平 成 ２４ 年

厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会会議録

平成24年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会会議録
平成24年３月29日（木）午前10時開会
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議席の指定
会期の決定
議会運営委員会の調査事件及び継続調査期限について
一般質問

番号

質

問

者

１

石

井

芳

隆

２

落

合

圏

二

５
６
７
８

議

日

質

問

の

件

名

(1) 広域ごみ処理施設整備事業について
ア 組合の所管事項について
(ｱ)ごみ中間処理施設候補地について組合による決定事
項は何か。
イ 法規制手続きについて
(ｱ)都市計画や条例アセスの実施について
(1) 最終処分場（清川村）施設整備について
ア 施設整備計画では平成28年稼働となっているが予定
通り完成できるのか。
(ｱ)現在の状況をお聞きしたい。
イ 中間処理施設は平成32年稼働となっているが予定通
り完成できるのか。
(ｱ)現在の状況をお聞きしたい

頁

５

９

議案第１号 平成23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
管理者施政方針
議案第２号 平成24年度厚木愛甲環境施設組合会計予算について
議案第３号 監査委員の選任について

長

諸

８月29日
９月20日
10月３日
10月20日
10月25日
11月９日
11月10日
11月21日

報

告

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（７月分）
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（８月分）
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。
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（９月分）
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。
議会運営委員会委員の選任について、愛川町選出議員の馬場司議員、井出一己議
員を指名した。
厚木愛甲環境施設組合議会先進事例視察のため、議長、副議長及び議員11人が静
岡市西ヶ谷清掃工場の視察を行った。
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。
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12月８日
12月９日
12月21日
同
日
１月25日
同

日

２月23日
２月24日
２月27日
同
日
３月８日
同

日

３月８日

例月出納検査結果報告（10月分）
玉利優議員から組合議会議員辞職願が提出され、12月８日付けで許可した。
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。
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。
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（11月分）
平成24年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会の運営について、議会運営委員
会へ諮問した。
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（12月分）
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（１月分）
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。
定期監査結果報告
議会運営委員会が開かれ、副委員長に馬場司議員が選出された。
議会運営委員会委員長から、平成24年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定例会の
運営について、答申があった。
厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成24年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定
例会招集通知があった。
厚木愛甲環境施設組合管理者から、平成24年厚木愛甲環境施設組合議会第１回定
例会提出議案の送付があった。
議案第１号～第３号
３件
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。

本日の付議事件

～

１
議事日程に同じ

８
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○太田

洋議長

といたします。

ただいまの出席議員は13人

お諮りいたします。本件につきましては、

で定足数に達しております。

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。

ただいまから平成24年厚木愛甲環境施設組
合議会第１回定例会を開会いたします。

（「異議なし」との声あり）

この際、議事の進行上、愛川町議会選出議
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

ご異議なしと認めます。よってそのように
決しました。

す。
本日の議事日程は、お手元に配付してあり

○太田

ます日程表のとおりであります。

ます。

洋議長

日程４「一般質問」を行い

通告に従い、順次質問を許します。石井芳
議員。

日程に入ります。
○太田

洋議長

日程１「議席の指定」を行

○３番

います。
愛川町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。
議席番号と氏名を読み上げます。
８番
鈴木一之議員
９番
馬場 司議員
10番
山中正樹議員
11番
井出一己議員
以上であります。
ただいま読み上げましたとおり議席を指定
いたします。氏名標をお立て願います。

