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平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会会議録

平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会は、平成２６年２月６日東部知多クリーンセンタ

ー議場に招集された。

１ 応招議員

１番 鈴木 隆  ３番 浅田茂彦

４番 伊藤 清  ５番 堀田勝司  ６番 前山美恵子

７番 森本康夫  ８番 田﨑守人  ９番 髙橋和夫

１０番 大村文俊 １１番 竹内一美 １２番 渡辺 功

２ 不応招議員

 ２番 木下義人

３ 出席議員

応招議員と同じ

４ 欠席議員

 不応招議員と同じ

５ 開閉の日時

平成２６年２月６日（木）午前１０時００分 開会

平成２６年２月６日（木）午前１１時１０分 閉会

６ 傍聴者

なし

７ 地方自治法第１２１条の規定により会議に説明のため出席した者

管理者 久野孝保  副管理者 石川英明  副管理者 神谷明彦  副管理者 竹内啓二

副管理者 岡村秀人  監査委員 古橋洋一  会計管理者 内田 誠

事務局長 鈴木重利  業務課長 久米繁治  総務課長 杉浦尚二
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業務課長補佐 久野尚志  総務課長補佐 加藤博之  副主幹 福島智宏

庶務係長 浅田貴志  施設建設整備係長 外山紀元

８ 職務のため議場に出席した者

 書記 鈴木重利  書記 杉浦尚二  書記 加藤博之

９ 議事日程

  日程第１         会議録署名議員の指名

 日程第２         会期の決定

 日程第３         一般質問

 日程第４  報告第１号  例月出納検査報告について

       報告第２号  定期監査報告について

 日程第５  議案第１号  平成２５年度東部知多衛生組合一般会計補正予算（第１号）

 日程第６  議案第２号  平成２６年度東部知多衛生組合一般会計予算

○議長（鈴木 隆）

皆さん、おはようございます。

立春を過ぎましても、まだまだ風が冷たく寒い日が続いております。各市町におかれましては、

３月定例会を間近に控えまして何かとお忙しい中、組合議会にお集まりいただきまして、誠にあ

りがとうございます。

なお、昨年１１月に実施いたしました組合議会議員等の懇親会につきましては、皆様方のご協

力を賜りまして、初期の目的とする構成市町相互の親睦が図られた事を、まずもってお礼を申し

上げます。引き続き、皆様方のご協力を賜わりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

続いて、会議に先立ちまして、ご報告をさせていただきます。

管理者から全員協議会の開催要望があり、議会運営委員会に諮りまして、開催の了解をいただ

きました。定例会終了後に全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。

これより議事に入ります。大府市の木下義人議員に関しましては、欠席の届出がありました。

阿久比町の管理者は少し遅れるとの連絡がありましたので、ご報告をさせていただきます。

ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。

よって、平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会は成立しますので開会いたします。
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なお、地方自治法第１２１条の規定により、管理者以下、組合関係職員に出席を求めましたの

で、ご報告いたします。直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付しました議事日程表により進めてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。

ここで、管理者からご挨拶を願います。

○管理者（久野孝保）

おはようございます。

本日は、大変お忙しい中、平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会にご参集賜りまして

誠にありがとうございます。

本、定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

議員の皆様方におかれましては、日頃から廃棄物処理行政につきまして、深いご理解とご協力

を賜り厚くお礼を申し上げます。

今日の循環型社会の構築に向けた社会情勢は、循環を量の側面から捉え、廃棄物の減量化に重

きをおいてリサイクル等を推進していくステージから、循環を質の面からも捉え、環境保全と安

全・安心を確保した上で、廃棄物等を貴重な資源やエネルギー源として資源の消費を抑制すると

ういうステージに進んできております。このような状況下の中で、当組合では、安全・安心で信

頼される施設、環境に配慮した施設、循環型社会及び低炭素社会形成の拠点となる、新たなごみ

焼却施設と最終処分場の建設に向け計画的な事業進捗を図っているところでございます。議員の

皆様方には、何卒、今後ともご指導とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。さ

て、本日の定例会にご提案申し上げます案件は、平成２５年度の補正予算と平成２６年度当初予

算の議案を提出いたしております。

また、定例会終了後には、全員協議会を開催させていただきまして、「平成２６年度から２８

年度までの実施計画」を始めとする２件の事項をご報告させていただきたいと存じます。

引き続き組合議員の皆様方には、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。なお、議案

等の内容につきましては、順次ご説明させていただきますが、慎重審査のうえ、お認め賜ります

よう、お願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いい

たします。

○議長（鈴木 隆）

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により議長において、３番、浅田茂彦議員及び７

番、森本康夫議員を指名いたします。
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日程第２、「会期の決定」を議題とします。

