
○議長（門脇 助雄君）      ただいまの出席議員は１５名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   先週の土曜日、６月７日ですね、中央球場で７

時から、東員町自治会対抗軟式野球大会の決勝戦が行われました。その決勝戦に勝

ち残ったチームは、この後、登板します鷲田議員の地元の山田自治会チーム、そし

て片方は、我が地元であります笹尾東２丁目チームであります。熱戦を繰り広げま

した。その選手の躍動する姿に、我が青春の日の姿を重ね合わせて、久しぶりに感

激しながら観戦をしておりました。勝負は時の運、我が笹尾東２丁目チームが勝利

をさせていただきました。多分、応援団の数が多かったせいかな、そのように思っ

ておりますけれども、両チームのご検討に心から拍手を送りたい、このように思い

ます。 

 さて、今回、私はいつものように行財政改革について、そしてごみ問題について

ということで、質問をいたします。この２つの問題については、これまで各議員か

ら、さまざまな視点から提言や質疑がなされておりますので、それを少し補うとい

う、そんな思いの中で質問をしたいと思います。 

 ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」で一躍脚光を浴びました由布姫のゆかりの里であ

ります諏訪の地を研修に訪ねました。その研修をもとに、少し質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、行財政改革についてであります。 

 これまでの質疑を聞いておりまして、町長の方から、これからの行政は自分で考

え、自分で決断し、実行する、そういう時代であるというふうなお話もあったよう

です。まさにそういう時代が来たというよりも、とっくに始まっている、そんな思

いがいたしております。 

 それで、まずこれまで町長といろいろ議論を重ねてきましたけれども、かみ合わ

ない。こちらの一方的な話かもしれませんけれども。それできょうは副町長と各担

当部長、そして各課長に対して、本音の部分で討論をしてみたいと思いますので、

よろしくご理解をお願いしたいと思います。 



 まず、行政当局のこれまでの改革への取り組み、いろいろなされておると思いま

すけれども、それについて、副町長の方から、そして住民負担のあり方について、

これらについて、その思いをこの場でお示しをいただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   山本議員の、行財政改革についてのご質問にお答

