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日時：平成２９年３月２２日（水曜日）１４：００ ～ １６：００ 

場 所 クリーンセンター広陵３階研修室大 

議事内容 

（１）第 13 回、第 14 回の議事概要について 

（２）広陵町ごみ処理町民会議設置規程の一部改正について 

（３）山辺・県北西部広域環境衛生組合の進捗状況について 

（４）広陵町ごみ処理町民会議「提言書」について 

鍵谷会長あいさつ 
＜幹事会での内容の説明＞ 

・「提言書」を「中間報告書」とする。 

中尾副町長あいさつ 

・町行政の状況 

認定こども園、小・中学校空調設置の

件 

・フェニックス再開に向けての現状報告 

【議事概要】  

（１）第 13 回、第 14 回の議事概要について 

発言者 回答者 

会

長 
説明を事務局よりお願いします。 

事

務

局 

＜第 13 回の議事概要＞ 

・修正等の連絡がなかったので、こ

の内容でホームページに掲載する。 

＜第 14 回の議事概要＞ 

(1)第 12 回と第 13 回の議事概要の

説明 

(2)山辺・県北西部広域環境衛生組

合の進捗状況 

①第 2 回運営協議会開催（11/18） 

※組合周辺地区環境整備基金に係

る協定書(案) 

・H29～H35 まで分割して積み立

てるものであり、7 年間で 11 億円

積み立てすることになる。この 11

億円は奈良モデルの補助金として

ごみ処理施設建設時に入ってくる

が、前もって積み立てり計算をして
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いる。この額はごみ処理量割りとな

っており、先で変動することもあ

る。 

※H29 予算概要 

・歳入歳出予算 334,228 千円 

※組合への派遣職員 

・現在天理市から 6 名だが、H29

からは 1 名増との考えであり、大和

高田市から 1 名派遣するとのこと

である。 

※焼却場の賃貸借契約の件、一般廃

棄物処理基本計画の策定の件の報

告があり、土地の賃貸借は 3/11 付

けで天理教と契約できたとのこと。 

会

長 

はい、ありがとうございました。

何か質問はございませんか？こ

れはこのままホームページに載

るんですか？ 

事

務

局 

はい、このまま載せさせていただき

ます。 

 

会

長 

基本的に委員の名前や地区名は

載ってないでしょうね？ 

事

務

局 

今回は 13 回を載せますが、特に問

題はなかった。14 回の中には議論

がありましたので、地区名は載せず

にします。 

（２）広陵町ごみ処理町民会議設置規程の一部改正について 

発言者 回答者 

会

長 

これはアップしていいですね。間

違いがあれば公表されてしまい

ますので、意見はありませんか？

間違いがあるかも知れません、修

正できますので気がついたらま

た聞きますので言ってください。 

次に議事（２）番の広陵町ごみ処

理町民会議設置規程の一部改正

についてを事務局説明願います。 

事

務

局 

大きく３点ございます。 

①第 2 条第 7 号の「委員より推薦

され幹事会で認められた者５人以

内」を追加しました。 

②第 4 条のただし書き以降の第 2

条第 1 号から第 5 号までの委員、

地元及び周辺大字区長において、大

字区長でなくなっても、任期までは

委員として町民会議に出席するこ
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ととします。 

③第 7 条第 3 号の「その他、会長

が必要とする時」を追加しました。 

あと、少し文字の誤りを訂正しまし

た。 

（３）山辺・県北西部広域環境衛生組合進捗状況 

発言者 回答者 

会

長 

規程の一部改正について色んな

意見が出てましたので、事務局に

提案していただきました。幹事会

でも意見はなかったように思い

ます、何かご質問はございません

か？区長さんが任期途中で代わ

りますと、引継とかがあり、新し

い区長は何も知らない状況で会

議に参加するため、議論に加われ

ないこともあることから規程を

一部改正して会議に出席できる

ようにしています、これでいいで

すね。なければ、次に議事（３）

山辺・県北西部広域環境衛生組合

の進捗状況についてを事務局説

明願います。 

事

務

局 

○組合の進捗状況は今まで口頭で

しか報告させていただいておりま

せんでしたので、前回の会議の中で

意見があり概要としてペーパーで

お示しさせていただきました。時系

列に記述させていただいています。 

○未報告分の 2 回分を説明させて

いただきます。 

・H29 第 1 回組合議会定例会の開

催･･･H28.8～H28.12 までの例月

出納検査の結果報告、議会副議長選

出、第 1 号議案平成 29 年度組合一

般会計予算の審議があり、全員一致

で可決されました。以上です。 

（４）広陵町ごみ処理町民会議「提言書」について 

発言者 回答者 

会

長 

ありがとうございます。何か質問

はございませんか？直接関わる

ことですので、逐一報告をお願い

します。なければ次に議事（４）

の広陵町ごみ処理町民会議「提言

書」についてを事務局説明願いま

す。 

事

務

局 

前回の会議で 3/31 付けで町長に対

し、町民会議からの提言書を提出す

ることで、委員のみなさん方に提言

書を配布させていただき意見を求

めておりました。４件の意見があ

り、それを踏まえ、先週臨時幹事会

を開催し、様々な意見をいただきま

した。 

その中では、本提言は中継施設の建
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設場所については、現施設を中継施

