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令和３年２月１０日（水）開会 

令和３年２月１０日（水）閉会 

 

東部知多衛生組合



 

 

令和３年東部知多衛生組合議会第１回定例会会議録 

 

令和３年東部知多衛生組合議会第１回定例会は、令和３年２月１０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 毛受明宏   ５番 伊藤 洋    

７番 山下享司   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 

 ６番 近藤千鶴 

 

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３年２月１０日（水）午前１０時００分 開会 

令和３年２月１０日（水）午前１０時５７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  会計管理者 久野信親 

 事務局長  宇治田昌弘 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   

庶務係長 石咲美佳 

 

 

７  職務のため議場に出席した者 

 書記 宇治田昌弘  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  諸報告    例月出納検査報告について 

               定期監査報告について 

  日程第４  議案第１号  東部知多衛生組合公告式条例の一部改正について        
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  日程第５  議案第２号  東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について    

  日程第６  議案第３号  令和２年度東部知多衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

  日程第７  議案第４号  令和３年度東部知多衛生組合一般会計予算 

 

○議長（山本正和） 

皆さん、おはようございます。令和２年度も残すところ１か月余りとなり、各市町にお

かれましては、３月定例会を間近に控え何かとお忙しい中、組合議会にお集まりいただき

誠にありがとうございます。 

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、先ほどの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、全員協議会を開催しますので、よろしくお願いします。 

これより議事に入ります。豊明市の近藤千鶴議員からは、欠席の届け出がありましたの

で、お願いいたします。ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。 

よって令和３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

挨拶を願います。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

皆さん、おはようございます。本日は、大変お忙しい中、令和３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、日頃から環境行政に深いご理解とご協力を賜り、厚く

お礼を申し上げる次第でございます。 

新型コロナウィルスにつきましては、瞬く間に全世界に蔓延し、未曽有の被害を引き起

こし、収束に向けて、まだ先の見えない状況となっております。愛知県におきましても、

緊急事態宣言が来月７日まで延長されておりまして、一刻も早く収束できるように、市民

の皆様と一緒になって取り組んでまいりたいと考えております。 

さて、組合事業といたしましては、４か年の継続事業であります、マテリアルリサイク

ル推進施設建設事業が最終年度となります。旧ごみ処理施設の解体は終了しましたので、

新年度は、スラグストックヤードの建設、外構工事となり事業の完了を迎えます。 

組合議員の皆様方には、今後ともご指導、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、本日の定例会には４件の議案をご提案申し上げております。 

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、「令和３年度から５年度

までの実施計画」のご報告をさせていただきます。 

議案等の内容は、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。 
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○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１１番大村文俊議員を指名します。 

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） 

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。私からご報告申し上げます。 

過日、監査委員から議長宛てに、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、令和

２年７月分から１２月分の例月出納検査の報告が、また、地方自治法第１９９条第９項の

規定により、定期監査の報告がそれぞれ提出されましたので、お手元にそれぞれの報告書

の写しを配布しておりますので、お願いします。 

日程第４、議案第１号「東部知多衛生組合公告式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） 

それでは、議案第１号「東部知多衛生組合公告式条例の一部改正について」の提案理由

のご説明を申し上げます。 

提案理由は、事務の簡素化及び効率化の観点から、公告式事務の見直しを図るため、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（宇治田昌弘） 

それでは、議案第１号「東部知多衛生組合公告式条例の一部改正について」、ご説明い

たします。議案、裏面の関係参考資料及び新旧対照表をご覧ください。 

本議案は、事務の簡素化及び効率化の観点から、公告式事務の見直しを図るため、条例

の一部を改正するものでございます。 

第３条の改正は、これまで規則の公布は、条例の公布の規定を準用し、署名を必要とし

ていましたが、管理者名の記入により公布できるよう簡素化するものでございます。 

次に、第４条の改正は、規則を除く組合管理者の定める規程の公表の際に必要としてい

た、管理者印の押印を不要とし、事務の効率化を図るものでございます。 

次に、第５条の改正は、その他の規則や規程の公表の際も、押印を不要とし、事務の効

率化を図るものでございます。施行期日は、公布の日からとするものでございます。 

以上で、議案第１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） 
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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１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１号「東部知多衛生組合公告式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、議案第２号「東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償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２号「東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正について」の提案理由のご説明を申し上げます。 

