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                               午後２時00分 開会 

○議長（片渕卓三） 皆さんこんにちは。 

 ただいまの出席議員は15名であります。これより令和２年尾張東部衛生組合議会第

２回定例会を開会いたします。 

 なお、本日は傍聴人の定数を10名といたしましたので、ご承知おきください。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、議長は管理者はじ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

いたしております。これらの報告書はいずれも事務局に保管しておりますので、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、議案に対する進め方について、ご確認いたします。 

 議会の取決めに従いまして、発言は通告書の受付順とし、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（片渕卓三） 日程第１、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

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

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（片渕卓三） 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（片渕卓三） 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、10番ささせ順子
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議員及び11番谷口武司議員を指名いたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２号 尾張東部衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条 

             例の一部改正について 

○議長（片渕卓三） 次に、日程第３、第２号議案尾張東部衛生組合人事行政の運営等の

状況の公表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。 

○事務次長（渡辺雅司） ただいまご上程いただきました第２号議案尾張東部衛生組合人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げま

す。 

 第２号議案書をご覧ください。 

 議案書の裏面に理由がございます。 

 この案を提出いたしますのは、地方公務員法の一部改正の施行に伴い、尾張東部衛

生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例中、所要の事項を改正するため必

要があるからでございます。 

 改正の内容でございますが、第３条の報告の対象者に、地方公務員法第22条の２第

１項第２号に掲げるフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日から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（片渕卓三） 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ５番原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） それでは、ただいまご上程になりました第２号議案尾張東部衛生組

合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、これは先ほどご

説明のほうにありましたように、今まで非正規とされていた職員さんが、フルタイム

会計年度任用職員またはパートタイム会計年度任用職員という具合に分類をされまし

た。それに合わせて、公表の対象にフルタイム任用職員も加えるという中身の条例の

改正であります。 
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 そこで質疑を行います。 

 まず１点目は、人事行政の運営等の状況についてどのように公表をされております

か、伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 人事行政の運営等の状況の公表につきましては、本条例第６条

の公表の方法に基づき、構成市の掲示場に掲示するとともに、本組合ホームページに

おいても公表しております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 答弁が終わりました。再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） 質疑の２、今回、公表の対象に加わるフルタイム会計年度任用職員

は、当組合ではどのような職務に当たっておられますか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 現在、当組合においてフルタイム会計年度任用職員は在籍して

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 答弁が終わりました。再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「議長、再質」の声あり） 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） 自治体によってはフルタイム任用会計年度職員がおられるところも

おられないところもあります。当組合においてはおられないということですけども、

将来にわたっておられないとは限らないと思うんです。 

 で、再質です。 

 今後、フルタイム会計年度任用職員が在籍した場合、その場合は記載、表記はどの

ように考えておられるのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） 将来、フルタイム会計年度任用職員が当組合に在籍したらとい

う仮定の話になりますが、公表内容に応じ、公表の対象となる職員の区分が認識でき

る記載、表記を行うことになると思われます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 答弁が終わりました。再々質問があれば受けます。 

              （５番原田学「意見」の声あり） 

 はい、どうぞ。 

○５番（原田 学） 今回の問題は、私が問題だと思うのは、本来、人事行政というのは

全ての職員にわたってきちんと公表をするということだと思うんですね。しかも、分

かりやすくするというのが原則だと思います。現在、当組合では正規の職員が30名、

そしてパートタイムの会計年度任用職員さんが６名、この36名で全事業を支えておら

れる。ところが今回表示の方法は、パートタイム任用職員は人数に入らない、さらに

正規職員ではないフルタイム任用職員も今回の改正で加えられるなど、市民にとって

は分かりにくい表記方法は問題だと考えます。そのことを指摘して、意見としておき

ます。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 以上で原田学議員の質疑を終了いたします。 

 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。 

 原田学議員の発言を許します。 

○５番（原田 学） それでは、討論に入ります。 

 私は、第２号議案尾張東部衛生組合人事行政の運営等の状況に関する条例の一部改

正について、反対の立場から討論を行います。 

 従来の正規、非正規とする職員の分け方が、現在、正規、フルタイム会計年度任用

職員、そしてパートタイム会計年度任用職員というように３つに区分けされておりま

す。 

 フルタイム会計年度任用職員は、正規の職員と働く時間は同じとなり、職員の人事

の公表において人数確認の対象者にすることが今回の条例の改定の大きな内容となり

ます。正規とは異なる身分、待遇の職員が同様にカウントされることになります。た
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だし、記載の方法は、先ほど答弁があったように、非正規フルタイム任用職員とは区

別される記載方法と伺っております。現在この組合の事業所には６人のパートタイム

の会計年度任用職員がおられ、当組合の事業を支えておられます。そのことからも、

公表する場合には、人事の全てにわたり市民に公表することこそ必要なことと考えま

す。今回のように、正規とフルタイム任用職員だけの記載ではなく、事業所を支える

全体像を記載すべきです。そして、真に改善すべきは、今回のように正規職員とは待

遇の異なる任用職員の公表方法ではなくて、フルタイムやパートタイム任用職員を正

規職員として採用すべきことを指摘して、反対の討論といたします。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 通告のありました討論は以上であります。 

 ほかには討論はありますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（片渕卓三） ないようでございますので、これにて討論は終了いたします。 

 これより採決に入ります。 

 第２号議案尾張東部衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正についてを採決いたします。 

 本案について賛成の方の挙手を求めます。 

              （賛成者挙手） 

○議長（片渕卓三） 挙手多数であります。よって、第２号議案尾張東部衛生組合人事行

政の運営等の状況の公表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 議案第３号 尾張東部衛生組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条

             例の一部改正について 

○議長（片渕卓三） 次に、日程第４、第３号議案尾張東部衛生組合廃棄物処理施設の設

置及び管理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。 

○事務次長（渡辺雅司） ただいまご上程いただきました第３号議案尾張東部衛生組合廃

棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げま
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す。 

 第３号議案書をご覧ください。 

 議案書の裏面に理由がございます。 

 この案を提出いたしますのは、最近の一般廃棄物の搬入状況を踏まえ、ごみ処理施

設の円滑な運営及び施設使用に係る応益負担の観点から施設使用料を改正するため必

要があるからでございます。 

 改正の内容でございますが、第６条関係別表の一般廃棄物の使用料において、20キ

ログラムまで無料としているものを50キログラムまで1,000円に改め、これに伴い

20キログラムを超えるもの10キログラムにつき200円としていたものを、50キログラ

ムを超えるもの10キログラムにつき200円に改めるものでございます。 

 なお、施行期日につきましては、周知期間を経まして令和３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。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 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、３番中川昌也議員の発言を許します。 

○３番（中川昌也） それでは、３号議案について伺いたいと思います。 

 使用料を改正される理由について明らかにしたく質疑をいたします。 

 １番目、現在持込み時に受付で持込み物について詳細な記入をお願いしているが、

何のために行っているのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 一般の方がごみを持ち込まれる場合、受付窓口にて廃棄物処理

