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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15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２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。傍聴

者におかれましては、会議中はご静粛にしていただきますようお願いいたします。 

 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。 

 理事者等より的確な答弁を得るために、１回目の質問は３問までとして、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） 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。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○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、13番髙桑茂樹議

員及び14番原淳麿議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 報告第１号 平成２１年度尾張東部衛生組合一般会計予算継続費の精算に 

             ついて 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第３、報告第１号平成21年度尾張東部衛生組合一般会

計予算継続費の精算についてを議題といたします。 

 これにつきましては、管理者から既に配付してあります報告書をもって説明にかえ

ることといたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 認定第１号 平成２１年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定 

             について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第４、認定第１号平成21年度尾張東部衛生組合一般会

計歳入歳出決算の認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） ただいまご上程されました認定第１号平成21年度尾張東部衛

生組合一般会計歳入歳出決算の認定につきましてご説明申し上げます。 

 決算書の１ページをごらんください。 

 平成21年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算につきましては、地方自治法の

規定に基づき、監査委員の意見書をつけまして議会の認定をお願いするものでござい

ます。 

 ２ページをごらんください。 

 歳入歳出とも、予算高につきましては12億7,797万円、歳入決算高は12億7,082万

3,418円、収入率は99.4％でございます。歳出決算高は12億2,648万4,963円で、執行

率は96.0％でございます。歳入歳出差し引き残高4,433万8,455円は、平成22年度へ繰

り越すものでございます。 
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 それでは、歳入の明細につきまして説明させていただきますので、決算附属資料の

８ページ、９ページをごらんください。 

 １款分担金及び負担金でございますが、予算現額７億9,295万2,000円に対しまし

て、収入済額７億9,295万1,760円で、収入率は100.0％でございます。これは、構成

市町のごみの搬入量と人口割に応じた一般経費負担金と建設経費負担金でございま

す。 

 ２款以降につきましては、収入済額と収入率、为な内容につきまして説明させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ２款使用料及び手数料３億5,402万5,580円、95.1％でございます。 

 １項１目土地使用料につきましては、職員の駐車場料金などでございます。 

 ２目施設使用料につきましては、構成市町の住民や事業者等が直接持ち込んだごみ

の処理料、北丘スポーツ公園の使用料などでございます。 

 ３款財産収入5,651万6,600円、140.1％。 

 １項１目財産売払収入につきましては、余剰電力と余剰蒸気の売却益でございま

す。 

 10ページ、11ページになりますが、２目財産運用収入につきましては廃棄物処理施

設建設基金の運用による利子でございます。 

 ４款繰越金6,255万240円、100.0％。これは、前年度からの繰越金でございます。 

 ５款諸収入477万9,238円、47.6％。これは、預金利子とアルミ、缶売却代等の雑入

でございます。 

 以上、歳入合計は予算現額12億7,797万円、調定額12億7,082万3,418円、収入済額

12億7,082万3,418円、収入率99.4％でございます。 

 12ページ、13ページをごらんください。 

 歳出につきましては、支出済額、執行率、为な内容、不用額につきまして説明させ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 １款議会費162万5,850円、77.2％。为なものとしましては、議員の報酬や議会活動

に必要な費用等でございます。 

 ２款総務費10億2,881万8,228円、95.7％。 

 １項１目一般管理費につきましては、全般的な管理業務などに必要な費用でござい

ます。 
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 14ページ、15ページをごらんください。 

 ２項１目工場管理費につきましては、ごみ処理施設の運転管理業務に必要な費用で

ございます。 

 不用額としましては、人事異動に伴う人件費、大気汚染防止用の薬品の購入費や工

事請負費の入札差金などでございます。 

 16ページ、17ページになりますが、２目最終処分費につきましては、最終処分場の

運転管理業務などに必要な費用でございます。 

 不用額としましては、水処理用薬品の購入費、水質検査等の委託料、工事請負費の

入札差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。 

 ３目最終処分場周辺管理費は、最終処分場の周辺整備事業に必要な費用でございま

す。 

 ３款建設事業費1,049万5,233円、100.0％。これは、廃棄物処理施設建設基金の利

子を同基金に積み立てたものなどでございます。 

 ４款公債費１億8,554万5,652円、99.8％。これは、20ページ、21ページになります

が、最終処分場の建設に係る起債の元金の償還と、同起債の支払い利子でございま

す。 

 ５款予備費につきましては、支出はございません。 

 以上、歳出合計、予算現額12億7,797万円、支出済額12億2,648万4,963円、不用額

5,148万5,037円、執行率96.0％でございます。 

 22ページをごらんください。 

 平成21年度実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額12億7,082万3,418円、歳出総額12億2,648万4,963円、歳入歳出差し引き額

及び実質収支額は4,433万8,455円でございます。 

 23ページ、24ページをごらんください。 

 平成21年度財産に関する調書でございます。 

 １の公有財産につきましては、増減等はございません。 

 25ページをごらんください。 

 ２の物品と３の債権につきましても、増減等はございません。 

 ４の基金につきましては、廃棄物処理施設建設基金として1,049万3,733円が積み立
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てられまして、年度末現在高は１億6,282万4,970円となっております。 

 26ページ、27ページに、为要な施策の成果といたしまして为要事業をまとめさせて

いただいておりますので、あわせてご参照いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上で認定第１号平成21年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の説明を終わ

ります。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。 

 この決算につきましては、監査委員により審査が行われておりますので、ここで石

田監査委員から審査の結果についてご報告願います。 

 監査委員。 

○監査委員（石田守正君） それでは、平成21年度一般会計歳入歳出決算について、楠木

千代子委員とともに審査をいたしましたので、代表いたしましてその結果について報

告をさせていただきます。 

 お手元の審査意見書の１ページをお開きください。 

 第３、審査の方法につきましては、一般会計の歳入歳出決算書及び附属資料につい

て関係諸帳簿、証拠書類等によって実施いたしました。 

 その結果、一般会計歳入歳出決算書及び附属資料はいずれも関係する法令に基づい

て作成されており、決算計数は正確であると認められました。 

 次に、第５、審査の概要でありますが、計数的なものにつきましては意見書に記載

したとおりでありますので省略をさせていただきます。その内容についての所見を述

べさせていただきます。 

 ２ページのまとめに述べさせていただきましたように、ごみの搬入量は前年度に引

き続き当年度も減尐し、構成市町の努力の成果が見られるところであります。焼却処

理施設の維持管理につきましては、余剰蒸気エネルギーを有効に利用され、発電され

た電力の売却、隣接工場への供給など施設の効率的な運用に努められています。 

 他方、平成20年度に作成された一般廃棄物処理基本計画において、後期計画に沿っ

て、計画の達成に向けてさらに努力されることを望むところでございます。 

 終わりに、今や環境問題は地球温暖化対策や循環型社会の形成など、経済活動や生

活に密着しており、廃棄物の処理問題も重要な要素となっています。このことからも

ごみの減量化、資源化等の推進によって環境への負荷を軽減し、循環型社会を形成す
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ることが住民の安全と安心な暮らしにつながるものと確信され、一層の努力を望むも

