
○５番（種村 博行君）   おはようございます。 

 ３月から６月、９月と３回目の質問です。 

 私はこれからは、ごみ処理が大変なことになっていくな、東員町が大変苦労する

なと思って、今回はこの１点だけに絞って、質問をさせていただきます。 

 今回の質問でおわびですけども、２行質問になってしまった。２行ですね。質問

が多岐にわたるものですので、細かく書けなかったことをおわびいたします。 

 まず質問ですけども、県のＲＤＦ運営協議会は、平成２９年度末で耐用年数を迎

えるＲＤＦ発電所を、平成３２年度末まで改修をしながら運転を継続するとしまし

た。 

 まず１番目の質問ですけども、ＲＤＦ発電が停止した後の東員町のごみ処理の考

え方をお伺いします。 

 ２つ目に、生ごみ堆肥化の進め方について、お伺いをいたします。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

 種村議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目のＲＤＦの発電所停止後の本町におけるごみ処理の考え方につきまして、

お答えを申し上げます。 

 まずＲＤＦ事業の経緯につきまして簡単に説明いたしますと、本町では２市２町

で構成する桑名広域清掃事業組合で、ＲＤＦ、すなわちごみ固形燃料でございます

が、これを製造し、隣接した県のＲＤＦ発電施設へ処理をいたしております。 

 この取り組みは、平成７年の時、当初計画では、各市町で製造されたＲＤＦを県

の施設に持ち込む際の処理委託料は売電収入で賄うため無償であるという前提でス

タートをしておりますが、その後、電気事業法の改正に伴う電力の自由化により、

売電収入が減少するということになりましたことから、ＲＤＦ処理委託料は有償化

され、平成１４年の事業開始当初から、ＲＤＦを製造する各市町が費用を負担して

まいりました。 

 このＲＤＦ発電施設も平成２９年度末で耐用年数を迎えますことから、三重県は

突然、同年をもって、この事業からの撤退ということを表明をいたしました。 

 関係市町におきましては、連携をして県との協議を進め、平成３２年度末まで、

施設を改修しながら事業を継続するということで合意に至りました。 

 お尋ねのＲＤＦ発電停止後のごみ処理の考え方でございますが、基本的には徹底

したごみの減量化に努め、可能な限り、ごみは資源としてリサイクルするなど、徹

底した循環型社会の構築に取り組みたいと考えております。 



 平成２３年度に本町が桑名広域清掃事業組合に搬入いたしましたごみの量は、５，

０００トン弱になります。このごみの量を可燃ごみ割合で９割削減することを目標

として、徹底した減量対策を実施いたしてまいります。 

 それでも残余の５００トンから１，０００トンぐらいの可燃ごみが残るものと考

えられておりまして、平成３２年度以降の可燃ごみの処理方法は、効率性、地域性

などを勘案いたしまして考えていく必要があり、早い段階でその手法、形式を皆様

にお示しをさせていただきたいと考えております。 

 次に２点目の生ごみ堆肥化の進め方についてでございますが、平成１２年に東員

町生ごみ堆肥化検討委員会を立ち上げ、これまで７回の会議を開催し、委員の皆様

に熱心に検討をいただいております。 

 堆肥化は、大別すると収集と処理になりますが、収集では全戸を対象とした事業

展開を考えますと、だれもが家庭で取り組みやすい方法として、家庭での一次処理

はしない、そういう手間をかけることをしない方法で収集するということを検討い

ただいております。 

 処理につきましては、既存の町のストックヤードの活用を前提に考えております。 

 現在、委員の方に分別処理についてのモニター調査をお願いしており、今年度中

にモデル地区を指定し、処理方法を確定した上で、来年度夏ごろから各地区で説明

会を行い、平成２６年度から段階的に町民の皆様と対話しつつ、取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   まだ単独か広域でやるかというのは決まってないと

いうことでいいんですよね。まだ決めかねているという返答でしたよね。 

 単独でやった場合の補助金というのは出るんでしょうか。多分出ないと思うんで

すけども、どうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   補助金というのは、今のところ伺っておりません。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   国が排ガス処理には大型ごみが有利だということと、

