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龍神村の合併を検証

過疎に歯止めかからず
行 政に声 が 届 かない

市 町 村 合 併 を 検 証 し よ う と︑ 前 回 の 本 宮 町 に 続 き︑ 田 辺 市
と合併した龍神村を訪ね︑新婦人の会で活動する︑古久保久
代 さ ん︑ 赤 石 克 子 さ ん︑ 山 本 直 子 さ ん と︑ ２ ０ ０ ７ 年 に﹁ 龍
神村の合併は何を残したのか﹂を本誌に投稿していただいた
古 久 保 健 さ ん に︑ 合 併 し て ど う だ っ た の か 現 状 と 感 想 を 語 っ
て い た だ き ま し た︒ 聞 き 手 は 九 鬼 副 理 事 長︑ 柳 田 理 事︑ 大 前
事務局長です︒

一区になり︑１人になったの
かな︒田辺市の議員さん︑減
らして減らして︑その議員さ
んたちが龍神だけでなく大塔
なども一緒だと思うけど︑山
間部に足を運んでくれるのは
ほとんど居ない︒この実態を
見ないと︑現状が分からんと
思います︒買物１つ︑病院へ
行くにしても︑どんなに不安
な生活を高齢者が送っている
のか絶対分からんと思うので
す︒
しかもそれは日々進行して
いる︒私らの小さな字で子供
は︑小・中・高校生ゼロです︒
殿原全体でも小学生が５人も
いない︒発展する未来は考え
られへん︒私も含めて高齢者
は︑助け合いながら︑どうや
って暮らしていくか不安な方
ばかり︒こうした実態を行政
がどこまで考えて対応してく
れるのかというのが多々あり
ます︒
山本直子 私は︑九州から大
阪へ行ってここに来たんやけ
ど︑最初︑龍神村というとこ
ろはすごいとこやと思った︒
女の人がめちゃ元気なんよ︒
婦人会かな︒
古久保久代 今は女性会やけ
どな︒
山本直子 旅館のおかみとか
が集まってね︒村長︑議員さ
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議員は 人から１人へ︑
職員も減った

古久保健さん、古久保久代さん、山本直子さん、赤石克子さん

大前 ２００５年︵平成 年︶
に合併しましたが︑田辺市全
体の人口は合併した当時８万
５千人から７万２千人と８割

ほどになっています︒龍神の
人口は合併時の４千５百人か
ら３千人と本宮と同様に６割
ほどになり︑市全体の倍位の
スピードで人口減が進んでい
るようです︒ここに暮らして
いて︑どうでしょう︑率直な
話でいうと︒
古久保久代 もうほんまに頭
に来ることばかり︑合併がど
うだったかと言われれば︑良
かったことはほとんどなくて︑
一番困っているのは︑田舎の
片隅で暮らしていくことの困
難さと︑今後の不安︒合併前︑
議員は 人で︑各地区に議員
が１人︑２人いて︑地元のち
ょっとしたことも言っていけ
た︒だけどそれが今はゼロに
等しい︒今︑龍神で議員１人
ですよ︒
古久保健 合併当初は３人お
った︒
九鬼 当初は旧町村ごとに定
数を決めていたのですか︒
古久保久代 そうでしたね︒
それから 年程たって︑全市
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私ら新婦人の会で︑子供医
療費を無料にしてほしいとい
う運動を５年ぐらいかけてや
ったのですよ︒そのときにも︑
なかなか請願しても聞いてく
れない︒それで３回か４回か
請願署名をして︑やっと︑一
昨年の４月からか︒
赤石克子 それぐらいやな︒
古久保久代 中学生までの医
療費が無料になったのです︒
そんなときでも︑田辺市全体
でしないとあかんのやけど運
動がしにくいのです︒私らは
一生懸命したのですけど︑思
いはあっても運動になりにく
い︒大塔も本宮も中辺路も旧
田辺も一緒にというのはなか
なか大変やった︒なので︑行
政区が広くなるということは︑
住民が求めている︑そういう
暮らしに直結する課題に行政
が手助けするという事になり

