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○８番（山田貴弘） 

 こんにちは。８番議員、山田貴弘です。先に通告いたしました、１項目の支援循

環型社会の構築が快適都市を創造する。について、質問を行っていきたいと思いま

す。 

 環境基本計画は、環境行政の基本理念を定めた環境基本条例に基づき策定されて

います。総合計画を上位計画とする、環境に関する個別計画であり、都市計画法に

基づく都市マスタープラン、現在では、地方自治法の改正により、策定の義務づけ

が廃止され、定めるのは地方自治体の自由とされている総合計画、また、環境基本

法に基づく開成町、神奈川県相互が定めている環境基本条例のさまざまな上位法を

根拠に策定され、計画と連携を図り、よりよいまちづくりの実践に取り組む仕組み

となっている現状であります。 

 このような法律や条例などの規則によって、まちづくりの根底を築き上げていく

のか、町民参画による協働の取り組みを基本として、計画の推進を図っていくのか、

その推進における体制の責務と役割について周知徹底を図っていくとともに、町の

役割を明確にしていく必要があると思うところであります。そして、町は環境の保

全及び創造に関する施策の実現を目指し、予算確保に努め、早期に面的整備の充実

を図るべきと考えているところであります。 

 施策の実現に向けるための課題及び現状についてお聞きしたいと思います。１、

一方通行のごみ処理から「資源循環」への取り組みに欠かせない「開成グリーンリ

サイクルセンター(以下、ＧＲＣ)」の事業化等検討調査業務の進捗状況は。 

 ２、県は、使用済み小型家電に含まれる希少金属を回収する事業を今年度中に始

める方針を固めました。解体作業は専門業者に加え、障害者施設にも委託し、福祉

事業との連携も目指すとされていますが、ＧＲＣの施設を利用し、活用が可能か。  

 ３、町長マニフェストに掲げられた内容の達成状況について。 

 以上の内容を通告に基づく質問とさせていただきます。よろしくお願いします。  

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 山田議員の質問にお答えします。最初のグリーンリサイクルセンターの事業化等

検討調査業務進捗状況についてですけれども、開成町は、限りある資源を有効に使

い、持続的発展の可能な資源循環型社会を構築することを目的として、平成１６年

度に制定市及び生ごみ、破砕、堆肥化プラントである開成町、グリーンリサイクル

センターの操業を本格的に開始いたしました。本年度、開成町らしい処理の方向を

見据えながら、生ごみの減量化も含めた開成町グリーンリサイクルセンター機能の

拡充を図ることを目的として、施設案の作成や、施設建設における諸問題等を解決

するため、開成町グリーンリサイクルセンター事業化等検討調査業務委託を発注し

ております。 

 業務の内容を説明いたしますと、基本的事項の整理、施設整備計画の立案、関係
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機関協議資料の作成などの業務があります。現在の業務進捗状況ですが、業務の打

ち合わせは随時行っており、現状の把握、分析から、新たな施設を検討する際の必

要となる面積の検討、施設の配置など、現在の開成グリーンリサイクルセンターの

意見を聞きながら、検討をしている状況であります。 

 グリーンリサイクルセンターの目的については、先に述べたとおりですが、町内

における唯一のごみの処理施設であり、ごみの減量化を図り、資源化を向上させる

グリーンリサイクルセンターを維持することは、町の基本方針であります。現有施

設の有効活用と事業の拡大を視野に入れながら、現有の場所を中心に考えていきた

いと思っております。 

 ２点目の使用済み小型家電に含まれる希少金属を回収するということについてで

すが、使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律につきましては、第

１８０回、通常国会で８月３日に成立し、平成２６年４月１日から完全施行が予定

をされております。この法律の制定趣旨は、使用済み小型電子機器等に利用されて

いる金属、その他の有用なものの相当部分が改修されずに廃棄されている状況に鑑

み、使用済み小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講じることにより、

廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るということとしております。 

 グリーンリサイクルセンターが、小型家電等を処理する施設として活用が可能か

につきましては、開成町グリーンリサイクルセンターは、剪定枝及び生ごみの破砕、

堆肥化プラントの施設として設立をしておりますので、希少金属の処理となります

と、事業の目的が異なり、開成町グリーンリサイクルセンター条例第１６条で、利

用できる種別は、剪定枝、植物性残さと規定をされておりますので、現在のところ、

それ以外の処理は条例上できません。この法律での市町村の役割は、使用済み小型

電子機器等の分別収集に必要な措置を講じ、再資源化を適正に実施するものに引き

渡すことに努めると定められておりますので、この役割を担っていく必要があると

考えております。 

 また、有限会社グリーンリサイクルセンターは、制定市及び生ごみの破砕、堆肥

化事業を行う目的で設立された特別目的会社でありますので、他の事業を運営する

ことはできません。現時点で法律が成立したばかりですので、認定事業者（小型家

電を処理する事業所）などの詳細は未定です。今後、国、県の動向を見据えながら

対応していきたいと考えております。 

 また、一部の報道で、神奈川県が使用済み小型家電の回収事業、年度内に始める

と報じられておりますが、県の役割としては、システム構築に向けた市町村関係団

体との協力、調整と全体的なコーディネート、障害者の社会参加の促進などを主に

担う説明を受けております。 

 次に質問の町長マニフェストについてですが、私は未来に輝くまちづくりを確実

に実行していくために、平成２６年度までの任期４年間の間に取り組む施策とその

優先順位を示し、五つの分野別政策と特に重点的、優先的に取り組んでいく三つの

戦略的プロジェクト、さらに円滑な行財政運営を進めていくための三つの検討課題
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をマニフェストとして作成をいたしました。 

