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平成27年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会会議録 

平成27年８月26日（水）午前10時開会 

 

 

出 席 議 員  13 人 

 

                       １番   釘  丸  久  子 

                       ２番   石  井  芳   

                       ３番   沼  田  幸  一 

                       ４番   髙  田     浩 

                       ５番   寺  岡  ま ゆ み 

                       ６番   髙  橋     豊 

                       ７番   田  口  孝  男 

                       ８番   鈴  木  一  之 

                       ９番   鳥  羽     清 

                       10番   小  林  敬  子 

                       11番   木  下  眞 樹 子 

                       12番   藤  田  義  友 

                       13番   川  瀬  正  行 

 

 

 

                               

 

欠 席 議 員  なし 
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説明のための出席者   管 理 者 小  林  常  良 

 副 管 理 者 小 野 澤     豊 

 副 管 理 者 大  矢  明  夫 

 副 管 理 者 霜  島  宏  美 

 会 計 管 理 者 小 瀬 村  惠  治 

 会 計 課 長 吉  崎  直  幸 

 事 務 局 長 三  橋  俊  夫 

 事 務 局 次 長 庄  司  雅  一 

 

                               

 

事 務 局 出 席 者 書         記 山  口  美 千 代 

 書         記 小 瀬 村  伸  一 
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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 議会運営委員会の調査事件及び継続調査期限について 

５ 一般質問 

番号 質  問  者 質  問  の  件  名 頁 

１ 藤 田 義 友

(1) 最終処分場について 

 ア 最終処分場の整備時期について 

  (ア) 平成27年度の施政方針の中で、その整備時期等を

慎重に検討していくとあるが、どう対応を行ってい

くのか。 

 イ 最終処分場を整備するために清川村が行ってきた用

地等の費用について 

  (ア) 清川村が支出した用地取得費及び地元対策費並び

に地元対策事業について、今後どのように対応を考

えていくのか。 

８ 

２ 寺 岡 まゆみ

(1) 厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画の見直しについて 

 ア ごみ焼却処理方式の変更について 

  (ア) 経緯と影響は。 

(2) ごみ中間処理施設について 

 ア 敷地面積について 

  (ア) 見直しによる影響と課題は。 

(3) 最終処分場について 

 ア 今後の進め方について 

  (ア) 清川村予定地の今後及び地元対策事業について

の方向性は。 

９ 

３ 石 井 芳 

(1) 厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画の見直しについて 

 ア ごみ焼却処理方式について 

  (ア) 広域化実施計画策定時から今日までに計画変更

された内容と経緯は。また、今後の進め方は。 

 イ 最終処分場施設整備計画について 

  (ア) 事業見直しについての経緯と今後の考えは。 

(2) ごみ中間処理施設について 

 ア 大規模災害に備えた施設整備の方針について 

  (ア) 拡張部分の整備内容と今後の進め方は。 

15 

 

６ 報告第１号 平成26年度厚木愛甲環境施設組合会計継続費精算報告について 

７ 議案第５号 平成26年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出決算について 

８ 議案第６号 監査委員の選任について 

９ 議員派遣について 
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議 長 諸 報 告 

 

 ４月13日 落合圏二議員、岩澤敏雄議員から組合議会議員辞職願が提出され、４月30日付け

で許可した。 

 同  日 組合議会議員の選出について、厚木愛甲環境施設組合管理者に依頼した。 

 ４月23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） 

 ５月１日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、組合議会議員の選出について、報告があった。 

 ５月７日 議会運営委員会委員の選任について、清川村選出議員の藤田義友議員を指名した。 

 ５月27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） 

 ６月29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 組合議会議員の選出について、厚木愛甲環境施設組合管理者に依頼した。 

 ７月28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３日 平成27年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会の運営について、議会運営委員

会へ諮問した。 

 ８月７日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、組合議会議員の選出について、報告があった。 

 同  日 議会運営委員会委員の選任について、厚木市選出議員の石井芳隆議員、髙田浩議

員、寺岡まゆみ議員、髙橋豊議員を指名した。 

 ８月10日 議会運営委員会委員長から、平成27年厚木愛甲環境施設組合議会第２回定例会の

運営について、答申があった。 

 ８月14日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成27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27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。 

         報告第１号   １件 

         議案第５号   １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。 

 同  日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、説明員の出席について、報告があった。 

 ８月20日 厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成27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６号   １件 

 

                               

 

本日の付議事件 

 

 １ 

 ～  議事日程に同じ 

 ３ 
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日程 
追加 
 
 
日程 
追加 
 
 

   副議長辞職の件 

 

   副議長の選挙 

 

 ４ 

 ～  議事日程に同じ 

 ９ 
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○鳥羽 清副議長 皆さん、おはようござい

ます。副議長の鳥羽でございます。議長が欠

員となっておりますので、地方自治法第106

条第１項の規定により、暫時、私が議長の職

務を行います。どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 ただいまの出席議員は13人で定足数に達し

ております。 

 ただいまから平成27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

員及び清川村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。 

 

○鳥羽 清副議長 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

り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。 

 議長に沼田幸一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

いたしました沼田幸一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

名いたしました沼田幸一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、新議長からご挨拶があります。 

○沼田幸一新議長 皆様、おはようございま

す。ただいま皆様のご推挙によりまして、議

長に就任させていただきました厚木市議会の

沼田と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 さて、当組合は、ごみ処理広域化の使命を

担い、平成16年４月に設立され、12年目を迎

えているわけでございますが、社会情勢が大

きく変化していく中において、組合の事業に

ついても大きな節目の時期を迎えているもの

と認識しております。組合議会といたしまし

ても、いろいろな角度から慎重な審議を重ね

ていく所存でありますので、議員の皆様方、

そして理事者の皆様方のご指導、ご協力をよ

ろしくお願い申し上げ、簡単ではございます

が、議長就任の挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○鳥羽 清副議長 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。 

 それでは沼田幸一議長、議長席にお着きく

ださい。 

（沼田議長、議長席に着く） 

○沼田幸一議長 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。 

 

○沼田幸一議長 日程２「議席の指定」を行

います。 

 厚木市議会及び清川村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。 

○山口美千代書記 朗読いたします。 

   １番  釘丸久子議員 

   ２番  石井芳議員 

   ３番  沼田幸一議員 

   ４番  髙田 浩議員 

   ５番  寺岡まゆみ議員 

   ６番  髙橋 豊議員 

   ７番  田口孝男議員 

   12番  藤田義友議員 

   13番  川瀬正行議員 

 以上でございます。 

○沼田幸一議長 ただいま朗読いたしました
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とおり議席を指定いたします。氏名標をお立

て願います。 

 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

たします。鈴木一之議員、小林敬子議員にお

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。 

 

○沼田幸一議長 日程３「会期の決定」を議

題といたします。 

 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06分  休憩 

（鳥羽清副議長退席） 

 

午前10時07分  開議 

○沼田幸一議長 再開いたします。 

 ただいま鳥羽清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しま

した。 

 

○沼田幸一議長 「副議長辞職の件」を議題

といたします。 

 まず、その辞職願を書記に朗読させます。 

○山口美千代書記 朗読いたします。 

「      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27年８月26日 

 厚木愛甲環境施設組合議会副議長 

               鳥羽 清印 

 厚木愛甲環境施設組合議会議長殿   」 

 以上でございます。 

○沼田幸一議長 お諮りいたします。鳥羽清

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。よって鳥羽清副議

長の副議長の辞職を許可することに決しまし

た。 

（鳥羽清議員復席） 

 

○沼田幸一議長 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しま

した。 

 