えをさせていただきます。 

本町におきましては、行財政運営の改善や合理化について、これまでも住民皆さ

んの利便性の確保、これを一番最優先にいたしまして、多様化しつつあるニーズに

対応し、簡素で効率的な組織・機構づくり、これに努めてきたところでございます。 

しかしながら、我が国の財政は危機的状況にあるといわれており、本町が今後も

各種の行政サービスを維持・向上していくためには、行政コストの削減と財源の効

率的・効果的な運用が必要になっております。 

一方で、現代の大きな潮流となっております地方分権は、みずからの責任と判断

で、みずからの進むべき方向を決め、具体的な施策を、みずから実行することがで

きる行政能力が強く求められているところでございます。 

さらに、今後、日本社会全体が少子高齢化による人口減少社会へと突入していく

中では、従来型の国主導のシステムによって、現状の行財政サービスを維持してい

くことが限界に来ておりまして、国・地方を通じたシステムの大幅な変革が必要と

されております。 

この大きな社会変化は、同時に、従来の住民皆さんと身近な行政の関係に大きな

変化をもたらし、これからの住民皆さんと行政の間に、新しい関係を構築する契機

となると考えているところでございます。 

こうした動向に的確に対応するため、取り組むべき改革項目を職員みずからが掲

げ、議員の皆様と行財政検討委員会からのご意見をいただき、平成１８年度に行財

政改革推進計画実施計画を策定いたしております。 

これまで行政は計画を策定しますと、ややもすると計画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）

の繰り返しであったために、問題点が放置されがちでございましたが、そこに評価

（Ｃｈｅｃｋ）のプロセスを導入することによりまして、次への改善（Ａｃｔｉｏ

ｎ）を図り、いわゆる「ＰＤＣＡ」と呼ばれる一連の流れをつくることによりまし

て、鋭意、実施計画の実現に取り組んでいるところでございます。 

新しい公共経営には職員の力量が大いに試され、その意欲と優劣が、まちづくり

の差となってあらわれる時代を迎え、職員一人一人が危機意識と改善意識を持ち、

積極的な意欲と行動に努める必要がございます。 

本定例会におきましても、皆様、研修されました原村、諏訪市、それぞれのまち

づくりについて、それぞれの町の取り組みというのを教えていただきました。本当



に努力をなされているということを実感しております。 

本町は、地方分権改革の手段の一つでもありますところの市町村合併を選択いた

しませんでした。今申し上げましたように研修されました長野県原村、ここは信州

で首都圏に最も近い村として、別荘地開発などが盛んに行われ、保養地として全国

有数とお聞きをいたしております。また、本町とはさまざまな面で条件を異にして

いると思われますが、同じく単独の道を選択され、「日本一元気な村」を目指されて

いるようでございます。 

本町といたしましても、持続的な発展を遂げる東員町を築き上げていくためには、

行財政改革を不断に推し進め、自立したまちづくりを進めることが課題となってお

ります。 

改革を進めるに当たりましては、住民の皆さん一人一人にお願いできることはお

願いをし、それが難しい場合は家族で、地域で、町でと、足らないところを補って

いく補完性の原則と、受益と負担の観点から、今回、消火栓ボックスの取りかえ、

消火器具の点検、防犯灯にかかる電気料金や修繕費用の負担、笹尾城山地区の高圧

線下や外周緑地の除草などをお願い申し上げております。また、斎苑使用料をはじ

めとする各種文化施設・体育施設使用料の改定など、相応のお願いを申し上げてい

きたいと考えております。 

地方自治とは、元来、自分たちの地域を自分たちで治めるものでございまして、

行政はセーフティネットの構築と維持に全力を挙げ、そのうえで本当に必要なこと、

やるべきことはやるという、選択と集中を行う必要が生じております。 

従来のサービス提供方法について、住民皆さんとの役割分担を見直して、皆さん

に仕事をお返しさせていただく時期、これが到来いたしておると考えるところでご

ざいます。 

高度経済成長期から「明日は今日よりいい生活」になれた私たちは「明日はせめ

て今日並であればよい、明日が今日より悪い」ことを想像するのを回避いたしてお

ります。悪くなるのは、だれもが避けたいものでございますが、足腰のしっかりし

たこの時期に、皆さんで取り組んでいただけることはお願いを申し上げまして、皆

さんとともに持続的な発展を遂げるまちをと考えております。 

私をはじめ職員が汗を流すことは当然でございますけども、住民皆さんにご負担、

ご理解を願わなければならないこともたくさんございますので、どうぞ、ご協力を

お願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   まことに模範的な原稿を、お読みをいただきま

した。 

 副町長、多分、私のレポートを読んでいただいて、そういう答弁書をおつくりい



ただいたと思うんですけれども、それはよくわかりますよ。こういう場で不正確な

ことを言ってはいけない。正確に、というのはよくわかるんだけれども、そこに副

町長としての今後の、この町に対する思い、この町をどうしていくか、そういう思

いが、果たして今の答弁に込められているのか、ちょっと疑問に思わざるを得ない

と思います。 

 そこで具体的に、先般、まず諏訪市に行ってきまして、こういう小冊子をいただ

きました。「行政評価及び市民満足度調査結果の活用について」という大きな冊子で

す。これを２名の職員が、全部自分でおつくりになった。そして満足度調査ですか

ら、住民の皆さんにお配りをする。３，０００戸が対象だったそうですね。そして、

それらの発送から回収、そしてその結果の総括までやられておる。それもわずか６

