第９号
さち茂人後援会だより

今年で４年目を迎えます
いよいよ４年目の議員活動に突入です。 私、さち茂人も皆様の暖かいお支えをいただき、日々勉強に、
そして、人との出会いや会話を重ねるにつれ、
「人としての生き方」を学ばせていただいております。
静岡市、清水市が一緒になることも決定し、議員の任期は２年延びましたが、今後も勉強をしてさらに
見識を深めたいと思います。 そろそろ・・・時代(日本)も少しずつですが確実に動いてきているように思い
ます。 これからの私たちにとって「何が必要なのか」しっかりと見極めて市政に反映したい。今後も初心
の気持ちを忘れず。 そろそろ・・・二回目への挑戦を気にしてそわそわもしていますが、今後ともどうぞ
ご支援、ご指導をお願いします。

今年度（平成１４年）の「さち茂人」は・・・
今年の議会や会派での役割が決定しました。
「議会では」
・産業振興消防委員会副委員長。
・巴川総合治水対策特別委員会。
・青少年問題協議会委員。
「自民党市議団会派では」・政務調査会副会長。・研究会では政令指定都市研究会、産業・環境研究会を担
当します。 「その他に」自民党静岡市支部では引き続き・静岡市支部青年部長です。
産業振興消防委員会とは
①
②
③
④

農林業、水産業の第１次産業から第２次産業、第３次産業まで幅広い産業分野に関すること。
商店街などの商業振興や労働行政に関すること。
地場産業について。
消防行政に関すること。

等です。新しい分野への挑戦であり補助金の種類も多いので勉強し甲斐がありそうです。

静清合併について・・・
すりあわせ？ってなに？
すりあわせとは・・・静岡市のやり方、清水市のやり方に違いがある
場合などに、新しく良いやり方に変えたり、どちらか良いほうに合わせた
りするよう、話し合いをすることです。
来年の「新静岡市」までに８６３件の事柄を話し合い､決めます。
対等合併なので非常に話し合いが多くもたれているところです。これは
市民にとっては良いことだと思います。事業の見直しやより良いサービス
について話し合うからです。
議会において清水市とのすりあわせについては・・・議員同士の話し合
いで、決めることもあります。例えば､本会議場をどこにするか？などです。
このような二つの市が一つの市になることで発生する話し合いもありま
す。 現在の議員が決める話し合いについて決定したものは、以下のとおり
です。
・本会議場の位置は現清水市役所内会議場（さち茂人は２年間、清水に
通います。
）
・政務調査費は静岡市に合わせる。
・議員定数は５６人（議員は２１名減ります）
・委員会は６つで同時開催。静岡、清水３つずつ現市役所で行われます。
・来年度、行政視察を行わない。（少しでも経費削減を）

Ｑ
Ａ

静 岡 の自然 に感謝、感謝 ・・・

｢

｣

Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ

市民の現在の状況を把握して、どんなところに気を
配り、保険制度の見直しを行うか？

Ｑ

将来の駅南口について市長から答弁をいただきました。
（市長答弁は初めてでした。）
現在の広場を東側へ広げます。
（５,１５０㎡から８,０００㎡に広げます。
）

Ａ

②介護保険について

Ｑ
Ａ

給水 区域内 の普 及率は九十 五％。
Ｑ 残り の五％ の人はど うしているんだ い？
Ａ 井 戸水を使 っている家があ るんだ 。
Ｑ うちも昔、井 戸だ ったなあ。
Ａ それ で、伏流水は安全 な水にす る必 要が あ るだ ろう？
だから、浄水場 （
お水をきれ いにす る所）が 一つあ るんだ 。
それから、地 下水をくみ上げ る取水場が 市内 に 二十六箇所あ る。なんと
地 下百メート ルま で掘 ってくみ上げ る。くみ上げ たお水を各家庭に送 る
配水場が 二十八箇所 で、配水場はみんなが お水を使わな い時 （
夜間など ）
に水を貯め てお いたり、地 震や停電 のとき のために自家発電装置 つき の
も のもあるんだ。
Ｑ 水道管も必要だね。道路を掘 って水道管を埋め る 工事を良く見るよね。
Ａ そう。水道管が なく ては水は送れな いよね。
去年は配水管だけ で三六，六 四五メート ル設置 （工事 ）したんだ 。
ちな みに 一メート ル の工事費は小さ い管 で五万円、 大き い管 で十 一万
円、布設替 え の管は十七 万円ぐらいお金が掛か る。
Ｑ すご い多く の管を埋め ているんだなあ。お金が掛か るんだね。それから、
井 戸が 枯れる こと ってあ るけど、地 下水はなくならな いのか い？
Ａ それは静 岡市 の地形によるも のなんだけど、静 岡市は安倍 川 の扇状地 に
あり、また広大な南 アルプ スの山々を 天然 の貯水池と し、急流河川と い
う特性により水源や水質に恵まれ ているんだ 。それから、工場など の大
口の使 用者 には条例 で水利用に規制を掛け ている。だから、大丈夫 って
訳ではな いんだけど ・・・
Ｑ な るほど。自然に感謝 しなくち ゃね。それと静 岡に住ん でいて良か った
と思 ったよ。お茶なん て静 岡 の水 で入れな いと味が 落ちるからね。
Ａ そうだね。僕たちは水を大切に思う ことと自然に感謝す る ことを い つま
でも忘れ ては いけな いんだ 。
Ｑ お金 じ ゃ買えな いもんね。
Ａ お っと、良 い事 言うね ー。最後に これから の水に対する ことなんだけど、
自然 の水にはクリプ ト スポ リジ ウム っていう原虫が いて卵を増殖 して、
下痢や腹痛を引き起 こす 原因になる ことがあ る。
Ｑ なんだ い、急 に。怖 いなあ。
Ａ これか らはも っと浄 水 にも気を 配り、 高 度な水処 理も必 要とさ れ るん
だ 。安全 のためにね。それから、現在、静岡市 では今ま で の簡素化ろ過
方式に加え て急速 ろ過方式 （不純物を 固まらせ てろ過する）を活用す る
段階なんだ 。
Ｑ よくわかんな いけど ・・・お いしく て、安全な水を供給するために市も
が んば っていると いう ことだね。
そういえば、君は海外に行 ってきたそうだね ー。良か ったね、お腹 こわ
さなく て。（
笑）
Ａ 海外 では、 「エビ アン （
市 販 の水）
」を飲ん でたから ・・・（
笑）
Ｑ 次 の選挙 で涙を呑まな いようにね。（
笑）
Ａ ・・・き つい言葉だなあ ・・・

