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令和２年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和２年 ３ 月 １０ 日（火曜日）第１号 

◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、これより一般質問

を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

１番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）： 一般質問通告書

に基づき、２項目５点について質問をさせていただき

ます。 

この議会の中でも、年に４回の定例会の中、非常

に公共施設に関しての質問が多々あります。 

１２月にも、同僚議員が生活改善センターについ

て。 

また過去何年間からは村営プールについて。 

またその前には、今、郷土資料館になった旧浜猿

払小学校とあるのですが、その中で、また私も公共

施設ということですが、今回に関しては、全体的なも

の。 

また除却の計画について、重点的に質問をさせて

いただきたいと思います。 

まず１番目。 

猿払村では、平成２８年１２月に、猿払村公共施設

等総合管理計画が策定されました。 

目的としては、公共施設のうち４０％が既に建築や

整備後３０数年を経過し、老朽化が進行しておりま

す。 

インフラ施設、上水道や橋梁、道路などもの耐用

年数を超えるものが多々あります。 

また維持管理が至急必要なものが多くなり、これ

からの人口減少の進行も考えられることから、現状で

の課題や問題点を整理し、長期的な視点に基づい

て、除却や更新、統廃合などで財政負担の軽減、平

準化を目指しながら、猿払村において適正な配置を

実現するとあります。 

またその後、平成３１年２月に個別施設計画が示

され「施設保有量の適正化」「管理運営の効率化」

「安全性の確保と長寿命化」という３つの柱を推進し、

各部署や担当者しか把握できない状況から、施設

情報を一元化し、共有して横断的にセクションを超

えた施策を全庁的に推進することが必要とあります。 

この総合管理計画から約３年、また個別施設計画

から１年が過ぎました。 

この計画の進捗状況、また変更点、結果について

お聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

まず１点目の計画の進捗状況でありますが、議員

もおっしゃったとおり、公共施設等の管理適正のた

めの３つの柱に基づき、説明をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

まず１つ目の「施設保有量の適正化」に関しまして

は、施設の縮小や統合などを推進するため、計画期

間の１０年間で、現状の施設保有量の８．９％程度の

削減という目標数値を掲げており、計画期間の３年

目に当たる、本年度までにおいては、施設総量に対

し２．１％の削減となっております。 

２つ目の「管理運営の効率化」においては、平成３

０年度に延べ３９の施設で実施した照明設備のＬＥＤ

化により、ランニングコストの縮減に努めているところ

であります。 

また３つ目の「安全性の確保と長寿命化」につきま

しては、教育委員会所管施設や公営住宅で個別に

定めている長寿命化計画に基づき、既存ストックの

超寿命化に努めているほか、職員住宅に関する個

別管理計画についても、策定の準備を進めていると

ころであります。 

本計画の推進体制につきましては、本部長に副

村長、各課長職を本部員とする、猿払村公共施設
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等総合管理計画推進本部を設置し、計画の進捗管

