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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・
開会
○藤井俊一議長

午前９時５７分

皆さん、おはようございます。

会議に入ります前に、議員から要求のありました資料が配付されておりますので、ご
確認のほどをよろしくお願いいたします。
それでは、本会議に入ります。
ただいまの出席議員数は９名であります。地方自治法第１１３条の定足数に達してお
りますので、会議は成立いたします。
ただいまから、乙訓環境衛生組合議会平成２８年第 ３回定例会を開会いたします。
それでは、日程に入ります。
日程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７７条の規定により、山本

智議員、渋谷

進議員の

両議員を指名いたします。
―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程２、会期の決定を議題といたします。

お諮りします。会期については、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
異議なしと認め、よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。
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―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程３、管理者の諸報告であります。

山本管理者。
○山本圭一管理者

皆さん、おはようございます。

本日、乙訓環境衛生組合議会平成２８年第３回定例会を招集させていただきましたと
ころ、議員各位におかれましては、大変ご多忙の中をご参集賜りまして、誠にありがた
く、厚くお礼を申し上げます。
また、議員各位には、去る６月３０日、７月１日に先進地視察といたしまして、愛知
県の半田市クリーンセンターと岐阜県各務原市北清掃センターをご視察いただきました
が、暑さ厳しい中をご参加賜り、大変ご苦労 さまでございました。ありがとうございま
す。重ねて厚く御礼を申し上げます。
それでは、管理者諸報告をいたします。
初めに、旧長黒埋立用地の社会福祉法人乙訓福祉会への一部無償貸し付けについてで
あります。
当該用地につきましては、現在、土地使用賃貸借契約により、社会福祉法人乙訓福祉
会へ貸し付けを行っておりますが、本年１１月３０日をもって現在の契約期間の満了を
迎えるところであります。本件につきましては、施設の移転に向けた検討結果の報告を
その都度受けているところであります。
報告内容といたしましては、関係市町の福祉担当部局と乙訓福祉会との間で、移転に
向けた移転候補地の選定、取得に関する協議・検討を進められており、引き続き移転に
向けて真摯に取り組んでいくとの報告を受けたところであります。
これらの状況を勘案し、本組合におきましては、今後に おける当該用地の活用方法に
ついての方向性を整理するとともに、関係市町に対し、早期解決を要請していくことを
前提といたしまして、継続して当該用地の貸 し付けを行う方向で検討しているところで
あります。
次に、第１８回リサイクルフェアの開催についてであります。
リサイクル推進事業の一環といたしまして、平成１１年度から開催いたしております
リサイクルフェアにつきましては、本年度で１８回目を迎え、来る１０月１６日の日曜
日に、前年度と同様、京都府と連携を図り、隣接する京都府流域下水道事務所の下水道
フェアと同時開催として実施することとして、現在、事務を進めているところでありま
す。
本事業を通じ、広く環境問題に対する啓発を行い、さらなるごみの減量やリサイクル
の推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
また、１２月１０日、１１日には、環境について学び、考えることができる参加・体
験型イベント「京都環境フェスティバル２０１６」へも、昨年に引き続き出展する予定
としております。
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以上、管理者の諸報告とさせていただきます。
○藤井俊一議長

以上で管理者諸報告を終わります。

―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程４、監査報告第４号、例月出納検査の結果報告についてであります。

監査委員の報告を求めます。
鈴木監査委員。
○鈴木

晃監査委員

それでは、例月出納検査の結果報告をいたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、例月出納検査を実施いたしました。
検査の対象、時期及び結果等につきましては、お手元にお配りしました報告書のとおり
であります。
以上、例月出納検査の結果報告といたします。
○藤井俊一議長

以上で例月出納検査の結果報告を終わります。

―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程５、第１１号議案、監査委員の選任について及び日程６、第１２号

議案、監査委員の選任について、以上２議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
山本管理者。
○山本圭一管理者

それでは、日程５、第１１号議案、監査委員の選任について、日程６、

第１２号議案、監査委員の選任についての２議案を一括して提案理由をご説明申し上げ
ます。
本議案につきましては、現在、本組合の監査委員は、識見を有する者として鈴木
氏、辻

晃

正治氏の両氏の任期が平成２８年１１月１６日をもちまして満了いたしますが、

引き続き辻

正春氏を、また新たに山田勝吉氏の両氏を適任と認め選任いたしたく、地

方自治法第１９６条第１項及び乙訓環境衛生組合規約第１１条第２項の規定によりまし
て、議会の同意を求めるものでございます。
辻

正春氏、山田勝吉氏の両氏の略歴につきましては、議案参考に記載のとおりであ

りますが、両氏とも地方自治に精通され、行財政にも深い識見を有しておられる方々で
ございます。よろしくご同意賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさ
せていただきます。
○藤井俊一議長

本件の説明は終わりました。

お諮りいたします。本件については、質疑、討論を省略して、直ちに採決することに
ご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議なしと認め、さよう決します。
まず、第１１号議案について、原案どおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
（賛成者挙手）
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全員賛成。よって、第１１号議案、監査委員の選任については、原案どおり同意され
ました。
次に、第１２号議案について、原案どおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１２号議案、監査委員の選任については、原案どおり同意され
ました。
―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日 程 ７ 、 第 １ ３ 号 議 案 、 公 平 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ い て 、 日 程 ８ 、第

１４号議案、公平委員会委員の選任について及び日程９、第１５号議案、公平委員会委
員の選任についての以上３議案を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
山本管理者。
○山本圭一管理者

それでは、ただいま上程になりました日程７、第１３号議案、公平委

員会委員の選任について、日程８、第１４号議案、公平委員会委員の選任について、日
程９、第１５号議案、公平委員会委員の選任についての３議案を一括して提案理由をご
説明申し上げます。
本議案につきましては、現在、本組合の公平委員会委員として選任されております平
井澄男氏の任期が平成２８年１０月８日、澤

信一氏及び辻井仁史氏の任期が、平成

２８年１１月１６日をもちまして満了いたします。
引き続き、平井澄男氏及び辻井仁史氏を適任と認め 、選任いたしたく、また、澤

信

一氏の後任といたしまして江口藤喜雄氏を新たに選任いたしたく、地方公務員法第９条
の２第２項及び乙訓環境衛生組合公平委員会規則第２条の規定により、議会の同意を求
めるものであります。
平井澄男氏、辻井仁史氏及び江口藤喜雄氏の各氏の略歴につきましては、議案参考の
とおりでございますが、各氏とも地方自治に精通され、人事行政に関して深い知識を有
しておられる方々でございます。よろしくご同意賜りますようお願い申し 上げまして、
提案理由の説明とさせていただきます。
○藤井俊一議長

本件の説明は終わりました。

お諮りいたします。本件については、質疑、討論を省略して、直ちに採決することに
ご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議なしと認め、さよう決します。
まず、第１３号議案について、原案どおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１３号議案、公平委員会委員の選任については、原案どおり同
意されました。
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次に、第１４号議案について、原案どおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１４号議案、公平委員会委員の選任については、原案どおり同
意されました。
次に、第１５号議案について、原案どおり同意することに賛成の方は挙手を願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１５号議案、公平委員会委員の選任については、原案どおり同
意されました。
―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程１０、第１６号議案、平成２７年度乙訓環境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。
提案理由の説明を求めます。
山本管理者。
○山本圭一管理者

日程１０、第１６号議案、平成２７年度乙訓環境衛生組合一般会計歳

入歳出決算の認定を受けるに当たり、その概要をご説明申し上げ、提案説明といたしま
す。
我が国の経済を見ますと、景気は、このところ弱さも見られますが、緩やかな回復基
調が続いているとされ、消費者物価は、緩やかに上昇し、 先行きは雇用・所得環境の改
善が続く中、緩やかな回復に向かうことが期待されている状況であるとされております。
このような状況下、経済の好循環を目指し、徹底的な歳出削減による財政健全化は同
時に進めていく必要があるとされています。
本組合においても、各事務事業における費用対効果の再検証に努め、限られた財源の
中、安定かつ安全な廃棄物処理施設の維持・管理を継続し、さらには地域住民への信頼
をより一層得ることを誠意努力してきたところであります。
さて、平成２７年度の一般会計決算規模は、歳入総額で３０億５,６５４万５２２円、
歳出総額では３０億３,２５０万４,０３８円となり、予算現額に対する比率は、歳入で
１００.１％、歳出で９９.３％となっております。
また、前年度決算額との対比につきましては、歳入で９億６,０８８万１,９６１円、
４５.９％の増額、歳出で９億５,０３１万９,１２１円、４５.６％の増額となり、それ
ぞれ増額となったところであります。
決算概要といたしましては、歳出では、義務的経費となる職員人件費に加え、消費的
経費となる各処理施設の維持管理費のほか、ごみ処理施設の長寿命化事業２カ年目に伴
う経費等を支出したところであります。
歳入では、ごみ処理手数料、アルミ缶等の有価物売払代金をはじめ 、ペットボトルに
係る再商品化適合物返還金、さらには発電に伴う余剰電力売却料など、組合独自の財源
確保に積極的に取り組んだところであります。
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決算収支におきましては、歳入歳出差引額２,４０３万６,４８４円となり、実質収支
額につきましても、同額の２,４０３万６,４８４円となっております。
また、平成２７年度末における組合債の現在高は、２４億９,７７０万４,８３８円で
あり、財政調整基金の平成 ２７年度末現在高は７,６１４万５５４円となっております。
以上が平成２７年度決算の説明となりますので、よろしくご審議の上、認定賜ります
ようお願い申し上げます。なお、詳細につきましては、事務局長から説明いた しますの
で、よろしくお願い申し上げます。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

それでは、私から、平成２７年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳

出決算書の内容につきまして、ご説明させていただきます。
ま ず 、 平 成 ２ ７ 年 度 一 般 会 計 予 算 の 決 算 規 模 に つ き ま し て で ご ざ い ま す が 、 歳 入で
３０億５,６５４万５２２円、歳出では３０億３,２５０万４,０３８円となり、予算現
額に対します比較といたしましては、歳入で１００.１％、歳出では９９.３％となるも
のでございます。
次に、前年度決算額との比較につきましては、歳入で９億６ ,０８８万１,９６１円、
４５.９％の増、また歳出につきましても、９億５,０３１万９,１２１円、４５.６％の
増となるものであり、歳入歳出ともに前年度に比べ増加する結果となったものでござい
ます。
それでは、歳入から順を追って、決算書に基づきましてご説明を申し上げます。
決算書５、６ページ、事項別明細書をお開き願います。
１款分担金及び負担金 、１目市町分担金の決算額は１４億７６３万３ ,０００円で、
歳入 に 占め る構 成 割合 は４ ６ .１ ％と なり ま す。 ま た、 前年 度 比較 では １ ,１６ ９ 万
４,０００円、０.８％の減となるものでございます。減となりました要因は、歳出にお
いて公債費等が減少したことによるもので、公債費の減少につきましては、ごみ焼却炉
３号炉建設並びにストックヤード建設時の借り入れ分が完了したことによるものでござ
います。
次に、２款使用料及び手数料では、１項使用料として４万１ ,８００円を、２項手数
料はごみ処理手数料として１億１,０７５万８０円を収入し、その合計額は１億
１,０７９万１,８８０円となり、また前年度比較では３００万３,７００円、２.８％の
増となり、その増となった要因につきましては、事業系一般廃棄物及び直接搬入量が増
加傾向となったことによるものでございます。
なお、ごみ処理手数料における収入未済額４１万１ ,６００円が生じた要因につきま
しては、平成２７年度中に、一般廃棄物収集運搬業者、いわゆる許可業者１社が自己破
産申請の手続を開始したことによるものでございます。
３款国庫支出金は、ごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に対します循環型社会形成推進
交付金として２億５,４５９万２,０００円を収入したものであり、交付要望額に対しま
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して満額の交付を受けたものでございます。
次に、４款財産収入につきましては、１項財産 運用収入として４万３,３９４円を、
２ 項 財 産 売 払 収 入 と し て ２ ,６ ５ ６ 万 ６ , ６ ３ ７ 円 を そ れ ぞ れ 収 入 し 、 そ の 合 計 額 は
２,６６１万３１円となるものでございます。
また、前年度比較では、１,０２９万４,４０９円、２７.９％の減となるものであり、
減となりました要因は、有価物売り払い単価の低迷によるものでございます。
５款繰入金は、財政調整基金から２,０００万円の繰り入れを行ったものでございま
す。
６款繰越金は、平成２６年度からの繰越金として１ ,３４７万３,６４４円を繰り越し
たものでございます。
７、８ページをお開き願います。
７款諸収入では、１項組合預金利子として１,６５４円を、２項雑入として余剰電力
売却料、再商品化適合物返還金など２,１７３万８,３１３円をそれぞれ収入し、その合
計額は２,１７３万９,９６７円となるものであります。
また、前年度比較は、１４０万３,９８０円、６.９％の増となったものであり、その
増加した要因は、余剰電力売却に伴う収入が増となったことによるものでございます。
最後に、８款組合債では、一般廃棄物処理事業債として、平成２７年度ごみ処理施設
長寿命化第Ⅱ期工事に要する経費として１２億１７０ 万円の借り入れを行ったものでご
ざいます。
以上が、平成２７年度一般会計歳入における決算総額３０億５ ,６５４万５２２円の
説明となります。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
歳出につきましては、項目が多くございますので、増減額の大きいものを中心にご説
明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、９、１０ページをお開き願います。
１款議会費における決算額は１５２万７,６３５円であり、主な支出内容は議員報酬、
速記委託、議員視察研修に係る旅費等の経費とな り、前年度比較２９万４ ,２０８円、
１６.１％の減となり、その減となりました要因は 、議員視察研修が宿泊から日帰りと
なったことにより、旅費及び車輌借り上げに係る経費が減少したことによるものでござ
います。
２款総務費では、２億１,６１８万１,９６９円で、前年度比４,６５５万６,８１８円、
１７.７％の減となるものでございます。
それでは、項目ごとにご説明をさせていただきます。
１項総務管理費、１目一般管理費では、１億８ ,４５４万１,６８３円を支出し、前年
度比較２,８３２万６,７７２円、１３.３％の減となるもので、減となりました主な要
因は、人事異動等に伴う職員給与及び職員手当等の経費が減少したことによるものでご
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ざいます。この目の支出内容は、正副管理者並びに一般職に係る職員人件費のほか、広
報事業、庁舎管理事業、一般管理事業などの経費となっております。
続きまして、１３、１４ページをお開き願います。
２目会計管理費では、会計管理事業として、消耗品費で庁内共通物品の購入を、印刷
製本費として、領収書等の作成など、合わせて１０万１ ,１４６円を支出しております。
続きまして、１５、１６ページをお開き願います。
３目財産管理費では、２３４万７ ,８４６円を支出し、前年度比較では８４２万
４,４７５円、７８.２％の減となるものであり、減となりました要因は 、平成２６年度
まで財産管理事業として計上しておりました公害健康被害補償事業並びに環境関係測定
事業に係る予算は、本来各処理施設の維持管理を行う上で必要な経費であるということ
から、平成２７年度当初予算より、３款衛生費の各目に振り分ける事業仕分けを行った
ことによるものでございます。
なお、この目の主な支出内容は、病害虫の駆除及び景観維持の目的で行います緑地管
理委託並びに事務用機器使用料などの経費となっております。
次に、４目公平委員会費では、２万４ ,４２１円を、５目基金費では、基金運用事業
として財政調整基金利子積立金４万３ ,３９４円を、基金積立事業として財政調整基金
２,８７７万２,０００円をそれぞれ積み立てたことにより、財政調整基金の平成２７年
度末現在高は７,６１４万５５４円となったものでございます。
続きまして、２項監査委員費では、委員報酬など３５万１ ,４７９円を支出したもの
であり、以上が総務費の決算額２億１,６１８万１,９６９円に係る内容となっておりま
す。
続きまして、３款衛生費についてご説明をさせていただきます。
衛生費につきましては、総額６億３,６３５万３,９６１円を支出し、前年度比較では
２,２１７万４,７３６円、３.４％の減となっております。主な支出内容は、職員人件
費 並 び に 各 処 理 施 設 の 維 持 管 理 経 費 と な り 、 １ 目 清 掃 総 務 費 で は 、 １ 億 ４ ,９ ０ ７ 万
８,９２７円で、前年度比較２０６万８,２４９円、１.４％の減となります。減となっ
た主な要因は、人事異動に伴い職員人件費が減少したことによるものでございます。
この目の支出内容は、ごみ処理施設、し尿処理施設 、リサイクルプラザ及びストック
ヤードに従事する一般職員に対します職員人件費が主なものでございます。
１７、１８ページをお開き願います。
次に、２目ごみ処理費では、２億３,５２５万２,５０３円で、前年比較では
１,６４２万８,８７７円、６.５％の減となります。減となった主な要因は、運転日数
の減少により施設操業に係る薬品購入量及び電力使用量が減少したことによるものでご
ざいます。
また、この目の支出内容は、ごみ処理施設に係ります維持管理経費となり、需用費の
消耗品費で薬剤や予備部品を、燃料費では灯油や軽油 を、光熱水費では電気料金を、修
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繕料では定期に実施しております修繕を、委託料では施設運転管理委託等の各主業務委
託に係ります経費の支出を行ったものでございます。
続きまして、１９、２０ページをお開き願います。
３目し尿処理費で は、２ ,７１２万７,９４７円を支出し、前 年度比較２０５ 万
４,１８７円、８.２％の増となったものであり、増となりました主な要因は 、し尿処理
施設運転管理事業の工事請負費において３件の工事を実施したことによるものでござい
ます。
また、この目の支出内容は、し尿処理の維持管理経費となり、 需用費、消耗品費で薬
剤や予備部品、燃料費で軽油やＬＰガスを、光熱水費で電気料金を、修繕料では定期実
施をしております定期修繕を、委託料では施設運転管理等の各 種業務委託に係る経費を
支出するとともに、下水道投入事業に係る負担金 、補助及び交付金で、下水道投入負担
金を支出したものでございます。
２１、２２ページをお開き願います。
４ 目 埋 立 地 管 理 費 で は 、 ８ ５ ７ 万 ８ ,８ ６ ６ 円 、 前 年 度 比 較 ８ １ 万 ６ ,６ １ ５ 円 、
８.７％の減となったものであります。減となった要因は、委託料におきまして、委託
項目の変動により総額が減少したものでございます。
また、この目の支出内容は、勝竜寺埋立地に係る維持管理経費となり、需用費、消耗
品費で予備消耗部品等を、光熱水費で電気料金を、委託料では処理水槽清掃委託など維
持管理に必要な経費を支出するとともに、工事請負費では 、汚水処理施設劣化等の改修
工事を実施したものでございます。
続きまして、５目リサイクルプラザ費では、１億６ ,２５３万２６１円、前年度比較
３５５万９,７６５円、２.１％の減となったものでございます。この目の支出内容は、
リサイクルプラザ施設で維持管理経費となり、需用費、消耗品費で予 備消耗部品等を、
燃料費で軽油やプロパンガスを、光熱水費で電気料金を、委託料は施設運転管理委託や
工房教室指導委託などの各種業務委託に係る経費の支出を行ったものでございます。
２３、２４ページをお開き願います。
６ 目 スト ッ ク ヤ ー ド 管 理 費 では 、 ５ ,３ ７ ８ 万 ５,４ ５ ７ 円 で 、 前 年 度 比 較 １３ ５ 万
５,４１７円、２.５％の減となったものであります。減となった主な要因は、工事項目
の変動により工事請負費が減少したことによるものであります。
この目の支出内容は、ストックヤード施設の維持管理に伴う経費となり、需用費、消
耗品費で消耗予備部品等を、燃料費で軽油やプロパンガスを、光熱水費で電気料金を、
委託料では施設運転管理や資源化等に係る経費並びに施設の維持管理に係る工事請負費
となり、以上が衛生費における決算額、６億３,６３５万３,９６１円に係ります内容と
なります。
続きまして、４款事業費の内容につきまして、ご説明をさせていただきます。
２５、２６ページをお開き願います。
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事業費につきましては、総額１８億１ ,３２７万５１３円を支出し、前年度比較では
１０億７,０８２万７,４２９円、１４４.２％と大幅な増となったものでございます。
１ 目 ご み 処 理 施 設 改 修 事 業 費 で は 、 １ 億 １ ,０ ０ ２ 万 ５ , ０ ０ ０ 円 で 、 前 年 度 比 較
２５１万１,０００円、２.３％の増となるものであり、主な事業内容といたしましては、
補修計画に基づく焼却炉定期補修工事等の経費となっております。
２目埋立処分事業では、６,８７０万３,０２４円で、前年度比較８２２万
９,２５９円、１３.６％の増となるものであり、主な事業内容は、大阪湾広域臨海環境
整備センターへの焼却残灰排出及び埋立処分等委託に係る経費となります。増となった
要因は、大阪湾フェニックス処分単価が１トン当た り１,７００円の値上げがあったこ
とに加え、大阪湾広域臨海廃棄物埋立処分場建設費負担金が増加したことによるもので
ございます。
次に、３目リサイクルプラザ改修事業費では、４,４４２万４,０３３円で、前年度比
較４万７,１９０円、０.１％の増となるもので、その主な事業内容は、補修計画に基づ
く定期補修工事に係る経費であり、増となった要因は 、補修工事項目の変動によるもの
でございます。
２７、２８ページをお開き願います。
続きまして、４目ごみ処理施設長寿命化事業費では、１５億９,０１１万８,４５６円
を支出するもので、ごみ処理施設長寿命化計画に基づき、平成２６年度から４カ年継続
事業として進めておりますごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事並びに重点 監理委託に係る
経費が主なものとなり、以上が事業費における決算額１８億１ ,３２７万５１３円に係
る内容となります。
次に、５款公債費についてでございます。総額３億６,５１６万９,９６０円を支出し、
前年度比較では５,１４８万２,５４６円、１２.４％の減となるものであり、減となり
ました要因につきましては、ごみ処理施設３号炉並びにストックヤード建設に伴います
借り入れ分の償還が完了したことによるものでございます。
なお、平成２７年度における償還件数につきましては、元金及び利子、それぞれに政
府債９件、縁故債１件に対するものとなっております。
以上が平成２７年度一般会計歳出における決算総額、３０億３,２５０万４,０３８円
の説明となり、前年度比較では９億５ ,０３１万９,１２１円、４５.６％の増となるも
のであります。
また、決算書２９ページに記載しておりますとおり、歳入決算額３０億５ ,６５４万
５２２円と、歳出決算額３０億３,２５０万４,０３８円の差引額２ ,４０３万
６,４８４円が、実質収支額となるものでございます。
大変簡単ではありますが、平成２７年度一般会計歳入歳出決算内容の説明とさせてい
ただきます。
○藤井俊一議長

