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                               午後２時00分 開会 

○議長（丹羽栄子君） ただいまの出席議員は14名であります。これより平成22年尾張東

部衛生組合議会第１回定例会を開会いたします。 

 なお、本日は傍聴人の定員を18名といたしましたので、ご承知おきください。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、議長は管理者始め関係理事者の出席を求めておきましたので、ご了承願いま

す。 

 次に、監査委員から提出される例月出納検査の結果報告について、本日までに受理

いたしましたこれらの報告書はいずれも事務局に保管してありますので、ご報告いた

します。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります印刷物のとおりであります。 

 ここで、議案に対する質疑の進め方について、議長よりお願いがございます。 

 理事者より的確な答弁を得るため、１回目の質問は３問までとし、再々質問までと

いたします。３問を超えるときは２回目の質問として、同じく３問までの再々質問ま

でというように進めていただきたいと思いますが、ご協力いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりま

す。 

 これより日程に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会期の決定について 

○議長（丹羽栄子君） 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしま

した。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会議録署名議員の指名について 
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○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第２、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68条の規定により、議長において、９番水野義則議

員及び10番伊藤祐司議員を指名をいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 第１号議案 尾張東部衛生組合職員の給与の特例に関する条例の制定につ 

             いて 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第３、第１号議案尾張東部衛生組合職員の給与の特例

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまご上程になりました第１号議案尾張東部衛生組合職

員の給与の特例に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。 

 議案書は１ページから２ページになります。 

 ２ページに理由がございますが、この案を提出いたしますのは、本組合の財政状況

にかんがみ、職員の給料月額等を減額するためでございます。 

 内容でございますが、平成22年４月１日から６カ月間について、職務の級が１級か

ら５級である職員の給料月額を３％、６級から８級である職員の給料月額を４％減額

するものでございます。 

 また、同期間における管理職手当を４％減額するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成22年４月１日とするものでございます。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（丹羽栄子君） 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案に対するご質疑はございませんか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） １番原田です。 

 ２ページのほうに、この案を提出するのは本組合の財政状況にかんがみっていうこ

とを書いてあるんですけど、補正予算では繰越金を出している状況があるんですが、

これはここの理由からいくと、財政状況にかんがみではちょっと納得がいかないんで

すけども、これはそれ以外の、要は瀬戸市における職員の給与のそういう状況の変化
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とか、そういうことがあってそれに準ずることだと思うんですけど、その辺をもう一

度この言葉ではちょっと納得がいかないんで説明が欲しいということと、それと一般

職の人たちの分を引き下げるという、そういうことっていうのは必要なのかどうかっ

ていうことについても質問いたします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 今回の条例制定につきましては、当組合の財政状況にかんが

み、職員の給料月額を減額するものでございますけれども、当組合の職員は瀬戸市で

採用された職員でございます。職員の処遇につきましては、すべて瀬戸市の職員と同

一にするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに質疑はありませんか。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） この場合、職員の皆さんに関しては３％、４％のカットはされる

ということなんですけれども、そういうことであれば例えば管理職、ここでいうと管

理者及び参与、それらの方についてもカットする、しない、その辺の中身がこの間ど

のように話されてきたのか伺うものです。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 今のご質問にお答えをしたいと思います。 

 財政状況云々ということで今事務次長のほうから説明いたしました。これは一義的

にはそういうことでございますが、長久手の原田議員がおっしゃいますように瀬戸市

の職員と勤務条件、労働条件が同じ、同一にするという理由もあるわけでございま

す。そうした中で今回のこの措置につきましては、ご案内のように瀬戸市の職員に対

して行われるものというふうに理解をいたしておりまして、ここの組合というのは２

市１町の職員の方も見えますので影響が他の自治体のほうまで及ぶということはいか

がなものかという議論もございまして、今回は瀬戸市に関する職員のみとさせていた

だいたということでございます。 

 以上であります。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） やはり職場、職員というのは、ある意味でいうとみんなで一緒に
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苦労を分かち合いながら業務を行うということだと思うんです。私はこの間、半年間

って限定つきである以上は、それは政策的なものだなと思っております。そうである

ならば、やはり管理職みずからがその先頭に立つというようなことがないと、職員さ

んだけがこのカットだよということ自体が成り立たんように思うんですけども、その

あたりはこの間先ほども質問をさせていただいたように３者の中でどのような協議が

なされ、こういう結果に至ったのか、そのあたりをお聞かせ願いたい。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） これは先ほどもお答えしましたように、今回の措置というのは

瀬戸市の事情によるものというふうに理解をしておりますので、関係する職員につい

ては瀬戸市職員ということにさせていただいておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） １番原田です。 

 今、瀬戸の原田議員のほうから管理者の給与もっていうことが言われましたが、そ

れに関して構成市町の議会ではこの３月の予算で私たち議員の報酬も減額をいたしま

した。それは職員と同じ分ぐらいということで1,000円なんですが、そうなりますと

やはりこういう職員の方だけにそういうこの財政状況にかんがみということを言いな

がら瀬戸市に準ずるということでもありますけども、そうすると議員の報酬について

もやはり減額をするなりのそういう同じ同一歩調っていいますか、どうしても職員の

人の分を減らさなきゃいけないっていうことであれば、言うならば議員の分も減らす

というようなことについて検討がされなければいけなかったんじゃないかと思います

が、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） そういう議論も確かに内部的にはございましたが、先ほどお答

えをいたしましたように職員の労働条件云々ということで今回はこういう提案をさせ

ていただいたと。これはくどいようですが、先ほどと同じ答弁になります。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） よろしかったですか。 
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 原田学議員。 

○２番（原田 学君） じゃあ、最後に意見として言っときますね。やはり同じ仕事を皆

さんで協力、共同でやっているというそういう職域であり、もう一つは行政とは独立

した一つの自治組織っていうか、そういう組織でありますので、それはその中で一定

の検討がされてしかるべきではないかなと思うんです。瀬戸市の職員もおります。し

かし、瀬戸市の議員もいるし、旭、長久手の議員もおられます。管理職あり、そして

参与ありということで３つの地域からここに入ってきておりますので、そのあたりを

独立した組織だぞという観点からも本来は検討するべきではなかったかなと意見とし

て言っておきます。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） これにて質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 本案に対する討論はございませんか。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 別に討論ないようですので、これにて終了いたします。 

 これより採決に入ります。 

 第１号議案尾張東部衛生組合職員の給与の特例に関する条例の制定についてを採決

いたします。 

 本案について賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（丹羽栄子君） 挙手多数であります。よって、第１号議案尾張東部衛生組合職員

の給与の特例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 第２号議案 平成２１年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第２号） 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第４、第２号議案平成21年度尾張東部衛生組合一般会

計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 
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 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまご上程になりました第２号議案平成21年度尾張東部

衛生組合一般会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し上げます。 

 予算書の１ページをごらんください。 

 第１条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ49万4,000円を追加

しまして、歳入歳出予算の総額を12億6,701万円とするものでございます。 

 それでは、歳入から説明いたしますので、６ページ、７ページをごらんください。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項１目一般経費負担金、3,879万円を減額

し、５億9,740万4,000円とするものでございます。これは、事業費が確定してまいり

ましたので負担金を調整するものでございます。市町ごとの調整額は、説明欄にあり

ますように瀬戸市が1,999万2,000円、尾張旭市が1,158万5,000円長久手町が721万

3,000円をそれぞれ減額するものでございます。 

 ３款１項２目財産運用収入は、49万4,000円を追加し、49万4,000円とするものでご

ざいます。これは廃棄物処理施設建設基金の１億5,000万円を国債で運用して得た利

子でございます。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 ４款１項１目繰越金は、3,879万円を追加し、5,159万円とするものでございます。 

 次に、歳出を説明いたしますので、10ページ、11ページをごらんください。 

 ３、歳出、３款１項１目建設事業費は、49万4,000円を追加し、1,049万6,000円と

するものでございます。これは、歳入で説明いたしました国債の運用により得た利子

を廃棄物処理施設建設基金積立金とするものでございます。 

 以上で平成21年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第２号）の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（丹羽栄子君） 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案に対するご質疑はございませんか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） １番原田です。 

 繰越金が3,879万円発生しているわけですけれども、为な繰越金が出てくる、例え

ば入札や委託経費の入札の中で入札差金が出てきたとか、そういったさまざまな合理
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化、無駄を省くとかそういうことが努力がされたかと思いますが、その辺はどういう

ことでこれだけの金額の繰越金として計上できるようになったんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 今回の繰越金の額でございますけれども、これは平成20年度

の決算額による繰越金でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） ですから、この組合としましてどういった努力がされて、それは

何もせずにただ繰越金が出たから出したよということだったらちょっと話が変わって

きますので、無駄を省くようなことを努力があったかどうか、再度念を押しときま

す。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） この件に関しましては、今次長のほうから説明がありましたよ

うに平成20年度の繰越金でございますので、前回の決算の議会のほうで説明をさせて

いただいたとおりでございますけれども、今原田議員が言われますように、これは歳

出につきましては極力節約をもちろんしております。いろんな業務の見直し等もやっ

て、こういう数字になっております。それと、歳入のほうも、例えば電力の売却です

とか蒸気の売却あるいは廃棄物から出てくる金属等の売却等いろいろ努力を重ねまし

て、歳入歳出それぞれ努力した結果、こういう数字が出てきたというふうにご理解を

賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） これにて質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 本案に対する討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 別に討論もないようですので、次に移ります。 

 これより採決に入ります。 

 第２号議案平成21年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第２号）について採決
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いたします。 

 本案について賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（丹羽栄子君） 挙手全員であります。よって、第２号議案平成21年度尾張東部衛

生組合一般会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 第３号議案 平成２２年度尾張東部衛生組合一般会計予算 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第５、第３号議案平成22年度尾張東部衛生組合一般会

計予算についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまご上程になりました第３号議案平成22年度尾張東部

衛生組合一般会計予算につきましてご説明申し上げます。 

 予算書の１ページをごらんください。 

 第１条歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億3,104万

6,000円とするものでございます。前年度当初予算と比較しまして、3,267万円の減額

で、率にしますと2.6％の減でございます。 

 それでは、歳入から説明いたしますので、８ページ、９ページをごらんください。 

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項１目一般経費負担金は５億5,611万3,000円

で、前年度より8,008万1,000円の減額であります。 

 ２目建設経費負担金は２億554万8,000円で、前年度より1,000万円の増額でござい

ます。いずれも構成市町からの負担金でございますが、その内訳は説明欄のとおりで

ございます。 

 次に、２款使用料及び手数料、１項１目土地使用料は130万3,000円でございます。

これは、職員等の駐車場使用料や中部電力の鉄塔敷等の貸付使用料等でございます。 

 ２目施設使用料は３億8,340万円で、前年度より1,260万円の増額でございます。こ

れは、構成市町の許可業者や住民が直接搬入するごみ処理の施設使用料及び北丘スポ

ーツ公園の施設使用料でございます。 

 10ページ、11ページをごらんください。 

 ３款財産収入、１項１目財産売払収入は5,184万円で、前年度より1,200万円の増額
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でございます。これは余剰電力と余剰蒸気の売却収入でございます。 

 ４款繰越金、１項１目繰越金は2,000万円で、前年度より1,000万円の増額でござい

ます。 

 12ページ、13ページをごらんください。 

 ５款諸収入、１項１目預金利子は、前年度と同額の２万円でございます。 

 ２項１目雑入は1,282万2,000円で、前年度より281万1,000円の増額でございます。

これはアルミ等の売却収入などでございます。 

 以上が歳入でございます。 

 次に、歳出を説明いたしますので、14ページ、15ページをごらんください。 

 ３、歳出、１款議会費、１項１目議会費は221万3,000円で、前年度より10万

6,000円の増額でございます。これは議員の報酬や行政視察等の議会運営費でござい

ます。 

 16ページ、17ページをごらんください。 

 ２款総務費、１項１目一般管理費は6,004万5,000円で、前年度より2,417万9,000円

の減額でございます。为なものは、監査委員等の報酬、特別職と一般職３名の人件

費、臨時職員の賃金、需用費、弁護士の委託料、負担金等の一般管理費でございま

す。負担金は、給与計算・厚生事業等負担金、会計事務費負担金、退職手当負担金な

どでございます。 

 18ページ、19ページをごらんください。 

 ２項施設管理費、１目工場管理費は７億6,376万円で、前年度より2,482万1,000円

の減額でございます。为なものは、職員26名分の人件費で、給料、職員手当等、共済

費を合わせて２億440万8,000円でございます。７節賃金は325万円で、可燃ごみ投入

ステージの臨時職員のものでございます。11節需用費は１億1,203万円で、为なもの

は排ガス、灰処理のための消石灰、キレート処理剤等の消耗品費、燃料費、光熱水

費、修繕料等でございます。 

 21ページの説明欄に移りますが、12節役務費は191万9,000円で、循環型社会推進会

議の切手代、ボランティア保険等でございます。13節委託料は7,665万6,000円でござ

います。为なものは、粗大ごみ処理施設運転、公害監視計器保守点検、計算機及び計

装設備定期点検等でございます。14節使用料及び賃借料は3,249万8,000円でございま

す。リース方式の焼却炉制御システムと計量システムの貸借料等でございます。 
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 23ページの説明欄に移りますが、15節工事請負費は３億2,350万円でございます。

