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平成18年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会 

平成18年８月28日（月）午前10時00分開会 

 

 

出 席 議 員  12 人 

 

 １番      奈  良     握 

 ２番      松  田  則  康 

 ３番      髙  橋  徹  也 

 ４番      石  井  恒  雄 

 ５番      田  上  祥  子 

 ６番      神  子  雅  人 

 ７番      佐  藤  知  一 

 ９番      熊  澤  俊  治 

 10番      中  山  民  子 

11番      水  越  恵  一 

 12番      落  合  圏  二 

 13番      岩  澤  敏  雄 

 

 

                               

 

欠 席 議 員  １人 

 ８番      井  上  博  明 
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説明のための出席者   管 理 者 山  口  巖  雄 

 副 管 理 者 山  田  登 美 夫 

 副 管 理 者 山  口    雄 

 副 管 理 者 木  村  正  彦 

 収 入 役 花  上    志 

 事 務 局 長 小 野 澤  正  已 

 事 務 局 次 長 竹  下  勝  久 

 会 計 課 長 杉  田  則  夫 

 

                               
 

事 務 局 出 席 者 書         記 内  田  幸  喜 

 書         記 吉  崎  直  幸 
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議 事 日 程 

 

１ 議長の選挙 

２ 議席の指定 

３ 会期の決定 

４ 一般質問 

番号 質  問  者 質  問  の  件  名 頁 

１ 奈 良  握

(1) 広域処理について 

 ア 現状と今後の見通しについて 

(ｱ) ごみ処理広域化に伴う諸課題の検討はどうなってい

るか。 

  (ｲ) 広域化実施計画、循環型社会形成推進地域計画の作

成の進捗は。 

  (ｳ) 事業懇話会の成果は、今後の計画はどうなっている

か。 

  (ｴ) 「最新の技術」の検討とは具体的にどういう話か。 

  (ｵ) 構成３市町村のごみ量の推移はどうなっているか。

今後の予測は。 

７ 

２ 佐 藤 知 一

(1) 中間処理施設及び最終処分場の建設について 

 ア 中間処理施設、最終処分場建設へ向けた進捗状況につ

いて 

(ｱ) 中間処理施設、最終処分場建設へ向けた進捗状況は。

 イ 厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画の周知について 

(ｱ) リスク管理を含めた厚木愛甲ごみ処理広域化基本計

画の周知徹底は十分図られているか。 

15 

 

５ 議会運営委員の選任 

６ 議案第９号 平成17年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出決算について 

 ７ 議案第10号 平成18年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算（第１号） 

８ 議案第11号 厚木愛甲環境施設組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部を改正する条例について 

９ 議案第12号 監査委員の選任について 

10 17陳情第１号 「ごみ中間処理施設」建設に反対する陳情 

11 議員派遣について 

 

                               

 

議 長 諸 報 告 

 

 ４月７日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（２月分） 

５月８日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（３月分） 
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 ６月７日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（４月分） 

 ７月７日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

        例月出納検査結果報告（５月分） 

 ７月13日 太田洋議員、田晃議員、小島一郎議員、石井芳議員、萩原新吾議員及び石射

正英議員から組合議会議員辞職願が提出され、７月31日付けで許可した。 

 同  日 熊澤俊治議員、水越恵一議員、落合圏二議員から組合議会運営委員会委員辞任願

が提出され、７月31日付けで許可した。 

 ７月14日 和田美正議員から組合議会議員辞職願が提出され、７月31日付けで許可した。 

 ７月31日 厚木愛甲環境施設組合監査委員から、監査結果報告があった。 

      例月出納検査結果報告（６月分） 

 ８月11日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成18年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会招集通知があった。 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成18年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会提出議案の送付があった。 

        議案第９号～第11号   ３件 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者に対し、説明員の出席を要求した。 

 ８月22日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成18年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定

例会追加提出議案の送付があった。 

        議案第12号       １件 

 

                               

 

本日の付議事件 

 

 １ 
 ～  議事日程に同じ 
 ３ 

 

 副議長辞職の件 
 

   副議長の選挙 

 

 ４ 
 ～  議事日程に同じ 
 11 
 

                               
 

   
日程 
追加 
 
日程 
追加 
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○岩澤敏雄副議長 副議長の岩澤でございま

す。地方自治法第106条第１項の規定によっ

て副議長が議長の職務を行います。何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は12人で定足数に達し

ております。なお、井上博明議員から欠席の

届け出がありました。 

 ただいまから平成18年厚木愛甲環境施設組

合議会第２回定例会を開会いたします。 

 この際、議事の進行上、厚木市議会選出議

員については仮議席を指定いたします。仮議

席はただいまご着席の議席を指定いたしま

す。 

 

○岩澤敏雄副議長 日程１「議長の選挙」を

行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定によ

って指名推選とすることにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法

は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については

副議長が指名することにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって副議長が指

名することに決定いたしました。 

 本組合議長に松田則康議員を指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。ただいま副議長が指名

いたしました松田則康議員を議長の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま指

名いたしました松田則康議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第31条第２項の

規定により告知いたします。 

 それでは、新議長からごあいさつがありま

す。 

○松田則康新議長 ただいま議員の皆様から

のご推挙によりまして厚木愛甲環境施設組合

議会議長の職を拝命いたしました。 

 大変名誉なことではありますが、あわせま

して、ごみ処理の広域化につきましては、建

設候補地の決定、施設建設等難しい課題を抱

えており、非常に重大な責務であると感じて

おります。今後は、厚木愛甲環境施設組合の

発展のため誠心誠意努力してまいる所存でご

ざいますので、議員の皆様方を初め理事者の

皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げま

して、就任のごあいさつとさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

○岩澤敏雄副議長 どうもありがとうござい

ます。 

 以上で私の議長としての務めが終わりまし

たので、新議長と交代いたします。 

 それでは松田則康議長、議長席にお着きく

ださい。 

   （松田議長、議長席に着く） 

○松田則康議長 本日の議事日程は、お手元

に配付してあります日程表のとおりでありま

す。 

 

○松田則康議長 日程２「議席の指定」を行

います。 

 厚木市議会から選挙により新たに選出され

た議員の議席について、会議規則第３条第２

項の規定により議長が指定いたします。 

 議席番号と氏名を書記に朗読させます。 

○内田幸喜書記 朗読いたします。 

   １番  奈良 握議員 

   ２番  松田則康議員 

   ３番  髙橋徹也議員 

   ４番  石井恒雄議員 

   ５番  田上祥子議員 

   ６番  神子雅人議員 

   ７番  佐藤知一議員 

 以上であります。氏名標をお立て願いま

す。 

○松田則康議長 ただいま朗読いたしました

とおり議席を指定いたします。 

 ここで、会議規則第78条の規定によって、

本定例会の会議録署名議員を議長から指名い
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たします。奈良握議員、髙橋徹也議員にお願

いいたします。 

 議長の諸報告は、お手元に配付のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

 

○松田則康議長 日程３「会期の決定」を議

題とします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本

日１日とすることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会の

会期は本日１日と決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

     午前10時05分  休憩 

    （岩澤敏雄副議長退席） 

 

     午前10時06分    開議 

○松田則康議長 再開いたします。 

 ただいま岩澤敏雄副議長から副議長の辞職

願が提出されました。 

 お諮りいたします。この際、「副議長辞職

の件」を日程に追加し、議題とすることにご

異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってこの際、本

件を日程に追加し、議題とすることに決定し

ました。 

 

○松田則康議長 「副議長辞職の件」を議題

とします。 

 まず、その辞職願を書記に朗読させます。 

       （書記朗読） 

「      辞 職 願 

 今般、一身上の都合により副議長を辞職

したいので、許可されるよう願い出ます。 

 平成18年８月28日 

 厚木愛甲環境施設組合議会副議長 

              岩澤敏雄印 

 厚木愛甲環境施設組合議会議長殿   」 

○松田則康議長 お諮りいたします。岩澤敏

雄副議長の副議長の辞職を許可することにご

異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって岩澤敏雄副

議長の副議長の辞職を許可することに決定し

ました。 

     （岩澤敏雄議員復席） 

 

○松田則康議長 お諮りいたします。ただい

ま副議長が欠員となりましたので、この際、

「副議長の選挙」を日程に追加し、選挙を行

うことにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってこの際、本

件を日程に追加し、選挙を行うことに決定し

ました。 

 

