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                               午後２時00分 開会 

○議長（山下幹雄） こんにちは。 

 定刻となりました。 

 ただいまの出席議員は15名であります。これより令和３年尾張東部衛生組合議会第

２回定例会を開会いたします。 

 なお、本日は傍聴人の定員を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、ご確認をいたします。 

 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。 

 それでは、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（山下幹雄） 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（山下幹雄） 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（山下幹雄） 次に、日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 
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 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、３番市原誠二議

員及び４番三木雪実議員を指名いたします。お願いします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第５号 尾張東部衛生組合焼却施設基幹的設備改良工事請負契約の変 

             更について 

○議長（山下幹雄） 次に、日程第３、第５号議案尾張東部衛生組合焼却施設基幹的設備

改良工事請負契約の変更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） ただいまご上程になりました第５号議案尾張東部衛生組合焼却

施設基幹的設備改良工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。 

 下段に理由がございますが、この案を提出いたしますのは、尾張東部衛生組合焼却

施設基幹的設備改良工事請負契約の工期及び契約金額の変更に伴い変更契約を締結す

るに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づきまして議会の議決を求めるものでございます。 

 別紙に議案の概要をつけさせていただきましたので、この資料により説明させてい

ただきます。 

 本工事は、晴丘センターごみ焼却施設の基幹的設備を改良し焼却炉を延命させるも

ので、令和元年５月臨時会において契約に関する議案の議決を賜り、その後着手し工

事を進めてまいりました。しかしながら、今般変更契約に至ることとなった理由を、

中ほど(2)変更理由ア、イにまとめてございます。 

 まず、ア、令和２年５月、新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が発出され、工

事を一時中止せざるを得なくなりました。これは国土交通省からの通知、新型コロナ

ウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応についてを背景と

した請負業者からの工事の一時中止の申入れを受け入れたことによるものでございま

した。 

 また、イでございますが、本工事はごみの処理を継続しながら焼却炉の改良を行う

ため、炉の運転期間、停止期間を綿密に調整し、ごみ処理を滞らせることなく工事を

施工するものでございますが、コロナ禍における外出自粛、ステイホームといった社

会的要請により家庭から排出されるごみ搬入量が一時的に増加し、長期間焼却炉を停
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止して行う当初の工事工程のままではごみが処理し切れず可燃ごみピットがあふれて

しまう事態が予測されたため、工程の組替え等の対応を行う必要が生じました。 

 今回の変更契約は、これらの工事一時中止と工程の組替えにより工期の延長と契約

金額の増額が必要となったため、工期の完了を令和４年３月18日から74日間延長し令

和４年５月31日とし、契約金額51億1,390万円を7,545万100円増額し、51億8,935万

100円とするものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山下幹雄） 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、８番浅井寿美議員の発言を許します。 

 ８番浅井寿美議員。 

○議長（山下幹雄） 発言席へ移動お願いします。 

              （８番浅井寿美「すみません。失礼いたしました」の声あ

り） 

 では、８番浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） それでは、第５号議案の契約金額変更の理由について伺います。 

 まず、第１番目、今ご説明していただきました議案概要の変更理由に、緊急事態宣

言下において工事を一時中止せざるを得なかったためということになっております

が、中止に至った経緯について伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 工事が一時中止に至った経緯につきましては、昨年４月７日に

東京、大阪、福岡等７都府県に新型コロナウイルス感染拡大に係る初めての緊急事態

宣言が発出される中、建設現場の労働者にも感染による死者が出る等の事態を受け、

大手ゼネコン等に工事の一時中止措置の動きが出てまいりました。 

 愛知県が宣言区域の対象となったのは令和２年４月16日から５月14日の期間であり

ましたが、そのような状況下で、請負業者から、現場労働者の健康と安全の確保及び

感染拡大防止に係る社会的要請への対応として、緊急事態宣言が解除されるまで工事

を一時中止したい旨の申入れがありました。 

 当組合といたしましては、一時中止による工程、請負金額への影響が懸念されると
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ころではありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、また国土

交通省から、施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置

等の対応について受注者からの申出があった場合には、受発注者間で協議を行った上

で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負金額の変更等、適切な措置を行うよう

通知もありました。 

 こうしたことから、工事の一時中止はやむを得ないものと判断し、後々の工事工程

への影響が大きい粗大ごみピット改造工事及び仮設電源設置工事以外の工事について

は、請負業者からの申入れを受け入れ、この期間に予定していた工事の大部分を一時

中止するに至りました。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （８番浅井寿美「いえ、これについてはございません」の

声あり） 

 では、次の質疑に移ってください。 

○８番（浅井寿美） それでは、２番、工事の一時中止が工事費の増加につながった要因

について伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 増加の要因についてでございますが、工事の一時中止により、

本来であればその期間に施工予定であったごみクレーン更新工事、ごみ投入扉更新工

事などの施工時期をずらすこととなったため、これに伴い据付け予定であった機器の

保管料、人員の再配置に伴う労務費などの追加費用が発生し、今回の工事費増額の要

因の一部となったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい、再質いたします」の声あり） 

 では、浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） 今回は、国交省からの通知もあって双方で協議がされたということ
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なんですけれども、こういった場合に、今回はコロナなんですが、様々いろいろな出

来事があると思うんですけれども、あらかじめ契約のときに何らかの取決めなどとい

うのはあるんでしょうか。 

 それでは、答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 工事請負契約書約款において、工事の中止に関する取扱い等に

ついて定めておりましたので、これに基づいて、国交省からの通知も踏まえ、請負金

額の変更を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質疑はありますか。 

              （８番浅井寿美「ないです」の声あり） 

 それでは、次に移ってください。 

○８番（浅井寿美） では、３番目です。 

 工期が74日間延長されたのは、コロナ禍でごみの量が増えたことによる工事工程の

大幅な組替えが理由とされました。今後も感染状況によっては同様の対応となるの

か、見通しを伺います。 

○議長（山下幹雄） よろしいですか。 

 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 今後感染状況が広がった際の見通しというご質問ですが、焼却

