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                               午後２時00分 開会 

○議長（大島もえ） こんにちは。 

 定刻になりましたので、会議を開きたいと思います。 

 ただいまの出席議員は15名全員であります。これより平成24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。 

 会議に先立ちまして、皆様携帯電話等お持ちでしたらいま一度マナーな状況になっ

ているか、確認のほうお願いします。 

 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

をくださる方におかれましては、会議中ご静粛を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方々の出席を求めておきましたので、ご了承

願います。 

 次に、監査委員より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。 

 なお、先ほど一般質問に関係する資料もお配りさせていただきました。事前配付の

ものと当日配付のものありますけれども、よろしくお願いします。 

 ここで、議案に対する質疑の進め方について、ご確認いたします。 

 議会の取り決めに従いまして、発言は通告書の受け付け順とし、一問一答方式で行

い、１問につきましては再々質問までとして進めてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

 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（大島もえ） 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日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（大島もえ） 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 

○議長（大島もえ） 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、臼井淳議員及び

青山直道議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議席の指定について 

○議長（大島もえ） 次に、日程第３、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、議長において指定いたします。 

 議員の氏名とその議席番号を職員より朗読させます。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） それでは、議席番号と氏名をお読みします。 

 １番長江公夫議員、３番臼井淳議員、８番原田学議員、10番水野勝美議員、15番島

原治美議員、以上でございます。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。ただいま朗読をいたしましたとおり、議

席を指定いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 認定第１号 平成２３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（大島もえ） 次に、日程第４、認定第１号平成23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。 

 理事者より説明を求めます。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） ただいまご上程されました認定第１号平成23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23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
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ます。 

 ２ページの総括表をごらんください。 

 予算現額12億2,814万4,000円、歳入額12億2,343万6,606円、収入率は99.6％となっ

ております。歳出額11億6,459万5,099円、執行率は94.8％となっております。歳入歳

出差し引き過不足額5,884万1,507円、翌年度へ繰り越すべき財源０円、残高5,884万

1,507円を翌年度へ繰り越すものでございます。 

 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７億3,653万8,000円に対しまし

て、収入済額７億3,653万7,564円で、収入率は100.0％でございます。これは、構成

市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、主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は３億5,420万7,802円、94.4％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、構成市の住民や事業者等が直接持ち込んだごみの

処理料や北丘スポーツ公園の使用料などでございます。 

 収入未済額900円は、一般市民が直接搬入したごみの料金が不足して、後日支払い

に来ると約束してそのままとなったものでございます。 

 ３款財産収入6,534万1,789円、116.9％。 

 これは、余剰電力と蒸気の売却収入と基金運用収入でございます。 

 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5,010万6,436円、100.0％。これは、前年度からの繰越金です。 

 ５款諸収入1,724万3,015円、164.9％。これは、預金利子とアルミ等売却収入など

の雑入でございます。 

 以上、歳入合計は予算現額12億2,814万4,000円、調定額12億2,343万7,506円、収入

済額12億2,343万6,606円、収入率99.6％でございます。 

 12、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、主な内容、不用額につきまして説明させ
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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159万1,790円、69.4％。主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。 

 不用額としましては、議員の行政視察の日程２日を１日に変更したことに伴う旅費

並びに使用料及び賃借料などでございます。 

 ２款総務費９億5,701万4,981円、94.3％。 

 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。 

 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。 

 不用額といたしましては、職員手当等の人件費や委託料、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、水処理用薬品や覆土用資材等の購入費、水質検査や焼却灰運

搬、焼却灰埋立処分業務等の委託料、アセックへの焼却灰運搬条件の逸脱に伴う搬入

停止期間中の灰持ち込み料の減少による使用料、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。 

 不用額といたしましては、地元協議に基づく工事請負費などでございます。 

 ３款建設事業費2,044万2,676円、100.0％。これは、廃棄物処理施設建設基金の利

子を含め同基金に積み立てたものでございます。 

 ４款公債費１億8,554万5,652円、99.8％。これは、最終処分場の建設に係る起債の

元金の償還と、20ページ、21ページになりますが、同起債の支払い利子でございま

す。 

 ５款の予備費については、支出はございません。 

 以上、歳出合計、予算現額12億2,814万4,000円、支出済額11億6,459万5,099円、不
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用額6,354万8,901円、執行率94.8％でございます。 

 22ページをごらんください。 

 平成23年度実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額12億2,343万6,606円、歳出総額11億6,459万5,099円、歳入歳出差し引き額

5,884万1,507円、実質収支額は5,884万1,507円でございます。 

 23、24ページをごらんください。 

 平成23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。 

 (7)出資による権利では、財団法人愛知臨界環境整備センター出捐金について、平

成23年度から施設使用料に対する割引制度の適用が開始したことに伴い1,020万

4,000円の減額となりました。 

 ２の物品と３の債権につきましては、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2,044万2,676円が積み立

てられまして、年度末現在高は２億381万8,610円となっております。 

 26ページ、27ページに、主要な施策の成果としまして主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23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（大島もえ） 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

田監査委員より審査の結果についてご報告願います。 

 監査委員、お願いします。 

○監査委員（識見）（石田守正） それでは、23年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出

決算について、山下幹雄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。 
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 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、審査の概要についてでありますが、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して、その内容について

の所見を申し上げます。 

 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

き続き当年度も減少し、構成市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、隣接工場への蒸気の供給など施設の効率的な運用に努められています。 

 また、20年度に策定された一般廃棄物処理基本計画後期計画については、推進体制

等について見直しが行われていますが、引き続き計画達成に向けてさらに努力される

ことを望みます。 

 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おります。また、東日本

大震災は大量に発生した瓦れきの処理の困難さやエネルギー資源の重要性を改めて見

直す契機となりました。このことからもごみの減量化、資源化等及びごみの処理過程

における余熱利用の推進などによって環境への負荷を軽減し、循環型社会を形成する

ことが住民の安心と安全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。 

 以上をもって報告とさせていただきます。 

○議長（大島もえ） 監査委員の報告は終わりました。ありがとうございました。 

 これより質疑に入ります。 

 初めに、原田学議員の発言を許可します。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） じゃあ、よろしくお願いいたします。 

 私は、今の平成23年度決算につきまして、４つの点で職員の体制、職員の給与、そ

して最終処分場の塩素イオン濃度、それから入札のあり方について質疑をしてまいり

たいと思います。 

 次のページですが、まず第１点は職員の体制について、これはこちらの決算の書類

の12ページから17ページにもわたるのかな、15ページまでですね、12から15のうちの
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節でいいますと２、３、７、給料、職員手当、賃金、バイトの方も含めてどういう体

制でここが運営されているのか、それについてまず伺うものです。 

 ①平成23年３月議会においては、条例の定数を30名とされました。22年、23年、

24年、それぞれ職員数は何名でしょうか。 

○議長（大島もえ） 答弁に入ります。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 平成22年度、一般職、技術職が９名、技能員17名の計26名、平