理を行うこととしておりますが、十分に開催できてい

ない状況にあることから、施設カルテを基に、現状の

課題や今後の運営方針に関する議論を深め、横断

的な推進を図る必要があると考えております。 

策定時から計画内容の変更はなく、今後において

も、これらの３つの柱を基本に、総合計画後期実施

計画との整合性や財政負担の平準化を念頭に置き、

公共施設の適正な管理に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長から説明

があった、副村長をトップとする推進本部が、各部署

を超えた横断的なセクションを超えた施策を全庁的

に推進することがある会議、というふうに理解しました

が、村長からも会議がなかなか開けないということも

ありました。 

実際、具体的に年に何回くらい開かれているの

か。 

その回数及び中身、また個別の計画には、毎年

計画を見直しております。 

２月に去年策定されたものですから、今、３月。 

今年、令和２年度に向けて、計画が見直されたと

思っております。 

その計画の見直し等があれば、お教えいただけ

ればと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答えさせていた

だきたいと思います。 

村長の答弁でもありましたけれども、十分な開催

できていないというところで、本年度については、開

催が今のところ、できていない状況となっておりま

す。 

平成３０年度は１回の開催ということでございまして、

あと管理計画策定時の年度については、３回程度開

催しているということでございます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、総務課長の答

弁で、平成３０年度１回、平成３１年度が０回というこ

とで、遅々として進まない現状が現れていると思いま

す。 

村長、副村長、理事者とも公共施設の除却や適

正な配置を軽く見ていると思いませんが、この場でも

何度も議論になっている公共施設配置計画がそのく

らいの回数が非常に少ない。 

これからの進むというふうが私たちには見えてこな

い。 

今年度、令和２年度に関しては、先ほど村長の執

行方針の中でも、予算化にはされてませんが、共生

型住宅の建設に向けて計画をしていきたい。 

年少者、児童や学童に向けての屋内型の遊具場

施設も造っていきたい。 

また今回予算化されている施設園芸実験施設、

それも公共施設になります。 

また院長公宅と。 

今年度、予算になっていないものなっているものも

含めて、４件から５件の公共施設がこれから増えてい

く。 

増えていくのに対しては、計画がどんどんなって

いくが、除却や縮小この適正配置というものについ

ては、非常に遅れている印象が否めません。 

令和２年度に関しては、新設の計画もそうですが、

この配置計画を随時、定期的に開催していただくシ

ステムをつくって、年に何回ではなくて、２カ月に１回

は開催する。 

３カ月に１回期毎に開催するというような計画を持

って、セクションを超えた推進本部の開催を期待す

るところですが、その件に関して答弁願います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

に答弁をさせていただきます。 

まず最初に、本計画の推進について迅速に進め

られなかったことに対しましては、私としては、反省を

しなければならないことというふうに考えております。 

改めて個別施設カルテの管理方針を基にして、

事業年度、財源を検討した上で実施について平準

化を基準として、各課横断的に作業を進めたいとい

うふうに考えております。 

この件については、やはり行財政改革も含めて一
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体化として考えていきたいと思いますので、定例的

