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   午後１時50分開会 

○真利一朗議長 

 ただいまから令和３年第１回岸和田市貝塚市清

掃施設組合議会定例会を開会いたします。 

 まず、議員出席状況を事務局から報告させます。 

○事務局 

 議員出席状況についてご報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は14名でございます。 

 以上で報告を終わります。 

○真利一朗議長 

 ただいまの報告のとおり、出席議員14名をもち

まして会議は成立いたしておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 次に、本日の会議録署名者は、施設組合議会会

議規則第101条の規定により、私から、８番米田

貴志議員、９番牛尾治朗議員を指名いたします。 

 次に、本定例会における議事説明員は、お手元

までご配付しておりますとおりでありますので、

報告いたします。 

 次に、令和２年９月分から令和３年１月分まで

の５か月分の例月出納検査結果報告につきまして

は、さきに議員各位にご送付いたしておりますと

おりであります。 

 本各件について質疑のある方は発言を願います。 

   〔「なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ないようですので、本報告を終わります。 

 これより日程に入ります。 

 日程第１、会期決定についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日の１日といたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会

期は１日に決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第１号岸和田市貝塚市ク

リーンセンター大規模改修工事請負契約の締結に

ついてを議題といたします。 

 本件に対する提案理由の説明を求めます。永野

耕平管理者。 

○永野耕平管理者 

 ただいま上程の議案第１号岸和田市貝塚市クリ

ーンセンター大規模改修工事請負契約の締結につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件は、岸和田市貝塚市クリーンセンター大規

模改修工事を実施しようとするものであり、総合

評価落札方式一般競争入札により業者選定を実施

した結果、ヒデイ建設特定建設工事共同企業体が

７億3,700万円で落札いたしましたので、同社と

工事請負契約を締結しようとするものであります。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますよ

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に説明させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○真利一朗議長 

 次に、補足説明を求めます。谷藤事務局長。 

○谷藤 健事務局長 

 それでは、議案第１号岸和田市貝塚市クリーン

センター大規模改修工事請負契約の概要について、

ご説明させていただきます。 

 今回の工事は、長寿命化総合計画に基づき、臨

海部に位置していることから強風や塩害により劣

化の激しい建屋外壁等の大規模改修を行うもので、

業者選定に当たりましては、大規模改修工事業者

選定委員会を設置し、総合評価落札方式一般競争

入札を行いました。 

 当初、３者から参加申込みがありまして、一次

審査では３者とも参加資格を満たしておりました

が、２者から辞退届の提出がございました。その

後、二次審査として、大規模改修工事業者選定委

員会において技術提案者からのプレゼンテーショ

ン、ヒアリングを実施いたしまして、そのヒアリ

ング結果及び評価基準書による技術評価点の評価

を行った後、入札による価格評価を実施いたしま

した。その結果、７億3,700万円でヒデイ建設特

定建設工事共同企業体が落札者となり、同社と工
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事請負契約を締結しようとするものであります。 

