
○５番（種村 博行君）   新米ですけども、古米に近い新米議員でございます。

種村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 私は日本経済がなかなか活性化しない、少子高齢化がどんどん進む、そんな中で

比例して増え続ける障がい者をしっかりとサポートしなくてはいけない、子どもた

ちのことを考えると、しっかりとした基盤の東員町を残してやりたい、そんな思い

で議員にさせていただきました。早く仕事を覚え、車の両輪になるように、皆様の

ご協力をよろしくお願いをいたします。 

 今日は３つの質問をさせていただきます。１つ目は第５次の総合計画について、

２つ目はＲＤＦ発電事業について、３つ目は生ごみ堆肥化についてです。 

 それでは１番目の第５次総合計画について、質問をさせていただきます。 

 この第５次総合計画は、昨年３月に、平成３２年までの１０年間の計画として発

行されています。町民の皆さんの分野の方々で考えられ、中身はしっかりとした将

来の東員町のことが計画されています。これからのまちづくりは、町民と一体とな

ってつくっていくということを基本として、町民参画の施策がいくつかあります。

これは私もそうだと思っております。 

 この総合計画の中で３つの質問があります。１つ目は、この総合計画のダイジェ

スト版は各戸配布されていますが、厚い冊子の総合計画ですけども、だれに配布さ

れて、配布された方はどのように使っているかということをお聞きします。 

 ２点目は、そこにグラフがあるから見てもらうとありがたいのですが、人口を増

やして財政の安定化を図る、財政の安定化がなければ福祉もサービスも低下する、

まず人口問題を考えることが最も大事だと私は思っています。 

 このグラフを見てください。（種村議員 グラフを示す）この実線部分ですけど

も、これは社人研といいまして、国立社会保障人口問題研究所の将来の東員町の人

口予想を予想したものです。 

 この予想では、２０２５年には東員町の人口が２万２，８５５人、生産年齢人口

が全体の５５％になってしまいます。この予想になったら大変なことです。東員町

の第５次総合計画は毎年定住促進を図り、４００人ぐらいを東員町に呼び込むとい

う、そういう計画で、２０１５年には総人口が２万６，２００人、生産年齢人口が

１万５，７３０人、２０２０年は総人口が２万５，７５０人、生産年齢人口を１万

４，４６０人としています。 

 東員町は第４次の総合計画の推進や定住促進の補助金制度の成果もあって、２０

１１年１２月、昨年１２月ですね、これは棒グラフの左から３番目のところです。

この数字が、ほぼ東員町の予想の推計値に近いなと見ています。この数字から見ま

すと、老齢者の人口というのは増えていく一方です。この数字に気を抜くことなく、

第５次総合計画をしっかりとやって若年層を増やしていく、これが重要なことだと

私は思っています。 



 そこで質問です。この総合計画を確実に実行していくために、各部署に与えられ

た計画と、その進捗状況をお聞かせください。 

 ３つ目の質問です。 

 今、戦後の団塊世代、私もそうですが、高齢化を迎え、厳しい時代が来ることが

目に見えています。これからの子どもたちに、この厳しい時代を生きていく教育が

非常に大事だと私は思っています。子どもたちに頑張って生きていけよ、東員町だ

けでなく、世界に羽ばたく人間に成長してほしい、へこたれるなよ、そう思ってい

ます。 

 総合計画では、生きる力の育成を重視した教育内容の充実を課題としていますが、

どんなことを思ってみえますか。１つ目と２つ目は町長、３つ目は教育長に答弁を

お願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   種村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、第５次総合計画でございますが、計画書がどこに配布され、どのように使