古久保久代 私らは新婦人の

龍神村の合併時の
たたかい

ん全員前に並べてね︒みんな︑ い︒声を届ける議員さんも少
にくいのかなと思ったりする
ないし︑行政の職員も少ない︒ のです︒
いろいろ暮らしのこと︑ゴミ
それに加えて地元の職員さん
のこととか︑どんどん追求し
赤石克子 行政に対して︑自
分が主人公やという意識が薄
が少ない︒学校の先生らもそ
ていく︒私が集会に行って︑
うで︑龍神出身の人少ないね︒ かった︒それで︑合併のとき
すごいおばちゃんらやな︑す
か ら︑﹁ え っ︑ 私 ら の 村 は ﹂
それと︑龍神出身の人でも︑
ばらしいとこやなと思った︒
と目覚めた︑新婦人の会で活
田辺市街へ家建てて︑龍神へ
そんなことは一切できへん︑
仕事に通って来るとかですね︒ 動したり︑市役所の移転問題
今は︑ほんまに︒
とか︑私らが主人公で︑行政
古久保久代 議員も少なくな
行政区が広がると
ったけど︑市の職員さんも少
へものを言っていいのだとス
なくなった︒しかも︑龍神出
トーンと落ちてきた︒いろい
地域の要望に応じられない
身者が少ない︒行政局に行っ
ろ言わなと思うのやけど︑久
ても知らん︒田辺など他から
代さんも言われたけど︑遠い
来ると思いますが︑龍神のこ
わけで︑そこの行政局ならち
とをあんまり知らんと思うの
ょっと行って︑こんなにして
ですよ︒
よと言えたのが︑田辺市へ行
柳田 今︑何人行政局に職員
ったら︑龍神はそうでも︑本
いるの︒
宮は︑大塔は︑旧市内はと言
古久保久代 ざっと 人ぐら
われたら︑しゅんってなって
しまう︒さっきの子供医療費
の問題でも︑龍神の要求はつ
かみやすいのやけど︑ほかの
３か町村と旧田辺市内︑どん
なに思っているか︑すごく運
動がしにくい︒今︑タクシー
のことやってるけど︑龍神内
は分かるけど︑ほかのとこは
分からない︒一緒に足並み揃
えて行くのはすごく難しいの
です︒
20

龍神村のシンボル旧役場（龍神行政局）

会として︑平成 年龍神村議
会へ﹁市町村法定合併協議会
への出席留保を求める請願﹂
を出した︒反対と違う︑もの
すごい優しい請願やで︒協議
会へ出席しないでという署名
をとって︑各議員さんにアン
ケートをとって︑議会へ行っ
て︑村長さんを前に必死で言
うたのを今思い出す︒結局︑
議会選挙があって︑合併推進
の候補者が出され︑合併する
ことになった︒でも︑自分た
ちのできる限りはやった︒
赤石克子 区会とか行って︑
田舎の区会は︑男の人の発言
権が強いから︑私たちは言う
のしんどかったし︑隣のおば
ちゃんは賛成しているのに︑
私は反対ですと言うのは勇気
いった︒あとで子供らに︑私
らこれだけやったんやと言え
るように︑悔い残さんように
闘いはしましたね︒
古久保久代 議員さんアンケ
ートで︑賛成︑反対︑保留と
いうのをとって︑全員から返
事を頂いて︑それをまとめて
会員へ配ったり︑私ら殿原の
ところでは︑一般のお母さん
たちがね︑合併反対のデモ行
進したのを覚えてませんか︑
デモ行進︒
山本直子 どこでしたん︒
古久保久代 丹生川からずっ
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と歩いて役場までした︒
古久保健 基本的にね︑国が
合併をしたかった︒今回の合
併の基本は︑１０００兆円の
国の赤字を賄う方法というと
こから︑地方自治を縮めるほ
ど国は交付税の必要がなくな
る︑政府が進めてきた市町村
合併というのが今回の平成の
合併だったと思う︒
赤石克子 そやったんか︒
山本直子 国主導なの︒
古久保健 １０００兆円とい
う赤字をいかに交付税で減ら
そ う か っ て い う︑ こ れ が 主
体︑その合併以後︑大体年間
万人位︑日本の人口が減っ
ていくのも人口減少と過疎と
いうのが結びついていく︒過
疎︑山村地域での生活がもう
できない状況︒日常生活が成
り立てへん︒そやから龍神村
で︑３年ほど︑合併問題を反
対賛成でなく︑とにかく考え
よという運動を始めて︑３０
０人余りの賛同を得たわけで
す︒結局︑行政は聞く耳持た
んという︒
赤石克子 村長さん初めは良
か っ た ん や で︒﹁ き ら り と 光
る︑小さくてもおかいさんを
すすってでも生き延びるっ
て﹂言うて︒こっち向いてく
れとったんや︒
古久保健 初めはそうや︒
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赤石克子 そやけどいつ頃か︒ くれたし︒﹁合併を考える会﹂
ころっと変わった時点があっ
を結成して︑村議会議員と集
て︑人が言うには︑東京へ行
団で協議をした経験もある︒
って一晩で変わったという話
けど︑そのとき︑議員は自分
も聞くんやけど︑当時は︑小
の意見は全然言ってくれなか
泉首相か︑国の方針を︑肩た
った︒だから︑夜︑私宅へ伺
たきをされて︑仕方なく村民
うて︑反対をしてくれという
の期待を裏切ったんかな︑と
願いをしたことも︒そういう
いうふうに︑私ら思うんやけ
活動をしても何の成果もなか
ど︒
った︒既定路線を進めるとい
古久保久代 研究所の佐古田
うような︑全国的にその流れ
さんには随分お世話になって︑ があったと︒合併は田辺市へ
何回かお話も聞かせてもうた
の吸収合併︒大きいとこに巻
りな︒
かれて︑これもう全国的にそ
古久保健 最後まで頑張って
うだったように思いますね︒
合併というのが政府与党の思
うままに乗ったっていう結論
やと思いますけど︒
柳田 みなべ町も最初︑田辺
市に含んだ広域合併︑ か町
村から７︑８になり６︑５に
なり︑ずっと変遷して︑みな
べ町女性の会が住民アンケー
トをとって︑それを見習って
町もとったら︑広域合併では
なく︑南部川村との合併がい
いという意見が多かった︒運
動も大事やし︑町長自身がそ
のことを受け止める︑そんな
町長だったので︑見本になる
合併って言うのやけどね︒
赤石克子 すごいなあ︑それ
は理解できますね︒
柳田 みなべ町と南部川村の︑
梅を中心としたまちづくり︑
「市町村合併はどうなる」村長を招いた母親集会（2002年９月）
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目的ある合併で︑その当時評
価して︑その後︑いろいろ問
題もあるけども︒龍神村でも
すごい運動をされたし︑県下
的にもすごい運動があって︑
県が最初︑７郡市の広域合併
を考えていたが︑広域合併は︑
那賀郡の５町と︑田辺の１市
２町２村︑この２つになった︒
合併しなかった北山村もテレ
ビで︑人口増えてるとか言わ
れています︒
赤石克子 ありますよね︒
柳田 単独で残った町村が︑
今︑目的持って頑張っている
というかな︑古座川町や太地
町など︒国の宣伝の財政的に
も大変になるとか︑そんな脅
し文句で追い込まれていった
けども︑そうではなかったと
いうことが︑はっきりしてき
てると思う︒そういう選択は︑
自分らの力だけではいかない︑
いろいろな力関係になってく
る︒県下的には今そんな状況
が生まれてきてるということ
だと思うのです︒