設として考えている。この場所あり

気の話しがほとんどで、まだまだ議

論の必要がある。とのことや跡地利

用についても全く触れていないと

の意見がありました。つきまして

は、このまま提言という訳にはいか

ないことから、町民会議でどのよう

な議論をしたのかを中間報告とし

て一旦町長に提出する方がよいの

ではないかとのことでしたので、今

回は提言書でなく、中間報告書とし

てみなさんにお配りさせていただ

いております。 

 中間報告書には提案のありまし

た４件の意見を踏まえて作成させ

ていただきました。先ほどの話しの

とおり、本日の午前中に会長と中間

報告書について協議し、意見をいた

だきましたものを反映したものが

机の上に配布させていただいてい

る中間報告書であります。赤字部分

が訂正した箇所であり、今回それに

ついて様々なご意見をお伺いして

町長に対し、中間報告書とさせてい

ただきたいと思います。この会議の

中で議論いただきました内容を一

任していただきましたら、臨時幹事

会で最終とりまとめしまして、町長

に中間報告書を提出いただこうと

思っています。その中で４件ほど意

見書が出ましたので報告させてい

ただきます。 

＜意見書から求められたこと＞ 

○高濃度ダイオキシン問題の項目

も入れ、その対応策にも触れる。 
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○町民会議の目的は中継施設の建

設場所の選定と現施設の跡地利用

の協議とあるが、中継施設の選定に

関することだけで、跡地利用につい

て触れられていない。 

○協定によると跡地利用の活用方

法の決定が先であり、中継施設はそ

の後の話しである。 

○具体案を出し、それぞれメリッ

ト・デメリットを示し、その中から

町民会議としてどれを推薦すると

いう形をとればいい。 

○様々な候補地として意見はあが

っているが、どれも特定できなく、

特定できるのは現施設のみである。 

○ただ協定書の遵守を求めている

だけである。 

○提言でなく中間報告とする。 

・提言とは決定事項を伝える必要が

あり、もっとまとまった形、もっと

しぼった形であるべき。 

・町民会議委員の共通認識を確認す

る材料として取りまとめたことと

する。 

○中継施設の場所選定と跡地利用

とを並行して検討すべき。 

○避難所機能を併設した施設の検

討。備蓄基地として有効活用を。 

○地元の理解が全てである問題を、

地元が受入について協議してもい

いとの確認もないままここを候補

地のごとく取り扱うことはしては

いけない。 

○全体スケジュールの見直し 

○天理市での広域事業が操業まで、

空白の 1 年はどうするのかを提言
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ならば記述する必要があるのでは

ないか。 

＜幹事会で求められたこと＞ 

○跡地利用のことはほとんど提言

されていない。 

○跡地利用は町として何をしたい

のかの素案をあげ、それを基に各大

字に意見を求めてはどうか。 

○公共施設管理計画に沿っての跡

地プランを。 

○跡地にはどういった建物なら建

築可能か。 

○今の施設を撤去した場合、補助金

の返還はないのか。 

○地域が使える施設（コミュニティ

施設）の検討 

等の意見が出ており、再度協議をし

ていただければと思います。 

会

長 

ありがとうございます。私はダイ

オキシン問題で地元に４回出た

がダイオキシンの話しが出ず、町

民会議で進めている跡地をどう

するかという話しがでている。 

当然色んな意見があるがまとめ

ると、先ほど事務局が説明した内

容ではないかと思います。 

臨時幹事会での意見は、先ほどの

６項目であり、それをまとめると

協定でいう跡地利用については

具体性がなく、途中でごみ焼却施

設から急に中継施設に変わりま

したから、中継施設とは何かとい

うことで、そちらの方に傾きすぎ

たのではないかという懸念もあ

り、協定書と中継所とは本来区分

して考えないといけないという

事

務

局 

お手元にお配りしています赤字で

修正している部分の説明をさせて

いただきます。 

まず表紙、中間報告書と書いている

ところの今までは、「ごみ中継施設

建設場所の選定及び現施設の操業

停止後の跡地利用」についてをひっ

くり返し、「現施設の操業停止後の

跡地利用及びごみ中継施設建設場

所の選定」についてに変更していま

す。 

次の本編 1 頁の「はじめに」のよく

出てくる「クリーンセンター広陵」

を「以下現施設」、「ごみ処理町民会

議」を「以下町民会議」とします。 

他、一番下の行を「今後の現施設の

操業停止後の跡地利用及びごみ中

継施設建設場所の選定について、地
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ことが気になりまして。中継所の