 マニフェストの重点的に取り組むプロジェクトに地球と環境の優しさ、優しいま

ちづくりをさらに推進します。に掲げた具体的な施策、住民一人当たりのごみの排

出量県内トップ５を目指し、大幅削減政策を策定します。については、昨年度ごみ

の重量の中で多くを占める生ごみの減量を推進するため、６月３０日、葉山町の減

量化の取り組みを視察し、町民によるモニター実験を行いました。モニターの報告

結果に基づき、開成町としても今後葉山町促進している容器を普及させる方向を出

しました。また、燃えるごみ混入状況調査を実施し、燃えるごみに含まれる、ほか

に資源化されるべきごみの割合を特定し、内容を広報で公表し、ごみの分別、資源

化を促していきます。さらに一般ごみ置き場に事業者から排出されるごみが出され

ているケースが見受けられるため、事業者に対して事業系ごみの調査を実施いたし

ました。これらの事業を実施し、ごみ排出量の減量化に取り組んでおります。成果

については就任後１年のため、示すことはできませんが、任期中にごみ排出量の大

幅な削減に向けて努力をしていきます。 

 次にグリーンリサイクルセンターの利用促進についてですが、剪定枝処理収集に

ついて、公費負担により町民からの剪定枝の搬入量は増加をしております。燃える

ごみの減量化については、先ほどもご説明いたしましたが、燃えるごみの重量の多

くを占める生ごみの減量化について減量化容器のモニターを実施し、効果を検証し

ております。 

 開成町の再資源化率は、グリーンリサイクルセンターへの搬入量がふえたことな

どにより上昇しておりますが、今後、グリーンリサイクルセンターでの事業拡張を

視野に入れながら、課題である生ごみの減量化を進め、再資源化率の向上をさらに

図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 通告に基づく質問が、今、町長より答弁がされました。一番重要なところ、グリ

ーンリサイクルセンターの今後の方向性については、町長答弁の中で述べられてい

る中では、町内における唯一のごみ処理施設であり、ごみの減量化を図り、資源化

を向上させ、ＧＲＣを維持することは、町の基本であるという明確な回答をもらっ

たところであります。 

 今後については、現有施設の有効活用と事業の拡大を視野に入れながら、現有の

場所を中心に考えていくという答弁をもらいました。その答弁を踏まえながら質問

をしていくんですが、再質問に入る前に、前段といたしまして、現状における日本

の社会状況について、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。  

 平成２３年３月１１日に起きた東日本大震災以降、エネルギー問題への関心が高

まり、改めて自然エネルギーに注目が集まっています。それに伴い、人々は物質的
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な満足よりも心と体の豊かさや快適さを求めているのではないかと思うところであ

ります。 

 このように人々が、自然や社会との向き合い方を真剣に考え始めている中、開成

町では、何ができるのか。そして、日々の生活にどのようにつなげていくのかを考

えていかなければいけない責任があると、私は考えているところであります。 

 そこで開成町におかれている基本的な現状を整理しながら、再質問を行っていき

たいと思うのですが、最初に私が６月会議、一般質問で取り上げた、資源循環型社

会の構築が、環境負荷軽減につながるという題目にて、質問をいたしました。今回

の質問と似ているようなところはありますが、質問内容が、議会だよりに掲載され、

町民の皆様に示され、理解が深まったのではないかと思われますが、ここで掲載さ

れた内容を紹介させていただきますと、自区内に最終処分場、焼却施設がないので、

循環するシステムをつくり、リサイクルを強化してはとの質問掲載内容でありまし

た。ただいま示した内容については、私の編集した原稿をもとに、広報分科会委員

によって編集かなされた内容であります。 

 実を言いますと、私が編集した内容を、ここでちょっと紹介させていただきたい

と思いますが、私の内容は、自区内処理が基本、最終処分場焼却施設がないのであ

れば、循環するシステムをつくり、リサイクルを強化してはでありました。一見見

ると、興味のない人は、同じような内容と勘違いされると思うのですが、私が議事

録に基づき編集した内容は、実を言いますと、今日のこの質問を迎えるための前段

質問の仕掛けがあったというシナリオなんですが、この部分、まことにすみません

が、ここで掲載された内容の訂正をさせてもらいたいと思います 

 ここで重要なポイントといたしまして、ごみの処理については、自区内処理か基

本であります。今後、いろいろな事業を展開していく中で、町民の皆様が一番理解

していかなければいけない重要なキーワードになると思います。町長との答弁の中

でもグリーンリサイクルセンターの問題、重要性、答弁をもらいました。これを踏

まえた中で、最初に自区内処理の定義ですね。どういうことを自区内処理と言って

いるのか。そのあたりを行政側からの法律に基づく見解の答弁をもらいたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 それでは、今の自区内処理について、ご説明をさせていただきます。その前に、

