやっていただきたいと思います。 

 ということで、町長、この件について何か反論があれば、あるいはどうしていくの

か、ご意見をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   全く反論はありません。当然、要らん金は減らしてい

かなあかんということですので、今やっている蓋替えでどのぐらい減るのかという予

想もあると思うんですが、おっしゃるとおりに、調査できることはきちっとやって、

データを盾にどうするかという対策を考えていかなあかんというふうに私も思ってお

ります。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   ありがとうございます。ぜひ水道課長、調査をやって

というので、ばんばんやって、三重県というか日本どこでも困っている、ネットで調

べるとすごい困っているところはたくさんあるので、早いこと東員町はここまでやっ

たんやというぐらい、見本になるぐらいの、ここまでやったぞというふうになるよう

にぜひとも取り組んでください。よろしくお願いします。 

 続いて２つ目の質問です。地域コミュニティ応援プロジェクトチームの進捗につい
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て質問します。 

 今年の４月から、政策課内に発足された地域コミュニティ応援プロジェクト、これ

の質問です。一つ目、現在のプロジェクトの進捗状況についてお伺いします。２つ目

の質問、新しい交付金制度を、これを軌道に乗せるため、これからどうしていこうと

しているのか、プロジェクトの計画をお尋ねします。町長または関係する執行部のご

答弁をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   では、広田議員のご質問にお答えします。 

 地域コミュニティ応援プロジェクトチームは、第６次東員町総合計画に掲げる主体

的で特色のある地域づくりの推進を目的として、地域にお住まいの皆さんが誇りを持

って、自ら地域づくりに取り組んでいただけるよう、その取組の応援、支援をしたい

との思いから今年４月に立ち上げさせていただきました。 

 また、その支援の在り方として、次年度からの新たな交付金、地域づくり交付金の

制度設計を進めています。この新たな交付金は、第６次東員町総合計画の期間に合わ

せ、令和４年度から令和１２年度までの９年間を交付期間とし、前期・中期・後期と

段階的にステップアップしていくようなものとしています。 

 当初、この交付金は、自治会を含めた様々な団体が参画する新しい地域コミュニテ

ィを交付対象として検討していましたが、これまで地域の中心である自治会の皆さん

との話し合いの中でいろいろなご意見を頂きまして、当初３年間は自治会に焦点を当

てることとさせていただきました。まずは自治会が課題解決を進めながら、少しずつ

地域全体を視野に入れていくための期間としていただければと思います。なお、将来

的には中期は自治会を中心とした様々な組織が連携し、地域を形成していく期間、後

期は自治会を中心とした地域が自ら考え、事業を展開していく期間とさせていただく

予定です。 

 今後の進め方としましては、地域コミュニティ応援プロジェクトチームを中心とし

て、この交付金の要となります地域計画の策定の支援や、地域課題の相談など、自治

会の皆さんと一緒に相談しながら進めていきたいと考えています。 

 最後になりますが、この交付金は、これまでの使い道が決められていた補助金とは

違い、地域の皆さんが、自ら自分たちの地域をどうしたいかを皆さんで考えていただ

くことに重きを置いています。地域の実情により、それぞれ取組は違ってくるでしょ

うが、あくまでこの制度はお金ありきではなく、地域課題を自立的・持続的に解決い

ただくための地域社会の基盤の構築・強化の一助としてご活用していただければと思
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います。 

 主役は地域の皆さんです。何分これまでと違った新しい取組となりますので、戸惑

うこともあるとは思いますが、皆さんにはこの交付金制度が軌道に乗るとともに、地

域づくりを着実に進めていくことができますよう、地域の皆さんに応援してもらいた

いと思います。 

 行政としても応援していきたいと考えていますのでどうぞよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   ありがとうございます。すごいまとまった文章で欠点

のない文章みたいに思うんやけど、非常に分かりにくいので、最初のところを教えて。

令和４年から１２年までの９年間を３年ずつ分けて前期・中期・後期とやっていきま

すと。まずそこの令和４年から６年の前期は自治会に焦点を当てて、自治会で抱える

問題を解決していくみたいな話だったと思うんです。どうやって進めていくのか、プ

ロジェクトチームが描いておる筋書きというんですかね、段取りというのか、ストー

リーというのか、もう少しイメージできるように、前期の３年間だけでいいので、イ

メージできるように簡単に教えてください。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   前期３年間のご質問なんですけれども、自治会の

