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サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会    

（（（（第第第第２２２２回回回回））））    

理理理理        事事事事        会会会会    

（（（（議事議事議事議事録録録録））））    

とととと    きききき            平成平成平成平成１１１１9999年年年年 7777月月月月１１１１0000日日日日（（（（火火火火））））    

ところところところところ            南部総合福祉南部総合福祉南部総合福祉南部総合福祉センターセンターセンターセンター    

    

＜＜＜＜出席者出席者出席者出席者＞＞＞＞    １１１１１１１１名名名名    

    

金城豊明金城豊明金城豊明金城豊明                大城英和大城英和大城英和大城英和                中村信吉中村信吉中村信吉中村信吉    

島袋賢栄島袋賢栄島袋賢栄島袋賢栄                古謝景春古謝景春古謝景春古謝景春                川平善範川平善範川平善範川平善範    

大城純孝大城純孝大城純孝大城純孝                古堅國雄古堅國雄古堅國雄古堅國雄                又吉忍夫又吉忍夫又吉忍夫又吉忍夫    

宮平正和宮平正和宮平正和宮平正和                城間信三城間信三城間信三城間信三    

    

    

会会会会長長長長：：：：みなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちはみなさんこんにちは。。。。本日本日本日本日はははは大変大変大変大変おおおお忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中御御御御参加参加参加参加いただきましていただきましていただきましていただきまして感謝感謝感謝感謝

申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。今日今日今日今日はははは久久久久々々々々のののの理事会理事会理事会理事会ということでおということでおということでおということでお集集集集まりまりまりまり頂頂頂頂いてるいてるいてるいてる訳訳訳訳ですがですがですがですが、、、、

サザンサザンサザンサザン協協協協のこれからののこれからののこれからののこれからの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて今日今日今日今日おおおお集集集集まりいただいたまりいただいたまりいただいたまりいただいた大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的

はははは、、、、基本的基本的基本的基本的なななな事事事事をおをおをおをお互互互互いしっかりいしっかりいしっかりいしっかり確認確認確認確認しておいたしておいたしておいたしておいた方方方方がいいというがいいというがいいというがいいという事事事事でででで、、、、これこれこれこれ

からからからから議案議案議案議案がががが第第第第１１１１号号号号からからからから６６６６号号号号までまでまでまで、、、、報告報告報告報告がががが１１１１件件件件というというというという事事事事でありますけどもでありますけどもでありますけどもでありますけども、、、、ほほほほ

とんどとんどとんどとんど皆皆皆皆さんがごさんがごさんがごさんがご承知承知承知承知のののの内容内容内容内容でございますでございますでございますでございます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら先程申先程申先程申先程申しししし上上上上げたよげたよげたよげたよ

うにうにうにうにしっかりしっかりしっかりしっかり確認確認確認確認をしてをしてをしてをして、、、、認識認識認識認識をををを深深深深めていくというめていくというめていくというめていくという事事事事でのでのでのでの今日今日今日今日のののの理事会理事会理事会理事会でごでごでごでご

ざいますのでざいますのでざいますのでざいますので、、、、ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

    

議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にかかにかかにかかにかか

るるるる基本方針基本方針基本方針基本方針についてについてについてについて    

    

会長会長会長会長：：：：議事議事議事議事にににに入入入入りますりますりますります。。。。日程第日程第日程第日程第１１１１、、、、議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協推進協推進協推進協

議会議会議会議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係るるるる基本方針基本方針基本方針基本方針についてについてについてについて、、、、資料資料資料資料１１１１にににに掲載掲載掲載掲載してありますしてありますしてありますしてあります。。。。事務事務事務事務

局局局局からからからから説明説明説明説明よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：「「「「サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係るるるる基本方針基本方針基本方針基本方針についについについについ

てててて」」」」をををを読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    
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会長会長会長会長：：：：ただただただただ今基本方針今基本方針今基本方針今基本方針についてのについてのについてのについての事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明ががががございございございございましたましたましたました。。。。そのそのそのその中中中中でででで特特特特にににに

しっかりおしっかりおしっかりおしっかりお互互互互いいいい認識認識認識認識をををを共有共有共有共有するというするというするというするという意味意味意味意味でおでおでおでお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げたかったげたかったげたかったげたかった事事事事

はははは、、、、理事会理事会理事会理事会でででで決議決議決議決議したしたしたした事事事事につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては全理事全理事全理事全理事でででで責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって最後最後最後最後までまでまでまで一一一一

丸丸丸丸となってやるというとなってやるというとなってやるというとなってやるという認識認識認識認識をををを頂頂頂頂くくくく事事事事とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは環境施設環境施設環境施設環境施設のののの配置計画配置計画配置計画配置計画でででで

すすすす。。。。地域地域地域地域バランスバランスバランスバランス、、、、一一一一つのつのつのつの地域地域地域地域にににに偏偏偏偏っていくつもっていくつもっていくつもっていくつも施設施設施設施設がががが造造造造られるというられるというられるというられるという事事事事

になるとやはりになるとやはりになるとやはりになるとやはり反発反発反発反発もももも大大大大きくなりますしきくなりますしきくなりますしきくなりますし、、、、過去過去過去過去のののの反省材料反省材料反省材料反省材料としてとしてとしてとして、、、、これだこれだこれだこれだ

けはけはけはけは是非是非是非是非きちっときちっときちっときちっと最初最初最初最初からそういうからそういうからそういうからそういう認識認識認識認識のののの下下下下でででで配置計画配置計画配置計画配置計画ををををしっかりしっかりしっかりしっかり確認確認確認確認しししし

たたたた中中中中でででで候補地選定候補地選定候補地選定候補地選定をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きたいというきたいというきたいというきたいという各部会各部会各部会各部会からのからのからのからの強強強強いいいい要請要請要請要請もでておりもでておりもでておりもでており

ますますますます。。。。それでそれでそれでそれで第第第第１１１１部会部会部会部会からからからから第第第第４４４４部会部会部会部会までまでまでまで順調順調順調順調にににに各部会精力的各部会精力的各部会精力的各部会精力的にににに視察研修視察研修視察研修視察研修はははは

じめじめじめじめ意欲的意欲的意欲的意欲的なななな意見意見意見意見がががが活発活発活発活発にににに行行行行われておりわれておりわれておりわれており非常非常非常非常ににににスムーズスムーズスムーズスムーズにににに進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの反省反省反省反省をををを踏踏踏踏まえてのまえてのまえてのまえての事事事事だとだとだとだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、皆皆皆皆さんにごさんにごさんにごさんにご報告報告報告報告したいしたいしたいしたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。ここでここでここでここで基本方針基本方針基本方針基本方針のののの中中中中でででで特特特特にににに強調申強調申強調申強調申しししし上上上上げたいのはげたいのはげたいのはげたいのは、、、、ごごごご理解理解理解理解はははは

必要必要必要必要ですけどですけどですけどですけど配置計画配置計画配置計画配置計画をしっかりとおをしっかりとおをしっかりとおをしっかりとお互互互互いいいい確認確認確認確認をしてをしてをしてをして候補地候補地候補地候補地をををを決定決定決定決定していしていしていしてい

くというくというくというくという事事事事にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これについてのごこれについてのごこれについてのごこれについてのご意見意見意見意見がございましたがございましたがございましたがございました

らまたらまたらまたらまた、、、、ごごごご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：均衡均衡均衡均衡あるあるあるある広域的広域的広域的広域的なななな配置配置配置配置というというというという事事事事はこれからはこれからはこれからはこれから火葬場火葬場火葬場火葬場もももも広域広域広域広域でやらなけれでやらなけれでやらなけれでやらなけれ

ばいけないというばいけないというばいけないというばいけないという事事事事とととと、、、、我我我我々々々々構成市町構成市町構成市町構成市町のしのしのしのし尿処理尿処理尿処理尿処理、、、、しししし尿処理場尿処理場尿処理場尿処理場もももも老朽化老朽化老朽化老朽化しししし

てててて近近近近いうちにいうちにいうちにいうちに取取取取りりりり替替替替えないといけないえないといけないえないといけないえないといけない状況状況状況状況をををを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。それをそれをそれをそれを全体全体全体全体でででで区区区区

分分分分けしたけしたけしたけした方方方方がいいんじゃないかというようながいいんじゃないかというようながいいんじゃないかというようながいいんじゃないかというような事事事事でででで、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの場合場合場合場合はしはしはしはし尿処尿処尿処尿処

理理理理のののの末端処理末端処理末端処理末端処理をををを下水道下水道下水道下水道とととと直結直結直結直結してしてしてして放流放流放流放流しているしているしているしている。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると結構安価結構安価結構安価結構安価でででで処処処処

理理理理できるというできるというできるというできるという事事事事でででですからすからすからすから、、、、西原町西原町西原町西原町にもにもにもにも広域広域広域広域のののの下水道下水道下水道下水道があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、

そういったものもそういったものもそういったものもそういったものも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき事事事事になるんじゃないかとになるんじゃないかとになるんじゃないかとになるんじゃないかと。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば

あるあるあるある程度程度程度程度バランスバランスバランスバランス的的的的にににに地域地域地域地域のののの迷惑施設迷惑施設迷惑施設迷惑施設といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、それがそれがそれがそれが別別別別々々々々にににに考考考考えらえらえらえら

れるんじゃないかというようなれるんじゃないかというようなれるんじゃないかというようなれるんじゃないかというような事事事事をををを示示示示しているしているしているしている訳訳訳訳ですですですです。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：もうもうもうもう一一一一つつつつ付付付付けけけけ加加加加えますとえますとえますとえますと、、、、工業用水工業用水工業用水工業用水のののの利用利用利用利用ができるができるができるができる地域地域地域地域とできないとできないとできないとできない地域地域地域地域

のののの差差差差というのはというのはというのはというのは相当大相当大相当大相当大きなものがあるようできなものがあるようできなものがあるようできなものがあるようで、、、、今回東部清掃施設組合今回東部清掃施設組合今回東部清掃施設組合今回東部清掃施設組合がががが工工工工

業用水業用水業用水業用水をををを導入導入導入導入したらしたらしたらしたら、、、、約約約約 10101010分分分分のののの 1111のののの経費軽減経費軽減経費軽減経費軽減されていることがされていることがされていることがされていることが実証実証実証実証されてされてされてされて

いていていていて、、、、ランニングコストランニングコストランニングコストランニングコスト軽減軽減軽減軽減のののの面面面面からもやはりからもやはりからもやはりからもやはり工業用水工業用水工業用水工業用水をををを大大大大いにいにいにいに活用活用活用活用したしたしたした

ほうがいいんじゃないかというほうがいいんじゃないかというほうがいいんじゃないかというほうがいいんじゃないかという事事事事でででで、、、、終終終終末処理施設末処理施設末処理施設末処理施設のののの流域下水道流域下水道流域下水道流域下水道のののの本管本管本管本管にににに

直結直結直結直結できればできればできればできれば２２２２次次次次３３３３次処理次処理次処理次処理のののの経費経費経費経費はははは相当相当相当相当かかるとかかるとかかるとかかると聞聞聞聞いていますのでいていますのでいていますのでいていますので、、、、そのそのそのその

辺辺辺辺もももも含含含含めためためためた事事事事もももも検討検討検討検討にににに値値値値するとするとするとすると思思思思うのでうのでうのでうので申申申申しししし上上上上げているげているげているげている訳訳訳訳でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、

基本方針基本方針基本方針基本方針のののの中中中中ででででバランスバランスバランスバランスのののの取取取取れたれたれたれた配置計画配置計画配置計画配置計画というというというという事事事事をしながらをしながらをしながらをしながら候補地選定候補地選定候補地選定候補地選定

をををを進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという事事事事でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：現在現在現在現在のののの組合規約組合規約組合規約組合規約のののの中中中中ではではではではサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターというのはどちらというのはどちらというのはどちらというのはどちら

かというとかというとかというとかというと、、、、焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設のののの事事事事でのでのでのでの広域的広域的広域的広域的なななな事務処理事務処理事務処理事務処理というかというかというかというか、、、、そういったそういったそういったそういった事事事事

になっているんですがになっているんですがになっているんですがになっているんですが、、、、仮仮仮仮にしにしにしにし尿尿尿尿までまでまでまで入入入入れるとなったれるとなったれるとなったれるとなった場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこのサザンサザンサザンサザン

クリーンセンタークリーンセンタークリーンセンタークリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの中中中中でそれがでそれがでそれがでそれが処理処理処理処理できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。    
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会長会長会長会長：：：：このこのこのこの辺辺辺辺はははは、、、、やはりちゃんとやはりちゃんとやはりちゃんとやはりちゃんと位置位置位置位置付付付付けをしないといけないとけをしないといけないとけをしないといけないとけをしないといけないということでいうことでいうことでいうことで、、、、

規約規約規約規約でですねでですねでですねでですね。。。。広域行政組合広域行政組合広域行政組合広域行政組合のののの中中中中でででで今今今今サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター（（（（推進協議推進協議推進協議推進協議

会会会会））））がありますねがありますねがありますねがありますね。。。。ゴミゴミゴミゴミ目的目的目的目的でででで。。。。しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のものをのものをのものをのものを規約規約規約規約をきちっとをきちっとをきちっとをきちっと位置位置位置位置付付付付

けをしてけをしてけをしてけをしてゴミゴミゴミゴミとしとしとしとし尿処理尿処理尿処理尿処理をををを一一一一つのつのつのつの組織組織組織組織としてとしてとしてとして進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという形形形形をこれかをこれかをこれかをこれか

らららら整備整備整備整備をしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけない。。。。これについてこれについてこれについてこれについて事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの説明説明説明説明をををを。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：このこのこのこの件件件件にににに関関関関してもしてもしてもしても我我我我々々々々もももも疑問疑問疑問疑問のののの点点点点がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、市町村課市町村課市町村課市町村課にににに疑義照疑義照疑義照疑義照

会会会会をしたところでありますをしたところでありますをしたところでありますをしたところであります。。。。確確確確かにごかにごかにごかにご指摘指摘指摘指摘のようにこのようにこのようにこのようにこれまでれまでれまでれまで広域行政組合広域行政組合広域行政組合広域行政組合

のののの規約規約規約規約のののの中中中中にはにはにはには現在現在現在現在、、、、一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場一般廃棄物最終処分場のののの管理運営管理運営管理運営管理運営というというというという文言文言文言文言がががが入入入入っっっっ

ておりますておりますておりますております。。。。そういうそういうそういうそういう中中中中でででであとのあとのあとのあとの方方方方にににに資料資料資料資料にもにもにもにも出出出出てきますがてきますがてきますがてきますが、、、、組合組合組合組合のののの統合統合統合統合

のののの件件件件もももも絡絡絡絡んでくるんですけどんでくるんですけどんでくるんですけどんでくるんですけど、、、、こういったこういったこういったこういった議論議論議論議論をどこでやっていくのかとをどこでやっていくのかとをどこでやっていくのかとをどこでやっていくのかと。。。。

これについてはこれについてはこれについてはこれについては事務局段階事務局段階事務局段階事務局段階ではこれはではこれはではこれはではこれは今現在最終処分場今現在最終処分場今現在最終処分場今現在最終処分場、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるゴミゴミゴミゴミ関関関関

係係係係でででで取組取組取組取組んでいるんでいるんでいるんでいる関係上関係上関係上関係上やっぱりうちのところでやっぱりうちのところでやっぱりうちのところでやっぱりうちのところで見見見見たほうがたほうがたほうがたほうが適当適当適当適当ではないではないではないではない

かというかというかというかという部分部分部分部分があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです。。。。一方一方一方一方ではごではごではごではご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように疑問疑問疑問疑問もあったものもあったものもあったものもあったもの

ですからですからですからですから、、、、県県県県のほうにのほうにのほうにのほうに照会照会照会照会しましたらしましたらしましたらしましたら、、、、一応一応一応一応、、、、行政組合行政組合行政組合行政組合がががが取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ役的役的役的役的

なななな意味合意味合意味合意味合いでいでいでいで議論議論議論議論ををををリードリードリードリードしていしていしていしていくようなくようなくようなくような形形形形でででで関関関関わるわるわるわる事事事事についてはについてはについてはについては問題問題問題問題はははは

ないだろうというふうなないだろうというふうなないだろうというふうなないだろうというふうな見解見解見解見解をををを受受受受けておりますけておりますけておりますけております。。。。確確確確かにそれかにそれかにそれかにそれ以降以降以降以降のののの具体的具体的具体的具体的

なななな、、、、例例例例えばえばえばえば予算等予算等予算等予算等のののの伴伴伴伴ってくるってくるってくるってくるコンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントにににに発注発注発注発注をしてをしてをしてをしてどうするこうどうするこうどうするこうどうするこう

するというするというするというするという部分部分部分部分がががが出出出出てきたてきたてきたてきた場合場合場合場合はははは、、、、範疇範疇範疇範疇をちょっとをちょっとをちょっとをちょっと超超超超えるえるえるえる部分部分部分部分がありますがありますがありますがあります

のでのでのでので、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの予算予算予算予算をををを伴伴伴伴わないようなわないようなわないようなわないような議論議論議論議論をををを深深深深めてめてめてめてリーダーリーダーリーダーリーダー的的的的なななな意見調意見調意見調意見調

整役整役整役整役というというというという形形形形でででで関関関関わるわるわるわる部分部分部分部分についてはなんらについてはなんらについてはなんらについてはなんら問題問題問題問題はないというはないというはないというはないという事事事事をををを聞聞聞聞いていていていて

いますいますいますいます。。。。予算予算予算予算をををを伴伴伴伴うううう場合場合場合場合はははは規約等規約等規約等規約等もなんらかのもなんらかのもなんらかのもなんらかの手続手続手続手続きをとっていかなけれきをとっていかなけれきをとっていかなけれきをとっていかなけれ

ばいけないとばいけないとばいけないとばいけないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：ですからですからですからですから、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺もももも規約改正規約改正規約改正規約改正をしてをしてをしてをして初初初初めてめてめてめて動動動動いたほうがいいんでいたほうがいいんでいたほうがいいんでいたほうがいいんで

はないかはないかはないかはないか。。。。整理整理整理整理のののの仕方仕方仕方仕方なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。やることについてはいいとやることについてはいいとやることについてはいいとやることについてはいいと思思思思うんですうんですうんですうんです

がががが、、、、サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターそのものはそのものはそのものはそのものは一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理のためののためののためののための組織立組織立組織立組織立ちちちち