まず、一般廃棄物というのがございまして、まず、一般廃棄物はどういうものかと

いうことを説明させていただきますと、廃棄物処理法の中で、事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち、特定された２０種類のもの、これを産業廃棄物と言います。そ

の産業廃棄物以外のものを、一般に、法律では一般廃棄物というふうに定められて

おります。ここで言う事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく

て、農林業とか、あと水道事業、あと学校等の公共事業もその事業所に含まれると
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いうふうになっている。ただし、特定の事業者の中で、パルプを製造している事業

者とか、製紙会社などがありますけれども、そこから排出された紙くずは産業廃棄

物となります。ただし、それ以外の食料品製造業とか、運送業などから排出される

紙くずは、これは一般廃棄物とされております。このように事業活動に伴って排出

される廃棄物であっても、一般廃棄物に該当するものもあります。ということにな

ります。 

 廃棄物処理法の第６条の２では、ここに自区内処理のことが決められております

けれども、市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄

物を生活環境上の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬して、及び処分

しなければならない。というふうにこれは法律で決まっております。ですから、こ

のことにより、町内の一般廃棄物は、家庭系、事業系を含めて全て町内で処分する

ことが原則というふうに法律では定められております。ただし、容器リサイクル法

とか、別の法律で定められているものは、これから除かれるということになります。  

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 ただいま課長より自区内処理について、法律に基づき答弁がありました。それを

踏まえた中で、開成町が西部清掃という焼却施設があるのが現状であります。私も

議員となり、２年たった、３年目ですね。西部清掃の議員というものをやって、そ

こでも何回か一般質問を循環型社会に向けるべきではないかというものを、再三訴

えているところであります。今も西部清掃の議員としてやっているんですけれども、

４年間、４年目になっているんですけれども、通じる中で、一般質問を２回やりま

したけれども、なかなかやはり組合のほうで提案をしても難しいという中で、今後、

どのような展開をしていかなければいけないという課題もあるのですが、今、課長

が示された自区内処理という部分で重要な法律を述べましたので、西部清掃も含め

た中で、開成町における現状ですね。どのようにごみの処理がされているのかとい

うものを、答弁を欲しいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 それでは、ご説明をさせていただきます。どのようにごみが処理をされているか

ということでございますけれども、開成町は、かなり前から分別収集というものを

して、それぞれごみの種類を分けて、搬出をしております。 

 一番大きなもの、燃えるごみがございますけれども、これが昨年度大体２，９５

０トンあります。これにつきましては、西部環境センターにおいて、焼却処分をし

ております。それ以外のペットボトルと容器リサイクル法によります容器包装のプ

ラスチック等は、これは容器包装の協会のほうに搬出をしております。缶、金物類
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がございまして、缶につきましては、これも西部環境センターへ搬出をして、そこ

で処分しております。 

 あと先ほど制定市につきましては、ＧＲＣでそのまま資源化して、堆肥等にして

おります。あといろいろございますけれども、缶、金物類は先ほどご説明をいたし

ましたけれども、あと紙類ですね。新聞紙等は、これまた毎週土曜日に回収をして

おりますけれども、これはリサイクルとしまして、紙を売却して、資源化をしてい

くという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 ただいま課長よりいろいろな燃えるごみ、資源ごみ、リサイクルできるものを含

めて、処分のやり方場所等、説明がありました。行政側から決算なんかでも示され

るんですけれども、開成町のごみ処理の流れということで、大変わかりやすい明記

の仕方で、どのようにごみが流れて、処分しているのかというのがわかりますので、

これは町民の啓発としては有効だと思うので、ぜひ、これは今後も続けていっても

らいたいんですけれども、今、課長の答弁の中で一番重要な部分は、西部清掃に持

ち込まれたごみですね。これは焼却しますよね。した、それに出た灰をどう処理し

ているのかというところが一番重要だと思います。 

 やはり開成町というのは、山がないという部分で、要は窪地がない部分、灰の処

理というものがどういうふうにされているのかというのが、もうちょっと町民に啓

発をしていかないと、出して乗せれば消えるんだというような勘違いが出てきちゃ

うので、幾ら片方は法に基づいてリサイクルを促進したところで、やはり限りがあ

ると思うんですよ。そこら辺の啓発が、今の答弁の中でも、灰に触れていないとい

う部分がちょっと致命傷だなというのは感じたんですけれども、やはりそういうと

ころを意識、行政がすることによって、それが必然的に町民にアピールでき、ごみ

の減量化というものにつながるというふうに考えていますので、そこのここで自分

が答えてもいいんですけれども、やはりごみの現状というもの、最終的にはどうな

っているのかというのも含めて答弁をもらうのと、あと決算書なんかでも出ている

んですけれども、現状でリサイクルをやりました。幾らかかりました。幾ら入りま

した。これは決算を見ればわかるんですけれども、当然、これ明記している中でも

わかるんですけれども、ではそこのところで、リサイクル率はどうなっているんだ

というような表記に連動していないというのは、これは単なる一方通行のごみ処理

であって、循環するような仕組みにならない報告というのがあるので、必ず燃える

ごみに対してリサイクルがあれば、当然、これは家庭から４５リットルのごみ袋で

すか。仮に出た場合のリサイクル率というもの、勘定していると思うので、そうい

うのも含めた中で、やはり啓発が一番大事なんで、そこの部分、ちょっとこだわり

になりますけれども、答弁のほどよろしくお願いします。 
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○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 それでは、もう少し詳しくご説明をさせていただきますけれども、先ほどお話し