○松田則康議長 「副議長の選挙」を行いま

す。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまし

ては、地方自治法第118条第２項の規定によ

って指名推選とすることにご異議ありません

か。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法

は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については

議長が指名することにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって議長が指名

することに決定いたしました。 

 本組合副議長に熊澤俊治議員を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名し

ました熊澤俊治議員を副議長の当選人と定め

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま指

名いたしました熊澤俊治議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第31条第２項の

規定により告知いたします。 

 それでは、新副議長からごあいさつがあり

ます。 

○熊澤俊治新副議長 ただいま議員の皆様方

に厚木愛甲環境施設組合議会副議長にご推挙

いただきました熊澤でございます。 
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 住民生活に密着するごみ処理施設の建設と

いう重要な事業を担う組合議会の副議長とい

たしまして、改めて責任の重さを感じている

ところでございます。今後は松田議長を補佐

し、組合議会の円滑な運営に努めてまいりた

いと存じますので、議員の皆様方を初め理事

者の皆様方のご支援とご協力をお願い申し上

げまして、あいさつにかえさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○松田則康議長 前副議長からごあいさつが

あります。 

○岩澤敏雄前副議長 副議長在任中は、皆様

方のご協力をいただき、円滑な議会運営を図

ることができましたことを厚く御礼を申し上

げます。 

 １年間という短い期間ではございました

が、この間、微力ではございますが、議長の

補佐役として精いっぱい務めさせていただき

ました。改めまして、議員の皆様方、理事者

の皆様方にご支援とご協力をいただきました

ことを厚く御礼申し上げますとともに、今後

ともよろしくご指導、ご協力をいただきます

ようお願い申し上げ、私のあいさつとさせて

いただきます。 

 まことにありがとうございました。 

○松田則康議長 ご苦労さまでした。 

 

○松田則康議長 日程４「一般質問」を行い

ます。 

 通告に従い、順次質問を許します。奈良握

議員。 

○１番 奈良 握議員 通告に従いまして、

初めての一般質問をさせていただきます。 

 先般の管理者の施政方針を読まさせていた

だきまして、その内容を確認する意味での質

問でございます。答弁をいただきまして、さ

らに補足等をいただきまして、細かい話にな

りますので、時間の許す限り伺っていきたい

と思います。 

(1) 広域処理について 

 ア 現状と今後の見通しについて 

 （ア）ごみ処理広域化に伴う諸課題の検討

はどうなっているか。 

 （イ）広域化実施計画、循環型社会形成推

進地域計画の作成の進捗は。 

 （ウ）事業懇話会の成果は、今後の計画は

どうなっているか。 

 （エ）最新の技術の検討とは具体的にどう

いう話か。 

 （オ）構成３市町村のごみ量の推移はどう

なっているか。また、今後の予測はと

いう５点でございます。 

 よろしくご答弁をお願いいたします。 

○山口巖雄管理者 ただいま奈良議員から、

広域処理について、現状と今後の見通しにつ

いて、ごみ処理広域化に伴う諸課題の検討は

どうなっているかとのお尋ねでございます

が、３市町村で抱える廃棄物処理にかかわる

共通課題の解決を図るためには、広域的に取

り組むことが必要であります。 

 組合といたしましては、新たな中間処理施

設及び最終処分場の整備にかかわる事項など

がございますが、中間処理施設につきまして

は、現在、地元関係者にこれまでの経過など

をご説明し、ご理解をいただけるよう話し合

いをしているところでございます。 

 また、最終処分場につきましては、清川村

から候補地選定のご報告をいただきましたの

で、地域の皆様と建設に向けた協議を進めて

いるところでございます。 

 次に、広域化実施計画、循環型社会形成推

進地域計画の作成の進捗はとのお尋ねでござ

いますが、広域化実施計画につきましては、

広域化基本計画で掲げた基本方針等を踏ま

え、厚木愛甲地域における資源循環型社会の

構築を目指した具体的な取り組み等を明らか

にするもので、神奈川県ごみ処理広域化計画

に位置づけをするため、平成19年度までに策

定するものであります。 

 また、循環型社会形成推進地域計画につき

ましては、国と地方の三位一体改革の中で、

廃棄物処理施設整備費補助金を改革し、循環

型社会に変えることを目的とした循環型社会

形成推進交付金が平成17年度に創設されたも

のであります。この交付金については、平成

18年度以降のごみ処理の広域化にかかわる諸
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計画について対象となることから、平成17年

度において循環型社会形成推進地域計画を策

定し、環境省に提出したものであります。 

 次に、事業懇話会の成果は、今後の計画は

どうなっているかとのお尋ねでございます

が、事業懇話会は、組合が実施する事業の透

明性の確保と情報の提供を図るとともに、ご

み処理に係る課題についてご意見をお聞き

し、円滑な事業の推進を図ることを目的に設

置したものでございます。委員は12名で、公

募による委員６名、構成市町村からの推薦に

よる委員６名により構成されております。 

 平成17年度におきましては、３回の会議を

開催し、新たな施設整備に向けたごみの減量

化・資源化に対するご意見や、組合事業に対

する情報提供についてのご意見等をいただい

ております。今後におきましても、組合事業

に対するご意見を伺ってまいります。 

 次に、最新の技術の検討とは具体的にどう

いう話かとのお尋ねでございますが、特に技

術力の向上は、日進月歩と言っても過言では

ないほど研究が進んでいることはご存じのこ

とと存じます。ごみ処理施設に採用する焼却

技術につきましては、最新の技術を駆使した

施設を考えておりますが、選定に当たっては

専門的な検討が必要でありますので、既に厚

木愛甲環境施設組合広域ごみ処理施設採用技

術検討委員会を設置し、安全性、環境性、安

定稼働等を基本方針とした具体的な技術項目

などについてご検討をお願いしているところ

でございます。 

 次に、構成３市町村のごみ量の推移はどう

なっているか、今後の予測はとのお尋ねでご

ざいますが、構成３市町村の総ごみ発生量の

実績値を見ますと、平成15年度までは増加傾

向を示した後、平成16年度は前年比96.6％と

減少いたしております。 

 また、今後の予測でございますが、現状の

まま推移いたしますと、人口の伸び率と合わ

せて増加するものと予測されますが、平成22

年度までに平成９年度比でごみ量を７％以上

削減することを目標としておりますので、今

後この目標に向けて、構成市町村とともに引

き続きごみの減量化に努めてまいります。 

 以上です。 

○１番 奈良 握議員  ありがとうござい

ました。ご答弁をいただきました。項目が多

いので、一つ一つ、ちょっと意見を交えて伺

っていきたいと思います。 

 事実の確認が最初にございますが、まず課

題のところでお触れいただいた、中間処理施

設と最終処分場の建設ということが課題にな

っているわけですから、当然その仕事が主た

る仕事であるわけで、それぞれの経過を今ご

説明をいただきました。 

 特に中間処理施設に関して、今のご答弁の

中にありました地元との協議、話し合いとい

うことですが、これは答弁の意味からする

と、厚木市さんと一緒になって組合も当たっ

ているということであると思われますが、そ

れはどういう経過で、今までどのような感じ

で行われているのか、その辺をちょっと補足

しておいていただければと思います。 

○小野澤正已事務局長 中間処理施設の地域

の皆様へのご理解の取り組みということでご

ざいますけれども、現在は厚木市さんが中心

になっていただいてやっておりますけれど

も、私どもも時間があれば同行させていただ

いて、これまでの経過、あるいは選定の経過

も含めて、いろいろと地域の役員の方とかに

お話をさせていただいているというのが現状

でございます。 

○１番 奈良 握議員  回数的にはどんな

感じなんですか。 

 それと、何か先ほどのニュアンスからする

と、同席する場合としない場合があるような

感じにも聞こえたんですが、今交渉に当たっ

ている主役は厚木市さんの方で、組合に候補

地として上げられてきてはいるけれども、組

合の方が主たる役割として交渉に当たってい

るということではないようにも聞き取れたん

ですが、その辺についてのご説明をいただき

たい。 

○山口巖雄管理者 候補地選定は厚木市の責

務でございますから、厚木市が今そうした課

題の中で話し合いをさせていただいていると
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いうことでございます。きょうは組合ですか