次に、監査委員から審査意見の報告をお願いいたします 。
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鈴木監査委員。
○鈴木

晃監査委員

それでは、平成２７年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決算実

質収支に関する調書及び財産に関する調書につきまして、審査意見を提出いたしました
ので、その概要を申し上げます。
審査は、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規定により、管理
者から提出されました一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支
に関する調書、財産に関する調書についての書類審査を行い、あわせて担当課長から説
明を聴取いたしました。
また、計数の確認、予算の執行効率、管理の適否等を厳正に審査し、その結果、いず
れも関係法令に基づいて作成され、これらに記載された計数はいずれも歳入歳出簿その
他の諸帳簿に符合しており、計数は正確であり、事務の処理状況、歳入歳出の予算執行
につきましても、適正に行われていました。
詳細につきましては、お手元に配付しております意見書をご覧いただきますようお願
い申し上げます。
以上でございます。
○藤井俊一議長

ただいま、管理者及び事務局長から提案理由の説明、また監査委員から

審査意見の報告がありました。
本件について質疑を行いますが、質疑の方法といたしまして、歳入歳出別にお願いい
たします。
まず、歳入についてのご質疑を行います。
ご質疑ございませんか。
杉谷議員。
○杉谷伸夫議員

ごみ搬入手数料のことですけども、２７年度に事業者さんへの説明とか

をされて、２８年４月から減免率を下げられるということで、この前、説明 を受けまし
たら、いきなりゼロにすることはなかなか難しいと、事業者への説明が十分されないと
いうことだったので、その辺の中で、４月から減免率の２０％へということが実施され
たわけですけど、それに向けて事業者からの声とか、何かお聞きに、出てるでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

ただいまのご質問でございますが、あくまでもごみの排出事業者さ

んの方から意見があるか、言葉があるかということのご質問だと思うんですけれども、
特に、これでは困るとか、これがよかったとか、そういうご意見はいただいていないと
いうのが現状でございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

歳入歳出の両方に関わることなのですけど、ごみ搬入手数料のことに 関

わって質問するのですけれども、確か２点何％か、手数料の増額、増収になっていると
いうことで、理由が、事業系及び直接搬入のごみの量が増えて いるということで、この
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間の資料を、今日配付された資料もいただいたのですけども、これを見ますと、直接搬
入ごみ、全部が事業系のごみじゃないですけど、主に事業系のごみだと思いますので、
これを見ると、平成２１年度までは徐々に減ってるけど、それ以降、ほとんど横ばい、
最近は増えているということですよね。
家 庭 系 の 一 般 ご み は 、 徐 々 に 徐 々 に ず っ と 減 っ て い る と い う こ と で 、 こ の 数 年 間、
７年間近くずっと減らないということについて、どのようにお考えなのか。特に平成
２２年度からですか、平成２３年度からなのかな、減免率も下げて、手数料が上がって
いる中で、にも関わらず、事業系のごみが減らないということについて、原因なり、お
考えのことがあったら、教えていただきたいのですけど。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

確かにごみ量はほぼ横ばいなのですけれども、原因の追 究まで

はなかなか、組合の方からは、する手だてがないのが現実でございまして、一応、組合
に多量で、１００キログラム以上継続して持ってこられる方は、組合 が搬入の依頼を受
けまして、組合の方から内容を精査して、どういうことでこういうごみが出てくるの か、
調査、ヒアリングし、年度が変わり、超過分があれば、どういうことだというのは、ヒ
アリングはしているのですけれども、なかなか、なぜ増えるか減るかというのは、やっ
ぱり会社さん、それぞれの都合もありますので、なかなか詳細なところまでは把握でき
てないところが事実なのです。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

私、調べてないというか、わからないのですけれども、これは京都府下

とか、全国的に、家庭系ごみがずっと減少傾向にありながら、事業系ごみが減少しない
というのが、全国的、一般的な現象なのか、あるいは乙訓管内の特殊性なのか というあ
たりも知りたいですし、やっぱり何と言っても一番の目的は、ごみを減らすことだと思
いますので、その辺のことについて、ここ１、２年に始まったことじゃなくて、長いこ
と続いている状態のようですので、まず、全国的な傾向なのか、あるいは京都府下全体
と比べてどうなのかということについてお伺いしたいのと。
もう一つは、事務報告書の４６ページの上の方の表に、承諾事業者と許可事業者とい
うのがあって、承諾事業者というのは大きなところなんですかね、ここが 、去年よりも
事業者さんが増えているけども、搬入量は減ってると、許可業者さんが集めておられる
のは増えているというようなことも、何なのかなというあたり、わかっていたら教えて
いただきたい。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

繰り返しの、同じような答弁になるのですけども、確かに承諾

事業所さんはちょっと減ってますけども、内容ま ではなかなか把握し切れていないのが
事実でございまして、やはり市町さん通じて、減量するようにとのお願いは、広報通じ
てしてもらっているのですけれども、なかなか、さっきも申しましたように、それぞれ
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の諸事情とか、この企業さんは、今まで努力して減量化に向けてやってもらっています
けども、ある企業さんは、そこはちょっとおろそかになっているとか、そこら辺もある
かと思うんですけれども、今、何回も同じ答弁で済みませんけれども、 詳しい中身まで
はちょっとわからないと。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

全国的な傾向とかは、どうなんですか。やはり事業系のごみについては、

減量化はここ数年進んでないのか、あるいは進んでいるけども、乙訓管内についてでき
てないのかというのは、その辺はわかりませんか。比べておられませんか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

全国の状況は、今わかりかねる部分があるのですが、あくまでも京

都府内で申し上げますと、どうしてもベースとなる、それぞれの区域内で開発がそれぞ
れ進まれておりまして、特にこの乙訓管内で申し上げますと、近年に至っては大型の
スーパーがたくさん新たにオープンしているというよう な状況もございます。
また、小売店舗、コンビニ等の小売りの店舗さんも、いろいろと増減があるという状
況の中で、あくまでも排出総量だけで、例えば増えた減ったという数字はあるのですけ
れども、あくまでも排出事業者の件数等の変動もございますので、なかなか一概にごみ
が減った増えたというような、結果、数字では申し上げられるのですけれども、そうい
うことはなかなか申し上げにくいものがあるのかというふうな感じはしております。
ただ、先ほど申し上げたとおり、京都府内全体の流れで申し上げますと、例えば、首
都圏、京都市内、都心部、まちの中、そういう部分についてはたくさん増える傾向に今
なってきている状況の方にも聞いております。
また、例えば北部の方、田舎の方に行きますと、どうしても、逆に、そういう大型の
スーパーさんが撤退をされるというようなことも今聞いておりますので、逆に事業系の
枠としては減ってきているというようなことも、今聞き及んでいるような状況でござい
ます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

この圏域の経済活動の数字と照らし合わせてどうなのかという評価は必

進議員

要だと思いますし、長いことこういう状態が続いていることに ついては、ぜひ分析をし
ていただきたいなと。これは乙環だけの問題でなくて、市町、全部協力してやっていか
なあかん問題ですので、ぜひお願いしたいと思います。
何といっても、最大の目的はごみをとにかく減らしていくこと、もうそれに尽きると
思いますので、最終目的と言うと変ですけれども、この搬入ごみについて、家庭ごみも
もちろんそうですけど、特に事業系ごみについて減ってないということに対しては、や
はり何らかの対処をしていかなあかんだろうと思いますので、よろしくお願いします。
○藤井俊一議長

ほかに、ございますか。

渋谷議員。
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○渋谷

進議員

この事業系のごみなのですけども、事務報告の４６ページ１、具体的に

言うと、承認事業者さんというのが、直接乙環さんに持ち込まれる 、市町許可業者とい
うのは、それぞれの市町で許可して、市町としてそれぞれ持ち込まれる、そういうふう
なカテゴリーだというふうに理解していいと思うんですけども、間違いございませんね。
その辺の確認だけ。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

この承諾事業者というのは、一個人事業所が幾つあったかと、

市町の許可業者というのは、これは各市町で許可され てます収集運搬業者、そこで、各
この許可業者さんの中で顧客が、街の中の小さい商店とか、事業所の一般廃棄物を収集
できるのが、この市町の許可業者さんとなります。
この許可業者さんの中に数多くの顧客が、小さい顧客さんが入っておられるというこ
とでございます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

ということは、市町の許可業者さんに関して、乙環の方から直接ああだ

進議員

こうだと言うのは、非常に言いにくい、そういう関係だと思うんですけれども、承認事
業者さんに関しては、直接持ち込まれるので、乙環として何らかのお願いなり、 指導と
いうことにはならないと思うのですけども、搬入ごみの減量化についての何らかのア
ピールなり、啓蒙なりを、これはできるお相手だと思いますが、その辺のアピールとい
うかお願いというか、その辺はどのようにされておりますか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

こちらにつきましては、先ほども申しましたように、直接搬入

ということで、この事業さんから直接うちの方に、これだけのごみを持っていきますよ
というのを事前に申請していただいております。そこで、うちが内容を精査しまして、
それでしたら持ってきてくださいというやり取りは、これは搬入事務、手続として過去
からやっておりますので、そこで、先ほども申しましたように、超過がある分には 、新
しい年度に、どういう理由で増えたのですかと、もう少しごみの減量化を頑張ってくだ
さいというふうな、指導ではないですけど、そういうふうなアピールというのはさせて
いただいているというのが現状でございます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