○沼田幸一議長 「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

することに決しました。 

 副議長に川瀬正行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い

たしました川瀬正行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

名いたしました川瀬正行議員が副議長に当選

されました。 

 ただいま当選されました川瀬正行議員が議

場におられますので、本席から会議規則第31
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条第２項の規定により告知いたします。 

 それでは、新副議長からご挨拶がありま

す。 

○川瀬正行新副議長 おはようございます。

ただいま議員の皆様方にご推挙いただきまし

て、副議長の要職を務めさせていただくこと

になりました川瀬でございます。 

 現在、厚木愛甲環境施設組合では、ごみ処

理広域化実施計画の改定作業を初め事業の見

直しに取り組んでおられるとお聞きしており

ますが、そういった状況の中で組合議会の副

議長を拝命し、責任の重さを感じているとこ

ろでございます。今後は沼田議長を補佐し、

組合議会の円滑な運営に全力で取り組んでま

いりたいと考えておりますので、皆様方のご

協力をお願いいたしまして、就任の挨拶にか

えさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○沼田幸一議長 前副議長からご挨拶があり

ます。 

○鳥羽 清前副議長 副議長退任に当たり、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 副議長在任中には、皆様方の温かいご支援

とご協力をいただきまして、まことにありが

とうございました。１年間という期間ではあ

りましたが、議長の補佐役として、組合の発

展のため、また、円滑な議会運営のため、精

いっぱい務めさせていただきました。皆様に

心から御礼を申し上げるとともに、今後とも

ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し

上げまして、退任の挨拶にかえさせていただ

きます。 

 どうもありがとうございました。 

 

○沼田幸一議長 日程４「議会運営委員会の

調査事件及び継続調査期限について」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、

お手元に配付してありますとおり調査を願う

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。よってそのように

決しました。 

 

○沼田幸一議長 日程５「一般質問」を行い

ます。 

 通告に従い順次質問を許します。藤田義友

議員。 

○12番 藤田義友議員 皆さん、おはようご

ざいます。私は、清川村の組合議員として一

般質問をさせていただきます。 

 最終処分場について、村は、組合との合意

である最終処分場の建設を進めることにな

り、現在まで、用地の取得、地元対策を進め

てきましたが、当初の計画が突然変更されま

した。そのことについてお伺いをいたしま

す。 

(1) 最終処分場について 

 ア 最終処分場の整備時期について 

 （ア）平成27年度の施政方針の中で、その

整備時期等を慎重に検討していくとあ

るが、どう対応を行っていくのか。 

 イ 最終処分場を整備するために清川村が

行ってきた用地等の費用について 

 （ア）清川村が支出した用地取得費及び地

元対策費並びに地元対策事業につい

て、今後どのように対応を考えていく

のか。 

 よろしくお願いいたします。 

○小林常良管理者 ただいま藤田義友議員か

ら、最終処分場について、最終処分場の整備

時期について、平成27年度の施政方針の中

で、その整備時期等を慎重に検討していくと

あるが、どう対応を行っていくのかとのお尋

ねでございますが、本年３月の定例会におい

て、新たなごみ中間処理施設には、焼却灰を

溶融処理するための施設の設置は見合わせ、

民間事業者の活用により焼却灰自体を資源化

する方針を表明させていただき、溶融施設で

生成されるスラグ等の埋め立てを計画してい

た最終処分場につきましては、その整備時期

等を慎重に検討することといたしました。今

後につきましては、この方針のもと、厚木愛

甲ごみ処理広域化実施計画の改定作業を進

め、今後の焼却灰の資源化状況等を見きわめ

ながら、最終処分場の整備時期等を検討して
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まいります。 

 次に、最終処分場を整備するために清川村

が行ってきた用地等の費用について、清川村

が支出した用地取得費及び地元対策費並びに

地元対策事業について、今後どのように対応

を考えていくのかとのお尋ねでございます

が、計画変更の方針を決定するに当たり、清

川村からは、既に取得済みの最終処分場用地

の件を初め、地元対策事業などについてご提

案をいただいております。このたび、現在の

予定地での最終処分場の整備は中止する決定

をいたしましたことから、早急に組合の連絡

調整会議を開催し、協議をしてまいりたいと

考えております。 

○12番 藤田義友議員 では、管理者から答

弁がありましたけれども、再質問をしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 １つ目としまして、見直しの具体的な内容

についてもう少し詳しくお願いをしたいと思

います。 

 ２つ目としまして、今後、清川村と地元協

議を行っていくということですが、具体的な

スケジュールはどのように考えられているの

か、よろしくお願いいたします。 

○三橋俊夫事務局長 近年、焼却炉のダイオ

キシン対策や焼却灰の資源化技術など、民間

のごみ処理技術に関する革新がございまし

た。ごみ中間処理施設から出ます焼却灰につ

きましては、溶融処理をすることなく資源化

を図ることが可能となりました。このような

廃棄物処理を取り巻く社会情勢の中、ごみ中

間処理施設整備検討委員会から、中間処理後

に出る残渣（焼却灰）は極力全量資源化する

ことが望ましいとの意見がございました。環

境負荷の低減並びに資源循環性、経済性など

さまざまな検討を行い、ごみ中間処理施設に

設置する予定でございました溶融施設の設置

を見合わせ、溶融施設で生成されるスラグ等

の埋め立てを計画しておりました最終処分場

につきましては、その整備時期等を慎重に検

討していくとの計画変更の方針に至ったもの

でございます。 

 次に、最終処分場の今後の計画、方向性に

つきましてご説明いたします。現在、最終処

分場計画につきましては、厚木愛甲ごみ処理

広域化実施計画の中では、平成28年度稼働を

目指し、整備を進めることになっております

が、計画変更の方針のもと、今後進めます同

実施計画の改定作業の中で、規模や施設内容

及びスケジュールなどの最終処分場に関する

記載はなくなる予定です。しかしながら、８

月20日の全員協議会でもご説明いたしました

が、現計画地での最終処分場整備中止の決定

をした際に３市町村で合意した事項に、平成

15年11月４日付一般廃棄物（ごみ）の共同処

理に関する合意書第17条に定める施設配置は

当面変更しないとありますように、最終処分

場の計画は完全になくすのではなく、今後の

焼却灰の資源化状況を見きわめながら、最終

処分場の必要性も含め、検討していきたいと

考えております。 

○12番 藤田義友議員 再々質問をさせてい

ただきます。細部につきまして、どうもあり

がとうございました。 

 このような状況になったのは、中間処理施

設の建設がおくれたのが最大の原因ではない

か。計画どおり進めていれば、最終処分場が

中止になることはなかったのではないか。清

川村は、この計画が始まるということで、今

後のごみ処理について厚木市にお世話になる

のだから、どんなことがあっても最終処分場

の建設を実現させるのだと、村長、議会、村

民が一体となって一生懸命取り組んでまいり

ました。どうか、厚木市長、厚木市議会、厚

木市民の皆さんにお願いいたします。清川村

ができたわけですから、ぜひ厚木市は一体と

なって中間処理施設が建設できるよう心から

お願いいたしまして、私の一般質問を終わら

せていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○沼田幸一議長 寺岡まゆみ議員。 

○５番 寺岡まゆみ議員 それでは、通告に

従いまして一般質問をさせていただきます。 

 平成16年４月に、厚木市、愛川町、清川村

の３市町村のごみ処理広域化を目指して組合

が設立され、ごみを焼却する中間処理施設は
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厚木市内で担い、溶融スラグを埋め立てる最