ら、それについてはご答弁は控えさせていた

だきます。 

○１番 奈良 握議員  ということは、組

合の方としては、厚木市が候補地というふう

にしたと定められている地域について、現状

においてはまだ厚木市さんの方で地元との交

渉も続けておられるので、その推移を見守っ

ているということであるというふうに認識し

てよろしいわけですね。 

○小野澤正已事務局長 おっしゃるとおり、

今厚木市さんが選定の部分ではその役割を担

っていただいていますので、厚木市さんが進

められていると、そういうことでございま

す。 

○１番 奈良 握議員  そうしますと、確

認ですが、組合から参加をされている職員の

同席というのは、本来は必要は特にないとい

うことなわけですか。 

○小野澤正已事務局長 私どもが行く場合、

たまたま私どもが、広域化の前身でございま

す３市町村の協議であるとか広域化の背景、

こういうことについて進めてまいりました経

過がございますので、この辺の説明は私ども

がやらせていただく場面もございます。 

○１番 奈良 握議員  なるほど。いずれ

にしても、この組合は別に独立した１つの自

治体でありますから、この件に関して別段の

候補地についての考え方があってもおかしく

はない。理論上からいえばあり得る話で、実

際上からいうとそうないのかもしれませんけ

れども、本来は候補地の選定のあり方である

とか、現状の経過を見て何らかのサジェスチ

ョンをするということがあっても、それは本

来的にはおかしくはない話でありますね。 

 経過を見ていまして、厚木市の方では、１

カ所に限定をしてということで今回考えてお

られるようでありました。組合の方として、

それをそう受けて、現状においてそれをその

まま受け入れるのかどうかの判断は今後とい

うことなのかもしれません。ただ思うに、厚

木市では、例えばごみの最終処分場に関して

は、群馬県と茨城県の２カ所にリスク分散を

しております。これは山口厚木市長にかわら

れてから、そういうリスク分散という手法を

とられたわけでありますね。これは決して間

違っている考え方ではない。 

 例えば最終処分場につきましては、私は厚

木市の自区内処理ということについて以前か

ら考えていて、いろいろ意見も言ってきまし

たけれども、厚木市側は一番ごみ量も多いわ

けですし、その最終処分を今まで市内でする

ことができなかった。それが清川村に行くと

いうことで、厚木市民として、それはただ群

馬県や茨城県に持っていったのが清川村に行

っただけという形になるということでは、こ

れは何も変わらないのではないかというふう

な懸念を私はずっと主張してきているわけで

すけれども、いずれにしても清川村さんと愛

川町さんの方で交代でという話になる。そう

すれば自分のところだけではないなというふ

うに思うわけですけれども、ただ、１カ所に

限定をされるという話になりますと、長い50

年100年というスパンで考えてみれば、次の

検討という時期がいずれはやってくる。その

ときに次善の策がもうないということを意味

しているようにも聞こえます。 

 将来的にわたって組合としては、やはり複

数の候補地というものを抱えておくというこ

とが、リスク分散という考え方や、あるいは

１つの地域に負担が行かないようにというこ

とのためにも、原則的なその辺の考えという

のを持っておくということが肝要かというふ

うに思われます。厚木市さんの意向というも

のを全く無視するというのは組合としてはで

きないのかもしれませんけれども、組合とし

てそういったサジェスチョンをするというよ

うな考え方があるのかどうか、この辺につい

て伺っておきたいと思います。 

○小野澤正已事務局長 将来的な考え方とい

うことでございますが、当然今奈良議員さん

がおっしゃいましたように、将来的に幾つも

の候補地が確保できていれば、これにかわる

ものはないというふうに考えておりますけれ

ども、組合といたしましては、とりあえずは

現在の中で対応するということでございます
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ので、今厚木市さんで進められています候補

地、これを目標としてやっていきたいと、こ

のように考えております。 

○１番 奈良 握議員  お答えいただいた

内容は、そういう意味では独自の意図という

か、こうあるべきだというものを持たずに、

基本的には地元の意向を尊重し、それに従っ

ていくというような話だと思います。 

 基本的に、厚木市における処分場につきま

しては、古沢から金田に移り、いろいろな経

過を経ておりますけれども、今後、住民の意

識がいろいろと、環境問題に対しての関心の

高まりですとか、その中でやはり総論的には

賛成であるけれども、各論になったときにど

うかといった問題をクリアしていくための課

題というのがあろうと思います。現状におい

ては、厚木市さんのその交渉なりを見守ると

いうことでありますけれども、本来的にどう

いったことが望ましいのかという別個な意思

を、私としては持っていただきたいというふ

うに思います。 

 続きまして、最終処分場のお話を先ほどい

ただきましたが、実は私はその最終処分場の

方が、環境的にいいますと、これは非常に重

要な問題があって、厚木市民も含めて、最終

処分がどうなっていくのかということについ

て、もっと認識をしていくべきではないかと

いうふうに思っているわけですけれども、候

補地は確定をしているというふうな話があり

ましたが、最終処分場が今後クリアすべき課

題というものを少し整理してお話をいただき

たい。その課題についてご説明をいただきた

いと思います。 

○小野澤正已事務局長 今後の最終処分場の

課題というところでございますが、まず候補

地については、清川村さんで先般選定をいた

だきまして、報告をいただいております。そ

れでご承知のように、清川村全域が都市計画

区域外ということでございますので、3000平

米を超える開発行為といいますか、土地利用

については、まず神奈川県の土地利用調整条

例、こことの協議が必要になってまいりま

す。それと同時に、清川村さんはほぼ全域が

県立丹沢大山自然公園、こういう網もかぶっ

てございます。さらに候補地自体にも保安林

の指定があるということがございますので、

まず土地利用に関して、関係省庁、あるいは

神奈川県とも十分に協議をさせていただいて

進めていくというのが大前提になるというふ

うに考えております。 

○１番 奈良 握議員  課題とする点につ

いてお話をいただきました。特にその保安林

との関係もありますけれども、私も以前、清

川村さんに伺いまして、ごみ処理の方法等で

伺ったときに、たしか職員は数名でごみの収

集等に当たっているというようなお話を伺い

まして、地方地方、地域地域によってごみ処

理のあり方についても差があって、統一的に

していくというその課題をどうクリアしてい

くのかというようなことを考えた時期がござ

いました。 

 今、最終処分という話になってきまして、

やっぱり厚木市、愛川町、清川村というこの

１市１町１村、３市町村に共通する、例えば

自然環境を守って観光資源を大切にするであ

るとか、あるいは商業エリアをこれからどう

するのかというようなことと非常に密接に関

連をしてくる部分がございます。当組合で考

えなければいけない、責任を負わなければい

けない部分というものは限定的ではあります

けれども、かといって、そういった全体的な

影響のことを全く無視するわけにはいかない

というのも事実だろうと思います。 

 そういったことからいたしまして、先般、

厚木市七沢においてセラピー基地というよう

な話がありまして、自然環境というものが注

目をされ、人間の健康にプラスになるような

地域の認定という非常に喜ばしいような話が

あり、そういった意味からしましても、この

自然環境というものをどういうふうに大切に

して、この地域の優位性というものをアピー

ルしていくのかということが非常に重要な課

題になろうと思います。そうした責務を負い

ながら、この問題に当たっていかなければい

けないということが事実だろうと思います。 

 続きまして、２番目の循環型社会形成推進
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地域計画の問題に移ります。これは、まず１