石井芳隆議員

皆さん、おはようご

ざいます。通告の諸点について一般質問を行
わせていただきます。
神奈川県は、国の法のもと、平成10年３月
に神奈川県ごみ処理広域化計画を策定し、県
内をブロック化していく指導を行い、その指
導に基づき、厚木市、愛川町、清川村の３市
町村は厚木愛甲ブロックとして、平成15年12
月、厚木愛甲ごみ処理広域化基本計画を策定
し、平成16年４月に厚木愛甲環境施設組合が
設置されたことは皆様もご承知のとおりであ
ります。
その後、平成20年３月に広域化基本計画を
具体化した実施計画が進められましたが、そ
の計画に一部変更が出たため、平成22年12月
に基本計画の改定が行われました。その改訂
版の第８章第３節、広域処理開始時期、新た
な施設の整備及び場所の中で、中間処理施設
は平成32年度の稼働開始、最終処分場施設は
平成28年度稼働開始をそれぞれ目標としてお
ります。
この広域ごみ処理施設の事業は厚木愛甲環
境施設組合が実施していくことになっていま
すので、中間処理施設の整備事業についてお
伺いをさせていただきます。
まず、ごみ中間処理施設候補地に関してで
ありますが、現在、厚木市でごみの中間処理
施設候補地を選定している状況の中で、当組
合が関与、決定できる事項は何があるのかを
お聞かせ願いたいと思います。
次に、まだ候補地が決定されていません

○太田 洋議長 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。石井芳隆議員、川
口仁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。
○太田 洋議長 日程２「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。
○太田 洋議長 日程３「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
-5-

が、施設の整備を行うに当たっては、さまざ

ら県に対しごみ処理広域化計画に基づく市町

まな法律の規制があることは承知しています

村を指導するよう通知がされました。これに

が、当組合で行うべき手続はどのようなもの
があるのか。また、当組合が手続をしなけれ

あわせ、廃棄物処理施設整備の国庫補助につ
いても、ごみ焼却施設の新設については、処

ばならないのはどのようなものがあるのかに

理能力が日量100トン以上の施設に関しての

ついてお伺いいたします。
以上２点についてよろしくご答弁をお願い

み補助をすることとなったものでございま
す。

いたします。
○小林常良管理者

おはようございます。た

こうした状況の中、愛川町及び清川村につ
いては、施設規模が補助金の条件に達しない

だいま石井芳隆議員から、広域ごみ処理施設

ことや、神奈川県が平成10年３月にごみ処理

整備事業について、組合の所管事項につい
て、ごみ中間処理施設候補地について組合に

広域化計画を策定し、厚木市、愛川町及び清
川村が厚木愛甲ブロックとして位置づけられ

よる決定事項は何かとのお尋ねでございます

ましたことから、３市町村で広域化を進める

が、広域ごみ処理施設整備に当たりまして
は、組合の所管事項として、ごみ中間処理施
設建設に伴う諸計画の策定、用地取得及び地
元対策などの事業執行を行うこととしており
ます。したがいまして、組合といたしまして
は、厚木市からの建設候補地決定の報告を受
け、正副管理者会議を招集し、広域ごみ処理
施設建設地として決定していくこととなって
おります。
次に、法規制手続について、都市計画や条
例アセスの実施についてとのお尋ねでござい
ますが、ごみ中間処理施設建設に伴う法規制
手続につきましては、都市計画決定の手続や
神奈川県環境影響評価条例に基づく環境影響
評価の実施などが該当してまいります。これ
らの手続につきましては、計画地の存する厚
木市が進めることとなります。
以上でございます。
○３番 石井芳隆議員 ありがとうございま
した。それでは、順次再質問をさせていただ
きますけれども、先ほど私も登壇で述べまし
たけれども、国、県からの通達によって広域
化が進められてきました。再確認の意味で、
広域化で行う理由、これをもう１回、申しわ
けないんですが、お聞かせ願えればというふ
うに思います。
○市川雅章事務局長 ごみ処理の広域化につ
きましては、焼却施設からのダイオキシン類
の削減やエネルギーの有効利用及びごみ処理
経費の削減を図るため、平成９年５月に国か

