
○８番（川瀬 孝代君）   皆様、おはようございます。 

 ８番、川瀬孝代でございます。 

 通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

 １つ目、健康づくり対策について。 

 １点目、日本におきまして現在胃がんで亡くなられる方が約５万人ほどいると言

われております。胃がんは近年の研究により、胃がんの原因の９５％がヘリコバク

ターピロリ菌の感染が原因であることがわかってきました。 

 ピロリ菌は日本人の２人の１人が胃に持っていると言われております。ピロリ菌

は胃の粘膜に感染する細菌で、胃がんや慢性胃炎、胃潰瘍などを発症させる原因と

なることも明らかになってきております。ピロリ菌が胃がんの原因であることをよ

うやく我が国も認め始めました。 

 胃がんの検診は長年バリウムを飲み、レントゲン撮影を行う方法で実施されてき

ました。この検査は煩わしさや苦痛を伴います。胃がんの発見率も余り高いとは言

えません。ピロリ菌ＡＢＣリスク検査は血液検査で、ピロリ菌抗体と胃の萎縮度を

測るペプシノゲンを測定し、その組み合わせから胃がんの発症リスクを明らかにす

るものであります。 

 検査の結果で、ピロリ菌のある人は早期にピロリ菌の除菌を行うことで、胃がん

になる確率を低下させることになります。リスクのある人は、また専門医のところ

で内視鏡検査等を行うことになります。対象を絞った効果的な検診を行うことがで

きます。 

 例えば長野県の飯島町では、２００７年から胃がんを減らすためにということで、

ピロリ菌検査を導入し、尿素呼気試験と、この尿素呼気試験というのは、検査薬を

飲む前と後に吐いた息を集めて検査をするものです。３０分程度で終わるというこ

とです。この検査と血液検査を行っています。町で補助をして、自己負担１，５０

０円としております。また、新成人を対象に、全額補助で尿素呼気試験を実施して

おります。対象者は１９歳から６９歳の６，４００人のうち１，４８９人がこれま

で検査を受け、そのうち４９１人にピロリ菌が見つかったということです。 

 東員町として胃がん予防検診にピロリ菌検査の導入のお考えをお聞きいたします。 

 ２点目、子宮頸がんの原因が、高リスク型ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の

持続感染であることが明らかにされたことで、２００９年に始まりました子宮頸が

ん予防ワクチンにより、子宮頸がんは予防できるがんとなりました。 

 このワクチン接種は最も効果的であるとされる中学生ごろからが対象とされてい

ます。ワクチン接種においては難しい内容もあることから、子宮頸がんの予防に対

しては母親の理解も必要かと思います。東員町におきまして、現在中学１年生から

高校１年生に子宮頸がん予防ワクチン接種が実施をされております。現状と取り組

みについて、お聞きいたします。 



 ３点目、子宮頸がん検診は、２０歳以上の女性を対象に、１年から２年間隔で実

施をされております。また、５年刻みの検診無料クーポン券が配付されて、東員町

でも実施をされております。また、このことによりまして受診率が向上をしてまい

りました。 

 子宮頸がんは予防ワクチン接種と検診で、ほぼ１００パーセント予防できる時代

になってまいりました。先月、私は名古屋市内で行われました子宮頸がん制圧を目