つには、循環型社会形成推進交付金というも

のが補助金から変わったわけですけれども、

この交付金というものが果たしてどういうも

のなのかというところで見てみると、市町村

の自主性や創意工夫を生かすとか、広域的か

つ総合的に廃棄物処理、リサイクル施設の整

備を推進すること等の目的が触れられており

まして、交付金は対象事業費の３分の１を市

町村に一括交付。ただし、対象事業費総額の

積算の中で循環型社会の形成をリードする先

進的なモデル施設については対象事業費の２

分の１を交付ということで、非常に誘導的な

ものになっているわけであります。 

 自主性が高いということが売りのこの交付

金、地方の自主裁量性の極めて高い制度とい

うふうに言っていますけれども、ちょっと詳

しくは述べませんけれども、大したことはな

い。結局その補助金が交付金に変わったとい

っても、年度内の流用ができるとか、事業を

超えて、いわゆる大きな枠の中で目的に沿っ

ておれば使えるというふうになっているだけ

の話でありまして、結局国の枠に外れていな

いということが前提になるわけであります。

そしてその循環型社会形成推進地域計画につ

きましては、そのつくり方、書き方というの

まで、ひな形までつくられておりまして、こ

れをこのまま踏襲するのかどうかということ

が私は非常に気がかりであります。 

 さて、そのひな形の中にあるわけですけれ

ども、その施設の内容、施策の内容という中

で、例えばごみの発生抑制であるとか、ある

いは再利用といった、いわゆるごみの一般施

策の分があります。いわゆる構成市町村の主

要な責任として行われている、つまり組合の

範囲ではないものがあるわけです。ただし、

この循環型社会形成推進地域計画の作成責任

は当組合にあるというふうに思います。とい

うことは、この当組合の責任がある部分であ

りますけれども、触れなければいけない部分

は一般施策の部分であり、構成市町村の今後

の計画なりということを伺わなければいけな

いという話になろうと思いますが、この私の

認識は合っているのか間違っているのか、ま

ず伺っておきます。 

○小野澤正已事務局長 循環型社会形成推進

地域計画につきましては、基本的には組合で

作成いたしておりますけれども、やはり今議

員がおっしゃるとおり、ごみの減量化、ある

いは資源化の推進という大きなポイントもご

ざいます。したがいまして、当地域の推進地

域計画につきましては、構成３市町村と組合

で共同で作成をさせていただいている、こう

いう形をとらせていただいております。 

○１番 奈良 握議員  そうしますと、そ

の共同でということは、主たる責任として、

例えば中間処理施設に関することについては

組合が答えるけれども、答えられない部分は

市町村に聞いてくれというような話になると

いうことでよろしいわけですか。 

○小野澤正已事務局長 おっしゃるとおりで

す。施策の部分は構成市町村、施設整備の関

係は組合ということで作成をさせていただい

ております。 

○１番 奈良 握議員  なるほど、わかり

ました。そうしますと、例えばそれによって

交付金の額が決定をしたり、あるいは交付金

がおりるかおりないかというふうな話になる

わけで、しかも、その交付金は受け入れるの

は組合側になるわけですよね。そうすると、

その交付金が支出されることになった根拠と

いう書類の中には、いわゆる一般施策が入っ

ているということになるわけですね。つま

り、その一般施策も含めて、例えばこれだけ

再利用するとか、そういう目標も含めて出し

たということで認められた計画になるわけで

すから。 

 そうすると、やはり構成市町村が主たる責

任とはいえ、こういうふうな内容にすべきで

はないかとか、目標値ですから、交付金をい

ただくために、いや、こんなものではちょっ

とまだ甘いんではないかとか、そういったす

り合わせを３市町村としているんではない

か、あるいはする必要が生じるんではないか

というふうに思うんですが、その辺について

は間違っていないですか。 
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○小野澤正已事務局長 おっしゃるとおり、

３市町村とともに、減量化・資源化も含めま

して協議をして、作成をしております。 

○１番 奈良 握議員  ひな形に沿った計

画というこの中身は非常に範囲が広いですよ

ね。つまり中間処理施設と最終処分場以外の

部分の方が圧倒的に多いわけですね。つまり

一般施策でごみをどういうふうにしていくの

か。例えば有料化についてどうなのかという

ふうに書いている、ひな形ではそういったこ

とも触れている。つまりそういう意味では、

構成市町村の中でそれぞれの施策が違うとい

うような内容に触れざるを得ない部分も出て

くるという形になろうと思います。 

 この辺については、どういうふうな形で計

画が作成されて交付金を獲得していくのかと

いうような話について、例えばこういった形

にまとまるというような時期はいつごろにな

るのか。そういう時期になりましたら、一般

施策を含みますけれども、この問題を主要に

扱うのはこの議会ということでよろしいのか

どうか。その点について確認をしたい。 

○小野澤正已事務局長 ごみの減量化・資源

化につきましては、今、ご承知のとおり、３

市町村でそれぞれ施策を進めていただいてい

ますけれども、例えば例として取り上げます

と、資源化物、こういうものも若干の相違が

ございます。そういうものを将来的には統一

していかなければならない。あと可燃ごみな

ども若干の違いがあるということで、そうい

うものも統一していく必要がある。こういう

ことは今、関係市町村と組合とでいろいろ協

議を進めている状況でございます。 

 したがいまして、住民への周知も考えます

と、施設の稼働といいますか、遅くともその

数年前にはそういうものを統一させて、住民

周知も図ってやっていかないと、またいろん

な混乱を生じるということで、そういう意味

では今からそういう協議に入っていくことは

事実でございます。 

○１番 奈良 握議員  今のお答えです

と、そういった意味では、ちょっと長い時間

かかるよというようなニュアンスでよろしい

んですか。つまり交付金の話ですから、はっ

きり言って今の時点では候補地といった問題

もありますからね。交付金だけ急いでもとい

う話になるんでしょうけれども、例えば７％

削減といったものを達成ということも含めて

ですけれども、ごみ処理全体を時間をかけて

つくり上げていくということでよろしいんで

しょうか。 

○小野澤正已事務局長 地域計画につきまし

ては、おおむね５年スパンで計画をつくると

いうことになっておりますので、この地域計

画について、奈良議員、先ほどの中でいろい

ろ改正点なんかもおっしゃっていただきまし

たけれども、もう１つポイントになっていま

すのは、国庫補助金のときには対象とならな

かったような、いわゆる施設整備の前段で行

われますいろんな調査、あるいは計画、こう

いうものの支援事業についても対象経費にな

るということがございますので、早い段階か

らの計画策定が必要であったということがご

ざいます。 

 したがいまして、その部分では、18年度か

ら22年度ですか、この間の計画というのは既

につくっておりまして、既に環境省の方にも

提出をさせていただいております。ごみの有

料化とかそういうものについては、今後も引

き続き検討はして、また５年後の計画の見直

しとか、あるいは将来計画を立てる時点で合

わせられるものは合わせていく、こういう形

で進めさせていただいている状況です。 

○１番 奈良 握議員  ごみの有料化を検

討するという話は、これは構成市町村の方の

決断ですよね。当組合の方として、それを判

断するという話ではないと思いますね。今お

触れになりましたけれどもね。それぞれが住

民とどういうふうなすり合わせをしていくの

かという経過がなければいけない話ですし、

当組合はそれに関しては主たる責任は負えな

いという話だと思いますね。 

 あと、この計画を策定するに当たって、例

えば誘導されていると私が言いましたのは、

先ほどの先進的なものについては２分の１出

すよというやつなんですね。つまり、そうい
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った技術を持っているものをやるんだったら

２分の１出してやるよと、そういう形で誘導

されているというものなんですが、この辺に

ついては、よし、２分の１出してくれるんだ

ったらそっちの方がいいかという考えはあり

ますか。 

○小野澤正已事務局長 先進技術ということ

でございますけれども、これについては、ま

だ確たる技術というのが実際にでき上がって

いるのかどうかということもはっきりしてご

ざいません。例えば横須賀市で進めているバ

イオガス、これなんかも、一部は確かに稼働

しているようでございますが、その残渣につ

いてはやはり焼却をしなければいけないと

か、そういう課題もあるようでございますの

で、今私どもが進めているのは、あくまでも

基本計画で定めました焼却というものを視野

に置いて、進めさせていただいている状況で

ございます。 

○１番 奈良 握議員  そうしますと、幾

つかあるわけですけれども、例えば熱回収と

いうものに割と重きを置いているように、イ

ンターネットなんかで見ていても、発電との

共同というのをやっているのは全国でもまだ

そうないんだよみたいな形で、できればそう

いうのを推進してくれというようなニュアン

スでやっているような、そういうふうにも見

れるんだけれどもね。 

 今後、例えば熱回収だとか、その辺、ベー

スとなるものについては考えがあるのではな

いかというふうに思うんですが、先ほどご答

弁していただいた最新の技術ということにつ

いては、安全性等を含めて十分技術について

の検討の組織があるというご答弁をいただき

ました。この十分安全性を確保するための検

討内容というのは、当然住民に周知されるべ

きものというふうに思います。現状において

どういったことが検討されているのかという

中身を資料として提出をしていただきたいと

思いますが、この辺についてはいかがでしょ

うか。 

○小野澤正已事務局長 検討委員会の資料、

まだ１回しか開催されておりませんけれど

も、お渡ししたいと思います。 

○１番 奈良 握議員  それとあわせまし

て、最新技術のところを視察に行くというこ

とが割と多いかと思うんですね。割と環境に

配慮していて、思っていたように変な施設で

はないじゃないか、これだったら安全なんで

はないか、見てくるとそういった感想をお持

ちになって帰ってこられる。こういった機会

に接される方は非常に少のうございますね。

たくさんの人に見てほしいという思いもある

のかもしれません。 

 ただ、技術というものもなかなか厄介なも

ので、絶対安全というふうになかなか言い切

れないというのも事実だと思うんですね。や

っぱり何らかのリスクを背負うということ

と、もし何かあったときにどうするのかとい

った備えというものをしなくてはいけないと

いうのも事実だと思います。ただ、そういっ

たことも含めて、技術的な革新というものは

決してマイナスではないし、大いに安全のた

めにという工夫はするべきでしょう。 

 これだけ多くの人が自然災害ということで

亡くなっているわけですから、そういった意

味で技術が革新をされて安全に暮らせるよう

にというふうに科学が役に立つというのは大

いに結構なことですから、そういった先進例

をあえて否定するものではありませんけれど

も、そういったいろんな先進例を見てどの辺

がいいのか、あるいは心配するべき点はどの

辺なのかということを住民自身が考える機会

を持つというのは決してマイナスではないと

いうふうに思います。 

 そういった意味からしまして、懇話会が果

たす役割といったところも非常に大きいと思

いますが、情報を住民が広く知り得るという

意味での機会を、これはどちらかというと組

合の方の仕事になろうかと思うんで、その辺

を拡充する考えがあるのかないのか、この辺

についてはいかがですか。 

○小野澤正已事務局長 住民への周知という

お話でございますが、実は懇話会とは別に、

組合では毎年、先進地の視察ということで一

般住民の方を公募いたしまして、環境学習会
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という形でやらせていただいております。 

