
○議長（山口 一成君）   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。 

 ４番、水谷善和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ４番目の質問者として質問をさせていただきます。 

 今回は２題でございますが、関連あると思いますけれども、２つに分けて質問させていた

だきます。 

 先の議会で、私、遊休農地のことについてお尋ねをいたしました。これにつきましては、

行政、あるいは自治会が、その後、除草作業なり、後の活用方法について進めていただ

いておるということで、うれしく思っております。 

そんな地域の荒廃等を考えておりましたところ、農地だけではなく、住宅に隣接する、い

わゆる生活空間の中にも、いろんな荒れているというようなところに気がつきまして調べて

おりましたら、町が全国的にも、いろいろと困難なことがあって、いろいろと政策を進めら

れている中で、今回、東員町の空き地、いわゆる宅地・農地等の適正管理ということにつ

いて質問させていただきます。 

防災・防犯面における安全対策といたしまして、空き地等の雑草や空き家等に関する

苦情、要望、その実績と内容について、お尋ねいたします。そして行政としての対応と解

決策と空き地等の管理の適正に関する条例の制定について、考えておられるのかどうか

ということを、まずお聞きいたします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   水谷議員の、空き地等の管理の適正についてのご質問にお答

えを申し上げます。 

１点目の空き地の雑草や空き家に関する苦情などにつきましては、直接、住民の方か

ら電話をいただいたり、自治会を通じて要望をいただく場合がございます。その内容は環

境美化上の問題をはじめ、防災や防犯上危険であるとか、交通の障害になっているとの

苦情が主なものであります。 



本年度のこれまでの件数を申し上げますと、空き地の雑草に対する苦情が１７件、家の

庭木や雑草の苦情が３件、また、空き家の雑草についての苦情が７件、田畑などの苦情

が６件ございました。また、耕作放棄地の関係は、地元の農業委員からの情報の提供に

より、町の農業委員会が中心となり、農地流動化事業の推進に努めているところでござい

ます。 

２点目の、行政の対応とその解決策につきましては、まず、連絡をいただきますと、現

地の確認と土地所有者の氏名や住所の調査を行います。その後、所有者の方に「土地の

管理について（お願い）」の通知をいたしておりますが、それでもご協力がいただけない場

合には、職員が直接、所有者を訪問したり、電話でお願いすることにより、ほとんどの皆さ

んが、枯れ草等の処理を行っていただいております。 

次に３点目の「空き地等の管理適正に関する条例」制定のご提案でございますが、私ど

もは、条例の名前は違いますが、平成１４年に制定いたしました「東員町環境美化条例」

の中で、空き地管理に関する規定を設けており、この条例に基づきまして、所有者の方に

通知を申し上げ、土地の適正な管理をお願いし、ご理解を得ながら、これまで問題の解決

を図ってまいりました。 

そのようなことから、新たな条例を設ける必要はないものと考えており、空き地等の防

災・防犯面における安全対策につきましては、これからも現行の条例及び火災予防条例

を適用し、消防東員分署やいなべ警察署と協力しつつ、関係各課が連携しながら取り組

んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りますよう、お願いを申し上げま

す。 

以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   答弁ありがとうございました。 

 先ほどの答弁いただいた中で、２～３点、再質問という形でさせていただきます。 

 ただいまの答弁の中で、苦情とか要望といいますか、そういったことについては、住民の

方が直接いただくとか、自治会からも当然あろうかと思いますが、こういった住民が直接

通報というような形でなった場合、隣近所といいますか、同じ生活をする中で、そういった

トラブルはないのかということも、一遍お聞きしたいと思います。 



 また、そういったトラブルはないのかということと、こういった苦情とか通報に頼っている

ということでございますが、こういったことに関する行政側ですね、私が今調べたところに

よりますと、何課に言うのかなということで、まず生活環境課かなということで思ってました

ところ、勉強させていただくと防災、それから産業というところにかかってくるようでござい

ます。 

 こういった担当者がみずから町内を巡回、点検・確認を行って、こういうところはしないと

いかんな、というようなことをされているのかどうか。そして、こういった苦情が、先ほど申

しましたように、防災、生活、農政関係の担当者に、多岐にわたっているということで、こ

の辺の内部の連絡機能というのはどのようになっているのかということで、お答えいただ

きたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 どうしても住民同士と申しますか、お隣同士と申しますか、そんなような苦情からトラブ

