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平成２７年東部知多衛生組合議会第２回定例会会議録

平成２７年東部知多衛生組合議会第２回定例会は、平成２７年８月２０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 深谷直史  ２番 大西勝彦  ３番 日高 章

４番 月岡修一  ５番 富永秀一  ６番 早川直彦

７番 山下享司  ８番 前田明弘  ９番 西尾弘道

１０番 久保秋男 １１番 沢田栄治 １２番 渡辺 功

２ 不応招議員

 なし

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２７年８月２０日（木）午前１０時００分 開会

平成２７年８月２０日（木）午前１１時０２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 小浮正典  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 福井芳信

事務局長 髙場智明  業務課長 久米繁治  総務課長 杉浦尚二  主幹 福島智宏
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業務課長補佐 久野尚志  総務課長補佐 加藤博之  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 髙場智明  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

        諸報告

  日程第４  報告第５号  例月出納検査報告について

        報告第６号  平成２４年度及び平成２５年度東部知多衛生組合継続費

               精算報告について

  日程第５  議案第６号  東部知多衛生組合情報公開条例及び東部知多衛生組合個人

               情報保護条例の一部改正について

  日程第６  認定第１号  平成２６年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定

               について

  追加           議員の派遣について

○議長（深谷直史）

皆さん、おはようございます。

皆様方におかれましては、各市町の９月定例会前の大変お忙しい中、また、お暑い中、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。

さて、皆さん既にご存知のように、副管理者であられます東浦町の神谷町長が再選を果たされ

ました。誠におめでとうございます。

本日、副管理者として議場に出席されておりますので、ここで一言ご挨拶をお願いいたします。

○副管理者（神谷明彦）

おはようございます。

ただ今、議長さんからご紹介いただきました、副管理者であります東浦町長の神谷明彦でござ

います。皆様方のご支援をいただきまして、引続き東浦町長の任務に就くこととなりました。 
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当組合の発展に尽力してまいりたいと思いますので、引続き、皆様方のご指導とご支援をお願い

申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

○議長（深谷直史）

ありがとうございました。

会議に先立ちまして、報告をさせていただきます。

定例会終了後に、去る３月２１日に竣工いたしました、大東最終処分場の現地見学を事務局が

予定しておりましたが、天候不順のため延期の申し出がありましたので、よろしくお願いいたし

ます。

これより議事に入ります。

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。

よって、平成２７年東部知多衛生組合議会第２回定例会は成立しますので開会いたします。

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。

なお、１１月に実施予定いたしております、議会議員等の行政視察につきましては、本日の議

会運営委員会におきまして、追加議題として「議員の派遣について」を日程に追加する旨の了解

を得ました。

本日、追加議題として「議員の派遣について」の資料を配付しておりますので、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）

皆さん、おはようございます。

本日は、大変お忙しい中、今日はちょっと涼しいのですが、平成２７年東部知多衛生組合議会

第２回定例会にご参集いただき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の環境行政につきまして、深いご理解と

ご協力を賜りまして厚くお礼を申し上げます。
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現在の廃棄物処理をめぐる現状は、廃棄物等の多様化に伴う処理の困難性や不適切な処理によ

る環境への負荷の増大など様々な問題が発生しており、それらの対策が求められているところで

ございます。

当組合といたしましては、既存施設を安全で安定した稼働による適正な廃棄物処理に努めると

共に、循環型社会を前提とした環境負荷が小さく、経済性に優れた、新ごみ処理施設の建設事業

を、慎重かつ計画的に事業進捗を図っていく所存でございますので、議員の皆様方におかれまし

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。

さて、本日の定例会にご提案申し上げます案件は、条例改正の議案１件と平成２６年度の決算

認定を提出いたしております。

議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきますが、慎重審査の上、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（深谷直史）

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、日高 章議員及び

７番、山下享司議員を指名いたします。

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）

ご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まいりますので、よろしくお願いいたします。

５番、富永議員、自席にてお願いいたします。

○５番議員（富永秀一）

おはようございます。

議長のお許しをいただきましたので、一般質問を一つだけさせていただきたいと思います。
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新ごみ処理施設での小水力発電の検討についてです。今年３月から、佐賀市の清掃工場で、日