ことになったものでございます。
なお、現在は廃棄物処理施設整備の国庫補
助は廃止され、新たに循環型社会形成推進交
付金が創設されており、ごみ焼却施設に関し
ては、ダイオキシン対策技術の向上から、施
設規模の条件はなくなってございます。しか
し、循環型社会の観点から、人口５万人以上
または面積400キロ平米以上の地域計画また
は一般廃棄物処理計画対象地域を構成する市
町村及び市町村の委託を受けて一般廃棄物の
処理を行う地方公共団体とされてございます
ことから、愛川町及び清川村単独では交付金
対象とはなってございません。
以上です。
○３番 石井芳隆議員 今のご答弁ですと、
100トン以上の施設に関しては補助が出るけ
れどもということで動いたんだけれども、途
中でその補助金がなくなった、交付金に変わ
ったというようなお話だったと思います。そ
のために、５万人未満の自治体単独では交付
金の対象にはならないということが基本にあ
るということでよろしいわけですね。だから
広域でやっていくということで、組合として
は単独では難しいという判断をされた。これ
が今進んでいる基本に立っているということ
でよろしいでしょうか。
○市川雅章事務局長 今、石井議員の言われ
たとおりでございます。
○３番 石井芳隆議員 そうしますと、広域
でやっていくということで進んできました。
-6-

それで今度は実際にごみ中間処理施設の建設

業を除く事業と定められております。組合に

候補地を厚木市のどこかに決定していかなけ

おきましては、厚木愛甲ごみ処理広域化実施

ればいけないという取り決めがあるわけです
よね。厚木市は中間処理施設の場所を選定し

計画において施設規模を日量290トンとして
おりますことから、条例アセスの対象事業と

て、そこに設置するということになっていま

なってございます。

すから。
その場合に、先ほど、この組合として候補

○３番 石井芳隆議員 290トンを予定して
いるということで、条例アセスの対象になる

地の決定がされないと、この組合がやってい
くべき所管の手続には入れないという管理者

ということでありますけれども、それでは、
この条例アセスの手続というのは当組合が行

の答弁があったというふうに思いますが、そ

うものなんでしょうか。その辺はどうなんで

の認識というのは、要するに、厚木市からこ
こでという話が来ない限り、一切手続上は入

しょうか。
○市川雅章事務局長

れないという認識でよろしいんですか。組合

条例第２条第３項第２号において、対象事業

として何か先にやっていくようなことはでき
ないということなんでしょうか。
○市川雅章事務局長 厚木市で地元合意が得
られて、その報告が組合のほうにあり、それ
を正副管理者会議で決定していく。候補地が
決定しなければ、そういう法規制解除とかに
は入ることはできません。
○３番 石井芳隆議員 そういうことがきち
んと厚木市のほうから来ない限り、当組合と
しては動けない認識だということを確認させ
てもらいました。
それで、候補地が決定しないと動けないで
しょうけれども、決定した後というんでしょ
うか、厚木市からこの組合に対して報告があ
って、それをまたいろんな形で決定していく
ことになるんでしょうけれども、組合で候補
地が決まった後、では、やりましょう、そこ
でいきましょうというふうになったときに、
この組合としてこういうものを設置していこ
うよという要件がいろいろあると思うんです
ね。そのときの大きさとかいろいろあると思
うんですが、環境影響評価というんでしょう
か、この条例アセスという部分には該当する
形になっていくわけですね。その辺はどうな
んでしょうか。
○市川雅章事務局長 条例アセスの対象とな
る条件としましては、神奈川県環境影響評価
条例施行規則別表第１では、廃棄物処理施設
の新設で敷地面積が３ヘクタール未満の事業
及び処理能力が１日当たり200トン未満の事

が都市計画に定めようとする事業である場合
は、都市計画を定める者を事業者としてござ
います。このため、組合が設置するごみ中間
処理施設については、建築基準法第51条に該
当する施設であり、都市計画に定める必要が
あるため、条例アセス手続については厚木市
が行うものでございます。
以上です。
○３番 石井芳隆議員 そうすると、これは
厚木市がやらなければいけない。その設置す
る場所の自治体がやらなければいけないこと
になっているということですね。
そうすると、建築基準法第51条に該当する
施設になるんだよというお話が今されました
けれども、この第51条という施設はどういう
内容なんですか。その辺の第51条ということ
について、ちょっとお聞かせ願えますか。
○市川雅章事務局長 建築基準法第51条の内
容は、都市計画区域内にごみ焼却施設を新築
する場合は、都市計画においてその位置が決
定していなければならなく、その敷地が所在
する都市計画審議会の議を経なければならな
いと規定されております。
以上でございます。
○３番 石井芳隆議員 先ほど言われたよう
に、組合ではなくて厚木市がやらなければい
けないというのは、この建築基準法の第51条
に該当するために、組合としてはそういう部
分には全く入れないということで再確認をさ
せてください。それでよろしいんですか。要
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神奈川県環境影響評価