おはかりいたします。

本、定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

よって、本、定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。

日程第３、「一般質問」を行います。

一般質問の時間制限等につきましては、あらかじめ議会運営委員会におきまして、確認されて

おります。それぞれ申し合わせ事項に従いまして、進めて参りますので、よろしくお願いいたし

ます。

６番、前山議員、自席にてお願いいたします。

○６番議員（前山美恵子）

  では、議長より発言の機会をいただきましたので、質問をさせていただきます。

  質問の通告がありますが、シャフト炉式ガス化溶融炉に係る諸問題について質問をいたします。

ごみ焼却施設技術検討委員会でシャフト炉式ガス化溶融炉の答申が出されて、発注に向けての関

連業務が行われつつあると考えておりますが、これは２０１１年度の統計ですけれども、ごみ焼

却施設の稼働年数が２１年以上経過し、老朽化が進んでいる施設が全国で４割もあり、今後、全

国で建替え等に拍車がかかってきているところであるといわれております。そこで国は、国策と

してごみ処理の広域化、それから高率熱回収処理を自治体に交付金という誘導策を使って今、推

し進めているところです。ごみ焼却施設に対する交付金は、普通は３分の１補助と決まっていま

すが、広域で高効率ごみ発電の施設にすれば２分の１補助をするという予算措置があります。こ

れがあるゆえに、これに間に合わせるために地元合意もなく駆け込みで申請する自治体もあると

聞いております。ところで、前回の当衛生組合では質問の答弁で、予定のシャフト炉式ガス化溶

融炉に高効率の発電施設を建設していきたいというお考えを示されました。

  そこで今回は、前回の質問の続きということで、３点にわたり質問を用意いたしました。

 まず１点目に、高効率発電について。２分の１交付金の対象となるのは、一定の条件が必要とな

りますが、どのような条件でしょうか。また、それをどうクリアしようとしているのでしょうか、

ご答弁ください。

 それから２点目に、施設の規模について、算定基準やごみ質、ごみの量をどのように見込まれて

いるのでしょうか。３点目の質問については、再質問でしたいと思いますので、以上についてお

答えください。
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○議長（鈴木 隆）

それでは、答弁を願います。管理者。

○管理者（久野孝保）

最初に私から基本的な事項をお答えしまして、個々のご質問につきましては、事務局長からお

答えしますのでよろしくお願いいたします。

ご質問のシャフト炉式ガス化溶融炉に係る諸問題につきましては、昨年２月に答申をいただい

たところですが、有識者等で構成するごみ焼却施設技術検討委員会において循環型社会・低炭素

社会の形成に向け、ごみの再資源化・最終処分量の削減を可能な限り推進でき、また、構成市町

の現状や地域の特性も考慮した上で安全で安定した稼働により多様なごみ質の変化、ごみ処理量

の変動にも対応でき適正にごみ処理を行える施設を目指す基本方針があるとともに、ごみを焼却

する過程で発生するエネルギーを最大限に活用し高効率発電等、低炭素社会の形成を目指すもの

でございます。

いずれにいたしましても、構成市町と連携いたしまして、ごみ減量、排出抑制、資源化の推進

に努めまして、この大きな一大重要事業を、慎重かつ計画的に事業進捗を図ってまいりたいと存

じておりますので、議員の皆様におかれましては、一層のご理解とご協力をお願い申し上げるも

のでございます。

個々の質問につきましては、事務局長から答弁させますのでよろしくお願い申し上げます。

○議長（鈴木 隆）

事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

通告書の１点目の「高効率のごみ発電施設の交付金対象条件と、その対応をどうクリアするの

か」と、２点目の「施設整備規模についての算定基準やごみの質はどうなのか。また、ごみの量

をどう見込むのか。」についてお答えさせていただきます。

循環型社会形成推進交付金交付要綱及び取扱要領では、高効率ごみ発電は発電効率２３パーセ

ント相当以上で、施設規模により異なりますが、施設を整備するものであり、施設の長寿命化の

ための施設保全計画を策定し、原則として、ごみ処理の広域化・集約化に伴い、既存施設の削減

が見込まれること及び、別に定める「高効率ごみ発電施設整備マニュアル」に適合するものに限

るとされております。

高効率ごみ発電施設整備マニュアルの中で、発電効率の施設規模ごとの交付要件を見ますと、

施設規模が日１５０トンを超え２００トン以下は、発電効率が１５.５パーセント、施設規模が

日２００トンを超え３００トン以下は、発電効率が１７パーセントとなっております。この条件



- 6 -

に係る高効率の発電に必要な設備について、交付率を３分の１から２分の１としていますが、平

成２５年度までの時限措置となっております。現在、環境省からは高効率発電の交付率継続等の

情報が未だございませんが、継続されることを期待し事業を進めてまいりたいと考えております。

当組合では現在、ごみ処理施設基本設計等作成業務委託の中で、焼却するごみ質及びごみ量を

予測し、施設規模・設備等の検討を行っておりまして、ごみ量につきましは、構成市町の人口推

計、ごみ処理実績から推計を行っておる所です。また、ごみ質につきましても、組合に搬入され

たごみ質の分析結果の実績を基に推計を行い、今後、学識経験者で組織する「（仮称）ごみ処理

施設整備検討委員会」を設置して、施設規模、ごみ量・ごみ質、公害防止条件、余熱利用施設等

の計画条件を設定したうえで、組合に適合する発電効率が向上できる設備等を検討してまいる考

えであります。終ります。

○議長（鈴木 隆）

答弁は、終わりました。再質問がございましたら、挙手願います。６番、前山議員。

○６番議員（前山美恵子）

ご答弁、ありがとうございました。

高効率発電について、２５年度までは交付金交付要綱があるということで、聞くところによる

と、今後もこの補助金が継続されていくだろうということで、これを国は進めていくと思うので

すけれども、今、規模について大体処理量は２００トンを超え３００トン以下で１７パーセント

の発電効率がないと、交付率が２分の１にならないということなんですけれども、前回の質問の

時に、大体２１０トンくらいということで、もっとこれが削減できるかもしれないということな

んですが、２００トンと聞きましても、１７パーセントの発電効率がないと受けられないわけで