やりくりで要望に応える
小さな自治体
山本直子 人口増えてるのや︑
北山村って︒
柳田 子育ての政策が︑しや
すいから移り住んでくる︒

赤石克子 太地町とか北山村
とか︑私ら新婦人の会で調べ
たら︑教育費ようさん要るか
らと︑学用品を無償にしてた︑
北山村とか︒
古久保久代 給食費なんかも
無料になってる︒
赤石克子 小さな自治体がそ
れをやっているのを見たら︑
うらやましくて︑うらやまし
くて︑龍神村ならできたかも
しれんと思って︑お母ちゃん
らが子育てしやすいように何
かしてあげられるのやけど︑
田辺市やったら無理やと思う︒
古久保久代 小さな自治体や
ったらもうちょっとな︒
赤石克子 やりくりして︑出
来るわけや︒そうしたらまた
住んでくれるかもしれへん︒
今みたいに若い人は田辺の秋
津とかに住んで︑龍神の農協
へ通ってきたりしている︒龍
神村やったらすぐにできたの
に︒
古久保久代 最初︑合併する
ときに︑行政の各分野を旧町
村に振り分けて置くとかとい
う話もあったけど︑そんなこ
ともなかったし︒
山本直子 龍神といえば温泉
が売りだと思うけど︑龍神温
泉は合併前までは４００円で
入れたのよ︒近所のおいやん
も︑以前やったら盆に孫ら来

ても﹁温泉に行こら︑わし出
しちゃる﹂て言えたけど︑今
みたいに８００円になったら︑
よう連れていかんと言ってね︒
４００円のときは龍神村の人
がよく行っていた︒娘がアト
ピーで龍神温泉に行く機会が
多かったけど︑この 年程︑
行っても地元の人誰もおらん︒
柳田 地元の人の高齢者に対
する割引制度とか︑そんなん
ないの︒
山本直子 ない︒ ※障がい者は

