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定について

○議長（早川高光）
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。
東浦町の山下享司 議員、阿久比町の渡辺功議員からは、欠席の届け出 がありまし
た。
ただ今の出席議員は１０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２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お願いします。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、お暑い中、令和３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。
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
ご理解とご協力を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。
新型コロナウイルス の感染が収まらない中 、オリンピックが 開催され 、多くの感
動と勇気をいただきました。
また、パラリンピックも開催中で、無事に閉会されることを願ってやみません。
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、令和２
年度の決算認定が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が、よろしく審議賜
り、お認め賜ります よう、お願い申し上げ て、開会のご挨拶とさせていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします。
○議長（早川高光）
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、５番郷右近修 議員及び８番間瀬宗則 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。
報告につきましては、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年度５月分と令和３年
度５月分から６月分の例月出納検査の報告が提出されました。
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皆様のお手元に報告書の写しを配布しておりますので、これをもって報告とさせて
いただきます。
日程第４、議案第６号「東部知多衛生組合職員の服務の宣誓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お願いします。管理者。
○管理者（岡村秀人）
議案第６号「東部知多 衛生組合職員の服務の 宣誓に関する条例の 一 部改正 につい
て」、提案理由のご説明を申し上げます。
デジタル時代を見据えた書面主義 、押印原則 からの脱却を図るため に実施する行
政手続等における押印事務の 見直しに伴い、条例の一部改正を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（早川高光）
事務局長。
○事務局長（宇治田昌弘）
それでは、議案第 ６号「東部知多衛生組合職員の服務の宣誓に関する 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、行政手 続等における押印事務の見直しに 伴い、条例の一部を改正する
ものでございます。
第２条の改正は、文言の整理でございます。「別表」を「別記様式」に改め、また、
署名と押印を必要と している 手続きの 見直しに 伴い、印欄を削除し、署名のみと簡
素化するものでございます。
施行期日は、公布 の日からするものでございます。以上で、議案第６号の内容説
明を終わります。
○議長（早川高光）
これより質疑に入ります。
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します。
議案第６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６号「東部知多衛生組合職員の服務の宣誓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「令和２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 由の説明をお願い します。管理者。
○管理者（岡村秀人）
認定第１号「令和２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
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て」提案理由並びに内容の説明を申し上げます。
提案理由といたしましては、令和２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３年７月２８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。
内容につきまして、令和２年度の決算概要は、歳出決算額が、前年度比１２.１パ
ーセント減の２億９,９７２万円余の減額となりました。
この要因は、２か年の継続事業でございました、余熱利用施 設整備 事業の終了に
よるものでございま す。詳細につきまして は、事務局長が説明しますので、よろし
くお願い申し上げます。
○議長（早川高光）
事務局長。
○事務局長（宇治田昌弘）
それでは、認定第１号「令和２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、ご説明
いたします。始めに歳入歳出決算書の４ページをご覧ください。
