
- 1 - 

       平成25年尾張東部衛生組合議会第１回定例会会議録第１号 

 

                           平成25年３月26日（火曜日） 

議事日程第１号 

   平成25年３月26日（火曜日）午後２時00分開会 

  日程第１ 会期の決定について 

  日程第２ 会議録署名議員の指名について 

  日程第３ 第１号議案 尾張東部衛生組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

             例の一部改正について 

  日程第４ 第２号議案 平成24年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

  日程第５ 第３号議案 平成25年度尾張東部衛生組合一般会計予算 

  日程第６ 議員提出議案第１号 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁 

                 償に関する条例の一部改正について 

  日程第７ 一般質問について 

出席議員（15名）        

  １番  長 江 公 夫          ２番  武 田 なおき 

  ３番  臼 井   淳          ４番  青 山 直 道 

  ５番  水 野 竹 芳          ６番  秋 田   進 

  ７番  山 下 幹 雄          ８番  原 田   学 

  ９番  大 島 も え          10番  水 野 勝 美 

  11番  吉 田 ひでき          12番  川 本 勝 幸 

  13番  片 渕 卓 三          14番  加 藤   武 

  15番  島 原 治 美 

欠席議員（なし） 

説明のため出席した者の職氏名 

  管  理  者  増 岡 錦 也      参    与  水 野 義 則 

  参    与   田 一 平      副 管 理 者  伊 藤 典 男 

  監査委員（識見）  石 田 守 正      会計管理者  鈴 木 洋 子 

          須々木 久 修              山 内 道 夫 

          加 藤 雄 二              森   重 憲 

瀬  戸  市 
市民生活部長 

尾 張 旭 市 
環 境 課 長 

瀬  戸  市 
環 境 課 長 

尾 張 旭 市 
市民生活部長 



- 2 - 

          水 野   悟              冨 田 俊 晴 

  事  務  長  鳥 居 幸 雄      事 務 次 長  横 山 光 義 

  主    幹  加 藤 忠 明      業 務 係 長  阪   幹 宏 

事務局出席職員氏名 

  議 会 書 記  纐 纈 洋 章      議 会 書 記  山 本 一 夫 

        

 

長 久 手 市 
市民生活部長 

長 久 手 市 
環 境 課 長 



- 3 - 

                               午後２時00分 開会 

○議長（大島もえ） じゃあ、時間になりました。 

 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25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

をいただける方におかれましては、会議中ご静粛にしていただきますようお願いいた

します。 

 また、皆様携帯電話のほう、いま一度マナーモード等にしていただいてるかどう

か、ご確認お願いしたいと思います。それと、季節柄マスクの着用のお願いをいただ

いてます。発言のないときは、マスク着用いただいて結構です。発言の際は、お手数

ですがマスクをとってマイクのそばで発言をお願いします。録音の機材が最新のもの

ではございませんので、皆様ご協力お願いいたします。 

 では、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、ご確認いたします。 

 先般、少し直しましたので、確認します。 

 議会の申し合わせに従いまして、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。１問のくくりをみんなで共有したところですので、よろしくお願いし

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

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、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、８番原田学議員

及び10番水野勝美議員を指名いたします。よろしくお願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 第１号議案 尾張東部衛生組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

             例の一部改正について 

○議長（大島もえ） 次に、日程第３、第１号議案尾張東部衛生組合非常勤の職員の公務

災害補償等に関する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、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 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非常

勤の職員の公務災害補償等に関する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ページから３ページになります。 

 ３ページに理由書がございますが、この案を提出いたしますのは障害者自立支援法

の一部改正に伴い、尾張東部衛生組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

中、所要の事項の改正をするためでございます。 

 改正の内容でございますが、条例中に引用している障害者自立支援法の題名が改名

されるため、改正後の題名に改めるものでございます。また、第２条については、同

法から引用している条項を同法の改正後の条項に改めるものでございます。 

 施行期日につきましては、第１条につきましては平成25年４月１日から、第２条に

つきましては平成26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。 
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○議長（大島もえ） 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 期限までに質疑の通告はございませんでしたので、特になければこれにて質疑を終

了いたします。 

 では、これより討論に入ります。 

 期限までに討論の通告はございませんでしたので、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非常勤の職員の公務災害補償等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皆様の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大島もえ） 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非常勤の職員の公務災害補償等に関する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２４年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

○議長（大島もえ） 次に、日程第４、第２号議案平成24年度尾張東部衛生組合一般会計

補正予算（第１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、お願いします。 

○事務次長（横山光義） ただいまご上程になりました第２号議案平成24年度尾張東部衛

生組合一般会計補正予算（第１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46万6,000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を12億1,055万9,000円とするものでございます。 

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

 ２、歳入、１款分担金及び負担金、１項１目一般経費負担金は、4,884万1,000円を

減額し、５億3,189万7,000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。市ごとの調整額は、説明欄にあ
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りますように、瀬戸市が2,472万5,000円、尾張旭市が1,466万4,000円、長久手市が

945万1,000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、46万6,000円を追加し、46万6,000円とするものでご

ざいます。これは、廃棄物処理施設建設基金の２億円を国債等で運用して得た利子で

ございます。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 ４款１項１目繰越金は、4,884万1,000円を追加し、5,884万1,000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、10ページ、11ページをごらんください。 

 ３、歳出、３款１項１目建設事業費は、46万6,000円を追加し、2,046万6,000円と

するものでございます。これは、歳入で説明いたしました国債等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24年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１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（大島もえ） 理事者の説明は終わりました。 

 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） それでは、ただいまご上程になりました平成24年度尾張東部衛生組

合一般会計補正予算（第１号）について、質疑を行っていきたいと思います。 

 まず、繰越金補正額について、第２号議案ですね。４款１項１目の８ページに当た

ります。繰越金補正額を4,884万1,000円とされたその理由は何ですか。 

 ６、７ページに財産運用収入というのがありますが、一方で財産運用収入について

は基金積立金の46万6,000円とされておりますが、今後当センターが炉の建設計画に

当然見合ったものにしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） まず、余剰金の金額ですけども、平成23年度余剰金が5,884万

1,000円と確定したため、翌年度繰越金1,000万円を除いた4,884万1,000円を繰越金と

しました。また、金額につきましては、積み立てをしたらどうかということですけれ
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ども、その金額につきましては構成市である３市と協議をしていきたいと考えていま

す。 

○議長（大島もえ） 再質問お願いします。 

○８番（原田 学） 今、言われたようにこの会計の仕組みから見ますと、1,000万円残

し4,884万1,000円ですか、６ページ、７ページにあるように瀬戸を始め、旭、長久手

市と、それぞれの市に配分してそれで終わっちゃったということなんですね、結果と

して。だから、各市それぞれの台所事情が苦しいというのはよくわかるんですけど

も、平成33年度をめどにこのセンターの建てかえといいますか、改善というか改修と

いうか、その時期は迫っているわけでありますので、果たしてこういう手法はどう

か、それからその時期をめどに当センターはどのように考えているのか、伺いたい。 

○議長（大島もえ） 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） 当組合の中間処理施設は、平成33年までは現状の維持管理費で

操業できるように計画していますけども、平成33年以降につきましては、現在策定中

の次期ごみ処理基本計画の中で検討していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問になります。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） そういう今、スケジュールで実際に動いておりますが、その33年ま

