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令和元年東部知多衛生組合議会第１回定例会会議録 

 

令和元年東部知多衛生組合議会第１回定例会は、令和元年８月２７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 山本正和   ２番 木下久子   ３番 加古 守 

４番 三浦桂司   ５番 伊藤 洋   ６番 近藤千鶴 

７番 小松原英治  ８番 前田明弘   ９番 向山恭憲 

１０番 瀧塚政明  １１番 大村文俊  １２番 山本恭久 

 

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 

  令和元年８月２７日（火）午後２時００分 開会 

令和元年８月２７日（火）午後２時４６分 閉会 

 

６  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 岡村秀人  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 山内健次  代表監査員 古橋洋一  会計管理者 久野信親   

 事務局長  土屋正典  総務課長 加藤博之  業務課長 久野尚志  主幹 矢野昭裕 

 総務課長補佐 浅田貴志  業務課長補佐 堀田正尊   施設建設整備係長 川﨑 博 
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７  職務のため議場に出席した者 

 書記 土屋正典  書記 加藤博之  書記 浅田貴志 

 

８  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２号  例月出納検査報告について 

        報告第３号  平成２７年度東部知多衛生組合継続費精算報告について 

  日程第４  議案第４号  東部知多温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正に 

ついて        

  日程第５  認定第１号  平成３０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        

 

○議長（山本正和） 

皆さん、こんにちは。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、ご存知のとおり、去る７月１６日告示の東浦町長選挙で、神谷明彦東浦町長さん

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、会議に先立ち一言ご挨拶をお願いいたします。神谷町長。 

○副管理者（神谷明彦） 

こんにちは。ただ今、議長さんの方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。 

皆様方のご支援を賜りまして、引続き東浦町長の任務に就くことになりました。当組合の発展

に尽力して参りたいと存じますので、引続き、皆様方のご指導とご支援を何とぞお願い申し上げ

ます。以上、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（山本正和） 

ありがとうございました。続きまして、阿久比町の瀧塚政明議員から、お母さまのご葬儀のお

礼のご挨拶を受け賜わっておりますので、瀧塚議員、ご挨拶をお願いします。瀧塚議員。 

○１０番議員（瀧塚政明） 

阿久比町の瀧塚でございます。私事で本当に恐縮でございますが、今月８日に私の母が亡くな

りました折には、葬儀にご会葬いただくなど、お心使いをいただきまして、誠にありがとうござ
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います。大変ありがとうございました。失礼します。 

○議長（山本正和） 

ありがとうございました。 

これより議事に入ります。ただ今の出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって令 

和元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、よろしくお願いします。ここで、管理者からご挨拶願います。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、また、暑い中、令和元年東部知多衛生組合議会

第１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。 

組合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、

ご協力を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。平成３１年４月から供用開始しました、新ごみ

処理施設エコリは順調に稼働しております。 

また、平成３０年度より二つの新たな建設事業、マテリアルリサイクル施設建設事業と余熱

利用施設整備事業が始まっており、スケジュール通り順調に進んでおりますことをご報告申し

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、条例の一部改正が１件、平成３０年度の

決算認定１件、計２件を提出しております。 

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けれども、よろしくご審査の

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、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本正和） 

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番加古守議員及び７番小

松原英治議員を指名します。 

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） 
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異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日１日と決定しました。 

日程第３、「諸報告」を行います。 

お手元に報告第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。古橋監査委員。 

○監査委員（古橋洋一） 

ご指名をいただきましたので、報告第２号の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３０年度４月分から５

月分及び令和元年度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、令和元年５月

２９日、６月２８日、８月１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（山本正和） 

ご苦労様でした。 

続きまして、お手元に報告第３号、平成２７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いたします。事務局長。 

○事務局長（土屋正典） 

それでは、報告第３号「平成２７年度東部知多衛生組合継続費精算報告書」について、補足説

明いたします。 

この報告は、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。 

この報告書は、平成２７年度から平成３０年度までの４か年の継続事業として実施いたしまし

たごみ処理施設建設事業に係るものであります。 

右端の比較欄において、各年度、年割額と支出済額の差が出ておりますが、これは、年割額を

予算のとおり千円単位でまるめたことによる表計算上のもので、事業は全体計画通り完了してお

ります。以上で報告第３号の補足説明を終わります。 

○議長（山本正和） 
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説明が終わりました。ただいまの報告について、何かありますか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、以上で諸報告を終わります。  