して、その１７パーセントという数字が、当衛生組合の実績から出たわけではなく、国が補助金

を出す条件として１７パーセント、どちらかというとＣＯ₂ の削減を迫られて循環型社会形成推

進法ができて、どんどんリサイクルをして、３Ｒを進めよというのが国の方針です。豊明でいい

ますと、リサイクル率が今３０パーセントですが、これが５年前は２８.９パーセントでした。

年々リサイクル率がどんどん上がっていく。そういうことを考えますと、ガス化溶融炉を２０年

としますと、２０年先にはリサイクル率がどうなっているかということを考えますと、例えば２

００トンとしますと、１７パーセントでいいのかどうかということが問われるのと、これは実績

から１７パーセントというものを弾き出しているわけのではないものですから、他の所で１７パ

ーセントをクリアできるかどうかというのが、ちょっと私としては大変心配なものですから、こ

ういう点については、いいのかということをご答弁いただけますでしょうか。

○議長（鈴木 隆）
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答弁、願います。事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

施設整備を行いますには、環境省所管の循環型社会形成推進交付金を活用して行い、平成２２

年度に循環型社会形成推進地域計画を作成しております。

これらの計画の中では、国が示す循環型社会形成推進基本法による「循環型社会形成推進基本

計画」、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

の基本的な方針」に示された目標値に沿って、ごみの発生量、そのごみの処理方法、処理量及び

排出抑制の施策及び人口推計等について、構成市町と連携を図り検討を行っております。

現段階の施設規模の算定の中では、平成２５年５月に閣議決定されております「第３次循環型

社会形成推進基本計画」に示された指標に沿ってごみ量の推計をしております。現在の構成市町

の収集体制を維持し、ごみの発生抑制、ごみの資源化率の向上に構成市町と連携を図っていきま

す。ご質問に発電効率に触れてお見えですが、この発電効率と申しますのは、算出の方法は、発

電出力を投入エネルギーで除して得る値となります。投入エネルギーはと申しますと、燃えるご

み、これには家庭系と事業系とございます。併せて破砕の可燃ごみ、これも加わります。それか

ら脱水汚泥、当組合には浄化センターもございますので、脱水汚泥もごみに含まれます。それプ

ラス投入エネルギーには外部燃料がございます。外部燃料が、いわゆる化石燃料を指すわけでご

ざいますが、この外部燃料は、灰プラスチックとか木くずとかそういったものを一切含みません。

ですから、収集体系に変化が今後生じることはございません。委員が申されました３Ｒ、リデュ

ース、リユース、リサイクル、ごみを減らす、繰り返し使う、再生利用。これは基本の基本でご

ざいます。それを覆すことはございませんので、ご安心いただきたいと思います。終ります。

○議長（鈴木 隆）

６番、前山議員。

○６番議員（前山美恵子）

  ご答弁をいただきましたが、この高効率発電施設を造った溶融炉が全国結構あるのですが、結

果的に１５から１７くらいの発電効率がなかなかクリアできなく、要するにごみをどんどんリサ

イクルするものですから、ごみが予定より１０パーセント少なかったという場合に時々応じるの

は仕方のないことですが、常時クリアできなくなった場合、国からの補助の見直しを迫られたと

いう例があります。これから１７パーセントを確保しないといけないが故にリサイクルを止めて、

プラスチックの分別も止めて投入をしなければいけなくなるということが、今の循環型社会と高

効率発電というのは大変矛盾をしているという事例が全国にはあるものですから、これは大変リ

スクを伴うものだということで考える必要があるのではないかということで、３点目の質問を用
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意したのですが、本末転倒するのではないと思いますけども、見解をもう一度お聞かせいただき

たいと思います。

○議長（鈴木 隆）

事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

  先程の答弁で申しましたが、発電効率、これはですね、繰り返しにもなってしまいますが、発

電出力が分子、分母には投入エネルギーがございます。分母の投入エネルギー、要はごみが減っ

てくれば、発電出力を下げれば率はキープできます。ご心配いただく必要はないかと考えます。

終ります。

○議長（鈴木 隆）

これにて｢一般質問｣を終わります。

日程第４、「諸報告」を行います。

お手元に報告第１号及び第２号が配付してありますので、検査に当たりました監査委員を代表

して、古橋監査委員より補足説明を願います。

○監査委員（古橋洋一）

ご指名をいただきましたので、報告第１号及び第２号の補足説明を申し上げます。

報告第１号につきましては、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月出納検査を実

施いたしましたので、同条第３項の規定により、その結果を議会に報告するものであります。

内容につきましては、検査の対象欄に記載されておりますように、平成２５年度７月分から１

２月分にかかる現金出納並びに公金の収納状況を平成２５年８月２１日、９月２０日、１０月１

７日、１１月２６日、１２月１９日及び平成２６年１月３０日に、それぞれ関係者の出席を得ま

して、例月出納検査表をもとに関係諸帳簿と指定金融機関発行の残高証明書により照合検査した

ものでございます。

検査の結果につきましては、計数並びに証拠書類等については適正に処理されていることを認

めました。なお、詳細につきましては、御手元に配付してございます検査報告書をご一読いただ

きたいと思います。

続きまして、報告第２号につきまして補足説明を申し上げます。

報告第２号につきましては、地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査を実施いたし

ましたので、同条第９項の規定によりその結果を議会に報告するものであります。

内容につきましては、平成２５年４月から９月までにかかる予算執行事務、契約事務、財産管

理事務について、平成２５年１１月２６日に定期監査を実施したものでございます。
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監査の結果につきましては、総体的に良好な処理がなされていることを認めたものでございま