成23年度は一般職、技術職が９名、技能員18名の27名、平成24年度は一般職、技術職

８名、技能員19名、計27名です。 

○議長（大島もえ） 次の質問に、お願いします。 

○８番（原田 学） ②に移ります。 

 臨時、それから派遣を加えると、全部で何名になりますか。 

○議長（大島もえ） 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 平成22年度、再任用職員３名、派遣職員１名、臨時職員５名の

９名で、正規職員との合計が35名となります。 

 平成23年度は再任用職員が３名、派遣職員１名、臨時職員５名の９名、正規職員と

の合計は36名となります。 

 平成24年度は再任用職員が４名、派遣職員ゼロ、臨時職員５名の９名、正規職員と

の合計は36名となっております。 

○議長（大島もえ） 再質問ですか。 

○８番（原田 学） それでは、実際にはその35名、36名、36名と30名を超えてしまう、

定数がこの職場の場合は30名でありますが、実際は35名、36名、36名という35名以上

のスタッフでここを回しておられるということでありますので、23年３月議会でお決

めになった定数30名というのは余りにも少ないんではないかなと、そこの見直しが必

要ではないかなと思います。 

 また、改めて臨時職員という採用を改めて、正規の雇用とすべきだと思いますが、

いかがですか。 

○議長（大島もえ） 答弁に入ります。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 定数の見直しにつきましては、当組合の職員は瀬戸市からの派
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遣職員で構成されていますので、瀬戸市の職員体制の中で検討していきたいと考えて

おります。 

 また、臨時職員を改め正規雇用とすべきではないかというご質問ですが、臨時職員

が対応している市民が直接搬入する受付窓口業務とごみ投入ステージの監視につきま

しては、特別な技能を有するものではないと対応できない部署ではございませんの

で、臨時職員で対応しています。 

○議長（大島もえ） 質問、どうぞ。 

○８番（原田 学） １、２、３の再質に入りたいと思います。 

 先ほど言われたように、再任用の方が22、23、24とそれぞれ３名入っておられま

す。再任用は、正規の職員です。しかし、定数管理上は入れないというまさにこれト

リックだと思うんですけども、正規の職員である以上はきちっと数の中にカウントす

れば本来はいいんではないかなと思うんです。 

 そうした場合、例えば再任用までを含めて22年度は29名、23年度は30名、24年度は

31名、明らかに30名を超えているということ自体がやはりこの条例定数そのものが多

過ぎるんではないかなということを思うんです。そのことからも改めて、条例定数の

見直しを求めるものです。 

 あわせて、長期の病欠者がおられますというぐあいに伺ってますけども、その方は

ここの人数の中に今言われた９名、17名、９名、18名、８名、19名、この中にもとも

と入ってられるのかおられないのか、そこを伺いたい。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 再任用職員は、短時間再任用でございますので、定数には入れ

てません。また、組合におきましても効率的かつ効果的な行政運営が求められていま

すので、現在の職員定数30名を変える考えはありません。 

 また、最後に長期病欠者の人数ですけども、これは職員数に加算されています。 

○議長（大島もえ） 再々質問ですか。お願いします。 

○８番（原田 学） 長期病欠者も含めて35、36、36と全体でということは、いずれにし

たってそれをカウントしてこの人数だということは１名マイナスしたにしても、はる

かに30名を超えている実態があるわけで、そういう意味では例の定数のほうは意見と

してそれは言っておきますけども、定数の見直しをするべきだということは言ってお
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きますけども、もう一点は臨時についてもかつて派遣労働者がここに派遣をされてお

りました。その方はフルタイムに近い、例えば職員は５時15分までですかね、ところ

がその５時までということで、７時間30分になるんですかね、そういう勤務の扱いで

あったと思うんです。 

 そういう形で、臨時の方を回す以上は、ほぼフルタイム臨時であるわけであります

ので、そういう意味ではきちっと正規の採用とするべきだと私は思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 臨職の件で、フルタイムの臨職は雇っていません。また、先ほ

ど申し上げましたように、臨職の職場が特殊な技術を要するものではないということ

で、一般の方でもできるということで臨職を採用しています。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問終わりました。 

 次の質問に移ってください。 

○８番（原田 学） 意見いいですか。 

○議長（大島もえ） 次の質問に移ってください。 

○８番（原田 学） それでは、④とりわけ技師の充実を図る必要があると思います。こ

ういう機械を扱うそういう職場でありますので、そのことを強く思うわけですけど

も、どのように動かしておられるか、どう考えておられるか、伺います。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 技術職員の体制は、この３年間、機械技師が３名、電気技師が

２名、化学技師１名の体制をとってます。 

○議長（大島もえ） 再質問お願いします。 

○８番（原田 学） 今言われたように、化学技師が１名だということ自体が非常に問題

だと思う。病気やけが、生身の人間ですから当然つきものですね。そういうときに、

誰がどういうぐあいにカバーしておられるのか、伺いたい。 

 あわせて、本来技師の体制というのはいろんなことを考えて当然複数の体制、そう

いうぐあいにするべきだと思うんですが、いかがですか。 
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○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 職員の病気のときは、今までも業務係、かまを運転する係全員

で対応していて、不都合はありませんでした。ですから、今の人数体制で運転管理は

できると思っています。 

○議長（大島もえ） 複数にすべきという質問への答えもお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 技術職員の人数をふやすということですけれども、当組合の職

員は瀬戸市から派遣職員で構成されていますので、瀬戸市の職員体制の中であわせて

検討していきたいと考えてます。 

○議長（大島もえ） 再々質問があれば、お願いします。 

○８番（原田 学） 再々です。 

○議長（大島もえ） 原田議員。 

○８番（原田 学） こういう職場は、機械にしてもとにかくマニュアルがあってそのと

おりにやりゃあええというぐあいにはなりません。機械をこれまで運転してきた、機

械にも癖がありますから、きちっと制動していくためにはどうしても次の人に伝えて

おかないと、いずれかは誰かがやめていかれるわけですから、そういう意味からして

も当然複数の体制で技術を伝承していくという必要があると私は考えます。 

 そういう意味で、今最終的には本庁の仕切りの中でみたいな話をされましたけど

も、本来はここがその発信をして、何名要るんだということははっきりさせるべきで

はないかなと思うんです。そうでないと、本庁人事の下請でこんだけで我慢しやあと

言ったらそれを押しつけられてしまうというようなことには、本来こういう生きてい

る施設を動かすというのはどうしても必要なことだと思うんです。 

 そういう意味で、こちら側から主張をするというシステムを考えていただきたい、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（大島もえ） 再質問への答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 原田議員のおっしゃるとおり、中間処理施設と最終処分場の運

転管理をしてますけども、その管理には技術やノウハウの伝承は必要だと思ってま

す。 
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 それで、人事のヒアリングはありますけども、そのときには技師の確保については