な開催をしていきたいというふうにします。 

この部分について、公共施設については、何回も

答弁をしておりますけども、平準化が必要だというふ

うに考えておりますので、改めて、財源も含めて、平

準化をどう図るかというところを、資料を作成して、協

議をしてまいりたいというふうに思いますので、もう少

し時間をいただきたくお願い申し上げます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：副村長の答弁に

あったように定期的な開催を望みます。 

また個別計画の中に、村民のニーズも盛り込んで

という文言が入っています。 

村民のニーズも聞いたということがあるのかないの

か。 

私の今までの話の中で、村民のニーズを聞いたと

いう話は、聞いたことはございません。 

また私たち議会も取り巻きながら、その推進本部

のサブの会議みたいなものもあってよろしいんじゃな

いかなと。 

庁内だけではなく、村民や議員、みんななるべく

横断的な形で、この会議を推進していくということが

必要だと考えます。 

次、２番目の質問に移ります。 

個別施設計画の中で除却方針とされている生活

改善センター。 

これについては、同僚議員が１２月の質問した件

ですが、その後、また旧鬼志別中学校体育館、旧猿

払小学校校舎・体育館、それと、さるふつ公園の農

業資料館、鬼志別東町の旧重機車庫の除却の計画

についてお聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

本計画におきましては、除却施設として選定を行

った施設は、老朽化が著しく維持修繕が困難である

施設、あるいは既に用途廃止がされている施設であ

り、対象施設の除却予定年度につきましては、生活

改善センターが令和９年度、旧鬼志別中学校体育

館が令和７年度、旧猿払小学校が令和９年度、農業

資料館が令和２年度、旧重機車庫が令和１０年度と

なっております。 

まず、生活改善センターにつきましては、付近の

村営住宅の除却を進めておりますが、近接する村営

プールの除却を含めた、一体的な跡地利用計画の

策定を目指し、令和３年度から始まる総合計画の後

期実施計画の期間内において、具体的な方向を定

めていきたいというふうに考えております。 

また令和２年度の除却となっている、さるふつ公園

内の農業資料館につきましては、施設内部の展示

物の多くを旧浜猿払小学校に移設しており、施設利

用としては、既にその役割を終えておりますが、さる

ふつ公園のシンボリックである風雪の塔と併せ、観光

客の撮影スポットとなっていることもあり、当面は、最

低限の修繕をしながら維持を行うこととし、屋根の飛

散など危険が生じる状況となった場合には、除却を

せざるを得ないものと考えております。 

その他の施設につきましては、既に用途廃止とな

っており、必ずしも緊急度の高いものではありません

が、防犯面や防災面から危険建物の除却を進める

必要があることから、計画どおり進めてまいりたいと

いうふうに現在は考えております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：令和２年度解体予

定の農業資料館。 

令和２年度、年が明ければ今年度ということです

けれど、シンボリックな形で風車とともにということで

あると、屋根を直したなら、今年度は、観光シーズン

を終えてからの解体ということでいいのかが１点。 

それと、令和９年度。 

いつも、この場でも話題になる生活改善センター

ですが、ただ除却の計画ということを村長が申しまし

たが、その他除却した後の計画等もまちづくりには、

多大な影響を及ぼす施設だと考えております。 

その２点についてお答え願います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

農業資料館については、昭和５９年に建設されて、

３５年経っているということで、先ほど村長も答弁いた
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しましたが、風雪の塔の横にあるということで、シンボ

リックな写真スポットになっているということなんです

が、今のところは、その間の状態を維持したまま、現

状のまま置いておきたいと思っております。 

除却については、来年度ではなく、ちょっと様子を

見ながら検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：私の方から生活改

善センターの関係について、ご答弁させていただき

たいと思います。 

生活改善センターところの部分については、やは

り鬼志別地区でもあそこのところについては、プール

もありますし、中心的な公共施設という位置づけがさ

れているというふうに思います。 

その中で、今回の個別カルテの中で、きちんと財

源も除却するにしても、今現在の財源も含めて、協

議をしてまいらなければいけないというふうに思いま

すし、あそこに何が本当に村民のためにいいのか。 

施設あるいは複合的なものも含めて、検討してい

かなければいけないと思いますので、その辺、今の

施設の個別計画を全部洗い出す形の中で、その中

に総合計画の後期計画の中に入れ込みながら、検

討してまいりたいというふうに思いますし、また議会

の皆様にも、その辺の部分について、考えがあるの

であれば、お示しをいただければありがたいなという

ふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは、阿部企

画政策課長から、今説明のあった農業資料館につ

いては、今年度除却予定ではあるけれど、様子を見

ながらどのような形にするかということで、ただ、さる

ふつ公園の景観を考えると、不要な施設が長くある

というのは、非常に観光地としての美観を損ねるもの

と考えますので、先ほど村長が言ったように、屋根と

かの飛散、維持管理だとか最低限のことはお金をか

けなければならない。 

壊すものとしても、観光地ということを考えると、随

時、課で管理していただき、除却方向に向かう施設

ではありますが、維持管理を徹底していただきたいと

思います。 

次、３番目の質問に移ります。 

２番までは除却方針の建物でしたが、今回は計画

の中で、建て替え検討となっている施設でございま

す。 

今、個別施設計画の中で建て替え検討となってい

るのが火葬場。 

この場でもいろいろ議論が行われている村営プー

ル、給食センターの計画の進捗状況について、お聞

きしたいと思います。 

また特に給食センターについては、もう築４０年を

経過しており、他の施設と比べても、特異な施設だと

考えられます。 

今現在の学校給食センターが、学校給食衛生管

理基準を満たしていない建物と考えられます。 

猿払の子どもたちに安心安全な給食を提供する

施設としては、非常に不安の大きい施設だと考えま

す。 

他の指摘も重要ではありますが、この給食センタ

ーに関しては、早急な対応・対処が必要と考えます

が村長の考えをお聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、火葬場につきましては、築４０年経過してお