本で初めて冷却水を利用した小水力発電が開始されました。新ごみ処理施設で採用されますシャ

フト炉式ガス化溶融炉でも冷却水は使用するはずでありますので、もちろん流量が確保されるな

ど条件が良ければということでありますが、採用を検討するお考えはありませんでしょうか。

今年３月２７日から佐賀市清掃工場のごみ焼却施設で始まった、冷却水を利用した小水力発電

は２２.５メートルの落差があり、１秒当たり０.１１立法メートルの冷却水が流れる配管に、出

力１７キロワットの発電機を設置し、年間１４万４,４００キロワット時の発電量が予想されて

います。総事業費が４,１００万円で、年間およそ５００万円の売電収入が見込まれているとい

うことですから、２０年保障されている買取期間の内、８年余りで元が取れる計算になります。

小水力発電することで、トータルで少なくとも６,０００万円くらい収益が見込めるということ

になります。この佐賀市の場合には既にある施設へ後付けしたわけですが、今から建設をする新

ごみ処理施設であればより設置しやすいと考えられます。もちろん水量が少ないなど２０年でも

元が取れないようであれば難しいと思いますが、コスト的にメリットが出る可能性があるようで

あれば、未利用エネルギーの活用になりますし、検討する価値があるのではないかと考えます。

最終的には新ごみ処理施設の完成が近づいてきた時点で、その時の固定価格買取制度の在り方

や売電価格、小水力発電機の価格などを見て総合的に判断するとしても、設置するならこの辺り

と場所の見当をつけておくお考えはないかお聞きいたします。

○議長（深谷直史）

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、ご質問の要旨につきましては事務局長が答弁い

たしますので、よろしくお願いいたします。

現在、建設中のごみ処理施設は、発注仕様書を作成するにあたり、学識経験者を含む施設整備

検討委員会において協議を行って作成してまいりました。

また、契約方法は公募型プロポーザル方式により、プロポーザル審査委員会で技術提案を審査

してまいりました。その中には、ご質問のありました冷却水を利用した小水力発電設備は含まれ

ておりませんでした。

いずれにいたしましても、平成３１年度に供用開始を目指します、新ごみ処理施設につきまし

ては、現在、実施設計協議を行っている段階ですが、ごみ処理施設整備に係る４つの基本方針を

基に、慎重に事業進捗を図ってまいりたいと存じておりますので、議員の皆様方におかれまして

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。
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詳細につきましては、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（深谷直史）

事務局長。

○事務局長（髙場智明）

ご質問の「小水力発電の採用を検討する考えは」についてお答えします。

新たなごみ処理施設の建設につきましては、現在受注者であるプラントメーカーの新日鉄住金

エンジニアリング株式会社、及び設計施工監理委託受注者の八千代エンジニアリング株式会社と、

実施設計協議が既に最終段階を迎えているところでございます。

建設に当たり組合の発注した仕様では、冷却水を利用した小水力発電設備の導入については、

管理者がお答えしたように考慮しておりません。また、公募型プロポーザルでの技術提案でも、

ご質問のありました小水力発電設備の提案はございませんでした。

実施設計書の作成に当たりましては、組合が提示した仕様と、技術提案書の内容を基本として

行ってまいりますので、小水力発電設備を設置するとした場合には、仕様書自体の変更等の協議

が必要となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

○議長（深谷直史）

一通り答弁は、終わりました。

再質問がありましたら、挙手を願います。５番、富永議員。

○５番議員（富永秀一）

佐賀市の場合、市役所の方が小水力発電のできる場所がないか探していて、ここの場所なら落

差があり、流量が安定していてできるなということで市役所の側から提案されたそうです。プラ

ントのメーカーは空気が入って冷却能力が低下したらどうしようかと心配するので、そちら側か

ら出てくる可能性はない。こちらの方からやるのであれば提案していって、それが可能かどうか

を探るという形になると思いますので、それは今回プロポーザルをやっても出ることはない。プ

ラント側から出ることもないので、是非こちらから、もしやるとしたら何処に設置が可能か探り

を入れてみるといいますか、そういった工夫でもやるお考えはないのですか。

○議長（深谷直史）

それでは、答弁を願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

検討にあたりましては、ご質問のございました佐賀市清掃工場とは焼却方式、設備規模が異な

ります。また、プラントメーカーも異なっておりますので、導入されるシステムにも当然違いが

ございます。その中で小水力発電設備を導入するには、給水設備の中の機器冷却方式、いわゆる
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「冷却水循環システム」や、小水力発電の規模、設置スペース、設置及び設置後のメンテナンス