特に事業系のごみは、経済活動との関係が非常に密接だし、事業者さん

進議員

自身がそれによって利潤を得ておられるところなので、減らしてくれというの は、企業
活動を縮小せいと言うてるのと同じという面があるので、非常に言いにくいと思うんで
すけども、基本的には、先ほど杉谷議員もおっしゃったように、どれだけ総量的に減量
していくかというのは大目標ですね。
そこで、ご承知のように、家庭系ごみというのはずっとこの間減ってきております、
全国的な傾向でも減ってきております。ただ、事業系ごみに関しては 、横ばいないし微
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減という、減り方が少ないという、そういうのが特徴になっております。
そこで、直接乙環が関与できる事業者さんというと、やっぱりそこの承認事業所さん
になると思いますので、その辺は、難しいことはわかるのですけども、ぜひとも減量化
にご協力いただけるような、これまで以上にご協力いただけるような何か手だてという
のをぜひとも考えていただきたいと思うのですけども、いかがでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

それにつきましても、うちだけで考えることが、なかなか難し

いので、関係市町さんと一緒に協力しながら、さらなる減量の方に努めていただくよう
な方向で模索して、発信していきたいなと思っております。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

もちろん２市１町の全体として、事業系ごみをどう減らしていくかとい

進議員

う、大問題であります。それは一方で、市町さんがそれぞれどういうふうに自分とこか
ら出てくる事業系ごみを減らしていこうというところに努力していただけるかという面
がありますけれども、先ほど言いましたように、直接乙環自身が関係している、この承
認事業所さんについては、乙環としてどのようにしていくかというのは、それはそれで
別に考えなくてはいけない問題だと思うんです。その辺、ぜひともご努力を お願いした
い、なかなか、非常に難しいことはわかっているのですけども 、お願いしたいと思うの
です。もう要望にしておきます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

手数料に関わることですが、外からの不正な持ち込みを防止するために、

展開検査をされるということで、大分前からやるということになってたらしいのですけ
ど、状況を聞いたら、まだ試験的にされている状況だとお聞きしたのですけど、現状と、
今後どうするのか。
それと、展開検査って簡単にできるのかなと思っていたら、結構大層なのですか、よ
くわからないけど、その辺も、何でそんな何年も前から言っててできないのかなと不思
議に思っていたので、ご説明いただきたいのと。
あと、市町も一緒にやるのですかね、市町の担当の方も来て、そういうあたり、乙環
の方ではその設備に悪影響を与えないかというところが、主に関心があるし、市町の方
では、市町が収集したもの以外のものが含まれてないかとかいう、それぞれ関心事項が
違うというふうにお聞きしてますので、今後のことに 関わりますので、お聞かせいただ
けるでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

展開検査でございますけれども、今、展開検査をしていないわ

けではないのです。ただ、ごみの種類にもよりまして、例えばリサイクル施設に入って
くるごみでしたら、パッカー車なり、直接個人さんが持ってこられるごみにしても、一
旦ステージにあけさせてもらって、内容を全部確認して、危険物がないかとか、処理す
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る規格外のものが入っていないかをチェックさせてもらって、だめなものは持ち 帰って
もらうような感じで、今も実際はやってはおります。
今おっしゃるように、可燃ごみ、生ごみとかが 、なかなかステージにあけることがで
きないので、そこら辺につきましては、今まででしたらプラットホームに監視員がおり
まして、小さい投入扉で、流せるものはその都度確認して、だめなものは持って 帰って
もらったり、というのをしておるのが、今現状です。
それで、今おっしゃったように、展開検査ですけれども、あと、大きなパッカー車と
かから入ってくるごみをどうするか、検査するかということで、それはなかなか、方法
とか、容量とかが、今までしていなかったもので、なかなか試験的にもすること、ス
ペースとかも、搬入の時間の関係でスペースの確保が難しいとかもあったのですけれど
も、条例にも書かせてもらってるとおり、それはしていかなあかんいうことで、生ごみ
の方にも進めていこうやないかということで、今までは、やめてたのじゃなくて、方策
を模索しながら、要領書をつくったり、試行的には何回か、今までしてました。
先月、大々的に、一回最終的な詰めを行うということで、組合独自で、収集車１台協
力してもらいまして、展開検査を進めまして、要領、方法とかを詳細に分析しながら、
計画書みたいなのを立てて、今まとめているところです。
来月に、２市１町さん交えて、担当の方に来ていただいて、来月に展開検査、組合を
含めて、再度最終的な確認を行う、展開検査を、シミュレーションですけれども、実施
して、そこで最終的に協議をさせていただいて、要領書なりを作成して、次期の、なる
べく早いうちに正式な展開検査ができるようにもっていこうかなという今計画で進んで
おるところでございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

もう一個、手数料の件です。資料、一番最後の処理費の原価計算表とい

うのを出していただいたのですけども、これ毎年度、年度ごとの処理費の原価を出して
いただいているのですね。これまでお聞きしていたとおり、大体３万円台の後半ぐらい
という金額になっていると。
これまでの議事録を見せていただいたら、今周辺市町の状況とか、お調べになってい
るということなのですけども、今後のことに 関わるのですけども、確か、来年度にどう
するかというのを、条例案を出すというふうにお聞きしてるので、突然出てきても困る
ので、それまでにどういうふうな考え方で、これを全部やるわけで、今は以前決めたと
きの原価がトン当たり２万８ ,０００円ですか、それの半分、５０％ということだった
ようですけども、どういうふうな考え方で検討をしていこうとされているのか、それは
ぜひ議会の中でも、やはり一緒に考えていかなければいけないと思いますので、現在、
何かお考えになってることとかがあったら、報告いただきたいのですけど、現時点で。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今、まだ事務方の考えと言いますか、そういうところに 、まだ最終
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決定ではないのですけれども、まず、今ご指摘いただいておりますとおり、近隣の自治
体の今の調査をやっているところでございます。
調査結果のまとめを、１０月の上旬にやらせていただいて、その調査結果をまとめた
内容をもって一定の報告書を作成すると、その報告書を作成した中で、それぞれ 正副管
理者の方にご報告をさせていただくという流れで今考えておるのですが、まずその単価
設定をどのように考えていくかということでございますけれども、処理原価に対して、
例えば何割にするとか、という考え方も一つございますけれども、今ある１ ,４００円
という、１００キロごとの単価設定から何％上げるのか、また上げることによって一定
の排出者に対する負担がどれぐらいかかってくるのかという部分も十分踏まえまして、
また、近隣の団体さんの考え方も十分参考にさせていただく中で、新たな料金体系、ま
たどれぐらいの上げ幅がいいのか悪いのか、そういったところも十分乙訓環境衛生事務
連絡会の中で調整検討の方をさせていただく中で、最終的な方向性を示していきたいと
いうふうにも今考えておりますので、なかなか、今こういう形で進めますという、申し
上げるところが今ないので、大変申しわけない答弁になって、あれなのですけれども、
今のところは、まずは調査内容を踏まえて、一定その内容を考察して、乙訓地域に見
合った料金形態はどういうものがいいのか悪いのかというところを、今、整理をしてい
る最中でございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

まだわからないということですね。確か、前の議会だったかで、９月に

まとめて、管理者の方に報告をするというようなことが、確か言われていたように思っ
たので、その基本的な考え方が出されているのかなと思ったので、質問したのですけど、
また次に聞きます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
ちょっと戻るのですけれども、承諾事業者が３４業者おられて、市町

許可業者が８件ということで、この搬入の実績を見ますと、６分の１強が承諾事業者と
いうことで、非常に大きいなと、炉の長寿命化なんかもやってますけど、そういう中で、
ここの指導というのは、先ほどお二人の方からも意見があったのですけれど、やは りこ
こら辺は、１００キロを超えたとこだけ、言うとか、口頭指導とか、そういうことをさ
れているのかなと思うんですけれど、もっとやっぱり文書指導も、きちっとしていった
り、そこの事業者の処理計画、そういうものなんかを出させるというか、そういったこ
とを考えておられないかということと。
それから、以前に私も聞いたことあると思うんですけど、市町許可の関係で、市町の
処理計画、長岡京市だけが出てるという、そういうことも答弁されてたのですけれど、
ここら辺の、乙環として、２市１町で乙環組合ができてるわけなのですから、この処理
計画、非常にこれも大きいですので、この辺の連携というのか、そういう、少し 強めて
もらわないと、同じ答弁のままで、そのままでなってしまうということもあるので、そ
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の辺ちょっとお聞きしたいのと。
それから、うちの議会でも、この前の９月議会の一般質問の中でもあったのですけど、
ごみの搬入手数料の減免なんですけれど、この減免が当初の予定よりも 延びているとい
うことで、この点について、今後どうしていくのか、いつ ごろにもう皆ゼロにしていく
のかというのを、もう一度きちっとここでお聞きしたいと思います。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

承諾事業所の関係でございますが、承諾事業所の手続といいますの

が、排出者の方が市町の方に申請、相談をされます。その相談をされた内容に対して、
組合に市町の方から指示書が出てまいります。その指示書を受けまして、その排出者 に
組合の方にお越しいただく中で、搬入に係るヒアリングをさせていただくと。その中で、
排出計画量、見込み量についてヒアリングをさせていただく中で、分別状況はどうで
あって、どういったものをここに持ってくるんだというところを十分審査する中で 、最
終承諾事業所として認めさせていただくというところでございます。
また、本組合の条例の中にも、立入検査という権限も、今条例の中で規定もしており
ますので、あまり減量にならないとか、不適合物が一緒に交じっているとか、そういっ
たものは、搬入がある場合につきましては、立入検査を関係市町と合同で実施をしてい
くということも、今考えております。
また、本組合の条例規定にはございませんけれども、関係市町の方の条例規定の中で、
大規模事業者に対する減量計画書の作成というのが、それぞれ市町の条例の中で規定も
されております。その中で、各市町の方が一定その大 規模事業者に対して減量計画書を
作成させ、その作成した内容に対して、それぞれご指導、ヒアリングをされておるとい
うようなことも、今聞かせていただいているところでございます。
それと、最後の手数料の関係でございますが、先ほどもご指摘 があったとおり、今、
関係市町の事務担当者含めて、一定調査をして、最終的な方向性について協議検討をし
ているところでございます。前回、３月のときにも私申し上げたとおり、３０年の４月
から新たな条例規定の中で運用できるような形で、来年の６月ないしは遅くとも９月に
は議会の方に改正条例を提案させていただいて、一定新たな方向性の中で、３０年から
進めたいと考えているところでございます。
○藤井俊一議長

ほかにございませんか。

特に歳入面がなければ、歳入面の質疑を閉じさせていただきます。
次に、歳出についての質疑を行います。
渋谷議員。
○渋谷

進議員

確認なのですけども、決算書の１２ページの委託費で、産業医の委託料

というのが載っております。これは確か９月度から入れていただいたという件だと承知
しております。私もずっと、当初から、特にメンタルのチェックも含めた産業医さんの
大切さというのを訴えてまいりましたので、非常にこれはありがたいことだと思ってお
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りますが、実際に産業医さんがどういうふうなことをしていただいたかということにつ
いては、これは事務報告には載ってないのですよね。そのあたりで、少し具体的にはど
ういうことだったのかというのを、まず教えていただきたいと思います。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

２７年９月から産業医の先生の委託をさせていただきました。内容

については、月１回うちの組合に来ていただいて、状況把握していただいております。
年間通して、安全衛生推進委員会がございますので、そちらの方で、施設の巡視をやっ
ていただいております。安全衛生推進委員会にも、年４回になりますけども、参加して
いただいております。
先ほど、休職者がおられてということで、休職者が復帰する際においては、産業医の
先生の方に最後の、休職者の主治医からの診断書もございますが、産業医の先生の意見
を聞いて、復帰させていただいいているという状況でございます。主だった内容はそれ
くらいになります。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

基本的には、大きな枠組みで言うと、安全衛生推進委員会のカテゴリー

進議員

に入ると思うんですけども、これ、せっかく導入していただきましたから、この事務報
告２１ページの安全衛生推進委員会の項に、産業医さんの活動、これ、要するに、むし
ろ、これまで安全衛生推進委員会というのは、仕事上のリスクとか、そういったところ
の方にウエイトがあったものが、産業医さんに来ていただくことによって、身体的な健
康及びメンタル面の健康にも目を配るようになったという、そういうことだと思います
ので、ぜひとも載せていただきたいと思います。
その上で、この時点でというか、２７年度の時点での、休職しておられる方というの
は、何名いらっしゃいましたですか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

今現在で言いますと、２名休職者がおられるような状況でございま

す。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

この２７年度に比べて、減少、増加、その辺も含めて。

進議員

○藤井俊一議長

山本総務課。

○山本昌一総務課長

２７年度と現在と比較しまして、１名減ぐらいに考えていただいた

らいいかなと思います。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

この件に関しては、とりあえずここまでに。

進議員

次に、今回、乙環の事業として一番大きいのが、施設の長寿命化計画だと思うのです
が、一応念のためなのですけれども、予算書の２５に出てくる、ごみ処理施設の改修事
業というのがありまして、これと、長期寿命化のための工事との関係といいますか、特
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にちょっと疑問に思ったのが、附帯施設の改修、附帯施設というのは、つまり炉ではな
いところだと思うのですが、具体的にはどういうふうな部分を いってるのか、まずそれ
をお願いしたいと思います。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

附帯事業というのは、２０００トンろ過器なのですけども、そ

このろ過器と、あとは洗車場が一応附帯施設になっております。
工事内容というのは、中の炉材の入れ替えと、井戸の浚渫とか、そういうことをやっ
ている工事です。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

２６ページに書いてあるごみ処理施設の改修工事と、長寿命化計画の工

進議員

事との関係というのは。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

直接関係はございませんが、長寿命化工事において、交付金 を

いただける分につきましては、そちらの方で工事をさせていただくということもござい
ますが、ここの附帯設備のお金と、この長寿命化工事の中の載っているお金とは、リン
クはしておりません。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

というと、ここに書いてある焼却炉補修工事と長寿命化との関係は、リ

進議員

ンクしてなくもないというふうに理解してよろしいわけですね。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

長寿命化工事と申しますのが、廃棄物の焼却施設の根幹となります、

例えば焼却炉本体であったり、そういう電気関連の設備であったり、そういう今後長期
的に使っていくために必要な部分を、今回長寿命化第Ⅱ期工事の中でやらせていただい
ているというところでございます。
こちらの、今ご指摘のごみ処理施設の改修事業の方の定期補修工事につきましては、
１年に１回、あくまでも焼却炉内の、例えば消耗部品の交換であったり、焼却炉を停止
する中で、保全計画に基づく定期的な補修工事を計画 的にやらせていただいているのが、
この定期補修工事という内容でございます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

説明ありがとうございました。

進議員

要は、長寿命化の工事を主に考えると、三つの炉を順番に稼働させながら、順番に工
事をしていくという、そういうイメージを持っているのですが、それに関連して、事務
報告の例えば４６ページ、この一番下の⑶のところの、表を載せていただいているので
すけども、ここに書いてある工事日数というのは、これは長寿命化のやつではなくて、
定期的なという意味でしょうか。
○藤井俊一議長

服部施設業務課長。
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○服部

潤施設業務課長

そのようなこととなっております。

○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

それで、一つ、第１点に気になるのは、それぞれの炉の使い方といいま

進議員

すか、その問題で、今言った表のもう一つ上の表で、それぞれの炉の稼働日数が書いて
あります。そうすると、かなりばらづきがあるというか、当然１号炉が一番古いから、
ということはわかるのですけども、この辺の 日数の大きな差というのは、どういう、三
つの炉の回し方の話だと思うんです、一つは工事に入れなあかんと、あとの二つで何と
か回していくという、そういう関係だと思うんですけども、その辺のローテーションと
いうか、その辺の計画はどうなっているのか、お知らせいただきたいと思います。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

１、２、３号炉とありまして、１、２号炉が平成７年に稼働し

ました、３号炉が平成１４年に稼働しています。唯一発電能力を持っているのが３号炉
ということになっております。１４年当初から、３号炉は発電できますので、お金を稼
いでくれる焼却炉でもありますので、これをメインに使っていこうじゃないかという考
えが、当初からあったとは思います。
そのことが、今までずっと継承されているのですけれども、それがよいか悪いのかは
別にして、そういうことで、３号炉がメインに頑張って動いてもらって、組合の方にお
金を、電気代余剰と、あと購入電力の抑制をかけているということでございます。
組合では、３炉動かす必要がなく、２炉で十分処理はできているのですけれども、ど
うしても１炉だけでは焼却能力が足りませんので２炉 を動かすと、３号炉をメインに、
１、２号炉で交替といいますか、１炉動かしているときに１炉メンテナンス、このメン
テナンスするのが、先ほどの定期炉補修工事でありまして、今の運転計画では、３号炉
をメインで１、２号炉交替で使用するという計画になっております。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