のであります。 

 以上であります。 

○議長（丹羽栄子君） 監査委員の報告は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 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） 決算書の15ページを開いたら工場管理費、それから最終処分費と

か建設費建設事業費と続きますが、この中で、工場管理費で17ページの工事請負費の

ところですが、焼却施設定期点検整備とかそういう整備事業というのがあります。こ

ういうのは、今まで大体委託事業ということで同じ業者がずっとやってるかと思うん

ですけども、そういう場合もいわゆる整備点検費の無駄な点を省いて合理的にやらせ

るとか、そういった努力がなされたかどうかということ、それはまずどうでしょう

か。 

 それから、あとその下の工事費とかそういうところで、草刈りとかありますね、北

丘スポーツ公園の管理業務とか、管理業務と別に草刈りとか、そういった工事費で競

争入札でやられた件について、ことしは、21年度はどうだったか、その辺についてそ

れはどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 今の２点のご質問でございますが、まず１点目の定期的な整

備点検のことですけれども、これにつきましては法定点検でございまして、一定のと

ころを点検するということで、もちろん無駄を省いて点検をしております。 

 それから、２点目でございますが、草刈り等につきましては指名競争入札でござい

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） 例えば今、定期点検整備のほうですけども、これは業者というの

はずっと同じ業者なんでしょうか。それとも、業者を例えば以前にかえた、途中でか

えたとか、そういうことで合理的な整備費を捻出するとか、そういったことがどうだ

ったかということと、それと先ほど言われた入札関係でいいますと、あと草刈りは入
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札だということでしたが、それ以外に競争入札を入れた項目はどれか、ちょっとこの

決算書において１回教えてほしいんですが、どうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 第１点目の工事の焼却施設定期点検整備工事ですけども、これは

最初は川崎重工業というプラントメーカーが設置していましたけども、会社名が変わ

っています。カワサキマシンシステムとそれからカワサキプラントシステム、またこ

とし10月に川崎重工というふうに社名が変わってますけれども、特許を持っている会

社にずっと随意契約で発注しています。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） よろしかったですか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 再々問、ちょっと答弁漏れ。競争入札でやったところと、あとほ

かにどういう工事があるかという。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 工場管理費の工事請負費では、晴丘センター建屋塗装及び建屋防

水工事、それから破砕設備定期点検整備工事、それとクレーンバケット定期点検整

備、クレーン本体定期点検整備及び２号クレーンインバーター取りかえ工事、この件

が工事請負費の中では指名競争で行っています。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにございませんか。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） まず、この決算を見ていまして、非常に予算と項目の違う部

分が見受けられます。しかしながら、今決算の説明の中では、そういったことについ

ては一切報告がなかったと思います。やはりその点について、予算で上げられていな

いものについて決算で上げられている場合については、その点の説明が必要ではない

かと考えますので、気をつけていただきたいと思います。 

 それから、請負費の内訳ということで、説明のところに書いてあるんですけれど

も、非常に順序が変わっていたり、見にくい、同じクレーン本体とクレーンバケット

というようなことがその上と下に離れてあるとか、非常に、もとのはまとめて予算化

されていますので、そういったことの整理がなされていないのは何か理由があるのか

伺います。 
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 それから、工場管理費のほうの工事請負費です。17ページですけれども、ア、イ、

ウ、エ、オ、カ、キとありまして、キの管理棟の塗装及び屋上防水等改修というの

は、これは予算には上げられていませんでした。確認をしましたところ、なかったけ

れども費用的に余裕があったので行ったということを尐し伺いましたけれども、これ

は今年度だけのものなのか、来年度にも続くものであるのか伺います。 

 それから、最終処分費のほうを見ますと、工事請負費として予算では680万円上が

っておりましたけれども、決算のほうでは水処理施設の定期点検整備が187万9,500円

と、浸出水の処理施設整備が168万円ということで２つに分かれて、ただトータルし

ても低い費用で終了しています。これについてはどのような理由であったのか、まず

その３点伺います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず１点目の予算書とそれから決算書の中身の違いというこ

とでございますけれども、こちらのほうにつきましては、決算のほうは具体的な契約

をした事業名となっております。予算の場合につきましては、大まかといいますか、

大分類した事業、こんな事業があるということで計上しておりますので、決算の項目

と予算の項目が今違う状況にあります。ただ、今議員がご指摘されましたように、予

算書と決算書を見た段階でなかなかわかりづらいというご意見がございましたので、

今後につきましては改正をしていきたいと考えております。ですから、理由としては

そういうことでございます。 

 それから、２点目の防水の関係ですけれども、これは20年度からの継続事業のも

の、20年度、21年度と継続したもの、それと21年度のものということで、来年度以降

は今のところ考えておりません。 

 それから、３点目の最終処分場のほうの予算とそれから決算書の名称の違いも１番

目の回答と同じ理由でございます。 

 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） 決算と予算の項目の書き方が違うことについては、細かく示

してもらうことはやぶさかではありません。ただ、整理をして示していただくことが

必要だという点で、予算と全く同じようにということを申し上げているのではありま

せんので、その点ご了承ください。 
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 それから、工事請負の工場管理費のほうですけれども、管理棟についての塗装等に

ついての新たな今年度行われた予算にはなかったものですね。これは来年度は行わな

いという、今、今年度だけだという答弁だったかと思いますけれども、これ21年度の

契約状況を見てみますと、建屋のほうの塗装のほうは指名競争になっていますけれど

も、この後で行われた管理棟のほうは随契になっています。これはなぜそのような、

当然指名競争で行われるべきものではないかと考えますけれども、いかがでしょう

か。 

 それから、最終処分費のほうの工事請負費です。水処理施設の定期点検整備という

のが、昨年度に比較しまして非常に安価になっております。これはなぜなのか。定期

点検であれば同じようなことではないかと思うんですけれども、今年度187万円であ

って、昨年度は多分450万円ですか、その辺も説明をお願いします。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（加藤忠明君） １点目の晴丘センターの管理棟塗装及び屋上防水等改修工事と晴