終処分場は清川村、愛川町が交互に設けてい

くという申し合わせのもとスタートいたしま

した。中間処理施設について、厚木市では、

候補地の選定をしたものの、地元地域の反対

等により撤回し、新たに候補地を選定するこ

ととなり、平成25年11月に金田地区を建設予

定地に決定いたしました。その間、約10数

年、ごみ処理技術の革新的な改革や、東日本

大震災を受けて、廃棄物処理施設に対する国

の考え方の方針転換などにより、本組合の当

初の計画は大きく方向転換せざるを得ない状

況となりました。 

 焼却灰については、溶融処理せず民間委託

し、全量資源化する方向が示され、それによ

り最終処分場の必要性も問われることとなり

ました。また、中間処理施設は、災害廃棄物

などの一時保管場所などをあわせ、当初計画

の約３倍の敷地の整備を行う旨、今月６日、

組合正副管理者会議において合意され、各議

会にも報告がされたところであります。これ

らの変更点３点について詳しく経緯をお伺い

するとともに、今後に与える影響と進め方に

ついてお尋ねをいたします。 

(1) 厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画の見直

しについて 

 ア ごみ焼却処理方式の変更について 

 （ア）経緯と影響は。 

(2) ごみ中間処理施設について 

 ア 敷地面積について 

 （ア）見直しによる影響と課題は。 

(3) 最終処分場について 

 ア 今後の進め方について 

 （ア）清川村予定地の今後及び地元対策事

業についての方向性は。 

 以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○小林常良管理者 ただいま寺岡まゆみ議員

から、厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画の見

直しについて、ごみ焼却処理方式の変更につ

いて、経緯と影響はとのお尋ねでございます

が、現在の厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画

では、ごみ中間処理施設には溶融施設を設置

し、焼却灰は溶融することとなっておりま

す。しかしながら、近年における民間のごみ

処理技術の革新など、廃棄物処理を取り巻く

社会情勢の変化があり、さまざまな検討の結

果、溶融施設の設置は見合わせ、焼却灰は民

間事業者の活用により全量資源化する計画変

更の方針を本年３月の定例会において表明し

たところでございます。このごみ焼却処理方

式の変更により焼却灰は資源化いたしますの

で、環境面では循環型社会の形成に寄与する

ことになります。また、溶融施設などを設置

しないことにより、財政面でも大きなメリッ

トがあると考えております。 

 次に、ごみ中間処理施設について、敷地面

積について、見直しによる影響と課題はとの

お尋ねでございますが、今回の敷地拡張の目

的は、東日本大震災の経験から国が示した指

針に従い、災害廃棄物一時保管場所を確保す

ることにありますので、大規模災害に備え、

３市町村で必要な場所として位置づけ、積極

的にごみ中間処理施設と一体的に整備してま

いります。 

 なお、この場所は、もともと神奈川県が計

画していた公園区域でもありましたことか

ら、日常的には、地元の皆様を初め３市町村

の住民の皆様がご自由にお使いいただける緑

地として整備する予定です。今後につきまし

ては、敷地面積が当初の約1.8ヘクタールか

ら約5.6ヘクタールになりますことから、地

権者を初め地元関係者のご理解をいただくこ

とが課題と認識しております。 

 次に、最終処分場について、今後の進め方

について、清川村予定地の今後及び地元対策

事業についての方向性はとのお尋ねでござい

ますが、先ほど藤田議員にもお答えしました

とおり、計画変更に当たり、清川村からご提

案をいただいておりますので、今後、組合の

連絡調整会議で協議してまいります。 

○５番 寺岡まゆみ議員 ありがとうござい

ました。私はこの８月から組合の議員になり

ましたので、前回の３月議会において小林議

員も幾つかご質問されていたのですけれど

も、まず、焼却処理方式の変更についてお伺

いするのですが、変更の経緯についてお伺い
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したいと思います。 

○三橋俊夫事務局長 まず、平成26年３月に

最終処分場実施設計の中間報告がございまし

た。この中間報告によりますと、建設費が約

56億円になることを聞きました。平成22年12

月の厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画改定の

際の概算ではおよそ44億円でございました。

なぜこれほど高額になってしまうのか、単価

等についてコンサルタントによく見直しをさ

せましたが、東京オリンピックを控えており

ますので、逆にこれからも建設費はさらに上

昇するとのことでございました。 

 ごみ中間処理施設につきましては、ごみ中

間処理施設整備検討委員会で、現在、焼却方

式や配置計画などについて検討しているとこ

ろですが、平成26年４月23日に開催されまし

た第２回同検討委員会におきまして、焼却方

式は、これまで組合が検討してきた溶融３方

式のほかに焼却のみの方式を加え、中間処理

後に出る残渣、焼却灰につきましては、極力

全量資源化することが望ましいとのご意見を

いただきました。 

 昨年、年度当初にこのようなことがござい

まして、改めて周辺自治体のごみ処理方式を

調査しますと、民間のごみ処理技術の革新に

よりまして、焼却灰は溶融せず、焼却灰のま

ま民間業者に引き渡し、資源化する方法が確

立されておりました。現在は多くの自治体が

この方式により焼却灰の全量資源化を行って

おります。また、溶融炉が既に設置されてお

ります自治体の中には、燃料費や維持管理費

などの運営コストの問題から、溶融炉の稼働

を中止いたしまして、民間委託に切りかえる

ところが多く出てきております。廃棄物処理

を取り巻く情勢が大きく変わりましたことを

実感しながら現在の実施計画を考えますと、

焼却灰を溶融する必要があるのか、資源化可

能な溶融スラグをごみとして埋めてしまって

よいのか、多くの自治体が行っているよう

に、焼却灰は民間委託で全量資源化したほう

が循環型社会に貢献できるのではないかとい

うような疑問が湧きました。 

 さまざまな検討を行いました結果、焼却灰

を溶融する施設の設置を見合わせ、民間委託

により焼却灰を全量資源化する方針といたし

ました。また、溶融施設で生成されるスラグ

等の埋め立てを計画していた最終処分場につ

きましては、その整備時期等を慎重に検討す

る計画変更の方針を、昨年、平成26年11月５

日に正副管理者の協議で決定し、平成27年３

月の組合議会定例会におきまして、施政方針

として表明した次第でございます。 

○５番 寺岡まゆみ議員 ごみ中間処理施設

整備検討委員会のほうから平成26年４月にご

意見があって、そこから組合のほうでさまざ

まな調査をしたということなんですけれど

も、私はどうしても、もっと溶融炉について

―その当時、既に何年か前から全国的に

は、事故のことだとか、コストが非常に高い

といった点から設置の見合わせをしている場

所等がふえておりました。稼働してから１年

くらいたって既に稼働をやめてしまっている

ようなところもございました。そういうこと

を鑑みましても、当組合の検討委員会の意見

が平成26年ということですけれども、それ以

前にやはり疑問というか、溶融施設を設ける

ことに関して、そしてまた、ごみとして埋め

るのではなくて、やはり環境面からいっても

資源として再生できるということを考えて、

その辺は平成26年以前に計画変更というか、

いろいろな意見がもまれるような場があって

もよかったのではないかと思うのですが、そ

の点はいかがでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 民間のごみ処理技術の

革新など、廃棄物処理を取り巻く社会情勢が

大きく変わりましたことについては気づいて

おりました。しかしながら、組合設立当初か

らの方針でありますごみの自区内処理の考え

や、最終処分場が将来全く不要であるとはっ

きりと言い切れなかったことから、今まで計

画変更に踏み切れなかった次第でございま

す。 

○５番 寺岡まゆみ議員 経緯についてはわ

かりましたけれども、その間、組合議会の中

での質問とかそういったことも、ちょっと調

べてみましたら、取り上げられたこともなか
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ったというふうに考えております。 