ルにというのは、過去にはゼロではないと思います。それとか行政との対応、本来であれ

ば生活環境課、しかしながら農地が絡みますと産業課とか、いろいろ防犯上になりますと、

また違う課というようなことで、確かに多岐にわたっております。その辺については、現状

とか横の連絡等は担当の方からご答弁を述べさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   お答えをさせていただきます。 

 苦情等によるトラブルは、ということでございますけども、今年度について今のところござ

いません。苦情をいただいて職員が現地を見て、所有者の方に通知をして、処理をしてい

ただいているということでございます。 

 そして、職員がみずから現地に赴いて確認をしておるところでございます。そして、多岐

にわたっているということでございますけれども、農地の場合は建設産業とか、空き地の

雑草の場合は生活環境とか、苦情の内容に基づいて担当課が処理をしておるということ

です。２課、３課にわたる場合はそれぞれ連携を行っておると、連絡を取り合ってというこ

とでございます。 



 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 今、私の質問の仕方がちょっと悪かったように思いますけど、住民からの通報というの

は何件かあろうと思いますけども、行政ですね、生活とか防災、農政の担当者が時間を

見て、みずから町内の点検、言われたものについては確認に行くということを今聞いたの

ですが、みずから日常の業務の中で点検されていることは、あるのかないのかということ

を、もう一度お聞きします。 

○議長（山口 一成君）   廣田勇生活福祉部長。 

○生活福祉部長（廣田 勇君）   特に町内を回って雑草等の確認は、現在はしておりま

せん。毎年苦情をいただくところもございますので、そういうところについては、確認をする

場合もございますけれども。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 住民の目も２万６，０００の目で見てますので、いろんな情報もあろうかと思いますけど、

職員の方もほとんど町内の方です。よそから来た方も町内を通ってくるということでござい

ますので、そういった目でまた見ていただいて、行政みずから、こんなところをしないとあ

かんなというところまで、心がけていただきたいと思います。 

 もう１つ、条例の制定はということで、私、通告させていただきまして、その後、私なりに

勉強しておりましたところ、東員町環境美化条例というのを、ホームページ等で見せてい

ただきました。議場の中に、机の前に置いてもらってあります例規集をずっと探しておりま

したら、例規集の２号の６８９６ページに、確かにうたってございました。 

 環境条例の１１条に、空き地または林地を所有し、占有し、または管理する者は、繁茂

する雑草、枯れ草、または投棄された廃棄物を放置して、周辺の生活環境を損なうことが

ないよう、常に当該空き地、または林地を適切に管理しなければならないということで、大

体の範囲は理解できないことはないと思いますが、この条例の頭の、空き地または林地と

いうようなことがありますが、これを読んだときに、農地は含んでないのかな、市街化調整



区域の中の環境というものを重く見ているのかなという思いがありましたが、この辺の解

釈を総務部長、ご説明していただけますか。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 大変難しいご質問の内容でございますが、的確な回答かということは自信がございませ

んけども、農地につきましては農地法に基づいて、耕作放棄等によって荒れてきた雑草等

というふうに考えておりまして、環境美化条例は、農地を含まずに制定をされたものという

ふうに理解をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   そういうことで地域全体も含むんだと。農地は農地法でやると

いうことでございますが、この条例、ただいま私、朗読させていただきました条例でござい

ますが、私は余り法律の方は勉強してこなかったということで、なかなか３行ぐらいで書い

てある中では、どういうことかなということで、管理しなければならないということで、条によ

っては罰則規定もございますが、これについては、罰則規定も費用弁償を請求することも

できないというようなことになっていると私は理解しているのですが、１１条についての罰

則、あるいは費用弁償請求権というようなものは含まれているのかいないのか、もう一度、

総務部長、よろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   また非常に難しいご質問をいただいておるんですけども、