用されているかというご質問でございますけれども、平成２２年１２月に基本構想

の議決をいただき、平成２３年３月に第５次東員町総合計画、いわゆる本冊と概要

版が完成をしております。 

 本冊につきましては職員はもとより、議員皆様をはじめ、策定にご尽力いただき

ました委員の方々や自治会長様、社会福祉協議会、とういんボランティア市民活動

支援センター、文化協会、商工会、観光協会、シルバー人材センター、小中学校、

その他関係行政機関に配布をさせていただいております。今ご指摘のように、概要

版については各戸配布をさせていただいております。 

 どのように使われているかというのは、私ども行政といたしましては、それを逐

次活用させていただいて、政策との整合性というものを常に検証させていただいて

おりますが、ほかのところでどのように使われているかというのは、多分参考にし

ていただいて、いろいろな方針を立てていただいているのではないかなというふう

なことを思っております。 

 総合計画は地方自治体の最上位計画でございますが、時代の変化に対応させるた

め、必要に応じて変更を加えながら、今後のまちづくりの指針としてまいりたいと

思っておりまして、その都度、何かありましたら変更を加えるなどしていきたいと

いうふうにして活用していきたいと思っております。 

 町民の皆様や各種団体におかれましては、まちづくりの方向性をご確認いただき、

町政への参画・協働の手がかりとしていただければ幸いに存じております。 

 次に第５次総合計画を確実に実行するため、各部署に与えられた計画とその進捗

でございますが、総合計画は行政すべての分野における行財政運営の基本となる計

画で、施策は各係ごとの事務事業の積み重ねでございます。 



 本計画は本年度から平成３２年度までの長期計画で、政治情勢の変化や住民ニー

ズの高度化・多様化などに柔軟に、そして流動的に対応できるよう、現在各課にお

きまして、その分野における変化と新しい動向をつかみ、平成２３年度の総括と今

後の取り組み方針を整理させるとともに、その分野の代表的な指標であります「み

んなで目指す目標値」につきましても検証をさせております。 

 まだ報告は出ておりませんが、結果が出ましたら、ホームページで公表させてい

ただきたいと思っております。 

 みんなで目指す目標値なんですが、みんなで考えた目標値ではありますけれども、

目標値というのは、ともすると本当にそのことに対する目標値になっているかどう

かということも、非常に疑問を持ってかかっていかなければならないというふうな

ことを思っておりまして、それも既にいつも緊張を持って検討を加えていくように

考えております。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   「生きる力」の育成に関する私へのご質問にお答

