
○９番（水谷 喜和君）   おはようございます。水谷喜和でございます。 

 ３月にも質問させていただきました。そしてまた２度目の質問でございます。 

 本日は通告に従いまして２点の質問をさせていただきます。１点目が出納整理期間を終えて

の財政運営についてであります。２つ目がごみ対策について、お尋ねいたします。 

 それでは質問に移らせていただきます。 

 １番目の出納整理期間を終えての財政運営でございます。 

 平成２７年度の見込み額ですね、どれくらいあるかということでございます。過去５年間に

比べてどのような結果になっているかということをお尋ねいたします。それと繰越見込額から

財政調整基金の取崩しはどのように対応されてますか。３つ目に今後の補正予算の財源はどれ

くらい見込めますかということをですね、お聞きします。よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

 今日もよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは水谷議員の財政運営についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 平成２７年度の出納整理期間が５月３１日で終了をいたしました。現在決算に係る資料の作

成を進めております。７月に監査委員への審査に付し、その後、９月定例会へ提出に向けて準

備を行っているところでございます。 

 平成２７年度から平成２８年度への繰越金は、速報値として４億８，５００万円となってお

ります。平成２７年度につきましては、法人町民税の減収などから平成２６年度の７億１，８

００万円より２億３，０００万円ほどの減となる見込みでございまして、平成２７年度は実質

赤字ということになります。 

 次に本年当初予算に計上いたしました財政調整基金の取崩しにつきましては、今年度の法人

町民税の決算の状況や交付税の算定結果を勘案しながら、さらには平成２９年度への繰越金も

考慮しつつ、年度末に向けて判断をしてまいりたいと考えております。 

 また、補正予算の財源につきましては、平成２７年度から平成２８年度への繰越金において、

平成２８年度の当初予算に既に組み込んであるものがございます。それを差し引いた額を補正

予算の財源として考えておりますが、今後の町税や地方交付税などの歳入の状況を注視しなが

ら慎重に対応してまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても本町の今後の人口減少と年齢構成の変動に伴いまして、財政状況は

大変厳しい状況になっていくものと考えておりまして、人口減少、少子高齢化社会に適応した

制度設計が必要であると考えております。 

 詳細につきましては総務部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私からは数値等を含めまして、ご答弁をさせていただきま

す。 

 １点目の平成２７年度の繰越見込額は、先ほど町長が答弁いたしましたように、速報値とい



たしまして４億８，５００万円となっております。過去の繰越金の状況としましては、平成２

３年度は５億２，８００万円、平成２４年度は５億３，８００万円、平成２５年度は７億７，

１００万円、平成２６年度は７億１，８００万円となっておりまして、平成２７年度の数値は、

過去５年で見てみますと最も低い繰越金となっております。 

 平成２６年度につきましては、町内企業の業績がよかったことと大型ショッピングセンター

の開業によりまして、法人町民税、固定資産税の税収の伸びがございましたが、平成２７年度

の決算見込みとしましては減収傾向の状況となっており、繰越金が減少したのは税収減の影響

を受けているものと考えております。 

 ２点目の財政調整基金を取り崩す額と時期につきましては、今年度の法人町民税の決算状況

との調整が必要となりますことや、７月の交付税の算定結果の状況を見ながら、また平成２９

年度の当初の運転資金となります繰越金も考慮しまして、基金の取崩し額確定を判断してまい

りたいと考えております。 

 ３点目の今後の補正予算の財源についてでございますが、平成２７年度から平成２８年度へ

の繰越金を４億８，５００万円と見込んでおりまして、平成２８年度の当初予算に繰越金とし

まして１億５，０００万円を計上しておりますことから、その差額の３億円程度を補正予算の

財源として見込めると考えております。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 ３月の質問でも財政調整基金を聞きまして、その後、財政運営についてもいろいろとお聞き