ではここでもたせるわけですけれども、８年間ざっと１億円ためたって８億円、今ま

でに２億円ためてますから10億円ということは、これを本当に再建てかえしようと思

ったら到底頭金にもなりません。逆算方式で言えば、２億円とか３億円、建てかえて

いくべきであるにもかかわらずこのやり方、手法ですね。それぞれの市、町の台所事

情、そこが苦しいからといってどんどんそっちにお金を回していくというのはまさに

各市町が主で、こちらの当センター組合が従という、主従の関係では言ったらいかん

かもしれませんけども、まさにそういう関係ではないかなと思うんですね。本来は、

建てかえに当たってはこちらで予算をきちっと積み立てておくということが本来の主

眼だと思いますので、こういう関係をやっぱり、関係というか発想を切りかえていか

ないと、本当に最後困ったなということになってしまわないかと心配するんです。も

っともっと計画性を持った積み立てを行うべきだと思うが、いかがですか。 
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○議長（大島もえ） 答弁。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） 計画性ですけれども、平成15年から苦しい台所でありますけれ

ども、積み立てて今２億円になりました。ですから、今後また多大なお金が要ると思

いますけれども、それはやはり構成市と協議してやっていきたいと思います。また、

まずお金が要るからそこから逆算して積み立てたらどうかということですけれども、

これも各構成市の台所事情もございますので、対等の立場で協議していきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 通告のありました質疑は以上です。 

 よろしかったですか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大島もえ） では、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、平成24年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１号）に

ついて反対の立場から討論を行います。 

 平成33年度をめどに当センターの建てかえ、または延命について検討する時期に来

ているにもかかわらず、その財源的準備が余りにもずさんであると考えるものです。

この間の議論でも、建てかえるとすれば100億円とも150億円とも言われている中で、

実際に4,800万円もの繰越金を計上するのであれば、最低でも繰越金は基金への積み

立てとすべきではなかったでしょうか。各市が現実的には厳しい状況にあるのは承知

をするものではありますが、財源的に余りにも計画性のない建てかえ計画のあり方を

抜本的に改めるべきであることを指摘して、反対の討論といたします。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 通告のありました討論は以上です。 

 よろしかったでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大島もえ） これにて討論を終了いたします。 
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 これより採決に入ります。 

 第２号議案平成24年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１号）についてを採

決いたします。 

 本案について賛成の皆さんの挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。挙手多数であります。よって、第２号議

案平成24年度尾張東部衛生組合一般会計補正予算（第１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２５年度尾張東部衛生組合一般会計予算 

○議長（大島もえ） 次に、日程第５、第３号議案平成25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、お願いします。 

○事務次長（横山光義） ただいまご上程になりました第３号議案平成25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11億5,849万

7,000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5,159万6,000円の

減額で、率にしますと4.3％の減でございます。 

 それでは、歳入から説明いたしますので、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５億3,965万4,000円

で、前年度より4,108万4,000円の減額でございます。 

 ２目建設経費負担金は２億554万6,000円で、1,000円の減額でございます。いずれ

も構成市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136万4,000円で、前年度より

２万7,000円の減額でございます。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３億2,932万円で、前年度より1,227万円の減額でございます。こ

れは、構成市の許可業者や市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
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ツ公園の施設使用料でございます。 

 ９ページ、10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6,408万1,000円で、前年度より489万

9,000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、前年度と同額でございます。 

 11ページ、12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851万2,000円で、前年度より311万3,000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、13ページ、14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224万円で、前年度より２万7,000円の増

額でございます。これは、議員の報酬や行政視察等の議会運営費でございます。 

 15ページ、16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8,161万4,000円で、前年度より3,814万9,000円

の減額でございます。主なものは、監査委員等の報酬、特別職と一般職３名の人件

費、臨時職員の賃金、需用費、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。 

 17ページ、18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６億8,705万4,000円で、前年度より2,013万

6,000円の減額でございます。主なものは、職員27名分の人件費で、給料、職員手当

等、共済費を合わせて１億9,360万7,000円でございます。７節賃金は572万2,000円

で、可燃ごみ投入ステージ等の臨時職員のものでございます。11節需用費は１億

1,212万2,000円で、主なものは排ガス、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。12節の役務費は255万5,000円

で、火災保険料等でございます。 

 20ページの説明欄に移りますが、13節委託料は8,324万4,000円でございます。主な

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

期点検整備業務等で、25年度は新たに財務会計システム再構築業務を計上いたしまし
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た。14節使用料及び賃借料は2,987万1,000円でございます。これは、焼却炉制御シス

テム貸借料等でございます。15節工事請負費は２億5,783万9,000円でございます。こ

れは、焼却施設、粗大ごみ処理施設、クレーン設備の定期点検整備や２号炉排ガス測

定器取りかえ工事でございます。19節負担金補助及び交付金は198万2,000円でござい

ます。これは、大気汚染負荷量賦課金等でございます。 

 21ページ、22ページをごらんください。 

 ２目最終処分費は１億4,297万1,000円で、前年度より666万4,000円の増額で、瀬戸

市北丘町の最終処分場の施設管理費等でございます。11節需用費は1,011万1,000円

で、主なものは薬品費、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１億1,815万4,000円で、主なものは焼却灰処理委託、最終処分場水質等検査

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1,200万円で、最終処分場水処理施設定期点検整備工

事と、25年度は新たに最終処分場土堰堤小段排水路敷設工事でございます。 

 23ページ、24ページをごらんください。 

 ３目最終処分場周辺管理費は3,377万2,000円で、前年度より1,000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68万3,000円で、

憩いの家の消耗品費、修繕料等でございます。13節委託料は2,668万3,000円で、北丘

スポーツ公園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250万円で、最終処分場周辺の環境整備工事等でございます。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で、瀬戸市

への負担金でございます。 

 25ページ、26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、前年度と同額でございま

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１億7,718万6,000円で、前年度より255万3,000円の増

額でございます。これは、最終処分場の組合債元金でございます。 

 ２目利子は866万円で、前年度より255万4,000円の減額でございます。これは、元

金と同じく最終処分場の組合債利子及び一時借入金の利子分でございます。 

 27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、29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します。 

 以上で平成25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

ろしくご審査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。 

○１０番（原田 学） それでは、ただいまご上程になりました平成25年度尾張東部衛生

組合一般会計予算について伺ってみたいと思います。 

 ページ数で言いますとまず人件費から、15ページから18ページにあります事務諸費

とそれから工場管理費にわたる人件費について伺います。 

 ２款１項１目と２款２項１目中、人件費についてです。 

 平成24年と25年との比較で、事務職、現業職の人数はどのように変化をしてきてお

りますか。また、そのうち正規の職員はどういう変化をしているか。さらに、退職金

については100分の17カットをされましたが、その対象者は平成25年でどれほどでし

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） まず、職員ですけれども、24年度と25年度で変化はありませ

ん。また、正規職員ですけれども、事務職は平成24年度事務３人、技師５名、再任用

１名の９名、25年度は事務職３人、技師４名、再任用２名の９名となります。現業職

員は平成24年度は19名、再任用３名の22名、平成25年度は現業職員18名、再任用４名

の22名となっています。また、25年度の退職金の対象ですけれども５名います。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問があれば。 