丘センター建屋塗装及び屋上防水等改修工事、こちらの指名と随契との違いというご

質問を受けましたので、この件について説明させていただきます。 

 晴丘センターの建屋塗装及び屋上防水等改修工事、こちらのほうは５社の指名競争

入札によりまして実施しましたが、そのときの……。 

○議長（丹羽栄子君） ちょっと聞こえにくいんですけれど。 

○为幹（加藤忠明君） 足場仮設費につきまして、建屋塗装、工場棟のほうですけども、

こちらのほうの工事の終わった後の足場が次の管理棟の塗装工事のほうにそのまま流

用できるということで、通常に比べますと非常に安くできるという見込みがありまし

たので、同じ業者による随意契約としました。 

 以上でございます。 

（12番小池みつ子君「もう一つ」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） ２点目の、最終処分費の定期点検整備が20年度と比べて非常に安

いということですけれども、最終処分費の定期点検は雤の一番尐ないとき、１月、２

月に行います。予算を上げるときは10月に上げまして、そのオーバーホールした翌年

の、一番多いのはポンプ類なんですが、ポンプ類の腐食何かを経年変更を考えて予算

を上げてますけれども、そのとき１年前に点検して、今回やるときに事前にポンプ類
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をチェックしたときにまだこれはもつという、そういう判断で設計の中にポンプ類の

取りかえを入れてなかった、それで値段が安くなったということです。 

○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） 予算のときには入れていたけれども、実際はそれは使わなか

ったということですか。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） はい、そのとおりです。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにございますか。 

 大澤健一君。 

○３番（大澤健一君） それでは、まずは３ページ、４ページのところの２の使用料及び

手数料の使用料なんですけど、1,800万円ほど減額になっているんですけど、その理

由をお聞きしたいと思います。 

 それから、８ページ、９ページの分担金及び負担金で、補正のほうで21年度も

3,800万円ほど、20年度も4,000万円ほど減額補正しているんですけど、その理由をお

聞きしたいのと、あとここ数年尐しずつですけどこの分担金、負担金のほうが各市町

の、下がってきているんですけど、そういった、その辺をどのように分析しているの

か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） 大変申しわけございませんが、１点目ちょっと聞き漏らしま

して済いませんでした。 

 ２点目の負担金の減額補正の理由でございますけれども、これは事業費が確定した

段階で例年補正をしております。一般経費の部分が低くなったということで補正をさ

せていただいてまして、その分負担金の減額になっているということでございます。 

 それから１点目、どういったご質問、済いませんがもう一度お願いします。 

○議長（丹羽栄子君） はい。 

○３番（大澤健一君） １点目は３ページ、４ページの使用料及び手数料の、使用料が

1,800万円ほど減額になっている、予算に比べて、その理由です。 

 あと３点目なんですけど、先ほど分担金及び負担金がここ数年尐しずつですけど減

ってきているんで、各市町の分担金、負担金が。それをどのようにとらえているのか
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伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず１点目の使用料の減額でございますが、予算のほうでは

当初ごみの搬入量、こちらのほうを２万4,200トンを見込んでおったわけでございま

すが、これが２万2,985トンに減ったためでございます。 

 それから次に、負担金の減額でございますが、これにつきましては一般経費負担金

の減額についてということだと思いますけれども、こちらのほうにつきましては一般

経費分が、全体の経費分が下がってまいりますと、当然その構成市町への負担金とい

うのは減額してまいりますので、それで減額をしていると。その一般経費の減額はど

ういうことかと申し上げますと、やはりごみの搬入量が減ってきますと当然経費とい

うのは下がってまいりますので、それが原因でございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、今の２つ目のところなんですけど、分担金及び負担金

が21年度はこんだけ補正で上がってて、22年度においては予算が結構この21年度の決

算額に近づいているんですけど、この20年度、21年度においては事業費の確定という

のは予算を決める段階でははっきりしなかったということなんですかね。22年度にお

いてはようやくそれを踏まえることができて、より適切な予算になったと理解してい

いんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 22年度の予算の額でございますが、これも予算計上する段階

の時点での数字でございますので、22年度の最終的な額というのは補正があるかどう

か、その辺はまだ不確定な部分がございます。ただ、例年の例から申し上げますと、

過去ずっと一般経費負担金につきましては、極力抑える形で減額補正をしているとい

うのが現状でございます。ただ、今年度これをするかどうかというのは、今後の見通

しが立たない限りはわかりません。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、次に移ります。 

 ８ページ、９ページなんですけど、財産収入の中で、余剰電力売却益が21年度は中
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部電力と丸紅ということで２社へ売却してるんですけど、20年度においては中部電力

だけだったんですけど、多分丸紅のほうが高く売れるかなと思うんですけど、その辺

のちょっと詳しい内容をお聞きしたいと思います。 

 それから次、10ページ、11ページですけど、雑入のアルミ、缶等売却代が20年度は

2,100万円ほどあったんですけど、21年度は400万円とかなり減っているんですけど、

その理由をお聞きしたいと思います。 

 それから、14、15ページに飛びまして、１目工場管理費の中で、１の人件費、職員

が27名ということで、金額として約２億2,000万円ほど、20年度は26人で２億4,000万

円ほどだったんですけど、21年度１人ふえているんですけど、この人員配置について

適切だったのかどうか、そのあたりをちょっと伺いたいと思います。 

 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１点目の余剰電力の売却の関係でございますが、従来一

般の電気事業者ということで中部電力のほうに売却をしておりました。これが21年度

の４月、５月分まででございます。今現在、小規模特定事業電気事業者、こちらのほ

うに売却することが可能になりまして、それで入札をした結果、丸紅が落としたとい

うことでございます。 

 それから、２点目のアルミ、缶の雑入の関係でございますけれども、こちらにつき

ましては売却単価が大幅に下がりまして、例えばアルミを例にとりますと20年度がト

ン当たりですが５万円、それが21年度につきましてはトン当たり3,000円ということ

で、10分の１以下に減尐しております。それから、缶につきましては、トン当たり２

万4,000円だったものが2,000円ということで、こちらも10分の１以下になっていると

いう状況でございます。それで減額をしているということでございます。 

 それから、３点目の人件費の関係でございますが、こちらにつきましては、21年度

と20年度では職員の体制が変わってきております。21年度につきましては、再任用の

職員が２人になっております。それで、21年度につきましては再任用の職員が１名と

いう状況でございます。そういうことで、人件費が変わってきているということでご

ざいます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） まず１点目の丸紅への電力売却なんですけど、量的には20年度と
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比べてどうなんでしょうか。 