炉の長期停止を伴う工事工程を見直して組替えを行ったことなどにより工期は延長せ

ざるを得ませんでしたが、ごみ量の増加に対応できる体制を整えることができまし

た。 

 その後、工事は順調に進んで、２号炉に係る更新工事及び１号炉、２号炉に共通す

る電気設備の更新工事は完了し、残すところ１号炉のみの工事となっており、新型コ

ロナによる今後の社会、経済活動の動向にもよりますが、搬入されるごみ量が試算の

範囲を大きく超えることがなければ、感染防止対策を徹底した上で予定どおり工事を

施工し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（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「再質お願いします」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） 今のご答弁の中では、搬入されるごみの量が試算の範囲を大きく超

えなければというところだったんですけれども、工事が進んで２号炉が完了している

ということで、あと１号炉ということになるんですけれども、今後第６波などもまだ

まだ考えられることになると思うんですけれども、今回のようなごみの量であった場

合にも２号炉のほうで対応が可能というふうに認識してよろしいんでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 残り２号炉だけで対応がどうかというご質問でございますが、

先ほどと一部かぶるところがございますが、現在においては１号炉、２号炉の両炉に

共通する電気設備の更新工事が完了していることから、今後本工事において、両炉と

も運転が停止し、ごみの焼却処理が行えなくなる期間は限られた日数でございます。

また、地区外搬出体制も整っていることなどから、工事の初期段階とは状況が大きく

異なっておりますので、試算の範囲をごみ量が大きく超えなければ、予定どおり工事

を施工していけるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） よろしいですか。 

              （８番浅井寿美「はい」の声あり） 

 質疑は終了で。 

              （８番浅井寿美「はい、終了です」の声あり） 

 以上で浅井寿美議員の質疑を終了いたします。 

 次に、14番さとうゆみ議員の発言を許します。 

 それでは、14番さとうゆみ議員、お願いします。 

○１４番（さとうゆみ） 第５号議案について質問いたします。 

 焼却施設延命化工事の工事請負契約の変更について。 

 １、変更理由として、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る緊急事態宣言

下において工事を一時中止せざるを得なくなったことにより工事費が増加することに



- 9 - 

なったとありますが、具体的に何日間工事が止まっていたのでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 予定していた工事の大部分を一時中止としたのは、１回目の緊

急事態宣言の発出された期間を中心とした令和２年４月29日から５月27日の29日間で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりましたが、再質疑はありますか。 

              （14番さとうゆみ「はい、ありません。次、行きます」の

声あり） 

 じゃあ、次の質疑に移ってください。 

○１４番（さとうゆみ） ２、工事工程の大幅な組替えを行ったことにより工期が延長と

なり工事費が増大することになったとありますが、74日間の工期延長をすることで、

工事費が増えるだけでなく、工事中に近隣自治体の清掃工場や民間処理施設にごみ処

理を依頼する地区外搬出の費用も増えることになるのでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 経費に関するご質問でございますが、ごみ量が増加傾向にある

ことにより変更せざるを得なかった焼却炉の運転期間確保のための工事工程の組替え

は、当センター内でのごみ処理量を増加させることができ、令和２年度当初予算では

約4,700トンの地区外搬出量を見込んでおりましたが、搬出実績は604トンで約

4,100トンの縮減、当初予定量の７分の１以下に抑えることができました。 

 一方、工事工程の組替えを行う前の試算では、令和３年度の地区外搬出量は約

5,100トンと見込んでおりましたが、工事工程の組替えに伴い地区外搬出実施期間が

延長されたことなどにより、現時点での試算ではございますが、最終的には約

8,000トンとなる見込みです。 

 その場合、令和２年度、令和３年度の合計地区外搬出量を工事工程の組替え前後で

比較すると、組替え前は約9,900トン、組替え後は約8,600トンで約1,300トン減少す

ることとなり、地区外搬出経費は約850万円ほど減少することになると考えておりま

す。 
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 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （14番さとうゆみ「はい」の声あり） 

 はい。 

○１４番（さとうゆみ） 新型コロナウイルス感染症拡大防止で工事が止まったのは29日

間との答弁がありまして、そこに工程の組替えが加わり、74日間の工期延長が必要と

なっております。 

 今の答弁では、74日間もの工期延長になっても、地区外搬出の費用は予定どおりの

工事工程で行ったときよりも850万円減る見込みということでありました。850万円も

安くなるということであれば、当初設定した工事工程は妥当だったと考えていらっし

ゃるでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 当初の工事工程に対するご質問ですが、本工事は日々搬入され

るごみ処理をできるだけ継続しながら焼却炉の改良を行うものであるため、ごみ搬入

量の予測に基づき、焼却炉の運転期間と停止期間を綿密に調整し、効率的な工事の工

程を作成したものでございます。ごみの搬入量の予測に当たっては、ごみの搬入量は

曜日により大きく異なるため、令和２年度については、曜日の並びが同じ平成27年度

の搬入実績に基づき予測を立てるなど綿密な計画により作成した当初の工程でありま

したが、その実施が困難となったのは、コロナ禍における一時的なごみ量の増加とい

う想定外のことでありましたので、新型コロナウイルスが蔓延する以前の段階で作成

した当初の工事工程はその時点での最善の工程であったと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質疑はありますか。 

              （14番さとうゆみ「はい、ありません」の声あり） 

 では、次に移ってください。 

○１４番（さとうゆみ） 次、３、契約金額を51億1,390万円から51億8,935万100円に

7,545万100円を増額する契約変更ですが、7,545万100円の内訳はどのようでしょう
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か。 