り、この間火葬炉や霊台車などの改修や修繕などを

行いながら使用してまいりましたが、建物の老朽化

が著しく、さらには遺族控室の設置の要望が多数呼

び寄せられておりますことから、令和３年度から始ま

る第７次総合計画の後期実施計画期間内での改築

を検討していきたいというふうに考えております。 

次に、村営プールと学校給食センターにつきまし

ては、本年度策定した教育委員会所管施設に係る、

個別施設計画の位置づけとなる、学校施設等長寿

命化計画に今後の方向性を示しておりますが、村営

プールは築４８年が経過しており、築年数や老朽度

合いが改修しての延命を難しいものとして、改築を

基本として現在考えているところでございます。 

また議員ご指摘のとおり昭和５４年建設の学校給
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食センターは、築４０年が経過した施設であります。 

給食センターでは、衛生管理に十分な配慮を行

い給食の調理を実施しているところでありますが、衛

生管理基準を厳格に遵守するためには、大規模な

改修でも難しいことから、こちらについても改築を基

本として考えております。 

この計画においては、いずれの施設につきまして

も、令和５年度に建設工事の実施を予定していると

ころでありますが、他の大規模な事業と重ならないよ

う費用の平準化を念頭に考え、総合計画の後期実

施計画の策定協議において、十分に議論してまいり

たいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目で公共施設

について質問させていただきました。 

計画や変更点、会議の内容。 

また除却の件、建て替えの件。 

今、聞いただけでも、非常に財政負担が大きいも

のばかり、ここ５年、１０年の間にこの猿払村で施設を

建設しなければならないというのが、昔からですが分

かりました。 

また村長の言うとおり財政、予算の平準化をする

ためにも、やはり計画は非常に大事だと思います。 

計画しても見直しがされない計画、チェックされな

い、行われないという計画では、ここ何年間において、

財政を非常に圧迫する。 

総合計画の中で、猿払村の公共施設も村民一人

あたりの延べ床面積は、全国平均のたしか１２倍ぐら

いです。 

また都市部と比べて、こういう集落が点在していて、

村民も少ないということで、面積が伸びてしまうのは

しょうがないのですが、たしか小規模自治体と比べて

も、４倍から５倍の施設を持っている自治体だと思っ

ています。 

何とか縮小や縮減をして、適正な配置を目指すこ

とをお願いします。 

また次に２項目。 

これも非常に予算が厳しい施設ではあると考えま

す。 

一般廃棄物最終処分場施設について、お聞きし

たいと思います。 

現在、使用中の一般廃棄物最終処分場が平成３

０年度に行った調査で、令和６年度で処分受け入れ

が限界になることが昨年報告されました。 

個別施設計画の中でも、総事業費が１２億円を超

えるという予算規模になってます。 

また計画では、令和２年度に１千万円の予算で、

基本計画設計を行うことになっておりますが、計画の

進捗状況、新年度予算には計上されてないと私は

理解しました。 

進捗状況についてお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

現在の一般廃棄物最終処分場におきましては、こ

れまで２度にわたって実施した残余容量調査では、

平成２７年度の調査では、令和７年２月まで、平成３

０年度の調査では、令和６年１１月で受け入れ量が

限界になるとの結果でありました。 

平成２７年度の調査以降、令和６年度中の新施設

の供用開始を目指し、防衛省や環境省補助事業の

実施に向けた協議を行っておりますが、村が示した

スケジュールでの採択は厳しいとの返答でありまし

た。 

この返答を踏まえ、現処分場の利用期間の延命

化を図るため、本年度に場内の金属粗大ごみのリサ

イクルや可燃粗大ごみの焼却処分場への搬出を実

施したところであり、その成果と今後も同様の搬出を

行うことを前提とした、残余期間の調査を新年度に

改めて行う予定でおりますので、その結果とこれまで

の協議を基に、改めて新設に向けたスケジュールを

作成していきたいというふうに思っております。 

以上です。 

蛇足ですけれども、建設する計画は５年ほど前か

ら、ある程度計画をしていって、最終的には５年後に

完成という形になっております。 

ただ、現在の防衛施設局の補助を受けて、民生

安定で受けた補助事業も最近は厳しいと。 