４万円かな、そういう費用でやられている。 

そしてやっただけではないのですね。それをもとに職員の意識改革を図らなけれ

ばいけないということで、住民の満足度調査をもとに、職員を説得して、職員とい

うのはどうしても今までやってきたこと、あることを踏襲したい、進めたいという

思いがありますよね。だけどそれではいかんと。諏訪市も、人口５万２，０００人

ですか、ここが単独の道を選んでおりますので、我が東員町と同じように、行財政

改革というのは非常に大事なことである、このような認識のもとでそういうことを

やられておる。 

 そして振り返ってみると、我が東員町で、これだけのものを職員でつくって、そ

して先ほど申し上げたように発送して、そして回収して総括するまで、果たしてや

れるのかな。職員の能力はあっても、それを指導する幹部の皆さんが、これは我が

町にとって大切だから、自分たちで考えよ。この町のことは我々が一番よく知って

いると。我々は住民の意向を一番よく知っているという形でやれたかどうか、そう

いう指示がなされたかどうかですね。私はちょっと疑問視をせざるを得ない、この

ように思っております。後でこれをお届けしますので、読んでいただいたらと思い

ますけれども。 

 そのように、先ほど同僚議員からのお話がありました。道州制をはじめとする国

の大変な財政赤字の中で改革をしなければいけない。三位一体の改革、いろんな話

が出ておりますけれども、そんな中で先ほど町長が、ひょっとしたら、この町も単

独でいけるのかな、そんなお話がありましたけれども、今、現状の東員町の行政の

あり方で、果たしてその道が可能なのかどうか、大いに疑問を表明しなければいけ

ない、このように思います。 

 そこで、これまでいろんな場で、具体的に言いますよ、小さなことかもしれませ

んこれども。例えば行政組織、今やっている中で、庭園管理だとか緑地管理とか、

いろいろありますね。施設管理もそうですけれども。それらについて、今、各部、

各課でそれぞれ予算を置いてやっている。そういうのは不効率だから、そういうセ



クションを設けて一括管理したらどうですかと。そうした方がきっと予算も少なく

て、職員も少なくて、合理的にやれるのではありませんかという、そういう提案も

してきましたね。それがすべてとは言いませんけれども、そのような形で一歩ずつ

というのであるなら、やはりそういうことをしていかなければいけない、そのよう

に思います。 

 そして、これは副町長というより町長の話なんだろうけれども、せっかく高齢者

対策特命監とか、置いていただいておりますけれども、真に必要なのは、この町の

行政改革、特命監なるものを置いて、そしていざというときのために備える、そう

いうことの方が大事じゃないんですか。高齢者も大事ですよ。だけど、それには生

活福祉部長がいる。今のような二重組織のような形じゃなくて、本当に改革の気持

ちがあるのなら、そういった改革に向けての部署を設けて、一括して全庁挙げて、

どうすべきかということを図っていくべきではないか、このように思いますけれど

も、副町長、どのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   たくさんの項目を含めてのご質問でございますけ

ども、まず満足度調査、これにつきましては第５次総合計画に向けまして、私ども

も行うことといたしております。午前中に、どなたかのご質問のご答弁でお答えを

させていただいたと思いますけども。 

 満足度調査もしかりでございまして、それと並行してと言いますか、部内での業

務評価というのも、今、取りかかっておりますし、職員の質ということでございま

すけども、意識改革と能力の向上ということを目的に、人事評価制度にも取り組ん

でおります。 

 どちらかというとと申しますか、お言葉を返すようなことになるかもわかりませ

んけども、改革というのは何か具体的に目に見えた部分、例えば２人ですべての調

査をやられたということは、確かに大変なことで、物すごいことだとは思いますけ

ども、私なりにいろいろと地域のことも調べさせていただきました。ですから東員

町が、まんざらそんなに悪くない。諏訪市、原村、あるいはもっと全国的に改革で

有名な矢祭町とかニセコ町、その辺と比べさせていただきましても、決して見劣り

をしているわけではないということを私からは申し上げたいと思います。 

 例えばその１つを申し上げますと、確かに財政力指数につきましては、私どもの

財政力指数が０．７６ですが、諏訪市が０．８４、これは長野県ではトップと聞い

ております。原村やほかのところは０．３台でございます。 

 職員云々の話が出ましたので、これも触れさせていただきますと、住民１，００

０人当たりの職員数というのが統計で出ております。東員町は住民１，０００人当

たりの職員数が７．１８人でございます。規模が大きい小さいで、かなり効率的に

できるできないという部分もございますので、一概には言えないですけども、諏訪



市が８．０８人、原村が１２．３９人でございます。決して原村の悪口を言うわけ

ではないのですが、幼稚園は私立でございます。保育園は、ご承知のように１園で、

小学校、中学校それぞれ１校ずつのところでございますが、１２．３９人です。私

どもの人口に置きかえさせていただきますと、職員数３１６人になります。それが

どうしたんやということかもわかりませんけども、そういった面で、矢祭町にして

もニセコ町にしても、結構大きな人数といいますか、大勢の職員を抱えてみえます。 

 ですから、今ここで目に見えてというんじゃなしに、内部的にも改革に努めてき

ておる成果が、こうやってあらわれておるんじゃないかということもご理解をいた

だきたいと思います。これからも不断に続けてまいりますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（門脇 助雄君）      山本陽一郎君。 