施設使用許可書の提出が必要となり、申請書の記入事項は住所、氏名、電話番号のほ

か、廃棄物の種類、可燃物、不燃物、粗大ごみごとに持ち込まれるごみの品目を記入

していただいております。 

 ごみの品目を記入していただく理由は大きく２つございます。 

 １つ目は、受付で持ち込まれたごみを把握し、処理不適物、産業廃棄物などの搬入

を防ぐためです。当然、ごみを降ろす場所においても係員が現物を見てチェックをい
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たしますが、まずは自己申告をしていただいた申請書の記入内容によりチェックを行

っております。 

 ２つ目の理由は、持ち込まれたごみの品目によりごみを降ろす場所が異なるので、

その案内を行うためです。一例を挙げますと、可燃ごみ袋に入らないプラスチックの

衣装ケースは構成市の収集では粗大ごみに分類されますが、当センターに持ち込まれ

た場合は可燃ごみとして処理をいたします。ですので、可燃ごみ置場を案内しており

ます。 

 詳細なごみの種別の記入について、持ち込まれる方にはご面倒をおかけしておりま

すが、こうした理由によるものでございます。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、愛知県の緊急事態宣言が継続

中の本年５月15日からは受付時間の短縮を図り、受付窓口での滞在時間を短くするた

め、職員対応による事前の電話受付を実施しており、事前に電話連絡をいただけれ

ば、その際の聞き取りでごみの品目を含めた申請書の記入を対応した職員が行い、来

所された際にはその申請書を確認の上、署名のみをしていただくことで受付時間の短

縮を図っております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 答弁が終わりました。 

 再質問はありますか。 

              （３番中川昌也「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○３番（中川昌也） ２番目、持込み物の詳細を聞き取りされたことでの効果は何があっ

たのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 受付において、持ち込まれたごみの品目を把握し、聞き取りを

することで、処理不適物や産業廃棄物などの搬入を防ぐことができていると考えてお

ります。また、当施設では可燃ごみ置場と不燃、粗大ごみ置場が別々の場所となるた

め、ごみの品目を把握することでごみを降ろしていただく場所の案内を的確に行うこ

とができ、安全でスムーズな搬入の確保につながっていると考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（片渕卓三） 答弁が終わりました。 

 再質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「再質問、お願いします」の声あり） 

 お願いします。 

○３番（中川昌也） 今の聞き取りをされることで処理不適物の混入を防ぐというような

ことが大きな効果があるというように答弁されましたが、例えば受付で聞かなくても

降ろす場所に係員の方がいらっしゃいますが、その方々も判断されてると思うんです

よね。それでできないんでしょうか。受付と二重になりますよね、そうすると。それ

はいかがかなと思いまして、伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） おっしゃるとおり、ごみを降ろす場所でも現物を見てチェック

をしておりますが、チェックに万全を期すため、受付窓口でのチェックと現場でのチ

ェック、二重のチェックをしております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○３番（中川昌也） ３番目、使用料を変更することでどんな効果が得られるのか伺いま

す。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 今回の改正により、住民の皆様には少量のごみであれば構成市

の定期収集、予約収集をご利用いただき、やむを得ず晴丘センターに持ち込まれる場

合は極力まとめて搬入していただくことなど、ごみの出し方を工夫していただくこと

になりますが、その過程において、資源ごみとして出せるものはないか、再利用でき

るものはないかなどごみ減量意識が高まり、ひいては区域内のごみ減量化につながっ

ていくと考えております。 

 また、少量ごみの搬入が抑制されれば窓口における混雑が解消され、新型コロナウ

イルスを想定した新しい生活様式に対応した持込みごみの受入れが実現できるととも
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に、場内通行車両等の安全で円滑な場内移動が可能になると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○３番（中川昌也） ④番、使用料について、改正前と改正後の収入見込みは何を根拠に

シミュレーションされたのか。また、収入見込額はどのように想定されているのか伺

います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 令和元年度の一般持込みの重量別件数において、今回の改正の

影響を受ける40キログラムまでの持込み件数は全体の約60％となっており、そのうち

現行では無料となる20キログラムまでの持込み件数が約41％、600円となる30キログ

ラムまでの持込み件数が約11％、800円となる40キログラムまでの持込み件数が約

８％となっています。これら40キログラムまでの持込み件数の９割が市の収集や資源

化により減少すると仮定した場合、年間で10万円程度の収入減になります。 

 一方、20キログラムまでの無料区分の持込みは９割減るものの、30キログラム、

40キログラムの従来から有料であった区分の持込みは５割の減少にとどまり、かつ少

量ごみをまとめて持ち込む方が一定程度あると仮定し、50キログラムの区分が３割増

加すると試算した場合は、年間で300万円程度の収入増になります。 

 なお、今回の改正目的は、搬入者の応益負担の側面もございますので、収入の増減

にも影響があると考えてはおりますが、少量ごみの搬入抑制とごみ減量意識の啓蒙強

化が一義的な目的でありますので、収入が増加した場合は附属的な効果と捉えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「再質問、お願いします」の声あり） 

 どうぞ。 

○３番（中川昌也） 少量ごみの持込みの抑制を図りたいということが大きな狙いの一つ

でもあるということだと思うんですけれど、例えばこれが通常の各市町の収集によっ
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て行われることになると思うんですけれど、その場合に、例えば晴丘さんの手間とし

ては確かに減るかもしれないんですけれど、市の収集業務としては当然これまでより

も増えそうな想像ができるんですけれど、そういったことについてはどういうように

考えられてますか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 当然、おっしゃるようにこちらに持ち込まれてたものが構成市

の収集のほうに回れば、構成市の負担が全く増えなくなるとは考えておりません。一

定程度のご負担をお願いすることにはなるであろうというふうには認識しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「再々質問、お願いします」の声あり） 

 中川議員。 

○３番（中川昌也） 今の答弁にありました、各市町が一定の仕事量といいますか収集の

歩合が増える可能性があるということにつきましては、各市町の了承は、話合い等を

含めてご理解が得られておるのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 今回の改正案の提出に当たっては、構成市のほうに事前に説明

のほうはしておりますので、了解は得られているというふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 次の質問をお願いします。 

○３番（中川昌也） それでは⑤番、一般廃棄物において改正案では50キログラムまで

1,000円とされますが、仮にこれまでの20キログラムまで無料を改め10キログラムに

つき200円とした場合の収入額の見込み及び料金区分の検討はされたのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 改正前の使用料体系の20キログラムまで無料という区分を廃止

した場合の施設使用料収入を令和元年度の搬入件数で試算しますと、約380万円の収
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入増となります。しかしながら、20キログラムまで無料の区分の廃止のみでは、例え

ば晴丘センターに20キログラムの粗大ごみを持ち込んだ場合は400円の施設使用料が

かかるのに対し、構成市の粗大ごみの予約収集による処理料金は瀬戸市の場合

840円、尾張旭市、長久手市の場合の800円と比較すると当センターへ持ち込んだほう

が安価であるため、少量ごみの持込み抑制の効果は小さいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （３番中川昌也「以上で終わります」の声あり） 

