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平成２３年東部知多衛生組合議会第２回定例会会議録 

 

平成２３年東部知多衛生組合議会第２回定例会は、平成２３年８月２４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 上西正雄  ２番 三宅佳典  ３番 早川高光 

４番 平野敬祐  ５番 川上 裕  ６番 杉浦光男 

７番 澤 潤一  ８番 山下享司  ９番 中村六雄 

１０番 勝山 制 １１番 大村文俊 １２番 鈴村一夫 

 

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２３年８月２４日（水）午後１時５８分 開会 

平成２３年８月２４日（水）午後２時４１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  副管理者代理 間瀬政好 

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  野澤 清  浄化センター工場長 泉  路博  クリーンセンター工場長 鈴木恒雄 
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主幹 加納裕展  課長補佐  杉浦尚二  課長補佐 久米繁治 

 

８  職務のため議場に出席した者 

 書記 野澤 清  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  報告第４号  例月出納検査報告について 

       報告第５号  専決処分について（損害賠償） 

 日程第４  認定第１号  平成２２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（上西正雄） 

皆さん、こんにちは。 

定刻前ですが、皆さんお揃いですので始めたいと思います。 

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とおり、去る８月７日に東浦町におきまして町長選挙が行われ、神谷

明彦東浦町長が当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願います。 

○副管理者（神谷明彦） 

皆さん、こんにちは。 

先週、東浦町長に就任した神谷明彦と申します。当組合の副管理者という重責をいただきまして、

身の引き締まる思いであります。 

皆様方のご理解とご支援をいただき、職責を全うする所存でありますので、何卒、よろしくお願

い申し上げまして、就任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（上西正雄） 

  ありがとうございました。 
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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２３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をいたします。 

一般質問につきましては、締切日までに通告がございませんでしたので、日程表に基づき進めて

まいります。 

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、

ご報告をいたします。 

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、お手元に配付いたしました議事日程表により進めて参りますの

で、よろしくお願いをいたします。 

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、効率的・効果的な行政視察を実施するに当たり、県内での行政視察を実

施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

いをいたします。 

ここで、管理者からご挨拶をお願いいたします。 

○管理者（久野孝保） 

皆さん、こんにちは。 

本日は、大変お忙しい中、また、お暑い中、平成２３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等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。 

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沢山の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。従いまして、当組合といたしましては、現有施設の安全・安定した適正な廃棄物処理を行

うための維持管理と計画的な施設整備に努め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次第でございます。 

さて、本日の定例会にご提案申し上げます案件は、平成２２年度の決算認定を提出いたしており

ます。 

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、慎重審査の上、お認め賜ります
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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（上西正雄） 

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 早川高光議員及び 

１０番 勝山 制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、「諸報告」を行います。 

 お手元に報告第４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お願いいたします。 

○監査委員（古橋洋一） 

ご指名を頂きましたので、報告第４号の補足説明を申し上げます。 

報告第４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２２年度５月分及び平成

２３年度５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２３年６月２１日、７

月１５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（上西正雄） 

  説明が終わりましたが、何かございますでしょうか。よろしいですか。 

引き続きまして、報告第５号、「専決処分の報告について」事務局より報告をお願いします。 

○事務局長（野澤 清） 
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報告第５号「専決処分の報告について」、内容のご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１８０条第１項の規定に基づき、専決処分をいたした

もので、同条第２項の規定により、議会へ報告するものでございます。  

裏面の専決処分書をご覧いただきたいと存じます。 

平成２３年６月２３日午後４時００分ごろ、クリーンセンター内の可燃プラットホーム３番投入

扉付近において、本組合職員が可燃プラットホーム３番投入扉開閉の不具合調整のために使用した

ローリングタワー・移動式足場を移動中のところ、タワーの車輪が排水溝にはまり、タワーが転倒

したために被害者の所有する軽トラックに接触し、当該車両の左後部荷台等を破損させる事故が発

生しました。 

この事故につきましては、組合の管理上の瑕疵を認めたもので、相手方に対する組合の損害賠償

額を１６４,６３９円と定めまして賠償いたしたものでございます。 

なお、当該箇所につきましては、事故後、直ちに点検修理いたしており、今後このような事故が

起こらないよう安全性の確保に十分注意して参ります。 

以上で、専決処分の報告を終わります。 

○議長（上西正雄） 

  専決処分の報告がございましたが、何かございませんか。よろしいですか。 

これにて、諸報告を終わります。 

日程第４、認定第１号「平成２２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お願いいたします。 

○管理者（久野孝保） 

認定第１号「平成２２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２２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２３年７月１５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（野澤 清） 