指す専門会議主催のセミナーに参加をさせていただきました。東員町においての子

宮頸がん検診は現在細胞診の検査です。この細胞診の検査と同時にＨＰＶ検査もあ

わせて行うことが有効であるという検査への取り組み、またＨＰＶワクチン接種率

の向上への成功例を参考にした取り組みについて、るる伺ってまいりました。 

 その中で世界的に成人女性におけるＨＰＶ感染率において、子宮頸がん患者から

ＨＰＶ１６型・１８型が高い率で発見をされ、中でも若年層ほど高率であるという

データがありました。ですから２０代・３０代の女性にもワクチンの接種は有効で

あるとされております。 

 また、２０代・３０代の女性に増えている子宮頸がんは、発見が遅れれば命や子

宮を失うことにもなる疾患であります。現在取り組んでいます年齢以外の２０代・

３０代の女性への子宮頸がんワクチン接種の拡大と、接種費用が４万円から５万円

と高額なために、公費助成の取り組みへのお考えをお聞きいたします。 

 ご答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   川瀬議員の「健康づくり対策について」の

ご質問にお答えさせていただきます。 

まず、「胃がん予防検診にピロリ菌検査の導入への考えについて」でございますが、

現在、胃がん検診につきましては、厚生労働省が推奨しております胃部レントゲン

検査の方法により、４０歳以上の方を対象に実施しており、平成２３年度は１，４

６６人の方が受診され、受診率は２１．１％でございました。 

現在、４０歳以上の方のいる世帯への各種検診の申込書の送付や広報とういんへ

の掲載などにより、受診勧奨に努めておりますが、個人的に検診を受けられた方や、

会社勤めの方につきましては、社会保険による受診もあり、正確な受診率は把握し

ておりませんが、相当数の方が受診されている状況であると思われます。 

胃がんをはじめ、各種検診とともに、受診率の向上につきましては、今後も対象

者への通知のほか、広報やホームページなどにより、受診勧奨に努めてまいります。 

次にピロリ菌検査でございますが、これは採血による血液検査を行い、胃がん発

症の原因となるピロリ菌感染の有無を調べる検査と胃炎の有無を調べる検査を組み

合わせて、胃がんになりやすいか否かを危険度分類するもので、一般的に胃がんリ

スク検診、もしくはＡＢＣ検診と呼ばれており、がんを見つける検査ではなく、一



人ひとりの胃の健康度を調べて、胃がんになる危険度が極めて低い人たちを除外し、

危険度の高い人たちは胃がんがないかどうかを確かめるために、内視鏡検査などに

よる精密検査を受けていただくための検査でございます。 

 冒頭に申しましたとおり、国ではバリウムによるエックス線検査が推奨されてお

り、近隣市町をはじめ、県内で実施されている市町はなく、全国的にも数カ所にて

実施されている状況でございます。 

 ただし、民間の研究機関による調査研究において、胃がん撲滅に有効な検査方法

であるとの報告もございますので、今後の国の動向や近隣市町の状況を踏まえ、ま

た医師会のご意見もいただきながら検討してまいりたいと思いますので、ご理解を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、「子宮頸がん予防ワクチン接種についての現状と取り組み及び年齢の拡大と