最下段、歳入合計の ３列目、収入済額 は２２億６,６５９万１,９３５ 円です。右
端、予算現額との比較は３,１６６万９,９３５円の増となっています。
この要因は、主に ２款使用料及び手数料 １項使用料によるものと６款諸収入２項
雑入によるもの で、 使用料につきましては、年間 処理量は前年度に比べ若干減 少し
ましたが、積算よりも多くなりました。
また、諸収入につきまして も、可燃ごみ処理施設発電電力売払収入が積算より多
くなったことによるものです。次に５ページをご覧ください。
表の最下段、歳出合計の２列目、 支出済額 は２１億８,５１２万１,７８０円。右
に２列飛びまして、不用額は、主に３款衛生費の需用費による４,９８０万２２０円
で、執行率は９７.８パーセント です。結果、 表の下、 歳入歳出差引残額は、 ８,１
４７万１５５円となりました。
令和２年度決算の特徴は、 ２か年の継続事業の余熱利用施設整備事業が終了した
ことにより、前年度比２億９,９００万円余の減額決算となりました。
続きまして、事項別明細 について歳入からご説明いたします。決算書の １４、１
５ページをご覧ください 。金額については、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 、１３億８５５万５,０００円で、前年度比３億１,７６
７万４,０００円の増額。
この要因は、余熱利用施設整備事業 の終了による減額があったものの、 不燃ごみ
処理施設、し尿処理施設等 の維持補修に伴い、衛生費等が増加したものです。また、
構成市町の負担金内訳は、備考欄のとおりです。
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っております。
また、増減率について、豊明市と阿久比町で高くなっております。これは前年度の
温水プール改修工事の負担 分が減額になりますが 、衛生費の伸びとの相殺の結果、
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割合が大きかった大府市と東浦町の増減率の伸びが抑えられたためです。
次に、中段２款使用料及び手数料は、２億４,６６８万１,４６９円。前年度比７
７３万９,８０９円の減の主な要因は、クリーンセンター施設使用料によるものです。
１目浄化センター使用料７,５４０円は、行政財産目的外使用料で電柱、支線の設
置使用料です。
内、２目１節クリーンセンター使用料 は、２億４,１４５万１,１２６ 円で、備考
欄１行目のクリーンセンター施設使用料が主な収入であります。
これは、ごみの直接持ち込み時にいただく 使用料で 、総額２億４ ,１４２万７,６
００円、前年度比１,２９６万１,８００円の減となっています。
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の１ページをご
覧ください。中ほど辺り、 ２款の②クリーンセンター使用料 から４行下、 令和２年
度の年間処理量は、１万２,０４７.８５トンで、前年度より６５２.６６トン減って
おります。この内訳を見ますと、家庭系は増加し、事業系は減少しております。
なお、実績報告書１ページ ２ページには、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。
決算書に戻っていただき、３目温水プ－ル使用料５２２万２,８０３円は、前年度
は改修工事により休館して おりましたので、温水プール施設使用料は皆増 となりま
した。
令和２年４月に、リニューアルオープンしたものの、新型コロナの影響で、４月と
５月を休館としました。 ６月から人数制限などを設けて の開館とし、例年に比べ入
場者数は１万４,９２１人と少なくなっております。
３款国庫補助金 、 ２,６２０万３,０００円は、マテリアルリサイクル 推進施設整
備に係る廃棄物処理施設整備交付金です。前年度比１億８,２９３万円の減となって
おります。この要因 は、令和元年度と１億１,４３０万３,０００円の 年度間調整 を
行ったためであります。
４款財産収入は 、 １,０１２万４,３０４円です 。内１項１目財産貸付収入 ４６６
万８,５４３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
に貸付けた収入であります。前年度比で１７万１,９９４円の減額となっていますが、
マテリアルリサイクル推進施設建設工事の関係で一部を 返却してもらったためであ
ります。次に、決算書の１６、１７ページをお願いします。
２項１目の生産品売払収入、５４５万５,７６１円は、不燃ごみ処理施設から回収
された鉄とアルミ 及び可燃ごみ処理施設エコリから 産出された、スラグ とメタルの
売払代金です。
鉄、アルミとも、回収量は前年度より減少しました。 売却単価の平均は、鉄が １
トン当たり ６,７２２円、アルミは ７,６６７ 円で、鉄は値上がりし、アルミは下が
りました。結果、全体では前年度比、微増となっております。
また、可燃ごみ処理施設から 産出されたスラグ、 メタルにつきましても 、共に１
トン当たり１１０円の売払代金が計上されております。
５款繰越金、６,４２１万４,４４９円は、令和元年度決算からの繰越金です。
６款諸収入、２億１,１７１万３,７１３円の内、２項１目雑入は２億１,１６９万
７,９８２円で、前年度比 、６６６万７,６８７ 円の減となっていますが、これは 、
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雑入備考欄の下から ４項目目、可燃ごみ処理施設 発電電力売払収入が減額になった
ことによるものです。
７款組合債は、３億９,９１０万円。マテリアルリサイクル推進施設建設事業債に
係る地方債の借入で 、余熱利用施設整備 事業が 終了したこと に伴い、前年度比、４
億１,１５０万円の減となっております。
続きまして、決算書１８、１９ページからの歳出についてご説明いたします。 金