認定第１号「平成２２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
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ご覧いただきたいと存じます。 

平成２２年度の歳入合計は、収入済額の合計欄のとおり１９億３５３万１,４５２円で、予算現

額との比較で、１,０７１万１,４５２円の増となり、収入率は１００.６％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、３款財産収入及び５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１８億７,１４４万５,２８４円、不用額の合計は、 

２,１３７万４,７１６円で、執行率は９８.９％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、３,２０８万６,１６８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、４ページであります。 

１款・分担金及び負担金は、１２億７,９０１万円で、歳入合計に占める割合は、６７.２％であ

ります。 

前年度に比べ３億３,７７４万４,０００円、２０.９％の減額でありますが、この要因は、クリ

ーンセンター施設使用料の減収がありましたが、クリーンセンターの延命化工事及び衣浦港３号地

最終処分場建設基金出捐金がなくなったこと、並びに公債費の減少などにより全体として減額とな

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、１億９,７８１万７,１８４円、歳入合計に占める割合は 

１０.４％で、前年度に比べ４.１％の減であります。 

１目浄化センター使用料５万３,８５４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台の使用料であります。 

２目のクリーンセンター使用料１億７,９８３万６,８７８円は、前年度と比較して 

８６１万９,４０９円、４.６％の減であります。 

施設使用料は、１億７,８３７万２,８００円で年間の有料ごみの搬入実績は、 

１万２,４３２.９３トンとなり、前年度より５７３.２１トン減少しております。この有料ごみの

内訳は、家庭系ごみで、前年に比べ０.３％のマイナス、事業系ごみは、５.０％のマイナスとなり、

全体の搬入量は、マイナス４.４％の減少結果となりました。 

行政財産目的外使用料１４６万４,０７８円は、国道３６６号バイパス工事に伴う、クリーンセ

ンター用地の貸付料などでございます。 

３目の温水プ－ル使用料１,７９２万６,４５２円は、前年度と比較して０.３％の微増で、前年
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度より入場者が１５９人増えておりまして、トータル７万５,７９６人の使用料で、 

１,７６２万９,４３０円と自動販売機８台の行政財産目的外使用料であります。 

３款・財産収入は、３,０２４万４,７７８円で歳入合計に占める割合は、１.６％であります。

１項１目の財産貸付収入５９１万２,０２２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、住友重機械工業に貸付けた収入であります。  

２項財産売払収入の１目生産品売払収入２,４３３万２,７５６円は、粗大ごみ処理施設から回収

されました鉄屑／７２８.４０トンとアルミ／３９.０１トンの売払代金であります。売却単価の平

均は、鉄がトン当たり２万９,２６６円、アルミは７万７,２９５円となりまして、量的な減少があ

りましたが売却価格が上昇しまして前年度と比較して８５２万円余の増額であります。 

決算書の１６、１７ページをお願いいたします。 

４款・繰越金２,３９２万９,６４７円は、平成２１年度からの繰越金。 

５款・諸収入４６２万９,８４３円は、組合預金利子、貸付金元利収入及び雑入でありまして、

雑入の主なものは、３施設における自動販売機の電気使用料及び廃家電等売却代と落雷によりまし

て受付の計量器などが故障したための修理にかかる公有建物罹災共済金等でございます。 

６款・組合債３億６,７９０万円は、最終処分場用地取得債で最終処分場の用地取得に係る地方

債の借入れでございます。 

続きまして、決算書の１８、１９ページ歳出についてご説明申し上げます。 

１款・議会費は、４７万９,６２５円、執行率は９３.９％で、主な支出は１２名分の議員報酬で

ございます。 

２款・総務費 1 項１目一般管理費は、４,９７９万６,３１７円で、執行率は９６.８％でありま

す。主なものは、庶務係職員４名分の人件費で、前年度に比べ５７万円余の減額であります。 

８節報償費の記念品は、環境衛生週間のポスター募集に係る参加賞でありまして、管内の小学４

年生９７７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。 

１４節使用料及び賃借料は、パソコン・サーバーなど長期継続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１,３７４万８,３９４円で、不用額の１２２万６０６円は、主に