するに、全く手続をできないということでよ

その辺はどうなんですか。そういう何か考え

ろしいんですね。

はありますか。

○市川雅章事務局長
す。

そのとおりでございま

○市川雅章事務局長 この条例アセスの環境
影響評価につきましては、つくる前の状況、

そういうことであれ

現在の気象とか水質、そういうのを調査して

ば、厚木市が最終的というよりも都市計画決
定をしていかなければいけないということに

新たにできるものにそれらを加味して、こう
いう現状の数値を侵さないようなものを検討

なりますから、組合はまだそこまでは全く入
れない。要するに、ここにつくりますよとい

していく必要があると思います。
○３番 石井芳隆議員 今は現状の状態を調

う報告を受けても、当組合としてはまだそこ

査していくというお話ですよね。その状況が

までは入れないということになるわけです
ね。

あって、建設をしていくための設計に反映さ
れるのではないのかなと思いますけれども、

では続いて、条例のこのアセスにおいて調

その設計の段階でもっと違う部分を組合とし

査する内容というんでしょうか、環境影響評
価というものだと思いますが、この調査する
内容は独自でこの組合がある程度枠を決めて
やっていく部分もあるのか、それとも法律で
決められた内容だけでいくものなのか、その
辺はどうなんでしょうか。
○市川雅章事務局長 条例アセスにおいて調
査する内容は、神奈川県環境影響評価技術指
針で定められているとおり、大気汚染、水質
汚濁、土壌汚染、騒音・低周波空気振動、振
動、地盤沈下、悪臭、廃棄物・発生土、電波
障害、日照阻害、気象、水象、地象、文化
財、景観、レクリエーション資源、温室効果
ガス、地域分断及び安全が評価項目となって
ございます。また、これ以外に必要に応じて
県と調整し、電磁波の漏えい防止措置、有害
化学物質等の排出抑制措置、公害の抑制措
置、遺伝子汚染防止措置、地震等の自然災害
による２次災害の防止措置及びヒートアイラ
ンド現象の緩和に寄与する措置などを考慮し
ていく必要がございます。
以上でございます。
○３番 石井芳隆議員 今のお話でいきます
と、県のほうで指針を決めてある、それでや
っていくんだということで、当組合としての
環境影響評価みたいなものを独自でつくる部
分はまだないということですか。
それともう１つ、その後に何か地域でのこ
ととかいろいろあった場合には、そういうこ
とは再度改めてプラスしてやっていくのか、

て何かプラスアルファしていくというような
ことについては、まだそこまでの部分は今は
ないということ、現状のみという解釈でいい
んですか。
○市川雅章事務局長 この調査については現
状を調査するところです。その先のほうまで
は、焼却処理方式によってまた変わります
が、検討が必要であります。
○３番 石井芳隆議員 わかりました。今い
ろいろ聞かせていただきましたけれども、ど
っちにしても、ごみ中間処理施設そのものは
決められた時間の中でやっていくことになっ
ていくわけでありますけれども、実際に動い
ていかなければいけない大きな課題だろうと
いうふうに思います。
今回は基本的なことを聞かせていただきま
した。まだまだいろいろやっていかなければ
いけない部分はあるんでしょうけれども、こ
の組合そのものがどこまでできるんだという
話をちゃんとした形で聞いておかなければい
けないということで、きょうはちょっと質問
させていただきました。
ただ、平成32年度の稼働開始という部分に
ついてはもう先送りはできないわけですか
ら、皆さん、ここにいられる人たち、議員の
方たちもその辺は十分認識をしていただいて
いるんではないのかなというふうに思いま
す。そのためにも、この組合として、できる
ことをいち早く情報公開をしながらとか、そ
れから組合が進むべき道をもっともっと情報

