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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23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11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申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、議長は管理者を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。 

 複数の質疑がある場合、理事者より的確な答弁を得るため、一問一答方式とし、１

問については再々質問までといった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。よろしいでしょうか。 

（「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、２番楠木千代子

議員及び３番大澤健一議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 第１号議案 尾張東部衛生組合職員定数条例の一部改正について 

○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定数条例の一

部改正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

員定数条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 

 議案書は１ページになります。 

 理由でございますが、この案を提出いたしますのは、尾張東部衛生組合の職員の定

数を変更する等のため、尾張東部衛生組合職員定数条例中の所要の事項を改正するた

めでございます。 

 内容でございますが、職員の定数を49人から30人に、19人減員するものでございま

す。 

 施行期日につきましては、平成23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。 

 本案に対する質疑はございませんか。 

 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、定数を49人から30人に変更する理由を伺いたいと思い

ます。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご質問にお答えします。 

 現在、構成市町等から派遣されている職員が30人おりまして、このうち短時間勤務

の再任用職員が３人いますので、定数に算定する職員としましては27人となります。
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残りの３人につきましては、非常時の緊急雇用に対応するための人数として余裕を見

るものでございます。 

 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、この改正前に吏員とその他の職員とあるんですけど、

現在のその吏員と職員、その他職員、それぞれ何名いるのか、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） ただいまのご質問にお答えします。 

 地方自治法の改正に伴いまして、現在は吏員とその他の職員という区別はなく、職

員が27人でございます。 

 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。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 定数の30人ということですが、例えば平成23年１月１日現在の職

員の数を見ますと、一般行政職が職員が９人で、技能労務者職員数が17人で26人です

よね。それにプラス３人の嘱託ちゅうか、臨時雇用ということでよろしいんでしょう

か。そういうことになるんでしょうか。 

 それと、そうすると、今後はこの一般行政職とか技能労務職というのは分け方とい

うのはもうしないということになるんでしょうか。その点についてお聞きします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご質問につきましてお答えします。 

 現在、瀬戸市から派遣をされている職員、こちらが９人と20人、そのうち３人が再

任用の職員でございます。瀬戸市の社会福祉協議会から派遣されている職員が１名ご

ざいます。それで、先ほど言いました瀬戸市からの正規職員の26人と、社会福祉協議

会の正規職員の派遣１名を足しまして27人というものでございます。 

 次に、吏員、その他の職員の区別でございますが、先ほど申し上げましたように地

方自治法の改正に伴いまして、今は吏員、その他の職員という区別はございませんの

で、職員ということで27人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） ほかにございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） ほか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） 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。 

 第１号議案尾張東部衛生組合職員定数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。挙手全員であります。よって、第１号

議案尾張東部衛生組合職員定数条例の一部改正については、原案のとおり可決されま

した。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 第２号議案 平成２２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22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。 

 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22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55万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を12億3,238万2,000円とするものでございます。 

 第２条繰越明許費でございますが、３ページをごらんください。 

 これは、最終処分場建設工事に関する訴訟事件の弁護士報酬を第２表のとおり設定

させていただくものでございます。 

 それでは、歳入から説明いたしますので、７ページ、８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、2,355万2,000円を
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減額し、５億3,256万1,000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1,203万6,000円、尾張旭市が707万8,000円、長久手町が

443万8,000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、55万円を追加し、55万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。 

 ９ページ、10ページをごらんください。 

 ４款１項１目繰越金は、2,355万2,000円を追加し、4,433万8,000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、11ページ、12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、55万円を追加し、2,055万2,000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22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。 

 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、７ページ、８ページに、一般経費負担金が2,355万

2,000円減額されますけど、その理由を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） ただいまのご質問にお答えします。 

 21年度の決算におきまして、22年度繰越金の額が確定してまいりました。４款の繰

越金の補正額2,355万2,000円の使途につきまして構成市町と協議しました結果、例年

どおり一般経費負担金の減額に当たるものとなったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 
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 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 55万円の財産収入ということでした。そのもとが１億5,000万円

の国債で運用ということなんですが、これは国債運用というのは１年物とかそういう

期限もあるんですが、これはどういう形で、ということは22年度の予算に計上してな

かったっちゅうことですね、この利子というのは。ですから、それがどういう形で運

用されたのかということと、それとこれは23年度にはどういうふうにつながるのか、

そこだけちょっと確認しておきたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 国債の運用でございますが、今現在３本、額面5,000万円の

ものを３本、１億5,000万円持っております。それで、２年物と５年物を持っており

ます。当初の予算には、これは例年といいますか、計上はしてございません、利子に

つきましては。 

 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） 財政上、そういう形もあるかと思いますが、今の説明でいうと国

債は２年物と５年物っていうことですので、そうするとこの利息っていうのはもう固

定した利息ということで計算はできるのではないかと思うんで、その辺はどうなんで

しょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 現在持っている国債の利息は見込むことができます。 

 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。 

（「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。 

 第２号議案平成22年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第２号）についてを採
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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。挙手全員であります。よって、第２号

議案平成22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２３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23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23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12億192万

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、2,912万円の減額

で、率にしますと2.4％の減額でございます。 

 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５億4,532万2,000円

で、前年度より1,079万1,000円の減額でございます。 

 ２目建設経費負担金は２億554万7,000円で、前年度より1,000円の減額でございま

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146万3,000円で、前年度より

16万円の増額でございます。これは、職員等の駐車場使用料や中部電力の鉄塔敷地等

の貸付使用料等でございます。 

 ２目施設使用料は３億7,369万8,000円で、前年度より970万2,000円の減額でござい

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。 
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 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5,544万円で、前年度より360万円の増額で

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1,000万円で、前年度より1,000万円の減額でござい

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1,043万6,000円で、前年度より238万6,000円の減額でございます。

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229万3,000円で、前年度より８万円の増

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１億81万6,000円で、前年度より4,077万

1,000円の増額でございます。为なものは、監査委員等の報酬、特別職と一般職３名

分の人件費、臨時職員の賃金、需用費、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６億9,713万8,000円で、前年度より6,662万

2,000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２億459万8,000円でございます。７節賃金は320万9,000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１億750万

8,000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231万6,000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8,160万6,000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業務、計算機及

び計装設備定期点検整備業務、消火用設備容器取りかえ業務等でございます。14節使
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用料及び賃借料は3,207万3,000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。 

 23ページの説明欄に移りますが、15節工事請負費は２億5,180万円で、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深井戸のしゅんせつ工事

でございます。19節負担金補助及び交付金は1,375万3,000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１億5,743万5,000円で、前年度より237万2,000円の減額で、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節需用費は1,255万1,000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3,487万9,000円で、为なものは最終処分場関係水質等検査業務、焼却灰等運

搬業務、最終処分場運転管理業務、計装設備定期点検整備業務等でございます。15節

工事請負費は810万円で、最終処分場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3,339万7,000円で、前年度より97万6,000円の減額

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659万

1,000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1,897万

3,000円で、憩いの家の維持管理業務やグラウンドの整備業務等でございます。15節

工事請負費は350万円で、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工事費用

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2,000万円で、前年度より2,000円の減額で

ございます。これは、廃棄物処理施設建設基金積立金でございます。 

 ４款公債費、１項１目元金は１億7,211万7,000円で、前年度より248万円の増額で

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1,373万円で、前年度より247万9,000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。 
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 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

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23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。 

 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それではまず、８ページ、９ページの一般経費負担金ですが、昨

年より約1,000万円減額となっていますが、その理由を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） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 平成23年度の歳出予算の総額でございますが、12億192万6,000円で、平成22年度に

比べまして2,912万円の減額となっております。これに対しまして、歳入につきまし

ては、１款のうち１項２目建設経費負担金として２億554万7,000円で、22年度に比べ

まして1,000円の減額、２款使用料及び手数料３億7,516万1,000円で、22年度に比べ

まして954万2,000円の減額、３款財産収入5,544万円で、22年度に比べ360万円の増

額、４款繰越金1,000万円で、22年度に比べ1,000万円の減額、５款諸収入1,045万

6,000円で、22年度に比べ238万6,000円の減額を計上させていただいておりますの

で、残りの５億4,532万2,000円を一般経費として計上させていただいておりますの

で、22年度に比べまして1,079万1,000円の減額となるものでございます。 

 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） じゃあ次に、施設使用料の廃棄物処理施設使用料が昨年より

1,000万円弱減額となっていますが、その理由を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） ただいまのご質問にお答えします。 