費用等、受託者である新日鉄住金エンジニアリング株式会社との間で協議検討を行っていく必要

がございます。採用につきましては、今後の実施設計協議の結果次第ではないかと考えておりま

すので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（深谷直史）

５番、富永議員。

○５番議員（富永秀一）

設計が固まってしまってからでは、そこから変えるというのは大変ではないかと思いますので、

検討中であればなおのこと、今のうちに打診してみるのもいかがかなと思います。小水力発電と

いうのは昼間しか発電できない太陽光発電であったり、風が吹く時しか発電できない風力発電と

は違いまして、ずっと２４時間安定供給することも可能であるというメリットがあります。

また、佐賀市の清掃工場の場合には発電した電気を市内の小中学校で使ってもらっているそう

です。環境教育にも繋がっているわけです。発電開始式にはテレビが５社、新聞社も５社集まっ

たそうです。行政の環境への取り組みであったり、施設のＰＲにもなっているということです。

平成３１年には珍しくなくなっているかも知れませんけれども、ＣＯ2 を出さない未利用エネル

ギーで発電することは基本的にはいいことですし、それで少しでも収益が上がるのであれば検討

する価値が十分あると思いますので、お考えになっていただければと思います。

○議長（深谷直史）

それでは、答弁を願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

ご質問のございました小水力発電設備につきましては、未利用の施設の有効な活用策として再

生エネルギーへの取り組み、資源の有効利用等、循環型社会構築に寄与するものであるというこ

とは十分理解しておるつもりでございます。しかしながら最初の答弁で申し上げましたが、現在

実施設計書の作成は組合の発注した仕様書と受注者からされました技術提案の下で双方で最終的

な協議に入っておるところでございます。また、冒頭管理者からもご答弁申し上げましたが、組

合の発注仕様書が、学識経験者等で構成いたしました施設整備検討委員会におきまして検討いた

だき、技術的なご意見をいただく中で作成されたものでございます。ご質問の小水力発電装置の

導入につきましては、仕様書にも技術提案書にもございませんでした。従いまして、これを採用

するためには、発注仕様書を作成するために開催をさせていただきました施設整備検討委員会の

委員の皆様方のご意見を再度伺って、そのうえで内容の調査、審査を行いまして仕様書の修正、

追加が必要となってまいりますので、小水力発電施設の導入を当初から想定した形の実施設計書
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の作成は、大変困難であると思っておりますのでご理解いただきたいと思います。以上でござい

ます。

○議長（深谷直史）

  質問回数は、再質問を含めまして３回を超えることができないと申し合わせがございます。

時間がまいりましたので、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５号、例月出納検査報告書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、古橋代表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５号の補足説明を申し上げます。

報告第５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２６年度３月分から５

月分及び平成２７年度４月分から６月分にかかる現金出納並びに公金の収納状況を平成２７年４

月１４日、６月１８日、７月２９日に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。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（深谷直史）

次に、お手元に報告第６号、平成２４年度及び平成２５年度東部知多衛生組合継続費精算報告

書が配付してありますので、報告者から補足説明を願います。

○事務局長（髙場智明）

報告第６号「平成２４年度及び平成２５年度東部知多衛生組合継続費精算報告書」につきまし

て、内容のご説明を申し上げます。

報告第６号につきましては、継続費に係る継続年度が終了いたしましたので、地方自治法施行

令第１４５条第２項の規定により議会へ報告するものでございます。

裏面をご覧願います。まず、平成２４年度の継続費精算報告につきましては、平成２４年度か

ら平成２６年度の３か年の継続事業で実施いたしました環境影響評価業務委託事業でございます。
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次に、平成２５年度から平成２６年度の２カ年の継続事業で実施いたしました事業は４件で、

ごみ処理施設基本設計等作成業務委託事業、最終処分場建設工事設計施工監理業務委託事業、最

終処分場土木施設建設工事及び最終処分場浸出水処理施設建設工事でございました。

これらの事業に係る実績と財源内訳は、お手元の報告書のとおりで、全体計画と比較いたしま

して変更はございませんでした。

以上、簡単ではございますが報告第６号の内容説明を終わります。

○議長（深谷直史）

諸報告が終わりましたが、これについて何かございますか。

（「異議なし」の声あり）

ないようですので、諸報告を終ります。

日程第５、議案第６号「東部知多衛生組合情報公開条例及び東部知多衛生組合個人情報保護条

例の一部改正について」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６号「東部知多衛生組合情報公開条例及び東部知多衛生組合個人情報保護条例の一部改

正について」、提案理由のご説明を申し上げます。

本条例改正は、独立行政法人通則法の一部改正に伴いまして、条例を改正するものでございま

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（髙場智明）

議案第６号「東部知多衛生組合情報公開条例及び東部知多衛生組合個人情報保護条例の一部改

正について」、内容のご説明を申し上げます。

議案の裏面、参考資料及び新旧対照表を併せてご覧願いたいと思います。

内容につきましては、「（１）は、東部知多衛生組合情報公開条例」の一部改正で、同条例第

７条第１号ウ中の引用条項と名称を改めるもので、「（２）は、東部知多衛生組合個人情報保護

条例」の一部改正で、同条例第１６条第２号ウ中の引用条項と名称を改める規定の整備でござい

ます。

なお改正の目的は、独立行政法人通則法の一部改正に伴いまして所要の規定の整備を行うもの

でございます。

施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。
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以上で議案第６号の内容説明を終わります。