○８番（藤田 興一君）   懇切丁寧な説明はいいんだけれど、何か時間稼ぎを

されているようで、ちょっと困るなと思ってますので、簡潔にひとつお願いしたい。 

 決して私は、両市に比べて東員町が劣っているとか、そんな話をしているのでは

ないのです。ただ、向こうの職員、担当者と話をする中で、その意気込みというか、

それがどうも、うちとは違うのかな。うちは今言ったように恵まれた環境にある。

だからどうしても、こういう言葉づかいはどうかわかりませんが、甘いというか。

諏訪市や原村は、大自然はありますけれども、農業や観光資源が主な産業だという、

そういう中で生きているわけですから、非常に前向きにまちづくりを考えてみえる。

東員町が決して考えてないとは言いませんよ。 

だけどそうであるなら、今、住民に対するいろんな負担をおっしゃいましたね。

そうであるならなお、国の消費税論議ではありませんけれども、まず行政の中でむ

だはないか。先ほど申し上げたでしょう。施設管理、庭園管理は一元化してやった

らどうですかという話もさせていただいた。そういうことも含めて、行政が真剣に

改革に向けて取り組んでいるよということであるなら、住民の皆さんも賛成してく

れると思う。こういう時代ですから。だけどそれが見えないから、いろいろと議論

がなされておる、ということも一面ありますよね。 

ここに、７０項目の行財政検討委員会なるものがおつくりをいただいたのかな。

これについても、多分、検討委員会の皆さんからご提言を受けて、やられようとし

ていると思うんだけれども、本来は副町長を筆頭に、この町にはこういう問題点が

ある、だからこういうことでやってみたいと。皆さんいかがですかと。そして意識

調査をする。それが正当じゃないのかな。そう思いますよ。 

自治会長とか、いろんな知識をお持ちの皆さんが提言された。それはそれとして、

やはり行政職員はプロです。いろんな勉強をなさっている。そして、議会もそれに

ついていろいろ提言している。そんな中で出された問題点を、きちんと自分たちで

検証して、そして住民の皆さんどうですかと、我々はこういうことを考えているの



ですと。こういう改革をしながら、合併しない町として自立の道を選んでいるので

すと。そういう話の方が、より住民の皆さんにはわかりやすいのかなと。 

そうでないと、おっしゃいましたね、高圧線下の緑地の管理についても自治会の

皆さんに、防犯灯も自治会負担にしましょうよという、そういうお話。何でもかん

でも自治会長をはじめ自治会におんぶにだっこでは、だめなんですよということ。

あらゆる自治会の規約を読んでみてください。営利目的なんていうことは一言も入

ってませんよ。そうですね。営利目的ではない、任意団体なんですよ。任意団体の

自治会に、そこまで負担をかけて、安心・安全のまちづくりを強制しようとするの

か。それはいいですよ。住民ができることは助けなければいけない。当然です。だ

けど押しつけでは困る。 

私はそのように思いますけれども、高圧線下については、２自治会が今一生懸命

に取り組んでおられるということですね。その成果を見守りたいと思いますけれど

も、ただ言っておきたいのは、事故のないように。事故があったときにどうするの

か、そういうことを含めて、きちんとお考えをいただきたい。そして、自治会対象

というのであるなら、全自治会がこぞって、この改革に向けて参加ができるように

説得をしていただきたいと思います。一部自治会に負担を強いることのないように、

協議をしていただきたいと思います。 

答弁を短く聞きましょうか。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤 修平君）   行財政計画の実施計画、その他の行政評価につき

ましても、あくまでも職員が洗い出して、これこれに手をつけていこう、考え直し

ていこうというので出しておりますので、行政改革委員のご意見もありますけども、

ベースは職員が洗い出したものでございます。 

 それと、決して自治会に無理強いはいたしておりません。あくまでも自主的に申

し出をいただいたところから取り組んでいただいておるということと、防犯灯等に

つきましても、半数程度の自治会は、１割、２割ぐらいなら、例えば電気代の負担

でも１～２割ぐらいからならとか、いろいろご意見もございまして、すべてだめだ

というようなことではございません。これにつきましても、町長も、それぞれ地域

へ出かけて懇談会をさせていただくということを言っておりますので、その中でも

またいろいろとご説明をさせていただいて、ご理解を賜るように努めていきたいと

思います。 

 改革につきましては、職員の意識改革につきましても、決して足踏みしないよう

に努めてまいりますので、これからもご協力のほど、よろしくお願いいたしたいと

思います。 

○議長（門脇 助雄君）      山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   改革という言葉は、いろんな意味を持っている