こちらからも強く要望をしています。 

○議長（大島もえ） 再々質問への答弁が終わりました。 

 次の質問へ移ってください。 

○８番（原田 学） じゃあ、次に移ります。 

○議長（大島もえ） お願いします。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） №２ですね。 

 続いて、職員給与について伺います。 

 続いて、第２点目は23年度に執行されました職員の給与について伺います。 

 これは、人勧がありまして、40歳以上0.2％カットですか、そういうことが行われ

ました。 

 ①その影響額はどれほどになりますか。 

○議長（大島もえ） 済みません。大項目ごという取り決めなので、本来先ほどは１、

２、３で分けて１問目を質問していただくことで進めましたけど、できれば大項目ご

とに再質問までなので、１、２、まとめてされたほうが本来の運用上と合うのかなと

思いまして、よろしいですか、そういう進め方をしていただいても。 

○８番（原田 学） わかりました。 

 それでは、１、２をまとめます。 

 １番は先ほど申し上げたとおりです。 

 ２点目は、人事院は民間との給料格差を縮めると言ってますけども、実際にはこの

間ずっと見てきても民間と公務員とともに落ちていっちゃうというか、底なし沼みた

いな競争を繰り広げてるだけなんですね。そういう意味では、日本経済の景気も回復

できない、そういう意味できちっと国に対してこれは是正を求めるべきだと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大島もえ） ①、②あわせて答弁お願いいたします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） まず、①ですけども、給料で10万3,000円、職員手当で５万

6,000円の減額となってます。 

 ②ですけれども、人事院勧告につきましては毎年４月の民間給与の状況を調査し、
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民間の給与水準に公務員の給与水準を均等させるものでございます。 

 したがいまして、公務員の給料が民間の給料に先んじて減額を行うことではござい

ませんので、人事院の勧告を尊重したいと思ってます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問お願いします。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） 再質問ではなくて、意見でいいですか。 

○議長（大島もえ） お願いします。 

○８番（原田 学） その先駆けて削るものではないというような答弁だったと思うんで

すけども、実際上は結果として1997年から2007年までの間労働者賃金は30兆円削られ

ております。その分、大きな企業さんは100兆円ぐらいもうけている。その一つの仕

掛けがこういう人勧だと私は思います。 

 そういう意味で、国に是正を求めたいと意見として言っておきます。 

○議長（大島もえ） この項はよろしかったですか。 

 じゃあ、次の質問お願いします。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） ３点目は、最終処分場の塩素イオンの濃度について伺います。 

 これは、こちら側の事業概要というのの28ページをごらんください。 

 前にも伺ったんですけども、28ページの上段ですね。 

 平成23年度最終処分場水処理施設放流水水質検査結果、この中の右の欄から２つ

目、塩素イオンというのがありますね。ミリグラムパーリットルという単位でありま

す。これは、施設の基準も法的な基準もありません。だから、棒線が引っ張ってあり

ます。 

 ただし、非常に値が10月19日、5,000ミリグラムパーリットル、結局最終処分場で

すので、中和によって塩が出る、だから塩素イオンが非常に高いという結果になって

しまうんですけども、高い水をそのまま原液を流していいというぐあいには思いませ

ん、周辺の環境から考えてみますと。 

 以前の質問で、調整池を活用して河川に排水するようにしますと、そういう努力を

するというような答弁がなされました。その結果、実態はどうなったのか伺いたい。 

○議長（大島もえ） じゃあ、答弁お願いします。 
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 少々お待ちください。 

 じゃあ、一応決算が議案になっておりますので、これに関連づけた質問の方法にし

ていただけますか。 

○８番（原田 学） 関連も何も、一緒なんですけども、じゃあこちらのページの16ペー

ジ、17ページ。 

○議長（大島もえ） 決算書の16ページ、17ページに関連するということで、事業概要書

がよりわかりやすいということでご紹介いただいたということで、では質問の意図は

そのままでよろしいですか。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 事業概要の28ページの塩素イオン濃度のデータは、これは水処

理の原水です。水処理から出た水を測定したデータです。水処理を調整池に入れてか

ら河川に今放流してますので、調整池からの放流水の塩素濃度は平均1,800ミリグラ

ムパーリットルになり、２倍程度の希釈になってます。 

○議長（大島もえ） 再質問があれば、受けます。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） 再質です。 

 法の規制はないにしても、本来川への放流というのはその２分の１以下が好まし

い、750とか800というようなことが望ましいと言われてるんですね。 

 そういう意味で、調整池を使って貯留をするというような作業を行っておられます

けども、そのためるということが１つのポイントだと思ってます。ためて希釈をす

る、そういう作業の具体的にはどういう取り組みがされているのか、伺う。 

○議長（大島もえ） どの費用に当たるかということも少しご説明いただいたほうがいい

のかな、決算書の。 

○８番（原田 学） 説明欄、備考の(2)ですね、委託料の内訳で最終処分場関係水質検

査業務です。 

○議長（大島もえ） この業務にこの決算の使途として現状の数値よりももうちょっと下

げるべきではないという指摘ですね。 

 じゃあ、そういう観点でのご答弁お願いします。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 平成23年度の下半期からの最終処分場内に調整槽、３つの槽が
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あります。その調整槽の汚水調整槽を１つとめまして雨水貯留槽に切りかえました。

雨水貯留槽というのは、場内にたまった雨をためて希釈をしようということになりま

したけども、ことしの４月から６月まで雨水をためて実際に７月に放流をしましたけ

れども、約２週間ほどで水がなくなってしまった。その原因を追求すると、やはり今

短時間豪雨で、集中豪雨でしとしとと降る雨じゃないので、側溝にダムをつくって、

そのごみが入らないような最初の水は流して、ある程度になったら取り込む、そうい

ったことをやってますけども、その集中豪雨でそのダムを溢流して流れてしまったと

いうようなことがございましたので、今後いろいろまた調整して希釈をふやしたいと

思ってます。 

○議長（大島もえ） 再々質問があれば。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） ぜひそういう努力を引き続きしていただきたい。 

 次に移ります。 

○議長（大島もえ） お願いします。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） それでは、入札について伺います。 

 関連ページは14、15、２款２項１目、16、17、２款２項２目、ここの機械を直して

いく、そういうような委託料も含めて入札をしておられると思うんですけども、工場

管理費に当たりますけど、その①ですね。 

 特殊な施設であります。機械などその多くは指名競争または随意契約、そういう入

札制度をとっておられます。平成23年度の実態はいかがでしょうか。また、その理由

はなぜでしょうか、伺います。 

○議長（大島もえ） 小項目４まであわせてお願いします。 

○８番（原田 学） それでは、入札の趣旨からより一般競争にすべきと考えるが、いか

がでしょうか。また、具体的に切りかえが可能なケースについては実施すべきと考え

るが、いかがでしょうか。また、随意契約についても、その改善が求められている

が、どう具体化されたのか。 

 あわせて、地元企業の育成も必要であると考えますが、具体的にどのように取り組

まれているのか、伺います。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 
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 事務次長。 