特に３号炉というのは、実際売電できるという、その意味では、非常に、

進議員

乙環にとっての自主財源といいますか、そういう意味からも非常に重要な施設だと思 う
のですけれども、それをメインに使っていかれるというのは、経営上あれだと思うんで
すけども、先ほども少しお答えいただきましたように、そればかり使っていると、それ
の寿命が先にきてしまって云々というふうなこともあるのですが、それで、その辺が
ちょっとひとつ気になるところなので。
同じ事務報告の５４ページ、焼却炉稼働状況というのが一番上に書いてありますが、
この中で特に１号炉が、半年動かしてないということになっているのですが、これはど
ういう事情でしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

ただいま、御存じのとおり長寿命化工事の真っ最中でございま

して、止まっているときに手をつけていくということで、焼却炉の中の本体のれんがを
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積み変えるとか、そういう大がかりな工事となってきますので、ここ２、３年につきま
しては、運転が、工事の工程に進めた運転となってきておりますので、ちょっとこうい
うことになってきております。長寿命化工事のからみでございます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

一応念のために、長寿命化工事というのは、Ⅱ期で終わりですか。

進議員

○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

Ⅱ期で終了の予定です。

○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

ということは、資料、お願いして出してもらった、一番最初に書いてあ

進議員

ります、Ⅱ期工事に係る事業費内容を見てみましても、やはり１号炉 への手当が、どち
らかというとメインだというふうに印象を受けます。
それで、Ⅱ期工事が終わるということは、終わった時点では、１号炉も、例えば今の
２号炉と同じ程度に稼働することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

１号炉、２号炉、同じように稼働できるという最終目途でやっ

ておりますので、同じように稼働できます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

いずれにしても、今後、３号炉をメインにしつつも、１号炉、２号炉を、

進議員

３号炉を休めるためにというふうな形で、負担を軽くするためという形で 多分使ってい
かれるのだと思いますけども、その辺の回し方といいますか、計画というのは、今年か
ら現業を丸ごと外部委託されたことによりまして、その辺の運営計画とか、運行計画、
運転計画というふうなものは、お任せすることになっているのですか。それとも、こち
らの方で決めて、そのとおりに運転していただくと、そういうことになっているので
しょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

あくまでも運転に関することは、組合の方で判断させていただ

いております。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

この件に関しては、ぜひとも、売電も大事ですけども、あまり毎日の目

進議員

先の利益が優先されるようなことになってしまうと、 虻蜂取らずのようなことになりか
ねないと思いますので、ぜひともその辺のバランスをとった運転計画というのをよろし
くお願いいたします。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

長寿命化工事計画に関連してですけれど、事務報告の４３から

４４ページですけれど、行政効果として、１号炉の、幾らかの焼却処理したと、２号炉
もこうしたということで、３号炉のところで、ちょっと気になるのは、平成１４年の使
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用開始後１４年を迎えた３号炉は、３炉の中で最も新しい施設ですが、主力運転による
負担は大きく云々としながら、大きなトラブルもなく順調に稼働したと書いてあるので
すけど、これ、大きなトラブルはなかったけど、小さなトラブルはあったのかなという
のを、ちょっと気にしてたのです。その点どうだったでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

確かに小さなトラブルは、１号炉、２号炉、３号炉ともにあり

ますが、対処できる範囲のトラブルということで、想定範囲内というか、部 品交換した
ら済む範疇のトラブルということはございます。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

なぜそんなことを聞くかというと、３号炉のところだけ書いてあるん

です。ですから、余計に、１号、２号と、今答弁でおっしゃいましたけれども、３号炉
のところで大きなトラブルなくてということですので、小さなトラブルは確 かにあった
ということなのですけど、実際はどんなトラブルが３号炉であったのか 。
先ほど渋谷議員も言われましたけど、本当に売電ばっかり気にしていると、どうして
も、小さな得をして大きな損をしてしまうという、そういう問題もありますし、実際に
はこのトラブルの、どんな中身のトラブルなのかということと、それから、よその自治
体で、よその組合、こういうふうな処理施設を持っているところで、こういう、うちの
３号炉と同じような、そういうボイラータービンの発電、こういったものを持っている
ところで、以前、確か、何年ぐらいもつのだというのを聞いたことがあると思うんです
けど、そのときは１５年ぐらいだというふうに言われていて、でも、長寿命化工事をし
たら、これがもっと長くもてるということだったのですけど、実際には、一番大きな
３号炉、売電ばかり理由にしていると、本当に一番大切なものが、本体が、早く壊れて
しまったら、長寿命化で間に合うのかなというのを思いますので、長寿命化工事が２年
後に終わって、終わったときには、３号炉がどのくらいもって、１号炉があとどのくら
い、２号炉がどのくらいもつ、そういう予定になっているのかをお伺いします。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今の長寿命化第Ⅱ期工事が平成２９年度末で一応竣工の予定でござ

います。ですので、今の計画では平成３０年から１５年間使うという計画を持っており
まして、ですので、平成４４年までは、今の１、２、３号炉、それぞれを使っていくと。
先ほど、ご指摘をいただいておりますとおり、どうしても１炉のみを酷使してしまう
と、どうしても傷んでしまうと、早く傷んでくるということも考えられますので、その
部分は十分勘案する中で、１５年間均等にうまいこと使えて、大きな工事をやらなくて
もいいような形で運転計画を十分整理させていただいて、１５年間使っていきたいとい
うふうに考えているところでございます。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

じ ゃ あ 、 ２ ７ 年 度 は 、 １ 号 炉 、 ２ 号 炉 が 日 数 的 に は 少 な か っ た と、
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３号炉を基本にしていたと、じゃあ次の年度、２８年度は３号炉、どれぐらいでという
計画、２９年度幾らぐらいという計画、そんな計画は、稼働日数の計画はどういうふう
になっているのでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

まだ今の現時点で、平成３０年以降の、それぞれのどれぐらい運転

するのだというところの具体的なところは、まだ決まってはおりませんけれども、あく
までも、今見ていただくとおり、もう半分以上が３号炉が動いているような今の状況に
もなっておりますので、そういう偏った運転にならないようには、今整理をしていきた
いと思います。
ただ、先ほどから答弁させていただいておりますとおり、３号炉につきましては発電
を備えておりますので、それによって購入電力量の抑制、また余剰電力の売却の収益と
いう部分もございますので、その辺を十分総合的に勘案する中で、うまいこと運転計画
をつくっていきたいと。ただ、単純に３当分するというのは、なかなか難しい部分はあ
ろうかと思いますけど、十分大きな工事の手を加えなくてもいいような形で整備をして
いきたいというふうに考えております。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
というのも、住民の方に聞きますと、別に燃えないごみを入れても、

可燃ごみと一緒にまぜてもいいのだという、そういう、割と、住民的には、そういう声
が結構あるんですよ、それはやっぱり３号炉にそういうものを備えてる、そういう熱を
ものすごく高くしてやっていくということが、何かそういうのがみんなに、住民の皆さ
んに伝わっていってるのかなというふうに思うので、ごみの減量化と同時に、炉の大切
さとかを考えると、少し、住民意識というのか、そういうものも変えていかなくてはな
らないのかなというふうに、私自身は地域の方々の話を聞いてて、そう思ったりするの
ですけれど、本当に平気で、入れてもいいんやでという、そういう形が割とあるんです
よね。実際には燃えないごみは月２回持っていかないといけないとか、そういう不自由
さもあったりして、そんなことがあるんですけれど、その辺の考え方としてはどうなの
でしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

もちろん、今おっしゃるとおりで、施設に影響を与えるものは

入れたらだめなんですけれども、その辺につきましては、うちの組合、広報紙、２市
１町さん通じて、いろいろな方法で周知はしていっていただいていると思いますので、
あとはもう出される方のモラルというか、その辺にお任せするしかないのかなと。
あと、先ほども申しましたように、展開検査もこれから実施していこうと思いますの
で、そういうときに発見した場合は、注意なり指導なりは、どういう形になるかわかり
ませんけども、そこら辺はやっぱり抑制をかけていきた いなとは思っております。
○藤井俊一議長

山田議員。
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○山田千枝子議員

啓発というかね、それしかもうないなと思うんです。結構回覧板とか

回ってきたら、そういう意識というのは、じわじわと効いてきますので、乙環の考え方
がものすごく大事かなと思うので、炉はものすごく高くつきますので、炉を長くもたせ
て、こういう長寿命化第Ⅱ期工事もやってるということでは、市民の意識、住民の意識
を変えていくということに、もう少し力を注いでいく必要があるのかなと思っておりま
すので、その点については要望しておきます。
公平委員会と監査の委員会のことなのですけど、監査委員さんの意見書も読ませてい
ただいて、審査意見書の中の１２ページですが、最後に再生工房事業において、夏季に
実施される親子体験教室は大変盛況であり、一定評価するけれど、近年の参加者数の減
少傾向などを踏まえたら、今後の工房事業そのものの方向性について再検討という、そ
ういったことが、これは意見ですので、という意見が添えられているのですけれど、こ
の点についてどのように組合としては考えておられるのか、監査の方々が一生懸命考え
て意見を出していただいているので、私たちも考えないとだめですし、 その点について、
お伺いしたいのと。
それから監査のときに、工事技術調査委託料というのが入っているのですけれど、こ
れはどんな委託を、監査事務事業の中でどんなことをされたのか。公平委員は後にしま
す。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

再生工房教室の今後のあり方についてという内容だったと思う

のですけれども、リサイクルプラザができまして、平成１ ０年からこの再生工房教室を
開催させていただいております。その教室の中で吹きガラスという、ガラスを溶かして
新たにビンとか花瓶とか、つくっていただく 教室を設けている内容も一つございます。
そちらの方の、ガラスを溶かす溶解炉というのですけれども、その溶解炉の方が経年
使用により大分老朽化しているということも含めまして、これを今後続けていくには、
かなりの整備費用がかかってしまうということも含めまして、近隣ではそういう吹きガ
ラス教室については、やめていかれるところが増えてきたような状況もございますので、
今は近隣のそういう状況も踏まえまして、どういうような内容の教室をやっておられる
か、再度調査をさせていただいて、新しい年度には方向性、予算の方でお示しさせてい
ただきたいということで、今事務を進めている最中でございます。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

もう一つの方の質疑だったと思うんですけども、事務報告２２ペー

ジの一番下のところになるのですけれども、随時監査ということで、平成２８年１月
２８日に実施いたしました。これについては、ごみ処理施設の長寿命化第Ⅱ期工事の監
査でございます。これについては特殊なごみ焼却施設でございますので、 専門性を有す
る方と一緒に監査をさせていただいて、今進めている長寿命化工事が順調に進んでいる
かなど見ていただくのと、今補助対象になっております二酸化炭素の抑制ということで、
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その辺も十分勘案した工事になっていますかという監査もやられたところでございます。
その分が、今委託料として工事監査料として掲載させていただいております。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

随時監査なのですけれど、これは長寿命化の工事の４カ年、その４カ

年の毎年１回されるというようなことになっているのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

今のところ、平成２７年度は行いました。後の予定はまだ決まって

ございません。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

２６年度はあったのですか。
山本総務課長。

○山本昌一総務課長

２６年度はございませんでした。

○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

ストックヤード管理費についてお尋ねいたします。事項別明細２６ペー

孝雄議員

ジ、廃家電処理委託料と廃蛍光灯の処理委託料について、事務報告書の７３ページを拝
見させていただくと、現状、野村興産に処理委託をされていると思うんですが、御存じ
のとおり、水銀の規制条約、いわゆる水俣条約というのが、予定どおりいけば本年発効
ということになりますので、恐らく、普通に考えますと水銀の流通がなくなると、この
辺の処理委託料がかなり上がるのじゃないかと思うんですが、乙環として、 野村興産と
その辺の動向の情報のやり取り、今後どういうふうになっていくのかというのは、何か
つかんでいらっしゃるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

水銀は確かに条約が、２８年２月２日に閣議決定されて、発効

される、今年度中に発効される予定であろうということは聞いておりますが、このこと
に関しまして、今、野村興産の方へ水銀を搬出させてもらっているわけですが、 その件
について委託料が上がるとかいう話は、今はございません。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

引き続き野村興産が、この水銀の処理を継続してされるのか、あるいは

孝雄議員

もう流通されないのか、これリスクになるので、縮小、撤退の方向に向かわれるのか、
その辺の動向はいかがでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

今後の同行については、まだわからないのですけれど、今すぐ

に水銀がなくなるということはございませんので、今でも、各家庭、各学校とかに 滞蔵
品の血圧計とか、体温計とかもございますので、現在、野村興産、唯一の日本で水銀リ
サイクルされているところでございまして、今すぐに事業を縮小するというお話は聞い
てはおりません。
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○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

１点要望でございます。今後、野村興産の方から処理委託料、これが高

孝雄議員

くなっていく傾向にあるようであれば、排出者、いろいろ考えていかなあかんと思うの
で、迅速に構成市町の方にまた情報提供、構成市町さんを通して住民さんの方に情報提
供いただけるよう要望させていただきます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

長寿命化工事のことでお伺いします。これは１６億近くということで、

決算の半額以上ということなのですけど、中身についてちょっとわからないので、何と
も言いようがないのですけど、長寿命化工事については、１６億ほどのうち、重点 監理
委託料、コンサルに５６１万６ ,０００円をお支払いされてると 。工事の３、４％です
かね、結局これは乙訓環境衛生組合に代わって工事の計画だとか実施状況とかをチェッ
クしていただいてるわけですね。
チェックしていただいて、ここを代わってやってもらってると。それがちゃんとされ
ているかどうか、そういう報告というか、委託料５６１万 ６,０００円を払って、何が
もらえるのか、どんなものがあるのですかね。我々がそれをチェックできるのでしょう
か。私が見てもわからないけど、専門家が見たらわかると思いますので、それが１点と。
全然性質が違うかもしれませんけども、昨年京都市のごみ処理関係の施設で、裁判で
京都市が負けると、性能を達成しないのに京都市が負けるという裁判ございましたけど
も、性格は違うかもしれませんけれども、何かあったときに、こういう 監理委託会社に
対しての責任も問えるようなものになっているのかとか、その辺のことを教えていただ
けますでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

ごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事の重点監理委託でございますが、

こちらの方については、毎日来られているわけではなく、月一回は必ず、設計協議に同
席させていただいて、施工業者と折衝したりさせていただいている点がまず１点と。
それから、図面が上がってくるわけですけれども、図面についてはその 施工監理業者
さんが先に見ていただいて、内容チェックをしていただいております。必ず最後の、今
年度の出来高のチェックは、最終年度、出来高チェックはまず事前に 監理業者がやって
いただいているという状況でございます。それによって、うちの方、仕様書どおり、発
注どおりできているかどうか、チェックしている次第でございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

じゃあ、何かチェックした報告書とか、何かそういうものがあるという

ものではないのですか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

もちろん、書類も全部そろえて、うちの方に来るという内容になっ

ております。
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○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

今話を聞いているとアドバイザーみたいな感じに、ニュアンスに聞こえ

たのですけど、もう一回言うならば、工事に何か瑕疵があったときに、工事事業者及び
監理委託事業者に対して責任を問えるような、そういうふうなものになっているのかと
いうことです。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

もちろん施工監理業者においては、そのチェックは十分ある思いま

すし、一番問題なのが、今回やらせていただいているこういう焼却炉については、性能
発注ですので、一番瑕疵が出てくるのは三菱重工 ということと考えております。その中
で、工事を進める中で、いろんな不具合とか、こういうふうに直した方がいいよとかい
うところがあれば、施工監理業者さんの方が出ていただいて、いろんなチェックをした
後、うちが承認していくという感じになります。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今回の重点監理委託の関係につきましては、本来施工監理という形