しました足柄西部環境センターで焼却した焼却灰は、年間５００トン以上ございま

すけれども、これは構成町の山北町とあわせた形でございますけれども、これにつ

きましては、県外に搬出をしております。この場所につきましては、長野県という

ことだけにさせていただきたいと思いますけれども、あとごみの金額なんでござい

ますけれども、これにつきましては、広報で毎月、そこに今月は何トン集めて、そ

れにお金が幾らかかりました。また、収入が幾らありますということは、広報でお

知らせをしているところでございますけれども、それについて、また、決算終わっ

た後等に町民の方にもっとわかりやすいような形でお知らせはしたいと思います。  

 昨年の２３年度のこれは、決算はまだ終わっていない状況ですけれども、お話を

させていただきますと、ごみにかかったお金は、西部清掃に負担金という形で、施

設の維持費までかかっているんですけれども、全てで２億２，０００万ほどありま

す。そのうち先ほど言った紙とか、ペットボトル等を売却したお金が９３２万円収

入として入ってきているという状況でございます。失礼しました。２億２６２万で

す。申しわけありません。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 町民サービス部長。 

○町民サービス部長（小野真二） 

 少し補足をさせていただきたいと思います。先ほど議員が言われました見やすく

なっている資料というのは、こちらかと思うんですけれども、こちらにつきまして

は、ホームページで掲示をさせていただいております。今、お話のありました最終

的に残ります焼却灰につきましては、県外、民間処分場へという形で表現をさせて

いただいております。 

 あとリサイクル率も含めて、住民の方により理解を深めていただくためにという

お話がありましたので、おっしゃられるとおり、この見える化というものは必要だ

と思いますので、また、折に触れまして、住民の方にＰＲはしていきたいというふ

うに思います。ありがとうございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 今後は見える化していくということで、掲示の仕方も変わってくると思うんです

けれども、仮にご存じでしたら、平成２３年、これから決算やられると思うんです

けれども、その中の決算の中で、燃えるごみに関する支出が出て、資源ごみに関す

る収入が入っていると思います。これは当然わかる資料なので、それなりにトン数
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を調べていけば、どのぐらいこの時点で資源化がされているかというのがはっきり

出るんですよ。その中でも例えば、プラスチック製容器なんかでも、行った先、全

部１００％リサイクルするというのは限らないんですけれども、それができるんで

す。それは把握していますか、行政として。その点、お聞きしたい。 

○議長（茅沼隆文） 

 環境防災課長。 

○環境防災課長（山口健一） 

 そこにつきまして、２３年度は、まだ計算をちょっとしておりませんけれども、

２２年度におきましては、開成町の再資源化率といいますけれども、２９．８％で

ございます。これにつきましては、神奈川県全体の中の市町村の中では、３３市町

村の中で１０位という、かなり上の上位のほうのランキングに入っております。今、

資源化率が一番多いのが、鎌倉市になってございますけれども、こちらにつきまし

ては４７％、鎌倉市さんにおきましては、市の中では全国でトップという形で、神

奈川県ではかなりリサイクルが進んでいるんじゃないかというふうに思ってござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 平成２３年度については、リサイクル率を調べていないという答弁をもらいまし