しまして、大変厳しい状況だということでお聞きしまして、また今回もその後どうなっている

かなということでお聞きしました。 

 やはり簡単には財政はよくならんということ、大変厳しい数字だということをお聞きしまし

たが、今述べられた中で、地方税についてもこれは税収、歳入についての大体半分ぐらい、４

０何パーセントぐらい占めると思うんですが、そのうちの町法人税というんですか、法人税が

２億３，０００万円ほど減っているということですが、今お聞きしたわけなんですが、これに

ついては商売といいますか、企業の景気が大きく左右すると思うんですが、ちょっと私の記憶

は定かでないんですが、法人税が平成２７年度に変わったように記憶しているのですが、その

法人税が引き下げられたということでどれくらい影響があったのか、お聞きしたいと思います

が。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   東員町におけます法人町民税につきましては、過去１０年

ほどは大体２億円前後が通常の収入でございました。平成２５年度に２億円から初めて４億９，

０００万円ほどになりまして、平成２６年度にはタイヤメーカーさんの景気がよかったという

こともありまして７億円ということで、過去最高の法人町民税となっておると。それに対しま

して平成２７年度は５億５，０００万円ということで、平成２５年度並みということで、結果



的には税率等の減少をタイヤメーカーさんの好景気分によって吸収されて増収に、平成２５年、

平成２６年、平成２７年とは、通常の２億円よりは大きく増えた格好になっております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   法人税が５億円を切るというようなことで、世の中も大変景気

も悪くなっているのか、まだアベノミクスというのが浸透してないのかわかりませんが、地域

の企業はみんなで育てていかなあかんなというような思いでございます。 

 こういった法人税は下がってくる、それから民生費が２４億円程度、毎年ずっとあったよう

に思いますが、今年、平成２８年度は２７億円で２億５，０００万円ほど上がっているような

数字でございまして、片や減り、片や増えるということで、大変厳しい財政運営だと思います。

担当者の方には相当苦労されていることと思いますが、この東員町が持続的に発展していくた

めには、何としても財政を健全化していかんならんと思います。そういうことで総務部長なり

町長、何か考えといいますか、方策について、あればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のように非常に高齢化が進んでおります。人口減少とい

うのは、ほかのところと比べて本町は若干少ないようには思いますが、高齢化はほかのところ

に比べてすごいスピードでいってます。そういうことで、この１０年、特に今から５年ぐらい

非常に厳しい状況になってきます。 

 そんな中で今まで行政でやっていたことが全てできるということが、なかなか難しくなって

きているというふうに思ってまして、やはり町民の皆さまでできることはやっていただくとい

うことですね。そこを我々がバックアップしていくという形に変えていかないと、やり方を変

えていかないと厳しいなというふうなことを思っております。 

 それともう１つ、昨日のご質問でも答弁申し上げましたように、本町稼げるまちにならない

といけないというふうに思ってます。なかなか企業誘致が思うようにはいかないというふうに

思ってますので、内発的に自分たちで稼げるような仕組みづくりというものを、町民の皆さま

と一緒になって、行政も進めていきたいというふうに考えております。地道な取り組みなんで

すが、こうした地道な取り組みを進めていかざるを得ないなというふうに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を申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   何度もくどいように聞きますけど、前からここ３０年ですか、

東員町は裕福だということで、何代か前の町長から、補助金とか助成金ということで町民は潤

ってきたといいますか、いただいて、いろんな活動をしてきたわけなんですが、それがこの時

期になって難しい点もあるんじゃないかと思ってます。前回の議会の後に私も地元に帰ってお

話をしていたら、元気サロンの１人当たり５００円が２００円に下がった、よく賛成したなと

いうことを言われまして、それは違うんだということで、健康な人には我慢をしていただいて、

もっと弱者の人にそういうようなことをしているんだというような話はしましたけれど、減ら



したら絶対に反対になります。大変厳しい反対があろうと思います。けれどもこういった反対

は、どういう形であってもあろうと思いますので、何としてもやり抜くことはやっていただき

たいと思います。 

 そこで町長、もう一度お伺いしますが、こういった厳しい財政の中で、自分のできることは

やっていただくということで、それはやっていただかないかんのですけど、もう少し町のリー

ダとして切るものは切る、町民については、子どもとか弱者の安心・安全の部分は絶対切っち

ゃいかんと思いますが、元気な人、自分でできるはずなのにやらないようなところの補助金等

を徹底的に切り込む決意はあるか、一遍お伺いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ご指摘のように、私は１期目から補助金の見直しというものを