 平成23年度の施設使用料の料金でございますが、一般廃棄物につきまして10キログ

ラム当たり200円で、平成22年度と比べますと20円の値上げとなっております。この
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値上げによる影響額としましては3,720万円の増額となっております。しかしなが

ら、構成市町等のご努力によりましてごみの搬入量が減尐しております。平成22年度

当初予算と比較しますと、ごみの減尐による影響額としましては4,680万円の減額と

見込んでおります。したがいまして、この影響額の差額の960万円が減額となる見込

みでございます。 

 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） それでは次に、10ページ、11ページの財産売払収入の余剰電力売

却収入ですが、増額となっている理由を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） ただいまのご質問にお答えします。 

 余剰電力売却収入につきましては、平成22年度当初予算としましては平成21年６月

から売却先を中部電力から特定規模電気事業者に変更しております。22年度の予算編

成に当たっては、数カ月の実績に基づき月額400万円として計上させていただいてお

ります。23年度の予算につきましては、１年間の実績に基づいて400万円から30万円

アップしまして430万円で計上させていただいておりますので、年間で360万円の増額

として見込んだものでございます。 

 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、この余剰電力がたくさんできるわけなんですけど、こ

ういったこの余剰電力は停電時とかには利用できるのかどう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） 停電時のご質問でございますが、停電時には蒸気タービン発

電機の発電量が晴丘センターに必要な電力量に制限をされます。したがいまして、余

剰電力が発生するということはございません。しかしながら、蒸気タービン発電機に

送る蒸気が余ることになりますので、この余った蒸気を隣接の製紙工場が受け入れ可

能な状態であれば売却することになりますので、余剰蒸気として利用することは可能

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。 
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○３番（大澤健一君） じゃあ次に、14ページ、15ページですが、議会費の備品購入費が

ありますけど、何を購入する予定であるのか、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） 備品購入費の件でございますけれども、一般質問の質問時間

を計測し、表示するためにタイマー購入を予定しております。 

 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） 議員に配慮していただいたありがたい予算なんですけど、本当に

必要かどうかっていうのをやっぱり来年度検討してから購入するようにしていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 一般質問において、先ほど言いましたように質問時間が設け

られております。構成市町の例に倣って購入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） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それはわかるんですけど、やっぱりまだここの議会ですとそんな

に一般質問の方も尐ないですし、そう時間を細かくするところまでまだ行ってないん

ではないかと思うんで、予算的にはこの８万円ではありますけど、これが有効に活用

できればいいんですけど、やっぱりもう尐し議論してから、本当に購入するなら必要

と思えば購入すればいいですし、そういったこの予算は本当つけていただいてありが

たいですけど、そういった議論が必要だと思うんで、もう尐し来年度はぜひ予算をつ

ける中で議論をして必要だと思えば買っていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご意見を伺いましたので、23年度に入りまして議

会のほうでご協議、ご検討してから執行するならば執行するという形にしたいと思い

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） じゃあ次ですが、18ページ、19ページですが、報償費や旅費に循
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環型社会推進会議セミナーの予算があるんですけど、今年度でいうとこのセミナーと

議員研修のほうで講師の方が同じで別々に開催されたということがありますので、そ

うであるならば合同で開催していったほうがもう効率的ですし、またその議員と循環

型社会推進会議との交流も図れるんじゃないかと思うんで、そういった合同開催につ

いてどうかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご質問にお答えします。 

 平成23年度の具体的な議会の活動内容、それから循環型社会推進会議の活動内容に

つきましては、平成23年度に入りましてそれぞれでご協議、ご検討されるものと理解

しております。 

 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） それぞれで協議するのはいいんですけど、そこで一緒にやれるこ

とは一緒にやっていけれるようにぜひ事務局のほうで配慮していただきたいと思いま

すので、お願いいたします。 

 それでは、次の質問に移りますが、20ページ、21ページでありますが、この循環型

社会推進会議ボランティア保険というのがありますけど、尾張旭市では以前から市民

活動の保険が入ってますし、瀬戸市においても来年度の４月から市民活動の保険に入

ることになっておりますので、そういった保険で賄えるのではないかと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご質問にお答えします。 

 平成22年度に加入いたしました循環型社会推進会議のボランティア保険でございま

すけれども、これは愛知県社会福祉協議会を契約者とするものでございまして、それ

ぞれの市町、社会福祉協議会が取り扱っておりますので、推進会議の皆さんが既に市

町で加入している方を除きまして加入をさせていただきました。平成23年度に加入す

る保険の選定に当たりましては、加入費、保障内容、ボランティア活動の適用範囲な

どについて、市において加入されております市民活動保険も含めて検討していきたい

と考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） じゃあ、次に移りますが、22ページ、23ページの工場管理費の工

事請負費で、焼却施設定期点検整備費が昨年より減額となっていますが、その理由を

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） ただいまのご質問にお答えします。 

 平成22年度は、大規模な耐火れんがとボイラー水管を保護するキャスターの補修が

ございましたけれども、平成23年度はこのような大規模な補修がございませんので減

額となっております。 

 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、次に行きますが、その下の工場管理費の負担金で派遣

職員人件費負担金が増額になっている理由を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） ただいまのご質問にお答えします。 

 平成23年度末に、先ほど言いました瀬戸市社会福祉協議会から派遣されている職員

が１名おりますけれども、退職をする予定でございます。当該職員の退職金のうち、

当組合の負担分が加算されております。 

 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） 社協のほうから派遣されているということなんですけど、この社

協から派遣している理由を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） 当組合の俗に言います正規職員という職員ですけれども、こ

れは現在は瀬戸市の職員、それから社会福祉協議会からの職員の派遣で職員構成とな

っております。 

 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） ですから、その社協のほうから１名派遣してもらっている理由で

すよね。こちらにとってその利権というか、があるから派遣してもらっていると思う
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んで、そこを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） 当組合の職員につきましては、組合での採用というものはご

ざいません。それで、瀬戸市のほうで人事管理をしている状況でございます。それ

で、瀬戸市からの派遣というふうに理解しております。社会福祉協議会を含めて瀬戸

市からの派遣というふうに理解しております。 

 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） じゃあ、次に行きます。 

 それでは、24ページ、25ページですが、最終処分費の委託料が昨年は焼却灰埋立処

分業務ということでかなりそれも含めてその委託料があったんですけど、来年度減額

されて、一方で使用料及び賃借料が増額されていますが、その理由を伺いたいと思い

ます。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいまのご質問にお答えします。 

 委託料の減額の为な内容でございますけれども、平成22年度は財団法人愛知臨海環

境整備センター、通称ＡＳＥＣと申しますけれども、が最終処分場が完成するまでの

間、焼却灰の一部、2,000トンを民間へ委託するために4,725万円を計上いたしました

けれども、完成をいたしましたので、平成23年度はその必要がなくなって、その分が

減額となっております。 

 使用料及び賃借料の増額の为な内容でございますが、こちらも平成22年度はＡＳＥ

Ｃの新たな最終処分場が完成するまでの間、焼却灰の一部、2,575トンを財団法人豊

田加茂環境整備公社へ搬出するため、4,055万6,000円を計上いたしまして、また

1,000トンを完成後のＡＳＥＣへ搬出するために1,690万5,000円を計上いたしまし

て、合計5,746万1,000円を計上いたしました。 

 平成23年度は、新たなＡＳＥＣへ6,500トンを搬出するために9,592万9,000円を計

上させていただいておりますので、その差額分として3,846万8,000円の増額となるも

のでございます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 
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○３番（大澤健一君） それでは、次に移りますが、28ページ、29ページの建設事業費の

廃棄物処理施設建設基金積立金ですが、総額が幾らになるのか、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） 建設事業費の廃棄物処理施設建設基金積立金でございます

が、22年度末が１億8,337万4,970円、23年度末が２億337万4,970円と見込んでおりま

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、今後の施設建設の計画はどのように考えているのか、

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） 現在の焼却施設は平成33年度まで稼働できるよう点検整備を

行っておりますけれども、その後の施設建設につきましては、ごみの広域処理や国の

施策を考慮しながら、適正な時期に計画を立て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） よろしいですか。 

（３番大澤健一君「はい」の声あり） 

 ほかにございませんか。 

 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） まずじゃあ、16、17ページの17ページに臨時職員の賃金という形

で383万9,000円が計上してあります。それと、もう一つ、もう尐し後ろのほうにも臨

時職員賃金が320万円っていう形で計上してありますが、臨時職員の時間給等は引き

上げられたとか、単価、そういうのはどういうふうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 整理をしてお願いいたします。 