 以上で中川昌也議員の質疑を終了いたします。 

 次に、原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） それでは、私も同様に第３号議案施設使用料の改正について。 

 今回のポイントは、20キログラムまで無料としていた当組合への搬入するごみの件

数の増加を抑制する目的で条例の改正が行われております。そのことについて改めて

確認をしていきたいと思います。 

 まず、１点目、平成23年までの持込み件数は徐々に増加しておりましたが、現在ほ

どの増加傾向ではありませんでした。平成24年以降、各市のごみの有料化が図られま

したね。それによって持込み件数の増加が図られました。主なものは、一般市民の先

ほども説明があったように粗大ごみの持込みの増加が要因と考えますが、その割合は

どのように変化しているのか、また令和元年度の割合はどんな割合か伺います。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 平成23年度の一般持込み件数１万979件のうち粗大ごみの持込

み件数は1,824件で、その割合は16.6％でございました。以後、増加傾向が続き、令

和元年度においては、一般持込み件数３万3,240件のうち粗大ごみの持込み件数は

9,855件で、件数は5.4倍となり、その割合は29.6％となっております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「じゃあ、次に移ります」の声あり） 
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 移ってください。 

○５番（原田 学） ２点目。それでは、当組合は一般持込みごみの組成の分析は行って

いるのかどうか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） ごみの組成分析は、構成市及び一般廃棄物収集運搬許可業者の

パッカー車で搬入される収集ごみを含めた可燃ごみピット内から抽出したごみにより

実施しておりますので、一般持込みごみに限定したごみの組成分析は行っておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「それでは、次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） 施設の使用料を50キログラムまで一律1,000円とした理由は、改め

て伺います、何でしょうか。 

 また、50キロを超えた場合、10キログラムにつき200円とする理由は何か伺いま

す。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 施設使用料を50キログラムまで1,000円といたしましたのは、

本来、構成市の定期収集、予約収集をご利用いただけるような少量ごみの持込みを抑

制し、やむを得ず持込みする場合は極力まとめて搬入していただくため、最低搬入料

金を導入しようとするものでございます。また、50キログラムまで1,000円となるこ

とで、構成市における粗大ごみの予約収集による処理料金との均衡が図られるものと

考えております。 

 10キログラム200円につきましては平成23年４月１日から適用しており、ごみ処理

原価及び近隣清掃工場との均衡を図り、設定されたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「それでは、再質お願いします」の声あり） 
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 原田学議員。 

○５番（原田 学） 今言われたように、20キロ未満でも、例えば1,000円払ったらいい

んだとすることになったら、これ50キロ未満ですからね、今までここがやっていたご

みの基本的な考え方ですよね。運び込まれるのは、本来、例えば引っ越しごみ、短時

間にここを去らなければならないけども引っ越しをするためにはこんだけのごみが出

たと、それを一時期持ってきたいと、そういうのに応えるというのがここの役割だっ

たと思うんですよね。引っ越しなどの一時的なものならよしとする本来の趣旨と。そ

うすると、低くたって持ってきたらお金だけ出せばいいんではないかということにな

りかねないと思うけども、そのあたりはどのように考えておられるのか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 今回の改正は、住民の皆様に少量ごみの出し方を工夫していた

だく中でごみ減量意識を高めていただくことを期待する側面もございますので、ごみ

の排出、少量ごみの持込みを助長するものではなく、一時多量ごみ等の受入れを主た

る役割とする従来の考えと矛盾することにはならないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （５番原田学「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） ４点目。それでは、改正に当たっては様々な機会を通じて住民の直

接の意見を聞くべきだと考えるが、いかがでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 循環型社会の形成に住民のご理解、ご協力は不可欠なものであ

り、住民に直接ご意見をいただくことは大変重要だと認識しておりますが、今回の改

正は、少量ごみの持込み抑制を図り窓口における混雑を解消することで、新型コロナ

ウイルスを想定した新しい生活様式に対応した持込みごみの受入れを実現するという

要素もございます。新しい生活様式への転換は急務であり、一方で料金体系の改正に

ついては十分な周知期間を設ける必要があることから、今回はこのようなスケジュー

ルでの改正案の提出に至りました。 
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 議決を賜れば、施行期日までの間、住民の皆様には本改正の趣旨をご理解いただい

た上で当センターをご利用いただけるよう、丁寧な周知を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「再質」の声あり） 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） コロナ対応で窓口混雑なんだということを強調しておられますけど

も、それを避けるために、じゃあなるべく少量ごみの方に来てもらわない、そのため

にもというような答えにも聞こえてくるんだけども、そのあたりは、コロナなのか少

量ごみなのか、どちらを重点に考えておられるのか、改めて伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式に対応する持込

みごみの受入れの実現も、条例改正の理由の一つの要素となります。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問あれば受けます。 

              （５番原田学「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） ５点目。ごみ減量の、本来趣旨に立ち返れば料金的な解決ではなく

て、捨てればごみ、分ければ資源とする考え方によって各市町で廃棄物の資源化を促

進する対策の強化こそ必要であると考えるが、いかがでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 各構成市におかれましては、各種リサイクル施設等の設置など

積極的な廃棄物の資源化の促進に取り組んでいただいておると認識しております。当

組合においても、持込みに係る問合せの電話を受けた際などには、小型家電、古紙な

どの資源化できるものについては、構成市のリサイクル施設などへ持ち込んでいただ

くようご案内しております。引き続き構成市と協力し、ごみ減量のため、廃棄物の資

源化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（片渕卓三） 再質問あれば受けます。 

              （５番原田学「じゃあ、最後意見だけ言っときます」の声

あり） 

 どうぞ。 

○５番（原田 学） 値上げに際しての条件がきちっと整っているか、そこが私は疑問な

んですね。例えば、住民がなぜここへ持ち込まなければならないのか、そういう声を

丁寧に聞いて、２つ目、その住民の方々と資源化するためにはどうしたらいいのか、

そういう手の込んだというか、力を入れたそういう取組こそ必要ではないでしょう

か。一方的に、値上げということだけ先にやって、果たしてそれで、そりゃ確かに住

民はお金が高くなったら嫌だねと思う効果でやるかもしれないけども、ごみの資源化

は住民さんの協力なくしてはできません。そういう意味で、もっともっと当組合も汗

をかくべきではないかということを意見として申し上げて、質疑を終わります。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 以上で原田学議員の質疑を終了いたします。 

 次に、１番三宅聡議員の発言を許します。 

 三宅聡議員。 

○１番（三宅 聡） 同じく３号議案について伺ってまいりたいと思います。 

 一般ごみの持込みの状況について。 

 (1)令和元年度の一般ごみ持込み件数は３万3,240件、稼働日数で割ると１日平均

130件となります。増加を続ける一般ごみの持込み件数であるが、新型コロナウイル

ス感染症対策として一般の方と対面をする受付窓口ではどのような対策を取っている

か伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 搬入者同士または受付担当者と搬入者が密接しないようアクリ

