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日時：平成２９年９月２９日（火曜日）１４：００ ～ １５：３０ 

場 所 クリーンセンター広陵３階研修室大 

議事内容 

（１）第 15回、第 16回の議事概要について 

（２）山辺・県北西部広域環境衛生組合進捗状況 

（３）ごみ処理施設とごみ中継施設の比較について 

（４）ごみ中継施設整備手法別対比表（案） 

（５）現施設操業停止後の跡地利用及び中継施設建設スケジュール

（案） 

鍵谷前会長あいさつ 

＜幹事会での内容の説明＞ 

・前回、前々回の議事概要の件 

・広域組合の進捗状況の説明 

・ごみ処理施設と中継施設の比較の件 

・中継施設整備手法の対比表 

・再度スケジュールを示す 

山村町長あいさつ 

・町長選挙があり２期目のスタート 

・任期中に中継施設を完成 

・広域組合の件 

・ダイオキシン問題のお詫びとフェニッ

クスセンター搬入再開の件 

松井副町長あいさつ 

・９／２２付けで町長より選任いただ

き、議会で承認いただき副町長に就任さ

せていただいた。 

・跡地の利用、中継施設の建設の意見を

いただき進めていきたい。 

畑守委員紹介 

○前古寺区長の畑守氏が前回の会議の

中で承認いただいたので、今回から参加

いただいている。 

資料確認 

○事前に配布させていただく予定であ

ったが、会長との事前会議も遅くなり、

今回は当日配布となった件についてお

詫びをする。 

・山辺・県北西部広域環境衛生組合進捗

状況【資料１】 

・ごみ処理施設とごみ中継施設の違い

【資料２】 
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・ごみ中継施設整備手法別対比表【資料

３】 

・現施設操業停止後の跡地利用及び中継

施設建設スケジュール【資料４】 

の確認 

【議事概要】  

（１）第１５回、第１６回の議事概要について 

発言者 回答者 

会

長 

議事の概要を事務局説明願いま

す。 

事

務

局 

第１５回の議事概要は修正等の連

絡がなかったので、この内容で HP

に掲載します。 

第 16回の議事概要の説明を行う。 

・議事（１）委嘱状の交付 

2 年の任期切れに伴うものであ

り、変更なしの再任となる。任期は

H31.3.31 となる。 

・議事（２）会長、副会長及び幹事

会について 

 事前の幹事会で前回と同様で継

続をお願いし快諾を得てみなさん

の意見を聞いたところ、反対なしで

幹事をお願いした。 

・議事（３）第１４回、第１５回の

議事概要について 

説明した。 

・議事（４）協定書に基づく跡地利

用について 

 クリーンセンターの敷地面積、建

物面積、現施設のごみピットから北

側の炭化施設面積の説明と現施設

の平面図、立面図、断面図等の用途

を資料４枚で示した。 

・議事（５）跡地利用及び中継施設

建設スケジュール 
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 以前からのスケジュールは跡地

利用については全く触れていなか

ったため、今回跡地利用スケジュー

ルとごみ中継施設建設場所の選定

及び方針決定までのスケジュール

を示した。  

会

長 

第 15回、第 16回の議事概要を簡

単に説明いただきました。15 回

はホームページにアップされて

いて、16回はこれからですか。 

事

務

局 

15 回は修正等ありませんでしたの

で、これからアップさせていただき

ます。16 回につきましても、修正

等がなければ、次回に報告させてい

ただいた後から、アップさせていた

だくことになります。 

会

長 

わかりました。それほど大きい問

題はないけど、誤字脱字をよく見

ていただいて、気がついたところ

があれば事務局までお知らせく

ださい。 

  

（２）山辺・県北西部広域環境衛生組合進捗状況について 

発言者 回答者 

会

長 

次に、議事（２）の山辺・県北西

部広域環境衛生組合の進捗状況

について説明願います。 

事

務

局 

資料１をご覧ください。前回

H29.2.21 まではペーパーで報告済

ですので、それ以降の分を報告させ

ていただきます。 

H29.5.11に第11回ごみ処理広域担

当者会議があり、共同する事務の変

更や H30年度からの事務局の体制

及び職員派遣の説明がありました。

次に H29.5.29 に第 4回山辺・県北

西部広域環境衛生組合運営協議会

を開催され、先ほどの担当者会議の

内容を各首長に説明しております。 

次に H29.6.15 に第 12回ごみ処理

広域担当者会議があり、H29の組

合議会定例会や H28 の決算につい

て説明があった。他、あわせごみや
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処理困難物等の説明や最終処分場