これは、焼却施設、粗大ごみ処理施設、クレーン設備の定期点検整備及びバグフィル

ターろ布の取りかえ工事でございます。19節負担金及び交付金は912万6,000円でござ

います。これは派遣職員人件費負担金等でございます。 

 24ページ、25ページをごらんください。 

 ２目最終処分費は１億5,980万7,000円で、前年度より609万9,000円の増額で、瀬戸

市北丘町の最終処分場の施設管理費等でございます。11需用費は1,410万円で、为な

ものは薬品費、覆土用資材費等の消耗品費、光熱水費等でございます。13節委託料は

7,576万3,000円で、为なものとしましては最終処分場周辺の水質検査業務、焼却灰等

運搬業務、最終処分場運転管理業務、焼却灰埋立処分業務等でございます。15節工事

請負費は950万円で、浸出水処理施設定期点検整備工事費でございます。 

 26ページ、27ページをごらんください。 

 ３目最終処分場周辺管理費は3,437万3,000円で、前年度より12万5,000円の増額

で、北丘スポーツ公園及び周辺の施設管理費でございます。11節需用費は679万

4,000円で、憩いの家の燃料費、光熱水費等でございます。13節委託料は1,963万

8,000円で、憩いの家の維持管理業務やグラウンド整備業務等でございます。15節工

事請負費は380万円で、最終処分場周辺の環境整備工事費でございます。19節負担金

補助及び交付金の385万円は、最終処分場周辺の道路等を改良するための費用で、瀬

戸市への負担金でございます。 

 28ページ、29ページをごらんください。 

 ３款建設事業費、１項１目建設事業費は2,000万2,000円で、前年度より1,000万円

の増額でございます。これは廃棄物処理施設建設基金積立金等でございます。 

 ４款公債費、１項１目元金は１億6,963万7,000円で、前年度より244万4,000円の増

額でございます。これは最終処分場の組合債元金でございます。 

 ２目利子は1,620万9,000円で、前年度より244万4,000円の減額でございます。これ

は、元金と同じく最終処分場の組合債利子及び一時借入金の利子分でございます。 

 30ページをごらんください。 

 ５款予備費、１項１目予備費は、前年度と同額の500万円を計上しております。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 なお、32ページ以降に給与費明細書と地方債調書をまとめさせていただいておりま
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すので、あわせてご参照いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上で平成22年度尾張東部衛生組合一般会計予算の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（丹羽栄子君） 理事者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 本案に対する質疑はございませんか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それでは、済いません、14ページ、15ページのところに議会費が

出ています。そこで報酬ということで127万3,000円ということが出ているんですが、

これ15人分ということです。それで議員１人当たりの報酬年額は７万8,300円なんで

すけれども、15倍、15人分掛けてもこの金額、15人分しますと117万4,500円というふ

うになるんですが、それよりも多いんですよね。多いのが10万円ぐらい多いのかな、

差額は９万8,500円になるんですが、これは何でこういうふうに上がるのか。そうす

ると、何人分どういうことでこの分が上がっているかについてまずお答えください。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 議員の15人分でございますけれども、途中で変わる可能性が

ございますので、13カ月分を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 原田です。 

 途中で変わる可能性っていうのは各構成市町の議会が５月に人事をやります。当然

議長や副議長という方たちはかわる、しかし一般議員の場合、私たち長久手町議会は

組合議会議員については変更はありません。そうすると、先ほども職員の給与の関係

で減らしましたが、ここで議員の13カ月分見ておるということを言われますが、そう

するとどこの分という特定できるんですね。長久手と尾張旭も原則的に２年というこ

とで聞いておりますので、そうすると瀬戸から選出されている議員の皆さんたちが交

代されるかどうかということについて、それを含んだ13カ月分ということなんでしょ

うか。給与の規則には、任期の変更があった場合はその月の分は出すということにな

っとるんですよね。当然重なっちゃうんですよ。だから、そこがちょっと不合理とし

てあるんじゃないかというふうに思うんですが、その点はどうなんでしょうか。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 議員がおっしゃいますように、確かに瀬戸市につきましては

交代ということは読めるわけでございますけれども、不測の事態ということもござい

ましてそれと各市町において急遽異動があると、異動といいますか、交代があるとい

うことも考慮しまして13カ月分ということで計上しております。 

 以上でございます。 

（１番原田秀俊君「また後にします」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ほかに質疑ありませんか。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） それでは、24ページ、25ページ、ここの最終処分費について伺い

ます。 

 当組合へのごみの搬入量を調べてみますと、19年度、20年度の成果を見ますと８万

トンから７万8,000トンぐらい、2,000トンぐらい減尐をしております。いいことかな

と思うんですけれども、それをどういうぐあいに分析して今後見通しをどう立ててい

るのか伺います。 

 それから、あわせてこの24、25関連で21年度は出捐金が出ていましたね。アセック

へごみの持ち込みができるように5,100万円ぐらいの出捐金が出ておりました。もう

これで瀬戸は責任を果たしたからこの22年度は払わなくてもいいよということだとは

思うんですけれども、その結果、23年度以降毎年どれぐらいの搬出がこの組合から可

能になるのか。 

 それから、あわせてアセックへの埋め立てが契約だと５年間と聞いてますけれど

も、その後はどのように考えているのか伺います。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、ごみの搬出量の関係でございますけれども、ごみの搬

出量につきましては住民の意識の向上や経済情勢等さまざまな要素によって影響され

ると思われます。確かに議員おっしゃられますように、19年度、20年度につきまして

は、減尐をしております。減尐傾向にあるとは思われますけれども、この減尐傾向が

どのように続くかというのが非常に不透明なところがございまして、それほど差がな

いのではないかなということで見ております。 
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 次に、アセックへの搬出量につきましては、23年度以降年間6,500トンを計画して

おります。 

 それから次に、アセックの今後の埋め立て、その後の５年以降の埋め立ての件です

けれども、アセックの埋立期間は15年間と伺っております。それで５年以降につきま

しても6,500トンを搬出していこうということで予定をしております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） その6,500は県内から入ってきますと、その割り当てみたいなの

が出てくると思うんですけども、6,500は下回らない、そういうような見通しは今の

ところでどのようにつかんでおられるのかなっていうのと、それからあと従来は

4,500トン毎年搬出しておりましたのでかなりこれは北丘が楽になってくるなと思う

んです。尐し前まで北丘処分場、あと15年から25年ぐらいの間にはこれは満杯になる

よと言われてましたけども、そうすると大きく計画がずれていくと、これは延命にな

ると考えられますけども、どれぐらいの割合で延命されるのか、そのあたりの今の見

通しがあればぜひ聞いておきたいと思うんですね。 

 それから、いずれかはやっぱり北丘もこれは埋まってしまうと思うんです。そのと

きにばたばたできないものですから、やっぱりある程度前から埋め立ての検討をして

いくことが必要だと思うんですけれども、そのあたりをどうとらえているか。あわせ

て、この炉についてはもうこれ毎日活動している炉ですから、これは10年ないし20年

後には建てかえの時期は必ず来るんではないかなと思われますけども、その将来計画

とそれにあわせた積立金が必要だと思うんですけども、基金積立金の額、現在どれぐ

らいあるのか伺いたい。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、１点目のアセックへの6,500トンを下回らないかとい

う件でございますけれども、当組合におきましては6,500トンの搬出の権利を得てい

るというふうに理解しております。 

 次に、最終処分場への影響につきましてということですが、従来4,500トン、年間

4,500トン搬出をしておりました。これが新アセックが完成後は年間6,500トンの搬出

が可能となりますので、さらに従来の計画よりも10年ほど北丘の処分場の延命化がさ
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れるのではないかということで、50年ほどは搬出が可能なのかなというふうに考えて

おります。 

 次に、北丘最終処分場が埋立完了しちゃったというときのことですけれども、その

ときの焼却炉の性能等に見合った計画を立てていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

 次に、焼却炉の建てかえの計画につきましては、現在使用している焼却炉につきま

して定期的な点検整備、それから補修整備、こういったものを行いまして延命化を図

っていきたいと考えております。 

 次に、基金の積み立ての額でございますが、現在約でございますが１億6,000万円

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） １億6,000万円では、これはもう焼却炉の建てかえに当たって非

常に不安で、これは計画的にきちっと積み立てを行っていかないと、将来非常に原資

がなくなってしまうというぐあいに思うんですよね。いずれにしたって20年後か25年

後か、延命されたにしてもその時期には要ります。１基大体100億円前後でなんてい

う話もありますので、せめて３分の１、４分の１とか、そこまで計画的に10年ないし

15年間で逆算して積み上げておくことがどうしても必要だと思うんですけども、その

あたりの計画はどのように考えておられるのか伺います。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 積み立ての計画の件でございますけれども、構成市町と協議

して計画的に積み立てをしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） １番原田です。 

 委託料とか直接工事費とか計上してあります。それで例えば21ページと23ページに

も計上してあるわけですけれども、先ほど無駄な経費を省いていこうという当然のこ

とを答弁もありました。この中で、入札、一般競争入札というふうな形でことし計画

をしているものは何かということと、それと委託業務の中でこの工場開設以来もうず
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っと同じ業者がやっとる委託、特別な委託もあるかと思うんですけれども、ちまたで

はここの工場をつくった会社がそういう工場の点検とかさまざまな委託経費を継続し

て受注していくと、そういう暗黙のルールがあるっていうようなことで結局は高どま

りになってるんじゃないかということも指摘もされることもあります。したがって、

その辺は大きく改善をしなきゃいけないっていうふうに思ってるんですが、その辺は

今年度、来年度の取り組みはどういうふうになっているかということについてお尋ね

をしておきます。 

 それから、先ほどちょっと言い忘れていたもんですから、議員の13カ月分の計上を

しているという問題ですが、これ一言ちょっと意見になります。長久手町議会ではす

べての役職手当っていうか、そういうのはもう全部日割りでもう既にやっているんで

すね。ですから、本来ここの組合議会でも日割り計算という考え方を導入するという

ことはもう当然やらなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、その点について管

理者の答弁をお聞きしたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、委託の関係でございますけれども、入札の方法等を新

年度に入ってから検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） あと一点。 

 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 方針の件でございますが、これはもうご案内のように現在特別

職の給与条例がございますので、これでそういうふうに支給をするということになっ

ておりますので、議員のご提案の件につきましては今後条例の改正を含めて検討する

必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それから、今前向きの答弁がありましたので一つは感心しました

が、あと特殊勤務手当っていうのがありますよね、11項目で13種類かな。この特殊勤

務手当も行政改革の中で本来働く側からいうと当然つけてほしいっていう手当もあり

ます。だから、それはやみくもになくせということを言ってるわけじゃありませんけ

ども、この特殊勤務手当も大分いろんな市町で整理をされています。したがって、こ
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れについて当組合ではどういうふうに考えているんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 特殊勤務手当の件につきましては、以前からずっと見直しをや

っております。そうした中で、また現在も大きな見直しをやろうということで今取り

組んでおります。内容につきましては、各それぞれの市町等の特殊勤務手当の実態に

合うような形で当組合も改正をしていくつもりで今検討をいたしております。 

 以上であります。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 私のほうは、22ページ、23ページ、24、25にかかわるところであ

ります。 

 ２款２項１目の工場管理費、そこの説明文に先ほど同僚議員も述べておりましたけ

ども、委託点検、保守点検の業務がたくさんあります。もちろん機種によっては法定

点検の年数が決まってて、それで点検をしておられると思うんですけども、法定点

検、そして法定外の点検、为なものについて伺いたいんですけども、平成22年度法定

点検の機種の数のうち随契と競争入札の数、そして各随契の理由、それから法定外の

機種の点検、全体の機種の数、随契、そして競争入札の数、各その随契の理由を伺い

たい。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、法定点検、法定検査の関係ですね。22年度は３機種で