させていただいてまして、大変厳しいご批判をいただいております。それはもう承知をしてお

りますが、また、今も申し上げましたように非常に厳しい財政状況になってきているというこ

とで、いろんな仕組みを変えていくことは必要だと思って、先ほども答弁申し上げましたが、

今ご指摘の補助金なりそれのたぐいというのは、もう一度見直していくべきではないかなとい

うふうに思っております。 

 町民の皆さまに少しご不便をおかけするかもわかりませんけれども、本当に必要な部分は、

今言われたように絶対にこれは切れないというふうな思いでおります。そしてかかるものはか

かりますから、そこの部分を切り込んで、そこを我慢してというわけにはいきませんので、何

とかもう一度ご無理を申し上げるかわかりませんけども、補助金等はもう一度見直していくと

いうことをさせていただきたいと思っておりますので、本当に町民の皆さまには申しわけない

ことになるかもわかりませんけども、ご理解を賜りたいというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 企業もなかなか進出してこないというと、昨日たまたまひょんなことからハイブリットパー

クという、以前から開発されてたところが、なかなか開発されないなということでおったんで

すが、どうも何か会社が来るようでございますということをお聞きしました。大変いいことだ

と思います。 

 こういった企業が来て、即財政に影響があるとはなかなか思えませんけども、来れば財政に

プラスになります。だから今回進出するというような話を聞いてますので、どうかどんな企業

であってもというか、来る企業をできるだけ町で支援しながら、また次の企業誘致に結びつけ

ていきたいなと思っておりますので、こんなことをして少しでも町政が潤うように努力をして

いただきたい。私どもも頑張りますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 財政状況についての質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 ２つ目のごみ対策でございます。 

 ごみ、これについても、どこの市町村も大変困っているということで、なくなることはない

というごみでございます。このごみの問題ですね、これについても総額で４億２，０００万円



とか３，０００万円の金が要っているわけです。最近いろいろと減量対策なりやっているよう

に聞きますが、そういったことの一遍課題についてお聞きします。 

 １つ、ごみ処理量の過去数年間の推移と再資源化及びごみ減量対策とその課題についてお聞

きします。 

 ２つ目に、ＲＤＦ事業の終了に伴い、新たな可燃ごみ処理施設の整備が計画されているが、

その進捗状況についてお聞きします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   水谷議員のごみ対策についてのご質問にお答え申し上げま