①駅南口広場と人の流れについて。

あれだけ吹き荒れたサッカー熱はどこへやら・・・
サッカー好きの僕としては､日本でのワールドカップ開催は
小さい頃からの夢でした・・・キャプテン翼の影響かな・・・
色々な手を駆使したけど、結局チケットが手に入らず、スタ
ジアム観戦は出来ませんでしたが、テレビの前に仲間と一緒
に歓喜をあげて日本を応援していました。
｢本当にサッカーが好きなのかな～みたいな人」までが「サッ
カー」
「サッカー」と言っていましたが、ワールドカップが終
わり３ヶ月も経つとそのサッカー熱もどこへやら・・・
あの時のサッカー熱がそのままＪリーグへ向かっていれば、
日本サッカー界も、もっと活性化するのにな～と、ちょっと
つぶやく最近でした。

今回は
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について質問しました。

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

久 しぶりだね、 元気 ？今年 の夏も暑か ったね ー。
本当に。僕なんか大浜プ ールに何度も行 ってしま ったよ。家族みん
な でね。そういえば、 君 の携帯電話が 夏 の間 つなが らなか ったけど
なにかあ った のか い？
・・・実はＮＴＴへ料金 の支払 いが 滞 ってしま って、 止められ てし
ま ったんだ よ。幸 い電気料と水道料と家 賃は間に合 ったけど ・・・
また計画しな いでお金使 ったん でし ょ。（
笑）
こんな窮地は学生 のころから慣れ てるさ ー。昔は電気も止められた
ことあ ったけ ・・・でも何故か水道を止められた ことはなか ったよ。
お水は人間が 生き ていく上 でも っとも大切だからね。震災 の時も
そう でし ょ。だからなかなか水道は止めな い。
そうか ー。料金払わなく ても止めな いのか ー。
お いお い。料金はち ゃんと払 ってくれよ。滞納 しても料金負け て
くれな いぜ 。
冗談だ よ。（
笑） でも本当にお水は大事だね。と ころで水道は確か
静 岡市が管 理、運営 してるんだ よね。儲かるでし ょ。タダ みた いな
水を供給 してお金もら ってるんだから ・・・
またそういう こと言 って、儲か っては いな いよ。去年だ って料金
上が った でし ょ。儲か っていれば 上げ る必 要な いし、 僕たち議 員が
黙 ってな いよ。
そう？水道行政 ってま ったくわかんな いよ。い った いど うな って
いる の？
ち ょ っと難 しいけど、 我慢 して聞 いてくれ る？水道と 下水道は企 業
会計と して運営され ているんだ 。今 回は水道 に絞 って話すよ。まず
料金 の設定だけど、 大体 四年間 で料金 の見直 しが 行われるんだ。
去年は これから 四年 間 （Ｈ十 三年～ 十六年ま で）で約 二十億 円 の
赤字が 出ると 予想されたんだ。それ でやむなく上げ た。
なぜ故にそんなに赤字が 出るんだ い？
いろいろな事情はあ るけど、まず みんなが お水をあま り使わな いと
高 くな る。電気もそ うだ よね。景気 も関係す るだ ろう。それか ら、
現在、静 岡市は第 ７期拡 張事業を計 画、実施中なんだ 。よりお いし
く て安全なお水を多く の市 民に供給す るために。そ の事業計画に
掛か るお金と みんなからもらう料金が ト ント ンでペイ でき るよう
運営される。
へー。 でも事業計画を 見直 せば 料金上げ なく てもすむ でし ょ。
そ の通りだね。僕も議 員になりた て の頃、 聞 いた ことが あ るんだ 。
でも、「
計画が 遅れれば 水道水を供給されな い人は困るし、災害 の時
のことを考 えた整備も必 要す」と説 明された ・・・難 しいね。
と ころで、 水道 の事業 って何だ い？それが わからなくち ゃ納得 でき
な い ・・・
は じめに、静 岡市 の水源に ついて説 明す るよ。静 岡市 の水源は安倍
川 の伏流水 （
牛妻地 区） 三十％と地 下水七十％ で成り立 っていて水
質は、 日本 一と い ってよ い 「
お いしい水」なんだ。。

平成１４年６月定例会(本会議)で一般質問を行いました。 編集後記