 当初の制限付一般競争入札では、参加者１者、落札率98.46％での契約となってい

ますが、今回の変更契約金額はどのように算出したのでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 増額分の内訳につきましては、増額金額のうち、約530万円が

工事の一時中止に係るもので、これは本来であればその期間に施工予定であったごみ

クレーン更新工事、ごみ投入扉更新工事などの施工時期をずらすこととなったため、

これに伴い据付け予定であった機器の保管料、人員の再配置に伴う労務費などの追加

費用が発生することとなったものです。 

 残りの約7,010万円が工事工程の大幅な組替えによるもので、当初の工程では、２

号炉については令和２年７月から、１号炉については令和２年12月から、それぞれ約

90日間焼却炉の運転を停止し、ストーカ、給じん装置及び投入ホッパーを集中的連続

工事によりまとめて更新する予定でしたが、これをストーカ更新工事と投入ホッパー

及び給じん装置更新工事に分割して施工することとし、この分割された工事と工事の

間に焼却炉の稼働を組み込むことといたしました。 

 このことにより、これら工事に係る労務費、材料費及び直接経費が増加したもの

で、材料費につきましては、工場で製作した投入ホッパー、給じん装置などの巨大な

鉄製品の据付けの日程が延期になったことにより、一定期間倉庫などを借りてこれら

を保管する費用が生じたことなどによる保管料、運搬料などの追加費用が発生し、増

加したものでございます。 

 労務費につきましては、当初の集中的連続工事によりまとめて更新する工程は非常

に効率的に人員を配置することができるものでしたが、ストーカ更新工事と投入ホッ

パー及び給じん装置更新工事とに分割することにより作業員の配置体制が大きく変わ

り、また工期の延長も伴い人工が増加したことにより、追加費用が発生し、増加した

ものでございます。 

 直接経費につきましても、労務費同様、工事の分割により機械器具のリース料など

の追加費用が発生し、増加したものでございます。 

 これらを含めた変更金額の算出につきましては、専門のコンサルタント業者に委託

し、標準積算資料による単価の計上、メーカー見積りと実勢価格との精査など客観的
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な判断を経て作成した当初設計金額を変更し、請負率を乗じて算出しております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （14番さとうゆみ「はい、ありません。次、行きます」の

声あり） 

 じゃあ、次の質疑に入ってください。 

○１４番（さとうゆみ） ４、増額となる7,545万100円はどのような財源で賄うのでしょ

うか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 本工事に係る工事請負費は、継続費による予算計上を行ってお

り、当初はその期間を３年としておりましたが、工事工程の組替え等により工期及び

契約金額が変更される見込みであったことから、令和３年３月26日にご議決賜りまし

た令和２年度補正予算（第２号）において、継続費の期間を３年から４年、継続費総

額を51億4,910万円から52億5,287万8,000円へと１億377万8,000円の増額補正を行

い、これに基づき令和３年度当初予算措置がされており、今回の増額幅はこの金額内

であるため、新たな予算措置は伴っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （14番さとうゆみ「はい」の声あり） 

 さとうゆみ議員。 

○１４番（さとうゆみ） 今回の増額になる工事費は、既に令和２年度からの継続費と令

和３年度の当初予算で措置しているので、特に困ることはないとの答弁でありました

が、全体の工事費51億8,935万100円の財源構成としては、３市の負担金や国庫補助

金、起債などの割合及び金額はどのようか、最後にお尋ねをして終わりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 
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 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 工事費51億8,935万100円の財源内訳につきましては、約35％の

17億9,637万4,000円が国庫支出金、約54％の28億1,390万円が起債、残りの約11％、

５億7,907万6,100円が一般財源、すなわち３市からの建設経費負担金による支出とな

る見込みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質疑はよろしかったですね。 

              （14番さとうゆみ「はい、ありがとうございます」の声あ

り） 

 では、以上でさとうゆみ議員の質疑を終了いたします。 

 席へ戻ってください。 

 次に、11番三宅聡議員の発言を許します。 

 三宅聡議員、発言席へお願いします。 

○１１番（三宅 聡） それでは、発言のお許しをいただきましたので、質問させていた

だきます。 

 １、工期及び契約金額の変更について。 

 (1)については、先ほどの答弁で明らかになりましたので、割愛をしていきたいと

思います。 

 (2)変更理由のイに、コロナ禍でごみ搬入量が一時的に増加、ごみ処理が滞るため

工事工程の大幅な組替えを行ったとあるが、一時的に増加したごみを地区外搬出をし

て、工事工程は組替えせずという議論はされたかどうか伺います。 

○議長（山下幹雄） よろしいですか。 

              （11番三宅聡「はい」の声あり） 

 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 地区外搬出による対応、つまり当初は令和２年８月中旬に開始

する予定であった粗大ごみピットを仮設の可燃ごみピットとして利用し、民間のごみ

処理施設などへ地区外搬出をする時期を早めるという検討はいたしましたが、工程

上、施工時期を変更することができない粗大ごみピット付近に160トン移動式クレー
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ンを設置して行う高圧蒸気復水器更新工事との兼ね合い等により、実施は不可能と判

断いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

 それでは、三宅聡議員。 

○１１番（三宅 聡） 今ご答弁いただきました地区外搬出の方法ですけれども、粗大ご

みピットを仮設の可燃ごみピットとして、そこにためて地区外搬出をするという今お

話しでしたけれども、私が質問したかったのは、例えば直接パッカー車をほかのごみ

清掃施設のほうに走らせる、そして地区外搬出をしていけば、工事、工程の組替えは

必要ないんじゃないかなと、こういう意味合いでございましたがいかがでしょうか。 

○議長（山下幹雄） では、答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 仮設の可燃ごみピットを経由せず、名古屋市の猪子石工場、多