す。 

 １点目のごみ処理量の過去数年の推移と再資源化、ごみ減量化対策とその課題についてでご

ざいますが、本町の各家庭から排出されるごみの約８割は可燃ごみでございます。その例を申

し上げますと、過去５年間では平成２３年度、平成２４年度と減少方向になりました。平成２

５年度の４，０３３トンが最も少ない量でございます。しかしそれ以後、平成２６年度４，０

９９トン、平成２７年度は４，１１２トンと、２年連続で微増傾向となっております。 

 この間、本町の人口は減少しておりますことから、結果として住民１人当たりのごみの排出

量が増加しているのが現状でございます。 

 また、再資源化につきましては、従来のびん・缶、ペットボトル等に加え、これまで可燃ご

みとして捨てられていた汚れていない雑誌類の資源への分別や粗大ごみとして桑名広域清掃事

業組合に持ち込んでおりました使用済みの家電類などを再資源化業者に有価で引き渡すなど、

分別排出の徹底をお願いし、ごみの減量化に努めております。 

 本町では現在ごみ減量方法の主軸としまして、ごみの総量減量、生ごみの堆肥化、生ごみの

水切り徹底として取り組んでおりますが、先ほども申し上げましたとおり、ごみ量は２年連続

で増加しております。平成２６年度に策定した東員町一般廃棄物処理基本計画では、計画最終

年度である平成３５年度のごみ排出量の目標値を平成２４年度マイナス９．１％、量にします

と約６００トンの減量と定めております。 

 この削減目標に向け、今後はあらゆる機会を通じて、まずはごみになるような物を買わない

などの総量減量の取り組み推進、生ごみについては、ＮＰＯの皆さんによる取り組みの積極的

な推進や生ごみ処理機、コンポスター購入補助制度の周知徹底、やむを得ず可燃ごみとなる場

合には徹底した水切りや乾燥をしていただくことなど、住民の皆さまのご理解とご協力をお願

いしてまいります。 

 ２点目のＲＤＦ発電事業終了に伴う新たなごみ処理施設整備の進捗についてでございますけ

ども、昨日の南部議員、大谷議員から頂戴いたしましたご質問に対する答弁と重複する部分も

ございますが、これまでの進捗と今後の予定をご報告させていただきます。 

 ご質問の新ごみ処理施設は、三重県によるＲＤＦ焼却発電事業の終了に伴い、その後の可燃

ごみ処理を行う施設として、本町を含む１市２町、桑名市、木曽岬町、東員町で構成する桑名



清掃事業組合が組合敷地内の旧焼却施設跡地、具体的に申し上げますと現在のプラスチック圧

縮梱包施設の南側に整備をするもので、処理方法は焼却方式とし、施設規模は日量１７４トン

と決定しております。 

 今後の予定といたしまして、昨日大谷議員にもご答弁いたしましたが、これまで組合が実施

してまいりました環境影響評価の縦覧を今月１５日から７月２９日までの間行うほか、今月２

６日には笹尾コミュニティセンターにおいて、ごみ処理施設整備運営事業の取り組み状況と環

境影響評価に関する住民説明会を開催させていただきます。 また、建設に向けた事業者選定

作業にも着手する予定でございます。 

 今後は計画期間の前倒しも含め、ごみ処理を滞らせることのないよう確実に事業を進めてま

いりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   ありがとうございました。 

 ごみが減らない、なかなか難しい問題だと思いますけど、身近なところから質問したいんで

すが、先ほどもちょっとありましたように、コンポスターとか処理機、それからここ１０年ぐ

らいになりますかね、生ごみの堆肥化をやっているサークルの方があるようでございますが、

その辺のコンポスターとか処理機、それに合わせてと思いますけど年間５５万円ぐらい出てま

すが、そういった処理機がどれぐらい普及しているのか、そういうことと、生ごみの堆肥化は

どれぐらいの実績があるのか、ちょっと教えていただくとありがたいですけども。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   まずは、生ごみ堆肥化容器の補助というところでご回答さ