ございます。 

 それから、入札の方法につきましては、新年度に入ってから検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 それから次に、法定外点検、こちらのほうにつきましては２機種が該当してまいり

ます。入札の方法につきましては、先ほどと同じように新年度に入ってから検討して

まいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 新年度に入ってからっちゅうのはよく腑に落ちません。従来はじ

ゃあそれぞれの法定、または法定外、どのような方法でやっておられたのか伺いま
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す。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 法定点検の関係につきましては、額が50万円以下でございま

す。したがいまして、当組合のほうでは瀬戸市の契約規則にのっとって随意契約のほ

うで結んでおります。 

 以上でございます。 

（２番原田学君「じゃあ、法定外は」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 失礼いたしました。法定外も同様でございます。 

 以上でございます。 

（２番原田学君「ちょっともう尐し詳しく聞きたいんだ

けれども……」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 原田君、挙手をお願いします。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 点検の価格が50万円以下でありますので随契ですよということだ

っていうと、それを全部こりゃ随契なのか、それとも競争入札が一部あるのか、その

あたりが私は答弁を求めたんですけども、はっきり返ってこないんです。そのあたり

を聞いて、それで皆さんが次年度これこれだから今検討中だとか、そこのくだりがな

いとなぜここをそういう判断なのかわからないので、そこだけもう一回お願いしま

す。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 従来の入札、それから随契のことですけれども、これはあく

までも自治法、それから瀬戸市の契約規則、そういったものにのっとってやっており

ます。それで、来年度につきましても時勢に合った方法を検討していくということに

なろうかと思います。これは法定点検以外のことにつきましても同じように考えてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 時勢に合ったものにとにかく変えていきたいと、余りはっきりし

ないんだけども、それはやっぱりあれですか。一般競争入札がこの間時勢に合うとい
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うことでそういう入札が各自治体でも多く行われるようになりました。以前は指名競

争入札が为流でしたけども、ということだと理解をすればよろしいですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 一般競争入札につきまして該当するものがあればということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） では、確認ですけど、ということは一定の金額以下であるからも

うほとんどが随契でやっていると、そう考えればいいんですね。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 契約の件に関しましてでございますけれども、今、時の流れと

申しますか、そういうものは特に建設関係につきましては一般競争入札が为流という

ふうに理解をしております。この当組合のいろんな事業がございますけれども、非常

に特殊な部分もございますし、今次長が言いました一般競争入札になじむものもござ

います。今後につきましては、先ほど時の流れという話も出ましたけれども、当組

合、それから瀬戸市の契約担当とのほうもいろいろ協議をしながら、一般競争入札に

なじむものはそのように、あるいはそうでないものはさらに透明性が増すような方法

でもって今後検討していく必要があるというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 先ほども指摘しましたけども、工場をつくった元請業者がその後

も維持管理の業務を全部請け負うというのが大体この業界の特徴なんですよね。それ

から、尾三の組合の関係で談合が摘発されましたよね、焼却工場をつくるときの。そ

うすると、談合をやって事業を受注する、そうするとその後も売り上げがずっと確保

できるとそういう流れになっとるもんですから、私はやはりもうこういう時期にきち

っと見直して、さまざまなどこの業者だって同じようなことをやっておればそれはで

きるわけですからそれをやることがまず第一と、それともう一つは長年そういう委託

契約をしてきとるところについては徹底した見直しを業者と詰めて話をした上で経費

を削減すると、そういう確固たる姿勢が要るんじゃないかと思うんですが、その辺は

どうでしょうか。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 今のご指摘でございますが、業界の内部情報につきましては

我々は承知しておりません。これにつきましてはコメントを申し上げることができま

せんが、今おっしゃいましたように結果的に同じ業者で指名競争入札で今までやって

きたわけですけれども、結果的に同じ業者ということはあり得ます。難しいのは、今

おっしゃったように業者とよく協議をして経費を下げろということになると、これは

競争入札になじむかどうかという問題も出てまいりますので、その辺非常に我々もジ

レンマに陥る部分がございますけれども、いずれにいたしましても契約の透明性ある

いは経費のほうをどう削減するかということはこれから一生懸命考えていかなければ

ならない大きな課題であるというふうに認識をしておりますので、そういう方向で進

んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 職員の体制について伺います。 

 ２款２項１目、18ページ、19ページになります。その中の人件費、説明にありま

す、平成21年、22年の職員体制を比べてみると、22年は１名減だと聞いております。

それはどの職域になりますか。その補てんをどのように考えておられるか伺う。 

 それから、この５年間、今からの５年間で技師さん、技能員、それから一般職、

10名ほどが退職されると聞いてます。現在約30名の職場で10名退職されるというのは

非常に大きな話だなと思うんですね。だから、体制上きちっと新規採用も含めた計画

的な職員体制が必要だと思うんですが、その計画をどう考えておられるのか伺いま

す。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 職員体制につきましてでございますが、平成22年度の職員の

１名の減につきましては技能員でございます。再任用をする中で、また業務の見直し

をしまして、１名の減となったものでございます。 

 次に、退職者の補充の関係でございますけれども、計画的に行っていこうというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） まず、どの職域ですかって言ったから、もちろん計画的に補うと

いうことはわかるけども、何年間でこんだけは採用するんだとか、何かそういうのが

ないと幾ら計画的だ計画的だって計画的はわかりますよ。何が計画的なのか全然こっ

ちに伝わってこない、その辺をきちっと答えていただきたい。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 人員の増減のあったところにつきましては、現場のほうの労務

職のほうでございます。それと、計画的な採用ということでございますが、ご案内の

ように尾張東部衛生組合はこの最初の条例提案のところでご説明しましたように、こ

の職員といいますのは全部瀬戸市で採用をされましてこちらへ派遣をされておりま

す。ですから、瀬戸市全体の採用計画の中で尾張東部衛生も含めて今後職員の計画的

な配置が行われていくものと考えております。ですから、我々組合といたしましては

瀬戸市の人事当局のほうへこちらの要望は常に情報を提供しておりますし、要望も伝

えておる、今後もそういう考え方でやってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 一番初めの質問でも伺いましたけども、１名減員がされる、それ

は労務職だと。どういう補てんをするのと、22年度はね。足らないまま動いていくの

か、それともどういう形で補てんをするのかって、これ一番初めの質問にも入ってい

ますので、そこも含めて。 

 それから、やはりここ独自の計画性があってもいいんではないかなと思います。そ

のあたりはいかがですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） １名減につきましては、これは再任用職員が１名減になるとい

うものでございまして、その補てんにつきましては人員では今のところ考えておりま

せん。業務の大きな見直しを図り、無駄を削減していくというようなことで考えてお

ります。 

 それから、計画的な採用ということについて独自性を持ったらどうかということで

ございますが、もちろんここの特殊性がございますので、そういう特性につきまして

は瀬戸の人事当局のほうへ当然情報は伝えていっておりますし、今後もそういうこと
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でやっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） じゃあ、意見として言っておきますけども、補てんもせずに１名

が労務職で退職をされることだと思うんですけども、全く補てんもせずにそれは動く

わけはないと思うんですけどね。幾ら業務の見直しといっても、そういう意味ではき

ちっと新規採用をすべきだということを意見として言っておきます。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにありませんか。 

 川村剛議員。 

○１３番（川村 剛君） 私も委託料の部分ですが、19ページの工場管理費の節13委託

料、説明欄は次のページですが、植栽管理業務や施設清掃業務、そして浄化槽点検清

掃業務などは特に技術的に難しいというようなものではないとは思うんですが、最近

ではこういう仕事を地元の発注をふやしていくと、地元の企業の育成とかそういうこ

とのためにも地元発注をふやしていくということが考えられておりますが、現状はど

のような考え方で進んで見えますかね。まさか特定の市のほうの業者だけが請け負っ

ているということはないでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 今の植栽業務ですとか、施設清掃業務、浄化槽については指名競

争入札で瀬戸市の登録してある業者から選んで入札をしています。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 川村剛議員。 

○１３番（川村 剛君） その指名競争入札の対象になるのは２市１町の業者さんから選

定されるということでいいですね。 

（为幹横山光義君「はい」の声あり） 

 はい、わかりました。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 瀬戸市に登録してある業者から選んでますけれども、それは瀬戸

市に登録してある業者であればどこでも瀬戸市の愛知電子入札のほうに登録してある

ところから選びます。 

（13番川村剛君「市外の人でも入っとるかと」の声あ
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り） 

 はい、市外も入っています。 

○議長（丹羽栄子君） よろしかったですか。 

 ほかにありませんか。 

 じゃあ、質疑これ以上でありませんね。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） じゃ、以上で質疑を終了いたします。 

 これより討論に入ります。 

 本案に対する討論はございませんか。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） 私は、第３号議案平成22年度尾張東部衛生組合一般会計予算に反

対の立場から討論を行います。 

 まず、当組合の職員体制の問題ですが、実人員、平成21年度27名を平成22年度は

26名へと減員をするものです。その内容は、技能員であり、焼却業務に携わる担当と

伺っております。その補充として再任用職員を充当するとされています。一方で、こ

の組合の職員数を調べてみますと、技師を含めて５年間で10名近い職員が退職をされ

ると伺っています。これからおわかりのように、今日当組合が力を入れる第一の点は

いかにスタッフの充実を図っていくかが問われているのではないでしょうか。各機種

の運転状態を常に正常に保ち、維持させていくためには技術や技能の伝承は欠かせま

せん。次の後輩職員を早急に育てていくことは喫緊の課題と考えるものです。平成

22年度については１名の減員が図られましたが、今後の体制を考えればむしろ職員体

制を増員し、その充実を図ることこそ求められるのではありませんか。 

 次に、アセックの完成がおくれており、平成22年度は1,000トンの焼却灰の搬出が

予定され、それ以後は毎年6,500トンの搬出量とされると伺いました。この計画のと

おりであれば、それによってこれまで20年前後、20年後ころには北丘の処分場は満杯

になるとされていたものが延命されると考えられますが、しかしごみの搬入量や搬出

量は景気の動向にも大きく作用するものです。そして、今後は焼却炉についてはいず

れにしても15年ないし20年の間には新たな炉の建設について検討せざるを得ません。

そのための計画的な積立金が必要ですが、現在余りにも尐ない状況であり、計画的な

積み立てを求めるものです。 
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 ３点目は、働く職員には給与の特例がこの４月から導入される内容です。平均的に

は部課長職で４％、一般職で３％のカットとされ、管理職についてはその手当も４％

がカットの対象になるものです。財政上の政策的な判断である以上、対象は専ら管理

職とされるものであり、その責任を職員にも及ぼすことは問題であることを指摘する

ものです。 

 また、機械類の保守、点検の入札については、いまだ随契及び指名競争入札が大半

を占めていると伺っています。その改善が求められます。瀬戸市においてもかつて道

路や下水の工事での談合事件が起き、その反省から一般競争入札を多く取り入れてい

ます。それにふさわしい職員体制も必要と伺いますが、将来を考えた場合には担当者

を配置し、入札制度の充実を図るべきことを指摘いたしまして、反対の討論といたし

ます。 

 同僚各位のご理解をお願いいたしまして、討論を終えるものです。ありがとうござ

いました。 

○議長（丹羽栄子君） 討論ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） これにて討論を終了いたします。 

 これより採決に入ります。 

 第３号議案平成22年度尾張東部衛生組合一般会計予算について採決をいたします。 

 本案について賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（丹羽栄子君） 挙手多数であります。よって、第３号議案平成22年度尾張東部衛

生組合一般会計予算について、原案のとおり可決されました。 

 会議半ばでございますが、ここで３時20分まで休憩とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              午後３時10分 休憩 

              午後３時20分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（丹羽栄子君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 陳情第１号 尾張東部衛生組合２２年度予算案策定に関する陳情 
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○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第６、平成21年陳情第１号尾張東部衛生組合22年度予

算案策定に関する陳情を議題といたします。 

 本陳情につきましては、平成21年第３回定例会において継続審議となりましたの

で、引き続き審議を行います。 

 議員の皆様のご意見はいかがでしょうか。 

 意見はございませんか。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） この陳情の要旨を見させていただきますと、ボランティアのごみ

減の推進会議のメンバーの保険をきちっとしてほしいだとか、それから研究費をきち

っと確保してほしいだとか、ある意味当然といえば当然の中身が書いてあるように思

います。 

 それから、私もさっき指摘したように、例えば焼却炉についても計画的な基金積み

立てが必要だと思いますので、この陳情には賛同するものです。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） じゃあ、審議を打ち切ります。 