 このように大規模な施設の建設に関して

は、今後は検討委員会とか、組合の職員の任

期とか配置とか、それから組合の議会自体も

含めて、やはりかかわる全ての機関があり方

というものを見直していかなければいけない

のではないかなということは考えておりま

す。もっとやっぱりアンテナを張って、さま

ざまな情報というものを全国的に、また世界

的な部分からもちゃんと調査をしながら、検

討委員会でなくてはそういった意見が出せな

いとかではなくて、いろいろなところから、

やはり疑問が出たときから調査し、変更とい

う踏み切り方も出てこなくてはいけないのか

なということは指摘をさせていただきます。 

 次に、影響の面でお伺いしたいと思います

けれども、循環型社会の形成においては、埋

め立てるのではなくて、資源化するというこ

とにこしたことはありませんけれども、まず

経済面の点でお伺いしたいのですけれども、

灰を民間委託して資源化することになります

と、コスト的には高くなるのではないでしょ

うか。 

○三橋俊夫事務局長 現在、焼却灰につきま

しては、県外の民間処分場へ埋め立てをして

おります。この単価がトン当たり３万2000円

でございます。民間委託により焼却灰の資源

化を図っている周辺の自治体、秦野市伊勢原

市環境衛生組合等を調べましたところ、資源

化の方法や委託の距離によりますが、その単

価はおおむねトン当たり３万5000円から５万

円前後と聞き及んでおります。 

○５番 寺岡まゆみ議員 現在、最終処分場

を他県にお願いしていますけれども、それに

比べれば多少高くなるということなのですけ

れども、例えば最終処分場をつくって埋め立

てる場合との比較を考えますと、その点はい

かがでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 最終処分場と溶融施設

の建設費、維持管理費等を考慮し、最終処分

場の容量で割れば当然その単価が出てくると

ころでございますが、試算いたしますと、お

よそ11万6000円でございます。これは自前で

そういった施設をつくった場合の金額が11万

6000円でございます。民間委託にした場合は

トン当たり５万円ですので、民間委託により

資源化を図ったほうが経済的であると言えま

す。 

○５番 寺岡まゆみ議員 まず、施設の建設

の取りやめということと、それから溶融した

場合は燃料費がかかる、そういったことを考

えて、現在の計画を変更した場合と、それか

ら計画どおりの場合と、経済的な比較という

のは、長期スパンで考えた場合に、いかがで

しょうか。 

○三橋俊夫事務局長 現在の計画の溶融施設

あり、最終処分場埋め立ての場合と、計画変

更しました場合の溶融炉なし、最終処分場な

しで焼却灰は民間委託で全量資源化を図った

場合の20年間の費用を比較いたしました。計

画変更すれば、現時点でございますが、およ

そ77億円程度の節約ができるとの試算結果が

出ているところでございます。 

○５番 寺岡まゆみ議員 10数年、本当でし

たらもっと早く、中間処理施設も最終処分場

もできていなくてはいけなかったわけですけ

れども、厚木市のほうで候補地の選定がおく

れて、それによって溶融炉が不要、そして最

終処分場についても、最終的にはまだ調整で

すけれども、必要ないのではないかというこ

とになりまして、財政的にも環境的にも、こ

の計画の変更というのは、私としては望まし

いことであるかなと考えます。 

 次に、その中間処理施設についてですけれ

ども、国の災害廃棄物に対する方向転換とい

う中で、敷地面積が３倍ほどになってくると

いうことなのですけれども、この見直しによ

る影響ですが、まず敷地拡張にかかる用地費

に関しては、負担割合というのがどうなって

いくのか。また、これは組合で負担するとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 負担でございますが、

組合で負担することになります。財源につき

ましては、構成市町村の負担金で賄っており

ます。現在、その負担割合については未定で

ございますので、今後、連絡調整会議、いろ
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いろな会議の中で調整を図っていきたいと考

えております。 

○５番 寺岡まゆみ議員 当然地権者調整と

いうのは厚木市が行っていくというふうに考

えてよいと思いますけれども、そういった中

で、もともと先ほどの管理者答弁の中でも三

川の公園、そういったものをつくる予定地だ

ったわけですよね。それが、一時保管場所と

はいっても目的が違うものになってくるわけ

ですけれども、単純に、通常は使われていな

い土地という格好になります。緑地として整

備していくというわけですが、どの程度の整

備をしていくのかというところと、それか

ら、地元市民の皆様たちのご理解を得るのは

本当に大変なのかなと思いますので、平時の

利活用をどういうふうに計画されるのかお伺

いします。 

○三橋俊夫事務局長 組合といたしまして

は、緑地はごみ中間処理施設と一体的に、廃

棄物処理施設の都市計画事業として整備いた

します。緑地は原則は災害廃棄物一時保管場

所としての扱いでございます。ただし日常的

には保管場所として使用しませんので、厚木

市等に使用貸借等をさせていただいて、厚木

市が運営することは可能であると考えており

ます。厚木市からは、地元住民の皆さんを初

め３市町村の住民の方が自由に使用できる広

場にしたいとの希望も聞いておりますが、ま

だ具体的な調整は行っていないところでござ

います。 

 それから、この3.8ヘクタールの緑地でご

ざいますが、例えばスポーツ施設とか、そう

いった形のお答えでもよろしいでしょうか。 

○５番 寺岡まゆみ議員 はい。 

○三橋俊夫事務局長 厚木市内に荻野運動公

園の競技場がございます。こちらが約3.3ヘ

クタールでございます。今回の拡幅の部分と

ほぼ同様の面積になりますので、同等の競技

場が１つぐらい入るという考えも出てきてお

ります。ちなみに、サッカーコートに換算い

たしますと、標準的な大きさでございます

が、縦100メートル、横70メートルというよ

うなコートが、およそですが、２面できるの

ではないかという試算が出ております。 

 最終的に緑地にどのようなものが設置でき

るかということでございますが、あくまでも

中間処理施設と一体的に、都市計画事業とし

て整備してまいります。設置につきまして

は、監督官庁であります神奈川県との都市計

画事業の調整の中で決まることになります

が、一義的にはやはり廃棄物処理施設に必要

なものの設置が可能になると思われる次第で

ございます。 

○５番 寺岡まゆみ議員 河川敷のスポーツ

広場などと同じような形で、恐らく構造物と

かそういったものはつくらないというような

方向になってくると思いますけれども、サッ

カーコート２面ほどがとれるといった中で

は、地元、そしてまた清川村、愛川町の方た

ちのご意見もしっかりと伺いながら、本当に

ご理解いただき、利用していただけるような

ものの整備をお願いしたいと思っておりま

す。 

 この件に関しまして、市民、そしてまた町

民、村民の方たちに、どういった形で今後の

スケジュールをお示ししていくのでしょう

か。 

○三橋俊夫事務局長 この件につきまして

は、今年度、ごみ中間処理施設整備の基本計

画を策定いたします。本年末には素案を策定

しまして、年明けにパブリックコメントを実

施する予定でございます。このパブリックコ

メント等につきましては、各構成市町村の広

報等で事前に住民の皆様にお知らせする予定

で、年内にそういった素案を作成し、パブリ

ックコメントを実施する形をとりたいと思っ

ております。 

○５番 寺岡まゆみ議員 では、この件につ

いては最後になりますけれども、今後の中間

処理施設の建設に関するスケジュールについ

てはいかがでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 今後の大まかな工程で

ございますが、今年度、ただいま申しました

ように基本計画を策定いたします。来年度、

基本設計とあわせて、アセス、環境影響評価

や都市計画決定の手続に入りまして、その後
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に実施設計、工事という流れになってまいり