す。

詳細につきましては、報告書のとおりでございますので、ご一読いただきたいと思います。

以上、簡単ではございますが、これで補足説明を終わります。

○議長（鈴木 隆）

これにて諸報告を終わります。

日程第５、議案第１号「平成２５年度東部知多衛生組合一般会計補正予算第１号」を議題とい

たします。

提出者から提案理由の説明を願います。

○管理者（久野孝保）

議案第１号「平成２５年度東部知多衛生組合一般会計補正予算第１号」の提案理由のご説明を

申し上げます。

提案理由といたしましては、地方自治法第２１８条第１項の規定に基づきまして、補正予算を

調整し、議会に提出するものでございます。

議案の第１条にございますように、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、

４０９,０３０千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,８６２,３１０千円とするもの

でございます。

第２条は、継続費の変更による補正で、第３条は地方債の変更による補正でございます。

内容の詳細につきましては、事務局長から説明させますので、よろしくご審議のうえ、お認め

賜りますようお願い申し上げます。

○事務局長（鈴木重利）

それでは、補正予算書３ページをご覧いただきたいと存じます。

第２表の継続費補正は、ごみ処理施設建設事業及び最終処分場建設事業に係ります委託事業と

建設工事の落札金額にあわせまして、それぞれの年割額を変更するものでございます。

第３表の地方債補正は、最終処分場建設事業債に係ります地方債の限度額の変更でございます。

続きまして、７ページをご覧いただきたいと存じます。

歳入からご説明申し上げます。

１款分担金及び負担金１目負担金は８３,５２２千円の減額でございます。

この減額の主な理由は、歳入は温水プール施設使用料、財産収入と繰越金等の整理、歳出では

不用額の整理などにより減額となったものでございます。

各市町の負担金の減額につきましては、説明欄のとおりでございます。
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２款使用料及び手数料３目温水プール使用料の施設使用料は４５６千円の増額でございます。

当初、大人の１日当たりの利用者を１７５人と見込んでおりましたが、利用者の増加により１

日当たりの利用者を１８０人と見込み積算して増額するものでございます。

３款国庫補助金１２０,４８１千円の減額は、循環型社会形成推進交付金の決定額による変更

で、交付金の基礎となりますそれぞれの事業費の減額によるもので、交付金の補助率は、事業費

の３分の１となっております。

４款財産収入２項１目生産品売払収入は２,７７９千円の増額でございます。これは、不燃ご

み処理施設から回収されます鉄とアルミの売払収入で、回収量は減少しておりますが、売却単価

が上昇しておりますので増額するものでございます。売却単価は、鉄は機械選別・手選別ともに

１９千円が２６千円、アルミの手選別は８０千円が９９千円となる見込みで積算いたしました。

次に８ページの５款繰越金２２,８３８千円の増額は、前年度からの繰越金でございます。

７款組合債２３１,１００千円の減額は、最終処分場建設工事に係ります地方債の変更による

減額でございます。

次に、９ページの歳出についてご説明申し上げます。

２款総務費１項１目一般管理費は２００千円の増額で、１４節事務機器借上料のコピー使用量

が見込みを上回ったため増額するものでございます。

２目財産管理費は２９２千円の減額で、これは、委託３件の契約残の整理でございます。

３款衛生費１項１目浄化センター管理費は９,２６８千円の減額でございます。

需用費の光熱水費１,５００千円の減額は、下水道接続に伴い電気使用量が見込みを下回った

ため減額するものでございます。

役務費１,４００千円の減額は、派遣契約に基づく浄化センター運転管理業務で、見込みが下

回ったため減額するものでございます。

委託料４６４千円の減額は委託５件の契約残で、使用料及び賃借料の下水道使用料

４,０００千円の減額は、下水道使用量が見込みを下回ったことによる減額でございます。

次に１０ページの工事請負費１,９０４千円の減額は、工事６件の契約残の整理で、この工事

６件分の平均請負率は、９２.９パーセントでございました。

２目クリーンセンター管理費は２３,３４７千円の減額でございます。

需用費の光熱水費４,５００千円の増額は、電気料の値上げによる増額で、委託料

９,２６７千円の減額は、委託８件の契約残でございます。工事請負費１８,１８９千円の減額は、

工事９件の契約残の整理で、この工事９件分の平均請負率は８８.４パーセントでございました。

次に１１ページの公課費３９１千円の減額は、汚染負荷量賦課金の減によるものでございます。
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次に３目洲崎最終処分場管理費４５千円の減額は、委託１件の契約残の整理でございます。