えをいたします。 

 子どもたちに生きる力を身につけさせることは、これからの社会の中で生き抜き、

そして変化の厳しい社会を担う上で大変重要であると私も考えております。 

 この生きる力は、文部科学省が定めた学習指導要領にございますように、確かな

学力、豊かな心、健やかな体をバランスよく育成することで育まれるものでござい

ます。 

 その意味で、本町におきましても生きる力の育成を目指し、学力の向上をはじめ、

さまざまな課題解決のために、諸施策を行っているところでございます。 

 せっかくの機会でもございますので、来年度以降の本町の教育につきまして、私

の所信の一端を含めて述べさせていただこうかと思います。 

 私は、次年度からの教育目標を、確かな学力と豊かな人間性をもとに、社会に参

画する力の育成と考えております。 

 今、子どもたちにつけたい力として重要なものは、確かな学力や豊かな人間性は

言うまでもございませんが、それらを土台とした社会に参画する力だと考えており

ます。社会に参画する力とは、自己実現と社会の発展に貢献する力でありまして、

これからの激動の時代を主体的・創造的に生きる力「自立の視点」と、社会に参画

し、その発展を支え、他者とともに人生を豊かなものにする「共生の視点」、この

両者を合わせ持った力だと考えております。 

 現在の小中学校の児童生徒の状況は、これまでの取り組みの結果として、学力の

向上面においては一定の成果を上げておりますし、全体的に落ちついた中で教育活

動が行われております。 



 しかし、本町の教育課題として、次の３点があるのではないかと考えております。 

 １つ目は、子どもたちの「暮らしの時間」の充実であります。子どもたちは、暮

らしの時間・遊びの時間・学びの時間の３つの時間の中で生活をしておりますが、

特に暮らしの時間が貧弱になってしまっているのではないかと危惧をしております。 

 これは自分の身近な生活がわからなくなってしまっている子どもたちが増えてい

るのではないかということであります。その結果、父が、母が、どのような暮らし

の中で生活し、苦労し、頑張っているのか、父や母に思いを寄せられない子が育っ

ているのではないかということであります。 

 暮らしの時間は家族のきずなを深くし、家族を家族たらしめる時間であります。

子どもたちの暮らしの時間の充実が大きな課題であると考えております。 

 ２つ目は、学力の二極化をどう防ぐかということであります。 

 ３つ目は、子育て支援をどのように充実させるかということであります。 

 このような課題の解決に向け、先ほどの目標のもと、本町の教育を次なるステー

ジへ高めるべく、教育施策を展開してまいる所存であります。 

 具体的には、まず確かな学力の育成では、第３次学力向上プラン①対話力と活用

力の向上、②かかわる力の育成、③幼保小中の連携について、町内全園・全校で取

り組んでおります。 

 また、小学校５・６年及び中学校の全学年で学力調査を実施し、学力の定着状況

を把握するとともに、指導方法の工夫と改善につなげております。 

 加えて、きめ細かく行き届いた指導を行うために、町単独で少人数指導非常勤講

師を、外国語教育や外国語活動の充実のために小中学校にＡＬＴを、それぞれ配置

をしております。 

 さらに先生方の指導力向上のために、教育委員会の指導主事に加え、特別指導員

による巡回指導を行っております。 

 また、特別支援教育を推進するための学習支援員を配置するとともに、専門家に

よる巡回指導や教育相談を実施をしております。 

 次に豊かな心、健やかな体の育成では、子どもたちの社会性を培うためのＱＵ調

査（学級満足度調査）を実施し、その結果を分析しつつ、ソーシャル・スキル育成

を進める実践を町内各小中学校で進めております。 

 さらに暮らしの時間を見詰めるために、自分で献立を立て、自分で作る「東員町

弁当の日」を設け、小学校６年生全員で取り組み始め、一人一人の自立へ向けての

ライフスキルの育成に取り組むとともに、町内保幼小中のＰＴＡとも連携を進め、

「早寝・早起き・朝ご飯」「あいさつ運動」等、基本的生活習慣確立の取り組みを、

平成１７年度から現在まで継続して進めているところでございます。 



 また、学校図書館支援対策事業として各学校に専門員を配置し、学校図書館の活

性化を図るとともに、子どもたちの読書意欲を向上させ、豊かな心の育成に取り組

んでいるところでございます。 

 そしてこれらの教育活動を支えるために、教育用パソコンやデジタルテレビ及び

電子黒板等の視聴覚機器を整備しておりますし、空調設備の充実など、学習環境整

備を行っております。 

 今後も子どもたちの生きる力の育成のために努力をしてまいりますので、よろし

くご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 １つ目の質問のことですけども、今３月議会に、地域主権一括法の関連で２案件

の条例改定が上程されていますが、これから地方分権の流れはどんどん加速してく

ると思います。地方分権は国から地方へ、県から市町へ、役場のほうも随分忙しく

なってくるでしょうから、多分、市町から民間へという流れが、当然僕は入ってく

るんだと思います。民間へ流れる前に、我々住民ができることは住民でやる。民間

業者に委託しても、地元の住民を民間業者で使ってもらう、そういう雇用を優先さ

せる、そこに私は住民参画の意味があるんじゃないかと思っています。 

 一方では、去年の３．１１の教訓として、地域のコミュニティが盛んに叫ばれて

います。コミュニティがしっかりしたところは被害が少なかったということも聞い

ています。 

 あと去年の１年をあらわす漢字は「絆」という漢字が選ばれました。総合計画を

作成された方々は、あと１０年はこうあるべきと認識されていると思うんですけど

も、これを達成させるためには、我々残る人々、それ以外の人々が、つくった人と

認識を同じくする必要があると思うんです。地域と行政がまちづくりに関して勉強

会をする、そういう場所が要ると思うんですが、町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のように、地方分権の流れは止まらないとい