公費助成への考えについて」でございますが、ワクチン接種にかかる費用を助成す

ることにより感染症を予防し、町民の健康保持・増進に寄与することを目的に、中

学１年生から高校１年生相当の女子を対象に、平成２３年１月から、ワクチン接種

に係る費用を全額公費負担で実施させていただいているところでございます。 

 接種のご案内につきましては、中学１年生の女子への個別通知や、広報とういん

等によりお知らせしておりますほか、「思春期保健事業」といたしまして、町内中学

校２校において、生徒を対象に、いなべ総合病院の産婦人科医師を講師にお招きし、

望まない妊娠や性感染症予防について、お話をしていただきました。 

 その中で、女子生徒に対しまして、子宮頸がんのワクチン接種や２０歳からの検

診受診の必要性についてもお話しいただいております。 

接種状況につきましては、平成２２年度はワクチンの供給不足により接種は低迷

したものの、平成２３年度は延べ８８６人、今年度におきましては、１０月末まで

に延べ３１７人が接種を済まされており、接種率は５１．４％でございました。 

 月ごとで見ますと、８月や３月に接種件数が集中しております。 

中学生になりますと、クラブ活動や学校行事等によりまして、なかなか接種に行

けない状況があるのではと思われます。 

 また、実施を開始してから約２年となりますが、接種に関しまして、今までに保

護者の方などからクレーム等をいただいたことは特にございません。 

 対象年齢につきましては、国では小学６年生から高校１年生相当までに３回接種

することとしており、県内におきましては、６市町で、高校３年生相当まで対象を

拡大して実施されております。 

 なお、このワクチン接種は、任意接種として、国の特例交付金を活用して、都道

府県それぞれの基金事業として全市町村に対し助成されており、今年度限りで終了

することが決まっております。 

 国では定期接種化に向けて検討がなされている状況にありますが、まだ決定され



ていない状況でございます。 

 ワクチン接種のほか、子宮頸がん検診につきましては、２０歳以上の女性を対象

に実施しており、子宮頸部の細胞を採取し検査する細胞診という検査方法にて行っ

ております。 

 日本では２０歳から３０歳代の罹患が増加し、死亡率についても上昇しているこ

とから、国では来年度から、３０歳代女性を対象とした「ＨＰＶ（ヒトパピローマ

ウイルス）検査」を補助対象にする予定でございます。 

 細胞診とＨＰＶ検査の併用検診について、県内でも実施されている自治体もあり、

ワクチン接種の年齢拡大とともに、実施につきましては、近隣市町の状況等を踏ま

えた上で検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁をいただきました。 

 東員町におきまして、常にこういう検診に対しましては本当にさまざまな角度か

ら受診率の向上に向かって勧奨していただいているということに大きく評価をした

いと思います。 

 また、先ほど部長が述べておられた内容も本当に現実のことでございます。しか

し本町も今後こういう女性たちの未来を守っていく、また命を守っていくためには、

さまざまな角度から拡大も必要ではないかと私は考えております。 

 そして今年度で終わるということですが、ぜひ平成２５年度も実施に向けて取り

組みをしていただきたいと望むところです。 

 さて、ワクチン接種の年齢拡大の部分ですけれども、これはぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。確かに日本全国見ましても、本当に数は少ない状況です。子