 それから、３点目の職員のなんですけど、その人数の中に再任用を含めた人数とい

うことでいいのかということと、この21年度の27人というのが今の段階ではベストと

考えているのか伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず１点目の電気の売却の数量を申し上げますと、20年度実

績が489万1,738キロワットアワー、21年度実績が493万2,354キロワットアワー、した

がいまして21年度のほうが若干売却の電力量はふえております。 

 それから、２点目の人員配置の関係でございますが、先ほど言いましたように再任

用が１人と、20年度につきましては。それで、人員配置の適正規模というお話ですけ

れども、22年度、今年度につきましては再任用が３人になってまいります。それでま

た変わってまいりますけれども、適正規模と考えております。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） 職員の今聞いたのは、再任用がその人数に含まれているかどうか

というのと、あと27人がベストと考えるのかの２点です。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 再任用は含まれております。それが適正規模と考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、最後になりますけど、18、19ページなんですけど、公

債費のほうが１億8,500万円ほどあるんですけど、この公債の残高が幾らになるのか

聞きたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 公債費の残額でございますが、11億3,202万9,049円でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにございませんか。 

 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） お願いします。 
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 決算書なんですけれども、決算書の26ページになりますけれども、为な施策の成果

ということで、先ほど尐し説明がありましたけれども、この中で３番目に焼却施設と

いうことで文章がありますけれど、そこの３段目のところで熱分解溶融処理施設、前

年に引き続き運転しなかったということが書かれておりまして、これはもちろん間違

いではないと思うんですけれども、これはもう何年も前から動かしてないと思うんで

すね。それを前年、前年というふうに書いていただいてても、いつからなのかが正確

にわからないので、きっと平成15年からは動いてないと思うんですね。そういう書き

方をしていただいたほうがより的確にわかるかなと思いますので、その辺の文章の変

更をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ご指摘の部分につきましては、次年度以降修正をさせていた

だきます。 

○議長（丹羽栄子君） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） 答弁ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 次は、きょういただいている事業概要なんですけれども、事前にお願いをいたしま

していただいておりました。その中で、これも簡単に答弁していただければよろしい

んですけれども、43ページと44ページのところにおきまして、尾張東部衛生組合地球

温暖化対策実行計画というのがあります。改めて、私もこれがあるということを気づ

かせていただいてちょっと恥ずかしいんですけれども、これが平成17年から22年度ま

での計画というふうになっておりますので、当然今年度これの見直しをされていると

いうふうに思うんですが、そこのところの確認と、それからことし最終年ということ

で、どのような状況になっているのか、達成がどのようになっているのかなというこ

とを、簡単でよろしいですのでご答弁をお願いいたします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） こちらの尾張東部衛生組合地球温暖化対策実行計画につきま

しては、ＩＳＯの関係の計画でございまして、今年度が最終年度ということで次年度

以降また見直しをする予定でございます。 

 以上でございます。 

（７番塚本美幸君「ありがとうございました。達成のほ

うはどんな見通しでしょうか、大体でよろしいです」の
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声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 達成をしております。 

（７番塚本美幸君「ありがとうございました。また引き

続きよろしくお願いいたします」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ほかによろしいですか。 

 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） もう一点だけお願いいたします。 

 やはり事業概要の23ページなんですけれども……。 

○議長（丹羽栄子君） 塚本美幸議員。決算審査についてですので、この概要は後日お聞

きしていただくというのが本意でないでしょうか。 

○７番（塚本美幸君） 決算審査のほうは私もさせていただきまして、事前に聞かせてい

ただきましてほとんど問題はないというふうに思っておりますので、この辺のところ

でお聞きをしたいというふうに思いました。 

 それと、それがだめだということであれば、事前にこういう事業概要を配っていた

だきまして、このことについてもこの場で皆さんが聞くことができるように、事前に

配付をしていただけないかなというふうに思いますが、どうでしょうか。この場でい

ただいても、見てそれで質問するということはすごく難しいと思うんですね。 

 事前にお配りしていただくということについてはどうでしょうか、ご答弁お願いい

たします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 来年度以降、事前に配付をさせていただきます。 

（７番塚本美幸君「ありがとうございます。よろしくお

願いいたします」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ほかにありませんか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 決算書の11ページの雑入の関係で、先ほど大澤議員のほうも質問

されておりますが、ここでアルミ、缶等売却代、電気代、その他というふうに書いて

ありますけど、あと説明書、为な施策の成果の中で、不燃、粗大ごみ5,568トンは前

選別及び破砕処理と書いて、鉄及びアルミ1,564トン、アルミ、缶、鉄くずは資源回
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収業者に売却したというふうに書いてあるんですが、これ資源として売却をする場

合、アルミ、缶、鉄、それ以外にもさまざまな、まだまだ資源として売却をしてるの

があるかと思うんですが、その他の中にどういうのが入っているんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 21年度実績ではアルミ、缶、鉄がら、破砕鉄くず、それから

紙でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） あと、ガラスはカレットとして売却をするという、しかもできる

ということだと思うんですが、これはやってないということでしょうか。粗大ごみと

かそういう中に当然ガラスなんか入ってくると思うんですが。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ガラスを選別することは、ちょっとここでは不可能というこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） よろしかったですか。 

（１番原田秀俊君「はい」の声あり） 

 ほかにございませんか。 

 ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 質疑もないようですので、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、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。 

 認定第１号平成21年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定についてを採

決いたします。 

 本決算について認定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） ありがとうございました。挙手全員であります。よって、認定第
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１号平成21年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定については、認定する

ことと決しました。 

 ここで、会議半ばでございますが、３時15分まで休憩といたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              午後３時00分 休憩 

              午後３時15分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（丹羽栄子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議員提出第１号議案 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁 

                 償に関する条例の廃止について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第５、議員提出第１号議案尾張東部衛生組合議会の議

員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の廃止についてを議題といたします。 

 この場合、提案理由の説明を原田秀俊議員よりお願いいたします。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それでは、お手元に配付してあります議案書で説明をさせていた

だきたいと思います。 

 22年議員提出第１号議案、尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に

関する条例の廃止について。 

 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（平成20年尾張

東部衛生組合条例第１号）を廃止する条例を次のように定めるものとする。 

 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条

例。 

 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（平成20年尾張

東部衛生組合条例第１号）は廃止する。 

 附則、この条例は平成23年４月１日から施行する。 

 理由として、この案を提出するのは、尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び

費用弁償を廃止するため必要があるからである。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 提案理由の説明は終わりました。 
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 これより質疑に入ります。 