議論が多くて、具体的な跡地の議

論が少ないというのを踏まえて、

事務局で提言まではちょっと無

理ではないので中間報告としま

しょうという話しになりました。

提言になると結論になるので、十

分に議論しないと、適切でないこ

とから今回は中間報告というこ

とで議論しました。残された審議

は不十分なところを具体的に議

論していく方向付けになりまし

た。色んな意見はありますが、そ

のような形で幹事会で決まりま

したので、みなさんにお示しする

という形になりました。 

次に私なりに中間報告書を箇条

書きにわかりやすく修正させて

いただきましたので、事務局から

内容の説明をお願いします。 

元及び周辺大字からの意見をお聞

きし、次の事項に留意して町民会議

で審議・検討を行い、適切な時期に

提言させていただきます。」としま

す。 

次に最初は第一から第四まであり

ましたが、第一から第三ということ

で、第一に周辺環境への負荷軽減に

配慮しながら、問題となった高濃度

ダイオキシンについても、基準値を

確実に厳守すべく対策を講じ、一層

安心安全な施設運営を求めてまい

ります。 

第二に、地元及び周辺大字と結んだ

「協定書」に基づいて、現施設操業

停止後の跡地利用について、地元の

要望や施設の必要性、利便性等につ

いて複数の事例を示し、地元との合

意形成を促されたいと考えます。 

第三には、ごみの中継施設の建設場

所の選定にあたっては、一団の敷地

の確保、ごみ運搬の利便性及び町財

政の負担軽減などを総合的に検討

し、必要があると認めたときには、

町長に対して必要な措置を講じる

ように提言します。という形にさせ

ていただいています。 

会

長 

私が修正させていただきました。

これまでの経緯と最後にこれか

ら何をしていくのか、その時の町

民会議の立場を箇条書きに３つ

にまとめ、町からの資料に対して

審議をしていくと思い記載させ

ていただきました。何かございま

せんでしょうか 

委

員 

説明があり、現施設の操業停止云々

は前と後ろを交換しただけで、一つ

一つやっていかないとだめだと思

います。先生が言われたように、4

ケ大字のダイオキシン問題でお越

しいただいた時 160戸の内 41名参

加された各大字の参加率が分かる

のであれば教えてください。 

まずは跡地をどうするのかを決め
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て、それから中継施設の話しをした

らいいと思う。停止後更地にして公

共施設にするとか具体的な案を示

してほしい。３月３１日に跡地が決

まってることになっているが決ま

ってません。14 回も会議をしても

決まらないのなら止めといたらど

うか。もっと早くからして蓄積して

来年はこうしようと粗方道筋がつ

いてから会議をするのではないか。

まず跡地利用をどうするか、中継施

設をどこにするかということです。 

先生が言ったようにダイオキシン

問題よりも私の区は 90％中継施設

をどうするんやと、またクリーンセ

ンターを跡地にもってくるのと違

うかという意見ばっかりでてまし

た。副町長言いましたよね、協定に

基づいて中継施設はここに持って

きませんと跡地はきれいにします

と明言されましたよ。そのとおりや

ってほしいのが私の意見です。 

 

  

副

町

長 

最初のあいさつで色んな話しがで

たと言いました。どのタイミングで

話しをしようかと迷ってました。口

火を切っていただいたんで、説明し

ますと、4 ケ大字を回ったなかで、

中継施設をつくるということがお

かしいと。元々協定書は更地にして

返すというのが基本中の基本であ

ると言われています。そのことに対

して私は全くその通りであるとお

話させていただきました。そのこと

を町民会議の中で話す機会があれ

ばと思ってました。ただ、地元全員
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の方がそう思っておられるかどう