 原田学議員。 

○１０番（原田 学） 24年度と25年度比較しても職員の人数そのものは同じだと、今言

われました。技師が再任用であるということが、１名再任用になっているというのが
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問題だと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

 それから、今後当センターのとりわけ技師職それから現業職の体制をどのように考

えておられるのか、伺います。 

 それから、退職金のカットは職場のやる気、これに大いに影響すると思うんです

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） 事務職などの再任用、技師の中で１名になるのは化学技師です

けれども、現在化学技師も１名でやってますので、再任用になっても仕事の量から考

えると問題ないと考えています。 

 また、技師や現業職の体制ですけれども、瀬戸市の職員体制の中で検討していきた

いと考えています。 

 また、退職金カットは、民間の退職金の給与水準に合わせたものであり、士気には

影響ないものと考えています。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問。 

 原田学議員。 

○１０番（原田 学） やっぱり、とりわけここはある意味でいうと発電所の機能も兼ね

ておるという、そういう意味では365日24時間体制でこの３市のごみを焼却していく

という、非常に重要な役割を果たしている。そういう意味で職員体制の充実というの

は欠かせないと思うんです。先ほど答弁の中で、同じ人数だから同じ再任用でいいよ

と言われましたけども、再任用というのは期限がある職域で、当然再任用がいかんと

は思いませんけども、一、二年たてばやめられてしまう。その間、新しい人が来たと

きにまた新しく誰が教えるかということですよね。そういう意味でいいますと、やは

り瀬戸だけではなくてほかの市に技師を要請するだとかそういうことも含めて、当然

考えていくべきではないかなと思ってます。 

 それから、退職金も賃金もカットすると官民の格差是正だと言われましたけれど

も、結局は官と民で両方で下げ合いをやっとるだけで、それはやっぱり日本経済が沈

没しちゃうということになるわけで、そこは当組合としてでも反対をすべきだと思い

ますが、いかがでしょうか。 
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○議長（大島もえ） 答弁。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 職員の体制ですけれども、新規の技師職員や現業職員の補充を

瀬戸市と検討していきたいと思ってます。 

 また、退職金カットについては、国家公務員の退職手当の給与水準の見直しが図ら

れたことに準じて瀬戸市職員の給与水準が見直されました。このことが民間との引き

下げ競争を招くことにはならないと考えておりますので、反対する考えはありませ

ん。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 次に移ります。 

 ３款１項１目、ページ数、９ページ、10ページにわたりますけども、財産売払収

入、財産収入について伺います。 

 平成24年度の予算との対比で見ますと余剰電力は550万円、電気代売るのはふえて

るんですね。ただし、余剰蒸気、これについては76万5,000円のマイナスになってま

す。一方でプラス、一方でマイナスとなった理由は何でしょうか。 

 また、新たにバックホーというのが入ってきました。16万4,000円が計上されてお

ります。その理由は何でしょうか。 

 さらに、今後買い取り制度、単価の変動、それが考えられますが、どんな対応を考

えられるか。 

 それともう一つは、ごみの減量化が一方で進んでおります。電力による収入の減

少、さらにはほかで電気の売却が進めば単価の低下も考えられます。これまでは右肩

上がりでどんどん売ってくればいいということだったと思いますけども、収入が今後

ふえるとは余り考えられませんけども、今後の推移をどのように見ておられますか。 

 また、蒸気についても新たな活用先を探していかないかんかなと思うんですけれど

も、そのあたりはいかがでしょうか。 

○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） まず、１番目ですけれども、余剰電力の550万円アップは、焼

却炉の１炉運転時の発電量を運転方法の改良で増加できるようになったため、50万キ
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ロワットを増加して売電単価11円を掛けた数字になってます。余剰蒸気の売却のマイ

ナス76万5,000円は、ごみ減量で２炉運転、余剰蒸気が発生する日数が減少して隣の

製紙工場に送ることができなくなったため、1,100トン減らして減額としました。 

 また、バックホーは北丘最終処分場の埋め立ての灰の整地に使用していて、使用後

10年経過しまして故障が頻発してきたため廃車にし、新規の重機は委託業者が手配す

ることにしました。その予算金額は、くず鉄重量の掛けるくず鉄で計上をいたしてお

ります。 

 また、３番目の今後のごみが減ったらどうなるかということですけれども、ごみの

減量は本当に進んでます。ただ、発電量は増加してます。それはどうしてかといいま

すと、具体的に言いますと、最大焼却量は平成13年で８万2,781トン燃やしていま

す。そのときの発電量は1,036万8,000キロワット。平成23年度は焼却量は７万

1,477トンで、発電量が1,144万7,000キロワット。焼却量は13.7％減ってますけれど

も、発電量は10.4％増加してます。これは発電能力のアップをしたり、あと焼却方法

の変更などで発電量をふやした結果で、今後も今みたいなごみの減量が続かなけれ

ば、これぐらいの売電の収入はできると考えております。 

 また、蒸気の売却ですけれども、新たな活用方法は考えていません。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問があれば。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） 今、蒸気の売電のことを言われました。電気は能力は上がって減量

が下がってくるから、大体がピークでいくんではないかなと思うんですけれども。蒸

気の売電は隣の工場というような話でしたけれども、先ほどだとごみの減量化に伴っ

て蒸気の売り代、売却代がずっと減ってくるようなそんなような説明だったと思うん

ですけれども、そうすると減量化がどんどんどんどん進んでいっちゃうと、この蒸気

を売るという売却先を探さなければずっと下がっていくと、そのように考えればよろ

しいですか。 

○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） 具体的に言うと、27日間２炉運転になってます。それはどうし

てかというとごみが減ってます。ただ、運転方法変えましたと言いましたけれども、
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１炉運転のときは定格150トンを燃やすような設定をして蒸気を出してますけれど

も、２炉運転は130トン、85％の定格で燃やしてて、２炉運転を長くして極力隣の製

紙工場に蒸気を送れるようなそういった運転方法をしてますんで、これからまた人口

は長久手がふえてきますので、今このぐらいのごみがあればこれ以上減ることはない

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。 

 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） では、予算書の第３号議案について質疑をしてまいります。 

 まず最初は、タイトルのところですけれども、歳出の２款２項１目の工場管理費で

すね。ページ数が、17ページから20ページのところに該当します。どちらかという

と、総論的な質疑になると思うんですけれども、ここの点は７つ通告してありますの

で、まず１点目から伺います。 

 まず、平成25年度一般会計予算の需用費、委託料、工事請負費合計４億5,328万

5,000円は、当該処理施設の現状を維持するためのメンテナンス費用と考えるが、過

年度、現年度と比較すると、費用は増減してるのかお尋ねします。 

 ２点目、当該処理施設がその処理性能、機能を適切に発揮するため、各設備、機器

が満たすべき性能、構造強度の程度は水準以上に維持をされているのかお尋ねをしま

す。 

 ３点目、平成25年度以降当該処理施設の適正運転を維持するには、現状のメンテナ

ンス（修繕、補修点検等）で十分なのか、また問題はないのか、伺います。 

 ４点目、今後、現状の各設備、機器について、使用限界水準の劣化する前に何らか

の整備（改修、補修、交換）を行う必要があると思うが、当局はどうしていくのか、

お尋ねをします。 

 ５点目、工場管理費の委託料のうち、ごみ処理基本計画策定業務が記載をされてお

りますが、当該施設の何をどのようにしていく計画なのか、伺います。 

 ６点目、当該計画策定には、当施設の延命化を図る計画だとすると、現状の施設を

どう考え、将来の取り組む内容や多大な財源、費用について検討されるのか、お尋ね

をします。 

 最後ですね、７点目。10年後に更新時期を迎える当該施設について本計画の期間は
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平成26年度から平成35年度までとしているが、将来の当該施設の新設もしくは大規模