 採決を行いたいと思います。 

 平成21年陳情第１号尾張東部衛生組合22年度予算案策定に関する陳情を採択するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（丹羽栄子君） 挙手尐数であります、多数ですね。よって、陳情第…… 

（「尐数」「尐数」の声あり） 

 ごめんなさい、尐数です。よって、陳情第１号は不採択といたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 一般質問について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第７、一般質問を行います。 

 初めに、原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○２番（原田 学君） それでは、まず第１点目が、職員の雇用について、非正規職員を

正規職員に。 
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 予算書から見た当組合の職員数は、昨年度28名に対し平成22年度は26名と２名の減

員がされております。現在のように焼却作業のオートメ化、コンピューター化が導入

される以前の職員数はかつて50名ほどと伺っており、この間のオートメ化の導入によ

る職員数の変化は驚くばかりです。あわせて、職員の身分も大きくさま変わりしてお

り、かつては労働者の派遣制度などもなく、直接雇用が当然为流でありました。現

在、当衛生組合における労働者の実態は雇用の実態によって３種の状態に分けられま

す。正規職員と、原則として１年間の業務に携わる臨時職員、さらに他の事務所から

の派遣による職員と、３種の状態とされています。この間、政府が５年間進めてきた

集中改革プランで全国各地の自治体の職員定数は削減を余儀なくされ、当組合におけ

る定数も減員を続け、既に定数の限界を示していると考えるものです。だからこそ臨

時や派遣――内実は出向とされていますけどもね――の労働者を採用せざるを得ない

状況と考えられるのではないでしょうか。今回は当組合の職員定数について、その基

本的考え方と具体的な内容について伺うものです。 

 まず、当組合の労働形態については、直接現場で作業に従事する労務職、さらには

施設内の各機種の良好な状態を維持する電気、機械などの専門分野の技師を始め、事

務職で構成されています。そこで労務職について伺うものです。この業務における条

例定数及び実人員は何名でしょうか。非正規職員の採用はどのように考えておられま

すか。また、実際平成22年度はどこの作業で雇用をされるのでしょうか。 

 次に、専門職の技師の分野については、派遣労働者も臨時職員も雇用していないと

伺っています。そこで同分野における条例定数と実人員について伺うものです。 

 そして、事務職については、条例定数と実人員はそれぞれ何名でしょうか。さら

に、平成21年度は派遣労働者、そして22年度は臨時職員の採用と伺っていますが、な

ぜこのように非正規職員の雇用をされるのですか。業務量に対し、一定の臨時職員、

非正規職員を雇用しなければならない事情も実際にはあります。例えば、市の行政事

務では税の確定申告の時期など１ないし２月の間だけ多くの市民が市役所を訪れま

す。また、ほかには産、育休などのそのようなケースは理解するものでありますが、

当組合においては毎年事務職においては派遣または臨時職員という非正規の雇用が定

着しているように思われます。業務量に対する事務人員を基本的にどのように考え、

非正規の採用がなされているのか伺うものです。 

 次に、具体的に事務職について伺います。 
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 派遣労働者に対し、例年同様の仕事を３年間従事させ、４年目も同様の内容とする

場合は、派遣先の会社――当組合ですね――は対象となる労働者に対し雇用の義務が

生じますが、今回当組合としても同様の事情が発生しました。当組合は、その労働者

に対し雇用の意思はないとする雇いどめを行いましたが、なぜそのような措置をとら

れたのか伺います。さらに、その際、その理由は労働者に示されたのでしょうか。 

 次に、雇いどめとされたのにもかかわらず同じ職員を平成22年度は同様な仕事の内

容とし臨時職員として採用されると伺うが、その確認をするものです。仮にそれが事

実であるとするのであれば、必要であるからこそ臨時職員として採用されるわけです

ので、新たな職員より仕事の内容はより理解していることからも正規に採用すべきで

はありませんか。前向きな答弁を求めるものです。 

 続いて、この間議会でもたびたび問題とされてきた瀬戸市の社会福祉協議会から毎

年派遣――実質は出向です――とされてきた雇用のあり方について伺うものです。ご

案内のように毎年瀬戸の社会福祉協議会と当組合との間に取り決めがなされ、１人が

派遣という雇用形態で当組合の労務作業に従事しておられます。本来の派遣であれ

ば、先進の職場での業務システムや業務に対する基本的な考え方を実際に学んで、そ

れをもとの職場で生かすことが派遣の目的ですが、現在は搬入されたごみを燃焼する

業務であり、全く職域の異なる作業に従事しておられることから、その労働実態に合

わせた給与に抜本的に見直すべきと考えるものでありますが、どのように考えておら

れるのか伺うものです。 

 次に、このような契約を両事務所間で毎年締結をされ、平成22年度は７年目に当た

るとされています。なぜ毎年同様な契約とされているのですか。非常に熱心で作業に

必要な資格を取得するなど、積極的な職員と伺っています。毎年の契約とすれば、当

人にとってこれほど不安定な内容はありません。契約の内容、とりわけ期間などにつ

いて見直すべきではありませんか。前向きの答弁を求めるものです。 

 あわせて、業務の内容と対応する職員の人員について伺います。平成22年度は本人

の所属する焼却の業務においては２名の退職者があると伺っています。そのような事

由を考えた場合、その処遇について早急に出向という形態ではなく、正規雇用とすべ

きではないでしょうか。積極的な答弁を求めるものです。 

 次に移ります。 

 前回私は北丘の最終処分場建設における設計の委託業務における実態についての質
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問をいたしました。組合当局は、基本設計の工程中に実施設計における測量が実施さ

れていたことなどについては好ましいことではないとしながらも、国庫補助の申請は

適正であるとの答弁をされています。そこで改めて設計業務の内容について伺うもの

です。私はこの質問をするに当たって、実際に当時の業務終了検査を担当した職員に

も会って話を伺っておりますので、真摯で前向きな答弁を期待するものです。 

 では、質問のテーマは、なぜ消えた、業務写真帳、業務委託の実態について再度お

尋ねをいたします。 

 初めに、本来は平成11年５月に作成されるはずの実施設計書でありましたが、国庫

補助申請のため、平成11年１月から２月にかけて実際は測量設計がなされています。

そこで、平成11年１月から２月３日にかけて中日本建設コンサルタント株式会社が最

終処分場建設のため実施設計書を作成しましたが、契約に伴う共通仕様書中には、そ

の７、提出書類として、ア、契約後直ちに提出する書類、イとして業務完了後に提出

する書類中には完了届と業務写真帳が記載されています。しかし、現実は当組合の弁

によれば、その写真帳は存在しないとされていますので、改めてその内容も含め伺う

ものです。契約上はあるべきはずの写真帳がないとすること自体が問題と考えます。 

 質問の１点目は、当初の契約に写真帳は入っていたのか、それとももともと入って

なかったのか、いかがですか。 

 ２点目は、当初は写真帳を紛失したと伺っています。そこで事務長は中日本建設コ

ンサルタント株式会社にあると思い、打診をされたと思います。このように本来は当

然契約した当組合と中日本建設コンサルタント株式会社に保存することは当然と思わ

れます。では、仮にそれが紛失したとされるのであれば、だれがいつどのように紛失

したのか、その経緯やてんまつ及びその始末書があってしかるべきと考えるものです

が、それらはどこに保管されているのでしょうか。本来は同類の書類中にそれらも添

付されていることが事務取扱として当然と考えるものですが、いかがですか。 

 ３点目は、写真帳の存在をめぐって大畑開発株式会社は当組合に対し業務写真帳を

開示しないことを不当として不服の申し立てを起こしました。そこで情報公開審査会

が開かれ、その中で大畑開発株式会社と当組合との書面でのやりとりの中、こんなく

だりが理由説明書の中に記載されていました。この説明書は当組合の管理者である増

岡瀬戸市長が大畑開発株式会社の質問に答える形がとられ、当組合に設置された情報

公開審査会の会長にあて、その理由を述べる形式をとっています。当初業務写真帳は
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あるはずと当組合は答えたが、調査をしたらなかったという回答が変わったことによ

る不開示に対し、当の大畑開発株式会社はそれらの行為は虚偽性があるとしたとこ

ろ、それについて当組合は、虚偽ではなく本当に存在していないと答えています。そ

の理由として次のように述べています。本件業務委託によって地形等は変化しない、

よって写真を撮影させる意味はないとしています。そして、さらに加えて、したがっ

て業務仕様書に業務写真の提出は求めないものですが、担当者が誤って仕様書の記載

から削除することを忘れたがために記載されてしまったものだとの説明に至っては、

怒りを通り越してただただあきれるばかりと言わざるを得ません。もし仮にそれが事

実だとされるのであれば、当然検査員も要ることであり、正規の契約書である以上、

両者、当組合と中日本建設コンサルタント株式会社における契約の訂正及びその理由

書がなければなりません。それは両者でいつどのように契約をされ、どこに記録とし

て保存されたのでしょうか。 

 ４点目は、当組合の理由書は一般的に常識ある大人から見ればますます不信感を募

らせる内容であると断ぜざるを得ません。では、一体この業務写真帳の支払いは実際

にはされたのでしょうか。実態としては業務完了届と業務写真帳がともに検査員の検

査を経たとされる以上、ないはずの存在しないものになぜその代価を市民の税金で支

出しなければならないのでしょうか。このような話を多くの市民が聞けば、もう黙っ

てはおりませんよ。不要な税金の支出は当然許されません。私は従来あるとされてい

たものが本当はなかったと言われても、ただただ疑問が膨らむばかりです。土量の変

化や移動は、造成地であれば当然あり得ることです。それを人間の記憶だけでは限界

が生ずることから写真で確実に記録することは、ほとんどの測量の現場では明らかで

はありませんか。当然当初はあるとされているわけですから、業務写真の所在を真摯

に明らかにすべきと考えるものでありますが、いかがお考えでしょうか。 

 続いて、ではなぜ業務写真が不存続のままに放置されなければならなかったのでし

ょうか。国庫補助申請との関連で伺ってみたいと思います。 

 １点目は、毎年瀬戸市は固定資産税の徴収の目的で、上空からの航空写真を毎年の

１月１日に撮って資料としています。ここに持ってきております。これは議長に許可

を得て搬入をしております。こういう写真なんですね。見ても余りよくわかんないな

と、１点だけよくわかるなというのがある。それはここです、ここ。完全に色が違

う。ここと色が違う。なぜ違うのか、ここは山砂、灰、焼却灰と山砂を交互に埋め立
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てたところなんです。だから、それがずっとこれに残ってるんです。これが平成11年

１月１日、こちらが平成12年１月１日、埋め立てちゃったよと。これ変化しているん

です、確実に。それはちょうどこれでいくとここに当たりますね。この部分に当たり

ますね。汚水処理施設があると。こういうことです。だれが見ても１カ所だけはその

違いがよくわかるポイントがある、それが今申し上げた最終処分場の現在の汚水処理

棟のある部分です。色がはっきり違うことから明らかにわかることです。 

 ２点目、なぜここのポイントの色が違うっていうことですが、このポイントがこの

最終処分場の核となる汚水処理施設が建設された地点ですが、ここは当時晴丘センタ

ーの焼却残渣、焼却灰をここに埋め立てていました。期間は、測量及び業務が終了し

た平成11年２月３日以降に２月から５月までの４カ月間に及び、さらに通例として焼

却灰が飛ばないように上から山砂を覆土し、サンドイッチ状態による業務を大畑開発

株式会社が当組合から仕事を請け負って覆土作業を実施してきました。だから、焼却

灰の色と覆土の山砂の色とでは同一地点で全く異なった色であることから、航空写真

でもはっきりとその違いがわかるということになります。そこで質問は、このように

測量後に大量の焼却灰や山砂をサンドイッチ状態に埋め立てることを繰り返せば、地

形や地物に影響が与えることは明らかと考えるものでありますが、組合当局はいかに

お考えでしょうか。 

 そして３点目は、このように地形、地物が埋め立てによって大きく変化したことを

認識しながら国庫補助金の申請をされたことは問題であり、本来は土地の変化がある

以上、測量のし直しをすべきではなかったでしょうか。答弁を求めるものです。 

 もし仮に仕切り直しの実施設計図や現場の写真を再度撮り直せば、国庫補助の申請

はおくれることになったかもしれません。さらにまた、土量の変更があったことか

ら、本来の埋立量より尐ない土量とされ、補助金の額は尐額とされたのかもしれませ

ん。しかし、当組合はそれらを裏づける資料はなかった、だから業務写真帳もなかっ

たことにし、ひたすら補助金取りに急いだとの感を強くするものです。ぜひそれらの

真相も含め答弁を求め、質問を終わるものです。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） お答えをしてまいります。 