日程第４、議案第４号「東部知多温水プールの設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て」を議題とします。提出者から提案理由の説明を願います。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

議案第４号「東部知多温水プールの設置及び管理に関する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、近隣の類似施設の状況、適正な利用者負担及び平成３年６月オープン以来３

０年近く据え置きであったことを勘案し、使用料を改定するため、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、事務局長が説明いたしますので、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。 

○議長（山本正和） 

    事務局長。 

○事務局長（土屋正典） 

それでは、議案第４号の内容につきまして、説明いたします。議案と併せて、裏面が新旧対照

表となっている参考資料をご覧願います。改正内容は、使用料の額を直接規定している別表の改

正が主となります。 

始めに、議案表の改め文、第５条第 1項の改正規定は、単なる用語の整理でございます。 

次に、議案を１枚はねていただきまして、裏面、別表第６条関係において使用料の額の改定を

しております。使用料の改定前後につきましては、参考資料にて説明いたしますので、お手数で

すが、参考資料の表をご覧願います。 

まず、プール使用料の改定につきましては、個人大人１回につき３００円を４００円に、回数

利用券使用１１回につき３,０００円を４,０００円に、個人小人１回につき１００円を１２０円

に、回数利用券使用１１回につき１,０００円を１,２００円といたします。 

幼児は、２人目から１回につき１００円としていたものを無料といたします。団体については、

大人１回につき２６０円を３４０円に、小人１回につき８０円を１００円といたします。 

次に、会議室使用料の改定につきましては、大会議室・１時間につき２００円、小会議室１時

間につき１００円としていたものを、これまでの利用実態に合わせ、改修工事にて大・小合わせ

て１室とし、名称を多目的室と改めまして、１時間につき４００円といたします。 
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価格設定については、設備が一新され安全性、快適性が向上するものであることや利用者の適

正負担といった観点を踏まえつつ、これまで以上にお客様に足を運んでいただきたいという思い

もある中で、さまざま勘案いたしました。 

大人については、近隣の類似施設の状況を参考に決定したもので、大人の１回、４００円は、

隣接する刈谷市の総合運動公園内にあるプール施設と同額となります。小人については、子ども

が健やかに育つ環境づくりの一助とすることに重きを置き、値上げ率を大人より抑え、障がい割

引の半額時に５円の端数が出ない１２０円と設定。より多くのお子さんに利用してもらえるよう

勘案した結果でございます。 

次に、議案に戻っていただきまして、別表の備考において、使用料に係る定義、取り扱いにつ

いて整理しております。大きく分けて改正内容は、幼児を無料にしたことに伴う整理と、半額対

象とする心身障がい者の範囲を広げる２点であり、第３号ただし書きにて、幼稚園等の団体利用

における小学生未満の者については、小人の使用料を徴収するものであることと、第４号にて、

心身障がい者の定義に精神障害者保健福祉手帳の所持者を加える旨の改正をいたします。 

附則といたしまして、施行期日は、令和２年４月１日。また、改正前に購入された回数利用券

は、令和２年９月３０日まで使用することができる経過措置を設けております。以上で、議案第

４号の内容説明を終わります。 

○議長（山本正和） 

これより質疑に入ります。 

質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、これにて質疑を終結します。 

これより、討論に入ります。討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、これにて討論を終結します。 

議案第４号を採決します。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。 

確認しました。挙手全員です。 

議案第４号「東部知多温水プールの設置及び管理に関する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しました。 

日程第５、認定第１号「平成３０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」

を議題とします。提出者から提案理由の説明を願います。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 
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認定第１号「平成３０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３０年度決算を地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、令和元年８月１日