な改修等含め、どちらにせよ具体的なスケジュール、マネジメントを含めて策定する

と考えていいのか、伺います。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 答弁をお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） まず１点目ですけども、平成25年度を基準としますと、過去５

年前の平成21年度は５億964万4,000円で12.8％の増加。これは工場棟の防水、塗装工

事を行ったために上がってます。平成22年度が４億8,850万1,000円で7.79％の増加。

これはバグフィルターのろ布の交換を行ってます。平成23年度が４億4,091万4,000円

でマイナス2.71％の減少。平成24年度が４億5,599万9,000円で0.62％の増加となって

おり、そういった防水工事だとかバグフィルター、そういった特殊要因がなければほ

ぼ横ばいに工事をやってます。 

 ２点目、３年に一度の精密機能検査を受けなさいということで受けてますけれど

も、当初の設計どおりの性能を維持してます。 

 ３点目、設備機器の稼働時間を管理をしてまして、それに基づいて機器の整備や交

換を行っておりますので、問題はないと考えています。 

 ４点目ですけども、定期的に機器の改修や補修、交換を行ってます。 

 ５点目、平成33年までは、現在の維持管理費で運転できるように計画しています

が、それ以後、新設か基幹整備か費用対効果を考慮して計画していく考えでございま

す。 

 ６点目、仮に基幹整備をして延命化を図る計画に決定すれば、基幹整備の時期、方

法、費用について検討していきます。 

 ７点目、議員のご指摘のとおり、具体的なスケジュール、マネジメントを含めて策

定していきます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） では、再質疑をさせていただきます。 

 まず、１点目のほうですけども、増減がそれほどないのかなという今のお答えだっ

たと思うんですけども、しばらくは大体このぐらいのコストを見ておけば大丈夫かな
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のか、そこをちょっと、いかがでしょうかと思うんですけど。 

 次、性能のことを私伺ったんですけども、例えば基幹設備として言われている高圧

受変電施設ですかね、ボイラーとかですか。こういったすごく基幹的な機能というの

は、今後別にこの数年ぐらいはまだ現状維持のままで大丈夫なのかどうか、そのあた

り技術的な話になるんですけれども、どうでしょうか。 

 ３点目ですけれども、計画のことですけど、ごみ処理基本計画についてですけれど

も、先ほど原田議員から基金のところで質疑があったんですけれども、33年度までは

現状のままでいきますよということで理解をしたんですけれども、それでよろしいん

でしょうか。 

 ４点目、じゃあ33年度以降どうしていくかということで、非常にそこが分岐点にな

るのかなと、それがこの当該計画の策定のポイントとするところかなと思うんですけ

れども、その点は当局はどういうふうに踏んでおられるのか、考えておられるのかを

伺いたいですね。要は、大改修にするにしても例えば何十億円かかってしまうとか、

要は先ほど私が伺った基幹設備ですね、要するに。受変電てすごく多分高額ですよ

ね、これって工事すると。そういった場合、発生する費用というのはどの程度見込ま

れるのかなと。わかるだけでいいのでそこをお尋ねしたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問への答弁をお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） まず１点目ですけれども、予算ですけども、平成33年まではこ

のような負担金をいただいてやっていくように計画を立てていますんで、本当に突発

な地震とかそういうので壊れなければいいと思ってます。 

 ２点目ですけども、基幹整備で高圧受変電設備、それからボイラー、そういったも

のも、高圧受変電設備は毎年チェックしてますし、ボイラーは水管を毎年毎年やって

減っています。3.2ミリの厚みが一番低いところで2.6ミリ。減ってますけれども、設

定圧力は1.9まで大丈夫になってますので、あの点をプロットしますと33年までは今

のごみ焼却量でいって高負荷じゃなければもつと考えています。 

 ３点目ですけども、基本計画の件ですけれども、これは33年までは今までいったよ

うに今の維持でやっていきますけども、それ以後はというのは、今平成24年と25年で

ごみ処理基本計画を立ててまして、その中でいろんな情報を集めて、その高圧受変電
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設備を変えたらどうとか、それからボイラー、基幹整備をしたらどうなるのだとか、

あと新しい焼却炉を建てかえたらどうなるのか、そういったものを情報を集めて決定

していきたいと思ってます。ですから、今度作成するのは平成26年から35年まで、ち

ょうど33年以降までも計画に入りますから、このごみ処理基本計画の中で計画を策定

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再々質問があればお願いします。 

 じゃあ、次の質問をお願いします。 

○３番（臼井 淳） 今、答弁いただいたので次ですね、伺います。 

 歳出のところの４款１項１目と２目の公債費等利子です。ページ数が26ページと

27ページに該当します。２点あります。 

 まず１点目、伺います。 

 公債費元金１億7,718万6,000円、利子866万円が予算計上しておりますが、当該組

合の公債費は平成28年度に借金がなくなるようだが、平成25年度時点で公債費残高は

いくらか。 

 ２点目ですけども、当該組合は公債費償還が完了すれば、現状のままの歳入予算で

あれば歳出費用が減り余剰金が生まれることが考えられるが、当局の見解はどうでし

ょうか、伺います。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 臼井議員、これ25ページ、26ページでよろしいでしょうか。 

（３番臼井淳「ああ、ごめんなさい、ページ数間違え

た」の声あり） 

 答弁のほう求めます。 

 事務次長、お願いします。 

○事務次長（横山光義） １点目ですけども、元金が６億1,564万3,000円で、利子が

1,812万8,000円、合計６億3,377万1,000円になります、残高が。 

 また２点目ですけども、構成市である３市と協議してまいっていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問があれば。 
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 臼井淳議員。 

○３番（臼井 淳） 今、簡単に答弁していただいたんですけども、それはいいですけ

ど、この公債費が早々28年度で完了するということは、つまり29年度以降は無借金に

なるということですね、簡単に言えば。そうですよね。そうすると、このままの歳入

歳出の予算でいけば、当然この部分でいくと約１億8,000万円が余剰金として生まれ

るということは、当然普通足し算引き算やれば出てくると思うんですけども、それは

いいですよね。その点ではいいですよね、まず金額。 

 そこで、次なんですけども大事なところですけど、先ほど計画策定にあわせて、予

算書ですから、計画の中では、当然その35年度まで計画されるわけですから、当然そ

こまでの間にじゃあこの余剰金をどういうふうに介して効率的に活用するかという考

え方になると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか、当局は。 

 まだあります。具体的に先ほどからお尋ねですけども、33年度までは現状で行くと

いうことですので、要するに34年度以降、４年と５年、この10年計画からいくとです

よ、に対してちょっと伺いたいんですけども、この予算、負担金をどうするかという

ことです、逆に言うと。３市の負担金をどういうふうにしていくか、当局としてです

よ。今、管理者の方見えるので、首長さんがそれぞれいらっしゃいますから、参与含

めて。その辺はどういうふうに検討されるのかなと。せっかくこの同じ場所にいるわ

けだから、共有化しなきゃいけないと思うんですけど。いや、一般ごみの施設が皆さ

んそれぞれ要らなければいいですけど、当然必要なので、当然このお金についてはち

ゃんときちんと合理的に考えなきゃいけないと思うんですけども、その点は当局とし

てどうやっていっていかれるんですかね。その点ですけど、伺いたい。 

○議長（大島もえ） 再質問への答弁をお願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 28年度で終わります。そうしますと、約１億8,000万円減りま