ル板などを設置するとともに、先ほど答弁いたしました事前の電話受付により受付時

間の短縮を図り、受付窓口での滞在時間を短くする対策を講じております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （１番三宅聡「再質問です」の声あり） 
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 はい。 

○１番（三宅 聡） 今お話をいただいた対策で現在はいいとしても、今後も予想される

一般ごみの持込みの件数の増加に対応して、今後も対応してできるというふうにお考

えでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） トータルとしての持込み件数自体に大きな減少は見られません

が、受付時間の短縮や電話受付時に混雑を避けた曜日、時間をご案内することで混雑

緩和には一定の効果があると考えております。 

 しかしながら、依然として日や時間によっては、受付窓口において多数の搬入者が

受付もしくは料金精算の順番を待っていただく場面もございますので、持込みの件数

を抑制することが必要だと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （１番三宅聡「ございません」の声あり） 

 次に移ってください。 

○１番（三宅 聡） 状況によってはなかなか難しいというお話でした。 

 それでは、(2)受付窓口は事務所と一体であり、万一受付で感染者が出た場合は工

場棟へ出入りする者も全て濃厚接触者となるというふうに考えられます。そうなれ

ば、陰性が確認されるまで焼却業務も数日間一旦停止というふうになりますでしょう

か。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 受付を含む管理棟職員と主に工場棟で業務に当たる焼却炉の運

転員とは、打合せや現場立会等で接触の機会も少なくないことから、濃厚接触者の特

定範囲にもよりますが、焼却炉の運転業務等に支障が生じ、通常の収集ごみの処理自

体に影響が及ぶおそれがあると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （１番三宅聡「ございません」の声あり） 
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 次へ移ってください。 

○１番（三宅 聡） 今の話ですけども、濃厚接触者が出れば一旦停止になるかもしれな

い、そこでクラスターが出たら長期停止ということになりますので、晴丘センターで

は感染対策というのは最重要課題であるというふうに思います。 

 ３番に行きます。 

○議長（片渕卓三） はい。 

○１番（三宅 聡） 当センターは受付窓口、駐車場、計量の設備、可燃ごみ、不燃ごみ

を降ろす場所など全てにおいて一般ごみの持込みを前提に設計をされていませんが、

そういう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 受付窓口のスペース、一般持込み車両の駐車場許容台数、計量

設備の操作環境、ごみを降ろす場所の配置、その動線などは、現在の一般持込み件数

や持込み実態に対応した施設としては整備されていないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○１番（三宅 聡） 再質問です。 

 増え続ける一般ごみの持込みに対応できるよう、今後施設を改良していく予定はあ

りますでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 現在のところ、大規模な施設改修は考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （１番三宅聡「ありません」の声あり） 

 次、移ってください。 

○１番（三宅 聡） (4)可燃ごみを降ろすプラットフォームでは、以前、平成12年当時

は職員が１人で担当していましたけれども現在は３名ですと。その理由を伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） ３名体制といたしましたのは、増加を続ける一般搬入車両に対

応するとともに、可燃ごみプラットフォームにおける全ての車両の安全確保の徹底と

処理不適物などの搬入を防ぐ監視を強化するため、現在は原則３名配置をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （１番三宅聡「特にございません」の声あり） 

 次へ移ってください。 

○１番（三宅 聡） 次に移ります。 

 ２番の一般ごみの持込み制度の変更についてですけども、今回の一般ごみの持込

み、50キロまで1,000円、50キロを超えると10キロにつき200円というこの制度変更に

至るまでにどのような議論がされたんでしょうか、伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 晴丘センターは、安全で円滑な一般廃棄物の適正処理をその使

命としておりますが、現状では一般持込み件数が増加しており、円滑な施設運営に支

障を来しております。また、当センターへのごみの総搬入量は減少傾向が底を打ち、

近年、増加傾向にあります。これら課題の改善対策の一つとして、当センターへの一

般の方の搬入実態を分析し、市の収集への誘導や搬入方法の工夫など他の方策が可能

な少量の持込みごみの抑制が期待できる制度変更の検討に着手いたしました。 

 結果、50キログラムまで1,000円という最低搬入料金は、構成市の粗大ごみ予約収

集料金とのバランス等を考慮し、また50キログラムを超える場合の単価は、ごみ処理

原価及び近隣清掃工場との均衡を図るため、従前と同額としたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○１番（三宅 聡） 再質問です。 

 現在は20キロ未満は無料となっていますが、この制度を使って同じ方が同じ日に何

度も20キロ未満ということで持ち込む、こういった事例はよく見られましたでしょう

か。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 
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 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） そのような搬入例もございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

○１番（三宅 聡） 再々質です。 

 そういったことが受付窓口や、ごみを降ろすプラットフォームの作業の増につなが

っていると感じておられますか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） そのような搬入が、少なからずそういった業務に影響している

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

              （１番三宅聡「最後に意見を言って終わりたいと思いま

す」の声あり） 

○議長（片渕卓三） ご意見だけです。 

○１番（三宅 聡） 晴丘センターは、もともと一般ごみを持ち込む前提で設計をされて

ない施設であります。そこに想定以上の一般ごみの持込みがあると無理が生じるとい

うのはある意味当然だというふうに考えます。施設がそれ用に改良できない以上、安

全・安心を確保するため、持込みを減らす以外ないというふうに考えます。 

 私の質疑はこれで終わります。 

○議長（片渕卓三） 以上で三宅聡議員の質疑を終了いたします。 

 通告のありました質疑は以上であります。 

 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。 

 ５番原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） それでは、私は第３号議案尾張東部衛生組合廃棄物処理施設の設置

及び管理に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。 

 コロナ問題も加わり、窓口の対応の混雑化が問題となっております。これを機会に

同条例が取り急ぎ提出された感があります。住民への周知期間が必要だからとこの
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10月の議会で決め、半年間の周知を経て、来年、令和３年４月１日の施行にするスケ

ジュール先行型の決め方で果たしてよいのですか。肝心な少量持込みの方々の理由

や、さらにそれらの方の説得、ＰＲもなく値上げに踏み切る方法ではなく、話合いや

調査を通して当組合も汗を流すことこそ必要と考えます。 

 現在は、確かに20キログラムまでのごみの搬入は件数、重量とも全体の約４割と大

きな内容となっております。瀬戸市ではごみの減量化のためごみの組成分析をして、

ミックスペーパーや食品ロスへの対応に力を入れております。尾張旭市も長久手市も

同様に減量に取り組まれております。肝心なことは、いかに市民に協力をしてもらう

かです。改めて20キログラムまでの組合への持込み問題は、当事者の事情を聞きなが

ら資源化のＰＲも含め具体的に市民に協力を促す解決策を検討すべきです。コロナ禍

での対応も大変ですが、値上げとする場合にはより慎重な対応が必要であることを指

摘し、反対の討論を行うものであります。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 通告のありました討論は以上であります。 