 以上が工事請負契約に至る説明でございます。

何とぞよろしくお願いいたします。 

○真利一朗議長 

 ただいまの提案理由の説明に対する質疑に入り

ます。質疑はありませんか。川岸議員。 

○１０番 川岸貞利議員 

 何点かお伺いします。まず、選定委員会の構成

メンバーについて教えていただけますか。以前、

選定委員会は学識経験者が２名以上となっていま

したが、構成メンバーを教えてください。 

○真利一朗議長 

 太田基幹整備担当参事。 

○太田健一基幹整備担当参事 

 構成メンバーにつきましては、学識経験者２名、

あと岸和田市建設部長、貝塚市都市整備部長、岸

和田市貝塚市清掃施設組合事務局長、岸和田市貝

塚市清掃施設組合事務局次長の６名となっており

ます。 

○真利一朗議長 

 川岸議員。 

○１０番 川岸貞利議員 

 次に、一次審査のときは３者あり、２者が辞退

とのことですが、当然ながら、ホームページで全

部公開していただいています。この２者が辞退し

た理由というのは何でしょうか。教えてください。 

○真利一朗議長 

 太田参事。 

○太田健一基幹整備担当参事 

 ２者の辞退理由については、主に現場代理人等

の技術者が不足しているということが、２者とも

の説明内容でした。 

 以上です。 

○真利一朗議長 

 川岸議員。 

○１０番 川岸貞利議員 

 そうしますと、もともとの基準書で、技術者は

何名以上でしょうか。額によって人数も違ってく

ると思うのですが、基準では何名以上で、その２

者から何名出たのか教えていただけますか。 

○真利一朗議長 

 太田参事。 

○太田健一基幹整備担当参事 

 基準では、監理技術者資格を持ったものが１名

となっております。 

○真利一朗議長 

 川岸議員。 

○１０番 川岸貞利議員 

 あと確認なのですが、例えば業者から見て、選

定委員会のうち学識経験者の氏名とか、あるいは

どの業者から申し込んだのか一切非公開というふ

うに私は思っているのですが、その辺りはいかが

でしょうか。 

○真利一朗議長 

 太田参事。 

○太田健一基幹整備担当参事 

 川岸議員のおっしゃるとおり、構成委員につい

ては非公開とし、業者同士の顔合わせ等も行われ

ないように配慮して、事務を進めてまいりました。 

○真利一朗議長 

 川岸議員。 

○１０番 川岸貞利議員 

 分かりました。あと、これから述べるのは私の

意見です。最近、業者の選定委員会やそのメンバ

ー構成についてですが、メンバーの半数以上が学

識経験者や外部の委員から構成される傾向にあり

ます。これはやはり公平、公正、透明性の観点に

よるものだと思いますので、今後こうした機会が

あれば、それも１つ検討していただきたいという

意見を述べさせていただきます。 

○真利一朗議長 

 他にありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 質疑が終わったものと認めます。 

 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〕 

○真利一朗議長 
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 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり可とすることに決しまして

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案の

とおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第２号令和２年度岸和田

市貝塚市清掃施設組合一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 本件に対する提案理由の説明を求めます。永野

耕平管理者。 

○永野耕平管理者 

 ただいま上程の議案第２号令和２年度岸和田市

貝塚市清掃施設組合一般会計補正予算（第２号）

につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、歳出の補正は

ございませんが、歳入につきまして、第６款第１

項組合債第１目清掃施設整備事業債において、ご

み処理施設増設事業債が、びん・缶投入コンベア

チェーン取換工事や不燃性粗大ごみ破砕機炎検知

装置設置の追加工事等で510万円増額となりまし

たので、第１款第１項分担金を同額の510万円減

額しようとするものであります。 

 また、併せて補正予算書第２表のとおり、地方

債の限度額を同額増額するものです。 

 以上のとおりでありますので、何とぞよろしく

ご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○真利一朗議長 

 ただいまの提案理由の説明に対する質疑に入り

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 質疑なしと認めます。 

 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〕 

○真利一朗議長 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり可とすることに決しまして

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案の

とおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第３号令和３年度岸和田

市貝塚市清掃施設組合一般会計予算を議題といた

します。 

 本件に対する提案理由の説明を求めます。永野

耕平管理者。 

○永野耕平管理者 

 ただいま上程の議案第３号令和３年度岸和田市

貝塚市清掃施設組合一般会計予算につきまして、

提案理由をご説明申し上げます。 

 本組合の令和３年度歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ39億5,120万４千円で、前年度に