○議長（深谷直史）

これより、質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「異議なし」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。

（「異議なし」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６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６号「東部知多衛生組合情報公開条例及び東部知多衛生組合個人情報保護条例の一部改

正について」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、認定第１号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」

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）

認定第１号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」提案理由の

説明を申し上げます。

平成２６年度決算を地方自治法第２３３条の規定に基づきまして、平成２７年７月２９日に監

査委員の審査をお願いいたしましたので、同条第３項の規定により、監査意見を付しまして、本

日議会の認定をお願いするものでございます。

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、よろしくお願い申し上げます。

○事務局長（髙場智明）

それでは、認定第１号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」

内容のご説明を申し上げます。

お手元に歳入歳出決算書、実績報告書を配付してございますが、歳入歳出決算書４ページをご

覧いただきたいと存じます。
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平成２６年度の歳入合計は、収入済額の合計欄のとおり２０億２,７３７万３,８８７円で、予

算現額との比較で１,２３１万３,８８７円の増となり、収入率は１００.６パーセントとなりま

した。

増額となりました要因は、２款使用料及び手数料、４款財産収入及び６款諸収入によるもので

あります。

次に５ページをご覧いただきたいと存じます。

歳出合計は、支出済額の合計欄のとおり１９億８,７８３万４,５３６円、不用額の合計は、

２,７２２万５,４６４円で、執行率は９８.６パーセントとなりました。

不用額の要因は、３款、衛生費と６款、予備費によるものであります。

従いまして、歳入歳出の差引残額は３,９５３万９,３５１円となりました。

 それでは、事項別明細の歳入からご説明申し上げます。

決算書の１４、１５ページ、実績報告書は６ページであります。

１款分担金及び負担金は１１億６,１７５万９,０００円で、歳入合計に占める割合は、５７.

３パーセントであります。

前年度に比べ１億９,３６１万８,０００円、２０.０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、工事請負費及び最終処分場建設工事により増額となったものでござい

ます。

構成市町の負担金の明細につきましては、備考欄に記載したとおりでございます。

 次に、２款使用料及び手数料は２２億１,１７３万８,８１３円、歳入合計に占める割合は１０

.４パーセントで、前年度に比べ２.８パーセントの増であります。

１目浄化センター使用料５万２,７３７円は、行政財産目的外使用料で電柱の支線と自動販売

機１台の設置使用料であります。

２目のクリーンセンター使用料１億９,３１８万５,４１５円は、前年度と比較して

７３０万６,８８８円、３.９パーセントの増であります。うち、クリーンセンターの施設使用料

は１億９,３１８万５００円で、年間の有料ごみの搬入実績は１万３,４６６.９９トンとなり、

前年度より４９４.０トン増えております。

この有料ごみの内訳は、家庭系ごみで、前年に比べ１.６％の増、事業系ごみは４.２％の増と

なり、全体の搬入量は３.８％の増加となりました。

３目の温水プ－ル使用料１,８５０万６６１円のうち、温水プール施設使用料

１,８２４万９,６４０円は、前年度と比較して１６３万５,７６０円、８.２パーセントの減で、

入場者は前年度より５,３８８人減の８万１,７６４人で、年間の開館日数は３００日であります。
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温水プールの使用料の内容につきましては、実績報告書の１７、１８ページに記載しておりま

す。

３款国庫補助金２億１,４１２万９,０００円は、ごみ処理施設整備及び最終処分場の整備に係

ります循環型社会形成推進交付金であります。

ごみ処理施設整備費補助金３３６万９,０００円は、ごみ処理施設の環境影響評価業務とごみ

処理施設基本設計等作成業務に係るもので、最終処分場整備費補助金２億１,０７６万円は、最

終処分場の建設工事に係るものでありまして、いずれも対象事業費の３分の１の補助率となって

おります。

次に、決算書の１６、１７ページをお願いいたします。

４款財産収入は２,２２３万４,９８２円で、歳入合計に占める割合は１.１パーセントで  

あります。

１項１目の財産貸付収入５５７万４,５８１円は、葭野最終処分場など９,５６９.９平方メー

トルを駐車場用地として住友重機械工業株式会社に貸付けた収入であります。

２項１目の生産品売払収入１,６６６万４０１円は、粗大ごみ処理施設から回収されました、

鉄６５６.６１トンとアルミ２３.０２トンの売払代金であります。

売却単価の平均は、鉄が１トン当たり２万２,８５２円、アルミは７万１,８９５円となりまし

て、量的な減少と鉄の売却価格の値下りにより、前年度と比較して３１９万９,１２８円の減額

であります。

５款繰越金３,２３０万９,９８２円は、平成２５年度からの繰越金であります。

 ６款諸収入２２０万２,１１０円は、組合預金利子及び雑入でありまして、雑入の主なものは、

３施設に設置されている自動販売機の電気使用料及び廃家電等売却代等であります。

７款組合債３億８,３００万円は、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、決算書の１８、１９ページからの歳出についてご説明申し上げます。