 大変残念なんですが参加者が少ないという

ことがございますけれども、たまたま今年度

は非常に参加者が多くて、抽せんで行うとい

うケースも発生してございます。やはりそう

いうところを自分の目で見ていただくと、あ

あ、今はこういうことなのか、あるいはこう

いう技術があるのかということをかなり理解

されて、後のアンケートでも非常にいろんな

意見もいただきますし、組合に対する応援と

いいますか、そういう言葉もいただいている

状況がございます。 

 懇話会につきましては、まだ一度も視察等

を行ってございませんけれども、今後そうい

うことも含めて考えてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

○１番 奈良 握議員  ありがとうござい

ます。 

 私は一部事務組合の設立に当初から反対を

してきましたし、今でも、いわゆる別自治体

をつくって推進をするという方法については

疑念もあるわけですけれども、ただ、現状に

おいて進んでいる話ですから、その中でより

よい対応がとられるという観点からします

と、やはり住民の側が、ごみの処理のあり方

について、総論から各論まで含めて自分の問

題として認識をし、ほかに押しつけるという

話ではなくて、自分たちでどうしていくのか

というレベルを共有化していくという意味か

らして、我々が経ていかなければいけない過

程というふうに思っています。 

 懇話会が果たす役割も非常に大きくなると

思いますから、もっと間口を広げて、たくさ

んの人が参加をしていく。けんけんごうごう

やってもらえばいいんですよ、こんなもの

は。それでこそ、そういう意味では新しい住

民自治の力によったごみ処理というものが実

現をしていくわけですから。そうでないとい

つまでたってもだめですよね。 

 あとは製造者責任という問題もありますよ

ね。ごみの問題というのは自治体と住民とい

うだけではないわけですよ。有害なものをど

んどんつくったり、ワンウエーのものをたく

さん平気でつくるということがあったんで

は、それはもう日常的に、そういったもので

いいんだという教育がもう洗脳されていくわ

けですからね。こういうことがされているよ

うでは、はっきり言ってごみ処理は、もう税

金ばかり使って対応しなければいけないとい

う話になるんであって、それは国が交付金を

出そうが、もとは税金なわけですから、考え

なければならない問題だというふうに思いま

す。 

 続きまして、もう残りの時間も少ないです

し、ちょっと早目に終わった方がいいんでし

ょうから、ごみの量の問題ですね。３市町

村、厚木市が非常に多いという問題がありま

す。当然ですよね、人口の問題もあります

し、いろんな問題がありまして。当然厚木市

さんの方では、減量をある意味、環境部サイ

ドでは最重点施策という位置づけで取り組ん

でいるということがありますけれども、その

中で、３市町村のごみ量の構成は、この組合

が設立される前の説明会等の段階から数年経

過しているわけですけれども、先ほど大体説

明がありましたけれども、その辺の構成比に

ついて変化があるのかどうかという部分と、

あと先ほど単年度でちょっと減量がありまし

たよという話がありましたけれども、その減

量になったということの根拠というか、なぜ

そうなったのかについての分析というか、こ

ういうことだというふうに思われるような部

分があるのかどうかということについてお尋

ねをしておきたいと思います。 

○小野澤正已事務局長 まず市町村の構成比

でございますけれども、それほど動きはござ

いません。若干その年度によって増減はござ

いますけれども、大体85％ぐらいは厚木市、

残りの14％ですか、そのくらいが愛川町さ

ん、あと残りは清川村さんというような形に

なっております。 

 それで、私どもはごみの減量・資源化、こ

れは当然進めていただくんですが、一番気に

なるのは焼却量でございまして、この推移は

どうなのかということがございます。ご承知

のように、紙ごみゼロ運動を非常に強力に推
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進をしていただきまして、焼却量では、15年

度と16年度を比較いたしますと、３市町村合

計ですけれども、5258トン下がっている状況

にございます。やはりその中で最も大きいの

は厚木市でございまして、約5000トン減量さ

れておりますので、15年度比で5.4％ぐらい

減量されております。そういう意味では、さ

らにこれを進めていただければ、当初目標の

７％減量ということにたどりつくんではない

かというふうに思っております。 

○１番 奈良 握議員  ７％削減は非常に

困難ではないかという思いを抱いていたころ

からしますと、何か近々実現しそうな勢いで

今ご説明がありましたから、ちょっと推移を

見てみたいですけれどもね。 

 例えば厚木市なんかでいいますと、庁舎内

にパソコンが１人に１台みたいな形でかなり

整備が進みまして、パソコンが整備をされた

ころにはペーパーレスなんてよく言われたん

ですけれども、結局のところ紙は便利で、や

っぱり紙ベースで焼かれていないとというの

がありますよね。結局だから紙に焼きますよ

ね。人間の思考のパターンからいって、やっ

ぱり紙というものが……。コンピュータなん

かだとかえって情報が多過ぎてしまうんだよ

ね。だからそんなものを持ち歩いていても結

局紙の方が見やすい。 

 だから問題は、紙を減らすといっても、要

は資源化の方に、きちんとそういうサイクル

の中に回していくという話だと思うので、そ

ういった中では、厚木市がそれだけ減らした

というのは、住民のリサイクルに対する協力

という力が非常に大きいんだろうというふう

に思います。 

 いずれにしましても、このごみ処理が抱え

ている問題について、住民の理解を得ていく

ということについては、私は今の段階では、

構成市町村の努力ということで、小まめな説

明会を行うとか、あるいは環境に対する理解

の勉強会なり学習会なりも頻繁に開くという

ことも含めて、構成市町村が担っていただき

たい役割は非常に大きいというふうに思って

おります。 

 一部事務組合の方は、私は、もし組合を認

めるという立場になるんであるとすれば、構

成市町村の住民がそれをよしとし、しかも一

部事務組合が行うべき限定的な仕事としての

施設の維持管理、あとはそういった意味での

研究ということに限定をすべきだろうという

ふうに考えているということをお話をさせて

いただいて、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

 どうもありがとうございました。 

○松田則康議長 ここで10分間休憩いたしま

す。 

     午前10時53分  休憩 

 

     午前11時03分  開議 

○松田則康議長 再開いたします。佐藤知一

議員。 

○７番 佐藤知一議員 議員の佐藤知一で

す。議長のお許しをいただきましたので、通

告に従いまして質問させていただきます。 

 今回の質問内容に当たりましては、これま

でも先輩議員が一般質問などにおきまして取

り上げてこられた課題でありますが、確認の

意味もありまして、また違う角度から質問を

行いたいと考えております。 

 近年、廃棄物処理の問題については、生活

を営む上で避けて通れない問題となっていま

す。ごみ処理をキーワードにインターネット

検索を行いますと、そのヒット数は130万件

を大きく上回るほどでございます。特に最終

処分の責任を担う地域自治体にあっては、公

共の福祉と照らして、時として大きな決断を

しなければならないこともございます。 

 そもそもの問題は、経済的な高度成長に伴

う排出物、つまりごみの過剰な排出により処

理能力が伴わないことにも問題は起因してお

ります。ごみ処理の確立と並行しましてごみ

の減量と資源化も大きな問題となりますが、

ここでは中間処理施設及び最終処分場の建設

に問題を絞って質問をさせていただくことと

いたします。 

 そこで、中間処理施設、最終処分場建設に

向けた進捗状況についてお尋ねいたします。 
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 ごみ問題は、中間処理施設や最終処分場周