比べて16.4％、７億7,391万６千円の減額計上で

あります。 

 予算の内容につきまして、まず、歳出から科目

別にご説明申し上げます。 

 第１款議会費は、議会運営に要する諸経費であ

り、365万３千円の計上で、前年度に比べて１千

円の増額であります。 

 次に、第２款総務費は、組合の運営及び施設の

維持管理並びに施設整備等に要する経費であり、

34億3,737万５千円の計上で、前年度に比べて

9.4％、３億5,742万８千円の減額であります。 

 次に、第１項総務費のうち総務管理費は、予算

の性質別に整理を行い、これまでの一般管理費と

総務管理費を統合いたしました。予算額は２億

2,424万４千円の計上で、前年度の一般管理費と

総務管理費の合計に比べて2.7％、579万９千円の

増額であります。 

 次に、公平委員会費は、７万３千円の計上であ

ります。 

 次に、監査委員費は、15万４千円の計上で、前
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年度に比べて28.7％、６万２千円の減額でありま

す。 

 次に、第２項施設費の施設管理費は、32億

1,290万４千円の計上で、前年度に比べて10.2％、

３億6,316万５千円の減額であります。減額の主

なものは、基幹的設備改良事業費であります。 

 次に、第３款公債費は５億717万６千円の計上

で、前年度に比べて45.1％、４億1,648万９千円

の減額であります。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。 

 分担金で23億2,780万７千円、使用料及び手数

料で３億5,725万円、国庫支出金で１億9,555万５

千円、繰越金で１千円、諸収入で３億149万１千

円、組合債で７億6,910万円でありまして、これ

ら財源をもって本組合に係る経費に充当しようと

するものであります。 

 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、何

とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお

願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、事務局長に説明さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○真利一朗議長 

