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阿蘇広域行政事務組合公告第１８号 

 令和４年１２月１日 

 

令和４年１０月組合議会定例会の一般質問について次のとおり公表します。 

順番 議員氏名 質問事項 要旨 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立石 昭夫 

（阿蘇市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 中部最終処分場について 

 

 

 

・あと何年で埋立地は満量となるか 

・大きい災害などあった場合年数は早まるのか 

・今後、候補地の計画はあるか、あるとしたら経費はいくら位かかるのか 

・埋立終了後、水質管理は何年位必要か 

・埋立地の跡地の利用計画はあるのか 

・最終処分場への入口である国道５７号交差点の改良は出来るのか。 
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質問、答弁の内容 

 

1. 中部最終処分場について 

 

○議員 

 6番、阿蘇市議会議員の立石です。 

通告書に従いまして、中部最終処分場について質問させていただきます。 

質問内容が 6 項目ありますけども、先ほど質問は 3 回までということでしたので、1 番目から 3 番目までは一つの質問として、4 番目、5 番目

を一つの質問として、最後の 6番目を最後の質問といたしますので、よろしくお願いします。 

まず、埋立地があと何年で満杯になるのか、満量になるかということでお尋ねしますが、先ほど資料が配ってありますけども、今年、第 3、第

4 区画の改良工事も終わりまして、いよいよ埋立地も最終段階になったと思っているところですが、この参考資料によりますと、第 3、第 4区画

の埋立容量面積が合計でだいたい 8,800立米ぐらいですね。現在、年間 800立米埋め立てているということで、残容量が 7,371 と資料ではなって

いますけども、第 2区画まだ埋立てが残っているような状況ですけれども、あと 10 年ぐらいで満杯になってしまうのじゃないかなと概算で私は

思うのですが、あと何年で満量になるか、執行部はどう考えているか。それから、災害対応についてということですけども、現在、災害ごみはあ

まり来ないということで安心はしていますけども、今後、広域的な災害、例えば南海トラフ地震などが起きたときには、また対応も変わるんじゃ

ないかというようなことで心配しているわけですが、そういったときに埋立期間が早まってしまうのじゃないかということも危惧しております。

また、満量となったときの対応として、今後の埋立地の候補地をどのように考えておられるか。こういった問題は、施設を探すとなると、候補地

の選定から運営開始までは、多額な時間と労力を要するわけですけども、その点、どのように考えておられるのか。また、どの程度の埋立用地を

整備した場合にはどれくらいの経費を見込んでおられるかお尋ねします。 

●執行部（管理者） 

 ただ今の立石議員からの中部最終処分場についての質問でありますけれども、ちなみにこの最終処分場は、平成 2年度に完成した施設でありま

す。建設当時は合併前の中部 4町村の施設としておりますし、焼却灰や不燃物などの埋立処分を平成 3 年度から行っております。その後、旧南部

地区 4町村と北部地区の 2町が平成 9年と平成 10年に順次加入したことから、埋立量が増えることになる処分場の慣例化というものがまた心配

をされていました。その対応策として、平成 14年度に焼却灰が発生しない、現在のＲＤＦ施設の建設を行い、埋立量を減らし、そして処分場の

延命化が図られたところであります。しかしながら、埋立開始から、もう既に 30 年以上が経過をしておりますし、残りの埋立容量も少なくなっ
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てきている状況でありますで、次の処分場の計画について検討する時期に来ております。 

これらの点を踏まえして、先ほど御質問のあったことにつきまして、環境衛生課長の矢羽田より説明をさせたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