○事務次長（横山光義） まず、①の答弁ですけれども、平成23年度契約状況ですが、

130万円以上の工事、50万円以上の業務委託費及び80万円以上の物品購入の条件で

28件ありました。その中で、指名競争入札は19件、随意契約は９件となっています。 

 また、その随意契約にした理由ですけれども、焼却プラントに関しては限定された

期間内に施工でき、当組合の焼却施設に関する特許を取得し、焼却炉の性能を保証で

きる業者と随意契約を行っています。 

 ②の答弁ですけれども、当組合のごみ処理施設は、地域住民の快適な生活を支える

ライフラインとして長期間停止することが許されず、また常に安定した性能を発揮す

ることが求められています。このことは、工事等を発注する際にも必要条件となって

います。短い工期と工事等完了後、速やかに性能を発揮できるような品質を求めてい

ます。 

 当組合の工事等は、公共調達である以上、一般競争入札で実施することが原則であ

りますが、ただいま説明いたしました理由によりまして特許等に関連したごみ処理施

設の基幹的な部分に関連する工事及びコンピューターのソフトウエア等が関連した業

務委託等、設置または開発した業者でなければ支障が起きたり、業務実施に際し多大

な時間を要すると見なされる案件につきましては当該業者との単社随契としていま

す。 

 その他の工事等につきましても、図面と仕様書さえ示せばどのような業者が施工し

ても求める品質が満足されるような案件はございません。一定のノウハウと技術力が

必要な案件ばかりですので、そのような業者を指名した指名競争入札で実施していま

す。 

 一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれも短所長所があります。今後も、

現状に満足することなく、安全で安定した操業を前提として安価に工事等ができるよ

う透明性のある契約方法の検討を継続していきたいと考えております。 

 ３の答弁ですけれども、地方自治法施行令の167条の２、第１項第１号は、これは

一定の金額以下であれば随意契約できると規定したものですが、この金額以下の平成

23年度における工事、業務委託、物品購入に関する契約は全体で16件ありました。単

社随契としたものは１件だけでした。また、残り13件の随意契約の中でも、指名競争

入札にしたのが３件ございました。 
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 それから、４番の地元育成の件ですけれども、契約行為が必要のない20万円未満の

案件につきましては、溶接工事や配管工事等簡易な工事の際に積極的に地元業者を採

用しています。その実績は、平成23年度で92件中56件が地元業者でした。また、20万

円以上の金額の工事等につきましても、その内容等を勘案しまして、地元業者で対応

が可能な案件につきましては指名するように努力しています。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問お願いします。 

 原田学議員。 

 再質問です。済みません。 

○８番（原田 学） ただいま３点目の質問で、随意契約についてもその改善が求められ

ておると、どう具体化されたという中で随意契約のうち３社が指名でしたかね、そう

いうぐあいに言われたと思うんですけども、随意契約の中でもきちっと見ると、実施

が可能なものがあるということだと思うんですね。 

 そうであるならば、より競争性、透明性を高めるということはできると思うんです

ね。だから、３社以外にもそういう努力を本来はするべきではないかなと思います。 

 それから、もう一点は、４点目の地元企業の育成、この件に関してはいろんな地方

自治体がこの入札のシステムを工夫をしております。総合評価落札などと言って、企

業の地域への貢献度、これなんかも点数化して、なるべく地元企業に仕事を回すとい

うような努力も見られます。 

 そういう意味では、当組合もそういうような方式を具体化していく、そんなことも

考えてはいかがかなと思うが、どうでしょうかね。そういう検討がされたかというこ

とですね。 

○議長（大島もえ） ２点について、答弁をお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 最初の再質問の件ですけれども、これは随意契約の中で指名競

争で行っているということですけども、工事内容を見まして、これは指名競争でやっ

たほうがよりベターであるというようなことを勘案しまして指名競争にしたもので

す。 

 もう一点ですけれども、先ほど述べましたように、当組合が発注する工事は土木建

築工事と違い、どの企業でもできるものとは違います。工期や施工後の性能保証など
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の条件がございますので、随意契約や指名競争入札で行っていきたいと思います。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） ただいまの答弁の中で、工事内容を検討する中で３社ですかね、指

名競争に切りかえることができたということだと思うんです。やはり透明性というの

は物すごく誰が考えても期待されるところなんですね。 

 その意味からいっても、全体として例えば確かに工期だとか特殊性だとか言われま

したけども、この入札制度全体を通して指名19、随契９と一番初めに言っておられま

すけども、それが随契が指名になり、指名がそして一般競争になるような可能性を検

討して具体化を図るべきだと考えておりますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（大島もえ） 再々質問への答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） やはりうちの焼却施設は工期が一番大事です。実際に、オーバ

ーホール、３週間とめてやりますけれども、３週間とめますと年間今６万9,000トン

ぐらいごみが来ますので、１日当たり190トン、150トンの焼却炉１つで運転してます

と３週間で800トンぐらいごみがふえてしまう。 

 それと、あと全停を５日間しますと、ごみの今ピットレベルが４メーターで二十何

メーターのごみが来てしまいますから、３週間で、１炉、２炉で６週間あります。６

週間で800人の作業員を入れて、多いときは50人以上の作業員が５日間、土曜日、日

曜なくずっと連続してオーバーホールやってますんで、その工期、ごみの安定性を考

えますと、やはり随意契約とか指名、技術のある業者を指名してやっていきたいと思

ってます。 

○議長（大島もえ） 答弁が終わりました。 

 以上で原田学議員の質疑を終了いたします。 

 では、次に臼井淳議員の発言を許可します。 

 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） じゃあ、発言を許されましたので、９月の定例会に上程されました

決算、決算の議案について何点か質疑をしてまいります。 

 それでは、まず最初の項目ですね。いいですか。 

○議長（大島もえ） どうぞ。 

○３番（臼井 淳） 歳入歳出の決算総括表２ページのところのうち残高が載ってるんで
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すけども、この残高について１点だけ、(1)平成23年度尾張東部衛生組合一般会計の

総括表のうち残高5,884万1,507円について、翌年度への繰り越しとされていますが、

どのような会計処理、手続が踏まれるのか、まずお尋ねします。 

○議長（大島もえ） １回目、以上でよろしいですか。 

 じゃあ、答弁に移ります。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 平成24年度の増減の補正が必要な場合は、その財源とします。 

 また、残額につきましては、３市の協議により返還が決まれば、平成24年度第３回

の定例会で補正を組み、第８期の平成24年度一般経費負担金の金額を減額にして構成

市に返還するという手続をします。 

○議長（大島もえ） 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） じゃあ、もう一度、これ手続の確認だけちょっとさせていただきた