方には前期は自治会が自治会内に抱える課題を解決していく期間として、少しずつで

も地域に目を向ける期間とさせていただいています。また、自治会と行政、私たち行

政が地域計画の検討によりまして、自治会が抱える課題を解決していく、自治会を強

化していく期間、地域全体を視野に入れていくということにさせてもらっています。 

 これはどういうことかと言いますと、自治会は全て同じ課題を抱えているわけでは

ないと思うんですよね。よく聞かせてもらうのは、例えば在来地区とネオポリスはち

ょっと課題が違っているよねとか、そういったお話も聞いたりします。他の自治会で

はなく、自分の自治会にどういう課題があるのかなというのを考えていきたいという

思いでさせてもらっています。 

 その中で、なかなか気付きにくいことなのかもしれないですけど、自治会という組

織には、自治会はそもそも世帯主を構成員とした組織ですので、例えば自治会員であ

っても女の方とかお子さんとか、そういった方に改めて目を向けてもらうということ

もしていただくとか、自分の自治会がまた違ったものに見えてくるのではないのかな

というふうにも考えています。 

 あと、地域計画の話もさせてもらったんですけれども、地域計画は自分の自治会を
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見つめ直すきっかけにしてほしいなという思いから作ってもらいたいなということで

させてもらっています。計画という形にすることで、自治会の課題が浮き彫りになる

のではないか、それを私たち行政は提出されるのを受けるだけではなくて、一緒にな

って考えていきたい。そういった思いを地域コミュニティ応援プロジェクトは考えて

います。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   そして、続けての質問ですけど、今言われたようなプ

ロジェクトの考えを、各自治会のリーダーさん方、自治会長さん方は、よっしプロジ

ェクトの言っていることはよく分かったで協力してやるわというお返事をもうもらっ

ているのか、その辺はどうですか。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   そうですね。今までいろいろ議論させてもらいま

して、具体的に言うと、８月と１０月と１１月の自治会長会でいろいろとご意見を頂

いたり議論をさせていただきました。私たちはこういうふうにこれからやっていきた

い、自治会さんにもこういうふうにやってもらいたいというお話をする中で、最後の

１１月では、あるい程度のご理解は頂いたんじゃないかとは考えていますけれども、

やっぱりこれからも、これはどうかなとか、あれはどうかなとか、あるいはそんなつ

もりじゃなかったんだけどなとか、いろんなご意見は出てくると思います。私たちと

しては都度お話を伺いながら進めていきたいと思います。 

 進め方としては、ただちょっとこれまでとは違うのかもしれないんですけども、行

政がやっておくとか、行政が調べておくとか、そういったことではなくて、そういっ

たお話があったときには、じゃあ一緒にやりましょう、では一緒に調べましょうとい

う形で進めていくことができたらいいなというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   丸山課長の思いは分かります。本当に一番難しいとこ

ろだと思うんです。自分も自治会長をやっておって、経験があって、自治会で何をす

るか、なった人は最初分からないんですよね。その分からない人が、まずその人の性

格とか培ってきた考えとかあるんだと思うんですけど、やっぱり地域が好きになって

もらうとか、みんなのためなら全然苦労と思わへんわというような、前向きな性格と

いうか、ならないと自治会は絶対によくならないと思うんですね。合理的な考え方ば
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っかりしとっては、今までがそうだったので、面倒くさいことは全部行政に言ってお

けば何とかなっておったので、自分たちでしようというところが、大分薄れてきてい

るんですよね。自分もそう思います。たまたま自分は幸いなことに、古くさい中上地

区だったので、昔の意識がようけ残っておるところやから、助けてくれるような気風

がまだ残っておるんですよ。だから自分も一生懸命やっていたからそれがよかったの

かも分からんけど、助けてくれるような人たちがどんどん、どんどん出てきてくれる

ので、全員とか絶対無理なんですよ。だから自分の考えは、１割おってくれたらすぐ

に２割になるんですよ。まず１割が動いてくれるというか、一緒に共感してくれる人

を持ってきたらいいんです。自治会長さんの中でもそうだと思うんです。最初は絶対

に全部はいかないので、自治会長さんの中で、丸山課長が思っているような意見に共

感してくれる人たちと、まずそれでやればいいと思います。今の教育は、一人も取り

残しのないようにとかいうけど、それは最後のところで一緒になればいいので、みん

な一緒に最初からスタートするのは多分できないと思いますので、そんな気持ちでや

っていけばいいのかなと思います。 

 そこで質問です。まだ大分まとまっていないリーダーさんたちと話を詰めていない

ようなので、まず令和４年度の具体的に。自分が思っている考えしか言わなかったん

ですけど、丸山課長が思っているので、もう少し具体的に、令和４年度にこのプロジ

ェクトでしたいことをイメージできるような言い方を、決意が欲しいけど、まとまる

かなと。お願いします。 

○議長（島田 正彦君）   丸山 太政策課長。 

○政策課長（丸山  太君）   ありがとうございます。令和４年度から交付金が

始まります。先ほど、広田議員がおっしゃったように、最初から全て２３の自治会が

この交付金に手を挙げてやれるかというと、そうじゃないのかもしれません。あるい

はどこかのモデルケースではないんですけれども、ここから始めていこうかというと

ころが先駆的に始めていくことになるかもしれません。あるいは、２３自治会がこの

全て自ら課題を見付けていただいて、やってくれるかもしれません。そこら辺はまだ

フレキシブルに、随意的にやっていくつもりでいますけれども、相談を受けたときに

は、なるべく寄り添う形で一緒になって考えていきたいというふうには考えています。 

 最初から何をしたらいいのかなと、自治会さんも思い付かないこともあるかと思い

ます。そんなときには、まず課題の抽出からですね。今何に困っているのとか、そう

いったところから丁寧な相談に乗っていければなというふうに考えているところです。 

 以上です。 
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○議長（島田 正彦君）   広田久男議員。 