で業務監理をしていただくことになろうかと思いますけれど、今回の長寿命化工事につ
いては、重点監理という形でお願いをしております。
その業務内容につきましては、機械関係になってまいりますので、 どうしても専門性
が高いということで、機械に精通したコンサルタント、また電気設備関係に精通したコ
ンサルタント、そういう専門的な視点に立っていただく中で、メーカーさんが設計をさ
れてきた設備、また電気設備含めて、一定専門的な視点でご意見をいただくという形で
同席をいただく中での委託をしているというところでございます。
ですので、今、総務課長が申し上げたとおり、実際何か瑕疵が出てきたという部分に
ついては、もちろん性能発注しておりますので、もちろんメーカー責任という部分には
なってはまいりますけれども、どうしてもその間に、その専門的視点に立った中で、コ
ンサルタント業務を入れておりますので、そちらについても一定の瑕疵はあるというよ
うな判断をさせていただいているところでございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

そういう責任がないと、何かアドバイザーみたいな感じで、なって、い

ざというときに役に立たないようでは困るので、ちょっと確認させていただきました。
もう一つ、先ほど山田議員が、小さなトラブルあるのですかとおっしゃってましたけ
も、大きい小さいと言っても感覚でちょっとわからないので、何でかというと、私考え
まして、ごみ処理施設って考えて、まず安全性、安全に運転をする、その点で言うたら、
事務報告書でも、かなり法律で定められているから、いろいろ検査、測定項目がありま
すね、環境測定がね。だから、安全性と、あと安定して運転されること、それから効率
的にやっていくこと、効率的と言ったら、お金の問題であると、安定して運転してとい
うと、何かなかなかわかりにくくて、そういうものが、例えば、全くわからないでしゃ
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べっているのですけど、例えば一つの基準があって、１日止まるというふうな場合は、
事故１件とか、なるとか、何かそういう見えるものがあったら、事務報告書の中に、
我々も、今年度は安定していけてるなとか、あるいは最近多いなとかわかるのですけど、
何かそういう内部的な基準みたいなもの、何かあるのですか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

なかなか難しい問題なので、まずトラブルというのは、大きな

トラブルというのは、もう施設が壊れるような、を私らは想定しております。日々のメ
ンテナンスで、もちろん安定的に運転するのは、 維持管理計画に沿った公害値を維持管
理計画値の中におさめるのが、安定している運転でありまして、その中でも、やはり、
機械の大きな、たくさんの機械があるのですけど、その中の一部、例えばブレーカーが
ちょっとおかしいよとか、電磁接触部位がおかしいですよと、サー マルがおかしい、ス
イッチがおかしいですと、そういうようなのが関連して、一つの小さい 機械が故障しま
す、止まりますというトラブルは、私たちも一応トラブル と言いますけど、小さいトラ
ブル、カウントしてないトラブルも入ってます。
それは、予備部品を使って、早急に取り替えして、運転が継続できると、その間、別
に焼却能力、運転形態に悪影響を与えないということで、小さいトラブルというのは、
そういうふうな、流量計が詰まりましたよとか、そういうのは小さいトラブルとして捉
えてますけども、大きいトラブルとしたら、もう焼却炉が緊急で止まってしまうという
ような感じで捉えております。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

そういうのは、なかったということですか。

○藤井俊一議長

服部施設業務課長。

○服部

潤施設業務課長

○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

それは、なかったです。

山田議員。
この前、私たち、視察に行かせていただいたときに、視察のお話を聞

いてる途中で、そこの事業所が、各務原でしたかね、そこで大きな事故があったとい う
ことでびっくりしたのですけど、やはり怖いなと思ったのです、あのときは。ちょうど
私たちはすぐそばにいてましたので。安全面でも非常に心配ですので。
今度、運転業務の委託も、夜間とか休日は今までやっておられて、何かあったときに
はすぐ管理者の方とか、事務局の方に連絡があるということですし、そういう中で、そ
ういう連絡があったとき、大したことなくても、私たちは何かちょっとしたことでもト
ラブルだと思うのです。そのトラブルが、放置してたら、ずっと大きなトラブルになり
かねないので、小さなトラブルって、私たち専門的じゃな いからわからないですけど、
爆発したりとか、全部施設がどうこうじゃなくて、そういう危険を伴うような、そう
いったことがあったのかなというのを気にしてたのですけど、それはぜひ、杉谷議員も
おっしゃいましたけど、もう少し細かいものでもあったら、件数ぐらいは書いていただ
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きたいなと、せっかく長寿命化の工事計画、しておりますのでね。そういうことはお願
いしておきたいと思います。
それから、公平委員会の関係は、職員の数を書いていただいて、資料請求したのです
けれど、職員さんで休職がお二人いらっしゃるということで、職員数が３９ 人で、
３９分の２というと、非常に、５％ぐらいになるんです。ですから非常に大きいなと思
うのに、公平委員会では、そういう休職者の方の話とかが出ないのかなと、こういうい
ろんな組合の、そういう労働安全、そういうようなものがいろいろと話し合われる、そ
ういう公平委員会なのだと思っているんですけど、その辺は公平委員会に持っていく、
持っていき方、テーマを、持っていき方、休職の問題ではどうですかとか、年に１回さ
れるんですかね、公平委員会、何回されるのかお伺いしたいのですけど、事務報告を見
ましたら１回だったのかなと思うんですけれど、やはりそういうものがなかったからと
いうことでなくて、やはりそういう問題、あえて組合の方から公平委員会に持ち込んで
いくという、そういうものが必要じゃないかなというのを、事務報告とか 見せていただ
いてそう思ったのですけれど、その点についてはどんなふうな仕組みになっていって、
そういう休職者の方の話は全然話し合いがなかったのかどうか、お伺いします。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

公平委員会の方でそういう今の休職者に関する議論をしていただく

ということでございますけれども、公平委員会の方につき ましては、そういう申し入れ
といいますか、届け出があった場合はそこでご審議をいただくということになってきま
す。
まず、本公平委員会事務については、事務担当委員を一人つけております。そこに一
定の相談窓口という形で相談を、何か相談があればしていただくような形にもしていた
だいて、そこで公平委員会の中で一定の審議をいただく内容であれば、またそこで審議
をいただくような格好になってくるかと思います。
また、今の休職をされて、例えば精神的な問題があるとか、何かそういう困っている
ことがあるとか、そういったものにつきましては、まず公平委員会もそうですけれども、
総務課の方にも一定相談窓口を置いておりますので、まずそちらの方にご相談をいただ
いて、こういう今状況にあるんだという、職員の相談窓口をつくらせていただいており
ますので、そういうところにまず申し入れをしていただいて、その後にまた公平委員会
の方の担当事務の方にも申し入れをしていただく、ご相談をいただくと、それから委員
会の方に、何かあれば提案いただくというような形で、今進めていっているというふう
に考えておるところでございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
私、思うんですけど、自分の職場の上司にとかは、言えないからつら

い。そういうものがあると思うんです。言えるのでしたら、精神的にそんなふうに病気
になったりもしないし、やっぱり言いたいこととか、思ってることが言いにくいという
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ことで、そういう場合、その人が何か投稿でもしないと、公平委員会に申し出 すること
は、一住民として申し出するしかないのでしょうか。その点と、その今休職に、２名い
らっしゃるのは、何年休職されているのですか、その点もお伺いします。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

今現在、２名です。期間は１３カ月の方と、５カ月の方です。

山田議員。

○山田千枝子議員

１３カ月って１年以上と、５カ月といいますと本当にまだ早期ですよ

ね。そういう意味では、本当にそういう早期の方がいらっしゃったら、総務課みずから
が公平委員会に、こういうことをちょっと、そういう休職者が出たのですということで、
何か働きかけをしていくというものがあってほしいなと思うんですけど、そういった点
について、どうなのでしょうか。
その人が言うてこなかったら、訪問とか何かされているのかなと思ったり、いろんな
気をもんで、出勤できるように、すごく考えておられるのはわかるんですけど、実際に
は考えていても、行けなくなってしまったら、なかなか足が向かないということになる
ので、その辺、今度産業医もつかれましたし、その産業医の方々とのパイプとか、公平
委員会もそうですし、その辺なんかはどういうふうにつないでいくのか、その点につい
てお伺いします。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

公平委員会の方に何か申し入れをするということにつきましては、

まず職員が不利益をこうむったという場合にのみ、そういうところに申し入れをされる
というふうに、私は理解をしております。
また、どうしても、例えば相談とか、今そういうストレスがあるんだと、上司にはな
かなか相談がしづらいという場合があれば、先ほど申し上げたとおり、 総務課の方にも
相談窓口もございます。また、先ほどもございましたとおり、産業医の方もおりますし、
また、社会保険労務士さんにも、うちに入っていただいているような状況にもなってお
りますので、そういうところにいろいろとご相談いただく中で、それで例えばそのご本
人が不利益があるんだということであれば、公平委員会の方に申し入れをされるかと思
いますので、本組合の方から公平委員会にどうだということは、今の現時点では考えて
おりません。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

じゃあ１３カ月休んでおられる方と５カ月休んでおられる方に、その

人に産業医さんとの面談、そういったことはどのようになっているのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

まず、さきに言わせていただいた休職者の状況ですけども、現在、

１名でございます。
○藤井俊一議長

山田議員。
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○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

休職は２名じゃなかったのですか。
山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

それを訂正お願いしたいということと。

それは、１３カ月の方、５カ月の方。
山本総務課長。

○山本昌一総務課長

一つは、病休の方で、まだ休職に入っておられませんので。

休職者は１名でございます。あと１名については病休対応になっております。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

１３カ月の方が休職なのか、５カ月の方が病気なのか、どっち ですか、

そこも。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

先ほど言いました、その１名が間違っておりまして、もう復帰して

おります。だから、その方はおられません。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

もう少しきちっと、すみません。
それでは、議事の途中でありますけれども、議事の都合により午後１時

まで休憩いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

休憩（午前１１時５４分）
――――――――――――――
再開（午後

○藤井俊一議長

０時５５分）

それでは、休憩を閉じ続会いたします。

山本総務課長。
○山本昌一総務課長

申しわけございませんでした。午前中の答弁、訂正させていただき

たいと思います。休職者については、今現在１名でございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
休職者の方が１３か月休んでおられる方なのでしょうか。それと、先

ほど５月と言われた方は、もう復帰されているのか。１３カ月の人が休職なのか、５カ
月の人が休職なのか。そして復帰されている方がおられるのか。
○藤井俊一議長

答弁を訂正されて、新たに１人ということですので。

山田議員。
○山田千枝子議員

病休とかいう方はいらっしゃらない。だから、去年３人いらっしゃっ

て、現在、いつ時点で、２７年度では２人だったんですか。今２８年のもう９月なんで
すけれど、今お一人になったんですか。
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○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

今、休職者は１名でございまして、去年まで長期とられていた方は

復帰されております。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

１３カ月の方が、もう復帰されたと。ですから今の休職されている方

が５カ月の方なのでしょうか。何カ月ぐらいなのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

じゃあ、病休の方はいらっしゃらないのでしょうか。
山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

５カ月の方でございます。

２人でございます。

山田議員。

○山田千枝子議員

じゃあ、休職の方がお一人で、病休の方がお二人ということですね、

３人いらっしゃると。病休の方はどのぐらい休んでおられるのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員
○藤井俊一議長

お二人とも２カ月なんですね。
山本総務課長。

○山本昌一総務課長
○藤井俊一議長

２カ月でございます。

もう一人の方は１カ月でございます。

山田議員。

○山田千枝子議員

ですから、確かに休職者は去年よりも減ったけれども、今回は、休職

者一人になったけれども、病休者が新たに２人あらわれたということですね。結局その
２カ月、１カ月ということでは、病休の判断、病休と休職の判断は、何カ月ぐらいでさ
れるのかということと、それから、この病休者２人に対して、産業医の関係の方とは何
か連絡したり、また、組合議会としてもこのお二人に何かアクション を起こしたり、そ
ういったことはどういうふうにされているのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

病休の期間については９０日でございます。そういう診断書を出さ

れた方については、連絡をいただいて、話を聞かせていただいている状況でございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、２カ月の方はあと１カ月もしお休みされたらもう休職者にな

ると。１カ月の病休の方はあと２カ月もし病休で休まれたら休職者になってしまうとい
うことで、結局のところ、なかなか休職者が、現在は一人としても、前回と同じ３人に
なりかねないという、そういう状況になってるのかな と思うんですけれど、これについ
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ては、今後どう組合議会としては対処しようという、２カ月の方を出てきてもらうよう
に、１カ月の方を出てきてもらうようにして、休職者を減らしていくそういう対策、そ
れについてお伺いします。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

主治医の方に診断なり、診察がある時には必ず連絡を、今いただい

ているような状況で、今後の薬の状況とか、うちの方把握しまして、なるべく早く出勤
していただくような話ができるときがあれば、そういうお話をさせていただいたりして
おります。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

個人的なことになるかもしれませんけれど、このお二人は、やはりメ

ンタルの病休なのでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

メンタルでも、ちょっと微妙な、いろんなパターンが、パターン と

いうたらおかしいですけど、ありまして、うつ的な人とか、心に急に病が出てきたりと
かいう方、おられますので、その人人によって、病名がちょっと変わってるような状況
でございます。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今、休職をされているお二人につきましては、心身の故障でござ い

ます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、お怪我をされたりとか、体の病気とか、そういうことではな

いということですね。
ますます産業医の役割というのが、１カ月に１回とかいうことなんですけど、産業医
さんの役割というのも非常に大事だし、３９分の３人が今現在でも、人が減ってるとい
う状況ですので、２カ月、１カ月というと、本当にまだ、また新たに出たのかなと、私
たちのこの前の６月議会からしばらくたってからということになりますので、ちょっと
何か、こういうことの繰り返しが起こってるということは、この社会情勢だからいたし
方ないかなとは思うんですけど、貴重な人材ですので、この点についてしっかりした対
応をしていただくことを強くお願いしておきたいと思います。意見としてです。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

事業費についてお尋ねいたします。事項別明細２５、２６でありますが、

孝雄議員

大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設負担金、フェニックスに対する負担金についてでござ
いますが、私が今お聞きしているところによると、フェニックスの方はもうかなり残余
量も逼迫してきて、次の計画、拡張であったり、新規の埋立、こういったものは、今 ま
だはっきりとしていないように伺っているのですけれども、フェニックスの実態として
は、今どういう状況なのでしょうか。
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○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

フェニックス、今２期計画が進んでおりまして、３９年度まで

ですかね、搬入があります。３期計画につきましては、今現時点では正式には発表され
ていないのですけれども、何らかの措置が講じられるのではないかというふうに考えて
おります。
ただ、正式には発表されていないので、まだ組合としては、３期がどうのこうのとい
う判断はいたしかねているところでございます。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

ということで、現状では平成３９年で一応もうこの埋立の受け入れは、

孝雄議員

この時点でもうなくなると。今現時点ではっきりしているところではという認識でよろ
しゅうございますでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

まだ、次期計画が未定なところでありますので、今は３９年度

をもって計画は終了ということで考えております。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

これまで、私、この議会でも何度かお尋ねをさせていただいております

孝雄議員

が、その現状を踏まえて、乙環として自前の焼却灰の埋立、処理、これについては長期
的なビジョンとして何かお持ちでしょうか。今、もしこの場でお話いただけるような構
想なり計画があれば、いただければと思います。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今後の埋立地計画の関係でございますけれども、２６年度に埋立地

現況調査を実施いたしました。その中で、今後の埋立地計画という項目の中で、まずは
今勝竜寺の拡張工事をやると。それと並行して、管内に新たな用地を選定するというこ
とを、まず骨子として今進めているところでございます。
しかしながら、御存じのとおり、来年度からフェニックスに持っていける量が半減に
なって３,０００トン、残りの半分については自前の処理というような形にもなってま
いりますので、それとあわせて、今年度に各市町、組合それぞれが策定を進めておりま
す処理基本計画の減量目標をそれぞれ達成できるような内容を、まず今回整理させてい
ただいて、来年度以降、ごみの発生量がどうなのかと、また焼却灰の発生量がどうなの
かという部分も十分勘案する中で、最終的な最終処分の方法、方向性については、また
正副管理者のご意見もお聞かせいただきながら、 最終的な方向性を整理していきたいと
いうふうに考えております。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

今日現在では、それ以降新たな計画なり構想なりというのは、今まだ持

孝雄議員

ち合わせてないという理解でよろしゅうございますでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。
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○河野一武事務局長

