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平成２９年８月２５日 午前１０時１２分開会 

 

１ 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 諸報告について 

日程第４ 議案第７号 平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号 

日程第５ 議案第８号 土地取得について 

日程第６ 認定第１号 平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計歳入歳出決算の 

           認定について 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

  １番      久世孝宏 君       ２番     小栗佳仁 君 

  ３番      中村宗雄 君       ４番     川原和敏 君 

  ５番      杉江繁樹 君       ６番     加藤久豊 君 

  ７番      藤井満久 君       ９番     榎戸陵友 君 

  10番     野田増男 君       11番      大﨑卓夫 君 

  12番     丸田博雅 君              13番       南 賢治 君  

  14番     青木信哉 君              15番       石川義治 君 

  16番     石原壽朗 君 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  ８番      吉原一治 君 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  管理者       籾山芳輝 君   副管理者      榊原純夫 君 

  副管理者      片岡憲彦 君      副管理者       石黒和彦 君 

   副管理者      神谷信行 君   副管理者       永田 尚 君 

  会計管理者     榊原和夫 君    事務局長       竹内 健 君 

  総務課長      若松幸一 君      事業課長       太田 弘 君 

専門監       原田弥生 君      半田市市民経済部長 笠井厚伸 君 

半田市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ所長 近藤正勝 君      常滑市環境経済部長 澤田忠明 君 

常滑市生活環境課長 関 公司 君      南知多町厚生部長  柴田幸員 君 
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南知多町環境課長  宮地廣二 君     美浜町経済環境部長 天木孝利 君 

美浜町環境保全課長 藪井幹久 君    武豊町生活経済部長 鬼頭研次 君 

武豊町環境課長    中野 満 君                                      

５ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

  書 記 長           森 秀雄 君   書 記      百合草文哉 君 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

午前１０時２２分 開会 

議長（南 賢治君） 

ただいまから、平成２９年第３回知多南部広域環境組合議会定例会を開会いたします。 

開会にあたり、管理者から招集の挨拶をお願いいたします。 

管理者（籾山芳輝君） 

  改めまして、皆さまおはようございます。 

 本日、ここに平成２９年第３回知多南部広域環境組合議会定例会を招集申し上げました

ところ、大変ご多忙の中、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

 さて、組合事業につきましては、構成市町の組合議員の皆さまをはじめ、ご担当者の方々

のご協力をもちまして、順調に進捗が図られているところであります。 

 今年度は、平成３４年４月の供用開始に向けまして、事業者選定作業を進めているとこ

ろであります。 

 去る８月２０日に、第３回事業者選定委員会を開催をし、委員の皆さまのそれぞれの専

門的な知見からご意見をいただき、入札公告のための資料につきまして、事業者選定委員

会としての最終的なご判断をいただいております。 

 それを受けまして、本日、８月２５日には、特定事業の選定を、８月２８日には、入札

説明書をはじめとする一連の資料を公告する予定といたしております。 

 さて、本日の定例会では、平成２９年度の補正予算をはじめ３件の議案について、ご提

案させていただいております。 

 慎重なるご審議を賜り、ご可決、ご認定いただきますようお願い申し上げ、ご挨拶とさ

せていただきます。よろしくお願いをいたします。 

議長（南 賢治君） 

ありがとうございました。ただいまの出席議員は、１５名であります。 

定足数に達しておりますので、ただちに本日の会議を開きます。 
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本日の議事日程は、お手元にお配りをしたとおりですので、よろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

議長（南 賢治君） 

日程第１、会議録署名議員の指名についてを行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７５条の規定により、小栗佳仁議員、榎戸陵友議員を指

名いたします。 

両議員よろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定について 

議長（南 賢治君） 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りをします。 

本定例会の会期は、本日 1 日としたいと思います。ご異議ございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日 1 日と決定をいたしました 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 諸報告について 

議長（南 賢治君） 

日程第３、諸報告についてを行います。 

議案説明のため、地方自治法第１２１条の規定により、管理者、副管理者を始め、関係

職員の出席を求めましたので、ご報告をいたします。 

 次に、監査委員から議長のもとに、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、平

成２９年４月分から平成２９年６月分までの例月出納検査報告書が提出されました。お手

元にお配りしたとおりでありますので、これをもって報告に代えます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日程第４ 議案第７号 平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号

について 

議長（南 賢治君） 

日程第４、議案第７号平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号を議

題といたします。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内 健君） 

ただいま上程賜りました議案第７号、平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正

予算第１号についてご説明いたします。議案書の１頁をお願いいたします。 

 平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正予算第１号は、次に定めるところによ

ります。第１条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は「第１表、債務負担行為」によります。３頁をお願いいた

します。 

第１表、債務負担行為は、ごみ処理施設整備・管理運営事業で、期間は、平成３０年度

から平成５３年度までの２４年間で、限度額は、４０１億９，６２６万９千円に廃棄物の

処理量の変動による増減額及び物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税を加算

した額の範囲内とし、債務負担行為を設定するものであります。５頁をお願いいたします。  

財源内訳につきましては、国庫支出金は、５６億２，２０２万３千円、地方債は、１４

７億１，８３７万４千円、その他は、１１１億４，２８０万円、一般財源は、８７億１，

３０７万２千円としております。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（南 賢治君） 

提案説明は終わりました。 

これより議案第７号の質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。 

議案第７号について、討論はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第７号を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

全員賛成です。よって、議案第７号平成２９年度知多南部広域環境組合一般会計補正予

算第１号は原案のとおり可決いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 議案第８号 土地取得について 

議長（南 賢治君） 

日程第５、議案第８号土地取得についてを議題といたします。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内 健君） 

ただいま上程賜りました議案第８号、土地取得についてご説明いたします。議案書の７

頁をお願いいたします。 

 次の土地を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び知多南部広域環境組

合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３条の規定により、議会

の議決を求めるものであります。 

１.所在地は、武豊町字一号地１１番２８始め３筆。２.総面積は、５０，０００.６０㎡。

３.地目は、宅地。４.用途区分は、工業専用地域。５.契約予定価格は、９億５千万円。６.