うふうに思っておりますし、逆に言えば、それがないと日本という国はもたないと

いうふうに思っておりまして、地方の役割というのは、ますます大きくなってくる

というふうに思っております。 

 そんな中でご指摘いただきましたように、今まで行政でやるものと決めていたも

のが、見直してみるとそうではないよと。行政でどうしてもやらなければならない

ものというものを取り出して、それは行政でやる。でもそうじゃなくて、民間でや

れるもの、これは民間でやっていただく。民間といいましても、市民活動やらＮＰ

Ｏやら、そういうものを含めた民間でございますが、そういう流れになってこよう

と思っておりまして、私はこの平成２４年度中にそういうものを精査をして、精査



をする中で、また皆さんともいろいろご相談をさせていただきながら、その方向の

流れをつくっていきたいというふうに思っておりますし、その中で総合計画につき

ましても、先ほども答弁の中で言いましたが、時代の流れによって、それぞれの時

代を把握しながら、変えていくところは変えていこうということでございますので、

皆さんに相談をさせていただきながら、勉強をさせていただきながら進めてまいり

たいと思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   これは役場の方の部長、課長全員にお聞きしたいと

思うんですが、ＩＳＯ１４００１というのは現在も継続されてやっているんでしょ

うか。代表で生活福祉部長にお願いします。 

○議長（南部 武司君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 以前はＩＳＯ１４００１やっておりましたけども、ある程度庁内で達成できたと

いうことで、今度は独自でお金をかけない形でつくっておりまして、環境マネージ

メントですか、それをうちのほうで、別に独自のシステムとして今考えております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   私は今、環境の話をしたわけではないんです。関連

で質問したわけですけども、ＩＳＯ１４００１は目標は環境なんですね。ですけど

こういうふうに１４００１の趣旨は書いてあります。 

 活動、製品及びサービスによって生じる環境への影響を持続的に改善するための

システムを構築し、そのシステムを継続的に改善していく、ＰＤＣＡサイクルを構

築することが要求されている、この中で有害な環境影響、組織の経営改善、環境経

営が期待される、ただし環境パフォーマンスは評価をしないということです。 

 要するに自分たちが決めたことをチェックして、もう一回次のステップにやろう

よという、これは環境に限らず、１４００１、皆さんされたわけですから、その部

分というのはしっかりと、これは行政も一緒ですので、自分たちがやったことをも

う一回振り返って、もう一回次のステップにする。これが改善のやり方だと私は思

っています。ですから１４００１をやめられたといっても、その手法だけは残して

おいてほしいなと思っております。 

 簡単に言いますと、子どもが学校から帰ったと。宿題を家でしますね。期末テス

トをやります。もう一回、テストの結果で勉強する。私たちが、まさしく１４００

１と一緒のやり方なんですね。学校から帰って宿題をして、その日の反省をする。

毎日その繰り返しで、時々チェックをテストする。これが改善、子どもを賢くする

という、我々の仕事も一緒なんです。そういうことを１４００１をやめられても、

手法だけは残しておいてほしいなと私は思っています。 



 １０カ年計画を細分して、多分３カ年計画とかを出されると思うんですけども、

各部署においては３カ年計画をさら細分化して半年の計画、３年間でこれをやると

いったら半年でこの計画をやるんだ、そういうスタンスでもっていって、各部署は

半年の成果を反省して、もう一回次の半年にやる、３年間でやっつけるという、そ

ういうふうな仕事をしてほしいなと私は思っております。 

 あとは子どもの生きる力のところですけども、私は少し安心したんですけども、

今予算に子どもの権利条例というのが上がってますね。３００何万円でしたか、そ

んなに多くなかったですかね。３０万円でしたかね。これは基本は生きる力をつけ

るということですね。 

 その辺で、どこの市町かわかりませんけども、ネットで、子どもの権利条例の目

的というのをやってました。そこには、学校、地域、家庭、事業者のそれぞれの役

割を明確にし、子どもたちがその中で権利を保障し、社会の一員として参加するこ

とで、自分を大切にし、他人を大切にし、お互いの権利を尊重する心が芽生える、

こうありますが、子どもの権利を尊重することが、未来を担う子どもの生きる力を

育む、そして子どもと大人がともにつくる豊かな地域社会の形成につながるという

考えのもと、この条例を制定します、こんなことが書いてありました。私もそのと

おりだと思います。 

 ここで大事なことは、先ほどもコミュニケーションのお話をしましたけども、条

例をつくっただけではだめなんですね。要するにここで言う、学校、地域、家庭、

事業者の中に子どもがいて、事業者の方も地域の方も目的をしっかり持たないとい

かん、そういうことですね。そういうことをするためには、コミュニケーションを

とらないといかん。そういうことですけども、条例ができた後のみんなを集めて検

討会というのはどうお考えでしょうか。 

 教育長、お願いします。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 現在具体的な条例づくりというのは、まだ始まっておりませんけれども、いろん