宮頸がんは、先ほど部長も述べられたように、女性の８割が一生に一度はウイルス

に感染をするということとされています。そして通常は免疫力によって自然に消滅

をしていくわけですけれども、消滅しない場合でも、すぐにがんを発症するという

ことではないんですけれども、ワクチンの接種を検診とともにしていくということ

で、感染をしているかどうかという判断をしながら子宮頸がんの予防をしていくと

いう、そういうことでございます。 

 子宮頸がんは毎年約１，５００人の方が発症しているという、そのようなデータ

もあります。ぜひ東員町としても先進地という形で取り組みを望むところでありま

す。 

 さて、ピロリ菌検査の導入の部分ですけれども、これは本当に胃がんを減らして

いく、また死亡率の低下、そしてまた医療費の抑制にもつながっていく部分ではな

いかと思います。 



 現在行われていますさまざまな検診、そのようなデータを見ても、特に国では平

成１９年に制定されました「がん対策の推進基本計画」、この中には５年以内に受

診率を５０％にという目標があります。しかし、ほとんどのところが、この達成率

というのは大変難しいと思います。そしてまた、次に向かって第２次の基本計画の

策定もされております。 

 その中でもさまざまな角度からの、これから項目も出てくるとは思いますが、受

診をしていく場合のことなんですけれども、受診をするのに、受けようと、そうい

う気持ちにならないと受診というのはできません。また、胃の場合は検査方法が本

当に特定をされています。さまざまな検査がある中で、特定を今されています。そ

んな部分で、胃の検査をするのに選択肢がないというようなことも思います。その

点については当局としてはどのようにお考えでしょうか。 

 もしピロリ菌の検査を導入するに当たって、今、大腸がんの５年刻みの検診も無

料クーポンが配布されております。こういうところに同じような間隔で対象にして

いくというような考えはどうでしょうか。先ほどの答弁の中には、近隣の市町と、

また国の動向というお話がありましたが、もう少し絞り込んで、ぜひ前向きな方向

に進んでいっていただきたいなと、そのように思うところです。 

 今回の予防接種に対する部分で、私が思うことがあります。 

 その中で検診率を上げていくためにどうするかという、関連質問ですけれども、

例えばお母さんが若い年代であると、どうしても子育て中で検診をすることができ

ない、そういう場合が出てくるかもしれません。その場合、子どもを預かってもら

える託児所みたいなところがあれば、少しは受診率が上がるのではないかなという

ことも私は考えました。その場合は申し込み制にして、子どもの人数等もあります

ので、一度その考えはどうでしょうか。ご答弁をもらいたいと思います。 

 そしてまた、検診をする場合、昼間大変忙しい、仕事でどうしても休みが取れな

い、そういった場合に夜実施をするということはどうでしょうか。トワイライト検

診というものもあるんですけれども、その点について、当局のお考えをお伺いした

いと思います。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 ピロリ菌検査につきましては、今現在は胃がん検診の中で、そういった可能性の

高い人たちについて精密検査を行っている状況でございますけども、先ほども答弁

させていただきましたように、近隣市町とか医師会とか、その辺とまたご相談させ

ていただいて、検討させていただきたいと思います。 

 また、若いお母さんたちがなかなか検診できない状況でということで、申し込み

制とか夜間の検診とかについても、一度検討させていただきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 



○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   まだ国のほうでもピロリ菌は今、うちの党が真剣に

なって国会に訴えている状況でございます。また、形もできてないところですけれ

ども、ぜひさまざまな角度から町民の皆様の命と健康を守るための対策に、ぜひ努

力をしていただきたいと思います。 

 よろしくお願いを申し上げます。 

 次に２つ目に入らせていただきます。 

 ２つ目として、リサイクルの取り組みについてでございます。 

 携帯電話やデジタルカメラなどの使用済みの小型家電に含まれるアルミニウム、

貴金属、レアメタル（希少金属）などの回収を進める小型家電リサイクル法、正確

に言いますと「使用済み小型家電機器等再資源化促進法」が本年８月に成立をいた

しました。そして２０１３年４月に施行となります。 

 現在、小型家電に含まれるレアメタルや貴金属は多くを輸入に依存し、その大半

はリサイクルをされずに、ごみとして処分されていますが、このリサイクル法によ

り、市町村が使用済み小型家電を回収し、国の認定を受けた業者が引き取って、レ

アメタルなどを取り出すリサイクル制度が創設されることになります。 

 新制度では、消費者や事業者に新たな負担や義務を課す、これまでの各種のリサ

イクル法とは異なり、自治体とリサイクル事業者が柔軟に連携して地域の実態に合

わせた形でリサイクルを推進することがねらいとなっております。 

 レアメタルの回収、リサイクルについては、私たち公明党が積極的に推進し、２

００８年には党青年委員会が使用済み携帯電話の回収、リサイクル体制の強化を求

める署名運動を展開し、体制強化を要請した結果、リサイクル拡大のモデル事業が

国の予算に盛り込まれるなど、回収リサイクル促進への道筋をつけさせていただき

ました。 

 本町においても最終処分場、粗大ごみ置き場において、排出されたものを選別し、

小型家電を抜き出し、業者に売却する形でリサイクルを始められたようでございま

す。小型家電リサイクル法の制度導入は市町村の任意であり、回収業務の中心的役

割を担う市町村がどれだけ参加できるかが、リサイクルの推進の鍵となり、本町の

循環型社会の構築に向けた環境政策が問われることとなります。 

 町長の積極的な取り組みに期待をしまして、３点、お伺いいたします。 

 １点目、小型家電リサイクル法は地域の実態に合わせた形でリサイクルを実施す

ることとなっています。既に実施してきた経過も踏まえ、制度の導入に対する認識

と対応について。 

 ２点目、制度導入の場合、町の特性に合わせた回収方法を選択することになりま

す。今後のリサイクル体制について。 



 ３点目、新たなビジネスの創出も期待できるのではないかと思いますが、認定業

者の取り組みについて、お尋ねをいたします。 

 よろしくご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）   川瀬議員のリサイクルの取り組みについてのご質問