いんですけども、要するにこの３市から負担金それぞれ毎年度負担金が支出されてる

わけですけども、そうすると逆算するとこういう残金というんですかね、残高につい

てまだ戻すというか、その３市のほうへそれぞれ戻すということになると思うんです

ね。そのときの案分があると思うんですね。 

 単純計算すると、多分半分が瀬戸市の約2,900万円ぐらいになるのかな、単純計算

ですけども、そうすると来年度今編成過程やってますよね、新年度予算。それについ

ては、当然本市のほうでもその負担金について当然計算今、算段されてると思うんで

す。 

 そうすると、こういった残金について例えば執行部と今財源について大変シビアな

考え方を持って新年度予算多分取り組まれると思うんですけど、そういったあたり影

響が出やしないかなと思うんですけど、そういったことはどうでしょうか。 

○議長（大島もえ） 再質問への答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 例えば、今年度5,000万円減ったから、来年度12億円になれば

11億5,000万円でやれとそんなような感じだと思いますけれども、ただうちはこれ今

20年目で、33年まで使って、オーバーホールに関しては基幹整備というか、そのオー

バーホールの中でどれをやるかということをずっと計画立てて、本当に負担金が大き

な変動がないような計画をして、その計画に基づいて財政と折衝してますので、こと
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し5,000万円、それは消石灰とか、キレートとか消耗品とかのそういったものの入札

で下がってますけれども、それは必要だということで認めていただいてます。 

○議長（大島もえ） 以上でよろしいですか。 

 ちょっと通告書が大項目はちゃんとあって、小項目が１、２、３とあるので、これ

(1)と読みかえて、一つ一つ対応しているということで、大項目の扱いで進めさせて

いただきます。 

 じゃあ、大項目の２つ目へ移ってください。 

○３番（臼井 淳） ２つ目は、先ほど同じように質疑があったと思うんですが、入札に

ついて、これは私納得しておりますので、これは割愛させていただくということでよ

ろしいですか、入札のところですね。 

○議長（大島もえ） ありがとうございます。 

 では、次の質問に移ってください。 

○３番（臼井 淳） じゃあ、次いきます。 

 ３つ目ですね。２款２項１目、(5)のページ数でいくとこれは15、16、17ページ、

17ページのところですね、派遣職員のところですね。 

 (5)の負担金補助及び交付金のうち派遣職員人件費負担金1,156万7,164円について

３項目伺います。 

 まず、(1)この派遣職員人件費負担金1,156万7,164円のまず内訳について伺いま

す。 

 (2)尾張東部衛生組合が派遣職員を引き受けていた理由について伺います。 

 (3)当局は、今後も同様の派遣職員を採用する考えか、お尋ねします。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） １番の答えですけれども、人件費負担金が781万3,447円で、退

職金手当負担金が375万3,717円になります。 

 ②ですけれども、９年前の平成15年度から社会福祉協議会の派遣職員を受け入れし

ています。当時、社会福祉協議会の業務が見直されたときに、社会福祉協議会の職員

の再配置ということが検討され、瀬戸市の行政のほうで受け入れをするという方針が

示されました。 
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 当時、尾張東部衛生組合では、技能職員を新たに採用する予定であったものをその

社会福祉協議会の職員の派遣をいただいたというふうに承知しております。 

 ３番ですけれども、瀬戸市の職員体制の中で検討していきたいと考えております。 

○議長（大島もえ） 再質問お願いします。 

 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） じゃあ、もう一度伺いますね。 

 今、内訳を説明していただいたんですけど、まずこの退職金のほうですけど、

375万円ですか、約、それがこの方に退職をされたと思うんですけど、これはどうい

った基準でこの退職金て決まったんですかね、この375万円というのは。８年間です

よね、９年間ですか、９年間の実務の勤務実績のどういった基準でこの金額になった

のか、まずお尋ねしたいことと、もう一点ですけど、通常のこの派遣の場合ですけ

ど、民間の場合だと多分派遣元で大体それを決めていくんですけど、そのあたりはど

うだったんですかね。普通は社協さんですよね、もともとは社協さんの職員として採

用された人が、事情があってこの当該組合に勤務されてるんですけども、それはこち

らの事情じゃなくて派遣元の事情によって来られてるわけですから、当然、つまりそ

この団体が本来算段しなきゃいけないはずなのに、どうしてここから支出されたのか

もあわせて説明を求めたいと思います。 

 もう一つ、今後についてですけども、当然その過去の話は今言ったところでしょう

がないんですけども、今後どうされるかということについて、やっぱり当然専門のこ

こはプラントの施設なので、プラントですから、当然プラントに対応できる能力持っ

た、スキルを持ったそういう方を採用すべきではないのか、要は即戦力ですね。 

 当然、この業務に対して十分ある一定程度のスキルを持った人がやっぱり勤めなき

ゃいけないという施設、一般の事務事業とはちょっと違うんじゃないかなと思うんで

すけど、そのあたりどうでしょうか。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 以上の３項目、３点についての答弁をお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 最初の１、２でまとめて答弁します。 

 ９年前の平成15年度から構成市と尾張東部衛生組合との間で平成21年１月16日付で

締結されました尾張東部衛生組合職員の退職手当の負担方法の変更に関する覚書とい



- 23 - 

うものがございまして、当組合に派遣された実績のある組合職員の退職手当の負担

は、当組合における在職期間及び派遣元の在職期間の割合に基づき組合と派遣元が案

分して負担するとなっておりますので、勤続年数分の退職金を負担しているというも

のです。 

○議長（大島もえ） じゃあ、事務長お願いします。 

○事務長（鳥居幸雄） ３点目のスキルの能力を持った人を求めるべきだということであ

りますが、これにつきましては瀬戸市の人事当局のほうに引き続き計画的な職員採用

など、適正な配置を申し入れていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問お願いします。 

○３番（臼井 淳） ここは最後、お金のところは覚書があるということなんですけど、

やっぱりこの派遣については当然ここの勤務は当然このプラントを動かしていくとい

う勤務なので、当然そこに対して熟知される方がやっぱりあろうかと思うんです。 

 だから、その派遣元の事情について引き受けるという形はそれはどういった事情が

あったかわからないんですけども、当然そういったスキル持った人を今後されるんじ

ゃないかなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 先ほどもお答えいたしましたが、適正な配置をしていただくよう

人事ヒアリングの際には申し入れをしていきたいと考えております。 

○議長（大島もえ） 次の質問に移ってください。 

 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） 最後ですね。最後の基金ですね。 

 基金は、25ページのところがトータル載ってるので、そこについて伺います。 

 まず、(1)平成23年度廃棄物処理施設建設基金残高は前年度比2,044万2,676円増と

なっていますが、建設基金積み立てについてどのような計画か、まずお尋ねします。 

 (2)平成23年度、省略します、建設基金残高２億381万8,610円について、将来を考

えると十分な積立金額というんですか、充当してる金額なのか、当局の見解を求めま

す。 

 (3)、これも省略して、建設基金残高から伺いますが、将来本件焼却施設の老朽化

が進めば建てかえ及び大改修工事等更新時期を迎えることが確実で、当局では将来の
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備えとして計画及び検討はされているかを伺います。 

○議長（大島もえ） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） １番ですけれども、当面は毎年2,000万円ずつを積み立てを行