基本的に環境美化条例の中身と申しますのは、町民に啓発的な意味、基本的に罰則を

課することを目的とせず、皆さん、こういうふうなまちづくりをしましょうという形の条例と理

解をいたしております。しかしながら、条文によっては、ご指摘のありました罰則規定第７

条と第１０条でございますが、第７条につきましては不法投棄、これは別の法律等々でも

規制をされておりますが、これにつきましては罰則規定を設けておる。もう１つ、１０条につ

きましては、自販機等の設置に関する業者の方に、きちんと、ごみが出た場合はこうこう

ですよという形の条文化と理解をいたしております。これにつきましてはきちっとしてくださ

いということで、罰則規定を設けられているというふうに理解をいたしております。 

 以上でございます。 



○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   法律に頼らなくても、みずからの自助努力で環境を守っていく

という考え、これは結構だと思います。 

第１１条に、こういった努力目標が書いてあるんですが、県内、あるいは全国の、こうい

った環境条例とか土地の適正管理に関する条例を見ますと、こういったみだらな草の繁

茂とか木の生い茂ったところについては、当然、注意や指導はあろうかと思いますが、そ

れでも地域によっては、はっきりと条文の中にうたってございます。いわゆる費用弁償とか

罰則規定を設けておりまして、それで対処していただくと、やっているというところが多くご

ざいましたので、ちょっとお聞きいたしました。 

 内容でございますが、生活を乱してはならんということでございまして、ひとくくりにしてあ

りますが、中には町内を歩いておりますと、夏には大きくススキなり雑木が生い茂って、害

虫とかの被害にあっているだろうなという苦情も聞いてますし、火災、交通事故発生要因

とか、人に健康の害を及ぼすようなことがあろうかと思います。そういったことがあれば催

促するんだということで、ただここでは生活環境ということでございましょうけども、３行で

示してあるということでございます。 

 今までは指導程度で、大きなトラブルがなかったということで結構でございますが、今後、

地域も高齢化してくるという中で、こういったものをきちんと整理をしていかないと、なかな

か対応できないのではないかということを考えておりますので、この辺のところをもう少し

精査していただいて、考えていただきたいなという思いでございます。 

 それで２つ目に移ります。ごみ減量対策についてということで、これも１年ほど前でござ

いますが、生ごみの収集ということで、コンポストの利用実績等についてお聞きいたしまし

た。今年度、平成２０年度の実績についても、２９台というような報告を受けておりまして、

こういったことも続けていただきたいということで思っております。 

 質問といたしましては、生ごみの収集量の推移と減量への取り組み状況について、その

中で堆肥化処理施設を設ける考えはないかということ、２つ目は剪定枝等の処理状況に

ついて、公共事業等における町のチップ機の利用実績と、チップ化堆肥化事業を導入す

る考えはないかということをお伺いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ごみの減量対策についてのご質問にお答えをいたします。 