すけども、それは余剰金じゃなくて負担金で減ります。電気の売電収入とか、施設使

用料は大体４億円ありますので、それで借金がなくなりますからその分１億8,000万

円が、各市の負担金が減るということで、余剰金としては出てきません。そういった

考えです。 

 それとあと、33年以降どのぐらいお金がかかるかというのは、来年度に考えまし

て、それから各構成市と相談しまして、じゃあその金額が余るときもあるけどそれを
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どうするかということを、今後考えていきたいと考えております。 

○議長（大島もえ） 再々質問でよろしいですか。 

 はい。 

○３番（臼井 淳） 最後ですけども、そうなんですけど、予定なのでここではっきりと

断定的なこういうふうにしますという決定はできないと思うのでそれは私も理解して

ますのでいいんですけど、やっぱりその計画はどうするかということなんですよ、要

するに。多額の費用が発生することはもう目に見えてわかってるので、少なくとも

33年ですか、ですから７年しかないですよね、逆算すると。７年間で、例えばどう見

積もったってこれ10億円以上するでしょ、改修するにしても。私が伺ってると、秦野

市というところが最近新しくつくったんですよね、新設で。やっぱり新設は難しいと

言われてました。用地買収だけで15年ぐらいかかったということで、大変ですという

ことで伺ってる。そうすると、改修になる。でも、改修だとこのトン当たりの費用を

見ると40億円ぐらいかかるんですか、これ大体、雑駁ですけども。そうすると、その

40億円どういうふうに賄っていくかということ、当然先ほどから予算取りのところで

すけど、考えなきゃいけないと思うんですけども、７年後しかないので計画は立てな

きゃいけないじゃないですか。どうするかはまたそのとき決めればいいと思うんです

けれども、ただ計画は立てておかなきゃいけないんじゃないかということは伺いたい

だけですけども。 

○議長（大島もえ） 事務次長でよろしいですか。 

 では、答弁お願いします。 

 事務次長。 

○事務次長（横山光義） ですから、計画は25年度までにつくって、各市とまた協議して

やっていきたいと考えています。 

 以上でございます。 

○議長（大島もえ） いいですか。 

 では、次に山下幹雄議員の発言を許可します。 

 山下幹雄議員。 

○７番（山下幹雄） 議長より発言、登壇の許可をいただきました。 

 私は、通告しております議案質疑を実施します。 

 １項１目１節になります。ページ数では15、16ページになります。区分１の一般管
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理費における報酬についてをお尋ねをいたします。 

 (1)としまして、参与報酬についてでございます。 

 例年のとおりの２名分17万円が計上されております。このことにつきまして、社会

情勢、また市民意識、組織内の環境等が勘案できているかどうかという質問でありま

す。よろしくお願いします。 

○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） 参与の報酬につきましては、参与に組合の運営、重要事項の決

定について必要に応じて相談をし意見等を求めており、重要な職責であることから、

現状の報酬は妥当なものであると考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 再質問があれば。 

 山下幹雄議員。 

○７番（山下幹雄） この後の議員提案になりますが、議会議員の報酬に関する条例改正

提案もございます。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

償に関する条例の中、第２条関連にも別表の中には参与が含まれている、報酬という

形で参与は計上されるわけであります。こうした中、議員報酬の削減に向けての条例

改正提案がされるということが少し勘案されていないんじゃないかという疑問点の中

から、質問を起こしました。また、平成22年の12月定例会に関連の議員提案が出まし

たという記録を拝見しながら、またその中で今後検討していくという当局のお話もあ

ったと感じております。その点について再度お尋ねをいたします。 

○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） 検討するというふうに平成22年12月議会で参与の方が検討する

というふうに答えられてますけども、今後情勢に応じて検討することはあり得ると考

えています。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） いいですか。この間の検討経緯を聞いたんですよね。今までは検討

してないということでしたよね。よろしかったですか。 

（事務次長横山光義「はい」の声あり） 
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 では、再々質問よろしくお願いします。 

 山下幹雄議員。 

○７番（山下幹雄） 職責に応じてというご答弁もありました。検討のほうは今後してい

ただけるというようなご答弁でもあったと思います。 

 予算案でいえば、参与は議会の議員と同じ報酬という形の区分になります。そうし

た中、同額であります７万8,300円という額面が条例で決められているわけですが、

こうした中で議会のほうも各種検討を積み重ねながら進めてきた経緯があります。こ

うした中、責務という部分について再度検討をされていくべきではないかなという考

えた中で、質問を起こさせていただきました。管理者等も含めてではありますが、報

酬を同じくするグループとして一度再検討をされるべきかなと、今後の検討に期待し

て質問を閉じます。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 通告のありました質疑は以上です。 

 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） それでは、私は第３号議案平成25年度尾張東部衛生組合一般会計予

算について、反対の立場から討論を行うものです。 

 平成25年度予算は、事務職３名、技師６名、現業職22名と人数は変わらないもの

の、技師１名及び現業職１名が新たに再任用となっています。再任用の雇用は必要だ

とは思いますが、一方で当センターの将来を見越した職員配置を考えれば、あわせて

正規の採用が必要です。それは、当センターのように現場における各種機器の取り扱

いについては、それらになれていくためには、現場で具体的に時間をかけて伝えてい

くことが求められております。各種機器には癖があります。当センター独自の操作方

法を伝えていくことは欠かせません。そのためには正規職員の採用を求めるもので

す。 

 あわせて、当センターは瀬戸市の職員で充足をされております。そこで、技師など

は瀬戸市の事情に応じて限定されることになります。本来当センターは独立した機関

であることから、当センターが将来展望を持って必要な職員数を確実に確保するシス
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テムをつくるべきと考えるものです。 

 また、平成25年度から退職金についてもカットがされることになり、問題です。国

家公務員との格差是正とされましたが、その場合も引き下げ競争をさせるだけで、賃

金の連続的なカットで結局日本経済にとってみてもデフレ状況をつくってきた主な原

因になっております。 

 さらに、建てかえが迫っているにもかかわらず、2,000万円の積立金では低過ぎる

と考えるものです。一挙に３市とも出資できるのであればよしとする考え方もありま

すが、一般的には各市の財政事業に鑑みて計画的な積み立てこそ今本当に求められて

いることを強調いたしまして、同議案の反対の討論とするものであります。ありがと

うございました。 

○議長（大島もえ） 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） それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、私は第３号