の説明がありました。次に

H29.7.26 に第 5回に山辺・県北西

部広域環境衛生組合運営協議会が

開催され、前の担当者会議の内容を

各首長に説明がありました。最後に

H29.8.22 に山辺・県北西部広域環

境衛生組合議会第 2回定例会が開

催され、議長、副議長の選挙、監査

委員の選任及び H28 一般会計歳入

歳出決算の認定について審議され

可決いただいております。以上で

す。 

会

長 

この件について、何か質問はござ

いませんか。 
  

委

員 

細かいことですが、資料１の中程

に、あわせごみというのがありま

して、どういったごみですか。 

事

務

局 

広陵町でいいますと、靴下のくずと

かハギレで、大和高田市ですとヘッ

プくずなどをあわせごみといい、こ

れらは産廃扱いとなるため、天理市

では受入しないという形になりま

す。処理困難物ですが、テレビ、冷

蔵庫、廃タイヤ、スプリングマット

などで、テレビ、冷蔵庫、廃タイヤ

は今まで受入できなく、スプリング

マットは持込できることになって

おります。最終、細々としたことの

内容の会議になっておりますので、

また報告させていただきます。 

会

長 

わかりました。そういう物をあわ

せ産廃で産廃扱いで受入できな

いということですね。 

  

（３）ごみ処理施設とごみ中継施設の違いについて 

発言者 回答者 

会

長 

次の（３）ごみ処理施設とごみ中

継施設の違いについてですが、私

会

長 

資料２を説明させていただきま

す。 
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の専門ですので、私の方でまとめ

てみました。 

ごみ処理施設とごみ中継施設の比

較という形でまとめています。 

これは協定書を何度も見ている

かと思いますが、協定書の中に色々

とごみ処理施設の話しがでて参り

まして、それを一つずつ検討して中

身を精査しながらどういうことを

意味するのか、それほど詳しく書い

てないので、基本的なことをきちん

と頭に入れながら検討する方がよ

いのではないかと、つい思い込みと

いうのもありますので、確かにごみ

処理施設と中継施設も似てはいる

んですけど、文書できっちりと比較

するのはなかったような気がする

ので、文書化してみました。 

 私も環境省が認定する講習会を

受けて試験に合格し講習会等を２

０数年間してきたので詳しいです。 

 ごみの取扱施設は大きく分類す

ると廃棄物の運搬と処理があり、内

容が全く違ってきます。ごみ焼却、

メタン発酵施設、ごみ固形燃料化、

炭化施設、リサイクル施設、最終処

分施設などを処理施設といい、中間

処理というのは、ごみの減容化、安

定化、資源化してまた破砕して、選

別、圧縮、焼却、発酵して性質をか

えて安全なものに変えていくこと

をいい、こういうのが大きな目的に

なる。 

 ごみ焼却施設とごみ中継施設の

大きな違いは、ごみを燃やすか、燃

やさないかであります。 

燃えた物は全てガスになり、大気

として出て行きます。併せて汚染物
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質が発生するので、それを除去しな

いといけません。量は通常家庭ごみ

では焼却の場合１／６、１／７にな

ります。１／７になるということ

は、６／７はガスになって大気にで

ていると考えると、ごみ焼却は良し

悪しがあると思う。出てきたごみを

ただ埋立処分に任せるのではなく、

日本の場合はそういう方式を採用

してきた。 

廃棄物処理の経緯を簡単におさ

らいしました。 

平成 10年代にダイオキシン対策

として法改正により、３R方式を取

り入れ基本的にダイオキシンはど

んな焼却炉で発生するのかを全国

で 1,000カ所ほど実施調査をして、

焼却炉には８時間運転タイプ、１６

時間運転タイプ、２４時間運転タイ

プと３種類あり、特に８時間と１６

時間は朝１回火をつけて、終わる頃

に火を消す。このタイプは非常にダ

イオキシンが発生しやすいのが分

かった。このため２４時間連続で火

を消さないで連続タイプの方式で

統一してダイオキシンの発生を抑

制していこうという対策が行われ

た。 

この規模は約１００ｔが目安に

なる。人口では約８万人から１０万

人くらいの都市ごみです。これに対

し、国は実践するために日量１００

ｔ以下は補助対象にしないという

国の施策です。１００ｔに満たない

１０万人に満たないところは広域

化しか補助金対象にならない。ま
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た、ごみを固形燃料化（RDF）や