に監査委員の審査をお願いしましたので、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、事務局長が説明

いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本正和） 

    事務局長。 

○事務局長（土屋正典） 

それでは、認定第１号「平成３０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、

事前にお配りしました資料の内、主に歳入歳出決算書にて、説明をさせていただきます。 

始めに歳入歳出決算書の４ページをご覧願います。最下段、歳入合計の３列目、収入済額は１

２７億８,７５３万３,６６０円です。右端、予算現額との比較は３,４６３万４,６６０円の増 

となっています。 

この要因は、主に６款諸収入、２項雑入によるもので、新ごみ処理施設エコリの発電電力売払

収入が積算より多くあったことと、本年２月に発生しました粗大ごみ処理施設火災事故に伴う公

有建物罹災共済金が支払われたことによるものであります。 

次に５ページをご覧願います。表の最下段、歳出合計の２列目、支出済額は１２７億３,３７

７万２,７４１円。右に２列飛んで不用額は、主に３款衛生費の需用費による１,９１２万６,２

５９円で、執行率は９９.９パーセントであります。結果、表の下、歳入歳出差引残額は、５,３

７６万９１９円となりました。 

平成３０年度決算の特徴は、４か年の継続事業で最終年度となった、ごみ処理施設建設事業に

より、前年度比６３億円超えの大幅な増額決算となり、過去最大の決算規模となったということ

であります。 

続きまして、事項別明細について歳入から説明いたします。決算書の１４、１５ページをご覧

願います。金額につきましては、主に右側のページの収入済額欄を読み上げます。 

１款分担金及び負担金は、２３億２,９６９万２,０００円で、前年度比８億３,９１２万円余、

増額となっております。この要因は、ごみ処理施設建設事業によるごみ関係経費の増によるもの

であります。 

また、構成市町の負担金内訳は、備考欄のとおりであります。負担金については、項目ごとに

対象経費の性格に応じて人口割又はごみ・し尿の搬入実績割で計算し、様々積み上げたものとな
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っております。 

次に、中段２款使用料及び手数料は、１億９,１７２万４,４７９円。内、６段目２目１節クリ

ーンセンター使用料の備考欄をご覧願います。備考欄のクリーンセンター施設使用料が主な収入

となります。 

これは、ごみの直接持ち込み時にいただく使用料で、３０年度は１０キログラムあたり、家庭

系ごみ１００円、事業系ごみは１５０円であり、総額１億７,９４３万１,４００円、前年度比４

２９万円余の増となっております。 

年間の有料ごみの搬入実績については、お手数ですが実績報告書、こちらをご覧願います。実

績報告書の１ページをご覧願います。中ほど辺り、２款②クリーンセンター使用料から４行下に

なります。３０年度の年間処理量は、１万２,７８０.０４トンとなり、前年度より３９４.４７

トン増えております。 

なお、今ご覧いただいている実績報告書１ページ、２ページには、これから説明いたします温

水プール利用者数を始め、主だった項目の対前年度増減、事業内容等が記してありますので、後

ほどのご確認をお願いいたします。 

では、決算書に戻っていただきまして、クリーンセンター使用料の下になります。温水プ－ル

使用料、その内、備考欄にあります、温水プール施設使用料、１,２１２万３,４３０円は、前年

度比４７７万円余の減でございます。入場者数は前年度比２２.１パーセント減の６万１６３人

でした。 

人数が大きく減っておりますが、これは熱源である旧ごみ処理施設の運転停止に始まる温水プ

ール改修工事の準備のため、本年１月から休館としているためで、例年の１２月営業に対して９

月営業となった相応の減であります。 

次に、３款国庫補助金、３４億９,５９６万８,０００円は、ごみ処理施設整備及びマテリアル

リサイクル施設整備に係る廃棄物処理施設整備交付金です。工事の進捗に合わせ、前年度比１７

億８,３５６万円余の大幅な増となっております。 

４款財産収入は、１,９０６万７,７１５円です。内、１項１目財産貸付収入、４８４万５３７

円は、葭野最終処分場跡地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、前年度と

同額であります。 

次に、決算書の１６ページ、１７ページをお願いいたします。２項１目の生産品売払収入、１

,４２２万７,１７８円は、主に不燃ごみ処理施設から回収された鉄とアルミの売払代金です。鉄、

アルミとも、回収量が前年度より増加しており、全体で前年度比２０９万円余の増額となってお

ります。 
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５款繰越金、６,８０５万３,８０５円は、平成２９年度決算からの繰越金です。 