○３番

石井芳隆議員

-8-

公開等々を通じて話をしていただきながら進

しさせてもらって、質問を終わらせていただ

めていただくということをお願いできればな

きたいと思います。

というふうに思っております。
再度、最後にちょっとお聞きしたいんです

ありがとうございました。
○太田 洋議長 落合圏二議員。

けれども、所管事項の中に、整備の基本計画

○12番

の内容の中に、いろんな計画を策定していく
よということとか、用地の取得とか、地元対

せていただきますが、その前に、私ども清川
村がいつもお世話になっておりますことを、

策というのがありますけれども、用地取得に
関してはこちらでしょうけれども、要する

まず最初にお礼を申し上げます。
それでは私、最初に、最終処分場について

に、候補地の選定を厚木市がして、その後、

ということで質問させていただきたいと思い

合意を得られたら、用地取得に関しては厚木
市ではなくて当組合が全面的に、それから先

ますが、計画の中では稼働が平成28年度にな
っているわけですが、そういう中で、私ども

はすべてこの組合がやっていくということで

のところは、もう用地については取得してご

よろしいわけですね。その辺のところはよく
勘違いされる部分があるので、確認をしてお
きたいんです。
○市川雅章事務局長 用地取得につきまして
は組合が実施してまいります。
以上です。
○３番 石井芳隆議員 その辺のところがな
かなかよくわからない。厚木市が指定をした
から厚木市が買って、それをまたという形な
のかなと思ったり、厚木市が買うべきものだ
ろうというような話になっていきますので、
その辺は今言われたとおり、用地取得につい
ては組合がやっていくということとか、地元
対策についても、その地域の要望、それから
その地域の特性等々の部分についての対策、
これも厚木市ではなくて組合がやっていくん
だということで、それもちょっと確認させて
ください。
○市川雅章事務局長 地元対策事業につきま
しても組合が実施してまいります。
○３番 石井芳隆議員 今いろいろ聞かせて
いただきましたけれども、何回も言うようで
すけれども、地元対策、用地取得、いろんな
面で組合がやっていくことは、これから大き
な部分がいっぱいあろうかというふうに思い
ます。ぜひ我々組合議会としても共有した問
題を一緒に解決していくような形でやってい
かなければいけないなというのを認識させて
いただきながら、これから進めることを私た
ちも一緒にやっていきたいということでお話

ざいます。いつでもスタンバイできるように
なっているわけで、そういう中で環境アセス
の問題、いろんな問題を今抱えているわけで
す。私、今、監査をやらせていただいていま
すが、当組合のほうも８年、年間約１億円の
金がかかっております。そういう中で、一年
でも早くこの問題を解決していくのが、私は
組合の使命ではないかというように思うわけ
です。
そういう中で、私どもの清川村としても責
任を果たしていかなければいけない中で、管
理者に、平成28年度に稼働ができるのかでき
ないのか、この点について１点お尋ねしたい
というふうに思います。
それから、中間処理施設につきましては、
今、石井議員のほうからも質問されました
が、現状、土地のほうがどういう形の中で動
いているのか。私は土地の問題については微
妙な点があると思いますが、この点につい
て、どのように管理者のほうに報告がなされ
ているのかお尋ねをしたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
○小林常良管理者 ただいま落合圏二議員か
ら、最終処分場（清川村）施設整備につい
て、施設整備計画では平成28年稼働となって
いるが予定どおり完成できるのか。現在の状
況をお聞きしたいとのお尋ねでございます
が、平成28年度の稼働を目指し、今年度にお
きましては、生活環境影響調査を終了させる
とともに、保安林の法規制解除手続を進めて
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落合圏二議員