た。ざっと自分、専門分野ではないので、きちっとした数字は出ませんけれども、

一応大枠３１％です。今、２２年度の中で２９．５ですか、答弁がありましたので、

資源化率は伸びているのかなという部分はあるんですけれども、要するにごみ処理

の問題というのは、行政側から、啓発していますよ、町民の方理解してください、

ごみを減らしてくださいと言って、いつも一方通行なんです。プラスチック容器で

も、梱包容器でも何でもいいので、町民の皆様が真剣にリサイクルをしてくれたお

かげで、リサイクル率がこれだけ出したごみに対して上昇しているんですよという、

お互いにそういう部分の喜びを分かち合って、それが予算にいくと思うんですよ。

また、決算に反映してくると思うので、行政側の一番悪いところは、一方通行で言

うばっかりという部分が見えますので、そこの部分は、今後、そういう資料に基づ

いて公表するときにも、ぜひきめ細やかに、当然、これは広報紙なんかで、収集運

搬費がプラス何十万とか、何トンとかあるんですけれども、あれは正直言って町民

の方が見ると、専門じゃないんで多分わからないと思います。ああ、ふえたな、減

ったなという、それだけなんで、やはりその先に何があるかというと、我々が資源

化を循環させていくために努力をしている成果が見えるんだよと、やはり焦点を絞

って公表していかなければ、単に行政側の報告しています、で終わっちゃうとやっ

ぱりいけないんで、そこら辺は今後課題はあろうかと思いますけれども、充実を図

って、ごみの処理というものを、また、リサイクルというものを真剣に公表してい



－９－ 

ってもらいたいと思います。そこは公表について、今、お話をしましたので、続い

て、ＧＲＣの唯一開成町では剪定枝を回収して、肥料にしている。リサイクルする

施設として、大変ごみの減量化に力を注いでいるというのですか、重要な施設であ

るというものは町長の答弁の中でわかりました。 

 当然、自分もその部分の答弁では支持をしたいというところで、グリーンリサイ

クルセンターの今後の運営の仕方というものが大変重要になってくると思います。

今、町長答弁の中では、開成グリーンリサイクルセンター事業化検討調査業務委託

に発注したということで、題目がうんと長いんですけれども、要は業者にグリーン

リサイクルセンターをどういうふうに今後運営していくのかということで、業者に

シミュレーションをある程度たたき台を出してもらうために発注をしたという答弁

をもらって、内容については、今、明かされていない状態の中での答弁だと思いま

す。 

 これは私事になっちゃってすみませんけれども、ＧＲＣの今後について、山田構

想というか、どういうふうにしたらいいかというのを私なりに考えを持っているん

ですけれども、町長が推進する水力発電、あれは大変高額な機材になるんで、あの

発電で、そのもの自体を焼却するというのは、現時点で今後やるにしても、無理だ

と思います。これはいろいろな商業ベースの中で試算しても無理なんで、では何を

狙うのかという部分が一番重要だと思うので、水力発電に対しては、自分の考えて

いる施策でも何でもないので、そこら辺は町長が一番言いたいと思うので、狙いで

すね。どういう部分で水力発電を今後啓発並びに事業を展開していくのかという答

弁をもらえれば、この後、ＧＲＣについての自分構想、山田構想を言いたいと思い

ますので、そこの辺、答弁のほうよろしくお願いします。 

○議長（茅沼隆文） 

 町長。 

○町長（府川裕一） 

 グリーンリサイクルセンターの山田氏案を聞きたいと思いますけれども、小水力

発電の関係なんですけれども、流量調査をやっております。今年度県が、文命用水

路のところに１，０００万円以上のお金をかけて、実験的につくっていただいて、

発電がどれだけできるかの調査に入りました。 

 山田議員が言われるように、自家発電して、それがもとをとれるかどうかという

のも、もちろんあると思います。なかなかそれは厳しいと、私も実際思っているん

です。いろいろなところを見にいって。 

 そういった中で、なぜそれでも小水力発電を進めるかというのは、やはり今の世

の中の原子力発電、今、ニュースでもやっていますよね。原子力発電をゼロにした

ら、今度は電気代が倍になる。本当かどうかわかりませんけれども、そんなに試算

が今出ているような状況の中で、我々はそれでもやはり原子力発電から再生エネル

ギーに転換をしていくのが、私は必要だと思う。その中で町ができることは何かと

いうことも考えていく。町に一番あっているのが、小水力が開成町には向いている
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のではないかと、そういった中で事業化ができるかどうか、もちろんあります。そ

れよりもまず大事なのは、皆さん方がエネルギーをどの方向に持っていくか。開成

町は、原発から小水力であって、発電力は少ないかもしれないけれども、こういう

姿勢でいきますよというのをまず見せたいんですよ。それによって、余りにもバラ

ンスが悪いというわけにはいかないんで、今、流量調査もして、どういう形がいい

かも検討しております。県の実験の中で、開成町に向いて、できるだけ発電量がよ

くて、費用対効果、ツーペイなら一番理想なんですけれども、そうでなかったとし

ても、町の姿勢として示していく部分においては、小水力発電を進めることは、私

は大事なことだと思っています。一人一人のごみの減量化も同じなんです。皆さん

の意識がどういうふうに向いていくか、向けていくか、そういう意味において、小

水力発電は、これから推進していきたいと思っています。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 ただいま小水力発電の思いというものを町長答弁の中でもらいました。やはりこ