う予定です。 

 ２番に関しましては、現在の日300トン規模で現時点の建設費の相場でトン当たり

5,000万円を掛けますと、焼却炉を建てかえるには約150億円のお金が必要となりま

す。国の交付金や起債の充当を考えると、構成市が一時的に負担する金額は約30億円

ぐらいとなります。 

 仮に、平成33年まで９年間で先ほどの答弁いたしましたように2,000万円を積み立

てしますと１億8,000万円、平成23年度残高が２億381万円と加えますと約３億

9,000万円ぐらいとなります。この金額が十分であるかというのは、今後構成市と協

議して考えていきたいと思います。 

 ３番ですけれども、今年度発注いたしましたごみ処理基本計画の中で、建てかえか

延命のための基幹整備か、費用対効果を勘案する中で検討していきたいと考えており

ます。 

○議長（大島もえ） 再質問を受けます。 

 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） まず、端的に、今の現状の積立金から課題がないんでしょうか、と

いうことですね、この金額で十分課題がないのかということと、これまず端的に言っ

てです。 

 ２つ目が、当然きょう、あしたですぐ簡単にできるものではないので、具体的なこ

の建設費用及び先ほど答弁ありました延命策、長寿命化ですか、こういったストック

マネジメントについてどうお考えかということですね。 

 金額でいくと、交付金が３分の１、国からの交付金が３分の１出たとしても100億

円だというふうなお話だったと思うんです。そうすると、その残り逆算すると、例え

ば瀬戸市の場合だと想定される金額って大体どれぐらいなのかなと思うんです、本市

としては。 

 当然、そこは瀬戸市の会計予算と絡んでくる話になりますので、ここだけの問題で

はないので、３市全ての財政的な問題になりますから、当然私は瀬戸の市議会議員な
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ので、瀬戸の財源に対してこの施設を長期計画に関する考えをしなきゃいけないと思

いますから、当然そこは当局としてきちっと計画は算段されていますか。 

 簡単に何十億円というお金が積み立てられるわけではないので、中・長期的に地道

に検討というんですか、計画は当然立てなきゃいけないんだと思うんです。この決算

書見ても、普通企業会計だと減価償却が載ってるからいいんですけど、ないんですよ

ね。ないと積み立てをしなきゃ、逆に積み立てをしなきゃいけないわけですから、当

然当局としてはそれは将来困りますから、その点どうでしょうか。 

○議長（大島もえ） じゃあ、２つの視点ですけど、よろしいですか。 

 再質問への答弁、お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） １番目の今のお金が順当かどうかということですけど、これは

やっぱり今後構成市と協議して考えていきたいと思ってます。 

 あとの150億円のうち交付金が３分の１、すると100億円になりますと、そうする

と、100億円のうち起債が70％できますので30億円、30億円のうち瀬戸が約50％で

15億円、15億円が当面必要かと思います。 

 それで、150億円のものを建てて30年、新しいものをつくって30年にするか、それ

から今基幹整備30年使った後の10年か15年を10億円か、20億円、30億円かちょっとわ

かりませんけども、それを投資して延命するかというのはことしごみ処理基本計画で

コンサルを通して全ての情報を集めて決定したいと考えています。 

○議長（大島もえ） 再々質問を受けます。 

 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） １点だけ、決算なんで、一般質問になるといけないんで、決算だけ

聞くわけですけど、その先ほど言った本市の場合が15億円というのが現状わかってる

費用ですよね、多分これは想定される費用、現状ですね、今。 

 当然、これは本市の瀬戸市の財政課とも当然共有はされてますよね、この施設の問

題についてというんですか、更新について、それをお尋ねします。 

○議長（大島もえ） 事務長、お願いします。 

○事務長（鳥居幸雄） ただいまの議員がおっしゃいました15億円につきましては、これ

は建てかえというときに発生するということでございますので、まだこれからごみ処

理基本計画ですか、それに基づきまして延命になるのか、建てかえになるのかという
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ことを協議する中で、また各市、そちらのほうへ情報提供していきたいと考えており

ます。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 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。 

 初めに、原田学議員の発言を許可します。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） 私は、今議会に上程をされました認定第１号平成23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反対の立場から討論をいたします。 

 まずは、給与の問題です。 

 平成23年度は、40歳以上の職員に対し給与の0.2％カットが実施されました。人事

院の勧告によるものでありますが、今回のカットの影響額は１人当たり年間10万

3,000円に及びます。それは、本給のカットであることから生涯の年金額にも影響を

及ぼすものとなります。 

 長引く不況のもとに10年間に大手企業は100兆円もの内部留保をふやした原因は、

正規を非正規に変えて、労働者の賃金を低く抑えたことも大きな原因の一つです。そ

して、賃金の引き下げを公務員労働者と競わせた結果、バブル以降、失われた10年ど

ころか、その失態は20年に及んでおり、今日の日本経済をも失墜させるものとなって

おります。長引く不況のもとで、正規労働者をふやして、賃金の適正化を図ることこ

そ日本経済再生の道であることを指摘するものです。 

 ２点目は、職員定数の問題です。 

 現在の職員数は、優に30名を超える状態が続いており、職員定数の30名が余りにも

低過ぎることを示しております。本来、安全率を見越した定数であるべきと考えるも

のです。 

 不断において、条例定数を超える職員数になっていることが問題です。非正規を正

規に改め、適切な定数とすべきことを指摘するものです。 

 また、特殊な施設であることから、機械の操作についても技術や技能の伝承をきち

んと正確に伝えることが施設にとっても非常に重要なことになってきます。とりわけ

現行の化学技師は１名しかおらず、問題です。複数名の配置を求めるものです。 

 施設の持つ重要な機能を考えても、緊急時でも安定した操業を可能とするためにも
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適切な人員の配置こそ必要であることを強調いたしまして、私の反対の討論といたし

ます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（大島もえ） 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23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皆様の挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。賛成多数であります。よって、認定第１

号平成23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

とに決しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議員派遣の件 

○議長（大島もえ） 次に、日程第５、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本件につきましては、お手元に配付してあります印刷物のとおり、地方自治法第

100条第13項及び尾張東部衛生組合議会会議規則第87条の規定により、一般社団法人

環境循環システム及び金沢市西部環境エネルギーセンターの行政視察に長江公夫議

員、武田なおき議員、臼井淳議員、青山直道議員、水野竹芳議員、秋田進議員、山下

幹雄議員、原田学議員、大島もえ議員、水野勝美議員、吉田ひでき議員、川本勝幸議

員、片渕卓三議員、加藤武議員及び島原治美議員を、平成24年10月23日より24日まで

の２日間派遣することにしたいと思います。 

 なお、その後の情勢の変化により内容に変更等が生じた場合には、議長にご一任い

ただきたいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大島もえ） ご異議なしと認めます。よって、お手元に配付してあります印刷物

のとおり議員を派遣することに決しました。 

 この場合、15分間の休憩といたしたいと思います。３時25分まで休憩としたいと思

います。よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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              午後３時10分 休憩 

              午後３時25分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（大島もえ） わずかに早いんですが、雰囲気が落ちつきましたんで、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 一般質問について 