４００円

柳田 みなべ町なんかは︑
歳以上の人は３００円︑国民
宿舎や鶴の湯温泉では︒そん
なん︑どこでもあるのちがう
ん︒
大前 僕とこも︑湯浅もある︒
柳田 日置川の昔の国民宿舎︑
あそこらでも地元の人︑割引
券持っているよな︒
山本直子 合併したその次の
年位に︑真砂市長さん来てく
れて︑各地区回ってくれた︒
近くの公民館で懇談会があっ
て︑区長の奥さんが﹁温泉は
区民が入って︑他に広めてい
くのが大事なことや﹂と一生
懸命言ってね︑みんなで拍手
したんやけど︑市長さん﹁は
いはい﹂って言ったけどな︒
その後何もしてくれへん︒地
元の人が︑もり立ててこそ龍
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神温泉も︑広まっていくと私
も思うわな︒

過疎でインフラの不安
柳田 本宮でこの間︑話聞い
たら︑大変な状態になってい
る︒紀陽銀行でも職員２人お
るけど︑公金以外の出し入れ
は全部ＡＴＭで︒
山本直子 ここらはまだ引き
出せるな︒
柳田 本宮は既にそんな状況
で︑農協も︑そういう方向へ
動いてきている︒
赤石克子 いつまで﹁きのく
に信金﹂さんがおってくれる
かって︒
山本直子 ゆくゆく︑ガソリ
ンスタンドなんかも心配やと
思う︑今は何とか数軒あるけ
どな︒
柳田 本宮で話聞かせてもう

たのは医療の関係と︑地域交
んし︑仕事もある︒それで移
通の問題で︑新宮の高校へは︑ 住者が来る状況がある︒
コミニティバスと熊野交通で
本宮では︑何町歩の田畑が
間に合うけども︑田辺は始業
放棄地で︑今まで米とお茶を
時間に間に合わないので︑下
栽培してた︒その人は︑遊ば
宿なり︑家族が田辺へ転居す
せておくのはもったいないと︑
る︒
古座川町のユズの取り組みな
山本直子 高校に行くのも︑
んかを紹介したら︑そういう
龍神内をバスが通っていたけ
とこも見に行って︑地域おこ
ど︑一昨年かな︑ここの西ま
し︑産業おこしできないかと
でしか来なくなり︑奥の人は
いう話もやってるんやけどね︒
ここまで送迎しないとバスに
赤石克子 ちょっと教えてほ
しいのですが︑小さな自治体
乗れない︒
は単独でもやっていけるのか︒
柳田 出てこなあかん︒
山本直子 そうそう︑毎朝西
また︑過疎は︑日本の今の政
まで送って︑帰りもまた迎え
治状況やったら︑進んでいく︑
にいかんなん︒
歯止めはかからんのですか︒
柳田 基本的にどこの自治体
地域の産業振興は
も財政的には大変やと思う︒
でも︑合併に参加せんと来て
いる自治体は和歌山でも全国
にも幾つもあって︑みんな︑
知 恵 出 し て 頑 張 っ て る︒﹁ 小
さくても輝く﹂という全国の
フォーラム開いたり︒
九鬼 食べていけるような農
業︑地域産業を発展するよう
な政策︑国が取らない限り︑
地方は減少していく︒根本は
国にかかっていると思う︒市
町村も独自の努力で地域の特
色を生かして頑張るところは
増やそうとしている︒
大前 国の行政がたとえ悪く
ても︑住民を守るという立場
大前 龍神の産業は︑龍神温
泉の話があったけども︑林業
とか農業はどうなんですか︒
赤石克子 業として
の農業はほぼないね︒
柳田 北山村なんか
は︑人口４００人ぐ
らいかな︑そんな中
で︑仕事も︑じゃば
らの収穫時期はその
仕事をして︑夏場は
筏下りの仕事をして︑
よそからの転入者を
受け入れている︒医
療費や教育費も要ら
龍神温泉

日本三美人の湯

で歯止めをかけるというのが
自治体の役割と言われた時期
がありました︒Ｕターン︑Ｉ
ターンの話にしても︑紀美野
町やかつらぎ町︑古座町など
過疎の地域やけども︑地域お
こし協力隊の人を毎年連れて
きて︑そこの地域に住まわせ
ることをずっとやってますか
らね︒
古久保久代 過疎に歯止めを
かけるような田辺市政やった
らな︑私らもまあ未来はある
んやけど︒
山本直子 田辺市もこうする
とか︑林業とか︑もうちょっ
と産業を振興してもらうとか
よ︑ほかによ︑ＩＴちゅうか︑
その仕事で︑ここで住むって
いうことも今の時代はできる
んか︒
古久保健 龍神で基幹産業︑
地域で生きるための就職やな︒
以前は︑林業その片手間に農
業をすると︑林業立村︒国有
地︑国有林があるし私有林も
龍 神 は 多 い︒ 例 え ば 白 蝋 病
は︑機械化によって 数名で
していた１年間の仕事量を４
人でできるようになった︒そ
の副産物として白蝋病が残っ
た︒住民は白蝋病だけ頂いて
苦しい生活を強いられた︒こ
れは国有林経営のせいやった︒
今の国有林の状況は︑植えて