 まず初めに、職員の数のご質問ですが、定数条例につきましては、一般職員が
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21名、その他の職員が28名と定めているところでございます。 

 次に、平成20年度から22年度までの実人員につきましてでございますが、まず20年

度につきましては、事務職が３名、技術職が６名、労務職が21名、次に21年度でござ

いますが、事務職が３名、技術職が６名、労務職が22名、22年度は事務職が３名、技

術職が６名、労務職が21名でございます。 

 次に、非正規職員採用の基本的な考え方でございますが、組合の職員は瀬戸市等か

らの派遣職員でありまして、組合で正規採用をすることは考えておりません。 

 次に、事務職における派遣労働者の採用についてのご質問でございますが、労働者

派遣業務委託につきましては今年度で３年を経過するわけでございますが、この業務

委託につきましてはこれを１つの区切りといたしまして契約を終了し、22年度におき

ましては直接雇用の臨時職員を雇っていくということを今現在考えております。 

 ３点目の社会福祉協議会から派遣される職員の給与の件でございますが、これにつ

きましては派遣元の関係規定に基づいて支給されておりまして、こちらのほうで改定

する考えはございません。 

 また、瀬戸市職員を始め派遣職員につきましては、瀬戸市全体の職員配置計画によ

り派遣をされておりますので、派遣職員を組合で正規職員として採用する考えは持っ

ておりません。 

 次に、業務写真帳、それから国庫補助金関係のご質問をたくさんいただきましたけ

れども、これはまさしく今質問で述べられたことそのものが、ご質問の中にもありま

したように情報公開審査会、それと裁判所のほうでまさに今現在議員がおっしゃった

内容につきまして審議がされておるところでございますので、今現在こちらのコメン

トは差し控えたいというふうに考えております。我々としては現在公的な機関で審議

をされておりますこれらの判断を待って対応をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上であります。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） じゃあ、１点目の職員採用の問題です。 

 まず、私はこの雇用、労働者派遣法に伴って３年期限でもう次は同じ職域で雇おう

と思えば、それは本人の意思、会社の意思で雇わないといかんという、雇う義務が生

じるということから最大のチャンスだったと思うんです。今、答弁は全部職員はもう
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瀬戸市から指示を受けてやるしかないんだというような答弁でしたけれども、じゃあ

それではその職員の扱いについてこちら側から瀬戸市へ申請はしたのか。雇いたいな

ら雇いたい、だって派遣労働者で雇って次の年は臨時で雇いますよと、同じ職員をき

ちっと雇いたいという気持ちがあれば、こちら側の当組合側からぜひ瀬戸市に対して

そういう訴えを起こしてもいいんじゃないんかなと思うんです。瀬戸市として雇いな

さい、そしてこっちへ来なさいと、そういうことでもうそりゃ仕方がないですよ、そ

ういう関係にあるとするならばね。そういう行為を実際に当組合はやられたかどう

か、まずそこを伺っておきたい、やるべきだと私は思います。 

 ２つ目、余りにも今言われた条例の定数と実人員が開き過ぎとる。一般職、その他

職っていうことを言われましたね。一般職でも半分ぐらいになっちゃってますね。そ

りゃ機会のオートメ化があるから、１点はそういうことかなと思うんだけれども。し

かし、減りぐあいが条例定数と実人員とが一般職については大きな差があります。こ

れ具体的に基本的にどうお考えですか。それから、予算のときにも言いましたけれど

も、専門職がここで団塊プラスアルファの世代でごそっと抜けてきます。専門職は事

務職と違ってやはりそういう専門家でないと、しかもここの機種に早くなれないと、

そりゃすっと働けるかということではないように思うんですよ。そういう意味で新た

に採用する、それもさっき言われたそれは瀬戸が決めるこったではなくて、こちら側

がちゃんとプランを持って何年度までに何人減っちゃうから何人要るんだよと、その

ためには新規も含めて採用しなさいよというプランをこっちが立ててこっちが持たな

ければ全部向こうの言いなりで、余ったであげるよ、そんな失礼なことは言わんと思

うけども、こっちが为体的に充当してほしいんだということを積極果敢に言っていく

べきじゃないかと思うんです。そのあたりをもう一度伺いたい。 

 それから、２つ目の答弁にはがっかりしました。一つ一つきちっと調べてやれば答

えられる範囲は十分ある。それを答えないというのはどういうことですか、一体。そ

んなむちゃくちゃな話はないよ。議会を本当におちょくっとるとしか考えられませ

ん。なぜかっていいますと、私がこれ疑問に思うのは、ありますよ、中日本に聞いて

あげましょう、それがなかったよ、さらに進んでそんなもん載せることがおかしかっ

たんだと。これ大人の社会でそんなこと、しかもその書類はどこにもない、何もな

い。普通訂正箇所があってそれらの証拠書類がついてる。これなくしたら大変なこと

ですから、だれがいつ家に持っていってってなくしちゃったと、てんまつ書、責任
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書、それを書くっていうのが当たり前でしょう。そういうのがもしないとすれば一体

何の仕事をやっとったか、何なんだっていう、国庫補助まで取った仕事が今議会で説

明できない、それだったら極端な場合はそりゃ百条でも開いて呼びますよ。解明でき

ないじゃない、全く動かない。こんなばかな話はないでしょう。そのあたりをそりゃ

裁判に係る部分もあるかもしれません。だけど、事実は事実でどうだったのって私は

聞いているわけですから、それについてはこれ丸っと答えんでもいいんだと、こうい

う態度自体がおかしい。答弁を求めます。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） まず、最初の派遣関係のご質問でございますが、派遣法に基づ

き３年で雇いどめということでございますが、これはもちろん３年たつ前に瀬戸市の

人事当局ともちろんいろんな協議を重ねてやっております。瀬戸市のおっしゃるとお

りというわけではございません。これにつきましては先ほども答弁いたしましたよう

に派遣法の趣旨にのっとって派遣で来てもらっておる職員に対しましても法律どおり

のアプローチをしまして、先ほど申しましたように新年度からは臨時職員として直接

雇用させていただくというふうに今考えておるということでございます。 

 それから、条例定数と実人員の差の件でございますが、これは今の条例が昭和六十

何年に制定された条例そのままでございまして、実際の人員がだんだん減ってきまし

たときに条例定数の訂正といいますか、提案がなされていなかったことは事実でござ

いますので、これは早急に一遍条例のほうの見直しを行う必要があるというふうに考

えます。 

 それから、専門職の今後の採用の件でございますが、これも議員がおっしゃいます

ようにここの尾張東部衛生組合だけの専門職の現状を見ますと、この数年先にはかな

り不足してくるというのが当然我々としても認識をしておりますので、これも以前か

ら人事当局のほうと協議をいたしまして、瀬戸市のほうで新規の専門職を採用してい

ただくようにということで協議を重ねてまいりまして、昨年もおととしも新しく職員

を採用して新人の職員を配置をしてもらっておるところでございます。 

 それから、裁判の関係でございますが、これは先ほど申し上げましたようにまさし

く今議員がおっしゃったことの内容につきまして審理がなされておりますので、誤解

を招くような発言はなるべく差し控えるべきだというふうに私は理解をしております

けれども、今おっしゃったようにその写真帳があったか、なかったか、これにつきま
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しては今議員がまさしくおっしゃったように当初その書類上だけで見るとあったとい

うふうにも理解もできますけれども、実際に調べてみると必要でなかったものが記載

をされておったということで、要は当初に作成されました共通仕様書、ここの中の一

文言、写真帳という文言を消し忘れたというのがこれが実態でございます。ですか

ら、この真意につきまして今審査会のほうで審理をされております。ですから、今そ

れを証明しろと言われても、すべてのデータを審査会のほうへ提出して審査をしてい

ただきますので、それ以上のことが今ここでは申し上げる材料もないということでご

ざいます。それ以上のことは審査会のほうで今後決定されていくというふうに理解を

しております。 

 それから、補助金の関係でございますが、これにつきましても前回もたしかお話を

したと思いますけれども、これは国の補助金の制度の一般論としてお聞きいただきた

いと思いますけれども、補助申請をするときは当然まだ現物ができていないわけです

から、その現況図ですとか計画図をもって申請をするわけです。補助が決定されます

と、最終的にはでき上がりの状況で補助金が決定されるわけですから、当初の図面で

今回の具体的な例でいきますとどれだけ土が動いた、結果的に何台、何車、車が動い

たということはこれは実績として出るわけですから、それに基づいて補助金が交付さ

れるわけですから、補助金を余分にもらったとか尐なかったとかということは起こり

得ないというふうに理解をしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田学議員。 

○２番（原田 学君） まず、職員の採用の問題については、人事が全部瀬戸市側にある

というような構成をこれ基本的に考え直していく必要があるんじゃないかなと思うん

です。こちら側、そりゃ対等平等にとは言いませんけども、すべてが瀬戸市の職員さ

んですからね。きちっと人事権というのをこちらがですね、人事権だけ握ってどうす

るんなとそりゃあるかもしれませんけれども一定の範囲で認めてもらう、そういう措

置がとられなければどうしてもこちらが下手下手に出てしまうと。これちゃんとした

独立機関ですから、それだけの申し入れを瀬戸市にしたって何らおかしくない。その

ためにここ動いている施設ですからね。優秀なスタッフをちゃんとそろえたいとい

う、そういう気持ちを、だから自分たちはこういう計画をつくってやっていると、だ

からくださいよと、こういうぐあいにこちらが为になって積極的に話を進めていける



- 36 - 

ようなある一定の付与権を与えてもらうべきではないかと思うんですけども、もうこ

れ基本的な話になります、組織と組織のね。そういうことについて基本的な考えと将

来どうやっていこうとされているのか、それについて伺います。 

 ２点目、とにかくこの契約だとか写真帳だとか、もうなっとらん、そういうぐあい

に思います。消えちゃったなんていうことはあり得ない。初めから必要がなかった、

じゃあそれを証明してください。どう理由で初めから必要がなかったのか、そのいき

さつを含めて、２つ目。 

 これ相手、中日本建設コンサルタント、お金払ってます。払ってないんですか。本

来払ってはいかんですよね。これどうなんです。しかし、載ってる以上はひょっとす

ると払ってしまったかもしれませんね。それは戻してくださいよ。こんなばかな話は

ありませんよ。調べてください。即戻してください。ないものをつくったと言われて

お金払えって言われたって払えるわけがない。もしこれが払ってたら、今まで皆さん

が言ってたことは大うそになっちゃいますよ。いいですか。 

 それから、あると私に思わせる原因の一つは、担当者がちゃんと中日本に問い合わ

せしている。あるかもしれないなっつって。だから、中日本と連携をとってるわけで

すよね。初めからないんだって両者がわかってたら連絡とるわけがない。それこの理

由説明書を見ていくと、こういうくだりがあるんです。中日本にあるのかないのかっ

て尋ねてみたら、今度は中日本のほうから当時の担当者はいないんだからわからんの

だわ、こう変わっちゃんです。これどんどん追い詰めってったら変わっていく。理由

書にそういうぐあいに書いてあるんです。こんなばかなやり方が、そしてあげくの果

てが消し忘れた、もしそういう人がいるならここへ呼んでくださいよ。どういう当時

対応がされたのか、これ国庫補助金にかかわる中身ですからね、物すごく重要です

よ。あいまいにこんなことが済まされるわけではありません。一体だれですか、中日

本の、それを言ったのは。どういう役職の人ですか。そこまで言える、こういう話に

なっていますね。その組合の指示があったら、それは考えますよって言ってる。組合

の指示があったらそれは考えますよって言ってるんです。組合の指示があったら出し

てもいいですよっていうことです。ところが、そんな人はどっか行っちゃったってい

うんですね。だから、そんなに次から次へと、じゃあ一体何なんだっていうこと。そ

のことについてじゃあ本気で人も呼びますと、払っちゃったお金なら返してもらいま

すと、ぜひそういうことをやっていただきたい。 
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 それから、補助金の問題は先ほども言ったとおりです。これきのうの夜書いたやつ