額につきましては、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、４６万７,１４３円、執行率は９３.６パーセ
ントで、主な支出は、議員報酬です。
２款総務費１項１目一般管理費は、５,５３２万５,１６７円で、執行率は９４.１
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
金です。前年度比、２６１万１,２０１円の減は、主に負担金、補助及び交付金 によ
るものです。次に２０、２１ページをお願いいたします。
２項の監査委員費は、１０万８,９８５円は、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、２億１,３５７万３３９円。執行率は
９７.０パーセントで、主な支出は、浄化センター職員３名分の人件費と施設の運転、
維持管理費です。
前年度比、３,４９１万４,２５４円の増額。この要因は、 委託料と工事請負費の
増によるものです。
２１ページ、１０節需用費は、４,７６７万１,８３９円で、不用額５２６万１,１
６１円の主な理由は、消耗品費と光熱水費が見込みより少なかったことです。
備考欄の１行目消耗品費 １,４０６万１,２９４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 品などです。２行下、光熱水費は２,８１３ 万６,７１
８円で、そのうち９８.９パーセントが電気料金です。修繕料５３９万６１６円は、
機械設備等の修繕１０件分と２トンダンプなどの車両の修繕料です。
次に、２段下１２ 節委託料４,８００万３,６５６円は、庁舎内日常清掃 委託始め
１７件の委託料で、前年度に比べ５７９万８,１３２円の増額です。増額になった要
因は、２３ぺージの 備考欄をご覧 ください 。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２件を新規で委託したものです。
次に、２段下１４ 節工事請負費 ９,５６３万９,５００円は、破砕機補修工事始め
１３件の工事費で 、前年度比、 ３,７５４万２,３００円の増額です。 増額の要因は、
備考欄、上から ５番目、中濃度臭気ファン更新工事から下、 ９件の工事を新規工事
として行ったためであります。
なお、１件１００万円以上の委託事業 及び工事については 、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、１１億７,２４３万３,４６２円、執行率は９８.０
パーセントです。主な支出としましては、クリーンセンター職員 ７名分の人件費と
施設の運転、維持管理費で 、前年度比、 ３億４,６４４万８,１７８円の増額です。
この主な要因は、 委託料 及び工事請負 費による ものです。次に２４、２５ページを
お願いします。
２５ページ、１０節需用費は２億７,０８０万６,０７８円です。不用額１,１７３
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万９２２円の主なものは、燃料費と光熱水費です。
消耗品費１億２,３４８ 万６,８９３円は、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す。
燃料費１億９４０ 万８,１５７円の内、９０.４パーセントはコークス代 で、残り
は重油代とダンプなどの軽油代です。
２行下、光熱水費は２,９９４万８,５０３円、うち６７.８パーセントは電気料金
で、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
停止時等に購入する分だけとなります。
その下、修繕料７７６万８,９２５円は機械設備１２件分と重機車両等の修繕です。
１２節委託料６億 ３,１７７万７,８５１円は、廃棄物埋立処分 委託料始め ２６件
の委託料で、前年度比１億４，８５８万９,００９円の増額であります。主な要因は、
備考欄、下から３項目目、定期点検整備業務委託料の増額によるものです。 次に２
６、２７ページをお願いします。
上段、１４節工事請負費 ２億１,７０６万３,０００円は、金属プレス 補修工事始
め５件の工事費で 、 前年度比、２億１,４３４ 万１,４００円の増額 です。この要因
は、前年度は工事 １ 件しかなく、備考欄 ５件の工事が新規工事だったためでありま
す。
次に、３目洲崎最終処分場管理費、４４１万３,６０６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 ９６.３パーセント、前年度比、１０ 万２,５８５
円の増額です。主な要因は、委託料によるものです。
次に、４目大東最終処分場 管理費、１,６６５ 万３,９１６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９１.０パーセント 、前年度比、 ６０３万５,
５９７円の増額です。この要因は、工事請負費 の増額によるものです。 次に２８、
２９ページをお願いします。
２項１目温水プ－ル管理費は、７,４１６万５,６１０円で、執行率は９６.２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、温水プ
ール維持管理に要した費用 です。前年度は、温水プール改修工事のために休館して
いたため、前年度比６,５２５万２,９０４円の増額です。
１０節需用費１,３４７ 万４,６８０円は、プ ールの水質管理のための消耗品費や、
光熱水費の電気代や水道代です。修繕料１３６万２,４９１円は駐車場の区画線修理
や公用車の整備などであります。
１２節委託料５,２１５万４４３円は、プール日常清掃委託料始め １４件の委託料
で、６月から人数制限などの制限を設けて開館した 、プール運営に係る委託料であ
ります。
１３節使用料及び賃借料、３４８万１,０９４円は、主に、用地借上料で、温水プ
ール利用者の駐車場として、住友重機械工業 から借り受けたものであ ります。３０、
３１ページをお願いします。