辺に住む住民だけの問題でないことは自明で

ございます。関係自治体である厚木市、愛川

町、清川村に住むすべての人たちが一緒にな

って問題意識を共有するところから始めなけ

ればいけません。全市全町全村的に知ってい

ただいて、なおかつ考えていただくことでし

か問題の解決にはつながらないと考えており

ます。 

 また、厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画の

周知につきましても、進捗状況について、あ

わせてお伺いをいたすところでございます。 

 質問をまとめます。 

(1) 中間処理施設及び最終処分場の建設につ

いて 

 ア 中間処理施設、最終処分場建設へ向け

た進捗状況について 

 イ 厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画の周

知について 

 以上、明確なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○山口巖雄管理者 ただいま佐藤議員から、

中間処理施設及び最終処分場の建設につい

て、中間処理施設、最終処分場建設へ向けた

進捗状況について、中間処理施設、最終処分

場建設へ向けた進捗状況はとのお尋ねをいた

だきました。 

 中間処理施設につきましては、厚木市と連

携し、これまでの経過などについて地元に対

しご説明するとともに、施設建設候補地周辺

の住民に対しましてもご理解をいただけるよ

う積極的に努めてまいる所存でございます。 

 また、最終処分場につきましては、清川村

において地域住民の同意のもと候補地を選定

していただき、本年７月28日にご報告をいた

だきましたので、最終処分場建設に向けた現

況測量及び地質調査等の基礎調査を行ってい

るところでございます。 

 次に、厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画の

周知について、リスク管理を含めた厚木愛甲

ごみ処理広域化基本計画の周知徹底は十分図

られているのかとのお尋ねでございますが、

厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画を策定する

に当たり、住民の皆様方にご理解をいただく

ため、平成14年２月15日から平成15年10月２

日までの間に計45回、基本計画の内容である

ごみ処理広域化の取り組みについて説明をし

たものであります。 

 また、計画の内容につきましては、ホーム

ぺージや広報紙への掲載を行ったほか、各公

共施設におきましても概要版を配付いたして

おります。 

 なお、平成16年４月１日、厚木愛甲環境施

設組合設置後におきましても、ごみ処理広域

化の取り組みにつきまして、組合ホームぺー

ジを通じ周知を図ってきているところでござ

います。 

 以上です。 

○７番 佐藤知一議員 ありがとうございま

す。 

 先ほども一般質問で先輩議員が、群馬県や

茨城県が清川村や愛川町にかわるだけという

ような、例えば厚木市民の側からしたら、そ

ういうふうな感覚ではやはりいけないという

ことで、周知徹底を図っていかなければいけ

ない。今の山口管理者の答弁の中にも、住民

に説明をしていくというような言葉が出てま

いりました。 

 それにちょっとかかわって、１つ気になっ

たことがありました。例えばホームぺージを

開きますと、組合情報のコーナーの中に、住

民の方々から寄せられた意見という項目が存

在します。しかしながら、現状では、この項

目からはぺージを開くことができないんです

ね。ほかの項目が更新されている中で、なぜ

この項目だけがそのままの状態となっている

のか。これは住民の方々から寄せられた意見

そのものがないのか、もしくはあるけれども

更新がなかなかできないのか、現状について

のご説明をお願いいたします。 

○小野澤正已事務局長 ホームぺージのお尋

ねでございますが、住民からの意見が開けな

いというお話で、これは私もちょっと初めて

でございまして、毎日ホームぺージなんかを

見ているんですが、あと実はシステム的な問

題がございまして、現在の組合のコンピュー
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タシステムは独自につくっておりまして、私

どもの職員が独自にホームぺージをつくり上

げてやっているということがあるので、かな

り不都合が生じている部分があるのかなとい

うふうに感じております。今年度、改めてま

た新たなシステムを組んでいく予算もいただ

いておりますので、その辺も含めて今後検討

をさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○７番 佐藤知一議員 ありがとうございま

す。 

 普通、こういうリンクが張られると下線が

張られるんです。中のＨＴＭＬの方を確認し

たんですけれども、やはりリンクは張られて

いない状況で、これは非常に誤解を生みやす

いわけですね。 

 ある有名なプロボクサーの試合がありまし

て、自分のホームぺージで自分を応援してく

れる意見だけを載せて、ほかの人は受け付け

ないということで、かなり批判されて閉じら

れたことがあるんですね。ですから載せる予

定がなければ、例えばしばらくカットする。

これはカットすることは非常に簡単なことで

すから。もしくはその寄せられた意見がある

ならば、やはりそれを載せていただく。た

だ、無節操にというか、非常にオープンにし

て、ＢＢＳ、掲示板の形にしますと、やはり

荒らしとかいろいろございますし、非常に難

しい問題でもありますので、そういったとこ

ろも勘案しながらやらなければいけないと思

うんですけれども、気をつけていただきたい

というか、ちょっと確認していただきたいと

いうことでございます。 

 次に、もう１つ確認でございます。これは

別な項ですけれども、中間処理施設の選定に

ついて、事務局長はここでかわられたという

ことですけれども、さきの議会で次のように

述べています。これは一部だけ抜き出すと意

図的になってしまう可能性もあるので、ちょ

っとそのまま読ませていただきます。 

 さきの議会で調査について、中間処理施設

の選定についてですけれども「今回の調査に

つきましては、あくまでも文献調査というこ

とでやらせていただきました。一部、交通量

につきましてはシミュレーションがございま

すので、それは実際に調査を行ったわけです

けれども、見ていただいたとおりなんですけ

れども、文献調査だけであそこが適地かどう

かという答えは出てまいりません。したがい

まして、今後、施設整備の基本構想ですと

か、地元の皆様にご了解が得られれば、環境

アセスメントもやっていかなければいけな

い。それらのものでいろいろクリアしていき

ませんと先へ進んでいきませんので、現段階

での議員の皆様への説明は資料だけでやって

いきたいなというふうに考えております」と

あります。原文のままでございます。 

 これからとると、今後、地元の了解が得ら

れなければ、施設整備の基本構想の作成や環

境アセスメントの実施は行わないというふう

にもとれるわけですけれども、そのように認

識してよろしいのでしょうか。 

○小野澤正已事務局長 調査については、

今、前局長がおっしゃったように、地域の方

のご理解が得られませんと、その現場に入っ

てやるということは非常に難しい状況がござ

いますので、これはできないということがご

ざいますので、文献で調査を行った経過がご

ざいます。 

 ただ、基本構想につきましては、これから

組合がどういう施設を建てるのかという基本

的な事項を決めるものでございますから、こ

れが例えば今の候補地以外のところにまた場

所を求めたとしても、内容的にはそういう内

容で同じものでございますから、これからど

ういう施設を目指していくのかというもので

ございますので、それは直接調査とはかかわ

りがないというふうに考えてございます。 

○７番 佐藤知一議員 わかりました。厚木

市さんとのかかわりもあると思いますので、

これについては深くは申しませんけれども、

やはり住民の方々との話し合いが大前提であ

るということを、ちょっと確認させていただ

きます。 

 次の厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画の方

ですけれども、先ほどもインターネットで見
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ることが可能ということですけれども、個人