 次に、補足説明を求めます。谷藤事務局長。 

○谷藤 健事務局長 

 それでは、令和３年度一般会計予算につきまし

て、詳細のご説明を申し上げます。 

 まず歳出からご説明いたします。 

 予算書16、17ページをお願いいたします。 

 第１款第１項第１目議会費に365万３千円の計

上で、前年度に比べ１千円の増加でございます。 

 次に、第２款第１項総務費でございます。なお、

総務費につきましては、先ほど管理者からも説明

がありましたように、昨年度まで第１目一般管理

費、第２目総務管理費、第３目公平委員会費、第

４目監査委員会費としておりましたが、一般管理

費と総務管理費を性質別に整理いたしまして、総

務管理費としましては、第１目総務管理費、第２

目公平委員会費、第３目監査委員費としておりま

す。そのため、前年度額につきましては、令和２

年度の一般管理費、総務管理費の合計額となって

おります。 

 それでは、まず第１目総務管理費に２億2,424

万４千円の計上で、前年度に比べ2.6％、579万９

千円の増加でございます。 

 詳細につきましては、右ページの事業別区分欄

をご覧くださいますようお願いいたします。 

 職員給与費２億188万１千円は、会計年度任用

職員６名を含む施設組合職員27名分の人件費等で

ございます。 

 その下、総務管理事業1,476万１千円は、組合

運営に要する事務経費でございます。 

 次に、18、19ページをお願いいたします。 

 右ページ、事業別区分欄中ほど、電算システム

運用事業に618万円の計上で、87万１千円、

16.4％の増加でございます。これは従来の電算シ

ステム保守委託料、賃借料に加えまして、作成が

義務付けられております公会計財務諸表の作成、

検証業務を追加したものでございます。 

 次に、リサイクル啓発事業に134万８千円の計

上で、３Ｒふれあいフェア、３Ｒ啓発事業委託料

など、展示、啓発事業の運営に必要な経費でござ

います。 

 次に、情報公開・個人情報保護事業に７万４千

円の計上で、情報公開・個人情報審査会等の関係

事務費でございます。 

 左ページ、18ページでございますが、下から２

つ目、第２目公平委員会費は７万３千円の計上で、

前年度と同額でございます。 

 その下、第３目監査委員費が15万４千円の計上

で、前年度に比べ６万２千円の減少でございます。 

 次に、20、21ページをお願いいたします。 

 第２款第１項総務費の合計が２億2,447万１千

円で、前年度に比べ2.6％、573万７千円の増加で

ございます。 

 次に、第２項施設費第１目施設管理費でござい

ます。32億1,290万４千円の計上で、前年度に比

べ10.2％、３億6,316万５千円の減少でございま

す。 
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 それでは、右ページ、事業別区分欄に沿って、

21ページからご説明申し上げます。 

 まず、事業別区分欄上から２つ目、施設管理運

営事業12億65万３千円は、クリーンセンターの運

転管理等に要する経費で、主なものは第10節需用

費で、焼却プラント関係の薬品等の消耗品に１億

6,894万７千円、電気、下水道等の光熱水費に

7,123万７千円、第12節委託料で、工場の運転管

理や焼却灰の処分等の施設維持業務委託料に８億

7,935万４千円でございます。 

 次の大阪湾圏域広域処理場整備事業644万６千

円は、大阪湾広域廃棄物処理埋立処分場建設委託

料でございます。 

 次のクリーンセンター維持補修事業13億9,994

万８千円は、定期点検整備工事などの施設維持に

要する経費で、主なものは、施設全般に係る定期

点検整備等の工事請負費、災害廃棄物仮置場とし

て、また平常時には一般搬入車両の待機場所とし

て使用するための広場の一部改良工事費が4,420

万円、令和２年度から４年間の継続事業として取

り組んでおりますクリーンセンター大規模改修工

事の焼却棟建物改修事業費１億6,000万円を含む

工事請負費が10億1,311万５千円、定期点検整備

等の工事に伴う原材料費が２億4,289万７千円で

ございます。 

 次の基幹的設備改良事業は、令和元年度から５

年間の債務負担行為として取り組んでおります事

業の３年度目で６億585万７千円でございます。 

 次に、22、23ページをお願いいたします。 

 第３款第１項公債費が償還金元金及び利息で５

億717万６千円の計上で、前年度に比べ45.1％、

４億1,648万９千円の減少でございます。令和２

年度末現在の未償還残高31億2,094万６千円に対

する償還元金及び利子で、前年度に比べ、第１目

元金で４億776万９千円の減少、第２目利子で872

万円の減少でございます。 

 なお、これらの償還につきましては、主にクリ

ーンセンター建設当時のものでございまして、建

設当初の起債につきましては、令和３年度をもっ

て完済予定でございます。 

 本予算に計上しております令和３年度借入れ予

定の組合債７億6,910万円を含めまして、令和３

年度末の未償還元金は約34億円となる予定で、令

和４年度までは償還額が減少傾向となります。し

かし、令和５年度以降は災害復旧債や、基幹的設

備改良事業、大規模改修工事に対する起債の償還

が始まることから、年次的に償還額が増加いたし

まして、年間６億円から７億円程度の償還となる

見込みでございます。 

 次に下段、第４款第１項第１目予備費は300万

円で、前年度と同額でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。 

 予算書12ページ、13ページにお戻り願います。 

 第１款第１項分担金第１目組合市分担金が23億

2,780万７千円で、前年度と比べ10.5％、２億

7,374万３千円の減少でございます。 

 両市の分担は、２割を均等割、８割を人口割に

よることが定められておりまして、この割合で算

出した岸和田市の負担率が64.984％、貝塚市の負

担率が35.016％でございます。 

 なお、本来ですと、令和２年に国勢調査が実施

されておりますので、その速報値をもって算定す

るところでございますけれども、新型コロナ感染

症による影響もございまして、速報値の公表が令

和３年６月に延びておりますので、今回の予算に

おける人口割については、平成27年の国勢調査の

結果で算定してございます。令和３年度中には令

和２年国勢調査の基本集計が公表される予定でご

ざいますので、決算時にはその値で清算すること

を予定しております。 

 次に、第２款使用料及び手数料第１項使用料第

１目総務使用料が172万１千円で、前年度と比べ

6.1％、11万１千円の減少でございます。主なも

のは、組合所有土地使用料及び附属洗車場使用料

でございます。 

 次に、第２款使用料及び手数料第２項手数料第

１目焼却手数料は３億5,552万９千円で、前年度

に比べ3.4％、1,240万１千円の減少でございます。
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これは、事業系ごみ搬入量の減少傾向を見込んだ