●執行部（環境衛生課長） 

それでは、立石議員からの御質問に対しまして、それぞれお答えいたします。 

初めに、あと何年で埋立地は満量となるかについてでございますが、お配りしております参考資料の最終処分場の図面を見ていただきたいと思

います。 

右上の青色の枠のところに、施設の概要を表示してございます。全体の埋立地面積が 1万 5,000 平方メートル、埋立地容積が 5万 4,000 立米、

埋立残容量が令和 4年 3月末の時点で 7,371立米となっております。年間の埋立量は残渣物と、その残渣物に被せる覆土材を含めまして、約 800

立米程度でございます。埋立地は赤色の第 1区画から第 4区画までございまして、既に第 1区画は適正閉鎖を終えております。現在は第 2区画に

おいて埋め立てを行っておりますが、間もなく埋立容積がいっぱいになりますので、次の第 3区画への埋め立てに移る計画となっております。 

なお、現在は約 85％程度、埋め立てが済んでいる状況でございますので、残り約 15％ほどの残容量となっております。今後、毎年およそ 800

立米の不燃残渣を埋めていることを考えますと、約 10 年程度で一杯になると考えております。組合としましても、少しでも長く施設の延命化を

図りたいので、今後においてもごみの減量化や分別に関する広報、周知を行いまして、施設の延命化に努めてまいるところでございます。 

次に、大きい災害などあった場合、年数は早まるのかについてお答えいたします。災害廃棄物については、基本的に各自治体において処理を行

うことになっておりますので、災害廃棄物を中間処理した後に発生する残渣が処分場のほうに入ってくることは基本的にございません。 

なお、平成 24年の水害、平成 28年の熊本地震のときも、処分場への埋め立てはございませんでした。 

次に、今後、候補地の計画はあるかでございますけども、あるとしたら経費はいくらぐらいかかるのかについてでございますが、現在のところ

は具体的な候補地はございません。ただ、先ほど管理者も申し上げましたように、次の施設について検討する時期に来てございます。 

また、ＲＤＦ施設やリサイクルプラザ施設のごみ処理施設につきましても、次期施設計画の検討もしなければなりませんので、施設の処理方式

も踏まえて、また地元との話し合いも行いながら検討していきたいと考えております。 

なお、最終処分場を新たに建設する場合の経費でございますが、参考までになりますけども、現在の処分場を平成 2 年度に建設したときの費用

は約 6億円で、その後、改良工事でかかった費用が約 2 億円程度となっております。 

また、別の地区なのですけども、令和元年度に建設された鹿児島県内の施設がございまして、埋立地規模が本組合が少ない約 4万 5,000 立米の

施設でございまして、ここが約 15億円の建設費用となっておるようです。建設費用につきましては、これから計画を立てていく中で、ごみ処理



4 

 

施設の規模や埋立規模などを考慮して検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議員 

あと 10年ほどで満量になるということで、特に後の候補地の選定など、また地元の方々とも御連絡を取って、そのへんも進めていただきたいと

思います。 

次に、埋立終了後のことについて質問いたします。現在、最終処分場の地下を通ってきた原水といいますか、その部分につきましては、適切に

水処理されて放流されておるわけですけども、あの埋立が完了した後、あと何年、埋立終了後に何年ぐらい水質管理をやっていかなくてはいけな

いのかということ。また、そのへんは地元との話し合いはできているのかというのをちょっと心配しております。 

それから、埋立完了後の、広大な敷地が残るわけですけども、その点について、何らか利用方法等は考えがあるのか、また計画していく方向で

あるのか、そのへんをお答え願います。 

●執行部（環境衛生課長） 

 では、お答えいたします。 

次に、埋立終了後、水質管理は何年ぐらい必要かとについてでございますが、埋立終了後、法的には 2 年以上の検査が必要となっております。

検査の期間につきましては、地元と協議の上、決定していくことになると考えております。 

また、水質検査のほかにも埋立地からのガスの発生量等についても、同じく 2年以上の検査が必要となりますので、あわせて検査を行っていく

ことになまります。 

次に、埋立地の跡地の利用計画はあるのかについてでございます。現在のところは埋立終了後の跡地利用に関する具体的な計画はございません。

ただ、全国的には跡地利用については、公園化やグラウンド化が多いようでございます。こちらにつきましても、跡地利用については地元区、関

係機関と協議を行った上で計画していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議員 

最後の質問になりますけれども、最終処分場への入り口であります、国道 57号の交差点の件についてですけれども、四差路から最終処分場に

入る部分で、ちょっと道路幅が狭くて、大型車が止まっていると、普通車でも交差点からのぼっていけないと、離合できないというようなことを、

地元の方もおっしゃられておりましたし、道路を利用する方々のためにも、迷惑をかけるようなことはあってはならないと思うわけですけれども、

当組合が行う事業のほとんどが地域の方々の理解や協力がなければできない事業であり、また運営にあたっても地域の皆さん方の税金と利用料で
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運営していくと、私は思っております。事業を運営するにあたって、地域の方々や道路を利用する方々に迷惑をかけることが、そういうことがあ