20

そのまま手入れはもうしない︒
営林署に人がいない︒もう林
業では食えないという︒農家
もほとんどいない︒住民がど
う生きていくのか︑現実的に
僕自身も悩んでるわけですけ
ど︒
九鬼 森林組合はあるんです
か︒
古久保健 あります︒森林組
合の仕事も減っているな︒で
も︑何人か外からも雇っては
いるで︒
赤石克子 よそから来てる人
もおるし︑ここへ住み着いた
人も何人かいます︒林業も私
らが考えられんような機械化
がすごい進んでるようで︒
古久保健 枝打ちも︑伐採も
全部機械でしょ︒
赤石克子 女性でもできるよ
うに︒
古久保健 少々︑道なくても
移動できる︒機械化されたた
めに︑１人か２人が機械使え
ば︑山から木を切って出すの
も全部機械になってきてる︒
赤石克子 スマート林業やな︒
九鬼 ﹁小さくても輝く自治
体﹂の中にね︑北海道とか岡
山県で︑林業を主にしたまち
づくり︑木材を多目的に活用
できるように行政が応援して
産業を発展させている︒林業
だけでなしに︑地域の特色を

（5）わかやま住民と自治
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生かしたまちづくりが大事に
なっている︒
赤石克子 田辺市の予算をい
かに龍神へ使ってくれるかや
ね︒やっぱり人口の多いとこ
が多いんと違う︒
古久保久代 庁舎のこと考え
たら一番わかりやすい︒

自治機能を持った
地域協議会
九鬼 合併したとこでも︑旧
町村毎の協議会をつくってる
とこがあり︑議会ではないけ
ども︑公選で協議会を選んで
いる︒たしか新潟の上越市︑
そこへ市から例えば１０００
万予算を付ける︒それは自由
に使ってくださいと︒
赤石克子 活性化協議会とい
う協議会はあるけどお金付い
てないわな︒
九鬼 地域協議会の中で︑何
に使うかというのは任せる予
算を確保する︒平成の合併時
での地域の運動での産物︑自
治力が生かされた取り組み全
国の教訓として聞いたことが
ある︒
赤石克子 自分らもそれやっ
といたら良かったな︒
九鬼 それを本宮や大塔︑中
辺路でもやる︑龍神だけでは
駄目ということになるから︒