○２番（広田 久男君）   自分は自治会長さんの見方に近いんですけれど、自治

会というのは、毎月ぐらい自治会主催の何か行事をしているんですね。地域の人に集

まってもらうように。それをこなすのだけでも相当疲れるんです。準備して、その前

準備して、当日まで段取りして、片づけをしてみたいな形の、それを回転するのに一

生懸命なんですよ。何をするかと言ったら、ほとんどが地域の人が集まってくれる祭

りとか、それから防災に関することとか、草刈りとか村役に関することとか、地域の

人が寄ってくるということ自身が、もうこれはコミュニティ活動なんですね。何のこ

とはない、どこの自治会もすごいやっているんですよ。わざわざ課題というと、課題

はたくさんあるの知っていて、どれを課題に注目して進めていくかという焦点を絞り

込めているかどうかだけなんだと思います。今わざわざ探すことをしなくても、それ

が見えてないだけなんですよね。 

 だから、そんな状態を行政も分かってあげて、うまくその自治会長さんと話をしな

がら、お互いに気付いて、こうしてこないかというのは出てくるはずなんですよ。そ

れをまだわだかまりがあるというか、どういう相談が来るかみたいな待っとる体制に

なっている。そこが自治会とか住民、それから行政とのちょっとしたギャップなんで

す。そういう気がないのは分かるんやけど、住民とか自治会さんの方が、ちょっと押

し付けられているような、ボールを投げられて、俺らに預けられてまた投げ返さなあ

かんみたいな感じで、押し付けたらあかん、もっと上手なキャッチボールになってほ

しい。ちょっと来ないなと思ったら、どうって逆に心配してあげるとかね。 

 そういう気持ちがもう一つと、自治会長さんやらいろんな住民の人も、その辺をど

うやってやるかという知識というか、どういう技術というか能力というか、そういう

のが分かっていないので、多分今僕が言っているようなことは、どこの行政、あるい

はどこのコミュニティ、町のコミュニティどこでもそうやけど、苦労している一番の

難題なんだと思います。だから、別に丸山さんが遠慮せんでいいので、もうどんどん

そういう課題を克服したところを見に行ったり、来てもらったり、それからいろんな

同じ問題を話し合う、４、５人で話し合うのが一番いい、ワークショップですね。そ

んなのをやりながら、一人一人のスキルを上げていったら、それが一番早いと思うん

ですね。これは教えてもらって身に付くものじゃないので、ぜひそこをお願いしたい

と思います。 

 これを結ぶときに調べておって、ＮＨＫに地域づくりナビというコーナーがあって、

その中でちょっと感動した言葉を抜粋してきたので、これをちょっと読まさせてもら
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います。丁寧な合意形成は地域づくりの基礎である。つまり合意形成とは、自分の考

えでは人の輪づくりと同じ意味だと解釈しています。震災復興などから得られた成果

を少し抜粋してきたので読ませてもらいます。住民が主体となって進めるまちづくり

は、どこの地域にとっても重要です。しかし、そこで大きな壁となるのが合意形成の

難しさです。一部の人たちだけですばらしいまちづくりの計画が出来上がったとして

も、合意形成の過程で多くの不満が残ると決して成果は上がりません。みんなが我が

町と思えるようなまちづくりのためには、計画づくりの段階からできるだけ地域の人

たちが関り、遠慮なく意見を出し合えるような関係になる、その仕組みを考えること

が絶対に必要です。利害も考え方も異なるいろいろな人たちが長い時間をかけて進め

る話合いは、時間やエネルギーのかかるとても面倒くさいやり方です。それでも丁寧

に行われた合意形成は、長い目で見れば問答無用の、例えばすぐに多数決をとること

に比べれば、はるかに大きな住民の理解や地域づくりへの積極的な参加など、書くこ

とのできない成果を生み出すことが分かってきました。それは何よりも一人一人が支

え合い、安心して暮らせる地域の基盤となることです。このとおりだと思います。こ

れができたら役場も議会もみんなが助け合っていけるという、どんどんステップアッ

プしていくことだと思いますので、一番プロジェクトが苦労されているんですけれど、

苦労されているけど、それをもうちょっとリラックスできるというかな、まあ何とか

なるやろうというぐらいの気持ちで挑んでいってほしいと思います。あまり肩ひじ張

らずに、格好つけずにやっていけば絶対にいいので、ぜひそうやっていってください。 

 何かこっちばっかり話してすみません。これで私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

 