かということでお話をさせていた

だけるのかとも、こちらが勝手に解

釈しているとこもありますけど、基

本的には今おっしゃった跡地のこ

とが先の話だということを踏まえ

ての施設を持ってくる議論にしな

ければいけないのではないかとい

うのが後の３地区の気持ちもほと

んど一緒だったかと思っています。

堅い約束の協定書がありますので、

中継施設と言えどもそのような施

設になりますので、お叱りを受けて

おりますが、こういう風にしたいと

いうプランをお示ししながら並行

して中継施設をどうするのかとい

う議論に持っていくべきかと思っ

ておりますので、今後次回の町民会

議の中でお示しさせてもらうと思

ってますのでよろしくお願いしま

す。 

会

長 

私もそこに出席していましたの

で、その話は聞いていますし、言

われるとおり、言い訳かも知れま

せんが、この跡地はごみ焼却施設

は作らないという前提だったも

のですから、一番先にごみ処理施

設の整備というのが頭にあって、

それを設置場所等を検討すると

いうことを優先してきたような

気がします。その後、協定書で定

める跡地利用が入ってきた訳で

す。そこへ突然広域化の話しがあ

り、中継所ということになったも

のですので、ごみ焼却施設から中

継施設に急に変わって、しかも中

委

員 

協定書の件で今も問題になってま

したけど、我々は後から入っている

ので、先輩が決めてくれたことで

す。一番最初の説明会では、この駐

車場のところに温水プールの計画

があったと思います。ごみ焼却場オ

ープンの時に熱源を利用した温水

プールができます。っていうことで

したができていません。予算がなか

ったのか経済事情は知りませんが、

地元の人が騒いでるというのであ

れば潰したあとにつくればいい。ど

うなっているのか分からないけど、

その辺事務局の方で協定書のでき

る前からのことを一度教えてくだ
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継施設とは何？ということで、ほ

とんど知らないしいくらかかる

のかも知らない。というのでまず

は理解してもらうことから、関係

する敷地やら建設費用やら出し

てもらいみなさんに勉強しても

らい、意見をいただいたところで

す。振り返ってみるとそればっか

りしていた感じになってしまし

まして、肝心の協定書に定める跡

地利用については具体性にかけ

ていたと幹事会でも反省をして

いたところです。その中で提言と

いうのが難しいだろうというこ

とで中間報告の形になりました。

そのことに早く気がついて、ひっ

くり返してやれば良かったけど、

急に知らない施設に変わって、地

元の方には全く約束違反にうつ

らざる経緯があり大変申し訳な

く思っています。今いただいた意

見を中心に今後跡地利用につい

て、審議したいのが幹事会の意見

でした。以上です。 

さい。なぜこの話しになっていたの

か。 

会

長 

わかりますか？ごみ焼却だった

ら今の話しになりますけど、その

辺を今答えられなかったら整理

して置いてください。 

委

員 

今、言われたように区としても同じ

ことを言いたいです。今、温水プー

ルの話しがでて、我々の大先輩から

もここで温水プールができる、いい

施設ができると暗黙の内に聞かせ

てもらってます。通学路に信号機が

設置すると約束してもらってると

聞いて、今回、念をつけておけと言

う年配者がたくさんいてます。我々

は兵隊やから分かりませんけど。 

操業してから７，８年経つのに何の

音沙汰もないというのが地元の声
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です。よろしく頼みます。一つ一つ

片付けていかないと、二段飛び三段

跳びして陸上選手と違いますので。 

  
委

員 

今、協定書の話しがでております

が、区で結んだ協定書確認しまし

た。その中で一番大事な１行ですけ

ど、更地にして撤去すると。その文

言が入ってますね。後の再利用、公

共施設とか書いてますけど、区とし

ましては、各 4 ケ大字で温度差があ

ります。私の区は協定書の見直し作

業に応じる覚悟はあります。これは

うちの区だけだと思います。他の大

字はがんとして駄目だと。その中で

このような意見が一つでもあると

いうことです。区では協定書の見直

しに上がらせてもらいますよ。とい

うのは私、心配性でここで中継ステ

ーションをやるのとやらないのと

では値段の差で１０億円、概算です

がでてましたね。町の方で金のこと

心配しないでいいとおっしゃるの

であれば別ですけど、広陵町の人口

35，000 人、一人当たり 3 万円の

費用負担になります。当然１０億円

を借入金としてまかなうのか、町民

会議では関係ないと思うんですけ

ど。また、歳入は決まってますね。

心配しないでいい、来年から毎年１

億円ずつ増えていくと言うのであ

ればいいんですが。決まった歳入の

中で社会保障を切るのか、教育の方

を切るのか都市整備を 2 割カット

するのか、そうしていって借入金の
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返済の方が楽になります。その辺の

ことを町民会議での場で申し訳な

いですけど、その辺も踏まえてここ

のステーション有りきじゃなしに、

ここしかしょうがないなと思って

います。だからそれに対して協定書

の見直しに区として話しにはのせ

ていただきます。 

  