上上上上げだというげだというげだというげだという事事事事でのでのでのでの規約規約規約規約であるわけですのでであるわけですのでであるわけですのでであるわけですので、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの事事事事をやるならばをやるならばをやるならばをやるならば

やはりやはりやはりやはり規約改正規約改正規約改正規約改正をををを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないかなというなというなというなという気気気気がしているんですががしているんですががしているんですががしているんですが。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの通通通通りだとりだとりだとりだと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、これからもっとこれからもっとこれからもっとこれからもっと精査精査精査精査してしてしてして、、、、位置位置位置位置付付付付

けをやっていかないといけないとけをやっていかないといけないとけをやっていかないといけないとけをやっていかないといけないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、なぜそこにしなぜそこにしなぜそこにしなぜそこにし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの統合統合統合統合

のののの話話話話をををを出出出出すかとすかとすかとすかと言言言言いますといますといますといますと、、、、南部南部南部南部のののの施設施設施設施設がががが全全全全てててて２０２０２０２０年以上年以上年以上年以上、、、、一番長一番長一番長一番長いのでいのでいのでいので

築築築築３３３３３３３３年年年年、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化しているとしているとしているとしているというようないうようないうようないうような共通点共通点共通点共通点があるのとがあるのとがあるのとがあるのと、、、、個個個個々々々々のののの地域地域地域地域でででで

改築改築改築改築、、、、造造造造りりりり替替替替えというえというえというえという事事事事になるとになるとになるとになると何十億何十億何十億何十億というというというという金金金金がかかるわけですからがかかるわけですからがかかるわけですからがかかるわけですから、、、、

共通共通共通共通のののの課題課題課題課題であるとしたらであるとしたらであるとしたらであるとしたら、、、、一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えていったえていったえていったえていった方方方方がいいんじゃないかとがいいんじゃないかとがいいんじゃないかとがいいんじゃないかと

いういういういう事事事事とととと、、、、もうもうもうもう一一一一つはつはつはつはゴミゴミゴミゴミのののの問題問題問題問題とととと、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの問題問題問題問題はははは全全全全くくくく別問題別問題別問題別問題ではではではでは無無無無

いといといといと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。やはりやはりやはりやはり同同同同じじじじ構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバーでありますのででありますのででありますのででありますので、、、、相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果とととと

いういういういう部分部分部分部分ははははああああっっっってるかどうかてるかどうかてるかどうかてるかどうか分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも考考考考えながらやはりえながらやはりえながらやはりえながらやはり
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一緒一緒一緒一緒にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで行行行行ったったったった方方方方がいいんじゃないかなというようながいいんじゃないかなというようながいいんじゃないかなというようながいいんじゃないかなというような感感感感じをじをじをじを持持持持っっっっ

ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、ここでここでここでここで均衡均衡均衡均衡のあるのあるのあるのある広域的配置広域的配置広域的配置広域的配置、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあゴミゴミゴミゴミはどうするはどうするはどうするはどうする、、、、

斎場斎場斎場斎場はどうはどうはどうはどうするするするする、、、、しししし尿尿尿尿はどこにはどこにはどこにはどこに持持持持ってってってって行行行行くというくというくというくという形形形形のものをのものをのものをのものを大枠大枠大枠大枠でででで捉捉捉捉えなえなえなえな

がらがらがらがら配置計画配置計画配置計画配置計画をををを立立立立てていくというてていくというてていくというてていくという事事事事でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はごはごはごはご理解理解理解理解頂頂頂頂きききき

たいたいたいたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：今今今今はははは広域的広域的広域的広域的にににに清掃清掃清掃清掃のののの問題問題問題問題、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの問題問題問題問題、、、、そのそのそのその他色他色他色他色々々々々あるのはあるのはあるのはあるのは事実事実事実事実でででで

あるしあるしあるしあるし、、、、おおおお互互互互いがいがいがいが抱抱抱抱えているえているえているえている緊急緊急緊急緊急なななな課題課題課題課題とかあるととかあるととかあるととかあると思思思思うけどうけどうけどうけど、、、、ただただただただ、、、、このこのこのこの

理事会理事会理事会理事会でこれだけのでこれだけのでこれだけのでこれだけの課題課題課題課題をををを議論議論議論議論していくというのはしていくというのはしていくというのはしていくというのは荷荷荷荷がががが重過重過重過重過ぎるんじゃなぎるんじゃなぎるんじゃなぎるんじゃな

いかなといういかなといういかなといういかなという気気気気がするんですよがするんですよがするんですよがするんですよ。。。。だからだからだからだから議論議論議論議論はははは議論議論議論議論としてとしてとしてとして進進進進めてはいいとめてはいいとめてはいいとめてはいいと

思思思思うんだけどうんだけどうんだけどうんだけど、、、、このこのこのこの議論議論議論議論はははは、、、、どこでどういうどこでどういうどこでどういうどこでどういう形形形形でででで進進進進めていくかというめていくかというめていくかというめていくかという事事事事にににに

ついてのついてのついてのついての議論議論議論議論はははは私私私私はやってもいいとはやってもいいとはやってもいいとはやってもいいと思思思思ううううんだけどもんだけどもんだけどもんだけども、、、、理事会理事会理事会理事会ではふさわしではふさわしではふさわしではふさわし

いのかないのかないのかないのかな、、、、どうなのかなというどうなのかなというどうなのかなというどうなのかなという思思思思いがしますねいがしますねいがしますねいがしますね。。。。当初当初当初当初のののの課題課題課題課題であるところであるところであるところであるところ

ののののゴミゴミゴミゴミ問題問題問題問題もももも大変大変大変大変なななな問題問題問題問題であるがであるがであるがであるが、、、、そこからそこからそこからそこからこのしこのしこのしこのし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの問題問題問題問題、、、、火葬場火葬場火葬場火葬場

のののの問題問題問題問題、、、、清掃消防清掃消防清掃消防清掃消防のののの問題等問題等問題等問題等々々々々ちょっとちょっとちょっとちょっと。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの点点点点はははは分分分分かりますがかりますがかりますがかりますが、、、、広広広広げていくわけじゃなくてげていくわけじゃなくてげていくわけじゃなくてげていくわけじゃなくて、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも、、、、

広域広域広域広域のののの配置計画配置計画配置計画配置計画のののの折折折折でででで、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、しししし尿尿尿尿をををを無視無視無視無視してというしてというしてというしてという訳訳訳訳にはいかなにはいかなにはいかなにはいかな

いだろういだろういだろういだろう、、、、やはりやはりやはりやはり地域地域地域地域々々々々々々々々ででででバランスバランスバランスバランスのののの取取取取れたれたれたれた配置配置配置配置をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという考考考考

ええええ方方方方のののの中中中中にしにしにしにし尿尿尿尿がががが出出出出てきたものですからてきたものですからてきたものですからてきたものですから、、、、それはそれでごそれはそれでごそれはそれでごそれはそれでご指摘指摘指摘指摘のののの内容内容内容内容のものものものも

のがあるとしたらのがあるとしたらのがあるとしたらのがあるとしたら、、、、別別別別にににに議論議論議論議論をやればいいとをやればいいとをやればいいとをやればいいと思思思思うんですうんですうんですうんですよよよよ。。。。もしもしもしもし一緒一緒一緒一緒にににに並並並並

行行行行してしてしてして出来出来出来出来るるるるののののであればであればであればであれば進進進進めるにこしためるにこしためるにこしためるにこした事事事事はないんじゃないかなとはないんじゃないかなとはないんじゃないかなとはないんじゃないかなと。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり広域広域広域広域でででで取組取組取組取組むべきむべきむべきむべき課題課題課題課題だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っているっているっているっているしししし、、、、更更更更にににに又又又又ゴミゴミゴミゴミ

としとしとしとし尿尿尿尿とはとはとはとは同同同同じじじじ担当部署担当部署担当部署担当部署ですのでですのでですのでですので、、、、施設施設施設施設もおもおもおもお互互互互いいいい新新新新たにたにたにたに造造造造りりりり替替替替えなければえなければえなければえなければ

ならないならないならないならない時期時期時期時期にににに来来来来ているのでているのでているのでているので、、、、そうなってくるとそうなってくるとそうなってくるとそうなってくると担当担当担当担当のののの職員職員職員職員などもなどもなどもなども、、、、このこのこのこの

理事会理事会理事会理事会をををを通通通通してこれもしてこれもしてこれもしてこれも検討検討検討検討しなさいというしなさいというしなさいというしなさいという事事事事でやるでやるでやるでやる事事事事によってによってによってによって、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの

広域広域広域広域のののの事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、法的法的法的法的なななな問題問題問題問題はははは別別別別としてとしてとしてとして理事会理事会理事会理事会ではまずこではまずこではまずこではまずこ

れもおれもおれもおれもお互互互互いのいのいのいの広域広域広域広域のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして取取取取りりりり掛掛掛掛かったかったかったかった方方方方がいいんではないかなとがいいんではないかなとがいいんではないかなとがいいんではないかなと私私私私

はははは思思思思ってってってっていいいいるんですよるんですよるんですよるんですよ。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：我我我我々々々々首長首長首長首長（（（（市町長市町長市町長市町長））））とととと、、、、議会議会議会議会のののの代表代表代表代表のののの集集集集まりですからまりですからまりですからまりですから方針方針方針方針はははは決決決決めないめないめないめない

とととと事務的事務的事務的事務的なななな内容内容内容内容がががが進進進進まないというのがまないというのがまないというのがまないというのが一一一一つつつつ、、、、それとそれとそれとそれと、、、、今今今今までずっとまでずっとまでずっとまでずっとゴミゴミゴミゴミ問問問問

題題題題をををを議論議論議論議論したしたしたした中中中中でででで、、、、我我我我々々々々だけがだけがだけがだけが迷惑施設迷惑施設迷惑施設迷惑施設がががが集中集中集中集中するのかというようなするのかというようなするのかというようなするのかというような地域地域地域地域

ののののエゴエゴエゴエゴがががが働働働働いていたんですねいていたんですねいていたんですねいていたんですね。。。。それをそれをそれをそれを今回今回今回今回はははは方針方針方針方針としてとしてとしてとして火葬場火葬場火葬場火葬場、、、、しししし尿尿尿尿、、、、ごごごご

みみみみ処理処理処理処理、、、、あるあるあるある程度程度程度程度全体全体全体全体のののの広域的広域的広域的広域的なななな視点視点視点視点からからからから、、、、どこどこというふうなどこどこというふうなどこどこというふうなどこどこというふうな事事事事をををを痛痛痛痛

みみみみ分分分分けをしながらそれをけをしながらそれをけをしながらそれをけをしながらそれを考考考考えていくというえていくというえていくというえていくという事事事事をををを総論総論総論総論としてこれにとしてこれにとしてこれにとしてこれに盛盛盛盛りりりり込込込込もももも

うといううといううといううという事事事事ですからですからですからですから、、、、是非今後是非今後是非今後是非今後はははは火葬場火葬場火葬場火葬場のののの問題問題問題問題もももも今議論今議論今議論今議論されておりますされておりますされておりますされております、、、、

又又又又しししし尿尿尿尿のののの問題問題問題問題もももも事務的事務的事務的事務的なななな内容内容内容内容でででで進進進進めていくといめていくといめていくといめていくというううう様様様様なななな事事事事にならないとにならないとにならないとにならないと、、、、今今今今

老朽化老朽化老朽化老朽化しているのでしているのでしているのでしているので壊壊壊壊れたられたられたられたら大変大変大変大変なななな話話話話ですからですからですからですから、、、、将来将来将来将来どういうどういうどういうどういう形形形形でまとめでまとめでまとめでまとめ
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ていくかというていくかというていくかというていくかという事事事事もももも詳細詳細詳細詳細にににに詰詰詰詰めてめてめてめて作業作業作業作業しなければいけないというようなしなければいけないというようなしなければいけないというようなしなければいけないというような事事事事

でででで、、、、ここでここでここでここで方針方針方針方針をををを決決決決めためためためた方方方方がいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかという様様様様なななな事事事事がががが今日今日今日今日のののの議論議論議論議論

ですねですねですねですね。。。。それをそれをそれをそれを今後全体今後全体今後全体今後全体でどうするかというのはでどうするかというのはでどうするかというのはでどうするかというのは又又又又それからのそれからのそれからのそれからの議論議論議論議論ですかですかですかですか

らららら方針方針方針方針だけはこういっただけはこういっただけはこういっただけはこういった方針方針方針方針でででで決決決決めためためためた方方方方がいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかという事事事事でででで今今今今

日日日日はははは議案議案議案議案をををを上程上程上程上程してありますしてありますしてありますしてあります。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの中中中中にににに一元一元一元一元にににに含含含含まれているまれているまれているまれている事自事自事自事自

体体体体がががが問題問題問題問題ではないかなというではないかなというではないかなというではないかなという感感感感じはしますじはしますじはしますじはします。。。。要要要要するにするにするにするに一般廃一般廃一般廃一般廃棄物棄物棄物棄物のののの処理処理処理処理とととと

してしてしてして規約規約規約規約のほうはのほうはのほうはのほうは決決決決まっているわけですよねまっているわけですよねまっているわけですよねまっているわけですよね。。。。そのそのそのその中中中中にににに、、、、しししし尿尿尿尿のののの問題問題問題問題、、、、そそそそ

してしてしてして火葬場火葬場火葬場火葬場のののの問題等問題等問題等問題等をををを入入入入れてれてれてれて協議協議協議協議することすることすることすること自体自体自体自体がががが規約規約規約規約にににに、、、、問題問題問題問題ないとはおないとはおないとはおないとはお

っしゃってるんですがっしゃってるんですがっしゃってるんですがっしゃってるんですが、、、、一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理一般廃棄物処理のためののためののためののための負担金負担金負担金負担金をををを取取取取ってやっていってやっていってやっていってやってい

るわけですのでるわけですのでるわけですのでるわけですので、、、、そのそのそのその中中中中でででで別別別別のののの協議協議協議協議もももも出出出出すというすというすというすという事事事事はそのはそのはそのはその分予算分予算分予算分予算もももも入入入入ってってってって

るというるというるというるという事事事事になるわけですよねになるわけですよねになるわけですよねになるわけですよね。。。。だからだからだからだから、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺のののの整理整理整理整理をですねをですねをですねをですね、（、（、（、（協議協議協議協議

をををを））））やることやることやることやること自体自体自体自体はははは問題問題問題問題ないとないとないとないと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。規約上規約上規約上規約上のののの問題問題問題問題、、、、そういったそういったそういったそういった

のがのがのがのが本当本当本当本当ににににクリアクリアクリアクリア出来出来出来出来るのかどうかがるのかどうかがるのかどうかがるのかどうかが・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ちょっとちょっとちょっとちょっと深深深深くくくく入入入入りりりり過過過過ぎてぎてぎてぎていいいいますがますがますがますが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもバランスバランスバランスバランスのののの取取取取れたれたれたれた配置計配置計配置計配置計

画画画画をとをとをとをと、、、、どこどこにどういうどこどこにどういうどこどこにどういうどこどこにどういう痛痛痛痛みみみみ分分分分けをしてけをしてけをしてけをして、、、、おおおお互互互互いいいいどこからどこからどこからどこから見見見見てもてもてもても公正公正公正公正

公平公平公平公平にににに配置計画配置計画配置計画配置計画がなされているというがなされているというがなされているというがなされているという形形形形をををを整整整整えるためにえるためにえるためにえるために、、、、しししし尿尿尿尿もまったくもまったくもまったくもまったく

度外視度外視度外視度外視してしてしてしてゴミゴミゴミゴミのののの問題問題問題問題だけをだけをだけをだけを進進進進めていくめていくめていくめていく場合場合場合場合とととと、、、、斎場斎場斎場斎場はどこにはどこにはどこにはどこに、、、、しししし尿尿尿尿はどはどはどはど

こにというようにあるこにというようにあるこにというようにあるこにというようにある程度程度程度程度のののの配置計画配置計画配置計画配置計画をおをおをおをお互互互互いにらみながらいにらみながらいにらみながらいにらみながら、、、、ゴミゴミゴミゴミはどこはどこはどこはどこ

にというにというにというにという事事事事でででで候補地候補地候補地候補地をををを決決決決めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいという事事事事ですのでですのでですのでですので、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺はひとはひとはひとはひと

つごつごつごつご理解理解理解理解をををを頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：２２２２ページページページページのののの中中中中ではではではでは特特特特にしにしにしにし尿尿尿尿とかそういったとかそういったとかそういったとかそういった施設名施設名施設名施設名はははは入入入入ってはいないってはいないってはいないってはいない

んですよねんですよねんですよねんですよね。。。。焼却焼却焼却焼却残渣残渣残渣残渣等等等等のののの中中中中にににに含含含含まれているんだろうなというまれているんだろうなというまれているんだろうなというまれているんだろうなという事事事事がうかががうかががうかががうかが

えるえるえるえるんですよねんですよねんですよねんですよね。。。。方針方針方針方針のののの中中中中にはにはにはには具体的具体的具体的具体的にはどれどれやるというにはどれどれやるというにはどれどれやるというにはどれどれやるという事事事事はははは書書書書かれかれかれかれ

ていませんでしたよねていませんでしたよねていませんでしたよねていませんでしたよね。。。。考考考考ええええ方方方方としてはあのとしてはあのとしてはあのとしてはあの考考考考ええええ方方方方ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：しししし尿尿尿尿もももも一緒一緒一緒一緒にににに進進進進めためためためた方方方方がいいというがいいというがいいというがいいという事事事事であればであればであればであれば、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる規約規約規約規約でででで位置位置位置位置付付付付

けをしてけをしてけをしてけをして、、、、しししし尿尿尿尿のののの問題問題問題問題はしはしはしはし尿尿尿尿のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして議論議論議論議論をををを掘掘掘掘りりりり下下下下げていけばいいげていけばいいげていけばいいげていけばいい事事事事

だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今ははははサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターははははゴミゴミゴミゴミのののの問題問題問題問題をををを論論論論じているわじているわじているわじているわ

けですけですけですけです。。。。そういうそういうそういうそういう形形形形でででで、、、、しししし尿尿尿尿処理処理処理処理でででで又又又又そういうそういうそういうそういう組織組織組織組織をををを作作作作ってやっていくってやっていくってやっていくってやっていく形形形形

になるとになるとになるとになると。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：１０１０１０１０ページページページページのののの表表表表ですがですがですがですが今南部広域行政組合今南部広域行政組合今南部広域行政組合今南部広域行政組合にににに研究所研究所研究所研究所としてとしてとしてとして入入入入っているのっているのっているのっているの