議案平成25年度尾張東部衛生組合一般会計予算に対して、賛成の立場から討論をいた

します。 

 簡潔に理由を述べます。 

 平成25年度の一般会計歳入歳出予算は過年度とほぼ同等程度となっており、当局に

対して議会費、職員人件費、建設事業費など、特に指摘しなければならない費用が計

上されているところはありません。議案質疑で指摘をさせていただきましたが、老朽

化が進む当該施設の整備について、現状を維持するため必要な経費であり、当該施設

の職員が各設備、機器の性能維持と施設の機能を保全していくため必要な活動予算で

あると思います。 

 以上、理由を述べさせてもらいましたが、平成25年度中に取り組むごみ処理基本計

画策定について、当該施設は稼働を始めてから既に20年の期間が経過し、施設の老朽

化が進みつつあります。現在の自治体の財政状況は厳しく、当該施設を新たに整備す

れば莫大な財源が必要となりますので、現在稼働してる施設の各設備、機器の機能保

全と延命策を立て、限られた予算の中で適切な運営と効率的に維持していただきたい

と思います。 

 以上で第３号議案に対する討論を終えるものであります。ご清聴ありがとうござい

ました。 
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○議長（大島もえ） 通告のありました討論は以上です。 

 よろしかったですか。 

（「なし」の声あり） 

○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。 

 第３号議案平成25年度尾張東部衛生組合一般会計予算についてを採決いたします。 

 本案について賛成の皆様の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。挙手多数であります。よって、第３号議

案平成25年度尾張東部衛生組合一般会計予算については、原案のとおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議員提出議案第１号 尾張東部衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁 

                 償に関する条例の一部改正について 

○議長（大島もえ） 次に、日程第６、議員提出議案第１号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一部改正についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） それでは、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一部改正について、提出者を代表して説明をさせて

いただきます。 

 資料の裏面をごらんください。 

 ２ページの下段に提案理由が書いてありますが、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の額を変更するために必要があるからであります。 

 内容につきましては、昨今の社会経済情勢等を考慮いたしまして、この間約２カ年

にわたって一部事務組合における議員報酬のあり方について議論を重ねてまいりまし

た。その結果として、今回議員の報酬の額を減額するものであります。金額につきま

しては、表中に書いてありますように報酬額の年額を現行の７万8,300円から４万

5,000円に引き下げるものであります。なお、減額の時期は平成25年４月１日からと

するものであります。 



- 26 - 

 以上で議員提出第１号議案の説明といたします。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 提出者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 期限までに質疑の通告はございませんでしたので、質疑を終了いたします。 

 では、発言はこのままいていただいていいのかな。 

 お戻りいただいて、ありがとうございます。 

 これより討論に入ります。 

 期限までに討論の通告はございませんでしたので、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。 

 議員提出議案第１号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皆様の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議員提出

議案第１号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７ 一般質問について 

○議長（大島もえ） 次に、日程第７、一般質問を行います。 

 初めに、原田学議員の発言を許可します。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） それでは、先般通告した順番に従って質問をしていきたいと思いま

す。 

 今後のごみ処理事業について。とりわけ建てかえ問題も含めて、改めて。この間少

し答弁なんかもされておりますが、重なるかもしれませんが、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 今後、３市のごみ処理事業について、当晴丘センターはどう対応をされるのか。 

 平成４年度から、３市のごみ処理事業が当センターで始まりました。150トン炉２
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基が24時間体制で稼働をしております。粗大ごみを処理する破砕施設も併設がされま

した。当初から数えて21年がもう既にたっております。現在、その建設を、建てかえ

を考える時期に当然来ていると思います。３市のごみ処理基本計画にあわせた建てか

えを行うべきと考え、以下の質問を行います。 

 まず、①まずは各市のごみ処理基本計画はどのように推移をしているのでしょう

か。また、当センターはそれをどのように把握されているか、その進捗状況に当セン

ターはどうかかわるのか伺います。 

○議長（大島もえ） 答弁をお願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 現在、３市ともに平成26年度以降のごみ処理基本計画を策定中で

す。その進捗につきましては、３市課長会議及び尾張東部衛生組合ごみ処理基本計画

策定調整会議で把握をしております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 当センターはどうかかわるのかの答弁も今のでいいですか。 

（事務長鳥居幸雄「はい」の声あり） 

 お願いします。 

 原田学議員。 

○８番（原田 学） 今の質問でありますが、以前はそれぞれの町ではなくて、３市こぞ

ってごみ処理基本計画が立てられました。そして、センターが中心的な役割を果たし

て調整をされたわけですけれども、今回それが独自にそれぞれ基本計画を立てられる

ということになりますが、例えば廃プラの問題、各市が異なる収集の仕方をされてお

ります。当センターとして、そういう調整を本来はやるべきではないかと考えるもの

ですが、そのあたりは調整役としてどんな役目を持つのか、伺います。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの中間処理、最終処分につきまし

ては、当組合でまとめて処理をしている都合上、その収集段階におきまして当組合と

して統一していただきたい点がございますが、これにつきましては今後も必要に応じ

各市へお願い、調整を行ってまいりたいと思います。また、組合で取り扱っていない

ごみにつきましては、組合から３市へ収集方法の統一をお願いする必要が今のところ
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はございません。これにつきましても、必要があれば調整を行っていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） ぜひ、その調整役をやっていただきたいと、そのように思います。 

 ２点目に移ります。 

 今後、当センターの建てかえ問題を、いつどのように決めていくのか。修繕的なこ

とになるのか、または一部機械なり施設をごそっと変えていくのか、それから全面的

に建てかえていくのか、いろんな方法が考えられると思うんですけども、それぞれの

このような場合、具体的には予算額、金額というのは一体どれぐらいがかかるのか、

そのあたりをぜひ伺っておきたいと思います。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 当センターの焼却炉は、現在平成33年度までの稼働を前提とし

て、定期点検整備工事、取りかえ工事を行っております。その後、建てかえという可

能性を考えますと、そろそろ建てかえ、延命について整理する必要があります。当組

合では、10年延命、20年延命、建てかえといった場合のモデルケースを上げながら必

要となる費用を含め、最適な方法を検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 今、それぞれの手法についてほぼ出されたように思いますけども、

額についてはまだ言っておられません。額についてはどれぐらい最低でもかかるのか

というのがわかればというのが一つと。 

 それからもう一つ、ごみの減量が進んでいくと、当然燃やす量も減っていきますか

ら、今150トン炉を２炉ではなくて、大小の違いだとか、平均的に小型化が可能にな

ると思うんですけれども、その場合はその炉でまたずっと焼却をしていくわけであり

ますので、減量の速度といいますか進捗状況、10年後、20年後、どれぐらいになるの

かという読み取りが必要だと思います。そのあたりはどのようにお考えか、伺いま

す。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 
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 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 建てかえのモデルケースは、２炉を想定しております。検討に当

たりましては、各市のごみの推移やほかの自治体の動向を勘案しております。なお、

検討の結果建てかえが最適ということになれば、今後具体的な仕様検討を進めていく

ことになります。その際には、議員のご指摘のように、各市のごみの推移の最新状況

を勘案しながら検討を進める予定でございます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 非常に難しい話かもしれんけども、今の段階でその金額がというの

はなかなか浮上せんということみたいですね、わからないということなんですかね。

現在それも含めて、次に移ります。 

 コンサルタントに入ってもらって委託して、その検討はされていると伺っておりま

すけれども、回答はいつごろに出る内容になっておりますか、伺います。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 平成25年度前半には整理をいたしまして、当組合のごみ処理基本

