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平成２９年東部知多衛生組合議会第２回定例会会議録 

 

平成２９年東部知多衛生組合議会第２回定例会は、平成２９年８月２１日東部知多浄化センター議

場に招集された。 

 

１ 応招議員 

１番 早川高光  ２番 守屋 孝  ３番 酒井真二 

４番 月岡修一  ５番 鵜飼貞雄  ６番 近藤善人 

７番 山下享司  ８番 三浦雄二  ９番 米村佳代子 

１０番 沢田栄治 １１番 都築重信 １２番 三留 享 

 

２  不応招議員 

なし 

 

３  出席議員 

 応招議員と同じ 

 

４ 欠席議員 

不応招議員と同じ 

 

５ 開閉の日時 

平成２９年８月２１日（月）午後２時００分 開会 

平成２９年８月２１日（月）午後２時３７分 閉会 

 

６  傍聴者 

 なし 

 

７  地方自治法第１２１条の規定により会議に説明のため出席した者 

大府市長 岡村秀人  副管理者 小浮正典  副管理者 山内健次 

副管理者代理 桒原孝典  副管理者代理 間瀬政好  監査委員 古橋洋一 

会計管理者 久野信親  事務局長  遠藤公昭  業務課長 久野尚志  総務課長 加藤博之     
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主幹 佐藤正裕  業務課長補佐 堀田正尊  総務課長補佐 浅田貴志  係長 川﨑 博 

８  職務のため議場に出席した者 

書記 遠藤公昭  書記 加藤博之  書記 浅田貴志 

 

９  議事日程 

日程第１         会議録署名議員の指名 

日程第２         会期の決定 

日程第３  報告第４号  例月出納検査報告について 

日程第４  認定第１号  平成２８年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について 

追加           議員の派遣について 

 

○議長（早川高光） 

  皆さん、こんにちは。皆様方におかれましては、各市町の９月定例会前の大変お忙しい中、また、 

 お暑い中、組合議会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  これより議事に入ります。ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって、 

 平成２９年東部知多衛生組合議会第２回定例会は成立しますので開会いたします。なお、地方自治 

 法第１２１条の規定により、管理者以下、組合関係職員に出席を求めましたので、ご報告いたしま 

 す。 

  直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程につきましては、お手元に配付しました議事日程 

 表により進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。ここで、管理者からご挨拶を願いま 

 す。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

  皆さん、こんにちは。本日は、大変お忙しい中、また、お暑い中、平成２９年東部知多衛生組合 

 議会第２回定例会にご参集いただきまして誠にありがとうございます。議員の皆様方におかれまし 

 ては、日頃から廃棄物処理の環境行政につきまして、深いご理解とご協力を賜りまして厚くお礼を 

 申し上げます。 

  平成２７年度に始まり、平成３１年度の供用開始を目指しております、ごみ処理施設の建設事業 

 も今年度で３年目を迎え、順調に工事が進行しておりますことを報告させていただきます。 

  また、ごみ処理施設整備に係る４つの基本方針であります「安全・安心で信頼される施設」、「環 

 境に配慮した施設」、「循環型社会及び低炭素社会形成の拠点となる施設」、「費用対効果を考慮した 

 経済性に優れた施設」を基に、慎重に事業進捗を図ってまいりたいと存じておりますので、議員の 
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 皆様におかれましては、なお、一層のご理解とご協力をお願い申し上げるものでございます。 

  さて、本日の定例会にご提案申し上げます案件は、平成２８年度の決算認定１件を提出いたして 

 おります。議案の内容につきましては、後ほどご説明させていただきますが、慎重審査の上、お認 

 め賜りますよう、お願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしく 

 お願いいたします。 

○議長（早川高光） 

  日程第１、「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８４条の規定 

 により議長において、６番近藤善人議員及び９番米村佳代子議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定」を議題といたします。おはかりします。本、定例会の会期は、本日１ 

 日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本、定例会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