治見市の三の倉センターへの直接搬入による地区外搬出は、当初の計画においても予

定しておりましたが、第１回目の緊急事態宣言が発出され、外出自粛、ステイホーム

が広がり、家庭から排出されるごみの量が一時的に増加したことは近隣清掃工場にお

いても同様の状況でありましたので、予定していた搬入量を増加するなどの対応を近

隣清掃工場に要請することは行いませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「はい、大丈夫です。ありません」の声あ

り） 

 では、次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） (3)番、74日間の、約２か月半の工事延長となったわけでありま

すが、この間どのようにこの74日間というのを短縮されようとされたのか伺いたいと

思います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） 74日間の工期延長は、先ほど答弁いたしました焼却設備におけ

る約90日間の集中的連続工事をストーカ更新工事と投入ホッパー及び給じん装置の更

新工事に分割する工事工程の大幅な組替えを行ったことによるもので、分割したそれ

ぞれの工事を全体工程の中で最も適切な時期に組入れ直した結果、どうしても工期内

での完了が困難となったものでございますが、本体工事は年度内に完了し、植栽帯等

の復旧、現場事務所の解体等の附帯工事の完了が令和４年度にずれ込む見込みでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「ありません」の声あり） 

 では、次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） (4)コロナによる緊急事態宣言の発出が原因であり、工期の延

長、契約金額の変更についてはやむを得ないというふうに考えますが、現実的に当組

合として、予定より7,545万円の負担増になっていくことになっています。この計画

の変更による業者にとってのコストアップも全てこの金額に含まれているのかどうか

伺いたいと思います。 

○議長（山下幹雄） 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感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事

の対応については、国土交通省より、工事の一時中止措置等について受注者からの申

出があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必

要となる請負金額の変更等を適切に行うよう通知がされておりますので、これに基づ

き適切に対応したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「あります」の声あり） 

 それでは、三宅聡議員、再質疑お願いします。 

○１１番（三宅 聡） この緊急事態宣言による影響で組合は7,545万円の負担増が増え
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たわけですけれども、これ業者にとって不利益ということは全くなかったんでしょう

か。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 請負業者に対しましては、工事の一時中止については了承いた

しましたが、工事再開後につきましては安全第一ではありますが、できるだけ経済的

な施工工程を取っていただくよう協議を行った上で請負金額を変更しております。よ

って、請負業者においても企業努力を行っていただき、組合においては応分の負担を

行ったものと考えております。 

 以上でございます。 

              （11番三宅聡「はい、分かりました」の声あり） 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質疑はよろしかったですか。 

              （11番三宅聡「ありません」の声あり） 

 それでは、一応通告は以上ですね。 

              （11番三宅聡「はい、ありがとうございました」の声あ

り） 

 ありがとうございます。 

 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が、期限までに討論の通告はございませんでしたので、討

論を終了しますがよろしいですか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（山下幹雄） 討論を終了いたします。 

 これより採決に入ります。 

 第５号議案尾張東部衛生組合焼却施設基幹的設備改良工事請負契約の変更について

を採決いたします。 

 本案件について賛成の方の挙手を求めます。 

              （賛成者挙手） 
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○議長（山下幹雄） ありがとうございました。挙手全員であります。よって、第５号議

案尾張東部衛生組合焼却施設基幹的設備改良工事請負契約の変更については、原案の

とおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 認定第１号 令和２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（山下幹雄） 次に、日程第４、認定第１号令和２年度尾張東部衛生組合一般会計

歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 事務次長。 

○事務次長（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２年度尾張東部

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。 

 令和２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、地方自治法第

233条第３項の規定により監査委員の意見書をつけて組合議会の認定をお願いするも

のでございます。 

 続きまして、決算書の２ページの決算総括表をご覧ください。 

 表中の予算現額は31億9,575万6,000円でございます。歳入額は29億8,913万2,299円

で、収入率は93.5％でございます。歳出額は28億1,061万7,094円で、執行率は87.9％

でございます。この結果、歳入歳出差引き過不足額は１億7,851万5,205円、うち翌年

度へ繰り越すべき財源は7,896万8,500円となり、以上により翌年度へは9,954万

6,705円を繰り越すものでございます。 

 続きまして、歳入及び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。 

 歳入におきまして、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10億

2,896万6,000円に対する収入済額は、右ページにございますとおり10億2,896万

5,248円、収入率は100％となっております。 

 収入の内容は、備考欄にありますとおり構成市のごみ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
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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３億8,543万5,983円、収入率は101.3％でござ

います。 

 １項１目の土地使用料は、職員の駐車料金や電柱用地などの貸付に係るものでござ

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

理に係るものと北丘スポーツ公園の施設使用に係るものでございます。 

 ３款国庫支出金の収入済額は６億6,342万6,000円、収入率は100％でございます。

焼却施設基幹的設備改良工事、いわゆる延命化工事に係る補助率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。 

 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6,884万9,944円、収入率は168.8％でございます。 

 １項１目の財産売払収入は、余剰電力及び余剰蒸気の売却によるものでございま

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8,671万2,752円、収入率は100％でございます。 

 ６款諸収入の収入済額は114万2,372円、収入率は30.6％でございます。 

 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などでございます。 

 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７億5,460万円で、収入率は76.1％、延命化工事による起

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31億9,575万6,000円、調定額

は29億8,913万2,299円、収入済額も同額で、収入率は93.5％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80万730円、執行率は50.0％でございます。内訳は、組合

議会議員の報酬などでございます。 



- 19 - 

 ２款総務費の支出済額は10億541万4,235円、執行率は95.9％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5,514万436円、執行率は98.2％でご

ざいます。主なものは、１節報酬、２節給料などの人件費と、１ページはねていただ

いた16、17ページに記載の19節負担金、補助及び交付金などでございます。 

 続いて、同じく16、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７億2,894万7,697円、執行率は96.8％となっ