にお答えをいたします。 

 まず１点目の制度の導入に対する認識と対応についてでございますが、本年８月

１０日、使用済の小型電子機器等に含まれるレアメタル等の再資源化を行い、廃棄

物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的に「使用済小型電子

機器等の再資源化の促進に関する法律」いわゆる小型家電リサイクル法が公布され、

国、地方公共団体、消費者、事業者等の責務、認定事業者の義務等について定めら

れ、平成２５年度中に施行される予定となっております。 

 本町では、先ほどご案内のように、既に本年４月からごみの減量化、資源の有効

活用を図ることを目的として、各地区の粗大ごみの搬入日に、携帯電話やパソコン、

ビデオデッキなど、レアメタルを含む小型家電類の回収を始めておりまして、小型

家電リサイクル法施行後も、引き続き現在の方法で実施していく予定としておりま

す。 

 ２点目の「今後のリサイクル体制について」のご質問でございますが、現在小型

家電類は、粗大ごみの回収日に最終処分場に搬入いただいて回収を行っております。 

 町の特性に合わせた回収方法の選択とのことでございますが、回収方法につきま

しては、ステーション方式やイベント等での回収が考えられるところでございます

が、ステーション方式は、搬入された小型家電類の盗難や不法投棄等を防止するた

め、現在の最終処分場のように施錠ができ、夜間等に外部から侵入できないような

施設が必要となります。 

 また、イベント等での回収は、コンテナの設置等の必要性もあり、難しいのが現

状であります。 

 しかしながら来年度考えております、仮称でございますけれども、リサイクルセ

ンターでの回収など、今後十分その回収方法として検討をさせていただきたいと思

っております。 

 残余につきましては生活福祉部長からお答えをさせていただきます。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   川瀬議員の「リサイクルの取り組みについ

て」のご質問の３点目の「認定事業者への取り組みについて」のご質問ですが、私

のほうから答弁させていただきます。 

 小型家電リサイクル法では、市町村等が回収した使用済小型電子機器等について、

これを引き取り、確実に適正なリサイクルを行うことを確約した者を、人口密度や



地域割を考慮し、認定事業者として国が認定するものであります。 

 事業者は再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けるこ

ととなり、法が施行されます来年度から認定事業者の申請受付が開始されます。 

 今後も、回収した小型電子機器等を確実に適正なリサイクルを行うことができる

認定事業者により事業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁をいただきました。 

 この推進をしていく法律が施行されることに先立ち、実施をしているということ

ですので、その点は評価するところですが、広報とういんの５月号で私も知りまし

た。または自治会の回覧板でも周知をしたのではないかと思います。 

 回収の場合ですけれども、ボックスですか、ボックスというのはどのような形で

設置をされるのでしょうか。先ほど部長の答弁では、これから認定業者を決めてい

くという、そのような答弁なのでしょうか。既にもう実施をしているということで

したので、そういうようなリサイクルの形がつくられているのかなと私は思ってお

りました。 

 広報とういんの場合、対象は電源供給を受ける製品となっております。その物に

関しては、各自治体で決めればいいことですので、何でもいいわけですけれども、

わかりにくい部分もあるかと思いますので、今後しっかりと品目の名目なども掲げ

ていただくとよくわかるのではないかなということも感じました。 

 そして例えば医療機器、補聴器だとか、電子体温計だとか、血圧計とか、そうい

うものに対してのお考えはどうなんでしょうか、ご答弁をお願いいたします。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 ボックスの場所というのは、現在、粗大ごみの最終処分場のところに設置してお