れは事業として、商業ベースの中でツーペイするというのは難しいと、町長も理解

しているところで、やはりごみの減量も含めた啓発が多いのかなという部分で理解

するところなんですけれども、その中で、水力発電のほかに、いろいろな再生可能

なエネルギーがあるのはご存じだと思います。そのような中に水力発電があり、太

陽光発電、バイオマス、そしてメタンガス、メタンガスの場合は、ちょっと特殊な

んですけれども、生ごみから発生したガスを利用して発電するという、いろいろな

再生可能エネルギーがある中で、それをある意味、グリーンリサイクルセンターで

できないかという山田構想があるんですけれども、その部分は今言うように、商業

ベースにしていくと、採算が合わないという、合わないながらで、ではどう町民に

エコというものはどういうものかという、要するにごみの減量化をしていくために

は、どうしたらいいのかというものを勉強してもらうのにはどうしたらいいかとい

った場合には、規模的には小さいが、全てのものがそこで見られるんだよという施

設をつくってもらいたいという、その中には当然、そういうものだけをつくるだけ

では、しようがないじゃないかといったときに、あらゆる事業、例えば、あそこは

グリーンリサイクルセンターなんで、あじさい祭のときに観光客が来ます。これは

そういうような施設をつくることによって、回遊させる。それによって、ホタルの

公園、瀬戸屋敷という中で、やはり町内を２時間の範囲内で回遊できるような観光

名所ですね。それを含めた中で、事業展開をしていく。単なる水力発電、太陽光だ

けではなくて、やはりいろいろな事業、それは先ほど自分の通告の中でも言ったよ

うに、福祉施策とのコラボ、これは今後お金を与えて、与えと言ったら怒られちゃ

いますね。お金を出して、生活を守るという視点も大事なんですけれども、やはり

雇用の場を設けるというものも大変重要になってきますので、これは障害者に限ら

ず、就職されていない、生活保護をもらっている方々なんかも含めた中で、そうい
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うものをごみの減量化の、ある意味テーマパークですね。そういう働けるような場

所もつくっていくという、要は雇用の促進ですね。そういうものがつくれたらいい

なという。 

 また、開成町に一番重要な部分、開成南小学校が、今までがれき置き場の指定に

なっていたのが、開成南小学校ができたことによって、現在使えないという状況の

中で、やはり指定をしていかなきゃいけないという状況があります。かといって、

それだけの広大な土地を確保するのに、平時の部分で、どういう活動をしたらいい

のかといったときに、グラウンドばかりつくっても、これは費用対効果が見えてこ

ないので、やはりこれはグリーンリサイクルセンターの敷地を拡大して、そこの部

分をがれき置き場にする。そういうことによって、通常はグリーンリサイクルセン

ターで使いながら、有事の場合は、そこをがれき置き場にして現存の枝木、それを

伐採する機械がありますよね。あれを利用して、がれきを砕いていく、そういうよ

うな災害も含めた中で、単なる地球環境に優しい町だけをターゲットにするんじゃ

なくて、やはりそういうもの全て福祉施策も含めた中で、今後、事業を考えていか

なきゃいけない。そういうふうに感じるところであります。 

 そこで先ほど町長答弁の中で、今、山田構想というものをかみ砕いて話しました

が、町長答弁の中で、原発の問題を述べていました。私がこのたびの施策の提案に

至った経過の一つを話させてもらいますけれども、それは日本国における電力事情

があります。皆様もご存じの原発事故、これは町長答弁にもありました。原発事故

の事後対応の危機感を感じたからでもあります。 

 内容については、触れて見ますと、本来、原発事故に伴う賠償責任は、電力会社

が負うというのが原則であります。原賠法、いわゆる原子力損害賠償法であります

が、政局混乱によって、見直しが棚上げにされている現状ではないのかなと思って

いるところなんですが、法律の中身を見ていると、例外規定として、異常に巨大な

天災、地縁、または社会的混乱が原因の場合は、電力会社が責任を免れるという形

で定められています。この場合には、責任を負う主体がなくなってしまうという問

題がありますので、そのような背景で、法律の改正より責任の所在をはっきり明確

にすればいいのだといった問題だけでは解決しないではないかとの思いでいっぱい

です。 

 そのような中で、再生エネルギーの事業化、それを起爆剤に、ごみ資源循環及び

ＣＯ２削減ですね。による環境に配備した事業の充実、先ほど述べました福祉事業

の充実、また、その施設を見ることによって、教育に対する事業にも展開ができる。

あじさい祭とコラボして、観光事業とのタイアップをすることによる６次産業の促

進、それで雇用促進の発掘、震災における町の早期回復に貢献できる施設の充実、

自主財源による町政運営の確立等々、課題はいろいろあろうかと思いますけれども、

再生可能エネルギーや自然エネルギーは、ある意味、町の骨格をも変える可能性を

持っているというふうに自分は自負するところなんですが、そういう部分を今述べ

た中で、ちょっと熱く述べてしまいましたけれども、資源循環型社会の構築によっ
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て、自分は題目のとおり、快適都市を創造していかなければいけないという責任を