副

町

長 

ありがとうございます。そう言って

いただけると心強いですが、別に先

ほど委員から温泉の話しが出まし

たので、私の方からお話させていた

だきます。確かに一番最初に地元か

ら話しが上がったのは、古寺区から

でした。当時はそういう声も上がる

のではないかと準備していた面も

あり、全員の総意であればしましょ

うという返事もしたと思います。そ

の中で温泉を含めた当時ワンダー

ランド計画というこの地区全てを

モーラした土地利用の図面を作り

まして、こういう場所にしたいとい

うことで進んでいたという経緯が

ありましたが、温泉を作るにはここ

の熱源のごみ量では足らなく、３～

５倍の熱源がいるということで足

らないという結果がでました。 

また、１ｍ10 万円あればボーリン

グして 1km 掘ればということで温

泉業者を呼び話しをしました。奈良

県内では 1km 掘れば温泉という温

度のお湯が出ると、約 1 億円あれば

出ると聞いておりましたが、その話

しをしている中で、“そんな温泉を

掘ってどうするのか”という話しも

あって決定に至らなかったという
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のが事実です。協定締結時に公共施

設及び文化施設に特化した方がよ

いのかという考えもありました。こ

ちらの判断により、地元が願ってい

るのだから、意見を尊重し、最優先

しなければならないし、選択肢の一

つに加えさせていただくことも、お

話を聞いて思う訳で、今、委員さん

からもありがたいご意見をどのよ

うにまとめていけば良いのか即答

しかねますので、町長とも相談させ

ていただいた上で回答させていた

だきますのでよろしくお願いしま

す。 

会

長 

質問は色々とあると思いますが、

一通り説明していただいて、その

後に質問ということで受付した

方が良いのかなと思いますので、

事務局続きをお願いします。 

事

務

局 

３頁の広域化までの背景をご覧く

ださい。変更部分ですが、ごみ処理

にかかるダイオキシン類発生のガ

イドラインがあり、恒常的な対策と

して、高度な処理機能を有する大型

の焼却施設による対策が指導され

ています。さらに平成 12 年 1 月に

ダイオキシン類対策特別措置法が

施行され、排ガス等の規制基準が強

化されています。という部分を追加

しています。 

次に4頁の3、基本的な考え方です。

この部分は変更ないですが、協定の

広陵町新清掃施設設置及び操業に

関する協定書、4 か大字との協定

で、文言として入れさせていただい

ています。内容は変更ありません。

最後に 4 のまとめでございますが、

前半部分は先にお送りさせていた

だいた内容でありますが、赤字部分

の変更があり、説明させていただき

ます。中間のところ、このような、
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ごみ処理を巡る社会的な状況が変

わったところから、町民会議の役割

も単独ごみ処理施設からごみ中継

施設の建設場所の選定へと大きく

変更することになりました。特にご

み中継施設については、事例や知見

が少ないことから町民会議として

視察を実施するとともに、建設費や

維持管理費などについて提示し、ア

ンケート調査を実施し、現施設廃止

後の跡地利用についても意見を求

めて参りました。 

ごみ中継施設の候補地としては、諸

条件のもと様々比較検討した結果、

現施設の跡地を利用することが最

も優位であるとの意見が大勢を占

めましたが、選定までには至ってお

りません。 

また、協定書で定めている跡地利

用、公園緑地、教育文化施設、体育

施設又は福祉施設については、具体

的に提案していただき、これを町民

会議で審議して実現することが重

要ですが、具体的に乏しく、十分に

議論が行われたとは言いがたい状

況であります。このような状況及び

地元説明会並びに臨時幹事会等で

の意見を踏まえれば、町民会議とし

て町長に提言するには審議が不十

分との認識のもと、今回は審議経過

や審議内容を中心にして中間報告

として提出することにします。とい

うことになっています。 

会

長 

ありがとうございます。赤字部分

は私が修正したところで、特に最

後のまとめについては、提言とい

委

員 

ごみ並びに跡地利用について、規約

の中にあるんですが、資料をもらっ

て初めて協定書を見ました。中継施
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う形で書かれていたので、それを

中間報告に見直しをしました。な

ぜ中間報告になったのかの経緯

は、系列的に分かりやすく内容を

並べてみますと、肝心の協定書の

跡地利用について、時々上がって

くるんですけど具体的な今おっ

しゃったプールは私も初めて聞

きまして、その話は最初から提案

してもらっていたら対象になっ

ていたんでしょう。ちょっと審議

するには不十分であると認識し

まして、幹事会でも色々と意見を

求めましたら、やはり提言は難し

いと、もっと十分に審議しながら

地元との話し合い、みなさんの意

見を聞きながら、もう少し詰めた

らどうかという結論になり、それ

を時系列的にまとめたのが、最後

の赤字の所で事務局から説明し

ていただきました。ご意見はござ

いませんか。 

設をつくると言ったときに規約改

正された時に協定書らしい物があ

るということは聞いていましたけ

ど、内容は知らせてもらっていない

です。内容をみると町民会議では跡

地まで立ち入ることはできないと

思い、やはり地元の大字と町と審

議、議論されて最終的に町民会議に

出るものだと解釈している。跡地ま

で口をだすのは越権行為だと思う

んですがどうですか。 

  
会

長 

色々意見はあるが、最初に町民会議

の設置規程があり、規程で決まって

いる以上、そちらでやってください

という訳にはいかないので、やはり

町としては第三者的な意見が必要

であると私は捉えている。 

  