炭化して有効利用して処理しては

どうかと推進してきた。固形燃料化

は１００ｔ以下でも補助金は出し

ますというのが切り札になる。 

ごみ処理町民会議では、ごみ処理

方法の検討の中で、最近のごみ処理

方式を視察し、処理技術、ごみ形成

等色々と勉強してきた。その中で広

域処理、民間委託、単独処理と３方

法が想定されるが、どうすべきか決

めかねていたところに、天理市での

広域化の話しがあり、広陵町も参加

する運びとなった。その結果、ごみ

処理施設の建設から、ごみ中継施設

の選定を検討することとなった。

H29.3.31 付けで「広陵町ごみ処理

町民会議 中間報告書」として町長

に報告したところである。 

次にごみ処理施設とごみ中継施

設の比較があります。いずれもごみ

の取扱施設ではありますが、協定書

ではごみの取扱とは書いてないし、

それは色々と異論のあるところで

すが、私も裁判もやっています。法

律的な位置付け、手続き、環境への

影響にどれくらいの違いがあるの

か、頭の中ではみなさんに理解して

もらっていると思うが、きちんと整

理してその違いを頭に入れながら

協定書についてもう一度頭を整理

して見直しては良いのではないか。

という気がして整理して比較をし

てみた。 

各施設の発生源と環境影響の内

容についてはごみ焼却施設であろ
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うが、ごみ中継施設であろうが、ご

み収集車両の出入りもあるし、ごみ

ピットで貯留をしたり搬送する共

通の項目として出てまいります。個

別にはごみの焼却と積み替えに係

る設備、機器類の違いが個別の項目

でごみ焼却施設の発生源、何が環境

に与えるようなものか、ごみピット

に投入する時に音は出るし、クレー

ン、コンベア、コンプレッサ、破砕・

圧縮、焼却すればモーターも動かす

し、排ガスも出るし、排ガス関係の

送風機、この辺り一連の環境影響評

価に出てくる。これについては基本

的に焼却炉は廃棄物処理法が適用

される。 

例えば、この中で燃焼温度は

800℃以上にしなさい、燃える時

間、滞留時間は 2秒以上しなさい、

排ガス温度をおおよそ 200℃にし

なさい、完全燃焼が発生を防止する

ので、目安となる一酸化炭素濃度を

100ppm以下にしなさい、とかが基

準が法律に書かれています。排ガス

については大気汚染防止法、ダイオ

キシン類特別措置法が適用されま

す。 

規制項目では、大気汚染防止法で

はばいじん、ばいじんとは物の燃焼

に際して起こる粒子状の物質で、粉

じんというのは物の破砕とか圧縮

とかで発生する粒子状の物質で、ば

いじんと粉じんの違いを理解して

もらい、その他硫黄酸化物、窒素酸

化物、塩化水素、それからダイオキ

シン類濃度の５項目です。この法律
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の中で排ガスについて規制されて

いる。 

排水については、水質汚濁防止法

がかかってきまして、あるいは、ダ

イオキシン類特別措置法が係って

きますが、これはごみピット排水で

処理して公共用水域に放流する場

合で次の項目があると、下水道へ放

流場合は下水道の受入基準があり

ます。河川で放流する場合には、有

害項目が 28物質、有害重金属、有

機塩素化合物、農薬等は規制があり

ます。ダイオキシン類１物質、その

他 BODの項目、生活環境項目等

15物質があり、合計 44物質の規制

項目が決められている。 

その他、ごみの臭いがするので、

悪臭防止法がある。基本的には敷地

境界線規制が基本です。騒音につい

ても敷地境界線規制、振動について

も敷地境界線規制が適用される。こ

ういうもので公害関係については

以上のようなことが適用されます。 

次に焼却炉についてですが、プラ

ットホームからごみを入れてごみ

ピットからクレーンでつり上げて

焼却炉に入れていくと、燃焼してそ

の排ガスをボイラーの熱交換で熱

をとり、減温塔で温度を下げてい

き、この後でばいじんとか取るにあ

たって、バグフィルタを使ってい

く。 

このバグフィルタはガラス繊維

で作られており、高温になると溶け

るので、200℃位出ないと使えませ

ん。ダイオキシン問題が騒がれる前
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は、300℃付近で排ガスのばいじん