 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、単価につきましては850円でございます。引き上げの

ほうはされておりません。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 
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○１番（原田秀俊君） そうしますと、この臨時職員の方のいわゆる年収というのは大体

どれぐらいになるんでしょうか。源泉徴収で当然出しているもんですからすぐわかる

かと思いますが、それで私は何でこんなことを質問するかというと、今は特に臨時職

員の人たちの給料が引き下げられる。なかなか上がらない。一般正規職員も上がりま

せん。しかし、特に臨時職員の場合は平均年収が非常に尐ないということが言われて

ますよね。特にこういう公務の労働に働いている人たちが300万円以下とか、そうい

った年収で働いているというような状況は私はゆゆしき問題だというふうに思ってま

すし、こういう環境問題に非常に敏感な施設ですので、働く人たちの一人一人の心が

けっていうか、職務に対する忠実度っていうか、そういうのが非常に求められる職場

ですから、私はこの時間給っていう問題はおろそかにできないと思うんですね、時間

給及び年収っていう問題は。したがって、その辺は年収ではどういうふうでしょう

か。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、年収のことですけれども、17ページの臨時職員の賃金

が383万9,000円計上させていただいておりますけれども、こちらが２名分でございま

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） わかりました。それはそれで引き続き充実をさせていただきたい

と思います。 

 それから、21ページに非常用発電機保守点検業務っていうのがあります。この非常

用発電機の能力、これはどういうときに非常用発電機として使うのか。きょうたまた

ま朝のワイドショーを見てましたら、東京のごみ焼却場で電気が来ないもんですから

稼働率が落ちてごみがどんどんたまっているということが出てました。えらい施設だ

なと思って驚いたんですけど、ここはそういうことはないと思うんですが、ここは自

前の発電もありますし、したがってこの非常用この発電機の役割は何でしょうか。確

認しておきたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 非常用発電機のまず能力でございますが、300キロワットの

発電能力がございます。それで、この発電能力で賄うことができるのは、施設保全の
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ための発電量でございます。 

 以上でございます。 

（１番原田秀俊君「はい、わかりました、それぐらいに

しときましょう」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） 23ページ、先ほど大澤議員のほうからも質問が出ましたが、工事

請負費の焼却施設点検整備、これは大規模な修繕がないから下がったっていうことで

した。しかし、ここは同じ保守点検として同じ企業が請け負って毎年やっているかと

思うんですけども、ここのその工事の内容ですね。どういうことをやるのかってい

う、これは子細に点検をして無駄な項目とか、これはもっとこういうふうでやれば節

約できるんじゃないかとか、そういった詰めた議論がきちっと業者との間で必要かと

思うんですが、そういうことはどうなんでしょうか。向こうの言い値でずっとやって

きているのか、それともこちらの技師がきちっと点検をしてこれは要らんかったんや

ないかというようなことなんかも言いながら積算をしているのか。その点については

どうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 为幹。 

○为幹（横山光義君） 定期点検整備工事ですけれども、年に10回ほど機械をとめます。

その都度、私ども技師が入ってチェックします。それとあと、よその清掃工場連絡の

資料も入手しまして、適正価格であると判断して発注してます。それとあと、金額が

上下しないようにほぼ運転時間と、それとあとごみの量を計算しながら発注してま

す。 

 以上です。 

（１番原田秀俊君「わかりました」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それで、ごめんなさい、ちょっと前に18、19ページ、報償費のと

ころですが、循環型社会推進会議、これ推進会議の皆さんのさまざまな費用が計上し

てあります。この循環型社会推進会議の委員の皆さんというのは大変な活動、任務を

背負って活動もきちっとやっていただいているわけですけども、これってこういう人

たちに対するこの費用ですね。ここに計上してある、こういう費用っていうのは、ち

ゃんとこの二、三年でずっとふえてきたのか。ふえてこういう計上になったのかとい
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うことと、その点はどうなんでしょうか。先ほどボランティア保険はそれぞれの構成

市町で保険に入っている人の分は省くんだっていうふうなことが言われましたが、何

かそれもちょっとどうかなって一瞬思ったんですが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 推進会議の活動費の予算の経過といいますか、ふえてきてお

りますけれども、23年度につきましては減額の予定でございます。 

 それから、ボランティア保険につきましては、現在入っている方については除くと

いうことでございまして、二重に入る必要はないという考え方でございます。 

 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） それは二重に入る、ボランティア保険は二重に入るっていうこと

じゃなくて、こちらが優先してこちらの保険料で払って活動を保障するというのが順

当じゃないかと思いますが、その辺は検討していってください。 

 それから、推進会議の費用が23年度は減額するということですけれども、これはど

ういうことでしょうか。25年度までにこの計画を実施していくっていう、きちっと点

検をしながら常に会議もやって、それから構成市町でもそれぞれが活動してみえると

いうふうなことなんですけれども、それがこの当組合の推進会議のメンバーでありな

がら、23年度は減額するっていうのはちょっと合点がいきませんが、それはどの費用

が減る、出しとったのを出さなくなったのか、その辺はどうですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、減るという理由ですけれども、活動実績等を踏まえつ

つ、構成市町の事業の偏り等がございまして、組合といたしましては共通課題に取り

組むような事業の内容を整理していただきまして、尐ない予算の中で効率的な活動の

展開を図るという理由で減額をさせていただいておる部分がございます。それで、ど

の分を減額をしたのかということでございますが、まず報償費のほうが800円ほど減

額をさせていただいておりまして、次に費用弁償のほうですが、推進会議の交通費、

こちらのほうが14万円の減額、それからセミナー講師の方の交通費につきましては増

額でございます。２万1,700円増額をさせていただいております。それから、イベン

ト開催費、こちらに消耗品の関係ですけれども、こちらのほうは５万円の減額をさせ

ていただいております。それから、印刷製本費、こちらのほうも21万1,700円の減額
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をさせていただいております。それからあと、使用料の関係ですね。これは視察の高

速道路の使用料の関係ですが１万3,000円、これは増額をさせていただいておりま

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） イベントの費用とか、それから印刷代とか、そういうのは確かに

要らなくなれば減らすのは当然でしょうけど、報償費とか交通費、こういう費用を減

らすというのはどういうことでしょうか。活動はさらに活発にしていっていただい

て、本当にごみ減量につなげていくというようなことをやっていただくということ

で、それとあと各構成市町から出てみえるわけですから、その構成市町との働きかけ

とか、議員の働きかけ、そういうさまざまな活動が出てくるわけですけども、肝心の

活動する部分の費用を減らすというのは私は納得いきませんが、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） 活動の内容でございますけれども、あくまでもこの尾張東部

衛生組合を拠点とする活動を为なものとして展開をしていただければ、費用そのもの

は高額にならないのではないかな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） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） じゃあ、次へ行きます。 

 先ほど大澤議員も質問されました。私も確認をしておきたいと思います。23ペー

ジ、派遣職員の人件費負担金のところですね。今、社会福祉協議会から派遣する理由

については、そうなっとるから派遣しとるんだということしか答弁がありませんでし

たが、派遣職員の退職金までこちらが負担するということでしたよね、さっき。こう

いうもともとその私も一般質問との関係がありますから、それはそちらへまた回しま

すけども、ちょっとその辺が私ところの派遣職員の退職金までここの当組合が負担せ

にゃいかんという理由がよくわかりません。その点はどういうことでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 先ほど来ご説明申し上げておりますが、当組合の職員は瀬戸

市からの派遣職員、それから社会福祉協議会からの派遣職員でなっております。当組

合の瀬戸市からの派遣職員の退職金につきましても、組合の負担分がございます。し
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たがって、社会福祉協議会からの派遣職員の退職金も当組合の負担分が同様に発生す

る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） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） じゃあ次、行きます。 

 それから、最後のほう、雑収入のところで利子収入ていうのがありましたよね。ち

ょっと前後しますが、12ページの12、13の諸収入、ここに預金利子というのが出てま

すね。雑入っていうのがそこにあります。それで、先ほど私が財産運用で、基金の運

用で55万円の増資になったっていうことでどういうことだって聞きましたが、国債の

２年物、５年物の運用だっていうことを言われました。利息はもう予測はつくという

ことを言われたわけですが、そうであればなぜここの預金利子とかそういうところに

当然その分は入ってくるわけですから、予測の範囲では。それがなぜ計上されないの

か、その点はどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） こちらのほうの預金利子でございますが、先ほどの国債の利