 ほかに討論はありますか。 

              （「なし」の声あり） 

○議長（片渕卓三） 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号議案尾張東部衛生組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正について採決をいたします。 

 本案について賛成の方の挙手を求めます。 

              （賛成者挙手） 

○議長（片渕卓三） 挙手多数であります。よって、第３号議案尾張東部衛生組合廃棄物

処理施設の設置及び管理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５ 認定第１号 令和元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（片渕卓三） 次に、日程第５、認定第１号令和元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。 
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 理事者の説明を求めます。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） ただいまご上程いただきました認定第１号令和元年度尾張東部

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ページをご覧ください。 

 本決算につきましては、地方自治法第233条第３項の規定により監査委員の意見書

をつけて議会の認定をお願いするものでございます。 

 決算書の２ページ、決算総括表をご覧ください。 

 表中、予算現額は16億5,472万8,000円でございます。歳入額は17億750万7,647円

で、収入率は103.2％でございます。歳出額は16億2,079万4,895円で、執行率は

97.9％でございます。この結果、歳入歳出差引き過不足額は8,671万2,752円、翌年度

へ繰り越すべき財源はございませんので、同額を翌年度へ繰り越すものでございま

す。 

 続きまして、歳入歳出の明細について説明させていただきます。 

 ８ページ、９ページをご覧ください。 

 歳入における１款の分担金及び負担金でございますが、予算現額合計の９億423万

3,000円に対する収入済額は、右ページにございますとおり９億423万2,681円、収入

率は100％となっております。 

 収入の内容は、構成市のごみの搬入量と人口に応じた負担金で、１項１目の一般経

費負担金と１項２目の建設経費負担金でございます。 

 この先、２款以降につきましては、予算現額の読み上げは省略し、収入済額と収入

率及び主な内容を中心に説明させていただきます。 

 ２款使用料及び手数料の収入済額は４億2,227万4,473円、収入率は113.2％でござ

います。 

 １項１目の土地使用料は、職員の駐車場料金などによるものでございます。 

 １項２目の施設使用料は、構成市の住民や事業者等から直接持ち込まれたごみの処

理等に係るものでございます。 

 ３款国庫支出金の収入済額は１億2,220万2,000円、収入率は100％、焼却施設基幹

的設備改良工事に係る補助率２分の１の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金でござ

います。 
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 次に、10ページ、11ページをご覧ください。 

 ４款財産収入の収入済額は6,657万9,346円、収入率は106.8％でございます。 

 １項１目の財産売払収入は、余剰電力及び蒸気の売却益でございます。 

 １項２目の財産運用収入は、廃棄物処理施設整備基金の運用利息及び自動販売機敷

地貸付料でございます。 

 ５款繰越金の収入済額は7,171万4,319円、収入率は100％でございます。 

 ６款諸収入の収入済額は500万4,828円、収入率は87.0％、１項１目の預金利子は一

般会計保管金の運用に係る利息で、２項１目の雑入はアルミや鉄くず等の売却収入に

よるものでございます。 

 続いて、12、13ページをご覧ください。 

 ７款組合債の収入済額は１億1,550万円で、収入率は100％、焼却施設基幹的設備改

良工事に係る起債によるものでございます。 

 以上より、歳入合計は下段のとおり、予算現額合計が16億5,472万8,000円、調定額

は17億750万7,647円、収入済額も同額で、収入率は103.2％でございます。 

 次に、14、15ページをご覧ください。 

 歳出の明細について、支出済額、執行率及び主な内容を中心に説明させていただき

ます。 

 １款議会費の支出済額は90万16円、執行率は56.3％でございます。内訳は、組合議

会議員の報酬や行政視察の経費でございます。 

 ２款総務費の支出済額は10億2,782万1,787円、執行率は97.4％でございます。この

うち、１項１目の一般管理費は支出済額が4,549万914円、執行率は88.6％でございま

す。主なものは、２節の給料や３節職員手当などの人件費と、１ページはねていただ

いた16、17ページに記載された19節の負担金補助及び交付金などでございます。 

 続いて、16ページ、17ページの中ほど、やや下段をご覧ください。 

 ２項１目の工場管理費は、支出済額が７億6,713万3,829円、執行率は97.9％となっ

ております。主なものとしては、２節の給料や３節の職員手当等などの人件費があり

ます。 

 また、１ページはねていただいた18、19ページに記載された11節の需用費で、大気

汚染防止用薬品の購入や修繕料、13節の委託料で、粗大ごみ処理施設運転管理業務、

15節の工事請負費で、焼却施設や粗大ごみ処理施設の整備工事費などがございます。 
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 次に、２項２目の最終処分費は、支出済額１億7,902万5,723円で、執行率は98.6％

となっております。主なものとしては、13節の委託料で、焼却灰の処理及び運搬業務

や最終処分場運転管理業務などでございます。 

 20、21ページをご覧ください。 

 ２項３目の最終処分場周辺管理費は、支出済額3,617万1,321円、執行率は92.9％と

なっております。主なものとしては、13節の委託料で、北丘スポーツ公園の管理業務

及び15節の工事請負費で、北丘憩いの家エアコン等取替工事費などでございます。 

 ３款建設事業費の支出済額は５億9,207万3,092円、執行率は100％となっておりま

す。これは、13節、15節の焼却施設基幹的設備改良工事に係る施工監理業務、工事請

負費及び25節の積立金で、当年度の積立金と基金の運用利息を廃棄物処理施設整備基

金へ積み立てたものでございます。 

 22、23ページをご覧ください。 

 ４款の公債費につきましては、令和元年度において支出はございませんでした。 

 ５款予備費についても、支出はございませんでした。 

 以上より、歳出予算現額合計は16億5,472万8,000円、支出済額が16億2,079万

4,895円で、不用額は3,393万3,105円、執行率は97.9％となっております。 

 続いて、24ページをご覧ください。 

 こちらは、令和元年度実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額は17億750万7,647円、歳出総額は16億2,079万4,895円、歳入歳出差引き額

は8,671万2,752円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実

質収支額は8,671万2,752円となっております。 

 25、26ページをご覧ください。 

 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、次の27ページの中ほどまで続いており、前年度から

の増減はございません。 

 続きまして、27ページの中ほどをご覧ください。 

 ２の物品につきましては、令和元年度中にデータロガーを購入したことで増加いた

しました。 

 ３の債権につきましては、該当ございません。 

 ４の基金につきましては、表中にある決算年度中増減高の欄にございますとおり、
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３億4,028万3,092円を積立ていたしましたので、決算年度末現在高は16億4,446万

936円となっております。 

 最後になりますが、28、29ページに、主要な施策の成果に関する報告をまとめてお

りますので、併せてご参照いただければと存じます。 

 以上が令和元年度尾張東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の説明でございます。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 理事者の説明は終わりました。 

 なお、この決算におきましては、監査委員より審査が行われておりますので、ここ

で加藤監査委員から審査の結果についてご報告お願いします。 

 監査委員。 

○監査委員（識見）（加藤多喜雄） それでは、令和元年度一般会計歳入歳出決算につい

て、松原たかし委員とともに審査を行いましたので、代表いたしましてその結果を報

告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、一般会計の歳入歳出決算書及び附属資料の審査方法につきましては、関係諸