はははは糸満糸満糸満糸満はこれだけですかはこれだけですかはこれだけですかはこれだけですか。。。。それとそれとそれとそれと、、、、しししし尿処尿処尿処尿処理理理理についてはについてはについてはについては全然関係全然関係全然関係全然関係ないようないようないようないよう

なななな書書書書きききき方方方方してますしてますしてますしてますよねよねよねよね。。。。    
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副会長副会長副会長副会長：：：：これですねこれですねこれですねこれですね、、、、今今今今２２２２人人人人のののの正副会長正副会長正副会長正副会長のののの中中中中のののの話話話話ですがですがですがですが、、、、ゴミゴミゴミゴミがががが広域化広域化広域化広域化にやるにやるにやるにやる

かってのはかってのはかってのはかってのは、、、、しししし尿尿尿尿はははは別別別別じゃないかとじゃないかとじゃないかとじゃないかと、、、、南部南部南部南部はははは一一一一つだというつだというつだというつだという基本認識基本認識基本認識基本認識はははは変変変変わわわわ

らないとらないとらないとらないと。。。。将来将来将来将来しししし尿尿尿尿もももも一緒一緒一緒一緒にするというのであればにするというのであればにするというのであればにするというのであれば、、、、それはそれはそれはそれは一緒一緒一緒一緒にしてもにしてもにしてもにしても

いいんじゃないかといいんじゃないかといいんじゃないかといいんじゃないかといういういういう２２２２人人人人のののの話話話話ではそういうではそういうではそういうではそういう話話話話になったんですがになったんですがになったんですがになったんですが、、、、それそれそれそれ

はははは糸満市糸満市糸満市糸満市がどうがどうがどうがどう結論出結論出結論出結論出すのかすのかすのかすのか分分分分かりませんからかりませんからかりませんからかりませんから、、、、一緒一緒一緒一緒にやりたいとにやりたいとにやりたいとにやりたいと言言言言うこうこうこうこ

とであればとであればとであればとであれば我我我我々々々々はははは、、、、いいいいいいいいんんんんじゃないかというじゃないかというじゃないかというじゃないかという話話話話をしたわけですねをしたわけですねをしたわけですねをしたわけですね。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：今今今今はこれははこれははこれははこれは糸満糸満糸満糸満もももも含含含含めてやったほうがいいというおめてやったほうがいいというおめてやったほうがいいというおめてやったほうがいいというお考考考考えですえですえですえですよねよねよねよね。。。。    

    

副副副副会長会長会長会長：：：：南部南部南部南部はははは一一一一つだということですからつだということですからつだということですからつだということですから。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：そのそのそのその辺辺辺辺ですよですよですよですよ。。。。はっきりしておかないとはっきりしておかないとはっきりしておかないとはっきりしておかないと。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：調査研究調査研究調査研究調査研究すればごみすればごみすればごみすればごみ問題問題問題問題もももも解決解決解決解決するしするしするしするし、、、、後後後後でででで又又又又しししし尿問題尿問題尿問題尿問題もももも解決解決解決解決するだろするだろするだろするだろ

うとうとうとうと。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：ごみごみごみごみ問題問題問題問題もももも問題問題問題問題でいいですけどでいいですけどでいいですけどでいいですけど、、、、向向向向こうがこうがこうがこうが離脱離脱離脱離脱したわけですからしたわけですからしたわけですからしたわけですから。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：糸満市糸満市糸満市糸満市のののの意思表示意思表示意思表示意思表示、、、、考考考考ええええ方方方方がががが今今今今のところのところのところのところ全全全全くくくく分分分分かりませんのでかりませんのでかりませんのでかりませんので、、、、言及言及言及言及すすすす

るるるる事事事事はしないとはしないとはしないとはしないと、、、、向向向向こうがどうこうがどうこうがどうこうがどう考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、出出出出てきたときはてきたときはてきたときはてきたときは出出出出てきたてきたてきたてきた

ときでときでときでときで考考考考えればいいんですがえればいいんですがえればいいんですがえればいいんですが、、、、拒拒拒拒むむむむ必要必要必要必要はないだろうとはないだろうとはないだろうとはないだろうと。。。。向向向向こうからこうからこうからこうから希望希望希望希望

があってがあってがあってがあって、、、、そのそのそのその処理処理処理処理はははは一緒一緒一緒一緒にさせてくれとにさせてくれとにさせてくれとにさせてくれと（（（（なったなったなったなった場合場合場合場合）。）。）。）。他他他他のののの自治体自治体自治体自治体でもでもでもでも

経費経費経費経費がががが節減節減節減節減できるできるできるできる事事事事ですからですからですからですから、、、、恐恐恐恐らくらくらくらく相当差相当差相当差相当差がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。でででで

すからすからすからすから、、、、是非一緒是非一緒是非一緒是非一緒にににに入入入入れてれてれてれて欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという意思表示意思表示意思表示意思表示もあるもあるもあるもある位位位位ですからですからですからですから考考考考えるえるえるえる

んじゃないでしょうかんじゃないでしょうかんじゃないでしょうかんじゃないでしょうか。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：決決決決してしてしてして反対反対反対反対ではないんだけどもではないんだけどもではないんだけどもではないんだけども、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには重荷重荷重荷重荷があるんではないかながあるんではないかながあるんではないかながあるんではないかな

というというというという感感感感じがするものですからじがするものですからじがするものですからじがするものですから申申申申しししし上上上上げたんですけどげたんですけどげたんですけどげたんですけど、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理もももも含含含含めてめてめてめて

どこまでどこまでどこまでどこまで理事会理事会理事会理事会がががが踏踏踏踏みみみみ込込込込めるのかめるのかめるのかめるのか、、、、踏踏踏踏みみみみ込込込込んでいくのかというんでいくのかというんでいくのかというんでいくのかという事事事事もももも含含含含めてめてめてめて

議論議論議論議論しなければいけないしなければいけないしなければいけないしなければいけない問題問題問題問題だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。ただただただただ、、、、そうなってくそうなってくそうなってくそうなってく

るとるとるとると、、、、とどまるとどまるとどまるとどまる事事事事をををを知知知知らないらないらないらない所所所所もももも出出出出てくるしてくるしてくるしてくるし、、、、構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバーがががが違違違違いますよいますよいますよいますよ

ねねねね、、、、しししし尿尿尿尿処理処理処理処理にしてもにしてもにしてもにしても。。。。予算問題等予算問題等予算問題等予算問題等々、々、々、々、最終的最終的最終的最終的にににに来来来来ますのでますのでますのでますので、、、、会長会長会長会長のおっのおっのおっのおっ

しゃるようにしゃるようにしゃるようにしゃるように大枠大枠大枠大枠としてとしてとしてとして、、、、どれはどこのどれはどこのどれはどこのどれはどこの地域地域地域地域というようなというようなというようなというような程度程度程度程度でのでのでのでの話話話話なのなのなのなの

かかかか、、、、もうちょっとそこのもうちょっとそこのもうちょっとそこのもうちょっとそこの所踏所踏所踏所踏みみみみ込込込込んでんでんでんで処理場処理場処理場処理場もももも含含含含めてめてめてめて・・・・・・・・・・・・、、、、色色色色々々々々あるだあるだあるだあるだ

ろうとろうとろうとろうと思思思思うけどうけどうけどうけど、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理においてにおいてにおいてにおいて負担金負担金負担金負担金のどうのこうのというのどうのこうのというのどうのこうのというのどうのこうのという話話話話になっになっになっになっ

てくるとおてくるとおてくるとおてくるとお互互互互いいいい構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバーがががが違違違違うううう部分部分部分部分もあるわけですからもあるわけですからもあるわけですからもあるわけですから、、、、非常非常非常非常にににに組組組組めめめめ

ないないないない所所所所もあるのでそのもあるのでそのもあるのでそのもあるのでその辺辺辺辺はここでのはここでのはここでのはここでの議論議論議論議論としてはとしてはとしてはとしては限界限界限界限界があるだろうしがあるだろうしがあるだろうしがあるだろうし、、、、精精精精

査査査査がががが必要必要必要必要だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので執行部執行部執行部執行部のののの皆皆皆皆さんもごちゃごちゃなってくるさんもごちゃごちゃなってくるさんもごちゃごちゃなってくるさんもごちゃごちゃなってくる

とととと頭頭頭頭のののの整理整理整理整理もももも大変大変大変大変じゃないかなとじゃないかなとじゃないかなとじゃないかなと思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。    
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会長会長会長会長：：：：ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの心配心配心配心配もそのもそのもそのもその通通通通りだとりだとりだとりだと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても関連関連関連関連してしてしてして    

きますのできますのできますのできますので、、、、配置配置配置配置のののの問題問題問題問題もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが、、、、適当適当適当適当なななな言葉言葉言葉言葉かどうかかどうかかどうかかどうか分分分分かりませがかりませがかりませがかりませが、、、、    

おおおお互互互互いいいい非常非常非常非常ににににスムーズスムーズスムーズスムーズにうまくいくにうまくいくにうまくいくにうまくいく意味意味意味意味でででではははは私私私私はしはしはしはし尿処理尿処理尿処理尿処理もももも全全全全くくくく切切切切りりりり離離離離しししし    

てごみてごみてごみてごみをごみだけというをごみだけというをごみだけというをごみだけという形形形形よりはよりはよりはよりは、、、、やはりそこもやはりそこもやはりそこもやはりそこも考考考考えながらえながらえながらえながら一緒一緒一緒一緒にににに進進進進めためためためた    

ほうがほうがほうがほうが非常非常非常非常にににに効果効果効果効果がでるんじゃないかというがでるんじゃないかというがでるんじゃないかというがでるんじゃないかという思思思思いもいもいもいも強強強強いものですからいものですからいものですからいものですから。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：もうもうもうもう一一一一つつつつ懸念懸念懸念懸念されるのはされるのはされるのはされるのは末端末端末端末端しししし尿処理工場尿処理工場尿処理工場尿処理工場があるとがあるとがあるとがあると、、、、ごみごみごみごみ処理施設処理施設処理施設処理施設はいはいはいはい

らないよというらないよというらないよというらないよという話話話話になってきやしないかというになってきやしないかというになってきやしないかというになってきやしないかという感感感感じもあるんですがじもあるんですがじもあるんですがじもあるんですが。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：そのそのそのその辺辺辺辺はやはりはやはりはやはりはやはり長長長長いいいい目目目目でででで見見見見てててて、、、、もうもうもうもう築築築築 20202020年年年年以上以上以上以上になっているになっているになっているになっている、、、、そしてそしてそしてそしてララララ

ンニングコストンニングコストンニングコストンニングコストのののの問題問題問題問題、、、、将来将来将来将来をををを見越見越見越見越したしたしたした場合場合場合場合にににに一緒一緒一緒一緒にににに統合統合統合統合してしてしてしてランニングランニングランニングランニング

コストコストコストコストがこんなにがこんなにがこんなにがこんなに安安安安くなるというくなるというくなるというくなるという事事事事でもしなるとしたらでもしなるとしたらでもしなるとしたらでもしなるとしたら、、、、これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり大大大大

いにいにいにいに議論議論議論議論するするするする価値価値価値価値はあるんじゃないかなとはあるんじゃないかなとはあるんじゃないかなとはあるんじゃないかなと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。ただただただただ、、、、目先目先目先目先のこのこのこのこ

とでとでとでとで、、、、施設施設施設施設があるからがあるからがあるからがあるから私達私達私達私達はははは関係関係関係関係ないないないない、、、、今今今今のままでやりますというのままでやりますというのままでやりますというのままでやりますという意見意見意見意見がががが

あったあったあったあった場合場合場合場合それはやはりそれはやはりそれはやはりそれはやはり比較検討比較検討比較検討比較検討できるようなできるようなできるようなできるような内容内容内容内容のののの議論議論議論議論、、、、資料資料資料資料をををを準備準備準備準備しししし

たいとたいとたいとたいと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、そういうのもこれからそういうのもこれからそういうのもこれからそういうのもこれから時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて議論議論議論議論していけばしていけばしていけばしていけば答答答答

はははは出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：今今今今のののの話話話話はははは焼却焼却焼却焼却のののの問題問題問題問題ですよねですよねですよねですよね。。。。しししし尿処理尿処理尿処理尿処理とかとかとかとか、、、、火葬場火葬場火葬場火葬場とかいとかいとかいとかいうものはうものはうものはうものは二二二二

のののの次次次次ですよですよですよですよ。。。。今日今日今日今日のののの会議会議会議会議というのはこれはただこういうものもというのはこれはただこういうものもというのはこれはただこういうものもというのはこれはただこういうものも含含含含まれますまれますまれますまれます

よとよとよとよと。。。。それはそれはそれはそれは今又吉議長今又吉議長今又吉議長今又吉議長がががが言言言言ったようにったようにったようにったように、、、、突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんでととととなるとなるとなるとなると、、、、我我我我々々々々のののの副副副副

町長町長町長町長がががが言言言言ったようにったようにったようにったように規約規約規約規約をををを改正改正改正改正してからしてからしてからしてから突突突突っっっっ込込込込んでいかないとんでいかないとんでいかないとんでいかないと、、、、というもというもというもというも

のだとのだとのだとのだと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。ですからですからですからですから今日今日今日今日のののの会議会議会議会議というのはというのはというのはというのは、、、、こういうものもこういうものもこういうものもこういうものも含含含含

まれますよというようなまれますよというようなまれますよというようなまれますよというような話話話話だとだとだとだと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ですからですからですからですから、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針というというというという冒頭冒頭冒頭冒頭にににに申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました公正公平公正公平公正公平公正公平なななな広域配置計広域配置計広域配置計広域配置計

画画画画をををを頭頭頭頭にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり基基基基本理念本理念本理念本理念としてとしてとしてとして持持持持ってってってって、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針としてこれからとしてこれからとしてこれからとしてこれから進進進進めてめてめてめて

行行行行きたいというきたいというきたいというきたいという事事事事でのでのでのでの方針方針方針方針ですよですよですよですよ。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：基本方針基本方針基本方針基本方針はははは、、、、こういうこういうこういうこういう方向方向方向方向でやりましょうというでやりましょうというでやりましょうというでやりましょうという確認確認確認確認だけですねだけですねだけですねだけですね。。。。事事事事

務的務的務的務的なものはなものはなものはなものは、、、、後後後後はいろんなはいろんなはいろんなはいろんな形形形形でやらないといけないとでやらないといけないとでやらないといけないとでやらないといけないと思思思思いますいますいますいます。。。。火葬場火葬場火葬場火葬場

についてもについてもについてもについても事務局事務局事務局事務局をををを立立立立ちちちち上上上上げてやってげてやってげてやってげてやっていいいいますよねますよねますよねますよね。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：ちょっとちょっとちょっとちょっと早急早急早急早急すぎるすぎるすぎるすぎる感感感感じがするんですねじがするんですねじがするんですねじがするんですね。。。。今今今今、、、、やはりやはりやはりやはり我我我我々々々々ごみごみごみごみ問題問題問題問題もももも具具具具

体的体的体的体的にににに何何何何もというもというもというもという事事事事でででで、、、、こういうこういうこういうこういう事事事事までやってしまうとまでやってしまうとまでやってしまうとまでやってしまうと、、、、どこにどこにどこにどこに焦点焦点焦点焦点をををを合合合合

わせていいかわせていいかわせていいかわせていいか分分分分からなくなるからなくなるからなくなるからなくなる。。。。もっともっとごみもっともっとごみもっともっとごみもっともっとごみ問題問題問題問題をををを集中的集中的集中的集中的にやってかにやってかにやってかにやってか

らでもらでもらでもらでも遅遅遅遅くくくくははははないのではないかというないのではないかというないのではないかというないのではないかという気気気気がしますねがしますねがしますねがしますね。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：先程先程先程先程もももも申申申申しししし上上上上げたんですがげたんですがげたんですがげたんですが、、、、ごみだけのごみだけのごみだけのごみだけの問題問題問題問題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために立立立立ちちちち上上上上げげげげ

たたたたサザンサザンサザンサザン協協協協ですよねですよねですよねですよね。。。。ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの通通通通りですりですりですりです。。。。ただただただただ、、、、ごみのごみのごみのごみの問題問題問題問題だけをだけをだけをだけを進進進進めてめてめてめて
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いっていっていっていって、、、、他他他他のののの物物物物ととととはははは無無無無関係関係関係関係かということではいけないとかということではいけないとかということではいけないとかということではいけないと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。今今今今、、、、

配置計画配置計画配置計画配置計画のののの、、、、どこにそのどこにそのどこにそのどこにその施設施設施設施設をををを持持持持ってってってって行行行行っていくかというっていくかというっていくかというっていくかという事事事事にににに今今今今これからこれからこれからこれから

進進進進めていくわけですがめていくわけですがめていくわけですがめていくわけですが、、、、そのそのそのその場合場合場合場合にににに、、、、斎場斎場斎場斎場もももも、、、、しししし尿処理場尿処理場尿処理場尿処理場もごみのもごみのもごみのもごみの施設施設施設施設もももも

偏偏偏偏らずにらずにらずにらずに均衡均衡均衡均衡のあるのあるのあるのある公正公平公正公平公正公平公正公平なななな形形形形でででで誰誰誰誰がががが見見見見てもてもてもてもバランスバランスバランスバランスよくよくよくよく配置配置配置配置されたなされたなされたなされたな

というというというという意味意味意味意味でででで、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの問題問題問題問題もどのもどのもどのもどの辺辺辺辺がががが適当適当適当適当なのかなのかなのかなのか、、、、斎場斎場斎場斎場もどこにもどこにもどこにもどこに決決決決まままま

るのかるのかるのかるのか、、、、ごみごみごみごみ施設施設施設施設はどこにはどこにはどこにはどこに決決決決めるのかとめるのかとめるのかとめるのかと、、、、いういういういうようようようようなななな事事事事をやはりをやはりをやはりをやはり睨睨睨睨んでいんでいんでいんでい

ったったったった場合場合場合場合にどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても無視無視無視無視するわけにはいかんではないかというするわけにはいかんではないかというするわけにはいかんではないかというするわけにはいかんではないかという考考考考えなんえなんえなんえなん

ですですですですよよよよ。。。。ですからですからですからですから、、、、広域的広域的広域的広域的なななな配置計画配置計画配置計画配置計画というというというという基本方針基本方針基本方針基本方針をををを今日今日今日今日はははは確認確認確認確認していしていしていしてい