日程第３、「諸報告」を行います。お手元に報告第４号が配付してありますので、検査に当たり 

ました監査委員を代表して、代表監査委員より補足説明を願いします。代表監査委員。 

○監査委員（古橋洋一） 

  ご指名をいただきましたので、報告第４号の補足説明を申し上げます。報告第４号につきまし 

 ては、地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月出納検査を実施いたしましたので、同 

 条第３項の規定により、その結果を議会に報告するものであります。 

 内容につきましては、検査の対象欄に記載されておりますように、平成２８年度４月分から５ 

月分及び平成２９年度４月分から６月分にかかる現金出納並びに公金の収納状況を平成２９年６ 

月２０日、７月２１日に関係者の出席を得まして、例月出納検査表をもとに関係諸帳簿と指定金 

融機関発行の残高証明書により照合検査したものでございます。 

 検査の結果につきましては、計数並びに証拠書類等については適正に処理されていることを認 

めました。なお、詳細につきましては、お手元に配付してございます検査報告書をご一読いただ 

きたいと思います。以上、簡単ではございますが、これで補足説明を終わります。 

○議長（早川高光） 

  説明が終わりましたが、何かございますか。無いようですので、これにて、諸報告を終わります。 

  日程第４、認定第１号「平成２８年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」を 

 議題といたします。提出者から提案理由の説明をお願いします。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

  認定第１号「平成２８年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」提案理由の説 
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 明を申し上げます。平成２８年度決算を地方自治法第２３３条の規定に基づきまして、平成２９年 

 ７月２１日に監査委員の審査をお願いいたしましたので、同条第３項の規定により、監査意見を付 

 しまして、本日議会の認定をお願いするものでございます。内容の詳細につきましては、事務局長 

 から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（早川高光） 

  事務局長。 

○事務局長（遠藤公昭） 

  それでは、認定第１号「平成２８年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」内 

容のご説明を申し上げます。お手元に「一般会計歳入歳出決算書」、「主要施策の成果並びに予算執 

行の実績報告書」を配付してございますが、まず歳入歳出決算書の４ページをご覧いただきたいと 

存じます。 

 平成２８年度の歳入合計は、収入済額の合計欄のとおり２０億５，１０１万９，０００円で、予 

算現額との比較で５０７万７，９４３円の増となり、収入率は１００．２パーセントとなりました。 

増額となりました要因は、２款使用料及び手数料、４款財産収入及び６款諸収入によるものであり 

ます。 

 次に、５ページをご覧いただきたいと存じます。歳出合計は、支出済額の合計欄のとおり２０億 

１，５７８万９，５３５円、不用額の合計は、３，０１５万２，４６５円で、執行率は９８．５パ 

ーセントとなりました。不用額の要因は、２款総務費、３款衛生費、４款事業費及び６款予備費に 

よるものであります。従いまして、歳入歳出の差引残額は、３，５２３万４０８円となりました。 

 それでは、「事項別明細書」の歳入からご説明申し上げます。決算書の１４、１５ページ、実績 

報告書では４から６ページであります。 

 １款分担金及び負担金１項１目１節負担金は１１億８，８９３万８，０００円、歳入合計に占め 

る割合は５８パーセントであります。前年度と比較して２億２，１０４万３，０００円、２２．８ 

パーセントの増額であります。この主な要因は、３款衛生費に係る工事請負費及び４款事業費によ 

り増額となったものでございます。なお、構成市町の負担金の明細につきましては、備考欄に記載 

したとおりでございます。 

 次に、２款使用料及び手数料１項使用料は１億９，６２９万３，１７４円、歳入合計に占める割 

合は９．６パーセントであります。前年度と比較して７３５万４，２５９円、３．６パーセントの 

減額であります。この主な要因は、有料ごみ搬入量の減少によるクリーンセンター施設使用料が減 

額となったものでございます。 

 １目１節浄化センター使用料５万１，０３６円は、行政財産目的外使用料で電柱の支線と自動販 
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売機１台の設置使用料であります。 