感じているところですが、資源循環型施設、整備計画の町の考え方があれば、それ

を答弁してもらい、また、自分の山田構想、ここのところはどうなんだという疑問

があれば、それは逆に質問してもらえれば、可能性を広げていきたいと思いますの

で、答弁のほど、よろしくお願いします。ちょっと長くなりましたけれども。  

○議長（茅沼隆文） 

 町民サービス部長。 

○町民サービス部長（小野真二） 

 突然、すごいことを発言されまして、何とお答えしていいか、ちょっと戸惑って

おりますけれども、あとポイントがずれておりましたら、また、ご指摘いただけれ

ばと思います。 

 議員おっしゃられましたことは、ＧＲＣという施設の有効利用等を含めた中で、

エネルギー政策ということをおっしゃられたのかなというふうに思います。  

 その一つが、太陽光、バイオ、メタンガスというふうにおっしゃられましたけれ

ども、ＧＲＣという施設の関係では、主にバイオの関係をおっしゃられているのか

なというふうに察します。バイオと言いますと、バイオをエネルギーに変えるとい

うことかなというふうに思います。剪定枝等のチップですとか、生ごみですとかを

バイオエネルギーに変えて発電してというふうなことをおっしゃられているのかと

いうふうに思いますけれども、先ほど課長申しましたように、開成町の生ごみの量

といいますのが、２，９６０トンぐらいなんですね、２３年度の実績で。これを１

日平均でやりますと、約８トンの数字になります。例えば、今、山田議員からこの

ご質問をいただいたときに、私の頭をよぎりましたのが、西部清掃をつくったとき

に、ある意味、西部清掃でごみを燃やしているというのはバイオになりますので、

検討しなかったのかなということが頭をよぎりました。それで確認等いたしました

ら、建設のときには、確認調査等はしたようでございます。そのときの技術と今の

技術と違う。あるいは電気の買い取り料金が違うということで、一概には申せない

かと思いますけれども、西部清掃のキャパ、１日５０トンですか。これでは、とて

もバイオとして採算がとれるものではなかったというふうに判断をされて、併設を

していないというふうに聞きました。これはほかの市町村につきましても、同じよ

うに言えることなのかなというふうに思います。開成町よりもごみの多いところ、

あるいは林業等で、チップ等、間伐材等出るところは、その利用の方法としてバイ

オをやっているところが少しはあるということは承知しておりますけれども、なか

なか採算ベースに乗せるというか、難しいものではないのかなと思っています。  

 それと議員、採算のことはちょっと外してというようなお話もあったんですけれ

ども、これらの事業を町として行っていくのに一番最初に考えなければいけないの

は、主な目的は何に置くのかなということになってくるのかなというふうに思いま

す。 

 先ほど幅広い中で、福祉、教育、観光及び実用面ということをおっしゃれたわけ
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ですけれども、この中のどこを主目的に置いて、それに枝葉がついてくる。そのた

めには、お金の関係でいえば、税金を投入しても有意義なんだよというものがトー

タルとして成り立たないと、なかなか進めにくいものなのではないのかなというふ

うに思います。 

 先ほど申しました、生ごみをバイオ材料としていますということになりますと、

生ごみは水分が多いということが定説になっておりますので、燃料としては余りそ

ぐわない、カロリーが低いということになります。あと剪定枝、今、集めておりま

すけれども、開成町は山があるわけではございませんので、家庭から出ました木の

枝ですとか、草ですかというものを焼却しておりますので、投入してもカロリーが

少ない、なおかつ量が少ないということもありますので、いろいろ課題は山積して

いるかと思います。 

 この議会の場で、これだけ大きなお話をいただいて、どうこうというものでは、

正直ないというふうに思います。住民の方に広く説明をしたり、計画を立てたりと

いうことがあってのことではないのかなと思うのですけれども、議員の壮大な構想

と、それに対しまして、私が今おります立場で、このように考えているということ

で、このように述べさせていただきたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 なかなか大きな事業をこの場で、こうこうこうで、こういうふうにやるよという

のは言いにくいというか、これは自分も承知しております。その中で、山田構想を

述べた中で、これはできる、できないの答弁も一部もらいましたけれども、その中

で生ごみ、８トン出るんだよというような、実務的なトン数が出てきました。  

 ではお聞きしたいんですけれども、採算ベースに乗せるのには、何トンあれば採

算がとれますか。そこをお答えください。時間ないので。 

○議長（茅沼隆文） 

 町民サービス部長。 

○町民サービス部長（小野真二） 

 私の承知しておりますところは、メタンガスを回収するバイオにつきましては、

技術的には確立はされていると。ですけれども、収集の関係ですとか、相当量の廃

棄物がなければいけないということで、普及していないのが実情だと聞いておりま

す。ですから、お答えにはなっておりませんけれども、何トンという数字は今ちょ

っとお答えできません。多くは牛糞ですとか、そういうものをやって、集めて、牧

場を持っているところで牛糞を集めてやっているとか、ということは承知しており

ます。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 
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 数字は持っていないということで、実際、商業ベースに乗せるには２０トン必要