 本案に対する質疑はございませんか。 

 髙桑茂樹議員。 

○１３番（髙桑茂樹君） では、ちょっと質疑させていただきます。 

 尾張東部衛生組合のこの条例をなぜ廃止するのか、今どうしてなぜこの時期にしな

くてはいけないのか。それから、この２市１町、市民、町民にそのような声があった

のか、ここをお伺いいたします。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 今、２点質問がありました。 

 なぜこの時期に廃止するのかということですが、もともとこの尾張東部衛生のやっ

てる仕事、ごみ処理業につきましては、それぞれの構成市町の固有の事務です。それ

を効率的に処理をするということで、一部事務組合をつくって処理をしているという

ことだと思います。 

 したがって、私は固有の業務をやるのに、議会に派遣されるからといって議員報酬

をもらうというのは、やはりそれは町民の感情から見ても、一つのいわゆる議員の特

権みたいな格好になっているんじゃないかと。もともとそれぞれの構成市町で報酬を

もらっているわけですから、それをもとにして活動すれば十分であるということ。 

 ２つ目の、市民や町民からそういう声があったのかということですけども、今言っ

たように、私たち自身が正さなきゃならないことは、やはり市民、町民から言われな

くてもまず正すということが大前提であると思います。したがって、私のところにこ

の話を、私がこういう議案を出すということを言ったときに、皆さんから何そんなこ

とがあったのかねと、それはやはりなくしてしかるべきじゃないかという声はいただ

きました。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 髙桑茂樹議員。 

○１３番（髙桑茂樹君） 一説にこの廃止というのは、地方自治法違反ではないかという

考え方があります。何か先進事例等を参考にされているのかなと、ちょっとそこをお

伺いしたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 地方自治法203条には、普通地方公共団体はその議会の議員に対
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して議員報酬を支給しなければならないということはあります。しかし、ここの一部

事務組合の議会というのは特別公共団体ということですので、私はそれはそのまま当

てはまらないというふうに思います。先ほど言ったように、どうしてもその法律にあ

るから払わなきゃいけないということであったとしても、私は先ほど言いましたよう

に、二重取りとは言いませんけども、そういうことになりかねないということから、

やはりそれは廃止してしかるべきだし、それから先進地においては、報酬というのも

出してないところがたくさんあります。でも、ある意味でいうと、１回幾らという費

用弁償を出しているところもありますけども、これはだんだんとやっぱり報酬を廃止

するという流れが、私は起きているというふうに理解をしております。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ありませんか。 

（１番原田秀俊君「ごめんなさい、答弁漏れ」の声あ

り） 

 答弁漏れ。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） なぜ今の時期かということ言われましたが、これは過ちを改むる

にはばかるなかれという言葉もありますけども、私はやはり気がついたときに提案を

するというのは一つ議員としての務めだし、それからこういう議論というのは、確か

に時間もかかります。皆さんの合意を得るには時間もかかりますから、やはり私は、

気がついたときに形として議論をするということを皆さんに訴えて、それから一部事

務組合たくさんありますけども、ほかの一部事務組合はそれぞれのそこにおる議員の

皆さんが考えることであって、私はここに東部衛生の組合に所属しておりますので、

ここで提案をしたという次第です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにありませんか。 

 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） まず、先ほどの髙桑議員の質問にちょっとかぶるんですけど、法

的にやはり問題がないのかということで、原田議員の思いはわかるんですけど、まず

私たち議員が法を守るべきでありますので、そこのところを本当にはっきりしていた

だきたいと思います。 
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 それから、組合議会は東部衛生だけでなくほかの各市町によってあるかと思うんで

すけど、廃止をもしするならこういったところと一斉にやるべきことであると思うの

で、やはりこの東部衛生だけでなく、そういったところで話し合って決めるべきじゃ

ないかと思うんですけど、そのあたりはどのようなお考えですか。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 法的に問題はないかということについては、私は問題はないと思

います。それは、先ほど言いましたように、地方自治法の203条の規定には具体的に

は直接に当てはまらないし、それからまた先ほども言いましたように、先進地では報

酬じゃなくて費用弁償という格好で、明らかに違う形で実費を保障すると言いました

ね。そういったことになっておりますので、私は違うと思います。 

 それから、ほかに組合議会もあるがということですが、確かにそのとおりなんで

す。ですから、先ほど言いましたように、私はこの東部衛生の組合議会の議員です。

確かに任期が変わって、またほかに行きます。しかし、先ほど言いましたように、私

たちがほかの議会のことについてとやかく言うことはまずできませんし、私は本来こ

ういう形のものは、本当は管理者のほうから提案があってもしかるべきじゃないかな

と思う一面もあります。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 伊藤祐司議員。 

○１０番（伊藤祐司君） 先ほど原田議員のほうから、みずから正すことが大事だという

表現をされました。そうすると、この制度自体は今間違っている制度なのかというと

ころが尐し納得がいかないところがありまして、その正すことに対して間違いである

ならどこが間違いなのか教えていただきたいと思います。 

 それから、地方自治法の287条第２項では、当組合議員は一部事務組合議員等の兹

務ができるということが書いてあります。これは、お互いが兹職ということで、お互

いに仕事、みずからが所属する議会の仕事、それからこちらの仕事、両方とも対等な

仕事としてやらなければいけない。選ぶに当たっては多分一般選挙を経てないという

ようなこともあって、理解が得られないのかなということもあるかと思いますが、兹

職ができるということに対して、そこには仕事をする以上報酬というものが発生する

ということについてはどういうふうにお考えなのかお聞きしたいと思います。 
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○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） これは繰り返しになって恐縮ですけども、先ほど言いましたよう

に、一部事務組合の仕事というのは本来それぞれの構成市町の議員、首長、それの固

有の仕事なんです。したがって、固有の仕事をやるのに、地方自治法287条のこと言

われて、兹職ができるから兹職先でも仕事をやれば報酬をもらえるということを言わ

れますけども、もともとそういう固有の仕事でありますので、私はそこで派遣された

からそこでも報酬もらうということは、私は先ほど言ったように、重ねて報酬をもら

うということになりますので、それは私はおかしいと、そこは間違っているのではな

いかというふうに思います。 

 それから、先ほど対等の仕事としてできるということを言われましたが、形として

はそういうことになるでしょう。しかし、だからといってそれぞれの構成市町の議員

としてできない仕事ではありませんし、派遣をされるということについて、議員でな

ければこの組合議会の議員にはなれません。議員の任期が終われば直ちに失職をする

ということになりますから、それは私はやはり当たらないんじゃないかというふうに

思っております。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 伊藤祐司議員。 

○１０番（伊藤祐司君） 再度お伺いします。 

 先ほどの、みずから正すことが大事と言われました。この制度は間違った制度なの

でしょうか。見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 私は先ほど、繰り返すようですが、現時点では、私はやはり一部