 ２目１節クリーンセンター使用料１億７，８２８万９，８２０円のうち、クリーンセンター施設 

使用料１億７，８２８万４，０００円は、前年度と比較して７１６万８，７００円、３．９パーセ 

ントの減額であります。年間の有料ごみの搬入実績は１万２，５６１．４９トンとなり、前年度と 

比較して４５０．８４トン、３．５パーセントの減であります。この有料ごみの内訳として、事業 

系ごみは５０６．３１トン、４．６パーセントの減、一方、家庭系ごみは５５．４７トン、２．８ 

パーセントの増となりました。なお、市町別ごみ搬入実績の詳細は、実績報告書１２、１３ページ 

に記載しております。 

 ３目１節温水プ－ル使用料１，７９５万２，３１８円のうち、温水プール施設使用料１，７７ 

０万８，０９０円は、前年度と比較して１８万１００円、１パーセントの減額であります。利用 

者は、前年度と比較して７２８人減の８万１５８人で、年間の開館日数は３００日であります。 

この主な要因は、緊急修繕によるちびっこプール槽の水漏れ補修により約３日間、プールのみの 

営業を中止したことによるものであります。なお温水プールの利用者及び使用料の詳細は、実績 

報告書１５、１６ページに記載しております。 

 次に、３款１項１目国庫補助金１節ごみ処理施設整備費補助金１億２０６万５，０００円は、平 

成３１年度供用開始を目標に、事業進捗を図っております、ごみ処理施設建設事業に係る廃棄物処 

理施設整備交付金であります。前年度と比較して９，５５１万２，０００円、１，４５７．５パー 

セントの増額であります。この要因は、ごみ処理施設建設事業の進捗によるものであります。なお、 

廃棄物処理施設整備交付金はごみ処理施設建設事業に係るものでありまして、対象事業費の３分の 

１が補助率となっております。 

 次に、決算書の１６、１７ページをお願いいたします。４款財産収入は、１，４８２万６，４６ 

０円で、歳入合計に占める割合は、０．７パーセントであります。前年度と比較して１０６万３， 

０４６円、６．７パーセントの減額であります。 

 １項財産運用収入１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入５３８万８，１２５円は、葭野最終処 

分場跡地など１万４０．２２平米を駐車場用地として住友重機械工業株式会社に貸付けた収入であ 

ります。ごみ処理施設建設事業の実施に伴い、貸付面積及び単価を見直したため、前年度と比較し 

て９万３，２２７円、１．７パーセントの減額であります。 

 ２項財産売払収入１目１節生産品売払収入８３７万１，２９５円は、粗大ごみ処理施設から回収 

されました鉄６０９．５４トンとアルミ２２．２３トンの売払代金であります。売却単価の平均は、 

鉄が１トン当たり１万１，３０７円、アルミが６万６，５３８円となりまして、回収量の減少と売 

却価格の値下りにより、前年度と比較して２０３万６，８５９円、１９．６パーセントの減額であ 
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ります。 

 ２目１節物品売払収入１０６万７，０４０円は、平成１６年度購入のホイルローダ買替による売 

却代であります。 

 次に、５款繰越金３，６１３万８，５７７円は、平成２７年度からの繰越金であります。 

 次に、６款諸収入１２５万８，７３２円は、組合預金利子及び雑入であります。前年度と比較し 

て８４万１，９３０円、４０．１パーセントの減額であります。雑入の主なものは、２施設に設置 

されている自動販売機８台分の電気使用料と不燃ごみから分別した廃家電６４．５７トンなどの売 

払代金であります。 

 次に、７款組合債５億１，１５０万円は、ごみ処理施設建設事業債で、ごみ処理施設建設工事、 

ごみ処理施設設計施工監理業務委託料及び中電鉄塔等設置工事費負担金に係る地方債の借入れであ 

ります。前年度と比較して４億９，３１０万円、２，６７９．９パーセントの増額であります。こ 

の要因は、ごみ処理施設建設事業の進捗によるものであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げますので、決算書の１８、１９ページをお願いいたし 