でインターネットをつくられていると。個人

ではないと思うんですけれども、プロの業者

に任せているわけではないということだと思

うんですけれども、ちょっと参考までに、ア

クセス数などは。これは厚木愛甲ごみ処理広

域化基本計画のところに行くと、アクセス数

確認、今は比較的簡単にそういうふうなもの

ができると思うんですけれども、そういった

ものの数は把握しているのかどうか、教えて

ください。 

○小野澤正已事務局長 大変申しわけござい

ません。ちょっと私、その資料は確認してご

ざいません。 

○７番 佐藤知一議員 わかりました。 

 それでは、３市町村のホームぺージからこ

の厚木愛甲環境施設組合議会に対するリンク

は張られているのでしょうか。 

○小野澤正已事務局長 リンクは張られてお

ります。 

○７番 佐藤知一議員 ありがとうございま

す。 

 さまざま紙媒体なども含めてしていただく

努力をされているということですけれども、

例えばインターネット、非常に簡単に見るこ

とができるわけですけれども、こうしたもの

に対してほかのアクセス数をふやすような努

力について、何かあるようでしたらお答えく

ださい。 

○小野澤正已事務局長 アクセス数をふやす

というよりは、ホームぺージは１つの情報提

供の場というふうに私どもは考えております

ので、公表できるものについてはすべて公表

するというスタンスでやらせていただいてお

ります。 

○７番 佐藤知一議員 アクセス数にこだわ

るわけではないんですけれども、１つの情報

提供の場ということですけれども、１つの目

安にもなると思うんですね。例えば地元の

方々が状況について知りたいと思ったとき

に、恐らく検索サイトで検索すれば出てくる

ことだと思うんですけれども、目について気

軽にアクセスしていただけるような環境とい

うのが必要だと思います。わかりました。こ

れについてはこの辺にいたします。 

 次の質問に入りますが、先ほどの奈良議員

も触れられたんですけれども、さきの６月組

合広報紙で募集をされた厚木愛甲環境施設組

合事業懇話会の募集について質問いたしま

す。 

 締め切り日は６月30日ということで、活動

期間は７月から２年間を予定している。その

前も２年間だったわけですけれども、16年度

は16名の応募があり、抽せんで６名の方を選

んだということまでは承知しておりますが、

既にもう当然始まっていることですけれど

も、同様に活動開始前の参加者募集の状況と

現在の活動状況についてご説明ください。 

○小野澤正已事務局長 新しい年の公募でご

ざいますけれども、現在９人の方から公募の

申し込みがございます。あとは各市町村から

推薦の委員ということなんですが、一部行政

体において推薦がちょっとおくれておりまし

て、もう推薦自体は届いておりますので、９

月中に１回目の懇話会を開催したいというこ

とで、現在事務を進めている段階でございま

す。 

○７番 佐藤知一議員 先ほどのお話でも啓

発にも力を入れていると承知しておりますけ

れども、例えば先ほどの９名、もしくは２年

前の16名という数字を大きいと見るか小さい

と見るか、いろいろ見方があると思うんです

けれども、事務局としての見解というか、事

務局長個人の見解でも結構ですけれども、こ

の数について十分なのか、それとも今後もっ

とふやしていくべきなのか、もしくはこの程

度でいいのかということをちょっとお聞かせ

ください。 

○小野澤正已事務局長 委員さんについて

は、現在の委員の人数がちょうどいいのでは

ないかなというふうに思いますが、ただ、公

募につきましては、やはり関心が薄いのもあ

るかもしれませんけれども、私個人として

は、もう少し公募があってもいいのかなとい

うような感じは受けてございます。 

○７番 佐藤知一議員 難しいところだと思
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います。委員メンバーを余り広げ過ぎていて

も深い議論ができないし、かといって余りに

殺到したものを、例えば選んで何人かに出席

していただくというのも非常に難しいところ

ではありますけれども、回数を広げていった

り、先ほどのエコ・スタディなども含めて、

理解を深めていっていただく努力をしていた

だきたいと思います。 

 今もちょっと出たんですけれども、参加者

は今まで少なかったけれども、今年度は多か

ったというエコ・スタディについてちょっと

質問させていただきますが、それでは確認の

ために、参加人数について、先ほど出てこな

かったので、教えていただけますでしょう

か。 

○小野澤正已事務局長 エコ・スタディにつ

きましては、組合が立ってから毎年実施をさ

せていただいておりますが、昨年は、17年度

においては18名の方の参加がありました。や

っぱり圧倒的に厚木市の参加者が多くて、清

川村さんについては参加がなかったのが非常

に残念でございます。 

 今年度は、実はかなりの人数、57人の参加

がございました。実際は60人を超えまして、

今回は抽せんで決めさせていただいたという

ことでございます。 

○７番 佐藤知一議員 ありがとうございま

す。 

 これで最後の質問にしたいと思いますけれ

ども、60人オーバーというふうな形で非常に

多くの方に参加していただけるエコ・スタデ

ィでございますが、今後この取り組みをどの

ように政策などにフィードバックしていく予

定なのか、もしくはフィードバックしていく

システムなどがあれば教えてください。 

○小野澤正已事務局長 昨年までは、視察を

して、それでおしまいという形だったんです

が、ことしはフォローアップ事業ということ

を考えておりまして、参加された方を中心

に、今度は厚木市と愛川町さんの今のごみ処

理の現状等について各職員からお話を聞いて

いただいて、いろいろと考えていただきた

い。こういうことを、できればなるべく広げ

ていきたいというふうには考えてございま

す。 

○７番 佐藤知一議員 ありがとうございま

す。 

 今回、厚木市にとっては中間処理施設、ま

た最終処分場建設に向けた動きがあるわけで

すけれども、中間処理施設においては、選定

は厚木市の責任である、地域の住民の意向を

尊重するということでございます。それは自

明なんですけれども、本日も傍聴者がいらし

ておりますけれども、ぜひとも組合の仕事と

地元の３市町村の仕事、住民にどうしてもわ

かりづらいところがありますので、住民に対

してもそのあたりの説明を、今後尽くしてい

っていただけたらと思います。 

 以上で私の質問を終わります。どうもあり

がとうございました。 

○松田則康議長 以上で通告がありました一

般質問は終了いたしました。 

 

○松田則康議長 日程５「議会運営委員の選

任」を行います。 

 本件については、委員会条例第４条の規定

によって議長が指名します。 

 議会運営委員 

  奈良 握議員  田上祥子議員 

  神子雅人議員  佐藤知一議員 

  中山民子議員  水越恵一議員 

  岩澤敏雄議員 

 以上の７人であります。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしま

した議員を議会運営委員に選任することにご

異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってただいま指

名いたしました議員を議会運営委員に選任す

ることに決定しました。 

 

○松田則康議長 日程６「議案第９号 平成

17年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出決

算について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○山口巖雄管理者 ただいま議題となりまし
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た議案第９号 平成17年度厚木愛甲環境施設

組合会計歳入歳出決算につきまして、提案理

由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法第233条

第１項の規定に基づき調製し、同条第２項の

規定により監査委員の審査に付しましたとこ

ろ、別添の審査意見書の提出がありましたの

で、同条第３項の規定により議会の認定をい

ただくため提案するものでございます。 

 平成17年度の厚木愛甲環境施設組合会計の

歳入歳出決算につきましては、歳入決算額が

１億1224万6665円、歳出決算額が１億222万

9961円で、歳入歳出差引決算額は1001万6704

円となりました。 

 歳入では、構成市町村からの分担金及び負

担金が歳入全体の83.3％を占め、次いで繰越

金16.7％などとなっております。 

 また歳出では、派遣職員給与費などの総務

費が全体の84.0％を占め、次いで衛生費が

14.6％、議会費が1.4％となっております。 

 以上、概要をご説明申し上げましたが、既

に提出いたしております「歳入歳出決算事項

別明細書」及び「決算に係る主要な施策の成

果に関する説明書」のとおり多くの成果を上

げることができたものと考えております。 

 なお、監査委員の審査意見につきまして

は、これを十分に尊重いたしまして、今後と

も効率的な財政運営に努めてまいりたいと考

えております。内容につきましては、先般、

事務局長がご説明をさせていただいたとおり

でございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第２項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。奈良握議員。 

○１番 奈良 握議員 本決算に対する反対

討論を行います。 

 ごみ処理にとどまらず、各分野で既に進ん

でいる自治体間３市町村の協力は推進すべき

であるという立場でありながら、ごみ処理広

域化基本計画その他の国家主導型環境施策の

それぞれに疑問を感じながら、なおかつこの

地における一部事務組合設立には当初より反

対を主張していた立場から、この議会にあえ

て参加をさせていただき、予算執行その他に

ついて明確に反対する世論を代表し、存在を

明らかにさせる意味から、今回提案された決

算議案に対して認定に反対の立場から討論を

行います。 

 一部事務組合の設立そのものに反対すると

いう主張をここで繰り返し行うことはいたし

ませんが、およそ１億円余の決算で、歳入で

厚木市負担金が6193万6227円、愛川町2273万

9885円、清川村が878万3888円となっていま

す。歳出の中では、職員管理費が約6800万円

と、事務室維持管理が1200万円と、ほとんど

が管理経費となっております。 

 厚木市職員が４人、愛川町から２人、清川

村から１人の執務でありますが、調査につい

てはほとんど外出しなわけでありますし、今

は構成自治体における基本的なごみ処理につ

いての住民コンセンサスを重視すべきときで

あり、組合での事務がこんなに必要とされる

はずがありません。形式的にこうなっている

ということでありますけれども、こういうと

ころがこの国の政治の形式的なところであ

り、むだなところであります。 

 百歩譲って将来的にごみ処理の自治体を新

たにつくるというものであったとしても、情

報提供推進の事業は各自治体ごとで行うのが

妥当であります。ごみ処理にかかっている基

本的な経費がそれぞれの自治体で異なってい

るので、住民が一体ごみ処理に幾らかかるの

かを納税との関係で認識するためには必要な

プロセスであります。 

 ダイオキシン対策の名のもとで、合併もど

きの広域自治体化が進められ、それによりご

み処理施設は大規模な施設へと誘導されるの

は必然であります。当然経費もかかりますか



-21- 

ら、国の交付金を当てにすることにならざる

を得ず、こうして結果として見れば、国家財

政に縛られた自由のない統制型の環境行政が

でき上がるというわけであります。そこには

有害なものをつくらないというテーゼは存在

をいたしません。核燃料処理も全く同様なわ

けであります。 

 以上、総論的ではありますけれども、組合

の存在への疑問も含めて若干述べさせていた

だいて、討論といたします。 

 以上です。 

○松田則康議長 ほかになければ討論を終結

いたします。 

 採決いたします。日程６「議案第９号 平

成17年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出

決算について」は原案のとおり認定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成多数） 

 賛成多数。よって本件は原案のとおり認定

されました。 

 