計画に反映させていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） じゃあ、次に移ります。 

 ４点目、コンサルタントの回答というのは、今いろんな答弁の中でいろいろ出てま

いりましたので、これを割愛をさせていただきます。 

 ５番目に移ります。 

○議長（大島もえ） どうぞ。 

○８番（原田 学） そうなりますと、場合によっては建てかえだというようなことが

今、言われました。建てかえを含めて今後のセンターのあり方、どういう機能を持た

せるかなどなど、そのあたりをどうお考えか伺います。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 今後とも安全、安定、安価な施設運営に加えまして、環境負荷の

低減に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 今、全国の各地で、まだ少数でありますが、ごみゼロ、なくそうと

いう運動なんかもされております。それとあわせて、低燃料で燃やそうというような

施設も出始めていると伺っております。こういうように、低エネルギーで燃焼でき

る、そういう施設なんかの工夫は今後どのようにされていかれるのか、伺っておきた

いと思います。 

○議長（大島もえ） 答弁お願いします。 

 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 具体的な施設につきましては、別途、仕様検討の期間の中で検討

していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） あわせて、この間逆に何でも持っといで、みんな燃やしてあげるよ

という大型炉というんですか、それなんかもつくられているところは実際に出てきて

るんですね。そうすると、せっかく住民こぞってごみ減をやっているのに、逆行する

ようなことになってしまわないかなと思うんですよね。そのあたりは、ごみ減量でせ

っかく住民も協力してもらってその施策的にもその政策を進めていると思うんですけ

れども、炉によってはそういうケースもあり得るんですけれども、先ほど言われた安

全・安心、安定だ、大量に燃やしたほうが安定だという考え方もあるもんですから、

そのあたりについてはどうお考えか、伺っておきたいと思います。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 先ほど申し上げましたように、別途、仕様検討期間の中で検討し

ていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） それでは、最後に移りたいと思います。 

 ６点目ですね。 

 いずれにしても、延命になるか建てかえになるか、どっちにしても多額の費用がか

かります。先ほども申し上げたように、もう今から基金積立金、これをきちんと計画

的に積み立てていくことがどうしても必要だと思います。そのあたりはいかがでしょ

うか。 

○議長（大島もえ） 事務長。 
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○事務長（鳥居幸雄） 積み立てにつきましては、平成15年度から始めており、建設基金

として総額約２億円ほど積み立てております。この金額は、これまで構成市と協議し

ながら準備してきた結果でございます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 今、皆さん方のほうからは、15年から２億円をこつこつとためてこ

られたみたいな話だったんですけれども、建てかえにしても延命にしても本当に大き

なお金がかかります。延命は、まだそれは少ないにしても建てかえるとなると、今国

の方針は広域化だそうです。広域化してやれば、例えば豊明だとか、そういうところ

まで含めた広域化であったら補助金３分の１を出しますよというような方式になって

いると聞いています。独自でやろうとすれば、100なのか150なのかわからないですけ

れども、その巨額を自己負担でやるということになると、それはまた大変なお金にな

ってくるわけですね。やっぱりこれぐらいは、どっちに転んでも当然これぐらいは最

低要るぞというのを、やっぱり当組合が、当センターが積極的に３市に示しながら、

ここに３市の首長さんおられるからみんなわかっておられるわけですけども、３市に

示しながら積極的に働きかけをしないと、僕は２億円が悪いとは思いません。15年か

ら一生懸命こつこつとためられたわけだから、それはそれで一つの成果だとは思うん

ですけども、相手が大き過ぎるということに鑑みて、ちゃんとそういうアピールをし

ながら予算立てを行うべきだと思うんだけども、いかがですか。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 検討中のモデルケースでは、延命、建てかえにより異なります

が、多額な工事費用や加えて施設停止中のごみ処理委託費用が必要になるものと試算

しております。国の交付金を勘案いたしましても、現在の建設基金で賄えるものでは

ありません。議員のご指摘のように、費用負担について構成市と協議をしていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） 最後です。 

 今、おっしゃったとおりで、本当に巨額を要するわけであります。そのときに、３

市と協議と言われておりますが、積極的に、余り言葉はよくないかもしれんけども、
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取ってくるというような姿勢こそ、やっぱり必要だと思うんです。なぜかというと、

平成24年度の補正で見られるように、３市と協議した結果が4,800万円を懐にバック

しましたよというぐあいに後手後手に回っているんではないかなと思うんです。そう

いう意味からして、繰越金ではなくて基金に積むというような、最低でもそういう手

法、考え方、それはとらないと、最終的にみんなが困ったという、もちろん組合債も

借りれるとは思うんですけどもそればっかり大きくするわけにはいきませんので、手

元にお金があるということは計画性が要ります。と思われますけども、ぜひそういう

繰越金ではなく積み立てにすると、最低でもですよ、というような働きかけが要ると

思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 議員のご指摘のとおり、一度に支出するのは難しいと考えており

ます。今回の余剰金につきましては構成市に返還することとしておりますが、モデル

ケースの検討結果を踏まえ、今後このことについて関係市と協議していきたいと考え

ております。よろしくお願いします。 

○議長（大島もえ） 原田学議員。 

○８番（原田 学） では、以上で終わります。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 次に、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。 

 実は、この25年度の尾張東部衛生組合一般会計予算書及び予算説明書を非常に楽し

みにしていました。なぜかというと、９月議会のときに剪定木について検討していた

だけるということでしたので、この予算書を何回か読み直しまして、一体どこに剪定

木のことが出ておるんだろうなと思って何度か読み返したんですが、残念ながらその

文字がなくて非常に残念な思いを、そういう気持ちを前面に押し出しながら質問させ

ていただきます。 

 ごみ処理基本計画の中の剪定木資源化について、再度尾張東部衛生組合の方針をお

伺いします。 

 まず１点目、剪定木の資源化に向けて９月議会で私質問したと思うんですけども、

いろいろ検討させていただきますという回答をいただきましたが、それ以後の進捗状
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況について、具体的にどんなことをされたのかということをお伺いします。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 尾張部清掃工場連絡会議に参加しております11工場ある中で、剪

定木を資源化している工場が３カ所、尾三衛生組合、江南丹羽環境管理組合、犬山市

がございまして、実地見学と聞き取り調査を行っております。また、瀬戸市にありま

す民間の処理施設へ赴き、現地調査を行っております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） 11のうち３つの施設に行かれ、なおかつ瀬戸の事業所を見られた

ということなんですが、その見られた中で具体的にどんなことを見られたのか、また

どういうことを検討されたのか等、もう少し詳しくお願いします。 

○議長（大島もえ） 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 具体的には敷地、９月議会でも申したように、どのぐらいの敷

地があれば載せかえができるかとか、それとあと汚水対策、それとにおい対策、それ

を３清掃工場へ行って写真撮って、そちらの担当者の方から聞いてきました。あと、

民間処理施設は、実際に持っていった場合はどのような、うちの尾張東部衛生組合は

どういったコンテナか、そういったもので持っていったら一番効率的にいくかどうか

というのを聞き取りにいきました。 

 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。次をたださせていただきます。 

 その結果、結論として要するに予算書の中に出てないということは、事業化されな

かったというふうにしか私は思われないんですが、まずその確認をさせていただいた

上で、そうした場合、もともとあった基本計画との整合性についてはどのようにお考

えになるのかお聞きします。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） ごみ処理基本計画では、剪定木の資源化方法について検討すると