ってはならないと私は思うのですが、その点を考えて、あの交差点の改良というのは、なるべく早く行うべきではないかと思いますが、執行部の

お考えを伺います。 

●執行部（環境衛生課長） 

最終処分場への入り口である国道 57号交差点の改良はできるのかについてでございますけども、国道 57号線から最終処分場へ行くまでの道路

につきましては、阿蘇市の市道でございますので、現状ではちょっと組合のほうにおいて改良工事は難しいと考えております。 

なお、今後においては、次期最終処分場の計画も踏まえまして、この道路、市道を使用することがある場合は、検討も必要かと思っております。 

以上でございます。 

○議員 

阿蘇市の市道ということで、市との協議も視野に入れて、なるべく、市長もおられますので、そのへん協議されて、地元の人たちに前向きな検

討をお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

どうも失礼しました。ありがとうございました。 
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令和４年１０月組合議会定例会の一般質問について次のとおり公表します。 

順番 議員氏名 質問事項 要旨 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津留 智幸 

（高森町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 阿蘇地域での共同事業及び各種振興事業の

連携について 

  

 

 

 

昨今のスポーツ振興施策等の重要性を踏まえ、少子高齢化等の影響によ

り、阿蘇郡市内でも様々な課題を抱えていると認識している。この件に関

し、４月より各市町村の教育委員会を訪問し、課題や将来の展望について

ヒアリングを行った。この結果を踏まえ、現況と今後の連携の可能性につ

いて各市町村長の所見を伺う。 
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質問、答弁の内容 

 

1. 阿蘇地域での共同事業及び各種振興事業の連携について 

 

○議員 

16番、津留智幸です。よろしくお願いします。 

今回の質問事項は、阿蘇地域での共同事業及び各種振興事業の連携についてとなります。その中の一つとして、スポーツ振興策について、詳し

く調べて質問したいと思います。 

今回、資料を準備しておりますので、お手元の資料を御覧ください。１枚めくっていただいて、はじめにというところから説明していきます。 

阿蘇広域行政事務組合議会会議規則において、第 61条、議員は阿蘇広域行政事務組合の一般事務について議長の許可を得て質問することがで

きるとあります。しかしながら、先ほど議長から申されたとおり、今回の質問は阿蘇地域内に暮らす住民の健康福祉、また子どもたちの健全育成

に関わる重要な事項でございます。それぞれの自治体が各々で解決することが困難であり、また阿蘇地域全体において課題の共有と対策が必要と

考え、議会運営委員会での了承、そして議長の許可を得て、真にやむを得ず質問することにいたしました。 

では、まず今回の経緯について御説明いたします。昨今のスポーツ振興政策の重要性を踏まえ、全国的な少子高齢化の影響により、阿蘇郡内で

も様々な課題を抱えていると認識しております。 

そこで、各市町村の議員様方の協力を得て、各教育委員会を訪問し、将来の課題や展望についてヒアリングを行いました。 

では、1枚めくっていただいて、そのヒアリング結果、小中学校部活動の部から御説明いたします。 

阿蘇郡市内、7市町村回りまして、今それぞれが抱えている問題・課題、それから現状、それと特出すべき点といたしまして、それぞれの市町

村が工夫してやられていること、これを取材してまいりました。その一覧表が 2ページ目になります。これは小中学校、いわゆる子どもたちの部

活動、運動についての設問でありました。 

もう 1枚めくっていただいて、今度は大人、社会人の健康、スポーツについての質問をしております。これについても現況と課題、それから特

出すべき点、工夫している点をそれぞれ記入してございます。 

これを見られて分かるとおり、もう 1 枚めくっていただいて、各市町村で共通する課題が見えてまいりました。まず、小中学校部活動の件に関

しては、もうこれはどこの町村も、人数減少により、他地域との混成チームを組織せざるを得ない。そうでなければ、そう試合にも出られない、

大会にも参加されないということです。一番びっくりしたのが、阿蘇市の一番大きな一の宮中学校、それから阿蘇中学校でも、協議によってはほ
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かの地域と組まなければ、試合に出られないと、もうそういった状態が大きな阿蘇市でも続いている、そういった人数減少の影響が一つ挙げられ