２項１目温水プ－ル管理費は３,１５３千円の増額でございます。この主な要因は、工事請負

費及び備品購入費による増額でございます。

役務費３８千円は、車両購入に伴う自賠責保険料の増額で、委託料３４２千円の減額は、委託

２件の契約残でございます。工事請負費１,９３２千円の増額は、工事２件の契約残の整理があ

るものの、蒸気コイル取替工事２,４６８千円を計上したことにより増額となっております。こ

の工事は、蒸気コイルの配管部分の腐食が急遽判明し、暖房機能に影響を及ぼすために整備する

必要が生じましたので、この２月の定期整備期間中に取替整備を計画いたしました。備品購入費

１,５２５千円の増額は、平成１２年に購入した軽自動車１台の買替えでございます。この軽自

動車はミッション車両で、クラッチ板のすべりが頻繁にあり、運転に不具合が生じておりますの

で買替えをお願いするものでございます。施設用備品５８０千円の増額は、コースロープの買替

えで、経年劣化により破損個所が多くロープ自体がむき出しになって危険な状態でありますので

買替えするものでございます。次に１２ページをご覧願います。

４款事業費１目ごみ処理施設建設事業費は１７５千円の増額で、これは、環境アセス準備書に

関する地元説明会開催通知に係る郵送料の増額でございます。

次に２目最終処分場建設事業費は３７９,６０６千円の減額でございます。

委託料１７,６７４千円の減額は、設計施工監理業務委託の契約残の整理で、工事請負費

３６１,９３２千円の減額は、最終処分場土木施設建設工事と浸出水処理施設建設工事の契約額

に基づく年割額の整理でございます。なお、土木施設建設工事については、設計変更を予定して

おりますのでご報告いたします。まず、１つ目は中部電力の高圧送電線との離隔協議により擁壁

高さを低くする必要が生じました。２つ目は、愛知県河川管理者との協議により、地下水位が高

いことから五箇村川沿いの擁壁工事箇所に鋼矢板による土留め工事を新規で追加しました。３つ

目は、現場は地下水位が非常に高い状況で、地盤改良工の施工方法を変更いたします。また、当

初設計では擁壁の基礎工事は、高圧送電線の下以外は、すべて杭基礎で施工する予定でしたが、

着手前に実際に杭施工する箇所でチェックボーリングを行ったところ、杭の支持層が非常に深く

なってしまい不経済であると判断し、一部の箇所で杭延長を伸ばし、また一部の箇所では地盤改

良工事に変更することといたします。

これらの変更については、来年度の２７年２月定例会において工事請負契約の変更を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。また、１３ページ以降は、継続費及び地方債に関す

る調書でございますのでお目通しをお願いいたします。
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なお、参考資料といたしまして、平成２５年度補正予算の概要と負担金明細表を配付してござ

いますのでよろしくお願いいたします。

以上で、議案第１号の説明を終わります。

○議長（鈴木 隆）

これより質疑に入ります。

質問等がございましたら、ページ数を指摘のうえ発言をお願いいたします。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

ないようですので、これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようですので、これにて討論を終結いたします。

議案第１号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手全員であります。

議案第１号「平成２５年度東部知多衛生組合一般会計補正予算第１号」は、原案のとおり可決

することに決定いたしました。

日程第６、議案第２号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計予算」を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を願います。

○管理者（久野孝保）

議案第２号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計予算」の提案理由のご説明を申し上げま

す。

提案理由といたしましては、地方自治法第２１１条の規定に基づきまして、予算を調整し、議

会に提出するものでございます。

議案の第１条にございますように、平成２６年度の予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２,０５７,０５０千円とするものでございます。

平成２６年度は、２か年の継続事業として実施しております最終処分場を、来年３月の竣工に

向けて建設を進めるとともに、新しいごみ焼却施設の技術評価、発注仕様関連の業務などを進め

る極めて重要な局面を向かえる事業実施年度でございます。各施設ともに年数が経過しておりま

すが、年間を通して安定した運転管理ができるよう効率的且つ効果的に事業全体が実施できるよ

うに歳出全般を精査しまして、予算編成をいたしております。
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内容の詳細につきましては、事務局長から説明させますので、よろしくご審議のうえ、お認め

賜りますようお願い申し上げます。

○事務局長（鈴木重利）

それでは、当初予算書３ページをご覧いただきたいと存じます。

第２表は、地方債で最終処分場建設事業に係ります地方債の借入限度額を３８３,７００千円

とし、起債の方法、利率及び償還の方法を定めたものであります。

続きまして、当初予算書７ページ歳入からご説明申し上げます。

１款分担金及び負担金１目負担金は１,２３２,１０２千円、前年度と比較して

１８０,４３９千円、率にして１７.２パーセントの増額であります。この要因は、衛生費に係る

委託料及び工事請負費により増額となったものであります。なお、構成市町のし尿、ごみ、温水

プールに係る負担金の合計額は、説明欄に記載のとおりでありますが、負担率は大府市３８.４

パーセント、豊明市２６.０パーセント、東浦町２３.０パーセント、阿久比町１２.６パーセン

トであります。

２款使用料及び手数料１目浄化センター使用料５２千円は、電柱支線並びに自動販売機使用料

であります。２目クリーンセンター使用料１７５,８０３千円は、前年度と比較して

３,６００千円、２.０パーセントの減収見込みであります。施設使用料１７５,８００千円は、

有料ごみの年間搬入量を、家庭系ごみ１,７４０トン、事業系ごみ１０,５６０トン、トータル１

２,３００トンと見込んだものであります。有料ごみは２５年度から減少傾向に転じたため、有

料ごみの量を前年度予算より年間２４０トン減らしております。３目温水プ－ル使用料

１７,６５１千円は、前年度に対しまして２２８千円、１.３パーセントの増であります。温水プ

ール施設使用料１７,４００千円は、１日当たりの入場者を大人１８０人子供４０人、年間の開

館日数を３００日としております。行政財産目的外使用料２５１千円は、電柱支線及び自動販売

機７台分の使用料であります。

３款国庫補助金１項１目１節ごみ処理施設整備費補助金３,３６９千円と２節最終処分場整備

費補助金２１３,７９６千円は、循環型社会形成推進交付金であります。この交付金の対象は、

後ほどご説明いたします、ごみ処理施設の環境影響評価業務、基本設計業務と最終処分場の建設

工事に係るものでありまして、いずれも事業費の３分の１の補助率となっております。

８ページへまいりまして、４款財産収入１項１目財産貸付収入５,５７４千円は、葭野最終処

分場用地等を駐車場用地として住友重機械工業に貸付する収入で前年度と同額であります。２項

１目生産品売払収入１３,６６８千円は、前年度対比２,１２４千円の減であります。不燃ごみ処

理施設から回収される鉄とアルミの売払い収入で、鉄の年間回収量は６３６トン、アルミは２８
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.８トンを見込んでおり、売却価格はいずれも前年度同額で、鉄の機械選別、手選別、共にトン