ます。 

 １款議会費は、４８万円、執行率は９３．９パーセントで、主な支出は１２名分の議員報酬であ 

ります。 

 次に、２款総務費は、５，４８９万３６０円で、執行率は９４．８パーセントであります。１項 

総務管理費５，４８９万３６０円のうち１目一般管理費５，４７７万３，３６０円は執行率９４． 

８パーセント、前年度に比べ９０万３，６５０円、１．７パーセントの増額であります。主な支出 

といたしましては、庶務係職員４名分の人件費と派遣職員負担金でございます。２節給料及び３節 

職員手当等は、職員給及び手当に不足が生じましたので、４節共済費から１万２，０００円と３万 

８，０００円を流用して執行しております。８節報償費は、環境衛生週間のポスター募集に係る参 

加賞などの記念品代で、管内小学校の４年生を対象とし、５９９名の応募がございました。次に、 

２０、２１ページをお願いいたします。１９節 負担金、補助及び交付金は１，４４５万８，０３ 

７円で、不用額の１６３万１，９６３円は、主に派遣職員負担金の精算に伴うものであります。 

 ２項１目監査委員費１１万７，０００円は、監査委員２名分の報酬であります。 

 次に、実績報告書は、９、１０ページであります。３款衛生費は、１１億２，７１８万５００円 

で、執行率は９８．６パーセントであります。 

 １項清掃費１０億４，０８３万５，０１８円のうち、１目浄化センター管理費１億９，０６７万 

７，０１０円は執行率９８．４パーセント、前年度に比べ７８４万４，６０９円、４パーセントの 

減額であります。この主な要因は、人件費及び需用額の減によるものであります。 
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 主な支出といたしましては、浄化センター職員２名分の人件費と施設の維持管理費であります。 