ます。具体的なスケジュールは、今年度策定

いたします基本計画の中で検討してまいりた

いと考えております。 

○５番 寺岡まゆみ議員 基本計画、そして

アセスがあって、都市計画決定を受けて、実

施設計、工事となるわけですから、期間を考

えますとかなりかかってしまうかなと思いま

すけれども、その点は本当にできる限り、地

域住民の皆様の要望にかなう整備を進めてい

ただきたいと思っております。 

 それから最後に、最終処分場についてです

けれども、先ほど藤田議員からもご意見がご

ざいましたけれども、１点、保安林解除の申

請はどうなったのでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 昨年度示されました計

画変更の方針により、平成27年３月31日に取

り下げの申請をしております。 

○５番 寺岡まゆみ議員 この最終処分場に

関しては、平成20年３月に広域化実施計画の

建設予定額が18億2000万円という形で出てい

たわけですね。そして今回、実施設計の概算

工事費というのが平成27年３月には59億6000

万円という形で出まして、余りにも幅が広い

ということで、積算が甘かったのではないか

というふうにどうしても受けとめてしまうの

ですけれども、その辺の理由はいかがでしょ

うか。 

○三橋俊夫事務局長 この件につきまして

は、平成20年３月に厚木愛甲ごみ処理広域化

実施計画を策定いたしました。その際には建

設場所を特定いたしませんで、計画にありま

す同規模の最終処分場を建設した場合という

全国で平均的な額でございました。今回算出

しましたのは、現在の候補地に最終処分場を

建設した場合の実際の工事費の価格等が示さ

れたものでございます。 

○５番 寺岡まゆみ議員 当該地は最終処分

場としては利用しないという決定にはなりま

したけれども、他の利用という部分で考えて

いくのかどうかというのは、これからの連絡

調整会議の中で決定されるというふうな先ほ

どのお答えでした。もともとそこにつくらせ

ていただくということで村の方たちにご理解

をいただいたわけですから、その点でも本当

に地域の方たちにご理解をいただけるよう

な、そこにつくらなくなってしまったから何

もしないということではなくて、その辺もあ

わせて今後よろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

 以上で私の質問は終わらせていただきま

す。 

○小林常良管理者 寺岡議員のほうからるる

お話をいただきまして、ありがとうございま

した。 

 中間処理施設を事務局長から答弁させてい

ただきましたけれども、面積が広く拡大する

ということでありますが、具体的なものとし

てサッカー場２面とか陸上競技場とか、荻野

と同規模ということで、これは面的な意味を

言っております。決してサッカー場ができる

とか競技場ができるとか、そういう話ではあ

りません。その辺は例えの話としてわかりや

すい表現で、多分事務局長が伝えたのだと思

います。 

 何しろ一番大切なことは、この地区の地権

者の皆さんの方々のご了解を得るという、今

寺岡議員のほうからもありましたけれども、

そういう時期でありますので、この話が先行

しますと、何だ、サッカー場をつくるのかと

いうふうになりますので、目的は目的とし

て、災害時の対応とあわせまして、３市町村

の方々が使っていただけるようなものを考え

ていこうと。 

 一方では、都市計画の事業ということにな

りますので、都市計画法の中で制約も出てく

るというのも事実でありますので、できるだ

け地権者、地域の方々のご意向に沿えるよう

な形として、日常使えるようなものを考えて

いくべきではないのかと考えておりますの

で、実を言いますと今、いろいろと地権者の

方々へのアプローチもしている中であります

ので、その辺についてはぜひ議員の皆さんに

もご理解いただきたいと思います。 

 最終処分場の今後につきましては、これは

特に清川村さんのほうで大変なご努力をいた
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だき、先ほど藤田議員からも、村民、行政、

議会を含めていろいろなご苦労の中でここま

で来たんだよと、そういう具体な話も聞かせ

ていただきました。そういう思いも受けとめ

させていただきます。一方では、新たな時代

を迎えている環境施設として、これからどう

いうものが必要なのかということとあわせま

して、今の状況ですと、災害を含めて何が起

きるかわからない環境下にありますので、そ

ういうことも含めてあらゆる方向から物事を

判断すべきと考えていきたいと思います。一

方的にいいとか悪いとかということだけでは

なくて、いろいろな諸条件、環境面の中から

方向性を生み出していくということでありま

すので、この点についてはまず慎重に対応し

ていくというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○沼田幸一議長 ここで10分間休憩いたしま

す。 

午前10時49分  休憩 

 

午前10時59分  開議 

○沼田幸一議長 再開いたします。石井芳

議員。 

○２番 石井芳隆議員 皆さん、こんにち

は。石井芳でございます。久しぶりに質問

をさせていただきますけれども、今回、２人

の方からそれぞれ思いが出ましたから、重複

するところはなるべく避けていきたいなと思

いながら、一般質問をさせていただきます。 

 厚木愛甲環境施設組合は、国の指針により

平成15年12月に厚木愛甲ごみ処理広域化基本

計画が策定され、平成16年４月に設立され、

現在に至っておるわけでありますが、実施に

向けた計画が平成20年３月に策定されて、本

年３月に大幅な見直しが提案されておりま

す。７年の間にさまざまな要因があってのこ

とだと思っておりますが、この見直しについ

て、地域住民の方、また関係者にも大きなか

かわり合いが出てきますので、この諸点につ

いて幾つか質問をさせていただきたいと思っ

ております。 

 まず最初に、ごみの焼却処理方式の計画変

更についてでありますが、平成20年に広域化

実施計画の策定がされた２年後になるんでし

ょうか、平成22年12月に改定が行われており

ます。そして最終的には平成32年の稼働を目

標にさまざまな検討、そしてまた基本計画の

委託事業等が進んできたと認識をしておりま

す。そういった中で、きょう現在までの間に

計画変更された内容と経緯、そしてまた今後

の進め方について、どのように展開をされて

いくのか、お伺いをしたいと思います。 

 次に、最終処分場の施設整備計画について

でありますが、最終処分場の土地の取得並び

に地元対策事業に関する覚書が、１市１町１

村の首長と当組合の管理者の間で平成22年11

月に取り交わされております。その翌月に、

今度は施設組合の管理者と周辺整備等という

委員会との間で基本協定が結ばれておりま

す。その後、さまざまな課題解消に向けて調

整や申請等がされてこられたと聞き及んでお

りますけれども、約４年半経過した中で組合

の方針が変更となり、現在地での最終処分場

の整備は中止するという決定が出されており

ます。先ほどいろいろお話もありましたけれ

ども、この事業の見直しについての経緯と今

後の考えについてお聞かせをいただきたいと

思います。 

 次に、大規模災害に備えた施設整備の方針

についてでありますが、今回提案されている

中間処理施設整備及び周辺一体整備について

の案が提出されております。この内容と今後

の進め方についても説明をお願いしたいと思

います。 

 以上３項目について答弁をお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○小林常良管理者 ただいま石井芳議員か

ら、厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画の見直

しについて、ごみ焼却処理方式について、広

域化実施計画策定時から今日までに計画変更

された内容と経緯は、また、今後の進め方は

とのお尋ねでございますが、先ほど寺岡議員

にもお答えしましたとおり、厚木愛甲ごみ処

理広域化実施計画において、ごみ中間処理施
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設に設置することを計画しております溶融施