が電気集じん機で良く除去できる

ので普及していたのですが、集じん

機の入口と出口で排ガスダイオキ

シンを測定すると出口が非常に高

くなることがわかりました。 

どうも燃焼排ガス 800℃程度の

高温排ガスを冷却する過程で

300℃位になると再合成が起き高

くなる。つまり電気集じん機内で発

生していることが分かりました。排

ガス温度の低い 200℃程度で使用

するバグフィルタ内ではほとんど

発生しないことが分かり、排ガス浄

化方式は、電気集じん機からバグフ

ィルタに代わっています。 

ごみ中継施設ですが、ごみの中継

であり、ごみピットになるかどうか

わからないが、ごみピット、クレー

ンまたはコンベア、油圧で押し出し

したり、方式が決まらないとわから

ないが、当然ごみを扱うので臭気が

発生する。脱臭・送風機、大型運搬

車、が中継用としている。基本的に

は常温、活性炭で対応できると思

う。 

また積み替え方式等によって粉

じんが発生するかも知れないので、

当然対策が必要です。大きな設備に

はなりません。排水、洗車排水とご

みピット排水はどうするのか。臭

気、敷地境界線で騒音、振動敷地境

界線規制適用。騒音振動防止規制法

もある程度一定規模の施設が適用

される。小さい破砕機は法律に係る

かというと、それは係りません。そ
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れは焼却も一緒で小さい規模は係

りません。係らなかったら何をして

も良いのかという訳にはいけませ

ん。 

次ですが隣の田原本のごみ中継

施設を視察に行ってきました。その

中のドラム方式を採用しています。

ドラム方式も一長一短があり、これ

からの検討対象として、町はホッパ

ーに入れてドラムに入れて、搬出車

で運搬するという、一つの事例であ

る。 

焼却施設は燃えて物が排ガスと

して大気に出ることから、機器も設

備も非常に大きくなり、数も増え

て、大きい建屋が必要である。中継

施設は設備機器が少なく、数も少な

いので建屋自体も非常に低くて済

む。 

建屋が大きくなると煙突部分、排

ガスを処理して出すが、処理して出

しても回りに拡散して濃度が薄く

なる。できるだけ排出された汚染物

質濃度を低くするためには高い煙

突から出す必要がある。そういう意

味で周辺の環境のためできるだけ

小さくするのであれば、できるだけ

高い煙突で、通常は６０ｍ弱に設定

している。６０ｍを超えると航空法

があり、点滅器をつけたり色々規制

がある。ほとんどは５９．５ｍで６

０ｍ超えるところは１００ｍ超え

るとかにしている。 

一方、ごみ中継施設では、燃焼排

ガスがなく排気量も少ないし、汚染

物質濃度も低いと、低い排気口から
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排出されるので、排出の高さも低く

て済む。 

後、焼却施設は非常に高温で燃焼

させるので膨大な大気汚染物質が

でるので、濃度を下げる浄化施設が

必要となる。中継施設は排気筒換気

だけなので常温になると活性炭を

使うので非常に楽になります。この

あたりが大きな違いなります。 

一般廃棄物処理施設については、

自治体が行う家庭ごみの処理施設

をいい、ごみ処理施設とし尿処理施

設と最終処分場の３種類がある。廃

棄物処理施設に該当した場合は、廃

棄物処理法が適用される。 

ごみ中継施設は、一切法律にかか

らないのかというと、どこにも書い

てないので、ここで調べたら一般廃

棄物の収集、運搬、処分等の基準の

中で第３条があって、収集について

はの一般廃棄物の積み替えを行う

場合（中継施設に適用）は、①積み

替えは、周囲に囲いが設けられ、か

つ、一般廃棄物の積み替えの場所で

あることの表示がされている場所

で行う。②積み替えの場所から一般

廃棄物が飛散し、流出し及び地下に

浸透し並びに悪臭が発散しないよ

うに必要な措置を講ずること。③積

み替えの場所には、ねずみが生息し

及び蚊、はえその他の害虫が発生し

ないようにすること。の３つくらい

かと思う。また、都市計画法があり、

この中で処理施設とは都市計画法

の中で都市施設に該当するので、色

んな手続きが出てきます。中継施設
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は都市施設に該当しません。という

あたりが大きな違いになっている。

最後に焼却施設は全部適用される。 

ポイントだけまとめてみました

ので、一度参考にしていただけたら

と思います。長くなりましたが、こ

れで説明は終わりますが、また質問

があればゆっくり見ていただけれ

ばいいと思う。法律的にはこんなと

ころです。あればまた調べます。 

これで中継との比較をさせてい

ただきました。これをもって協定書

を良く見ながら、また思うところが

あると思いますので、また意見を出

していただけたらありがたいです。 

（４）ごみ中継施設整備手法別対比表（案） 

発言者 回答者 

会

長 

 