用車で送迎事業を行う事業を
古久保健 地域の特性を出そ
うんやね︒ただ︑要望を吸い
やろうとしていると紀伊民報
うと思てやっても︑右へなら
上げたり︑組織する人や組織
で見ましたが︒
えでないと︑ここにだけは金
がないから︑運動にならない︒
古久保久代 アンケートとっ
出せんと︒
それを何とかする︑仲間をつ
て︑結論としてはＮＰＯが有
古久保久代 まだ龍神には︑
くっていかなんだら進んでい
新婦人の会など︑要求運動を
償タクシーをやってくれる︒
かんやろから︒
する団体があるけれど︑中辺
結構お高いけれど︑ないより
赤石克子 自分らで精一杯や
もんな︒
路︑大塔︑本宮はどうなんか
ましやから︑私らはそれ後押
九鬼 研究所も力ないけども︑
な︑若いお母さんらの願いが︑ ししようと︑最近やっと行政
ちょっとは︑応援というのか︑
届ける受皿がないわけで︑い
も入ってきた︒それを使いや
連携の仕掛けはできるかなと︑
ろいろ思てると思うけどさ︒
すいもんにするために私らも
可能性を探りたい︒
今やったら︑給食費ただにし
やらんなんし︑区の人たちも
てほしいとか︑学童保育を田
分かってくれるようになって︑ 赤石克子 田辺市の同じよう
な悩み抱えてる地域の人同士
舎でもしてほしいとか︑それ
みんなでやれるとこまできて
の連携が取れるような︑こと
は吸い上げてくれるとこがな
います︒とにかく足を確保す
があったら︒
いからね︒
るのが一番やけどな︒
九鬼 そういう動きが見えて
九鬼﹁小さくても輝く﹂の教
山本直子 ＮＰＯの方が︑取
訓を聞くような催しを︑今日
り組みを始めて 年ぐらいっ
きたら︑こっちでも︑頑張ろ
のような小集会をもう少し広
ていうたんか︒
かという︒そんな︑相乗効果
げたような︑西牟婁のどこか
赤石克子 行政がな︑もうち
になり︑つなげるようになっ
ょっとやってくれたらなと思
で考えてもと思う︒
てくる︒
うけどな︒そこまでやってく
古久保久代 いいですね︒合
赤石克子 はい︒それがあれ
併問題の時︑佐古田さんら︑
ばうんと力になる︒是非とも
れへん︒
学習会をここでやってくれた
力を貸してほしいと思います︒
古久保久代 世論がな︑龍神
やったらタクシー何とかして
りもしたんやけどね︒
九鬼 どこまでできるか︒
古久保久代 自治体問題研究
よという世論高まってきてる
山本直子 そやけどなかなか
そのお金を付けるまで難しい︒ けど︒
所としてお願いしたいところ
九鬼 お金の確保はかなりの
で言うと︑地域協議会へ予算
地域の連携を
力がいる︒世論としないと難
を付けた︑全国のこんなとこ
しい︒
があるというのをきちんと教
図れるように
えてほしいのが１つです︒
ＮＰＯの
柳田 龍神と同じように本宮︑
それから︑県内でも北山村
中辺路も︑過疎地として同じ
とか古座川町︑太地町のよう
有償タクシー事業
悩みを持っていて︑願いや要
に︑小さくても住民と知恵を
望は︑龍神と変わりないと思
合わして︑いい行政を進めて
大前 ここのＮＰＯで︑自家
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いるところがあると言われた
ので︑政策も含め教えてほし
い︒
それからもう１つは︑大塔︑
中辺路︑本宮でも同じような
悩みやと思うから︑地域での
連携が組めるようにアドバイ
スや手立てを考えてください︒
よろしくお願いします︒
古久保健 自治体問題研究所
で︑こういう場面を県下で幾
つか持って︑情報を流してく
れるんやと思うんやけど県民
がそれを読める︑いわゆる知
る機会というのはどうなん︒
大前 ホームページへ載せて
見ていただくとか︑方法とし
たら幾つかあるので︑考えた
いと思います︒
九鬼 もうちょっと何か所か︑
本宮とここと︑あと２︑３か
所もう少し実態を聞きたいと
思っているんで︑その段階で
どういうやり方があるか考え
たい︒
大前 本当に貴重な御意見と
宿題も︑幾つかいただきまし
た︒私らも勉強させていただ
いて︑少しでも皆さんのお力
になれるように︑また研究所
へも御協力よろしくお願いい
たします︒これで終わってい
きたいと思います︒