事務組合で報酬をもらうということについてはやはり間違っているんじゃないかとい

うふうに思って提案をいたしました。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 楠木千代子議員。 

○２番（楠木千代子君） 聞いておりましたら、どちらも言っていることは正しいと思い

ますが、はっきり言えば、このご時世ですので経費削減として報酬を下げてはどうか
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というふうに、もっとわかりやすく伝えていただければすごい納得ができるのです。

とても、建前として報酬云々でそれが自治法に関する、あれに関すると、遠回しな言

い方でなくこのご時世ですから、首長からいろんな方から報酬審議会で何％何％削減

されているので、この東部衛生でも削減してはどうかなというふうにすんなり言った

ら、すごく聞こえがいいように私は思いました。 

 以上です。 

（１番原田秀俊君「お答え言いましょうか」の声あり） 

 お願いします。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 今、楠木議員のほうから端的にご指摘をしたらどうかということ

でしたけども、確かにそのとおりです。しかし、全体としていえば150万円程度です

ので、それでも本当に貴重な財源としてはあります。そういうこともあって提案をし

た背景にはありました。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 質疑もないようですので、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。 

 牧野一  

○１１番（牧野一  議長の許しをいただきましたので、私は反対の立場から討論を

したいと思います。なお、今までの質問及び答弁に重複する部分もありますが、再度

発言したいと思います。 

 まず最初に、当組合議会の議員報酬及び費用弁償につきましては、先ほどから議論

がありますように、地方自治法によりましてこれをもとに条例として運用されている

ものであります。したがいまして、このこと自体に何ら問題があるわけではないと、

私はそういうふうに認識をしております。すなわち、法的な問題は一切ないという前

提に立ちまして発言をしたいと思います。 

 本議案のおおむねの趣旨に対しては、個人的には頭ごなしに反対するものではござ

いません。あえて詳細については言わないまでも、市民からの厳しい意見を耳にする



- 25 - 

ことも私の場合はございます。こういう市民の意見を真摯に受けとめ、将来に向けて

すぐにでも検討していくべき課題であるとも思います。ただし、当組合議会以外に

も、先ほどの質問にもありましたように、一部事務組合は存在するわけで、これらす

べての一部事務組合を横並びに考え、足並みをそろえて検討すべきであると私は考え

ております。そのためには、議員提案もさることながら、このことについては各自治

体の議会が方針を打ち出すのが本来の姿であると考えます。 

 当市尾張旭市のことを申し上げますと、現在議会のあり方検討委員会を立ち上げ、

まさにこの課題に対しても検討を進めている最中であります。他の市町におかれまし

ては、一部事務組合議員の任期が１年交代であったり、おのおのの事情がわからない

わけでありますが、できましたら議会としてぜひ検討いただく機会を設けていただき

たいと切に望むところでございます。 

 したがって、本件に関しては、私は趣旨を理解はするものの、本議会のみで決定す

べきではなく、一部事務組合全体の課題として今後決定すべきであると考え、反対す

るものであります。続く第２号議案、第３号議案についても、考え方は同様でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに討論ありますか。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） それでは、私は賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 当組合は、廃棄物処理施設の建設及び維持管理等の事務を協同で行うための一部事

務組合として３市町で組織されているものです。廃棄物処理は各自治体の事務です

が、より効率的に運営するためにその事務の一部を３市町が協同で行うものでありま

すので、この組合の議会議員は各市町の議会議員のうちから選ばれております。つま

り、私たち議員は各市町の事務の一部についてを協同で行う衛生組合の議会におい

て、議員として議決を行うという役割を担っておりまして、これは各市町議員の役割

の中であると当然認識されると私は考えております。各市町においてはその議員報酬

は出されており、さらに組合議会で報酬が出されるということにはかねてより疑問を

感じていたところであり、今回の議員提案に賛成するものです。 

 これまでこの件について話題となりましても、各市町の議会や各一部事務組合全体

で検討しなければという声が本日もありました。しかし、それが現実に難しいという
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状況の中で、結局状況は動いていないというのが実態ではないかと思います。ここ

で、提案の出し方云々が言われるのではなく、それは本質的な議論ではないと考えま

す。他の一部事務組合との整合性も、例えば他と横並びにする理由というのは、これ

は単に議員間の問題であって、議員報酬の整合性がたとえなくても、何ら市民の不利

益とはなりません。各市町の議会でまたこの件を検討することが必要という意見もあ

りますけれども、これもなぜこの件だけが各市町で検討されなければいけないのか、

私は理解に苦しみます。当組合は独立した組織として条例を持って事務を執行してお

り、当議会その組織議員によって条例の改廃も議決をしているところです。なぜこの

議員報酬に関する議案だけが各市町で検討する、持ち帰って相談、検討をする必要が

あるのか。この場でやはり現在の組織議員によりこの議会のことについては決めるこ

とができないというのは、その理由が私には理解できません。報酬は各議員にかかわ

ることであるかもしれませんけれども、あくまでも税金の使い道として客観的に筋の

通った、市民の理解を得られるものとしていくためにどうすればいいかという観点か

ら、当議会として議決すべきであると私は考えます。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかにありませんか。 

 髙桑茂樹議員。 

○１３番（髙桑茂樹君） 私は反対の立場から討論いたします。 

 議員提出第１号議案、これは唐突に出てきたものとしか言いようがありません。そ

もそも議員報酬、費用弁償、給与が２市１町の住民から、高過ぎる、減らせ、なしに

しろという批判を受けたのでしょうか。議員たる者、訴えるという活動よりは、議員

としてどう行動していく、実現させるということを考えるべきと思います。市民、町

民のためであるのであれば、議員、特別職、職員等全体で痛みを分かち合って改革、

改善していくべきではないでしょうか。調べてみますと、近隣市町で大府市、豊明

市、東浦町、阿久比町で運営している東部知多衛生組合議会では、報酬支給を取り巻

く環境の変化や行財政改革の観点から、該当する副管理者の首長、議員の理解を得た

という経緯のもとで廃止に至っております。今回の議案は何か別の思惑が見え隠れす

るような気がします。 

 以上のことから、議員提出第１号議案、第２号議案、第３号議案について反対であ

ります。同僚議員の賛同を求めて終わります。 
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○議長（丹羽栄子君） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 他に討論もないようですので、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。 

 議員提出第１号議案尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の廃止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） ありがとうございました。挙手尐数であります。よって、議員提