１款議会費は４８万４,７５４円、執行率は９４.９パーセントで、主な支出は１２名分の議員

報酬であります。

２款総務費１項１目一般管理費は５,３１４万１,９４４円で、執行率は９３.９パーセントで

あります。

 主なものは、庶務係職員４名分の人件費と派遣職員負担金などで、前年度に比べ１０６万円余

の減額であります。
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次に８節報償費の記念品等は、環境衛生週間のポスター募集に係る参加賞等で、管内の小学４

年生７０６名の応募がございました。

次に２０、２１ページをお願いいたします。

１９節負担金、補助及び交付金は１,３１７万５,９９１円で、不用額の２９０万９円は、主に

派遣職員負担金の精算に伴うものであります。

２２節補償、補填及び賠償金９万２,１３８円は、公用車の事故に伴う損害賠償が生じました

ので１９節から９万３,０００円を流用して執行しております。

２目財産管理費は７３１万８,４３５円で、執行率は９８.９パーセントであります。

１３節委託料６９１万６,２８０円は庁舎内日常清掃委託始め、１１件の委託料であります。

２項の監査委員費１１万７,０００円は、監査委員２名分の報酬であります。

 次に２２、２３ページをお願いいたします。実績報告書は１０、１１ページであります。

 ３款衛生費１項１目浄化センタ－管理費は２億１,４８８万８,８９１円で、執行率は９７.６

パーセントであります。

主な支出といたしましては、浄化センター職員２名分の人件費と施設の維持管理費で、前年度

に比べ４,５１５万円余の増額であります。この要因は、人件費の減額はございますが、平成２

６年度から浄化センターの運転を全面委託した委託料と工事請負費の増によるものであります。

３節職員手当等は、期末勤勉手当に不足が生じましたので、４節共済費から

２７万３,０００円を流用して執行しております。

１１節需用費は６,７２４万７,０５１円でありまして、消耗品費は２,３９１万１,１６５円で、

水処理や脱臭用などの処理薬剤及び機械設備の補修用部品が主なものであります。

また、光熱水費は３,８７２万１,０７８円でありますが、そのうち９９.７パーセントは電気

料であります。修繕料４５１万１,４００円は、機械設備等の修繕１１件と２トンダンプトラッ

クなどの車両修繕料であります。なお、不用額４９１万５,９４９円の主なものは、光熱水費及

び修繕料の執行残であります。

次に、１３節委託料４,３３５万３,８０９円は、浄化センター運転管理委託など１４件の委託

料であります。

１４節使用料及び賃借料９９９万６,２４０円は、主にし尿処理水を下水道放流するための下

水道使用料であります。

次に２４、２５ページをお願いいたします。

１５節工事請負費７,８８９万４,０００円は、破砕機補修工事始め７件の工事費で、この工事

７件の平均請負率は９０.９パーセントの結果でございまして、前年度に比べ５,８５６万円余の
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増額であります。工事請負費の増額の要因は、処理水槽防食工事及び苛性ソーダタンク取替工事