と思いますけど、我々も行政を凹ましてやろうとか、そういうつもりで質問してい

るわけではないのです。思いは一つなわけ。この町をよくしたい。この町に住んで

よかったよと、そう住民の皆さんに思っていただけるような行政にならなければい

けない。そのために、議会も一緒になって協働しようという思いでやっております

ので、その辺は誤解のないようにしていただきたいと思います。 

 そして、これだけは申し上げたい。負担は、先ほどお述べになったように、いろ

いろ計画されていると思いますけれども、あくまでも住民の皆さんにご説明をして、

そして全部とは言いませんよ。ある程度の納得の上で進める。意識調査もやるとい

うことですから、そういうことも含めて、こういう問題も含めて、一度問いかけを

して、そしてやる。そういうふうにやってもらいたいと思います。 

 そして、いつだったか忘れましたけど、長島のある場所で、三重県の県議会が主

催したフォーラムがありました。片山善博さんかな、前鳥取町長がおみえになって、

その講演を聞いてきました。その中で、議会は専決処分はだめですよと。専決処分

をしてはいけませんよと。それは議会の権限を放棄することにつながりますよとい

うお話も聞きました。そして予算も大事だけれども、決算はより大事なんですよと

いう話も聞いてきました。 

ですから今度の９月定例会に向けて、我々議会もそういう思いの中で一生懸命に

勉強して、厳しく対応したいと思っておりますので、その点は事前にお知らせをし

ておきますので、どうぞお覚悟を決めておいていただきたいと思います。 

 行財政改革については、ほかの議員からいろいろお話がありましたので、この辺

にさせていただいて、次に、ごみ問題について、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 まずごみ問題、うちの町で、あらゆるごみ問題の処理のために、約４億円ぐらい