提案理由は、特別職の職員で非常勤のものの報酬について、職責及び職務の内容を考慮

し、報酬額の見直し等のため、条例を改正するものであります。 

内容の詳細につきましては、事務局長が説明しますので、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（宇治田昌弘） 

それでは、議案第２号「東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について」、ご説明いたします。議案、関係参考資料及び新

旧対照表をご覧ください。 

本議案は、特別職の職員で非常勤のものの報酬について、職責及び職務の内容を考慮し、

報酬額の見直し等のため、条例の一部を改正するものであります。 

別表（第２条関係）におきまして、情報公開・個人情報保護審議会及び行政不服審査会

の区分及び報酬の額を改正するものです。 

これまで、それぞれ「委員日額７，５００円」としていましたが、職責及び職務の内容

を考慮し、委員を会長と委員に分け、報酬額も「会長は日額７，５００円」、「委員は日額 

６，０００円」とするものでございます。 

また、備考の追加としまして、情報公開・個人情報保護審議会と行政不服審査会が同一

の日に開催され、当該委員を兼ねる者がいずれの会議にも出席した場合、報酬は重複して

支給しない。この場合において、報酬の額が異なるときは、いずれか高い額を支給するこ

ととします。 

附則としまして、この条例は、令和３年４月１日から施行するものであります。以上で、

議案第２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） 
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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２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２号「東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

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６、議案第３号「令和２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３号「令和２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す。 

議案の第１条第１項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、５,６００万８千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億３,４９２万２

千円とするものです。 

内容の詳細につきましては、事務局長が説明しますので、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（宇治田昌弘） 

それでは、議案第３号「令和２年度東部知多衛生組合一般会計補正予算（第１号）」の

内容を説明させていただきます。議案の表紙をご覧ください。 

第１条第１項、今回の補正は、歳入歳出それぞれ５，６００万８千円を減額し、予算総

額を２２億３，４９２万２千円とする減額補正です。 

第２条地方債の補正は、建設事業費の起債の事業区分の変更により充当率が変わったた

め減額となっております。７ページをご覧ください。歳入から事項別に説明させていただ

きます。 

１款１目負担金は、７，８２９万５千円、率にして５．６パーセントの減額です。この

減額の主な要因は、歳入では使用料及び手数料、財産収入、繰越金、諸収入及び組合債の

整理による減額。歳出では２款総務費から５款公債費までの契約残の整理等の補正減によ

るものです。 

また、構成市町ごとの負担金の減額につきましては、説明欄のとおりです。 

なお、全体の補正率、マイナス５．６パーセントに対して、市町ごとの補正率が異なり

ます。これは、負担金については、大きく分けて、し尿、ごみ、プールの３区分、更に各

区分内の様々な計算の積み上げからなっており、加えてプールについては経費の２分の１

を大府市と東浦町が負担することとなっていることによるものです。 

２款３目温水プール使用料は、１，４９５万８千円の減額で、新型コロナウイルスの影

響により、休館及び入場者数を制限したことによるものです。 
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４款１項１目財産貸付収入は、１７万２千円の減額で、マテリアルリサイクル推進施設

