皆様 お元気ですか？
まこと新聞も第２号を発行
する事になりました。今回
は、４つの充実の三番目に
あります防災環境について
少し考えを述べさせて頂き
ます。
私は、現在辺法寺町に住ん
でいます。私の住む地域で
も防災について色々考える
事が有ります。
最近、ニュースで近い将来、
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皆様も記憶に
残っているか
と思いますが 、
平成一九年四
月一九日 一
二時一九分に
亀山に大きい
地震が発生し
ました。丁度 、
日曜日のお昼
と重なり自宅
に居た方も多
かったのでは
ないでしょう
か。市内の被
害としては亀
山城の石垣や 、
ＪＲ関駅の駅
舎などの一部
倒壊が有りま
した。私の家
も食器棚など
からコップや
茶碗が落ちて

きたり仏壇の位牌が倒れた
りと色々有りました。もし
万が一、私の住む辺法寺
野登地区で橋が崩れる様な
東海地方で発生するかも知 事が有りますと、たちまち
れない大地震の話題が有り 孤立地帯になってしまいま
ます。
す。南には、安楽川、北に
は八島川が流れている事で
地震にしても台風による大
洪水で橋の崩壊と共に孤立
地帯になります。
先般も新聞報道でこの辺法
寺近辺に大きな断層が有る
ことをが載っていました。
しかし現実をとらえてみる
と市民の皆様は、防災意識
がまだまだ低いように感じ
られます。大災害が起きて
からでは遅いのです。あぁ
あの時災害に備えて避難所
を確認しておけば良かった、
非常食を準備しておけば良
かった・・後悔先に立たず・・
では遅いのです。この様な
事態を避けるためにも防災
重点地域として防災に強い
街、公共整備、インフラ整
備を進めなければ成りませ
ん。
防災対策は、むやみやたら
にするのでは無くそこに生
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きる生態物も十分配慮する
必要が有ります。
崖崩れにしてもコンクリー
トで固めるのも最小限にし
てまず植林等の昔ながらの
自然の力を利用して自然と
共に共存できる方法を考え
て行かなければ成りません。
市民の皆様も防災意識の高
揚として常日頃から、防災
訓練等に積極的に取り組む
事が肝心だと思います。訓
練の場や機会を増やしてい
きたいと考えています。
災害は、いつ発生するか判
りません。発生した場合、
如何に被害を最小限に抑え
るか又、市民の皆様の尊い
人命を守るのが私の仕事だ
と考えています。
次に救急、消防ですが、現
在亀山市の消防署は、二ヶ
所 野村に亀山消防本部が
有り、関町木崎に関消防署
が有ります。
救急車の到着時間も問題に
なります。亀山市の北部地
域には、分署等が無いため
救急車の到着が遅れる恐れ
が有ります。救急処置とし
て心肺停止状態から約三分

で生存率が約
五十％に成り
ます。早期の
緊急医療体制
の整備が必要
かと思います 。
救急だけでは
有りません。
火災において
も北部地域は 、
みずきが丘、
みずほ台、み
どり町、アイ
リスヒルズ等
亀山を代表す
る大きな住宅
地が密集して
おり、人口も
集中していま
す。ひとたび
火災が発生し
ますと被害は
大きく広がり 、
初期消火の観
点からでも消
防車の到着時
間が重要と成ってきます。
市の総合計画にも北部地区
分署計画も入っている様で
すので早期実現していくよ
う働きかけて行く考えです。

支援者様のお
宅でお話を聞
いた内容です。
よく耳にする
のは、割に合
わない・・
つまり米作を
しても採算が
取れない。人
件費も出ない。
赤字でやれば
やるだけ損を
する・・
詳しく話をお
聞きすると、
農業機械は、
とても高価で
例えば、トラ
クターは、高
級自動車が買
えるくらいし
ます。トラク
ターだけでは
米作は出来ま

せん。田植機やコンバイン、
乾燥機等も必要です。その
農業について
反面肝心な米価（平成二一
次は、農業のお話です。
年度 玄米六〇ｋｇ＝一俵
私達の主食 米ですが、そ で一万二千円 一等米）は、
の米作で現在大きな問題が 年々下がっているのが現状
有ります。
です。今から約十五年程前
迄は、政府米と云って供出
制度が有りその頃の米価は
一万八千円程です。実に三
三％も下がっている計算に
なります。
政府は、今年の四月からス
タートする戸別所得補償モ
デル対策制度ですが、十アー
ル（一反＝三百坪）当たり
一万五千円しか補償がなく
まさに焼け石に水です。油
代にも成りません。形だけ
の政策は、意味がありませ
ん。もう少し踏み込んだ政
策が必要だと考えます。
田植機などは、年間三六五
日の内 せいぜい使って二
日・・あとの三六三日は、
納屋でほったらかし・・・
手入れしてよく使って五年
減価償却などとても出来ま
せん。本当に何をしている
のか解らない。かと云って
手で植える訳には、いきま
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せん。
また、農業資材のビニール
ハウスのビニール、苗箱や、
農薬、堆肥の値段も上がっ
て来ました。農業用水もタ
ダでは有りません。もう少
しコストを抑えた農業をし
たいのですが、赤字分を少
ない年金で補填しているの
が現状です。切実にお話さ
れました。
現在、自動車を新車で購入
すると減税補助金が頂けた
り、電化製品ですとエコポ
イントが付きます。農業機
械や、農業資材にもこの様
な制度を導入すべきだと考
えます。
次に、後継者不足です。人
は年々年を取って体力も衰
えてきます。この亀山近辺
で、農業に携わっている方
は、ほとんど高齢者の方が
占めています。先祖代々か
ら受け継がれてきた農地で
すが採算が取れませんので
若い人の農業担い手が居な
いのが現状です。
私の知人の方で、次の様な
お話を聞きました。

親父の生き
ているとき
に購入した
農業機械が
現在有りま
すので米作
が出来ます
が、この中
のひとつで
も壊れて使
えなくなっ
たら新たに
購入して米
作はしたく
ありません。
いや、出来
ないと思い
ます。その
分お米がど
れ位買える
と思います
か？
約二〇年分
は楽に買え
ると思いま
す。労力や、
経済的にも
大変ですし、
本当に出来
ません。
切実なお話

を耳にしました。米作だけ
では有りません。
亀山は、伊勢茶の産地で大
変有名です。私の支援者の
方は、毎年全国お茶のコン
クールで上位入賞で、表彰
され大変有名な方がおられ
ます。
一方では、後継者が居ない
ために茶園が荒れ放題になっ
ている所も有ります。近所
の方に聞きますとここの茶
園を管理していました、老
夫婦は、病気で入院して息
子夫婦は家を出て都市で働
いているので茶園の世話が
出来ないそうです。仕方な
く近所の方に相談して小作
を依頼したそうですが、近
所の人も体力的に出来なかっ
たそうです。
このままで亀山の将来の農
業は本当に良いのでしょう
か？
若い人で農業の担い手がい
なくなってしまいます。こ
の様な現実を直視し、もっ
と農業の面において勉強し
実現性有る政策を御提案し
ていきたいと思います。

