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１ 

令和２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会会議録 

令和２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会は、令和２年６月29日（月）午後１時00分 

衣浦衛生組合会議室に招集された。 

１．議事日程 

管理者の招集あいさつ 

第１       会議録署名議員の指名 

第２       会期の決定 

第３ 同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選任について 

第４ 議案第５号 令和２年度衣浦衛生組合一般会計補正予算（第１号） 

２．本日の会議に付した事件 

（１） 議事日程第１から第４ 

３．議員 

定数 10名   欠員 なし 

出席議員（10名） 

１番  加藤 厚雄君        ２番  藤浦 伸介君 

３番  生田 充夫君        ４番  小池友妃子君 

５番  神谷  悟君        ６番  神谷 直子君 

７番  岡田 公作君        ８番  鈴木 勝彦君 

９番  今原ゆかり君        10番  内藤とし子君 

欠席議員（０名） 

４．説明のため出席した者 

管 理 者  吉岡 初浩君      副管理者  松井 高善君 

副管理者  神谷 坂敏君      参  与  禰󠄀冝田政信君 

事務局長  岡崎 康浩君      庶務課長  髙橋 文彦君 

施設課長  杉浦  勲君      業務課長  杉浦 嘉彦君 

５．出席した関係市職員 

碧南市経済環境部長  永坂 智徳君 

碧 南 市 環 境 課 長  金原 厚夫君 

高 浜 市 市 民 部 長  磯村 和志君 

高 浜 市 経 済 環 境 
グ ル ー プ 主 幹  東條 光穂君 

６．出席した事務局職員 

庶 務 課 庶 務 係 長  奥谷 元典君 

施 設 課 課 長 補 佐  三矢 成由君 

施 設 課 課 長 補 佐  糟谷  勲君 



 

２ 

施 設 課 第 １ 係 長  磯貝 光好君 

業 務 課 管 理 係 長  安藤 理純君 

業 務 課 設 備 係 長  大河内 一君 

業務課管理係担当係長  磯村恒代志君 

７．会議の経過 



 

３ 

（午後１時00分開会） 

○議長（神谷 悟君） 皆さん、こんにちは。本日はご多忙のところ、ご出席いただきまして、

ありがとうございます。 

ただいまの出席議員は10名であります。よって、令和２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会は

成立いたしました。よって、会議を開会します。 

これより会議に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） これより、管理者の招集挨拶を行います。 

○管理者（吉岡初浩君） 議長、管理者。 

○議長（神谷 悟君） 管理者。 

○管理者（吉岡初浩君） 皆さん、こんにちは。開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

本日、ここに、令和２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位

のご参会をいただきまして本臨時会が成立いたしましたことに厚くお礼申し上げます。また、日

ごろより当組合の事業に多大なるご尽力を賜っておりますことに、重ねてお礼を申し上げたいと

思います。 

さて、本日は、私どものほうから同意案件１件、補正予算１議案を上程させていただいており

ますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案どおりご可決賜りますようお願い申し上げまして、開会の

挨拶とさせていただきます。 

○議長（神谷 悟君） ただいま、招集挨拶が終わりました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） 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36条の規定により議長において、２番 藤浦伸介議員及び７

番 岡田公作議員を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日１日間としたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷 悟君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） 日程第３ 同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選任についてを議題と

いたします。 



 

４ 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（岡崎康浩君） 議長、事務局長。 

○議長（神谷 悟君） 事務局長。 

○事務局長（岡崎康浩君） ただいま議題となりました同意第２号 衣浦衛生組合監査委員の選

任について、提案理由の説明を申し上げます。 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により、衣浦衛生組合の監査委員

（識見を有する者）の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございま

す。 

同意を賜りたい方は、１、氏名、小林 尚氏。２、生年月日、３、現住所につきましては、こ

こに記載のとおりでございます。 

それでは、次ページの参考資料１を御覧ください。 

現委員の伴野義雄氏が、令和２年７月１日付をもって辞任されますので、その後任として小林 

尚氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるというものでございます。 

なお、同氏の経歴等につきましてはここに記載のとおりでございます。 

以上、同意第２号の提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（神谷 悟君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○１番（加藤厚雄君） 議長１番。 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） 監査の方の、この方の今現在の役職をここに書いてあることが２つある