当たり１９千円。機械選別アルミはトン当たり５０千円、手選別アルミはトン当たり８０千円で

ありますが、鉄・アルミとも回収量が減少する見込みで、全体として減額となっております。

次に５款繰越金１０,０００千円は、前年度からの繰越金であります。

６款諸収入の１項組合預金利子は５０千円で、２項雑入１,２８５千円は、９ページの各施設

の自動販売機電気使用料及び廃家電等売却代であります。

７款組合債３８３,７００千円は、最終処分場建設事業債で、最終処分場建設工事に係る地方

債の借入れであります。

続きまして、１０ペ－ジ歳出のご説明を申し上げます。

１款議会費５１１千円は前年度と同額であります。主なものは１節報酬４６８千円で、１２名

分の議員報酬であります。

次に、２款総務費１項１目一般管理費５６,１６６千円は、前年度と比較して７６２千円の増

であります。２節給料から４節共済費までは、庶務担当職員４名分の人件費であります。

１１ページの８節報償費２３５千円は、小学４年生を対象とした環境衛生週間のポスターの応

募に係る参加賞代。１３節委託料１,４３２千円は、パソコン機器保守委託など５件の委託料で

あります。１４節使用料及び賃借料２,５２０千円は、財務会計・給与管理システム及びパソコ

ンなど長期継続契約で借上げている事務機器借上料であります。１９節負担金、補助及び交付金

１６,１６９千円は、退職手当組合負担金及び派遣職員負担金などであります。

１２ページへまいりまして、２目財産管理費７,６４３千円は、前年度と比較しまして

２９３千円の減であります。主なものは１３節委託料７,１６４千円で、施設の清掃関係と設備

の点検委託１１件の委託事業でございますが、従来と同様、他の事業費を含め、複数の施設で共

通する委託契約につきましては、効率性から一括入札にて実施予定であります。

次に、１３ページの監査委員費１１８千円は、前年度と同額であります。

３款衛生費１項１目浄化センター管理費２４７,９３６千円は、前年度と比較いたしまして

６８,１５５千円、３７.９パーセントの増であります。この主な要因は、需用費の光熱水費、浄

化センターの運転を全面委託する委託料や工事請負費による増額であります。２節給料から４節

共済費までは、浄化センター職員２名分の人件費であります。１１節需用費８４,２６３千円は、

前年度に比べ７,６７９千円の増であります。消耗品費３３,５６３千円は、処理薬剤と機械部品

購入費で、光熱水費４２,８４０千円は前年度に比べ４,８６６千円の増額で、これは電気料金の

値上げによるものであります。修繕料７,７０７千円は、機械設備の修繕でブロワの補修など予

定修繕６件と突発的な修繕料３,０００千円を予定しております。
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 次に、１４ページの１３節委託料４６,６６８千円は、施設の清掃関係と定期的に実施してお