６款諸収入、４,８７２万７,６６１円の内、２項１目雑入は４,８６５万９,１８４円で、前年

度比２,７３８万円余の増と、大幅な伸びとなっていますが、これは、雑入の備考欄の下から６

項目目、ごみ処理施設発電電力売払収入の２月分、３月分、３,５４７万２,９６０円によるもの

であります。 

７款組合債は、６６億３,４３０万円。こちらも、ごみ処理施設建設事業債が、工事の進捗に

伴い大幅な増となっており、加えてマテリアルリサイクル施設建設事業債及び余熱利用施設整備

事業債が新たに計上されておりますので、前年度比３６億２,３３０万円増と大きく伸びており

ます。 

続きまして、決算書１８ページ、１９ページからの歳出について説明いたします。金額につい

ては、主に右側のページの支出済額欄を読み上げます。 

１款議会費１９ページ支出済額欄、４７万２,９９９円、執行率は９３.８パーセントです。 

２款総務費１項１目一般管理費は、５,９５３万２,４２０円で、執行率は９７.８パーセント

です。主な支出は、総務課職員４名分の人件費と負担金、補助及び交付金になります。前年度比

３６２万円余の増で、主に役務費と負担金、補助及び交付金によるものであります。 

１９ページ、下から５段目、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

加賞であり、管内の小学４年生、６７７人の応募がございました。 

一番下の段、１２節役務費は、前年度比１１８万円余の増額です。これは備考欄の２行目の手

数料、新施設エコリの工事中に事務局としていた浄化センターから、こちらエコリへの引越しと、

併せて、改修工事を控えた温水プールの備品等を浄化センターに運搬した業務手数料によるもの

であります。 

次に２０ページ、２１ページをお願いします。１段目１３節委託料２６１万８,１２５円は、

前年度比１４１万円余の減額。これは、前年度より開始した公会計関連支援業務委託が２年目と

なり、初期導入費用が減じたことによるものです。 

３段下の１９節負担金、補助及び交付金は１,６４７万７,６７２円で、退職手当組合負担金及

び派遣職員負担金が主な支出であります。 

２段下、２項の監査委員費は、監査委員２名分の報酬です。 

３款衛生費１項１目浄化センタ－管理費は、１億４,９８５万４,６２３円。執行率は９７.８

パーセントで、主な支出は、浄化センター職員２名分の人件費と施設の運転、維持管理費であり

ます。節によって増減はありますが、総じて事業内容に大きな変わりはなく、浄化センター管理

費全体で、ほぼ同規模となっています。 
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２２、２３ページをお願いします。２３ページ１段目、１１節需用費は、５,６１３万２,４１