建設事業の関係で、用地が必要になったため、貸している用地の一部の返却を受けたこと

によるものです。 

次に８ページの４款２項１目生産品売払収入は、不燃ごみ処理施設から回収される鉄と

アルミの売払収入で、鉄の機械選別の売却単価の値上りと、鉄の手選別の売却量の増加に

より１００万円の増額となっております。 

５款１目繰越金は、５，４２１万４千円の増額で、令和元年度決算の結果によるもので

す。昨年と同様に大きな数値となっておりますが、歳入では、クリーンセンター施設使用

料及びエコリの発電電力売払収入によるもの。歳出では、３施設の需用費の不用額が主な

要因です。 

６款１目雑入は、２，１９０万３千円の増額で、可燃ごみ処理施設発電電力売払収入で、

発電量を当初、１２，７２９メガワットアワーと見込みましたが、１，５９５メガワット

アワー、１３パーセントほど上回ったため増額するものです。 

７款１目組合債は、３，９７０万円の減額です。マテリアルリサイクル推進施設建設事

業債で、交付金対象内の充当率に変更があったため減額するものです。 

次に、歳出、９ページをご覧ください。２款１目一般管理費は、２２万円の減額です。

これは、報償費で、各市町の小学４年生を対象とした環境衛生週間ポスターの募集を実施

しなかったため減額するものです。 

３款１項１目浄化センター管理費は、７１６万４千円の減額です。委託料４６８万４千

円の減額は、５件の契約残によるものです。使用料及び賃借料３０万円の減額は、下水道

使用量が見込みを下回ったことによるものです。工事請負費２０４万８千円の減額は、５

件の契約残によるものです。 

１０ページをご覧ください。２目クリーンセンター管理費は、３，３１５万７千円の減

額です。需用費１，９３０万円の減額は、燃料費の減額と、電気使用量が見込みを下回っ

たため光熱水費を減額するものです。 

委託料５１１万２千円の減額は、９件の契約残によるものです。工事請負費７３０万４

千円の減額は、４件の契約残によるものです。公課費１２７万４千円の減額は、汚染負荷

量賦課で、新施設になり、賦課金の算出方法が変わったため減額するものです。 

１１ページをご覧ください。３目洲崎最終処分場管理費は、１１万８千円の減額で、委

託料２件の契約残によるものです。 

次に４目大東最終処分場管理費は、３２万３千円の減額で、委託料１件及び工事請負費

１件の契約残によるものです。 

２項１目温水プ－ル管理費は、１，２３２万６千円の減額です。需用費８０１万２千円

の減額は、プール水の管理に要する薬品等の使用量が減った消耗品費の減額と、電気及び

水道の使用量が見込みを下回った光熱水費を減額するものです。 

委託料１３２万８千円の減額は、２件の契約残によるものと、温水プール管理業務委託

で、６月から制限を設けて開館しておりましたが、４月、５月は新型コロナの関係で休館

しました。その間、再開に向けて水質の管理や掃除など人数を減らしての委託をしていま

した。委託先と協議しましたところ、８０万円ほどの契約変更で同意を得られたことによ

る減額です。 

使用料及び賃借料２９８万６千円の減額は、用地借上料で、住友重機械工業株式会社か
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ら借りている駐車場用地の、車３０台分の用地を返却したための減額と、下水道使用量が

見込みを下回ったための減額です。 

１２ページをご覧ください。４款事業費１目マテリアルリサイクル推進施設建設事業費

は補正額はございませんが、特定財源の地方債の額が減額になっています。 

５款公債費２目利子２７０万円の減額は、令和元年度借り入れ分のマテリアルリサイク

ル推進施設建設事業債に係る償還利子で、財務省の借入利率を、０．５パーセントと見込

んでいたものが、０．２パーセントと見込みを下回ったための減額と、令和元年度借り入

れ分の余熱利用施設整備事業債に係る地方公共団体金融機構分の償還利子で、借入利率を

０．５パーセントと見込んでいたものが、０．３パーセントと見込みを下回ったための減

額。 

同じく、余熱利用施設整備事業債に係る市中銀行分の償還利子で、借入利率を１．０パ

ーセントと見込んでいたものが、０．５５パーセントと見込みを下回ったための減額です。 

１３ページ以降は、継続費及び地方債に関する調書ですので、お目通しをお願いしたい

と思います。 

また、参考資料といたしまして、令和２年度補正予算の概要及び負担金明細表を配布し

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３号、「令和２年度東部知多衛生組合一般会計補正予算（第１号）」の説