それと、環境省の方もなかなか補助率が少ないと
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いう形の中で担当課長も含めながら、鋭意努力をし

て両方の補助を向けられるような形の中で、この計

画も含めて、進めていきたいというふうに考えていま

す。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般廃棄物処分

場については、私たちが一番身近にあるごみ問題で

ございます。 

また今、村長の方から５年間で建設にかけて年度

を変えるということは、令和６年で満杯になる。 

令和７年度から供用開始というふうになると、もう令

和２年度から動き始めなければ５年という時間がな

い。 

今まで言った除却や建て替えの建物というのは、

維持管理をしながらでも使っていける施設でもありま

すが、最終処分場については、使っていけば最後に

使えなくなるというのははっきりしている。 

村民が利用できなくなる施設というのと、あと予算

の平準化を、いつも予算の話の中で出ることを考え

れば、もう令和２年度、新年度には載っていないで

すけれど、補正予算を組んででも、設計化に入るよう

な予算措置が必要ではないかなと。 

突然、３年間でその事業をやるとなると、予算規模

でいくと約１２億２千万円ぐらいなので、４億円を超え

る予算を村の方から支出しなければならないというこ

とが単純にもわかります。 

今年度からでもそういう計画とかをやる意志、また

やらなければならないと私は考えるのですが、その

点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：坂本住民課長。 

○住民課長（坂本秀喜君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えをさせていただきたいと思います。 

村長からの答弁にもありましたとおり、現在防衛省

の補助金と環境省交付金、両方での対応に向けて、

それぞれに北海道・防衛省と協議をしている段階で

あります。 

残量調査の結果といたしましては、令和６年１１月

で持ち込み可能限界になるという状態ではありまし

たが、今年度、金属製の粗大ごみのリサイクルとして

の搬出、あと可燃性の粗大ごみの搬出合わせまして、

約４０トンの処分場内からの搬出を実現することがで

きました。 

事業については、令和２年度以降も引き続き行っ

ていくという考えでおりますので、これまでどおり使用

されたとしても、残余期間、受け入れ限界となる期間

ももう少し伸びるだろうという段階で今収めておりま

す。 

平成３０年度の調査地点の航空写真と昨年１１月

搬出が終わった段階で、村ドローンによる写真撮影

を比較した段階では、おおむね２年ほど遡っての投

入量になっているというのが見えましたので、防衛省

とは令和８年建設完成に向けて、実は協議をしてい

ると。 

その基礎資料として、新年度において、改めて残

余容量調査をして、その見込みが事実であるかどう

かを調査した上で、防衛省もしくは環境省と協議を

進めていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今年度、最終処分

場から可燃ごみや金属類のごみを搬出したということ

で、２番目の質問にも書いてあるのですけれど、延

命措置の為に、今年はたしか予算規模では、１５０万

円か１６０万円ぐらいだったかと思います。 

最終処分場から金属類と可燃大型ごみなどの搬

出を行いました。 

排出されたものを選別して搬出し、処分場の延命

を図るよりも、不燃ごみの元々の出し方というのを考

えることも必要ではないかと思います。 

不燃ごみ、大型ごみの分別方法を細分化して、去

年からカセットボンベの収集方法が、各ごみステー

ションに袋で設置されて、事故もあった経過もあると

思いますが、カセットボンベだけちゃんと穴を開けて

網に入れるようになる。 

あれは金属なので、リサイクルされているとは思う

のですが、そのような形で金属類、また可燃大型ご

みなどの箱などを設置し、出していただくような収集

方法も村として提案したらどうかと思います。 

それによって、処分場の延命や廃棄物、一般に対

する村民の意識改革を促すような施策が必要と考え
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ますが、村長の考えをお聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