ります機械設備点検委託など１５件で前年度に比べ３６,１６５千円の増額で、これは、浄化セ

ンターの運転を全面委託する新規業務の浄化センター運転管理委託料によるものであります。

 １５ページの１５節工事請負費８９,５２５千円は、前年度に比べまして７１,２８６千円の増

であります。この要因は、処理水槽防食工事始め２件の新規工事によるもので、この７件の工事

は施設の安定した運転のための機械設備工事であります。

２目クリーンセンター管理費８１０,９８４千円は、前年度と比較して５４,６６３千円、

７.２パーセントの増であります。この主な要因は、需用費の光熱水費、委託料及び工事請負費

の増額であります。２節給料から次の１６ページの４節共済費までは、クリーンセンター職員１

１名分の人件費であります。１１節需用費１６９,５４１千円は、前年度に比べ２３,２９５千円

の増額であります。消耗品費３９,４０８千円は、処理薬剤と機械部品購入費で、光熱水費

１１３,９７６千円は電気料と水道料の値上げにより２０,１２４千円の増額見込みであります。

修繕料９,６９３千円は、機械設備と重機車両の修繕など８件と、突発的な修繕料３,０００千円

を予定しており、前年度に比べ２,３８５千円の増であります。１３節委託料４０７,８５５千円

は、前年度と比較しますと２０,８９８千円の増であります。主な委託業務は、説明欄の１番目

のクリーンセンター運転管理委託料２４１,９２０千円、次の前選別作業委託料２６,７１２千円

は３年の長期継続契約を予定しております。廃棄物埋立処分委託料１０１,６１３千円について

は、衣浦港３号地と民間の処分場で埋立処分する委託料で処分量は年間７,３２０トンを見込ん

でおります。

 また、次の１７ページの説明欄の下から４番目の計量受付業務委託料８,５３２千円は、３年

の長期継続契約を予定しております。説明欄の下から３番目の破砕不燃物処分委託料

１９,３７６千円は、衣浦港３号地には破砕不燃物を搬入出来ないために、全て民間処分場に処

分を委ねるものであります。処分単価は、税込みでトン当たり２４,８４０円、処分量７８０ト

ンの見込みであります。１５節工事請負費は１５９,１５３千円でありまして、前年度に比べ

１０,８３０千円の増であります。この要因は、落下灰コンベア補修工事を始めとする２件の新

規工事によるものであります。ボイラ等補修工事８２,４０４千円は、法令に基づくボイラ性能

検査のための整備及びダスト固化・計装設備の整備工事であります。同じく法令に基づき実施す

る高圧蒸気復水器等補修工事３０,５６４千円、焼却炉の炉内耐火材の取替えを行う炉内補修工

事１６,３０８千円などは施設の安定した運転を行うための定期的補修工事であります。

次に１８ページへまいりまして、３目洲崎最終処分場管理費８８７千円は、最終処分場の維持

管理に要する費用で前年に比べ２４千円の増であります。
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次に２項１目温水プ－ル管理費９３,５８２千円は、前年度と比較して７,６０６千円、８.８

パーセントの増であります。増額となりました要因は、需用費の光熱水費と委託料によるもので

あります。２節給料から１９ページの４節共済費までは、再任用職員１名の人件費であります。

１１節需用費２３,３７５千円は、前年に比べ１,４３２千円の増で、この要因は電気料と水道料

の値上げによるものであります。内消耗品費２,０２９千円は、プールの水質保全や管理に必要

となる薬剤・機械部品の購入費であります。光熱水費１８,１８０千円は、電気料及び水道料で

あります。１３節委託料５４,７６７千円は、プール管理並びに施設管理に要する１４件分の委

託業務で、前年に比べ５,８４５千円の増で、この要因は新規業務のプール建物設備調査診断委

託料によるものであります。主な委託業務は、説明欄の上から４番目のプ－ル管理業務委託料

３９,６９０千円で、開館日数は３００日間であります。次のプール窓口業務委託料

２,８９２千円は、水泳帽子・回数券の販売、高齢者利用業務を、シルバー人材センターに委託

するものであります。

次に２０ページにまいりまして、説明欄の一番下のプ－ル建物設備調査診断委託料

４,７９６千円は、プール施設全体の劣化調査を委託する新規業務であります。１４節使用料及

び賃借料６,８０７千円は、プール利用者の駐車場用地借上料及び下水道使用料などで、１５節

工事請負費は３,４５６千円で、その内、第１種圧力容器補修工事１,２４２千円は、労働安全衛

生法に基づく性能検査を受けるため毎年実施する工事で、デリベントファン補修工事

２,２１４千円は、プール室内の空気を撹拌するファンを取替え整備する工事であります。

次に４款事業費１項１目ごみ処理施設建設事業費３０,６００千円は、前年度に比べ

３８,７４０千円の減でありまして、この要因は継続事業２件の委託料に係る年割額の減額によ

るもので、焼却施設は平成３１年度供用開始を目標に事業進捗を図るものであります。

２１ページの１３節委託料１０,１１１千円は、環境影響評価業務委託料始め２件の委託業務

で、この内、ごみ処理施設基本設計等作成業務委託料は、ごみ処理施設の更新に伴う最終発注仕

様書の作成業務で継続事業として２年目であります。１９節負担金、補助及び交付金

２０,０００千円は、建設事業に携わる派遣職員負担金２名分であります。

２目最終処分場建設事業費７３９,６２３千円は、前年度に比べ３１０,８６０千円の減であり

まして、この要因は継続事業２件の最終処分場建設工事に係る年割額の減額によるもので、平成

２７年度供用開始を目標にしております。１３節委託料１７,４１８千円は、最終処分場建設工

事設計施工監理業務委託料始め３件の委託業務であります。１５節工事請負費



- 17 -

７０３,５００千円は、最終処分場土木施設建工事２７４,９９５千円と最終処分場浸出水処理施

設建設工事４２８,５０５千円であります。なお、この建設工事概要は、２６年度予算の概要資

料、２枚目以降に財源内訳や位置図等を載せてございますので、お目通しをお願いいたします。

次に２２ページの５款公債費１目元金は５０,３４２千円で、これは最終処分場用地取得債及

びごみ処理施設用地取得債に係る元金の償還金であります。

２目利子８,６５８千円は、最終処分場建設事業費、最終処分場用地取得債及びごみ処理施設

用地取得債に係る利子の償還金であります。

６款予備費は１０,０００千円で、前年度と同額であります。

なお、２３ページ以降は、給与費明細書を添付してございますので、ご覧いただきたいと存じ

ます。また、お手元に資料として、平成２６年度当初予算の概要と市町負担金明細表並びに年度

別償還表などを配付してございますのでよろしくお願いいたします。

以上で、議案第２号の説明を終わります。

○議長（鈴木 隆）

これより、質疑に入ります。

質問等がございましたら、ページ数を指摘のうえ発言をお願いいたします。質疑はありません

か。３番、浅田茂彦議員。

○３番議員（浅田茂彦）

７ページの温水プール使用料ですが、２６年度は消費税の関係が出てくるのではないかと思い

ますが、どのような対応をされていくのかお聞きします。

○議長（鈴木 隆）

  お答え願います。事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

ご質問の中で、使用料は温水プールのみでなく、浄化センター、クリーンセンターもございま

す。当組合といたしましては、過去、平成２０年４月１日にクリーンセンターの使用料の改定を

行っております。クリーンセンターと関連する余熱利用施設でございますので、料金の関係につ

きましては、現在のところ改正は見込んでおりません。ちなみに近隣の一部事務組合、いずれの

組合もこの４月での改正は見込んでないとの聞き取りを行っております。終ります。

○議長（鈴木 隆）

他にございますか。６番、前山美恵子議員。

○６番議員（前山美恵子）
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予算書の説明がなかったところ、２４ページに職員の人数が書いてありますが、本年度、前年