なところにベンチマーキングに行きまして、具体的に条例がどういうものかという

ような研究を進めております。 

 そして私ども学校教育課が主にやっておりますけれども、政策課、健康福祉課と

いう３課にまたがって、そして協調しながら、東員町の子どもたちにとって、どう

いう形の権利条例が一番いいのかということの研究を進めてまいりたいと思います。 

 そして学校教育課が主にならさせていただきますので、当然その権利条例ができ

た場合には、学校の日常の生活の中で、きちんとしたことを学習をしながら学んで

いく場を設けていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 



○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 それでは大項目の２つ目の質問です。 

 県のＲＤＦ運営協議会は、２０１６年度末で発電設備が耐用年数を迎えますが、

ＲＤＦ発電所を平成２０年度末まで継続し、継続のための設備改修費と運営費用は、

県と市町が折半するということで合意をしました。ところが松阪市は負担額が過重

として、今、焼却炉をつくってみえると思うんですけども、新焼却炉が稼働する２

０１５年度以降は、同事業から撤退することを表明しました。松阪市が撤退した後、

残る１３市町で施設の改修費用と運営費用を見ることになるのか、また、ほかの市

町も同じように撤退した場合は、この費用はどうなるのかをお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご質問にお答えをさせていただきますが、県はご案

内のように、ＲＤＦ発電事業につきましては平成２９年で撤退、以降平成３２年ま

では継続すると。ただし、継続に要する維持管理費、改修費、外部処理費につきま

しては、今言われたように半額を県が負担し、半額をそれぞれの市町で負担すると

いうことに決定されました。 

 この決定につきましては、桑名広域清掃事業組合や、先ほど議員言われました松

阪市が加盟する香肌奥伊勢資源化広域連合等、６つの製造団体が加盟をいたしてお

りまして、１３の市町がその中に入って合意をし、現在に至っております。 

 また、これまで問題が発生いたしますと、参画する市町で構成される三重県ＲＤ

Ｆ運営協議会で協議を行い、解決を図ってまいりましたが、今回の松阪市の脱退に

つきましては、平成２７年度以降、香肌奥伊勢資源化広域連合からの脱退を松阪市

が表明したものによるということでございます。 

 脱退に伴います負担金につきましては、今議論中でございますが、この離脱によ

り、加盟している市町が過重の負担を被るということがあってはならないというこ

とで、今その話し合いをさせていただいているところでございますが、しっかりと

主張をさせていただいて、我々が余分な負担を受けることのないように、しっかり

と主張をしていきたいと思いますし、また、離脱をこれからするよという市町があ

らわれた場合は、きっちり最終までの負担金を納めていただいて、そして離脱をし

ていただきたいという旨の申し入れも、これはこの中でしていきたい。そうしない

と、どんどん抜けていきますから、そういうことのないように、少なくとも平成３

２年度までは、これが継続するようにしていきたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   現在東員町は桑名広域に負担金として、平成２４年

度の予算で３億２，５６０万円が上がっております。その内訳は、広域設備の管理

費用、ＲＤＦ設備やプラごみ設備なんかの設備の償却費用、あとプラごみ、粗大ご



み、不燃ごみとＲＤＦ製造費用と、あとは県にＲＤＦを処理してもらう費用だと思

いますが、そうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おおむねそのとおりでございますが、漠とした金額