収集委託業者からは、ごみに分別状況などにつ

いて、随時担当者も含めた報告を受けており、現在

も分別の不適切なごみ袋が、収集日ごとに排出され

ている状況にあります。 

悪質な排出には、注意書きや回覧での改善を求

めておりますが、それでも改善されない時や排出者

が不明の場合には、やむを得ず担当者やごみ収納

庫の利用者、自治会の役員の皆さんなどに適正に

分別をし直していただくように、現状で努めていただ

いております。 

不燃ごみにつきましても、空き缶や空き瓶、ペット

ボトルの資源物が混ざった排出が見られ、適正な分

別対策が必要であるとの認識をしております。議員

ご提案の金属類等の分別回収については、想定す

る量や方法にもよりますが、収集人員の確保や現有

の車両数での対応が難しく、さらにはリサイクルセン

ターでの収用も限界であり、ごみ処理経費が増加す

るなどの課題があります。 

これらの点からも、適正な資源化に向けた、広報

活動による処分場への搬入量の減少と、現在も搬入

時に処分場内で、置き場を別にしております粗大ご

みの搬出を行いながら、議員のご提案も含め、延命

化に向けた取り組みについて、引き続き検討してま

いりたいというふうに考えております。 

また何よりも、やはり排出していただく住民の方々

への啓発啓蒙、これを徹底してやっていかなければ

ならないというふうに考えております。 

平成１０年から、このごみの分別収集が始まりまし

た。 

もう２１年から２２年経ちますけれども、最初は悪か

ったのですけれど、当時からは非常によくなってきて、

猿払村の資源物については、もう全国一だというよう

な形の中で、最高点の１５０点ももらっていただいた

経過もあります。 

また今後、ある程度いろいろな方々が、猿払村に

転入をしてきています。 

そういうところにつきましては、窓口できちんとごみ

の分別等についての、昔はカレンダーなどもつくりま

したけれども、現在もそういう形の中で、猿払村独自

の排出の分別、排出の資源化に向けての指導という

のもやっていかなければならないだろうなというふう

に考えておりますので、ご理解のほどをよろしくおね

がいしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長が答弁し

たとおり、広報活動・啓蒙活動が非常に重要だと考

えます。 

また私のイメージですが、令和６年から令和７年に

一般廃棄物最終処分場は満杯になるということを知

っている村民がどれぐらいいるものなのか。 

多分、ほとんどと言ったらちょっと言い過ぎかもし

れませんが、半分ぐらいの人が知らないんじゃない

かなと。 

その辺のところも、村として啓蒙活動をして、なん

となくですが緑のゴミ袋、何でも入れていいようなイメ

ージがあります。 

先ほど金属ごみや大型ごみの分別方法を変える

と、収集業者の負担やお金、予算の措置もかかると

思いますが、実際出してもらったものを村の予算で１

５０万から１６０万円をかけて、また今年もゴミ捨て場

から金属類を拾って、さらに出す。 

もう明らかに金属とわかるものは、村民の意識改

革を図って、金属として出してもらうような施設、リサ

イクルセンターの容量にも限界もありますし、従業員

の方々にも負担をかけるというのも重々承知ですが、

啓蒙活動をやるに当たっても、村民に今のごみの状

態を知らせるというのも、村の大事な仕事ではないか

と思います。 

村の予算の平準化を図るためには、この一般廃

棄物の最終処分場の予算・計画は、非常に大事な

案件だと考えます。 

１日も早い計画、また補助金の策定をお願いして、

質問を終了します。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため暫時休憩いたし

ます。 

 午後１時まで、休憩いたします。 