の新規工事によるものであります。

２目クリーンセンター管理費７億６,６９７万９,８９９円、執行率は９９.１パーセントです。

実績報告書は、１２ページから１６ページになります。

主な支出といたしましては、クリーンセンター職員１１名分の人件費と施設の維持管理費で、

前年度に比べ３,８８９万円余の増額であります。この主な要因は、需用費、委託料及び工事請

負費の増によるものであります。

１１節需用費は１億６,２８５万１,６０７円で、消耗品費３,９３８万８,１７３円は、排ガス

や飛灰処理に使います消石灰・重金属固定剤などの処理薬剤やバクフィルター、破砕機ハンマー

などの補修用部品が主なものであります。

光熱水費は１億９１６万５,２０５円でありますが、そのうち８９.２パーセントは電気料、１

０.８パーセントが水道料であります。

修繕料９３４万１,４９５円は機械設備１３件分と重機車両等の修繕であります。

なお、不用額となりました２２６万９,３９３円の主なものは、燃料費、光熱水費及び修繕料

の執行残であります。

次に２６、２７ページをお願いいたします。

１３節委託料３億８,６８３万３,０５３円は、２４時間体制でごみ処理を行っていますクリー

ンセンター運転管理委託料２億３,０７９万６,０００円始め１７件の委託料であります。

備考欄の上から５番目の廃棄物埋立処分委託料９,８２８万４,２７３円は、焼却灰等を衣浦港

３号地や民間の処分場などに埋立処分した費用であります。なお、不用額の

４７７万６,９４７円の主なものは、廃棄物埋立処分委託料と破砕不燃物処分委託料の執行残で

あります。

１５節工事請負費１億４,２９５万８,５２０円は、ボイラ等補修工事を始め１２件の工事費で、

この工事１２件の平均請負率は８９.５パーセントの結果でございました。前年度に比べ

１,２８２万７,８２０円の増額であります。

２７節公課費２１５万６,０００円の主なものは、公害健康被害の補償に関する法律の規定で

課せられる汚染負荷量賦課金であります。

次に、３目洲崎最終処分場管理費７８万６,７６９円は、最終処分場の維持管理に要した費用

であります。

２８、２９ページをお願いいたします。実績報告書は１７、１８ページであります。
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２項１目温水プ－ル管理費は９,４８０万１,３３１円で、執行率は９９.６パーセントであり

ます。

主な支出といたしましては、再任用職員１名に係る人件費とプール運営における需用費及びプ

ール維持管理費であります。工事請負費及び備品購入費の減額がありますが、需用費の光熱水費

と委託料の増により、前年度に比べ５９２万円余の増であります。

７節賃金１６４万９,７５０円は、水泳インストラクター１名の臨時傭人料で、１１節需用費

は２,５２４万１,４３３円でありまして、うち消耗品費１７８万７,８９５円は、プールの水質

保全のための処理薬剤及びポンプなどの機械部品購入費であります。

光熱水費は２,０２８万８,４２２円でありますが、そのうち７０.２パーセントは電気料、２

９.８パーセントが水道料であります。

１３節委託料５,４０２万４,６４３円は、プール施設の管理に要する１４件分の委託料であり

ます。

備考欄の上から４番目のプ－ル管理業務委託料３,９５６万４００円は、プール利用者の受付

とプール室内の安全監視が主な業務で、プールの安全監視は、夏休み期間中は１０名、それ以外

は６名体制で行っております。備考欄の一番下のプール建物設備調査診断委託料

４５３万６,０００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は７０９万４,５８１円で、主な執行は、プール利用者の駐車場用地

借上料と下水道使用料であります。

１５節工事請負費３２８万９,６８０円は、第１種圧力容器補修工事始め２件の工事費で、こ

の工事２件の平均請負率は９５.２パーセントの結果でございました。前年度に比べ２０３万円

余の減額であります。

次に３０、３１ページをお願いいたします。実績報告書は、１９ページであります。

４款事業費１項１目ごみ処理施設建設事業費は３,０５７万８,０３７円で、前年度に比べ

３,６０１万円余の減額であります。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、ごみ処理施設は、平成３１年度供用開始を目標に事業進捗を図っております。

８節報償費４０万円は、ごみ処理施設整備検討委員会及びごみ処理施設建設工事プロポーザル

審査委員会に係る委員謝礼金であります。

９節旅費は、ごみ処理施設整備検討委員会に係る行政視察の旅費に不足が生じましたので、１

９節から６５万９,０００円を流用して執行しております。
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１３節委託料１,０１０万９,４００円は、環境影響評価業務委託料始め２件の委託業務で、環

境影響評価業務委託料は、３か年の継続事業、ごみ処理施設基本設計等作成業務委託料は、２か

年の継続事業でありました。

１９節負担金、補助及び交付金は、建設事業に携わっている職員２名の派遣職員負担金であり

ます。

 次に２目最終処分場建設事業費は７億６,２０９万７,３３０円で、前年度に比べ

９,１３０万円余の増額でありまして、平成２５年度からの２か年の継続事業として事業を進め、

平成２７年３月２１日に竣工式を挙行し、本年４月に供用開始しております。

１３節委託料１,６９６万４,５８０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、施工監理業務委託料は、本体工事同様２か年の継続事業であります。

１５節工事請負費７億３,３３３万７４０円は最終処分場の土木施設と浸出水処理施設建設工

事であります。なお、この建設工事に係る財源内訳と工事経過及び総事業費の内訳を実績報告書

の３ページ、４ページに載せてありますので、お目どおしをお願いいたします。

１８節備品購入費１,１３２万９,２００円は、油圧ショベルの購入費で、供用開始した大東最

終処分場の維持管理に使用している重機車両であります。

５款公債費１目元金５,０３４万２,０００円及び２目利子６２９万８,１４６円については、

最終処分場用地取得債、ごみ処理施設用地取得債及び最終処分場建設事業債に係る元利償還金で

ありますが、平成２５年度に借り入れをした最終処分場建設事業債に係る利子償還が始まったた

め、前年度に比べ２０３万円余の増額であります。

 ６款予備費の執行はありませんでした。

なお、３５ページの実質収支に関する調書、４０ページ以降の財産に関する調書につきまして

は、お目どおしをお願いしたいと思います。また、実績報告書には説明いたしました以外の組合

の成果と実績も載せてございますので、ご覧いただきたいと存じます。

 以上で、認定第１号平成２６年度決算の説明を終わります。

○議長（深谷直史）

説明が終わりました。

引き続きまして、決算審査の意見を審査にあたりました監査委員を代表して、古橋代表監査委

員からお願いいたします。

○監査委員（古橋洋一）

ご指名をいただきましたので、認定第１号の決算審査の結果につきましてご報告をさせていた

だきます。
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審査の方法につきましては、平成２７年７月２９日に管理者から提出されました歳入歳出決算