で言わさせていただきますと、３億２，０００万円のうち、約半分の１億６，００

０万円ぐらいはほぼ固定費なんですね。建設の時のコスト、人口割ということで、

ほぼ固定費ということでございまして、極端な話をすれば、ごみが東員町からゼロ

になっても、１億６，０００万円は払い続けなければいけないというような、そん

な状況になっております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   そのうち県にＲＤＦを処理してもらうお金はいくら

かわかりませんけども、松阪市が２０１５年度以降は脱退すると言ってます。そう

すると、ＲＤＦは量がその分だけ減るわけですね。 

 そうしますと発電の設備というのは、機械に詳しい人はわかると思うんですけど

も、量が減るとどんどん効率が悪くなっていきます。松阪市が離脱したときに応分

の費用は払うと言ってますけども、設備の補修費用というか、延命のための費用で

あって、多分、発電の効率が減った場合の処理単価が、ぼくは増えてくると思うん

ですけども、その辺の費用まで松阪市が負担するのかどうか。松阪市は負担額が過

重として離脱するわけですので、発電効率が悪くなって、広域で持ち出すＲＤＦが

単価が上がっても、その辺は多分負担はしてくれないと思うんですけども、その辺

のところをしっかりと、負担は効率が悪くなった分を松阪市が負担するんだよとい

うこと、話し合いができるでしょうか、その辺の考えをお聞きします。 

○議長（南部 武司君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども申し上げましたように、今そういう議論を

している最中でございまして、議員ご指摘の件も含めまして、その場で協議をさせ

ていただきたいというふうなことを思ってます。 

 おかしなもので、我々みんなでごみを一生懸命減らそうと、減らしたら単価が上

がるって、こんなばかな政策はないので、この疑問をちゃんと解決できるような方

向へ我々も考えていかなければならないと思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   ありがとうございました。 

 大項目の３つ目の質問であります。 

 現在可燃ごみ処理経費を減らすために、生ごみの堆肥化や資源ごみの回収に一生

懸命取り組みが進んでおります。可燃ごみの回収が進んでいきますと、今、パッカ

ー車で集めてますけども、その量が減り、今度は生ごみの回収が新たに増えてくる

わけです。一方では堆肥化の設備が必要になってきます。 



 そこで質問です。 

 目標である可燃ごみを９０％削減した場合、ＣＯ２削減効果はあるんですけども、

それを除いてコストメリットをお聞かせください。 

 ２番目に、９０％削減に向けての大まかなスケジュールをお聞かせください。 

 お願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ごみ減量につきましてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 １点目の可燃ごみ減量によるコストメリットでございますが、一般家庭から出さ

れる可燃ごみの約５割強を占める生ごみを堆肥化し、約４割を占める雑紙を資源ご

みに移行することで、可燃ごみの９０％削減が実現します。これは机上ですけど、

その方向で進みたいと思っております。 

 東員町のごみ処理にかかる年間経費は約４億円でありまして、１人当たりに換算

いたしますと、約１万５，０００円になります。また、ごみの大半は桑名広域清掃

事業組合へ搬入され、処分されております。 

 ごみ処理経費約４億円のうち、桑名広域清掃事業組合に支払っている負担金は、

先ほども出ましたけど３億１，７００万円と、ごみ処理経費の約８０％を占めてお

ります。 

 分別処理を徹底できれば、桑名広域清掃事業組合への可燃ごみ搬入量は減少し、

負担金が削減できます。 

 しかし、桑名広域清掃事業組合に支払っている負担金は、先ほど申し上げました

が、建設費と管理費で構成をされておりまして、施設搬入ごみ量に反映する管理費

は２億円弱で、均等割と実績割にて算出されておりまして、実績割につきましては、

ごみ搬入量をもとに負担金を決定しておりますので、減少をするんですけれども、

建設費分は、先ほども申しましたように固定されておりますので減少いたしません。

減量実績が直接すべて負担金に反映されるということはございません。 

 県がＲＤＦ発電事業から完全に撤退する平成３３年度以降には、継続に要する維

持管理費、改修費、外部処理費等により、さらに高額の負担金を強いられるものと

思っておりますが、ごみ減量をすることでコスト面を比較し、ごみ処理方法の方向

性について判断が行えるような検討を、当町といたしましてはしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