それでは、次の議事（４）のごみ

中継施設整備手法別対比表（案）

についてを説明願います 

事

務

局 

資料３をご覧下さい。 

まずは「クリーンセンター施設を活

用する場合」と「中継施設を新設す

る場合」を大きく２つに分け、更に

「クリーンセンター施設を活用す

る場合」を「現施設建屋を改造する

場合」と「現施設をそのまま活用す

る場合」に分け、「中継施設を新設

する場合」を「新たな敷地を確保す

る場合」と「クリーンセンターの敷

地を活用する場合」に分け、全体と

して 4つの配置検討をしたいと考

えています。今年度中にプラン図の

作成及び費用面も掲示させていた

だく予定です。 

 それぞれ、中継施設及び協定によ

る公共施設の配置検討項目の説明、

可燃ごみの積み替えに関する設備
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機器や一般持込・許可業者の対応の

項目、粗大・不燃・資源ごみの保管

場所や積み替えに関する対応の項

目、中継施設を設置するための建

物・設備と解体・撤去費用を計上す

る項目、中継施設の整備に要する用

地費を計上する項目、中継施設運営

に係る費用の見込額を計上する項

目、各項目を検討し、利点や課題を

整理する項目、最後に全ての項目を

検討しまして、どの方法が優位なの

かを町民会議で議論した上で、結果

を導き出す項目を一覧表にしたも

のです。この件につきましては、プ

ランと費用面を出させていただき

たいと思っています。この表を埋め

て検討資料とする。他に比較する意

見があれば 10月中を目途に事務局

まで連絡ください。 

 その後、追加項目があればみなさ

んに議論をいただこうと考えてい

ます。この中の図とか費用面とかは

こちらではなかなか正確な費用と

かも出せないので、コンサルに委託

してプランとか費用を出させてい

ただこうと考えています。以上で

す。 

会

長 

あくまでも比較検討表であり、当

然跡地利用はどうするのかとい

う中で、協定書で縛られている部

分もあり、場合によっては逸脱す

る可能性もあるかも知れません

が、一応町民会議としてはもうち

ょっと絵を描いてもらえば具体

性が分かるのですが。 

先ほどの私の比較表も一緒なん
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ですけど、これを４つぐらいを一

つのモデルとして検討した場合、

何がどう違うのか、この辺もきっ

ちり把握しながら議論していっ

た方が良いのではないかと考え、

相談して提案させていただきま

した。 

これ以外に検討した方が良いと

思うこと、何かございませんか？ 

またあるようでしたら事務局ま

で報告してください。 

（５）現施設操業停止後の跡地利用及び中継施設建設スケジュール（案） 

発言者 回答者 

会

長 

ないようでしたら、次の議事（５）

現施設操業停止後の跡地利用及

び中継施設建設スケジュール

（案）についてをお願いします。 

事

務

局 

・前回の会議でもお示ししました

が、２段目の今回は協定書に基づい

た日程も追記している。協定書どお

りだといつからどんな協議を始め

るとか、いつ操業を停止し、いつ施

設を撤去するのかを表記している。

その他は前回と同様ですので簡単

に説明します。 

・１番上は広域組合の予定です。

H28.4.1に組合が設立しています。

28年度から 4年間環境影響評価と

H31年度には都市計画の決定を二

カ年にわたり、H32～34年度には

事業者の決定と施設建設の工事期

間で 35年度を目途に操業開始する

予定です。組合の施設の借地期間は

60年間天理教と契約を結んでいま

す。 

・２段目の協定書のスケジュールで

すが、操業開始後 7年の H25年度

中に協議を開始する。ことと操業か
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ら 10年後の平成 28年度に決定す