出第１号議案尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の廃

止については、否決となりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議員提出第２号議案 尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例 

                 の廃止について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第６、議員提出第２号議案尾張東部衛生組合特別職の

職員の給与に関する条例の廃止についてを議題といたします。 

 この場合、提案理由の説明を原田秀俊議員よりお願いします。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それでは、提案文書を読み上げて提案説明をしたいと思います。 

 22年議員提出第２号議案尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例の廃止

について。 

 尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例（昭和39年尾張東部衛生組合条

例第５号）を廃止する条例を次のように定めるものとする。 

 尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例を廃止する条例。 

 尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例（昭和39年尾張東部衛生組合条

例第５号）は廃止する。 

 附則、この条例は平成23年４月１日から施行する。 

 理由、この案を提出するのは、尾張東部衛生組合特別職の職員の給与を廃止するた

め必要があるからです。 

○議長（丹羽栄子君） 提案理由の説明は終わりました。 
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 これより質疑に入ります。 

 本案に対する質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 特に質疑もないようですので、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） 特に討論もないようですので、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。 

 議員提出第２号議案尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例の廃止につ

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） ありがとうございました。挙手尐数であります。よって、議員提

出第２号議案尾張東部衛生組合特別職の職員の給与に関する条例の廃止については、

否決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議員提出第３号議案 尾張東部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 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第７、議員提出第３号議案尾張東部衛生組合特別職の

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い

たします。 

 この場合、提案理由の説明を原田秀俊議員よりお願いします。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 22年議員提出第３号議案尾張東部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。 

 尾張東部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

一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

 尾張東部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

一部を改正する条例。 
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 尾張東部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

（昭和39年尾張東部衛生組合条例第４号）の一部を次のように改正します。 

 次の表の改正の前の欄に掲げる規定を、同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で

示すように改正をします。 

 改正前は、参与、年額７万8,300円とありますが、これを削除して廃止するという

ことです。 

 この条例は平成23年４月１日から施行する。 

 理由、この案を提出するのは、尾張東部衛生組合特別職の職員で非常勤のもののう

ち参与の報酬及び費用弁償を廃止するために必要があるからです。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 本案に対する質疑はございませんか。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） この中で、参与の報酬を廃止ということですけれども、議会

の議員の中から選任された監査委員については廃止はされないということになってい

ます。これについては、議員の立場を持つわけですけれども、なぜこれについては廃

止をしていないのか、何かお考えがあったのかをお伺いします。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） これは、ここに書いてある日額2,800円という金額で、この金額

であれば監査委員という特別な役割が議員としてさらにあるということで、費用弁償

としては妥当かなということで、残したという経過です。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 質疑もないようですので、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。 

 小池みつ子議員。 

○１２番（小池みつ子君） 賛成の立場で討論します。 

 この議案については、参与の報酬の額を廃止するということになっております。私
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は今質疑で確認しました。議員提出の監査委員についての支給がそのままであるとい

うことについて、若干さらに検討する必要があることではないかとは考えております

が、今回この議案の中ではこの参与の支給を廃止するということでありますので、そ

のことを理由として賛成といたします。 

○議長（丹羽栄子君） ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 討論ないようですので、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。 

 議員提出第３号議案尾張東部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） ありがとうございました。挙手尐数であります。よって、議員提

出第３号議案尾張東部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、否決されました。 

 ここで、会議半ばでございますが、３時55分まで休憩といたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              午後３時45分 休憩 

              午後３時55分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（丹羽栄子君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 一般質問について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第８、一般質問を行います。 

 塚本美幸議員の発言を許します。 

 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） 塚本美幸です。 

 ２項目につきまして一般質問を行わせていただきますので、よろしくご答弁をお願

いいたします。 

 １項目めは、ごみ焼却処理広域化計画についてであります。 
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 本組合は、愛知県よりごみ焼却処理広域化計画について平成９年と21年に示され、

このことについて対象となっています本組合と尾三衛生組合にて、尾張東部尾三地域

広域化ブロック協議会を設立し協議を行ったと聞いております。広域化の問題は、焼

却炉を大規模にする、そのことによるリスク、また広域化によりごみを遠くまで運ば

なければならない。運ぶ手だてなども、車を多くする、また道路の整備など幾つかの

リスクが考えられます。そこで、尾張東部尾三地域広域化ブロック協議会にて、広域

化についてどのような意見が出され、現時点での方向性をどのように進めていくお考

えでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 塚本議員の質問にお答えいたします。 

 尾張東部尾三地域広域化ブロック協議会は、当組合と尾三衛生組合だけではなく、

各組合の構成市町であります瀬戸市、尾張旭市、長久手町、日進市、みよし市及び東

郷町も構成団体となっておりまして、平成11年に第１回の協議会を開催した後、現在

までに３回会議が開催されております。この中で、広域化につきましては、構成団体

からは新たな焼却施設を建設する場所と地元同意の問題や、収集効率の悪化を防止す

るための中継基地の建設に伴う諸問題などの意見が出されており、現時点ではいずれ

の構成団体も広域化が非常に困難であるとの見方が大半でございました。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） そうしますと、現時点での方向性はどのようにとらえればよろし

いでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 現時点の方向性というのは、非常に難しいということの意見が

大半であります。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） ご答弁ありがとうございました。 

 私も、今事務長が言われたような大変困難なことでありますので、広域化というの

は決して進めていただきたくないというふうに考えております。 

 そうしますと、今国そして県などが言っております交付金の関係ですね、焼却炉に
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対する。交付金ということを国などはそのことをちらつかせて広域化という問題を迫

ってきているように思うんですけども、その辺はどのようにクリアされるお考えをお

持ちでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 交付金の関係でございますけれども、現在の交付金の対象とし

ては溶融固化というような施設がない焼却炉も対象となっていることがございますの

で、そういう今後の施設の更新等に当たりましては、この地域の実情に合ったより効

率的なごみ処理施設は何なのか、また安心で安定したごみの処理ができる施設は何で

あるかなど、総合的な判断ができるような調査研究を構成市町と協議していく中で進

め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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） ご答弁ありがとうございました。 