です。２０トンないと、バイオマスというのは、費用対効果が出ない。現状８トン

しかない開成町から出るごみをどうしたらいいかと、それを資源循環型にしていく

よという、建て前上はきれいな題目を挙げたとしても、現実的には無理だというこ

とがはっきりわかってくるんです。これは現状のグリーンリサイクルセンターにも

それは問題が起きている。要するに枝木を収集しながら、そこで肥料をつくる。今、

事業を行っていますけれども、商業ベースに乗せるには、どのぐらいの量があれば

いいかというのは試算されていると思うんですけれども、結構難しいんですね。こ

こでは数字的なものはちょっと避けますけれども、要するに今のＧＲＣの形態その

ものが、なかなか町単独ではできていないというのがもう見えているので、そうで

あれば、今後どうしていくかという展開をしていかなきゃいけない。俗に言う、や

るかやらないか。やるのであれば、費用対効果を確実に見せて、利益を上がるよう

な施設にするのか、逆に言えば、教育を含めた中、福祉を含めた中で、公共性を十

分発揮しながらグリーンリサイクルセンターを、そういうテーマパーク的なもので

学び、いろいろな部分に広げていくのかという選択肢をしなければいけない時期に

も来ているし、きっかけにもなっているという部分があります。 

 いろいろな再生エネルギーがある中で、先ほど言ったメタンガスにしても、生ご

みを入れて、そこから発酵させてやるといった場合には、全てそこで生ごみが消え

るわけではないので、そこの部分というのは、ある意味、残さについては西部清掃

に持ち込むか、そこに焼却施設をつくらなきゃいけないとか、いろいろな課題はあ

ります。そういうのをやったら、まず、開成町では現実的に不可能だという部分が

あるので、ある程度小規模にして、そういう災害も含めた中で事業展開をしていか

ないと、いつまでたっても、グリーンリサイクルセンターは１５年のＰＦＩという

事業の中でやっていますけれども、７年半ですか。自分が議員になる前からある施

設なんですけれども、改善はできないというふうに自分は読んでいるところなんで

すけれども、今、剪定枝の収集、伸びていますよというかけ声が出ています。これ

は転換期が平成２０年から２１年と見ていますけれども、自分が統計を見る中では、

二宮町、大磯、平塚、二宮、ごみ処理の問題の中で、二宮の役割分担というところ

で、たまたまグリーンリサイクルセンターが入っただけで、剪定枝が伸びたという

傾向で、この２年間を過ぎてきたというのが現状ではないのですか。そういう中で、

グリーンリサイクルセンターを今後どういうふうにしていくか。採算ベースは基本

ですよ。やはりそういう部分で、事業転換を真剣に考えていかなければいけないの

でないかなというところで、ちょっと熱く語っているところなんですが、今現在、

事業委託の中で動き出している、２４年５月１１日、ＧＲＣ事業化検討調査業務委

託費ということで、予定価格２４９万９，０００円に対して、２３１万という価格

で落札しているので、もうちょっとアバウトでもいいんで、町の考え方、ＧＲＣも

含めた中で答弁を欲しいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（茅沼隆文） 
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 町長。 

○町長（府川裕一） 

 グリーンリサイクルセンターの再生のための業務部の調査を今回やっていますけ

れども、先日、リサイクルセンターの社長と町長、副町含めて面談をしました。そ

ういった中で、今後どうするか。町の姿勢としては、皆さん方のやる中で、町の施

設が最初から不十分な部分があったということはきちんと認めて、これから皆さん

方が利益できる、かつ開成町の生ごみが減る、剪定枝ももちろんリサイクルすると

いう方向性で、きちんとお互い認識をしましたので、今後、この業務の調査のコン

サルタントを含めて、ちゃんと利益が上がるような方向で、向こう側もきちんとや

っていくと、それで我々もきちんと、町民の皆さんの資源化を進めながら、このリ

サイクルセンターのきちんと再生できるような形も持っていくという認識はきちん

としておりますので、さらに山田議員は、この一帯をただのリサイクルセンターに

置いておくだけではなくて、テーマパークまではいかないですけれども、あの一帯

を教育も含め、福祉の関係も含めて、それはすごくいいアイデアです。一つに限ら

ず、いろいろな人たちがかかわって、教育もできる場所でもあるし、そのような形

で考えてはきたけれど、そういう中で、バイオマスができるかどうかわかりません

けれども、あの一帯をきちんと整備をして、開成町のごみ再生の場所と位置づけて

やっていきたいと思っております。 

○議長（茅沼隆文） 

 山田貴弘君。 

○８番（山田貴弘） 

 今、町長答弁をもらったところで、細かいことをこれから時間ないのに掘り下げ

ていくと、質問の重みもなくなってくるので、ここで終わりにしたいとは思うんで

すけれども、ちょっとした啓発、啓発もやり方がいろいろとあるんですけれども、

例を言いますと、１２０キロのごみを焼却した場合、西部清掃でも何でもいいです

よね。これは１２キロの灰ができます。では、その灰で何ができるかと考えたとき

に、南小学校の前に大きな歩道のブロックあります。１平米というのは、要するに

１メートル真角の商品ができるという現実がありますので、資源循環型というのは、

出したもの全てその場でリサイクルしなければいけないという定義というのはない

と思うので、仮に、今は長野県のほうで最終処分の埋め立てをしているという現状

ですけれども、出した灰をどこからか持ってきて製品に使うとか、中には砕石だと

か、コークスだとか、そういうものも温度によってはつくることができるので、そ

ういうものを利用して、開成町はごみを出さないというのが大原則なんですけれど

も、出したごみも商品として戻しているんだよという、そういうような啓発活動は

常にやって情報提供をしていかないと、町民と共有することによってごみは減るの

で、きれいなまちづくり条例というところで、ごみを捨てたら罰金２万円でしたっ

け、ああいうものもあるんですけれども、実際、庁舎の中を見れば、腕章をつけて

回っているのかといったら、そんなこと何もしていなくて、つくっただけの条例に
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なっていると思うので、そういう部分というのは、冒頭に言った協働の部分ですね、

法律だとか、条例で枠組みをつくるんじゃなくて、一緒に参加をしながら、リサイ

クルというものはどういうものかというものも勉強しながら資源の循環を図り、ご

みを減らしていくというのが大前提なんで、ぜひとも、今後も課題にはなろうかと

思いますけれども、啓発のほどをしてもらい、よりよい開成町の循環型社会をつく

る、まちづくりの構想の実現に向けてよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 