ております。主なものとしては、１節報酬、２節給料などの人件費、また１ページは

ねていただいた18、19ページに記載の11節大気汚染防止用薬品の購入や修繕料などの

需用費、13節粗大ごみ処理施設運転管理業務などの委託料及び15節焼却炉補修及び定

期点検整備工事などの工事請負費となっております。 

 次に、２項２目の最終処分費は、支出済額１億8,432万3,496円で、執行率は93.5％

となっております。主なものといたしましては13節委託料で、焼却灰等運搬業務、北

丘町の最終処分場運転管理業務に係る委託料などでございます。 

 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3,700万2,606円、執行率は87.3％と

なっております。主なものとしては、13節北丘スポーツ公園の管理業務に係る委託

料、15節北丘憩いの家に係る工事請負費などでございます。 

 ３款建設事業費の支出済額は18億438万5,151円、執行率は84.3％となっておりま

す。 

 こちらの支出は、歳入における１款１項２目の建設経費負担金、３款の国庫支出

金、７款の組合債をその財源としておりますが、その支出内容については備考欄に記

載してございますが、12節の役務費における一般廃棄物処理手数料、これは延命化工

事期間中、当センターでどうしても処理できない可燃ごみを春日井市、多治見市の清

掃工場に地区外搬出し処理をしていただいた際の処理料でございます。13節の委託

料、こちらも延命化工事に係る施工監理業務のほか、地区外搬出における可燃ごみな

どの運搬に係る委託料などでございます。また、15節の工事請負費では、延命化工事

費として15億2,128万3,500円の支出、25節の積立金では、当年度の積立金と基金の運

用利息を合わせた２億2,012万600円を廃棄物処理施設整備基金へ積立てを行っており

ます。 

 22、23ページをご覧ください。 
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 ４款公債費の支出済額は１万6,978円、執行率は4.6％となっております。これは、

令和元年度起債に係る利子の償還によるものでございます。 

 ５款予備費の支出94万3,067円は、14ページ記載の２款１項１目一般管理費のう

ち、委託料へ充用したものでございます。 

 以上より、歳出予算現額合計は31億9,575万6,000円、支出済額が28億1,061万

7,094円で、翌年度繰越額は継続費の逓次繰越しに係る３億1,606万8,500円、不用額

は6,907万406円、執行率は87.9％となっております。 

 続きまして、24ページをご覧ください。 

 こちらは、令和２年度実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額は29億8,913万2,299円、歳出総額は28億1,061万7,094円、歳入歳出差引き

額は１億7,851万5,205円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源は、継続費逓次繰

越額の7,896万8,500円でございます。 

 以上より、実質収支額は9,954万6,705円となっております。 

 続きまして、25、26ページをご覧ください。 

 令和２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、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、同じく27ページの中ほど、２の物品につきましても、前年度からの増

減はございません。 

 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、廃棄物処理施設整備基金の表中、決算年度中増減高の欄

にございますとおり、２億2,012万600円を積立てしましたので、決算年度末現在高は

18億6,458万1,536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２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。 

○議長（山下幹雄） 理事者の説明は終わりました。 

 なお、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

こで鈴木監査委員から審査の結果についてご報告願います。 
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 監査委員。 

○監査委員（識見）（鈴木洋子） それでは、令和２年度一般会計歳入歳出決算について

丸山幸子委員と共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18億6,458万1,536円となり、着実な積立てをされています。 

 終わりに、歳入歳出とも大きな増額要因となった焼却施設基幹的設備改良工事は、

近隣自治体の清掃工場にごみの焼却処理を依頼する業務を伴うなど、工事の進捗とご

み処理との緊密な調整が要求される前例のない事業であります。 

 ごみ処理は衛生的な住民生活のために停滞させてはならない行政サービスであり、

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、今後も構成市や住民の協力の下、廃棄物の安定的で適正な処理、減

量、資源化等、本組合が担うべき責務を果たすべく、より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（山下幹雄） 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。 

 初めに、８番浅井寿美議員の発言を許します。 

 ８番浅井寿美議員、発言席へ。 

○８番（浅井寿美） それでは、まず最初に歳入のほうから行きます。 

 歳入の１番目、２款１項２目施設使用料について。 

 １番目、令和元年度に比べ、廃棄物処理施設使用料の減少が大きくなっております
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けれども、その要因を伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 令和元年度の廃棄物処理施設使用料は４億1,922万8,800円、令

和２年度はこれより3,666万3,800円の減少となっておりますが、これはコロナ禍にお

ける外出自粛、ステイホームの定着により、構成３市の収集により搬入される家庭系

のごみ量が増加し、一般廃棄物収集運搬業者等により搬入される施設使用料を伴う飲

食店などからの事業系ごみの搬入量が減少したためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい」の声あり） 

 はい。 

○８番（浅井寿美） それでは、今回のこの減少を踏まえまして、今後の見通しについて

伺いたいと思います。 

 緊急事態宣言解除ということになりまして、飲食店などは通常営業に近い状況にな

っていくかと思われますけれども、コロナの感染拡大防止の対策として、一般市民は

分散勤務ですとか、そういうことなどがある程度定着をしてきているのではないか

と。コロナ後の社会でも一定こういったことが継続されるのではないかと思われます

けれども、飲食店などの再開によって、ごみはまた増えて施設使用料は回復をしてい

く可能性もありますが、家庭ごみはその分減るというふうにはなかなか思えない状況

ではないかなと思うんですが、そのあたりの見解はいかがでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） コロナ禍における生活様式の転換や社会的経済活動の変化も考

えられますので、当組合といたしましては、家庭から排出されるごみの搬入量、事業

系ごみの搬入量、それぞれの推移を注視して、今後もごみ処理業務が滞ることがない

よう努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 
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 再々質疑になりますね。ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい、ございません」の声あり） 