あと効率もいいということで、大型に限って補助金を与えているというところがあ

りますね。ですので、私も今回減量したとしても、広域でやるほうがいいなと思っ

ています。単独でやると割高になりますし、広域のほうが効率がいい、国が進めて

いるということを見ると、広域でやるべきだと思いますが、広域でやる場合の今考

えておられる問題点というのは、どんなことがあるんでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   単独でやれば、ご指摘のように、今から徹底的に可

燃ごみを減らしていくということで、非常に小さいものになると。小さいものにな

ることによって効率が悪いということはあります。 

 一方、広域でやるについては、ごみというのは、基本的には広域処理だというふ

うに考えております。小さいところが少ないものを燃やすために小さいものをつく

るということは、非常に非効率だというふうには思っておりますが、問題になるか

どうか、ちょっと今から検討なんですが、例えば組む相手がどんどんごみを出して

いく、ごみをたくさん出して処理をすると。何でもかんでも燃やすということであ

りますと、私どもはともかく徹底してごみを減らしていくという方向に行きますか

ら、大きな中へ入っていっても、負担割合だけがものすごく大きくなるんではない

かという懸念は持っております。 

 そしてやはり組む相手のほうにも、できるだけごみの減量化をしていただくよう

な話し合いをして、そしてその上で組んでいくということであれば、非常に今、議

員ご指摘のように効率がよく、費用も抑えられるんではないかなというふうなこと

を思っております。 

 いずれにいたしましても相手のあることですから、相手のやり方とか考え方とい

うのをよく聞きまして、本町の考え方と合うのかどうか、その辺も見きわめながら、

検討を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）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   計算だけの問題ですね。その辺はもう既に多分広域