ます。 

それから、子どもたちの基礎体力の低下、運動不足による肥満であったり、子どもの健康を害する体つきだったり、スポーツをする人としない

人の二極化が進んでいるというのが挙げれます。 

そして、3番目に、一番これは問題なのですけども、指導者の確保が難しい、困難であるということです。学校部活動がもう社会体育化になり

まして、それぞれの市町村が指導者の確保に一生懸命頑張っておられますが、なかなかその確保が困難である、こういった課題が出てきました。 

続きまして、社会体育の部分です。これはそれぞれの市町村で、それぞれの施設を有効活用して活動しておられますが、町村によっては施設が

多すぎて、その集約が必要であったり、また逆に施設が足りなくて、遠くのところまで、町村まで行って施設を利用しなければスポーツができな

いと、そういった環境がある町村もあります。 

3つ目に、民間団体との連携ということで、現在、総合型スポーツクラブであったり、スポーツ協会、昔でいう体育協会ですね。それから、ス

ポーツ推進委員さんとか、そういった民間団体と行政がどう関わっていくか、そこの関わりが一番難しいとおっしゃっておりました。行政との関

わり方ということで、住民と行政の役割分担がきっちりできている市町村、それがまだできていない町村で、いろんな課題が生まれております。 

では、もう 1枚めくっていただいて、じゃあこの課題を踏まえて、どうしていけば、この課題解決につながっていくかということで、まず自治

体には各団体への支援、サポートであったり、これを阿蘇郡市内がある程度均一性をもたせて、阿蘇郡全部で同じような環境のもとでスポーツが

できる、そういう仕組みをつくっていくということ。そしてまた、スポーツをする上で施設が充実しているところ、不足しているところ、そうい

ったお互いの町村の課題を共有し合いながら、総合的に利用していく仕組みをつくる必要がある。また、民間のスポーツ団体としては、指導者の

確保が一番課題ですので、これを民間同士で連携して、例えば阿蘇市の指導者の方が高森町に来て指導したり、小国町に指導したり、クラブに行

って指導したり、そういった民間団体が指導者を派遣するようなシステムづくりを民間団体はつくっていって、それを行政がサポートしていく、

そういったことがとても必要ではないかなと思います。それらは、もちろん民間団体も阿蘇郡市内での連携、ネットワークの構築が必要となって

まいります。 

また、こういう施策をするおかげで、子どもたちにとっては好きなスポーツができる、阿蘇郡で好きなスポーツができるということで、大津町

であったり、合志市であったり、熊本市であったり、好きなスポーツができないために、そっちに転出してしまうというような、そういった悲し

い事案も未然に防げることが可能です。 

また、大人にとっては、地域コミュニティの強化ということで、皆さんが助け合いながら、スポーツして楽しんで暮らす。また、そのことによ

って、健康寿命が延びて医療費削減にもつながるし、町としても財政面でも助かる部分が増えてまいります。 
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そこで、この調査結果と将来の理想像を私が述べましたが、それを踏まえて、管理者へ所見を伺いたいと思います。お願いします。 