 では、次の質疑に移ってください。 

○８番（浅井寿美） 歳入の２番目、７款１項１目組合債について伺います。 

 12ページ、13ページです。 

 今回の焼却施設基幹的設備改良工事のための起債が令和元年度から始まっており、

令和２年度は７億5,460万円となっておりますけれども、本工事に係る起債全体はど

のようになるのか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 焼却施設基幹的設備改良工事、いわゆる延命化工事において、

令和３年度、令和４年度を合わせ19億7,000万円の起債を予定しておりますので、本

事業における起債総額は28億4,010万円となる見込みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「いえ、ございません」の声あり） 

 それでは、次に移ってください。 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） 歳出の１番目、４款１項１目公債費の中の利子のほうになります。 

 22ページから23ページになります。 

 一部事務組合の公債費は、自治体の財政の健全性を図る実質公債費比率に算定をさ

れます。令和２年度の公債費は利子のみとなっておりますけれども、今後の償還計画

はどうなっているのか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 延命化工事に係る今後の起債の償還についてでございますが、

借入れ済みの令和元年度起債額１億1,550万円、令和２年度の起債額７億5,460万円と

もに、償還期間10年、元金支払いの据置期間を２年としておりますので、令和３年度

からは令和元年度起債の元金の返済が始まり、令和４年度からは令和２年度起債の元
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金の返済がこれに加わります。令和３年度、令和４年度の起債はまだ借入れ前であり

ますが、これら起債においても、償還期間10年、元金の支払いの据置期間を２年とし

た場合、令和３年度起債における元金の返済が始まる令和６年度から向こう７年間、

公債費計上のピークが続くことになると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい、あります」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） 今回の事業には、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金という補助

金が出ておりますけれども、また組合債については、負担金を出している自治体に対

しての交付税措置もあるかとは思いますけれども、令和６年度から始まるピークの額

というのはどのような状況になるのでしょうか、伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） ピーク時の公債費の計上額につきましては、令和３年度以降の

起債においても償還期間を10年、元金支払いの据置期間を２年とした場合、ただし利

率が確定しておりませんので元金返済額のみの計算となりますが、ピーク時には約３

億5,000万円の公債費を起債の償還のため計上することになると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質問になりますが、ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） この組合債についての公債費は、基金は今後使われるのでしょう

か、伺います。 

○議長（山下幹雄） 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、公債費につきましては、廃棄物処理施設整備基

金からの取崩しは予定しておらず、構成市からの建設経費負担金により賄う予定でご
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ざいます。 

 なお、すいません、先ほど令和元年度の起債の元金の支払いが「令和３年度」から

始まるというふうに答弁いたしましたが、令和元年度の起債の元金の支払いは据置期

間が２年ですので「令和４年度」からになります。同じく、令和２年度の元金の支払

いも、据置期間が２年でありますので「令和５年度」から元金の支払いが始まること

となります。すいません。 

○議長（山下幹雄） 訂正を許します。 

 では、次の質疑に移ってください。 

○８番（浅井寿美） それでは、歳出の２番目です。 

 ２款１項１目一般管理費、２款２項１目の工場管理費について。 

 16ページ、17ページです。 

 １番、ごみの処理に当たっては、職員の新型コロナ感染防止対策が重要と考えます

が、具体的にはどのような対策を取られたのか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 来場者との対応を伴う一般ごみの持込み受付においては、温度

検知カメラの設置、アクリル板の設置、フェイスシールドを装着しての対応などの対

策を行っており、これらの費用を需用費における消耗品費、備品費により支出してお

ります。 

 なお、焼却炉の運転員、事務所職員においては、３密を回避するため適切な距離を

保つよう心がけ、出勤時の検温、小まめな消毒、定期的に部屋の換気を行うなどの感

染防止対策を継続しております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （８番浅井寿美「はい」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） それでは、晴丘センターの業務は、コロナ禍であっても止めること

ができないというエッセンシャルワークというようなものになるかと思うんですけれ

ども、ワクチンの接種はまだ始まっていなかった令和２年度というところなものです
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から、昨年度、感染拡大の防止のためには……。 

 すみません、これは……。 

○議長（山下幹雄） これ、次です。 

              （８番浅井寿美「２でした。すいませんでした。すいませ

ん、これは大丈夫です。失礼しました」の声あり） 

 じゃあ、先ほどの答弁で一旦切りまして、次の質問に移りますか。 

              （８番浅井寿美「はい、移ります」の声あり） 

 じゃあ、移ってください。 

○８番（浅井寿美） ２番です。 

 晴丘センターの業務はコロナ禍であっても止めることができないエッセンシャルワ

ークであります。ワクチン接種に至っていなかった昨年度は、感染拡大防止のために

は定期的なＰＣＲ検査が必要であったと考えますが、見解を伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 幸い、昨年度において晴丘センター職員における感染者は発生

しておらず、各職員において感染防止対策が徹底されていたものと考えておりますの

で、ＰＣＲ検査を行う状況ではなかったと考えております。現在ではワクチン接種率

も高くなっておりますが、これに安心せず、引き続き感染防止対策を継続してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑ありますか。 

              （８番浅井寿美「はい、１つお願いします」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） ごみを扱うということで、また業務を止めることができない、そう

いう事業に従事をされているということになりますので、感染リスクへの意識という

のは、高めておくというのは非常に重要だと思います。また、感染しても発症しない

無症状の感染ということも可能性があるということも念頭に置いて、スクリーニング

検査というものを定着させたほうがよいのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 
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○議長（山下幹雄） 答弁に移ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 新型コロナウイルス感染症のクラスター発生防止のためには、

スクリーニング検査を実施するなどして、感染者を早く発見することが対策の一つで

あるとの認識をしております。安定したごみ処理の継続をその使命とする当組合にお

いて、クラスター発生防止対策の必要性は高いと考えておりますので、今後の感染状

況によっては、近隣清掃工場等の対応も参考にしながら適切に判断してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質問になりますが、ありますか。 