私は２つほど質問さ

まいりました。引き続き、保安林の法規制解

度は神奈川県の本庁のほうに進達されます。

除手続を進めるとともに、神奈川県土地利用

そこでまた審査されまして、今度は国の林野

調整条例の手続も進めてまいります。
次に、中間処理施設は平成32年稼働となっ

庁のほうに神奈川県から進達され、その後、
林野庁で審査して、解除見込みがおりるまで

ているが予定どおり完成できるのか。現在の

には約１年近くかかるということで聞き及ん

状況をお聞きしたいとのお尋ねでございます
が、ごみ中間処理施設建設候補地につきまし

でおります。
○12番 落合圏二議員

ては、厚木市におきまして、当初、選定いた
しました建設候補地の地元調整が進まず、平

とであれば、稼働するのが平成28年度という
ことだと４年しかないわけですね。そういう

成19年11月に再検討をすることを決定し、翌

中で、これができるのかできないのか。管理

平成20年度には、学識経験者や各分野の専門
家で構成する再検討委員会を設置し、公平公

者にもう１度お尋ねしたいと思います。事務
局長で結構です。

正に客観的な意見をいただきました。また、

○市川雅章事務局長

平成21年度には、本組合が施設を建設する立
場で詳細な調査を行い、これらの結果を踏ま
え、厚木市ではさまざまな角度から慎重に検
討し、昨年７月に最終候補地を選定いたして
おります。現在、平成32年度の稼働を目指し
て、地元合意が得られるよう調整を進めてい
る状況でございます。
以上でございます。
○12番 落合圏二議員 回答、どうもありが
とうございました。
まず最初に、それでは最終処分場につい
て、事務局のほうにお尋ねをさせていただき
ますが、今現在の状況では、保安林解除の問
題についてやっていられるということです
が、状況として、いつごろこの解除の問題が
終了するのか、これをちょっとお尋ねしたい
と思います。
○市川雅章事務局長 保安林の法規制解除に
つきましては、神奈川県の行政センターのほ
うに３月８日に申請書類を提出いたしまし
た。現在、行政センターで審査を受けている
状況でございます。これには60日以内とされ
ております。
以上でございます。
○12番 落合圏二議員 ３月に出していると
いうことであれば、60日以内に大体おりると
いうことでよろしいんですか。県のほうへ回
るわけでしょうから。
○市川雅章事務局長 行政センターで審査を
いただき、その内容が適切であるならば、今

は、解除できるように修正しながら申請書を
つくり上げてまいりました。これからも指摘
がある場合は速やかに訂正し、解除できるよ
うに努めてまいります。
以上でございます。
○12番 落合圏二議員 この問題１点に絞っ
ても仕方ないと思いますが、とにかく私ども
清川村としては、今１つの責任部門を果たし
ていくというのが我々の役目だというのがあ
ります。それは広域的にも、救急業務、消防
業務、すべて厚木市と愛川町にお世話になっ
ているわけです。そういう中で１つの責任的
なものを果たしていかなければいけない。こ
れが我々、いつも頭の中にございます。これ
について管理者はどのように考えていただい
ているでしょうか、お願いいたします。
○小林常良管理者 愛川町さん、清川村さん
を含めて、今お話しのとおり、消防を含めて
いろんな関係を持って、ある意味の広域化に
向けた取り組みをさせていただいているわけ
ですが、愛川町さん、清川村さん、気持ちを
一つにしていろんな事業展開をしていくとい
うのが基本的な我々のスタンスでありますの
で、この気持ちを大切にしながら、特に、最
終処分場、また中間処理施設、それぞれの役
目を担っているわけでありますので、この計
画に向けてたくさんのクリアしていかなくて
はいけない課題があるわけですけれども、誠
心誠意、３自治体で、それに向けて組合とし
ての役割を果たしていくというのが最大の使
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１年かかるというこ