副

会

長 

今の話し当然だと思う。協定書につ

いては当時から立会し関わってお

ります。内容も把握しており、おっ

しゃるように協定書があれば仕方

がないことだと思いますが、町民会

議の設立の目的であり、跡地利用に

ついても当然審議してほしいとの

ことです。ごみ処理施設ができて協
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定されたが、天理市で引き受けてい

ただいたことから、中継所の建設の

話しが出てきたわけです。どこであ

ろうが作らないといけない施設で

あることは事実であります。そうい

う意味を踏まえてこの跡地利用に

ついては口を挟むべきでないとい

うのが協定書を見たらそうかも知

れませんが、町民会議発足の時も町

長から跡地のことについても協議

していただきたいと言われており

ますので、私はしていくべきだと思

っています。 

  
委

員 

良くわかるんですが、町長の話もあ

ったということも分かります。中間

施設に変わって跡地利用の時にこ

の協定書を出してもらわなかった

ということです。今になって協定書

があるのだったら、口を挟むことが

可能なのかということ。ちょっと疑

問が出ますので意見を言わせても

らったわけです。 

会

長 
今まで出してなかったんですね。 

委

員 

出ていません。初めて資料として見

ました。 

会

長 

新たに委員になった方には協定

書とか設置規程とか基本的なこ

とは一通り説明するか、何とかし

ておかないと。当然こういう意見

が出てきますしなかなか難しい

ですね。 

事

務

局 

私自身、みなさんご存じだと思って

いました。協定書は H17 に結んで

おりまして、町民会議設置規程の中

で色々と改正させていただいてお

り、現状に即した形で運用させてい

ただいています。今の流れで言うと

町民会議設置規程に基づいて、不備

があればみなさんに意見をいただ

き改正しているところです。町民会

議の中で跡地の話し、中継施設の話

しの議論の場であると考えており

ます。 
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委

員 

跡地利用の件ですが、協定書を見

ましても操業開始後７年で跡地

利用の会議をすることになって

いますが、今まで放置していたと

いうのは役場の方はご存じです

か？ 

事

務

局 

放置でなく広域化で天理市の方に

行ったということで、協議している

跡地利用の会議も書いているわけ

ですが、あの中の議論は中継施設だ

けの話しが大半でして、跡地利用に

関して委員さんにアンケートをい

ただいた時に初めて出てきたのか

と感じています。 

委

員 

協定書は平成 17 年に交わされて

います。それから何年も経ちま

す。先ほど区長さんがおっしゃっ

ていたように、その時に温水施設

を作るとか、私も当初から関わっ

ていて、そういう約束で協力した

わけです。ところが何もこの施設

に付随施設ができていないわけ

で、その時に甘い言葉を言われ

て、だまされて、7 年経ったら協

議し、10 年経過するまでに決定

するという事になっています。何

もされていないのではないです

か。いくらいいこと言われても信

用できないです。 

  