りまして、粗大ごみの回収の時に回収ボックス（コンテナ）を設置しておりまして、

そこへ投入していただくということになっております。 

 また、認可事業者、今現在は業者と契約しておりますけども、これにつきまして

も主務大臣が認可するということになっておりまして、今年の８月に法律ができま

して、来年、平成２５年度以降に認可事業者の申請を行うということになっており

ますので、引き続き多分今の業者も申請していただいて、認定業者になっていただ

けるものと思っております。 

 また、対象商品につきまして、もっと表示を明確にしたらどうかということでご

ざいますけども、今現在は回覧板とか、それによって回覧させていただいたり、町

のホームページ、あとは広報とういん等で示させていただいているようなことでご



ざいますけども、対象商品につきましては、デジタルカメラとかビデオカメラ、携

帯電話、音楽プレーヤーとか、そういった電子機器等が主でございます。 

 それと医療機器、先ほどおっしゃいました体温計とか、そういうものについては、

今持っている資料の中では、現在回収可能なリストには入っていないように思われ

ます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   まだ確実な部分はないということでしょうか。 

 さて、今回のリサイクル法、小型家電の部分ですけれども、回収のメリット、そ

のようなことをどのようにお考えですかということなんですけれども、先ほど町長

のご答弁にその答えがありましたが、一番大事なことは町民に環境意識を持ってい

ただく、そこが一番重要ではないかと思います。その中にリサイクルをしていくん

だという意識、それを高めていく、それが一番大事だと思います。 

 私も以前、携帯電話のレアメタルの資源の確保ということで一般質問をさせてい

ただきましたが、その後、全く進展は東員町の中ではございませんでした。そうい

うことも含めて、例えば携帯電話、なかなか携帯電話は、皆さんいろんな個人情報

も入っているという部分で難しい、また捨て難いという、そういう部分があるんで

すが、そのことにも取り組んでいるところがあります。 

 ステーション回収、またもう１つ私が思うのは、コンテナボックスの中にゴソッ

と入れて捨てるのもいいんですけれども、各庁舎の中に回収ボックスなどを設置し

てはどうかなとも思います。皆さんがたくさん出入りをする総合文化センターとか、

そういうところをお借りして、意識を持ってもらうということも大事ではないかな

と思うんですね。 

 粗大ごみのときは大体年４回ですね。その間、私もそうですけれども、ごみがた

くさんたまってくると大変気になります。早く捨てたいなと思いますので、回収し

ていくのに当たって、回収ボックスを設置するというお考えはどうでしょうか。 

 ご答弁をお願いします。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどの町長の答弁にございましたように、

今後、リサイクルセンターというものも計画しておりますので、そこで回収ボック

スを設置するということも検討しておるところでございます。 

 また、先ほどおっしゃいましたように、携帯電話とか、小さな物を回収できるよ

うなものについても、携帯電話ですと稀少金属、レアメタルも相当含まれておりま

すので、その辺についても一度検討させていただきたいと考えております。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 



○８番（川瀬 孝代君）   ぜひ検討を、細かく実施をしていただきたいなと、

きめ細かな回収方法も考えていただきたいと思います。 

 この回収ボックスの設置に当たって、例えば今言いました携帯電話などは、個人

情報の部分があります。東京都の港区などでは、区の職員がそれを破砕処理をして

いるという、そのようなこともお聞きしました。 

 先ほど言いました、いかにみんなにそういう意識を持ってもらうかという部分で

は、周知をしていくということにも一生懸命にならなければいけないと思うんです

ね。その点、今、町長のご答弁にありましたイベントなども大変有効かとは思いま

す。その上で、今現在処理をしている状況というのは、どういうような状況で処理

をしているのでしょうか。その点についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 各種類ごとに分類しまして、それをケースに入れて、その種類ごとに業者のほう

が責任を持って処理しておるというような状況でございます。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   業者はどこの業者なのか、詳しいことがわかれば、