保安林解除について

命だと、こんなふうに思っております。

いうことを含めますと、この前も全員協議会

○12番

私がちょっとお願い

をやりましたけれども、我々議員としても、

したいのは、先ほど石井議員が中間処理施設
について質問されたわけですが、石井議員は

このままではなくして、協力できる範囲は事
務局方、行政方に協力していくというのも必

最終処分場については質問されなかった。私

要ではないかと思われます。この点について

に譲っていただいたような感じなんですが、
中間処理施設については、私は、やはりまだ

我々も、言うだけではなくして行動していか
なければいけないと思われますので、この点

時間がかかるのではないかというように思わ
れる。そういう中で、私どもの最終処分場に

についてはこれから十分認識をしていかなけ
ればいけないのかなと思いますので、よろし

つきましては、副管理者であります私どもの

くお願いしたいと思います。

村長も用地取得を十分認識して、また努力し
まして、地主さんにも何回も行って交渉し

それから、中間処理施設につきましては、
これは土地の交渉からすべてにつきまして、

て、それで取得しているわけです。議会の中

厚木市、それと管理者、私はなかなか大変か

でも、我々議員としても、これについては村
長に対して非常に感謝しております。そうい
う中で、私は、できれば最終処分場を今の中
間処理施設の完成前に仕上げていただきた
い。そのような方法にしていただくのが、私
は組合の中でも一番ベターではないかという
ように思われるんですが、これについてどの
ようなお考えをお持ちか、管理者にお聞かせ
願いたいと思います。
○小林常良管理者 完成目標の年度が平成28
年度ということで明確にしているわけであり
ますので、どっちが早いか遅いかということ
でありますが、基本的には平成28年度と平成
32年度ということでありますので、おのずと
最終処分場の建設に向けて進めていくという
のが道理だと思います。
日 量の 処理 量も290ト ンと いう 計画 の 中
で、当初計画と今の状況とのいわゆる建設に
向けた条件というのが、多少状況が変わって
いるのかなというふうにも思いますけれど
も、こういうことをしっかりわきまえた上で
進めなくてはいけないというふうに思います
ので、そういう意味では、最少で最大の効果
が出るような施設として整備をしていく姿勢
が必要なのかなというように思っておりま
す。
○12番 落合圏二議員 どうもありがとうご
ざいました。平成28年度の稼働に最終処分場
をやっていただく。はっきり言いまして組合
組織をつくりまして８年経過ですので、そう

なと思います。平成32年度という稼働、これ
はなかなか大変かなというように思います
が、十分検討していただいて、この目標に進
むことをお願いして、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。
○太田 洋議長 以上で通告がありました一
般質問は終了いたしました。
ここで10分間休憩いたします。
午前10時42分
休憩

落合圏二議員

午前10時52分
開議
○太田 洋議長 再開いたします。
日程５「議案第１号 平成23年度厚木愛甲
環境施設組合会計補正予算（第１号）」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１号 平成23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
の総額から歳入歳出それぞれ280万円を減額
し、補正後の総額を１億181万4000円とする
ものでございます。
内容につきましては、先般、事務局長がご
説明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。
○太田 洋議長 質疑に入ります。―別に
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り組むとともに、地球と共生する社会を目指

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

すため、大量流通及び大量消費を見直し、地

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。

域の自然の恵みを生かしていくことや再生可
能エネルギーの活用を進めていくことなどを

（「異議なし」との声あり）

通じて、持続可能な社会の姿を具体化するこ

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。

とに取り組んでおります。
私たちの住む厚木市、愛川町及び清川村も

討論に入ります。―別になければ討論を
終結いたします。

豊かな自然環境に恵まれ、私たちにとってか
けがえのない財産となっておりますが、この

平

自然の恵みを次世代を担う子供たちに引き継

成23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

ぐことは、私たち現代の世代の責務であると
痛感しております。

採決いたします。日程５「議案第１号

本組合におきましても、こうした循環型社

成の議員の起立を求めます。

会の形成の一翼を担う、環境に配慮した施設
整備を目指し、その役割を十分に認識しなが
ら事業の推進に努めてまいりたいと考えま
す。
さて、平成24年度の予算編成に当たりまし
ては、本組合の歳入の根幹をなす構成市町村
の負担金について、引き続き市町村が厳しい
財政状況にありますことから、限られた財源
の効果的な配分と経常経費節減に努め、8839
万8000円の予算規模といたしました。
歳出全般の抑制に努めながら、引き続き
「循環型社会の構築を目指したごみ処理施設
整備の推進」及び「情報提供推進による事業
の透明性の確保」を二大施策として、ごみ処
理広域化の早期実現に向けて積極的に取り組
んでまいりたいと考えます。
初めに、「循環型社会の構築を目指したご
み処理施設整備の推進」の取り組みについて
ご説明いたします。
最終処分場につきましては、地域住民の皆
様のご理解によりまして、引き続き保安林な
どの法規制の解除手続を進めてまいります。
また、ごみ中間処理施設につきましては、
専門家による（仮称）厚木愛甲環境施設組合
ごみ中間処理施設検討委員会を設置し、施設
整備方針等の必要な事項を検討してまいりま
す。
次に、「情報提供推進による事業の透明性
の確保」の取り組みについてご説明申し上げ
ます。