ただければというただければというただければというただければという事事事事でのでのでのでの提案提案提案提案なんですよなんですよなんですよなんですよ。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：ごみごみごみごみ問題問題問題問題とととと合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、しししし尿問題尿問題尿問題尿問題もすぐもすぐもすぐもすぐ身近身近身近身近なななな問題問題問題問題としてとしてとしてとして出出出出てくるわけでてくるわけでてくるわけでてくるわけで

すからすからすからすから、、、、せっかくおせっかくおせっかくおせっかくお互互互互いのいのいのいの組織組織組織組織のののの中中中中にににに担当担当担当担当のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方いるわけですからいるわけですからいるわけですからいるわけですから、、、、

このこのこのこの担当担当担当担当のののの職員職員職員職員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にこのにこのにこのにこの組織組織組織組織をををを通通通通じてじてじてじて調査研究調査研究調査研究調査研究しなさいというしなさいというしなさいというしなさいという事事事事

でやらないとでやらないとでやらないとでやらないと、、、、後後後後でこれでこれでこれでこれ解決解決解決解決したからといったしたからといったしたからといったしたからといった場合場合場合場合、、、、しししし尿尿尿尿についてもについてもについてもについても遅遅遅遅れれれれ

ていくていくていくていく恐恐恐恐れもあるものですかられもあるものですかられもあるものですかられもあるものですから、、、、基本基本基本基本としてはおとしてはおとしてはおとしてはお互互互互いそれもおいておかないそれもおいておかないそれもおいておかないそれもおいておかな

いといといといと後後後後でででで又又又又おおおお互互互互いいいい 1111 箇所箇所箇所箇所にかとなってくるとにかとなってくるとにかとなってくるとにかとなってくると又話又話又話又話がががが崩崩崩崩れるれるれるれる恐恐恐恐れもあるものれもあるものれもあるものれもあるもの

ですからですからですからですから、、、、あるあるあるある程度程度程度程度、、、、最低葬祭関係最低葬祭関係最低葬祭関係最低葬祭関係についてはについてはについてはについては事務局事務局事務局事務局もももも立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて今調査今調査今調査今調査

研究進研究進研究進研究進めているわけですからめているわけですからめているわけですからめているわけですから、、、、しししし尿尿尿尿についてもについてもについてもについても担当担当担当担当のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方、、、、ごみとしごみとしごみとしごみとし

尿一緒尿一緒尿一緒尿一緒だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。違違違違うううう所所所所があったらがあったらがあったらがあったら困困困困るんですけどるんですけどるんですけどるんですけど、、、、両方調査研究両方調査研究両方調査研究両方調査研究ささささ

せておかないとせておかないとせておかないとせておかないと、、、、すぐすぐすぐすぐ出出出出てくるてくるてくるてくる話話話話だとだとだとだと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。市町村長或市町村長或市町村長或市町村長或いはいはいはいは議長議長議長議長

さんさんさんさん方方方方においてもこれはおにおいてもこれはおにおいてもこれはおにおいてもこれはお願願願願いしないといけないいしないといけないいしないといけないいしないといけない事事事事ですのでですのでですのでですので、、、、基本基本基本基本としてとしてとしてとして

しししし尿尿尿尿までまでまでまで調査研究調査研究調査研究調査研究をさせていくというをさせていくというをさせていくというをさせていくという事事事事でやらないといけないんじゃないでやらないといけないんじゃないでやらないといけないんじゃないでやらないといけないんじゃない

かなとかなとかなとかなと思思思思っているんですっているんですっているんですっているんです。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：であればであればであればであれば、、、、3333つをつをつをつを 1111つにしてつにしてつにしてつにして進進進進めるというめるというめるというめるという事事事事ですかですかですかですか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：今今今今ちょっとちょっとちょっとちょっと誤解誤解誤解誤解されているされているされているされている所所所所もあるもあるもあるもあるかとかとかとかと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。サザンサザンサザンサザン協協協協はあくはあくはあくはあく

までもごみまでもごみまでもごみまでもごみ処理施設処理施設処理施設処理施設をををを造造造造るためのるためのるためのるための目的目的目的目的でででで立立立立ちちちち上上上上がったがったがったがった組織組織組織組織ですからですからですからですから、、、、おおおお互互互互

いのいのいのいの負担金負担金負担金負担金もそのもそのもそのもその為為為為にににに使使使使わないといけないわけですわないといけないわけですわないといけないわけですわないといけないわけです。。。。このこのこのこの負担金負担金負担金負担金もももも、、、、しししし尿尿尿尿

処理処理処理処理にもにもにもにも斎場斎場斎場斎場にもにもにもにも使使使使おうというおうというおうというおうという事事事事ではないですではないですではないですではないです。。。。全全全全くそういうくそういうくそういうくそういう考考考考えはないえはないえはないえはない

ですですですです。。。。ただただただただ、、、、全体全体全体全体をををを見渡見渡見渡見渡したしたしたした場合場合場合場合にににに配置計画配置計画配置計画配置計画をををを睨睨睨睨みながらみながらみながらみながら環境施設環境施設環境施設環境施設もももも均衡均衡均衡均衡

あるあるあるある配置計画配置計画配置計画配置計画をとをとをとをと。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：今今今今のののの話話話話になっていくとになっていくとになっていくとになっていくと、、、、3333 つをつをつをつを考考考考えながらえながらえながらえながら立立立立ちちちち上上上上げるということになっげるということになっげるということになっげるということになっ

ててててくるくるくるくるとととと、、、、時期的時期的時期的時期的にもこれにもこれにもこれにもこれ 3333つをつをつをつを合合合合わせてわせてわせてわせてはははは大変大変大変大変ではないですかではないですかではないですかではないですか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ですからですからですからですから、、、、サザンサザンサザンサザン協協協協はあくまでもごみはあくまでもごみはあくまでもごみはあくまでもごみ処理施設処理施設処理施設処理施設をををを目的目的目的目的にににに立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた組織組織組織組織

ですからですからですからですから、、、、それにそれにそれにそれに取組取組取組取組んでいくわけですよんでいくわけですよんでいくわけですよんでいくわけですよ。。。。ただしかしただしかしただしかしただしかし、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理もももも斎場斎場斎場斎場

もももも全全全全くくくく無視無視無視無視してごみをごみだけどこでもいいからしてごみをごみだけどこでもいいからしてごみをごみだけどこでもいいからしてごみをごみだけどこでもいいから候補地候補地候補地候補地をををを選選選選んでいけばいんでいけばいんでいけばいんでいけばい

いというものではいというものではいというものではいというものでは無無無無いといといといと、、、、あとであとであとであとで後悔後悔後悔後悔することにならないかなとすることにならないかなとすることにならないかなとすることにならないかなと。。。。いいまいいまいいまいいま
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すのはやっぱりすのはやっぱりすのはやっぱりすのはやっぱり均衡均衡均衡均衡あるあるあるある配置計画配置計画配置計画配置計画とととと。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：これはこれはこれはこれは一番大事一番大事一番大事一番大事とはとはとはとは分分分分かりますがかりますがかりますがかりますが、、、、進進進進めめめめ方方方方としてとしてとしてとして 3333 つをつをつをつを立立立立ちちちち上上上上げていくげていくげていくげていく

のかのかのかのか、、、、サザンサザンサザンサザン協協協協のののの中中中中でこれまででこれまででこれまででこれまで・・・・・・・・・・・・    

    

会長会長会長会長：：：：3333つをつをつをつを一緒一緒一緒一緒にににに立立立立ちちちち上上上上げるというわけではないですよげるというわけではないですよげるというわけではないですよげるというわけではないですよ。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：資料資料資料資料からするとそんなからするとそんなからするとそんなからするとそんな感感感感じですよじですよじですよじですよ。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：サザンサザンサザンサザン協協協協としとしとしとし尿尿尿尿ですよねですよねですよねですよね、、、、それとそれとそれとそれと葬祭葬祭葬祭葬祭、、、、3333 つになっているつになっているつになっているつになっているんですよんですよんですよんですよ。。。。ここここ

れをれをれをれを同時同時同時同時にににに進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという事事事事はははは・・・・・・・・・・・・    

    

会長会長会長会長：：：：3333 つをつをつをつを一緒一緒一緒一緒にこのにこのにこのにこのサザンサザンサザンサザン協協協協でででで進進進進めるというめるというめるというめるという事事事事ではないですよではないですよではないですよではないですよ。。。。これはこれはこれはこれは分分分分

かってかってかってかって下下下下さいさいさいさい。。。。ここでここでここでここで申申申申しししし上上上上げているのはげているのはげているのはげているのは、、、、均衡均衡均衡均衡あるあるあるある配置計画配置計画配置計画配置計画というのがというのがというのがというのが

一番大事一番大事一番大事一番大事ではあるんですがではあるんですがではあるんですがではあるんですが。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは分分分分かりますがかりますがかりますがかりますが、、、、進進進進めめめめ方方方方ですよですよですよですよ。。。。サザンサザンサザンサザン協協協協をををを進進進進めながらめながらめながらめながら規約規約規約規約のののの

中中中中でででで後後後後はははは一一一一つになりますよというつになりますよというつになりますよというつになりますよという事事事事なのかなのかなのかなのか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：そういうそういうそういうそういう事事事事はここでははここでははここでははここでは申申申申しししし上上上上げておりませんでげておりませんでげておりませんでげておりませんで。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：資料資料資料資料のののの 10P10P10P10Pでででで見見見見たたたた場合場合場合場合はそのようになってるんじゃないですかはそのようになってるんじゃないですかはそのようになってるんじゃないですかはそのようになってるんじゃないですか。。。。解散解散解散解散とととと

かかかか統合統合統合統合とかとかとかとか。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：認識認識認識認識がががが違違違違うのはうのはうのはうのは、、、、島尻島尻島尻島尻はしはしはしはし尿処理尿処理尿処理尿処理はうまくいってるんですはうまくいってるんですはうまくいってるんですはうまくいってるんです。。。。今今今今はうまはうまはうまはうま

くいってるからくいってるからくいってるからくいってるから不自由不自由不自由不自由をををを感感感感じてないんですじてないんですじてないんですじてないんです。。。。それがそれがそれがそれが将来老朽化将来老朽化将来老朽化将来老朽化するするするする、、、、今今今今もももも

うううう老朽化老朽化老朽化老朽化してるわけですからしてるわけですからしてるわけですからしてるわけですから、、、、そのそのそのその中身中身中身中身をまだみんなをまだみんなをまだみんなをまだみんな把握把握把握把握をしていないとをしていないとをしていないとをしていないと

いうわけですいうわけですいうわけですいうわけです。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら東部東部東部東部のののの今今今今のののの西原西原西原西原とととと与那原与那原与那原与那原、、、、佐敷佐敷佐敷佐敷そのそのそのその分分分分のあれのあれのあれのあれ

はははは築築築築３３３３３３３３年年年年でもうでもうでもうでもう古古古古くなってるんですくなってるんですくなってるんですくなってるんです。。。。取取取取りりりり替替替替えなくちゃいけないえなくちゃいけないえなくちゃいけないえなくちゃいけない状況状況状況状況だだだだ

とととと、、、、近近近近いうちにいうちにいうちにいうちに来来来来るとるとるとると。。。。島尻島尻島尻島尻もももも近近近近いうちいうちいうちいうち来来来来るはずですよるはずですよるはずですよるはずですよ。。。。そういったそういったそういったそういった糸豊糸豊糸豊糸豊

もももも結構長結構長結構長結構長くなるんですねくなるんですねくなるんですねくなるんですね。。。。それはそれはそれはそれは当然将来予見当然将来予見当然将来予見当然将来予見されることだからされることだからされることだからされることだから、、、、今今今今でででで方方方方

針針針針をををを決決決決めておかないとめておかないとめておかないとめておかないと、、、、方針方針方針方針ですよですよですよですよ。。。。造造造造るるるる造造造造らないはらないはらないはらないは別別別別のののの問題問題問題問題ですからですからですからですから、、、、

それをそれをそれをそれを広域的広域的広域的広域的なななな事業事業事業事業としてやればとしてやればとしてやればとしてやれば那覇市那覇市那覇市那覇市のようにのようにのようにのように安価安価安価安価でででで出来出来出来出来るるるる方法方法方法方法があるがあるがあるがある

よというよというよというよという事事事事ですからですからですからですから、、、、今今今今ののののサザンサザンサザンサザン協協協協のののの分分分分はははは我我我我々々々々はそれをはそれをはそれをはそれを重点的重点的重点的重点的にににに議論議論議論議論してしてしてして

いきますよといきますよといきますよといきますよと。。。。しかししかししかししかし、、、、設置設置設置設置のののの段階段階段階段階でででで同同同同じじじじ迷惑施設迷惑施設迷惑施設迷惑施設をどこでをどこでをどこでをどこで配分配分配分配分していくしていくしていくしていく

かというかというかというかという事事事事になるとになるとになるとになると、、、、仮仮仮仮にどこかににどこかににどこかににどこかに焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設がががが決決決決まるとまるとまるとまると。。。。ここここここここ決決決決まったかまったかまったかまったか

らこれらこれらこれらこれ外外外外してくれよとしてくれよとしてくれよとしてくれよと。。。。あとあとあとあと、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理のののの場合場合場合場合はこのはこのはこのはこの地区地区地区地区からからからから外外外外してくれしてくれしてくれしてくれ

よというよというよというよという事事事事がこのがこのがこのがこの地区地区地区地区はははは言言言言えるわけですねえるわけですねえるわけですねえるわけですね。。。。我我我我々々々々がががが基本方針基本方針基本方針基本方針をををを決決決決めればめればめればめれば。。。。

そういうそういうそういうそういう事事事事をををを望望望望んでんでんでんで方針方針方針方針をををを決決決決めようというめようというめようというめようという事事事事なんですなんですなんですなんです。。。。決決決決してしてしてして今事務今事務今事務今事務をそをそをそをそ

のままのままのままのままサザンサザンサザンサザン協協協協でやろうというでやろうというでやろうというでやろうという事事事事ではないんですではないんですではないんですではないんです。。。。だからだからだからだから仮仮仮仮にしにしにしにし尿尿尿尿センタセンタセンタセンタ
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ーーーーがががが広域広域広域広域でやるんであればでやるんであればでやるんであればでやるんであれば資料資料資料資料のののの 10P10P10P10Pにににに示示示示してあるようにしてあるようにしてあるようにしてあるように南部広域行政組南部広域行政組南部広域行政組南部広域行政組

合合合合のののの中中中中でもできますよとでもできますよとでもできますよとでもできますよと、、、、組織組織組織組織のののの改変改変改変改変すればすればすればすれば出来出来出来出来ますよというますよというますよというますよという事事事事ですからですからですからですから、、、、

このこのこのこの資料資料資料資料 10P10P10P10Pのののの分分分分はははは後後後後々々々々のののの他他他他のののの議論議論議論議論ですよですよですよですよというというというという事事事事ですですですです。。。。将来将来将来将来はこういうはこういうはこういうはこういう

形形形形のものがのものがのものがのものが考考考考えられますよというえられますよというえられますよというえられますよという事事事事ですからですからですからですから、、、、すぐすぐすぐすぐ規約変更規約変更規約変更規約変更というというというという事事事事ではではではでは

無無無無いといういといういといういという事事事事をををを是非是非是非是非ごごごご理解理解理解理解してしてしてして頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：良良良良くくくく分分分分かるんですがかるんですがかるんですがかるんですが、、、、ただただただただ、、、、構成構成構成構成するするするする市町村市町村市町村市町村はははは、、、、東部清掃東部清掃東部清掃東部清掃であればであればであればであれば

東部東部東部東部のほうでのほうでのほうでのほうで一定一定一定一定のののの考考考考ええええ方方方方をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、これはこれはこれはこれは広域広域広域広域でやったほうがいいとでやったほうがいいとでやったほうがいいとでやったほうがいいと

いうようないうようないうようないうような結論結論結論結論がががが出出出出たときにはそれはたときにはそれはたときにはそれはたときにはそれは南部広域南部広域南部広域南部広域のほうでのほうでのほうでのほうで議論議論議論議論をするべをするべをするべをするべきだきだきだきだ

ろうとろうとろうとろうと思思思思ううううんですよんですよんですよんですよ。。。。島尻島尻島尻島尻にしてもにしてもにしてもにしても。。。。あるあるあるある程度別程度別程度別程度別のののの組合組合組合組合のののの方方方方でででで議論議論議論議論がががが深深深深まままま

ってってってって、、、、これはもうこれはもうこれはもうこれはもう広域広域広域広域のほうでやるべきだというようなのほうでやるべきだというようなのほうでやるべきだというようなのほうでやるべきだというような結論結論結論結論がががが出出出出ないないないない前前前前にににに

こっちのこっちのこっちのこっちの方方方方でやっていいかどうかがでやっていいかどうかがでやっていいかどうかがでやっていいかどうかが、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺がががが順序順序順序順序としてのとしてのとしてのとしての・・・・・・・・・・・・    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：ここではっきりここではっきりここではっきりここではっきり申申申申しししし上上上上げますがげますがげますがげますが、、、、僕僕僕僕らはしらはしらはしらはし尿尿尿尿はあんまりはあんまりはあんまりはあんまり考考考考えてなかっえてなかっえてなかっえてなかっ

たんですよたんですよたんですよたんですよ。。。。島尻島尻島尻島尻のほうはのほうはのほうはのほうは。。。。東部東部東部東部のほうがのほうがのほうがのほうが 33333333年年年年なるからというなるからというなるからというなるからという事事事事でででで西原町西原町西原町西原町

長長長長さんとおさんとおさんとおさんとお二人二人二人二人でそういうでそういうでそういうでそういう話話話話をされたんですをされたんですをされたんですをされたんです。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺がががが議論議論議論議論されてされてされてされていいいいるかどうかなんでするかどうかなんでするかどうかなんでするかどうかなんです。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：それはそれはそれはそれは我我我我々々々々もももも今今今今のののの焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設がががが優先優先優先優先じゃないかというふうなじゃないかというふうなじゃないかというふうなじゃないかというふうな事事事事はははは僕僕僕僕もももも基基基基

本的本的本的本的にににに思思思思ってるんですってるんですってるんですってるんです。。。。しかししかししかししかし方針方針方針方針というのはというのはというのはというのは示示示示してもしてもしてもしても別別別別にににに構構構構わないんじわないんじわないんじわないんじ

ゃないかとゃないかとゃないかとゃないかと。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる配置計画配置計画配置計画配置計画のののの中中中中でそこをどういうでそこをどういうでそこをどういうでそこをどういう形形形形でででで配置配置配置配置するというするというするというするという