わかっていると思いますけれども、教えていただきたいと思います。 

 そして町長に質問をしていきます。答弁をお願いしたいと思います。 

 先ほど部長も述べられたように、使用済みの小型家電は、さまざまな部分で分類

をしていくということが大事なんですね。もちろん破砕をして、そういうふうにし

ていくんですけども、またさまざまな資源で製造されております。 

 その部分で、プラスチックや、特に貴金属系だけではなく、金銀とか銅とか、そ

ういう部分の貴金属、そしてまたレアメタルなどがあるんですけども、総合的な視

点をもって、リサイクル作業をしなければいけないと思うんですけれども、例えば

まだ細かいことが決まってないということですので、小型家電のリサイクルにおき

まして、リサイクル業者、これから指定していく、今の業者にそのままつないでい

くという部分もあるんですけども、その部分と、障がい者の方たちが、そういう作

業に携わることができないのか。そういうところの事業所の方、またそれを推進し

ていかれる支援の方たちなどとも相談をしながら回収し、そして解体などの作業に

していくという、そういう方向は考えることができないのでしょうか。実際とり行

っている自治体もあります。 

 私は今後、自分の中で課題としているのは、障がい者の方たちの就労、それもし

っかりと考えていかなければいけないと思ってます。まだまだ研修していかなけれ

ばいけない、自分が勉強しなければいけないところがたくさんあるんですけれども、

今回の取り組みの中に、そういう部分を入れていくということはどうでしょうか。 

 町長の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）   まず、今の業者につきましては、国の機関と相談を

させていただいて決めさせていただいております。 

 それから基本的に今回収しておりますのは、レアメタルとかそういうものだけで

はなくて、例えば金属類があれば、それはそれで回収してリサイクルしていくとい

う方向で、金額のくっついている物は、多少大きくてもみんな集めてくれというお

話はいただいたかと思っております。それは分類をしながら回収業者に渡していく

という方法をとっております。 

 それから今こういう作業の中で、障がい者の方が働けないかというお話がありま

したけども、私どもが考えております、先ほど申し上げましたリサイクルセンター

というものを来年度設置できないかということで検討を進めておりますが、そのリ

サイクルセンターでは、その中で障がい者の方が働く場所ということで、我々とし

ては位置づけておりますので、この作業につきましても、障がい者の方ができるこ

とがあれば、当然そこでやっていただく作業の一つというふうなことにもなろうか

と思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   業者について、お答えさせていただきます。 

 業者につきましては、経済産業省から紹介いただきまして、資源循環フォーラム

の正会員である株式会社アミズという会社でございます。名古屋市にございます。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   川瀬孝代議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ご答弁いただきました。 

 リサイクルセンターのほうで就労支援をしていくということをお伺いいたしまし

たので、ぜひ前向きに、また一人でも多くの方が仕事をして、そしてやっぱり働く

場所を見つけて、一生懸命生活をしていっていただくようにお願いをしたいと思い

ます。 

 この認定事業者は三重県にはないというようなことも私は伺いました。ですので

近辺で、名古屋のほうではないかということも思っておりました。引き続き、この

業者にお願いをしていくということですね。 

 そして、この取り組みなんですけれども、ざくっと広報に周知をするだけではな

く、細かくそれが一体どのように使われていくのか、またこの部分に対しては価格

もつけなければいけないですよね。その部分のことも、これから決まっていくので

はないかなと思うんですけれども、しっかりと町民のほうにも周知をしていただき

たい。また、細かいことも議会のほうにもお知らせを願いたいなと、そのように思

います。 



 この法律の目的というのは、先ほど町長も述べていただきましたが、資源の確保、

そしてまた有害物質の環境へのリスク管理、そして最終処分場への埋め立ての減量

化などであります。この視点を踏まえた上で循環型社会形成の推進を目的としてお

ります。 

 本町としましても循環型社会の構築に向けたさらなる取り組みを進めていただき、

そして町民に対してリサイクルが大事だという、その周知を徹底していただきたい

と思います。 

 以上で私の質問を終わります。 