子ではなくって、決算用預金の利子を見込んでおるところでございます。 

 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） 28ページ、29ページには、積立金の金額を先ほど言われましたよ

ね。これを運用しているわけでしょう、国債。だとすると、その辺が、またそうする

とその今回のこの国債の利息分はまた補正予算で３月にまた決済すると、そういうこ

とになるんですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） ただいま議員がおっしゃられたように補正で入を見込む予定

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） じゃあ、28ページ、29ページ、公債費というところで組合債を借

りています。これは１回、何回かに分けて当然借り入れとると思いますが、利息の

何％のものが幾ら残高で残っているか、それを教えてください。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） まず、利息でございますが、1.6％と1.3％と1.5％のものが

３本ございます。それで、残額でございますが11億8,995万9,836円でございます。 

 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） どうもなかなか要領のいい答弁がないんですが、今利息は

2.5％、1.3％、1.5％ということを言われました。この利息で借りとる金額は幾ら残

ってますかということを聞いてます。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 借りている、元金でよろしかったでしょうか。 

（１番原田秀俊君「だから、残っとる元金は幾らです

か」の声あり） 

 22年度末の元金の残高でございますが、９億6,239万2,313円でございます。 

 以上でございます。 

（１番原田秀俊君「わかりました。要領を得ませんの

で、じゃあその発言、答弁漏れ、３回目になるかと思い

ます。終わります、じゃあ」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） よろしいですか。 

（１番原田秀俊君「はい」の声あり） 

 ほかに。 

 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） 23ページなんですけれども、大澤議員からも原田議員からも質問

がありましたけれども、派遣職員の人件費の負担金の関係になりますけれど、これは

退職ということでしたけれども、定年退職ということでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 派遣職員の退職ですが、定年退職でございます。 

 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） 定年退職ということでありましたけれども、それで今後、この社

会福祉協議会から、それから瀬戸市の職員以外のところから当組合に職員をまた採用
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するということはありますか。特に社会福祉協議会からはどうでしょう。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 現在、瀬戸市から派遣をされている職員でございますが、退

職後も引き続き再任用ということで派遣を受けているところでございます。それで、

瀬戸市社会福祉協議会の退職者につきましても、再任用制度を採用いたしまして、引

き続き採用するかどうか、23年度に検討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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） しっかりとしたことを覚えてなくて申しわけないんですけれど

も、今、市職員が社会福祉協議会とか、それからシルバー人材センターなどへ職員を

派遣するということは順次やめていっている。それはどこの県でしたかね、どこかで

こういうようなことが問題になりまして、それでやめていっているというふうに思っ

ておりますが、そのようなことは再任用で雇うかどうかということを検討していると

いうことだったと思うんですが、そういう問題点はお考えにならないんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 地方公共団体から民間へといいますか、そういった派遣につ

きましては法律上問題があるというふうに理解をしております。 

 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） ということは、今のご答弁は逆の場合であれば問題ないっていう

ことでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） そのよ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） 次に、今の点は私も十分にはわからないところがあるもんですか

ら、でもしっかりと検討していただきたいというふうに思います。 

 もう一点だけなんですけれども、29ページのところでこちらのほうも先ほど質問あ

りましたが、廃棄物の処理施設建設基金の積立金の関係ですけれども、大澤議員の答

弁の中では今後どのようにこの基金の関係では考えているかということでのご答弁
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が、広域処理化とか、国の考えなどをもとに考えていくというご答弁だったと思うん

ですね。前回、私もこの広域化の問題では質問をさせていただきましたけれども、今

までこの広域化のことにつきましては２市１町の中で協議を重ねてこられまして、前

向きと言ってはあれですが、これを広域化を進めていくというような協議の内容には

なってなかったというふうに思うんですけども、その辺の見解はどうでしょう。 

○議長（丹羽栄子君） 事務次長。 

○事務次長（山本俊彦君） 広域化を進めるということではございませんでして、先ほど

ご説明申し上げましたのは、ごみの広域処理や国の施策を考慮しながらという表現を

させていただいております。 

 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） 理解が悪いのか、よくわからないところがありますけれども、と

にかく広域化によってごみを大量に処理をするとか、そういうような方向だけはやめ

ていただきたいというふうにお願いをしておきまして、質問を終わります。 

○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） 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。 

 第３号議案平成23年度尾張東部衛生組合一般会計予算についてを採決をいたしま

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） ありがとうございました。挙手全員であります。よって、第３号

議案平成23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。 

 ここで３時20分まで休憩とさせていただきます。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              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 一般質問について 

○議長（丹羽栄子君） 次に、日程第６、一般質問を行います。 

 初めに、大澤健一議員の発言を許します。 

 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従って順

次質問させていただきます。 

 ガス化溶融炉は、ごみを高温で溶融するのでダイオキシンは完全に分解され、余熱

利用で発電や温水の供給もできると、ごみ処理新技術として1997年に厚生省の出した

2002年12月１日までにごみ焼却工場からのダイオキシン排出濃度を大幅に減らすこと

の実現に向け、全国の多くの自治体で設置されました。ガス化溶融炉では、ごみを蒸

し焼きにして気化した物質はガスとして回収、残りは炭化し、炭化したものを溶かし

てスラグにして路盤材やコンクリート原料として利用できます。 

 尾張東部衛生組合では、瀬戸市海上の森が万博の为会場候補だった1990年代、会場

から１日50トンのごみが出ると予測し、既存の処理施設ではパンクするため、最先端

のガス化溶融炉を導入することを決めました。1998年、メーカーが16億円ほどかけて

高さ17メートルの実証プラント、処理能力１日20トンを設置、実証プラントは組合が

メーカーから譲り受けましたが、2003年２月に死亡事故が起きて運転を停止し、

2005年の万博でも高い処理コストが敬遠されて使われませんでした。 

 そこで、2003年以来、ガス化溶融炉は停止していますが、現在の状況はどうか、伺

います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 2003年以来、ガス化溶融炉は停止しているが、現状はどうかと

いうことでございますが、ガス化溶融炉につきましては実証試験でコスト面から採算

が合わないことが判明しておりますので、現在休止をしておりますが、今後は廃止を
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したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） 現在、休止ということでありますが、点検とかそういうことも一

切やられていないということで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） ええ、点検等も一切やっておりません。 

 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。 

 それでは、稼働させたときのコストはどれぐらいかかるのか、伺いたいと思いま

す。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 先ほども申し上げましたけれども、今後は稼働する予定がござ

いませんので、コストは出しておりません。 

 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） 2003年以前は使っていたと思うんですけど、そのときのコストと

いうのも出していないんでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 2003年度以前はテストプラントということで実証試験というこ

とになっておりましたけれども、そのときのごみ１トン当たりの処分費としましては

約７万円かかるということで出ております。 

 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、次に行きますが、プラスチックの焼成には溶融炉がダ

イオキシンの発生を抑えるということで適していると言われていますが、そのことに

ついてはどのようにとらえているのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） プラスチックの焼成には溶融炉が適していると言われておりま



- 29 - 

すが、どのようにとらえているかということでございますが、溶融炉につきましては

ごみカロリーが高ければ高いほど補助燃料が要りませんので、プラスチック類の焼却

には適していると考えております。 

 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、次に移りますが、名古屋市では学識経験者や市民団体

代表などでつくる検討委員会が2008年９月に容器包装以外のプラスチック製品も資源

化を追求するか、できなければ焼却などの処理すべきだと報告し、同年11月から

2009年11月にかけ、容器包装と同じリサイクルルートで資源化できるよう、国や日本

容器包装リサイクル協会と協議したようでありますが、実現困難と回答されたため、

可燃ごみに変更することにしたようです。そうしたことから、名古屋市では来年度か

らプラスチックの分別方法を変更し、不燃ごみであったプラスチック製品が可燃ごみ

に変わりますが、その影響をどのようにとらえているのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 名古屋市が来年度からプラスチックの分別方法を変更し、不燃

ごみであったプラスチック製品が可燃ごみに変わるが、その影響はどうかということ

でございますが、名古屋市が来年度から分別方法を変更し、その他プラスチックを不

燃ごみから可燃ごみに変更することは承知しております。コスト面から考えますと、

効率的なごみ処理に変わることととらえております。 

 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） この組合の２市１町でも瀬戸市では分別せずに可燃ごみとしてい