６円で、不用額２５１万６,５８４円の主な理由は、消耗品費と修繕料の執行残であります。 

備考欄の１行目消耗品費１,８０２万９,５９９円は、水処理や脱臭用などの処理薬剤及び機械

設備の補修用部品などであります。前年度比１５５万円余の減は、補修用部品の使用が少なかっ

たのが主な要因であります。 

２行下、光熱水費は３,１８７万６,０４９円で、そのうち９９.２パーセントが電気料金です。

電気料は燃料調整単価の値上がりにより前年度比３５３万円余の増となりました。修繕料６０９

万９,２６５円は、機械設備等の修繕１２件分と２トンダンプなどの車両修繕料で、前年度より

修繕件数が多く２７０万円余の増となっています。 

次に、２段下１３節委託料４,４０９万８,１４９円は、庁舎内日常清掃委託始め１５件の委託

料で、前年度と大きく変わりありません。 

そこから２段下１５節工事請負費３,０２９万１,８４０円は、破砕機補修工事始め５件の工事

費で、前年度比、５０９万円余の減額であります。減額の要因は、前年度に実施した臨時的な補

修工事が無くなったためであります。 

なお、１件１００万円以上の委託事業及び工事につきましては、実績報告書にて個別に事業内

容等の説明を記しておりますので、後ほどご確認いただければと思います。 

２目クリーンセンター管理費、９億６,２５３万７５７円、執行率は９９.１パーセントです。 

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運転、維持管理費

で、前年度比、１億１,３８８万円余の増額であります。この主な要因は、委託料及び備品購入

費によるものであります。 

なお、先ほど１１名の人件費と申しましたが、その中には、年度途中で退職した、現業職の再

任用３名が含まれておりますので、実績報告書にあります３月３１日現在の職員数とは相違する

ものであることをお断りいたします。 

次に２４、２５ページをお願いします。２５ページ４段目、１１節需用費は１億４,１９６万

３,６２０円であります。不用額６５８万５,３８０円の主な理由は、旧施設の焼却炉が終盤、運

転停止まで１炉のみの運転で効率良く終えることが出来たため、光熱水費や燃料費が少なく済ん

だためであります。 

備考欄１行目、１５節工事請負費への流用は、本年年２月に起きました火災事故のため緊急で

実施した粗大破砕可燃物搬出コンベア等補修工事によるものであります。なお、本件火災につい

ては、破砕後の可燃ごみをコンベアで搬送後、貯留しておくホッパー内のごみから出火し、コン

ベア、ホッパー、電装部品等が被災したもので、人的被害はありませんでした。原因については
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特定出来ませんでしたが、他の事例からリチウムイオンバッテリーに拠るものではないかと推測

しております。 

その下、備考欄２行目消耗品費４,０４３万２,６７８円は、本年１月２３日まで稼働しており

ました旧施設の処理薬剤等と、新処理施設エコリの引き渡し後の３月分からの高反応消石灰、重

金属固定剤などの有害物質を除去、固定する処理薬剤や、ごみを溶かした後の溶融物を排出する

ための出湯資材など機器部品類が主なものであります。 

３行下、光熱水費は８,８７２万１,４４１円、うち８７.９パーセントは電気料金で、旧施設

が焼却終了するまでの電気料と、エコリの引き渡し後の３月からの電気料であります。エコリで

は、発電した電気をまず自家消費しており、電気料は基本料金と２炉全炉停止時等に購入する分

だけとなりましたので、前年度比１,０１０万円余の減となっております。その下、修繕料８９

８万９,０４３円は機械設備１５件分と重機車両等の修繕であります。 

２段下１３節委託料、５億６,５６９万２２７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始め２５件の委託料で、前年度比１億８,５６４万円余増の主

な要因は、委託料備考欄の一番下、新ごみ処理施設エコリの供用開始前の試運転委託料によるも

のです。 

次に２６、２７ページをお願いします。上段、１５節工事請負費、１億６,３２６万３,６００

円は、ボイラ等補修工事を始め６件の工事費で、前年度比９,２３７万円余の減額であります。

この要因は、２９年度に実施した粗大ごみ処理施設の大規模補修工事が無くなったためでありま

す。 

また、受け入れた充流用につきましては、工事請負費備考欄の一番下、突発で起きました火災

事故による粗大破砕可燃物搬出コンベア等補修工事に充てたものであります。 

２段下、１８節備品購入費１,８９３万１,３２０円は、新ごみ処理施設エコリで使用します、

４トンダンプ、ホイルローダ、フォークリフトの計３台によるものです。 

次に、３目洲崎最終処分場管理費、２８７万３,３１８円は、洲崎最終処分場の維持管理に要

した費用で、執行率は９７.８パーセント、前年度比、８４９万円余の減額です。主な要因は、

前年度に実施した浸出水処理装置補修工事が無くなったことによるものであります。 

次に、４目大東最終処分場管理費、１,０８０万１,８２０円は、大東最終処分場の維持管理に

要した費用で、執行率は９５.９パーセント、前年度比３５０万円余の増額であります。この要

因は、主に工事請負費によるもので、一番下の段、その１５節工事請負費３２１万８,４００円

は、新規の高度処理装置補修工事１件で、前年度比皆増となっております。 

次に２８、２９ページをお願います。２項１目温水プ－ル管理費は、６,８０８万２,５５２円
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で、執行率は９５.０パーセントです。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。温水プール改修工事の準備