のですけれども、今後の役職も含めて紹介してください。 

○庶務課長（髙橋文彦君） 議長、庶務課長。 

○議長（神谷 悟君） 庶務課長。 

○庶務課長（髙橋文彦君） こちら、私のほうの資料のほうで、碧南市の監査事務局から頂戴し

たものの中でしか現在把握しておりませんので、また資料を持ち合わせておりません。よろしく

お願いします。 

○１番（加藤厚雄君） 議長、１番。 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） 平成25年度２月からのものは、これは指定管理者の監査委員会の委員

でいいと思うのですけれども、あと平成27年と、今後就くであろう役職名は分かっているはず

ですので、分かっている範囲で教えてください。 

○庶務課長（髙橋文彦君） 議長、庶務課長。 

○議長（神谷 悟君）庶務課長。 



 

５ 

○庶務課長（髙橋文彦君） 今後の役職はということでございますけれども、ただいま資料を持

ち合わせておりませんので、後日また調べましたものをご提示したいと思います。よろしいでし

ょうか。 

○１番（加藤厚雄君） 議長、１番 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） ３回目ですので、分からないということはそれは。 

○庶務課長（髙橋文彦君） 議長、庶務課長。 

○議長（神谷 悟君） 庶務課長。 

○庶務課長（髙橋文彦君） 申し訳ございません。碧南市の代表監査員が７月２日をもって予定

をされているところでございます。 

以上です。 

○議長（神谷 悟君） ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷 悟君） 別に質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷 悟君） 別に討論もないようですので、討論を終結いたします。 

これより、同意第２号の採決をいたします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷 悟君） ありがとうございます。挙手全員であります。よって、同意第２号は原

案のとおり同意されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） 日程第４ 議案第５号 令和２年度衣浦衛生組合一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。本案について、提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（岡崎康浩君） 議長、事務局長。 

○議長（神谷 悟君） 事務局長。 

○事務局長（岡崎康浩君） ただいま議題となりました議案第５号 令和２年度衣浦衛生組合一

般会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

１ページを御覧ください。 

令和２年度衣浦衛生組合一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,379万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ33億9,270万7,000円とする。 



 