派遣職員負担金の精算に伴うものであります。 

２目財産管理費は、７２５万３,２６６円で、執行率は９７.５％であります。 

１３節委託料６９２万４,７５０円は、庁舎内清掃委託、植木管理委託など１１件の委託料であ

ります。 
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２項の監査委員費１１万５８９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、８、９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、２億２,８２９万１,８７４円で、執行率は 

９９.４％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９名分の人件費と施設の維

持管理費で、需用費の消耗品費、修繕料及び定期的補修工事費の増額がございまして、前年度に比

べ、３,２２１万円余の増額であります。 

１１節需用費は、９,５６９万２,１３４円でありまして、消耗品費は５,３９８万１,２２６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

３,３５７万５,６８１円でありますが、その内９８.１％は電気料であります。修繕料 

８０１万４,５０６円は、機械設備等の修繕２４件と２トンダンプなどの車両修繕料であります。

なお、不用額１００万３,８６６円の主なものは、電気料の執行残であります。 

次に、１３節委託料１,２６２万９,３８０円は、処理水槽清掃委託、コンピュータシステム点検

委託など１５件の委託料であります。 

次に２４、２５ページをお願いいたします。 

１５節工事請負費５,４６７万３,５００円は、破砕機補修工事を始め実施計画に基づき実施しま

した１１件の工事費で、前年度に比べ２,５７５万円余の増額であります。この要因につきまして

は、整備時期に達した第一反応槽曝気装置、コンピュータシステム、汚濁負荷量測定装置等を新規

に整備した関係で増額となったものでございます。 

２目クリーンセンター管理費７億１,３５８万３,８５６円、執行率は９９.１％、実績報告書は、

１０ページから１４ページであります。主な支出といたしましては、クリーンセンター職員８名分

の人件費と施設の維持管理費でありますが、前年度に比べ延命化工事と衣浦港３号地最終処分場建

設基金出捐金などが無くなったため、前年度に比べ２億１,６１８万円余の減額となりました。 

１１節需用費は、１億３,７２０万１,７６８円で、消耗品費４,２９５万６,７５４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グフィルター、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８,１０３万９,６４７円でありますが、その内 

８６.９％は電気料、１３.１％が水道料であります。修繕料８６０万５,５６９円は、機械設備 

１４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２９７万２３２円の主なもの

は、電気料の執行残であります。 

１３節委託料３億６,９５９万３,６４１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２億２,６１７万円始め１６件の委託料であります。２７ページの備考

欄の上から２番目の廃棄物埋立処分委託料８,１２４万７,８４４円は、焼却灰等を衣浦ＰＩや民間
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の処分場などに埋立処分した費用であります。また、備考欄の上から１０番目の計量受付業務委託

料と１２番目の破砕不燃物処分委託料は、いずれも民間業者に委託している業務であります。 

なお、不用額の２９２万４,３５９円の主なものは、廃棄物埋立処分委託料で当初の見込みより

焼却灰の埋立処分量が減少したためであります。 

１５節工事請負費１億３,４３３万７,０００円は、ボイラ等補修工事を始め実施計画に基づき実

施しました１０件の工事費であります。この工事１０件の設計額に対する平均請負率は、 

９１.１％の結果でございました。昨年度まで実施した延命化工事の終了によりまして前年度に比

べ、１億６,５１２万７,２００円の減であります。 

２７節公課費２７３万７,７００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９２万５,１０１円は、最終処分場の維持管理に要した費用で

あります。 

次に、２項１目温水プ－ル管理費は、８,２０６万１,５２０円で、執行率は９８.７％でありま

す。実績報告書は、１５、１６ページであります。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が、需用費と委託料の減

額により、前年度に比べ２.２％、１８０万円余のマイナスであります。 

２８、２９ページをお願いいたします。 

７節賃金１７１万２５０円は、水泳インストラクター１名の臨時傭人料、１１節需用費は 

１,９３２万１,４５１円でありまして、内消耗品費２１０万３,６４８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であります。光熱水費１,４２３万３,５５３円は、

電気料及び水道料であります。なお、不用額６４万９,５４９円の主なものは、光熱水費の電気・

水道料であります。 

１３節委託料４,９０２万９,５４０円は、プール施設の管理に要する１３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３,８９５万５,０００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、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。 