事事事事ははははトータルトータルトータルトータル的的的的なものでなものでなものでなもので決決決決めてもいいんじゃないかというめてもいいんじゃないかというめてもいいんじゃないかというめてもいいんじゃないかという事事事事でででで僕僕僕僕もこのもこのもこのもこの方方方方

がいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかというがいいんじゃないかという事事事事でででで理解理解理解理解してるんですしてるんですしてるんですしてるんです。。。。それをそれをそれをそれを事務的事務的事務的事務的にどうすにどうすにどうすにどうす

るとかってるとかってるとかってるとかって言言言言うのはうのはうのはうのは今今今今はははは私私私私もまだもまだもまだもまだ島尻島尻島尻島尻のののの分分分分はははは把握把握把握把握してませんからしてませんからしてませんからしてませんから、、、、それはそれはそれはそれは

別別別別のののの問題問題問題問題だということですだということですだということですだということです。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：要要要要するにするにするにするに、、、、東部東部東部東部のののの方方方方がががが、、、、いやいやいやいや広域広域広域広域のののの方方方方でででで行行行行こうというこうというこうというこうという姿勢姿勢姿勢姿勢であればであればであればであれば

今今今今のののの議論議論議論議論はははは通通通通るだろうとるだろうとるだろうとるだろうと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺がまだがまだがまだがまだ出出出出てなければやってなければやってなければやってなければやっ

ぱりそのぱりそのぱりそのぱりその組織組織組織組織のののの方方方方でででで、、、、あるあるあるある一定一定一定一定のののの考考考考ええええ方方方方をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、それからそれからそれからそれから南部広域南部広域南部広域南部広域でででで

やるというやるというやるというやるという形形形形がいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかとがいいのではないかと。。。。手続手続手続手続きききき上上上上のののの問題問題問題問題ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：西原西原西原西原のののの話話話話にににに絞絞絞絞ってしまってってしまってってしまってってしまっていいいいるんですがるんですがるんですがるんですが、、、、今広域的今広域的今広域的今広域的なななな均衡均衡均衡均衡あるあるあるある配置計画配置計画配置計画配置計画

というそのというそのというそのというその原点原点原点原点をををを見見見見てててて頂頂頂頂ければければければければとととと思思思思うんですようんですようんですようんですよ。。。。じゃあしじゃあしじゃあしじゃあし尿処理尿処理尿処理尿処理はははは西原西原西原西原とととと

いういういういう事事事事でもうでもうでもうでもう絞絞絞絞ってってってって議論議論議論議論されますとされますとされますとされますと皆皆皆皆さんとしてもさんとしてもさんとしてもさんとしても非常非常非常非常にににに心外心外心外心外だとだとだとだと思思思思うんうんうんうん

ですよですよですよですよ。。。。内部内部内部内部でででで話話話話もももも何何何何もももも聞聞聞聞いてないだとかいてないだとかいてないだとかいてないだとか、、、、ああいうああいうああいうああいう事事事事になになになになるとるとるとると思思思思うんでうんでうんでうんで

すよすよすよすよ。。。。そこまでそこまでそこまでそこまで今今今今はははは踏踏踏踏みみみみ込込込込んでんでんでんではなくてはなくてはなくてはなくて、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもバランスバランスバランスバランスよくよくよくよく配置計配置計配置計配置計

画画画画をををを基本基本基本基本とするというとするというとするというとするという事事事事でででで認識認識認識認識をおをおをおをお互互互互いいいい共有共有共有共有してしてしてして・・・・・・・・・・・・    

    

理事理事理事理事：：：：これこれこれこれ資料見資料見資料見資料見たらたらたらたら資料資料資料資料がががが一人歩一人歩一人歩一人歩きしてるんですよきしてるんですよきしてるんですよきしてるんですよ。。。。正直言正直言正直言正直言ってってってって。。。。だからだからだからだから誤誤誤誤
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解解解解をををを与与与与えるえるえるえる部分部分部分部分もももも一杯一杯一杯一杯あるしあるしあるしあるし、、、、今今今今までまでまでまで私達私達私達私達はははは最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場をどうするかといをどうするかといをどうするかといをどうするかとい

うううう形形形形でででで進進進進めてきたものにめてきたものにめてきたものにめてきたものに、、、、今日今日今日今日このこのこのこの問題問題問題問題がががが出出出出てきたためにてきたためにてきたためにてきたために、、、、あれっあれっあれっあれっ、、、、何何何何っっっっ

ていうていうていうていう感感感感じなんですよじなんですよじなんですよじなんですよ。。。。これはこれはこれはこれは別別別別のののの形形形形でででで、、、、別別別別のののの組織組織組織組織でででで議論議論議論議論すべきはずのもすべきはずのもすべきはずのもすべきはずのも

のがのがのがのが、、、、こっちにあることにこっちにあることにこっちにあることにこっちにあることに違和感違和感違和感違和感がちょっとあるようながちょっとあるようながちょっとあるようながちょっとあるような感感感感じがするんですじがするんですじがするんですじがするんです

がががが、、、、ただただただただ、、、、大枠大枠大枠大枠としてはやはりごみとしてはやはりごみとしてはやはりごみとしてはやはりごみ問題問題問題問題のののの一環一環一環一環としとしとしとしてててて捉捉捉捉えていかなきゃなえていかなきゃなえていかなきゃなえていかなきゃな

らんというらんというらんというらんという意味合意味合意味合意味合いはいはいはいは分分分分かるんだけどもかるんだけどもかるんだけどもかるんだけども、、、、統合統合統合統合とかとかとかとか解散解散解散解散とかとかとかとか色色色色々々々々あるもあるもあるもあるものののの

ですからこれですからこれですからこれですからこれ見見見見たらびっくりしますよみんなたらびっくりしますよみんなたらびっくりしますよみんなたらびっくりしますよみんな。。。。地域地域地域地域にににに下下下下ろしていったらろしていったらろしていったらろしていったら。。。。

大枠大枠大枠大枠としてとしてとしてとして分分分分かりますかりますかりますかります。。。。そういうそういうそういうそういう事事事事でででで進進進進めるのはめるのはめるのはめるのは。。。。中身中身中身中身にににに入入入入るとですねるとですねるとですねるとですね非非非非

常常常常にににに困困困困るからるからるからるから、、、、今後今後今後今後やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり必要必要必要必要緊急緊急緊急緊急のののの課題課題課題課題ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの点点点点もももも含含含含めてめてめてめて議議議議

題題題題としてとしてとしてとして討議討議討議討議していくというようなしていくというようなしていくというようなしていくというような、、、、規約規約規約規約のののの中中中中にににに入入入入れていけばいいんじゃれていけばいいんじゃれていけばいいんじゃれていけばいいんじゃ

ないですかないですかないですかないですか。。。。後後後後はははは各組織各組織各組織各組織のののの中中中中でででで、、、、例例例例えばえばえばえば東部東部東部東部をををを抱抱抱抱えているえているえているえている３３３３町町町町がありますがありますがありますがあります

ねねねね。。。。そのそのそのその中中中中でででで議論議論議論議論していくとかしていくとかしていくとかしていくとか、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理をををを抱抱抱抱えているえているえているえている代表者代表者代表者代表者がががが集集集集まってまってまってまって

議論議論議論議論していくとかしていくとかしていくとかしていくとか、、、、そういうそういうそういうそういう積積積積みみみみ上上上上げがげがげがげが順序順序順序順序としてあるととしてあるととしてあるととしてあると思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、

私達私達私達私達のののの場合場合場合場合にはそういうにはそういうにはそういうにはそういう意味意味意味意味ではではではでは大枠大枠大枠大枠としてのとしてのとしてのとしての話話話話やったらそのことをやったらそのことをやったらそのことをやったらそのことを一方一方一方一方

をどっかをどっかをどっかをどっか入入入入れていくとかやるのはれていくとかやるのはれていくとかやるのはれていくとかやるのは別別別別にににに問題問題問題問題ないとないとないとないと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：大枠大枠大枠大枠にすればまずにすればまずにすればまずにすればまず３３３３つあるとつあるとつあるとつあると。。。。そのそのそのその中中中中ででででサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターだけをだけをだけをだけを

先先先先にににに進進進進めながらやるというめながらやるというめながらやるというめながらやるという事事事事だったらだったらだったらだったら分分分分かるんだけどかるんだけどかるんだけどかるんだけど、、、、３３３３つになるとつになるとつになるとつになると、、、、どどどど

れがどうなってるかれがどうなってるかれがどうなってるかれがどうなってるか分分分分からないですよからないですよからないですよからないですよ。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターをををを早早早早めにやってめにやってめにやってめにやって、、、、そのそのそのその後後後後にそういうにそういうにそういうにそういう問題問題問題問題をををを出出出出しししし

てててて、、、、広域的広域的広域的広域的なななな構想構想構想構想のののの中中中中にこういったにこういったにこういったにこういった問題問題問題問題をををを投投投投げたげたげたげた方方方方がいいようながいいようながいいようながいいような話話話話じゃなじゃなじゃなじゃな

いですかいですかいですかいですか。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：私私私私もももも最初最初最初最初はははは同同同同じじじじ意見意見意見意見だったんですよだったんですよだったんですよだったんですよ。。。。なぜこういうなぜこういうなぜこういうなぜこういう事事事事をををを出出出出すのかといすのかといすのかといすのかとい

うううう事事事事だったんですがだったんですがだったんですがだったんですが、、、、しかししかししかししかし、、、、現場現場現場現場もももも西原町長西原町長西原町長西原町長にににに案内案内案内案内されてされてされてされて見見見見にににに行行行行ってってってって、、、、

そういうそういうそういうそういう事事事事もももも今課題今課題今課題今課題だよとだよとだよとだよと。。。。それはそれはそれはそれは当然問題当然問題当然問題当然問題がががが予見予見予見予見されるわけですからされるわけですからされるわけですからされるわけですから、、、、

予見予見予見予見されるものはされるものはされるものはされるものは方針方針方針方針としてはここでとしてはここでとしてはここでとしてはここで示示示示してしてしてして、、、、後後後後はははは一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合のののの中中中中でででで議議議議

論論論論しながらどのしながらどのしながらどのしながらどの方方方方ががががベターベターベターベターででででベストベストベストベストなのかというなのかというなのかというなのかという事事事事をををを議論議論議論議論してしてしてして別別別別のののの協議会協議会協議会協議会

をををを立立立立ちちちち上上上上げるというようなげるというようなげるというようなげるというような話話話話になるはずですからになるはずですからになるはずですからになるはずですから、、、、今今今今はそのはそのはそのはその発端発端発端発端になってになってになってになって

いるいるいるいる所所所所があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、将来老朽化将来老朽化将来老朽化将来老朽化してしてしてして取替取替取替取替えなくちゃいけないといえなくちゃいけないといえなくちゃいけないといえなくちゃいけないとい

うううう事事事事があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、それはそれはそれはそれは当然他当然他当然他当然他のののの地域地域地域地域もももも一緒一緒一緒一緒ですからですからですからですから別別別別のののの協議会協議会協議会協議会

がががが立立立立ちちちち上上上上がるかもしれませんしがるかもしれませんしがるかもしれませんしがるかもしれませんし、、、、それはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとしてそれはそれとして方針方針方針方針だけはだけはだけはだけは示示示示しておこしておこしておこしておこ

うといううといううといううという事事事事であるはずですからであるはずですからであるはずですからであるはずですから。。。。余計難余計難余計難余計難しくしたんじゃないかとしくしたんじゃないかとしくしたんじゃないかとしくしたんじゃないかと言言言言われかわれかわれかわれか

ねませんからねませんからねませんからねませんから、、、、僕僕僕僕らもそれからやららもそれからやららもそれからやららもそれからやらないないないないといといといといけないけないけないけないというというというという事事事事でででで認識認識認識認識はははは一緒一緒一緒一緒

ですからですからですからですから、、、、今言今言今言今言ってるってるってるってる３３３３３３３３年年年年のののの施設施設施設施設をををを抱抱抱抱えているというえているというえているというえているという事事事事もごもごもごもご理解理解理解理解してしてしてして下下下下

さいさいさいさい。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：一点一点一点一点だけだけだけだけ聞聞聞聞きたいんですがきたいんですがきたいんですがきたいんですが、、、、このこのこのこの中中中中にあるようににあるようににあるようににあるように全理事全理事全理事全理事のののの責任責任責任責任でででで、、、、といといといとい

うううう事事事事なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、これはこれはこれはこれは我我我我々々々々のののの議会議会議会議会でもでもでもでも宣言文宣言文宣言文宣言文のののの採択採択採択採択のののの問題問題問題問題があってがあってがあってがあって、、、、委委委委
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員会員会員会員会でいろんなあれをやったんですよでいろんなあれをやったんですよでいろんなあれをやったんですよでいろんなあれをやったんですよ。。。。そしたらこれをそしたらこれをそしたらこれをそしたらこれを取取取取りりりり下下下下げろとげろとげろとげろと、、、、何何何何

故故故故かとかとかとかと言言言言ったらったらったらったら糸満糸満糸満糸満がががが抜抜抜抜けてるのかけてるのかけてるのかけてるのか抜抜抜抜けてけてけてけてないのかないのかないのかないのか分分分分からないからないからないからない状態状態状態状態でこれでこれでこれでこれ

やるというのはやるというのはやるというのはやるというのは駄目駄目駄目駄目じゃないかというじゃないかというじゃないかというじゃないかという事事事事でででで取取取取りりりり下下下下げたことがあるんですよげたことがあるんですよげたことがあるんですよげたことがあるんですよ。。。。

今今今今のののの状況状況状況状況もそのままですかもそのままですかもそのままですかもそのままですか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：糸満糸満糸満糸満がががが抜抜抜抜けてるかけてるかけてるかけてるか抜抜抜抜けてないかのけてないかのけてないかのけてないかの議論議論議論議論についてはについてはについてはについては、、、、規約上規約上規約上規約上はははは６６６６市町市町市町市町のののの中中中中

にににに糸満市糸満市糸満市糸満市がががが入入入入ってるわけですからってるわけですからってるわけですからってるわけですから、、、、実情実情実情実情はははは離脱離脱離脱離脱してるわけですがしてるわけですがしてるわけですがしてるわけですが規約上規約上規約上規約上はははは

抜抜抜抜けてないわけですよねけてないわけですよねけてないわけですよねけてないわけですよね。。。。だからそれはやっぱりだからそれはやっぱりだからそれはやっぱりだからそれはやっぱり各自治体各自治体各自治体各自治体のののの議会議会議会議会もももも必要必要必要必要だだだだ

というというというという事事事事でおでおでおでお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げているげているげているげている。。。。６６６６月議会月議会月議会月議会でしてもらったんですがでしてもらったんですがでしてもらったんですがでしてもらったんですが、、、、肝肝肝肝

心心心心なななな糸満市糸満市糸満市糸満市がががが否決否決否決否決されたというされたというされたというされたという事事事事でででで結局結局結局結局まだそのまままだそのまままだそのまままだそのまま残残残残ってるってるってるってる、、、、糸満市糸満市糸満市糸満市がががが

そのままそのままそのままそのまま入入入入ってるんですねってるんですねってるんですねってるんですね。。。。しかししかししかししかし実情実情実情実情はもうはもうはもうはもう離脱離脱離脱離脱ででででプロプロプロプロジェクトチームジェクトチームジェクトチームジェクトチーム

もももも立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて進進進進めているわけですからめているわけですからめているわけですからめているわけですから、、、、それはそれとしてやっぱりいつかそれはそれとしてやっぱりいつかそれはそれとしてやっぱりいつかそれはそれとしてやっぱりいつか

のののの時点時点時点時点ではけじめをつけてもらわないといけないとではけじめをつけてもらわないといけないとではけじめをつけてもらわないといけないとではけじめをつけてもらわないといけないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ただただただただ、、、、ああああ

のののの宣言文宣言文宣言文宣言文についてはですねについてはですねについてはですねについてはですね、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも私達私達私達私達はそれぐらいのはそれぐらいのはそれぐらいのはそれぐらいの決意決意決意決意をををを持持持持ってってってって

気概気概気概気概をををを持持持持ってごみってごみってごみってごみ処理施設処理施設処理施設処理施設についてはについてはについてはについては取組取組取組取組むんだとむんだとむんだとむんだと。。。。主体性主体性主体性主体性をををを住民住民住民住民にもにもにもにも、、、、

或或或或いはいはいはいは他他他他のののの団体団体団体団体にもにもにもにも鼓舞鼓舞鼓舞鼓舞するするするする必要必要必要必要がががが、、、、私私私私はこのはこのはこのはこの気概気概気概気概をををを見見見見せてせてせてせて頂頂頂頂きたいなときたいなときたいなときたいなと

いういういういう思思思思いであのいであのいであのいであの宣言文宣言文宣言文宣言文をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたわけですげたわけですげたわけですげたわけです。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：我我我我々々々々もですねもですねもですねもですね南部広域南部広域南部広域南部広域のののの中中中中にににに３３３３つのつのつのつの柱柱柱柱があるんだとがあるんだとがあるんだとがあるんだと。。。。そのそのそのその中中中中のののの一一一一つがつがつがつが糸糸糸糸

満抜満抜満抜満抜けたんだよとけたんだよとけたんだよとけたんだよと。。。。だからだからだからだから南廃協南廃協南廃協南廃協からからからから抜抜抜抜けたとけたとけたとけたと言言言言ううううのはこののはこののはこののはこの３３３３つのうちのつのうちのつのうちのつのうちの

一一一一つだからもうつだからもうつだからもうつだからもう抜抜抜抜けたのとけたのとけたのとけたのと同同同同じだよとじだよとじだよとじだよと。。。。説明説明説明説明してもしてもしてもしても相手相手相手相手はははは分分分分からないんでからないんでからないんでからないんで

すよすよすよすよ。。。。だからもうだからもうだからもうだからもう全体協議会全体協議会全体協議会全体協議会のののの中中中中でででで喧喧喧喧々々々々諤諤諤諤々々々々やってるんですがやってるんですがやってるんですがやってるんですが、、、、じゃあもじゃあもじゃあもじゃあも

うううう下下下下げようというげようというげようというげようという事事事事でででで。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：与那原与那原与那原与那原でもでもでもでも全全全全くくくく同同同同じようなじようなじようなじような質疑質疑質疑質疑がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、これはやはりこれはやはりこれはやはりこれはやはり主体性主体性主体性主体性のののの

問題問題問題問題だとだとだとだと、、、、与那原町与那原町与那原町与那原町というこのというこのというこのというこの自治体自治体自治体自治体がががが住民住民住民住民もももも行政行政行政行政もももも議会議会議会議会もももも一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって

このこのこのこの問題問題問題問題にににに取組取組取組取組むんだというむんだというむんだというむんだという姿勢姿勢姿勢姿勢をををを見見見見せてせてせてせて頂頂頂頂きたいというきたいというきたいというきたいという事事事事でででで私私私私はははは議会議会議会議会のののの

皆皆皆皆さんにもおさんにもおさんにもおさんにもお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げましてげましてげましてげまして、、、、相当議長苦労相当議長苦労相当議長苦労相当議長苦労しましたがねしましたがねしましたがねしましたがね、、、、何名何名何名何名かはかはかはかは

退場退場退場退場してしてしてして。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ここここれはれはれはれは掘掘掘掘りりりり下下下下げていけばげていけばげていけばげていけば色色色色々々々々なごなごなごなご指摘指摘指摘指摘のののの要素要素要素要素はありはありはありはありますがますがますがますが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも

非常非常非常非常にににに申申申申しししし上上上上げたいのはげたいのはげたいのはげたいのは、、、、均衡均衡均衡均衡のあるのあるのあるのある配置計画配置計画配置計画配置計画というというというという基本方針基本方針基本方針基本方針をををを御承認頂御承認頂御承認頂御承認頂

きたいというきたいというきたいというきたいという事事事事ですのでよろしくおですのでよろしくおですのでよろしくおですのでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：今申今申今申今申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように老朽化老朽化老朽化老朽化しているしているしているしている施設施設施設施設でありますしでありますしでありますしでありますし、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても

多額多額多額多額のののの金金金金をををを投投投投じてじてじてじて、、、、もしそれぞれのもしそれぞれのもしそれぞれのもしそれぞれの一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合でそのでそのでそのでその施設施設施設施設をををを改築改築改築改築するとするとするとすると

なってなってなってなって後後後後でというでというでというでという事事事事になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、配置計画配置計画配置計画配置計画にもにもにもにも色色色色々々々々支障支障支障支障がががが出出出出てくるといてくるといてくるといてくるとい

うううう思思思思いがありましていがありましていがありましていがありまして、、、、そういうそういうそういうそういう配置計画配置計画配置計画配置計画をををを基本方針基本方針基本方針基本方針としてとしてとしてとして進進進進めていきましめていきましめていきましめていきまし
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ょうというょうというょうというょうという事事事事ですのでですのでですのでですので。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：これをこれをこれをこれを通通通通すわけですかすわけですかすわけですかすわけですか。。。。みんなみんなみんなみんな賛成賛成賛成賛成というというというという事事事事？？？？こんなにこんなにこんなにこんなに議論議論議論議論ををををしているしているしているしている

のにのにのにのに、、、、下水道下水道下水道下水道がががが入入入入ってなければいいんだけれどってなければいいんだけれどってなければいいんだけれどってなければいいんだけれど、、、、今具体的今具体的今具体的今具体的にににに話話話話をやったわをやったわをやったわをやったわ

けだからこれもけだからこれもけだからこれもけだからこれも含含含含めてのめてのめてのめての話話話話というというというという事事事事ですかですかですかですか。。。。これはこれはこれはこれは、、、、しししし尿処理尿処理尿処理尿処理とかもとかもとかもとかも全部全部全部全部

ひっくるめてひっくるめてひっくるめてひっくるめて、、、、含含含含んでるというんでるというんでるというんでるという事事事事ですかですかですかですか。。。。これははっきりしないとこれははっきりしないとこれははっきりしないとこれははっきりしないと。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：配置計画配置計画配置計画配置計画というのはというのはというのはというのは例例例例えばごみえばごみえばごみえばごみ処理処理処理処理のののの施設施設施設施設をどこにをどこにをどこにをどこに持持持持ってってってって行行行行くというだくというだくというだくというだ

けでけでけでけで今今今今ごごごご指摘指摘指摘指摘のしのしのしのし尿処理尿処理尿処理尿処理をををを除除除除くというようなくというようなくというようなくというような考考考考ええええ方方方方というというというという事事事事じゃなくじゃなくじゃなくじゃなくししししてててて

ですねですねですねですね例例例例えばえばえばえば、、、、ごみごみごみごみ処理施設処理施設処理施設処理施設はあるはあるはあるはあるＡＡＡＡというというというという所所所所、、、、斎場斎場斎場斎場ははははＢＢＢＢというというというという所所所所、、、、しししし尿尿尿尿

処理処理処理処理ははははＣＣＣＣとととと、、、、そういうそういうそういうそういう配置計画配置計画配置計画配置計画をををを基本基本基本基本とするとするとするとする考考考考ええええ方方方方でででで進進進進めましょうというめましょうというめましょうというめましょうという

事事事事ですですですです。。。。ですからこれはですからこれはですからこれはですからこれは斎場斎場斎場斎場もしもしもしもし尿処理尿処理尿処理尿処理ももももごみごみごみごみ処理処理処理処理もおもおもおもお互互互互いこのいこのいこのいこの配置計画配置計画配置計画配置計画

ををををバランスバランスバランスバランスよくやっていこうというよくやっていこうというよくやっていこうというよくやっていこうという基本方針基本方針基本方針基本方針でやりましょうというでやりましょうというでやりましょうというでやりましょうという事事事事ですですですです

がががが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも問題問題問題問題ありますかありますかありますかありますか。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：先程先程先程先程のこれのこれのこれのこれ 10P10P10P10Pはどうするんですかはどうするんですかはどうするんですかはどうするんですか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：今現在今現在今現在今現在のののの状況状況状況状況をををを資料資料資料資料としておとしておとしておとしてお配配配配りしてるとりしてるとりしてるとりしてると思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：結論結論結論結論をををを言言言言えばえばえばえば、、、、一地域一地域一地域一地域にににに二二二二つつつつ持持持持ってってってって来来来来ないよというないよというないよというないよという事事事事でしょでしょでしょでしょ。。。。そういうそういうそういうそういう

事事事事でしょでしょでしょでしょ。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：そうですそうですそうですそうです。。。。はいはいはいはい。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：10P10P10P10P のののの部分部分部分部分、、、、パターンパターンパターンパターンをををを書書書書いてあるんですけどいてあるんですけどいてあるんですけどいてあるんですけど、、、、今今今今のののの実態実態実態実態をやってあをやってあをやってあをやってあ

るるるる・・・・・・・・・・・・これはですねこれはですねこれはですねこれはですね別別別別のののの話話話話でででで、、、、組織組織組織組織のののの統合統合統合統合のののの話話話話のののの中中中中にににに多分出多分出多分出多分出てくるはずてくるはずてくるはずてくるはず

ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは将来将来将来将来のこういうのこういうのこういうのこういう形形形形でででで広域的広域的広域的広域的にににに持持持持ってってってって行行行行ったらいいんじゃったらいいんじゃったらいいんじゃったらいいんじゃ

ないかというないかというないかというないかという例例例例をををを示示示示してあるだけですからしてあるだけですからしてあるだけですからしてあるだけですから、、、、それはそのそれはそのそれはそのそれはその広域広域広域広域のののの中中中中でまたでまたでまたでまた議議議議

論論論論をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという事事事事ですからですからですからですから、、、、サザンクリーンサザンクリーンサザンクリーンサザンクリーンとはとはとはとは別別別別のののの話話話話ですからこのですからこのですからこのですからこの

分分分分はははは。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ではではではでは質疑質疑質疑質疑もももも尽尽尽尽きたようでございますのできたようでございますのできたようでございますのできたようでございますので議案第議案第議案第議案第１１１１号号号号につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては原案原案原案原案

のののの通通通通りりりり御承認頂御承認頂御承認頂御承認頂いてよろしいでしょうかいてよろしいでしょうかいてよろしいでしょうかいてよろしいでしょうか。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし。。。。    

    

    

    

会長会長会長会長：：：：今事務局今事務局今事務局今事務局からからからから議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号までまでまでまで関連関連関連関連しますのでしますのでしますのでしますので一括一括一括一括してしてしてして説説説説

明明明明をををを申申申申しししし上上上上げてげてげてげて質疑質疑質疑質疑をおをおをおをお願願願願いするといういするといういするといういするという事事事事にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思いますがよろしいいますがよろしいいますがよろしいいますがよろしい
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でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：異議異議異議異議なしなしなしなし    

    

会長会長会長会長：：：：それではそれではそれではそれでは議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号までまでまでまで事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします    

    

    議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係

るるるる地域振興費地域振興費地域振興費地域振興費についてについてについてについて    

    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係

るるるる事業主体事業主体事業主体事業主体についてについてについてについて    

    議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係

るごみるごみるごみるごみ処理基本計画処理基本計画処理基本計画処理基本計画についてについてについてについて    

    議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係

るるるる建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号    サザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンターサザンクリーンセンター推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに係係係係

るごみるごみるごみるごみ処理方式処理方式処理方式処理方式についてについてについてについて    

    

    

事務局事務局事務局事務局：：：：議案第議案第議案第議案第２２２２号号号号からからからから議案第議案第議案第議案第６６６６号号号号までをまでをまでをまでを読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ただただただただ今議案第今議案第今議案第今議案第２２２２号号号号からからからから第第第第６６６６号号号号までのまでのまでのまでの説明説明説明説明がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました。。。。一括一括一括一括してしてしてして質問質問質問質問

をををを受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思いますのでよろしくおいますのでよろしくおいますのでよろしくおいますのでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号、、、、事業主体事業主体事業主体事業主体なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、南部広域行政組合南部広域行政組合南部広域行政組合南部広域行政組合、、、、東部清掃施設組東部清掃施設組東部清掃施設組東部清掃施設組

合及合及合及合及びびびび島尻消防清掃組合島尻消防清掃組合島尻消防清掃組合島尻消防清掃組合をををを統合統合統合統合しししし新組織新組織新組織新組織をもってをもってをもってをもって事業主体事業主体事業主体事業主体とするとなってとするとなってとするとなってとするとなって

ますがますがますがますが、、、、これはこれはこれはこれは仮仮仮仮にににに糸満糸満糸満糸満さんがもしさんがもしさんがもしさんがもし復帰復帰復帰復帰するするするする場合場合場合場合はははは当然当然当然当然こちらのほうにこちらのほうにこちらのほうにこちらのほうに入入入入

ってくるというってくるというってくるというってくるという・・・・・・・・・・・・    

    

会長会長会長会長：：：：非常非常非常非常にににに苦苦苦苦しいしいしいしい時期時期時期時期にありましてですねにありましてですねにありましてですねにありましてですね、、、、今今今今ごごごご指摘指摘指摘指摘のようにのようにのようにのように糸満糸満糸満糸満さんとさんとさんとさんと豊豊豊豊

見城見城見城見城さんでさんでさんでさんで構成構成構成構成しているしているしているしている糸豊糸豊糸豊糸豊、、、、なんでこちらになんでこちらになんでこちらになんでこちらに入入入入ってないかというってないかというってないかというってないかという疑問疑問疑問疑問もももも



 15 

感感感感じておられるとじておられるとじておられるとじておられると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、糸満糸満糸満糸満さんのさんのさんのさんの動向動向動向動向がですねがですねがですねがですね今今今今のののの所色所色所色所色んなんなんなんな動動動動きききき

があるようでありましてがあるようでありましてがあるようでありましてがあるようでありまして、、、、そこでそこでそこでそこで決決決決めめめめ付付付付けてしまうというけてしまうというけてしまうというけてしまうという事事事事にににに対対対対してもしてもしてもしても非非非非

常常常常にににに問題問題問題問題がががが大大大大きくなるというきくなるというきくなるというきくなるという事事事事でででで、、、、しばらくしばらくしばらくしばらく色色色色んなんなんなんな整理整理整理整理がががが出来出来出来出来るるるる間間間間はははは南部南部南部南部

広域行政組合広域行政組合広域行政組合広域行政組合のののの中中中中ににににみんなみんなみんなみんな包含包含包含包含されているわけですからされているわけですからされているわけですからされているわけですから、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味もももも

含含含含めてのめてのめてのめての表現表現表現表現になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：議案第議案第議案第議案第４４４４号号号号のののの中中中中ではですねではですねではですねではですね最終処分最終処分最終処分最終処分のののの豊見城分豊見城分豊見城分豊見城分のののの焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等焼却残渣等をををを処理処理処理処理するするするする

というというというという事事事事ですねですねですねですね。。。。糸満糸満糸満糸満とのとのとのとの関係関係関係関係についてはですねについてはですねについてはですねについてはですね、、、、うちもうちもうちもうちも糸満糸満糸満糸満ともまだともまだともまだともまだ残残残残

渣処理渣処理渣処理渣処理についてのについてのについてのについての協定協定協定協定、、、、色色色色々々々々とととと検討検討検討検討をををを進進進進めているんですよめているんですよめているんですよめているんですよ。。。。おおおお互互互互いのいのいのいの処理処理処理処理

したしたしたした、、、、出出出出したしたしたした分分分分でででで分分分分けるけるけるけるというようなというようなというようなというような方向方向方向方向でやっておりますけどもでやっておりますけどもでやっておりますけどもでやっておりますけども、、、、糸豊糸豊糸豊糸豊

のののの施設施設施設施設としてはやはりとしてはやはりとしてはやはりとしてはやはり前前前前はははは３３３３つのつのつのつの施設施設施設施設だったんですけどもだったんですけどもだったんですけどもだったんですけども、、、、今今今今おっしゃるおっしゃるおっしゃるおっしゃる

ようにようにようにように議会議会議会議会もはっきりしないもはっきりしないもはっきりしないもはっきりしない状況状況状況状況ですからですからですからですから、、、、このこのこのこの方法方法方法方法しかないんじゃないしかないんじゃないしかないんじゃないしかないんじゃない

かなとかなとかなとかなと思思思思うんですよねうんですよねうんですよねうんですよね。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：間接的間接的間接的間接的なななな事業主体事業主体事業主体事業主体というというというという形形形形になるになるになるになる・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：表現表現表現表現はそうしてありますがはそうしてありますがはそうしてありますがはそうしてありますが、、、、これからこれからこれからこれから進進進進めていくためにはここもめていくためにはここもめていくためにはここもめていくためにはここも重要重要重要重要なななな

ポイントポイントポイントポイントになるとになるとになるとになると思思思思いましていましていましていまして、、、、そういうそういうそういうそういう表現表現表現表現にしてありますにしてありますにしてありますにしてあります。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：議案第議案第議案第議案第５５５５号号号号のののの件件件件なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地というのがありますねというのがありますねというのがありますねというのがありますね。。。。そのそのそのその進進進進

捗状況捗状況捗状況捗状況はははは分分分分かりますかかりますかかりますかかりますか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：これについてはこれについてはこれについてはこれについては全全全全くくくく白紙白紙白紙白紙でございでございでございでございますますますます。。。。各部会各部会各部会各部会もそうですがもそうですがもそうですがもそうですが先程申先程申先程申先程申しししし上上上上

げましたようにげましたようにげましたようにげましたように一生懸命色一生懸命色一生懸命色一生懸命色んなんなんなんな施設施設施設施設をををを実際足実際足実際足実際足をををを運運運運んでんでんでんで見聞見聞見聞見聞をしをしをしをし、、、、そしてそしてそしてそして確確確確

信信信信をををを持持持持てるようなてるようなてるようなてるような施設施設施設施設をををを最終的最終的最終的最終的にににに絞込絞込絞込絞込みをしていこうというみをしていこうというみをしていこうというみをしていこうという事事事事でででで、、、、２２２２,,,,３３３３日日日日

前前前前にににに視察視察視察視察からからからから帰帰帰帰ってきておりますがってきておりますがってきておりますがってきておりますが非常非常非常非常にににに皆皆皆皆さんさんさんさん意欲的意欲的意欲的意欲的でですねでですねでですねでですね、、、、進進進進めてめてめてめて

おりますのでおりますのでおりますのでおりますので、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの結果結果結果結果がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：ちょうどいいちょうどいいちょうどいいちょうどいい機会機会機会機会ですからですからですからですから西原町西原町西原町西原町のののの議長議長議長議長さんさんさんさん、、、、副町長副町長副町長副町長さんいらっしゃさんいらっしゃさんいらっしゃさんいらっしゃ

いますからいますからいますからいますから、、、、一番大事一番大事一番大事一番大事なのはなのはなのはなのは我我我我々々々々２６２６２６２６、、、、７７７７億億億億をかけてをかけてをかけてをかけて東部東部東部東部のののの施設施設施設施設をををを基幹改基幹改基幹改基幹改

良良良良しているわけですねしているわけですねしているわけですねしているわけですね。。。。向向向向こうもこうもこうもこうもストーカストーカストーカストーカ方式方式方式方式でででで処理処理処理処理をしているんですがをしているんですがをしているんですがをしているんですが、、、、

広域広域広域広域でやっていでやっていでやっていでやっていくというくというくというくという事事事事はははは、、、、ごみをごみをごみをごみを焼却焼却焼却焼却してしてしてして熱量熱量熱量熱量をををを全体全体全体全体でででで利用利用利用利用しながらしながらしながらしながら

電気電気電気電気をををを起起起起こしていくというこしていくというこしていくというこしていくという事事事事がががが維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費がががが安安安安くなるんですねくなるんですねくなるんですねくなるんですね。。。。実際実際実際実際にはにはにはには。。。。

残渣残渣残渣残渣だけだけだけだけ持持持持ちちちち込込込込むというむというむというむという事事事事はははは余熱剤余熱剤余熱剤余熱剤をををを入入入入れないとれないとれないとれないとそれをそれをそれをそれを動動動動かすことがかすことがかすことがかすことが出来出来出来出来

ないですからないですからないですからないですから結構負担結構負担結構負担結構負担がかかるんですがかかるんですがかかるんですがかかるんです。。。。それをそれをそれをそれを造造造造るにしてもるにしてもるにしてもるにしても４４４４年年年年あとぐらあとぐらあとぐらあとぐら

いからいからいからいから稼働稼働稼働稼働するするするする形形形形になるとになるとになるとになると、、、、４４４４年間年間年間年間はははは現在現在現在現在のごみをのごみをのごみをのごみを焼却焼却焼却焼却しますがしますがしますがしますが、、、、後後後後々々々々はははは

ここでここでここでここで統合統合統合統合するというようなするというようなするというようなするというような事事事事もももも含含含含めてめてめてめて議論議論議論議論しないといけないとしないといけないとしないといけないとしないといけないと思思思思うんでうんでうんでうんで