度と比較しますと正規職員が１７人から１３人、再任用が３人から５人というふうになっており

ます。新しい方を採用するということが、技術者を育成していくという大変重要な役割があると

思うのですが、新規採用なしに再任用で人数合わせをしたということですか。これから若い技術

者を育てていくという意味でも、職員の採用が必要ではないかと思うのですが、このところをど

う検討されたのかお聞きします。

○議長（鈴木 隆）

  事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

ご質問の２４ページ、２一般職（１）総括、この部分での職員数でございますが、まず１７人

が１３人になったというのは、４人の技能労務職が定年を迎えますので、そこで４減となります。

括弧書きで記載しております再任用職員の数でございますが、３人が５人になる。これにつきま

しては、２人再任用期間を終える者がございます。先程申しました、定年を迎える者４人が再任

用として予定をさせていただいております。２減４増で２人増えるということでございます。ご

質問の中に技術職員というお話がございましたが、平成２４年４月１日採用で１人採用しており

ます。その者を含めまして、現在、一般行政職は１０人ということで運営しております。終りま

す。

○議長（鈴木 隆）

他にございますか。９番、髙橋和夫議員。

○９番議員（髙橋和夫）

１４ページに浄化センター運転管理委託料が計上されていますが、どういう理由で計上された

のか、それによるメリットは。一方で最近、災害時等のし尿の処理をお互いに各施設で協力し合

っていくという考え方が示されていますが、これに対して組合ではどう取組んでいくのか、考え

方をお聞かせください。

○議長（鈴木 隆）

  事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

１４ページの浄化センター運転管理委託でございますが、これにつきましては、平成２４年度

に浄化センターの改造を行いました。これは、処理水を河川放流から下水道放流に切替えた事業

でございまして、その中で施設の合理化は進んでおります。２５年度は再任用職員の退職する者

が２人出てきておりまして、その２人の補填を兼て派遣契約をしました。さらに２６年度に向け
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ては、先程申しました技能労務職４人が定年を迎えますので、今後は全面運転委託に切替えます。

そういう流れを、昨年実施計画でお示しをさせていただきましたとおりに推移しております。

それから浄化センターに係らず下水道を含めた協定のお話でございますが、これは愛知県が柱

となって、県内全域での合同する協議で、今年の１月１日付けで運営されておりまして、災害が

あれば、県が主体で、組合同士とか市と組合とでなく、グローバルに一番合理的な処理を助け合

うということで運営されております。終ります。

○議長（鈴木 隆）

９番、髙橋和夫議員。

○９番議員（髙橋和夫）

浄化センターは２系列で運営してますが、今の状態ではまだまだ過大施設には至ってないので

すが、下水事業が進んでいって接続率が上がっていくと、ゆくゆくは過大施設になると考えられ

ますので、各施設と連携を密に取り合って運営していただきたい。

○議長（鈴木 隆）

ご意見ですね。その他ございませんか。６番、前山美恵子議員。

○６番議員（前山美恵子）

先程の再質問なのですが、正規職員が４人減る、短時間の方が増えるということで、人数だけ

合わせたようですが、短時間の方が増えても、仕事の内容が正規職員と変わってくるわけで、正

規職員が１７人から１３人と減って仕事がやっていけれるかどうかということ、そういうことも

考えて減らしているのでしょうか。１人１人の職員の方にしわ寄せが行くということが当然考え

られるものですから、この点についてお聞きかせください。

○議長（鈴木 隆）

  事務局長。

○事務局長（鈴木重利）

一般行政職の人員は、現状維持で今後も考えております。減ってまいります対象が技能労務職

員ということで、先程、浄化センターでご質問をいただきましたとおり、運転を直営から委託に

切替えてまいりますので、特段、技能労務職が減っても支障のないように進めております。また、

技能労務職の再任用につきましても、クリーンセンター内において業務を宛がう予定であります。

プラットホームの監視であるとか、搬入される方もいろいろございますので、監視は必要と考え、

そちらに配置するよう計画しております。終ります。

○議長（鈴木 隆）

他にございませんか。
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（「なし」の声あり）

ないようですので、これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

ないようですので、これにて討論を終結いたします。

議案第２号を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手全員であります。

議案第２号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計予算」は、原案のとおり可決することに

決定いたしました。

以上をもちまして、定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしました。

ここで、管理者から閉会のご挨拶を願います。

○管理者（久野孝保）

平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げま

す。

本日提出いたしました全案件につきましては、お認めいただきまして、厚くお礼を申し上げる

次第でございます。議員の皆様方におかれましては、東部知多衛生組合の事業推進のために、一

層のご指導とご協力を賜りますことを、お願い申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただき

ます。どうもありがとうございました。

○議長（鈴木 隆）

これをもちまして、平成２６年東部知多衛生組合議会第１回定例会を閉会いたします。

大変、ご苦労さまでございました。

（閉会）

  誠に恐れ入りますが、引き続き全員協議会を休憩なしで開催いたしますので、よろしくお願い

申し上げます。
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この会議録は書記の校閲したものと内容の相違ないことを証するため地方自治法第１２３条

第２項の規定によりここに署名する。

東部知多衛生組合議会議長      鈴 木  隆

３番議員              浅 田 茂 彦

７番議員              森 本 康 夫