せていただきます。 

 コンポストにつきましては平成３年度からの実績がございますが、これをトータルしますと

１，０４７トンなんですけども、ただ平成３年からですので、それが今も持ちこたえていると

いうのは難しいものですから、７年間をさかのぼって、補助を７年ごとにということになりま

すので、７年ごと、また生ごみの処理機につきましても、機械的なものですけども、これも７

６０基ほど出てます。合計では１，８０７基、今までの推移でございますが、７年間を耐用年

数として考えますと、コンポストについては今現在８７基、生ごみ処理機としては１０８基で

すね、それに小さな容器の簡易的な生ごみ処理機、それが２基ありますので、７年間使われて

いるものといいますと１９７基が存在するんではないかという推測でございます。 

 ただ、これも補助なしにかえられておられる方もあると思いますけども、この辺については

若干の数字が変わるかと思います。 

 それと生ごみの堆肥化、ＮＰＯの生ごみリサイクル思考の会で実施していただいております

堆肥化でございますけども、これは平成１５年８月１９日にＲＤＦの事故がございまして、そ

の段階でいろんな悲惨な状況もありますし、ごみについての考えが、また集中した時期でもあ

りましたが、それを受けまして、平成１６年７月から生ごみリサイクル思考の会が設立されま

して、今、大きなストックヤードの隣に堆肥舎をつくりまして、そこで事業を進めてもらって



おります。 

 平成１７年からスタートという形で事業を進めていただいておりますけども、最初は若干４

０～５０件から始まりまして、平成２２年には１００件を超える形で１３２件の実績でござい

ます。それが平成２５年にはそれを２００件まで上げていただきました。平成２５年の実績が

２００件で、平成２５年、平成２６年で大幅に頑張っていただいた部分があるんですけども、

今現在は３０３件のご家庭から生ごみを集めて堆肥化にしていただいておるというところでご

ざいます。 

 それと中身としましては、床材を含めまして生ごみの量としましては約２，９００キロぐら

い、約３０トン弱が１年間にごみといいますか、床材も含めて処理がされていくところでござ

います。それを家庭から排出されるごみ量なり、いろいろ計算をしていきますと、年間として

７０トンほどが、生ごみが広域処理場にいかずに堆肥化されるというところでございます。そ

れを計算しますと、今、５万７，０００円という単価が処理費というふうに考えて計算したん

ですけども、４００万円弱になります。それを堆肥化事業をやりますと、ＮＰＯへの委託料と

しましては１００万円ほどを委託料で払っておりますので、その差し引きの３００万円弱ほど、

そういった形で効果が出ている状況でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   以前からそういったコンポストなり処理機なりを使って、生ご

みの減量ということで、たくさんの方がやっておられます。ただ、余り増えてないなと。なぜ

かな、大変なことなんだろうなということを思います。 

 ただ、生ごみの堆肥化ですけども、徐々に増えているということで、今もやっている助成金、

これは有効な助成金だと、処理場へ持っていくことは有効だということで、私も計算上は倍ぐ

らい得しているなという、立派な活動をされているなということを思ってますので、それが１

０年たって２７５件とか３００件とかいう数字を聞きますけど、これがなぜ増えないのか。た

だ、今の２５トンなり３０トンなりという数字をやっておられて採算が合っている。採算とい

うのは堆肥化をやられている方がほとんど無償ボランティアでやっておられるのか、本当にと

いいますか、ある程度有償的に払ってそういった計算上なのか、本当のボランティアに頼った

ところでやっているのか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   これにつきましては、１０数名の方が携わっていただいて

おりますけども、先ほど申しましたように委託料として１００万８，０００円、平成２７年度

でお支払いをさせていただいております。これにつきましては人件費も入っておりますけども、

いろんな経費、運搬によるトラックの油代とか作業に使っていただくものがほとんどでござい

まして、生きがい対策という意味合いを持った中で作業員の方はしていただいている状況でご

ざいます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   大変これ僕、いい運動だと思ってます。ただ、１０年たって３



００件というのはちょっと少ないなということで、相当なごみを焼かない、堆肥にする、菜園

等に配っているということで、これはいい。これがなぜ増えやんのかなという、これで採算性

が合うものなら、もっとどんどんと一部のサークルさんに頼ることなく町も考えていかないと

あかんなと。 

 全国には生ごみの処理プラントがたくさんございまして、生ごみを焼却すると６万何千円か

かるというような数字ですけど、生ごみを堆肥化プラントにすると２万円とか２万５，０００

円ぐらいの数字が出ているようです。これも数字的には私もネットを見ただけですので、余り

定かでないのですが。それでは焼却はその地域はどれだけやといいますと、焼却はトン３万円

ぐらいだということで、実際にお金を払っている皆さんで堆肥を寄せて、まちぐるみでやって、

それでも生ごみを堆肥化プラントしたほうが安く上がるというような数字が出てますけど、そ

ういったこともございますので、新しい焼却施設、今度は焼く一点でございますが、こういっ

たことを堆肥化するものは堆肥化して焼くものは焼くということ、プラントが２つというと大

変になろうかと思いますけど、そういったところも一度検討していただけないか、ちょっとお

聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   先ほど答弁の中でも申し上げましたとおり、目標値をかな

りの数、約６００トン弱、今後ごみの減量を進めていくというような目標がございますので、

処理費、そういった生ごみの堆肥化も、もうちょっと強力的に進めてまいりますし、またプラ

ント化についてもどういう形がいいものか、また安価なものがあるかというようなところも含

めて研究させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   減らすものは減らしてやっていくと。今回の新しい焼却施設も

１割弱減量するという数字を目標にやっているようでございますが、こういったことを守らな

いと、規模的に計画したが全くできないということになりますので、そういったこともしっか

りとやっていただきたいと思います。 

 そこで新しい今度の焼却施設に移りますが、この方式、焼却施設とお聞きしておりまして、

燃やす一点だったと思いますけど、こういったことの悪影響ですか、影響はないことはないと

思いますけど、悪影響はないのかということについてちょっとお聞きします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   水谷議員のおっしゃるところは、焼却というところでダイ