●執行部（管理者） 

津留議員からの今の質問について、お答えを申し上げます。 

まず、阿蘇広域行政事務組合の組織構成というのは、御承知のことだと思いますけれども、構成市町村議会において同文議決をいただいて、そ

の上で知事の許可を得た上で一般廃棄物の処理とか、あるいは消防・救急業務、また老人福祉施設の設置運営等の業務を共同する事務というもの

を行っており、今、津留議員がおっしゃられた項目については、今現在においては該当しないということはもう御認識をしていただいておると思

います。その上での質問であると思いますけれども、これは各市町村のそれぞれの意識もあると思いますけれども、まず所管するのが、まずは子

どものその社会福祉といいますか、いろんな社会運動といいますか、やっぱり教育委員会が一つ大きなポイントを握るものかなということを思っ

ております。ただ、市町村会で云々というのは、これはまた会長がおられますので、そちらのほうと相談するべきことだと思っておりますけれど

も、これだけやっぱり広域的な阿蘇郡市ということになっていますと、市町村だけではとても対応しきれない。そこには大きな経費も含まってく

るし、またマンパワーの確保ということもあると思いますから、できたらこういうこと県議会議員がお二人お出ででありますので、そちらのほう

にしっかりお話をして、県のほうが踏み込んでやっていただくというほうが、より前に進むんじゃないかと、今そのように受け止めておるところ

でございます。 

以上です。 

○議員 

管理者から、県のほうに相談してはというアドバイスもいただきました。確かにそれはそれとして、相談はもちろんしてまいりますが、市町村

立の小中学校の子どもたちのことに関して、やはり地元がしっかりと腰を据えて対応していって、それでそのできない部分を県にお願いするとい

う形を取っていくのが筋ではないかなと、私は思います。 

ここで一つ、議長にお願いなのですけども、せっかくの機会ですので、副管理者の方々にも一言ずつでもよろしいですので、御意見を伺いたい

と思います。規則に反するかも知れませんが、せっかく私たちそれぞれの町村から選出されてきて、なかなかほかの町村長さんたちと話すことは

ありませんし、どういった御意見を持っておられるのかも計り知れませんので、せっかくの機会ですので、一言ずつ挨拶をいただけたらと、その

許可を出していただけたらと思います。 

○議長 プレゼンテーションというような形でもよろしいでしょうか。 

○議員 はい。 

○議長 了解しました。 
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副管理者の中で、どなたか御意見があればと思いますけど、特別厳しいあれはないそうでございますので。 

●執行部（髙橋副管理者） 

 御質問に対して、私で答えられる件に対して答えさせていただきたいというふうに思います。 

いろいろな、また考え方ももちろんあると思いますし、各自治体でおかれている状況はまた違うというふうに思うのですけれども、やはりまず

できることは、近隣の自治体と連携せざるを得ないような状況になっているのかなというふうに思います。もう津留議員もこの中でおっしゃって

おりますけれども、この施設だったりとか、やっぱり特に私たちが一番感じるのは指導者の部分がどうしても確保できないというようなところも

ございますので、地理的な状況もありますけれども、そういったころでまずは近いところの自治体と連携をしながら、俯瞰し合う関係性というも

の、それぞれの自治体の強みを生かしながら、また弱い部分に関してはそれぞれの自治体と連携しながら補完し合う関係性というものを築いてい

く。そういったところで小中学生の体力の維持だったりとか、増進だったりとか、また本来はない種目も、ほかの自治体と連携することによって、

そのスポーツを行える仕組みづくりといったところで、少しでもその子どもたちのスポーツに対しての、また社会体育に関してのサポートができ

ればというふうには、私としては考えているところでございます。 

以上でございます。 

●執行部（吉良副管理者） 

皆さん、御苦労様です。リクエストがございましたので、一言。 

確かに、時代の流れで学校統合、あるいはタブレットの普及等で、子どもたちの環境が大きく変わっております。その中でスポーツ振興という

のは、とても大事、体力をつくって、また人との絆、コミュニケーション育成もとても大事と思いますので、できる限りの努力はしてまいりたい

と考えております。 

●執行部（吉井副管理者） 

 西原村も、やっぱり今ちょうど体育館が出来ていまして、周辺に運動公園等を造っております。それに合わせまして、スポーツ推進委員と協力

して、小さい子からお年寄りまでスポーツができるような環境づくりを目指してやっているところでございます。 

小学校、中学校、お話のとおり、野球であったり、ソフトであったり、やっぱり同じ、人数が足らなくて、阿蘇の小学校、中学校の方と一緒に

やるような状況になっております。 

一方で、西原村は市内でクラブチーム等がたくさんございますので、そっちのほうに人材が流れていっているというか、転出はしていないんで

すけれども、西原にいながら、大津町だったり、益城町に通ってスポーツをやっているという状況が現状です。どうにかそういう人たちも集めて

やっていけるような施策を今後やっていきたいというふうに思っております。皆さんのお力添えをお願いして、一緒にできればというふうに考え
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ているところでございます。 