 可燃ごみの収集量の推移につきましては、平成１８年度が３，９９４トンで、前年度比で１

９トンの増、平成１９年度が３，９８５トンで、前年度と比較しまして９トンの減、平成２０年度

が４，１１５トンで、前年度と比較しまして１３０トンの増となっております。 

昨年の可燃ごみが大きく増加している理由は、これまでプラごみとして出されておりまし

たプラスチック類が、容器包装リサイクル法の関係で、可燃ごみとして出していただくよう

に変更をいたしましたことが大きな原因であると考えておりまして、不燃ごみとか粗大ごみ

を含めた東員町のごみ全体の収集量は減少傾向にあります。しかし、この可燃ごみをい

かにして減らしていくのかが最大の課題でありまして、減量への取り組みにつきましては、

コンポストや生ごみ処理機の購入助成とか、クリーン作戦の皆さんと協働で、町内の小学

校でのごみの分別などの環境学習教室を開催し、本年度からは中学校２校でも予定をい

たしております。 

また、広報でクリーン作戦だよりの掲載など、ごみ減量に対する周知や広報活動も行っ

ていただいております。 

また、町内ＮＰＯ法人にお願いしまして、試験的ではありますが、家庭の廃食用油の回

収と、衣装ケースを利用した生ゴミ堆肥化事業も実施をしていただいております。 

堆肥化処理施設のご質問につきましては、私どもも生ごみを削減する有効な手段の一

つではあると考えておりますが、建設費用等の問題もあり、もう少し勉強をさせていただき、

まずは町の給食センターや各家庭から出る廃食用油を回収し、バイオディーゼル化する

ための燃料装置の導入について、現在、検討いたしております。 

次に、剪定枝などの処理状況についてでございますが、街路樹や公園・緑地等の樹木

の剪定枝の一部を、花壇や公園などの花卉や樹木の周辺に、土壌として再利用するため、

平成１２年度にチップ機を購入し、資源の再利用に取り組んでまいりました。 

今までの主な利用実績は、街路樹や台風などの影響による倒木などを処理し、城山幹

線道路沿いの花壇及び中部公園の樹木の土壌に利用してまいりました。 

現在は主に、いなべ市農業公園に搬入し、その処理をお願いしているところでございま

す。 

議員の言われる、従来のように自前でのチップ化・堆肥化につきましては、資源活用等

からすれば有効でありますが、費用対効果も考慮させていただくと、現在の方法が最良か

と考えます。 



よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   答弁ありがとうございました。 

 ごみに関しては、いろんな地域の方がご尽力いただいているということは、重々存じてお

ります。 

 そんな中で、先ほど答弁にございました町内のＮＰＯ法人が、家庭の廃食用の発酵堆肥

ということで、ご尽力をいただいておるというようなことがございますが、こういった方々に

支援策ですね、どういった支援をしているのかなということをお聞きいたします。 

 もう１つ関連で、資源収集団体の助成金というのが、平成２０年度に４３９万円ございま

す。これとは別だと思いますが、これの助成団体と、どういった活動に出しているのかなと

いう概要について、わかりましたらお答えいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   小川増久生活環境課長。 

○生活環境課長（小川 増久君）   お答え申し上げます。 

 まず１点目のＮＰＯ法人に、現在ごみ堆肥化をお願いしておるんですけども、年間８６万

４，０００円で、東員町生ごみ堆肥化の事業の委託ということでお願いしております。 

 これは、協力いただいているご家庭からの生ごみの回収とか１次発酵処理、また２次発

酵処理を町のストックヤードで堆肥化処理施設を持っておりますので、そちらで処理まで

していただいております。 

 ２点目の資源収集団体の関係でございますけど、東員町で出る資源ごみであります紙

類とか布類について、現在、東員町では２５団体、老人クラブの方、あるいは自治会の方、

そして子ども会の皆さん、ご協力いただいておりまして、それについては資源ごみ１キロ

当たり６円の助成をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 



 いろんなボランティアが、そういったごみに対する尽力をしているということで、感謝申し

上げないとあかんということを思っておりますので、こういった助成についても考え続けて

いってほしいと思います。 

 それと先ほど答弁の中で、廃食用油の廃ディーゼル化というようなこともお聞きいたしま

した。廃食用油というのは、町内で大体どれぐらい出るものかなと。私も想像がつかない

のでお聞きしたいのと、こういった廃食油のディーゼル化というものを、どういう形でやって

いこうと思われているのか。検討と書いてありますので、まだ具体化しておらんかわかりま

せんけども、どういった形で進めておられるのかなということ、わかっているだけで結構で

すので、お聞きしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   小川増久生活環境課長。 

○生活環境課長（小川 増久君）   お答え申し上げます。 

 まず、東員町で一般的な数字でございますが、１人当たり年間４００～５００㏄出るという

ことでございますので、それに人口をかけさせていただきますと、約１万リットルぐらい出る

と。ただ、それが一度に出るということもなくて、当然これもご協力をいただいて、年々最終

的には１万リットルぐらい出るのではないかと。それと先ほども申し上げましたように、町

の給食センターの分が約５，０００リットルぐらいで、合計１万５，０００リットルぐらいが、最

終的には、皆さんご協力いただければ回収できるものというふうに考えてます。 

 現在検討している内容でございますけども、廃食用油につきましては、回収をどのような

感覚で、例えば月に１回するとか、年に３回するとかというその辺の日程、どれぐらいご協

力いただくかによります。そして回収方法、どこが回収をしていくか。また、回収した後の

廃食用油の製油機というんですか、処理施設も、回収量によって機種も金額等もさまざま

でございますので、そのあたりも十分精査しながら、東員町に一番合ったスタイルというか、

システムを構築していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   いろんな形で進めていただいて、ごみの減量に尽力いただき