１４節使用料及び賃借料６５４万８,６０７円は、プール利用者の駐車場用地借上料及び下水道

使用料であります。 

１５節工事請負費１１５万５,０００円は、第１種圧力容器補修工事でありまして、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、１７ページであります。 
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４款事業費１項１目ごみ処理施設建設事業費は、１,１６１万７９３円でございます。平成３１

年度供用開始を目標に今後事業進捗を図っていくものでございまして、１３節委託料 

１３１万２,５００円は、交付金申請に必要な地域計画策定委託料、１９節負担金、補助及び交付

金は、建設事業に携わる職員のための派遣職員負担金でございます。 

次に２目最終処分場建設事業費は平成２７年度供用開始を目指すもので、支出済額は 

３億７,２６４万６,８３０円で、前年度に比べ３億６,８５６万円余の増額でございます。この要

因は主に最終処分場用地取得のための用地購入費によるものでございます。１２節役務費の手数料

は登記事務手数料、１３節委託料９２万４,０００円は、物件及び立竹木調査業務委託料、１７節

公有財産購入費３億６,７９３万９,３３２円は最終処分場用地取得に伴う土地購入費で取得面積 

１２,１７９㎡、地権者１３名分でございます。 

２２節補償、補填及び賠償金３３０万２,０６１円は５名分の物件等補償費でございます。 

５款・公債費１目元金及び２目利子については、クリーンセンターの排ガス高度処理施設、浄化

センター、温水プールの建設に係る償還金に加えて今年度に借入をしました最終処分場用地取得債

の利子分でございますが、償還終了のものがありましたので前年度に比べ１億５,５５６万円余の

減額でございます。 

６款・予備費の執行はございませんでした。 

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、

お目通しをお願いしたいと思います。また、実績報告書にはご説明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２２年度決算のご説明を終わります。 

○議長（上西正雄） 

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、古橋監査委員から

お願いをいたします。 

○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。 

審査の方法につきましては、平成２３年７月１５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。 
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審査の結果につきましては、歳入歳出決算及び付属書類は、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２２年度決算に関しては、特段指摘する事項はありませんが、最終処分場の建設予定

地の取得により、建設に向けての事業が本格的に始まりました。ごみ処理施設の建替えもあわせ、

数年度にわたり多額の費用を要する計画であるため、将来を見据えた綿密な計画策定を望むもので

あります。以上、地方財政は厳しい状況に直面していますが、事務事業の効率化を図り、事業推進

に努められる事を要望し、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（上西正雄） 

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。 

１２番、鈴村一夫議員。 

○１２番議員（鈴村一夫） 

ちょっとお伺いいたしますけども、ページ数は１５ページのところであります。 

平成２２年度の一般会計歳入歳出決算事項別明細書のところで、大府市さんの負担額が 

４億９,３００万、豊明市さんが３億３,６００万強、東浦町さんが２億９,８００万強、阿久比町

の負担が１億５,０６８万１,０００円と、こういう負担になっております。私も１０年くらい前に

こちらの組合議会に出席しておりましたけれども、この負担金というのは阿久比町の場合で見ます

と、その当時から思えば随分下がっているように思います。これはやはりそれぞれの市町でごみの

減量化に努力された成果がこういう負担金の減額に繋がっているのかどうかということをお聞きし

たい。分かる範囲で結構でありますけども、ここ４、５年前はもう少し阿久比町としても負担金が

多かったような気がします。下がるということは結果的に大変嬉しいことですので良い訳ですけど

も、これの事実関係がもし分かればお伺いをしたいと思います。以上です。 

○議長（上西正雄） 

お答え願います。事務局長。 

○事務局長（野澤 清） 

構成市町の負担金が前年度より減額となった理由でございますが、減額となった主な理由につき

ましては、クリーンセンターの延命化工事費、衣浦港３号地最終処分場建設基金出捐金が無くなっ

たことと、公債費の減少などによるもので、全体として減額となったものでございます。 

また、この経費の内訳については、公債費で約１億５,５５０万円の減、投資的経費で 
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約２億３,０００万円の増、経常的経費は約５,２００万円の減、歳出のトータルで２,２５０万円