るということで、跡地として公園緑

地、教育文化施設、体育施設、福祉

施設に活用するとなっている。操業

期間は開始後 15年で停止というこ

とで H34.3.18 までとなっている。

それと操業停止後 2年以内の

H36.3.18 までに撤去することにな

っている。 

・3段目の現施設停止後の跡地利用

決定までのスケジュールについて

H29,30を目処に現施設の跡地利用

の計画策定を考えています。協定書

を基本に町としては一定の方向性

を示し提案させていただく。時期は

未定であるが最終的には操業停止

後 2年以内に撤去とうたわれてい

ます。現地点では何をするのかは未

定です。34年度には現施設の設備

等撤去の工事実施設計にかかり、操

業が終わり 2年以内に設備等の撤

去工事となっている。 

・次に 1番下段のごみ中継施設建設

場所の選定及び方針決定までのス

ケジュールについては、H29は一

般廃棄物処理基本計画の策定とい

うことで現在コンサルに委託して

いるところである。並行して 29年

度、30年度と場所が決定し用地が

買えるようでしたら、交渉・取得と

なる。この２カ年で場所を決定した

いと考える。31年度には中継施設

の整備計画を決定し、31年度、32

年度で工事準備期間として、測量、

地質調査、ごみ中継施設建設工事の

実施設計の予定である。32年度か
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ら 33年度には仮設の積み替え工事

の実施設計と建設工事を予定して

いる。現施設の操業が 34年 3月ま

でと天理広域の稼働が 35年度であ

るので 1年以上の期間がでてくる。

その間現施設を利用させていただ

いて、民間の方へお願いするという

形になれば、仮設の積み替え工事が

必要ありません。この件は地元のみ

なさんに説明し理解を得たいと考

えている。33年度、34年度とごみ

中継施設の建設工事になっている。

前回も説明させていただいたスケ

ジュールで、先ほどの幹事会でスケ

ジュールというのを基本にしてそ

の都度、町民会議を進めていき中継

施設建設の良い方向を導きだした

いと考えている。 

以上です。 

会

長 

はい、建設のスケジュール（案）

ということで、色々と検討事項が

あるかと思いますが、一応こうい

う形で、赤の操業停止期限、これ

に併せて色んな作業がでて参り

ます。これに合わせて動かしてい

くと、当然ごみ町民会議のスケジ

ュールに併せて必要な結論をだ

さなければいけませんし、みなさ

んの検討材料を考慮して決めて

いければと思っています。何か他

のご質問はございませんか？ 

委

員 
 

委

員 

1番上に書いている建設スケジュ

ール表の黄色の部分1年半となっ

ていますでしょ？29 年度のそれ

と資料１の組合の進捗状況が書

いてあるのですが、黄色が既に 1

事

務

局 

はい、資料１については、天理の方

でこのような会議があったという

内容でして、資料４の黄色のところ

は組合の事業でして、今 4年間にわ

たって環境影響評価をするという
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年過ぎて、次の黄色のとこまでい

ってるでしょう、これと縦の赤と

ブルーがおそらく後ろにずれる

可能性はあるのか？ 

ことで、資料１の方では事業まで載

せていません。当然これから頻繁に

会議が増えてくると思いますので、

その時は詳しい内容を報告させて

いただきます。 

委

員 

黄色の矢印 28 年度が一般廃棄物

処理基本計画策定と書いている

文字が 29 年度にずれ込んでいま

せんか？ 

事

務

局 

これは黄色の矢印と一般廃棄物と

書いてあるのがずれていまして、

28年度に完了しています。文字が

隣の年度にはみ出ているだけで、上

の広域施設環境影響評価は 4年間

という形になっています。 

 組合の方のごみ処理基本計画で

すが、またみなさんにご覧いただき

たいと思いますが、みなさん全員の

分がありませんので、またコピーを

してお渡しする。 

委

員 

予定どおり進んでいるというこ

とですね。スケジュールの上（広

域組合）が狂うと下の方（中継施

設）も狂ってきますので、確認し

ました。 

事

務

局 

次回、組合の天理での事業内容の

方、わかりやすく報告させていただ

きます。口頭ではなくペーパーで報

告させていただきます。 

  
町

長 

私の方から詳しく説明させていた

だきます。スケジュールの上の黄色

の 31年度まで黄色の矢印の部分

は、広域の環境影響評価の 4年間、

それに併せて施設の基本計画を策

定する。この地域の環境測定をして

どういった施設が適当かどうかを

併せて計画して、機種も決めていく

という作業ですので、既に 28年度

からスタートしておりますので、ス

ケジュールどおり進んでいること

を確認しております。また、下の一

般廃棄物処理基本計画はもう既に

策定済みですので、この計画がない

と環境省の補助が受けられません
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ので、この計画もできあがっており