わかやま住民と自治（6）
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六十谷水管橋崩落

市民の生活を支える
安心安全な水道事業を

万８

月３日和歌山市紀ノ川にかかる﹁六十谷水管橋﹂が

す︒

たのが難しかったと思いま

てるなど一律に言えなかっ

１８０台位ですね︒でも病

から派遣を受けてピークで︑

伊藤

回ったのですか

市全体の４割︶が断水しました︒復旧するまで約

伝えられなかったり︑時間

伊藤

ところが手薄になったよう

では追いつかず︑給水所の

ので︑２トン車︑４トン車

給水車は県下︑全国

千人

大前

院が最優先なので︑病院の

崩落して︑和歌山市の紀ノ川北岸の約６万世帯︵
一週間市民は不自由な生活を強いられました︒和歌山市

が広報の仕方難しかったと

タンクはなん十トンもある

断水は決まっていた

水道労組の伊藤書記長と水道局ＯＢ根来理事に現場の様

いう感じなのですかね︒

差のところで︒

そうですね︒時間が

のでまず病院関係への対応

です︒１８０台来たのです

箇所に給水所を
大前

約

をどうするとか︑大型メー

けども︑来てもらうのに時

断水するのは判っていた

子や今後の対応への要望を聞きました︒

大前 事故が起こった時は
どうでしたか︒
午後４時に担当者が

作ったということですが︑

ので︑人の集まりに時間差

た︒ちょうど日曜日だった

５時過ぎに職場へ行きまし

送水ポンプを止めた︒私は

の準備を始めたり︑４台の

周知︑翌日からの給水活動

防災緊急放送での住民への

たのですが︑学校によって

水を入れて給水しようとし

作り︑給水車から受水槽へ

中学校をメインで給水所を

ームページとかＳＮＳ関係︑ 伊藤

所では大変だったというか︒

それが来るまでは︑給水場

し日が過ぎてだったので︑

省や自衛隊のタンク車は少

くかったといいますが︒

ら断水というのが分かりに

ことですか︒市民はいつか

大前

れられなくて給水車から直

て混雑したり︑受水槽に入

伊藤

ったようですね︒

時間待ったということもあ

大前

住民の方にも一定の理解が

いう自然災害であったら︑

ＣＰあるのですが︑地震と

継続計画︒よく言われるＢ

伊藤

か︒

ニュアルに沿った対応です

今回︑緊急対応のマ

伊藤

接給水した所もあり︑それ

得られやすいのですが︑人

大前

はもう︒

市の給水車だけでは足らな

違い︑現場の判断で対応し

がありました︒

全国へ給水車の応援を要請

ました︒

って︑断水の時間が違うの

が空になったら︑水を浄水

災に近い形でこういう状態

給水時は混乱し︑２

で︑その広報の仕方が︑８

場で入れて戻ってくる︒も

になったので市民に迷惑を

どうしても地域によ

混乱した状況という

時やったら８時にきっかり

ちろん最低２台でカバーし

かけ︑感情的にも納得でき
大前

何台くらい給水車が

では︑小学校とかに避難所

なかったと思います︒災害

災害時における業務

水が止まるわけではなく︑

てたのですが︑渋滞も激し
出ないところや出ても濁っ

頃から出ますよと言っても︑ かったのでそうなった︒

時間帯や場所によっ

復旧して出だすのが１０時

並行でした︒

したりとか︒もう全て同時

目いっぱいでしたね︑それ

給水場所は︑小学校︑ 間差があって︑大型の国交

30

いので︑水道協会を通じて︑ 水を入れにくいとか個々に

現地調査で崩落を確認して︑ ターの事業所への周知︑ホ

伊藤
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６月中旬の送水をめざして進む復旧工事
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しながらという形だったの