ものでございます。 

 次に、第３款第１項第１目ごみ処理施設基幹的

設備改良事業費国庫補助金は１億9,555万５千円

で、前年度に比べ19.3％、4,679万４千円の減少

でございます。 

 次に、第４款第１項第１目繰越金は１千円で、

前年度と同額でございます。 

 次に、第５款諸収入第１項第１目雑入が３億

149万１千円で、前年度に比べ14.2％、3,743万３

千円の増加でございます。電力売払収入の増加を

見込んだものでございます。 

 次に、14、15ページをお願いいたします。 

 第６款第１項組合債第１目清掃施設整備事業債

が７億6,910万円で、前年度に比べ38.1％、４億

7,330万円の減少でございます。主にごみ処理施

設増設事業、基幹的設備改良事業及びクリーンセ

ンター大規模改修工事に係る起債でございます。 

 以上が歳入歳出の説明でございます。 

 続きまして、予算書２ページ、３ページにお戻

り願います。 

 ２ページ、３ページは、ただいまご説明いたし

ました歳入歳出予算の総括表でございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 こちらは債務負担行為でございます。クリーン

センター運転管理業務委託に関するもので、現在

の第３次運転管理委託業務が令和３年度で終了す

ることから、令和４年度から５年間の第４次運転

管理委託を行おうとするもので、令和２年第１回

議員協議会にお諮りした内容でございます。 

 その際にもご説明いたしましたが、現在施工し

ております基幹的設備改良工事が令和５年度終了

予定でして、竣工分から順次引渡しを受けており

ます。そこで、新旧設備の切替え、教育訓練など

を行いながらの運転となりまして、契約不適合責

任期間、つまり旧来の瑕疵担保期間とも重なって

くることから、ごみ処理を安定的に進めながら施

設の安全性を担保するため、現在の業務を支障な

く継続している現運転管理委託業者と随意契約を

予定するものであります。 

 次の５ページは地方債でございます。清掃施設

整備事業債として６億2,510万円、クリーンセン

ター大規模改修事業として１億4,400万円の限度

額を定めようとするものでございます。 

 ただいまの事案も含め、継続費、債務負担行為

及び地方債に関する調書並びに給与費明細書につ

きましては、24ページ以降に記載してございます

ので、ご確認をお願いいたします。 

 説明は以上でございます。何とぞよろしくお願

いいたします。 

○真利一朗議長 

 ただいまの提案理由の説明に対する質疑に入り

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 質疑なしと認めます。 

 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〕 

○真利一朗議長 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり可とすることに決しまして

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案の

とおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第４号公平委員会の委員

選任につき同意を求めるについてを議題といたし

ます。 

 本件に対する提案理由の説明を求めます。永野

耕平管理者。 

○永野耕平管理者 

 ただいま上程の議案第４号公平委員会の委員選

任につき同意を求めるについて、提案理由をご説

明申し上げます。 

 公平委員の清原泰司氏が本年３月31日をもって

任期満了となりますので、その後任委員として同



－7－ 

氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第

２項の規定に基づき、議会のご同意を賜りたくご

提案申し上げる次第であります。 

 何とぞご同意賜りますようお願い申し上げます。 

○真利一朗議長 

 この際、お諮りいたします。 

 本案は、質疑、討論を省略してご異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本案は、質疑、

討論を省略することに決しました。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本件は原案のとおり同意することに決しまして

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○真利一朗議長 

 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案の

とおり同意されました。 

 以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了

いたしました。 

 各案件につきまして慎重にご審議賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 これをもちまして、令和３年第１回岸和田市貝

塚市清掃施設組合議会定例会を閉会いたします。 

   午後２時20分閉会 