ですね。もと、山があってここで写真を撮ってます。ただし、その後実施の測量をや

った２月から５月に埋めちゃったんです。こっから出る灰ですよ、計算してみたら２

月から５月の間に2,126トン、皆さんがつくられている毎年の概要書です。あの中か

ら出た灰、こっから出た灰、アセックへ持っていった灰を除くと北丘へやっているわ

けですからね。これ自体が、皆さん自体がこれは国庫補助金を受ける態度、立場かっ

て言いたいんですよ。ここの測量と違うでしょう、埋め立ててつくっちゃったら。そ

れで、国庫補助は大丈夫だ大丈夫だって、そりゃ大丈夫だっていうのは最後にこの土

を盛るからこの土量で精算している、それにすぎないわけですよ。こんな補助金の申

請がやられていいですか、これ。いいわけがない。だから、きちっと本当はこの経過

はどうだったのっていうのをきちっと市民に知らせるべきですよ、本当のことを。そ

うじゃなければだれも納得できない。一体どういう中身の補助金だったのと言われま

す。 

 それと、この仕様書の中に書いてある。実施設計に際してこういうぐあいに書いて

ありますよ。用地測量業務委託仕様書、実施設計書をつくるときにこういう設計する

会社とこれまじ合わせます。その中の第12条、その他、測量成果品提出後といえども

誤測――誤ってはかっちゃった――の誤りを指摘された場合は、受託者の責任でそれ

を訂正しなければなりません。測量した後、地形、地物が変わってしまった、そうい

うようなことがあった、または測量に間違いがあった、そのときにはこの仕様書に基

づけばもう一度きちっと報告しなければならないよ、もう一度はかり直さなければな

らないよと、皆さん方が取り交わししたこの仕様書の中にも書いてあるんです。なぜ

これらがきちっと守れなかったのか。これ皆さん方が契約してこの作業をやらせちゃ

ってるんですよ。これ埋めちゃったと。完全にその地形、地物が違っちゃったってい

うのはだれが見たって明らかじゃないですか。だから、国の補助金の適正化法の中に

も７条の３でしたかね、変わった場合にはちゃんと報告をするんだ、状態が変わった

場合はちゃんと報告をしなさい、そうやって補助申請、補助金のあり方を適正に国も

やろうとしている。そういう意味からいって、本当にこの国庫補助金のあり方、管理

者、参与の皆さんも含めてどのようにお考えか。もちろん対応する事務局もどう考え

ておられるのか、最後伺いたい。 

 以上です。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） まず、最初の人の問題でございますが、これにつきましては何

度もお答えをしておりますように当組合は非常に尐人数の組合です。ここで人事権

云々というご指摘をいただきましたけれども、これはやはりスケールメリットという

ことを考えますと、人員配置のスケールメリットって考えますと、瀬戸市という大き

な組織の中での一部署という考え方で人員を配置したほうが融通がきくといいます

か、効率的な人事行政ができるというふうに理解をいたしております。そういう中

で、先ほども言いましたが、ここの中だけで専門職をこれから配置をしていくという

ことになりますと、年齢の問題等いろんな問題が出てきます。ところが、瀬戸市全体

で考えますと、この技術職というのはほかの職場にもたくさんおりますので広域的な

配置ができるということ、それと先ほども言いましたが瀬戸市と何も協議をしていな

いわけではございません。何度も言いますが、昨年もおととしも新人の技術職を配置

してもらっております。今後も計画的にここの計画、それから瀬戸市全体の技術職の

採用の計画、当然これはいろいろ協議を煮詰めながらやっていく必要があるというふ

うに考えておりますし、今までもそうやってきてまいりました。それは変わりません

ので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 それから、写真帳等の件でございますが、先ほど議員がおっしゃいましたようにな

かったことを証明せえと言われましても、これはなかなか難しい問題です。あったこ

とを証明するというのは簡単かもしれませんが、なかったものを証明せよと。ですか

ら、先ほども言っておりますように、その真相につきまして審査委員会のほうで今審

査をしていただいておるわけですから、おいおいこの結果が出ると思います。それで

また対応をしていくということになろうかと思います。 

 それから、中日本へ支払っちゃったことが問題だというご指摘がありましたが、こ

れは当初の設計書には現場写真帳を添付するという設計にはなっておりませんという

ことですので、もともと設計には入っておりません。ただ、何度も申しますが、共通

仕様書の中にある一文言をたまたま当時の担当者が消し忘れたということを言ってお

ります。それが本当かうそかということを言っておられるわけですけども、これにつ

きましても今審査委員会の中で審査会の中で調査をしとっていただきますので、これ

もそれをその結果を待ちたいということで考えております。 

 それから、補助金の問題ですけど、これは何度も言いますが、補助はあくまでも実
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績ですので図面だけではなくって、先ほども言いましたように例えば土をどれだけ動

かしたというのはダンプカーが何車動いて何トン動いたということは、全部実績でこ

れは報告することになっておりますので、その実績に基づいて補助金というのは交付

されることになっておりますので、議員がご心配になられる架空の請求とかというこ

とはそういうことはあり得ませんので、申し添えておきたいと思います。 

 以上でございます。 

（「なし、コメントなし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） よろしい。 

 これをもちまして原田学議員の質問を終わります。 

 次に、原田秀俊議員の発言を許します。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 私は２項目質問をさせていただきます。１つずつ分けてやらせて

いただきたいと思います。 

 最初が、粗大ごみ処理手数料有料化はごみ減量化につながり、ＣＯ２削減に寄与で

きるのかということでお聞きしたいと思います。 

 要旨としまして、環境省は2005年、家庭ごみ有料化の目的について基本指針におい

て、経済的なインセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排

出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物の有料化の

推進を図るべきであるという指示を出しております。ごみをたくさん出すほど住民の

負担が重くなるので、住民負担が公平になる上、住民の意識改革が進み、ごみの減量

化が進むという考え方であります。 

 今回、粗大ごみ処理有料化が提案されました。世界の先進地のごみ処理は、資源管

理型処理に移行しつつあるときに、従前の廃棄物処理の考え方にとどまっている、そ

ういう説明でありました。尾張旭で説明があった説明文書も拝見させていただきまし

たが、同じようなことが長久手町の文書の中にもありました。まさに環境省が決めた

基本指針に沿ったことで粗大ごみの有料化を進めるということでした。そこで、私は

ゼロ・ウェイストについて考え方が世界の先進地にあるということを知りまして、こ

の問題についてどう認識をされるかお伺いしたいと思います。 

 それから、ＣＯ２削減とごみ処理は焼却処分は両立しません。ＣＯ２削減に向けて

の方策をどう考えておられるんでしょうか。最初の質問といたします。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） それでは、３点ご質問いただきましたのでお答えをしてまいり

たいと思います。 

 今回の粗大ごみの有料化の件につきましては、収集運搬を担当する当組合の構成市

町のほうで検討が進められているわけでございますが、当組合といたしましても住民

の皆様方にごみの処理にはコストがかかるんだということを認識していただき、意識

改革につながることでごみの減量や資源化が推進されれば、こんなすばらしいことは

ないというふうに考えております。 

 現在、当組合では廃棄物の中間処理施設といたしまして資源化施設を保有しており

ませんので、ごみ処理施策を検討する際にどうしても廃棄物の処理という考え方に陥

りがちでございますけれども、次期施設更新時、次の新しい施設を建設する際にはよ

り効率的な資源管理型処理の考え方を取り入れる必要があると考えております。 

 それから次に、ゼロ・ウェイストについての認識でございますが、ごみゼロ、要は

ごみとして処理をしないという考え方だと思いますけれども、これは先進地の事例が

あるようでございまして、徳島県の上勝町という、これ人口1,900人ほどの小さな自

治体でございますが、ここで実践をされているということは情報として承知をいたし

ております。これを実際に実施するにつきましては、すべての住民の方々の理解と実

践が必要であるということでございますので、この上勝町よりもかなり人口規模の大

きい当地区につきましては、いろんな問題、高いハードルがあるというふうに判断を

いたしておりますけれども、この考え方としては非常にすばらしい考え方であります

ので我々もさらに情報収集、勉強をいたしまして、尐しでもこういう考え方に近づけ

るような努力はしてまいることが必要であるというふうに考えております。 

 それから、ＣＯ２の削減とごみ処理は焼却処分という考え方は両立しないんではな

いか、ＣＯ２の削減に向けての対策はどうだと、方策はどうかというご質問でござい

ますけれども、現時点でＣＯ２削減を目的として施設を更新するということになりま

すと、建設時に発生するＣＯ２、あるいは経済的効率等を考慮するとなかなか難しい

問題があるというふうに考えておりまして、当面におきましては尐しでも電気や灯油

使用料の削減を図りまして、また資源物の回収率の向上、それから発電効率を上げる

ということでＣＯ２の削減に寄与をしてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。 
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 それから、将来的には当然でございますが、現在の施設の更新時に環境負荷や埋立

対象物が尐なく資源回収率や技術的熟成度が高い施設を建設することが、施設の建設

時も含めたトータルでのＣＯ２の削減につながってまいるというふうに考えておりま

すので、将来はこんなような方向へ進んでいく必要があるというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 今の答弁の中で貴重なことが幾つか答弁としてされました。 

 １つは、このゼロ・ウェイストの考え方を取り入れようと思うと住民が実際に協働

が必要なんだということが言われましたし、住民の意識の向上ということがない限り

それはできません。しかし、それともう一つ、将来に当たっては資源管理型を取り入

れたいということも言われました。ところが、国は焼却炉を大きくしてもう何でも燃

やせということを今は言っているんですね。それは先ほど言った05年の環境省のごみ

の処理の問題についての関連してそういうことを言ってるわけです。今は全国各地で

そういう大型ごみ焼却場がつくられて、財政負担でまた大変な目に遭っているという

ことが各地にあります。そうすると、このごみを廃棄物というふうに考えるんじゃな

くて資源としてきちっと考えるということが必要じゃないのかというふうに思うんで

すね。そうすると、ゼロ・ウェイストということを先に言いましたが、これっていう

のは１つはごみ処理に伴う資源やお金の無駄をなくすっていうことが１つある。２つ

は、地域が自立して地域の知恵や人材、資源を生かすということがある。それから、

ごみ処理に伴う環境リスク、環境汚染を引き起こさず、４点目に物づくりの段階から

ごみにならない製品づくりへ移行しよう、これは私たち消費者と行政と事業者、製造

する事業者が一体となって考えていかなきゃいけない議論なんですね。ですから、先

ほども言われましたけども、そうするとここのあり方としてもっと専門的に、また地

域の皆さんも参加していただいて考えていくっていうことが必要になってくると思う

んですが、その辺はどういうふうに考えておられますか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） 今、議員がおっしゃいましたことについて、全く我々も同じよ

うな考え方でいく必要があるというふうに考えております。ただ、今最後にご指摘に

ありましたように、これは住民の意識、それから行政の意識、それから事業者の意
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識、これがさらにごみを出さないと、そういう社会をつくるんだという考え方をさら

に向上させる必要があると。全くそのとおりだと思います。これをどうするかという

ことが問題になるわけでございますが、尾張東部衛生も含めまして２市１町それぞれ

の行政の方々と、さらにいろんな協議あるいは検討を重ねながら今言いましたような

ことを向上するような努力をしていく必要があると思いますので、今後さらに煮詰め

てまいりたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） そのことに関連しまして今、瀬戸の原田学議員の質疑の中に当組

合の独立性、自为的に考える、そういう施行体系っていいますか、それが人的にも保

障されないとできないんじゃないかっていう気がしてしょうがないんです。先ほどお

話を聞くと、瀬戸市立尾張東部衛生で、まさにそういう実態でしょう。私はこういう

今の本当に答弁を聞きまして愕然としましたよ。これまでも幹部の、事務長の人事は

瀬戸の本庁からちゃんとお見えになるということを聞いて、そうすると技術の蓄積と

か、それからそういうごみ焼却場としての先ほど言ったそういう考え方の蓄積とか、

調査とかさまざまなことが自为的にできないっていう実態になってるんじゃないかっ

ていう気がしてしょうがないんです。そこで、管理者としてお聞きしたいと思うんで

すけれども、この今言ったしがらみみたいなことがここの東部衛生組合の事業を進め

る方たちが、しがらみを感じて負うようなことがあってはなってならないと思うんで

すけども、そういう点、瀬戸市長として管理者としてどう改善していったらいいかと

いう、そういうことについてぜひ検討していただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

（１番原田秀俊君「瀬戸市長に聞いとるんだけどな」の

声あり） 

○事務長（鈴木節男君） ご指摘いただきましたことは我々としても肝に銘じなければな

らない部分がございます。瀬戸市立云々というお話につきましては、もともとが言い

わけになるかもしれませんが、この施設というのは２市１町のそれぞれの地方自治法

で定めます固有事務でありますごみの処理、この部分のごみの焼却最終処分というも

のだけを取り出してスケールメリットを考えて、ここにこういう施設をつくって組合

で運営していこうというのが当初の成り立ちでございます。今ご指摘がありましたよ



- 43 - 

うに、独立性云々ということ、もちろんそれは大変重要なことだと思いますけれど

も、当初の成り立ちから考えますと、その当初の成り立ちの考え方に基づいてこの施

設はできておりますし、人員体制もそういうことになっておりますし、それからいろ

んな権限の問題、予算の関係もそういうことになっております。ですから、これはす

ぐに今ご指摘のあったような方向に向かうのはなかなか難しいかと思いますけれど

も、確かにごみの行政はこの組合ができたときとは大分趣が変わっておりますので、

これからはそういう時代の要請にこたえ得るような当組合施設にしていく必要がある

と思いますので、今後さらに構成市町の皆さん方といろんな協議を重ねながら尐しで

も前進ができるような方向へ持っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（１番原田秀俊君「じゃあ、次へ移ります」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） ２項目めは、組合議会活動を支える事務局体制について確認をし