帳簿、証拠書類等により計数の照合を行い、例月出納検査の結果等を参考にして実施

いたしました。 

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

いて作成されており、決算計数は正確であると認められました。 

 次に第５、決算の概要についてでありますが、計数的なものについては意見書に記

載いたしましたとおりですので、割愛させていただきます。 

 ２ページの第６、財産に関する調書の審査でございますが、廃棄物処理施設整備基

金の決算年度末現在高は16億4,446万936円となり、着実な積立てをされています。 

 終わりに、令和元年度から令和３年度までの３か年で行われる焼却施設基幹的設備

改良工事は、平成４年の本稼働から28年が経過した当施設の10年間の延命を図るもの

で、ごみ焼却処理を近隣清掃工場に処理依頼する業務を伴うなど、工事期間中の施設

運営の方法においても修繕規模においても前例のない事業であります。この大事業を

滞りなく住民生活に支障を来さぬよう推し進めるとともに、財政の効率化、適正化に

も努めつつ、住民の安全と安心な暮らしにつながる循環型社会の形成のため、構成市
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や住民との協力の下、廃棄物の安定的で適正な処理、減量等に一層の努力を望むもの

であります。 

 以上をもって監査委員の報告とさせていただきます。 

○議長（片渕卓三） 監査委員の報告は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ５番原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） それでは、ただいまご上程になりました認定第１号令和元年度尾張

東部衛生組合一般会計歳入歳出決算の認定について質疑を行いたいと思います。 

 まず、歳入からですが、ページ数の、決算書の10ページ、11ページから伺いたいと

思います。 

 初めに、４款１項１目財産売払収入、この組合は電気と蒸気を売っておられます

が、それが前年度に比べて大きな変化がありますので伺っておきたいと思います。 

 11ページの財産売払収入の２つ目、余剰蒸気売却収入455万2,617円ですが、30年度

と比べてみますと、30年度は834万166円ですか、大きな差があります。去年に比べる

と55％ぐらいになってるんですけども、一体その理由は何でしょうか、伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 余剰蒸気売却収入は、ごみの焼却時に発生する蒸気を隣接する

工場へ売却した際の収入で、平成30年度の蒸気売却量は１万412.2トンで、例年と比

べ突出した量でございました。一方、令和元年度は例年並みの5,589.6トンと売却量

が4,822.6トン減少したため、売却収入が大きく減少したものでございます。 

 平成30年度の売却量が例年と比べ多かったのは、売却先の隣接工場のボイラー設備

の故障により蒸気の需要が増え、当組合において焼却炉の運転計画を調整し、例年よ

り多くの蒸気を供給できたためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） 隣の事情がそういう具合に蒸気をたくさんつくって売ったというそ
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んなことだったと思います。 

 それでは(2)番、６款１項１目雑入のうちの同じ11ページの雑入の一番下から２つ

目、電気料収入５万1,412円になっております。昨年度の決算額が264万7,704円です

から、これもかなり大きく減少しておりますが、この理由は何でしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 電気料収入が平成30年度と比べ大きく減少しましたのは、平成

30年度の電気料収入には粗大ごみ処理施設電気料が含まれておりましたが、令和元年

度は自動販売機電気料のみとなったためでございます。 

 粗大ごみ処理施設電気料は、粗大ごみ処理施設運転管理業務受託者が当施設の運転

を行う際に使用する電気料で、従前は業務委託料に電気使用料を含め受託業者に効率

的な運転を促す仕組みとし、受託業者に使用した電気量に応じその使用料の支払いを

求めておりましたが、延命化工事の開始に伴い当施設を受託者以外でも使用する機会

が生じたため、業務委託料から電気使用料を除き受託者からの支払いを受けなくなっ

たものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） 委託の業者が払ってくれとったのをこっちが払うようになっちゃっ

たというようなことの説明だったと思います。 

 それでは次に、歳出に移ります。 

 歳出の16、17ページですか、２款２項１目工場管理費、その中に17ページの委託料

の内訳って説明欄にありますよね、その下から２つ目、粗大ごみ処理施設運転管理業

務3,204万6,000円ですね。これ30年度より275万6,400円高くなってます。その理由を

伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 先ほどの答弁で、電気使用量を業務委託料から除きましたが、

粗大ごみの処理施設におけるピット内での爆発、火災を防止するため、処理不適物な

どの除去などを行う不燃、粗大ごみの前選別業務に関し、近年の一般搬入者の増加や

処理に時間を要するスプリングマットレスの搬入増加に伴い、人員体制を強化する必
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要が生じたことがその理由です。 

 また、通常３年の長期継続契約としていたものを、延命化工事期間中の運転管理体

制が期間を限定し特殊となることから、令和元年度は単年度契約としたことが入札に

おいて影響したと考えられます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） 前選別の充実によって予算が膨らんだみたいな話だったと思うんで

すよね。言われてたのは、出火防止のために人手を増やしたというようなことだった

と思いますけども、とりわけリチウムイオンの電池によって、歳出ですね、原因の出

火事故、その件数はどれぐらいに当たりますか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 令和元年度に晴丘センターで発生した小火は99件であり、その

うちリチウムイオン電池等の小型充電式電池が原因と思われるものは85件でございま

した。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） じゃあ、再質ですね。もう一回再質です。 

 その事故の、調べてみると約85％から86％ぐらいがリチウム電池による出火事故と

いう具合になってます。前選別の充実をされたと言われたけども、具体的にどのよう

に前選別の充実を図ったためにここで出資が多くなったのか、そこのところを教えて

ください。 

○議長（片渕卓三） 原田議員、今85％じゃない、85件かな。 

              （５番原田学「99件分の85ですね。そうすると約85％ぐら

いだったと思いますけど」の声あり） 

 はい、分かりました。 

 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 水際の対策として、当組合では不燃、粗大ごみ前選別のさらな

る強化のための人員の補強を行っております。そのほか、出火の早期発見のため炎感
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知装置の増設も行っております。ただ、出火事故を防ぐ根本的な対策としては、当施

設にリチウムイオン電池等の小型充電式電池を持ち込まないよう、収集時においてス

プレー缶のように別回収することが最も効果的であると考えております。これには構

成市の協力が必要となりますので、引き続き要請を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 しかしながら、本来小型充電式電池は、一般社団法人ＪＢＲＣを通じてリサイクル

を行う必要がある品目ですが、コードレス家電が急増している反面、充電池の取外し

ができないなどメーカーの取組も統一されておらず、法的な整備も必要と考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） それでは、次の質問に移ってください。 