オキシン等が一番重視される部分になると思いますけども、この点につきましてはかなり以前

から、１９９７年から排出量の削減が言われておりまして、今、最新の基準としては１ナノグ

ラムＴＫＧ（Ｎ立方メートル）これは気温０℃に１気圧にして、その中に毒性がどれだけある

かというところが１というところが基準なんですけども、今回の施設につきましては、また新

たな基準も設けられるという予測も立てまして、これを０．１まで落とす形の施設を考えてお

ります。 



○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   安全なものをつくっていただきたいと思います。 

 それで新しい施設が、順次つくられる計画から施工に入ってくると思いますけども、いろん

な公共事業が高騰しているということで、入札不調というようなことをよく言葉で聞くんです

が、こういったことがあってはごみ処理、ごみは絶対停滞できませんので、そういったことが

ないのか、そういったことの費用としても莫大なものでございますので、こういったことを含

めて現在の設計規模というんですか、これは適正なのかなということも、ちょっとお聞きいた

しておきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今回の施設につきましては、一般的な工事をして建築する

という形ではなくて、いろいろ提案をいただきながら、また維持管理も含めての契約を進めて

いく形でございます。その中でしっかりと建設費の工事費の推移なり、どれだけの状況になる

かも、業者との詰めを行いながら最終的な入札になってまいりますので、そういったところも

我々も、また広域も十分承知しておりますので、その点を注意しながら工事を進めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 

○９番（水谷 喜和君）   以前にも聞きましたけども、この新施設の規模は、どうも今の

ごみの排出量というんですか、持ち込み量を減量した形で設計されるということでございます。

減量目標が、先ほどもちょっとありましたように前年度よりちょっと上がったとか、ちょっと

増えてますという、確実に減っている数字は聞けなかったんですが、なかなか対策も難しいん

だろうとは思いますけど、減量目標してある以上、何としても各地域、特に東員町、減量をや

っていただきたいと思います。 

 改めて新しいステージに向かうためには、やはり先ほど言ってますように、ごみを減らすと

いうことでございますので、その辺のごみの減量対策に対する決意をお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけども、今

の一般廃棄物処理計画の中では、平成３３年度にはマイナス６％を目標にしております。これ

は今現在のごみを計算しますと、また５４３トン減らそうというような計画になっております。 

 この点、先ほども生ごみの対策なり、またそれ以外にもいろいろあると思います。生ごみの

減量、乾燥なり、堆肥化も含めてあれなんですけども、そういった全ての部分において、また

目にわかるように、職員もこの数値目標を毎日見るような形にして、日々減量に向けての対策

なり意識づけをしてまいりたいと思います。 

 またパッカー車なりも提案をいただいておりますけども、パッカー車なりも、今後こういっ

たごみ減量を進めますというようなＰＲのものを張り紙をしたりとか、進めていきたいと思い

ますので、どうぞ皆さんのご協力をお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷議員。 



○９番（水谷 喜和君）   どうもありがとうございます。 

 今６００トンの減量ということで、私どもちょっと電卓持って計算しとったんですが、焼却

じゃなしに生ごみ堆肥化ですね、あれが１基当たり２５０キロぐらい出るというような計算を

しとるんですが、これで今、堆肥をやっている方が３００件ということでありまして、それを

５～６倍すれば６００トンぐらい達成するのかなというような数字がありますので、簡単では

ないと思いますけど、こういったことの我々も一人一人１件１件が、ごみ減量ということに取

り組んでいかなあかんということ。 

 できることは生ごみが一番我々はしやすい。粗大ごみなんて、私ら手に負えるものじゃない

から。そういったことで１件１件で減らしていくと。今の３００件を１，０００件にする。そ

のサークルだけに押しつけるわけにいきませんけども、そういった新しいサークルなり町が主

導してやるなり、そういったこともぜひ指導していただいて、ごみ減量に取り組んでいただき

たいと思います。それぞれの立場で頑張っていただいておりますので、何とか私のほうも力に

なっていきたいと思いますので、そういったことで努めていただきたいなと思ってます。 

 これでごみの対策についての質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