ておきたいと思います。 

 去年の９月から一般質問ができるようになりました。議会活動が本当にさま変わり

したと思います。それを当局の皆様がどういうふうに感じておられるかわかりません

が、しかし議員からさまざまな提案が一般質問を通じて構成市町の住民の皆さんに知

っていただくことができるようになったのが事実だと思います。したがって、議会活

動を支える事務局体制というのはどう変わったのか、また変わるのか、展望があるん

でしょうか。 

 また、提案された事項、私は９月議会、12月議会と幾つか提案をしてまいりました

が、そういった事項などが執行部の中でどう研究、調査なり聞きおく、聞くに足ら

ん、そういったことなど協議をされたかどうかについて確認をしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） まず、最初の体制の件でございますが、これは22年度におきま

しても現在と変わりません体制でございます。この議会の今までの様相が確かにこの

一、二年でさま変わりをしておりまして、正直申し上げまして事務局の体制がまだ整

っていない、あるいは初めて経験することが多くありまして議員の皆様方には非常に

ご迷惑をかけておるというふうに思っておりまして、申しわけないという気持ちも持



- 44 - 

っております。ご指摘にありましたように我々もさらに精進を重ねまして、皆様方の

議員の皆様方の期待にこたえ得るような体制、あるいは質に持っていかなければなら

ないというふうに考えております。 

 それから、２つ目の質問でございますが、議員の提案されました事項、多々あるわ

けでございますが、例えば原田議員のほうから提案をしていただきました特別職ある

いは議員の報酬についての件もございます。これは今のところまだ改正というふうに

はなっておりませんけれども、貴重な提案をしていただいたものだというふうに理解

をしております。 

 それからまた、１つ例をとりますと、もうちょっとホームページを充実させたらど

うだというような提案をいただいております。これにつきましては、若干ではござい

ますが例えば晴丘センターへのごみの搬入量のデータをホームページに載せておりま

すが、これを毎月最新のものに更新するようになりました。または、車両の計量カー

ドというものが、これはごみを搬入すると業者には必要ですけれども、これの貸与申

請書というものが必要ですけど、これのダウンロードができるようにしたことなどが

あります。これもホームページの作成というのはかなり労力がかかりまして、今事務

局で一生懸命やっておりますが、今後ともさらに充実したホームページにしていくこ

とに日々努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） なぜこんなことを聞くかっていいますと、やはり一部事務組合に

選出される私たち議員自身もここの運営についてもっと本当は力を発揮しなければい

けない、本当さまざまな研究をして参加していかなきゃいけないっていう、そういう

責任もあるっていうふうに思ってるんです。しかし、それがなかなか私自身も十分と

は言えません。しかし、この議会で議論されたことが本当に住民の皆さんにホームペ

ージなどを通じて出されていくことが、そうすると今全然何をやってるかさっぱりわ

からないような議会だけれどもこういうことが今行われているんだ、またこういう改

善方法が真剣に議論されているんだということを皆さんに知っていただく貴重な場だ

と思うんですね。ですから、それは絶対おろそかにしていただきたくないんです。そ

れは今までが片手間でやっとっても十分やれるような実態だったかもしれませんけれ
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ども、私はここでちょっと一言指摘しとかなきゃいけないのは12月議会の議事録がま

だ私たちの手元に来ないという、そりゃ片手間でもいいんですよ。片手間でいいとは

思いますが、しかしきちっとこのことについては議論した成果ですから、それは早く

まとめて伝える、お返しをする、そういったことは絶対必要なんですよ、これは。そ

うしないと私自身の活動も積み重ねができない。 

 それと、私たち自身が報酬の問題などについても選出議会できちっとした報酬をも

らっている以上は、もうここで必要ないというようなことがもう大体これ明らかにな

ってきたんですよ。だから、そういったことも議論してほしいし、それから先ほども

質問しましたが報酬も１カ月単位で支給するということ自体、もうどこの道理にも合

わないんですよ。ここだけが残ってる。もうこれなんか本当は即刻改正するようなこ

とでしょう。だから、そういったことがもっともっと議論されて、本当に責任ある活

動を私たちもしたいし、皆さんにもきちっとやっていただきたい、そういうふうに思

ってるんです。先ほどホームページ、晴丘のホームページについて若干充実をしたと

いうことがありましたけれども、それ以上のことをきちっとやっていただきたいとい

うことを指摘して、私の質問はこれで終わります。 

○議長（丹羽栄子君） これをもちまして原田秀俊議員の質問を終わります。 

 次に、川村剛議員の発言を許します。 

 川村剛議員。 

○１３番（川村 剛君） 議長のお許しをいただきましたので、通告をいたしました１

点、当施設の発電能力についてお聞きいたします。 

 今回の来年度の当初予算にも書かれてありますが、ここの施設の収入として余剰電

力売却収入と余剰蒸気売却収入というのが掲載をされておりますが、蒸気を売却する

と、その一方では発電能力としては若干下がるということになろうかと思いますが、

そうなった場合にこの施設としては蒸気と電力の単価からいうとどちらを売却したほ

うが金額的に有利なのかというのがまず１点ですね。 

 また、その売却先の蒸気を売った場合、売却先は蒸気をつくらなくて済んだわけで

すから、当然そちらの相手の売却先の施設での二酸化炭素、ＣＯ２の削減が図られる

ということになるわけなんですが、こちら側、この施設で電気と電力として売った場

合のＣＯ２の削減量と売却先の蒸気を受け取った側のＣＯ２の削減量をてんびんにか

けると、どちら側がＣＯ２の削減量が大きいのか。公共施設としてはＣＯ２の削減量
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というのも考えて、金銭的な優位性があるからどちらかということだけではなく、二

酸化炭素の排出量が蒸気を売ったほうがいいからという観点があればどちらを売った

ほうがいいという観点にもなるんですが、そのような検討がされているかどうかです

ね。どちらがＣＯ２の削減量としてはどちらが有利か。 

 それから３つ目は、当施設としての発電能力としては軽微な軽い改修とかで発電能

力の向上は望めるのかどうか、この３点お聞きしたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） お答えをしてまいりたいと思います。 

 まず、発電の仕組みをちょっとご説明させていただきますと、今当組合に炉が２炉

ございます。150トン炉が２炉、300トンでございますが、この２炉稼働したときに発

生した蒸気を、これをこの蒸気でもってタービンを回して電力を売ると。この２炉を

タービンを回してあり余った蒸気を今製紙会社のほうへ売却をしておるという状況で

ございますので、どちらが有利、どちらが不利ということはございません。要は、目

いっぱい電力をつくっておいて、その余った蒸気を売却しておるという状況ですの

で、余った蒸気を売った分だけもうけという考え方が一番わかりやすいと思います

が、そういう状況でございます。 

 それと、じゃあこの電力の発電量を向上させる方法はということでございますが、

これはタービン、モーターですね、このタービンをより性能の大きいものに変える以

外に方法はございませんので、これを変えれば能力アップするわけですけれども、こ

のタービンが非常に高価なものでございますので、その辺のコストをどうはかるかと

いう問題があります。 

 それから、ＣＯ２の問題でございますけれども、先ほども言いましたようにこれは

売却先の蒸気、自分のところでつくられる蒸気をどういう形で蒸気をつくってみるか

というのは余り私どもも正確にまだ情報は得ていませんので、どれぐらいの削減にな

るのかというのは正直申し上げてちょっとつかみ切れない部分がございます。 

 それから、じゃあ電力として売った場合にどれだけＣＯ２の削減になる、これも電

力会社が水力あるいは原子力、それから火力といろいろやっておられますので、例え

ば尾張東部衛生組合から買った電力がどれだけＣＯ２の電力会社のほうで削減になっ

ているかというのもちょっと我々のほうではつかみ切れない部分がございますので、

申しわけございませんがお答えにならないかもしれませんけれども、要はこれも発電
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した分、あるいは売った分だけ確実にどれだけかわかりませんがＣＯ２の削減にはな

っておるというふうにご理解をいただきたいと思います。 

 それから、軽微な改修でじゃあ能力アップができるかというご質問でございます

が、先ほども申し上げましたようにこれは能力アップをするにはタービンを丸ごと変

えなければ不可能でございますので、そういうふうにご理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 川村剛議員。 

○１３番（川村 剛君） 答弁をお聞きして理解はするんですけれども、２炉あって２炉

とも運転したときじゃないと蒸気は売れないよということだとお聞きしたんですが、

１炉、１つしか稼働してないときに蒸気を売るということにはならないということで

すかね。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 議員のおっしゃるとおり１炉のときは最大蒸発量が27トンござい

まして、タービンの飲み込みとあと場内の工場内の蒸気で目いっぱいでよそへは出せ

ません。という契約に余剰蒸気を売るという契約を民設の工場とやってて２炉運転、

それで今ごみが減ってますので契約したときは年間200日ぐらいありましたけど、今

は180日ぐらいの２炉運転ですので、これがもう尐し減ってくる可能性もあります。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして川村剛議員の質問を終わります。 

 次に、小池みつ子議員の発言を許します。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） 小池みつ子です。 

 平成21年３月に出されましたごみ処理基本計画の後期計画は、今後２年目となりま

す。そこで、質問します。 

 まず１つ目として、本計画の策定为体である当衛生組合として目標達成に向けて積

極的に取り組んでいることは具体的に何か伺います。 

 ２つ目として、計画の推進に向けてですが、これは循環型社会推進会議が行うとい

うふうにあるわけですけれども、当組合としての計画推進の方針はどのようであるの
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か伺います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） まず、１点目の計画の目標達成に向けての取り組みでございま

すが、これは今回の見直し計画の中で非常にたくさんの施策を盛り込んでおります。

そのほとんどが構成市町でありますそれぞれの行政単位でやっていただくという計画

になっておりますけれども、当組合として具体的に独自でやっておる事業というのも

ないわけではございません。例えば、これは意識啓発の関係になりますけれども、２

市１町の小学生をここへ招きまして、施設を説明、見学していただいて、ごみの実態

を勉強していただく、そのようなＰＲも行っております。あるいは、日々持ち込まれ

ます事業系のごみ、特に事業系のごみですけれども、これの検査を頻繁に行うことに

よって適正なごみを搬入していただくというようなこともやっております。それか

ら、独自で一般市民の方々への情報の発信、あるいは各市町へそれぞれの細かい情報

データの提供などを行っておるというところが実態でございます。 

 それから、当組合の循環型社会推進会議が推進するということになっております

が、当組合の推進はどうなんだというお話でございますが、これはもちろんこのごみ

処理基本計画の推進のもとになっていただくのは当然構成市町であるそれぞれの行政

体であります。その行政体のそれぞれの特色のあるごみ減量施策等につきましては、

推進型、循環型社会推進会議の皆さん方のいろんなアドバイスですとか、それから現

場での行動等々もお力をかりながら成果が上がるようにやっとっていただけるわけで

ございますが、当組合としましてはそれも情報を集約する施設、組織ということで各

市町の独自でやっておられることをここの組合の中でまとめてなるべく同じような足

並みをそろえていただいて、それぞれごみを減らしていただければ一番効果的であり

ますので、そんなような役割を担っておるのが実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） それでは、もう尐し具体的に伺いたいと思います。 

 まず、最初に質問をした１項目めに関してですけれども、まず１点、ごみ処理基本

計画は市町村で定めなければならないものでありますけれども、本計画については組

合と各市町共同という形で策定がされているということです。２市１町、個別の計画

だけではなくて全体としてまとめられているということは、最終処分まで見据えたこ
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のごみ処理計画として私は意義のあることだと思っております。せっかくこのように