ますが、今、長久手町と尾張旭市では分別している状況でありますけど、やっぱりこ

の近隣の大都市である名古屋市が変更をするということは、尾張旭市や長久手にも影

響が多分出てくるんじゃないかと私は思ってるんですけど、そうした場合、変更され

るとここへの施設へもそのプラスチックの量が多くなってきますよね。そういったと

きに対応は特にしなくても問題なくできるのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 名古屋市におきましては、その他プラスチックの収集方法が今

回変更になるということでございますけれども、従来からその他プラスチックにつき
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ましては焼却処分をされておりますので、特にこちらのほうへそのプラスチック類が

ふえるというようなことは考えておりません。 

 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） いや、名古屋市のことじゃなくて、それによる長久手と尾張旭市

への影響ですね。それがあるのではないかと私は思っているんですけど、そうすると

ここの組合の市町である尾張旭市と長久手の可燃ごみの中にプラスチックがふえると

思うんで、その影響がどうかと伺います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 容器包装プラスチックの部分につきましては、尾張旭、長久手

町さん、分別収集されておりまして、その他のプラスチックにつきましては現在焼却

ということでこちらに出てきておりますので、特にその他プラスチックが可燃ごみと

いうことは以前から変わってないと思います。 

 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、次に行きますが、ガス化溶融炉、今停止しているとい

うことですけど、稼働したときの課題をどのようにとらえているのか、伺いたいと思

います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ガス化溶融炉の稼働の課題はどうかということでございます

が、先ほども答弁をいたしましたけれども、今後稼働する予定はございませんので、

課題を特に考えておりません。 

 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） 通告でこのガス化溶融炉を今後どうするのかと最後に聞くんです

けど、先ほどから停止ということを言われているんで停止ということでよろしいの

か、最後に確認しておきたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ガス化溶融炉につきましては、停止ということではなくて廃止

をしていきたいということでございます。 
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 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） 失礼しました。廃止ということで、その施設自体はそのまま残し

ておくというのか、それか壊して処分するのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ガス化溶融炉は、当分の間は取り壊しというものはしていきま

せん。現状のままということで考えております。 

 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） 今、当分の間と言われたんですけど、それは建てかえの時期に合

わせてと考えて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） 取り壊しをいたしますと相当な費用が出てまいりますので、こ

の施設の建てかえに合わせれればその時期が一番最適かな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） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） それでは、大項目の次の質問に移ります。 

 各地域でのボランティア的な草刈りやごみ拾いの清掃活動が盛んでありますが、行

うのは土日祝を含めた休日がほとんどであります。そうした中、愛知県の河川に関す

る事業では、愛知コミュニティーリバー推進制度や河川愛護報償制度があり、また各

自治体においても地域の団体と契約しての制度があるものと思われます。地域での力

を推進する中で、それに合わせた対応、支援が行政に求められていると考えますが、

現在の休日の体制はどうか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 現在の休日の体制はどうかということでございますが、現在休

日の一般の受け入れは行っておりません。議員のご質問は、ごみの収集業務を含めて

のことと思いますが、ごみ収集業務につきましては市町の業務となっておりますの

で、組合がお答えすることができません。 

 以上でございます。 
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○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） 受け入れも行っていないという、こちらで今、その市町が集めた

ものをこちらの組合のほうに集めたものは集めっ放しでここへは持ってきていない、

受け入れはしていないということで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） 休日の関係でこちらへお持ちになるというところでございます

けれども、土曜日の午前中、それから休日、祝日につきましては許可業者の方が市町

の収集を行っておりますので、現在その市町の許可業者につきましては受け入れをし

ております。先ほど申し上げましたのは、一般の市民の方の受け入れは休日は行って

おりませんという意味でございます。 

 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） じゃあ次に、休日体制の強化が必要だと思うんですけど、そのた

めの問題点や課題はどのようにとらえているのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 休日体制強化の問題点、課題はどうかということでございます

が、現在晴丘センターのほうでは休日ではごみの受け入れ設備の点検整備を行ってお

りますので、休日の受け入れは困難と考えております。 

 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） 今、休日に点検を行っているということでありますけど、今後地

域の人が清掃活動っていうのはどうしてふえてくると思うんですよね。地域の今力を

本当に大事にしようっていうことで、各市町がそういう方向で動いてますし、それに

今市民もこたえる形で本当に清掃活動っていうのは盛んに行われているんで、ここの

市民の草刈りしたらどうしてもごみが出ますんで、それをできたらその日のうちに処

分したいと思うのが市民だと思うんで、そうした市民の思いというか、市民の要望に

これからこたえていくべきだと思うんですけど、どのようにこたえていこうと思って

いるのか、伺いたいと思います。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 先ほどのボランティアの方等の草刈り等でのこちらへの持ち込
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みという形になると思いますけれども、今こちらへ市民の方が直接お持ちになります

と、これすべて有料の扱いになってまいります。そうしますと、これを私どものほう

で受けていくということになりますと、施設使用料を徴収するための事務の関係での

職員の増員とか、あとピットのほうでの受け入れの増員とかということの調整が必要

となってまいります。このことが構成市町のほうとも協議をしていかないと、経費の

関係等出てまいりますので、そういう問題を解決していく必要があるかなというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 大澤健一議員。 

○３番（大澤健一君） 市民が直接持ち込むと有料だということですので、やはり今後各

市町がその市民のためになるように無料でとってくれることが重要だというように事

務局は考えていると。各市長、町長いますんで、ぜひそうしてもらえるように要望し

て、一般質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（丹羽栄子君） 次に、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） 私は質問は１点、可燃ごみの有料化についてであります。 

 可燃ごみの有料化という問題をこの当組合で質問するのには、既に有料化がされて

おりますという話が私が質問を出した時点でありまして、それであれば私が可燃ごみ

の有料化について質問をしたいと思っておりました中の一つ、有料化の前に生ごみや

剪定木のリサイクル、この実施についてということを考えておりましたので、その点

についてのみ質問をしていきたいと思います。 

 では、生ごみの資源化についてであります。この生ごみの資源化ということにつき

ましては、市町も、そして当組合もほとんど研究ということをやっていないのではな

いかという認識を持っておりますけれども、組合の見解としてはどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 生ごみ、剪定ごみのリサイクルについて組合として研究しては

いないかどうかということだと思いますけれども…… 

（７番塚本美幸君「まずは生ごみについてお尋ねしま

す」の声あり） 

 生ごみだけですか。 
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（７番塚本美幸君「はい」の声あり） 

 生ごみだけということですけども、組合自体としては研究ということは現在は行っ

ておりません。 

 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） それでは、この生ごみのリサイクル、資源化ということについ

て、組合として市町と一緒になって研究、調査、やっていくというご認識はおありで

しょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 生ごみのリサイクルにつきましては、議員ご指摘のように市町

の業務でございますので、組合として協力していくことはやぶさかではないというふ

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） 一緒にやっていくということはやぶさかじゃないということであ

りましたので、組合として23年度から調査研究開始するということを提案していきた

いと思いますけれども、組合の見解はどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 23年度から組合が为導してというようなふうにちょっとお聞き

したんですけれども、構成市町とともにそういう協議する場がございましたら協議を

していきたいな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） ぜひ積極的にやっていただきたいというふうに思います。といい

ますのは、先ほどから当組合の焼却炉の建設、今後どのようになっていくのかという

ことが上げられておりますけれども、生ごみはご存じのように可燃ごみの中で50％以

上を占めるようになっております。次期の焼却炉をどのようなものにしていくかとい

うことを考えるに当たっては、この生ごみをリサイクルするかどうか、そのことが焼

却炉をどのようなものにするかということの判断に大きくかかわる問題だというふう

に思いますが、どうでしょうか。 
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○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 次期の焼却炉の建設について生ごみの処理が大きくかかわると

いうことも一つの大きな要因だと思いますけれども、ごみ自体ということは各家庭か

ら出てまいりますごみの減量というのが一番大切なことではないかなというふうに考

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） ですから、ごみの減量の中で、これだけ50％を占めている生ごみ

が減っていくということになれば、先ほども申し上げましたように焼却炉をどのよう

な大きさ、どのような形にしていくかということに大きくかかわる問題ですので、こ

れは積極的にやっていくべきだというふうに思います。それは、やはりこの地域に住

んでいらっしゃる方々の負担ですね。負担を考えますと、やっぱり環境の問題、大き

く地域の人たちに欠けているというふうに私は考えます。ですから、この地域の方た

ちは次の焼却炉の建設のときにはやはり負担の尐ないもの、そういうものを期待して

いると思います。その期待を裏切らない、そういう焼却炉にしていくべきだというふ

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） 議員ご指摘のとおりだと思いますけれども、基本的にはごみ焼