２節給料及び３節職員手当等は、職員給及び手当に不足が生じましたので、４節共済費から１万 

２，０００円と６万４，０００円を流用して執行しております。１１節需用費５，０６７万６，０ 

９４円のうち、消耗品費２，１２９万１，３３５円は、水処理や脱臭用などの処理薬剤及び機械設 

備の補修用部品が主なものであります。光熱水費２，６０８万９，６６７円は、電気使用料が９９ 

．５パーセントを占めております。修繕料３２０万３４８円は、ブロワ修理始め機械設備８件及び 

２トンダンプトラックなど車両の修繕であります。なお、不用額２２０万１，９０６円の主なもの 

は、光熱水費及び修繕料の執行残であります。次に、決算書の２２、２３ページをお願いいたしま 

す。 

 １３節委託料４，５９１万９，７６４円は、庁舎内日常清掃委託始め１６件の業務委託でありま 

す。備考欄の下から４番目の浄化センター運転管理委託料３，３４８万円は施設の運転管理、搬入 

汚泥の受付、脱水汚泥の搬出及び放流水の水質管理が主な業務であります。１４節使用料及び賃借 

料９０２万５，０９３円の主なものは、し尿処理水を下水道放流するための下水道使用料８９８万 

３，８７２円であります。１５節工事請負費７，４０３万９，４００円は、破砕機補修工事始め９ 

件の工事費で、この工事９件の平均請負率は８９．６パーセントの結果でございました。前年度に 

比べ２４５万９，４８４円、３．４パーセントの増額であります。この主な要因は、エアコン取替 

工事始め４件の新規工事によるものであります。 

 ２目クリーンセンター管理費８億４，５４６万４，３１６円は執行率９８．７パーセント、前年 

度に比べ９，７０５万８，６７９円、１３パーセントの増額であります。この主な要因は、役務費、 

委託料、工事請負費及び備品購入費の増額によるものであります。実績報告書は、１１から１４ペ 

ージになります。主な支出といたしましては、クリーンセンター職員１１名分の人件費と施設の維 

持管理費であります。 

 次に、決算書の２４、２５ページをお願いいたします。１１節需用費１億３，６６０万９，６５ 

５円のうち、消耗品費３，３６９万１，８７９円は、排ガスや飛灰処理に使います消石灰・重金属 

固定剤などの処理薬剤及びバグフィルタ用ろ布などの補修用部品が主なものであります。光熱水費 

８，９６３万８，９０５円は、そのうち８６．８パーセントが電気使用料、１３．２パーセントが 

水道使用料であります。修繕料９０７万４，４５１円は、熱交換器等補修工事始め機械設備１５件 

及び１０トンダンプトラック始め重機車両などの修繕であります。なお、不用額となりました３０ 

３万４，３４５円の主なものは、燃料費、光熱水費及び修繕料の執行残であります。 

 １２節役務費４３５万７，５９９円のうち、手数料２６４万７，４８９円の主なものは、ごみ処 

理施設建設事業による進入路の変更に伴い、プラットホームの勤務体制を見直し、監視業務をシル 
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バー人材センターへ派遣依頼し、不足分を１３節委託料から２０７万６，０００円を流用して執行 

しております。１３節委託料３億８，８９９万８，０６１円は、２４時間体制でごみ処理を行って 

いますクリーンセンター運転管理委託料２億３，９４３万６，０００円始め２４件の業務委託であ 

ります。備考欄の上から５番目の廃棄物埋立処分委託料１億５７６万５，２０７円は、焼却灰など 

を衣浦港３号地や民間の処分場に埋立処分した費用であります。 

 次に、２６、２７ページをお願いいたします。１５節工事請負費２億３，０６８万３，６８０円 

は、ボイラ等補修工事始め１１件の工事費で、この工事１１件の平均請負率は９３．４パーセント 

の結果でございました。前年度に比べ８，７１８万５，１６０円の増額であります。この主な要因 

は、焼却施設クレーン補修工事始め４件の新規工事によるものであります。２７節公課費２０８万 

８，６００円の主なものは、公害健康被害の補償等に関する法律の規定で課せられる汚染負荷量賦 

課金１９８万２，０００円であります。 

 ３目洲崎最終処分場管理費９３万９，２９３円、及び４目大東最終処分場管理費３７５万４， 

３９９円は、最終処分場の維持管理に要した費用であります。なお、大東最終処分場は、平成２ 

７年４月から供用開始をしており、約３０年間にわたり破砕不燃物を年間約８００トン埋立処分 

する計画で、平成２８年度の実績は、６５５．９１トンを埋立処分しております。 

 次に、２８、２９ページをお願いいたします。実績報告書は、１５、１６ページであります。 

 ２項１目温水プ－ル管理費８，６３４万５，４８２円は執行率９８．９パーセント、前年度に比 

べ５３７万９，３８６円、５．９パーセントの減額であります。この主な要因は、需用費及び工事 

請負費の減によるものであります。主な支出といたしましては、再任用職員１名分に係る人件費と 

プール運営における需用費及びプール維持管理費であります。２節給料は、職員給に不足が生じま 

したので、４節共済費から４，０００円を流用して執行しております。 

 １１節需用費２，２４８万４，６５７円のうち消耗品費１９６万７，４９１円は、水質保全処理 

薬剤及びデジタル指示調整計などの機械部品が主なものであります。光熱水費１，７３６万８，９ 

３１円は、そのうち６７．１パーセントが電気使用料、３２．９パーセントが水道使用料でありま 

す。修繕料３０６万７，００４円は、チビッコプール槽ＦＲＰ修理始め機械設備等１４件の修繕で 

あります。 

 １３節委託料５，０１９万３，３２４円は、プール施設の維持管理に要した１４件の業務委託で 

あります。備考欄の上から４番目のプ－ル管理業務委託料４，０１４万３，６００円は、プール利 

用者の受付とプール室内の安全監視が主な業務で、プールの安全監視は、夏休み期間中は１０名、 

それ以外は６名体制で行っております。１４節使用料及び賃借料６７８万３，１２２円の主なもの 

は、プール利用者のための駐車場の用地借上料３４２万４６８円と下水道使用料２９１万３，５５ 
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０円であります。１５節工事請負費３１７万１，９６０円は、第１種圧力容器補修工事始め３件の 