衛生組合として計画を策定されているということであれば、目標達成として今の答弁

ですとそれぞれの市町で行っている情報を集約する、あるいは足並みがそろうように

という役割だということでありますけれども、もっとよりそれを統合したリーダーシ

ップのある動き方をすべきではないかと私は考えて質問しているわけですけれども、

例えば組合として一般市民の情報発信ということを言われましたけれども、こういっ

た具体的に何か情報発信として実施している、先ほどホームページのことがありまし

たけれどもほかにあるのでしょうかということをお伺いしたいと思います。 

 それはさらに申し上げますと、ごみ焼却の現場を取り仕切る立場、それから最終処

分場の維持管理を安全、それから延命努力をもって進めるという、そういった立場か

ら、組合というところは住民に直接発信すべきことがたくさんある場だと思います。

これは各市町の環境行政だけではとても十分担い切れない部分であると考えます。そ

ういった立場からもっと直接衛生組合としてのアピールをしていくべきではないか

と、晴丘センターや北丘処分場を市民に身近に感じてもらうことも必要だと考えま

す。その一つとして、ホームページというのはありますけれども、組合としての報告

ですとか啓発を各市町の広報などに年数回入れていくということはできると思うんで

すけれども、そのことについては具体的にどうか伺います。 

 それから、小学生に学習の場を提供するとか、事業系ごみの検査とかということを

している、意識啓発の部分でということも言われましたけれども、そういった意味で

はこの組合、センターというのは市民の方々が気軽に出入りできるという、そういう

場とはなかなかなっていないように思います。例えばごみ減量啓発事業ですとか、リ

サイクル拠点としての場としての機能というのはほとんどないのではないか。今後、

他の自治体のような多くのごみ処理センターにあるような機能、そういったリサイク

ルの拠点としての機能も検討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

 それから、最初の２つ目の項目に関してですけれども、この基本計画の実施为体は

組合と市町村ということだと思いますけれども、一般にこういった行政計画の推進に

ついては特にこの施策の進行管理といったようなことについては、これは私は実施为

体である行政がみずから当然为体的に行うべきことであり、その責務があると考える

わけです。その意味でこの21年度の進行管理について各市町村はもちろんのことです

けれども、組合として独自に行っているということがあれば具体的におっしゃってく
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ださい。とりあえずそれだけです。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） たくさんまたご質問いただきましたもんですから、ひょっとし

て答弁漏れがありましたら、ご容赦を願いたいと思います。 

 まず最初に、組合のリーダーシップをというような大変うれしいご指摘をいただき

ました。他の議員さんの質問にもお答えしましたように、当初のここのできた目標は

先ほど申し上げたようなことですので、なかなかそこでリーダーシップをと言われて

も難しい部分もございますが、時代も変わってきておりますので当組合でリーダーシ

ップがとれる分についてはこれから積極的にさらにやっていく必要があるというふう

に考えております。 

 それから、独自の情報発信、それから各市町の広報等への掲載等々ご指摘をいただ

きましたが、独自の情報発信につきましては先ほど言いましたホームページ等で発信

できるものは発信しておる、あるいは当組合独自のリーフレットあるいはパンフレッ

トみたいなものをつくりまして市民の皆様方に情報を提供しておると。 

 それから、各市町の広報につきましては、これは各市町の広報担当あるいは環境担

当の皆さん方にいろいろご無理を言いまして、当組合のいろんな情報を載せていただ

いております。例えば直近ですと、非常に先ほども話がありました安全面におきまし

てごみの中にいろんなものがまじっておると。不適切なものを入れていただくと大変

な事故が起きますよというなＰＲも広報を通じてやらさせていただいております。 

 それから、市民の方々がもうちょっと気軽に利用できるような施設をというような

ご指摘もございました。これにつきましては、なかなかこういう施設ですので一般の

方にいつでもというわけにはまいりませんけれども、例えば昨年ですと夏休みの期間

を利用いたしまして親子でここを見学していただく、ごみについて勉強をしていただ

くというような企画もやりまして、大変たくさんの親子の皆さん方に来ていただきま

してＰＲになったかなというふうに考えております。 

 それから、リサイクルセンター的な要素をという話がございましたが、これにつき

ましては各市町でそれぞれ今リサイクルセンターかなり充実してやっておっていただ

けるものと理解しておりますが、ただいろいろ市町によって独自性あるいは温度差も

あるようでございますので、それにつきましては今後の検討課題かなというふうに考

えております。 
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 それから、ごみ処理基本計画の推進につきましては、ご指摘のありましたように進

行管理は当然行政の責任で行うべきもんだと我々も理解をいたしております。推進会

議の皆さん方にも先ほども言いましたようにご協力を得ながら、あるいは市民の皆様

方の感覚で情報をいただきながら進行管理をしていく。それで当組合の独自の進行管

理という話がありましたけれども、これはごみ処理基本計画の中で、将来的な市民１

人当たり、住民１人当たりのごみ量を幾らにするという大きな大目標が掲げてござい

ますので、これの進行管理っていいますか、今現在どれぐらい目標達成率、達成され

ておるかどうかというのを当組合のほうではじきまして、これも適宜各市町の担当の

方々に情報提供もしておりますし、こういったこともまたホームページにも載せてい

く必要があるなというふうに考えております。 

 大体そんなことだと思いますけれども、以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） いろいろな点で答えていただきましたが、私が広報にという

ことについてはごみの減量とかについてはそれぞれの市町でも行われていますけれど

も、やはりこの組合からの情報発信というのがなかなか見られない。ですから、組合

からのものとして市民、町民が身近に感じられるものというものがもっと必要ではな

いかと思うわけです。例えば最終処分場についての発信などもないことはないとは思

いますけれども、まだまだ尐ない。そこで、住民にとって身近にそういった最終処分

のことについて考えるきっかけというのがまだまだ足りていないというふうに認識を

していますので、それをさらに進めていただきたいという点で申し上げました。 

 それから、リサイクルの拠点的なものですけども、もちろん各市町に今あります

が、なかなか場所も限界がありますし、本格的にやろうとすると各市町だけでは私は

難しいのではないかと。各市町、他のところは存じ上げません、長久手町などを見て

おりますとそのような感じもいたしますので、各市町でも行うけれども、やはりこう

いったところにおいてもそういうものを持ってきてもよいのではないかということを

今後検討していただきたいと思います。 

 今、この進行管理については当然行政のほうでも行っている、目標達成の度合いな

どについてやっているということでありましたので、それは当然のことだと思いま

す。実施为体の行政として最低限行うべき、行政が当然やるべき基本のことまで推進
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会議にゆだねるというようなことであっては非常に行政としての姿勢として私は問題

だというふうに考えておりましたので、あくまでも今のお話ですと、アドバイスをい

ただくとか、そういった協力を得るという、そういう立場であるということを言われ

たかと思います。ただ、この計画を見ていますと、あくまでも推進会議ではというこ

とで、推進会議はということで各種取り組みの推進、普及啓発活動に加えて施策の進

行管理を行いますという、そういった文言が書いてありますので、非常にここら辺が

わかりづらいというか、混乱にもなりかねない部分ではないかと私は感じます。 

 そういったことから、推進会議というのは本来ここにあります、あそこの計画にあ

りますように、住民と事業者と民間団体と行政とがともに取り組む組織として、それ

ぞれそれが参画する組織としてあるということなんですけれども、どうも現実実際推

進会議の組織とか見せていただきますと、住民の方がほとんどで行政は一応尐しずつ

各市町から入っているということですけど、事業所も１つだけというような様子がう

かがえるわけです。この体制の中を見ましても、例えば推進会議の活動体制の中に全

体会の中には当然そういった各分野の方がいらっしゃるわけですけども、会議の運営

というところには住民の方だけで、あとは事務局として行政がかかわるという立場が

違います。やはりこれは本来こういった推進のための体制をこの推進会議で行うとい

うふうに書かれているということは、本来行政計画は行政が担うはずであるにもかか

わらず、こういう視点を持つっていうことはごみ減量計画については特にやはり行政

だけではなく、住民や事業者、そういったところが積極的に取り組む、ともに取り組

む必要がある、それが大切だという、そういう視点でこれは書かれているものだと私

は認識するんですけれども、それにしてはそういった体制が本当にはとられていない

のではないか。 

 そして、またあえて言えば、行政の責務として行うべきことと、それから住民の独

自、自为独立したボランティア活動と、それから行政、住民、事業者のパートナーシ

ップと言われる協働事業ということと、そういうそれらのそれぞれの線引きというも

のもしっかりとできていない、そういった認識がきちんと分けられて行われていない

ということが私は尐し根本的に問題がある部分ではないかというふうに感じていま

す。そういったことについて、根本的な推進会議の体制のとり方について、新たな計

画の１年目でありますのでさらにこれは根本的に検討をしていただいて、どのような

体制で進めるのか、何を進めるのかということについて検討をされてはいかがかと思
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いますけれども、いかがでしょうか。 

 それとあわせて最後に、最初に私リーダーシップということを言いましたけれど

も、組合というのはごみを処理して最終処分をするという、ただそれだけの２市１町

がまとまってそれをやるという事務を行えばよいわではない。先ほど尐し言われまし

たけれども、時代が変わって今後検討するというようなことも言われたかと思います

けれども、やはりその意味で今後この計画を策定した組合としての意識をさらに高め

て基本計画にもどう取り組むかということについて一言いただければと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（鈴木節男君） まず、最初にいただきました組合独自の情報発信云々という話

がございましたけれども、これは今のところ言いわけになりますが、それこそ職員、

炉の管理をしながら片手間でやっとる部分もございますので、今後事業を見直す中で

効率的な業務ということを目標にしまして、そういう情報発信の業務をやっていく必

要があるというふうに思います。 

 それから、この当センターのリサイクルセンター化というお話がございましたけれ

ども、これもそういう体制をまずつくらなければなりませんし、それとこの施設その

ものが一般の方が頻繁に出入りできるような施設という想定でつくられておりませ

ん。駐車場の問題もございますし、しょっちゅうごみ収集車が出入りして、かなり頻

繁に出入りしますので、その辺の安全面や何かも考慮いたしまして今後検討していく

必要があるかなというふうに考えます。 

 それから、推進会議につきましていろいろご提言をいただきました。まとめてご答

弁させていただきますと、あくまでもいろんな施策を決定するのは行政、これはもう

当然の話でございます。その施策は、尾張東部衛生組合としましては最終的にはここ

へ持ち込まれるごみをいかに減らすかということでございますので、その目標に向か

って各市町がいろんな施策をやっておっていただくというふうに理解しております。

そういう施策を行うについて、今行政だけではなかなかできない部分がたくさんござ

います。特に住民の皆さん方の意識を向上、あるいは実際に汗を流していただかなけ

ればならない部分というのは多々ありますので、そういう部分につきまして推進会議

の皆様方のお力をかり、あるいはご意見を伺いながらやっていく必要があるというふ

うに理解をしておりますので、今後ますますそういう力添えをいただきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） これをもちまして小池みつ子議員の質問を終わります。 

 以上で一般質問は終了いたしました。 

 ここで発言の訂正をさせていただきます。 

 私、議長の発言の中で、日程第６の平成21年陳情第１号尾張東部衛生組合22年度予

算案策定に関する陳情の中で「挙手多数」と言いました。「挙手多数、尐数でありま

す」っていうふうに発言をいたしましたけれども、訂正をいたしまして「挙手尐数で

あります。よって、陳情第１号は不採択と決しました」と訂正させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で今期定例会に付議されました案件はすべて終了いたしました。 

 閉会に当たり、管理者より発言を求められておりますので、発言を許します。 

 管理者。 

○管理者（増岡錦也君） お疲れでございました。議長のお許しをいただきましたので、

閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。 

 本定例会に提出いたしました一般会計予算等の議案につきまして、ご慎重にご審議

をいただき、すべて原案どおり議決を賜りました。厚くお礼を申し上げます。 

 本会議でいただきましたご意見等を尊重し、特に予算の執行等につきましては十分

に精査をし、堅実な運営を図ってまいる所存でございます。 

 また、構成市町と協力しながら、ごみの発生抑制、資源化を図り、さらなるごみの

減量化を推進するとともに、安全で安定したごみ処理に努め、中間処理施設及び最終

処分場の延命化にも力を注いでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれ

ましてもより一層のご指導とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の

あいさつとさせていただきます。 

○議長（丹羽栄子君） ありがとうございました。 

 これにて平成22年尾張東部衛生組合議会第１回定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

 なお、この後全員協議会が開催をされます。そういう中で、時間の延長をさせてい

ただきたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） よろしくお願いいたします。 
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 引き続き、５時５分から全員協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 また、関係理事者以外の方と傍聴者の方はここで退席をお願いをいたします。ご苦

労さまでございました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後４時55分 閉会 
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