却炉の建設等につきましては構成市町、行政のほうで考えていくことだというふうに

思っておりますので、そういうごみの関連の負担を尐なくするということにつきまし

ては当然だと思っております。 

 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） 負担を小さくしていくということは当然だというご答弁でしたの

で、ぜひとも積極的に各市町と一緒に調査研究していっていただきたいというふうに

思います。 

 では、剪定木の資源化の点について質問をいたします。 

 組合は廃棄物の処理基本計画を策定しておりますが、これですね。この基本計画の

到達目標の一つとして上げておりますのが、剪定木の資源化の方法について検討しま

すと24ページには書いてあります。これを平成22年から23年に行いますということ
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が、さらに27ページのところに書いておりますが、それでは22年はどのようなことを

行われたんでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 剪定木の剪定ごみのリサイクルの関係で、22年度につきまして

は推進会議の皆様でプロジェクトをつくっていただきまして実証をされたというふう

に聞いております。 

 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） 確かに推進会議の方たちのお話を聞きましたところ、実現に向け

ての企画ということで調査研究をされているということを聞いております。この企画

の一部といたしまして、この組合に搬入されております剪定木を外部の施設を利用し

て木材チップ燃料に資源化する、このことが提案されているということですが、そう

いうご認識でしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 推進会議の剪定木のプロジェクトのほうからそういうお話はご

ざいましたけれども、剪定ごみの先ほどの事業計画でいきますと検討というところで

ございますので、検討をしていただいてご提案をいただくというようなことかなとい

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） 22年に推進会議といたしましては調査研究をして実際に進めてい

くということで、先ほど申し上げましたような外部の施設に木材チップの燃料に資源

化するということで提案されたということを聞いております。この提案に対してはっ

きりとご認識をされてないように受け取れましたけれども、提案に対しての見解をお

伺いしたいと思いますが、認識のほうがしっかりしてないと、提案に対してもきちん

とした答弁が伺えないのかなというふうに思うんですが、その辺はどうですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 推進会議の皆様からのご提案ということでございますかと思い

ますけれども、お話の中でそういう先ほど議員がおっしゃられたことは聞いておりま

すけれども、具体的にこうしていきたいと、こうしたらどうかというようなところま
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での正式なといいますか、はっきりしたご提案というのはまだ承っておりませんの

で、ちょっとその辺が認識の違いがあるのかもしれませんけれども、それで思ってお

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） 推進会議の方たちの調査研究につきましては、尐し資料をいただ

きましたので、ここで述べさせていただきたいと思いますけれども、瀬戸市に民間で

操業しているところがありまして、ここはまず産廃木材が燃料用木材チップに資源化

されているということです。そして、この木材チップは石油にかわる代替燃料として

産業界では認知をされているものだということです。そして、安定的かつ継続性の富

んだリサイクルビジネスモデルが完成しているというように見えたということです。

そして、この民間業者は設備の稼働率向上のために剪定木の処理を求めていると、も

っと欲しいということですね。処理費用についてですけれども、晴丘センターより安

いキロ15円ということで、当組合20円ですので５円安いということだそうです。さら

に、晴丘センターの状況についても資料がありますが、21年度実績といたしまして、

ごみの総量が年間７万6,728万トン、このうち剪定木は年間で3,425トン、総量の約

４％になりますと。剪定ごみは現在当組合では資源化することなく、もちろん焼却処

分をしておりますので、焼却炉への負担になっておりますし、最終処分場も延命化と

いうことを当組合は目指しておりますが、それにも反しているのではないかというふ

うに思います。 

 さらに、２市１町合計のごみの状況ですけれども、１人１日当たりの排出量、これ

は家庭系のごみと事業系のごみと合わせますと790グラムと。基本計画の目標でいき

ますと、25年までに１人１日当たり720グラムにしていくのが目標と。ということ

は、あと76グラムの減量が必要ということになります。ですから、その目標を達成し

ていくためにもこの剪定木のリサイクルということが必要ではないかというふうに思

われますが、そういうことを調査研究されてきたということがありましたので、ここ

で述べさせていただきました。 

 実は、この剪定木を当組合で搬入をしていきますと、年間約6,000万円ぐらいの施

設使用料になるのではないかというふうに考えますが、その辺はどうでしょう。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 
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○事務長（二宮保幸君） 議員のおっしゃるとおり6,000万円ほどになるということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（丹羽栄子君） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） そこで、この剪定木が先ほど申し上げました民間の事業所のほう

に搬入されるということになりますと、その部分が収入が減ってしまうということに

なってしまいます。しかし、今現在環境の問題、大変重視されております。それか

ら、当組合が目標にしております焼却炉の延命、そして最終処分場の延命ということ

を考えますと、その6,000万円減るということにはかえられないものがあるというふ

うに思いますが、お考えはどうでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 当然ごみの処理費が減るということになれば、これは大変いい

ことだ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） 塚本美幸議員。 

○７番（塚本美幸君） 大変いいご答弁をいただきましたので、ぜひともこの剪定ごみの

資源化という方向を検討していただきますようにお願いいたします。私、今期で議員

を辞職させていただきますので、ここの組合にも何年か議員としてやらさせていただ

きましたけれども、ぜひ２市１町のごみの減量に向けて、そして焼却炉を本当に市民

の皆さんが納得のいくような焼却炉にしていっていただきたいと思います。私も一市

民として、またごみの減量など焼却炉の問題などで考え、市民の皆さんと一緒に協力

をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも長

い間、お世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（丹羽栄子君） 次に、原田秀俊議員の発言を許します。 

○１番（原田秀俊君） それでは、通告書に基づきまして質問をさせていただきたいと思

います。 

 最初の項目は、平成25年度ごみ処理基本計画の進捗状況と、今後の推進体制、その

他等について必要なものをどう見ているかということで質問させていただきます。 

 平成25年度ごみ処理基本計画後期計画で平成21年度から25年度の推進は、構成市町

の役割と同時にごみの受け入れ、処理、最終処分場の管理を受け持つ東部衛生組合の
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役割も大きいものです。したがって、以下の項目について基本的な考え方を問いま

す。 

 まず１つ目、この後は一問一答ということで、３項目ありますが、まず最初の項目

ですが、東部衛生組合を運営する体制で事務局長等の幹部が職員が全部瀬戸市からの

派遣職員だっていうことでついつい忘れてしまいますが、事務局長等の幹部が瀬戸市

からの短期の派遣人事で派遣される人たちの瀬戸市での職歴、経歴等から見ても、当

組合の継続的な運営、基本計画の推進等に問題が出てくるように見えますが、その辺

はどういうふうに認識をされてますでしょうか。まず、最初にお聞きします。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 尾張東部衛生組合の幹部職員が短期の派遣人事では運営体制に

問題があるのではないかということでございますが、瀬戸市からの派遣人事につきま

しては、瀬戸市全体の職員配置に合わせて適正な人員配置がなされていると考えてお

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） そうやってこれまで歴史を積み重ねてみえたと思いますが、私は

今思いますのに、この平成25年度を目途とするそのごみ処理基本計画について、じゃ

あこの組合はどういう責任を持っているのか。ごみ推進、循環型社会推進会議、そう

いうのも設置して、ごみ減量に取り組んでいるわけでしょう。ところが、先ほども塚

本議員も言われましたが、その答弁を聞いていましても、じゃあ今の事務長、それか

ら事務局次長、それとその下の体制はじゃあ本当にどういう、その一貫性があるんで

すか。というのは、今特に剪定木のことが一つ例になりました。剪定木を民間業者が

請け負って処理をして、王子製紙、そういう製紙会社の補助燃料として使いたい、そ

ういう販路があるから使いたいと言っていても、ここの収入が6,000万円減るからそ

んなことは認めれんというようなことを言っとるというふうに私は聞こえたんです。

その分、構成市町の負担金がふえるからそんなことは許せない。片一方で、それでは

先ほど社会福祉協議会から幹部職員を配置して、その方が定年退職をする。それで退

職金の負担をします。その方は、じゃあ例えば２年間としますよね。そうすると、そ

ういう幹部職員、幹部職員をわざわざここに配置してここの負担金の中から退職金の

一部を取る、払うわけですね。それは合法的に払うわけです。そしたらそうすると、
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尾張旭や長久手町の負担金はその分ふえるわけでしょう。そういったことっていうの