明を終ります。 

○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、ページ数を指摘のうえ発言をお願

いします。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。 

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３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３号「令和２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しました。 

日程第７、議案第４号「令和３年度東部知多衛生組合一般会計予算」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「令和３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

るものです。 

議案の第１条第１項にございますように、令和３年度予算は、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ、２３億３,４２１万円とするものです。各施設の年間を通して安定した

運転管理を図り、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、予
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算編成をしております。 

内容の詳細につきましては、事務局長が説明しますので、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（宇治田昌弘） 

それでは、議案第４号「令和３年度東部知多衛生組合一般会計予算」の内容を説明させ

ていただきます。議案をご覧下さい。 

第１条第１項に定める、令和３年度当初予算の総額は、管理者からの提案説明にござい

ましたとおり２３億３，４２１万円です。令和２年度当初予算との比較、前年度比は４，

３２８万円の増額、率にして１．９パーセントの増となります。 

増額となりました主な理由は、公債費で、平成２７年度から４か年の継続事業として実

施しました、ごみ処理施設建設事業の平成２９年度、３０年度借入れ分の元金償還による

ものです。 

次に、予算書３ページをご覧ください。第２表「地方債」は、マテリアルリサイクル推

進施設建設事業に係る地方債で、借入限度額を１億７，０４０万円とし、起債の方法、利

率及び償還の方法を定めたものです。事業の内容につきましては、後ほど事項別明細で申

し上げます。 

続きまして７ページ、歳入からご説明申し上げます。１款１目負担金１６億７，７０６

万円は、前年度比較２億９，０２１万円、２０．９パーセントの増額です。この要因は、

先程申し上げました、公債費の増額によるものです。 

また、構成市町の負担金額は、説明欄に記載のとおりであります。構成比率は、大府市

３８.７パーセント、豊明市２６．６パーセント、東浦町２１．９パーセント、阿久比町

１２．８パーセントとなっております。各市町の増減率や構成率が一致した数値、傾向に

ならないことは、補正予算の説明で申し上げたとおりでございます。 

次に、２款の中段、２目クリーンセンター使用料２億２，６００万４千円は、前年度比

１，０００万円、４．２パーセントの減額です。内、説明欄１行目クリーンセンター施設

使用料２億２，６００万円は、有料ごみの年間搬入量を、家庭系ごみが年間２，３００ト

ン、事業系ごみが年間９，０００トン、総計１１，３００トンと見込みました。 

３目温水プ－ル施設使用料は、５８０万７千円。前年度に比べ１，３５５万９千円、７

０．０パーセントと大幅な減額です。これにつきましては、令和２年度より新型コロナウ

イルスの影響で、入場者数を制限しており、年間入場者数を大人１４，８００人、子供を

４，４４０人と見込んでおります。 

次に８ページをご覧ください。３款１目国庫補助金、６，１０６万１千円は、マテリア

ルリサイクル推進施設整備費に係る廃棄物処理施設整備交付金で、補助率は対象事業費の

３分の１となっております。 

次に、４款１項１目財産貸付収入４２３万８千円は、葭野最終処分場跡地を駐車場用地

として、住友重機械工業株式会社に貸し付けることによる収入で、前年度比６０万２千円、

１２.４パーセントの減額なっております。これにつきましては、エコリの日影の影響に

より、敷地内に緩衝地帯として緑地が必要になりましたので、貸付面積を９，００８．３

４平方メートルから７，８７４．１７平方メートルに減らしました。 
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その下、２項１目生産品売払収入１９２万５千円は、不燃ごみ処理施設から回収される