支出してますかね。それにはシルバー人材への補助とか、いろいろありますけれど

も、そういう町の財政にとっても非常に大きな問題だと思いますけれども。 

 そんな中で、私、ごみの削減について、紀州の方の海山町、今は大紀町というの

ですかね、ここへ研修に行きました。その時に聞かせていただいたんですけども、

ごみの総量の中で生ごみの占める割合、７割強が生ごみですよと、そんなお話を聞

いてきました。同僚の伊藤議員も、この問題について質問しておりましたね。だか

ら生ごみを制する者はごみを制する。やっつけることができる。そのように思って

ます。 

そして町長はその時に、住民の皆さんにモニタリングをしてもらって、機器の導

入とか、そういうことを考えたいと。冗談じゃない。住民の皆さんにモニターにな

ってもらう前に、町長、副町長、幹部職員が自分ところに置いて検証すれば、すぐ

出るじゃないですか。私も自分のところに置いてますよ。生ごみの処理機を。ほと

んど生ごみは肥料として返ってきますけれども、うちの方は火曜日と金曜日がごみ



出しの日なんですけれども、生ごみは入れておりません。ですから、そういうこと

で検証していただければ、この生ごみ処理機が、いかに有効かがわかるはずなんで

す。 

こんなことは、とっくにわかっている。１０年前から言っているんだから。やる

かやらないかの話でしょう。負担の割合は別として。言うなら４億円かけて、ごみ

問題を処理している。そして、それが全部とは言いませんね、ほかのごみもあるか

ら。だから６割として、４億円を掛けると２億４，０００万円ですか。その金を、

そういう機器の購入に充てる。 

 例えば今、東員町は８，７００戸ぐらいですか。それも全員が購入できる体制に

ない。アパートとか、そういうことがあるからね。そうすると、それをいろいろ足

して割ったとしても、先ほど言った４億円のうちの６割として２億４，０００万円。

その金額を充てれば、無料でそういう機器を配布しても十分におつりが来る。ごみ

先進の町が、ここにできる。そのように単純に私は考えているんですけど、そうい

う私の思い、考えはおかしいのかどうか、ご教授いただきたいと思います。 

 それと引き続いて最終処分場の問題、これも伊藤議員が先ほど触れられたように、

いろんな経緯の中で、今年１年間に限って契約続行というお話ですね。それで、町

長のお話だと、１０年間は使えますよと。それは予測ですから、わかりませんけれ

ども、そんなお話がありました。私はもうちょっと短いのかなというふうに思って

ますけれども、それはやり方次第、知恵の出し方次第では延びると思いますけれど

も。 

 そうすると、これを買収ありきで、今、お話をなさってましたね。まず土地の鑑

定をして、そしてこれを手に入れてやっていきたいというお話。 

 そこで、私は真っ向から反対するつもりはありませんけれども、だけど町長、副

町長もよくお考えくださいね。１０年間なんて、すぐですよ。そこで、この土地が

利用できなくなる。最終処分場が。そうすると、その次に跡地利用をどうするのか。

費用対効果じゃないけれども、跡地利用をどうするのか。そういうプランがないと、

なかなか、ああ結構ですよ、買ってやってくださいという話にはならない。今、賃

貸料は残土を押す、そういうものを含めて年間９２０万円ぐらいかける１０年間で、

ざっと単純に９，２００万円。だから約１億円ですよ。１０年間、今のままでいく

とすると。その辺のところも買収のめどになるのかなと、そのように思います。 

 ということは、あそこは言うように最終処分場ですから、いろんなものが入って

いる。決して住宅地にはなりませんね。施設をつくるわけにいきませんね。いつ沈

下するかわかりませんからね。それをとめるには莫大な費用がかかる。どだい無理

だ。そうするとグランドとか公園とか、そういったところなんだろうけども、公園

としては余りよくないのかなと。周囲が山ですからね。そして墓地という話もあり

ましたけれども、墓地にするといったって、そんなに必要あるのかなという感じも



しますので、その辺のところをよく検討していただいて、逐一ご報告されるという

話ですので、ぜひ間違いのないように、後で弱ったなということにならないように、

我々も考えますけれども、行政もお考えをいただきたいと思いますが、どのような

お考えをお持ちなのか、先の問題と含めてお答えをいただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      安藤修平副町長。 