現時点では、いろいろと内部的な検討はしておりますけれども、ご

報告できるような内容はございません。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
今のフェニックスに関連してですけれど、昨年の９月議会でも、答弁

が同じで、平成３９年までと。それから、今、もう一つのところも計画中だと。今回も
その計画中で、正式発表がないと。これからの、今、局長によりますと、勝竜寺をまず
拡張して、それから管内でという、そういう計画だということなんですけど、実際には
大阪湾のフェニックスと違うところでの場所とか、関西圏ですね、そういったところな
んかの調査というのは、どの程度されているのか。
今回、単価が上がって、非常に歳出の方でもそこが上がってきているんですけれど、
そういう計算のシミュレーションもしたり、そういったことが、表には出てませんけど、
組合ではそういうことをやっておられるのかなと思うんですけど、そういういろんなあ
らゆる手だて、この二つのみならず、やはり考えていかないと、近々の問題であって、
その辺の、今、ほかの自治体で、こういうふうなところで埋立ができるような場所とか、
そんなものは御存じないのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

現在、その辺も含めて、組合で、発表できる、まだ資料がない

のですけれども、それも含めて十分検討しておりますので、京都市内はなかなか、府内
ではなかなかないのですけども、三重県とか奈良県の方にはそういう 一般廃棄物の処理
できる民間の施設もありますので、そこら辺の単価、運搬費用含めて、今積算というか
計算しながら今後の方向性について議論している途中でございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
そこは民間だと思うんです。そこは、奈良とか三重とかは、空きがあ

る、埋立ができる、受け入れができるという、そういう条件を持っておられるのでしょ
うか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

今、内部的に調整させてもらってるお話を伺っている中では、

余力はあるというか。これからそういうところも、一般の事業者さんも、営業というか
活動を広げていきたいので、拡張工事なりをしていますよという情報はいただいており
ますので、今組合が例えば６ ,０００トン搬出するとなれば、それぐらいの受け入れる
キャパは、今のところはありますという話は聞いております。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
めどとして、管内に、今新たなところとか、勝竜寺の拡張、福祉会も

ありますから、そういう問題もあるんですけれど、めどとして平成３９年までは何とか
と、計画では、何とかということであっても、大体いつごろまでにこの次のステップ、
目標の年度、いつごろまでにこのことをきちっと出していけるところに持っていこうと
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されているのか、その辺はどうなのでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今の勝竜寺の埋立地の、要は今の計画目標年次が、平成４３年とい

うことで、実質あと１５年しかもたないと。それも平常時のごみの排出量をベースにし
て１５年という計画を持っております。もしも大きな災害が発生した場合については、
もっとそれが短くなってくるというような状況にもなっております。
最終的な、最終方針をいつ決めるんだというご質問ですけれども、一般的に申し上げ
ますと、埋立地を新たにつくるということであれば、まず用地の選定、用地を見つけて
も、またその地権者さんとの協議、それと実質の購入に係る経費、それぞれの整理事務
をすると、おおむね１０年ぐらいはかかるというふうにも、一般的には 聞いております。
その辺を勘案しますと、実質あと３年ないしは４年ぐらいには、最終的な方向性を 決
めないと、もう時期用地があるのかどうかという部分も含めて、最終方針をそこで整理
をするという、長く見ても３年ないしは４年程度という認識をしております。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

啓発事業で、先ほど山田議員が、ガラス再生工房ですか、以前は非常に

人気も高かったとか、夏休みは非常に多いとかお伺いしているのですけど、このほかに
も自転車の再生とか家具の再生とか、多分、目的というのは、 恐らく多くの方に、この
乙訓環境衛生組合の事業に関心を持っていただいて、ごみ処理事業についての啓発を
やっていこうと、足を運んでいただいて、啓発につなげていこうという目的だと思うん
です。
そういう意味で、単にこれはコスト対効果だけでは割り切れない大きな意味があると
思うんです、長期的に考えまして。ただ、利用者の方が減ってるとかいうこと、これま
での議会でも何度か指摘されているようですので、事業を始められてもう２０年近くた
つのですかね、１６年か１７年かな、ですから、何か見直しが必要だということは間違
いないと思うんです。
だから、例えば今度１０月に行われますリサイクルフェアですか、あれにつきまして
も、ここって足がないですよね。自力で来なければならないというので、なかなか来に
くい、向日市の方からは来にくいですし、そういうときにはバスを出すとか、あるいは
ここを使っていただいて、市民グループの方が、定期的に何か催しをするとか、そうい
うふうな工夫をぜひ何か考えていかなあかんのじゃないかなと。
私 、 た ま た ま 大 阪 の 能 勢 町 と か 、 兵 庫 県 の 川 西 市 と か 、 あ の 辺 で 一 部 事 務 組 合 をつ
くっておられて、そこで山の中にそういう施設、名前 は忘れましたが、蛍の何とか、見
ましたら、かなり、毎月、そういう講演会とかそういうものを、一部事務組合が外部委
託をして、主催されて、あるいは市民団体がそこで２カ月に１回そういうリサイクル市
みたいなのを開いたりとか、いろいろ工夫されてて、 年間の来場者がものすごく、３万
人とか、そういう単位で多いようですので、ぜひそういうことをこれからご検討いただ
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いて、やめるのではなくて、新しいやり方というのをぜひ検討していただきたいと思い
ます。
それから、１０年ほど前に集中改革プランが示されて、 平成３５年度に、それによる
と３０名体制になっているんですね。この前の議会なんかでお話を 聞きましたら、現在、
３７名ぐらいなのですか、今。３７名なのか、よくわからないですけれども、非常に計
画よりも職員の数が減り過ぎて、外部委託しないと回っていかないと、そういう状態に
なっているとお聞きいたしました。
今後の、平成３５年ぐらいを見越して、３０名体制というものがどういうものなのか、
イメージがなかなかわきませんので、変な言い方なのですけど、この７月に半田市と各
務ヶ原市を視察に行きましたら、あそこはもう全部外部委託をされていて、一部事務組
合の職員さんの数はものすごく少なくて、技術員、技能員の方、非常に少ないのですか
ね。
それと、これまで直営でやってこられたという中で、あまりにも落差があり過ぎて、
平成３５年に３０名体制にしていくというのは、現状でも厳しいとおっしゃってるのに、
どんなことになっていくのか、ちょっとイメージがつかないのですけれど、何かそうい
う構想みたいなことがおありなのでしたら、お聞かせいただけたらなと思います。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

午前中にも答弁させていただいたと思うんですけれども、新た

な工房事業の中身、内容については、今いろんな調査をしている段階でもございますの
で、開催日と開催の周期、そういうのも含めまして検討して、工房内容は縮小とかに
なっていくかもわかりませんけれども、内容を詰めた段階でまた報告させていただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

今の集中改革プランの人数の関係でございますが、集中改革プラン

では、平成３５年には３０人にするという計画を今現在 持っております。
しかしながら、昨年からご意見をいただいている内容のとおり、当初計画よりも組合
の職員数がかなり減ってきているというような状況の中で、この２８年度から全部委託
を前倒しをさせていただいているような状況でございます。
今後、３０人になってきてどうなってくるんだというようなご質問でございますけれ
ども、組合として考えておりますのが、以前からありますように、 ３５年に３０人がい
いのか悪いのかという人数の精査を、再精査を含めて いま一度検討をしていきたいとい
うふうに考えております。
また、それが前倒しになるのかどうかという部分も含めて、また管理者、副管理者と
もご相談する中で考えていきたい。ただ、運転につきましては委託化になってきており
ますので、人数のばたつきが出てくるとまた問題も出てきますので、そういうことにな
らないようにもしてきたというふうにも考えております。
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また、今後の組合の、今までの技術的な継承の部分についてでございますが、前回ご
視察いただいたところについては、技術員は置いていないと、全て委託に任せていると
いうことではございましたけれども、本組合につきましては、やはり組合が今まで培っ
てきた技術的なノウハウ部分と、やはり専門メーカーの持っておられるノウハウ、それ
ぞれを十分共有する中で、今後施設の安定的な運転に十分努めてまいりたいというふう
に考えておるところでございまして、今の現時点では人数がどうかという部分について
は、まだはっきりとした整理はできておりませんけれども、十分以前からもそういうご
意見はお聞かせいただいておりますので、十分内容の方、精査をしていきた いというふ
うに考えております。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

私に何か考えがあるわけでも何でもないのですけども、ますます 、直接

設備の運転にかかわる仕事よりも、それを管理していく仕事に重点が移っていくという
ことですので、そうしました場合に、２市１町との人的な交流というのが、私は大切に
なってくるのじゃないかなと、素人なりに考えてまして、そういうあたりについて何か、
これは管理者の方にお伺いするのがいいのか、検討とか何かされていますでしょうかね。
○藤井俊一議長

山本管理者。

○山本圭一管理者

３５年に３０人というような体制は、本当に見直していかないといけ

ない中なのかなと、集中改革プランというのは尊重しつつですけども、その中で３０人
で本当にどういうような形でできるのかというのは、今鋭意検討はしている中なんです
けども、２市１町の中で人的交流も含めまして、いろいろ複合的にどういうような形が
いいのかというのは、本当に検討はしていますので、人的交流も含めまして、いろいろ
今は検討している最中ということだけは、ご理解いただけたらなというふうに思います。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

今の杉谷議員に関連してなのですけど、資料請求していただいて、職

員数の推移、職員年齢構成というのがあって、さっき聞いたらよかったんですけど、平
成２７年度は３６人というのが、４月１日現在、各年度は、もう一つは、３７人職員
数って書いてあるんですけれど、どちらが本当なのか 。それと、そのうちに３人が、先
ほどの休職、病休、３人も入っておられるのか、もし３６人でしたら、３人休職と、そ
れから病休でしたら、３３人でやっておられるということになるのかなということで、
まずそこからお伺いします。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

この資料については年度末の数字になっておりますので、今の数字

とはちょっと異なっているのかなと思います。
失礼しました。上のこの資料の⑴については、各年度末の数字になっておりまして、
下側の職員年齢構成の表については、４月１日になっておりますので、ちょっと違いが
出ています。
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○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

じ ゃ あ ３ ７ 人 と い う こ と で い い の で し ょ う か 。 ３ ７ 人 の う ち に その

３人というのが入っておられるのかどうか。入っておられると思うんですけど、どうな
のでしょうか。
○藤井俊一議長

山本総務課長。

○山本昌一総務課長

年度途中に１人差異がありましたので、その分違う数字になってい

ると思います。そのうちに含まれております。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、現状は３４人でやっておられるということですね。非常に厳

しい状況だなと、きめ細かにいろいろと、運転業務はいったものの、非常に、運転業務
がなくても、たくさんの人でやっていきたいし、仕事の技術的な継承ということで お話
があったんですけれど、職員研修の、事務報告見せていただいて、非常にたくさん研修
には、いろんなことで派遣はしておられるなと思った んですけれど、実際には技術継承
をしていこうと思いますと、職員年齢構成で４４歳以上の方が２２人いらっしゃるんで
す。ですから、３７分の２２、７割の方がもう４４以上の方ばかりで、この辺の方が今
技術的なことも、いろんな把握をされているというふうに思うんですけど、やはりもう
少し次の段階にいきますと、非常に少なく、採用も減ってるというふうになってると思
うんですけれど、薄くなっております。
ですから、技術継承していかないと、炉は独占だという、そういう話も聞いたことあ
るんですけど、長寿命化のそういう工事計画や、いろんな 委託を、ほとんど委託で、い
ろんな仕事を頼んでいるんですけど、そしたら、本当にチェック機能がなかなかできな
くなる、新しい技術に変わっていきますから、よほど知ってないと、向こうの言われる
ことが、あ、そうですか、なるほど、なるほどって、どうしてもそういう専門の方より
も、まだその上をチェックするような技術力を持つ人が減ってくると、安易にそうなり
がちになるのじゃないかなと思うんです。
そうしたときに、この４４歳以下、今現在もどういう今までのノウハウ、やってこら
れた、そういった人たちがチェックをしながら、委託の中には一緒に、その専門の方と
一緒に話を聞いたりという、先ほどの答弁もありましたけども、どんなふうにそこを、
一番意識しながら、自分たちの技術を身につけながら、業務委託とか、そういったこと
に気をつけておられるのか、その点について、そしてそれをどう継承していこうとされ
ているのかをお伺いします。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

技術の継承といいます、今現在、継承ということで、本焼却炉

の工事、修繕等とかをやってもらっている若手が いるんですけれども、若手と言うても、
年もあれですけど、そこら辺につきましては、今課はばらばらになって、いろいろな部
署でやってますけども、それぞれ精通した人間がおりますので、そこら辺はそのときの
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資料を引き継ぎながら、課は違えども一緒に対峙しながら進めていくとか、相談し合い
ながらいくとか、そういう中で、今担当してもらってます個人のスキルを高めていって、
私らが、長寿命化工事でもそうですし、定期補修工事もそうですし、メーカーと打ち合
わせする際には、必ずその担当者も入れながら、例えばメーカーに教えてもらうことも
ありますし、そういうところはやはり現場に行きながら、周知すると、習得する という
ようなことも心がけていますので、みんなで技術を持っている者同士が、今協力しなが
ら進めていってる、技術の継承をとしているというところでございます。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

そういう時間を、会議ですね、そういう専門性を持続したり、人数的

にも１人じゃなくて、集団で知識を、レベルアップしていくという、そういうことには
やはり時間が必要だと思うんです。その時間の確保なんかは、どういった形でされてい
るのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

時間の確保といいますか、それは日々の仕事において、常にと

いいますか、そういう機会があれば、一緒に共有しながら勉強していくということで、
時間の確保、あえてそのことに対して確保する、ではなくて、日々の業務の中が、運転
系統に関しては、修繕工事がメインになってきますので、担当の係として、そういうと
ころで、この時間に、時間をつくってやるというよりも、日々、勉強というか、技術継
承になっているのかなというふうには判断しています。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
日々努力していただいているのはわかっているんですけど、日々は当

たり前でもありますし、その日々が、それに技術的なことを意識した会議とか、まして
や長寿命化のこういう工事をしている、それはいいチャンスでもありますし、ですから、
まだこれからあと１年半ですか、ありますから、そういう点では、そういう会合という
のをやって、そして１人じゃなくて、できるだけ若い方にもそこに参加していただくよ
うな、それには時間が必要ですし、それに人も、この３４人ほどでやっておられるとい
うのは非常に厳しいなと、きめ細かにやっていくのは大変だと思うんですけど、その時
間を設けることも、何とか意識しながらやっていただきたいなと思うんですけど、管理
者、どうでしょうか。
○藤井俊一議長
○山本圭一管理者

山本管理者。
限られた人数の中で、日々の業務を遂行しながらやっていくとなると、

なかなか、別途時間を設けてというのはなかなか厳しい状況でありますので、やはり
日々の業務の中で覚えていただくというのは、意識して指示はしております。
そういう面では、そら人数が増えるにこしたことはないとは思いますけども、やはり
集中改革プランにのっとりながら、今の、これからの乙訓環境衛生組合のあり方も含め
て、今検討していますので、ご理解いただければと思います。
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○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

２市１町で、一般廃棄物の処理基本計画が１０年ほど前につくられて、

向日市でも今年度、最後の５年間の計画の見直しということで、今年度 、やっているの
ですけど、確か、前の議会か前の前の議会で、乙環での基本計画を今年度 、見直すと。
それを来年度からの１５年計画でやっていくんだということを、確かおっしゃってたと
思うんですけども、長岡京市でも確か見直しを今されてると、だから１５年計画の最後
の５年間の計画見直しというふうな位置づけだと思うんですけど、乙環で、今後 １５年
間の新しい計画という意味合いなので、その辺の意味というか、どういうものを込めて
されるのかなというあたり、ちょっとお聞かせ願えたらと思うんですけど。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

処理計画については、平成２９年度を初年度といたしまして、

組合では今おっしゃられたとおり１５年スパンで、今回、目標設定に向けて今事務を進
めているところでございます。その中で、施設整備の関係等も含めまして、短期、中期、
長期、整備をまとめまして、今後５年、１０年、１５年という先に、廃棄物の処理計画
をもとに、必要な施設整備を含めて計画をするという意味で、１５年スパンというよう
な内容で、今考えているところでございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