６ 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正によるというものでございます。 

今回の補正予算は、清掃費において火災事故の再発防止策に係る委託料の増額及び火災に伴う

クリーンセンター衣浦復旧工事の変更契約により工期を延長したことに伴い、仮設分別会場等に

おけるごみの受入れに関連する委託業務等の契約を延長する必要が生じたことによる委託料等の

増額分を計上したものでございます。 

それでは次に、歳入歳出の詳細につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

８ページ、９ページをお開きください。 

２の歳入でありますが、１款分担金及び負担金１項分担金１目分担金は、補正額3,379万

7,000円を増額し、総額18億1,765万3,000円とするものでございます。説明欄にございますとお

り、碧南市分として2,022万6,000円、高浜市分として1,357万1,000円につきましては、それぞ

れ両市議会にて増額補正をご決定いただいたものでございます。 

なお、補正後の構成市分担金は、衣浦斎園分も含めて碧南市が10億8,301万5,000円に、高浜

市は７億3,463万8,000円となります。 

10ページ、11ページをお開きください。 

３の歳出でありますが、３款衛生費１項清掃費３目ごみ処理費の補正額は3,379万7,000円の

増額で、合計25億6,668万6,000円とするものでございます。 

内訳につきましては、説明欄を御覧ください。 

12節委託料の補正額は、1,981万6,000円の増額で、不燃物等前選別業務委託を始め、４項目

の増額であります。 

初めに、不燃物等前選別業務委託料は、火災事故の再発防止策として、プラットフォームに持

ち込まれたごみの中から危険物等の選別にあたる職員を現在１名から２名に増員し、人的な監視

力強化につとめるもので、９月から来年３月までの７カ月分で393万2,000円の増額です。 

その下、火災に伴うとした３項目の委託業務は復旧工事の工事延長により、ごみの受入れ再開

までの期間が延期されましたので、当初予定の６月末までの契約を８月末までの２カ月間延長す

ることによる増額分をそれぞれ計上したものであります。 

1つ目の火災に伴う仮設分別会場運営等業務委託料は、仮設分別会場での受入れ作業及び分別

指導等の運営を委託するもので1,311万2,000円の増額、その下、火災に伴うごみ搬入車両交通

整理業務委託料は、仮設分別会場の出入口及び敷地内の交通整理を委託するもので52万8,000円

の増額、その下、火災に伴う仮囲い管理業務委託料は、仮設破砕機の防じん対策として仮囲いの

管理を委託するもので、224万4,000円の増額であります。 

次に13節使用料及び賃借料の補正額は、1,398万1,000円の増額で、火災に伴う仮設破砕機レ

ンタル費は、同じくごみの受入れ再開の延期により２カ月分のレンタル費の増額であります。 

以上、議案第５号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 



 

７ 

○議長（神谷 悟君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

○10番（内藤とし子君） 議長、10番。 

○議長（神谷 悟君） 10番 内藤とし子議員。 

○10番（内藤とし子君） 11ページの再発防止策による増のところで、火災に伴う仮設分別会

場運営等業務委託料1,311万2,000円ということですが、これからも半日だけということなのか、

それと何人ぐらいでやってみえるのかということと、次の火災に伴うごみ搬入車両交通整理業務

委託料が52万8,000円ですが、出入口、入口と出口のところにいつも立ってみえるのですが、今

聞いたらその２人だけではなくて、あとまだほかにも見えるようなことを言われたように思った

のですが、そこのところをお示しください。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 議長、業務課長。 

○議長（神谷 悟君） 業務課長。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 半日だけということですけれども、これからも仮設分別会場が終了

するまで今の体制でいくということになっております。 

それから52万8,000円の出入口のガードマンの関係ですけれども、今回補正につけさせていた

だいたのは、シルバー人材センターに委託しております３人で今、門の中に入ってし尿の施設の

出入口とその反対側のし尿の出入口とそれから、駐車場の入り口で案内をしていただく３人がこ

の52万8,000円となります。ガードマンが今、出入口に立ってみえるというお話ですけれども、

これにつきましては、ここのクリーンセンターでも渋滞対策で立っているガードマンがいますの

で、今こちらのガードマンはいませんので、そちらを向こうでやっているということでございま

す。 

○10番（内藤とし子君） 議長10番。 

○議長（神谷 悟君） 10番 内藤とし子議員。 

○10番（内藤とし子君） 最初の仮設分別会場のこれは何人ぐらいの方でやっているのか、午

前中というのは分かるのですが、何人ぐらいの方で運営しているのかお示しください。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 議長、業務課長。 

○議長（神谷 悟君）業務課長。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 受付作業員が６人でございます。詳細を申しますと、トラック運転

手２人を含むバックホーなどの運転手が１人、以上でございます。 

○議長（神谷 悟君） ほかに。 

○１番（加藤厚雄君） 議長１番。 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） これは３月の予算でも当然審議して、３カ月しかたっていなくて補正す

るのですけれども、本来でしたらこの委託料の内容の説明は聞きました。しかし、元々の原因が



 

８ 

復旧工事の工事延長による増というように書いてありますので、なぜこの工期が延長になったか

というのを説明すべきではないでしょうか。それをお聞きいたします。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 議長、業務課長。 

○議長（神谷 悟君）業務課長。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 復旧工事の延長の理由ですけれども、当初、復旧工事についてです