○副町長（安藤修平君）   ごみ問題につきまして、お答えをさせていただきま

す。 

通告の順番にお答えをさせていただきま す。 

最終処分場の件でございますけども、基本的には、伊藤議員からのご質問に、町

長からもお答えをさせていただきました考え方でございます。粗大ごみの集積場と

して、今利用しておりますので、何でもかんでもほり込んでおるというわけではご

ざいませんので、土砂・瓦れき類でございます。ただ、あと何に使えるかというの

は、また別の問題でございますけども、１０年か２０年かという議論もあるとは思

いますけども、使い方によっては１０年以上２０年ということも考えられるんじゃ

ないかと考えております。 

それと、取得しておく基本的な考え方といいますか、お墓ではなしに墓参道があ

ります。笹尾東の方からお墓に行く。それの確保も必要であろうという、これは附

属的なことになろうかと思いますけども。 

それと、もとの杉山コンテックさんがお持ちだったんですけども、大きな債務を

抱えてのことでございまして、管財人としては何とか処分をしたいと。ということ

は、私どもが手を挙げなくても、どこかへはそういうお声をかけられるという部分

もございまして、あくまでも単価といいますか、価格にもよりますけども、できれ

ば取得していくのがベターじゃないかという考えで、今、鑑定料も上げさせていた

だいております。またはっきりしましたら、それは皆さんにもご相談をさせていた

だいて、ご意見をいただきたいと考えております。 

跡地の利用といいますか、埋まってしまった場合、住宅とかは無理でございます

けども、例えばですけども、大規模な災害の一時的なストックヤードというような

ことも、やろうと思えばできますし、中国四川省のような大きな災害とか、もう一

つ、台風で被害があったようなところですと、物すごいごみが出るわけですけども、

それをすぐに処分するということは不可能でしょうから、一時的にストックをする、

ということにも使えるんじゃないか。あくまでもこれは私の私見でございますけれ

ども。 

それと家庭ごみでございますけども、確かに多額のごみ処理費というのがかかっ

ております。最近、ここ何年間かは、皆さんご協力いただきまして、資源ごみにつ

いてはどんどんと分別して、それぞれの自治会なり団体で集めていただいておりま

して、町が収集する分は減っております。一般家庭のごみ、これは少しずつは減っ



ておりますけども、目に見えて、というところではございませんけども、これにつ

きましては、ごみゼロプランの策定とか、そういうことで、いろいろと啓発もさせ

ていただいておりますし、発生の抑制、資源の再利用ということも、やかましく啓

発もさせていただいておりますけども、なかなか目に見えて効果が出るわけでもご

ざいませんし、難しい問題だと思います。 

先ほど議員がおっしゃっていただきましたような方法というのも、本当に、まず

町が負担するお金の面からいきますと、確かに目方で広域の方から請求が来ますの

で、軽くするというのは、お金のことだけを考えますなら、一番大事なことでござ

います。あなたたちからとおっしゃいましたけども、乾燥する機械を使っておりま

すし、幸い、畑も少しありますので、その辺で、なるべく出さないようには努めて

おります。 

これも多くの方がご協力いただかないと、なかなか効果が上がらない。福島県の

三島町というところのまちづくりの基本的な考え方は、１人が動けば１０人が動く、

１０人が動けば、まち全体が動くというようなことを基本的な考え方で、まちづく

りをやってみえると思いますけども、確かにそのとおりでございまして、ごみ減量

に協力いただくにつきましては、そういう意識で皆さんが動いていただかないと、

なかなか難しい問題です。ゼロになるということは、まず考えられませんので、減

らすということになろうかと思います。 

それにつきましては、手助けについては、町長もいろいろと考えておると思いま

すので、例えばごみ処理機といいますか、補助のお話がありましたけども、その辺

はまた町長のお考えもあろうかと思いますので、それも町長のお答えにお任せをさ

せていただきます。 

○議長（門脇 助雄君）      山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   ご自分で実証されているということですから、

ごみ処理機を使えば、いかに生ごみが削減できるかというのを、身をもっておわか

りのはずですね。そうであるならなお、それを政策に生かしていくというのが、町

の大幹部の副町長のお務めではないかと思いますので、そのように努力をしていた

だきたいと思います。 

 そこで補足ですけれども、生活福祉部長かな、今の件に関連して、ごみゼロプラ

ンなるものが県にあって、東員町でもやろうとしているのかな、今進められており

ますよね。１０年後か９年後かな、その時にはＲＤＦ発電所を閉めよとか、そんな

話が出ておりますね。 

当然そういう話になってくると思うんですよね。ごみをゼロにすれば、ＲＤＦ発

電所なんて必要ない。当然です。そうあるべきかもしれません。当座は困ってもね。

だけど、ごみがゼロになったら、原材料がないんだから、発電所なんていうのはと

うていできやしない。だれが考えたってわかりますよね。 



そうであるなら、県がけしからんという話の前に、今、副町長と議論したように、

東員町として先取りして、ごみゼロプランの先進町ですよと、それを進めなければ

いけない。ただ黙って見てるようでは、あなたの職責が果たせないと思いますよね。 

 それで、その前線の指揮官たる生活福祉部長が、県、あるいは町のごみゼロプラ

ンに対して、どのようなお考えをお持ちなのか、それを聞いておきましょうか。 

○議長（門脇 助雄君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   三重県のごみゼロプラン、これをもとにしま

して、私ども東員町も、ごみゼロプランの計画を立てております。私どもの計画も

県に合わせまして、平成１７年度をベースに、平成２２年に２％削減をしていくと

いうふうな目標を立てております。最終的にはごみゼロですから、長い期間をかけ

てゼロにするのが本来ですけども、私も考える中で、とうていゼロにはならない。

いろんなごみを合わせてゼロにはならないというふうな考えを持っております。 

 しかし、ゼロにはならないかといって、それを放置するわけではなしに、やはり

私ども行政もやれることをやる、住民の皆さんも、やっていただけることはやって

いただくというような形で、両者が協力し合って、ごみをできるだけ少なくする。

ごみに対する費用をできるだけ少なくするというような取り組みは、私どもも責任

を持って推進していかなければならない仕事だと思っておりますので、よろしくご

理解のほどお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      山本陽一郎君。 

○１３番（山本 陽一郎君）   時間が来たようですので、最後に、先ほどのご

み問題に対して、副町長といろんなやりとりをしました。生活福祉部長、あなたの

担当の部署だと思います。ですから先ほど言った、ごみ処理機の問題とか、いろん

な問題について、どうぞ部内で検討していただいて、そして、それを検討した結果

こうなんですよと。今までのようにほったらかしにするのではなしに。言い方悪い

かな。反論されれば、私も言いたいことがあるんだけれども、ぜひきちんと検討、

検証して、そして副町長、町長を挙げて、ごみ問題について、町として、本当の先

進町になるんだという、そういう意気込みでやっていただきたい、このようにご指

摘を申し上げたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 