から抜けるのかとか、この辺の広域でいくのかという相談があるかと思うんですけ

ども、その辺は広域の議会のほうでしっかり話をされて、私は広域のほうがいいと

思います。 

 と言いますのは、これから東員町は生ごみの問題も抱えてますね。仕事が非常に

多くなってくる。広域で設備をつくるとなると、少しは人手間と言うか、少しは緩

和されるかなとは思ってますので、その辺の計算の問題は議会でしっかり話をされ

て、ぜひ私は広域のほうがいいと思います。場所の問題もあるでしょうし。 

 それから私なりに、そこに添付資料をつけさせてもらいましたけど（種村議員 資

料を示す）設備をつくるときに、どんな手続きが要って、どれぐらいかかるかなと

いうのを自分なりに出してみました。 

 上にございます１～７の数字は年数です。一番左から行きますと、まず調べない

といかんのは、燃やすものがどんなものがあるか、量もどれぐらいあるかというこ

と、それから燃やすものと量がわかったら、どんな機種にするか、焼却方式をどん

なふうにするか、ストーカー方式とか格子炉とかガス溶融炉とかいろいろあります

けれども、どんなふうにするかというのを決めないといかんのです。それはメーカ

ーに技術書を出してもらって検討することになります。 



 検討が終わったら、設置場所をどこにするかということも決めないといかんです。

この場合には地元の承諾と言うか、そんなものが伴いますし、土地開発のときもあ

るでしょうし、そんなこともやらないかんですね。 

 あとそれが決まったら、機種が決まったら、これだけのものを燃やしたら、どれ

だけの灰が出てというのが決まりますので、その後で設置する場所の現地調査をや

ります。 

 現地調査というのは、大気とか水質とか、生成物の生息状況とか、振動とかすべ

てやります。この設備が排出する悪いものと言うか、排ガスとか水とか、それを現

地のやつにオンして、オンした数字が今の環境に合っているかということを調査す

るわけです。ですから現地調査というのは、ものがないときに調査するわけですね。

そういう段取りになります。 

 現地調査をする前に、県のほうにこれでいいのかという、評価方法書というのを

県に出して、これでいいですかということを聞いて、県のほうは、私が調べた範囲

では、その返答が来るのに６カ月以上かかるそうなんですね。３カ月、大体９０日

ぐらいかかるそうです。 

 ですので、現地調査に入るのが１年強かかるということですね。機種選定してか

ら調査に入るのが。その調査が終わってから、これは４シーズンやりますので、１

年間やりますので、それが終わって、今度は県のほうに現地調査した結果をオンし

た数字をもう一回オンさせて、その数字を県で、これを皆さんに公表していいです

かということを出します。そうするとまた県のほうはそれを調査して、これも９０

日かかるんですね。その評価が終わってから、県の審査が終わってから、住民に縦

覧とか、広聴会をやるわけです。それが終わって、ようやく現地調査とか、工事と

かいろいろですので、本当に工事が全部終わるのは７年近くかかるんです。 

 と言いますと、振り返ってみますと、平成３２年ですので、平成３２年から７年

を引くと平成２５年なんですね。ですから来年から始めないといかんのですよ。現

地調査を。少なくとも来年から。 

 ということになりますので、私今ちょっと焦っているんですね。いいのかなとい

うことですね。 

 問題は縦覧とか広聴会です。こじれると大変なことになるんですね。こういう迷

惑設備というのは、四日市の桜でもガス溶融炉の話がありましたね。しばらく止ま

ってました。動かなかったですよね。ですので、住民との広聴会の結果です、一番

心配しているのは。その辺のとこを十分考えると、今からでもやっていかんと、今

日からでもやっていかんと、私は大変なことになるなと思ってます。 

 早く建設委員会というのかな、名称は何でもいいんですけど、それを立ち上げて

やっていかないといかんと私は思ってますけど、その辺のところはどうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 



○町長（水谷 俊郎君）   ご心配の件はごもっともでございまして、時間はそ

れほどないというふうに我々も考えております。 

 そういう中で、我々の組織の中でプロジェクトチームをつくって、そしてタイム

スケジュールというのですか、そういうものをきちっと示していかなければならな

いというふうに思っております。 

 この問題は本町だけで済む問題ではございませんので、早急に検討をしなければ

ならないというふうに考えております。 

○議長（南部 武司君）   種村議員。 

○５番（種村 博行君）   最初にこのスケジュールの話をしましたけども、建

設委員会ですか、プロジェクトの立ち上げでもそうですけども、まずここで焼却物

の種類とか量を出さんと焼却炉の形式が今出ませんよね。ですので量と種類の問題

ですけども、私ちょっと心配してるんですね、思っているんですけども、生ごみの

量を全部削減されるとおっしゃいましたけども、本当に焼却炉ができる時に全部削

減されているのかな、まず心配の第１点ですね。 

 それから今いなべ市にお願いしている剪定の枝とか、芝生とか、街道の草木です

ね、あれいなべ市でバイオマスやってますよね。それが全部いなべ市がずっと永久

にやってくれるのかなと。焼却炉建設の後も、それがばんとオンされると大変なこ

とになります。ですからいなべ市にも確認をしておかないといかんなと思ってます。 

 あともう１つ量の問題で、本当に心配性で申しわけないんですけども、今、リサ

イクルで紙なんかも買い取ってますよね。あれって永遠に続くんでしょうかね。続

くんでしょうね。その辺のところも心配で、一回調べたほうがいいのかなと思って

ますけど、どうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   枝や草につきましては、今、生ごみ堆肥化を考えて

いく中で、副資材の一つとして使えないかとかいうことも検討課題だろうというふ

うに思っておりまして、本町で出たそういうものを本町で使っていくと言うか、資

源として使っていくということも考えていかなければならないというふうに思って

おります。 

 それと紙ごみについてですけども、雑誌、新聞、段ボール、これは皆さん集めて

いただいておりますが、恐らく紙ごみというのは、雑紙のことではないかなという

ふうに思っておりますが、最近ですが、集めるための袋がようやくできてまいりま

して、今度の自治会長会の、多分役員会の場でお示しをさせていただいて、協力要

請を今までさせていただいておりますので、自治会のご協力もいただきながら、１

０月ぐらいから雑紙を集めに入りたいというふうなスケジュールでおりまして、多

分最初は可燃ごみの４割ぐらいある雑紙が、すべてとれるというふうなことは考え

ておりませんで、多分半分ぐらいからスタートするのかなというふうには思ってお



りますが、これは啓発、そして皆様に周知をさせていただきながら、どんどん率を

増やしていきたいというふうなことを思っております。 

 そして今申し上げましたように、来月、雑誌を取り始めるということが、可燃ご

み９割削減というものの第一歩かなというふうに考えておりますので、議員各位、

あるいは町民の皆様にぜひともご理解をいただいて、ともかくごみを減らせば経費

が減るんだという意識のもとで、ご理解をいただきたいと思いますし、そして皆様

のご協力がないとできないことでございますので、ぜひ全戸みんなで、ごみを減ら

せるように、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   生ごみは自信があるということですね。減っていく