○５番（原田 学） 今の意見ですね。 

 言われたとおりだと思います。持込みをする３市の方がそれぞれリチウム電池を中

に入れ込まないということでなければ、ここで幾ら人を増やしても火災事故が発生し

たら、消防車を呼ぶまでの多分事故にはなってないのかもしれませんけども、それぞ

れの執務にも大きな影響を与えると思いますので、それは３市でよく相談をしながら

入れないという努力をそれぞれにしていただきたいと、そのように思ってます。 

 じゃあ、次に移ります。 

○議長（片渕卓三） 移ってください。 

○５番（原田 学） 次に、18、19ページです。 

 ２款２項１目の、これも工場管理費の中の13節の委託料です。説明欄のとこで言い

ますと19ページのヌ、ここに身体障害者用昇降機保守点検業務21万5,520円が記載さ

れております。これの実際の使用頻度、これはどれぐらいの割合で使っておられるの

か伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 本昇降機は、研修室のある管理棟と焼却炉のある工場棟を結ぶ

渡り廊下の階段による段差を解消するための車椅子専用昇降機で、主に施設見学の際

に必要な方にご利用いただいております。現在、施設見学は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止しておりますが、使用頻度といたしましては年に１回ほどにな
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ります。施設見学希望者から車椅子対応について問合せを受けた際に、渡り廊下側に

設置した車椅子用の入り口のご案内をしております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） 再質。 

 施設の構成上どうしてもそういうものが要るんでしょうねと思われます。ただし、

委託料のコ、19ページですけども、これを見ていただくとエレベーター保守点検業

務、一方で65万4,000円が使われてますよね。同じエレベーターというか、昇降機と

違うかもしれませんけども、これはこれで同時に修繕してもらうとか、そういう具合

にはならないんでしょうか。伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 当施設には、工場棟に定員11名、積載量750キログラムの乗用

エレベーターが２基ございますが、車椅子専用昇降機とは製造メーカーが異なるた

め、保守点検業務等はそれぞれ別々に委託しております。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （５番原田学「ありません」の声あり） 

 はい。 

○５番（原田 学） できないということだったと思います。 

 それでは最後に、20ページ、21ページに移ります。 

 ３款建設事業費、１項建設事業費、１目建設事業費、これについて伺います。 

 その中の、21ページの説明欄をご覧ください。 

 委託料の内訳として、基幹的設備改良工事、それの施工監理業務、それから工事請

負費、焼却施設基幹的設備改良工事２億4,400万円、これは炉のことですよね、基幹

的設備ですから。その、いよいよ改修の第一歩を踏み出しますよということですね。

合わせても２億5,100万円ぐらいの委託料になるんですけども、54億円の工事の中の

５％ぐらいに当たりますね。一番初めにここに手をつけて、本格的工事に入る前の段

階でどのような工事を行ったのか伺いたいと思います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 
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 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 平成元年度の具体的な工事内容といたしましては、令和元年５

月の契約以降、工事請負業者との仕様に係る実協議を開始し、電気設備における無停

電電源装置、直流電源装置の更新工事を実施したほか、焼却設備部品である焼却炉用

の火格子の製作、仮設事務所の設置など主に焼却炉の本体工事に取りかかる前の準備

等を行ったものでございます。令和元年度から令和３年度の３か年に係る継続費総額

51億4,910万円のうち令和元年度の年割り額は、先ほどありましたように２億5,179万

円で、同金額を支出いたしました。継続費総額に対する進捗率は約4.9％であり、工

事が本格化するのは令和２年度以降となります。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「これで終わります」の声あり） 

 以上で原田学議員の質疑を終了いたします。 

 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。 

 次に、これより討論に入りますが、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。 

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

決いたします。 

 本決算について認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              （賛成者挙手） 

○議長（片渕卓三） 挙手全員であります。よって、認定第１号令和元年度尾張東部衛生

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。 

 ここで暫時休憩とします。 

 再開時間は、あの時計で３時半とします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              午後３時23分 休憩 

              午後３時30分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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○議長（片渕卓三） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 先ほど、原田議員の最後の質疑に対する答弁の冒頭で、「平成

元年度」と申しましたが「令和元年度」の間違いでございましたので修正させていた

だきます。申し訳ありませんでした。 

○議長（片渕卓三） 議長にて訂正を認めます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 一般質問について 

○議長（片渕卓三） 次に、日程第６、一般質問を行います。 

 ５番原田学議員の発言を許します。 

 原田学議員。 

○５番（原田 学） それでは、私は当組合の情報公開条例の運用状況について伺いま

す。 

 その趣旨としまして、先日市民の方から当組合の各種工事の入札結果を調べたとこ

ろ、入札結果を表す調書に入札に参加した事業者名が記載されていない漏れがあり、

平成29年度から改めて調べたところ、平成29年度の２件に始まり、令和２年度、今年

度までに16件の漏れがあるとの指摘が寄せられました。当組合は、行政事務に対しそ

の内容を明らかにするための情報公開条例を制定しているにもかかわらず、必要な情

報を市民に公開されていない現状について、その原因を明らかにし、改善を求めるた

め、以下質問をいたします。 

 まず第１点、先般入札に関わる公文書、入札結果について開示請求が行われた際、

開示漏れの文書があり追加で開示が行われたとする情報が寄せられましたが、本事例

について当組合はどのように考えておられるのか、基本的な考え方を伺いたいと思い

ます。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） ご指摘の事例は、本年７月の公文書の開示請求に係る事務におい

て、同じ文書が重複して交付されているとの請求者からのご指摘を受け判明したもの

でございます。該当の文書つづりを再チェックしたところ、ご指摘の重複のほかに入

札結果調書そのもののつづり漏れがございまして、開示文書を追加する必要があるこ
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とを確認いたしました。こうしたことから、速やかに重複解消と追加の事務処理を行

ったものでございます。請求者の方には大変ご迷惑をおかけし、深くおわびいたしま

した。今後二度とこのようなことがないよう対応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（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） 再質問。 

 単にこの問題は、重複の漏れだとか開示の漏れでは済まされません。情報公開条例

第５条は市民の情報の請求権、第７条は当組合の開示の義務が示され、市民への行政

に対する権利とそれに応える行政の透明度が求められておりますが、なぜそのシステ

ムが働かないのか、改めて伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） チェック機能の欠落が原因でありまして、住民の方のご指摘によ

り公開情報の不備が明らかになった今回の事案を重大なことと受け止めております。

本事例を契機に、今回開示請求があったつづり以外の文書の再チェックを行うなど、

以後業務に当たっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

              （５番原田学「じゃあ、次に移ります」の声あり） 

 移ってください。 

○５番（原田 学） それでは、再度伺いますけれども、開示すべき文書が開示されなか

ったその理由を改めて伺いたいと思います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） 今回の開示文書つづりは、施行伺いから完了検査、支払いまでの

一連のつづりから特定の書類、今回の入札結果調書でございますが、これをピックア

ップしてその写しをつづったもので、一連の原本書類に不備がないかだけに注視し、

附属的なつづりへの意識が失われていたことによるものでございまして、さらには公

文書開示決定の際に開示対象文書の確認が不十分であったことなど、文書管理、文書

処理における確認体制が適切ではなかったことが原因と考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） 再質問。 