会

長 

いいですか。町民会議の進め方で

すけど、ちょっと偏ったせいでは

ないかと、私の責任でして、これ

からはもう少しごみ中継施設と

ごみ処理施設の違いを、理解して

いない人もたくさんおられます。

また協定書に基づく跡地の利用

について、どんな考えがあるの

か、投げかけるのか具体的な話し

も出ていますので、それを踏まえ

重点をおき、同時進行でもう少し

具体的な跡地利用について、次回

から審議を続けたいと思ってま

事

務

局 

今、会長がおっしゃったように計画

させていただきます。大変遅くなり

ましたが、次回、協定書に基づく跡

地利用、スケジュールを提示させて

いただきます。 
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すのでいかがでしょうか？ 

  
委

員 

色々と意見が出ていますが、私はあ

くまでも協定書を遵守すべきだと

考えます。町が決めたことですの

で、これを覆すのは大変なことで

す。町の財政が苦しいというのは分

かります。もっと色んな方法がある

はずです。例えば安い農地を買収し

てそこで建てるとかできると思い

ます。坪 10 万、15 万する高い場所

を利用するから、大変な経費がかか

ると思うんです。農地は安いです

よ。そこを利用すべきだと思いま

す。アンケートに跡地を利用して、

そこを併用してとありますが、そん

なことはできないでしょう。利用す

るかしないか、4 か大字の方に迷惑

をかけるなら、売り払って他で建て

るべきだと思う。町のアンケート

は、誘導アンケートと感じた。私も

アンケートを出しましたけど反映

されてません。もっと広く考えたら

どうかと思います。3 万 4 万の町が

あっちこっちと考えて、結局は天理

で大きな施設ができる様になった

のでは。中継所も三宅とか川西とか

どうするのか、大きく考えたらでき

るのではないか。4 か大字の方には

大変迷惑をかけているしお世話に

なっているので、きっぱりとまずど

こに中継所を作るかということに

絞って、町にも案がでていると思う

ので、それをもっと進めていけばよ

いと思います。 
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会

長 

ありがとうございます。一つの意

見ですし、そう思っている人もた

くさんいるでしょうし、言われた

ことは確かですが、もう少し整理

しておきたいのは、農地を利用す

る場合どんな規制があるのか、ま

たできるのかも時間があれば整

理してほしいと思います。 

  

委

員 

今の流れにそぐわないかも知れ

ませんが、意見を求められました

ので、提言書ですけど、この協定

書、委員の共通認識として一つの

材料としてとどめておきまして、

それ以上広げてくれるなという

ことで、アンケートで申し上げた

ところで、提言ではなく、報告と

いうことでいいのでは。中間報告

として町長に報告に会長が赴く

のにどんな意味があるのか、副町

長も委員で全部知っている訳で

町長室の隣におられるので、すぐ

に行って、こうなってますと報告

すればいいことでして、事務的に

はそう大層にしなくても、会長が

町長室に赴くのにどんな意味が

あるのかわかりません。役場の方

が職員間で話し合いが十分され

ていないことがあり、非常に心配

しています。それをお願いしたい

と思います。 

会

長 

そこまでは考えておりません。あく

まで中間報告ということで、けじめ

をどういう議論されてどうなって

いるのか、その当たりの報告をする

だけでして、幹事のみなさんが行く

のは適切でないと思っています。行

くんでしたら私一人が行って説明

してきます。裏取引はいたしませ

ん。後どうするか、もう少し報告書

を確認してほしいです。 

  

事

務

局 

今日、お手元に配布したばかりなの

で、ある程度一定の期間をおきまし

て、また読んでいただいておかしい

ところがあれば、事務局まで報告し

てください。集約して臨時幹事会を

開き、幹事にお任せいただき中間報
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告として会長から町長へ提出とい