○議長（大島もえ） 次に、日程第６、一般質問を行います。 

 初めに、武田なおき議員の発言を許可します。 

 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） 武田なおきでございます。 

 ごみ処理基本計画の中の剪定木の資源化について尾張東部衛生組合の方針を伺うと

いうことで、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず、質問に先立ちまして、ちょっと前段を申し述べたいと思います。 

 先ほどの平成23年度尾張東部衛生組合一般会計の歳入歳出決算審査意見書の一番最

後のところに、特に私のこの質問で言うと循環型社会を形成することが住民の安全と

安心の暮らしにつながるものと強く認識され、廃棄物の適正処理、減量等に一層の努

力を望むものであるというふうに力強い応援をいただきまして、一層質問に勇気をい

ただいたんですが、どちらにしても一番肝心なことはごみの減量化であり、また再利

用していく、循環型社会をつくっていく、どうつくっていくかということが本当に今

の一番の課題であると、ごみ処理の問題の一つの課題であるというふうに認識してお

りますが、実は皆さんのお手元にごみ処理と利用ということで１枚のこのプリントを

お配りしたと思うんですが、ちょっとこの資料を見ていただきたいと思います。 

 これは、実は私ども尾張旭が小学校３、４年生の教科書として使っているきょうど

あさひという本であります。その中のごみ処理と利用ということでこのあるんですけ

ど、ちょっと若干見にくいですけども、この折れ線グラフと棒グラフを比べていただ

くと一目瞭然だと思いますが、実は尾張旭は平成５年からずっと人口がふえてるんで

す。にもかかわらず、ごみの増加がブレーキがかかり、むしろ減っていると。この表

を子供たちに、小学校４年生の子供に見せますと、先生、人口はふえてるのにごみ減

ってるよねって、必ず子供は気づくんです。 
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 それは、どういう努力かというと、もちろんこの尾張東部衛生組合含めてその循環

型社会、いろんな方が鋭意努力されて、いろいろなところで取り組んできた結果、小

学校４年生の子供でも一目瞭然でこれわかるんです。本当にみんながごみの減量化に

取り組んできたということがわかる。 

 そうすると、子供たちはうちへ帰って、本当にそれぞれの市町のルールに従ってご

み処理をしていく、分別収集したりというようなことでやっていくと。もちろん、こ

れはそれぞれ長久手は長久手、瀬戸市は瀬戸市さんで３、４年生の教科書としてつく

ってみえますので、同じようなこういう表があると思いますので、もしよろしければ

それぞれ市町のやつを見ていただくといいと思うんですが、それで私はついでにこの

取り上げるときに、同じ中に実はこういう北丘処分場のことまでちゃんと載っていま

す。 

 ここに、最後のごみを燃やした後のやつはここへ行くんだよと、そこにたくさん行

けば行くほどどういうことになると思うっていう話をするんです。しかも、それが実

は瀬戸市にあるんだよと、尾張旭にないんだよ。だから、よく考えてみると、みんな

が無駄にごみを出して、いっぱいごみを燃やして、その残った残量が全部瀬戸市さん

に行くんだよと、みんなのうちで考えてごらんと、自分のうちで燃やして出たごみを

自分のうちに埋めたり、自分のところで処分しているうちは問題ないと思うけども、

あなた隣の人のうちのごみが、燃やされたものが自分のうちの庭へ積まれたらどう思

うって。それがどんどんどんどんふえるって、そういうふうなことを考えれるかとい

うようなちょっと飛躍した議論ではあるんですけども、そういう問いかけを子供たち

にすると、それはいかんと、尾張旭で無責任にごみをふやしちゃって、そして瀬戸市

さんに迷惑かかるようなことがあってはいかん、それは尾張旭のためにもよくないと

いうことを子供たちは気づきます。 

 そういう意味で、このように人口がふえたにもかかわらずごみが減ってきている、

しかもそのごみの量も資源ごみ、家庭ごみ、事業ごみというふうに分けてグラフがつ

くってありますので、本当にその子供たちにとってはわかりやすい教科書が用意され

ていると、そんなことを言うと手前みそになりますが、実はこの人口と比較してこう

いうグラフを取り入れたのは実は私であります。私が、その編集委員になったとき

に、今まで人口は人口、グラフはグラフで別々であったものを一緒にしたほうがわか

りやすいだろうということで、自分は教科書をつくるに当たって入れて、そして非常



- 30 - 

に皆さん使う先生方から見られてもわかりやすねというようなことでそういうような

ことをやってきた。 

 なぜかというと、子供たちにそういうきちっとしたごみを減らすことを意識づける

だけじゃなくて、最終処分地が瀬戸市にあるんだと、尾張旭にしても長久手にしても

燃やしたものは一緒に燃やしてるんだけど、それの最終処分地は瀬戸市にあるんだよ

ということを我々はきちっと学校現場で教えている、それがその現状わかっていただ

いた上で本題のほうに入っていきたいと思います。 

 それでは、まず１点目、剪定木の資源化の現状について、東部衛生組合として取り

組んでみえる具体策をお伺いします。 

○議長（大島もえ） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 剪定木の資源化につきましては、平成18年度から19年度にかけて

剪定木を余剰蒸気で乾燥チップ化して、隣の製紙工場へボイラー燃料として売却する

検討をいたしました。その結果、プラント建設費で約２億3,000万円、運転費用のラ

ンニングコストで約1,000万円の費用がかかることがわかりました。 

 チップ売却益と剪定木を焼却しないで浮く費用は薬剤、埋立量の減少で、合わせて

410万円の経費削減が図られると試算をいたしました。このことから、費用対効果を

考え実施を見送りました。 

 また、平成20年度から23年度にかけて循環型社会推進会議のプロジェクトで鉱山跡

地に山林回復のための肥料として剪定木を直接埋め立てる方策を考え、実験いたしま

したが、結果といたしまして民有地の鉱山跡地がなく、実際の埋め立てはできません

でした。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 質問があれば受けます。 

 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） ご答弁ありがとうございました。 

 それなりに考えていろいろやられたけども、費用対効果を考えて実施には至らなか

ったと、本格実施には至らなかった、またそれ以外の方法を考えてみても、要するに

直接その木を持っていったりするところがないということで、取り組んでみえる具体

策はわかりました。 



- 31 - 

 それで、現実において言えば、これは確認ですが、現在いわゆる剪定木の資源化に

ついては取り組んでいないと、要するに晴丘センターに持ち込まれた剪定木は全て燃

やされているという確認でよろしいでしょうか。 

○議長（大島もえ） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） そうです。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） わかりました。 

 それでは、続いて、じゃあその現状を踏まえて、それは基本計画との整合性、要す

るに基本計画の推進という観点からいうと果たしてそういう全て燃やしてしまうとい

うことは、整合性は果たしてあるのかどうかということをお伺いします。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 組合のごみ処理基本計画におきましては、剪定木の資源化方法に