              （８番浅井寿美「いえ、大丈夫です」の声あり） 

 では、次の質疑に移ってください。 

○８番（浅井寿美） 令和２年度財産に関する調書、４番の基金、27ページになります。 

 廃棄物処理施設整備基金について伺います。 

 令和２年度は、基金を２億2,012万円増額をし、年度末現在高は18億6,458万円とな

りましたが、基金増額の目的と今後の基金計画について伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 廃棄物処理施設整備基金は、廃棄物処理施設の整備に要する資

金に充てるため平成15年に設置され、構成市からの建設経費負担金を原資として、現

在においては、次期施設更新を見据え積立てを行っております。 

 今後は、先ほども答弁いたしましたように、同じく構成市からの建設経費負担金を

原資とする延命化工事に係る起債元金の償還も始まる状況であるため、年度間の負担

金の平準化にも考慮しつつ、次期施設更新に向け、適切な積立てを行ってまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （８番浅井寿美「はい、１つお願いします」の声あり） 
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 浅井寿美議員。 

○８番（浅井寿美） 次期施設更新も見据えて積立てを行うというところだったんですけ

れども、今回の基金の目標というのは大体定まっているのでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に移ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 基金の目標ということでございますが、次期施設更新につきま

しては、現段階では整備する施設の内容、事業手法など不確定要素が多く、その費用

については固まっておらず、資金計画についてもはっきりしたものをお示しすること

ができません。 

 この３月に尾張東部・尾三地域広域化ブロックごみ処理における広域化計画におい

て、既存２施設の延命化目標年度終了後の施設整備はそれぞれ単独での処理体制を継

続していく旨の方針が示されましたので、当組合といたしましては、単独での次期施

設整備に向けて着実に事務を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑になりますが、ありますか。 

              （８番浅井寿美「いえ、結構です」の声あり） 

 浅井寿美議員。 

              （８番浅井寿美「いえ、ないです」の声あり） 

 失礼しました。 

 以上で浅井寿美議員の質疑を終了します。 

 自席にお戻りください。 

 次に、11番三宅聡議員の発言を許します。 

 11番三宅聡議員。 

○１１番（三宅 聡） それでは、質問させていただきます。 

 １、歳入における４款１項１目財産売払収入について。 

 (1)です。余剰電力の売却収入が5,196万円とあります。過去、売却収入が１億円を

超えたこともありましたが、この減っている理由を伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） 理由は２つございまして、１つ目は延命化工事に伴い、例年に

比べ蒸気タービン停止期間が40日以上長かったことにより発電量が少なかったことが

理由となります。 

 ２つ目は、売電単価の低下です。当組合の発電設備は、電気事業者による新エネル

ギー等の利用に関する特別措置法、いわゆるＲＰＳ法の認定設備であり、再生可能エ

ネルギーを含む電気として、買取り義務のある電気事業者へ売電を行っております

が、平成29年度から電気事業者による買取り義務量が段階的に引き下げられているた

め、売電単価もそれに合わせて年々低下しております。ご質問にあった、１億円を超

える過去最高の売却収入であった平成26年度の売電単価は昨年度の２倍程度でありま

した。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「あります」の声あり） 

 はい。 

○１１番（三宅 聡） 今、お答えいただきました売電単価が下がっているということは

分かりましたが、今回の延命化工事によりまして、どの程度発電効率が上がったとい

うふうにお考えでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 延命化工事による発電効率、発電容量がそれによって変わって

おりますので、蒸気タービンの改造を行った結果、発電設備の容量が1,469キロワッ

トから1,520キロワットに3.5％増加しております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再々質問に入りますが…… 

              （11番三宅聡「ありません」の声あり） 

 よろしいですか。 

 次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） ２番の歳出における２款１項１目13節ごみ減量チラシの作成業務
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についてというところですけれども、(1)ごみ減量啓発チラシをどれだけ作成をし

て、どのように活用をされ、その成果はどうだったか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） ごみ減量啓発チラシは12万部を作成して、広報紙への折り込み

や自治会を通じて、尾張東部管内の住民に対し、延命化工事の内容やごみ減量に関し

ての啓発に活用いたしました。 

 延命化工事は現在も継続中ですが、一般持込みに関しましては、年間を通して大き

な混雑なく受入れができております。また、啓発チラシをご覧になった住民からの問

合せもあり、ごみの減量意識の向上に寄与するなど、一定の成果があったものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「あります」の声あり） 

 それでは、お願いします。 

○１１番（三宅 聡） ただいま一定の効果があったというふうにお答えいただきました

が、ごみの搬入量に対するチラシの効果はどのようなものがあったか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） コロナ禍という増加要因があったことなどから、令和２年度の

ごみ搬入総量からチラシ作成したことのみによる成果として捉えることはできません

けれども、一般持込みごみの搬入量は前年度と比較し減少しているため、チラシ作成

の一つの成果ではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「ありません」の声あり） 

 では、次に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） ３番の２款２項１目15節工事請負費のところ、№２排出コンベヤ
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の炎検知部の増設についてというところでございますが、(1)今回粗大ごみの処理施

設に２か所、炎検知をするところが増設されたと伺いましたが、これで何か所になり

ましたか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 既設の部分である№１排出コンベヤに２か所、№２排出コンベ

ヤ水平部に１か所の、今までは計３か所でしたが、当該工事により№２排出コンベヤ

角部に１か所、垂直部に１か所を増設し、合計５か所となっております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「はい、お願いします」の声あり） 

 三宅聡議員。 

○１１番（三宅 聡） ただいま答弁いただきました。既設は№１コンベヤに２か所、№

２に１か所で、今回増設したところが№２に２か所ということでありますので、これ

は今までの既設の部分で捉え切れなかった炎検知をさらに下流で捉えていくという、

そういう意味合いでつけられたんでしょうか、伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 今おっしゃっていただいたとおり、今まで見つからなかったと