ですが︑今回︑自宅で生活

を開設しそこへ給水するの

なければいけないというと

し︑尚且つ通常の仕事もし

住民に説明する職員もいる

きいかなと思います︒浄水

であったり︒そこが一番大

配水池であったり︑浄水場

も︑施設の老朽化ですね︒

でなく︑車を運転する職員︑ ように思います︒それより

根来

こうとしている︒

大前

は必要︒

から︑北岸にも最低１か所

組で︑アンケートを行った

大前

故での断水につながった︒

閉鎖してしまい︒今回の事

市給水でなく︑中心部だけ

ってましたが︑多かったの

伊藤

と聞いたのですが︒

和歌山市の水道は全

場が老朽化で故障したら︑

の給水だった︒そこから給

今回の事故で水道労

で︑水の持ち運びというの
ころもあったので︒

今では加納一本で行

が︑よけいに住民の方に負
実際給水所は３︑４人は

水を作ること自体できない

は予算の問題ですね︒修繕

大前

んや︒

大前
根来

というようなものですね︒

いて多額の費用がかかった

額で済んだのに︑ほってお

で漏水などで早く治せば少

いろいろ意見が上が

必要で︑学校では先生が助

水地域を拡大してきた︒

担をかけた︒
大前 職員の体制とかどう
状態になる︒

しているのですね︒

周辺部とかなかった

けてくれたり︑民生委員の

日曜日に橋が落ちて︑ 方とか︑ボランティアの人
も応援してくれました︒

加納浄水場は改修を

だったのですか︒
伊藤
翌日朝７時から給水活動を
伊藤

橋の２か所の浄水場から給

根来

川向うは︑福島と島

大前

格的になり︑１年では終わ

水される地域で︑水管橋の

工事は︑来年から本

したのですが︑
題と言えば︑以前水道労組

らない可能性があります︒

て︑今後の対応で行政とし

和歌山市の水道の問

のに最低２人いないと︑
の中野さんが研究所の月報

渡った六十谷から東の地域

か所やる

人必要ですね︒

浄水場は２つ加納と出島が

期間で耐用年数と

くまで減価償却の

年というのは︑あ

通にあるので︑

も大丈夫な管は普

けども

年たって

年と言われます

水道管は耐用年数

でよく言われる︑

伊藤 老朽化問題

いましたけども︒

かていると書いて

負担が重くのしか

滝ダムの分担金の

いというのと︑大

まく対応できてな

老朽化の問題にう

割︒南側が６割というのだ

北岸の人口は和歌山市の４

ならない︒その際︑今の水

しないと根本的な解決策に

と︒浄水場を対岸にも建設

の災害がおこれば︑同じこ

されていますが︑地震など

地下トンネルにするなど話

川を渡す送水管の複線化や

根来

ね︒

も︒そこは大きな問題です

の件でどうなるかですけど

して一つにする計画︒今回

加納を更新して出島を廃止

だが︑水道橋１本でまかな

ときどうするのか︒浄水場

北岸地域で将来何かあった

根来

いると︒

らでも川向うにも浄水場が

大前

替えるというものでした︒

直送から配水池方式に切り

加納浄水場という大きな浄

の

万都市構想に対応して

ありますけども︑将来的に︑ には給水してなかった︒市

体制︑人員もそうですし︑

のはあるのですが︑水道の

まとめないとあかんという

伊藤

大前

教訓はありすぎて︑

今回の教訓は︒

示してもらいたい︒

政措置などについて方針を

して市・県・国に対する財

さらに︑公共インフラとし

の責任を果たしてほしい︒

計画を打ち出した︒それは︑ する︒そういう決断で行政

全市給水を基本とした拡張

計の問題も考えないといけ

１つの浄水施設でまかない︑ て水道施設の維持管理に対

水場を建設し︑将来的には

ないと思ってます︒

ックアップとして運用する︒ は絶対必要と主張してきた︒ 修繕予算も取れない水道会

管橋は緊急事態に備えたバ

うとして２か所の浄水場は

しても対岸に浄水場を新設

保するのかが問われ︑何と

て安全安心をどのように確

40

40

40

事故の対策で︑紀ノ

いうわけではない

崩落の原因は別とし

大前

に投稿してくれて︒１つは

和歌山市水道水系図

和歌山市水道ビジョン（2009年）より

そこに張り付くだけ

30

伊藤

60

組合が言ったのは︑

それで︑労働組合か
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和歌山の地域おこし協力隊②
る中間コーディネーターを

考え︑導入後のお世話もす

って︑地域の課題を一緒に

力隊員募集の広告予算を使

高い募集︒２００万円の協

体的でアイデアや自由度が

て事業を起こす﹂など︑具

域産物や空きビルを活用し

抽 象 的 な 目 標 で な く︑﹁ 地

性﹂とか﹁観光振興﹂いう

集 方 法 と し て︑﹁ 地 区 の 活

と︒自治体︑地域︑隊員の

活面も含めサポートするこ

は︑業務面のみならず︑生

で あ り︑ 受 け 入 れ 自 治 体

慣れない生活の中での活動

大きな決断をして移住し︑

はそれぞれの人生における

す︒手引きでは︑協力隊員

手引き﹂を公開していま

協力隊の受け入れに関する

隊のＨＰでは﹁地域おこし

総務省の地域おこし協力

が試される事業だと思いま

かなど受け入れ自治体の力

将来ビジョンを描けている

治体と地域の協力関係とか︑

地域おこし協力隊は︑自

研究所のホームページ（ウエブサイト）を開設しました。

全国の自治体問題研究所のホームページのサブページとして開設しました。

今のところ、月報の「わかやまと住民と自治」の閲覧や新規の加入申し込み、お知ら

和歌山県地域・自治体問題研究所
ホームページ

留意点︑チェックリストが
あります︒

チェックリストは︑ステ

ージ１募集前︑ステージ２

使う︒協力隊の導入は行政

３者で﹁想い﹂を共有する

す︒次は︑実際の現場の状

おしらせ

地域おこし協力隊が広がるにつれ︑募集しても隊員の
募集がない︒着任しても任務途中でやめる︒３年後の移
住につながらないなどのケースも増えているようです︒
今回募集や受け入れについて考えて行きたいと思います︒

募集・採用時︑ステージ３

活動中とあり︑各チェック

は２次︑３次産業が得意で

地域の要望ヒアリング︒②

地域の一次産業とかけ合わ

リストについて解説されて

当 研 究 所 で も︑﹁ 地 域 お

せる︒④下手な募集にはい

います︒
一部を紹介します︒

こし協力隊﹂に注目してき

い人材が集まらないと心得

募集にはクリエイティブ要

ました︒２０１８年総会の

る︒ことなどを語ってくれ

素を大事にする︒③協力隊

講演で︑新宮市熊野川町で

ました︒

協力隊の上手な募集・
ＯＢのアドバイス

活動し︑ゲストハウスを経

が０から１を準備し︑１か

ことで有意義な活動につな

受け入れに関する
手引きから

営する元協力隊員の森さん
に３年間の活動を通じての
気づきを語っていただきま

を協力隊員に自由度を

況をレポートしたいと思い

した︒協力隊員の上手な募

ら

げていくことが重要と書か

任務終了後（定住などについて）自治体と地域で認識を
共有できていますか

与えた状況でやってもら

受入地域の主体性や当事者意識は十分ありますか

ます︒

自治体と受入地域の連携体制は十分協議できていますか

れ︑受け入れにあたっての

受入地域は協力隊の趣旨・目的を十分理解していますか

う︒協力隊の導入手順は①

せなどです。今後充実させて行きたいと考えています。

ホームページには、
「和歌山自治体問題研究所」で検索するかスマホで QR コードを

読んでください。

首長はじめ、行政内部で協力隊の意義、狙いが十分共有
できていますか

〇受入準備にあたって
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