たいと思います。 



 もう１つの剪定枝等の処理状況について、チップ機を以前は使っていたというようなお答

えで、今は公共施設の藤原の方へ移送しているということでございます。 

私もシルバー人材センターへ事情をお聞きに上がったところ、シルバー人材センターが

どれぐらいの公共施設を請け負っているか、請負率はわかりませんけど、何か２００万円

ほどの処理料を払っておるということで、大変な額だなと。これ全部、公共施設だけでも、

すべてシルバー人材センターが請け負った場合はどれぐらいになるのかなということを思

います。 

 公共については、そういった処理の方法があるということなんですが、私、お聞きしたか

った剪定枝、私も道楽で庭木をいじったりします。そんな中で、私だけでも軽四輪に２～３

杯は年間あるやろうというような予想をしておりまして、以前はドラム缶で焼いておりまし

た。それは違反になりました。 

野焼きは禁止ということで、できなくなったということで、どうしたらいいのかなということ

で思いましたら、３０センチ以内に切って、袋に入れて出してくればいいということでござい

ます。落ち葉程度なら、そういった処理もできますけれども、３０センチに切って処理すると

いうことは、私の狭い庭でもそうでございますが、一般の大きな庭とかになってくると、そう

いったことは不可能やないかということを感じております。 

特に目につくんですが、いわゆる堤防とか、あるいは自分の水田だと思いますけど、そ

ういったところに山積みにされているということも見受けられます。中には消防署に呼ばれ

て大目玉を食っておるというようなこともございまして、そんなふうにセンターで毎年出てく

るんですが、こういったものを焼いてはいかんということになれば、そういった受け皿という

ものが必要ではないかと。何もかも規制して、３０センチにして、ようせんものは処理場へ

持っていけばいいやないかというようなこともあろうかと思いますけど、そういった地域の

ことを考えて処理するとなると、なかなか現実問題大変だと思いますので、受け皿として、

せっかく東員町にチップ機があるならば、そういった利用も考えたらどうかということを思い

まして、改めてその件についてお聞きいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

基本的には法的にだめと言われるものを、なかなか個人ではできない状況でございま

す。先ほど３０センチに切ればということですが、現実そのようにということになりますと、

大変なことになると思います。 



しかしながら、行政としては、そんでもよろしいということは言えないと思いますので、チ

ップ機ということが出てまいったんですけど、実はチップ機も、何というんですか、木の直

径というんですか、それに応じて小さいものから大きなものということでございますので、

東員町が以前買ったチップ機は、余り太いものは処理できない。その当時は、民間の方

の大きなチップ機も借りて、実は台風被害がございまして、その台風でこけた木の処分と

いうこともございまして、チップ機を買ったという経緯もございます。東員町の持っておるチ

ップ機は大分年数もたっておりますし、余り直径の大きなものは処理できない機械でござ

いますので、非常に難しい面がございます。 

そんなことから行政としては、藤原の方へ持ち込んだ方が安いということで、そのような

手法を取らさせていただいたというのが経緯でございます。いろいろ難しい点もございま

す。処理場を東員町にも、というようなことも検討したんですけど、なかなかこれも大きな

金が要るということで、藤原の方へ持ち込んだ方が、費用対効果でいくと一番ベターであ

るということから、そんな手法を取らせていただきました。いろいろご指摘いただきました

ので、検討はさせていただきますけど、なかなか厳しい状況でございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   そういった、なかなか処理が大変だということで、もう一方、農