設につきましては設置を見合わせ、焼却灰は

民間事業者の活用により全量資源化する計画

変更の方針を本年３月の定例会において表明

したところでございます。今後につきまして

は、この方針のもと、厚木愛甲ごみ処理広域

化実施計画の改定作業を進めてまいります。 

 次に、最終処分場施設整備計画について、

事業見直しについての経緯と今後の考えはと

のお尋ねでございますが、清川村の現在の予

定地における最終処分場整備は、平成25年度

から平成26年度にかけて行いました実施設計

の結果、多額の工事費がかかること、また、

費用対効果が低い事業であることがわかりま

したことから、当該予定地での整備を中止す

ることを決定いたしました。今後の対応につ

きましては、先ほどもお答えしましたとお

り、組合の連絡調整会議で協議してまいりま

す。 

 次に、ごみ中間処理施設について、大規模

災害に備えた施設整備の方針について、拡張

部分の整備内容と今後の進め方はとのお尋ね

でございますが、拡張部分の整備の目的は、

先ほど寺岡議員にもお答えしましたけれど

も、東日本大震災の経験から国が示した指針

に従い、災害廃棄物一時保管場所を確保する

ことにあります。組合といたしましても、大

規模災害に備え、３市町村で必要な場所とし

て位置づけ、積極的にごみ中間処理施設と一

体的に整備してまいります。 

 なお、先ほどもお答えしましたとおり、こ

れまでの経緯を踏まえて、日常的には地元の

皆様を初め３市町村の住民の皆様がご自由に

お使いいただける緑地として整備する予定で

す。今後につきましては、地元の皆様のご意

見をお聞きしながら、整備を進めてまいりま

す。 

○２番 石井芳隆議員 ありがとうございま

した。それでは幾つか再質問をさせていただ

きます。 

 まず、ごみの焼却方式の変更についてはも

う皆様理解をされたと思っておりますが、焼

却灰を民間で全量再資源化という話がずっと

出ております。これは完全に民間で引き取る

ということが確約できるのでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 先ほどもお答えしてお

りますが、近隣市の現在の状況等、いろいろ

な調査を行っております。そういった中で、

資源化することが今の時代の要請に合ったも

のとしてございますので、資源の循環性等も

見た中で、こういったものに対しては十分対

応できるものとして事務局では捉えておりま

す。 

○２番 石井芳隆議員 ありがとうございま

した。 

 それで、循環型を広げるためにも民間で再

資源化する形で、ただ、１社とかだと、要す

るに幾つかに分散させないとリスクが、どこ

か１カ所だめだったらだめということになる

わけですよね。これからいろいろ選定もある

でしょうし、どういう形のものをどこへ持っ

ていくかという話もしなければいけないと思

うのですが、こういうリスクを考えた形での

委託先というのでしょうか、そういうことは

今回考えていかれるのかということをお伺い

します。 

○三橋俊夫事務局長 ただいまのご質問でご

ざいますが、東日本大震災等の大きな災害が

起こる世の中になってまいりましたので、日

本全国には、そういった資源の再資源化に対

応していただける事業体もございます。リス

クを少しでも分散するために、委託する地域

を複数持ちまして、また、複数の再資源化の

方法を見ながら進めていきたいと思いまし

て、基本的にはそれがもとでそういった対応

ができなくなることがないように、一応承知

をしているところでございます。 

○２番 石井芳隆議員 焼却灰の中には不燃

残渣というものも出てくると思うのですね。

そういうものも、今答弁の中で複数と言われ

たもので解釈をしてよろしいでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 そういった不燃残渣に

つきましても、さらに資源化ができる状況に

なってきておりますので、資源化の方向性と

しては間違っていないと思います。 

○２番 石井芳隆議員 これは端的な話とし
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て聞いてもらいたいのですが、そうすると最

終処分場は要らないのではないですかという

話に……。これは短絡的な考えですよ。私

は、後ほどお話ししますけれども、最終処分

場はどうしてもないといけない。いざといっ

たときに一時的にでも処分しなければいけな

い、処理をしなければいけない部分が必ず何

かの形で出る可能性は残っているわけですよ

ね。全く100％再資源にできるという形では

ない部分もあるかと思いますので、答弁の中

でちょっと違う話が出れば、じゃ、最終処分

場は要らないんだなという考えも持たれると

困るなということでちょっと今お話をしまし

たけれども、私は最終処分場は必要だと思っ

ております。その辺をお伝えしておきたいと

思います。 

 それと、今回変更されますけれども、平成

32年度竣工予定で計画されていますけれど

も、これに関しては大幅な見直しの中で変更

はない、この予定どおり進んでいくという考

えでよろしいのでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 先ほどもご答弁申しま

したように、今後、基本計画をつくる中で、

環境アセスや都市計画決定等の手続も入って

まいります。こういった仕事を一日でも早く

進めるためには、先ほども申しましたよう

に、地元の皆様に十分説明をさせていただい

た中でないと仕事は進まないと理解しており

ます。組合としては、こういった制限、いろ

いろな制約はございますが、こういったこと

を踏まえた中で、稼働に向けて十分努力して

いきたいと考えております。 

○２番 石井芳隆議員 一応計画の中でそう

いう年度を決めていっているわけですから、

地元に対してもそういう形で、変更になるよ

うなことがないような形で、ご努力をお願い

したいなと思います。 

 次に、施設の関連で１点だけお伺いしたい

のですが、まず煙突についてであります。

今、全国的に煙突の高さが59メートルが主流

になっているようなデータが出ております。

これは煙突の高さによっていろいろなものが

拡散される、だから高ければ高いほどいいと

いうふうな考えのところもあるようですけれ

ども、59メートルというのが全国的にも一番

採用されている状況であります。これは理論

的にとかいろいろなもので59メートルという

のが出てきていると思うのですが、実際に私

たちのところに施設ができることになると、

煙突が立っているだけで、ああ、あそこはご

み焼却場だと皆さん必ず思われるのですね。

それがいい悪いは別として、そういうことが

払拭できるような形で、極論で言うと煙突が

ない焼却場にできないかという考えもあるわ

けです。 

 例えば、やり方によるのでしょうけれど

も、今、斎場は見えませんよね。どういう形

でしているかよくわかりませんけれども、あ

あいう形ができるできないは別としても、な

るべく低く、そして焼却の場合はやり方によ

ってどうしても大きな建屋が必要になってく

るわけです。その建屋と同じような感じで、

一体のものとして見られるような設計という

か、そういうことができないのかなと。 

 これは前に私、議会で視察に行かせてもら

ったときに、ドイツにカールスルーエという

市があるのです。240トンが３基あるところ

なのですけれども、それでも煙突が建屋と同

じ高さで、煙突が余り見えない形のものをつ

くって、実際に稼働しているわけです。日本

国内でもそういうことを検討しているところ

はインターネットで見ますと幾つかありま

す。ただ、それが実際に運用されているかど

うかはわかりませんが、130トンが２基以上

というところでも高さ20メートル以内でやっ

ているところが何カ所かありました。それは

今の施設かちょっとわかりませんけれども、

施設の建設に向けて、そういう考えを持って

いただければという要望です。 

 というのは、１回建ててしまうと、施設

は、どこかで建てかえをするとかいろいろな

ことがない限り、そのまま続いていくわけで

す。その辺も、地元の人たちの思いもある程

度考えながら、今、技術革新が相当進んでい

ます。冷却するためには煙突の長さはこれだ

けなければいけないよとか、いろいろなこと
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があると思うのですけれども、それは技術革