書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書並びに証書類を照合検査す

るとともに、関係職員の説明を聴取し、計算の過誤、収支の適正等、予算が目的どおり効率的に

執行されたかを主眼として、審査をいたしたものであります。

審査の結果につきましては、歳入歳出決算及びその他の調書は、いずれも関係法令に準拠して

作成されており、計数については正確であり、それぞれ帳簿記載の金額と一致し、適正に処理が

なされておりました。また、予算執行時期についても適切であることを認め、的確に執行された

ことを確認いたしました。

以上、平成２６年度決算に関しては特段指摘する事項はありませんが、２ケ年の継続事業で実

施した大東最終処分場が完成しました。

約３０年間の埋立期間の予定でありますが、多額の費用を要した事業であり、維持管理にあた

っては計画的かつ効率的に努めていただきたい。

また、ごみ処理施設建設事業は、平成２７年度から４ケ年の継続事業として計画されています

が、老朽化したごみ処理施設においても、滞りなく運営できるよう考慮し、適切な整備に努めて

いただきたい。

以上、経済状況の厳しい中、組合施設の運営管理においても計画性をもって、事業推進に努め

られることを要望しむすびといたします。

以上で、決算審査意見の説明を終わります。

○議長（深谷直史）

これより質疑に入ります。

質問等がございましたら、決算書、あるいは実績報告書かを示していただきまして、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。６番、早川直彦議員。

○６番議員（早川直彦）

実績報告書の１２ページをお願いします。（２）ごみ処理施設、（ア）委託事業実績１００万円

以上の一番上のクリーンセンター運転管理委託２億３,０７９万６,０００円、前年度決算書を見

ると２億２,４１７万５,０００円で比較すると６６２万１,０００円増加しております。何か運

転、維持管理に変わった点があったのでしょうか。

もう１点、同じ（ア）実績の所ですが、廃棄物埋立処分委託料、アミック、ミクロ開発株式会

社で焼却灰の埋立処分と破砕不燃物処分委託の両方をお聞きしたいのですが、アミック、ミクロ

開発の埋立処分は１６ページの所に数値が書いてあります。アミックの方がプラス３４１.５９
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トン、ミクロの方がマイナス１３６.２３トン。合計すれば２０５.３６トン増えています。その

ために前年に比べて５０１万円余の処分費用が増えているのは分かるのですが、破砕不燃物処分

委託の方は１６ページを見ていただくと分るのですが、約５トン減っております。埋立処分量が

減っているにも係わらず３６万円余増えておりますが、この理由は何でしょうか。

○議長（深谷直史）

お答え願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

ご質問の一つ目、１２ページのクリーンセンター運転管理委託の増加ですが、消費税３パーセ

ントの増によるものでございます。特に業務の内容に変更はございません。

二つ目の１６ページの埋立処分に係りますものにつきましても同様でございます。消費税が５

パーセントから８パーセントに増加したことによりまして、処分量自体は減っておりますが費用

は少し増加しております。

○議長（深谷直史）

６番、早川直彦議員。

○６番議員（早川直彦）

ありがとうございます。先程、アセック、ミクロ開発と言ってしまいましたが、ミロク開発の

間違えでございます。訂正させていただきます。

次が実績報告書の１７ページ、温水プールの（ア）委託事業実績なのですが、プール管理業務

委託３,９５６万４００円、その下のプール窓口業務委託２８９万１,７００円ですが、２５年度

は３０４日開催しております、２６年度は３００日で４日減っておりますが、それなのにプール

管理業務委託は９７万円、プール窓口業務委託も３万円程増えていますが、これも消費税の関係

なのでしょうか。日数が減っておればその分減ると思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

もう１点、プールの利用者数の推移がその下に書いてありますが、５,３８８人減っておりま

す。２５年度が３０４日、２６年度が３００日、４日分の日数が違うということなのですが、余

りにも数字が大きく減っています。この要因は何だったのでしょうか。お聞かせください。

○議長（深谷直史）

お答え願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

１点目のご質問ですが、日数が減っているのに金額が増えている件ですが、お見込みのとおり

消費税の増額によるものでございます。
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２点目のプールの利用者の件でございます。確かに平成２５年度に比べまして平成２６年度は