地の問題ですが、ちょっと確認するんですが、枝を切ったものは燃やしたらいかんというこ

とですね。これは当然そういうことでございます。いわゆる水田ですね、田んぼを収穫した

後のわらとか草とかいうものを、やっぱり燃やすという昔からの習性といいますか、余りほ

っておくと、また河川へ流れ込むということがありますので、処理もされんならん中で、私も

以前、議員にさせていただく前の話でございますが、田に火をつけて燃やしました。燃や

しましたところ、消防車が来まして、４人から５人の消防隊員に取り囲まれまして、大変恐

い思いをしたのです。あなたは何をするんですかと、今から消火しますということで、せっ

かく燃えているところを、火をつけてもらったら困るということで、私は突っぱねたんですが、

やはり４～５人の大きな消防員に囲まれると恐怖感がありますね。それでもめげずに、自

分の田だからという思いだけでおったところ、ここで燃やしてもらったらダイオキシンが出

るというような話が出ました。待ってくださいよと。田んぼの草を焼いてダイオキシンが出る

んですかということで問答があって、あげくに名前はということで、私は最後まで名前は言

わなかったですけども、農家Ａと登録してくれというような話でしました。ああいった水田の

野焼きというんですか、そういったものに対しては、多分いいと思うんですが、その辺、一

遍回答をいただきたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 法的なことでございますので、間違うと大変でございますので、担当の方から答弁をさせ

ます。 

○議長（山口 一成君）   藤井浩二総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 議員、十分ご理解いただいていると思うんですけども、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律におきましては、第１８条の２で、焼却にしてはいけないものということで定めておりま

す。その中で、政令で定める廃棄物の焼却についてはいいですよという免除もしておりま

す。その中で、農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃

棄物の焼却、今、議員がご質問されました事柄については、廃棄物の焼却と考えておりま

す。 

 しかしながら、もう一つ違う面からの条例がございまして、私ども、火災予防に関しまして

は桑名市に委託をいたしておりまして、桑名市の火災予防条例を適用される地域でござ

います。以前は本町に予防条例がありましたが、委託をしたということで、そちらにお願い

をいたしておりまして、そこでは、火災と紛らわしいようなものについては届け出をしてくだ

さいという形で整理をされております。当然ながら、家庭で行われる小さなたき火とか、ま

たキャンプファイアー等は除外をされておりまして、届け出も必要ございません。当然、神

事のどんども、その中の対象物でございます。田んぼにつきましては、今も議員ご質問の

とおり、紛らわしいことがあって、員弁郡内でも、いなべ市とか、私ども、ご出動をいただい

ておるようなことは多々聞き及んでおりますが、できましたら届け出等をしていただければ、

そういうことはないかなというふうに考えておりますので、どうぞご理解賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   答弁ありがとうございました。 

 今までごみの減量についてお尋ねしておりますが、過日、多度の環境行政に携わって

おられる方にお話しておりましたら、笹尾４丁目の上の斎場の奥といいますか、いわゆる

東員多度線の旧道、それから新しくできました県道６１１号の間、ほとんど多度の管轄、い

わゆる桑名市の管轄だということで、清掃活動をやっておられるのが、年間３回ぐらい、廃

棄物の投棄の監視をやったので解消しているということの中で、東員町に斎場で道をとめ

てくれたらどうや、というお話をさせてもらったことがあるんだと。だけども東員町は、抜け



道は必要だからということで応じていただけないということがあった、というような話がござ

いまして、あのまましていくと、全く山の中で投棄しやすい、犯罪も起こりやすいというよう

なことがございますと私も思いますので、東員町は斎場から１０メートルか２０メートルか、

それぐらいで境になろうかと思います。ごみをほる人については、あれを抜ける必要があ

ろうかと思いますが、一般の方は抜ける必要がないんじゃないかと思いまして、機会があ

れば尋ねさせてもらうということで、お話しさせてもらったんですが、そういったところの話

があったのかどうかわかりませんけども、旧道を閉鎖するというお考えについて、お答え

いただいたらありがたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 急なご提言をいただきましたので、今ここでどうこうというのは。桑名市は、当然市道も

絡んでくると思いますので、桑名市と利害関係者というんですか、道路に接続した土地と

か、いろいろございますので、そして法的な手順もございますので、一度研究をさせてい

ただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山口 一成君）   水谷喜和君。 

○４番（水谷 喜和君）   通告なしの質問内容で申しわけございませんが、東員町のご

み削減、これは進めていかんならんのですけども、そうかといって、よそへ投棄してもいい

ということもございませんので、町も削減、近隣の市町も、ごみの削減に努力しているわけ

ですから、そういったものについては前向きに閉鎖するものはする、通すものなら通すと

いう形で進めていただきたいと思います。 

 以上、いろいろとごみ削減について、皆さんご尽力いただいたと思いますので、なお一

層の、こういったごみ削減にご尽力をいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わ

ります。 