工事費で、この工事３件の平均請負率は９８．６パーセントの結果でございました。前年度に比べ 

３３９万４，４４０円の減額であります。この要因は、工事３件の皆減によるものであります。 

 次に、決算書の３０、３１ページをお願いいたします。実績報告書は、１７ページであります。 

４款事業費１項１目ごみ処理施設建設事業費は、７億７，５５７万２９６円、執行率９９．９パー 

セントであります。前年度に比べ７億２，２６４万１，３３４円、１，３６５．３パーセントの増 

額であります。この要因は、平成３１年度供用開始を目標に事業進捗を図っております、ごみ処理 

施設建設事業の進捗によるものであります。 

 １３節委託料４，２１０万５，９６０円は、ごみ処理施設設計施工監理業務委託料で、この業務 

委託は、本体工事同様、４か年の継続事業の２年目であります。１５節工事請負費６億７，７４０ 

万８，４６５円は、ごみ処理施設建設工事で、４か年の継続事業の２年目であります。なお、この 

建設工事に係る財源内訳と工事経過及び事業費の内訳を実績報告書の３ページに記載しております。 

 平成２８年度分の工事の出来高は、平成２７年度から引続きの準備工事では、既存インフラへの 

動線切替えのために、仮設道路、仮設ランプウェイの築造及び仮設計量棟の設置が完了。この完了 

後、解体撤去工事では既存施設の管理棟、ランプウェイ及び計量棟などの解体撤去を行い、起工式 

後、土木建築工事では２３８本の杭工事、１２，１８７立米の土壌汚染土の運搬処分処理及び建物 

の基礎部分の地下躯体、基礎工事が完了しております。平成２８年度の工事出来高としては、全体 

工事費の約４パーセントとなります。外見的には、建物の基礎部分が完了した状態となっておりま 

す。 

 １９節負担金、補助及び交付金５，１６６万１，９３１円は、建設事業に携わっている職員２名 

分の派遣職員負担金２，１６６万１，９３１円と中電鉄塔等設置工事費負担金３，０００万円で、 

この工事負担金は、本体工事同様、３か年の継続事業の１年目であります。 

 次に、５款公債費１目元金５，０３４万２，０００円及び、２目利子７３２万６，３７９円につ 

いては、最終処分場用地取得事業債、ごみ処理施設用地取得事業債、最終処分場建設事業債及びご 

み処理施設建設事業債に係る元利償還金であります。また、ごみ処理施設建設事業費に係る利子償 

還が始まったものの、用地取得事業債の元金償還により、利子償還額が減となり、前年度の比べ 

４３万５，２４４円、５．６パーセントの減額であります。次に、６款 予備費の執行はありませ 

んでした。 

 なお、３５ページの実質収支に関する調書、４０ページ以降の財産に関する調書につきましては、 

お目通しをお願いしたいと思います。また、実績報告書には説明いたしました以外の組合の成果と 

実績も合わせて載せてございますので、ご覧いただきたいと存じます。以上で、認定第１号平成２ 



 - 10 - 

８年度決算の説明を終わります。 

○議長（早川高光） 

  説明が終わりました。引続きまして決算審査の意見を審査にあたりました監査委員を代表して  

 代表監査委員からお願いいたします。代表監査委員。 

○監査委員（古橋洋一） 

 ご指名をいただきましたので、認定第１号の決算審査の結果につきまして、ご報告をさせていた 

だきます。審査の方法につきましては、平成２９年７月２１日に管理者から提出されました歳入歳 

出決算書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書並びに証書類を照合検 

査するとともに、関係職員の説明を聴取し、計算の過誤、収支の適正等、予算が目的どおり効率的 

に執行されたかを主眼として、審査をいたしたものであります。 

 審査の結果につきましては、歳入歳出決算及びその他の調書は、いずれも関係法令に準拠して作 

成されており、計数については正確であり、それぞれ帳簿記載の金額と一致し、適正に処理がなさ 

れておりました。また、予算執行時期についても適切であることを認め、的確に執行されたことを 

確認いたしました。 

 以上、平成２８年度決算に関しては特段指摘する事項はありませんが、４か年の継続事業で進め 

られているごみ処理施設建設事業が、２年目にあたり、多少の遅れはあったものの、計画どおり進 

められているようであります。今後２年間はさらに多額の費用が掛かりますので、最善の注意を払 

い、安全で効率的な工事進捗を進めていただきたい。 

 また、稼働している施設でも老朽化による経費の増額が見受けられます。ごみ処理、し尿処理、 

温水プールは滞りなく運営されなければなりませんが、計画的及び効率的に管理運営し、少しでも 

経費削減できるよう努められることを要望しむすびといたします。以上で、決算審査意見の説明を 

終わります。 

○議長（早川高光） 

  これより、質疑に入ります。質問等がございましたら、決算書あるいは実績報告書かを示してい 