１４節工事請負費１７４万９,０００円は、第１種圧力容器の法定検査を受けるた
めの整備を行ったものであります。
４款事業費１項１目マテリアルリサイクル推進施設建設事業費は４億９,１１２万
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３,５１５円で、執行率は９９.８パーセント、前年度比１億２,６４７万２９４円の
増額です。
これは、既存のごみ処理施設を解体し、その跡地にエコリから 産出されるスラグ
を貯蔵する、ストックヤードを建設する ４か年継続事業の３年目で、 １４節工事請
負費は４億７,２３９万８,３００円です。
また、１８節負担 金、補助及び交付金 １,０９６万２,０１５円は、建設事 業に携
わっている派遣職員 1 名の負担金です。
５款１項公債費は、最終処分場 用地取得債、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推進施設 建設事業
債及び余熱利用施設整備事業債に係る元利償還金です。
内、１目元金は、 １億３,９９６万９,７０６円で、前年度比２,４１２ 万９,４５
１円の増額。これは、平成 ２８年度に借り入れた ごみ処理施設 建設事業 債に係る元
金償還が始まったためです。
２目利子については、令和元年度に借り入れた、マテリアルリサイクル推進施設
建設事業債及び余熱利用施設整備事業費に係る利子償還が始まったため、１,６８９
万３３１円、前年度比２７３万４,４５４円の増額となっております。
６款予備費については、執行がございませんでした。
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、ご説明しました項目以外にも、 事業の詳細が記して ござ
いますので、併せて ご覧いただきたいと 思います。以上で、 認定第１号 令和２年度
決算の説明を終わります。
○議長（早川高光）
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、代表監査委員からお願いします。代表監査委員。
○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３年７月２８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しました。
以上、令和２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か年事業の
マテリアルリサイクル推進施設建設事業の３年目が終了しました。残り１年となりま
したが慎重かつ適切に進めていただきたい。
また、老朽化した不燃ごみ処理施設や、し尿処理施設も経費がかさんでいるような
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ので、計画的な管理運営に努めていただきたい。
以上、稼働している施設は滞りなく運営されなければなりません。限られた財源を
計画的及び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（早川高光）
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。
質疑はありませんか。５番郷右近修議員。
○５番議員（郷右近修）
決算書のページが、１４ページの歳入の２款１項３目温水プール使用料です。大幅
な減額とゆうことで、説明にもありましたし、実績報告書の方でも詳細が載っており
ました。
２３０日の開館日ですし、また、利用制限やら時間など人数などもあったとゆうこ
となので、利用者が大幅に減っているのは当たり前かなと思うんですが、利用制限の
内容を詳しく知らないので、利用制限の厳しさからすれば、妥当な人数なのかとゆう
あたりを、もう少し知れればと思います。いかがでしょうか。
○議長（早川高光）
事務局長。
○事務局長（宇治田昌弘）
プールの利用制限についてですけども、１回あたり１時間の利用時間に させてい
ただきまして、完全な予約制となっております。
蜜を避けますためにですね、一番のネックになると考えたときに、更衣室の利用
人数、これが一番の ネックなると考えました。一度の男女それぞれの 利用人数を１
５名が限度ですので 、それ以上の 方のご利用は いただけ ないことになっております。
これを１日６コマ で実施しております 。通常の制限のない状況と比べますと 、か
なり利用者の人数が減りましたとゆうことでございます。
○議長（早川高光）
答弁は終わりました。よろしいですか。
他にございませんか。
（「なし」の声あり）
ないようですので、これにて質疑を終わります。
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、これにて討論を終わります。
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「令和２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いたしました。
- 8 -

ここで、管理者からご挨拶を願いします。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。
本日、提出いたしました案件につきまして、 お認めいただき、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、ご協力を賜り ますよう、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（早川高光）
これをもちまして、令和３年東部知多衛生組合議会第２回定例会を閉会します。

（閉会）

- 9 -

- 10 -

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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