５千数百人減っております。平成２５年度は近隣にございます刈谷知立のウォーターパレスが改

修で１年程休業いたしておりました。また、東海市の温水プールも同様に１年程改修で休業して

おりました。それによりましてウォーターパレス、東海市の温水プールにお見えになっていた方

が、近隣のこちらの方にお見えになったということで、平成２６年度が減ったというより、平成

２５年度は、通常利用されない他の地域の方がこちらの施設にお見えになって利用していただい

て増えたということで、平成２４年度と比較していただきますと若干増いたしております。８万

人強程度はご利用いただいているのが今の状況ではないかと理解しております。以上です。

○議長（深谷直史）

他にございませんか。２番、大西勝彦議員。

○２番議員（大西勝彦）

決算書の１９ページ、議会費についてお伺いします。議員の報酬なのですが、数年前に管理者

と副管理者の報酬が同じようにあったところをゼロにしたと思います。２６年度中において、議

員の報酬について見直しの議論があったかどうか、お聞かせください。

○議長（深谷直史）

お答え願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

ご質問の件でございますが、以前平成２１年の８月議会、平成２３年の２月議会でもご質問を

いただいておるところでございます。平成２１年８月議会が終わりました後、当時の構成市町の

議長さんを通しまして、組合議員さんのご意見、ご意向を伺いましたところ、現行の通り据え置

きのままでということでございましたので、組合といたしましては、その後特に協議、検討はい

たしておりません。

構成市町ではそれぞれ幾つかの業務につきまして、一部事務組合、広域連合等組織されて行わ

れておりますが、これらにつきましては、それぞれ市町の議会からご選出いただきました議員の

皆様方が組合議員として議会等にご出席いただいておると理解いたしております。クリーンセン

ター業務を単独で行っておれば、各市町の議員の皆様方全員がその業務に関します議事等にご参

加いただくことになると思いますが、組合議会はそれぞれ選出されました議員の皆様方が各市町

の議会の代表としてご議出席をいただいております。また、組合議会での協議内容等につきまし

て、それぞれの議会に戻りましてご報告をいただくなどのお仕事を担っていただいておると理解

しております。つまり、組合議員以外の議員の皆様方よりも組合議員の皆様方には過大なご負担

をおかけいたしておりますので、組合の方から議員の皆様方の報酬につきまして削減をお願いす
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るのはいかがなものかと考えております。このような状況でございます、前回と同様の回答とな

り申し訳ございませんが、議員報酬の削減、廃止等につきましては、組合議員の皆様方の中でご

協議、ご検討いただき決定していただければと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願い

申し上げます。以上で終わります。

○議長（深谷直史）

２番、大西勝彦議員。

○２番議員（大西勝彦）

今、答弁の中で２１年の８月の質問が終わった後に各議会、議長を通して意向を聞いたという

ことでしたが、多分その頃も議員をやっていたのですが、あまり覚えがないのですが。今言われ

るように執行部の方から議員報酬については見直す考えが今のところないということで、やるな

ら議員提案でということだと思うのですが、こういった質問が出たということで、もう１回組合

の方から各議会に対して意向というのを調査する考えはあるかどうか。

○議長（深谷直史）

お答え願います。事務局長。

○事務局長（髙場智明）

議員の仰られますとおり、今日お見えになります議長様方にはご足労おかけいたしますが、ま

た改めまして文書等でご紹介させていただくつもりでおりますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（深谷直史）

他にございませんか。

（「異議なし」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。

（「異議なし」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。

認定第１号を採決いたします。

本案を原案のとおり認定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。

認定第１号「平成２６年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」は、原案の

とおり認定することに決定いたしました。

続きまして、追加議題の「議員の派遣について」を議題とします。
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会議規則第８５条第１項の規定により、「議員の派遣について」は、議会の議決を求めるもの

であります。おはかりします。

本日以降、平成２７年度に予定しております、「議員の派遣について」は、お手元の資料のと

おり、ごみ処理施設の管理運営状況調査のため、組合議員全員を派遣し、１１月５日の１日間、

岡崎市中央クリーンセンターのごみ処理施設の行政視察を実施したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、「議員の派遣について」は、お手元の資料のとおり組合議員全員を派遣し、行政視察

を実施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２７年東部知多衛生組合議会第２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。

ただ今の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ます。

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（深谷直史）

これをもちまして、平成２７年東部知多衛生組合議会第２回定例会を閉会いたします。

本日は、どうもありがとうございました。

（閉会）
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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        深 谷 直 史

 ３番議員               日 高  章

 ７番議員               山 下 享 司