新が進んでいけばとか、今実際に地下へ潜ら

せてやっている部分もあるわけですよね。そ

ういうことを考えながら、こういう施設をこ

れから検討されていくわけですよね、溶融炉

もないという形で。その中にそういう検討も

していただきたいということをお願いしたい

のですが、その辺はいかがでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 ただいまの件でござい

ますが、私どものほうでは、ごみ中間処理施

設整備検討委員会を中断しておりましたが、

９月半ば以降で再開する形をとっておりま

す。この検討委員会は、施設の配置等、それ

から今おっしゃったような内容についても協

議する場でございます。当然地元の代表の方

も入っていらっしゃいます。そういった方に

も十分な説明をさせていただいて、検討委員

会の中でより環境に優しい施設ができればと

いう形で今後検討を重ねてまいりたいと思い

ます。 

○２番 石井芳隆議員 それでは次の最終処

分場の施設整備計画に移りたいと思います

が、もういろいろお話があって、１点だけお

伺いしたいと思います。今、見直しをして、

中止しながら違うことを考えていくことにな

ろうかと思いますけれども、先ほども言いま

したように、最終処分場は何があってもどこ

かには持っていないといけないわけですよ

ね。自区内処分ということが大前提として今

言われているわけですから。その辺について

の考えですね。 

 平成32年に中間処理施設ができてくる。平

成28年度までに考えるということだったので

すが、平成32年度までに処分場の建設に向け

て検討されていかれるということは、首長さ

ん同士の中でも、清川村がやって、愛川町が

やっていくという覚書があるわけですね。そ

ういった中で最終処分場はつくらないという

ことにはなっていないと思うのですね。その

辺で、平成32年度までにそういう方向性を出

して、そういう整備もちゃんとしていくとい

う形がとられていくのか、その辺についての

お考えをお願いしたいと思います。 

○三橋俊夫事務局長 ただいまの件は、中間

処理施設と最終処分場とが密接に結びついた

ご質問であると思っております。先ほど議員

さんが言われましたように、最終処分場につ

きましては、この８月20日の全協でご説明い

たしました点につきましては、現在の予定地

におけます施設の整備は、費用対効果を見た

中で、基本的には中止にするということでご

ざいます。平成15年に３市町村で合意しまし

た合意書につきましては当組合としての骨格

をなすものでありますので、こういったもの

については十分堅持する形でおります。先ほ

ど申しましたように、現在、うちのほうで行

います実施計画の見直しの中、また、こうい

った重要な案件については常に組合の連絡調

整会議の中で構成市町村の皆さんのご意見を

お聞きしながら進めておるところでございま

すが、先ほど言われましたような趣旨を十分

尊重いたしまして、今後もいろいろな会議の

中で対応していきたいと考えております。 

○２番 石井芳隆議員 よろしくお願いした

いと思います。 

 次に、大規模災害に備えた施設整備の方針

という形で、何点かお伺いをしたいと思いま

す。今予定されている土地、要するに新しく

中間処理施設を建設しようとしている場所の

隣に、災害時の広場をつくるというようなこ

とで出ておりますけれども、この地域は両方

とも農用地指定されているわけですね。これ

について、都市計画決定されている中間処理

施設の部分については多分適用されるのでは

ないかなと。まだできているかどうかわかり

ませんが、一応こういう公共のものについて

は多分オーケーであると思うのですが、その

隣の地域について、農用地解除というのはで

きるのですか。その辺がわかれば教えていた

だきたい。 

○三橋俊夫事務局長 ただいまの神奈川県と

の事前相談の状況でございますが、緑地を含

めましてごみの中間処理と一体的に廃棄物処

理施設の都市計画事業として進めるのであれ

ば、神奈川県からは対応は可能と聞いており

ます。来年度、農業振興地域整備計画の見直
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しを行う中で、さらに検討してまいりたいと

考えております。 

○２番 石井芳隆議員 この場所が、住民に

とっては、極端に言うと唐突という捉え方を

されないでもないわけですね。地元からは、

中間処理施設をつくるのであれば公園の計画

を立ててくださいと、神奈川県とも一緒にな

って進めてもらいたいというお願いをずっと

してきたわけであります。この場所にそうい

うものを持ってきたのは国の指針もあったと

いうふうに思いますけれども、オーケーをも

らってあの場所につくった場合は、どういう

ものを置くのでしょうか。要は何でもかんで

もあそこへ持ってくるという考えなのか、あ

る一定のもので限定していく形がとられるの

か、その辺の考えはどうなのでしょうか。 

○三橋俊夫事務局長 当該緑地につきまして

は、先ほどご答弁申しましたように、３市町

村の災害廃棄物が持ち込まれることになりま

すが、その内容は、各市町村で策定いたしま

す災害廃棄物処理計画の中で詳しく決まって

くると思います。まだ未着手でございますの

で想定しか言えませんが、３市町村で災害が

起きた場合、拡張地の中に入り切らないよう

な相当の廃棄物が出ると予想されておりま

す。金田の緑地に持ち込む災害廃棄物につき

ましては、基本的に可燃物を持ち込み、順次

焼却するような形をとりたいと考えておりま

す。 

○２番 石井芳隆議員 焼却施設が隣ですか

ら、そういうことになってくるかなと思いま

すけれども、とにかく可燃物限定が基本だと

いうことは了解しました。検討委員会等でも

話が出るかと思いますけれども、その辺につ

いてもきちんとした形がとっていただけるよ

うにお願いしたいと思います。 

 次に、ここの場所についてでありますが、

先ほどこの用地の買収等にかかってくる費用

は各構成市町村で負担をしていくというお話

を聞きましたけれども、この中で国とか県か

らの補助金は活用できるのですか。こういう

ものに対しての補助金というのはあるのでし

ょうか。 

○三橋俊夫事務局長 国の循環型社会形成推

進交付金は施設については交付されますが、

拡張地の土地については交付の対象となりま

せん。しかし、神奈川県からの市町村自治基

盤強化総合補助金の対象になります。最大で

１億5000万円まで受け取ることができると聞

いております。 

○２番 石井芳隆議員 この件ははっきり決

まってからじゃないとできないと思いますけ

れども、一応進めていかなければいけない施

設だろうと思いますから、ぜひその辺は考え

ていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、先ほど管理者答

弁の中で、地元の地権者の方の意向もちゃん

と聞かなければいけないし、それをちゃんと

やっていくようなお話だったと思うのです。

地元の意向としては、要するに公園的な緑地

を要望しておられると思うのです。ふだんの

ときはそういう形で使っていけるよというこ

とでありますが、これについて、地権者の方

たちにもちゃんとした話が進めていけるよう

にぜひお願いしたいと思うのですね。 

 それともう１つは、先ほどの話の中で、こ

の利活用について各市町村で素案のパブリッ

クコメントを実施しながらというようなこと

を言われたのは、ここの部分で言われたので

はないかなと私は解釈したのですが、このパ

ブリックコメントを進めていかれるというこ

とでありますが、これは地元の意向がちゃん

と決まってからやっていただくような形をと

ってもらわないと、先走った場合に、パブリ

ックコメントで決まったからとか、そういう

意見がありましたとか、ここの部分について

話がどんどん先に先に行ってしまうと、地元

としては非常に対応が難しい部分が出てくる

と思うのです。その辺について本当に十分留

意して進めていただきたい。これはなくては

ならない、３市町村全ての人たちが享受でき

る部分でもありますし、みんなが考えていか

なければいけないことでありますけれども、

一義的にはやっぱり地権者、地元ということ

がどうしても最初に出てこないといけないわ

けですね。その辺については私が言ったよう
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な考えでもよろしいのかどうか、その辺につ