以上です。 

●執行部（草村副管理者） 

お疲れ様でございます。高森町長の草村です。 

せっかくの機会ということで、お時間をいただきたいと思います。 

佐藤管理者が答えられたように、やはり県等の大きなバックアップが必要だと思います。ただ、前段として、各教育委員会の予算に関して、首

長部局がやはりこれは議会に提案いたしておりますので、その観点から言いますと、やはり学校の先生の、津留議員も御承知のように、労務環境、

一般の指導者をどうやって、部活動であったり、総合型スポーツできちっと回していくかということが一つの課題になると思いますので、逆に言

うと、指導者のクラウド化、要は例えば指導する内容のクラウド化を、例えば一つ総合型スポーツ阿蘇みたいなところでもって、そこにアクセス

ができて、なおかつ人材もそこにアクセスができると。そして、いろんな自治体の、要は部活動が今移行になっていますので、その総合型スポー

ツでお互いが補完し合う、情報は同じものをもらえるので、補完し合うというような、そういうシステムが多分、やはり今後組んでいかないとで

きないのかなと思います。 

一方では、やっぱり場所的に、吉井村長がおっしゃったように、西原村は熊本市内が非常に都市圏が近いわけでありまして、益城町も近いわけ

でありまして、市も近いわけです。中部はアピカがありまして、小国にも小国ドームがあります。私たち南阿蘇にはそういう競技を総合型でやる

というところがありませんので、今後は吉良村長としっかりお話をしていきながら、それぞれの地域でやはり最低限活動できるところ、そして情

報は別にクラウド化していく。地域おこし協力隊を阿蘇市さんが考えられていると書いてありましたけど、それを各自治体が雇って、そこを一つ

に一本化の情報にして、そこを回していくような、そういうやり方が一番お金がかからないのではないかなと思います。 

以上です。 

●執行部（市原副管理者） 

産山の市原でございます。よろしくお願いします。 

ただ今、議員のほうから提案がありましたけれども、この問題はどこの市町村の大きな課題として教育委員会を含めて、自治体において捉えて

いるところでございます。ただ、学校が小規模化し、人数もいなくなって、そのニーズに応えられないというのが現実的でございます。今のよう

に隣接市町村と連携するというようなことは、現実的には行っておりますけれども、競技的な問題とか、またその経済的な問題とか、いろんな問

題を抱えて提言されておりますけれども、大きな課題を抱えているというふうに思っております。 

そういったことで、人数が少なくなれば、なかなか種目的にも多くできないと。それと、先ほど高森の町長さんが言われましたように、学校で
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も学校体育と社会体育に分かれてきますけれども、その点で学校はなかなか部活動が、先生の負担とかいろんなことで廃止の方向でいっています

し、それを自治体でその種目ごとにマンパワーを対応するということは、なかなか現実的ではないというようなことを思えば、やはり教育委員会

といろいろ議論するんですけれども、課題が大きい部分が確かにございます。 

先ほど言われましたように、いろんな方法が提言の中にもありますけれども、自治体としても考えて、教育委員会等とも協力しながら取り組ん

でいく必要があるというようなことを思っております。決してスポーツの問題が市町村にとって大きな課題であるということについては、認識し

ているところでございますし、今後、ここに出席の皆さん方も、議員の御協力もいただいて、それぞれの市町村で御意見をいただきながら、前向

きに進んでまいりたいというようなことを思っているところでございます。 

〇議員 

ありがとうございました。なかなか貴重な御意見をいただいて嬉しく思います。 

今お聞きしますと、課題の共有は、皆さんできていらっしゃいますので、後はその課題を解決するかどうか、する工夫をするかしないかの問題

だと思いますので、行政機関、そして議会も協力して、この課題解決に取り組んでまいりたいと思います。 

最後に、このヒアリングについて、これが出来ましたものを各市町村のスポーツに関心のある議員さんの御協力と、それから各教育委員会の事

務局の皆さんの本当に熱心な対応をいただいて、いろんな貴重なデータを集めることができました。管理者の皆さん方には、帰られたら、ぜひ教

育委員会に行かれて、功を労っていただくと有難いと思います。 

それでは、私の質問はこれで終わります。 

  

 

 

 

 

 

 

 