ます。 

広陵町では一般廃棄物ごみ処理基

本計画は 10団体で作る計画に合わ

せて、広陵町のごみ処理基本計画も

見直さなければなりませんので、そ

の計画は広陵町で策定しなければ

なりません。ごみ処理町民会議の中

でやってもらうという形になって

おります。基本的には天理市での

10市町村での一般廃棄物処理基本

計画によって、広陵町のごみ処理基

本計画も纏めていくことで、町民の

みなさんにどういった分別でごみ

減量を進めていくかをこの町民会

議で決めていただくということで

あります。広陵町としてはできるだ

けごみを減らすと、ごみ分担金が減

るので、今後ともごみ減量の取組を

しっかりとやっていただくという

ことを切にお願いしたいというこ

とです。スケジュールどおり進んで

いかないと広陵町のスケジュール

も合いませんので、そのことはしっ

かり確認をしながらまた報告させ

ていただく。 

会

長 

ちょっと動きが心配だというこ

とでしたので、それだったら大丈

夫だと思いますが、往々にしてス

ケジュールというのは遅れます

ので。 

  

会

長 
他にありませんか。   

委

員 

協定書のスケジュールで行きま

したら、今年度と来年度で用地交

渉・用地取得と赤で書かれていま

町

長 

色んな案を出して協議をしてもら

わないといけませんので、資料３で

提案させていただくことを含めて



 

[第 1７回広陵町ごみ処理町民会議 議事概要] 

 

 20 / 23 

 

すが、私の意見ですが役場の方か

らイメージで町中央公民館の建

て替えの話しがありました。セッ

トで抱き合わせでこちらの方で

中継所をやれないかと提案され

たらどうですか？役場の方から

はいいにくいですか？ 

みなさんと協議をさせていただこ

うと思っております。どれを選ぶの

か町民会議で決めていただいて、最

終的に町議会、町民のみなさんに問

いかけして、最終判断をしたい。色

んな声をいただいて決めていきた

い。委員おっしゃったことも含めて

提案をさせていただくので、この町

民会議でご議論願えたらと思って

いる。 

会

長 

ありがとうございます。その他ご

ざいませんか。 
  

副

会

長 

委員さんの話しにありましたよ

うに、正直に言って町民会議が的

確にスケジュールのこれについ

て議論、協議するとまずぴしっと

リアルにできる訳ですので、ずれ

てしまったら、どっち向いて電車

に乗っていくのかと、可能性があ

るわけで、町民会議がものすごく

具体的な協議に入ることをきっ

ちりとしていかねばならない。こ

れは理事者の方、話しもきっちり

してもらわないといけない。町民

会議でしっかりと最高責任者は

町長であり、きちっと提案する議

会は議決するという機関なので、

ここの町民会議の最高責任がと

れる訳ではないから。それともう

一つ、きっちりとこれについて遠

慮なしに、こんな話しもいただい

た訳やから町長、部長中心となっ

てスケジュールにあった協議を

してもらうことが私は大事だと

思う。 

町

長 

町民会議の方から中間報告書をい

ただいております。これでは決定の

しようがないと思っておりますの

で、担当にもっと具体的に検討し

て、この町民会議で議論していただ

ける資料をだすようにと指示をし

ていますので、先ほど事務局が説明

しましたように費用はかなりかか

りますが、コンサルに委託をしてこ

の手法を選ぶとこれだけかかる、ど

んな問題があると、しっかりと示さ

せていただいて、意見をいただき最

終決定は町として決めさせていた

だかねばならない。 

私一存で決めるわけにもいきませ

んので、町として判断をし町長が決

めます。議会で議決をいただくこと

になりますので、そういった仕組み

は当然ご理解をいただいていると

思いますので、最終私が判断しなけ

ればいけないことは十分承知して

おりますので、色んな条件を提案さ

せていただき、その声を聞かせてい

ただきながら、判断したいと思いま
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すのでよろしくお願いします。 