鉄７００トン、アルミ３０トンの売払収入です。売却価格の値下がりにより、前年度比２

０万８千円、９．８パーセントの減額となっています。 

また、令和元年度から始まりました、スラグの売払いが年間３，７００トンで４０万７

千円、メタルが年間５３０トンで５万８千円余の収入を見込んでおります。 

次に、５款１目 繰越金１千万円は、前年度と同額です。 

９ページをご覧ください。６款２項１目雑入１億７，７３９万３千円は、前年度比１，

０９３万４千円、６．６パーセントの増額となっています。これは、説明欄の下から４行

目の可燃ごみ処理施設の発電電力売払収入によるものです。 

１０ページをご覧ください。７款１目組合債１億７，０４０万円は、前年度比２億６，

８４０万円、６１．２パーセントの減額です。令和３年度が事業の最終年度となります、

マテリアルリサイクル推進施設建設事業債で、既存のごみ焼却施設解体工事、スラグスト

ックヤード等整備工事及び施工監理業務委託に係る地方債の借入れです。 

続きまして、歳出についてご説明いたします。１１ページをご覧ください。 

１款議会費４９万９千円は、前年度と同額です。主なものは１節報酬４６万８千円で、

１２名分の議員報酬です。 

次に、２款総務費１目一般管理費５，９０２万３千円は、前年度比２万４千円の増額で

す。１節報酬６万４千円は、前年度比１万２千円の減額です。この減額につきましては、

先程、議案第２号「東部知多衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について」でお認めいただきましたことによる減額です。 

２節給料から４節共済費までは、庶務担当職員４名分の人件費です。７節報償費２３万

２千円は、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です。 

次に、１２ページをご覧ください。１２節委託料２７３万２千円は、健康診断委託料を

始め６件の委託料です。１３節使用料及び賃借料２４５万１千円の主なものは、財務会計

システム、ノート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す。  

１８節負担金、補助及び交付金１，６００万４千円の主なものは、退職手当組合負担金

及び派遣職員負担金です。 

１３ページをご覧下さい。２項１目監査委員費１１万８千円は、監査委員２名分の報酬

で、前年度と同額です。 

次に、３款衛生費１目浄化センター管理費 ２億６８８万６千円は、前年度比２，０４

９万５千円、９．０パーセントの減額です。主な要因は、委託料及び工事請負費によるも

のです。 

１節報酬から１４ページの４節共済費までは、浄化センター職員３名分の人件費です。

昨年度まで再任用職員だった 1 名が、令和３年度は会計年度任用職員になりますので減額

しました。 

１０節需用費５，３９６万７千円は、前年度比１０３万４千円、２．０パーセントの増

額です。消耗品費１，６０６万９千円は、主に処理薬剤と機械部品の購入費です。光熱水

費３，１４８万８千円は、主に電気使用料です。 

修繕料６２８万４千円は、機械設備の修繕でブロワ補修を始め４件と２トンダンプ等の

車両修繕です。その下の、医薬材料費ですが、令和３年度から、新型コロナの対策費とし

て、消毒液等を購入します。この医薬材料費につきましては、浄化センターを始め、クリ
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ーンセンター及び温水プールとそれぞれの施設の需用費に新規で計上しております。 