○松田則康議長 日程７「議案第10号 平成

18年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○山口巖雄管理者 ただいま議題となりまし

た議案第10号 平成18年度厚木愛甲環境施設

組合会計補正予算（第１号）につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、既定の歳入歳出予算

からそれぞれ859万8000円を減額し、補正後

の総額を１億4082万5000円とするものでござ

います。 

 歳入歳出補正予算の内容でございますが、

歳入につきましては、市町村負担金を減額

し、繰越金を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、職員管理費を減額

し、一般事務費及び予備費を増額するもので

ございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第２項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程７「議案第10号 平

成18年度厚木愛甲環境施設組合会計補正予算

（第１号）」は原案のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

       （賛成全員） 

 賛成全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○松田則康議長 日程８「議案第11号 厚木

愛甲環境施設組合の議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○山口巖雄管理者 ただいま議題となりまし

た議案第11号 厚木愛甲環境施設組合の議会

の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部を改正する条例につきま

して、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方公務員災害補償

法の一部改正に伴い、通勤の範囲及び障害の

等級に係る規定を改めるほか、所要の措置を

講ずるため、本条例の一部を改正するもので

ございます。 

 何とぞよろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第２項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 
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 採決いたします。日程８「議案第11号 厚

木愛甲環境施設組合の議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例について」は原案のとおり

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成全員） 

 賛成全員。よって本件は原案のとおり可決

されました。 

 

○松田則康議長 日程９「議案第12号 監査

委員の選任について」を議題といたします。 

 この際、髙橋徹也議員を除斥いたします。 

     （髙橋徹也議員退席） 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○山口巖雄管理者  ただいま議題となりま

した議案第12号 監査委員の選任につきまし

て、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、組合に置かれており

ます監査委員のうち、組合議会議員から選任

いたしておりました落合圏二監査委員から退

職したい旨の願い出があり、これを承認いた

しましたことに伴いまして、後任の委員とし

て、行政各般にわたりまして豊富な知識と経

験をお持ちの髙橋徹也議員を選任いたした

く、地方自治法第196条第１項の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りま

すようお願い申し上げます。 

○松田則康議長 質疑に入ります。―別

になければ質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件は、会議規則第36

条第２項の規定によって委員会付託を省略す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よって委員会付託

を省略いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程９「議案第12号 監

査委員の選任について」は同意することに賛

成の議員の起立を求めます。 

       （賛成全員） 

 賛成全員。よって本件は同意することに決

定しました。 

 髙橋徹也議員の除斥を解きます。 

     （髙橋徹也議員復席） 

 ただいま監査委員選任の同意がありました

髙橋徹也議員からあいさつがあります。 

○髙橋徹也新監査委員 ただいま議員の皆様

方のご賛同をいただきまして、監査委員に選

任をいただきました髙橋でございます。 

 地方自治におきます監査の必要性、また重

要性につきましては深く認識をしているとこ

ろではございますけれども、今さらながらそ

の重責を感じているところでもありますし、

非常に身の引き締まる思いをしているところ

でございます。 

 厚木愛甲環境施設組合につきましては、厚

木市、愛川町、清川村の３市町村での一般廃

棄物の共同処理を目指し、その実施主体とし

て設置され３年目を迎えておりますが、今

後、事業の進展により事務処理も複雑かつ多

様化していくことが予想され、より効率的な

事業運営が求められるものであります。ま

た、あわせて監査の充実が重要な役割を担っ

てくるものと考えております。 

 職務の遂行に当たりましては、微力ではご

ざいますが、誠実に、かつ公正な立場から職

務を全ういたす所存でありますので、皆様方

のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げまして、就任のあいさつといたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○松田則康議長 前監査委員の落合圏二議員

からあいさつがあります。 

○落合圏二前監査委員 皆さん、どうも。私

はちょうど３月28日にお受けをいたしまし

て、約４カ月やらせていただきました。監査

の内容につきましては、非常によくできてお

りますし、言うところがございません。これ

からも大変な時期に入りますので、監査の重

要性を認識して、次の髙橋さんにやっていた

だきたいというように思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 ありがとうございました。 

○松田則康議長 ご苦労さまでした。 

 この際、暫時休憩いたします。 
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     午前11時36分  休憩 

 

     午後１時29分    開議 

○松田則康議長 再開いたします。 

 休憩中に議会運営委員会が開かれ、正副委

員長の互選の報告がありました。書記に報告

させます。 

○内田幸喜書記 ご報告いたします。 

 議会運営委員会委員長  奈良 握議員 

       副委員長  水越恵一議員 

 以上です。 

 

○松田則康議長 日程10「17陳情第１号  

『ごみ中間処理施設』建設に反対する陳情」

を議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営委員会に付

託し、継続審査となっておりましたので、議

会運営委員長から報告を求めます。 

 議会運営委員長、奈良握議員。 

○奈良 握議会運営委員長 ただいま議題と

なりました日程10「17陳情第１号 『ごみ中

間処理施設』建設に反対する陳情」につき、

本日、休憩中に議会運営委員会を開きました

ので、その経過と結果につきましてご報告を

申し上げます。 

 まず理事者から、３月定例会で継続審査と

なった、その後の情勢の変化等につき説明が

あり、その後、委員から質疑がございまし

た。 

 委員から、前回から今回まで、地元への話

し合いなど努力されていたことは、との質疑

があり、理事者から、回数の説明、２回行っ

ているという答弁がありました。 

 さらに委員から、２回が最大限の努力か、

との質疑があり、理事者から、組合としては

整備など話ができない面があるということ

で、厚木市が中心に行っている旨の説明がご

ざいました。 

 また、厚木市６月定例会で陳情が不採択と

なった経過についての質疑が幾つかありまし

た。理事者から、この件につきまして、６月

環境教育常任委員会における不適格というこ

とはないという意見であるとか、あるいは厚

木市の金田や猿ヶ島などの現存する施設の中

で特に問題がないというような報告があった

ことを答弁されました。 

 また委員から、陳情については、文献等の

調査を見れば、現候補地が不適格の要件は見

当たらないとして不採択としている。このこ

とにつきましては、さらに今後、懇話会、エ

コ・スタディなどの参加等に努力をしていた

だきたいという要望がございました。 

 さらに委員から、愛川町の三増等でも野菜

等は問題なく、給食等にも使っている。不適

格ではないと思ってはいるが、最高の技術や

最高のサービスを提供するということを大前

提として不採択とするべきであろうというご

意見がございました。 

 採決の結果は、賛成少数で不採択すべきも

のと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○松田則康議長 ただいまの委員長報告に対

して質疑に入ります。―別になければ質

疑を終結いたします。 

 討論に入ります。―別になければ討論

を終結いたします。 

 採決いたします。日程10「17陳情第１号  

『ごみ中間処理施設』建設に反対する陳情」

に対する委員長報告は不採択であります。よ

って本陳情について採決いたします。本件は

採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

       （賛成少数） 

 賛成少数。よって本件は不採択とすること

に決定しました。 

 

○松田則康議長 日程11「議員派遣につい

て」を議題といたします。 

 お諮りいたします。本件につきましては、

本年11月に議員先進地視察を実施するに当た

り、本組合議会の全議員を派遣することにつ

いて、会議規則第144条の規定により承認を

求めるものであります。 

 お諮りいたします。本件について、派遣す

ることにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 
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 ご異議なしと認めます。よってそのように

決定しました。 

 次に、お諮りいたします。ただいま可決さ

れた議員派遣の内容に今後変更を要するとき

は、その取り扱いを議長にご一任願いたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

   （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決定しました。 

○松田則康議長 ただいま事務局長から発言

要求がございますので、許可いたします。 

○小野澤正已事務局長 先ほどの一般質問の

中で、佐藤議員さんからご質問のありました

18年度のエコ・スタディの参加者の件でござ

いますが、私、応募総数60人以上で参加者が

57人というふうにお答えいたしましたけれど

も、誤りでございまして、応募総数が57名

で、参加者は37名ということでございますの

で、訂正をさせていただきます。 

 

○松田則康議長 長時間にわたりまして慎重

審議ありがとうございました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 これをもちまして平成18年厚木愛甲環境施

設組合議会第２回定例会を閉会いたします。 

               

     午後１時34分  閉会 
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