すねすねすねすね。。。。豊見城豊見城豊見城豊見城もそうですしもそうですしもそうですしもそうですし、、、、ごみはごみはごみはごみは持持持持ちちちち込込込込んでここでやるというんでここでやるというんでここでやるというんでここでやるという形形形形にしなにしなにしなにしな

いとですねいとですねいとですねいとですね、、、、このこのこのこの施設自体施設自体施設自体施設自体がががが結構負荷結構負荷結構負荷結構負荷がかかりすぎてがかかりすぎてがかかりすぎてがかかりすぎて維持管理維持管理維持管理維持管理がががが金金金金ががががかかかかかかかか

るというようなるというようなるというようなるというような形形形形になるわけですからになるわけですからになるわけですからになるわけですから、、、、今今今今でででで将来将来将来将来のののの方向性方向性方向性方向性もだいたいもだいたいもだいたいもだいたい議論議論議論議論
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しながらやっていかないとしながらやっていかないとしながらやっていかないとしながらやっていかないと、、、、機種機種機種機種のののの選定選定選定選定さえさえさえさえ難難難難しくなるんですねしくなるんですねしくなるんですねしくなるんですね。。。。今議会今議会今議会今議会

のほうでものほうでものほうでものほうでも２７２７２７２７億億億億かけてどうするかというかけてどうするかというかけてどうするかというかけてどうするかという議論議論議論議論もあるというもあるというもあるというもあるという話話話話をををを聞聞聞聞いていいていいていいてい

ますからますからますからますから、、、、それもしっかりそれもしっかりそれもしっかりそれもしっかり各議会各議会各議会各議会でででで議論議論議論議論してしてしてして将来将来将来将来どうすべきかというどうすべきかというどうすべきかというどうすべきかという方向方向方向方向

性性性性をををを決決決決めないとめないとめないとめないと第第第第１１１１部会部会部会部会のののの議論議論議論議論もももも進進進進まないとまないとまないとまないと思思思思うんですねうんですねうんですねうんですね。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：本当本当本当本当はははは那覇那覇那覇那覇とととと南風原南風原南風原南風原のはですねのはですねのはですねのはですね、、、、あれだけあれだけあれだけあれだけ溶融溶融溶融溶融までまでまでまで一一一一つにしてつにしてつにしてつにして電気電気電気電気もももも発発発発

生生生生してしてしてして電気電気電気電気もももも売売売売るぐらいですのでるぐらいですのでるぐらいですのでるぐらいですので、、、、本当本当本当本当はおはおはおはお互互互互いのいのいのいの残渣処理残渣処理残渣処理残渣処理だけではだけではだけではだけでは熱量熱量熱量熱量

にににに対対対対してしてしてして管理費管理費管理費管理費がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎるぎるぎるぎる恐恐恐恐れもあるのでれもあるのでれもあるのでれもあるので将来将来将来将来としとしとしとしてはてはてはては一一一一つになってつになってつになってつになって

やらないといかんだろうとはやらないといかんだろうとはやらないといかんだろうとはやらないといかんだろうとは思思思思ってますよってますよってますよってますよ。。。。時間時間時間時間はかかるとはかかるとはかかるとはかかると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：ちょっとちょっとちょっとちょっと飛躍飛躍飛躍飛躍しししし過過過過ぎかもしれませんがぎかもしれませんがぎかもしれませんがぎかもしれませんが、、、、本当本当本当本当にににに理想的理想的理想的理想的なななな施設施設施設施設というというというという意味意味意味意味

ではではではでは、、、、燃料燃料燃料燃料になるになるになるになる可燃可燃可燃可燃ごみごみごみごみ、、、、それだけのそれだけのそれだけのそれだけの量量量量をををを確保確保確保確保できるんであればできるんであればできるんであればできるんであれば発電装発電装発電装発電装

置置置置までまでまでまで含含含含めてめてめてめて、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの場合去年場合去年場合去年場合去年１１１１億億億億６６６６千万円千万円千万円千万円のののの売電売電売電売電をしてるんですよをしてるんですよをしてるんですよをしてるんですよ。。。。

そういうそういうそういうそういう形形形形にににに持持持持っていければっていければっていければっていければ非常非常非常非常にににに理想的理想的理想的理想的だとだとだとだと思思思思うんですよねうんですよねうんですよねうんですよね。。。。そうするそうするそうするそうする

とととと、、、、じゃあごみはどこからじゃあごみはどこからじゃあごみはどこからじゃあごみはどこから持持持持ってきますかとなるとってきますかとなるとってきますかとなるとってきますかとなると話話話話がががが飛躍飛躍飛躍飛躍してしてしてして離島離島離島離島のごのごのごのご

みをみをみをみをコンテナコンテナコンテナコンテナにににに詰詰詰詰めてめてめてめて輸送輸送輸送輸送してこっちでしてこっちでしてこっちでしてこっちで焼焼焼焼くとかいうくとかいうくとかいうくとかいう話話話話までまでまでまで出出出出てるんですてるんですてるんですてるんです

がががが、、、、離島離島離島離島はははは離島離島離島離島でででで大変苦大変苦大変苦大変苦しいしいしいしい思思思思いをしながらそれぞれのいをしながらそれぞれのいをしながらそれぞれのいをしながらそれぞれの島島島島でででで小小小小さなさなさなさな焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉

でやってますがでやってますがでやってますがでやってますが、、、、灰溶融施設灰溶融施設灰溶融施設灰溶融施設、、、、最終的最終的最終的最終的なななな処理条件処理条件処理条件処理条件はどこもはどこもはどこもはどこも苦苦苦苦しいしいしいしい思思思思いをしいをしいをしいをし

ているとているとているとていると思思思思うんですよねうんですよねうんですよねうんですよね。。。。ですからそのですからそのですからそのですからその辺辺辺辺までまでまでまで議論議論議論議論がががが広広広広がるかがるかがるかがるか、、、、或或或或いはいはいはいは又又又又

今今今今あるごみあるごみあるごみあるごみ量量量量でというでというでというでという形形形形になるのかになるのかになるのかになるのか、、、、これからのこれからのこれからのこれからの議論議論議論議論だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事（（（（代代代代））））：：：：第第第第１１１１部会部会部会部会でででで視察研修視察研修視察研修視察研修をしてきたんですがをしてきたんですがをしてきたんですがをしてきたんですが、、、、５５５５万人規模程度万人規模程度万人規模程度万人規模程度のののの施設施設施設施設でででで

はははは電気電気電気電気はははは生生生生まれないようなまれないようなまれないようなまれないような状況状況状況状況のようなんですよねのようなんですよねのようなんですよねのようなんですよね。。。。ですからですからですからですから今今今今あるのはあるのはあるのはあるのは

５５５５万人万人万人万人からからからから１０１０１０１０万人以下万人以下万人以下万人以下のものだとのものだとのものだとのものだと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そうするとやはりそうするとやはりそうするとやはりそうするとやはり施設施設施設施設のののの状状状状

況況況況によってはもっとによってはもっとによってはもっとによってはもっと大大大大きなものできなものできなものできなものでなななないとそこまではいとそこまではいとそこまではいとそこまでは行行行行かないかないかないかない、、、、効率効率効率効率がががが悪悪悪悪いいいい

といといといというようなうようなうようなうような感感感感じがあるわけですじがあるわけですじがあるわけですじがあるわけです。。。。東部東部東部東部のののの方方方方でででで灰溶融炉灰溶融炉灰溶融炉灰溶融炉などをなどをなどをなどを入入入入れてれてれてれて熱熱熱熱をををを

どうにかやろうとしたとしてもかなりどうにかやろうとしたとしてもかなりどうにかやろうとしたとしてもかなりどうにかやろうとしたとしてもかなり厳厳厳厳しいのではないのかなとしいのではないのかなとしいのではないのかなとしいのではないのかなと。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：東部東部東部東部とととと島尻島尻島尻島尻のごみのごみのごみのごみ、、、、そしてそしてそしてそしてプラスアルファプラスアルファプラスアルファプラスアルファ、、、、糸満糸満糸満糸満がどうがどうがどうがどう推移推移推移推移していくかしていくかしていくかしていくか

分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、言言言言いにくいいにくいいにくいいにくい所所所所をはっきりをはっきりをはっきりをはっきり申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、糸満糸満糸満糸満のごみものごみものごみものごみも

含含含含めてめてめてめて或或或或いはいはいはいは離島離島離島離島までまでまでまで含含含含めてそういうめてそういうめてそういうめてそういう事事事事をををを考考考考えていくのかどうかえていくのかどうかえていくのかどうかえていくのかどうか、、、、今後今後今後今後もももも

しっかりしっかりしっかりしっかり一一一一つつつつ一一一一つつつつ議論議論議論議論をををを掘掘掘掘りりりり下下下下げていかなければいけないとげていかなければいけないとげていかなければいけないとげていかなければいけないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：議案議案議案議案のののの第第第第６６６６号号号号なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、ごみごみごみごみ処理方法処理方法処理方法処理方法ですねですねですねですね、、、、これはこれはこれはこれは最終処分場方式最終処分場方式最終処分場方式最終処分場方式

なのかなのかなのかなのか溶融施設溶融施設溶融施設溶融施設をしていくのかというをしていくのかというをしていくのかというをしていくのかという問題問題問題問題でしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。。。。第第第第１１１１部会部会部会部会のののの審査結審査結審査結審査結

果果果果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて理事会理事会理事会理事会でででで検討検討検討検討するとするとするとするといいいいうううう事事事事はははは。。。。どのどのどのどの辺辺辺辺のののの話話話話でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：これはですねこれはですねこれはですねこれはですね、、、、第第第第１１１１部会部会部会部会でしっかりでしっかりでしっかりでしっかり議論議論議論議論してもらってしてもらってしてもらってしてもらって、、、、そのそのそのその為為為為のののの予備知予備知予備知予備知

識識識識としてとしてとしてとして先進地視察先進地視察先進地視察先進地視察をしてもらっておりますがをしてもらっておりますがをしてもらっておりますがをしてもらっておりますが、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの答答答答がががが出出出出てくるてくるてくるてくる

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、現在現在現在現在のののの施設或施設或施設或施設或いはいはいはいは技術等技術等技術等技術等々々々々からからからから考考考考えましてこれはえましてこれはえましてこれはえましてこれは又第又第又第又第
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１１１１部会部会部会部会のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんのしてきたしてきたしてきたしてきた審議審議審議審議をををを無視無視無視無視してこちらでしてこちらでしてこちらでしてこちらで又私又私又私又私がどうこうがどうこうがどうこうがどうこう申申申申しししし上上上上

げるのはげるのはげるのはげるのは・・・・・・・・・・・・そのそのそのその辺辺辺辺もももも含含含含めてめてめてめて答答答答はははは出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：第第第第５５５５号議案号議案号議案号議案ですけどですけどですけどですけど、、、、糸満糸満糸満糸満をどのようにをどのようにをどのようにをどのように取取取取りりりり扱扱扱扱いしていくかですねいしていくかですねいしていくかですねいしていくかですね、、、、南南南南

廃協廃協廃協廃協からはからはからはからは脱退脱退脱退脱退しないということでしないということでしないということでしないということで議会議会議会議会ではやっていますがではやっていますがではやっていますがではやっていますが、、、、我我我我々々々々がががが候補候補候補候補

地地地地をををを決定決定決定決定してからしてからしてからしてから入入入入るというるというるというるという事事事事もももも可能可能可能可能ですかですかですかですか。。。。今今今今はははは（（（（規約上規約上規約上規約上））））残残残残っているっているっているっている

とととと。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：候補地選定候補地選定候補地選定候補地選定はあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも第第第第１１１１部会部会部会部会でででで色色色色々々々々勉強会勉強会勉強会勉強会をしてましてをしてましてをしてましてをしてまして議論議論議論議論ををををこれこれこれこれ

からからからから掘掘掘掘りりりり下下下下げていげていげていげていくくくくとととと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい所所所所がありますががありますががありますががありますが、、、、例例例例ええええ

ばばばば今今今今までのまでのまでのまでの例例例例をををを見見見見ますとますとますとますと誘致誘致誘致誘致とかとかとかとか公募公募公募公募とかやってきたとかやってきたとかやってきたとかやってきた経過経過経過経過があるわけですがあるわけですがあるわけですがあるわけです

がががが、、、、私私私私はそういうはそういうはそういうはそういう方式方式方式方式よりもよりもよりもよりも・・・・・・・・・・・・    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：それはですねそれはですねそれはですねそれはですね町長町長町長町長、、、、我我我我々々々々役員役員役員役員にはにはにはには投投投投げかけないんですよげかけないんですよげかけないんですよげかけないんですよ。。。。みんなでみんなでみんなでみんなで議議議議

論論論論してしてしてして町長町長町長町長がどうがどうがどうがどう思思思思ってるかってるかってるかってるか、、、、メリットメリットメリットメリットがあるのかがあるのかがあるのかがあるのかデメリットデメリットデメリットデメリットがあるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、

そしてそしてそしてそして我我我我々々々々がそのがそのがそのがその候補地候補地候補地候補地にににに決決決決めめめめられたられたられたられた地域地域地域地域がががが本当本当本当本当にににに納得納得納得納得するのかというのするのかというのするのかというのするのかというの

もももも含含含含めてめてめてめて決決決決めないといけないとめないといけないとめないといけないとめないといけないと思思思思いますねいますねいますねいますね。。。。今今今今までのまでのまでのまでの状況状況状況状況としてとしてとしてとして糸満市糸満市糸満市糸満市はははは

自分達自分達自分達自分達でででで決決決決めながらめながらめながらめながら決決決決まったからここにさせてくれというまったからここにさせてくれというまったからここにさせてくれというまったからここにさせてくれという事事事事になったになったになったになった時時時時にににに、、、、

選定選定選定選定されたされたされたされた地域地域地域地域ががががＯＫＯＫＯＫＯＫするかどうかもするかどうかもするかどうかもするかどうかも確認確認確認確認しないといけないですからしないといけないですからしないといけないですからしないといけないですから、、、、そそそそ

れはれはれはれは難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況になるとになるとになるとになると思思思思いますよいますよいますよいますよ。。。。今今今今はははは離脱離脱離脱離脱したしたしたした状況状況状況状況ですからですからですからですから、、、、離脱離脱離脱離脱しししし

たたたた状況状況状況状況のののの中中中中でそれをでそれをでそれをでそれを造造造造っていくというっていくというっていくというっていくという事事事事をまとめていかないといけないでをまとめていかないといけないでをまとめていかないといけないでをまとめていかないといけないで

すからすからすからすから。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：もうもうもうもう一一一一つはですねつはですねつはですねつはですね、、、、糸満市糸満市糸満市糸満市をををを入入入入れないというれないというれないというれないという事事事事でででで整理整理整理整理するのかするのかするのかするのか、、、、そのあそのあそのあそのあ

たりのたりのたりのたりの・・・・・・・・・・・・    

    

副副副副会会会会長長長長：：：：こういうこういうこういうこういう事事事事はやるべきでははやるべきでははやるべきでははやるべきでは無無無無いといといといと思思思思ってってってってますますますます。。。。なぜかとなぜかとなぜかとなぜかと言言言言えばえばえばえば、、、、議会議会議会議会

とととと首長首長首長首長というのはというのはというのはというのは一部一部一部一部のののの方方方方ですからですからですからですから市民市民市民市民としてはどうとしてはどうとしてはどうとしてはどう重重重重なってくるかなってくるかなってくるかなってくるか市民市民市民市民

レベルレベルレベルレベルではまだではまだではまだではまだ分分分分からないですからからないですからからないですからからないですから、、、、またまたまたまた仮仮仮仮にににに、、、、（（（（候補地候補地候補地候補地がががが））））決定決定決定決定しないうしないうしないうしないう

ちにちにちにちに入入入入れてくれというれてくれというれてくれというれてくれという要請要請要請要請がががが先先先先にににに来来来来るかもしれないしるかもしれないしるかもしれないしるかもしれないし、、、、今今今今そのそのそのその道道道道をををを閉閉閉閉ざすざすざすざす

というのはここではというのはここではというのはここではというのはここでは私私私私ははははやるべきではやるべきではやるべきではやるべきでは無無無無いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：候補地候補地候補地候補地をををを決定決定決定決定しないうちにしないうちにしないうちにしないうちに入入入入ってってってって来来来来たらたらたらたら良良良良いわけですかいわけですかいわけですかいわけですか。。。。そのそのそのその時期時期時期時期がどがどがどがど

うなるかなとうなるかなとうなるかなとうなるかなと。。。。ゴネゴネゴネゴネ得得得得はははは・・・・・・・・・・・・。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：おおおお互互互互いがいがいがいが糸満糸満糸満糸満がががが決定決定決定決定しないとしないとしないとしないと進進進進めないというめないというめないというめないという事事事事ですかですかですかですか。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：いまいまいまいま結構振結構振結構振結構振りりりり回回回回されているされているされているされている状況状況状況状況ですからですからですからですから、、、、そのそのそのその旨旨旨旨もももも伝伝伝伝えてあるつもえてあるつもえてあるつもえてあるつもりりりり

なんですがなんですがなんですがなんですが、、、、向向向向こうもまたこうもまたこうもまたこうもまた結局今抜結局今抜結局今抜結局今抜けるべきではないとけるべきではないとけるべきではないとけるべきではないと、、、、我我我我々々々々とととと一緒一緒一緒一緒にやにやにやにや

りたいというのはりたいというのはりたいというのはりたいというのは半分半分半分半分のののの１３１３１３１３名名名名のののの議員議員議員議員はははは言言言言われてるわけですねわれてるわけですねわれてるわけですねわれてるわけですね。。。。議長議長議長議長もももも含含含含
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めてめてめてめて。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：このこのこのこの間間間間のののの要請文要請文要請文要請文でもでもでもでも向向向向こうのこうのこうのこうの懸念懸念懸念懸念といっているのにといっているのにといっているのにといっているのに何何何何でででで決決決決めたってめたってめたってめたって同同同同じじじじ

事事事事じゃないかじゃないかじゃないかじゃないか、、、、出来出来出来出来ますかとますかとますかとますかと言言言言いますよいますよいますよいますよ議員議員議員議員のののの皆皆皆皆さんさんさんさん。。。。無駄無駄無駄無駄なななな審議審議審議審議しないしないしないしない

ほうがいいとほうがいいとほうがいいとほうがいいと。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：そのそのそのその件件件件につきましてはおにつきましてはおにつきましてはおにつきましてはお詫詫詫詫びをびをびをびを申申申申しししし上上上上げないといけないんですがげないといけないんですがげないといけないんですがげないといけないんですが、、、、実実実実はははは