ついて検討するとなっており、先ほど言いましたようなことを検討しました。結果的

には実施に移せなかったということでありますが、今後につきましても引き続き資源

化についての検討をいたしてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） じゃあ、その実際にどうしていくかということについては、ちょ

っと次で質問するということで、３番目へ行きます。 

 じゃあ、晴丘センターとしてはというか、東部衛生組合としてはそれぞれ尾張旭

市、長久手市、瀬戸市、３市の剪定木の資源化についての取り組みをどのように把握

をしているのか、お伺いします。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 剪定木の資源化の取り組みの把握につきましては、３市課長会議

におきまして各市の毎年度の一般廃棄物処理実施計画を持ち寄っていただきまして、

報告を受けております。 

 ３市の対応についての具体的な数値でありますが、瀬戸市におきましては平成23年

度に329トンを組合で処理しており、対前年度比63％の減少であります。これは、剪
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定木の民間処理施設が瀬戸市内にあることから、直接搬入がふえてきたことによると

考えております。 

 尾張旭市につきましては、瀬戸市と事前協議を行って、瀬戸市内の処理施設へ剪定

木を持ち込んでおりますが、平成23年度691トンを組合で処理し、対前年度比26％の

減少であります。 

 長久手市におきましては、平成23年度848トンを組合で処理し、対前年度比12％の

減少となっております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） ありがとうございました。 

 きちっとそれぞれの３市と確認をとって、処理量についても少なくとも少しずつ減

量の方向であるということはわかりましたが、やはり瀬戸市さんが地元にそういう企

業があるということで多く減っているということでは、非常に資源化に向かっていっ

ているということで評価はできると思うんですが、それでは４番目へ行きます。 

 それでは、東部衛生組合の考える効率のよい剪定木の資源化方法、いわゆる具体的

に今後検討されるときにどんなことがあるのか。具体的に言えば、先ほど瀬戸市さん

のほうでは一般会社、企業のほうでそういうことをやっているところがあって、そこ

へ持ち込むことにより63％の削減になったと、ところが尾張旭や長久手というのはそ

こに遠いもんですから、その経費等を考えるとなかなかそこへ持ち込めない、いろん

なルールもあると思いますが、そういう意味でいうなかなか運びにくいということで

あるならば、この晴丘センターに一度集まったものを、剪定木として集められたもの

をそういう業者へ持っていって資源化するという方法もあるというふうには考えられ

ると思うんですが、効率のよい何か資源化の具体的な方法があればお聞かせくださ

い。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 初めに、個々に収集したものを民間の処理施設に持ち込んだとき

の処理費用でございますが、持ち込み料と品質、これにつきましては草と根だけのも

のと剪定木だけの違いがあるということでございますが、違いで１トン当たり１万

5,000円から１万8,000円の処理費用がかかります。 
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 また、当組合で一括収集したものを民間の処理施設へ委託運搬処理をしてもらいま

すと、１トン当たり約２万円の処理経費がかかります。 

 運搬経費を考えれば、軽トラックや２トン車で運ぶより、当組合で一時保管して

10トン車で運搬したほうが効率はよいと考えます。 

 しかしながら、現状の晴丘センターでの保管場所の用地不足や保管時の臭気、汚水

対策等を考慮し、経済的に考えますと市民の方が直接民間施設へ搬入したほうが経済

的と考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） そこで、確かに今現在言われたような数字が要るということは確

かに確かだと思うんです。 

 それでも、私が最初申し上げましたように、世の中のニーズとしてこういう方向性

というか、要するに資源化していこうと、燃やすだけじゃなくてその資源化というの

は、一つはそのＣＯ２を削減したりということにもなりますし、何よりかによりごみ

の減量につながるということなんですよね。 

 そういうことを考えたときに、果たしてその経済効率だけを考えてやっていいもの

かと、もっと言うとそれはそれぞれ思想というか、発想ということになっていくと思

うんですけども、それぞれ今の話を突き詰めていくと、結局負担が当センターの費用

がふえるということは、それぞれの市町へ負担がいくよということなんです。 

 そういう意味でいうと、きょうはたまたま３市のトップの方がお見えになっており

ます。そういう意味でいうと、それぞれの市の市町に関係してくることだとは思うん

ですけども、最初に言いましたように、子供たちも含めて市民みんなはごみの減量化

をしようということはやっぱり目標として持ってるわけなんですね。持ってる中で、

じゃあ一体年間たかだか100トンだとか、200トンだとかという量が減って、しかも剪

定木ですから、それを燃やしたときの残量になるとどのぐらいになるかということは

詳しくは私はわかりませんが、そういうものを少しでも減らそうというその努力をし

ていくというんですか、それはやっぱり僕はその社会的ニーズだというふうに思うん

です。 

 ただ、何度も言うように、一番最初言われたように、プラント化までしてやろうと

すれば、それはとんでもないお金がかかるから、それはともかくとして、少なくとも
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晴丘センターにあるものをちゃんとまとめて持っていって、少しでも経費を安くし、

そしてそれでもって資源化につながるということであれば、そういう負担をきちっと

するということが果たしてそれぞれの３市において私は受け入れられる、議会におい

てもそういう費用がこんだけかかった、だからその分応分の負担があったよというこ

とがあっても、仮にあっても私は許される金額になっていくんじゃないかというふう

には思いますが、実際に何トンあってどのくらいになって、どのぐらい費用がふえる

んだということをきょう、この場でお答えいただきたいとは思いませんが、その辺の

ところを含めて引き続きその検討をしていただくということを考えて、最後の有効か

つ効果的な剪定木の資源化についての方針についてお伺いします。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 現在、剪定木の有効かつ効率的な資源化につきましては、現在の

ところ民間施設への直接搬入が効率的であると考えておりますが、今後につきまして

も県内の清掃工場での情報交換や情報誌などにより、いろいろな情報を集めて剪定木

の資源化について検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） 前向きな答弁をしていただいたということで、きょうのところは

そういうことにしたいと思いますが、何度も言いますように、子供たちにやっぱりき

ちっと示していく、それは大人、また行政、また議会含めて責任あると思うんです。

そういう中できちっと胸を張って、ごみの減量化にこうやって取り組んでおるんだ

と、本気でみんなで取り組んでいるんだということが胸を張って言えるようなそうい

う東部衛生組合、晴丘センターにしていきたいというふうに自分も思っておりますの

で、ひとついろいろ検討していただきまして、前向きに取り組んでいただくというこ

とをお願いしまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 通告のあった一般質問は以上です。 

 以上で今期定例会に付議されました案件は全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いますので、発言を許可します。 

 管理者、お願いします。 
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○管理者（増岡錦也） 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23年度決算の認定をいただきまして、厚くお礼を申し上げま

す。 

 当地域のごみの発生状況につきましては、ごみ処理計画の推進により減量化が進め

ておられますが、引き続き構成市と協力し、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まいりたいと思っております。 

 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を申し

上げまして、お礼の挨拶といたします。ありがとうございました。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 これにて平成24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。 

 ご苦労さまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後３時40分 閉会 
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