という。生ごみはどうされるのですか。平成３２年に建設したとしますね。それが

全部回収されて、ごみとして生ごみが出ないということですよね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど堆肥化委員会のご議論をいただいてますスケ

ジュールを少しお示しをさせていただきましたけども、平成２６年度から段階的に

生ごみの堆肥化に向けてとり始めて、できるだけ早い時期に全戸回収できるように

していきたい。 

 先進地をあちこち視察をさせていただいてますけども、そこでの問題点は、やは

り住民の皆様にお願いをしているということなんですね。本町はお願いもするんで

すが、先ほども言いましたように、町の経費を減らすということ、減らして福祉と

か教育の分野のほうへ使っていきたいということもございますし、そしてこれが、

みんなが努力すれば減っていくものだというふうに思ってます。 

 それともう１つは、やはり今、この辺でも顕著にあらわれてますゲリラ豪雨とか、

いろんなことがあります。そういう多分、地球温暖化のせいではないかというふう

な、こればかりではないかもわかりませんけど、これも一端だと思うんですが、そ

ういう環境が非常に悪くなってきてますから、その部分に寄与するためにも、ぜひ

とも全町で取り組むんだという覚悟で推進してまいりたいと思いますので、平成３

２年までには全戸ほぼ完全に堆肥化、と言うか生ごみは別の処理を、資源として処

理をしていくという方向で考えております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ぜひ焼却炉のことに関係しますので、そのようにお

願いいたします。 

 それから焼却炉建設に当たって、今広域でも問題になっていると思うんですけど

も、焼却の灰の問題です。これは多分スラグ化していると思うんですけども、最近

いろいろ調べてみますと、スラグ化したものをアスファルトとかに混ぜて使うんで

すけども、どうも需用先が少なくなっているということは聞いているんです。 



 広域のスラグ化溶融炉が悪くなってきたという話を聞いてます。小野田セメント

とか、お願いするんだという話も聞いてますけども、スラグ化した灰ですね、スラ

グ化しないといかんと思うんですけども、その先は見通しはついているんでしょう

か。これは単独でやっても広域でやっても同じことなんですけども、その辺の見通

しをつけないと大変なことになるなと私は思ってますけども、どうでしょうかね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   当初、四日市小山の廃棄物処理センターですね、溶

融炉に持っていったと思うんですが、あそこはもう閉鎖されておりますので、今は

太平洋セメントにお願いしているというふうに思っております。 

 太平洋セメントで前処理をしていただいてますけれども、今みたいな話があって、

どうなるかわからないということはあるかもわかりません。 

 ただ、今はそのように処理をしていただいているというふうに聞いてます。間違

っていたら、また担当から訂正をいたしますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   ぜひ調べてください。大変なことになるといけませ

んので。 

 焼却炉の件はこれぐらいにしておきます。 

 生ごみのほうに移りますけども、生ごみの堆肥化は、私もこれは有機肥料にもな

りますし、ＣＯ２の削減にもなりますし、できれば大賛成です。しかしながら住民

の方もそれだけ負担が増えますので、浸透していくには大分時間がかかり、大変な

ことになるとは思ってますけども、今回堆肥化する前に一次処理はやめられた。こ

れはいい判断だと思いますけども、今、コンポスターとか生ごみ処理機とか、補助

金を出してますよね。その補助というのは継続してやっていくのでしょうか。回収

が始まってますね。住民に生ごみの処理の選択権を与えると言うか、そういうこと

は来年以降もずっとされるんでしょうかね。補助金を与えるというとこです。どう

でしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   私は当初、家庭で一次処理をしていただくという前