ちょっとわかりにくかったのですけど、すみません、私、大山崎の計画

は全く見たことがないので、知らないのですけど、各市町でその１５年計画の最後の
５年目に入ってて、そういうやってる中で、乙環としては、そうじゃなくて、来年度か
ら１５年計画を新たにつくるということの、その意味合いというのをお聞かせ願えたら
なということだったのですけど。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

本組合が考えております処理計画の考え方でございますが、まず平

成１９年に、関係市町、組合、４者が共通して１５年間の処理計画を一緒につくってお
ります。その計画が平成３３年までの計画ができております。今現在は、各市町さんに
ついては、３３年までの５年間について、今 再度検証をされて、その当初の１９年の計
画の３３年度までの数字の修正を今やられているというような、今の市町さんの 状況で
す。
本組合につきましての考え方としましては、あくまでも基本計画の本来の考え方とし
ては、おおむね５年に１回見直しをすると。本来なら５年間の継ぎ足し計画になります
ので、５年後にそこからまた１５年間、５年後にまた１５年間という形での見直しを組
合は今考えております。
その中で、なぜその長期計画をつくるのだということでございますが、１９年のとき
に合わせて、本組合は、一般廃棄物処理施設基本構想というのを一緒につくらせていた
だいて、処理計画に基づく減量化数字をもととした施設整備計画を当時つくっておりま
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す。
今回、あわせて処理計画を今見直しをいただいている中で、その数字をまた基本とす
る今後１５年間の施設整備計画を再度つくる予定にしております。その中で、今、長寿
命化工事を焼却炉の方はやらせてはいただいてはおりますけれども、今後の最終処分場
の問題、また、リサイクル施設の問題、いろいろと懸案事項も出てきますので、そう
いった部分もどのタイミングにどういう整備をやるのかというところも含めて、今回 見
直しをするという前提の中で、１５年間の設定をさせていただいているというところで
ございます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

わかりました。おっしゃるとおり、私がちょっと勘違いしておりました。

どうも失礼しました。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
細かいことなのですけれど、事務報告を見させていただいたら、広報

誌の配付の委託があるのですけど、３６ページを見ましたら、向日市が人口が長岡京市
よりも少ないのに、委託料が３９万９,０００円で、長岡京市が３３万８,０００何がし
なのですけど、なぜ、これはどういうことで、人口の少ないところが高くて、そして人
口の多いところが少ないのか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

広報紙の配付の委託の料金のことだと思うんですけども、広報

紙につきましては、各市町さんのシルバー人材センターさんを通じまして、各戸配付、
今させていただいております。
その中で、それぞれのシルバー人材センターさんの単価、１部当たりの配付の単価が
異っておる関係で、金額の差が出ております。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、御存じでしたら教えていただきたいのですけれど、向日市が

単価幾らで、長岡京市が幾らで、大山崎町は幾らか、単価それぞれわかるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

向日市さんの方が１部当 たり４.０２５円、長岡京市さんの方

が２.１６円、大山崎町さんの方が４.３円。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、これはそこの自治体のいろんな事情があってのことだとは思

うんですけど、この辺、ちょっと見てると、人口比なんかとちょっと違うなというのに、
少し違和感を覚えますので、この辺のこれから、ちょっと何か調整というのか、長岡京
市が安過ぎて、もう少し引き上げて、引き上げる必要があるのか、そういうこともある
のかなと思ったり、その辺がちょっと、ある程度 契約のときに、２市１町全部違うよと
いう契約でされているということであると思うんですけども、ちょっと何か、少し気に
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なりましたし、この辺の委託の単価、契約、このことについては何か議論されたことは
あるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○松井

松井政策推進課長。

貢政策推進課長

委託の契約の単価について議論をしたかということになってき

ますと、そういう、どこどこさんが安いからというような議論はしておりません。あく
までも各シルバーさんの方で見積もりをいただいた金額で契約の方をさせていただいて
いるというような内容でございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
各自治体の、言われるとおりに、そのまま委託して契約するという、

そういう形なんですね。実際には、乙環のイニシアティブというのが、ちょっとそこら
辺がどうなのかなというのも、率直にちょっと思いますので、確かに努力してシルバー
さん、一生懸命、暑い中でも寒いときでも、広報を配ったりされていることはよくよく
私も知っているのですけど、単価をこういうふうに決めるというふうな、自分とこがイ
ニシアティブをとらないと、なかなか、このこと一つ見ても、じゃあいろんな委託、向
こうの言わはるとおりしてはるのやろかと、思ってしまうようなことも、なりかねない
と思うんです、実際にはね。
いろいろな委託、これからも委託ばっかりでしょ、ほとんど委託でしょ、そしたら、
今技術の継承も言いましたし、そこにはきちっとチェックしているということ があるん
ですけど、やっぱり何か、この乙環組合がどう、やっぱりきちっとした方針を持って、
ルール化して、自分たちで、その辺がちょっと私は合点がいかないというのか、これ一
つだけを見て、そこから見えるものというのも、一定、私たち議会はチェック機能も必
要なのかなと思うので、単純に事務報告のこの契約状況を見まして、もしいろんな人が
情報公開とか見られたら、そこら辺の説明責任が要ると思うんです。その辺について、
どういうふうにお考えなのか、管理者どうですか。
○藤井俊一議長
○山本圭一管理者

山本管理者。
委託に関しましても、いろいろな業種といいますか、いろいろな委託

方法もあります。この広報紙の配付に関しましては、 シルバー人材センターを活用する
というような方向で委託をさせてもらうと。ですので、それぞれのシルバーさんの単価
というのがございますので、金額だけではなく、その活用方法という意味でのシルバー
さんを、今活用させてもらってるというふうな形になります。
ほかの委託に関しましては、やはりしっかりと、お金も含めまして、しっかりと精査
した中での委託をさせていただいているというような形になりますので、そこはご理解
いただければと思っております。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

長岡京市さんの方が、来年値上いうてきはるの違うかなと思って心配に

なりますけど、これを聞いたら、確かに安いなとびっくりしました。
―45―

向日市は、確か、去年より大分高くなってますよね。去年のデータ は持ってないので
すけど、それは向日市のシルバー人材センターが 値上げをいうてきはったわけですか。
それなら、来年、長岡京市、やばいですね。わかりました。
○藤井俊一議長

ほかにございませんか。

特にないようでしたら、質疑を終わらせていただいてよろしいですか。
（「異議なし」の声あり）
それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。
まず、反対討論を求めます。
（「なし」の声あり）
次に、賛成討論を求めます。
渋谷議員。
○渋谷

進議員

この２７年度の予算は賛成させていただきました。

今回、決算なんですけれども、幾つか、４点ほど、 質疑の中でもお尋ねしたことと重
複する部分もありますけども、４点ほど、ちょっと懸念事項も含めて要望を述べさせて
いただいて、賛成とさせていただきます。
一つ目は、産業医の問題であります。産業医、特にメンタルチェックを重視した産業
医というのは、ずっと当初から私もお願いしてきたことで、これが２７年度後半から実
現したというのは、本当に喜ばしいことだと思っております。ただ、この間、今の 質疑
の経過をお聞きしておりまして、やはり今産業医の運用の仕方を、予防的効果を 高める
ということを意識した、留意した、そういった運用形態、これをこれから確立するよう
にぜひ努めていただきたいというふうに思います。
それから、現業の全部委託についてであります。決算書には出てきませんけれども、
予算では債務負担行為として出ておりました。これも、この間、今の質疑でありました
けれども、やはり一つは現業のブラックボックス化というのを大変懸念しております。
もちろん、今のご答弁で、運転技術、ノウハウの継承にはこれからも留意していくとい
う、そういうご見解をいただきましたけれども、私がお聞きしていまして、やはり少し
心配なのはというか、気になりましたのは、本組合の技術的なノウハウというのは、本
組合の資産であると、財産であるという、そういう考え方がどこまで貫かれるかという
のに、ちょっと疑問を持ちまして、やはりこの長年培われてきた独自のノウハウ、技術
というのは、会計的に認められないですけれども、なかなかね、やはり資産という非常
に重要な資産だというふうに私は思いますし、ぜひともその考えで、この技術ノウハウ
の継承に努めていただきたいと思います。
それから、廃棄物の減量化の大目標に向かって、構成市町との連携を行いながらとい
うご答弁をいただきましたけれども、やはり組合が発信するという形で、この連携を進
めていただきたいというふうに思います。いろいろ困難なポイントがあることは承知し
た上であえてお願いいたします。それから、特に、本組合が直接受け入れている事業系
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ごみについては、ぜひとも本組合の独自な努力をお願いしたいと思います。
４点目ですけれども、施設の長寿命化に基づく施設運転に関しまして、 目先の利益優
先にならないような運転計画を進める、こういう答弁をいただきました。大変ありがた
いと思いますが、やはりここで改めて、蛇足的な形で念を押させてもらいますと、やは
り本組合の施設というのは、市民、町民の財産でもあるという、この観点をぜひとも貫
いていただいて、長期的な運転計画作成に努めていただきたいと思います。
以上４点、お願いを述べまして、賛成とさせていただきます。
○藤井俊一議長

杉谷議員。

○杉谷伸夫議員

賛成させていただきたいと思いますけども、この機会ですので、少し意

見を言わせていただきます。
ちょうど初めて出席しましてから１年たちまして、なかなかわからない中で、ずっと
されている方から見たら、とんちんかんなことを言ったこともあると思うんですけど、
でも、市民の代弁者というか、代理者として来ていますので、言うべきことは言わなあ
かんと思ってやっておりますので、その点はご容赦いただきたいと思います。
言いたいことは、もう１点でございまして、ぜひ、議会に対して、議会を重視とか、
議会に対してできる限り、早く重要なことについては十分に説明責任を果たしていただ
きたい、もうこのことに尽きます。
去年の１２月議会で、ごみ処理施設の全部委託の補正予算で、債務負担行為が出てま
いりましたけど、１週間前に議論いただきまして、一体どういうことなのかなと考えて
みると、全部、この４月から全部委託するんだというふうに、極めて重要な議案でして、
そういうようなことについて、確か、その前の議事録をくってみたら、その前の９月議
会に、計画としては全部委託も考えているようなことを、確か報告をされてたんですけ
ど、そう聞いていましたら、将来の話かなと思ったらいきなり出てきたと。一週間後に
採決をする、ちょっとそういうのは、あまりに乱暴だなと思いましたし、 前の前の議会
でもありました、ごみ搬入手数料の減免廃止の問題についても、恐らく事務局とか市町
会の中ではいろいろ議論されて、当然のことだっただろうと思うんですけど、議会に対
しての公式のしっかりとした説明は、やっぱりなかったと思うんです。
そういう事柄については、年に４回、３カ月に１回しかない議会でございますので、
議会にしっかりとした説明をして、ここにいます議員が十分に納得して賛成できるよう
に、ぜひ、くれぐれも、全てはこの議会の承認を得て、納得の上で決めていくんだとい
うことで、くれぐれも運用をよろしくお願いしたいということを再度述べさせていただ
きまして賛成したいと思います。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
少ない人数で、本当にさまざまな難問を抱えながら頑張ってい ただい

ているということについては、非常に理解しているつもりです。そういう中で、いろん
な問題の中で、減量をしていくという問題、それは事業者に対して本当にきちっと、何
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とかイニシアティブをとりながら、市町会もありますけれども、市町会にも働きかけて
いただきながら、管理者、副管理者とも相談しながら、本当にもう近々の問題が山積し
てますので、その辺を十分に話し合っていただいて、そしてまた私たち、こういう議会
の協議会でもいいですので、そういうところでも報告していただいて、一緒に考えてい
きたいというふうに思います。
ただ、先ほど２人のお話もありましたように、去年の１２月の債務負担行為について
は、本当にびっくりしたので、あれは可否同数でしたよね。ですから、それほどの、議
員の中でも納得できないという、そういう結果をあらわしたものだったと思いますので、
そういうことがないようにやっていただきたいというふうに思います。
休職者の方とか、病休の方、その人たちが本当に何とか復帰できるような、非常に長
い休職になりますと、もっともっと厳しくなりますので、その辺を、早いうちに手を
打っていくという、そういう対応もぜひやっていただきたいし、産 業医さんもついたと
いうこともありますけれども、その効果がきちっと出るような、そういったことをして
いただきたいというふうに思います。ほかは、皆さんもおっしゃいましたので、そうい
う点を強く申し上げまして、賛成とさせていただきます。
○藤井俊一議長

それでは、討論も尽きたようですので、討論を終わり採決いたします。

第１６号議案について、原案どおり認定することに賛成の議員は挙手願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１６号議案、平成２７年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出
決算の認定については、原案どおり認定されました。
―――――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――――
○藤井俊一議長

日程１１、第１７号議案、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計補正

予算（第２号）についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
山本管理者。
○山本圭一管理者

それでは、日程１１、第１７号議案、平成２８年度乙訓環境衛生組合

一般会計補正予算（第２号）について、ご説明を申し上げます。
今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額に２,２０３万６,０００円を追加し、歳入歳
出予算総額を、歳入歳出それぞれ３０億９８７万３,０００円とするものであります。
それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により順次ご説明申し上げます。 ５ページ
をご覧いただきたいと存じます。
まず、６款繰越金では、前年度からの繰越金が２,４０３万６,４８４円と確定したこ
とから、本年度当初予算において計上しております２００万円を差し引いた
２,２０３万６,０００円を増額補正するものであります。
次に、６ページの歳出でございます。
まず、２款総務費、５目基金費では、新規積立金として１,９１３万３,０００円を計
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上するものであります。なお、この補正後における平成２８年度末の財政調整基金現在
高見込み額は７,６２０万３,５５４円となるところであります。
次に、３款衛生費、５目リサイクルプラザ費では、リサイクルプラザ運転管理事業に
おきます備品購入費の契約差金１４１万５,０００円を減額するものであります。
次に、４款事業費、１目ごみ処理施設改修事業費では、焼却炉補修工事におきます追
加工事が必要となったため、４３１万８,０００円を増額するものであります。
以上、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第 ２号）の説明とさせてい
ただきます。
よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○藤井俊一議長

ただいま提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行います。

ご質疑ございませんか。
山田議員。
○山田千枝子議員

事業費のごみ処理施設の改修事業費なんですけれど、焼却炉の補修工

事ということなんですけど、もう少しこの辺を詳しく教えていただけないでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

このごみ処理施設の改修事業費というのは、主に焼却炉の補修

工事と、先ほど言いました附帯設備の工事の二つからなります。附帯設備、井戸の方は
問題ないのですけれども、焼却炉に係る工事の方で追加工事が発生しました。
焼却炉におきまして、年に１度大がかりな工事をするわけですけども、２回に分けて
工事をします。今回、不具合を確認したのが、５月の工事の時期に、火を落して中を全
部工事して、改修していくわけですけれども、そこで数点の不良箇所が発見されました。
すぐには問題はないのですけれども、あと１年ほっておくと、機械の故障とか、トラブ
ルで焼却炉が止まりかねないということがございますので、次の止まる ときに工事を施
工しなければならないということで、４００万円という追加工事が必要となってきまし
た。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
じゃあ、当初は２回という計画だったと。２回の計画には、この金額

は、増額されてますけれど、この予算は組んでなかって、２回は決めてたけれども、想
定以上の、補修工事にかかったと。この炉はどこの炉になるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

２号炉と３号炉になります。

山田議員。
先ほどの一般会計の歳入歳出決算の中でも、長寿命化計画の工事と、

それから改修計画、その計画との整合性というか、その辺どうなんだということで、質
問があったと思うんですけれど、私たち、専門家でないからわからないのですけれど、
かなりいろんなことを、補修計画、改修計画、非常にこまごま、しょっちゅうしている
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んだなというのが、イメージが、そういう感を持つんですけれど、それほどに、たびた
びに、相当やらなければならない、その大きな原因は、やっぱり年数がたっているとい
う、そこに問題があるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