の増、負担金以外の歳入では約３億６,０００万円の増となり、全体で３億３,０７４万円の減とな

っております。 

なお、各市町のごみの量が減少いたしておりますので、当然それは負担金の算出根拠になってお

ります。事業量が減少しておりますので、各市町の努力が負担金の減少の理由であると考えており

ます。以上でございます。 

○議長（上西正雄） 

質問でよろしいですか。１２番、鈴村一夫議員。 

○１２番議員（鈴村一夫） 

じゃあ、先程の事務局長の答弁のとおり、各市町の皆さん方のごみに対する関心が高まって、減

量に努力されたというのが、ここでも成果として出ておりますよということを。もし、そう言った

質問があれば胸を張って言っていい訳ですね。そういうことだと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（上西正雄） 

意見ということでよろしいですか。質問ですか。 

○１２番議員（鈴村一夫） 

だから、事務局長、そういうことで私たちが市町にお願いして減量化に、そして皆さんが努めて

いただいたので、まあ、できれば何パーセントくらいが安くなったよと言っていただければ一番良

い訳ですけども、そこまでの数字が出てこればお願いをいたします。 

○議長（上西正雄） 

事務局長。 

○事務局長（野澤 清） 

実績報告書の１３ページをご覧願いたいと思います。ここに各市町別のごみ搬入量の推移が表示

されております。概ね人口が増えたところが若干上がっているところがございますが、全体では下

がっているということでございますので、例えば一番下の合計欄のところでございますが、家庭ご

みでございますが、平成２１年度は４万４,３５１.７５トンが平成２２年度は４万４,１１８.０５

トンというふうに下がってございます。市町によっては少し上がっているところもございますが、

全体的には下がっているというふうに受け止めております。以上です。 

○１２番議員（鈴村一夫） 

了解しました。 

○議長（上西正雄） 
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その他ございませんか。９番、中村六雄議員。 

○９番議員（中村六雄） 

僕もこの組合議会初めてですので、予算が立てられた経緯がちょっと理解できない部分もある訳

ですが、この３１ページですね、地域計画策定委託料の中身と、最終処分場の建設事業の土地の購

入３億６,７００万円余、どのくらいの容量で、今後、使うに当ってどれくらいの寿命なのか、ま

た出てるごみの量からして、どういう風に使われていくのか、その辺りの説明をいただきたい。 

それと先程議運で聞きましたけれども、地域計画策定の中でどの申請が出ているのか、ちょっと

説明いただければありがたい。 

○議長（上西正雄） 

工場長。 

○工場長（鈴木恒雄） 

それでは始めに、地域計画の計画策定委託料の内容についてご説明させていただきます。これは、

国の方に交付金の申請をするために作る資料でして、私共が今後計画しておりますごみ処理施設の

建設の内容とそれから事業費そういったものを上げて国の方に申請をしたものであります。 

中身につきましては、現在焼却炉の建設につきましては、２１０トン炉の規模の計画をしており

ます。埋立地につきましては、約２９,０００立方メートルの容量の埋立地を計画しております。

年数につきましては、２０年以上の埋立量を考えております。 

それから土地購入費につきましては、先ほど局長の方から説明がありましたと思いますけども、

面積は１２,１７９平方メートルで地権者が１３名お見えになりまして、買収単価が平米当り 

３万７００円、地役権がついている所は２４,５００円という金額で購入させていただいておりま

す。 

○議長（上西正雄） 

９番、中村六雄議員。 

○９番議員（中村六雄） 

２０年くらいは寿命がもつのですね。灰だけ入れるのですか、焼却灰だけを。 

○議長（上西正雄） 

工場長。 

○工場長（鈴木恒雄） 

現在計画しております埋立地に埋め立てるものにつきましては、ここから出ます不燃ごみを破砕

しました破砕不燃ごみ、これを埋め立てたいという風に考えております。焼却灰の埋め立ては考え

ておりません。 
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○議長（上西正雄） 

よろしいですか。 

○９番議員（中村六雄） 

ありがとうございます。 

○議長（上西正雄） 

その他ございませんか。よろしいですか。 

（「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。 

（「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２２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」を議題といたします。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、議会の議決をお願いするものであります。 

おはかりいたします。 

本日以降、平成２３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、

ごみ焼却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２日に豊田市渡刈クリー

ンセンター及び岡崎市中央クリーンセンターのごみ焼却施設の行政視察を実施したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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お願いいたします。 

○管理者（久野孝保） 

平成２３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。 
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本日、提出いたしました全議案につきましては、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。 

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（上西正雄） 

これをもちまして、平成２３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。 

ご苦労さまでした。 

 

（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      上 西 正 雄 

 

 

３番議員              早 川 高 光 

 

 

 １０番議員             勝 山  制   



 