提で、何か一次処理をしていただく機械を全戸配布をさせていただいて、そして皆

さんで取り組んでいただこうということを提案をさせていただいておりましたけれ

ども、堆肥化委員会のほうで、いろんな方法を考えていただいた中で、なかなか家

庭で一次処理を、皆さんが全戸漏れなくそういうことができるかと言うと、それは

難しいというようなご判断を委員会のほうでいただきまして、それならどうしたら

いいんだというご議論を今いただいております。 

 その中で有力な方法としましては、家庭では処理をしない、ともかく１日の残菜

を水をできるだけかけないようにして、そのまま袋へ入れていただいて、１日分縛



っていただく。そうするとにおいもしないだろう、そしてハエもたからない、ウジ

もわかない。そういう段階で収集をして、そして堆肥は堆肥場で初めからつくるん

だというような方法をお考えいただいているというふうに聞いてまして、私も、ま

あそれだったら家庭の皆さんの手間はかからないのかなと。いずれにしろ袋に入れ

ますからね。それだけで済むなら余り手間がかからない。今やられているのと同じ

なのかなというふうなことを思っておりまして、あとは副資材に何を使うかとか、

いろんなほかの問題はあるんでしょうけども、とにかく家庭での手間を省くという

ことについては、それがいいのかなというふうに思っております。 

 ただし、まだ結論、ご提案をいただいておりませんので、中間報告として受けて

いるということでございますので、今後注目を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）   心配しますのは、完全に移行していけば、回収の頻

度というのは一緒でしょうけども、中途半端で、片一方が生ごみが出てるよ、また

協力してくれないかというのは、ごみの収集になるよとなるとね、回収費用がダブ

ルできいてくるんやないかと思うんですけども、その辺の回収の方法とか、何かい

ろいろ考えてみえるのでしょうか。回収費用だけが増えていくような気がして。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   生ごみと言うか、いわゆる生ごみとしては回収しま

せんけど、生ごみというものを回収をさせていただく。これは全戸を対象に、日を

決めて回収をしようというふうになると思いますけれども、最初は多分全部が全部

それで出されることはないのかなと。可燃ごみの袋に生ごみが入っていたというこ

とが出てくるというふうなことを思っておりまして、周知期間をある程度持たせて

いただきまして、その後は申しわけございませんが、可燃ごみが重たいとか、いろ

いろありますね。それはもし可燃ごみの中に生ごみが入っている場合は上げさせて

いただいて、基本的には生ごみの入った可燃ごみは、ある時期からとらないという

方向を示さないと、なかなかこれが徹底しないのではないかなというふうなことを

思っておりまして、それも方法の一つとして、今検討をさせていただいております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   トラブルにならないように、よろしくお願いします。 

 先日、生ごみから有機資源へという講演会がありましたね。その時にアンケート

の結果をもらってきたんですけども、あれは生ごみに興味のある人が出席されて、

それでもそのアンケート結果ですが、東員町の生ごみの堆肥化をやろうとしている

ことについて、知ってますかという質問があったんです。知らないという人が４２％

みえたんですね。堆肥化に興味がある人が出席されて４２％も知らないということ



は、東員町民ほとんど知らないのかなという感じで、私はそのアンケート結果を読

んだんですね。 

 やるんだったら、もう今からでも知らしめていかないといかんのかなと私は思っ

ています。 

 それでもやるとしたら並大抵のことではないですから、さっきスケジュールで来

年から各地区に回って説明すると言われましたね。一生懸命説明に回られてやらな

いといかんなと私は思います。 

 それから生ごみのバイオマスということは勉強されましたでしょうか。検討され

ましたか。生ごみの嫌気発酵でメタンガスを出して、メタンガスで発電するという

ことですけども、その検討は生ごみ堆肥化の中にあったでしょうか、検討結果が。

あって今の方法になったということでしょうかね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今の検討委員会では、その方法は検討をされており

ません。ただ、生ごみによるバイオマス発電というものも非常に有力な方法かなと

は思いますけれども、今、堆肥化委員会のほうでは、堆肥化するということでご検

討いただいておりますので、その方向を見守っていきたいというふうに思っており

ます。 

 かなり突っ込んだ意見交換もされているというふうに聞いておりますので、見守

っ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）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   今、バイオマスをやっているところの、ちょっと資