 ただき、ページ数を指摘のうえ発言をお願いいたします。質疑はありませんか。２番守屋 孝議員。 

○２番議員（守屋 孝） 

  それでは決算書２８ページをご覧いただきたいと思います。温水プールの管理費の関係で、先ほ 

 どご説明をいただいた委託料の件ですが、この中で突出して金額の大きいプール管理業務委託料で、 

 事前にいただいた資料をみますと、昨年４月から、いずみサポート株式会社名古屋支社が管理をさ 

 れている形になっております。１つは人件費の関係で夏休みは１０名で、それ以外は６名体制でや 
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 ってますとゆう話なのですが、夏休みの関係で、この期間は、子供の休みに入った７月２０日から

今月いっぱい８月３１日まで、６名体制から１０名体制でやられるとゆう認識でよろしいですか。

金額がどれくらい掛かるのか、それについても教えてください。 

○議長（早川高光） 

  お答え願います。事務局長。 

○事務局長（遠藤公昭） 

  まず１点目の期間のお話なのですが、夏休みの１０名体制にするのは、７月１５日から８月３１

日、８月いっぱいまででございます。それに関する人件費に関しては約２１０万円程度でございま

す。 

○議長（早川高光） 

  答弁は終わりました。２番守屋 孝議員。 

○２番議員（守屋 孝） 

  約２１０万円とゆうことですが、これはプラス４名増えたことで、４名分がプラス２１０万円と 

 ゆう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（早川高光） 

  お答え願います。事務局長。 

○事務局長（遠藤公昭） 

  増えた人数と日数を掛けた分でございます。 

○議長（早川高光） 

  他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 ないようですので、これにて質疑を終ります。これより、討論に入ります。討論はありません 

か。 

（「なし」の声あり） 

 ないようですので、これにて討論を終ります。 

 認定第１号を採決いたします。本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めま  

す。 

 挙手全員であります。 

 認定第１号「平成２８年度東部知多衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について」は、原案の 

とおり認定することに決定いたしました。 

 続きまして、追加議題の「議員の派遣について」を議題とします。会議規則第８５条第１項の 
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規定により、「議員の派遣について」は、議会の議決を求めるものであります。おはかりします。 

本日以降、平成２９年度に予定しております、「議員の派遣について」は、お手元の資料のとおり、 

ごみ処理施設の管理運営状況調査のため、組合議員全員を派遣し、１１月７日の１日間、豊川市 

清掃工場のごみ処理施設の行政視察を実施したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。  

                  （「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

 よって、「議員の派遣について」は、お手元の資料のとおり組合議員全員を派遣し、行政視察を 

実施することに決定いたしました。 

 以上をもちまして、定例会に付議された案件の審議は、すべて終了いたしました。ここで、管 

理者から閉会のご挨拶をお願いします。管理者。 

○管理者（岡村秀人） 

 平成２９年東部知多衛生組合議会第２回定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げま 

す。本日、提出いたしました案件につきまして、お認めいただき、厚くお礼を申し上げます。今 

後も、東部知多衛生組合の事業推進のために、一層のご指導とご協力を賜りますことを、お願い 

申し上げまして、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（早川高光） 

 これをもちまして、平成２９年東部知多衛生組合議会第２回定例会を閉会いたします。 

 

                  （閉会） 
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この会議録は書記の校閲したものと内容の相違ないことを証するため地方自治法第１２３条 

第２項の規定によりここに署名する。 
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