年数がたってることもございますが、日々、我々、定期的に観

測できるものは、定期的に観測したり、計画を持って作業、工事は進めていくわけです
が、どうしても、ごみ質と燃焼状態、先ほども言いましたように、ごみの中にいろんな
ものが入っているとかいうことで、常に１,０００度近い炎に熱せられていますので、
定期的に観測をしていって、減肉している、減っていくというのはわかるんですけれど
も、どうしても、半年間、燃やし続けている中で、異常な燃焼、例えば一カ所に極度の
温度が当たるとか、一カ所に極度な流速で灰が当たるとか、そういうところが、通常の
一定のカロリーの燃料ではないので、ごみがあくまでも燃料なので、どこに悪さをして
いくかは、ふたを開けてみないとわからないということも、確かに多々ございます。
その都度、予算を要求させていただいているわけですが、通常想定している以外にも、
さまざまな燃焼状態等に、ごみ質によりまして、予測不可能な箇所が出てきているとい
うのが、事実でございます。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
先ほども聞こうかなと思ったんですけども、聞いてないのですけども、

改修計画、それはどの程度で、毎年１回改修計画、何年かの改修、私もそこら辺調べて
なくて申しわけないのですけれど、この改修計画というのはいつ立てて、何年ごとにや
るのか、この改修計画の中身、もう少し教えていただきたい。想定外のことも、こうし
て出てくるということで、改修計画にかかった予算、年間の、１、２、３の長寿命化と
関係のない、そういうのはどのぐらい占めているのかも、わかったら教えていただきた
いです。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

金額で幾ら幾らというのは、ベースはあるのですけれども、今

言いましたように、定期補修工事、ある程度のベースのお金はあります。ただ、そこで、
毎年整備していって、同じ目で見ていって、計画で、やっぱりそのとおりに減肉してい
く、減っていくというやつは、その５年間なら５年のスパンの中で計画を打って、改修
するなり、補修するなりはしていますが、こういうように、ふたを開けてみなければわ
からないということは、どうしても工事計画の方には反映できませんので、そこら辺に、
こういう突発的なものが出てくるというとこまでは、想定はできておりません。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
さっき、大きなトラブルとかで、いろいろありましたけれど、これも、

一つは想定しなかったトラブルが起こってるということで、いいのでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。
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○河野一武事務局長

定期補修工事の関係でございますけれども、基本に申し上げると、

まず消耗部品の交換がメインになってきます。まず消耗部品の交換をすることで、焼却
炉の方停止をして、中の方の点検をやります。その中で、一定不具合箇所というのが、
それぞれわかってきますので、その部分で緊急にやらなければならないものについては、
その年度にやりますけれども、次年度に送れるものについては次年度に送らせていただ
いて、翌年度の予算にそれを反映していくという形で予算の方を計上させていただいて
おります。
しかしながら、前回見た点検箇所に対しての想定範囲が、実際、焼却炉を止めて、中
を点検したときの想定規模が、例えば拡大していたという部分が判明した時点で、１年
間の焼却炉の操業が、支障が出てまいりますので、そういったものについては、一定予
算があればそのときに変更契約をやって、工事をさせていただきますし、工事、年２回
を予定しておりますので、そのときに予算がもしなければ、第２回目の工事の中で 、補
正予算を対応する中で、２回目の工事のときにそれを対応するというような形で、今、
整理させていただいておるというのが、今の改修計画という部分の考え方として進めて
いるところでございます。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

早く手を打っていただく、気がついたときに、それは大事なことだと

思うんですけれども、結局はそういうことが起こってくると、その起こってくることが、
大体、かなり高温になる場合とか、そういういろんな原因があると思うんです。その原
因の対策、原因対策とかは、どの程度つかんでおられるのかなと、２号炉、３ 号炉です
ね、これは。だから、その原因をやっぱりちゃんと突きとめて、そしてやっていかない
と、それが長寿命化の工事計画に入っているのかなと いうふうに思うんですけれど、そ
の辺がちょっとわかりにくいんです。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

まず原因なんですけれども、先ほど課長が申し上げたとおり、温度

が高くなるところ、低くなるところ、それぞれの不具合が出てくるというふうにも考え
ておりますが、まず、施設の状況につきましては、廃棄物処理法に基づいて３年に１回、
焼却施設の機能検査というのを実施しております。
その中で、専門業者さんの方に施設の機能の検査を十分していただいて、その報告書
というのが３年に１回、各施設ごとにそれぞれ出てまいります。それとあわせて、毎年
１回消耗部品の定期補修工事をやらせていただいているところでございます。
ということで、実際、その原因については、その３年に１回の機能検査の中で、一定
専門者の見解もいただきながら、十分運転状況の見直しも含めて整理をさせていただい
ているというところでございます。
また、長寿命化工事の関係でございますが、そちらにつきましては、今回実質の長寿
命化工事という実施は、２６年から２９年までの４年間でやっておりますけれども、 今
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後３０年から１５年使っていく中で、長寿命化計画とあわせて保全計画というのを一緒
に策定させていただいております。その保全計画の中で、例えば一つの設備については
３年に１回交換をしなければいけない、また５年に１回交換をしなければいけない、そ
れについては、例えば壊れてからでも十分対応がきくものなのか、 壊れてからでは遅い
ものなのかという内容の重要性も十分勘案する中で、保全計画の方も策定しております
ので、今後、竣工後、その保全計画を基本として、１ ５年間の安定運転につなげていき
たいというふうに考えております。
○藤井俊一議長

山田議員。

○山田千枝子議員

じゃあ、長寿命化のこの工事、Ⅱ期の工事をしたら、こういうふうな

ことが少し解消される、削減される、こういうトラブルというのか、そういうものが
減ってくるという、そういうことは、改善されていくのでしょうか。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

定期補修につきましては、現状であっても、長寿命化工事の完了後

であっても、年１回実施するのは変わりございません。しかしながら、その工事の範囲、
内容については、若干、今回、長寿命化工事の中で手を入れた部分については、若干お
さまるかなという思いは持っておりますけれども、全てが抑制するということは、現在
では考えておりません。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
なぜ聞くかといいますと、こういうことが起こると。だからこういう

ことが起こらないために長寿命化をしていくという、そういう流れだと思うんです。そ
うしたら、この一つの起こったことをきっかけに、長寿命化の計画に反映していく必要
があると思うんです。
これは一回、初めてのことではないと思いますので、そ の辺を、要望なんですけれど、
こういうことができるだけ減らす形になるように、そこら辺、専門的な人たちの力も借
りながらやっていただきたいということを要望しておきます。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

今の話は、多分、この事務報告の資料５４ページを見させていただくと、

進議員

５月と１１月に２５日ぐらい、３号炉を休ませて、その間に点検したり工事したりとい
う、そういうルーチンの仕事の中での話だというふうに理解したんですけども。
一つ気になるのは、最初の当初予算の立て方として、今のご説明では、 点検してない
と、どこまで、イレギュラーというか、当初想定外の事態が起こっているか、点検して
ないとわからないという部分があるというご説明でした。予算の立て方として、そうい
うものは年２回点検するのだから、そのとき にわかった範囲で補正予算を組んでいくと
いう、そういう考え方で予算を組まれているのか、あるいはある程度イレギュラーが発
生するだろうことは、当然ある程度織り込んだ上での当初予算を組まれるという、なお
かつ、その上で実際点検してみたら、織り込み以上にイレギュラーが発生したから、補
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正予算を組むという、そういう組み方なのか、どういうふうに、その辺は理解したらよ
ろしいのでしょう。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

当初予算の計上のときに、不足分を、上積みがあるのかどうかとい

うことでございますけれども、組合としては、まずはそのメーカーさんの方が点検をさ
れますので、そこから、またメーカーの、要は提案工事という形で見積もりの方をいた
だいております。その内容を、またうちの方にも技術員がおりますので、十分内容の方
を精査して、組合独自の設計もする中で、その金額の検証を十分する中で予算計上をさ
せていただいているというところでございま す。
また、実際、工事をやったときに、どうしても想定範囲以上の部分が出てきたという
部分については、例えばご指摘いただきますように、補正対応でいけるものについては
補正対応させていただきますし、どうしても、１年先にでもまだ何とかもつということ
であれば、次年度の当初予算にその部分も含めて計上していくというような形で整理を
させていただいているというふうに考えております。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

もちろん、この定期点検というのは、大型、長寿命化の工事でやるよう

進議員

な大規模な大型の機械とか、そういったものではなくて、日常運転していく中で当然使
えばそれだけ劣化しますから、それに対応して、メンテナンス、そういう意味での改修
工事だというふうに理解するんですけれども、それでよろしいですか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

はい、そのようなご理解で結構です。

○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

そうすると、やはり気になるのは、長年、そういったルーチンのメンテ

進議員

ナンスをやってきていただいてて、なおかつ、当初織り込みにくいイレギュラーが毎年
出てくるということであれば、それは基本的な運転計画をつくる上で、少し心配になる
という、要するに原因が特定できないのか、原因が特定できても対応できないのかとい
うその辺の判断、先ほどの決算の話になりますけれども、本組合の技術的なノウハウの、
そこの部分にもかかってくると思いますので、その辺はどういうふうに理解したらよろ
しいでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

今、この定期補修工事の方法というのは、一つの焼却炉を一度

に全部メンテナンスするわけではないのです。箇所は相当ありますので、分割してやる、
今年はここ、今年はここというふうにやっていくのですけれども、何年かで一通りはす
るんですけれども、ただ、そのやったからといって、来年はここは大丈夫だということ
もないのです。
今年はここをしますよと言って入りました。ここは去年やってるから大丈夫だろうと
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想定して、ここは予算には、工事工程には組んでなかったんですけれども、ふたを開け
てみて入ってみたら、ここもやっぱりちょっと何か悪いところが出ましたというのがあ
りますので、そういうときに補正対応しなければならないのかなと。一度に全部焼却炉
のメンテナンスできたらいいのですけども、なかなかそう いうわけにいきませんので、
部分部分をメンテナンスしていく中で、近年にやったところがまた傷んできたというこ
ともございますので、こういう結果にはなっているということです。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

もちろん、例えば自転車とか軽自動車みたいな小さな機械じゃなくて、

進議員

非常に大きな、ある意味巨大プラントですよね、 だからそれを、毎回、全部点検して、
全部修理するというのは、それは不可能なことはわかります。ただ、そこで、もう一つ
気になるのは、点検を実際するのは、これは、やっぱり外部委託されてるわけですか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

維持管理については日々、こちらの方で、日常点検はやります

けれども、中の点検というのは、細部まではなかなか、私らでは見にくいところもあり
ますので、メーカーに入ってもらって、肉眼では見えないところもありますので、検査、
いろいろな機械を使って診断してもらうというのは、メーカーに委託になります。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

もう細かい話はやめますけども、そのときに最終的に判断して決めるの

進議員

は、組合、こちらの側ですから、そうすると、そのときにメーカーが言ってきたことを
評価する、そこの技術力というのが必要になると思うんですけれども、先ほどの決算の
ときの話にもなりますので、これ以上言いませんけれども、ぜひともその辺は、今後と
もこちらがちゃんと判断できるという、その辺の仕組みというか、ノウハウを残してい
ただくようによろしくお願いいたします。
○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

山田議員。
こういうトラブルというか、こういうことが起こったのは、炉ごとに、

今、推移、１号炉が一番、そういう緊急にいろいろな故障を起こしたとか、２号炉がこ
うとか、３号炉とか、炉別にそういうデータとか、何かとっておられるのでしょうか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

○藤井俊一議長
○山田千枝子議員

炉別には、とっております。

山田議員。
じゃあ、その炉の中で、一番、そういうトラブルというか、そういう

ものが多いのは、３号炉ですか。
○藤井俊一議長
○服部

服部施設業務課長。

潤施設業務課長

いや、３号炉が特に多いというわけではございません。３号炉

は酷使していますけれども、３号炉が特に多いというわけではございません。
○藤井俊一議長

それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。
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まず、反対討論を求めます。
（「なし」と言う者あり）
次に、賛成討論を求めます。
（「なし」と言う者あり）
討論もないようですので、討論を終わり採決をいたします。
第１７号議案について、原案どおり決することに賛成の議員は挙手願います。
（賛成者挙手）
全員賛成。よって、第１７号議案、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算
（第２号）については、原案どおり可決されました。
○藤井俊一議長

以上で、本日の議事日程は全部終了しました。

この際でありますので、何かほかにございませんでしょうか。
渋谷議員。
○渋谷

進議員

すみませんが、乙訓福祉会の今後の見通しというのは、把握しておられ

るのでしょうかとか、うん年ぐらいには決着しそうだとか、その辺の状況というのはど
うなのでしょう。
○藤井俊一議長

河野事務局長。

○河野一武事務局長

乙訓福祉会の土地の賃貸借の関係でございますが、一応、昨年

１２月に契約の方させていただいて、１年契約で、今、現状、させていただいておりま
す。今の現在の契約期限については、本年の１１月３０日が契約期限となっております。
まだ、今、福祉会の方からの報告から見ますと、まだ次のめどがまだたってないとい
うような報告を受けておりますので、冒頭、管理者の諸報告の中にもありましたとおり、
この１１月の返却は、まだ難しいような状況であるということも踏まえまして、延長と
いう部分を含めて、今検討しているというところでございます。
○藤井俊一議長

ほかにございませんか。
（「なし」と言う者あり）

それでは、ここで少しお時間をいただきたいと思います。
大山崎町議会選出議員につきましては、１０月に役員改選を迎えます。このことから、
この議会が最後の組合議会となりますので、各議員の皆様方よりご挨拶をいただきたい
と思います。
山中議員。
○山中一成議員

早いもので、このたび無事２年の任期を終えて、こうして退任のご挨拶

ができること、本当に感謝しております。ありがとうございます。とは申しましても、
議員として新人、１期目、初めてのこの議会での２年間は、何かと至らぬ点が多々あっ
たと思いますが、もうそれもこの議場にいらっしゃる皆さんのご協力なしには、この大
役というのは全うできなかったと思います。
今、改めて、皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがと うございました。
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また、後任はこれから役選にて決定されますが、できれば、もう一度 、反省会もして
おりませんので、乙環議員として皆様と一緒に仕事をしていきたいと考えております。
最後に、皆様のご活躍を祈念いたしまして、退任の挨拶とかえさせていただきます。
どうもありがとうございました。
○藤井俊一議長

岸議員。

○岸

岸でございます。皆様におかれましては、大変これまでお世話になり、

孝雄議員

ありがとうございました。前期、通算して４年間、この乙訓環境衛生組合で議論に参加
をさせていただきました。
この乙訓環境衛生組合といいますのは、もうそのものずばり、乙訓２市１町の市民生
活あるいは事業活動に直結したごみ処理行政という、非常に重要な事務事業を担ってい
らっしゃる組織でございます。
この間、一つの懸念材料でございました施設の長寿命化、これについては、決着を図
ることができました。まだ、この乙訓環境衛生組合、先ほどの議論にもありましたよう
に、最終処分地の問題という非常に大きな課題が、まだ未解決のまま残っております。
引き続きまして、この乙訓２市１町の住民生活、事業活動に支障を来さぬよう、停止す
ることがあったり、あるいは停滞、こういったものがなきよう、議会の皆様あるいは職
員の皆様、一丸となってご議論いただきまして、円滑な事務事業を進めていただきます
ようお願い申し上げます。
結びになりますが、職員の皆様方、また現、この席にいらっしゃいます議員の皆様に
おかれましては、これまで多々ご指導いただきまして、感謝申し上げます。また、鈴木
監査委員におかれましても、これまで監査に際しまして、貴重なご意見 、また正確な監
査業務を行っていただきました。またさまざまなご指導をいただきましたことも、改め
てこの場で感謝申し上げます。ありがとうございました。
○藤井俊一議長

渋谷議員。

○渋谷

渋谷

進議員

進です。まず初めに、皆さんに本当にお世話になりました。あり

がとうございました。詳しい話は前のお二方 に、気持ちの面ではほとんどおっしゃって
いただきましたので、簡単に述べさせていただきます。
やはりここに来させていただいて、環境衛生という仕事の大事さ、改めて身をもって
実感させていただきました。これから先も、ぜひとも 町政に、ここで得られました実感
を生かしていく、そのために努めてまいります。また今後ともよろしくお願いいたしま
す。
○藤井俊一議長

ありがとうございました。

これをもちまして、乙訓環境衛生組合議会平成２８年第３回定例会を閉会いたします。
本日はご苦労さまでした。

閉会

午後２時１９分
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