１２節委託料４，６４５万４千円は、施設の維持管理、機械設備点検といった定例的な

委託１５件で、前年度比６４２万９千円、１２．２パーセントの減額です。減額の要因は、

昨年度、新規で実施しました脱臭洗浄塔清掃委託料と、し尿処理施設精密機能検査委託料

の完了によるものです。 

主な委託業務は、１５ページに移っていただきまして、説明欄１行目、処理水槽清掃委

託料３８９万４千円と、説明欄の下から３行目の浄化センター運転管理委託料３，４７８

万２千円です。 

１４節工事請負費８，３４３万５千円は、施設内の処理設備の安定運転のために行う、

破砕機補修工事始め７件の機械設備工事で、前年度比１，４２８万９千円、１４．６パー

セントの減額です。説明欄の下から３行目、処理棟外壁補修工事以下３件の工事は、新規

事業ですが、減額の要因は、昨年度、実施しました、第１反応槽曝気装置補修工事、中濃

度臭気ファン更新工事、汚泥貯留槽防食工事、脱水汚泥コンベア更新工事、計量機補修工

事５件の完了によるものです。 

１６ページをご覧ください。２目クリーンセンター管理費１１億９，２７６万２千円は、

前年度比３，６６５万５千円、３．０パーセントの減額です。主な要因は、需用費及び工

事請負費によるものです。 

１節報酬から、４節共済費までは、クリーンセンター職員６名分の人件費です。 

１７ページ、１０節需用費２億９，９８３万６千円は、前年度比２００万１千円、０．

７パーセントの減額です。消耗品費１億２，８４９万９千円は、主に処理薬剤と機械部品

類によるもので、建設時の予備品の在庫が無くなったため、熱電対等を新たに購入するこ

とにより４５５万３千円増額しますが、燃料費、光熱水費、修繕料の減により減額となり

ました。 

１２節委託料７億３，５３６万９千円は、施設の運転管理と定期的に実施しております

機械設備点検など２５件の委託業務で、前年度比９，０８７万２千円、１４．１パーセン

トの増額です。 

主な委託業務は、１８ページに移っていただきまして、説明欄の下から５行目、不燃ご

み処理施設運転管理委託料７，５３５万円は、全国的にも問題となっております、リチウ

ム電池等による施設の災害を事前に防止するため、ごみ選別作業を増員するものです。 

その下の、定期点検整備業務委託料、３億１，９６６万円は、可燃ごみ処理施設の安定

運転のために定期点検整備をするもので、エコリの稼働が３年目となり、整備項目が増え

たことにより増額するものです。 

一番下の長期包括業務導入アドバイザリー業務委託料、４９５万円は、新規事業で可燃

ごみ処理施設の運転・維持管理に民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し、効率的・効

果的に運営できるよう複数の業務や施設管理を包括的に業務委託するための導入アドバイ

ザリー業務として、基礎調査、経済的な検討、契約締結の支援を行うものです。 

１４節工事請負費９，５０２万９千円は、前年度比１億２，９３３万８千円、５７．６

パーセントと大幅な減額となっております。説明欄の４件はすべて新規事業ですが、減額

の要因は、昨年度、実施しました、金属プレス補修工事、不燃ごみクレーン更新工事、不

燃ごみ処理施設受電設備更新工事、不燃ごみ搬出コンベア改造工事、粗大破砕可燃物搬出

装置補修工事５件の完了によるものです。 
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１９ページをご覧下さい。１７節備品購入費６９３万円は、破砕不燃物を大東最終処分