 ２点目の可燃ごみ削減に向けたスケジュールでございますが、５月ごろに各戸に

配布を予定いたしております平成２４年度予算説明書の生活環境課のページで詳し

く表記をさせていただきますが、生ごみ堆肥化につきましては、全戸を対象といた

しております関係から、昨年１２月に発足いたしました生ごみ堆肥化検討委員会で

議論を現在いただいておりまして、方向性が固まり次第、希望なんですが、秋ごろ



にはモデル地区を選定して、実験をして、その実験結果から堆肥化方法等を検討し、

平成２５年度中、再来年度中に実施できるようにと今考えております。 

 また、雑紙を資源ごみに移行する方法といたしましては、町内に雑紙を回収する

業者がありますことから、回収日、回収方法等を決定し、夏ごろには各家庭に雑紙

専用袋をつくる予定をしておりますが、無償で配布をして、民間業者に無償で直接

回収していただくというような方法を考えております。 

 よろしくお願いを申し上げます。    

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   コストメリットについては、難しい計算ができにく

い話だったかもわかりません。新焼却路ができたら簡単に計算はできると思うんで

すけども、広域でＲＤＦを委託しているということについては、計算ができにくか

ったかと思うんですけども。 

 この考えは、新焼却炉をつくったときにどうなるのかということを計算してみた

いなと私は思っているんですけども、この場合にはこの焼却炉が町単独でやるのか、

広域でやるのかというので、またメリットが変わってくる問題です。 

 例えば設備の規模ですけども、広域でやると、多分日量１５０トンとか２００ト

ンとか、そういう設備の焼却炉が必要だと思うんですね。東員町でやるとすると、

２０～３０トンの小さいものですむと思うんです。そうすると、国のほうは補助金

の制度がありまして、何トン以上の設備でないと補助金をやらないよという制度が

あります。日量１００トン以上の設備でないと補助金がもらえない、そういうふう

にどこかの本で読んだこともあるんですけれども、東員町だけだと補助金は多分も

らえないでしょう。 

 そういうこともありますし、広域でやるとなれば、我々が一生懸命ごみの量を減

らしても、広域でやってますので、せっかくの我々の努力が、ほかの市町に消えて

しまうような、そんなことも起きるわけですね。ですから単独でやるのか、広域で

やるのかというのは、早く決めないといかん問題です。 

 例えば単独でやるとすれば、建設場所をどこにするんだとか、住民の話もあるで

しょう。こういう環境設備には、環境影響評価というのが要るのです。これは春夏

秋冬、１年を通してどういう影響があるかというのを調べないといかんのですから、

１年以上かかるわけです。 

 それ以外に単独でやるとすると、今、広域にお願いしているプラごみの梱包機が

あそこにありますね。あれも東員町で導入しないといかん。粗大ごみとか不燃ごみ

も、全部あそこでやってもらっています。それが全部東員町でやるということにな

ると思うんですね。燃えるごみだけはうちでやって、不燃ごみは広域でやってくれ

よと、そういうわけにいかんと思うんです。全部うちでやることになると思うんで

すけども、そういうことをいろいろ考えますと、問題は山積みなんですね。 



 ですから、まず一番は建設場所の話になると思うんですけども、地域住民との折

衝とか、いろいろあると思うんですけども、早く結論を、単独でやる、広域でやる

というのを出さないと、すぐ６年、７年たってしまいます。建設にも２年ぐらいは

多分かかると思うんですね。そうすると、もう時間はないと思っていいと思うんで

す。ですから早く結論を、単独だ、広域だというのを出しておいてほしいなと思っ

ております。 

 堆肥化についてですけども、私も少しこれのＮＰＯにかかわっておりますけども、

町民の皆さんに、これは本当に理解してもらわないと進まない問題だと私は思って

います。これも先ほどの第５次総合計画の話と一緒ですけども、町民の人と一緒に

コミュニケーションをとってやっていかんと進まない問題だと私は思っていますの

で、しっかりと町民と連携してやっていってほしいなと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

 