南城市長南城市長南城市長南城市長とととと２２２２人人人人、、、、議長議長議長議長もももも含含含含めてめてめてめて今回今回今回今回はちゃんとはちゃんとはちゃんとはちゃんと相談相談相談相談しあってしあってしあってしあって内部的内部的内部的内部的にもにもにもにも認認認認

めるというめるというめるというめるという事事事事でででで情報情報情報情報をををを得得得得たものですからたものですからたものですからたものですから、、、、何名何名何名何名かのかのかのかの首長首長首長首長さんにもさんにもさんにもさんにも電話電話電話電話差差差差しししし

上上上上げてげてげてげておおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたんですがげたんですがげたんですがげたんですが。。。。    

    

副会長副会長副会長副会長：：：：スタンススタンススタンススタンスがががが違違違違ってくるってくるってくるってくる可能性可能性可能性可能性はははは十分十分十分十分あるんですよあるんですよあるんですよあるんですよ。。。。いまいまいまいま県県県県もももも補助補助補助補助はあはあはあはあ

げないというげないというげないというげないという事事事事でででで方針方針方針方針をををを決決決決めているわけですからめているわけですからめているわけですからめているわけですから、、、、向向向向こうとしてもこうとしてもこうとしてもこうとしても再度再度再度再度、、、、

本来本来本来本来、、、、議論議論議論議論してどうすべきかとしてどうすべきかとしてどうすべきかとしてどうすべきかとスタンススタンススタンススタンスをををを決決決決めるべきめるべきめるべきめるべき時期時期時期時期だとだとだとだと思思思思うんですうんですうんですうんです

よねよねよねよね。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：それとそれとそれとそれと、、、、ごごごご質問質問質問質問がありましたがありましたがありましたがありました離脱離脱離脱離脱したしたしたした自治体自治体自治体自治体、、、、本土本土本土本土ではではではでは今今今今おっしゃるおっしゃるおっしゃるおっしゃる色色色色々々々々

なななな弊害弊害弊害弊害のののの中中中中でどうしてもでどうしてもでどうしてもでどうしても単独単独単独単独ではではではでは出来出来出来出来なくなってなくなってなくなってなくなって、、、、土下座土下座土下座土下座してしてしてして一緒一緒一緒一緒にといにといにといにとい

うううう事事事事でのでのでのでの事例事例事例事例もももも何箇所何箇所何箇所何箇所かあるようですのでかあるようですのでかあるようですのでかあるようですので、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり事例事例事例事例もももも見見見見なななな

がらがらがらがら、、、、どういうどういうどういうどういう形形形形でででで受受受受けけけけ入入入入れられたのかれられたのかれられたのかれられたのか・・・・・・・・・・・・    

    

理事理事理事理事：：：：聞聞聞聞いてはおりますけどいてはおりますけどいてはおりますけどいてはおりますけど、、、、じゃあそこのじゃあそこのじゃあそこのじゃあそこの場所場所場所場所にににに造造造造ったかといえばったかといえばったかといえばったかといえば造造造造ってってってって無無無無

いといういといういといういという事事事事をををを聞聞聞聞いてるんですがいてるんですがいてるんですがいてるんですが。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：おおおお気持気持気持気持ちはちはちはちは十分良十分良十分良十分良くくくく、、、、同同同同じじじじ気持気持気持気持ちだとちだとちだとちだと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、ただただただただ根気強根気強根気強根気強くもうくもうくもうくもう

少少少少しししし推移推移推移推移をををを見見見見ながらながらながらながら対応対応対応対応してしてしてして行行行行くしかないんじゃないかなとくしかないんじゃないかなとくしかないんじゃないかなとくしかないんじゃないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：あまりあまりあまりあまり言言言言いたくないんですけどいたくないんですけどいたくないんですけどいたくないんですけど、、、、今今今今までまでまでまで時間時間時間時間とおとおとおとお金金金金をかけながらをかけながらをかけながらをかけながら議論議論議論議論をををを

してきてるしてきてるしてきてるしてきてる中中中中でもでもでもでも糸満待糸満待糸満待糸満待ちというちというちというちという事事事事にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、非常非常非常非常にににに虚虚虚虚しさをしさをしさをしさを感感感感じますじますじますじます

ねねねね。。。。いいいいいいいい議論議論議論議論をしてもをしてもをしてもをしても、、、、いいいいいいいい企画起案企画起案企画起案企画起案をしてもをしてもをしてもをしても結果的結果的結果的結果的にはにっちもさっちにはにっちもさっちにはにっちもさっちにはにっちもさっち

もいかないようなもいかないようなもいかないようなもいかないような状況状況状況状況があるわけですからがあるわけですからがあるわけですからがあるわけですから、、、、会長副会長会長副会長会長副会長会長副会長これまでこれまでこれまでこれまで何度何度何度何度かごかごかごかご

足労足労足労足労なさってなさってなさってなさって折衝折衝折衝折衝をしてもらっをしてもらっをしてもらっをしてもらってるんですけどてるんですけどてるんですけどてるんですけど、、、、答答答答をををを待待待待ってるだけでなくってるだけでなくってるだけでなくってるだけでなく

してしてしてして順次順次順次順次アクションアクションアクションアクションをかけるをかけるをかけるをかける必要必要必要必要があるんですかねがあるんですかねがあるんですかねがあるんですかね。。。。ほっといたらほっといたらほっといたらほっといたら恐恐恐恐らくらくらくらく

向向向向こうはこうはこうはこうは動動動動かないですよかないですよかないですよかないですよ。。。。県県県県からもからもからもからもマスコミマスコミマスコミマスコミからもからもからもからも地域住民地域住民地域住民地域住民からもからもからもからも色色色色々々々々ああああ

るだろうとはるだろうとはるだろうとはるだろうとは思思思思いますけどいますけどいますけどいますけど、、、、色色色色んなんなんなんな攻勢攻勢攻勢攻勢をかけないとをかけないとをかけないとをかけないと結果的結果的結果的結果的にはにはにはには来年来年来年来年のののの何何何何

月月月月まではまではまではまでは待待待待たないといけないというふうになってくるとたないといけないというふうになってくるとたないといけないというふうになってくるとたないといけないというふうになってくると、、、、今今今今までのまでのまでのまでの議論議論議論議論はははは

何何何何だったんだというだったんだというだったんだというだったんだという事事事事になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、向向向向こうのこうのこうのこうの議会議会議会議会ですねですねですねですね、、、、攻略攻略攻略攻略するするするする方方方方

法法法法、、、、これこれこれこれもももも会長副会長会長副会長会長副会長会長副会長しかしかしかしか出来出来出来出来ませんのでませんのでませんのでませんので是非何度是非何度是非何度是非何度もももも足足足足をををを運運運運んでんでんでんで、、、、地域住地域住地域住地域住

民民民民とのとのとのとの、、、、福岡福岡福岡福岡のどこでしたかのどこでしたかのどこでしたかのどこでしたか、、、、100100100100 回回回回ぐらいぐらいぐらいぐらい住民住民住民住民とととと会会会会ったというったというったというったという話話話話をををを聞聞聞聞きききき

ましたましたましたました。。。。そそそそのののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを持持持持ってってってって議長議長議長議長、、、、首長首長首長首長、、、、議員一人議員一人議員一人議員一人々々々々々々々々にににに会会会会うといううといううといううという気持気持気持気持ちちちち
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でででで、、、、一日一日一日一日もももも早早早早くくくく実実実実のあるのあるのあるのある議論議論議論議論をしたいなとをしたいなとをしたいなとをしたいなと私私私私はははは思思思思ってるんですがってるんですがってるんですがってるんですが、、、、どのどのどのどの位位位位

前前前前にすすんだのかとにすすんだのかとにすすんだのかとにすすんだのかと思思思思うとうとうとうと相当虚相当虚相当虚相当虚しさをしさをしさをしさを感感感感じるんですがじるんですがじるんですがじるんですが、、、、そこのそこのそこのそこの所所所所ががががキーキーキーキー

ポイントポイントポイントポイントじゃないかなとじゃないかなとじゃないかなとじゃないかなと思思思思うんですがうんですがうんですがうんですが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：大事大事大事大事なごなごなごなご指摘指摘指摘指摘だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、がむしゃらにがむしゃらにがむしゃらにがむしゃらに進進進進めていってめていってめていってめていって持持持持ちちちち上上上上げげげげ

てしまうとてしまうとてしまうとてしまうと逆効果逆効果逆効果逆効果になるになるになるになる要素要素要素要素もありはしないかなというもありはしないかなというもありはしないかなというもありはしないかなという思思思思いもありながらいもありながらいもありながらいもありながら、、、、

ただただただただ、、、、全全全全くくくく傍観傍観傍観傍観してるわけじゃありませんでしてるわけじゃありませんでしてるわけじゃありませんでしてるわけじゃありませんで、、、、推移推移推移推移をををを見見見見ながらながらながらながら時間時間時間時間もあるもあるもあるもある

程度必要程度必要程度必要程度必要ではないのかなというではないのかなというではないのかなというではないのかなという思思思思いもしながらいもしながらいもしながらいもしながら、、、、新聞或新聞或新聞或新聞或いはいはいはいは情報情報情報情報はいつもはいつもはいつもはいつも

取取取取りりりり寄寄寄寄せているつもりですのでせているつもりですのでせているつもりですのでせているつもりですので、、、、出出出出れるときにはれるときにはれるときにはれるときには又皆又皆又皆又皆さんのさんのさんのさんの御協力御協力御協力御協力もももも得得得得なななな

がらがらがらがら進進進進めるめるめるめる方法方法方法方法もももも出出出出てくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれませんてくるかもしれません。。。。今今今今はこちらからはこちらからはこちらからはこちらから頭頭頭頭をををを下下下下げてげてげてげて行行行行

ったりったりったりったり或或或或いはいはいはいは妥協案妥協案妥協案妥協案をををを提案提案提案提案したりしたりしたりしたり、、、、或或或或いはいはいはいは又又又又あまりあまりあまりあまり内部内部内部内部のののの混乱混乱混乱混乱しているしているしているしている状状状状

態態態態にこちらからにこちらからにこちらからにこちらからタイミングタイミングタイミングタイミングをををを見計見計見計見計らうべきらうべきらうべきらうべきじゃじゃじゃじゃないないないないというというというという思思思思いがありましいがありましいがありましいがありまし

てててて、、、、糸満糸満糸満糸満のののの様子様子様子様子がこれからどうがこれからどうがこれからどうがこれからどう進化進化進化進化していくかしていくかしていくかしていくか、、、、それをそれをそれをそれを見見見見ながらながらながらながら対応対応対応対応してしてしてして

いくしかないいくしかないいくしかないいくしかない或或或或いはごいはごいはごいはご相談相談相談相談をしてをしてをしてをして行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、そのそのそのその節節節節にはよにはよにはよにはよ

ろしくおろしくおろしくおろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

理事理事理事理事：：：：予算予算予算予算がががが通通通通ればればればれば一段落一段落一段落一段落するとするとするとすると思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：休憩休憩休憩休憩したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：再会再会再会再会しますしますしますします。。。。他他他他にににに質疑質疑質疑質疑ございませんかございませんかございませんかございませんか。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：なしなしなしなし    

    

会長会長会長会長：：：：質疑質疑質疑質疑なしとなしとなしとなしと認認認認めますめますめますめます。。。。提案提案提案提案のありましたのありましたのありましたのありました２２２２号議案号議案号議案号議案からからからから６６６６号議案号議案号議案号議案までまでまでまで御承御承御承御承

認認認認いただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございましたいただきましてありがとうございました。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：それではそれではそれではそれでは、、、、報告第報告第報告第報告第１１１１号号号号、、、、事業主体事業主体事業主体事業主体のののの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてをみについてをみについてをみについてを事事事事

務局務局務局務局からからからから報告報告報告報告させますさせますさせますさせます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局長長長長：：：：このこのこのこの件件件件につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては中間中間中間中間のののの報告報告報告報告になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、第第第第４４４４部会部会部会部会でででで組織組織組織組織のののの

統一化統一化統一化統一化についてについてについてについて議論議論議論議論をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。そのそのそのその中間結論中間結論中間結論中間結論のののの中中中中でででで、、、、第第第第４４４４部会部会部会部会からからからから、、、、

現在現在現在現在あるあるあるある既存既存既存既存のののの清掃組合清掃組合清掃組合清掃組合、、、、事務組合事務組合事務組合事務組合をををを統合統合統合統合してしてしてして事業主体事業主体事業主体事業主体をををを一元化一元化一元化一元化するするするする必要必要必要必要

があるがあるがあるがあるというというというという結論結論結論結論がががが中間的中間的中間的中間的にににに出出出出たものですからたものですからたものですからたものですから、、、、市町長会市町長会市町長会市町長会にににに、、、、これはこれはこれはこれは５５５５月月月月

のののの１４１４１４１４日日日日、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府にににに挨拶挨拶挨拶挨拶にににに行行行行くくくく前前前前にににに市町長市町長市町長市町長にににに集集集集まってまってまってまって頂頂頂頂いていていていて、、、、既存既存既存既存のののの事務事務事務事務

組合組合組合組合、、、、豊見城豊見城豊見城豊見城のののの焼却灰焼却灰焼却灰焼却灰をををを処理処理処理処理することについてはすることについてはすることについてはすることについては組織統合組織統合組織統合組織統合をしてをしてをしてをして取組取組取組取組むこむこむこむこ

とについてとについてとについてとについて勉強会勉強会勉強会勉強会をしてよろしいですかとをしてよろしいですかとをしてよろしいですかとをしてよろしいですかと、、、、了解了解了解了解をもらってをもらってをもらってをもらって、、、、このこのこのこの中間報中間報中間報中間報

告告告告にににに出出出出ておりますておりますておりますております。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今これがこれがこれがこれが確立確立確立確立ではないんですがではないんですがではないんですがではないんですが中間中間中間中間のののの報告報告報告報告

をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きますというきますというきますというきますという事事事事でででで提案提案提案提案してございますしてございますしてございますしてございます。。。。内容内容内容内容はははは総務課長総務課長総務課長総務課長のののの方方方方かかかか

らららら説明説明説明説明しますのでよろしくおしますのでよろしくおしますのでよろしくおしますのでよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
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事務局事務局事務局事務局：：：：資料資料資料資料をををを読読読読みみみみ上上上上げげげげ説明説明説明説明。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：今事務局今事務局今事務局今事務局からからからから報告報告報告報告がありましたけどがありましたけどがありましたけどがありましたけど、、、、最初最初最初最初のののの基本方針基本方針基本方針基本方針のののの所所所所でこういうでこういうでこういうでこういう資資資資

料料料料がががが添付添付添付添付されてますのでされてますのでされてますのでされてますので誤解誤解誤解誤解をををを招招招招いてしまったいてしまったいてしまったいてしまった事事事事はははは大変申大変申大変申大変申しししし訳訳訳訳なかったとなかったとなかったとなかったと

思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも現状現状現状現状をををを分析分析分析分析してしてしてして将来将来将来将来はこういうはこういうはこういうはこういう事事事事もももも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

というというというという事事事事でのでのでのでの一一一一つのつのつのつの検討資料検討資料検討資料検討資料としてとしてとしてとして添付添付添付添付してございますのでしてございますのでしてございますのでしてございますので、、、、報告報告報告報告というというというという

形形形形でででで入入入入れてございますのでれてございますのでれてございますのでれてございますので、、、、ごごごご理解理解理解理解をををを頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：それではそれではそれではそれでは、、、、今日今日今日今日のののの議事議事議事議事はこれではこれではこれではこれで全全全全てててて終了致終了致終了致終了致しますがしますがしますがしますが、、、、何何何何かございますかかございますかかございますかかございますか。。。。    

    

理理理理        事事事事：：：：なしなしなしなし。。。。    

    

会長会長会長会長：：：：それではそれではそれではそれでは長時間長時間長時間長時間にににに渡渡渡渡りましてのりましてのりましてのりましての会議会議会議会議ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。これでこれでこれでこれで理理理理

事会事会事会事会をををを閉会閉会閉会閉会したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、色色色色んなんなんなんな可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある或或或或いはいはいはいは予見予見予見予見できるできるできるできる

等等等等々々々々のののの問題問題問題問題、、、、それからそれからそれからそれから、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる所所所所からからからから議論議論議論議論をするをするをするをする中中中中でででで基本的基本的基本的基本的にはにはにはには誘致誘致誘致誘致とととと

かかかか或或或或いはいはいはいは公募公募公募公募とかとかとかとか言言言言うううう悩悩悩悩みみみみ、、、、議論議論議論議論はしたわけですがはしたわけですがはしたわけですがはしたわけですが、、、、私私私私はははは理想的理想的理想的理想的にはにはにはには行政行政行政行政

側側側側がががが住民住民住民住民をををを説得説得説得説得してしてしてして造造造造るようなるようなるようなるような形形形形ではなくしてではなくしてではなくしてではなくして、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと住民住民住民住民のののの中中中中でででで、、、、

おおおお互互互互いいいい賛否両論賛否両論賛否両論賛否両論あるとあるとあるとあると思思思思いますいますいますいます。。。。色色色色々々々々なごなごなごなご意見意見意見意見があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そういそういそういそうい

うううう議論議論議論議論をををを大大大大いにやってもらっていにやってもらっていにやってもらっていにやってもらって、、、、最終的最終的最終的最終的にみんながにみんながにみんながにみんなが自主的自主的自主的自主的にににに地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がががが

自己意識自己意識自己意識自己意識をををを持持持持ってってってって自己決定自己決定自己決定自己決定をしていただくをしていただくをしていただくをしていただくようなようなようなような方向方向方向方向にににに持持持持ってってってって行行行行ければければければければ理理理理

想的想的想的想的だなとだなとだなとだなと思思思思っておりましてっておりましてっておりましてっておりまして、、、、そうするためにはそうするためにはそうするためにはそうするためには行政行政行政行政もおもおもおもお互互互互いいいい努力努力努力努力がががが必要必要必要必要

だなとはだなとはだなとはだなとは思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、住民住民住民住民のののの意見意見意見意見もももも真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ止止止止めてめてめてめて地域地域地域地域がががが喜喜喜喜んんんんでででで自自自自

己決定己決定己決定己決定をしてをしてをしてをして頂頂頂頂くというくというくというくという形形形形、、、、方向性方向性方向性方向性をををを求求求求めながらめながらめながらめながら頑張頑張頑張頑張ってってってって行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いいいい

ますのでますのでますのでますので、、、、一一一一つつつつ皆皆皆皆さんのごさんのごさんのごさんのご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    