いての考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○三橋俊夫事務局長 まず、地元の皆様への

ご説明でございますが、今月、８月13日、金

田地区環境保全委員会建設対策部会の会議に

厚木市と一緒に同席させていただいて説明を

しております。こういった中で、会議の構成

員といたしましては、地元対策部会長、自治

会長、前自治会長、副自治会長等のご出席を

いただいて、役員の方には説明をさせていた

だいております。今後、厚木市と一体となり

まして、各地権者並びに関係者の方に十分説

明することが大変重要であると考えておりま

す。 

 また、パブリックコメントの件でございま

すが、これは今年度進めております実施計画

の見直しにつきまして、構成市町村の意見を

お聞きして、最終的に実施計画の改定を進め

るということでその機会をとるということで

お知らせしたところでございますが、いずれ

にいたしましても、パブリックコメント等の

機会を捉えなくてもこれからどんどん地元に

入りましてご説明させていただく中で、いろ

いろなご要望でできるものとできないものが

ございますが、そういったものを丁寧に説明

させていただいて、対応していきたいと考え

ております。 

○２番 石井芳隆議員 どうもありがとうご

ざいました。とにかく地元の皆さん、地権者

の方に同意してもらわないことには進んでい

かないわけですね。だからぜひ、大変でしょ

うけれども、一体となって進めていけるちゃ

んとした形でお願いしたいということをお話

をさせてもらって、質問を終わらせていただ

きます。 

○小林常良管理者 石井議員から地元への配

慮というお言葉をいただきましたけれども、

先ほど事務局長が申しましたように、都市計

画決定をする事業であります。そういう意味

では、都市計画法の絡みが出てくるという中

では、この中間処理施設と緑地の部分を含め

て、ある程度都市計画法の網はかかってくる

ものと思っています。 

 その中で、この施設でのパブリックコメン

トの時期については考えなくてはいけないと

思っておりますので、石井議員がお話しのと

おり、地元の意見をないがしろにして話をま

とめるということはあり得ません。また、ま

とめる手法についても、最終的にこの形でど

うだろうというのがコンクリートされて初め

てパブリックコメント、投げかけをさせてい

ただくことになりますので、時期については

慎重に扱うべき内容だと理解しております。

そんなことで進めていきたいと思っておりま

す。 

○沼田幸一議長 以上で通告がありました一

般質問は終了いたしました。 

 

○沼田幸一議長 日程６「報告第１号 平成

26年度厚木愛甲環境施設組合会計継続費精算

報告について」を議題といたします。 

 報告を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た報告第１号 平成26年度厚木愛甲環境施設

組合会計継続費精算報告につきましては、平

成26年度を最終年度として設定いたしました

ごみ中間処理施設整備調査事業が完了し、継

続費の精算が終了しましたので、地方自治法

施行令第145条第２項の規定により、ご報告

申し上げるものでございます。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○沼田幸一議長 質疑に入ります。―別に

なければ、本件はこれで終わります。 

 

○沼田幸一議長 日程７「議案第５号 平成

26年度厚木愛甲環境施設組合会計歳入歳出決

算について」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第５号 平成26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
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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26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

１億3603万5326円、歳出決算額が１億3488万

4836円で、歳入歳出差引額は115万490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53.8％を占め、次いで繰越

金が31％などとなっております。 

 また、歳出でございますが、派遣職員給与

費などの総務費が歳出全体の57.5％を占め、

次いで衛生費が41.6％、議会費が0.9％とな

っております。 

 具体的な事業といたしましては、ごみ中間

処理施設につきましては、学識経験者や構成

市町村職員などから成るごみ中間処理施設整

備検討委員会において、施設規模や焼却方式

などの検討を行ったほか、施設整備基本計画

の策定に向けて必要な資料の作成を行いまし

た。また、最終処分場につきましては、実施

設計を進める中で、詳細な設計図書を作成し

たほか、事業効果について検証を行いまし

た。 

 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、一定の成果を

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

も財源の効率的な活用を図り、健全な財政運

営に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございますが、何とぞよろしくご審

議くださいますようお願い申し上げます。 

○沼田幸一議長 質疑に入ります。なお、質

疑の際はページをお示しください。―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３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５号 平

成26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。 

（起立全員） 

 起立全員。よって本件は原案のとおり認定

されました。 

 

○沼田幸一議長 日程８「議案第６号 監査

委員の選任について」を議題といたします。 

 この際、釘丸久子議員を除斥いたします。 

（釘丸久子議員退席） 

 提案理由の説明を求めます。管理者。 

○小林常良管理者 ただいま議題となりまし

た議案第６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、本組合監査委員のう

ち、組合議会議員から選任させていただいて

おりました鈴木一之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

各般にわたり豊富な知識と経験をお持ちの釘

丸久子議員を選任いたしたく、地方自治法第

196条第１項及び厚木愛甲環境施設組合規約

第11条第２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、ご同意くださ

いますようお願い申し上げます。 

○沼田幸一議長 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３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８「議案第６号 監
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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。 

（起立全員） 

 起立全員。よって本件は同意することに決

しました。 

 釘丸久子議員の除斥を解きます。 

（釘丸久子議員復席） 

 ただいま監査委員選任の同意がありました

釘丸久子議員からご挨拶があります。 

○釘丸久子新監査委員 ただいま皆様方のご

同意により、厚木愛甲環境施設組合の監査委

員の選任をいただきました釘丸久子でござい

ます。皆様のご同意、本当にありがとうござ

います。地方自治におけます監査の重要性は

以前にも増して大きくなっていると認識をし

ております。甚だ微力ではありますけれど

も、全力をもって、この職務に取り組む所存

です。 
 本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、12

年目を迎えました。今後、施設整備に向けた

事業が進展する中、事務処理も複雑かつ多様

化していくことから、より効率的な事業運営

に努めることが求められています。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、公正かつ適正な立場から職務を全

うする所存でありますので、皆様方におかれ

ましては、温かいご指導とご協力をいただき

ますよう心からお願いを申し上げまして、簡

単ではございますが、挨拶とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 ありがとうございました。 

○沼田幸一議長 前監査委員の鈴木一之議員

からご挨拶があります。 

○鈴木一之前監査委員 監査委員退任に当た

りまして、御礼のご挨拶を申し上げたいと思

います。 
 昨年８月26日、議会の皆様方の同意をいた

だきまして監査委員になりました際に、職責

を全うできるようこの席で誓い、１年間、監

査業務に携わってまいりました。この間、伊

從代表監査委員と協力、協調しながら厳正に

監査業務を執行できましたこと、これもひと

えに皆様方のご理解とご協力によりますもの

と、心より感謝の意を申し上げる次第であり

ます。 

 監査内容につきましては、特に大きな指摘

事項もなく、今後とも適正かつ的確な事務処

理と予算の執行に努めていただきたいと考え

る次第であります。 
 最後になりますが、これからの厚木愛甲環

境施設組合のますますの発展、本日ご臨席い

ただきました皆様方のご健勝をご祈念いたし

まして、退任の挨拶とさせていただきます。 
 本当に１年間ありがとうございました。 

 

○沼田幸一議長 日程９「議員派遣につい

て」を議題といたします。 

 本件につきましては、ごみ中間処理施設の

整備・運営に関する調査のため、静岡県御殿

場市の富士山エコパーク焼却センターに11月

12日の１日、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） 

 ご異議なしと認めます。よってそのように

決しました。 

 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

決しました。 

 

○沼田幸一議長 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27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。 

               

午前11時45分  閉会 
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