料を持ってきましたけど、京都市が市を挙げてやっていると。京都市と企業７社が

やっているみたいですけど、大阪ガスもやってますし、新潟の長岡でもやってます。

名古屋大学でも、それで車を動かしています。今あちこちでやってますので、ぜひ

検討に、集められたら、後で結構ですので検討できないとだめと思います。 

 京都市の環境局の課長さん、中村さんという方ですけども、その方がこんなこと

を言ってみえます。生ごみを集めてきて嫌気発酵させてメタンガスを出す。その後

の残渣ですけども、堆肥にすればいいんですけども、集めた時にアルミ箔とかビニ

ール袋とか入ってくるから、十分な堆肥、売れる堆肥にならないとおっしゃってみ

えるんですね。そういうのがなかったら堆肥になるわけです。 

 ですので、今回生ごみを集めて、今はすぐ堆肥になってますけども、その真ん中

へバイオマスの発電、嫌気発酵の設備と発電機を入れればできますので、私はでき

ると思います。あちこちでやってますのでね。ぜひ何年後かでも結構ですので、そ

れを検討に入れないと私はだめかと思います。 

 東員町のごみは１，０００トンが生ごみだとしますね。１，０００トンだと、私

の調査結果では、１６万キロワットの発電ができる。１，０００トンの生ごみで。



１６万キロワットと言うと、一般家庭のどれぐらいですかね。それぐらいできると

いうことが書いてありますので、前回の質問でも私、ＣＯ２の削減の話をしました

けども、地球温暖化のこともありますし、そうやっていかないといかんと私は思い

ます。ぜひ検討に入れてください。 

 堆肥化は全家庭にやってもらうということですのでいいです。平成２６年の何月

かわかりませんけど、全戸対象ですね。平成２６年度と言われましたけども。そう

すると最初は徐々にかもわかりませんけども、一斉に集まってくるわけですね。そ

れが堆肥舎とか堆肥の設備、ごみをとるとか、何か設備がありますよね。最初に。

その設備化の検討はされてますか。 

 と言いますのは、平成２６年度ですから、来年の予算に上がってこないといかん

のですね。平成２５年度中に設備化をしていかないといかんということですね。で

すので、もう既に検討されて、来年の３月議会には、予算として上がってくるとい

うことになると思うんですけども、その辺の検討はどういうふうにやってますか。

どこにつくって、どのようになって、どれぐらいの予算で、どのぐらいの設備化を

するかという、それがもう検討に入ってないといかんと思うんですけども、その辺

はどうでしょうか。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   まだ規模までは検討に入っておりませんけれども、

基本的には先ほどご答弁で申し上げましたように、ストックヤードを考えておりま

す。ご指摘のように、年度をくっていけば、できるだけ早い段階で、量も含めた検

討を、きちっと計算しないといけないというふうに思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   要するに平成２５年度予算には上がってくるという

ことですね。今から検討すれば忙しいかもわかりませんけども、予算を楽しみにし

ております。 

 それから堆肥舎をつくるときに、焼却炉もそうですけども、迷惑設備と言われて

いるものですね。この辺は住民との折衝が大変になってくると思うんですけども、

堆肥舎も多分においが問題で、住民とのやりとりが必要かと思うんですけども、そ

の辺もこれからの予定にあるんでしょうかね。 

○議長（南部 武司君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   あそこは大木地区でございますので、大木地区での

説明会はさせていただかんならんかなというふうなことは思っております。 

○議長（南部 武司君）   種村博行議員。 

○５番（種村 博行君）   いずれにしても、焼却炉の生ごみの堆肥舎もそうで

すけども、いずれも俗に言う迷惑設備と言われているやつですよね。一番大事なの

は住民とのかかわりです。においの問題とか、環境の問題ですね。その辺のところ



をしっかりやって、トラブルの起きないようにしておかないと前へ進んでいきませ

んので、ぜひこれは第５次総合計画になりますけども、協働という言葉がよく書か

れてますよね。ですので、お互いに協力してやっていかないと大変なことになるな

と。生ごみを集めるのもそうですね。協働ですよね。ですので、住民との対話とい

うのをしっかりとされて進めてやってほしいなと私は思っております。 

 これで私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