（起立全員）
起立全員。よって本件は原案のとおり可決
されました。
○太田 洋議長 日程６「管理者施政方針」
の説明に入ります。管理者。
○小林常良管理者 平成24年度の予算及び諸
案件のご審議をお願いするに当たり、住民の
皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力を賜
りますよう、私の組合運営に対する所信の一
端を申し述べるとともに、主要な施策につい
てご説明申し上げます。
昨年は、３月11日に東北地方太平洋沖地震
が発生し、地震、津波、そして原子力発電所
の事故というかつてない複合災害が、東北地
方を中心とする東日本を襲いました。
とうとい命をなくされた方々のご冥福をお
祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し深
く哀悼の意を表したいと思います。さらに被
災された方々に対しまして心よりお見舞いを
申し上げます。
私も震災の惨禍を目の当たりにする中で、
自然の猛威を肌で感じると同時に地球に生か
されているとの思いを、以前に増して強く抱
きました。
今後も引き続き副管理者ともども被災地支
援に協力をさせていただき、一日も早い復
旧、復興の一助となりますよう最大限の努力
をさせていただく所存でございます。
国におきましては、復旧、復興に全力で取
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条第３項の規定によって委員会付託を省略す

今後、事業内容が具体化することに伴い、

ることにご異議ありませんか。

情報公開の重要性もさらに増してまいります

（「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

ことから、ホームページや市町村の広報紙の
活用のほか、厚木愛甲環境施設組合事業懇話
会の開催により、住民の皆様に組合事業に対

を省略いたします。

する理解と認識を深めていただけるよう情報
提供の推進と事業の透明性の確保に努めてま

討論に入ります。―別になければ討論を
終結いたします。

いります。
以上、平成24年度の組合運営に当たり、私

採決いたします。日程７「議案第２号 平
成24年度厚木愛甲環境施設組合会計予算」は

の所信及び主要な施策を述べてまいりました

原案のとおり決することに賛成の議員の起立

が、厚木市、愛川町、清川村の３市町村によ
り、厚木愛甲ごみ処理広域化実施計画を着実

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可決

に推進するため、心血を注ぎ、全身全霊で取

されました。

り組んでまいりますので、住民の皆様並びに
議員の皆様のより一層のご理解とご協力を心
からお願い申し上げ、平成24年度の施政方針
といたします。
以上でございます。
○太田 洋議長 以上で「管理者施政方針」
の説明を終わります。

○太田 洋議長 日程８「議案第３号 監査
委員の選任について」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３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、本組合に置かれてお
ります監査委員のうち、馬場進太郎様の任期
が本年６月27日をもって満了することに伴
い、後任の委員として、財務管理及び行政運
営に関してすぐれた識見を有する伊從正博様
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。
○太田 洋議長 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３号 監

○太田 洋議長 日程７「議案第２号 平成
24年度厚木愛甲環境施設組合会計予算」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２号 平成24年度厚木愛甲環境施設
組合会計予算につきまして、提案理由をご説
明申し上げます。
平成24年度予算につきましては、広域廃棄
物処理施設整備調査事業費、人件費等経常的
経費の必要見込額を措置いたしたものでござ
います。この結果、歳入歳出予算の総額は、
歳入歳出それぞれ8839万8000円となりまし
た。
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。
○太田 洋議長 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
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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。
○太田

洋議長

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24年厚木愛甲環境施
設組合議会第１回定例会を閉会いたします。
午前11時05分

閉会

上記会議のてんまつを記載し、その相違な
いことを証し、ここに署名する。
議

長
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