なっており、先ほど述べましたように引き続き検討をいたしております。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 
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○２番（武田なおき） 要するに検討するということは、少なくとも資源化について25年

度については具体的なものはないけども、引き続き検討していくと、そういう確認で

よろしいでしょうか。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 引き続き検討していくということとあわせて、いろんなところの

資料集めをしていきたいと考えております。 

○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。要するにいろいろ問題があってきっとできないと

いうことなんでしょう。ということで考えるならば、次の質問に移らさせていただき

ます。 

 今回、剪定木を資源化するに当たって、どんな問題があったからとりあえず事業化

できないのかということについて、また今考えてみえる時点での問題点で結構ですの

で、どんな問題点があったのかということをお聞きします。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） ９月議会でもお答えいたしましたように、用地の確保ができませ

ん。具体的には、搬入されました剪定木を引き取り別の車に載せかえするのに、約

165平米の敷地が必要となってきます。また、予算的には搬入量、予想といたしまし

ては1,400トンを全量資源化をすると仮定をいたしますと約2,650万円の資金が必要と

なるということでございます。 

 以上です。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） 要するに、この当敷地内にそれだけのを置いておいて、しかも民

間業者がとりに来てそのコンテナに積んでいったものを持っていく、そういうスペー

スがないと、そういう確認でよろしいんでしょう。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） そのとおりです。 

○議長（大島もえ） 武田なおき議員。 

○２番（武田なおき） そうなると、その場所を確保するためには、逆に言うと、もし今

後ですよ、検討すると言われましたけど、検討するということは何らか考えてその場

所を確保するなり別の方法を考えるなりいろいろあると思うんですけども、そういう
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意味でいうと、どのことをついて具体的にどのように検討していくのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（大島もえ） 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 敷地ですけれども、いろいろ業者もこちらへ来まして、じゃあ

どういった、一番いいのは10トンコンテナで持っていくのが一番安いけども、じゃあ

４トン車はどうなのか、じゃあそのとき費用はどうなのか、じゃあ実際に積むための

重機とかそういったものを置いたらどう、じゃあ人はどうなるかと、そういったこと

を今まだ検討してます。そういったことで、25年度も引き続き検討していきたいと思

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） ご丁寧な答弁ありがとうございました。要するに大きさを変えて

でもやれないかと、要するに少しでもやろうと、そういうふうなご答弁だということ

をお聞きして、少し安心をしました。何度も申しますが、どなたも言ってみえます

が、ごみの資源化ということでもちろん有効だというだけじゃなしに、実は資源にす

るということはそれだけごみを燃やす量が減るということですよね、減量化になるん

ですよね。減量化になるということはどういうことかというと、最終処分地はもちろ

ん、最近は三河湾のほうにもできておりますので上手に振り分けていただいて、なる

べく費用が安く済むようにということで三河湾のほうに持っていくという方法もとっ

てみえるということは現地調査も行きましたのでよくわかっておりますが、何せ、そ

の最終処分地、瀬戸にお願いしている以上、我々尾張旭、また隣の長久手市にしても

皆さん協力して少しでも減らしていこうというそういう努力がある中で、やっぱり資

源化をするということの有効性ともう一つ、絶対的な量として要するにごみを減量化

するという方向につながるというものであれば、足して少なくてでもやれる範囲、ま

ずやれるところから手をつけていくという意味で、ぜひ本当に実現できるようにいろ

んな工夫をしていただきたいと思います。 

 ただし、これは次の質問に移らさせていただきますが、そういうことがたまたまこ

の15人というんですか、市議会また理事者の方々の中で共有されているだけであっ

て、こういうものをいかに市民の方々にこういう情報を共有化していくかというか、

今こういうことを考えてるんだということを含めて、どんなことをどんな方法でもっ



- 36 - 

て市民に公表していくのか、方向性を含めてお伺いします。 

○議長（大島もえ） 事務長。 

○事務長（鳥居幸雄） 先ほど述べましたように、問題点が解決いたしまして当組合で剪

定木の資源化ができるようになれば、市民の方に対しまして各市の広報やごみ出しカ

レンダー、当組合のホームページでＰＲしていき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） もちろん、できた段階でということはよくわかるんですが、極端

なことを言うと、それこそごみ処理基本計画の中にもあって検討するというんですか

ら、きょう言ったこういうものが組合の議事録の中に残るのは当然といえば当然なん

ですけども、それをなかなか一般市民の方が来て見るというわけにもいかないと思い

ますので、このような議論の過程があるというようなことを、こういうことを検討し

ている、具体的にこういうことを検討しているんだというようなことをホームページ

等で載せていただくことはできるんでしょうか。もう一度お聞きします。 

○議長（大島もえ） 事務次長。 

○事務次長（横山光義） 前にも申しましたように、議事録、まずマンパワーがないわけ

ですね。それをＰＤＦ化して載せるとか、そういったことの人手がなくて今もまだ議

事録も載せてない状態ですけれども、ただ推進委員会議のホームページがありまし

て、そこに１項目、それとかあとうちのホームページの最初に引っ越しごみの搬入と

かそういったものがありますが、そういったとこで１行２行で、こういったことを始

めましたということは載せられると思います。 

 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。 

 もちろん、人が少なくてなかなかやれないということはよくわかっておりますが、

どちらにしてもそういうことがきちっと市民の皆さんと共有できて、これはちょっと

自分の質問とは直接は関係ありませんけども、いわゆるごみ処理問題ということにつ

いては市民の非常に関心の高いことでありますし、建てかえ問題等も含めて、今後多

くの市民の３市の皆さんの協力とご理解をいただかない限り、建てかえなんてことな

んてできるわけじゃありません。お金を積むといったって、結局はそのお金はどこか
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らきとるんかといえばほとんど税金でやるわけですので、そういうことを考えた場

合、当センターは本当に市民の皆さんに情報を公開して、本当に真摯に取り組んでる

んだと、そういう姿勢を見せていただくということもとても大事な要素だと思います

し、もちろんそういうことを我々も含めて啓発活動には取り組んでいくつもりではお

りますが、今後とも本当に少しでも早く実現できるように要望いたしまして、私の質

問を終わります。 

○議長（大島もえ） ありがとうございました。 

 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おりますので、発言を許可します。 

 管理者、お願いします。 

○管理者（増岡錦也） 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

挨拶を申し上げます。 

 本定例会に提出されました一般会計予算等の議案につきまして、慎重にご審議いた

だき、全て原案どおり議決を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 本会議でいただきましたご意見等を尊重し、特に予算の執行等につきましては十分

に精査をし、堅実な運営を図ってまいる所存であります。また、構成市と協力しなが

らごみの発生抑制、資源化を図り、さらなるごみの減量化を推進するとともに、安全

で安定したごみの処理に努め、中間処理施設及び最終処分場の延命にも力を添えてま

いりたいと考えております。 

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

し上げまして、閉会の挨拶といたします。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25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。 

 ご苦労さまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後３時35分 閉会 
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