 交付金の関係につきまして、今事務長が言われましたように溶融炉、それから灰溶

融炉、そういうところがなくても国庫補助の対象にしてほしいという要望が国に提出

をされまして、そのことに関しまして04年、環境省は全国の自治体の切実な要望にこ

たえざるを得なくなって、自治体を集めた全国の会議で、交付金がこの溶融炉などを

設置しなければつけないということを撤回したということであります。これは04年２

月９日、環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部为催の一般廃棄物行政为管課長会議

にて撤回をされたということであります。このことを力にいたしまして、今事務長が

答弁されましたように各市町、各一部事務組合に適応したというのか、そういうごみ

の処理の仕方、それを本当に考えていく、そのことが私はご答弁としてしていただき

たかったところでありましたので、そのようなご答弁をいただき大変力強く感じてお

りますので、そのことをこれからも貫いていくということで、よろしくお願いをした

いと思います。 

 それから、この広域化の課題につきましては、実は私は最近まで知りませんでし

た。本組合の中でどこかの文章にそのことが載せられていたのを私が見落としていた

のかもしれませんけれども、ほかの人からお聞きをいたしました。非常にこれは議会

の議員といたしまして、各市町にそのようなことがあることを持ち帰り、報告をしな

ければなりませんし、重大な問題ではなかったかと思います。ですから、今後この問
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題につきましては、全員協議会の中でどのように進んでいるのかを説明をしていただ

きたいというふうに思います。その点ではどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ブロック協議会の開催の内容を議会の全員協議会のほうへ報告

をするということでよろしいでしょうか。そういう内容ならば、報告をさせていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

（７番塚本美幸君「ご答弁ありがとうございます。今後

はよろしく説明のほうをお願いをいたします」の声あ

り） 

 よろしいですか。 

 以上で一般……。まだありました、済いません。 

○７番（塚本美幸君） １項目めは終わりました。２項目め、簡単に質問させていただき

ます。 

 ２項目めは、26年度以降における一般廃棄物処理基本計画のごみの減量化の計画に

ついてであります。 

 ごみの今焼却処理広域化計画ということについては、ご答弁の中で前向きにやって

いくという考えではないということが明言されました。それで、非常に安心している

ところですけれども、ただし今後のごみの減量化の方向性、これはやはり考えていく

必要があるというふうに思います。特に家庭ごみの中で50％を超える生ごみの減量

化、これが喫緊の課題ではないかというふうに考えておりますが、どのように進める

お考えをお持ちでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 平成26年度以降の次期の一般廃棄物処理基本計画は、現在の一

般廃棄物処理基本計画の策定の経緯及び進行管理の状況等を踏まえ、各市町及び組合

の実情に応じた計画が策定できるよう、それぞれの構成市町で検討を進めておりま

す。したがいまして、生ごみ等のごみ減量化施策は各市町において計画され実行して

いただくことになります。当組合としましては、中間処理及び最終処分の計画を策定

し実行するとともに、各市町のごみ減量施策の進展に寄与できるよう協力をしていき
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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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） ご答弁ありがとうございました。 

 生ごみ等のごみの減量化というのは、各市町で考えていくということはもちろん必

要だというふうに考えております。私もできれば12月議会、尾張旭の市議会の中でも

そのような質問をしていきたいというふうに考えております。しかし、今ご答弁にあ

りましたように、この本組合としても各市町を支援していくということでありました

ので、その辺でもう尐し２市１町が足並みをそろえて生ごみを減量化していくとい

う、その方向性をやはりここの本組合が明確に示す必要があるのではないかというふ

うに思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 生ごみの減量化につきましては、まずは一般的には各家庭から

排出される生ごみの量を減らすことが減量化となりますので、現在各市町で啓発され

ている生ごみの水切りやエコクッキング、堆肥化などの推進を引き続き図っていただ

くようお願いしていくとともに、当組合も施設見学に訪れる児童・生徒や住民の団体

の皆様にも意識改革を図るため、生ごみ減量化のＰＲに努めていきたいと考えており

ます。各家庭から出る生ごみのほかに、ここへ持ち込まれる生ごみもございますけれ

ども、当組合へ搬入されました生ごみの減量化につきましては、リサイクルや堆肥化

などで減量することが可能だと思っておりますが、現在の施設の中で新たな施設の設

置は難しいと考えておりますので、今後は構成市町が策定される一般廃棄物処理基本

計画を踏まえて協議をし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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） 確認したいんですけれども、一般質問のほうは……。 

○議長（丹羽栄子君） １時間で１問ずつと。 

○７番（塚本美幸君） 何回でも。 

○議長（丹羽栄子君） はい、結構です。 

○７番（塚本美幸君） 答弁あれば、よろしいですか。 

○議長（丹羽栄子君） はい。 
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○７番（塚本美幸君） ちょっとそこら辺がわからなかったんですが。 

 今言われましたように、啓蒙的なことをやっていきたいというのはもちろんのこと

だというふうに思います。しかし、施設をこの中でつくるということは難しいという

のは確かにそうだというふうに思います。この敷地の中でつくるということじゃなく

ても、ほかで大変なことですが、施設を確保するという方向性を見出しながら、じゃ

あどういう生ごみの処理をしていくのか、今民間では飼料にするとか、堆肥化という

ことも前から言われておりますけれども、それから今はバイオであるとか、熱エネル

ギーにしていくような、そういういろいろな生ごみの減量化、リサイクルと言ったほ

うが正しいんでしょうか、そういうことが行われておりますので、そういう研究を今

すぐに各市町と一緒になって行っていくべきではないかというふうに思います。二、

三年ほど前にも京都のほうにバイオの技術で生ごみをリサイクルする、そういうとこ

ろへ視察にも本組合として参りましたけれども、そういうところへの研究などという

のが今とても重要ではないかというふうに思いますがどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 先ほども答弁いたしましたけれども、生ごみの減量化だけに限

らずごみの減量化というようなことでありますので、この地域の実情に合った効率的

なごみ処理の施設、それから安心で安定したごみの処理ができる施設というような総

合的な判断ができるような調査研究を構成市町と協議し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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） ご答弁ありがとうございました。 

 各市町と協議をしていきたいというご答弁でありましたので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（丹羽栄子君） 以上で一般質問を終了します。 

 以上をもちまして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） 大変お疲れでございました。閉会に当たり一言ごあいさつを申
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し上げます。 

 本日は、上程させていただきました議案につきまして慎重にご審議をいただき、平

成21年度決算の認定をいただきました。まことにありがとうございました。 

 さて、当地域のごみ発生状況につきましては、ごみ処理基本計画の推進により減量

が進まれておると思っておりますが、引き続き構成市町と協力し、さらなるごみの発

生抑制や資源化の推進などを図り、北丘最終処分場の延命に努めていきたいと考えて

おります。 

 議員各位におかれましても、引き続きご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上

げまして、お礼のあいさつとします。本日はありがとうございました。 

○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２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、引き続き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の方はここで退席をお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後４時10分 閉会 
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