場へ、破砕可燃物をエコリのごみピットへ運搬しておりますダンプが老朽化したことによ

り、新たに３トンダンプを購入するものです。 

３目洲崎最終処分場管理費４７０万３千円は、前年度と同額です。内容につきましては、

前年度と変わりございません。 

４目大東最終処分場管理費１，１８０万２千円は、前年度比６８３万１千円、３６．７

パーセントの減額です。主な要因は、工事請負費によるものです。 

２０ページをご覧ください。１２節委託料６２１万２千円は、除草作業委託始め８件で、

前年度比１万６千円、０．３パーセントの増額です。１４節工事請負費１２１万円は、前

年度比６６８万８千円、８４．７パーセントの減額です。 

主な要因は、高度処理装置補修工事の工事内容の変更による減額と、前年度、新規で実

施した給水ユニット設備設置工事が完了したことによるものです。 

続きまして、２項１目温水プ－ル管理費８，９４１万６千円は、前年度比６千円の増で、

事業内容等、大きな変更はございません。 

２節給料から４節共済費までは、再任用職員１名分の人件費です。 

１０節需用費２，３８０万３千円は、前年度比２万６千円、０．１パーセントの増額で、

プールの水質の管理に要する薬剤等の消耗品費と、電気・水道による光熱水費が主なもの

です。 

２１ページ、１２節委託料５，３５２万２千円は、前年度比７万４千円、０．１パーセ

ントの減額で、プール日常清掃委託始め１３件です。 

２２ページをご覧ください。１３節使用料及び賃借料６６４万９千円は、プール利用者

の車両駐車場として、住友重機械工業株式会社に貸りております用地借上料と下水道使用

料です。 

１４節工事請負費１８９万円は、定期補修工事である第 1 種圧力容器補修工事１件で前

年度と同額です。 

４款事業費１目マテリアルリサイクル推進施設建設事業費、２億７，６４０万円は、前

年度比２億１，５７８万円、４３．８パーセントの減額です。 

事業費につきましては、４か年の継続事業として実施しております、マテリアルリサイ

クル推進施設建設事業に係る委託料と工事請負費の最終年度によるものです。前年度で既

存施設の解体工事は終了しておりますので、令和３年度はスラグストックヤード等の整備

をし、令和４年度供用開始を目標に事業進捗を図るものです。 

１２節委託料７０５万１千円は、前年度比１５万７千円、２．２パーセントの減額です。

これは、マテリアルリサイクル推進施設工事施工監理業務委託料の年割額の割合によるも

のです。 

２３ページ、１４節工事請負費２億５，６９５万４千円は、前年度比２億１，５４４万

５千円、４５．６パーセントの減額です。これは、マテリアルリサイクル推進施設建設工

事の年割額の割合によるものです。 

１８節負担金、補助及び交付金１，２００万円は、前年度と同額です。これは、派遣職

員負担金で、派遣職員１名分です。 

なお、この建設工事につきましては、令和３年度一般会計予算の概要、４ページ目に事

業の概要と財源内訳を載せてございますので、お目通しをお願いします。 
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次に、５款公債費１目元金４億６，４４５万８千円は、前年度比３億２，４４８万８千

円、２３１．８パーセントの増額となっています。 

ごみ処理施設用地取得債、最終処分場建設事業債及びごみ処理施設建設事業債に加え、

平成２９年度及び平成３０年度に借入れたごみ処理施設建設事業債に係る元金償還が始ま

るため増額となっております。 

２目利子１，８１４万３千円は、前年度比１４６万５千円、７．５パーセントの減額と

なっています。 

ごみ処理施設用地取得債、最終処分場建設事業債、ごみ処理施設建設事業債、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に係る利子の償還金です。 

令和２年度に借入れるマテリアルリサイクル施設建設事業債に係る利子の償還により増

額しますが、令和元年度借入の利子償還額が当初の利率よりも低くなったため、全体では

減額となっております。 

２４ページをご覧ください。６款予備費１千万円は、前年度と同額です。 

なお、２５ページ以降は、給与費明細書、継続費調書及び地方債残高調書となっており

ますので、お目通しをお願いしたいと思います。 

また、参考資料といたしまして、令和３年度当初予算の概要と市町負担金明細表などを

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４号の説明を終わ

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、ページ数を指摘のうえ発言をお願

いします。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。 

○議長（山本正和） 

事務局長。 

○事務局長（宇治田昌弘） 

大変失礼いたしました。一部ご説明内容に誤りがございましたので、訂正をさせていた

だきたいと思います。 

３款２項１目の温水プール管理費でございます。２０ページです。２項１目温水プール

管理費８，９４１万６千円、これをですね前年度比、６千円の増とご説明しましたが、誤

りでございまして、６千円の減でございます。お詫びして訂正いたします。 

○議長（山本正和） 

それでは、一度戻って、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。 

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。 
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確認しました。挙手全員です。 

議案第４号「令和３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３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。 

本日提出しました案件につきまして、全てお認めいただき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と共に、感染予防に細心の注意を払い、ご健康でお過ごしくださ

るよう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３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。 
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