けれども、まずは12月の末に補正予算で復旧工事のほうをお願いさせていただいて議決をいた

だいたわけでございますけれども、それはまず、現状を復旧する工事を進めて、再発防止工事に

つきましては、この現状復旧工事に平行して検討することによって、１日でも早い受入れの再開

を図ったということでございます。 

○１番（加藤厚雄君） 議長１番。 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） 全然納得できないのだけれども、聞いていても、過去にこれは去年の事

故ですので、12月にしても３月にしても、これは調べてないのでわかりませんけれども、競争

入札かまた、随意契約かどちらかわかりませんけれども、そのときに一旦予算は計上したのです

よね。だから、一旦計上して予算で了解を取って、また６月に補正をするので、その理由が工期

延長と書いてあるので、どうして工期が延長、だから３月の時点では分からなかったことがいつ

分かったかということですよね。工期延長になった理由を聞いているのです。３回しか聞けない

のだから、答弁になっていない答弁をしてもらっても困るのだけれど。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 議長、業務課長。 

○議長（神谷 悟君） 業務課長。 

○業務課長（杉浦嘉彦君） 再発防止の検討は、いつできたのかということで５月１日のときに

お話しをさせていただいたと思うのですけれども、再発防止については４月に入ってから、再発

防止工事の内容が固まってきたということでございまして、そのときに再発防止の工事の内容が、

８月末ぐらいまで運転調整にかかるということで、当初の工事ですと６月末ぐらいには設備機器

のほうの現状復旧だけでしたらできるのですけれども、それに伴って試運転調整をして受け入れ

ていくと、その時点ではお話しをさせていただきました。その後、再発防止が固まってきて本日、

工期延長を含めた議案ということで提案をさせていただいております。 

○１番（加藤厚雄君） 議長１番。 

○議長（神谷 悟君） １番、加藤厚雄議員。 

○１番（加藤厚雄君） ということは、再発防止工事は当初は見積もっていなかったというか、

それは要らないだろうと思ったものがまた後から出てきたということなのか、よく分からない。

だから、その再発防止工事は最初は要らないと判断したのに、また要るというようになってきた

から増えたのか、わかるように説明してくれる。 

○事務局長（岡崎康浩君） 議長、事務局長。 
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○議長（神谷 悟君） 事務局長。 

○事務局長（岡崎康浩君） 今のご説明ですが、当初予算の段階では、まだ１日も早く復旧を目

指してということで出ておりましたので、当初予算には復旧工事まで盛り込むことができません

でした。先ほど、業務課長のほうも答弁させていただきましたが、その間は再発防止について、

どんなものがあるかいろいろ種々検討した中で、ようやく４月の上旬に再発防止策がまとまって

まいりましたので、その工事につきまして５月１日にそれぞれ増額をするということで費用のほ

うを決定させていただきましたので、その後各両市に分担金の増額、期間が２カ月延びるという

ことがその内容で分かってまいりましたので、そのような予算措置になってきたということで、

どうかご理解をいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

議長（神谷 悟君） ほかに質疑等ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷 悟君） ほかに質疑もないようですので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷 悟君） 別に討論もないようですので、討論を終結いたします。 

これより議案第５号の採決をいたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（神谷 悟君） 挙手全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） この際、管理者より発言の許可を求められておりますので、これを許し

ます。 

○管理者（吉岡初浩君） 議長、管理者。 

○議長（神谷 悟君） 管理者。 

○管理者（吉岡初浩君） 皆様、どうもお疲れさまでございました。 

私どものほうからご提案させていただきました案件につきまして、慎重にご審議をいただき、

全議案とも原案どおりご決定を賜わりまして、本当にありがとうございました。 

今後も、市民の皆様の負託に応えるべく、職員一同努めてまいりますのでご支援をお願い申し

上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。 

本日は、本当にありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（神谷 悟君） 以上で、今期臨時会の付議事件は全て終了いたしました。よって、令和
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２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会は、これにて閉会いたします。 

慎重審議、誠にありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

 

（午後１時23分閉会） 
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以上は、令和２年６月29日に行われた令和２年第４回衣浦衛生組合議会臨時会の会議録で

あります。 
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