期間として３か月の休館により、前年度比１,５１７万円余の減額であります。 

中段辺り１１節需用費は１,７７５万３,３１４円で、うち光熱水費は１,５９７万１,８８４円

で、そのうち６８.６パーセントが電気料、残りが水道料であります。 

２段下、１３節委託料、４,０９０万４,９９２円は、プール施設の管理に要する１４件分の委

託料で、前年度比９４５万円余の減額であります。備考欄４行目のプ－ル管理業務委託料、こち

らは、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。 

次に３０ページ、３１ページをお願いします。４款事業費１項１目ごみ処理施設建設事業費は

１１３億５５１万９,５４６円で、前年度比６１億４,１１４万円余の増額であります。 

これは、１５節工事請負費が１１１億３,４２９万９,３３３円と、前年度比６１億８,３３０

万円余の増となっており、４か年継続事業のごみ処理施設建設工事が最終年度となり、出来高が

大きく伸びたことによります。 

また、２段下の１９節負担金、補助及び交付金、１億１,６８１万５,００７円は、建設事業に

携わっている派遣職員２名の負担金、中電鉄塔等設置工事費負担金及び下水道受益者負担金であ

ります。 

２目マテリアルリサイクル施設建設事業費は、２,６９１万３,６００円。既存のごみ処理施設

を解体し、その跡地にエコリから生産されるスラグを貯留するストックヤードを建設する４か年

の継続事業の１年目で、１３節委託料、同施設設計業務委託料が主となっております。 

３目余熱利用施設整備事業費は、老朽化した温水プールを改修する２か年の継続事業の１年目

で、１３節委託料、同施設改修工事設計業務委託料が２,４３０万円であります。 

５款１項公債費は、最終処分場用地取得及び建設事業債並びにごみ処理施設用地取得及び建設

事業債に係る元利償還金であります。 

内、１目元金は１億１,３９３万１,７１１円で、前年度比３,１２７万円余の増額。これは、

平成２６年度に借り入れをした最終処分場建設事業債に係る元金償還が始まったためであります。 

２目利子については、平成２９年度に借り入れをしたごみ処理施設建設事業債に係る利子償還

が始まったため、８８４万２,３９５円と前年度比１１９万円余の増となっております。 

６款予備費については、先ほどからお話しております、本年２月に発生しました火災事故の修

理費用として、クリーンセンター管理費の工事請負費に９２５万円充用したものであります。 

これ以降、３５ページの実質収支に関する調書、４０ページからの財産に関する調書、こちら
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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、説明いたしました項目以外にも、事業の詳細が記してありますので、

併せてご覧いただきたいと存じます。以上で、認定第１号平成３０年度決算の説明を終わります。 

○議長（山本正和） 

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します。監査委員。 

○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、ご報告させていた

だきます。 

審査の方法につきましては、令和元年８月１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

なされていました。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３０年度決算に関しては特段指摘する事項はありませんが、４か年の継続事業で多

額の費用を要した、ごみ処理施設建設事業が終了となりました。新たなごみ焼却施設は順調に稼

働しているようなので、今後もごみの処理が滞ることがないよう、計画的な管理運営に努めてい

ただきたい。 

また、新たな建設事業が開始され、今後、公債費が増加することとなるため、限られた財源を、

より一層効率的に活用されることを要望し、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（山本正和） 

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のどちらかということと、ページ

数を示していただいたうえ発言をお願いいたします。 

質疑はありますか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、これにて質疑を終結します。 
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これより、討論に入ります。討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので、これにて討論を終結します。 

認定第１号を採決します。 

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。 

確認しました。挙手全員です。 

認定第１号「平成３０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、原案と 

おり認定することに決定しました。 

以上をもちまして、定例会に付議された案件の審議は終了しました。 

ここで、管理者から閉会のご挨拶を願います。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

令和元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、提出いたしました案件につきまして、お認めをいただき、厚くお礼を申し上げます。 

組合議員の皆様方には、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（山本正和） 

これをもちまして、令和元年東部知多衛生組合議会第１回定例会を閉会します。 

 

      

（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     山 本 正 和    

 

 

３番議員             加 古  守   

 

 

７番議員              小 松 原 英 治   



 

 

 