が、私はあるんじゃないかということを言っておるんですよ。 

 それで、先ほどあったようにごみ処理基本計画について、せっかく立てたにもかか

わらず、先ほど大澤議員も言われましたが名古屋市がプラスチックごみを可燃ごみに

する。今、私たちは長久手と尾張旭は容器リサイクル法に基づいて分別をしているわ

けですね。町だってその分余分に費用をかけて処理費用を出しとるわけですよ。それ

が燃やしてもいいということになるわけでしょう。だったら、せっかく市民のごみ減

量について意識を高めてきた努力が、このプラスチック、もうその可燃ごみを入れて

もいいっていう一言で瓦解するんですよ、極端なことを言うと。その瓦解するから、

片一方では粗大ごみや燃えないごみを有料化にして、いずれ生ごみも有料化にして、

そうやってじゃあ町民や市民を縛るっていうことにするんですか。そういったことを

東部衛生として焼却炉の延命、それから最終処分場の延命をどう図るか。これはもう

厳しく姿勢が問われとるわけでしょう。だったら、そのように構成市町のごみ行政に

ついてもっと徹底してここが発信をして、何やっとるんだと。ここの基本計画どおり

進めてもらわないと困るじゃないかというようなことを言える人が事務長としてここ

にいなきゃいけないんですよ。それが管理者、全部瀬戸のほうにお伺いを立てて進め

ているということでしょう。そういうことになってないんですか。その辺はどうです

か。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 議員のご指摘のことは専門的なというような職員がいないとい

うようなことでよろしいでしょうか。そういうことでございますならば、幹部職員の

中には長期に在職しておる職員もおりますので、組合の運営等については支障がない

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） 本当に組合の運営については支障がない。もう本当にそれは皆さ

ん頑張っていただいてますから、そのとおりだと思います。しかし、私が問題にして

いるのは、幹部職員としての判断力、政策遂行力、そういったことがこの東部衛生組

合として独自性を持っているんですかということを言っているんです。たった２年間

の配置でもう次はどこに行くか、そういったことを考えざるを得ないようなことで、
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この東部衛生組合の一貫した例えばこういう計画をつくって、本当にごみ減量に取り

組もうということをやっときながら、それを進める体制が崩れていく。この24ページ

に、先ほど塚本議員が言われましたが、構成市町はそれぞれごみ、例えば剪定木につ

いては達成を目標とするっていうふうに書いとるわけですね。当組合もやはりそこに

丸がついているんですよ。しかし、内容としては内実としては民間業者に任せると収

入が減ってしまう。それがちらちらしとる。そういうふうに聞こえますよ。それは言

ってないですよ。だから、ちらちらしとるって言っとるんですよ。 

 先ほど言ったように、じゃあそれもう一つ、さっきの予算書の中でも繰越金が出

る、それから事業系ごみの収入がふえれば、その分各構成市町の負担金がもう即減額

でしょう。私も前もこの組合に来たときに、ここの組合として合理化をして、それで

余剰金が出たら、その分は次の建設のための基金に積み立てるということでもいいじ

ゃないかということを聞いたことがありますよ、議案質疑の関係でね。いや、それは

できないんですと、そういう余剰金が出たら全部構成市町に分配して返すんです。そ

れで、今度は今基金つくるわけでしょう。2,000万円、１億円というふうになってき

ましたけども、20億円もかかるわけでしょう。そうすると、やはりできるだけこの組

合として余剰金を積み立てていく。そのことは翻って言やあ、構成市町の負担がその

分減るわけですから、やはり企業努力をするところに責任持ってお金をためてもら

う。もうそれが一番いいんじゃないでしょうか。一番いいんじゃないかと思うんです

よね。そうやって、私その点から今のその職員体制について、もう本当にここで勤続

何十年っていう方もいらっしゃるでしょうし、それから技術的にもさまざまな調査を

して本当にごみ処理についてどうしたらいいかっていうことも、そりゃ研究してみえ

る方もいらっしゃいますから、そりゃ信頼してます。しかし、上がということを言っ

ているんです。その辺、管理者としてどういう姿勢なんでしょうか。お聞かせくださ

い。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 先ほども申し上げましたように、事務長、事務次長だけで仕事

をしているわけではございませんので、専門的な知識を持った職員が在籍しておりま

すので、問題はな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。 
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○１番（原田秀俊君） じゃあ、２項目めに行きます。 

 この計画の推進は、尾張東部衛生組合循環型社会推進会議が行うというふうに書い

てあります。同会議は尾張東部衛生組合循環型社会推進会議設置要綱に基づいて設置

されている組織であるというふうに書いてあります。重要な役割を担っている組織な

のに、その活動を支える体制が不十分ではないかということを危惧しています。先ほ

ど答弁、予算の中で質問しましたが、活動費は前年より減る、そういうのが明らかに

なりました。この会議の設立以後、活動の保障等をどう考えてきたのか、基本的な考

え方をお聞きしたいと思います。 

 また、それぞれの構成市町には各種審議会、専門委員や公募で選んだ市民、町民の

意見を聞く各種審議会があります。そういう審議会は１回出席すると、長久手町でも

7,000円という費用を報酬を出しているんですね。片一方ではそういうことをやりな

がら、この推進会議には全然出さないということも私はこれはこの質問を起こすの

に、そういうことも気になったんです。いかがでしょうか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 推進会議の設立以後の活動の保障等をどう充実してきたかとい

うことでございますが、推進会議の設置要綱ではごみ処理基本計画の推進と同計画の

進行管理の活動をお願いをしております。設立以後の保障につきましては、推進会議

の皆さんが会議等に出席されるための費用弁償の支給要件を見直すとともに、ボラン

ティア保険にも加入し、活発な推進活動ができるよう充実してまいりました。今後も

推進会議の設置要綱により支援を行ってまいります。また、推進会議の委員の皆様の

報酬等につきましては、推進会議の皆さんの自为的な活動を重んじるため、推進会議

の設置要綱の見直しを平成21年度に推進会議の皆様で行われております。ですから、

そのところで報酬は無償というようなことでも決められておりますので、今後も推進

会議の皆様の自为的な活動を支援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） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） それでは、お尋ねしますが、瀬戸からそれぞれの構成市町はそう

なんですけども、各種審議会っていうのがありますよね。そういう審議会で、例えば

じゃあこういう事業計画とか、さまざまな計画をじゃあ公然と公開をして取り組んで

いる、持続的に取り組んでいる会議ってありますか。残念ながら幾つかしかないです
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よ。そうすると、ここのごみ環境推進会議はこういう冊子に研究調査、またはさまざ

まなことを将来見越して、成果としてちゃんときちっとつくってそのとおりに、この

決めたことについてどう実践しているかっていうことを常に皆さん調査もし、それぞ

れの構成市町に帰って調査もし、いろいろなことやっている。それぐらい高度な活動

を私はやってみえると思うんです。そういうところは２年前にみずからがそりゃ決め

たからしなくていいんだっていうようなことを言われますけども、私は本当に管理者

の報酬とか議員の報酬を出しているという事実、二重取りだという批判も私もここで

しました。そういう批判がある一方で、推進会議の人たちはみずからが報酬を要らな

いと言ったから出さない。それは、私は本末転倒じゃないかと思うんですよ。これだ

けの成果を上げているんですよ。ほんで、方向性もきちっと出してみえる。ただ、そ

れは各構成市町の行政がきちっと従わないということでしょう。だから、私はもっと

これは位置づけをするべきだと思いますが、検討する余地はありますか。検討してい

ただけますか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ごみ処理基本計画の策定につきましては、基本的には市町がつ

くることになっております。25年度までは現在のその推進会議が進行管理をしていく

という状況になっておりますので、新たな推進計画の策定につきましては各市町のほ

うで26年度以降はつくっていただくということになっておりますので、そのときに推

進会議としてどう位置づけていくかというようなところは見直しが必要かというふう

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） じゃあ、次の３項目めに行きます。 

 では、この基本計画は取り組みの内容及び実施時期として各構成市町ごとに実施す

る具体的内容及び１年ごとの実施予定をちゃんと示しています。21年度、22年度で、

各構成市町の進捗状況をそれじゃどういう掌握をしているのか。本当にこれはもう詳

細に検討、そして実施する、そうやって書いてある。ところが、先ほど言っている生

ごみや剪定ごみのことについては余り進捗しないけども、燃えないごみや粗大ごみ

は、これだけはもうちゃんと21、22年度で検討して、23年度から有料化、こう書いて

あるんです。そのとおりでしょう、それだけは。片一方ではそのまま手つかず、やる
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べきことというのは、もうこれだけは確実にある。それでも尾張旭と瀬戸は、瀬戸は