 適切ではなかったというようなことではなくて、本来あってはならないことが起き

てしまっとるということだと思うんですよね。 

 それで、改めて伺います。平成29年度から今日までに16件の漏れ、つづり忘れ、漏

れ、これは職員がつづらなければならないことを、例えば知らないだとか、本来あっ

てはおかしいんですけど、それから入札の調書を作る必要があることを知らない、こ

れ本質的なものじゃない、またはここの体質があったのではないかと思われるけど

も、その辺はどうですか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） 職員個々の意識レベルだけの課題ではなく、組織的なチェック体

制にも問題があったと反省いたしております。このことは、今般の情報公開事務に限

らず、どうしても緊急の対応を求められる現場優先の姿勢となり、一般的な事務処理

への注意が欠落してしまう組織的な課題でもあると考えております。こうした体質改

善を含め、改めて業務の見直しを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） ここまでですね、再…… 

              （５番原田学「再質、もう一回ね」の声あり） 

 再々まで聞きましたよね。 

              （５番原田学「再々、はい」の声あり） 

 再々々まで、行けないでしょ。 

              （５番原田学「これ２回できるでしょ、再質」の声あり） 

 あ、ごめんなさい、すいません。 

○５番（原田 学） 今回、今言われたようにその漏れを正して調書が作られたと言われ

ておりますけども、その際の手続はどのようにされたのか伺いたいと思います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） 今回の入札結果調書の加除につきましては、公文書開示決定決裁
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の中でその経過を明らかにいたしました。また、請求者の方には事情をご説明し、ご

了承いただいた上で公文書開示決定通知書の追加交付という形で通知をさせていただ

きました。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 原田学議員。 

○５番（原田 学） もう一度お聞きしたいけども、やり方として、私は追加交付ではな

くて、これはもう決定通知書の、改めて再交付ぐらいの重みがあると思うんですね。

重要なことなのでもう一回聞いときます。再発防止、それをどのように考えているか

伺います。 

○議長（片渕卓三） もう、答弁はこれでもう終わりですよね。 

              （５番原田学「あ、３回目なん」の声あり） 

 ご意見までですね、原田議員は。 

              （５番原田学「そうですか、ほいじゃあ」の声あり） 

 次へ移ってください。 

○５番（原田 学） その再発の防止をきちっとやっていただきたいと、そのように思い

ます。 

 じゃあ、次に移ります。 

○議長（片渕卓三） お願いします。 

○５番（原田 学） 今後開かれた行政とするためには、予算及び決算、そして人事な

ど、当組合として公表の義務があるけども、どのように考え、どのように進められる

のか伺います。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） 予算書、決算書につきましては地方自治法の規定に基づき公表し

ておりまして、その概要については組合ホームページでも閲覧できるようになってお

ります。また、人事に関しましても、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に

基づきまして、職員数に関する状況、職員の給与に関する状況などを公表しており、

こちらも組合ホームページで閲覧できるようになっております。今後も積極的な公表

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（片渕卓三） 再質問があれば受けます。 

              （５番原田学「再質」の声あり） 

 はい。 

○５番（原田 学） 情報公開制度というのは２つの制度があって、市民から請求される

からそれに対してきちっと応えますよっていうのと、積極的に当組合がいろんな情報

を出していく、例えば今ホームページっていうことを言われましたけども、入札の結

果、それから閲覧事項等含めてホームページだけではなくてこの施設も情報公開の一

部としてどんどん活用していくような、そういうことを考えていくべきではないかと

思うが、いかがでしょうか。 

○議長（片渕卓三） 答弁に入ります。 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） まずは、限られたスペースではございますけれども、事務所前の

ロビーに閲覧場所を設置することで早急に情報提供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（片渕卓三） 再々質問があれば受けます。 

○５番（原田 学） じゃあ、まとめて一度市長さんにお伺いをしたいと思います。 

 このように、残念だけども市民の情報公開に応えられなかった。ぜひとも、そうい

うところを改めて積極的に応えていく、そういう当組合にしてほしいと思うが、市長

はどのようにお考えか伺っておきたいと思います。 

○議長（片渕卓三） 事務長。 

              （５番原田学「おい、市長手を挙げとるぞ」の声あり） 

 事務長。 

○事務長（加藤眞二） 今回の一連の事務処理の不手際は、他の適正に行われている事務

の信頼をも失いかねない重大なことと受け止めております。一つ一つの適正な事務処

理が住民との信頼関係には欠かせないことをいま一度認識し、業務に当たってまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（片渕卓三） 原田学議員。 

○５番（原田 学） じゃあ、最後に意見として言っておきます。 
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 この問題は本当にとても大変な問題なんです。この間、長い間この施設が情報公開

の請求がなかった、または単に入札の結果調書をつづり忘れてしまっただけでは済ま

されません。当然果たされるべき行政機能が果たされなかった問題として、事の本質

が一体どこにあるのかということを真摯に受け止めていただきたい、そのように思う

んです。 

 今回の質問で、情報公開の機能が少しではありますけども動き始めております。そ

れも確かです。例えば、今、閲覧コーナーを設けられるというような話がありまし

た。それから、早急に入札の目録、調書、一覧表、そういうものをきちっとそろえる

ことなども早急に具体化する必要があると思います。また、インターネットによる入

札結果の公開など積極的な情報公開も含めて、ぜひ積極的に取り組んでいただきた

い、そのことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わるものです。 

 以上です。 

○議長（片渕卓三） 以上で原田学議員の質問を終わります。 

 これに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、発言を許します。 

 管理者。 

○管理者（伊藤保德） 議長のお許しをいただきましたので、閉会に当たり一言ご挨拶を

申し上げます。 

 最初に、先ほど原田議員から一般質問で、当組合における情報公開に係る根本的な

指摘をいただきました。かかる事態は誠に遺憾なものであり、真摯に受け止め、事務

長が答弁をいたしましたとおり、もう一度原点に返って二度と起こらないように再発

防止に相努めてまいりたいと思います。 

 本日は、本定例会にご提案申し上げました議案２件、そして決算認定１件、ともに

慎重審議をいただきまして、議決並びに認定をいただきまして、心より厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、昨年から始まっております焼却施設の延命化工事につきましては、いよいよ

本年度に入り本格化をいたしておりまして、工事の一時中止、ごみ搬入量の増加な

ど、新型コロナウイルスによる影響を受けながらも、工事内容や施工監理体制等をし

っかりと見極めて、適正かつ安全に工事を進めているところでございます。 
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 ごみの処理は、構成市民の生活に直結するものであり、こうした状況下においても

日々積極的にごみの減量、資源化施策を、一般廃棄物の適正処理と延命化工事を安全

に、そしてまた確実に行うという使命を果たしてまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 議員各位におかれましては、引き続き組合事業への一層のご指導、ご協力を賜りま

すよう心からお願いを申し上げ、挨拶といたします。本日は誠にありがとうございま

した。 

○議長（片渕卓三） ありがとうございました。 

 これにて令和２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。 

 大変にお疲れさまでした。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後３時47分 閉会 
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