会

長 

ありがとうございます。はいどう

ぞ 
  

委

員 

一つ要望ですが、会長がごみ処理

施設とごみ中継施設の比較をさ

せましたけど、やはり協定書の中

身にごみ処理施設の位置付けを

もらいまして、おそらくここに中

継基地を持ってくるのであれば、

ごみ処理施設ではないから協定

書に抵触しないということで進

められると思いますが、例えば地

元の住民にしたら、ごみ中継基地

であろうが、ごみ処理施設であろ

うが、やはり目線としては行政的

な考えと住民から見る施設とは、

行政ではごみ処理施設でなく中

継施設であると言われても、地元

の住民からしたら使い分けの判

断、いくら説明してもごみ処理施

設ではないかと。やはり行政から

の目線と住民目線は違いますの

で、これだけ比較表を出してもら

いましたけど、また法的にも適用

する、しないとか、私自身、奈良

市で勤務していたとき、法に触れ

ない臭いがすることで基準値の

臭いを出していないと言いまし

ても、住民の方から臭いがすると

言われれば、やはり耳を傾け、そ

れに対応する施策をとっていき

ました。やはり、工場内の排気ダ

クトから低周波が出るというこ

とで、住民の方からノイローゼに

会

長 

これは始めからお話ししたとおり

で、法律とか環境だけでは決定でき

ませんけど、これは重要なことなの

で一つの基本的な知識として見な

がら読んでほしいことであり、例え

ば今の話しでもごみ処理施設だか

ら協定でごみだから当然受け入れ

られないという話しをされると意

見も議論も何もなくなりますので、

色んな形で、今言った高周波の話し

もそうですし、そういう懸念がある

なら当然、法律では書いていないと

思うけど、高周波を発生する施設で

もないから、それも付加して住民の

方が心配するようなことはできる

だけ排除しながら話し合うのだっ

たらそのように進めていくのが常

識ではないかと思う。これで直ぐ決

まりといったことではないので、そ

れでも常に協定はいつも頭に入れ

ながら一応作っているつもりです

が、見方も違うかも知れません、け

ど非常に参考になりました。ありが

とうございます。 
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なり、病的になった。それについ

ても法的に問題はないといいま

したけど、低周波の専門の所に行

き、対応策をとって住民に対応し

たので、法的に問題ないというこ

とでしたが、住民サイドの立場に

なって考えていかれる方が良い

かと思います。 

会

長 
他にありませんか。   

委

員 

３点だけ教えていただきたいで

す。 

１点目は資料１で職員の派遣と

いうのがありますが、広陵町から

派遣か？ 

２点目は、会長が作っていただい

た1番最後にごみ焼却施設とごみ

中継施設の比較ということで、ご

み中継施設6番目の水質汚濁防止

法にひっかからないのか？例え

ば車両を洗ったりする水とかは

関係ないのか？ 

３点目は質問ですが、みなさんご

存じだと思いますが、元号が近々

変わりますが、読み替えというこ

とでいいんですか？以上３点お

願いします。 

事

務

局 

１点目の職員派遣の件ですが、初年

度は天理市職員６名だったが、2年

目の H29からは大和高田市から１

名、計７名で組合の運営をしていた

だいている。H30 年度でもう１名

必要ということですが、おそらく町

から出す人数が限られていますの

で、たぶん天理市さんからの派遣に

なると思いますが、広陵町からの派

遣は今のところございません。３点

目の元号もかわりますが、読み替え

でお願いします。その時は作成しま

す。２点目は会長からお願いしま

す。 

会

長 

はい。抜けていますね。ピット排

水、洗車排水とか汚水である以

上、処理した後、当然規制がかか

ってきます。排水放流の話しをし

ていますが、規制の話しが抜けて

いました。焼却場も排水が出れば

中継所も一緒です。他よろしいで

しょうか。 

それでは時間もちょうど良い時

事

務

局 

それでは、次回の町民会議ですが、

予定としましては、12月頃と考え

ております。決まりましたら前もっ

てご案内させていただきますので、

よろしくお願いします。また、急に

事案が出ましたら、お集まりいただ

くことになりますので、またご案内

させていただきます。 
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間になりましたので、事務局の方

からお願いします。 

会

長 

最後に青木副会長よりごあいさ

つをいただきます。 

副

会

長 

閉会の挨拶をさせていただきま

す。本日は大変お忙しい中、また

久々のいい天気の中ご参集いただ

きありがとうございます。 

また、先ほど来、副町長が中心にな

っていくわけで、担当ということで

色んな意見も出まして、地元周辺で

もありみなさんのご理解、また法的

にどうもなかっても、町としてきっ

ちりと対応して丁寧に説明をして

いくのが義務と思っております。そ

ういう意味で中継施設が絶対に必

要だということなので、はっきりと

この場所の選定につきましてもし

っかりと皆さんと共に議論してい

ただきたいと思っております。今日

は町長も来ておられますので、広陵

町にとって最大の事業ですのでみ

なさんのご協力なしではだめだと

思います。今後ともよろしくお願い

します。副町長もしっかりとしてい

ただきたいと思います。誠にありが

とうございました。 

 

会

長 

これで町民会議を終わらせてい

ただきます。暑い中長時間ありが

とうございました。 

  

 