ころで、その後でもそういったことを発見できるように設置したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑はございますか。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 それでは、次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） (2)令和２年度の発火、火災などの発生件数とその原因を伺いま

す。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） 令和２年度の消防の出動に至る火災、ぼやを含む発火等の発生

件数は110件で、うち96件がリチウムイオン電池などの充電式電池が原因となってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「はい」の声あり） 

 続けてください。 

○１１番（三宅 聡） 今、110件の消防出動に至る火災、また小火を含むということで

110件の火災の発生があったというふうに伺いましたが、これは発生するたびに破砕

機を一旦は停止をしなくちゃいけないということなんでしょうか。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） そういった事態になりますと、破砕機を一旦停止して原因の究

明等行っておりますので、おっしゃるように一旦停止をすることになります。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑に入りますが。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 よろしいですか。 

 では、次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） (3)瀬戸市では、本年10月１日よりスプレー缶など発火性の危険

物の分別回収の品目に新たに充電式電池などを加えることとなっております。構成市

の状況を伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 尾張旭市は、本年12月から充電式電池等を新たな発火性危険物

として分別回収を開始すると聞いております。長久手市からは、分別回収開始への具

体的な計画は聞いておりませんが、出前講座として資源とごみの分別講座を精力的に

実施するなど住民周知に取り組んでいただいておるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 それでは、次の質疑に移ってください。 

○１１番（三宅 聡） 次のところへ入る前に、３市で足並みをそろえてやっていただく

と、とてもいいかなというふうに思っております。 

 それでは、４番、２款２項２目13節最終処分場についてのところで、最終処分場埋

立地の残余容量算定業務について、(1)132万円で残余容量の算定を行っているが、現

時点であと何年で処分場の容量がいっぱいになるのか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 焼却残渣等につきましては、現在武豊町にあります愛知臨海環

境整備センター、略称ＡＳＥＣと北丘町にあります一般廃棄物最終処分場を併用し、

処分しております。残余容量算定業務により算出した令和２年度末での残余容量は、

約13万立方メートルであり、このままＡＳＥＣと併用が可能であると仮定した場合、

今後30年程度は継続使用が可能であると試算しておりますが、地元との協議における

埋立予定期間は令和29年４月までとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁が終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 それでは、次の質疑に移っていただいてよろしいですか。 

○１１番（三宅 聡） (2)当処分場への搬入が終了した後、施設の維持管理費はおよそ

毎年幾ら必要と考えておられるか、また今後何年続くと想定しておられるか伺いま

す。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） 最終処分場において焼却残渣等の埋立てが終了した後において

も、処分場が安定化し、施設の廃止が認められるまでは、浸出水の処理等を継続して
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維持管理することが必要となり、現在と同様、最終処分場運転管理業務委託料や薬品

費等の消耗品費等の維持管理費用は必要になってまいります。 

 これら費用の令和２年度決算額は約3,000万円となっておりますが、埋立期間終了

後は、埋立作業に関する経費はかからなくなるものの、埋立範囲、浸出水の増加に伴

う薬品費等の消耗品費の増加が予想されます。 

 なお、施設の廃止は省令で定められた最終処分場の廃止に係る技術上の基準で定め

られた項目を全て満たす必要があり、これらを満たすためには10年以上といった相当

の年数が必要になると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「はい、ございます」の声あり） 

 三宅聡議員。 

○１１番（三宅 聡） そうしますと、搬入が止まっても、その後排水処理施設が動いて

いくということでありますが、その後また排水処理施設が必要ではないというところ

まできれいになるまで、最終的に責任持ってやられるということでよかったでしょう

か。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 

○事務次長（渡辺雅司） はい、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再々質疑になりますが、よろしいですか。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 よろしいですか。 

 では、次の質疑に入ってください。 

○１１番（三宅 聡） (3)最終処分場の関連施設である北丘憩いの家の体育館や和室を

災害避難所として利活用するという考えは検討されたことはあるかどうか伺います。 

○議長（山下幹雄） 答弁に入ります。 

 事務次長。 
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○事務次長（渡辺雅司） 災害時の避難所の設置は市町村の所掌事務であり、当組合が主

体的に設置することは検討いたしておりませんが、瀬戸市から要請があれば検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山下幹雄） 答弁は終わりました。 

 再質疑はありますか。 

              （11番三宅聡「ございません」の声あり） 

 よろしいですか。 

 では、どうもありがとうございました。 

              （11番三宅聡「以上で質問を終わります」の声あり） 

 自席へお戻りください。 

 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す。 

 これにて質疑を終了いたします。 

 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

論を終了してよろしいですか。 

              （「異議なし」の声あり） 

○議長（山下幹雄） 討論なしといたします。 

 これより採決に入ります。 

 認定第１号令和２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（山下幹雄） ありがとうございました。挙手全員であります。よって、認定第１

号令和２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。 

 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
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申し上げます。 

 本定例会にご提案をいたしました議案及び令和２年度決算について、ともに慎重に

ご審議をいただき、原案どおり議決、認定を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。 

 さて、令和元年度から実施をしております焼却施設の延命化工事でございますが、

工期の延長により本年度内の完了予定が来年度５月末日の完了予定となりましたけれ

ども、近隣清掃工場のご協力をいただきながら、日々搬入されますごみの処理を滞ら

せることなく焼却施設の改良を進めているところでございます。 

 残りの工事期間においても、安定したごみ処理を継続していくためには、構成市は

もとより、市民の方々によるごみ減量に対するご理解、ご協力が不可欠でございま

す。 

 引き続き、こうした視点においても、議員各位の格別のご支援を賜りますことを心

からお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、閉会のご挨拶とさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（山下幹雄） ありがとうございました。 

 これにて令和３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。 

 お疲れさまでございました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

                               午後３時30分 閉会 
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