う形にさせていただくのが一番良

いのかと思います。今日この場で意

見というのは出ないかと思います

ので、また、事務局まで提案してい

ただくようにお願いします。 

会

長 
いつ頃までにですか。 

事

務

局 

４月７日金曜日に事務局までお願

いします。修正があれば幹事会の方

で協議をお願いします。 

会

長 

幹事会でまとまったものを町長

に提出するということでご了承

いただきますでしょうか。 

（了承の声あり） 

ありがとうございます。それでは

そういう方向で検討したいと思

います。事務局の方もたくさんあ

るでしょうがお願いしておきま

す。 

委

員 

今、議論した内容で大字の地元で交

渉はされていますか。協定書に基づ

いて。 

  
委

員 

すいません。区としては協定書の話

しをして、ごみ処理町民会議委員と

して、この前事前にいただきました

ので、一番隣接する垣内として役員

を呼び、中間報告書の内容の質問書

として作って、垣内として持ってい

ます。また、区の方にも打診しよう

と思っています。区は単純に施設は

元に戻してほしいと、協定書に基づ

いてしてください。と、そのことだ

けで書いています。だから、先ほど

委員さんも言ってくれたように協

定書に基づいてしてほしいという

のが主旨なんでよろしくお願いし

ます。 

  
委

員 

これはみんな違いますので、私はそ

ういう意見ですが、他の区は違いま

すので。 
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委

員 
私の区は反対させていただきます。 

会

長 

地元説明会を含めて関係者の話

をお聞きしていますので、そうい

う意味を含めて提出させていた

だきますので、これからも色んな

議論を進めさせていただきます。 

委

員 

絶対反対で結構なんですよ。それで

反映させてもらったら、町民会議で

どうかは別にして。広陵町にいって

もらったらいいんです。他の大字さ

んを含めてこういう風にしたい青

写真をもっておられて、大字の中の

町民の方の意見を踏まえて、真摯に

町としてやってもらわないと反映

のないまま町民会議をして、また同

じ経緯をたどりそうなんです。もう

こうなるとメリハリを付けたよう

な進展しかこの時期におよんで、も

うないので覚悟をもって各大字で

やってほしいです。申し訳ないけ

ど。 

  
委

員 

今、いただいた報告書、実際区民の

みなさんに説明した場合、どういう

意見が出るか全然わかりません。そ

の時は私の区としては臨時総会を

開いて、来れない人には委任状を出

していただき、多数決で決めたらい

いことなんで。私はそれでいこうと

思ってます。当然反対意見もありま

す。全員賛成というのはないと思い

ます。たまたま、協定書の見直しを

言いましたが、他の大字のみなさん

は見直すことはしないとおっしゃ

る場合もあります。これは私一人の

意見ですから。その場合町としてど

うされるのか。この話しだけでも

２，３年かかりますよ。だから、先

ほど委員が言われたように家を建

ててから荷物を買ったらいいんで、

荷物を買って、家に入らないでは歩
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合が悪いので、これをどこに持って

いくのか集中に決めても１，２年い

や 3 年かかるかも知れません。だか

ら限られた期間ですから、何とか知

恵を出していただいて、大字に持ち

帰って、話しをされるかも知れませ

んし、何度も言いますが各大字で温

度差がありますから、考え方が違い

ますから、それだけ承知していただ

きたいと考えます。 

  
委

員 

最後にすいません。協定書云々も大

事でしょうが、果たして１２、１３

年前に決めた時にはいいと思った

ことが、現在少子高齢化と言ってい

る時にそんな気楽な話しにお金を

使ってもいいのかというのも入れ

ておいてください。この協定書も区

としては変えてもらってもいいで

す。あくまでこれを中継基地にした

って、跡地利用の一環だから潰して

ご破算にして、また借金して使うか

使わないか分からないようなプー

ルを作るのか。何にするのか優先順

位を決めないと。早く決めないと空

白の 2 年間だけでなく、後をどうす

るのかという話しになりますので、

ごみの停滞は一日でも町民とした

ら困ります。それだけは言っておき

ます。 

  
委

員 
事務局はもっとすり寄らないと。 

  
委

員 

協定書の時は、ごみ処理施設なんて

絶対に作らせないということで、が

んじがらめの協定書にしたわけで

す。住民エゴも入って。 
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会

長 

基本的に今の意見を協定書から

見てみると第 11 条の協議に、こ

の協定に定める事項で疑義が生

じた場合及び変更すべき事項が

生じたときは、甲乙協議する。と

ありますので、何があっても協議

しなければならないと分かって

ますので、それを含めて次回も意

見を加えながら進めて参りたい

と思いますのでよろしくお願い

します。まだまだあるかも知れま

せんが、最後に次回の日程等をお

願いします。 

事

務

局 

それでは、次回の町民会議は 5 月中

にと考えております。6 月には町長

選挙が予定されております。早い目

に決定しまして事前に資料の方を

送付させていただきます。それまで

に臨時幹事会を開きまして、決定内

容を委員さんに送付しますのでよ

ろしくお願いします。 

会

長 

最後に青木副会長より、ごあいさ

つをいただきたいと思います。 

副

会

長 

今日は色んな意見をいただき、まだ

十分出てないかも知れませんが、事

務局もきっちり踏まえて、何が何で

も専門的な事の資料であり、役所は

持っているわけですから、そのこと

を踏まえて、こんな話しがでた、田

んぼが安いところがある、等そんな

ことも精査していかれたい。間違い

なしに中継施設は必要であります。

間違いなしにどこであろうが必要

であり作らなければならない。それ

と広域の話しが出まして、他で中継

施設を一緒にしたらどうかという

話しがないこともないわけで我々

議会でも話しがあります。ただし、

自分のところでも大変な話しにな

っていくことをよそも言っておら

れます。しかし、一緒にできれば幸

せですが、たまたま天理市さんがや

ることについては天理市及び地権

者や天理教さんには大変色んな意

味でご協力があって、たまたま上手

くいったということです。また、県
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の財政支援もあって良かったと思

っています。広陵町は狭いところで

新しい施設をもう一つ作って行こ

うとすると大変な財産負担になる

ことが事実です。そういう意味で一

人一人町民にかかっていくわけで

すから、自ら出したごみ処理のため

中継施設は大事です。放っておくわ

けにもいきません。そういう意味で

跡地利用、更地にして跡地は何でも

いいというのは跡地利用ではない

と思います。せっかくここにこのよ

うな形があるのであれば、我々議会

の立場ですから、やはり有効活用を

していきたいと。また、してもらわ

ないといけませんし、させなければ

ならないし、そういう考え方を持っ

ていますので、更地にして草をはや

しておく訳にもいかず、そうなれば

何をしているのか知れませんので

大いに議論していただきたいと思

います。本日は長時間ありがとうご

ざいました。 

会

長 

これで終わらせていただきます。

ありがとうございました。 
  

  