契約の相手方は、半田市土地開発公社であります。 

提案理由は、知多南部広域環境組合広域ごみ処理施設建設事業用地取得のためでありま

す。参考資料として９頁に土地所在図、１１頁に公図の写しを添付してございます。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
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議長（南 賢治君） 

提案説明は終わりました。 

これより議案第８号の質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

議案第８号について、討論はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第８号を採決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

全員賛成です。よって、議案第８号土地取得については原案のとおり可決いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 認定第１号 平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計歳入歳出決算の

認定について 

議長（南 賢治君） 

日程第６、認定第１号平成２８年度知多南部広域環境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。 

当局の提案説明を求めます。 

事務局長（竹内 健君） 

ただいまご上程賜りました認定第１号平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計歳

入歳出決算の認定についてご説明いたします。議案書の１３頁をお願いいたします。 

認定をお願いいたしますのは、平成２８年度に係る本組合の一般会計歳入歳出決算で、
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地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき監査委員の意見を付して、議会の認定をお願

いするものであります。資料といたしまして平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計

歳入歳出決算書、平成２８年度決算に係る主要施策の成果報告書、平成２８年度知多南部

広域環境組合決算審査意見書を添付させていただいております。決算内容につきましては、

主要施策の成果報告書により説明をさせていただきます。議案書３４頁をお願いいたしま

す。 

１平成２８年度決算について(１)総括の中段、上から８行目に記載いたしております 

平成２８年度決算については、歳入決算額１億６千９０７万４千円、歳出決算額１億６千

５８４万４千円となっており、歳入歳出差引額は３２３万円となっております。歳入の科

目ごとの決算額は下段の表に記載のとおりであります。また、歳出の科目ごとの決算額は

３５頁をご覧いただき、上段の表に記載のとおりであります。 

次に２歳入について、１款、分担金及び負担金の決算額１億２千８８２万８千円は、組

合構成市町からの負担金であります。市町ごとの分担金は、表に記載のとおりであります。

２款、国庫支出金の決算額は、循環型社会形成推進交付金として３千１７８万円となって

おります。３款、繰越金の決算額５４６万６千円は前年度繰越金であります。続きまして

３６頁をお願いいたします。５款、財産収入の決算額は、組合が所有する倉庫の普通財産

貸付料３００万円となっております。 

次に、歳出についてご説明いたします。１款、１項、１目、議会費の決算額は７６万８

千円で、執行率は９４.１％であります。本会議、議員連絡会議の開催状況は記載のとおり

であります。３７頁をお願いいたします。 

中段２款、１項、衛生費、１目、清掃総務費の決算額は６千６０７万２千円で、執行率

９９．４％であります。清掃総務費の主なものは、構成市町からの派遣職員人件費負担金

であります。市町ごとの派遣職員人件費負担金内訳は下段に記載のとおりであります。３

８頁をお願いいたします。 

２款、１項、２目、ごみ処理施設建設費の決算額は、９千９００万４千円で、執行率は

９８.３％であります。主な事業は環境影響評価調査業務委託、ごみ処理施設整備計画等策

定及び施設整備・管理運営事業者選定アドバイザリー業務であります。環境影響評価調査

業務委託につきましては、平成２６年度から２９年度までの債務負担行為事業であります。

業務内容といたしましては、記載のとおり環境影響評価方法書に対する知事意見を踏まえ

て、現地調査を実施しております。また、ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管
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理運営事業者選定アドバイザリー業務は、平成２７年度から３０年度までの債務負担行為

事業であり、ごみ量の推計をし、ごみ処理基本計画の改定を行っております。３９項をお

願いいたします。 

３款、１項、１目、予備費につきましては、９７万７千円、充用しております。充用理

由につきましては、記載のとおりであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

議長（南 賢治君） 

提案説明は終わりました。 

これより認定第１号の質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

議員（榎戸陵友君） 

 素朴な質問をさせていただきたいと思います。２７頁の１３節の委託料の中で、不用額

が１６９万円ほどございます。それの内訳を少し教えていただきたいと思います。 

事務局長（竹内 健君） 

委託料の主なものでございますが、環境影響評価調査業務委託料は、予算に対しまして

６７万４千円、ごみ処理施設整備計画等策定及び施設整備・管理運営事業者アドバイザリ

ー業務委託料は１００万４千円で、計算しておりませんが、残りがごみ処理施設整備事業

技術支援業務委託料の残金でございます。 

議長（南 賢治君） 

よろしいですか。 

議員（榎戸陵友君） 

 ありがとうございます。 

議長（南 賢治君） 

他にございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

他にないようですので、質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

認定第１号について、討論はございませんか。 
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[「なし」と呼ぶ者あり] 

議長（南 賢治君） 

討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより認定第１号を採決します。 

本決算は、認定することに賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

全員賛成であります。 

よって、認定第１号、平成２８年度知多南部広域環境組合一般会計歳入歳出決算は認定

することに決定いたしました。 

以上で今定例会に付議されました事件の議事はすべて終了いたしました。 

これにて、平成２９年第３回知多南部広域環境組合議会定例会を閉会いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

午前１０時２８分閉会 
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 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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