半年おくれますけどね、実施時期。そういうことなんです。それと、だからここ、要

は私が言いたいのは、ごみ減量をして焼却炉の延命、そして最終処分場の延命、そし

てＣＯ２も減らすという任務がある。だから、そういうことを総合的に持続的に考え

ていく。だから、計画を立てて構成市町の進捗状況も常に課長さんたちを呼んで、ど

うなっているんだっていうことを聞けるわけでしょう。さらに、ここに15人の議員も

来とる。議員を通じてでも、それは私は点検すべきなんですよ。ところが、実際みん

なそういう力を出してない。私の仕組みでいうと、本当にそういう意味でいうと出し

てないっていうことになるんですね。だからその辺、この先ほどの答弁からいえば、

ここの当組合はこういう計画をつくっても、その進捗状況について一々各構成市町を

点検するようなことはしないっていうことでしょう。それで済むのかっていうことで

す。それはどうですか。 

○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、ごみ処理基本計画の部分

につきましては、構成市町のところでございまして、組合の役割としましてはそのご

み処理基本計画を見ていただければわかると思いますけれども、非常に尐ない範囲の

ところでかかわっているという状況であると思います。ですから、指導的な立場とい

うようなことではな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） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） これでこの１項目めの最後にしますが、私はやっぱりそれでは困

ります。本当にその炉をつくるというのは、改修するというのは大変な時間、費用が

かかる。そのことを考えましたら、それから最終処分場だって、あの処分場をつくる

のに瀬戸市長を始め皆さんは本当に努力されたんでしょう、地元の皆さんの協力を得

るために。そうすると、またそのことを繰り返さにゃいけない。もうそのことはもう

二度とやりたくない、そういうことは。本当そうだと思うんですよ。だから、小手先

じゃありませんけども、根本、基本、要するにごみを減らすための基本は企業等の発

生源を抑制すること。そして、資源ごみを廃棄物じゃなくてごみを資源化していく、

そうやって再利用しながら減らしていく。それでしょう。そのことを常に考えとるの

は、もう最終処分場を管轄しとるここしかないんですよ。だから、もっとそういう
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点、しっかりやっていただきたいと思いますが、決意のほうはどうですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 先ほど来からも答弁をしておりますけれども、ごみの収集の関

係につきましては市町の業務でございまして、我々のところはそれを出てきた部分に

ついて処理をしていくという業務でございますので、役割はきちっとしていきたいと

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） 原田秀俊議員。 

○１番（原田秀俊君） じゃあ、２つ目の地震災害対策はどうかっていう点に移ります。 

 今回、本当に東日本大震災は未曾有の被害を与え、そして東京電力の原発の破壊の

問題まで、本当に私たちは大変な事態に遭遇しています。これをどう解決していくか

っていうのは、本当に国民の皆さんが私どもが本当に考えていかなきゃいけない、そ

ういうことになっています。それで、私たち行政側におる者が考えにゃいけないの

は、今回はマグニチュードが９でしたけれども想定外だった。それから、津波の高さ

も想定外だった。ましてや原発の事故なんか想定外だった。想定外想定外っていう言

葉が行政側から出てくるっていう、こういう事態は私はやっぱりやってはならないこ

とだと思うんですよ。そのとき考えたときに、それではじゃあ、この東海沖、長久手

町は震度６弱、瀬戸は５、尾張旭も震度６弱ですかね、東海・東南海地震は。それで

想定をしている。じゃあ、それを超えたことを、だから震度６弱じゃなくて震度７、

そういう事態を私たちは準備していかなきゃいけないじゃないか。それと、猿投－高

浜断層っていうような断層も発見されています。万博のときにそれがあって、また瀬

戸の団地も開発がストップしました。そういう考えられる。じゃあ、そうすると、最

終的にはまた被害があったときにその処分の問題でいくと、またここがしっかりまた

仕事をしなきゃいけない。そうすると、ここはもう再稼働をすぐしなきゃならない、

休むことはできない。そう考えたときに晴丘工場の対策はどういう対策がとられてい

るのか。附帯設備、もうこれは丸ごと施設が動かないと稼働できませんので、どうい

うふうになっているか。 

 それから、北丘処分場、これは震度７とか、そういったときにのり面が崩れて敷地

外に灰なんかが流出するようなことはないのか。その他、考えられないことがありま

すんで、その他関係施設の対策はどういうふうになっていますか。ご答弁をお願いし
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ます。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） ただいまのご質問、一括してお答えしてもよろしいですか。 

（１番原田秀俊君「はい、どうぞ」の声あり） 

 まず、晴丘工場の対策についてでございますけれども、晴丘センターにつきまして

は平成元年に設計されておりまして、建物の耐震設計につきましては昭和56年以降の

建築基準法に沿って建築されております。 

 焼却炉につきましては、火災が発生しないように震度５以上で燃焼を抑制する制御

になっております。 

 また、発電設備につきましては、昭和58年６月制定の火力発電所の耐震設計に基づ

いて建設されております。 

 それから、北丘処分場でございますけれども、北丘処分場の浸出水処理施設につき

ましては、平成12年７月に建築確認を受けて建設されておりますので、阪神・淡路大

震災規模の地震には耐えることができると判断しております。 

 また、埋立処分地の大部分につきましては、強固な岩盤の上に立地しておりまし

て、焼却灰の埋立処理も法基準に沿って埋め立てをしております。 

 それから、その他関係施設でございますけれども、その他関係施設としましては北

丘の最終処分場の横にございますスポーツ公園の中の憩いの家、それから体育館がご

ざいますけれども、この施設につきましても平成12年12月に建築確認を受けて建設さ

れた建造物でございまして、阪神・淡路大震災規模の地震には耐えるという判断をし

ております。 

 それから、この施設につきましては、毎年消火訓練を実施し、災害時に迅速かつ適

切に対応ができるように努めております。 

 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） 肝心かなめの焼却炉が昭和56年の基準法以前のものに基づいてつ

くられたということが言われました。震度５です。そうしますと、これはもう直ちに

耐震調査とか、それから耐震補強をしなきゃならないところはどこかとか、そういっ

たことは調査をして取り組むべき課題になっているかと思うんですね。特に本当に東

日本の大震災は、これは本当にもう津波の訓練を一生懸命やられた人たちでさえ被害
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に遭われとる。これはもうそう考えましたら、本当に想定外っていうことはもう言え

ないと思うんですよ。したがって、それはしかし一気にまたお金をかけるということ

もなかなかできにくいこともありますけれども、私は今回、来年度はこの耐震の補強

についてどうあるべきかっていうことを真剣に検討していただいて、私は補強をして

いただきたいと思います。これは本当に政治の場が住民の命や暮らしを本当に安定し

て守っていけるかどうかっていうことが問われるんです。本当はこれは負担、それぞ

れ特に東部衛生は各構成市町の負担金が大半を占めた運営をしているわけですから、

これはもう各構成市町が本当にそのことについて理解を示して、私は次の７月なり９

月なりの補正予算でも組んで、きちっと取り組んでいくっていうことが必要になるか

と思いますが、その点をそうすると継続的にこの施設運営、施設管理や運営をやって

いただける高度な判断をする人がいて、そのことをちゃんと管理をする瀬戸市に瀬戸

市長を本当に説得をして、各構成市町にきちっと話をつけていく。そういったことを

やる必要があるかと思うんですが、その点どうですか。 

○議長（丹羽栄子君） 事務長。 

○事務長（二宮保幸君） 東日本大震災という想定を超える地震災害が発生したわけでご

ざいますので、今後、被災地等のごみ処理施設等の情報の収集に努めるとともに、調

査研究をしていく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

（１番原田秀俊君「終わります」の声あり） 

○議長（丹羽栄子君） これをもちまして一般質問を終了いたします。 

 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） 議長のお許しをいただきましたので、閉会に当たり一言お礼の

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、慎重にご審議を

いただき、すべて原案どおり議決を賜り、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

に精査し、堅実な運営を図っていく所存でございます。 

 構成市町と協力しながら、ごみ発生抑制、資源化を図り、さらなるごみの減量化を
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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

延命にも力を注いでいきたいと考えております。 

 議員各位におかれましても、より一層のご指導、ご協力を賜りますようお願いを申

し上げまして、閉会のあいさつといたします。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23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、引き続き４時30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もここで退席をお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後４時22分 閉会 
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